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Hybrid Levered Thrust Bearings
大同メタル製ー自動調芯機構付ティルティングパッドスラスト軸受ーHLTBは、高速・高面圧下においても有効的に
機能することができる高速回転機用スラスト軸受でここではその優れた性能・特徴の数々を紹介します。

Standard HLTB （Hybrid Levered Thrust Bearing）manufactured by DAIDO METAL is designed as a thrust
bearing for high speed rotating plant. This thrust bearing has a self-aligning mechanism which works effectively
for under the high velocity and high specific load condition. 
Here, we introduce many excelent performance and features of DAIDO METAL HLTB.

レベリングプレートによる自動調芯機能により、カラーのミスアライメントにフレキシブルに対応可能です。
Self-aligning mechanism by leveling plates can adjust to a misalignment of thrust collar.

レベリングプレート機構詳細
Structure detail of leveling plate
各パッドの下に上側レベリングプレートが配置され、その間に下側レベリングプレートが上側とは上下逆向きの形状
で配置されていることにより、それぞれが鍔部で接触する構造となっています。レベリングプレートの支点は部品中
央部に置かれ、上側レベリングプレートでは支点上にパッドが配置されています。これにより、パッドに掛かる荷重
は、上側レベリングプレートへ伝わり、両側の下側レベリングプレートの片鍔を押さえ付けることにより、両側のパ
ッドを上側へ押し上げる動きとなります。これらの隣り合うパッド間の相互関係により、相手カラーの面傾斜に追従
が可能となります。

Upper leveling plates are installed under each pad and lower leveling plates are installed in the middle of upper
leveling plates.The lower leveling plates are installed opposite position to the upper leveling plates so that each
edge of upper and lower leveling plates are touched and pivot point of each leveling plate is at the center of plate
then the thrust load to each pad will transfer to the upper leveling plates and then this downward movement will
push up both edges of lower leveling plates. This upperward movement of lower leveling plates will push up the
neighbor pads. This mutual movements of each neighbor pad can follow the recline of collar face to the pads.

2

各標準サイズのパッドの組み合わせ枚数で軸受サイズを選定します。
→バリエーションが豊富であるため給油量・損失等の面から見ても無駄のない最適設計が可能です。
Bearing size can be selected from a combination of the size and the number of standard thrust pad.
You can design the most efficient plant in oil supply and bearing load by selecting a suitable bearing size.

8枚パッド、サイズ#134
8 thrust pads・Pad size：#134
パッド外径:φ149mm
Outside diameter of thrust pad:φ149mm
パッド内径:φ79.5mm
Inside diameter of thrust pad:φ79.5mm

12枚パッド、サイズ#174
12 thrust pads・Pad size：#174
パッド外径:φ267mm
Outside diameter of thrust pad:φ267mm
パッド内径:φ178mm
Inside diameter of thrust pad:φ178mm

14枚パッド、サイズ#123
14 thrust pads・Pad size：#123
パッド外径:φ214mm
Outside diameter of thrust pad:φ214mm
パッド内径:φ152mm
Inside diameter of thrust pad:φ152mm

パッド背面に球面ピボットを採用することにより、円周方向＋半径方向へのティルトが可能です。
球面ピボットは焼入れ処理を施しているため、高負荷にも対応可能です。

パッド背面形状詳細
Detail shape of backside of pad

焼入れ材ピボットを採用することで、高
負荷にも対応可能であり、パッドの裏金
材にクロム銅等の使用が可能となります。
また、球面ピボットとすることでパッド
の動きの自由度が高くなります。

Quenched pivot is used in order to use
under high thrust load and Cr-Cu
material and other material can be used
for the back metal of pad. Outer surface
shape of pivot is spherical and this can
make the pad movement more free.

〈パッド組み合わせ例〉Example of pad combination

Thrust pad can tilt in circumference direction and also in radius direction adopting the spherical
shape pivot on the backside of each thrust pad. This spherical shape pivot is quenching treated and
can be used under high thrust load.



パッド間のノズルから直接潤滑油を供給することにより、給油量の削減、軸受温度や損失の
低減が可能です。

パッド～給油ノズル詳細
Detail of Pad and Oil supply nozzle

図:周速―軸受損失について
Graph：Circumferential speed and distribution of bearing loss

3

Hybrid 
Levered 
Thrust 
Bearings

摩擦損失
Friction loss

潤滑油はスラスト軸受の側面の油溝からレベリングプレート室へ
と入り、パッドストップへと導かれ、先端のノズルから直接スラ
ストカラーへと噴出されます。この噴出により、前のパッドから
排出される高温油をブロックし、冷却された新油が次のパッドへ
供給されます。この様に直接潤滑では、油膜形成に必要な油をス
ラストカラー表面に直接噴出し、不必要な油をケース内に残らな
い様にするため、かく拌損失が最小となります。

Lubricant oil is supplied to leveling plate room through the oil
groove at the side of thrust bearing.  Then the oil moves to the
pad-stop and spray to the thrust collar surface directly.
This oil spray blocks the high temperature oil flow from the
neighbor pad surface and cooled oil is supplied to the next pad.
This oil spray allows the oil supply volume minimum by the
direct oil spray to the thrust collar and also oil flow loss
becomes minimum because of the excess oil is not remain. 

スラスト軸受の摩擦損失は、スラストパッド面のせん断
抵抗とパッド面以外の部分に接触する潤滑油のかく拌抵
抗の２通りの要因が考えられます。通常潤滑（強制給油）
では、充満した油のかく拌損失を避けることができず、
高速時（特に60m/s以上）になるにつれ、かく拌損失
が急激に増加します。損失の増加は機械の性能低下をも
たらすだけでなく、潤滑装置や冷却装置が巨大なものと
なります。その意味では直接潤滑方式の採用は、軸受の
かく拌損失を最小とし、軸受損失の低減に大きな効果を
発揮するといえます。

The reason of friction loss is considered 2 ways.
One is shearing resistance on the thrust pad surface
and another is oil flow stir resistance at the pad
surface excepting the thrust surface.
Normal lubrication (flooded lubrication) causes oil stir
resistance by the filled oil in the bearing  pad space
and this oil stir resistance increases sharply at the
high speed rotation (especially more than 60 m/s).
In order to make a stir resisitance loss minimum and
decreasing bearing loss, adopting the directed
lubricating method brings the big effect.

Another characteristic of Daido Standard HLTB is low consumption of oil, bearing loss and lower
bearing temperature by adopting directed lubrication from the nozzle which locates between each pad.

コンパクトであるため、ジャーナル軸受とのコンバインド型が可能です。

【使用限界温度】Maximum temperature of each bearing material;

●ホワイトメタル（大同材料名称W87） :125℃ White alloy       （W87）

●アルミ合金（大同材料名称A40） :155℃ Aluminum alloy  （A40）

●PEEK樹脂（大同材料名称DTK01、DTK07） :200℃ PEEK polymer   （DTK01 , DTK07）

PEEK   （ Poly-Ether-Eter-Ketone）
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合金材質…ホワイト、アルミ、PEEK樹脂　必要に応じた材質選択が可能です。
Bearing material：White alloy, aluminum alloy and PEEK polymer is available depend on the application.

Combined with Tilting Pad Journal Bearing in one set of bearing is available because of its
compactness.
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単位／Unit：mm

6



7

s e r i e s

寸法表
dimensions list

Hybrid 
Levered 
Thrust 
Bearings

10

8



9

s e r i e s

寸法表
dimensions list

Hybrid 
Levered 
Thrust 
Bearings

12

10



11

s e r i e s

寸法表
dimensions list

Hybrid 
Levered 
Thrust 
Bearings

14

12



13

s e r i e s

寸法表
dimensions list

Hybrid 
Levered 
Thrust 
Bearings

18

14


	NAHME_H1.pdf
	HLTB_001
	HLTB_002
	HLTB_003
	HLTB_004
	HLTB_005
	HLTB_006
	HLTB_007
	NAHME_H4

