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(54)【発明の名称】静圧空気軸受スピンドル装置およびこれを用いた工作機械

(57)【 特許 請求の範囲】
【請 求項 １】
  スピ ンド ルと、このスピンドルを空気層を介して回転可能に支持したエアーベアリング
機構 と、 増圧装置および圧力レギュレータを含み、前記圧力レギュレータからの空気を前
記エ アー ベアリング機構に供給するエアー供給手段と、前記スピンドルを回転させる回転
駆動 機構 とを備えた静圧空気軸受スピンドル装置において、
  前記 増圧 装置と前記圧力レギュレータとの間に、前記増圧装置からの空気の温度を制御
して 前記 圧力レギュレータに供給する温度調整装置が設けられ、
  前記 回転 駆動機構は、前記スピンドルに固定されたエアータービンと、前記エアー供給
手段 から のエアーを前記エアータービンに向けて供給するエアー供給路とを含んで構成さ
れ、
  前記 エア ー供給手段は、前記温度調整装置からの空気を前記エアータービンに供給する
エア ータ ービン用圧力レギュレータを含んで構成され、
  前記 エア ータービンの回転数を検出する回転数検出手段からの信号と目標回転数との差
に相 当す る信号をエアータービン用圧力レギュレータに与える回転数コントローラを備え
る、
  こと を特 徴とする静圧空気軸受スピンドル装置。
【請 求項 ２】
  請求 項１ に記載の静圧空気軸受スピンドル装置において、
  前記 温度 調整装置は、前記増圧装置からの空気を加熱するヒータと、前記増圧装置から
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の空 気を 冷却するクーラと、前記ヒータで加熱された加熱空気と前記クーラで冷却された
冷却 空気 を所定の割合で混合させる混合手段とを有する、
  こと を特 徴とする静圧空気軸受スピンドル装置。
【請 求項 ３】
  請求 項１ に記載の静圧空気軸受スピンドル装置において、
  前記 温度 調整装置は、前記増圧装置の下流側に直列に接続され前記増圧装置からの空気
を加 熱す るヒータおよび前記増圧装置からの空気を冷却するクーラと、これらヒータおよ
びク ーラ の駆動を制御する駆動制御手段とを有する、
  こと を特 徴とする静圧空気軸受スピンドル装置。
【請 求項 ４】
  請求 項２ に記載の静圧空気軸受スピンドル装置において、
  前記 混合 手段は、前記エアーベアリング機構からの排気温度と設定温度とを基に、前記
加熱 空気 と冷却空気との混合割 合を 制御する、
  こと を特 徴とする静圧空気軸受スピンドル装置。
【請 求項 ５】
  請求 項３ に記載の静圧空気軸受スピンドル装置において、
  前記 駆動 制御手段は、前記エアーベアリング機構からの排気温度と設定温度とを基に、
前記 クー ラとヒータの駆動を制御する、
  こと を特 徴とする静圧空気軸受スピンドル装置。
【請 求項 ６】
  請求 項１ ～請求項５のいずれかに記載の静圧空気軸受スピンドル装置を備えた工作機械
。
【発 明の 詳細な説明】
【技 術分 野】
【０ ００ １】
  本発 明は 、静圧空気軸受スピンドル装置およびこれを用いた工作機械に関する。詳しく
は、 スピ ンドルを静圧空気軸受で回転可能に支持した静圧空気軸受スピンドル装置および
これ を用 いた工作機械に関する。
【背 景技 術】
【０ ００ ２】
  超精 密非 球面加工機などの超精密加工機械において、高精度、高速対応、更には、低摩
擦、 低振 動などの優れた特性を有する静圧空気軸受が広く利用されている。とくに、高速
回転 で、 しかも、軽負荷の小径工具の駆動には、スピンドルの外周にエアータービンを設
け、 これ に静圧空気軸受に供給される圧縮空気を供給することによって、スピンドルを高
速回 転さ せるエアータービンスピンドル装置が用いられている（例えば、特許文献１参照
）。
【０ ００ ３】
  エア ータ ービンスピンドル装置は、先端に加工工具を着脱可能に取り付けたスピンドル
と、 この スピンドルを軸受部材との間に空気層を介して回転可能に支持したエアーベアリ
ング 機構 と、圧縮空気をエアーベアリング機構に供給するエアー供給手段と、スピンドル
を回 転さ せるエアータービン機構とを備える。エアータービン機構は、スピンドルに一体
的に 設け られたエアータービンと、このエアータービンに空気を供給するノズルとから構
成さ れて いる。
【０ ００ ４】
  従っ て、 圧縮空気をエアーベアリング機構およびエアータービン機構に供給すると、ス
ピン ドル が回転される。このとき、スピンドルは軸受部材に対して空気層を介して回転可
能に 支持 されているから、スピンドルが回転する際の摩擦抵抗を低減でき、かつ、低振動
に抑 える ことができるとともに、高速対応できる。
  しか も、 エアーベアリング機構に供給する空気の量や圧力を制御することによって、軸
受部 材に 対するスピンドルの位置、具体的には、スピンドルの芯出し位置を精密に決定す
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るこ とが できるから、高精度な工作機械を提供できる。つまり、高精度、高速対応、更に
は、 低摩 擦、低振動などの優れた特性を有する工作機械を提供できる。
【先 行技 術文献】
【特 許文 献】
【０ ００ ５】
【特 許文 献１】特開２００５－３４９５２７号公報
【発 明の 概要】
【発 明が 解決しようとする課題】
【０ ００ ６】
  静圧 空気 軸受やエアータービンスピンドル装置においては、供給空気の高圧化、圧力の
安定 化が 要求される。
  つま り、 供給空気を高圧にすれば、静圧空気軸受の剛性を向上させることができ、また
、供 給空 気の圧力を安定化することによって、加工精度に与える影響を少なくして、高精
度な 加工 を実現できる。これには、例えば、静圧空気軸受直前で、供給空気ライン圧を増
圧機 で増 圧したのち、増圧機による供給空気圧の変動を抑制するために、増圧機と静圧空
気軸 受と の間に圧力レギュレータを組み込む方法が考えられる。
【０ ００ ７】
  しか し、 このように構成しても、供給空気の温度が変動すると、静圧空気軸受を構成す
る部 材に 熱変形が生じやすい。例えば、静圧空気軸受を構成する部材については、異なる
線膨 張係 数の材料で構成される場合があるため、供給空気の温度が変動すると、線膨張係
数の 違い によって、熱膨張あるいは熱収縮の度合いが異なり、結果的には、静圧空気軸受
部材 がス ピンドルの軸に対して湾曲するなど変形するため、高精度な加工が実現できない
事態 を招 く。
【０ ００ ８】
  本発 明の 目的は、このような従来の課題に対して、高精度な加工を安定して実現できる
静圧 空気 軸受スピンドル装置およびこれを用いた工作機械を提供することにある。
【課 題を 解決するための手段】
【０ ００ ９】
  本発 明の 静圧空気軸受スピンドル装置は、スピンドルと、このスピンドルを空気層を介
して 回転 可能に支持したエアーベアリング機構と、増圧装置および圧力レギュレータを含
み、 前記 圧力レギュレータからの空気を前記エアーベアリング機構に供給するエアー供給
手段 と、 前記スピンドルを回転させる回転駆動機構とを備えた静圧空気軸受スピンドル装
置に おい て、前記増圧装置と前記圧力レギュレータとの間に、前記増圧装置からの空気の
温度 を制 御して前記圧力レギュレータに供給する温度調整装置が設けられ、前記回転駆動
機構 は、 前記スピンドルに固定されたエアータービンと、前記エアー供給手段からのエア
ーを 前記 エアータービンに向けて供給するエアー供給路とを含んで構成され、
  前記 エア ー供給手段は、前記温度調整装置からの空気を前記エアータービンに供給する
エア ータ ービン用圧力レギュレータを含んで構成され、前記エアータービンの回転数を検
出す る回 転数検出手段からの信号と目標回転数との差に相当する信号をエアータービン用
圧力 レギ ュレータに与える回転数コントローラを備える、ことを特徴とする。
【０ ０１ ０】
  この よう な構成によれば、空気を増圧装置で増圧したのち、圧力レギュレータを介して
スピ ンド ルを回転可能に支持したエアーベアリング機構へ供給するようにしたので、つま
り、 空気 を増圧装置で増圧してエアーベアリング機構に供給するようにしたので、エアー
ベア リン グ機構の剛性を向上させることができる。このとき、増圧装置によって供給空気
圧の 変動 が生じても、圧力レギュレータによって、供給空気圧の変動を抑制できるので、
加工 精度 に与える影響を少なくして、高精度な加工を実現できる。
  また 、増 圧装置と圧力レギュレータとの間に、増圧装置からの空気の温度を制御して圧
力レ ギュ レータに供給する温度調整装置が設けられているから、供給空気の温度が変動し
ても 、エ アーベアリング機構を構成する部材に対して熱変形を生じさせる虞を少なくでき
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る。 従っ て、高精度な加工を安定して実現することができる。
  さら に、 スピンドルを回転可能に支持するエアーベアリング機構への供給空気を利用し
てエ アー タービンを回転させ、これにより、スピンドルを回転させるようにしたので、ス
ピン ドル を回転させるための電動モータなどを付加しなくてもよい。従って、軽量かつ経
済的 に構 成できる。
  また 、回 転数検出手段によってエアータービンの回転数を検出し、回転数コントローラ
にお いて 、回転数検出手段によって検出された信号と目標回転数との差に相当する信号を
エア ータ ービン用圧力レギュレータに与えるようにしたので、スピンドルの回転数を高速
で目 標回 転数に制御することができる。従って、加工効率のよい制御を実現できる。
【０ ０１ １】
  本発 明の 静圧空気軸受スピンドル装置において、前記温度調整装置は、前記増圧装置か
らの 空気 を加熱するヒータと、前記増圧装置からの空気を冷却するクーラと、前記ヒータ
で加 熱さ れた加熱空気と前記クーラで冷却された冷却空気を所定の割合で混合させる混合
手段 とを 有する、ことが好ましい。
  この よう な構成によれば、増圧装置からの空気を分岐して、一方をヒータにより加熱す
ると とも に、他方をクーラにより冷却し、これらの加熱空気と冷却空気とを所定の割合で
混合 させ て圧力レギュレータに供給するようにしたので、供給空気を即座に温度制御する
こと がで きる。
【０ ０１ ２】
  本発 明の 静圧空気軸受スピンドル装置において、前記温度調整装置は、前記増圧装置の
下流 側に 直列に接続され前記増圧装置からの空気を加熱するヒータおよび前記増圧装置か
らの 空気 を冷却するクーラと、これらヒータおよびクーラの駆動を制御する駆動制御手段
とを 有す る、ことが好ましい。
  この よう な構成によれば、増圧装置からの空気を加熱するヒータと冷却するクーラとを
直列 に接 続し、これらの駆動を駆動制御手段によって制御するようにしたので、簡単に構
成す るこ とができるとともに、設置スペースも省スペース化できる。
【０ ０１ ３】
  本発 明の 静圧空気軸受スピンドル装置において、前記混合手段は、前記エアーベアリン
グ機 構か らの排気温度と設定温度とを基に、前記加熱空気と冷却空気との混合割合を制御
する、 こと が好ましい。
  ある いは 、前記駆動制御手段は、前記エアーベアリング機構からの排気温度と設定温度
とを 基に 、前記クーラとヒータの駆動を制御する、ことが好ましい。
  この よう な構成によれば、混合手段は、エアーベアリング機構からの排気温度と設定温
度と を基 に加熱空気と冷却空気との混合割合を制御し、または、駆動制御手段は、エアー
ベア リン グ機構からの排気温度と設定温度とを基にクーラとヒータの駆動を制御するよう
にし たの で、エアーベアリング機構に供給される供給空気の温度を常に設定温度に迅速か
つ高 精度 に制御することができる。
【０ ０１ ６】
  本発 明の 工作機械は、上述した静圧空気軸受スピンドル装置を備えたことを特徴とする
。
  この よう な構成によれば、上述した静圧空気軸受スピンドル装置を備えているから、上
述し た静 圧空気軸受スピンドル装置の特徴を持った工作機械が提供できる。
【図 面の 簡単な説明】
【０ ０１ ７】
【図 １】 本発明の実施形態に係る工作機械を示す図。
【図 ２】 前記実施形態において、静圧空気軸受スピンドル装置を示す断面図。
【図 ３】 前記実施形態において、静圧空気軸受スピンドル装置を示すブロック図。
【図 ４】 前記実施形態において、ヒータの構造を示す図。
【図 ５】 前記実施形態において、クーラの構造を示す図。
【図 ６】 前記実施形態において、圧力レギュレータの一例を示すブロック図。
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【図 ７】 前記実施形態において、回転数フィードバック制御有無による回転数とエアータ
ービ ン駆 動圧の変化を示す図。
【図 ８】 前記実施形態において、静圧空気軸受スピンドル装置の他の例を示す図。
【発 明を 実施するための形態】
【０ ０１ ８】
  以下 、本 発明の実施形態を図面に基づいて説明する。本実施形態は、静圧空気軸受スピ
ンド ル装 置を有する工作機械に適用した例である。
（工 作機 械の説明）
  本工 作機 械は、図１に示すように、ベース１と、このベース１に三次元駆動機構２を介
して 三次 元方向（Ｘ，Ｙ，Ｚ軸方向）へ移動可能に設けられ上面にワークを載置するテー
ブル ３と 、ベース１に立設されたコラム４と、このコラム４に支持アーム５を介してテー
ブル ３の 真上に設置された静圧空気軸受スピンドル装置６とから構成されている。
【０ ０１ ９】
（静 圧空 気軸受スピンドル装置の説明）
  静圧 空気 軸受スピンドル装置６は、図２に示すように、先端にエンドミルなどの回転工
具７ を取 り付けたスピンドル１０と、このスピンドル１０を空気層（空気隙間）を介して
回転 可能 に支持したエアーベアリング機構２０と、スピンドル１０を回転させる回転駆動
機構 ４０ と、後述する増圧装置および圧力レギュレータ５４，５５を含み、これら圧力レ
ギュ レー タ５４，５５からの空気をエアーベアリング機構２０に供給するエアー供給手段
５０ とを 備える。
【０ ０２ ０】
（ス ピン ドルの説明）
  スピ ンド ル１０は、図２に示すように、所定長さの軸部１１と、この軸部１１の途中に
設け られ 軸部１１の径よりも径大なフランジ部１２とを有する。
【０ ０２ １】
（エ アー ベアリング機構の説明）
  エア ーベ アリング機構２０は、図２に示すように、スピンドル１０を収納する収納孔２
２を 有す る軸受本体２１と、この軸受本体２１の収納孔２２内に固定されスピンドル１０
を空 気隙 間を介して回転可能に支持する軸受部材３１，３２とを有する。
  軸受 部材 ３１，３２は、軸部１１の外周面との間に所定のラジアル隙間３３を有する内
径お よび ラジアル隙間３３に空気を噴出するエアー噴出孔３４を有するラジアル軸受部材
３１ Ａ， ３２Ａと、これらラジアル軸受部材３１Ａ，３２Ａと一体的に形成されフランジ
部１ ２の 端面との間に所定のスラスト隙間３５およびスラスト隙間３５に空気を噴出する
エア ー噴 出孔３６を有するスラスト軸受部材３１Ｂ，３２Ｂとから構成されている。
  軸受 本体 ２１には、中心軸方向にスピンドル１０を収納する収納孔２２が形成されてい
ると とも に、外部にエアーベアリング用エアー供給口２３およびエアータービン用エアー
供給 口２ ４が形成されている。また、内部には、エアーベアリング用エアー供給口２３か
ら各 軸受 部材３１，３２のエアー噴出孔３４，３６に連通するエアー供給路２５と、エア
ータ ービ ン用エアー供給口２４からエアータービン４１の外周に臨むエアー供給路２６が
形成 され ている。
【０ ０２ ２】
（回 転駆 動機構の説明）
  回転 駆動 機構４０は、図２に示すように、スピンドル１０の基端側（回転工具７を取り
付け た端 部とは反対側）に固定されたエアータービン４１と、軸受本体２１に形成されエ
アー ター ビン４１に向けて圧縮空気を噴射する空気噴射ノズルとしてのエアー供給路２６
とに よっ て構成されている。これにより、エアー供給手段５０からの空気がエアー供給路
２６ を通 じてエアータービン４１に供給されると、エアータービン４１が回転され、これ
と一 緒に スピンドル１０が回転される。
【０ ０２ ３】
（エ アー 供給手段の説明）
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  エア ー供 給手段５０は、図３に示すように、空気供給源としてのコンプレッサ５１と、
この コン プレッサ５１からの圧縮空気を増圧する増圧機５２と、この増圧機５２の下流に
設け られ た温度調整装置５３と、この温度調整装置５３の出口とエアーベアリング用エア
ー供 給口 ２３との間に設けられ空気を所定圧に制御するエアーベアリング用圧力レギュレ
ータ ５４ と、温度調整装置５３の出口とエアータービン用エアー供給口２４との間に設け
られ たエ アータービン用圧力レギュレータ５５と、スピンドル１０の回転数を検出する回
転数 検出 センサ５７からの信号と設定回転数との差に相当する信号をエアータービン用圧
力レ ギュ レータ５５に与える回転数コントローラ５６とから構成されている。
【０ ０２ ４】
（コ ンプ レッサおよび増圧機）
  コン プレ ッサ５１は、空気を圧縮するもので、遠心圧縮機、軸流圧縮機、容積圧縮機な
どが 用い られる。増圧機５２は、コンプレッサ５１からの圧縮空気を増圧する増圧弁と、
この 増圧 された空気を蓄える増圧タンクとを備えて構成される。ここでは、コンプレッサ
５１ と増 圧機５２とから、本発明の増圧装置が構成されている。
【０ ０２ ５】
（温 度調 整装置の説明）
  温度 調整 装置５３は、増圧機５２の出口側に並列に接続されたヒータ６１およびクーラ
６２ と、 これらヒータ６１およびクーラ６２の出口側と圧力レギュレータ５４，５５の入
口側 との 間に接続された切換弁６３，６４と、これら切換弁６３，６４を開閉制御する温
度コ ント ローラ６５とから構成されている。温度コントローラ６５は、エアーベアリング
機構 ２０ の排気温度を検出する排気温度検出センサ６６からの信号を基に切換弁６３，６
４を 制御 し、ヒータ６１を通って加熱された空気とクーラ６２を通って冷却された空気を
混合 させ て所定温度の空気を圧力レギュレータ５４，５５へ送るように制御を行う。ここ
では 、切 換弁６３，６４と温度コントローラ６５とから、本発明の混合手段が構成されて
いる 。
【０ ０２ ６】
（ヒ ータ およびクーラの説明）
  ヒー タ６ １は、図４に示すように、増圧機５２から切換弁６３へ向かう配管６１１の外
周に 取り 付けられたフィン６１２と、このフィン６１２を囲むように配管６１１の外周の
設け られ た保護ケース６１３と、この保護ケース６１３内に配置された加熱コイル６１４
，６ １５ とから構成されている。従って、加熱コイル６１４，６１５を加熱すると、加熱
コイ ル６ １４，６１５からの熱がフィン６１２を介して配管６１１内を流れる空気に伝わ
り、 空気 が加熱される。
  クー ラ６ ２は、図５に示すように、増圧機５２から切換弁６４へ向かう配管６２１の外
周に 取り 付けられたフィン６２２と、このフィン６２２を囲むように配管６２１の外周の
設け られ た保護ケース６２３と、この保護ケース６２３に形成され保護ケース６２３内に
温度 調節 された冷却流体を流通させる流体供給口６２４および流体排出口６２５とから構
成さ れて いる。従って、冷却流体を流体供給口６２４から保護ケース６２３を通して流体
排出 口６ ２５から排出させると、冷却流体によってフィン６２２が冷却されるため、配管
６２ １内 を流れる空気が冷却される。
【０ ０２ ７】
（圧 力レ ギュレータの説明）
  圧力 レギ ュレータ５４，５５は、圧力を高速かつ精密に目標圧力に保持するもので、例
えば 、特 開２００９－１１００３３号に開示された圧力レギュレータを用いることができ
る。
  これ は、 図６に示すように、温度調整装置５３から供給される空気の流入流量を規制す
るサ ーボ 弁７１と、このサーボ弁７１を通った空気を流入し等温状態に保持する等温化圧
力容 器７ ２と、この等温化圧力容器７２内へ流入する空気の流入流量を計測する流量計７
３と 、等 温化圧力容器７２内の空気の圧力を検出する圧力計７４と、等温化圧力容器７２
内の 空気 の圧力微分値を検出する圧力微分計７５と、流量計７３、圧力計７４および圧力
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微分 計７ ５で検出された信号をＡ／Ｄ変換するＡ／Ｄ変換器７６と、このＡ／Ｄ変換器７
６を 通じ て与えられる信号を基に制御電圧を算出し、その制御電圧をＤ／Ａ変換器７８を
介し てサ ーボ弁７１へ与える圧力制御手段７７とを備える。
【０ ０２ ８】
  いま 、圧 力レギュレータ５４，５５が起動され、等温化圧力容器７２内の空気の圧力Ｐ
が所 定の 目標値に整定された状態にあるとする。このとき、サーボ弁７１は、等温化圧力
容器 ７２ の流出口から流出する流出流量と、流入口から流入する流入流量とがバランスす
る開 度に 調整されている。
  ここ で、 温度調整装置５３からの空気の圧力Ｐ s、または、等温化圧力容器７２から流
出す る空 気の流出流量Ｇ outに変動が生じ、等温化圧力容器７２内の圧力Ｐが目標値Ｐ ref
から 変化 すると、圧力レギュレータ５４，５５は空気の圧力の変動を補償するために、圧
力制 御手 段７７によって、流量計７３で計測された流入流量Ｇ in、圧力計７４で計測され
た圧 力Ｐ および圧力微分計７５で計測された圧力微分値ｄＰ／ｄｔをＡ／Ｄ変換器７６を
介し て受 信し、これらの受信した計測データに基づいてサーボ弁７１に対する制御電圧Ｅ
iを 算出 し、この算出した制御電圧Ｅ iをＤ／Ａ変換器７８を介してサーボ弁７１に与える
。
  する と、 サーボ弁７１は、圧力制御手段７７によって算出された制御電圧Ｅ iに応じた
開度 にサ ーボ弁７１を制御し、その開度に応じた流入流量Ｇ inで等温化圧力容器７２に空
気を 流入 する。これによって、等温化圧力容器７２内の空気の圧力Ｐが目標値Ｐ refに整
定さ れる ように制御される。
【０ ０２ ９】
＜実 施形 態の作用、効果＞
  この よう な構成の工作機械において、ワークを加工するには、ワークをテーブル３上に
セッ トし たのち、三次元駆動機構２を三次元方向へ移動させながら、回転工具７によって
ワー クを 加工する。
  本実 施形 態の静圧空気軸受スピンドル装置６においては、空気をコンプレッサ５１で圧
縮し 、続 いて、増圧機５２で増圧したのち、圧力レギュレータ５４を介してスピンドル１
０を 回転 可能に支持したエアーベアリング機構２０へ供給するようにしたので、エアーベ
アリ ング 機構２０の剛性を向上させることができる。このとき、増圧機５２によって供給
空気 圧の 変動が生じても、圧力レギュレータ５４によって、供給空気圧の変動を抑制でき
るの で、 加工精度に与える影響を少なくして、高精度な加工を実現できる。
【０ ０３ ０】
  また 、増 圧機５２と圧力レギュレータ５４との間に、増圧機５２からの空気の温度を制
御し て圧 力レギュレータ５４に供給する温度調整装置５３が設けられているから、供給空
気の 温度 が変動しても、エアーベアリング機構２０を構成する部材に対して熱変形を生じ
させ る虞 を少なくできる。従って、高精度な加工を安定して実現することができる。
【０ ０３ １】
  また 、温 度調整装置５３は、増圧機５２からの空気を加熱するヒータ６１と、増圧機５
２か らの 空気を冷却するクーラ６２と、ヒータ６１で加熱された空気とクーラ６２で冷却
され た空 気を所定の割合で混合させて、圧力レギュレータ５４，５５に供給するようにし
たの で、 供給空気を即座に温度制御することができる。
【０ ０３ ２】
  また 、ス ピンドル１０を回転可能に支持するエアーベアリング機構２０への供給空気を
利用 して エアータービン４１を回転させ、これにより、スピンドル１０を回転させるよう
にし たの で、スピンドル１０を回転させるための電動モータなどを付加しなくてもよい。
従っ て、 軽量かつ経済的に構成できる。
【０ ０３ ３】
  また 、回 転数検出センサ５７によってエアータービン４１の回転数、つまり、スピンド
ル１ ０の 回転数を検出し、回転数コントローラ５６において、回転数検出センサ５７によ
って 検出 された信号と目標回転数との差に相当する信号をエアータービン用圧力レギュレ
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ータ ５５ に与えるようにしたので、スピンドル１０の回転数を高速で目標回転数に制御す
るこ とが できる。従って、加工効率のよい制御を実現できる。
【０ ０３ ４】
  例え ば、 図７（Ａ）は、スピンドル１０の回転数目標値（一点鎖線）を３０００［ｒｐ
ｍ］ ～４ ０００［ｒｐｍ］に変化させたとき、本実施形態方法（本実施形態の圧力レギュ
レー タを 使用、回転数フィードバック制御有）の回転数（実線）と、従来方法（本実施形
態の 圧力 レギュレータを使用、回転数フィードバック制御無）の回転数（破線）の変化を
示し てい る。図７（Ｂ）は、同上実験時におけるタービン駆動圧Ｐ t（エアータービン４
１に 向け て噴射するエアー圧）の変化を示している。
  これ らの 図に示すように、スピンドル１０の回転数Ｎの整定に要する時定数が、本実施
形態 方法 の方が従来方法に比べ大幅に短縮できることが確認できる。この傾向は、サイズ
の大 きい （慣性モーメントの大きい）エアータービンスピンドルほど顕著であると考えら
れる 。
  従っ て、 本実施形態では、スピンドル１０の回転数のフィードバック制御を行っている
ので 、回 転数制御の時定数を大幅（約１／１０程度）に減少させることができ、その結果
、生 産性 の向上が期待できる。
【０ ０３ ５】
＜変 形例 ＞
  なお 、本 発明は、前述の実施形態に限定されるものではなく、本発明の目的を達成でき
る範 囲で の変形、改良等は本発明に含まれる。
  前記 実施 形態の温度調整装置５３では、増圧機５２からの空気を分岐して、一方をヒー
タ６ １に より加熱するとともに、他方をクーラ６２により冷却し、これらの加熱空気と冷
却空 気と を所定の割合で混合させて圧力レギュレータ５４，５５に供給するようにしたが
、こ れに 限られない。
【０ ０３ ６】
  例え ば、 図８に示すように、増圧機５２の下流側に直列に接続され増圧機５２からの空
気を 加熱 するヒータ６１および増圧機５２からの空気を冷却するクーラ６２と、これらヒ
ータ ６１ およびクーラ６２の駆動を制御する駆動制御手段としての温度コントローラ６５
とを 有す る構成、つまり、増圧機５２からの空気を加熱するヒータ６１と冷却するクーラ
６２ とを 直列に接続し、これらの駆動を駆動制御手段としての温度コントローラ６５によ
って 制御 するようにしてもよい。このようにすれば、簡単に構成することができるととも
に、 設置 スペースも省スペース化できる。
【０ ０３ ７】
  また 、ヒ ータ６１やクーラ６２についても、必ずしも、両方を必要としない。例えば、
ヒー タ６ １のみであってもよい。また、ヒータ６１やクーラ６２の構成についても、前記
実施 形態 の構成に限らず、他の構成であってもよい。要するに、増圧機５２からの空気を
所定 温度 に制御できる構造であれば、他の構造であってもよい。
【０ ０３ ８】
  また 、圧 力レギュレータ５４，５５の構造についても、図６に示す構造に限らず、エア
ーベ アリ ング機構２０や回転駆動機構４０に供給する供給空気の圧力を高速にかつ高精度
に制 御で きる構造であれば、他の構成であってもよい。
【０ ０３ ９】
  前記 実施 形態では、スピンドル１０の回転駆動機構４０として、エアータービン４１を
用い たが 、これに限らず、例えば、電動モータなどであってもよい。
【０ ０４ ０】
  前記 実施 形態では、工作機械として、テーブルが三次元方向へ移動可能で、静圧空気軸
受ス ピン ドルが回転可能な構造であったが、これに限られない。要は、テーブルとスピン
ドル が二 次元（２軸方向）あるいは三次元（３軸方向）へ相対移動可能な構造であれば、
いず れが 移動する構造であってもよい。
【０ ０４ １】
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  前記 実施 形態では、静圧空気軸受スピンドル装置を有する工作機械について説明したが
、静 圧空 気軸受スピンドル装置を備えるものであれば、工作機械に限られない。例えば、
静圧 空気 軸受スピンドル装置を回転霧化装置として用いた塗装装置などでもよい。
【産 業上 の利用可能性】
【０ ０４ ２】
  本発 明は 、静圧空気軸受スピンドル装置やエアータービンスピンドル装置を用いた塗装
装置 や、 超精密非球面加工機などの超精密工作機械などに利用できる。
【符 号の 説明】
【０ ０４ ３】
  ６… 静圧 空気軸受スピンドル装置、
  １０ …ス ピンドル、
  ２０ …エ アーベアリング機構、
  ２６ …エ アー供給路、
  ４０ …回 転駆動機構、
  ４１ …エ アータービン、
  ５０ …エ アー供給手段、
  ５１ …コ ンプレッサ（増圧装置の構成要素）、
  ５２ …増 圧機（増圧装置の構成要素）、
  ５３ …温 度調整装置、
  ５４ …エ アーベアリング用圧力レギュレータ、
  ５５ …エ アータービン用圧力レギュレータ、
  ５６ …回 転数コントローラ、
  ５７ …回 転数検出センサ（回転数検出手段）、
  ６１ …ヒ ータ、
  ６２ …ク ーラ、
  ６３ ，６ ４…切換弁（混合手段の構成要素）、
  ６５ …温 度コントローラ（混合手段の構成要素）、
  ６６ …排 気温度検出センサ。
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