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(57)【要約】
　一端に旋回軸を備えかつ他端に工具を懸垂保持する工
具ポットを備えたマガジンアームと、前記マガジンアー
ムが旋回したときに前記工具が移動する円弧の軌跡上に
前記工具を懸垂保持するグリッパを長手方向に複数形成
したグリッパ板と、を備えた工具マガジンであって、前
記グリッパは、前記工具の保持位置において前記円弧の
接線方向に開口するように形成されている。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　一端に旋回軸を備えかつ他端に工具を懸垂保持する工具ポットを備えたマガジンアーム
と、前記マガジンアームが旋回したときに前記工具が移動する円弧の軌跡上に前記工具を
懸垂保持するグリッパを長手方向に複数形成したグリッパ板と、を備えた工具マガジンで
あって、
　前記グリッパは、前記工具の保持位置において前記円弧の接線方向に開口するように形
成されている
ことを特徴とする工具マガジン。
【請求項２】
　前記グリッパ板は、前記マガジンアームを挟んで対向する位置に一対で配置されている
ことを特徴とする請求項１に記載の工具マガジン。
【請求項３】
　前記グリッパ板は、長手方向に複数設けられており、前記マガジンアームは、前記長手
方向に沿って移動可能に構成されている
ことを特徴とする請求項１又は２に記載の工具マガジン。
【請求項４】
　前記グリッパ板は、鉛直方向に複数設けられており、前記マガジンアームは、前記鉛直
方向に沿って移動可能に構成されている
ことを特徴とする請求項１～３のいずれか１項に記載の工具マガジン。
【請求項５】
　前記グリッパ板は、鉛直方向の高さを調整自在に取り付けられている
ことを特徴とする請求項１～４のいずれか１項に記載の工具マガジン。
【請求項６】
　前記グリッパの少なくとも一方の先端部に弾性部材を備える
ことを特徴とする請求項１～５のいずれか１項に記載の工具マガジン。
【請求項７】
　前記弾性部材は、前記先端部に固定端を有する板バネであり、前記板バネの他端を自由
端とし、前記自由端に前記グリッパの開口する側に突出する凸部を形成した
ことを特徴とする請求項６に記載の工具マガジン。
【請求項８】
　前記グリッパの中央部にキーを備える
ことを特徴とする請求項６又は７に記載の工具マガジン。
【請求項９】
　水平面上に移動自在なＡＴＣキャリアと、前記ＡＴＣキャリア上に回転中心を備え水平
旋回するＡＴＣアームと、前記ＡＴＣアームの長手方向両端に設けられたＡＴＣグリッパ
と、をさらに備え、
　前記工具マガジンの構成要素の動作を制御する制御装置が、前記ＡＴＣキャリア及び前
記ＡＴＣアームに動作指令を行うことにより、前記ＡＴＣグリッパの位置を制御するとと
もに、前記マガジンアームをグリッパ板の長手方向又は前記鉛直方向に移動させる機構並
びに前記マガジンアームを旋回させる機構に動作指令を行うことにより、前記ＡＴＣグリ
ッパの位置に前記工具ポットを介して工具を移動させて受け渡しを行う
ことを特徴とする請求項１～８のいずれか１項に記載の工具マガジン。
【請求項１０】
　前記制御装置は、前記工具の形状に応じて前記ＡＴＣグリッパの位置を前記マガジンア
ームの旋回軌跡上で変更する機能を有する
ことを特徴とする請求項９に記載の工具マガジン。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】



(3) JP WO2016/035158 A1 2016.3.10

10

20

30

40

50

　本発明は、工作機械に装備される交換用の工具を収納する工具マガジンであって、特に
、グリッパ板に複数の工具を懸垂収納可能な工具マガジンに関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、例えばマシニングセンタ等の工作機械において、異なる種類の工具で異なる加工
を実施する場合には、主軸に取り付けられた工具を交換して加工を行っている。また、一
つの加工を継続中であっても、加工中に工具が破損した場合等は、新しい工具に交換する
必要が生じる。
　このような工作機械には、例えば複数種の複数の工具を収納する工具マガジンと、当該
工具マガジンに収納された工具を取り出し又は工具マガジンに工具を収納する受け渡し動
作を行う受け渡し機構と、受け渡し機構から工具を受け取って主軸に対して工具の着脱動
作を行う自動工具交換装置（ＡＴＣ）と、が備えられている。
【０００３】
　上記のような工作機械に適用される工具マガジンとして、例えば工具を収納する複数の
ノッチを備え対向配置される一対の棚と、上記工具を把持して移送するグリッパ装置を有
するハンドリング装置と、を備え、上記ハンドリング装置が上記棚に形成された上記ノッ
チに対して上記グリッパ装置をアクセス可能とした工具マガジンが知られている（例えば
特許文献１参照）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２００５－０４７０００号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　特許文献１に記載されている工具マガジンにおいて、グリッパ装置はその自由端にグリ
ッパが配置される回転アームを含み、当該グリッパはベルト機構等を用いて回転アームの
回転軸とグリッパの回転軸とを連結するように構成されている。
　このような機構を備えることによって、ノッチへの収納時、グリッパ装置による把持時
、工具交換機への移送時のいずれにおいても、工具の角度姿勢（位相）が変化しない、す
なわちグリッパ装置の運動中に工具が回転しないように保持される。
　しかしながら、特許文献１に示すような従来の工具マガジンにおいては、交換すべき工
具及び上記したグリッパを回転させるための機構のそれぞれの重量がグリッパ装置の回転
アームに負荷されるため、当該回転アームの強度及び剛性を高める必要があり、結果とし
て寸法や重量が大きい回転アームを採用せざるを得ないという課題があった。
　また、従来の工具マガジンにおいて、グリッパ装置は、一対の棚に平行なグラウンド・
レールと垂直支柱とを含む平面内で移動可能となっている。
　しかしながら、グリッパ装置が棚に近接する方向には移動手段を有していないため、グ
リッパ装置が工具を棚に収納するためには、グリッパ装置の上記平面内での移動と回転ア
ームの旋回移動とを同期させる必要があり、制御が複雑となるという課題があった。
【０００６】
　そこで、本発明の目的は、交換される工具を把持及び移送する機構の構成を簡略化する
とともに工具の収納動作を容易にした工具マガジンを提供することである。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　上記目的を達成するために、本発明の工具マガジンは、一端に旋回軸を備えかつ他端に
工具を懸垂保持する工具ポットを備えたマガジンアームと、前記マガジンアームが旋回し
たときに前記工具が移動する円弧の軌跡上に前記工具を懸垂保持するグリッパを長手方向
に複数形成したグリッパ板と、を備え、前記グリッパは、前記工具の保持位置において前
記円弧の接線方向に開口するように形成されている。
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【０００８】
　本発明の工具マガジンの一態様において、前記グリッパ板は、前記マガジンアームを挟
んで対向する位置に一対で配置されている。
　本発明の工具マガジンの他の態様において、前記グリッパ板は、長手方向に複数設けら
れており、前記マガジンアームは、前記長手方向に沿って移動可能に構成されている。
　本発明の工具マガジンの他の態様において、前記グリッパ板は、鉛直方向に複数設けら
れており、前記マガジンアームは、前記鉛直方向に沿って移動可能に構成されている。
　また、前記グリッパ板は、鉛直方向の高さを調整自在に取り付けられている。
【０００９】
　本発明の工具マガジンのさらに他の態様において、前記グリッパは、少なくとも一方の
先端部に弾性部材が設けられている。
　このとき、前記弾性部材は、前記先端部に固定端を有する板バネであり、前記板バネの
他端を自由端とし、前記自由端に前記グリッパの開口する側に突出する凸部を形成しても
よい。また、前記グリッパの中央部にキーを備えるものであってもよい。
【００１０】
　本発明の工具マガジンのさらに他の態様において、水平面上に移動自在なＡＴＣキャリ
アと、前記ＡＴＣキャリア上に回転中心を備え水平旋回するＡＴＣアームと、前記ＡＴＣ
アームの長手方向両端に設けられたＡＴＣグリッパと、をさらに備え、前記工具マガジン
の構成要素の動作を制御する制御装置が、前記ＡＴＣキャリア及び前記ＡＴＣアームに動
作指令を行うことにより、前記ＡＴＣグリッパの位置を制御するとともに、前記マガジン
アームを前記長手方向又は前記鉛直方向に移動させる機構並びに前記マガジンアームを旋
回させる機構に動作指令を行うことにより、前記ＡＴＣグリッパの位置に前記工具ポット
を介して工具を移動させて受け渡しを行う。
　このとき、前記制御装置は、前記工具の形状に応じて前記ＡＴＣグリッパの位置を前記
マガジンアームの旋回軌跡上で変更する機能を有するものであってもよい。
【発明の効果】
【００１１】
　本発明の工作機械は、以上の手段を備えることにより、マガジンアームの旋回に応じて
当該マガジンアームに対する工具の角度姿勢を維持するための構成を工具ポットに設ける
必要がないため、工具ポットは単に工具を把持できる機構であればよく、構成を簡素化で
きる。
　また、マガジンアームの旋回動作のみでグリッパとの間で工具の受け渡しが可能である
ため、制御装置が行う工具の受け渡し動作の制御が容易となる。
　さらに、工具の受け渡しを旋回動作で行うので、グリッパ板に接近する水平方向への移
動機構を備えた工具マガジンと比較すると、稼働領域として大きな空間を必要とせず、か
つ、マガジンアームを挟んでグリッパ板を両側に対向して配置することにより、収納する
工具の本数に対して工具マガジンの幅方向の寸法を最小にできる。
　また、グリッパ板毎に高さを任意に調整できることにより、工具長さに合わせてグリッ
パ板の間隔を変えることができるので、工具マガジン内で短い工具を一箇所に集中配置し
て収納すれば、グリッパ板の段数を増やして収納する工具の本数を増加させることもでき
るため、限られたラック領域の空間を有効に活用できる。
　また、グリッパ板を水平方向に複数配置することにより、上記した工具長さに合わせて
グリッパ板の高さを変えられる区画を細分化して区画数を増やすことができるので、収納
する工具本数の増加につながり、ラック領域の空間をより効率的に活用できる。
　また、制御装置からの制御指令を変更することにより、マガジンアームの旋回角度やＡ
ＴＣキャリアの工具の受け渡し位置を変更することができるので、工具の把持部の形状を
変えるだけで、様々な工具仕様に対して同一の機構で対応させることができる。
【図面の簡単な説明】
【００１２】
【図１】本発明の工具マガジンを適用した工作機械の一例を示す斜視図である。
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【図２】本発明の工具マガジンのラック領域の概要を示す斜視図である。
【図３】本発明の工具マガジンに適用される工具保持装置の概要を示す斜視図である。
【図４】本発明の工具マガジンにおいて、工具保持装置とグリッパ板との間での工具の受
け渡し動作の一例を示す要部の斜視図である。
【図５ａ】本発明の工具マガジンに適用されるグリッパ板が、ＢＴタイプの工具を保持す
る際に、工具が弾性部材（板バネ）と接触した時点での概要を示す上面図である。
【図５ｂ】本発明の工具マガジンに適用されるグリッパ板が、ＢＴタイプの工具を保持す
る際に、工具が完全にグリッパに保持された時点での概要を示す上面図である。
【図６ａ】本発明の工具マガジンに適用されるグリッパ板が、ＣＡＰＴＯタイプの工具を
保持する際に、工具が弾性部材（板バネ）と接触した時点での概要を示す上面図である。
【図６ｂ】本発明の工具マガジンに適用されるグリッパ板が、ＣＡＰＴＯタイプの工具を
保持する際に、工具が完全にグリッパに保持された時点での概要を示す上面図である。
【図７】本発明の工具マガジンにＢＴタイプ工具用の自動工具交換（ＡＴＣ）領域を設け
た場合の一態様を示す上面図である。
【図８】本発明の工具マガジンにＣＡＰＴＯタイプ工具用の自動工具交換（ＡＴＣ）領域
を設けた場合の一態様を示す上面図である。
【発明を実施するための形態】
【００１３】
　図１は、本発明の工具マガジンを適用した工作機械の一例を示す斜視図である。
　図１に示すように、本発明の工具マガジン１０は、主軸２０及びワークテーブル３０を
備えた加工装置に併設される。
　本発明の工具マガジン１０は、大別すると、後述するフレーム部材１１０やグリッパ板
１５０等を含むラック領域１００と、後述するＡＴＣアーム２０２やＡＴＣキャリア２０
７等を含む自動工具交換（ＡＴＣ）領域２００とで構成されている。
　ここで、上記した工具マガジン１０、主軸２０及びワークテーブル３０等の動作は、図
示しない制御装置によって制御される。
【００１４】
　図２は、本発明の工具マガジン１０のラック領域１００の概要を示す斜視図である。
　図２に示すように、本発明の工具マガジン１０のラック領域１００は、外形を規定する
フレーム部材１１０と、側面に工具を懸垂保持するためのグリッパが形成されたグリッパ
板１５０と、上記グリッパ板１５０を取り付けるグリッパ板取付サブフレーム部材１３０
と、前記グリッパ板取付サブフレーム部材１３０を前記フレーム部材１１０に取り付ける
サブフレーム部材１２０と、工具を懸垂保持して移動させる工具保持装置１７０と、上記
工具保持装置１７０を鉛直方向に移動させる鉛直ガイドレール１８０及び鉛直移動機構（
図１の１８１参照）と、上記鉛直ガイドレールを上記グリッパ板１５０と平行な面内で移
動させる水平ガイドレール１９０及び水平移動機構（図１の１９１参照）と、を備えてい
る。
　グリッパ板１５０は、上記鉛直ガイドレール１８０及び水平ガイドレール１９０とで規
定される平面を挟んで対向する位置に、当該平面と平行に配置される。このとき、グリッ
パ板１５０は、サブフレーム部材１２０の長手方向（ラック領域１００の垂直方向）に複
数配置して多段構造とすることができる。
　さらに、グリッパ板１５０は、前記グリッパ板取付サブフレーム部材１３０を介してサ
ブフレーム部材１２０上の任意の高さ位置に取り付けることができる。このとき、グリッ
パ板１５０の取り付け形態は、例えばサブフレーム部材１２０に断面がＴ形状のＴ溝（Ｔ
スロット）（図示せず）を形成し、当該Ｔ溝にＴ溝ナット（図示せず）を挿通した状態で
、上記サブフレーム部材１２０の任意の高さ位置でボルト（図示せず）によりグリッパ板
取付サブフレーム部材１３０を固定する構成としてもよい。このような構成によれば、グ
リッパ板１５０は無段階に高さを調整することが可能となる。
　また、前記グリッパ板取付サブフレーム部材１３０の長さは、その両端に配設された前
記サブフレーム部材１２０の間の寸法と同等としてもよい。このような構成によれば、グ
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リッパ板１５０の高さを変更する時にも、ほぼ水平を保ったまま移動することができるの
で、グリッパ板１５０を水平に取り付けるための調整作業が容易となる。
　また、グリッパ板１５０をサブフレーム部材１２０に沿って走行する任意の昇降機構に
取り付けて位置を可変としてもよい。このような構成によれば、グリッパ板１５０の高さ
調整の段取りをさらに容易に行うことができる。そして、工具保持装置１７０の鉛直移動
機構の動作と組み合わせて制御することで所要移動距離を縮め、動作時間の短縮化を図る
ことも可能である。
　また、複数のグリッパ板１５０を設ける際には、当該グリッパ１５０毎に取り付け高さ
位置を変えることができる。つまり、工具長さに合わせてグリッパ板の間隔を任意に変え
ることができるので、工具マガジン内で短い工具を一箇所に集中配置して収納すれば、グ
リッパ板の段数を増やして収納する工具の本数を増加させることもできるため、限られた
ラック領域の空間を有効に活用できる。
　さらに、サブフレーム部材１２０の本数を増設してグリッパ板を水平方向に複数配置す
ることにより、上記した工具長さに合わせてグリッパ板の高さを変えられる区画を細分化
して区画数を増やすことができるので、収納する工具本数の増加につながり、ラック領域
の空間をより効率的に活用できる。
【００１５】
　図３は、本発明の工具マガジン１０のラック領域１００に適用される工具保持装置１７
０の概要を示す斜視図である。
　図３に示すように、本発明の工具マガジン１０のラック領域１００に適用される工具保
持装置１７０は、図２の鉛直ガイドレール１８０にガイドされて移動するシフタ１７１と
、上記シフタ１７１に設けられた所定の鉛直軸を中心に後述のマガジンアーム１７３を旋
回させるマガジンアーム旋回機構１７２と、上記シフタ１７１に設けられたマガジンアー
ム１７３と、上記マガジンアーム１７３の先端に取り付けられて工具を懸垂保持する工具
ポット１７４と、を備えている。
　図３に示す具体例において、工具ポット１７４は、工具のテーパ部に上方からアプロー
チして把持することにより懸垂保持するように構成されている。なお、工具ポット１７４
が工具を把持する態様は、例えば工具のテーパ部を横から爪部を用いて把持するタイプ等
、工具を鉛直方向に保持できる部材であれば、他のいかなるタイプのものでも採用可能で
ある。
【００１６】
　図４は、本発明の工具マガジン１０のラック領域１００において、工具保持装置１７０
とグリッパ板１５０との間で行われる工具の受け渡し動作の一例を示す要部の斜視図であ
る。
　図４に示すように、工具保持装置１７０のマガジンアーム１７３は、シフタ１７１に設
けられた旋回軸を中心に回動し、工具ポット１７４に懸垂保持された工具を中心位置Ａ、
右旋回位置Ｂ及び左旋回位置Ｃに配置できる。
　一方、上述のとおり、工具保持装置１７０を挟んで対向する位置に一対のグリッパ板１
５０が取り付けられており、これらのグリッパ板１５０には、上記工具保持装置１７０側
に向けて斜めの方向に開口するグリッパ１５１が複数形成されている。
　このとき、グリッパ板１５０に形成されるグリッパ１５１の上記「斜めの方向」は、工
具がグリッパ１５１に収納されている位置での上記マガジンアーム１７３の旋回動作に対
する工具中心の旋回軌跡が形成する円弧の接線で示される方向を採用する。すなわち、前
記接線はグリッパ１５１の開口部の中心線（図４、図７、図８の符号Ｌ参照）と一致する
。
【００１７】
　図５は、本発明の工具マガジン１０のラック領域１００に適用されるグリッパ板１５０
が、ＢＴタイプの工具１ａを保持する場合の概要を示す上面図であり、図５ａは工具１ａ
が後述する弾性部材（板バネ）１５４と接触した時、図５ｂは工具１ａがグリッパ１５１
に完全に保持されて弾性部材（板バネ）１５４に押圧支持された時の状態をそれぞれ示す
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。なお、図５において、工具１ａを保持する工具ポット及びマガジンアームは省略されて
いる。
　図５ａに示すように、ＢＴタイプの工具１ａを保持するグリッパ１５１の工具保持部１
５７ａは、上記工具１ａをグリッパ１５１に挿嵌する時に工具１ａの外周面に形成された
Ｖ溝部をガイドする直線部１５８と、前記Ｖ溝部に接触して工具１ａを保持する円弧部１
５９とによって連続的に形成されている。
【００１８】
　図５に示すように、工具保持装置（図示せず）に近い側のグリッパ１５１の先端部、言
い換えると、工具保持部１５７ａの前方には、当該先端部に固定端を有し反対側を自由端
とする弾性部材（板バネ）１５４が設けられている。そして、上記板バネの自由端におい
て、グリッパ１５１の開口する側には凸部１５５が形成されている。
　また、グリッパ１５１の開口角度の中心（円弧の中央部）には、工具１ａの外周に形成
されたキー溝と嵌合するキー１５６ａがグリッパ１５１の開口部の中心線Ｌを中心として
形成されている。
【００１９】
　マガジンアームの旋回動作により工具１ａをグリッパ１５１に保持させる場合、図５ａ
に示すように、まずグリッパ１５１の先端部に設けられた板バネ１５４が工具１ａの外周
面と接触する。
　この接触状態からさらにマガジンアームが旋回すると、工具１ａがグリッパ１５１の工
具保持部１５７ａの直線部１５８にガイドされながら、板バネ１５４が工具１ａの外周面
に押し退けられる形で変形する。
　続いて図５ｂに示すように、工具１ａがさらにグリッパ１５１の奥に向かって進入する
と、グリッパ１５１の工具保持部１５７ａの円弧部１５９に接触支持されるとともに、工
具１ａの外周面に設けられたキー溝とグリッパ１５１の開口角度の中心に設けられたキー
１５６ａとが嵌合し、かつ板バネ１５４が反発により戻ることで板バネ１５４の凸部１５
５が工具１ａの外周面を押圧支持する。
　このような動作により、工具１ａがキー１５６ａと嵌合して回り止めされるとともに板
バネ１５４の凸部１５５によってグリッパ１５１から抜け止めされるため、工具１ａがグ
リッパ１５１から外れて落下することなく懸垂保持される。
　また、工具１ａをグリッパ１５１から取り外す場合には、上記の保持動作とは逆にマガ
ジンアームを回転させることによって行うことができる。
【００２０】
　図６は、本発明の工具マガジン１０のラック領域１００に適用されるグリッパ板１５０
が、「ＣＯＲＯＭＡＮＴ　ＣＡＰＴＯ」（「ＣＡＰＴＯ」は登録商標：以下、単に「ＣＡ
ＰＴＯ」と称する）タイプの工具１ｂを保持する場合の概要を示す上面図であり、図６ａ
は工具１ｂが弾性部材（板バネ）１５４と接触した時、図６ｂは工具１ｂがグリッパ１５
１に完全に保持されて弾性部材（板バネ）１５４に押圧支持された時の状態をそれぞれ示
す。なお、図６においても、工具１ｂを保持する工具ポット及びマガジンアームは省略さ
れている。
　上述の図６ａに示すように、ＣＡＰＴＯタイプの工具１ｂを保持するグリッパ１５１の
工具保持部１５７ｂは、工具１ｂの外周面に形成された対向する一対の切り欠き溝と接触
して工具１ｂを保持する対向する一対の平面部によって形成されている。また、工具保持
部１５７ｂの別の態様として、図６では図示されていないが、工具の外周面に形成されて
いる対向する一対の切り欠き溝を接触支持するローラ等を設けてもよい。
【００２１】
　図６に示すように、工具保持装置（図示せず）に近い側のグリッパ１５１の先端部、言
い換えると、工具保持部１５７ｂの前方には、当該先端部に固定端を有し反対側を自由端
とする弾性部材（板バネ）１５４が設けられている。そして、上記板バネの自由端におい
て、グリッパの開口する側には凸部１５５が形成されている。
　また、グリッパ１５１の開口角度の中心（円弧の中心部）には、開口部の中心線Ｌを中
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心としてキー１５６ｂが形成されている。前記キー１５６ｂは、工具の外周面に形成され
ている上記一対の切り欠き溝とは別の切り欠き溝と接触して、回り止めとして機能する。
【００２２】
　マガジンアームの旋回動作により工具１ｂをグリッパ１５１に保持させる場合、図６ａ
に示すように、まずグリッパ１５１の先端部に設けられた板バネ１５４が工具１ｂの外周
面と接触する。
　この接触状態からさらにマガジンアームが旋回すると、工具１ｂの外周面に形成された
前記一対の切り欠き溝がグリッパ１５１の対向する一対の工具保持部１５７ｂにガイドさ
れながら、板バネ１５４が工具１ｂの外周面に押し退けられる形で変形する。
　続いて図６ｂに示すように、工具１ｂがさらにグリッパ１５１の奥に向かって進入する
と、工具１ｂの外周面に形成された上記別の切り欠き溝とグリッパ１５１の開口角度の中
心に設けられたキー１５６ｂとが面接触し、かつ板バネ１５４が反発により戻ることで板
バネ１５４の凸部１５５が工具１ｂの外周面を押圧支持する。
　このような動作により、工具１ｂがキー１５６ｂと面接触して回り止めされるとともに
板バネ１５４の凸部１５５によってグリッパ１５１から抜け止めされるため、工具１ｂが
グリッパ１５１から外れて落下することなく懸垂保持される。
　また、工具１ｂをグリッパ１５１から取り外す場合には、上記の保持動作とは逆にマガ
ジンアームを回転させることによって行うことができる。
【００２３】
　本発明の工具マガジン１０のラック領域１００は、図４～図６に示すように、マガジン
アーム１７３の先端に取り付けられた工具ポット１７４に保持された工具を、当該マガジ
ンアーム１７３の旋回動作のみによってグリッパ板１５０に形成されたグリッパ１５１に
受け渡す動作を行う。
　このため、マガジンアーム１７３の旋回に応じて当該マガジンアーム１７３に対する工
具の角度姿勢を維持するための追加的な構成を工具ポット１７４に設ける必要がなく、マ
ガジンアーム１７３及び工具ポット１７４を含む工具保持装置１７０の構成を簡素化でき
る。
　また、工具の角度姿勢（位相）を変更するための複雑な機構を必要としないため、工具
の受け渡し動作の制御が容易となる。
　さらに、グリッパ板１５０のグリッパ１５１の開口部は、工具１ａ（または１ｂ）がグ
リッパ１５１に収納されている位置でのマガジンアーム１７３の旋回動作に対する工具中
心の旋回軌跡が形成する円弧の接線の方向に斜めに向けられているので、グリッパ板に接
近する水平方向への移動機構を備えた工具マガジンと比較すると、稼働領域として大きな
空間を必要とせず、工具マガジンの幅寸法を小さくすることができる。さらに、グリッパ
板１５０は工具保持装置１７０の両側に対向して配置されているため、本発明の工具マガ
ジン１０のラック領域１００は収納する工具本数に対して幅方向の寸法を最小にすること
ができる。
【００２４】
　図７は、本発明の工具マガジン１０のＢＴタイプ工具用の自動工具交換（ＡＴＣ）領域
２００の一態様を示す上面図である。
　図７に示すように、本発明の工具マガジン１０の自動工具交換（ＡＴＣ）領域２００は
、ガイドレール（図１の２０１参照）と、該ガイドレール２０１上を水平方向に移動自在
なＡＴＣキャリア（図１の２０７参照）と、該ＡＴＣキャリア上に回転中心を有して水平
旋回するＡＴＣアーム２０２と、該ＡＴＣアーム２０２の長手方向両端に設けられたＡＴ
Ｃグリッパ２０３ａと、を備えている。
　上記ＡＴＣグリッパ２０３ａは、ＢＴタイプの工具の外周面に形成されたＶ溝を挟み込
んで支持する二本一対の支持爪２０４ａと、該支持爪２０４ａの開閉機構（図示せず）と
で構成されている。また、ＡＴＣグリッパ２０３ａの支持爪２０４ａの根元の中央部には
、工具１ａのキー溝と嵌合する支持部２０５ａが形成されている。
　図７に示す自動工具交換（ＡＴＣ）領域２００は、工作機械全体の動作を制御する制御
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装置（図示せず）によって、工具マガジン側に位置するＡＴＣグリッパ２０３ａにマガジ
ンアーム１７３から交換用の工具１ａを受け取らせて、ＡＴＣアーム２０２が１８０°回
転することにより工具主軸（図１の２０参照）に上記工具１ａを受け渡す動作を実行する
。
　また、同様に、工具主軸から取り外された工具１ａを加工装置側に位置するＡＴＣグリ
ッパ２０３ａに受け取らせて、ＡＴＣアーム２０２が１８０°回転することにより工具マ
ガジン側のマガジンアーム１７３の工具ポット１７４に上記工具１ａを受け渡す動作を実
行する。
【００２５】
　工具マガジン１０においてグリッパ板１５０から自動工具交換（ＡＴＣ）領域２００に
交換用の工具１ａを受け渡す動作は、図７に示すように、工具１ａを保持したマガジンア
ーム１７３を中心位置に配置したまま待機させた状態で、ＡＴＣキャリア（図１の２０７
参照）を水平移動することにより、ＡＴＣアーム２０２のＡＴＣグリッパ２０３ａにマガ
ジンアーム１７３の工具ポット１７４に保持させた工具１ａの外周面に形成されたＶ溝を
保持させることで行う。
　このとき、支持部２０５ａは、マガジンアーム１７３の旋回軌跡の上記中心位置で工具
１ａを把持できるように配置されているため、マガジンアーム１７３の先端に取り付けら
れた工具ポット１７４に保持された工具１ａを、ＡＴＣキャリアの水平移動の動作のみに
よってＡＴＣグリッパ２０３ａに受け渡すことができる。
　このため、工具１ａを収納するグリッパ板１５０から自動工具交換（ＡＴＣ）領域２０
０のＡＴＣアーム２０２に工具１ａを受け渡す際にも、工具１ａの角度姿勢（位相）を変
更するための複雑な機構や制御を考慮する必要がなく、工具の受け渡し動作の制御が容易
となる。
【００２６】
　図８は、本発明の工具マガジン１０のＣＡＰＴＯタイプ工具用の自動工具交換（ＡＴＣ
）領域２００の一態様を示す上面図である。
　図８に示すように、ＣＡＰＴＯタイプ工具用の自動工具交換（ＡＴＣ）領域２００は図
７に示すＢＴタイプ工具用のものと同様の構成を備えている。
　一方、ＡＴＣアーム２０２の長手方向両端に設けられるＡＴＣグリッパ２０３ｂは、上
述のＣＡＰＴＯタイプ工具の外周面に形成された隣り合う二辺の切り欠き溝をそれぞれ接
触支持する二本一対の支持爪２０４ｂと、該支持爪の開閉機構（図示せず）と、で構成さ
れている。また、ＡＴＣグリッパ２０３ｂの支持爪２０４ｂの根元の中央部には、上記隣
り合う二辺の切り欠き溝と１８０°対向して配置される反対側の隣り合う二辺の切り欠き
溝と面接触する支持部２０５ｂが形成されている。
【００２７】
　工具マガジン１０においてグリッパ板１５０から自動工具交換（ＡＴＣ）領域２００に
交換用の工具１ｂを受け渡す動作は、図８に示すように、工具１ｂを保持したマガジンア
ーム１７３を中心位置から４５°の方向に旋回させた位置で待機させた状態でＡＴＣキャ
リア（図１の２０７参照）を水平移動することにより、ＡＴＣアーム２０２のＡＴＣグリ
ッパ２０３ｂにマガジンアーム１７３の工具ポット１７４に保持させた工具１ｂの外周面
に形成された切り欠き溝を保持させることで行う。
　このとき、ＡＴＣグリッパ２０３ｂの支持爪２０４ｂ及び支持部２０５ｂは、マガジン
アーム１７３を中心位置から４５°旋回させた位置での旋回軌跡上のＣＡＰＴＯタイプ工
具１ｂの外周面に形成された隣り合う四辺の切り欠き溝の角度姿勢と対応する形状で構成
されているため、マガジンアーム１７３の先端に取り付けられた工具ポット１７４に保持
された工具１ｂを、ＡＴＣキャリアの水平移動の動作のみによってＡＴＣグリッパ２０３
ｂに受け渡すことができる。
　このため、工具１ｂを収納するグリッパ板１５０から自動工具交換（ＡＴＣ）領域２０
０のＡＴＣアーム２０２に工具１ｂを受け渡す際にも、工具１ｂの角度姿勢（位相）を変
更するための複雑な機構や制御を考慮する必要がなく、工具１ｂの受け渡し動作の制御が
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容易となる。
【００２８】
　次に、これまでに列挙した図面を参照し、本発明の工具マガジン１０を用いて、ラック
領域１００に収納されているＢＴタイプの工具１ａを主軸２０に取り付ける際の動作を説
明する。
　まず、制御装置は、工具ポット１７４に工具１ａを保持していない状態で工具保持装置
１７０のマガジンアーム１７３を中心位置（図４の符号Ａを参照）とし、鉛直移動機構（
図１の１８１参照）及び水平移動機構（図１の１９１参照）を駆動して工具保持装置１７
０を所定の高さ及び位置に移動させる。
　続いて、マガジンアーム１７３を右旋回位置（図４の符号Ｂを参照）又は左旋回位置（
図４の符号Ｃを参照）に回動させて、工具ポット１７４をグリッパ板１５０のグリッパ１
５１に懸垂保持された工具１ａの直上に配置する。この状態で前記鉛直移動機構により工
具保持装置１７０を下降させて工具ポット１７４で工具１ａのテーパ部を把持する。
【００２９】
　工具ポット１７４が工具を把持した後、マガジンアーム１７３を中心位置に旋回させる
ことにより工具１ａをグリッパ１５１から取り外して懸垂保持する。
　その後、再び上記鉛直移動機構及び水平移動機構を駆動して工具保持装置１７０をＡＴ
Ｃ領域２００の近傍の所定の高さ及び位置に移動させる。
　そして、工具ポット１７４が工具１ａを懸垂保持している位置に対してＡＴＣキャリア
（図１の２０７参照）を図示しない移動機構により水平移動させ、当該ＡＴＣキャリア２
０７上のＡＴＣアーム２０２の一端に設けられたＡＴＣグリッパ２０３ａで工具１ａのＶ
溝部を横方向から把持する（図７参照）。この状態で工具ポット１７４の把持を解除して
工具保持装置１７０を上昇させることにより、工具１ａを工具ポット１７４からＡＴＣグ
リッパ２０３ａに受け渡す。
　続いて、ＡＴＣキャリア２０７が主軸２０との自動工具交換を行うＡＴＣ位置まで水平
移動するとともに、ＡＴＣアーム２０２が１８０°旋回することにより、把持した工具１
ａを主軸側に受け渡し、主軸２０に装着する。
【００３０】
　ここで、マガジンアーム１７３の工具ポット１７４から工具１ａをＡＴＣグリッパ２０
３ａに受け渡す動作として、マガジンアーム１７３を中心位置とした状態でＡＴＣキャリ
ア２０７を移動させてＡＴＣグリッパ２０３ａを工具１ａの横方向からアプローチする動
作を例示したが、これに代えて、ＡＴＣキャリア２０７（ＡＴＣグリッパ２０３ａ）を所
定位置に配置し、マガジンアーム１７３を中心位置からやや旋回させた状態で高さ位置を
整合させ、マガジンアーム１７３を旋回させることにより工具１ａをＡＴＣグリッパ２０
３ａに上記中心位置で横方向から押し込む態様で受け渡しを行ってもよい。
　また、ＣＡＰＴＯタイプの工具１ｂを受け渡しする場合には、図８に示すように、工具
ポット１７４からＡＴＣグリッパ２０３ｂに受け渡す位置を中心位置から４５°旋回させ
た位置となるように制御すればよい。
【００３１】
　なお、本発明は、上記したＡＴＣキャリアへの工具の受け渡し動作の際、マガジンアー
ムの旋回位置が中心位置の場合と４５度旋回位置の場合の二例の実施例に限定されるもの
ではなく、様々な変形例が含まれる。
　例えば、本発明の工具ポットの工具保持部材とともに、グリッパ板に設けられるグリッ
パとキーの形状を収納される工具の形状に合わせて適宜変更することにより、上記例示し
たタイプの工具以外の工具に対しても適用できる。
　また、本発明の工具マガジンを用いて工具を自動交換する動作を行う際に、ＡＴＣグリ
ッパと支持部の形状を交換される工具の形状に合わせて適宜変更するとともに、マガジン
アームの旋回位置とＡＴＣグリッパの受け渡し位置とを適宜変更する制御を行うことによ
り、上記例示したタイプの工具以外の工具に対しても自動交換動作を実施することができ
る。
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【符号の説明】
【００３２】
１ａ、１ｂ　工具
１０　工具マガジン
１００　ラック領域
１５０　グリッパ板
１５１　グリッパ
１７０　工具保持装置
１７３　マガジンアーム
１７４　工具ポット
２００　自動工具交換（ＡＴＣ）領域
２０２　ＡＴＣアーム
２０３ａ、２０３ｂ　ＡＴＣグリッパ

【図１】 【図２】
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【図３】

【図４】

【図５ａ】

【図５ｂ】 【図６ａ】
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【図６ｂ】 【図７】

【図８】
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【手続補正書】
【提出日】平成26年10月10日(2014.10.10)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　一端に旋回軸を備えかつ他端に工具を懸垂保持する工具ポットを備えたマガジンアーム
と、前記マガジンアームが旋回したときに前記工具が移動する円弧の軌跡上に前記工具を
懸垂保持するグリッパを長手方向に複数形成したグリッパ板と、を備えた工具マガジンで
あって、
　前記グリッパは、前記工具の保持位置において前記円弧の接線方向に開口するように形
成されている
ことを特徴とする工具マガジン。
【請求項２】
　前記グリッパ板は、前記マガジンアームを挟んで対向する位置に一対で配置されている
ことを特徴とする請求項１に記載の工具マガジン。
【請求項３】
　前記グリッパ板は、長手方向に複数設けられており、前記マガジンアームは、前記長手
方向に沿って移動可能に構成されている
ことを特徴とする請求項１又は２に記載の工具マガジン。
【請求項４】
　前記グリッパ板は、鉛直方向に複数設けられており、前記マガジンアームは、前記鉛直
方向に沿って移動可能に構成されている
ことを特徴とする請求項１～３のいずれか１項に記載の工具マガジン。
【請求項５】
　前記グリッパ板は、鉛直方向の高さを調整自在に取り付けられている
ことを特徴とする請求項１～４のいずれか１項に記載の工具マガジン。
【請求項６】
　前記グリッパの少なくとも一方の先端部に弾性部材を備える
ことを特徴とする請求項１～５のいずれか１項に記載の工具マガジン。
【請求項７】
　前記弾性部材は、前記先端部に固定端を有する板バネであり、前記板バネの他端を自由
端とし、前記自由端に前記グリッパの開口する側に突出する凸部を形成した
ことを特徴とする請求項６に記載の工具マガジン。
【請求項８】
　前記グリッパの中央部にキーを備える
ことを特徴とする請求項６又は７に記載の工具マガジン。
【請求項９】
　水平面上に移動自在なＡＴＣキャリアと、前記ＡＴＣキャリア上に回転中心を備え水平
旋回するＡＴＣアームと、前記ＡＴＣアームの長手方向両端に設けられたＡＴＣグリッパ
と、をさらに備え、
　前記工具マガジンの構成要素の動作を制御する制御装置が、前記ＡＴＣキャリア及び前
記ＡＴＣアームに動作指令を行うことにより、前記ＡＴＣグリッパの位置を制御するとと
もに、前記マガジンアームをグリッパ板の長手方向又は鉛直方向に移動させる機構並びに
前記マガジンアームを旋回させる機構に動作指令を行うことにより、前記ＡＴＣグリッパ
の位置に前記工具ポットを介して工具を移動させて受け渡しを行う
ことを特徴とする請求項１～８のいずれか１項に記載の工具マガジン。
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【請求項１０】
　前記制御装置は、前記工具の形状に応じて前記ＡＴＣグリッパの位置を前記マガジンア
ームの旋回軌跡上で変更する機能を有する
ことを特徴とする請求項９に記載の工具マガジン。
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【国際調査報告】
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