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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　主軸ヘッドに支持され中心軸周りに回転する主軸の端部に、回転工具と旋削工具とを各
別の工具ホルダを介して選択的に着脱し、前記主軸に装着された回転工具又は旋削工具に
より被加工物を加工する工作機械において、
　前記旋削工具を保持する工具ホルダの外周に、半円周よりも小さい角度範囲内で径方向
外側に張り出すように設けてある回り止めフランジと、
　該回り止めフランジの前記工具ホルダと同軸をなす周上に形成してある２つの係合穴と
、
　該２つの係合穴の夫々への係合を可能として前記主軸ヘッドに突設された係合突起と
　を備えることを特徴とする工作機械。
【請求項２】
　前記係合穴は、前記工具ホルダの中心を通る夫々の中心線が、略９０°の開き角度を有
する位置に設けてあることを特徴とする請求項１に記載の工作機械。
【請求項３】
　前記係合突起は、突出端に向けて縮径された縮径部を有し、前記主軸ヘッドに突出方向
への摺動を可能として支持されており、該係合突起を突出側に向けて付勢する付勢手段を
備えることを特徴とする請求項１又は請求項２に記載の工作機械。
【請求項４】
　前記係合突起は、前記回転工具及び旋削工具の着脱時に、夫々の工具ホルダを把持する
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把持手段の進入側と逆側に設けてあることを特徴とする請求項１乃至請求項３のいずれか
１つに記載の工作機械。
【請求項５】
　旋削工具を保持し、該旋削工具を請求項１乃至請求項４のいずれか１つに記載の工作機
械の主軸に装着すべく用いられる工具ホルダにおいて、
　外周の一部に径方向外側に張り出すように設けてある回り止めフランジと、
　該回り止めフランジに周方向の異なる位置に形成された２つの係合穴と
　を備えることを特徴とする工具ホルダ。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、工具ホルダに保持した工具を回転する主軸に選択的に着脱し、夫々の工具に
よる加工を実行する工作機械、及びこの工作機械に使用する工具ホルダに関する。
【背景技術】
【０００２】
　マシニングセンタは、主軸に装着される工具を自動交換しながら、夫々の工具による多
種類の加工を実行する工作機械である。主軸は、上昇、下降可能な主軸ヘッドに支持して
あり、主軸モータの駆動により中心軸周りに回転する。マシニングセンタによる加工は、
主として、穴あけ加工、ねじ立て加工、フライス加工等の回転工具による加工である。こ
れらの加工に使用する回転工具（ドリル、タップ、エンドミル等）は、主軸ヘッドから突
出する主軸の下端部に工具ホルダを介して装着され、該主軸と共に上昇、下降しながら回
転することで被加工物を加工する。
【０００３】
　一部のマシニングセンタは、旋削工具を交換用の工具として備えている。旋削工具は、
回転する被加工物に先端を押し付けることにより、該被加工物の表面を旋削加工する工具
である。このような旋削工具は、回転工具と同様、工具ホルダを介して主軸に装着して使
用され、この際には、主軸モータをロックして主軸の回転による旋削工具の回転を拘束し
ている。
【０００４】
　しかしながら、加工中の旋削工具には、被加工物への押し付けに伴って種々の方向の力
が作用しており、主軸モータのロックだけでは十分な回り止め効果が得られないという問
題がある。この問題に対応するため、この種の工作機械において、旋削工具を回り止めす
るための種々の構成が提案されている（例えば、特許文献１、２、３参照）。
【０００５】
　特許文献１に記載の工作機械においては、旋削工具を保持する工具ホルダに円板状のフ
ランジを周設し、該フランジの外周の径方向に相対向する２箇所にキー溝を設ける一方、
主軸を支持する主軸ヘッドにキーを突設し、旋削工具を主軸に装着したとき、前記キー溝
が夫々のキーに係合して、工具ホルダの回転を拘束することで、旋削工具の回り止めを実
現している。
【０００６】
　特許文献２に記載の工作機械においては、旋削工具を保持する工具ホルダにピンを突設
する一方、主軸ヘッドに、前記ピンと係合可能な位置決めブロックを設けてある。位置決
めブロックは、油圧シリンダにより進出し、主軸に装着した工具ホルダのピンに係合する
ことで旋削工具を回り止めしている。
【０００７】
　特許文献３に記載の工作機械においては、主軸ヘッドの内部で、多数の噛合歯を形成し
たカップリングを、主軸の外周及び主軸ヘッドの内周に夫々取付け、両カップリングの噛
合歯に噛合可能な結合カップリングを、両カップリングの対向位置に、油圧又は空圧によ
る進出動作可能に設けてある。結合カップリングは、旋削工具の装着時に進出し、主軸及
び主軸ヘッドのカップリングに噛合することで主軸の回転を拘束し、旋削工具の回り止め
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を実現している。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００８】
【特許文献１】特開２００５－３２９４９３号公報
【特許文献２】実開平５－７０８４２号公報
【特許文献３】特開平１１－１０４８５号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
　以上のような従来の工作機械において、特許文献３に記載の工作機械は、主軸ヘッドの
内部に、高精度の噛合歯を有するカップリング及び結合カップリングと、結合カップリン
グを油圧又は空圧で動作させるためのシリンダとを組み込んだ複雑な構成を有しており、
製品コストの増大を招来するという問題がある。
【００１０】
　特許文献１、２に記載の工作機械においては、主軸ヘッドの外部で回り止めを実現して
おり、簡素な構成にて回り止め効果が得られるが、特許文献２においては、ピン及び係合
ブロックが、工具ホルダの周方向の１箇所で係合しているだけであり、十分な回り止め効
果が得られない上、加工中に旋削工具にラジアル方向に加わる力に対する剛性を強化し、
ラジアル力による旋削工具の移動を防止することが難しく、旋削工具による安定した加工
を実現することは難しい。
【００１１】
　特許文献１に記載の工作機械においては、キー及びキー溝の係合が工具ホルダの周方向
の２箇所で生じており、十分な回り止め効果が得られるが、キー溝を備えるフランジが工
具ホルダの全周に張り出しており、工具交換時に工具ホルダを把持するグリップに干渉す
る虞れがある。
【００１２】
　また工具ホルダに保持された旋削工具は、キーとキー溝との間の係合隙間の範囲内での
微小な回動が生じ、該旋削工具による加工の精度が低下する虞れがある。特許文献１にお
いては、旋削工具の装着時に主軸モータを一方向に回転駆動し、キーとキー溝とを押し付
け状態に保つようにしているが、加工中に旋削工具に加わる回転力の方向は不可避に変動
するため、微小な回動を抑えることは難しい。
【００１３】
　またキー及びキー溝は、径方向に相対向する２箇所で係合しており、キー溝の深さ方向
の力に対する拘束機能を有しない。従って、加工中の旋削工具は、種々の方向に加わるラ
ジアル力によりキー溝の深さ方向に移動し、前述した微小な回動との相乗作用により、加
工精度が低下するという問題がある。
【００１４】
　本発明の目的は、回転可能な主軸に工具ホルダを介して装着される旋削工具の回転及び
移動を、簡素な構成により確実に防止することができ、高い加工精度での旋削加工が可能
となる工作機械、及び工具ホルダを提供することである。
【課題を解決するための手段】
【００１５】
　本発明に係る工作機械は、主軸ヘッドに支持され中心軸周りに回転する主軸の端部に、
回転工具と旋削工具とを各別の工具ホルダを介して選択的に着脱し、前記主軸に装着され
た回転工具又は旋削工具により被加工物を加工する工作機械において、前記旋削工具を保
持する工具ホルダの外周に、半円周よりも小さい角度範囲内で径方向外側に張り出すよう
に設けてある回り止めフランジと、該回り止めフランジの前記工具ホルダと同軸をなす周
上に形成してある２つの係合穴と、該２つの係合穴の夫々への係合を可能として前記主軸
ヘッドに突設された係合突起とを備えることを特徴とする。
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【００１６】
　本発明においては、工具ホルダの外周に、半円周よりも小さい角度範囲内で径方向外側
に張り出す回り止めフランジを設け、該回り止めフランジに形成した２つの係合穴の夫々
に主軸ヘッドに突設された係合突起を係合させて工具ホルダが保持する旋削工具の回転及
び移動を防止する。係合穴及び係合突起の係合部は、回り止めフランジの角度範囲内、即
ち、径方向い相対向しない位置にあり、加工中に種々の方向に作用するラジアル力による
移動を確実に防止できる。回り止めフランジは、工具ホルダの把持手段と干渉しないよう
に配置することができ、工具交換を阻害しない。
【００１７】
　また本発明に係る工作機械は、前記係合穴が、前記工具ホルダの中心を通る夫々の中心
線が、略９０°の開き角度を有する位置に設けてあることを特徴とする。
【００１８】
　この発明においては、回り止めフランジの係合穴を、工具ホルダの中心を通る夫々の中
心線が、略９０°の開き角度を有する位置に設け、種々の方向に作用するラジアル力によ
る移動を、少なくとも一方の係合穴と係合突起の係合により確実に防止する。
【００１９】
　また本発明に係る工作機械は、前記係合突起が、突出端に向けて縮径された縮径部を有
し、前記主軸ヘッドに突出方向への摺動を可能として支持されており、該係合突起を突出
側に向けて付勢する付勢手段を備えることを特徴とする。
【００２０】
　この発明においては、回り止めフランジの係合穴が係合突起の突出端に設けた縮径部の
適宜位置に当接し、付勢手段の付勢に抗して係合突起を押し上げることで、該係合突起と
隙間なく密に係合して、旋削工具の回転及び移動を確実に防止する。
【００２１】
　また本発明に係る工作機械は、前記係合突起が、前記回転工具及び旋削工具の着脱時に
、夫々の工具ホルダを把持する把持手段の進入側と逆側に設けてあることを特徴とする。
【００２２】
　この発明においては、主軸ヘッドに突設された係合突起を工具ホルダの把持手段の進入
側と逆側に設ける。係合穴を備える回り止めフランジは、把持手段と干渉しないように配
置することができ、工具交換を阻害しない。
【００２３】
　本発明に係る工具ホルダは、旋削工具を保持し、該旋削工具を前述した工作機械の主軸
に装着すべく用いられる工具ホルダにおいて、外周の一部に径方向外側に張り出すように
設けてある回り止めフランジと、該回り止めフランジに周方向の異なる位置に形成された
２つの係合穴とを備えることを特徴とする。
【発明の効果】
【００２４】
　本発明に係る工作機械においては、２つの係合穴を備える回り止めフランジを、半円周
よりも小さい角度範囲内で外側に張り出すように工具ホルダに設け、夫々の係合穴に係合
可能な係合突起を主軸ヘッドに突設する簡素な構成により、工具ホルダの回転及びラジア
アル方向の移動を確実に防止し、高い加工精度での旋削加工を可能となる。また回り止め
フランジは、工具ホルダを把持する把持手段との干渉を排除して配置することができ、工
具交換を阻害しない。
【図面の簡単な説明】
【００２５】
【図１】工作機械の要部の構成を略示する側面図である。
【図２】工具の取付け側から見た工具ホルダの斜視図である。
【図３】図２の逆側から見た工具ホルダの斜視図である。
【図４】回り止めフランジ及び係合突起の係合部分を後方から見た斜視図である。
【図５】回り止めフランジ及び係合突起の係合部分を下方から見た平面図である。
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【図６】係合突起の支持構造の説明図である。
【発明を実施するための形態】
【００２６】
　以下本発明をその実施の形態を示す図面に基づいて詳述する。以下の説明で使用する方
向（前、後及び上、下）は、図１中に矢符により示してある。
【００２７】
　図１は、工作機械（マシニングセンタ）の要部の構成を略示する側面図である。工作機
械１は、基台10の上面に垂直に立設したコラム11を備えている。コラム11は、主軸ヘッド
２を支持している。主軸ヘッド２は、コラム11の前面に設けたガイドに沿って上下方向に
移動可能である。コラム11は、上下方向に延びる送りねじ軸12を備えている。送りねじ軸
12は、コラム11の上部に固定したＺ軸モータ13に連結してあり、該Ｚ軸モータ13の駆動に
より中心軸周りに回転する。主軸ヘッド２の後部は、送りねじ軸12に螺合している。主軸
ヘッド２は、Ｚ軸モータ13の駆動による送りねじ軸12の回転に応じて上昇、下降する。
【００２８】
　主軸ヘッド２は、その内部に主軸20を支持している。主軸20は、主軸ヘッド２の上部に
固定した主軸モータ21に連結してあり、該主軸モータ21の駆動により上下方向の中心軸周
りに回転する。主軸20の下端部は、主軸ヘッド２の下方に突出しており、後述するように
装着される工具３を保持する。工具３は、主軸ヘッド２と共に上昇、下降する。
【００２９】
　工具３は、工具マガジン５に複数収納されている。工具３は、ドリル、タップ、エンド
ミル等の回転工具だけでなく、旋削工具を含む。工具マガジン５は、コラム11の前方に延
びるコラムカバー14の前部に支持し、主軸ヘッド２の前上部に配置してある。工具マガジ
ン５は、円板状のマガジン本体50を備えている。マガジン本体50は、工具マガジン５の上
部に設けたマガジンモータ４の駆動により、前部を下向きとして傾斜する軸を中心として
回転する。
【００３０】
　マガジン本体50は、径方向外向きに放射状に延びる複数の工具グリップ51，51…を備え
ている。各工具グリップ51は、マガジン本体50の外周に、周方向に延びる支軸52を中心と
して揺動可能に支持してある。
【００３１】
　工具３は、公知の工具ホルダ30に保持されている。工具グリップ51は、二股に分岐した
先端把持部を工具ホルダ30外周の保持溝34（図３参照）に押し込むことで、工具ホルダ30
を介して工具３を把持する。図１において上位置にある工具グリップ51は、工具３を把持
している状態で示してある。
【００３２】
　図１において下位置にある工具グリップ51は、主軸ヘッド２に向けて延びている。工具
グリップ51の先端部には、横軸周りに回転可能な転動ローラ53が設けてある。該転動ロー
ラ53は、工具グリップ51が工具３を把持していない状態で、主軸ヘッド２の前面に設けた
ガイド板22に当接しており、該工具グリップ51は、ガイド板22との当接部の作用により、
支軸52を中心として前方に揺動した姿勢となる。
【００３３】
　主軸ヘッド２は、加工時には、図１に示す原点位置から下降し、工具交換時には、図１
に示す原点位置から上昇する。下位置にある工具グリップ51は、ガイド板22の面上での転
動ローラ53の転動により、主軸ヘッド２の上昇、下降に追随して揺動する。主軸ヘッド２
が上昇した場合、転動ローラ53は、ガイド板22の下端から外れる。工具グリップ51は、支
軸52を中心として後方に揺動し、該工具グリップ51の先端把持部は、主軸20に装着された
工具３を、工具ホルダ30を介して前方から把持する。
【００３４】
　主軸ヘッド２は、工具ホルダ30の把持完了後に更に上昇する。工具グリップ51が把持し
た工具ホルダ30は、相対的に下方に移動し、工具３と共に主軸20から外れる。マガジン本
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体50は、この状態で回転し、次に使用する工具３を保持した工具グリップ51が主軸20の下
方に位置する。
【００３５】
　工具３は、主軸ヘッド２が下降し、主軸20の下端部に工具ホルダ30が嵌め込まれること
で、該主軸20に装着される。主軸２に装着した工具３は、主軸ヘッド２が原点位置に下降
することで、図１に示す状態となり、加工に備えて待機する。
【００３６】
　以上の動作により、主軸20と工具マガジン５との間で工具３を交換することができる。
工作機械１は、コラム11の前方の基台10上に加工テーブル15を備えている。主軸20に装着
した工具３は、主軸ヘッド２と共に原点位置から下降し、加工テーブル15上の被加工物を
加工する。
【００３７】
　工具３が回転工具である場合、主軸20に装着した工具３は、主軸モータ21の駆動により
主軸20と共に回転する。被加工物は、水平に保たれた加工テーブル15の上面に固定し、該
加工テーブル15と共に左及び前後方向に移動する。主軸20と共に回転する工具３は、主軸
ヘッド２と共に上昇、下降して加工テーブル15上の被加工物を加工する。
【００３８】
　工具３が旋削加工用の旋削工具である場合、主軸20は、非回転状態にロックする。被加
工物は、加工テーブル15上に設けた回転台（図示を省略する）に取付け、該回転台の動作
により回転する。工具３は、主軸ヘッド２と共に下降し、回転する被加工物に先端を押し
付けることにより、該被加工物の表面を旋削加工する。
【００３９】
　図１には、主軸20に旋削加工用の工具３が装着された状態が示してある。該工具３の工
具ホルダ30は、後方に向けて張り出す回り止めフランジ31を備えている。主軸20を支持す
る主軸ヘッド２の下面には、主軸20の突出部の後位置に下方に向けて突出する係合突起23
が突設されている。回り止めフランジ31と係合突起23とは、主軸20に工具３が装着される
ことで図示の如く係合し、該工具３の中心軸周りの回転、及びラジアル力による工具の移
動を防止して、高い加工精度での旋削加工を安定して実施できるように作用する。
【００４０】
　以下、回り止めフランジ31及び係合突起23の構成について説明する。図２は、工具３の
取付け側から見た工具ホルダ30の斜視図、図３は、図２の逆側から見た工具ホルダ30の斜
視図、図４は、回り止めフランジ31及び係合突起23の係合部分を後方から見た斜視図、図
５は、回り止めフランジ31及び係合突起23の係合部分を下方から見た平面図である。
【００４１】
　図５に示すように回り止めフランジ31は、平面視で３角形状を有するフランジであり、
１つの頂点の近傍を工具ホルダ30の下面に複数本の固定ボルト32，32…で固定してある。
図２～図５に示すように、回り止めフランジ31は、工具ホルダ30の外周の一部、具体的に
は、半円周よりも小さい角度範囲内で径方向外側に張り出すように設けてある。
【００４２】
　このような回り止めフランジ31には、２つの係合穴33，33が、工具ホルダ30と同軸をな
す周上に並べて形成してある。これらの係合穴33，33は、回り止めフランジ31の残りの２
頂点の近傍に形成された径方向に延びる長穴である。なお図示の係合穴33，33は、一側が
回り止めフランジ31の外周に開口させてあるが、この開口は必須ではなく、回り止めフラ
ンジ31内で閉じた長穴であってもよい。
【００４３】
　前記係合穴33，33は、工具３及び工具ホルダ30の中心を通る夫々の中心線が、主軸20へ
の装着時に後向きとなる側に略９０°の開き角度を有する位置に設けてある。なお係合穴
33，33の開き角度は、９０°に限らず、回り止めフランジ31の形成範囲内で適宜に設定す
ることができる。この開き角度は、０°よりも大きく、１８０°未満であればよいが、８
５°以上、１００°未満とするのが望ましい。
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【００４４】
　係合突起23，23は、図４に示すように、主軸ヘッド２の下端円筒部の外周に固定された
夫々の支持ブロック24，24に下方に突出するように支持されている。係合突起23，23の突
設位置は、回り止めフランジ31の係合穴33，33との係合を可能とするために、工具ホルダ
30が装着される主軸20と同軸をなす円周上で、該主軸20の中心を通り、後側に略９０°の
開き角度を有して開く線上に夫々設定してある。
【００４５】
　図６は、係合突起23の支持構造の説明図である。係合突起23は、中空の丸棒であり、支
持ブロック24に設けた上下方向の支持孔25内に支持され、軸長方向に摺動自在である。係
合突起23の中空部内には、ストッパボルト26が上方から挿通されている。ストッパボルト
26は、下端のねじ部により係合突起23の下部に結合され、ストッパボルト26の頭部は、支
持孔25の中間部内周に設けた段部27の上面に当接している。段部27の下面は、係合突起23
の上端部に対向しており、これらの間には、押しばね28が介装されている。
【００４６】
　以上の構成により係合突起23は、押しばね28による下方の付勢を、ストッパボルト26の
頭部が段部27に当接する位置で止め、支持ブロック24の下方に適長突出した状態で支持さ
れる。支持部24の下方への係合突起23の突出部には、端部に向けてテーパ状に縮径する縮
径部29が設けてある。このように支持された係合突起23は、図６中に白抜矢符により示す
如く、突出部に加わる上向きの力に作用により、押しばね28の付勢に抗して上方に移動す
ることができる。係合突起23は、図中に２点鎖線により示すように、下方から係合する回
り止めフランジ31の係合穴33に縮径部29のいずれかの位置で当たり、上方に適長押し上げ
られた状態で密に係合する。
【００４７】
　図 2、図５に示すように、回り止めフランジ31の２つの係合穴33，33は、夫々の係合突
起23，23に係合し、支持ブロック24が取付けられた主軸ヘッド２に対する回転を拘束され
る。従って、回り止めフランジ31を備える工具ホルダ30、及び該工具ホルダ30に保持され
た旋削加工用の工具３は、加工中に加わる周方向の作用力により回転しない。
【００４８】
　係合穴33，33は、前述したように、工具ホルダ30及び工具３の中心を通る夫々の中心線
が、略９０°の開き角度を有する位置に設けてある。従って、旋削加工中の工具３に種々
の方向のラジアル力が加わったとしても、これらのラジアル力は、少なくとも一方の係合
穴33と係合突起23との当接部により支えられ、該工具３の径方向の移動を確実に防止する
ことができる。同様の移動防止効果は、回り止めフランジ31の形成範囲内で適宜に設けら
れた係合穴33，33によっても得られるが、実施の形態に示すように、９０°の開き角度を
有する位置に係合穴33，33を設けることで、良好な移動防止効果が得られる。
【００４９】
　このように、旋削加工用の工具３は、加工中に加わるいかなる力によっても移動するこ
とがなく、該工具３は、被加工物を、安定して高精度に加工することができる。
【００５０】
　回り止めフランジ31は、工具ホルダ30の外周に、半円周よりも小さい角度範囲内で径方
向外側に張り出すように設けてあり、工具ホルダ30は、主軸ヘッド２に突設された係合突
起23，23に係合穴33，33を係合させて、回り止めフランジ31が、後側に張り出すように主
軸20に装着される。従って、図５中に白抜矢符により示す如く、前方から進入する工具グ
リップ51の先端把持部は、回り止めフランジ31に干渉することなく工具ホルダ30を確実に
把持することができ、主軸20と工具マガジン５との間での工具３の交換を確実に行わせる
ことができる。
【００５１】
　以上に説明した実施の形態を部分的に変更した変更形態について説明する。
１）工具マガジン５は、実施の形態に示す構成及び配置に限らず、公知の適宜の構成及び
配置とすることができる。
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２）回り止めフランジ31は、実施の形態に示す３角形状に限らず、工具ホルダ30の外周に
、半円周よりも小さい角度範囲内で径方向外側に張り出すという条件を満たす適宜の形状
とすることができる。
３）係合突起23を突出方向に付勢する付勢手段は、押しばね28に限らず、空圧シリンダ等
の他の付勢手段であってもよい。
【符号の説明】
【００５２】
　１　　工作機械
　２　　主軸ヘッド
　３　　工具
　５　　工具マガジン
　20　　主軸
　23　　係合突起
　28　　押しばね（付勢手段）
　29　　縮径部
　30　　工具ホルダ
　31　　回り止めフランジ
　33　　係合穴
　51　　工具グリップ

【図１】 【図２】

【図３】
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