
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
工作物もしくは工具、特には急勾配円錐形工具 ための、作動スピンドル（１）に
配設されたチャック頭部 ための装置であって、
作動スピンドル（１）の軸（１’）の方向に移動可能なチャック頭部 引
張 （２）と、同様に 移動可能な操作機構（３）とを備え

操作機構 は、引張 （２）の締付方向 引張バネ（４）によって付
勢されて の力に抗して、チャック楔（５）を介して引張

（２）に支持されて

引張 （２）における接触面（７） スピンドル軸（１
’）に対してほぼ垂直であり、操作機構（３）における接触面（６）は 引張バネ（４）
の力の方向 、スピンドル軸（１’）に対して外側から内側に

、

引張バネ（４）の力の方向 、スピンドル軸（１’）に対して内側から外側
に
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をつかむ
を操作する

を引っ張るための
部材 スピンドル軸（１’）方向に

、
該 （３） 部材 （４’）へと

おり、また、前記引張バネ（４）
部材 おり、
チャック楔（５）と接触すべく、引張部材（２）上の接触面（７）と、操作機構（３）上
の接触面（６）とが備えられ、 部材 が

、
（４’）にて 向かうように傾

斜しており
チャック楔（５）は、作動スピンドル（１）に接続した支持スリーブ（８）により、前記
接触面（６，７）の一つと対向する接触面（９）に接触して支持され、該接触面（９）は
、 （４’）にて

向かうように傾斜しているという装置において、
引張バネ（４）により生成する力に抗して操作機構（３）が移動する際に、チャック楔（



ことを特徴とするチャック頭部の操作のための装置。
【請求項２】
請求項１に記載の装置において、
操作機構（３）の接触面（６）

アンダカットされた案内切欠（２０）がそれぞれ一つ構成されていて、
ことを

特徴とする装置。
【請求項３】
請求項２に記載の装置において、
案内切欠（２０）及び案内脚部（２１）が蟻つぎ状に構成されていることを特徴とする装
置。
【請求項４】
請求項１～３のいずれかに記載の装置において、

案内切欠（
２２）の底部によって形成されていて、 切欠壁部
（２３）に、 互いに平行な側面 当接していることを特徴とする装置
。
【請求項５】
請求項１～４のいずれに記載の装置において、

ことを特徴とする装置。
【請求項６】
請求項１～５のいずれに記載の装置において、

、操作機構（３）が、支持スリーブ（８）と
共軸 管部として構成されていることを特徴とする装置。
【請求項７】
請求項６に記載の装置において、

操作機構（３）が引張棒（２．１）をリング状に取
り囲んでおり、

操作機構（３）に対向する引張円盤部（２．２）の側
ことを特徴とする装置。

【発明の詳細な説明】
【０００１】
【産業上の利用分野】
本発明は、工作物もしくは工具、特に、急勾配円錐形工具のための、作動スピンドルに配
設されたチャック頭部の操作のための装置で、作動スピンドルの軸の方向に移動可能なチ
ャック頭部の引張部と、同様に移動可能な操作機構とを備えていて、前記操作機構は、引
張部の締付方向に引張バネによって付勢されていて、前記バネの力に抗して、チャック楔
を介して引張部に支持されていて、前記チャック楔のために、引張部および操作機構に、
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５）を、操作機構（３）との接触面（６）にて、スピンドル軸（１’）から見て半径方向
内側へと、操作機構（３）との間の回転や横ズレを防止しつつ移動させる強制案内が備え
られ、
また、チャック楔（５）は、操作機構（３）が引張バネ（４）の力に抗してさらに移動し
た際の半径方向内側の位置にて、支持スリーブ（８）の中空の内部空間中に引き入れられ
、このときに、チャック楔（５）の外側の面（１０）でもって支持スリーブ（８）の内面
に当接する

には、チャック楔（５）ごとの前記強制案内を形成するた
めの この案内切欠
（２０）に、チャック楔（５）の案内脚部（２１）が嵌合して噛み合わされている

支持スリーブ（８）における、各チャック楔（５）のための接触面（９）が、
該案内切欠（２２）の両側の側部にある

チャック楔（５）の が

引張部材（２）における接触面（７）と、支持スリーブ（８）における接触面（９）との
成す角度は、チャック楔（５）がこれら接触面（７，９）の間で締付解除の方向に、自己
のずれ動きが抑制される自己抑制状態に保たれる位に小さい

引張部材（２）における接触面（７）が備えられた部分（２．２）と、操作機構（３）と
が、共軸に、かつ互いに相前後して配され、これらの間には、チャック楔（５）が全周に
わたって均一に分布するように配され、また

の

引張部材（２）が、この接触面（７）が備えられた引張円盤部（２．２）と、これに接続
された引張棒（２．１）とからなり、

締付タペット（１７）が、引張円盤部（２．２）中を軸方向に可動に案内
され、チャック楔（５）の間を通り抜けて先端側の一端が操作機構（３）に当接しており
、締付タペット（１７）の他端が、
にて、動力作動される調整ピストン（１６）に突き当たる



互いに対して傾斜し合う接触面が備えられていて、前記接触面のうち、引張部における接
触面はスピンドル軸にほぼ垂直であり、操作機構における接触面は、引張バネの力の方向
にスピンドル軸に対して外側から内側へと傾斜させられていて、その際、チャック楔が、
接触面に対向していて作動スピンドルに接続された支持スリーブに、以下の接触面中で支
持されることができ、前記接触面は、引張バネの力の方向に、スピンドル軸に対して内側
から外側へと傾斜させられているものである。
【０００２】
【従来の技術と発明が解決しようとする課題】
前記の如き装置が公知であり、例えば、ＤＥ－Ｚ．：「工場と経営」１２４（１９９１年
）４月号，２５１～２５４頁に記されている。前記装置においてチャック楔によって達成
されるチャック位置のロックは、自己抑制によって、引張バネの力が克服されて工具が工
具スピンドルの内側円錐からはずされることができるのを阻止する。前記チャック状態と
ロックは、引張バネの力に抗した操作機構の押し戻しによって、動力作動される締付解除
タペットを用いて中止される。その際、チャック楔は、操作機構の溝中に押し戻され、前
記機構と、引張部と共に、再び移動させられ、その結果、工具の締付が開かれる。－操作
機構中の前記の溝は、装置の半径方向の構造寸法に関して全体的に不都合であり、操作機
構を弱める。
【０００３】
チャック楔の受け入れのための操作機構中の溝が回避されるように冒頭に述べた如き装置
を構成して改良するという課題が本発明の根底を成している。
【０００４】
【課題を解決するための手段と作用】
本発明によると、操作機構の接触面において、チャック楔が、操作機構によって、前記機
構の、引張バネの力の方向に抗した移動の際にも、スピンドル軸に関して半径方向に内側
の位置にまで連動させられ、前記位置において、前記チャック楔は、操作機構のその後の
バネの力に抗した移動の際に、引張バネの力に抗して、支持スリーブの中空の内部空間中
にはめ込まれることができ、その際、前記チャック楔は自身の、半径方向において外側の
面で支持スリーブの内面に当接することによって前記課題が解決される。
【０００５】
本発明によると、操作機構におけるチャック楔の強制案内による締付解除の工程の際に、
操作機構によってチャック楔の連動がひき起こされ、さもなければこの目的のために必要
な、操作機構中のチャック楔のための溝がなくてよいことが達成され、このことは、操作
機構の力の強度、並びに、前記操作機構が、装置全体の半径方向の構造寸法に好都合な、
半径方向のわずかな構造寸法を有することができることにも非常に好都合に働くことが達
成される。
【０００６】
操作機構におけるチャック楔の強制案内は本発明の枠内で様々に実現されることができる
。特に好ましい実施態様は、操作機構の接触面において、チャック楔の１つのための強制
案内を形成するアンダカットされた案内切欠がそれぞれ１つ構成されていて、前記切欠中
に、チャック楔が案内脚部と形状接続して係合することを特徴としている。合目的には、
案内切欠と案内脚部が、蟻つぎ状に構成されている。
【０００７】
チャック楔の案内に関して、更に、各々のチャック楔のための支持スリーブにおける接触
面が案内切欠の底部によって形成されていて、前記切欠の側部の切欠壁部には、互いに平
行な側面でチャック楔が当接することが好ましい。締付状態における自己抑制は簡単には
、引張部における接触面と、支持スリーブにおける接触面が互いに以下の角度を成し、即
ち、前記接触面の間でチャック楔が締付解除の方向に自己抑制状態に保たれている位に小
さい角度を成すことによって引き起こされる。
【０００８】
詳細には、構造上の観点において、接触面を担持する引張部の部分と、操作機構が、共軸
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に、相前後して配設されていて、及びそれら前記部分と操作機構の間にチャック楔が周囲
に渡って均一に分配されて配設されていて、その際、操作機構が、支持スリーブと共軸の
管部として構成されている、というように配設されるのが好ましい。そこで更に、引張部
が、前記引張部の接触面を担持する引張円盤と、前記円盤に接続された引張棒とより成っ
ていて、その際、操作機構が引張棒をリング状に取り囲み、引張円盤中を軸方向に可動に
、締付タペットが案内されていて、前記タペットは、チャック楔の間を通り抜けていて、
一端が正面側で操作機構に当接していて、並びに、他端が、前記操作機構に対向する引張
円盤の側で動力作動される調整ピストンに向かって突きを行うことが好ましい。
【０００９】
【実施例】
以下において、図面に描かれた実施例を用いて本発明を詳細に説明する。
【００１０】
図面において、作動スピンドル１は破線でのみ示されている。前記スピンドルの前端部に
あるチャック頭部がチャックつめ５０を担持し、前記チャックつめは引張棒２．１の軸方
向の移動によってスピンドル軸１′の方向に作動される。
【００１１】
前記の如きチャック頭部は種々なものが公知であり、ここにおいて更に説明する必要がな
い。引張棒２．１が中空の作動スピンドル１中に入り込んでいて、引張円盤２．２と共に
引張部２を形成し、その際、前記引張棒２．１は前記引張円盤２．２にしっかりとネジで
止められている。引張部２の移動のためには、同様にスピンドル軸１′の方向に移動可能
な操作機構３が備えられていて、前記操作機構は、引張棒２．１と、スピンドル軸１′と
に共軸の管部として構成されていて、引張部２の締付方向に、引張バネ４によって付勢さ
れていて、前記バネは、作動スピンドル１の前端部に支持された皿形バネによって形成さ
れている。操作機構３が、引張部２、即ち、前記引張部の引張円盤２．２における引張バ
ネ４の力に抗して、チャック楔５を介して支持されていて、前記チャック楔については全
体で３つ備えられていて、周囲に渡って分配して配設されている。これらの前記チャック
楔５のために引張円盤２．２と操作機構３に、接触面６．７が備えられていて、その際、
引張部２における接触面７がスピンドル軸１′にほぼ垂直に位置していて、操作機構３に
おける接触面６が引張バネ４（矢印４′）の力の方向にスピンドル軸１′に対して外側か
ら内側へと傾斜させられている。
【００１２】
チャック楔５が更に、接触面６，７に対向していて、作動スピンドル１にしっかりと接続
された支持スリーブ８に接触面９中で支持されることができ、前記接触面は引張バネ４の
力の方向においてスピンドル軸１′に対して内側から外側へと傾斜させられている。チャ
ック楔５は操作機構３の接触面６において、前記楔が操作機構３によって、引張バネ４の
力の方向に抗した前記機構の移動の際にも、図１に示された締付位置から、スピンドル軸
１′に関して半径方向に内側の図２に示された締付解除位置に至るまで連動させられるよ
うに強制案内されていて、その際、前記チャック楔５は、支持スリーブ８の接触面９にお
いて内側へと滑ってそれる。前記締付解除位置において、チャック楔５が引張バネ４の力
の方向に抗した操作機構３のその後の移動の際に、支持スリーブ８の中空の内部空間中に
はめ込まれることができ、その際、前記チャック楔５は、半径方向において外側の面１０
でもって、支持スリーブ８の内面１１に当接する。前記強制案内は詳細には、各々のチャ
ック楔５のための操作機構３の接触面６中に、アンダカットされた案内切欠２０が構成さ
れていて、前記切欠中には、チャック楔５が、断面が対応した形状の案内脚部２１と形状
接続して係合する。案内切欠２０及び案内脚部２１が蟻つぎ状に構成されている。前記切
欠及び脚部は原則的に、操作機構３とチャック楔５において交換されることができ、その
際、案内脚部は操作機構３における案内ガイドレールとして、チャック楔５の最大限に可
能な移動経路に渡って延びている。チャック楔５は更に、支持スリーブ８においてもそれ
ぞれ案内切欠２２中を案内されていて、前記切欠の底部はそれぞれチャック楔５のための
接触面９を形成する。チャック楔５がそれぞれ、互いに平行な側面２４でもって、案内切
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欠２２の側部の切欠壁部２３に当接している。更に、引張部２における接触面７と支持ス
リーブ８における接触面９は互いにそれぞれ以下の角度を成している。すなわち、前記角
度は、両者の間でチャック楔５が締付解除方向に自己抑制状態に保たれている位に小であ
る。
【００１３】
引張部２と操作機構３が共軸に相前後して配設されている。引張円盤２．２中を軸方向に
可動に締付解除タペット１７が案内されていて、前記タペットは、チャック楔５の間を通
り抜けていて、一端では正面側が、スピンドル軸１′に垂直な、操作機構３の正面１８に
当接していて、並びに、他端では、前記操作機構３に対向する引張円盤２．２の側で、動
力作動される調整ピストン１６に向かって突き当たり、前記ピストンは、装置の締付解除
のために押圧媒体で付勢されることのできるシリンダ空間１９中を動く。
【００１４】
操作機構３における接触面６の、スピンドル軸１′に対向する角度が約２３°であり、支
持スリーブ８における接触面９の、スピンドル軸１′に対向する角度は約６８°である。
【００１５】
図１が締付状態の装置を示していて、前記締付状態において、引張バネ４がチャック楔５
を、操作機構３を介して、支持スリーブ８の接触面９と引張円盤２．２の接触面７の間の
楔形空間中へと押圧する。前記締付位置において、チャック楔５が接触面９と７において
自己抑制状態に保たれていて、その結果、引張棒２．１と引張円盤２．２より成る引張部
２が引張応力に抗して引張バネ４の力の方向と逆にロックされている。締付解除のために
は、調整ピストン１６が、図１において、押圧媒体によって左方へと動かされ、その際、
締付解除タペット１７を介して操作機構３が引張バネ４の力に抗して押し戻される。その
際、強制案内２０，２１を介して、チャック楔５が自身の自己抑制状態から引き出され、
その際、前記楔は接触面９に沿って半径方向に内側へと、前記楔が図２から明らかな内側
の終端位置において、操作機構３によって支持スリーブ８の内部空間中に入れられること
ができるまで移動する。前記締付解除位置においては、チャック楔５が支持スリーブ８の
内面１１における自身の外面１０の当接によって何ら経路伝達もしくは力の伝達も引き起
こさないので、操作機構３の軸方向移動がチャック楔５を介して直接引張円盤２．２に働
くことによって、経路伝達のないふさぎ運動が可能であるｂ。チャック楔５が接触面７と
９の間に入り込むことができるまで操作機構３が図１及び図２において右方へと移動させ
られて初めて、本来の締付行程が、接触面６及び９に当接する楔面に対応する大きさの力
の伝達で引き起こされる。
【００１６】
【発明の効果】
チャック楔の受け入れのための操作機構中の溝が回避されるように冒頭に述べた如き装置
を構成する。
【図面の簡単な説明】
【図１】本装置の軸方向締付状態の断面図である。
【図２】図１における締付解除状態の断面図である。
【図３】図１及び図２における装置の操作機構を表した軸方向断面図である。
【図４】図３の操作機構の側面図である。
【図５】図３及び図４における操作機構を表した正面図である。
【図６】図１及び図２における装置の支持スリーブの軸方向断面図である。
【図７】図６における支持スリーブの正面図である。
【図８】図１及び図２における装置のチャック楔の１つを表した側面図である。
【図９】図８におけるチャック楔の矢印ＩＸの正面図である。
【符号の説明】
１　　作動スピンドル
１′　スピンドル軸
２　　引張部
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２．１　　引張棒
２．２　　引張円盤
３　　操作機構
４　　引張バネ
５　　チャック楔
６　　接触面
７　　接触面
８　　支持スリーブ
９　　接触面
１０　　外側の面
１１　　内面
１６　　調整ピストン
１７　　締付タペット
１９　　シリンダ空間
２０　　案内切欠
２１　　案内脚部
２２　　案内切欠
２３　　切欠壁部
２４　　側面
５０　　チャックつめ
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【 図 ３ 】

【 図 ４ 】

【 図 ５ 】

【 図 ６ 】

【 図 ７ 】

【 図 ８ 】

【 図 ９ 】
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