
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
孔の機械加工中、切削工具 (14)を長手方向の 軸線 (16)を中心として回転するように構
成された第１の作動装置と、
前記切削工具 (14)を主軸を中心とし 回転するように構成された第 の作動装置 であ
って、前記主軸が、 工具の前記 中心軸線 (16)と実質的に平行で、且つ機械
加工される孔の長手方向の中心軸線と同軸であり、前記第１の作動装置 同時に使用可能
である前記第 の作動装置 と、
前記切削工具の 軸線の、前記主軸からの径方向の距離を制御するよう
に構成された径方向オフセット 機構と、を備える、切削工具によって被加工物に孔を
穿孔するためのオービタル機械加工装置において、
前記径方向のオフセット 機構が、偏心円筒孔 (26)を有する内部円筒体 (24)であって、
前記偏心円筒孔 (26)が長手方向の中心軸線 (30)を有し、該中心軸線 (30)が前記内部円筒体
(24)の長手方向の中心軸線 (32)と平行で且つ径方向にオフセットされており、更に、前記
偏心円筒孔 (26)が、前記切削工具 (14)を るために、 主軸
ユニット (12)を回転可能に支持するように構成された内部円筒体 (24)と、
偏心円筒孔 (34)を有する外部円筒体 (36)であって、前記外部円筒体 (36)の前記偏心円筒孔
(34)が長手方向の中心軸線 (38)を有し、該中心軸線 が前記外部円筒体 (36)の長手方向
の中心軸線 (40)と平行で且つ径方向にオフセットされており、前記主軸から前記切削工具
(14)の前記 中心軸線 (16)の径方向距離を調整するように、前記内部円筒体 (24)
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が 外部円筒体 (36)の前記偏心円筒孔 (34) 支持されて内部で回転可能となっている装
置であって、
前記第 の作動装置 (20)が、前記外部円筒体 (36)に駆動的に接続された、前記外部円筒体
(36)を当該外部円筒体 (36)の長手方向軸線を中心として個別に回転するための第１のモー
タ 、前記内部円筒体 (24)に駆動的に接続された
、前記内部円筒体 (24)の長手方向軸線を中心として個別に回転するための第２のモータと
を備え、
前記第１のモータと前記第２のモータとが、各々前記外部円筒体 (36)と前記内部円筒体 (2
4)とを同時に回転する 、相互の回転位 を維持して、前記切削工具の径方向のオ
フセット位置を作業操作中に変化させ ことを特徴とする 装置。
【請求項２】
前記第１のモータと前記第２のモータとが、 前記外部円筒体 (36)と前記内部円筒体 (2
4)とを 異なる角速度 回転し、前記切削工具 (14)の径方向オフセット位置を変化さ
せるようになっている 請求項１に記載の 装置。
【請求項３】
前記第１のモータが、前記外部円筒体 (36)に接続された第１のベルトホイール (48)を回転
するように第１のベルト (46)を介して前記外部円筒体 (36)に駆動的に接続され、前記第２
のモータが、前記内部円筒体 (24)に連結部材 (56)を介して取り付けられた第２のベルトホ
イール (54)を回転するように第２のベルト (52)を介して前記内部円筒体 (24)に駆動的に接
続され、前記第１のベルトホイール (48)に関して固定された中心位置で前記第２のベルト
ホイール (54)が回転し、一方、前記 円筒体 (24)に長手方向軸線を中心とした回転を発
生させることを特徴とする請求項１又は２に記載の 装置。
【請求項４】
前記外部 体 (36)の前記偏心 孔 (34)の前記長手方向 軸線 (38)が径方向に前記
外部 体 (36)の長手方向軸線 (40)から距離 (e)だけオフセットされており、該距離 (e)が
、前記内部円筒体 (24)の偏心円筒孔 (26)の前記 中心軸線 (30)と 内部円筒体
(24)の前記 中心軸線 (32)との間の距離と等しいことを特徴とする請求項１～３
のいずれか１項に記載の 装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
本発明は、一般に、装置自体の軸を中心として回転し、且つ機械加工される孔の長手方向
の中心軸線に対する主軸を中心として偏心（オービタル運動）する切削工具によって被加
工物に孔を開けるための、数値的に制御されたオービタル機械加工装置に関するものであ
る。更に詳細には、本発明は、主軸 する切削工具軸線の径方向のオフセット（オ
ービタル径）を調整するための、前記装置の改良機構に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
国際公開第 99/62661号パンフレットは、被加工物に孔を機械加工するための装置を開示す
る（特許文献１参照。）。そのパンフレットにおいて当該装置は、 軸線を中心
として切削工具を回転させるスピンドルモータを含み、当該切削工具は孔の長手方向の中
心軸線に 主軸を中心として偏心回転する。また当該装置は、主軸

の径方向オフセットを調整するための機構を含む。径方向の
オフセット調整機構は、形成される円錐形の孔の機械加工中に、切削工具自体の軸線を中
心として切削工具を回転させつつ被加工物内に切削工具を軸送りしながら、径方向のオフ
セットが変更できるように構成されている。この機構は、比較的構造的に複雑で、比較的
大きな空間を長手方向に占有し、スピンドルモータは、装置の支持構造体から片持ちにさ
れた態様で、実質的に突き出しており、それが される孔の機械加工精度に影響を及ぼ
す可能性がある。
【特許文献１】国際公開第 99/62661号パンフレット
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【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
本発明は、構造的により単純で且つより小型の改良された径方向オフセット調整機構を提
供することである。それは、主軸を中心としたオービタル動作を実行し、且つ切削工具を
被加工物内に軸方向に送りつつ連続的に径方向にオフセット調整することができるように
構成されている。それによって、実質的に円筒状に成形された切削工具を使用して、円筒
状の孔又は だけでなく、円錐形又はテーパの付いた形状又は断面を有する孔又は
を 成することができるようにする。
【課題を解決するための手段】
【０００４】
この目的のために、本発明の装置は、孔の機械加工中、 長手方向の軸線を中心
として回転するように構成された第１の作動装置
主軸を中心として切削工具を回転させるように構成された第 の作動装置であって、前記
主軸が 工具の軸線と実質的に平行 且つ機械加工される孔の長手方向の中心軸
線と 、前記第１の作動装置 同時に使用可能である前記第 の作動
装置と、
前記主軸 から切削工具の軸線の径方向の距離を制御するように構成された径方向オ
フセット 機構と、を備える。
　本発明によると、前記径方向オフセット 機構は、 円筒孔を有する内部円筒体を
備える。前記偏心円筒孔は長手方向の中心軸線を有し、該中心軸線は前記内部円筒体の長
手方向の軸線と平行で且つ径方向にオフセットしており、また前記偏心円筒孔は、前記切
削工具を操作するために 支持するように構成されている。
【０００５】
更に、本発明の装置は、偏心円筒孔を有する外部円筒体を備える。前記外部円筒体の前記
偏心円筒孔は長手方向の中心軸線を有し、それは前記外部円筒体の長手方向の中心軸線と
平行で、且つ所定距離だけ径方向にオフセットしている。その距離は、前記内部円筒体の
偏心円筒孔の中心軸線と前記内部円筒体の中心軸線との間の距離と等しく、前記内部円筒
体は外部円筒体の前記偏心円筒孔 に径方向に支持されて内部で回転可能であり、それに
よって切削工具の前記主軸からの前記中心軸線の径方向距離を調整するようになっている
。
【０００６】
本発明の更なる目的は、上述した種類の径方向オフセット調整機構を提供することであり
、径方向オフセット 機構の基本的な構成は、機械加工装置の 部品が 中心
偏心して 正確な質量バランシングを可能に その結果、 装
置の加工作業中、 振動が排除され且つ実質的に低減される。
【０００７】
この目的のため、前記内部円筒体は、その重心が内部円筒体の前記偏心円筒孔内で回転可
能に支持される主軸ユニットの重心 構成され、前記内部円筒体 前記主軸
ユニット の共通重心は、内部円筒体の中心軸線と一致 また前記外部円筒体は、そ
の重心が内部円筒体 前記主軸ユニット の前記共通重心 構成され、当該
外部円筒体及び前記主軸ユニットを備えた内部円筒体の共通重心は、前記外部円筒体の中
心軸線と一致する。したがって 径方向オフセット 機構及びそれと共に回転する全て
の部品の共通重心が、切削工具の径方向オフセット に関係なく、主軸 と一致
又は実質的に一致するように配置 る。
【発明を実施するための最良の形態】
【０００８】
図１に示すように、 オービタル機械加工装置 10は、

ニット 12と
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装置 10は、固定スタンド、又はロボットアーム等の、移動可能な部材に
取り付けられる。
【０００９】
本発明の径方向オフセット 機構 18は、主軸ユニット 12を内部で回転可能に支持する

備える。主 ニット 12は、固定スリーブ 28（図１）を介して、 円筒体
24内の偏心円筒孔 26（図３）に回転可能に支持される。偏心円筒孔 26は、 円筒体 24の
長手方向の中心軸線 32と平行だが径方向に距離 eだけオフセットされた長手方向の中心軸
線 30（図 3）を有する。
【００１０】

円筒体 24は、 円筒体 36 軸方向に 偏心円筒孔 34の内部に回転可能に
支持される。偏心円筒孔 34は、 平行だが 円筒
体 36（主軸）の中心軸線 40から径方向に距離 eだけオフセットされた長手方向の中心軸線 3
8（図２）を有する。好ましくは、

同じだけ偏心している。即ち、 中心軸線 30及び 38は 円筒体 24
及び 36の各中心軸線 32及び 40から同じ距離 eだけ径方向にオフセットしている
。外部円筒体 36の偏心円筒孔 34の内部での内部円筒体 24の回転、又は 円筒体 24

36 の相対的な回転によって、内部円筒体 24の偏心円筒孔 26の中心軸線 30が、外部
円筒体 36の中心軸線 40、ゆえに主軸ユニット 12及び切削工具 14の中心軸線 16と一致するよ
うに位置することが可能である。この場合、

この径方向オフセットがゼロの位置から
ことによって、切削工具 軸線 16の最大オフセットが得ら

れる。
【００１１】
外部円筒体 36は、 装置 10の筐体 42内に回転可能に支持されており、外
部円筒体 36に連結された ベルトホイール 48と係合する ベルト 46を介して

モータ（ によって回転可能である。同様に、内部円筒体 24は ベルト 52
を介して モータ によって回転可能である。当該 ベルト 52は、い
わゆるオ ダム連結器 56、又はあらゆる同等の連結器部材によって内部円筒体 24に連結し
た ベルトホイール 54と係合し、それによって ベルトホイール 54は、 円筒
体 24 させる間、 ベルトホイール 48に関して固定された同心位置で回転するこ
とが可能となる。 円筒体 24 36が同期して回転する場合、即ちそれらの各
モー 及び ベルト 52、 46によって同じ角速度で 場合、加工作業中の

16の径方向のオフセット値 eの変更は起こらない。被加工物（図示せず）内への
切削工具 14の軸方向の送りと結合して、円筒孔又は を内部で形成することができる。
【００１２】

円筒体 24 36が異なる速度で回転して相対的な回転が実行される場合、切
削工具 軸線 16の径方向オフセット値 eが変更される。これが、被加工物への切削工
具 14の軸方向の送りと結合したとき、被加工物に円錐形 テーパの付いた孔、又は

の一部を形成することができる。
【００１３】
本発明の重要な側面によると、径方向オフセット 機構の 円筒体 24及び
36の上記実施形態は、 アンバランス 問題を克服することができる。

既知の機械加工装置の回転及びオービタル運動部品の共通の重心が非中心位置にあ
ることに起因する。
【００１４】
図２、４及び５で 、外部円筒体 36の重心をＡで示し、図３～５で 、内部円筒体 24の重
心をＢで示す。
【００１５】

中心軸線 40からの 孔 34の、偏心 径方向オフセット eは、
中心軸線 32からの 孔 26の偏心 径方向オフセット e）と等し
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い（同じ距離にある）。したがって、主軸ユニット 12及び切削工具 中心軸線 16 は
、外部円筒体 36 によって円弧状経路ｐ（図４及び

５）に沿って移動することができる。図４で示 、同じ角速度、即ち相対
回転なしで 円筒体 24及び 36を 回転させた場合、 中心軸線 16
が外部円筒体 36の中心軸線 40と一致し、切削工具 軸線 16の径方向オフセット em i n
＝ 0 。図５で示 、切削工具 軸線 16の最大径方向オフセット em a
xは、内部円筒体 24が図４の位置から外部円筒体 36に して 180° 回転されたときに得
られる。
【００１６】

円筒体 24及び 36の幾何学的なパラメータにより、作業中に、
16の径方向オフセットにかかわりなく、 機械加工装置の の正確

なバランシングを達成することができる。
【００１７】
このために、内部円筒体 24の重 及び重心Ｂは、 孔 26に取り付けられる主軸ユニ
ット 12の重 及び重心Ｃ ようにされており、当該内部円筒体 24 ユニット 12
（及びそれと共に 回転している全ての部品）の共通重心Ｄは、内部円筒体 24の中心
軸線 32と一致する。したがって、 重心Ｄは、内部円筒体 24に して主軸ユニット 12が
回転する位置と無関係で、中心軸線 32で実質的に静止したままでなければならない。外部
円筒体 36の重 及び重心Ａを

装
置の回転 作業中に実質的に振動の発生を防止できる。

速度は、一般に 100-300rpmのオーダである
。
【図面の簡単な説明】
【００１８】
【図１】本発明に記載の径方向オフセット 機構を備えオービタル機械加工装置の概略
側断面図である。
【図２】本発明の径方向オフセット 機構の外部円筒体の概略横断面図である。
【図３】本発明の径方向オフセット 機構の内部円筒体の概略横断面図である。
【図４】外部円筒体の中心軸線と一致するように外部円筒体の偏心円筒孔に位置する内部
円筒体の概略横断面図である。
【図５】軸の最大の径方向オフセットが得られるように外部円筒体内に位置する、内部円
筒体の概略横断面図である。
【符号の説明】
【００１９】
10　オービタル機械加工装置
12　 ユニット
14　切削工具
16　切削工具軸線
18　径方向オフセット 機構
20　偏心回転機構
22　軸送り機構
24　 円筒体
26　偏心円筒孔
28　固定スリーブ
30　長手方向中心軸線
32　円筒体 24の長手方向中心軸線
34　偏心 孔
36　 円筒体
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の の位置
に対し内部円筒体 24を相対回転すること

図 す位置関係では
内部 外部円筒体 同期 切削工具の

の中心 は
になる す位置関係では の中心

対 相対

内部 外部円筒体 切削工具の中
心軸線 オービタル 回転部分

量 偏心円筒
量 と釣合う と主軸

一緒に
共通 対

量 、主軸ユニット 12を含む内部円筒体 24の重量及び共通重心 D
と釣合うようにすることによって、外部円筒体 36の重心Ａと前記共通重心 Dとの共通重心 E
は、外部円筒体 36の中心軸線 40に一致するようになる。その結果、オービタル機械加工

部分のバランスが確保され、 外部円
筒体 36の回転速度、すなわち切削工具 14の公転

調整

調整
調整

主軸 （第１の作動装置）

調整
（第２の作動装置）

内部

円筒
外部



38　偏心孔 34の長手方向中心軸線
40　外部中空円筒体 36の長手方向中心軸線
42　筐体
46　 ベルト
48　 ベルトホイール
52　 ベルト
54　 ベルトホイール
56　オ ム連結器
                                                                                

【 図 １ 】 【 図 ２ 】

【 図 ３ 】
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【 図 ４ 】

【 図 ５ 】
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