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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　シャフト（３）用の孔部（２）を備えた複数の機能部材（４）を、該シャフト（３）上
の所定の角度位置に配置するための位置決め装置（１）であって、
　前記装置（１）は、前記シャフト（３）上の角度位置に対応する個々の前記機能部材（
４）の角度位置を確定する型（６）がそれぞれ設けられた、個々の機能部材（４）のため
の複数の取付部（５）を備え、
　前記取付部（５）は、前記機能部材（４）の前記孔部（２）が共通の直線（７）上に位
置するように配置され、
　前記取付部（５）は、前記共通の直線（７）が垂直方向に延びるように、垂直方向に順
に重なって配列され、
　前記機能部材（４）の前記シャフト（３）への組み付けが垂直方向で行われるように、
前記シャフト（３）のための垂直方向に移動可能な案内キャリッジ（８）が備えられると
ともに、
　少なくとも２つの機能部材（４）を、前記取付部（５）において、加熱することができ
る加熱装置（９）が備えられ
　加熱された機能部材（４）が前記取付部（５）に配置されていても、少なくとも前記型
（６）の領域において一定の温度に調整され得るように少なくとも１つの取付部（５）が
冷却可能に構成されている
ことを特徴とする、位置決め装置（１）。
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【請求項２】
　前記取付部（５）が、少なくとも部分的に非誘導加熱性材料により形成されている
ことを特徴とする、請求項１に記載の位置決め装置（１）。
【請求項３】
　前記シャフト（３）を冷却するか、及び／又は前記機能部材（４，４ａ）を加熱するこ
とにより確立される焼き嵌め嵌合により、前記シャフト（３）が前記機能部材（４，４ａ
）に接続される
ことを特徴とする、請求項１又は請求項２に記載の位置決め装置（１）。
【請求項４】
　少なくとも１つの取付部（５）は、機能部材（４，４ａ）が正確な角度で該取付部（５
）内に保持されるように配置された、少なくとも３本のピン部材（１８）を備えるか、又
は、
　少なくとも１つの型（６）は、前記機能部材（４，４ａ）との接点（２０）が得られ、
かつ前記機能部材（４，４ａ）が正確な角度で保持されるように少なくとも３つの位置（
１９）に形成された、前記機能部材（４，４ａ）周りの輪郭を備える
ことを特徴とする、請求項１～３のいずれか１項に記載の位置決め装置（１）。
【請求項５】
　前記型（６）は、前記機能部材（４，４ａ）が正確な角度で前記型（６）内に保持され
るように、前記機能部材（４，４ａ）の少なくとも部分的に逆の輪郭を有する
ことを特徴とする、請求項１～３のいずれか１項に記載の位置決め装置（１）。
【請求項６】
　前記逆の輪郭が、前記機能部材（４）が室温においてほとんど遊び無く前記逆の輪郭内
に保持されるように、保持対象である前記機能部材（４）の外輪郭に対応している
ことを特徴とする、請求項５に記載の位置決め装置（１）。
【請求項７】
　前記加熱装置（９）が、互いに独立して制御され得る少なくとも２つの誘導コイル（１
０）を備える
ことを特徴とする、請求項１～６のいずれか１項に記載の位置決め装置（１）。
【請求項８】
　加熱された前記機能部材（４）が前記逆の輪郭内に締め付け固定されるように、前記逆
の輪郭が、前記加熱装置（９）により加熱された前記機能部材（４）に比べて、加熱され
た前記機能部材（４）の熱膨張の少なくとも１０％分小さい
ことを特徴とする請求項５、６、および請求項請求項５または６を引用する請求項７のい
ずれか１項に記載の位置決め装置（１）。
【請求項９】
　前記共通の直線（７）が垂直方向に延びるように、少なくとも４つの取付部（５）が垂
直方向に順に重なって配列されている
ことを特徴とする、 請求項１～８のいずれか１項に記載の位置決め装置（１）。
【請求項１０】
　少なくとも２つの取付部（５）が台（１７）上に配置され、
　少なくとも２つの前記台（１７）が位置決め部材を通じて前記装置（１）上に配置され
、
　前記共通の直線（７）が垂直方向に延びている
ことを特徴とする、請求項９に記載の位置決め装置（１）。
【請求項１１】
　前記装置（１）が、前記シャフト（３）用のベアリングフレーム（１２）のための保持
装置（１１）を備え、
　前記装置（１）に対する前記ベアリングフレーム（１２）の位置決めが、前記ベアリン
グフレーム（１２）のベアリングギャラリー（１５）が個々の前記機能部材（４）の孔部
（２）と整列するように、少なくとも２つの位置決め部材（１３）により行われる
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ことを特徴とする、請求項１～１０のいずれか１項に記載の位置決め装置（１）。
【請求項１２】
　シャフト（３）に、該シャフト（３）用の孔部（２）を備えた複数の機能部材（４）を
、請求項１～１１のいずれか１項に記載の装置（１）を使用して組み付ける焼き嵌め方法
であって、
　前記機能部材（４）は、前記機能部材（４）の前記孔部（２）が実質的に垂直な共通の
直線（７）上に位置するように、前記装置（１）の前記取付部（５）の個々の前記型（６
）に正確な角度で配置され、
　前記シャフト（３）が冷却され、及び／又は前記機能部材（４）が加熱され、
　前記シャフト（３）が、垂直方向に移動可能な案内キャリッジ（８）により、前記機能
部材（４）の前記孔部（２）を通じて上側から圧入され、
　均熱化により前記機能部材（４）が前記シャフト（３）上に固定されるまで放置され、
　前記シャフト（３）上に固定された前記機能部材（４）を含む該シャフト（３）を、前
記装置（１）から取り外す
ことを特徴とする、焼き嵌め方法。
【請求項１３】
　前記機能部材（４）が、前記取付部（５）内において、又は外部から加熱される
ことを特徴とする、請求項１２に記載の焼き嵌め方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、請求項１の前段に記載された、シャフト用の孔部を備えた複数の機能部材、
特にカム、バランスウエイト、ギアホイール、及び／又はベアリングの位置決め装置に関
する。また、本発明は、シャフトに複数の機能部材を組み付けるための焼き嵌め方法に関
する。
【背景技術】
【０００２】
　特許文献１には、シャフト用の孔部を備えた複数の機能部材、特にカムをシャフト上の
所定の角度位置に配置するための一般的な位置決め装置が記載されており、前記装置は、
シャフト上の角度位置に対応する個々の機能部材の角度位置を固定する型をそれぞれ備え
た、個々の機能部材用の複数の取付部を備えている。この場合、取付部は機能部材の孔部
が共通の直線上に位置するように配置され得る。この場合、少なくとも個々の型は角度位
置が調整可能であるため、機能部材の正確な位置決めを簡単に行うことができる。
【０００３】
　特許文献２には、一体型ベアリングを備える少なくとも１本のシャフトにより構成され
る複合部品の組立用装置の改良されたものが開示されており、少なくとも１本のシャフト
がハウジングのベアリング及び機能部材の開口部を通じて圧入され得るように、組み付け
前に機能部材をハウジング内の所定の位相位置に保持する位置決め装置がハウジングに備
えられている。この場合、位置決め装置には機能部材用の凹部が備えられており、この凹
部はシャフトの組み付け方向に対して機能部材を支持する止めを有する。このとき、位置
決め装置の凹部は、機能部材の輪郭の部分的な輪郭の逆の形状を有しており、従って機能
部材は、後に接合される組み付け位置に対応する位相位置に保持され得る。この場合、凹
部の部分的な輪郭は、少なくとも機能部材の外輪郭の一部で機能部材と係合している。特
に、正確な位相の位置決めはこれにより達成される。しかしながら、特許文献２に記載さ
れた装置の問題は焼き嵌め工程において比較的複雑なシャフトの案内が必要になることで
ある。
【０００４】
　特許文献３には、機能部材を備えるシャフトの組立装置が記載されており、この装置は
、機能部材を整列させ、正確に位置決めするための複数の位置決めディスクが、シャフト
が圧入され得るように配置された機台を備える。この位置決めディスクは、機台上に取り
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外し可能に固定されたフレーム上に取り外し可能に固定されている。これは、複数のフレ
ームが使用可能になり製造工程を手早く変更可能とすることを目的としている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】独国特許出願公開第１０２００８０６４１９４Ａ１号明細書
【特許文献２】独国特許出願公開第１０２００７０５６６３８Ａ１号明細書
【特許文献３】独国特許出願公開第１０２００９０６０３５０Ａ１号明細書
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　本発明の課題は、一般的なタイプの装置を改良し、特に焼き嵌め工程を大幅に簡潔化す
ることにある。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明によれば、この課題は独立請求項の主題により解決される。好ましい実施形態は
従属請求項の主題にある。
【０００８】
　本発明は、シャフト用の孔部を備えた複数の機能部材の位置決め装置を、個々の機能部
材を装置内で垂直方向に配列して取り付けることにより、機能部材のシャフトへの焼き嵌
めが垂直方向で行われ得るように改良するという概括的な概念に基づく。例えば、垂直方
向に順に重なって配列した機能部材中に冷却されたシャフトを上側から圧入するような垂
直方向の組み付けにより、これまで必要であった複雑なシャフトの案内が特に省略され得
る。これは、シャフトの案内が既に主に重力により行われているためである。先行技術の
既知装置の場合は、機能部材のシャフトへの組み付けは常に水平方向で行われ、組み付け
工程においてシャフトを頻繁に、かつ複雑に支持することが必要とされる。本発明に係る
装置は、特にカム、バランスウエイト、ギアホイール、及び／又はベアリングをシャフト
上の所定の角度位置に組み付けるのに適しており、装置はシャフト上の角度位置に対応す
る個々の機能部材の角度位置を確定するネストのような型がそれぞれ設けられた個々の機
能部材用の複数の取付部を備えている。ここで、本発明における個々の機能部材用の取付
部は、機能部材の孔部が共通の直線上に位置すると共に、この共通の直線が実質的に垂直
方向に延びるように配置される。従って、個々の取付部はバルコニーのように順に重なっ
て配列され、個々のバルコニー内の型はネストのように形成されている。また、本発明に
係る装置はシャフト用の垂直方向に移動可能な案内キャリッジを有し、これにより機能部
材のシャフトへの組み付けが垂直方向において行われるため、これまで必要であった案内
の労力がなくなる。さらに、本発明に係る装置は、水平方向に操作する既知装置に比較し
て、非常に設置面積が小さいため、同じ面積により多くの装置を配置可能であるという重
要な効果を有する。
【０００９】
　さらなる実施形態において、取付部は、機能部材が正確な角度で保持されるように配置
された、少なくとも３本のピン部材を備え得る。また、機能部材との接点が形成され、か
つ機能部材が正確な角度で保持されるように少なくとも３つの位置に形成された、機能部
材周りの輪郭を備える型を設けることも同様に考えられる。これにより少なくとも３本の
ピン部材を極めて正確に配置するか、又は少なくとも３つの位置において高精度に仕上げ
た輪郭を設けるだけでよいという効果が得られる。また、これにより取付部の製造に実質
的な効果がもたらされ、大幅なコスト削減につながる。
【００１０】
　実際には、取付部において、少なくとも２つの機能部材を、特に電磁誘導的に加熱する
ことができる加熱装置が備えられている。ここで、加熱装置は、本発明のさらに好ましい
実施形態によれば、個別に加熱可能な誘導コイルを備える。このような加熱装置により、
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機能部材を個々に加熱することが可能となるため、例えば個別に加熱が必要な異なる機能
部材を１つの同じ装置内で組み付けることができる。
【００１１】
　実際には、取付部は少なくとも部分的に、例えばセラミック等の非誘導加熱性材料によ
り形成されているため、取付部内において機能部材が加熱されても、同時に取付部の加熱
及び膨張を伴うことはない。また、これにより機能部材は室温においては取付部の対応す
る型にほとんど遊び無く挿入され得、加熱時のみ型内で熱膨張により締め付け固定される
という重要な効果が得られる。仮に、取付部、従って型もまた同様に誘導加熱性材料によ
り形成された場合は、これらは機能部材加熱時に同様に膨張し、その結果一定の条件下に
おいて、特にカムシャフトのカムの場合に極めて重要な、機能部材の正確な位置合わせが
損なわれるであろう。
【００１２】
　この場合、取付部の型は少なくとも部分的に機能部材の逆の輪郭を有しており、これに
より機能部材は取付部の型内に正確な角度で保持され得る。また、この逆の輪郭は、機能
部材が少なくとも室温においてほとんど遊び無くそこに保持されるように、保持対象であ
る機能部材の外輪郭に対応させることができる。これにより特に、組み付け対象の機能部
材を装置に取り付けることが特に容易にできるようになる。個々の機能部材を取付部の型
内に確実に正確に固定するために、逆の輪郭は、加熱装置により加熱された機能部材に比
べて、加熱された機能部材の熱膨張の少なくとも１０％分小さい構成とすることができる
。これにより、工程上確実に機能部材が型内に正確な位置で固定され得る。
【００１３】
　取付部が少なくとも部分的に非誘導加熱性材料により形成されている場合であっても、
一定の作動時間が経過した後の製造工程において取付部が加熱されることが起こり得る。
これにより、型に対する工程上確実な機能部材の挿入、保持、及び取り外しが一定の条件
下において確実には行われなくなる。
【００１４】
　従って、実質的には、少なくとも逆の輪郭の領域か、又は型の領域において、作動中に
達する所定の温度で取付部を保持することができるように、取付部の冷却が施される。
【００１５】
　本発明のさらに重要な特徴及び効果は、従属請求項、図面、及び図面に基づく関連説明
から得られる。
【００１６】
　上述の、及び以下説明する特徴は、記載された個々の組合せにおいて使用され得るだけ
でなく、本発明の範囲を超えない他の組合せ、又は単独でも使用され得ることを理解され
たい。
【００１７】
　本発明における好ましい例示的な実施形態は図面において示され、以下の記載の中でよ
り詳細に説明される。なお、同一の符号は、同一の、同様の、又は機能上同一の部材に対
応している。
【図面の簡単な説明】
【００１８】
【図１】図１（ａ）～（ｅ）は、本発明に係るシャフト用の孔部を備えた複数の機能部材
の位置決め装置において、シャフトの焼き嵌めを行うための、異なる方法ステップを示す
。
【図２】図２は、本発明における機能部材を固定するための取付部の平面図である。
【図３】図３は、本発明に係る装置の側面図である。
【図４】図４は、機能部材を固定するための３本のピン部材を備える取付部を示す。
【図５】図５は、図４と同様の図であるが、取付部の型に機能部材を固定するための３つ
の接点を備える取付部を示す。
【図６】図６は、台上に配置された２つの取付部を示す。
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【図７】図７は、本発明に係る装置のさらなる実施形態を示す。
【発明を実施するための形態】
【００１９】
　図１（ａ）～（ｅ）、図３、及び図７によれば、本発明に係る装置１はシャフト３用の
孔部２を備えた複数の機能部材４をシャフト３上の所定の角度位置に配置するための位置
決め装置であり、個々の機能部材４のための複数の取付部５を備える。バルコニーのよう
に形成された個々の取付部５内に、それぞれ型６が設けられており、これにより個々の保
持された機能部材４、例えばカム４ａが、シャフト３上の個々の機能部材４，４ａの角度
位置に対応する角度位置に固定され得る。従って、型６を用いて、シャフト３に対する機
能部材４及びカム４ａの正確な角度位置への調整が行われ、これは特にカムシャフトの場
合、内燃機関のバルブを制御するのに極めて重要である。取付部５及び型６は垂直方向に
順に重なって配列され、個々の型に保持された機能部材４の場合には、これらの孔部２が
共通の垂直線７上に位置する。
【００２０】
　これに加え、本発明に係る装置１はシャフト３のための垂直方向に移動可能な案内キャ
リッジ８を備えているため、機能部材４，４ａのシャフト３への組み付けは垂直方向にお
いて行われ得る。これにより組み付け対象のシャフト３がそれに働く重力により自発的に
配列され、その結果、水平方向の組み付けにおいてこれまで必要であった複雑な位置合わ
せを優先的に完全に省略することができるという特別な効果がもたらされる。
【００２１】
　型６は機能部材４，４ａの少なくとも部分的に逆の輪郭を有し（図２参照）、これによ
り機能部材４，４ａは型６に配置され、又は正確な角度で、及び特に正確に嵌合された形
で型６に保持され得る。この場合、逆の輪郭は機能部材４の外輪郭の少なくとも一部にお
いて機能部材４と係合している。ここで、逆の輪郭は保持対象の機能部材４、例えばカム
４ａの外輪郭に対応しており、室温において機能部材４がほとんど遊び無く保持され、従
って型に対して特に簡単に挿入及び取り外しが可能となるように構成される。
【００２２】
　機能部材４のシャフト３への焼き嵌めのために、加熱装置９が備えられており、これに
より少なくとも２つの機能部材４が個々の取付部５及び型６内で特に電磁誘導的に加熱さ
れ得る。機能部材４、例えばカム４ａの誘導加熱用に、加熱装置９は少なくとも２つの誘
導コイル１０を備え、これらは特に互いに独立して加熱することができる。個々の誘導コ
イル１０が独立して加熱可能であることにより、例えばカム４ａやギアホイールのみなら
ずベアリング等のそれぞれ異なる加熱条件を有する様々な機能部材４を、１つの同じ装置
１を使用して組み付けることができる。すなわち、これらは、個々の機能部材４の厚さに
依存して、焼き嵌め温度に到達するために必要な加熱出力、又は加熱時間が異なる。さら
に、又は代わりに、シャフト３が冷却され得ることは明らかである。
【００２３】
　逆の型、すなわち型６は、その内部における機能部材４の加熱時に、加熱されたカム４
ａ、又は加熱された機能部材４が確実に正確に型６内に固定されるように、形成されてい
ることが好ましい。
【００２４】
　取付部５の型６内に加熱された機能部材４が締め付け固定されるために、取付部５は、
例えばセラミック等の非誘導加熱性材料により形成され得る。
【００２５】
　優先的に、逆の輪郭は、加熱装置９により加熱された機能部材４に比べ、加熱された機
能部材４の熱膨張の少なくとも１０％分小さい構成とすることができ、これにより、加熱
された機能部材４が逆の輪郭内に締め付け固定される。これら全ての構成にも拘わらず、
非誘導加熱性材料により形成されたこのような取付部５でさえ、加熱された機能部材４か
らの熱移動により、製造時間が増すにつれて加熱されるため、実質的に少なくとも１つの
取付部５を冷却可能とすることにより、機能部材４の工程上確実な挿入、保持、及び取り
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外しが可能な構成とすることができる。
【００２６】
　現代の燃焼機関において、シリンダのために働く２つの直立した機能部材４、特にカム
４ａ間の距離は、多くの場合、製造業者間で同一である。この理由により、複数の取付部
５、特に２つの取付部５は、特に効果的なさらなる改良型の装置１において共通の台１７
上に取り付けられている（図６参照）。この距離は多くの場合同一であるため、同一の部
品を使用することができ、特定の効果がこれにより生じ、大幅なコスト削減が可能となる
。少なくとも２つの台１７（図７参照）が装置１上に整列して取り付けられている。これ
に好適なのは、例えば嵌合ピン１４’、又は固定された形で、若しくは取り外し可能に装
置１に配置され得る位置合わせ部材等の位置決め装置である。さらに効果的な改良型の装
置１における少なくとも２つの台１７は、実質的にはまずフレーム２１に取り付けられ、
その後完成品として装置１に取り付けられ得る。複数のフレーム２１を常備しておくこと
が可能であり、製造工程において別のカムシャフトタイプに迅速に変換することが可能で
ある。一方、これにより同一の部品の使用、及びより速く、かつより柔軟な製造環境の変
更が可能となる。
【００２７】
　また、装置１はシャフト３用のベアリングフレーム１２のための保持装置１１を備える
ことができ、装置１に対するベアリングフレーム１２の位置決めが、ベアリングフレーム
１２のベアリングギャラリー１５が個々の機能部材４の孔部２と整列するように、少なく
とも２つの位置決め部材１３、特に嵌合ピン１４により行われ、その結果シャフト３がこ
れらに位置合わせされたベアリングフレーム１２のベアリングギャラリー１５について機
能部材４の孔部２に簡単に圧入され得るようになっている。
【００２８】
　図１（ａ）～（ｅ）には、本発明に係る装置１を使用した、特にカム４ａ、バランスウ
エイト、ギアホイール、及び／又はベアリング等のシャフト３用の孔部２を備えた複数の
機能部材４のシャフト３への焼き嵌め方法の個々のステップが示されている。
【００２９】
　図１（ａ）に示された最初のステップによれば、機能部材４又はカム４ａはそれぞれま
ず装置１の取付部５の型６内に正確な角度で挿入され、すなわち個々の機能部材４，４ａ
の孔部２が実質的に垂直な共通の直線７上に位置するようになっている。
【００３０】
　続いて、シャフト３が冷却されるか、及び／又は機能部材４、すなわちカム４ａが例え
ば上述の加熱装置９により加熱される。これは図１（ｂ）のステップにおいて行われる。
【００３１】
　ここで、図１（ｃ）のステップにおいて、ベアリングフレーム１２は位置決め部材１３
、すなわち嵌合ピン１４により、ベアリングフレーム１２のベアリングギャラリー１５が
個々の機能部材４の孔部２と整列するように、装置１に固定される。
【００３２】
　一度このステップが実行されると、図１（ｄ）に示されたステップのように、シャフト
３が、上側から機能部材の孔部２及びベアリングフレーム１２のベアリングギャラリー１
５を通じて垂直方向に移動可能な案内キャリッジ８により圧入される。次に、均熱化によ
り機能部材４がシャフト３上に固定されるまで放置し、その間に機能部材４が冷却され、
及び／又はシャフト３が加熱され、これら２つの部材間の焼き嵌め嵌合が形成され得る。
次に、図１（ｅ）のステップにおいて、シャフト３上に固定された機能部材４と、さらに
ベアリングフレーム１２とを含む該シャフト３を装置１から取り外す。ここで、個々の機
能部材４のシャフト３への焼き嵌めが、純粋に理論上はベアリングフレーム１２がなくて
も可能であることは明らかである。この場合、図１（ｃ）のステップは省略され得る。
【００３３】
　図４の取付部５を考慮すると、この取付部５は３本のピン部材１８を有し、これらは機
能部材４，４ａが正確な角度で保持されるように配置されている。これに対して代わりに
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、図５に示すように、少なくとも１つの型６は、機能部材４，４ａとの接点２０が得られ
、機能部材４，４ａが正確な角度で固定されるように、少なくとも３つの位置１９におい
て形成された、機能部材４，４ａ周りの輪郭を備え得る。従って、位置１９により取付部
５内の機能部材４，４ａの位置が明確に決定される。明らかに、型６はまた機能部材４，
４ａの少なくとも部分的に逆の輪郭を有し得、これにより機能部材４，４ａは型６に正確
な角度で保持される。ここで、逆の輪郭は機能部材４が室温においてほとんど遊び無くそ
こに保持されるように、保持対象の機能部材４の外輪郭に対応している。また、図１、図
３及び図７を考慮すると、少なくとも４つの取付部５が垂直方向に順に重なって配列され
ることにより、共通の直線７が垂直方向に延びていることは明らかである。
【００３４】
　本発明に係る装置１及び本発明に係る方法によって、垂直方向の組み付けにより、これ
までは必要であったシャフト３の複雑な位置合わせの大部分が重力により行われ、従って
手動で苦労して行う必要がなくなるため、シャフト３上の機能部材４の焼き嵌めが明らか
に簡潔化され得る。しかしながら、装置１が組み付け工程の間にシャフト３を案内するた
めの、例えばガイドピン等の個々のガイド部材１６を備え得ることは明らかである。

【図１】 【図２】

【図３】
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【図６】

【図７】
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