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(57)【要約】
【課題】切刃チップをロウ付けする形態の深穴切削用ド
リルヘッドとして、切削加工数が増えても非常に安定し
た切削状態を維持でき、真円度、円筒度、真直度等に優
れた切削穴を長期間継続的に形成することが可能であり
、極めて高精度な加工性と卓越した耐久性を備えるもの
を提供する。
【解決手段】ヘッド先端面１ａに開口した切屑排出口１
１，１２に切刃チップ２Ａ～２Ｃがロウ付けによって取
り付けられ、ヘッド先端側の周面１ｂの複数箇所にガイ
ドパッド３Ａ，３Ｂが取り付けられ、中空内部を切屑排
出口１１，１２に連通する切屑排出路１０とした深穴切
削用ドリルヘッドＤ１において、周辺部切刃チップ２Ｂ
の外端面に、切削穴Ｈ内周に摺接する円弧面をなすガイ
ドパッド部４が形成されている。
【選択図】図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ヘッド先端面に開口した切屑排出口に臨んで１枚又は複数枚の切刃チップがロウ付けに
よって取り付けられると共に、ヘッド先端側の周面の複数箇所にガイドパッドが取り付け
られ、中空内部を前記切屑排出口に連通する切屑排出路とした深穴切削用ドリルヘッドに
おいて、
　周辺側の切削を担う前記切刃チップの外端面に、切削穴内周に摺接する円弧面をなすガ
イドパッド部が形成されていることを特徴とする深穴切削用ドリルヘッド。
【請求項２】
　周辺側の切削を担う前記切刃チップの刃先側を上として、該切刃チップの外端面の上部
側に、切削回転方向の前縁に臨むマージン部と、該マージン部から切削回転方向の後方に
沿って切削穴内周から離間する逃げ面とが形成されると共に、該切刃チップの外端面の下
部側に前記ガイドパッド部が形成されてなる請求項１記載の深穴切削用ドリルヘッド。
【請求項３】
　前記マージン部とガイドパッド部とが連続した円弧面をなす請求項２記載の深穴切削用
ドリルヘッド。
【請求項４】
　前記マージン部とガイドパッド部とが溝部によって分離してなる請求項２記載の深穴切
削用ドリルヘッド。
【請求項５】
　前記ガイドパッド部が、周辺側の切削を担う前記切刃チップに対して径方向反対側の位
置と、この位置から切削回転方向に該切刃チップの取付け部へ至る間の中間位置とに、ロ
ウ付けによって取り付けられてなる請求項１～４の何れかに記載の深穴切削用ドリルヘッ
ド。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、ヘッド先端面に開口した切屑排出口に臨んで切刃チップがロウ付けによって
取り付けられ、中空内部を切屑排出口に連通する切屑排出路とした深穴切削用ドリルヘッ
ドに関する。
【背景技術】
【０００２】
　この種の深穴切削用ドリルヘッドとして、従来より汎用されている分割刃タイプのもの
を図５（ａ）～（ｃ）に示す。このドリルヘッドＤ０は、ヘッド本体１が基端側に開放し
た中空部１０を有する略円筒状をなし、その略鈍角円錐形のヘッド先端面１ａに中空部１
０に連通する大小２つの切屑排出口１１，１２を有し、大きい切屑排出口１１のヘッド径
方向φに沿う開口側縁に中央部切刃チップ２Ａ及び周辺部切刃チップ２Ｂが、小さい切屑
排出口１２の同じヘッド径方向φに沿う開口側縁に中間部切刃チップ２Ｃが、それぞれ切
刃２０を該径方向φに沿わせた姿勢でロウ付けされている。そして、ヘッド本体１先端側
の外周面１ｂには、周辺部切刃２Ｂに対して径方向反対側の位置と、この位置から切削回
転方向に周辺部切刃チップ２Ｂへ至る間の中間位置とに、図５（Ｂ）の仮想線で示す切削
穴Ｈ内周に摺接する円弧面をなすガイドパッド３Ａ，３Ｂがロウ付けされている。また、
周辺部切刃チップ２Ｂの外端面は、切削回転方向の前縁に臨むマージン部２１と、このマ
ージン部２１から切削回転方向の後方に沿って切削穴内周から離間する逃げ面２２とで構
成されている。なお、切刃チップ２Ａ～２Ｃ及びガイドパッド３Ａ，３Ｂは、超硬合金や
サーメット等の超硬質材料からなる。
【０００３】
　このようなドリルヘッドＤ０では、外周に雄ねじ１３を設けた基部１４側を中空状ボー
リングバー（図示省略）の先端部に螺入して取り付け、該ボーリングバーを工作機械のス
ピンドル等の駆動軸に連結して回転駆動させるか、又は被削材側を回転させることにより
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、各切刃チップ２Ａ～２Ｃの切刃２０で被削材を切削して深穴を形成する。この切削加工
中、クーラントを切削穴Ｈとボーリングバーとの隙間を通して高圧で切削部位へ供給し、
切削部位で発生する切り屑と共に切屑排出口１１，１２より中空部１０内へ流入させ、中
空状のボーリングバー内を通して外部へ排出する。
【０００４】
　しかして、ガイドパッド３Ａ，３Ｂは、加工中に切削穴Ｈの内周に摺接することで、各
切刃チップ２Ａ～２Ｃの切刃２０による切削反力を切削穴内周面に受け止めさせ、その摺
接部位と各切刃２０との位置関係を一定に保たせる所謂バニッシング作用により、ドリル
ヘッドを振れのない定軸線の回転状態に維持して切削精度を高めると共に、切削に伴う穴
内周の凹凸を押し潰して平滑に均す作用を担う。また、マージン部２１は、幅０．２～１
．０ｍｍ程度でチップ厚み方向に対する傾角１～６°程度の傾斜面又は円弧面からなり、
これによって周辺部切刃チップ２Ｂの切削穴Ｈ内周に線接触する外端前縁部の角度が増し
て欠損しにくくなると共に、ガイドパッド３Ａ，３Ｂ同様に切削穴Ｈ内周に摺接すること
で切削状態を安定化させる作用を担う。なお、例示した分割刃タイプに限らず、ヘッド先
端面に設けた単一の切屑排出口の開口側縁に一枚の切刃がロウ付けされた一枚刃タイプの
ドリルヘッドや、切刃が着脱可能で回転変位にて刃先を複数回更新できるスローアウェイ
チップからなるドリルヘッドにおいても、前記同様の２カ所にガイドパッドを設けるのが
一般的である。
【０００５】
　ところが、近年においては、深穴切削の加工精度をより高め、もって切削穴の真円度、
円筒度、真直度等を更に向上させることが要求されている。そこで、本発明者は先に、こ
の種の深穴切削用ドリルヘッドとして、周辺側の切削を担う切刃チップのマージン部と二
カ所のガイドパッドとについて、軸方向長さ及び前後端位置を周方向に実質的に揃えるこ
とにより、切削加工中の圧力的なバランスをとって加工精度を高めるようにしたものを提
案している（特許文献１）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献２】特開２００６－３３４７４９号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　前記提案に係る深穴切削用ドリルヘッドでは、切削穴の内周に対してマージン部と二カ
所のガイドパッドとが良好な圧力バランスで摺接するため、切削状態が非常に安定化し、
もって高い加工精度が得られる。しかしながら、マージン部はガイドパッドに比べて周方
向幅が著しく狭いため、切削加工数の増加に伴ってマージン部の摩耗がガイドパッドより
も格段に速く進行し、これによって次第に圧力バランスが崩れて安定した切削状態を持続
できなくなり、加工精度の悪化で切削穴の真円度、円筒度、真直度等が低下するという難
点があった。しかして、このような難点は、マージン部の短い通常のドリルヘッドではよ
り顕著に現れることになる。
【０００８】
　本発明は、上述の情況に鑑み、特に切刃チップをロウ付けする形態の深穴切削用ドリル
ヘッドとして、切削加工数が増えても非常に安定した切削状態を維持でき、もって真円度
、円筒度、真直度等に優れた切削穴を長期間継続的に形成することが可能であり、極めて
高精度な加工性と卓越した耐久性を備えるものを提供することを目的としている。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　上記目的を達成するための手段を図面の参照符号を付して示せば、請求項１の発明は、
ヘッド先端面１ａに開口した切屑排出口１１，１２，１８に臨んで１枚又は複数枚の切刃
チップ２Ａ～２Ｄがロウ付けによって取り付けられると共に、ヘッド先端側の周面１ｂの
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複数箇所にガイドパッド３Ａ，３Ｂが取り付けられ、中空内部１０を前記切屑排出口１１
，１２，１８に連通する切屑排出路１４とした深穴切削用ドリルヘッドＤ１～Ｄ３におい
て、周辺側の切削を担う前記切刃チップ２Ｂ，２Ｄの外端面に、切削穴Ｈ内周に摺接する
円弧面をなすガイドパッド部４が形成されていることを特徴としている。
【００１０】
　請求項２の発明は、上記請求項１の深穴切削用ドリルヘッドＤ１～Ｄ３において、周辺
側の切削を担う切刃チップ２Ｂ，２Ｄの刃先側を上として、該切刃チップ２Ｂ，２Ｄの外
端面の上部側に、切削回転方向の前縁に臨むマージン部５と、該マージン部５から切削回
転方向の後方に沿って切削穴内周から離間する逃げ面６とが形成されると共に、該切刃チ
ップ２Ｂ，２Ｄの外端面の下部側にガイドパッド部４が形成されてなる構成としている。
【００１１】
　請求項３の発明は、上記請求項２の深穴切削用ドリルヘッドＤ１，Ｄ３において、マー
ジン部５とガイドパッド部４とが連続した円弧面をなす構成としている。
【００１２】
　請求項４の発明は、上記請求項２の深穴切削用ドリルヘッドＤ２において、マージン部
５とガイドパッド部４とが溝部７によって分離してなる構成としている。
【００１３】
　請求項５の発明は、上記請求項１～４のいずれかの深穴切削用ドリルヘッドドＤ１～Ｄ
３において、ガイドパッド部４が、周辺側の切削を担う切刃チップ２Ｂ，２Ｄに対して径
方向反対側の位置と、この位置から切削回転方向に該切刃チップ２Ｂ，２Ｄの取付け部へ
至る間の中間位置とに、ロウ付けによって取り付けられてなる構成としている。
【発明の効果】
【００１４】
　本発明の効果について図面の参照符号を付して説明する。まず請求項１の発明に係る深
穴切削用ドリルヘッドＤ１～Ｄ３によれば、切削加工中において、ヘッド先端側の周面１
ｂに取り付けた複数のガイドパッド３Ａ，３Ｂと共に、周辺側の切削を担う切刃チップ２
Ｂ，２Ｄの外端面に形成されたガイドパッド部４が切削穴Ｈ内周に摺接するから、切削に
伴ってヘッド先端部に加わる負荷がこれら摺接部位にバランスよく分散して切削穴Ｈ内周
面に受け止められ、もって振れのない非常に安定した切削状態が得られる。しかも、この
ドリルヘッドＤ１～Ｄ３では、切刃チップ２Ｂ，２Ｄの外端面のガイドパッド部４の幅を
チップの厚み範囲で広く設定でき、従来構成における切刃チップのマージン部に比較して
、該ガイドパッド部４の摩耗の進行が非常に緩慢になるから、切削加工数が増えても上記
の非常に安定した切削状態に基づく高い加工精度を持続でき、もって真円度、円筒度、真
直度等に優れた切削穴を長期にわたって安定的に形成することが可能である。また、この
構成では、切刃チップ２Ｂ，２Ｄがガイドパッドを兼用し、チップ近傍に新たにガイドパ
ッド用の取付座を設ける必要がないから、ヘッド本体１として従来構造のものをそのまま
利用でき、構造改変に伴う製作コスト増を回避できる。
【００１５】
　請求項２の発明によれば、上記の深穴切削用ドリルヘッドＤ１～Ｄ３において、周辺側
の切削を担う切刃チップ２Ｂ，２Ｄの外端面の上部側にマージン部５と逃げ面６が形成さ
れ、同下部側にガイドパッド部４が形成されているから、このガイドパッド部４で安定し
た切削状態を確保すると共に、マージン部５によって切刃チップ２Ｂ，２Ｄの刃先が強化
されて欠損しにくくなる。
【００１６】
　請求項３の発明によれば、上記のマージン部５とガイドパッド部４とが連続した円弧面
をなすから、両部５，６を一回の加工で同時に形成できるという利点がある。
【００１７】
　請求項４の発明によれば、上記のマージン部５とガイドパッド部４とが溝部７によって
分離しているから、マージン部５側は刃先部の要求特性に応じて傾斜面と円弧面のいずれ
かを選択できると共にその角度や曲率も任意に設定できる。
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【００１８】
　請求項５の発明によれば、ヘッド先端側の周面１ｂにおける特定の２カ所にガイドパッ
ド３Ａ，３Ｂが取り付けられるから、切削加工中の圧力的なバランスがより良好になり、
もってより高精度の切削加工を行える。
【図面の簡単な説明】
【００１９】
【図１】本発明の第一及び第二実施形態の深穴切削用ドリルヘッドに用いる周辺側切刃チ
ップを示し、（ａ）は第一実施形態用の同切刃チップの斜視図、（ｂ）は第二実施形態用
の同切刃チップの斜視図である。
【図２】本発明に係る第一実施形態の深穴切削用ドリルヘッドを示し、（ａ）は全体の正
面図、（ｂ）は同平面図、（ｃ）はヘッド本体の左側面図である。
【図３】同第二実施形態の深穴切削用ドリルヘッドを示し、（ａ）は全体の正面図、（ｂ
）は同平面図、（ｃ）はヘッド本体の左側面図である。
【図４】同第三実施形態の深穴切削用ドリルヘッドを示し、（ａ）は切刃チップの斜視図
、（ｂ）は全体の平面図、（ｃ）は同左側面図、（ｄ）は同正面図である。
【図５】従来の深穴切削用ドリルヘッドの構成例を示し、（ａ）は全体の正面図、（ｂ）
は同平面図、（ｃ）はヘッド本体の左側面図である。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２０】
　以下、本発明に係る深穴切削用ドリルヘッドの実施形態について、図面を参照して具体
的に説明する。図１～図３に示す第一及び第二実施形態のドリルヘッドＤ１，Ｄ２は分割
刃タイプ、図４に示す第三実施形態のドリルヘッドＤ３は一枚刃タイプである。なお、こ
れら実施形態のドリルヘッドＤ１～Ｄ３と既述の図５で示すドリルヘッドＤ０とで、共通
又は同義の各構成部分については同一符号を附している。
【００２１】
　第一及び第二実施形態の深穴切削用ドリルヘッドＤ１，Ｄ２は、図２（ａ）～（ｃ）及
び図３（ａ）　３（ｃ）に示すように、ヘッド本体１が基端側に開放した中空部１０を有
して略円筒状をなし、その略鈍角円錐形のヘッド先端面１ａに、中空部１０に連通する大
小２つの切屑排出口１１，１２が径方向に対向するように形成されている。そして、大き
い切屑排出口１１のヘッド径方向φに沿う開口側縁に中央部切刃チップ２Ａ及び周辺部切
刃チップ２Ｂが、小さい切屑排出口１２の同じヘッド径方向φに沿う開口側縁に中間部切
刃チップ２Ｃが、それぞれ切刃２０を該径方向φに沿わせた姿勢で、ヘッド本体１側に凹
設した取付座１５に嵌合してロウ付けされている。
【００２２】
　しかして、中央部切刃チップ２Ａの切刃２０はヘッド中心Ｏ側に低く傾斜するのに対し
、周辺部切刃チップ２Ｂ及び中間部切刃２Ｃの切刃２０は逆にヘッド中心Ｏ側に高く傾斜
している。また、各切刃チップ２Ａ～２Ｃの前面には、切刃２０に沿った段状のチップブ
レーカー２３が形成されている。
【００２３】
　ここで、第一実施形態の深穴切削用ドリルヘッドＤ１における周辺部切刃チップ２Ｂは
、図１（ａ）で示すように、外端面の上部側に、切削回転方向の前縁に臨むマージン部５
と、該マージン部５から切削回転方向の後方に沿って切削穴Ｈ〔図２（ｂ）の仮想線〕内
周から離間する逃げ面６とが形成されると共に、同下部側にガイドパッド部４が形成され
ており、そのマージン部５とガイドパッド部４とが連続した円弧面をなしている。一方、
第二実施形態の深穴切削用ドリルヘッドＤ２における周辺部切刃チップ２Ｂは、図１（ｂ
）で示すように、第一実施形態同様に外端面の上部側にマージン部５及び逃げ面６が形成
され、同下部側に円弧面をなすガイドパッド部４が形成されているが、そのマージン部５
とガイドパッド部４とはチップ幅方向に沿う溝部７によって分離している。
【００２４】
　また、これらドリルヘッドＤ１，Ｄ２のヘッド本体１先端側の外周面１ｂには、周辺部
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切刃チップ２Ｂに対して径方向反対側の位置と、この位置から切削回転方向に周辺部切刃
チップ２Ｂへ至る間の中間位置つまり中央部切刃チップ２Ａの背方側とに、円弧面をなす
ガイドパッド３Ａ，３Ｂが、ヘッド本体１側に凹設した取付座１６に嵌合してロウ付けさ
れている。しかして、両ガイドパッド３Ａ，３Ｂと周辺部切刃チップ２Ｂのガイドパッド
部４とは、それらの円弧面が図２（ｂ）及び図３（ｂ）の仮想線で示す切削穴Ｈの内周に
摺接するように配置している。
【００２５】
　なお、ヘッド本体１におけるガイドパッド３Ａ，３Ｂの取付位置よりも基端側寄りの径
方向対向位置には、各々捻回操作用のキー溝１７が形成されている。また、ヘッド本体１
よりも外径を小さくした基部１４の外周面１ｃに雄ねじ１３が形成されており、該基部１
４側を図示省略した中空状ボーリングバーの雌ねじを有する先端部に螺入することにより
、ドリルヘッドＤ１，Ｄ２を該ボーリングバーの先端に連結するようになっている。
【００２６】
　これら第一及び第二実施形態の深穴切削用ドリルヘッドＤ１，Ｄ２による深穴加工では
、既述のボーリングバー（図示省略）に連結した当該ドリルヘッドＤ１，Ｄ２又は被削材
を回転させながら、切削穴Ｈの内周と中空状ボーリングバー及びドリルヘッドＤ１，Ｄ２
の外周との間隙を通して供給されるクーラントを切削部位へ連続的に送り込み、その切削
部位で発生する切屑を該クーラントに巻き込んで、当該ドリルヘッドＤ１，Ｄ２の切屑排
出口１１，１２から中空部１０ならびにボーリングバーの中空内部を通して外部へ排出す
る。
【００２７】
　この切削加工においては、ヘッド先端側の周面１ｂに取り付けたガイドパッド３Ａ，３
Ｂと共に、周辺部切刃チップ２Ｂの外端面に設けたガイドパッド部４が切削穴Ｈ内周に摺
接するから、切削に伴ってヘッド先端部に加わる負荷がこれら摺接部位にバランスよく分
散して切削穴Ｈ内周面に受け止められ、これによって振れのない非常に安定した切削状態
が得られ、極めて高い加工精度を達成できる。しかも、切刃チップ２Ａのガイドパッド部
４はマージン部５よりも格段に幅広で、ガイドパッド３Ａ，３Ｂと同様に切削穴Ｈ内周面
との摺接による摩耗の進行が緩慢になり、もって切削加工数が増えても上記負荷の分散バ
ランスが崩れにくく、安定した切削状態に基づく高い加工精度が持続されるから、真円度
、円筒度、真直度等に優れた切削穴を長期にわたって安定的に形成できる。また、マージ
ン部５によって切刃チップ２Ａの刃先が強化されて欠損しにくくなる上、切削穴Ｈ内周に
対するガイドパッド部４の摺接面積が大きいため、該マージン部５自体の摩耗も少なくな
るから、周辺部切刃チップ２Ｂの耐久性ひいてはドリルヘッドＤ１，Ｄ２全体の耐久性が
大きく向上する。
【００２８】
　更に、これらドリルヘッドＤ１，Ｄ２の構成では、周辺部切刃チップ２Ｂがガイドパッ
ドを兼用し、該切刃チップ２Ａの近傍に新たにガイドパッド用の取付座を設ける必要がな
いから、ヘッド本体１及び基部１４として従来構造のものをそのまま利用でき、構造改変
に伴う製作コスト増を回避できるという利点もある。
【００２９】
　なお、第一実施形態の深穴切削用ドリルヘッドＤ１では、周辺部切刃チップ２Ｂのマー
ジン部５とガイドパッド部４とが連続した円弧面をなすから、両部５，６を一回の加工で
同時に形成できるという利点がある。一方、第二実施形態の深穴切削用ドリルヘッドＤ２
では、周辺部切刃チップ２Ｂのマージン部５とガイドパッド部４とが溝部７で分離してい
るから、マージン部５側について、刃先部の要求特性に応じて傾斜面と円弧面のいずれか
を選択できると共に、該傾斜面の角度や円弧面の曲率も任意に設定できる。
【００３０】
　上記の第一及び第二実施形態の深穴切削用ドリルヘッドＤ１，Ｄ２は分割刃タイプであ
るが、本発明は図４（ａ）～（ｄ）に示す第三実施形態の深穴切削用ドリルヘッドＤ３の
ような一枚刃タイプにも同様に適用できる。
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【００３１】
　この第三実施形態の深穴切削用ドリルヘッドＤ３は、基端側に開放した中空部１０を有
する略円筒状のヘッド本体１の略鈍角円錐形をなすヘッド先端面１ａに、中空部１０と連
通する一つの略扇形の切屑排出口１８が形成されており、そのヘッド径方向φに沿う開口
側縁に一枚の切刃チップ２Ｄが、切刃２０を該径方向φに沿わせた姿勢で、ヘッド本体１
側に凹設した取付座１５に嵌合してロウ付けされている。また、第一及び第二実施形態と
同様に、ヘッド本体１先端側の外周面１ｂには、切刃チップ２Ｄに対して径方向反対側の
位置と、該切刃チップ２Ｄの背方側の位置とに、円弧面をなすガイドパッド３Ａ，３Ｂが
、ヘッド本体１側に凹設した取付座１６に嵌合してロウ付けされている。そして、基部１
４はヘッド本体よりやや大きい外径で、内周に雌ねじ１９が形成されている。
【００３２】
　このドリルヘッドＤ３における切刃チップ２Ｄは、内端がヘッド軸心Ｏを僅かに超える
位置にあり、切刃２０がヘッド周辺側からヘッド軸心Ｏ側へ二段状に上り傾斜し、その頂
部から更に内端側へ下り傾斜し、前面側に切刃２０の上り傾斜に沿うチップブレーカー２
３をゆうしている。そして、該切刃チップ２Ｄの外端面には、第一実施形態にくおける切
刃チップ２Ｂと同様に、上部側に切削回転方向の前縁に臨むマージン部５と切削回転方向
の後方に沿って切削穴Ｈ〔図４（ｂ）の仮想線〕内周から離間する逃げ面６とが形成され
ると共に、同下部側にガイドパッド部４が形成されており、そのマージン部５とガイドパ
ッド部４とが連続した円弧面をなしている。
【００３３】
　このような深穴切削用ドリルヘッドＤ３による深穴加工では、その雌ねじ１９を有する
基部１４内にボーリングバー（図示省略）の雄ねじ型の先端部を螺挿して連結し、当該ド
リルヘッドＤ３又は被削材を回転させながら、切削穴Ｈの内周と中空状ボーリングバー及
びドリルヘッドＤ３の外周との間隙を通して供給されるクーラントを切削部位へ連続的に
送り込み、切屑を該クーラントに巻き込んで、当該ドリルヘッドＤ３の切屑排出口１８か
ら中空部１０ならびにボーリングバーの中空内部を通して外部へ排出する。
【００３４】
　この第三実施形態の深穴切削用ドリルヘッドＤ３においても、既述の第一及び第二実施
形態と同様に、ガイドパッド３Ａ，３Ｂと共に切刃チップ２Ｄの外端面のガイドパッド部
４が切削穴Ｈ内周に摺接し、切削に伴ってヘッド本体１に加わる負荷がこれら摺接部位に
バランスよく分散して切削穴Ｈ内周面に受け止められるから、振れのない非常に安定した
切削状態で極めて高い加工精度が得られる上、ガイドパッド部４の摩耗が進みにくいため
、切削加工数が増えても安定した切削状態が持続され、真円度、円筒度、真直度等に優れ
た切削穴を長期にわたって安定的に形成できる。また、マージン部５によって切刃チップ
２Ｄの刃先が欠損しにくい上、該マージン部５自体の摩耗も少なくなるから、切刃チップ
２Ｄの耐久性ひいてはドリルヘッド３Ｄ全体の耐久性が大きく向上する。
【００３５】
　本発明の深穴切削用ドリルヘッドにおいて、周辺側の切削を担う切刃チップの外端面に
設けるガイドパッド部の円弧面の曲率は、切削穴Ｈの曲率と同じか若干大きくするのがよ
い。またヘッド本体の外周面に取り付けるガイドパッドの位置は、特に切削工具約されな
いが、第一～第三実施形態で例示したように、周辺側の切削を担う切刃チップに対して径
方向反対側の位置と、この位置から切削回転方向に周辺側の切削を担う切刃チップへ至る
間の中間位置とに設定することで、切削加工中の圧力的なバランスが最も良好になり、よ
り高精度の切削加工を行える。
【００３６】
　その他、本発明では、切刃チップの形状、ガイドパッドの形状等、細部構成については
実施形態以外に種々設計変更可能である。
【符号の説明】
【００３７】
　１　　　　　ヘッド本体
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　１ａ　　　　ヘッド先端面
　１ｂ　　　　周面
　１０　　　　中空部（切屑排出路）
　１１，１２　切屑排出口
　１４　　　　基部
　１８　　　　切屑排出口
　２Ａ～２Ｄ　切刃チップ
　３Ａ，３Ｂ　ガイドパッド
　４　　　　　ガイドパッド部
　５　　　　　マージン部
　６　　　　　逃げ面
　７　　　　　溝部
　２０　　　　切刃
　２３　　　　チップブレーカー
　Ｄ１～Ｄ３　深穴切削用ドリルヘッド
　Ｈ　　　　　切削穴

【図１】 【図２】
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