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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ロータリカムと、該ロータリカムに隣接したダブルカムとを備え、
　上記ロータリカムのホルダーに円柱状のロータをその中心軸周りに回動可能に配置し、
上記ホルダーに固定したバックアップポンチにより上記ロータの外周面の一部を枢支した
プレス成形装置であって、
　上記ロータリカムのロータが、
　上記ダブルカムに対向する端面から軸方向外側に突出して隣接するダブルカムに設けら
れた係合孔に嵌入するように摺動可能にロータ内に備えられた固定ピンと、
　上記固定ピンをロータ内に引き込むように軸方向内側に引っ張る付勢部材と、
　上記固定ピンを軸方向外側に移動させる移動機構と、
を備えていることを特徴とする、プレス成形装置。
【請求項２】
　前記付勢部材が、引張りバネであることを特徴とする、請求項１に記載のプレス成形装
置。
【請求項３】
　前記移動機構が、前記固定ピンに植設された軸ピンと、該軸ピンに係合するリンクプレ
ートと、該リンクプレートを押動するように前記ロータの半径方向に移動する案内ブロッ
クと、該案内ブロックを前記ロータの半径方向内側に向かって押動するように前記ホルダ
ーの表面に対してほぼ垂直にバックアップポンチ内で移動するドライバーピンと、から構
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成されていることを特徴とする、請求項１又は２に記載のプレス成形装置。
【請求項４】
　前記ドライバーピンが、バックアップポンチからプレス方向に突出しており、プレス成
形時のパッドにより押し込まれ得るように配置されていることを特徴とする、請求項３に
記載のプレス成形装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、自動車用の金属パネル部品等のプレス加工を行なうためのロータリカム及び
ダブルカムを備えたプレス成形装置に係り、特にロータリカムのロック装置に関するもの
である。
【背景技術】
【０００２】
　従来、例えば図９に示すような自動車の金属パネルＰを成形する場合、図１０に示すよ
うに、プレス成形装置１は、ロータリカム２及びダブルカム３を備えるように構成されて
いる。ここで、ロータリカム２は、金属パネルＰの図９にて符号Ａで示す領域の成形を行
なうと共に、成形後には、その回転運動により、パネル搬送時に寄曲形状を逃がすように
構成されている。
　また、ダブルカム３は、金属パネルＰの図９にて符号Ｂで示す領域の成形を行なうと共
に、成形後には、その矢印Ｃで示す前後運動により、同様にパネル搬送時に寄曲形状を逃
がすように構成されている。
【０００３】
　ロータリカム２は、図１１に示すように、ホルダー２ａに対して、円柱状のロータ２ｂ
が回転可能に配置されると共に、このロータ２ｂの外周面の一部が上記ホルダー２ａに固
定されたバックアップポンチ２ｃにより枢支されている。また、ロータ２ｂは、その中心
軸付近で互いにほぼ直交する二面を有する切欠部２ｄを備えており、この切欠部２ｄの一
方の面にはガイドプレート２ｅが固定されていると共に、他方の面には成形部２ｆが形成
されている。
【０００４】
　このような構成のプレス成形装置１によれば、ワークとしての板材がプレス成形装置１
に搬入された後、ロータリカム２及びダブルカム３により成形が行なわれ、その後ロータ
リカム２のロータ２ｂが回動して、成形部２ｆがワークの成形面から退避し、同様にダブ
ルカム３が前後運動によりワークの成形面から退避することにより、プレス成形された板
材がプレス成形装置１から搬出され、一枚の板材のプレス成形が完了する。
【０００５】
　ところで、このような構成のプレス成形装置１によれば、図１２に示すように、ロータ
２ｂは、そのダブルカム３に隣接する軸方向端部において、ダブルカム３の一部が寄曲加
工方向Ｄに当接するダブルカム受け面２ｇを備えている。これにより、ワークの寄曲加工
の際に、ダブルカム３がロータリカム２のロータ２ｂに対して位置決めされる。
【０００６】
　しかしながら、上述したようにロータリカム２のロータ２ｂとダブルカム３とは、合わ
せ面でのみ位置決めされていることから、寄曲加工の際に上記寄曲加工方向Ｄにプレス圧
が加えられると、このプレス圧によりダブルカム３が矢印Ｅ方向に煽られることになり、
ロータリカム２のロータ２ｂとダブルカム３の合わせ面に段差が生ずる。このため、プレ
ス成形されたワークに、ロータリカム２とダブルカム３の境界線の継ぎ目跡が形成されて
しまうことになり、プレス加工品の成形性が損なわれてしまう。さらに、この継ぎ目跡は
バラツキが大きいことから、プレス加工品の成形安定性が低くなってしまう。
【０００７】
　これに対して、特許文献１においては、互いに隣接する複数個のロータリカムを備えて
いて、隣接するロータリカムのバックアップポンチが互いに接続部材により接続されてい
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るプレス成形装置が開示されている。このプレス成形装置によれば、各ロータリカムのバ
ックアップポンチが隣接するロータリカムのバックアップポンチに対して接続部材により
接続されていることで、互いに隣接するロータリカムのロータのずれ、そして成形部のず
れが低減され、隣接するロータリカム間のロータ成形部のずれが低減される。こうして、
ロータリカム間の継ぎ目跡が低減され、プレス成形品の成形性が向上する。
【特許文献１】特開平１０－２０２３２１号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　しかしながら、特許文献１によるプレス成形装置においては、互いに隣接するロータリ
カムのバックアップポンチを接続部材で互いに接続するようにしていることから、隣接す
るロータリカムのロータが直接に接続されておらず、従って隣接するロータ間のずれを十
分に低減することは困難である。
　また、特許文献１においては、ロータリカムとダブルカムが隣接する場合に、ダブルカ
ムがバックアップポンチを備えていないことから、ロータリカムとダブルカムとの間の段
差による継ぎ目跡の形成を低減することはできない。
【０００９】
　本発明は、このような事情を鑑みて創作されたものであり、互いに隣接するロータリカ
ムとダブルカムとの寄曲加工圧力により発生する段差による継ぎ目跡の形成を低減するよ
うにした、プレス成形装置を提供することを目的としている。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　上記目的を達成するために、本発明は、ロータリカムと、これに隣接したダブルカムと
を備え、ロータリカムのホルダーに円柱状のロータをその中心軸周りに回動可能に配置し
、ホルダーに固定したバックアップポンチによりロータの外周面の一部を枢支したプレス
成形装置であって、ロータリカムのロータが、ダブルカムに対向する端面から軸方向外側
に突出して隣接するダブルカムに設けられた係合孔に嵌入するように摺動可能にロータ内
に備えられた固定ピンと、固定ピンをロータ内に引き込むように軸方向内側に引っ張る付
勢部材と、固定ピンを軸方向外側に移動させる移動機構と、を備えている。
　本発明によるプレス成形装置は、好ましくは、上記付勢部材が引張りバネである。
【００１１】
　上記移動機構は、固定ピンに植設された軸ピンと、この軸ピンに係合するリンクプレー
トと、このリンクプレートを押動するようにロータの半径方向に移動する案内ブロックと
、この案内ブロックをロータの半径方向内側に向かって、すなわちホルダーの表面に沿っ
て押動するようにホルダーの表面に対してほぼ垂直にバックアップポンチ内で移動するド
ライバーピンと、から構成してもよい。
【００１２】
　また、上記ドライバーピンが、バックアップポンチからプレス方向に突出しており、プ
レス成形時のパッドにより押し込まれ得るように配置されていてもよい。
【発明の効果】
【００１３】
　上記構成によれば、ワークのプレス成形を行なう際に、移動機構により付勢部材、好ま
しくは引張りバネの付勢力に抗して、固定ピンをロータ内からダブルカムに向かって軸方
向外側に移動させる。これにより、上記固定ピンの先端がロータのダブルカムに対向する
端面から突出して、隣接するダブルカムに設けられた係合孔に嵌入する。
【００１４】
　従って、ダブルカムがロータリカムのロータに対して、固定ピンにより寄曲加工方向に
関して確実に固定されることになるので、プレス成形による寄曲加工の際に、寄曲加工方
向にプレス圧が加えられたとき、ダブルカムがこのプレス圧によって煽られるようなこと
がない。このようにして、ロータリカムとダブルカムの境界に段差が発生することがない
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ので、ワークの成形面に、ロータリカムとダブルカムの継ぎ目跡が形成されてしまうよう
なことがなく、プレス成形品の成形性が向上すると共に、成形安定性が向上する。
【００１５】
　本発明によれば、ロータリカムのロータ内に軸方向に移動可能に固定ピンを配置して、
プレス成形の際にはこの固定ピンを軸方向外側に突出させて、隣接するダブルカム側に設
けられた係合孔に嵌入させることにより、ロータリカムのロータとダブルカムが軸方向に
垂直な方向に関して互いに確実に固定保持される。これにより、プレス成形時に寄曲加工
方向にプレス圧が加えられても、ダブルカムがロータリカムのロータに対して煽られるよ
うなことがないので、ロータリカムとダブルカムの境界付近に段差が生ずることはなく、
プレス成形品に上記段差による継ぎ目跡が形成されることはない。従って、ロータリカム
及びダブルカムを使用したプレス成形において、これらの継ぎ目跡がプレス成形品に形成
されないので、プレス成形品の成形性が向上すると共に、成形安定性も向上する。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１６】
　以下、図面に示した実施形態に基づいて本発明を詳細に説明する。
　図１及び図２は、本発明によるプレス成形装置の一実施形態の構成を示している。本発
明実施形態によるプレス成形装置１０は、全体が図１０のプレス成形装置１と同様に構成
されており、ロータリカム及びダブルカムを有している。そして、図１は、プレス成形装
置１０におけるロータリカム２０の構成を示している。
【００１７】
　ロータリカム２０は、図１及び図２に示すように、ホルダー２１に対して、円柱状のロ
ータ２２が回転可能に配置されると共に、このロータ２２の外周面の一部がホルダー２１
に固定されたバックアップポンチ２３により枢支されている。また、ロータ２２は、図３
に詳細に示すように、その中心軸付近で互いにほぼ直交する二面を有する切欠部２４を備
えており、この切欠部２４の一方の面にはガイドプレート２５が固定されていると共に、
他方の面には成形部２６が形成されている。
【００１８】
　以上の構成は、図１０に示した従来のプレス成形装置１におけるロータリカム２と同様
の構成であるが、本発明実施形態によるロータリカム２０は、さらにロック装置３０を備
えている点で異なる構成になっている。
　このロック装置３０は、図３及び図４に示すように、固定ピン３１と、付勢部材として
の引張りバネ３２と、移動機構としての軸ピン３３，リンクプレート３４，案内ブロック
３５及びドライバーピン３６と、から構成されている。
【００１９】
　固定ピン３１は、図４に示すように、ロータ２２の中心軸と平行に延びる例えば円形の
断面を有しており、その一端がロータ２２のダブルカム側の端面から軸方向外側に突出し
得るように、ロータ２２内で軸方向に摺動可能に支持されている。なお、ロータ２２のダ
ブルカム側の端面における固定ピン３１の突出位置に対応して、ダブルカム側の端面には
、この固定ピン３１を受容する係合孔が設けられている。
【００２０】
　引張りバネ３２は、一端が固定ピン３１の軸方向内端に固定されていると共に、他端が
ロータ２２に対して固定されている。これにより、引張りバネ３２は固定ピン３１を軸方
向内側（図４にて右方）に向かって付勢するようになっている。さらに、引張りバネ３２
は、ロータ２２の側面に設けられた凹陥部２２ａ内に収容されており、ロータ２２の回動
を妨げないようになっている。
【００２１】
　軸ピン３３は、固定ピン３１の軸方向内端付近に植設されており、固定ピン３１の軸方
向移動に伴って凹陥部２２ａ内にて軸方向に移動するようになっている。
【００２２】
　リンクプレート３４は、図５及び図６に示すように、ロータ２２の凹陥部２２ａに隣接
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して設けられた切欠溝２２ｂ内に収容されており、一端が軸ピン３３に揺動可能に取り付
けられている。この切欠溝２２ｂは、図７に示すように、ロータ２２の周囲方向に関して
、凹陥部２２ａ側が軸方向外側に向かって斜めに延びるように、そして凹陥部２２ａ側が
広くなるように形成されている。
【００２３】
　これにより、固定ピン３１が引張りバネ３２にて軸方向内側に付勢された状態から、リ
ンクプレート３４がロータ２２の周囲方向に（図６にて符号Ｆで示すように上方に向かっ
て）押動されると、このリンクプレート３４が切欠溝２２ｂ内で反時計周りに旋回しなが
ら上方に移動する。従って、このリンクプレート３４の旋回運動によって、軸ピン３３そ
して固定ピン３１が図６にて符号Ｇで示すように、軸方向外側に向かって移動される。
【００２４】
　案内ブロック３５は、図２，図３及び図５に示すように、ホルダー２１の表面に沿って
、ロータ２２のほぼ中心軸に向かって移動可能に、バックアップポンチ２３により挟持さ
れており、付勢手段、図示の場合、窒素ガスシリンダ３５ａによりロータ２２から離反す
る方向に付勢されている。これにより、案内ブロック３５は、窒素ガスシリンダ３５ａに
よってロータ２２から完全に退避した位置に保持される。
【００２５】
　さらに、案内ブロック３５は、その前端及び後端がそれぞれ上面にて斜面３５ｂ，３５
ｃを備えるように形成されている。前端の斜面３５ｂは、案内ブロック３５が窒素ガスシ
リンダ３５ａの付勢力に抗して前方（図３にて左方）に押動されたとき、前述したリンク
プレート３４をロータ２２の中心軸方向に押し込むように作用する。また、後端の斜面３
５ｃは、その上方からドライバーピン３６が降下してきたとき、このドライバーピン３６
の先端によって押下されることにより、案内ブロック３５を前方に押動するようになって
いる。
【００２６】
　ドライバーピン３６は、図１に示すように、バックアップポンチ２３からプレス方向に
摺動可能に支持されており、その下端が、バックアップポンチ２３を貫通して、前述した
案内ブロック３５の後端の斜面３５ｃに対応して斜面として形成されていると共に、この
斜面３５ｃに当接するようになっている。なお、このドライバーピン３６は、その上端面
が、ロータリカム２０がプレス成形装置に装着された状態にて、プレス成形時に当該プレ
ス成形装置のいわゆるパッドにより下方に向かって加圧され得るようになっている。
【００２７】
　本発明の実施形態に係るプレス成形装置１０は以上のように構成されており、以下のよ
うに動作する。
　即ち、ワークとしての板材がプレス形成装置１０に搬入された後、ロータリカム２０及
びダブルカム（図示せず）により成形が行なわれ、その後ロータリカム２０のロータ２２
が回動して、成形部２６がワークの成形面から退避し、図１０と同様にダブルカムが前後
運動（矢印Ｃ方向）によりワークの成形面から退避することにより、プレス成形された板
材、即ちプレス成形品がプレス成形装置１０から搬出され、一枚の板材のプレス成形が完
了する。
【００２８】
　この場合、プレス成形時には、プレス成形装置１０のいわゆるパッド（図示せず）が、
ロータリカム２０に設けられたロック装置３０のドライバーピン３６を加圧する。従って
、ドライバーピン３６が図３にて下方に移動し、これに伴って、案内ブロック３５が前方
に押動されて、リンクプレート３４を介して軸ピン３３そして固定ピン３１が、引張りバ
ネ３２の張力に抗して軸方向外側に向かって移動する。これにより、固定ピン３１の先端
が、図１及び図２に示すように、上記ロータ２２の端面から突出することになる。
【００２９】
　そして、図８に示すように、このロータ２２の端面から突出した固定ピン３１の先端が
、これに対向するダブルカム４０の端面に設けられた係合孔４１に嵌入する。これにより
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、ロータリカム２０のロータ２２とダブルカム４０とは、この固定ピン３１と係合孔４１
との係合によって、特に寄曲加工方向に関して確実に固定される。従って、プレス成形装
置１０による寄曲加工の際に、寄曲加工方向にプレス圧が加えられたとき、ダブルカム４
０がこのプレス圧によって煽られて、ロータリカム２０のロータ２２との間に段差を発生
するようなことはない。これにより、ワークの成形面に、ロータリカム２０とダブルカム
４０の継ぎ目跡が形成されてしまうようなことがなく、プレス成形品の成形性が向上する
と共に、成形安定性が向上する。
【００３０】
　プレス成形後には、ロック装置３０のドライバーピン３６に対するパッドによる加圧が
解除されると、案内ブロック３５が窒素ガスシリンダ３５ａにより退避位置まで引き戻さ
れ、これに対応して、リンクプレート３４，軸ピン３３そして固定ピン３１が引張りバネ
３２の張力によって、元の位置に復原される。即ち、固定ピン３１は、ロータ２２の端面
から内側に引き込まれた退避位置に移動する。従って、固定ピン３１は、ダブルカム４０
の係合孔４１から外れるので、ロータリカムとダブルカムとの接続が解除される。
【００３１】
　以上説明したが、本発明はその趣旨を逸脱しない範囲で様々な形態で実施できる。例え
ば、上述した実施形態では、ロック装置３０の固定ピン３１は、プレス加工装置１０のプ
レス加工時に、そのドライバーピンがパッドにより加圧されることにより、これに連動し
て自動的にロータ２２の端面から突出してダブルカム４０の係合孔４１内に嵌入し、ダブ
ルカム側に対して固定されるようになっているが、これに限らず、固定ピン３１は、他の
種類の移動機構を介して、自動的にあるいは手動によりロータ２２の端面から突出される
ようにしてもよいことは明らかである。
【図面の簡単な説明】
【００３２】
【図１】本発明によるプレス成形装置の一実施形態におけるロータリカムの構成を示す概
略斜視図である。
【図２】バックアップポンチを除いた状態の図１によるロータリカムの概略斜視図である
。
【図３】図１のロータリカムにおけるＡ－Ａ線に沿った拡大断面図である。
【図４】図３のロータリカムにおけるＢ線に沿った断面図である。
【図５】図３のロータリカムにおけるＺ方向から見た部分拡大側面図である。
【図６】図５におけるロータ及び移動機構を示す部分拡大側面図である。
【図７】図５におけるロータのみを示す部分拡大側面図である。
【図８】図１のロータリカムと隣接するダブルカムとの境界付近を示す部分拡大断面図で
ある。
【図９】プレス成形装置により成形すべき自動車の金属パネルを示す概略側面図である。
【図１０】図９の自動車の金属パネルを成形するための従来のプレス成形装置の一例の構
成を示す概略側面図である。
【図１１】図１０のプレス成形装置で使用されるロータリカムの一例の構成を示す概略斜
視図である。
【図１２】図１０のプレス成形装置におけるロータリカム及びダブルカムの境界付近を示
す部分拡大図である。
【符号の説明】
【００３３】
　１０　　プレス成形装置
　２０　　ロータリカム
　２１　　ホルダー
　２２　　ロータ
　２２ａ　凹陥部
　２２ｂ　切欠溝
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　２３　　バックアップポンチ
　２４　　切欠部
　２５　　ガイドプレート
　２６　　成形部
　３０　　ロック装置
　３１　　固定ピン
　３２　　引張りバネ
　３３　　軸ピン
　３４　　リンクプレート
　３５　　案内ブロック
　４０　　ダブルカム
　４１　　係合孔

【図１】

【図２】

【図３】

【図４】
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【図７】

【図８】

【図９】 【図１０】
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