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(57)【要約】
【課題】主軸頭の端面に装置ボデイの取付面を着脱する
に際し、装置ボデイを安定姿勢で回転させる。
【解決手段】主軸アタッチメント装置は、主軸頭22の端
面に着脱自在に取付られる取付面を有する装置ボディ51
と、装置ボディ51を主軸軸線方向に移動させることによ
って、主軸頭22に対する装置ボディ51の主軸軸線を中心
とする回転を規制解除自在に規制しうるように主軸頭22
および装置ボディ51を互いに係合する固定歯45および可
動歯62と、固定歯45および可動歯62による係合を可能と
する状態で、主軸頭22の端面に装置ボディ51の取付面が
押圧されるように装置ボディ51を付勢する圧縮コイルば
ね59と、ばね59のばね力に抗して、固定歯45および可動
歯62が係合解除するように装置ボデイ51の取付面に流体
圧を作用させる流体圧シリンダ41と、シリンダ41の流体
圧が装置ボデイ51の取付面に作用させられた状態で、主
軸21の回転を装置ボデイ51に伝達するキー35およびキー
溝61とを備えている。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　主軸頭の端面に着脱自在に取付られる取付面を有する装置ボディと、装置ボディを主軸
軸線方向に移動させることによって、主軸頭に対する装置ボディの主軸軸線を中心とする
回転を規制解除自在に規制しうるように主軸頭および装置ボディを互いに係合する係合手
段と、係合手段による係合を可能とする状態で、主軸頭の端面に装置ボディの取付面が押
圧されるように装置ボディを付勢するばね手段と、ばね手段のばね力に抗して、係合手段
が係合解除するように装置ボデイの取付面に流体圧を作用させる流体圧手段と、流体圧手
段の流体圧が装置ボデイの取付面に作用させられた状態で、主軸の回転を装置ボデイに伝
達する伝達手段とを備えている主軸アタッチメント装置。
【請求項２】
　係合手段が、主軸頭の端面の、主軸軸線を中心とする円周上に設けられている固定歯と
、装置ボディの取付面の、固定歯のなす円周と同一径の円周上に設けられている可動歯と
よりなる請求項１に記載の主軸アタッチメント装置。
【請求項３】
　装置ボディの取付面の、可動歯のなす円周の中心に、ガイド孔が形成されており、ガイ
ド孔に、主軸軸孔に挿入されて、ドローバと連結可能とするプルスタッドがその軸方向に
移動自在に挿入されており、ガイド孔周面およびプルスタッド外面間に、環状スペースが
形成されており、ガイド孔周面に内向きフランジが設けられるとともに、プルスタッド外
面に外向きフランジが設けられており、ばね手段が、環状スペースに収容されかつ外向き
フランジおよび内向きフランジ間に介在させられている圧縮コイルばねを有している請求
項１または２に記載の主軸アタッチメント装置。
【請求項４】
　主軸頭に、シリンダが主軸軸線と同心状に設けられており、流体圧手段が、シリンダに
収容されかつ一端をシリンダから突出させて装置ボデイの取付面に当接可能とするピスト
ンを有している請求項１～３のいずれか１つに記載の主軸アタッチメント装置。
【請求項５】
　ピストンの突出端に可動クランプが連結されており、装置ボデイの取付面に、可動クラ
ンプをクランプさせうる固定クランプが設けられており、装置ボデイの主軸軸線を中心と
する回転によって、可動クランプに対して固定クランプがアンクランプ位置およびクラン
プ位置に位置させられうるようになされており、可動クランプに対してアンクランプ位置
の固定クランプが軸方向に移動自在となされるとともに、クランプ位置の固定クランプに
対して可動クランプが装置ボデイ側から係合可能となされている請求項４に記載の主軸ア
タッチメント装置。
【請求項６】
　伝達手段が、主軸端面に設けられているキーと、キーをはめ入れ可能とするように装置
ボデイの取付面に形成されているキー溝とよりなる請求項１～５のいずれか１つに記載の
主軸アタッチメント装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この発明は、工作機械に用いられる切削装置を主軸頭に取付けるための主軸アタッチメ
ント装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、この種の装置としては、主軸頭の端面に着脱自在に取付られる取付面を有する装
置ボディと、装置ボディを主軸軸線方向に移動させることによって、主軸頭に対する装置
ボディの主軸軸線を中心とする回転を規制解除自在に規制しうるように主軸頭および装置
ボディを互いに係合する係合手段とを備えており、装置ボディにプルスタッドがその軸方
向に移動自在に支持されており、主軸軸線にプルスタッド軸線を一致させた状態で、プル
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スタッドが、主軸軸孔に挿入されて、ドローバーと連結された状態で、装置ボデイが自重
によって下降させられかつその状態で、主軸頭からプルスタッドによって装置ボデイが吊
下げられるようになされており、この状態で、主軸の回転を装置ボデイに伝達する伝達手
段を備えているものが知られている（例えば、特許文献１参照。）。
【０００３】
　この従来装置においては、係合手段の係合を解除して、装置ボディを回転させる際、装
置ボディは、主軸頭から吊下げられた状態となっており、その回転姿勢が極めて不安定で
ある。したがって、その回転後に、装置ボディを上昇させて、係合手段を係合させる場合
、この係合動作が容易で無い。
【０００４】
　さらに、係合手段を係合させた後に、回転時の装置ボディの姿勢が不安定であることに
より、主軸頭および装置ボディを嵌合させる必要があることがある。その場合、回転時の
装置ボディの姿勢が不安定であることにより、その嵌合スキマを大きくする必要があるが
、そのようにすると、そのスキマから異物が主軸頭に侵入する可能性がある。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開昭５９－２１９１２９号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　この発明の目的は、主軸頭の端面に装置ボデイの取付面を着脱するに際し、装置ボデイ
を安定姿勢で回転させることのできる主軸アタッチメント装置を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　この発明による主軸アタッチメント装置は、主軸頭の端面に着脱自在に取付られる取付
面を有する装置ボディと、装置ボディを主軸軸線方向に移動させることによって、主軸頭
に対する装置ボディの主軸軸線を中心とする回転を規制解除自在に規制しうるように主軸
頭および装置ボディを互いに係合する係合手段と、係合手段による係合を可能とする状態
で、主軸頭の端面に装置ボディの取付面が押圧されるように装置ボディを付勢するばね手
段と、ばね手段のばね力に抗して、係合手段が係合解除するように装置ボデイの取付面に
流体圧を作用させる流体圧手段と、流体圧手段の流体圧が装置ボデイの取付面に作用させ
られた状態で、主軸の回転を装置ボデイに伝達する伝達手段とを備えているものである。
【０００８】
　この発明による主軸アタッチメント装置では、装置ボディを回転させる際、ばね手段の
ばね力に抗して、流体圧手段によって、装置ボデイの取付面に流体圧を作用させることが
できる。したがって、主軸頭の端面に装置ボデイの取付面を着脱するに際し、装置ボデイ
を安定姿勢で回転させることができる。
【０００９】
　さらに、係合手段が、主軸頭の端面の、主軸軸線を中心とする円周上に設けられている
固定歯と、装置ボディの取付面の、固定歯のなす円周と同一径の円周上に設けられている
可動歯とよりなると、固定歯および可動歯を所望の歯数に適宜に設定することができ、固
定歯および可動歯の同期を容易に行うことが容易である。
【００１０】
　また、装置ボディの取付面の、可動歯のなす円周の中心に、ガイド孔が形成されており
、ガイド孔に、主軸軸孔に挿入されて、ドローバと連結可能とするプルスタッドがその軸
方向に移動自在に挿入されており、ガイド孔周面およびプルスタッド外面間に、環状スペ
ースが形成されており、ガイド孔周面に内向きフランジが設けられるとともに、プルスタ
ッド外面に外向きフランジが設けられており、ばね手段が、環状スペースに収容されかつ
外向きフランジおよび内向きフランジ間に介在させられている圧縮コイルばねを有してい
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ると、プルスタッドおよび圧縮コイルばねを有効に利用して、ばね手段による押圧力とし
て、ばね力を有効利用することができる。
【００１１】
　また、主軸頭に、シリンダが主軸軸線と同心状に設けられており、流体圧手段が、シリ
ンダに収容されかつ一端をシリンダから突出させて装置ボデイの取付面に当接可能とする
ピストンを有していると、流体圧手段による流体圧を、主軸頭に効率的に作用させること
ができる。
【００１２】
　また、ピストンの突出端に可動クランプが連結されており、装置ボデイの取付面に、可
動クランプをクランプさせうる固定クランプが設けられており、装置ボデイの主軸軸線を
中心とする回転によって、可動クランプに対して固定クランプがアンクランプ位置および
クランプ位置に位置させられうるようになされており、可動クランプに対してアンクラン
プ位置の固定クランプが軸方向に移動自在となされるとともに、クランプ位置の固定クラ
ンプに対して可動クランプが装置ボデイ側から係合可能となされていると、装置ボデイの
回転を利用して、可動クランプおよび固定クランプをクランプ・アンクランプさせること
ができる。
【００１３】
　また、伝達手段が、主軸端面に設けられているキーと、キーをはめ入れ可能とするよう
に装置ボデイの取付面に形成されているキー溝とよりなると、伝達手段を、極めてシンプ
ルな構造でもって構成することができる。
【発明の効果】
【００１４】
　この発明によれば、装置ボデイをプレス手段によって強制的に押圧することができ、主
軸頭の端面に装置ボデイの取付面を着脱するに際し、装置ボデイを安定姿勢で回転させる
ことができる。
【図面の簡単な説明】
【００１５】
【図１】この発明によるアタッチメント装置の垂直縦断面図である。
【図２】図１のII－II線にそう水平横断面図である。
【図３】同装置の動作説明図である。
【図４】同装置による図３に続く動作説明図である。
【図５】同装置による図４に続く動作説明図である。
【図６】同装置による図５に続く動作説明図である。
【発明を実施するための形態】
【００１６】
　図１を参照すると、主として、主軸に直接取付けられたミーリング工具（図示しない）
での加工を可能とする大型立形複合加工機の主軸装置11と、主軸に切削工具、ここでは、
旋削工具Bを取付るためのアタッチメント装置12とが示されている。
【００１７】
　主軸装置11は、垂直状主軸21と、主軸21を支持している主軸頭22とよりなる。
【００１８】
　主軸21は、中心孔31を有している。中心孔31の下端部には下向きテーパ孔32が形成され
ている。中心孔31にはドローバー33が収容されている。ドローバー33の下端部にはコレッ
ト34が備えられている。主軸21下端面の、主軸軸線を中心とする円周上に２つのドライブ
キー35が周方向等間隔で固定されている（図２参照）。尚、主軸21、ドローバー33、ドラ
イブキー35などの構成は、公知の回転工具を取り付け回転させる公知の主軸、或いは、回
転工具アタッチメントを取り付けた際には回転工具にドライブキーなどを介して動力を伝
達する公知の働きをするものである。
【００１９】
　主軸頭22の下端面は、主軸21の下端面より上方レベルに位置させられている。主軸頭22
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下端面上方に横断面リング状シリンダ41が主軸軸線と同心状に形成されている。シリンダ
41には筒状ピストン42がはめ入れられている。ピストン42は、シリンダ41内に収容されて
いる大径上部ピストン42aと、上部ピストン42a下端に連なって、シリンダ41底壁に貫通さ
せられて主軸頭22下端面の下方に突出させられかつ主軸21を取り囲んでいる小径下部ピス
トン42bとよりなる。
【００２０】
　シリンダ41内の、上部ピストン42aより上方スペースに上部ポート43が、その下方スペ
ースに下部ポート44がそれぞれ連通させられている。
【００２１】
　主軸頭22下端面の、下部ピストン42bより半径方向外方に多数の固定歯45が下向きに形
成されている。下部ピストン42b下端面には水平リング状可動クランプ46が主軸軸線と同
心状に固定されている。
【００２２】
　アタッチメント装置12は、旋削工具Bを主軸軸線半径方向に突出させるように装備して
いる装置ボディ51を有している。
【００２３】
　装置ボディ51の頂面には、主軸21下端部および可動クランプ46を収容した上向き凹所52
が形成されている。凹所52の底面中央には、テーパ孔32に挿入されかつ外面を上向きテー
パ状に形成したガイド筒53が設けられている。ガイド筒53の内面には有底円筒状ガイド孔
54が形成されている。ガイド孔54にはプルスタッド55が保持されている。プルスタッド55
の上端部には、コレット34によって把持された半径方向突起55aが設けられている。プル
スタッド55の下半分には、ガイド孔54に上下摺動自在にはめ入れられた垂直棒状ガイドロ
ッド55bが設けられている。
【００２４】
　ガイド孔54周面およびガイドロッド55b外面間には垂直筒状スペース56が形成されてい
る。ガイド孔54周面の上端よりのところには内向きフランジ57が設けられている。ガイド
ロッド55b外面下端部には外向きフランジ58が設けられている。環状スペース56内には、
内向きフランジ57および外向きフランジ58に上下から挟まれるように圧縮コイルばね59が
収容されている。
【００２５】
　凹所52底面の、ガイド筒53の外側には、両ドライブキー35をそれぞれはめ入れた２つの
キー溝61が形成されている。
【００２６】
　装置ボディ51頂面の外周縁には、多数の可動歯62が固定歯45と相対させられるように上
向きに設けられている。
【００２７】
　凹所52周面の、可動歯62よりもやや内側で、低レベルに、可動クランプ46より低レベル
に位置するようにリング状固定クランプ63が設けられている。
【００２８】
　図２(a)(b)は、固定歯45、可動歯62、可動クランプ46および固定クランプ63の位相関係
を示すものである。
【００２９】
　可動歯62は、主軸軸線を中心円周上をその周方向に一定ピッチθで一列に並んでいる。
固定歯45については、図示しないが、上下の向きは逆であるが、同一構造のものである。
【００３０】
　可動クランプ46の外周縁には多数の外向き爪71がその周方向に一定ピッチ2θで設けら
れている。固定クランプ63の内縁部には多数の内向き爪72がその周方向に外向き爪71のピ
ッチ2θと同じピッチ2θで設けられている。外向き爪71および内向き爪72のピッチ2θは
、可動歯62のピッチθの２倍である。
【００３１】
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　図２(a)では、主軸軸線方向から見て、固定歯45および可動歯62が噛み合い可能である
。隣り合う２つの内向き爪72の間に１つの外向き爪71が位置させられている。この状態で
、固定クランプ63に対して可動クランプ46が主軸軸線方向に移動させられると、同２つの
内向き爪72の間を、同１つの外向き爪71が通過可能であり、固定クランプ63および可動ク
ランプ46がクランプされない、即ち、アンクランプ位置に可動クランプ46が位置させられ
ている。
【００３２】
　図２(a)に示す状態から、装置ボディ51の回転によって、固定クランプ63を可動歯62の
ピッチθ分回転させると、図２(b)に示す状態となる。この状態でも、固定歯45および可
動歯62は噛み合い可能であるが、固定クランプ63および可動クランプ46は、主軸軸線方向
から見て、オーバーラップさせられている。固定クランプ63に対して可動クランプ46が主
軸軸線方向に移動させられると、内向き爪72および外向き爪71同士がクランプさせられる
。可動クランプ46はクランプ位置に位置させられている。
【００３３】
　図３～図６を参照しながら、アタッチメント装置12の取付動作を説明する。
【００３４】
　図３では、図示しない工具交換装置によって装置ボディ51が主軸装置11の下方に搬入さ
れて、その後の上昇ストロークで、上限停止直前の状態が示されている。
【００３５】
　ドローバー33は、昇降ストロークの下限に位置させられている。コレット34は、開放さ
れている。下部ポート44に圧力油が供給され、ピストン42は、その昇降ストロークの上限
に位置させられている。一方、ばね59の力によって、ガイド筒53にプルスタッド55は引き
込まれている。可動クランプ46よりも、固定クランプ63は下方レベルに位置させられてい
る。固定歯45および可動歯62の位相は、噛み合い可能状態であり、可動クランプ46は、ア
ンクランプ位置に位置させられている。
【００３６】
　ついで、図４に示すように、工具交換装置によって装置ボディ51がさらに上昇させられ
て、上限まで持ち上げられる。固定歯45および可動歯62は噛み合わされる。可動クランプ
46は、固定クランプ63より下方レベルに位置させられる。装置ボディ51の凹所52底面およ
び可動クランプ46下面間にはスキマがある。
【００３７】
　テーパ孔32にガイド筒53が挿入されている。ドローバー33が上昇させられ、コレット34
が閉じられて、コレット34によってプルスタッド55の突起55aが把持され、プルスタッド5
5の下降が規制される。キー35がキー溝61にはめ入れられている。
【００３８】
　下部ポート44を解放し、上部ポート43に圧力油を供給すると、図５に示すように、ピス
トン42が下降させられる。ピストン42とともに可動クランプ46が下降させられ、下降する
可動クランプ46は装置ボディ51の凹所52底面に当接して、これを押圧する。ばね59の力に
抗して、装置ボディ51が下降させられる。ガイド筒53からプルスタッド55は引き出される
。固定歯45および可動歯62の噛み合わせが解除させる。
【００３９】
　そして、主軸21を回転させると、その回転は、キー35およびキー溝61によって、装置ボ
ディ51に伝達される。可動クランプ46が装置ボディ51の凹所52底面を押圧した状態で、装
置ボディ51が可動歯62のピッチθ分だけ回転させられる。可動クランプ46は、クランプ位
置に位置させられる。
【００４０】
　最後に、図６に示すように、上部ポート43を開放し、下部ポート44に圧力油を供給して
、ピストン42を上昇させると、固定クランプ63および可動クランプ46がクランプし、ピス
トン42に作用させられる流体圧が装置ボディ51に伝達され、その圧力でもって、固定歯45
および可動歯62の噛み合わせ状態が拘束される。これで、旋削工具Bによる加工が可能と
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なる。
【００４１】
　図６に示す状態で、主軸21テーパ孔32周面およびガイド筒53外面間にはスキマが生じて
いる。もし仮に、そのスキマが無いとすると、双方の面が干渉し合って、固定歯45および
可動歯62に流体圧が充分に伝達されない恐れがある。
【産業上の利用可能性】
【００４２】
　この発明による主軸アタッチメント装置は、工作機械に用いられる切削装置を主軸頭に
取付けることを達成するのに適している。
【符号の説明】
【００４３】
21　主軸
22　主軸頭
35　キー
41　シリンダ
45　固定歯
51　装置ボディ
59　ばね
61　キー溝
62　可動歯

【図１】 【図２】
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【図５】 【図６】
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