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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　一定角度間隔で配設された既設回転工具用割出しポジション及び隣り合う前記既設回転
工具用割出しポジションの間に所定角度だけずれて配設された既設非回転工具用割出しポ
ジションを有し、前記既設回転工具用割出しポジションに既設回転工具が装着可能であり
、前記既設非回転工具用割出しポジションに非回転工具が装着可能であるタレットに対し
装着される回転工具装置において、前記既設回転工具に増設回転工具が、前記既設回転工
具側から前記増設回転工具側に動力が伝達されるように連結され、前記既設回転工具が前
記既設回転工具用割出しポジションに装着されると、前記増設回転工具が前記非回転工具
に代えて前記既設非回転工具用割出しポジションに装着されるようにしたことを特徴とす
る回転工具装置。
【請求項２】
　前記既設回転工具が、入力側駆動軸を有する入力側ハウジングと出力側駆動軸を有する
出力側ハウジングとに分けられ、前記増設回転工具が、入力側駆動軸を有する入力側ハウ
ジングと出力側駆動軸を有する出力側ハウジングとに分けられ、前記両入力ハウジングが
一体的に構成され、前記両出力ハウジング及び前記両出力側駆動軸と前記入力側ハウジン
グ及び前記両入力側駆動軸との接続部は、前記既設回転工具と前記増設回転工具との間で
共通の構成とされたことを特徴とする請求項１に記載の回転工具装置。
【請求項３】
　請求項１又は請求項２に記載の回転工具装置を備えたことを特徴とするタレット式ＮＣ
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旋盤。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
　本発明は、回転工具を増設可能な回転工具装置及び回転工具を増設したタレット式ＮＣ
旋盤に関する。
【０００２】
【従来の技術】
　従来のタレット式ＮＣ旋盤は、図１０及び図１１に示すように、タレット１上に例えば
六個の回転工具２を６０度の一定角度間隔で備えている。タレット１の中心軸上に配置さ
れる主駆動軸３に各回転工具２の駆動軸４が傘歯車５ａ，５ｂを介して動力的に接続され
、主駆動軸３がＮＣ旋盤本体の動力源からの動力で回転すると、各回転工具２の駆動軸４
が回転し、各回転工具２のドリル等の刃物６が回転する。回転工具２の刃物６はＮＣ旋盤
の主軸に取り付けられたワークに対し穿孔等の加工を行い、他の加工を行う場合はタレッ
ト１が旋回して他の回転工具２をワークに対向させ、この回転工具２が径の異なる孔をあ
けたりする。
【０００３】
【発明が解決しようとする課題】
　図１０に示すように、従来のタレット１には回転工具２の入力部となる傘歯車５ｂ，５
ｂ間に余分なスペースが全くないので、タレットの割出しポジション毎に回転工具２を増
設することができない。すなわち、図示例のタレットは１２個の割出しポジションを有す
るが、６個の割出しポジションにしか回転工具を設けることができない。従って、回転工
具２による加工内容の種類が多い場合には、回転工具２が足らなくなり、工程を分けるか
又は別のＮＣ旋盤を使用しなければならなくなる。
【０００４】
　本発明はこのような従来の問題点を解決する手段を提供することを目的とする。
【０００５】
【課題を解決するための手段】
　上記目的を達成するため、請求項１に係る発明は、一定角度間隔で配設された既設回転
工具用割出しポジション及び隣り合う前記既設回転工具用割出しポジションの間に所定角
度だけずれて配設された既設非回転工具用割出しポジションを有し、前記既設回転工具用
割出しポジションに既設回転工具（１１）が装着可能であり、前記既設非回転工具用割出
しポジションに非回転工具が装着可能であるタレット（１）に対し装着される回転工具装
置において、前記既設回転工具（１１）に増設回転工具（３６）が、前記既設回転工具（
１１）側から前記増設回転工具（３６）側に動力が伝達されるように連結され、前記既設
回転工具（１１）が前記既設回転工具用割出しポジションに装着されると、前記増設回転
工具（３６）が前記非回転工具に代えて前記既設非回転工具用割出しポジションに装着さ
れるようにした回転工具装置を採用する。
【０００６】
　この請求項１に係る発明によれば、既存のタレット（１）において回転工具（３６）を
増加することができるので、加工の種類を増やすことができる。
【０００７】
　また、請求項２に係る発明は、前記既設回転工具（１１）が、入力側駆動軸（１２ａ）
を有する入力側ハウジング（１４ａ）と出力側駆動軸（１２ｂ）を有する出力側ハウジン
グ（１４ｂ）とに分けられ、前記増設回転工具（３６）が、入力側駆動軸（３０ａ）を有
する入力側ハウジング（１４ｃ）と出力側駆動軸（３０ｂ）を有する出力側ハウジング（
１４ｄ）とに分けられ、前記両入力ハウジング（１４ａ、１４ｃ）が一体的に構成され、
前記両出力ハウジング（１４ｂ，１４ｄ）及び前記両出力側駆動軸（１２ｂ，３０ｂ）と
前記入力側ハウジング（１４ａ，１４ｃ）及び前記両入力側駆動軸（１２ａ，３０ａ）と
の接続部は、前記既設回転工具（１１）と前記増設回転工具（３６）との間で共通の構成
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とされた請求項１に記載の回転工具装置を採用する。
【０００８】
　この請求項２に係る発明によれば、出力装置部（１１ｂ，３６ｂ）を増設回転工具（３
６）、既設回転工具（１１）の如何を問わず所望の回転工具（１１，３６）の入力装置部
（１１ａ，３６ａ）に装着することができる。従って、異なる回転工具の交換が可能にな
り、加工内容を容易に変更することができる。
【０００９】
　また、請求項３に係る発明は、請求項１又は請求項２に記載の回転工具装置を備えたタ
レット式ＮＣ旋盤を採用する。
【００１０】
　この請求項３に係る発明によれば、タレット（１）を改造することなく、タレット式Ｎ
Ｃ旋盤による加工の種類を増大することができる。
【００１１】
【発明の実施の形態】
　以下、本発明の実施の形態について図面を参照しつつ説明する。
【００１２】
　図１に示すように、タレット式ＮＣ旋盤（numerically controlled lathe）は、主軸７
、心押し台８、タレット１、ＮＣ装置１０等を備える。
【００１３】
　タレット１は、刃物台として機能するものであり、ＮＣ旋盤のスライド上に旋回可能に
取り付けられている。旋回軸１ａは主軸７と平行に設けられる。もちろんタレット１の旋
回軸１ａが主軸７に垂直方向に設けられる場合もある。タレット１は多くの割出しポジシ
ョンを有し、旋回軸１ａにより各割出しポジション毎に停止させられる。この実施の形態
ではタレット１として図１０に示すように１２個の割出しポジションを有する正十二角形
のものが使用される。もちろん１２個の割出しポジションに限らず６個、２０個等各種の
割出しポジションを有するタレットに対しても本発明は適用可能である。このタレット１
は図１０に示したと同様に１２個の割出しポジションを有し、各種回転工具は一つの割出
しポジション置きに６０度の一定角度ごとに装着される。また、図１１に示したと同様に
タレット１の旋回軸１ａの中心を主軸７と平行に主駆動軸３が通っている。各種回転工具
の駆動軸は主駆動軸３に対し垂直方向に伸びており、主駆動軸３に傘歯車１３等からなる
伝動装置を介し動力的につながっている。
【００１４】
　本発明においては、従来の回転工具２に代えて図２に示すような回転工具１１が既設回
転工具として一割出しポジション（実施の形態では３０度間隔）置きの一定角度間隔（実
施の形態では６０度間隔）で配置される。また、既設回転工具１１の隣り合うもの同士の
間に、図２に示すように他の回転工具３６が増設される。従って、既設回転工具１１が例
えば６個であれば、増設回転工具３６は最大６個設けられ、全割出しポジションに回転工
具が設けられることになる。
【００１５】
　各増設回転工具３６は隣接する片側の既設回転工具１１からの動力の伝達により回転す
るようになっており、増設回転工具３６がこれに隣接する片側の既設回転工具１１に付属
する。もちろん、片側の既設回転工具１１に対しその両隣の増設回転工具３６，３６を付
属させ、片側の既設回転工具１１から両隣の増設回転工具３６，３６に動力を伝達するこ
ともできる。
【００１６】
　既設回転工具１１と増設回転工具３６は、図１１に示した従来の回転工具と同様に単一
のハウジングに駆動軸等を装着する構造のものであってもよいが、この実施の形態では、
図２及び図３に示すように、入力装置部１１ａと出力装置部１１ｂとに二分割されている
。
【００１７】
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　すなわち、既設回転工具１１は、入力装置部１１ａと出力装置部１１ｂとに二分割され
る。入力装置部１１ａは、図２乃至図５に示すように、入力側ハウジング１４ａを備え、
この入力側ハウジング１４ａ内に入力側駆動軸１２ａをベアリング１５や各種スペーサ１
６を介して支持している。入力側駆動軸１２ａの一端は入力側ハウジング１４ａの一端か
ら突出し、その突出端に主駆動軸３に動力的に連結される傘歯車１３が固定される。また
、出力装置部１１ｂは、図２、図３、図６及び図７に示すように、出力側ハウジング１４
ｂを備え、この出力側ハウジング１４ｂ内に出力側駆動軸１２ｂを各種ベアリング１７や
各種スペーサ１８を介して支持する。出力側駆動軸１２ｂは伝動装置である傘歯車１９ａ
，１９ｂを介し出力側駆動軸１２ｂに直交するスピンドル２０に動力的に接続される。ス
ピンドル２０は主軸７と平行になるように各種ベアリング２１や各種スペーサ２２を介し
て出力側ハウジング１４ｂ内に支持される。スピンドル２０の先端部には刃物等の工具２
３を着脱するためのチャック２４が設けられている。
【００１８】
　出力装置部１１ｂは入力装置部１１ａに対し着脱自在であり、出力側駆動軸１２ｂと入
力側駆動軸１２ａとの間には係脱自在なクラッチ２５を構成するクラッチ片２５ａ，２５
ｂが形成されている。また、出力側ハウジング１４ｂと入力側ハウジング１４ａとの間に
は嵌合片２６が設けられており、嵌合片２６を介して両ハウジング１４ａ，１４ｂが係脱
するようになっている。入出力装置部１１ａ，１１ｂは次ぎのような手順でタレット１に
取り付けられ一体化される。すなわち、まず入力装置部１１ａの傘歯車１３等をタレット
１の空洞内に挿入しつつハウジング１４ａの図５に示す突起３９を図１０に示すタレット
１の溝４０に嵌め込んでハウジング１４ａをタレット１上で位置決めし、ボルト４１によ
りタレット１に固定する。次に、入力装置部１１ａの上から出力装置部１１ｂのハウジン
グ１４ｂを被せ、そのハウジング１４ｂのアーム２７をタレット１に固定ネジ２８で固定
する。これにより、入出力装置部１１ａ，１１ｂは回転工具１１として一体化されると同
時にタレット１に装着される。また、同時に入出力側の駆動軸１２ａ，１２ｂのクラッチ
片２５ａ，２５ｂが係合し、動力の伝達が可能になる。
【００１９】
　なお、図４及び図５において符号２９で示されるものは入力装置部１１ａから出力装置
部１１ｂを外した後の穴を塞ぐための蓋である。使用しない回転工具１１については入力
装置部１１ａから出力装置部１１ｂを取り除き保管することができる。後述するように、
既設回転工具１１の出力装置部１１ｂを除去してもこれに付属する増設回転工具３６は回
転可能である。
【００２０】
　また、増設回転工具３６も入力装置部３６ａと出力装置部３６ｂとに二分割される。入
力装置部３６ａは、図２、図４及び図５に示すように、既設回転工具１１の入力側ハウジ
ング１４ａと一体の入力側ハウジング１４ｃを備え、この入力側ハウジング１４ｃ内に入
力側駆動軸３０ａをベアリング３１や各種スペーサ３２を介して支持している。この入力
側駆動軸３０ａと既設回転工具１１側の入力側駆動軸１２ａとの間には伝動装置である傘
歯車３３ａ，３３ｂ，３３ｃが設けられている。具体的には、両入力側駆動軸１２ａ，３
０ａに傘歯車３３ａ，３３ｃが固定され、両傘歯車３３ａ，３３ｃに噛み合う中間傘歯車
３３ｂが中間軸３４及びベアリング３５を介し一体型入力側ハウジング１４内に支持され
ている。既設回転工具１１側の入力側駆動軸１２ａが回転すると、これらの傘歯車３３ａ
，３３ｂ，３３ｃを介し増設回転工具３６側の入力側駆動軸３０ａが回転する。また、出
力装置部３６ｂは、図２、図８及び図９に示すように、出力側ハウジング１４ｄを備え、
この出力側ハウジング１４ｄ内に出力側駆動軸３０ｂを各種ベアリング３７や各種スペー
サ３８を介して支持する。出力側駆動軸３０ｂの先端には刃物等の工具２３を固定するた
めのチャック２４が設けられている。この出力側駆動軸３０ｂは主軸７に対し垂直方向に
伸びている。
【００２１】
　増設回転工具３６の出力装置部３６ｂは入力装置部３６ａに対し着脱自在であり、出力
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側駆動軸３０ｂと入力側駆動軸３０ａとの間には係脱自在なクラッチ２５のクラッチ片２
５ａ，２５ｂが形成されている。また、出力側ハウジング１４ｄと入力側ハウジング１４
ｃとの間には嵌合片２６が設けられており、嵌合片２６を介して両ハウジング１４ｃ，１
４ｄが係脱するようになっている。入出力装置部３６ａ，３６ｂのうち入力装置部３６ａ
は既設回転工具１１の入力装置部１１ａと共に既にタレット１に取り付けられており、出
力装置部３６ｂはこの入力装置部３６ａに対して連結される。すなわち、入力装置部３６
ａのハウジング１４ｃの上から出力装置部３６ｂのハウジング１４ｄが被せられ、そのハ
ウジング１４ｄのアーム２７がタレット１に固定ネジ２８で固定されることにより、増設
回転工具３６として一体化される。また、同時に入出力側の駆動軸３０ａ，３０ｂのクラ
ッチ片２５ａ，２５ｂが係合し、動力の伝達が可能になる。
【００２２】
　上記入力装置部１１ａ，３６ａと出力装置部１１ｂ，３６ｂとの接続部は、増設回転工
具３６と既設回転工具１１との間で共通の構成とされる。すなわち、入力装置部１１ａ，
３６ａと出力装置部１１ｂ，３６ｂとの間でハウジング１４ａ，１４ｂ，１４ｃ，１４ｄ
間の嵌合片２６や駆動軸１２ａ，１２ｂ，３０ａ，３０ｂ間のクラッチ２５はすべて同じ
構造とされる。図示例では既設回転工具１１を正面用回転工具とし、増設回転工具３６を
側面用回転工具として説明したが、接続部が共通の構成とされることにより、出力装置部
１１ｂ，３６ｂを既設回転工具１１と増設回転工具３６との間で入れ換えて既設回転工具
１１を側面用回転工具とし、増設回転工具３６を正面用回転工具とすることもできる。ま
た、既設回転工具１１及び増設回転工具３６の出力装置部１１ｂ，３６ｂは図示例のもの
に限定されるものではなく、種々の回転工具として構成することができる。
【００２３】
　次に、この回転工具装置の作用をタレット式ＮＣ旋盤の作用と共に説明する。
【００２４】
　ＮＣ旋盤のタレット１に図２に示すような入力装置部１１ａ，３６ａを装着し、所望の
出力装置部１１ｂ，３６ｂを入力装置部１１ａ，３６ａに取り付ける。
【００２５】
　ＮＣ旋盤の主軸７と心押し台８との間に支持された図示しないワークに対し旋削作業を
行った後、主軸７を止めてワークを静止させる。
【００２６】
　タレット１が所望角度だけ旋回し、所望の工具を保持した回転工具１１，３６をワーク
の旋削された円周面に向ける。この回転工具１１，３６は既設回転工具１１に増設回転工
具３６を加えた中から選択される。
【００２７】
　タレット１内の主駆動軸３が回転すると既設回転工具１１の駆動軸１２ａが回転しそれ
らの保持する刃物等の工具２３が回転する。また、増設回転工具３６の駆動軸３０ａも既
設回転工具１１の駆動軸１２ａから動力を伝達されて回転し、増設回転工具３６の保持す
る刃物等の工具２３が回転する。選択された回転工具１１，３６の支持する工具２３によ
り、ワークの円周面に穴あけ、ねじ切り、平面加工、溝加工等の所望の加工が行われる。
【００２８】
【発明の効果】
　請求項１に係る発明によれば、一定角度間隔で配設された既設回転工具用割出しポジシ
ョン及び隣り合う前記既設回転工具用割出しポジションの間に所定角度だけずれて配設さ
れた既設非回転工具用割出しポジションを有し、前記既設回転工具用割出しポジションに
既設回転工具（１１）が装着可能であり、前記既設非回転工具用割出しポジションに非回
転工具が装着可能であるタレット（１）に対し装着される回転工具装置において、前記既
設回転工具（１１）に増設回転工具（３６）が、前記既設回転工具（１１）側から前記増
設回転工具（３６）側に動力が伝達されるように連結され、前記既設回転工具（１１）が
前記既設回転工具用割出しポジションに装着されると、前記増設回転工具（３６）が前記
非回転工具に代えて前記既設非回転工具用割出しポジションに装着されるようにしたこと
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から、既存のタレットにおいて回転工具を増加することができ、加工の種類を増やすこと
ができる。
【００２９】
　請求項２に係る発明によれば、前記既設回転工具（１１）が、入力側駆動軸（１２ａ）
を有する入力側ハウジング（１４ａ）と出力側駆動軸（１２ｂ）を有する出力側ハウジン
グ（１４ｂ）とに分けられ、前記増設回転工具（３６）が、入力側駆動軸（３０ａ）を有
する入力側ハウジング（１４ｃ）と出力側駆動軸（３０ｂ）を有する出力側ハウジング（
１４ｄ）とに分けられ、前記両入力ハウジング（１４ａ、１４ｃ）が一体的に構成され、
前記両出力ハウジング（１４ｂ，１４ｄ）及び前記両出力側駆動軸（１２ｂ，３０ｂ）と
前記入力側ハウジング（１４ａ，１４ｃ）及び前記両入力側駆動軸（１２ａ，３０ａ）と
の接続部は、前記既設回転工具（１１）と前記増設回転工具（３６）との間で共通の構成
とされた請求項１に記載の回転工具装置であるから、出力装置部を増設回転工具、既設回
転工具の如何を問わず所望の回転工具の入力装置部に装着することができる。また、入力
装置部同士の交換も自在に行うことができる。従って、異なる回転工具の交換が可能にな
り、加工内容を容易に変更することができる。
【００３０】
　請求項３に係る発明によれば、請求項１又は請求項２に記載の回転工具装置を備えたタ
レット式ＮＣ旋盤であるから、タレットを改造することなく、タレット式ＮＣ旋盤による
加工の種類を増大することができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】　本発明に係るＮＣ旋盤を示し、（Ａ）は正面図、（Ｂ）は左側面図である。
【図２】　タレットに装着された既設回転工具と増設回転工具とを示す部分切欠断面図で
ある。
【図３】　図２中、ＩＩＩ－ＩＩＩ線矢視断面図である。
【図４】　既設回転工具とこれに付属する増設回転工具の入力装置部を示す正面図である
。
【図５】　図４に示す入力装置部の平面図である。
【図６】　図２中ＶＩ－ＶＩ線矢視断面図である。
【図７】　正面回転工具の底面図である。
【図８】　図２中ＶＩＩＩ－ＶＩＩＩ線矢視断面図である。
【図９】　側面回転工具の底面図である。
【図１０】　従来の回転工具を装着したタレットの正面図である。
【図１１】　図１０中ＸＩ－ＸＩ線矢視断面図である。
【符号の説明】
　１…タレット
　１１…既設回転工具
　１１ａ，３６ａ…入力装置部
　１１ｂ，３６ｂ…出力装置部
　１４，１４ａ，１４ｂ，１４ｃ，１４ｄ…ハウジング
　２３…工具
　３６…増設回転工具
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