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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】ネジ山上の鋭角を除去でき、ワークに対し左右
方向又は前後方向の加工、キー溝或又は溝等の加工も可
能なスクリュー成形加工機を提供する。
【解決手段】スクリュー成形加工機は、マシンシートユ
ニット１０、縦方向移動ユニット２０、横方向移動ユニ
ット３０、主軸ユニット４０、作業台５０、ワーク夾持
ユニット６０、昇降ユニット７０及び二次加工ユニット
８０を包含する。主軸ユニットはスクリューのネジ部成
形加工を行う。ワーク夾持ユニットはクランプヘッド６
１、ピンシート６２、及びクランプヘッド回転動力装置
６３を包含し、ワークはクランプヘッドとピンシートの
間に夾持され、クランプヘッド回転動力装置に駆動され
て回転する。二次加工ユニットは直立設置の動力装置８
１と動力装置に駆動されるミリングカッター８２を包含
する。主軸ユニットでネジ部を加工した後に、二次加工
ユニットで鋭利な辺角を修正除去し、さらにキー溝加工
などのその他の加工を実行できる。
【選択図】図１



(2) JP 3185622 U 2013.8.22

10

20

30

40

50

【実用新案登録請求の範囲】
【請求項１】
　スクリュー成形加工機において、
　マシンシートユニット、
　縦方向移動ユニット、
　横方向移動ユニット、
　作業台であって、該横方向移動ユニットにより横向きにスライド自在に該マシンシート
ユニットの上に設置され、該横方向移動ユニットの駆動を受けて、該マシンシートユニッ
ト上で左右方向に移動できる、上記作業台、
　主軸ユニットであって、該縦方向移動ユニットにより該マシンシートユニットにスライ
ド自在に設置され、該主軸ユニットは、スクリューのネジ山成形加工に用いられ、主軸モ
ータ及び該主軸モータにより駆動される主軸ツールシートを包含し、該主軸ツールシート
上にネジ成形ツールが設置され、且つ該主軸ユニットは該縦方向移動ユニットの駆動を受
けて、該マシンシートユニット上で前後方向に沿って移動でき、これにより該作業台に接
近するか該作業台より離れる、上記主軸ユニット、
　ワーク夾持ユニットであって、該作業台上に設置され、クランプヘッド、ピンシート、
クランプヘッド回転動力装置を包含し、ワークは該クランプヘッドと該ピンシートの間に
はさまれるように置かれ、且つ該クランプヘッド回転動力装置の駆動を受けて、該ワーク
が回転させられる、上記ワーク夾持ユニット、
　該マシンシートユニット上に設置される昇降ユニット、
　二次加工ユニットであって、該昇降ユニットに直立設置される動力装置と該動力装置に
駆動されるミリングカッターを包含し、該ミリングカッターは、該動力装置の真下に軸で
設けられ、該二次加工ユニットは、該昇降ユニットにより上下に移動可能で、これにより
ワークに接近するか或いはワークより離れる、上記二次加工ユニット、
　以上を包含することを特徴とする、スクリュー成形加工機。
【請求項２】
　請求項１記載のスクリュー成形加工機において、該二次加工ユニットは、該昇降ユニッ
トにより該主軸ユニットと接続され、該二次加工ユニットの二次加工ツールは、該縦方向
移動ユニットに制御されて、該マシンシートユニット上で前後に移動し、該ワークに対し
て前後方向の加工作業を実行することができることを特徴とする、スクリュー成形加工機
。
【請求項３】
　請求項１又は２記載のスクリュー成形加工機において、該二次加工ユニットは該横方向
移動ユニットの上方に位置し、該ワークは該横方向移動ユニットが左右方向に移動する時
に、該ミリングカッターに対して左右に移動し、これによりワークに対して、直線加工或
いは左右方向の加工作業を行うことを特徴とする、スクリュー成形加工機。
【請求項４】
　請求項３記載のスクリュー成形加工機において、該二次加工ユニットの動力装置は該昇
降ユニットの前側に設置され、且つ該ミリングカッターは縦向きに、該動力装置の底部に
軸で設けられることを特徴とする、スクリュー成形加工機。
【請求項５】
　請求項４記載のスクリュー成形加工機において、該動力装置は中心軸を具え、該ミリン
グカッターは該動力装置の該中心軸上に軸で設けられることを特徴とする、スクリュー成
形加工機。
【請求項６】
　請求項１又は２記載のスクリュー成形加工機において、該昇降ユニットは、該主軸ユニ
ットの上方に設けられた固定座と、該固定座中に設けられた昇降スクリューと、スライド
シートであって、上下に移動可能に該固定座の前側にスライド自在に設けられ、且つ該昇
降スクリューと螺接される螺接部品を具え、該二次加工ユニットは該スライドシート上に
設けられる、上記スライドシートと、該昇降スクリューを駆動して回転させて、該スライ



(3) JP 3185622 U 2013.8.22

10

20

30

40

50

ドシートを連帯駆動して上下に移動させる動力ユニットと、を包含することを特徴とする
、スクリュー成形加工機。
【請求項７】
　請求項６記載のスクリュー成形加工機において、該昇降ユニットの固定座内に収容空間
が設けられ、該収容空間は、上下方向の長開口を具え、該昇降スクリューは該収容空間内
に置かれ、該スライドシートの螺接部品は、該長開口を通り該収容空間内に進入して該昇
降スクリューと螺接されることを特徴とする、スクリュー成形加工機。
【請求項８】
　請求項１記載のスクリュー成形加工機において、該縦方向移動ユニットが、縦方向スラ
イドレール機構であって、該主軸ユニットが該縦方向スライドレール機構により該マシン
シートユニット上に前後にスライド自在に設けられる、上記縦方向スライドレール機構と
、第１スクリューであって、前後方向に、該マシンシートユニット中に配置され、該主軸
ユニットは該第１スクリューに螺設される、上記第１スクリューと、第１動力機構であっ
て、該第１スクリューの回転の動力源を提供し、これにより該主軸ユニットを駆動して前
後方向に直線移動させる、上記第１動力機構と、を包含することを特徴とする、スクリュ
ー成形加工機。
【請求項９】
　請求項３記載のスクリュー成形加工機において、該横方向移動ユニットは、横方向スラ
イドレール機構であって、該マシンシートユニット上に横方向に配置され、該作業台が該
横方向スライドレール機構により左右方向にスライド自在に該マシンシートユニット上に
設けられる、上記横方向スライドレール機構と、第２スクリューであって、左右方向に、
該マシンシートユニット中に配置され、該作業台は該第２スクリューに螺設される、上記
第２スクリューと、第２動力機構であって、該第２スクリューの回転の動力源を提供し、
これにより該作業台を駆動して左右方向に直線移動させる、上記第２動力機構と、を包含
することを特徴とする、スクリュー成形加工機。
【請求項１０】
　請求項３記載のスクリュー成形加工機において、該主軸モータと該主軸ツールシートの
間に歯車機構とプーリ機構が設けられ、これにより該主軸モータの動力を該主軸ツールシ
ートに送り、これにより、該ネジ成形ツールを駆動し回転させることを特徴とする、スク
リュー成形加工機。
【考案の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本考案は一種のスクリュー成形加工機に係り、該スクリュー成形加工機はスクリューの
ネジ部を成形し、並びに該ネジ部の尖端に対して鋭利なバリを除去できるほか、ワークに
対してキー溝、溝等の加工作業を行えるものに関する。
【背景技術】
【０００２】
　伝統的なネジ転造盤はいずれも一次加工の機械であり、ワークに対してスクリューのネ
ジ部を加工できるだけであり、ゆえに、スクリューにネジ部を加工した後には、スクリュ
ーをネジ転造盤より取り外し、さらにバリ修正の機具で面取りする作業を行わねば、スク
リューの製品を完成することはできない。
【０００３】
　伝統的なスクリューの加工方式の製造ステップは煩瑣であり、且つ人の手を頼らなけれ
ばならず、このためコストが増し、生産量が低くなる等の欠点がある。このため、本出願
人は、特許文献１記載の発明（「スクリュー成形加工機」）を提出し、それは、伝統的な
スクリュー加工上の各種の問題を解決するためになされた。その成形加工機は、マシンシ
ートユニット、縦方向移動ユニット、横方向移動ユニット、主軸ユニット、作業台、ワー
ク夾持ユニット、昇降ユニット、面取りユニットを包含する。該主軸ユニット上のネジ加
工ツールは、ワークに対してネジ山を加工した後、ワークを取り外す必要なく、さらに該
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面取りユニットによりネジ山上の鋭利なバリを除去し、コンピュータ自動化加工で製造の
スピードアップを達成し、及び手作業の不便を無くす等の長所を達成する。
【０００４】
　上述のスクリュー成形加工機は、コンピュータ自動化作業により手作業によるバリ修正
の問題を克服する。しかし、鋭利なバリを除去するのに用いられる該面取りユニットの面
取りツールは、ディスク状のツールであり、このツールがマシンヘッドの一側に掛けられ
る方式であるため、作業員が操作する時、このツールに非常に接触しやすく、作業上の障
害及び危険を形成する。その次に、該ディスク状のツールは鋭角除去の機能に極限され、
その他の加工上の運用を行うことはできない。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】台湾特許公開第M４０８４２９号明細書
【考案の概要】
【考案が解決しようとする課題】
【０００６】
　本考案は一種のスクリュー成形加工機を提供し、ミリングカッター式の二次加工ユニッ
トを利用し、ネジ山上の鋭角を除去できるほか、ワークに対して左右方向或いは前後方向
の加工を行え、並びにキー溝或いは溝等の加工のようなその他の加工用途を有する。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本考案のスクリュー成形加工機は、ワークに対する加工に用いられ、該スクリュー成形
加工機は、マシンシートユニット、縦方向移動ユニット、横方向移動ユニット、主軸ユニ
ット、作業台、ワーク夾持ユニット、昇降ユニット及び二次加工ユニットを包含する。該
作業台は、該横方向移動ユニットにより横向きにスライド自在に該マシンシートユニット
の上に設置され、該横方向移動ユニットの駆動を受けて、該マシンシートユニット上で左
右に移動できる。該主軸ユニットは、該縦方向移動ユニットにより該マシンシートユニッ
トにスライド自在に設置され、該主軸ユニットは、スクリューのネジ山成形加工に用いら
れる、それは、主軸モータ及び該主軸モータにより駆動される主軸ツールシートを包含し
、該主軸ツールシート上にネジ成形ツールが設置され、且つ該主軸ユニットは該縦方向移
動ユニットの駆動を受けて、該マシンシートユニット上で前後方向に沿って移動でき、こ
れにより該作業台に接近するか該作業台より離れる。該ワーク夾持ユニットは、該作業台
上に設置され、それはクランプヘッド、ピンシート、クランプヘッド回転動力装置を包含
し、ワークは該クランプヘッドと該ピンシートの間にはさまれるように置かれ、且つ該ク
ランプヘッド回転動力装置の駆動を受けて、該ワークが回転させられる。該二次加工ユニ
ットは、該昇降ユニットに直立設置される動力装置と該動力装置に駆動されるミリングカ
ッターを包含し、該ミリングカッターは、該動力装置の真下に軸で設けられ、該二次加工
ユニットは、該昇降ユニットにより上下に移動可能で、これによりワークに接近するか或
いはワークより離れる。
【０００８】
　上述のスクリュー成形加工機は、そのうち、該二次加工ユニットが、該昇降ユニットに
より、該主軸ユニットと接続され、該二次加工ユニットのミリングカッターは、該縦方向
移動ユニットに制御されて、該マシンシートユニット上で前後に移動し、該ワークに対し
て前後方向の加工作業を実行することができる。
【０００９】
　上述のスクリュー成形加工機は、そのうち、該二次加工ユニットが該横方向移動ユニッ
トの上方に位置し、該ワークは該横方向移動ユニットが左右方向に移動する時に、該ミリ
ングカッターに対して左右に移動し、これによりワークに対して、直線加工或いは左右方
向の加工作業を行う。
【００１０】
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　上述のスクリュー成形加工機は、そのうち、該二次加工ユニットの動力装置が該昇降ユ
ニットの前側に設置され、且つ該ミリングカッターは縦向きに、該動力装置の底部に軸で
設けられる。
【００１１】
　上述のスクリュー成形加工機は、そのうち、該動力装置が中心軸を具え、該ミリングカ
ッターは該動力装置の該中心軸上に軸で設けられる。
【００１２】
　上述のスクリュー成形加工機は、そのうち、該昇降ユニットが、該主軸ユニットの上方
に設けられた固定座と、該固定座中に設けられた昇降スクリューと、スライドシートであ
って、上下に移動可能に該固定座の前側にスライド自在に設けられ、且つ該昇降スクリュ
ーと螺接される螺接部品を具え、該二次加工ユニットは該スライドシート上に設けられる
、上記スライドシートと、該昇降スクリューを駆動して回転させて、該スライドシートを
連帯駆動して上下に移動させる動力ユニットと、を包含する。
【００１３】
　上述のスクリュー成形加工機は、そのうち、該昇降ユニットの固定座内に収容空間が設
けられ、該収容空間は、上下方向の長開口を具え、該昇降スクリューは該収容空間内に置
かれ、該スライドシートの螺接部品は、該長開口を通り該収容空間内に進入して該昇降ス
クリューと螺接される。
【００１４】
　上述のスクリュー成形加工機は、そのうち、該縦方向移動ユニットが、縦方向スライド
レール機構であって、該主軸ユニットが該縦方向スライドレール機構により該マシンシー
トユニット上に前後にスライド自在に設けられる、上記縦方向スライドレール機構と、第
１スクリューであって、前後方向に、該マシンシートユニット中に配置され、該主軸ユニ
ットは該第１スクリューに螺設される、上記第１スクリューと、第１動力機構であって、
該第１スクリューの回転の動力源を提供し、これにより該主軸ユニットを駆動して前後方
向に直線移動させる、上記第１動力機構と、を包含する。
【００１５】
　上述のスクリュー成形加工機は、そのうち、該横方向移動ユニットが、横方向スライド
レール機構であって、該マシンシートユニット上に横方向に配置され、該作業台が該横方
向スライドレール機構により左右方向にスライド自在に該マシンシートユニット上に設け
られる、上記横方向スライドレール機構と、第２スクリューであって、左右方向に、該マ
シンシートユニット中に配置され、該作業台は該第２スクリューに螺設される、上記第２
スクリューと、第２動力機構であって、該第２スクリューの回転の動力源を提供し、これ
により該作業台を駆動して左右方向に直線移動させる、上記第２動力機構と、を包含する
。
【００１６】
　上述のスクリュー成形加工機は、そのうち、該主軸モータと該主軸ツールシートの間に
歯車機構とプーリ機構が設けられ、これにより該主軸モータの動力を該主軸ツールシート
に送り、これにより、該ネジ成形ツールを駆動し回転させる。
【考案の効果】
【００１７】
　以上から分かるように、本考案のスクリュー成形加工機は、コンピュータ自動化で順に
ネジ山を成形し鋭利なバリを除去する機能を保有するほかに、該ミリングカッターが該動
力装置の底部に内蔵されることで、作業員が機台上でワークの着脱作業を行う時に、ミリ
ングカッターに接触しにくく、ゆえに、ミリングカッターが作業上の障害及び危険を形成
しないほか、該ミリングカッターはさらにそれぞれ溝或いはキー溝を横向き或いは直線状
に加工でき、加工モードがより多様化され、スクリュー成形加工機の全体価値及び機能性
がよりアップされている。
【図面の簡単な説明】
【００１８】
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【図１】本考案のスクリュー成形加工機の外観立体図である。
【図２】本考案のスクリュー成形加工機のもう一つの外観立体図であり、該加工機の後ろ
斜め方向から見た立体図である。
【図３】本考案のスクリュー成形加工機の側面図である。
【図４】本考案のスクリュー成形加工機のもう一つの側面図であり、該マシンシートユニ
ットを取り外し、該縦方向移動ユニットと該横方向移動ユニットを表示した図である。
【図５】本考案のスクリュー成形加工機のもう一つの後面図であり、該マシンシートユニ
ットを取り外し、該縦方向移動ユニットと該横方向移動ユニットを表示した図である。
【図６】本考案の主軸ユニットの断面図である。
【図７】本考案の歯車機構と主軸ユニットの主軸モータの組み合わせ断面図である。
【図８】本考案のワークの、すでにネジ部と面取りの二つの加工が完成した後の局部拡大
図である。
【図９】本考案の該昇降ユニットと該主軸ユニットの組み合わせ断面図である。
【図１０】本考案のワークの、縦向きのキー溝を成形した断面図である。
【図１１】本考案のワークの、溝を成形した断面図である。
【図１２】本考案のワークの、横向きのキー溝を成形した断面図である。
【考案を実施するための形態】
【００１９】
　本考案のスクリュー成形加工機は、主軸ユニットのネジ成形ツールでワークに対してネ
ジ部を加工した後に、さらに二次加工ユニットの二次加工ツールで鋭利な辺角を修正除去
し、且つ、該二次加工ツールはさらに機台上でワークに対してキー溝加工或いは溝或いは
横向きキー溝の直線加工などのその他の加工を実行でき、これにより、該スクリュー成形
加工機の二次加工ツールの機能はより多様化される。このほか、該二次加工ツールは縦に
動力装置の底部に内蔵され、作業員が機台上でワークの着脱等の作業を行う時に、二次加
工ツールに接触しにくく、ゆえに該二次加工ツールは作業上の障害を形成しない。
【００２０】
　図１、２を参照されたい。本考案のスクリュー成形加工機のある実施例は、以下の各ユ
ニットを搭載するマシンシートユニット１０、縦方向移動ユニット２０、横方向移動ユニ
ット３０、主軸ユニット４０、作業台５０、ワーク夾持ユニット６０、昇降ユニット７０
及び二次加工ユニット８０を包含する。
【００２１】
　本考案の該スクリュー成形加工機は、ワーク１００にネジ部１１０と面取り部１２０を
加工するのに用いられる。図８にはネジ部１１０完成の後に面取り部１２０の加工を実行
する状態が示される。
【００２２】
　図３から図５を参照されたい。該縦方向移動ユニット２０は、縦方向スライドレール機
構２１、第１スクリュー２２、及び第１動力機構２３を包含する。
【００２３】
　該主軸ユニット４０は該縦方向スライドレール機構２１により前後方向にスライド自在
に該マシンシートユニット１０上に設けられる。
【００２４】
　該第１スクリュー２２は、該マシンシートユニット１０中に前後方向に配置され、該主
軸ユニット４０は該第１スクリュー２２に螺設され、図４中において、主軸ユニット４０
は螺接部品４０１により該第１スクリュー２２上に螺設される。
【００２５】
　該第１動力機構２３は、該第１スクリュー２２の回転の動力を提供し、これにより、該
主軸ユニット４０を駆動して前後に直線移動させる。
【００２６】
　図１から図５を参照されたい。該横方向移動ユニット３０は、横方向スライドレール機
構３１、第２スクリュー３２及び第２動力機構３３を包含する。
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【００２７】
　該横方向スライドレール機構３１は、該マシンシートユニット１０上に横方向に配置さ
れ、該作業台５０は該横方向スライドレール機構３１により左右方向にスライド自在に該
マシンシートユニット１０上に設けられる。
【００２８】
　該第２スクリュー３２は、該マシンシートユニット１０中に左右方向に配置され、該作
業台５０は該第２スクリュー３２に螺設される。
【００２９】
　該第２動力機構３３は、該第２スクリュー３２の回転の動力を提供し、これにより該作
業台５０を駆動して左右方向に直線移動させる。
【００３０】
　図６、図７を参照されたい。該主軸ユニット４０は、該縦方向移動ユニット２０により
該マシンシートユニット１０にスライド自在に設けられ（図４参照）、該主軸ユニット４
０は、該ワーク１００にネジ山形成の加工を行うのに供され、該主軸ユニット４０は、主
軸モータ４１及び該主軸モータ４１により駆動される主軸ツールシート４２を包含する。
該主軸ツールシート４２上には、ネジ成形ツール４３が設置され、且つ該主軸ユニット４
０は該縦方向移動ユニット２０により駆動されて、該マシンシートユニット１０上で前後
方向に沿って移動でき、これにより該作業台５０に接近するかそれより離れる。該主軸モ
ータ４１が起動した後、プーリ機構４６を介して動力が歯車機構９０に伝えられ、動力は
傘歯車４４を介して該主軸ツールシート４２に伝えられ、これにより、該ネジ成形ツール
４３が駆動されて該ワーク１００に対してネジ部１１０を加工する（図８参照）。このほ
か、作業の必要に応じて、歯車の回転速度比を調整する必要がある時、ギアレバー４５の
調整により、回転速度比を変更できる。
【００３１】
　該作業台５０は、該横方向移動ユニット３０により横向きにスライド自在に該マシンシ
ートユニット１０上に設けられ、該横方向移動ユニット３０に駆動されて該マシンシート
ユニット１０上で左右方向に沿って移動する。
【００３２】
　図１を参照されたい。該ワーク夾持ユニット６０は、該作業台５０上に置かれ、それは
、クランプヘッド６１、ピンシート６２及びクランプヘッド回転動力装置６３を包含する
。該ワーク１００は該クランプヘッド６１と該ピンシート６２の間にはさみ置かれ、且つ
クランプヘッド回転動力装置６３により駆動されて、該ワーク１００を回転させることが
できる。
【００３３】
　図９を参照されたい。該昇降ユニット７０は、固定座７１、昇降スクリュー７２、スラ
イドシート７３及び動力ユニット７４を包含する。
【００３４】
　該固定座７１は、該主軸ユニット４０の上面に設けられる。
【００３５】
　該昇降スクリュー７２は、該固定座７１中に設けられる。
【００３６】
　該スライドシート７３は、上下に移動できるように該固定座７１の前側にスライド自在
に設けられ、且つ該スライドシート７３は該昇降スクリュー７２と螺接される螺接部品７
３１を具え、該二次加工ユニット８０は該スライドシート７３上に設けられる。
【００３７】
　該動力ユニット７４は、該昇降スクリュー７２を駆動して回転させることで、該スライ
ドシート７３を上下に移動させるのに用いられる。本実施例中の動力ユニット７４には、
モータ、たとえば、サーボモータを採用する。
【００３８】
　該二次加工ユニット８０は、該昇降ユニット７０上に直立するように設置された動力装
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置８１及び二次加工ツール８２を包含する。該動力装置８１は、該昇降ユニット７０の前
側に設置され、該動力装置８１は、中心軸８１１を具え、該二次加工ツール８２は、縦方
向に、該動力装置８１の中心軸８１１の真下に軸設される。該二次加工ユニット８０は該
昇降ユニット７０により上下に移動でき、それによりワーク１００に接近するかワーク１
００より離れることができる。本実施例中の二次加工ツール８２は、ミリングカッターと
され、該動力装置８１は該主軸ユニット４０の前側に設置され、該二次加工ツール８２は
回転自在に動力装置８１の底部に軸設される。
【００３９】
　このほか、該二次加工ユニット８０は該昇降ユニット７０により該主軸ユニット４０に
接続され、ゆえに、該二次加工ユニット８０の二次加工ツール８２は、該縦方向移動ユニ
ット２０に制御されて、該マシンシートユニット１０上で前後に移動し、これにより、該
ワーク１００に対して前後方向のキー溝１３０の加工作業を行え、図１０に示されるとお
りである。
【００４０】
　同様に、該二次加工ユニット８０は、該横方向移動ユニット３０の上方に位置し、該ワ
ーク１００は該横方向移動ユニット３０に駆動されて左右方向に移動する時、該ワーク１
００は、該二次加工ツール８２に対して左右に移動し、これにより、ワーク１００に対し
て直線加工を行い、溝１４０を形成する加工作業を行い、図１１に示されるとおりであり
、或いは該ワーク１００上に左右方向のキー溝１３０の加工作業を行い、図１２に示され
るとおりである。
【００４１】
　図９を参照されたい。このほか、該昇降ユニット７０の固定座７１内には収容空間７１
１があり、該収容空間７１１は上下方向の長開口７１２を具え、該昇降スクリュー７２は
該収容空間７１１内に置かれ、該スライドシート７３の螺接部品７３１は、該長開口７１
２をとおり該収容空間７１１内に進入して該昇降スクリュー７２と螺接する。また、該昇
降ユニット７０はさらに、該スライドシート７３と連動する気圧シリンダ７５を包含し、
それはスライドシート７３の上昇を補助すると共に降下の力を緩衝する。
【００４２】
　図６、図７を参照されたい。該主軸モータ４１と該主軸ツールシート４２の間には歯車
機構９０及びプーリ機構４６が設けられ、これにより、該主軸モータ４１の動力を該主軸
ツールシート４２に伝え、これにより該ネジ成形ツール４３を駆動して回転させる。
【００４３】
　図１を参照されたい。該主軸ユニット４０のネジ成形ツール４３がワーク１００のネジ
部１１０の加工を完成した後、該ネジ成形ツール４３はＸ軸方向に沿って加工エリアより
スライドして退出し、続いて、図８に示されるように、該二次加工ユニット８０が昇降ユ
ニット７０により下向きに移動し、これにより二次加工ツール８２がワーク１００に接近
し、並びに該ワーク１００のネジ部１１０に対して面取り部１２０を加工し、ワーク１０
０のネジ部１１０の鋭利なバリを除去する。
【００４４】
　これにより、本考案のスクリュー成形加工機は、ネジ山加工と鋭利なバリ除去をコンピ
ュータにより自動化して順に行う機能を保有するほか、該二次加工ツール８２が縦向きに
該動力装置８１の底部に内蔵され、作業員が機台上でワーク１００の着脱等の作業を行う
時に、作業員が二次加工ツール８２に接触しにくく、ゆえに、該二次加工ツール８２は作
業上の障害を形成しないほか、人を傷つけにくく、ミリングカッター式の二次加工ツール
８２はさらにキー溝１３０（図１０参照）加工或いは溝１４０の直線加工（図１１参照）
或いは左右方向のキー溝１３０の直線加工（図１２参照）等のその他の加工をそれぞれ行
うことができ、これにより加工モードをより多様化することができ、これにより、該スク
リュー成形加工機全体の価値と機能性を高めることができる。
【００４５】
　注意されるべきこととして、図１に示されるように、該ワーク１００の面取り部１２０
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の傾斜角度は、分度盤９１により調整可能であることである。もう一つの分度盤９２は該
ネジ成形ツール４３の中心点を校正するのに用いられる。
【００４６】
　以上は本考案の好ましい実施例の説明に過ぎず、並びに本考案を限定するものではなく
、本考案に提示の精神より逸脱せずに完成されるその他の同等の効果の修飾或いは置換は
、いずれも本考案の権利請求範囲内に属する。
【符号の説明】
【００４７】
１０　マシンシートユニット
２０　縦方向移動ユニット
２１　縦方向スライドレール機構
２２　第１スクリュー
２３　第１動力機構
３０　横方向移動ユニット
３１　横方向スライドレール機構
３２　第２スクリュー
３３　第２動力機構
４０　主軸ユニット
４０１　螺接部品
４１　主軸モータ
４２　主軸ツールシート
４３　ネジ成形ツール
４４　傘歯車
４５　ギアレバー
４６　プーリ機構
５０　作業台
６０　ワーク夾持ユニット
６１　クランプヘッド
６２　ピンシート
６３　クランプヘッド回転動力装置
７０　昇降ユニット
７１　固定座
７１１　収容空間
７１２　長開口
７２　昇降スクリュー
７３　スライドシート
７３１　螺接部品
７４　動力ユニット
７５　気圧シリンダ
８０　二次加工ユニット
８１　動力装置
８１１　中心軸
８２　二次加工ツール
９０　歯車機構
９１　分度盤
９２　分度盤
１００　ワーク
１１０　ネジ部
１２０　面取り部
１３０　キー溝
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