
JP 2018-69444 A 2018.5.10

10

(57)【要約】
【課題】簡便な装置構成により容易にピストンリングを
ピストンに装着することが可能なピストンパッキン装着
用治具を提供する。
【解決手段】このピストンパッキン装着用治具は、ピス
トンパッキン挿入用治具１００の第２外径領域１００Ｂ
の下端部が、環状溝１ｇの近傍位置となるように第２外
径領域１００Ｂ内にピストンヘッド１を挿入した状態で
、ピストンパッキン挿入用治具１００の第１外径領域１
００Ａにピストンパッキン２０を嵌め入れ、さらに、ピ
ストンパッキン押込み治具２００をピストンパッキン挿
入用治具１００の外周面に沿って装着し、ピストンパッ
キン押込み治具２００を軸方向に沿って移動させること
で、押込み辺２２０によりピストンパッキン２０が押し
進められるとともに、第２外径領域１００Ｂの外径寸法
に従って拡径された状態で、ピストンパッキン２０が第
２外径領域１００Ｂの下端部を通過することで、環状溝
１ｇにピストンパッキン２０が装着されることを可能と
する。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ピストンヘッドの外周面に設けられた環状溝にピストンパッキンを装着する際に用いる
ピストンパッキン装着用治具であって、
　前記ピストンヘッドの軸方向に沿って前記ピストンヘッドに装着される略円筒形状のピ
ストンパッキン挿入用治具と、
　前記ピストンヘッドの軸方向に沿って移動可能に設けられ、前記ピストンパッキン挿入
用治具の外周面に沿って装着されるピストンパッキン押込み治具と、を含み、
　前記ピストンパッキン挿入用治具は、
　前記ピストンパッキンの内径以下の外径を有する第１外径領域と、
　内部に前記ピストンヘッドが挿入され、前記第１外径領域よりも大きい外径を有する第
２外径領域と、を有し、
　前記ピストンパッキン押込み治具は、
　周方向に沿って複数に分割された状態で配置され、それぞれ軸方向に沿って延びる弾性
変形可能な押込み辺を有し、
　前記ピストンヘッドの前記外周面に設けられた前記環状溝に前記ピストンパッキンを装
着する際には、
　前記ピストンパッキン挿入用治具の前記第２外径領域の下端部が、前記環状溝の近傍位
置となるように前記第２外径領域内に前記ピストンヘッドを挿入した状態で、前記ピスト
ンパッキン挿入用治具の前記第１外径領域に前記ピストンパッキンを嵌め入れ、さらに、
前記ピストンパッキン押込み治具を前記ピストンパッキン挿入用治具の外周面に沿って装
着し、前記ピストンパッキン押込み治具を軸方向に沿って移動させることで、前記押込み
辺により前記ピストンパッキンが押し進められるとともに、前記第２外径領域の外径寸法
に従って拡径された状態で、前記ピストンパッキンが前記第２外径領域の下端部を通過す
ることで、前記環状溝に前記ピストンパッキンが装着されることを可能とする、ピストン
パッキン装着用治具。
【請求項２】
　前記ピストンパッキン挿入用治具は、周方向に沿って複数に分割された状態で配置され
、それぞれ軸方向に沿って延びるガイド辺を有し、
　複数の前記ガイド辺の内部には、各前記ガイド辺を半径方向の外側に向けて移動させる
ことにより、前記第１外径領域および前記第２外径領域の外径寸法を可変とする第１外形
寸法可変機構が設けられ、
　複数の前記押込み辺の内部には、各前記押し辺を半径方向の外側に向けて移動させるこ
とにより、当該ピストンパッキン押込み治具の外径寸法を可変とする第２外形寸法可変機
構が設けられている、請求項１に記載のピストンパッキン装着用治具。
【請求項３】
　前記ピストンヘッドの前記環状溝に装着された前記ピストンパッキンを半径方向に縮め
るため、前記ピストンパッキン挿入用治具および前記ピストンパッキン押し治具を前記ピ
ストンヘッドから取り外した後に、前記ピストンパッキンが前記環状溝に装着された状態
で、前記ピストンヘッドに巻きついて前記ピストンパッキンを半径方向に縮めるピストン
パッキン締結装置をさらに備える、請求項１または請求項２に記載のピストンパッキン装
着用治具。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この発明は、ピストンパッキン装着用治具に関する。
【背景技術】
【０００２】
　シリンダ内を往復運動する筒状形態のピストンの外周面には、シリンダ内におけるピス
トンの仕事効率を高めるために、ピストンの外周面に設けられた環状の溝にピストンパッ
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キンが装着されている。溝にピストンパッキンを装着する際には、一旦ピストンパッキン
を径方向に拡径させる必要がある。たとえば、特開平１０－２３５５２７号公報（特許文
献１）には、ピストンリング装着装置が開示されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開平１０－２３５５２７号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかしながら、上記特許文献１に開示されるピストンリング装着装置は大掛かりな装置
構成となるため、その取扱いには注意を要する場合がある。
【０００５】
　この発明の目的は、上記の課題を解決することにあり、簡便な装置構成により容易にピ
ストンリングをピストンに装着することが可能なピストンパッキン装着用治具を提供する
ことにある。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　このピストンパッキン装着用治具は、ピストンヘッドの外周面に設けられた環状溝にピ
ストンパッキンを装着する際に用いるピストンパッキン装着用治具であって、以下の構成
を備える。
【０００７】
　上記ピストンヘッドの軸方向に沿って上記ピストンヘッドに装着される略円筒形状のピ
ストンパッキン挿入用治具と、上記ピストンヘッドの軸方向に沿って移動可能に設けられ
、上記ピストンパッキン挿入用治具の外周面に沿って装着されるピストンパッキン押込み
治具と、を含む。
【０００８】
　上記ピストンパッキン挿入用治具は、上記ピストンパッキンの内径以下の外径を有する
第１外径領域と、内部に上記ピストンヘッドが挿入され、上記第１外径領域よりも大きい
外径を有する第２外径領域と、を有する。上記ピストンパッキン押込み治具は、周方向に
沿って複数に分割された状態で配置され、それぞれ軸方向に沿って延びる弾性変形可能な
押込み辺を有する。
【０００９】
　上記ピストンヘッドの上記外周面に設けられた上記環状溝に上記ピストンパッキンを装
着する際には、上記ピストンパッキン挿入用治具の上記第２外径領域の下端部が、上記環
状溝の近傍位置となるように上記第２外径領域内に上記ピストンヘッドを挿入した状態で
、上記ピストンパッキン挿入用治具の上記第１外径領域に上記ピストンパッキンを嵌め入
れ、さらに、上記ピストンパッキン押込み治具を上記ピストンパッキン挿入用治具の外周
面に沿って装着し、上記ピストンパッキン押込み治具を軸方向に沿って移動させることで
、上記押込み辺により上記ピストンパッキンが押し進められるとともに、上記第２外径領
域の外径寸法に従って拡径された状態で、上記ピストンパッキンが上記第２外径領域の下
端部を通過することで、上記環状溝に上記ピストンパッキンが装着されることを可能とす
る。
【００１０】
　他の形態では、上記ピストンパッキン挿入用治具は、周方向に沿って複数に分割された
状態で配置され、それぞれ軸方向に沿って延びるガイド辺を有し、複数の上記ガイド辺の
内部には、各上記ガイド辺を半径方向の外側に向けて移動させることにより、上記第１外
径領域および上記第２外径領域の外径寸法を可変とする第１外形寸法可変機構が設けられ
、複数の上記押込み辺の内部には、各上記押し辺を半径方向の外側に向けて移動させるこ
とにより、当該ピストンパッキン押込み治具の外径寸法を可変とする第２外形寸法可変機
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構が設けられている。
【００１１】
　他の形態では、上記ピストンヘッドの上記環状溝に装着された上記ピストンパッキンを
半径方向に縮めるため、上記ピストンパッキン挿入用治具および上記ピストンパッキン押
し治具を上記ピストンヘッドから取り外した後に、上記ピストンパッキンが上記環状溝に
装着された状態で、上記ピストンヘッドに巻きついて上記ピストンパッキンを半径方向に
縮めるピストンパッキン締結装置をさらに備える。
【発明の効果】
【００１２】
　このピストンパッキン装着用治具によれば、簡便な装置構成により容易にピストンリン
グをピストンに装着することを可能とする。
【図面の簡単な説明】
【００１３】
【図１】実施の形態１におけるピストンパッキン装着用治具の外観構成を示す全体斜視図
である。
【図２】実施の形態１におけるピストンパッキン装着用治具を用いたピストンパッキンの
装着状態を示す第１模式図である。
【図３】実施の形態１におけるピストンパッキン装着用治具を用いたピストンパッキンの
装着状態を示す第２模式図である。
【図４】実施の形態１におけるピストンパッキン挿入用治具の縦断面図である。
【図５】実施の形態１におけるピストンパッキン挿入用治具を構成するカムプレートの平
面図である。
【図６】図５中のＶＩ－ＶＩ線矢視断面図である。
【図７】実施の形態１におけるピストンパッキン挿入用治具を構成する底プレートの平面
図である。
【図８】図７中のＶＩＩＩ－ＶＩＩＩ線矢視断面図である。
【図９】実施の形態１におけるピストンパッキン挿入用治具の第１外形寸法可変機構を用
いて外径寸法を拡大させた状態の縦断面図である。
【図１０】実施の形態１におけるピストンパッキン押込み治具の縦断面図である。
【図１１】実施の形態１におけるピストンパッキン押込み治具を構成するカムプレートの
平面図である。
【図１２】実施の形態１におけるピストンパッキン押込み治具を構成する底プレートの平
面図である。
【図１３】図１２中のＸＩＩＩ－ＸＩＩＩ線矢視断面図である。
【図１４】実施の形態１におけるピストンパッキン押込み治具の第２外形寸法可変機構を
用いて外径寸法を拡大させた状態の縦断面図である。
【図１５】実施の形態２におけるピストンパッキン締結装置の外観構成を示す全体斜視図
である。
【図１６】実施の形態３におけるピストンパッキン押込み治具の外観構成を示す全体斜視
図である。
【図１７】実施の形態３におけるピストンパッキン押込み治具の底面図である。
【図１８】実施の形態３におけるピストンパッキン押込み治具の外観構成を示す第１全体
分解斜視図である。
【図１９】実施の形態３におけるピストンパッキン押込み治具の外観構成を示す第２全体
分解斜視図である。
【図２０】実施の形態３におけるピストンパッキン押込み治具の縦断面図である。
【図２１】図２０中のＸＸＩ－ＸＸＩ線矢視断面図である。
【図２２】図２０中のＸＸＩＩ－ＸＸＩＩ線矢視断面図である。
【図２３】実施の形態３におけるピストンパッキン押込み治具の押込み辺を最も拡径させ
た状態での外観構成を示す全体斜視図である。
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【発明を実施するための形態】
【００１４】
　本発明に基づいた実施の形態におけるピストンパッキン装着用治具について、以下、図
を参照しながら説明する。なお、以下に説明する実施の形態において、個数、量などに言
及する場合、特に記載がある場合を除き、本発明の範囲は必ずしもその個数、量などに限
定されない。また、同一の部品、相当部品に対しては、同一の参照番号を付し、重複する
説明は繰り返さない場合がある。
【００１５】
　（実施の形態１：ピストンパッキン装着用治具）
　図１から図３を参照して、本実施の形態におけるピストンパッキン装着用治具について
説明する。図１は、ピストンパッキン装着用治具の外観構成を示す全体斜視図、図２およ
び図３は、ピストンパッキン装着用治具を用いたピストンパッキンの装着状態を示す第１
および第２模式図である。
【００１６】
　図１に示すように、本実施の形態におけるピストンパッキン装着用治具は、ピストンヘ
ッド１の外周面に設けられた環状溝１ｇに無端環状のピストンパッキン２０を装着する際
に用いるピストンパッキン装着用治具である。
【００１７】
　ピストンパッキン装着用治具は、ピストンパッキン挿入用治具１００と、ピストンパッ
キン押込み治具２００とを含む。ピストンパッキン挿入用治具１００は、ピストンヘッド
１の軸方向に沿ってピストンヘッド１に装着される略円筒形状を有している。ピストンパ
ッキン挿入用治具１００は、ピストンパッキン２０の内径以下の外径を有する第１外径領
域１００Ａと、内部にピストンヘッド１が挿入され、第１外径領域１００Ａよりも大きい
外径を有する第２外径領域１００Ｂとを有している。
【００１８】
　本実施の形態では、第１外径領域１００Ａは、さらに、外径寸法が変化しない平行領域
１００Ａ１と、この平行領域１００Ａ１と第２外径領域１００Ｂとを平滑に連結するテー
パ領域１００Ａ２を有している。
【００１９】
　詳細は後述するが、本実施の形態のピストンパッキン挿入用治具１００は、第１外径領
域１００Ａおよび第２外径領域１００Ｂの外径寸法を可変とする第１外形寸法可変機構が
設けられている。ピストンパッキン挿入用治具１００は、外径寸法を可変とするために、
周方向に沿って複数に分割された状態で配置され、それぞれ軸方向に沿って延びるガイド
辺１３０を有している。本実施の形態では、円周上６分割され、６枚のガイド辺１３０を
有している。図１に示す状態は、ピストンパッキン挿入用治具１００の外径寸法は最も小
さい寸法位置に設定されている。
【００２０】
　ピストンパッキン押込み治具２００は、周方向に沿って複数に分割された状態で配置さ
れ、それぞれ軸方向に沿って延びる弾性変形可能な押込み辺２２０を有している。本実施
の形態では、円周上１２分割され、１２枚の押込み辺２２０を有している。押込み辺２２
０は例えば樹脂成形品などからなる。
【００２１】
　詳細は後述するが、本実施の形態のピストンパッキン押込み治具２００も、当該ピスト
ンパッキン押込み治具２００の外径寸法を可変とする第２外形寸法可変機構が設けられて
いる。各押込み辺２２０の上端は、カムプレート２１０に固定されている。図１に示す状
態は、ピストンパッキン押込み治具２００の外径寸法は最も小さい寸法位置に設定されて
いる。
【００２２】
　（ピストンパッキン２０の装着手順）
　次に、図２および図３を参照して、上記構成からなるピストンパッキン挿入用治具１０
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０およびピストンパッキン押込み治具２００を用いて、ピストンヘッド１の外周面に設け
られた環状溝１ｇにピストンパッキン２０を装着する手順について説明する。
【００２３】
　図２に示すように、ピストンパッキン挿入用治具１００の第２外径領域１００Ｂの下端
部が、環状溝１ｇの近傍位置となるように第２外径領域１００Ｂ内にピストンヘッド１を
挿入する。次に、ピストンパッキン挿入用治具１００の第１外径領域１００Ａにピストン
パッキン２０を嵌め入れる。次に、ピストンパッキン押込み治具２００をピストンパッキ
ン挿入用治具１００の外周面に沿って装着する。
【００２４】
　図３に示すように、ピストンパッキン押込み治具２００を軸方向（図中矢印Ｐ方向）に
沿って移動させることで、各押込み辺２２０がピストンパッキン挿入用治具１００の外面
に沿って拡がりながら（図中矢印Ｌ１方向）ピストンパッキン２０を押し進める。これに
より、ピストンパッキン２０は、ピストンパッキン挿入用治具１００の第２外径領域１０
０Ｂの外径寸法に従って拡径される。さらに、ピストンパッキン押込み治具２００により
ピストンパッキン２０を押し進めることで（図中矢印Ｐ１方向）、ピストンパッキン２０
が第２外径領域１００Ｂの下端部を通過して、ピストンヘッド１の外周面に設けられた環
状溝１ｇにピストンパッキン２０が装着される（嵌め入れられる）。
【００２５】
　このように、ピストンパッキン押込み治具２００をピストンパッキン挿入用治具１００
の外面に沿って押し進めることのみで、容易にピストンヘッド１の外周面に設けられた環
状溝１ｇにピストンパッキン２０を装着することができる。
【００２６】
　（第１外形寸法可変機構／第２外形寸法可変機構）
　ピストンヘッド１が１種類しかない場合には、ピストンパッキン挿入用治具１００およ
びピストンパッキン押込み治具２００のぞれぞれに第１外形寸法可変機構および第２外形
寸法可変機構を設ける必要はないが、ピストンヘッド１には、様々なサイズが存在し、そ
のサイズに適合する様々なサイズのピストンパッキン２０が存在する。
【００２７】
　そのサイズごとにピストンパッキン装着用治具を作成してもよいが、本実施の形態では
、ピストンパッキン挿入用治具１００およびピストンパッキン押込み治具２００のぞれぞ
れに第１外形寸法可変機構および第２外形寸法可変機構を設けることにより、様々なサイ
ズのピストンヘッド１およびピストンパッキン２０に対して、一つのピストンパッキン装
着用治具で対応可能としている。
【００２８】
　（ピストンパッキン挿入用治具１００に採用される第１外形寸法可変機構）
　図４から図９を参照して、ピストンパッキン挿入用治具１００に採用される第１外形寸
法可変機構について説明する。図４は、ピストンパッキン挿入用治具の縦断面図、図５は
、ピストンパッキン挿入用治具を構成するカムプレートの平面図、図６は、図５中のＶＩ
－ＶＩ線矢視断面図、図７は、ピストンパッキン挿入用治具を構成する底プレートの平面
図、図８は、図７中のＶＩＩＩ－ＶＩＩＩ線矢視断面図、図９は、ピストンパッキン挿入
用治具の第１外形寸法可変機構を用いて外径寸法を拡大させた状態の縦断面図である。
【００２９】
　図４を参照して、各ガイド辺１３０の内側には、スライドプレート１６０が設けられて
いる。このスライドプレート１６０は、ガイド辺１３０と一体に成形されてもよいし、ガ
イド辺１３０とは別体構造とし、ボルト等を用いて一体構造としてもよい。スライドプレ
ート１６０の上端部は、半径方向に延びる細長形状を有し、後述する底プレート１５０に
設けられるガイド溝１５２（図７参照）内を半径方向に沿ってスライド可能に設けられる
。スライドプレート１６０の上側には、カムプレート１４０が位置し、このカムプレート
１４０の中心位置には円柱状のハンドルノブ１１０がボルトＢ１を用いて固定されている
。カムプレート１４０の下方には、底プレート１５０が位置している。
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【００３０】
　図５および図６を参照して、カムプレート１４０の中心には、ボルト孔１４２が設けら
れ、このボルト孔１４２の周りには、同心円上にハンドルノブ１１０の固定用のボルト孔
１４４が３か所設けられている。さらに、ボルト孔１４４の周囲には、同心円上に放射状
に拡がる複数のカム孔１４３が設けられている。本実施の形態では、６０度ピッチで合計
６箇所にカム孔１４３が設けられている。このカム孔１４３は、階段状に設けられ、合計
５カ所に、後述の位置決めピンＰ１が一次停止可能な停止領域１４３ｐが設けられている
。よって、５段階に拡径寸法を調節することができる。
【００３１】
　図７および図８を参照して、底プレート１５０は、円柱状のコア部材１５４と、このコ
ア部材１５４の上端から半径方向の外方に向って拡がる円盤状のガイドプレート１５１と
を有する。ガイドプレート１５１の中心位置には、雌ネジ孔１５３が設けられている。ガ
イドプレート１５１には、６０度ピッチで半径方向に延びるガイド溝１５２が合計６箇所
に設けられている。さらに、ガイド溝１５２が位置するコア部材１５４の側壁には、ガイ
ド溝１５２に通じる縦溝１５５が設けられている。
【００３２】
　再び図４を参照して、ハンドルノブ１１０、カムプレート１４０、および、底プレート
１５０は、ボルト１２０等を用いて一体となるように固定される。スライドプレート１６
０は、ガイドプレート１５１のガイド溝１５２に沿って半径方向沿って摺動可能に嵌め入
れられるとともに、スライドプレート１６０に設けられた位置決めピンＰ１が、カム孔１
４３に挿入される。縦溝１５５とスライドプレート１６０に設けられたバネ孔１６０ａと
の間には、縦溝１５５に対してスライドプレート１６０を外方に向けて付勢するコイルバ
ネＣＳが装着されている。
【００３３】
　上記構成を備えることにより、ハンドルノブ１１０を時計方向（図中矢印Ｃ方向）に回
転させた場合には、位置決めピンＰ１がカム孔１４３の回転に沿って半径方向の外側に向
って移動する。これにより、図９に示すように、スライドプレート１６０およびガイド辺
１３０も半径方向の外側に向って移動することで、ピストンパッキン挿入用治具１００の
外径寸法を拡径させることができる。一方、ハンドルノブ１１０を反時計方向に回転させ
た場合には、ピストンパッキン挿入用治具１００の外径寸法を縮径させることができる。
【００３４】
　（ピストンパッキン押込み治具２００に採用される第２外形寸法可変機構）
　図１０から図１４を参照して、ピストンパッキン押込み治具２００に採用される第２外
形寸法可変機構構について説明する。図１０は、ピストンパッキン押込み治具２００の縦
断面図、図１１は、ピストンパッキン押込み治具を構成するカムプレート２１０の平面図
、図１２は、ピストンパッキン押込み治具を構成する底プレート２４０の平面図、図１３
は、図１２中のＸＩＩＩ－ＸＩＩＩ線矢視断面図、図１４は、ピストンパッキン押込み治
具２００の第２外形寸法可変機構を用いて外径寸法を拡大させた状態の縦断面図である。
【００３５】
　図１０を参照して、各押込み辺２２０の内側には、スライドプレート２３０が設けられ
ている。このスライドプレート２３０は、押込み辺２２０と一体に成形されてもよいし、
押込み辺２２０とは別体構造とし、ボルト等を用いて一体構造としてもよい。スライドプ
レート２３０の上端部は、半径方向に延びる細長形状を有し、後述する底プレート２４０
に設けられるガイド溝２４２（図１２参照）内を半径方向に沿ってスライド可能に設けら
れる。スライドプレート２３０の上側には、カムプレート２１０が位置している。カムプ
レート２１０の下方には、底プレート２４０が位置している。
【００３６】
　図１１を参照して、カムプレート２１０には、底プレート２４０を固定するために用い
られるボルトＢ１を通過させる円弧形状のボルト孔２１３が、同心円状に６カ所設けられ
ている。さらに、ボルト孔２１３の周囲には、同心円上に放射状に拡がる複数のカム孔２
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１２が設けられている。本実施の形態では、３０度ピッチで合計１２箇所にカム孔２１２
が設けられている。このカム孔２１２は、階段状に設けられ、合計５カ所に、後述の位置
決めピンＰ１が一次停止可能な停止領域２１２ｐが設けられている。よって、５段階に拡
径寸法を調節することができる。
【００３７】
　図１２および図１３を参照して、底プレート２４０は、円盤状のガイドプレート２４１
を有し、このガイドプレート２４１には、３０度ピッチで半径方向に延びるガイド溝２４
２が合計１２箇所に設けられている。ガイド溝２４２の間には、６０度ピッチで合計６箇
所に、ボルトＢ１を用いて、底プレート２４０にカムプレート２１０を固定するためのボ
ルト孔２４３が設けられている。
【００３８】
　再び図１０を参照して、カムプレート２１０、および、底プレート２４０は、ボルトＢ
１を用いて一体となるように固定される。スライドプレート２３０は、底プレート２４０
のガイド溝２４２に沿って半径方向沿って摺動可能に嵌め入れられるとともに、スライド
プレート２３０に設けられた位置決めピンＰ１が、カム孔２１２に挿入される。底プレー
ト２４０とスライドプレート２３０に設けられたバネ孔２３０ａとの間には、スライドプ
レート２３０を外方に向けて付勢するコイルバネＣＳが装着されている。
【００３９】
　上記構成を備えることにより、カムプレート２１０を時計方向（図中矢印Ｃ方向）に回
転させた場合には、位置決めピンＰ１がカム孔２１２の回転に沿って半径方向の外側に向
って移動する。これにより、図１４に示すように、スライドプレート２３０および押込み
辺２２０も半径方向の外側に向って移動することで、ピストンパッキン押込み治具２００
の外径寸法を拡径させることができる。一方、カムプレート２１０を反時計方向に回転さ
せた場合には、ピストンパッキン押込み治具２００の外径寸法を縮径させることができる
。
【００４０】
　（実施の形態２：ピストンパッキン締結装置３００）
　次に、図１５を参照して、ピストンパッキン締結装置３００の構成について説明する。
図１５は、ピストンパッキン締結装置３００の外観構成を示す全体斜視図である。
【００４１】
　上記実施の形態１に示したピストンパッキン装着用治具を用いてピストンパッキン２０
をピストンヘッド１の外周面に設けられた環状溝１ｇに装着した場合には、ピストンパッ
キン２０が一旦半径方向の外方に向けて引き伸ばされた状態となってる。そこで、本実施
の形態のピストンパッキン締結装置３００を用いて、ピストンパッキン２０の内径を縮め
る作業を行なうことが好ましい。
【００４２】
　ピストンパッキン締結装置３００は、ピストンヘッド１の胴体部に巻き付けられる寸法
矯正治具３１０と、寸法矯正治具３１０をピストンヘッド１の胴体部に締結ベルト３２０
と、締結ベルト３２０を締め付ける締付具３３０とを含む。寸法矯正治具３１０は、帯状
の部材を巻き付けた構造、半割状の部材を突き合わせる構造等の採用が考えられる。締結
ベルト３２０は、締結ベルト３２０に設けられた係合孔（ラック）に、締付具３３０に設
けられた爪部（ピニオン）が係合し、爪部を回転させることで締結ベルト３２０を締め付
ける構造を採用することができる。
【００４３】
　（実施の形態３：ピストンパッキン押込み治具４００）
　図１６から図２３を参照して、本実施の形態におけるピストンパッキン締結装置４００
の構成について説明する。図１６は、ピストンパッキン押込み治具４００の外観構成を示
す全体斜視図、図１７は、ピストンパッキン押込み治具４００の底面図、図１８は、ピス
トンパッキン押込み治具４００の外観構成を示す第１全体分解斜視図、図１９は、ピスト
ンパッキン押込み治具４００の外観構成を示す第２全体分解斜視図、図２０は、ピストン
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パッキン押込み治具４００の縦断面図、図２１は、図２０中のＸＸＩ－ＸＸＩ線矢視断面
図、図２２は、図２０中のＸＸＩＩ－ＸＸＩＩ線矢視断面図、図２３は、ピストンパッキ
ン押込み治具４００の押込み辺を最も拡径させた状態での外観構成を示す全体斜視図であ
る。
【００４４】
　上記実施の形態１において説明したピストンパッキン装着用治具と同様に、ピストンパ
ッキン締結装置４００は、ピストンパッキン挿入用治具１００とともに用いられる。ピス
トンパッキン挿入用治具１００およびピストンパッキン押込み治具４００を用いた、ピス
トンヘッド１の外周面に設けられた環状溝１ｇにピストンパッキン２０を装着する手順に
ついては、図２および図３に示した手順と同じであり、重複する説明は繰り返さないこと
とする。
【００４５】
　ピストンパッキン押込み治具４００は、周方向に沿って複数に分割された状態で配置さ
れ、それぞれ軸方向に沿って延びる弾性変形可能な押込み辺４２０を有している。本実施
の形態では、円周上６分割され、６枚の押込み辺４２０を有している。押込み辺４２０は
例えば樹脂成形品などからなる。
【００４６】
　本実施の形態のピストンパッキン押込み治具４００にも、上述のピストンパッキン押込
み治具２００と同様に、当該ピストンパッキン押込み治具４００の外径寸法を可変とする
第２外形寸法可変機構が設けられている。各押込み辺４２０の上端は、ベースプレート４
１０に移動可能である。図１６に示す状態は、ピストンパッキン押込み治具４００の外径
寸法は最も小さい寸法位置に設定されている。
【００４７】
　図１６から図１９を参照して、６枚の押込み辺４２０は、ベースプレート４１０に対し
て移動可能に保持されている。ベースプレート４１０の中心に設けられたハンドル４６０
を回転させることで、押込み辺４２０によって規定される円の径を拡大させたり縮径させ
たりすることを可能にする第２外形寸法可変機構が採用されている。ベースプレート４１
０には、ハンドル４６０を挟んで半径方向に張出す握手部４１０ａが一対設けられている
。ハンドル４６０は、把持部４６０ａと、後述の回転盤４７０に固定される回転軸４６０
ｂとを有する。
【００４８】
　図１７を参照して、ベースプレート４１０の裏面側には、円弧形状のガイド溝４１０ｈ
が同芯円上に６カ所設けられている。各ガイド溝４１０ｈは、一端側から他端側に向けて
ベースプレート４１０の回転中心ＰＣから徐々に遠ざかる円弧形状を有している。これに
より、押込み辺４２０は、小径位置と大径位置との選択が可能となる。
【００４９】
　図１８および図１９を参照して、押込み辺４２０は、中間領域に薄肉領域４２０ａ、上
端側に薄肉領域４２０ａよりも厚さが厚い上側厚肉領域４２０ｅを有する。同様に、下端
側にも薄肉領域４２０ａよりも厚さが厚い下側厚肉領域４２０ｃを有する。上側厚肉領域
４２０ｅには、後述する摺動ピン４３０を固定するための固定孔４２０ｈが設けられてい
る。下側厚肉領域４２０ｃは、下端に向う程その厚さが厚くなるテーパ形状を有している
。下側厚肉領域４２０ｃの外周面には、周方向に延びる溝４２０ｄが設けられている。
【００５０】
　ベースプレート４１０の裏面側には、回転盤４７０が設けられている。この回転盤４７
０は、ハンドル４６０の回転動作にともなって、ベースプレート４１０に対して、回転中
心ＰＣを中心に回転可能に設けられている。回転盤４７０の側面には、半径方向に延びる
ガイド孔４７０ｐが、円周方向に６カ所設けられている。
【００５１】
　押込み辺４２０の上端には、上方に突出するガイドピン４２０ｂが設けられ、このガイ
ドピン４２０ｂには、摺動リング４９０が嵌め入れられている。摺動リング４９０が嵌め



(10) JP 2018-69444 A 2018.5.10

10

20

30

40

入れられたガイドピン４２０ｂが、ベースプレート４１０の裏面側に設けられた円弧形状
のガイド溝４１０ｈに収容されている。
【００５２】
　押込み辺４２０の上側厚肉領域４２０ｅに設けられた固定孔４２０ｈには、半径方向に
延びる摺動ピン４３０の一端が固定ピン４８０（図２０参照）を用いて固定されている。
摺動ピン４３０の他端側は、上記した回転盤４７０の側面に設けられたガイド孔４７０ｐ
に摺動可能に収容されている。図１９に示すように、１８０度対向する位置の摺動ピン４
３０の外表面には、複数のリング溝４７０ｇが設けられている。
【００５３】
　図２０を参照して、リング溝４７０ｇが設けらた摺動ピン４３０の外表面には、ガイド
孔４７０ｐにおいて、摺動ピン４３０の軸方向に対して交差する方向方向に当接する位置
決めピン４９５が設けられている。この位置決めピン４９５は、位置決めピン４９５の軸
方向に向って弾性部材（図示省略）により摺動ピン４３０に向けて常に付勢されている。
【００５４】
　上記構成を備えるピストンパッキン押込み治具４００においては、ハンドル４６０を回
転させることにより、回転盤４７０が回転する。回転盤４７０の回転に伴なって押込み辺
４２０も回転する。押込み辺４２０は、その上端がベースプレート４１０の裏面側に設け
られたガイド溝４１０ｈに沿って移動する。同時に、摺動ピン４３０もガイド孔４７０ｐ
に沿って移動する。その結果、押込み辺４２０は、ハンドル４６０の回転方向に応じて、
半径方向の内側または外側に移動する。この際、位置決めピン４９５が当接する摺動ピン
４３０においては、位置決めピン４９５がリング溝４７０ｇに嵌り込むことで、段階的に
押込み辺４２０の位置決め状態を固定させることができる。
【００５５】
　図１６は、押込み辺４２０の位置が最も小径状態を示しており、図２３は、ハンドル４
６０を回転させることで、押込み辺４２０の位置が最も大径状態を示している。このよう
に、本実施の形態におけるピストンパッキン押込み治具４００によれば、ハンドル４６０
を回転させることのみで、容易に押込み辺４２０の位置を変更させることができる。
【００５６】
　今回開示された各実施の形態はすべての点で例示であって制限的なものではないと考え
られるべきである。本発明の範囲は上記した説明ではなくて特許請求の範囲によって示さ
れ、特許請求の範囲と均等の意味および範囲内でのすべての変更が含まれることが意図さ
れる。
【符号の説明】
【００５７】
　１　ピストンヘッド、１ｇ　環状溝、２０　ピストンパッキン、１００　ピストンパッ
キン挿入用治具、１００Ａ１　平行領域、１００Ａ２　テーパ領域、１００Ａ　第１外径
領域、１００Ｂ　第２外径領域、１１０　ハンドルノブ、１３０　ガイド辺、１４０，２
１０　カムプレート、１４２，１４４，２１３，２４３　ボルト孔、１４３，２１２　カ
ム孔、１４３ｐ，２１２ｐ　停止領域、１５０，２４０　底プレート、１５１，２４１　
ガイドプレート、１５２，２４２　ガイド溝、１５３　雌ネジ孔、１５４　コア部材、１
５５　縦溝、１６０，２３０　スライドプレート、１６０ａ，２３０ａ　バネ孔、２００
，４００　ピストンパッキン押込み治具、２２０，４２０　押込み辺、３００　ピストン
パッキン締結装置、３１０　寸法矯正治具、３２０　締結ベルト、３３０　締付具、４１
０　ベースプレート、４１０ａ　握手部、４１０ｈ　ガイド溝、４２０ａ　薄肉領域、４
２０ｂ　ガイドピン、４２０ｃ　下側厚肉領域、４２０ｄ　溝、４２０ｈ　固定孔、４２
０ｅ　上側厚肉領域、４３０　摺動ピン、４６０　ハンドル、４６０ａ　把持部、４６０
ｂ　回転軸、４７０　回転盤、４７０ｇ　リング溝、４７０ｐ　ガイド孔、４８０　固定
ピン、４９０　摺動リング、４９５　位置決めピン、Ｂ１　ボルト、ＣＳ　コイルバネ、
Ｐ１　位置決めピン。
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【図１２】
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【図１８】 【図１９】

【図２０】 【図２１】

【図２２】
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【図２３】

【手続補正書】
【提出日】平成29年10月3日(2017.10.3)
【手続補正１】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００５２
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００５２】
　押込み辺４２０の上側厚肉領域４２０ｅに設けられた固定孔４２０ｈには、半径方向に
延びる摺動ピン４３０の一端が固定ピン４８０（図２０参照）を用いて固定されている。
摺動ピン４３０の他端側は、上記した回転盤４７０の側面に設けられたガイド孔４７０ｐ
に摺動可能に収容されている。図１９に示すように、１８０度対向する位置の摺動ピン４
３０の外表面には、複数のリング溝４３０ｇが設けられている。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００５３
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００５３】
　図２０を参照して、リング溝４３０ｇが設けられた摺動ピン４３０の外表面には、ガイ
ド孔４７０ｐにおいて、摺動ピン４３０の軸方向に対して交差する方向に当接する位置決
めピン４９５が設けられている。この位置決めピン４９５は、位置決めピン４９５の軸方
向に向って弾性部材（図示省略）により摺動ピン４３０に向けて常に付勢されている。
【手続補正３】
【補正対象書類名】明細書
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【補正対象項目名】００５４
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００５４】
　上記構成を備えるピストンパッキン押込み治具４００においては、ハンドル４６０を回
転させることにより、回転盤４７０が回転する。回転盤４７０の回転に伴なって押込み辺
４２０も回転する。押込み辺４２０は、その上端がベースプレート４１０の裏面側に設け
られたガイド溝４１０ｈに沿って移動する。同時に、摺動ピン４３０もガイド孔４７０ｐ
に沿って移動する。その結果、押込み辺４２０は、ハンドル４６０の回転方向に応じて、
半径方向の内側または外側に移動する。この際、位置決めピン４９５が当接する摺動ピン
４３０においては、位置決めピン４９５がリング溝４３０ｇに嵌り込むことで、段階的に
押込み辺４２０の位置決め状態を固定させることができる。
【手続補正４】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００５７
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００５７】
　１　ピストンヘッド、１ｇ　環状溝、２０　ピストンパッキン、１００　ピストンパッ
キン挿入用治具、１００Ａ１　平行領域、１００Ａ２　テーパ領域、１００Ａ　第１外径
領域、１００Ｂ　第２外径領域、１１０　ハンドルノブ、１３０　ガイド辺、１４０，２
１０　カムプレート、１４２，１４４，２１３，２４３　ボルト孔、１４３，２１２　カ
ム孔、１４３ｐ，２１２ｐ　停止領域、１５０，２４０　底プレート、１５１，２４１　
ガイドプレート、１５２，２４２　ガイド溝、１５３　雌ネジ孔、１５４　コア部材、１
５５　縦溝、１６０，２３０　スライドプレート、１６０ａ，２３０ａ　バネ孔、２００
，４００　ピストンパッキン押込み治具、２２０，４２０　押込み辺、３００　ピストン
パッキン締結装置、３１０　寸法矯正治具、３２０　締結ベルト、３３０　締付具、４１
０　ベースプレート、４１０ａ　握手部、４１０ｈ　ガイド溝、４２０ａ　薄肉領域、４
２０ｂ　ガイドピン、４２０ｃ　下側厚肉領域、４２０ｄ　溝、４２０ｈ　固定孔、４２
０ｅ　上側厚肉領域、４３０　摺動ピン、４３０ｇ　リング溝、４６０　ハンドル、４６
０ａ　把持部、４６０ｂ　回転軸、４７０　回転盤、４７０ｐ　ガイド孔、４８０　固定
ピン、４９０　摺動リング、４９５　位置決めピン、Ｂ１　ボルト、ＣＳ　コイルバネ、
Ｐ１　位置決めピン。
【手続補正５】
【補正対象書類名】図面
【補正対象項目名】図１９
【補正方法】変更
【補正の内容】
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【図１９】

【手続補正６】
【補正対象書類名】図面
【補正対象項目名】図２０
【補正方法】変更
【補正の内容】
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【図２０】
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