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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
刃物台に設けられ、横向きの回転軸を有するタレットの外周部に工具を固定する工作機械
の工具固定構造において、
前記タレットの外周部に形成され、該タレットの先端面及び外周面に開口するスリット状
の凹部と、
前記タレットの先端面に着脱可能に取り付けられ、前記凹部の先端面側の開口の少なくと
も一部を閉塞する環状の蓋部材と、
前記凹部と前記蓋部材とで形成された穴状の取付け部内に配置される棒状の工具と、
該工具と前記凹部の内面との間に配置され、前記工具を前記凹部の内面に押し付ける楔状
の固定具とを有する
ことを特徴とする工作機械の工具固定構造。
【請求項２】
請求項１に記載の工作機械の工具固定構造において、
前記蓋部材は、前記凹部の先端面側の開口における前記タレットの回転軸側底部が外方に
開放されるように形成されている
ことを特徴とする工作機械の工具固定構造。
【請求項３】
請求項１に記載の工作機械の工具固定構造において、
前記タレットの外周部には複数の前記凹部が所定角度間隔毎に形成されており、
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前記蓋部材は、２つの前記凹部毎に配置された固定ボルトにより前記先端面に着脱可能に
取り付けられている
ことを特徴とする工作機械の工具固定構造。
【請求項４】
請求項１ないし３の何れかに記載の工作機械の工具固定構造において、
該工作機械の、ワークを回転駆動する主軸は、オペレータ側に向けて配置され、前記刃物
台は、前記オペレータ側に、前記タレットが前記主軸側に向かうように配置されている
ことを特徴とする工作機械の工具固定構造。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、刃物台に設けられ、横向きの回転軸を有するタレットに工具を固定するため
の工作機械の工具固定構造に関する。
【背景技術】
【０００２】
　工作機械において、刃物台の横向きの回転軸を有するタレットに工具を装着するための
従来の工具固定構造として、例えば円盤状のタレットに、これの径方向に延び外周面に開
口する穴状の凹部を形成し、該穴状の凹部内に工具の角柱状の胴部を径方向に挿入し、該
工具の胴部と凹部の内面と間に一対の楔部材からなる固定具を挿入する。そして前記一対
の楔部材を相対的にスライドするよう締め付けることで前記工具を凹部内に押し付けて固
定する構造がある。
【０００３】
　前記従来構造では、工具を穴状の凹部内に挿入するようにしており、挿入した際に工具
が安定するので、工具の固定作業が容易であるという利点がある。
【０００４】
　しかし機械加工時に発生する切屑が、特に前記穴状の凹部のうち前記工具が装着されて
いない凹部内に進入して溜まり易く、しかも溜まった切屑を除去し難く、切屑の除去作業
に手間がかかるという問題がある。
【０００５】
　そこで、前記凹部内に切屑が溜まる量を低減できるとともに、溜まった切屑の除去作業
を容易にできるようにした従来の工具固定構造として、前記タレットの外周部に、該タレ
ットの先端面及び外周面に開口するスリット状の凹部を形成し、該凹部に工具を配置し、
ボルト締め固定するようにした構造が提案されている（例えば特許文献１参照）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】特開２００８－１１９７９０号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　前記特許文献１に開示された従来構造では、切屑が溜まるのを低減でき、かつ溜まった
切屑の除去作業を容易にできる。しかし工具の固定作業においては、凹部に挿入した工具
が安定せず、落下し易いため、オペレータは前記工具を手で押さえながらボルトを締め付
ける必要があり、工具の固定作業性が低いという問題がある。
【０００８】
　本発明は、前記従来の状況に鑑みてなされたもので、凹部内に挿入配置した工具を安定
させて該工具の落下を回避でき、工具の固定作業性を改善できる工作機械の工具固定構造
を提供することを課題としている。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
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請求項１の発明は、刃物台に設けられ、横向きの回転軸を有するタレットの外周部に工具
を固定する工作機械の工具固定構造において、
前記タレットの外周部に形成され、該タレットの先端面及び外周面に開口するスリット状
の凹部と、前記タレットの先端面に着脱可能に取り付けられ、前記凹部の先端面側の開口
の少なくとも一部を閉塞する環状の蓋部材と、前記凹部と前記蓋部材とで形成された穴状
の取付け部内に配置される棒状の工具と、該工具と前記凹部の内面との間に配置され、前
記工具を前記凹部の内面に押し付ける楔状の固定具とを有することを特徴としている。
【００１０】
請求項２の発明は、請求項１に記載の工作機械の工具固定構造において、
前記蓋部材は、前記凹部の先端面側の開口における前記タレットの回転軸側底部が外方に
開放されるように形成されていることを特徴としている。
【００１１】
請求項３の発明は、請求項１に記載の工作機械の工具固定構造において、
前記タレットの外周部には複数の前記凹部が所定角度間隔毎に形成されており、
前記蓋部材は、２つの前記凹部毎に配置された固定ボルトにより前記先端面に着脱可能に
取り付けられていることを特徴としている。
【００１２】
請求項４の発明は、請求項１ないし３の何れかに記載の工作機械の工具固定構造において
、
該工作機械の、ワークを回転駆動する主軸は、オペレータ側に向けて配置され、前記刃物
台は、前記オペレータ側に、前記タレットが前記主軸側に向かうように配置されているこ
とを特徴としている。
【発明の効果】
【００１３】
　請求項１の発明によれば、タレットの外周部にスリット状の凹部を形成すると共に、該
凹部の先端面側の開口の少なくとも一部を閉塞する環状の蓋部材を取り付け、前記凹部と
前記蓋部材とで形成された穴状の取付け部内に工具を配置したので、凹部をスリット状に
形成しながら工具を手で押さえることなく該工具の落下を防止でき、工具の固定作業性を
改善できる。
【００１４】
　請求項２の発明によれば、前記蓋部材を、前記凹部の先端面側の開口の底部が外方に開
放されよう配置したので、工具が装着されていない前記凹部内においても切屑が溜まり難
く、また溜まった切屑を前記開放部分から落下させることで切屑の除去作業が容易である
。
【００１５】
　請求項３の発明によれば、前記蓋部材を、所定角度間隔毎に形成された２つの凹部毎に
配置された固定ボルトにより前記先端面に取り付けたので、全ての凹部における蓋部材と
凹部との関係、ひいては蓋部材と工具との関係を同一条件にすることができ、全ての工具
を均等の状態に保持できる。
【００１６】
　請求項４の発明によれば、刃物台をオペレータ側に、タレットが主軸側を向くように配
置した工作機械、つまりタレットの先端面が主軸側に位置しているため工具を手で押さえ
ることが困難な工作機械において本発明固定構造を適用したので、工具を手で押さえるこ
となく工具を固定でき、非常に効果的である。
【図面の簡単な説明】
【００１７】
【図１】本発明の実施例１に係る工作機械の工具固定構造が適用された工作機械の正面斜
視図である。
【図２】前記固定構造の正面図である。
【図３】前記固定構造の要部の工具及び蓋部材の未装着状態の斜視図である。
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【図４】前記固定構造の要部の工具及び蓋部材の装着状態の斜視図である。
【図５】前記固定構造の固定具の分解斜視図である。
【発明を実施するための形態】
【００１８】
　以下、本発明の実施の形態を添付図面に基づいて説明する。
【実施例１】
【００１９】
　図１ないし図５は本発明の実施例１に係る工作機械の工具固定構造を説明するための図
である。
【００２０】
　図において、１は本実施例の工具固定構が適用された旋盤である。該旋盤１は、１つの
共用ベース２′上に２つの加工ユニット３，３をブラケット１７で結合して搭載した並列
２主軸２タレット型旋盤である。前記各加工ユニット３は、ベッド2の、オペレータが位
置する機械正面側から見て奥側にコラム3ａをZ軸方向（前後方向）に移動可能に搭載し、
該コラム3ａの手前面にサドル3ｂをＹ軸方向（上下方向）に移動可能に搭載し、該サドル
3ｂに主軸頭4を前記Z軸と平行に配置した概略構造を有する。前記主軸頭4内には主軸5が
機械正面側に向けて回転自在に挿入配置されている。該主軸5の先端部にはチャック6が装
着されている。なお、９ｃは前記コラム３ａをＺ軸方向に移動させるＺ軸送りモータ、１
０ｃは前記サドル３ｂをＹ軸方向に移動させるＹ軸送りモータである。
【００２１】
　そして、前記ベッド2の手前側には、正面壁2ｃと側壁2ｄとからなる刃物台設置部2ｂが
形成されている。前記正面壁2ｃには取付開口2ｅが上方に開口するよう形成されており、
該取付開口2ｅには刃物台8が着脱可能に取り付けられている。この刃物台8は、割り出し
機構を内蔵する矩形箱状の刃物台本体１5と、該刃物台本体１5に割り出し軸(図示せず)を
介して回転可能に、かつ前記主軸5側に向けて支持されたタレット１3とを有する。
【００２２】
　前記刃物台本体１5には矩形状のフランジ部１5aが形成されており、該フランジ部１5a
は前記刃物台設置部2ｂの正面壁2ｃに形成された前記取付開口2ｅの縁部にボルト締め固
定されている。なお、１６は割り出しモータである。
【００２３】
　前記タレット１3は、大略厚板円盤状のもので、その中心部に前記刃物台本体１５の前
記割り出し軸が固定されており、またその外周部には複数の、本実施例では８つの工具取
付部１２が４５度の等角度間隔毎に形成されている。該各工具取付部１２は、前記タレッ
ト１３の外周部に形成された凹部１１と、前記タレット１３の先端面１３ａに着脱可能に
固定された蓋部材１４の閉塞部１４aとで形成され、全体として横断面四角形の穴状をな
している。前記凹部１１は周方向側壁１１a，１１aと、軸方向側壁１１bと、径方向底壁
１１ｃを有し、タレット１３の先端面１３ａ，外周面１３ｂに開口する先端面側開口部１
１ｄ，外周面側開口部１１eを有するスリット形状をなしている。
【００２４】
　前記蓋部材１４は、環状の板材で構成され、前記凹部１１の先端面側開口部１１ｄの高
さ方向中途部のみを閉塞しており、従って該先端面側開口部１１ｄにおけるタレット１３
の回転軸側の底壁１１ｃ側部分及び外周面１３ｂ側部分は外方に開放されている。
【００２５】
　前記蓋部材１４は、前記タレット１３の端面１３aの、前記２つの凹部１１，１１を挟
んだ部分にねじ込まれた固定ボルト２０により締め付け固定されている。即ち、何れの固
定ボルト２０，２０間にも２つの凹部１１が配置されていることとなる。
【００２６】
　そして前記工具取付部１２内には、バイト（工具）１８が挿入され、固定されている。
該バイト１８は、四角柱状のシャンク１８aの先端部に切れ刃１８bを固定したものである
。前記シャンク１８aの一側面と前記凹部１１の周方向側壁１１aとの間には固定具１９が
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挿入されている。この固定具１９は、前記タレット１３の軸方向視で直角三角形状をなす
一対の上側楔部材２１，下側楔部材２２を、互いの傾斜面２１ａ，２２ａを摺接させると
共に、背面２１ｂ，２２ｂを前記シャンク18ａの側面，前記凹部１１の周方向側壁１１a
に当接させる構成となっている。そして前記上側楔部材２１に挿通されたボルト２３を下
側楔部材２２にねじ込むことにより、両楔部材２１，２２の背面２１ｂ，２２ｂ間寸法が
拡大され、これにより、バイト１８は前記凹部１１の周方向側壁１１ａに押し付けられて
工具取付部１２内に強固に固定される。
【００２７】
　なお、２４は前記上側楔部材２１と下側楔部材２２とを分離させるためのホロセットで
あり、前記固定ボルト２３を抜き取った状態で、前記ホロセット２４を上側楔部材２１に
ねじ込み、上側の傾斜面２１ａから下側の傾斜面２２ａに突出させることにより、前記両
楔部材２１，２２を分離させることができる。
【００２８】
本実施例構造によれば、タレット１３の外周部にスリット状の凹部１１を形成すると共に
、該凹部１１の、先端面側開口部１１ｄの一部を閉塞する環状の蓋部材１４を取り付け、
前記凹部１１と前記蓋部材１４の閉塞部１４aとで形成された四角形穴状の取り付け部１
２内にバイト１８を配置したので、バイト１８をタレット１３に取り付ける際に、該バイ
ト１８及び固定具１９を手で押さえることなく該バイト１８及び固定具１９が落下するの
を防止でき、バイト１８の固定作業性を改善できる。
【００２９】
　また、前記蓋部材１４を、前記凹部１１の先端面側開口部１１ｄの底壁１１ｃ側部分が
外方に開放されるように配置したので、バイトが装着されていない前記凹部１１において
も切屑が溜まり難く、また、溜まった切屑は前記開放部分から落下させることができ、切
屑の除去作業が容易である。
【００３０】
　また、前記蓋部材１４を、等角度間隔毎に形成された２つの凹部１１，１１毎に配置さ
れた固定ボルト２０により前記先端面１３aに取り付けたので、全ての凹部１１における
蓋部材１４と該凹部１１との関係、ひいては蓋部材１４とバイト１８との関係を同一条件
にすることができ、全てのバイト１８を均等の状態に保持できる。
【００３１】
　また、刃物台８をオペレータ側に、タレット１３が主軸５側を向くように配置したタレ
ット旋盤１、つまりタレット１３の先端面１３aが主軸５側に位置しているため工具取付
時に工具を手で押さえることが困難な工作機械に本発明固定構造を適用したので、バイト
１８及び固定具１９を手で押さえる必要がない点は非常に効果的である。
【符号の説明】
【００３２】
１　旋盤（工作機械）
５　主軸
８　刃物台
１１　凹部
１１ａ　周方向側壁（凹部の内面）
１１ｄ　先端面側の開口
１２　取付け部
１３　タレット
１３ａ　先端面
１３ｂ　外周面
１４　蓋部材
１８　バイト（工具）
１９　固定具
２０　固定ボルト
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【要約】
【課題】
凹部内に挿入配置した工具を安定させて該工具の落下を回避でき、工具の固定作業性を改
善できる工作機械の工具固定構造を提供する
【解決手段】
タレット１３の外周部に、該タレット１３の先端面１３ａ及び外周面１３ｂに開口するス
リット状の凹部１１を形成し、前記タレット１３の先端面１３ａに、前記凹部１１の先端
面側の開口１１ｄの少なくとも一部を閉塞する環状の蓋部材１４を着脱可能に取り付け、
前記凹部１１と前記蓋部材１４とで形成された穴状の取付け部１２内に棒状のバイト１８
を配置し、該バイト１８と前記凹部１１の周方向側壁（内面）１１ａとの間に楔状の固定
具１９を配置し、該固定具１９により前記バイト１８を前記凹部１１の内面に押し付ける
ことにより前記バイト１８を前記取付け部１２内に固定した。
【選択図】　図２

【図１】 【図２】

【図３】
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【図５】



(8) JP 5855189 B1 2016.2.9

10

フロントページの続き

(72)発明者  森田　浩文
            奈良県大和郡山市北郡山町１０６番地　ＤＭＧ森精機株式会社内

    審査官  村上　哲

(56)参考文献  実開平０６－０３９３０６（ＪＰ，Ｕ）　　　
              米国特許出願公開第２０１４／０１２６９６９（ＵＳ，Ａ１）　　
              特開２００８－１１９７９０（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００８－３０７６７８（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００９－２８５８０８（ＪＰ，Ａ）　　　

(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
              Ｂ２３Ｂ　　２９／２４　　　　


	biblio-graphic-data
	claims
	description
	abstract
	drawings
	overflow

