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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
リベット本体（Ａ）に挿通された引抜ピン（Ｂ）を挟持するジョー（４）と、該ジョー（
４）が内装された筒状のジョーケース（５）と、該ジョーケース（５）と螺合され、軸周
りに回転することで前記ジョーケース（５）を軸方向に往復動させる筒状の駆動ネジ体（
８）と、該駆動ネジ体（８）を回転させる回転駆動源（２）とを備え、ジョー（４）で挟
持された前記引抜ピン（Ｂ）を、ジョーケース（５）の移動により、リベット本体（Ａ）
から引き抜き、リベット締めを行う作動工具において、前記回転駆動源（２）の出力軸（
２９）が、筒状体からなるとともに、前記ジョーケース（５）と駆動ネジ体（８）と出力
軸（２９）とで連通孔を形成し、リベット本体（Ａ）から引き抜かれた引抜ピン（Ｂ）を
、前記連通孔を介して回収するように構成されたことを特徴とする作動工具。
【請求項２】
前記回転駆動源（２）の前記出力軸（２９）の回転が入力され、該入力された回転を減速
して出力する減速機（９）を更に備え、該減速機（９）の出力を前記駆動ネジ体（８）に
伝達するように構成されてなる請求項１記載の作動工具。
【請求項３】
前記減速機（９）は、遊星歯車装置からなり、該遊星歯車装置（９）の太陽歯車（３１）
が、前記回転駆動源（２）の出力軸（２９）の外周に形成されるとともに、前記駆動ネジ
体（８）は、遊星歯車装置（９）の遊星歯車（２２）が、前記太陽歯車（３１）に対して
公転することにより、該公転軸周りに回転可能に構成されてなる請求項２記載の作動工具
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【請求項４】
前記回転駆動源（２）が、巻き線型の電動モータからなる請求項１乃至３の何れかに記載
の作動工具。
【請求項５】
前記引抜ピン（Ｂ）を回収する回収容器（２７）を更に備え、該回収容器（２７）が、前
記出力軸（２９）に接続されてなる請求項１乃至４の何れかに記載の作動工具。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、複数枚の板材同士を締結するためのリベット締めに用いる作動工具に関する。
【０００２】
【従来の技術】
従来から複数枚の板材を互いに締結するために、リベットが用いられていることは周知で
ある。かかるリベットは、一端部にフランジが形成された筒状のリベット本体と、一端部
にリベット本体の内径より大きな外径に設定されたビレットが形成されるとともに、該ビ
レット近傍の外周に切断用の切り欠き部が形成され、ビレットがリベット本体の他端側に
位置するように、リベット本体に内挿される棒状の引抜ピンとからなる。
【０００３】
かかるリベットによって板材同士を締結するには、作動工具が用いられる。該作動工具と
しては、例えば、特公平２－６２７３９号公報所載のものや、特公平７－３４９６６号公
報所載のものが公知である。
【０００４】
特公平２－６２７３９号及び特公平７－３４９６６号公報所載の作動工具の何れもが、引
抜ピンを挟持するジョーと、該ジョーを内装して該ジョーの開閉を行うとともに、ジョー
が挟持した引抜ピンをリベット本体から引き抜くべく、軸方向に往復動可能に構成された
筒状のジョーケースと、該ジョーケースを往復動させる回転駆動源である電動モータとを
備えている。
【０００５】
前記特公平２－６２７３９号公報所載の作動工具は、出力軸がジョーケースと直交方向に
位置するように、電動モータが設けられており、該出力軸と略平行をなした伝達軸にギア
を介して電動モータの回転が伝達されるように構成されている。また、伝達軸には、偏心
カムが固着されており、該偏心カムに遊嵌された環状体に枢着されたコンロッドに、ジョ
ーケースが同軸をなして接続されている。
【０００６】
このように構成された作動工具は、偏心カムを伝達軸の回転より軸周りに回転させること
で、該偏心カムの偏心量と対応するように、コンロッドを介してジョーケースを軸心方向
に移動させ、ジョーケースに内装されたジョーで引抜ピンを挟持するとともに、引抜ピン
をリベット本体から引き抜くように構成されている。
【０００７】
また、特公平７－３４９６６号公報所載の作動工具は、筒状のジョーケースが、引抜ピン
を回収する回収容器内に一端部を内在させた回収用筒体に接続されるとともに、該ジョー
ケースが駆動ネジ体であるボールネジナットに螺合されている。また、回収用筒体を設け
るべく、出力軸がジョーケースに対して略平行をなすように、電動モータがジョーケース
の下方に位置して設けられ、作業者が把持するハンドル部が、前記電動モータの下方に形
成されている。かかる作動工具は、電動モータの出力軸に固着されたギアと、ボールネジ
ナットの外周面に形成された外歯車とが噛合されており、電動モータの回転がギア及び外
歯車を介してボールネジナットに伝達されることで、ボールネジナットが回転し、ジョー
ケースがボールネジの回転により軸方向に移動するように構成されている。
【０００８】
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このように構成された作動工具は、特公平２－６２７３９号公報所載の作動工具と同様に
、ジョーケースを軸方向に移動させることで、ジョーケースに内装されたジョーで引抜ピ
ンを挟持するとともに、引抜ピンをリベット本体から引き抜くように構成されている。ま
た、該作動工具は、鋼板の締結後に、作動工具を傾けることで、リベット本体から引き抜
かれた引抜ピンを回収用筒体を介して回収容器内に回収するように構成されている。
【０００９】
【発明が解決しようとする課題】
しかしながら、特公平２－６２７３９号公報所載の作動工具では、ジョーケースの軸心の
延長線上に偏心カム及びコンロッドが位置するため、筒状のジョーケースに引抜ピンを回
収する回収用筒体を接続することができず、リベット締め作業を行う度に、引抜ピンをジ
ョーから取り除く必要があり、作業効率が悪かった。
【００１０】
また、特公平７－３４９６６号公報所載の作動工具では、引抜ピンを回収する回収用筒体
を備えているが、該回収用筒体を接続する位置に電動モータが位置しないように、電動モ
ータがジョーケースの下方に位置して設けられているため、引抜ピンを挟持するジョーが
、該作業者が把持するハンドル部から離間して位置してしまう。これにより、作業者が作
業する際に、ジョーを細い棒体からなる引抜ピンに対応させた位置に円滑に位置させるこ
とができず、ジョーで引抜ピンを円滑に挟持させることができないという問題があった。
また、上述の如く作動工具が構成されれば、作動工具の重心がハンドル部から離間して位
置することとなり、作業者が長時間の作業をすると、手首や腕などの疲労の度合いが大き
いという問題があった。
【００１１】
すなわち、作動工具の操作性や作業者の作業性を考慮すれば、引抜ピンを回収することが
できず、引抜ピンを回収するように作動工具を構成すれば、作動工具の操作性や作業者の
作業性が悪くなるといった問題があった。
【００１２】
そこで、本発明は、斯かる実情に鑑み、リベット本体から引き抜かれた引抜ピンを、作業
者が取り除くことなく回収することができ、且つ操作性及び作業性の良い作動工具を提供
することを課題とする。
【００１３】
【課題を解決するための手段】
上記課題を解決すべく、本発明にかかる作動工具は、請求項１記載の如く、リベット本体
Ａに挿通された引抜ピンＢを挟持するジョー４と、該ジョー４が内装された筒状のジョー
ケース５と、該ジョーケース５と螺合され、軸周りに回転することで前記ジョーケース５
を軸方向に往復動させる駆動ネジ体８と、該駆動ネジ体８を回転させる回転駆動源２とを
備え、ジョー４で挟持された前記引抜ピンＢを、ジョーケース５の移動により、リベット
本体Ａから引き抜き、リベット締めを行う作動工具において、前記回転駆動源２の出力軸
２９が、筒状体からなるとともに、前記ジョーケース５と駆動ネジ体８と出力軸２９とで
連通孔を形成し、リベット本体Ａから引き抜かれた引抜ピンＢを、前記連通孔を介して回
収するように構成されたことを特徴とする。なお、ここで連通孔とは、ジョーケース５、
駆動ネジ体８及び出力軸２９のそれぞれが密接状態で接続されて形成した連通孔に限らず
、引抜ピンＢが脱落することなく通過させ得るように、駆動ネジ体８と出力軸２９とが軸
方向に隙間を有して配置されて形成した断続的な連通孔も含むものである。
【００１４】
上記構成の作動工具によれば、ジョーケース５を往復動させる回転駆動源２の出力軸２９
がジョーケース５及び駆動ネジ体８の軸心の延長線上に位置して、ジョーケース５、駆動
ネジ体８及び回転駆動源２の出力軸２９で連通孔を形成することとなる。したがって、作
業者がジョー４内から引抜ピンＢを抜き取ることなく、ジョーケース５、駆動ネジ体８及
び回転駆動源２の出力軸２９で形成した連通孔を介して、引き抜かれた引抜ピンＢを回収
することができる。その上、このように、回転駆動源２の出力軸２９がジョーケース５及
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び駆動ネジ体８の軸心の延長線上に配置されるので、作業者が把持するハンドル部を、作
動工具の重量の大半を占めるジョーケース５及び回転駆動源２の（作動工具の重心）近傍
に形成することができる。これにより、引抜ピンＢを挟持させるジョー４を、作業者が把
持するハンドル部に対して近くに配置することができ、作業者は、ジョー４を円滑に引抜
ピンＢと対応した位置に位置させ、該ジョー４で引抜ピンＢを円滑に挟持させることがで
きる。また、ハンドル部と作動工具の重量の大半を占めるジョーケース２、駆動ネジ体８
及び回転駆動源２（作動工具の重心位置）とを接近させることができので、作動工具の重
量による作業者の手首や腕の負担を軽減し、作業者の疲労を軽減することができる。した
がって、操作性及び作業性を向上させた作動工具を提供することができる。
【００１５】
また、請求項２記載の如く、前記回転駆動源２の前記出力軸２９の回転が入力され、該入
力された回転を減速して出力する減速機９を更に備え、該減速機９の出力を前記駆動ネジ
体８に伝達するように構成されれば、低トルクで出力する回転駆動源２を採用することが
できる。すなわち、回転駆動源２における低トルクの出力回転（出力軸２９の回転）を減
速機９により減速して駆動ネジ体８に伝達するので、該駆動ネジ８で高トルクを得ること
ができ、ジョーケース５の軸方向への移動による軸力（ジョー４による引抜ピンＢの引き
抜き力）を大きなものとすることができる。したがって、上述のように、低トルクで出力
する回転駆動源２が採用できるので、該回転駆動源２を小型（軽量）のものとすることが
でき、いっそう操作性のよい作動工具を提供することができる。
【００１６】
また、請求項３記載の如く、前記減速機９は、遊星歯車装置からなり、該遊星歯車装置９
の太陽歯車３１が、前記回転駆動源２の出力軸２９の外周に形成されるとともに、前記駆
動ネジ体８は、遊星歯車装置９の遊星歯車２２が、前記太陽歯車３１に対して公転するこ
とにより、該公転軸周りに回転可能に構成されれば、回転駆動源２の出力軸２９を、ジョ
ーケース５及び駆動ネジ体８の軸心の延長線上に配置した状態で、該回転駆動源２の出力
軸２９の出力回転を効率よく駆動ネジ体８に伝達することができ、しかも減速機９を配置
するためのスペースを少なくすることができる。
【００１７】
さらに、請求項４記載の如く、前記回転駆動源２が、巻き線型の電動モータからなれば、
リベット本体Ａから引き抜かれた引抜ピンＢを回収する際に、該引抜ピンＢを円滑に回収
することができる。すなわち、電動モータ２が固定子や回転子に永久磁石を備えていない
ので、出力軸２９が磁性を帯びず、出力軸２９内を通過しようとする引抜ピンＢが、磁力
によって出力軸２９内で滞留するといった事態を防止することができる。
【００１８】
また、請求項５記載の如く、前記引抜ピンＢを回収する回収容器２７を更に備え、該回収
容器２７が、前記出力軸２９に接続されれば、リベット本体Ａから引き抜かれた引抜ピン
Ｂを外部で飛散させることなく回収することができる。なお、ここで出力軸２９に接続と
は、回収容器２７が出力軸２９に直接接続される場合に限らず、出力軸２９の開口端から
引抜ピンＢを回収できるように、回収容器２７が設けられた状態も含むものである。
【００１９】
【発明の実施の形態】
以下、本発明にかかる作動工具の一実施形態について、図面を参酌しつつ説明する。なお
、本実施形態にかかる作動工具によって採用されるリベットは、従来と同様に、一端部に
フランジが形成され、締結対象物である板材に挿通される筒状のリベット本体と、一端部
にリベット本体の内径より大きな径に設定されたビレットが形成されるとともに、該ビレ
ット近傍の外周に切断用の切り欠き部が形成され、ビレットがリベット本体の他端側に位
置するように、リベット本体に内挿される棒状の引抜ピンとからなり、引抜ピンをリベッ
ト本体から引き抜くことで、ビレットがリベット本体の他端部を変形させて板材同士を締
結させるものである。
【００２０】
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本実施形態に係る作動工具は、図１に示す如く、リベット本体Ａに挿通された引抜ピンＢ
を挟持し、該引抜ピンＢをリベット本体Ａから引き抜くように作動する作動機構部１と、
該作動機構部１を動作させる回転駆動源である電動モータ２が内装された駆動部３とで構
成されている。
【００２１】
前記作動機構部１は、引抜ピンＢを挟持するジョー４と、該ジョー４が内装された筒状の
ジョーケース５と、該ジョーケース５が遊挿された筒状のノーズ６と、該ノーズ６が取り
付けられる本体７と、該本体７に内装され、前記ジョーケース５を往復動させる駆動ネジ
体８と、該駆動ネジ体８に電動モータ２の回転を伝達する減速機９とで構成されている。
【００２２】
前記ジョー４は、栽頭円錐形状をなしたものを軸心に沿って二分割したものである。つま
り、この二分割したものが互いに接離することで、分割して形成された部分で引抜ピンＢ
を挟持するように構成されている。このように形成されたジョー４は、該ジョー４の底面
と、後述するジョー内装部１１の底部との間に配置されたコイルバネ１０によりジョーケ
ース５の一端（ノズル６の先端）側に付勢されている。
【００２３】
前記ジョーケース５は、前記ジョー４が内装される有底筒状のジョー内装部１１と、該ジ
ョー内装部１１に接続された筒状のネジ部１２とで構成され、軸周りの回転が規制されて
いる。
【００２４】
前記ジョー内装部１１は、開口端部の形状が、所定位置から開口に向けて外径及び内径を
漸減した円錐状をなしており、前記ジョー４の外周面が該ジョー内装部１１における開口
端部の内周面を摺動するように構成されている。また、ジョー内装部１１の底部の中央部
には、引抜ピンＢを通過させる穴が形成されている。
【００２５】
前記ネジ部１２は、外周面にネジ溝が形成された筒体であり、該ネジ部１２の内部とジョ
ー内装部１１の底部の穴とで貫通孔を形成している。
【００２６】
前記ノーズ６は、一端（先端）開口部の内形状（穴形状）が、ジョー内装部１１の開口端
部の外形に対応して円錐状をなし、前記ジョーケース５を軸方向に案内可能な内径を有す
る筒体である。該ノーズ６の一端（先端）開口部には、引抜ピンＢを挿通する貫通穴が穿
孔されたノズル１３が螺着されている。このように構成されたノーズ６は、ジョーケース
５を内装した状態で、他端部（後端部）が前記本体７に螺着されている。なお、ノーズ６
の先端開口部の穴形状は、円錐状に限定されず、円柱状であってもよい。
【００２７】
前記本体７は、作業者が把持するハンドル部１４と、該ハンドル部１４の上方に形成され
、前記駆動ネジ体８が内装される駆動ネジ体内装部１５とで構成されている。
【００２８】
前記ハンドル部１４の前方には、電動モータ２と結線された押しボタン式のスイッチ１６
が設けられている。
【００２９】
前記駆動ネジ体内装部１５には、前記ハンドル部１４に対して交差方向に中心線を有する
段付穴１７が形成されている。該段付穴１７は、前記ノーズ６が螺着されるノーズ螺着穴
１８と、前記駆動ネジ体８が内装される駆動ネジ体遊嵌穴１９と、前記減速機９を嵌入す
る減速機嵌入穴２０とで構成され、これらが駆動ネジ体内装部１５の一端から他端に向け
て同軸をなして形成されたものである。
【００３０】
前記駆動ネジ体８は、一端部にフランジ２３が形成された筒体であり、該筒体の内周面に
は、前記ジョーケース５のネジ部１２と螺合するネジ溝が形成されている。また、該筒体
の一端開口部における内周形状は、所定位置から一端開口に向けて内径が漸減されて円錐
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状をなしている。このように一端開口部における内周形状が円錐状（テーパ状）にされた
のは、リベット本体Ａから引き抜かれた引抜ピンＢが、円滑に該駆動ネジ体８内を通過で
きるようにするためである。さらに、駆動ネジ体８の一端面となる前記フランジ２３の端
面には、前記減速機９の後述する遊星歯車２２が枢着される軸２４が延設されている。
【００３１】
このように構成された駆動ネジ体８は、他端開口からジョーケース５のネジ部１２を螺嵌
させた状態で、前記段付穴１７の段部と当接したスラストベアリング２５に、他端面を当
接させて前記駆動ネジ体遊嵌穴１９に遊嵌されている。
【００３２】
前記減速機９は、遊星歯車装置からなり、該遊星歯車装置９の内歯車２１が前記減速機嵌
入穴２０に嵌入され、遊星歯車２２が、上述の如く、駆動ネジ体８のフランジ２３に延設
された軸２４に枢着されて前記内歯車２１と噛合している。また、遊星歯車装置９におけ
る太陽歯車３１は、電動モータ２の後述する出力軸２９に固着されており、前記フランジ
２３に取り付けられた遊星歯車２２と噛合している。
【００３３】
前記駆動部３は、前記駆動ネジ体内装部１５の他端部に螺着される有底筒状のハウジング
２６と、該ハウジング２６内に内装される電動モータ２と、該電動モータ２を介して作動
機構部１により引き抜かれた引抜ピンＢを回収する回収容器２７とで構成されている。
【００３４】
前記ハウジング２６は、底部の略中央部に引抜ピンＢを通過させる穴が形成され、さらに
底部の外周部近傍に前記回収容器２７を取り付けるべく、筒状の取付部２８が延設されて
いる。該取付部２８の外周面には、ネジ溝が形成されている。また、開口端部の内周面に
も、前記駆動ネジ内装部１５の他端部に螺着すべく、ネジ溝が形成されている。
【００３５】
前記電動モータ２は、巻き線型のモータであり、出力軸２９が筒状体で構成されている。
該出力軸２９は、両端部が電動モータ２のケース３０から延出するように設けられている
。該出力軸２９の一端部の外周には、上述の如く、減速機９の太陽歯車３１が固着され、
該太陽歯車３１が、遊星歯車２２と噛合している。この状態で、ジョーケース５、駆動ネ
ジ体８及び電動モータ２の出力軸２９により、引抜ピンＢを回収すべく通過させる連通孔
が形成されている。
【００３６】
前記回収容器２７は、有底筒状をなしており、開口端部が、前記取付部２８に螺着されて
いる。
【００３７】
上記構成からなる作動工具は、スイッチ１６をオン状態にして電動モータ２に通電させる
と、電動モータ２の駆動により太陽歯車３１が回転して、遊星歯車２２が太陽歯車３１に
対して公転する。そうすると、駆動ネジ体８が、遊星歯車２２の公転により該公転軸周り
に回転して、駆動ネジ体８に螺嵌されたジョーケース５が軸方向に移動する。この際に、
ノズル１３に当接していたジョー４の先端部がノズル１３から離間するとコイルバネ１０
の付勢により、ジョー４がノーズ６の先端部の内周面を摺動して引抜ピンＢを挟持した後
、ジョーケース５の移動によってリベット本体Ａから引抜ピンＢが引き抜かれ、リベット
本体Ａの他端部が変形して重ね合わされた板材Ｐ，Ｐ同士が締結される。その後、電動モ
ータ２を逆転させると、ジョーケース５がノーズ６の先端側に移動し、ジョー４の先端が
ノズル１３に当接して引抜ピンＢの挟持が解除される。
【００３８】
そして、この状態で作動工具の先端（ノズル１３）を上方に位置させ、且つ回収容器２７
を下方に位置させるように、作動工具を傾斜させると、リベット本体Ａから引き抜かれた
引抜ピンＢが、ジョーケース５、駆動ネジ体８及び出力軸２９により形成された連通孔を
介して回収容器２７内に回収される。
【００３９】
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以上のように、本実施形態にかかる作動工具は、電動モータ２の出力軸２９が筒状体によ
って構成され、該出力軸２９がジョーケース５及び駆動ネジ体８の軸心の延長線上に位置
し、これらで連通孔を形成しているので、ジョーケース５、駆動ネジ体８及び電動モータ
２の出力軸２９で形成した連通孔を介し、リベット本体Ａから引き抜いた引抜ピンＢを回
収容器２７内に円滑に回収することができる。
【００４０】
また、上述の如く、ジョーケース５、駆動ネジ体８及び電動モータ２の出力軸２９で連通
孔を形成するように電動モータ２が設けられているので、作業者が把持するハンドル部１
４をこれらの近傍に設けることができる。したがって、作業者が把持するハンドル部１４
に対してジョー４を近い位置に配置することができるので、作業者が板材Ｐに挿通された
リベットの引抜ピンＢと対応するように、ノーズ６の先端部（ノズル１３）を円滑に位置
させ、ジョー４で引抜ピンＢを挟持させることができる。つまり、ジョー４で引抜ピンＢ
を挟持させる際に、ノーズ６の先端部の位置がぶれることなく、該ノーズ６の先端を引抜
ピンＢと対応して位置させることができる。
【００４１】
さらに、重量のある電動モータ２及びジョーケース５近傍にハンドル部１４を形成するこ
とができるので、ハンドル部１４（作業者が把持する位置）近傍に作動工具の重心を位置
させることができ、作業者が長時間の作業を行っても、手首や腕等が疲れるのを最小限に
押さえることができる。
【００４２】
また、電動モータ２を巻き線型にしたので、電動モータ２は、回転子や固定子に永久磁石
を備えておらず、引き抜いた引抜ピンＢが、磁石の磁力によって出力軸２９内で吸着され
、出力軸２９内で引抜ピンＢが詰まるといった事態を防止することができ、引抜ピンＢを
円滑に回収することができる。
【００４３】
また、電動モータ２の出力を遊星歯車装置からなる減速機９を介して駆動ネジ体８を回転
させるようにしたので、電動モータ２の出力が低トルクであっても、駆動ネジ体８の回転
を高トルクにすることができる。これにより、駆動ネジ体８の回転により生じるジョーケ
ース５の軸力を大きいものにすることができる。したがって、電動モータ２を軽量化する
ことができ、操作性のよい作動工具を提供することができる。
【００４４】
尚、本発明の作動工具は、上記実施形態に限定されるものではなく、本発明の要旨を逸脱
しない範囲内において種々変更を加え得ることは勿論である。
【００４５】
本実施形態にかかる電動モータ２は、巻き線型が採用されたが、巻き線型の電動モータに
限定されるものではなく、電機子を用いて回転させるもの、すなわち、出力軸を回転させ
ている際に、電機子により磁力を生じさせるタイプの電動モータであってもよい。
【００４６】
本実施形態において、回転駆動源を電動モータ２としたが、回転駆動源は、アキシャル型
のエアーモータや、油圧モータであってもよい。この場合においても、出力軸を筒状体で
構成するとともに、該出力軸の開口端を作動工具の外部に位置させ、或いは回収容器に接
続させた状態で、該出力軸、ジョーケース５及び駆動ネジ体８で連通孔を形成するように
、エアーモータ又は油圧モータを配置することは勿論のことである。
【００４７】
本実施形態において、減速機９を遊星歯車装置で構成したが、減速機９は、遊星歯車装置
に限定されるものではなく、適宜歯車を組合せて回転駆動源２の出力回転を減速して出力
することができるものであってもよい。この場合、歯車のレイアウトは、ジョーケース５
と回転駆動源２の出力軸２９とで連通孔を形成し得るようにすることは勿論のことである
。
【００４８】
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本実施形態において、減速機９を介して駆動ネジ体８を回転するようにしたが、減速機９
を備えたものに限定されるものではなく、回転駆動源２の出力軸２９を直接駆動ネジ体８
に接続するようにしてもよい。この場合、ジョーケース５を軸方向に移動させる際の軸力
を十分に得ることができる出力を備えた回転駆動源２を選定することは勿論である。
【００４９】
本実施形態において、ジョーケース５のネジ部１２に形成されたネジ溝と、駆動ネジ体８
の内周面に形成されたネジ溝とを螺合するように構成したが、ボールネジによってジョー
ケース５と駆動ネジ体８とを螺合するようにしてもよい。このようにボールネジのボール
が移動する溝を、無端状態でジョーケース５のネジ部１２及び駆動ネジ体８の内周面に形
成すれば、回転駆動源２の出力回転方向を変えることなく、ジョーケース５を往復動させ
ることができる。
【００５０】
【発明の効果】
以上の如く、本発明の効果として、回転駆動源の出力軸を筒状体で構成し、該出力軸とジ
ョーケースと駆動ネジ体とで連通孔を形成するようにしたので、リベット本体から引き抜
いた引抜ピンを、ジョーケース、駆動ネジ体及び回転駆動源の出力軸によって形成した連
通孔を介して円滑に回収することができる。
【００５１】
また、上述の如く、連通孔を形成することで、回転駆動源の出力軸が、ジョーケース及び
駆動ネジ体の軸心の延長線上に位置することとなり、作業者が把持するハンドル部を、作
動工具の総重量の大半を占めるジョーケース及び回転駆動源の（作動工具の重心位置）近
傍に形成することができる。これにより、ジョーによって引抜ピンを円滑に挟持させるこ
とができるとともに、作業者の疲労を軽減することができ、操作性及び作業性の向上した
作動工具を提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の一実施形態にかかる作動工具の一部断面を含む全体側面図を示す。
【符号の説明】
１…作動機構部、２…電動モータ（回転駆動源）、３…駆動部、４…ジョー、５…ジョー
ケース、６…ノーズ、７…本体、８…駆動ネジ体、９…減速機（遊星歯車装置）、１０…
コイルバネ、１１…ジョー内装部、１２…ネジ部、１３…ノズル、１４…ハンドル部、１
５…スイッチ、１６…駆動ネジ内装部、１７…段付穴、１８…ノーズ螺着穴、１９…駆動
ネジ体遊嵌穴、２０…減速機嵌入穴、２１…内歯車、２２…遊星歯車、２３…フランジ、
２４…軸、２５…スラストベアリング、２６…ハウジング、２７…回収容器、２８…取付
部、２９…出力軸、３０…ケース、３１…太陽歯車
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