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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ワークピースを機械加工するための機械であって、該機械は、
　ａ）機械フレームと、
　ｂ）前記機械フレームに取り付けられたホーニングリングキャリアであって、ホーニン
グリングまたはホーニングリングブランクは、該ホーニングリングキャリアにクランプ可
能であり、かつその中心軸回りに回転的に駆動される、ホーニングリングキャリアと、
　ｃ）ワークピーススピンドルを有するワークピーススピンドルモジュールであって、前
記ホーニングリングキャリアにクランプされた前記ホーニングリングによって加工される
ワークピースは、前記ワークピーススピンドルの自由端部領域に取り付けることができる
、ワークピーススピンドルモジュールと、
を含み、
　ｄ）ホーニングリングブランクの研磨の結果としてホーニングリングを輪郭加工するた
めの研磨モジュールであって、前記研磨モジュールの研磨ホイールが前記ホーニングリン
グキャリアに対して３つの自由度で移動可能となるような方法で、前記研磨モジュールが
前記機械フレームに配置される、研磨モジュールによって特徴付けられる、機械。
【請求項２】
　前記研磨ホイールをドレッシングするために前記機械フレームに配置されたドレッシン
グユニットによって特徴付けられ、前記研磨モジュールがドレッシング位置および研磨位
置の間で移動可能である、請求項１に記載の機械。
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【請求項３】
　前記ワークピーススピンドルの回転軸および前記研磨ホイールの回転軸が互いに対して
垂直に配向されることを特徴とする、請求項２に記載の機械。
【請求項４】
　機械加工モジュールのための少なくとも１つの連結具を有するモジュールキャリアによ
って特徴付けられ、前記モジュールキャリアは、前記連結具が真の三次元空間内において
前記ホーニングリングキャリアに対して配置することができるような方法で前記機械フレ
ームに配置され、前記研磨モジュールおよび前記ワークピーススピンドルモジュールは、
前記モジュールキャリアの前記連結具に連結可能である、請求項１～３のいずれか一項に
記載の機械。
【請求項５】
　前記機械加工モジュールのための前記少なくとも１つの連結具に高速クランプシステム
が設けられていることを特徴とする、請求項４に記載の機械。
【請求項６】
　前記モジュールキャリアは、機械加工モジュールのためのいくつかの連結具を備え、前
記連結具は、アイドル位置から動作位置に移動可能であることを特徴とする、請求項４ま
たは５に記載の機械。
【請求項７】
　前記機械フレームが前記ホーニングリングキャリアを囲み、かつ前記ホーニングリング
キャリアに関して互いに略正反対に位置する前記機械フレームの２つの軸受点に前記ホー
ニングリングキャリアが取り付けられることで、前記軸受点を通り延在する水平軸に沿っ
て直線的に移動可能となり、かつ前記水平軸回りに回転移動可能となることを特徴とする
、請求項１～６のいずれか一項に記載の機械。
【請求項８】
　前記機械フレームが、作業領域を囲む略閉じたケーシングを形成することを特徴とする
、請求項７に記載の機械。
【請求項９】
　前記作業領域を囲む前記機械フレームの一部がまっすぐの筒状に実現されることを特徴
とする、請求項８に記載の機械。
【請求項１０】
　前記作業領域を囲む前記機械フレームの一部が円筒状に実現されることを特徴とする、
請求項９に記載の機械。
【請求項１１】
　前記軸受点を通り延在する前記ホーニングリングキャリアの前記水平軸に沿った直線移
動のための第１駆動部が配置され、かつ前記水平軸回りの前記ホーニングリングキャリア
の回転移動のために第２駆動部が配置されるキャリアによって特徴付けられ、前記キャリ
アが前記機械フレームの外側に配置され、かつ前記水平軸に沿って前記ホーニングリング
キャリアと共に移動可能である、請求項７～１０のいずれか一項に記載の機械。
【請求項１２】
　歯車をホーニング加工する方法であって、
　ａ）機械のホーニングリングキャリアにホーニングリングブランクを据え付けるステッ
プと、
　ｂ）前記機械の研磨モジュールによって前記ホーニングリングブランクを研磨する結果
としてホーニングリングを作成するステップと、
　ｃ）前記研磨モジュールをアイドル位置に置き、かつ前記機械のワークピーススピンド
ルモジュールを動作位置に配置するステップと、
　ｄ）ホーニング加工する歯車ブランクを前記ワークピーススピンドルモジュールのワー
クピーススピンドルに据え付けるステップと、
　ｅ）前記ホーニングリングによる前記歯車ブランクのホーニング加工の結果として歯車
を作成するステップと、
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を含む、方法。
【請求項１３】
　前記ホーニングリングの製作より前、または製作中に、前記研磨モジュールの研磨ホイ
ールが前記機械に配置されたドレッシングユニットによってドレッシングされることを特
徴とする、請求項１２に記載の方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、ワークピースを加工する機械、すなわちホーニングリングを作るための機械
およびワークピースをホーニング加工するための機械に関する。本発明はさらに、歯車の
ホーニング加工の方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　歯車ホーニング加工のための機械および方法は周知である。外歯歯車を製造する場合、
ワークピースの基本的な輪郭付の後、ホーニングリングがオフセット軸で加工されるワー
クピースと共に回転する。内歯歯車をホーニング加工する場合は、類似の方法で外歯付き
研磨歯車が使用される。とりわけこれらのタイプのホーニング加工機械は、例えば乗用車
およびトラックなどの車両の構成要素を駆動する歯車の大量生産のために使用される。被
削歯車と比べて、ホーニング加工歯車は、その良好な騒音特性、および低い磨耗レベルに
よって特徴づけられる。ホーニング加工の場合深い切断速度が用いられ、結果としてワー
クピースへの熱応力が小さく保たれる。
【０００３】
　ホーニングリングまたはホーニング歯車の製造が要求される。この目的を達成するため
に、ブランクが通常切断材料の粉状混合物から圧縮され、材料および補助剤を結合し、炉
で硬化させる。圧縮作業中に歯を既に作ることができる。ブランクのフランクは、特別に
作られたダイヤモンド歯車によって形作られる。異なる機械がホーニングリングを製造す
るため、および次のホーニング工程のために使用され、結果として、広いフロア領域が必
要となり、高い投資費用が生じる。
【０００４】
　特許文献１（The Gleason Works）は、ツールスピンドルおよびワークピーススピンド
ルを有するホーニング機械で内歯ホーニングリングを製造する方法に関連し、両スピンド
ルの軸は、交差し、自身の駆動部によって駆動される。この目的を達成するために、歯な
しホーニングリングブランクがツールスピンドル上でクランプされ、ワークピーススピン
ドル上でクランプされる外歯付きツールに接触するように動かされ、半径方向に設定され
た同じ時間にツールの回転に同期して駆動される。外歯付きツールは、硬い材料、特にダ
イヤモンドで被覆された歯車である。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】欧州特許第１３１９４５８号明細書
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　結果として、ホーニングリングを作ることができ、同じ機械でホーニング加工される。
しかし、ホーニングリングを製造するための外歯付きツールを作るのは費用がかかり、ダ
イヤモンド歯車は、それに対応して高価となる。各ホーニングリング形状のために新しい
対応する輪郭加工ツールが必要となる。これは、特により小さい歯車の一群を製造する場
合に重要である。さらに、今度は外歯付きツールを作成するためのさらなる機械が必要と
ある。
【課題を解決するための手段】
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【０００７】
　本発明の目的は、当初述べた技術分野に関するワークピースを機械加工するための機械
、および歯車をホーニング加工するための方法を創出することであり、これらは、費用を
低くしながら柔軟性を増加させることを可能にする。この解決策は、請求項１の特徴によ
って規定される。本発明によれば、ワークピースを機械加工するための機械は、以下を含
む。
ａ）機械フレーム；
ｂ）機械フレームに取り付けられたホーニングリングキャリアであって、これにホーニン
グリングまたはホーニングリングブランクがクランプ可能であり、かつ中心軸回りに回転
駆動可能である、ホーニングリングキャリア；
ｃ）ワークピーススピンドルを有するワークピーススピンドルモジュールであって、ホー
ニングリングキャリアにクランプされたホーニングリングによって加工されるワークピー
スは、ワークピーススピンドルの自由端部領域に取り付けることができる、ワークピース
スピンドルモジュール；
ｄ）ホーニングリングブランクの研磨の結果としてホーニングリングを輪郭加工するため
の研磨モジュールであって、真の三次元空間内でホーニングリングキャリアに対して研磨
モジュールの研磨ホイールが配置され得るような方法で機械フレームに研磨モジュールが
配置されている、研磨モジュール。
【０００８】
　ホーニングリングの製作（輪郭加工）、つまり歯の作成、およびホーニング加工の両方
は、結果として本発明による機械を用いて行うことができる。ホーニングリングの製作お
よびホーニング加工工程におけるその使用の間に、ホーニングリングキャリアから取り除
かれる必要はない。ホーニングリングの製作（輪郭加工）およびホーニング加工工程は、
ホーニングリングの同じクランプ機構で成立する。結果として、ホーニングリングを（再
）クランプする際の不正確なセンタリングによって生じる問題を最初から回避することが
できる。ホーニングリングに特定の外歯付きツール（ダイヤモンド歯車）は、ホーニング
リングを製作するために必要ではなくなる。ホーニングリングの輪郭加工は、研磨モジュ
ールによって行われる。同じ研磨モジュールを用いて異なる形状のホーニングリングを作
成することが可能である。
【０００９】
　真の三次元空間内のホーニングリングキャリアに対する研磨ホイールの相対的な位置決
めを異なる方法で実現することができる。したがって、例えば３デカルト軸に沿って移動
可能となるように研磨ホイールを実現させることができるか、または１またはいくつかの
前記軸がホーニングリングキャリアの自由度となる。さらに、１またはいくつかの軸をと
りわけスイベル軸として実現することができる。
【００１０】
　特に、本発明による機械を用いて、しかしまた他の装置を用いて、歯車をホーニング加
工するための本発明による方法を実行することができ、該方法は、以下のステップを含む
：
ａ）ホーニングリングブランクを機械のホーニングリングキャリアに据え付ける；
ｂ）機械の研磨モジュールによってホーニングリングブランクを研磨する結果としてホー
ニングリングを作成する；
ｃ）研磨モジュールをアイドル位置に置き、および機械のワークピーススピンドルモジュ
ールを動作位置に配置する；
ｄ）ホーニング加工する歯車ブランクをワークピーススピンドルモジュールのワークピー
ススピンドルに据え付ける；
ｅ）ホーニングリングによって歯車ブランクをホーニング加工する結果として歯車を作成
する。
【００１１】
　研磨の結果としてのホーニングリングの製作およびホーニング加工の結果としての歯車
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の製作は、結果として同じクランプ機構におけるホーニングリングによって行うことがで
きる。
【００１２】
　研磨およびワークピーススピンドルモジュールを同時に機械に取り付けることができ、
各場合において、位置を変えることによって動作位置またはアイドル位置に動かすことが
できる。しかし、この目的のために、互いにモジュールを交換することがまた可能である
。
【００１３】
　好都合に、機械は、研磨モジュールの研磨ホイールをドレッシングするために機械フレ
ームに配置されたドレッシングユニットを含み、モジュールキャリアの位置決めの結果と
して、研磨モジュールは、ドレッシング位置および研磨位置の間で移動可能である。
【００１４】
　したがって、方法の枠組み内において、ホーニングリングの製作より前、またはその間
に、研磨モジュールのドレッシング可能な研磨ホイールは、機械に配置されたドレッシン
グユニットを用いてドレッシングすることができる。結果として、歯車ブランクの輪郭加
工および次のホーニング加工の全工程が完全に自動化された方法で実行することができる
ように、研磨ホイールは、全工程の間研磨モジュール内に残る。またそのうえ研磨ホイー
ルは、ホーニングリングの再輪郭加工、つまり形の先鋭化および小さい修正のためのホー
ニング加工工程の枠組み内において、使用することができる。例えば、再輪郭加工は、各
場合においてある数のワークピースがホーニング加工された後で行われる。
【００１５】
　ホーニングリングの輪郭加工中、つまり歯が作成される際、研磨ホイールは、必要に応
じて繰り返し再ドレッシングされ得る。この場合、同じ形状および面質を常に生成するこ
とができる。しかし、輪郭加工作業中に異なる面質、例えば粗機械加工のための粗面、お
よび仕上げ加工のための仕上げ面が使用される場合、好都合である。形状を（わずかに）
異なるように選択することさえでき、例えば粗機械加工によってまず粗い歯の形状が作成
され、その後、仕上げ加工により、実際の運用外形が機械加工されることが可能である。
【００１６】
　代替の実施形態においては、ドレッシングユニットは、機械の移動要素に配置され、研
磨モジュールに対してドレッシングユニットをドレッシング位置に配置することができる
。前記枠組み内において、ドレッシングユニットがホーニングリングキャリアに配置され
、かつ前記ホーニングリングキャリアが例えば水平直線軸に沿った対応する動きが可能で
あることが好ましい。これの代替として、ドレッシングユニットは、強固な方法で機械フ
レームに配置されるか、または補助軸によって配置可能である。
【００１７】
　好ましい方法において、研磨ホイールのドレッシングおよびホーニングリングの輪郭加
工のシーケンスは、以下のステップを含む：
１．ドレッシングユニットの固定および／または回転ツールによって研磨ホイールを予備
輪郭加工（粗機械加工）する
２．ドレッシングユニットの回転ツールによって、研磨車輪を精密成形し、かつ研ぐ（切
断を容易にする）（仕上げ加工）
３．研磨ホイールによってホーニングリングブランクを予備輪郭加工する
４．研磨ホイールによって予備輪郭加工されたホーニングリングブランクを精密成形し、
かつ研ぐ（切断を容易にする）。　
【００１８】
　好ましい実施形態の場合、ワークピーススピンドルの回転軸および研磨ホイールの回転
軸は、互いに対して垂直に配向される。ホーニングリングが略水平に配向される場合、ワ
ークピーススピンドルの回転軸は、例えば略垂直であり、研磨ホイールの回転軸が水平に
配向される。
【００１９】
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　前記配置は、ホーニングリングの輪郭加工、すなわち、ホーニングリングブランクに歯
を形成するのに特に適している。
【００２０】
　本発明の一実施形態の場合、機械は、機械加工モジュールのための少なくとも１つの連
結具を有するモジュールキャリアを備え、モジュールキャリアは、連結具がホーニングリ
ングキャリアに対して真の三次元空間内に配置されるように、機械フレームに配置され、
研磨モジュールおよびワークピーススピンドルモジュールは、モジュールキャリアの連結
具に連結可能である。
【００２１】
　ホーニングリングキャリアに関する真の三次元空間内での連結具の相対的な位置決めは
、異なる方法で実現することができる。したがって、例えば３デカルト軸に沿って移動可
能となるように連結具を実現させることができるか、または１またはいくつかの前記軸が
ホーニングリングキャリアの自由度となる。さらに、１またはいくつかの軸をとりわけス
イベル軸として実現することができる。
【００２２】
　好都合な方法においては、機械加工モジュールのための少なくとも１つの連結具には、
高速クランプシステムが設けられる。したがって、機械加工モジュールは、迅速かつ簡単
に交換することができる。
【００２３】
　この代替として、または追加として、モジュールキャリアは、機械加工モジュールのた
めのいくつかの連結具を備えることができ、連結具は、アイドル位置から動作位置に移動
可能である。結果として、機械加工モジュールの交換は、必要なく、人の介入または外部
の構成要素を必要とせずに完全な自動モードが可能である。
【００２４】
　この代替として、ツール交換を行う、またはモジュールを手動で変更する装置がある。
【００２５】
　好ましい実施形態において、ワークピーススピンドルモジュールおよび研磨モジュール
は、互いに独立して機械フレームに配置される。したがって、ワークピーススピンドルモ
ジュールは、ホーニング工程中に生じる力を吸収することができるように比較的強固な方
法で実現することができ、研磨モジュールは、コンパクトかつおよび柔軟な方法で実現す
ることができる。ワークピーススピンドルモジュールには、ホーニングリングキャリアの
下の機械フレームの受け入れチャンバ内において、例えば垂直上向きのスピンドルが取り
付けられ、研磨モジュールは、ホーニングリングキャリアの上の機械フレーム、例えば機
械タワーに配置されている。研磨モジュールの研磨ホイールの回転軸は、この場合実質的
に水平に配向される。
【００２６】
　好ましい実施形態の場合、機械フレームは、ホーニングリングキャリアを囲み、かつホ
ーニングリングキャリアは、機械フレームの２つの軸受点で取り付けられ、軸受点を通り
延在する水平軸に沿って直線的に移動可能となるように、かつ前記軸回りに回転移動可能
となるように、２つの軸受点は、ホーニングリングキャリアに関して互いに実質的に正反
対に位置している。
【００２７】
　前記解決策は、本発明による機械が単純かつコンパクトな方法で設計されることを可能
にする。機械フレームは、機械の個々の構成要素および全ての必要な軸を支持するための
構造要素のみならず、機械加工を行う作業空間を形成する一部分として機能する。
【００２８】
　内歯のホーニング加工のためには、加工されるワークピースをホーニングリングキャリ
アにクランプし、今度は（外側輪郭加工された）ホーニングツール（研磨歯車）をワーク
ピーススピンドルにクランプすることが可能である。
【００２９】
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　機械フレームは、好ましくは、作業領域を囲む実質的に閉じたケーシングを形成する。
特に、ケーシングは、潤滑油またはチップの漏れを確実に防ぐような方法で実現される。
同時に、怪我につながる人による接触を防止する。結果として、ホーニングリングキャリ
アを取り巻くさらなるガードが不要となる。例えば機械フレームは、下部および側面で閉
じられ、かつ作業領域に対して開口する開口部を上部に備える。ホーニングリングキャリ
アおよび適用できる場合下に配置されたワークピーススピンドルは、前記開口部を通じて
アクセス可能である。機械フレームは、例えば整備目的のために、さらに（適用できる場
合、閉鎖可能な）開口部を備えることができる。
【００３０】
　好ましい方法において、機械フレームは、まっすぐな筒状、特に円筒で実現されるまっ
すぐな筒形は、コンパクトにすることを可能にすると同時に頑丈な形状である。まっすぐ
な筒体の領域の他の形、例えば、正方形、長方形、多数の角を有する多角形、または楕円
なども可能である。
【００３１】
　好ましい方法において、軸受点は、すべり軸受または静圧軸受を含む。結果として、本
発明による機械は、費用効率的かつメンテナンスが少ない方法で実現することができる。
すべり軸受はまた、高い水準の剛性および高い水準の減衰を備える。好都合に、すべり軸
受は、機械フレームの対応する開口部に挿入される単一型ブッシングによって形成され、
汚れに対するシールが設けられている。それに対応した大きさの支持要素、例えば水平軸
においてホーニングリングキャリアの両側に延在する鋼管が結果としてホーニングリング
を同時に支え、また直線的な移動軸に沿ってガイドし、例えば単一型ブッシングと相互作
用することができる。すべり軸受は、好ましくは、ホーニングリングキャリアの前記水平
移動および水平軸回りの回転運動の両方を可能にするため、それらは２つの自由度（１つ
の直線自由度および１つの回転自由度）を有するラジアル軸受として機能する。
【００３２】
　特に好ましい方法において、支持要素は、伸びた場合にホーニングリングキャリアの中
心点を通り延在するようにホーニングリングキャリアに取り付けられる。これにより、特
に単純かつ頑丈な構造が可能となる。
【００３３】
　この代替として、例えばすべり軸受の代わりにローラー軸受が用いられる。キャリアは
またローラー軸受が使用される場合に事前に外形をとった形状より実現することができる
。回転の可動性は、例えば非回転可能な部分およびキャリアの長軸回りに相対的に回転可
能な部分を備えるキャリアによって機械フレームの軸受点と独立して実現することができ
る。
【００３４】
　さらにリニアブッシングを使用することが可能である。したがって、（すべり軸受の場
合）同じ軸受ユニットで両方向の動きが利用可能となる。
【００３５】
　好ましい実施形態の場合、機械は、キャリアを含み、キャリアには、軸受点を通り延在
する水平軸に沿ったホーニングリングキャリアの直線的な移動のための第１駆動部が配置
され、前記軸回りのホーニングリングキャリアの回転移動のための第２駆動部が配置され
る。キャリアは、機械フレームの外側に配置され、水平軸に沿ってホーニングリングキャ
リアと共に移動可能である。ホーニングキャリアと対応する支持要素は、軸方向において
キャリアに好都合に固定されるが、キャリアに対してある角度範囲で長軸回りで回転可能
である。
【００３６】
　機械フレームの外側に配置された駆動部は、機械加工作業の影響から保護され、かつワ
ークピーススピンドルまたはホーニングリングキャリアと干渉していない。駆動部の同調
配置の結果として、単純な方法で作動軸に力が伝わる。キャリアの経路、および結果とし
て、同期した駆動部（例えばサーボモータ）が小さいため、エネルギー供給および制御は
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、通常柔軟な導体によって単純な方法で行うことができる。
【００３７】
　好都合に、第１駆動部は、ボールネジに連結され、ボールネジは、機械フレームに支持
される。結果として、ホーニングリングキャリアの支持要素は、単純かつ確実な直線的な
方法で調整することができる。第１駆動部は、例えばギアユニットによってボールネジに
接続され、前記ボールネジは、対応する開口部を通り機械フレームの内部へ延在すること
ができる。
【００３８】
　この代替として、例えば異なるタイプのスピンドル、または歯付きラック、またはリニ
アモーターなどの直結駆動部によって異なる伝動機構を使用することができる。
【００３９】
　好ましい方法において、ガイド部材がさらにキャリアに固定的に配置され、ガイド部材
は、機械フレームのさらなる軸受点と相互作用する。前記ガイド部材は、支持要素の回転
移動のための第２駆動部が単純な方法でキャリアに支持されることができるようにキャリ
アのための回転防止保護を提供する。
【００４０】
　好都合に、機械フレーム、少なくとも、作業領域を囲む下部は、基本的に模造石で作ら
れる。このタイプのフレームは、費用効率的な方法で製作することができ、かつ本発明に
よる機械の頑丈な基部として形成することができる。
【００４１】
　さらに好ましい実施形態においては、機械フレームは、実質的に鋼鉄から作られる。前
記の材料の選択は、特にコンパクトな方法で機械を実現させることができる。機械フレー
ムのケーシングに適した鋼管は、そのうえ比較的安く購入することができる。
【００４２】
　機械フレームは、例えば花崗岩、または挙げられた材料の組み合わせで作ることができ
る。
【００４３】
　さらに好都合な実施形態および本発明の特徴の組み合わせは、以下の詳細な説明および
特許請求の範囲に記載される。
【図面の簡単な説明】
【００４４】
【図１】ホーニングリングを製作しかつ作られたホーニングリングを用いてホーニング加
工するための機械の第１実施形態の斜視図を示す。
【図２】機械の下部分の斜視図を示す。
【図３】下部分の側面図を示す。
【図４】下部分の上面図を示す。
【図５】下部分を通る垂直断面図を示す。
【図６Ａ】機械フレームを透過させた様々な角度からの下部分の斜視図を示す。
【図６Ｂ】機械フレームを透過させた様々な角度からの下部分の斜視図を示す。
【図７】ホーニングリングを製作しかつ作られたホーニングリングを用いてホーニング加
工するための機械の第２実施形態の斜視図を示す。
【図８】ホーニングリングを製作しかつ作られたホーニングリングを用いてホーニング加
工するための機械の第３実施形態の斜視図を示す。　原則として同じ構成要素には、同じ
参照符号が付されている。
【発明を実施するための形態】
【００４５】
　ホーニングリングを製作し、かつ作られたホーニングリングを用いてホーニング加工す
るための本発明による機械の例示的な実施形態が図１～図６に示されている。図１は、機
械の斜視図を示す。
【００４６】
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　機械１００は、下部分１１０および上部分１２０を含む。機械の下部分１１０は、図２
～図６に示されている。図２は斜視図、図３は側面図、図４は上面図，図５は垂直断面図
および図６Ａ，図６Ｂは、機械フレームが透明に示された様々な角度からの２つの斜視図
である。
【００４７】
　下部分１１０は、機械フレーム１０を含み、そのケーシング１１は、円筒の鋼管によっ
て形成されている。円形底部１２は、それに対応して形成された鋼板によって形成され、
管内に水平に固定されている。さらにより薄い鋼板１３がケーシング１１内で底部１２の
上に固定されている。前記より薄い鋼板１３は、底部１２に対して斜めに配向され、それ
に対応して機械フレーム１０のケーシング１１を満たすように楕円形を有する。より薄い
鋼板１３は、潤滑油およびチップを受け入れ、重力により鋼板１３に沿ってこれらを下へ
移動させ、板の下端部で捕捉することができ、適切な場合に取り除かれる。
【００４８】
　上端部において、機械フレーム１０のケーシング１１は、端面に開口する内側凹所によ
って形成された円周受容溝１４を備える。機械フレーム１０によって形成された受入チャ
ンバを閉じるために、下に配置されたワークピーススピンドルでの純ホーニングモードの
ための平らな円筒カバーを前記受容溝１４に上から挿入することができる。機械加工作業
の目視検査を可能とするために、カバーは、透明材料から作ることができる。
【００４９】
　４つの丸い開口部１５，１６，１７，１８が機械フレーム１０において実現され、その
軸はそれぞれケーシング１１の側面に対して水平および垂直に延在する。２つの開口部１
５，１６は、互いに正反対に配置され、それらの軸は一致する。それらは、ケーシングの
厚さの約半分のステップをそれぞれ備え、開口部１５，１６の断面は、ステップにおいて
外から内へ広くなっている。単一型ブッシング２１，２２が開口部１５，１６に挿入され
る。単一型ブッシング２１，２２の外側形状は、ステップを有する開口部１５，１６の内
側形状に適合されている。単一型ブッシング２１，２２およびその機能は、以下に詳細に
説明される。
【００５０】
　開口部１７は、開口部１６の鉛直下方に配置されている。それは、ケーシングの厚さの
約半分のステップを備えるが、断面はこの場合外から内に減少する。単一型ブッシング２
３が開口部１７に挿入される。開口部１７および単一型ブッシング２３の直径は、開口部
１５，１６より小さい。
【００５１】
　最後の開口部１８は、上下に配置された開口部１６，１７の中心を通る接続ライン上に
位置する。その直径は、いくらか下部開口部１７より小さい。ボールネジ３０のナット３
１が中間開口部１８に挿入される。
【００５２】
　ワークピーススピンドル装置５０が機械フレーム１０に取り付けられる。前記ワークピ
ーススピンドル装置は、３つの垂直に延在するガイドレール５１．１，５１．２，５１．
３を含み、該ガイドレールは、機械フレーム１０のケーシング１１の内部に固定されてい
る。第１ガイドレール５１．１は、１つの丸い開口部１５の直下に配置され、２つのガイ
ドレール５１．２，５１．３は、それらの角度位置に関して３つのさらなる開口部１６，
１７，１８に対して対称的に配置され、開口部１５，１６，１７，１８の軸との角度は、
それぞれ約４０°である。各１つのキャリッジ５２．１，５２．２，５２．３が各レール
５１．１～３と相互作用し、各キャリッジ５１．１～３は、２つのローラーユニットを備
え、それぞれは、レール５１．１～３の外側形状と既知の方法で相互作用する。
【００５３】
　キャリッジ５１．１～３は、スピンドルキャリア５３に固定的に取り付けられる。前記
スピンドルキャリアは、上面図において実質的にＹ形状であり、３本の脚がそれぞれのキ
ャリッジ５１．１～３へ延在する。ワークピーススピンドル５４は、スピンドルキャリア
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５３の中央開口部に取り付けられる。この場合、これは、それ自体は既知のスピンドルで
あり、直結駆動である。ワークピーススピンドル５４の自由端部は、ワークピースを直接
または間接的に締め付ける連結手段を含む。
【００５４】
　またボールネジ５５のナット５６がスピンドルキャリア５３に取り付けられる。ボール
ネジは、スピンドルキャリア５３から鉛直下方に延在し、かつ斜めに配向される鋼板１３
の開口部を通り延在し、下端部は、機械フレーム１０の底部１２に支持される。ボールネ
ジ５５の駆動は、スピンドルキャリア５３の外側にフランジ取り付けられたモーター５７
による歯付ベルトによって行われ、前記スピンドルキャリアと共に垂直方向に上下に移動
する。
【００５５】
　ワークピーススピンドル５４は、キャリッジ５２．１～３の直線移動によってガイドレ
ール５１．１～３に関して垂直方向に動くことができ、連結手段を有するワークピースス
ピンドル５４の自由端部は、ホーニングリング受入手段の内部で要求される各平面（以下
参照）に達することができる。ホーニング加工中、ワークピーススピンドル５４は、動的
に例えば約２ｍｍの振幅の振り子ストロークを行う。さらに、その作業高さは、約６０ｍ
ｍの範囲で（静的に）調整することができる。両方の動きは、モーター５７によるボール
ネジ５５によってもたらされる。
【００５６】
　さらに以下に明らかなように、ワークピーススピンドル装置５０の存在は、絶対に必要
ではなく、ホーニングリングの製作、およびこの場合さらに以下に説明されるワークピー
ススピンドルモジュールに取り付けられたワークピースのホーニング加工のための機械１
００の枠組み内において省略することができる。
【００５７】
　ホーニングリングキャリア６０の支持装置が単一型ブッシング２１，２２，２３内に取
り付けられ、該ブッシングは、機械フレーム１０の開口部１５，１６，１７に収容されて
いる。ホーニングリングキャリアは、それ自体が既知の方法でトーラス形で実現でき、そ
れは、ホーニングリングの受入手段を含み、直結駆動部によってトーラス軸回りの回転移
動を起こすことができる。支持装置は、ホーニングリングキャリア６０の外側ケーシング
に互いに正反対に固定的に配置された２つの鋼管６１，６２を含む。鋼管６１，６２は、
機械フレーム１０の対応する開口部１５，１６を通り両側でホーニングリングキャリア６
０から外向きに延在する。これらの外側寸法は、対応する単一型ブッシング２１，２２と
の正確な取付け方法で相互作用することができるように選択される。１つの開口部１５と
相互作用する鋼管６１は、外側端部において自由であるのに対し、正反対の鋼管６２の外
側端部には、駆動部キャリア７０が取り付けられている。軸受装置は、鋼管６２が駆動部
キャリア７０に対して長軸回りに回転することができるが、鋼管６２は、駆動部キャリア
７０に対して軸方向に固定されるように実現される。
【００５８】
　駆動部キャリア７０の半径方向外側に固定され、かつ前記駆動部キャリアに対して支持
されるサーボモーター７１の被駆動軸は、鋼管６２の長軸に位置合わせされる。被駆動軸
は、ロボット駆動部７２によって鋼管６２に作用し、結果として駆動部キャリア７０に対
して前記鋼管を回転させることができる。対応する方法において、２つの鋼管６１，６２
の共通の長手方向軸回りのホーニングリングキャリア６０の角度位置が変化する。
【００５９】
　さらなるサーボモーター７３がまた駆動部キャリア７０の外側に固定され、駆動部キャ
リアに対して支持される。さらなるサーボモーター７３は、連結具によってボールネジ３
０と相互作用し、ボールネジは、今度は中間開口部１８に挿入される上述のナット３１と
相互作用する。サーボモーター７３の作動の結果として、駆動部キャリア７０は、機械フ
レーム１０に対して水平方向において半径方向内向きまたは外向きに移動することができ
る。ホーニングリングキャリア６０の位置は、対応する方法で変わる。
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【００６０】
　最後に、さらなる鋼管７４が駆動キャリア７０にしっかりと固定される。鋼管は、下部
開口部１７を通り水平かつ半径方向内向きに機械フレーム１０内部へ延在する。前記鋼管
７４は、特にサーボモーター７１によって鋼管６２に加えられたトルクに対する回転防止
保護および支持として機能する。
【００６１】
　機械１００の上部分１２０は、タワー状に実現される。上部分は、ホーニングリングキ
ャリア６０の枢動および直線移動のための駆動領域内の機械フレーム１１側で固定される
。上部分は、下部分１１０の機械フレーム１１のセクターを受け入れ、および下部分１１
０を越えて上方に延在するハウジング１２１を備える。
【００６２】
　垂直に移動可能となるようにビークル１２２が取り付けられたレールが上部分１２０の
ハウジング１２１の上部に配置される。機械加工モジュールのための連結具を運ぶキャリ
ッジ１２３は、水平方向に移動可能となるようにビークル１２２に取り付けられる。キャ
リッジ１２３は、スピンドル駆動部１２４および高速クランプシステムを有する連結具１
２５を支持し、そこに機械加工モジュールを連結することができ、それによってスピンド
ル駆動部１２４によって提供される回転移動が機械加工モジュールに伝えられる。図１に
おいて、刀状の研磨モジュール１３０がキャリッジ１２３に連結されている。研磨モジュ
ールは、ビークルおよびキャリッジによって垂直平面に自由に配置することができる。
【００６３】
　研磨モジュール１３０は、下端部においてドレッシング可能研磨ホイール、例えばダイ
ヤモンド研磨ホイールまたはＣＢＮ研磨ホイールを支持する。その回転軸は、キャリッジ
が移動可能な垂直平面に平行な、水平向きに配向される。
【００６４】
　ドレッシング装置１４０がハウジング１２１に面するホーニングリングキャリア６０側
のホーニングリングキャリア６０の上面に配置される。前記ドレッシング装置は、駆動部
を含み、かつ研磨モジュール１３０の研磨ホイールの粗機械加工または仕上げのために駆
動部によって回転する部分またはディスクを含む。例えば、半径プレートまたは粗い、ダ
イヤモンドで覆われた半径ホイールを粗機械加工に使用することができ、それに対応して
仕上げのために細かい、ダイヤモンドで覆われた半径ホイールを使用することができる。
【００６５】
　ワークピーススピンドルモジュールを研磨モジュール１３０の代わりに連結することが
できる。前記ワークピーススピンドルモジュールは、垂直軸回りに回転可能なワークピー
ス（特に歯車ブランク）を締め付けるためのクランプ装置を含む。
【００６６】
　ホーニングリングの製作および歯車のホーニング加工のための組み合わせた方法は、図
１～図６に示される機械で行うことができる。この目的を達成するために、第一にホーニ
ング石ブランクがホーニングリングキャリア６０にクランプされる。機械１００の上部分
１２０に連結された研磨モジュール１３０の研磨ホイールは、ドレッシング装置１４０に
よってドレッシングされる。この目的を達成するために、研磨ホイールがドレッシング装
置１４０の対応するツールと係合するように、一方ではドレッシング装置１４０を支持す
るホーニングリングキャリア６０、および他方ではキャリッジ１２３を有するビークル１
２２が移動する。先に挙げた構成要素の組み合わさった動きの結果として、研磨ホイール
およびホーニングリングは、真の三次元空間の内部において互いに対して自由に配置され
る。
【００６７】
　一旦、研磨ホイールの所望の形状が得られると、研磨モジュール１３０は、ドレッシン
グ装置１４０からホーニング石ブランクの開口部に移動し、ここでキャリッジ１２３を有
するビークル１２２およびホーニングリングキャリア６０の動きの間で再度また相互作用
する。ホーニングリングキャリアの輪郭加工を行うことができる。輪郭加工作業の枠組み
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内において、研磨モジュール１３０の研磨ホイールは、必要な場合、同じ方法で常に再輪
郭加工することができ、輪郭加工作業の枠組み内においてこの同じ面質および形状、また
は異なる面質または形状を常に生成させることができる。
【００６８】
　ホーニングリングの所望の輪郭が得られるとすぐに、研磨モジュール１３０は、アイド
ル位置に移動する。加工されるワークピース、特に歯車ブランクは、ワークピーススピン
ドル５４の自由端部に固定される。そしてワークピースは、輪郭加工されたホーニングリ
ングによって加工される。
【００６９】
　代替方法の変形例においては、ホーニングリングの所望の輪郭が得られるとすぐに、研
磨モジュール１３０は、ワークピーススピンドルモジュールによって置換される。加工さ
れるワークピース、特に歯車ブランクは、ワークピーススピンドルモジュールにクランプ
される。スピンドルおよび移動可能な軸受装置（キャリッジ１２３を有するビークル１２
２）の間の相互作用、および等しく移動可能かつ枢動可能なホーニングリングキャリア６
０およびホーニングリングのための直結駆動部の結果として、ワークピースは、ホーニン
グ加工することができ、ホーニング石の輪郭加工のための同じクランプ機構およびホーニ
ング工程を使用することが可能となる。歯車ホーニング加工に必要な振り子ストロークを
ビークル１２２および対応する駆動部によって利用することができる。
【００７０】
　図１による実施形態は、高いレベルの柔軟性を有する特にコンパクトな設計によって特
徴づけられる。
【００７１】
　図７は、ホーニングリングを製作し、かつ作られたホーニングリングでホーニング加工
するための機械の第２実施形態の斜視図を示す。機械２００は、図１～図６と関連して示
された第１実施形態による機械１００と多くの点で一致する。機械は、下部分２１０およ
び上部分２２０を含む。機械ハウジング以外は、下部分は、図１～図６と関連して説明さ
れたホーニング機械に相当するため、再度説明はしない。
【００７２】
　下部分２１０の機械ハウジング２１１は、まっすぐな筒状で実現される。その領域は、
六角形領域２１１ａ、長方形を形成するために前記側部の領域の形を補い、３つの縁に沿
って前記六角形領域に接続する第２領域２１１ｂを含む。側面が、六角形領域２１１ａお
よび第２領域２１１ｂの両方の境界に沿って垂直上方に延在する。一方で作業領域２１２
が（六角形領域２１１ａ内で）形成され、他方で対応する側面の上端部において第２領域
２１１ｂが水平カバー２１１ｃによって覆われる。
【００７３】
　タワー状の上部分２２０は、カバー２１１ｃ上で支持されるベーシックハウジング２２
１を含む。ベーシックハウジング２２１の前側において垂直方向に移動可能となるように
ビークル２２２が配置され、該ハウジングは、作業領域２１２を閉じる側面に実質的に面
一に接続する。キャリッジ２２３は、水平方向に移動可能となるように前記ビークル２２
２に取り付けられる。キャリッジ２２３は、スピンドル駆動部２２４および高速クランプ
システムを有する連結具２２５を支持し、クランプシステムに機械加工モジュールを連結
することができ、それによってスピンドル駆動部２２４によって提供される回転移動が機
械加工モジュールに伝わる。図７の記載によると、刀状の研磨モジュール２３０は、キャ
リッジ２２３に連結される。研磨モジュールは、ビークルおよびキャリッジによって垂直
平面内で自由に配置することができる。
【００７４】
　研磨モジュール２３０は、ドレッシング可能研磨ホイールを下端部で支持する。回転軸
は、キャリッジが移動可能である垂直平面に平行な水平の向きに配向される。
【００７５】
　ドレッシング装置２４０は、ベーシックハウジング２２１に面するホーニングリングキ
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ャリア６０の側においてホーニングリングキャリア６０の上面に配置される。前記ドレッ
シング装置は、駆動部を含み、かつ研磨モジュール２３０の研磨ホイールの粗機械加工ま
たは仕上げのための駆動部によって回転されるようにセットされる部分またはディスクを
含む。例えば、半径プレートまたは粗い、ダイヤモンドで覆われた半径ホイールを粗機械
加工に使用することができ、それに対応して仕上げのために細かい、ダイヤモンドで覆わ
れた半径ホイールを使用することができる。
【００７６】
　図１～図６と関連してさらに上に説明されたホーニングリングの製作および歯車のホー
ニング加工の組み合わせた方法は、図７に示される機械によっても実現することができる
。
【００７７】
　ワークピーススピンドルモジュールを研磨モジュール２３０の代わりに連結することが
できる。前記ワークピーススピンドルモジュールは、垂直軸回りに回転可能なワークピー
ス（特に歯車ブランク）を締め付けるためのクランプ装置を含む。この場合図７による実
施形態においてはワークピーススピンドルは必要ない。
【００７８】
　図８は、ホーニングリングを製作し、かつ作られたホーニングリングでホーニング加工
するための機械の第３実施形態の斜視図を示す。機械３００は、ワークピーススピンドル
装置を有する下部分を有する図１～図６に示された機械１００と多くの点で一致する。し
かし、前記機械と比べて、全ての構成要素が下部分に配置される。ワークピーススピンド
ル５４は、角度研磨ユニット３３０によって置換することができる。この目的を達成する
ために、再度高速クランプシステムを有する連結具が、スピンドルキャリア５３に好都合
に配置され、ワークピーススピンドルおよび角度研磨ユニット３３０の両方が前記連結具
と相互作用することを可能にする。
【００７９】
　ホーニングリングの輪郭加工中の角度研磨ユニット３３０の研磨ホイールの位置決めの
ために、スピンドルキャリア５３は、図８には見えない追加的な直線水平軸を備え、それ
によって角度研磨ユニット３３０は、ホーニングリングキャリア６０の長軸に対して横に
動くことができる。角度研磨ユニット３３０の研磨ホイールの輪郭加工のために、ホーニ
ングリングキャリア６０の対応する直線移動により、ドレッシングユニット３４０は、研
磨ホイールまで上に動かすことができる。装置の運用方法は、図１～図６および図７の装
置の運用方法に実質的に対応する。
【００８０】
　本発明は、示された例示的な実施形態に限定されるものではない。したがって、特に個
々の構成要素、例えば機械フレーム、駆動部キャリア、ホーニングリング受入手段または
スピンドルキャリアの形状は、異なるように選択することができる。駆動部は、異なるよ
うに実現することができる、または異なるように配置することができる。
【００８１】
　機械フレームに固定されたレールの代わりに、スピンドルキャリアはまた、例えば機械
フレームに固定された支持構造の上に配置され、かつ内向きに延在するガイドに関して垂
直に移動可能とすることができる。ガイドは、例えばガイドチューブおよび単一型ブッシ
ングによって実現することができる。スピンドルの垂直移動のための駆動部をまたキャリ
ア構造に固定する方法で配置することができる、すなわち上記の例示的な実施形態と対照
的となる。
【００８２】
　内歯をホーニング加工するために、加工されるワークピースがまたホーニングリングキ
ャリアにクランプされ、今度は（外側が輪郭加工された）ホーニングツールがワークピー
ススピンドルにクランプされる。
【００８３】
　既に述べたように、初めの２つの例示的な実施形態の枠組み内において、下部スピンド
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ルは省略することができ、その受入手段は、ワークピーススピンドルモジュールによって
引き継がれる。さらに、上部分は、そこにモジュールが連結可能ないくつかの連結具を含
むことができる。連結具は、連結されたモジュールと共に適切な手段（例えば回転または
直線移動）によって動作位置またはアイドル位置に移動することができる。したがって、
例えば、水平軸を有するターンテーブルをキャリッジに配置すること、２つの連結具をタ
ーンテーブル上に互いに対向して設けることが考えられる。研磨モジュールが連結具の一
方に、およびワークピーススピンドルモジュールが連結具の他方に連結される場合、２つ
のモジュールの動作およびアイドル位置は、水平軸回りの１８０°回転によって交換され
る。したがって完全に自動化された輪郭加工およびホーニング工程は、ツールを交換する
ための外部要素なしで実行することができる。
【００８４】
　柔軟性を増すために、機械の上部分は、下部分の機械フレームのカバーに沿って、例え
ばレールに取り付けられることによってビークルおよびキャリッジの移動軸に垂直の水平
軸に沿って移動可能である。
【００８５】
　個別のスピンドルがある場合、および前記スピンドルおよび研磨モジュールが水平方向
において上下にセットすることができる場合、底部スピンドルにクランプされる内歯の輪
郭加工のためのホーニングツールはまた、研磨モジュールによって加工される。加工され
るブランクは、内歯の輪郭加工のためのホーニングリングキャリアにクランプされる。ホ
ーニングツールのクランプ機構はここでも有効に残ることができる。
【００８６】
　完全を期すために、説明された機械はまた、純粋な研磨またはホーニング加工モードで
動作させることができることに言及されなければならない。この場合、内側および／また
は外側の輪郭加工は、研磨モジュールによって作成されるか、またはワークピースは、ホ
ーニングツール（本発明による機械で作られる必要はない）によってホーニング加工され
、外歯または内歯が作られる。機械の適用範囲は、結果として非常に幅広く、最適な工程
または最適な工程の組み合わせは、加工されるワークピースに応じて選択される。
【００８７】
　要約すると、ワークピースを機械加工するための機械および歯車をホーニング加工する
方法が本発明により作られ、その両方により、少ない費用で柔軟性を向上させることがで
きることに留意されるべきである。
【符号の説明】
【００８８】
　１０　機械フレーム
　１１　ケーシング
　１２　底部
　１５，１６，１７，１８　開口部
　２１，２２，２３　単一型ブッシング
　３０　ボールネジ
　３１　ナット
　５０　ワークピーススピンドル装置
　５３　スピンドルキャリア
　５４　ワークピーススピンドル
　５５　ボールネジ
　５６　ナット
　５７　モーター
　６０　ホーニングリングキャリア
　６１，６２　鋼管
　７１，７３　サーボモーター
　７２　ロボット駆動部
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　７４　鋼管
　１００　機械
　１１０　機械フレーム
　１１０　下部分
　１２０　上部分
　１２１　ハウジング
　１２２　ビークル
　１２３　キャリッジ
　１２４　スピンドル駆動部
　１２５　連結具
　１３０　研磨モジュール
　１４０ドレッシング装置

【図１】 【図２】

【図３】
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