
JP 2013-13993 A 2013.1.24

10

(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】加工部品から取り除かれるべき三つの固定振れ
止めアームの接触効果を必要とすることなく固定振れ止
めアームの位置を変化することにより、迅速で容易に加
工部品の心出しを調整すること。
【解決手段】作動ロッド５がその中に加工された通路孔
１４を有し、その中に力作動要素１５を挿入すること、
及び、力作動要素が、中間要素１６、１７、２０、３０
、３５によって第一及び／又は第二調整装置３１、３２
と形状係合状態にあり、加工部品がクランプ留めされる
と、第一調整装置が三つの固定振れ止めアームを互いに
一緒に且つ同時に指定の位置に調整してクランプ留めし
た状態の加工部品を水平面で位置合せすることが可能で
あり、第二調整装置が前記二つの外側の固定振れ止めア
ームの位置を調整してクランプ留めした状態の加工部品
を垂直面において位置変化可能である。
【選択図】図３ａ
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　回転対称な加工部品を空間において心出しするための固定振れ止め（１）であって、
　格納ケース（２）及び格納ケースカバー（３）と、
　一つのガイドスライド（７）及び作動ロッド（５）と、
　二つの制御面（８）と、
　真中の固定振れ止めアーム（６）と、
　二つの外側の固定振れ止めアーム（９、１０）とで構成され、
　前記格納ケース（２）と格納ケースカバー（３）は互いに固く結合されて内部空間（４
）を形成し、
　前記一つのガイドスライド（７）は軸方向に調整可能な配置で前記内部空間（４）内に
取り付けられ、且つ、前記作動ロッド（５）は前記ガイドスライド（７）と確動結合状態
にあり、
　前記二つの制御面（８）は、前記ガイドスライド（７）上に互いに逆向きに形成され、
前記ガイドスライド（７）が特に三角形の断面形状を有し、その一つの頂点が前記加工部
品（１２）の方を向いており、反対側の二つの頂点は前記作動ロッド（５）の方を向いて
おり、
　前記真中の固定振れ止めアーム（６）は、前記作動ロッド（５）と駆動結合状態にあり
、
　前記二つの外側の固定振れ止めアーム（９、１０）は、各々前記真中の固定振れ止めア
ーム（６）に隣り合って配置され、前記格納ケース（２）及び／又は格納ケースカバー（
３）内に旋回可能に取り付けられ、且つ、その第一自由端（１１）は前記ガイドスライド
（７）の前記制御面（８）と接触しており、その際、反対側の第二自由端（１３）がクラ
ンプ留めすべき加工部品（１２）の周りを把持しているので、前記真中の固定振れ止めア
ーム（６）と共に三点支持を形成して加工部品（１２）を保持する、固定振れ止め（１）
において、
　前記作動ロッド（５）は、その中に加工された通路孔（１４）を有しており、その中に
力作動要素（１５）が挿入されること、及び、
　前記力作動要素（１５）は、中間要素（１６、１７、２０、３０、３５）によって、第
一及び／又は第二調整装置（３１及び／又は３２）と形状係合状態にあり、前記加工部品
（１２）がクランプ留めされると、前記第一調整装置（３１）は、前記三つの固定振れ止
めアーム（６、９、１０）を互いに一緒に且つ同時に、前記クランプ留めした状態で加工
部品（１２）を水平面内において位置合せするための指定の位置に調整することが可能で
あり、且つ、前記第二調整装置（３２）は、前記クランプ留めした状態の加工部品（１２
）を垂直面内において位置変化するために前記二つの外側の固定振れ止めアーム（９、１
０）の位置を調整可能であること、を特徴とする、固定振れ止め。
【請求項２】
　二つの腎臓形状をした押面（２６、２７）が力作動要素（１５）上に設けられ、互いに
逆方向に、且つ、互いに交差して伸び、さらに、格納ケース（２）又は格納ケースカバー
（３）に面していることを特徴とする、請求項１に記載の固定振れ止め。
【請求項３】
　力作動要素（１５）は、二つの調整装置（３１及び／又は３２）から生じる調整力を切
り離し、この切り離しが、前記第一調整装置（３１）の水平に作用する力の成分と、第二
調整装置（３２）の垂直な力の成分とが、前記力作動要素（１５）上に交互に又は一緒に
作用すること、及び、前記力作動要素（１５）が、第一と第二調整装置（３１、３２）、
又は、それらの個々の中間要素（１６、１７、２０、３０、３５）の間の相対運動をもた
らすことにおいて成し遂げられること、を特徴とする、請求項１又は２に記載の固定振れ
止め。
【請求項４】
　水平方向の調整装置（３１）が一つの作動ロッド（３５）で構成され、当該作動ロッド
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（３５）は、作動ロッド（５）の移動方向に対し直角に格納ケース（２）内に設置され、
且つ、その中に可動配置状態で取り付けられ、内部空間（４）に面している当該作動ロッ
ド（３５）の自由端には調整板（３０）が形成されること、
　前記調整板（３０）は、その上に形成された一つの腎臓形状をした押面（３４）を有し
ており、前記水平面からある角度をつけられており、且つ、加工部品（１２）には面して
いないこと、
　格納ケース（２）が、その中に加工されたガイド溝（１８）を有しており、前記水平面
からある角度をつけられており、当該ガイド溝（１８）内には軸方向に調整可能なガイド
ストリップ（１６）が挿入され、前記ガイドストリップ（１６）自身、その中に加工され
たガイド溝（２２）を有しており、当該ガイド溝（２２）は、前記水平面からある角度を
つけられ、前記調整板（３０）と確動ロック結合状態で前記押面（３４）に適合され、且
つ、前記ガイド溝（１８）に対し交差路内を又は逆の角度で伸びていること、
　前記ガイドストリップ（１６）は、組立てられた状態で前記真中の固定振れ止めアーム
（６）と固く結合されること、及び、
　前記力作動要素（１５）は、その上に形成された一つのレールを有しており、当該レー
ルは、軸方向に調整可能な配置で、長手方向軸と平行にガイド溝（２２）内に取り付けら
れること、を特徴とする、請求項１～３のいずれか一項に記載の固定振れ止め。
【請求項５】
　力作動要素（１５）が、作動ロッド（５）と反対側に加工部品（１２）の垂直方向調整
用の腎臓形状をした押面（２６）を有しており、前記押面（２６）は、当該押面（２６）
に対応する保持溝（２８）をその中に加工されて備えている送り板（２０）内に挿入され
ること、
　前記送り板（２０）が、ガイドスライド（７）内に加工された開口部（２１）内に挿入
されること、
　力作動要素（１５）の押面（２７）が、ガイドスライド（７）と送り板（２０）とで形
成された面から突き出しており、且つ、前記水平面からある角度をつけられて伸びるガイ
ド溝（２３）をその中に加工されて備えているガイドストリップ（１７）内に、確動ロッ
ク配置状態で挿入されること、
　ガイドストリップ（１７）が、格納ケースカバー（３）内にある角度をもって加工され
たガイド溝（１９）内に、軸方向に調整可能に取り付けられること、ここで前記角度は前
記ガイド溝（１９）と逆方向に又は交差して伸びる、及び、
　ガイドストリップ（１７）はある角度をもって伸びる調整溝（２４）を有し、当該溝内
には、外側から接触可能な作動ロッド（３５）によって垂直方向に可動な、腎臓形状をし
た押面（３４）によってもたらされた確動ロック結合と共に、格納ケースカバー（３）上
を直線方向に可動な調整板（３０）が、挿入されること、を特徴とする、請求項１～４の
いずれか一項に記載の固定振れ止め。
【請求項６】
　格納ケース（２）に面している力作動要素（１５）の押面（２７）が、第一調整装置（
３１）のガイドストリップ（１６）のガイド溝（２２）内に軸方向に調整可能に挿入され
た、水平方向に伸びるレール（３６）を有していることを特徴とする、請求項１～５のい
ずれか一項に記載の固定振れ止め。
【請求項７】
　送り板（２０）内の溝（２８）は、力作動要素（１５）の腎臓形状をした押面（２６）
の長手方向の範囲よりも長い、長手方向範囲を有していること、及び、
　前記力作動要素（１５）が、前記送り板（２０）を基準として、溝形状をした開口部（
２１）の方へ可動であること、を特徴とする、請求項５又は６に記載の固定振れ止め。
【請求項８】
　真中の固定振れ止めアーム（６）が、その中に加工された溝形状をした開口部（２１）
を有しており、当該開口部は、作動ロッド（５）の通路孔（１４）と概ね同じ高さであり
、その際、力作動要素（１５）の部分は、前記開口部（２１）を、第一調整装置（３１）
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のガイドストリップ（１７）の方向へ通り抜けることを特徴とする、請求項１～７のいず
れか一項に記載の固定振れ止め。
【請求項９】
　ガイド溝（１９）が、水平面から３°～１０°の角度をもって格納ケース（３）内に加
工されること、
　ガイド溝（２３）が、ガイドストリップ（１７）の設置条件に関して、前記角度と同じ
大きさであるが反対方向の角度で配置されること、及び、
　軸の長手方向と平行に特に可動であるレール（３３）が前記ガイド溝（２３）に挿入さ
れること、を特徴とする、請求項４に記載の固定振れ止め。
【請求項１０】
　ガイド溝（１８）が、水平面から３°～１０°の角度をもって格納ケース（２）内に加
工されること、
　ガイドストリップ（１６）内に加工されたガイド溝（２２）が、前記角度と同じ大きさ
であるが逆方向又は交差している角度をもって伸びること、及び、
　前記ガイド溝（２２）に挿入されたレール（３６）が、軸の長手方向と平行に可動であ
ること、を特徴とする、請求項５に記載の固定振れ止め。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、特許性請求項１のプレアンブル部（おいて部）に係る、回転対称な加工部品
を空間において心出し（センタリング）するための固定振れ止めに関連している。
【背景技術】
【０００２】
　この種類の固定振れ止めは、回転対称な加工部品を工作機械上で支持するために、何十
年もの間用いられてきた。特に重くて長い回転対称な加工部品の場合、当該加工部品の湾
曲を防ぐために、互いに間隔をあけた一つ以上の固定振れ止めによってそれらを空間にお
いて中央に固定する必要がある。つまり加工部品は、特に金属切削を含む機械加工するた
めに回転する場合に、自身の重量を受けて湾曲する。
【０００３】
　また、一連の多くの機械加工工程において、加工部品に作用する更なる機械加工力が作
り出され、それによって加工部品の中心位置が変化することもありえた。従来の固定振れ
止めは、したがって、加工部品に作用する機械加工力がこのような位置変化を生じること
を防ぐことを意図された。
【０００４】
　金属切削を含む機械加工は加工部品の重量を減じて、しばしば位置変化も生じる、それ
により、加工部品の所定の重量減少後に、長手方向の軸が、重心軸からずれることなく直
線に沿って伸びるクランプ留めした加工部品となるように、固定振れ止めを再び開放して
前記加工部品を空間において位置決めしなければならない。
【０００５】
　加工部品の重心軸用の内部調整装置を備えた固定振れ止めが、特許文献１に開示されて
いる。これを成し遂げるために、加工部品の垂直方向の心合わせ（位置合せ）を成し遂げ
る互いに別々に動かされるべき二つの外側の固定振れ止めアームが必要となる。加工部品
の水平方向の心出しは、同時に又は互いに違う時に加工部品と作動接触するようになる、
三つの固定振れ止めアーム全てが共同して実施する。
【０００６】
　特許文献１は、著しく複雑なデザインを有する、複数の固定振れ止めアームの、垂直及
び水平方向における心合わせ（位置合せ）用調整装置を提案している。
【０００７】
　加工部品を心出しするために開放しなければならないことが、この種類の調整装置の不
利益となることが証明された。これに続き、前記三つの固定振れ止めアームの停止点を、
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空間における加工部品の必然的な位置ずれに伴って変化させなければならないのである。
【０００８】
　この後、前記三つの固定振れ止めアームは、加工部品を再度掴んで保持する。
【０００９】
　この最新技術は固定振れ止めアームの送り運動を調整することに対しては有効と証明さ
れたが、しかしながら、当該固定振れ止めアームを開放する必要があり、それにより、固
定振れ止めのクランプ力がもはや加工部品に作用しなくなり、そしてこのことは、特に重
い加工部品について、著しい位置ずれが生じることを意味する。
【先行技術文献】
【特許文献】
【００１０】
【特許文献１】ＥＰ　０　５５４　５０６　Ｂ１
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１１】
　したがって、本発明の課題は、高い機械加工力によって空間で加工部品の位置を変化す
ることなく高い機械加工力が確実に維持されることと同時に、加工部品から取り除かれる
べき前記三つの固定振れ止めアームの接触効果を必要とすることなく、前記固定振れ止め
アームの位置を変化することにより、迅速で容易に当該空間における加工部品の心出しが
調整され、その結果、加工部品がクランプ留めされた際に加工部品の空間位置が所望のと
おりに調整され得ることを保証する、上述した種類の固定振れ止めをもたらすことである
。
【課題を解決するための手段】
【００１２】
　本発明にしたがうと、これら課題は、特許請求項１の特徴構成部分の特徴によって解決
される。
【００１３】
　また本発明の有利な実施形態は、従属請求項から得られる。
【００１４】
　作動ロッド内に加工された通路開口により、相対運動を二つの調整装置間で生じさせる
ために力作動要素を当該ロッドに誘導することが可能となり、それによって、三つの固定
振れ止めアームを共に調整して加工部品を水平に動かすことが可能であり、及び／又は、
それによって、ガイドスライドの制御面が互いに同時に垂直方向に動かされて加工部品の
垂直心出しを成し遂げることが可能である。この結果、加工部品は、水平のみならず、垂
直にも、クランプ留めされた状態で心出しすることが可能であり、加工部品のクランプ状
態がこのようにして維持され得る。
【００１５】
　二つの調整装置を用いることは特に有利な構成を意味する、というのも、加工部品が、
互いに直角に伸びる二つの面内で心合わせ（位置合せ）され得ることを意味するからであ
る。しかしながら、二つの調整装置のうち一つだけを固定振れ止めに接続することも可能
である。
【００１６】
　外側にある二つの固定振れ止めアームの空間位置を変化するための、三つの固定振れ止
めアーム又はガイドスライドの垂直方向への互いに独立した相対運動をもたらすために、
格納ケースカバー又は格納ケース内において、前記複数の調整装置が互いに空間間隔をあ
けて配置されることが特に有利である、というのも、これはクランプ留めした加工部品を
水平方向に、及び／又は、垂直方向において、同時に又は別々に心出しすることを可能に
するからである。
【００１７】
　互いに固く結合され、互いに逆に且つ交差して伸び、格納ケース又は格納ケースカバー
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に面する、二つの腎臓形状をした押面（モールディング：moulding）で構成された力作動
要素において、この種類の相対運動が成し遂げられ、それによって、前記（複数の）調整
装置が、中間要素を介して力作動要素と駆動能動結合（driving active connection）状
態であり、その結果、調整装置の僅かな動きが力作動要素に伝達され、そこから、水平方
向の共同調整のために三つの固定振れ止めアームへ渡されるか、又は、外側の固定振れ止
めアームの垂直方向心合わせのためにガイドスライドへ渡され、その際、調整装置の等し
い力の成分が互いに切り離される。
【００１８】
　図面は、本発明にしたがって構成された固定振れ止めの例示的な実施形態を表しており
、その詳細は以下に説明する。
【図面の簡単な説明】
【００１９】
【図１】格納ケースと格納ケースカバーとを備えた固定振れ止めを表しており、前記格納
ケースと格納ケースカバーは互いに固く結合され、それによって内部空間が形成され、そ
の中ににおいて、三つの固定振れ止めアームと駆動能動結合状態にある作動ロッドが、空
間内で心出しされた加工部品を保持するために軸方向に調整可能な配置である、格納ケー
スカバーが最前面にある分解図である。
【図２】格納ケースが最前面にある、図１に係る固定振れ止めの分解図である。
【図３ａ】図１に係る固定振れ止めの拡大小区分図である。
【図３ｂ】図１に係る固定振れ止めの、作動ロッドと、真中の固定振れ止めアームの分解
図である。
【図４】図２に係る固定振れ止めの拡大小区分図である。
【図５ａ】図４に係る固定振れ止めの、さらに拡大した小区分図である。
【図５ｂ】図２に係る固定振れ止めの拡大小区分図である。
【図６ａ】図１に係る固定振れ止めの拡大小区分図である。
【図６ｂ】図２に係る固定振れ止めの拡大小区分図である。
【図７】組立てられた状態の、図１に係る固定振れ止めの側面図である。
【図８】断面線ＶＩＩＩに沿った、図７に係る固定振れ止めの図である。
【図９】切断線ＩＸに沿った、図７に係る固定振れ止めの図である。
【図１０】水平方向の中央位置にある図７に係る固定振れ止めの図である。
【図１１】断面線ＸＩ－ＸＩに沿った、図１０に係る固定振れ止めの図である。
【図１２】断面線ＸＩＩ－ＸＩＩに沿った、図１０に係る固定振れ止めの図である。
【発明を実施するための形態】
【００２０】
　図１～１２は、三つの固定振れ止めアーム６、９、１０によって加工部品１２の空間心
出しをするための固定振れ止め１を表している。この手段により、加工部品１２がクラン
プ留めされた状態で、即ち、固定振れ止めアーム６、９、１０が加工部品１２の外側ジャ
ケット面にしっかりと接触して空間内で固定している際に、前記固定振れ止めアーム６、
９、１０の垂直方向の、及び／又は、水平方向の移動によって当該加工部品１２の空間位
置決めが可能となるはずである。先ず、前記固定振れ止め１の構造設計を、次に、選択肢
設定、及び、結果として得られる固定振れ止め１の機能モードを説明する。
【００２１】
　図１、２、３ａは、格納ケース２と格納ケースカバー３で構成される固定振れ止め１を
表しており、組立てられる際にこれらは互いに結合されて内部空間４を形成する。前記内
部空間４は作動ロッド５を有しており、当該作動ロッドは当該内部空間内に配置され、且
つ、加圧ピストン５’と能動結合（アクティブ結合）して置かれており、その結果、格納
ケース２及び格納ケースカバー３内を軸方向に前後に動くことができる。以下により詳細
に説明するように、真中の固定振れ止めアーム６は、複数の中間要素を介して作動ロッド
５と駆動結合状態になる。
【００２２】
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　また、ガイドスライド７が、より詳細に説明するようにして作動ロッド５に取り付けら
れる。ガイドスライド７は、特に三角形の断面形状を有している。前記三角形の三頂点の
うち一つは、クランプ留めすべき加工部品１２の方へ面しており、一方で、一つの共用軸
内にある三角形の他の二点は作動ロッド５の方へ面しており、それによって、前記三角形
の二点によって形成された前記軸は、作動ロッド５に対して直角に伸びる。前記ガイドス
ライド７の側面上にある二つの端面は、二つの外側の固定振れ止めアーム９、１０用の制
御面８として機能する形状を有している、というのも、ガイドスライド７に面しているそ
れら（アーム）の自由端１１が、ガイドスライド７の対応する制御面８と遊びのない状態
で接触するように設置されるからである。
【００２３】
　また、二つの外側の固定振れ止めアーム９、１０は、連結ピン２５を介して格納ケース
２及び格納ケースカバー３上に旋回可能に取り付けられているので、作動ロッド５の軸方
向の運動中に、真中の固定振れ止めアーム６と二つの外側の固定振れ止めアーム９、１０
の両者が、加工部品１２の方へ同時に動かされ、一般的に言うと、加工部品の外側ジャケ
ット表面との能動接触を同時に生じさせる。作動ロッド５を前方へ動かせば動かすほど、
三つの固定振れ止めアーム６、９、１０によって加工部品１２上へかけられるクランプ力
は大きくなる。
【００２４】
　前記二つの外側の固定振れ止めアーム９、１０は、連結ピン２５によって旋回可能に取
り付けられ、且つ、ガイドスライド７は、真中の固定振れ止めアーム６と同様に、加工部
品の方へ直線方向に前進する、その結果、前記二つの外側の固定振れ止めアーム９、１０
は、加工部品１２の方へ連結ピン２５の周りを旋回する。この場合、ガイドスライド７上
にある二つの制御面８の形状は、二つの外側の固定振れ止めアーム９、１０の旋回運動が
互いに、且つ、真中の固定振れ止めアーム６と同時に生じるように構成しなければならな
い。真中の固定振れ止めアーム６で覆われた距離と、加工部品１２の方を向いている外側
の固定振れ止めアーム９、１０の二つの自由端１３で覆われた距離は異なっているので、
真中の固定振れ止めアーム６ならびにガイドスライド７の線送り速度が同じであるが、外
側の固定振れ止めアーム９、１０の送り距離が真中の固定振れ止めアーム６のものよりも
長い場合には、外側の固定振れ止めアーム９、１０の送り速度は制御面８によってより速
くなる。二つの外側固定振れ止めアーム９、１０の旋回の結果生じる調整運動に対応する
物理的／数学的埋め合わせが、したがって制御面８の形状によって成し遂げられる。
【００２５】
　図３ｂは、特に、作動ロッド５が、その中に長方形の内側形状でもって加工された通路
孔１４を有していることを表している。前記通路孔１４は、その中に挿入される力伝達器
１５を有しており、それによって、直角にずれた二つの調整力が、交互に又は同時に互い
に破断効果を及ぼす前記二つの異なる調整力の均整なしで伝達される。逆に、加工部品１
２がクランプ留めされる場合に、垂直及び／又は水平面における加工部品１２の空間位置
に影響を及ぼす、第一及び第二調整装置３１、３２によって与えられる（複数の）調整力
は、加工部品１２の空間心出しを成し遂げるように、互いに別々に加工部品１２に作用で
きるようにすべきである。
【００２６】
　加圧ピストンによって作動ロッド５上に加えられるクランプ力は、真中の固定振れ止め
アーム６及びガイドスライド７の両者、ならびに、二つの外側の固定振れ止めアーム９、
１０にも絶えず作用する。
【００２７】
　力作動要素１５は、その二つの向かい合った端面のそれぞれに形成された、腎臓形状を
した押面２６又は２７を有する正方形のブロックとして構成され、前記押面は互いに交差
し、且つ、前記端面の同じ対角線に沿って伸びる。力作動要素１５の、第一の腎臓形状を
した押面２６は、ガイドスライド７の方に面しており、且つ、第二の腎臓形状をした押面
２７は、格納ケース２の方に面している。
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【００２８】
　図３ａは、一つの送り板２０が前記第一の腎臓形状をした押面２６の上に設置され、且
つ、当該送り板２０は、その中に加工された溝２８を有しており、その並びは、力作動要
素１５の第一押面２６の形に適合していることを表している。しかしながら、前記溝２８
の長さは押面２６の長手方向の範囲よりも長く、それによって、送り板２０は力作動要素
１５に対して溝２８の長手方向に可動である。前記溝２８の長手方向軸と平行して延びる
、溝２８の複数の側壁は、しかしながら、押面２６の側面上に遊びがない状態で配置され
ている。
【００２９】
　前記送り板２０は、締付ねじ２９によって作動ロッド５上に保持されたガイドスライド
７内に加工された開口部２１内に、遊びがない状態で挿入される。
【００３０】
　図３ｂ、４、及び５ａは、どのような構成手段によってガイドスライド７が第二垂直方
向調整装置３２と相互作用するかを表している、というのも、前記ガイドスライド７はそ
の中に加工されたガイド溝３９を備えており、その中において、ガイド板３８が軸方向に
可動であるが垂直方向に遊びがない状態で挿入されるからである。レール３３が、ガイド
スライド７に面していない側のガイド板３８上に形成され、その際、レール３３は、ガイ
ドスライド７の長手方向軸に対する水平面と平行に伸びる。前記レール３３は、ガイドス
トリップ１７内に加工されたガイド溝２３内を軸方向に移動可能であるが、垂直方向には
遊びのない状態で取り付けられる。前記ガイドストリップ１７は、約５°の角度をもって
、格納ケースカバー内に加工されたガイド溝１９内に設置され、且つ、軸方向に可動であ
る。ガイドストリップ１７内に設けられたガイド溝２３は、前記ガイド溝１９の角度位置
とは交差状態で又は逆の角度の、約５°の角度で伸び、それによって、設置された状態に
おいて、前記レール３３は長手方向軸と平行に動かされるが、ガイドストリップ１７とは
遊びのない状態で係合している。前記垂直面から或る角度をもって成形された切欠２４が
、ガイドストリップ１７に面していないガイド板３８の側に設けられ、且つ、前記切欠２
４は、前記垂直面について、且つ、加工部品１２の方向に、約２０°の角度で伸びる。
【００３１】
　格納ケースカバー３内の切欠２４は、腎臓形状をした押面３４を挿入されて備えている
調整板３０を有しており、作動ロッド３５によって格納ケースカバー３内を垂直方向に可
動である、というのも、前記作動ロッド３５は外側から接触可能であるからである。
【００３２】
　このようにして前記作動ロッド３５が垂直方向に動かされた場合、次に、調整板３０の
押面３４とガイドストリップ１７との間のハスバ歯車が垂直レベルにおける偏移をもたら
し、その結果、角度をつけられたレール３３の配置と同時に水平板と連係して上昇又は加
工することにより、前記ガイド板３８は軸方向に動かされるということは、ガイドスライ
ド７が上方へ又は下方へ、つまり、垂直方向において移動することを意味する。垂直方向
へのガイドスライド７の移動は、二つの外側の固定振れ止めアーム９、１０に、互いに同
時にガイドスライド７のこの動きを受けさせ、作動ロッド３５の移動方向に応じて前記垂
直面内において加工部品１２の空間位置を変化し得るという効果をもたらす。同時に、送
り板２０が押面２６に沿って滑り、垂直方向の位置変化は力作動要素１５と作動ロッド５
上には伝わらない。
【００３３】
　図６ａは、加工部品１２が水平方向移動するための第一調整装置３１の構成を表してい
る。水平面内を伸びるレール３６も、腎臓形状をした押面２７上の力作動要素１５に設け
られ、レール３６の空間範囲は、当該レール３６が作動ロッド５によって形成された面を
通り抜けて、別のガイドストリップ１６の方向へこれを越えて突き出るようになっている
。格納ケース２に隣接するガイドストリップ１６は、その中に加工されたガイド溝２２を
備えており、水平面から５°だけ角度をもって形成されている。設置された状態において
、ガイドストリップ１６は、長手方向軸について約５°の角度で動き、且つ、調整板３０
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と遊びのない状態で係合している、というのも、前記ガイドストリップ１６は、約５°の
角度をもって格納ケース２内に加工されたガイド溝１８内に、軸方向に調整可能な配置で
もって設置されているからである。前記ガイド溝２２は、長手方向軸について約５°の角
度をもって伸びており、その場合、ガイドストリップ１６、及び／又は、格納ケース内の
ガイド溝１８の配置に対し、交差状態で又は逆の角度をもって伸び、その結果、図６ａに
よると、ガイド溝２２の動きは、前記長手方向軸と平行である。切欠２４が、その端面が
ガイド溝２２の方を向くようにガイドストリップ１６内に設けられ、且つ、押面３４を備
えた調整板３０が前記切欠２４内に挿入される。
【００３４】
　前記押面３４は垂直面から約２０°の角度をつけられ、且つ、加工部品１２の方へ向い
ている。調整板３０の高さは、作動ロッド３５により、格納ケース２内で軸方向に調整可
能な配置で変化することが可能であり、その結果、押面３４と切欠２４との間のハスバ歯
車によって、作動ロッド５の長手方向における、ガイドストリップ１６の軸方向運動が生
じる。
【００３５】
　ガイドストリップ１６内のガイド溝２２の角度をつけられた配置の結果、力作動要素１
５の高さは、その上に形成されたレール３６との間の確動ロック（ポジティブロック）能
動結合によって変化され、その結果、力作動要素１５は上昇又は下降され、且つ、真中に
ある固定振れ止めアーム６の接触の瞬間、ならびにガイドスライド７の軸方向の送り出し
運動は前記押面２７によって調整される、というのも、真中の固定振れ止めアーム６とガ
イドスライド７の位置は、水平方向において僅かに変化可能であるからである。加工部品
１２がクランプ留めされた場合、これは、真中の固定振れ止めアーム６が例えば動かされ
て加工部品１２から僅かに離れたことを意味し、同時に、二つの外側の固定振れ止めアー
ム９、１０は、前記真中の固定振れ止めアーム６よりも遥かに離れて位置した接触点で加
工部品１２の周りに達することを意味し、真中の固定振れ止めアーム６が加工部品の方へ
動かされる場合、加工部品１２上の二つの外側固定振れ止めアーム９、１０の接触点にお
いても、真中の固定振れ止めアーム６の方へ同時に変化が生じる、というのも、ガイドス
ライド７は、真中の固定振れ止めアーム６の位置偏移と同時関連しており、その結果、二
つの外側の固定振れ止めアーム９、１０の送り出し角度がガイドスライド７の動きに従っ
て調整され且つ変化するからである。
【００３６】
　図７、８、９は、組立てられ、且つ、垂直中間位置にある状態の、固定振れ止め１を表
している。エアギャップ３７が、力作動要素１５と、特に、押面２６と送り板２０との間
に設けられ、その結果、力作動要素１５の外側形状は、送り板２０の内側形状から距離を
あけており、それによって、力作動要素１５はエアギャップ３７の方向に前後に可動であ
る。
【００３７】
　図８、９は、特に、作動ロッド３５から始まり、調整板３０がガイドストリップと確動
ロック能動結合状態であり、その結果、後者は調整板３０とガイドストリップ１７の間の
ハスバ歯車による軸方向の偏移を受け、角度をつけられたガイド溝２３の形状の結果、ガ
イドスライド７は垂直方向において上昇又は下降されることを表している。ガイドスライ
ド７のこの動きは、エアギャップ３７により力作動要素１５上には伝わらず、したがって
、ガイドスライド７の垂直方向の位置合せは、力作動要素１５の位置においていかなる変
化も引き起こさない。
【００３８】
　図１０、１１、１２は、三つの固定振れ止めアーム６、９、１０の水平方向の調整を表
している。水平方向の調整装置３１とその作動ロッド３５から始まり、調整板３０は垂直
方向において再度上昇又は下降され、その結果、調整板３０とガイドストリップ１６との
間における歯車の形をした確動ロック能動結合が、ガイドストリップ１６の軸方向の偏移
を誘発する。ガイド溝２２の角度をつけられた配列、及び、レール３６と腎臓形状をした
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押面２７との間の確動ロック結合は、ガイドストリップ１６のこの調整が力作動要素１５
に伝達されることを意味する。力作動要素１５の位置におけるこの変化は、真中の固定振
れ止めアーム６と、ガイドスライド７とが、前記力作動要素１５と送り板２０との間の結
合により、水平面内を加工部品１２の方向へ、又はそれとは離れる方向へ動かされること
を意味する。この僅かな変位走行は、次に、三つの固定振れ止めアーム６、９、１０の接
触位置が、加工部品１２と能動接触状態にありながら、同時に変化されることをもたらす
。三つの固定振れ止めアーム６、９、１０の同時偏移は、加工部品１２の空間位置のみ偏
移する。クランプ留め状態は開放されないので、これは必要でなくなる。

【図１】 【図２】
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【図４】 【図５ａ】
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【図１０】 【図１１】
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