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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
被削物の貫通穴の内面に回転する切削刃具を前記貫通穴の軸方向に送り溝を切削加工する
切削装置と、前記切削装置により前記切削加工された溝に回転する砥石を前記貫通穴の軸
方向に送り前記溝を研削加工する研削装置と、複数の前記被削物を固定した状態で回転し
、前記切削装置および前記研削装置と対向した所定の位置に前記被削物を連続して搬送さ
せる搬送台と、を備え、前記切削装置と前記研削装置は前記被削物を前記搬送台の１８０
°反対の回転位置で前記溝の加工処理を行なうように配置して、前記溝の切削加工による
前記切削刃具の前記送り方向の振動と前記溝の研削加工による前記砥石の前記送り方向の
振動を同一方向に合わせ、前記切削装置に対向した位置の前記被削物への前記溝の切削加
工と前記研削装置に対向した位置の前記被削物への前記溝の研削加工を同時に行い、且つ
前記搬送台を回転させて前記被削物への前記溝の加工処理を連続して行なうようにしたこ
とを特徴とする溝複合加工装置。
【請求項２】
被削物の貫通穴の内面に回転する切削刃具を前記貫通穴の軸方向に送り溝を切削加工する
切削装置と、前記切削装置により前記切削加工された溝に回転する砥石を前記貫通穴の軸
方向に送り前記溝を研削加工する研削装置と、前記研削加工された溝の寸法を測定する寸
法測定装置と、複数の前記被削物を固定した状態で回転し、前記切削装置、前記研削装置
および前記寸法測定装置と対向した所定の位置に前記被削物を連続して搬送させる搬送台
と、を備え、前記切削装置と前記研削装置は前記被削物を前記搬送台の１８０°反対の回
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転位置で前記溝の加工処理を行なうように配置して、前記溝の切削加工による前記切削刃
具の前記送り方向の振動と前記溝の研削加工による前記砥石の前記送り方向の振動を同一
方向に合わせ、前記切削装置に対向した位置の前記被削物への前記溝の切削加工と前記研
削装置に対向した位置の前記被削物への前記溝の研削加工および前記寸法測定装置に対向
した位置の前記被削物への前記溝の寸法測定を同時に行ない、且つ前記搬送台を回転させ
て前記被削物への前記溝の加工処理および前記溝の寸法測定を連続して行なうようにした
ことを特徴とする溝複合加工装置。
【請求項３】
前記切削装置、前記研削装置、前記寸法測定装置のそれぞれの加工位置に順番に移動する
前記搬送台の位置決めを行う搬送台位置決め手段を備えたことを特徴とする請求項２記載
の溝複合加工装置。
【請求項４】
前記切削装置の前記切削刃具および前記研削装置の前記砥石は同一水平方向にて前記溝の
加工処理を行うことを特徴とする請求項１乃至３のいずれかに記載の溝複合加工装置。
【請求項５】
前記被削物を前記搬送台に固定する固定治具は、前記被削物の前記溝の加工部近傍の周囲
で少なくとも両側各１点を固定することを特徴とする請求項１乃至４のいずれかに記載の
溝複合加工装置。
【請求項６】
前記被削物を切削する前記切削装置は、前後、左右に移動可能なテーブル上に固定され、
両持ち構造により前記切削刃具を用い前記溝の切削加工を行うことを特徴とする請求項１
乃至５のいずれかに記載の溝複合加工装置。
【請求項７】
前記切削装置は、１枚の前記切削刃具により前記被削物の前記貫通穴の両側から前記溝の
切削加工を行うことを特徴とする請求項６に記載の溝複合加工装置。
【請求項８】
前記被削物を研削する前記研削装置は、前後、左右に移動可能なテーブル上に固定され、
左右に移動可能な切り込み軸サーボモータの負荷値を一定に制御するよう、前後に移動可
能な送り軸サーボモータの送り速度を制御する加工を行うことを特徴とする請求項１乃至
５のいずれかに記載の溝複合加工装置。
【請求項９】
前記被削物の前記研削加工された溝の寸法を測定する寸法測定装置は、前後に移動可能な
テーブル上に固定され、ＮＣ制御可能な前後の移動軸サーボモータを備え、移動可能な前
記搬送台に固定された前記研削加工された溝の任意の位置の多点測定を行うことを特徴と
する請求項１乃至８のいずれかに記載の溝複合加工装置。
【請求項１０】
前記被削物が圧縮機のシリンダであって、前記溝が前記シリンダの貫通穴の内面に切削加
工されたベーン溝であることを特徴とする請求項１乃至９のいずれかに記載の溝複合加工
装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
この発明は、例えば孔の内面やロータリ圧縮機のシリンダの内周面にベーン溝を加工する
ような溝内面を加工する装置、方法、および圧縮機に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
一般に、内面に溝などを切削加工するには、ブローチ盤を用い表面ブローチを被削物の穴
に通し、引き抜きながら溝切削するブローチ加工が行われている。ロータリ圧縮機のシリ
ンダのベーン溝においても、このブローチ加工により被削物専用の表面ブローチを用い加
工される（例えば特許文献１）。また最近では、より高精度にベーン溝を仕上げ加工する



(3) JP 4506293 B2 2010.7.21

10

20

30

40

50

ために、二次加工として専用の研削盤を用い研削加工を施す（例えば特許文献２）。
【０００３】
【特許文献１】特開平７－１２４８１８号公報
【特許文献２】特開２００３－３４０７０５号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
ロータリ圧縮機のシリンダ内においては偏芯リングが高速回転し、かつ、この偏芯リング
にベーン溝に案内されたベーンが当接して偏芯に応じてバネで抑えられながらベーン溝内
を往復動している。ベーンには複数の向きに変動する力が加わる。このようなシリンダベ
ーン溝加工においては、表面粗さ、平面度、平行度、溝巾などに極端に高い加工精度が要
求される。ベーンの摺動性を高め、漏れ損失を抑えた高効率な圧縮機を得るために、二次
加工として研削仕上げ加工することが近年大変重要となってきた。しかしながら、従来の
ブローチ盤による一次加工、溝専用研削盤による二次加工では、独立した工程となるため
二次加工における被削物の溝の位置決め精度に限界があり、位置決め誤差に応じた無駄な
加工代を設定しなければならず、加工負荷の増大や溝左右側面加工代の不安定による仕上
げ加工精度の限界、また加工時間が長くなる、また砥石寿命が短くなるなどの問題があっ
た。
【０００５】
　また、従来のブローチ盤によるブローチ加工は量産性の点では有効であったが、しかし
その反面、使用されるブローチ刃は高価なもので生産コストが高くなり、また油性切削液
を使用しなければならず環境面、安全面においても問題があった。
【０００６】
　また一次加工、二次加工双方の加工精度面においても、被削物の両端面を全周リング状
にクランプし加工することから、被削物両端面の平面度の影響により被削物が変形し加工
されることになり、アンクランプ後の溝平行度が悪くなる問題があった。またクランプす
る基準面に切り粉噛みを起こし、直角度を悪くする等の問題もあった。
【０００７】
この発明は上記のような問題点を解決するためになされたもので、被削物の内面の同一加
工部に高い加工精度を安定して得ることが出来る複合加工が可能な内面加工装置および方
法を提供することを目的とする。又本発明は同一加工部に高精度の複合加工を連続して行
える大量生産に適した装置および方法を得ることを目的とする。更に本発明は精度の良い
溝加工されたシリンダを有し性能の良い圧縮機を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　本発明の溝複合加工装置は、被削物の貫通穴の内面に回転する切削刃具を前記貫通穴の
軸方向に送り溝を切削加工する切削装置と、前記切削装置により前記切削加工された溝に
回転する砥石を前記貫通穴の軸方向に送り前記溝を研削加工する研削装置と、複数の前記
被削物を固定した状態で回転し、前記切削装置および前記研削装置と対向した所定の位置
に前記被削物を連続して搬送させる搬送台と、を備え、前記切削装置と前記研削装置は前
記被削物を前記搬送台の１８０°反対の回転位置で前記溝の加工処理を行なうように配置
して、前記溝の切削加工による前記切削刃具の前記送り方向の振動と前記溝の研削加工に
よる前記砥石の前記送り方向の振動を同一方向に合わせ、前記切削装置に対向した位置の
前記被削物への前記溝の切削加工と前記研削装置に対向した位置の前記被削物への前記溝
の研削加工を同時に行い、且つ前記搬送台を回転させて前記被削物への前記溝の加工処理
を連続して行なうようにしたものである。
【０００９】
　本発明の溝複合加工装置は、被削物の貫通穴の内面に回転する切削刃具を前記貫通穴の
軸方向に送り溝を切削加工する切削装置と、前記切削装置により前記切削加工された溝に
回転する砥石を前記貫通穴の軸方向に送り前記溝を研削加工する研削装置と、前記研削加
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工された溝の寸法を測定する寸法測定装置と、複数の前記被削物を固定した状態で回転し
、前記切削装置、前記研削装置および前記寸法測定装置と対向した所定の位置に前記被削
物を連続して搬送させる搬送台と、を備え、前記切削装置と前記研削装置は前記被削物を
前記搬送台の１８０°反対の回転位置で前記溝の加工処理を行なうように配置して、前記
溝の切削加工による前記切削刃具の前記送り方向の振動と前記溝の研削加工による前記砥
石の前記送り方向の振動を同一方向に合わせ、前記切削装置に対向した位置の前記被削物
への前記溝の切削加工と前記研削装置に対向した位置の前記被削物への前記溝の研削加工
および前記寸法測定装置に対向した位置の前記被削物への前記溝の寸法測定を同時に行な
い、且つ前記搬送台を回転させて前記被削物への前記溝の加工処理および前記溝の寸法測
定を連続して行なうようにしたものである。
【発明の効果】
【００１１】
　本発明は、被削物の内面加工を精度良く、且つ高速で行えるものである。また本発明は
、研削の除去量を最小化でき、低コストで量産加工することができる。更に本発明に係わ
る圧縮機は、ベーンとベーン溝の隙間からの漏れ損失を抑え高い性能を得ることができる
。又複数の加工部品を一つの搬送装置で同時に流し切削と研削を同時に加工しても振動な
ど相互の影響が少ない。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１２】
実施の形態１.
本発明の被削物の内面加工を行う方法・装置として、例えば圧縮機のシリンダに設ける内
側に向いた面を加工する溝加工であるベーン溝複合加工方法および装置についてを図１、
図２で説明する。このベーン溝加工として、加工される被削物であるシリンダを搬送台に
固定して搬送し順次加工する場合の例で先ず説明する。
【００１３】
図１はこの発明のベーン溝複合加工装置の実施例を示す加工フロー図である。図２は回転
する搬送台でシリンダを回転搬送しながら異なる加工装置などで加工を行うベーン溝複合
加工装置である。１１は回転搬送台、１２ａ、１２ｂ、１２ｃ、１２ｄはそれぞれの被削
材１００が回転搬送台１１にクランプされる固定治具であって、図２のごとく４個の被削
物が固定され搬送台が回転するに伴い順次処理が行われる。被削材である部品１００は固
定冶具１２ａの位置でクランプされ、１２ｂの位置で溝切削装置１３の刃具１７によって
左右から図３に示すように溝成形切削される。図３の切削装置は、図２Ｂのごとく前後、
あるいは図２Ｃのごとく左右に移動可能なテーブル状に固定され、両持ち構造により工具
回転軸である工具ホルダと切削刃具を備え、被削物１００の内面に設定される加工部の成
形切削加工を行う
【００１４】
次に搬送台１１が回転し、１２ｃの位置で溝面取り装置１４のブローチ１８によって溝の
両面の上下端を図４に示すように面取り切削される。ここでクランプ装置の圧力を完全に
抜いて切削加工後の被削材の内部応力を解放する。再びクランプし搬送台１１が回転後１
２ｄの位置で溝研削装置１５の砥石１９によって図５、図６、図７に示すように研削仕上
げ加工を行い、１２aの位置で溝巾測定装置１６の測定子２２によって図８に示すように
自動測定し計測値をフィードバックして任意の溝巾寸法に制御する。
【００１５】
図２の複合加工装置は搬送台１１を中に周囲を溝切削装置１３、溝面取り装置１４、溝研
削装置１５、溝測定装置１６が取り囲み、加工や測定の制御をＮＣ制御装置２８で行う。
この手順は図１に示すように被削物である圧縮機のシリンダ１００を搬送台にクランプＳ
ＴＥＰ１して固定し、次に溝切削装置、すなわち溝切削、溝面取り切削の加工位置と合う
ように位置決めされた被削物の内面を切削加工する切削ステップＳＴＥＰ２、ＳＴＥＰ３
と、被削物を搬送台にて移動させ切削された内面の加工部を研削する研削ステップＳＴＥ
Ｐ５と、切削する際被削物を搬送台にクランプにて固定した圧力を研削する前に解除し再
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び圧力印加して研削するクランプ圧力解除印加ステップＳＴＥＰ４と、溝測定装置で溝幅
を測定ＳＴＥＰ６しシリンダ１００を取り出すＳＴＥＰ７を備えている。すなわち、この
複合加工においては、クランプ工程、溝成形切削工程、溝面取り切削工程、歪取り圧抜き
アンクランプ工程、溝研削工程、溝巾測定工程、アンクランプ工程より構成されている。
【００１６】
シリンダである被削物１００は搬送台１１に取り付けられたクランパである固定冶具１２
により固定され、シリンダ内面の加工部を切削する切削装置１３は、前後、左右に移動可
能なテーブル上に固定され、両持ち構造により工具回転軸４２である工具ホルダと切削刃
具１７を備え、主軸４１の回転に応じて前記加工部の成形切削加工を行う。次に搬送台１
１が回転し、１２ｃの位置で溝面取り装置１４のブローチ１８によって溝の両面の上下端
を図４に示すように面取り切削される。溝面取り装置１４は図２の７矢印Ｄが示すように
加工する軸方向に動く。図４はクランパ３２にて固定されたシリンダー１００が面取りブ
ローチ１８にて角部が加工されている状態を示す。
【００１７】
溝研削装置１５の砥石１９によって図５、図６、図７に示すように研削仕上げ加工を行う
被削物を研削する研削装置は、砥石台金１９を高速回転させる砥石ヘッド本体２０を前後
すなわち加工する軸の方向Ｅ、水平方向である左右Ｆに移動可能なテーブル上に固定され
、左右に移動可能な切り込み軸サーボモータの負荷値を一定に制御するよう、前後に移動
可能な送り軸サーボモータの送り速度を制御する加工を行う。図５、６、７に示すように
シリンダ１００の内周側に切削して設けたぬすみ３１を有するベーン溝４０に対して砥石
台金１９の先端側に設けた砥粒層２１により精度を得るための研削が行われる。シリンダ
１００の内周側の円形貫通孔３０に挿入される研削ヘッド本体２０は砥石台金１９の回転
軸両端をボールベアリングで支持しながら、高速で精度良い加工が行えるようにミスト用
孔５８から潤滑剤を供給し、静圧ポケット５９にて研削時のスラスト荷重を受け溝片面ず
つ加工することができる。この回転する砥石台金１９は電動モータ５１で駆動しプーリ５
０を介してベルトを回転させて回す。研削ヘッド本体２０にはミスト入口５５、静圧ポケ
ット用水入口５６が設けられ内部を油や水を流している。なお砥石台金１９の先端にベル
トで回転を伝えるベルト溝５３を設けてある。またこの研削ヘッド本体２０は研削ヘッド
キャップ５７を分解すれば砥石やこの回転を支持する深溝玉軸受またはアンギュラ玉軸受
など必要な部品交換ができる分割可能なような組立品とし、砥石代金１９を含む研削ヘッ
ド本体の先端をシリンダのような加工品の狭い穴に挿入して研削できる構造である。
【００１８】
被削物の内面の切削され研削された加工部の寸法を測定する寸法測定装置１６は、前後す
なわち図２Ｇ方向に移動可能なテーブル上に固定され、ＮＣ制御可能な前後の移動軸サー
ボモータを備え、図８のように測定子２２をベーン溝に突っ込むことで移動可能な搬送台
に固定された内面加工部任意位置の多点測定を行う。
【００１９】
各工程の装置の構成、動作について図９にて説明する。図９（ａ）は複合加工装置の部品
クランプ中の断面図で、１００はクランプ中の圧縮機のシリンダである部品、３０はシリ
ンダの円形の貫通穴、３１は溝を加工する際のぬすみ穴、１２は固定治具、１１は搬送台
であるインデックステーブル、３２はクランパ、３３は固定冶具と被削物との位置決めピ
ンである。図９（ｂ）はＡＡ方向から見たワークに対するクランパのクランプ箇所であり
、図９（ｃ）はアンクランプした部品１００のない状態で、固定治具１２の部品１００を
受ける箇所３４を示している。部品１００は予め加工された基準穴３５に対し位置決めピ
ンにより取り付けられ、油圧シリンダ３６に連結されたクランパにより固定治具にクラン
プされる。溝加工部左右の近傍を２点でクランプすることにより、部品１００基準面の平
面度の影響による歪みを避け、また切削加工中の部品のビビリ振動を最小限に抑えること
が出来、加工精度及び工具寿命を向上させることが出来る。またクランプする基準面３４
の面積を最小に設計でき、固定治具の受圧面は垂直になっているので、切り粉噛みが発生
しにくい構造となっている。被削材の取り外し後取り付け前は切削液により洗浄され、取
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り付け後は受け面の小径孔回路を通したエアーでのエアー圧力センシングで密着取り付け
されている確認が行われる。
【００２０】
また固定冶具１２を組み立てるインデックステーブル１１は図示していないが円形テーブ
ルの中心部の内径を軸受けで支持され、台板下面に対しスラスト荷重を受けるように全周
に潤滑油が供給された帯状の案内面で支持されている。この中心の軸受けで支持された軸
に対して、下部に設けた減速機を介したモータにより回転させられてそれぞれの内面処理
装置のあらかじめ設定された位置へと動かされる。この搬送台１１の回転は一定の位相角
分だけ回転された後で搬送台の下面から油圧シリンダにより自動的に上下するテーパーノ
ックピン３９により、ノック孔３８に対しガタのない高精度の位相位置決めを常に行うこ
とができる。このような回転体における高精度の位置決めは、例えば高精度ギアの噛み合
わせによるカービックカップリング方式において他でも可能であることはいうまでもない
。以上のように、クランパ３２は固定冶具へ被削物１００を固定するときには位置がずれ
ないように位置決めピン３３で位置決めするとともに、各加工装置や寸法計測装置の溝内
面処理時に冶具などに邪魔にならない位置に、すなわち溝から若干離れた位置で且つ複数
箇所でクランプしている。更に固定冶具１２は搬送台であるインデックステーブル１１に
少なくとも２本以上のノックピンで位置決めしてボルトで固定されている。更に搬送台１
１は駆動装置で設定されて回転移動を行うとともに駆動装置がセットされた固定位置との
間で確実に位置決め、例えばテーパーノックピン３９がノック孔３８で固定される。
【００２１】
図１０（ａ）は溝成形切削中の断面図で、４０はベーン溝、４１は溝切削加工装置の主軸
、４２は工具ホルダ、４３は両端を支える軸受メタル、１７はメタルソーである。切削刃
具１７はより加工精度の高いサイドカッタでも構わない。溝切削加工装置１３は前後、左
右に移動することが出来、インデックステーブル１１で搬送された固定治具１２にクラン
プされた部品１００は、溝切削加工装置のメタルソー１７に依って図１０（ｂ）に示すよ
うに左右から溝成形加工することが出来る。部品１００の内径、巾、溝の半径方向長さ等
の寸法によって、最適な刃具径を設計し、部品１００の加工穴４４に依って削り残すこと
なく溝の全両面を加工できる。メタルソーは両持ち構造により強固に支持された工具回転
軸である工具ホルダに取り付けられており、剛性を上げることにより切削抵抗による工具
回転軸の撓みを最小に抑えて簡単な構造で高速に、しかも一枚の刃具で左右から加工する
ので左右の加工境界面の段差や溝巾寸法差がほとんど無い精度の良い溝成形加工をするこ
とが出来る。もし両方から別々の刃具で加工するとカッターの厚みの違いなど誤差とナっ
て現れるが１枚の刃具で両側から加工することによりこれらの問題がなくなる。またメタ
ルソーのような安価な刃具を使うことができるので、ブローチ溝成形刃に比べ部品１個当
たりの加工コストは約１／１０に削減できる。またこの加工方法は、安価な水溶性切削液
を使用できるので、廃液処理が簡単で、また火災等の心配もなく安全に生産できる。
【００２２】
溝面取り装置１４は、図２に示すように前後に移動可能なテーブル上に設けられた上下移
動可能な装置（図示せず）の先端にブローチ１８が取り付けられており、図４に示すよう
にワークの溝の両側面の上下端を面取り切削加工する場合、ブローチ１８の側面と溝の側
面が平行になるよう部品１００の内径及び溝に挿入され、前進したとき先ず上側もしくは
下側が面取り加工され、上下方向にブローチ１８を移動して後退したとき下側もしくは上
側が面取り加工される。最初、ブローチ１８と溝の中心を合わせ、均等に除去加工する。
切削終了後の歪み取り圧抜き案クランプを行う場合、固定冶具１２に内面処理する部品１
００を押しつけているクランパ３２の圧力をゼロに近い状態まで外すが、部品１００は取
りつけた時と同じ状態で複数の位置決めピン３３に自重がかかった状態で固定冶具に密着
静止している。
【００２３】
溝研削装置１５は、図２に示すように前後と左右に移動可能なテーブル上に設けられてい
る。図５は部品加工中の断面図で、１００は加工中の圧縮機のシリンダである部品、３０
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は内径で円形の貫通穴、４０はぬすみ３１を設けた溝、２０は研削ヘッド本体、１９はシ
ャフト一体型砥石台金、２１は砥粒層である。図６、図７は研削装置全体を示し、５０は
プーリで電動モータ５１によりプーリ軸５２を介して駆動されている。２０ａ、２０ｂは
強固に一体化された研削ヘッドの片側ずつのヘッドで、内部の空間にベルト溝５３を有す
る砥石台金１９を収納し、且つベルト５４で砥石が回転させられている。図６において５
５はミスト入口でミスト用穴５８ａ、５８ｂへ連通している。５６は静圧ポケット用水入
口で、静圧ポケット５９ａ、５９ｂに連通している。以上のような構成により、研削ヘッ
ドは前後、左右方向に移動することができ砥粒層で溝壁を加工することができる。
【００２４】
前記のように構成された研削装置が部品１００の溝４０の側面を研削加工する場合、研削
ヘッド本体２０のシャフト一体型台金１９の側面と溝４０側面が平行になるよう部品１０
０の円形の貫通穴３０に挿入され、溝４０の片側側面が加工される。最初、砥石台金１９
と溝４０の中心を合わせ、均等に除去加工するように座標設定する。砥石台金１９の外径
は砥粒層の内側に溝４０の側面全体が入るよう設計されており、部品１００の巾方向中心
に砥石台金中心が到達したとき、微少な切り込みを与え、砥粒層の内側の砥粒で砥石台金
が抜けきるまで仕上げ研削加工する。次に研削ヘッド本体２０を未加工面側に移動させ後
退させながら同様に加工することにより、溝巾を任意の寸法にすることができる。
【００２５】
しかし、溝研削工程は溝切削工程の主軸４１の回転数、及び回転刃具メタルソー１７の刃
数に起因する負荷変動による切削中の振動、及び工具ホルダ４２の自励振動の影響を受け
、研削加工精度が悪化するおそれがある。このため、溝研削装置１５は溝切削装置１３の
１８０°反対に、固定治具１２ｂ,１２ｃは同じ方向となるように配置する。これにより
、メタルソー１７の切削送り方向に発生する振動と、研削送り方向に受ける振動を同一方
向に合わせ込み、研削切り込み方向つまり溝形状加工精度に及ぼす影響を最小にできる。
また、溝切削工程の加工負荷に対し、インデックステーブルの回転方向及び上下方向の剛
性を持たせると共に、固定治具１２および油圧シリンダ３６を含むクランパ装置とインデ
ックステーブルの間に適当なばねとして図９のようにゴム材３７を複数支持できるように
配置し防振する。ゴム材のばね定数を適当に選ぶことにより、振幅の伝達率を１以下に抑
え、振動絶縁することが可能となる。また、研削加工動作で説明したように、部品１００
の巾方向中心に砥石台金１９の中心が到達し、微少な切り込みを与え仕上げ研削加工する
間は、溝切削装置１３の左右切り込みを切り換える早送り移動時間に合わせることも、切
削振動による影響を抑制する有効な方法である。このような方法により、溝切削と溝研削
を複合化した加工装置が可能となる。
【００２６】
また、加工中は溝４０側面の形状に応じ砥粒層の接線が変化し、それに応じ研削負荷が変
化する。図１１に示すように、切り込み軸サーボモータ６０の負荷値を検知し、演算回路
６２でこの値が一定になるよう送り軸サーボモータ６１による送り速度を制御すれば、砥
石台金１９の微小な撓みを一定に制御でき、高精度な平面形状を得ることができる。溝測
定装置１６は図２に示すように、前後に移動可能なテーブル上に設けられた取付治具の先
端に測定子２２が取り付けられており、図８に示すように測定子２２の側面と溝の側面が
平行になるよう部品１００の溝に挿入され、挿入が完了した時点で測定を行う。測定子の
方式は接触式または非接触式のどちらでも構わない。
【００２７】
また図１２に示すようにテーブル６５の前後の送りをサーボモータ６６でＮＣ制御し行え
ば、任意の溝位置の測定データを測定アンプ６７を介し多数サンプリングすることができ
、より高精度に形状を測定することができる。更に多点形状を表示するデータ表示手段６
８を使用することにより現在の加工状態を一瞥で確実に把握することができる。被削材で
ある部品１００はインデックステーブル１１上の固定治具１２にクランプされ、同一の固
定治具でクランプ保持し工程間搬送しながら、溝切削、溝面取り、溝研削、溝巾測定を同
時に且つ連続的に行うので、工程間の位置決め誤差が無く溝研削除去量を従来方式に比べ
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１／２以下に最小化出来る。またこれによって従来方式に比べ高速で研削加工でき、また
仕上げ加工精度も安定向上し、研削比に基づき約２倍の砥石の長寿命化をはかることがで
きるので、低コストで量産加工が可能となる。また研削負荷の減少により、溝の形状精度
が安定向上し、これにより圧縮機のベーンとベーン溝の隙間からの漏れ損失が低減し、圧
縮機の性能が向上し性能のバラツキも低減する。
【００２８】
また従来の溝研削盤のような複雑なクランプ装置や位置決め機構は不要となり、ディメン
ジョンの異なる多機種部品に対しても簡単に段取りし加工できる。そして設備を１台に集
約出来るので、設備コスト、人件費、設置スペースを大幅に低減でき、工程間仕掛かりも
無くなるので効率の高い生産が可能となる。また、部品の脱着は一カ所で一度だけ行えば
よく、この脱着作業を専用マニピュレータや産業用ロボット等で簡単に自動化出来るので
、生産ラインの無人運転化も可能となる。
【００２９】
図１３は固定治具１２の工程間搬送方法にチェーンコンベア２４を使った例を示している
。固定治具１２は搬送パレット２３の上に固定され、搬送パレット２３はチェーンコンベ
ア上を搬送される。各内面処理工程へのパレット２３の搬送はチェーンコンベア上部に取
り付けたフックなどを使用して引っ張られ、加工装置などの加工位置によって決まる工程
間の距離分を矢印方向にピッチ送りされる。なおチェーンコンベアは駆動を行うモーター
の回転をギアを介して直線運動に変えられており、所定量移動させる繰り返しで図１３の
ように周回運動している。このためチェーンコンベア２４は複数箇所に、パレット２３を
持ち上げて９０度反転できる回転テーブルを備え加工装置との向きを搬送中に合わせてい
る。加工および測定工程中の位置決めは、複数の位置決めピンであるテーパーノックピン
により持ち上げられパレット２３の上面を基準面として、コンベア両側からパレット２３
の上部にＬ字形に突き出した位置決めストッパに押し当てクランプされる。即ち２本のテ
ーパノックピンで持ち上げることによりパレット平面のＸ－Ｙ方向の位置が決まりストッ
パによりＺ方向も決まる。このように搬送パレットの位置制御は第１に駆動装置の制御に
て位置決めが行われるが、この駆動装置の制御を例えばＮＣ制御装置で行うだけでなく、
各処理工程で位置決めピン（図示せず）により精密に位置決めすることができる。この方
式により、インデックステーブル搬送方式と同様に加工でき同様な効果を得ることができ
る。
【００３０】
図１４は本発明の溝複合加工装置により加工されたシリンダなる部品１００を使用する冷
凍空調用密閉型圧縮機の断面である。図１５は図１４の圧縮機の圧縮機構の説明図である
。図１４に示すように、密閉容器７０内に電動機７１及びこれにより駆動される圧縮機構
部が内蔵されている。電動機７１の回転子７２に直結されたクランクシャフト７３の偏芯
部にはローリングピストン７４が回転自在に挿嵌され、このローリングピストン７４はク
ランクシャフト７３の上下軸部を支持する軸受７５,７６、及びシリンダ１００により形
成される空間内で回転すると共に、図１５に示すように、上記ローリングピストン７４の
外周と接しながらベーン溝４０内を往復するベーン７７によって、シリンダ内は冷媒吸入
室７８と圧縮室７９に分割される。そしてクランクシャフト７３の回転により吸入及び圧
縮室の容積が変化することにより、冷媒ガスの吸入、圧縮、吐出が行われる。この圧縮機
で使用されるシリンダ１００には図９ｂにて説明した位置決めピンを通す基準穴３５ａ、
３５ｂが少なくとも２個溝加工側と反加工側に設けられている。
【００３１】
本発明の溝複合加工装置は、被削物をクランプする複数の固定治具と、これを工程間搬送
する装置と、少なくとも溝切削装置と、溝研削装置と、溝巾測定装置を備えたものである
。本発明の溝複合加工装置は、固定治具が、リング状被削物の加工する溝の左右２点をク
ランプするものである。また本発明の溝複合加工装置は、溝切削装置が、前後、左右に移
動可能なテーブル上に固定され、両持ち構造により強固に支持された工具回転軸である工
具ホルダと切削刃具を備え、溝切削加工を行うものである。本発明の溝研削装置は、前後
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、左右に移動可能なテーブル上に固定され、左右に移動可能な切り込み軸サーボモータの
負荷値を一定に制御するよう、前後に移動可能な送り軸サーボモータの送り速度を制御す
る加工を、本発明の溝複合加工装置を使用して行うものである。本発明の溝測定装置は、
前後の移動可能なテーブル上に固定され、ＮＣ制御可能な前後の移動軸サーボモータを備
え、任意の溝位置の多点測定を溝複合加工装置を使用して行うものである。本発明の圧縮
機は、シリンダ内周面に設けられた偏心リングが当接して動くベーンを案内するベーン溝
の加工を、本発明の溝複合加工装置を使用して行うものである。
【００３２】
本発明は被削物をクランプする複数の固定治具と、これを工程間搬送する装置と、少なく
とも溝切削装置と、溝研削装置と、溝巾測定装置とを備え、被削物をクランプ保持した状
態で同時に且つ連続的に溝加工を行う。また固定治具が、リング状被削物の加工する溝の
左右２点をクランプする。溝巾測定装置が、前後に移動可能なテーブル上に固定され、Ｎ
Ｃ制御可能な前後の移動軸サーボモータを備え、任意の溝位置の多点測定を行う。
【００３３】
シリンダ内周面に設けられた偏心リングが当接して動くベーンを案内するベーン溝の加工
を、溝複合加工装置を使用して行う。
【００３４】
本発明に係わる溝複合加工装置は、溝研削の除去量を最小化でき、高速で精度良く低コス
トで加工することができる。本発明に係わる溝複合加工装置は、１台の設備に工程集約し
効率よく低コストで生産することができる。本発明に係わる溝複合加工装置は、簡単な２
点クランプ構成で高精度に溝研削加工することができる。本発明に係わる溝複合加工装置
は、安価な回転刃具を用い、溝切削加工することができる。本発明に係わる溝複合加工装
置は、溝研削加工負荷に応じて送り制御でき、精度良く加工することができる。本発明に
係わる溝複合加工装置は、溝巾を多点測定でき、精度良く溝形状を測定することができる
。本発明に係わる圧縮機は、ベーンとベーン溝の隙間からの漏れ損失を抑え高い性能を得
ることができる。
【００３５】
　以上のように本発明は、確実な位置設定が可能なように、溝切削装置の工具ホルダ軸４
２はワークである部品１００の受け面に対し平行となるように芯だし調整される。工具軸
に取り付けられる刃具１７の位置は両もちの中心になるように取り付けられ、且つ、機外
で組み付け後、セッティングゲージで検証されて、位置が正確だけでなく回転振れなどが
ない様にされる。溝面取り装置のブローチ取り付けや研削冶具、溝測定装置などは、上下
、左右方向の基準面に密着取り付けされる。この基準面は固定冶具の部品受け面に対し直
角となるように芯だし調整される。加工部品１００の基準孔３５に対する溝位置精度は固
定冶具の取り付け誤差を含めた固定冶具の基準ピン３３の位置であり、各固定冶具１２は
搬送台上で各加工などの装置ごとに検知され認識されて個別に各加工装置の動きを位置補
正することができる。ただし搬送台と被削材の位置決めや固定は加工ごとに変化させずに
搬送台の移動の割り出し、例えば回転搬送台であれば４分割の割り出しを行うのみである
。溝研削後の溝幅寸法を制御するため寸法測定値に対し補正したい量を溝研削装置の切り
込み方向ＮＣ制御装置にフィードバックするので、次もしくは次の次の部品に対し補正が
加えられた加工が行える。このように同一溝など内面の加工部への複数の加工を搬送台、
固定冶具に対し、相対位置を固定したまま同時に違う加工間の悪影響なしに続けて行える
ので、精度の良い被削物の量産が可能になる。
【００３６】
　なおこの発明では溝などの内面処理を行う装置の特定の位置へ加工すべき部品を固定し
た状態で動かす搬送とその特定位置での加工などの処理を連続的に行い被削物の着脱や段
取りや仕掛り等無しに精度良く断続的に内面処理を切削から仕上げ、計測まで行う。固定
冶具上に取り付けた位置決めピンは摩耗交換するまでそのままであり、位置寸法が変化す
ることなく、更に部品１００の基準孔が位置精度が必要なすべての加工基準、組立基準と
なっており、各処理で位置決め精度が確実に得られることになる。本発明のような内面加
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工装置は溝や穴などの大部分の切削を行う切削装置の中に精度を得るための仕上げ加工と
して出来るだけ除去量を最小化したい研削加工を取り入れたものである。このため精度良
く加工できる切削装置は１枚の刃具を使用した両持ちの高い剛性とし、加工する部品を搬
送装置から脱着させず動かさないで基準位置を保たせたまま１次加工から仕上げ加工まで
行い、この時加工など処理すべき位置へ動かす搬送装置は精度の高い位置決め精度を持た
せることにより量産品の精度を高め且つ研削除去量を最小にして加工の無駄やエネルギー
使用量を最小にしている。又複数の加工部品を一つの搬送装置で同時に流し切削と研削を
同時に加工しても振動など相互の影響が少ない加工装置の配置あるいはゴムなどの防振装
置の採用等により精度の高い量産を可能にしたものである。
【図面の簡単な説明】
【００３７】
【図１】この発明の溝複合加工装置の加工フロー図である。
【図２】この発明の溝複合加工装置の平面図である。
【図３】この発明の溝切削装置の部品加工中の斜視図である。
【図４】この発明の溝面取り装置の部品加工中の斜視図である。
【図５】この発明の溝研削装置の部品加工中の断面図である。
【図６】この発明の溝研削装置の部品加工中の右側面図である。
【図７】この発明の溝研削装置の部品加工中の正面図である。
【図８】この発明の溝測定装置の部品測定中の斜視図である。
【図９】この発明の固定治具及びクランプ装置を説明する説明図である。
【図１０】この発明の溝切削装置を説明する図で、（a）は部品加工中の断面図、（ｂ）
は回転刃具位置を示す正面図である。
【図１１】この発明の溝研削装置の送り制御の説明用斜視図である。
【図１２】この発明の溝測定装置の多点測定の説明用側面図である。
【図１３】この発明の別の例による溝複合加工装置の平面図である。
【図１４】この発明により加工される部品を使用した圧縮機の断面図である。
【図１５】この発明の圧縮機圧縮機構の説明図である。
【符号の説明】
【００３８】
　１１　インデックステーブル、１２、１２ａ、１２ｂ、１２ｃ、１２ｄ　固定治具、１
３　溝切削装置、１４　溝面取り装置、１５　溝研削装置、１６　溝測定装置、１７　メ
タルソー、１８　面取りブローチ、１９　砥石台金、２０、２０ａ、２０ｂ　研削ヘッド
本体、２１　砥粒層、２２　測定子、２３　パレット、２４　チェーンコンベア、３０　
円形の貫通穴、３１　ぬすみ、３２　クランパ、３３、３３ａ、３３ｂ　位置決めピン、
３４ａ、３４ｂ　受け面、３５ａ、３５ｂ　基準穴、３６　油圧シリンダ、３７　ゴム材
、３８　ノック孔、３９　テーパーノックピン、４０　ベーン溝、４１　主軸、４２　工
具軸、４３　軸受メタル、４４　加工穴、５０　プーリ、５１　電動モータ、５２　プー
リ軸、５３　ベルト溝、５４　ベルト、５５　ミスト入口、５６　静圧ポケット用水入口
、５７ａ、５７ｂ　研削ヘッドキャップ、５８ａ、５８ｂ　ミスト用穴、５９ａ、５９ｂ
　静圧ポケット、６０　切り込み軸サーボモータ、６１　送り軸サーボモータ、６２　演
算回路、６５　テーブル、６６　サーボモータ、６７　測定アンプ、６８　データ表示、
７０　密閉容器、７１　電動機、７２　回転子、７３　クランクシャフト、７４　ローリ
ングピストン、７５、７６　軸受、７７　ベーン、７８　吸入室、７９　圧縮室、１００
、１００ａ、１００ｂ、１００ｃ、１００ｄ　被削物である部品。
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