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(57)【要約】

（修正有）

【課題】２つのハンドレバーおよび、その間に加工対象
物が圧着されることができる鍛造型を操作する、プライ
ヤヘッドの領域に配置された２つの操作要素を有するプ
レスプライヤを提供。
【解決手段】ハンドレバー３、５および操作要素９、１
０の間に、膝角３６を生成する２つのトグルレバー３４
、３５を有するトグルレバー駆動装置３３が作用する。
トグルレバー３４は、ローラ２３によって形成され、こ
のローラはハンドレバー５に対して回動可能に軸支され
る。ローラはもう１つのハンドレバー３に固定されたカ
ムトラック２４上を転動する。強制ラチェット４８が、
ローラに相関して回動可能に軸支されたラチェットギア
レバー２８とともに成形される。ラチェットギアレバー
のレバー部品３０は滑動ガイドを介してハンドレバー３
と結合し、それに対してラチェットギアレバーのもう１
つのレバー部品２９は、強制ラチェットのラチェットギ
ア３１を形成する。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
ａ）２つの動作要素（４１、４２）、
ｂ）その間で加工対象物が圧着されることができる鍛造型（１２）を操作する、プライ
ヤヘッド（４）の領域に配置された２つの操作要素（９、１０）、および
ｃ）前記動作要素（４１、４２）と前記操作要素（９、１０）の間に作用するトグルレ
バー駆動装置（３３）であって、
ｃａ）トグルレバー駆動装置（３３）は２つのトグルレバー（３４、３５）を具有し
、
ｃｂ）その場合前記トグルレバー（３４、３５）が、作業行程に渡って変化する膝角
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（３６）を成形する、
トグルレバー駆動装置（３３）を有し、
ｄ）この場合、トグルレバー（３４）がローラ（２３）によって形成され、
ｄａ）このローラが１つの動作要素（４２）に対し、ローラ軸を中心に回動可能に軸
支され、
ｄｂ）このローラが前記もう１つの動作要素（４１）に固定されたカムトラック（２
４）上を転動する、
プレスプライヤ（１）であって、
ｅ）強制ラチェット（４８）のラチェットギアレバー（２８）が、
ｅａ）それに対して前記ローラ（２３）が回動可能に軸支される前記動作要素（４２
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）に対して、および
ｅｂ）前記ローラ（２３）に対して、
相関的に回動可能に軸支され、それに対して前記ローラ（２３）が回動可能に軸支された
前記動作要素（４２）に支持され、
ｆ）その場合、前記ラチェットギアレバー（２８）のレバー部品（３０）が滑動ガイド
を介して前記もう１つの動作要素（４１）と結合され、
ｇ）前記ラチェットギアレバー（２８）のもう１つのレバー部品（２９）が、前記強制
ラチェット（４８）のラチェットギア（３１）を形成する、
ことを特徴とする加工対象物を圧着するためのプレスプライヤ（１）。
【請求項２】

30

前記ラチェットギアレバー（２８）が前記ローラ軸を中心に、前記動作要素（４２）に
対して回動可能に軸支され、前記動作要素（４２）に対して前記ローラ（２３）が回動可
能に軸支されることを特徴とする請求項１に記載のプレスプライヤ（１）。
【請求項３】
長孔（３２）を有する前記滑動ガイドが形成されることを特徴とする請求項１または２
に記載のプレスプライヤ（１）。
【請求項４】
前記ローラ（２３）および前記ラチェットギアレバー（２８）が共通のベアリングピン
（２２）に支持されることを特徴とする請求項２または３に記載のプレスプライヤ（１）
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。
【請求項５】
ベアリングピン（２７）が
ａ）前記ラチェットギアレバー（２８）を前記滑動ガイドに対して案内し、
ｂ）前記カムトラック（２４）を形成するガイド部品（２５）の固定の働きをする、
ことを特徴とする請求項１〜４のいずれか一項に記載のプレスプライヤ（１）。
【請求項６】
前記ばね要素（７）とともに成形される力−経路−均衡要素（８）が設けられることを
特徴とする請求項１〜５のいずれか一項に記載のプレスプライヤ（１）。
【請求項７】
前記ばね要素（７）が曲げビーム（４３）として形成されることを特徴とする請求項６
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に記載のプレスプライヤ（１）。
【請求項８】
前記ばね要素（７）が板状工法で形成されることを特徴とする請求項６または７に記載
のプレスプライヤ（１）。
【請求項９】
前記ばね要素（７）が円弧ばねまたは渦巻きばね（４４）として形成されることを特徴
とする請求項７または８に記載のプレスプライヤ（１）。
【請求項１０】
ａ）操作要素（９）が鍛造型（１２）用のガイド（１５）を具有し、
ｂ）操作要素（１０）が前記鍛造型（１２）用の操作面（１６）を具有し、
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ｃ）その場合、前記操作要素（９、１０）の相関的動作が、前記鍛造型（１２）の前記
ガイド（１５）に相関する動作を生じさせ、この動作が前記操作面（１６）の前記鍛造型
（１２）との接触に起因すること、
を特徴とする請求項１〜９のいずれか一項に記載のプレスプライヤ（１）。
【請求項１１】
ａ）前記操作要素（９、１０）が互いに相関して、前記鍛造型軸（１３）の周りを旋回
し、
ｂ）前記鍛造型（１２）が前記ガイド（１５）に対して旋回可能に軸支され、
ｃ）前記操作要素（９、１０）の相関的旋回が、前記鍛造型（１２）の前記ガイド（１
５）に対する相関的旋回を生じさせ、この旋回が前記操作面（１６）の前記鍛造型（１２
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）との接触に起因すること、
を特徴とする請求項１〜１０のいずれか一項に記載のプレスプライヤ（１）。
【請求項１２】
前記プレスプライヤ（１）で、
ａ）前記力−経路−均衡要素（８）により、前記力−経路−均衡、および／または
ｂ）前記トグルレバー駆動装置（３３）の大きさの比率および角度比率の変化を伴う、
前記ガイド部品（２５）の前記カムトラック（２４）に沿った前記ローラ（２３）の動作
、
を使用しながら、様々な圧着されるべき断面積を有する加工対象物を圧着することができ
、その場合２つの異なる、前記プレスプライヤで圧着できる加工対象物が、断面積におい
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て少なくとも約３０因子相違することを特徴とする請求項１〜１１のいずれか一項に記載
のプレスプライヤ（１）。
【請求項１３】
前記プライヤヘッド（４）に少なくとも１つの加工対象物用の位置決め装置（５６）が
配置されることを特徴とする請求項１〜１２のいずれか一項に記載のプレスプライヤ（１
）。
【請求項１４】
前記ばね要素（７）がガイド（９０）を介して案内されることを特徴とする請求項６〜
１３のいずれか一項に記載のプレスプライヤ（１）。
【発明の詳細な説明】

40

【技術分野】
【０００１】
本発明は加工対象物を圧着するためのプレスプライヤに関する。ここでは、例えば管接
続または回線接続を圧着するためのプレスプライヤ、または任意の電気回線を備えた電気
回線接続またはプラグ、スリーブ、またはソケットを圧着するための（圧着プライヤとも
呼ばれる）プレスプライヤのような、任意のプレスプライヤであることができる。プレス
プライヤは基本的に、多様な公知の建設的な実施形態の任意の１つを有することでき、そ
の場合、プレス工程中、２つ以上の金型または芯金（以下では共に「鍛造型」と呼ばれる
）によって圧着が行われることができる。プレスプライヤは例えば電気駆動によって非人
力駆動されることが可能である。しかし好適には手動のプレスプライヤを扱う。

50

(4)

JP 2016‑78235 A 2016.5.16

【背景技術】
【０００２】
加工対象物の圧着中、鍛造型間で増大する加工対象物の塑性変形は、プレス工程中に上
昇する押圧力によってもたらされる。公知のプレスプライヤの場合、手動でプレスプライ
ヤのハンドレバーにもたらされる手動力の鍛造型への変換は、動作機構を使って、必要な
最大押圧力がハンドレバーの手動操作によって生成されるように行われる。
【０００３】
特許文献１〜８から、駆動機構がトグルレバー駆動装置とともに成形されるプレスプラ
イヤの実施形態が公知である。ここではプレスプライヤがＣ字型のプライヤヘッドととも
に成形されることができ、このプライヤヘッドの中にはプライヤジョーが、トグルレバー
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駆動装置を介して互いに対して変換的に動かされ、プライヤヘッドは、互いに旋回可能に
軸支されるプライヤジョーとともに「鋏のように」形成されることができ、その場合プラ
イヤジョーにトグルレバー駆動装置のトグルレバーがヒンジ接続される。プレスプライヤ
の開位置から閉位置までの作業行程中、ひじ継手領域中のトグルレバー間に成形される膝
角が変化し、その場合、膝角は閉位置に接近するにつれ、１８０°の角度に近づく。この
トグルレバー駆動装置の運動学は、作業行程の始めに、ハンドレバーの部分行程における
プライヤジョーの比較的大きな閉動作によって、より小さな押圧力が生成され、作業行程
の終わりに、ハンドレバーの相応の部分行程におけるプライヤジョーの小さな閉動作によ
って、大きな押圧力が導入されるという結果を生む。ここでは、トグルレバーの選択され
た長さおよび、トグルレバーのハンドレバー、およびプライヤジョーでのヒンジ接続点、
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およびそれに伴う角度関係が、ハンドレバーの閉動作に関連するプライヤジョーの閉動作
、および導入されうる押圧力の特質を決める。
【０００４】
特許文献９の意匠は、管接続用フィッティングの圧着をするためのプレスプライヤを開
示する。このプレスプライヤの場合、プライヤジョーは共有の回動継手の周りで互いに対
して旋回可能である。１つのプライヤジョーは剛性的に固定ハンドレバーと接続し、その
場合、もう１つのプライヤジョーは旋回継手を介して可動ハンドレバーと結合する。ここ
では、トグルレバー駆動装置は次のように「ローラ−カム」の原則で成形される。固定ハ
ンドレバーにローラがローラ軸を中心に回動可能に軸支される。可動ハンドレバーはガイ
ド部品を担持し、このガイド部品はカムトラックを形成する。ハンドレバーの相互の動作
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によって、可動ハンドレバーはカムトラックとともに、固定ハンドレバーに軸支されたロ
ーラ上に支持される。この場合、トグルレバーはローラと、すなわちローラの材質領域と
ともに成形され、この材質領域はローラのカムトラック上の接触点とローラ軸の間に延び
る。それに対し、他のトグルレバーは、一方でローラとカムトラック間の接触点と回動軸
の間に成形され、この回動軸の領域で、可動ハンドレバーが可動プライヤジョーにヒンジ
接続される。「ひじ継手」はこの形態の場合、ここでは古典的な意味での「継手」ではな
く、ローラのカムトラックとの転動する接触によって成形される。ハンドレバーの閉動作
の間、ローラがカムトラック上を転動すると、ローラのカムトラックとの接触によって、
上述のトグルレバーの長さおよび、ひじ継手のカムトラック上の場所が変化するため、カ
ムトラックの幾何学的形状の選択によって、付加的にプレスプライヤの特性に影響を与え
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ることができる。
【０００５】
プレスプライヤの場合、次のような役割を果たす、いわゆる強制ラチェットが使用され
る。
ａ）強制ラチェットによって、プレスプライヤの作業行程が完遂され、それによってプ
レス行程も完全に終了したとき初めて、ハンドレバーの開放および、それに伴うプレスプ
ライヤの開放が可能になることが保証される。
ｂ）部分行程後の作業行程の進行の間、使用者がハンドレバーに適用する操作力が抑制
されることが可能である。これは例えばプレス行程が中断されるとき、または使用者がプ
レスプライヤを持ち換えたいとき、またはそのため持ち換えるときの場合である。押圧力
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が抑制されると、加工対象物の鍛造型に対する望ましくない移動が生じることがある。強
制ラチェットにより、一度達成された部分プレス段階は保存され、ハンドレバーにもたら
された操作力が抑制または排除されても、プライヤジョーは開動作を実施しないか、また
は縮小された範囲のみで開動作を実施することができる。
【０００６】
強制ラチェットを備えたプレスプライヤは、例えば特許文献１０、１１、１２および１
３で公知である。
【０００７】
特許文献１４は、トグルレバー駆動装置が上述のローラ−カムの原則とともに形成され
たプレスプライヤを開示する。このプレスプライヤには、強制ラチェットが使用される。
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ここでは強制ラチェットのギアリングが、鍛造型とは反対側にある可動プレスジョーの端
部領域に配置され、それに対して強制ラチェットの、ばねが印加された遮断爪は、可動ハ
ンドレバーに回動可能に軸支される。
【０００８】
トグルレバー駆動装置を具備した駆動機構の、ローラ−カム原則の使用のない形態では
、通常、やはり押レバーと呼ばれるトグルレバーの拡張によって、強制ラチェットのギア
リングが成形される。このギアリングは、ばねに印加された状態で、可動ハンドレバーに
回動可能に軸支される遮断爪と相互作用する（特許文献１５参照）。
【先行技術文献】
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【特許文献】
【０００９】
【特許文献１】独国特許発明第１９７

１３

５８０（Ｃ２）号

【特許文献２】独国特許出願公開第１９７

０９

６３９（Ａ１）号

【特許文献３】独国特許発明第１９９

２４

０８６（Ｃ２）号

【特許文献４】独国特許発明第１９９

２４

０８７（Ｃ２）号

【特許文献５】独国特許発明第１９９

６３

０９７（Ｃ１）号

【特許文献６】独国特許出願公告第１０３

４６

２４１（Ｂ３）号

【特許文献７】独国特許出願公告第１０

２００７

００１

２３５（Ｂ４）号

【特許文献８】独国特許出願公告第１０

２００８

００７

３０３（Ｂ４）号
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【特許文献９】米国特許第３４１，３０３号
【特許文献１０】独国実用新案第２０

２０１２

【特許文献１１】独国特許出願公開第１０

１０２

２０１３

【特許文献１２】独国実用新案第２９９

１４

【特許文献１３】欧州特許出願公開第１

８２０

【特許文献１４】独国特許出願公開第１０
【特許文献１５】欧州特許第０

７３２

５６１（Ｕ１）号

１００

８９１（Ａ１）号

７６４（Ｕ１）号
６０７（Ａ２）号

２００７

０５６

２６２（Ａ１）号

７７９（Ｂ１）号

【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１０】
本発明は、強制ラチェットを同時に使用するときの特性形成のための、拡大された可能
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性を有するプレスプライヤを提案するという課題に基づく。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
本発明の課題は、本発明により独立請求項の特徴によって解決される。本発明による他
の好適な実施形態は従属請求項から読み取ることができる。
【００１２】
本発明は、加工対象物を圧着するための任意の形態のプレスプライヤに関する。プレス
プライヤは、好適には手動操作のハンドレバーである２つの動作要素を有する。さらにプ
レスプライヤは、プライヤヘッドの領域に配置される２つの操作要素を有する。操作要素
は鍛造型を操作し、この鍛造型の間で加工対象物が圧着されることができる。操作要素が
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直接、（一体的または多体的に）鍛造型を担持するプライヤジョーとして成形されること
が可能である。しかし、操作要素が駆動的に鍛造型と結合されることも可能である。その
ように例えば特許文献１５では、操作要素がピボット継手および支承板として形成され、
その場合、複数の鍛造型が、支承板に対し旋回可能に軸支され、それらの端部領域でピボ
ット継手の溝に案内されるため、ピボット継手の支承板に対する相関的旋回により、鍛造
型の共同の動作がもたらされることができ、この共同の動作によって加工対象物の圧着が
行われる。
【００１３】
本発明のプレスプライヤでは、動作要素と操作要素の間でトグルレバー駆動装置が作用
する。これは２つのトグルレバーを具有する。トグルレバーは作業行程に渡って変化する
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膝角を成形する。ここでは両トグルレバーが真のひじ継手の領域で互いに接続することが
できる。しかし、ひじ継手がローラとカムトラックの間の接続領域に形成されることも可
能である。
【００１４】
カムトラックの幾何学的形状の適当な選択により、作業行程に渡って、場合によっては
それぞれ合目的的に、要件を満たす膝角が設定されることができる。例えば、圧着される
べき加工対象物に関わらず、膝角がローラの転動によって、ガイド部品のカムトラックに
対して、常に、例えば１３０°から１９０°の、特に１４５°から１８０°の１つの角度
領域に留まるように試みることができる。
【００１５】

20

本発明の実施形態では、ローラ−カム原則が使用される。ここではトグルレバーがロー
ラによって形成される。ローラはハンドレバーに対してローラ軸の周りを回動可能に軸支
される。ローラはもう１つのハンドレバーに固定されるカムトラック上で転動する。この
とき、
ａ）ローラが固定ハンドレバーに回動可能に軸支され、それに対し、カムトラックは可
動ハンドレバーに固定され、または、
ｂ）ローラが可動ハンドレバーに回動可能に軸支され、それに対し、カムトラックは固
定ハンドレバーに固定される、
ことが可能である。
【００１６】
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本発明では強制ラチェットが次のように成形される。
【００１７】
ラチェットギアレバーは動作要素に対して支持され、この動作要素に対してローラが回
動可能に軸支される。ここではラチェットギアレバーが、それに対してローラが回動可能
に軸支される、動作要素に対して相関的に回動可能に支持されるとともに、ローラ自体に
対しても回動可能に軸支される。ラチェットギアレバーのレバー部品は滑動ガイドを介し
てもう１つの動作要素と結合する。ラチェットギアレバーのもう１つのレバー部品は強制
ラチェットのラチェットギアを形成する。
【００１８】
本発明ではそのように、ラチェットギアレバーおよび強制ラチェットの割り当てられた
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ラチェットギアが、プライヤジョーまたは操作要素によって形成されない。ラチェットギ
アレバーはまた、トグルレバー駆動装置のトグルレバーまたは押レバーで一体的に形成さ
れない。この本発明では実現されないラチェットギアレバーの実施形態には、特に、ラチ
ェットギアレバーの動作が強制的にプライヤジョーまたはトグルレバー、または押レバー
の動作に適応するという欠点がある。本発明ではむしろ、プライヤジョーおよびローラの
動作の範囲が、カムトラックに沿って動くことにより、ラチェットギアレバーの動作から
逸脱することができる。滑動ガイドの形状によって、合目的的にラチェットギアレバーの
動作範囲に影響を与えることができるため、滑動ガイドに渡るラチェットギアのギア幅が
確実に設定されるという前提で、強制ラチェットの作用の仕方の精度および、強制ラチェ
ットの保存可能な部分プレス段階の数にも影響を与えることができる。ラチェットギアお
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よびラチェットギアレバーの幾何学的形状のためにも、本発明は、プライヤジョーおよび
トグルレバー、または押レバーの条件への依存も解決する。ラチェットギアレバーの長さ
、ラチェットギアの周囲方向延在、ラチェットギアレバーの任意の傾け移動、ローラ軸の
滑動ガイドからの距離および、滑動ガイドの幾何学的形状は、むしろ自由、建設的に設定
されることができる。
【００１９】
基本的にラチェットギアレバーは動作要素の任意の位置に回動可能に軸支されることが
でき、この動作要素に対しローラが回動可能に軸支される。ラチェットギアレバーがロー
ラ軸の周りを回動可能に、動作要素に対して軸支され、このローラ軸の周りをローラが回
動可能であるとき、本発明のプレスプライヤの特にコンパクトな実施形態が生じる。

10

【００２０】
滑動ガイドの形成は任意であることができ、例えばガイドトラックの一面、または両面
とともに形成されてよい。本発明の特に簡単な形態では、滑動ガイドが長孔とともに形成
され、この長孔に沿って、長孔の延びを横断して、遊びのない、または少なくとも１つの
部分領域に遊びのあるガイドが生じることができる。ここでは長孔が直線的、曲線状に、
または折れ、または段とともに形成されてもよい。
【００２１】
ベアリングピンが一方でローラをその上に軸受けするため、もう一方でラチェットギア
レバーをその上に軸受けするための働きをすることにより、ベアリングピンが機能的に使
用されるとき、本発明のプレスプライヤの特にコンパクトな実施形態が生じる。

20

【００２２】
もう１つのベアリングピンが、一方でラチェットギアレバーを滑動ガイドに対して案内
し、もう一方でカムトラックを形成するガイド部品を固定する働きをすることにより、も
う１つのベアリングピンが多機能的に使用されることも可能である。
【００２３】
冒頭で説明したように、トグルレバー駆動装置の導入、ローラ−カム原則の使用、およ
び強制ラチェットの説明された実施形態によって、プレスプライヤの特性に建設的な影響
が与えられ、強制ラチェットとの相互作用を設定することができる。このことから、本発
明の有利な実施形態のためのプレスプライヤの挙動が、ばね要素とともに成形された力−
経路−均衡要素によって影響されることができる。力−経路−均衡要素のプレスプライヤ
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での使用は、次のような考えに基づいている。
【００２４】
プレスプライヤが唯一の幾何学的形状、１つの材料剛性および／または１つの断面積（
以下簡略に「断面積」とする）を備えた加工対象物の圧着のためのみではなく、異なる断
面積を備えた様々な加工対象物のためにも多機能に使うことができるとき、有利である。
しかしプレスプライヤの構成要素が剛性的に形成され、プレスプライヤが所定の断面積を
備えた加工対象物の圧着のために設計されるとき、プレスプライヤをより小さな断面積を
備えた加工対象物のために使用すると、この使用のときに、必要な最大押圧力が達成され
ないという結果となり、また、プレスプライヤをより大きな断面積を備えた加工対象物の
ために使用すると、ハンドレバーの部分行程後、すでに最大押圧力が生成され、ハンドレ
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バーの完全閉鎖が余分な押圧力を生むことになるか、またはハンドレバーの完全閉鎖が手
動操作力では不可能である。是正のために、ハンドレバーからプライヤジョーへの力の流
れの中に、力−経路−均衡要素が使用され、この力−経路−均衡要素は、過大な断面積を
備えた加工対象物を圧着するとき、弾性によって加工対象物の塑性変形（のみ）は生じさ
せず、むしろ柔軟性を生じさせるため、理想的な場合、加工対象物のさらなる塑性変形な
しで、ハンドレバーだけを、力−経路−均衡要素を弾性変形した状態で閉鎖することがで
きる。本発明の範囲内で使用可能な力−経路−均衡要素の例は、例えば、
−

トグルレバー駆動装置の支持場所が、（それとともに本発明の範囲内のローラ軸また

はカムトラックが）力−経路−均衡要素の成形のために柔軟に成形され、および／または
ハンドレバーがネッキングによって弾性的に形成される特許文献１５、
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トグルレバーが弾性的に支持される、欧州特許第０

よび独国特許発明第３１
−

０９

１５８

６１１（Ｂ１）号、お

２８９（Ｃ２）号、または

トグルレバーまたは押レバーがそれ自体柔軟に形成されている、前公開されていない

欧州特許出願である欧州特許第１４

１５４

２０６.８号、

から読み取れる。しかし好適には、ばね要素を成形する力−経路−均衡要素は、前出の従
来技術から公知の実施形態とは異なり、プライヤヘッドの領域に配置される。ばね要素を
成形する力−経路−均衡要素が、トグルレバー駆動装置とプライヤジョーまたは操作要素
との間の力の流れの中に配置され、つまりトグルレバー駆動装置の下流に配置されている
ことが可能である。ここでは、力−経路−均衡要素を成形するばね要素のばね天底が、操
作要素、特にプライヤジョー、またはピボット継手に固定またはヒンジ接続されることが
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可能である。
【００２５】
力−経路−均衡要素を成形するばね要素の実施形態には、多様な可能性がある。本発明
の特別な提案は、ばね要素を曲げビームとして形成することにある。このとき、曲げビー
ムは任意の幾何学的形状を有することができ、例えば直線的に、または曲がって形成され
てもよい。曲げビームの中性繊維の延び方の選択、ばね要素の材質の選択および曲げ剛性
、特に曲げビームの面慣性モーメントにより、ばね要素の弾性およびばね要素の変形挙動
に合目的的に影響を与えることができる。
【００２６】
この考え方での特別な実施形態の中で、曲げビームとして形成されたばね要素は板状工

20

法で形成される。これは特に簡単なばね要素の製造を実現し、その場合、ばね要素の個々
の板の形成によって、合目的的かつ高精度に、ばね要素の弾性挙動が設定されることがで
きる。様々なばね要素のために、様々な数量の、その他の場合には等しく形成される板を
使用することによって、力−経路−均衡要素の様々な特性を備えたプレスプライヤを提供
することも可能である。ばね要素がプレスプライヤの他の要素、特に操作要素、またはピ
ボット継手と一体的に形成され、同じ板およびここで使用される製造方法によって、ばね
要素の製造も他の要素の製造も行われることができるときにも、板状工法は場合によって
は有利である。
【００２７】
本発明の他の実施形態は、ばね要素のプライヤヘッド中への統合に関する。この実施形態
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のために、ばね要素が（少なくとも部分的に）鍛造型軸の回りの周囲方向に延びることが
提案される。ここでは、ばね要素が、例えば９０°以上、１８０°以上、または２７０°
以上の周囲角度で、鍛造型軸の周りに延びることができる。複数の直線的な、互いに対し
て傾斜する部分領域を備えたばね要素が、周囲方向に延びることが可能である。しかしま
た、ばね要素の周囲方向への任意の曲線型の延在も可能である。
【００２８】
本発明の好適な実施形態では、ばね要素が円弧ばね、または渦巻きばねとして形成され
る。そのような円弧ばね、または渦巻きばねのために、ばね要素の特に有利な特性が生じ
、その場合、場合によっては大きなたわみも実現される。このようなばね要素を介して弾
性がもたらされ、弾性は鍛造型軸の周りの周囲方向にも、鍛造型軸への半径方向にも働く

40

こともでき、このことは例えば、ばね要素の動作要素、動作機構および操作要素、または
鍛造型間の力の流れへの統合にとって有利でありうる。
【００２９】
ばね要素を曲げビームとして形成するとき、曲げビームの縦軸に渡る曲げ剛性の推移は
任意でよい。本発明の好適な実施形態において、曲げビームはその（直線的または曲がっ
た）縦軸の方向に変化する曲げ剛性を有する。プレスプライヤの特別な実施形態のために
、曲げビームの面慣性モーメントが、動作機構によって印加されるばね天底から、このば
ね天底に周囲方向で向かい合う曲げビームの断面に向かって増大し、その場合、この増大
は継続的に、または段階的に生じることができる。本発明のプレスプライヤの他の実施形
態では、曲げビームの面慣性モーメントが、左右対称軸に対して左右対称である。左右対
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称軸はおよそ、または丁度、動作機構が印加されるばね天底および、このばね天底に周囲
方向で向かい合う曲げビームの断面を通って延在する。ここでは好適には鍛造型軸が上述
の左右対称軸上にある。このような実施形態は曲げビーム中の応力の形成および／または
、曲げビームと結合した操作要素における左右対称な圧力発生のために特に有利であるこ
とが実証された。
【００３０】
前述のように、操作要素には直接鍛造型を固定することができる。本発明の他の実施形
態では、操作要素は鍛造型用のガイドを具備する。他の操作要素は鍛造型用の操作面を具
備する。この場合、操作要素の相関的動作は、ガイドに対する鍛造型の相関的動作を生じ
させ、この動作は、操作面と鍛造型との接触に起因する。好適にはこの関係で、鍛造型の

10

操作要素のガイドに対する滑動動作も、他の操作要素の操作面に対する鍛造型の滑動動作
および／または転動動作も生じる。
【００３１】
操作要素が互いに相関的に鍛造型軸の周りを回動し、そのときこの場合には例えば操作
要素がピボット継手として形成されることも可能である。この場合、鍛造型はガイドに対
して回動可能に、特にベアリングピンを使って、軸支されることができ、このベアリング
ピンは、プライヤヘッドに保持され、鍛造型をプライヤヘッドに固定されたベアリング軸
に軸支する。操作要素の相関的回動は、鍛造型のガイドに対する相関的回動を生じさせる
。この鍛造型の回動は、操作要素の操作面の鍛造型との接触に起因する。
20

【００３２】
基本的にプレスプライヤは、加工対象物の１タイプ、１形状および／または１断面積の
みのために使用可能である。本発明の好適な実施形態では、プレスプライヤにより、力−
経路−均衡要素を使用し、力−経路−均衡要素の結果として、および／またはカムトラッ
クに沿ったローラの動作を利用して、トグルレバー駆動装置の大きさの比率および角度比
率の変化とともに、様々な圧着されるべき横断面を有する加工対象物を圧着することがで
きる。ここでは、同じプレスプライヤで（交換用ヘッドの交換、または鍛造型の交換なし
で）圧着可能な、様々な加工対象物の断面が、少なくとも約３０因子（特に少なくとも約
４５、５０、７５、１００、１１５または２００因子でも）互いから逸脱できる。一例の
みを挙げておくと、同一のプレスプライヤによって、０．０８ｍｍ２、０．１４ｍｍ２、
０．２５ｍｍ２、０．３５ｍｍ２、０．５ｍｍ２、０．７５ｍｍ２、１．０ｍｍ２、１．
２

５ｍｍ

、２．５ｍｍ

２

、４ｍｍ

２

、６ｍｍ

２

、１０ｍｍ

２
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および１６ｍｍ

２

の断面積を

備えた加工対象物が圧着されることができる。
【００３３】
プレスプライヤの開位置で、鍛造型は加工対象物のための受けを成形し、この受けは少
なくともプレスプライヤと圧着されるべき最大の加工対象物と同様の大きさでなければな
らない。鍛造型から開位置に成形される受けに嵌合される加工対象物が小さいほど、実際
には、遊びは大きく、そのため加工対象物の開位置のプライヤヘッドでの案内および固定
にはより不利である。本来のプレス行程が始まる前に、より小さな加工対象物のプレスプ
ライヤへの収容および正確な配向を保証するために、部分的な閉動作が導入され、動作要
素の固定が、鍛造型によって成形される受けが、より小さい加工対象物が丁度収まるよう
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に収容されるように、縮小されることで行われる。本発明は代換的または累積的に、プラ
イヤヘッドに位置決め装置が配置されることができ、この位置決め装置によって、プレス
行程の前に、受けの中の設定された断面積の加工対象物を（好適には複数の受けの中の様
々な断面積の加工対象物も）所定の位置および配向においてプライヤヘッドに保持される
ことができることを提案する。ここでは位置決め装置が、好適にはプレスプライヤと圧着
されるべき加工対象物および断面積の部分集合にとって適切な受けのみで装備される。
【００３４】
本発明の特別な提案のために、ばね要素がガイドを介して案内されることが提案される
。このガイドは好適には、ばね要素のプレスプライヤと隣接する要素とのその他の結合の
ための付加的なガイドとして形成され、つまり特に付加的にばね要素の操作要素との動作

50

(10)

JP 2016‑78235 A 2016.5.16

接続のために、およびばね要素の他のばね天底領域における動作要素、またはハンドレバ
ーとの結合のために付加的に形成される。ここでは付加的なガイドがばね天底の領域、ま
たはばね天底間のばね要素の任意の場所で行われる。ガイドは恒久的、またはただ一時的
に、作業行程の部分中に作用することができる。ガイドを使って、ばね要素の案内は鍛造
型軸の周りの周囲方向および／または鍛造型軸に対し半径方向に行われる。ガイド中にば
ね要素が、突起または突出部に対し、または終了位置でバイアス付加をかけた状態で、印
加されることもできる。プレスプライヤの作業行程の一部の遂行のためにバイアス負荷が
克服されて初めて、ばね要素の解除および、それに伴いガイドに沿った動作が行われるこ
とができる。この実施形態のために、ばね要素は合目的的な「非直線性」で形成されるこ
とができる。なぜなら、ばね要素の突起または突出部からの解除によって、ばね要素の弾

10

性変形のための枠組み条件が変化するからである。ここで案内は例えばハウジングまたは
プライヤヘッドのカバープレートによって行われる。しかしまた、ばね要素の案内が、作
業行程の過程で動作するプレスプライヤの構成要素によって行われることも全く可能であ
る。本発明の特別な実施形態を介して、ばね要素の一領域の案内が、ばね要素の他の領域
に対して行われる。
【００３５】
本発明の有利な発展形態は、特許請求の範囲、明細書、および図面から明らかになる。
明細書中に挙げられた特徴、および複数の特徴の組合せの利点は単に例示的なものであり
、代替的または累積的に効果を表してもよく、その際、これらの利点が本発明による実施
形態によって必ずしも達成される必要はない。これによって、添付の請求項の主題が変更

20

されることなく、出願時の出願書類および特許の開示内容に関しては次のとおりである。
さらなる特徴は、図面、−特に複数の構造要素の図示された形状および相対寸法、ならび
にそれらの相対配置および作用結合から読み取れる。本発明の異なる実施形態の特徴、ま
たは異なる請求項の特徴の組合せが同様に、請求項の選択された引用との逸脱も可能であ
り、当該組み合わせによって示唆される。このことは、別個の図面に示されているか、ま
たはこれらの図面の説明に挙げられた特徴にも関する。これらの特徴は、異なる請求項の
特徴と組み合わせることもできる。同様に、特許請求の範囲に記載された本発明の他の実
施形態に係る特徴が省略されてもよい。
【００３６】
請求項および明細書に挙げられた特徴は、その数に関して、まさにその数または挙げら

30

れた数よりも大きい数が存在することと解されるべきである。その際に「少なくとも」と
いう副詞の明示的な使用は必要でない。すなわち、例えば要素のことが問題である場合、
これは正確に１つの要素、２つの要素、またはそれ以上の要素が存在し得ると解されるべ
きである。これらの特徴に別の特徴が補足されてもよいし、それぞれの成果物をなす特徴
だけであってもよい。
【００３７】
請求項に含まれる参照符号は、請求項により保護される対象の範囲を限定するものでは
ない。これらの参照符号は、請求項を容易に理解する目的で用いられるにすぎない。
【図面の簡単な説明】
【００３８】

40

【図１】プレスプライヤの第一実施形態の開位置の図である。
【図２】プレスプライヤの第一実施形態の閉位置の図である。
【図３】プレスプライヤの構成要素の分解図である。
【図４】プレスプライヤの構成要素の分解図である。
【図５】カムトラックを備えたガイド部品の空間的部分図である。
【図６】開位置のプレスプライヤの膝角である。
【図７】閉位置のプレスプライヤの膝角である。
【図８】様々な加工対象物のための操作圧力曲線である。
【図９】ばね要素の測定である。
【図１０】ばね要素の測定である。
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【図１１】ばね要素で生じた応力曲線である。
【図１２】プレスプライヤのさらなる実施形態である。
【図１３】ばね要素の付加的ガイドを備えた、プレスプライヤのさらなる実施形態である
。
【図１４】ばね要素の付加的ガイドを備えた、プレスプライヤのさらなる実施形態である
。
【発明を実施するための形態】
【００３９】
次に、本発明は図に示された実施形態例に基づき説明され、記述される。
【００４０】

10

図１はプレスプライヤ１を図示し、図では２つのカバープレート２ａ、２ｂの１つが取
り除かれ、このカバープレートによって、固定ハンドレバー３およびプライヤヘッド４、
特にプライヤヘッド４の一種の「ハウジング」が成形される。
【００４１】
プレスプライヤ１は、固定ハンドレバー３および可動ハンドレバー５とともに成形され
る。ハンドレバー３、５の互いに対する旋回は（図１から図２への移行を比較のこと）、
動作機構６および、力−経路−均衡要素８を成形するばね要素７を介して、操作要素９、
１０の相対的動作を生じさせる。ここで操作要素９は一体的に、プライヤヘッド４の領域
に延びるカバープレート２の部分によって形成されるため、ここでは固定操作要素９であ
る。それに対し、操作要素１０は可動操作要素１０としてピボット継手１１の形で形成さ

20

れ、このピボット継手１１は、固定操作要素９に対して相対的に、垂直に図１の図の平面
に方向付けられ、鍛造型１２によって設定された加工対象物の軸および鍛造型軸１３の周
りを旋回可能である。鍛造型１２は軸の周りを旋回可能であり、この軸は鍛造型軸１３に
平行に方向付けられ、ベアリングピン１４に向き合って軸支され、このベアリングピン１
４は操作要素９、あるいはカバープレート２に保持される。ベアリングピン１４は、その
ように鍛造型１２用のガイド１５を成形する。ピボット継手１１は半径方向内部で切り込
み溝の領域に操作面１６を形成し、この操作面１６に鍛造型１２の逆操作面１７を、鍛造
型軸１３を中心とするピボット継手１１の旋回が、ベアリングピン１４を中心とした鍛造
型１２の旋回を生じさせるように着接する。鍛造型１２のこの旋回は、またもや、鍛造型
１２によって成形される、鍛造型軸１３の周りの周囲方向に、隣接する鍛造型１２間に最
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小限の隙間を形成しながら閉じる鍛造型輪郭１８を、大きさの点で変化させる。図示され
た実施形態例は、鍛造型輪郭１８をその大きさに関係なく、第一近似で六角形に形成する
。
【００４２】
ばね要素７はピボット継手１１の一体的拡張によって形成され、このピボット継手１１
は円弧状、またはここでは渦巻き状に、鍛造型軸１３の周りの周囲方向に延びる。図示さ
れた実施形態例では円周角が約３６０°であり、その場合、ピボット継手１１を備える接
続領域に成形されるばね天底１９、およびばね要素７の外に位置するばね天底２０は、鍛
造型軸１３に対しておよそ４時の位置で、図１の図示において、水平に方向付けられる固
定ハンドレバー３とともに配置される。ばね天底２０は旋回可能であり、ここではベアリ

40

ングピン２１を介して、可動ハンドレバー５にヒンジ接続される。可動ハンドレバー５に
は、ここではベアリングピン２２を介して、ローラ２３が回動可能に軸支される。ローラ
２３は、ガイド部品２５のカムトラック２４に着接する。本ケースでは、ガイド部品２５
がローラ２３を一面的にのみカムトラック２４を介して案内し、それに対し、別の実施形
態では、ローラ２３の収容が２つのカムトラックの間で行われることもでき、そのことは
遊びを備える場合も、または遊びを備えない場合もありうる。ガイド部品２５は剛性であ
り、ここではベアリングピン２６、２７を介して、固定ハンドレバー３に固定される。ベ
アリングピン２２に対してやはり旋回可能に、ラチェットギアレバー２８が軸支され、こ
のラチェットギアレバー２８はレバー部品２９、３０とともに成形される。外部の端部領
域にレバー部品２９がラチェットギア３１を形成する。レバー部品３０は半径方向にベア
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リングピン２２に対して方向付けられる長孔３２を有し、この長孔３２を通ってベアリン
グピン２７が通過する。
【００４３】
動作機構６はトグルレバー機構３３として形成される。これはローラ２３の接触点とガ
イドトラック２４間の接続に相応するトグルレバー３４を有し、ベアリングピン２１、２
２に設定されたベアリング軸間の接続に相応する第二トグルレバー３５も有する。トグル
レバー３４、３５の間に膝角３６が成形される。
【００４４】
図１による開位置から図２による閉位置へのプレスプライヤ１の作業行程では、第一部
分行程中で消滅する押圧力のため、ローラ２３がガイド部品２５のカムトラック２４で支

10

持される場合、ハンドレバー３、５の動作が、ベアリングピン２１および、それとともに
ばね要素７のばね天底２０が、鍛造型軸１３の周りを周辺方向３７に動くように導く。押
圧力が消滅した結果、ばね要素７の弾性変形が行われないため、ピボット継手１９の相応
の旋回も行われ、それとともにまた鍛造型１２の旋回も連動し、鍛造型輪郭１８の断面積
の縮小がそれに伴う。しかしローラ２３のガイド部品２５のカムトラック２４との接触点
が、確固として設定されていないため、ローラ２３はこの部分行程中にカムトラック２４
で転動し、それによってローラ２３の転動およびカムトラック２４の幾何学的形状によっ
て、変化した膝角３６も設定される。このすでに複雑な運動学に、増大する閉動作を有す
る鍛造型の領域の押圧力の上昇とともに、ばね要素７の増大する弾性変形が重なる。この
重なりを理論的な境界事例を基に、次のどの場合とみなされるかについて明白にしなけれ

20

ばならない。加工対象物は最初の、例えば空行程として形成される部分行程後、および加
工対象物の圧着が加工対象物の塑性変形を伴って行われる第二の部分行程の後、最後の第
三の部分行程中に理想的に剛性的である。加工対象物のこの理想的な剛性状態を達成する
ことで、鍛造型１２およびピボット継手１１およびそれとともにばね天底１９の位置も同
様に固定される。それでも第三の部分行程でハンドレバー３、５のさらなる閉動作が行わ
れることができる。なぜならハンドレバー３、５のさらなる印加により、ばね要素７は弾
性変形されることができるからである。一方では、ばね天底２０の変形は周囲方向３７に
生じうる。いずれにしても、ばね天底２０は鍛造型軸１３に対して半径方向３８に変形さ
れうる。そのため、剛性の加工対象物および、固定鍛造型１２、固定ピボット継手１１お
よび固定ばね天底１９にも関わらず、ローラ２３のガイドトラック２４に沿った転動は、
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ハンドレバー３、５の閉位置への移送によって行われる。加工対象物の現実的な剛性のた
めに、加工対象物の塑性変形の重なり合いが生じ、それはしかし、その部分が増大する押
圧力を備えた加工対象物の塑性変形に対し次第に増大する、ばね要素７の弾性変形ととも
に、増大する押圧力によって次第に縮小する。それによって実際に、場合により第二部分
行程の第三部分行程との重なり合いが生じる。
【００４５】
圧着されるべき加工対象物の断面積により、プレスプライヤ１の作業行程に渡って様々
な部分行程の位置が変化する。
−

大きな加工対象物のために、空行程が第一部分行程として（例えば作業行程の０％と

１５％の間に）非常に短く形成され、加工対象物の塑性変形が第二部分行程、例えば作業

40

行程の最初にすでに（例えば作業行程の１５％と６０％の間に）行われ、それに対して、
大きな第三部分行程が（例えば作業行程の６０％と１００％の間に）続き、この第三部分
行程中で優先的にばね要素７の変形が行われる。
−

小さな加工対象物のために、空行程が第一部分行程として（例えば作業行程の０％と

３０％の間に）より長く形成され、加工対象物の塑性変形が、作業行程のより遅い領域の
第二部分行程で（例えば作業行程の３０％と８０％の間に）行われ、それに対して、より
小さい第三の部分行程が（例えば作業行程の８０％と１００％の間で）続くか、または、
その中で優先的にばね要素７の変形が行われる、第三の部分行程が続かない。
【００４６】
ハンドレバー３、５の互いに対する旋回に、ラチェットギアレバー２８の旋回が伴い、
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この旋回中に、ばね９３に印加された状態で、同様にハンドレバー５に旋回可能に受容さ
れた遮断爪４０の遮断突起３９が、ラチェットのようにラチェットギア３１に沿って摺動
する。一時的にハンドレバー３、５上に応用される手動力が減少または除去されるとき、
遮断突起３９のラチェットギア３１への介入が、ハンドレバー３、５の開動作および、そ
れとともに鍛造型１２の開動作も遮断する。ハンドレバー３、５が完全に閉位置に達した
とき初めて、遮断突起３９がラチェットギア３１を完全に完遂させ、それによって遮断爪
４０が折り畳まれることができ、ラチェットのようにその後初めて可能になるハンドレバ
ー３、５の開動作の間、ラチェットギア３１を介してその開始位置に摺動してもどること
ができる。ラチェットギアレバー２８および、ばね９３によって印加された遮断爪４０に
10

よって、強制ラチェット４８が成形される。
【００４７】
ピボット継手１１を備えたプレスプライヤ１の基本的な実施形態という観点で、および
ここでは６つの鍛造型１２の共同の旋回が、操作要素９、１０の相関的旋回によって可能
になるという観点で、相応の従来技術、特に特許文献１５および、独国特許出願公告第１
０

１４０

２７０（Ｂ４）号および独国特許出願公告第１０

２００５

００３

６１

５（Ｂ３）号を参照されたい。本ケースでは、ハンドレバー３、５が動作要素４１、４２
を成形し、この動作要素４１、４２上に手動作動力が行使される。動作要素４１、４２が
、電動駆動機のようなアクチュエータの電力によっても印加されうるのは自明のことであ
る。
【００４８】

20

ばね要素７は、ここでは一種の曲げビーム４３として形成される。ばね天底２０の領域
では、この曲げビーム４３中に、力構成要素が周囲方向３７および／または半径方向３８
に導入され、この力構成要素は曲げビーム４３の、垂直に図１の図の平面に方向付けられ
た曲げ軸の周りの印加を生じさせる。ここでは基本的に、座屈への圧縮力とともに、曲げ
ビーム４３の負荷を利用することも可能である。しかし好適には曲げビーム４３は、張力
によって周囲方向３７に印加される。図示された実施形態例のために、曲げビーム４３は
図１の平面に延在する渦巻きばねまたは円弧ばね４４として形成される。ここでは渦巻き
ばねまたは円弧ばねが鍛造型軸１３の周りの円周方向３７に延びる。
【００４９】
曲げビーム４３はここで円弧形または螺旋形の中性繊維または縦軸４５を有し、この縦

30

軸４５に沿って曲げ剛性が特に面慣性モーメントの変化によって変化する。図示された実
施形態例では、面慣性モーメントを決定する曲げビーム４３の断面高さの形成は、鍛造型
軸１３およびばね天底２０を通って延びる左右対称軸に対して左右対称である。それに応
じてばね要素７の高さと断面積は断面４７で最大であり、この断面４７は円周方向にばね
天底１９、２０の間の中点に配置される。
【００５０】
プレスプライヤが２つのカバープレート２ａ、２ｂで成形されていることが、図３の分
解図でわかる。２つのカバープレート２ａ、２ｂは一方で固定ハンドレバー３を形成する
。もう一方で、カバープレート２ａ、２ｂは、プライヤヘッド４の一種のハウジングを成
形し、その場合この可動部分、つまりばね要素７、ピボット継手１１および鍛造型１２が

40

収容される。他方で、カバープレート２ａ、２ｂの孔４９に鍛造型１２のベアリングピン
１４が収容される。
【００５１】
さらに図３では、ばね要素７およびピボット継手１１が板状工法で、ここでは４つの板
で成形され、その場合、個々の板がピボット継手１１およびばね要素７用に一体的に形成
されていることがわかる。
【００５２】
図１および図２に示された実施形態とは異なり、図３では、任意にばね要素がその外側
に突起部５０を有し、このばね要素の中にばね天底５１またはそのようなばね天底と結合
した、さらなるばね５２のタペットが支持され、このばね５２の他のばね天底５３がカバ
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ープレート２ａ、２ｂまたは可動ハンドレバー５に支持される。さらなるばね５２を介し
て、プレスプライヤ１の力の関係は、付加的にばね要素７に影響されうる。そのように、
さらなるばね５２は、生成された押圧力のハンドレバーの旋回角度およびハンドレバーに
応用された操作力への依存性に影響を与える働きができる。同様に、さらなるばね５２を
介して、ローラ２３の、ガイド部品２５のガイドトラック２４への押圧力が上昇し、また
は保証される。
【００５３】
図４は、組み立て前の、図３のプレスプライヤ１の組み立てられた基本構成要素を、２
つのハンドレバー３、５に割り当てられたグリップ５４、５５とともに示す。
【００５４】

10

図３および図４によると、プレスプライヤ１は位置決め装置５６を有する。位置決め装
置５６は、図示された実施形態例では、様々な断面積を備えた加工対象物用の３つの代換
的受け５７ａ、５７ｂ、５７ｃを有する。位置決め装置５６は、様々な動作位置で使用さ
れることができ、これらの動作位置で、それぞれ１つの受け５７ａ（５７ｂ、５７ｃ）が
鍛造型軸１３に対して共軸的に配置される。図示された実施形態例では、位置決め装置５
６が、位置決めバーまたは位置決め盤５８とともに形成され、この位置決めバーまたは位
置決め盤５８はカバープレート２に、ここではベアリングピン５９を使って旋回可能に軸
支される。位置決めバーまたは位置決め盤５８は、その場合直接カバープレート２ｂの外
側に摺接する。
【００５５】

20

図５に示されるように、ガイド部品２５はフォーク型にスリット６０の形成とともに２
つの腕木６１ａ、６１ｂの間に形成されることができる。ガイド部品２５のスリット６０
によって、ラチェットギアレバー２８（図３も参照）が、相関的旋回運動を実現しながら
延びる。外側端部領域に腕木６１ａ、６１ｂは、それぞれ１つの孔６２ａ、６２ｂを有し
、この孔６２ａ、６２ｂにより、ベアリングピン２７が設置された状態で延びる。重量上
の理由から、腕木６１ａ、６１ｂは、凹部６３を有する。
【００５６】
図示された実施形態例では、２つの平行なカムトラック２４ａ、２４ｂが、２つの腕木
６１ａ、６１ｂによって形成され、この腕木６１ａ、６１ｂで、その後２つのローラ２３
ａ、２３ｂがラチャットギアレバー２８の両側を転動することが、図５でわかる。さらに
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は、カムトラック２４ａ、２４ｂが図示された実施形態例で、２つの凹型部分領域６４、
６５を有し、この凹型部分領域６４、６５の間に凸型の部分領域６６が配置されることが
分かる。ここでは、カムトラック２４が、作業行程の最初に通過される凹型部分領域６５
で、カムトラック２４の他の部分領域より強く傾斜する。
【００５７】
カムトラック２４の適切な成形により、全作業行程におけるトグルレバー機構３３の膝
角３６が比較的大きいことが達成される。図６によると膝角３６はすでに作業行程の始め
に約１３５°となり、それに対してこの膝角３６は図７によると、作業行程の終わりに１
６０°から１８５°までの領域にある。好適には、
−

カムトラック２４の適切な成形、

−

ばね要素の特性と形状の選択、および

−

動作機構６の設計により、
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膝角３６は全作業行程中、常に１３０°から拡張角度１８０°の間にある。
【００５８】
図８では、導入されるべき手動力６７が、可動ハンドレバー５の操作経路６８の作用と
して示される。ここでは曲線６９から８１が、加工対象物の様々な断面のための手動力曲
線、すなわち０．０８ｍｍ２（６９）、０．１４ｍｍ２（７０）、０．２５ｍｍ２（７１
）、０．３５ｍｍ２（７２）、０．５ｍｍ２（７３）、０．７５ｍｍ２（７４）、１．０
ｍｍ２（７５）、１．５ｍｍ２（７６）、２．５ｍｍ２（７７）、４ｍｍ２（７８）、６
ｍｍ２（７９）、１０ｍｍ２（８０）、１６ｍｍ２（８１）を示す。ここでは、より小さ
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な加工対象物のために、まず最初の第一部分行程が消滅する押圧力で通過され、それに対
して実際の手動力は作業行程の終わり頃に初めて導入されなければならないことがわかる
。加工対象物の大きさが増大することにより、曲線６９から８１の上昇は、より小さい操
作経路に向かってさらに移動する。図８では、上述の加工対象物全ての同一のプレスプラ
イヤ１での圧着が、管理可能な手動力において可能であり、この手動力は好適には３００
Ｎより小さいことがわかる。
【００５９】
図９では、ばね要素７のための例示的な測定選択が示される。ここではばね要素が渦巻
き状に約３６０°の円周角で鍛造型軸１３の周りに延びることがわかる。ばね要素７の、
面慣性モーメントに影響を与えるために効果的な高さ８２が、左右対称軸４６に対して左
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右対称であり、あるいは、２つのばね天底１９、２０から同じ程度でばね要素７の真ん中
まで２つのばね天底１９、２０の間の周囲方向に上昇する。図９ではばね要素７の高さ８
２の離散値のみが提示されるのに対し、図１０は高さ８２の円周角８３への依存性が、２
つのばね天底１９、２０間の中点位置から始まることを示す。
【００６０】
図１１は、ばね要素７の応力分布を示し、その場合ここでは同じ応力のために同じグレ
ースケールが使用される。図１０のばね要素７の左右対称な形成および高さ８２の選択に
よって、ばね要素７における最大応力が、円周または縦軸４５に沿って一定であることが
達成できる。
【００６１】
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図１２はプレスプライヤ１のさらなる実施形態を示し、この実施形態は基本的に図１か
ら図１１に示された実施例に相応する。ただしここではカムトラック２４の輪郭が、これ
が凹型の部分領域６４、６５のみを有するように選択され、これら部分領域６４、６５は
直線型の部分領域８９を介して互いに接続されている。
【００６２】
図１３および図１４はプレスプライヤのさらなる実施形態を示し、その場合図１３はプ
レスプライヤを組み立てられたカバープレートを有する開位置で示し、図１４はプレスプ
ライヤを同様に開位置で、しかし組み立てられたカバープレートなしで示す。この実施形
態は基本的に図１から図１１、または図１２のプレスプライヤ１の実施形態に相応する。
ただしばね要素７は付加的ガイド９０によって案内される。図示された実施形態例では、
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案内はばね天底２０の領域で行われる。ガイド９０はばね要素７に担持されるガイドピン
９１によって成形され、このガイドピン９１はカバープレート２のガイド溝または長孔９
２に案内される。好適には長孔９２は鍛造型軸１３の周りの周囲方向に延びる。
【００６３】
図示された実施形態では、ガイド部品２５は固定ハンドレバー３に固定され、それに対
してローラ２３は可動ハンドレバー５に対して回動可能に軸支される。ガイド部品２５が
可動ハンドレバー５に固定され、それに対してローラ２３が固定ハンドレバー３に対して
回動可能に軸支されることも全く可能である。
【００６４】
手動プレスプライヤおよび非人力駆動のプレスプライヤのために、本発明の範囲内で同
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じ基本構造が使われ、その場合、その後動作要素としての手動駆動のプレスプライヤの場
合、ハンドレバーが使用され、それに対して非人力駆動のプレスプライヤでは、ハンドレ
バーの代わりにアクチュエータにヒンジ接続された動作要素が使用されることができる。
１つの簡単な限定されない例のみを挙げておくと、非人力駆動のプレスプライヤでは、固
定（ハンド）レバーも短縮して形成され、固定アバットメントに支持されることができ、
それに対して可動（場合によっては同様に短縮形成された）（ハンド）レバーにアクチュ
エータのコンロッド、ピストンなどがヒンジ接続される。場合によっては非人力駆動のプ
レスプライヤは、そのとき強制ラチェットなしで形成される。
【符号の説明】
【００６５】
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１

プレスプライヤ

２

カバープレート

３

固定ハンドレバー

４

プライヤヘッド

５

可動ハンドレバー

６

動作機構

７

ばね要素

８

力−経路−均衡要素

９

固定操作要素

１０

可動操作要素

１１

ピボット継手

１２

鍛造型

１３

鍛造型軸

１４

ベアリングピン

１５

ガイド

１６

操作面

１７

逆操作面

１８

鍛造型輪郭

１９

ばね天底

２０

ばね天底

２１

ベアリングピン

２２

ベアリングピン

２３

ローラ

２４

カムトラック

２５

ガイド部品

２６

ベアリングピン

２７

ベアリングピン

２８

ラチェットギアレバー

２９

レバー部品

３０

レバー部品

３１

ラチェットギア

３２

長孔

３３

トグルレバー駆動装置

３４

トグルレバー

３５

トグルレバー

３６

膝角

３７

周囲方向

３８

半径方向

３９

遮断突起

４０

遮断爪

４１

動作要素

４２

動作要素

４３

曲げビーム

４４

渦巻きばね、または円弧ばね

４５

縦軸

４６

左右対称軸

４７

断面

４８

強制ラチェット

４９

孔

５０

突起
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５１

ばね天底

５２

もう１つのばね

５３

ばね天底

５４

グリップ

５５

グリップ

５６

位置決め装置

５７

受け

５８

位置決めバー

５９

ベアリングピン

６０

スリット

６１

腕木

６２

孔

６３

凹部

６４

凹型部分領域

カムトラック

６５

凹型部分領域

カムトラック

６６

凸型部分領域

カムトラック

６７

手動力

６８

操作経路

６９

曲線

７０

曲線

７１

曲線

７２

曲線

７３

曲線

７４

曲線

７５

曲線

７６

曲線

７７

曲線

７８

曲線

７９

曲線

８０

曲線

８１

曲線

８２

高さ

８３

押レバー

８４

ひじ継手

８９

直線的部分領域

９０

ガイド

９１

ガイドピン

９２

長孔

９３

ばね
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