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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　医薬品と農薬と肥料と食品とのいずれかである錠剤の製造に用いる、クロームドッペ－
Ｎ(登録商標)でコーティング表面処理した打錠用杵。
【請求項２】
　医薬品と農薬と肥料と食品とのいずれかである錠剤の製造に用いる、クロームドッペ－
Ｎ(登録商標)コーティングで表面を耐腐食処理した打錠用杵。
【請求項３】
　医薬品と農薬と肥料と食品とのいずれかである錠剤の製造に用いる、クロームドッペ－
Ｎ(登録商標)コーティングで表面を離型処理した打錠用杵。
【請求項４】
　医薬品と農薬と肥料と食品とのいずれかである錠剤の製造に用いる、クロームドッペ－
Ｎ(登録商標)コーティングで表面を付着防止処理した打錠用杵。
【請求項５】
　酸性物質又は付着性物質を含有する錠剤を成形するための打錠機（１）に用いる杵（４
、６）に適用した請求項１の打錠用杵。
【請求項６】
　酸性物質が塩酸ピオグリタゾンである請求項５の打錠用杵。
【請求項７】
　付着性物質が糖アルコールである請求項５の打錠用杵。
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【請求項８】
　糖アルコールがＤ－マンニトールである請求項７の打錠用杵。
【請求項９】
　医薬品と農薬と肥料と食品とのいずれかである錠剤の製造に用いる打錠機であって、ク
ロームドッペ－Ｎ(登録商標)でコーティング処理した杵を具用することを特徴とする打錠
機。
【請求項１０】
　請求項９の打錠機を使用することを特徴とする錠剤の製造方法。
【請求項１１】
　錠剤が酸性物質又は付着性物質を含有する請求項１０の製造方法。
【請求項１２】
　酸性物質が塩酸ピオグリタゾンである請求項１１の製造方法。
【請求項１３】
　付着性物質が糖アルコールである請求項１１の錠剤の製造方法。
【請求項１４】
　糖アルコールがＤ－マンニトールである請求項１３の製造方法。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、例えば酸性の薬理作用物質、酸性の賦形剤などの酸性物質を含有する錠剤の製
造に用いられ、優れた耐腐食性及び離型性を有する打錠用杵に関する。又、本発明は、例
えば付着性のある薬理作用物質、付着性のある賦形剤（例えば糖アルコール）などの付着
性物質を含有する錠剤の製造に用いられ、好適な離型性を有する打錠用杵に関する。
さらに本発明は、かかる打錠用杵を具有した打錠機、該打錠機を使用する錠剤の製造方法
および該製造方法によって製造される錠剤に関する。
【０００２】
【従来の技術】
一般の錠剤は、打錠機に設けられた杵と臼とを用いて打錠末を圧縮成型することにより打
錠される。即ち、回転盤に付設された臼内に臼孔を形成し、臼孔の下方に配置した下杵の
位置を調整して臼孔内の空間を所定容積に設定し、この臼孔内に粉末薬剤等の打錠末を収
納したのち上杵で圧縮して錠剤を形成し、その後、下杵で押し上げて上記錠剤を臼孔内か
ら取り出すように構成してある。
上記の杵は、頻繁に繰り返される上記圧縮操作で容易に変形してはならないことから高い
機械的強度が要求され、従来は超鋼合金や合金工具鋼を用いて形成されており、さらに腐
食対策として杵表面にクロムメッキ等を施したものも使用されている。
【０００３】
【発明が解決しようとする課題】
上記合金工具鋼などを用いた従来の杵は、その金属材料が基本的に腐食される性質を有し
ており、特に打錠用末が酸性薬物等の酸性物質を含む場合、これを打錠するときは上記金
属材料の腐食が一層進行しやすく、打錠中に腐食が開始する虞がある。
これらの腐食が杵に発生すると、表面の滑り性や打錠末との離型性が低下し、錠剤を臼孔
から取り出し難くなるうえ、上記腐食により生じた異物が錠剤に混入する虞もある。
【０００４】
また、打錠末と杵の表面の離型性が悪い場合は、杵の表面に打錠末が付着して打錠された
錠剤表面が粗面になったり、錠剤表面に明瞭な刻印を形成できなくなったりする等の問題
が生じる。
本発明は、上記問題点を解消し、特に、酸性薬物等の酸性物質を含有する製剤について錠
剤を成型するための打錠機に好適な、優れた耐腐食性と離型性を有する打錠用杵を提供す
ることを技術的課題とする。
【０００５】
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又さらに、上記合金工具鋼などを用いた従来の件は、その金属材料が基本的に表面に打錠
末が付着する性質を有しており、特に打錠用末が例えば付着性のある薬理作用物質、付着
性のある賦形剤（例えば糖アルコール）などの付着性物質を含む場合これを打錠するとき
は上記金属材料への付着が一層進行しやすい。これらの付着が杵に発生すると打錠末と杵
の表面の離型性が悪くなり、打錠された錠剤表面が粗面になったり、錠剤表面に明瞭な刻
印を形成できなくなったりする等の問題が生じる。
本発明は、上記問題点を解消し、特に、例えば付着性のある薬理作用物質、付着性のある
賦形剤（例えば糖アルコール）などの付着性物質を含有する製剤について錠剤を成型する
ための打錠機に好適な、優れた離型性を有する打錠用杵を提供することを技術的課題とす
る。
【０００６】
【課題を解決するための手段】
　本発明者らは、上記課題を解決するために、鋭意検討を行った結果、母材（たとえば合
金工具鋼）にクロームドッペ－Ｎ（Cr-Dope'-N、登録商標、以下同じ。）でコーティング
を施した杵は優れた耐腐食性及び離型性を有するとの予想外の新知見を得、さらに検討を
重ねて、本発明を完成するに至った。
【０００７】
　すなわち、本発明は、
（１）医薬品と農薬と肥料と食品とのいずれかである錠剤の製造に用いる、クロームドッ
ペ－Ｎでコーティング表面処理した打錠用杵、
（２）医薬品と農薬と肥料と食品とのいずれかである錠剤の製造に用いる、クロームドッ
ペ－Ｎコーティングで表面を耐腐食処理した打錠用杵、
（３）医薬品と農薬と肥料と食品とのいずれかである錠剤の製造に用いる、クロームドッ
ペ－Ｎコーティングで表面を離型処理した打錠用杵、
（４）医薬品と農薬と肥料と食品とのいずれかである錠剤の製造に用いる、クロームドッ
ペ－Ｎコーティングで表面を付着防止処理した打錠用杵、
（５）酸性物質又は付着生物質を含有する錠剤を成形するための打錠機（１）に用いる杵
（４、６）に適用した前記（１）の打錠用杵、
（６）酸性物質が塩酸ピオグリタゾンである前記（５）の打錠用杵、
（７）付着性物質が糖アルコールである前記（５）の打錠用杵、
（８）糖アルコールがＤ－マンニトールである前記（７）の打錠用杵、
（９）医薬品と農薬と肥料と食品とのいずれかである錠剤の製造に用いる打錠機であって
、クロームドッペ－Ｎでコーティング処理した杵を具用することを特徴とする打錠機、
（１０）前記（９）の打錠機を使用することを特徴とする錠剤の製造方法、
（１１）錠剤が酸性物質又は付着性物質を含有する前記（１０）の製造方法、
（１２）酸性物質が塩酸ピオグリタゾンである前記（１１）の製造方法、
（１３）付着性物質が糖アルコールである前記（１１）の錠剤の製造方法、及び
（１４）糖アルコールがＤ－マンニトールである前記（１３）の製造方法、
に関する。
【０００８】
本発明の打錠用杵の原料として用いられる母材は従来技術において、打錠用杵材として用
いられるものはどのようなものでもよく、具体的には例えば、超硬合金、合金工具鋼、燒
結合金など頻繁に繰り返される圧縮操作で容易に変形せず高い機械的高度を有するもので
あればどのようなものでもよく、より具体的には、ＳＫＳ２、ＳＫＤ、ＮＨアロイ、ＳＵ
Ｓ４４０Ｃなどが挙げられるが、ＳＫＳ２が最も好ましい。
【０００９】
さらに詳論すれば、鉄を９５％、クロムを１％、タングステンを１．５％、炭素１％、ケ
イ素を０．３５％、マンガンを０．８％、リンを０．０３％、イオウを０．０３％（%は
いずれも重量比、以下も同じ）を含む合金工具鋼で製造したＳＫＳ２やコバルトを３６～
５３%、クロムを２７～３５％、タングステンを１０～２０％、炭素を２～３％含有する
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成分にタンタルとニオブの少なくともいずれか一方を０．２～５%加え、さらに所望によ
って鉄を１～５%、ケイ素を１～３%加え、必要な場合さらにニッケルを５％以下を加えた
ことを特徴とする燒結合金等が好ましい。
【００１０】
母材のクロームドッペ－Ｎによるコーティングは自体公知の方法、例えば物理蒸着技術の
一種であるスパッタリング法によって行うことができ、より具体的には例えば型技術第８
巻第５号(１９９３年４月号)第７０～７８頁に記載された方法によって容易に行われる。
【００１１】
本発明における錠剤は、医薬品に限らず、農薬、肥料、食品、プラスチック、セラミック
、金属などを含む。これらの錠剤は例えば医薬における薬理活性成分のように生理活性成
分を含む場合が多く、薬理活性成分はどのようなものでもよい。薬理活性成分は特に限定
されない。医薬用途の酸性物質、例えば酸性薬物としては、具体的には塩酸ピオグリタゾ
ン、塩酸マニジピン、塩酸デラプリル、塩酸フルスルチアミン、塩酸セフォチアムヘキセ
チル、塩酸チアミン、塩酸ヒドロキシジンなどが挙げられる。これら酸性薬物は自体公知
の手段に従って容易に製造される。
【００１２】
また、さらに、本発明における酸性薬物は例えば酸性薬物と中性薬物の混合物であってよ
く、要するに本発明における酸性薬物は酸性を示す固形物質であればどのようなものでも
よい。
【００１３】
本発明に使用する打錠末は付着性物質を含む。そのような付着性物質として付着性薬理活
性成分、付着性のある賦形剤（例えば糖アルコール）が挙げられる。付着性のある薬理活
性成分として、例えば３－〔１－（フェニルメチル）ピペリジンー４－イル〕－１－（２
，３，４，５－テトラヒドロー１Ｈ－１－ベンズアゼピン－８－イル）－１－プロパノン
　フマレート、リセドロネート、塩酸ピオグリタゾン等が例示される。又さらに打錠末に
付着性のある賦形剤が含まれるとき、薬理活性成分は付着性がなくてもよい。付着性がな
くても本発明に使用されてよい薬理活性成分としては、例えばランソプラゾール、塩酸マ
ニジピン、塩酸デラプリル、カンデサルタンシレキセチル、ビンポセチン、セラトロダス
ト等が挙げられる。
従って、錠剤を製造する場合は、上記薬理活性成分以外に例えば賦形剤あるいは結合剤と
して杵に付着性がある糖アルコールが打錠末原料として使用される。
【００１４】
糖アルコールも医薬用途のみならず、農薬、肥料、食品、プラスチック、セラミック、金
属の分野で使用される糖アルコールを含む。医薬用途の糖アルコールとしては、具体的に
はエリスリトール、Ｄ－マンニトール、Ｄ－ソルビトール、キシリトール、マルチトール
、無水マルトース、含水マルトース、無水ラクチトール、無水マルト－ス、含水マルトー
ス、無水ラクチトール、含水ラクチトール、還元麦芽糖水アメが挙げられる。
また、複数の糖アルコールを組み合わせて用いることもできる。
なお、上記の例示（例えば塩酸ピオグリタゾン）から明らかなように、酸性物質であり同
時に付着性物質である物質も本発明で便宜に使用される。
【００１５】
錠剤はいわゆる錠剤の形状を有する物ならどのようなものでもよく、薬物を含有する細粒
、ペレット等を包含する錠剤であってよいことは言うまでもない。
かかる錠剤を製造する場合、通常上記薬理活性成分（薬物）は賦形剤、滑沢剤、崩壌剤な
どと混合して打錠末となしこれを杵と臼で圧縮されて錠剤が製造される。本発明において
は、通常は例えば糖アルコール又は付着性を有する薬物が打錠末に含有されている。この
ようにして得られる錠剤を常法に従ってさらに表面コーティングして製品としてもよい。
また錠剤には必要に応じて、防腐剤、抗酸化剤、着色剤、甘味剤、香料、フレーバーなど
の製剤添加剤を打錠末に配合することもできる。
【００１６】
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賦形剤の好適な例としては、例えば乳糖、白糖などの糖類、Ｄ－マンニトール、Ｄ－ソル
ビトールなどの糖アルコール、デンプン（例えばトウモロコシデンプン、バレイショデン
プン、小麦デンプンなど）、α化デンプン、デキストリン、結晶セルロース、低置換度ヒ
ドロキシプロピルセルロース、カルボキシメチルセルロースナトリウム、アラビアゴム、
デキストリン、プルラン、軽質無水ケイ酸、合成ケイ酸アルミニウム、カルボキシメチル
セルロースカルシウム、メタケイ酸アルミン酸マグネシウムなどが挙げられる。
【００１７】
滑沢剤の好適な例としては、例えばステアリン酸マグネシウム、ステアリン酸カルシウム
、タルク、コロイドシリカなどが挙げられる。
【００１８】
結合剤の好適な例としては、例えばデンプン、α化デンプン、ショ糖、ゼラチン、アラビ
アゴム、メチルセルロース、カルボキシメチルセルロース、カルボキシメチルセルロース
ナトリウム、結晶セルロース、白糖、Ｄ－マンニトール、トレハロース、デキストリン、
プルラン、ヒドロキシプロピルセルロース、ヒドロキシプロピルメチルセルロース、ポリ
ビニルピロリドンなどが挙げられる。
【００１９】
崩壊剤の好適な例としては、例えばデンプン、α化デンプン、カルボキシメチルセルロー
ス、カルボキシメチルセルロースカルシウム、クロスカルメロースナトリウム、カルボキ
シメチルスターチナトリウム、クロスポビドン、軽質無水ケイ酸、低置換度ヒドロキシプ
ロピルセルロースなどが挙げられる。
【００２０】
コーティング剤としては、例えばヒドロキシプロピルメチルセルロース、エチルセルロー
ス、ヒドロキシメチルセルロース、ヒドロキシプロピルセルロース、ポリオキシエチレン
グリコール、ツイーン８０、プルロニックＦ６８，ヒマシ油、セルロースアセテートフタ
レート、ヒドロキシメチルセルロースアセテートサクシネート、オイドラキット（ローム
社製、西ドイツ、アクリル酸系共重合物）、カルボキシメチルエチルセルロース、ポルビ
ニルアセタルジエチルアミノアセテート、ワックス類およびタルク、酸化チタン、ベンガ
ラ等の色素などが挙げられる。
【００２１】
酸味料としては、例えばクエン酸（無水クエン酸）、酒石酸、リンゴ酸などが挙げられる
。
人工甘味料としては、例えばサッカリンナトリウム、グリチルリチンニカリウム、アスパ
ルテーム、ステビア、ソーマチンなどが挙げられる。
香料としては、合成物および天然物のいずれでもよく、例えばレモン、ライム、オレンジ
、メントール、ストロベリーなどが挙げられる。
着色剤としては、例えば食用黄色５号、食用赤色２号、食用青色２号などの食用色素、食
用レーキ色素、ベンガラ、タルク、タール系色素などが挙げられる。
【００２２】
打錠末中の酸性薬物等の酸性物質の使用割合は、一概に言えず広範囲に渉る。具体的に約
０．００１～９９．５％、より好ましくは約０．０１～７０％、最も好ましくは約０．１
～５０％程度である。
打錠圧は通常は約０．１～３．０トン／杵程度、好ましくは０．５～３．０トン／杵程度
であり、さらに好ましくは０．８～１．６トン／杵程度である。
臼の内径は通常は約３～２０ｍｍ程度、好ましくは約３～１３ｍｍ程度、さらに好ましく
は５～９ｍｍ程度である。臼の形状は円形でもよいし、オーバル、オブロングなど異形の
場合もある。
【００２３】
打錠末中の糖アルコールの使用割合は、一概に言えず広範囲に渉る。具体的に約０．００
１～９９．５％、より好ましくは約０．０１～９０％、最も好ましくは約０．１～９０％
程度である。
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打錠圧は通常は約０．１～３．０トン／杵程度であり、好ましくは０．８～１．６トン／
杵程度である。
臼の内径は通常は約３～２０ｍｍ程度、好ましくは５～１３ｍｍ程度である。臼の形状は
円形でもよいし、オーバル、オブロングなど異形の場合もある。
【００２４】
【発明の実施の形態】
以下、本発明の実施の形態を図面に基づき説明する。
図１は、本発明の実施形態の杵を用いた回転式打錠機の概略断面図である。図１に示すよ
うに、この回転式打錠機(１)の回転盤(２)には、周方向に所定間隔をおいて複数の臼を配
置してあり、この臼(３)内に臼孔(３a)を形成してある。
【００２５】
この臼孔(３a)の上方には、上杵(４)を臼孔(３a)に対して上下動可能に上杵保持盤(５)に
保持してある。また、臼孔(３a)の下方には下杵(６)を保持盤(７)に上下動可能に保持し
、この下杵(６)の杵先を臼孔(３a)内に下方から突入させてある。
【００２６】
上記上杵(４)の上方には、上杵(４)の上端に設けた頭部と接触するように上杵ガイドレー
ル(８)を配置してあり、一方、下杵(６)の下方には、下杵(６)の下端に設けた頭部と接触
するように下杵ガイドレール(９)を配置してある。そして、上記回転盤(２)と上杵保持盤
(５)及び下杵保持盤(７)は同軸に回転駆動され、この回転により上杵(４)と下杵(６)はそ
れぞれ両ガイドレール(８・９)に案内されて所定位置で上下に駆動される。
上記上杵(４)と下杵(６)とは、いずれも合金工具鋼にクロームドッペ－Ｎコーティングを
施してある。
【００２７】
上記回転式打錠機では次の手順で錠剤が打錠される。
最初に、下杵ガイドレール(９)により下杵(６)が所定高さに位置決めされて臼孔(３a)内
の空間が所定容積に設定され、充填ゾーンにおいてこの臼孔(３a)内に打錠末(10)が充填
される。次いで、圧縮ゾーンにおいて上杵(４)が上杵ガイドレール(8)に案内され下方へ
移動して圧縮ローラに導かれ、上記打錠末(10)が圧縮されることにより打錠される。
【００２８】
その後、上杵ガイドレール(８)に案内されて上杵(４)が持ち上げられ、取り出しゾーンに
おいて下杵(６)が下杵ガイドレール(９)により押し上げられ、臼孔(３a)から上記圧縮成
型された錠剤が取り出される。
次に、上記クロームドッペ－Ｎコーティングを施した杵の酸性薬物を含有する製剤に対す
る耐腐食性及び離型性と当該Ｎ－クロームドッペ－Ｎコーティングを施した杵の糖アルコ
ールを含有する製剤に対する離型性を、従来の合金工具鋼および合金工具鋼にコーティン
グを施した杵等の耐腐食性、離型性と比較しながら説明する。
【００２９】
【実施例】
〔実施例１〕
従来の合金工具鋼からなる杵(以下SKS2)に上記の自体公知の手段（型技術第８巻第５号（
１９９３年４月号）第７０～７８頁参照）に従ってクロームドッペ－Ｎコーティングを施
して杵（以下単に実施例杵ともいう）を得た。
上記のクロームドッペ－Ｎコーティングを施した杵の腐食性をSKS２、燒結合金(以下アロ
イ)およびSKS2にコーティングを施した杵と比較した。結果は表１に示す通りであった。S
KS２杵は保管（ＲＨ７５％、室温、３日間）時に腐食を生じ、塩酸ピオグリタゾンを２７
．５５%含有する打錠末（塩酸ピオグリタゾン３３．０６重量部、乳糖７６．３４重量部
、ヒドロキシプロピルセルロース３．０重量部、カルボキシメチルセルロースカルシウム
７．２重量部およびステアリン酸マグネシウム０．４重量部を混合して得た）との接触に
より腐食が大きく加速された。窒化チタン（以下、TiN）コーティング杵は打錠末との接
触により部分的に腐食を生じた。一方、実施例杵、アロイ杵、クロムメッキ杵、窒化クロ
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ム（以下、CrN）コーティング杵は全く腐食されなかった。
【００３０】
なお、比較に用いた杵は以下のものを使用した。
ａ）　ＳＫＳ２杵：鉄を９５％、クロムを１％、タングステンを１．５％、炭素を１%、
ケイ素を０．３５%、マンガンを０．８％、リンを０．０３％、イオウを０．０３％含む
合金工具鋼で製造したもの。
ｂ）　アロイ杵　：耐腐食性に優れた燒結合金（特願平０９－３２３１２３号）で製造し
たもの。
ｃ）　クロムメッキ杵、TiNコーティング杵およびCrNコーティング杵
：SKS2杵に公知手段に従ってそれぞれクロムメッキ、TiNコーティングおよびCrNコーティ
ングを施して製造したもの。
【００３１】
【表１】

【００３２】
次に上記の杵の離型性を打錠時に発生する杵の表面に打錠末が付着して錠剤表面に明瞭な
刻印を形成しない錠剤(以下刻印不良)の発生状況にて評価した。上記の塩酸ピオグリタゾ
ン２７．５５%含有する打錠末を用いて上記と同様の杵を対照に比較した。結果は表２に
示す通りとなり、クロムメッキ杵、TiNコーティング杵およびCrNコーティング杵は打錠初
期から刻印不良が発生し、打錠不可となったのに対し、実施例杵、SKS２杵およびアロイ
杵は打錠初期及び終期においても刻印不良の発生は認められなかった。
【００３３】
【表２】

【００３４】
表１、２より耐腐食性、離型性ともに満足するものはクロームドッペ－Ｎコーティング杵
（実施例杵）とアロイ杵であることがわかった。ただし、アロイ杵については、長時間打
錠した際に杵先に亀裂が入り強度面で杵への適用は困難であった。
なお、ダイアモンドライクカーボン（ＤＬＣ）、ニウロイ９６処理等の他の表面処理もＳ
ＫＳ２杵に試みたが満足な結果を得ることができなった。
【００３５】
〔実施例２〕
従来の合金工具からなる杵（以下ＳＫＳ２）に上記の自体公知の手段（型技術第８巻第５
号（１９９３年４月号）第７０～７８頁参照）に従ってクロームドッペ－Ｎコーティング
を施して杵（以下単に実施例杵ともいう）を得た。上記実施例杵の離型性をＳＫＳ２で製
造した杵、ＳＵＳ４４０Ｃで製造した杵およびＳＫＳ２にダイヤモンド・ライク・カーボ
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ン（ＤＬＣ）コーティングを施した杵とを比較した。杵の離型性を、打錠時に発生する杵
の表面に打錠末が付着して錠剤表面に明瞭な刻印を形成しない錠剤（以下刻印不良）の発
生状況および杵表面への打錠末の付着（以下杵付着不良）発生状況にて評価した。なお、
この打錠の実施においてＤ－マンニトールを含有する下記の処方の打錠末を用いた。
【００３６】

【００３７】
結果は表３に示す通りとなり、ＳＫＳ２杵、ＳＵＳ４４０Ｃ杵およびＤＬＣコーティング
杵は打錠初期から刻印不良が発生し、打錠不可となったのに対し、実施例杵は打錠初期及
び終期においても刻印不良の発生は認められず、杵表面への打錠末の付着発生も認められ
なかった。
【００３８】
【表３】

【００３９】
〔実施例３〕
ランソプラゾール３０重量部を含有するランソプラゾール細粒（日本特許出願特願平１１
－１３５１７７に記載の方法により製造した）　２７０重量部、Ｄ－マンニトール　２０
４重量部、Ｌ－ＨＰＣ－３３　３０重量部、セオラスＫＧ－８０１　３０重量部、クロス
ポビドン　１５重量部、無水クエン酸　３重量部、アスパルテーム　９重量部、ストロベ
リ－Ｄ　３重量部およびステアリン酸マグネシウム　６重量部を混合して得られる打錠末
を図１で示される打錠機で打錠した。杵材質および杵の表面処理は実施例１と同一である
。打錠条件は打錠外径７ｍｍφ、重量１８０ｍｇ／錠、打圧０．５７ｔｏｎであった。杵
材質・表面処理、２００００錠／杵打錠時の結果は下記表４のとおりであった。
【００４０】
【表４】

【００４１】
【発明の効果】
本発明の合金工具鋼にクロームドッペ－Ｎコーティングを施した杵は、酸性物質を含有す
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る製剤の打錠において優れた耐腐食性と離型性を示し、付着性物質を含有する製剤の打錠
において、離型性に優れ、安定した工業的生産に適した打錠を提供する。
【００４２】
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の実施形態の杵を用いた、回転式打錠機の概略断面図である。
[符号の説明]
１………………回転式打錠機、
２………………回転盤、
３………………臼、
３ａ……………臼孔、
４………………上杵、
５………………上杵保持盤、
６………………下杵、
７………………下杵保持盤、
８………………上杵ガイドレール、
９………………下杵ガイドレール、
１０……………打錠末

【図１】
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