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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　Ｏリングが保持される供給ユニットと、該供給ユニットから前記Ｏリングが供給され、
同Ｏリングを保持すると共に、前記Ｏリングの組付け対象となるワークに向けて同Ｏリン
グを送り出す挿入ヘッドユニットと、該挿入ヘッドユニットから前記Ｏリングが送り出さ
れる際に、前記ワークの位置を規定するワーク受け部と、を備え、前記ワークの外周面に
形成された環状溝に、前記Ｏリングを組み付けるＯリング組付け機構であって、
　前記挿入ヘッドユニットは、
　前記供給ユニットに対向する位置と、前記ワークに対向する位置との間で移動可能であ
り、かつ、対向して配置された、前記供給ユニットまたは前記ワークに対して、進退動可
能に構成されたヘッド本体部と、
　略円柱状であり、その外径が前記Ｏリングの内径よりも大きな外径を有し、同Ｏリング
と嵌合して、同Ｏリングを伸張させて保持可能であり、その先端側に開口した有底のホル
ダー孔部が形成される共に、その基端に取り付けられた第１の弾性体を介して前記ヘッド
本体部に取り付けられたホルダー部と、
　該ホルダー部の先端に連設され、同ホルダー部の先端と連設した基端から、その反対方
向に位置する先端にかけて、外径の大きさが小さくなるように形成され、かつ、その先端
の外径が前記Ｏリングの内径よりも大きな外形を有するテーパ部と、
　前記ホルダー孔部の底部に、前記第１の弾性体よりも付勢力の小さな第２の弾性体を介
して取り付けられ、前記ヘッド本体部が前記ワークの方向に移動することで、その先端が
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同ワークの端面に当接して押され、前記ホルダー部の長手方向に沿って、同ホルダー部及
び前記テーパ部の内部に収容可能に構成されると共に、前記第２の弾性体が自然長である
際に、少なくとも前記テーパ部から突出した部分が、同テーパ部側の基端から、その反対
方向に位置する先端にかけて、外径の大きさが小さくなるように形成され、かつ、その先
端の外径が前記Ｏリングの内径よりも小さな外形を有するリングガイド部と、
　前記ヘッド本体部に設けられ、前記リングガイド部の先端が前記ワークの端面に当接し
、同リングガイド部が前記ホルダー部及び前記テーパ部の内部に収容された状態で、前記
ヘッド本体部が前記ワークの方向に移動することに伴い、前記ホルダー部の外周面で保持
される前記Ｏリングを、同ホルダー部の外周面及び前記ワークの外周面に沿って移動させ
、同ワークの前記環状溝に同Ｏリングを組み付ける挿入爪部を有し、
　前記供給ユニットは、
　前記Ｏリングが保持され、同供給ユニットが前記挿入ヘッドユニットと対向した状態で
、同挿入ヘッドユニットの方に向けて進退動可能であると共に、前記Ｏリングを保持した
状態で、同Ｏリングを前記リングガイド部、前記テーパ部及び前記ホルダー部の外周面に
沿って移動させ、同Ｏリングを同ホルダー部の外周面における所定の位置まで搬送するリ
フター部を有し、
　前記ワーク受け部は、前記ワークの前記挿入ヘッドユニットとは反対側に配置され、前
記ホルダー部の長手方向、及び、同ホルダー部の軸心と直交する方向に沿った、前記ワー
クの位置を規定する
　Ｏリング組付け機構。
【請求項２】
　前記リングガイド部の先端が前記ワークの端面に当接し、同リングガイド部が前記ホル
ダー部及び前記テーパ部の内部に収容された状態では、前記ホルダー部の長手方向におい
て、同リングガイド部の先端と、同テーパ部の先端の位置が揃うように構成された
　請求項１に記載のＯリング組付け機構。
【請求項３】
　前記挿入爪部は、前記ホルダー部の軸心を中心に拡縮可能に構成され、前記ホルダー部
の外周面、前記テーパ部の外周面、及び、前記ワークの外周面の外径の大きさに合わせて
拡縮しながら、前記Ｏリングを前記ワークに向けて移動可能である
　請求項１または請求項２に記載のＯリング組付け機構。
【請求項４】
　前記リフター部は、前記供給ユニットの軸心を中心に拡縮可能に構成され、前記リング
ガイド部の外周面、前記テーパ部の外周面、及び、前記ホルダー部の外周面の外径の大き
さに合わせて拡大させながら、前記Ｏリングを前記所定の位置まで搬送する
　請求項１、請求項２または請求項３に記載のＯリング組付け機構。
【請求項５】
　Ｏリングを保持した供給ユニットから、該供給ユニットと対向して配置した挿入ヘッド
ユニットに向けて前記Ｏリングを供給して、前記挿入ヘッドユニットで同Ｏリングを保持
する供給保持工程と、前記挿入ヘッドユニットで保持した前記Ｏリングを、同挿入ヘッド
ユニットと対向して配置したワークに向けて移動させ、前記ワークの外周面に形成された
環状溝に同Ｏリングを組み付ける組付け工程とを備える、ワークにＯリングを組み付ける
Ｏリング組付け方法であって、
　前記供給保持工程は、前記挿入ヘッドユニットにおける前記Ｏリングの内径より小さな
外形を有する先端を、同Ｏリングの内側に通し、前記Ｏリングを保持する前記供給ユニッ
トのリフター部で、同挿入ヘッドユニットにおける前記先端から基端に向けて、その外径
が大きくなる外周面に沿って、前記Ｏリングの外縁を伸張させながら同Ｏリングを移動さ
せると共に、前記挿入ヘッドユニットにおける前記Ｏリングを保持するホルダー部の外周
面の所定の位置まで搬送して、同ホルダー部の前記所定の位置で、同Ｏリングを伸張させ
た状態で保持し、
　前記組付け工程は、前記ワークを前記挿入ヘッドユニットと対向して配置し、同挿入ヘ
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ッドユニットを前記ワークの方に移動させ、同挿入ヘッドユニットの前記先端を、前記ワ
ークの先端に当接させて、同挿入ヘッドユニットの先端部の一部を、同挿入ヘッドユニッ
トの本体に収容すると共に、前記Ｏリングを伸張させた形状を維持しながら、前記挿入ヘ
ッドユニットの挿入爪部で、前記ホルダー部の外周面、前記本体の外周面、及び、前記ワ
ークの外周面に沿って、前記Ｏリングを移動させ、前記環状溝に前記Ｏリングを組み付け
る
　Ｏリング組付け方法。
【請求項６】
　前記組付け工程は、前記挿入爪部を、前記ホルダー部の外周面、前記本体の外周面、及
び、前記ワークの外周面の外径の大きさに合わせて拡縮しながら、前記Ｏリングを前記ワ
ークに向けて移動させる
　請求項５に記載のＯリング組付け方法。
【請求項７】
　前記供給保持工程は、前記リフター部を、前記挿入ヘッドユニットにおける前記ホルダ
ー部の外周面の外径の大きさに合わせて拡大させながら、前記Ｏリングを前記所定の位置
まで移動させる
　請求項５または請求項６に記載のＯリング組付け方法。
【請求項８】
　Ｏリング供給部よりＯリングの内径を広げながら、前記Ｏリングの組付け対象となるワ
ークの外径より、大きな外径を有するホルダー部に前記Ｏリングを装着させる機能と、前
記ホルダー部に装着された前記Ｏリングを、前記ワークに移し替え、同ワークの外周面に
形成された環状溝に装着する機能と、を有するＯリング組付け機構であって、
　前記Ｏリング供給部側に位置する前記ホルダー部の先端の外径の大きさは、同Ｏリング
供給部における前記Ｏリングの供給位置のばらつきを吸収可能となるように、前記Ｏリン
グの内径よりも小さく形成され、
　前記ホルダー部は、その先端から他端に向けて、その外径が徐々に大きくなるテーパ部
を有し、
　前記Ｏリングを前記ホルダー部から前記ワークに移し替える際に、同ワークと接する同
ホルダー部の先端部側の外径を変化させる機能を有し、
　前記ホルダー部の先端の外径の大きさは、前記Ｏリングを同ホルダー部から前記ワーク
に移し替える際に、同ワークを同ホルダー部と接するように搬送する搬送機構の搬送精度
を許容可能な大きさに形成され、
　前記Ｏリング供給部に設けられ、前記Ｏリングに力を加えるリフター爪の先端が、前記
Ｏリングに加える力の方向に対して垂直な平面上に配置され、
　前記リフター爪が前記Ｏリングに加える力の方向が、前記ホルダー部から見た前記ワー
クが位置する方向と反対方向である
　Ｏリング組付け機構。
【請求項９】
　前記ワークと接する前記ホルダー部の先端部側の外径を変化させる機能は、同ホルダー
部の先端が同ホルダー部の内部に収容可能となる手段で構成された
　請求項８に記載のＯリング組付け機構。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、Ｏリング組付け機構及びＯリング組付け方法に関する。詳しくは、Ｏリング
を対象物に組み付ける際に、Ｏリングの寸法ばらつきや、供給位置のばらつきに影響され
にくく、簡易な構造であると共に、Ｏリングを安定して保持でき、かつ、対象物の方に安
定して移動させて、精度高く組み付けることが可能なＯリング組付け機構及びＯリング組
付け方法に係るものである。
【背景技術】
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【０００２】
　従来、エアー機器や配管部品をはじめ、気体や液体の漏れ防止機能を求められる各種装
置や部材において、Ｏリングが用いられている。
【０００３】
　また、一般的に、Ｏリングはゴム製のリング状部材であり、組付けの対象となるワーク
の外周面や、ワークの内側にある孔部の内周面等に形成された環状溝に組み付けて使用さ
れる。
【０００４】
　また、ワークの外周面に形成される環状溝に、Ｏリングを組み付ける場合の作業は、例
えば、手作業で専用の治具の外周面にＯリングを仮装着し、さらに、この治具をワークに
取り付け、治具側からワーク側にＯリングを手で押しながら、ワークの外周面の環状溝に
嵌め込む方法が取られていた。
【０００５】
　しかしながら、弾性を有し、かつ、小径であるＯリングを、専用の治具を用いた手作業
により、正確に環状溝に組み付ける作業には手間が掛かり、作業効率の面で問題があった
。
【０００６】
　そこで、近年では、Ｏリングの組付け作業を効率良く行うため、自動的にＯリングを、
ワークの環状溝へ組み付ける技術が開発され、いくつかの装置等が提案されている（例え
ば、特許文献１参照）。
【０００７】
　ここで、特許文献１に記載されたＯリング組付け機構では、図１２（ａ）に示すように
、Ｏリング１００が仮装着されるテーパ状外周部１０３を有するガイド１０２と、ガイド
１０２の小径部１０１側が挿入される軸方向凹部１０６を有し、ガイド１０２のテーパ状
外周部１０３に沿って軸方向移動自在に装着され、テーパ状外周部１０３に装着されたＯ
リング１００をガイド１０２の大径部１０４側に移動可能な押圧治具１０５を備える構造
を有している。
【０００８】
　また、特許文献１に記載されたＯリング組付け機構では、ガイド１０２に押圧治具１０
５が装着され（図１２（ｂ）参照）、Ｏリング１００がガイド１０２の大径部１０４側に
移動した状態で、ガイド１０２の大径部１０４を、Ｏリング１００が装着される予定のワ
ーク１０８付近まで移動させる（図１２（ｃ）参照）。
【０００９】
　また、押圧治具１０５をワーク１０８方向に沿って軸方向にさらに移動させ、ガイド１
０２の大径部１０４に装着されたＯリング１００をワーク１０８の外周に移動させて、Ｏ
リング１００をワーク１０８のＯリング溝１０７に装着させる（図１２（ｄ）参照）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【００１０】
【特許文献１】特開平９－１０８９５９号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１１】
　しかしながら、特許文献１に記載されたＯリング組付け機構では、Ｏリング１００を仮
装着して保持するガイド１０２と、ガイド１０２に保持されたＯリング１００を、ワーク
１０８のＯリング溝１０７に向けて移動させる押圧治具１０５が、別々の部材として構成
されている。
【００１２】
　そして、ガイド１０２に向けて、Ｏリング１００を下方に落下させ、Ｏリング１００が
、ガイド１０２のテーパ状外周部１０３の途中で止まった状態で、そのガイド１０２をテ
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ーブル（図示省略）で下降させ、Ｏリング１００の供給を終える。このあとテーブルは１
８０度回転し、押圧ユニット（図示省略）の下に搬送される。
【００１３】
　その後、テーブルが上昇し、押圧ユニットのベース（図示省略）が下降して、ベースに
接続したガイド１０２に向けて、テーパ状外周部１０３の途中で止まった状態のＯリング
１００を押圧治具１０５で押すことにより、テーパ状外周部１０３のテーパに沿って、Ｏ
リング１００が拡開し、大径部１０４に移動する。
【００１４】
　ここで、Ｏリング１００をガイド１０２に装着する工程では、Ｏリング１００を、単に
下方に落下させて、ガイド１０２に取り付けようとしているため、その落下状態にばらつ
きが大きく、再現性が悪いという欠点があった。
【００１５】
　そうして、Ｏリング１００が、ガイド１０２のテーパ状外周部１０３の途中で止まった
状態では、例えば、水平方向に対してＯリング１００が傾いている等、不均衡な状態で止
まっている確率が高かった。
【００１６】
　そして、Ｏリング１００が不均衡な状態のままで、押圧治具１０５により強制的に押し
下げられると、Ｏリング１００がねじれる可能性が高く、大径部１０４に移動した際に、
Ｏリング１００が、斜めになったり、ねじれたりした、いびつな形状で大径部１０４に取
り付けられてしまう不具合があった。
【００１７】
　このように、特許文献１に記載されたＯリング組付け機構には、Ｏリング１００がガイ
ド１０２に供給される際の、供給位置のばらつきに対応できないという問題があった。つ
まり、ガイド１０２の外周面に沿ってＯリング１００を、押圧治具１０５で移動させる際
に、その移動動作の信頼性が低いという重大な欠点があった。
【００１８】
　さらに、この後、押圧治具１０５は、押圧ユニットのチャック部（図示省略）に把持さ
れ、搬送ロボット等により、ワーク１０８の上まで搬送され、押圧治具１０５とガイド１
０２が共にワーク１０８まで下降する。
【００１９】
　そして、ガイド１０２の下端が、ワーク１０８に当接し、ガイド１０２の大径部１０４
に仮装着してあったＯリング１００を、押圧治具１０５でワーク１０８のＯリング溝１０
７へ移動させる。
【００２０】
　この時、特許文献１に記載されたＯリング組付け機構では、ワーク１０８の上端と、ガ
イド１０２の下端の、それぞれの軸心が同一直線状に位置することが前提条件となってい
る。
【００２１】
　しかしながら、このような装置構成では、連続的に稼働させると、摩耗、振動等により
、接続部分にゆるみがでたりして、必ず、動作にばらつきが生じ、軸心がずれる等の問題
が生じる。
【００２２】
　従って、連続的な稼働による機械上の不具合で、ガイド１０２の軸心と、押圧治具２０
の軸心とが、同一直線状に位置しないような、位置のずれが生じた際には、Ｏリング１０
０をワーク１０８に向けて真っすぐ移動させることができず、Ｏリング溝１０７への組付
けができなくなってしまう。
【００２３】
　また、押圧治具１０５でＯリング１００を移動させることができたとしても、Ｏリング
１００の全周を均等な力で押せない場合には、Ｏリング１００が変形して、いびつな形状
でワーク１０８のＯリング溝１０７に嵌り込み、気体や液体の漏れに繋がってしまう。
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【００２４】
　さらに、特許文献１に記載されたＯリング組付け機構をはじめ、従前のＯリング組付け
機構では、Ｏリングの寸法ばらつきや、供給位置のばらつきを許容する仕組みにおいて改
善の余地があった。
【００２５】
　本発明は、以上の点に鑑みて創案されたものであり、Ｏリングを対象物に組み付ける際
に、Ｏリングの寸法ばらつきや、供給位置のばらつきに影響されにくく、簡易な構造であ
ると共に、Ｏリングを安定して保持でき、かつ、対象物の方に安定して移動させて、精度
高く組み付けることが可能なＯリング組付け機構及びＯリング組付け方法を提供すること
を目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００２６】
　上記の目的を達成するために、本発明のＯリング組付け機構は、Ｏリングが保持される
供給ユニットと、該供給ユニットから前記Ｏリングが供給され、同Ｏリングを保持すると
共に、前記Ｏリングの組付け対象となるワークに向けて同Ｏリングを送り出す挿入ヘッド
ユニットと、該挿入ヘッドユニットから前記Ｏリングが送り出される際に、前記ワークの
位置を規定するワーク受け部と、を備え、前記ワークの外周面に形成された環状溝に、前
記Ｏリングを組み付けるＯリング組付け機構であって、前記挿入ヘッドユニットは、対向
して配置された、前記供給ユニットまたは前記ワークに対して、進退動可能に構成された
ヘッド本体部と、略円柱状であり、その外径が前記Ｏリングの内径よりも大きな外形を有
し、同Ｏリングと嵌合して、同Ｏリングを伸張させて保持可能であり、その先端側に開口
した有底のホルダー孔部が形成される共に、その基端に取り付けられた第１の弾性体を介
して前記ヘッド本体部に取り付けられたホルダー部と、該ホルダー部の先端に連設され、
同ホルダー部の先端と連設した基端から、その反対方向に位置する先端にかけて、外径の
大きさが小さくなるように形成され、かつ、その先端の外径が前記Ｏリングの内径よりも
大きな外形を有するテーパ部と、前記ホルダー孔部の底部に、前記第１の弾性体よりも付
勢力の小さな第２の弾性体を介して取り付けられ、前記ヘッド本体部が前記ワークの方向
に移動することで、その先端が同ワークの端面に当接して押され、前記ホルダーの長手方
向に沿って、同ホルダー部及び前記テーパ部の内部に収容可能に構成されると共に、前記
第２の弾性体が自然長である際に、少なくとも前記テーパ部から突出した部分が、同テー
パ部側の基端から、その反対方向に位置する先端にかけて、外径の大きさが小さくなるよ
うに形成され、かつ、その先端の外径が前記Ｏリングの内径よりも小さな外形を有するリ
ングガイド部と、前記ヘッド本体部に設けられ、前記リングガイド部の先端が前記ワーク
の端面に当接し、同リングガイド部が前記ホルダー部及び前記テーパ部の内部に収容され
た状態で、前記ヘッド本体部が前記ワークの方向に移動することに伴い、前記ホルダー部
の外周面で保持される前記Ｏリングを、同ホルダー部の外周面及び前記ワークの外周面に
沿って移動させ、同ワークの前記環状溝に同Ｏリングを組み付ける挿入爪部を有し、前記
供給ユニットは、前記Ｏリングが保持され、同供給ユニットが前記挿入ヘッドユニットと
対向した状態で、同挿入ヘッドユニットの方に向けて進退動可能であると共に、前記Ｏリ
ングを保持した状態で、同Ｏリングを前記リングガイド部、前記テーパ部及び前記ホルダ
ー部の外周面に沿って移動させ、同Ｏリングを同ホルダー部の外周面における所定の位置
まで搬送するリフター部を有し、前記ワーク受け部は、前記ワークの前記挿入ヘッドユニ
ットとは反対側に配置され、前記ホルダーの長手方向、及び、同ホルダーの軸心と直交す
る方向に沿った、前記ワークの位置を規定するように構成されている。
【００２７】
　ここで、供給ユニットが、Ｏリングが保持され、供給ユニットが挿入ヘッドユニットと
対向した状態で、挿入ヘッドユニットの方に向けて進退動可能であるリフター部を有する
ことによって、リフター部でＯリングを保持しながら、挿入ヘッドユニットの方にＯリン
グを移動させることできる。
【００２８】
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　また、供給ユニットが、Ｏリングを保持した状態で、Ｏリングをリングガイド部、テー
パ部及びホルダー部の外周面に沿って移動させ、Ｏリングをホルダー部の外周面における
所定の位置まで搬送するリフター部を有し、挿入ヘッドユニットが、Ｏリングと嵌合して
、Ｏリングを伸張させて保持可能であるホルダー部を有することによって、リフター部で
搬送したＯリングをホルダー部で保持させ、仮装着させることができる。
【００２９】
　また、ホルダー部が、その先端側に開口した有底のホルダー孔部が形成される共に、そ
の基端に取り付けられた第１の弾性体を介してヘッド本体部に取り付けられ、テーパ部が
ホルダー部の先端に連設され、リングガイド部が、ホルダー孔部の底部に、第２の弾性体
を介して取り付けられ、リフター部が、Ｏリングを保持した状態で、Ｏリングをリングガ
イド部、テーパ部及びホルダー部の外周面に沿って移動させ、Ｏリングをホルダー部の外
周面における所定の位置まで搬送することによって、ヘッド本体部と、ホルダー部と、テ
ーパ部、及び、リングガイド部が一体化した構造となる。また、その一体化した構造にお
ける各部材の外周面に沿って、リフター部でＯリングを所定の位置まで移動させることが
できる。
【００３０】
　また、挿入ヘッドユニットが、対向して配置された、供給ユニットまたはワークに対し
て、進退動可能に構成されたヘッド本体部を有し、ホルダー部がその基端に取り付けられ
た第１の弾性体を介してヘッド本体部に取り付けられたことによって、ヘッド本体部と、
ホルダー部と、テーパ部、及び、リングガイド部が一体化した構造について、供給ユニッ
トまたはワークに対して、進退動させることができる。
【００３１】
　また、リングガイド部が、第２の弾性体が自然長である際に、少なくともテーパ部から
突出した部分が、テーパ部側の基端から、その反対方向に位置する先端にかけて、外径の
大きさが小さくなるように形成され、かつ、その先端の外径がＯリングの内径よりも小さ
な外形を有することによって、供給ユニットからリングガイド部に向けてＯリングを移動
させる際に、Ｏリングの内側にリングガイド部の先端を容易に入れることが可能となる。
これにより、リフター部を介してホルダー部側に向けて、リングガイド部の外周面に沿っ
て、Ｏリングをスムーズに移動させることができる。また、リングガイド部の先端の外径
がＯリングの内径よりも小さな外形を有することによって、例えば、リフター部に置かれ
たＯリングの位置にばらつきがある際や、Ｏリングの寸法ばらつきがある際にも、Ｏリン
グの内側に、リングガイド部の先端を通しやすくなる。即ち、供給ユニットでのＯリング
の位置のばらつきや、寸法のばらつきを吸収して、ホルダー部への安定した搬送が可能と
なる。
【００３２】
　また、テーパ部が、ホルダー部の先端と連設した基端から、その反対方向に位置する先
端にかけて、外径の大きさが小さくなるように形成され、かつ、その先端の外径がＯリン
グの内径よりも大きな外形を有することによって、リフター部を介して、リングガイド部
を通過したＯリングが、ホルダー部の方に向かって移動する際に、Ｏリングを内側から外
側に向けて徐々に伸張させ、Ｏリングに対する保持力を高めながら、Ｏリングを、ホルダ
ー部に向けて案内可能となる。これにより、Ｏリングが脱落しにくく、安定してホルダー
部に移動させることができる。
【００３３】
　また、ホルダー部が、略円柱状であり、その外径がＯリングの内径よりも大きな外形を
有し、Ｏリングと嵌合して、Ｏリングを伸張させて保持可能であることによって、リフタ
ー部で、ホルダー部の外周面に沿って、所定の位置までＯリングを搬送する際に、Ｏリン
グを内側から外側に向けて伸張させた形状にしてＯリングを搬送できる。即ち、ホルダー
部の外周面から、Ｏリングが脱落しにくくなり、安定して所定の位置までＯリングを移動
させることができる。また、ホルダー部の所定の位置で、Ｏリングを内側から外側に向け
て充分に伸張させた形状にして、安定してＯリングを保持することができる。
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【００３４】
　また、リングガイド部が、ホルダー孔部の底部に、第２の弾性体を介して取り付けられ
、ヘッド本体部がワークの方向に移動することで、その先端がワークの端面に当接して押
され、ホルダーの長手方向に沿って、ホルダー部及びテーパ部の内部に収容可能に構成さ
れたことによって、ヘッド本体部をワークの方に向けて移動させた際に、第２の弾性体が
縮んで、リングガイド部が、ホルダー部及びテーパ部の内部に収容され、テーパ部の先端
を、ワークの端面に当接させることができる。これにより、ホルダー部で保持されたＯリ
ングを、ワークの方に移動させる際に、Ｏリングの内径よりも大きな外周面を有するホル
ダー部及びテーパ部に沿ってＯリングを移動させ、テーパ部の先端からワーク側にＯリン
グを移動させることが可能となる。つまり、Ｏリングを、内側から外側に向けて伸張させ
た形状にしたまま、安定してワーク側に搬送することができる。また、Ｏリングをホルダ
ー部からワークに移し替える際に、ワークと接するリングガイド部がホルダー部及びテー
パ部の内部に収容されることで、ホルダー部の先端部側の外径を変化させることができる
。即ち、ホルダー部の先端部側の外径は、テーパ部の外径で構成されるものとなり、Ｏリ
ングの内径を広げた状態が維持できるように変化するため、ホルダー部からワークに向け
て、Ｏリングを乗り移らせる際に、ワークの上端にＯリングが引っかかってしまうことを
抑止できる。
【００３５】
　また、ホルダー部が、その基端に取り付けられた第１の弾性体を介してヘッド本体部に
取り付けられ、リングガイド部が、ホルダー孔部の底部に、第１の弾性体よりも付勢力の
小さな第２の弾性体を介して取り付けられ、ヘッド本体部がワークの方向に移動すること
で、その先端がワークの端面に当接して押され、ホルダーの長手方向に沿って、ホルダー
部及びテーパ部の内部に収容可能に構成され、挿入爪部が、ヘッド本体部に設けられ、リ
ングガイド部の先端がワークの端面に当接し、リングガイド部がホルダー部及びテーパ部
の内部に収容された状態で、ヘッド本体部がワークの方向に移動することに伴い、ホルダ
ー部の外周面で保持されるＯリングを、ホルダー部の外周面及びワークの外周面に沿って
移動させ、ワークの環状溝にＯリングを組み付けることによって、挿入爪部でＯリングを
、ホルダー部からワークの環状溝に向けて移動させることができる。また、挿入爪部でＯ
リングを、ワークの環状溝に嵌め込むことができる。即ち、ヘッド本体部がワークの方に
移動することで、第２の弾性体が、第１の弾性体よりも先に縮んで、リングガイド部が、
ホルダー部及びテーパ部の内部に収容され、さらに、ヘッド本体部がワークの方に移動し
、第１の弾性体が縮むことで、ヘッド本体部に取り付けられた挿入爪部を、ワークの方に
さらに移動させることが可能となる。この結果、挿入爪部によりＯリングを、ホルダー部
及びテーパ部の外周面に沿って移動させ、ワークの環状溝に向けて搬送し、Ｏリングを環
状溝に組み付けることができる。また、ホルダー部から挿入爪部が一体化した構造となる
ため、連続的な稼働によっても、両部材の軸心の位置関係にずれが生じにくく、この位置
ずれに伴うＯリングのねじれ等が発生せず、ワークの環状溝に、Ｏリングを均一に、ねじ
れなく装着することができる。
【００３６】
　また、ワーク受け部が、ワークの挿入ヘッドユニットとは反対側に配置され、ホルダー
の長手方向、及び、ホルダーの軸心と直交する方向に沿った、ワークの位置を規定するこ
とによって、挿入ヘッドユニットからワークに向けてＯリングを送り出す際に、ホルダー
の長手方向、及び、ホルダーの軸心と直交する方向において、ワークの位置がずれてしま
うことを抑止できる。これにより、挿入ヘッドユニットで、ワークの環状溝に安定して、
Ｏリングを嵌め込むことができる。
【００３７】
　また、リングガイド部の先端がワークの端面に当接し、リングガイド部がホルダー部及
びテーパ部の内部に収容された状態で、ホルダーの長手方向において、リングガイド部の
先端と、テーパ部の先端の位置が揃うように構成された場合には、挿入爪部を介して、よ
り一層安定して、テーパ部の先端からワークの端部に、Ｏリングを受け渡すことが可能と
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なる。即ち、ホルダーの長手方向において、リングガイド部の先端側の外周面は、テーパ
部の先端の外周面で覆われた状態となり、Ｏリングは、リングガイド部の先端側の外周面
に沿って移動することがなくなる。つまり、テーパ部の先端の外周面に沿って、Ｏリング
を内側から外側に向けて伸張させた形状を維持したまま、ワーク側の端部に受け渡される
ため、Ｏリングが脱落することなく、より安定して、ワークに移動させることができる。
【００３８】
　また、リングガイド部における、第２の弾性体が自然長である際にテーパ部から突出し
た部分が、ホルダー部の軸心方向と略直交する方向から見た断面が十字状になる形状を有
する場合には、リングガイド部の外周面に沿って移動する際のＯリングの形状を、安定し
た形状とすることができる。これにより、リフター部がＯリングを、リングガイド部から
テーパ部の方に移動させる際に、リングガイド部に対して、Ｏリングが引っ掛かりにくく
なり、Ｏリングをテーパ側に向けて、安定して乗り映らせることができる。また、十字状
の比較的簡易な構造で、Ｏリングの形状を、安定した形状で支持可能となる。
【００３９】
　また、リングガイド部における、第２の弾性体が自然長である際にテーパ部から突出し
た部分が、ホルダー部の軸心方向と略直交する方向から見た断面が十字状になる形状を有
し、ホルダー部の外周面及びテーパ部の外周面は、リングガイド部を収容可能な範囲に、
リングガイド部の十字状の形状と嵌合するガイド溝が形成された場合には、ガイド溝に沿
って、リングガイド部における十字状の形状の部分を移動させ、ホルダー部及びテーパ部
に、リングガイド部を収容することができる。
【００４０】
　また、挿入爪部が、ホルダー部の軸心を中心に拡縮可能に構成され、ホルダー部の外周
面、テーパ部の外周面、及び、ワークの外周面の外径の大きさに合わせて拡縮しながら、
Ｏリングをワークに向けて移動可能である場合には、挿入爪部によるＯリングの搬送をス
ムーズに行うことができる。即ち、テーパ部の外周面における外径の変化や、ワークの外
周面における外径の変化に対して、Ｏリングに当接して搬送する、挿入爪部の開き具合を
追従させることができる。
【００４１】
　また、リフター部が、供給ユニットの軸心を中心に拡縮可能に構成され、リングガイド
部の外周面、テーパ部の外周面、及び、ホルダー部の外周面の外径の大きさに合わせて拡
大させながら、Ｏリングを所定の位置まで搬送する場合には、リフター部によるＯリング
の搬送をスムーズに行うことができる。即ち、リングガイド部の外周面における外径の変
化や、テーパ部の外周面における外径の変化に対して、Ｏリングに当接して搬送する、リ
フター部の開き具合を追従させることができる。
【００４２】
　また、略円柱状であり、その外径がＯリングの内径よりも大きな外形を有し、Ｏリング
と嵌合して、Ｏリングを伸張させて保持可能であるホルダー部と、ホルダー孔部の底部に
取り付けられ、少なくともテーパ部から突出した部分が、テーパ部側の基端から、その反
対方向に位置する先端にかけて、外径の大きさが小さくなるように形成され、かつ、その
先端の外径がＯリングの内径よりも小さな外形を有するリングガイド部と、Ｏリングを保
持した状態で、Ｏリングをリングガイド部、テーパ部及びホルダー部の外周面に沿って移
動させ、Ｏリングをホルダー部の外周面における所定の位置まで搬送するリフター部と、
ヘッド本体部に設けられ、ホルダー部の外周面で保持されるＯリングを、ホルダー部の外
周面及びワークの外周面に沿って移動させ、ワークの環状溝に同Ｏリングを組み付ける挿
入爪部によって、供給ユニットに対するＯリングの供給位置がばらついても、その供給位
置のばらつきを吸収しながら、Ｏリングの内径を伸張させることができる。即ち、リング
ガイド部の先端の外径の大きさが、Ｏリングの内径よりも小さく形成されたことで、Ｏリ
ングの供給位置がばらついても、リングガイド部の先端をＯリングの内側に挿通させやす
くなる。
【００４３】
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　また、リフター部が、ホルダー部に向けてＯリングを移動させる方向と、挿入爪部が、
ホルダー部からワークに向けてＯリングを移動させる方向が反対方向であるため、ホルダ
ー部からワークに向けてＯリングに加える力とは反対向きの力で、リフター部でＯリング
を、その内径を伸張させながら、ホルダー部側に移動させることができる。つまり、Ｏリ
ングは、その内径を広げられて、ワークから離れる方向と、ワーク側に戻る方向の、２つ
の力の方向を組み合わせて、最終的にワークの環状溝に組付けられるため、Ｏリングに力
を加えて移動させる過程で、供給ユニットへの供給位置のばらつきを吸収することができ
る。また、２つの力の方向でＯリングが移動するため、Ｏリングが斜めになったり、ねじ
れたりした、いびつな形状になりにくく、ワークの環状溝に組付けることができる。
【００４４】
　また、上記の目的を達成するために、本発明のＯリング組付け方法は、Ｏリングを保持
した供給ユニットから、該供給ユニットと対向して配置した挿入ヘッドユニットに向けて
前記Ｏリングを供給して、前記挿入ヘッドユニットで同Ｏリングを保持する供給保持工程
と、前記挿入ヘッドユニットで保持した前記Ｏリングを、同挿入ヘッドユニットと対向し
て配置したワークに向けて移動させ、前記ワークの外周面に形成された環状溝に同Ｏリン
グを組み付ける組付け工程とを備える、ワークにＯリングを組み付けるＯリング組付け方
法であって、前記供給保持工程は、前記挿入ヘッドユニットにおける前記Ｏリングの内径
より小さな外形を有する先端を、同Ｏリングの内側に通し、前記Ｏリングを保持する前記
供給ユニットのリフター部で、同挿入ヘッドユニットにおける前記先端から基端に向けて
、その外径が大きくなる外周面に沿って、前記Ｏリングの外縁を伸張させながら同Ｏリン
グを移動させると共に、前記挿入ヘッドユニットにおける前記Ｏリングを保持するホルダ
ー部の外周面の所定の位置まで搬送して、同ホルダー部の前記所定の位置で、同Ｏリング
を伸張させた状態で保持し、前記組付け工程は、前記ワークを前記挿入ヘッドユニットと
対向して配置し、同挿入ヘッドユニットを前記ワークの方に移動させ、同挿入ヘッドユニ
ットの前記先端を、前記ワークの先端に当接させて、同挿入ヘッドユニットの先端部の一
部を、同挿入ヘッドユニットの本体に収容すると共に、前記Ｏリングを伸張させた形状を
維持しながら、前記挿入ヘッドユニットの挿入爪部で、前記ホルダー部の外周面、前記本
体の外周面、及び、前記ワークの外周面に沿って、前記Ｏリングを移動させ、前記環状溝
に前記Ｏリングを組み付けるように構成されている。
【００４５】
　ここで、供給保持工程が、挿入ヘッドユニットにおけるＯリングの内径より小さな外形
を有する先端を、Ｏリングの内側に通すことによって、供給ユニットから挿入ヘッドユニ
ットに向けてＯリングを移動させる際に、Ｏリングの内側に、挿入ヘッドユニットの先端
を容易に入れることが可能となる。これにより、リフター部を介してホルダー部側に向け
て、挿入ヘッドユニットの外周面に沿って、Ｏリングをスムーズに移動させることができ
る。また、挿入ヘッドユニットの先端の外径がＯリングの内径よりも小さな外形を有する
ことによって、例えば、リフター部に置かれたＯリングの位置にばらつきがある際や、Ｏ
リングの寸法ばらつきがある際にも、Ｏリングの内側に、挿入ヘッドユニットの先端を通
しやすくなる。即ち、供給ユニットでのＯリングの位置のばらつきや、寸法のばらつきを
吸収して、ホルダー部への安定した搬送が可能となる。
【００４６】
　また、供給保持工程が、Ｏリングを保持する供給ユニットのリフター部で、挿入ヘッド
ユニットにおける先端から基端に向けて、その外径が大きくなる外周面に沿って、Ｏリン
グの外縁を伸張させながらＯリングを移動させることによって、リフター部を介して、挿
入ヘッドユニットの先端部を通過したＯリングが、ホルダー部の方に向かって移動する際
に、Ｏリングを内側から外側に向けて徐々に伸張させ、Ｏリングに対する保持力を高めな
がら、Ｏリングを、ホルダー部に向けて案内可能となる。これにより、Ｏリングが脱落し
にくく、安定してホルダー部に移動させることができる。
【００４７】
　また、供給保持工程が、挿入ヘッドユニットにおけるＯリングを保持するホルダー部の
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外周面の所定の位置まで搬送して、ホルダー部の所定の位置で、Ｏリングを伸張させた状
態で保持することによって、リフター部で、ホルダー部の外周面に沿って、所定の位置ま
でＯリングを搬送する際に、Ｏリングを内側から外側に向けて伸張させた形状にしてＯリ
ングを搬送できる。即ち、ホルダー部の外周面から、Ｏリングが脱落しにくくなり、安定
して所定の位置までＯリングを移動させることができる。また、ホルダー部の所定の位置
で、Ｏリングを内側から外側に向けて充分に伸張させた形状にして、安定してＯリングを
保持することができる。
【００４８】
　また、組付け工程が、ワークを挿入ヘッドユニットと対向して配置し、挿入ヘッドユニ
ットをワークの方に移動させ、挿入ヘッドユニットの先端を、ワークの先端に当接させて
、挿入ヘッドユニットの先端部の一部を、挿入ヘッドユニットの本体に収容することによ
って、挿入ヘッドユニットをワークの方に向けて移動させた際に、挿入ヘッドユニットの
先端部の一部が、挿入ヘッドユニットの本体の内部に収容され、挿入ヘッドユニットの本
体の先端を、ワークの端面に当接させることができる。これにより、ホルダー部で保持さ
れたＯリングを、ワークの方に移動させる際に、Ｏリングを、内側から外側に向けて伸張
させた形状にしたまま、安定してワーク側に搬送することができる。
【００４９】
　また、組付け工程が、挿入ヘッドユニットの挿入爪部で、ホルダー部の外周面、本体の
外周面、及び、ワークの外周面に沿って、Ｏリングを移動させ、環状溝にＯリングを組み
付けることによって、挿入爪部でＯリングを、ホルダー部からワークの環状溝に向けて移
動させることができる。また、挿入爪部でＯリングを、ワークの環状溝に嵌め込むことが
できる。
【００５０】
　また、組付け工程が、挿入爪部を、ホルダー部の外周面、本体の外周面、及び、ワーク
の外周面の外径の大きさに合わせて拡縮しながら、Ｏリングをワークに向けて移動させる
場合には、挿入爪部によるＯリングの搬送をスムーズに行うことができる。即ち、本体の
外周面における外径の変化や、ワークの外周面における外径の変化に対して、Ｏリングに
当接して搬送する、挿入爪部の開き具合を追従させることができる。
【００５１】
　また、供給保持工程が、リフター部を、挿入ヘッドユニットの外周面の外径の大きさに
合わせて拡大させながら、Ｏリングを所定の位置まで移動させる場合には、リフター部に
よるＯリングの搬送をスムーズに行うことができる。即ち、挿入ヘッドユニットの先端側
の外周面における外径の変化や、本体の外周面における外径の変化に対して、Ｏリングに
当接して搬送する、リフター部の開き具合を追従させることができる。
【００５２】
　また、上記の目的を達成するために、本発明のＯリング組付け機構は、Ｏリング供給部
よりＯリングの内径を広げながら、前記Ｏリングの組付け対象となるワークの外径より、
大きな外径を有するホルダー部に前記Ｏリングを装着させる機能と、前記ホルダー部に装
着された前記Ｏリングを、前記ワークに移し替え、同ワークの外周面に形成された環状溝
に装着する機能と、を有するＯリング組付け機構であって、前記Ｏリング供給部側に位置
する前記ホルダー部の先端の外径の大きさは、同Ｏリング供給部における前記Ｏリングの
供給位置のばらつきを吸収可能となるように、前記Ｏリングの内径よりも小さく形成され
、前記ホルダー部は、その先端から他端に向けて、その外径が徐々に大きくなるテーパ部
を有し、前記Ｏリングを前記ホルダー部から前記ワークに移し替える際に、同ワークと接
する同ホルダー部の先端部側の外径を変化させる機能を有し、前記ホルダー部の先端の外
径の大きさは、前記Ｏリングを同ホルダー部から前記ワークに移し替える際に、同ワーク
を同ホルダー部と接するように搬送する搬送機構の搬送精度を許容可能な大きさに形成さ
れ、前記Ｏリング供給部に設けられ、前記Ｏリングに力を加えるリフター爪の先端が、前
記Ｏリングに加える力の方向に対して垂直な平面上に配置され、前記リフター爪が前記Ｏ
リングに加える力の方向が、前記ホルダー部から見た前記ワークが位置する方向と反対方
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向であるように構成されている。
【００５３】
　ここで、Ｏリング供給部側に位置するホルダー部の先端の外径の大きさが、Ｏリング供
給部におけるＯリングの供給位置のばらつきを吸収可能となるように、Ｏリングの内径よ
りも小さく形成され、Ｏリング供給部に設けられ、Ｏリングに力を加えるリフター爪の先
端が、Ｏリングに加える力の方向に対して垂直な平面上に配置され、リフター爪がＯリン
グに加える力の方向が、ホルダー部から見たワークが位置する方向と反対方向であること
によって、Ｏリング供給部に対するＯリングの供給位置がばらついても、その供給位置の
ばらつきを吸収しながら、Ｏリングの内径を広げることができる。即ち、ホルダー部の先
端の外径の大きさが、Ｏリング供給部におけるＯリングの供給位置のばらつきを吸収可能
となるように、Ｏリングの内径よりも小さく形成されたことで、Ｏリングの供給位置がば
らついても、ホルダー部の先端をＯリングの内側に挿通させやすくなる。
【００５４】
　また、リフター爪がＯリングに加える力の方向が、ホルダー部から見たワークが位置す
る方向と反対方向であるため、ホルダー部からワークに向けてＯリングに加える力とは反
対向きの力で、リフターでＯリングを、その内径を広げながら、ホルダー部側に移動させ
ることができる。つまり、Ｏリングは、その内径を広げられて、ワークから離れる方向と
、ワーク側に戻る方向の、２つの力の方向を組み合わせて、最終的にワークの環状溝に組
付けられるため、Ｏリングに力を加えて移動させる過程で、Ｏリング供給部への供給位置
のばらつきを吸収することができる。また、２つの力の方向でＯリングが移動するため、
Ｏリングが斜めになったり、ねじれたりした、いびつな形状になりにくく、ワークの環状
溝に組付けることができる。
【００５５】
　また、ホルダー部の先端の外径の大きさが、Ｏリングをホルダー部からワークに移し替
える際に、ワークをホルダー部と接するように搬送する搬送機構の搬送精度を許容可能な
大きさに形成されたことによって、ワークの搬送機構の搬送において、ワークの搬送位置
に多少のずれが生じても、ホルダー部からワークに向けて、Ｏリングが脱落することなく
、ワーク側に乗り移らせることができる。
【００５６】
　また、Ｏリングをホルダー部からワークに移し替える際に、ワークと接するホルダー部
の先端部側の外径を変化させる機能を有することによって、ホルダー部の先端部側の外径
を、Ｏリングの内径を広げた状態が維持できるように変化させ、ホルダー部からワークに
向けて、Ｏリングを乗り移らせる際に、ワークの上端にＯリングが引っかかってしまうこ
とを抑止できる。
【００５７】
　また、ワークと接するホルダー部の先端部側の外径を変化させる機能が、ホルダー部の
先端がホルダー部の内部に収容可能となる手段で構成された場合には、ホルダー部の先端
を、その内部に収容するだけの簡易な構成で、ホルダー部の先端部側の外径を、容易に変
化させることができる。
【発明の効果】
【００５８】
　本発明に係るＯリング組付け機構は、Ｏリングを対象物に組み付ける際に、Ｏリングの
寸法ばらつきや、供給位置のばらつきに影響されにくく、簡易な構造であると共に、Ｏリ
ングを安定して保持でき、かつ、対象物の方に安定して移動させて、精度高く組み付ける
ことが可能なものとなっている。
　また、本発明に係るＯリング組付け方法は、Ｏリングを対象物に組み付ける際に、Ｏリ
ングの寸法ばらつきや、供給位置のばらつきに影響されにくく、簡易な構造であると共に
、Ｏリングを安定して保持でき、かつ、対象物の方に安定して移動させて、精度高く組み
付けることが可能な方法となっている。
【図面の簡単な説明】
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【００５９】
【図１】本発明の実施の形態であるＯリング組付け機構の構造を示す概略図であり、（ａ
）は、供給ユニット及び挿入ヘッドユニットの概略正面断面図であり、（ｂ）は、挿入ヘ
ッドユニット、ワーク及び下受け部の概略正面断面図である。
【図２】リフターの上下方向への進退動の状況を示した概略斜視図である。
【図３】（ａ）は、リフターにおける拡縮の動きを示す概略正面断面図であり、（ｂ）は
、挿入爪における拡縮の動きを示す概略正面断面図である。
【図４】（ａ）～（ｃ）は、ホルダー及びリングガイドの構造を示す概略図であり、（ｄ
）～（ｆ）は、リングガイドの下部側の構造のバリエーションを示す図である。
【図５】ホルダーに対してリングガイドが収容される動きを示す概略図である。
【図６】リングガイドの収容状態をとれない構造におけるＯリングの変形を示す概略図で
ある。
【図７】（ａ）及び（ｂ）は、ヘッド本体と挿入爪の下降の動きを示す概略正面断面図で
ある。
【図８】（ａ）～（ｃ）は、供給ユニットから挿入ヘッドユニットに向けてＯリングを搬
送する一連の流れを示す概略正面断面図及び概略平面図の工程図である。
【図９】（ａ）～（ｄ）は、挿入ヘッドユニットからワークに向けてＯリングを搬送し、
環状溝にＯリングを組み付ける一連の流れを示す概略正面断面図及び概略平面図の工程図
である。
【図１０】Ｏリング組付け機構を自動生産ラインに適用した場合の、供給ユニットの周辺
構造を示す概略斜視図である。
【図１１】Ｏリング組付け機構を自動生産ラインに適用した場合の、挿入ヘッドユニット
の駆動機構、及び、ワーク等の搬送機構の周辺構造を示す概略斜視図である。
【図１２】（ａ）～（ｃ）は、従前のＯリング組付け機構の概略構造を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００６０】
　以下、本発明の実施の形態について図面を参照しながら説明し、本発明の理解に供する
。
［実施の形態］
　本発明を適用したＯリング組付け機構の一例として、本発明の実施の形態を説明する。
なお、以下に示す内容はあくまで、本発明を適用した構造の一例にすぎず、本発明の実施
の形態は以下に示す構造に限定されるものではない。
【００６１】
［装置の全体構成］
　本発明を適用したＯリング組付け機構の一例である、Ｏリング組付け機構Ａは、供給ユ
ニット１と、挿入ヘッドユニット２と、下受け部３を備えている（図１参照）。
【００６２】
　このＯリング組付け機構Ａは、Ｏリング５の組付け対象となるワーク４の外周面に形成
された環状溝４０（図１（ｂ）参照）に、Ｏリング５を組み付ける作業を自動的に行う機
構である。
【００６３】
　なお、以下の説明においては、図１（ａ）（正面視の構図）を基準に、供給ユニット１
から見た挿入ヘッドユニット２の方を「上または上方」と称し、挿入ヘッドユニット２か
ら見た供給ユニット１を「下または下方」と称し、図中の上下方向を「上下方向またはＺ
軸方向」と称する。
【００６４】
　また、図１（ａ）を基準に、図中の左右方向を「Ｘ軸方向」と称し、図中の紙面の手前
及び奥を結ぶ方向を「Ｙ軸方向」と称する。また、図１（ａ）を基準に、Ｘ軸方向及びＹ
軸方向と平行な方向を「水平方向」と称する。また、必要に応じて、図１（ａ）を基準に
、「ホルダー２１を正面視した状態」と称する場合がある。
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【００６５】
　以下、Ｏリング組付け機構Ａの各構成部の詳細な構造を説明する。
【００６６】
［供給ユニット］
　供給ユニット１は、後述するＯリングパーツフィーダ機器からＯリング５が供給され、
供給されたＯリング５が配置されると共に、挿入ヘッドユニット２に向けてＯリング５を
供給する部材である。
【００６７】
　また、供給ユニット１は、本体部１０と、リフター１１と、リフターばね１２と、リフ
ター軸１３を有している（図１（ａ）及び図１（ｂ）参照）。
【００６８】
　また、本体部１０は、供給ユニット１の本体を構成する部材である。また、リフター１
１は、Ｏリングパーツフィーダ機器（図１１参照）から供給されたＯリング５が配置され
る部分となる。
【００６９】
　また、リフター１１は、供給ユニット１の上部が、挿入ヘッドユニット２の下部と対向
し、供給ユニット１の本体１０の上端と、挿入ヘッドユニット２のリングガイド２０の先
端とが当接した状態（供給ユニット１と挿入ヘッドユニット２が当接した状態）で、挿入
ヘッドユニット２におけるホルダー２１の外周面の所定の位置まで、Ｏリング５を搬送す
る部材となる。
【００７０】
　即ち、リフター１１は、Ｏリング５をホルダー２１に保持させるために、Ｏリング５を
搬送する部材となる。なお、図２（ａ）及び図２（ｂ）では、リフター１１の上下方向へ
の進退動の状況を示している。
【００７１】
　また、リフター１１は、リフター軸１３に接続され、リフター軸１３を上下動させる駆
動源（後述するリフターシリンダ１３０）により、リフター１１及びリフター軸１３が上
下方向に沿って進退動可能に構成されている。
【００７２】
　また、リフター１１は、４つのリフター爪１１０を有している（図１（ａ）、図２（ａ
）及び図２（ｂ）参照）。４つのリフター爪１１０は、各上端にＯリング５を乗せて、Ｏ
リング５を搬送する部材である。
【００７３】
　また、４つのリフター爪１１０は、回転軸１１１を介して、拡縮可能に構成されている
（図１（ａ）及び図３（ａ）参照）。
【００７４】
　また、４つのリフター爪１１０は、リフターばね１２に接続され、平面視した状態で、
拡縮する方向において、内側に向けて閉じる方向に、リフターばね１２で付勢されている
。なお、図３（ａ）では、ホルダー２１を正面視した状態でのリフター爪１１０の拡縮の
動き（図３（ａ）中の符号Ｘで示す矢印）を示している。
【００７５】
　即ち、４つのリフター爪１１０が、回転軸１１１を中心に拡縮可能であり、リフターば
ね１２で、拡縮する方向において内側に向けて閉じる方向に付勢されたことで、後述する
リングガイド２０やホルダー２１を通過する際に、各部材の外径に沿って、リフター爪１
１０が広がり、Ｏリング５をスムーズに上方へ搬送することができる。
【００７６】
　ここで、必ずしも、リフター１１が、リフター爪１１０とリフターばね１２により、拡
縮するリフター爪１１０が、平面視で内側に向けて付勢された構造となる必要はない。例
えば、リフター爪そのものを板ばねで形成して、その板ばねの付勢力で、リフター爪が、
拡縮する方向において内側に向かうように構成されてもよい。また、このような構造は、
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適宜適宜設計することができる。
【００７７】
［挿入ヘッドユニット］
　挿入ヘッドユニット２は、供給ユニット１から供給されたＯリング５を保持すると共に
、ワーク４に向けてＯリング５を搬送し、ワーク４の環状溝４０にＯリング５の組付けを
行う部材である。
【００７８】
　また、挿入ヘッドユニット２は、リングガイド２０と、ホルダー２１と、ガイドばね２
２と、ホルダーテーパ部２３と、ヘッド本体２４と、挿入爪２５と、ホルダーばね２６を
有している（図１（ａ）及び図１（ｂ）参照）。
【００７９】
　また、挿入ヘッドユニット２は、後述する搬送ユニットにより、供給ユニット１が配置
された位置と、ワーク４及び下受け部３が配置された位置（図１２（ａ）に示す下受け用
シリンダ３３が配置された位置）に移動可能に構成されている。
【００８０】
　また、挿入ヘッドユニット２は、後述する搬送ユニットにより、供給ユニット１、また
は、ワーク４との間で、上下方向に移動可能に構成されている。
【００８１】
　また、挿入ヘッドユニット２は、供給ユニット１から挿入ヘッドユニット２にＯリング
５を移動させる際、または、挿入ヘッドユニット２からワーク４に向けてＯリング５を移
動させる際に、ホルダー２１及びヘッド本体２４を上下動させる駆動機構（図１１（ａ）
に示す挿入ヘッド用電動シリンダ２８２と、ガイドばね２２及びホルダーばね２６で構成
）を有している。挿入ヘッドユニット２の駆動の詳細は後述する。
【００８２】
　また、ヘッド本体２４は、挿入ヘッドユニット１の本体を構成する部材である。ヘッド
本体２４は、ヘッドユニット搬送用電動シリンダ２８０と、ヘッドユニット上下用シリン
ダ２８１（図１０及び図１１（ａ）参照）を介して、水平方向、または、鉛直方向に移動
可能に構成されている。
【００８３】
　また、ヘッド本体２４の内側には、下部側が開口した凹部２４０と、凹部２４０の上部
側に位置する中底部２４１が設けられている（図１（ａ）及び図１（ｂ）参照）。また、
中底部２４１には貫通孔２４２が形成されている。
【００８４】
　また、凹部２４０は、ホルダー２１を構成するホルダー軸２１０が位置する空間である
。また、凹部２４０は、ホルダー軸２１０の外周面に取り付けられたホルダーばね２６を
配置する空間である。
【００８５】
　また、中底部２４１の貫通孔２４２には、ホルダー軸２１０が挿通されている。また、
ホルダー軸２１０は、ヘッド本体２４が上下動する際に、ヘッド本体２４の動きをガイド
する機能も有している。
【００８６】
　また、ホルダーばね２６は、ガイドばね２２よりも強い付勢力を有するばね部材で構成
されている。また、ホルダーばね２６は、後述するように、ヘッド本体２４が下降してガ
イドばね２２が縮んだ後（リングガイド２０がホルダー２１に収容された後）、さらに、
挿入爪２５及びＯリング５をワーク４に向けて下降させる、段階的な下降を行うための弾
性部材である（図７（ｂ）及び図９（ｃ）参照）。
【００８７】
　また、ホルダー２１は、供給ユニット１のリフター１１で搬送されたＯリング５を保持
する部材である。また、挿入爪２５がＯリング５をワーク４の方に搬送する際に、ホルダ
ー２１の外周面は、ホルダーテーパ部２３の外周面と共に、Ｏリング５の搬送経路となる
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部材である。
【００８８】
　また、リングガイド２０は、供給ユニット１からホルダー２１の所定の位置（Ｏリング
５を保持する位置）までＯリング５を移動させる際に、その移動を案内する部材である。
【００８９】
　また、リングガイド２０は挿入ヘッドユニット２からワーク４に向けてＯリングを移動
させる際に、ワーク４の上端面に当接して、挿入爪２５が下降する際には、ホルダー２１
の内部に収容される部材である（図３（ｂ）参照）。この動きの詳細は後述する。
【００９０】
　続いて、ホルダー２１及びリングガイド２０の詳細な構造を説明する。
　ホルダー２１は、その上端側にホルダー軸２１０が取り付けられている（図１（ａ）、
図１（ｂ）、及び、図４（ａ）～（ｃ）参照）。また、ホルダー２１の先端側には、ホル
ダーテーパ部２３が設けられている。
【００９１】
　このホルダーテーパ部２３は、供給ユニット１からホルダー２１に向けてリフター１１
を介してＯリング５を移動させる際に、Ｏリング５を外向きに伸張させて、Ｏリング５の
保持姿勢を安定させながら、上方に案内するための部分となる。
【００９２】
　また、ホルダーテーパ部２３は、挿入ヘッドユニット２からワーク４に向けて、挿入爪
２５を介してＯリング５を移動させる際に、Ｏリング５を外向きに伸張させて、Ｏリング
５の保持姿勢を安定させながら、挿入ヘッドユニット２からワーク４に、Ｏリング４を乗
り移らせるための部分となる。
【００９３】
　また、ホルダー２１及びホルダーテーパ部２３の内側には、下部側に開口したホルダー
凹部２１２が形成され、そのホルダー凹部２１２の底面にガイドばね２２の上端が取り付
けられている（図１（ｂ）、及び、図４（ａ）～（ｃ）参照）。
【００９４】
　また、ホルダー２１の先端部側の一部及びホルダーテーパ部２３の外周面には、４つの
ガイド溝２１１が形成されている（図４（ａ）～（ｃ）参照）。この４つのガイド溝２１
１は、ホルダー２１に対してリングガイド２０が上下動する際に、後述するリングガイド
２０の４つの突出部２００が嵌合して、その移動を案内する部分である。
【００９５】
　また、リングガイド２０は、ホルダー凹部２１２の内側に配置されたガイド基部２０５
（図４（ｃ）参照）を有している。また、ガイド基部２０５の上部内側には、上部側に開
口したガイド凹部２０４が形成され、そのガイド凹部２０４の底面にガイドばね２２の下
端が取り付けられている（図４（ｃ）参照）。
【００９６】
　このように、ホルダー凹部２１２の底面及びガイド凹部２０４の底面に、ガイドばね２
２が取り付けられたことで、ホルダー２１に対して、リングガイド２０が上下動可能に構
成されている。また、上述したように、ガイドばね２２の付勢力は、ホルダーばね２６よ
りも弱い付勢力を有するばね部材で構成されている。
【００９７】
　また、リングガイド２０の下部側は、４つの突出部２００で構成され、底面視で略十字
状の断面形状となるように形成されている（図４（ｂ）の下図、図５参照）。また、この
４つの突出部の下端が、リングガイド２０の下端面２０３を構成する。
【００９８】
　また、４つの突出部２００には、上下方向に沿って、下側から上側にかけて外周面の径
が大きくなるテーパ部２０１が形成されている（図４（ｂ）、図４（ｃ）及び図５参照）
。
【００９９】
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　このリングガイド２０の下部側は、ホルダー２１を正面視した状態で、水平方向の幅ｄ
１は、Ｏリング５の内円の直径よりも小さく形成されている（図４（ｂ）参照）。即ち、
底面視で、４つの突出部２００を結ぶ円周の外径は、Ｏリング５の内径よりも小さく形成
されている。
【０１００】
　この下端面２０３の外径は、Ｏリング５の内径より、Ｏリング５が、Ｏリングパーツフ
ィーダ機器７及びＯリング移載装置８（図１０参照）で供給された際の、位置ばらつきの
範囲を許容できる程度に小さい。
【０１０１】
　これにより、供給ユニット１からＯリング５を移動させる際に、リフター１１に置かれ
たＯリング５の内側に、スムーズにリングガイド２０の下端面２０３を通ることが可能と
なる。
【０１０２】
　即ち、供給ユニット１上で、Ｏリング５の位置にばらつきが生じた際や、Ｏリング５自
身の寸法にばらつきがある際にも、位置のばらつきや寸法のばらつきに対応して、挿入ヘ
ッドユニット２側にＯリング５を移動させることが可能となる。
【０１０３】
　また、リングガイド２０の４つの突出部２００の外周面にＯリング５が位置する際には
、テーパ部２０１に沿って、滑らかにＯリング５を上方に移動させることができる。
【０１０４】
　また、ガイドばね２２が上方に縮んで、ホルダー２１及びホルダーテーパ部２３の内側
に、リングガイド２０の下部が収容された状態（図５の上段、中段、下段の各右側の図、
及び、図７（ｂ）参照。以下、「リングガイド２０の収容状態」と称する。）では、ホル
ダーテーパ部２３の下端と、リングガイド２０の下端面２０３が、上下方向において同じ
高さ位置になるように構成されている。また、この際、４つの突出部２００の外周面は、
ガイド溝２１１より内側に位置する。
【０１０５】
　このような、リングガイド２０の収容状態となることで、挿入ヘッドユニット２からワ
ーク４に向けて、挿入爪２５を介してＯリング５を移動させる際に、ホルダーテーパ部２
３が、ワーク４の上部と当接する部分となる（図７（ｂ）参照）。
【０１０６】
　また、ホルダーテーパ部２３の下端は、ホルダー２１を正面視した状態で、水平方向の
幅ｄ２は、Ｏリング５の内円の直径よりも大きく形成されている（図４（ｂ）参照）。即
ち、底面視で、ホルダーテーパ部２３の下端の外径は、Ｏリング５の内径よりも大きく形
成されている。
【０１０７】
　これにより、リフター１１を介して、リングガイド２０の４つの突出部２００の外周面
からホルダーテーパ部２３の外周面にＯリング５を移動させた際に、Ｏリング５は、内径
が大きくなるように、外向きに伸張され、Ｏリング５の保持姿勢を安定させながら、上方
に案内することが可能となる。
【０１０８】
　また、ホルダーテーパ部２３の外径は、下方から上方にかけて大きくなるため、Ｏリン
グ５は、内径がさらに大きくなるように、外向きに伸張されながら、ホルダー２１の保持
位置に向けて移動させることができる。
【０１０９】
　また、挿入ヘッドユニット２からワーク４に向けてＯリング５を乗り移らせる際にも、
ホルダーテーパ部２３の外周面で、Ｏリング５の保持姿勢を安定させ、Ｏリング５が脱落
することなく、ワーク４の外周面に乗り移らせることが可能となる。
【０１１０】
　また、もし、本発明のように、リングガイド２０の収容状態のような、ホルダー２１及
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びホルダーテーパ部２３の内部に、リングガイドが収容されない形状となったら、図６（
ａ）に示すように、挿入爪２５で、ワーク４にＯリング５を乗り移らせる際に、リングガ
イド２０ｃの下端が、ワーク４の上端面との境界部分となる。
【０１１１】
　そうすると、リングガイド２０ｃの下端の外径と、ワーク４の上端部の外径との差が大
きくなり、挿入爪２５の搬送中に、Ｏリング５がよじれて変形して（符号５ａで示す）、
リングガイド２０ｃの下端が、ワーク４の上端面との間に引っかかってしまい、搬送でき
なくなってしまう（図６（ａ））及び図６（ｂ）参照）。したがって、リングガイド２０
の収容状態となることで、安定したＯリング５の搬送が実現できる。
【０１１２】
　また、本発明の構造では、リングガイド２０を収容した、ホルダーテーパ部２３の外径
寸法は、このホルダーテーパ２３の下端と接する、ワーク４の上端部の外径寸法と同等、
若しくは若干大きい寸法で形成されている。その大きさの程度は、ホルダーテーパ部２３
とワーク４とが接する際の搬送精度を許容できる程度である。
【０１１３】
　また、ホルダーテーパ部２３の上端は、ホルダー２１を正面視した状態で、水平方向の
幅ｄ３は、ホルダーテーパ部２３の下端における水平方向の幅ｄ２よりも大きく形成され
ている（図４（ｂ）参照）。即ち、底面視で、ホルダーテーパ部２３の上端の外径は、ホ
ルダーテーパ部２３の下端の外径、及び、Ｏリング５の内径よりも大きく形成されている
。
【０１１４】
　また、ホルダーテーパ部２３の上端から、ホルダー２１におけるＯリング５の保持位置
までは、ホルダー２１の外周面の水平方向における幅は、幅ｄ３と同じ大きさとなってい
る（図３（ａ）及び図４（ｂ）参照）。
【０１１５】
　このように、ホルダーテーパ部２３の上端、及び、ホルダー２１の外周面の水平方向に
おける幅ｄ３が、ホルダーテーパ部２３の下端の外径より大きく形成されたことで、Ｏリ
ング５をホルダー２１におけるＯリング５の保持位置に移動させる際に、Ｏリング５は、
その内径が充分に大きくなるように、外向きに伸張されるものとなる。
【０１１６】
　この結果、Ｏリング５の保持姿勢を、より一層安定させながら、上方に移動させること
が可能となる。また、挿入ヘッドユニット２からワーク４に向けてＯリング５を下方に移
動させる際にも、Ｏリング５の保持姿勢を、より一層安定させながら、下方に移動させる
ことが可能となる。
【０１１７】
　また、図４（ｄ）に示すように、底面視した状態で、リングガイド２の４つの突出部２
００の外周面にＯリング５が位置する状態では、Ｏリング５の内面は、略十字状の断面を
有する４つの突出部２００の各先端で支持され、Ｏリング５はほぼ円形の形状となる。
【０１１８】
　これにより、上下方向において、リングガイド２０の上部から、ホルダーテーパ部２３
の下部に、Ｏリング５が移動する際に、Ｏリング５が、２つの突出部２００の間のホルダ
ーテーパ部２３に引っ掛かりにくくなり、スムーズに、Ｏリング５をホルダーテーパ部２
３に乗り移らせることができる。
【０１１９】
　ここで、例えば、図４（ｅ）に示すように、リングガイドの下端側の形状として、リン
グガイド２０ａのように、６つの突出部２００ａを有する形状とすることも考えられる。
【０１２０】
　この形状でも、Ｏリング５の内面は、６つの突出部２００ａの各先端で支持され、底面
視で、Ｏリング５はほぼ円形の形状となり、Ｏリング５が、２つの突出部２００ａの間の
ホルダーテーパ部（符号省略）に引っ掛かりにくくなり、スムーズに、Ｏリング５をホル
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ダーテーパ部２３に乗り移らせることができる。
【０１２１】
　また、本発明におけるリングガイド２０の下部の形状は、底面視で、Ｏリング５がほぼ
円形の形状として支持できれば、４つの突出部２００や６つの突出部２００ａ以外の形状
を採用することができる。但し、底面視で、Ｏリング５がほぼ円形の形状として支持可能
であり、より簡易な構造となることから、リングガイド２０の下部の形状は、底面視で、
略十字状の形状となる４つの突出部２００で構成されることが好ましい。
【０１２２】
　一方、図４（ｆ）に示すように、リングガイドの下端側の形状として、リングガイド２
０ｂのように、３つの突出部２００ｂを有する形状では、底面視で、Ｏリング５は、略三
角形の形状となる。その結果、リングガイド２０ｂからＯリング５をホルダーテーパ部２
３に乗り移らせる際に、Ｏリング５が、２つの突出部２００ｂの間のホルダーテーパ部（
符号省略）に引っ掛かりやすくなり、安定してＯリング５を移動させにくくなるため、リ
ングガイドの下端側の形状では、３つの突出部２００ｂを有する形状は好ましくない。
【０１２３】
　図１（ａ）及び図１（ｂ）に示すように、挿入ヘッドユニット２は、挿入爪２５を有し
ている。挿入爪２５は、ヘッド本体２４の下部側に取り付けられ、ヘッド本体２４と一緒
に下降し、ホルダー２１で保持されたＯリング５に当接して、ワーク４の環状溝４０に向
けて搬送する部材である（図７（ａ）及び図７（ｂ）参照）。
【０１２４】
　また、図９（ａ）～図９（ｃ）の各図の上段の図に示すように、挿入ヘッドユニット２
は、４つの挿入爪２５を有している。各挿入爪２５は、円周方向で、略９０度ずつ異なる
位置に配置され、Ｏリング５に上部から当接可能に構成されている。
【０１２５】
　また、４つのリフター爪１１０は、回転軸２５１を介して、拡縮可能に構成されている
（図１（ａ）、図１（ｂ）及び図３（ｂ）参照）。
【０１２６】
　また、４つのリフター爪１１０は、挿入爪ばね２５０に接続され、平面視した状態で、
拡縮する方向において、内側に向けて閉じる方向に、挿入爪ばね２５０で付勢されている
。なお、図３（ｂ）では、ホルダー２１を正面視した状態での挿入爪ばね２５０の拡縮の
動き（図３（ｂ）中の符号Ｘで示す矢印）を示している。
【０１２７】
　即ち、４つの挿入爪ばね２５０が、回転軸２５１を中心に拡縮可能であり、挿入爪ばね
２５０で、拡縮する方向において内側に向けて閉じる方向に付勢されたことで、リングガ
イド２０、ホルダー２１及びワーク４の外周面を移動する際に、各部材の外径に沿って、
挿入爪ばね２５０が広がり、Ｏリング５をスムーズに、環状溝４０に向けて搬送すること
ができる。
【０１２８】
　ここで、必ずしも、挿入爪２５と挿入爪ばね２５０により、拡縮する挿入爪２５が、平
面視で内側に向けて付勢された構造となる必要はない。例えば、挿入爪そのものを板ばね
で形成して、その板ばねの付勢力で、挿入爪が、拡縮する方向において内側に向かうよう
に構成されてもよい。また、このような構造は、適宜適宜設計することができる。
【０１２９】
［下受け部］
　下受け部３は、挿入ヘッドユニット２の下部に配置したワーク４の下端を受け止め、ワ
ーク４の位置を規定する部材である（図１（ｂ）参照）。
【０１３０】
　また、下受け部３は、本体３０と、本体３０の上部に設けられた下受け凹部３１で構成
されている（図１（ｂ）参照）。この下受け凹部３１は、ワーク４のワーク基部４２の下
端のサイズに合わせて形成されている。
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【０１３１】
　ワーク４は、Ｏリング５の組付け対象である。ワーク４は、ワーク基部４２の上方の外
周面に、Ｏリング５が嵌め込まれる環状溝４０が形成されている（図１（ｂ）参照）。
【０１３２】
　また、ワーク４の上端部側には、テーパ部４１が形成されている（図１（ｂ）参照）。
このテーパ部４１により、挿入爪２５で下方に移動してくるＯリング５が、環状溝４０に
案内される。
【０１３３】
　なお、ワーク４の構造は一例であり、本発明を適用したＯリング組付け機構Ａは、ワー
ク４以外の構造体を、Ｏリングの組付け対象とすることができる。
【０１３４】
　以上で説明した構造が、本発明を適用したＯリング組付け機構の一例であるＯリング組
付け機構Ａの構造である。なお、本発明におけるＯリング組付け機構は、各構成部材を備
える専用の装置に適用することができる。即ち、Ｏリングの組付け作業を行う独立した装
置にすることができる。
【０１３５】
　また、本発明を適用したＯリング組付け機構は、専用の装置とするだけでなく、ワーク
を含む装置機器等の製造ラインにおいて、製造ラインの一部に組み込むことができる。即
ち、製造ラインでワーク、または、ワークを一部に有する装置等を処理するラインにおい
て、ライン上で稼働する処理機器の一部として、Ｏリング組付け機構を構成する各部材等
を用いることができる。
【０１３６】
　これにより、ワークを含む装置機器等の製造ラインにおいて、本発明を適用したＯリン
グ組付け機構を用いることで、Ｏリングの供給ユニットへの供給から、Ｏリングの搬送、
ワークの環状溝へのＯリングの組付けまでの全工程を自動化して、製造ラインの一部を構
築することもできる。
【０１３７】
　続いて、Ｏリング組付け機構Ａを自動生産ラインに適用した場合における、各ユニット
、Ｏリング、ワーク、及び、下受け部に関する搬送機構、または、駆動機構の一例につい
て、図１０及び図１１を参照しながら説明する。
【０１３８】
　図１０に示すように、供給ユニット１の近傍には、Ｏリングパーツフィーダ機器７と、
Ｏリング移載装置８と、供給ユニット位置移動機構９と、リフターシリンダ１３０が設け
られている。
【０１３９】
　また、Ｏリングパーツフィーダ機器７は、Ｏリング５の供給源となるボールフィーダ（
図示省略）と、ボールフィーダと接続され、供給ユニット１の本体１０の上端面の近傍ま
で延びた直進フィーダ７０を有している。ボールフィーダと直進フィーダ７０は、振動し
ながらＯリング５を直進フィーダ７０の先端位置まで搬送する部材である。
【０１４０】
　また、直進フィーダ７０には、Ｏリング５のサイズに応じて、搬送経路を構成する幅調
整用プレート７１が着脱自在に取り付けられている。即ち、Ｏリングのサイズに適した板
幅の幅調整用プレート７１が選択され、直進フィーダ７０に取り付けられ、直進フィーダ
７０の搬送経路をＯリングのサイズに合わせている。
【０１４１】
　また、直進フィーダ７０の先端位置側には、同先端位置に向けて搬送されてきたＯリン
グ５を止めるＯリングストッパ７２が設けられている。このＯリングストッパ７２はスト
ッパ用シリンダ７３に接続され、直進用フィーダ７０と供給ユニット１との間で、上下動
可能に構成されている。
【０１４２】
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　なお、図１０においては、構造を明確にするため、Ｏリングストッパ７２及びストッパ
用シリンダ７３の位置を、本来の位置からずらして明記し、図中の点線で、Ｏリングスト
ッパ７２が上下動する位置を示している。
【０１４３】
　また、Ｏリング移載装置８は、移載シリンダ８０と移載用ピン８１を有している。移載
シリンダ８０は、上下方向に移動可能であり、かつ、直進フィーダ７０の先端位置と、供
給ユニット１における本体１０の上面の略中心位置を繋ぐ方向に移動可能に構成されてい
る。
【０１４４】
　また、移載シリンダ８０の移動に伴い、移載用ピン８１は、直進フィーダ７０の先端位
置まで搬送され、Ｏリングストッパ７２で止められたＯリング５の内側に、その先端が挿
入可能に構成されている（上下方向の移動）。
【０１４５】
　また、移載用ピン８１は、その先端をＯリング５の内側に入れた状態で、Ｏリング５を
供給ユニット１における本体１０の上面の略中心の位置、即ち、４つのリフター１１０の
上部にＯリング５を配置できる位置まで搬送可能に構成されている。
【０１４６】
　また、供給ユニット位置移動機構９は、供給ユニット１に接続され、直進フィーダ７０
に対する供給ユニット１の位置を補正するための位置移動機構である。供給ユニット１の
位置は、対象となるＯリングのサイズにより位置が補正される。
【０１４７】
　また、供給ユニット１のリフター軸１３の下部には、リフター軸１３を上下動させるリ
フターシリンダ１３０が設けられている。
【０１４８】
　このように、Ｏリングパーツフィーダ機器７、Ｏリング移載装置８、供給ユニット位置
移動機構９、リフターシリンダ１３０を介して、供給ユニット１における、４つのリフタ
ー１１０の上部にＯリング５を配置できる位置にＯリング５が搬送されるものとなる。
【０１４９】
　次に、挿入ヘッドユニット２を移動させる搬送ユニットについて詳細を説明する。この
搬送ユニットは、図１０または図１１（ａ）に示すように、ヘッドユニット搬送用電動シ
リンダ２８０と、ヘッドユニット上下用シリンダ２８１と、挿入ヘッド用電動シリンダ２
８２を有している。
【０１５０】
　ここで、ヘッドユニット搬送用電動シリンダ２８０は、挿入ヘッドユニット２を水平方
向に移動させる機構であり、挿入ヘッドユニット２を、供給ユニット１の上方と、後述す
る下受け用シリンダ３３の上方との間で移動させる部材である。
【０１５１】
　また、ヘッドユニット上下用シリンダ２８１は、挿入ヘッドユニット２を上下方向に移
動させる機構であり、挿入ヘッドユニット２を、供給ユニット１に対して進退動させ、か
つ、下受け用シリンダの上方に配置される、ワーク６に対して進退動させる部材である。
【０１５２】
　また、挿入ヘッドユニット２におけるヘッド本体２４が、ヘッドホルダ２８３を介して
、ヘッドユニット上下用シリンダ２８１に固定されている（図１１（ａ）及び図１１（ｂ
）参照）。このヘッドホルダ２８３の固定により、挿入ヘッドユニット２が、ヘッドユニ
ット搬送用電動シリンダ２８０及びヘッドユニット上下用シリンダ２８１を介して移動可
能となる。
【０１５３】
　なお、図１１（ｂ）には、ヘッドホルダ２８３の形状を明らかにするため、ヘッドホル
ダ２８３と、挿入ヘッドユニット２の主要な部材の分解構造図を示している。
【０１５４】
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　また、挿入ヘッド用電動シリンダ２８２は、ヘッド本体２４を下方に押して下向きに移
動させる機構である。ヘッド本体２４の下降に伴い、挿入爪２５、ホルダー２１及びリン
グガイド２０も下降するものとなる。
【０１５５】
　即ち、挿入ヘッド用電動シリンダ２８２は、ガイドばね２２や、ホルダーばね２６の付
勢力に抗して、ホルダー２１やヘッド本体２４を下方に移動させることできる部材である
。また、挿入ヘッド用電動シリンダ２８２は、過負荷を検知する検知機能を有している。
【０１５６】
　また、供給ユニット１の上方に挿入ヘッドユニット２が位置した状態では、挿入ヘッド
ユニット２のさらに上方に、ホルダー抑え用シリンダ２８４が設けられている（図１０及
び図１１（ａ）参照）。
【０１５７】
　このホルダー抑え用シリンダ２８４は、供給ユニット１のリフター１１で、挿入ヘッド
ユニット２の方に向けてＯリング５を移動させる際に、挿入ヘッドユニット２のホルダー
２１の浮き上がりを抑えるための部材である。
【０１５８】
　また、図１１（ａ）に示すように、下受け部３は、下受け用シリンダ３３の上部に配置
され、下受け用シリンダ３３を介して上下動可能に構成されている。
【０１５９】
　また、図１１（ａ）に示すように、ワーク４は、孔部（図示省略）が形成された搬送プ
レート４３にセットされ、この搬送プレート４３が、回転機構に接続されたロータリーテ
ーブル４４に取り付けられている。
【０１６０】
　また、ロータリーテーブル４４は、ワーク４をセットした搬送プレート４３を搬送し、
下受け用シリンダ３３の上方にワーク４が位置するように移動させる部材である。
【０１６１】
　なお、図１１（ａ）においては、ワーク４及び下受け部３の鉛直方向の位置関係が分か
りやすい構図としており、ワーク４と下受け部３を分離して記載している。実際の装置構
成では、下受け用シリンダ３３の上部に下受け部３が配置され、搬送プレート４３にセッ
トされたワーク４の上方に挿入ヘッドユニット２が位置するものとなる。
【０１６２】
　以上のような構成から、下受け用シリンダ３３の上方に、直線状に、下受け部３及びワ
ーク４が搬送され、下受け用シリンダ３３が上昇することで、下受け部３及びワーク４を
一体化させることができる。
【０１６３】
　続いて、本発明を適用したＯリング組付け方法の一例として、上述したＯリング組付け
機構Ａを用いた具体的なＯリングの組付けの流れを説明する。なお、以下で説明する内容
は、Ｏリング組付け機構Ａを自動生産ラインに適用した場合での流れの一例である。下記
の内容はあくまで一例であり、本発明を適用したＯリング組付け方法は、適宜変更するこ
とが可能である。
【０１６４】
　また、以下の説明では、図８及び図９の中段及び下段の図が、ホルダー２１を正面視し
た状態での構図であり、図８及び図９（ａ）～（ｃ）の上段の図は、リフター１１または
挿入爪２５を平面視した図である。また、図９（ｄ）の上段の図は、Ｏリング５を組み付
けたワーク４を平面視した図である。
【０１６５】
　まず、供給ユニット１から挿入ヘッドユニット２に向けてＯリング５を搬送する供給保
持工程を説明する。供給保持工程では、まず、ボールフィーダと直進フィーダ７０で構成
されるＯリングパーツフィーダ機器７により、直進フィーダ７０の先端位置に向けて、Ｏ
リング５が搬送される（図１０参照）。
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【０１６６】
　また、直進用フィーダ７０の先端位置と、供給ユニット１の間から、Ｏリングストッパ
７２がストッパ用シリンダ７３を介して上昇し、Ｏリング５が、直進用フィーダ７０の先
端位置で止められる（図１０参照）。
【０１６７】
　次に、Ｏリングストッパ７２が下降して、移載シリンダ８０と移載用ピン８１が、直進
用フィーダ７０の先端位置にあるＯリング５の位置に移動して、移載用ピン８１が下降し
、移載用ピン８１の先端がＯリング５の内側に挿入される。
【０１６８】
　そして、Ｏリング５の内側に移載用ピン８１の先端が挿入された状態で、移載シリンダ
８０と移載用ピン８１が、直進用フィーダ７０の先端位置の隣に配置された供給ユニット
１の本体１０の上面側に向かって移動する。
【０１６９】
　ここでは、移載用ピン８１の先端がＯリング５を引っ掛けた状態で、Ｏリング５が、供
給ユニット１の本体１０の上端面の中央に向かって移動していく。この移載シリンダ８０
と移載用ピン８１により、１つずつ供給されるＯリング５が、供給ユニット１の本体１０
の上に定置される（図８（ａ）参照）。
【０１７０】
　また、供給保持工程では、挿入ヘッドユニット２が、供給ユニット２の上部に位置する
ように、ヘッドユニット搬送用電動シリンダ２８０（図１０参照）が挿入ヘッドユニット
２を移動させている。
【０１７１】
　次に、ヘッドユニット上下用シリンダ２８１（図１０参照）を介して、挿入ヘッドユニ
ット２を降下させ（図８（ｂ）に示す符号Ｙの矢印の方向）、リフター１１の上端と、リ
ングガイド２０の下端面２０３を当接させる（図８（ｂ）参照）。この状態となることで
、Ｏリング５の内側に、リングガイド２０の下端面２０３が入ったものとなる。
【０１７２】
　この下端面２０３の外径は、上述したように、Ｏリング５が、Ｏリングパーツフィーダ
機器７及びＯリング移載装置８（図１０参照）で供給された際の位置ばらつきの範囲を許
容できる程度に、Ｏリング５の内径より小さくなっているため、Ｏリング５が供給ユニッ
ト１に供給された際に、その位置にばらつきがあっても、この後の工程において、不具合
が発生しなくなる。
【０１７３】
　続いて、リフターシリンダ１３０を介して（図１０参照）、供給ユニット１のリフター
軸１３を上昇させて（図８（ｃ）及び図９（ｃ）に示す符号Ｙの矢印の方向）、リフター
１１（４つのリフター爪１１０）を上方に移動させ、リングガイド２０の外周（テーパ部
２０１）に沿って、Ｏリング５を上方に搬送する（図８（ｃ）参照）。
【０１７４】
　また、上方に搬送されるＯリング５は、図８（ｃ）に点線で示すように、リングガイド
２０に沿って移動し、ホルダーテーパ部２３の下端付近で、Ｏリング５は、その内径が大
きくなるように、外向きに伸張され（図８（ｃ）の上段の図参照）、Ｏリング５の保持姿
勢を安定させながら、上方に案内される。
【０１７５】
　また、Ｏリング５が、ホルダーテーパ部２３の上端を通過する際に、Ｏリング５は、さ
らに、最も内径が大きくなるように、外向きに伸張され、Ｏリング５の保持姿勢を安定さ
せながら、ホルダー２１の所定の保持位置まで安定して搬送され、保持される。
【０１７６】
　また、リフター１１は、上方にＯリング５を移動させる際に、リングガイド２０、ホル
ダーテーパ部２３及びホルダー２１の外径に沿って、拡縮する方向において、各リフター
爪１１０が広がり、Ｏリング５をスムーズに上方へ搬送することができる（図３（ａ）参
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照）。
【０１７７】
　また、この際、挿入ヘッドユニット２上方に配置されたホルダー抑え用シリンダ２８４
（図１０参照）が、供給ユニット１のリフター１１で、挿入ヘッドユニット２の方に向け
てＯリング５を移動させる際に、挿入ヘッドユニット２のホルダー２１の浮き上がりを抑
えている。
【０１７８】
　ここまでの流れで、供給ユニット１から挿入ヘッドユニット２に向けてＯリング５を搬
送して、挿入ヘッドユニット２に、安定した保持姿勢で、Ｏリング５を保持させることが
できる。
【０１７９】
　次に、挿入ヘッドユニット２からワーク４に向けてＯリング５を搬送し、ワーク４の環
状溝４０にＯリング５を組み付ける組付け工程を説明する。組付け工程では、ヘッドユニ
ット搬送用電動シリンダ２８０を介して、挿入ヘッドユニット２を移動させ、挿入ヘッド
ユニット２を、下受けシリンダ３３の上方に位置させる（図１１（ａ）参照）。
【０１８０】
　また、搬送プレート４３にセットされたワーク４が、ロータリーテーブル４４を介して
、下受けシリンダ３３の上方に搬送される（図１１（ａ）参照）。
【０１８１】
　また、挿入ヘッドユニット２は、上下方向に沿って、ワーク４及び下受け部３に対して
、直線状に配置された状態となる（図９（ａ）参照）。
【０１８２】
　また、下受けシリンダ３３の上部に配置された下受け部３が、下受けシリンダ３３によ
り上昇して、その下受け凹部３１が、ワーク４のワーク基部４２の下端と当接して、ワー
下受け部３とワーク４が一体化する。
【０１８３】
　そして、ヘッドユニット上下用シリンダ２８１を介して（図１１（ａ）参照）、挿入ヘ
ッドユニット２を下降させ、挿入ヘッドユニット２をワーク４の上部に設置し、さらに、
挿入ヘッド用電動シリンダ２８２を介して（図１１（ａ）参照）、ヘッド本体２４を下降
させ（図９（ａ）に示す符号Ｙの矢印の方向）、リングガイド２０の下端面２０３を、ワ
ーク４の上端面に当接させる（図９（ａ）参照）。
【０１８４】
　続いて、挿入ヘッド用電動シリンダ２８２を介して、さらにヘッド本体２４を下降させ
る（図９（ｂ）に示す符号Ｙの矢印の方向）。これにより、リングガイド２０の下端面２
０３がワークの上端面に当接した状態で、ヘッド本体２４の下降に伴い、ガイドばね２２
が縮んで、ヘッド本体２４とホルダー２１が下降していく。
【０１８５】
　また、この際、ホルダー凹部２１２の空間が、リングガイド２０のガイド基部２０５で
埋まっていき、かつ、ガイド溝部２１１に沿って突出部２００（リングガイド２０の下部
）が、ホルダー２１及びホルダーテーパ部２３の内部に収容されていく。また、リングガ
イド２０の下端面２０３が、ホルダーテーパ部２３の下端と同じ高さ位置となり、リング
ガイド２０の収容状態となる（図５の各段の右図及び図９（ｂ）参照）。
【０１８６】
　このリングガイド２０の収容状態となると、ホルダー２１に保持されたＯリング５を、
ワーク４の環状溝４０に向かわせる搬送経路が、ホルダー２１及びホルダーガイド部２３
の外周面で構成される（図９（ｂ）参照）。
【０１８７】
　また、この場合、上述したように、リングガイド２０を収容した、ホルダーテーパ部２
３の外径寸法は、このホルダーテーパ２３の下端と接する、ワーク４の上端部の外径寸法
と同等、若しくは若干大きい寸法で形成されている。その大きさの程度は、ホルダーテー
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パ部２３とワーク４とが接する際の搬送精度を許容できる程度である。
【０１８８】
　それにより、万が一、ワーク４の上端と、ホルダーテーパ部２３の下端に、搬送による
ずれが生じた場合でも、そのずれを吸収し、不具合を防止することができる。
【０１８９】
　そして、この状態から、さらに、挿入ヘッド用電動シリンダ２８２を介して、ヘッド本
体２４を下降させると（図９（ｂ）及び図９（ｃ）に示す符号Ｙの矢印の方向）、凹部２
４０の内側に配置されたホルダーばね２６が、ヘッド本体２４の中底部２４１により下方
に押され、ホルダーばね２６が縮んでいく（図９（ｂ）及び図９（ｃ）参照）。
【０１９０】
　また、この状態では、ガイドばね２２は、それ以上縮まず、リングガイド２０の高さ位
置は変わらず、ヘッド本体２４と挿入爪２５が下降していく（図９（ｂ）参照）。
【０１９１】
　これにより、挿入爪２５の下端が、ホルダー２１に保持されたＯリング５に当接して、
Ｏリング５を下方に移動させていく。また、挿入爪２５は、ホルダー２１の外周面、ホル
ダーガイド部２３の外周面、及び、ワーク４の外周面に沿って、その外径に追従しながら
拡縮しながら、スムーズにＯリング５を搬送することができる。
【０１９２】
　また、挿入ヘッドユニット２の下端は、ホルダーテーパ部２３の下端で構成されるため
、挿入ヘッドユニット２からワーク４の上部に、Ｏリング５を乗り移らせる際にも、Ｏリ
ング５は、ホルダーテーパ部２３の下端で、Ｏリング５は、内径が大きくなるように、外
向きに伸張された形状となる。
【０１９３】
　これにより、Ｏリング５の保持姿勢を安定させながら、かつ、ホルダーテーパ部２３か
らＯリング５が脱落することなく、ワーク４の外周面に乗り移らせることが可能となる。
【０１９４】
　また、ワーク４の上部側の外周面に移動したＯリング５は、そのテーパ部４０に沿って
下方に案内され、挿入爪２５を介して、環状溝４０に向けて押し込まれていく（図９（ｂ
）及び図９（ｃ）参照）。挿入爪２５が環状溝４０の上部近傍まで到達すると、Ｏリング
５が環状溝４０に挿入され、Ｏリング５の組付けが完了する。
【０１９５】
　また、Ｏリング５の環状溝４０への組付けが完了すると、ワーク４から挿入ヘッドユニ
ット２及び下受け部３が離れ、一連の作業が完了となる。
【０１９６】
　以上の流れで、本発明を適用したＯリング組付け方法により、ワーク４の環状溝４０に
Ｏリング５を組み付けることができる。なお、本発明におけるＯリング組付け方法は、上
述したＯリング組付け機構の各構成部材を備える専用の装置を用いた、ワークへのＯリン
グの組付けの作業に適用することができる。
【０１９７】
　また、本発明を適用したＯリング組付け方法は、専用の装置を用いるだけでなく、ワー
クを含む装置機器等の製造ラインにおいて、ワーク、または、ワークを一部に有する装置
等を処理するラインの工程の一部に組み込むことができる。
【０１９８】
　これにより、ワークを含む装置機器等の製造ラインにおいて、本発明を適用したＯリン
グ組付け方法を用いることで、Ｏリングの供給ユニットへの供給から、Ｏリングの搬送、
ワークの環状溝へのＯリングの組付けまでの全工程を自動化して、製造ラインの一部の工
程を担うこともできる。
【０１９９】
　以上のように、本発明を適用したＯリング組付け機構、または、Ｏリング組付け方法で
は、供給ユニットから挿入ヘッドユニットにＯリングを供給する際に、Ｏリングの内径よ
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りも小さな先端径のリングガイドを用いることで、スムーズに、Ｏリングをピックアップ
することができる。また、Ｏリングの供給ユニット上での位置ずれや、Ｏリングの寸法の
ばらつきにも対応して、Ｏリングをピックアップすることができる。
【０２００】
　また、リングガイドからホルダーテーパ部を経由して、ホルダーの所定の保持位置まで
Ｏリングを搬送する際には、ホルダーテーパ部で、Ｏリングの内径が大きくなるように、
外向きに伸張させ、Ｏリングの保持姿勢を安定させながら、ホルダーの所定の位置に移動
させることができる。
【０２０１】
　また、ホルダーの所定の位置では、Ｏリングの内径を充分に大ききして、外向きに伸張
させることで、Ｏリングを安定して保持することができる。
【０２０２】
　また、リフターを構成する４つのリフター爪が拡縮可能で、かつ、リフターばねで内側
に向けて付勢されたことで、リングガイドやホルダーテーパ部、及び、ホルダーでの外径
の拡大に追従して、Ｏリングをスムーズに搬送することができる。
【０２０３】
　また、ホルダーからワークの環状溝にＯリングを搬送する際に、リングガイドが収容状
態となった後、ホルダー及びホルダーテーパ部の外周面に沿って、ワークの上部に向けて
Ｏリングを搬送できることから、Ｏリングの内径が大きくなるように、外向きに伸張させ
、Ｏリングの保持姿勢を安定させながら、Ｏリングを下降させることができる。
【０２０４】
　また、リングガイド、ホルダーテーパ部、及び、ホルダーが一体化した構造となり、Ｏ
リングの搬送経路を構築するため、Ｏリングを移動させる際の精度が担保しやすく、Ｏリ
ングの脱落も抑止できる。
【０２０５】
　このように、Ｏリングの供給、保持、ワークへの挿入の各作業で、繰り返し精度が高く
、高い信頼性能を持つＯリング組付け機構を構築することができる。
【０２０６】
　また、Ｏリングの供給、保持、ワークへの挿入は、作業完了までの工数が少なく、生産
性に優れたワークへのＯリングの組付け処理を実現することができる。
【０２０７】
　また、処理に関与する構成部材は、簡易な構造で、かつ、部材の数も少ないため、低コ
ストで、専用の装置または製造ラインの工程を構築することができる。
【０２０８】
　さらに、Ｏリングの供給、保持、ワークへの挿入までの全工程を連続的に行うことがで
き、一連の作業を自動化することができる。
【０２０９】
　以上のように、本発明に係るＯリング組付け機構は、Ｏリングを対象物に組み付ける際
に、Ｏリングの寸法ばらつきや、供給位置のばらつきに影響されにくく、簡易な構造であ
ると共に、Ｏリングを安定して保持でき、かつ、対象物の方に安定して移動させて、精度
高く組み付けることが可能なものとなっている。
　また、本発明に係るＯリング組付け方法は、Ｏリングを対象物に組み付ける際に、Ｏリ
ングの寸法ばらつきや、供給位置のばらつきに影響されにくく、簡易な構造であると共に
、Ｏリングを安定して保持でき、かつ、対象物の方に安定して移動させて、精度高く組み
付けることが可能な方法となっている。
【０２１０】
　以上、本発明者によってなされた発明を実施の形態に基づき具体的に説明したが、本発
明は前記実施の形態に限定されるものではなく、その要旨を逸脱しない範囲で種々変更可
能であることはいうまでもない。
【符号の説明】
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【０２１１】
　　　Ａ　　　Ｏリング組付け機構
　　　１　　　供給ユニット
　　　１０　　本体部
　　　１１　　リフター
　　　１１０　リフター爪
　　　１１１　回転軸
　　　１２　　リフターばね
　　　１３　　リフター軸
　　　１３０　リフターシリンダ
　　　２　　　挿入ヘッドユニット
　　　２０　　リングガイド
　　　２００　突出部
　　　２０１　テーパ部
　　　２０３　下端面
　　　２０４　ガイド凹部
　　　２１　　ホルダー
　　　２１０　ホルダー軸
　　　２１１　ガイド溝
　　　２１２　ホルダー凹部
　　　２２　　ガイドばね
　　　２３　　ホルダーテーパ部
　　　２４　　ヘッド本体
　　　２４０　凹部
　　　２４１　中底部
　　　２４２　貫通孔
　　　２５　　挿入爪
　　　２５０　挿入爪ばね
　　　２５１　回転軸
　　　２６　　ホルダーばね
　　　３　　　下受け部
　　　３０　　本体
　　　３１　　下受け凹部
　　　３３　　下受け用シリンダ
　　　４　　　ワーク
　　　４０　　環状溝
　　　４１　　テーパ部
　　　４２　　ワーク基部
　　　４３　　搬送プレート
　　　４４　　ロータリーテーブル
　　　５　　　Ｏリング
　　　７　　　Ｏリングパーツフィーダ機器
　　　７０　　直進フィーダ
　　　７１　　幅調整用プレート
　　　７２　　Ｏリングストッパ
　　　７３　　ストッパ用シリンダ
　　　８　　　Ｏリング移載装置
　　　８０　　移載シリンダ
　　　８１　　移載用ピン
　　　９　　　供給ユニット位置移動機構
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　　　２８０　ヘッドユニット搬送用電動シリンダ
　　　２８１　ヘッドユニット上下用シリンダ
　　　２８２　挿入ヘッド用電動シリンダ
　　　２８３　ヘッドホルダ
　　　２８４　ホルダー抑え用シリンダ
【要約】
【課題】Ｏリングを対象物に組み付ける際に、Ｏリングの寸法ばらつきや、供給位置のば
らつきに影響されにくく、簡易な構造であると共に、Ｏリングを安定して保持でき、かつ
、対象物の方に安定して移動させて、精度高く組み付けることが可能なＯリング組付け機
構及びＯリング組付け方法を提供する。
【解決手段】本発明を適用したＯリング組付け機構の一例である、Ｏリング組付け機構Ａ
は、供給ユニット１と、挿入ヘッドユニット２と、下受け部３を備えている。Ｏリング組
付け機構Ａは、Ｏリング５の組付け対象となるワーク４の外周面に形成された環状溝４０
に、Ｏリング５を組み付ける作業を自動的に行う。
【選択図】図１

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】 【図６】



(30) JP 6973839 B1 2021.12.1

【図７】 【図８】

【図９】 【図１０】
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【図１１】 【図１２】
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