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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
砥石により加工される眼鏡レンズの加工部分に研削水を供給する加工装置本体と、加工装
置本体から排出された加工屑を含む排水が投入される脱水槽を持ち、脱水槽を回転すると
より加工屑と研削水とを分離し、研削水を脱水槽の外へ排出する遠心分離機と、を備える
眼鏡レンズ周縁加工装置において、
前記加工装置本体によってレンズが加工された時の所定の制御信号に基づいてレンズの加
工枚数をカウントする計数手段と、該計数手段によりカウントされた加工枚数が予め設定
された所定枚数に達した場合に前記遠心分離機の脱水槽に溜まった加工屑を取り出す必要
がある旨を警告する警告手段と、脱水槽から加工屑が取り出された後に前記計数手段によ
りカウントされた加工枚数をリセットする信号を入力するリセット信号入力手段と、前記
脱水槽の上部に設けられた開閉可能なカバーと、該カバーの開閉を検知する開閉検知手段
と、前記開閉検知手段から前記カバーが開けられた検知信号が入力された後に前記リセッ
ト信号入力手段からのリセット信号に基づく加工枚数のリセットを行うリセット制御手段
と、を備えることを特徴とする眼鏡レンズ周縁加工装置。
【請求項２】
請求項１の眼鏡レンズ周縁加工装置において、前記警告手段は、警告音を発するブザーと
、該ブザーの警告音の発生を停止するための停止スイッチと、を有し、前記停止スイッチ
が押されたときには前記ブザーの警告音を停止し、前記リセット信号が入力されずに加工
枚数がリセットされていないときには、次のレンズの加工が行われることによって再び警
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告音を発することを特徴とする眼鏡レンズ周縁加工装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、眼鏡レンズの周縁加工により排出された排水から加工屑と研削水を分離する
遠心分離機を持つ眼鏡レンズ加工装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　眼鏡レンズの加工時においては、砥石とレンズとの接触部に冷却用の研削水が供給され
る。レンズ加工に伴って発生した加工屑は研削水と共に加工装置本体から排出される。加
工室から排出される排水には加工屑が含まれているため、研削水と加工屑とを分離するた
めに、排水が投入される脱水槽を回転することより加工屑と研削水とを分離し、研削水を
脱水槽の外へ排出する遠心分離機を使用する構成が知られている（例えば、特許文献１、
２参照）。
【特許文献１】特開２００４－２４３４５２号公報
【特許文献１】特開２００５－１５３１３４号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　ところで、遠心分離機を使用する眼鏡レンズ加工装置においては、加工屑が含まれる排
水が遠心分離機の脱水槽から極力排出されず、研削水の濾過及び加工屑の脱水が適切に維
持及び管理される必要がある。例えば、脱水槽に加工屑が大量に溜まり、濾過能力が著し
く低下する前に加工屑を脱水槽から取り出して回収する必要がある。しかし、加工屑の取
り出し時期を逸してしまうと、遠心分離の濾過が行われず、加工装置からの汚れた排水が
そのまま研削水を蓄えるタンクに流入してしまう。汚れた排水がタンクに入ると、タンク
内の泡があふれ出す問題や、加工時に供給される研削水に加工屑が混ざり、レンズの加工
面を精度良く加工できない問題が発生する。
【０００４】
　また、遠心分離機は、装置本体からの排水が流入してから脱水槽が回転し始めると、脱
水槽は回転開始から直ぐに最大回転速度に到達すものではないため、始めの段階では濾過
効率及び脱水効率が劣る。このため、大量の排水が続いて流入すると、加工屑が十分に分
離されてない排水があふれて出やすい。さらに、レンズ加工が終了した段階で脱水槽の回
転が停止されると、脱水槽の中に水が溜まったままとなり、脱水槽の壁面に付いた加工屑
が溶けて次の回転が不安定になりやすい問題や、加工屑の取り出しが容易でない問題があ
る。
【０００５】
　本発明は、上記従来装置の問題に鑑み、加工屑が含まれる排水が遠心分離機からできる
だけ排出されないように、研削水の濾過及び加工屑の脱水を適切に維持管理できる眼鏡レ
ンズ加工装置を提供することを技術課題とする。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本発明は上記課題を解決するために次のような構成を備えることを特徴とする。
（１）　砥石により加工される眼鏡レンズの加工部分に研削水を供給する加工装置本体と
、加工装置本体から排出された加工屑を含む排水が投入される脱水槽を持ち、脱水槽を回
転するとより加工屑と研削水とを分離し、研削水を脱水槽の外へ排出する遠心分離機と、
を備える眼鏡レンズ周縁加工装置において、
前記加工装置本体によってレンズが加工された時の所定の制御信号に基づいてレンズの加
工枚数をカウントする計数手段と、該計数手段によりカウントされた加工枚数が予め設定
された所定枚数に達した場合に前記遠心分離機の脱水槽に溜まった加工屑を取り出す必要
がある旨を警告する警告手段と、脱水槽から加工屑が取り出された後に前記計数手段によ
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りカウントされた加工枚数をリセットする信号を入力するリセット信号入力手段と、前記
脱水槽の上部に設けられた開閉可能なカバーと、該カバーの開閉を検知する開閉検知手段
と、前記開閉検知手段から前記カバーが開けられた検知信号が入力された後に前記リセッ
ト信号入力手段からのリセット信号に基づく加工枚数のリセットを行うリセット制御手段
と、を備えることを特徴とする。
（２）　（１）の眼鏡レンズ周縁加工装置において、前記警告手段は、警告音を発するブ
ザーと、該ブザーの警告音の発生を停止するための停止スイッチと、を有し、前記停止ス
イッチが押されたときには前記ブザーの警告音を停止し、前記リセット信号が入力されず
に加工枚数がリセットされていないときには、次のレンズの加工が行われることによって
再び警告音を発することを特徴とする。

                                                                                
【発明の効果】
【０００７】
　本発明によれば、加工屑の取り出し処理を適切なタイミングで処理できる。また、でき
るだけ加工屑を含む研削水を遠心分離機の外は排出することなく、研削水の濾過及び脱水
を効率良く行うことができる。したがって、加工屑が含まれる排水が遠心分離機からでき
るだけ排出されないように、研削水の濾過及び加工屑の脱水を適切に維持及び管理できる
。
【発明を実施するための最良の形態】
【０００８】
　以下、本発明の実施形態を図面に基づいて説明する。図１は本発明に係る眼鏡レンズ周
縁加工装置の外観構成を示す図である。１は眼鏡レンズ周縁加工装置本体である。装置本
体１には眼鏡枠形状測定装置２が接続されている。眼鏡枠形状測定装置２としては、例え
ば、特開平５－２１２６６１号公報等に記載のものが使用できる。装置本体１上部には、
加工の設定やスタート等を行うスイッチ部７と、加工条件やレンズの玉型等を表示するデ
ィスプレイ部５が備えられている。ディスプレイ部５は、タッチパネル機能が付与されて
おり、加工情報等を表示する表示手段及びデータや加工条件等の入力のための入力手段を
兼ねる。６は加工室用の開閉窓である。
【０００９】
　装置本体１の下には、濾過装置である遠心分離機６５０を備える水処理装置３が配置さ
れている。装置本体１で使用された研削水及び加工屑は、排水パイプ３ａを介して水処理
装置３に導かれる。
【００１０】
　図２は装置本体１の筐体内に配置されるレンズ加工部の概略構成を示す斜視図である。
加工装置本体１のベース１７０上にはキャリッジ部１００が搭載され、キャリッジ１０１
が持つレンズチャック軸（レンズ回転軸）１０２Ｌ，１０２Ｒに挟持された被加工レンズ
ＬＥの周縁は、砥石スピンドル１６１ａに取り付けられた砥石群１６２に圧接されて加工
される。砥石群１６２は、プラスチック用粗砥石１６２ａ、ヤゲン形成用の溝及び平坦加
工面を持つ仕上げ砥石１６２ｂ、鏡面仕上げ砥石１６２ｃ、ガラス用粗砥石１６２ｄから
構成される。砥石スピンドル（砥石回転軸）１６１ａは、モータ１６０により回転される
。仕上げ砥石１６２ｂ及び鏡面仕上げ砥石１６２ｃは、それぞれヤゲン形成用の溝と平仕
上げ用の平坦面を持つ。
【００１１】
　キャリッジ１０１の左腕１０１Ｌにレンズチャック軸１０２Ｌが、右腕１０１Ｒにレン
ズチャック軸１０２Ｒが、それぞれ回転可能に同軸に保持されている。レンズチャック軸
１０２Ｒは、右腕１０１Ｒに取り付けられたモータ１１０によりレンズチャック軸１０２
Ｌ側に移動され、レンズＬＥが２つのレンズチャック軸１０２Ｒ，１０２Ｌにより保持さ
れる（レンズチャック機構は周知の機構が採用できる）。また、２つのレンズチャック軸
１０２Ｒ，１０２Ｌは、左腕１０１Ｌに取り付けられたモータ１２０により、ギヤ等の回
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転伝達機構を介して同期して回転される。
【００１２】
　キャリッジ１０１は、レンズチャック軸１０２Ｒ，１０２Ｌ及び砥石スピンドル１６１
ａと平行に延びるシャフト１０３，１０４に沿って移動可能なＸ軸移動支基１４０に搭載
されている。支基１４０の後部には、シャフト１０３と平行に延びる図示なきボールネジ
が取り付けられており、ボールネジはＸ軸移動用モータ１４５の回転軸に取り付けられて
いる。モータ１４５の回転により、支基１４０と共にキャリッジ１０１がＸ軸方向に直線
移動される。
【００１３】
　また、支基１４０には、Ｙ軸方向（レンズチャック軸１０２Ｒ，１０２Ｌと砥石スピン
ドル１６１ａの軸間距離が変動される方向）に延びるシャフト１５６，１５７が固定され
ている。キャリッジ１０１はシャフト１５６，１５７に沿ってＹ軸方向に移動可能に支基
１４０に搭載されている。支基１４０にはＹ軸移動用モータ１５０が固定されている。モ
ータ１５０の回転はＹ軸方向に延びるボールネジ１５５に伝達され、ボールネジ１５５の
回転によりキャリッジ１０１はＹ軸方向に移動される。
【００１４】
　図２において、キャリッジ１０１の上方には、レンズ形状測定部（レンズコバ位置測定
部）３００Ｆ、３００Ｒが設けられている。図３はレンズ前面の屈折面のレンズコバ位置
を測定する測定部３００Ｆの概略構成図である。図２のベース１７０上に固設された支基
ブロック３００ａに取付支基３０１Ｆが固定され、取付支基３０１Ｆに固定されたレール
３０２Ｆ上をスライダー３０３Ｆが摺動可能に取付けられている。スライダー３０３Ｆに
はスライドベース３１０Ｆが固定され、スライドベース３１０Ｆには測定子アーム３０４
Ｆが固定されている。測定子アーム３０４Ｆの先端部にＬ型のハンド３０５Ｆが固定され
、ハンド３０５の先端に測定子３０６Ｆが固定されている。測定子３０６ＦはレンズＬＥ
の前側屈折面に接触される。
【００１５】
　スライドベース３１０Ｆの下端部にはラック３１１Ｆが固定されている。ラック３１１
Ｆは取付支基３０１Ｆ側に固定されたエンコーダ３１３Ｆのピニオン３１２Ｆと噛み合っ
ている。また、モータ３１６Ｆの回転は、ギヤ３１５Ｆ、アイドルギヤ３１４Ｆ、ピニオ
ン３１２Ｆを介してラック３１１Ｆに伝えられ、スライドベース３１０ＦがＸ軸方向に移
動される。レンズ形状の測定中、モータ３１６Ｆは常に一定の力で測定子３０６Ｆをレン
ズＬＥに押し当てている。エンコーダ３１３Ｆはスライドベース３１０ＦのＸ軸方向の移
動位置を検知する。この移動位置の情報、レンズチャック軸１０２Ｌ，１０２Ｒの回転角
度の情報、Ｙ軸方向の移動情報により、レンズＬＥの前側屈折面形状（レンズ前面のコバ
位置）が測定される。
【００１６】
　レンズＬＥの後側屈折面の形状を測定する測定部３００Ｒの構成は、測定部３００Ｆと
左右対称であるので、図３に図示した測定部３００Ｆの各構成要素に付した符号末尾の「
Ｆ」を「Ｒ」に付け替え、その説明は省略する。
【００１７】
　次に、装置本体１に研削水、洗浄水を供給する水供給機構と、レンズ加工後に装置本体
１から排水される研削水を濾過する濾過装置の機構を、図２及び図４に基づいて説明する
。図４は、水供給機構と濾過装置の機構を説明する図である。
【００１８】
　図２及び図４において、砥石群１６２が配置される加工室２０の側壁には、砥石１６２
とレンズＬＥの接触部分に研削水を噴射するノズル６００が配置されている。ノズル６０
０の噴出口は、噴出する研削水が砥石部１６２の表面を掠めるような方向に向けられてい
る。また、加工室２０の奥側（図３上の左側）の壁面２１ａには、加工室内を洗浄するた
めの洗浄水が噴出されるノズル６１０が設けられている。ノズル６１０は、砥石１６２の
位置より上に設けられている。ノズル６１０からの水は、レンズ加工時に砥石１６２の回
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転に伴って壁面に飛散される加工屑を洗い流すように、下側に向けて噴射される。加工屑
を含む排水は、加工室２０の底面に設けられた排水口２２から排水パイプ３ａに導かれて
排出される。
【００１９】
　ノズル６００にはチューブ６０１が接続され、チューブ６０１はポンプ６０２に接続さ
れ、ポンプ６０２によりタンク６３０内に蓄えられた水が吸引される。また、ノズル６１
０にはチューブ６１１が接続され、チューブ６１１はポンプ６１２に接続され、ポンプ６
０２によりタンク６３０内の水が吸引される。
【００２０】
　次に、研削水の濾過機構について説明する。水処理装置３の筐体６４０の内部には、排
水の濾過機構となる遠心分離機６５０が配置されている。遠心分離機６５０は、回転軸６
５１と、回転軸６５１に固着された脱水槽６５２と、を有する。脱水槽６５２の底部は中
央部分が周辺部分に比べて高くなる構成とされている。これにより、底部の高さが均一な
場合に比較して、脱水槽６５２の重心高さが高くなり、回転時における脱水槽６５２の安
定性が高められる。また、筐体６４０の下側には、駆動モータ６５３が取り付けられてお
り、回転軸６５２を介して脱水槽６５２が回転可能に接続されている。脱水槽６５２の上
部には、加工屑を含む排水から水を分離して濾過するための環状のフィルタ６５４が配置
されている。フィルタ６５４は、水は透過させるが、加工屑は透過しにくい程度のメッシ
ュ構造を有する。フィルタ６５４は、固定部材６５５により、脱水槽６５２の上部に固定
されている。また、脱水槽６５２の内壁及び底面には、加工屑の取り出し作業を容易にす
るために、不織布で製作された捕集部材６５７が配置されている。
【００２１】
　筐体６４０の上部には、脱水槽６５２の上に位置する上カバー６４０ａが開閉可能に取
り付けられている。装置本体１からの排水パイプ３ａは、上カバー６４０ａに取り付けら
れた排水管６４１に接続されている。排水管６４１は、遠心分離機６５０の回転中心に位
置される。上カバー６４０ａは、フィルタ６５４から排出される水を受けると共に、固定
部材６５５と排水管６４１との間に形成された隙間から弾き飛ばされる水を受け、下側に
導く部材を兼ねる。脱水槽６５２の外側には、脱水槽６５２を取り囲むように水捕集ケー
ス６４２が設けられている。水捕集ケース６４２で受け取られた水は、パイプ６４３を介
してタンク６３０に導かれる。
【００２２】
　上カバー６４０ａは、ロック機構６６０により筐体６４０に固定される。図５はロック
機構６６０の説明図である。ロック機構６６０は、筐体６４０の側面に支持された支点を
中心に回転可能な逆Ｌ字状のカギ板６６１を有する。カギ板６６１の上部に形成されたツ
メ部６６１ａにより、上カバー６４０ａの上面が押えられ、上カバー６４０ａが筐体６４
０に固定される。また、筐体６４０には、上カバー６４０ａの開閉を検知するマイクロス
イッチ６６５（開閉検知手段）が取り付けられている。
【００２３】
　遠心分離機６５０による排水の濾過動作を説明する。加工装置本体１からの加工屑を含
む水は、排水管６４１を通して遠心分離機６５０の脱水槽６５２内に流入される。脱水槽
６５２の回転により、排水は脱水槽６５２の遠心力の影響を受ける。加工屑は、遠心力の
作用により、脱水槽６５２の外周へと押しやられ、脱水槽６５２の外周から内周へと溜ま
っていく。このとき、比重の重い加工屑（粒子の大きな加工屑）の分離された水は、脱水
槽６５２への上方へと押しやられ、フィルタ６５４により濾過される。フィルタ６５４に
より、粒子の細かい加工屑が分離された水は、水捕集ケース６４２に集められる。なお、
フィルタ６５４により濾過しきれなかった水は、固定部材６５５と排水管６４１との間に
形成された隙間から弾き飛ばされ、水捕集ケース６４２に受けられる。水捕集ケース６４
２内の水は、パイプ６４３を介してタンク６３０に導かれる。
【００２４】
　図６は、加工装置本体１、遠心分離機６５０を含む水処理関連の制御系ブロック図であ
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る。加工装置本体１は、電源スイッチ６０をＯＮすることにより、電力が供給される。加
工装置本体１に設けられた電源アウトレット６１は、遠心分離機６５０の電源ケーブルが
接続可能とされ、電源スイッチ６０を投入することにより遠心分離機６５０にも電力が供
給される。また、加工装置本体１には、ポンプ６０２、６１２の電源ケーブルが接続され
る電源アウトレット６２、６３が設けられている。電源アウトレット６２、６３への電力
供給ラインの途中には、それぞれスイッチ６４、６５が設けられている。電磁弁６０２、
６１２のそれぞれの開閉駆動は、装置本体１の制御部５０によるスイッチ６４、６５のＯ
Ｎ／ＯＦＦにより行われる。制御部５０には、眼鏡枠形状測定装置２、ディスプレイ部５
、スイッチ部７、玉型データ、レンズの加工枚数等を記憶するメモリー５１が接続されて
いる。また、制御部５０は、キャリッジ部１００、レンズコバ位置測定部３００Ｆ，３０
０Ｒに接続され、これらの動作を制御する。
【００２５】
　遠心分離機６５０の制御部７０は、信号接続口６７を介して制御部５０と接続されてい
る。制御部７０はモータ６５３、マイクロスイッチセンサ６６５、レンズの加工枚数が記
憶されるメモリ７１、レンズの加工枚数を表示するインジケータ７２、警告音を発するブ
ザー７３、メモリ７１に記憶された加工枚数の情報をリセットするリセットスイッチ７４
、ブザー７３の警告音を停止するスイッチ７５が接続されている。なお、インジケータ７
２、リセットスイッチ７４は、筐体６４０に配置される（図１での図示を略す）。
【００２６】
　以上のような構成を備える装置の動作を説明する。まず、装置本体１の電源スイッチ６
０がＯＮにされると、装置本体１に電力が供給されると共に、電源スイッチ６０のＯＮに
連動して遠心分離機６５０にも電源アウトレット６１を介して電力が供給される。これに
より、遠心分離機６５０（濾過装置）側への電源投入のし忘れを防止することができる。
また、電源スイッチ６０のＯＦＦに連動して、電源アウトレット６１を介して遠心分離機
６５０への電力がＯＦＦされる。
【００２７】
　ここで、遠心分離機６５０の電源ケーブルの接続が本体１とは別の電源に接続されてい
る場合、遠心分離機６５０に設けられた電源スイッチを入れる必要がある。この場合、遠
心分離機６５０の電源投入をし忘れたまま、装置本体１側にてレンズの加工を開始してし
まうと、装置本体１からの汚れた排水が脱水槽６５２からあふれ出すと共に、脱水槽６５
２内に堆積した加工屑も一緒にあふれ出るため、その後の排水が著しく汚れたまま流され
る。循環式の場合には、加工屑を多量に含んだ水がタンク６３０内に蓄えられることにな
り、加工屑を多く含んだ研削水が再び装置本体１側に供給されてしまう。研削水の中に加
工屑が多く含まれると、特に鏡面加工等の精密な仕上げ加工に際して、加工面の精度の維
持が難しくなる。これに対して、上記のように装置本体１側から遠心分離機６５０への電
源を供給する構成としたので、このような問題を排除できる。
【００２８】
　レンズの周縁加工に際して、操作者はレンズの加工条件を入力する。眼鏡枠形状測定部
２により測定された眼鏡枠（ダミーレンズ、型板）の玉型データは、スイッチ部７が持つ
スイッチを押すことにより入力され、メモリ５１に記憶される。ディスプレイ５の画面５
０１には玉型図形が表示され、装用者の瞳孔間距離（ＰＤ値）、玉型の幾何中心に対する
光学中心の高さ等のレイアウトデータを、ボタンキー５０２を指定して入力できる状態と
なる。また、材質選択ボタンキー５０３ａによりレンズの材質としてプラスチック、ポリ
カーボネイト、トライベックス、アクリル、ガラス等が選択できる。また、ボタンキー５
０３ｂにより、ヤゲン加工、平加工、溝掘り加工のモードを選択でき、ボタンキー５０３
ｃにより鏡面加工の有無を選択でき、ボタンキー５０３ｄにより面取りの有無を選択でき
る。
【００２９】
　操作者は、加工条件及びレイアウトデータの入力後、レンズチャック軸１０２Ｌ，１０
２ＲにレンズＬＥを保持させる。スイッチ部７に配置されたチャックスイッチ７ａにより
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レンズチャック信号（レンズの挟持の開始信号）が入力されると、モータ１１０が駆動さ
れ、レンズチャック軸１０２Ｒがレンズチャック軸１０２Ｌ側に移動され、レンズＬＥが
２つのレンズチャック軸１０２Ｒ，１０２Ｌにより保持される。次に、スイッチ部７に配
置されたスタートスイッチ７ｂが押されると、そのスイッチ信号はレンズ形状の測定を開
始する信号として入力される。
【００３０】
　レンズ形状測定部３００Ｆ，３００Ｒによるレンズ形状測定の動作を簡単に説明する。
キャリッジ１０１の移動により、レンズＬＥが測定子３０６Ｆと測定子３０６Ｒの間の測
定位置に移動される。モータ３１６Ｆの駆動により測定子３０６Ｆがレンズ前面に当接さ
れ、モータ３０６Ｒの駆動により測定子３０６Ｒがレンズ後面に当接される。この状態で
玉型データに基づいてキャリッジ１０１がＹ軸方向に移動され、レンズＬＥが回転される
。このときのレンズの回転角に対して、Ｘ軸方向の移動位置がエンコーダ３１３Ｆ及び３
１３Ｒにより検知され、レンズ前面及びレンズ後面のコバ位置データが同時に測定される
。レンズ前面及び後面の測定データは、玉型に対してレンズチャック軸に保持されたレン
ズ径が不足していないかの確認と、ヤゲン加工時にヤゲン頂点点をコバ位置に応じて配置
するヤゲン経線に使用される。レンズ形状測定部３００Ｆ，３００Ｒの詳細な構成及び測
定動作は、特開２００３－１４５３２８等に記載されている。
【００３１】
　レンズ形状測定により、レンズ径が不足していない場合は、レンズ前面及び後面のコバ
位置に基づいて、レンズの周縁にヤゲン頂点位置を配置するためのヤゲン軌跡が演算され
る。ヤゲン軌跡の演算としては、コバ厚を全周にわたって所定の比率（例えば、３：７）
で分割するように演算される。
【００３２】
　強制ヤゲン加工モードが設定されている場合、ヤゲン位置を確認及び変更が可能なシミ
ュレーション画面がディスプレイ５に表示される。シミュレーション画面では玉型図形が
表示され、玉型上の位置を指定すると、その位置でのヤゲン断面形状が表示される。操作
者は、このシミュレーション画面によりレンズ全周にわたってヤゲンの形成状態を確認で
き、ヤゲンカーブやコバ上のシフト位置を変更できる。
【００３３】
　ヤゲン位置の確認後、再び、スタートスイッチ７ｂが押されると、このスイッチ信号は
レンズの加工開始信号として入力される。なお、オート加工モードが設定されているとき
は、上記のヤゲン軌跡の演算により決定されたヤゲン軌跡が自動的に決定され、レンズ加
工が開始される（すなわち、ヤゲン軌跡の演算終了後、制御部５０により加工開始信号が
自動的に入力される）。始めに粗加工データ（玉型に対して仕上げ加工代分だけ大きくし
たデータ）に基づいてキャリッジ１０１の移動及びレンズの回転が制御され、粗砥石１６
２ａによりレンズの周縁が粗加工される。続いて、ヤゲン軌跡データに基づいてキャリッ
ジ１０１のＸ軸方向，Ｙ軸方向の移動とレンズの回転が制御され、仕上げ砥石１６２ｂに
より仕上げ加工される。また、レンズの加工開始信号をトリガとしてポンプ６０２，６１
２が駆動され、ノズル６００からの研削水及びノズル６１０からの洗浄水の供給が開始さ
れる。レンズの加工に伴って発生した加工屑は、研削水（及び洗浄水）により洗い流され
る。その排水は、加工室２０の排水口２２からパイプ３ａを介して遠心分離機６５０の脱
水槽６５２内に排出される。
【００３４】
　ここで、遠心分離機６５０の駆動開始（モータ６５３の回転開始）の信号は、レンズの
加工開始信号をトリガとするのではなく、それ以前に入力されるレンズ形状の測定開始信
号をトリガとして入力される。レンズ形状の測定開始信号の入力により、制御部５０から
制御部７０に遠心分離機６５０を動作させるための信号が送られ、制御部７０によりモー
タ６５３の駆動により脱水層６５２の回転が開始される。これは、脱水層６５２の回転速
度が最大に達するまでに時間が掛かるためである。特に、脱水槽６５２内に加工屑が溜ま
っていたりして、全体の重量が重くなっていると、モータ６５３の駆動により脱水槽６５
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２が回転されても、その回転速度が最大に到達するまでに時間（５～１０秒）を要する。
脱水槽６５２の回転速度が十分に速くない段階で、加工屑を含む排水が脱水層６５２に流
入すると、濾過効率が劣り、加工屑が十分に分離されてない排水があふれて出やすい。ま
た、フィルタ６５４に多くの加工屑が到るため、フィルタ６５４の交換時期が短くなりや
すい。
【００３５】
　そこで、レンズＬＥの加工前（研削水が供給される前）のレンズ形状測定開始の段階で
脱水槽６５２の回転）を始動すれば、レンズ形状測定に時間を要するので、レンズ形状測
定の終了段階では脱水槽６５２の回転速度が効率的な遠心分離が行える回転速度に到って
いる。また、加工開始前の速い段階でモータ６５３の回転を開始させることにより、応答
性の高い駆動モータ６５３を用いなくて済み、安価な構成で、濾過効率の高い遠心分離機
６５０が提供できる。
【００３６】
　なお、レンズの加工開始前に遠心分離機６５０の駆動開始する信号としては、レンズを
レンズチャック軸１０２Ｒ，１０２Ｌにより保持させる時のチャックスイッチによるレン
ズチャック信号をトリガとしても良い。
【００３７】
　レンズの周縁加工が終了すると、研削水（及び洗浄水）の供給も停止される。このとき
、遠心分離機６５０（脱水層６５２）の回転は、直ぐに停止されるのでは無く、制御部７
０が持つタイマ機能により、レンズの加工終了後も一定時間Ｔ（たとえば、２分）だけさ
らに余分に回転される。レンズの加工終了と共に研削水（及び洗浄水）の供給も停止され
るが、脱水層６５２には研削水が残り、十分な脱水には時間を要する。研削水（及び洗浄
水）の供給が停止された後も、その脱水に要する時間を見込んで余分に遠心分離機６５０
を回転することにより、脱水層６５２内に残った排水の脱水を行う、これにより、次の加
工時に排水が流入してきても、汚れたままの排水が排出されにくくなる。また、加工屑を
脱水層６５２から取り出すときに、十分に脱水されていることにより、加工屑の取り出し
とその廃棄処理が容易に行える。加工屑に水分が多く含まれたままであると、その分加工
屑の重量が重く、特に女性の作業者ではその取り出しが容易でなく、手も汚れやすい。加
工屑の脱水が十分に行われていれば、それらの問題が軽減される。
【００３８】
　レンズの加工が終了すると、加工終了信号は制御部５０から遠心分離機６５０の制御部
７０に送られ、制御部７０によりレンズの加工枚数がカウントされ、メモリ７１に記憶さ
れた加工枚数が更新されていく。インジケータ７２には、加工枚数のレベルが表示される
。レンズが多数加工されると、遠心分離機６５０の脱水槽６５２にも加工屑が大量に堆積
される。加工屑が脱水槽６５０に大量に溜まると、遠心分離機６５０の濾過効率が著しく
低下する。濾過効率が低下したまま、さらにレンズの加工が続けられ、加工屑を含む排水
が流入されると、加工屑が分離されないままの排水がタンク６３０に流される。プラスチ
ックレンズが加工され、加工屑が分離されない排水がタンク６３０内に入ると、タンク６
３０内の泡が発生する。さらにプラスチックレンズの排水がタンク６３０内に入れば、泡
がタンク６３０からあふれ出す。また、十分に濾過されていない研削水がレンズの加工に
供給されると、特に鏡面加工時にレンズ面が精度良く加工されない。このため、濾過効率
が著しく低下する前に脱水槽６５２内の加工屑が取り出されることが必要となる。
【００３９】
　そこで、メモリ７１に記憶された加工枚数が予め設定された所定枚数Ｎに達した場合（
あるいは、所定枚数Ｎに近付いた場合も含む）、制御部７０によりブザー７３が駆動され
、脱水槽６５２に溜まった加工屑の取り出す必要がある旨が警告される。なお、インジケ
ータ７２のレベル表示は、所定枚数Ｎに対する加工枚数の割合に応じてレベル表示の色が
変えられる。例えば、加工枚数が所定枚数Ｎの７０％未満では緑色で表示され、７０％～
９０％ではオレンジ色で表示され、９０％以上に達したときに赤色に表示される。これに
より、脱水槽６５２に加工屑が溜まった度合いと加工屑の取り出しが近づいてきたことを
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視覚的に確認することができる。加工屑の取り出しが必要な加工枚数の目安として設定さ
れた所定枚数Ｎは、予め実験により設定されている。レンズ１枚当たりに発生する加工屑
は玉型やレンズ厚によっても異なるが、その量は平均的なものとして計算すればよいし、
多少の余裕を持って所定枚数Ｎが設定されていることが好ましい。所定枚数Ｎは制御部７
０が持つメモリに記憶されている。ブザー７３の警告音により、作業者は加工屑を取り出
す時期を適切に知ることができる。
【００４０】
　ブザー７３の警告音は、スイッチ７５が押されることにより停止される。加工屑を脱水
槽６５２から取り出すときは、上カバー６４０ａを持ち上げて開いた後、フィルタ６５４
を取り外し、捕集部材６５７を持ち上げることにより、加工屑を取り出すことができる。
作業者は、加工屑を取り出した後、再び捕集部材６５７、フィルタ６５４をセットし、上
カバー６４０ａを閉じる。カバー６４０ａが開閉されたことマイクロスイッチ６６５によ
り検知され、その検知信号が制御部７０に入力される。そして、リセットスイッチ７４が
押されることにより、メモリ７１に記憶された加工枚数のカウント数がリセットされる。
このように、マイクロスイッチ６６５、リセットスイッチ７４の連携により、リセット信
号が入力される。
【００４１】
　ここで、リセットスイッチ７４による加工枚数のリセットは、マイクロスイッチ６６５
によるカバー６４０ａの開閉検知後、一定時間の期間（例えば、２分間）のみ可能に制御
部７０によって制御されている。この期間以外は、リセットスイッチ７４が押されてもメ
モリ７１に記憶された加工枚数はリセットされない。これにより、リセットスイッチ７４
が誤って押されることによる加工枚数のリセットを極力防止できる。また、作業者が加工
枚数をリセットするためには、単にリセットスイッチ７４を操作するのみならず、加工屑
の取り出しに関連する作業を行った後でないと、加工枚数のリセットができないため、加
工屑の取り出し作業に強制力を持たせることができる。本装置の例では、加工枚数のリセ
ットを可能にするためには、わざわざカバー６４０ａを一端取り外す必要があり、カバー
６４０ａを取り外したのであれば、次の作業として脱水槽６５２から加工屑の取り出しも
連続して行えば良い。これにより、加工枚数が所定枚数Ｎに達して、加工屑が脱水槽５６
２に多く溜まったまま、加工が続けられることを極力抑えることができる。
【００４２】
　なお、ブザー７３の警告音はスイッチ７５が押されれば停止されるが、加工枚数がリセ
ットされていないときは、次のレンズの加工終了後には再びブザー７３から警告音が発せ
られる。このため、加工枚数をリセットしないままレンズの加工を続ける場合は、警告音
による煩わしさと、スイッチ７５により警告音を停止する手間が必要とされので、作業者
は加工枚数のリセット作業を行うようなる。
【００４３】
　上記の構成においては、加工枚数をカウントする計数機能と、加工枚数を記憶するメモ
リと、警告音を発生するブザーと、警告音の停止スイッチと、リセットスイッチ及び加工
枚数の表示機能を遠心分離機６５０側に持たせたが、これらは加工装置本体１に持たせる
構成でも良い。すなわち、制御部５０により加工枚数がカウントされ、そのカウント枚数
がメモリ５１に記憶され、ディスプレイ５に表示される。また、ディスプレイ５にリセッ
トスイッチ及び警告音の停止スイッチを設け、これらの信号は制御部５０に入力され、制
御部５０が本体１に設けられた警告音発生装置を制御する。なお、前述のような、加工装
置本体１の制御部５０が水処理装置３の制御を行う構成とした場合、水処理装置３の電源
を加工装置本体１とは別に入力する構成が考えられる。水処理装置３を待機状態として、
制御部５０により前述の諸制御を受け、水処理装置３でのセンサ信号を制御部５０にフィ
ードバックすることで、水処理装置３に制御部を設けず、コスト的に有利な水処理装置３
が得られる。
【図面の簡単な説明】
【００４４】
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【図１】眼鏡レンズ周縁加工装置の外観構成を示す図である。
【図２】装置本体１の筐体内に配置されるレンズ加工部の概略構成を示す斜視図である。
【図３】レンズ前面の屈折面のレンズコバ位置を測定する測定部３００Ｆの概略構成図で
ある。
【図４】水供給機構と濾過装置の機構を説明する図である。
【図５】ロック機構６６０の説明図である。
【図６】加工装置本体１、遠心分離機６５０を含む水処理関連の制御系ブロック図である
。
【符号の説明】
【００４５】
　１　加工装置本体
　２　眼鏡枠形状測定装置
　３　水処理装置
　７　スイッチ部
　２０　加工室
　５０、７０　制御部
　６００、６１０　ノズル
　６０２、６１２　吸引ポンプ
　６３０　タンク
　６４０ａ　上カバー
　６５０　遠心分離機
　６６０　ロック機構
　７００　脱臭装置

【図１】 【図２】
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【図５】 【図６】



(12) JP 5111006 B2 2012.12.26

10

フロントページの続き

(56)参考文献  特開２００８－２４６５９５（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開昭６１－１９２４７８（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開昭６０－０４３５３８（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００６－１４２１６９（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００７－０７５７２６（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００５－１５３１３４（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００６－３２６８２２（ＪＰ，Ａ）　　　
              実開平０６－０５７５５１（ＪＰ，Ｕ）　　　

(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
              Ｂ２４Ｂ　　　９／１４　　　　
              Ｂ２４Ｂ　　５５／００－５５／０３　　　　
              Ｂ２４Ｂ　　１３／００


	biblio-graphic-data
	claims
	description
	drawings
	overflow

