
JP 5296415 B2 2013.9.25

10

20

(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　プレス機械においてスライドに対する押付力を生じさせるダイクッション装置であって
、
　前記スライドからの力を受けるクッションパッドと、
　前記クッションパッドを支持する支持部と、
　前記支持部を昇降させることにより前記クッションパッドを昇降させるサーボモータと
、
　前記支持部に対する前記クッションパッドの相対速度に応じた反力を生じさせる減衰部
と、前記支持部に対する前記クッションパッドの相対変位に応じた反力を生じさせる弾性
部とを有し、前記クッションパッドと前記支持部との間での衝撃を緩和させる緩衝装置と
、
　前記スライドの速度を検出する第１速度検出部と、
　前記支持部の速度を検出する第２速度検出部と、
　前記第１速度検出部によって検出された前記スライドの速度と前記第２速度検出部によ
って検出された前記支持部の速度との速度差が、時間の経過に応じて変化する所定の目標
値となるように前記サーボモータを制御する制御部と、
を備え、
　前記所定の目標値は、前記弾性部による反力と前記減衰部による反力との合力が、所定
の目標荷重と一致するように、時間の経過に応じて変化する速度差パターンとなる、
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ダイクッション装置。
【請求項２】
　前記制御部は、前記速度差が、前記クッションパッドが前記スライドからの力を受け始
めた時点以降の所定の第１時点においてピークとなり、前記第１時点以降は時間の経過に
応じて減少するように、前記サーボモータを制御する、
請求項１に記載のダイクッション装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、ダイクッション装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　ダイクッション装置は、スライドに対して押付力を作用させるためにプレス機械に設け
られる。ダイクッション装置は、下方へ移動するスライドからの力をクッションパッドに
よって受け止め、スライドに押付力を加えながらクッションパッドを移動させる。
【０００３】
　ここで、従来のダイクッション装置では、スライドに加えられる圧力を高精度に制御す
るためにサーボモータによってクッションパッドを駆動させている。また、このようなダ
イクッション装置には、クッションパッドの速度とスライドの速度との差がゼロになるよ
うに、サーボモータを制御するものがある（特許文献１参照）。この場合、スライドに加
えられる押付力が目標値に達した後の押付力を精度よく制御することができる。
【特許文献１】特開２００６－６２２５４号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかし、上記のようなダイクッション装置では、クッションパッドとスライドとの速度
差の目標値がゼロに固定されている。このため、クッションパッドは速度偏差に比例した
ある特定の速度で移動する。このため、目標値に達するまでの立ち上がり時の押付力の波
形は、特定の形状にしかならない。このため、立ち上がり時の押付力を精度よく制御する
ことは困難である。
【０００５】
　本発明の課題は、立ち上がり時の押付力を精度よく制御することができるダイクッショ
ン装置を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　第１発明に係るダイクッション装置は、プレス機械においてスライドに対する押付力を
生じさせるダイクッション装置であって、クッションパッドと、支持部と、サーボモータ
と、緩衝装置と、第１速度検出部と、第２速度検出部と、制御部とを備える。クッション
パッドは、スライドからの力を受ける。支持部は、クッションパッドを支持する。サーボ
モータは、支持部を昇降させることによりクッションパッドを昇降させる。緩衝装置は、
減衰部と、弾性部とを有し、クッションパッドと支持部との間での衝撃を緩和させる。減
衰部は、支持部に対するクッションパッドの相対速度に応じた反力を生じさせる。弾性部
は、支持部に対するクッションパッドの相対変位に応じた反力を生じさせる。第１速度検
出部は、スライドの速度を検出する。第２速度検出部は、支持部の速度を検出する。制御
部は、第１速度検出部によって検出されたスライドの速度と第２速度検出部によって検出
された支持部の速度との速度差が、時間の経過に応じて変化する所定の目標値となるよう
にサーボモータを制御する。そして、所定の目標値は、弾性部による反力と減衰部による
反力との合力が、所定の目標荷重と一致するように、時間の経過に応じて変化する速度差
パターンとなる。
【０００７】
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　このダイクッション装置では、緩衝装置に弾性部と減衰部とが設けられる。このため、
弾性部によって、緩衝装置での荷重を安定させることができる。また、弾性部による荷重
の立ち上がりの遅さが、減衰部によって補われ、荷重の立ち上がり時間を短縮させること
ができる。また、スライドの速度と支持部の速度との速度差が上記のように変化するよう
にサーボモータが制御されると、速度差の変化に応じて減衰部による反力も変化する。こ
のため、速度差の変化の目標値を適切に設定することにより、目標値に達するまでの立ち
上がり時の押付力の波形を所望の波形に調整することができる。これにより、立ち上がり
時の押付力を精度よく制御することができる。
【０００８】
　第２発明に係るダイクッション装置は、第１発明のダイクッション装置であって、制御
部は、速度差が、クッションパッドがスライドからの力を受け始めた時点以降の所定の第
１時点においてピークとなり、第１時点以降は時間の経過に応じて減少するように、サー
ボモータを制御する。
【０００９】
　このダイクッション装置では、クッションパッドがスライドからの力を受け始めた時点
以降の所定の第１時点においてピークとなる。これにより、第１時点において減衰部によ
って大きな反力が生じる。その結果、衝突初期の荷重の立ち上がり時間を短縮させること
ができる。
【発明の効果】
【００１０】
　本発明では、緩衝装置に弾性部と減衰部とが設けられる。このため、弾性部によって、
緩衝装置での荷重を安定させることができる。また、弾性部による荷重の立ち上がりの遅
さが、減衰部によって補われ、荷重の立ち上がり時間を短縮させることができる。また、
スライドの速度と支持部の速度との速度差が上記のように変化するようにサーボモータが
制御されると、速度差の変化に応じて減衰部による反力も変化する。このため、速度差の
変化の目標値を適切に設定することにより、目標値に達するまでの立ち上がり時の押付力
の波形を所望の波形に調整することができる。これにより、立ち上がり時の押付力を精度
よく制御することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１１】
　１．構成
　以下、本発明の実施の形態について図面を参照して説明する。
【００１２】
　　１－１．プレス機械１の全体構成
　図１はプレス機械１の構成を示す模式図である。このプレス機械１は、スライド２と、
ボルスタ３と、上型４および下型５と、スライド駆動機構６と、ダイクッション装置７と
を備える。
【００１３】
　スライド２は、上下方向に移動可能に設けられている。ボルスタ３は、スライド２の下
方に配置されており、スライド２と対向している。スライド駆動機構６はスライド２の上
方に配置されており、スライド２を昇降させる。上型４は、スライド２の下部に取り付け
られている。下型５はボルスタ３の上部に取り付けられている。ボルスタ３及び下型５に
は上下方向に貫通する複数の孔が設けられており、これらの孔には、後述する複数のクッ
ションピン８が挿通される。スライド駆動機構６は、スライド２を昇降させ、上型４を下
型５に押し付ける。これにより、上型４と下型５との間に配置された加工対象部材（以下
、「ワーク９」と呼ぶ）が所望の形状にプレス加工される。ダイクッション装置７は、ス
ライド２に対する押付力を生じさせる装置である。
【００１４】
　　１－２．ダイクッション装置７の構成
　以下、図１～図３に基づいて、ダイクッション装置７の構成について詳細に説明する。
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図２はダイクッション装置７の模式図である。図３はダイクッション装置７の上面図であ
る。ダイクッション装置７は、複数のクッションピン８と、ブランクホルダ１０と、クッ
ションパッド１１と、緩衝装置１２と、支持部１３と、駆動部１４と、各種の検出部１５
～１７（図５参照）と、制御部１８（図５参照）とを備える。
【００１５】
　図１に示すように、クッションピン８は、ボルスタ３及び下型５に設けられた孔に上下
方向に移動可能に挿入されている。クッションピン８の上端はブランクホルダ１０に当接
している。また、クッションピン８の下端は、クッションパッド１１に当接している。
【００１６】
　ブランクホルダ１０は、上型４の下方に配置されている。ブランクホルダ１０は、上型
４が下型５に近接するように下方に移動した際に、ワーク９を介して上型４に押圧される
ように配置されている。
【００１７】
　クッションパッド１１は、スライド２からの力を受ける部材であり、ボルスタ３の下方
に配置されたベッド９内に設けられている。クッションパッド１１は、ベッド９内におい
て上下方向に移動可能に設けられている。なお、ベッド９の内壁面間にはビーム６が設け
られており、ビーム６によってダイクッション装置７が支持されている。図３に示すよう
に、クッションパッド１１の各側面とその各側面に対向するベッド９の内壁面との間には
複数のガイド１９が設けられている。ガイド１９は、互いに係合する一対のインナーガイ
ド１９ａとアウターガイド１９ｂとを有している。インナーガイド１９ａはクッションパ
ッド１１の各側面に設けられている。アウターガイド１９ｂはベッド９の内壁面に設けら
れている。ガイド１９はクッションパッド１１を上下方向に案内する。なお、図３におい
ては、複数のガイド１９のうちの１つにのみ符号を付して、他のガイド１９の符号は省略
している。
【００１８】
　図２に示すように、緩衝装置１２は、クッションパッド１１と支持部１３との間で衝撃
を緩和させる装置であり、シリンダ２１と、ピストン２２と、油圧回路２４（図４参照）
とを有する。
【００１９】
　シリンダ２１は、クッションパッド１１の下部に取り付けられている。シリンダ２１は
、下方向に開口した形状を有しており、開口内部の天井面には上方に向けて凹んだ凹部２
１ａが設けられている。
【００２０】
　ピストン２２はシリンダ２１の内部に摺動可能に収容される。また、ピストン２２は上
方に突出した凸部２２ａを有しており、ピストン２２の凸部２２ａはシリンダ２１の凹部
２１ａに挿入される。シリンダ２１とピストン２２との間には、円環状の油圧室２３が形
成される。この油圧室２３の軸心は、後述するロッド４５及びボールねじ４６の軸心と一
致している。油圧室２３には衝撃緩和用の油が充填されている。
【００２１】
　油圧回路２４の構成を示す概略図を図４に示す。油圧回路２４は、油圧室２３に接続さ
れており、油圧室２３との間で、油の供給と排出とを自在に行うことができる。
【００２２】
　油圧回路２４は、アキュムレータ３１と、第１リリーフバルブ３２と、オリフィス３３
と、冷却器３４と、第２リリーフバルブ４０と、圧力センサ３５と、複数の流路３６～３
９とを有する。
【００２３】
　アキュムレータ３１は、第１流路３６を介して油圧室２３と接続されている。
【００２４】
　第１リリーフバルブ３２は、第１流路３６に設けられており、第１流路３６の油圧すな
わち油圧室２３の油圧が所定の第１リリーフ圧以上である場合に開かれる。第１リリーフ
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圧は、上型４とワーク９とが接した際に油圧室２３に作用する油圧によって第１リリーフ
バルブ３２が開かれるように設定されている。
【００２５】
　オリフィス３３は、第１流路３６から分岐した第２流路３７に設けられている。なお、
第２流路３７には、可変絞り弁４１と逆止弁４２とが設けられており、第１流路３６側へ
の油の逆流が防止されている。
【００２６】
　冷却器３４は、第１流路３６から分岐した第３流路３８に設けられている。第３流路３
８は、第１流路３６の油圧室２３側とは反対側において第２流路３７と接続されている。
冷却器３４は、オリフィス３３を通過して温度が上昇した油を冷却する。なお、第３流路
３８には、可変絞り弁４３と逆止弁４４とが設けられており、第１流路３６の油圧室２３
側から冷却器３４に油が流れることが防止されている。
【００２７】
　第２リリーフバルブ４０は、第１流路３６から分岐した第４流路３９に設けられている
。第４流路３９は、第１流路３６と反対側において油タンクと接続されている。第２リリ
ーフバルブ４０は、油圧室２３の油圧が所定の第２リリーフ圧以上である場合に開かれる
。第２リリーフ圧は、上述した第１リリーフ圧よりも高い圧力に設定されている。第２リ
リーフバルブ４０は、油圧室２３の油圧が過剰に高くなった場合に開かれることにより、
クッションパッド１１に過剰な荷重が加えられることを防止することができる。なお、第
２リリーフバルブ４０が作動するとプレス機械１は非常停止する。また、復帰する際には
、図示しない油圧供給手段から油圧回路２４に油が供給される。
【００２８】
　圧力センサ３５は、第１流路３６の油圧、すなわち、油圧室２３の油圧を検出する。
【００２９】
　図２に示す支持部１３は、クッションパッド１１を支持する部分であり、ロッド４５を
有している。ロッド４５の上端は、ピストン２２の下端に当接している。ロッド４５の上
端には球面状の当接面が形成される。ロッド４５の上端が球面形状であることにより、仮
にクッションパッド１１が傾いたとしても、ロッド４５全体には軸方向の力のみが働く。
このような構造によって偏心荷重によるロッド４５の損傷が防止される。ロッド４５の下
端はボールねじ４６のねじ部４６ａの上端に接続される。
【００３０】
　駆動部１４は、ボールねじ４６と、大プーリー４７と、小プーリー４８と、サーボモー
タ４９とを有する。
【００３１】
　ボールねじ４６は、ねじ部４６ａとナット部４６ｂとを有する。ねじ部４６ａはナット
部４６ｂに螺合されている。ねじ部４６ａの上端は、ロッド４５の下端と接続されている
。ナット部４６ｂの下端は大プーリー４７の上端に接続されている。また、ナット部４６
ｂは、ビーム６に対してベアリングなどで軸支されている。小プーリー４８はサーボモー
タ４９の回転軸に接続されている。大プーリー４７と小プーリー４８にはベルト５０が巻
架されており、互いの動力を伝達可能となっている。
【００３２】
　サーボモータ４９は回転軸を有し、電流の供給によって回転軸が正逆回転する。サーボ
モータ４９に電流が供給され回転軸が回転すると、小プーリー４８が回転する。小プーリ
ー４８の回転はベルト５０を介して大プーリー４７に伝達され、これにより、大プーリー
４７が回転する。大プーリー４７はナット部４６ｂに接続されているため、大プーリー４
７の回転と共にナット部４６ｂが回転する。ナット部４６ｂが回転すると、ねじ部４６ａ
がナット部４６ｂに沿って上下方向に直線的に移動する。これにより、ロッド４５が上下
方向に移動し、ピストン２２、油圧室２３、シリンダ２１と共にクッションパッド１１が
昇降する。このように、サーボモータ４９は、支持部１３を昇降させることによりクッシ
ョンパッド１１を昇降させる。
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【００３３】
　図５に示すように、各種の検出部１５～１７には、第１速度検出部１５、第２速度検出
部１６、位置検出部１７がある。
【００３４】
　第１速度検出部１５は、スライド２の速度を検出する。
【００３５】
　第２速度検出部１６は、支持部１３の速度を検出する。第２速度検出部１６は、例えば
、サーボモータ４９の回転軸の周囲に設けられたエンコーダであり、サーボモータ４９の
回転速度を検出する。
【００３６】
　位置検出部１７は、クッションパッド１１の位置を検出する。位置検出部１７は、例え
ば、クッションパッド１１とベッド９との間に設けられたリニアスケールであり、クッシ
ョンパッド１１の昇降位置を検出する。
【００３７】
　これらの検出部１５～１７によって検出された情報は、検出信号として制御部１８に送
られる。
【００３８】
　制御部１８は、サーボモータ４９への供給電流を制御することによって、サーボモータ
４９を制御する。制御部１８は、サーボモータ４９を制御することによって、クッション
パッド１１の位置および速度を制御する。また、制御部１８は、クッションパッド１１か
らスライド２に加えられる押付力を制御する。制御部１８によって実行されるダイクッシ
ョン装置７の制御については後に詳細に説明する。
【００３９】
　２．ダイクッション装置７の動作
　　２－１．クッションパッド１１の動作
　図６はスライド２とクッションパッド１１の動作を示す図であり、時間の経過に伴うス
ライド２とクッションパッド１１の位置の変化を示している。図６において、破線Ｌ１は
、スライド２の位置の変化を示しており、実線Ｌ２はクッションパッド１１の位置の変化
を示している。
【００４０】
　まず、時点ｔ１からｔ２までの間は、クッションパッド１１の予備加速が行われる。こ
の予備加速では、上型４とワーク９とが接する際の衝撃を緩和するためにクッションパッ
ド１１を予め下方に移動させる。この予備加速の間は、制御部１８において位置フィード
バック制御が行われており、クッションパッド１１の位置検出値が予め設定された位置パ
ターンに追従するようにクッションパッド１１の位置が制御される。クッションパッド１
１はその制御内容に応じて下降する。なお、位置フィードバック制御の内容については後
に詳述する。
【００４１】
　時点ｔ２では上型４とワーク９とが接する。なお、以下の説明において「衝突時」とい
うときは、上型４とワーク９とが接した時点ｔ２を意味するものとする。時点ｔ２からｔ
３までの間はスライド２とクッションパッド１１とが一体となって下降し、ワーク９がプ
レス加工される。この間は制御部１８で圧力フィードバック制御が行われており、油圧室
２３の油圧の検出値が予め設定された圧力パターンに追従するようにクッションパッド１
１に加えられる荷重が制御される。クッションパッド１１はその制御内容に応じて下降す
る。なお、圧力フィードバック制御の内容については後に詳述する。
【００４２】
　時点ｔ３でスライド２とクッションパッド１１は下死点に達する。時点ｔ３からｔ４ま
での間はスライド２とクッションパッド１１が一体となって補助リフトストロークＤ１だ
け上昇する。
【００４３】
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　時点ｔ４からｔ５までの間、クッションパッド１１はロッキングし上昇動作を一旦停止
する。そして、時点ｔ５でクッションパッド１１は再び上昇動作を開始する。
【００４４】
　なお、時点ｔ３からｔ５までの間は、制御部１８で位置フィードバック制御が行われ、
クッションパッド１１の位置検出値が予め設定された位置パターンに追従するように、ク
ッションパッド１１の位置が制御される。クッションパッド１１はその制御内容に応じて
上昇する。
【００４５】
　　２－２．緩衝装置１２の動作
　スライド２が下方に移動することにより上型４がワーク９に接触すると、スライド２か
らの力が上型４、ワーク９、ブランクホルダ１０、クッションピン８を介してクッション
パッド１１に伝達される。このとき、油圧室２３に充填された油はクッションパッド１１
に瞬間的に作用する力を吸収する。このため、衝突時にクッションパッド１１がスライド
２から受ける瞬間的な荷重は、緩衝装置１２によって緩和される。以下、この場合の緩衝
装置１２の動作について説明する。
【００４６】
　上型４とワーク９とが接触する直前には、クッションパッド１１および支持部１３は、
上述したように予備加速により共に下方に移動している。そして、上型４とワーク９とが
接触して、クッションパッド１１にスライド２からの荷重が作用すると、クッションパッ
ド１１は支持部１３に対して相対的に下方に移動する。これにより、油圧室２３が圧縮さ
れ、油圧室２３内の油が油圧回路２４に送られる。
【００４７】
　図４を参照して、油圧回路２４に送られた油は、第１流路３６を通り、アキュムレータ
３１に送られる。これにより、アキュムレータ３１は、支持部１３に対するクッションパ
ッド１１の相対変位に応じた反力を緩衝装置１２において生じさせる。また、油圧回路２
４に送られた油は、第２流路３７を通り、オリフィス３３を通過する。これにより、オリ
フィス３３は、支持部１３に対するクッションパッド１１の相対速度に応じた反力を緩衝
装置１２において生じさせる。その結果、クッションパッド１１には、アキュムレータ３
１による反力とオリフィス３３による反力との合力が荷重として作用する。なお、アキュ
ムレータ３１に蓄えられた油は、時点ｔ４後の荷重が抜けるときに油圧室２３に戻される
。
【００４８】
　アキュムレータ３１による荷重の時間に対する変化の一例を図７（ａ）に示す。このア
キュムレータ３１は、比較的低いバネ定数を有しており、荷重の立ち上がりは遅いが、オ
ーバーシュートすることなく目標荷重まで単調増加している。
【００４９】
　また、オリフィス３３による荷重の時間に対する変化の一例を図７（ｂ）に示す。衝突
時初期においては、上型４とワーク９との接触により比較的大きな相対速度が生じる。こ
のため、衝突初期においては、オリフィス３３による荷重は大きな値を示し、その後、直
ぐにゼロに収束する。
【００５０】
　上述したように、クッションパッド１１には、アキュムレータ３１による荷重とオリフ
ィス３３による荷重との合力が作用する。従って、クッションパッド１１に作用する荷重
の時間に対する変化は、図８に示すような波形になる。この荷重の変化では、荷重の立ち
上がりが非常に早く、且つ、立ち上がり後は荷重が迅速に安定する。
【００５１】
　３．ダイクッション装置７の制御
　次に、制御部１８によって実行されるダイクッション装置７の制御について図５に基づ
いて説明する。制御部１８は、圧力指令演算部６１、圧力制御部６２、速度差指令部６３
、速度制御部６４、位置指令演算部６５、位置制御部６６、制御切換部６７を有しており
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、これらの各部の機能により、以下に示す圧力フィードバック制御と位置フィードバック
制御とを選択的に実行する。なお、図５は、制御部１８によって実行されるフィードバッ
ク制御を示す制御ブロック図である。
【００５２】
　　３－１．圧力フィードバック制御
　まず、圧力フィードバック制御について説明する。
【００５３】
　圧力指令演算部６１は、時間とクッションパッド１１に生ずる圧力（以下、「クッショ
ン圧」と呼ぶ）との所望の対応関係を示す圧力パターンを記憶している。圧力指令演算部
６１は、圧力パターンを用いて時間に対応するクッション圧を求め、圧力制御信号Spとし
て出力する。
【００５４】
　一方、油圧室２３の油圧が圧力センサ３５で検出され、その値は、圧力フィードバック
信号Spfとして出力される。そして、圧力制御信号Spの値から圧力フィードバック信号Spf
の値が減算され、圧力補正信号Spcが生成される。圧力制御部６２は圧力補正信号Spcに基
づいてサーボモータ４９の適切な速度を求め、モータ速度制御信号Sr1として出力する。
【００５５】
　また、スライド２の速度が第１速度検出部１５によって検出され、その値はスライド速
度信号Ssvとして出力される。そして、モータ速度制御信号Sr1の値にスライド速度信号Ss
vの値が加算されて、モータ速度指令信号Sr2が生成される。
【００５６】
　一方、支持部１３の速度が第２速度検出部１６によって検出され、その値は、速度フィ
ードバック信号Srfとして出力される。そして、モータ速度指令信号Sr2の値から速度フィ
ードバック信号Srfの値が減算され、第１速度補正信号Sc1が生成される。
【００５７】
　次に、速度差指令部６３から速度差指令信号Svcが出力され、第１速度補正信号Sc1の値
から速度差指令信号Svcの値が減算されて、第２速度補正信号Sc2が生成される。ここで、
速度差指令信号Svcは、スライド２の速度と支持部１３の速度との間に所定の速度差が生
じるようにサーボモータ４９を制御するための信号である。具体的には、速度差指令部６
３は、図９に示すような、速度差パターンを記憶しており、速度差指令部６３は、速度差
パターンを用いて時間に対応する速度差を求め、速度差指令信号Svcとして出力する。
【００５８】
　この速度差パターンは、衝突時以降の所定の第１時点においてピークとなり、第１時点
以降は時間の経過に応じて減少するように変化する。この速度差パターンの形状は、図１
０に示す理想減衰力（ハッチングを付した部分参照）に対応している。図１０において、
破線Ｌ３は衝突時におけるクッションパッド１１の目標荷重を示しており、実線Ｌ４は、
衝突時において緩衝装置１２のアキュムレータ３１によって生じる荷重の変化を示してい
る。すなわち、理想減衰力は、目標荷重とアキュムレータ３１による荷重との差である。
そして、上記の速度差パターンは、緩衝装置１２のオリフィス３３による減衰力が理想減
衰力と一致するように設定される。
【００５９】
　例えば、速度差パターンは、以下の式で表せる。
【００６０】
【数１】

　ここで、Ｖｃ：速度差指令値、ｔ：時刻、ｈ：ピーク高さ、Ｂ：時定数、τ：時間遅れ
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、である。なお、衝突時から時間τだけ遅れた時点を原点としている。
【００６１】
　また、上記のｈ，Ｂ，τは、衝突速度ｖ、押付力Ｆ，アキュムレータ３１の初期体積Ｖ
０、アキュムレータ３１の初期圧Ｐ０、成型サイクル数ＳＰＭの関数として以下のように
与えられる。
【００６２】
【数２】

　ここで、衝突速度ｖは、スライド２のクッションパッド１１に対する衝突時の相対速度
である。押付力Ｆは、クッションパッド１１からスライド２に与えられる力である。アキ
ュムレータ３１の初期体積Ｖ０は、衝突前におけるアキュムレータ３１内のガスの体積で
ある。アキュムレータ３１の初期圧Ｐ０は、衝突前におけるアキュムレータ３１内のガス
の圧力すなわちアキュムレータ３１内の油の圧力である。成型サイクル数ＳＰＭは、単位
時間（例えば１分間）当たりの成型回数すなわち単位時間当たりのスライド２の往復数で
ある。
【００６３】
　図５に戻り、第２速度補正信号Sc2は、速度制御部６４に出力される。速度制御部６４
では第２速度補正信号Sc2に基づいてサーボモータ４９への適切な供給電流値が求められ
、供給電流Ｉとしてサーボモータ４９に供給される。これにより、サーボモータ４９はク
ッションパッド１１を駆動し、クッションパッド１１はスライド２に対して上向きの押付
力を発生させながら下降する。これにより、設定されたクッション圧が得られる。
【００６４】
　　３－２．位置フィードバック制御
　次に、位置フィードバック制御について説明する。
【００６５】
　位置指令演算部６５は、時間とクッションパッド１１の位置との所望の対応関係を示す
位置パターンを記憶している。位置指令演算部６５は、位置パターンを用いて時間に対応
するクッション位置を求め、位置制御信号Shとして出力する。
【００６６】
　一方、クッションパッド１１の高さ位置は位置検出部１７によって検出され、その値は
位置フィードバック信号Shfとして出力される。そして、位置制御信号Shの値から位置フ
ィードバック信号Shfの値が減算されて、位置補正信号Shcが生成される。位置補正信号Sh
cは位置制御部６６に出力される。位置制御部６６では位置補正信号Shcに基づいてサーボ
モータ４９の適切な速度が求められ、モータ速度制御信号Sr3が出力される。以降の信号
の流れは圧力フィードバック制御と同じである。ただし、位置フィードバック制御が行わ
れている間は、速度差指令部６３からの速度差指令信号Svcの値はゼロになっている。
【００６７】
　なお、圧力フィードバック制御と位置フィードバック制御とは制御切換部６７によって
切り換えられる。
【００６８】
　４．特徴
　このダイクッション装置７では、緩衝装置１２にアキュムレータ３１とオリフィス３３
とが併設される。このため、衝突時におけるワーク９の上型４への押付力を安定させるこ
とができる。また、アキュムレータ３１による押付力の立ち上がりの遅さが、オリフィス
３３によって補われ、押付力の立ち上がり時間を短縮させることができる。
【００６９】
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　また、このダイクッション装置７では、アキュムレータ３１による押付力の立ち上がり
の遅さがオリフィス３３によって補われるように、スライド２の速度と支持部１３の速度
との速度差が制御される。これにより、衝突時における押付力を精度よく制御することが
できる。
【００７０】
　５．他の実施形態
　（ａ）
　上記の実施形態では、緩衝装置１２に油圧回路２４が設けられ、油圧によって衝撃が吸
収されているが、衝撃を吸収する他の構成が用いられてもよい。例えば、オリフィス３３
に代えてダンパーが減衰部として設けられてもよい。また、アキュムレータ３１に代えて
コイルスプリングが弾性部として設けられてもよい。
【００７１】
　（ｂ）
　上記の実施形態では、スライド２の速度が検出され、スライド２の速度と支持部１３の
速度との速度差が制御されているが、クッションパッド１１の速度が検出され、クッショ
ンパッド１１の速度が上記のスライド２の速度と見なして用いられてもよい。
【００７２】
　（ｃ）
　速度差パターンは、上記のものに限られず、アキュムレータ３１による押付力の立ち上
がりの遅さを補うものであればよい。
【００７３】
　（ｄ）
　上記の実施形態では、緩衝装置１２において油が用いられているが、衝撃を吸収する液
体として別種のものが用いられてもよい。
【００７４】
　（ｅ）
　上記の実施形態では、オリフィス３３が用いられているが、絞りとして作用する他の装
置が用いられてもよい。
【００７５】
　（ｄ）
　第１速度検出部１５は、スライドの位置を検出し、その検出値を微分することでスライ
ド速度を算出する手段であってもよい。
【００７６】
　また、第２速度検出部１６は、サーボモータ４９の回転軸の回転角度を検出し、その検
出値を微分することで回転速度を算出してもよい。
【産業上の利用可能性】
【００７７】
　本発明は、立ち上がり時の押付力を精度よく制御することができる効果を有し、ダイク
ッション装置として有用である。
【図面の簡単な説明】
【００７８】
【図１】プレス機械の構成を示す正面図。
【図２】ダイクッション装置の構成を示す部分拡大図。
【図３】ダイクッション装置の上面図。
【図４】油圧回路の構成図。
【図５】ダイクッション装置の制御ブロック図。
【図６】スライドとクッションパッドとの動作を示す図。
【図７】アキュムレータおよびオリフィスによる荷重の変化を示すグラフ。
【図８】緩衝装置による荷重の変化を示すグラフ。
【図９】速度差指令値の変化を示すグラフ。



(11) JP 5296415 B2 2013.9.25

10

【図１０】アキュムレータによる荷重の変化および目標荷重の変化を示すグラフ。
【符号の説明】
【００７９】
７　　　ダイクッション装置
１１　　クッションパッド
１２　　緩衝装置
１３　　支持部
１５　　第１速度検出部
１６　　第２速度検出部
１８　　制御部
４９　　サーボモータ
 

【図１】 【図２】
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