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(57)【要約】
　高さを搬送時に分解する必要のない高さに抑制することができる縦型スピニングマシン
を提供する。
　主軸３にマンドレルＭを配設し、このマンドレルＭに取り付けたワークＷを、このワー
クＷの上方から心押し台１０の押圧部材１１によって回転可能に固定し、絞りローラＲに
よって絞り加工を行う縦型スピニングマシンにおいて、心押し台１０を、横行手段２０を
介して主軸３の軸芯領域外に移行可能に配設する。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　主軸にマンドレルを配設し、該マンドレルに取り付けたワークを該ワークの上方から心
押し台の押圧部材によって回転可能に固定し、絞りローラによって絞り加工を行う縦型ス
ピニングマシンにおいて、心押し台を横行手段を介して主軸軸芯領域外へ移行可能に配設
したことを特徴とする縦型スピニングマシン。
【請求項２】
　横行手段を、本体側に配設したレールと、該レールと嵌合する心押し台から延設したア
ームに配設した嵌合部材とから構成したことを特徴とする請求項１記載の縦型スピニング
マシン。
【請求項３】
　心押し台の押圧部材に、ワークの把持機構を配設したことを特徴とする請求項１又は２
記載の縦型スピニングマシン。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、縦型スピニングマシンに関し、特に、装置高さを抑制することができる縦型
スピニングマシンに関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　従来、縦型スピニングマシンは、主軸を並列させ、搬送機構によってそれぞれの主軸に
対してプーリーワークを順次供給し、複数工程の加工を自動的に行うようにする場合等に
用いられている（例えば、特許文献１、２参照）。
【０００３】
　縦型スピニングマシンは、横型スピニングマシンと比較して、専有する設置面積を小さ
くすることができるという利点があることから、上記の場合のほか、設置面積に制約があ
る場合等に利用されている。
【０００４】
　ところで、従来の縦型スピニングマシンは、アルミ鋳造素材を絞り加工してホイールに
成形するホイールワークに適用する場合、図８に示すように、縦型スピニングマシン５０
の架体２上に電動機（図示省略）によって上下方向軸芯回りに回転する主軸３を配設し、
この主軸３に加工を行うワークＷに対応したマンドレルＭを配設するようにしている。
　主軸３の上方には、マンドレルＭに取り付けたワークＷを上側から押圧して固定するた
めの心押し台５１を配設する。この心押し台５１には、ワークＷに当接してマンドレルＭ
側に付勢する押圧部材５２と、押圧部材５２を上下に移行させる油圧シリンダ等の加圧手
段５３とを備えるようにする。押圧部材５２は、ワークＷと共に回転できるように、加圧
手段５３のロッドの先端にベアリング等の回転部材を介して回転可能に取り付けるように
する。
　架体２上には、工具台４を配設するが、その数は特に限定されるものではなく、ワーク
Ｗの加工内容に応じて、複数の工具台４を配設することができる。
　工具台４には、ワークＷに押し当てることによりワークＷを所望の形状に成形する絞り
ローラＲを取り付けた絞り台５を、Ｘ軸方向（主軸３に対して直角方向）及びＺ軸方向（
主軸３に対して平行方向）に移行可能に配設する。
【０００５】
　この縦型スピニングマシン５０は、マンドレルＭ上に載置したワークＷを、心押し台５
１の押圧部材５２によって上側から押圧固定し、主軸３に伴って回転させる。
　次いで、絞りローラＲをワークＷに押し当てた状態でＸ軸方向及びＺ軸方向に移行させ
ることによりワークＷに対してマンドレルＭに倣ってスピニング加工を施す。
　その後、心押し台５１の押圧部材５２を上方に移行させ、ワークＷをマンドレルＭから
適宜手段で抜き取り、加工を終了する。
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【０００６】
　ところで、この縦型スピニングマシン５０において、心押し台５１の上下方向のストロ
ークＬ１は、スピニング加工する最大のワークＷのサイズに合わせて決定される。すなわ
ち、スピニング加工に当たり、ワークＷをマンドレルＭ上に載置し、加工後にワークＷを
マンドレルＭから抜き取ることができる位置まで心押し台５１の押圧部材５２を上昇させ
ることができるストロークが必要である。
　例えば、押圧部材５２の上昇位置（ワークＷをマンドレルＭ上に載置し、加工後にワー
クＷをマンドレルＭから抜き取る際の押圧部材５２の位置）は、ワークＷの加工後の直径
が１７～２２インチ、幅が７～１０インチのアルミホイールのスピニング加工を行う縦型
スピニングマシンでは、床面から２ｍ程度の高さとなり、さらに、心押し台５１の上部に
配設する加圧手段５３としての油圧シリンダは最大ストロークＬ１が６００ｍｍ程度必要
となる。このため、縦型スピニングマシンの高さは、床面から４ｍを越えることとなる。
　そして、この縦型スピニングマシンのように高さが４ｍを越える装置では、装置の製造
場所から設置場所までの搬送に際し、通常使用されるトレーラでは道路交通法でその高さ
制限を超過することとなるため、一旦組み立てた装置を分解し（例えば、縦型スピニング
マシンにおいては、心押し台５１を取り外し）、設置場所に搬入後に再度組み立てる必要
があり、このため、多大な手数を要するとともに、コストが嵩むという問題があった。
【特許文献１】特開平２－６０２４号公報
【特許文献２】実開昭６２－７７６２０号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　本発明は、上記従来の縦型スピニングマシンの有する問題点に鑑み、縦型スピニングマ
シンの高さを、搬送時に分解する必要のない高さに抑制することができる縦型スピニング
マシン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】
【０００８】
　上記目的を達成するため、本発明の縦型スピニングマシンは、主軸にマンドレルを配設
し、該マンドレルに取り付けたワークを該ワークの上方から心押し台の押圧部材によって
回転可能に固定し、絞りローラによって絞り加工を行う縦型スピニングマシンにおいて、
心押し台を横行手段を介して主軸軸芯領域外に移行可能に配設したことを特徴とする。
【０００９】
　この場合において、横行手段を、本体側に配設したレールと、該レールと嵌合する心押
し台から延設したアームに配設した嵌合部材とから構成することができる。
【００１０】
　また、心押し台の押圧部材に、ワークの把持機構を配設することができる。
【発明の効果】
【００１１】
　本発明の縦型スピニングマシンによれば、心押し台を横行手段を介して主軸軸芯領域外
に移行可能に配設するようにしているので、横行手段によって心押し台をマンドレルに載
置されたワークの上方から外れた退避位置に移行させることができる。これにより、スピ
ニング加工に当たり、ワークをマンドレル上に載置し、加工後にワークをマンドレルから
抜き取ることができるように心押し台の押圧部材を上昇させる場合の移行距離を小さくす
ることができ、加圧手段としての油圧シリンダ等の長さを短くすることが可能となり、縦
型スピニングマシンの高さを搬送時に分解する必要のない高さに抑制することができる。
【００１２】
　また、横行手段を、本体側に配設したレールと、該レールと嵌合する心押し台から延設
したアームに配設した嵌合部材とから構成することにより、簡易な機構によって、横行手
段の精度及び剛性を高めることができる。
【００１３】
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　また、心押し台の押圧部材に、ワークの把持機構を配設することにより、ワークの供給
及び排出を自動化することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１４】
【図１】本発明の縦型スピニングマシンの第１実施例を示す一部断面の正面図である。
【図２】同一部切り欠きの平面図である。
【図３】横行手段の説明図で、（ａ）は一部切り欠きの正面図、（ｂ）はレールと嵌合部
材の拡大図である。
【図４】心押し台の別の実施例を示し、（ａ）は一部切り欠きの正面図、（ｂ）は（ａ）
のＸ－Ｘの矢視図である。
【図５】本発明の縦型スピニングマシンの第２実施例を示す一部断面の正面図である。
【図６】把持機構の一例を示す一部断面の正面図である。
【図７】把持機構の変形例を示す一部断面の正面図である。
【図８】従来の縦型スピニングマシンの一部断面の正面図である。
【符号の説明】
【００１５】
　１　　縦型スピニングマシン
　３　　主軸
　７　　本体（上部足場）
　１０　心押し台
　１１　押圧部材
　１２　加圧手段
　１３　アーム
　２０　横行手段
　２１　レール
　２２　嵌合部材
　２３　駆動機構
　３０　把持機構
　Ｍ　　マンドレル
　Ｒ　　絞りローラ
　Ｗ　　ワーク
【発明を実施するための最良の形態】
【００１６】
　以下、本発明の縦型スピニングマシンの実施の形態を図面に基づいて説明する。
【実施例１】
【００１７】
　図１～図３に、本発明の縦型スピニングマシンの第１実施例を示す。
　この縦型スピニングマシン１は、上下方向軸芯回りに回転する主軸３にマンドレルＭを
配設し、このマンドレルＭに取り付けたワークＷを、このワークＷの上方から心押し台１
０の押圧部材１１によって回転可能に固定し、絞りローラＲによって絞り加工を行う縦型
スピニングマシンにおいて、心押し台１０を横行手段２０を介して主軸３の軸芯領域外（
図例では軸芯の側方）に移行可能に配設するようにしている。
【００１８】
　この場合において、横行手段２０は、縦型スピニングマシン１の本体、具体的には、架
体２から上方に立設した脚８上に設置した上部足場７の下面に配設したレール２１（本実
施例において、レール２１は、図１又は図３に示すように、Ｘ軸方向（主軸３に対して直
角方向）及びＺ軸方向（主軸３に対して平行方向）と直交する方向（Ｙ軸方向）に配設す
るようにしているが、Ｘ軸方向に配設することもできる。）と、このレール２１と嵌合す
る心押し台１０から延設したアーム１３に配設した嵌合部材２２と、心押し台１０を移行
させる駆動機構２３とから構成するようにしている。
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　なお、レール２１は、図３に示すように、両側面の中央部分に凹部２１ａを形成し、嵌
合部材２２の摺動嵌合面２２ａが、この凹部２１ａに嵌合するようにする。
　また、駆動機構２３には、サーボモータや油圧シリンダ等の任意の駆動機構を用いるこ
とができる。そして、駆動機構２３に油圧シリンダを用いる場合には、油圧シリンダのシ
リンダロッドの先端をアーム１３の先端に連結し、油圧シリンダの伸縮によって心押し台
１０を図２に示す実線の位置から破線の位置まで距離Ｎだけ主軸３と直角方向に（水平方
向に）移行させることができるようにする。
　これにより、心押し台１０は、横行手段２０を介して、縦型スピニングマシン１の上部
足場に取り付けられる。
【００１９】
　心押し台１０は、ワークＷに当接してマンドレルＭ側に付勢する押圧部材１１と、この
押圧部材１１を上下に移行させる油圧シリンダ等の加圧手段１２とを備えるようにする。
押圧部材１１は、ワークＷと共に回転できるように、加圧手段１２のロッドの先端にベア
リング等の回転部材Ｂを介して回転可能に取り付けている。
　なお、図４に示すように心押し台１０は加圧手段１２となる油圧シリンダを定置式とす
ることもできる。この場合、油圧シリンダ及びピストンに対し、心押し台本体１０ａ及び
押圧部材１１をＵ字溝構造１０ｂにして進退自在に構成するとともに、加圧手段１２の先
端に構成した凹凸部分１２ｂと押圧部材１１の上方に配設したスライド部分１１ｃを接合
・離脱可能に構成し、凹凸部分１２ｂとスライド部分１１ｃが嵌合した後に把持爪１３ａ
を外側に開放する（図例の実線位置）ことによって加圧手段１２の押圧力を押圧部材１１
に伝達するようにする。
【００２０】
　架体２上には、工具台４を配設するが、その数は特に限定されるものではなく、ワーク
Ｗの加工内容に応じて、複数の工具台４を配設することができる。
　工具台４には、ワークＷに押し当てることによりワークＷを所望の形状に成形する絞り
ローラＲを取り付けた絞り台５を、Ｘ軸方向（主軸３に対して直角方向）及びＺ軸方向（
主軸３に対して平行方向）に移行可能に配設する。
【００２１】
　この縦型スピニングマシン１は、マンドレルＭ上に載置したワークＷを、心押し台１０
の押圧部材１１によって上側から押圧固定し、主軸３に伴って回転させる。
　次いで、絞りローラＲをワークＷに押し当てることによりマンドレルＭに倣ってスピニ
ング加工を施す。
　その後、心押し台１０の押圧部材１１を上方に移行させ、ワークＷから離反させる。次
いで、横行手段２０によって、心押し台１０を、ワークＷの上方から外れた側方の退避位
置、具体的には、図２に示す実線の位置から破線の位置まで距離Ｎだけ主軸３と直角方向
に（水平方向に）移行させる。これによりマンドレルＭに載置されたワークＷの上方領域
から心押し台１０が撤去される。この後、ローダ・アンローダ機構（図示省略）を作動さ
せてワークＷをマンドレルＭから抜き取り、加工を終了する。
【００２２】
　これにより、心押し台１０の押圧部材１１をワークＷから離反させる場合の上昇移行距
離（心押し台１０の押圧部材１１のストロークＬ２）を小さくすることができ、加圧手段
１２としての油圧シリンダ等の長さを短くすることが可能となり、縦型スピニングマシン
の高さを搬送時に分解する必要のない高さ（例えば、直径が１７～２２インチ、幅が７～
１０インチのアルミホイールのスピニング加工を行う縦型スピニングマシンで、装置全体
の高さを３ｍ程度）に抑制することができる。
【００２３】
　なお、加圧手段１２としての油圧シリンダのストロークは、図１に示すように、例えば
、マンドレルＭに嵌合させた状態のワークＷの上面Ｈ１を基準位置とし、ワークＷとマン
ドレルＭのサイズの違いを主軸３の上面Ｈ２にアダプタ等を挟むことによって吸収する（
ワーク上面基準）場合には、ワークＷのサイズに拘わらず押圧部材１１がワークＷの当接
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面から離反するだけのストロークがあればその機能を果たすことができる。また、アダプ
タ等を使用することなく、主軸３の上面Ｈ２を基準位置にする（主軸上面基準）場合には
、その縦型スピニングマシンで段取り替えによって加工する可能性のある最小サイズのワ
ークＷから最大サイズのワークＷの高さの差より若干大きいストロークを必要とする。
【実施例２】
【００２４】
　図５～図６に、本発明の縦型スピニングマシンの第２実施例を示す。
　この縦型スピニングマシン１は、ワークＷのサイズが比較的小さい（具体的には、例え
ば、幅が７インチ以下）のワークＷをスピニング加工する際に、把持機構３０を押圧部材
１１に配設したものである。
【００２５】
　把持機構３０は、ワークＷをチャッキングする湾曲した形状の爪部材３１と、この爪部
材３１を開閉させるためのエアシリンダ等からなる伸縮機構３２とからなる。
　爪部材３１は、押圧部材１１のワークＷと共に回転する回転部分１１ｂより上方の非回
転部分１１ａの外周面に配設した取付部材３３にその一端を支点３１ａとして取り付け、
この支点３１ａから適宜距離をあけた作用点３１ｂに伸縮機構３２の先端を取り付けるよ
うにする。
　伸縮機構３２は、先端を作用点３１ｂと連結し、他端３２ａを心押し台１０の適所に固
定する。
　爪部材３１と伸縮機構３２とは、押圧部材１１の円周に２組以上、好ましくは、３組又
は４組配設するようにする。
【００２６】
　なお、把持機構３０は、図６に示すように、加圧手段１２としての油圧シリンダのスト
ロークＬ３によって決まる押圧部材１１の上昇位置での押圧部材１１の下面（成形品Ｗ１
の上面）からマンドレルＭの上面までの距離Ｐ１より成形品Ｗ１の幅Ｐ２が小さいときに
のみ利用することができるものである。
【００２７】
　そして、この把持機構３０は、伸縮機構３２を縮ませることにより爪部材３１を開き、
その状態から伸縮機構３２を伸ばすことにより爪部材３１を閉じてワークＷを保持し、逆
に、伸縮機構３２を伸ばすことにより爪部材３１を閉じ、その状態から伸縮機構３２を縮
ませることにより爪部材３１を開いてワークＷを解放することができるものであるため、
スピニング加工に当たり、この把持機構３０を、心押し台１０の押圧部材１１の昇降と合
わせて動作させることにより、ワークＷをマンドレルＭ上に載置（ローディング）し、加
工後にワークＷ（成形品Ｗ１）をマンドレルＭから抜き取って後述するコンベア等に受け
渡す（アンローディング）ことができ、マンドレルＭに対するワークＷの供給及び排出を
自動化することができる。
　なお、マンドレルＭに対するワークＷの供給及び排出は、例えば、図２の破線で示す心
押し台１０の移行位置に接続したコンベア等の搬送手段（図示省略）を介して行うように
することができる。
【００２８】
　把持機構３０は、上記のもののほか、図７に示す変形例のような構成とすることもでき
る。
　この把持機構３０Ａは、押圧部材１１の非回転部分１１ａから延設し、ワークＷの上面
中央に開口した穴Ｗａに挿入されるもので、穴Ｗａより若干小径の支持棒３４と、この支
持棒３４の周面に配設したエアや油圧によって動作する突出部材３５とからなる。突出部
材３５は、支持棒３４の周面に２個以上、好ましくは、３個又は４個配設するようにする
。なお、突出部材３５を動作させるエアや油圧は、押圧部材１１の非回転部分１１ａ側に
配設した昇圧機構（図示省略）から支持棒３４を介して供給するようにする。
【００２９】
　そして、この把持機構３０は、支持棒３４に突出部材３５を収納した状態から突出部材
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３５を突出させることによりワークＷを保持し、逆に、突出部材３５を突出させた状態か
ら支持棒３４に突出部材３５を収納することによりワークＷを解放することができるもの
であるため、スピニング加工に当たり、この把持機構３０を、心押し台１０の押圧部材１
１の昇降と合わせて動作させることにより、ワークＷをマンドレルＭ上に載置（ローディ
ング）し、加工後にワークＷ（成形品Ｗ１）をマンドレルＭから抜き取る（アンローディ
ング）ことができ、マンドレルＭに対するワークＷの供給及び排出を自動化することがで
きる。
【００３０】
　なお、図５～図６に示した第２実施例の縦型スピニングマシン及び図７に示したその変
形例の縦型スピニングマシンのその他の構成及び作用は、図１～図３に示した第１実施例
の縦型スピニングマシンと同様である。
【００３１】
　以上、本発明の縦型スピニングマシンについて、複数の実施例に基づいて説明したが、
本発明は上記実施例に記載した構成に限定されるものではなく、その趣旨を逸脱しない範
囲において適宜その構成を変更することができるものである。
【産業上の利用可能性】
【００３２】
　本発明の縦型スピニングマシンは、スピニングマシンの高さを搬送時に分解する必要の
ない高さに抑制することができることから、搬送の際の手数及びコストを軽減することが
できることに加え、天井高さが低い等設置条件に制約のある場合等に好適に用いることが
できるものである。

【図１】 【図２】
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【図５】 【図６】
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【図７】 【図８】



(10) JP WO2006/038551 A1 2006.4.13

10

20

30

40

【国際調査報告】



(11) JP WO2006/038551 A1 2006.4.13

10

20

30

40



(12) JP WO2006/038551 A1 2006.4.13

10

20

30

40



(13) JP WO2006/038551 A1 2006.4.13

10

20

30

40



(14) JP WO2006/038551 A1 2006.4.13

10

フロントページの続き

(81)指定国　　　　  AP(BW,GH,GM,KE,LS,MW,MZ,NA,SD,SL,SZ,TZ,UG,ZM,ZW),EA(AM,AZ,BY,KG,KZ,MD,RU,TJ,TM),
EP(AT,BE,BG,CH,CY,CZ,DE,DK,EE,ES,FI,FR,GB,GR,HU,IE,IS,IT,LT,LU,LV,MC,NL,PL,PT,RO,SE,SI,SK,TR),OA(BF,
BJ,CF,CG,CI,CM,GA,GN,GQ,GW,ML,MR,NE,SN,TD,TG),AE,AG,AL,AM,AT,AU,AZ,BA,BB,BG,BR,BW,BY,BZ,CA,CH,CN,CO,
CR,CU,CZ,DE,DK,DM,DZ,EC,EE,EG,ES,FI,GB,GD,GE,GH,GM,HR,HU,ID,IL,IN,IS,JP,KE,KG,KM,KP,KR,KZ,LC,LK,LR,L
S,LT,LU,LV,LY,MA,MD,MG,MK,MN,MW,MX,MZ,NA,NG,NI,NO,NZ,OM,PG,PH,PL,PT,RO,RU,SC,SD,SE,SG,SK,SL,SM,SY,TJ
,TM,TN,TR,TT,TZ,UA,UG,US,UZ,VC,VN,YU,ZA,ZM,ZW

（注）この公表は、国際事務局（ＷＩＰＯ）により国際公開された公報を基に作成したものである。なおこの公表に
係る日本語特許出願（日本語実用新案登録出願）の国際公開の効果は、特許法第１８４条の１０第１項(実用新案法 
第４８条の１３第２項）により生ずるものであり、本掲載とは関係ありません。


	biblio-graphic-data
	abstract
	claims
	description
	drawings
	search-report
	overflow

