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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　圧縮制限装置にかかる圧縮荷重を受ける上面と、前記圧縮制限装置にかかる前記圧縮荷
重を受ける下面と、内面と、外面と、該外面から外向きに突出した第一保持具と、を有す
る圧縮制限装置であって、
　前記上面から前記下面に向かう方向が長手方向とされ、
　前記外面から前記内面に向かう方向が前記長手方向に垂直な径方向とされ、
　前記内面は、締め具を収容するよう構成された、前記上面と前記下面の間で長手方向に
沿って伸びる通路を画定し、
　前記外面は、前記圧縮制限装置が配置される構造体と係合するよう構成され、
　前記第一保持具には、少なくとも前記径方向に垂直な平面部が設けられた第一保持面と
、角を形成するよう前記第一保持面から径方向内側に配置された、少なくとも一構成要素
が前記長手方向に垂直となる方向に伸びるアンダーカット面と、が設けられており、
　前記第一保持具には、前記アンダーカット面と前記第一保持面との間に設けられた９０
度よりも大きな角度を有する角が設けられていることを特徴とする圧縮制限装置。
【請求項２】
　圧縮制限装置にかかる圧縮荷重を受ける上面と、前記圧縮制限装置にかかる前記圧縮荷
重を受ける下面と、内面と、外面と、該外面から外向きに突出した第一保持具と、を有す
る圧縮制限装置であって、
　前記上面から前記下面に向かう方向が長手方向とされ、
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　前記外面から前記内面に向かう方向が前記長手方向に垂直な径方向とされ、
　前記内面は、締め具を収容するよう構成された、前記上面と前記下面の間で長手方向に
沿って伸びる通路を画定し、
　前記外面は、前記圧縮制限装置が配置される構造体と係合するよう構成され、
　前記第一保持具には、少なくとも前記径方向に垂直な平面部が設けられた第一保持面と
、角を形成するよう前記第一保持面から径方向内側に配置された、少なくとも一構成要素
が前記長手方向に垂直となる方向に伸びるアンダーカット面と、が設けられており、
　前記外面には、アーチ状面と、前記第一保持具が配置される平面と、が設けられ、前記
平面は前記アーチ状面に隣接して設けられていることを特徴とする圧縮制限装置。
【請求項３】
　圧縮制限装置にかかる圧縮荷重を受ける上面と、前記圧縮制限装置にかかる前記圧縮荷
重を受ける下面と、内面と、外面と、該外面から外向きに突出した第一保持具と、を有す
る圧縮制限装置であって、
　前記上面から前記下面に向かう方向が長手方向とされ、
　前記外面から前記内面に向かう方向が前記長手方向に垂直な径方向とされ、
　前記内面は、締め具を収容するよう構成された、前記上面と前記下面の間で長手方向に
沿って伸びる通路を画定し、
　前記外面は、前記圧縮制限装置が配置される構造体と係合するよう構成され、
　前記第一保持具には、少なくとも前記径方向に垂直な平面部が設けられた第一保持面と
、角を形成するよう前記第一保持面から径方向内側に配置された、少なくとも一構成要素
が前記長手方向に垂直となる方向に伸びるアンダーカット面と、が設けられており、
　前記圧縮制限装置には亜鉛を含む表面コーティングが施されていることを特徴とする圧
縮制限装置。
【請求項４】
　前記内面の形状が全体的に円筒状であることを特徴とする請求項１～３の何れか一項に
記載の圧縮制限装置。
【請求項５】
　前記第一保持具には、少なくとも前記径方向に垂直な平面部を有する第二保持面がさら
に設けられ、前記第一保持面と前記第二保持面との間に前記アンダーカット面が配置され
ていることを特徴とする請求項１～４の何れか一項に記載の圧縮制限装置。
【請求項６】
　前記圧縮制限装置には、前記外面から径方向外側に突出した第二保持具がさらに設けら
れ、
　前記第二保持具には、少なくとも前記径方向に垂直な平面部が設けられた第一保持面と
、角を形成するよう前記第一保持面から径方向内側に配置された、少なくとも一構成要素
が前記長手方向に垂直となる方向に伸びるアンダーカット面と、が設けられている
　ことを特徴とする請求項１～５の何れか一項に記載の圧縮制限装置。
【請求項７】
　前記第一保持具及び前記第二保持具が反対側の位置に配置されていることを特徴とする
請求項６に記載の圧縮制限装置。
【請求項８】
　前記圧縮制限装置が、アーチ状の前記外面を前記長手方向に二等分する面に対して対称
であることを特徴とする請求項７に記載の圧縮制限装置。
【請求項９】
　前記圧縮制限装置が、アーチ状の前記外面を前記径方向に二等分する面に対して対称で
あることを特徴とする請求項７に記載の圧縮制限装置。
【請求項１０】
　圧縮制限装置にかかる圧縮荷重を受ける上面と、前記圧縮制限装置にかかる前記圧縮荷
重を受ける下面と、内面と、外面と、該外面から外向きに突出した第一保持具と、を有す
る圧縮制限装置であって、
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　前記上面から前記下面に向かう方向が長手方向とされ、
　前記外面から前記内面に向かう方向が前記長手方向に垂直な径方向とされ、
　前記内面は、締め具を収容するよう構成された、前記上面と前記下面の間で長手方向に
沿って伸びる通路を画定し、
　前記外面は、前記圧縮制限装置が配置される構造体と係合するよう構成され、
　前記第一保持具には、少なくとも前記径方向に垂直な平面部が設けられた第一保持面と
、角を形成するよう前記第一保持面から径方向内側に配置された、少なくとも一構成要素
が前記長手方向に垂直となる方向に伸びるアンダーカット面と、前記第一保持面に隣接し
て設けられた、少なくとも一構成要素が前記長手方向に平行となる方向に伸びる第一保持
縁と、が設けられており、
　前記第一保持具には、前記アンダーカット面と前記第一保持面の間に設けられた９０度
よりも大きな角度を有する角を有していることを特徴とする圧縮制限装置。
【請求項１１】
　前記外面は、アーチ状面と、該アーチ状面と前記第一保持縁との間に配置された平面と
、を有し、
　前記平面には該平面から突出した前記第一保持具が設けられ、
　前記第一保持具には、前記第一保持面と前記第一保持縁との間に配置された第二角が設
けられ、
　前記アーチ状面が円筒面の一部であり、
　前記第二角は、前記円筒面よりも径方向内側に配置されている
ことを特徴とする請求項１０に記載の圧縮制限装置。
【請求項１２】
　前記第一保持具には、少なくとも前記径方向に垂直な平面部を有する第二保持面がさら
に設けられ、前記第一保持面と前記第二保持面との間に前記アンダーカット面が配置され
ていることを特徴とする請求項１０に記載の圧縮制限装置。
【請求項１３】
　前記第一保持具には、少なくとも一構成要素が前記長手方向に平行となる方向に伸びる
第二保持縁がさらに設けられ、前記第一保持縁と前記第二保持縁との間に前記第一保持面
及び前記第二保持面が配置されていることを特徴とする請求項１２に記載の圧縮制限装置
。
【請求項１４】
　前記外面は、アーチ状面と、該アーチ状面と前記第一保持縁との間に配置された平面と
、を有し、前記平面には該平面から突出した前記第一保持具が設けられていることを特徴
とする請求項１２に記載の圧縮制限装置。
【請求項１５】
　粉末金属から圧縮制限装置を形成する方法であって、
　可動なパンチを用いて前記粉末金属を長手方向に押圧することにより、前記圧縮制限装
置の外面を金型キャビティの金型内面に押し付けて成形するステップと、
　前記外面の成形と同時に、前記圧縮制限装置の内面を前記金型キャビティ内に配置され
たコアロッドに押し付けて成形するステップと、
　前記圧縮制限装置の前記外面から突出した保持具を前記金型キャビティ内に配置された
サイドパンチに押し付けて成形するステップと、
　前記金型キャビティを前記サイドパンチに対して下向きに動かして前記圧縮制限装置を
前記長手方向に対して横方向に移動させることにより、前記金型キャビティから前記圧縮
制限装置を取り除くステップと、
　を含み、
　前記圧縮制限装置の前記外面から前記内面に向かう方向が、前記長手方向に垂直な径方
向に対応し、
　前記保持具が、少なくとも前記径方向に垂直な平面部が設けられた第一保持面と、角を
形成するよう前記第一保持面から径方向内側に配置された、少なくとも一構成要素が前記



(4) JP 5663751 B2 2015.2.4

10

20

30

40

50

長手方向に垂直となる方向に伸びるアンダーカット面と、を有している
　ことを特徴とする粉末金属から圧縮制限装置を形成する方法。
【請求項１６】
　前記金型キャビティを、前記サイドパンチに対して前記長手方向に沿って下向きに動か
すことを特徴とする請求項１５に記載の粉末金属から圧縮制限装置を形成する方法。
【請求項１７】
　前記保持具を第一保持具とするとともに前記サイドパンチを第一サイドパンチとし、
　前記粉末金属から圧縮制限装置を形成する方法が、前記外面の成形と同時に、前記外面
から突出した第二保持具を第二サイドパンチに押し付けて成形するステップをさらに含む
ことを特徴とする請求項１５に記載の粉末金属から圧縮制限装置を形成する方法。
【請求項１８】
　前記圧縮制限装置に亜鉛を含むコーティングを施すステップを含むことを特徴とする請
求項１７に記載の粉末金属から圧縮制限装置を形成する方法。
【請求項１９】
　それぞれが粉末金属から形成される複数の圧縮制限装置を単一金型キャビティ内で同時
形成する方法であって、
　可動なパンチを用いて前記粉末金属を押圧することにより、各前記圧縮制限装置の外面
を前記金型キャビティの金型内面に押し付けて成形するステップと、
　前記外面の成形と同時に、前記圧縮制限装置の内面を前記金型キャビティ内に配置され
たコアロッドに押し付けて成形するステップと、
　前記外面の成形と同時に、前記各圧縮制限装置の前記外面から突出した保持具を前記金
型キャビティ内に配置されたサイドパンチに押し付けて成形するステップと、
　前記金型キャビティを前記サイドパンチに対して下向きに動かすことにより、前記金型
キャビティから前記各圧縮制限装置を取り除くステップと、
　を含み、
　各前記保持具は、少なくとも平面部が設けられた第一保持面と、角を形成するよう前記
圧縮制限装置の前記第一保持面に対して前記圧縮制限装置の前記内面に向かって配置され
た、少なくとも一構成要素が長手方向に垂直となる方向に伸びるアンダーカット面と、を
有している
　ことを特徴とする複数の圧縮制限装置を単一金型キャビティ内で同時形成する方法。
【請求項２０】
　各前記保持具には少なくとも平面部を有する第二保持面がさらに設けられ、各前記保持
具の前記アンダーカット面が前記第一保持面と前記第二保持面との間に配置されているこ
とを特徴とする請求項１９に記載の複数の圧縮制限装置を単一金型キャビティ内で同時形
成する方法。
【請求項２１】
　前記圧縮制限装置のうちの第一圧縮制限装置の前記外面から突出した第二保持具を成形
するステップをさらに含み、
　前記第一圧縮制限装置の前記外面の成形と同時に前記第二保持具を前記金型キャビティ
内に配置された中央パンチに押し付けて成形する
　ことを特徴とする請求項１９に記載の複数の圧縮制限装置を単一金型キャビティ内で同
時形成する方法。
【請求項２２】
　前記圧縮制限装置のうちの第二圧縮制限装置の前記外面から突出した第二の保持具を成
形するステップをさらに含み、
　前記第二圧縮制限装置の前記外面の成形と同時に前記第二圧縮制限装置の前記第二保持
具を前記中央パンチに押し付けて成形する
　ことを特徴とする請求項２１に記載の複数の圧縮制限装置を単一金型キャビティ内で同
時形成する方法。
【請求項２３】
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　前記第一圧縮制限装置の前記第一保持具及び前記第二保持具が、前記第一圧縮制限装置
の前記外面の周囲で反対側の位置に配置されていることを特徴とする請求項２２に記載の
複数の圧縮制限装置を単一金型キャビティ内で同時形成する方法。
【請求項２４】
　前記圧縮制限装置のうちの第一圧縮制限装置の前記保持具を右のサイドパンチを用いて
成形するとともに、前記圧縮制限装置のうちの第二圧縮制限装置の前記保持具を左のサイ
ドパンチを用いて成形し、
　前記複数の圧縮制限装置を単一金型キャビティ内で同時形成する方法が、前記第一圧縮
制限装置及び前記第二圧縮制限装置それぞれの前記外面から突出した第二保持具を成形す
るステップをさらに含み、
　前記外面の成形と同時に各前記第二保持具を前記金型キャビティ内に配置された中央パ
ンチに押し付けて成形する
　ことを特徴とする請求項１９に記載の複数の圧縮制限装置を単一金型キャビティ内で同
時形成する方法。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本出願は、２００９年７月２３日に出願された米国仮出願番号６１／２２７，９９２の
優先権の利益を主張する。
【０００２】
　本発明は圧縮制限装置に関し、特に自動車に関する組立体のための圧縮制限装置に関す
る。
【背景技術】
【０００３】
　様々なタイプの組立体、特に自動車に関する組立体において、プラスチック部品を別の
部品に連結するためにしばしば締め具が用いられる。しかしながら、通常締め具はある程
度の荷重を与えなければならず、このため時間の経過とともにすぐにプラスチック部品に
変形、割れ又はクリープが生じ、締め具により与えられる荷重が減少する。そのため、通
常、プラスチック部品に圧縮荷重がかかるような組立体には、金属製の圧縮制限装置（単
にブッシング又は挿入体とも称される）が用いられる。この圧縮制限装置は、プラスチッ
ク部品を補強し、締め具により加えられる荷重に耐える。したがって、プラスチックの完
全性は損なわれず、また圧縮制限装置によってプラスチック部品のクリープが減少する。
【０００４】
　通常、圧縮制限装置の形状は、プラスチック部品と係合する外面を有する円筒状である
。圧縮制限装置の内面は締め具を収容する通路を画定する。最もシンプルな圧縮制限装置
には追加の構造は設けられておらず、したがって圧縮制限装置がオーバーモールド又は圧
入により挿入された場合に圧縮制限装置が製造中にプラスチック部品から落下する可能性
がある。この問題を解決するために、いくつかの圧縮制限装置は、プラスチック部品への
連結をより確実とするための保持構造を有する。例えば、いくつかの圧縮制限装置は、穴
の外側にプラスチック部品の表面と係合するフランジ形の端部を有する。他の設計として
、オーバーモールド工程中にプラスチック部品が流れ込むよう構成されたせん孔を有する
。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかしながら、上記した設計の保持構造は一般的に追加の処理工程を必要とするので、
圧縮制限装置の全体としての製造時間即ち費用が大幅に増大する。例えばいくつかの圧縮
制限装置においては、穴あけ器を用いて穴が開けられた後、別の工具組立体に運ばれて円
筒形状に圧延される。したがって、従来の設計における制限を考慮すると、製造が容易な
改善された圧縮制限装置が要求される。
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【課題を解決するための手段】
【０００６】
　一側面において、本発明は、上面及び下面を有する圧縮制限装置を提供する。前記上面
と前記下面の間の距離は長手方向に対応する。前記圧縮制限装置は、締め具を収容するよ
う構成された通路を画定する内面と、前記圧縮制限装置が内側に配置される構造体と係合
するよう構成された外面と、をさらに有する。前記外面と前記内面の間の距離は前記長手
方向に垂直な径方向に対応する。前記圧縮制限装置は、前記外面から外向きに突出した第
一保持具をさらに有する。前記第一保持具は、少なくとも前記径方向に垂直な平面部を有
する第一保持面を有する。また前記第一保持具は、角を形成するよう前記第一保持面から
径方向内側に配置された、少なくとも一構成要素が長手方向に垂直となる方向に伸びるア
ンダーカット面をさらに有する。
【０００７】
　別の側面において、本発明は、粉末金属から前記圧縮制限装置を形成する方法を提供す
る。該方法は、可動なパンチを用いて前記粉末金属を長手方向に押圧することにより、前
記圧縮制限装置の外面を金型キャビティの金型内面に押し付けて成形するステップを含む
。前記外面の成形と同時に、前記圧縮制限装置の内面を前記金型キャビティ内に配置され
たコアロッドに押し付けて成形する。前記圧縮制限装置の前記外面と前記内面の間の距離
は前記長手方向に垂直な径方向に対応する。前記外面の成形と同時に、前記圧縮制限装置
の前記外面から突出した保持具を前記金型キャビティ内に配置されたサイドパンチに押し
付けて成形する。前記保持具には、少なくとも前記径方向に垂直な平面部を有する第一保
持面が設けられている。また、前記保持具には、前記第一保持面から径方向内側に配置さ
れたアンダーカット面がさらに設けられている。前記方法は、前記金型キャビティを前記
サイドパンチに対して下向きに動かすことによって前記金型キャビティから前記圧縮制限
装置を取り除くステップをさらに含む。いくつかの実施形態において、複数の圧縮制限装
置を単一の金型キャビティ内で同時に形成する。
【０００８】
　上記した発明及び本発明の利点は、以下の詳細な記載の中で明らかとなる。本明細書は
、本発明の好ましい実施形態を描写した添付の図面を参照している。
【図面の簡単な説明】
【０００９】
【図１】本発明の圧縮制限装置の斜視図である。
【図２】図１の圧縮制限装置の上面図である。
【図３】図１の圧縮制限装置の側面図であり、保持具を示す。
【図４】図１の圧縮制限装置の正面図である。
【図５】図４の５－５線に沿った断面図である。
【図６】図５の６－６線で囲まれた部分を詳細に示した図である。
【図７】本発明の圧縮制限装置の第二実施形態の斜視図である。
【図８】図７の圧縮制限装置の上面図である。
【図９】図７の圧縮制限装置の側面図であり、保持具を示す。
【図１０】図７の圧縮制限装置の正面図である。
【図１１】図８の１１－１１線に沿った断面図である。
【図１２】本発明の圧縮制限装置の第三実施形態の斜視図である。
【図１３】図１２の圧縮制限装置の上面図である。
【図１４】図１２の圧縮制限装置の側面図であり、保持具を示す。
【図１５】図１２の圧縮制限装置の正面図である。
【図１６】圧縮制限装置を製造するための工具組立体の分解斜視図である。
【図１７】圧縮制限装置のための第一製造工程の斜視図である。
【図１８】図１７の１８－１８線に沿った断面図である。
【図１９】圧縮制限装置のための第二製造工程の斜視図である。
【図２０】図１９の２０－２０線に沿った断面図である。
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【図２１】圧縮制限装置のための第三製造工程の斜視図である。
【図２２】図２１の２２－２２線に沿った断面図である。
【発明を実施するための形態】
【００１０】
　本発明について、添付の図面を参照して以下に記載する。同様の構成要素には同様の参
照符号を用いている。
【００１１】
　本明細書に記載された詳細はほんの一例であり、本発明の実施形態を説明することのみ
を目的としている。本明細書には、本発明の原理及び概念的見地として最も有用かつ理解
しやすいと考えられる詳細が記載されている。したがって、本発明の構造的な詳細は本発
明の基本的理解に必要とされる程度にのみ記載されている。当業者にとって、実用におい
て、本明細書の記載及び図面に基づいて本発明が様々な形に具体化されることは明らかで
ある。
【００１２】
　図１－６を参照すると、本発明の圧縮制限装置１０は、締め具（図示せず）を収容する
通路１４を画定する胴体１２を有する。通路１４は、上面から下面１６、１８の方向に対
応する長手方向２０に沿って、上面１６から下面１８に伸びている。圧縮制限装置１０は
、内面２２と内面２２の反対側にある外面２４とによって、全体的に開口した円筒形状と
なっている。一以上の保持具２６が外面２４から外向きに突出し、これにより圧縮制限装
置１０が固定部品（即ちこの部品に、締め具により加えられる荷重による変形を防止する
ため圧縮制限装置１０が圧入又はオーバーモールドされる）にしっかりと固定される。以
下に、これらの構造について、上面１６から保持具２６まで、より詳細に記載する。
【００１３】
　図１－６を再び参照すると、上面及び下面１６、１８は好ましくは同一形状の平面であ
る。このような同一形状の面及び以下に詳細に記載されるその他の構造により、圧縮制限
装置１０の形状は、長手方向２０に垂直で圧縮制限装置１０を二等分する平面に対して対
称となる。即ち、圧縮制限装置１０は水平面に対して対称であってもよい。上面及び下面
１６、１８は、内面及び外面２２、２４の近くにそれぞれ設けられた内肩面２８及び外肩
面３０（両方とも図６に最もよく示される）をさらに有していてもよい。内肩面２８は締
め具を通路１４に位置決めすることを助ける。外肩面３０は圧縮制限装置１０を固定部品
にしっかりと固定することを助ける付加的機能を提供する。
【００１４】
　内面及び外面２２、２４はアーチ状面であるか又はアーチ形状の部分を含むことが好ま
しく、これにより圧縮制限装置１０は全体的に開口した円筒形状に形成されている。しか
しながら、別形状の圧縮制限装置を提供するために、内面及び外面２２、２４の形状を変
更してもよい。あるいは、内面及び外面２２、２４に上面１６から下面１８に伸びる追加
の開口（図示せず）を設けて圧縮制限装置１０を馬蹄形状としてもよい。好ましい実施形
態において、内面と外面２２、２４の間の距離即ち単純に胴体１２の厚さは、長手方向２
０に垂直な径方向に対応する。図１、２を特に参照すると、外面２４は、保持具２６が突
出して設けられた平面３４の近くにアーチ状面３２を有する。アーチ状面及び平面３２、
３４の幅は、図１－４に示した保持具２６間の距離を変えるために変更することができる
。
【００１５】
　図１－４を再び参照すると、圧縮制限装置１０は、好ましくは互いに反対側に配置され
た２つの保持具２６を有する。そのため、圧縮制限装置１０の形状は、圧縮制限装置１０
を二等分する長手方向２０に沿った平面（例えば図２の鉛直面４２、４４）に対して対称
である。各保持具２６は、上側保持面３８と下側保持面４０との間に配置されたアンダー
カット面３６を有する。上側保持面及び下側保持面３８、４０は、径方向に垂直な平面で
あることが好ましい。このようにして、上側及び下側の保持面３８、４０は、圧縮制限装
置１０を固定部品にしっかりと固定することを助けるとともに、圧縮制限装置１０が固定
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部品に対して回転することを防止する。アンダーカット面３６は、保持面３８、４０に対
して径方向内側に配置されるとともにアーチ形状を有していてもよい。あるいは、アンダ
ーカット面３６は別の形状でもよく、アンダーカット面３６と保持面３８、４０との間に
９０度よりも大きな角が形成される形状でもよい（例えば屈曲形状、傾斜面など）。その
ような角は鋭い角よりも製造が簡単であり、また以下に記載される製造工具の摩耗を低減
する。
【００１６】
　何れの場合にも、固定部品の一部が保持面３８、４０の間に沿って伸びてアンダーカッ
ト面３６と係合する。これにより圧縮制限装置１０が固定部品内にしっかりと固定され、
圧縮制限装置１０が固定部品に対して長手方向に動くことが防止される。保持具２６の各
面３６、３８、４０は、面３６、３８、４０に沿って見た時及び長手方向２０に垂直な方
向から見た時に同形状であってもよい。あるいは、アンダーカット面３６は、一構成要素
のみが長手方向２０に垂直となる方向に伸びていてもよい（例えば、アンダーカット面３
６は斜めに伸びていてもよい）。
【００１７】
　各保持具２６は保持縁３９をさらに有し、これら保持縁の間に保持面３８、４０が配置
される。保持縁３９は、好ましくは保持面３８、４０に垂直にかつ長手方向２０に伸びて
いる。しかしながら、いくつかの実施形態において、保持縁３９は、一構成要素のみが長
手方向２０に平行となる方向に伸びていてもよい（例えば保持縁３９は斜めに伸びていて
もよい）。さらに、保持縁３９と隣接する保持面４０との間にそれぞれ設けられた角は、
アーチ状面３２と同じ半径及び中心を有するアーチ状面３２から突出した部分(projectio
n)４１よりも径方向内側に配置されていることが好ましい。そのように構成することによ
り、典型的な自動供給システムを用いて圧縮制限装置１０を提供することができる。何れ
の場合にも、保持縁３９は、圧縮制限装置１０が固定部品に対して回転することを防止す
ることを助ける。
【００１８】
　上記した各面は本発明の範囲内で上記の形状とは異なっていてもよい。例えば、図７－
１１に示す第二実施形態において、圧縮制限装置１１０は、上記した通路１１４を画定す
る胴体１１２を有する。胴体１１２は、上面１１６、下面１１８、内面１２２及び外面１
２４をさらに有し、前記外面１２４から一以上の保持具１２６が突出している。図１０、
１１に最も明確に示すように、外肩面１３０は、保持具１２６の軸面１４６から距離を置
いて設けられている。さらに、各保持具１２６には、上側保持面１３８と下側保持面１４
０との間に配置されたアンダーカット面１３６が設けられている。特に図１０、１１を再
び参照すると、各アンダーカット面１３６は、上側アーチ状面１５０と下側アーチ状面１
５２との間に設けられた平面１４８を有している。
【００１９】
　図１２－１５に示す第三実施形態において、圧縮制限装置２１０は、上記した通路２１
４を画定する胴体２１２を有している。胴体２１２は、上面２１６、下面２１８、内面２
２２及びアーチ形状の外面２２４をさらに有し、一以上の保持具２２６が外面２２４から
突出している。即ち、上述した実施形態とは異なり、外面２２４には保持具２２６が突出
して設けられた平面は設けられていない。
【００２０】
　上記した各実施形態は追加のアンダーカット面を有していてもよい。例えば、圧縮制限
装置１０、１１０及び２１０はそれぞれ下面１８、１１８及び２１８に沿って伸びるアン
ダーカット面を有していてもよい。
【００２１】
　図１６－２２を参照すると、圧縮制限装置２１０は好ましくは以下のように製造される
。圧縮制限装置１０、１１０についても以下のように製造されることが好ましいが、簡単
のために圧縮制限装置２１０及びその特徴のみを参照して記載する。図１６－１８を参照
すると、粉末金属３６０（炭素鋼、ステンレス鋼、アルミニウム合金又はブロンズ合金な
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どからなる）が金型３６６の金型キャビティ３６４内に充填される。種々の異なる部品が
金型キャビティ３６４内に配置され粉末金属３６０と相互作用する。例えば、粉末金属３
６０はコアロッド３６８及び３７０の周りに配置される。粉末金属３６０はさらに下側パ
ンチ３７２及び３７４により支持される（図１６及び１８）。粉末金属３６０の一部は右
のサイドパンチ３７６と中央パンチ３７８の間に配置される。残りの粉末金属３６０は中
央パンチ３７８と左のサイドパンチ３８０の間に配置される。図１６、１９及び２０を参
照すると、粉末金属３６０は、次に、下側パンチ３７２及び３７４並びに上側パンチ３８
２及び３８４により押される。この動作により、金型キャビティ３６４（図１６）の内面
３８６によって圧縮制限装置２１０の外面が成形される。同時に、コアロッド３６８、３
７０により圧縮制限装置２１０の内面２２２が成形される。同時に、サイドパンチ３７６
、３８０及び中央パンチ３７８により、圧縮制限装置２１０の保持具２２６が成形される
。具体的には、右のサイドパンチ３７６により第一圧縮制限装置２１０の第一保持具２２
６が成形され、中央パンチ３７８により第一圧縮制限装置２１０の第二保持具２２６が成
形され、中央パンチ３７８により第二圧縮制限装置２１０の第一保持具２２６が成形され
、左のサイドパンチ３８０により第二圧縮制限装置２１０の第二保持具２２６が成形され
る。図１６に最も明確に示すように、各サイドパンチ３７６、３８０には、一方の保持具
２２６のアンダーカット面２３６を成形するための凸部３８８が設けられており、中央パ
ンチ３７８には、各保持具２２６のアンダーカット面２３６を成形するための二つの凸部
３８８が設けられている。図１６、２１、２２を参照すると、圧縮制限装置２１０は、金
型３６６をサイドパンチ３７６、３８０及び中央パンチ３７８に対して圧縮方向に沿って
下向きに動かすことにより、金型キャビティ３６４から取り除かれる。圧縮制限装置２１
０は、これら圧縮制限装置２１０を長手方向２０に対して横方向（即ち凸部３８８により
許容される方向）にスライドさせることにより、集められる。最後に、ＡＳＴＭ　Ｂ６３
３タイプ３種別１などにより提供される亜鉛及び透明クロム酸塩コーティングなどのコー
ティングを圧縮制限装置２１０に施してもよい。
【００２２】
　上記した装置を変更して３つ以上の圧縮制限装置２１０を各サイクル中に製造してもよ
いことは当業者にとって明らかである。さらに、単純化した工程を用いて圧縮制限装置２
１０を形成することにより圧縮制限装置２１０を各サイクル中に製造してもよいことは、
当業者にとって明らかである。しかしながら、金型３６６に加えられる正味の横方向の荷
重が軽減されるよう、２つ以上の圧縮制限装置２１０を各サイクル中に製造することが好
ましい。即ち、単一の上側パンチによって、圧縮方向の荷重に加えて横方向の荷重（例え
ばサイドパンチ３７６、３８０の一方に向かって）が加えられる可能性がある。すると金
型３６６が横方向の荷重に耐えることとなるので、結果としてパンチ及び金型３６６に摩
耗が生じる。しかしながら、同時に動作する２つ以上の上側パンチ３８２、３８４による
横方向の荷重は相殺されるので、金型３６６が受ける正味の横方向の荷重が軽減する。
【００２３】
　上記の開示から明らかであるように、本発明は、並進及び回転運動の両方に耐える保持
構造を有する圧縮制限装置を提供する。加えて、圧縮制限装置は単一の工具組立体を用い
て容易に成形される。
【００２４】
　本発明の好ましい実施形態が詳細に記載されているが、上記した好ましい実施形態に対
する様々な修正及び変更は当業者に明らかである。本発明は記載された実施形態に限定さ
れるべきではなく、添付された特許請求の範囲の記載により定められる。
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