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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
刃具と前記刃具を駆動するエアモータとを有する加工手段と、
前記加工手段を操作可能に支持する支持手段と、
前記加工手段と一体に構成され、前記エアモータから排出される排気エアを利用して前記
加工手段を前記支持手段に対して浮動させるフローティング機構と、
を含み、
前記フローティング機構は、
前記加工手段の一端部に固定されるブラケットと、
前記ブラケットと前記支持手段とによって囲まれる空間と、
前記空間に前記エアモータから排出された排気エアを導入する排気導入手段と、
を含み、
前記ブラケットは、
前記加工手段の一端部周縁に設けられた取付用フランジの取付面に固定される基部と、前
記基部の前記支持手段との対向面に立設され、前記加工手段の軸線回りに環状に形成され
た外周側壁部及び内周側壁部と、を有し、
前記空間は、
前記ブラケットの前記外周側壁部の端面と前記内周側壁部の端面とを前記支持手段に密着
させることにより前記ブラケットと前記支持手段との間に形成される環形のエア室である
ことを特徴とする加工装置。
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【請求項２】
前記ブラケットは、
加工時の反力によって前記支持手段に当接される当接部材を有することを特徴とする請求
項１に記載の加工装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、エアモータを備える加工装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　エアモータを備える加工装置として、例えば、特許文献１に記載された面取り装置が知
られている。一般に、面取り装置は、加工の対象となる穴に対して略円錐形の面取り工具
を倣わせる（心出しする）ためのフローティング機構を備えている。このようなフローテ
ィング機構には、複数個のベアリングが組み合わされて構成されたものが知られているが
、構造が複雑化するため、設備コストが増大する。また、加工ユニットとフローティング
ユニット（フローティング機構）とを別個に製作して両ユニットを組み合わせる場合、加
工の前段階で両ユニットを同期させるための厳密な調整が必要であり、工数が発生する。
このため、フローティングユニット（フローティング機構）の構造の簡易化が要望されて
いた。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開平８－２９４８１１号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　そこで本発明は、上記事情に鑑みてなされたもので、構造が簡易で、且つ安価な加工装
置を提供することを課題としてなされたものである。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　上記課題を解決するために、本発明の加工装置は、刃具と前記刃具を駆動するエアモー
タとを有する加工手段と、前記加工手段を操作可能に支持する支持手段と、前記加工手段
と一体に構成され、前記エアモータから排出される排気エアを利用して前記加工手段を前
記支持手段に対して浮動させるフローティング機構と、を含み、前記フローティング機構
は、前記加工手段の一端部に固定されるブラケットと、前記ブラケットと前記支持手段と
によって囲まれる空間と、前記空間に前記エアモータから排出された排気エアを導入する
排気導入手段と、を含み、前記ブラケットは、前記加工手段の一端部周縁に設けられた取
付用フランジの取付面に固定される基部と、前記基部の前記支持手段との対向面に立設さ
れ、前記加工手段の軸線回りに環状に形成された外周側壁部及び内周側壁部と、を有し、
前記空間は、前記ブラケットの前記外周側壁部の端面と前記内周側壁部の端面とを前記支
持手段に密着させることにより前記ブラケットと前記支持手段との間に形成される環形の
エア室であることを特徴とする。
【０００６】
（発明の態様）
　以下に、本願において特許請求が可能と認識されている発明（以下、請求可能発明と称
する）の態様を例示し、例示された各態様について説明する。ここでは、各態様を、特許
請求の範囲と同様に、項に区分すると共に各項に番号を付し、必要に応じて他の項の記載
を引用する形式で記載する。これは、請求可能発明の理解を容易にするためであり、請求
可能発明を構成する構成要素の組み合わせを、以下の各項に記載されたものに限定する趣
旨ではない。つまり、請求可能発明は、各項に付随する記載、実施形態の記載等を参酌し
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て解釈されるべきであり、その解釈に従う限りにおいて、各項の態様にさらに他の構成要
素を付加した態様も、また、各項の態様から構成要素を削除した態様も、請求可能発明の
一態様となり得る。
　なお、以下の各項において、（１）～（２）項の各々が、特許請求の範囲に記載した請
求項１～４の各々に相当する。
【０００７】
　（１）刃具と刃具を駆動するエアモータとを有する加工手段と、加工手段を操作可能に
支持する支持手段と、加工手段と一体に構成され、エアモータから排出される排気エアを
利用して加工手段を支持手段に対して浮動させるフローティング機構と、を含み、フロー
ティング機構は、加工手段の一端部に固定されるブラケットと、ブラケットと支持手段と
によって囲まれる空間と、空間にエアモータから排出された排気エアを導入する排気導入
手段と、を含み、ブラケットは、加工手段の一端部周縁に設けられた取付用フランジの取
付面に固定される基部と、基部の支持手段との対向面に立設され、加工手段の軸線回りに
環状に形成された外周側壁部及び内周側壁部と、を有し、空間は、ブラケットの外周側壁
部の端面と内周側壁部の端面とを支持手段に密着させることによりブラケットと支持手段
との間に形成される環形のエア室である加工装置。
　本項に記載の加工装置によれば、フローティング機構を加工手段と一体に構成したので
、加工時に被加工物から刃具へ入力される反力による加工手段の移動にフローティング機
構を追従させることができる。これにより、加工の前段階で実施される加工手段とフロー
ティング機構とを同期させるための調整を簡易化することができ、工数を削減することが
できる。
　また、エアモータの排気エアを利用して加工手段を浮動させるようにフローティング機
構を構成したので、例えば、複数個のベアリングを組み合わせて構成されたフローティン
グ機構と比較した場合、構造を簡易化することが可能であり、設備コストを削減すること
ができる。
　さらに、フローティング機構は、大気中に放出されていたエアモータの排気エアが持つ
エネルギーを有効利用するので、加工装置のエネルギー効率を向上させることができる。
　ブラケットと支持手段とによって囲まれた空間（以下、エア室という）には、排気導入
手段によってエアモータからの排気エアが導入される。これにより、エア室の内部圧力は
大気圧よりも高くなり、エア室の内部圧力がある程度まで高まると、エア室の内部圧力に
よって加工手段及びフローティング機構が支持手段に対して僅かに浮き上がる。これによ
り、エア室に導入された排気エアは、ブラケットと支持手段との間に形成された僅かな隙
間から大気中へ排出される。この状態では、ブラケットと支持手段との接触面圧が低下し
ているので、加工時に被加工物から刃具へ入力される反力に応じて加工装置及びブラケッ
ト（以下、加工ユニットという）を支持手段上で容易に移動させることが可能であり、例
えば、刃具が面取り工具である場合、面取り工具を加工の対象となる穴に対して心出しす
ることができる。
　ブラケットの基部の支持手段との対向面、すなわち、ブラケットの基部における、加工
手段の取付用フランジに密着させる側の面（ブラケットの基部の上面）とは反対側の面（
ブラケットの基部の下面）の、外周側壁部と内周側壁部との間には、環形の溝部が形成さ
れる。エア室は、ブラケットの外周側壁部の端面と内周側壁部の端面とを支持手段に密着
させ、ブラケットの溝部の環形の開口を支持手段によって閉塞させることで構成される。
　そして、ブラケットの基部の下面に設けられて外周側壁部と内周側壁部との間に形成さ
れた溝部の底面（ブラケットの下面）には、ブラケットと加工手段の取付用フランジとを
軸線方向（上下方向）へ貫通してエアモータの排気エアがエア室に導入される排気導入穴
を開口させる。なお、排気導入穴は、必要に応じて配置することができ、例えば、４個の
排気導入穴を周方向へ等間隔（９０°間隔）に配置することができる。
【０００８】
　（２）ブラケットは、加工時の反力によって支持手段に当接される当接部材を有する（
２）、（１）の加工装置。
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　本項に記載の加工装置によれば、加工時の反力によって当接部材を支持手段に当接させ
ることにより、刃具から被加工物へ加工力を付与することができる。この場合、例えば、
ブラケットの基部の下面から支持手段を貫通して延びる円筒形のボス部をブラケットの基
部と一体に設けておいて、このボス部の下端部に取り付けた当接部材を支持手段に当接さ
せるように構成することで、刃具から被加工物へ加工力を付与することができる。
【０００９】
　（３）ブラケットと支持手段との相対移動を規制する規制手段を含む（１）～（２）の
加工装置。
　本項に記載の加工装置によれば、規制手段は、例えば、ブラケットの基部の下面に少な
くとも１本のピン部材（平行ピン等）を立設しておいて、各ピン部材の突出部分を支持手
段に設けられた相対する各規制穴に係合させることで構成することができる。この場合、
規制手段のピン部材の外径と規制穴の内径とを適宜設定することにより、ブラケット、延
いては、加工手段と支持手段との許容される相対移動量を設定（規制）することができる
。
【００１０】
（４）支持手段は、加工手段を支持する支持部材と、支持部材を少なくとも上下方向へ操
作することが可能な汎用機と、を含む（１）～（３）の加工装置。
　本項に記載の加工装置によれば、汎用機によって、支持部材、延いては、加工手段を操
作する（移動させる）ことができるので、既存の設備を有効利用することができ、設備コ
ストを低く抑えることが可能になる。また、例えば、手動でドリルユニットが昇降するボ
ール盤に支持部材を取り付けることにより、本項に記載の加工装置を手作業による工程に
も適用することが可能になる。
【発明の効果】
【００１１】
　本発明によれば、構造が簡易で、且つ安価な加工装置を提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１２】
【図１】本実施形態に係る加工装置の一部を断面で示す正面図であって、特に、停止状態
を示す図である。
【図２】本実施形態に係る加工装置の一部を断面で示す正面図であって、特に、図１の停
止状態からエアモータへ作動エアが供給された状態を示す図である。
【図３】本実施形態に係る加工装置の一部を断面で示す正面図であって、特に、加工状態
を示す図である。
【図４】本実施形態のブラケットの下面図である。
【図５】本実施形態のブラケットの上面図である。
【図６】本実施形態の規制手段を説明するための図である。
【発明を実施するための形態】
【００１３】
　本発明の一実施形態を添付した図を参照して説明する。
　以下、スピンドルユニット２（加工手段）を備える加工装置１を説明する。なお、本実
施形態では、エアモータ３によってスピンドルが回転駆動される市販の典型的なスピンド
ルユニット２が用いられる。ここでは、明細書の記載を簡潔にすることを目的に、スピン
ドルユニット２の詳細な構造についての説明を省略する。
【００１４】
　図１に示されるように、加工装置１は、スピンドルユニット２と、該スピンドルユニッ
ト２を支持する支持アーム４（支持手段）と、スピンドルユニット２を支持アーム４に対
して浮動させるフローティング機構５と、を含む。スピンドルユニット２は、有底円筒形
のケーシング６と、該ケーシング６の開口側（図１における下側）端部に設けられた取付
用フランジ７と、を有する。ケーシング６の底部には、エアモータ３の給気ポート８と排
気ポート９とが配設されている。また、ケーシング６には、先端部に刃具（本実施形態で
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は、面取り工具１０）を装着可能なスピンドルが収容されている。
【００１５】
　フローティング機構５は、スピンドルユニット２の取付用フランジ７に取り付けられる
ブラケット１１を有する。ブラケット１１は、取付用フランジ７と同一の外径を有する略
円板形の基部１２と、基部１２の下面１２ａ、すなわち、スピンドルユニット２の取付用
フランジ７に密着させる側の面（基部１２の上面１２ｂ）とは反対側の面に設けられてブ
ラケット１１の軸線、延いては、スピンドルユニット２の軸線に対して同軸上に配置され
る円筒形のボス部１３と、を含む。なお、ボス部１３の先端部（図１における下端部）の
外周面には、後述する当接部材２９を装着するためのねじ部１８が形成されている。
【００１６】
　図４にも示されるように、ブラケット１１は、基部１２の下面１２ａの外周縁部に設け
られて所定高さH1（図６参照）を有する環形の外周側壁部１４と、該外周側壁部１４とボ
ス部１３との間に設けられて外周側壁部１４に対して同心に配置された外周側壁部１４と
同じ高さH1を有する環形の内周側壁部１５と、を含む。これにより、ブラケット１１の基
部１２の下面１２ａの外周側には、環形の溝部１６が形成される。また、ブラケット１１
の基部１２の中央には、面取り工具１０の軸を挿通させるための刃具挿通用穴１７が設け
られる。なお、刃具挿通用穴１７は、ボス部１３の内周面に連続して形成されており、ボ
ス１３の内周面と同時に加工することができる。
【００１７】
　なお、本実施形態で用いられるスピンドルユニット２の取付用フランジ７には、ケーシ
ング６（スピンドルユニット２）を固定するためのボルトを挿通させるための複数個（本
実施形態では４個）のボルト挿通用穴が設けられており、図５に示されるように、ブラケ
ット１１の基部１２の上面１２ｂには、各ボルト挿通用穴に相対する複数個のねじ穴１９
が設けられている。そして、スピンドルユニット２の取付用フランジ７とブラケット１１
とを重ね合わせて、各ボルト挿通用穴に挿入した各ボルトを相対する各ねじ穴１９に螺合
させて締め付けることにより、ブラケット１１をスピンドルユニット２の取付用フランジ
７に固定することができる。
【００１８】
　図１に示されるように、支持アーム４（支持手段）は、水平に延びてブラケット１１の
基部１２の外径よりも大きい幅（図１における奥行き方向の寸法）を有するプレートによ
って構成される。支持アーム４の基端部（図１における右側の端部）は、支持アーム４を
少なくとも上下方向へ操作する（移動させる）ことが可能な少なくとも１軸の汎用の自動
送り装置（支持手段）に取り付けられる。支持アーム４の先端部（図１における左側の端
部）には、ブラケット１１のボス部１３を挿通させるためのボス部挿通用穴２０が設けら
れている。なお、ボス部挿通用穴２０の内径は、面取り工具１０と加工の対象となるワー
ク２１の穴２２とを心出し可能な許容心ずれ量を考慮してボス部１３との隙間S1を設定す
ることで決定することができる。
【００１９】
　フローティング機構５は、ブラケット１１のボス部１３を支持アーム４のボス部挿通用
穴２０に挿通させて、ブラケット１１の外周側壁部１４の端面１４ａ（図４参照）と内周
側壁部１５の端面１５ａ（図４参照）とを支持アーム４の上面４ｂに密着させることによ
り、ブラケット１１と支持アーム４との間に形成されたエア室２３（空間）を有する。こ
のエア室２３は、溝部１６と支持アーム４の上面４ｂとによって囲まれた高さがH1の環形
の空間である。
【００２０】
　フローティング機構５は、排気ポート９から排出されたエアモータ３の排気エアをエア
室２３へ導入するための複数個（本実施形態では、４個）の排気導入穴２４（排気導入手
段）を含む。各排気導入穴２４は、一端がスピンドルユニット２の取付用フランジ７の環
形面７ａに開口するとともに他端がブラケット１１の溝部１６の底面（図４参照）に開口
し、スピンドルユニット２の取付用フランジ７とブラケット１１の基部１２とを軸線方向
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（図１における上下方向）へ貫通する。なお、エアモータ３の排気ポート９に接続された
排気側エアチューブ２５は４つに分岐され、分岐された各エアチューブ２５は各排気導入
穴２４の一端に設けられた各ポート２６に接続される。
【００２１】
　フローティング機構５は、ブラケット１１、延いては、スピンドルユニット２と、支持
アーム４との水平方向（軸直角方向）への相対移動を規制する規制手段を有する。図６に
示されるように、規制手段は、ブラケット１１の基部１２の下面１２ａに形成された溝部
１６の底面１６ａに立設されたピン部材２７と、支持アーム４の上面４ｂに設けられてピ
ン部材２７の突出部分が係合される規制穴２８と、によって構成される。なお、ピン部材
２７は、溝部１６の底面１６ａから高さH2だけ突出しており、この高さH2は、溝部１６の
深さ、すなわち、外周側壁部１４及び内周側壁部１５の高さH1よりも高く設定される（H2
＞H1）。また、規制穴２８の内径は、上述したボス部１３とボス部挿通用穴２０との隙間
S1に基づき、ピン部材２７の外径に対して決定することができる。さらに、規制手段は、
複数本のピン部材２７と各ピン部材２７に相対する各規制穴２８とによって構成すること
もできる。
【００２２】
　フローティング機構５は、ブラケット１１のボス部１３に装着される環形の当接部材２
９を含む。当接部材２９の内周部にはねじ穴３０が設けられており、該ねじ穴３０をボス
部１３のねじ部１８に螺合させることにより、支持アーム４のボス部挿通用穴２０に挿通
したボス部１３の先端部に当接部材２９を装着することができる。そして、図３に示され
るように、加工時（面取り加工時）には、当接部材２９の上面２９ａを支持アーム４の下
面４ａに当接させることにより、面取り工具１０をワーク２１に押し付ける、すなわち、
軸方向への加工力を発生させることができる。
【００２３】
　次に、本実施形態の作用を説明する。なお、添付した図面は、説明の理解を容易にする
ことを目的に、各部材間の隙間等を誇張して記載してある。
　図１は、前工程で穴２２が加工されたワーク２１が加工装置１にセットされた状態を示
す。この状態では、多くの場合、加工装置１の位置決め精度、前工程の穴あけ加工装置の
精度等に起因して、スピンドルユニット２（加工手段）、延いては、面取り工具１０（刃
具）は、ワーク２１の穴２２に対して心ずれしている。
【００２４】
　この状態で、加工装置１の加工スタートボタンが操作されると、エア供給源から給気側
エアチューブ３１を介してスピンドルユニット２のエアモータ３へ作動エアが供給され、
作動エアは、スピンドルユニット２のスピンドルを回転させるのに使用された後、エアモ
ータ３の排気ポート９から排気される。この排気エアは、分岐された排気側エアチューブ
２５及び各排気導入穴２４を介して、ブラケット１１と支持アーム４（支持手段）との間
に形成されたエア室２３（空間）へ導入される。
【００２５】
　この状態では、図２に示されるように、エア室２３のエア（排気エア）が、外周側壁部
１４の端面１４ａと支持アーム４の上面４ｂとの間から大気中へ放出されるとともに、内
周側壁部１５の端面１５ａと支持アーム４の上面４ｂとの間、ボス部１３とボス部挿通用
穴２０との間を経由して支持アーム４の下面４ａと当接部材２９の上面２９ａとの間から
大気中へ放出されることにより、エア室２３は略一定の圧力に保たれ、これにより、ブラ
ケット１１と一体のスピンドルユニット２は、支持アーム４上で浮動可能、すなわち、水
平方向成分の外力が入力されることにより、規制手段によって規制された範囲内で支持ア
ーム４に対して水平方向へ移動可能である。
【００２６】
　この状態で、支持アーム４を下降させると、面取り工具１０が穴２２に対して心ずれし
ていることから、面取り工具１０は、穴２２の周縁の一部に接触（点接触）する。これに
より、面取り工具１０には、心出し方向、すなわち、軸線が穴２２の中心線に近づく方向
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への力F1が作用し、この力F1によって、スピンドルユニット２、延いては、面取り工具１
０は、心出し方向へ移動して穴２２に対して心出しされる。そして、この状態で、支持ア
ーム４をさらに下降させると、図３に示されるように、支持アーム４がブラケット１１に
当接し、これにより面取り工具１０がワーク２１（穴２２）に押し付けられて軸線方向（
図３における下方向）の加工力F2が発生する。
【００２７】
　なお、図３に示される加工時においては、図２に示される心出し時と比較して、外周側
壁部１４の端面１４ａと支持アーム４の上面４ｂとの隙間が大きくなるので、エアモータ
３の排気ポート９に作用する背圧が小さくなり、エアモータ３の排気の抜けが良好になる
。これにより、エアモータ３、延いては、スピンドルユニット２の加工能力を確保するこ
とができる。
【００２８】
　この実施形態では以下の効果を奏する。
　本実施形態によれば、スピンドルユニット２（加工手段）とフローティング機構５とを
一体に構成したので、従来、加工の前段階で実施されていた、スピンドルユニット２とフ
ローティング機構５とを同期させるための調整を廃止、若しくは簡易化することができ、
工数を削減することができる。
　また、エアモータ３の排気エアを利用してスピンドルユニット２を浮動させるようにフ
ローティング機構５を構成したので、例えば、複数個のベアリングを組み合わせて構成さ
れた従来技術の複雑な機構と比較して、構造を簡易化することができ、その結果、設備コ
ストを削減することができる。
　そして、フローティング機構５は、大気中に放出されていたエアモータ３の排気エアが
持つエネルギーを有効利用するので、加工装置１のエネルギー効率を向上させることがで
きる。
【００２９】
　また、本実施形態によれば、支持アーム４（支持手段）を上下に移動させる構造を有す
る装置に適用することができるので、既存の設備に適用が可能であり、極めて汎用性が高
い。さらに、ボール盤等の手動の装置にも適用が容易であり、手作業による工程にも幅広
く適用が可能である。
　なお、本実施形態では、スピンドルユニット２のスピンドルに刃具として面取り工具１
０を装着した態様を説明したが、刃具をこれに限定することを意図していない。
【符号の説明】
【００３０】
１　加工装置、２　スピンドルユニット（加工手段）、３　エアモータ、４　支持アーム
（支持手段）、５　フローティング機構、７　取付用フランジ、１０　面取り工具（刃具
）、１１　ブラケット、１２　基部、１３　ボス部、１４　外周側壁部、１５　内周側壁
部、２３　エア室（空間）、２９　当接部材
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