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(57)【要約】
【課題】本発明は、効率的に短時間で加工物を加工でき
、工具保持手段を有する工作主軸を備え、歯車の少量連
続生産或いは連続生産に適した工作装置を提供する。
【解決手段】
加工物（300）を加工する工作装置（100）及びその加工
方法に関して、工作装置（100）は、数値制御プログラ
ムを用いて工具により加工物（300）を加工し、５軸と
、加工物（300）を固定する固定手段と、加工物（300）
を保持する工具保持手段（111）を有する工作主軸（110
）とを備える。また、工具は、工作装置（100）の固定
手段（120）に固定され、工作主軸（110）の工具保持手
段（111）に固定された加工物（300）は、加工物（300
）を加工するために固定手段（120）に固定された工具
に関連して、プログラム制御法により制御される。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　万能フライス盤又はマシニングセンタ等の５軸を有する工作装置（100）で工具を用い
てプログラム制御により第一加工物（300）を加工する加工方法において、
　前記工作装置（100）は、前記第一加工物（300）を固定する固定手段（120）と、前記
第一加工物（300）を保持する工具保持手段（111）を有する工作主軸（110）とを備え、
　前記工具保持手段（111）は、前記第一加工物（300）を前記工作主軸（110）に保持し
、
　前記加工方法は、
　前記工作装置（100）の前記工作主軸（110）における前記工具保持手段（111）に前記
第一加工物（300）を固定する固定ステップと、
　前記工作装置（100）の前記固定手段（120）に前記工具を固定する工具固定ステップと
、
　前記第一加工物（300）を加工するために前記固定手段（120）に固定された前記工具に
関連して、前記工作主軸（110）の前記工具保持手段（111）に固定された前記第一加工物
（300）をプログラム制御方法により制御する制御ステップとを備える
　ことを特徴とする加工方法。
【請求項２】
　前記工作主軸（110）の前記工具保持手段（111）に固定された前記第一加工物（300）
を前記プログラム制御方法により第二加工物（301,302）と交換する交換ステップ、及び
／又は前記工作主軸（110）の前記工具保持手段（111）に固定された前記第一加工物（30
0）を前記プログラム制御方法により再固定する再固定ステップを備え、
　前記工作主軸（110）の前記工具保持手段（111）に固定され前記第一加工物（300）は
、前記プログラム制御方法により、固定解除されて、前記工作主軸（110）の前記工具保
持手段（111）に新たな固定状態で固定される
　ことを特徴とする請求項１記載の加工方法。
【請求項３】
　前記工作装置（100）は、前記工作主軸（110）の前記工具保持手段（111）に保持され
た前記工具を前記プログラム制御方法により交換することに適した工具交換器（140）を
備え、
　前記第一加工物（300）は、前記工作主軸（110）で、前記第二加工物（301,302）と前
記プログラム制御方法により交換される、及び／又は前記工作主軸（110）で、前記プロ
グラム制御方法により前記工具交換器（140）を用いて再固定される
　ことを特徴とする請求項２記載の加工方法。
【請求項４】
　前記工作主軸（110）に保持される前記第一加工物（300）は、固定器具（400）に固定
され、前記固定器具（400）は、前記工作主軸（110）の前記工具保持手段（111）に保持
される
　ことを特徴とする請求項１～３いずれか記載の加工方法。
【請求項５】
　前記固定器具（400）は、前記工作主軸（110）の前記工具保持手段（111）に、特に工
具テーパである受取用の工具保持用接触手段を有する
　ことを特徴とする請求項４記載の加工方法。
【請求項６】
　前記工具は、前記第一加工物（300）上で歯車をフライス加工することに適したカッタ
ーヘッド（200）で、特に歯形カッターヘッドであり、前記カッターヘッド（200）は、前
記第一加工物（300）上で１以上の歯車の歯溝をフライス加工することに適した複数の切
削ナイフ（201）を備える
　ことを特徴とする請求項１～５いずれか記載の加工方法。
【請求項７】
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　前記固定手段（120）は、前記工具を固定することに適しており、回転ロック方法によ
り、前記工作装置（100）の回転駆動する回転台（130）に固定される
　ことを特徴とする請求項１～６いずれか記載の加工方法。
【請求項８】
　前記固定手段（120）は、数値制御インデックスヘッドを備え、
　前記工具は、前記数値制御インデックスヘッドに固定され、
　前記数値制御インデックスヘッドは、固定された前記工具を回転駆動する
　ことを特徴とする請求項１～７いずれか記載の加工方法。
【請求項９】
　第一加工物（300）を固定する固定手段（120）と、工具を保持する工具保持手段（111
）を有する工作主軸（110）と、少なくとも５つの軸とを備え、プログラム制御法により
前記工具を用いて前記第一加工物（300）を加工する工作装置において、
　前記第一加工物（300）は、前記工作主軸（110）の前記工具保持手段（111）に固定さ
れ、
　前記工具は、前記固定手段（120）に固定され、
　前記工作装置は、前記プログラム制御法により前記第一加工物（300）を加工するため
に前記固定手段（120）に固定された前記工具に関連して、前記工作主軸（110）の前記工
具保持手段（111）に固定された前記第一加工物（300）を制御する
　ことを特徴とする工作装置。
【請求項１０】
　前記工作主軸（110）の前記工具保持手段（111）に固定された前記第一加工物（300）
を前記プログラム制御方法により第二加工物（301,302）と交換し、及び／又は前記工作
主軸（110）の前記工具保持手段（111）に固定された前記第一加工物（300）を前記プロ
グラム制御方法により再固定し、
　前記工作主軸（110）の前記工具保持手段（111）に固定され前記第一加工物（300）は
、前記プログラム制御方法により、固定解除されて、前記工作主軸（110）の前記工具保
持手段（111）に新たな固定状態で固定される
　ことを特徴とする請求項９記載の工作装置。
【請求項１１】
　前記工作主軸（110）の前記工具保持手段（111）に保持された前記工具を前記プログラ
ム制御方法により交換することに適した工具交換器（140）を備え、
　前記工具交換器（140）は、前記工作主軸（110）で、前記第一加工物（300）を前記第
二加工物（301,302）と前記プログラム制御方法により交換する、及び／又は前記工作主
軸（110）の前記工具保持手段（111）に固定された前記第一加工物（300）を再固定する
　ことを特徴とする請求項１０記載の工作装置。
【請求項１２】
　前記工作主軸（110）の前記工具保持手段（111）は、固定器具（400）を保持すること
に適しており、
　前記第一加工物（300）は、前記固定器具（400）に固定され、前記固定器具（400）が
前記工作主軸（110）の前記工具保持手段（111）に保持されるようにして、前記工作主軸
（110）の前記工具保持手段（111）に固定される
　ことを特徴とする請求項９～１１のいずれか記載の工作装置。
【請求項１３】
　前記固定器具（400）は、前記工作主軸（110）の前記工具保持手段（111）に、特に工
具テーパである受取用の工具保持用接触手段を有する
　ことを特徴とする請求項１２記載の工作装置。
【請求項１４】
　前記固定手段（120）は、前記工具を固定することに適しており、回転ロック方法によ
り、前記工作装置（100）の回転駆動する回転台（130）に固定される
　ことを特徴とする請求項９～１３のいずれか記載の工作装置。
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【請求項１５】
　前記固定手段（120）は、数値制御インデックスヘッドを備え、
　前記工具は、前記数値制御インデックスヘッドに固定され、
　前記数値制御インデックスヘッドは、固定された前記工具を回転駆動する
　ことを特徴とする請求項９～１４のいずれか記載の工作装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、工作装置及びその加工方法に関し、特に、万能フライス盤やマシニングセン
タ等、プログラム制御法により加工物を加工する工作装置に適用して好適なものである。
この工作装置は、工具を有し、少なくとも５軸と、加工物を固定する固定手段と、工具を
保持する工具保持手段、特に、例えばモールステーパ、急勾配テーパ又は中空テーパ等の
工具テーパを保持する工具保持手段を有する工作主軸とを備える。
【０００２】
　本発明は、工作装置及びその加工方法に関し、特に、制御データ及び数値制御プログラ
ムで制御された工具を用いて、プログラム制御方法により加工物を加工する工作装置及び
その加工方法に適用して好適なものである。工作装置は、少なくとも５つの同時駆動軸と
、加工物を固定する固定手段と、制御部とを備える。この制御部は、工具を保持する工具
保持手段を有する工作主軸を備える。特に、工作装置の制御部は、固定手段に固定された
加工物を切削する工具トラックに沿う制御データを用いて、工具保持手段に保持された工
具を制御することに適用して好適なものである。
【０００３】
　本発明は、工作装置及びその加工方法に関し、特に、工作装置上の加工物を加工する加
工方法と、工作装置の工作主軸又は主軸に工具保持手段により固定或いは保持されるフラ
イス工具又は穴あけ工具を用いて、加工物にフライス削り及び／又は穴あけ加工を行う工
作装置とに適用して好適なものである。特に、本発明は、例えば、５軸フライス盤、５軸
フライス／ボール盤、５軸フライス／旋盤、５軸万能フライス盤及び５軸以上の同時駆動
軸を有するマシニングセンタに関する。本発明では、上記工作装置の工作主軸又は主軸が
、工作装置に用いられる工具を回転駆動させて、加工物の切削作業が行われるようになさ
れている。本発明による工作装置は、従来の旋盤とは明らかに異なる。
【背景技術】
【０００４】
　従来、コンピュータ数値制御（ＣＮＣ：Computerized Numerical Control）による工作
装置は、加工物が加工される際に、空間において自由度５で工具を移動又は制御できる少
なくとも５軸を備える装置が周知である。このコンピュータ数値制御とは、例えば、数値
制御プログラム又はコンピュータ数値制御プログラム等を用いて、工作装置を数値で制御
することである。
【０００５】
　自由度５は、少なくとも３つの直線軸に駆動され得る少なくとも３つの空間方向への自
由度（従来的に、３つの直交する空間方向の自由度がほとんどであり、それらをＸ軸、Ｙ
軸及びＺ軸と呼んでもよい）と、加工物に関する工具の姿勢（位置決め基準点）制御可能
な少なくとも２つの角自由度又は回転自由度とにより実現される。この角自由度又は回転
自由度は、工作装置の２又は３以上の回転軸（選択的に、Ａ軸、Ｂ軸及びＣ軸となる）に
より駆動され得る。特に、今日のような少なくとも５軸を備えるコンピュータ数値制御の
工作装置は、同時に自由度５で駆動することが可能になっており、固定された加工物に対
して複雑で効率的な工具経路に沿って加工することが可能となっている。さらに、従来技
術として、３つの直線軸及び３つの回転軸が同時に駆動される６つの軸を有する工作装置
が開示されており、また、６以上の軸を備える工作装置でもよい。
【０００６】
　先行技術により開示された工作装置は、加工物を切削する工具、例えば、フライス工具



(5) JP 2011-11332 A 2011.1.20

10

20

30

40

50

又は穴あけ工具等の工具を備えることに適している。ここでは、このような工具が、数値
制御プログラム又はコンピュータ数値制御プログラムを用いた制御部により制御されるよ
うに構成されている。従って、このような工作装置は、制御データを用いて、工作装置に
固定された加工物をプログラム制御方法により正確に加工することができる。
【０００７】
　特に工具により加工物を加工する際の切削動作を行うために、工具の回転駆動に関して
、従来の工作装置は、工作主軸又は主軸ドライバを有する工作主軸又は主軸を備え、工作
主軸又は主軸が工具を保持する工具保持手段を備えるように構成されている。工作主軸の
工具保持部は、特に、例えば工具テーパ等の工具接触部のような工具を保持することに好
適である。周知な工具テーパは、例えばモールステーパ、急勾配テーパ又は中空テーパで
ある。加工される加工物は、工作装置の固定手段、特に工作装置の回転台又は円テーブル
に設けられた固定手段に固定される。この回転台又は円テーブルは、回転軸により加工物
を回転させて位置調整し、当該回転軸を介して回転駆動させることができる。さらに、回
転台又は円テーブルは、例えば枢動軸手段（枢動台）により、枢動する構成を有してもよ
い。
【０００８】
　また、工作装置は、例えば工具交換器を備える万能フライス盤又は他の工作装置のよう
な上述した装置であり、工作装置の工作主軸に固定された工具を又は工作主軸の工具保持
手段に保持された工具を他の工具に交換することにより、制御プログラムによって自動で
工具交換を行うように、随意に構成される。このために、この工作装置は、工作主軸に固
定された工具を自動的に交換する工具交換器を備える。さらに、この工作装置は、複数の
工具が収納可能な工具用マガジンを備える。この工具交換器は、工具の交換時に、工作主
軸上に固定された工具を予め工具用マガジンに収納された工具と交換する。
【０００９】
　従来技術により開示された工具交換器の操作モードでは、工作主軸の工具保持手段から
工具用マガジンに、又は工具用マガジンから工具保持手段に、工具交換が行われるように
構成されている。実際上、工具交換器、特にシングル又はダブルの把持具を有する工具交
換器では、把持部又は把持具が、工具又は工具が把持される位置の工具テーパを把持又は
保持するようにして、工具の交換を行うようになされている。このような工具テーパ（工
具保持部における受取りに関して、例えばモールステーパ、急勾配テーパ又は中空テーパ
等）は、工作主軸の工具保持手段及び工具間に標準的な接触部を形成し、短時間で素早く
工具を交換し得るようになされている。また、従来技術として、いわゆるピックアップ工
具交換器が開示されており、このようなピックアップ工具交換器は、工作主軸の工具保持
手段から工具用マガジンに又は工具用マガジンから工作主軸の工具保持手段に、工具を直
接挿入又交換することに好適である。
【００１０】
　従来技術の方法を用いた工作装置、特に、フライス盤／ボール盤用工具、ボール盤／フ
ライス盤用工具、万能フライス盤、又は万能マシンセンターの加工物を加工する際に、加
工される加工物は、例えば、回転軸により回転及び／又は枢動軸（例えば枢動台）により
枢動可能な回転台又は円テーブルに設けられる固定手段に固定される。また、加工される
加工物は、１以上の直線軸により移動又は数値制御インデックスヘッドに移動され得る。
また、加工用工具は、工作装置の工作主軸に固定される。加工物を加工するために異なる
工具を使用しなければならない場合、工具交換は、自動で工作主軸において行うことがで
きる。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１１】
　本発明は、工具保持手段を有する工作主軸と、少なくとも５つの軸を備える工作装置に
ける加工物を加工する加工方法と、開示された従来技術よりも更に効率的に短時間で加工
物を加工でき、工具保持手段を有する工作主軸を備える工作装置とを提供することを目的
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とする。
【００１２】
　また、本発明は、工具保持手段を有する工作主軸を備える工作装置で、更に効率的に短
時間で加工物を加工できる加工方法と、例えば、リングギア、ピニオンギア又はベベルギ
ア等のような直歯、はすば歯、螺旋歯又は円弧歯の少量連続生産或いは連続生産に適した
工作装置とを提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１３】
　本発明の請求項１では、万能フライス盤又はマシニングセンタ等の５軸を有する工作装
置（100）で工具を用いてプログラム制御により第一加工物（300）を加工する加工方法に
おいて、前記工作装置（100）は、前記第一加工物（300）を固定する固定手段（120）と
、前記第一加工物（300）を保持する工具保持手段（111）を有する工作主軸（110）とを
備え、前記工具保持手段（111）は、前記第一加工物（300）を前記工作主軸（110）に保
持し、前記加工方法は、前記工作装置（100）の前記工作主軸（110）における前記工具保
持手段（111）に前記第一加工物（300）を固定する固定ステップと、前記工作装置（100
）の前記固定手段（120）に前記工具を固定する工具固定ステップと、前記第一加工物（3
00）を加工するために前記固定手段（120）に固定された前記工具に関連して、前記工作
主軸（110）の前記工具保持手段（111）に固定された前記第一加工物（300）をプログラ
ム制御方法により制御する制御ステップとを備えることを特徴とするものである。
【００１４】
　また、請求項２では、前記工作主軸（110）の前記工具保持手段（111）に固定された前
記第一加工物（300）を前記プログラム制御方法により第二加工物（301,302）と交換する
交換ステップ、及び／又は前記工作主軸（110）の前記工具保持手段（111）に固定された
前記第一加工物（300）を前記プログラム制御方法により再固定する再固定ステップを備
え、前記工作主軸（110）の前記工具保持手段（111）に固定され前記第一加工物（300）
は、前記プログラム制御方法により、固定解除されて、前記工作主軸（110）の前記工具
保持手段（111）に新たな固定状態で固定されることを特徴とするものである。
【００１５】
　また、請求項３では、前記工作装置（100）は、前記工作主軸（110）の前記工具保持手
段（111）に保持された前記工具を前記プログラム制御方法により交換することに適した
工具交換器（140）を備え、前記第一加工物（300）は、前記工作主軸（110）で、前記第
二加工物（301,302）と前記プログラム制御方法により交換される、及び／又は前記工作
主軸（110）で、前記プログラム制御方法により前記工具交換器（140）を用いて再固定さ
れることを特徴とするものである。
【００１６】
　また、請求項４では、前記工作主軸（110）に保持される前記第一加工物（300）は、固
定器具（400）に固定され、前記固定器具（400）は、前記工作主軸（110）の前記工具保
持手段（111）に保持されることを特徴とするものである。
【００１７】
　また、請求項５では、前記固定器具（400）は、前記工作主軸（110）の前記工具保持手
段（111）に、特に工具テーパである受取用の工具保持用接触手段を有することを特徴と
するものである。
【００１８】
　また、請求項６では、前記工具は、前記第一加工物（300）上で歯車をフライス加工す
ることに適したカッターヘッド（200）で、特に歯形カッターヘッドであり、前記カッタ
ーヘッド（200）は、前記第一加工物（300）上で１以上の歯車の歯溝をフライス加工する
ことに適した複数の切削ナイフ（201）を備えることを特徴とするものである。
【００１９】
　また、請求項７では、前記固定手段（120）は、前記工具を固定することに適しており
、回転ロック方法により、前記工作装置（100）の回転駆動する回転台（130）に固定され
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ることを特徴とするものである。
【００２０】
　また、請求項８では、前記固定手段（120）は、数値制御インデックスヘッドを備え、
前記工具は、前記数値制御インデックスヘッドに固定され、前記数値制御インデックスヘ
ッドは、固定された前記工具を回転駆動することを特徴とするものである。
【００２１】
　また、請求項９では、第一加工物（300）を固定する固定手段（120）と、工具を保持す
る工具保持手段（111）を有する工作主軸（110）と、少なくとも５つの軸とを備え、プロ
グラム制御法により前記工具を用いて前記第一加工物（300）を加工する工作装置におい
て、前記第一加工物（300）は、前記工作主軸（110）の前記工具保持手段（111）に固定
され、前記工具は、前記固定手段（120）に固定され、前記工作装置は、前記プログラム
制御法により前記第一加工物（300）を加工するために前記固定手段（120）に固定された
前記工具に関連して、前記工作主軸（110）の前記工具保持手段（111）に固定された前記
第一加工物（300）を制御することを特徴とするものである。
【００２２】
　また、請求項１０では、前記工作主軸（110）の前記工具保持手段（111）に固定された
前記第一加工物（300）を前記プログラム制御方法により第二加工物（301,302）と交換し
、及び／又は前記工作主軸（110）の前記工具保持手段（111）に固定された前記第一加工
物（300）を前記プログラム制御方法により再固定し、前記工作主軸（110）の前記工具保
持手段（111）に固定され前記第一加工物（300）は、前記プログラム制御方法により、固
定解除されて、前記工作主軸（110）の前記工具保持手段（111）に新たな固定状態で固定
されることを特徴とするものである。
【００２３】
　また、請求項１１では、前記工作主軸（110）の前記工具保持手段（111）に保持された
前記工具を前記プログラム制御方法により交換することに適した工具交換器（140）を備
え、前記工具交換器（140）は、前記工作主軸（110）で、前記第一加工物（300）を前記
第二加工物（301,302）と前記プログラム制御方法により交換する、及び／又は前記工作
主軸（110）の前記工具保持手段（111）に固定された前記第一加工物（300）を再固定す
ることを特徴とするものである。
【００２４】
　また、請求項１２では、前記工作主軸（110）の前記工具保持手段（111）は、固定器具
（400）を保持することに適しており、前記第一加工物（300）は、前記固定器具（400）
に固定され、前記固定器具（400）が前記工作主軸（110）の前記工具保持手段（111）に
保持されるようにして、前記工作主軸（110）の前記工具保持手段（111）に固定されるこ
とを特徴とするものである。
【００２５】
　また、請求項１３では、前記固定器具（400）は、前記工作主軸（110）の前記工具保持
手段（111）に、特に工具テーパである受取用の工具保持用接触手段を有することを特徴
とするものである。
【００２６】
　また、請求項１４では、前記固定手段（120）は、前記工具を固定することに適してお
り、回転ロック方法により、前記工作装置（100）の回転駆動する回転台（130）に固定さ
れることを特徴とするものである。
【００２７】
　また、請求項１５では、前記固定手段（120）は、数値制御インデックスヘッドを備え
、前記工具は、前記数値制御インデックスヘッドに固定され、前記数値制御インデックス
ヘッドは、固定された前記工具を回転駆動することを特徴とするものである。
【００２８】
　上述した目的は、少なくとも５つの軸を備える工作装置において、加工物を工具により
加工する加工方法が記載された請求項1と、工具を用いて加工物を加工する工作装置が記
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載された請求項９とにより達成できる。本発明の好適な実施の形態による構成要件は、従
属請求項の構成要件により説明されている。
【００２９】
　本発明による加工方法は、加工物を固定する固定手段、特に工作装置の回転台又は円テ
ーブル上で回転ロック方法により固定される固定手段と、加工物を保持する工具保持手段
を有する工作主軸とを備える工作装置において実行される。
【００３０】
　本発明の基本型となっている工作装置、すなわち、例えば、５軸フライス盤、５軸フラ
イス／ボール盤、５軸フライス／旋盤、５軸万能フライス盤及び５軸以上の同時駆動軸を
有するマシニングセンタにおいて、工作主軸又は主軸の駆動は、工具を駆動することによ
り切削を主に実行するように（開示された従来型の旋盤の操作モードに対比して）、工具
を回転運動させて提供される。
【００３１】
　本発明は、工作装置及びその加工方法に関し、特に、工作装置上の加工物を加工する加
工方法と、工作装置の工作主軸又は主軸に工具保持手段により固定或いは保持されるフラ
イス工具又は穴あけ工具を用いて、加工物にフライス削り及び／又は穴あけ加工を行う工
作装置とに適用して好適なものである。また、本発明は、主軸の駆動により切削し得るよ
うになされている。特に、本発明は、例えば、５軸フライス盤、５軸フライス／ボール盤
、５軸フライス／旋盤、５軸万能フライス盤及び５軸以上の同時駆動軸を有するマシニン
グセンタに関する。
【００３２】
　本発明による方法は、工作装置の工作主軸又は主軸における工具保持手段に加工物を固
定する固定ステップと、工作装置における固定手段に工具を固定する工具固定ステップと
、加工物を加工するために固定手段に固定された工具に対して、プログラム制御方法によ
り、工作主軸の工具保持手段に固定された加工物を制御する制御ステップとを備えること
を特徴とする。
【００３３】
　従って、加工される加工物は、例えばフライス盤又はボール盤で切削を行う際に用いら
れる主軸の駆動で回転運動するような工具を保持する従来の工具保持手段により、工作装
置の工作主軸に固定される。
【００３４】
　また、従来、固定手段は、加工される加工物を固定するものであった。しかしながら、
加工物を加工する工具は、工作主軸の工具保持手段ではなく、工作装置の固定手段に固定
される。
【００３５】
　従って、本発明では、加工物及び工具の固定状態が、従来の工作装置の固定状態と逆に
なるように構成されている。
【００３６】
　これにより、加工物及び工具の固定状態は、工作主軸の工具を挿入又は交換するように
構成された工作装置（例えば、工具交換器を備える万能フライス盤、万能フライス／ボー
ル盤又は万能フライス／旋盤）において、自動で加工物の交換及びプログラム制御方法に
よる随意的な加工物の交換が効率的に行い得る利点を提供できる。また、従来の方法に対
比して、本発明では、加工物の交換の間に、工作主軸に固定された加工物を、交換又は挿
入でき、さらに再固定もできる。
【００３７】
　これは、例えば少量連続生産或いは連続生産等、同様の数値制御プログラムを随意的に
用いて複数の加工物の加工又は製造を行う際、特に、工作装置で加工操作が行われる場合
に、効果的である。これにより、工作装置は、工作主軸の加工物を交換する工具交換器（
例えば、万能フライス盤）及び／又は固定手段の加工物を交換する加工物交換器（例えば
、マシニングセンタ）を備えることが好ましい。
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【００３８】
　特に、加工操作に関する格段に有効な点は、工具の交換を行う必要がない、又は滅多に
行う必要がないことである。従って、自動で行う加工物の交換は、プログラム制御方法で
制御される工具交換器を用いて（又は工作主軸の加工物を交換する加工物交換器を付加す
ることも可能）行うことが好ましい。複数の加工物の場合は、選択的にプログラム制御方
法を用いて、加工物の交換が自動で実行されるため、必要とされる作業者の介入なしに工
作装置において連続的に加工可能である。よって、本発明では、複数の加工物が加工され
る際に、明らかに時間短縮による高効率化と、高精度化とを達成できる。
【００３９】
　本発明の方法は、更に、プログラム制御法により、工作主軸の工具保持手段に保持され
た第一加工物を第二加工物と交換する交換ステップを備える。
【００４０】
　従って、本発明の方法は、工作主軸の加工物をプログラム制御法により自動的に挿入又
は交換できる。ここで、プログラム制御法とは、具体的に、数値制御プログラムの制御命
令を用いて自動で加工物の交換を行うことである。そのため、複数の加工物は、全てがプ
ログラムで制御された方法により、すなわち作業者の介入なく、工作装置において連続的
に加工され得る。これら加工物の加工及び交換は、プログラムの制御下において実行され
る。
【００４１】
　また、本発明の方法は、更に、工作主軸の工具保持手段に固定された加工物をプログラ
ム制御法により再固定する再固定ステップを備えることが好ましい。この工作主軸の工具
保持手段に保持された加工物は、プログラム制御法により、固定解除されたり、或いは工
作主軸の工具保持手段に新たな固定状態に固定されることが好ましい。
【００４２】
　従って、先ず第一固定状態において加工物の一側が加工され、次いで工作主軸における
再固定ステップ後に、第二固定状態において加工物の他側が加工され得るように、プログ
ラム制御された再固定ステップにより、工作主軸に固定された加工物は、先ず一側で随意
に加工され、次いで工作主軸に再度固定され得る。よって、加工物は、例えば、先ず前面
が加工され、再固定ステップ後に、後面が加工されてもよく、また逆に、後面が加工され
た後、前面が加工されてもよい。
【００４３】
　工作装置は、工作主軸の工具保持手段に保持された工具をプログラム制御法により交換
する工具交換器を備えることが好ましい。プログラム制御法によって第一加工物を第二加
工物と交換する交換ステップは、工作主軸において実行され、及び／又は工作主軸の工具
保持手段に固定された加工物をプログラム制御法により再固定する再固定ステップは、工
作主軸の工具交換用に従来設けられている工具交換器を用いて実行されることが好ましい
。このような工具交換器は、例えば万能フライス盤に備えられる。
【００４４】
　これにより、本発明では、従来から備えられている工具交換器が工作装置の工作主軸に
工具を挿入又は交換するとともに、工作主軸の加工物を交換するという格段の効果を奏す
る。また、このことから、本発明では、新たな固定状態で、工具交換器を用いて加工物を
再固定する再固定ステップを随意に実行することもできる。このように用いる工具交換器
は、第一把持部により工作主軸から加工物が保持又は固定解除され、第二把持部により当
該加工物が受け取られ、第二把持部を用いて工作主軸に新たな固定状態で当該加工物が再
固定され得るように、少なくとも２つの把持部を備えるダブル把持具の工具交換器である
ことが好ましい。
【００４５】
　また、工作装置は、工作主軸の工具保持手段に固定された加工物をプログラム制御法に
より挿入又は交換することに適した工具交換器、及び／又は工作装置の固定手段に固定さ
れた加工物を挿入又は交換することに適した工具交換器を備え得ることが好ましい。そし
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て、工作主軸で第一加工物を第二加工物とプログラム制御法により交換する交換ステップ
は、工具交換器を用いて実行され得ることが好ましい。従って、本発明は、このような加
工物交換器を用いて、加工物を工作主軸に挿入、交換及び／又は再固定できるように、加
工物交換器を提供できるものである。また、本発明は、随意で加工物交換器とともに工具
交換器も提供できるものである。
【００４６】
　加工物交換器は、第一把持部により工作主軸から加工物が保持又は固定解除され、第二
把持部により当該加工物が受け取られ、第二把持部を用いて工作主軸に新たな固定状態で
当該加工物が再固定され得るように、少なくとも２つの把持部を備えるダブル把持具の工
具交換器であることが好ましい。加工物交換器は、例えば工作装置の工具台に備えてもよ
い。
【００４７】
　本発明による方法は、更に、固定手段に固定された工具を挿入及び／又は交換する挿入
・交換ステップを備える。追加の工具交換器、上述した工具交換器又は加工物交換器は、
例えば、加工物を固定する固定手段によりマシニングセンタにおいて加工物を交換するた
めに使用されるように、固定手段に固定された工具をプログラム制御法により挿入及び／
又は交換することに適していることが好ましい。
【００４８】
　従って、本発明では、プログラム制御法により固定手段に固定された工具を挿入又は交
換することもできる。これにより、工具交換器又は加工物交換器は、例えば、プログラム
制御法により固定手段に保持又は固定された工具を把持する１以上の把持部を有する把持
具を備え得る。工具交換器又は加工物交換器は、工作主軸の工具、固定手段の工具及び／
又は工具用マガジン内の工具を受け取ること、工作主軸及び／又は固定手段の工具を挿入
又は交換すること、及び／又は工具用マガジン内に工具を保管することに適用される。
【００４９】
　また、工作装置は、加工物又は加工物と工具とを収納することに適したラインアップ及
び／又はマガジンを備える。第二加工物は、第一加工物が第二加工物に交換される前に、
工作装置のラインアップ又はマガジンに収納されていることが好ましい。
【００５０】
　従って、本発明では、工作主軸で使用されていない加工物が、工作装置で加工される前
及び／又は後に工作装置のラインアップ又はマガジンに収納され得るという効果的な方法
により、工作装置において加工物の収納が可能となる。また、加工に関しては、工作装置
の工作主軸における加工物が、挿入又は随意に工作主軸に固定された加工物と交換され得
るようになされている。
【００５１】
　工作主軸に固定された加工物は、固定器具が工作主軸の工具保持手段に保持されるよう
に、固定器具に固定されることが好ましく、また工作主軸の工具保持手段に固定されるこ
とも好ましい。固定器具は、例えばモールステーパ、急勾配テーパ又は中空テーパ等のよ
うな工具テーパである受取用の工具保持用接触手段を工作主軸の工具保持手段に備える。
【００５２】
　従って、本発明は、独立した発明対象として、以下に説明する固定手段も提供できるも
のである。
【００５３】
　工作装置に加工物を固定する固定器具、特に回転ロック方法により加工物を固定する固
定器具は、回転ロック方法により固定器具に加工物を固定する固定手段と、工作装置の工
作主軸における工具保持手段に設けられている受取用の工具保持用接触手段とを備え、受
取用の工具保持用接触手段は、例えばモールステーパ、急勾配テーパ又は中空テーパ等の
ような工具テーパであることを特徴とする。
【００５４】
　従って、本発明は、一方で、加工物を固定することができ、また他方で、工作主軸の工
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具保持手段に固定器具を挿入又は保持することにより、当該固定器具に固定された加工物
を使用することができる固定器具を提供するものである。このために、固定器具は、例え
ば、標準的な工具テーパ（例えば、モールステーパ、急勾配テーパ又は中空テーパ）に類
似していることが好ましく、工作主軸の工具保持部に保持されることに適している。
【００５５】
　また、仮に、工作装置が、工作主軸に及び／又は工作装置の固定手段に、例えば、把持
手段が把持部によって標準的な工具テーパのような工具保持部を把持又は保持することに
より、工具を挿入又は交換することに適した工具交換器及び／又は加工物交換器を備えて
いる場合、固定器具は、例えば工具テーパ等のように工具保持部と類似し、工作主軸で加
工物の交換を行うために、把持手段により把持又は保持される（特に受取用の工具保持用
接触手段において）ことに適していることが好ましい。
【００５６】
　この工具は、加工物を、特に工作主軸の工具保持手段に固定された加工物における歯車
を、フライス削りするカッターヘッドである。
【００５７】
　従って、本発明の方法は、加工物における歯車を加工又は製造する際に、格段に有効な
方法となる。実際上、本発明の方法は、例えば環状歯車、ピニオンギア又はベベルギアな
どの歯車の製造に関連する。従って、本発明の方法は、プログラム制御により複数の歯車
が工作装置上で連続的に生産されるような少量連続生産又は連続生産において、効果的に
使用することができる。よって、作業者の介入が必要なく、工作主軸に固定されている加
工された歯車は、工作主軸から固定解除され、他の歯車を加工するために、自動で他の加
工物が工作主軸に挿入され得る。
【００５８】
　そのため、本発明は、加工物上で歯車が製造されるような荒加工された加工物から歯車
を製造している間、カッターヘッドを歯車の製造に使用し得るため、加工物又はカッター
ヘッドを製造中に交換する必要がないことを利用するものである。
【００５９】
　従って、本発明では、工作装置において連続的に歯車を製造する場合に、カッターヘッ
ドが、本発明の固定状態で固定手段に固定されたままでもよい。また、本発明では、工作
主軸において加工物が加工されるために、加工物が連続的に挿入又は交換されてもよい。
よって、本発明では、例えば、５軸フライス／ボール盤、５軸フライス／旋盤、５軸万能
フライス盤及び５軸以上の同時駆動軸を有するマシニングセンタのような５軸フライス盤
において、特別なベベルギアフライス盤又は特別なホブ盤で使用されるような、例えばグ
リーソン方式、クリンゲルンベルグ方式又はエリコン方式のカッターヘッドを用いて、プ
ログラム制御法により加工物上に歯車を効率的に製造することができる。
【００６０】
　カッターヘッドを用いた歯車の製造では、例えば、グリーソン方式、クリンゲルンベル
グ方式又はエリコン方式を用いる場合、従来、特別なベベルギアフライス盤が必要とされ
、更に加工物を加工することができない。
【００６１】
　従って、本発明では、効果的な方法、すなわち５軸フライス／ボール盤、５軸フライス
／旋盤、５軸万能フライス盤及び５軸以上の同時駆動軸を有するマシニングセンタにおい
て、例えば、グリーソン方式、クリンゲルンベルグ方式又はエリコン方式等によるカッタ
ーヘッドを用いることで、初めて、歯車加工を行うことができる。ここでは、回転台又は
円テーブルが回転軸により回転し得るように構成されている。
【００６２】
　本発明では、グリーソン方式、クリンゲルンベルグ方式又はエリコン方式で必要とされ
るカッターヘッドの回転が、回転台又は円テーブルを回転させる回転軸により駆動し得る
。この加工物の回転は、例えば工作主軸又は主軸の軸駆動により回転し得る。さらに、本
発明では、この効果的な動作のために、少なくとも３つの直線軸を同時に制御できる。
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【００６３】
　カッターヘッドは、加工物、特に工作主軸の工具保持手段に固定された加工物上の歯車
において、１以上の歯溝をフライス削りすることに適した複数の切削ナイフを備えること
が好ましい。
【００６４】
　これにより、加工物上の歯車製造では、例えばフライス／旋盤、旋／フライス盤、万能
フライス盤又は万能マシニングセンタなどの少なくとも５軸を備えるプログラム制御され
た工作装置において、例えば環状歯車、ピニオンギア又はベベルギアなどの歯車を製造す
る際に、特別なベベルギアフライス盤（例えばベベルギアフライス盤又はホブ盤）で歯車
を製造するような周知な工具として、歯形カッターヘッドが使用され得るという特別な効
果を奏することができる。
【００６５】
　このような歯形カッターヘッドは、従来技術として開示されており、特別な歯割り盤の
加工軸に固定用の回転対称基体を備えている。また、このような歯形カッターヘッドは、
ナイフ又は刀を備える。このナイフ又は刀は、歯形カッターヘッドが回転運動することに
より、加工物上の歯車の歯溝をフライス削り又は切削することに適している。これにより
、従来の歯割り盤において従来技術として周知であるグリーソン方式、クリンゲルンベル
グ方式又はエリコン方式に類似する歯形カッターヘッドを用いて、周知な歯形、特に、ス
プール歯形、螺旋刃、捻れ刃又は円弧刃の歯車等を製造することができる。
【００６６】
　仮に、このような歯形カッターヘッドが、例えば標準的な工具テーパ（例えば、モール
ステーパ、急勾配テーパ又は中空テーパ）のような受取用の工具保持用接触手段に設けら
れる、又は回転ロック方法でこのような受取用の工具保持用接触手段に接続される場合、
周知な歯割り盤と異なり、歯形カッターヘッドは、通常の工具に類似して、工作主軸の工
具保持手段において自動で挿入及び交換される。そして、この場合、加工物は、工作装置
の固定手段に固定され、グリーソン方式、クリンゲルンベルグ方式又はエリコン方式によ
り加工され得る。その後、自動で工具を交換することにより、加工物の仕上げ又は精密仕
上げを行う工具を工作主軸に効果的に挿入することができる。これは、例えば、特別なベ
ベルギアフライス盤又はホブ盤など、周知な歯割り盤では実行不可能である。
【００６７】
　従って、本発明では、例えばフライス／旋盤、旋／フライス盤、万能フライス盤又は万
能マシニングセンタなどにおいて、従来技術として周知であるグリーソン方式、クリンゲ
ルンベルグ方式又はエリコン方式に類似する歯車を効果的に製造することができる。その
結果、本発明の適応性及び使用分野が格段に増大し得る。また、これは、工具の自動交換
が可能なことにより、工作装置の工具を用いて精密に及び／又は荒く加工物を加工できる
ような上述した工作装置において、歯車の製造ができるという効果を奏する。
【００６８】
　工作主軸に固定された加工物及び固定手段に固定された工具間の相対運動は、本発明の
制御ステップにより制御される。本発明の制御ステップは、特に少なくとも５軸を有する
工作装置を用いて、工作主軸の工具保持手段に固定された加工物を、固定手段に固定され
た工具用の制御プログラムによって制御する。
【００６９】
　従って、工具及び加工物の本発明における固定状態は、従来技術により周知である固定
状態に類似している。また、この固定状態では、少なくとも５軸駆動可能な工作装置を用
いて、自由度５で工具及び加工物が相対運動することができる。よって、工具及び加工物
は、工具及び加工物が従来方法で工作装置に固定される際に有しているものと、少なくと
も同じ自由度及び同じ適応性で、互いに制御され得る。５軸を有する工作装置は、少なく
とも３つの直線軸と２つの回転軸とを備えることが好ましい。これにより、少なくとも自
由度５の制御ができる。すなわち、３つの線形自由度と２つの回転自由度とである。ここ
では、３つの直線軸がそれぞれ直角に交わるようになされている。
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【００７０】
　固定手段は、工作装置の回転台に工具を固定することに適している、又は特に回転ロッ
ク方法により工作装置の回転台に工具を固定することに適していることが好ましい。また
、回転台は、固定手段に固定された工具を回転駆動させることに適していることが好まし
い。従って、加工物は、工作装置の回転台に固定され得る。固定された加工物は、回転台
を回転駆動させることに適した工作装置の回転軸を用いて回転運動され得る。
【００７１】
　固定手段は、例えば、工作装置の回転台又は円テーブルに回転ロック方法により固定さ
れる。第一回転軸は、回転台又は円テーブルを回転駆動するように適用される。回転台又
は円テーブルは、互いが直角に交差する２又は３つの直線軸（例えば、Ｘ軸及びＹ軸、又
はＸ軸、Ｙ軸及びＺ軸）により２又は３つの空間方向に移動し、及び／又は１以上の回転
軸により回転駆動し得ることが好ましい。工作主軸は、ヘッドが他の回転軸により回転可
能な又は随意に１以上の直線軸（Ｚ軸、又はＺ軸とＸ軸及び／又はＹ軸）により移動可能
な工作装置において、回転可能な万能フライスヘッドに設けられることが好ましい。
【００７２】
　固定手段は、数値制御インデックスヘッドを備える。また、工具は、数値制御インデッ
クスヘッドに固定されること好ましい。さらに、数値制御インデックスヘッドは、固定さ
れた工具が回転駆動されることに適することが好ましい。従って、加工物は、数値制御イ
ンデックスヘッドにより回転運動するように、工作装置の数値制御インデックスヘッドに
、又は工作装置の回転台に固定された数値制御インデックスヘッドに固定され得る。
【００７３】
　固定手段に固定された工具は、加工物を加工する加工手段と、加工手段を駆動する駆動
手段とを備える工具器具である。従って、工具器具は、例えばフライス削り用又は穴あけ
用工具等の加工手段と、加工手段を駆動する駆動手段、特に回転駆動させる駆動手段とを
備える工作装置の固定手段に固定され得る。よって、工具器具は、統合された駆動を有す
る全ての工具を提供し、工作装置の固定手段に固定され得る。
【００７４】
　また、本発明では、以下に説明するように、本発明の方法、特に上述した好適な実施形
態の１以上の特徴を有する本発明の方法を実行するために適用される工作装置を提供する
。工作装置の効果に関して、本発明では、本発明の方法による上述した効果を奏し得る。
例えば制御データ又は数値制御プログラム等のプログラムにより制御された工具を用いて
加工物を加工する工作装置、特に万能フライス盤又はマシニングセンタは、加工物を固定
する固定手段と、工具を保持する工具保持手段を有する工作主軸と、少なくとも５つの軸
とを備える。本発明による工作装置は、連続的に加工物が工作主軸の工具保持手段に固定
され、連続的に工具が固定手段に固定され、加工物を切削するために固定手段に固定され
た工具に関して、工作主軸の工具保持手段に固定された加工物をプログラム制御法により
制御するように構成されている。
【００７５】
　工作装置は、工作主軸の工具保持手段に固定された第一加工物を、プログラム制御法に
より第二加工物と交換する。
【００７６】
　工作装置は、工作主軸の工具保持手段に固定された加工物をプログラム制御法により再
固定するように適用されることが好ましい。工作主軸の工具保持手段に固定された加工物
は、プログラム制御法により工具保持手段から解放されてもよい、またプログラム制御法
により新たな固定状態で工具保持手段に固定されてもよい。
【００７７】
　工作装置は、工作主軸の工具保持手段に保持される工具をプログラム制御法により交換
することに適した工具交換器を備える。また、工具交換器は、第一加工物を第二加工物と
交換すること、及び／又は工作主軸の工具保持手段に固定された加工物をプログラム制御
法により再固定することに適している。
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【００７８】
　さらに、工具交換器は、固定手段に固定された工具をプログラム制御法により挿入及び
／又は交換することに適していることが好ましい。
【００７９】
　工作装置は、工作主軸の工具保持手段に固定された加工物をプログラム制御法により交
換することに適した工具交換器を備えることが好ましい。また、工具交換器は、第一加工
物を第二加工物と交換すること、及び／又は工作主軸の工具保持手段に固定された加工物
をプログラム制御法により再固定することに適している。
【００８０】
　工作装置は、加工物又は加工物と工具とを収納することに適したラインアップ及び／又
はマガジンを備える。第二加工物は、第一加工物と交換される前に、工作装置のラインア
ップ又はマガジに収納されていることが好ましい。
【００８１】
　工作主軸の工具保持手段は、固定器具の保持に適するようになされている。加工物は、
固定器具に固定され、工作主軸の工具保持手段に固定されることが好ましい。この固定器
具は、工作主軸の工具保持手段に保持される。また、固定器具は、工作主軸の工具保持手
段に、例えば、工具テーパ（例えば、モールステーパ、急勾配テーパ又は中空テーパ）の
ような受取用の工具保持用接触手段を備える。
【００８２】
　工作主軸に固定された加工物及び固定手段に固定された工具間の相対運動は、少なくと
も５軸を有する工作装置により制御されることが好ましい。少なくとも５軸を有する工作
装置は、少なくとも３つの直線軸と２つの回転軸とを備える。
【００８３】
　固定手段は、工作装置の回転台に工具を固定すること、又は工作装置の回転台に回転ロ
ック方法により工具を固定することに適することが好ましい。回転台は、固定手段に固定
された工具を回転駆動させることに適している。
【００８４】
　固定手段は、数値制御インデックスヘッドを備えることが好ましい。工具は、数値制御
インデックスヘッドに固定されることが好ましい。また、数値制御インデックスヘッドは
、固定された工具を回転駆動させることに適していることが好ましい。
【００８５】
　固定手段に固定された工具は、加工物を加工する加工手段と、加工手段を駆動する駆動
手段とを備える工具器具である。
【図面の簡単な説明】
【００８６】
【図１】本発明による加工物を加工する工作装置の実施形態の典型的な概略図である。
【発明を実施するための形態】
【００８７】
　以下では、本発明による加工物を加工する工作装置及びその方法の好適な実施形態を、
典型的な概略図を用いて詳細に説明する。
【００８８】
　図１は、本発明による加工物300を加工する工作装置100の実施形態の典型的な概略図を
示し、工作装置100は、本発明の好適な実施形態における方法を実行するために構成され
ている。特に、本発明の好適な実施形態における方法は、５つの軸を備える工作装置100
において、例えば、環状歯車、ピニオンギア又はベベルギアなどの歯車が、歯形カッター
ヘッド200を用いて製造されることが以下に説明される。しかしながら、本発明は、歯形
カッターヘッド200を用いて歯車が製造されることに限定されることなく、複数の加工物3
00を工作装置100で連続的に加工することに特に適している。個々の加工物300を加工する
ためには、１つのみ又は少なくとも幾つかの工具が必要である。
【００８９】
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　工作装置100は、工具を保持又は固定することに適した工具保持手段111を有する工作主
軸110を備える。そのため、工作主軸110の工具保持手段111は、周知な工具テーパとして
、モールステーパ、急勾配テーパ又は中空テーパなど標準的な工具テーパである標準的な
工具保持部が、工具保持手段111に保持及びロックされ得る方法で、工具を保持すること
に適している。工作装置100の工作主軸110は、工具保持手段111に保持された工具を回転
駆動することに適している。この工具は、加工プロセスにおいて加工物300を切削するた
めに用いるものであり、例えば、フライス削り用及び／又は穴あけ用工具、又はその他の
工具である。
【００９０】
　また、工作装置100は、工作装置100で加工される加工物300を固定することに適した固
定手段120を備える。図１は、固定手段120が、回転ロック方法により工作装置100の回転
台130に固定されることを示す図である。固定手段120が回転ロック方法により回転台130
に固定されるため、固定手段120に固定された加工物300は、回転台130を回転駆動させる
ことにより、回転させることができる。しかしながら、本発明は、工作装置100の回転台1
30に回転ロック方法により固定されるような固定手段120に限定されない。それどころか
、本発明の他の実施形態における固定手段は、数値制御インデックスヘッドに固定された
加工物300を回転駆動することに適した数値制御インデックスヘッドを備え得る。また、
このような数値制御インデックスヘッドは、工作装置100の回転台130に回転ロック方法に
より固定され得る。さらに、工具が、フライス削り又は穴あけなどの工具である加工手段
に加えて、加工手段を回転駆動する駆動手段を備え得る統合された工具器具であるような
実施形態も可能である。
【００９１】
　本実施の形態の工作装置100は、３つの直線方向の自由度と２つの回転方向の自由度で
工作主軸110に保持又は固定される工具に関連して、例えば数値制御プログラムなどのプ
ログラム制御法を用いて固定手段120に固定される加工物300を制御するために、同時駆動
可能な３つの直角に交差する直線軸と、同時回転駆動する２つの回転軸とを備える。従っ
て、第一加工物である加工物300及び工具の互いの相対位置及び姿勢は、互いに近づけた
り或いは駆動させることができる。この場合、本実施の形態では、工作装置100の回転軸
の１つが、例えば、工作主軸110の回転台130を回転駆動することに適しているように構成
されている。また、少なくとももう１つの回転軸（図示せず）は、例えば、回転可能な万
能切削ヘッドを備える周知な工作装置100として、工作主軸110の空間的な角度方向を整列
させることに適している。本実施の形態では、3つ以上の直角に交差する直線軸（図示せ
ず）を用いて、例えば工作主軸110及び／又は回転台130の位置を３つの空間方向に移動で
きるように構成されている。他の実施の形態では、少なくとも2つの直線軸により工作主
軸110の位置が移動し、少なくとも３つ目の直線軸により回転台130の位置が移動し得るた
め、３つの空間方向における自由度で、工具に対する加工物300の相対位置を再度移動し
得るようになされている。また、別の実施の形態では、工作主軸110の位置が少なくとも
１つの直線軸により移動され、回転台130の位置が少なくとも２つの直線軸により移動し
得るため、３つの空間方向における自由度で、工具に対する加工物300の相対位置を再度
移動し得るようになされている。
【００９２】
　工作装置100は、５軸フライス盤、５軸フライス／ボール盤、５軸フライス／旋盤、５
軸万能フライス盤又は５軸マシニングセンタでもよい。また、工作装置は、６軸フライス
盤、６軸フライス／ボール盤、６軸フライス／旋盤、６軸万能フライス盤、６軸マシニン
グセンタ又は６軸以上を有するような実施の形態でもよい。工作装置100は、例えば、一
体鋳造の構造様式（図１による実施の形態に示すように）である一体鋳造型工作装置、門
形の構造様式である門形工作装置、ガントリー構造様式であるガントリー型工作装置、小
型ポータルベッドマシン、水平マシンニングセンタや垂直マシニングセンタでもよい。
【００９３】
　また、図１に示す工作装置100は、プログラム制御法で自動的に工作主軸110に工具を挿
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入又は交換することに適した工具交換器140を備える。これは、工具交換器140を有してい
るため、工作装置100が万能フライス盤であることを意味する。また、他の施の形態では
、固定手段120の加工物300を交換するために工具交換器140が回転台130に追加で設けられ
たようなマシニングセンタでもよい。
【００９４】
　本実施の形態では、工作主軸110の工具保持手段111に保持された工具を自動で挿入又は
交換するために、把持部142を有する把持具141を工具交換器140が備えるように構成され
ている。このために、把持具141は、例えば受取用の工具保持用接触手段又は標準的な工
具テーパ（例えば、モールステーパ、急勾配テーパ又は中空テーパ）が把持部142により
保持又は把持されるようになっており、把持部142により工具を保持することに適してい
る。従って、本発明の実施の形態による工具交換器140は、いわゆるシングル把持部の工
具交換器140に対応する。
【００９５】
　しかしながら、本発明は、このようなシングル把持部の工具交換器140を有する工作装
置100に限らない。むしろ、本発明の他の実施形態は、例えば、いわゆるダブル把持部の
工具交換器140を有する他の工具交換手段、又は工作装置100の工作主軸110から工具用マ
ガジンに、逆に工具用マガジンから工作装置100の工作主軸110に、工具を直接挿入又は交
換可能な、いわゆるピックアップ又はピック・アンド・プレース機構によって機能する工
具交換手段を備える。
【００９６】
　また、本発明の実施形態では、例えば、工作主軸110から工具を固定解除して固定手段1
20に挿入する、又は固定手段120から工具を固定解除して工作主軸110に挿入する、及び／
又は工具用マガジンから工具を取り出して工具用マガジンに工具を戻す等、工具交換器14
0が、固定手段120に固定された工具を挿入又は交換することに適したシングル、ダブル又
はマルチ把持部の工具交換器140が提供されるようになされている。
【００９７】
　また、本発明の実施形態では、工作装置100が、工作主軸110の工具保持手段111に固定
された加工物300をプログラム制御法により再固定するように構成されている。工作主軸1
10の工具保持手段111に固定された加工物300は、プログラム制御法により固定解除される
ことが好ましく、またプログラム制御法により工作主軸110の工具保持手段111に新たな固
定状態で固定されてもよい。さらに、本発明の実施形態では、工具交換器140により、工
作主軸110に固定された加工物300の再固定を行うことに適してもよい。このために、工具
交換器140は、例えばダブル把持部の工具交換器システムでもよく、第一把持部が工作主
軸110から加工物300を保持又は固定解除し、第二把持部が第一把持部から加工物300を受
け取って新たな固定状態で加工物300を固定する。従って、加工物300は、先ず前面、次い
で後面を、又は先ず後面、次いで前面を加工するために、工作主軸110に固定可能である
。
【００９８】
　上述した本実施の形態では、工具交換器140が、更に工具を交換することとは別に、工
作主軸110に加工物300を挿入又は固定解除するように適用される。しかしながら、加工物
300の交換に関して、工作装置100は、工具台に設けることも可能な、特別に設けられる加
工物交換器を備えることもできる。この加工物交換器は、工作主軸110及び／又は固定手
段120に加工物300をプログラム制御法により挿入又は交換することに適し、また選択的に
加工物300を工作主軸110に再固定することに適する。このような加工物交換器は、例えば
、加工物300を把持する１以上の把持部を有し、選択的に上述した工具交換器140と類似す
る把持手段として形成されてもよい。
【００９９】
　また、本発明の実施の形態において、固定手段120に固定された工具は、例えばフライ
ス用又は穴あけ用工具等の加工物300を加工する加工手段と、フライス用又は穴あけ用工
具等の加工手段を例えば回転させるような駆動手段とを備える工具器具である。従って、
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本発明の実施の形態では、例えば、工作装置100の固定手段120に、統合された工具ドライ
バを備える工具を固定することができる。
【０１００】
　工作装置100の加工物300を加工する従来技術の方法に対して、本発明では、加工物300
及び工具の固定状態が逆となり、図１に示すとおりになされている。
【０１０１】
　加工される加工物300は、従来、工具を保持するために設けられていた工作主軸110に固
定される。加工物300を固定する従来技術では、工具が、工作装置100の固定手段120に固
定されるようになされている。
【０１０２】
　特に、図１に示すように、本発明の実施の形態では、加工物300が、固定器具400に固定
されるようにして工作主軸110に保持されるようになされている。固定器具400は、工作主
軸110の工具保持手段111に保持される。そのため、本発明の実施の形態では、受取用の工
具保持用接触手段を有する固定器具400の前面が、標準的な工具テーパ（例えば、モール
ステーパ、急勾配テーパ又は中空テーパ）の前面に、又は固定器具400を保持又は固定す
ることができ、工作主軸110の工具保持手段111の標準的な工具テーパ（例えば、モールス
テーパ、急勾配テーパ又は中空テーパ）の前面に形成されるようになされている。
【０１０３】
　また、本発明の実施の形態による固定器具400は、工作主軸110に固定された加工物300
が、工作主軸110の工具交換器140により挿入又は交換し得るように、工具交換器140にお
ける把持器具141の把持部142により把持されるようになされている。
【０１０４】
　本実施の形態では、歯形カッターヘッド200が、加工物300を加工する工具として、工作
装置100の固定手段120に固定されるようになされている。この歯形カッターヘッド200は
、回転対称な基体202と、回転対称な基体202に配置された複数の切削ナイフ201とを備え
る。この切削ナイフ201は、加工物300上の歯車の歯溝を切削することに適している。この
ような歯形カッターヘッドは、歯車を製造する従来技術で開示されており、例えば、グリ
ーソン方式、クリンゲルンベルグ方式又はエリコン方式により歯車を製造する特別な歯割
り盤（特に、特別なベベルギアフライス盤又は特別なホブ盤）に使用される。
【０１０５】
　本実施の形態において、工作主軸110に固定された加工物300は、例えば図１に示すよう
に、ベベルギアの基体が既に形成されているような荒加工された加工物300である。伝導
装置に用いられるベベルギアを加工物300から製造するために、工作主軸110に固定された
加工物300及び工作装置100の固定手段120に固定された歯形カッターヘッド200は、５軸を
有する工作装置100により、プログラム制御法で互いに関連して制御されることで、加工
物300を加工し、加工物300上に歯車を削り出す。
【０１０６】
　また、工作装置100は、工具又は加工物300を収容する或いは受け取るように、複数のケ
ース151,152,153を有するマガジン150を備える。典型的な例として、加工物301,302は、
それぞれケース151,152に収納される。この場合は、ケース153に収納される加工物はない
。本発明では、工作主軸110に固定された加工物300が、プログラム制御法により自動で、
加工物301,302のうち一方と工具交換器140により交換され得る。このために、工作主軸11
0に固定された加工物300は、把持器具141により、工作主軸110工具保持手段111から取り
外される。このとき、把持部142は、従来の自動的な工具交換において把持部142により工
具テーパを把持するように、固定手段400を取得又は把持する。
【０１０７】
　把持部142により保持される加工物300は、工具交換器140の把持器具141により空いたケ
ース153に挿入されて収納される。そして、把持部142は、301,302のうち一方を工作主軸1
10に挿入するために、プログラム制御法により自動的に加工物301,302のうち一方をマガ
ジン150から取り出す。そのため、第二加工物である加工物301,302は、固定器具400にお
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ガジン150のケースに収納される。これにより、把持部142は、マガジン150から加工物301
,302を受け取る固定器具400のように、固定器具を受け取れる。
【０１０８】
　従って、加工物300の自動交換は、工作装置100において、挿入された加工物301,302の
うち一方が、固定手段120に固定された工具により工作装置100において加工可能となるよ
うに、工作主軸110に固定された加工物300が加工物301,302のうち一方に交換されて行わ
れる。従って、工作装置100における加工物300の自動交換は、挿入された加工物301,302
のうち一方が、固定手段120に固定された工具によって加工できるように、工作主軸110に
固定された加工物300を加工物301,302のうち一方と交換することで行われる。
【０１０９】
　よって、本発明は、プログラム制御法による加工物300の自動交換が、工作主軸110に工
具を挿入又は交換できる工作装置100において実行されるように、加工物300の固定状態及
び工具の固定状態を提供するものである。工作主軸110に固定された加工物300は、従来の
方法とは異なり、加工物300の交換の間に挿入又は交換される。これは、選択的に同じ数
値制御プログラムを用いて、複数の加工物300が加工又は製造されるような、例えば少量
連続生産又は連続生産において、複数の加工物300の機械加工を工作装置100で行うための
加工操作に対して、特に有効である。
【０１１０】
　従って、本発明では、加工物300の交換がプログラム制御法を用いて自動で実行される
ため、作業者の介在無しに、例えば歯車等の複数の加工物300を工作装置100において連続
的に加工又は製造することができる。よって、例えば歯車を製造する等、工作装置100で
複数の加工物300を加工する際に、効率の向上、時間短縮及び精密性の向上を図ることが
できる。
本発明は、上述した実施の形態に限定されることなく、本発明の実施の形態は、上述した
実施の形態の構成要素を組み合わせることも可能である。
【符号の説明】
【０１１１】
　100      工作装置
　110      工作主軸
　111      工具保持手段
　120      固定手段
　130      回転台
　140      工具交換器
　200      歯形カッターヘッド（カッターヘッド）
　201      切削ナイフ
　300      加工物（第一加工物）
　301,302  加工物（第二加工物）
　400      固定器具



(19) JP 2011-11332 A 2011.1.20

【図１】



(20) JP 2011-11332 A 2011.1.20

10

フロントページの続き

(74)代理人  100161665
            弁理士　高橋　知之
(72)発明者  ヨーゼフ　ノイメイエル
            ドイツ連邦共和国，８７４５９　プフロンテン，バッハウェッヒ　５
(72)発明者  トーマズ　ロッホビーレル
            オーストリア共和国，６６８２　フィルス，リューズウェッヒ　２ツェー
(72)発明者  ウヴェ－カルステン　ハンゼン
            ドイツ連邦共和国，８７６３７　アイゼンベルグ，アン　デル　ライテン　１７
Ｆターム(参考) 3C002 AA02  BB07  DD01  KK00  LL00 
　　　　 　　  3C016 FA21  FA38 
　　　　 　　  3C022 AA10 



(21) JP 2011-11332 A 2011.1.20

10

20

30

40

【外国語明細書】



(22) JP 2011-11332 A 2011.1.20

10

20

30

40



(23) JP 2011-11332 A 2011.1.20

10

20

30

40



(24) JP 2011-11332 A 2011.1.20

10

20

30

40



(25) JP 2011-11332 A 2011.1.20

10

20

30

40



(26) JP 2011-11332 A 2011.1.20

10

20

30

40



(27) JP 2011-11332 A 2011.1.20

10

20

30

40



(28) JP 2011-11332 A 2011.1.20

10

20

30

40



(29) JP 2011-11332 A 2011.1.20

10

20

30

40



(30) JP 2011-11332 A 2011.1.20

10

20

30

40



(31) JP 2011-11332 A 2011.1.20

10

20

30

40



(32) JP 2011-11332 A 2011.1.20

10

20

30

40



(33) JP 2011-11332 A 2011.1.20

10

20

30

40



(34) JP 2011-11332 A 2011.1.20

10

20

30

40



(35) JP 2011-11332 A 2011.1.20

10

20

30

40



(36) JP 2011-11332 A 2011.1.20

10

20

30

40



(37) JP 2011-11332 A 2011.1.20

10

20

30

40



(38) JP 2011-11332 A 2011.1.20

10

20

30

40



(39) JP 2011-11332 A 2011.1.20

10

20

30

40



(40) JP 2011-11332 A 2011.1.20

10

20

30

40



(41) JP 2011-11332 A 2011.1.20

10

20

30

40



(42) JP 2011-11332 A 2011.1.20

10

20

30

40



(43) JP 2011-11332 A 2011.1.20

10

20

30

40



(44) JP 2011-11332 A 2011.1.20

10

20

30

40



(45) JP 2011-11332 A 2011.1.20

10

20

30

40



(46) JP 2011-11332 A 2011.1.20

10

20

30

40



(47) JP 2011-11332 A 2011.1.20

10

20

30

40



(48) JP 2011-11332 A 2011.1.20

10

20

30

40



(49) JP 2011-11332 A 2011.1.20

10

20

30

40



(50) JP 2011-11332 A 2011.1.20

10

20


	biblio-graphic-data
	abstract
	claims
	description
	drawings
	overflow
	foreign-language-body

