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(57)【要約】
【課題】使用開始後に、主軸２等の回転軸に加わるアキ
シアル荷重と、このアキシアル荷重を求める為に設けた
センサユニット７の出力信号との関係を検定する方法及
び装置を実現する。
【解決手段】前記主軸２の先端面と、この先端面に対向
する部分に設けた保持部材１３との間に、荷重測定装置
１４と、保持ケース１５と、複列玉軸受ユニット１９等
によりこの保持ケース１５に回転自在に支持された荷重
伝達軸１６とを設ける。この荷重伝達軸１６に前記主軸
２の端部を押し付けつつこの主軸２を回転させた状態で
、前記センサユニット７の出力信号を取得する。そして
、この出力信号と前記荷重測定装置１４の測定値との関
係に基づき、この出力信号とアキシアル荷重との関係の
適否を判定する。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　回転しないハウジングと、それぞれが予圧を付与された複数の転がり軸受により、この
ハウジングの内側に回転自在に支持された回転軸と、この回転軸の一部に支持固定された
、この回転軸と同心の外周面を被検出面としたエンコーダと、検出部をこの被検出面に対
向させた状態で前記ハウジングに支持されたセンサと、このセンサの出力信号を処理する
演算器とを備え、この演算器は、予めインストールした、この出力信号とアキシアル荷重
との関係を組み込んだソフトウェアにより、前記出力信号に基づいて前記回転軸に関する
アキシアル荷重を求める機能を有するものである回転軸用アキシアル荷重測定装置に関し
て、前記各転がり軸受の剛性変化に伴う出力信号とアキシアル荷重との関係を修正する為
、これら出力信号とアキシアル荷重との関係を求める回転軸用アキシアル荷重測定装置の
検定方法であって、保持ケースに対し回転自在に支持した荷重伝達軸に前記回転軸の端部
を押し付けつつこの回転軸を回転させた状態で、前記センサの出力信号を取得し、この出
力信号と前記荷重伝達軸に前記回転軸の端部を押し付けているアキシアル荷重との関係に
基づき、前記ソフトウェア中の出力信号とアキシアル荷重との関係の適否を判定する回転
軸用アキシアル荷重測定装置の検定方法。
【請求項２】
　前記保持ケースは、筒部の基端部を底板部により塞いで成り、前記回転軸側が開口した
有底筒状であり、前記荷重伝達軸はその基端部をこの保持ケースの内側に、ラジアル荷重
及びスラスト荷重を支承自在な転がり軸受により回転自在に支持したものであり、前記荷
重伝達軸の先端部を前記回転軸の端部に、アキシアル荷重を伝達可能に係合可能としてい
る、請求項１に記載した回転軸用アキシアル荷重測定装置の検定方法。
【請求項３】
　前記保持ケースの底板部と固定の部分との間に、この保持ケースに加わるアキシアル荷
重を測定可能な荷重測定装置を設け、この荷重測定装置により測定したアキシアル荷重と
前記センサの出力信号との関係を求めて、前記ソフトウェア中の出力信号とアキシアル荷
重との関係の適否を判定する、請求項２に記載した回転軸用アキシアル荷重測定装置の検
定方法。
【請求項４】
　前記保持ケースの底板部と固定の部分との間に、軸方向に圧縮する事により既知のアキ
シアル荷重を発生させる圧縮ばねを設け、この圧縮ばねが発生するアキシアル荷重と前記
センサの出力信号との関係を求めて、前記ソフトウェア中の出力信号とアキシアル荷重と
の関係の適否を判定する、請求項２に記載した回転軸用アキシアル荷重測定装置の検定方
法。
【請求項５】
　回転しないハウジングと、それぞれが予圧を付与された複数の転がり軸受により、この
ハウジングの内側に回転自在に支持された回転軸と、この回転軸の一部に支持固定された
、この回転軸と同心の外周面を被検出面としたエンコーダと、検出部をこの被検出面に対
向させた状態で前記ハウジングに支持されたセンサと、このセンサの出力信号を処理する
演算器とを備え、この演算器は、予めインストールした、この出力信号とアキシアル荷重
との関係を組み込んだソフトウェアにより、前記出力信号に基づいて前記回転軸に関する
アキシアル荷重を求める機能を有するものである回転軸用アキシアル荷重測定装置に関し
て、前記各転がり軸受の剛性変化に伴う出力信号とアキシアル荷重との関係を修正する為
、これら出力信号とアキシアル荷重との関係を求める回転軸用アキシアル荷重測定装置の
検定装置であって、前記回転軸の先端面に対向する部分に設けられた、この回転軸の軸方
向に加わるアキシアル荷重を支承可能な保持部材と、これら回転軸の先端部と保持部材と
の間に、この保持部材の側から互いに直列に設けられた、前記アキシアル荷重を知る事が
できるアキシアル荷重特定用部材と、保持ケースと、その基端部をこの保持ケースに回転
自在に支持されると共に、その先端面を前記回転軸の先端部に突き当て自在とした荷重伝
達軸とを備えた回転軸用アキシアル荷重測定装置の検定装置。
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【請求項６】
　前記アキシアル荷重特定用部材が、前記保持ケースと前記保持部材との間に加わるアキ
シアル荷重を測定可能な荷重測定装置である、請求項５に記載した回転軸用アキシアル荷
重測定装置の検定装置。
【請求項７】
　前記アキシアル荷重特定用部材が、前記保持ケースと前記保持部材との間に挟持された
、既知の弾力を有する圧縮ばねである、請求項５に記載した回転軸用アキシアル荷重測定
装置の検定装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この発明は、旋盤、フライス盤、マシニングセンタ等の各種工作機械の主軸の如く、荷
重を受けつつ高速で回転する回転軸に加わるアキシアル荷重を測定する回転軸用アキシア
ル荷重測定装置の測定精度を、長期間に亙って十分に確保できる検定方法及びその実施に
使用する検定装置を実現すべく発明したものである。
【背景技術】
【０００２】
　工作機械の主軸は、先端部に刃物等の工具を固定した状態で高速回転し、加工台上に固
定した被加工物に、切削等の加工を施す。前記主軸を回転自在に支持したヘッドは、この
被加工物の加工の進行に伴って、所定方向に所定量だけ移動し、この被加工物を、所定の
寸法及び形状に加工する。この様な加工作業時、前記ヘッドの移動速度を適正にする事が
、加工能率を確保しつつ、前記工具の耐久性及び前記被加工物の品質を確保する為に必要
である。前記移動速度が速過ぎると、前記工具に無理な力が加わり、この工具の耐久性が
著しく損なわれるだけでなく、前記被加工物の表面性状が悪化したり、著しい場合にはこ
の被加工物に亀裂等の損傷が発生する。逆に、前記移動速度が遅過ぎると、前記被加工物
の加工能率が徒に悪化する。
【０００３】
　前記ヘッダの移動速度の適正値は一定ではなく、工具の種類（大きさ）、被加工物の材
質や形状により大きく変わる為、前記移動速度を一定としたまま、この移動速度を適正値
に維持する事は難しい。この為、前記工具を固定した回転軸に加わる荷重を測定する事に
より、前記移動速度を適正値に調節する事が、従来から知られている。即ち、工具により
被加工物に切削等の加工を施す際には、加工抵抗により、この工具及びこの工具を固定し
た回転軸に荷重が加わる。この加工抵抗、延いてはこの回転軸に加わる荷重は、前記移動
速度が速くなる程大きくなり、逆に、この移動速度が遅くなる程小さくなる。そこで、前
記荷重が所定範囲に収まる様に、前記移動速度を調節すれば、この移動速度を適正範囲に
収める事ができる。
【０００４】
　又、この移動速度等、他の条件を同じとした場合に前記荷重は、前記工具の切削性（切
れ味）が劣化する程大きくなる。そこで、前記移動速度との関係で前記荷重の大小を観察
すれば、前記工具が寿命に達した事を知る事ができて、寿命に達した不良工具で加工を継
続する事による、歩留まりの悪化を防止できる。又、前記荷重を、前記移動速度等、他の
加工条件と関連付けて継続的に観察する事により、最適な加工条件を見出して、省エネル
ギ化や工具の長寿命化に繋げる事もできる。更に、継続的観察により、工具破損等の事故
発生時に、その原因を特定する事もできる。
【０００５】
　この様な目的で、工作機械の主軸等の回転軸に加わる荷重を測定する為の装置として、
特許文献１に記載された発明装置が記載されている。この特許文献１に記載された発明装
置は、水晶圧電式の荷重センサを複数個、荷重の作用方向に対して直列に配置し、この荷
重センサの測定信号に基づいて、切削工具を支持固定した回転軸（スピンドル）に加わる
荷重（切削抵抗）を測定する様に構成している。この様な特許文献１に記載された発明装



(4) JP 2012-157963 A 2012.8.23

10

20

30

40

50

置の場合、高価な水晶圧電式の荷重センサを使用する為、荷重測定装置全体としてのコス
トが嵩む事が避けられない。
【０００６】
　一方、特許文献２～４には、水晶圧電式の荷重センサに比べて低コストで調達できる、
磁気式のエンコーダとセンサとにより構成する、荷重測定装置付転がり軸受ユニットに関
する発明が記載されている。更に、特許文献５～６には、磁気式のエンコーダとセンサと
により構成した荷重測定装置により、工作機械の主軸に加わるアキシアル荷重を測定する
、工作機械用のアキシアル荷重測定装置に関する発明が記載されている。図４～９は、前
記特許文献５～６に記載した発明の構造とは異なるが、前記特許文献３の図８～１０、１
５及び明細書の段落［００５９］～［００６０］、［００６６］～［００６８］に記載さ
れた荷重測定装置を、工作機械用のアキシアル荷重測定装置に適用し、更に、信頼性及び
測定精度の確保を可能にした先発明（特願２０１０－００３２０７）に係る発明の構造を
示している。先ず、この先発明に係るアキシアル荷重測定装置の構造及び作用に就いて説
明する。
【０００７】
　工作機械のハウジング（主軸頭）１の内径側に、特許請求の範囲に記載した回転軸であ
る主軸２を、多列転がり軸受ユニット３により回転自在に支持すると共に、電動モータ４
により、前記主軸２を回転駆動自在としている。前記多列転がり軸受ユニット３を構成す
る複数個の転がり軸受５ａ～５ｄのうち、先端寄りに配置した２個の転がり軸受５ａ、５
ｂと、基端寄りに配置した２個の転がり軸受５ｃ、５ｄとには、互いに逆向きの接触角を
付与すると共に、これら各転がり軸受５ａ～５ｄに、予圧を付与している。そして、前記
主軸２を前記ハウジング１に対して、ラジアル荷重及び両方向のアキシアル荷重を支承す
る状態で、がたつきなく、回転自在に支持している。前記工作機械の運転時には、前記主
軸２の先端部（図４の左端部）に固定した工具（図示省略）を、高速で回転しつつ被加工
物に押し付け、この被加工物に、切削等の加工を施す。この様にして加工を施す際に、前
記主軸２には、この被加工物に前記工具を押し付ける事の反作用として、各方向の荷重が
加わる。図４に示した先発明構造では、このうち、前記主軸２の軸方向に一致する、アキ
シアル方向の荷重を求められる様にしている。
【０００８】
　この為に先発明構造の場合には、前記主軸２の中間部先端寄り部分で、前記多列転がり
軸受ユニット３を構成する転がり軸受５ｂ、５ｃ同士の間に、図６に示す様なエンコーダ
６を外嵌固定すると共に、前記ハウジング１に、図５、７、８に示す様なセンサユニット
７を支持固定している。このうちのエンコーダ６は、内輪間座を兼ねるもので、鋼等の磁
性金属により造り、全体を円筒状としている。そして、被検出面である前記エンコーダ６
の外周面に、前記センサユニット７の検出部を構成するセンサ素子８を近接対向させ、こ
のセンサユニット７の出力信号中に含まれる、位相に関する情報に基づいて、前記主軸２
に作用するアキシアル荷重を求める様にしている。
【０００９】
　図４～９に示した先発明に係る回転軸用アキシアル荷重測定装置の場合には、単一のセ
ンサ素子８の出力信号のパルス周期比Ａ／Ｌ（出力信号が１回変化する周期／出力信号が
２回変化する周期）により、前記エンコーダ６（を固定した前記主軸２）に関するアキシ
アル荷重を求める様にしている。この為に使用する前記センサ素子８は、前記エンコーダ
６の被検出面の性状に基づき、出力信号が１周期の途中で変化するもので、ホールＩＣ、
磁気抵抗素子等の磁気検出素子である前記センサ素子８の背面（前記エンコーダ６の外周
面と対向する検出部と反対側の面）に、永久磁石９を配置し、これらセンサ素子８と永久
磁石９とを、合成樹脂製のホルダ１０の先端部に包埋保持して成る。この永久磁石９の着
磁方向は、前記センサ素子８が前記エンコーダ６の被検出面に対向している方向としてい
る。そして、これらセンサ素子８とエンコーダ６との相対変位に伴って、前記１周期の間
で変化するタイミング（１周期の初めから途中で変化する瞬間迄の時間）がずれる様にし
ている。
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【００１０】
　この為に、前記エンコーダ６の外周面に、複数の被検出用特性変化組み合わせ部１１、
１１を、周方向に関して等間隔に、それぞれ前記アキシアル荷重の測定方向に一致する前
記被検出面の幅方向である、前記エンコーダ６の軸方向に形成している。前記各被検出用
特性変化組み合わせ部１１、１１は、この軸方向に対する傾斜方向が互いに異なる１対の
特性変化部である、それぞれが直線状の凹溝１２ａ、１２ｂを、前記エンコーダ６の周方
向に離隔した状態で設けている。この様な凹溝１２ａ、１２ｂを形成した、このエンコー
ダ６の外周面に検出部を近接対向させた、前記センサ素子８の出力信号は、このセンサ素
子８の検出部が対向する部分（検出部の直前部分）を前記各凹溝１２ａ、１２ｂが通過す
る（前記センサ素子８の検出部がこれら各凹溝１２ａ、１２ｂを形成した、前記エンコー
ダ６の外周面を走査する）のに伴って変化する（パルス信号を出力する）。又、この変化
のタイミング（パルスが発生する位相）は、前記センサ素子８の検出部が、前記エンコー
ダ６の外周面のうち、軸方向に関して何れの部分を走査するかによって変化する。そして
、この変化に基づいて、前記エンコーダ６（を外嵌した前記主軸２）の軸方向変位量を求
められる。この点に就いて、図９により説明する。
【００１１】
　例えば、前記エンコーダ６を外嵌した前記主軸２にアキシアル荷重が加わらず、このエ
ンコーダ６が軸方向中立位置に存在する場合、前記センサ素子８の検出部は、図９の（Ａ
）に実線ａで示す様に、前記エンコーダ６の外周面のうちで、ほぼ軸方向中央部を走査す
る。この結果、前記センサ素子８の出力信号は、例えば、図９の（Ｂ）に示す様に変化す
る。これに対して、前記エンコーダ６（を外嵌固定した前記主軸２）に、図９の（Ａ）で
上向きのアキシアル荷重が作用し、前記エンコーダ６が、この図９の（Ａ）で上方に変位
すると、前記センサユニット７の検出部は、図９の（Ａ）に鎖線ｂで示す様に、このエン
コーダ６の外周面のうちで、軸方向片側｛図９の（Ａ）の下側｝に偏った部分を走査する
。この結果、前記センサ素子８の出力信号は、例えば、図９の（Ｃ）に示す様に変化する
。アキシアル荷重の作用方向が逆向きの場合には、前記出力信号は、逆方向に変化する。
尚、工作機械用の主軸２の場合、アキシアル荷重の作用方向は一定である場合が多い。そ
こで、アキシアル荷重が加わらない状態で、前記センサ素子８の検出部が前記エンコーダ
６の外周面の軸方向一端側を走査し、前記アキシアル荷重が大きくなるに従って、前記セ
ンサ素子８の走査位置が軸方向他端側に変位する事にしても良い。
【００１２】
　これら図９の（Ｂ）（Ｃ）に記載した各周期Ａ、Ｂ、Ｌのうち、全周期Ｌは、円周方向
に隣り合う１対の被検出用特性変化組み合わせ部１１、１１に関する、前記センサユニッ
ト７の出力信号の周期である。具体的には、回転方向前側（図９の左側）の被検出用特性
変化組み合わせ部１１に関する所定部分（図示の例では、この被検出用特性変化組み合わ
せ部１１を構成する１対の凹溝１２ａ、１２ｂのうち、回転方向前側の凹溝１２ａの回転
方向後端縁）での、前記出力信号の立ち上がり部から、回転方向後側（図９の右側）の被
検出用特性変化組み合わせ部１１に関する同等部分での前記出力信号の立ち上がり部まで
の時間である。又、第一部分周期Ａは、回転方向前側の被検出用特性変化組み合わせ部１
１を構成する１対の凹溝１２ａ、１２ｂのうち、回転方向前側の凹溝１２ａに関する（前
記所定部分での）前記出力信号の立ち上がり部から、回転方向後側の凹溝１２ｂに関する
前記出力信号の立ち上がり部までの時間である。更に、第二部分周期Ｂは、回転方向前側
の被検出用特性変化組み合わせ部１１を構成する１対の凹溝１２ａ、１２ｂのうち、回転
方向後側の凹溝１２ｂに関する前記出力信号の立ち上がり部から、回転方向後側の被検出
用特性変化組み合わせ部１１を構成する１対の凹溝１２ａ、１２ｂのうち、回転方向前側
の凹溝１２ａに関する（前記同等部分での）前記出力信号の立ち上がり部までの時間であ
る。
【００１３】
　前記各周期Ａ、Ｂ、Ｌのうちの全周期Ｌは、前記第一部分周期Ａと前記第二部分周期Ｂ
との和（Ｌ＝Ａ＋Ｂ）になる。又、前記パルス周期比は、Ａ／Ｌ（又はＢ／Ｌ）となる。
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尚、前記各周期のうちの全周期Ｌが、出力信号が２回変化する周期（２パルス分の周期）
であり、前記エンコーダ６の回転速度が一定である限り、一定である。又、前記第一部分
周期Ａ及び前記第二部分周期Ｂが、前記出力信号が１回変化する周期（１パルス分の周期
）であり、前記エンコーダ６の回転速度が一定であっても、このエンコーダ６の軸方向位
置が変化すると変化する。
【００１４】
　図９から明らかな通り、前記パルス周期比Ａ／Ｌ（出力信号が１回変化する周期／出力
信号が２回変化する周期）は、前記エンコーダ６の軸方向位置に伴って変化し、このパル
ス周期比Ａ／Ｌの変化量は、この軸方向位置の変化量（軸方向変位量）が大きくなる程大
きくなる。又、この軸方向変位量は、前記エンコーダ６を外嵌固定した、前記主軸２に加
わるアキシアル荷重が大きくなる程大きくなる。又、このアキシアル荷重に基づく前記軸
方向変位量は、前記多列転がり軸受ユニット３を構成する前記各転がり軸受５ａ～５ｄの
うち、前記アキシアル荷重を支承する転がり軸受の剛性が大きくなる程小さくなる。又、
このアキシアル荷重と前記軸方向変位量との関係（ゼロ点及びゲイン）は、この剛性を勘
案した計算により、或いは既知のアキシアル荷重と軸方向変位量との関係を測定する実験
により、予め求めておく事ができる。
【００１５】
　従って、図４～６、９に示す様な構造を採用すれば、低コストで、しかも小型に構成で
きる構造で、工作機械の主軸２に加わるアキシアル荷重を求められる。即ち、前記センサ
ユニット７の出力信号（から求められる前記パルス周期比Ａ／Ｌ）と前記アキシアル荷重
との関係を表す式或いはマップを組み込んだソフトウェアをインストールした演算器に前
記出力信号を送り込めば、前記主軸２に加わるアキシアル荷重を求められる。この様にし
て求めた、この主軸２に加わるアキシアル荷重を利用すれば、最適な加工条件を見出して
、省エネルギ化や工具の長寿命化に繋げたり、工具破損等の原因を特定できる。
【００１６】
　ところで、上述の様な構造により、工作機械の主軸２等の回転軸に加わるアキシアル荷
重を求める場合、前記多列転がり軸受ユニット３等による、この回転軸の支持剛性が、所
定値である事が必要である。この支持剛性が変化すると、この回転軸に加わるアキシアル
荷重が同じであっても、この回転軸の軸方向の変位量が変化する。具体的には、アキシア
ル方向の支持剛性が高い程この変位量が少なくなり、低い程多くなる。従って、前記セン
サユニット７の出力信号から前記アキシアル荷重を、必要とする精度で求める為には、前
記主軸２等の回転軸の支持剛性が、前記ソフトウェアに組み込まれた関係を満たすもので
ある事が必要である。
【００１７】
　一方、前記多列転がり軸受ユニット３による前記主軸２の支持剛性は、環境温度により
変わるだけでなく、長期間に亙る使用によっても変化する（一般的には低下する）。そし
て、前記支持剛性が変化すると、前記アキシアル荷重の測定精度が悪化する事が避けられ
ない。長期間に亙る使用後に於いても、このアキシアル荷重の測定精度を確保する為には
、前記出力信号とこのアキシアル荷重との関係（ゼロ点及びゲイン）を把握し、前記ソフ
トウェア中のこの関係を表した部分を修正する必要がある。但し、前述の特許文献２～６
に記載された発明を含めて、従来は、使用開始後のアキシアル荷重測定装置に関して、前
記出力信号と前記アキシアル荷重との関係を検定し、更に必要に応じてこれを修正する方
法に就いては知られていなかった。
【先行技術文献】
【特許文献】
【００１８】
【特許文献１】特開２００２－１８７０４８号公報
【特許文献２】特開２００４－７７１５９号公報
【特許文献３】特開２００６－３１７４２０号公報
【特許文献４】特開２００８－６４７３１号公報
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【特許文献５】特開２０１０－２１６６５４号公報
【特許文献６】特開２０１０－２１６６５５号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１９】
　本発明は、上述の様な事情に鑑みて、使用開始後の回転軸用アキシアル荷重測定装置に
関して、この回転軸に加わるアキシアル荷重と、このアキシアル荷重を求める為に設けた
センサの出力信号との関係を検定する方法及びその方法の実施に使用する装置を実現すべ
く発明したものである。
【課題を解決するための手段】
【００２０】
　本発明の検定方法及び検定装置による検定の対象となる回転軸用アキシアル荷重測定装
置は、前述した先発明に係る回転軸用アキシアル荷重測定装置と同様に、ハウジングと、
回転軸と、エンコーダと、センサと、演算器とを備える。
　このうちのハウジングは、回転しない。
　又、前記回転軸は、それぞれが予圧を付与された複数の転がり軸受により、前記ハウジ
ングの内側に回転自在に支持されている。
　又、前記エンコーダは、前記回転軸の一部に支持固定されたもので、この回転軸と同心
の外周面を被検出面としている。
　又、前記センサは、検出部を前記被検出面に対向させた状態で、前記ハウジングに支持
されている。
　更に、前記演算器は、前記センサの出力信号を処理するもので、予めインストールした
、この出力信号とアキシアル荷重との関係を組み込んだソフトウェアにより、前記出力信
号に基づいて前記回転軸に関するアキシアル荷重を求める機能を有する。
【００２１】
　本発明の検定方法は、この様な回転軸用アキシアル荷重測定装置に関して、前記各転が
り軸受の剛性変化に伴う出力信号と、アキシアル荷重＠との関係を修正する為、これら出
力信号とアキシアル荷重との関係を求める。
　この為に本発明の回転軸用アキシアル荷重測定装置の検定方法では、保持ケースに対し
回転自在に支持した荷重伝達軸に前記回転軸の端部を押し付けつつこの回転軸を回転させ
た状態で、前記センサの出力信号を取得する。そして、この出力信号と前記荷重伝達軸に
前記回転軸の端部を押し付けているアキシアル荷重との関係に基づき、前記ソフトウェア
中の出力信号とアキシアル荷重との関係の適否を判定する。
　尚、この関係が適であると判定した場合には、前記回転軸用アキシアル荷重測定装置の
使用をそのまま継続する。これに対して、不適と判定した場合には、前記ソフトウェアを
修正する。具体的には、上述した様な検定方法を実施する過程で求めた、前記出力信号と
前記アキシアル荷重との関係を、改めて前記ソフトウェア中に組み込む。
【００２２】
　上述の様な本発明の回転軸用アキシアル荷重測定装置の検定方法を実施する場合、具体
的には、請求項２に記載した発明の様に、前記保持ケースとして、筒部の基端部を底板部
により塞いで成り、前記回転軸側が開口した有底筒状のものを使用する。そして、前記荷
重伝達軸はその基端部をこの保持ケースの内側に、ラジアル荷重及びスラスト荷重を支承
自在な転がり軸受により回転自在に支持する。そして、前記荷重伝達軸の先端部を前記回
転軸の端部に、アキシアル荷重を伝達可能に係合させる。
【００２３】
　この様な請求項２に記載した発明を実施する場合に、例えば請求項３に記載した発明の
様に、前記保持ケースの底板部と固定の部分との間に、この保持ケースに加わるアキシア
ル荷重を測定可能な荷重測定装置を設ける。そして、この荷重測定装置により測定したア
キシアル荷重と前記センサの出力信号との関係を求めて、前記ソフトウェア中の出力信号
とアキシアル荷重との関係の適否を判定する。
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　或いは、請求項４に記載した発明の様に、前記保持ケースの底板部と固定の部分との間
に、軸方向に圧縮する事により既知のアキシアル荷重を発生させる圧縮ばねを設ける。そ
して、この圧縮ばねが発生するアキシアル荷重と前記センサの出力信号との関係を求めて
、前記ソフトウェア中の出力信号とアキシアル荷重との関係の適否を判定する。
【００２４】
　又、上述の様な本発明の検定方法を実施する為の検定装置は、保持部材と、アキシアル
荷重特定用部材と、保持ケースと、荷重伝達軸とを備える。
　このうちの保持部材は、前記回転軸の先端面に対向する部分に設けられて、この回転軸
の軸方向に加わるアキシアル荷重を支承可能である。
　又、前記アキシアル荷重特定部材と、保持ケースと、荷重伝達軸とは、前記回転軸の先
端部と保持部材との間に、この保持部材の側から互いに直列に設けている。
　このうちのアキシアル荷重特定部材は、荷重測定装置（請求項６に記載した発明）或い
は既知の弾力を有する（軸方向寸法及びばね定数が既知である）圧縮ばね（請求項７に記
載した発明）の様に、前記回転軸の軸方向に加わるアキシアル荷重を知る事ができるもの
である。
　又、前記保持ケースは、例えば筒部の基端部を底板部により塞いで成り、前記回転軸側
が開口した有底筒状である。
　更に、前記荷重伝達軸は、基端部をこの保持ケースに回転自在に支持されると共に、先
端面を前記回転軸の先端部に突き当て自在としたものである。
【発明の効果】
【００２５】
　上述の様に構成する本発明の回転軸用アキシアル荷重測定装置の検定方法及び検定装置
によれば、センサの出力信号とアキシアル荷重との関係を把握し、演算器にインストール
したソフトウェア中の、この関係を表した部分を修正する事ができる。この為、長期間に
亙る使用に伴って、回転軸を支持した各転がり軸受の剛性が変化した後に於いても、前記
アキシアル荷重の測定精度を確保できる。
【図面の簡単な説明】
【００２６】
【図１】本発明の実施の形態の第１例を示す、工作機械の主軸に加わるアキシアル荷重の
測定装置の断面図。
【図２】主軸に加わるアキシアル荷重と、この主軸のアキシアル方向の変位量との関係の
１例を示す線図。
【図３】本発明の実施の形態の第２例を示す、図１と同様の図。
【図４】本発明の検定方法による検定の対象となる構造の１例を示す断面図。
【図５】図４のＸ部拡大図。
【図６】エンコーダを取り出して示す斜視図。
【図７】センサユニットを取り出して、先端のセンサ装着部を被覆していない状態（Ａ）
と被覆した状態（Ｂ）とで示す斜視図。
【図８】センサの模式図。
【図９】アキシアル荷重に基づくエンコーダの変位によりセンサユニットの出力信号のパ
ルス周期比が変化する状況を説明する為の模式図。
【発明を実施するための形態】
【００２７】
　［実施の形態の第１例］
　図１は、請求項１～３、５、６に対応する、本発明の実施の形態の第１例を示している
。尚、本例を含めて本発明の特徴は、多列転がり軸受ユニット３等の転がり軸受の剛性に
より定まる、アキシアル荷重とアキシアル方向の変位との関係を把握して、このうちのア
キシアル荷重の測定精度を確保する点にある。回転軸である主軸２に加わるアキシアル荷
重を求める為の回転軸用アキシアル荷重測定装置の構造及び作用に就いては、前述の図４
～９に示した先発明に係る構造と同様であるから、重複する説明は省略し、以下、本例の
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特徴部分を中心に説明する。
【００２８】
　本例の場合には、前記多列転がり軸受ユニット３の剛性変化に伴う、センサユニット７
の出力信号と、前記主軸２に加わるアキシアル荷重との関係を修正すべく、これら出力信
号とアキシアル荷重との関係を求める為に、前記主軸２を回転させつつ、この主軸２に加
わるアキシアル荷重を測定可能としている。この為に本例の場合には、この主軸２の先端
面（図１の左端面）に対向する状態で保持部材１３を、この主軸２から加えられるアキシ
アル荷重を支承可能な状態で設置している。尚、この保持部材１３は、本発明の特徴であ
る検定方法を実施（前記関係を把握）する場合にのみ、被加工物を保持するテーブルの上
面等の、前記主軸２の先端面に対向する部分に支持固定し、工作機械の使用時には取り除
いておく。
【００２９】
　前記保持部材１３と前記主軸２の先端部との間に、この保持部材１３の側から順番に、
荷重測定装置１４と、保持ケース１５と、荷重伝達軸１６とを配置している。このうちの
荷重測定装置１４は、例えば圧電素子等のロードセルにより構成されるもので、前記主軸
２と同心に配置され、この主軸２から加えられるアキシアル荷重を測定する。又、前記保
持ケース１５は、鋼材等の十分な強度及び剛性を有する金属材料により構成したもので、
円筒部１７の基端部（図１の左端部）を底板部１８により塞いで成り、前記主軸２側が開
口した有底円筒状である。更に、前記荷重伝達軸１６は、その基端部（図１の左端部）を
前記保持ケース１５の内側に、ラジアル荷重及びスラスト荷重を支承自在な転がり軸受で
ある複列玉軸受ユニット１９により、回転自在に支持している。又、前記荷重伝達軸１６
の先端部は、前記主軸２の先端部内側に、この主軸２の先端面に開口する状態で形成した
、工具を保持固定する為の保持凹部２０内に挿入し、挿入した状態で、前記主軸２から前
記荷重伝達軸１６への、アキシアル荷重の伝達を可能としている。
【００３０】
　エンコーダ６とセンサユニット７とを含む、回転軸用アキシアル荷重測定装置の検定を
行う際には、図１に示す様に、前記荷重伝達軸１６の先端面（図１の右端面）を前記主軸
２の保持凹部２０の内側に形成した段部２１等に突き当てる。この状態からこの主軸２を
、前記保持部材１３に向けて前進させ、前記荷重伝達軸１６と、前記複列玉軸受ユニット
１９とを介して、前記保持ケース１５を前記保持部材１３に向けて押し付ける。この押し
付け作業は、工作機械により被加工物を加工する場合と同様に、ハウジング１を前記主軸
２の軸方向に変位させる事により行う。
【００３１】
　上述の様にして、前記主軸２を、前記保持部材１３に向けて前進させると、前記荷重測
定装置１４が、前記保持ケース１５の底板部１８と前記保持部材１３との間で挟持され、
前記主軸２から加えられるアキシアル荷重を測定する。同時に、この主軸２に、前記荷重
測定装置１４に対する押し付け力の反力として、前記荷重測定装置１４による測定値と同
じ大きさのアキシアル荷重が、図１の右方向に加わる。そして、このアキシアル荷重（反
力）により、前記主軸２が前記ハウジング１に対し、多列転がり軸受ユニット３の構成部
材を弾性変形させつつ、図１の右方に変位する。この状態で前記主軸２を回転させれば、
この変位に基づいて、前記センサユニット７の出力信号が変化するので、この出力信号に
基づいて、前記反力（アキシアル荷重）の大きさ、又は、この反力に基づく、前記主軸２
の軸方向変位量を求める。
【００３２】
　前記多列転がり軸受ユニット３の剛性が、演算器にインストールしたソフトウェア中に
組み込んだ、前記アキシアル荷重と軸方向変位との関係に見合うものであれば、前記荷重
測定装置１４による測定値と、前記センサユニット７の出力信号による測定値とが見合う
ものになる。これに対して、前記剛性が前記ソフトウェア中の関係に見合わないものにな
っていると、前記両測定値同士の間に大きな差が生じる。この点に就いて、前記センサユ
ニット７の出力信号に基づき、前記主軸２の軸方向変位量を求める場合に就いて、図２を
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参照しつつ説明する。尚、実際の場合には、この軸方向変位量から前記主軸２に加わるア
キシアル荷重を求めるが、この点に就いては、先に説明した先発明の場合と同様であるか
ら、説明は省略する。
【００３３】
　前記ソフトウェア中には、前記主軸２に加わるアキシアル荷重とこの主軸２の軸方向変
位量とに就いて、図２の実線αで示す様な関係を組み込んでいる。この主軸２に加わるア
キシアル荷重を測定する装置の検定を行う際には、前述の様にして前記荷重測定装置１４
を押し付け、この荷重測定装置１４により前記主軸２に加わるアキシアル荷重を測定しつ
つ、前記センサユニット７の出力信号により、各アキシアル荷重の値に対応する、前記主
軸２の軸方向変位量を測定する。この軸方向変位量が、図２に点ａ～ｅに示す様に、前記
実線α上若しくはその近傍に位置すれば、前記ソフトウェア中に組み込まれた、前記アキ
シアル荷重と前記軸方向変位量との関係は適正であると判定し、そのまま（荷重伝達軸１
６等を取り除いてから）使用を継続する。
【００３４】
　これに対して、前記多列転がり軸受ユニット３の剛性が初期の値から大きく変化（低下
）すると、前記各アキシアル荷重の値に対応する、前記主軸２の軸方向変位量が、前記実
線αから大きくずれる。この様な場合には、そのままでは前記センサユニット７の出力信
号に基づくアキシアル荷重の測定を、必要とする精度を確保しつつ行う事はできない。そ
こで、この様な場合には、前記ソフトウェア中の出力信号とアキシアル荷重との関係が不
適であると判定すると共に、このソフトウェアを修正する。具体的には、上述した様な検
定方法を実施する過程で求めた、前記センサユニット７の出力信号と、前記荷重測定装置
１４により測定したアキシアル荷重との関係を、改めて前記ソフトウェア中に組み込む。
この結果、前記多列転がり軸受ユニット３の剛性が変化した状態のまま、前記センサユニ
ット７の出力信号に基づいて前記主軸２に加わるアキシアル荷重を、必要とする精度で測
定できる。
【００３５】
　［実施の形態の第２例］
　図３は、請求項１、２、４、５、７に対応する、本発明の実施の形態の第２例を示して
いる。本例の場合には、保持ケース１５の底板部１８と保持部材１３との間に、圧縮コイ
ルばね２２を設けている。この圧縮コイルばね２２の軸方向長さ及びばね定数は既知であ
る。荷重測定装置１４（図１参照）をこの圧縮コイルばね２２に変えた以外の構成は、上
述した実施の形態の第１例と同様である。回転軸用アキシアル荷重測定装置の検定を行う
際には、ハウジング１を前記保持部材１３に向け前進させて、前記圧縮コイルばね２２を
所定量だけ軸方向に圧縮する。工作機械の主軸頭である、前記ハウジング１は、移動量を
高精度で規制できる為、前記圧縮コイルばね２２の圧縮量を精度良く調節でき、この圧縮
コイルばね２２が発生するアキシアル荷重を所望値にできる。尚、このアキシアル荷重に
基づいて、多列転がり軸受３の構成部品が弾性変形する事により、主軸２が前記ハウジン
グ１に対して変位するが、この変位量は僅かであり、前記圧縮コイルばね２２が発生する
アキシアル荷重に及ぼす影響は無視できる。
【００３６】
　本例の場合には、上述の様にして、前記ハウジング１の移動量を調節する事により、前
記圧縮コイルばね２２が、保持ケース１５、複列玉軸受ユニット１９、荷重伝達軸１６を
介して前記主軸２を押圧するアキシアル荷重の値を調節できる。又、このアキシアル荷重
は、前記ハウジング１の移動量と前記圧縮コイルばね２２のばね定数とから求められる。
そこで、求めたアキシアル荷重と、センサユニット７の出力信号とに基づいて、前述した
実施の形態の第１例の場合と同様にして、エンコーダ６とセンサユニット７とを含む、回
転軸用アキシアル荷重測定装置の検定を行う。
【産業上の利用可能性】
【００３７】
　本発明の特徴は、工作機械の主軸等の回転軸に加わるアキシアル荷重と、この回転軸の



(11) JP 2012-157963 A 2012.8.23

10

20

30

40

アキシアル方向の変位の大きさとの関係が、この回転軸を支持している転がり軸受の経時
変化により変化した場合にも、前記アキシアル荷重の測定精度を確保する点にある。前記
回転軸のアキシアル方向の変位量を求める為の構造に就いては、図示の構造に限定するも
のではない。例えば、前述の特許文献３の図１２～１３、図１６～２１及びその説明文中
に記載されている様な、単一のセンサのデューティ比により求める構造、図３２～４１及
びその説明文中に記載されている様な、１対のセンサの出力信号同士の間に存在する位相
差により求める構造も採用可能である。
【００３８】
　又、本発明の回転軸用アキシアル荷重測定装置の検定方法及び検定装置は、工作機械の
主軸等の回転軸を支持している転がり軸受の剛性の低下を知り、この転がり軸受の交換時
期を知る為に利用する事もできる。例えば、工作機械を長期間使用すると、主軸支持用の
転がり軸受の予圧が低下乃至は喪失し、この転がり軸受を構成する各転動体の転動面と相
手軌道面との転がり接触部の面圧が低下し、これら各転がり接触部で過大な（不可避なス
ピン滑り以外の）滑りが発生し易くなる。この様な過大な滑りが発生すると、前記転がり
軸受に焼き付等の重大な損傷が発生し易くなる。そこで、定期的に本発明を実施する事に
より、前記転がり軸受の剛性低下が著しいと判定した場合に、この転がり軸受を交換すべ
き旨の表示をする様にすれば、前記工作機械等に重大な故障が発生する事を未然に防止で
きる。
【符号の説明】
【００３９】
　　１　　ハウジング
　　２　　主軸
　　３　　多列転がり軸受ユニット
　　４　　電動モータ
　　５ａ、５ｂ、５ｃ、５ｄ　転がり軸受
　　６　　エンコーダ
　　７　　センサユニット
　　８　　センサ素子
　　９　　永久磁石
　１０　　ホルダ
　１１　　被検出用特性変化組み合わせ部
　１２ａ、１２ｂ　凹溝
　１３　　保持部材
　１４　　荷重測定装置
　１５　　保持ケース
　１６　　荷重伝達軸
　１７　　円筒部
　１８　　底板部
　１９　　複列玉軸受ユニット
　２０　　保持凹部
　２１　　段部
　２２　　圧縮コイルばね
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