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粉体層 の疲労破断現 象は,著 者 らに より存在 が確認 され報告 され ているが,本 論文は この現象 をさ

らに定量的 に考察 す るため,広 い負荷 回数 範囲で負荷応 力と疲 労寿命の関係(S-N関 係)を 求 めた も

のであ る.実 験 は動 的繰 り返 し引張 り応 力を粉体層に負荷す るた めに振動を用い て行 い,実 験 セルは,

垂直セ ルと二分割 セルを用 いた.振 動周波数 は5～300Hzで 行い,関 東 ローム粉,溶 融 アル ミナ粉,

ラ ク トース粉を試料 として用 いた.得 られた結果は,疲 労破 断寿命に関す る統計的解析 を行 い定量 的

考察 を試み た.結 論 として どの材料 で も106回 以下 の有限 負荷 回数範囲であ るが破断 の起 こる応力の

下限値(耐 久 限)の 存在が応 力比0.7程 度で認め られ た.疲 労破断寿命分布 は ワイ ブル分布に よって

表現 され,他 材料に比べ疲労寿 命分 布が広い ことを定量 的に示 し,ま た得 られたS-N関 係は,傾 斜

部 と水 平部の2つ の領域 に区分 され ることを指摘 した.

緒 言

微粉体 層の力学的特性 の研究 は,主 に引張 り,勇 断強

度 な どの静的な破断試験 を中心 に行われて き た.し か

し,粉 体の ハン ドリングでは,こ れ らの試験結 果だけで

は説 明で きない 力学特 性が存在 している.

例えば,著 者 らは,〓 布上へ集塵捕 集 した粉塵層 に衝

撃加速度を用 いて,〓 布面 に垂直 に応 力を繰 り返 し作用

させ る実験 を行 い7)一 回 の負荷 では,払 い落 としが起 き

ない小 さな応力で も,何 回か の繰 り返 し負荷 を加 える こ

とに よ り払い落 としが進行 する現象の存在 を確認 してい

る.こ の現象は,従 来 の付着 力 と分離 力だ けを考 慮 した

静的なモ デルでは説 明で きない.

そ こで著者 らは,勇 断方向応 力に よる払 い落 としの研

究2)の 中で,粉 体層 の力学 特性に,「 疲 労破 断」 の概念

を導 入 して現象 を考察 し,疲 労破断現象 を表すS-N曲

線に よ り定性 的に現 象を説 明した.さ らに,垂 直お よび

勇断方 向応 力に よる払い落 と し結果 の比較か ら,応 力の

負荷方 向に よ りS-N曲 線 の形 状が異な るとい う予測 も

行 い,粉 体 層の基礎的 な力学特 性 として疲労破断現象 を

解 明する必要があ ると考 えた.

そ こで,著 者 らの一部 は,予 備実験的 にひきつづ き粉

体 層に準静的繰 り返 し引張 り応力を負荷す る研究5)を 行

い単純化 した試験装 置において も,粉 体層 に疲労破 断現

象が存在す ることを確 認 した.

本研究 は,前 報6)に つづ き,粉 体層 の疲 労破断現象を

さらに定量的 に解 析す るために,広 い負荷 回数範 囲に渡

って応 力と破断 する までの負荷回数 の関 係を求めた.そ

こで実験 は単位 時間当 りの負荷 回数 を増 すため,振 動 を

用 いて繰 り返 し負荷 を行 った.こ れは,動 的繰 り返 し負

荷に よる疲労破断現象 への拡張 も意味す る.得 られた結

果 は材料 力学的手法 で整理 され,疲 労破断寿命分布 の統

計的解析 によ り現象 の定量 的考察を試みた.

1. 実験方法 お よび装置

実験は,高 周波 数振動加速度 に より粉体 層に繰 り返 し

引張 り力を負荷 する試験,お よび振動振 幅を用 いた低周

波数 での繰 り返 し引張 り試験 の2種 類を行 った.前 者は

破 断す る までに多 くの負荷 回数を要 す る場合,後 者 は,

比較 的少ない負荷 回数 で破断の起 こる場合 の現象 を解明

す ることを主 目的 とした.

1・1 振動加速 度に よる繰 り返 し 負荷実験(実 験I)

この実験 は,Fig.1(a)に 装置,セ ルの概 略を示 した

よ うに,粉 体 層を一部露 出させ て成形 したセルを,振 動

台上 に取 り付け,振 動加速度 に よ り繰 り返 し引張 り応 力

を負荷 し露出層を セル上 面で破 断 させ る実験であ る.

セル(1)は,内 径25.21nm,外 径30mm,深 さ32mm

で,材 質 はステ ン レスであ る.こ のセルを取 り付 けた振

動 台は,電 磁式振動 台(ノ ー ド社製,VT-10型)で,

振 動 周 波 数は,5～50000Hzま で連続的 に変 えること

がで きる.

粉体層 の成形 は,Fig.1(b)に 示す よ うに,測 定 セル

(1)に二分割式 の粉体層成形用 の枠(2)を取 り付 け,(3)の 円

筒で固定す る.こ れに試料を スパ チ ュラで充填 し,(4)の

ピス トンに分銅 をのせて圧密 した.こ の際,圧 密後の試

料高 さが成形用 の枠(2)の上面 よ り1mm程 度上 に な る

よ う試料 の充填量 を調節 した.10分 間の予圧密後,分

銅,ピ ス トン(4)および固定用 円筒(3)を取 りはず し,枠(2)

の上 面で粉体 層をす り切 った.そ して最後 に枠(2)を取 り* 〒464名 古屋市千種区不老町
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(a)

(b)

(c)

はず し成形を完了 した.

実験方法は,振 動を開始 し,設 定 振動加速度 に達 した

時 を負荷開始時刻 とし,粉 体層がセル下 面で破断 して露

出層が円柱状 のまま受 け皿(6)に落下 す るまで の時間,お

よび受け皿(6)中の落下 した粉体層の質量 を測定 した.振

動加速度は,セ ル上面 に加速度 ピ ックァ ッブ 但MIC社

製,541-AT,圧 霞型)を 垂直に取 り付け測定 した.

また実験可 変条件は,予 圧密応 力お よび振 動周波 数で

前者は11.4～41.3kPaの 範囲 で変えた.こ の実験では,

予圧密応 力が小 さい とセル内か ら粉体 層が抜 け落ち るた

め,予 圧密応 力範 囲には制限があ る.振 動 周波 数につい

ては,セ ルの構 造や振動台の装置特性 に よって生 じる水

平方 向の振 動加 速度を,セ ル側而上部 に加 速度 ピ ックア

ップを取 り付 けて測 定 し,垂 直方 向に対す る水平方向 の

加速度 の比 が5%未 満 であ った70,100,300Hzを 実

験条件 として選 んだ.な お,設 定振動加速 度に達す るま

で に要す る時間 は2～3秒 で,助 走区 間の長 さが常にほ

ぼ一定 となる よう調 節 した.ま た実験 デー タは,破 断面

がセル上端 にほぼ一致 しなだ らか なもののみ 採用 した.

この方法 は高 周波数振動で行 うので,少 ない負荷回数

で破 断す る場合 には極めて短時間 で破断す るため,破 断

に要す る時間測定 が不 正確 とな る.そ こで,低 周波 数の

振 動に よる繰 り返 し負荷試験が必要 であるが,こ の方法

では用いた振動台の振動振幅が小 さいため,低 周波数で

は十 分な加速度が得 られない.そ こで,低 周波 数繰 り返

し負荷試験装置を用い実験を行 った.

1・2 振動振幅に よる繰 り返 し負 荷試験(実 験II)

実験 装置は,Fig.2に 示 した よ うに,吊 り下げ式付

着 力測定 装置の可動 セル側に振動 台を接 続 した もので,

振 動振幅に よ り粉体層 に応 力を繰 り返 し負荷す る ことが

で きる.

粉体層の成形 は,内 径50mm,深 さ20mmの 二分割

セルに試料 をスパチ ュラ充 填 し,10分 間予圧密後,粉

体層上面です り切 った.

実験は,可 動 セルを フ ックで固定 した状 態で振動を開

始 し,徐 々に振 動振幅を増加 させ設定 応力に達 した段階

で フ ックをはず し,層 に繰 り返 し応 力を作用 させ,フ ッ

クを はず してか ら,粉 体層が破断す るまでの時間を測定

した.な おこの実験 では,実 験1で で きなか った粉体層

の変形量 の経 時変化 も差動 トランスに よ り測定で きる.

実験条件 と して,予 圧密応 力は,4.0～21.5kPaの 範囲

で,振 動 周波 数は,5,20Hzで 行 った.

試料は3種 類用 い,Tablelに 平均粒径,真 密度 お よ

び実験を行 った破 断面の 空隙率 の範 囲を 一括 して 示 し

た.

2. 実験結果の整理

材料 力学 で行 われてい るよ うに疲労破 断現象を,負 荷

応 力と負荷 開始か ら破断す るまでの負荷 回数(以 下寿命

と呼ぶ)の 関係,す なわち3-N関 係で整理 してみ る.

結果 の整理 において,層 に加えた応 力の代表値 σsと

しては,実 験I,IIと も最大値 を選んだ.し た がって実

験1で は,負 荷応力 σsは次式で与 え られ る.

(1)

ここで,mfは 破 断落下 した粉体層 の実測 した質量,α0

Fig. 1 (a) Schema of apparatus with vertically vibrat-
ing cell to load repeated stress on powder bed 

(b) Schema of sections to form powder bed 
(c) Assemblage of sections to form powder bed

Fig. 2 Schema of apparatus with horizontally splitting 

cell to load repeated tensile stress on powder 

bed by using vibration

Table 1 Sample
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は振動振 幅,ω は角振動数,Aは 破断面 の断 面積 であ

る.ま た,寿 命Nδ は負荷 開始か ら破断す るまでの負荷

回数 で与 えた.

求めた3-N関 係 の一例 を,Fig.3に 示す.こ の図

はデ ータ数が多 く広 い実験 条件の範囲 で行 った関東 ロー

ム粉(JIS11種)の 結果であ る.こ こで事 前に 吊 り下 げ

式付着 力測定装置 を用 いて得 られた各空隙率 におけ る平

均 の静的引張 り強度 δzが,N=100で の値 として与え

られてい る.こ の図か ら明 らかな よ うに,空 隙率が小 さ

く静的強度が大 きい場合 程,疲 労強度 は大 きくな ってい

る.ま た実験条件 の中で,実 験1,Hの セル,装 置形式

の違いお よび振動 周波 数の影響 は現在 の ところ顕著にみ

られ ない.こ こでは示 さなか ったが,他 の試料で もこれ

らの実験条件 の影 響は顕著 に認め られ なか った.し たが

って,以 下 では これ らの実験条件 につ いては特 に考慮 し

ない で解析 を行 った.

さて,こ の結果 か ら静的強度 の違 いを除いて整理 を行

うため に,平 均 の静的引張 り強度 δzで負荷応 力の無次

元化 を行 い,そ の結果をFig.4に 示 した,こ の図 は.本

研究 で行 ったすべて の実験結果 を まとめて表示 した もの

である.設 定 した負荷 回数 まで応 力を繰 り返 し負荷 して

も破 断が起 きなか った データを,一〇一 印で示 してある.

粉体 層のS-N関 係は,応 力比 を とって静的強度 の違

いを除 くとほぼ まとまる.こ こで寿命値に着 目す る と,

破断 が起 きた もので最 も長寿命 の デ ータは,3×104回

であ り,そ れ以上の負荷 回数 では破断点が存在せ ず興 味

深 い.ま た,応 力比を0.7以 下 に設定 した場合 には,

本試験 で行 った負荷回数範 囲106回 以内 では粉体 層は破

断 していない.こ れは,疲 労破断 を起 こす応 力の下 限値

(耐久限)の 存在 を示唆 してい ると考 え られ る.一 方,応

力比が1よ り大 きな値を とる場合 でも疲 労破 断が起 きて

い る.こ れ は,準 静的繰 り返 し試験結果6)で は表れてお

らず動的試験特 性 として注 目され る.

さて,Fig.4の 結果 は,デ ー タのぱ らつ きが大 きい

ため次節 で統計的手法を用 いた解 析に よ り詳細な検討を

行 う.

3. 疲労破断現象 の統計 的解析

Fig.4 のデー タ のば らつ きは,あ る応 力比に対す る

寿 命値が分布を持 っている ことを示 してい る.そ こで統

計 的解析を この疲労破断寿 命分布に対 して行い,こ の現

象 の定量的考察 を試み た.

3・1 統 計的解析方法

解 析方法は,「 統計的疲労試験 方法(日 本機械学会基

準)」4)に準拠 して次 の ように行 った.

まず最初 に,負 荷応 力比 をデー タ数に応 じて2～7個

の範囲 に分け,各 応 力比範 囲内での寿命値 に,順 序統計

量 として整理す るために,寿 命の小 さい方か ら並べ順位

番号をつけた.各 々の順位番号 に対 して母集 団の分布形

状が未知 であるので,メ ジアンラン ク3)を用 いて各寿命

値 に達 しないで破 断す る粉体層 の割合,す なわ ち破 断確

率を与 えた.こ の際,非 破断点 を含 む応 力範 囲では,非

破断点 も含 めて解析を行 った.

この方法 に よって得 られた寿命分布 は,次 式 で与 え ら

れ る二母数 ワイ ブル分布に よって最 も良 く表現 された.

この ワイブル分 布は,2つ の母数(m,Ne)を パ ラメー

タにして累積分 布関数P(N)が 次式で示 され る.

(2)

また頻度分布 関数p(N)が 次式で示 され る.

(3)

Eqs.(2),(3)で,特 性 寿 命Neは,破 断 確 率63.2%

で の 寿 命 値 で あ る.ま た,形 状 母 数mは,寿 命 の ぼ ら

Fig. 3 An example of S-N relation

Fig. 4 Relation between stress ratio and fatigue life 

(S-N relation)
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つ きを表す指標 とな り,ワ イ ブ ル確率紙上で傾 きを表

す.

3・2 統 計的解析結果

ワイブル分布を用いた疲労破断 寿命分布の統計的解析

結果 を示す.Fig.5は そ の一例 で,デ ー タ数の最 も多

い関東 ローム粉(JIS11種),空 隙率0.740の 結果で あ

る.分 布を求めた応 力比範囲 を図 中に示 してあ る.こ の

図で実線 は,寿 命値 とメジアンラ ンクか ら求めた破断確

率 のデー タか ら最 小二乗法 に よって求めた ものであ る.

そ して破線 は寿命値の,一 点鎖線 は破 断確率の90%信

頼 区間を示 した ものであ る.

次 に溶融 アル ミナ粉(W.A.#8000)の 結果をFig.

6に 示す.こ れ も デー タ 数の多い空隙率0.675の 結果

で,異 なる 応 力比範 囲で 分布 を求 め た結 果を 示 してあ

る.こ の図で明 らかな よ うに,分 布 を求めた応力比範囲

が変わる と特 性寿命N,は 大 き く変化す る.ま た,分

布 の広 が りを示す形状 母数mも 多 少変化す る.こ こで

は示 さなか ったが,ラ ク トース粉で も同様 な結果 とな っ

てい る.そ こで次に,す べ てのデ ータについ て得 られ た

特性寿命Ncと 形 状母数mの 推定値,お よび90%信 頼

区間を求めた応力比範囲 内での全測定 点の応 力比 データ

の平均 値に対 して示 した.そ れがFigs.7,8で ある.

Fig.7で 明 らかな よ うに,特 性寿命Ncは 応力比の

増加 に伴 い減 少す る傾 向を もってい るが,デ ー タ数の多

い関東 ローム粉(JIS11種)の ε=0.72,0.74の 結果を

み る と,Ncの 減 少傾向は,図 中 の直線 で示 した よ うに

応 力比 の小 さな領域(δs/δz=0.7～0.85)で は急な傾 きを

示 し,そ れ以上の応 力比範 囲(δs/δz>0.85)で は な だ ら

か な傾 きを示 してい る.こ の傾向の変化 は,90%信 頼

区 間の範 囲内でみ て も現 れてお り,統 計 的解 析に用 いた

データ数 が,Ncの 定 性的な変化 を評価す る上 で不 足 し

ていない ことを示 している.ま た,そ の他 の測 定点の少

ない実験 条件 では,減 少傾 向の変化す る応 力比 の前後 で

各1,2点 しか 推 定値が 得 られ て いない と考え られ る

が,推 定値 は図中の直線か らはずれ た位置 に存在 してお

り,試 料,実 験 条件 に よ りs-N曲 線 の位置,形 状 には

違 いがあ ることが予測 され る.

Fig. 5 Fatigue life distribution of Kanto loam powder 

(JIS-11) expressed by Weibull distribution

Fig. 6 Fatigue life distribution of fused alumina powder 

expressed by  Weibull distribution

Fig. 7 Estimates of the characteristic fatigue lifes in 

Weibull distribution

Fig. 8 Estimates of the shape parameters in Weibull 

distribution
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一方,形 状母数mの 結果 を示 したFig.8は,mが

応力比に よらず ほぼ一 定であ り,特 性寿命Ncの ように

応 力比 に対 して変化 しない ことを示 してい る.し たが っ

て寿命分布形状 は,本 試験範 囲ではほぼ一定であ る.

さて,以 上 の統計的解析結果 か ら特 に重要 と考 え られ

るのは特性寿命Ncの 減少傾 向が傾 きの異 なる二本 の直

線 で示 された点にあ る.こ れ は疲労破断現象が応 力比 に

よって2つ の領域に分け られ る ことを示唆 して いる と考

え られ る.こ の ことに特 に考慮 しなが ら,次 に考察 を行

う.

4. 考 察

3. で現象の区分を示唆 したFig.7は,応 力比 を下

げ てい くとあ る応力比か ら特性 寿命Ncが 急増 す ること

を示 してい る.こ れは応 力比 の低下 に伴 う破 断寿命の増

加 に加 えて,本 研究で の負荷 回数範囲で は破 断 しない非

破 断デ ータが増大す る ことに も起因 している.そ こで,

この非破 断現象 と,Fig.7で 示 され た 現 象の応 力比 に

よる区分 との関係 をも う少 し整 理 してみ る.

非 破断現象を検討す るために,ま ず本試験 範囲内で の

破 断確率をFig.9に 求めた.Fig.4に み られ る よう

に,3×104回 以上 の負荷回数で の破 断点は得 られ てい

ないので,と りあ えず3×104回 までの負荷におけ る破

断 確率F3×104を 本試験範囲 内での破 断確率 とした.破

断 確率はFig.4に おいて応 力比 をそれぞれの範囲 に同

じデ ータ数が入 る ように分け,各 応 力比範 囲内 の非破断

点 を含む全 データ数 に対 す る破断 した デー タ数 の比 とし

て与 えた.

この結果 と,Fig.8で 示 した 現象 の区分 を比較 して

み ると,特 性寿命Ncの 減少傾 向が変化す る応 力比(δs/

δ9〓0.85)は,Fig.9で3×104回 で の破 断確 率P3×104

がほぼ1に 近 づ く応 力比 と一致 してい る.し たが って,

N,の 減少 傾向の変化点以下 の 応 力比範 囲は,有 限回数

の負荷 では 必ず 非破断点 を含 む疲労破断限度領 域 であ

る.そ して,F3×104=0と なる応 力比(δs/δz〓0.68)では

特性寿 命Ncは 無限大 に近づ くと考 え られ る.こ の こと

は,こ の領域でのs-N関 係が寿命軸に対 してほぼ平行

であ ることを示 している.以 上 の ことか ら,こ の領域 は

S-N関 係 におけ る水平部であ る と考 え られる.

一 方,Ncの 減少 傾向の 変化点以上の応 力比範囲(δs/

δz>0.85)は,3×104回 以 内に必ず破 断する 有限寿 命領

域 であ り,Fig.7は,こ の領域 でのS-N関 係が,水

平部 に比べ寿命軸 に対 して傾斜 しているこ とを示 してい

る.し たが って,こ の領域はS-N関 係における傾斜部

であ ると考 え られ る.

この傾斜部,水 平 部の仮定に よ りFig.10にS-N曲

線 を求め てみ た.Fig.10は,Fig.7で 特i生寿 命Ncの

変化傾 向の評 価を行い信頼区間 を検討 した関東 ローム粉

(JIS11種)ε=0.72,0.74の 結果 で,各 応力範囲 で の

50%寿 命値 か ら曲線を求めた ものであ る.こ の図 で明

らか な ように,3-N曲 線 は,寿 命値103回 程度 で水平

部 に移 りは じめてい る.し たが って,S-N曲 線が完全

に寿命軸 に水 平にな るか を確認 するには103回 以上 の繰

り返 し試験 を さらに多数行 う必要 があ り,今 後の課題 と

して残 してい る.

また,S-N曲 線 のN=100の 応力比は,1よ り大 き

くな る.こ の現象 は,静 的強度 δzが ±5%程 度 の分 布

を持 ってい ること と併 せて動的繰 り返 し試験 の場合,応

力の載荷時間が短 いため,基 準 となる負荷1回 で破断す

る応 力値が静的試験 に よる強度 より増加 する ことに起因

してい ると考え られ る.実 際 に土質 力学 の分野では,土

の三 軸圧縮試験 において破壊 までの応 力の載荷時間を1

秒 以下で短 くしてい くと,破 壊強 度が増 加す ることを確

認 してい る1).し たが って,こ こ で 求 め たS-N曲 線

には動的試験特性 としての強度増加 の影 響が含 まれてい

る.

さて一方,疲 労破 断寿命分布の広が りを表すmに つ

いて も考察 を加 え る.Fig.8の 結果か ら形 状母数mは

先 に示 した傾斜 部そ して水平 部において も一定であ る.

他の材料,例 えぽ鉄鋼の疲労破壊試験 の場 合は,傾 斜部

では分布 は比較 的せ まいためmは 大 きく,水 平部では

広い寿命分 布を とるのでmは 減少す る.し たが って,

S-N関 係において,傾 斜部 と水平部 の 区分 は 明瞭であ

Fig. 9 Fatigue failure probability at N≦3×104

Fig. 10 S-N curve estimated by statistical analysis
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る.こ れに対 して粉 体層は傾斜部 で も広い寿命分布 をも

ってお り,疲 労破断現象 とい う側 面か らみて も粉体層 は

かな りば らつ きの大 きな材料 である ことを示 してい る.

また,mの 値は ほ とん どすべ て1以 下 であ る ので破断

頻度分布関数p(N)は,Eq.(3)よ り極大値 をもたずN

の増 加に伴い減少す る関数 と して与 え られ る.

結 言

粉体層に静的引張 り強度以下 の引張 り応 力を繰 り返 し

負荷す る実験を行い以下の結論 を得 た.

1) 粉体 層の疲労破断現象 には,106回 を限度 とす る

有 限回数の繰 り返 し負荷ではあ るが,破 断を起 こす応 力

の下 限値(耐 久限)が 存在 した.

2) この応力の下限値以上 の応 力で繰 り返 し負荷 を加

えた場 合,疲 労破断寿 命分布 は,ワ イ ブル分布で表す こ

とがで きた.

3) 粉体層の引張 り疲労破断 に関す るS-N関 係は,

負荷応力比を下げてい くと傾斜部か ら水 平部へ移行 して

い く.

4) 形状母数mは,傾 斜部,水 平部 に よらずm〓0.5

であ り,疲 労破断試験か らも粉体 層は,ぼ らつ きの大 き

な材料であ ることが示 された.
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Nomenclature

A = sectional area of vertical cell [cm2]

dp = mean particle diameter [μm]

f = frequency of vibration [Hz]

g = gravitational acceleration [m/s2]

m = shape parameter in Weibull distribution 

function [―]

m = estimate of shape parameter in Weibull

distribution function [―]

mf = mass of separated powder bed [kg]

N = number of repeated stress [―]

Nb = number of repeated stress to failure,

fatigue life [―]

Ne = characteristic fatigue life in Weibull

distribution function [―]

Nc = estimate of characteristic fatigue life

in Weibull distribution function [―]

N50 = fatigue life that failure probability is

50 percent [―]

P3×104 = failure probability at N≦3×104 [―]

P = cumulative distribution of fatigue

life [―]

P = probability density of fatigue life [―]

α0 = amplitude of vibration [m]

ε = porosity rate [―]

ρp = particle density [kg/m3]

σs = repeated tensile stress [kPa]

δs = mean repeated tensile stress [kPa]

δz = mean static tensile strength of

powder bed [kPa]

ω = angular frequency [1/s]
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Statistical Analysis of the Fatigue Failure Phenomenon of Powder 
Bed by Loading with Dynamic Repeated Tensile Stress 
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To study more quantitatively the fatigue failure phenomenon of powder beds, which was 
earlier discovered and reported by the authors, this study was an attempt to obtain the  rela-
tion between repeated tensile stress and fatigue life, which is usually represented by S-N rela-
tion, in a wide range of the repeating number N. Experiments were carried out by using 
vibration to exert dynamic repeated tensile load on the powder bed, with a vertically vibrating 
cell and a horizontally splitting cell. The frequency of vibration used was in the region of 
5-300 Hz, and Kanto loam powder  (JIS-11), fused alumina powder and lactose powder were 
used as samples. 

The results obtained are analyzed statistically and quantitatively concerning the distribu-
tion of fatigue failure life. 

It is found that within the limited range of the number of repeated stress less than 106, 
the existence of a lower limit of tensile stress (endurance limit) where the powder bed fails is 
confirmed at a stress ratio of the order of 0.7. The distribution of  faitgue life is expressed 
by a Weibull distribution, and then it is shown quantitatively that the distribution of fatigue 
life of the powder bed is wide compared with other kinds of material, and it is suggested that 
the S-N relation of the powder bed obtained previously can be divided into two ranges, a 
sloping part and a horizontal part.
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