
JP 2009-24810 A 2009.2.5

10

(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】軸部とフランジ部とが高精度に、かつ高い締結
強度をもって固定された流体軸受装置用の軸部材を低コ
ストに提供し、これにより、流体軸受装置の回転精度お
よび耐衝撃性の向上を低コストに実現する。
【解決手段】軸部２１は、フランジ部２３に設けた穴部
２３ｃに圧入されると共に、フランジ部２３の両端面２
３ａ、２３ｂに塑性加工を施すことによって形成した突
出部２３ｄ、２３ｅとの間に加締め部２５，２６を形成
する。フランジ部２３の両端面２３ａ、２３ｂは被覆部
２４で被覆され、これら軸部２１、フランジ部２３、お
よび被覆部２４で完成品としての軸部材２が構成される
。
【選択図】図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　軸部およびフランジ部を有する軸部材と、軸部の外周に設けられたラジアル軸受隙間と
、フランジ部の一端又は両端に設けられたスラスト軸受隙間とを備える流体軸受装置にお
いて、
　軸部がフランジ部に設けた穴部に圧入されると共に、軸部およびフランジ部が加締め固
定され、かつ、フランジ部のスラスト軸受隙間に面する端面が被覆部で被覆されているこ
とを特徴とする流体軸受装置。
【請求項２】
　穴部が、フランジ部の両端面に開口した貫通孔である請求項１記載の流体軸受装置。
【請求項３】
　被覆部が、軸部およびフランジ部をインサートして型成形された請求項１記載の流体軸
受装置。
【請求項４】
　被覆部に、スラスト軸受隙間に流体動圧を発生させるスラスト動圧発生部が設けられた
請求項１記載の流体軸受装置。
【請求項５】
　軸部およびフランジ部を有する軸部材と、軸部の外周に設けられたラジアル軸受隙間と
、フランジ部の一端又は両端に設けられたスラスト軸受隙間とを備える流体軸受装置にお
いて、軸部材を製作するに際し、
　軸部をフランジ部に設けた穴部に圧入する工程と、軸部およびフランジ部を加締め固定
する工程とを経た後、フランジ部のスラスト軸受隙間に面する端面に被覆部を形成するこ
とを特徴とする流体軸受装置の製造方法。
【請求項６】
　少なくとも加締め加工を、フランジ部の両端面を拘束した状態で行う請求項５記載の流
体軸受装置の製造方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、流体軸受装置およびその製造方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　流体軸受装置は、軸受隙間に形成される油膜で軸部材を回転自在に支持する軸受装置で
ある。この流体軸受装置は、高速回転、高回転精度、低騒音等の特徴を有するものであり
、近年ではその特徴を活かして、情報機器をはじめ種々の電気機器に搭載されるモータ用
の軸受装置として、より具体的には、ＨＤＤ等の磁気ディスク装置、ＣＤ－ＲＯＭ、ＣＤ
－Ｒ／ＲＷ、ＤＶＤ－ＲＯＭ／ＲＡＭ等の光ディスク装置、ＭＤ、ＭＯ等の光磁気ディス
ク装置等のスピンドルモータ、レーザビームプリンタ（ＬＢＰ）のポリゴンスキャナモー
タ、プロジェクタのカラーホイールモータ、ファンモータなどのモータ用軸受装置として
好適に使用されている。
【０００３】
　通常、流体軸受装置においては、軸部材の軸部が軸受スリーブの内周に挿入され、軸部
の外周面と軸受スリーブの内周面との間にラジアル軸受隙間が形成される。また、軸部の
一端にフランジ部を設け、フランジ部の一端又は両端にスラスト軸受隙間を形成したもの
がある（例えば、特許文献１を参照）。
【０００４】
　このように、軸部はラジアル軸受隙間を形成する一方側の部材となり、フランジ部はス
ラスト軸受隙間を形成する一方側の部材となることから、これらはそれぞれ高精度に製作
すると共に、相対姿勢を高精度に管理する必要がある。軸部およびフランジ部を切削等の
機械加工で一体に形成すれば、高精度な軸部材が得やすくなるが、専用の加工設備が必要
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である等の理由で製造コストが著しく高騰する。製造コストの抑制には、個別に製作した
軸部およびフランジ部を適宜の手段で一体化するのが有効であり、特に製造コストの抑制
効果を顕著に得られるものとして、環状のフランジ部（スラストプレート）に軸部を圧入
したものが公知である（特許文献２を参照）。
【特許文献１】特開２００３－２３９９５１号公報
【特許文献２】特開２０００－３２４７５３号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　圧入は、相互に固定される面を予め高精度に仕上げると共に位置決めを正確に行うこと
で、高精度な軸部材を比較的容易に得ることができる。しかしながら、組立精度のより一
層の向上（完成品精度の向上）や締結強度向上の要請に対応するのは困難である。特に、
近年の流体軸受装置に対する小型化の要請に対応すべくフランジ部の厚みを縮小するとな
ると、圧入長さが縮小するため、軸部とフランジ部の間の締結強度を高めるのが難しくな
る。特許文献２では、軸部をフランジ部に圧入後、圧入領域の一端をレーザ溶接すること
で締結強度の向上を図っているが、レーザ溶接用の大規模かつ高価な装置が必要であるた
め製造コストの高騰が避けられない。
【０００６】
　本発明の課題は、軸部とフランジ部とが高精度に、かつ高い締結強度をもって固定され
た軸部材を低コストに製造可能とし、これにより、高い回転精度および耐衝撃性を具備す
る流体軸受装置を低コストに提供可能とすることにある。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　上記課題を解決するため、本発明では、軸部およびフランジ部を有する軸部材と、軸部
の外周に設けられたラジアル軸受隙間と、フランジ部の一端又は両端に設けられたスラス
ト軸受隙間とを備える流体軸受装置において、軸部がフランジ部に設けた穴部に圧入され
ると共に、軸部およびフランジ部が加締め固定され、かつ、フランジ部のスラスト軸受隙
間に面する端面が被覆部で被覆されていることを特徴とする流体軸受装置を提供する。
【０００８】
　本発明のように、軸部およびフランジ部を加締め固定すれば、圧入した領域の緩みを回
避して所望の圧入状態を維持することができる。また、加締め加工は簡易な装置で実施す
ることができるので、製造コストの低廉化が図られる。
【０００９】
　ところで、軸部およびフランジ部を加締め固定する本発明の構成においては、加締め加
工（塑性加工）に伴って肉の盛り上がり等が生じ、これが特にスラスト軸受隙間の精度に
悪影響を及ぼす場合がある。かかる悪影響を回避する手段の一例として、加締め加工後に
切削等の機械加工を施して肉の盛り上がりを除去することが考えられるが、コンタミによ
る軸受性能の低下を回避するため、切削加工に伴って生じる切削粉を入念に除去する工程
をさらに設ける必要が生じ、製造コストが増大する。
【００１０】
　これに対し、上記のように、フランジ部のスラスト軸受隙間に面する端面を被覆部で被
覆すれば、被覆部を形成する一工程を経るだけで、肉の盛り上がり等による悪影響を排除
して高精度なスラスト軸受隙間を形成することができる。また、例えば、圧入や加締めに
伴って軸部とフランジ部の形状や相対姿勢が悪化した場合でも、必要とされる精度は被覆
部で確保することができる。逆を言えば、軸受性能に悪影響を及ぼさない範囲で、部材製
作、圧入、および加締めの各加工工程における要求品質を緩和することができる。そのた
め、この点からも製造コストの低廉化が図られる。
【００１１】
　フランジ部に設ける穴部は、凹状に形成しても良いし、両端面に開口した貫通孔として
も良い。特に後者の構成とすれば、穴部の両端に加締め部を形成することが可能となるた
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め、軸部材の高強度化を図るには好適である。
【００１２】
　加締めは、軸部又はフランジ部の何れか一方又は双方に施しても構わないが、フランジ
部に施すのが望ましい。軸部は、強度向上や摺動特性向上の観点から焼入れ等の表面処理
によって高硬度化されるのが通常であるのに対し、フランジ部は軸部に比べて加工性に優
れる材料で形成することができるからである。
【００１３】
　被覆部を低コストに高精度化する観点から、被覆部は、軸部およびフランジ部をインサ
ートして型成形するのが望ましい。また、被覆部には、スラスト軸受隙間に流体動圧を発
生させるスラスト動圧発生部を設けることができる。特に、被覆部を型成形する場合には
、所望の精度が確保された軸部材が低コストに得られ、かつスラスト動圧発生部を被覆部
の形成と同時に型成形することができる。そのため、スラスト軸受隙間を形成する他方側
の部材に動圧発生部を設ける手間を省くことができ、流体軸受装置の低コスト化を図るこ
とができる。
【００１４】
　また、本発明では、軸部およびフランジ部を有する軸部材と、軸部の外周に設けられた
ラジアル軸受隙間と、フランジ部の一端又は両端に設けられたスラスト軸受隙間とを備え
る流体軸受装置において、軸部材を製作するに際し、軸部をフランジ部に設けた穴部に圧
入する工程と、軸部又はフランジ部を加締め固定する工程とを経た後、フランジ部のスラ
スト軸受隙間に面する端面に被覆部を形成することを特徴とする流体軸受装置の製造方法
を提供する。
【００１５】
　ところで、上記のように軸部をフランジ部に圧入した後加締め加工を行うと、加締める
側の部材の塑性変形により、圧入固定に関与する部分に変形が生じ、圧入力や圧入精度の
低下を招くおそれがある。上述のとおり、本発明では、スラスト軸受隙間の形成に関与す
る部分の精度は被覆部で確保されるものの、軸部に対するフランジ部の固定精度が余りに
も低いと、被覆部の厚みの増大、ひいては軸部材の長大化を招き、小型化の要請に対応す
ることが難しくなる。
【００１６】
　そのため、上記のようにして軸部材を製作する際、少なくとも加締め加工は、フランジ
部の両端面を拘束した状態で行うのが望ましい。拘束する端面の面精度を維持して、また
軸部に対するフランジ部の姿勢を維持した状態で加締めることができるからである。また
このとき、拘束面精度を十分に高めた治具を使用すれば、圧入時に生じた位置ずれ等を治
具によって矯正することもできる。もちろん、フランジ部の両端面を拘束した状態で圧入
を行うこともできる。この場合、フランジ部に対する軸部の圧入姿勢を適正に保つことが
できるので、圧入後の位置ずれが生じにくくなり、軸部材の精度向上が図られる。
【発明の効果】
【００１７】
　以上に示すように、本発明によれば、軸部とフランジ部とが高精度に、かつ高い締結強
度をもって固定された軸部材を低コストに製作することができる。これにより、高い回転
精度および耐衝撃性を具備する流体軸受装置を低コストに提供することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１８】
　以下、本発明の実施形態を図面に基づいて説明する。
【００１９】
　図１は、流体軸受装置を組み込んだ情報機器用スピンドルモータの一構成例を概念的に
示している。このスピンドルモータは、ＨＤＤ等のディスク駆動装置に用いられるもので
、軸部材２を回転自在に支持する流体軸受装置１と、軸部材２に装着されたディスクハブ
３と、例えば半径方向のギャップを介して対向させたステータコイル４ａおよびロータマ
グネット４ｂと、ブラケット５とを主要な構成として備えている。ステータコイル４ａは
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ブラケット５の外周に取付けられ、ロータマグネット４ｂはディスクハブ３の内周に取付
けられる。流体軸受装置１のハウジング７は、ブラケット５の内周に装着される。ディス
クハブ３には、磁気ディスク等のディスク６が一又は複数枚保持される。以上の構成から
なるスピンドルモータにおいて、ステータコイル４ａに通電すると、ステータコイル４ａ
とロータマグネット４ｂとの間の電磁力でロータマグネット４ｂが回転し、それによって
、ディスクハブ３に保持されたディスク６が軸部材２と一体に回転する。
【００２０】
　図２は、本発明の第１実施形態に係る流体軸受装置１を示している。同図に示す流体軸
受装置１は、ハウジング７と、ハウジング７の内周に固定された軸受スリーブ８と、軸受
スリーブ８の内周に挿入された軸部材２と、ハウジング７の一端開口を封止する蓋部材９
と、ハウジング７の他端開口をシールするシール部材１０とを備える。なお、説明の便宜
上、シール部材１０の側を上側、これとは軸方向反対側を下側として、以下説明を進める
。
【００２１】
　ハウジング７は、金属材料あるいは樹脂材料で円筒状に形成される。ハウジング７の内
周面７ａには軸受スリーブ８が、例えば、接着、圧入、溶着等の適宜の手段で固定される
。内周面７ａの下端側には、内周面７ａよりも大径の蓋部材固定面７ｂが形成されている
。
【００２２】
　軸受スリーブ８は、例えば銅を主成分とする焼結金属の多孔質体で円筒状に形成される
。軸受スリーブ８は、焼結金属以外にも、例えば黄銅等の軟質金属材料や焼結金属ではな
い他の多孔質体（例えば、多孔質樹脂）で形成することも可能である。
【００２３】
　軸受スリーブ８の内周面８ａには、図３に示すように、ラジアル動圧発生部として、複
数の動圧溝８ａ１、８ａ２をヘリングボーン形状に配列した領域が上下二箇所に離隔して
形成される。本実施形態において、上側の動圧溝８ａ１は、軸方向中心ｍ（上下の傾斜溝
間領域の軸方向中央）に対して軸方向非対称に形成されており、軸方向中心ｍより上側領
域の軸方向寸法Ｘ１が下側領域の軸方向寸法Ｘ２よりも大きくなっている。一方、下側の
動圧溝８ａ２は軸方向対称に形成され、その上下領域の軸方向寸法はそれぞれ上記軸方向
寸法Ｘ２と等しくなっている。動圧溝を上記の態様で形成することにより、軸受装置の運
転時には、軸受スリーブ８の内周面８ａと軸部２１の外周面２１ａとの間の隙間を満たす
流体（例えば、潤滑油）が積極的に下方に流動する。なお、動圧溝は、後述する軸部２１
のラジアル軸受面Ａに形成することもでき、またその形状は、スパイラル形状等公知のそ
の他の形状とすることもできる。
【００２４】
　軸受スリーブ８の外周面８ｃには、両端面に開口した軸方向溝８ｃ１が１又は複数本形
成される。この軸方向溝８ｃ１は、軸受内部に充満される潤滑油を流動循環させるために
設けられたものであり、軸受運転時には、この軸方向溝８ｃ１とハウジング７の内周面７
ａとで形成される流体通路を介して潤滑油が軸受内部を流動循環する。これにより、軸受
内部における圧力の不均衡状態が解消され、潤滑油の漏れや振動の発生等が効果的に回避
される。
【００２５】
　蓋部材９は、例えば金属材料や樹脂材料で円盤状に形成され、ハウジング７の蓋部材固
定面７ｂに、接着、圧入等適宜の手段で固定される。
【００２６】
　シール部材１０は、例えば、黄銅等の軟質金属材料やその他の金属材料、あるいは樹脂
材料でリング状に形成され、ハウジング７の内周面７ａの上端部に接着、圧入等の適宜の
手段で固定される。このシール部材１０の内周面１０ａと、軸部２１の外周面２１ａとの
間には所定のシール空間Ｓが形成される。シール空間Ｓは、流体軸受装置１に充満される
潤滑油の温度変化に伴う容積変化量を吸収するバッファ機能を有し、想定される温度変化
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の範囲内で、潤滑油の油面は常時シール空間Ｓの範囲内にある。
【００２７】
　軸部材２は、軸部２１と、軸部２１の下端に設けられたスラスト部材２２とからなり、
全体として金属と樹脂のハイブリッド構造とされる。詳細には、軸部２１が金属材料で形
成される一方、スラスト部材２２は、軸心に設けた穴部２３ｃに軸部２１の下端が挿入さ
れた金属製のフランジ部２３と、フランジ部２３の表面を被覆する樹脂製の被覆部２４と
で構成される。穴部２３ｃは、フランジ部２３の両端面２３ａ、２３ｂに開口した貫通孔
である。本実施形態では、軸部２１はステンレス鋼で形成され、フランジ部２３は軸部２
１よりも低剛性の軟質金属、例えば黄銅で形成される。
【００２８】
　軸部２１の外周面２１ａには、平滑な円筒面状をなし、軸受スリーブ８の内周面８ａに
設けた動圧溝８ａ１、８ａ２形成領域とラジアル方向に対向するラジアル軸受面Ａ，Ａが
軸方向に離隔して二箇所形成されている。両ラジアル軸受面Ａ，Ａ間には、ラジアル軸受
面Ａよりも小径のヌスミ部２１ｂが形成されている。また、詳細は後述するが、軸部２１
の下端には、フランジ部２３の第１および第２突出部２３ｄ、２３ｅをそれぞれ収容する
ための第１および第２収容部２１ｃ、２１ｄが設けられている。本実施形態において、第
１および第２収容部２１ｃ、２１ｄは環状の凹溝とされる。
【００２９】
　スラスト部材２２の上側端面２２ａ（被覆部２４）には、軸受スリーブ８の下側端面８
ｂとの間にスラスト軸受隙間を形成するスラスト軸受面Ｂとなる領域が設けられ、該スラ
スト軸受面Ｂには、例えば図４に示すように、スラスト動圧発生部として、複数の動圧溝
２２ａ１がスパイラル形状に配列されている。また、スラスト部材２２の下側端面２２ｂ
（被覆部２４）には、蓋部材９の上側端面９ａとの間にスラスト軸受隙間を形成するスラ
スト軸受面Ｃとなる領域が設けられ、スラスト軸受面Ｃには、図示は省略するが、スラス
ト動圧発生部として、複数の動圧溝がスパイラル形状に配列されている。なお、スラスト
軸受面Ｂ，Ｃに設けた動圧溝は、ヘリングボーン形状等公知のその他の形状に配列するこ
ともできる。また、スラスト軸受面Ｂ，Ｃを平滑平面に形成し、軸受スリーブ８の下側端
面８ｂおよび蓋部材９の上側端面９ａに動圧溝を形成しても良い。
【００３０】
　流体軸受装置１は主に以上の構成部材からなり、シール部材１０でシールされたハウジ
ング７の内部空間には、軸受スリーブ８の内部気孔も含め潤滑油が充満される。潤滑油と
しては種々のものが使用可能であるが、使用時や輸送時における温度変化等を考慮すると
、低蒸発率および低粘度のエステル系潤滑油、例えば、ジオクチルセバケート（ＤＯＳ）
やジオクチルアゼレート（ＤＯＺ）等が好適である。
【００３１】
　以上の構成からなる流体軸受装置１において、軸部材２が回転すると、軸受スリーブ８
の動圧溝８ａ１，８ａ２形成領域と、軸部２１のラジアル軸受面Ａ，Ａとの間にはラジア
ル軸受隙間が形成される。そして、軸部材２の回転に伴って、ラジアル軸受隙間に形成さ
れる油膜は、動圧溝８ａ１，８ａ２の動圧作用によってその油膜剛性を高められ、この圧
力によって軸部材２がラジアル方向に回転自在に非接触支持される。これにより、軸部材
２をラジアル方向に回転自在に非接触支持するラジアル軸受部Ｒ１，Ｒ２が軸方向の二箇
所に離隔形成される。
【００３２】
　また、これと同時に、フランジ部２２のスラスト軸受面Ｂ，Ｃと、軸受スリーブ８の下
側端面８ｂおよび蓋部材９の上側端面９ａとの間にはスラスト軸受隙間がそれぞれ形成さ
れる。そして、軸部材２の回転に伴って、両スラスト軸受隙間に形成される油膜は、動圧
溝の動圧作用によってその油膜剛性を高められ、この圧力によって軸部材２が両スラスト
方向に回転自在に非接触支持される。これにより、軸部材２を両スラスト方向に回転自在
に非接触支持する第１スラスト軸受部Ｔ１と第２スラスト軸受部Ｔ２とが形成される。
【００３３】
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　次に、上記の流体軸受装置１で使用される軸部材２の製造方法を図５～図９に基づいて
説明する。なお、軸部材２は、軸部２１の下端にフランジ部２３を固定するアセンブリ工
程と、フランジ部２３の表面を被覆する被覆部２４を射出成形する射出成形工程とを経て
製造される。
【００３４】
　（Ａ）アセンブリ工程
　図５～図８は、軸部２１の下端にフランジ部２３を固定するアセンブリ工程の一例を概
念的に示すものである。図示する装置は、内周に軸部２１を保持する加締め型３１と、加
締め型３１の下方に位置し、フランジ部２３を保持する下型３２と、下型３２と協働して
フランジ部２３を拘束する第１中間型３３と、適当な駆動機構により軸部２１をフランジ
部２３の側に押し込む上型３４とを主に備える。また、第１中間型３３と上型３４との間
には、第２中間型３５が配設されている。第１中間型３３と第２中間型３５との間には弾
性部材３６が介設され、上型３４から下向きの負荷を受けた場合、この負荷は、弾性部材
３６を介して第２中間型３５から第１中間型３３に伝達される。弾性部材３６は負荷に応
じて圧縮変形し、これによって第２中間型３５の下方への変位が吸収される。
【００３５】
　なお、図５に示す、軸部２１およびフランジ部２３を設置した段階で、フランジ部２３
の上下端面２３ａ、２３ｂは凹凸等のない平滑平面をなす。また、フランジ部２３の穴部
２３ｃは、軸部２１を所定の圧入代で圧入できる程度に、軸部２１の外径寸法よりも若干
小径に形成されている。
【００３６】
　加締め型３１は、軸部２１を保持する保持孔３１ａと、フランジ部２３を部分的に塑性
変形させる塑性加工部３１ｃとを有する。塑性加工部３１ｃは、下端に向けて先細りした
形状をなし、図５に示す軸部２１およびフランジ部２３を各型に配置した状態でフランジ
部２３の上端面２３ａに当接する。フランジ部２３の下端面２３ｂは下型３２の上端面３
２ａで保持され、フランジ部２３の上端面２３ａは第１中間型３３の下端面３３ａで保持
される。そのため、加締め型３１の保持孔３１ａは、軸部２１のラジアル軸受面Ａ，Ａを
適正に保持、拘束可能な程度に、その寸法や形状が高精度に仕上げられている。同様に、
第１中間型３３の下端面３３ａおよび下型３２の上端面３２ａは、フランジ部２３の上下
端面２３ａ、２３ｂをそれぞれ適正に保持、拘束可能な程度に、その形状（平面度等）が
高精度に仕上げられている。
【００３７】
　加えて、この種の軸部材においては、ラジアル軸受面とスラスト軸受面の間の直角度が
軸受性能を左右する。本実施形態の軸部材２において、かかる直角度は、後述する被覆部
２４の形成時に確保される仕様となっているが、軸部２１に対するフランジ部２３の固定
精度があまりにも悪いと、所望の直角度を得るのが難しくなる。そのため、加締め型３１
の保持孔３１ａと下型３２の上端面３２ａとの間、および加締め型３１の保持孔３１ａと
第１中間型３３の下端面３３ａとの間の直角度を十分に高めておくのが望ましい。また、
フランジ部２３の両端面を拘束する下型３２の上端面３２ａと第１中間型３３の下端面３
３ａとの間の平行度は、十分に高めておくのが望ましい。
【００３８】
　上記構成の装置を用いて、軸部２１の下端にフランジ部２３が以下の態様で固定される
。
【００３９】
　まず、図５に示すように、軸部２１およびフランジ部２３を上記装置に設置した後上型
３４を下降させ、上型３４の下端面３４ａを軸部２１の上端面２１ｅに当接させる。この
段階で、第２中間型３５の上端面３５ａは軸部２１の上端面２１ｅよりも下方に、また加
締め型３１の上端面３１ｂは第２中間型３５の上端面３５ａよりも下方に位置する。
【００４０】
　次いで、図６に示すように上型３４をさらに下降させ、軸部２１の下端をフランジ部２
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３の穴部２３ｃに圧入する。軸部２１の下端が所定長さ圧入されると、上型３４の下端面
３４ａは第２中間型３５の上端面３５ａに当接する。そして、さらに上型３４を下降させ
第２中間型３５を下方に押圧すると、弾性部材３６を介して第１中間型３３に下向きの負
荷が伝達される。そのため、軸部２１の圧入は、フランジ部２３の両端面２３ａ，２３ｂ
が第１中間型３３と下型３２とで拘束された状態で進行する。
【００４１】
　このようにフランジ部２３の両端面２３ａ、２３ｂを拘束した状態で軸部２１の圧入を
さらに進行させると、図７に示すように上型３４の下端面３４ａが加締め型３１の上端面
３１ｂに当接する。そしてさらに上型３４を下降させ加締め型３１を下方に押圧すると、
図８に拡大して示すように、加締め型３１の塑性加工部３１ｃがフランジ部２３に食い込
んでフランジ部２３が部分的に塑性変形し、第１突出部２３ｄが形成される。第１突出部
２３ｄは、フランジ部２３の内周面（穴部２３ｃの内壁面）よりも内径側へ突出するよう
に形成され、当該突出した部分は、軸部２１に設けられた第１収容部２１ｃに収容される
。これにより、軸部２１を圧入固定したフランジ部２３の穴部２３ｃ（圧入領域）の上端
に第１加締め部２５が形成される。この加締め加工は、弾性部材３６の圧縮変形量に応じ
た負荷が第１中間型３３からフランジ部２３に付与されることにより、引き続きフランジ
部２３の拘束下で行われる。
【００４２】
　第１加締め部２５が形成された段階で上型３４の下降を停止し、各型を原点復帰させた
後、装置から軸部２１とフランジ部２３の一体品を取り出す。この一体品は、軸部２１を
圧入固定したフランジ部２３の穴部２３ｃの下端に第２加締め部２６を形成する工程に移
送される。第２加締め部２６は、フランジ部２３を部分的に塑性変形させることによって
第２突出部２３ｅ（図２の拡大図参照）を形成し、これを軸部２１に設けた第２収容部２
１ｄに収容することにより形成される。若干の相違はあるものの、第２加締め部２６の形
成手順は第１加締め部２５の形成手順に準ずるので、ここでは詳細説明を省略する。
【００４３】
　なお、第２加締め部２６は必ずしも第１加締め部２５を形成した後の別工程で設ける必
要はない。例えば、上述した装置に工夫を凝らすことで、第１加締め部２５と同時形成す
ることも可能である。もちろん、製造コストを抑制する観点から言えば、両加締め部２５
，２６を同時形成することが望ましい。また、上記の第１および第２突出部２３ｄ，２３
ｅは環状に形成しても良いし、断続的（円弧状）に形成しても良い。突出部２３ｄ、２３
ｅの形状は、要求される締結強度等に応じて適宜変更可能である。
【００４４】
　上記のように、加締め加工をフランジ部２３の両端面２３ａ、２３ｂを拘束した状態で
行えば、両端面２３ａ、２３ｂの面精度を維持しつつ、圧入完了時の軸部２１に対するフ
ランジ部２３の姿勢を維持したままで加締めることができる。特に本実施形態では、上型
３４の下降が進行するのに伴ってフランジ部２３への負荷（拘束力）が徐々に増大する構
成としたので、例えば、圧入の進行に伴って圧入抵抗が増大することにより軸部２１とフ
ランジ部２３との間で位置ずれが生じたり、フランジ部２３が変形したりするのを効果的
に防止することができる。また、加締め加工時に拘束力が最大となるので、仮に圧入時に
軸部２１とフランジ部２３との間で位置ずれが生じた場合でも、位置ずれを拘束力によっ
て矯正することができる。
【００４５】
　また、本実施形態では、軸部２１の圧入時においても、下型３２および第１中間型３３
によってフランジ部２３を拘束したので、軸部２１とフランジ部２３の相対姿勢を適正に
保った状態で、あるいはフランジ部２３の平面度等を矯正しながら軸部２１を圧入するこ
とができる。そのため、軸部２１とフランジ部２３との組み付け精度が向上する。
【００４６】
　また、上記装置において、駆動機構からの駆動力（ここでは上下動のための駆動力）を
受ける上型３４の下端面３４ａとの間の軸方向隙間を、軸部２１、第２中間型３５、加締
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め型３１の順に大きくした構成とした。かかる構成によれば、上型３４を下降させること
で、軸部２１の圧入、フランジ部２３への拘束力の付与、および加締め加工を実現するこ
とができる。そのため、駆動機構が単一のもので済み、設備コストが低廉化される。また
、互いに連動する一連の金型３１～３５でもって圧入、矯正、加締め全ての工程を実施す
ることができるので、生産性の向上が図られる。
【００４７】
　以上のようにして軸部２１の下端にフランジ部２３を固定したアセンブリを製作した後
、このアセンブリは射出成形工程に移送される。
【００４８】
　（Ｂ）射出成形工程
　射出成形工程では、軸部２１およびフランジ部２３（アセンブリ）をインサート部品と
し、軸部２１のラジアル軸受面Ａを基準としてスラスト部材２２を構成する被覆部２４が
溶融材料（ここでは溶融樹脂）で射出成形される。図９（Ａ）は、射出成形工程の一例を
概念的に示すものであり、同図に示す金型は、軸方向に相対移動可能に同軸配置された可
動型４４と固定型４５とで主要部が構成され、両型４４，４５で被覆部２４（スラスト部
材２２）形状に対応したキャビティ４７が形成される。
【００４９】
　可動型４４にはキャビティ４７に溶融材料Ｐを射出・充填するゲート４４ａが設けられ
ている。可動型４４の端面のうち、フランジ部２３の下端面２３ｂとキャビティ４７を介
して軸方向に対向する端面４４ｂには、スラスト部材２２のスラスト軸受面Ｃに設けるべ
き動圧溝形状に対応した型部４９が設けられている。
【００５０】
　固定型４５には軸部２１を収容する収容部４５ａが設けられる。固定型４５の上端面４
５ｂのうち、フランジ部２３の上端面２３ａとキャビティ４７を介して軸方向に対向する
部位には、スラスト部材２２のスラスト軸受面Ｂに設けるべき動圧溝２２ａ１形状に対応
した型部４８が設けられている。固定型４５の内周には、固定型４５に対して軸方向に相
対移動可能なノックアウトピン４６が設けられ、ノックアウトピン４６の上端面４６ａで
軸部２１の上端面２１ｅが支持される。なお、図９（Ａ）は、ノックアウトピン４６が原
点位置にある状態を示すものであり、この状態で、固定型４５の上端面４５ｂとノックア
ウトピン４６の上端面４６ａとの軸方向離間距離は軸部２１の軸方向寸法よりも所定量短
く設定されている。従って、軸部２１を収容部４５ａに収容した状態で、フランジ部２３
は固定型４５の上端面４５ａに非接触とされる。
【００５１】
　本実施形態においては、軸部材２に求められる各種精度、具体的には、軸部２１のラジ
アル軸受面Ａに対するスラスト部材２２のスラスト軸受面Ｂの直角度や両スラスト軸受面
Ｂ，Ｃ間の平行度が、被覆部２４の形成によって確保される仕様となっている。そのため
、固定型４５の収容部４５ａの内壁面に対する上端面４５ｂの直角度、および両型４４，
４５の衝合状態における固定型４５の上端面４５ｂに対する可動型４４の下端面４４ｂの
平行度は、上記要求精度を満足し得る精度に仕上げられている。
【００５２】
　ところで、被覆部２４の厚みによっては、上述した加締め部２５，２６の形成に伴って
フランジ部２３に形成された肉の盛り上がりＭ（以下「凸部Ｍ」と称す。図８を参照。）
や第１および第２突出部２３ｄ，２４ｅが被覆部２４の表面から突出し、スラスト軸受隙
間の形状精度に悪影響を及ぼすおそれがある。そのため、キャビティ４７の軸方向寸法は
、両凸部Ｍの先端部間の幅よりも大きな軸方向寸法に設定される。
【００５３】
　上記構成の金型において、軸部２１を固定型４５の収容部４５ａに挿入して軸部２１の
ラジアル軸受面Ａ，Ａを拘束した後、可動型４４を固定型４５に接近させて型締めする。
型締め完了後、ゲート４４ａを介してキャビティ４７内に溶融材料Ｐ（溶融樹脂）を射出
・充填し、被覆部２４を型成形する。溶融樹脂の固化完了後型開きを行い、ノックアウト
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ピン４６を押し上げると、図９（Ｂ）に示すように、軸部２１の下端に固定されたフラン
ジ部２３、およびフランジ部２３の全表面を被覆する被覆部２４が形成される。これによ
りスラスト部材２２が形成され、完成品としての軸部材２が得られる。また、スラスト部
材２２の上下端面２２ａ，２２ｂ（被覆部２４の表面）には、スラスト軸受面Ｂ、Ｃ（動
圧溝）が被覆部２４の成形と同時に型成形される。
【００５４】
　なお、溶融材料Ｐとしての溶融樹脂は、射出可能であれば非晶性樹脂、結晶性樹脂を問
わず使用可能である。使用可能な非晶性樹脂としては、例えば、ポリサルフォン（ＰＳＵ
）、ポリエーテルサルフォン（ＰＥＳ）、ポリフェニルサルフォン（ＰＰＳＵ）、ポリエ
ーテルイミド（ＰＥＩ）等が挙げられ、また使用可能な結晶性樹脂としては、例えば、液
晶ポリマー（ＬＣＰ）、ポリエーテルエーテルケトン（ＰＥＥＫ）、ポリブチレンテレフ
タレート（ＰＢＴ）、ポリフェニレンサルファイド（ＰＰＳ）等が挙げられる。これらの
ベース樹脂は、単独で用いる他、二種以上を混合して使用することもできる。また、上記
のベース樹脂には、これに種々の特性を付与するための各種充填材を任意の割合で配合す
ることもできる。
【００５５】
　なお、溶融材料Ｐとしては、上記の樹脂以外にも金属材料、例えばマグネシウム合金等
の低融点金属を使用することも可能である。この場合、被覆部２４が金属製となり、スラ
スト部材２２の耐摩耗性を高めることが可能となる。また、被覆部２４を、いわゆるＭＩ
Ｍ成形やＣＩＭ成形で形成することも可能である。
【００５６】
　以上に示すように、本発明では、軸部２１とフランジ部２３とが圧入と加締めの併用に
よって相互に固定されるので、軸部材２の高強度化が図られる。特に本実施形態では、フ
ランジ部２３を部分的に塑性変形させることによって加締め部２５，２６を形成したので
、加締めによる軸部２１又はフランジ部２３全体の変形を回避することができる。もちろ
ん、フランジ部２３の全体の変形量を微小な範囲で留めることができるのであれば、フラ
ンジ部２３の全体を塑性変形させても良い。また、本発明では、レーザ溶接に比して簡易
な設備で強固な固定状態を得ることができ、軸部材２の製造コストが低廉化される。
【００５７】
　また、軸部２１が圧入されるフランジ部２３の穴部２３ｃを貫通孔としたので、穴部２
３ｃの両端に加締め部２５，２６を形成することができ、軸部材２の更なる高強度化が図
られる。
【００５８】
　また、フランジ部２３のスラスト軸受隙間に面する両端面（本実施形態ではフランジ部
２３の全体）を被覆部２４で被覆したので、加締め部２５，２６の形成に伴って形成され
る凸部Ｍおよび突出部２３ｄ，２３ｅによってスラスト軸受隙間の精度が悪化するのを、
換言するとスラスト方向の回転精度に悪影響が及ぶのを回避することができる。さらに軸
部材２に必要とされる精度、具体的には、軸部２１のラジアル軸受面Ａに対するスラスト
軸受面Ｂ，Ｃの直角度やスラスト軸受面Ｂ，Ｃ間における平行度等を被覆部２４の形成時
に確保しているので、フランジ部２３の製作、フランジ部２３への軸部２１の圧入、およ
び加締め部２５，２６の形成の各工程における要求品質を緩和することができ、製造コス
トの更なる低廉化を図ることもできる。
【００５９】
　以上、本発明の一実施形態について説明を行ったが、本発明は図２に示す構成の流体軸
受装置１に限定適用されるものではない。以下、本発明を適用可能な流体軸受装置の他の
実施形態を図面に基づいて説明する。なお、以下示す流体軸受装置では、以上で説明した
ものに準じる構成には共通の参照番号を付し、異なる構成についてのみ説明する。
【００６０】
　図１０は、本発明に係る流体軸受装置の第２実施形態を示すものである。同図に示す流
体軸受装置が、図２に示すものと異なる主な点は、軸部材２のスラスト部材２２の下側端
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面２２ｂにスラスト軸受面Ｃは形成されず、第２スラスト軸受部Ｔ２が、軸部２１の上端
に固定されたディスクハブ３の円盤部３ａの下側端面３ａ１とハウジング７の上側端面７
ｃとの間に設けられた点、およびシール空間Ｓが、ハウジング７のテーパ状外周面７ｄと
ディスクハブ３の円筒部３ｂの内周面３ｂ１との間に設けられる点にある。
【００６１】
　図１１は、本発明に係る流体軸受装置の第３実施形態を示すものである。同図に示す流
体軸受装置が、図２に示すものと異なる主な点は、軸部材２が、軸部２１の軸方向略中央
部に固定された第２のフランジ部２７をさらに備え、第２スラスト軸受部Ｔ２が、第２の
フランジ部２７の下端面２７ａと軸受スリーブ８の上側端面８ｄとの間に設けられる点、
およびスラスト部材２２の外周面２２ｃ、および第２のフランジ部２７の外周面２７ｃが
、ハウジング７の内周面７ａとの間にシール空間Ｓを形成する点にある。かかる構成であ
っても、軸部２１と、軸部２１の下端に設けたスラスト部材２２（フランジ部２３）との
一体品に関しては、上記本発明の構成を適用することができる。
【００６２】
　以上では、突出部２３ｄ，２３ｅを収容するための収容部２１ｃ，２１ｄを軸部２１に
設けた構成としたが、収容部２１ｃ、２１ｄは必ずしも設ける必要はなく、必要とされる
締結強度等を考慮して設けるか否かを決定すれば良い。また、以上では、フランジ部２３
に塑性加工を施すことによって軸部２１とフランジ部２３とを加締め固定した場合を示し
ているが、軸部２１に塑性加工を施すことによって両者を加締め固定しても良い。
【００６３】
　また、以上では、フランジ部２３の穴部２３ｃを貫通孔とし、穴部２３ｃの両端に加締
め部２５，２６を形成したが、図１２に示すように穴部２３ｃを凹状とし、穴部２３ｃの
上端部にのみ加締め部２５を形成しても良い。
【００６４】
　また、以上では、フランジ部２３の表面全体を被覆するように被覆部２４を形成するこ
とによってスラスト部材２２を構成したが、被覆部２４は必ずしもフランジ部２３の表面
全体を被覆するように形成する必要はなく、フランジ部２３の表面のうち、スラスト軸受
隙間に面する端面にのみ形成すれば良い。具体的には、図２に示す流体軸受装置１ではフ
ランジ部２３の両端面２３ａ、２３ｂに、また図１０および図１１に示す流体軸受装置１
ではフランジ部２３の上端面２３ａにのみ形成すれば良い。但し、図１１に示す流体軸受
装置１においては、スラスト部材２２の外周面でシール空間Ｓが形成されるので、シール
性能を高める観点から言えば、フランジ部２３の外周面に被覆部２４を形成するのが望ま
しい。
【００６５】
　また、以上で説明を行った流体軸受装置は、何れも、ハウジング７と軸受スリーブ８と
を別体品としたものであるが、両者を一体化した流体軸受装置にも本発明を好適に採用す
ることができる。また、特に図２に示す流体軸受装置にあっては、さらに、蓋部材９又は
シール部材１０をハウジング７に一体化することも可能である。
【００６６】
　また、以上では、ラジアル軸受部Ｒ１、Ｒ２およびスラスト軸受部Ｔ１、Ｔ２として、
ヘリングボーン形状やスパイラル形状の動圧溝により潤滑油の動圧作用を発生させる構成
を例示しているが、ラジアル軸受部Ｒ１、Ｒ２として、いわゆるステップ軸受、多円弧軸
受、あるいは非真円軸受を、スラスト軸受部Ｔ１、Ｔ２として、いわゆるステップ軸受や
波形軸受を採用しても良い。また、以上では、ラジアル軸受部を軸方向２箇所に設けた構
成を例示しているが、ラジアル軸受部を軸方向の１箇所あるいは３箇所以上に設けること
もできる。
【００６７】
　また、以上では、ラジアル軸受部Ｒ１、Ｒ２の双方を動圧軸受で構成した場合について
説明を行ったが、ラジアル軸受部Ｒ１、Ｒ２の一方又は双方をこれ以外の軸受で構成する
こともできる。例えば図示は省略するが、軸部材２のラジアル軸受面Ａを真円状に形成す
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ると共に、対向する軸受スリーブ８の内周面８ａを真円状内周面とすることで、いわゆる
真円軸受を構成することもできる。
【図面の簡単な説明】
【００６８】
【図１】情報機器用スピンドルモータの一例を概念的に示す断面図である。
【図２】本発明に係る流体軸受装置の第１実施形態を示す断面図である。
【図３】軸受スリーブの断面図である。
【図４】スラスト部材の一端面を示す平面図である。
【図５】軸部とフランジ部のアセンブリ工程の一例を概念的に示す断面図である。
【図６】軸部とフランジ部のアセンブリ工程の一例を概念的に示す断面図である。
【図７】軸部とフランジ部のアセンブリ工程の一例を概念的に示す断面図である。
【図８】図７の要部拡大断面図である。
【図９】被覆部の射出成形工程の一例を概念的に示す断面図である。
【図１０】本発明に係る流体軸受装置の第２実施形態を示す断面図である。
【図１１】本発明に係る流体軸受装置の第３実施形態を示す断面図である。
【図１２】他の実施形態に係る軸部材の要部拡大断面図である。
【符号の説明】
【００６９】
１　　　流体軸受装置
２　　　軸部材
２１　　軸部
２２　　スラスト部材
２３　　フランジ部
２３ｃ　穴部
２３ｄ、２３ｅ　突出部
２４　　被覆部
２５、２６　加締め部
３１　　加締め型
Ａ　　　ラジアル軸受面
Ｂ、Ｃ　スラスト軸受面
Ｍ　　　盛り上がり（凸部）
Ｐ　　　溶融樹脂
Ｒ１、Ｒ２　ラジアル軸受部
Ｔ１、Ｔ２　スラスト軸受部
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