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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　コンポーネントのフランジを折りたたむためのフランジ加工プレス機であって、前記フ
ランジ加工プレス機は静止状態で配置され、少なくとも、
　（ａ）フランジ（Ｃ）を折りたたむために、その上において、コンポーネント（Ｂ）が
プレス方向（Ｆ）においてプレスされることができるように、フランジ加工ベッド（１１
）を備えるベース構造（１）と、
　（ｂ）前記フランジ（Ｃ）を折りたたむためのフランジ加工ダイ（２１）を装備する、
フランジ加工ダイユニット（２）と、
　（ｃ）折りたたむことを目的として、前記コンポーネント（Ｂ）に作用するプレス力を
発生させるためのプレスドライブ（６０）と、を含み
　（ｄ）前記フランジ加工ダイ（２１）および前記フランジ加工ベッド（１１）は、プレ
ス力を働かせるために、前記プレスドライブ（１４、６０）の手段によって前記プレス方
向（Ｆ）に互いに対して移動可能であり、
　（ｅ）前記プレスドライブ（６０）は、圧力流体で充填されることができるふいご（６
０）であって、圧力が加えられた時に前記フランジ加工ダイユニット（２）あるいは前記
フランジ加工ベッド（１１）に前記プレス方向（Ｆ）に作用し、これにより少なくとも幾
分かのプレス力を発生するふいご（６０）を含み、
　（ｆ）前記プレスふいご（６０）は、前記プレス方向（Ｆ）を横断する方向に延び、圧
力流体で充填されることができる、ふいごエリア（６２）を含み、
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　（ｇ）前記フランジ加工プレス機は、ヘミング加工中に前記コンポーネント（Ｂ）を押
さえつけるためのサプレッサ（３）をさらに含み、
　前記サプレッサ（３）は、
　　空間的に移動可能なアクチュエータに取り付けるための取り付けデバイス（３４）と
、
　　前記コンポーネント（Ｂ）が前記フランジ加工プレス機に移動されることができ、か
つ、前記サプレッサ（３）の手段によって前記フランジ加工ベッド（１１）に位置させる
ことができるように、前記コンポーネント（Ｂ）を保持するための保持デバイスを含み、
　（ｈ）前記ベース構造（１）あるいは前記フランジ加工ダイユニット（２）は、ガイド
要素（１５）を含み、
　前記サプレッサ（３）は、前記コンポーネント（Ｂ）を挿入している間、前記ガイド要
素（１５）と前記サプレッサ（３）のガイドカウンタ要素（３５）との間のガイド係合の
手段によって、前記サプレッサ（３）を前記フランジ加工ベッド（１１）に対してガイド
するガイドカウンタ要素（３５）を含むことを特徴とする、フランジ加工プレス機。
【請求項２】
　前記ふいごエリア（６２）は、前記プレスふいご（６０）が加圧空気を２０バール以下
の圧力で届ける加圧空気源に接続された時にフランジ加工に必要なプレス力が前記プレス
ふいご（６０）を通じて加えられることができるように、十分に広いこと特徴とする、請
求項１に記載のフランジ加工プレス機。
【請求項３】
　前記プレスふいご（６０）は、
　前記フランジ加工ダイユニット（２）から離れる方に向かう前記フランジ加工ベッド（
１１）の裏側、あるいは、
　前記フランジ加工ベッド（１１）から離れる方に向かう前記フランジ加工ダイユニット
（２）の裏側に配置されることを特徴とする、請求項１あるいは２のいずれか１項に記載
のフランジ加工プレス機。
【請求項４】
　請求項１～３のいずれか１項に記載のフランジ加工プレス機であって、以下の特徴のう
ち少なくとも１つを有するフランジ加工プレス機：
　（ｉ）前記プレスふいご（６０）は、前記フランジ加工ベッド（１１）あるいは前記フ
ランジ加工ダイユニット（２）に、前記プレス方向（Ｆ）に直接作用する、
　（ｉｉ）前記プレスふいご（６０）は、前記プレス方向（Ｆ）および反プレス方向に移
動可能であるように前記フランジ加工ベッド（１１）、あるいは、前記ベース構造（１）
の枠組み（１３）上の前記フランジ加工ダイユニット（２）のいずれかを支持する。
【請求項５】
　前記ベース構造（１）は、枠組み（１３）および前記枠組み（１３）に対し前記プレス
方向（Ｆ）に移動可能であるベアリング構造（１０）を含み、
　前記フランジ加工ベッド（１１）は、前記ベアリング構造（１０）の、前記フランジ加
工ダイユニット（２）に向かう前側に配置され、
　前記プレスふいご（６０）は、前記ベアリング構造（１０）の、前記フランジ加工ダイ
ユニット（２）から離れる方に向かう裏側に配置されることを特徴とする、請求項１～４
のいずれか１項に記載のフランジ加工プレス機。
【請求項６】
　前記プレスふいご（６０）は、フレキシブルふいご壁（６１）、第１ふいご搭載構造（
６２、６３）、および第２ふいご搭載構造（６２、６３）を含み、これらのうちの１つは
、圧力流体が充填されることができる前記ふいごエリア（６２）を形成可能であり、
　前記フレキシブルふいご壁（６１）は、プレス加工軸線（Ｆ）を囲み、
　前記第１ふいご搭載構造（６２、６３）は、前記フレキシブルふいご壁（６１）の一方
のエンドに面する側に配置され、前記第２ふいご搭載構造（６２、６３）は、前記フレキ
シブルふいご壁（６１）の他方のエンドに面する側に配置され、
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　前記ふいご搭載構造（６２、６３）は、それぞれ、流体シールにて、前記フレキシブル
ふいご壁（６１）に固定されて接続されることを特徴とする、請求項１～５のいずれか１
項に記載のフランジ加工プレス機。
【請求項７】
　少なくとも前記ふいご搭載構造（６２、６３）のうちの１つが、各前記ふいご搭載構造
（６２、６３）をエンドに面する視点で見た時に、前記プレス加工軸線（Ｆ）の周りを円
周方向に、外周に沿ってのみ、あるいは薄片の形式で、ふいご壁（６１）のエンドに面す
る側端部の輪郭に追従していることを特徴とする、請求項６に記載のフランジ加工プレス
機。
【請求項８】
　前記フレキシブルふいご壁（６１）は少なくとも前記プレスふいご（６０）が圧力が加
えられた時にリングを形成し、リングは、円形リング、あるいは前記コンポーネント（Ｂ
）の平面視において非円形に延長する前記フランジ（Ｃ）の輪郭に適合する円形リングと
することができることを特徴とする、請求項６あるいは７のいずれか１項に記載のフラン
ジ加工プレス機。
【請求項９】
　前記ベース構造（１）および前記フランジ加工ダイユニット（２）に対し前記プレス方
向（Ｆ）および反プレス方向に移動可能であるストロークベアリング構造（１１０）をさ
らに含み、
　前記プレスふいご（６０）は、前記ストロークベアリング構造（１１０）および前記プ
レスふいご（６０）が一体的に前記ベース構造（１）および前記フランジ加工ダイユニッ
ト（２）に対して移動することによって前記プレスふいご（６０）の伸長ストロークを短
くできるように、間接的あるいは直接的に前記ストロークベアリング構造（１１０）に支
持され、かつ、前記ストロークベアリング構造（１１０）と共に移動可能であることを特
徴とする、請求項１～８のいずれか１項に記載のフランジ加工プレス機。
【請求項１０】
　１つあるいはそれ以上のフィラー体（１０９）が圧力流体が充填されることができる前
記プレスふいご（６０）の内部スペースに配置されており、少なくとも１つの前記フィラ
ー体（１０９）は、その他の点では同等のフィラー体無しの内部スペースに比較して、前
記フランジ加工プレス機が作動中に必要な圧力流体の量を減少するために、最大に伸長さ
れた前記プレスふいご（６０）に対し少なくとも４０％以上内部スペースの容積を減少す
ることを特徴とする、請求項１～９のいずれか１項に記載のフランジ加工プレス機。
【請求項１１】
　請求項６～８のいずれか１つの第１ふいご搭載構造（６２、６３）は、枠組み（１３）
あるいは請求項９または１０の前記ストロークベアリング構造（１１０）に取り付けられ
、
　前記フランジ加工ベッド（１１）あるいは前記フランジ加工ダイユニット（２）のいず
れかは、第２ふいご搭載構造（６２、６３）により支持されることを特徴とする、請求項
９または１０に記載のフランジ加工プレス機。
【請求項１２】
　請求項１～１１のいずれか１項に記載のフランジ加工プレス機であって、
　別のプレスふいご（６０）をさらに含み、
　少なくとも２つのプレスふいご（６０）が前記プレス方向（Ｆ）に重ねて配置されるか
、あるいは隣同士に配置され、以下の特徴が少なくとも１つ含まれる、
　（ｉ）前記プレスふいご（６０）は、互いに独立して、同じあるいは異なる圧力流体を
装填され、あるいは圧力から解放される、
　（ｉｉ）前記プレスふいご（６０）は、同じ前記プレス方向（Ｆ）において軸方向に延
びるか、あるいは互いに反対の前記プレス方向（Ｆ）において軸方向に延びるように配置
される。
【請求項１３】
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　追加ドライブ（６９）が、前記プレスふいご（６０）に加えて設けられ、
　前記追加ドライブ（６９）は、前記フランジ加工ベッド（１１）に結合されて前記フラ
ンジ加工ベッド（１１）を前記プレス方向（Ｆ）あるいは反プレス方向に移動可能である
か、前記フランジ加工ダイユニット（２）に結合されて前記フランジ加工ダイユニット（
２）をプレス方向（Ｆ）あるいは反プレス方向に移動可能であるかのいずれか１つである
ことを特徴とする、請求項１～１２のいずれか１項に記載のフランジ加工プレス機。
【請求項１４】
　前記フランジ加工ベッド（１１）あるいは前記フランジ加工ダイユニット（２）は、前
記プレスふいご（６０）上に配置され、前記フランジ（Ｃ）を折りたたむために前記プレ
スふいご（６０）の手段によって持ち上げられることができ、
　前記プレスふいご（６０）は、前記フランジ加工ベッド（１１）あるいは前記フランジ
加工ダイユニット（２）を再度下降するために、重力によって、あるいは追加ドライブ（
６９）の手段によって圧力から解放されることができることを特徴とする、請求項１～１
３のいずれか１項に記載のフランジ加工プレス機。
【請求項１５】
　前記フランジ加工ダイユニット（２）は、前記フランジ加工ベッド（１１）から離れる
方向に向かう前記フランジ加工ダイユニット（２）の裏側から、前記コンポーネント（Ｂ
）を前記フランジ加工ベッド（１１）に挿入できるパッセージ（２０ａ）を含み、
　前記フランジ加工ダイ（２１）は、前記パッセージ（２０ａ）を部分的にあるいは３６
０°にわたって完全に囲む前記フランジ加工ダイユニット（２）の内周（２８）に配置さ
れることを特徴とする、請求項１～１４のいずれか一項に記載のフランジ加工プレス機。
【請求項１６】
　複数の前記フランジ加工ダイ（２１）は、内周（２８）に沿って隣同士に配置でき、
　前記フランジ加工ダイユニット（２）は、前記パッセージ（２０ａ）を少なくとも部分
的に、フレームのように囲む、フレーム状のベアリング構造（２０）を含むことを特徴と
する、請求項１５に記載のフランジ加工プレス機。
【請求項１７】
　前記内周（２８）は、前記フランジ（Ｃ）の外形に近似するように外形に追従し、前記
フランジ加工ベッド（１１）を軸方向に投影すると、前記フランジ（Ｃ）の全長にわたっ
て、前記フランジ（Ｃ）の外形からの距離（ｄ）が８ｃｍ以下であることを特徴とする、
請求項１５に記載のフランジ加工プレス機。
【請求項１８】
　前記フランジ加工ダイ（２１）は前記フランジ加工ダイユニット（２）に対しプレス方
向（Ｆ）を横断する方向に移動可能であり、
　フランジ加工ダイドライブ（２２）は、前記フランジ加工ダイ（２１）を、前記プレス
方向（Ｆ）を横断する方向に動かすために、前記フランジ加工ダイ（２１）に結合されて
いることを特徴とする、請求項１～１７のいずれか１項に記載のフランジ加工プレス機。
【請求項１９】
　前記フランジ加工ダイユニット（２）は、部分的にあるいは好ましくは完全に３６０°
にわたってプレス加工軸線（Ｆ）の円周の周りに延長する内周（２８）を示す前記ベアリ
ング構造（２０）と、前記フランジ（Ｃ）を折りたたむための複数の前記フランジ加工ダ
イ（２１）とを含み、
　複数の前記フランジ加工ダイ（２１）は、前記プレス方向（Ｆ）においてベアリング構
造（２０）に支持され、前記内周（２８）に沿って隣同士に配置され、前記ベアリング構
造（２０）に対し、前記プレス方向（Ｆ）を横断する方向と前記内周（２８）を横断する
方向とに、異なる横断方向（Ｑｉ）に、移動可能であることを特徴とする、請求項１～１
８のいずれか１項に記載のフランジ加工プレス機。
【請求項２０】
　前記フランジ加工ダイ（２１）はそれぞれ、前記フランジ（Ｃ）が折りたたまれている
時に前記フランジ（Ｃ）にプレス力を働かせ、前記プレス方向（Ｆ）において前記ベアリ
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ング構造（２０）の前記内周（２８）に支持され、
　各前記フランジ加工ダイ（２１）のプレス力と前記内周（２８）との間の距離は、そし
てこれによって前記フランジ加工ダイ（２１）ごとの各有効応力中心距離は、前記横断方
向（Ｑｉ）に計測された、８ｃｍ以下の長さを有することを特徴とする、請求項１９に記
載のフランジ加工プレス機。
【請求項２１】
　前記フランジ加工ベッド（１１）は、第１当接部（１０１、１０２）に対して、プレス
方向（Ｆ）および反プレス方向に移動しないように接続され、
　前記フランジ加工ダイ（２１）は、第２当接部（１０３、１０４）に対して、プレス方
向（Ｆ）および反プレス方向に移動しないように接続され、
　前記フランジ加工ベッド（１１）あるいは前記フランジ加工ダイ（２１）は、前記当接
部（１０１、１０２、１０３、１０４）が前記フランジ（Ｃ）を折りたたむために互いに
当接するまで、前記ベース構造（１）の枠組み（１３）に対して、前記プレス方向（Ｆ）
に移動可能であることを特徴とする、請求項１～２０のいずれか１項に記載のフランジ加
工プレス機。
【請求項２２】
　前記当接部（１０１、１０３）のうちの少なくとも１つは、プレス方向（Ｆ）を横断す
る方向および前記フランジ（Ｃ）を横断する方向を指す横断方向（Ｑ）に移動可能であり
、
　前記当接部（１０１、１０３）のうちの少なくとも１つは、プレス方向（Ｆ）および横
断方向（Ｑ）に対して傾く当接エリアを含み、横断方向に移動可能な前記当接部（１０３
）は、当接を解消するように、そしてあらたな横断位置につくように、横断方向（Ｑ）に
移動されることができることを特徴とする、請求項２１に記載のフランジ加工プレス機。
【請求項２３】
　横断方向に移動可能な前記当接部（１０３）は、あらたな横断位置において、、前記フ
ランジ加工ベッド（１１）あるいは前記フランジ加工ダイ（２１）が、前記当接部（１０
１、１０３）による別の当接をもたらせるまで、さらに前記プレス方向（Ｆ）に移動され
ることができるように、前記プレス方向（Ｆ）における軸方向に距離をもって、別の当接
部（１０１）に対向することを特徴とする、請求項２２に記載のフランジ加工プレス機。
【請求項２４】
　前記第１当接部（１０２）は、前記フランジ加工ベッド（１１）に対し、ばねデバイス
（１０６）の復元力に反して、前記プレス方向（Ｆ）を横断する方向および前記フランジ
（Ｃ）を横断する方向を指す横断方向（Ｑ）に移動可能であるか、あるいは、
　前記第２当接部（１０４）は、前記フランジ加工ダイ（２１）に対し、前記ばねデバイ
ス（１０６）の復元力に反して、前記プレス方向（Ｆ）を横断する方向および前記フラン
ジ（Ｃ）を横断する方向を指す横断方向（Ｑ）に移動可能であることを特徴とする、請求
項２１～２３のいずれか１項に記載のフランジ加工プレス機。
【請求項２５】
　前記フランジ加工ダイ（２１）が、プレフランジ加工のための第１フランジ加工エリア
（２１ａ）および最終フランジ加工のための第２フランジ加工エリア（２１ｂ）、を含む
か、あるいは、前記第１フランジ加工エリア（２１ａ）を含むフランジ加工ダイ（２１）
および前記第２フランジ加工エリア（２１ｂ）を含む別のフランジ加工ダイ（２１）が、
フランジ加工ダイサポート（２９）に配置されており、
　前記フランジ加工エリア（２１ａ、２１ｂ）は、前記プレス方向（Ｆ）を横断する方向
および前記フランジ（Ｃ）を横断する方向を指す横断方向（Ｑ）において、隣同士に、あ
るいは前記プレス方向（Ｆ）に順に重ねて配置されることを特徴とする、請求項１～２４
のいずれか１項に記載のフランジ加工プレス機。
【請求項２６】
　前記フランジ加工プレス機は、フランジ加工スライダ（７１）を含み、
　フランジ加工スライダ（７１）は、前記コンポーネント（Ｂ）のスロットに前記フラン
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ジ（Ｃ）を折りたたむことができるように、ヘミング加工ベッド（１１）とオーバーラッ
プして前記プレス方向（Ｆ）を横断する方向に移動されることができることを特徴とする
、請求項１～２５のいずれか１項に記載のフランジ加工プレス機。
【請求項２７】
　前記フランジ加工プレス機は、コンポーネント吸引体を含み、この手段によって、前記
コンポーネント（Ｂ）が、吸引力によって前記フランジ加工ベッド（１１）での位置を保
持し、
　コンポーネント吸引体は、側壁構造により側面を定義される吸込室を、前記フランジ加
工ベッド（１１）が配置されているか形成されているエンドに面する側の上、かつ、前記
コンポーネント（Ｂ）により定義されているエンドに面する側の上に、含むことを特徴と
する、請求項１～２６のいずれか１項に記載のフランジ加工プレス機。
【請求項２８】
　請求項２７に記載のフランジ加工プレス機であって、
　前記吸込室は、前記コンポーネント（Ｂ）に軸方向に対向するエンドに面する側のエン
ドに面する壁構造により定義され、エンドに面する壁構造あるいは側壁構造の、少なくと
も１つのパーフォレーションを通じて部分真空とされることができ、
　エンドに面する壁構造は、前記吸込室の容量を減少させるために、前記吸込室を定義す
る前記コンポーネント（Ｂ）のエンドに面する側の表面に適合するように形成されている
。
【請求項２９】
　請求項１～２８のいずれか１項に記載のフランジ加工プレス機であって、
　前記プレス方向（Ｆ）に延長するガイド要素（１５）は、前記ベース構造（１）に設け
られ、
　前記プレス方向（Ｆ）に延長するガイドカウンタ要素（２５）は、前記フランジ加工ダ
イユニット（２）に設けられ、
　前記ベース構造（１）および前記フランジ加工ダイユニット（２）は、互いに対して前
記プレス方向（Ｆ）に、前記ガイド要素（１５）と前記ガイドカウンタ要素（２５）の間
でのガイド係合の手段によって、ガイドされる。
【請求項３０】
　請求項１～２９のいずれか１項に記載のフランジ加工プレス機であって、
　前記ベース構造（１）が、
　　前記プレス方向（Ｆ）に延びる前記ガイド要素（１５）と、
　　前記プレス方向（Ｆ）に移動されることができ、前記プレス方向（Ｆ）において前記
フランジ加工ベッド（１１）が支持されたベアリング構造（１０）とを含み、
　前記ガイド要素（１５）が、前記ベアリング構造（１０）に対して前記プレス方向（Ｆ
）に動かないように接続されており、枠組み（１３）のガイドカウンタ要素（１３ａ）に
ガイド係合して前記ベース構造（１）の前記枠組み（１３）に対して軸方向にガイドされ
る。
【請求項３１】
　請求項１～３０のいずれか１項に記載のフランジ加工プレス機であって、
　フランジ加工中に前記コンポーネント（Ｂ）を押さえつけるサプレッサ（３）が設けら
れ、
　前記ベース構造（１）あるいは前記フランジ加工ダイユニット（２）が、第１テンシン
グ要素（１６、１１６）を含み、
　前記サプレッサ（３）が、テンシング係合で前記コンポーネント（Ｂ）を押さえつける
ために前記サプレッサ（３）に、前記プレス方向（Ｆ）に前記フランジ加工ベッド（１１
）に対して張力を加えるための、互いにテンシング係合をもたらすことができる第２テン
シング要素（３６）を含む。
【請求項３２】
　請求項３１に記載のフランジ加工プレス機であって、
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　前記テンシング要素は、第１カップリング構造および第２カップリング構造を含むテン
シングカップリングの構成要素であり、
　前記第１カップリング構造は、前記プレス方向（Ｆ）に対して動かないように、前記ベ
ース構造（１）あるいは前記フランジ加工ダイユニット（２）に接続されており、
　前記第２カップリング構造は、前記プレス方向（Ｆ）に対して動かないように、前記サ
プレッサ（３）に接続されており、
　一方の前記カップリング構造が、前記プレス方向（Ｆ）を横断する方向に往復運動がで
きるように、一方の前記テンシング要素を搭載し、他方の前記テンシング要素（１１６）
が、他方の前記カップリング構造において凹部あるいはキャビティであり、
　テンシング係合を確立するために、横断方向に移動可能な前記テンシング要素が、前記
プレス方向（Ｆ）を横断する方向に、凹部あるいはキャビティに入ることができる。
【請求項３３】
　請求項３２に記載のフランジ加工プレス機であって、
　一方のカップリング構造は、前記プレス方向（Ｆ）あるいは反プレス方向において他の
カップリング構造が入ることができるレセプタクルを含み、
　横断方向に移動可能な前記テンシング要素および凹部あるいはキャビティとして形成さ
れた前記テンシング要素（１１６）が、レセプタクルの領域に位置し、
　横断方向に移動可能な前記テンシング要素が、絶えず、あるいはテンシング係合を確立
するためのみに、前記プレス方向（Ｆ）を横断する方向に作用する力で負荷をかけられて
いる。
【請求項３４】
　請求項３１に記載のフランジ加工プレス機であって、
　前記テンシング要素（１６、３６）は、ねじとナットのように共働し、
　前記テンシング要素（１６、３６）が回転軸の周りを互いに対して回転した時、一方の
前記テンシング要素（１６、３６）が、回転軸を中心として、前記プレス方向（Ｆ）ある
いは反プレス方向に上昇し、他方の前記テンシング要素（１６、３６）が、上昇エリアあ
るいはラインをスライドする。
【請求項３５】
　請求項２９または３０に記載のフランジ加工プレス機であって、一方の前記テンシング
要素（１６）が、前記プレス方向（Ｆ）において前記ガイド要素（１５）に支持されるか
、前記ガイド要素（１５）により直接形成される。
【請求項３６】
　請求項３５に記載のフランジ加工プレス機であって、
　異なる前記サプレッサ（３）に容易に適合できるように、一方の前記テンシング要素（
１６）が取り外し可能に前記ガイド要素（１５）に接続されるか、前記ガイド要素（１５
）に対して移動可能である。
【請求項３７】
　請求項１～３６のいずれか１項に記載のフランジ加工プレス機であって、
　前記フランジ加工ダイ（２１）は、フランジ加工中に前記コンポーネント（Ｂ）のフラ
ンジに対してプレスする、セラミック表面（２１ａ、２１ｂ）を含み、
　前記フランジ加工ダイ（２１）は、セラミック材料からなる。
【請求項３８】
　請求項１～３７のいずれか１項に記載のフランジ加工プレス機であって、
　前記フランジ加工ダイ（２１）は、フランジ加工中に前記コンポーネント（Ｂ）のフラ
ンジに対してプレスする表面（２１ａ、２１ｂ）に、保護セラミック層を含む。
【請求項３９】
請求項３８に記載のフランジ加工プレス機であって、
　コーティングは、薄膜技術を使用して、あるいは、厚膜技術を使用して実現されること
を特徴とする。
【請求項４０】
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　前記サプレッサ（３）のための前記ガイド要素（１５）は、前記フランジ加工ダイユニ
ット（２）のためのガイド要素（１５）でもあることを特徴とする、請求項２９に記載の
フランジ加工プレス機。
【請求項４１】
　請求項１～４０のいずれか１項に記載のフランジ加工プレス機であって
　－前記サプレッサ（３）は、フランジ加工中に前記コンポーネント（Ｂ）を押さえつけ
るために設けられ、
　－前記サプレッサ（３）は、前記コンポーネント（Ｂ）に接触する押さえつけ端部（３
１）、および前記押さえつけ端部（３１）を境する領域を含み、
　－前記押さえつけ端部を境する前記サプレッサ（３）の領域、および少なくとも１つの
前記フランジ加工ダイ（２１）は、フランジ加工中に、前記プレス方向（Ｆ）を横断する
とともにフランジを横断する前記サプレッサ（３）の前記押さえつけ端部（３１）とオー
バーラップできるような形状とされている。
【請求項４２】
　請求項４１によるフランジ加工プレス機であって、少なくとも以下の特徴のうちの１つ
を含む、
　（ｉ）前記押さえつけ端部（３１）を境する領域において、前記サプレッサ（３）は、
前記プレス方向（Ｆ）を横断する方向に突出する領域（３２）、および前記プレス方向（
Ｆ）を横断する方向に後退する領域（３３）を含み、
　前記フランジ加工ダイ（２１）は、同様に、前記プレス方向（Ｆ）を横断する方向に突
出する領域および前記プレス方向（Ｆ）を横断する方向に後退する領域を含み、フランジ
加工ダイ（２１）および前記サプレッサ（３）は、フランジ加工中に、前記プレス方向（
Ｆ）におよびフランジを横断する方向においてインターロック可能であり、
　（ｉｉ）前記サプレッサ（３）は、前記押さえつけ端部（３１）を境する領域において
前記フランジ加工ダイ（２１）から離れるように角度を有し、
　前記フランジ加工ダイ（２１）は、フランジ加工中に、その裏側で前記押さえつけ端部
（３１）にオーバーラップできる。
【請求項４３】
　請求項１～４２のいずれか１項に記載のフランジ加工プレス機であって、
　前記フランジ加工ダイ（２１）は、第１アングルでフランジを折りたたむための第１フ
ランジ加工エリア（２１ａ）と、別のアングルでフランジを折りたたむための第２フラン
ジ加工エリア（２１ｂ）を含み、
　第１フランジ加工エリアは、前記プレス方向（Ｆ）を横断する方向において、第２フラ
ンジ加工エリアを越えて前記フランジ加工ダイ（２１）の前側の自由端に向けて突出する
。
【請求項４４】
　請求項１～４３のいずれか１項に記載のフランジ加工プレス機であって、
　前記ベース構造（１）および前記フランジ加工ダイユニット（２）は、垂直に直立して
設置されるか、あるいは垂直に直立して設置できるように搭載され、
　前記フランジ加工ベッド（１１）は、水平である前記プレス方向（Ｆ）を向く。
【請求項４５】
　請求項４４によるフランジ加工プレス機であって、少なくとも、
　前記ベース構造（１）あるいはオプションの追加ベース構造（８）に設けられ、追加コ
ンポーネント（Ｂ）のフランジを折りたたむために、前記追加コンポーネント（Ｂ）を前
記プレス方向（Ｆ）とは反対のプレス方向（－Ｆ）にプレスすることができる追加のフラ
ンジ加工ベッド（１２）、および
　前記追加のフランジ加工ベッド（１２）に向かい、前記追加コンポーネント（Ｂ）のフ
ランジを折りたたむための追加のフランジ加工ダイ（４１）を含む追加のフランジ加工ダ
イユニット（４）、をさらに含み、
　前記フランジ加工ベッド（１１、１２）は、前記プレス方向（Ｆ）において、前記フラ
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ンジ加工ダイユニット（２、４）の間に配置され、
　前記追加のフランジ加工ダイ（４１）および前記追加のフランジ加工ベッド（１２）は
、前記追加コンポーネント（Ｂ）にプレス力を作用させるために、プレスドライブ（１４
）の手段によって、互いに対して前記プレス方向（Ｆ）に移動可能である。
【請求項４６】
　請求項１～４５のいずれか１項に記載のフランジ加工プレス機であって、
　前記フランジ加工ダイユニット（２）が、プレス方向に移動可能であるように前記ベー
ス構造（１）に搭載されるか、前記ベース構造（１）が、前記プレス方向（Ｆ）に移動可
能であるように前記フランジ加工ダイユニット（２）に搭載されるかのいずれかである。
【請求項４７】
　請求項１～４６のいずれか１項に記載のフランジ加工プレス機であって、
　前記ベース構造（１）および前記フランジ加工ダイユニット（２）は、そしてこれによ
って前記フランジ加工ダイ（２１）および前記フランジ加工ベッド（１１）は、プレスド
ライブの手段によって（１４）、プレス力を働かせるために、互いに対して前記プレス方
向（Ｆ）に移動可能であり、
　前記フランジ加工ダイ（２１）は、前記フランジ加工ダイユニット（２）に対して、前
記プレス方向（Ｆ）において支持される。
【請求項４８】
　請求項１～４７のいずれか１項に記載のフランジ加工プレス機であって、
　前記フランジ加工ベッド（１１）および前記フランジ加工ダイユニット（２）が、水平
である軸を中心にして回転あるいは回動できるように、搭載される。
【請求項４９】
　請求項１～４８のいずれか一項に記載のフランジ加工プレス機の手段によって、コンポ
ーネントのフランジの折りたたみ方法であって、
　（ａ）前記コンポーネント（Ｂ）が、空間的に移動可能であるアクチュエータの手段に
よって、前記フランジ加工ベッド（１１）に向けて、請求項１５に記載されるパッセージ
（２０ａ）を通じて、前記フランジ加工ベッド（１１）まで、好ましくは前記フランジ加
工ベッド（１１）に対して移動し、
　（ｂ）前記アクチュエータあるいはテンシングデバイス（１６、３６、１１６）の手段
によって、前記フランジ加工ベッド（１１）に位置し、好ましくは押し込まれ、
　（ｃ）前記フランジ（Ｃ）が、前記フランジ加工ダイユニット（２）が前記フランジ加
工ダイ（２１）と共に実行するプレス加工ストロークにより折りたたまれる。
【請求項５０】
　請求項４９に記載のフランジの折りたたみ方法であって、
　（ｄ）請求項１～４２のいずれか一項に記載のサプレッサ（３）が、パッセージ（２０
ａ）を通じて動かされて、前記フランジ加工ベッド（１１）に挿入される間、アクチュエ
ータに取り付けられ、前記コンポーネント（Ｂ）を保持し、
　（ｅ）フランジ加工中に、前記フランジ加工ベッド（１１）に前記コンポーネント（Ｂ
）を押さえつける。
【請求項５１】
　請求項１～５０のいずれか１項に記載のフランジ加工プレス機の手段によってコンポー
ネントのフランジを折りたたむ方法であって、
　（ａ）請求項９に記載されるように、前記プレスふいご（６０）が、ストロークベアリ
ング構造（１１０）で支持され、
　（ｂ）前記フランジ加工ダイユニット（２）あるいは前記フランジ加工ベッド（１１）
のいずれかが、前記フランジ加工プレス機の枠組み（１３）に対し、前記フランジ加工ベ
ッド（１１）に置かれている前記コンポーネント（Ｂ）の前記フランジ（Ｃ）を折りたた
むためにストローク動作を行い、
　（ｃ）ストローク動作が、前記ストロークベアリング構造（１１０）が前記プレスふい
ご（６０）と共に実行するストローク、および前記プレスふいご（６０）の伸長ストロー
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クから構成される。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、好ましくはたとえば車両ドア等の車両パーツ等の、コンポーネントのフラン
ジを折りたたむためのフランジ加工プレス機に関する。特に、ヘミング加工された連結を
製造するためのフランジ加工プレス機となり得る。このような用途において、フランジ加
工プレス機は、ヘミング加工プレス機である。しかし、原則として、フランジを完全に、
又は部分的にのみ折りたたむために、あるいは接合プロセスを行うためにも使用すること
ができる。好ましくは、車両パーツの一連の生産に使用される。
【背景技術】
【０００２】
　ＤＥ　１０　２００９　０５９　６７６　Ａ１は、静置状態で配置され、これを使用し
て金属シートがヘミング加工によって互いに固定されるように接着される、フランジ加工
プレス機を開示している。このフランジ加工プレス機は、フランジ加工ベッドを備える静
置状態のベース構造、および、コンポーネントのフランジを折りたたむためのフランジ加
工ダイユニットを含む。フランジ加工中にフランジを押圧するフランジ加工ダイは、フラ
ンジ加工中に働くプレス力に平行に移動可能なように、フランジ加工ダイユニットに配置
される。フランジ加工ダイユニットは、フランジ加工ダイと共に、プレス方向を横断する
方向に移動可能にベース構造に搭載される。フランジ加工プレス機はまた、フランジ加工
中にコンポーネントを保持し、これによってコンポーネントをフランジ加工ベッドに固定
するサプレッサを、構成要素として含む。フランジ加工は、たとえば、プレフランジ加工
および最終フランジ加工工程といった、複数の工程で行われる。サプレッサは、各フラン
ジ加工工程の合間にコンポーネントから上昇し、次の工程のために、再度下降される。
【０００３】
　このようなフランジ加工および／あるいはヘミング加工プレス機は、広大な設置エリア
を必要とし、生産プラントでは利用できるスペースが限られているため、多くの場合は、
このようなフランジ加工および／あるいはヘミング加工プレス機が利用できないか、生産
に最適とはいえないロケーションでのみ利用できる。
【０００４】
　ＵＳ２００４／０１０７５５９Ａ１およびＵＳ２０１１／００４８０９４Ａ１では、設
置エリアを減少させるため、フランジ加工プレス機を垂直に直立させて、プレス方向が水
平方向になるように設置することが提案されている。プレス力の発生には、水圧あるいは
電気プレスドライブが使用されている。モーターの動力がギアシステムを介して、フラン
ジ加工ベッドあるいはフランジ加工ダイユニットに伝えられる。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　本発明の目的は、利用可能なスペース、特に、利用可能な設置エリアが限られた生産プ
ラントで配置されることに適した、垂直および水平の両方に配置可能なフランジ加工ベッ
ドを有するフランジ加工プレス機を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本発明は、コンポーネントのフランジを折りたたむためのフランジ加工プレス機に由来
し、フランジ加工プレス機は、静置状態で配置されており、フランジ加工ベッドを備える
ベース構造と、好ましくは複数のフランジ加工ダイである、フランジを折りたたむための
フランジ加工ダイを備えるフランジ加工ダイユニットとを含む。フランジを折りたたむ際
、コンポーネントは、プレス方向にフランジ加工ベッドに押し込まれる。フランジ加工ベ
ッドはそれぞれ、プレス方向とは反対に向くコンポーネントのための、ベアリングサポー
トを含む。フランジ加工プレス機はまた、フランジを折りたたむのに必要なプレス力を発
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生させるためのプレスドライブも含む。フランジ加工ベッドおよびフランジ加工ダイは、
プレスドライブの手段によって、互いに対しプレス方向に移動可能であり、これによりプ
レス力を働かせることが可能になる。フランジ加工ダイおよびフランジ加工ベッドの両方
ともが、フランジ加工プレス機の環境において、プレス方向に移動可能であり、フランジ
を折りたたむために必要な相対的移動可能性を達成する実施形態が可能である。環境にお
いてフランジ加工ベッドのみが移動可能である実施形態も可能である。その他の実施形態
においては、１つあるいはそれ以上のフランジ加工ダイが環境において移動可能であり、
これによってフランジ加工ベッドに対して移動可能であり、フランジ加工ベッドが非移動
可能でありながら、フランジの折りたたみが可能となる。
【０００７】
　本発明によれば、プレスドライブは、ふいごを含む流体プレスドライブであり、ふいご
には圧力流体、好ましくは加圧ガスを充填することができ、圧力が充填された時に、プレ
ス方向にフランジ加工ダイユニットあるいはフランジ加工ベッドに作用し、これによって
プレス力を発生する。ふいごは、フランジ加工ベッドから離れる方に向かうフランジ加工
ダイユニットの裏側に、あるいは、フランジ加工ダイから離れる方に向かうフランジ加工
ベッドの裏側に配置することができる。ふいご内部の流体圧力がふいごの広範囲に作用す
るように、ふいごは、フランジ加工ベッドの長さを越えて延長できる。加圧ガス、好まし
くは加圧空気を使用して動作させる、プレスふいごは、よって、十分に大きいプレス力を
純粋に流体的に発生させることができる。プレスふいごは、所望によりフランジ加工ベッ
ドあるいはフランジ加工ダイに直接作用できる。プレスふいごは、特に、フランジ加工ベ
ッドあるいはフランジ加工ダイユニットの裏側に直接配置でき、ギアシステムによるステ
ップダウンを必要としない。加圧空気を使用して作動させることができるプレスふいごは
、本質的に、生産プラントで提供される加圧空気サプライに非常に容易に接続できる。従
来の加圧空気サプライは、典型的には、たとえば６あるいは１２バールの圧力を与える。
プレスドライブのために、特別にユニットを提供する必要はない。
【０００８】
　プレスふいごの使用は、従来のプレスドライブに比較して大いにプレスドライブを簡素
化にする。駆動に必要な、互いに対して移動可能であるパーツの数が少ない。上述の通り
、圧力を充填された時にプレスふいごがプレス方向に拡張する場合は、プレス方向におい
て、フランジ加工ベッドあるいはフランジ加工ダイユニットに直接的に作用するように、
プレスふいごを配置することもできる。ふいごのフレキシブル壁は、プレス方向に圧力を
充填された時に、エンドに面する側のうちの１つを通じてフランジ加工ベッドあるいはフ
ランジ加工ダイユニッのいずれかに作用するように、エンドに面する側でサポートさえす
ればよい。プレスふいごは、プレス方向の軸線に対して中央に配置できる。圧力から解放
された時、プレスふいごはプレス方向に計測して非常に薄くなることができ、たとえば、
ディスクあるいはプレートの形状となる。フランジを折りたたむために必要なプレス動作
のストロークを実行するのみであれば、圧力が充填された時に、数センチメートルのみの
厚みであり、好ましくは最高で２０ｃｍである。その他の実質的な利点は、プレスふいご
の断面を、サイズあるいは形状という点で、折りたたまれるフランジの輪郭に合わせるこ
とができるという点である。このようにすると、より直接的に、横断方向のオフセットを
少なく、そしてこれに応じて小さい曲げモーメントで、折りたたまれるフランジに、プレ
ス方向にプレス力を与えることができる。
【０００９】
　プレスふいごからフランジ加工ベッドがコンポーネントに与えるベアリングサポートへ
の力の流れは、既知のプレスドライブにおける場合よりも、軸方向において、より直接的
、より直線的である。力の流れにおけるどのような横断方向のオフセットも、そして関連
した応力中心距離および曲げモーメントも減少できる。
【００１０】
　理想的には、プレスふいごは、有効ふいごエリアを含み、ふいごエリアの外周は、フラ
ンジ加工ベッドの輪郭に適合させ、これに対応して、折りたたまれるフランジの輪郭に適
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合する。有効ふいごエリアは、プレスふいごの内部においてゆきわたる圧力によって作用
されるプレスふいごの断面エリアである。理想的な状況では、有効ふいごエリアの上のフ
ランジ加工ベッドのベアリングサポートを軸方向に投影した時に、有効ふいごエリアの外
周が、ちょうど重なるが、プレスふいごの製造に関わるコストが高いことから、実際には
、例外的な状況もある。有効ふいごエリアは、その代わりに、たとえば、円形、不等な主
軸を有する楕円、あるいは円形から逸脱したその他の楕円形、あるいは矩形、四角、ある
いはその他の多角形といったシンプルな断面形状を有する。円形の有効ふいごエリアを示
すプレスふいごが、製造が容易であり好ましい実施形態である。
【００１１】
　多くの適用ではそうであろうが、有効ふいごエリアの外周がフランジ加工ベッドのベア
リングサポートの輪郭を追従し、そしてこれによって折りたたまれるフランジの輪郭を追
従している場合は、折りたたまれるフランジあるいはフランジ加工ベッドが有効ふいごエ
リアの外側に少しだけ延長していることが有利である。これに応じて、オーバーラップさ
れていないフランジ加工ベッドエリアに対するオーバーラップされたフランジ加工ベッド
エリアの比が小さいと有利である。この文脈において、フランジ加工ベッドエリアは、有
効ふいごエリアに軸方向に投影され、コンポーネントをサポートするフランジ加工ベッド
のベアリングの外周によって区画されるフランジ加工ベッドのエリアを意味すると理解さ
れる。ベアリングサポートは、フランジ加工中に、コンポーネントが押し付けられるフラ
ンジ加工ベッドのエンドに面するエリアである。ベアリングサポートの外周も、多くの実
施形態において、フランジ加工ベッドのエンドに面するエリアの外周であり、コンポーネ
ントは、フランジ加工中に、このエンドに面するエリアに置かれる。しかし、この外周が
、フランジ加工中にコンポーネントの端部を越えて突出すると、比を確かにする目的で、
外周をコンポーネントの外側端部に修正する。フランジが、たとえば車両ドアの窓領域の
ように、コンポーネントの端部周りに完全に延長しない場合は、フリーのフランジエンド
は互いに直線に接続され、これによってフランジ加工ベッドエリアを確かにするために、
関連する領域においててフランジ加工ベッドエリアが区画される。フランジ加工ベッドの
ベアリングサポートが、円周を完全に延長しない場合は、比較の目的で、自蔵の、ベアリ
ングサポートエリアのエンドポイント（この場合は部分的にのみプレス加工軸線を囲む）
が対応して直線により接続される。好ましい実施形態において、オーバーラップされてい
ないフランジ加工ベッドエリアに対するオーバーラップされたフランジ加工ベッドエリア
の比は少なくとも０．５であり、好ましくは０．５より大きい。
【００１２】
　プレスドライブには、説明された、あるいはクレームされたタイプの１つあるいはそれ
以上のプレスふいごを含めることができ、これには、プレスドライブが、１つあるいはそ
れ以上のこのタイプのプレスふいごのみからなるシナリオも含まれる。複数のプレスふい
ご、たとえば２つのプレスふいごが設けられたとき、これらは、互いに反対のプレス方向
に動作するか、あるいは同じプレス方向に動作するかのいずれにも配置することができる
。反対のプレス方向に動作するプレスふいごは、好ましくは、共通の枠組みに背中合わせ
に配置される。同じプレス方向に動作するプレスふいごは、隣同士に、あるいは順に重ね
て配置することができ、好ましくは、プレス方向に直接隣同士に、あるいは一方を直接他
方の上に配置することができる。両方の実施形態における複数のプレスふいご、すなわち
、同方向あるいは互いに反対方向に動作する複数のプレスふいごは、好ましくは、互いに
独立して圧力流体を充填されるか、あるいは互いに独立して圧力を解放されることができ
る。同方向に動作するプレスふいごはまた、同時にあるいは連続的に、圧力流体を充填さ
れるか、あるいは圧力を解放するように設計することができる。
【００１３】
　第一実施形態において、ベース構造およびフランジ加工ダイユニットは、少なくとも実
質的に垂直に直立に設置されるか、あるいは枠組み内に設置されるように搭載される。ベ
ース構造およびフランジ加工ダイユニットが、少なくとも実質的に垂直アライメントであ
る場合、フランジ加工ベッドは、これに対応して少なくとも実質的に水平である、プレス
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方向と反対を向く。フランジ加工プレス機のベース構造およびフランジ加工ダイユニット
は、通常、共にプレス方向に計測した最大厚さを示し、プレスが閉じられた時、これはプ
レス方向を横断する方向に計測したこれらの最大幅よりもかなり小さい。本発明は、この
事実を使用して、通常の通りに水平で上方を向くよりも、少なくとも実質的に垂直に直立
し側面を向くことによって、あるいは枠組みにおいて移動可能に搭載することによりフラ
ンジ加工ベッドをこのアライメントに移動することによってフランジ加工ベッドを配置す
ることにより、フランジ加工プレス機を設置するのに必要な設置エリアを減少させる。こ
れにより、フランジ加工プレス機の平面視において、フランジ加工プレス機を収容するシ
リンダーのベースエリアを減少し、この意味において、プレスを設置するのに必要な設置
エリアを減少する。コンポーネントは、吊されるのではなく、垂直アライメントでそれぞ
れフランジ加工プレス機に挿入されるため、これによっても、ロボットあるいはその他の
アクチュエータを使用してのハンドリングが簡易になる。フランジ加工プレス機が垂直に
アライメントされると、フランジ加工ベッドあるいはフランジ加工ダイは、より簡単に、
そして特に人間工学的により好ましい方法で加工、たとえばクレーム１７により修理ある
いはメンテナンス、あるいは仕上げすることができる。
【００１４】
　本発明はしかし、プレスが水平に配置される場合、すなわち、プレス方向が垂直である
場合にもコンパクト設計という点で有利である。これに関し、本発明は、伝送あるいは同
期するギアシステム等を介在させることなしに、先行技術よりも広い有効エリア（有効ふ
いごエリア）に対し、プレスふいごがプレス力を与えるという事実から利益を得ている。
フランジ加工ベッドあるいはフランジ加工ダイユニットはよって、圧力が充填された時、
プレス加工ストロークを実行するために、プレスふいごがその他方の構造に対し関連する
構造（フランジ加工ベッドあるいはフランジ加工ダイユニットのいずれか）を持ち上げる
ように、プレスふいごの上に配置することができ、プレスふいごに置かれることができる
。好ましくは、フランジ加工ベッドは、ベアリングサポートエリアが上方を向くように、
そしてフランジ加工されるそれぞれのコンポーネントを、上方からフランジ加工ベッドに
位置させることができるように、プレスふいご上に配置される。変形例において、フラン
ジ加工ベッドは、プレス方向が水平に対し０°より大きい角を指すように、斜めに位置さ
せることもできる。このようなアライメントにおいて発生するプレス方向を横断する力は
、ふいごのフレキシブル壁を横断力から解放するために、好ましくは、サポートあるいは
ガイド装置によって吸収される。
【００１５】
　フランジ加工プレス機は、好ましくは、平坦なコンポーネント、すなわち、プレス方向
に計測された最大深さが、プレス方向を横断する方向に計測されたコンポーネントの長さ
や幅より小さいコンポーネントをフランジ加工するように設計されている。典型的な例と
しては、車両パーツが挙げられ、特に、たとえば車両ドア、サンルーフ、ボンネット、そ
してハッチバックといった車両アタッチメントパーツが挙げられるが、たとえば車両側壁
、敷居、あるいは泥よけといったボディパーツも挙げられる。
【００１６】
　フランジ加工ダイは、フランジ加工ダイユニット上に配置される。フランジ加工ダイユ
ニットは、原則的にはフランジ加工ダイを一体で形成することができる。しかし、より好
ましくは、フランジ加工ダイユニットは、ベアリング構造を含み、フランジ加工ダイは、
ベアリング構造とは別個に生産され、組み立てられる。フランジ加工ダイは、複数のパー
ツからなることができ、複数のパーツは、接合されて、１つのユニットを形成する。しか
し、便宜上、一体で形成された構造である。好ましい実施形態において、フランジ加工ダ
イは、フランジの輪郭に適合するように形成される。よって、たとえば少なくとも部分的
にはカーブを有する輪郭を示し、カーブは一次元的のみでも、また二次元的でもよい。フ
ランジ加工ベッドにも、これに類似して同じことが適用される。
【００１７】
　フランジを折りたたむために必要な、プレス方向における相対的な動きをフランジ加工
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ダイとフランジ加工ベッドの間に発生させるために、フランジ加工ダイは、原則的には、
プレス方向に移動可能であるように、フランジ加工ダイユニットにサポートされることが
できる。しかし、好ましくは、プレス方向の相対的な移動が、フランジ加工ベッドとフラ
ンジ加工ダイユニットの間に発生する。このような実施形態において、フランジ加工ベッ
ドとフランジ加工ダイユニットは、プレスドライブの手段によって、プレス力を働かせる
ため、互いに対してプレス方向に移動可能である。フランジ加工ダイユニットは、ベース
構造とは独立して、そのものの枠組みの中に、あるいは上に、そして状況により移動可能
に搭載でき、および／あるいは、フランジ加工ベッドは、フランジ加工ダイユニットとは
独立して、ベース構造の枠組みの中に、あるいは上に、そして状況により移動可能に搭載
できる。フランジ加工ダイユニットがプレス方向において移動可能にベース構造に搭載さ
れる実施形態、あるいはフランジ加工ベッドがプレス方向において移動可能にサポート構
造に搭載される実施形態が好ましい。「あるいは」という表現はここでは、ほかの場合も
同様、通例の論理上の「包含的ｏｒ」という意味で本発明で理解される。すなわち、特定
の文脈においてこれら２つの意味のうちの１つのみが排他的に理解されるのでなければ、
「どちらか」そして「および」両方の意味を包含する。たとえば、フランジ加工ベッドと
フランジ加工ダイユニットの好ましい相対的な移動に関していうと、これは、第１態様で
は、フランジ加工ダイユニットがプレス方向に動けるようにベース構造に搭載され、フラ
ンジ加工ベッドは状況により動かすことができないという意味であり、第２態様では、フ
ランジ加工ベッドがフランジ加工ダイユニットに対して移動可能にサポート構造に搭載さ
れ、フランジ加工ダイユニットが状況により動かすことができないという意味である。第
３態様においては、フランジ加工ダイユニットをベース構造に搭載し、フランジ加工ベッ
ドをサポート構造に搭載して、これらを互いに対して移動可能に、そして状況により移動
可能にできる。
【００１８】
　フランジ加工ダイユニットがベアリング構造を含む場合は、フランジ加工ダイがベアリ
ング構造に対して、プレス方向を横断する方向に移動可能であることが得策である。この
ような実施形態において、フランジ加工プレス機は、フランジ加工ダイユニットのベアリ
ング構造に対してフランジ加工ダイをプレス方向に横断させるためにフランジ加工ダイに
結合された、フランジ加工ダイドライブを含む。これによって、たとえば、２つあるいは
それ以上のフランジ加工工程の各工程において、コンポーネントを挿入、あるいは順番に
特定の角度でフランジを折りたたむことができるように、フランジ加工ダイの動作を適用
し、そして後退させることが可能になる。フランジ加工ダイドライブは、特に、フランジ
加工ダイユニットのベアリング構造に配置することができる。
【００１９】
　言及された全ての態様において、フランジ加工ダイは、フランジ加工ダイユニットの相
対的動作、すなわち、プレス加工ストロークおよびリターンストロークに関与している。
フランジ加工ダイはよって、プレス方向に動かないように、たとえば当接によって、フラ
ンジ加工ダイユニットにサポートされる。プレス加工ストロークは、フランジ加工ダイよ
りも大きくより重々しいフランジ加工ダイユニットが行うため、そしてフランジ加工ダイ
の横断ストロークのために適用される力は、プレス力に比較して小さいものであるため、
シンプルで強固なフランジ加工ダイユニットが作製される。
【００２０】
　好まれる場合は、フランジ加工プレス機は、複数のフランジ加工ダイを含み、これらは
フランジ加工ダイユニットの構成要素となる。フランジ加工ダイユニットを使用してフラ
ンジ加工工程のみを行う場合は、フランジ加工ダイを、フランジ加工ダイユニット上で動
かないようにであるように配置することができる。すでに言及された通り、フランジ加工
ダイユニットは、より好ましくは、ベアリング構造を含み、ベアリング構造上で、フラン
ジ加工ダイが動かないようにサポートされている。少なくとも１つのフランジ加工ダイに
ついて述べられた事柄は、好ましくは同様にフランジ加工ダイユニットのいかなる任意の
追加フランジ加工ダイにも適用される。フランジ加工ダイドライブは、流体的に、好まし
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くは空気的、あるいは電気的に作動する、複数の駆動ユニット、すなわち、各移動可能フ
ランジ加工ダイにつき１つの、割り当てられたフランジ加工ダイのみに結合された専用駆
動ユニット、を含むのが有利である。複数のフランジ加工ダイを使用することは、折りた
たまれるフランジが、コンポーネントをプレス方向に平面視した場合にシンプルな直線で
はなく、共通の直線に置かれない少なくとも２つのフランジ部を含む場合に特に有利であ
る。フランジはよって、平面視において、曲線上の、あるいは多角形の輪郭を示すことが
でき、そうでなければ、コンポーネントの端部を、異なる側でフランジする必要がある。
たとえば、車両ドアあるいはハッチバックといったすでに言及したコンポーネントの例の
場合に、これが当てはまる。フランジは、たとえば平面視においてコンポーネントの中央
領域を完全にあるいは部分的に囲み、また、セクションによって中断されていてもよい。
同じフランジ加工ダイユニットを使用して複数のフランジ加工工程の各工程で特定の角度
にこのようなフランジを折りたたむために、好ましい実施形態では、フランジ加工ダイユ
ニットは、言及した通り、フランジ加工ダイユニットのベアリング構造に対して、互いに
プレス方向を横断するように移動でき、折りたたまれるフランジの輪郭に追従するように
ベアリング構造に配置された複数のフランジ加工ダイを含む。
【００２１】
　フランジ加工ダイユニットとフランジ加工ベッドとの間の相対的な移動のために、プレ
ス方向に延びるガイド要素がベース構造に設けられ、プレス方向に延びるガイドカウンタ
要素がフランジ加工ダイユニットに設けられ、そしてベース構造とフランジ加工ダイユニ
ットがプレス加工ストロークおよびリターンストローク中に、ガイド要素とガイドカウン
タ要素のガイド係合によって互いに対してプレス方向にガイドされると、有利である。相
対的な移動は、特に、直線移動とすることができる。ガイド要素およびガイドカウンタ要
素は、プレス方向において直線的に対応して延びることができる。ガイド要素とガイドカ
ウンタ要素がガイド係合されるときに、フランジ加工ダイユニットがベース構造に搭載さ
れる場合は、その重さが少なくとも主としてガイド要素のガイド係合により適合される。
フランジ加工ベッドがプレス加工動作を行う場合、フランジ加工ベッドは、ガイド要素と
ガイドカウンタ要素がガイド係合される時、少なくともフランジ加工ベッドの重量のいく
ぶんかが、フランジ加工ダイユニットあるいはサポート構造にサポートされるようにフラ
ンジ加工ダイユニットのガイドカウンタ要素、あるいはサポート構造のガイドカウンタ要
素に搭載されることができる。複数のガイド要素およびガイドカウンタ要素は、フランジ
加工ダイユニットあるいはフランジ加工ベッドをプレス方向へのプレス加工動作中にガイ
ドするために、それぞれのペアがガイド係合され、好ましくは説明されたようにフランジ
加工ベッドの周りに分布されて配置される。
【００２２】
　フランジ加工中に、フランジ加工ベッドにコンポーネントを押さえつけるために、通例
の押さえつけ機能のみを果たすサプレッサを設けることができる。この機能を果たすのみ
ならず、たとえば産業ロボットのロボットアーム等の、空間的に移動可能であるアクチュ
エータに取り付けるための、取り付けデバイスを含むサプレッサ、たとえば空気的吸引体
あるいは機械的把持体といった、コンポーネントを保持する保持デバイスも含むものがし
かし有利である。このようなサプレッサ手段によって、コンポーネントがフランジ加工プ
レス機に移動され、フランジ加工ベッドに位置させられ、そしてフランジ加工中にフラン
ジ加工ベッドに押さえつけられる。フランジ加工ベッドからの取り出しも、サプレッサ手
段によって行われるのが有利である。このような実施形態において、サプレッサは、複数
のコンポーネントを順番に処理できる。すなわち、１つをピックアップし、保持し、フラ
ンジ加工ベッドに位置させ、押さえつけ、そしてオプションとしてフランジ加工ベッドか
らまた取り出してプットダウンして、次のコンポーネントをピックアップできるようにす
る。これらのアクション中、サプレッサは、アクチュエータに残ることができる。サプレ
ッサは、よって、フランジ加工されたコンポーネントをフランジ加工プレス機から取り出
して適宜さらなるプロセスあるいは組み立てに向けてコンポーネント置き場にプットダウ
ンする、挿入ツールでもあり、そして好ましくはピックアップあるいは把持ツールでもあ
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る。
【００２３】
　このようなサプレッサは、特に、保持デバイスは、たとえば、車両ドア、ハッチバック
、あるいはサンルーフの外側パーツおよび内側パーツといった、ネスト化されたコンポー
ネントの、接合されるパーツをピックアップし、フランジ加工ベッドに挿入する目的で設
計することができる。サプレッサ、特に保持デバイスは、ネスト化され、順番にフランジ
加工ベッドおよび／あるいはフランジ加工プレス機に挿入されるコンポーネントのパーツ
を、個々にピックアップするためにも設計されていてもよい。すなわち、フランジ加工プ
レス機にてのみ、ネスト化するということである。これは、たとえばネスト化する場がフ
ランジ加工プレス機の領域に配置されていない場合、あるいはスペース上の理由から設け
ることさえできない場合に有利である。サプレッサ、特に保持デバイスは、オプションと
して、このようなコンポーネントのパーツを個々にピックアップしてプレス機でネスト化
するか、あるいはすでにネスト化されたパーツを一体的にピックアップして、一体的に挿
入するように設計することもできる。保持デバイスが１つあるいはそれ以上の吸引体ある
いは１つあるいはそれ以上の機械的把持体を含む場合には、両方のアプローチに有利であ
る。これらを使用して、ネスト化されたコンポジットの個々のパーツのうちの１つを、ネ
スト化されたコンポジットの別の個々のパーツに引き寄せて、この別の個々のパーツに位
置させ、この別の個々のパーツをたとえばサプレッサの押さえつけ端部によってサポート
するか、あるいはたとえば１つあるいはそれ以上の吸引体や１つあるいはそれ以上の機械
的把持体といった、１つあるいはそれ以上のその他の把持体で保持する。
【００２４】
　好ましい実施形態において、挿入に使用することができるサプレッサは、挿入している
間、フランジ加工ベッドに対しガイドされる。この機能は、原則的にはアクチュエータに
より提供することができる。しかしより好ましくは、アクチュエータはこのタスクから解
放され、サプレッサが直接ガイドされることが好ましい。そして、コンポーネントを挿入
している間、コンポーネントがフランジ加工ベッドに置かれるまで、ガイド要素とサプレ
ッサのガイドカウンタ要素がガイド係合してサプレッサをフランジ加工ベッドに対しガイ
ドするために、フランジ加工ダイユニットあるいはベース構造にはガイド要素を含むこと
ができ、サプレッサにはガイドカウンタ要素を含むことができる。サプレッサは、好まし
くはプレス方向にガイドされる。ガイドは、直線的ガイドとすることができる。サプレッ
サのためのガイド要素は、特に、すでに説明されたフランジ加工ダイユニットのためのガ
イド要素とすることができ、デュアルガイド機能で、一方でプレス加工ストローク中にフ
ランジ加工ダイユニットをガイドし、他方で挿入しているときにサプレッサをガイドする
。サプレッサのためのガイド要素は、しかし、フランジ加工ダイユニットのためのガイド
要素に加えて設けることができる。サプレッサは、好ましくは複数のガイドカウンタ要素
を含み、コンポーネントを挿入している間、複数のガイドカウンタ要素を介して、ベース
構造の割り当てられたガイド要素あるいはフランジ加工ダイユニットの割り当てられたガ
イド要素とそれぞれガイド係合する。
【００２５】
　ベース構造あるいはフランジ加工ダイユニットは、テンシング要素を含むことができ、
サプレッサは、テンシングカウンタ要素を含むことができる。これらは互いにテンシング
係合されることができ、これによりサプレッサに、フランジ加工ベッドに対しプレス方向
に張力を加え、コンポーネントをテンシング係合により押さえつける。これにより、アク
チュエータ（好ましくは、たとえば、従来の産業ロボット等のロボットのアーム）が、こ
のタスクから解放される。アクチュエータがサプレッサによって解放されたということが
できる。すなわち、押さえつけるために必要ではなくなり、その他の機能を果たすのに利
用できるということである。好ましくは、ベース構造あるいはフランジ加工ダイユニット
は、１つあるいはそれ以上の第１テンシング要素を含み、サプレッサは１つあるいはそれ
以上の第２テンシング要素、すなわち、テンシングカウンタ要素を含む。これらの各ペア
は、テンシング係合され、それぞれのテンシング係合において、サプレッサをプレス方向
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にフランジ加工ベッドに対して張力を加える。好ましくは、複数の第１テンシング要素は
、テンシング係合によってフランジ加工ベッドで均一な押さえつけ力が発生するように、
フランジ加工ベッドあるいは１つあるいはそれ以上のフランジ加工ダイに沿って、分布さ
れて配置される。第１テンシング要素は、少なくとも１つあるいはそれ以上のガイド要素
に配置されることが有利である。しかし、原則的には、第１テンシング要素は、少なくと
も１つあるいはそれ以上のガイド要素とは分離して設けることができる。フランジ加工ベ
ッドから見てフランジ加工ダイの後方である、各ガイド要素の領域に配置するのが得策で
ある。
【００２６】
　第１テンシング要素と第２テンシング要素は、特に、プレス方向に作用するテンシング
力、よってテンシング係合においてはサプレッサの押さえつけ力が、くさび効果によって
発生するような形状とすることができる。テンシング係合はよって、たとえば、ねじ係合
という方法で形成できる。ねじとナットのように、単数の第１テンシング要素が単数の第
２テンシング要素と共働し（あるいは複数の第１テンシング要素が複数の第２テンシング
要素とそれぞれに共働し）、第１テンシング要素と割り当てられた第２テンシング要素が
回転軸を中心に、互いに対して回転する時、第１テンシング要素および第２テンシング要
素のうちの一方が、ねじのピッチのようにフランジ加工ダイのプレス方向とは反対に回転
軸を中心として上昇し、第１テンシング要素および第２テンシング要素のうちの他方が上
昇エリアあるいはラインでスライドする。
【００２７】
　同等に好ましい実施形態において、テンシングカップリングが設けられる。テンシング
カップリングの手段によって、回転動作をすることなしに、フランジ加工ベッドに対しサ
プレッサに張力を加えることができる。テンシングカップリングは、第１カップリング構
造および第２カップリング構造を含み、第２カップリング構造は、第１カップリング構造
に接続でき、また第１カップリング構造から取り外すことができる。第１テンシング要素
は、第１カップリング構造の構成要素であり、第２テンシング要素は、第２カップリング
構造の構成要素である。好ましくは、一方のカップリング構造を、他方のカップリング構
造にプレス方向あるいは反プレス方向にはめることができるようなレセプタクルを含む。
一方のカップリング構造、好ましくはレセプタクルを有するカップリング構造が、プレス
方向を横断できるように、そして各第１テンシング要素をプレス方向に対してサポートで
きるように、１つあるいはそれ以上の第１テンシング要素を搭載する。他方のカップリン
グ構造は、第２テンシング要素あるいはそれぞれの第２テンシング要素を形成する、１つ
あるいはそれ以上の凹部あるいはキャビティを含む。一方のカップリング構造が他方のカ
ップリング構造のレセプタクルに嵌まると、横断方向に移動可能なテンシング要素が１つ
あるいはそれ以上の凹部あるいはキャビティに横断方向に移動され、よってサプレッサを
、フランジ加工ベッドに対して取り外し可能に固定する。テンシング要素は、共働する時
、そしてこれによってサプレッサをフランジ加工ベッドに向けて張力を加える時、くさび
効果、そしてそれに伴い軸方向に力を発生するように形成されるのが有利である。
【００２８】
　横断方向に移動可能なテンシング要素は、１つあるいはそれ以上の機械ばねの手段によ
って、凹部あるいはキャビティ、あるいはそれぞれに割り当てられた凹部に、プレスされ
ることができる。さらに発展して、テンシングカップリングは、流体的に、好ましくは空
気的に作動させることができる。このさらなる発展型では、横断方向に移動可能なテンシ
ング要素を搭載するカップリング構造は、横断方向に移動可能なテンシング要素を、他方
のカップリング構造の１つあるいはそれ以上の割り当てられた凹部に圧力流体の手段によ
ってプレスするように、圧力流体、たとえば加圧空気を充填することができる。横断方向
に移動可能なテンシング要素は、横断方向に移動可能なテンシング要素が圧力流体の手段
によってテンシング係合されるように、そして圧力から解放されたときに、これもばねの
力によってテンシング係合から外れるように、１つあるいはそれ以上の機械ばねによって
ばねの復元力を与えることができる。
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【００２９】
　フランジ加工プレス機が、２つ以上のフランジ加工工程においてフランジを折りたたむ
ように設計されている場合は、このフランジ加工ダイに加えて、別のフランジ加工ダイを
提供することができ、これら２つのフランジ加工ダイのうちの一方が１つのフランジ加工
工程を行い、他方のフランジ加工ダイが別のフランジ加工工程を行うようにできる。第１
のフランジ加工ダイは、フランジ加工前のプレフランジ加工ダイとすることができ、他方
のフランジ加工ダイは、最終フランジ加工のための最終フランジ加工ダイとすることがで
きる。フランジ加工ダイのフランジ加工エリアは、プレス方向に順に重ねて配置すること
ができる。複数のフランジ加工ダイは、特に、共通のフランジ加工ダイサポートに配置す
ることができる。しかし、別の選択肢として、フランジ加工ダイユニットおよびフランジ
加工ダイは、複数のフランジ加工工程を順番に行うように設計することができる。この目
的において、フランジ加工ダイは、第１アングルでフランジを折りたたむための第１フラ
ンジ加工エリア、および、別のアングルでフランジを折りたたむための、他方の第２フラ
ンジ加工エリアを含むことができる。第１フランジ加工エリアは、第２フランジ加工エリ
アを超えてプレス方向およびフランジを横断する方向に突出することができる、すなわち
、第２フランジ加工エリアの隣に横断方向に配置できる。しかし、フランジ加工ダイは、
原則的には、プレス方向に順に重なる複数のフランジ加工エリアを含むことができる。
【００３０】
　サプレッサは、同じコンポーネントに行われる２つのフランジ加工工程の合間にコンポ
ーネントから引き上げられることができる。しかし、これはコンポーネントがもはやフラ
ンジ加工ベッドに固定されていないか、あるいは、なんらかの方法でコンポーネントを固
定する必要があるということである。
【００３１】
　好ましい実施形態において、フランジ加工ダイおよびサプレッサは、好ましくは最終フ
ランジ加工工程を含む、少なくとも２つのフランジ加工工程が同じフランジ加工ダイを使
用して行われるような、かつ、サプレッサが、これら少なくとも２つのフランジ加工工程
の間を含めて、これら２つのフランジ加工工程の全般を通して同じ押さえつけ位置に残る
ことができるような形状とされる。サプレッサおよびフランジ加工ダイは、少なくともフ
ランジ加工工程のうちの１つの間に、フランジ加工ダイが、プレス方向を横断する方向、
および、フランジを横断する方向において、サプレッサにオーバーラップするような形状
とされる。サプレッサは、コンポーネントに接触する押さえつけ端部、および押さえつけ
端部に境する領域を含む。押さえつけ端部に境する領域では、すなわち、フランジから見
て押さえつけ端部の後方では、サプレッサは、好ましくは、フランジ加工ダイが押さえつ
け端部にオーバーラップできるような形状とされ、すなわち、フランジ加工中に押さえつ
け端部を越えて延び、押さえつけ端部がコンポーネントをフランジ加工ベッドに押さえつ
ける間、端部にオーバーラップされる。
【００３２】
　サプレッサあるいはフランジ加工ダイは、（それぞれ）、これらがオーバーラップした
ときにたとえば櫛のようにこれらがインターロックあるいはかみ合うように、あるいはフ
ランジ加工ダイが単にサプレッサを越えて延びるような形状とすることができる。押さえ
つけ端部に境する領域では、フランジ加工ダイおよびサプレッサは、フランジ加工中に、
プレス方向およびフランジを横断する方向にインターロックあるいはかみ合うように、サ
プレッサは、プレス方向およびフランジを横断する方向に突出する領域、およびプレス方
向およびフランジを横断する方向に引っ込む領域を含むことができ、フランジ加工ダイは
同様に、プレス方向およびフランジを横断する方向に突出する領域、およびプレス方向お
よびフランジを横断する方向に引っ込む領域を含むことができる。サプレッサは、そして
、１つあるいはそれ以上のパッセージを含み、フランジ加工ダイは、たとえば櫛のように
複数の部分を通じて同時に、好ましくは押さえつけ端部を境する領域のみにおいてサプレ
ッサとかみ合うことができる。サプレッサはまた、その代わりに、これも好ましくは押さ
えつけ端部を境する領域のみで、１つあるいはそれ以上のフランジ加工ダイに面するポケ
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ットを含めることができ、フランジ加工ダイが単にポケットと係合するようにできる。サ
プレッサはまた、１つあるいはそれ以上のポケットに加えて、１つあるいはそれ以上のパ
ッセージを含むことができる。オーバーラップを可能にするために、サプレッサは、１つ
あるいはそれ以上のパッセージあるいは１つあるいはそれ以上のポケットに代えて、ある
いは１つあるいはそれ以上のパッセージあるいは１つあるいはそれ以上のポケットに加え
て、フランジ加工ダイがオーバーラップできるように、すなわち、フランジ加工中その裏
側の押さえつけ端部を越えて延びるように、押さえつけ端部を境する領域においてフラン
ジ加工ダイから離れるように角度を有することができる。
【００３３】
　フランジ加工ダイユニットは、フランジ加工ダイユニットをプレス方向にわたって延長
し、これを通じてコンポーネントがフランジ加工ベッドに、好ましくはサプレッサ手段に
よって、フランジ加工ベッドから離れる方を向くフランジ加工ダイユニットの裏側から、
挿入されることができるパッセージを含むことができる。このような実施形態は、外側端
部に円周がフランジ加工された、あるいは少なくとも複数の側部がフランジ加工されたコ
ンポーネント、すなわち、折りたたまれるフランジが、連続的なあるいは互いに分離して
いるフランジ部、互いに平行でないフランジ部、少なくとも９０°あるいは１８０°ある
いは２７０°あるいはそれ以上の範囲の角度で全体的に延長しているフランジ部であり、
たとえば１つあるいはそれ以上の円弧形状の円形部を含むフランジ部を含むコンポーネン
トに特に有利である。そのようなコンポーネントをフランジ加工するとき、フランジ加工
ダイユニットおよびフランジ加工ベッドは好ましい実施形態で説明された通り、再度互い
に対してプレス動作を行うことができるが、一連のコンポーネントからみて、それ以外の
動作の自由度無しに、これらが動けないように互いに接続されることができる。フランジ
加工ダイユニットがパッセージを含む場合は、フランジ加工される各コンポーネントを毎
回挿入するために、たとえば回動あるいは直線的に遠ざける、あるいはフランジ加工ベッ
ドをフランジ加工ダイユニットからたとえば回動あるいは直線的に遠ざけるように、関連
するコンポーネントがフランジ加工プレス機の側方から挿入できるように十分に遠く、フ
ランジ加工ダイユニットをフランジ加工ベッドから遠ざける必要はない。フランジ加工ダ
イユニットおよびフランジ加工ベッドは、互いに対して、コンポーネントが挿入された後
、そしてたとえばフランジ加工ストロークが行われる直前にとられる位置を保持すること
ができる。プレス加工ストロークが行われる間、たとえば、フランジ加工ダイユニットあ
るいはフランジ加工ベッドがガイドされるガイド係合、あるいは適用に応じてそれぞれが
ガイドされるガイド係合をリリースする必要はない。他の利点は、パッセージを通して、
コンポーネントを、少なくとも実質的にプレス方向に平行に、すなわちフランジ加工ベッ
ドまで、かつ、フランジ加工ベッドに対して挿入できるという点である。
【００３４】
　パッセージは、フランジ加工ダイユニット、好ましくは、１つあるいはそれ以上のフラ
ンジ加工ダイのためのフランジ加工ダイベアリング構造の内周により区画される。フラン
ジ加工ベッドを平面視でプレス方向に見たとき、内周は、フランジ加工ベッドの外側を径
方向に延び、少なくとも部分的に、好ましくは完全に３６０°にわたってフランジ加工ベ
ッドの円周を周るように延びる。１つあるいはそれ以上のフランジ加工ダイは、フランジ
加工中に横断方向において内周を超えて突出し、そして好ましくは（それぞれ）後退位置
から前進位置に横断方向に移動可能であり、また元に戻れる。１つあるいはそれ以上のフ
ランジ加工ダイは、フランジ加工中、内周、すなわち、端部付近、そして好ましくは直接
的に内周の端部がサポートされるのが有利である。内周は、好ましくは、プレス方向にお
ける平面視において、少しの距離をもって折りたたまれるフランジの外形に追従し、この
意味において、外形に近似して延びている。距離は、折りたたまれるフランジの長さにわ
たって外形に近似して設定されるのが有利である。コンポーネントは、好ましくは複数の
軸で移動可能であるロボットアームによりあるいは空間的に移動可能であるその他のアク
チュエータによって、パッセージを通じて移動可能である。フランジ加工ダイは、外形に
近似して内周の上にサポートされることにより、少しの曲げ力にさらされるだけである。
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【００３５】
　プレスふいごの手段によるプレス力の適用は、外形に近似した内周、および、これによ
って外形に近似したパッセージと共に有利に作用する。プレスふいごのエンドに面するエ
リアおよび／あるいはプレスふいごの有効ふいごエリアがフランジ加工ダイ（単数・複数
）のサポートに対応して構成されている場合、フランジ加工中、先行技術よりも力の流れ
がよりプレス力の方向をより正確にすることができ、そして力の流れで起こる曲げ力の合
計を減少できる。プレス力は、直線的に伝達できる。
【００３６】
　フランジ加工ダイユニットに配置された１つあるいはそれ以上のフランジ加工ダイは、
フランジ加工ダイユニットの端部に沿って延び、側方でパッセージを区画する。コンポー
ネントが位置についてフランジ加工ベッドに押さえつけられた時、１つあるいはそれ以上
のフランジ加工ダイは、プレス方向に横断する方向にフランジの上を移動可能であり、そ
して折りたたむために、フランジに対してプレス方向に移動可能である。１つあるいはそ
れ以上のフランジ加工ダイは、プレス方向を横断する方向に、そしてパッセージを有する
フランジ加工ダイユニットのベアリング構造に対して、ベアリング構造の内周を越えて、
パッセージの中央領域に向かって内側に一体的に前進できるのが有利である。特に、フラ
ンジ加工ダイが複数に配置される場合にフランジ加工ダイがベアリング構造の内周端部を
超えて十分に遠く内側に前進することができ、平面視において、折りたたまれるフランジ
の長さにわたって閉鎖された中断されない外形を形成する場合、そしてフランジ加工中、
この外形でフランジに対しプレスできる場合は、最終フランジ加工にとって有利である。
フランジ加工ダイがサポートされたフランジ加工ダイユニットのベアリング構造は、パッ
セージを完全に枠にはめることができる。ベアリング構造は、全体として、パッセージよ
りも狭いフレームビームを示すフレームとして形成することができる。
【００３７】
　プレス加工ドライブは、空気的、水圧的、あるいは電気的に駆動できる。電気駆動の場
合、その力および／あるいはトルクは、好ましくはナックル継手機構の手段によって、プ
レス加工ストロークを行うプレス機のコンポーネント、好ましくはフランジ加工ダイユニ
ットによって伝達される。水圧プレス加工ドライブは、プレス機の動かされるコンポーネ
ントに直接作用できるのが有利であり、よって、非常にコンパクトな形態で実現できる。
複数の水圧直線的ストロークユニットを特にフランジ加工ベッドに沿っておよび／あるい
は折りたたまれるフランジに沿って分布して配置できる。あるいは、流体プレス加工ドラ
イブは、圧力流体、好ましくは加圧ガスが充填され、プレス方向に圧力が充填された時に
フランジ加工ダイユニットあるいはフランジ加工ベッドに作用してプレス力を発生させる
ふいごを含めることができ、これも本願における保護の対象である。
【００３８】
　フランジ加工プロセスは、フランジ加工プレス機において、その他の接合プロセス、た
とえば、溶接、あるいは、はんだづけプロセス、特にスポット溶接と組み合わせることが
できる。その他の接合プロセスにおいて、十分に薄い接合ツール、たとえば溶接ランスが
利用できる場合、フランジ加工ダイが後退した時、そのような接合ツールをフランジ加工
ダイと、フランジ加工ダイに対向するサプレッサとの間に、プレス方向を横断する方向に
フランジ加工ベッドに向けて動かし、フランジに対してプレスすることができ、これによ
り圧接において接合された連結、たとえばマテリアルフィット接合された連結を作製する
。このようにすると、たとえば、このように作製したヘミング加工された連結に加えて、
フランジ加工により互いに接合されたネスト化されたパーツも、マテリアルフィットで互
いに対して固定することができる。多くの用途において、複数のネスト化されたパーツの
配置において、サプレッサは、内側パーツに対してプレスし、このパーツの端部のフラン
ジが、フランジ加工により作製された外側パーツのヘミング加工されたポケットに突出す
る。サプレッサは、したがって、折りたたまれたフランジをヘミング加工されたポケット
に突出する内側パーツに溶接するために、さらに溶接用電極に、好ましくは接地電極に発
展させるのが有利である。溶接用電極および接地電極はそれぞれ、回路を閉じるために、
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同じ側からコンポーネントに対してプレスすることができ、一方の電極を折りたたまれた
フランジに対して、そして他方の電極をヘミング加工されたポケットに突出するパーツに
対してプレスする。原則として、折りたたまれたフランジではなく、フランジ加工ベッド
において順に重ねて置かれるコンポーネントの２つのパーツが溶接される場合、フランジ
加工ベッドもたとえば、溶接に必要な２つの電極のうちの１つを形成することができる。
しかし、原則として、溶接に必要な接地電極は、追加で設けて、溶接によって互いに接合
されるパーツの１つに接触するまて、外側からプレス方向に、フランジ加工ダイとサプレ
ッサの間に動かすることもできる。たとえば、外部提供される溶接ランスの代替として、
溶接用電極をフランジ加工ダイユニットの構成要素とすることもできる。溶接用電極は、
そして、好ましくはプレス方向に動けるようにフランジ加工ダイに統合することができる
。また、たとえば、サプレッサの取り付けデバイスが自動にアクチュエータとドッキング
およびアクチュエータとのドッキングから解放されるドッキングポートである場合、たと
えば、はんだづけ、あるいは接着、あるいは特に溶接といった、追加のマテリアル接合も
有利である。もし、さらに上記に説明されたように、サプレッサがフランジ加工ダイユニ
ットの少なくとも１つのテンシング要素、好ましくはサプレッサのベース構造およびテン
シングカウンタ要素の手段によって、押さえつけ位置に押し込まれる場合、すなわち、押
さえつけに必要な押さえつけ力がテンシング係合において発生される場合、アクチュエー
タは、自動的に、テンシング係合にある時はサプレッサをドッキングから解放し、その代
わりに、対応する接合ツールを使用して追加の接合プロセスを実行するために、たとえば
溶接ランスといった接合ツールをドッキングする。追加の接合プロセスが実行されると、
フランジ加工されたコンポーネントと共に、フランジ加工プレス機の外に取り出すために
アクチュエータ、あるいはその他のアクチュエータが再度サプレッサとドッキングされる
ことができる。接合ツールをコンポーネントまで移動可能にするため、サプレッサは、接
合ツールによる接合ロケーションへのアクセスを簡単にするために、１つあるいはそれ以
上の領域（のそれぞれ）に、接合を行うキャビティを含めることができる。
【００３９】
　さらに発展して、フランジ加工ベッドおよびフランジ加工ダイユニットは、少なくとも
実質的に水平な軸を中心にして回転あるいは回動できるように、そしてフランジ加工ベッ
ドおよびフランジ加工ダイユニットが垂直位置およびフランジ加工ベッドが上方を指す水
平位置を往復運動できるように、枠組みに搭載される。フランジ加工ベッドおよびフラン
ジ加工ダイユニットは、好ましくは、一体的に回動あるいは回転できるように搭載される
。これらをこのように搭載すると、たとえば、車両ドアの外側パーツおよび内側パーツな
ど、複数のパーツからなり、ヘミング加工および接着により接合され、接合領域で接着剤
が提供されるコンポーネントにおける適用にて有利である。この回動あるいは回転配置を
使用する場合、フランジ加工プレス機のオペレーターは、フランジ加工を水平あるいは垂
直アライメントで実行するかを自由に決められる。使用されていない時は、オペレーター
がフランジ加工ベッドおよびフランジ加工ダイユニットをスペース節約の垂直アライメン
トに移動可能である。
【００４０】
　１つあるいはそれ以上のフランジ加工ダイは（それぞれ）、耐摩耗性のセラミック表面
を含み、フランジ加工中、フランジ加工ダイはこれを通じてプレスするか、あるいはコン
ポーネントのフランジに対してプレスする。セラミック表面には汚れがまったくつかない
か、金属表面よりも、少なくともつく汚れが少ない。特に、肉盛溶接現象が生じない。
【００４１】
　それぞれのフランジ加工ダイは、セラミック材料からなることができる。しかし、好ま
しい実施形態において、それぞれのフランジ加工ダイは、１つあるいはそれ以上のフラン
ジ加工エリアに耐摩耗性セラミックコーティングを含むのみの、金属ベース体を含む。コ
ーティングは、厚膜技術、特に薄膜技術を使用して実施できる。薄い摩耗層、すなわち、
３０μｍ以下、より好ましくは２０μｍ以下の厚みの薄膜が好ましい。摩耗層は、ＣＶＤ
（化学気相蒸着）法、あるいは好ましくはＰＶＤ（物理蒸着）法で作製できる。あるいは
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、ガルヴァニック電流で作製できる。層の厚みは、ベース体を保護摩耗層の外形に忠実に
表面仕上げするにおいて、薄いほうが有利である。保護摩耗層は、閉鎖、すなわち、ベー
ス体の金属表面を完全にカバーすることができる。しかし、これは必須ではない。また、
セラミック保護摩耗層が閉鎖されたカバー層を金属ベース体に形成せずに、セラミック層
材料が単に、少なくとも部分的に、金属ベース体のでこぼこにおける凹みを充填していて
も十分である。
【００４２】
　その他のさらなる発展型において、フランジ加工プレス機はその他の、第２フランジ加
工ベッドおよびその他の、第２フランジ加工ダイユニットを含む。第２フランジ加工ベッ
ドは、ベース構造、あるいはオプションの第２ベース構造に設けることができる。第２コ
ンポーネントは、第２フランジ加工ベッドに位置させることができ、フランジを折りたた
むプレス方向とは反対のプレス方向にプレスできる。第２フランジ加工ダイユニットは、
第２フランジ加工ベッドに面し、第２コンポーネントのフランジを折りたたむための少な
くとも１つの第２フランジ加工ダイを含む。２つのフランジ加工ベッドは、フランジ加工
ダイユニットの間に、プレス方向に配置される。フランジ加工ベッドおよびフランジ加工
ダイユニットは、共に、サンドイッチ配置を形成し、この配置において、２つのフランジ
加工ベッドは背中合わせに配置される。少なくとも１つの第２フランジ加工ダイおよび第
２フランジ加工ベッドは、第２コンポーネントにプレス力を働かせることもできるように
、プレスドライブによって第２プレス方向に互いに対して移動可能である。フランジ加工
ベッドおよびフランジ加工ダイユニットは、好ましくは、プレス方向に垂直を指す面に対
して、少なくとも実質的に互いにミラー反転であるように配置できる。このデュアル実施
形態において、フランジ加工プレス機はサイズと形態が似ている、同時にフランジ加工さ
れるコンポーネント、たとえば、右側および左側車両ドアに特に適している。組み合わさ
れてデュアルプレス機を形成する２つのシングルフランジ加工プレス機は、正確に互いに
一致する。
【００４３】
　好ましくは、第２フランジ加工プレス機も、クレームされた特徴および第１フランジ加
工プレス機の例を用いて本明細書に説明されたものを含む。２つのシングルプレスはしか
し、幾何学的形状について互いに異なる。たとえば、１つのフランジ加工プレス機を使用
して右側車両ドアを、そして他方のフランジ加工プレス機を使用して左側車両ドアをフラ
ンジ加工する場合、あるいは、異なるタイプの自動車あるいは互いに異なるその他のコン
ポーネントの車両ドアを同時にフランジ加工する場合のフランジ加工ベッドの輪郭および
対応するフランジ加工ダイの外形が例としてあげられる。デュアルプレス機において同時
にフランジ加工されるコンポーネントは、しかし、２つのシングルプレスにおいて適用さ
れる力がサイズおよび分布において概ね互いに一致するように、十分に一致している必要
がある。
【００４４】
　プレス加工ドライブは、２つのフランジ加工ダイユニットに接続でき、特に、プレス方
向および反プレス方向に、一方が他方のサポートであるように、フランジ加工ダイにサポ
ートされる。第一実施形態において、プレス加工ドライブは、フランジ加工ダイユニット
にのみプレス方向および反プレス方向に作用し、これらを反対方向に、そして、プレス加
工ストローク中に、互いに向かって、そしてこれによって、それぞれのフランジ加工ベッ
ドに向かって別々に動かす。プレス加工ドライブが直線的ストローク駆動として形成され
た場合、ベース構造は、駆動のストローク要素をプレス方向にガイドできるが、駆動をプ
レス方向あるいは反プレス方向にサポートする必要はない。
【００４５】
　プレスドライブがプレスふいごを含む場合、このようなデュアルプレス機の中央領域に
枠組みを配置することができる、プレスふいごは、それぞれの前側がフランジ加工ダイユ
ニットを向き、裏側が第２フランジ加工ダイユニットを向いて、この枠組みにサポートさ
れる。フランジ加工プレス機は、上述の第２ベース構造を含むことが有利である。一方の
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プレスふいごがベース構造のベアリング構造に作用し、そのフランジ加工ベッドをフラン
ジ加工ダイユニットにプレスするようにする。他方のプレスふいごは、第２ベース構造の
ベアリング構造に作用し、そのフランジ加工ベッドを第２フランジ加工ダイユニットにプ
レスする。
【００４６】
　デュアルプレス機はまた、１つのプレスふいごだけにフィットさせることもでき、たと
えば２つのフランジ加工ベッド、あるいはその代わりに、フランジ加工ベッドが背中合わ
せに配置されるか、フランジ加工ダイユニットが背中合わせに配置されるかのいずれかで
あり、プレスふいごがその間に配置される場合に互いに離れる方を向く２つのフランジ加
工ダイユニットをプレスする。原則として、一方のシングルプレスのフランジ加工ベッド
と他方のシングルプレスのフランジ加工ダイユニットの間に共通のプレスふいごを両方の
シングルプレスに対しても配置でき、第１シングルプレスのフランジ加工ベッドを第１シ
ングルプレスフランジ加工ダイユニットに向けて動かし、他方のシングルプレスのフラン
ジ加工ダイユニットを他方のシングルプレスのフランジ加工ベッドに向けて動かす。シン
グルプレスをオープンする後退動作は、たとえば、電動で、あるいは機械的または空気的
ばねデバイスの手段によって発生させることができる。２つのプレスふいごを配置するこ
とは、しかし、２つのシングルプレスがプレス加工動作に結合できるようにするというこ
とであり、他方が休止している間、一方のシングルプレスが作動できる、あるいは２つの
シングルプレスが異なるサイクルタイムあるいはインターバルを使用して作動できるとい
うことである。
【００４７】
　本発明はまた、フランジ加工プレス機の製造方法にも関し、このフランジ加工プレス機
の製造方法において、少なくとも１つの仕上げされた（すなわちプレスに必要な耐久力を
備えた）ガイド要素を含むベース構造、および、少なくとも１つの仕上げされた（すなわ
ちプレスに必要な耐久力を備えた）ガイドカウンタ要素を含むフランジ加工ダイユニット
を準備し、そしてフランジ加工ダイをフランジ加工ダイユニットに取付ける。ベース構造
およびフランジ加工ダイを取付けたフランジ加工ダイユニットは、ガイド要素とガイドカ
ウンタ要素のガイド係合により、互いに対してアライメントされている。フランジ加工ダ
イあるいはフランジ加工ベッドは、ガイド係合が実施されている間に仕上げされた。ガイ
ド要素とガイドカウンタ要素は、プレスが引き続いて作動している間においてプレス加工
動作をガイドするようにガイド係合される構造であるため、フランジ加工ベッドあるいは
フランジ加工ダイ（好ましくはフランジ加工ベッドおよびフランジ加工ダイ）は、その後
のプレス動作におけるガイド係合で仕上げされることにより完成させることができ、よっ
て、ガイド要素は別にして、唯一の未完成にあらかじめ形成され、適用に応じてあらかじ
め加工されたベース構造と、ガイドカウンタ要素は別にして、唯一の未完成にあらかじめ
形成され適用に応じてあらかじめ加工されたフランジ加工ダイとを使用して互いに対して
高いレベルの精巧性で完成させることができる。コストのかかる再加工および再調整は省
くことができ、あるいは少なくともそのような作業に費やす努力は大幅に減る。
【００４８】
　さらに発展して、サプレッサは、少なくとも１つの仕上げされたガイド要素も設けるこ
とができるが、未完成に形成され適用に応じてあらかじめ加工された押さえつけ端部の領
域のみであり、ベース構造あるいはフランジ加工ダイユニットの１つあるいはそれ以上の
ガイド要素、好ましくはフランジ加工ダイユニットのためのベース構造のガイド要素とガ
イド係合されてのみ、仕上げされる。
【００４９】
　フランジ加工プレス機は、吸引力の手段によってコンポーネントをフランジ加工ベッド
に引き寄せるために、１つあるいはそれ以上のコンポーネント吸引体を含む。１つあるい
はそれ以上のコンポーネント吸引体は、コンポーネントがたとえば１つのパーツが他のパ
ーツの中にネスト化されたのみの、あるいは少なくともフランジが折りたたまれる前にま
だ十分に固定して互いに接続されていない、外側パーツおよび内側パーツを含むネスト化
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されたコンポジットである場合に特に有利である。このようなコンポーネントのうち、サ
プレッサは通例、たとえば車両ドアの内側パーツあるいはその他の車両パーツといった、
直接に面している構造パーツのみ保持でき、たとえば車両ドアの外側パーツあるいはその
他の車両パーツといった、サプレッサに離れる方を向く構造パーツは、比較的ルーズにの
み保持される。このその他の構造パーツは、１つあるいはそれ以上のコンポーネント吸引
体の手段によって、フランジ加工ベッドに引き寄せられ、そしてフランジ加工ベッドに対
し固定されることができる。
【００５０】
　さらに発展して、フランジ加工プレス機は、広範囲エリアコンポーネント吸引体を含む
。このコンポーネント吸引体は、フランジ加工プレス機の側壁構造により、好ましくはフ
ランジ加工ベッドの側壁構造により側方が囲まれ、コンポーネントのエンドに面する側の
広範囲エリアにわたって定義される吸込室を含む。吸引デバイスは、コンポーネントが吸
込室をごくわずかなロスは別としてエンドに面する側で気密に密閉するようにして、少な
くとも（フランジ加工ベッドと圧接する）コンポーネントがフランジ加工ベッド内で閉鎖
された表面を含むときにいつでも実現することができる。コンポーネントは、吸込室の第
１エンドに面する壁構造を形成する。コンポーネントに対向する、エンドに面する側にお
いて、フランジ加工ベッドは、吸込室を定義する第２エンドに面する壁構造を含む。円周
側壁構造、好ましくはコンポーネントに対向するエンドに面する壁構造には、１つあるい
はそれ以上の打ち抜き穴が設けられ、部分真空を発生させるために、打ち抜き穴を通じて
吸込室から排気することができる。
【００５１】
　第２エンドに面する壁構造は、コンポーネントが吸引されたとき、第２エンドに面する
壁構造の領域でサポートされるように、コンポーネントに向かい、コンポーネントの外形
に適合する表面を含むことができる。このようにして得られたサポート領域は、コンポー
ネントのエリアから見て、吸込室にゆきわたる部分真空に基づいてコンポーネントが歪曲
するのを防ぐような形状、配置することができる。
【００５２】
　好ましい実施形態において、吸込室の容量を小さいものとするために、吸込室は、プレ
ス方向に平坦であるのみである。吸込室の幾何学的形状がそれ以外は変更のない場合、第
２エンドに面する壁構造は、コンポーネントから全体でで最高で１０ｍｍ、好ましくは最
高で５ｍｍの均一の距離を有する場合、第２エンドに面する壁構造は特に、吸込室の内部
容量が、得られる容量に対応するような形状とすることができる。この事実上の比較容量
は、コンポーネントの面しているエリア全体を見て、第２エンドに面する壁構造が、コン
ポーネントの面している表面の形状に適合しているとみなされる場合、そして好ましくは
最高で１０ｍｍ、より好ましくは最高で５ｍｍ、およびさらにより好ましくは最高で３ｍ
ｍの同じ距離が維持される場合に得ることができる。
【００５３】
　第２エンドに面する壁構造は、フランジ加工ベッドのコンポーネントベアリングサポー
トと共に、特にたとえば機械により形成することができる。第２エンドに面する壁構造は
特に、プラスティックから形成することができる。プラスティックの半仕上げされたプロ
ダクトはよって、たとえばフランジ加工ベッドに固定して接続され、一度接続されると、
コンポーネントに適合した表面を得るために仕上げされることができる。また、プラステ
ィック材料は、フランジ加工ベッドに注がれて、エンドに面する側の一方を充填し、硬化
後にフランジ加工ベッドのベアリングサポートと共に、コンポーネントに適合するように
仕上げすることができる。
【００５４】
　有利な特徴は、サブクレームおよびそれらの組み合わせにも説明されている。
【００５５】
　個々のサブクレームに記載された特徴は、少なくとも１つのプレスふいごの特徴と共に
実現するのが有利であるが、それらはそのようなフランジ加工プレス機に限定されない。
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出願人は、サブクレーム、明細書、あるいは図に開示されたそれぞれの特徴を別個のクレ
ームとする権利を有し、このクレームではクレーム１の特徴（ａ）～（ｄ）を含み、特徴
（ｅ）および（ｆ）の代わりに、少なくとも１つのその他の特徴、たとえば少なくともサ
ブクレームで開示された特徴のうちの１つを含む。プレスふいごとは別個に、あるいは特
にこれと共に実現可能な特に有利な主題には、たとえば、フランジ加工されるコンポーネ
ントがプレス方向に少なくとも実質的に平行に挿入され、フランジ加工ベッドまで、そし
てフランジ加工ベッド中に移動することができるパッセージを含むフランジ加工ダイユニ
ットの実施形態と、サプレッサ、そして１つあるいはそれ以上のフランジ加工ダイが横断
移動可能性を有する実施形態と、セラミック表面を有する１つあるいはそれ以上のフラン
ジ加工ダイの実施形態とが含まれるが、これらはほんの一例に過ぎない。追加の主題は、
以下の態様により開示される。
【００５６】
　以下の態様は、クレームのように表現されている。態様においては、クレームで通常そ
のようにされる通り、実施例で使用された参照符号を使用し、括弧内に示す。また、クレ
ームで通常そのようにされる通り、特定の実施形態を具体化の目的で挙げることはできる
が態様は特定の実施例に限定されない。
【００５７】
　態様１：好ましくは車両パーツであるコンポーネントのフランジを折りたたむためのフ
ランジ加工プレス機であって、フランジ加工プレス機は、静置状態で配置され、少なくと
も、
（ａ）フランジ（Ｃ）を折りたたむために、その上において、コンポーネント（Ｂ）がプ
レス方向（Ｆ）においてプレスされることができるように、フランジ加工ベッド（１１）
を装備するベース構造（１）と、
（ｂ）フランジ（Ｃ）を折りたたむためのフランジ加工ダイ（２１）を装備する、フラン
ジ加工ダイユニット（２）と、
（ｃ）折りたたむことを目的として、コンポーネント（Ｂ）に作用するプレス力を発生さ
せるためのプレスドライブ（６０）と、を含み
（ｄ）フランジ加工ダイ（２１）およびフランジ加工ベッド（１１）は、プレス力を働か
せるために、プレスドライブ（１４、６０）の手段によってプレス方向（Ｆ）に互いに対
して移動可能である。
【００５８】
　態様２：態様１によるフランジ加工プレス機であって、
プレスドライブ（６０）は、好ましくは加圧ガスである圧力流体で充填されることができ
るふいご（６０）であって、圧力が加えられた時にフランジ加工ダイユニット（２）ある
いはフランジ加工ベッド（１１）にプレス方向（Ｆ）に作用し、これにより少なくとも幾
分かのプレス力を発生するふいご（６０）を含み、プレスふいご（６０）は、プレス方向
（Ｆ）を横断する方向に延び、圧力流体で充填されることができる、ふいごエリア（６２
）を含む。
【００５９】
　態様３：態様２によるフランジ加工プレス機であって、ふいごエリア（６２）は、プレ
スふいご（６０）が加圧空気を２０バール以下、好ましくは６バール以下の圧力で届ける
加圧空気源に接続された時にフランジ加工に必要なプレス力がプレスふいご（６０）を通
じて加えられることができるように、十分に広い。
【００６０】
　態様４：態様１～３のいずれか１つのフランジ加工プレス機であって、プレスふいご（
６０）は、フランジ加工ダイユニット（２）から離れる方に向かうフランジ加工ベッド（
１１）の裏側、あるいは、フランジ加工ベッド（１１）から離れる方に向かうフランジ加
工ダイユニット（２）の裏側に配置される。
【００６１】
　態様５：態様１～４のいずれか１つのフランジ加工プレス機であって、プレスふいご（
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６０）は、フランジ加工ベッド（１１）あるいはフランジ加工ダイユニット（２）に、プ
レス方向（Ｆ）に直接作用する。
【００６２】
　態様６：態様１～５のいずれか１つのフランジ加工プレス機であって、ベース構造（１
）は、枠組み（１３）および枠組み（１３）に対しプレス方向（Ｆ）に移動可能であるベ
アリング構造（１０）を含み、フランジ加工ベッド（１１）は、ベアリング構造（１０）
の、フランジ加工ダイユニット（２）に向かう前側に配置され、プレスふいご（６０）は
、ベアリング構造（１０）の、フランジ加工ダイユニット（２）に離れる方に向かう裏側
に配置される。
【００６３】
　態様７：態様１～６のいずれか１つのフランジ加工プレス機であって、プレスふいご（
６０）は、プレス方向（Ｆ）および反プレス方向に移動可能であるように、フランジ加工
ベッド（１１）、あるいは、ベース構造（１）の枠組み（１３）上のフランジ加工ダイユ
ニット（２）のいずれかを支持する。
【００６４】
　態様８：態様１～７のいずれか１つのフランジ加工プレス機であって、プレスふいご（
６０）は、フレキシブルふいご壁（６１）、第１ふいご搭載構造（６２、６３）、および
第２ふいご搭載構造（６２、６３）を含み、これらのうちの１つは、特に圧力流体を装填
されることができるふいごエリア（６２）を形成可能であり、フレキシブルふいご壁（６
１）は、プレス方向（Ｆ）に延びるプレス加工軸線を囲み、第１ふいご搭載構造（６２、
６３）は、フレキシブルふいご壁（６１）の一方のエンドに面する側に配置され、第２ふ
いご搭載構造（６２、６３）は、フレキシブルふいご壁（６１）の他方のエンドに面する
側に配置され、ふいご搭載構造（６２、６３）は、それぞれ、好ましくは流体シールにて
、フレキシブルふいご壁（６１）に固定されて接続される。
【００６５】
　態様９：態様８によるフランジ加工プレス機であって、ふいご搭載構造（６２、６３）
のうちの少なくとも１つが、各ふいご搭載構造（６２、６３）をエンドに面して見た時に
、プレス加工軸線（Ｆ）の周りを円周方向に、外周に沿ってのみ、あるいは薄片の形式で
、ふいご壁（６１）のエンドに面する側の端部の輪郭に追従する。
【００６６】
　態様１０：態様８または９によるフランジ加工プレス機であって、少なくとも１つのふ
いご搭載構造（６２）が、一方のエンドに面する側で流体シールにてプレスふいご（６０
）を閉鎖している。
【００６７】
　態様１１：態様８～１０のいずれか１つによるフランジ加工プレス機であって、フレキ
シブルふいご壁（６１）は少なくともプレスふいご（６０）が圧力が加えられた時にリン
グを形成し、リングは特に、円形リング、あるいはより詳細には、コンポーネント（Ｂ）
の平面図では非円形に延長するフランジ（Ｃ）の輪郭に適合する円形リングとすることが
できる。
【００６８】
　態様１２：態様１～１１のいずれか１つのフランジ加工プレス機であって、ベース構造
（１）およびフランジ加工ダイユニット（２）に対しプレス方向（Ｆ）および反プレス方
向に移動可能であるストロークベアリング構造（１１０）をさらに含み、プレスふいご（
６０）は、間接的あるいは好ましくは直接的にストロークベアリング構造（１１０）にサ
ポートされ、ストロークベアリング構造（１１０）およびプレスふいご（６０）が一体的
にベース構造（１）およびフランジ加工ダイユニット（２）に対して行う動作によってプ
レスふいご（６０）の伸長ストロークを短くできるようにストロークベアリング構造（１
１０）と共に移動可能である。
【００６９】
　態様１３：態様１～１２のいずれか１つの態様のフランジ加工プレス機であって、１つ
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あるいはそれ以上のフィラー体（１０９）が圧力流体を装填されることができるプレスふ
いご（６０）の内部スペースに配置されており、少なくとも１つのフィラー体（１０９）
は、その他の点では同等のフィラー体無しの内部スペースに比較して、フランジ加工プレ
ス機が作動中に必要な圧力流体の量を減少するために、最大に伸長されたプレスふいご（
６０）に対し少なくとも２０％、好ましくは少なくとも３０％、さらにより好ましくは少
なくとも４０％以上内部スペースの容量を減少する。
【００７０】
　態様１４：態様１～１３のいずれか１つのフランジ加工プレス機であって、
　態様８～１１のいずれか１つの第１ふいご搭載構造（６２、６３）は、フランジ加工プ
レス機の枠組み（１３）あるいは態様１２または１３のストロークベアリング構造（１１
０）に取り付けられ、フランジ加工ベッド（１１）あるいはフランジ加工ダイユニット（
２）のいずれかは、第２ふいご搭載構造（６２、６３）により支持される。
【００７１】
　態様１５：態様１～１４の態様のいずれか１つのフランジ加工プレス機であって、別の
プレスふいご（６０）をさらに含み、少なくとも２つのプレスふいご（６０）がプレス方
向（Ｆ）に重ねて配置されるか、あるいは隣同士に配置される。
【００７２】
　態様１６：態様１５によるフランジ加工プレス機であって、プレスふいご（６０）は、
軸方向に同じプレス方向（Ｆ）に、あるいは軸方向に互いに反対のプレス方向（Ｆ）に伸
長するように配置される。
【００７３】
　態様１７：態様１５、１６によるフランジ加工プレス機であって、プレスふいご（６０
）は、互いに独立して、同じあるいは異なる圧力流体が充填され、あるいは圧力から解放
される。
【００７４】
　態様１８：態様１～１７のいずれか１つのフランジ加工プレス機であって、追加ドライ
ブ（６９）、好ましくは空気的追加ドライブが、プレスふいご（６０）に加えて設けられ
、追加ドライブ（６９）は、フランジ加工ベッド（１１）に結合されてフランジ加工ベッ
ド（１１）をプレス方向（Ｆ）あるいは反プレス方向に移動可能であるか、フランジ加工
ダイユニット（２）に結合されてフランジ加工ダイユニット（２）をプレス方向（Ｆ）あ
るいは反プレス方向に移動可能であるかのいずれか１つである。
【００７５】
　態様１９：態様１～１８のいずれか１つのフランジ加工プレス機であって、フランジ加
工ベッド（１１）あるいはフランジ加工ダイユニット（２）はプレスふいご（６０）上に
配置され、フランジ（Ｃ）を折りたたむためにプレスふいご（６０）の手段によって持ち
上げられることができ、プレスふいご（６０）は、フランジ加工ベッド（１１）あるいは
フランジ加工ダイユニット（２）を再度下降するために重力によって、あるいは追加ドラ
イブ（６９）の手段によって圧力から解放されることができる。
【００７６】
　態様２０：態様１～１９のいずれか１つのフランジ加工プレス機であって、フランジ加
工ダイ（２１）はフランジ加工ダイユニット（２）に対しプレス方向（Ｆ）を横断する方
向に移動可能であり、フランジ加工ダイドライブ（２２）は、フランジ加工ダイ（２１）
をプレス方向（Ｆ）を横断する方向に動かすために、フランジ加工ダイ（２１）に結合さ
れており、好ましくはフランジ加工ダイユニット（２）に配置されている。
【００７７】
　態様２１：態様１～２０のいずれか１つのフランジ加工プレス機であって、フランジ加
工ダイユニット（２）は、プレス方向（Ｆ）を指すプレス加工軸線（Ｆ）の周りに延長す
る内周（２８）を示すベアリング構造（２０）と、フランジ（Ｃ）を折りたたむための複
数のフランジ加工ダイ（２１）とを含み、フランジ加工ダイ（２１）はそれぞれ、ベアリ
ング構造（２０）にプレス方向（Ｆ）に支持され、内周（２８）に沿って隣同士に配置さ
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れ、ベアリング構造（２０）に対し、プレス方向（Ｆ）を横断する方向と内周（２８）を
横断する方向とに移動可能である。
【００７８】
　態様２２：態様２１によるフランジ加工プレス機であって、フランジ加工ダイ（２１）
はそれぞれ、フランジ（Ｃ）が折りたたまれている時にフランジ（Ｃ）にプレス力を働か
せ、ベアリング構造（２０）の内周（２８）でプレス方向（Ｆ）に支持され、各フランジ
加工ダイ（２１）のプレス力と内周（２８）との間の距離は、そしてこれによってフラン
ジ加工ダイ（２１）ごとの各有効応力中心距離は、横断方向（Ｑｉ）に計測された、８ｃ
ｍ以下、好ましくは５ｃｍ以下の長さを有する。
【００７９】
　態様２３：態様２１または２２によるフランジ加工プレス機であって、内周（２８）が
、部分的にあるいは好ましくは完全にプレス加工軸線（Ｆ）の周りを３６０°にわたって
延びている。
【００８０】
　態様２４：態様２１～２３のいずれか１つによるフランジ加工プレス機であって、フラ
ンジ加工ダイのうちの１つあるいはそれ以上の第１フランジ加工ダイ（２１ｉ）が、ベア
リング構造（２０）に対しプレス方向（Ｆ）を横断し、そして内周（２８）を横断するよ
うに第１横断方向（Ｑｉ）に移動可能であり、フランジ加工ダイの１つあるいはそれ以上
の第２フランジ加工ダイ（２１ｋ）が、ベアリング構造（２０）に対し、プレス方向（Ｆ
）を横断し、そして内周（２８）を横断するように第１横断方向（Ｑｉ）に平行ではない
第２横断方向（Ｑｋ）に移動可能である。
【００８１】
　態様２５：態様１～２４のいずれか１つのフランジ加工プレス機であって、フランジ加
工ベッド（１１）は、プレス方向（Ｆ）および反プレス方向に動かないようにであるよう
に第１当接部（１０１、１０２）に接続され、フランジ加工ダイ（２１）は、プレス方向
（Ｆ）および反プレス方向に動かないようにであるように第２当接部（１０３、１０４）
に接続され、フランジ加工ベッド（１１）あるいはフランジ加工ダイ（２１）は、当接部
（１０１、１０２、１０３、１０４）がフランジ（Ｃ）を折りたたむために互いに当接す
るまで、プレス方向（Ｆ）にベース構造（１）の枠組み（１３）に対して移動可能である
。
【００８２】
　態様２６：態様２５によるフランジ加工プレス機であって、当接部（１０１、１０３）
のうちの少なくとも１つ、好ましくは第２当接部（１０３）は、フランジ加工ダイ（２１
）と共に、プレス方向（Ｆ）を横断する方向およびフランジ（Ｃ）を横断する方向を指す
横断方向（Ｑ）に横断方向に移動可能であり、当接部（１０１、１０３）のうちの少なく
とも１つが、プレス方向（Ｆ）および横断方向（Ｑ）に対して傾く当接エリアを含み、こ
れによって横断方向に移動可能な当接部（１０３）が、当接を解消するように、そして新
たな横断位置につくように横断方向（Ｑ）に移動可能であるようにする。
【００８３】
　態様２７：態様２６によるフランジ加工プレス機であって、横断方向に移動可能な当接
部（１０３）は、あらたな横断位置において、フランジ加工ベッド（１１）あるいはフラ
ンジ加工ダイ（２１）が、当接部（１０１、１０３）による別の当接をもたらせるまで、
さらにプレス方向（Ｆ）に移動されることができるように、プレス方向（Ｆ）における軸
方向に距離をもって別の当接部（１０１）に対向する。
【００８４】
　態様２８：態様２５～２７のうちのいずれか１つによるフランジ加工プレス機であって
、第１当接部（１０２）は、フランジ加工ベッドに対し（１１）、ばねデバイス（１０６
）の復元力に反して、プレス方向（Ｆ）を横断する方向およびフランジ（Ｃ）を横断する
方向を指す横断方向（Ｑ）に、横断方向に移動可能であるか、あるいは、第２当接部（１
０４）は、フランジ加工ダイ（２１）に対し、ばねデバイス（１０６）の復元力に反して
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、プレス方向（Ｆ）を横断する方向およびフランジ（Ｃ）を横断する方向を指す横断方向
（Ｑ）に横断方向に移動可能である。
【００８５】
　態様２９：態様１～２８のいずれか１つのフランジ加工プレス機であって、フランジ加
工ダイ（２１）は、プレフランジ加工のための第１フランジ加工エリア（２１ａ）および
好ましくは最終フランジ加工のための第２フランジ加工エリア（２１ｂ）を含むか、ある
いは第１フランジ加工エリア（２１ａ）を含むフランジ加工ダイ（２１）および第２フラ
ンジ加工エリア（２１ｂ）を含む別のフランジ加工ダイ（２１）がフランジ加工ダイサポ
ート（２９）に配置されており、フランジ加工エリア（２１ａ、２１ｂ）は、プレス方向
（Ｆ）を横断する方向およびフランジ（Ｃ）を横断する方向を指す横断方向（Ｑ）に隣同
士に、あるいはプレス方向（Ｆ）に順に重ねて配置されている。
【００８６】
　態様３０：態様１～２９のいずれか１つのフランジ加工プレス機であって、フランジ加
工プレス機は、フランジ（Ｃ）をコンポーネント（Ｂ）のスロットに折りたたむことがで
きるように、ヘミング加工ベッド（１１）とオーバーラップしてプレス方向（Ｆ）を横断
する方向に移動可能である、フランジ加工スライダ（７１）を含む。
【００８７】
　態様３１：態様１～３０のいずれか１つのフランジ加工プレス機であって、フランジ加
工プレス機は、コンポーネント吸引体を含み、この手段によって、コンポーネント（Ｂ）
が、吸引力によってフランジ加工ベッド（１１）での位置を保持し、コンポーネント吸引
体は、側壁構造により側面を定義される吸込室を、フランジ加工ベッド（１１）が配置さ
れているか形成されているエンドに面する側、かつ、コンポーネント（Ｂ）により定義さ
れているエンドに面する側の上に、含む。
【００８８】
　態様３２：態様３１によるフランジ加工プレス機であって、吸込室は、コンポーネント
（Ｂ）に軸方向に対向するエンドに面する側のエンドに面する壁構造により定義され、エ
ンドに面する壁構造あるいは側壁構造の、少なくとも１つの打ち抜き穴を通じて部分真空
とされることができる。
【００８９】
　態様３３：態様３２によるフランジ加工プレス機であって、エンドに面する壁構造は、
吸込室の容量を減少させるために、吸込室を定義するコンポーネント（Ｂ）のエンドに面
する側の表面に適合するように形成されている。
【００９０】
　態様３４：態様１～３３のいずれか１つのフランジ加工プレス機であって、プレス方向
（Ｆ）に延長するガイド要素（１５）がベース構造（１）に設けられ、プレス方向（Ｆ）
に延長するガイドカウンタ要素（２５）がフランジ加工ダイユニット（２）に設けられ、
ベース構造（１）およびフランジ加工ダイユニット（２）が、互いに対してプレス方向（
Ｆ）に、好ましくは直線的に、ガイド要素（１５）とガイドカウンタ要素（２５）の間で
ガイド係合の手段によってガイドされる。
【００９１】
　態様３５：態様１～３４のいずれか１つのフランジ加工プレス機であって、ベース構造
（１）が、プレス方向（Ｆ）に延長するガイド要素（１５）と、プレス方向（Ｆ）に移動
可能であり、フランジ加工ベッド（１１）がプレス方向（Ｆ）にサポートされる、好まし
くは取り付けられた、あるいは直接形成されたベアリング構造（１０）とを含み、ガイド
要素（１５）が、プレス方向（Ｆ）に動かないようにであるようにベアリング構造（１０
）に接続されており、枠組み（１３）のガイドカウンタ要素（１３ａ）にガイド係合して
ベース構造（１）の枠組み（１３）に対して軸方向にガイドされる。
【００９２】
　態様３６：態様１～３５のいずれか１つのフランジ加工プレス機であって、フランジ加
工中にコンポーネント（Ｂ）を押さえつけるサプレッサ（３）が設けられ、ベース構造（
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１）あるいはフランジ加工ダイユニット（２）が、第１テンシング要素（１６、１１６）
を含み、サプレッサ（３）が、テンシング係合でコンポーネント（Ｂ）を押さえつけるた
めにサプレッサ（３）に、プレス方向（Ｆ）にフランジ加工ベッド（１１）に対して張力
を加えるための、互いにテンシング係合をもたらすことができる第２テンシング要素（３
６）を含む。
【００９３】
　態様３７：態様３６によるフランジ加工プレス機であって、テンシング要素は、第１カ
ップリング構造および第２カップリング構造を含むテンシングカップリングの構成要素で
あり、第１カップリング構造は、プレス方向（Ｆ）に対して動かないように、ベース構造
（１）に、好ましくは軸方向に移動可能であるベース構造（１）の枠組み（１３）あるい
はベアリング構造（１０）、あるいはフランジ加工ダイユニット（２）に接続されており
、第２カップリング構造は、プレス方向（Ｆ）に対して動かないように、サプレッサ（３
）に接続されており、一方のカップリング構造が、プレス方向（Ｆ）を横断する方向に往
復運動ができるように、一方のテンシング要素を搭載し、他方のテンシング要素（１１６
）が、他方のカップリング構造において凹部あるいはキャビティであり、テンシング係合
を確立するために、横断方向に移動可能なテンシング要素が、好ましくは直線的に、プレ
ス方向（Ｆ）を横断する方向に、凹部あるいはキャビティに入ることができる。
【００９４】
　態様３８：態様３７によるフランジ加工プレス機であって、一方のカップリング構造、
好ましくは横断方向に移動可能なテンシング要素を搭載するカップリング構造は、プレス
方向（Ｆ）あるいは反プレス方向に他方のカップリング構造が入ることができるレセプタ
クルを含み、横断方向に移動可能なテンシング要素および凹部あるいはキャビティとして
形成されたテンシング要素（１１６）が、レセプタクルの領域に位置し、横断方向に移動
可能なテンシング要素が、絶えず、あるいはテンシング係合を確立するためのみに、プレ
ス方向（Ｆ）を横断する方向に作用する力で負荷をかけられている。
【００９５】
　態様３９：態様３６のフランジ加工プレス機であって、テンシング要素（１６、３６）
は、ねじとナットのように共働し、テンシング要素（１６、３６）が回転軸の周りを互い
に対して回転した時、一方のテンシング要素（１６、３６）が、プレス方向（Ｆ）あるい
は反プレス方向に回転軸を中心として上昇し、他方のテンシング要素（１６、３６）が、
上昇エリアあるいはラインをスライドする。
【００９６】
　態様４０：態様３４～３９のいずれか１つのフランジ加工プレス機であって、一方のテ
ンシング要素（１６、１１６）が、プレス方向（Ｆ）にガイド要素（１５）に支持される
か、ガイド要素（１５）により直接形成される。
【００９７】
　態様４１：態様４０によるフランジ加工プレス機であって、異なるサプレッサ（３）に
容易に適合できるように、一方のテンシング要素（１６）が取り外し可能に、好ましくは
交換可能にガイド要素（１５）に接続されるか、ガイド要素（１５）に対して移動可能で
ある。
【００９８】
　態様４２：態様１～４１のいずれか１つのフランジ加工プレス機であって、フランジ加
工ダイ（２１）は、これを通じてフランジ加工中にコンポーネント（Ｂ）のフランジに対
してプレスする表面（２１ａ、２１ｂ）に、保護セラミック層を含む。
【００９９】
　態様４３：態様４２によるフランジ加工プレス機であって、フランジ加工ダイ（２１）
は、セラミック材料からなる。
【０１００】
　態様４４：態様１～４３のいずれか１つのフランジ加工プレス機であって、フランジ加
工ダイ（２１）は、表面（２１ａ、２１ｂ）に、これを通じてフランジ加工中にコンポー
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ネント（Ｂ）のフランジに対してプレスする、保護セラミック層を含む。
【０１０１】
　態様４５：態様４４によるフランジ加工プレス機であって、コーティングは、好ましく
はＰＶＤあるいはＣＶＤ法の手段によって、薄膜技術を使用して、あるいは、好ましくは
溶射法の手段によって、厚膜技術を使用して実現される。
【０１０２】
　態様４６：態様１～４５のいずれか１つのフランジ加工プレス機であって、ヘミング加
工中にコンポーネント（Ｂ）を押さえつけるためのサプレッサ（３）をさらに含み、サプ
レッサ（３）は、空間的に移動可能であるアクチュエータに取り付けるための取り付けデ
バイス（３４）と、コンポーネント（Ｂ）がフランジ加工プレス機に移動し、サプレッサ
（３）の手段によってフランジ加工ベッド（１１）に位置させることができる、コンポー
ネント（Ｂ）を保持するための保持デバイスを含む。
【０１０３】
　態様４７：態様４６によるフランジ加工プレス機であって、ベース構造（１）あるいは
フランジ加工ダイユニット（２）は、ガイド要素（１５）を含み、サプレッサ（３）は、
コンポーネント（Ｂ）を挿入している間ガイド要素（１５）とサプレッサ（３）のガイド
カウンタ要素（３５）との間のガイド係合の手段によってサプレッサ（３）をフランジ加
工ベッドに対し（１１）好ましくはプレス方向（Ｆ）にガイドする、ガイドカウンタ要素
（３５）を含み、サプレッサ（３）のためのガイド要素（１５）は、好ましくは態様３４
の、フランジ加工ダイユニット（２）のためのガイド要素（１５）でもある。
【０１０４】
　態様４８：態様１～４７のいずれか１つのフランジ加工プレス機であって、好ましくは
態様４６または４７のサプレッサ（３）である、サプレッサ（３）が、フランジ加工中に
コンポーネント（Ｂ）を押さえつけるために設けられ、サプレッサ（３）は、コンポーネ
ント（Ｂ）に接触する押さえつけ端部（３１）、および押さえつけ端部（３１）を境する
領域を含み、押さえつけ端部を境するサプレッサ（３）の領域、および少なくとも１つの
フランジ加工ダイ（２１）は、フランジ加工中、少なくとも１つのフランジ加工ダイ（２
１）がプレス方向（Ｆ）を横断する方向に、およびフランジを横断する方向にサプレッサ
（３）の押さえつけ端部（３１）とオーバーラップできるような形状とされている。
【０１０５】
　態様４９：態様４８によるフランジ加工プレス機であって、少なくとも以下の特徴のう
ちの１つを含む、（ｉ）フランジ加工中に、フランジ加工ダイ（２１）およびサプレッサ
（３）がプレス方向（Ｆ）におよびフランジを横断する方向にインターロックするように
、押さえつけ端部（３１）を境する領域において、サプレッサ（３）は、プレス方向（Ｆ
）を横断する方向に突出する領域（３２）、およびプレス方向（Ｆ）を横断する方向に後
退する領域（３３）を含み、フランジ加工ダイ（２１）は、これに類似してプレス方向（
Ｆ）を横断する方向に突出する領域およびプレス方向（Ｆ）を横断する方向に後退する領
域を含み、（ｉｉ）サプレッサ（３）は、フランジ加工中にフランジ加工ダイ（２１）が
その裏側で押さえつけ端部（３１）にオーバーラップできるように、押さえつけ端部（３
１）を境する領域においてフランジ加工ダイ（２１）から離れるように角度を有する（３
７）。
【０１０６】
　態様５０：態様１～４９のいずれか１つのフランジ加工プレス機であって、フランジ加
工ダイ（２１）は、第１アングルでフランジを折りたたむための第１フランジ加工エリア
（２１ａ）と、別のアングルでフランジを折りたたむための第２フランジ加工エリア（２
１ｂ）を含み、第１フランジ加工エリアは、第２フランジ加工エリアを超えて、プレス方
向（Ｆ）を横断する方向に、フランジ加工ダイ（２１）の自由前側エンドに向けて突出す
る。
【０１０７】
　態様５１：態様１～５１のいずれか１つのフランジ加工プレス機であって、フランジ加
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工ダイユニット（２）は、コンポーネント（Ｂ）をフランジ加工ベッド（１１）に離れる
方を向くフランジ加工ダイユニット（２）の裏側からフランジ加工ベッド（１１）に挿入
できるパッセージ（２０ａ）を含み、フランジ加工ダイ（２１）は、パッセージ（２０ａ
）の外周を部分的にあるいは好ましくは３６０°にわたって完全に囲むフランジ加工ダイ
ユニット（２）の内周（２８）に配置され、複数のフランジ加工ダイ（２１）が、好まし
くは内周（２８）に沿って隣同士に配置でき、フランジ加工ダイユニット（２）は、パッ
セージ（２０ａ）の外周を少なくとも部分的に、好ましくは３６０°にわたって完全にフ
レームのように囲む、好ましくはフレーム状のベアリング構造（２０）を含む。
【０１０８】
　態様５２：態様５１によるフランジ加工プレス機であって、プレス方向（Ｆ）の平面視
で、フランジ加工ベッド（１１）を軸方向に投影すると、内周（２８）がフランジ（Ｃ）
の外形を外形に近似して追従し、フランジ（Ｃ）の全体の長さにわたってフランジ（Ｃ）
の外形からの距離（ｄ）が８ｃｍ以下、好ましくは６ｃｍ以下である。
【０１０９】
　態様５３：態様１～５２のいずれか１つのフランジ加工プレス機であって、ベース構造
（１）およびフランジ加工ダイユニット（２）は、フランジ加工ベッド（１１）がそのよ
うな実施形態では少なくとも実質的に水平であるプレス方向（Ｆ）を指すように、少なく
とも実質的に垂直に直立して設置されるか、あるいは垂直に直立して設置できるように搭
載される。
【０１１０】
　態様５４：態様５３によるフランジ加工プレス機であって、少なくとも、ベース構造（
１）あるいはオプションの追加ベース構造（８）に設けられ、追加コンポーネント（Ｂ）
のフランジを折りたたむために、追加コンポーネント（Ｂ）をプレス方向（Ｆ）とは反対
のプレス方向（－Ｆ）にプレスすることができる追加のフランジ加工ベッド（１２）、お
よび追加のフランジ加工ベッド（１２）に向かう、追加コンポーネント（Ｂ）のフランジ
を折りたたむための追加のフランジ加工ダイ（４１）を含む、追加のフランジ加工ダイユ
ニット（４）、をさらに含み、フランジ加工ベッド（１１、１２）は、フランジ加工ダイ
ユニット（２、４）の間にプレス方向（Ｆ）に配置され、追加のフランジ加工ダイ（４１
）および追加のフランジ加工ベッド（１２）は、追加コンポーネント（Ｂ）にプレス力を
働かせるためにも、プレスドライブ（１４）の手段によって、互いに対してプレス方向（
Ｆ）に移動可能である。
【０１１１】
　態様５５：態様１～５４のいずれか１つのフランジ加工プレス機であって、フランジ加
工ダイユニット（２）が、プレス方向に移動可能であるようにベース構造（１）に搭載さ
れるか、ベース構造（１）が、プレス方向（Ｆ）に移動可能であるようにフランジ加工ダ
イユニット（２）に搭載されるかのいずれかである。
【０１１２】
　態様５６：態様１～５５のいずれか１つのフランジ加工プレス機であって、プレスドラ
イブの手段によって（１４）、プレス力を働かせるために、ベース構造（１）およびフラ
ンジ加工ダイユニット（２）が、そしてこれによってフランジ加工ダイ（２１）およびフ
ランジ加工ベッド（１１）が互いに対してプレス方向（Ｆ）に移動可能であり、フランジ
加工ダイ（２１）は、フランジ加工ダイユニット（２）にプレス方向（Ｆ）にサポートさ
れ、好ましくはプレス方向（Ｆ）に動かないようにであるように配置される。
【０１１３】
　態様５７：態様１～５６のいずれか１つのフランジ加工プレス機であって、少なくとも
実質的に水平である軸を中心にして回転あるいは回動できるように、フランジ加工ベッド
（１１）およびフランジ加工ダイユニット（２）が、搭載される。
【０１１４】
　態様５８：態様１～５７のいずれか１つのフランジ加工プレス機の手段によって、好ま
しくは車両パーツであるコンポーネントのフランジを折りたたむ方法であって、（ａ）コ
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ンポーネント（Ｂ）が、空間的に移動可能であるアクチュエータの手段によって、態様５
１によりフランジ加工ベッド（１１）に向けてパッセージ（２０ａ）を通じて好ましくは
フランジ加工ベッド（１１）まで、フランジ加工ベッド（１１）に対して移動し、（ｂ）
アクチュエータあるいはテンシングデバイス（１６、３６、１１６）の手段によって、フ
ランジ加工ベッド（１１）に位置し、好ましくは押し込まれ、（ｃ）フランジ（Ｃ）が、
フランジ加工ダイユニット（２）がフランジ加工ダイ（２１）と共に実行するプレス加工
ストロークにより折りたたまれる。
【０１１５】
　態様５９：態様５８による方法であって、（ｄ）態様３６～４１および４６～４９のい
ずれか１つのサプレッサ（３）が、パッセージ（２０ａ）を通じて動かされて、フランジ
加工ベッド（１１）に挿入される間、アクチュエータに取り付けられ、コンポーネント（
Ｂ）を保持し、（ｅ）フランジ加工中に、フランジ加工ベッド（１１）にコンポーネント
（Ｂ）を押さえつける。
【０１１６】
　態様６０：態様１～５９のいずれか１つのフランジ加工プレス機の手段によって好まし
くは車両パーツであるコンポーネントのフランジを折りたたむ方法であって、（ａ）態様
１２により、プレスふいご（６０）が、ストロークベアリング構造（１１０）で支持され
、（ｂ）フランジ加工ダイユニット（２）あるいはフランジ加工ベッド（１１）のいずれ
かが、フランジ加工プレス機の枠組み（１３）に対し、フランジ加工ベッド（１１）に置
かれているコンポーネント（Ｂ）のフランジ（Ｃ）を折りたたむためにストローク動作を
行い、（ｃ）ストローク動作が、ストロークベアリング構造（１１０）がプレスふいご（
６０）と共に実行するストローク、およびプレスふいご（６０）の伸長ストロークから構
成される。
【図面の簡単な説明】
【０１１７】
　本発明の実施形態の例を、図に基づいて以下に説明する。実施形態の例により開示され
た特徴は、個々の特徴であっても、特徴の組み合わせであっても、クレームの主題ならび
に上述の実施形態および態様を有利に発展させる。
【図１】図１は、第１実施形態の例における、フランジ加工プレス機を示す。
【図２】図２は、主要コンポーネントに分離された、フランジ加工プレス機を示す。
【図３】図３は、フランジ加工プレス機のベース構造を示す。
【図４】図４は、フランジ加工プレス機のフランジ加工ダイユニットを示す。
【図５】図５は、フランジ加工ダイユニットの一部を示す。
【図６】図６は、フランジ加工プレス機のサプレッサを示す。
【図７】図７は、サプレッサを含むがフランジ加工ダイユニットを含まないフランジ加工
プレス機を示す。
【図８】図８は、第１変形態様におけるフランジ加工ダイおよびサプレッサを示す。
【図９】図９は、フランジ加工プロセスを示す。
【図１０】図１０は、フランジ加工プロセスを示す。
【図１１】図１１は、フランジ加工プロセスを示す。
【図１２】図１２は、フランジ加工プロセスを示す。
【図１３】図１３は、フランジ加工プロセスを示す。
【図１４】図１４は、フランジ加工プロセスを示す。
【図１５】図１５は、フランジ加工プロセスを示す。
【図１６】図１６は、フランジ加工プロセスを示す。
【図１７】図１７は、第２変形態様におけるフランジ加工ダイおよびサプレッサを示す。
【図１８】図１８は、第２変形態様におけるフランジ加工ダイおよびサプレッサを示す。
【図１９】図１９は、第３変形態様におけるフランジ加工ダイおよびサプレッサを示す。
【図２０】図２０は、第３変形態様におけるフランジ加工ダイおよびサプレッサを示す。
【図２１】図２１は、第２実施形態の例におけるフランジ加工プレス機を示す。
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【図２２】図２２は、第３実施形態の例におけるプレスふいごを含むフランジ加工プレス
機を示す。
【図２３】図２３は、プレスふいごの平面図を示す。
【図２４】図２４は、プレスふいごの側面図を示す。
【図２５】図２５は、第４実施形態の例におけるフランジ加工プレス機を示す。
【図２６】図２６は、第４実施形態の例における枠組みおよびプレスふいごを示す。
【図２７】図２７は、第４実施形態の例における枠組み、プレスふいご、およびベースベ
アリング構造を示す。
【図２８】図２８は、第４実施形態の例におけるプレスふいごを含むベース構造を示す。
【図２９】図２９は、ウインドウスロットフランジをフランジ加工するための追加のフラ
ンジ加工デバイスを含む、第４実施形態の例におけるベース構造を示す。
【図３０】図３０は、第４実施形態の例における、ベースベアリング構造およびコンポー
ネントが挿入されたヘミング加工ベッドを示す。
【図３１】図３１は、第４実施形態の例におけるベース構造およびフランジ加工ダイユニ
ットを示す。
【図３２】図３２は、第４実施形態の例におけるフランジ加工ダイユニットを示す。
【図３３】図３３は、第４実施形態の例におけるサプレッサを示す。
【図３４】図３４は、第４実施形態の例におけるサプレッサが、フランジ加工ベッドと相
互作用するのを示す。
【図３５】図３５は、第４実施形態の例におけるヘミング加工ベッド、サプレッサ、およ
びフランジ加工ダイユニットの断面における詳細を示す。
【図３６】図３６は、第４実施形態の例におけるフランジ加工プレス機のフランジ加工の
順序を示す。
【図３７】図３７は、プレスふいごを示す。
【図３８】図３８は、搭載構造を取り外したプレスふいごをを示す。
【図３９】図３９は、プレスふいごのフレキシブル部分を示す。
【図４０】図４０は、第４実施形態の例におけるフランジ加工プレス機の平面図を示す。
【図４１】図４１は、第５実施形態の例におけるフランジ加工プレス機を示す。
【図４２】図４２は、第５実施形態の例におけるフランジ加工プレス機のストロークベア
リング構造を示す。
【図４３】図４３は、第５実施形態の例におけるフランジ加工プレス機の構成要素が、ベ
ースポジションに置かれた状態の側面図を示す。
【図４４】図４４は、第５実施形態の例におけるフランジ加工プレス機の構成要素の図４
３の切断面線Ａ―Ａにおける断面図を示す。
【図４５】図４５は、中間ストロークを実行した後の第５実施形態の例におけるフランジ
加工プレス機の構成要素を示す。
【図４６】図４６は、フランジ加工ストロークを実行した後の、第５実施形態の例におけ
るフランジ加工プレス機の構成要素を示す。
【図４７】図４７は、リターンストロークを実行した後の、プレスふいごがまだ伸長して
いる第５実施形態の例におけるフランジ加工プレス機の構成要素を示す。
【発明を実施するための形態】
【０１１８】
　図１は、第１実施形態の例におけるフランジ加工プレス機を示す。フランジ加工プレス
機は、デュアルプレス機として実現される。すなわち、フランジ加工プレス機は、サンド
イッチ配置で背中合わせに直立に隣同士に配置された第１フランジ加工プレス機および第
２フランジ加工プレス機を含む。プレス機は、生産プラントにおいて、静置状態（固定状
態）で配置される。
【０１１９】
　図２は、主要コンポーネントに分離されたフランジ加工プレス機を示し、主要コンポー
ネントは、プレス方向Ｆに平行に並べられている。主要コンポーネントは、プレス方向Ｆ
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に対して中央に配置されるベース構造１、ベース構造１の右に配置される第１フランジ加
工ダイユニット２、第１サプレッサ３、ベース構造１の左に配置される第２フランジ加工
ダイユニット４、および第２サプレッサ５を含む。プレス機を使用して、２つのコンポー
ネントＢを同時にフランジ加工することができる。コンポーネントは、たとえば、乗用車
の左側ドアＢおよび右側ドアＢである。このようなコンポーネントの場合、それぞれのコ
ンポーネントの外側パーツおよび内側パーツは、フランジ加工により接合される。すなわ
ち、ヘミング加工された連結を作製する。
【０１２０】
　ベース構造１は、ベアリング構造１０を含み、この右側（フランジ加工ダイユニット２
に面する側）には、コンポーネントＢを受ける第１フランジ加工ベッド１１が形成あるい
は固定されて取付けられ、左側（フランジ加工ダイユニット４に面する側）には、他方の
コンポーネントＢを受ける第２フランジ加工ベッド１２が形成あるいは固定されて取付け
られる。フランジ加工中、たとえば図８に示すように、一方のコンポーネントＢがフラン
ジ加工ベッド１１に置かれ、他方のコンポーネントＢが、フランジ加工ベッド１２に置か
れる。フランジ加工中、一方および他方のコンポーネントＢは、それぞれに割り当てられ
たフランジ加工ベッド１１あるいは１２サポートされる。フランジ加工ベッド１１および
１２は、フランジ加工中、プレス方向Ｆおよび／あるいは反対方向において、それぞれの
コンポーネントＢに作用するプレス力を吸収する。ベース構造１はまた、ベアリング構造
１０が静置され、たとえば台座として形成される枠組み１３も含む。ベース構造１は、枠
組み１３と共に、生産プラントの床に垂直に配置されることができる。
【０１２１】
　プレス機は、垂直に直立している。これに対応して、フランジ加工ベッド１１および１
２は側方を向き、すなわち、フランジ加工ベッド１１が右側、そしてフランジ加工ベッド
１２が左側を向く。プレス方向Ｆは、これに対応して水平方向である。図１に特に示すよ
うに、プレス機を垂直に設置することは、先行技術において通例となっている通りの、フ
ランジ加工ベッド１１および１２が上向きおよび下向きであるように水平に配置されるプ
レス機に比較してプレス機の設置エリアを大幅に減少させる。車両ドアをフランジ加工す
る現行のプレス機は、フランジ加工ベッドを水平に配置することにより、およそ２．７メ
ートル×２．７メートルの設置エリアを要したが、本発明のプレスによれば、たとえば、
従来のサイズの車両ドアには、２メートル×２メートル未満、有利にはおよそ１．５メー
トル×１．２メートルの設置エリアを要する。
【０１２２】
　図８は、コンポーネントＢのフランジ領域を示す。フランジ領域において、フランジ加
工ベッド１１およびフランジ加工ダイユニット２が連動し、フランジＣを外側パーツＡの
端部で折りたたむことによって、外側パーツＡおよび内側パーツＩを接合してコンポーネ
ントＢ、すなわち車両ドアを形成する。対応して位置させた内側パーツＩの端部は、ヘミ
ング加工された外側パーツＡのポケットに突出し、そして、パーツＡとＩとは、ヘミング
加工された連結により互いに対して固定される。サプレッサ３の前側の自由押さえつけ端
部３１は、プレス方向Ｆにおいて、２つのパーツＡおよびＩをフランジ加工ベッド１１に
プレスする。フランジ加工ダイユニット２は、ベアリング構造２０、および、折りたたま
れるフランジＣに沿って、ベアリング構造２０に配置された複数のフランジ加工ダイ２１
を含み、フランジ加工ダイユニット２のフランジ加工ダイ２１は、プレス方向Ｆのプレス
加工ストロークの場合にフランジＣをプレスし、以下に詳細を説明するように、これによ
ってフランジＣを折りたたむ。
【０１２３】
　原則として、プレス方向と反プレス方向とを区別する必要はない。反プレス方向は、フ
ランジ加工ベッドのプレス方向に含まれ、以下では「プレス方向」としか言及しない。フ
ランジ加工ダイユニットの移動方向、あるいは別の選択肢による実施形態で、フランジ加
工ベッドの移動方向が関係するである場合に、区別される。
【０１２４】
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　図３、４、および６は、主要コンポーネント（それぞれ、枠組み１３無しのベース構造
１、フランジ加工ダイユニット２、およびサプレッサ３）を示す。図５も、フランジ加工
ダイユニット２の一部を拡大して示す。図７は、コンポーネントＢを受けた、図１のプレ
ス機を示す。サプレッサ３および５と、フランジ加工ベッド１１および１２との、そして
またフランジ加工ダイユニット２および４との相互作用を示すために、プレス機はフラン
ジ加工ダイユニット２および４を省略して示している。
【０１２５】
　図３に示す通り、ベース構造１は、フランジ加工ベッド１１および１２の周りに分布さ
れた複数のガイド要素１５を含み、ガイド要素１５はそれぞれ、プレス方向Ｆに延びる。
プレス加工動作は、直線動作であり、プレス方向Ｆは、図３においてこれに対応してプレ
ス加工軸線Ｆとして示されており、ガイド要素１５は、これに対応して直線的ガイドであ
る。ガイド要素１５は、好ましくは、しかしほんの例示として、少なくともその長さの大
半がそれぞれ円柱状である。
【０１２６】
　フランジ加工ベッド１１および１２は、ベアリング構造１０の、互いに離れる方を向く
２つのエンドに面する側に形成されるか、あるいは別個に形成されたフランジ加工ベッド
１１および１２として、ベアリング構造１０に取付けられる。ベアリング構造１０は、全
体として、フレーム形状を有し、その外形はフランジ加工ベッド１１および１２の輪郭に
マッチするように形成されている。
【０１２７】
　ガイド要素１５は、それぞれがプレス方向Ｆに平行な軸線（図３にＦで示す。）を中心
にして回転できるように、ベアリング構造１０により搭載されて（この実施形態において
は、ベアリング構造１０から突出するエクステンションに）おり、ガイド要素１５は、テ
ンシングドライブ１７の手段による駆動力により、回転される。各ガイド要素１５は、そ
の軸方向の自由端部付近に、半径方向に突出するテンシング要素１６を含む。テンシング
要素１６は、プレス方向Ｆにおいて、２つのサプレッサ３および５に対して、それぞれに
割り当てられたフランジ加工ベッド１１あるいは１２に向かって張力を加える。
【０１２８】
　ベアリング構造１０は、ベアリング構造１０がフレームとなる内部領域で、補強材１８
により補強される。補強材１８は、ベアリング構造１０の中央から内周に、星の形状に延
びる複数の補強横木により形成されており、補強横木のうちいくつかは、ガイド要素１５
が配置される前述のエクステンションが形成されるように、ベアリング構造１０を超えて
外側に延びる。テンシングドライブ１７もまた、補強横木にサポートされる。
【０１２９】
　図４は、フランジ加工ダイユニット２を示す。フランジ加工ダイユニット２は、割り当
てられたフランジ加工ベッド１１の輪郭に追従するようにフレーム状に形成されたベアリ
ング構造２０を含む。フレーム状のベアリング構造２０は、開放されたままの中央パッセ
ージ２０ａを包囲する。複数のフランジ加工ダイ２１は、パッセージ２０ａを取り囲み、
ベアリング構造２０の内周２８に沿って、隣同士に配置される。１つのフランジ加工ダイ
２１のみが示されている。フランジ加工ダイ２１は、それぞれ、フランジ加工ダイ２１で
例示される通り、ベアリング構造２０のフランジ加工ベッド１１に向かう側に、内周に沿
って配置される。
【０１３０】
　フランジ加工ダイ２１は、ビーム状に形成される。各フランジ加工ダイ２１は、プレス
方向Ｆと反対方向に動かないように、ベアリング構造２０にサポートされる。すなわち、
ベアリング構造２０のエンドに面するエリアに軸方向に当接する。当接は、図５に詳細に
示されている。複数の当接ピースがベアリング構造２０に取り付けられ、当接エリア２７
を形成する。サポート要素２３もまた、ベアリング構造２０に取り付けられ、当接エリア
２７と軸方向に反対に置かれる。取付けられる時、フランジ加工ダイ２１は、それぞれ、
軸方向において、当接エリア２７および少なくとも１つのサポート２３の間に挟まれる。
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サポート２３は、フランジ加工中に、フランジ加工ダイ２１に作用するトルクを吸収する
。すなわち、トルクサポートとして機能する。サポート２３はたとえば、ベアリング構造
２０に加工された、溝に置換することができる。
【０１３１】
　フランジ加工ダイ２１は、しかし、プレス方向Ｆを横断する横断方向Ｑにおいて、ベア
リング構造２０に対して往復移動ができる。ベアリング構造２０の内周に分布されている
ことから、フランジ加工ダイ２１はそれぞれ、異なる横断方向Ｑ、すなわち１つのフラン
ジ加工ダイ２１につき１つの横断方向Ｑに移動可能である。横断移動中、フランジ加工ダ
イ２１は当接部２７とサポート２３の間で、そしてガイド２６を通じて直線的にガイドさ
れる。１つの変形例において、ガイド２６をサポート２３に置換し、あるいはサポート２
３をガイド２６に置換できる。フランジ加工ダイ２１はそれぞれ、少なくとも１つの（実
施形態の例では２つ）、フランジ加工ダイ２１の横断動作を発生できるようにするために
、フランジ加工ダイドライブ２２に結合する。フランジ加工ダイドライブ２２は、直線的
ストローク駆動、たとえば、空気的に（圧縮空気により）駆動する。結合は直接的が好ま
しいが、あくまでも例示である。各フランジ加工ダイドライブ２２の移動可能コンポーネ
ントは（例示ではピストン）、移動可能コンポーネントの動作方向において動かないよう
に、割り当てられたフランジ加工ダイ２１に接続されている。
【０１３２】
　フランジ加工ダイユニット２は、ベース構造１の各ガイド要素１５に１つのずつに対応
して、複数のガイドカウンタ要素２５を含む。ガイドカウンタ要素２５は、ベアリング構
造２０に対して動かすことができず、ベアリング構造２０と一体的に形成するか、あるい
はベアリング構造２０に固定して接合することができる。ガイドカウンタ要素２５は、ガ
イド要素１５に適合する中空の円筒ガイドとして形成される。ガイド係合において、ガイ
ド要素１５はガイドカウンタ要素２５を通ってプレス方向Ｆに突出し、これらと公差の小
さいガイド係合を形成する。ガイド係合において、フランジ加工ダイユニット２は、プレ
ス加工ストロークおよびリターンストロークの間、割り当てられたフランジ加工ベッド１
１に対してプレス方向Ｆに正確にガイドされる。
【０１３３】
　第２フランジ加工ダイユニット４は、本明細書に開示された全ての特徴において、フラ
ンジ加工ダイユニット２に対応する。フランジ加工ダイユニット２および４は、フランジ
加工ベッド１１および１２と同様に、コンポーネントＢの幾何学的相違により必要となる
範囲のみで互いに異なる。フランジ加工ダイユニット４の機能的に同じ構造および要素は
、図２において対応する参照符号で示す。すなわち、４０がベアリング構造、４１がフラ
ンジ加工ダイ、４２がフランジ加工ダイ駆動であり、機能的に同じコンポーネントにそれ
ぞれ２０を増やした参照符号で示される。
【０１３４】
　プレス機は、図１および２に示す水圧式（油圧式）のプレスドライブ１４を含む。プレ
スドライブ１４は、複数の水圧式（油圧式）の直線的ストローク駆動ユニットにより形成
されており、実施形態の例では、４つのユニットが含まれている。駆動ユニット１４は、
フランジ加工ベッド１１および１２の外周に分布されて配置されている。フランジ加工に
必要なプレス力は、フランジ加工ベッド１１および１２、そしてフランジＣ（図８）の輪
郭に均等に分配される。駆動ユニット１４は、それぞれ、シリンダーおよび各シリンダー
にガイドされるピストンを含む。プレス方向Ｆに互いに対して直線的に移動可能であるこ
れら２つの駆動要素のうち、一方は、軸方向に動かすことができないように、フランジ加
工ダイユニット２に接続され、他方は、軸方向に動かすことができないように、フランジ
加工ダイユニット４に接続されている。駆動ユニット１４のピストンとシリンダーの間の
相対的動作はよって、プレス方向において、フランジ加工ダイユニット２および４が、互
いに向かって、そして、それぞれ割り当てられたフランジ加工ベッド１１あるいは１２に
向かって、あるいは、互いに遠ざかるように、そして、それぞれ割り当てられたフランジ
加工ベッド１１あるいは１２から遠ざかるように動き、プレス加工ストロークおよびリタ



(38) JP 6026656 B2 2016.11.16

10

20

30

40

50

ーンストロークを行う。フランジ加工ダイユニット２および４は、ばねデバイス手段によ
って、それぞれ割り当てられたフランジ加工ベッド１１あるいは１２から離れるように、
エンド位置に向けて張力を加えられる。このような駆動の態様において、プレスドライブ
１４は、各ばねデバイスのばね力に抗して、フランジ加工ダイユニット２および４のプレ
ス加工ストロークを発生する。ばねの代わりに、あるいはこれに加えて、フランジ加工ダ
イユニット２および４は、制動されることもできる。しかし、原則として、ねじデバイス
も制動デバイスも、絶対的に必要なものではない。
【０１３５】
　フランジ加工ダイユニット２および４は、駆動フランジ２４および４４、すなわち、１
つの駆動ユニット１４につき、１つの駆動フランジ２４あるいは４４を含む。フランジ加
工ダイユニット２の駆動フランジ２４は、軸方向に動かすことができないように各駆動ユ
ニット１４の２つの駆動エレメントのうちの１つに接続されており、フランジ加工ダイユ
ニット４の駆動フランジ４４は、軸方向に動かすことができないように、各駆動ユニット
１４の、他方の駆動エレメントに接続されている。
【０１３６】
　図８に基づいてすでに簡潔に説明されたが、コンポーネントＢは、サプレッサ３および
５の手段によって、それぞれフランジ加工ベッド１１あるいは１２にプレスされ、フラン
ジ加工のために固定される。図１は、それぞれに押さえつけ機能を果たしている、プレス
機のサプレッサ３および５を示す。図６は、プレスから分離された、（サプレッサ５の代
表としても）サプレッサ３を単独で示す。サプレッサ３は、好ましい、しかしほんの例示
である金属板からなるの輪郭あるいはその他の支柱から接合されたベアリング構造３０を
含む。全体的に見て、ベアリング構造３０は格子である。サプレッサ３の、フランジ加工
ベッド１１に向かう側は、押さえつけ端部３１を含み、押さえつけ端部３１を通じて、サ
プレッサ３がコンポーネントＢをプレスし、これによってフランジ加工中にコンポーネン
トＢをフランジ加工ベッド１１に押さえつける。
【０１３７】
　サプレッサ３の、フランジ加工ベッド１１から離れる方を向く側は、フランジ加工中に
、空間的に移動可能なアクチュエータ（たとえば産業ロボットの好ましくはロボットアー
ム）のエンドに取り付けるための、取り付けデバイス３４を含む。取り付けデバイス３４
は、特に、アクチュエータと自動的にドッキングし、そしてアクチュエータからドッキン
グを開放するための、ドッキングデバイスとすることができる。アクチュエータに取り付
けをするデバイスに加えて、ドッキングデバイスは、そのような把持体がサプレッサの構
成要素である場合に、特に１つあるいはそれ以上の吸引体を接続するために、たとえばサ
プレッサに電気エネルギーを提供する、あるいはサプレッサを圧力デバイスまたは吸引デ
バイスに接続する、メディアポートも含むことができる。サプレッサ３はまた、保持デバ
イス（図示しない）も含み、この手段によって、それぞれのコンポーネントＢがサプレッ
サ３に保持されることができる。保持デバイスは、特に１つあるいはそれ以上の空気的（
圧縮空気で動作する）吸引体または１つあるいはそれ以上の機械的把持体を含む。サプレ
ッサ３は、それぞれのコンポーネントＢ１をフランジ加工に適した押さえつけ端部３１に
対する位置に対応して保持し、サプレッサ３の手段によってこの状態でフランジ加工ベッ
ド１１に挿入するように設計されている。サプレッサ３はよって、押さえつけ機能および
挿入機能を満たすことができる。すなわち、押さえつけおよび挿入ツールとして供するこ
とができる。一連の生産においては、好ましくはピックアップおよび／あるいは把持ツー
ルとしての用にも供し、ロボットアームに取り付けられたサプレッサ３を有するロボット
が、各コンポーネントＢをピックアップし、プレスに移動させて、フランジ加工ダイユニ
ット２の中央パッセージを通じてフランジ加工ベッド１１までガイドし、それからコンポ
ーネントＢをフランジ加工ベッド１１に位置させて押さえつける。サプレッサ３の押さえ
つけ端部３１は、フランジ加工プロセス中全体を通して、コンポーネントＢとの圧接を保
つ。フランジ加工が完了したら、コンポーネントＢはフランジ加工ベッド１１からサプレ
ッサ３の手段によって取り出され、保管所ステーションに搬送される。サプレッサ３は、
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次のコンポーネントＢをピックアップするために、解放される。
【０１３８】
　コンポーネントＢを挿入している間、ロボットを解放するために、サプレッサ３は、ベ
アリング構造３０の外周に分布するように複数のガイドカウンタ要素３５を含み、ガイド
カウンタ要素３５は、コンポーネントＢが挿入されている間、ベース構造１のガイド要素
１５とガイド係合する。ロボットは単にサプレッサ３を移動させて、ガイド要素１５とガ
イド係合させる。すなわち、サプレッサ３のガイドカウンタ要素３５にガイド要素１５を
通してガイド係合させ、そしてサプレッサ３をガイド係合状態でプレス方向Ｆに動かす。
【０１３９】
　押さえつけ機能からロボットを解放するためにも、サプレッサ３は、ベース構造１のテ
ンシング要素１６とのテンシング係合において、フランジ加工ベッド１１に向けてサプレ
ッサ３に張力を加える（図１および３）テンシングカウンタ要素３６とはめ合わせられる
。テンシング要素１６およびテンシングカウンタ要素３６は、ガイドされた挿入動作の最
後に、互いにテンシング係合される。テンシング係合は、ねじ係合あるいはスピンドル係
合に類似した方法で実現される。軸方向へのテンシングには、テンシング要素１６および
テンシングカウンタ要素３６がねじとナットのように共働する。テンシング要素１６およ
びテンシングカウンタ要素３６は、テンシング係合において、押さえつけに必要な押さえ
つけ力をくさび効果によって発生する。テンシング要素１６およびテンシングカウンタ要
素３６は、サプレッサ３を押さえつけ位置に安定させることにより、ラッチ要素として同
時に作動する。テンシングカウンタ要素３６は、サプレッサ３の、フランジ加工ベッド１
１に離れる方を向く側に、ガイドカウンタ要素３５の周りに延長するねじのピッチとして
それぞれ形成される。すなわち、それぞれ軸方向にねじの形状に上昇する。このように形
成されたテンシングデバイスは、差し込みロックとしてもふるまい、ガイドカウンタ要素
３５は、それぞれ、軸方向に延びるスロットを有し、これを通じて、コンポーネントＢ挿
入されている間、各テンシング要素１６が突出し、そして挿入動作の終わりに再度退避す
る。ガイド要素１５は、駆動１７の手段によって回転され、テンシングカウンタ要素３６
とのテンシング係合においてフランジ加工ベッド１１に向けて、サプレッサ３に軸方向に
張力を加える。
【０１４０】
　その他のサプレッサ５についても、条件は同じである。サプレッサ５の、機能が同じの
コンポーネントは、サプレッサ３のそれぞれ機能が同じのコンポーネントに対比して、２
０の数で増加できる。これに対応して、そのベアリング構造は５０で示され、その押さえ
つけ端部は５１で示される。
【０１４１】
　図７は、それぞれに割り当てられたフランジ加工ベッド１１あるいは１２に対してサプ
レッサ３および５が押さえつけ位置にある状態を示す。例示のために、フランジ加工ダイ
ユニット２および４は省略されている。実際は、図１に示す通り、フランジ加工ダイユニ
ット２および４を含む必要がある。
【０１４２】
　図９～１６は、フランジ加工ダイユニット２およびその上に配置されたフランジ加工ダ
イ２１による一連の動作による、２段階のフランジ加工プロセスを示す。
【０１４３】
　図９において、フランジ加工ダイユニット２は、フランジ加工ベッド１１から後退され
たエンド位置に位置されている。フランジ加工ダイ２１は、プレス方向Ｆおよび横断方向
Ｑの両方に対してフランジ加工ベッド１１から後退された位置にある。すでに説明された
通り、図９にそれぞれ両方向の矢印ＦおよびＱで示す通り、フランジ加工ダイ２１は、フ
ランジ加工ダイユニット２のベアリング構造２０と共に、プレス方向Ｆおよび反プレス方
向に、そしてベアリング構造２０に対して横断方向Ｑに往復運動可能である。コンポーネ
ントＢは、サプレッサ３の手段によってフランジ加工ベッド１１に挿入され、サプレッサ
３の押さえつけ端部３１は、コンポーネントＢの隣接する端部領域（実施形態の例では、
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順に重ねて置かれるパーツＡおよびＩの端部領域）を互いに、コンポーネントフランジＣ
に沿って、そしてフランジ加工ベッド１１に対し一体的にプレスする。
【０１４４】
　フランジ加工ダイ２１は、プレフランジ加工、そして最終フランジ加工の、２段階フラ
ンジ加工に向けて設計されており、それぞれプレフランジ加工の第１フランジ加工エリア
２１ａおよび最終フランジ加工の第２フランジ加工エリア２１ｂを含む。フランジ加工エ
リア２１ａは、フランジ加工エリア２１ｂを超えて、横断方向Ｑに突出する。
【０１４５】
　第１フランジ加工工程は、プレス方向Ｆに対して径方向外側のフランジ加工ダイ２１の
横断動作により開始される。図１０において、各フランジ加工ダイ２１の第１フランジ加
工エリア２１ａがフランジＣの上にあり、この横断動作が行われている。この位置から、
フランジ加工ダイユニット２全体、すなわちベアリング構造２０とベアリング構造２０に
配置されるフランジ加工ダイ２１が、プレス方向Ｆに動く。これは図１０において矢印Ｆ
で示されている。このプレス加工ストロークの終わりに、フランジ加工ダイユニット２全
体が図１１に示す位置をとる。プレス加工ストローク中、フランジＣは第１アングルで折
りたたまれる。フランジ加工ダイユニット２はそして、図１２に示す位置をとるまで、プ
レス方向Ｆに反対に、フランジ加工ベッド１１から離れるように動く。
【０１４６】
　次のフランジ加工工程の文脈において、フランジ加工ダイ２１はまず、図１２で取られ
た位置からベアリング構造２０に対し横断方向Ｑに、フランジ加工ベッド１１および部分
的に折りたたまれたフランジＣの上に前進する。図１３は、フランジ加工ダイ２１がすで
にフランジＣの上に位置されている配置を示し、図９～１６の全てにおいて、その他のフ
ランジ加工ダイ２１の代表として１つのみが示されている。フランジ加工ダイユニット２
全体は、フランジ加工ダイ２１と共にフランジＣの上に位置されており、そして再度プレ
ス方向Ｆに動かされる。この第２プレス加工ストロークの終わりに、フランジ加工ダイ２
１は図１４に示す位置をとる。フランジＣは、フランジ加工エリア２１ａとの圧接により
完全に折りたたまれ、ヘミング加工された連結がこのようにして確立された。フランジ加
工ダイユニット２はそして、再度プレス方向に反対に、ヘミング加工ベッド１１から離れ
るように動かされ、図１５に示すエンド位置をとる。リターンストロークが行われている
間、あるいはリターンストロークが完全に１度のみ行われたとき、図１６に示すようにコ
ンポーネントＢがフランジ加工ダイユニット２から解放されるように、そしてサプレッサ
３の手段によってフランジ加工ベッド１１から取り出すことができるようにフランジ加工
ダイ２１は再度横断方向Ｑに戻される。
【０１４７】
　図１６に示す状態が得られている間に、すなわち、フランジ加工によってすでに接合さ
れたコンポーネントＢがヘミング加工ベッド１１に対してプレスされ、これによってサプ
レッサ３により押さえつけられ、１つあるいはそれ以上のフランジ加工ダイ２１が（それ
ぞれ）サプレッサ３から横断方向Ｑに後退されている間、追加の接合プロセスをオプショ
ンで行うことができる。追加の接合プロセスは特に、外側パーツＡと内側パーツＩを互い
に対して追加で固定するのに供することができる。追加の接合プロセスは特に、たとえば
スポット溶接あるいはスティッチ溶接といった、溶接プロセスとすることができる。押さ
えつけ端部３１が折りたたまれたフランジＣに近接して内側パーツＩをプレスするサプレ
ッサ３は、溶接中に接地電極として機能することができる。特に薄型溶接ランスの先端に
配置することができる溶接用電極は、フランジ加工ダイユニット２とサプレッサ３の間を
、フランジＣまで、これに対して移動でき、部分的溶接接合を確立するために、フランジ
Ｃをプレスできる。溶接用電極は、１つあるいはそれ以上のフランジ加工ダイ２１の一体
的構成要素とすることができる。このように一体的にされた溶接用電極は、好ましくはプ
レス方向Ｆに移動可能であるように、プレフランジ加工に使用されるフランジ加工エリア
２１ａ領域に配置することができる。溶接には、フランジ加工ダイ（複数も含む）２１の
各フランジ加工エリア２１ａが横断方向Ｑに、フランジＣの上に移動し、各一体的溶接用
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電極がフランジＣに対してプレスされる。一体的溶接用電極を使用して溶接プロセスを行
うために、フランジ加工ダイ２１は、フランジ加工後に後退位置に移動する必要はない。
その代わりに、フランジ加工ダイ２１のフランジ加工エリア２１ａのみが図１５でとられ
ている位置からフランジＣの上に、横断方向において移動し、そして移動可能な溶接用電
極のみ、あるいはフランジ加工ダイユニット２とオプションで溶接用電極が（それぞれ）
プレス方向Ｆに移動するのみで十分である。その他の変形例において、溶接用電極を最終
フランジ加工のためのフランジ加工エリア２１ｂの領域に配置することができる。このよ
うな変形例において、溶接プロセスは、図１４に示す位置で、最終フランジ加工に直接引
き続いて、あるいは、プレス加工ストローク終了時に直接行われることができる。パーツ
ＡおよびＩは、これらパーツＡおよびＩの、フランジ加工ベッド１１に離れる方を向く側
に、電極をそれぞれ接触させて互いにより強固に固定されることができる。
【０１４８】
　サプレッサ３およびフランジ加工ダイ２１は、フランジ加工プロセス全体を通してコン
ポーネントＢおよび／あるいはそのパーツＡおよびＩをフランジ加工ベッド１１に固定す
るために、サプレッサ３がフランジ加工プロセス全体を通して押さえつけ位置のままを保
つことができるように、互いに合致するような形状となっている。
【０１４９】
　図８～１６は、第１態様においてサプレッサ３およびフランジ加工ダイ２１の１つが適
用された場合をを示す。第１変形態様のサプレッサ３は、押さえつけ端部３１に隣接する
領域に、横木状の突出領域３２およびパッセージ状の後退領域３３を含む。それぞれのフ
ランジ加工エリア２１ａの領域において、フランジ加工ダイ２１も同様に横断方向Ｑに突
出する領域および横断方向Ｑに後退する領域を含み、フランジ加工ベッド１１に沿った視
点で、サプレッサ３の突出領域３２はそれぞれフランジ加工ダイ２１の後退領域にオーバ
ーラップし、後退領域３３はそれぞれフランジ加工ダイ２１の突出領域にオーバーラップ
する。サプレッサ３およびフランジ加工ダイ２１の両方に突出および後退領域をこのよう
に配置することで、フランジ加工ダイ２１のそれぞれが第１フランジ加工エリア２１ａの
領域において、サプレッサ３とその後退領域３３においてかみあうように、図１３、１４
、および１５に示す通りサプレッサ３およびフランジ加工ダイ２１を横断方向Ｑにインタ
ーロックできる。フランジ加工ダイ２１はよって、２つのフランジ加工エリア２１ａおよ
び２１ｂがそれぞれ同じフランジ加工ダイ２１に形成されていても、両方のフランジ加工
工程を行うことができ、サプレッサ３は、フランジ加工プロセス全体を通じて押さえつけ
位置に残ることができる。
【０１５０】
　図１７および１８は、第２態様におけるサプレッサ３およびフランジ加工ダイ２１を含
むフランジ加工ダイユニット２を示す。第２態様のサプレッサ３は、押さえつけ端部３１
に隣接する領域において後退領域３３がパッセージではなくポケットおよび／あるいは凹
部の形状であるという点でのみ、第１態様のサプレッサ３とは異なる。フランジ加工ダイ
２１はよって、最終フランジ加工中にサプレッサ３とかみ合わない。図１８に示すように
、突出領域は単に後退領域３３に突出している。その他の点においては、第２変形態様は
第１変形態様に対応している。
【０１５１】
　図１９および２０は、第３態様におけるサプレッサ３およびフランジ加工ダイユニット
２の配置を示す。第３態様において、サプレッサ３の、押さえつけ端部３１に境する領域
は、傾斜領域３７を含み、傾斜領域３７は、この領域において、サプレッサ３は、横断方
向Ｑにおいて、それぞれに対向するフランジ加工ダイ２１から離れるアングルを有するよ
うに形成されている。横断方向Ｑに突出し、第１フランジ加工エリア２１ａがそれぞれ形
成されるフランジ加工ダイ２１の領域は、よって、押さえつけ端部３１を超えて突出する
ことができる。すなわち、第２フランジ加工工程においてフランジ加工ベッド１１からみ
て、押さえつけ端部３１を超えて延長できる。これによって、それぞれ同じフランジ加工
ダイ２１および連続的に押さえつけ位置におかれるサプレッサ３を使用して、複数のフラ
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ンジ加工工程においてフランジ加工が可能になる。
【０１５２】
　図２１は、第２実施形態におけるフランジ加工プレス機を示す。フランジ加工プレス機
は、この場合もデュアルプレス機として実現され、中央ベース構造１、第１フランジ加工
ダイユニット２、第２フランジ加工ダイユニット４、第１サプレッサ３、第２サプレッサ
５、およびプレスドライブ１４を含む。これらのフランジ加工プレス機主要コンポーネン
トは、第１実施形態に対応する。第１実施形態と同様に、フランジ加工プレス機は、サン
ドイッチ配置のデュアルプレス機として形成され、第１実施形態のような２つのシングル
プレスが、中央の、共通ベース構造１に背中合わせに配置される。
【０１５３】
　第１実施形態の例とは異なり、このデュアルプレス機は、水平軸Ｓを軸にして回動でき
るように、静置状態で配置された枠組み６に搭載されている。回動動作の文脈において、
プレス全体は、図２１に示す直立アライメントから水平アライメントに回動軸Ｓを中心に
回動でき、フランジ加工ベッド１１あるいはフランジ加工ベッド１２のいずれかが上方を
向き、他方のフランジ加工ベッドが下方を向く。
【０１５４】
　フランジ加工プレス機は、回動動作を発生させることができる、回動ドライブ９を含む
。フランジ加工プレス機は、回動するために、枠組み６内でベース構造１を介して回動で
きるように搭載される。回動ドライブ９は、枠組み６にサポートされた回動モーター、お
よび、回動モーターの回転動作をベース構造１に伝達し、これによってプレス全体に伝達
するトラクションドライブを含む。
【０１５５】
　図２２は、第３実施形態の例におけるフランジ加工プレス機を示す。このフランジ加工
プレス機もまた、デュアルプレス機として形成される。すなわち、２つのシングルプレス
を含む。第３実施形態の例において、他の２つの実施形態の例における水圧式（油圧式）
のプレスドライブ１４は、プレス加工動作を発生させるプレスふいごドライブに置換され
ている。これまでに説明されたフランジ加工プレス機の枠組みは、中央サポート構造に置
換され、これも枠組み１３として示されている。その他の実施形態の例とは異なり、プレ
ス加工動作はフランジ加工ダイユニット２および４によって行われず、２つのベアリング
構造１０、すなわち、これらのフランジ加工ベッド１１および１２によって行われ、フラ
ンジ加工ダイユニット２および４はそれぞれのプレス方向Ｆに動かないように配置される
。
【０１５６】
　第３実施形態のフランジ加工プレス機も、同様に、垂直に直立している。右側ベアリン
グ構造１０およびフランジ加工ダイユニット２は、枠組み１３の右に配置され、左側ベア
リング構造１０および第２フランジ加工ダイユニット４は、枠組み１３の左に配置される
。枠組みと右側ベアリング構造１０の間に配置される第１プレスふいご６０、および枠組
み１３と左側ベアリング構造１０の間に配置される第２プレスふいご６０がそれぞれ、プ
レスドライブを形成する。圧力が充填された時、第１プレスふいご６０は伸長し、これに
よって右側ベアリング構造１０は、フランジ加工ダイユニット２に向けて動く。第２プレ
スふいご６０も同様に、圧力が充填された時に伸長し、これによって左側ベアリング構造
１０は、第２フランジ加工ダイユニット４に向けて動く。この配置に基づく相違点以外に
、ベアリング構造１０は、その他の２つの実施形態に対応することができ、第３実施形態
の各ベアリング構造１０は、それぞれ１つのみのフランジ加工ベッド１１あるいは１２の
１つだけを含む。プレスドライブおよび力学的に逆になること以外に、２つのシングルプ
レス１０、２および１０、４は、その他２つの実施形態の例におけるシングルプレスに対
応する。
【０１５７】
　１つの変形例において、２つのプレスふいご６０は、単一のプレスふいごに置換される
ことができる。このような変形例においては、中央枠組み１３を省略できる。単独のプレ
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スふいごは、しかし、２つのベアリング構造１０を同時に反対方向に、それぞれに割り当
てられたフランジ加工ダイユニット２あるいは４に向けて動かすことのみできる。このよ
うな変形例においては、たとえば機械的または空気的（圧縮空気で駆動する）ばねデバイ
ス、あるいはまた電動リターンストロークデバイスといったリターンストロークデバイス
が、リターンストロークを起こす。
【０１５８】
　第３実施形態におけるフランジ加工プレス機について付け加えると、その他２つの実施
形態の例と同様に、ベアリング構造１０は、ガイド要素１５と同等のガイド要素を含むこ
とができ、フランジ加工ダイユニット２および４は、ガイドカウンタ要素２５および４５
と同等のガイドカウンタ要素を対応して含むことができる。その他の実施形態の例でも同
様に、フランジ加工ダイユニット２および４あるいは枠組み１３にロッド形状またはラン
ス形状のガイド要素を代わりに設けることができ、そしてガイドカウンタ要素２５および
４５と同等の対応するガイドカウンタ要素をベアリング構造１０に設けることができる。
【０１５９】
　図２３および２４は、２つのプレスふいご６０のうちの１つの平面図および側面図を示
す。プレスふいご６０はそれぞれ、好ましくは加圧空気である圧力が充填され、そして圧
力から解放されることができる、ふいごのフレキシブル部分および／あるいはフレキシブ
ルふいご壁６１、および、枠組み１３あるいはその他のサポート構造、そしてそれぞれに
割り当てられたベアリング構造１０に取り付けるための２つの搭載構造６２および６３を
含む。搭載構造６２および６３は、環状あるいは全面で実現することができる。フレキシ
ブルふいご壁６１は、実施形態の例で示す通り、ほとんどそれぞれのふいご６０の外周に
制限することができる。搭載構造６２および６３は、そして、たとえば円形ディスク、あ
るいはフランジ加工ベッド１１あるいは１２の輪郭に適合する形状のディスクとすること
ができる。フレキシブルふいご壁６１は、図２４に示すように、距離をもって互いに対向
して置かれる搭載構造６２および６３の周端部に沿って延長し、周端部にわたって流体シ
ールで２つの搭載構造６２および６３に接続することができる。フレキシブルふいご壁６
１は、自動車のホイールのへりに配置されたタイヤにおおよそ対応する。それぞれのプレ
スふいご６０のエリアから見て、フレキシブルふいご壁６１の左と右に配置されたフラン
ジ加工プレス機の構造（実施形態の例においては、ベアリング構造１０および枠組み１３
）が流体シールされている場合は、ディスク形状の搭載構造６２および６３の代わりに、
環状の搭載構造６２および６３も使用できる。これは、このような搭載構造６２および６
３と、プレス機のそれぞれの構造１０および１３との間に、流体的に密閉された連結を確
かにするために必要であるのみである。これは、実施形態の例にある通り、周端部に沿っ
て十分にねじ接続をシールすることによって、そしてオプションでガスケットを含めるこ
とによって確かにすることができる。
【０１６０】
　図２５は、第４実施形態の例のフランジ加工プレス機を示し、第４実施形態の例のフラ
ンジ加工プレス機は、他の実施形態の例とは異なり、水平に配置される。プレス方向Ｆは
、これに応じて垂直となる。本質的な設計は、しかし他の実施形態の例のものに対応して
いる。よって、フランジ加工プレス機は、ベアリング構造１０と枠組み１３とを装備する
ベース構造１、そしてベアリング構造２０を装備するカートリッジ形状のフランジ加工ダ
イユニット２をも含む。また、押さえつけ、そして好ましくはフランジ加工されるコンポ
ーネントを挿入および取り出しもするために、フレーム状のフランジ加工ダイユニット２
の中央パッセージを通って、図２５で示す押さえつけ位置に動かすことができるように、
サプレッサ３も設けられる。その他の実施形態の例と同様に、サプレッサ３は、その裏側
に、複数軸のロボットアームに取り付けるための、取り付けデバイス３４を含む。その他
の実施形態の例と同様に、フランジ加工プレス機は、軸方向に延びるガイド要素１５を含
む。ガイド要素１５は、ガイドカウンタ要素３５が通されると軸方向にサプレッサ３をガ
イドする。ロボットは、単にコンポーネントを保持するか、あるいは挿入し、あるいは取
り出しするために、サプレッサ３を軸方向に移動させる。しかし、もはや、プレス加工軸
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線Ｆを横断する方向において、ヘミング加工ベッドに対して位置させる必要はない。コン
ポーネントフランジを折りたたむのに必要なプレス力は、すでに説明されたプレスふいご
６０に対応するプレスふいご６０により発生される。
【０１６１】
　図２６～３４は、異なる組み立て段階におけるフランジ加工プレス機を示し、これらか
ら、第４実施形態の例におけるフランジ加工プレス機の設計がより容易に推定される。
【０１６２】
　図２６は、ベース構造１の枠組み１３のみを示すが、枠組み１３にサポートされたプレ
スふいご６０も示す。枠組み１３は、枠組みベアリング構造１００、たとえば、好ましく
は枠組み柱によって運ばれる枠組みプレート１００を含む。枠組みプレート１００は特に
、好ましくは少なくとも７０ｍｍ、より好ましくは少なくとも８０ｍｍの厚みを有する鋼
板とすることができる。プレスふいご６０は、枠組みプレート１００の中央領域に、好ま
しくは枠組みプレート１００の上側に配置され、これに固定されて接続される。追加のド
ライブ６９も、枠組み１３にサポートされ、プレスふいご６０の周囲に分布されて配置さ
れた複数の駆動ユニットを含む。この実施形態の例においては、４つの駆動ユニットが設
けられている。追加のドライブ６９は特に、空気的（圧縮空気による）駆動とすることが
できる。駆動ユニットは、プレス方向Ｆに往復運動可能なストローク要素を含む。枠組み
プレート１００は、ベアリング構造が枠組みプレート１００のサポート機能を果たせる限
り、プレート形状を有さない枠組みベアリング構造１００に置換することができる。生産
上の理由から、よって製造コストの観点からプレートが好ましい。
【０１６３】
　図２７は、ベアリング構造１０を含むベース構造１を示す。ベアリング構造１０は、プ
レスふいご６０に配置され、好ましくはプレスふいご６０に固定されて接続される。ベア
リング構造１０は、プレスふいご６０に対し少なくとも横断方向にあるいは少なくとも軸
方向に動かない。ベアリング構造１０は、枠組み１３に対しプレス方向Ｆに移動可能であ
る。ガイド要素１５は、その他の実施形態の例と同様にベース構造１の構成要素であるが
、枠組み１３に対しプレス方向Ｆにおよび／あるいは軸方向に、ベアリング構造１０と共
に移動可能である。ガイド要素１５は、枠組み１３のガイドカウンタ要素１３ａにより軸
方向にガイドされる。この実施形態の例において、ガイド要素１５は、各ガイドカウンタ
要素１３ａの領域から枠組みプレート１００を突き抜けて突出する。
【０１６４】
　ベアリング構造１０は、側方に突出する回転ガイド要素１９を含み、この手段によって
、ベアリング構造１０が、軸方向に動かないようにガイド要素１５に接続される。ベアリ
ング構造１０は、プレスふいご６０のストローク動作中に軸方向にガイド要素１５を追従
させることにより、枠組み１３に対してガイドされる。回転ガイド要素１９は、それぞれ
に割り当てられたガイド要素１５の外周に適合したパッセージおよび／あるいはガイディ
ングアイである。ガイド要素１５は、その他の実施形態の例と同様に、テンシング要素１
６の手段によってサプレッサ３に張力を加えることができるように、回転ガイド要素１９
との係合した状態で、ベアリング構造１０に対して回転可能である。
【０１６５】
　エクステンション１０ａは、ベアリング構造１０から一方に突出し、以下にさらに説明
される、追加のフランジ加工デバイスへのプラットフォームとしての機能を果たす。
【０１６６】
　図２８において、ベース構造１は、フランジ加工ベッド１１により補われる。フランジ
加工ベッド１１は、ベアリング構造１０に配置され、ベアリング構造１０に対して動かな
いように接合される。たとえばねじ接続の手段によって、ベアリング構造１０およびフラ
ンジ加工ベッド１１が取り外し可能に互いに接続されることが好まれる場合には、フラン
ジ加工ベッド１１のみを交換して、その他は変更のないベース構造１を使用して、互いに
幾何学的配置が異なるコンポーネントをフランジ加工することができる。これによって、
実施形態にあるように、第１フランジ加工ベッド１１を使用して車両ドアをフランジする
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ことが可能になり、そして別の、交換可能なフランジ加工ベッド１１を使用して、たとえ
ば別の車両モデルのボンネット、ハッチバック、あるいは車両ドア、あるいは同じ車両モ
デルの他のドアをフランジすることが可能になる。交換可能性について述べると、フラン
ジ加工に必要なベアリングサポートを各コンポーネントに提供するのに絶対に必要な全て
の機能から、フランジ加工ベッド１１が解放されることが有利である。よって、好ましい
実施形態において、例にある通り、１つの側壁構造が単に含まれ、その輪郭は、フランジ
加工されるフランジの輪郭に適合し、コンポーネントのベアリングサポート、また永久的
なあるいは好ましくは取り外し可能なベアリング構造１０に対して接合された連結に必要
な接合要素、そしてオプションで１つあるいはそれ以上のフランジ加工ストロークを制限
する１つあるいはそれ以上の当接部が、側壁構造のエンドに面する側に形成される。ガイ
ドカウンタ要素１９は特に、フランジ加工ベッド１１の一部を形成する必要がなく、フラ
ンジ加工ベッドが交換された時に、同じまま、ベアリング構造１０の一部であることが有
利である。
【０１６７】
　図２９は、すでに言及された追加のフランジ加工デバイス７０が取付けられた後のベー
ス構造１を示す。追加のフランジ加工デバイス７０が、ベアリング構造１０のエクステン
ション１０ａに配置されている。追加のフランジ加工デバイス７０は、フランジ加工スラ
イダ７１およびスライダドライブ７２を含む。フランジ加工スライダ７１は、スライダド
ライブ７２の手段によって、プレス方向Ｆを横断する方向において、フランジ加工ベッド
１１とオーバーラップするように前進でき、またオーバーラップを解消するように戻るこ
とができる。フランジは特に、追加のフランジ加工デバイス７０の手段によって、コンポ
ーネントのスロット、たとえば車両ドアのウインドウスロットに折りたたまれることが可
能である。
【０１６８】
　図３０は、エクステンション１０ａ、そしてベアリング構造１０に対して軸方向に動か
すことはできないがベアリング構造１０に対して回転可能なガイド要素１５、およびベア
リング構造１０に取付けられたフランジ加工ベッド１１を含む、ベース構造１のベアリン
グ構造１０のみを示す。エクステンション１０ａにサポートされる、追加のフランジ加工
デバイス７０も示されている。コンポーネントＢが、フランジ加工ベッド１１に位置して
いる。その他の実施形態のように、コンポーネントＢは、車両ドアである。フランジ加工
ダイユニット２の手段によって折りたたまれるフランジＣは、コンポーネントＢの左側、
右側、そして下側端部に沿って延び、よって、車両ドアに通例であるように、１８０°±
２０°度の範囲にわたってコンポーネントＢの外側端部に沿って延びている。フランジＣ
は、たとえば２つの側端部がそれぞれ下側端部に推移する領域といった角の領域において
便宜上分断されている。選択された、車両ドアＢの例において、フランジＣは、複数のフ
ランジ部から構成されており、具体的には、第１側端部フランジＣ１、下端部フランジＣ

２、および第２側端部フランジＣ３を含む。おおよそ、フランジＣはＵ字形状の輪郭を示
し、互いに対向する側端部フランジＣ１およびＣ３はしかし、概して互いに平行ではなく
、また曲線の輪郭も示す。下端部のフランジＣ２は、少なくとも実質的に直線的に延びて
いるが、原則的には曲線も有する。
【０１６９】
　図３１において、第４実施形態の例におけるフランジ加工プレス機は、フランジ加工ダ
イユニット２により補われている。他の実施形態の例とは異なり、フランジ加工ダイユニ
ット２のベアリング構造２０は、動かすことができないように、ベース構造１の枠組み１
３に接続されている。好ましい場合は、ベアリング構造２０は、枠組み１３の柱に静置さ
れる。ベアリング構造２０は、枠組みプレート１００と同等に、好ましくは少なくとも７
０ｍｍ、より好ましくは少なくとも８０ｍｍの厚みを有する、プレートとして、好ましく
は鋼板として形成される。
【０１７０】
　図３２は、取付けられる前のフランジ加工ダイユニット２の、取付けられた時にフラン
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ジ加工ベッド１１に向かう下側の等軸測視図を示す。その他の実施形態の例と同様に、ベ
アリング構造２０は、コンポーネントフランジＣの外形に適合する内周２８により区画さ
れる中央パッセージを含む。複数のフランジ加工ダイ２１は、パッセージの内周２８に沿
って配置されており、それぞれに折り曲げられる、フランジＣｉに割り当てらたものとし
て、２１．ｉと示されている。実施形態の例において、フランジ加工ダイ２１．ｉは、図
３０に示すように、さらに細分された３つのフランジ部Ｃ１、Ｃ２、そしてＣ３であるフ
ランジＣの輪郭に応じて設けられる。フランジ加工ダイは、それぞれの割り当てが図示さ
れる。すなわち、側端部フランジＣ１に対して１つあるいはそれ以上のフランジ加工ダイ
２１．１が割り当てられ、下端部フランジＣ２に対して１つあるいはそれ以上のフランジ
加工ダイ２１．２が割り当てられ、他方の側端部フランジＣ３に対して１つあるいはそれ
以上のフランジ加工ダイ２１．３が割り当てられる。フランジ加工ダイ２１．ｉは、それ
ぞれベアリング構造２０に対して１つの横断方向Ｑｉに往復運動ができ、この目的におい
て、その他の実施形態の例に対応する、それぞれに割り当てられたフランジ加工ダイドラ
イブ２２が設けられる。横断方向Ｑｉはそれぞれ、プレス方向Ｆを横断する方向、そして
それぞれに割り当てられたフランジＣｉを横断する方向を指し、割り当てに応じて、Ｑ１

、Ｑ２、そしてＱ３として示される。
【０１７１】
　ベアリング構造２０のパッセージをはさんで互いに対向に置かれるフランジ加工ダイ２
１．１および２１．３は、横断方向に、互いに平行に移動可能である。しかし、概して、
特に互いに対向する側端部フランジＣ１およびＣ３が少なくとも実質的に平行を向かない
場合には、横断方向Ｑ１およびＱ３は異なる。たとえばドア、ボンネット、ハッチバック
、およびサンルーフといった、車両製造において通例である多くのコンポーネントの場合
において、横断方向Ｑ１およびＱ３の、平行からの角度の偏向は、たとえば最高で２０°
、あるいは最高で１０°といった、少しの角度にしかならない。ほとんどの適用において
、ベアリング構造２０のパッセージをはさんで対向するフランジ加工ダイ２１．１および
２１．３の方向Ｑ１およびＱ３は、フランジ加工ダイ２１．１および２１．３を横断する
方向に配置された１つまたは複数のフランジ加工ダイ２１．２に対して少なくとも実質的
に直交する方向を向く。ほとんどの場合、直交からの偏向の可能性は、最高で２０°ある
いは最高で１０°である。第４実施形態の例におけるフランジ加工ダイユニット２は、そ
の移動可能性、ドライブ２２、それぞれに割り当てられたフランジ加工ダイ２１．ｉにど
のように結合されるか、フランジ加工ダイ２１．ｉがどのようにベアリング構造２０に搭
載されるかについて、その他の実施形態の例におけるフランジ加工ダイユニット２に対応
させることができる。ガイドカウンタ要素２５も、たとえばベアリング構造２０を通じて
軸方向にパッセージを通すことができる。
【０１７２】
　図３３は、第４実施形態の例におけるサプレッサ３を示す。その他の実施形態の例と同
様に、サプレッサ３は、特に以下を含む。その輪郭が折りたたまれるフランジＣの外形に
適合した自由押さえつけ端部３１、ガイド要素１５に対するガイドカウンタ要素３５、お
よびテンシング要素１６に対するテンシングカウンタ要素３６。機能については、その他
の実施形態の例におけるサプレッサ３に対応する。ベアリング構造３０の設計のみが、そ
の他の実施形態の例と異なる。ベアリング構造３０の構造要素は少ないが、その他の実施
形態の例のものに比較して断面は広く、この例においても横断方向に支柱が使用されてい
る。中央領域において、ロボットのための取り付けデバイス３４がサプレッサ３の裏側に
配置されている。
【０１７３】
　図３４は、ベース構造１およびサプレッサ３を含み、フランジ加工ダイユニット２を含
まない図７のフランジ加工プレス機を示す。フランジ加工ダイユニット２は、単にサプレ
ッサ３がフランジ加工中にフランジ加工ベッド１１に対してとる体勢を図示する目的で、
示されていない。
【０１７４】
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　図３５は、互いに対するベース位置においてフランジ加工中に直接的に共働する第４実
施形態の例におけるコンポーネントを示す。このベース位置において、コンポーネントＢ
は、サプレッサ３と、共働するガイド要素１５、およびガイドカウンタ要素３５との手段
によって挿入される。すなわち、フランジ加工ベッド１１のベアリングサポートに位置さ
れ、共働するテンシング要素１６およびテンシングカウンタ要素３６によって発生した、
フランジ加工に適した押さえつけ圧力でフランジＣに沿って押さえつける。オプションと
して、サプレッサ３は、ウインドウスロットに沿ってコンポーネントＢを、好ましくはよ
り少ない力で保持もする。
【０１７５】
　その他の実施形態の例と同様に、第４実施形態の例においても、フランジＣは、順番に
行われる２つのフランジ加工工程において完全に折りたたまれる。しかし、他の実施形態
の例とは異なり、フランジ加工エリア２１ａおよび２１ｂは横断方向Ｑに互いに隣に配置
されるのではなく、順に重ねてプレス方向Ｆに配置される。フランジ加工エリア２１ａお
よび２１ｂはまた、異なるフランジ加工ダイ２１に形成される。プレフランジ加工用のフ
ランジ加工エリア２１ａは、水平配置により上方のフランジ加工ダイとなるフランジ加工
ダイ２１に形成される。フランジ加工ダイ２１は、ベース位置にあるフランジ加工ベッド
１１からさらに離れている。最終フランジ加工用のフランジ加工エリア２１ｂは、水平配
置により下方フランジ加工ダイとなるフランジ加工ダイ２１に形成される。フランジ加工
ダイ２１は、ベース位置にあるフランジ加工ベッド１１により近い。フランジ加工ダイ２
１は、割り当てられたドライブ２２の手段によって横断方向Ｑに往復運動できるように、
ベアリング構造２０に配置されるフランジ加工ダイサポート２９に配置される。
【０１７６】
　フランジ加工ダイユニット２の全体が示されている図３２において、フランジ加工ダイ
サポート２９およびフランジ加工ダイ２１の組み合わせからなるユニットはそれぞれ、フ
ランジ加工ダイ２１．ｉとして示されている。各フランジ加工ダイ２１．ｉは、図３５に
示す断面の設計を有する。変形例において、順に重ねて配置されるフランジ加工エリア２
１ａおよび２１ｂは、同じフランジ加工ダイ２１に形成することもできる。フランジ加工
ダイ２１そのものにこれらをそれぞれ形成し、より延性のある材料で作られたフランジ加
工ダイサポート２９に配置することは、しかし、生産コストの減少につながる。全体とし
て、あるいはユニットとして、移動可能であるフランジ加工ダイ２１．ｉは、それぞれ、
フランジ加工ダイの土手として、そしてさらにその他の実施形態の例におけるフランジ加
工ダイ２１としてみなすことができる。よって、フランジ加工ダイ２１．ｉの各土手は、
第４実施形態の例のように、順に重ねて配置された複数のフランジ加工ダイ２１を有する
のみならず、隣同士に配置された複数のフランジ加工ダイ２１とすることもでき、各フラ
ンジＣの部分のうちの１つ、たとえばフランジ部Ｃ１～Ｃ３のうちの１つを、一体的にフ
ランジ加工ダイ２１．ｉの各土手に対応させて全体を折りたたむ。
【０１７７】
　フランジ加工中、フランジ加工ストロークは共働する当接部により機械的に決められる
。第１当接部１０１および第２当接部１０２は、少なくともプレス方向Ｆに動かないよう
に、好ましくは全く動かないようにフランジ加工ベッド１１に接続されている。第３当接
部１０３および第４当接部１０４は、プレス方向Ｆに動かないように、フランジ加工ダイ
ユニット２（図３２）に接続されている。これら２つの当接部１０３および１０４は、フ
ランジ加工ダイサポート２９に接続されており、よってフランジ加工ダイ２１の横断動作
に加わるようにフランジ加工ダイ２１に接続されている。当接部１０３もまた、フランジ
加工ダイ２１に対して横断方向Ｑに動くことができず、特に全く動かないように、フラン
ジ加工ダイサポート２９に配置されている。これに対し当接部１０４は、フランジ加工ダ
イ２１に対し横断方向Ｑにガイド１０５に沿って往復運動が可能であり、フランジ加工ベ
ッド１１近くの前位置に向けてばね１０６により張力を加えられている。
【０１７８】
　当接部１０１および１０３は、プレフランジ加工中に共働し、当接部１０２および１０
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４は、最終フランジ加工中に共働する。別の特徴としては、プレフランジ加工中に当接さ
れる当接部１０１および１０３の当接エリアは、フランジ加工ダイ２１の横断移動におけ
るプレス方向Ｆおよび横断方向Ｑに傾いている（実施形態の例においては単純に斜めに）
。この傾きはしかし、当接機能がプレス方向Ｆに確実になされるように、設定されている
。
【０１７９】
　図３６は、フランジ加工工程（ａ）～（ｋ）の順番で、フランジ加工のワークフローを
示す。（ａ）において、フランジ加工ベッド１１およびフランジ加工ダイ２１は互いに対
して、図３５に示される、ベース位置をとる。ベース位置にて、コンポーネントが挿入さ
れる。図３６（ｂ）は、図３５に対応する。フランジ加工プレス機は、まだ対応してベー
ス位置の体勢にあるが、コンポーネントＢがサプレッサ３の手段によって挿入されており
、フランジ加工ベッド１１に押し込まれる、すなわち、テンシング要素１６およびテンシ
ングカウンタ要素３６の手段によって押さえつけられている（図３４）。
【０１８０】
　ベアリング構造１０、そしてこれと共にフランジ加工ベッド１１が、追加ドライブ６９
（図２８および２９）の手段によって、当接部１０１が当接部１０３と当接するまで、プ
レス方向Ｆにベース位置の体勢から移動する（第４実施形態の例では、垂直のプレス方向
Ｆに応じて上昇する）。この中間ストロークの間、フランジ加工ダイ２１は、まだ横断方
向Ｑにフランジ加工ベッド１１から後退している、および／あるいはフランジ加工ベッド
１１から自由になっている。
【０１８１】
　図３６（ｃ）は、中間ストロークを実行した後の、ヘミング加工ベッド１１を示し、ヘ
ミング加工ベッド１１は当接部１０１および１０３により決定された中間位置にある。フ
ランジＣは、フランジ加工エリア２１ａと距離をおいて、そしてプレス方向Ｆおよび横断
方向Ｑに一定にオフセットされて対向している。プレス方向Ｆに対するオフセットは、フ
ランジ加工ダイサポート２９が横断方向Ｑに、プレフランジ加工のストロークがここから
行われる前位置に前進できるように、選択される。
【０１８２】
　図３６（ｄ）において、フランジ加工ダイ２１は、プレフランジ加工に向けて前進して
いる。当接エリアは、当接部１０１および１０２が横断動作を許可するように、ある方向
に傾いている。傾いた当接部１０１の当接エリアはまた、フランジ加工ダイ２１が一度前
進したら、当接部１０１および１０３が再度プレス方向Ｆに距離をもって対向に位置する
ように、フランジ加工ベッド１１に向けて十分に遠く横断方向Ｑに延長している。新たな
横断位置にある当接部１０１および１０３の間の軸方向の距離は、プレフランジ加工にお
けるストロークの長さに対応している。まだ中間位置にある、フランジ加工ベッド１１は
、ベアリング構造１０を介して追加ドライブ６９（図２６）にサポートされる。実際のフ
ランジ加工ストローク（次の工程におけるプレフランジ加工のストローク）は、プレスふ
いご６０により発生され、好ましくはプレスふいご６０のみによって発生される。プレス
ふいご６０には、圧力流体、好ましくは加圧空気が充填され、これによって、フランジ加
工ベッド１１が、ベアリング構造１０を介してプレス方向Ｆに押し出させる。プレフラン
ジ加工のストロークにおいて、フランジＣは、傾いたフランジ加工エリア２１ａと圧接さ
れ、そしてフランジ加工エリア２１ａの傾き、たとえばおよそ４５°、に応じて折りたた
まれる。
【０１８３】
　図３６（ｅ）は、プレフランジ加工のストロークを実行した後のフランジ加工プレス機
を示す。このフランジ加工工程におけるストロークは、当接部１０１および１０３の、別
の当接により決められる。
【０１８４】
　他方のペアの当接部１０２および１０４についていうと、当接部１０２と１０４のペア
は、プレフランジ加工における機能を有さない。当接部１０２および１０４がプレフラン
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ジ加工を妨害しないように、当接部１０４は、ばねの力に反して横断方向Ｑに移動可能で
ある。フランジ加工ベッド１１が中間位置に移動した時、図３６（ｂ）および３６（ｃ）
の比較からわかるように、当接部１０４は、まず当接部１０２と側方にオーバーラップす
るように通る。フランジ加工ダイ２１がそして前進すると、当接部１０４はばね１０６の
力に反して横断方向Ｑにおいて相対的に下がり、これによってこの前進動作および／ある
いはフランジ加工ダイ２１が図３６（ｄ）でとる体勢に配置されるのを妨害しない。
【０１８５】
　プレフランジ加工の後、第４実施形態ではプレスふいご６０の圧力流体流出口を開け、
プレスふいご６０にかかる負荷を使用して圧力流体をプレスふいご６０の外に押し出すこ
とによって、重力を使用してプレスふいご６０が解放される。このリターンストロークの
長さは、プレフランジ加工のストロークの長さに対応する。リターンストロークは、追加
ドライブ９により、そしてオプションによりプレスふいご６０の１つあるいはそれ以上の
内部当接部により決められる。プレスふいご６０が解放される直前に、フランジ加工ダイ
ドライブ２２（図３１および３２）は、フランジ加工ダイ２１を動かして戻すように、好
ましくは張力を加える。これは、フランジ加工ダイドライブ２２が好ましくは空気的に（
圧縮空気により）駆動される場合、特に有利である。プレスふいご６０が、各フランジ加
工ダイドライブ２２が張力を加えられた後に解放されるのみの場合は、フランジ加工ダイ
２１を、フランジ加工ベッド１１から横断方向Ｑに、より素早く離すことができる。フラ
ンジ加工ダイドライブ２２は、当接部１０１および１０３の傾斜当接エリアを介してバイ
アスされており、これにより、フランジ加工ベッド１１のリターンストローク動作が開始
される前にいかなる横断動作も許可しない。これに対し、フランジ加工ダイ２１の展開は
、フランジ加工ダイ２１が対応するインパクト負荷で急激に動くことができないように、
傾斜当接エリアにより制御されている。フランジ加工ダイ２１はよって、フランジ加工ベ
ッド１１およびフランジ加工ダイ２１が互いに対して図３６（ｆ）に示す位置をとるまで
、フランジ加工ベッド１１から離れるように、制御されて横断方向Ｑに後退する。
【０１８６】
　図３６（ｇ）に示す最終フランジ加工前の中間工程において、フランジ加工ベッド１１
は、この例では追加ドライブ６９の手段によって中間位置からそのベース位置に戻る。
【０１８７】
　フランジ加工ベッド１１がまだベース位置にある時、フランジ加工ダイ２１は、フラン
ジ加工エリア２１ｂが、すでに部分的に折りたたまれたフランジＣに対向に位置するよう
に、最終フランジ加工のためにプレス方向Ｆに再度前進する。図３６（ｈ）は、この相対
的位置にあるフランジ加工ベッド１１とフランジ加工ダイ２１を示す。この状態から、再
度プレスふいご６０に圧力流体を充填することにより、最終フランジ加工ストロークが直
接次の工程で行われる。プレスふいご６０の軸方向の伸長は、圧力の充填に関連しており
、フランジ加工ベッド１１を、プレス方向Ｆに、図３６（ｉ）でとられる位置に押す。こ
のフランジ加工ストロークは、好ましくはプレスふいご６０のみによって発生される。こ
のストローク動作中、当接部１０２および１０４は、互いにプレス方向Ｆに当接し、これ
によって、最終フランジ加工ストロークを決める。フランジＣがそして完全に折りたたま
れる。
【０１８８】
　最終フランジ加工の後、プレスふいご６０は好ましくは通気により圧力から解放され、
この構造が特にベアリング構造１０とフランジ加工ベッド１１とに置かれていることから
、重力を使用して圧力流体流出口を開けることによりこれも非常に容易に達成できる。フ
ランジ加工ベッド１１が下降された後、フランジ加工ダイ２１は、フランジ加工ベッド１
１から横断方向Ｑに離れ、ベース位置に戻る。図３６（ｋ）に示す通り、フランジ加工プ
レス機は再度ベース位置の体勢をとる。最終フランジ加工されたコンポーネントＢは、取
り出されて、次のコンポーネントＢがサプレッサ３によって挿入される。
【０１８９】
　図３７～３９は、フランジ加工プレス機から分離されたプレスふいご６０を示す。プレ
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スふいご６０は、ディスクあるいはプレートの形状とされており、円形を示す。円形の断
面は、製造が容易という点で、特に得策である。搭載構造６２は、プレス加工軸線Ｆを周
る方向において密に間隔をおいた接続要素６４の手段（たとえばねじ込みボルトとして実
現される。）によって、フレキシブルふいご壁６１に接続されている。プレスふいご６０
はたとえば、一方の搭載構造６２により枠組みプレート１００に取り付けることができ、
軸方向において反対側の搭載構造６２により、ベアリング構造１０に取り付けることがで
きる。
【０１９０】
　図３８は、搭載構造６２の１つを取り除いて、プレスふいご６０の内部を示す。搭載構
造６２の１つにおいて、好ましくは、枠組み１３に接合された１つにおいて、圧力流体の
ための流入口６５および流出口６６が設けられており、これらはそれぞれ、好ましくは、
搭載構造６２のパッセージとして形成されているが、これはほんの一例である。スペーサ
６７も、搭載構造６２の１つから他方の搭載構造６２に向けて突出しており、流出口６６
が開かれた時に、プレスふいご６０の軸方向の圧縮を決める。
【０１９１】
　図３９は、プレス加工軸線Ｆを環状に囲むプレスふいご６０のふいご壁６１、そして接
続リング６３を示す。接続リング６３は、ふいご壁６１の軸方向に向かう端面に配置され
ており、たとえば、ふいご壁６１を加硫することにより、あるいは、好ましくはエラスト
マーのふいご壁材料を接続リング６３の接続構造の中または周りに樹脂成型することによ
り、ふいご壁６１に固定的に流体シールで接合されている。接続リング６３は、特に取付
けられた時に事実上変形しないねじり抵抗リング構造であり、ふいご壁６１と搭載構造６
２の間に、あるいはふいご壁６１と軸方向に互いに対して動かされる構造の間に、固定的
に流体的に密閉された連結を可能にする（第４実施形態の例においては、枠組みプレート
１００とベアリング構造１０）。この目的において、周方向に互いに密な間隔の十分な数
の接続要素６４（たとえばねじ込みボルト）が、接続リング６３から軸方向に突出し、取
付けられた時に、各構造の対応する穴中に突出する。
【０１９２】
　プレスふいご６０は、一方の搭載構造６２の位置決め要素６８によって枠組み１３に対
して位置決めされ、他方の搭載構造６２の位置決め要素６８によってベアリング構造１０
に対して位置決めされる。位置決め要素６８が、枠組み１３の位置決めカウンタ要素、お
よびベアリング構造１０の位置決めカウンタ要素と、ポジティブフィット（突部が嵌まる
）のみで共働すれば、位置決めに十分である。力はめ連結を追加で設けることができるが
、必要ではない。ポジティブフィットのみの位置決め係合にて、故障あるいは予防メンテ
ナンス作業におけるプレスふいご６０の交換が容易になる。これに対し、プレスふいごは
また、追加ドライブ６９によって発生したベアリング構造１０のストローク中に強制的に
広げるために、枠組み１３とベアリング構造１０とに、軸方向に固定されて接続すること
ができる。
【０１９３】
　流入口６５および流出口６６とは別に、プレスふいご６０は自蔵である。すなわち、そ
のものによりプレス力を発生させるためのプレススペースを形成している。変形例におい
て、１つあるいは両方の搭載構造６２を省略でき、この場合、プレススペースはふいご壁
６１を構造に取り付けることによってのみ閉鎖され、たとえば枠組みプレート１００ある
いはベアリング構造１０といった、関連するエンドに面する側を閉鎖する。これによって
、各構造に、対応して閉鎖されたエリアをみなす。枠組みプレート１００は、そして、た
とえばプレスふいご６０の領域に容易に圧力流体のための、搭載構造６２の流入口６５お
よび流出口６６に対応する流入口および流出口のみを有する閉鎖エリアを含むことができ
る。スペーサ６７に対応するスペーサも、設けることができる。そのような変形例におい
て、ふいご壁６１は、図３９に示す通り、たとえばベアリング構造１０あるいは枠組みプ
レート１００といった各構造に、接続リング６３の１つの手段によって、固定的かつ流体
密閉された状態で接合することができ、これにより変形プレスふいご６０を形成する。そ
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のような変形例において、１つあるいは両方の接続リング６３は、（それぞれ）変形プレ
スふいご６０の搭載構造を形成し、変形プレスふいご６０は、これに対応してそれぞれの
エンドに面する側で、プレスふいごを密閉する構造に流体シールで取り付けすることによ
って、完成される。
【０１９４】
　図４０は、第４実施形態の例におけるフランジ加工プレス機を、フランジ加工ダイユニ
ット２を軸方向に平面視した図を示す。平面図は、折りたたまれるコンポーネントフラン
ジの輪郭の全体にわたって、ベアリング構造２０の内周２８がいかに外形に近似してフラ
ンジＣの外形および／あるいはヘミング加工ベッド１１のベアリングサポートを追従して
いるかを非常に明確に示している。内周２８が示す、コンポーネントＢの外側端部および
／あるいはフランジ加工ベッド１１のベアリングサポートから軸方向に投影した局所距離
は、「ｄ」で示す。各フランジ加工エリア２１ａあるいは２１ｂの領域に作用するプレス
力がベアリング構造２０に伝えられる応力中心距離（ｌｅｖｅｒ　ａｒｍ）は、距離ｄに
応じて小さい。プレスふいご６０からベアリング構造２０への力の流れにおいて、プレス
力は主に軸方向にのみ伝達され、よって力としてのみであり、曲げモーメントを介して、
取るに足らないものでしかない。フランジＣと内周２８との間の局所距離は、フランジＣ
の長さにわたって、有利には、８ｃｍ未満、より好ましくは５ｃｍ未満である。内周２８
は、各フランジＣが折りたたまれる時に、第４実施形態の例のようにフランジ加工ダイサ
ポート２９を介して、あるいはその他の実施形態の例と同様に直接に、軸方向においてフ
ランジ加工ダイ２１をサポートする。
【０１９５】
　第４実施形態の例について、第１実施形態の例との違いが説明されていなければ、サプ
レッサを含めフランジ加工プレス機のコンポーネントの特徴について、そしてそれらがど
のようにして共働するかについて第１実施形態の例について述べた事柄が適用される。第
１実施形態の例におけるフランジ加工プレス機のコンポーネント、および、第２実施形態
の例におけるフランジ加工プレス機コンポーネントは、原則的には交換もでき、これに関
連する適合について詳しく述べる必要はない。プレス方向を横断する方向に隣同士に配置
されるフランジ加工エリア２１ａおよび２１ｂを含むフランジ加工ダイ２１は、たとえば
第４実施形態の例においても順に重ねて配置されるフランジ加工ダイ２１の代わりに使用
できる。このような変形例においては、たとえば追加ドライブ６９を省略することができ
る。また、第４実施形態の例に基づき順に重ねて配置されるフランジ加工ダイ２１は、第
１実施形態の例におけるフランジ加工ダイの代わりに使用することができる。第４実施形
態の例におけるその他の変形例において、プレスふいご６０は、プレス方向Ｆにおいて、
全ての動作を発生でき、すなわち、追加ドライブ６９を省略できる。プレスふいご６０は
、短い軸方向のストロークのみのために構成されている場合に、有利である。
【０１９６】
　枠組み１３への固定された連結がリリースされると、フランジ加工ダイユニット２は、
たとえば天井クレーンといった引き上げデバイスの手段によって、枠組み１３から引き上
げ、ターンし、ターンしたら、再度枠組み１３（実施形態の例においては、枠組み１３の
柱）に置かれることができる。これによってあらゆる仕上げ、あるいは必要となることが
ある、たとえば磨き、あるいはリグラインドといった、ひき続いてのフランジ加工ダイ２
１の再加工を容易にする。さらなる発展型において、フランジ加工プレス機は、引き上げ
機構を含むことができ、この手段によって、フランジ加工ダイユニット２をプレス方向Ｆ
にフランジ加工ベッド１１から離すことができる。これにより、（一度離されたら）この
ような仕上げあるいはフランジ加工プレス機のフランジ加工ダイユニット２あるいは別の
コンポーネントに対するその他の作業のための、引き続いてのフランジ加工ダイ２１の再
加工のために十分なフリースペースを得る。この手段によって、フランジ加工ダイユニッ
ト２をプレス方向Ｆにフランジ加工ベッド１１から離すことができる。第４実施形態の例
にように、外部サポート柱を含む実施形態では、これらのサポート柱は、軸方向に入れ子
にされることができ、対応するドライブによって進退できる。ドライブは、電気的、空気
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的、あるいは水圧的（油圧的）に駆動できる。第４実施形態の例のように、プレス方向Ｆ
が垂直である場合、フランジ加工ダイ２１は、フランジ加工ダイユニット２が伸長された
時に、たとえば「下から」プロセスできる。その他の実施形態の例と同様に、プレス方向
が水平であれば、側方から作業が可能である。
【０１９７】
　図４１は、第５実施形態におけるフランジ加工プレス機の構成要素を、透視図にて示す
。第５実施形態におけるフランジ加工プレス機は、第４実施形態におけるフランジ加工プ
レス機をさらに発展させたものである。機能的に同じ構成要素は、第４実施形態と同様、
同じ参照符号で示す。そうでないという記載がなければ、第５実施形態におけるフランジ
加工プレス機は、第４実施形態におけるものに対応し、第４実施形態における説明が、説
明されていない第５実施形態における全ての態様について、ここに組み込まれる。
【０１９８】
　第４実施形態におけるフランジ加工プレス機について、第５実施形態におけるフランジ
加工プレス機は、ベース構造１に対して、そしてフランジ加工ダイユニット２に対して移
動可能であるストロークベアリング構造１１０を追加で含み、ベアリング構造２０のみが
示されている。ストロークベアリング構造１１０は、軸方向の移動可能に、ベース構造１
（たとえば枠組みベアリング構造１００）にサポートされる。この例においては、プレス
ふいご６０は、第４実施形態で枠組みプレートとして形成された枠組みベアリング構造１
００と、ベアリング構造１０との間に配置される。プレスふいご６０は、プレス方向Ｆに
対応する方向である軸方向において、ベアリング構造１０およびストロークベアリング構
造１１０の間に配置される。プレスふいご６０の伸長は、これに対応してストロークベア
リング構造１１０とベアリング構造１０の間の軸方向の距離を増加させる。実施形態の例
において、プレスふいご６０は、直接的にストロークベアリング構造１１０の軸方向一方
側に取り付けられ、直接的にベアリング構造１０の軸方向反対側に取り付けられるのが好
ましいが、これはほんの例示である。
【０１９９】
　ストロークベアリング構造１１０は、プレートの形状とされるのが好ましいが、これは
単に例示である。ストロークベアリング構造１１０は、第４実施形態にて説明された全て
あるいは少なくともいくつかの中間ストロークを行う。中間ストロークについては、上述
の説明、特に図３６に基づいて説明されたフランジ加工順序を参照のこと。第４実施形態
において、プレスふいご６０の軸方向の高さ、そしてこれによって内部スペースの容積は
、フランジ加工ベッド１１およびフランジ加工ダイ２１が軸方向に互いに対して行う全て
のストローク動作中に変更される。第４および第５実施形態の例において、これらには中
間ストロークおよび実際のフランジ加工ストロークが含まれ、すなわち、プレフランジ加
工ストロークと最終フランジ加工ストロークが含まれる。プレスふいご６０はよって、第
４実施形態の例において、中間ストロークおよび実際のフランジ加工ストロークの長さの
合計に比例して少なくとも一度は伸長する。プレスふいご６０の内部スペース中の使用圧
力の圧力流体の量は、そのサイズに対応する。第５実施形態におけるプレスふいご６０は
、ストロークベアリング構造１１０に動作に基づいてもはや伸長しないことから、中間ス
トロークを行うとき、圧力流体量のスループットは減少する。
【０２００】
　ストロークベアリング構造１１０は、追加ドライブ６９の手段によって軸方向に動く（
実施形態の例において、水平配置に基づき持ち上げられる）。リターンストロークは、発
生させるか、重力によりアシストされることができる。好ましくは、追加ドライブ６９の
複数の駆動ユニットが、第４実施形態の例にあるように、電気的、水圧的（油圧的）ある
いは特に空気的な駆動ユニットである。
【０２０１】
　追加ドライブ６９をアシストするために、第５実施形態におけるフランジ加工プレス機
もまた、サポートデバイスを含む。サポートデバイスは、複数のサポートドライブ１１１
およびこれらに結合されたサポート体１１２を含む。サポートドライブ１１１は、ストロ
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ークベアリング構造１１０が中間ストロークを行った時に、サポート体１１２をストロー
クベアリング構造１１０の下に移動させる。サポートドライブ１１１は、延びた時にスト
ロークベアリング構造１１０を機械的にサポートする。これにより追加ドライブ６９が、
重量とプレスふいご６０により適用されるプレス力から解放される。そうでなければ、追
加ドライブ６９は、十分に強度のある寸法とされるか、あるいは好ましい空気的な実施形
態では、機械的にブロックおよび／あるいは内部でラッチをかける必要がある。
【０２０２】
　図４２は、互いに対するベース位置（図４１に示す）において、フランジ加工プレス機
から分離されたストロークベアリング構造１１０、サポートドライブ１１１、および、サ
ポート体１１２を示す。プレスふいご６０を取り付けるための、取り付け要素（この例に
おいては、内部スレッドに応じたブラインドボアあるいはトランジットボア）も示されて
いる。プレスふいご６０は、特に、その他の実施形態で説明された通りに、たとえば、図
３７～３９に示すように、形成することができる。ストロークベアリング構造１１０は、
対応して圧力流体のための流入口６５および流出口６６を含む。
【０２０３】
　図４１に示す第５実施形態の例におけるフランジ加工プレス機の構成要素を、図４３に
、側面図で、そして図４４に、図４３の切断面線Ａ―Ａにおける断面図で示す。示されて
いるようなフランジ加工プレス機は、ベース状態となっている。ベアリング構造１０およ
びストロークベアリング構造１１０はそれぞれ、ベース位置をとっている。プレスふいご
６０は、圧力から解放されている。図３６に示すような順番で上述の中間ストロークを行
うには、追加ドライブ６９がストロークベアリング構造１１０そしてこれと共にプレスふ
いご６０を動かし、ベアリング構造１０をたとえば第４実施形態の例（図２６～４０）に
おけるフランジ加工ベッド１１と共に、フランジ加工ダイユニット２に向けて動かすが、
ベアリング構造２０のみが示されている。
【０２０４】
　図４５は、共通の中間ストロークを実行した後の、ストロークベアリング構造１１０、
プレスふいご６０、そしてベアリング構造１０を示す。サポート体１１２は、すでにサポ
ートドライブ１１１によってストロークベアリング構造１１０の下に移動されており、追
加ドライブ６９を解放するために、枠組みベアリング構造１００上のストロークベアリン
グ構造１１０をサポートする。
【０２０５】
　図４６は、フランジ加工ストロークを実行した後のフランジ加工プレス機を示す（実施
形態の例においては、プレフランジ加工ストローク）。フランジ加工ストロークを実行す
るには、プレスふいご６０が軸方向に伸長するように、プレスふいご６０に圧力流体が充
填される。伸長している間、プレスふいご６０は、ストロークベアリング構造１１０に一
方側がサポートされ、ストロークベアリング構造１１０およびサポート体１１２を通じて
ベース構造１にサポートされる。プレスふいご６０の伸長はよって、フランジ加工ダイユ
ニット２に対してフランジ加工ベッド１１（図示しない）と共にベアリング構造１０のス
トローク動作を発生させ、すでに述べられた通り、例示としてベアリング構造２０のみが
示されている。フランジ加工ストローク（この場合はプレフランジ加工ストローク）が行
われたら、ストロークベアリング構造１１０が重力によって、あるいはリターンストロー
クを便宜的に制動する追加ドライブ６９によってベース位置に戻れるように、サポート体
１１２がストロークベアリング構造１１０の領域から退避する。プレスふいご６０は圧力
から解放され、フランジ加工ダイが戻る。
【０２０６】
　図４７においては、プレスふいご６０に圧力流体が再度すでに充填されている。関連す
るフランジ加工ストローク（この例においては、最終フランジ加工ストローク）がすでに
行われている。これは図３６（ｉ）に示される状態に対応する。第５実施形態の例におけ
るフランジ加工プレス機は、第４実施形態の例におけるフランジ加工プレス機と同じ一連
のフランジ加工動作を行うことができるため、図３６についての説明を参照のこと。第４
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実施形態の例とは異なり、しかし、中間ストロークがストロークベアリング構造１１０お
よびプレスふいご６０により一体的に行われ、プレスふいご６０はこれに対応して、全体
として軸方向に移動するため、プレスふいご６０は第４実施形態の例でのように遠くまで
軸方向に伸長する必要がなく、好ましくは、広げられることがない。
【０２０７】
　第４実施形態の例においては、ストロークベアリング構造１１０が中間ストロークを発
生させる。中間ストロークが必要ではないため、フランジ加工ベッド１１のストローク動
作を、ストロークベアリング構造１１０およびプレスふいご６０共通のストローク動作と
プレスふいご６０の広げる動作に分割することもまた実施形態において有利である。実際
のフランジ加工ストロークも、圧力流体の出力および／あるいは消費を減少するために原
則的には同じように分割できる。多数のストローク動作を行う一連の生産において、この
ような節約は有意義である。
【０２０８】
　圧力流体の量はさらに、あるいは代わりに、減少することもでき、プレスふいご６０の
内部スペースに配置できる１つあるいはそれ以上のフィラー体の援助をもって、減少する
ことができる。図４４～４７に、第５実施形態の例を基にこれを示す。比較的大きいフィ
ラー体１０９がプレスふいご６０の内部スペースに配置され、プレス作動中のプレスふい
ご６０の最大伸長状態に対してプレスふいご６０の内部スペースの容積の５０％が充填さ
れる。圧力流体の消費は、フィラー体１０９（あるいは適用に応じて複数）の比例容量に
応じて減少することができる。フィラー体１０９は、また、プレスふいご６０が圧力から
解放された時の、スペーサ機能も果たすことができる。これは図４４および４５に示され
ている。
【０２０９】
　第４実施形態の例とは異なり、第５実施形態の例のガイド要素１５は、中空の構造とし
て実現される枠組み１３の柱中に配置されている。これにてプレス方向Ｆを横断する方向
のスペース設計、そして設置エリアを節約できる。枠組み１３の柱はまた、ベアリング構
造１０あるいはストロークベアリング構造１１０も軸方向にガイドする。軸方向へのサポ
ートは、好ましくは枠組みベアリング構造１００に提供されるが、枠組み１３の柱にも、
この代わりに、あるいは追加として提供できる。
【０２１０】
　テンシング要素も、変更され、サプレッサのテンシングカウンタ要素との係合のための
回転動作も、もはや必要がない。１１６で示されるテンシング要素は、その代わりに、プ
レス方向Ｆを円周方向に横断する方向に延び、サプレッサのテンシングカウンタ要素が入
ることができる凹部あるいはパッセージとして形成される。サプレッサは、これまでに説
明されたサプレッサから、この点においてのみ変更されている。
【０２１１】
　第５実施形態におけるフランジ加工プレス機は、それ以外は、特に、図示されていない
フランジ加工プレス機の構成要素について、第４実施形態におけるものに対応する。
【符号の説明】
【０２１２】
　１  ベース構造
　２  フランジ加工ダイユニット
　３  サプレッサ
　４  フランジ加工ダイユニット
　５  サプレッサ
　６  枠組み
　７  サポート構造
　８  ベース構造
　９  回動ドライブ
　１０  ベアリング構造
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　１０ａ  エクステンション
　１１  フランジ加工ベッド
　１２  フランジ加工ベッド
　１３  枠組み
　１３ａ  ガイドカウンタ要素
　１４  プレスドライブ
　１５  ガイド要素
　１６  テンシング要素
　１７  テンシングドライブ
　１８  補強材
　１９  回転ガイド要素
　２０  ベアリング構造
　２０ａ  パッセージ
　２１  フランジ加工ダイ
　２１ａ  フランジ加工エリア
　２１ｂ  フランジ加工エリア
　２２  フランジ加工ダイドライブ
　２３  サポート
　２４  駆動フランジ
　２５  ガイドカウンタ要素
　２６  ガイド
　２７  当接エリア
　２８  内周
　２９  フランジ加工ダイサポート
　３０  ベアリング構造
　３１  押さえつけ端部
　３２  突出領域
　３３  後退領域
　３４  取り付けデバイス
　３５  ガイドカウンタ要素
　３６  テンシングカウンタ要素
　３７  傾斜領域
　４０  ベアリング構造
　４１  フランジ加工ダイ
　４２  フランジ加工ダイドライブ
　４４  駆動フランジ
　４５  ガイドカウンタ要素
　５０  ベアリング構造
　５１  押さえつけ端部
　５５  ガイドカウンタ要素
　６０  ふいご
　６１  ふいご壁
　６２  搭載構造
　６３  接続リング、搭載構造
　６４  接続要素
　６５  流入口
　６６  流出口
　６７  スペーサ
　６８  位置決め要素
　６９  追加ドライブ
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　７０  追加のフランジ加工デバイス
　７１  フランジ加工スライダ
　７２  スライダドライブ
　１００  枠組みベアリング構造、枠組みプレート
　１０１  当接部
　１０２  当接部
　１０３  カウンタ当接部
　１０４  カウンタ当接部
　１０５  ガイド
　１０６  ばね
　１０９  フィラー体
　１１０  ストロークベアリング構造
　１１１  サポートドライブ
　１１２  サポート体
　１１６  テンシング要素
　Ｂ  コンポーネント
　Ｃ  フランジ
　Ｃ１  側端部フランジ
　Ｃ２  下端部フランジ
　Ｃ３  側端部フランジ
　Ｆ  プレス方向、プレス加工軸線
　Ｑ  横断方向
　Ｓ  回動軸
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