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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　圧縮線バネを支持するための複数の第１の固定ブロック115が設けられている一対のチ
ェーンユニット110、110´が互いに向き合ったまま離隔しているように構成される下部チ
ェーンコンベヤー100と、
　前記第１の固定ブロック115に保持されている圧縮線バネを上方より加圧して支持する
ための複数の第２の固定ブロック215が設けられている一対のチェーンユニット210,210´
が互いに向き合ったまま離隔しているように構成される上部チェーンコンベヤー200と、
　前記下部チェーンコンベヤー100及び上部チェーンコンベヤー200によって移動する圧縮
線バネの両端座面に対して研磨作業を行う複数の研磨ユニット300と、
　前記上部チェーンコンベヤー200に設けられ、上部チェーンコンベヤー200のチェーン21
4を上方より加圧して第２の固定ブロック215を圧縮線バネに強固に密着させる複数の加圧
ブロック260と、
　前記上部チェーンコンベヤー200に設けられ、加圧ブロック260を弾性的に支持する複数
のバネ270と、からなり、
　前記複数の加圧ブロック260は互いにピン261により結合されており、
　前記第１の固定ブロック115には、圧縮線バネが保持されるV形溝115aが形成され、
　前記第１の固定ブロック115に保持されている圧縮線バネを上方より加圧する第２の固
定ブロック215の底面215aは,平らな平面構造として形成され、
　前記第１の固定ブロック115が設けられるチェーンリンク114aには、第１の固定ブロッ
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ク115の下端部が幾分嵌合する保持溝114bが形成され、
　前記第１の固定ブロック115の下端部には、チェーンリンク114aを貫通するように締結
される固定ピン116が貫通する貫通孔115ｃが設けられた結合部115ｂが形成され、第１の
固定ブロック115とチェーンリンク114aとの間に形成される遊びの許容範囲以内において
、第１の固定ブロック115が固定ピン116を中心にして回転可能に構成され、
　前記第２の固定ブロック215が設けられるチェーンリンク214aには、第２の固定ブロッ
ク215の上端部が幾分嵌合する保持溝214bが形成され、
　前記第２の固定ブロック215の上端部には、チェーンリンク214aを貫通するように締結
される固定ピン216が貫通する貫通孔215ｃが設けられた結合部215ｂが形成され、第２の
固定ブロック215とチェーンリンク214aとの間に形成される遊びの許容範囲以内において
、第２の固定ブロック215が固定ピン216を中心にして回転可能に構成されることを特徴と
する圧縮線バネ研磨装置。
【請求項２】
　前記下部チェーンコンベヤー100を構成する一対のチェーンユニット110,110´のうち、
前方チェーンユニット110は、圧縮線バネの長さに応じて後方チェーンユニット110´に対
して近接または離隔するように移動可能に構成され、
　前記上部チェーンコンベヤー200を構成する一対のチェーンユニット210,210´のうち、
前方チェーンユニット210は、圧縮線バネの長さに応じて後方チェーンユニット210´に対
して近接または離隔するように移動可能に構成されることを特徴とする請求項1に記載の
圧縮線バネ研磨装置。
【請求項３】
　前記下部チェーンコンベヤー100の前方チェーンユニット110は、後方チェーンユニット
110´を貫通しつつ水平方向に延在する１つ以上の第１のスクリュー軸130,130´と、移送
ナット140とを介して結合され、
　前記上部チェーンコンベヤー200の前方チェーンユニット210は、後方チェーンユニット
210´を貫通しつつ水平方向に延在する第２のスクリュー軸230と、移送ナット240とを介
して結合され、
　前記第１のスクリュー軸130、130´と第２のスクリュー軸230は、ベルト150を介して接
続され、互いに連動して動作することを特徴とする請求項2に記載の圧縮線バネ研磨装置
。
【請求項４】
　前記第２のスクリュー軸230は、モーター250と接続され、モーター250の駆動によって
回転することを特徴とする請求項3に記載の圧縮線バネ研磨装置。
【請求項５】
　前記上部チェーンコンベヤー200を上下に移送することにより、第１の固定ブロック115
と第２の固定ブロック215との間隙を調節する間隙調節手段500を更に含むことを特徴とす
る請求項1に記載の圧縮線バネ研磨装置。
【請求項６】
　前記間隙調節手段500は、
　前記上部チェーンコンベヤー200に結合されている乗降フレーム510と、
　前記乗降フレーム510の上端部において左右方向に延在するように設けられている一対
のレール520と、
　前記レール520に沿って移動するように設けられ、上端部に傾斜レール531´、532´が
形成されている一対の傾斜ブロック531,532と、
　前記両傾斜ブロック531,532を貫通するように設けられ、ユーザーのハンドル543操作に
よって回転しつつ両傾斜ブロック531,532を移動させ、両傾斜ブロック531,532が互いに近
接または離隔するように両傾斜ブロックを移動させる第５のスクリュー軸540と、
　前記両傾斜ブロック531,532の上部に位置するように固定フレーム560に設けられ、前記
傾斜レール531´、532´に結合され、傾斜ブロック531,532の移動時に傾斜レール531´、
532´の傾きθに応じて傾斜ブロック531,532が下降または上昇するように誘導する一対の
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固定ブロック551,552と、からなることを特徴とする請求項5に記載の圧縮線バネ研磨装置
。
【請求項７】
　前記下部チェーンコンベヤー100と上部チェーンコンベヤー200を駆動するための動力を
提供するモーター400と、
　前記モーター400に接続され、2つの出力軸411,412を有する減速機410と、
　前記下部チェーンコンベヤー100より延在するスプライン軸118と、減速機410の出力軸4
11とを接続する第１のユニバーサルジョイント420と、
　前記上部チェーンコンベヤー200より延在するスプライン軸218と、減速機410の出力軸4
12とを接続する第２のユニバーサルジョイント430と、を更に含むことを特徴とする請求
項1に記載の圧縮線バネ研磨装置。
【請求項８】
　前記複数の研磨ユニット300が上面に設けられている移送テーブル330と、
　前記移送テーブル330の底面に固定されている移送ナット340と、
　前記移送ナット340と結合し、ユーザーの操作により回転しつつ、移送ナット340及び移
送テーブル330を圧縮線バネに近接または離隔する方向へ移動させる第３のスクリュー軸3
50と、を更に含むことを特徴とする請求項1に記載の圧縮線バネ研磨装置。
【請求項９】
　前記各々の研磨ユニット300の下端部に設けられている固定板360と、
　前記固定板360の底面に設けられている移送ナット370と、
　前記移送テーブル330に設けられており、前記移送ナット370に結合され、ユーザーの操
作によって回転しつつ、移送ナット370を移送する第４のスクリュー軸380と、を更に含む
ことを特徴とする請求項8に記載の圧縮線バネ研磨装置。
【請求項１０】
　研磨しようとする圧縮線バネの長さに応じて、下部チェーンコンベヤー100の前方チェ
ーンユニット110と後方チェーンユニット110´との間の距離、及び、上部チェーンコンベ
ヤー200の前方チェーンユニット210と後方チェーンユニット210´との間の距離を調整す
る段階と、
　前記圧縮線バネの外径に応じて、上部チェーンコンベヤー200の高さを調整する段階と
、
　下部チェーンコンベヤー100に設けられた第１の固定ブロック115のV形溝115aに圧縮線
バネを保持させる段階と、
　上部チェーンコンベヤー200に設けられた第２の固定ブロック215の平らな底面215aによ
り第１の固定ブロックに保持されている圧縮線バネの上部を加圧して固定する段階と、
　下部チェーンコンベヤー100及び上部チェーンコンベヤー200を用いて圧縮線バネを水平
方向に移送させる段階と、
　前記圧縮線バネを水平方向に移送させる段階より移送される圧縮線バネの両端座面を研
磨ユニット300により研磨する段階と、からなり、
　前記圧縮線バネの上部を加圧して固定する段階は、前記上部チェーンコンベヤー200に
設けられ、ピン261により互いに結合されている複数の加圧ブロック260と、前記上部チェ
ーンコンベヤー200に設けられ、前記加圧ブロック260を弾性的に支持する複数のバネ270
とにより、前記上部チェーンコンベヤー200のチェーン214を上方より加圧して第２の固定
ブロック215を圧縮線バネに強固に密着させる段階を含み、
　前記第１の固定ブロック115が設けられるチェーンリンク114aには、第１の固定ブロッ
ク115の下端部が幾分嵌合する保持溝114bが形成され、
　前記第１の固定ブロック115の下端部には、チェーンリンク114aを貫通するように締結
される固定ピン116が貫通する貫通孔115ｃが設けられた結合部115ｂが形成され、第１の
固定ブロック115とチェーンリンク114aとの間に形成される遊びの許容範囲以内において
、第１の固定ブロック115が固定ピン116を中心にして回転可能に構成され、
　前記第２の固定ブロック215が設けられるチェーンリンク214aには、第２の固定ブロッ
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ク215の上端部が幾分嵌合する保持溝214bが形成され、
　前記第２の固定ブロック215の上端部には、チェーンリンク214aを貫通するように締結
される固定ピン216が貫通する貫通孔215ｃが設けられた結合部215ｂが形成され、第２の
固定ブロック215とチェーンリンク214aとの間に形成される遊びの許容範囲以内において
、第２の固定ブロック215が固定ピン216を中心にして回転可能に構成されることを特徴と
する圧縮線バネ研磨方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、圧縮線バネの両端座面を平らに研磨する装置及び方法に関するものであって
、特に、圧縮線バネをチェーンコンベヤーにより連続的に移送させつつ、圧縮線バネの両
端座面に対して研磨作業を行う圧縮線バネの研磨装置及び研磨方法に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　図１は、圧縮線バネの構造を示す図面である。
【０００３】
　一般的に、圧縮線バネ10とは、線材形のバネ材を螺旋型に丸く曲げて作られたバネであ
って、その両端座面10a,10bがバネの軸Sに対して直交する平面上に置かれるように、座面
研磨工程が行われる。
【０００４】
　一方、実用新案出願公告の昭46-8789には、コイルスプリングの切削装置が開示されて
いる。
【０００５】
　図２は、上記コイルスプリングの切削装置の構造を示す例示図である。
【０００６】
　上記考案によるコイルスプリングの切削装置は、複数の支持台5が設けられた2つのチェ
ーン2,4が上下に配設され、チェーン2,4の左右両側にコイルスプリングの端部を研磨する
ための砥石11が配設されるように構成される。
【０００７】
　このようなコインスプリングの切削装置は、下部チェーンに設けられた支持台にコイル
スプリングを保持させ、上部チェーンに設けられた支持台によりコイルスプリングを上方
から加圧して固定させたうえ、コイルスプリングを砥石へ移動させ、座面に対して研磨を
行う。
【０００８】
　また、上部チェーンに設けられた支持台と、下部チェーンに設けられた支持台とには、
コイルスプリングを安定的に支持するためのV形溝が形成されている。
【０００９】
　しかし、上記のようにコイルスプリングを挟んで上下に向き合う両支持台にV形溝を形
成した場合、両支持台の位置が正確に整列しないと、むしろコイルスプリングを安定的に
支持することができない。
【００１０】
　従って、上記のようなコイルスプリングの切削装置は、上下に向き合うように配設され
た両支持台がコイルスプリングを挟んで正確に整列するように、非常に精密な加工やセッ
ティングが求められ、装置の製造や利用、メインテナンスが容易でない問題点がある。
【先行技術文献】
【特許文献】
【００１１】
【特許文献１】実用新案登録出願公告　昭46-8789（1971.03.29）
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
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【００１２】
　本発明は、上記のような問題点を考慮してなされたものであって、本発明の目的は、圧
縮線バネを固定するために、上部チェーンコンベヤーと下部チェーンコンベヤーに設けれ
れる固定ブロックの構造を改善し、固定ブロック及びその関連部品に対して精密にセッテ
ィングしなくても、圧縮線バネが安定的に固定できる圧縮線バネの研磨装置及び研磨方法
を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【００１３】
　上記のような目的を達成し、従来の欠点を解決するための本発明は、圧縮線バネを支持
するための複数の第1の固定ブロックが設けられている一対のチェーンユニットが互いに
向き合ったまま離隔しているように形成される下部チェーンコンベヤーと、前記第１の固
定ブロックに保持されている圧縮線バネを上方より加圧して支持するための複数の第２の
固定ブロックが設けられている一対のチェーンユニットが互いに向き合ったまま離隔して
いるように形成される上部チェーンコンベヤーと、前記下部チェーンコンベヤー及び上部
チェーンコンベヤーによって移動する圧縮線バネの両端座面に対して研磨作業を行う複数
の研磨ユニットと、からなり、前記第１の固定ブロックには圧縮線バネが保持されるV形
溝が形成され、前記第１の固定ブロックに保持されている圧縮線バネを上方より加圧する
第２の固定ブロックの底面は平らな平面構造として形成されることを特徴とする圧縮線バ
ネの研磨装置を提供する。
【００１４】
　また、本発明は、研磨しようとする圧縮線バネの長さに応じて、下部チェーンコンベヤ
ーの前方チェーンユニットと後方チェーンユニットとの間の距離、及び、上部チェーンコ
ンベヤーの前方チェーンユニットと後方チェーンユニットとの間の距離を調整する段階S1
01と、前記圧縮線バネの外径に応じて上部チェーンコンベヤーの高さを調整する段階S102
と、下部チェーンコンベヤーに設けられている第１の固定ブロックのV形溝に圧縮線バネ
を保持させ、上部チェーンコンベヤーに設けられている第２の固定ブロックの平らな底面
により第１の固定ブロックに保持されている圧縮線バネの上部を加圧して固定したうえ、
下部チェーンコンベヤー及び上部チェーンコンベヤーを用いて圧縮線バネを水平方向に移
送させる段階S110と、前記段階S110より移送される圧縮線バネの両側座面を研磨ユニット
により研磨する段階S120と、からなることを特徴とする圧縮線バネの研磨方法を提供する
。
【発明の効果】
【００１５】
　上記のような特徴を有する本発明によると、圧縮線バネを上下部より加圧して固定する
両固定ブロックの位置が多少ずれている場合においても、圧縮線バネが安定的に固定でき
ることから、固定ブロック及びその関連部品を精密にセッティングするための手間暇を軽
減することができる効果がある。
【図面の簡単な説明】
【００１６】
【図１】圧縮線バネの構造を示した図面である。
【図２】従来においてコイルスプリングの研磨装置の構造を示した例示図である。
【図３】本発明に係る研磨装置の主要構造を示した正面図である。
【図４】本発明に係る研磨装置の主要構造を示した平面図である。
【図５】本発明に係る研磨装置の主要構造を示した側面図である。
【図６】本発明に係る下部チェーンコンベヤーの構造を示した正面図である。
【図７】本発明に係る下部チェーンコンベヤーの構造を示した平面図である。
【図８】本発明に係る第１の固定ブロックがチェーンに係合している状態を示した斜視図
である。
【図９】本発明に係る上部チェーンコンベヤーの構造を示した正面図である。
【図１０】本発明に係る上部チェーンコンベヤーの構造を示した平面図である。
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【図１１】本発明に係る第２の固定ブロックがチェーンに係合している状態を示した斜視
図である。
【図１２】本発明に係る加圧ブロックが設けられている状態を示した詳細図である。
【図１３】本発明に係る研磨ユニットの設置構造を示した側面図である。
【図１４】本発明に係る間隙調節手段の構造を示した正面図である。
【図１５】本発明に係る間隙調節手段の構造を示した側面図である。
【発明を実施するための形態】
【００１７】
　以下に、本発明の好ましい実施例を添付の図面に関連づけて詳細に説明する。本発明を
説明するにあたって、関連する公知機能や構成に関する具体的な説明がむしろ本発明の要
旨を不明瞭にすると判断される場合、その詳細な説明を省略する。
【００１８】
　図3は、本発明に係る研磨装置の主要構造を示した正面図であり、図4は、本発明に係る
研磨装置の主要構造を示した平面図であり、図5は、本発明に係る研磨装置の主要構造を
示した側面図である。
【００１９】
　本発明に係る圧縮線バネ研磨装置は、下部チェーンコンベヤー100と、上部チェーンコ
ンベヤー200と、研磨ユニット300と、からなる。
【００２０】
　また、図5に示されている符号‘280’は、圧縮線バネの研磨工程において、発生する熱
を冷却し、粉塵の飛散を防止するための切削油を噴射するノズルである。
【００２１】
　図6は、本発明に係る下部チェーンコンベヤーの構造を示した正面図であり、図7は、本
発明に係る下部チェーンコンベヤーの構造を示した平面図であり、図8は、本発明に係る
第１の固定ブロックがチェーンに係合している状態を示した斜視図である。
【００２２】
　上記下部チェーンコンベヤー100は一対のチェーンユニット110,110´からなり、上記一
対のチェーンユニット110,110´は互いに向き合ったまま離隔しているように配設されて
いる。
【００２３】
　なお、両チェーンユニット110,110´については、その位置のみが異なり、その実質的
な構成は同様であるため、同じ図面符号を用いて説明する。
【００２４】
　上記各々のチェーンユニット110,110´は、フレーム111と、上記フレーム111の左右両
端に設けられているスプロケット112,113と、上記フレーム111及びスプロケット112,113
に支持されたまま回転するチェーン114と、上記チェーン114に設けられ、圧縮線バネが保
持されるスペースを提供する複数の第１の固定ブロック115と、からなる。
【００２５】
　互いに離隔している両チェーンユニット110,110´に設けられたスプロケット112,113は
、両チェーンユニット110,110´を貫通して延在するスプライン軸117,118に結合され、ス
プライン軸117,118と共に回転する構造を有し、前方に位置する前方チェーンユニット110
は、スプライン軸117,118に沿って移動することにより、後方チェーンユニット110´に対
して近接または離隔する方向へ移動可能であるように構成されている。
【００２６】
　従って、圧縮線バネの長さに応じて前方チェーンユニット110を移動させることにより
、両チェーンユニット110,110´間の距離D1を適宜に調整することができる。
【００２７】
　このような前方チェーンユニット110の移動のために、前方チェーンユニット110と後方
チェーンユニット110´は１つ以上の直線型ガイド120を介して接続され、前方チェーンユ
ニット110は直線型ガイド120に沿って移動するように設けられる。



(7) JP 5973084 B2 2016.8.23

10

20

30

40

50

【００２８】
　また、前方チェーンユニット110には、後方チェーンユニット110´を貫通しつつ水平方
向に延在する１つ以上の第１のスクリュー軸130,130´と結合する移送ナット140が設けら
れている。よって、前方チェーンユニット110は、第１のスクリュー軸130,130´の回転に
より、移送ナット140と共に移動することになる。
【００２９】
　また、図6及び図7には、第１のスクリュー軸130,130´が下部チェーンコンベヤー100の
左右両側に夫々設けられた構造が示されており、このような第１のスクリュー軸130,130
´は、モーターのような動力源を利用した自動回転方式や作業者が直接に回転させる手動
回転方式によって回転するように構成されることができる。
【００３０】
　上記第１の固定ブロック115は、所定範囲内の外径を有する圧縮線バネについてはその
外径に関わらず安定的に支持できるように、上端部にV形溝115aが形成され、下端部には
、チェーン114を構成するチェーンリンク114aとの結合のための結合部115bが形成されて
いる。
【００３１】
　また、上記第１の固定ブロック115に保持される圧縮線バネの姿勢や圧縮線バネの上端
部を加圧する第２の固定ブロックの姿勢に応じて、第１の固定ブロック115が動きつつ、
圧縮線バネを支持するための最適の姿勢を取るようにすることが好ましい。
【００３２】
　このために、上記第１の固定ブロック115が設けられるチェーン114を構成するチェーン
リンク114aには、第１の固定ブロック115の下端部が幾分嵌合する保持溝114bが形成され
る。
【００３３】
　また、上記第１の固定ブロック115の結合部115ｂには、チェーンリンク114aを貫通する
ように締結される固定ピン116が貫通する貫通孔115ｃが形成される。即ち、第１の固定ブ
ロック115は、チェーンリンク114aの側面から挿入される固定ピン116によりチェーン114
と結合する。
【００３４】
　このような構造によると、第１の固定ブロック115とチェーンリンク114aとの間に形成
される遊びの許容範囲以内において、第１の固定ブロック115は固定ピン116を中心にして
微細に回転する構造を有することから、第１の固定ブロック115に保持される圧縮線バネ
の姿勢や圧縮線バネの上端部を加圧して支持する第２の固定ブロックの姿勢に応じて、第
１の固定ブロック115が固定ピン116を中心にして微細に回転しつつ、圧縮線バネや第２の
固定ブロックの姿勢に対応する姿勢を取ることにより、より安定的に圧縮線バネを支持す
ることになる。
【００３５】
　なお、上述の第１の固定ブロック115とチェーンリンク114aの間に形成される遊びは、
第１の固定ブロック115の動きを発生させるために第１の固定ブロック115とチェーンリン
ク114aの間に意図的に設けた遊びでも良く、第１の固定ブロック115とチェーンリンク114
aの製造や組立の工程において生じる誤差による遊びでも良い。
【００３６】
　図9は、本発明に係る上部チェーンコンベヤーの構造を示した正面図であり、図10は、
本発明に係る上部チェーンコンベヤーの構造を示した平面図であり、図11は、本発明に係
る第２の固定ブロックがチェーンに係合している状態を示した斜視図であり、図12は、本
発明に係る加圧ブロックが設けられている状態を示した詳細図である。
【００３７】
　上記上部チェーンコンベヤー200は、一対のチェーンユニット210,210´からなり、上記
一対のチェーンユニット210,210´は、互いに向き合ったまま離隔されるように配設され
ており、好ましくは、下部チェーンコンベヤー100を構成する各々のチェーンユニット110
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,110´の垂直上部に位置するように配設される。
【００３８】
　このような構造によると、上部チェーンコンベヤー200のチェーンユニット210,210´に
設けられた第２の固定ブロック215は、下部チェーンコンベヤー100のチェーンユニット11
0,110´に設けられた第１の固定ブロック115の垂直上部に配設され、第１/第２の固定ブ
ロック115,215は、圧縮線バネを挟んで向き合うことにより、圧縮線バネを固定すること
になる。
【００３９】
　なお、上記両チェーンユニット210,210´については、その位置のみが異なり、その実
質的な構成は同様であるため、同じ図面符号を用いて説明する。
【００４０】
　上記各々のチェーンユニット210,210´は、フレーム211と、上記フレーム211の左右両
端に設けられているスプロケット212,213と、上記フレーム211及びスプロケット212,213
に支持されたまま回転するチェーン214と、上記チェーン214に設けられ、第１の固定ブロ
ック115に保持された圧縮線バネの上部を加圧して支持する複数の第２の固定ブロック215
と、からなる。
【００４１】
　上記第２の固定ブロック215は、第１の固定ブロック115の垂直上部に正確に位置してい
ない場合であっても、第１の固定ブロック115に保持されている圧縮線バネの上部を安定
的に加圧して固定させるために、底面215aが平らな平面構造として形成されている。
【００４２】
　また、第１の固定ブロック115との位置上の差異や第１の固定ブロック115に保持された
圧縮線バネの姿勢に応じて、第２の固定ブロック215が動きつつ、圧縮線バネを支持する
ための最適の姿勢を取るようにすることが好ましい。
【００４３】
　このために、上記第２の固定ブロック215が設けられるチェーン214を構成するチェーン
リンク214aには、第２の固定ブロック215の上端部が幾分嵌合する保持溝214bが形成され
る。
【００４４】
　また、上記第２の固定ブロック215の上端部には、チェーンリンク214aとの結合のため
の結合部215ｂが形成され、上記結合部215ｂには、チェーンリンク214aを貫通するように
締結される固定ピン216が貫通する貫通孔215ｃが形成される。即ち、第２の固定ブロック
215は、チェーンリンク214aの側面から挿入される固定ピン216によりチェーン214と結合
する。
【００４５】
　このような構造によると、第２の固定ブロック215とチェーンリンク214aとの間に形成
される遊びの許容範囲以内において、第２の固定ブロック215は固定ピン216を中心にして
微細に回転する構造を有することから、第１の固定ブロック115との位置上の差異や圧縮
線バネの姿勢に応じて、第２の固定ブロック215が固定ピン216を中心にして微細に回転し
つつ、圧縮線バネを加圧するための最適な姿勢を取ることになる。
【００４６】
　なお、上述の第２の固定ブロック215とチェーンリンク214aの間に形成される遊びは、
第２の固定ブロック215の動きを発生させるために第２の固定ブロック215とチェーンリン
ク214aの間に意図的に設けた遊びでも良く、第２の固定ブロック215とチェーンリンク214
aの製造や組立の工程において生じる誤差による遊びでも良い。
【００４７】
　上記両チェーンユニット210,210´に設けられたスプロケット212,213は、両チェーンユ
ニット210,210´を貫通して延在するスプライン軸217,218に結合され、スプライン軸217,
218と共に回転する構造を有し、前方に位置する前方チェーンユニット210は、スプライン
軸217,218に沿って移動することにより、後方チェーンユニット210´に対して近接または
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離隔する方向へ移動可能であるように構成されている。
【００４８】
　また、図面の左上側に示されたスプロケット212は、動力源と接続せずに自由回転する
アイドルスプロケット212であって、このようなアイドルスプロケットは、スプライン軸2
17により接続せずに、通常の軸を利用して接続することもできる。
【００４９】
　上記のような構造によると、圧縮線バネの長さに応じて前方チェーンユニット210を移
動させることにより、両チェーンユニット210,210´間の距離D2を適宜に調整することが
できる。
【００５０】
　このような前方チェーンユニット210の移動のために、前方チェーンユニット210と後方
チェーンユニット210´は１つ以上の直線型ガイド220を介して接続され、前方チェーンユ
ニット210は直線型ガイド220に沿って移動するように設けられる。
【００５１】
　また、前方チェーンユニット210には、後方チェーンユニット210´を貫通しつつ水平方
向に延在する第２のスクリュー軸230と結合する移送ナット240が設けられている。よって
、前方チェーンユニット210は、第２のスクリュー軸230の回転により、移送ナット240と
共に移動することになる。
【００５２】
　一方、上記第２のスクリュー軸230と第１のスクリュー軸130、130´が接続され、互い
に連動して動作することにより、上部チェーンコンベヤー200の前方チェーンユニット210
と、下部チェーンコンベヤー100の前方チェーンユニット110とが一緒に移動するように構
成されることが好ましい。
【００５３】
　このために、上記第１のスクリュー軸130、130´と第２のスクリュー軸230は、チェー
ン又はベルト150（図7及び図10に図示）のような動力伝達手段を介して接続され、この構
造によると、第１のスクリュー軸130、130´の回転時に第２のスクリュー軸230が共に回
転し、逆に、第２のスクリュー軸230の回転時には第１のスクリュー軸130、130´が共に
回転する。
【００５４】
　このように、第１のスクリュー軸130、130´と第２のスクリュー軸230とが連動して回
転するようにするにあたって、第２のスクリュー軸230をモーター250に接続させてモータ
ー250により回転するようにすると、モーター250の駆動により両前方チェーンユニット11
0,210を移動させるか、または、第１のスクリュー軸130、130´の手動操作により両前方
チェーンユニット110,210を移動させることができる。
【００５５】
　上記のように構成された上部チェーンコンベヤー200の左右幅L2（図９に図示）は、下
部チェーンコンベヤー100の左右幅L1（図６に図示）より小さく形成される。
【００５６】
　なお、上記上部チェーンコンベヤー200には、第2の固定ブロック215が圧縮線バネに強
固に密着するように、チェーン214を上方より加圧する複数の加圧ブロック260と、上記加
圧ブロック260を弾性的に支持する複数のバネ270とが更に設けられることが好ましい。
【００５７】
　上記加圧ブロック260は、各々のチェーンユニット210、210´を構成するフレーム211の
下端部に設けられ、このように設けられる加圧ブロック260は、フレーム211の下端部を通
るチェーン214の垂直上部に位置してチェーン214を加圧する。
【００５８】
　また、上記加圧ブロック260は複数個が構成され、各々の加圧ブロック260は、1～2個の
第2の固定ブロック215が圧縮線バネに密着するように、チェーン214を加圧する。ご参考
までに、図12には、1つの加圧ブロック260により、2つの第2の固定ブロック215が加圧さ
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れる構造が示されている。
【００５９】
　このような複数の加圧ブロック260は、ピン261を介して互いに結合され、このような構
造によると、各々の加圧ブロック260は、ピン261を中心にして限定的に回転可能な構造を
有することから、1つの加圧ブロック260により加圧される2つの第2の固定ブロック215を
、状況に応じて互いに異なる状態で加圧することができる。
【００６０】
　即ち、第1/第2の固定ブロック115,215に支持される圧縮線バネ10は、その姿勢や外径に
おいて偏差を有しかねない。このような偏差を考慮せずに、第2の固定ブロック215を均一
に加圧してしまうと、相対的に外径の小さい圧縮線バネの上部に位置する第2の固定ブロ
ック215は、圧縮線バネの上部に安定的に密着されない場合があり、この場合は、座面の
研磨工程において圧縮線バネが離脱する事故が起こりかねない。
【００６１】
　しかし、本発明のように、複数の加圧ブロック260をピン261により互いに接続させ、限
定的ながらも遊びのある構造を有することで、加圧ブロック260の遊びが圧縮線バネにお
ける姿勢や外径の偏差を相殺することにより、圧縮線バネがをより安定的に支持すること
ができる。
【００６２】
　上記のように構成された下部チェーンコンベヤー100と上部チェーンコンベヤー200は、
1つのモーターより動力を受けて駆動するように構成される。
【００６３】
　図4を参照してより具体的に説明すると、下部チェーンコンベヤー100と上部チェーンコ
ンベヤー200を駆動するための動力を提供するモーター400は、減速機410に接続され、上
記減速機410は、モーター400より入力される回転を所定の比率で減速させた後、2つの出
力軸411,412より出力させる構造を有し、上記減速機410に設けられた両出力軸411,412の
うち何れかの出力軸411は、第1のユニバーサルジョイント420により、下部チェーンコン
ベヤー100に設けられたスプライン軸118に係合され、他の出力軸412は、第2のユニバーサ
ルジョイント430により、上部チェーンコンベヤー200に設けられたスプライン軸218（図1
0に図示）に係合される。
【００６４】
　また、上記減速機410の内部の詳細な構造については図示されていないが、減速機410の
内部には複数の歯車が設けられ、モーター400より入力される回転を所定の比率で減速さ
せる。このような減速機410の構造は、既に周知・利用されている周知慣用技術であるた
め、減速機410に対する詳細な説明を省略する
　図13は、本発明に係る研磨ユニットの設置構造を示した側面図である。
【００６５】
　上記研磨ユニット300は、下部チェーンコンベヤー100の前後両側に位置するように配設
され、下部チェーンコンベヤー100と上部チェーンコンベヤーによって移動する圧縮線バ
ネ10の両端座面に対する研磨作業を行う。
【００６６】
　このような研磨ユニット300は複数個として構成され、複数の研磨ユニット300のうち一
部は下部チェーンコンベヤー100の前方に位置するように配設され、他の研磨ユニット300
は下部チェーンコンベヤー100の後方に位置するように配設される。
【００６７】
　なお、各々の研磨ユニット300は、モーター310と、上記モーター310によって回転しつ
つ研磨作業を行う研磨ホイール320と、からなる。
【００６８】
　このような研磨ユニット300は、圧縮線バネ10の長さや要求される切込量に応じて、ユ
ーザがその位置を調整できるようにすることが好ましい。このために、研磨ユニット300
の下部には、移送テーブル330、上記移送テーブル330を移送させるための移送ナット340
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【００６９】
　また、上記移送テーブル330、移送ナット340、及び第3のスクリュー軸350は、下部チェ
ーンコンベヤー100の前後両側に設けられ、下部チェーンコンベヤー100の前方に位置する
研磨ユニットと、下部チェーンコンベヤー100の後方に位置する研磨ユニットとを独立的
に移動させるように構成される。
【００７０】
　また、上記移送テーブル330の上面には、複数の研磨ユニット300が固定された構造とし
て設けられる。
【００７１】
　上記移送ナット340は、移送テーブル330の底面に固定された構造として設けられる。
【００７２】
　上記第3スクリュー軸350は、下部チェーンコンベヤー100と直交するように前後方向に
延在しており、移送ナット340に結合されている。
【００７３】
　従って、ユーザーが第3スクリュー軸350に結合されているハンドル351を回転させる場
合、第3スクリュー軸350の回転により、移送ナット340が移動する。このような移送ナッ
ト340の移動により、移送テーブル330が移動して、研磨ユニット300の位置調節が行われ
る。
【００７４】
　また、各々の研磨ユニット300に対する個別的な位置調節のために、各々の研磨ユニッ
ト300の底面に固定板360が設けられ、上記固定板360の底面に移送ナット370が設けられ、
上記移送ナット370と結合したまま回転しつつ移送ナット140を移動させる第4のスクリュ
ー軸380が移送テーブル330の上面に更に設けられても良い。
【００７５】
　この場合、上記第4スクリュー軸380は、第3スクリュー軸350に比べ、より小さいピッチ
を有するスクリュー軸として構成され、より精度の良い位置調節を可能にすることが好ま
しい。
【００７６】
　図14は、本発明に係る間隙調節手段の構造を示した正面図であり、図15は、本発明に係
る間隙調節手段の構造を示した側面図である。
【００７７】
　異なる規格の圧縮線バネを研磨しようとした場合、第１の固定ブロック115と第２の固
定ブロック215の間の間隙を、圧縮線バネの外径に合わせて調整しなければならない。
【００７８】
　このように、第１/第２の固定ブロック115,215の間の間隙を調節するための間隙調節手
段500は、乗降フレーム510と、レール520と、傾斜ブロック531,532と、第５のスクリュー
軸540と、固定ブロック551,552と、からなる。
【００７９】
　上記乗降フレーム510は、上部チェーンコンベヤー200と結合して上部チェーンコンベヤ
ー200と一緒に上下に移動する構造を有るように設けられる。
【００８０】
　また、乗降フレーム510は、底面部のオープンした
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の形状を有しており、このような乗降フレーム510の内部に上部チェーンコンベヤー200の
上端部が挿入される。
【００８１】
　上記レール520は、乗降フレーム510の上端部において左右方向に延在するように設けら
れ、図15には、2つのレール520が所定の間隔を置いて並ぶように設けられている構造が示
されている。
【００８２】
　上記傾斜ブロック531,532は、レール520に結合され、レール520に沿って移動するよう
に設けられ、上端部には、所定の傾きθを有する傾斜レール531´、532´が設けられるよ
うに構成されている。
【００８３】
　このような傾斜ブロック531,532は2つとして構成され、2つの傾斜ブロック531,532は、
レール520上において互いに所定の間隔を置いて向き合う対称構造を有するように構成さ
れている。
【００８４】
　上記第５のスクリュー軸540は、レール520に結合されている2つの傾斜ブロック531,532
を貫通するように配設され、乗降フレーム510に設けられている支持台511に回転可能に結
合されている。
【００８５】
　また、上記第５のスクリュー軸540は、中央部を基準として、一側に左ネジ部541が設け
られ、他側に右ネジ部542が設けられ、且つ、傾斜ブロックの何れか531が左ネジ部541に
結合され、他の傾斜ブロック532が右ネジ部542に結合されることにより、第５のスクリュ
ー軸540の回転時に、両傾斜ブロック531,532を互いに近接または離隔の方向に移動させる
ように構成される。
【００８６】
　上記固定ブロック551,552は、両傾斜ブロック531,532に夫々結合されるように2つとし
て構成され、各々の固定ブロック551,552は、傾斜ブロック531、532の垂直上部に位置す
るように固定フレーム560に固定される構造を有する。
【００８７】
　このように、固定フレーム560に設けられた各々の固定ブロック551,552が傾斜ブロック
531、532に設けられた傾斜レール531´、532´と結合されている状態が維持される。
【００８８】
　従って、ユーザーが第５のスクリュー軸540に設けられているハンドル543を回転させる
と、ハンドル543の回転方向に応じて、両傾斜ブロック531、532が互いに近接または離隔
の方向に移動し、このプロセスにおいて、両傾斜ブロック531、532は、傾斜レール531´
、532´と固定ブロック551,552により、下降または上昇しつつ乗降フレーム510を下方ま
たは上方へ移動させ、このような乗降フレーム510の上下移動に伴い上部チェーンコンベ
ヤー200が上下移動することにより、第1の固定ブロック115と第2の固定ブロック215との
間の間隙が調節される。
【００８９】
　上記のように構成された圧縮線バネ研磨装置により具現される本発明に係る圧縮線バネ
の研磨方法は、研磨しようとする圧縮線バネの長さに応じて、下部チェーンコンベヤー10
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0の前方チェーンユニット110と後方チェーンユニット110´との間の距離、及び、上部チ
ェーンコンベヤー200の前方チェーンユニット210と後方チェーンユニット210´との間の
距離を調整する段階S101と、前記圧縮線バネの外径に応じて上部チェーンコンベヤー200
の高さを調整する段階S102と、下部チェーンコンベヤー100に設けられている第１の固定
ブロック115のV形溝115aに圧縮線バネを保持させ、上部チェーンコンベヤー200に設けら
れている第２の固定ブロック215の平らな底面215aにより第１の固定ブロック115に保持さ
れている圧縮線バネの上部を加圧して固定したうえ、下部チェーンコンベヤー100及び上
部チェーンコンベヤー200を用いて圧縮線バネを水平方向に移送させる段階S110と、前記
段階S110より移送される圧縮線バネの両端座面を研磨ユニット300により研磨する段階S12
0と、からなる。
【００９０】
　上記段階S110は、研磨しようとする圧縮線バネの長さに応じて、下部チェーンコンベヤ
ー100の前方チェーンユニット110と後方チェーンユニット110´との間の距離、及び、上
部チェーンコンベヤー200の前方チェーンユニット210と後方チェーンユニット210´との
間の距離を調整する段階である。
【００９１】
　即ち、長さにおいて長いまたは短いなど、異なる規格の圧縮線バネに対する研磨作業を
行おうとする場合、前方チェーンユニット110、210を圧縮線バネの長さに相応しい位置へ
移動させ、第1の固定ブロック115と第2の固定ブロック215が適切な位置で圧縮線バネを支
持できるように設定される。
【００９２】
　このような前方チェーンユニット110、210の移動は、ユーザーが下部チェーンコンベヤ
ー100に設けられた第1のスクリュー軸130,130´を直接回転させることにより、又は、第2
のスクリュー軸230と接続したモータ―250を駆動させることにより、行われる。
【００９３】
　上記段階S102は、異なる外径の圧縮線バネを研磨しようとした場合に行われる段階であ
って、ユーザーが第5のスクリュー軸540に設けられたハンドル543を回転させると、第5の
スクリュー軸540の回転により、傾斜ブロック531、532が移動し、この時、固定ブロック5
51,552と傾斜レール531´、532´により、傾斜ブロック531,532が徐々に下降または上昇
することで上部チェーンコンベヤー200の高さが調整される。
【００９４】
　このような段階S102は、段階S101と並行して、若しくは、段階S101の前または後に行う
ことができる。
【００９５】
　上記段階S110は、下部チェーンコンベヤー100に設けられた第１の固定ブロック115に圧
縮線バネ10を保持させ、下部チェーンコンベヤー100と上部チェーンコンベヤー200を駆動
させることにより行われることができる。
【００９６】
　このような段階S110は、下部チェーンコンベヤー100と上部チェーンコンベヤー200の駆
動状態を保ったまま、別途の圧縮線バネ供給装置により第1の固定ブロック115に圧縮線バ
ネを導入する方式で行われることが好ましい。
【００９７】
　また、上記圧縮線バネ供給装置は、公知のロボットアームやパートフィーダー（part f
eeder）のような公知の部品自動供給装置が使われても良い。
【００９８】
　また、下部チェーンコンベヤー100の第1の固定ブロック115に保持された圧縮線バネは
、下部チェーンコンベヤー100の駆動により移動し、一定の距離を移動した後、上部チェ
ーンコンベヤー200に設けられた第2の固定ブロック215により上端部が加圧され、これに
より、第１/第２固定ブロック115,215による圧縮線バネへの安定的な固定が行われる。
【００９９】
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　このように、第１/第２固定ブロック115,215により圧縮線バネの固定や移動が行われる
にあたって、加圧ブロック260が圧縮線バネの状態に応じてチェーン214を適切に加圧する
ことにより、第2の固定ブロック215を圧縮線バネに安定的に密着させる。ここで圧縮線バ
ネの状態とは、圧縮線バネが第1の固定ブロック115に置かれている状態であるか、圧縮線
バネの外径偏差である。
【０１００】
　上記段階S120は、上/下部チェーンコンベヤー100,200の駆動により移動する圧縮線バネ
が複数の研磨ユニット300を順次経るようにすることにより、圧縮線バネの両端座面に対
する研磨が行われる段階である。
【０１０１】
　このような段階S120に先立って、ユーザーが、第3スクリュー軸350を回転させるか、第
4スクリュー軸380を回転させることにより、研磨ユニット300の位置を調節することで、
切込量が調整される。
【０１０２】
　前述のように、本発明に係る圧縮線バネの研磨装置及び研磨方法は、異なる規格の圧縮
線バネに対する研磨作業を行おうとした場合、簡単なセッティングにより該圧縮線バネの
研磨に適する条件が整えられることから、圧縮線バネに対する研磨作業の効率性を高める
ことができる。
【０１０３】
　また、第１の固定ブロック115と第２の固定ブロック215が向き合って圧縮線バネを固定
するにあたって、第２の固定ブロック215が第１の固定ブロック115の垂直上部に正確に位
置していない場合であっても、圧縮線バネを安定的に固定できることから、固定ブロック
やチェーンのようなその関連部品に対して、精密な加工やセッティングが求められないメ
リットがある。
【０１０４】
　本発明は、上述した特定の好ましい実施例に限定されず、請求の範囲にて請求する本発
明の要旨を逸脱することなく、当該発明の属する技術分野における通常の知識を有する者
であれば、誰にとっても様々な変更実施が可能であることはさることながら、そのような
変更は請求の範囲の記載範囲内になる。
【符号の説明】
【０１０５】
　100：下部チェーンコンベヤー
　110：前方チェーンユニット
　110´：後方チェーンユニット
　115：第１の固定ブロック
　118：スプライン軸
　130、130´：第１のスクリュー軸
　140：移送ナット
　150：ベルト
　200：上部チェーンコンベヤー
　210：前方チェーンユニット
　210´：後方チェーンユニット
　214：チェーン
　215：第２の固定ブロック
　218：スプライン軸
　230：第２のスクリュー軸
　240：移送ナット
　250：モーター
　260：加圧ブロック
　261：ピン
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　270：バネ
　300：研磨ユニット
　330：移送テーブル
　340：移送ナット
　350：第３のスクリュー軸
　360：固定板
　370：移送ナット
　380：第４のスクリュー軸
　400：モーター
　410：減速機
　411、412：出力軸
　420：第１のユニバーサルジョイント
　430：第２のユニバーサルジョイント
　500：間隙調節手段
　510：乗降フレーム
　520：レール
　531、532：傾斜ブロック
　531´、532´：傾斜レール
　540：第５のスクリュー軸
　543：ハンドル
　551、552：固定ブロック
　560：固定フレーム

【図１】

【図２】

【図３】
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