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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　切削スピンドル（１６）の上に取り付けられたシリンダ状の切削ウォーム（１１）のね
じ山間隙（３６）内にドレッシング工具（２７）をセンタリングする方法であって、
　前記切削ウォーム（１１）は周囲を備え、前記周囲において前記ねじ山間隙（３６）を
画定するねじ山が形成され、前記ねじ山間隙（３６）は基底部（３７）と、相対向する第
１フランク（３８）と第２フランク（３９）とを有し、
　前記切削スピンドル（１６）は回転角度センサ（１８）を備えて、前記回転角度センサ
（１８）によって前記切削ウォーム（１１）の回転角度が測定され、
　前記ドレッシング工具（２７）はドレッシングスピンドル（２６）の上に装着され、
　音響センサ（３５）は前記切削スピンドル（１６）または前記ドレッシングスピンドル
（２６）の近傍に配置され、
　前記方法は予備センタリング工程を含み、前記予備センタリング工程は精密センタリン
グ工程に引き続いてなされ、
　前記予備センタリング工程は、
　前記切削ウォーム（１１）を回転させる工程と、
　前記ドレッシング工具（２７）を、軸方向の移動を伴わずに回転させる工程と、
　前記音響センサ（３５）が前記回転する切削ウォーム（１１）の周囲との接触を感知す
るまで、前記回転するドレッシング工具（２７）を前記切削ウォーム（１１）に対して放
射方向に装入する工程と、
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　前記ドレッシング工具（２７）が前記ねじ山間隙（３６）を越えることにより前記接触
が終止又は再開する前記切削ウォーム（１１）の回転角度位置を測定する工程であって、
前記測定は接触を感知する前記音響センサ（３５）を介してまた前記回転角度センサ（１
８）を介して行われてなる工程と、
　前記ドレッシング工具（２７）が前記ねじ山間隙（３６）の略中央に位置する際の前記
切削スピンドル（１６）の回転角度を前記回転角度位置から判定する工程とを含み、
　前記精密センタリング工程は、
　前記ドレッシング工具（２７）を前記切削スピンドル（１６）の回転角度に同期して移
動させながら、前記回転するドレッシング工具（２７）を前記回転する切削ウォーム（１
１）の前記ねじ山間隙（３６）の略中心に装入する工程と、
　前記ドレッシング工具（２７）を前記第１フランク（３８）と第２フランク（３９）と
に接触させるために、前記ドレッシング工具（２７）の移動に追加的な軸方向の移動を重
ね合わせる工程と、
　前記音響センサ（３５）が予め選択された信号レベルを上回る信号を発した場合に、前
記追加的な軸方向の移動を停止する工程と、
　前記ドレッシング工具（２７）の接触位置から前記ねじ山間隙（３６）の正確な中心を
計算する工程とを含んでなる前記方法。
【請求項２】
　切削スピンドル（１６）の上に取り付けられたシリンダ状の切削ウォーム（１１）のね
じ山間隙（３６）内にドレッシング工具（２７）をセンタリングする方法であって、
　前記切削ウォーム（１１）は周囲を備え、前記周囲において前記ねじ山間隙（３６）を
画定するねじ山が形成され、前記ねじ山間隙（３６）は基底部（３７）と、相対向する第
１フランク（３８）と第２フランク（３９）とを有し、
　前記切削スピンドル（１６）は回転角度センサ（１８）を備えて、前記回転角度センサ
によって前記切削ウォーム（１１）の回転角度が測定され、
　前記ドレッシング工具（２７）はドレッシングスピンドル（２６）の上に装着され、
　音響センサ（３５）は前記切削スピンドル（１６）または前記ドレッシングスピンドル
（２６）の近傍に配置され、
　前記方法は予備センタリング工程を含み、前記予備センタリング工程は精密センタリン
グ工程に引き続いてなされ、
　前記予備センタリング工程は、
　前記切削ウォーム（１１）を静止させた状態で前記ドレッシング工具（２７）を回転さ
せる工程と、
　前記回転するドレッシング工具（２７）を前記静止した切削ウォーム（１１）の基底線
と接触させる工程と、
　前記ドレッシング工具（２７）を前記基底線に沿って、前記静止した切削ウォーム（１
１）に対して軸方向に移動させる工程と、
　前記ドレッシング工具（２７）が前記ねじ山間隙（３６）を越えたことによって前記ド
レッシング工具（２７）と前記切削ウォーム（１１）との間の接触が中断された場合、そ
して接触が再度生じた場合に、前記音響センサ（３５）を用いて前記ドレッシング工具（
２７）の前記軸方向の位置を検出する工程と、
　前記ドレッシング工具（２７）と前記切削ウォーム（１１）との間の接触が中断及び再
度生じた際の前記軸方向の位置を測定する工程と、
　前記測定の結果から、前記ドレッシング工具（２７）が前記ねじ山間隙の略中心にある
際の前記ドレッシング工具（２７）の軸方向の位置を判定する工程とを含み、
　前記精密センタリング工程は、
　前記切削ウォーム（１１）を回転させる工程と、
　前記ドレッシング工具（２７）を前記切削スピンドル（１６）の回転角度に同期して移
動させながら、前記回転するドレッシング工具（２７）を前記回転する切削ウォーム（１
１）の前記ねじ山間隙（３６）の略中心に装入する工程と、
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　前記ドレッシング工具（２７）を前記第１フランク（３８）と第２フランク（３９）と
に接触させるために、前記ドレッシング工具（２７）の移動に追加的な軸方向の移動を重
ね合わせる工程と、
　前記音響センサ（３５）が予め選択された信号レベルを上回る信号を発した場合に、前
記追加的な軸方向の移動を停止する工程と、
　前記ドレッシング工具（２７）の接触位置から前記ねじ山間隙（３６）の正確な中心を
計算する工程とを含んでなる前記方法。
【請求項３】
　前記予備センタリング工程と前記精密センタリング工程は制御装置（４０）を用いて自
動的に行われる請求項１又は２に記載の方法。
【請求項４】
　前記ドレッシング工具（２７）は２つの盤（４５，４６）からなるローラセット（４４
）であり、あるいは前記ドレッシング工具（２７）は２つの個別の盤（４７，４８）を含
み、前記２つの盤は相異なる外径を有し、前記予備センタリング工程は外径がより大きい
方の前記盤（４５；４７）を用いて行われる請求項１乃至３のいずれか一項に記載の方法
。
【請求項５】
　前記ドレッシング工具（２７）は２つの盤（４５，４６）からなるローラセット（４４
）であり、前記方法は、前記予備センタリング工程を実施する前に、前記ドレッシングス
ピンドル（２６）を前記切削スピンドル（１６）に対して回転させる工程を含む請求項１
乃至３のいずれか一項に記載の方法。
【請求項６】
　シリンダ状の切削ウォーム（１１）のねじ山間隙（３６）内にドレッシング工具（２７
）をセンタリングする装置であって、前記切削ウォーム（１１）は周囲を備え、前記周囲
において前記ねじ山間隙（３６）を画定するねじ山が形成され、前記ねじ山間隙（３６）
は基底部（３７）と、相対向する第１フランク（３８）と第２フランク（３９）とを有し
、前記装置は、
　第１の軸（１５）を中心として回転可能であり、前記切削ウォーム（１１）を取り付け
るための切削スピンドル（１６）であって、第１のモータ（１７）と回転角度センサ（１
８）とに接続されてなる切削スピンドル（１６）と、
　ドレッシングスピンドル（２６）であって、前記切削スピンドル（１６）の前記第１の
軸（１５）に対して放射方向に装入でき、前記第１の軸（１５）に対して平行に移動可能
であり、第２の軸（２８）を中心として回転可能であり、ドレッシング工具（２７）の装
入用に構成され、そして第２のモータ（２５）によって駆動されるドレッシングスピンド
ル（２６）と、
　前記ドレッシングスピンドル（２６）と前記切削スピンドル（１６）との間の相対移動
を実行するための第１及び第２のスライド（１２；２０）であって、それぞれ対応するサ
ーボモータ（２１；２２）、そしてそれぞれ対応する第１または第２の回転角度センサ（
２３；２４）に接続されている第１及び第２のスライド（１２；２０）と、
　前記第１のモータ（１７）及び第２のモータ（２５）と前記２つのサーボモータ（２１
；２２）とすべての前記回転角度センサ（１８）に接続された制御装置（４０）と、
　前記制御装置（４０）と接続されて前記切削スピンドル（１６）または前記ドレッシン
グスピンドル（２６）の近傍に配置された音響センサ（３５）とを備え、
　前記制御装置（４０）は、前記切削ウォーム（１１）が前記切削スピンドル（１６）上
に取り付けられた後、請求項１乃至５のいずれか一項に記載の方法を自動的に実行するよ
うにプログラムされている装置。
【請求項７】
　前記ねじ山間隙（３６）の基底部（３７）をドレッシングするための略シリンダ状の外
表面（４１）を備えており、前記外表面（４１）はわずかに中高に形成される請求項１乃
至５のいずれか一項に記載の方法を実施するための前記ドレッシング工具（２７）。
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【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この発明は、切削ウォームのねじ山間隙にドレッシング工具をセンタリングするための
装置ならびに方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　歯車の回転切削は、その高い品質と生産性のため硬質加工方法のひとつに挙げられてお
り、また歯車の大量生産として広く採用されている。いわゆる切削ウォームと呼ばれる切
削工具は、シリンダ状の切削盤であり、これはその周囲においてラックに似た渦巻き状の
形状を有し、切削に際して前処理された加工材の歯と回転噛合する。切削ウォームの輪郭
形成は、硬質材結晶で被覆された回転するドレッシング盤によって実施され、これはドレ
ッシングに際して切削ウォームのねじ山間隙に噛合し、それぞれ切削ウォームのねじ山の
フランクの１つに、または両方に同時に接触して、その傾斜に応じて切削盤軸に平行に移
動することができる。
【０００３】
　既に輪郭形成された切削ウォームを再度使用するか、または新しく予め歯形成された切
削ウォームを使用する場合、後に行う自動ドレッシング処理の前提条件として、オペレー
タは、存在する切削ウォームのねじ山の軸方向位置を手動で検知して、その後ドレッシン
グ工具の軸方向位置を調整する必要がある。この際、ねじ山の中心の検知は、ドレッシン
グ工具を切削ウォームのねじ山間隙に装入して、その切削ウォームのフランクとの接触が
視覚的または聴覚的に確認されるまで切削ウォーム軸に平行に移動させることによって達
成される。この方法は、ドレッシング工具と切削ウォームとの間の接触が噛合部分のアク
セスの悪さのため感知しにくい上に、特にＣＢＮ切削ウォーム（固体窒化ホウ素）を使用
する際にドレッシング深度が小さいためドレッシング工具のセンタリングは非常に精密な
ものでなければならないことから、時間がかかるとともに熟練を必要とする。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　従って、本発明の目的は、ドレッシング工具のセンタリングを自動的に行い大幅に時間
短縮することを可能とする方法ならびに装置を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　前記の課題は、請求項に記載された特徴を組み合わせることによって解決される。
【図面の簡単な説明】
【０００６】
【図１】切削ウォームを有する切削スピンドルと本発明に係る方法を実施するためのドレ
ッシング装置の構成を示す平面図である。
【図２】ドレッシング工具と切削ウォームとが接触する状態を示す説明図である。
【図３】切削ウォームと成形ローラセットとの間の接触を示したものであり、その回転軸
が切削ウォーム軸に対して予備センタリングのためにわずかに傾斜した状態を示す説明図
である。
【発明を実施するための形態】
【０００７】
　次に、本発明に係る種々のドレッシング工具の実施例におけるセンタリング動作につい
て、添付図面を参照しながら説明する。
【０００８】
　図１には切削ウォーム１１をドレッシングするためのドレッシング装置１０が示されて
いる。ドレッシング装置は、例えばドイツ特許第ＯＳ１９７０６８６７．７号公報に従っ
て構成することができる。ドレッシング装置は十字型スライドを備えており、ここで第１
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のスライド１２は装置スタンド１４のガイド１３に沿って切削スピンドル１６の軸１５に
垂直に移動することができる。切削ウォーム１１はスピンドル１６上に取り付けられてお
り、これはモータ１７によって駆動されるとともに回転角度センサ１８に接続されている
。スライド１２上の軸１５に平行なガイド１９内には第２のスライド２０が移動可能に配
設されている。スライド１２，２０の移動は、それぞれモータ２１，２２および変位セン
サ２３，２４を使用して実施される。スライド２０上にはドレッシングスピンドル２６を
駆動するドレッシングモータ２５が取り付けられており、このドレッシングスピンドル上
にはドレッシング工具２７が装着されている。ドレッシングスピンドル２６は、さらにガ
イド１３，１９の方向に対して垂直な軸２８周りに回転可能とすることができる（ドイツ
特許第ＯＳ１９７０６８６７．７号参照）。
【０００９】
　スライド２０上には、さらに音響センサ３５が取り付けられている。全てのサーボモー
タ１７，２１，２２、変位センサおよび回転角度センサ１８，２３，２４、ならびにモー
タ２５および音響センサ３５は制御装置４０に接続されている。
【００１０】
　図１に示されたものと異なって、切削ウォーム１１とドレッシング工具２７との間の相
対移動のために、さらに切削スピンドル１６を十字型スライド上に取り付け、このために
ドレッシングスピンドル２６をスタンドに固定的に取り付けることもできる。この変更例
は、特に加工材料の切削に際して切削ウォーム１１が軸１５に平行および垂直に移動する
際に効果的である。この場合、ドイツ特許第ＯＳ１９６２５３７０．５号公報に示されて
いるように、装置の同一のＮＣ軸を切削およびドレッシングの両方に使用することができ
る。
【００１１】
　ドレッシング工具２７の動作は２つのステップからなる。
【００１２】
　第１のステップは、ドレッシング工具を予備センタリングするよう作用する。このため
、切削ウォーム１１とドレッシング工具２７が回転され、ドレッシング工具２７は、スラ
イド２０が静止している際に、スライド２０上に固定されている音響センサ３５が切削ウ
ォーム１１の周囲との接触を感知するまで切削ウォーム１１に対して放射方向に装入され
る。センサ３５の信号に応答してスライド１２が停止する。その後回転角度センサ１８に
よって、切削盤ねじ山間隙３６を越えることにより接触が終止または再開する切削ウォー
ム１１の回転角度が測定される。この結果、制御装置４０は、ドレッシング工具２７が切
削ウォーム１１のねじ山間隙３６の略中央に位置する切削スピンドルの回転角度を検出す
る。
【００１３】
　音響センサ３５の信号を切削ウォームのねじ山間隙３６の軸方向の位置に対して明確に
対応させることを保持するため、ドレッシング工具２７はその周囲部において、図１およ
び図２（ｂ）に示されるように、環形状、または切削ウォームのねじ山の基底部３７が線
接触でドレッシングされる場合は、図２（ａ）に示されるように、実質的にシリンダ形状
であるが、わずかに中高に形成される。ドレッシング成形ローラ４２の実質的にシリンダ
形状の周囲部４１は、その中心部が、周囲部４１の両方の軸方向端部に比べて、わずかに
、すなわち最大０．５ｍｍ大きくなる。
【００１４】
　予備センタリングの一例は、回転するドレッシング工具２７を静止している切削ウォー
ム１１の基底線と手動で接触させ、これに続いてドレッシング工具を切削ウォーム１１の
基底線に沿って移動する間に、ねじ山間隙３６を軸方向に越える際にドレッシング工具２
７と切削ウォーム１１との間の接触が中断される基底線部分の開始点と終局点とを音響セ
ンサ３５によって検出する。
【００１５】
　精密センタリングを行う第２のステップにおいて、回転するドレッシング工具２７は、
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ステップ１において検出された、同様に回転している切削ウォーム１１のねじ山間隙３６
の中央の歯根の近くに装入され、この際スライド２０は切削スピンドル１６の回転角度に
同期してｙ方向に移動する。このｙ移動に、音響センサ３５によって切削ウォーム１１の
両方のフランク３８，３９の接触が前後して検出されるまで、ｙ方向における正および負
の装入移動が追加的に重ね合わされる。この際切削スピンドル１６の回転角度と組み合わ
せて検出される追加的な移動の中間値が正確なねじ山間隙３６の中央を感知させる。
【００１６】
　このようにして検出されたねじ山間隙３６の中央を前提にして、ドレッシング工具２７
を切削ウォーム１１のねじ山の最深部に装入した後ドレッシング処理を開始することがで
きる。
【００１７】
　ドレッシング成形ローラ４２（図２（ａ））または円曲成形ローラ４３（図２（ｂ））
による切削ウォーム１１の輪郭形成に際して、個々の工程は前述したものと同様に実施さ
れる。これに対して、輪郭形成に２つの個別のドレッシング工具４７，４８（図２（ｃ）
）またはドレッシングスピンドル２６上に同軸に取り付けられた複数のドレッシング工具
４５，４６からなる、いわゆるローラセット４４（図３）が使用される場合、予備センタ
リングを実施するために使用するドレッシング工具４５，４７は、わずかに拡大された外
径を有し、これによってステップ１において切削ウォーム周囲部がこれらのドレッシング
工具から明確に離間する。
【００１８】
　図３に示されるように、ローラセットのドレッシング工具４５，４６が同じ直径を有す
る場合、ステップ１を実施する前にドレッシングスピンドル２６を、幾つかのドレッシン
グ装置においては他の目的で使用され、移動方向ｘおよびｙに対して垂直な回転軸２８周
りにわずかに回転させることによって同様な効果が得られる。
【符号の説明】
【００１９】
１０　ドレッシング装置
１１　切削ウォーム
１２，２０　スライド
１３，１９　ガイド
１４　装置スタンド
１５，２８　軸
１６　切削スピンドル
１７，２１，２２　モータ
１８　回転角度センサ
２３，２４　変位センサ
２５　ドレッシングモータ
２６　ドレッシングスピンドル
２７，４５，４６，４７，４８　ドレッシング工具
３５　音響センサ
３６　ねじ山間隙
３７　基底部
３８，３９　フランク
４０　制御装置
４１　周囲部
４２　ドレッシング成形ローラ
４３　円曲成形ローラ
４４　ローラセット
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