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(57)【要約】
【課題】本発明は、フライス削りのための装置、及びこ
の装置を設定し、製造する方法を提供する。
【解決手段】一組の切れ刃又は座は、一組内で、第一の
切れ刃（１１８，１２０）に交わる半径と、回転軸のま
わりの回転方向（Ｒ）で第一の切れ刃に最も近く位置す
る別の切れ刃（１１８，１２０）に交わる半径との間の
第一の角度（θ1，θ2）が、第一の切れ刃に交わる半径
と、回転方向（Ｒ）と反対の方向で第一の切れ刃に最も
近く位置する別の切れ刃に交わる半径との間の第二の角
度（θ1，θ2）と異なり、第一及び第二の角度が回転軸
と直交する径方向平面にあるように配置され、第一及び
第二の角度内に、それぞれ、同一組の他の切れ刃が存在
しない装置であって、一組内で、少なくとも一つの切れ
刃の回転軸への径方向距離（d1, d2）が少なくとも一つ
の他の切れ刃の回転軸への径方向距離（d1, d2）と異な
り、回転軸への径方向距離が径方向平面にある。
【選択図】図２Ａ
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　回転可能な主軸又はホルダーに結合できて回転軸（x-x, y-y, z-z）を規定するフライ
ス削りカッター本体（１０２；３０２；７０２）を含み、
　フライス削りカッター本体（１０２；３０２；７０２）は、接線方向に間隔をあけた複
数の切れ刃（１１８，１２０；３２６，３２８，３３０，３３２；７１０，７１２，７１
４，７１６）の少なくとも一組、及び少なくとも一つの切れ刃（１１８，１２０；３２６
，３２８，３３０，３３２；７１０，７１２，７１４，７１６）を有するフライス削りイ
ンサートのための接線方向に間隔をあけた複数の座（１１０，１１２；３１０，３１２，
３１４，３１６）を備え、
　一組の切れ刃（１１８，１２０；３２６，３２８，３３０，３３２；７１０，７１２，
７１４，７１６）は被削材のある共通表面を加工するように配置され、
　一組の切れ刃（１１８，１２０；３２６，３２８，３３０，３３２；７１０，７１２，
７１４，７１６）又は座（１１０，１１２；３１０，３１２，３１４，３１６）は、第一
の切れ刃（１１８；３２６；３３０；７１０，７１４）に交わる半径と、回転軸（x-x, y
-y, z-z）のまわりの回転方向（Ｒ）で第一の切れ刃（１１８；３２６；３３０；７１０
，７１４）に最も近く位置する別の切れ刃（１２０；３３２，３２８；７１６，７１２）
に交わる半径との間の第一の角度（θ1；θ1、θ3）が、第一の切れ刃（１１８；３２６
；３３０；７１０，７１４）に交わる半径と、回転方向（Ｒ）と反対の方向で第一の切れ
刃（１１８；３２６；３３０；７１０，７１４）に最も近く位置する別の切れ刃（１２０
；３２８，３３２；７１２，７１６）に交わる半径との間の第二の角度（θ2；θ2，θ4

）より小さく、
　第一及び第二の角度（θ1，θ2，θ1;θ1，θ2，θ3，θ4）が回転軸（x-x, y-y, z-z
）と直交する径方向平面にあり、
　第一及び第二の角度（θ1，θ2，θ1;θ1，θ2，θ3，θ4）内に、それぞれ、同一組の
他の切れ刃（１１８，１２０；２１８，２２０；３２６，３２８，３３０，３３２；７１
０，７１４）が存在しない装置であって、
　一組内で、第一の切れ刃（１１８；３２６；３３０；７１０，７１４）の回転軸（x-x,
 y-y, z-z）への径方向距離（d1；d1，d3）が回転方向（Ｒ）と反対の方向で第一の切れ
刃（１１８；３２６；３３０；７１０，７１４）に最も近く位置する別の切れ刃（１２０
；３２８，３３２；７１２，７１６）の回転軸（x-x, y-y, z-z）への径方向距離（d2；d

2，d4）より大きく、
　回転軸（x-x, y-y, z-z）への径方向距離が径方向平面にある、ことを特徴とする装置
。
【請求項２】
　一組内で、第一の切れ刃（１１８；３２６；３３０；７１０，７１４）の回転軸（x-x,
 y-y, z-z）への径方向距離（d1；d1，d3）と回転方向（Ｒ）と反対の方向で第一の切れ
刃（１１８；３２６；３３０；７１０，７１４）に最も近く位置する別の切れ刃（１２０
；３２８，３３２；７１２，７１６）の回転軸（x-x, y-y, z-z）への径方向距離（d2；d

2，d4）が、それぞれの第一及び第二の角度（θ1，θ2；θ1，θ2，θ3，θ4）に関連し
て、第一の切れ刃（１１８，１２０；３２６，３２８，３３０，３３２；７１０，７１２
，７１４，７１６）と回転方向（Ｒ）と反対の方向で第一の切れ刃（１１８；３２６；３
３０；７１０，７１４）に最も近く位置する別の切れ刃（１２０；３２８，３３２；７１
２，７１６）が、被削材から本質的に同じ切りくず厚さを有する切りくずを切り出すよう
に設定され、回転軸（x-x, y-y, z-z）への径方向距離が径方向平面にある、ことを特徴
とする請求項１に記載の装置。
【請求項３】
　第一の角度（θ1；θ1，θ3）が第二の角度（θ2；θ2，θ4）と少なくとも１パーセン
ト異なる、ことを特徴とする請求項１又は２のいずれか１項に記載の装置。
【請求項４】
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　フライス削りカッター本体が少なくとも一組の接線方向に間隔をあけた複数の切れ刃（
１１８，１２０；２１８，２２０；３２６，３２８，３３０，３３２；７１０，７１２，
７１４，７１６）を備えている、ことを特徴とする請求項１～３のいずれか１項に記載の
装置。
【請求項５】
　切れ刃（７１０，７１２，７１４，７１６）がフライス削りカッター本体（７０２）と
一体である、ことを特徴とする請求項４に記載の装置。
【請求項６】
　フライス削りカッター本体（７０２）が第一の端部（７０６）及び反対側の第二の端部
（７０４）を有し、フライス削りカッター本体（７０２）の回転軸（z-z）が二つの端部
（７０４，７０６）の間に延びており、フライス削りカッター本体（７０２）が第一の端
部（７０６）から第二の端部（７０４）の方へ延びている複数の溝（７１８，７２０）を
含み、それぞれの切れ刃（７１０，７１２，７１４，７１６）は二つの溝（７１８，７２
０）の間に配置されている、ことを特徴とする請求項５に記載の装置。
【請求項７】
　フライス削りカッター本体（１０２；２０２；３０２）が、少なくとも一つの切れ刃（
１１８，１２０；２１８，２２０；３２６，３２８，３３０，３３２）を有するフライス
削りインサート（１１４，１１６；２１４，２１６；３１８，３２０，３２２，３２４）
のために、接線方向に間隔をあけた複数の座（１１０，１１２；２１０，２１２；３１０
，３１２，３１４，３１６）の少なくとも一組を備えている、ことを特徴とする請求項１
～３のいずれか１項に記載の装置。
【請求項８】
　座（１１０，１１２；３１０，３１２，３１４，３１６）はそれぞれ肩面（１５０，１
５２；３５２）を有し、フライス削りインサートを肩面に圧しつけてフライス削りカッタ
ー本体（１０２；３０２）の回転軸（x-x; y-y）に対するフライス削りインサート（１１
４，１１６；３１８，３２０，３２２，３２４）の径方向位置を固定することができ、一
組内で、第一の切れ刃（１１８；３２６，３３０）を担う第一のフライス削りインサート
（１１４；３１８，３２２）を圧しつけることができる少なくとも第一の肩面（１５０；
３５２）の回転軸（x-x; y-y）への径方向距離（d11;d11,d33）が、回転方向（Ｒ）と反
対の方向で第一の切れ刃（１１８；３２６，３３０）に最も近く位置している別の切れ刃
（１２０；３２８，３３２）を担う別のフライス削りインサート（１１６；３２０，３２
４）を圧しつけることができる少なくとも一つの別の肩面（１５２；３５２）の回転軸（
x-x; y-y）への径方向距離（d22;d22,d44）より大きい、ことを特徴とする請求項７に記
載の装置。
【請求項９】
　フライス削りインサート（２１４，２１６）は、フライス削りインサート（２１４，２
１６）の切れ刃（２１８，２２０）が結合する逃げ面（２２２，２２４）と、逃げ面（２
２２，２２４）の反対側の第二の表面（２２６，２２８）を有し、一組内で、第一の切れ
刃（２１８）を担う少なくとも第一のフライス削りインサート（２１４）の逃げ面（２２
２）と第二の表面（２２６）の間の距離が、回転方向（Ｒ）と反対の方向で第一の切れ刃
（２１８）に最も近く位置する別の切れ刃（２２０）を担う少なくとも別のフライス削り
インサート（２１６）の逃げ面（２２４）と第二の表面（２２８）の間の距離より大きい
、ことを特徴とする請求項７又は８に記載の装置。
【請求項１０】
　一組の切れ刃（１１８，１２０；２１８，２２０；３２６，３２８，３３０，３３２；
７１０，７１２，７１４，７１６）が、被削材から、同一組の他の切れ刃（１１８，１２
０；２１８，２２０；３２６，３２８，３３０，３３２；７１０，７１２，７１４，７１
６）によって切り出される切りくずの切りくず厚さと本質的に同じ切りくず厚さを有する
切りくずを切り出すように配置されている、ことを特徴とする請求項１～９のいずれか１
項に記載の装置。
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【請求項１１】
　フライス削りカッター本体（１０２；２０２；３０２；７０２）が、材料のエンドミル
削り及び／又は正面フライス削りのために配置されている、ことを特徴とする請求項１～
１０のいずれか１項に記載の装置。
【請求項１２】
　請求項１～１１のいずれか１項によって定められるような材料のフライス削りのための
装置を設定及び／又は製造する方法であって、
　同一組における切れ刃の数を決定するステップ（９０１）と、
　シリ－ズ内で、第一の切れ刃（１１８；３２６，３３０；７１０，７１４）に交わる半
径と、回転軸（x-x; y-y; z-z）のまわりの回転方向（Ｒ）で第一の切れ刃（１１８；３
２６，３３０；７１０，７１４）に最も近く位置する別の切れ刃（１２０；３３２，３２
８；７１６，７１２）に交わる半径との間の第一の角度（θ1；θ1，θ3）を、第一の切
れ刃（１１８；３２６，３３０；７１０，７１４）に交わる半径と、回転方向（Ｒ）と反
対の方向で第一の切れ刃（１１８；３２６，３３０；７１０，７１４）に最も近く位置す
る別の切れ刃（１２０；３３２，３２８；７１６，７１２）に交わる半径との間の第二の
角度（θ2；θ2，θ4）より小さく設定するステップ（９０２）であって、第一及び第二
の角度（θ1，θ2；θ1，θ2，θ3，θ4）は回転軸（x-x; y-y; z-z）と直交する径方向
平面にあり、第一及び第二の角度（θ1，θ2；θ1，θ2，θ3，θ4）内に、それぞれ、同
一組の他のどんな切れ刃（１１８，１２０；２１８，２２０；３２６，３２８，３３０，

３３２；７１０，７１２，７１４，７１６）も存在しないステップと、
　フライス削り作業の１刃送りを決定するステップ（９０３）と、
　一組内で、第一の切れ刃（１１８；３２６，３３０；７１０，７１４）の回転軸（x-x;
 y-y; z-z）への径方向距離を、回転方向（Ｒ）と反対の方向で第一の切れ刃（１１８；
３２６，３３０；７１０，７１４）に最も近く位置している別の切れ刃（１２０；３２８
，３３２；７１２，７１６）の回転軸（x-x; y-y; z-z）への径方向距離（d2; d2, d4）
より大きく、決定された１刃送り及び径方向平面で切れ刃の間に設定された角度に基づい
て、設定するステップ（９０４）であって、回転軸への径方向距離は径方向平面にあるス
テップと、
を含むことを特徴とする方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、フライス削りのための装置、及びこの装置を設定し、製造する方法に関する
。
【背景技術】
【０００２】
　本発明の装置がフライス削りする材料は、例えばチタン、鋼、アルミニウム、鋳物、そ
の他の材料であり、装置は、回転可能な主軸又はホルダーに結合でき、回転軸を規定する
フライス削りカッター本体を含み、該フライス削りカッター本体は少なくとも一組の接線
方向に間隔をあけた複数の切れ刃又は少なくとも一つの切れ刃を有するフライス削りイン
サートのための接線方向に間隔をあけた複数の座を備え、該一組の切れ刃は被削材のある
共通の表面を加工するように配置され、該一組の切れ刃又は座は、第一の切れ刃に交わる
半径と、回転軸のまわりの回転方向で第一の切れ刃に最も近く位置している別の切れ刃に
交わる半径との間の第一の角度が、第一の切れ刃に交わる半径と、前記回転方向と逆の方
向で第一の切れ刃に最も近く位置している別の切れ刃に交わる半径との間の第二の角度と
異なり、該第一と第二の角は該回転軸と直交する径方向平面にあり、該第一と第二の角度
のそれぞれの内部には同一組の他の切れ刃は存在しないように配置されている。本発明は
さらに、このようなタイプの装置を設定及び／又は製造する方法に関する。
【０００３】
　チタン、鋼、アルミニウム、又は鋳物などの材料のフライス削り、特に正面フライス削
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り又はエンドミル削りにおける安定性を高めるために、同じ径方向平面における、すなわ
ちフライス削りカッター本体の回転軸が垂直である場合は同じ水平面におけるフライス削
りインサートを、二つの隣接するフライス削りインサートの間の角度が異なる又は不規則
になるように、すなわちフライス削りカッター本体の周のまわりで二つの隣接するフライ
ス削りインサートの間の回転方向又は周縁方向の距離が異なる又は不規則になるように配
置するやり方が従来から知られている。このようなフライス削りインサートの角度変位又
はフライス削りインサートの不均一ピッチは不均等ピッチと呼ばれる。不均等ピッチは、
複数のフライス削りインサートの配置間隔を変化させることができ、自己振動の発生と不
安定になるリスクを減らすことができ、可能な限り限界的な切削条件（限界切削係合）で
加工できる、配置が得られる。
【０００４】
　特許文献１は、三つのフライス削りインサートが回転軸から少し異なる径方向距離に位
置し、それらのフライス削りインサートが被削材の異なる深さにある異なる角度を有する
三つの異なる表面を加工するようになっているプランジング加工の方法を開示している。
三つのフライス削りインサートを異なるピッチで配置できることが示されている。
【０００５】
　特許文献２は、三つのフライス削りインサートの径方向の一組のうちのあるフライス削
りインサートが、フライス削りカッター本体の回転軸から同じ径方向の一組の他の二つの
フライス削りインサートに対してより大きな径方向距離に位置しているフライス削り工具
を開示している。一組、径方向の一組、又は径方向セットとは、それらが本質的に同じ径
方向平面にあることを意味し、径方向平面とはそのフライス削り工具の回転軸に直交する
平面である。
【０００６】
　特許文献３は、不均等ピッチのフライス削り工具を開示している。そこでは、あるフラ
イス削りインサートが同一組の他の二つのフライス削りインサートに対して角度で変位し
ており、それによってフライス削りインサートの間に異なる角度が定められる。
【０００７】
　特許文献４は、ある溝における第一のフライス削りインサートが同じ溝における他のフ
ライス削りインサートと異なる長さを有するフライス削り工具を開示している。
【０００８】
　特許文献５と特許文献６は、エンドミル削りカッター又はシャンクエンドミルであって
、そのエンドミル削りカッターの周縁の切れ刃がそれぞれ異なる軸方向逃げ角及び径方向
逃げ角を有するものを開示している。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００９】
【特許文献１】アメリカ合衆国特許番号第5,876,155号
【特許文献２】欧州特許第1276580号明細書
【特許文献３】アメリカ合衆国特許番号第7,399,146号
【特許文献４】国際公開第2005/058534号パンフレット
【特許文献５】アメリカ合衆国公開特許出願第2004/0170480 A1号
【特許文献６】国際公開第2007/077535号パンフレット
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１０】
　本発明の目的は、チタン、鋼、アルミニウム、鋳物、その他の材料の、改良されたより
効率的なフライス削りを提供することである。別の目的は、チタン、鋼、アルミニウム、
鋳物、その他の材料の、改良されたより効率的な正面フライス削り又はエンドミル削りを
提供することである。
【課題を解決するための手段】
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【００１１】
　本発明の上記の目的は、特許請求の範囲の請求項１に係わる装置によって達成される。
すなわち、一組内で、少なくとも一つの切れ刃の回転軸までの径方向距離が少なくとも一
つの他の切れ刃の回転軸までの径方向距離と異なる、ここで回転軸までの径方向距離は径
方向平面にある。
【００１２】
　ある特定の切れ刃に交わる半径と、その特定の切れ刃に最も近くに位置する別の切れ刃
に交わる半径との間に形成される角度は、回転軸と直交する径方向平面にあり、その角度
内には同じ一組の別の切れ刃は存在せず、この角度は、以下において角度θと呼ばれる。
ある特定の切れ刃と、フライス削りカッター本体の動作回転方向でその特定の切れ刃に最
も近く位置する別の切れ刃の間に形成される角度θは、以下ではその特定の切れ刃に“属
する”かのように、“その切れ刃の角度θ”と呼ばれる。ある切れ刃の角度θは、その切
れ刃が回転方向の先頭にあって被削材を切削したとき、被削材によって切り出される“切
片”又は切りくずがどれほど大きくなるかに影響する。角度θが大きいほど、切片は大き
くなる。
【００１３】
　切れ刃又は座の一組とは、一般にフライス削りカッター本体の回転軸に対して同じ軸方
向レベルにある切れ刃又は座、又は、そのフライス削りカッター本体の回転軸が垂直に延
びている場合、一般に同じ垂直レベルにある切れ刃又は座を意味する。複数の切れ刃又は
座とは、二つ以上の切れ刃又は座を意味する。接線方向に間隔をあけた切れ刃又は座とは
、周縁方向に間隔をあけた切れ刃又は座又は回転軸のまわりに間隔をあけた切れ刃又は座
を指す。
【００１４】
　１刃送りとは、一つの刃／切れ刃／インサートあたりの送りを示す用語又は寸法である
。例えば、フライス削り工具が一回転、すなわち３６０度、回る間に被削材がフライス削
り工具に対して1 mm送られ、そのフライス削り工具が同じ径方向平面に１０個の切れ刃を
有する場合、１刃送りは0.10 mm／刃となる。通常の１刃送りは0.15 mm／刃である。１刃
送りは、すなわち、ｆz＝ｖf／（ｎ×ｚ）によっても定義することができる、ここでfzは
１刃送り、vfは送り速度、nは回転数、zはフライス削りカッターのフライス削りインサー
トの数である。
【００１５】
　本発明の発明者は、上述した従来の技術における不均等ピッチには問題があると認識し
ていた。切れ刃とフライス削りインサートがフライス削りカッター本体の回転軸のまわり
に不均一に分布しているため、フライス削り作業の間にそれらに異なる負荷がかかり、そ
の結果、より大きな負荷がかかるフライス削りインサートと切れ刃の使用寿命が減少し、
それはさらに、フライス削りカッターとフライス削りシステム全体の使用寿命を限定し、
フライス削りインサート又はフライス削りカッター本体を交換しなければならず、フライ
ス削り作業の中断が生ずるために、生産性が低下する。
【００１６】
　本発明の発明者は、さらに、不均等ピッチを有するフライス削りカッター本体において
、フライス削りカッター本体の回転軸への一つ以上の切れ刃の径方向距離の設定が、切れ
刃が回転軸への異なる径方向距離を有するように行われるならば、もっと均一な切りくず
厚さが得られること、それはフライス削りインサートと切れ刃への負荷がもっと均一にな
り、したがってフライス削り工具の負荷が減少し摩耗が減少することを意味すると認識し
ていた。本発明によって、従来技術における対応するシステムに比べて、フライス削りイ
ンサート又は工具はそれほど頻繁に交換する必要がなくなり、フライス削りインサートと
フライス削りシステムは中断されることなく長時間運転でき、それによって生産性は大き
く向上する。
【００１７】
　さらに詳しく言うと、フライス削りカッター本体における複数の切れ刃の一組において
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、第一の切れ刃があり、フライス削りカッター本体の回転と反対の方向で第一の切れ刃に
最も近く位置する別の第二の切れ刃があり、フライス削りカッター本体の回転の方向で第
一の切れ刃に最も近く位置する別の第三の切れ刃がある。第一の切れ刃と第二の切れ刃は
異なるピッチで配置されている、言い換えると、第一の切れ刃の第一の角度θ1は、第二
の切れ刃の第二の角度θ2と異なる。
【００１８】
　上で述べたように、第一の切れ刃の第一の角度θ1は、第一の切れ刃に交わる半径と第
三の切れ刃に交わる半径の間の角度と定義できる。第二の切れ刃の第二の角度θ2は、第
二の切れ刃に交わる半径と第一の切れ刃に交わる半径の間の角度と定義できる。
【００１９】
　本発明によると、第一の切れ刃と第二の切れ刃は、異なるピッチを有するという他に、
言い換えると異なる角度θを有するという他に、フライス削りカッター本体の回転軸への
径方向距離も異なる。もっと詳しく言うと、第一の切れ刃の回転軸への径方向距離と第二
の切れ刃の回転軸への径方向距離は、それぞれの角度θ1, θ2に関連して設定される。第
一の切れ刃の第一の角度θ1は第二の切れ刃の第二の角度（θ2）より小さい。ここで第二
の切れ刃はフライス削りカッター本体の回転方向（R）と反対方向で第一の切れ刃に最も
近く位置しており、角度θは上で説明したように定義される。第一の切れ刃の回転軸への
径方向距離と第二の切れ刃の回転軸への径方向距離は、このような特定ピッチ（角度θ）
に合わせて、第一の切れ刃の径方向距離が第二の切れ刃の径方向距離よりも長くなるよう
に設定される。これは、第二の切れ刃の角度θの方が大きいために第二の切れ刃が切り出
す切りくずが第一の切れ刃が切り出す切りくずより大きな切りくず厚さを有する傾向に、
第二の切れ刃の回転軸への径方向距離を第一の切れ刃よりも短く設定することによって対
抗するという点で有利になる。さらに、二つのフライス削りインサートへのより均等な負
荷が達成される。言い換えると、従来知られている工具に見られる切りくず厚さの変動と
いう欠点が、本発明による切れ刃の径方向位置決めによって全く解消される又は少なくと
も本質的に減少する。
【００２０】
　フライス削りカッター本体の切れ刃の不均等ピッチ、すなわち同一の一組内の異なる角
度θを、その一組内の切れ刃の回転軸への径方向距離の異なる設定と本発明に従って組み
合わせることにより、不均等ピッチから上述のようなプラスの効果が得られる、すなわち
、自己振動の発生と不安定になるリスクが減少し、可能な限り限界的な切削条件（限界切
削係合）で加工できるインサートの配置が得られ、同時にフライス削りインサートと切れ
刃への負荷を減らし、摩耗を減らすことが達成され、生産性の向上が得られる。限界切削
係合は、通常、限界軸方向切削深さと限界径方向切削深さの組み合わせを包含するが、た
いていの場合一方の限界切削深さが支配的であり、限界係合を主に定める。
【００２１】
　フライス削りインサート又は切れ刃をこのように径方向で設定することによって、角度
θの差をさらに大きくしてもフライス削りインサートに不均等な負荷がかからないように
することができ、フライス削りカッター本体を異なるタイプのフライス削り作業及び異な
る材料のフライス削りに適合させて設計するさいの高い柔軟性が得れれる。これにより、
チタン、鋼、アルミニウム、鋳物、その他の材料のフライス削りが改良され、より効率的
になる。
【００２２】
　それぞれの切れ刃の回転軸への径方向設定がどのようにして有利に行われるかを示す例
が、発明の詳細な記述において詳しく説明される。装置は、切れ刃又は座を有する一組又
は複数組、すなわち二つ以上の組、を含むことができる。
【００２３】
　本発明に係わる装置のある有利な実施形態によると、同一組内の切れ刃は径方向平面と
交わる。
【００２４】



(8) JP 2011-126008 A 2011.6.30

10

20

30

40

50

　本発明に係わる装置の別の有利な実施形態によると、それぞれの切れ刃は逃げ面に隣接
して設けられ、同一組の中で、それぞれの逃げ面が回転軸とある角度を成し、それは同一
組の他の切れ刃の逃げ面の対応する角度と本質的に同じ大きさである。
【００２５】
　本発明に係わる装置のさらに別の有利な実施形態によると、同一組の中のフライス削り
インサートは本質的に等しい大きさの軸方向傾斜角度を有し、有利な形では同一組の中の
フライス削りインサートは本質的に等しい大きさの径方向傾斜角度を有する。
【００２６】
　本発明に係わる装置の別の有利な実施形態によると、同一組の中のフライス削りインサ
ートは本質的に同様な幾何的基本形状を有する。
【００２７】
　本発明に係わる装置の別の有利な実施形態によると、同一組の中のフライス削りインサ
ートは本質的に同一である。
【００２８】
　本発明に係わる装置の別の有利な実施形態によると、一組内で、第一の切れ刃の回転軸
への径方向距離は、その一組の他の切れ刃のうち前記回転方向と反対の方向で第一の切れ
刃に最も近く位置するものの回転軸への径方向距離と異なる。この実施形態によって、自
己振動は減少し、安定性は改善され、限界切削係合をさらに大きくすることができ、負荷
はさらに減少し、それによって材料のフライス削りがさらに効率的になる。
【００２９】
　本発明に係わる装置のさらに別の有利な実施形態によると、第一の角度は第二の角度と
少なくとも１パーセント、さらに有利には少なくとも２パーセント、さらにもっと有利に
は少なくとも３パーセント異なる。
【００３０】
　本発明に係わる装置のもう一つの有利な実施形態によると、フライス削りカッター本体
は少なくとも一組の接線方向に間隔をあけた複数の切れ刃を備える。
【００３１】
　少なくとも一組の接線方向に間隔をあけた複数の切れ刃を備える本発明に係わる装置の
別の有利な実施形態によると、切れ刃はフライス削りカッター本体と一体になっている。
一体になった切れ刃を有するフライス削りカッター本体に不均等ピッチと切れ刃の径方向
設定の新規な組み合わせを適用することによって、このタイプの効率的なフライス削りカ
ッター本体が得られ、それによって上述した対応する理由により生産性が改善される。
【００３２】
　切れ刃がフライス削りカッター本体と一体になった本発明に係わる装置のさらに別の有
利な実施形態によると、フライス削りカッター本体は第一の端部及びそれと反対側の第二
の端部を有し、回転軸は二つの端部の間に延び、フライス削りカッター本体は第一の端部
から第二の端部へ延びる複数の溝を含み、それぞれの切れ刃は二つの溝の間に配置されて
いる。
【００３３】
　本発明に係わる装置のもう一つの有利な実施形態によると、フライス削りカッター本体
には、少なくとも一組の少なくとも一つの切れ刃を有するフライス削りインサートのため
の接線方向に間隔をあけた複数の座が設けられる。有利な形として、座は、少なくとも一
つの切れ刃を有し着脱可能に装着されるフライス削りインサートを装着するように配置さ
れる。着脱可能に装着されるフライス削りインサートを有するフライス削りカッター本体
に不均等ピッチと切れ刃の径方向設定の新規な組み合わせを適用することによって、特に
効率的なこのタイプのフライス削りカッター本体が得られ、それによって上述した対応す
る理由により生産性が改善される。
【００３４】
　有利な形としては、フライス削りインサートはそれぞれ複数の切れ刃を備え、したがっ
て対応する複数の異なる作用位置に刃先交換可能である。例えば、フライス削りインサー
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トはそれぞれ二つの切れ刃を備え、したがって対応する二つの異なる作用位置に、又はそ
れぞれ四つの切れ刃を備え、したがって対応する四つの異なる作用位置に刃先交換可能で
あってもよいが、フライス削りインサートはそれぞれただ一つの切れ刃を備えていてもよ
いし、別の個数の切れ刃を備えていてもよい。それぞれの作用位置において、フライス削
りインサートは本質的に軸方向に延びる主切れ刃と、主切れ刃のただ一つの端から本質的
に径方向に延びる副切れ刃を有することができる。フライス削りでは、主切れ刃と副切れ
刃の両方が被削材と係合することができるが、フライス削りインサートの一次的な作用切
れ刃としてフライス削りの主要部分をになうのは主切れ刃である。本出願において“切れ
刃”という場合、それは主切れ刃を指す。切れ刃とフライス削りカッター本体の回転軸と
の間の径方向距離は、主切れ刃から回転軸までの径方向距離を指す。
【００３５】
　座は、フライス削りインサートを、有利な形としては着脱可能なフライス削りインサー
トを、装着するように配置される。座は通常、フライス削りインサートの幾何形状に対応
するポケットの形をしている。座にフライス削りインサートを装着するために、装着部材
が用いられる。従来技術ではいろいろな装着部材が用いられている、例えば通常の固定ね
じでフライス削りインサートの中心孔に挿入され座のねじ溝つき孔に受け入れられて係合
するようになっているもの、などである。装着部材の別の例としては、座にフライス削り
インサートを固定するクランプがある。
【００３６】
　フライス削りカッター本体が少なくとも一組の接線方向に間隔をあけた複数の座を備え
ている本発明に係わる装置の別の有利な実施形態によると、それぞれの座は肩面を有し、
それにフライス削りインサートを圧しつけてフライス削りカッター本体の回転軸に対する
フライス削りインサートの径方向位置を固定することができ、一組内で少なくとも一つの
肩面の回転軸への径方向距離が少なくとも一つの他の肩面の回転軸への径方向距離と異な
る。これは、着脱可能に装着されるフライス削りインサートを有するフライス削りカッタ
ー本体において、それぞれの切れ刃を径方向に設定して不均等ピッチと切れ刃の径方向設
定の新規な組み合わせを達成するのに効率的なやり方である。最初にフライス削りカッタ
ー本体がある仕様に従って形成され、オペレーターはフライス削りインサートを何の問題
もなく交換できる。
【００３７】
　フライス削りカッター本体が少なくとも一組の接線方向に間隔をあけた複数の座を備え
ている本発明に係わる装置のさらに別の有利な実施形態によると、それぞれのフライス削
りインサートは、そのフライス削りインサートの切れ刃が結合する逃げ面及び逃げ面の反
対側の第二の表面を有し、一組内で、少なくとも一つのフライス削りインサートの逃げ面
と第二の表面の間の距離が、少なくとも一つの他のフライス削りインサートの逃げ面と第
二の表面の間の距離と異なっている。これは、それぞれの切れ刃を径方向に設定して、着
脱可能に装着されるフライス削りインサートを有するフライス削りカッター本体において
不均等ピッチと切れ刃の径方向設定の新規な組み合わせを達成するための別の、そして多
くの場合有利なやり方である。必要な場合にオペレーターがフライス削りインサートを交
換するのを助けるために、フライス削りインサートと座にいろいろな仕方で表示を付すこ
とができる。
【００３８】
　本発明に係わる装置のさらに別の有利な実施形態によると、フライス削りインサートは
それぞれ前記逃げ面と前記第二の表面の間の切りくず受け面及び切りくず受け面の反対側
の下面を有し、一組内で、少なくとも一つの切削用インサートの切りくず受け面と下面の
間の距離が少なくとも一つの他の切削用インサートの対応する距離と異なる。このように
して、切れ刃の径方向の設定並びに不均等ピッチに関して柔軟な設定が得られ、切れ刃の
径方向の設定と不均等ピッチを、例えば厚いフライス削りインサートを薄いフライス削り
インサートに代える、又はその逆、などによって変えることができる。
【００３９】
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　本発明に係わる装置の別の有利な実施形態によると、座はそれぞれ底面を有し、それに
フライス削りインサートの下面を圧しつけることができ、底面を接線方向にセットして角
度θと不均等ピッチを設定し、それによって切れ刃の径方向位置を変えることができる。
本発明に係わる装置のさらに別の有利な実施形態によると、それぞれの座は、座の底面に
配置される中間要素を受け入れるように配置され、フライス削りインサートの下面をそれ
に圧しつけた後に中間要素に配置することができる。この中間要素の厚さを設定する又は
中間要素を全く除去することによって、角度θと不均等ピッチを設定して調整することが
でき、それによって切れ刃の径方向位置も変えられる。
【００４０】
　フライス削りカッター本体が、少なくとも一つの切れ刃を有するフライス削りインサー
トの装着のために少なくとも一組の接線方向に間隔をあけた複数の座を備えている本発明
に係わる装置のもう一つの有利な実施形態によると、それぞれの座はフライス削りインサ
ートの径方向位置をフライス削りカッター本体の回転軸に対して設定するための設定手段
と、フライス削りインサートの周縁位置をフライス削りカッター本体に対して設定するた
めの設定手段を有する。
【００４１】
　本発明に係わる装置のある有利な実施形態によると、一組の切れ刃は、同一組の他の切
れ刃によって切り出される切りくずの切りくず厚さと本質的に同じ切りくず厚さを有する
切りくずを被削材から切り出すように配置される。一組の切れ刃は、それぞれの切れ刃が
その角度θに関連して正しい回転軸への径方向距離に配置され、好適には選択された１刃
送りも考慮に入れて配置される。選択された１刃送りとは、装置が最適化される１刃送り
であるが、装置は他の１刃送りで用いて機能が改善されることもある。
【００４２】
　本発明に係わる装置のもう一つの有利な実施形態によると、フライス削りカッター本体
は、材料のエンドミル削り及び／又は正面フライス削りに合わせて配置される。本発明の
発明者は、不均等ピッチと切れ刃の径方向設定の新規の組み合わせが材料のエンドミル削
り及び／又は正面フライス削りにおいて特に効率的であり、材料のフライス削りがさらに
効率的になると認識していた。
【００４３】
　上述した実施形態において、フライス削りカッター本体又は工具本体は、フライス削り
インサートの材料よりも柔らかい材料から製造されることが有利である。例えば、フライ
ス削りインサートは超硬合金から製造され、フライス削りカッター本体は鋼から製造され
る。切れ刃がフライス削りカッター本体と一体化されている実施形態では、フライス削り
カッター本体並びに切れ刃を超硬合金から製造することができる。
【００４４】
　本発明の上述した目的は、請求項１～１１のいずれか１項によって定められる、又は上
述した実施形態のいずれかによる材料のフライス削りのための装置を設定及び／又は製造
する方法を提供することによっても達成され、この方法は次のステップによって特徴づけ
られる。すなわち、同一組における切れ刃の数を決定するステップと、一組内で、決定さ
れた数の切れ刃のうちの一つの切れ刃と交わる各半径の間で形成されるそれぞれの角度を
設定するステップであって、それらの角度はフライス削りカッター本体の回転軸と直交す
る同じ径方向平面にあり、フライス削り作業の１刃送りを決定するステップと、一組内で
、決定された１刃送りと径方向平面における切れ刃の間の設定された角度に基づいて少な
くとも一つの切れ刃の回転軸への径方向距離を設定するステップであって、回転軸への径
方向距離は径方向平面にあるステップと、により特徴づけられる。設定された又は製造さ
れた装置は、決定された１刃送りで最適化されるが、装置を他の１刃送りで使用して機能
が改善されることもある。
【００４５】
　本発明は、また、フライス工具が切れ刃を備えた着脱可能なインサートを含み、そのイ
ンサートがフライス削りカッター本体に結合されている分割フライス工具、すなわちフラ



(11) JP 2011-126008 A 2011.6.30

10

20

30

40

50

イス削りカッター本体がフライス削りインサートを含む着脱可能なフライス削りカッター
本体部分を含み、それがフライス削りカッター本体に結合できる、又はフライス削りカッ
ター本体が別のユニット又はホルダーに結合され、それがさらに主軸に結合される分割フ
ライス工具、にも適用できる。
【００４６】
　本発明に係わる装置及び方法は、チタン、鋼、アルミニウム、及び鋳物などの金属材料
で特に有利であり効率的である。
【００４７】
　本発明に係わる装置及び方法のその他の有利な実施形態、及び本発明のその他の利点は
、実施形態についての詳細な説明で見られる。
【図面の簡単な説明】
【００４８】
【図１】本発明に係わる装置の第一の実施形態を下から斜めに見て示す概略斜視図である
。
【図２Ａ】図１の装置の概略底面図である。
【図２Ｂ】本発明に係わる装置の第二の実施形態を示す概略底面図である。
【図３】本発明に係わる装置の第三の実施形態を下から斜めに見て示す概略斜視図であり
、フライス削りインサートの装着を図示している。
【図４】装着部材を有する着脱可能なフライス削りインサートを示す概略斜視図である。
【図５】図３の装置の概略底面図である。
【図６】本発明に係わる装置の第四の実施形態を下から斜めに見て示す概略斜視図である
。
【図７】図６の装置の概略底面図である。
【図８】本発明に係わる方法の様態を示す流れ図である。
【発明を実施するための形態】
【００４９】
　図１は、本発明に係わる装置の第一の実施形態を示し、それは金属の切りくず除去加工
のためのフライス削り工具という形であって、回転可能な工具ホルダーに取り付けるため
の背部１０４と前方主部１０６を有するフライス削りカッター本体１０２を含み、前方主
部の包絡面１０８は、図示例では円筒状の基本形を有するが、別の回転対称な基本形、例
えば円錐状の基本形であってもよい。フライス削りカッター本体１０２は、フライス削り
カッター本体１０２の長手方向中心軸でもある回転軸x-xを規定し、一組の着脱可能に装
着されるフライス削りインサート１１４，１１６のための接線方向に間隔をあけた二つの
座１１０，１１２，又はポケットを備えている、すなわち、この一組の座１１０，１１２
は、フライス削りカッター本体１０２の周縁方向の周り、又は回転方向に間隔をあけてい
る。フライス削りインサート１１４，１１６はそれぞれ少なくとも一つのフライス削り作
業で作用位置にある切れ刃１１８，１２０を備え、さらにこの実施形態では第二の切れ刃
を備えており、フライス削りインサート１１４，１１６はそれぞれ四つの切れ刃を備え、
したがって四つの異なる作用位置に刃先交換可能である。しかし、フライス削りインサー
トはただ一つの切れ刃を備えていても、他の個数の切れ刃を備えていてもよい。この実施
形態では、すべてのフライス削りインサート１１４，１１６は同じ寸法を有する。一組の
中の座１１０，１１２は一般にフライス削りカッター本体１０２の回転軸x-xに対して同
じ軸方向レベルにあり、一組の中の切れ刃１１８，１２０は被削材のある共通表面を、例
えばエンドミル削り又は正面フライス削りで加工するように配置される。この実施形態並
びに図２Ｂ及び図３～５の実施形態では、フライス削りインサート１１４，１１６は、作
用位置に主切れ刃１１８，１２０を有し、それがフライス削りカッター本体１０２の背部
１０４とフライス削りカッター本体１０２の前部１０６の端部の間に延びており、別の言
い方では、本質的に軸方向に延びており、さらに主切れ刃１１８，１２０のただ一つの端
から本質的に径方向に延びる副切れ刃を有する。副切れ刃の長さは、主切れ刃１１８，１
２０よりもかなり短い。フライス削りインサート１１４，１１６の一次的に作用する切れ
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刃は主切れ刃１１８，１２０であり、本出願で“切れ刃”という用語が用いられる場合、
それは主切れ刃を意味する。以下で論じられる切れ刃とフライス削りカッター本体の回転
軸の間の径方向距離とは、主切れ刃から回転軸までの径方向距離を指す。
【００５０】
　図１の装置の概略底面図を示す図２Ａを参照して説明する。ここでＲはフライス削りカ
ッター本体１０２の動作回転の方向を示す。フライス削りインサート１１４，１１６はそ
れぞれ、フライス削りインサート１１４，１１６の切れ刃１１８，１２０が結合している
逃げ面１２２，１２４と、逃げ面１２２，１２４の反対側の第二の表面１２６，１２８を
有する。また、フライス削りインサート１１４，１１６はそれぞれ、前記逃げ面１２２，
１２４と前記第二の表面１２６，１２８の間の切りくず受け面１３０，１３２と、切りく
ず受け面１３０，１３２の反対側の下面１３４，１３６を有する。座１１０，１１２はそ
れぞれ底面１３８，１４０を有し、それにフライス削りインサート１１４，１１６の下面
１３４，１３６を圧しつけることができる。座１１０，１１２はそれぞれ中間要素１４２
，１４４を備え、座１１０，１１２の底面１３８，１４０をそれに配置できる。座１１０
，１１２は回転軸x-xのまわりで互いに対して変位されて、回転軸x-xに直交する同じ径方
向平面で第一の切れ刃１１８で175°という角度θ、θ1、が得られ、第二の切れ刃１２０
で185°という角度θ、θ2、が得られるようになる、ここでθ1はθ2と異なる。座１１０
，１１２は、同一組内のフライス削りインサート１１４，１１６の切れ刃１１８，１２０
が、切れ刃１１８，１２０の角度θ、θ1、θ2、がある径方向平面と交わるように配置さ
れる。フライス削りインサート１１４，１１６はそれぞれ本質的に軸方向に延びる溝１４
６，１４８に隣接し、溝がフライス削りインサート１１４，１１６の上流側の区域で切り
くず排出溝の役目をする。
【００５１】
　あるいはまた、回転軸x-xのまわりの座１１０，１１２の変位は、フライス削りインサ
ートの接線方向での異なる厚さ又は中間要素の異なる厚さによって定められることもある
。上述の実施形態では、例えば第一の切れ刃１１８の中間要素１４２が接線方向で第二の
切れ刃１２０の中間要素１４４よりも厚いことがある。
【００５２】
　座１１０，１１２はそれぞれ肩面１５０，１５２を有し、それに第二の表面１２６，１
２８を有するフライス削りインサート１１４，１１６が圧しつけられてフライス削りカッ
ター本体の回転軸x-xに対するフライス削りインサート１１４，１１６の径方向位置を固
定し、それによってまた回転軸x-xに対する切れ刃１１８，１２０の径方向位置を固定す
ることができる。第一の座１１０の肩面１５０と回転軸x-xの間の径方向距離はd11であり
、第二の座１１２の肩面１５２と回転軸x-xの間の径方向距離はd22である。本発明によっ
て均等な切りくず厚さを達成するために、径方向距離d22は径方向距離d11より小さく、径
方向距離d11、d22のこの差により、第二の切れ刃１２０の回転軸x-xへの径方向距離d2は
第一の切れ刃１１８の回転軸x-xへの径方向距離d1より小さくなる。回転軸x-xへの上記径
方向距離d11、d22、d1、d2は、切れ刃１１８，１２０の角度θと同じ径方向平面にある。
【００５３】
　第一の切れ刃１１８が回転軸x-xまでの公称径方向距離d1にあるとき、d2はd1を選択さ
れた１刃送りの約２％だけ減らすことによって得られる。通常の１刃送り0.30 mmで公称
径方向距離d1が30 mmでは、d2は29.993 mmに設定できる。選択された１刃送りとは、フラ
イス削りカッター本体／装置が最適化される１刃送りを指すが、フライス削りカッター本
体／装置は他の１刃送りで用いても受容できるフライス削りを達成できる。
【００５４】
　切れ刃１１８，１２０の回転軸x-xへの径方向距離d1、d2が図２Ａの角度θと組み合わ
せて等しい大きさであった場合、第二の切れ刃１２０は第一の切れ刃１１８よりも切りく
ず厚さが顕著に大きい切りくずを切り出したであろうし、その結果、第二のフライス削り
インサート１１６にはより大きな負荷がかかったであろう、すなわちフライス削りインサ
ート１１４，１１６に不均等な負荷がかかる。第二の切れ刃１２０が径方向内側へ回転軸
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x-xの方へずれることによって、あるいはまた、第一の切れ刃１１８が回転軸x-xから径方
向外側へずれることにより、第二の切れ刃１２０は第一の切れ刃１１８が切り出す切りく
ずの切りくず厚さに対応する切りくず厚さを有する切りくずを切り出し、二つのフライス
削りインサート１１４，１１６への均等な負荷が達成される。言い換えると、従来知られ
ている工具に見られるような切りくず厚さの変動は、本発明による切れ刃の径方向位置決
めによって完全に除去される又は少なくとも本質的に減少する。
【００５５】
　図２Ｂには、本発明に係わる装置の第二の実施形態が、金属切りくず除去加工用のフラ
イス削り工具という形で底面図で示されている。これは図１のフライス削り工具に全体と
して対応するものであるが、それぞれの座２１０，２１２から中間要素が除かれている。
Ｒはフライス削りカッター本体２０２の動作回転の方向を表す。さらに、座２１０，２１
２は別の変位を有し、ここでは回転軸x-xのまわりで互いに対して変位して、第一の切れ
刃２１８は170°という角度θ、θ1、を得ており、第二の切れ刃２２０は190°という角
度θ、θ2、を得ている。ここでは、θ1はθ2より20°小さい。座２１０，２１２は、同
一組内のフライス削りインサート２１４，２１６の切れ刃２１８，２２０が、切れ刃２１
８，２２０の角度θ、θ1、θ2が位置する径方向平面と交わるように配置される。
【００５６】
　この第二の実施形態では、第一の座２１０の肩面２５０と回転軸x-xの間の径方向距離
が、第二の座２１２の肩面２５２と回転軸x-xの間の径方向距離と等しい大きさであり、
その代わりに、一組内で第一のフライス削りインサート２１４の逃げ面２２２と第二の表
面２２６の間の距離が第二のフライス削りインサート２１６の逃げ面２２４と第二の表面
２２８の間の距離より大きい、すなわち、第一のフライス削りインサート２１４は第二の
フライス削りインサート２１６よりも径方向に長い延長を有する。フライス削りインサー
ト２１４，２１６のこの差により、第一の切れ刃２１８から回転軸x-xへの径方向距離d1
は、前記回転方向Ｒと反対方向で第一の切れ刃２１８に最も近く位置する第二の切れ刃２
２０から回転軸x-xへの径方向距離d2より大きくなる。前記回転軸x-xへの径方向距離d1、
d2は切れ刃２１８，２２０の角度θ、θ1、θ2と同一の径方向平面にある。θ1が170°で
θ2が190°であり、第一の切れ刃２１８が回転軸x-xへの公称径方向距離d1にあるとき、d

2は選択された１刃送りの約5.6%をd1から減じて得られる。通常の１刃送り0.15 mmで公称
径方向距離d1が30 mmの場合、d2は29.9916 mmに設定できる。本発明による切れ刃の径方
向位置決めによって、従来知られていた工具に見られる切りくず厚さの変動という欠点が
、完全に解消される又は少なくとも本質的に減少する。
【００５７】
　それぞれの切れ刃の回転軸への径方向距離の上記パーセンテージは、単なる例であり、
フライス削りカッター本体が使用される１刃送り、又は１刃送りの間隔によって他のパー
センテージが有利になることがある。図８を参照して、切れ刃の回転軸への径方向距離を
有利な仕方で設定するやり方の例をさらに詳しく説明する。
【００５８】
　図１～２Ｂでは、フライス削りインサート１１４，１１６，２１４，２１６は正の軸方
向傾斜角度を有する、すなわち、フライス削りインサート１１４，１１６，２１４，２１
６の切りくず受け面１３０，１３２の下方部分すなわち前方主部１０６，２０６の端部に
最も近い部分、は、フライス削りインサート１１４，１１６，２１４，２１６の切りくず
受け面１３０，１３２の上方部分すなわちフライス削りカッター本体１０２，２０２の動
作回転の方向で背部１０４に最も近い部分、に先行している。別の言い方で、フライス削
りインサートはフライス削りカッター本体の動作回転の方向に対して側面図で見て後方／
上向きに傾いている。図１～２Ｂで、フライス削りインサートはさらに、負の径方向傾斜
角度を有する。ここで、軸方向傾斜角度は一組のすべてのフライス削りインサートで本質
的に等しい大きさであり、ここで径方向傾斜角度は一組のすべてのフライス削りインサー
トで本質的に等しい大きさである。
【００５９】



(14) JP 2011-126008 A 2011.6.30

10

20

30

40

50

　角度θと径方向距離は、それぞれの切れ刃１１８，１２０，２１８，２２０の上方コー
ナー１４６（図１を見よ）に交わる径方向平面にあり、上方コーナー１４６はフライス削
りカッター本体１０２，２０２の背部１０４に近い位置にある。
【００６０】
　図３は、金属の切りくず除去加工用のフライス削り工具という形で本発明に係わる装置
の第三の実施形態を示しており、それは、工作機械（図示せず）に取り付けるための背部
３０４と包絡面３０８が図示の例では円筒状の基本形をもつ前方主部３０６を有するフラ
イス削りカッター本体３０２を含む。フライス削りカッター本体３０２は、このフライス
削りカッター本体３０２の長手方向の中心軸でもある回転軸y-yを規定し、着脱可能なフ
ライス削りインサート３１８，３２０，３２２，３２４を装着するための接線方向に間隔
をあけた一組の四つの座３１０，３１２，３１４，３１６を備え、四つのフライス削りイ
ンサート３１８，３２０，３２２，３２４は同じ幾何形状を有する。フライス削りインサ
ート３１８，３２０，３２２，３２４はそれぞれフライス削り作業で作用位置にある少な
くとも一つの切れ刃３２６，３２８，３３０，３３２及び第二の切れ刃を備え、ここで、
フライス削りインサート３１８，３２０，３２２，３２４はそれぞれ四つの切れ刃を備え
、したがって四つの異なる作用位置に刃先交換可能である。この第三の実施形態では、す
べてのフライス削りインサート３１８，３２０，３２２，３２４は同じ寸法を有する。図
３と４を参照すると、フライス削りインサート３１８，３２０，３２２，３２４はそれぞ
れ、そのフライス削りインサート３２４の切れ刃３３２が結合する逃げ面３４４と、逃げ
面３４４の反対側の第二の表面３４６を有する。それぞれのフライス削りインサート３２
４はまた、前記逃げ面３４４と前記第二の表面３４６の間に、切りくず受け面３４８と切
りくず受け面３４８の反対側の下面３５０を有する。一組の切れ刃３２６，３２８，３３
０，３３２は被削材の共通の表面を、例えばエンドミル削り又は正面フライス削りで加工
するように配置される。座３１０，３１２，３１４，３１６はそれぞれ肩面３５２を有し
、第二の表面３４６を有するフライス削りインサート３２４はそれに圧しつけられて、フ
ライス削りカッター本体３０２の回転軸y-yに対するフライス削りインサート３１８の径
方向位置を固定し、それによってフライス削りカッター本体３０２の回転軸y-yに対する
切れ刃３３２の径方向位置も固定することができる。ここで、それぞれの座３１０，３１
２，３１４，３１６は中間要素３５４，３５６，３５８，３６０を備え、フライス削りイ
ンサート３１８，３２０，３２２，３２４はそれぞれねじ溝つきねじ要素３６２によって
座３１０，３１２，３１４，３１６に装着され、ねじ要素３６２はフライス削りインサー
ト３１８の中央貫通凹み３６４に係合し、中間要素３６０の貫通凹み３６６を介して座３
１０に配置されたねじ溝つき凹み３６８に係合する。
【００６１】
　図５を参照して説明すると、これは図３の装置の概略底面図を示し、Ｒはフライス削り
カッター本体３０２の動作回転の方向を示す。座３１０，３１２，３１４，３１６は回転
軸y-yのまわりで互いに対して変位されて、第一の切れ刃３２６は85°という角度θ、θ1

、を得ており、第二の切れ刃３２８は88°という角度θ、θ2、を得ており、第三の切れ
刃３３０は95°という角度θ、θ3、を得ており、第四の切れ刃３３２は92°という角度
θ、θ4、を、回転軸y-yと直交する同じ径方向平面で得ている。この実施形態で、回転軸
ｙ－ｙのまわりでの座３１０，３１２，３１４，３１６の変位はフライス削りカッター本
体３０２それ自体の設計によって定められている。中間要素３５４，３５６，３５８，３
６０は互いに対して接線方向に同じ厚さを有する。あるいはまた、回転軸のまわりでの角
度変位は、フライス削りインサートに接線方向に異なる厚さを与えることによっても得ら
れる。座３１０，３１２，３１４，３１６は、同一組内の切れ刃３２６，３２８，３３０
，３３２が、切れ刃３２６，３２８，３３０，３３２の角度θ、θ1、θ2、θ3、θ4が載
る径方向平面と交わるように配置される。フライス削りインサート３１８，３２０，３２
２，３２４はそれぞれ本質的に軸方向に延びる溝３６８，３７０，３７２，３７４に隣接
し、それがフライス削りインサート３１８，３２０，３２２，３２４の上流側の区域で切
りくず排出溝の役目をする。
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【００６２】
　第一の切れ刃３２６の回転軸y-yへの径方向距離はd1であり、第二の切れ刃３２８の回
転軸y-yへの径方向距離はd2であり、第三の切れ刃３３０の回転軸y-yへの径方向距離はd3
であり、第四の切れ刃３３２の回転軸y-yへの径方向距離はd4である。径方向距離d4は公
称径方向距離に選ばれており、調整せずに残される。本発明によって均等な切りくず厚さ
を得るために、d1はd4を選択された１刃送りの約5.6%だけ増やして得ることができ、d2は
d4を選択された１刃送りの約7.8%だけ増やして得ることができ、d3はd4を選択された１刃
送りの約2.2%だけ増やして得ることができる。選択された１刃送りが0.15 mmで、公称径
方向距離d4が30 mmである場合、d1は30.0084 mm、d2は30.0117 mm、d3は30.0033 mmに設
定できる。本発明による切れ刃の径方向位置決めによって、従来知られていた工具で見ら
れる切りくず厚さの変動という欠点が完全に解消される又は少なくとも本質的に減少する
。
【００６３】
　この実施形態では、一組内の切れ刃３２６，３２８，３３０，３３２の回転軸y-yへの
径方向距離d1、d2、d3、d4の上記の差が座３１０，３１２，３１４，３１６の肩面３５２
を異なる径方向距離d11、d22、d33、d44で配置することによって得られる。どのような径
方向距離d11、d22、d33、d44が上記の径方向距離d1、d2、d3、d4を与えるかということは
、当業者にはフライス削りインサートの寸法に基づいて認識される。図８を参照して、回
転軸への切れ刃の径方向距離を有利な仕方で設定するやり方の例が詳しく説明される。
【００６４】
　図３と５で、フライス削りインサート３１８，３２０，３２２，３２４は正の軸方向傾
斜角度と負の径方向傾斜角度を有する。ここで、軸方向傾斜角度は一組のすべてのフライ
ス削りインサートで本質的に等しい大きさであり、ここで、径方向傾斜角度は一組のすべ
てのフライス削りインサートで本質的に等しい大きさである。
【００６５】
　ここで、角度θと径方向距離は、それぞれの切れ刃３２６，３２８，３３０，３３２の
上方コーナー３７６（図３を見よ）と交わる径方向平面にあり、ここで上方コーナー３７
６はフライス削りカッター本体３０２の背部３０４の近くに位置している。
【００６６】
　図６は、金属の切りくず除去加工用のシャンクエンドミルの形をしている本発明に係わ
る装置の第四の実施形態を下から斜めに見た概略斜視図を示す。それは、回転可能な工具
ホルダーに取り付けるための背部７０４と包絡面７０８が図示の例では円筒状の基本形を
もつ前方主部７０６とを有するフライス削りカッター本体７０２を含む。フライス削りカ
ッター本体７０２は、このフライス削りカッター本体７０２の長手方向の中心軸でもある
回転軸z-zを規定し、フライス削りカッター本体７０２と一体になっていて被削材の共通
の表面を加工するように配置された四つの周縁切れ刃７１０，７１２，７１４，７１６を
備える。フライス削りカッター本体７０２は、四つの溝７１８，７２０を含み、その各々
が主部７０６の端部から背部７０４の方へらせん形に沿って延び、それぞれの切れ刃７１
０，７１２，７１４，７１６は二つの溝７１８，７２０の間に配置され、やはり主部７０
６の端部から背部７０４の方へ延びている。図７を参照すると、Ｒはフライス削りカッタ
ー本体７０２の動作回転の方向を示しており、本発明にしたがって、切れ刃７１０，７１
２，７１４，７１６は回転軸z-zのまわりで互いに対して変位され、第一の周縁切れ刃７
１０が85°という角度θ、θ1、を得ており、第二の周縁切れ刃７１２は88°という角度
θ、θ2を得ており、第三の周縁切れ刃７１４は95°という角度θ、θ3を得ており、第四
の周縁切れ刃７１６は92°という角度θ、θ4を、回転軸z-zと直交する同じ径方向平面で
得ており、切れ刃７１０，７１２，７１４，７１６は、切れ刃７１０，７１２，７１４，
７１６の角度θが載っている径方向平面に交わる。
【００６７】
　第一の周縁切れ刃７１０の回転軸z-zへの径方向距離はd1であり、第二の周縁切れ刃７
１２の回転軸z-zへの径方向距離はd2であり、第三の周縁切れ刃７１４の回転軸z-zへの径
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方向距離はd3であり、第四の周縁切れ刃７１６の回転軸z-zへの径方向距離はd4である。
径方向距離d4は公称径方向距離に選ばれており、調整せずに残される。この実施形態の角
度θは図３－５による第三の実施形態の角度θに対応しているので、径方向距離d1、d2、
d3は0.15 mmという同じ１刃送り及び30 mmのd4という同じ公称径方向距離での対応する距
離に設定でき、d1は30.0084 mm、d2は30.0117 mm、d3は30.0033 mmに設定できる。本発明
による切れ刃の径方向位置決めによって、従来知られていた工具で見られる切りくず厚さ
の変動という欠点が完全に解消する又は少なくとも本質的に減少する。
【００６８】
　上述の実施形態で、フライス削りカッター本体はフライス削りインサートの材料よりも
柔らかい材料から製造されることが有利である。フライス削りインサートは、例えば超硬
合金から製造され、フライス削りカッター本体は鋼から製造される。上述の実施形態にお
けるフライス削りカッター本体１０２，２０２，３０２，７０２はそれぞれエンドミル削
り及び／又は正面フライス削りのために配置される。
【００６９】
　図８は材料のフライス削りのためのフライス削り工具を設定及び／又は製造するための
本発明よる方法のいろいろな様態を示す流れ図であり、フライス削り工具は上述したどの
種類のものであってもよい。最初に、ステップ９０１で、同一組に位置させる切れ刃の数
、ｚ、を決める。次に、ステップ９０２で、その一組内で異なる角度θを切れ刃に対して
設定する。角度θの設定はいくつかの異なるスキーム又は仕様に従って行うことができ、
そのフライス削り工具をどのようなタイプのフライス削り作業に用いるかによる、例えば
どんな材料をフライス削りするか、そのフライス削り工具がどれほどの大きさの切削係合
で使用されるか、例えばそのフライス削り工具で切削する軸方向深さがどれほどか、など
による。従来技術では、不均等ピッチの設定、すなわち角度θを設定するための方法がい
くつかある。ステップ９０３で、そのフライス削り工具を最適化すべき１刃送り、fz、又
は１刃送りfzの間隔、が決定される。公称径方向距離dが決定され、ある切れ刃が基準と
して選択され、フライス削りカッター本体の回転軸へのその径方向距離が決定された公称
径方向距離に設定される。次にステップ９０４で、一組内で、フライス削りカッター本体
の回転軸への他の切れ刃の径方向距離が公称径方向距離に対して、決定された１刃送りfz
と設定された角度θに基づいて設定される。基準として選択された切れ刃は調整されない
ままである。それぞれの切れ刃の回転軸への径方向距離の精密な設定は行われたテストに
基づいて実行できる。
【００７０】
　ある特定切れ刃の径方向距離dnの設定は、
式Δdn＝ｆz｛ｎ－〔（Ｖn×ｚ）／360 °〕｝及び公称径方向距離dとの関係から出てく
る。ここでn=0での基準切れ刃が回転軸への公称径方向距離dを有し、この基準切れ刃は調
整されないままである。また、ｚは一組の切れ刃の数、fzは決定された１刃送り、nは切
れ刃の位置を表し、Vnは径方向平面におけると位置n=0の基準切れ刃の間の角度である。
位置nの切れ刃の径方向距離dnは公称径方向距離dとΔdnから式：dn=d+Δdn によって得ら
れる。
【００７１】
　図５を参照して、この式によると、第一の切れ刃３２６は位置n=1を有し、第二の切れ
刃３２８は位置n=2を有し、第三の切れ刃３３０は位置n=3を有し、第四の切れ刃３３２は
位置n=0を有する。第一の切れ刃３２６では、V1=θ1であり、第二の切れ刃３２８では、V

2=θ1+θ2であり、第三の切れ刃３３０では、V3=θ1+θ2+θ3である。図５による第三の
切れ刃では、
Δd3＝0.15｛3－〔（85 °+88 °+95 °）×4/360 °〕｝＝0.0033 mmとなり、
d3=30+0.0033 mmとなる。
【００７２】
　これは切れ刃の径方向距離の設定の一例でしかなく、本発明の範囲内で他の式や方法を
用いることもできる。Δdnは、好適には決定された１刃送りfzの少なくとも１パーセント
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である。設定又は製造されるフライス削り工具は決定された１刃送りに対して最適化され
るが、フライス削り工具は他の１刃送りで用いても改善された機能を達成することがある
。
【００７３】
　本発明は上で説明した実施形態に限られると考えてはならないし、添付された特許請求
の範囲内でいろいろな変更が可能である。例えば切れ刃の数は、上述したものより多くて
もよい。

【図１】 【図２Ａ】
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【図２Ｂ】 【図３】

【図４】 【図５】
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【図６】

【図７】

【図８】
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