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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　潤滑剤が注入されていない流体動圧軸受を所定の作業空間に準備する工程と、
　前記作業空間を減圧する工程と、
　潤滑剤を吐出するノズルを前記流体動圧軸受の潤滑剤を溜める貯留領域の内部に挿入す
る工程と、
　前記貯留領域からあふれ出ない量であって前記ノズルの先端部分が浸る量の潤滑剤を前
記貯留領域に吐出する工程と、
　前記作業空間を復圧する工程と、を含むことを特徴とする流体動圧軸受の製造方法。
【請求項２】
　前記吐出する工程において、前記流体動圧軸受を加熱することを特徴とする請求項１に
記載の流体動圧軸受の製造方法。
【請求項３】
　前記復圧する工程の後、潤滑剤を吐出するノズルを前記貯留領域の内部に挿入し、潤滑
剤を付加的に吐出する工程をさらに含むことを特徴とする請求項１または２に記載の流体
動圧軸受の製造方法。
【請求項４】
　前記潤滑剤を付加的に吐出する工程は、大気圧の下で行われることを特徴とする請求項
３に記載の流体動圧軸受の製造方法。
【請求項５】
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　前記貯留領域の入口の幅は０．１ミリメートル以上０．４ミリメートル以下であり、
　前記ノズルの先端は扁平形状を有し、その短軸方向の幅は前記貯留領域の入口の幅の９
０％以下であることを特徴とする請求項１から４のいずれかに記載の流体動圧軸受の製造
方法。
【請求項６】
　潤滑剤を吸い出すためのノズルを潤滑剤の内部へ挿入し、潤滑剤の量が所定の量になる
まで吸い出す工程をさらに含むことを特徴とする請求項１から５のいずれかに記載の流体
動圧軸受の製造方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、流体動圧軸受の製造方法、その製造方法によって製造された流体動圧軸受、
その流体動圧軸受を備えるモータおよびそのモータを備えるディスク駆動装置に関し、特
に流体動圧軸受に潤滑剤を充填する技術に関する。
【背景技術】
【０００２】
　デジタルデータを記録再生する装置としてはハードディスクドライブなどの磁気ディス
ク駆動装置や、ＣＤ（Ｃｏｍｐａｃｔ　Ｄｉｓｃ）装置、ＤＶＤ（Ｄｉｇｉｔａｌ　Ｖｅ
ｒｓａｔｉｌｅ　Ｄｉｓｃ）装置などの光学ディスク駆動装置が知られている。これらの
装置はディスクを回転させるためのモータを備える。近年、このモータに流体動圧軸受が
採用されることが多くなっている。
【０００３】
　流体動圧軸受の製造方法としては、下記の特許文献１、特許文献２および特許文献３に
代表されるような種々の方法が提案されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２００２－５１７０号公報
【特許文献２】特開２００５－９８３９３号公報
【特許文献３】特開２００５－２７３９０８号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　流体動圧軸受の製造方法について、本発明者は以下の課題を認識した。
　流体動圧軸受は潤滑剤を貯留するための貯留領域を有する。この貯留領域の入口付近に
は潤滑剤の漏れ出しを防止するために潤滑剤をはじく撥油領域が設けられる。従来の流体
動圧軸受の製造方法では、潤滑剤を貯留領域へ注入する段階で撥油領域に潤滑剤が付着し
てしまう。この付着した潤滑剤は撥油領域の機能を損なう可能性がある。
【０００６】
　本発明はこうした状況に鑑みてなされたものであり、その目的は、潤滑剤による汚染を
軽減した流体動圧軸受の製造方法の提供にある。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明のある態様は流体動圧軸受の製造方法に関する。この製造方法は、潤滑剤が注入
されていない流体動圧軸受を所定の作業空間に準備する工程と、作業空間を減圧する工程
と、潤滑剤を吐出するノズルを流体動圧軸受の潤滑剤を溜める貯留領域の内部に挿入する
工程と、貯留領域からあふれ出ない量の潤滑剤を貯留領域に吐出する工程と、作業空間を
復圧する工程と、を含む。
【０００８】
　この態様によると、潤滑剤を吐出するノズルを潤滑剤を溜める貯留領域の内部に挿入し
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てから潤滑剤を吐出するので、貯留領域以外への潤滑剤の付着を軽減できる。
【０００９】
　本発明の別の態様もまた、流体動圧軸受の製造方法である。この製造方法は、潤滑剤が
注入されていない流体動圧軸受を所定の作業空間に準備する工程と、流体動圧軸受の潤滑
剤を溜める貯留領域の入口付近に、潤滑剤の漏出を防止するために設けられた撥油領域を
覆う工程と、作業空間を減圧する工程と、射出される潤滑剤の液滴が貯留領域の入口に入
るように、貯留領域から離れた位置にある少なくとも２つのノズルのねらいを定める工程
と、少なくとも２つのノズルから潤滑剤の液滴を貯留領域からあふれ出ない量射出する工
程と、作業空間を復圧する工程と、を含む。
【００１０】
　この態様によると、撥油領域を覆ってから潤滑剤を注入するので、撥油領域への潤滑剤
の付着を軽減できる。
【００１１】
　なお、以上の構成要素の任意の組み合わせや、本発明の構成要素や表現を方法、装置、
システムなどの間で相互に置換したものもまた、本発明の態様として有効である。
【発明の効果】
【００１２】
　本発明によれば、潤滑剤による汚染を軽減できる。
【図面の簡単な説明】
【００１３】
【図１】第１および第２の実施の形態に係る流体動圧軸受の製造方法によって製造される
ブラシレスモータの縦断面図である。
【図２】図２（ａ）－（ｃ）は、比較技術に係る流体動圧軸受の製造方法を示す工程図で
ある。
【図３】図３（ａ）－（ｄ）は、第１の実施の形態に係る流体動圧軸受の製造方法を示す
工程図である。
【図４】図３の吐出ノズルの吐出側の先端部を拡大した拡大図である。
【図５】図５（ａ）－（ｄ）は、第２の実施の形態に係る流体動圧軸受の製造方法を示す
工程図である。
【発明を実施するための形態】
【００１４】
　以下、本発明を好適な実施の形態および比較技術をもとに図面を参照しながら説明する
。各図面に示される同一または同等の構成要素、部材には、同一の符号を付するものとし
、適宜重複した説明は省略する。また、各図面における部材の寸法は、理解を容易にする
ために適宜拡大、縮小して示される。また、各図面において比較技術および実施の形態を
説明する上で重要ではない部材の一部は省略して表示する。
【００１５】
　本発明の第１および第２の実施の形態は流体動圧軸受の製造方法に係り、特にオイルな
どの潤滑剤を流体動圧軸受の所定の貯留領域へ注入する方法に関する。第１の実施の形態
に係る製造方法では、潤滑剤を注入する際、扁平な先端を有するノズルを貯留領域の内部
まで侵入させてから潤滑剤を注入する。これにより、貯留領域の入口付近に潤滑剤が付着
することを防ぐことができる。特に貯留領域の入口付近に設けられ、潤滑剤の漏れ出しを
防止する撥油領域に潤滑剤が付着することを防止でき、潤滑剤の漏れ出し防止をより確実
なものとすることができる。
　第２の実施の形態に係る製造方法では、まず撥油領域を覆ってから潤滑剤を注入する。
【００１６】
　第１または第２の実施の形態に係る製造方法を用いて製造された流体動圧軸受は、ブラ
シレスモータに搭載される。かかるブラシレスモータは、ハードディスクドライブに搭載
され磁気記録ディスクを駆動するブラシレスモータや、ＣＤ装置、ＤＶＤ装置等の光学デ
ィスク駆動装置に搭載されるディスク駆動モータとして好適に用いられる。
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【００１７】
　図１は、第１および第２の実施の形態に係る流体動圧軸受の製造方法によって製造され
るブラシレスモータ１００の縦断面図である。ブラシレスモータ１００は、ハブ２と、シ
ャフト１３と、円環状マグネット８と、ベースプレート５と、積層コア６と、コイル７と
、スリーブ１１と、プレート１４と、潤滑剤２０と、スラストリング１２と、を備える。
以降ベースプレート５に対してハブ２が設けられている側を上側として説明する。
【００１８】
　ハブ２と、シャフト１３と、スラストリング１２と、円環状マグネット８と、はロータ
を構成し、ブラシレスモータ１００の回転時にはこれらが一体となってモータ回転軸Ｒの
回りを回転する。シャフト１３の一端はハブ２の中心に設けられた開口部に圧入状態で固
着される。ハブ２は、その下面からぶら下がる形状を有する円筒状の下垂部２ｂを有する
。下垂部２ｂの内周面にはスラストリング１２が固着される。
【００１９】
　略カップ状のハブ２の内周面２ａには円環状マグネット８が接着固定される。円環状マ
グネット８は、ネオジウム、鉄、ホウ素などの希土類材料によって形成され、後述する積
層コア６の１２本の突極と径方向に対向する。円環状マグネット８にはその周方向に８極
の駆動用着磁が施される。
【００２０】
　ベースプレート５と、積層コア６と、コイル７と、スリーブ１１と、プレート１４と、
はステータを構成し、ブラシレスモータ１００の回転時にはロータを回転自在に支持する
。ベースプレート５はハードディスクドライブのベースと一体である。ベースプレート５
にはモータ回転軸Ｒを中心とした開口が設けられ、その開口の内周面にスリーブ１１が接
着固定される。スリーブ１１にはシャフト１３が収まる。スリーブ１１の下側の面にはプ
レート１４が接着固定され、密封される。
　なお、ベースプレート５はハードディスクドライブのベースと別体とされてもよい。
【００２１】
　積層コア６は円環部とそこから半径方向外側に伸びる１２本の突極とを有する。積層コ
ア６は、９枚の薄型電磁鋼板を積層しレーザ溶接により一体化して形成される。それぞれ
の突極にはコイル７が巻回される。このコイル７に３相の略正弦波状の駆動電流が流れる
ことにより突極に沿って駆動磁束が発生する。積層コア６はベースプレート５に接着固定
される。
【００２２】
　ロータの一部であるシャフト１３、スラストリング１２およびハブ２と、ステータの一
部であるスリーブ１１およびプレート１４との間の貯留領域１６には潤滑剤２０が注入さ
れる。シャフト１３、スラストリング１２、ハブ２、スリーブ１１、プレート１４および
潤滑剤２０は、潤滑剤２０に発生する動圧を用いる軸受である流体動圧軸受１８を構成す
る。
【００２３】
　スリーブ１１の内周面には、互いに離間した１組のヘリングボーン形状のラジアル動圧
溝が形成される。また、スリーブ１１の上端面にはヘリングボーン形状のスラスト動圧溝
が形成される。ブラシレスモータ１００の回転時には、これらの動圧溝が潤滑剤２０に生
成する動圧によって、ロータはスラスト方向およびラジアル方向に支持される。貯留領域
１６に潤滑剤２０が供給されると、ラジアル動圧溝およびスラスト動圧溝にも潤滑剤２０
が供給される。
【００２４】
　スリーブ１１の上端側に近い外周面１１ａは、上端面へ近づくにしたがって大径となる
傾斜面とされる。この傾斜面のモータ回転軸Ｒに対する傾斜角を傾斜角θｉｓとする。ス
リーブ１１の外周面１１ａに対向するスラストリング１２の内周面１２ａは、上側へ向け
て大径となる傾斜面とされる。この傾斜面のモータ回転軸Ｒに対する傾斜角を傾斜角θｔ
ｈとする。ブラシレスモータ１００は、０＜θｔｈ＜θｉｓとなるように設計される。
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　したがってスリーブ１１の外周面１１ａとスラストリング１２の内周面１２ａとによっ
て挟まれる入口空間２２は、下方に向かって拡がる形状を有する。これにより潤滑剤２０
が入口空間２２の上方へ引き込まれる毛細管現象が起こるので、一旦充填された潤滑剤２
０が外部へ漏れ出しにくい構造となる。
　なお、スラストリング１２の内周面１２ａの傾斜が終わる下端付近を、入口空間２２の
入口１６ａと定義する。これは入口空間２２を含む貯留領域１６の入口１６ａでもある。
【００２５】
　潤滑剤２０が蒸発などにより減少するのに備えるため、潤滑剤２０の充填量は、その液
面が入口空間２２の途中に位置する程度に設定される。
【００２６】
　オイルなどの潤滑剤２０が部材の表面に沿って拡散するいわゆるオイルマイグレーショ
ン（Oil Migration）現象が知られている。このオイルマイグレーション現象によって潤
滑剤２０が外部へ漏れ出すことを防止するため、貯留領域１６の入口１６ａ付近に第１撥
油領域３０ａおよび第２撥油領域３０ｂが形成される。第１撥油領域３０ａは、スリーブ
１１の外周面１１ａの傾斜が終わる下端付近の表面に、フッ素樹脂などの撥油性のある材
料を塗布して形成される。第２撥油領域３０ｂは、スラストリング１２の下面にフッ素樹
脂などの撥油性のある材料を塗布して形成される。
　第１撥油領域３０ａおよび第２撥油領域３０ｂは、潤滑剤２０がオイルマイグレーショ
ン現象によって貯留領域１６から拡散してきてもそれをはじくので、潤滑剤の外部への漏
れ出しを軽減できる。
【００２７】
　上述のブラシレスモータ１００に含まれる流体動圧軸受１８を製造する、比較技術に係
る製造方法を説明する。図２（ａ）－（ｃ）は、比較技術に係る流体動圧軸受１８の製造
方法を示す工程図である。
【００２８】
　図２（ａ）は、潤滑剤２０を注入する準備を行う準備工程を示す。この準備工程では、
潤滑剤２０を注入する前の流体動圧軸受を下面を上に向けて作業空間に載置する。そして
作業空間を減圧することで、貯留領域１６を減圧する。
　図２（ｂ）は、潤滑剤２０を点滴する点滴工程を示す。この点滴工程では、ノズル２４
を貯留領域１６の入口１６ａの外側に近づけてそこへ潤滑剤２０を所望の量点滴し、その
表面張力により入口１６ａ付近に付着させる。この所望の量は、貯留領域１６を満たすの
に十分な量とされる。
　図２（ｃ）は、潤滑剤２０を貯留領域１６の内部へ引き込む引き込み工程を示す。この
引き込み工程では、作業空間を大気圧まで復圧し、貯留領域１６の内部と外部との圧力差
によって潤滑剤２０を貯留領域１６の内部へ引き込む。これにより、貯留領域１６に潤滑
剤２０が充填される。
【００２９】
　比較技術に係る製造方法では、図２（ｂ）に見られるように、潤滑剤２０が第１撥油領
域３０ａおよび第２撥油領域３０ｂに不可避的に付着する。したがって流体動圧軸受１８
の製造後、拭き取りなどにより第１撥油領域３０ａおよび第２撥油領域３０ｂから潤滑剤
２０を除去する。
【００３０】
　ここで本発明者は比較技術について以下の問題点を見出した。
　第１撥油領域３０ａおよび第２撥油領域３０ｂに付着した潤滑剤２０は、拭き取りなど
の方法によっても完全には除去することはできない。撥油領域のうち、潤滑剤２０が残留
した部分（以下、オイルの通路と呼ぶ）では、オイルマイグレーション現象を防止する効
果が低下する。
【００３１】
　オイルの通路について考察すると、それは残留する潤滑剤２０が撥油領域の表面に「な
じむ」ことによって生まれることが理解される。つまり、撥油領域などの表面張力を大き



(6) JP 4977150 B2 2012.7.18

10

20

30

40

50

くした表面に油滴が当たった場合、その油滴の量が多くなければ油滴は粒形状を維持しは
じかれる。しかしながら多量の油滴が当たり、その結果一筋でも油だれができてしまうと
、そこに油の薄膜が形成され表面張力が低下して油だれが維持される。すると周辺との表
面張力の差から油が油だれにさらに集まり、油だれが拡大していく。この現象により上述
のオイルの通路が形成されると理解できる。
【００３２】
　第１撥油領域３０ａおよび第２撥油領域３０ｂにいったんオイルの通路が形成されると
、そこを通って潤滑剤２０が外部へ拡散する。また、潤滑剤２０が集まることによりオイ
ルの通路は周辺へ加速度的に拡大する。このようにして外部に潤滑剤２０が拡散すると、
記録ディスクの表面を汚染して不具合の原因となる場合がある。また、潤滑剤２０の漏れ
出しが続くとやがては貯留領域１６内の潤滑剤２０が不足し、流体動圧軸受１８が焼き付
いたり、ブラシレスモータ１００を駆動するための電力が増大したりする可能性がある。
【００３３】
　比較技術のこのような問題点に鑑み、本発明者は第１および第２の実施の形態に係る流
体動圧軸受の製造方法を創作した。図３（ａ）－（ｄ）は、第１の実施の形態に係る流体
動圧軸受の製造方法を示す工程図である。
【００３４】
　図３（ａ）は、潤滑剤２０を注入する準備を行う準備工程を示す。この準備工程では、
潤滑剤２０を注入する前の流体動圧軸受を、貯留領域１６の入口１６ａを上に向けて減圧
可能な作業空間に載置する。そして作業空間の気圧である作業圧力をたとえば１００（Ｐ
ａ）以下に減圧することで、貯留領域１６を減圧する。
【００３５】
　図３（ｂ）は、潤滑剤２０を注入する注入工程を示す。この注入工程ではまず潤滑剤２
０を吐出する吐出ノズル２６を入口空間２２の内部に挿入する。この際、吐出ノズル２６
は貯留領域１６の入口１６ａに対応する水平位置まで移動し、次に入口空間２２の内部ま
で鉛直方向に移動する。これにより、潤滑剤２０を注入する前の流体動圧軸受を作業空間
にセットする際に吐出ノズル２６が邪魔をすることはなく、流体動圧軸受を容易に短時間
でセットできる。
　吐出ノズル２６を入口空間２２の内部に挿入した後、潤滑剤２０を吐出ノズル２６から
吐出する。吐出される潤滑剤２０の量は貯留領域１６からあふれ出ない量、たとえば入口
空間２２を満たす程度の量とする。
【００３６】
　図３（ｃ）は、潤滑剤２０を貯留領域１６の内部へ引き込む引き込み工程を示す。この
引き込み工程では、作業空間を大気圧などの貯留領域１６内部の圧力よりも高い圧力まで
復圧し、貯留領域１６の内部と外部との圧力差によって潤滑剤２０を貯留領域１６の内部
へ引き込む。これにより、貯留領域１６に潤滑剤２０が充填される。
【００３７】
　なお、吐出、充填する潤滑剤２０の温度である潤滑剤温度は４０℃以上１２０℃以下と
されることが望ましい。潤滑剤温度が４０℃以上となると、粘度が十分に低下するので上
述の吐出や充填をスムーズに短期間で行うことができる。また、潤滑剤温度を１２０℃以
下に保つと、蒸発量の面で有利である。
【００３８】
　貯留領域１６の容量に占める入口空間２２の容量の割合が５０％より大きければ、図３
（ｃ）の引き込み工程の後、潤滑剤２０の液面は入口空間２２の途中に位置する。したが
って流体動圧軸受１８の製造上のばらつきや適切なマージンを考慮しても、貯留領域１６
の容量に占める入口空間２２の容量の割合が６０％以上あれば引き込み工程の後に得られ
る流体動圧軸受１８は適切な量の潤滑剤２０を有しているといえる。しかしながらその割
合が５０％より小さい場合や多めのマージンを得ようとする場合などでは、潤滑剤２０を
追加する工程がさらに必要である。
【００３９】
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　図３（ｄ）は、潤滑剤２０を所望の量まで付加する付加工程を示す。この付加工程では
大気圧において、吐出ノズル２６の先端を再度貯留領域１６の内部、特に既に充填されて
いる潤滑剤２０の液面下まで挿入する。そして所望の量が得られるまで潤滑剤２０を吐出
ノズル２６から付加的に吐出する。
【００４０】
　ここで吐出ノズル２６について説明する。図４は、吐出ノズル２６の吐出側の先端部を
拡大した拡大図である。吐出ノズル２６としては、たとえば外径φが０．３５（ｍｍ）、
肉厚ｔが０．０５（ｍｍ）のＳＵＳ３１６などのステンレスパイプ材が用いられる。図３
（ｂ）の注入工程において入口空間２２の内部に挿入される際は、吐出ノズル２６のどの
部分もスリーブ１１に触れないように、鉛直方向に対して所定の挿入角、たとえば０度か
ら４５度、の角度方向から挿入される。この場合、入口空間２２への挿入量を深くするこ
とができるので、潤滑剤２０の注入時に潤滑剤２０が外部に漏れ出す可能性を低減できる
。
【００４１】
　吐出ノズル２６の吐出側の先端部の形状について説明する。吐出ノズル２６が貯留領域
１６の入口１６ａに挿入されうるためには、吐出ノズル２６の潤滑剤２０を吐出する一端
（以降、吐出端２６ａと呼ぶ）の外寸は入口１６ａの間隔の９０％以下とすることが必要
である。しかしながら吐出端２６ａの外寸を小さくするとそこに開いている吐出孔もまた
小さくなるので、所望の量の潤滑剤２０を吐出するためにかかる時間が増大し、生産性が
低下しかねない。
　そこで第１の実施の形態に係る吐出ノズル２６は、その吐出端２６ａの断面３２が楕円
形状などの扁平形状を有する。これは吐出端２６ａを適切な力で押し潰すことにより実現
される。この場合、扁平形状としたことにより入口１６ａの間隔が狭い場合でも断面積を
大きくできる。したがって所望の量の潤滑剤２０の吐出を短時間で達成でき、生産性の向
上に貢献する。
【００４２】
　吐出ノズル２６を入口１６ａに挿入する際は、扁平形状の幅が長い方の方向をリング状
である入口１６ａの接線方向に合わせる。また、貯留領域１６の入口１６ａは、あまり広
くすると潤滑剤２０の拡散量が増大するためたとえば０．４～０．１（ｍｍ）程度にする
のがよいことが、発明者の当業者としての経験から見出されている。したがって吐出ノズ
ル２６の扁平形状の短い方の幅Ａは入口１６ａの間隔の９０％、つまり０．３６～０．０
９（ｍｍ）とする。
　なお、扁平形状の長い方の幅Ｂを短い方の幅Ａの１．５～５倍とすると、吐出ノズル２
６の耐久性の点で好ましい。
【００４３】
　吐出端２６ａに開いている扁平な吐出孔３４は、その短い方の幅Ｃが吐出端２６ａの短
い方の幅Ａの１／３から２／３とするのが望ましい。貯留領域１６の入口１６ａの間隔と
の関係で言えば、吐出孔３４の短い方の幅Ｃは、入口１６ａの間隔の６０％以下とするこ
とが好ましい。吐出孔３４の短い方の幅Ｃが吐出端２６ａの短い方の幅Ａの１／３以上で
あれば、潤滑剤２０の吐出にそれほど時間を要しない。吐出孔３４の短い方の幅Ｃが吐出
端２６ａの短い方の幅Ａの２／３以下であれば、吐出孔３４の周りの壁となる部分の厚さ
ｔ（管の肉厚）を十分に確保できるので、所望の強度を得ることができ変形しにくくなる
。
【００４４】
　第１の実施の形態では、貯留領域１６の入口１６ａの間隔を０．２５（ｍｍ）、扁平な
吐出端２６ａの短い方の幅Ａを０．２（ｍｍ）、長い方の幅Ｂを０．４（ｍｍ）、吐出孔
３４の短い方の幅Ｃを０．１（ｍｍ）、長い方の幅Ｄを０．３（ｍｍ）、としている。ま
た、吐出ノズル２６を鉛直方向に対して２０度の角度方向から入口空間２２へ挿入する。
【００４５】
　第１の実施の形態に係る流体動圧軸受の製造方法によれば、吐出ノズル２６を貯留領域
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１６の内部まで挿入してから潤滑剤２０を吐出するので、貯留領域１６の入口１６ａの外
側に潤滑剤２０が付着しにくくなる。したがって第１撥油領域３０ａおよび第２撥油領域
３０ｂへ潤滑剤２０が付着しにくくなり、オイルの通路による潤滑剤２０の拡散を低減で
きる。
【００４６】
　また、第１の実施の形態に係る流体動圧軸受の製造方法によれば、貯留領域１６の容量
に占める入口空間２２の容量の割合が低い、つまり入口空間２２が小さい場合でも、潤滑
剤２０を付加することによって所望の量の潤滑剤２０を充填できる。したがって、この製
造方法は、より多くの種類の流体動圧軸受に好適に用いられる。
【００４７】
　また、潤滑剤２０の付加工程は大気圧の下で行われる。したがって作業がより容易とな
る。さらには吐出ノズル２６の先端を既に充填されている潤滑剤２０の液面下まで挿入す
るので、潤滑剤２０を付加する際に空気を巻き込みにくくなる。
【００４８】
　第１の実施の形態では、準備工程において作業圧力を１００（Ｐａ）以下に減圧する場
合について説明したが、これに限られない。たとえば作業圧力を１０（Ｐａ）以下に減圧
すれば空気が潤滑剤に巻き込まれにくくなる点で好ましく、また、作業圧力を５（Ｐａ）
以下とすれば空気が潤滑剤に溶け込みにくくなる点で好ましい。
【００４９】
　第１の実施の形態では、付加工程において大気圧のもとで潤滑剤２０を付加する場合に
ついて説明したが、これに限られない。たとえば、減圧環境のもとで再吐出してもよい。
この場合、潤滑剤への空気の巻き込みを低減できるので好ましい。
【００５０】
　第１の実施の形態では、付加工程において潤滑剤２０を付加する際、注入工程において
使用された吐出ノズル２６と同じ吐出ノズル２６を用いる場合について説明したが、これ
に限られない。潤滑剤２０を付加するためには減圧環境は必要ないので、たとえば減圧可
能な作業空間とは別の場所へ流体動圧軸受１８を移した後に、吐出ノズル２６とは別のノ
ズルを用いて潤滑剤を付加してもよい。この場合、付加工程では、大がかりとなりうる減
圧装置を使用する必要がないので、減圧装置の利用効率が向上しうる。また、注入工程、
付加工程のそれぞれにより適した潤滑剤吐出装置を使用することができる。たとえば、注
入工程では単位時間当たりの潤滑剤の流量が多い吐出装置を使用し、付加工程では吐出量
を精度良く制御できる装置を使用することができる。これにより、さらなる生産性および
品質の向上が可能となる。
【００５１】
　第１の実施の形態において、吐出ノズル２６の吐出端２６ａを、流体動圧軸受１８を構
成する材料よりも柔らかい材料、たとえばフッ素樹脂によって形成してもよい。この場合
、万一吐出端２６ａが流体動圧軸受１８の部材に当たったとしてもその壁面を傷つけにく
くなる。またこのように吐出端２６ａと流体動圧軸受１８との接触をそれほど気にしなく
ても良くなるので、吐出端２６ａの寸法を大きくして潤滑剤を短時間により多く供給でき
る。吐出端２６ａの外周を樹脂などでコーティングすることによっても同様の効果を得る
ことができる。
【００５２】
　第２の実施の形態に係る製造方法を説明する。図５（ａ）－（ｄ）は、第２の実施の形
態に係る流体動圧軸受の製造方法を示す工程図である。
【００５３】
　図５（ａ）は、潤滑剤２０を注入する準備を行う準備工程を示す。この準備工程では、
潤滑剤２０を注入する前の流体動圧軸受を、貯留領域１６の入口１６ａを上に向けて減圧
可能な作業空間に載置する。次に、カップ状の第１マスク治具４４をスリーブ１１のプレ
ート１４側から嵌めて第１撥油領域３０ａを覆う。リング状の第２マスク治具４３を、第
２撥油領域３０ｂを覆うようにスラストリング１２の下面にセットする。第１マスク治具
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４４および第２マスク治具４３のセット後、作業空間の作業圧力をたとえば１００（Ｐａ
）以下に減圧することで、貯留領域１６を減圧する。
【００５４】
　図５（ｂ）は、潤滑剤２０を射出導入する射出導入工程を示す。この射出導入工程では
、潤滑剤２０をその内部に保持する２つの潤滑剤タンク４０ａ、４０ｂと、潤滑剤タンク
４０ａ、４０ｂに保持される潤滑剤２０を射出する２つの射出ノズル４１ａ、４１ｂと、
製造装置内部の作業空間や射出される潤滑剤２０を所望の温度に対して±１０℃以内に制
御する温度制御装置（不図示）と、を用意する。
【００５５】
　２つの射出ノズル４１ａ、４１ｂは互いに対向し、貯留領域１６の入口１６ａを囲むよ
うに配置される。また、２つの射出ノズル４１ａ、４１ｂは、貯留領域１６から離れた位
置に配置される。２つの射出ノズル４１ａ、４１ｂから射出される潤滑剤２０の液滴４２
が貯留領域１６の入口１６ａに入るように、射出ノズル４１ａ、４１ｂそれぞれのねらい
を定める。
【００５６】
　２つの潤滑剤タンク４０ａ、４０ｂのそれぞれは、その内部の潤滑剤２０の圧力を制御
する圧電素子などの圧力制御手段を備える。この圧力制御手段に電圧パルスを印加するこ
とにより潤滑剤タンク内の潤滑剤２０の液圧を瞬間的に高めることができる。このように
して液圧を瞬間的に高め、射出ノズル４１から潤滑剤２０を押し出す。押し出された潤滑
剤２０は、細かな液滴４２となって入口空間２２へ飛翔する。２つの射出ノズル４１ａ、
４１ｂから射出される潤滑剤２０の量は、入口空間２２からあふれ出ない量に設定される
。
【００５７】
　図５（ｃ）は、潤滑剤２０を貯留領域１６の内部へ引き込む引き込み工程を示す。この
引き込み工程では、作業空間を大気圧などの貯留領域１６内部の圧力よりも高い圧力まで
復圧し、貯留領域１６の内部と外部との圧力差によって潤滑剤２０を貯留領域１６の内部
へ引き込む。これにより、貯留領域１６に潤滑剤２０が充填される。その後、第１マスク
治具４４および第２マスク治具４３を除去する。
【００５８】
　第１の実施の形態で説明したように、場合によっては引き込み工程の後にさらに潤滑剤
２０を付加する必要がある。
　図５（ｄ）は、潤滑剤２０を所望の量まで付加する付加工程を示す。この付加工程では
上述の準備工程および射出導入工程と同様の工程が繰り返されるので説明は省略する。付
加工程によって所望の量に達するまで潤滑剤２０が貯留領域１６に充填される。なお、第
１の実施の形態で説明した通り、付加工程は、減圧環境のもとで行っても、常圧環境のも
とで行ってもよい。
【００５９】
　第２の実施の形態に係る流体動圧軸受の製造方法によると、第１撥油領域３０ａおよび
第２撥油領域３０ｂは潤滑剤２０の注入の際にマスク治具によって覆われる。したがって
、第１撥油領域３０ａおよび第２撥油領域３０ｂへの潤滑剤２０の付着を防止できる。
【００６０】
　また、第２の実施の形態に係る流体動圧軸受の製造方法では、２つの射出ノズル４１ａ
、４１ｂを入口空間２２の内部へ挿入する必要がないので、流体動圧軸受の壁面を傷つけ
にくくなる。また、潤滑剤２０を細かな液滴４２として注入するので、貯留領域１６の入
口１６ａが狭い場合でも好適に潤滑剤２０を注入できる。また、注入時間や電圧パルス数
が注入量と比例すると考えられる場合は、それらを制御することにより、より正確に潤滑
剤２０の注入量を調整できる。
【００６１】
　また、第２の実施の形態に係る流体動圧軸受の製造方法では、２つの射出ノズル４１ａ
、４１ｂを同時に使用して潤滑剤２０を注入できる。したがってその分作業時間を短縮で
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きる。
【００６２】
　また、温度制御装置によって、射出される潤滑剤２０の温度は所望の温度に対して±１
０℃以内に制御される。したがって温度によって異なる液滴４２の飛翔の軌跡を安定させ
ることができ、より効率的に潤滑剤２０を注入できる。なお、潤滑剤２０の温度を所望の
温度に対して±５℃以内に制御する温度制御装置は、液滴４２の飛翔の軌跡を安定させる
観点からより好ましい。
【００６３】
　第２の実施の形態では、２つの射出ノズル４１ａ、４１ｂを用いる場合について説明し
たが、これに限られず、スペースが許す限り任意の数の射出ノズルが用いられてもよい。
【００６４】
　第２の実施の形態では、圧電素子などの圧力制御手段に電圧パルスを印加することによ
り潤滑剤２０を射出する場合について説明したが、これに限られない。たとえば、潤滑剤
タンクの内部にヒータを設け、このヒータを加熱してもよい。ヒータによる加熱で潤滑剤
に気泡が発生し、その気泡の圧力によって潤滑剤が射出される。この場合、潤滑剤の温度
を制御するためのヒータと潤滑剤を射出するためのヒータとを兼用できて便利である。
【００６５】
　流体動圧軸受１８の入口空間２２に潤滑剤２０が必要以上に存在すると、意図しない振
動などにより潤滑剤２０が漏出する可能性が高くなる。このため、第１および第２の実施
の形態に係る製造方法は、潤滑剤２０が充填された後に、潤滑剤２０を吸い出すためのノ
ズルを潤滑剤２０の内部へ挿入し、潤滑剤２０の量が所望の量になるまで吸い出す吸い出
し工程をさらに含んでもよい。この吸い出し工程では、大気圧のもと、潤滑剤２０の量を
たとえばレーザセンサなどの測定手段によって測定しながら潤滑剤２０が吸い出される。
この場合、過剰な潤滑剤２０を吸い出すことができ、潤滑剤２０が漏れ出す可能性を低減
できる。また、吸い出した潤滑剤２０を再利用することによりコストを削減できる。
【００６６】
　以上説明した第１の実施の形態および第２の実施の形態については、流体動圧軸受１８
を加熱して作業してもよい。流体動圧軸受１８を加熱すると、スリーブ１１やスラストリ
ング１２が熱膨張し、貯留領域１６や入口空間２２の容量が一時的に拡大される。その結
果、潤滑剤２０は貯留領域１６の内部へよりスムーズに充填され、作業効率が向上する。
　流体動圧軸受１８を加熱する温度は、４０℃以上１２０℃以下とされることが望ましい
。４０℃以上となると、貯留領域１６や入口空間２２の容量が十分に拡大されるので上述
の充填をスムーズに短期間で行うことができる。また、潤滑剤２０の温度を１２０℃以下
に保つと、蒸発量の面で有利である。
【００６７】
　以上、実施の形態にもとづき本発明を説明したが、実施の形態は、本発明の原理、応用
を示しているにすぎないことはいうまでもなく、実施の形態には、請求の範囲に規定され
た本発明の思想を逸脱しない範囲において、多くの変形例や配置の変更が可能であること
はいうまでもない。
【符号の説明】
【００６８】
　２　ハブ、　５　ベースプレート、　６　積層コア、　７　コイル、　８　円環状マグ
ネット、　１１　スリーブ、　１２　スラストリング、　１３　シャフト、　１４　プレ
ート、　１６　貯留領域、　１８　流体動圧軸受、　２０　潤滑剤、　２２　入口空間、
　２４　ノズル、　２６　吐出ノズル、　３０ａ　第１撥油領域、　３０ｂ　第２撥油領
域、　４０　潤滑剤タンク、　４１　射出ノズル、　４２　液滴、　４３　第２マスク治
具、　４４　第１マスク治具、　１００　ブラシレスモータ。
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