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(57)【要約】
【課題】ハブナット締付工程における生産設備の低コス
ト化の技術を提供する。
【解決手段】ハブナット締付装置１は、５本のハブボル
トが取り付けられたホイールハブに５穴タイプのタイヤ
ホイールを取り付けるための、５本のソケットロッド６
から成る５穴用ソケットロッドセット２と、６本のハブ
ボルトが取り付けられたホイールハブに６穴タイプのタ
イヤホイールを取り付けるための、６本のソケットロッ
ド９から成る６穴用ソケットロッドセット３と、５穴用
ソケットロッドセット２の５本のソケットロッド６と、
６穴用ソケットロッドセット３の５本のソケットロッド
９と、を一対一で連動させるための５個の連動機構Eと
、５個の連動機構Eを夫々駆動する５個のナットランナ
４と、５個のナットランナ４によって回転駆動されるソ
ケットロッド９以外のソケットロッド９を回転駆動する
ためのナットランナ４ｆと、を備える。
【選択図】図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
ｐ本（ただし、ｐは自然数。）のハブボルトが取り付けられたホイールハブにｐ穴タイプ
のタイヤホイールを取り付けるための、ｐ本のソケットロッドから成る第１ソケットロッ
ドセットと、
ｑ本（ただし、ｑはｐより大きい自然数。）のハブボルトが取り付けられたホイールハブ
にｑ穴タイプのタイヤホイールを取り付けるための、ｑ本のソケットロッドから成る第２
ソケットロッドセットと、
前記第１ソケットロッドセットの前記ｐ本のソケットロッドのうちｒ本（ただし、ｒはｐ
以下の自然数。）のソケットロッドと、前記第２ソケットロッドセットの前記ｑ本のソケ
ットロッドのうちｒ本のソケットロッドと、を一対一で連動させるためのｒ個の連動機構
と、
前記ｒ個の連動機構を夫々駆動するｒ個のナットランナと、
前記ｒ個のナットランナによって回転駆動されるソケットロッド以外のソケットロッドを
回転駆動するための少なくとも１つのナットランナと、
を備えた、ハブナット締付装置。
【請求項２】
請求項１に記載のハブナット締付装置であって、
ｒは、ｐに等しい、
ハブナット締付装置。
【請求項３】
請求項１又は２に記載のハブナット締付装置であって、
前記第１ソケットロッドセットと前記第２ソケットロッドセットは、背中合わせとなるよ
うに配置されている、
ハブナット締付装置。
【請求項４】
請求項１～３の何れかに記載のハブナット締付装置であって、
前記複数のナットランナは、前記第１ソケットロッドセットに属する前記ｐ本のソケット
ロッドに対して直角となるように配置されている、
ハブナット締付装置。
【請求項５】
第１ハブナットを取り付けるための第１ソケットロッドと、
前記第１ハブナットと異なる第２ハブナットを取り付けるための第２ソケットロッドと、
前記第１ソケットロッドと前記第２ソケットロッドを連動させるための連動機構と、
前記連動機構を駆動するナットランナと、
を備えた、ハブナット締付装置。
【請求項６】
請求項５に記載のハブナット締付装置であって、
前記第１ソケットロッドと前記第２ソケットロッドは、背中合わせとなるように配置され
ている、
ハブナット締付装置。
【請求項７】
請求項５又は６に記載のハブナット締付装置であって、
前記ナットランナは、前記第１ソケットロッドに対して直角となるように配置されている
、
ハブナット締付装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、ハブナット締付装置に関する。
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【背景技術】
【０００２】
　この種の技術として、特許文献１は、自動車のタイヤホイールのハブナットを自動締付
するハブナット締付装置を開示している。このハブナット締付装置は、１つのタイヤホイ
ールのハブナットが４つであることを前提に、４つのナットランナを備えている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開平３－２３９４３３号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　昨今、ホイールハブのハブボルトの個数は、車種に応じて若干異なっている。それ故、
車種に応じて複数のハブナット締付装置を用意する必要があった。
【０００５】
　本発明の目的は、ハブナット締付工程における生産設備の低コスト化の技術を提供する
ことにある。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本願発明の第１の観点によれば、ｐ本（ただし、ｐは自然数。）のハブボルトが取り付
けられたホイールハブにｐ穴タイプのタイヤホイールを取り付けるための、ｐ本のソケッ
トロッドから成る第１ソケットロッドセットと、ｑ本（ただし、ｑはｐより大きい自然数
。）のハブボルトが取り付けられたホイールハブにｑ穴タイプのタイヤホイールを取り付
けるための、ｑ本のソケットロッドから成る第２ソケットロッドセットと、前記第１ソケ
ットロッドセットの前記ｐ本のソケットロッドのうちｒ本（ただし、ｒはｐ以下の自然数
。）のソケットロッドと、前記第２ソケットロッドセットの前記ｑ本のソケットロッドの
うちｒ本のソケットロッドと、を一対一で連動させるためのｒ個の連動機構と、前記ｒ個
の連動機構を夫々駆動するｒ個のナットランナと、前記ｒ個のナットランナによって回転
駆動されるソケットロッド以外のソケットロッドを回転駆動するための少なくとも１つの
ナットランナと、を備えた、ハブナット締付装置が提供される。以上の構成によれば、ハ
ブナット締付工程における生産設備の低コスト化の技術が実現される。
　ｒは、ｐに等しい。以上の構成によれば、ハブナット締付工程における生産設備の低コ
スト化の技術が最大限、実現される。
　前記第１ソケットロッドセットと前記第２ソケットロッドセットは、背中合わせとなる
ように配置されている。以上の構成によれば、ハブナット締付装置がコンパクトとなる。
　前記複数のナットランナは、前記第１ソケットロッドセットに属する前記ｐ本のソケッ
トロッドに対して直角となるように配置されている。以上の構成によれば、ハブナット締
付装置がコンパクトとなる。
　本願発明の第２の観点によれば、第１ハブナットを取り付けるための第１ソケットロッ
ドと、前記第１ハブナットと異なる第２ハブナットを取り付けるための第２ソケットロッ
ドと、前記第１ソケットロッドと前記第２ソケットロッドを連動させるための連動機構と
、前記連動機構を駆動するナットランナと、を備えた、ハブナット締付装置が提供される
。以上の構成によれば、ハブナット締付工程における生産設備の低コスト化の技術が実現
される。
　前記第１ソケットロッドと前記第２ソケットロッドは、背中合わせとなるように配置さ
れている。以上の構成によれば、ハブナット締付装置がコンパクトとなる。
　前記ナットランナは、前記第１ソケットロッドに対して直角となるように配置されてい
る。以上の構成によれば、ハブナット締付装置がコンパクトとなる。
【発明の効果】
【０００７】
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　本発明によれば、ハブナット締付工程における生産設備の低コスト化の技術が実現され
る。
【図面の簡単な説明】
【０００８】
【図１】図1は、ハブナット締付装置の左側面図である。（第１実施形態）
【図２】図2は、ハブナット締付装置の正面断面図である。（第１実施形態）
【図３】図3は、ハブナット締付装置の右側面図である。（第１実施形態）
【図４】図4は、ハブナット締付装置の正面断面図である。（第２実施形態）
【発明を実施するための形態】
【０００９】
（第１実施形態）
　以下、図１～図３を参照して、本願発明の第１実施形態を説明する。図１～図３には、
第１実施形態のハブナット締付装置１を示している。
【００１０】
　図１～図３に示すように、ハブナット締付装置１は、５穴用ソケットロッドセット２（
第１ソケットロッドセット）と、６穴用ソケットロッドセット３（第２ソケットロッドセ
ット）と、複数の連動機構Eと、複数のナットランナ４と、ブラケット５と、を備えて構
成されている。
【００１１】
（５穴用ソケットロッドセット２）
　５穴用ソケットロッドセット２は、５本のハブボルトが取り付けられたホイールハブに
５穴タイプのタイヤホイールを取り付けるためのものである。５穴用ソケットロッドセッ
ト２は、５本のソケットロッド６から成る。５本のソケットロッド６は、互いに平行とな
るように配置されている。５本のソケットロッド６は、図１に示すように、五角形の５つ
の頂点に夫々配置されている。図１及び図２に示すように、各ソケットロッド６の先端に
は、ソケット７が取り付けられている。以降の説明のために、図１に示すように、５本の
ソケットロッド６を、ソケットロッド６ａ、ソケットロッド６ｂ、ソケットロッド６ｃ、
ソケットロッド６ｄ、ソケットロッド６ｅと称する。ソケットロッド６ａは、歯車８ａを
有する。ソケットロッド６ｂは、歯車８ｂを有する。ソケットロッド６ｃは、歯車８ｃを
有する。ソケットロッド６ｄは、歯車８ｄを有する。ソケットロッド６ｅは、歯車８ｅを
有する。
【００１２】
（６穴用ソケットロッドセット３）
　６穴用ソケットロッドセット３は、６本のハブボルトが取り付けられたホイールハブに
６穴タイプのタイヤホイールを取り付けるためのものである。６穴用ソケットロッドセッ
ト３は、６本のソケットロッド９から成る。６本のソケットロッド９は、互いに平行とな
るように配置されている。６本のソケットロッド９は、図３に示すように、六角形の６つ
の頂点に夫々配置されている。図２及び図３に示すように、各ソケットロッド９の先端に
は、ソケット１０が取り付けられている。以降の説明のために、図３に示すように、６本
のソケットロッド９を、ソケットロッド９ａ、ソケットロッド９ｂ、ソケットロッド９ｃ
、ソケットロッド９ｄ、ソケットロッド９ｅ、ソケットロッド９ｆと称する。ソケットロ
ッド９ａは、歯車１１ａを有する。ソケットロッド９ｂは、歯車１１ｂを有する。ソケッ
トロッド９ｃは、歯車１１ｃを有する。ソケットロッド９ｄは、歯車１１ｄを有する。ソ
ケットロッド９ｅは、歯車１１ｅを有する。
【００１３】
　５穴用ソケットロッドセット２と６穴用ソケットロッドセット３は、背中合わせとなる
ように配置されている。５穴用ソケットロッドセット２と６穴用ソケットロッドセット３
が背中合わせであるとは、５穴用ソケットロッドセット２に属するソケット７の向きと、
６穴用ソケットロッドセット３に属するソケット１０の向きと、が逆であることを含む。
【００１４】
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（連動機構E）
　本実施形態において、ハブナット締付装置１は、５つの連動機構Eを有している。５つ
の連動機構Eは、５穴用ソケットロッドセット２の５本のソケットロッド６のうち５本す
べてのソケットロッド６と、６穴用ソケットロッドセット３の６本のソケットロッド９の
うち５本のソケットロッド９と、を一対一で連動させるためのものである。以降の説明の
ために、図１及び図３に示すように、５つの連動機構Eを、連動機構Ea、連動機構Eb、連
動機構Ec、連動機構Ed、連動機構Eeと称する。
【００１５】
　連動機構Eaは、駆動軸１２ａと、歯車１３ａと、歯車１４ａと、によって構成されてい
る。歯車１３ａは、駆動軸１２ａの一端に形成されている。歯車１４ａは、駆動軸１２ａ
の他端に形成されている。歯車１３ａは、５穴用ソケットロッドセット２のソケットロッ
ド６ａの歯車８ａと噛み合う。歯車１４ａは、６穴用ソケットロッドセット３のソケット
ロッド９ａの歯車１１ａと噛み合う。この構成により、連動機構Eaは、５穴用ソケットロ
ッドセット２のソケットロッド６ａの回転と、６穴用ソケットロッドセット３のソケット
ロッド９ａの回転と、を連動させる。
【００１６】
　連動機構Ebは、駆動軸１２ｂと、歯車１３ｂと、歯車１４ｂと、によって構成されてい
る。歯車１３ｂは、駆動軸１２ｂの一端に形成されている。歯車１４ｂは、駆動軸１２ｂ
の他端に形成されている。歯車１３ｂは、５穴用ソケットロッドセット２のソケットロッ
ド６ｂの歯車８ｂと噛み合う。歯車１４ｂは、６穴用ソケットロッドセット３のソケット
ロッド９ｂの歯車１１ｂと噛み合う。この構成により、連動機構Ebは、５穴用ソケットロ
ッドセット２のソケットロッド６ｂの回転と、６穴用ソケットロッドセット３のソケット
ロッド９ｂの回転と、を連動させる。
【００１７】
　連動機構Ecは、駆動軸１２ｃと、歯車１３ｃと、歯車１４ｃと、によって構成されてい
る。歯車１３ｃは、駆動軸１２ｃの一端に形成されている。歯車１４ｃは、駆動軸１２ｃ
の他端に形成されている。歯車１３ｃは、５穴用ソケットロッドセット２のソケットロッ
ド６ｃの歯車８ｃと噛み合う。歯車１４ｃは、６穴用ソケットロッドセット３のソケット
ロッド９ｃの歯車１１ｃと噛み合う。この構成により、連動機構Ecは、５穴用ソケットロ
ッドセット２のソケットロッド６ｃの回転と、６穴用ソケットロッドセット３のソケット
ロッド９ｃの回転と、を連動させる。
【００１８】
　連動機構Edは、駆動軸１２ｄと、歯車１３ｄと、歯車１４ｄと、によって構成されてい
る。歯車１３ｄは、駆動軸１２ｄの一端に形成されている。歯車１４ｄは、駆動軸１２ｄ
の他端に形成されている。歯車１３ｄは、５穴用ソケットロッドセット２のソケットロッ
ド６ｄの歯車８ｄと噛み合う。歯車１４ｄは、６穴用ソケットロッドセット３のソケット
ロッド９ｄの歯車１１ｄと噛み合う。この構成により、連動機構Edは、５穴用ソケットロ
ッドセット２のソケットロッド６ｄの回転と、６穴用ソケットロッドセット３のソケット
ロッド９ｄの回転と、を連動させる。
【００１９】
　連動機構Eeは、駆動軸１２ｅと、歯車１３ｅと、歯車１４ｅと、によって構成されてい
る。歯車１３ｅは、駆動軸１２ｅの一端に形成されている。歯車１４ｅは、駆動軸１２ｅ
の他端に形成されている。歯車１３ｅは、５穴用ソケットロッドセット２のソケットロッ
ド６ｅの歯車８ｅと噛み合う。歯車１４ｅは、６穴用ソケットロッドセット３のソケット
ロッド９ｅの歯車１１ｅと噛み合う。この構成により、連動機構Eeは、５穴用ソケットロ
ッドセット２のソケットロッド６ｅの回転と、６穴用ソケットロッドセット３のソケット
ロッド９ｅの回転と、を連動させる。
【００２０】
（ナットランナ４）
　本実施形態において、ハブナット締付装置１は、６つのナットランナ４を有している。
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６つのナットランナ４のうち５つのナットランナ４は、５つの連動機構E（連動機構Ea～E
e）を夫々駆動するものである。以降の説明のために、図１～図３に示すように、６つの
ナットランナ４を、ナットランナ４ａ、ナットランナ４ｂ、ナットランナ４ｃ、ナットラ
ンナ４ｄ、ナットランナ４ｅ、ナットランナ４ｆと称する。
【００２１】
　ナットランナ４ａは、連動機構Eaを駆動するためのものである。換言すれば、ナットラ
ンナ４ａは、ソケットロッド６ａを回転駆動する。ナットランナ４ａは、ソケットロッド
６ａ及びソケットロッド９ａを回転駆動する。ナットランナ４ａは、ソケットロッド９ａ
を回転駆動する。ナットランナ４ａは、ソケットロッド６ａに対して直角となるように配
置されている。詳しく言えば、ナットランナ４ａの長手方向は、ソケットロッド６ａの長
手方向に対して直角である。
【００２２】
　ナットランナ４ｂは、連動機構Ebを駆動するためのものである。換言すれば、ナットラ
ンナ４ｂは、ソケットロッド６ｂを回転駆動する。ナットランナ４ｂは、ソケットロッド
６ｂ及びソケットロッド９ｂを回転駆動する。ナットランナ４ｂは、ソケットロッド９ｂ
を回転駆動する。ナットランナ４ｂは、ソケットロッド６ｂに対して直角となるように配
置されている。詳しく言えば、ナットランナ４ｂの長手方向は、ソケットロッド６ｂの長
手方向に対して直角である。
【００２３】
　ナットランナ４ｃは、連動機構Ecを駆動するためのものである。換言すれば、ナットラ
ンナ４ｃは、ソケットロッド６ｃを回転駆動する。ナットランナ４ｃは、ソケットロッド
６ｃ及びソケットロッド９ｃを回転駆動する。ナットランナ４ｃは、ソケットロッド９ｃ
を回転駆動する。ナットランナ４ｃは、ソケットロッド６ｃに対して直角となるように配
置されている。詳しく言えば、ナットランナ４ｃの長手方向は、ソケットロッド６ｃの長
手方向に対して直角である。
【００２４】
　ナットランナ４ｄは、連動機構Edを駆動するためのものである。換言すれば、ナットラ
ンナ４ｄは、ソケットロッド６ｄを回転駆動する。ナットランナ４ｄは、ソケットロッド
６ｄ及びソケットロッド９ｄを回転駆動する。ナットランナ４ｄは、ソケットロッド９ｄ
を回転駆動する。ナットランナ４ｄは、ソケットロッド６ｄに対して直角となるように配
置されている。詳しく言えば、ナットランナ４ｄの長手方向は、ソケットロッド６ｄの長
手方向に対して直角である。
【００２５】
　ナットランナ４ｅは、連動機構Eeを駆動するためのものである。換言すれば、ナットラ
ンナ４ｅは、ソケットロッド６ｅを回転駆動する。ナットランナ４ｅは、ソケットロッド
６ｅ及びソケットロッド９ｅを回転駆動する。ナットランナ４ｅは、ソケットロッド９ｅ
を回転駆動する。ナットランナ４ｅは、ソケットロッド６ｅに対して直角となるように配
置されている。詳しく言えば、ナットランナ４ｅの長手方向は、ソケットロッド６ｅの長
手方向に対して直角である。
【００２６】
　ナットランナ４ｆは、ソケットロッド９ｆを回転駆動する。ナットランナ４ｆは、ソケ
ットロッド９ｆに対して直角となるように配置されている。詳しく言えば、ナットランナ
４ｆの長手方向は、ソケットロッド９ｆの長手方向に対して直角である。
【００２７】
　６つのナットランナ４（ナットランナ４ａ～４ｆ）は、互いに平行となるように配置さ
れている。
【００２８】
（ブラケット５）
　ブラケット５は、５穴用ソケットロッドセット２と６穴用ソケットロッドセット３、複
数の連動機構E、複数のナットランナ４を保持するものである。ブラケット５は、５穴用
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ソケットロッドセット２の複数のソケットロッド６、６穴用ソケットロッドセット３の複
数のソケットロッド９、複数の連動機構Eを夫々回転可能に保持している。
【００２９】
（作動）
　次に、ハブナット締付装置１の作動を説明する。
【００３０】
　５本のハブボルトが取り付けられたホイールハブに５穴タイプのタイヤホイールを取り
付けるには、タイヤホイールに、ハブナット締付装置１の５穴用ソケットロッドセット２
を対向させる。そして、５穴用ソケットロッドセット２と５本のナットランナ４を利用し
て、５つのハブナットを、５本のハブボルトに所定トルクで取り付ける。
【００３１】
　次に、６本のハブボルトが取り付けられたホイールハブに６穴タイプのタイヤホイール
を取り付けるには、ハブナット締付装置１のブラケット５を１８０度水平回転させること
で、タイヤホイールに、ハブナット締付装置１の６穴用ソケットロッドセット３を対向さ
せる。そして、６穴用ソケットロッドセット３と６つのナットランナ４を利用して、６つ
のハブナットを、６本のハブボルトに所定トルクで取り付ける。
【００３２】
　なお、一般的に、ハブナットは時計回りに回転させることでハブボルトに取り付けられ
る。従って、５穴用ソケットロッドセット２を利用する際は、５つのハブナットが時計回
りに回転するように、６穴用ソケットロッドセット３を利用する際は、６つのハブナット
が時計回りに回転するように、複数のナットランナ４の回転方向には留意する。
【００３３】
　以上に、本願発明の第１実施形態を説明したが、上記第１実施形態は、以下の特長を有
する。
【００３４】
（１、２）ハブナット締付装置１は、５（ｐ）本のハブボルトが取り付けられたホイール
ハブに５穴タイプのタイヤホイールを取り付けるための、５本のソケットロッド６から成
る５穴用ソケットロッドセット２（第１ソケットロッドセット）と、６（ｑ）本のハブボ
ルトが取り付けられたホイールハブに６穴タイプのタイヤホイールを取り付けるための、
６本のソケットロッド９から成る６穴用ソケットロッドセット３（第２ソケットロッドセ
ット）と、５穴用ソケットロッドセット２の５本のソケットロッド６のうち５本のソケッ
トロッド６と、６穴用ソケットロッドセット３の６本のソケットロッド９のうち５本のソ
ケットロッド９と、を一対一で連動させるための５個の連動機構Eと、５個の連動機構Eを
夫々駆動する５個のナットランナ４（ナットランナ４ａ～４ｅ）と、５個のナットランナ
４（ナットランナ４ａ～４ｅ）によって回転駆動されるソケットロッド９（ソケットロッ
ド９ａ～９ｅ）以外のソケットロッド９（ソケットロッド９ｆ）を回転駆動するためのナ
ットランナ４ｆと、を備える。以上の、特に高価なナットランナを共有する構成により、
ハブナット締付工程における生産設備の低コスト化が実現される。
【００３５】
　なお、上記実施形態において、連動機構Eの個数と、５穴用ソケットロッドセット２の
ソケットロッド６の数と、は一致しているが、連動機構Eの個数は、５穴用ソケットロッ
ドセット２のソケットロッド６の数より少なくてもよい。
【００３６】
　上記の構成を数学的に一般化すると、「ハブナット締付装置１は、ｐ本（ただし、ｐは
自然数。）のハブボルトが取り付けられたホイールハブにｐ穴タイプのタイヤホイールを
取り付けるための、ｐ本のソケットロッドから成る第１ソケットロッドセットと、ｑ本（
ただし、ｑはｐより大きい自然数。）のハブボルトが取り付けられたホイールハブにｑ穴
タイプのタイヤホイールを取り付けるための、ｑ本のソケットロッドから成る第２ソケッ
トロッドセットと、前記第１ソケットロッドセットの前記ｐ本のソケットロッドのうちｒ
本（ただし、ｒはｐ以下の自然数。）のソケットロッドと、前記第２ソケットロッドセッ
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トの前記ｑ本のソケットロッドのうちｒ本のソケットロッドと、を一対一で連動させるた
めのｒ個の連動機構と、前記ｒ個の連動機構を夫々駆動するｒ個のナットランナと、前記
ｒ個のナットランナによって回転駆動されるソケットロッド以外のソケットロッドを回転
駆動するための少なくとも１つのナットランナと、を備える」と換言できる。
【００３７】
（３）５穴用ソケットロッドセット２と６穴用ソケットロッドセット３は、背中合わせと
なるように配置されている。
【００３８】
（４）複数のナットランナ４は、５穴用ソケットロッドセット２に属する６本のソケット
ロッド６に対して直角となるように配置されている。以上の構成によれば、ハブナット締
付装置１がコンパクトに構成される。
【００３９】
（第２実施形態）
　次に、図４を参照しつつ、本願発明の第２実施形態を説明する。図４には、第２実施形
態のハブナット締付装置５０を示している。
【００４０】
　図４に示すように、ハブナット締付装置５０は、第１ソケットロッド５１と、第２ソケ
ットロッド５２と、連動機構Fと、ナットランナ５３と、ブラケット５４と、を備えて構
成されている。
【００４１】
（第１ソケットロッド５１）
　第１ソケットロッド５１は、第１ハブナットをハブボルトに取り付けるためのものであ
る。第１ソケットロッド５１の先端には、ソケット５５が取り付けられている。第１ソケ
ットロッド５１は、歯車７０を有する。
【００４２】
（第２ソケットロッド５２）
　第２ソケットロッド５２は、第１ハブナットと異なる第２ハブナットをハブボルトに取
り付けるためのものである。第１ハブナットと第２ハブナットは、例えば、呼び径（サイ
ズ）や規格そのものが異なっている。第２ソケットロッド５２の先端には、ソケット５６
が取り付けられている。第２ソケットロッド５２は、歯車７１を有する。
【００４３】
　第１ソケットロッド５１と第２ソケットロッド５２は、背中合わせとなるように配置さ
れている。第１ソケットロッド５１と第２ソケットロッド５２が背中合わせであるとは、
第１ソケットロッド５１のソケット５５の向きと、第２ソケットロッド５２のソケット５
６の向きと、が逆であることを含む。
【００４４】
（連動機構F）
　連動機構Fは、第１ソケットロッド５１と第２ソケットロッド５２を連動させるための
ものである。連動機構Fは、駆動軸７２と、歯車７３と、歯車７４と、によって構成され
ている。歯車７３は、駆動軸７２の一端に形成されている。歯車７４は、駆動軸７２の他
端に形成されている。歯車７３は、第１ソケットロッド５１の歯車７０と噛み合う。歯車
７４は、第２ソケットロッド５２の歯車７１と噛み合う。この構成により、連動機構Fは
、第１ソケットロッド５１の回転と、第２ソケットロッド５２の回転と、を連動させる。
【００４５】
（ナットランナ５３）
　ナットランナ５３は、連動機構Fを駆動するものである。換言すれば、ナットランナ５
３は、第１ソケットロッド５１を回転駆動する。ナットランナ５３は、第１ソケットロッ
ド５１及び第２ソケットロッド５２を回転駆動する。ナットランナ５３は、第２ソケット
ロッド５２を回転駆動する。ナットランナ５３は、第１ソケットロッド５１に対して直角
となるように配置されている。詳しく言えば、ナットランナ５３の長手方向は、第１ソケ
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ットロッド５１の長手方向に対して直角である。
【００４６】
（ブラケット５４）
　ブラケット５４は、第１ソケットロッド５１と第２ソケットロッド５２、連動機構F、
ナットランナ５３を保持するものである。ブラケット５４は、第１ソケットロッド５１と
第２ソケットロッド５２、連動機構Fを回転可能に保持している。
【００４７】
（作動）
　次に、ハブナット締付装置５０の作動を説明する。
【００４８】
　第１ハブナットをハブボルトに取り付けるには、ハブナット締付装置５０の第１ソケッ
トロッド５１を利用する。
【００４９】
　第２ハブナットをハブボルトに取り付けるには、ハブナット締付装置５０の第２ソケッ
トロッド５２を利用する。
【００５０】
　以上に、本願発明の第２実施形態を説明したが、上記第２実施形態は、以下の特長を有
している。
【００５１】
（５）ハブナット締付装置５０は、第１ハブナットを取り付けるための第１ソケットロッ
ド５１と、第１ハブナットと異なる第２ハブナットを取り付けるための第２ソケットロッ
ド５２と、第１ソケットロッド５１と第２ソケットロッド５２を連動させるための連動機
構Fと、連動機構Fを駆動するナットランナ５３と、を備える。以上の構成によれば、特に
高価なナットランナを共有する構成により、ハブナット締付工程における生産設備の低コ
スト化が実現される。
【００５２】
（６）第１ソケットロッド５１と第２ソケットロッド５２は、背中合わせとなるように配
置されている。
【００５３】
（７）ナットランナ５３は、第１ソケットロッド５１に対して直角となるように配置され
ている。以上の構成によれば、ハブナット締付装置５０がコンパクトに構成される。
【符号の説明】
【００５４】
１　ハブナット締付装置
２　５穴用ソケットロッドセット
３　６穴用ソケットロッドセット
４　ナットランナ
４ａ　ナットランナ
４ｂ　ナットランナ
４ｃ　ナットランナ
４ｄ　ナットランナ
４ｅ　ナットランナ
４ｆ　ナットランナ
５　ブラケット
６　ソケットロッド
６ａ　ソケットロッド
６ｂ　ソケットロッド
６ｃ　ソケットロッド
６ｄ　ソケットロッド
６ｅ　ソケットロッド
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７　ソケット
８ａ　歯車
８ｂ　歯車
８ｃ　歯車
８ｄ　歯車
８ｅ　歯車
９　ソケットロッド
９ａ　ソケットロッド
９ｂ　ソケットロッド
９ｃ　ソケットロッド
９ｄ　ソケットロッド
９ｅ　ソケットロッド
９ｆ　ソケットロッド
１０　ソケット
１１ａ　歯車
１１ｂ　歯車
１１ｃ　歯車
１１ｄ　歯車
１１ｅ　歯車
１２ａ　駆動軸
１２ｂ　駆動軸
１２ｃ　駆動軸
１２ｄ　駆動軸
１２ｅ　駆動軸
１３ａ　歯車
１３ｂ　歯車
１３ｃ　歯車
１３ｄ　歯車
１３ｅ　歯車
１４ａ　歯車
１４ｂ　歯車
１４ｃ　歯車
１４ｄ　歯車
１４ｅ　歯車
５０　ハブナット締付装置
５１　第１ソケットロッド
５２　第２ソケットロッド
５３　ナットランナ
５４　ブラケット
５５　ソケット
５６　ソケット
７０　歯車
７１　歯車
７２　駆動軸
７３　歯車
７４　歯車
E　連動機構
Ea　連動機構
Eb　連動機構
Ec　連動機構
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Ed　連動機構
Ee　連動機構
F　連動機構

【図１】 【図２】
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