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(57)【要約】
 
【課題】ピボットアッシー軸受をスイングアームの取付
孔に圧入する際の押込み力を低減することができ、ピボ
ットアッシー軸受のスリーブの外周面からのパーティク
ルの生成を軽減することができるピボットアッシー軸受
を提供する。
【解決手段】シャフトと、このシャフトに回転自在に支
持されたスリーブ１３とを備え、スリーブ１３の外周面
に、円周方向に沿って延在する複数の溝を軸方向に連続
して設け、溝によりスリーブ１３の外周面の面粗さを中
心線平均粗さでＲａ０．５～８μｍ、最大高さでＲｍａ
ｘ５～３０μｍとした
【選択図】図３
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　軸部と、この軸部に回転自在に支持された外周部材とを備え、前記外周部材の外周面に
、円周方向に沿って延在する複数の溝を軸方向に連続して設け、
　前記溝により前記外周部材の外周面の面粗さを中心線平均粗さでＲａ０．５～８μｍ、
最大高さでＲｍａｘ５～３０μｍとしたことを特徴とするピボットアッシー軸受。
【請求項２】
　前記溝の深さは、０．０１～０．０３ｍｍであることを特徴とする請求項１に記載のピ
ボットアッシー軸受。
【請求項３】
　前記溝の軸方向の幅は、０．０５～０．１５ｍｍであることを特徴とする請求項１また
は２に記載のピボットアッシー軸受。
【請求項４】
　前記溝どうしの間隔は、０．１～０．２ｍｍであることを特徴とする請求項１～３のい
ずれかに記載のピボットアッシー軸受。
【請求項５】
　前記溝は、前記外周部材の外周面を環状に一周することを特徴とする請求項１～４のい
ずれかに記載のピボットアッシー軸受。
【請求項６】
　前記溝は、軸方向へ向け螺旋状をなすことを特徴とする請求項１～４のいずれかに記載
のピボットアッシー軸受。
【請求項７】
　前記溝は、前記外周部材の外周面の全面に亘って設けられていることを特徴とする請求
項１～６のいずれかに記載のピボットアッシー軸受。
【請求項８】
　前記溝は、前記外周部材の両端部を残した中間部に設けられていることを特徴とする請
求項１～６のいずれかに記載のピボットアッシー軸受。
【請求項９】
　前記溝よりも深さおよび幅の寸法が大きい前記外周部材の外周面を環状に一周する逃げ
部を設けたことを特徴とする請求項１～８のいずれかに記載のピボットアッシー軸受。
【請求項１０】
　前記溝は旋削加工で形成したツールマークであることを特徴とする請求項６～９のいず
れかに記載のピボットアッシー軸受。
【請求項１１】
　隣接する前記溝どうしの交差部に平坦部が形成されていることを特徴とする請求項１０
に記載のピボットアッシー軸受。
【請求項１２】
　前記溝は転造で形成されたことを特徴とする請求項１～９のいずれかに記載のピボット
アッシー軸受。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、ハードディスク駆動装置に使用されるピボットアッシー軸受に係り、特に、
スイングアームの取付孔にピボットアッシー軸受を圧入する際の押込み力を低減する技術
に関する。
【背景技術】
【０００２】
　図５はコンピュータの記憶装置の一つであるハードディスク駆動装置Ｄを示す図である
。この図に示すハードディスク駆動装置Ｄにおいては、ピボットアッシー軸受１によって
揺動可能に支持されたスイングアーム３の先端にある磁気ヘッド４が、磁気ディスク５の
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上を移動することにより、情報を磁気ディスク５に記録し、また、記録した情報を磁気デ
ィスク５から読み出す。ピボットアッシー軸受１は、通常、シャフトとシャフトを囲むス
リーブの間に一対の玉軸受を配置した構造になっており、スイングアーム３の基部２に設
けられた取付孔２ａに嵌合させられている。
【０００３】
　しかしながら、ピボットアッシー軸受１を取付孔２ａへ圧入する際には、製造公差に関
連する問題が存在する。ピボットアッシー軸受１の最も外側のスリーブの寸法が製造公差
の上限に近くかつ取付孔１ａの寸法が製造公差の下限に近いような場合には、圧入代が大
き過ぎてスリーブが変形したり、圧入の際に大きな押込み力が必要となる。さらに、スリ
ーブの外周面や取付孔２ａの内周面が削り取られて金属粉や削り屑が発生することがある
。なお、このように発生した金属粉や削り屑を以下においてパーティクルと称する。パー
ティクルは、スリーブと取付孔２ａとの間に介在して押込み力をさらに増大させ、ピボッ
トアッシー軸受１の取付孔２ａへの取付を円滑に行う妨げになる。またパーティクルは、
取付孔２ａから押し出されてスリーブの端面付近に残存し、ハードディスク駆動装置Ｄ内
を汚染する。逆に、スリーブの寸法が製造公差の下限に近くかつ取付孔１ａの寸法が製造
公差の上限に近いような場合には、圧入代が不充分なためピボットアッシー軸受１が取付
孔２ａに対して位置ずれを起こす場合がある。このため、以上のような不都合を寸法調整
のみで回避するためには、スリーブの外径と取付孔２ａの内径との嵌め合い寸法を厳格に
設定する必要がある。
【０００４】
　そこで、従来は、スイングアームの取付孔に製造公差を吸収するためのトレランスリン
グを挿入しておき、トレランスリングの内側にピボットアッシー軸受を圧入することが行
われている（例えば特許文献１、特許文献２）。トレランスリングは、半径方向に突出す
る凸部が円周方向に連続して形成された金属製のもので、内側にピボットアッシー軸受が
圧入されると半径方向に膨出し、凸部が取付孔の内周面に押し付けられて弾性変形する。
この弾性変形により、スリーブと取付孔の製造公差が吸収されるとともに、凸部の弾性変
形に対する反力で取付孔を押圧し、スリーブが取付孔に固定されるようになっている。し
たがって、スリーブと取付孔の嵌め合い寸法を厳格にしなくとも適正な嵌め合い状態が得
られる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特表２００４－５１３３０９号公報
【特許文献２】特開２００７－３０５２６８号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　しかしながら、ピボットアッシー軸受をトレランスリングに圧入する際も大きな押込み
力を必要とするとともに、スリーブの外周面がトレランスリングに削り取られてパーティ
クルが発生することがある。したがって、トレランスリングを使用したとしても、上記し
たような不都合は依然として存在する。
【０００７】
　本発明は上記事情に鑑みてなされたものであり、ピボットアッシー軸受をスイングアー
ムの取付孔に圧入する際の押込み力を低減することができ、ピボットアッシー軸受のスリ
ーブの外周面からのパーティクルの生成を回避することができるピボットアッシー軸受を
提供することを目的としている。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　本発明のピボットアッシー軸受は、軸部と、この軸部に回転自在に支持された外周部材
とを備え、外周部材の外周面に、円周方向に沿って延在する複数の溝を軸方向に連続して
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設け、溝により外周部材の外周面の面粗さを中心線平均粗さでＲａ０．５～８μｍ、最大
高さでＲｍａｘ５～３０μｍとしたことを特徴とする。
【０００９】
　従来、外周部材の外周面は平滑である程スイングアームの取付孔に対する摩擦抵抗が少
なく有利であると考えられていた。そのため、外周部材の外周面は、切削加工の際に工具
によって形成されるツールマークが視認できない程度（指で触って凹凸が感じられない程
度）に仕上げるか、あるいは、切削加工の後に研削による仕上げが行われていた。ちなみ
に、従来では外周部材の外周面はＲａ０．０５～０．１５μｍ、Ｒｍａｘ０．５～２．０
μｍの面粗さに仕上げられていた。
【００１０】
　本発明では、外周部材の外周面に溝を設けることにより、外周部材の外周面の面粗さを
中心線平均粗さでＲａ０．５～８μｍ、最大高さでＲｍａｘ５～３０μｍとしている。こ
のように、外周部材の外周面に微細な凹凸を設けることにより、外周部材の外周面とスイ
ングアームの取付孔との接触面積が減少し、両者の間の摩擦抵抗が低減される。したがっ
て、ピボットアッシー軸受を取付孔に圧入する際の押し込み力が低減される。また、外周
部材と取付孔との摩擦抵抗が低減されることに伴い、両者の間で生じるかじり付きが軽減
され、外周部材の外周面からのパーティクルの生成が軽減される。さらに、外周部材の外
周面が削り取られてパーティクルが発生しても、パーティクルは溝に収容され、パーティ
クルが外周部材と取付孔との間に噛み込んだり取付孔から放出されて汚染源となるといっ
た不都合が回避される。
【００１１】
　以上の作用は、ピボットアッシー軸受の外周部材をスイングアームの取付孔に直接圧入
する場合に限らず、取付孔にトレランスリングを挿入しておき、トレランスリングの内側
に外周部材を圧入する場合も同様に得ることができる。
【００１２】
　ここで、溝の深さは、０．０１～０．０３ｍｍであることが望ましい。また、溝の軸方
向の幅は、０．０５～０．１５ｍｍであることが望ましい。さらに、溝どうしの間隔は、
０．１～０．２ｍｍであることが望ましい。このような溝の大きさとすることにより、生
成したパーティクルの収容能力を確実に確保することができる。
【００１３】
　溝は、前記外周部材の外周面を環状に一周する形態とすることができ、あるいは、軸方
向へ向け螺旋状をなす形態とすることができる。また、溝は、外周部材の外周面の全面に
亘って設けることができ、あるいは、外周部材の両端部を残した中間部に設けることがで
きる。さらに、外周部材の外周面を環状に一周する溝よりも深さおよび幅の寸法が大きい
逃げ部を設けることができる。この逃げ部は、パーティクルの収容空間として機能すると
ともに、取付孔との接触面積を減らして圧入時の押込み力をさらに低減させる。
【００１４】
　溝は旋削加工により形成することができ、切削工具の送り量と切込み量を適宜設定する
ことにより、切削工具のツールマークによって所望の溝を形成することができる。この場
合、溝の断面形状は略円弧状となり、溝どうしの境界に尖った部分が形成される。そこで
、その尖った部分を除去して平坦部を形成すると好適である。これにより、圧入時の押込
み力がさらに低減されるとともに、パーティクルがさらに生じ難くなる。平坦部を形成す
るには、例えばセンタレス研削（研磨）を行うことができる。なお、溝は転造で形成する
こともできる。
【発明の効果】
【００１５】
　本発明のピボットアッシー軸受では、スイングアームの取付孔に圧入する際の押込み力
が低減され、外周部材が取付孔に削られて生じるパーティクルの発生が軽減される。した
がって、ピボットアッシー軸受のスイングアームへの取付を円滑に行うことができ、パー
ティクルによるハードディスク駆動装置内の汚染を回避することができる。
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【図面の簡単な説明】
【００１６】
【図１】ピボットアッシー軸受とスイングアームを示す斜視図である。
【図２】ピボットアッシー軸受の断面図である。
【図３】（Ａ）～（Ｄ）はピボットアッシー軸受のスリーブを示す側面図である。
【図４】溝の形状を示すスリーブの表面部の断面図である。
【図５】一般的なハードディスク駆動装置を示す斜視図である。
【発明を実施するための形態】
【００１７】
　図１（Ａ）に本発明の実施形態のピボットアッシー軸受１０と、このピボットアッシー
軸受１０が取り付けられる金属製のスイングアーム２０を示す。スイングアーム２０の基
部２１には、上下方向へ貫通する取付孔２２が形成され、基部２１から一対のアーム部２
３が伸びている。アーム部２３の先端部には、ハードディスク駆動装置において情報を読
み書きする磁気ヘッドが取り付けられる。また、基部２１には、アーム部２３と反対側へ
伸びる支持部２４が設けられ、支持部２４が、ハードディスク駆動装置に設けられた駆動
機構により駆動されることでスイングアーム２０は揺動する。
【００１８】
　スイングアーム２０の取付孔２２にはトレランスリング３０を挿入し、トレランスリン
グ３０の内側にピボットアッシー軸受１０が圧入される。トレランスリング３０は、リン
グ部３１と、リング部３１から軸方向へ伸びる押圧部３２とからなる金属製のものである
。押圧部３２は、複数の矩形片３３からなり、円周方向の一カ所に矩形片３３のない箇所
が設けられている。各矩形片３３には、半径方向へ突出する凸部（図示略）が設けられ、
ピボットアッシー軸受１０が圧入されるとトレランスリング３０が膨出し、凸部が取付孔
２２の内周面に押し付けられることでピボットアッシー軸受１０が取付孔２２に固定され
る。
【００１９】
　次に、ピボットアッシー軸受１０は、シャフト（軸部）１２を備えている。シャフト１
２は、上部と下部の一対の玉軸受１１により回転自在な状態で保持されている。すなわち
、各玉軸受１１は、内輪１１ｂ（１１ｄ）と外輪１１ａ（１１ｆ）との間に転動体１１ｃ
（１１ｅ）を保持している。そして内輪１１ｂおよび１１ｄは、シャフト１２の外周に固
定され、外輪１１ａおよび１１ｆは、金属製の筒状体であるスリーブ（外周部材）１３の
内側に固定されている。また、内輪１１ｂ（１１ｄ）と外輪１１ａ（１１ｆ）との隙間、
転動体１１ｃ（１１ｅ）の周囲には、潤滑用のグリース、潤滑油等の潤滑剤が封入されて
いる。
【００２０】
　シャフト１２には、下端側（図の下側）と上端側（図の上側）があり、ハードディスク
駆動装置のベースに設けられた支持部に固定されるシャフト１２の下端側には、スリーブ
１３の内径よりも小さい外径寸法を有するフランジ１２ａが形成されている。フランジ１
２ａの外径寸法は、内輪１１ｄを当接させて予圧をかけられる寸法であればよいが、大き
すぎると材料が無駄になるので、内輪１１ｄの外径寸法と同じか、好ましくはわずかに大
きいくらいが望ましい。
【００２１】
　スリーブ１３の内周面には、上部と下部の一対の玉軸受１１を軸方向に離間して位置決
めするため、外輪１１ａおよび１１ｆの端面が当接するスペーサ１４が設けられている。
なお、スリーブ１３とスペーサ１４は、図２のように一体成形されたものに限定されず、
スリーブ１３とスペーサ１４が別々の部品であってもよい。
【００２２】
　図３（Ａ）に示すように、スリーブ１３の外周面には複数の溝１５が軸方向に連続して
形成されている。これにより、スリーブ１３の外周面の面粗さは、中心線平均粗さでＲａ
０．５～８μｍ、最大高さでＲｍａｘ５～３０μｍとされている。また、溝１５の深さは
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、０．０１～０．０３ｍｍ、溝１５の軸方向の幅は、０．１～０．１５ｍｍ、溝１５どう
しの間隔は、０．１～０．１５ｍｍとされている。溝１５は、図３（Ａ）に示すように、
スリーブ１３の外周面を環状に一周する形態とされている。なお、図３（Ａ）に示す態様
において溝１５を軸方向へ向け、図３（Ｄ）に示すような螺旋状をなす形態とすることも
できる。また、図示は省略するが、スリーブ１３の両端面の縁部には、０．２～０．４ｍ
ｍ程度の面取り（凸曲面または斜面）が形成されている。
【００２３】
　図４は溝１５の詳細を示す断面図である。溝１５は転造や旋削加工によって形成されて
いる。溝１５の断面形状は略円弧状をなし、溝１５どうしの境界に尖った部分１６が形成
されている。尖った部分１６は、切削加工や研削加工により除去し、平坦部１７を形成し
てもよい。
【００２４】
　上記構成のピボットアッシー軸受１０にあっては、スリーブ１３の外周面に溝１５を形
成することで微細な凹凸が設けられている。これにより、スリーブ１３の外周面とスイン
グアーム２０の取付孔２２との接触面積が減少し、両者の間の摩擦抵抗が低減される。し
たがって、ピボットアッシー軸受１０を取付孔２２に圧入する際の押し込み力が低減され
る。また、スリーブ１３と取付孔２２との摩擦抵抗が低減されることに伴い、両者の間で
生じるかじり付きが軽減され、スリーブ１３の外周面からのパーティクルの生成が軽減さ
れる。さらに、スリーブ１３の外周面が削り取られてパーティクルが発生しても、パーテ
ィクルは溝１５に収容され、パーティクルがスリーブ１３と取付孔２２との間に噛み込ん
だり取付孔２２から放出されて汚染源となるといった不都合が回避される。
【００２５】
　したがって、上記構成のピボットアッシー軸受１０では、ピボットアッシー軸受のスイ
ングアームへの取付を円滑に行うことができ、パーティクルによるハードディスク駆動装
置内の汚染を未然に防止することができる。なお、以上の作用、効果は、スイングアーム
２０の取付孔にトレランスリング３０を挿入しておき、トレランスリング３０の内側にス
リーブ１３を圧入する場合も同様に得ることができる。
【００２６】
　図３（Ｂ），（Ｃ）は上記実施形態の変更例を示す図である。図３（Ｂ）に示す変形例
は、スリーブ１３の両端部を残した中間部に螺旋状の溝１５を形成したものである。また
、図３（Ｃ）に示す変更例は、スリーブ１３の外周面に、溝１５よりも深さおよび幅の寸
法が大きく外周面を環状に一周する逃げ部１８を設けたものである。逃げ部１８は、パー
ティクルの収容空間として機能するとともに、取付孔２２との接触面積を減らして圧入時
の押込み力をさらに低減させる。
【実施例】
【００２７】
　以下、実施例及び比較例を挙げ、本発明をより具体的に説明する。
［実施例１］
　スリーブの外周面に切削加工を施して螺旋状の溝を形成し、外周面の表面粗さをＲａ２
．０μｍ、Ｒｍａｘ１２μｍとした。このスリーブを用いてピボットアッシー軸受を組み
立て、スイングアームの取付孔に圧入したところ、押込み力は１９．８７ｋｇｆでパーテ
ィクルの発生は認められなかった。
【００２８】
［実施例２］
　実施例１と同じ外径のスリーブの外周面に切削加工を施して螺旋状の溝を形成し、外周
面の表面粗さをＲａ６．０μｍ、Ｒｍａｘ２２μｍとした。このスリーブを用いてピボッ
トアッシー軸受を組み立て、スイングアームの取付孔に圧入したところ、押込み力は５２
．９３ｋｇｆでパーティクルの発生は認められなかった。
【００２９】
［比較例１］
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　外周面の面粗さがＲａ０．１μｍ、Ｒｍａｘ１．３μｍで実施例１と同じ外径のスリー
ブを用いてピボットアッシー軸受を組み立て、スイングアームの取付孔に圧入したところ
、押込み力は５７．６３ｋｇｆでパーティクルの発生が認められた。
【００３０】
［比較例２］
　比較例１において外径を５μｍ小さくしたスリーブを用いてピボットアッシー軸受を組
み立て、スイングアームの取付孔に圧入したところ、押込み力は５８．３０ｋｇｆでパー
ティクルの発生が認められた。
【００３１】
［比較例３］
　比較例１において両端面に隣接する溝を形成したスリーブを用いてピボットアッシー軸
受を組み立て、スイングアームの取付孔に圧入したところ、押込み力は５７．７３ｋｇｆ
でパーティクルの発生が認められた。
【００３２】
　以上のように、本発明の実施例１，２では外径を５μｍ小さくした比較例２よりも押込
み力が小さく、しかもパーティクルが発生しなかった。このことから、本発明の優位性は
明らかである。
【産業上の利用可能性】
【００３３】
　本発明は、ピボットアッシー軸受を利用したハードディスク駆動装置を始めとする各種
の製品に利用することができる。 
【符号の説明】
【００３４】
１０…ピボットアッシー軸受、
１１…玉軸受、
１１ａ、１１ｆ…軸受外輪、
１１ｂ、１１ｄ…軸受内輪、
１１ｃ、１１ｅ…転動体、
１２…シャフト（軸部）、
１２ａ…フランジ部、
１３…スリーブ（外周部材）、
１４…スペーサ。
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