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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　一方で、中心（Ｃ２）によって規定され、接続面（１２）の形態であるインサート座で
あって、前記中心（Ｃ２）から間隔を開けて離れ、細長い雌状又は雄状の第１の係合手段
（１９）が含まれるインサート座を有する基体（１）と、
　他方で、中心（Ｃ３）から間隔を開けて離れ、少なくとも一つの切り屑除去用の切れ刃
（３８）を有し、逃げ面（３７）が前記切れ刃（３８）から接続面（３６）の形態である
下面まで境界（４４）に向かって延長し、前記接続面（３６）に細長く雄状又は雌状の第
２の係合手段（４２）が含まれ、該第２の係合手段（４２）が前記中心（Ｃ３）より前記
境界（４４）により近く配置され、前記基体（１）の前記接続面（１２）の前記第１の係
合手段に含まれる支持面（２４）に対して押圧可能な側面（４７）を含む交換可能な切削
インサートと、を備えた切り屑除去加工用の工具において、
　前記第２の係合手段（４２）が、前記切削インサートの前記中心（Ｃ３）と前記境界（
４４）の両端部（５９）との間の仮想三角形（Ｔ）内にある前記切削インサートの唯一の
係合手段であり、前記側面（４７）は断面形状が凸状であり、前記第２の係合手段（４２
）が前記支持面（２４）に対して傾くことを許容し、
　前記切削インサートの前記接続面（３６）が、前記第２の係合手段（４２）と同一で、
前記第２の係合手段（４２）に交差する２つ目の第２の係合手段（４２）であって、前記
第１の係合手段（１９）に交差する２つ目の第１の係合手段（２１）に係合する２つ目の
第２の係合手段（４２）を有し、前記２つ目の第２の係合手段（４２）の側面（４７）が
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前記２つ目の第１の係合手段（２１）の支持面（２４）を押圧し、一つ目の第２の係合手
段（４２）の前記側面（４７）とは異なる方向で前記基体に対して切削力を伝え、
　前記基体（１）の前記接続面（１２）に含まれる前記第１の係合手段は、前記基体に形
成され、少なくとも一つの支持面（２４）によって規定された座ぐり穴（１９，２０，２
１，２２）であることによって雌状であり、前記切削インサート（２）の前記接続面（３
６）の前記第２の係合手段は、内側面と外側面（４７，４８）を有し、少なくとも内側面
（４７）が凸状の断面形状を有している雄状の尾根（４２）であり、
　前記基体の前記座ぐり穴がノッチ（１９，２０，２１，２２）であり、
　一対の分岐する支持面（２４，２５）を有する多くても二つの主ノッチ（１９，２１）
の近傍にある全てのノッチ（２０，２２）は、盲ノッチを形成するために前記主ノッチよ
り幅広であり、該盲ノッチは前記切削インサートと前記基体との間で伝達する切削力に関
して実質的に作用しない前記尾根を収容することを特徴とする工具。
【請求項２】
　前記切削インサートは、多角形状であり、少なくとも二つの前記切れ刃（３８）と前記
逃げ面（３７）を備え、
　前記基体（１）の前記接続面（１２）と前記切削インサート（２）の前記接続面（３６
）が、前記切削インサートの前記切れ刃（３８）の数と等しい多数の前記係合手段（１９
，２０，２１，２２，４２）で形成されていることを特徴とする請求項１に記載の工具。
【請求項３】
　前記ノッチ（１９，２１）が、間隔を開けて離れ、内側と外側の二つの支持面（２４，
２５）によって規定され、底面（２７）から開口に向かう方向で分岐していることを特徴
とする請求項１に記載の工具。
【請求項４】
　外側の前記支持面（２５）は、縁（３３）に含まれ、該縁（３３）が高さ寸法より薄い
寸法の肉厚を有することによって、少なくとも部分的に弾性的であることを特徴とする請
求項３に記載の工具。
【請求項５】
　個々の前記支持面（２４，２５）は平坦であることを特徴とする請求項１～４の何れか
１項に記載の工具。
【請求項６】
　二つの前記支持面（２４，２５）の間の分岐する交差角度（α）は少なくとも９０゜で
あることを特徴とする請求項３～５の何れか１項に記載の工具。
【請求項７】
　多くても二つの盲ノッチ（２０，２２）は、前記尾根（４２）の凸状の前記外側面（４
８）が押圧可能である支持面（２６）を含むことを特徴とする請求項１に記載の工具。
【請求項８】
　前記基体（１）の前記接続面（１２）は、一方で、二つの分岐する前記支持面（２４，
２５）によって規定される前記ノッチ（１９）であって、内側の面が主支持面（２４）を
形成する前記ノッチ（１９）と、他方で、前記主支持面に対して９０゜で交差してそれぞ
れ内方へ延長する二つの補助支持面（２４ａ，２４ｂ）であって、分岐線（６１）を介し
て前記主支持面の端部に続く二つの補助支持面（２４ａ，２４ｂ）と、を備えることを特
徴とする請求項１～５の何れか１項に記載の工具。
【請求項９】
　個々の前記補助支持面（２４ａ，２４ｂ）は、分岐線（６１）を介して前記主支持面（
２４）に直接に変化することを特徴とする請求項８に記載の工具。
【請求項１０】
　前記切削インサート（２）の個々の前記尾根（４２）は、前記外側面（４８）より短い
内側面（４７）で形成されていることを特徴とする請求項８又は９に記載の工具。
【請求項１１】
　前記内側面（４７）は、前記尾根（４２）の内面から突出する肩（６２）に含まれてい
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る請求項１０に記載の工具。
【請求項１２】
　前記切削インサートは、研削加工ではなく、プレス加工で成形されていることを特徴と
する請求項１～１１の何れか１項に記載の工具。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　第１の態様において、本発明は、
　一方で、中心によって規定され、接続面の形態であるインサート座を有し、インサート
座には細長い雌型又は雄型で中心から離れている主係合手段がある、基体と、
　他方で、少なくなくとも一つの切り屑を除去する主切れ刃を有し、主切れ刃は切削イン
サートの中心から離れており、主切れ刃から逃げ面が接続面の形態である下面に向かって
稜線の方に延び、接続面には細長い雄型又は雌型の第２の係合手段が含まれ、第２の係合
手段は切削インサートの中心より稜線により近い位置に配置され、第２の係合手段は基体
の接続面の第１の係合手段に含まれる支持面に対して押圧可能な側面を含んでいる取り外
し可能な切削インサートと、を備える切り屑除去のために意図された工具に関する。
　他の態様において、本発明は、そのような切削インサートに関する。
【背景技術】
【０００２】
　特に、金属素材の切り屑除去加工又は切削加工の分野における継続的な開発では、高速
かつ高精度な方法で加工を実施するために、単に工具の能力だけでなく、基体（ホルダ）
としての工具の異なる部品の製造や取り外し可能な切削インサートを効果的に作る目的を
もって、開発が続けられている。一つの傾向は、精度及び表面仕上げに関する加工結果を
改善することであり、これには、切削インサートの作用切れ刃が、基体に関して正確で所
定の空間位置を得るということが必要とされる。多くの場合、位置精度の必要性は、極端
なものである。他の傾向は、工具の製造コストを減少することである。これは、特に、切
削インサートが超硬合金で作られていることを意味しており、マーケットで普通に起こっ
ていることであり、圧縮成形及び焼結に関しては、すでにより一層の高い寸法精度を有し
ている。切削インサートの良好な精度を得るために、従来は、高価な研削処理を受けるこ
とが必要であった。しかし、改良された圧縮成形及び焼結技術によって、更なる適用にお
いて、直接に圧縮された、すなわち、非研削の切削インサートを使用することが可能にな
っている。しかしながら、開発では、工具のコンストラクタが切削インサートの公称寸法
の（＋／－）０．５％のオーダで寸法誤差を許容しなければならないということ以外で、
促進されていない。これは、切削インサートの作用切れ刃が、インサートの製造の結果が
良い場合に、所望の位置で非常に良くなるが、インサートの製造の結果が悪い場合は（切
削インサートが膨張して長くなったり、焼結されて意図されたよりも短くなったりする場
合）、基体に対する切れ刃位置が、所望の位置から広い範囲に偏るため、加工精度が悪く
なるということを意味する。
【０００３】
　より古い従来の工具において、作用切れ刃の正確な位置は、切れ刃と、切削インサート
の上下面に配置され、基体のインサート座で協働する後側支持面又は内側支持面に対して
押圧される逃げ面（切削インサートの上下面を繋ぐ側面）との間の距離によって決定され
ていた（後側支持面又は内側支持面から切れ刃までの距離によって決定されていた）。こ
の場合、切削インサートの後側逃げ面が、前切れ刃の空間位置を決定した基準点を形成し
たとき、切削インサートが研削されていないという条件で、切れ刃の位置精度は非常に悪
くなる。なぜなら、作用切れ刃と反対側の逃げ面との間の距離が、特に、工具と切削イン
サートが大きいとき、無視できなくなるからである。近年、いわゆるセレーション接続面
が、切削インサートを保持するための手段として開発されている。この方法では、切削イ
ンサートの位置精度が、切削インサートのセレーション接続面の中央尾根部が切れ刃位置
の基準点として選択されることによって、より高精度に高められる（公差が半分になる）
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ことが可能である。中央尾根部は切削インサートの対向する逃げ面／切れ刃の間で半分で
あるということによって、距離は作用切れ刃と基準点との間で半分であり、許容誤差も半
分である。しかしながら、この位置精度は、更に高い加工精度が要求される多くの場合に
おいては、満足されるものではない。
【０００４】
　切削インサートと基体のインサート座の境界でセレーション接続面を使用する工具の上
述した欠点を扱うことに関し、国際公開第2005/072898号（特許文献１）は、溝の幅が除
々に前側の溝から後側の溝に向かう方向で増加し、予定されている形状欠陥が、基準位置
を形成する前側の溝から他の溝に向かって後方又は内方に分散されるようにして、インサ
ート座又は基体のセレーション接続面を形成する平行な複数の尾根と複数の溝を作ること
を提案している。切削インサートの作用切れ刃と前側の溝としての固定された基準位置と
の間の距離は、切削インサートの少しの長さに減少することを意味する。言い換えると、
切れ刃位置における形状欠陥の影響は、相当程度に減少する。しかしながら、この解決方
法で期待される結果が得られている場合でさえ、この解決方法は欠点を有している。欠点
の一つは、切削インサートの接続面上の多数の尾根が、切削インサートの製造を複雑にす
るということである。より詳細には、形状欠陥は、尾根の平坦な側面に小さな凹凸として
現れることがあり、凹凸は異なる尾根及び異なる部分で不規則に生じる。製造の結果が悪
いとき、多数の尾根のこのような凹凸は、仮に最も悪い結果が生じる場合において、基体
の接続面にある溝が除々に増加する幅で形成されているときでさえ、尾根が溝に正しく係
合しなくなることがある。さらに、切れ刃に最も近く配置された切削インサートの前側の
尾根が、基体の接続面にある付属の溝に干渉することがあるかもしれない。これによって
、切削インサートは動かなくなり、これによって、所望の位置へ自由に動けなくなる（下
がることができなくなる）ことがある。これに対して、セレーション接続面を作る問題と
なっている境界は、一つの座標方向、すなわち尾根の長さが延長する方向に垂直な方向で
のみ、力を伝達することができるということが補足されるべきである。
【０００５】
【特許文献１】国際公開第２００５／０７２８９８号
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　本発明は、最初に述べたタイプの従前の切削工具の上述した欠点を取り除き、改良され
た切削工具を提供することを目的とする。したがって、本発明の主な目的は、第１の態様
において、非研削の超硬合金インサートの使用を許容し、基体に対する作用切れ刃の空間
位置に関して、超硬合金インサートの精度（切れ刃位置精度）が最適である切削工具を提
供することである。他の目的は、工具を提供することである。切削インサートと基体との
間の境界が、二つ異なる座標方向、例えば半径方向と軸方向で力を伝達することができる
工具を提供することである。さらに、本発明の目的は、主に、切削インサートの製造を簡
単にし、製造コストを安くすることである。他の目的は、切れ刃が複数であるにもかかわ
らずに、切れ刃が正しくなく位置に配置される危険を生ずることなしに、複数の切れ刃を
有する割り出し可能な切削インサートの使用を許容する工具を提供することである。また
、他の目的は、切削インサートと基体との間の境界が、異なる形状の切削インサートの使
用を許容する工具を提供することである。したがって、切削インサートは、三角形状、四
角形状、平行六面体形状、菱形状、五角形状、六角形状、七角形状、八角形状などの多角
形状を有することが可能であり、又は丸形状好ましくは円形状であることも可能である。
さらに、切削インサートは、ねじ、クランプ、レバー機構、偏心機構などの任意の手段に
よってインサート座に固定されるべきである。
　本発明によれば、少なくとも主な目的は、請求項１の特徴部分で規定されている構成に
よって得られる。本発明による工具の好ましい実施形態は、請求項２～１８で規定されて
いる。
　第２の態様にいて、本発明は、上述したような切削インサートに関する。切削インサー
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トの特徴は、独立請求項１９で示されている。本発明による切削インサートの好ましい実
施形態は、さらに、請求項２０～３９で規定されている。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明は、切削工具の基体と、尾根及びノッチの形態である最小の係合手段を有する切
削インサートとの間の境界を形成することと、切削インサートの見込まれる形状欠陥に依
存しつつ、切削インサートの取り付けに関して、基体の対応する係合手段に応じて異なる
チルト位置を自由に得ることができ、切削インサートの作用切れ刃に最も接近して配置さ
れた、切削インサートの係合手段を作ることの意図に基づいている。この効果は、側面が
切削インサートの係合手段に含まれることによって得られる。側面は、基体の協働支持面
に対して実質的な力を伝える目的を有している。係合手段は、断面形状が凸状、すなわち
膨らんでおり、最適にはインボリュート曲線によって規定されている。このようにして、
側面（インサート）と支持面（インサート座）との間の接触線が、切削インサートが形状
欠陥を有しないならば得られるであろう中間位置から面に沿う上方と下方の異なる高さ位
置を得ることができる。
【０００８】
（従来例の更なる説明）
　国際公開第02/055243号で開示されている工具は従前から知られている。切削インサー
トと工具の基体は、セレーション接続面を介して互いに接続している。セレーション接続
面の尾根は、細いストリングス状の材料部分で形成され、尾根の他の接続面に関して突出
している。しかしながら、これらのストリングス部分の目的は、協働する側面間の接触位
置を予め決定することであるが、接触面に沿う上方又は下方への接触場所の自由な調整を
許容することではない。
【０００９】
（専門用語）
　発明が、添付されている図面を参照して説明される前に、発明の特徴を規定するために
使用される所定の概念の含意が簡単に説明されるべきである。
　”接続面”は、工具の基体と切削インサートの間の境界を形成する二つの結合面である
。一方の結合面は切削インサートの下側に含まれており、他方の結合面は基体に形成され
ている。
　”切り屑面”は、切削インサートの上面を形成する面であり、フラットな切削インサー
トでは、下面に対して平行である。切り屑面は平坦であることが必要ではないけれども、
しばしば不規則な面（凹凸面）を有することもある。
　”逃げ面”は、切削インサートの上面と下面との間で延びる面である。切削インサート
がポジの幾何学形状を有している場合、逃げ面は、上面に対して鋭角を形成し、下面に対
しては鈍角を形成する。ネガの切削インサートでは、逃げ面は上面に対して少なくとも９
０゜の角度を形成する。本発明は、切削インサートがポジであるかネガであるかに拘わら
ず適用できる。
　”切れ刃”。この言葉が前置きなしに使用されるとき、加工される素材から切り屑を除
去する目的を有する主切れ刃又は主切れ刃稜線が意図される。多角形状を有する切削イン
サートは、一般に、各コーナの近くに配置され、各主切れ刃と協働する第２の切れ刃（ワ
イパーエッジ）を含んでいる。主切れ刃が切り屑を除去するために提供される一方、第２
の切れ刃の目的は、形成された素材の面を仕上げることである。
　”稜線”は、逃げ面が切削インサートの下面に変わる場所に関係する。この稜線は、例
えば、二つの面の間の分岐線の形態として形成されることによって、仮想的又は実在的の
どちらかである。しかしながら、どちらの場合でも、稜線は二つの対向端を有する幾何学
的な線によって形成されていると考えられている。
　”係合手段”は、雌状スペースに挿入可能である雄状要素、又は雄状要素が挿入される
雌状スペースのどちらかの統括的概念である。たいていの場合、雄状係合手段は尾根の形
態であり、雌状係合手段はノッチ又は座ぐり穴の形態を意味する。
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　”側面”は、係合手段に含まれる面であり、他の協働する係合手段に含まれる支持面に
力を伝える面に関する。側面が尾根に含まれているとき、側面は尾根の二つの対向する長
い側面の一つである。ここで、以下の点に留意されるべきである。側面は、一つの滑らか
連続する面で構成されることは必ずしも必要とされず、複数のより小さい部分の面で構成
されることも可能である。
　”インサート座”は、切削インサートが取り付けられる基体の場所である。本発明に関
し、”インサート座”と”接続面”の概念は、”接続面”が切削インサートの接続面が結
合する接続面であって、基体のインサート座を形成する接続面である限り同じである。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１０】
　図１おいて、図示されている切削工具は、基体１と、この実施形態においてねじとして
の締結部材３によって基体に固定される切削インサート２と、を備えている。例において
、工具は、回転可能であり、ミーリングカッタ、より詳細にはエンドミル又はまたフェー
スミルから構成され、固定される多数の切削インサート（一つだけが図１で示されている
）に等しい多数の切り屑ポケット４を含んでいる。基体１は軸Ｃ１の回りを回転可能にな
っている。個々の切り屑ポケット４は、平坦な側面５、凹状に湾曲した壁面６、平坦な階
段面７によって規定される。平坦な階段面７は、凹状に湾曲した面８（図２参照）を介し
て、座ぐり穴に変化する。座ぐり穴は、面８、側面９、及び弧状の境界１１を介して側面
９に変化する平坦な底面１０によって規定されている。底面１０において、接続面又はイ
ンサート座１２を形成する多数のノッチが形成されている。これは、以下においてより詳
細に説明される。
【００１１】
　再び図１を参照すると、締結ねじ３は、ねじ部１３と、この実施形態において円錐形状
（頭部は、他の形状、すなわちフラットに形成することもできる）である頭部１４を含ん
でいるということが指摘されるべきである。ねじ３は、切削インサート２の中心に位置す
る貫通孔に挿入され、底面１０で開口するねじ孔１６のねじ部（図示せず）に締結される
。
【００１２】
　図１において、符号１７は前端面を示し、符号１８は後端面の限界線を示し、符号２３
は回転対称の包絡面を示す。動作する際、ミーリングカッタは矢印Ａの方向に回転する。
【００１３】
　切削インサート２はフラットであり、インサート座１２は、例えば、切削インサートが
ポジの軸方向設定角度とネガの半径方向設定角度（これらの角度は本発明にとって重要で
はなく、図面に示されていない）を得るようにして基体に形成される。
【００１４】
　図２～１８は、本発明を特徴付ける構成を詳細に示す。本発明は、主に、切削インサー
トと基体との境界に関するということが、説明されることがふさわしい。すなわち、一方
において、接続面１２は基体のインサート座を形成し、他方において、対応する接続面が
切削インサートの下面に形成されている。
【００１５】
　図２において、接続面１２は四個のノッチ１９，２０，２１，２２で形成されていると
いうことが示されている。ノッチ１９はミーリングカッタの包絡面２３の近くに配置され
ている。一方、ノッチ２１は端面１７の近くに配置されている。ノッチは細長く、互いに
直角に交差する。実際に、ノッチは、基体１の材料を切り屑除去加工、好ましくはミーリ
ングすることによって提供されることができる。これに関し、最も適切な基体は、超硬合
金やサーメットなどのほとんど弾性を有しない硬い耐摩耗材料から作られている切削イン
サート２の材料に比べて、一定の固有の弾性を有する鋼やアルミニウムなどの金属で形成
されている。
【００１６】
　底面１０で開口するねじ孔１６は、中心軸Ｃ２によって規定されている。互いに垂直な
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二つの平面Ｐ１，Ｐ２は、簡単に一点鎖線で示され、中心軸に沿って互いに交差する。平
面Ｐ２は、工具の軸方向に延びている（必ずしも、ミーリングカッタの中心又は回転軸に
平行である必要はない）、一方、平面Ｐ１は半径方向に延びている（必ずしも、軸Ｃ１に
対して垂直に傾いている必要はない）。回転軸Ｃ１に関する平面Ｐ１，Ｐ２の姿勢は、対
象になっているミーリングカッタに関して選択されている半径方向及び軸方向の設定角度
に依存する。言い換えると、線Ｃ２、面Ｐ１及びＰ２は、ミーリングカッタの回転軸Ｃ１
に直接関係しない座標系を形成する。
【００１７】
　すなわち、二つのノッチ１９，２１は、それらが個々に二つの間隔を空けて離れている
対向する支持面２４，２５（図１２参照）によって規定されている限り、同じである。支
持面２４は接続面の中心軸Ｃ２に接近して配置されているため、”内側”の支持面と名付
けられる。第２の支持面２５は、外側の支持面であり、面２３（又は面１７）の近くに配
置されている。二つの他のノッチ２０，２２は、それらが一つの支持面のみを含んでいる
限り同じであり、ノッチ１９，２１より幅が広く形成されている。ノッチは、切削インサ
ートの尾根としての雄状の第２の係合手段と協働するための、雌状の係合手段を形成する
。
【００１８】
　図１２で示されるように、個々のノッチ１９，２１の二つの支持面２４，２５は、上部
の開口に向かって平坦な底面１０と同一面でフルート状の底２７から分岐する。分岐の角
度αは、少なくとも９０゜又は鈍角であることが有利である。それぞれの支持面２４，２
５は、必ずしも必要ではないが、平坦であり、最も適切な個々のノッチは、ノッチの上限
エッジが互いに平行である限り直線である。
【００１９】
　図１３，１４において、ノッチ２０，２２の一つの支持面２６は、面１０に向かう限界
線又は分岐線２９と、限界線３０を介して面１０に変化する凹状に湾曲した面３０との間
に延びていることが示されている。限界線２９，３１との間の距離は、ノッチ１９，２１
の限界線２８の間の距離よりも大きい。すなわち、ノッチ２０，２２はノッチ１９，２１
よりも幅広になっている。例えば、ノッチ２０，２２はノッチ１９，２１より約４０％幅
広である。ノッチ２０，２２は、また、限界線２９，３１が互いに平行である限り、直線
である。垂直軸に対する支持面２６の角度δは、必ずしも必要ではないが、支持面２５（
図１２参照）の対応する角度αの半分に一致する。
【００２０】
　こ二つの支持面２４，２５を含む二つのノッチ１９，２１は、これからはメインノッチ
と称され、一方、一つの支持面２６のみを含むノッチ２０，２２は、ブラインドノッチと
称される。
【００２１】
　図７～１０において、二つの外側又は周囲のノッチ１９，２１のそれぞれは、異なる形
状を有する長く狭い縁又は縁状の材料部分３２，３３によって規定されている。縁３２は
、縁３３より肉厚に形成されている。縁３２は、ノッチ１９の外側の支持面２５と湾曲面
２３との間で規定され、縁３３は支持面２５と面１７内の凹みである凹状に湾曲した面３
４との間で規定されている。これは、縁３３が相対的に薄くなるという結果をもたらす。
基体材料、例えば、鋼などは一定の固有の弾性を有しているため、縁３３は、必要に応じ
て、縁を曲げる力で降伏する（少なくとも部分的に）こともある。これに関連して、縁３
３は、弾性を保証するために高さよりも低い厚みを有している。
【００２２】
　切削インサート２の重要な特徴を示す図３～６について説明する。
　この場合、切削インサートはフラットで多角形、詳細には、四角形状を有し、上面３５
と、下面３６と、上面及び下面との間で延びる４つの逃げ面３７を有している。下面３６
は、特別の設計によって、基体１の接続面１２と協働するための接続面を形成する。言い
換えると、”下面”と”接続面”は概念として同じである。ほかに、切削インサートは、
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孔１５の中心軸であり、切削インサートの中心を形成する軸Ｃ３を有している。上面３５
及び下面３６は、軸Ｃ３に対して垂直に延びている、すなわち、上面と下面は互いに平行
である。
【００２３】
　切り屑面の形状は、本発明にとって重要ではないので、図４において、切り屑面は、単
に、チップブレーカのない平坦面として示されている。上面３５と個々の逃げ面との間に
、切り屑を除去する主切れ刃３８が形成されている。さらに、切れ刃は、互いに出会う二
つの主切れ刃３８の間の二等分線によって明示されている四個のコーナ３９を有する。個
々の主切れ刃３８は、ワイピング又は被削面を滑らかにする目的を有する第２の切れ刃に
変化する。コーナ３９にある逃げ面３７は、凸状に湾曲したコーナ面４１を介して互いに
変化する。
【００２４】
　示されている実施形態において、接続面３６は、主切れ刃３８の数に等しい、すなわち
４つの、多数の雄状尾根４２を含む。尾根は、四個のコーナ部４３を有する四角形フレー
ムに一体化されている。
【００２５】
　個々の尾根４２は、基体にあるノッチ１９，２１としての雌状の第１の係合手段と係合
するために雄状の第２の係合手段を形成する。
【００２６】
　個々の尾根４２の性質を詳細に示す図４について説明する。四つの尾根は同一の設計で
あるため、一つの尾根について説明される。
【００２７】
　図１２において、逃げ面３７は、切削インサートの下面に向かって境界４４まで延びて
いる。この場合、境界４４は、逃げ面３７と、尾根４２の内側にある平面４６と同じ位置
にある細く平らな面４５と、の間の分岐線の形態を成している。尾根４２は、この場合に
おいて平坦で長く狭い面である頂部４９に向かって集中する二つの内側面と外側面４７，
４８によって規定されている。個々の側面４７，４８は、上下の境界線５０，５１の間で
延びている。この場合、下側の境界５１は、頂部４９に対する分岐線である。外側面４８
の上側境界線５０は、面４５と面４８との間に形成された階段面５２に対する分岐線であ
る。内側面４７の上側境界線５０は、平面４６に連続して変化する階段５４の最も狭い面
５３に対する分岐線である。
【００２８】
　本発明の特徴とする構成は、少なくとも内側面４７が、上述した国際公開第2005/07289
8号によるセレーション接続面に含まれる側面を特徴付ける平面とは異なり、断面形状が
凸型又は尾根型である。示される好ましい実施形態において、二つの側面４７，４８は、
尾根の内側に延長して尾根を規定する軸Ｃ４に対して断面形状が対照形状である。断面で
示されるように、この場合、個々の側面の最小の面部分は、上下の境界線５０，５１の間
で連続して延長している。これに関し、二つの側面４７，４８は同じである。しかしなが
ら、尾根を長手方向から見ると、二つの側面は以下の点で互いに異なっている（図３及び
５参照）。内側面４７は、側面の端を形成する境界線５５の間で連続して延びている。境
界線は、個々の尾根が隣接する尾根に変化するコーナから短い距離で形成されている。言
い換えると、内側面は、全体として尾根よりも短い長さである。外側面４８の長さは、境
界線５６、より詳細には、丸いコーナの境界４３に対する分岐線によって決定されている
。しかしながら、境界線５６の間の領域において、座ぐり穴５７は、外側面４８に形成さ
れている。座ぐり穴５７の長さは二つの境界線５８によって決定されている。座ぐり穴５
７の深さは適度な深さであり、実際には、１又は数μｍである。にもかかわらず、座ぐり
穴５７は外側面４８を形成する面を二つに分離する。これに関し、境界線５６の間の外側
面４８の全長は、境界線５５の間の内側面４７の長さより大きく形成されている。
【００２９】
　図１５において、一つの側面、すなわち、支持面２５と接触している外側面４８が示さ
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れている。支持面２５の平坦な形状と関係する側面４８の凸状に湾曲した形状の結果とし
て、側面４８と支持面２５との間の接触は、少なくとも最初は、接触線ＣＬによって描か
れた線接触を示す。接触は、繰り返されるインサートの交換によって面２５が新しく作り
出されていない限り（すなわち、塑性変形していない限り）、線で行われる。側面４８の
湾曲した形状のために、切削インサートがインサート座の平坦面１０に平行であるならば
、接触線ＣＬは面４８，２５に沿って上方と下方の異なる水平位置をとることができ、又
はインサートに関係して傾斜した位置をとることができる。
【００３０】
　湾曲又は膨らんだ側面は、程度の差はあるが注目に値する。図１５で、Ｈで示される湾
曲した弦の高さは、側面の上下の境界線５０，５１の間の仮想平面Ｐ３と、この平面に関
して最も外側に突出して配置された側面の点と、の間の垂直距離として規定されている。
境界線５０，５１の間の側面の長さは、Ｕで示されている。実際に、弦の高さＨは、大き
くても側面の長さＵの１／１０とされるべきである。弦の高さは小さくすることが有利で
あるが、少なくとも側面の長さの１／１００にすべきである。
【００３１】
　好ましい実施形態において、側面の凸状の断面形状は、インボリュート曲線によって規
定されている。すなわち、側面の形状は、通常の歯型（歯車の歯）の側面の形状と同じで
ある。
【００３２】
　尾根４２（図１２の上を参照）の収束角度（山の角度）βは、側面の仮想平面Ｐ３の間
の角度として規定されている。
【００３３】
　分岐線４４の二つの対向する端部が５９で示されている図５及び６について説明する。
前述したように、分岐線４４は逃げ面３７が切削インサートの下面に変化する境界を形成
する。分岐線４４は、仮想三角形Ｔの三つの破線の一つを形成し、二つの他の線は切削イ
ンサートの端部の点５９と中心Ｃ３の間で延びている。図６において、尾根の中心線Ｃ４
が破線の形態で示されている。中心線Ｃ４は、境界４４からＬ１で示された距離に配置さ
れ、境界４４に平行で、中心軸Ｃ３と交差する仮想垂直平面Ｐ４から距離Ｌ２に配置され
ている。境界４４と面Ｐ４の間の合計距離はＬになる。
【００３４】
　本発明によると、距離Ｌ１は距離Ｌ２より大きくしてはいけない。言い換えると、中心
線Ｃ４によって示されている尾根４２は、切削インサートの中心Ｃ３よりも境界４４の近
くに配置されるべきである。本発明を特徴付ける他の構成は、尾根４２が仮想三角形Ｔ内
にある一つの有効な係合手段である点である。言い換えると、切削インサートの境界４４
と中心との間にある尾根４２を除いて他に尾根はない。
【００３５】
　示される例において、工具は、回転可能なミーリングカッタであり、図１の３８ａで示
される切り屑を排出する有効な切れ刃は、基体の包絡面２３の外側へ少しだけ出た位置に
割り出されていると共に、ワイパ切れ刃４０ａが端面１７の軸方向外側の位置に割り出さ
れている。
【００３６】
　加工中に切削インサートに力が作用している間、主切れ刃から生じる半径方向力が大き
い。しかし、非常に小さいものであっても、軸方向力がワイパ切れ刃４０ａから切削イン
サートに作用する。半径力のほとんどは、尾根４２の内側面４７が位置するノッチ１９の
内側の支持面２４に作用する。軸方向の力は、主に、他の尾根４２の内側面４７が押され
るノッチ２１の内側の支持面２４に作用する。しかしながら、軸方向力及び半径方向力の
残りの力の部分は、ノッチ２２，２０の支持面２６に作用する。
【００３７】
　（本発明の作用と効果）
　切削インサートがインサート座に取り付けられることに関し、製造結果の異なる三つの
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切削インサートはインサート座にどのようにして装着されるかを示す図１６～１８につい
て説明する。図１６において、完全に成功した製造結果である切削インサートが示されて
いる。これは、切削インサートが正確な呼び寸法を得ていることを意味する。呼び寸法の
一つは、作用切れ刃３８ａと反対側の非作用切れ刃３８との間の長さ寸法Ｍ0である。こ
の状態において、基準面ＲＰがインサート座の底面１０に平行である切削インサートの上
面によって規定されている限り、切削インサートは水平に正しく置かれている。さらに、
ノッチ１９支持面２４，２５に対する外側の尾根４２ａの二つの接触線ＣＬ１とＣＬ２と
、ノッチ２０の一つの支持面２に対する内側の尾根４２の接触線ＣＬ３は、水平面内に位
置している。作用切れ刃３８ａと尾根４２ａの中心Ｃ４との間の距離Ｗは、切削インサー
トの長さ寸法Ｍ0より短くなっている。
【００３８】
　図１７において、製造品質が良くないと考えられている切削インサートが示されている
。より詳細には、切削インサートは、呼び寸法より大きいと考えられている。したがって
、長さ寸法Ｍ1は呼び寸法Ｍ0より大きくなっている。わかり易く説明すると、切削インサ
ートは長くなっている。呼び寸法Ｍ0が２０ｍｍで、図１７による切削インサートの膨張
が０．５％と仮定されるならば、寸法Ｍ1は２０．１０ｍｍになる。すなわち、切削イン
サートは０．１０ｍｍだけ拡大している。切削インサートがインサート座に着座されたと
き（手でねじることなし）、外側の尾根４２ａの中心Ｃ４は、実質的に図１６と同じ位置
、すなわち、作用切れ刃３８ａから距離Ｗとなる。しかしながら、内側の尾根４２は、接
触線ＣＬ３が図１６で示される位置よりも支持面２６に沿って上に配置されるように、位
置を変える。言い換えると、切削インサートは、切削インサートの上面が基準面ＲＰに対
して角度γを形成する位置に変わる。図１６による位置に関する切削インサートのこの傾
向は、内側面４７の接触線ＣＬ１がノッチ１９の内側の支持面２４に沿って上昇する結果
となる。一方、外側面４８の接触線ＣＬ２は、図１６よりもノッチ１９の外側の支持面２
５に沿ってより下方に配置される。
【００３９】
　上述したことから、インサートに生じる膨張による形状欠陥は、ほとんどが、中心軸Ｃ
４によって示されているように外側の尾根から内側へ延びる切削インサートの部分に吸収
され集中する。距離Ｗが長さ寸法Ｍの１／１０になると考えると、形状結果の９０％は、
切削インサートの内側の部分に吸収される。一方、１０％が軸Ｃ４と作用切れ刃３８ａで
示される切削インサートの外側の部分に配分される。したがって、０．１ｍｍの形状欠陥
は、所望の切れ刃位置に関して切れ刃の位置の変化を実際にほとんど無視できる結果を生
じる。
【００４０】
　最後に、図１８において、膨張の代わりに収縮した切削インサートの例が示されている
。言い換えると、Ｍ2はＭ0より小さい。また、この場合、切削インサートは、尾根４２ａ
の中心軸Ｃ４の反対側で、図１６による切削インサートの位置に対して傾斜した位置をと
る。この場合、内側の尾根の接触線ＣＬ３は、支持面に沿って下へ移動する。同時に接触
線ＣＬ１はその支持面に沿って下方へドリフトする。一方、接触線ＣＬ２はその支持面に
沿って上方へドリフトする。
【００４１】
　図１６～１８に関して、それぞれの図は、面と面との接触が線接触の形態で示されてい
る限り、理論的特徴を示すということが指摘されるべきである。しかしながら、実際に、
ノッチに含まれているそれぞれの面は、切削インサートの一つ以上の交換の後に、新しく
形成されるかもしれない、すなわち、実際には変形するかもしれない。したがって、基体
の比較的軟らかい材料の変形は、締結ねじが切削インサートを堅固に固定するために十分
に大きな力で締結されるとき生じ、線接触が部分面接触に変化する。それにもかかわらず
、生じる形状欠陥は上述したように吸収される。
【００４２】
　再び図１２～１５に関して、側面４７，４８の湾曲している弦の高さＨは非常に大きく
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、側面と頂部４９との間の境界エッジ、この場合は鋭い分離線５１であるが、支持面２４
，２５とは決して接触せず、損傷を与えない。さらに、尾根４２の深さは、とても深く、
面１０と段部５２（図１２参照）との間の距離は、切削インサートの下面とインサート座
の底面１０との間の干渉を避けるために、十分に長い。言い換えると、切削インサートは
、起こりえる形状欠陥の結果として、切削インサートが十分に傾斜した位置をとることに
かかわりなく、種々の接触線ＣＬを介して支持されている。実際に、形状欠陥が最大（０
．５％）であるとき、傾斜角γは約０．３°になる。これらの事情の下、段部５２で表さ
れるように、底面１０と切削インサートの下面との間のレベル差は、０．１ｍｍになるか
もしれない。
【００４３】
　切削インサートの半径方向の寸法における形状欠陥に関して上述されたことは、もちろ
ん軸方向の寸法における形状欠陥の吸収に適用することができる。しかしながら、起こり
える形状欠陥は、切削インサートの下面にある二つの尾根が互いに正確な９０°の角度を
形成しなくても、ノッチ２１を規定する縁部３３の弾性によってインサート座で吸収され
ることができる。主要な半径方向の切削力を受ける尾根４２ａは、ノッチ１９（相対的に
肉厚の縁部で規定されている）で安定的に固定されるけれども、小さな軸方向の切削力を
受け、ノッチ２１に適用される尾根は、安定性の必要性は低いかもしれない。したがって
、尾根の内側面が、ノッチ２１の内側の支持面２４に対して配置される限り、尾根が外側
の弾性を有する縁部３３を変形させたとしても、重要性は少ない。
【００４４】
　本発明の効果は以下で説明される。国際公開第2005/072898号で開示された接触部分と
同様に、本発明による接触部分は、切削インサートの作用切れ刃の周辺に配置された尾根
の形態として固定基準部分を含んでいる。このような方法において、欠陥は外側から内側
の方向に配分されているため、起こりえる形状欠陥は基体に関する切れ刃の空間位置に影
響しないということが保証される。しかしながら、周知の接触部分に比較して、上述した
接触部分は、切削インサートの中心より逃げ面側により近く配置されることによって、最
大の間隔を開けて離れている、二つの尾根（すなわち、一方の座標軸方向で一対）だけを
含んでおり、二つの尾根の間に他の尾根はない。従来のセレーション接続面に含まれる中
間の尾根が存在しないことによって、切削インサートが基体の接続面において所望の位置
にセットされないというリスクが取り除かれる。さらに、固定基準部分として提供される
尾根は、尾根の凸状の側面が、支持面に対するその接触線が支持面に沿って”ドリフト”
することを許容するために、ノッチ内で詰まらないということが保証される。言い換える
と、切削インサートは、起こりえる形状欠陥に拘わらずに、自由に、異なる傾斜姿勢をと
ることができる。
【００４５】
　（他の実施形態）
　本発明による工具の第２の他の実施形態を示す図１９及び２０について説明する。図１
９において、インサート座又は基体（ここでは、ミーリングカッタ）の主接続面１２が示
されている。一方、図２０は、協働する切削インサート２の下面にある第２の接続面３６
を示す。
【００４６】
　本実施形態において、基体１の接続面１２は、二つの分岐する支持面２４，２５によっ
て規定されている一つのノッチ１９だけを含んでいる。他に、ノッチ１９の内側の支持面
２４から内方へ延びる二つの補助支持面２４ａ，２４ｂが含まれている。個々の補助支持
面は、支持面２４と９０°の角度を形成する長さの延長部（上下の境界線２８ａ，２８ｂ
によって規定されている）を有している。全ての支持面は、単に断面形状でなく長手方向
の断面形状が直線によって規定されている限り、平坦面であることが有効であるかもしれ
ない。しかしながら、これに関して、少なくとも補助支持面２４ａ，２４ｂは適度なそり
、すなわち、長手方向に交差する方向ではなく長手方向に凸状に湾曲して形成されるかも
しれないということが指摘されるべきである。
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【００４７】
　例において、個々の補助支持面２４ａ，２４ｂは、直接的に、より詳細には分岐線６１
を介して、主支持面を形成する支持面に変化する。しかしながら、本発明の範囲内におい
て、孔１６の周囲で、円弧コーナ又は互いから間隔を開けて離れるように支持面の端部を
形成する（隣接する支持面が離れている）面取りコーナを有して枠状材料部分を形成する
ことは実施可能である。
【００４８】
　図２０で示されるように、切削インサート２は、四角形状のフレームで一体化された四
個の尾根４２を含んでいる。しかしながら、基体に切削力を伝える目的を有する個々の尾
根４２の内側面又は接触面４７は、外側面４８よりかなり短くなっている。より詳細には
、内側面４７は、尾根の内面６３から突出する肩６２に形成されている。例において、肩
の長さは（尾根に沿う長さ）、尾根の全長の約１／３の長さになる。肩の長さは変化する
かもしれないが、尾根の全長の短くて２５％、長くて５０％である。また、この場合、逃
げ面４７は、その長手方向に反って形成されることも可能である。
【００４９】
　この実施形態において、切削インサートの逃げ面３７は、個々の尾根に、すなわち、逃
げ面３７と尾根の外側面４８との間の分岐線としての境界４４を介して、直接的に変化す
る。さらに、個々の外側面４８は、狭い座ぐり穴６４によって間隔を開けて離れている二
つの面を含んでいる。例において、座ぐり穴６４は、尾根に沿って中心に配置され、それ
によって、内側の肩６２の反対側に配置されている。
【００５０】
　切削インサートが基体のインサート座に取り付けられたとき、四つの尾根の一つは、ノ
ッチ１９に適用され、側面４７，４８は上述した方法で支持面２４，２５に当接する。本
発明の概念に従って、側面４７，４８は凸部の面であるということが考慮されるべきであ
る。これによって、側面４７，４８は、支持面２４，２５に当接することができる。さら
に、二つの隣接する肩６２の内側面４７は、二つの補助する支持面２４ａ，２４ｂに対し
て、より詳細には接触線に沿って適用され、補助支持面に沿う位置は、切削インサートの
条件、製造結果によって決定される。仮に、切削インサートがパーフェクトで、呼び寸法
を有するならば、接触線は個々の補助支持面の上下の境界線２８ａ，２８ｂに平行になる
。しかしながら、仮に、切削インサートが膨張しているならば、接触線は補助支持面に沿
ってさらに下方に配置される。逆に、収縮している切削インサートの接触線は、補助支持
面に沿って高く配置される。両方の場合において、接触線は補助支持面の長手方向の軸に
関して傾いている。
【００５１】
　図２１において、多角形の切削インサートの追加例が示されている。より詳細には、切
削インサートは、六角形状を有し、六つの主切れ刃と、それと等しい数の尾根４２を含ん
でいる。対の尾根４２は、個々のコーナで互いに鋭角に交差する。
【００５２】
　本発明によると、少なくとも内側面４７は、凸形状に作られている。また、外側面４８
も凸形状であることが好ましいかもしれない。
【００５３】
　図２２において、三角形状の切削インサートが示されている。この実施形態は、上述し
た切削インサートとは異なっている。尾根４２は互いに一体化されていないが（特に、ス
ペースの理由に関して）、切削インサートの下面において間隔を空けた要素として形成さ
れている。
【００５４】
　次に、基体の主係合手段が雄状要素、すなわち、尾根の形態であり、切削インサートの
第２の係合手段がノッチであることを示す図２３について説明する。この場合、凸状の側
面４７，４８は雌状のノッチに形成され、尾根の支持面は平坦面とされることができる（
他の形状も実施可能である）。
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【００５５】
　工具の他の実施形態が図２４～２６で示されている。この実施形態において、切削イン
サート２は、閉じた枠を形成し、共通の平面に配置された平らな頂面４９を備える四つの
尾根４２を含んでいる。個々の尾根の内側において、個々の底面上で一定のレベルに配置
された凸状の内側面４７がある。図２５で示されている協働するインサート座１２は、基
体１の面１７，２３に隣接する二つの平坦な底面２７の内側に位置する二つの作用支持面
２４のみで形成されている。類似の底面２７ａは、面２７と共に四角の支持面を形成する
。四角（枠状）の支持面に対して尾根４２の頂面４９が位置する。切削インサートがねじ
で固定されるとき、図２４で示されている二つの側面４７に対向する二つの内側面（目に
見えない）は、孔１６を囲む中心ランド上で形成された支持面２４に対して当接した状態
に保持される。言い換えると、面１７，２３に沿って配置された二つの外側にある尾根４
２は、支持面２４によって軸方向及び半径方向に支持されると共に、底面２７に向かって
垂直に支持される。作用していない他の二つの尾根は、底面２７ａによって支持されてい
るだけであり、インサート座の如何なる部分とも接触する側面を有していない。
【００５６】
　（本発明の実施可能な変更）
　本発明は上述され図で示された実施形態に制限されるものではない。したがって、本発
明は、少なくとも理論的には、切削インサートが一つの切り屑を排出する切れ刃と一つの
係合手段、すなわち尾根、を有する工具に対しても適用可能である。さらに、雌状の係合
手段は、ノッチの形態以外の他の方法で形成されることができる。したがって、雌状の係
合手段は、一つの支持面によって規定された座ぐり穴（盲ノッチ、参照）とすることもで
きる。さらに、細長い形状を形成し、個々の尾根の側面を共通の支持面に対して当接させ
ながら、連続する二つ又は多数の短い突部を配置することは容易であるため、個々の尾根
は、一つの連続する細長い材料部分として形成されることを必要としない。すでに前の説
明で示されているように、凸形状を有し、尾根に沿って軸方向に間隔を空けて離れている
二つ又は多数の面の形態で尾根の個々の側面を作ることもまた容易である。これに関し、
個々の支持面は必ずしも平坦であることが必要とされないことが指摘されるべきである。
したがって、協働する凸状の側面よりも緩やかな曲率半径を有しているものであるが、支
持面は若干湾曲して、例えば凸状に湾曲して、形成されることもできる。したがって、側
面と支持面との間の接触線又は接触面は、面を損傷させることなく、面に沿って自由に動
くことができるということが重要である。さらに、切削インサート及びインサート座の中
心は、それぞれ、必ずしも孔の中心にある必要はない。したがって、切削インサートの中
心は、クランプからの力が切削インサートに適用される幾何学的位置によって規定される
ことができる。
【００５７】
　概念としての基体は、インサート座を形成する接続面が、切削インサートを保持する部
材又は支持する部材として作用し、基体に対して適切な固定される分離するアタッチメン
ト（シムプレート）で形成される限り、幅広い意味で解釈されるべきである。
【００５８】
　例において、個々の尾根の二つの側面が、協働するノッチの二つの支持面の間で交差す
る角度（分岐の角度）に等しい交差する角度（収束の角度）を有しているときでさえ、尾
根の側面の交差する角度が支持面の交差する角度より大きくなるように、これらの角度を
変えることができる。
【００５９】
　結果に関し、切削力を伝達する側面の凸状又は膨出形状は、上下の境界線の間の係合手
段の全長に沿って延長する一つの湾曲した面又は弧状の面の形態で実施される必要性は必
ずしもないということが指摘されるべきである。したがって、凸形状は、側面が支持面と
スムーズに繋がる（協働する）滑らかな弧状の境界を介して互いに変化する多数の小さい
面（平坦面又は湾曲面）によって提供されることができる。本質的な事は、支持面を凹ま
せて損傷させる如何なる鋭いエッジも有していないという事である。
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【図面の簡単な説明】
【００６０】
【図１】ミーリングカッタとしての切削工具と、取り外された切削インサート及び切削イ
ンサートを固定する取付ねじと、を示す簡単化された斜視拡大図である。
【図２】拡大された尺度で、基体のインサート座を示す部分斜視図である。
【図３】斜め下から切削インサートを見た斜視図である。
【図４】上から切削インサートを見た平面図である。
【図５】下から切削インサートを見た平面図である。
【図６】下から切削インサートを見た平面図である。
【図７】ミーリングカッタ及びミーリングカッタに含まれインサート座の部分側面図であ
る。
【図８】図７のＡ－Ａ線に沿って切断したインサート座と、同じ位置にある切削インサー
トを示す拡大断面図である。
【図９】図７のＢ－Ｂ線に沿って切断したインサート座と切削インサートを示す、図８に
対応する拡大断面図である。
【図１０】インサート座に取り付けられた切削インサートを示す断面図である。
【図１１】インサート座の対応するノッチと係合する、切削インサートに含まれる尾根を
示す非常に大きく拡大した詳細な断面図である。
【図１２】ノッチから外れた尾根を示す類似の断面図である。
【図１３】切削インサートの反対側の端部にある尾根であって、図１２及び１３によるノ
ッチとは異なる他のデザインで形成されたノッチに挿入される尾根を示す断面図である。
【図１４】ノッチから外された尾根を示す類似の断面図である。
【図１５】ノッチを規定する支持面と接触する二つの側面の一つを示す非常に大きく拡大
された詳細な断面図である。
【図１６】切削インサートが、基体の接続面に含まれる二つのノッチの中で、どうのよう
にして異なる位置をえることができるかを示す略断面図であり、基準寸法を有してパーフ
ェクトに製造された切削インサートを示す図である。
【図１７】切削インサートが、基体の接続面に含まれる二つのノッチの中で、どうのよう
にして異なる位置をえることができるかを示す略断面図であり、膨張した切削インサート
を示す図である。
【図１８】切削インサートが、基体の接続面に含まれる二つのノッチの中で、どうのよう
にして異なる位置をえることができるかを示す略断面図であり、収縮した切削インサート
を示す図である。
【図１９】本発明による切削工具の他の実施形態に含まれる接続面の斜視図である。
【図２０】図１９による接続面に適用される切削インサートを下から見た斜視図である。
【図２１】本発明による第３の切削インサートを示す斜視図である。
【図２２】切削インサートの第４の実施形態を示す斜視図である。
【図２３】基体と切削インサートのそれぞれの接続面にある係合手段の他の実施形態を示
す略拡大図である。
【図２４】本発明による切削インサートの他の実施形態の斜視図である。
【図２５】図２４で示す切削インサートを取り付けるインサート座の斜視図である。
【図２６】図２５のインサートに取り付けられた図２４の切削インサートを示す断面図で
ある。
【符号の説明】
【００６１】
　１　　基体
　２　　切削インサート
　３　　締結部材
　４　　切り屑ポケット
　５　　平坦な側面
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　６　　凹状に湾曲した壁面
　７　　平坦な階段面
　８　　凹状湾曲面
　９　　側面
　１０　　平坦な底面
　１１　　弧状の境界
　１２　　インサート座
　１３　　ねじ部
　１４　　頭部
　１５　　貫通孔
　１６　　ねじ孔
　１７　　前端面
　１８　　限界線
　１９，２０，２１，２２　　ノッチ
　２３　　包絡面
　２４　　支持面
　２５　　第２の支持面
　２６　　一つの支持面
　２７　　フルート状の底
　２８　　上側のエッジ
　２９　　分岐線
　３０　　凹状湾曲面
　３１　　限界線
　３２，３３　　縁部
　３４　　凹状湾曲面
　３５　　上面
　３６　　下面
　３７　　逃げ面
　３８　　主切れ刃
　３９　　コーナ
　４０　　第２の切れ刃
　４１　　湾曲したコーナ面
　４２　　雄状尾根
　４３　　コーナ部
　４４　　境界
　４５，４６　　平面
　４７　　内側面
　４８　　外側面e
　４９　　頂部
　５０，５１　　境界線
　５２　　段部
　５３　　非常に狭い面
　５４　　段部
　５５　　境界線
　５６　　限界線
　５７　　座ぐり穴
　５８　　境界線
　５９　　端
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【図２０】

【図２１】
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【図２３】
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