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序

我が国の機械工業を取り巻く事業環境は、グローバル経済の進展の中で、資源・エネルギー問

題、環境問題、等も含め、世界規模で取り組まなければならない数多くの深刻な問題を抱えてお

ります。

また、BRICsをはじめとした新興工業国は、生産技術力を著しく向上させており、先進国間の

差別化・高付加価値化等の技術競争も厳しさを増し、技術競争力で優位にあるとされた我が国機

械産業の相対的な地盤低下が懸念されるようになってきております。

さらに情報通信・輸送手段の発達がそうした競争を一層激化させ、世界中で生き残りをかけた

企業競争が展開される状況下にあります。

世界市場での競争力強化に有効な対策や、将来性のある新興国市場への進出に向けた対応等も

求められる一方、そうした技術競争の中にも、国際的な社会責任を果たすために守らなければな

らない安全保障管理制度や貿易制度調和があり、今後より緊密に各国間の協調をはかる必要がで

てきております。

こうした背景に鑑み、弊会では機械工業の事業環境に係わる調査のテーマの一つとして社団法

人日本工作機械工業会に「新興発展地域における知的財産管理に関する調査研究」を調査委託い

たしました。本報告書は、この研究成果であり、関係各位のご参考に寄与すれば幸甚です。

平成 21年 3月

社団法人 日本機械工業連合会

会 長 金 井 務



は し が き

市場のグローバル化が進む中、わが国製造業においては生産拠点の海外展開が進んでおり、近
年ではBRICsに代表される新興発展地域への進出が加速しています。こうした海外生産拠点にお
いても高品質の製品を生産するために高精度な生産設備が要求され、日本製の工作機械が多く供
給されていることは、特に東アジア地域への工作機械輸出額が2001年時と比較し2007年では約2
倍に増加していることや、中国に生産拠点を構える工作機械メーカも増加していることから分か
ります。

工作機械の安定供給を確保するためには、供給先地域における確実な知的財産管理が必要とな
りますが、新興発展地域においては法制度、インフラ等の整備・運用が万全とは言い難く、言語
問題も大きな障害となっています。そのため、知的財産権の取得と管理には地域ごとの専門性と
多大な費用が必要になり、特に、中小規模の企業では困難の度合いが高くなるという現実があり
ます。元よりアジア各国では模倣品の氾濫という問題があるほか、最近の外為法改正の動きから
技術情報の流出には非常に厳しい対応が企業に求められています。場合によっては企業間の係争
に発展し、わが国製造業の海外での生産に大きな影響を与えることも懸念されます。
そこで、当会では「新興発展地域における知的財産管理に関する調査研究委員会」を設置し、

新興発展地域それぞれにおける知財関連制度、インフラ及び工作機械関連特許出願動向等の調査
を行い、中小規模の工作機械メーカにおいても、簡便かつ確実に知財の取得・管理を行うための
有効な方策等を提言することにより、わが国工作機械業界の新興発展地域における知財の取得・
管理を推進することを目的として、本事業を実施致しました。
今年度では、中国およびインドにおける知的財産制度の動向と特に中国における工作機械関連

特許・実用新案の出願傾向について分析し、出願及び権利行使の点から注意すべきポイントを取
りまとめ、これらの成果を本報告書にまとめました。
本調査の成果が、開発技術の保護及び知的財産権の活用促進の一助となり、もって広くわが国

産業界全体の競争力強化に寄与することを期待しております。
最後に、本調査にご協力いただきました「特許調査専門委員会」委員各位に御礼申し上げます。

平成 21年 3月

社団法人 日本工作機械工業会
会 長 中 村 健 一
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1. は じ め に

特許調査専門委員会では、昭和58年から日本及び米国の工作機械に関する重要特許を調査し、
それらを「工作機械に関する重要特許抄録」として、関係各位に報告してきている。
工作機械の消費は、従来は米国・欧州・日本が中心であったが、近年は安い労働力と高い購買

力もあってBRICs（ブラジル、ロシア、インド、中国）地域における消費額が増加傾向にあり、
世界各国の工作機械メーカ（主に日本及び欧州のメーカ）にとって重要な輸出国となっている。
中国の工作機械は、まだ内需中心とはいえ、切削型加工機の生産量で世界第3位、消費量で第1位
となっている。またインドは生産量で第15位、消費量で第14位である（2006年の統計からの推定
による）。この2国において工作機械メーカ間の特許係争の話はまだ聞こえてこないが、特に中国
での特許の存在は日本のメーカにとってもはや無視できなくなってきている。
このような状況の中、2008年4月の知的財産部会において、新興発展地域における知的財産管

理の調査研究を行うことが決定し、本年度は特に中国とインドに絞って調査し、報告書としてま
とめることになった。
4章の動向調査では2006年12月以降の中国での特許及び実用新案を調査し、さらに中国から見

て外国（日本や欧州など）からの出願を1991年にさかのぼって調査を行ってリストにまとめると
ともに、中国語から日本語に翻訳をしながら代表的な出願を何点か抽出して抄録として掲載した。
今回の調査は中国とインドにおける知的財産の一部を紹介したに過ぎないが、ここに掲載した

現状報告や検索方法、実例などは今後調査・出願・活用する上で参考になるものと考える。
最後に、あまり馴染のない2国に関する特許調査に関し、ご尽力戴いた特許調査専門委員会の

委員各位には深く感謝し、お礼を申し上げる。

平成 21年 3月

㈳ 日 本 工 作 機 械 工 業 会
技術委員会・知的財産部会
特 許 調 査 専 門 委 員 会
委 員 長 永 井 克 彦
（㈱牧野フライス製作所）
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2. 調 査 研 究 の 概 要

2.1 活動計画

2.1.1 事 業 名
平成20年度「新興発展地域における知的財産管理に関する調査研究」

2.1.2 組 織
本調査研究は、日工会技術委員会知的財産部会に日工会会員企業による特許調査専門委

員会を設け、調査研究を進めた。

2.1.3 調査研究期間
この委員会の研究期間は、平成20年度から1年度とする。

2.1.4 研究の目的
市場のグローバル化が進む中、わが国製造業においても生産拠点の海外展開が進んでお

り、特に近年ではBRICsに代表される新興発展地域への進出が加速している。こうした海
外生産拠点においても高品質の製品を生産するためには高度な生産設備が必要となるため、
日本製の工作機械が多く供給されている。
このような状況の中、新興発展地域への工作機械の安定供給を確保するためには、供給

先地域における確実な知的財産管理が必要となる。
しかし、近年、新興発展地域における知財関連制度、インフラ等の整備が進んでいると

はいえ、未だ不十分であるだけでなく、それらの運用や言語の問題等があり、知的財産権
の取得と管理には地域ごとの専門性と多大な費用が必要なのが現状である。
特に、中小規模の企業が多い工作機械産業においては、人的・資金的問題から、必要十

分な知的財産権の取得と管理が行われていない状況にあり、技術情報の流出や模倣品の氾
濫といった問題だけでなく、場合によっては工作機械の供給が不可能となり、わが国製造
業の海外での生産や海外への輸出に大きな影響を与えるという懸念もある。
そこで、本調査研究では、新興発展地域それぞれにおける知財関連制度、インフラ及び

工作機械関連特許出願動向等の調査を行い、中小規模の工作機械メーカにおいても、簡便
かつ確実に知財の取得・管理を行うための有効な方策等を提言することにより、わが国工
作機械業界の新興発展地域における知財の取得・管理を推進することを目的とする。



－3－

2.2 委員会構成及び委員会開催状況

特許調査研究専門委員会
委 員 長 永 井 克 彦 ㈱牧野フライス製作所 技術情報室室長
委 員 谷 口 友 商 ファナック㈱ 特許部管理室室長

同 野 中 延 恭 日立ビアメカニクス㈱ 知財センタ長
同 村 上 大 輔 ㈱ジェイテクト 知的財産部特許室第3グループ
同 岡 本 洋 一 ㈱森精機製作所 知的財産センタマネージャー
同 中 塚 尚 樹 村田機械㈱ 知的財産調査室
同 丸 田 良 智 中村留精密工業㈱ 第二工機技術部技術管理課 課長
同 小 間 喜久夫 コマツNTC㈱ 法務・知財部 部長
同 久 保 富美夫 ㈱岡本工作機械製作所 知的財産管理室長
同 早 川 幸 夫 オークマ㈱ 主任技師
同 伊 藤 幸 一 大阪機工㈱ 業務管理部 部長付
同 長谷川 淳 ヤマザキマザック㈱ 技術企画部知的財産管理グループ

グループリーダー
事 務 局 小 林 正 彦 ㈳日本工作機械工業会技術部部長

同 丑久保 雅 之 ㈳日本工作機械工業会技術部課長代理
同 笹 川 哲 平 ㈳日本工作機械工業会技術部
同 奥 谷 自 平 ㈳日本工作機械工業会技術部

委員会開催状況
第 1回 平成20年 9月19日（木） 機 械 振 興 会 館 出席11名
第 2回 平成20年12月16日（火） ㈱ジェイテクト 出席11名
第 3回 平成21年 2月13日（金） 機 械 振 興 会 館 出席14名
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3.中国及びインドにおける知財関連制度と

その運用実態の現状について

3.1 中国の特許・実用新案制度について

3.1.1 はじめに
日本でいう特許法、実用新案法、意匠法は、中国では「専利法」という一つの法律にま

とめられている。この専利法は、1885年に日本で制定された「専売特許法」に比べ、約百
年遅れの1984年3月12日に制定され、翌1985年4月1日に施行されたものである。その後、
中米政府間知的財産覚書の承諾を実現するために、1992年9月4日に第一次改正が行われ、
さらに、WTOに加盟するために、TRIPS協定に定められた基準に沿って、2000年8月25日
に第二次改正が行われた。
近年、経済のグローバル化が進展し産業の国際競争が激しさを増す中、知的財産の保護

に関する国際ルールづくりの重要性が高まる傾向にある。その中で、中国にとって国際ル
ールづくりに積極的に参加するとともに、それらのルールを国内法に反映する必要性が高
まってきた。そのため、中国政府が2006年から中国国内の各種関連機関や研究所、民間団
体のほか日本を初めとする先進諸外国から法改正に対する意見を募集し、これらの意見を
踏まえて、2008年12月に第三次専利法改正を行った。この改正法は2009年10月1日より施
行されることになっている。
ここに、第三次専利法改正の内容に関連して中国の特許、実用新案制度のポイントを説

明する。

3.1.2 特許・実用新案の出願・登録状況と中国企業の特許武装化
80年代や90年代では、中国の企業は研究開発に必要な人材・情報や資金の面において外

国の企業に比べて力が弱かったため、その間、中国特許庁に出願された特許出願の中で、
中国出願人によるものが少なかった。
しかし、近年の中国高度経済成長に伴って一部分の中国企業及び大学も資金に余裕が出

てきて、さらに海外に留学していた大量の人材がこの高度成長の波に乗り遅れないように
次々と中国に戻ってきた。これに加えて2001年12月にWTO加盟が認められ、経済のグロ
ーバル化が進展することで産業の国際競争が激しくなり、企業の研究開発力や保有する知
的財産権などが企業の発展にとって益々重要になってきたため、中国企業の研究開発への
投資も着実に増加し、その成果が特許出願にもはっきり反映されてきた。図3.1.1に示すよ
うに、2002年に国内出願人による特許出願が初めて外国出願人による出願を上回った。そ
の勢いがずっと持続して、2008年になってついに国内出願人による出願が194,579件にのぼ
り、外国出願人による出願の95,259件の二倍を超えた。
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出願件数の推移に比例して、国内出願人の特許登録件数も年々増え、2008年に46,590件
となり、外国出願人登録件数の47,116件とほぼ同じになった。

図3.1.1 特許出願件数の推移
中国国家知識産権局ホームページの統計データにより作成

図3.1.2 特許登録件数の推移
中国国家知識産権局ホームページの統計データにより作成

国内出願だけではなく、図3.1.3に示すように、中国企業のPCT国際出願も年々増えつつ
ある。企業別出願を見ると、2008年中国の通信機器メーカーの華為（HUAWEI）社がアメ
リカや日本の企業を抜いて1位の座を奪った。

図3.1.3 PCTルート出願件数
中国国家知識産権局ホームページの統計データにより作成
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また、実用新案制度も中国では大いに利用されている。図3.1.4に示すように、年間20
数万件（2008年225,586件）の実用新案が出願されており、中には国内出願人による出願が
99％以上も示している（2008年223,945件）。

図3.1.4 実用新案出願件数の推移
中国国家知識産権局ホームページの統計データにより作成

なぜ実用新案制度が中国でこれほど人気があるのか。その理由は、実用新案には実体審
査が行われないため出願するとすぐ登録されるからであり、出願費用も安くあがるからで
もある。また、大学、研究所、病院などの国営組織では、工程師（技師）、高級工程師、
副教授、教授、中級医師、高級医師など、さまざまな技術資格を得るために、発表論文や
専利（特許、実用新案、意匠を含む）出願の数が評価の対象になり、しかも、特許と実用
新案が専利として数を数えるときに同じ取り扱いになる場合が多いので、方式審査のみで
実体審査はされず、すぐ権利化される実用新案制度のほうがよく利用されている。
さらに、中国には中国専利法実施細則第74条の登録褒賞金に関する規定により、職務発

明に対して、特許登録されると最低2,000元（約32,000円）、実用新案および意匠では最低
500元（約8,000円）を、発明者に登録褒賞金として支払われなければならない。併せて、
専利法実施規則第75条の発明の実施報酬に関する規定により、特許又は実用新案の実施に
より得られる毎年の利益のうち、税引き後の2％以上の金額を報酬として発明者に支払わ
なければならないこととなっている。これは中国の国営企業及び国営事業単位（国の研究
所、国立大学、行政独立法人など）に適用されるが、その他の合弁企業、独資企業につい
ては、その基準を参照して実施することができる。この登録褒賞金が平均月収の2倍～4倍
に相当する額になるケースもあり、魅力的であることも一つの要因となっている。

3.1.3 中国における特許・実用新案侵害事件の現状とその傾向
中国では、ここ数年特許・実用新案をめぐる侵害訴訟の数が年々増える傾向にあり、損

害賠償額も高額化している。その中、中国企業や個人が原告となるケースも目立つように
なった。ここに最近の代表的な訴訟を紹介したい。
⑴ 漏電ブレーカーをめぐる実用新案侵害訴訟

中国の低圧電気製品のトップメーカー、正泰集団（浙江省温州市）が、自社の実用新
案権（実用新案番号ZL97248479.5）が侵害されたとして、フランスのシュナイダーエレ
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クトリック社の中国天津の現地法人を提訴していた訴訟で、2007年9月26日、温州市中
級人民法院は、正泰集団の言い分を認め、シュナイダー社側に3億3,000万元（約50億
円）の賠償金の支払いを命ずる判決を言い渡した（（2006）温民三初字第135号民事判決書）。

このケースは現在浙江省の高級人民法院で2審が争われている。
実用新案権の侵害訴訟で出た賠償金額としては、中国はもとより世界でも最高額であ

るようだ。
中国で現地生産を行い、中国国内へ供給、国外へ輸出を行っている企業は、輸出時に

かかる係争を受け差し止められ、判決が出るのに1～5年を要するので、莫大な和解金を
支払って解決するケースもある。
⑵ 曝気法による海水排煙脱硫方法をめぐる特許侵害訴訟

中国の環境関連企業である武漢晶源環境工程有限公司が、環境保全プラントの建設を
手掛ける日本の富士化水工業株式会社（東京都品川区東五反田）と中国の電力企業であ
る華陽電業有限公司を特許侵害で訴えていた訴訟で、2008年5月12日福建省高級人民法
院は、富士化水工業株式会社には損害賠償金5061.24万中国元（約7.7億円）、また華陽電
業には特許を侵害した2台のユニットの使用年数に応じた特許使用料として1台につき
年間24万中国元（約360万円）を支払うよう命じた（（2001）閩知初字第4号民事判決書）。

被告は、福建省高級人民法院の判決を不服として、最高人民法院に上告した。2008年
11月最高人民法院がこの案件を公開審理を行ったが、2審判決はまだ出ていない。
7.7億円の判決は、中国で日本企業に対する損害賠償命令として過去最高額である。

⑶ CDMA/GSM移動通信方法をめぐる特許侵害訴訟
中国の通信機器メーカーである華立通信が、自社の「CDMA/GSMデュアルモバイル

通信方法および通信設備」特許が侵害されたとして、韓国のサムスン電子を提訴した訴
訟で、2008年12月19日杭州市中級人民法院は、華立通信の主張を認め、サムスン電子に
5000万中国元（約7.7億円）の賠償を命じた（（2007）杭民三初字第108号民事判決書）。
サムスン電子は、問題の特許はサムスン電子の製品に全く採用されていないと確信し、

直ちに控訴する方針を表明した。
今回の賠償額は中国の携帯電話業界では過去最高額となる。

3.1.4 特許・実用新案侵害訴訟時の注意点
どの国でも訴訟は証拠があるかどうかが決め手になる。中国では、さらにこれに加えて、

裁判所選びも非常に重要なことである。次に、この2点について注意すべきポイントを説
明する。
⑴ 新規性、進歩性の判断基準と外国証拠の取り扱い

上記訴訟例⑴と訴訟例⑵の被告はいずれもかかわる特許や実用新案が公知技術である
と反論し、無効審判を請求したが、いずれも有効と判断された。その理由は被告が無効
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審判に提出した証拠が不十分だったからである。
現行中国専利法では、発明の新規性、進歩性などが登録要件であるという点では、日

本と大きな違いはないが、新規性と進歩性の判断基準については日本と異なる。日本で
は世界公知公用を採用していることに対し、中国の現行法では刊行物による公知は国内
外の刊行物が対象になるが、刊行物以外の方法による公知・公用は中国国内に限るとい
う。いわゆる「混合型」を採用している。従って、もしある技術が中国国外で展示や販
売、使用などによって公知になったとしても、刊行物に公開されていない限り、第三者
がそれを見て中国で特許や実用新案、意匠を出願し、登録される可能性がある。
2009年10月1日より施行される改正専利法では、中国も日本と同じ世界公知公用に変

わるが、裁判のときに外国刊行物の出版日の立証や外国で刊行物以外の方法による公知・
公用の立証が非常に難しい。というのは、外国の証拠を中国の裁判で使う場合、「公証」
と「認証」が必要である。最高人民法院（最高裁に当たる）の「民事訴訟証拠に関する
若干規則」（2002年4月1日より施行）によると、中国領域以外に形成された証拠であれ
ば、所在国の公証機関により公証し、且つ、当該国にある中国の大使舘または領事舘に
より認証する必要がある。この制度は2007年の司法解釈によって少し緩和された。最高
人民法院「知的財産権の裁判業務を全面的に強化し、革新型国家の建設に司法的保障を
提供することに関する意見」（2007年1月11日）によれば、海外で形成された公開出版物
など信憑性が初歩的に確認できる証拠材料について、相手当事者がその信憑性に関して
有効な質疑を提出し挙証側が有効に反証できない場合を除き、公証・認証などの証明手
続きを履行する必要性がないとする。だが、これは外国証拠に「公証」と「認証」が一
切不要であることを意味するものではない。現在、外国の刊行物でそのまま使えるのは
各国の特許庁が発行した公報である。従って、第三者による中国での権利化を阻止した
いだけの目的であれば技術内容を日本や中国の特許庁に出願し、公開のみをしてもらえ
ば一番有効だと考える。
また、ここでいう「世界公知公用」は、特許や実用新案、意匠の登録要件の判断に使

う概念であり、先使用権制度における先使用の範囲は依然として中国国内に限られる。
すなわち、外国だけで実施していて、中国国内で実施やその準備をしていない場合は、
「中国国内」という条件を満たさないので先使用権が認められない。この点について今
回の改正専利法においても変わりはない。従って、中国で先使用権を主張する場合、中
国国内での実施またはその準備をしていることを立証する必要がある。
⑵ 裁判所選びの重要性

中国では日本の知的財産高等裁判所のような裁判所はまだできていない。特許や実用
新案に関する訴訟は基本的に直轄市または省（日本の県に当たる）や自治区などの所在
地の中級人民法院（地方裁判所に当たる）と、最高人民法院が指定した他の中級人民法
院が1審を管轄している。地域の裁判官の格差や地方保護主義のことを考えると、裁判



－9－

所および中国特許事務所選びも訴訟の行方を占う重要なカギになると言える。ここに特
許・実用新案の権利者にとって一番注意しなければならないのは警告状を出すときのタ
イミングである。というのは、中国の法制度では、相手側が警告状を受けたら、自分に
有利な裁判所に「侵害しない確認訴訟」を先に提出してしまうことができる。さらに権
利者が後で侵害訴訟を別の裁判所に提起しても、前の「侵害しない確認訴訟」を受理し
た裁判所に移送され、一緒に審理されることになるからである。従って、もし警告をし
たかったら訴訟を提起してから警告状を送ったほうがよいかもしれない。その後もし和
解するようになったら訴訟を取り下げればよいと考える。

（北京集佳知識産権代理有限公司 経 志強 弁理士）
jzhq@yahoo.co.jp

3.2 インドの知的財産制度と一般的な出願傾向について

3.2.1 インドの概況
インドの人口は11億3,000万人と世界第二位の規模で、現在でこそグローバル経済との一

体化が進み、中国に続く新興発展地域として世界各国から注目を集めているが、1990年代
からの経済・貿易自由化が進む以前では、産業許認可制度をはじめとする規制が多く、イ
ンドで事業を行うには、政府の許可を得る必要があり、厳しい規制に従う必要があった。併
せて高い関税障壁も設けられており、輸出入も保護主義的であったため、外国直接投資の
規模も非常に低い水準であった。
しかし、近年では経済自由化政策が

浸透し、工業分野への外国からの直接
投資額が増加した他、規制緩和、投資
家保護策、国有企業の民間移転等を行
った結果、工業生産力が著しく伸展し
ており、経済に占める工業のシェアも
高まり、2007年の実質GDP成長率も
9.0％と高い成長率を誇っている。

インドの工作機械生産額も、07年ベ
ースで約438億円と、世界で17番目の
（AmericanMachinistによる）生産額と
なっている他、消費額（成形型も含む）
も約2,089億円と世界で9番目の消費額

（AmericanMachinistによる）となって
いる。図3.2.1および3.2.2に示すように、インドの生産額・消費額ともに2002年以降着実

図3.2.1 インド工作機械生産額
※IMTMA統計より作成

図3.2.2 インド工作機械消費額（成形型を含む）
※AmericanMachinist,GardnerPublicationsより作成
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に伸展してきている。これはインドにおける乗用車生産が国内販売・輸出とも拡大基調で
あったことが要因と思われる。

3.2.2 インドの知的財産制度について
インドでは投資環境を整備し外資の進出を促す意味からも知的財産制度を国際的な水準

にするため、特許法を中心にTRIPS協定に適合するよう特許法、商標法、意匠法、地理的
表示法、植物品種及び農民権保護法、半導体回路配置法について数次の法改正や新規の法
制度化を行ってきている。
現在、特許については「権利期間＝出願日から20年」と定められており、特許権を付与

する公式の行政機関は、インド特許庁である。特許の出願は、インド特許庁（意匠局を含
む、以下同じ）本部またはその支部に対して行う。特許庁（意匠局）は、コルカタに本部
が置かれるとともに、コルカタ、ニューデリー、ムンバイおよびチェンナイの4カ所に支
部が設けられている。なお、インドには実用新案権は存在しない。
知的財産制度の更なる詳細はJETRO等の情報を参照いただきたいが、インドにおける独

特の傾向として、インド国内では一部の富裕層に対して貧困層の割合が大きいため医薬品
へのアクセスが重要視されている。インド政府は、より一般市民の権利を保護するという
立場から、強制実施権による医薬品の価格設定を行う等、公益を優先する法律を策定して
いる。
また、インドでは、知的財産権のデータベース化が現在進められており、電子出願制度

も存在する。インド特許庁において公開されている特許データベース（登録特許）につい
ては、検索項目として出願番号、出願人、特許番号、発明の名称があるが、いずれか一つ
だけを選択して検索することしかできないため、現状では機能的な絞り込みを行うことが
できない。ただしNewRecords（1981年－現在）分については、別の検索画面も用意され
ており、こちらでは2つの検索フィールドによる検索項目の掛け合わせが可能となってい
る。なお、特許公報については検索結果よりPDFファイルにて入手することが可能である。

3.2.3 インドの一般的な出願傾向について
図3.2.3はインドにおける特許・意匠・商標の出願・審査・登録件数である。インドでは

2006年度ベースで特許出願28,940件、意匠5,521件、商標103,419件と商標出願が突出して
多くなっている。特許出願件数については、日本が約40万件、中国が約20万件に対して、
非常に低い件数となっている。
図3.2.4はインドにおけるPCTルート出願の外国出願の内訳である。日本からの出願件数

は3番目に多い。なお、件数の内訳は米国（6,955）、ドイツ（1,933）、日本（1,409）、スイ
ス（1,077）、オランダ（1,073）、フランス（999）、イギリス（881）、スウェーデン（837）、
韓国（647）、フィンランド（477）、イタリア（417）、オーストラリア（390）、カナダ（347）、
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イスラエル（275）、ベ ルギ
ー（259）、デンマーク（238）、
中国（184）、スペイン（115）、
オーストリア（115）、ノ ル
ウェー（94）…となっている。

図3.2.5はインドにおけ
る特許出願の分野別内訳で
ある。2006年度ベースで工
作機械関連特許が含まれて
いると見られる“Mechanical
分野”および“Computer/
Electronics分野”の合計件
数は11,358件である。
日工会特許調査専門委員

会においては隔年で国内公
開特許を2年間の期間で調
査し、毎回の調査で工作機
械関連特許として約1,300
件程度を挙げているが、イ
ンドでは日本および中国と
比較しても出願件数が圧倒
的に少なく、調査対象の母
集団が少なかったため、現在の段階では、まだ工作機械関連特許の傾向を読み取るに至ら
ないと判断し、具体的な調査は断念した。

図3.2.4 PCTルート出願における外国特許出願の内訳
出典：インド特許庁AnnualReport2006-2007

図3.2.5 インド特許出願における分野別内訳
出典：インド特許庁AnnualReport2006-2007

図3.2.3 インド特許・意匠・商標の出願・審査・登録件数
出典：インド特許庁AnnualReport2006-2007
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4.工作機械関連特許出願動向調査

4.1 調査概要および出願傾向

4.1.1 調査概要
本事業では、中国において出願されている日本国企業並びに海外企業の工作機械関連特

許の出願動向について調査を実施した。本章ではその調査概要と出願傾向について述べる。
調査を行うにあたっては、2006年12月から2008年6月までの公開（2006年1月から2007

年12月までの出願：2年分）を対象として、まず中国国内企業および大学が出願人となっ
ている中国公開特許公報及び公告実用新案公報の手めくり調査を行い、旋削、切削、研削
等の工作機械に関わる特許及び実用新案を抽出した。
また、出願人国・地域が日本・欧米・台湾のものについては、1990年1月から2008年6月ま

での公開を対象として、Esp@cenet（http://gb.espacenet.com/）のワールドワイドデータベー
スを用いて下記の検索式を使用し、工作機械に関連すると思われる特許の抽出を行った。
※中国国内企業および大学について対象期間を2年と短くしたのは、諸外国からの出願よ
りも調査対象となる案件が多く、全件を分析する時間が無かったため、対象の絞り込み
を行ったことによる。

◆Espacenetの検索式（公開特許公報を対象）期間：1990/1～2008/6
S1：PublishNo.＝CN及び
Priority＝（JPorUSorWOorEPorDEorITorCHorGBorNLorFR）及び
IPC＝（B23BorB23CorB23DorB23ForB23PorB23QorB24BorG05BorG06F）
及び、
S2：PublishNo.＝CN及び
Priority＝（JPorUSorWOorEPorDEorITorCH orGBorNLorFR）及び
KeyWord＝（grindingorpolishingorlappingorcuttingorlatheormillingordrilling）

上記抽出の結果、再度本調査研究専門委員会にて見直しを行い、最終的に工作機械関連
として特許757件、実用新案445件を抽出した。以下は公開年毎の件数である。
① 特 許

2008200720062005200420032002200120001999199819971996公 開 年
184227958658322922129201特許件数

② 実用新案

200820072006公 開 年
2002441実案件数

※実用新案については中国特許データベースに英文抄録の記載
が無く、分析には中日翻訳が必要なため、予算的な問題から
特許よりも調査範囲を絞り込んだ。
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4.1.2 出願傾向
⑴ 日本および中国における一般的な出願構造について

最初に、日本と中国における特
許及び実用新案全体の出願構造に
ついて見ると、2007年ベースで日
本では特許出願396,291件・実用新
案10,315件、中国では特許出願
245,161件・実用新案181,324件と
なっており、中国では日本と比較
しても実用新案の件数が突出して
多いのが特徴である（図4.1）。

また、以下の図4.2及び4.3は日本及び中国における特許出願の構造を示しているが、日
本では約8割、中国では約6割が国内からの出願になっている。中国では出願件数全体の
伸び率も高く、今後もこの傾向が続くことが予想される。

図4.1 特許・実用新案出願件数（2007年）
※特許行政年次報告書2008、SIPOAnnualReportより作成

図4.2 日本における特許出願の構造
出典：特許行政年次報告書2008

図4.3 中国における特許出願の構造
出典：特許行政年次報告書2008

図4.4は中国における外国出願国別トップ10を示している。中国では国外からの出願に
ついては日本が圧倒的に多く、次いで米国、韓国、ドイツ、5位以降をオランダ等欧州
勢が占めている。なお、2000年時と比較すると、各件数は大きく増加しているもののシ
ェアにはあまり変化は見られない。



－14－

欧州出願の約7割がドイツであることから、
中国においては日・中・独が工作機械関連特許
の出願をほぼ占めていると言える。これは各国
の切削形工作機械の生産額、消費額の大きさ、
日・独の中国への輸出額の大きさにも比例する
ものであり、本調査における抽出範囲について
ある程度妥当性を示すものと見て取れる。
表4.3は国際特許分類別に内訳を示したもの

である。なお、集計にあたってはサブクラスを

⑵ 中国工作機械関連特許の出願動向について
4.1.1の調査概要にて述べた手法により抽出した中国工作機械関連特許757件の傾向に

ついて記す。
表4.1は今回抽出を行った中国工作機械関連特許の出願人国別の件数である。なお、

中国国内と諸外国とでは調査期間が異なっているため、以下では2006年12月～2008年6
月までの公開特許を対象に分析した。日本・中国・欧州にて全体の9割以上を占めてい
る。なお、欧州の国別内訳は表4.2に示すとおり、件数でドイツが49件と圧倒的に多く、
次いでスイスが8件、イタリア以下は5件以下となっている。

図4.4 中国における外国出願件数トップ10（2007年）
出典：SIPOAnnualReport

％件 数国 名
47.10%197中国(CN)
28.90%121日本(JP)
17.00%71欧州
4.30%18米国(US)
2.20%9台湾(TW)
0.50%2韓国(KR)

100.00%418合 計

表4.1 工作機械関連特許の出願人国別件数

表4.2 欧州の出願人国別内訳

％件 数国 名
69.00%49ドイツ(DE)
11.30%8スイス(CH)
7.00%5イタリア(IT)
4.20%3フランス(FR)
4.20%3イギリス(GB)
1.40%1スウェーデン(SE)
1.40%1スペイン(ES)
1.40%1フィンランド(FI)

100.00%71合 計
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基本とし、各特許に付与されている国際特許分類のメイン分類1点を母集団とした。B23Q、
G05B、B24B、B23Bで約7割以上を占めている。なお、各国際特許分類の詳細は以下の
通りである。

B23Q：工作機械の細部；構成部分,または付属装置。
G05B：制御系または調整系一般；このような系の機能要素；このような系または

要素の監視または試験装置
B24B：研削または研磨するための機械,装置,または方法
B23B：旋削；中ぐり
B23F：歯車またはラックの製造
B23P：金属の他の加工；複合作業；万能工作機械
B23C：フライス削り
G06F：電気的デジタルデータ処理
B23D：平削り；みぞ削り；せん断；ブローチ加工；のこ引き；やすり掛け；キサ

ゲ加工；他に分類されない,切粉を出す金属加工のための類似の作業
その他：上記以外の分類

表4.4に中国国内企業・大学の出願人による特許出願件数上位ランキングを、表4.5に
は中国以外の諸外国の出願人による特許出願件数上位ランキングを示す。集計を中国国
内とそれ以外の諸外国に分けた理由は、調査対象期間が異なるためである。
中国国内の出願人ランキングについては、出願は企業・個人・大学の出願が均衡して

おり、個別には5件未満と件数が少ない。また、中国国内でも切削形工作機械生産額上
位に入る工作機械メーカ（例：瀋陽机床股分公司、大連机床集団公司、北京第一机床厰、
斉重数控装備、宝鶏机床厰（集団）、泰川机床集団有限公司、武漢重型机床集団、上海
机床厰有限公司、済南一机床集団有限公司、上海明精机床有限公司等）が、ほとんど出
願をしていない、または出願件数が少ないのが特徴である。

％数分 類
30.10%228B23Q
18.00%136G05B
17.40%132B24B
13.10%99B23B
7.50%57B23F
2.50%19B23P
2.00%15B23C
1.50%11G06F
0.80%6B23D
7.10%54その他

100.00%757合 計

表4.3 中国特許・国際特許分類別内訳



－16－

表4.4 特許出願人上位ランキング（中国国内）

件数出 願 人順位

5潘旭华（PanXuhua）1
5天水星火机床有限责任公司（TianshuiSparkMachineToolCo.,Ltd.）
4长沙金岭数控磨床有限公司（JinlingNumerical-ControlGrinding

MachineCo.,Ltd.,Changsha）
3

4马俊国（MaJunguo)
4哈尔滨工业大学（HarbinPolytechnicUniv.）
3天津市精诚机床制造有限公司（JingchengMachineToolsMfg.Co.,

Ltd.,TianjinCity）※共同出願含む
6

3湖南中大创创数控装备有限公司（HunanZDCYCNCEquipmentCo.,
Ltd.）

3洛阳轴研科技股份有限公司（LuoyangZhouyanScience&Techno-
logyCo.,Ltd.）

3上海电气集团股份有限公司（ShanghaiElectricGroupCorp.）
3厦门大学（XiamenUniv.）

表4.5 特許出願人上位ランキング（中国以外）

件数出 願 人順位

92ファナック（日本）1
32ヤマザキマザック（日本）※共同出願含む2
18DeckelMahoGmbH（ドイツ）(DeckelMahoPfrontenGmbh,Deckel

MahoSeebachGmbH,DeckelMarhoepFroentenGmbHDekel.Maho-
puflontenGmbH 等）

3

16SiemensAG（ドイツ）4
15シチズン時計（日本）5
14ホーコス（日本）6
12オークマ（日本）7
12JunkerErwinMaschfGmbH（ドイツ）
11日立ビアメカニクス（日本）9
10ジェイテクト（日本）※共同出願含む10
9ブラザー工業（日本）11
8BoschGmbHRobert（ドイツ）12
7本田技研工業（日本）13
7Dr.JohannesHeidenhainGmbH（ドイツ）
6GeneralElectricCo.（米国）15
6EMAGMachineBuildingWorksGmbH（ドイツ）
6オムロン（日本）※共同出願含む
6セイコーインスツル（日本）
6東芝機械（日本）
6KlingelnbergGmbH（ドイツ）
6森精機（日本）※森精機ハイテック含む
5ReishauerAG（スイス4、ドイツ1）22
5RenishawPLC（イギリス）
5日立製作所（日本）
5三菱電機（日本）
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また、中国以外の諸外国の出願人ランキングについては、件数としては、日本のファ
ナック㈱が1位となっており、次にヤマザキマザック㈱、独シーメンス、独デッケルマ
ホグループが続いている。
⑶ 中国工作機械関連実用新案の出願動向について

4.1.1の調査概要にて述べた手法により抽出した中国工作機械関連実用新案445件の傾
向について記す。
表4.6は今回抽出を行った中国工作機械関連実用新案の出願人国別の件数である。中国

1国で全体の9割以上を占めている。なお、実用新案については特許よりも対象期間を絞
って調査を行っているが、中国国内企業および個人による出願が圧倒的に多い。

%出願数国 名
93.00%414中国(CN)
7.00%31台湾(TW)

100.00%445合 計

表4.6 工作機械関連実用新案の出願人国別件数

％数分 類
30.60%136B24B
29.20%130B23B
21.80%97B23Q
11.50%51B23F
2.00%9B23C
1.80%8B23P
0.40%2B23D
0.40%2G05B
0.00%0G06F
2.20%10その他

100.00%445合 計

表4.7 中国実用新案・国際特許分類別内訳

表4.7は国際特許分類別に内訳を示したものである。なお、特許と同じく、集計にあ
たってはサブクラスを基本とし、各実用新案に付与されている国際特許分類のメイン分
類1点を母集団とした。特許においても順位が高かったB24B、B23B、B24Qで約8割を占
めている。
また、特許で件数の多かったG05B（制御系または調整系一般；このような系の機能要

素；このような系または要素の監視または試験装置）については逆に0.4％と少なくなっ
ている（方法のクレームは実用新案の出願対象とならないことが要因として挙げられる）。
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表4.8は中国実用新案の出願人上位ランキングである。特許と同様に、個別の中国企
業、個人、大学の出願数自体は5件未満と少ない。併せて、切削形工作機械生産額上位
に入る工作機械メーカの出願も、ほとんど見受けられない。
この点は日本およびドイツの傾向と大きく異なっており、更に詳細な分析が必要である。
なお、リストアップ対象外の半導体製造機械（研削盤、CMP装置、ラップ盤、ダイサ

ー、スライサー、穿孔機）および製造方法に係る出願は、金属工作機械の出願の約12倍
あり、中国企業、大学の出願も数多く見受けられた。

表4.8 実用新案出願人上位ランキング

件数出 願 人順位
16天水星火机床有限责任公司（TianshuiSparkMachineToolCo.,Ltd.）1
7许许华（XuXiaohua）2
5柳品法（LiuPinfa）3
4曹华苏（CaoHuaxing）4
4宜昌长机科技有限责任公司（ChangjiScienceandTechnologyCo.,Ltd.,Yichang）
4湖南大学（HunanUniv.）
4马俊国（MaJunguo）
4宁波市北仑耀术机械设备有限公司（NingboBeilunYaofaMachineEquip-mentCo.,

Ltd.）
4天津市精诚机床制造有限公司（TianjinJingchengMachineToolWorksCo.,Ltd.）
4天津第一机床总厂（TianjinNo.1MachineToolGeneralPlant）
4江苏齐航数控机床有限责任公司（QihangDigitalControlMachine-ToolsCo.,Ltd.,

Jiangsu）
3北京第二机床厂有限公司（BeijingNo.2MachineToolFactoryCo.,Ltd.）12
3上海东方泵业(集团)有限公司（DongfangPumpIndustry(Group)Co.,Ltd.,Shanghai）
3贵州群建齿齿有限公司（GuizhouQunjianGearCo.,Ltd.）
3郭钦钦（GuoQinhui）
3江苏苏达钢帘线股份有限公司（JiangsuXingdaSteelTypeCordCo.,Ltd.）
3缙缙工业股份有限公司（JinchangIndustryCo.,Ltd.）
3林小艺（LinXiaoyi）
3南京数控机床有限公司（NanjingCNCMachineToolCo.,Ltd.）
3南京工业大学（NanjingPolytechnicUniv.）
3齐重数控装备股份有限公司（QizhongDigitalControlEquipmentCo.,Ltd.）
3浙江陀曼精密机械有限公司（TuomanPrecisionMachineryCo.,Ltd.;Zhejiang

Province）
3王耀仪（WangYaoyi）
3中山市正洲汽门有限公司（ZhengzhouJiananZhongyuanMachineBuildingCo.,Ltd.）
3威海三韩精密机械有限公司（WeihaiSanHanPrecisionMachineryCompany）
3重庆大学（ChongqingUniv.）※共同出願含む

3天津市进口精密设备新技术术展公司（TianjinImportPrecisionDeviceNew
TechnologyDevelopmentCompany）

3南通第二机床有限公司（NantongNo.2MachineToolCo.,Ltd.）
3郑州市建安中原机器制造有限公司（ZhengzhouJiananZhongyuanMachineBuilding

Co.,Ltd.）
3台中精机厂股份有限公司（TaizhongJingjiFactoryCo.,Ltd.）
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4.2 重要特許抄録及び一覧表

本項では、中国工作機械関連特許757件と実用新案445件の中から、主に中国国内出願によ
る特許・実用新案で重要と思われる特許および実用新案の各抄録を掲載するとともに、今回
の調査でピックアップを行った全案件の一覧表を掲載する。
なお、抄録を掲載する特許・実用新案の選定にあたっては、先端技術的な視点ではなく、

出願内容・権利範囲として特徴的なものをピックアップした。現在公開されている中国特許・
実用新案の全体について調査し代表例を挙げたわけではないので、参照するにあたっては留
意されたい。
また、一覧表において、発明の名称・考案の名称の翻訳文を掲載しているが、中国出願人

または中国特許代理人により出願明細書が作成される際、切削、旋削、研削、研磨等の語句
について語彙を混同している場合があるため、原語（北京語）の名称が必ずしも正しいとは
限らない。このため、発明の名称・考案の名称を参照する時にはご注意いただきたい（なる
べく原文の特許公報を参照すること）。
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工作機械に関する中国特許抄録

（旋盤関連）
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鋭IPC：B23B5/38旋盤心押台スリーブ外径を用いて小キャリッジ
の角度を修正して円錐体を加工する方法

益発明の名称：

分割・継続等：蔚出願番号：200610029361.4卯公開番号：CN1931483
鰻出 願 日 ：2006年7月26日盈公 開 日 ：2007年3月21日

雲出願番号：餌国名：運優先権主張： 年 月 日

パテントファミリ：未調査

（原文）上海外高桥造船有限公司炎権 利 者 ：
（英文）ShanghaiWaigaoqiaoShipbuildingCo.,Ltd.

謁要 約
本発明では旋盤の心押台スリーブ外径で小キャリッジの角度を修正して円錐体を加工する方法を開示する。該方法
には、まず、磁性ダイヤルゲージを旋盤の小キャリッジに取付け、ダイヤルゲージのポインターを旋盤の心押台スリ
ーブ外径に当て、次に、ゆっくりと小キャリッジの軸向き移動レバーを回して、小キャリッジを円錐体の斜め距離へ
進める。旋盤の心押台スリーブ外径上のダイヤルゲージのポインターが円錐体の大径と小径寸法の差の二分の一を表
示する時、小キャリッジを水平方向に沿って回った角度に固定する。本方法により測った円錐体のテーパ精度合格率
は98％まで達し、内・外円錐面の合せ率は95％まで達するので、パーツの加工品質を保証するだけでなく、同時に工
作効率を向上し、材料の消耗も減少し、かつパーツの使用寿命も延びる。

謁請求項
1. 旋盤の心押台スリーブ外径で小キャリッジの角度を修正して円錐体を加工する方法であり、その特徴として、次
の手順を含む。：まず、磁性ダイヤルゲージを旋盤の小キャリッジに取付け、ダイヤルゲージのポインターを旋盤の
心押台スリーブ外径に当て、次に、ゆっくりと小キャリッジの軸向き移動レバーを回して、小キャリッジを円錐体
の斜め距離へ進める。旋盤の心押台スリーブ外径上のダイヤルゲージのポインターを円錐体の大径と小径寸法の差
の二分の一を表示させ、最後に、小キャリッジを水平方向に沿って回った角度に固定する。

図 面

図3

特許



－22－

鋭IPC：B23B23/00数値制御旋盤の空気動心押台益発明の名称：

分割・継続等：蔚出願番号：200710067578.9卯公開番号：CN101020249
鰻出 願 日 ：2006年3月16日盈公 開 日 ：2007年8月22日

雲出願番号：餌国名：運優先権主張： 年 月 日

パテントファミリ：なし

（原文）盛焕君炎権 利 者 ：
（英文）ShengHuanjun

謁要 約
本発明は、台座、パレット、台座とパレットを動かす為のガイドレール、大きな力を受ける事の出来るベアリング
が設置される金属筒、パレット上に固定される連結部品、連結部品に接続される空気圧制御手段をコンピュータ制御
する手段とを備え、精度良く、操作が簡単で、効率が良く、寿命も長い数値制御旋盤空圧駆動心押し台である。

謁請求項
1. 数値制御旋盤空圧駆動心押し台であり、数値制御旋盤のレールに固定した台座(9)を含み、台座と軸方向に相対移
動可能なパレット(8)が設けられ、パレットの上面に軸スリーブ(2)とセンター(1)付心押し台(3)が設けられ、心押
し台はパレットと相対的に軸方向、縦方向それぞれの定位置に調整された後、固定される。その特徴は下記の通り
である：a、該台座(9)と軸方向移動するパレット(8)のスライド部に各ころがりガイドを組成する固定レール(12)1セ
ットとレールに相対して移動するスライダ(11)を設け、固定レール毎にスライダのロールを隔離する圧延部品の保
持フレーム(19)を設け、b、該パレット(8)の上面の心押し台(3)の後ろに、コンピュータシステム或いは手動により
駆動制御される空圧駆動装置及び、空圧駆動装置の駆動によって駆動される連結部品(4)を設け、c、該心押し台内
の軸スリーブ(2)両端は心押し台(3)内に設置される金属筒(13)により、少なくとも両方向の力を受ける軸受けが構成
され、心押し台には、軸方向の位置調整部品が設置されている。

図 面

図1

特許
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鋭IPC：B23B9/00,
B23Q5/34

同時に２つ機械部品を加工可能な二軸数値制御
旋盤

益発明の名称：

分割・継続等：蔚出願番号：200610051818.1卯公開番号：CN101085469
鰻出 願 日 ：2006年6月6日盈公 開 日 ：2007年12月12日

雲出願番号：餌国名：運優先権主張： 年 月 日

パテントファミリ：未調査

（原文）陈仲明炎権 利 者 ：
（英文）ChenZhongming

謁要 約
本発明は同時に二つの部品を加工可能な二軸数値制御旋盤を開示する。ベッド及びベッドに設けたカウルボックス
から構成し、ベッドに縦方向に移動可能な大ツールキャリッジを設けて、大ツールキャリッジに横方向に移動可能な
小ツールキャリッジを設けて、カウルボックスに並列に二本の同じ形の主軸を設けて、二つの主軸の回転速度は同期し、
ここの一つの主軸はエンコーダーと連結し、主軸の回転速度をNC装置に入力し、そしてNC装置により主軸の回転速
度の速さをコントロールする。その小ツールキャリッジに横方向微調整ツールキャリッジと縦方向微調整ツールキャ
リッジを設けて、横方向微調整ツールキャリッジは横方向微調整ツールキャリッジロックネジにより固定し、横方向
微調整ツールキャリッジの上に縦方向微調整ツールキャリッジを設けて、縦方向微調整ツールキャリッジは縦方向微
調整ツールキャリッジロックネジにより固定する。横方向微調整ツールキャリッジに更に横方向微調整ネジを設けて、
それぞれに縦方向微調整ツールキャリッジに設けたツール支持部の調整に用いる。本発明は中小部品を加工する数値
制御旋盤に適用する。

謁請求項
1. 同時に二つの部品を加工可能な二軸数値制御旋盤であって、ベッド(7)とベッド(7)に設けたカウルボックス(1)か
ら構成し、ベッド(7)に縦方向に移動可能な大ツールキャリッジ(6)を設けて、大ツールキャリッジ(6)に横方向に移
動可能な小ツールキャリッジ(5)を設けて、その特徴は下記の通りである：カウルボックス(1)に並列に二本の同じ
な主軸(8)、(10)を設けて、二つの主軸(8)、(10)の回転速度は同期し、ここの一つの主軸はエンコーダーと連結し、
主軸(8)、(10)の回転速度をNC装置に入力し、そしてNC装置により主軸(8)、(10)の回転速度の速さをコントロール
する。

図 面

図1 図2

図3

特許
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鋭IPC：B23B19/00高速精密Φ1250シリーズ大型水平式旋盤主軸台益発明の名称：

分割・継続等：蔚出願番号：200610168144.3卯公開番号：CN101204736
鰻出 願 日 ：2006年12月18日盈公 開 日 ：2008年6月25日

雲出願番号：餌国名：運優先権主張： 年 月 日

パテントファミリ：未調査

（原文）天水星火机床有限责任公司炎権 利 者 ：
（英文）TianshuiSparkMachineToolCo.,Ltd.

謁要 約
本発明は高速度で精密であるΦ1250のシリーズの大型横形旋盤主軸箱台を開示する。それは周波数変化モーターと、
両速度歯車台と、スピンドルとを備える。該歯車台では伝動歯車と、キー歯車と、中間伝動歯車と、伝動の出力歯車
と、出力歯車Aと、出力歯車Bとを備える。周波数変化モーターは伝動ロッドを設置してあり、該伝動ロッドの外に
はそれぞれに伝動歯車とキー歯車を順次に固定に設置されて、伝動歯車の直径はキー歯車の直径より小さい。この中
間伝動歯車は一つの中間伝動ロッドの外に固定に設置されて、該中間伝動歯車には左右の二つの歯車盤を設置してあ
り、左の歯車盤のサイズは伝動歯車とマッチできて、右の歯車盤のサイズはキー歯車のサイズとマッチできる。中間
伝動ロッドの外での中間伝動歯車の出力側では、伝動の出力歯車も設置してある。この出力歯車Aと出力歯車Bとは
順次に一つの出力の伝動ロッドの上に固定されて、該伝動ロッドはスピンドルと外接される。本発明は、主軸台が大
きなトルクを出力する場合の高回転速度の出力加工を実現できた。

謁請求項
1. 高速度で精密であるΦ1250のシリーズの大型横形旋盤主軸台であり、特徴は以下の通りである：それは周波数変
化モーターと、両速度歯車台と、スピンドルとを備えることと、該歯車台では伝動歯車と、キー歯車と、中間伝動
歯車と、伝動の出力歯車と、出力歯車Aと、出力歯車Bとを備えることと、該周波数変化モーターは伝動ロッドを
設置してあり、該伝動ロッドの外にはそれぞれに伝動歯車とキー歯車を順次に固定に設置されて、該伝動歯車の直
径はキー歯車の直径より小さいことと、該中間伝動歯車は一つの中間伝動ロッドの外に固定に設置されて、該中間
伝動歯車には左右の二つの歯車盤を設置してあり、左の歯車盤のサイズは伝動歯車とマッチできて、右の歯車盤の
サイズはキー歯車のサイズとマッチできることと、該中間伝動ロッドの外での中間伝動歯車の出力側では、伝動の
出力歯車も設置してある、該伝動出力歯車は出力歯車Aと出力歯車Bとマッチできることと、該出力歯車Aと出力
歯車Bとは順次に一つの出力の伝動ロッドの上に固定されて、該伝動ロッドはスピンドルと外接される。
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工作機械に関する中国特許抄録

（マシニングセンタ、中ぐり・フライス盤関連）



－26－

鋭IPC：B23B41/00,
B23B47/02

専用中ぐり盤益発明の名称：

分割・継続等：蔚出願番号：200710057500.9卯公開番号：CN101058120
鰻出 願 日 ：2007年5月31日盈公 開 日 ：2007年10月24日

雲出願番号：餌国名：運優先権主張： 年 月 日

パテントファミリ：未調査

（原文）天津赛瑞机器设备有限公司炎権 利 者 ：
（英文）TianjinSeriMachineryEquipmentCorporationLimited

謁要 約
本発明は専用中ぐり盤を提供し、該専用中ぐり盤は：ベッド、作業台、作業台の左側・右側と後側にそれぞれに回
転減速機構を設置することであって、ここの左側回転減速機構と右側回転減速機構の位置を相対し、主中ぐり棒と補
助中ぐり棒を取り付けて、左側回転減速機構と右側回転減速機構はそれぞれに横方向に移動することができる。後側
回転減速機構は縦方向移動機構に取り付けて、縦方向に移動することができる。縦方向移動機構は横方向滑り機構に
取り付ける。横方向滑り機構はベッドに設置し、縦方向移動機構を動かして主中ぐり棒と補助中ぐり棒の中心線に並
行する方向に沿って移動する。本発明の効果は、ワークの異なる方向にある穴に対して同時に加工することができ、
複雑な形状を持つ部品の加工効率を高めることができる。本発明を使ってフレームを加工すると、既存の技術に比べ
て生産効率を８０％高めることができ、作業者の作業負荷を軽減し、加工精度を高く、加工品質を保証することができ
る。

謁請求項
1. 専用中ぐり盤であって、該専用中ぐり盤は主にベッド、作業台とドライブの中ぐり棒の回転を駆動する回転減速
機構を含み、その特徴が下記の通りである：作業台(26)の左側・右側と後側にそれぞれに左側回転減速機構(3－1)、
右側回転減速機構(3－2)と後側回転減速機構(3－3)を設置することであって、ここの左側回転減速機構と右側回転減
速機構の位置を相対し、しかもそれぞれに横方向移動機構(9)に取り付けて、横方向移動機構(9)はベッド(4)に設置
し横方向に移動することができて、左側回転減速機構(3－1)と右側回転減速機構(3－2)にそれぞれにツールバー(11)
と補助ツールバー(31)を取り付けて、ツールバー(11)と補助ツールバー(31)は同一の中心線に位置することと、後
側回転減速機構(3－3)に取り付けた後側ツールバー(23)はツールバー(11)と補助ツールバー(31)との中心線に垂直と
し、その後側回転減速機構(3－3)は縦方向移動機構(14)に取り付けて、しかもツールバー(11)と補助ツールバー(31)
の中心線の垂直方向に沿って縦方向に移動することと、その縦方向移動機構(14)は横方向滑り機構(33)はベッド(4)
に設置し、縦方向移動機構(14)を動かしてツールバー(11)と補助ツールバー(31)の中心線に平行する方向に沿って
移動する。
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鋭IPC：B23Q1/01,
B23Q1/25

複合式数値制御マシニングセンタ益発明の名称：

分割・継続等：蔚出願番号：200710133493.6卯公開番号：CN101134281
鰻出 願 日 ：2007年10月22日盈公 開 日 ：2008年3月5日

雲出願番号：餌国名：運優先権主張： 年 月 日

パテントファミリ：未調査

（原文）丁继义炎権 利 者 ：
（英文）DingJiyi

謁要 約
本発明は複合式数値制御マシニングセンタを開示する。該複合式数値制御マシニングセンタはガントリーを含んで、
ガントリーの片側は立形旋盤作業台がある。そのガントリーは二つのコラムを含み、二つのコラムの上端間にトップ
ビームがあって、二つのコラムの間にそれに沿って上下に滑り可能なビームがあって、ビームにその縦方向に沿って
移動可能なラムブロックがあって、ラムブロックにそれに沿って上下に移動可能なラムがある。その特徴はまだ二つ
のガイドウェイを含むことであり、その二つのガイドウェイが平行である。二つのコラムの下端は皆ベースがあり、
ベースの下にラムがある。二つのコラムの下端は皆ベースとガイドブロックを頼って滑り可能な状態を呈して二つの
ガイドウェイに置く。このような複合式数値制御マシニングセンタは、大小寸法のワークピースを全部加工すること
ができて、適用範囲は制限を受けない。大型ワークピースに対して丸削り、フライス削り、ボーリング、研磨などの
切削加工を行うことができる。

謁請求項
1. 複合式数値制御マシニングセンタであって、ガントリーを含み、ガントリーの片側は立形旋盤作業台(7)があるこ
とと、そのガントリーは二つのコラム(8)を含み、二つのコラム(8)の上端間にトップビーム(4)があって、二つのコ
ラム(8)の間にそれに沿って上下に滑り可能なビーム(5)があって、ビーム(5)にその縦方向に沿って移動可能なラム
ブロック(3)があって、ラムブロック(3)にそれに沿って上下に移動可能なラム(2)があって、その特徴はまだ二つの
ガイドウェイ(9)を含むことであり、その二つのガイドウェイが平行であることと、二つのコラム(8)の下端は皆ベ
ース(6)があり、ベース(6)の下にガイドブロック(1)があり、二つのコラム(8)の下端は皆ベース(6)とガイドブロッ
ク(1)を頼って滑り可能な状態を呈して二つのガイドウェイ(9)に置く。
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鋭IPC：B23B39/02,
B23B47/02

周波数により速度が可変される分離式の中ぐり
フライス盤

益発明の名称：

分割・継続等：蔚出願番号：200710114918.9卯公開番号：CN101161384
鰻出 願 日 ：2007年11月19日盈公 開 日 ：2008年4月16日

雲出願番号：餌国名：運優先権主張： 年 月 日

パテントファミリ：なし

（原文）康凤明炎権 利 者 ：
（英文）KangFengming

謁要 約
本発明は周波数の変化により速度調整が行われ、床面に立設される分離式の中ぐりフライス盤であって、ベッド、
サドル、コラム、中ぐりフライスの主軸、電気制御盤、吊下される操作盤、中ぐりフライス軸の駆動機構、中ぐり軸
とスライド部材の進退機構、コラムの横方向送り機構と主軸の昇降機構とを備え、コラムは、コラムをスライドさせ
るサドル上に設置されており、主軸はコラムに設置されている。また、中ぐり軸とフライス軸の駆動、中ぐり軸とス
ライド部材の進退、コラムの横方向運動、主軸の昇降運動、はそれぞれモータ内の周波数変化で速度調整されると共
に、各軸独立な伝動システムを形成する。本発明は、より広い範囲の無段変速、機械的な伝動構造の簡素化、集中制
御の促進、省エネ、伝動システムの作動信頼性向上などを可能とする。

謁請求項
1. 周波数の変化により速度調整が行われ、床面に立設される分離式の中ぐりフライス盤であって、ベッド(9)と、サ
ドル(8)と、コラム(11)と、中ぐりフライスの主軸(1)と、電気制御盤(12)と、吊下される操作盤(5)と、中ぐりフラ
イス軸の駆動機構と、中ぐり軸とスライド部材の進退機構と、コラムの横方向送り機構と主軸の昇降機構とを含み、
コラムは、コラムをスライドさせるサドル上に設置されており、主軸はコラムに設置されている。その特徴は下記
の通りである：中ぐり軸とフライス軸の駆動、中ぐり軸(2)とスライド部材の進退、コラム(11)の横方向運動、主軸
(1)の昇降運動、はそれぞれモータ内の周波数変化で速度調整されると共に、各軸独立な伝動システムを形成する。
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鋭IPC：B23C1/00,
B23Q1/01

：門形式（ガントリタイプ）超精密飛切フライス盤益発明の名称：

分割・継続等：蔚出願番号：200710144867.4卯公開番号：CN101195178
鰻出 願 日 ：2007年12月19日盈公 開 日 ：2008年6月11日

雲出願番号：餌国名：運優先権主張： 年 月 日

パテントファミリ：未調査

（原文）哈尔滨工业大学炎権 利 者 ：
（英文）HarbinPolytechnicUniv.

謁要 約
本発明はガントリー式の超精密なフライカッティングのフライス盤に関して、一種類のフライス盤に関する。本発
明は既存技術で非線形の光学領域で必要であるKDP結晶体などの機能材料を加工する平面の超精密な加工に使われ
る専用設備を提供できない問題を解決できた。該スピンドルスリーブ(38)はエア静圧のスピンドル(35)の上に取り付け
て、フライカッティング盤(34)はエア静圧のスピンドル(35)の下端に取り付けてあり、上エプロン(41)の両端は二つの
中間エプロン(45)にて二つの下エプロン(46)とそれぞれに固定に連接して、且つ凹み溝(62)を形成して、該ガイド(42)
の上端は凹み溝(62)の内に取り付けて、真空吸着チャック(57)は上エプロン(41)の上に取り付けて、ネジナット(58)は
ボールネジ(11)の上に取り付けて、ボールネジ(11)の両端はガイド(42)の上端に取り付ける。本発明は高精度のリニア
フィード運動と、刃盤の回転運動を実現できて、それにガイドとスピンドルとが全部でエア静圧の制御方法を採用して、
精度が高くて、加工面不良（キズ等）がないなどのメリットがある。

謁請求項
1. ガントリー式の超精密なフライカッティングのフライス盤であり、それはガントリー式の盤本体(71)と、スピン
ドルシステム(72)と、リニアガイドシステム(73)と、高圧エア管路装置(61)を含み、その特徴は以下の通りである：
該ガントリー式盤本体(71)はクロスメンバー(40)と、二つの直立柱(48)と、ベース(49)とを備えて組み合わせたもの
であり、該スピンドルシステム(72)はスピンドルモーター(36)と、エア静圧スピンドル(35)と、スピンドルスリー
ブ(38)と、エア静圧軸受け(60)と、フライカッティング盤(34)と、カッターアセンブリ(56)とを備えて、該リニアガ
イドシステム(73)はガイド(42)と、上エプロン(41)と、二つの下エプロン(46)と、二つの中間エプロン(45)と、真空
吸着チャック(57)と、モーター(3)と、柔軟性カップリング(6)と、ボールネジ(11)と、ボールナット(58)と、エア静
圧カップリング(59)と、ボールネジベース(4)と、ボールネジの後ろベース(20)と、ボールネジの軸受け(10)と、後
ろ軸受け(21)と、ボールナットエア浮上のベース(12)と、ロック装置(8)とを備えて、その二つ直立柱(48)はクロス
メンバー(40)とベース(49)との間の左右両側に位置して、クロスメンバー(40)とベース(49)とは二つの直立柱(48)に
て一緒に固定されて、スピンドルモーター(36)の出力軸はスピンドルスリーブ(38)と固定に連接して、スピンドル
スリーブ(38)はエア静圧スピンドル(35)の下端に取付けて、エア静圧スピンドル(35)の軸肩(35-1)のところではエア
静圧軸受け(60)を取付けてあり、フライカッティング盤(34)はエア静圧スピンドル(35)の下端に取付けて、カッター
アセンブリ(56)はフライカッティング盤(34)の上に取付けて、スピンドルスリーブ(38)はクロスメンバー(40)の中間
に位置して、スピンドルスリーブ(38)のショルダー(38－1)はクロスメンバー(40)と固定に連接して上エプロン(41)
の両端は二つの中間エプロン(45)と二つの下エプロン(46)にてそれぞれに固定に連接して、且つ凹み溝(62)を形成し
て、該ガイド(42)の上端は凹み溝(62)の内に取付けて、ガイド(42)の下端はベース(49)と連接して、真空吸着チェッ
ク(57)は上エプロン(41)の上に取付けて、ボールナット(58)はボールネジ(11)の上にカバーしてあり、ボールネジ(11)
の両端はボールネジベース(4)とボールネジの後ろベース(20)にてガイド(42)の上端に取付けて、ボールネジの軸受
け（10)はボールネジベース(4)とボールネジ(11)との間で取付けてあり、後ろ軸受け(21)はボールネジの後ろベース
(20)とボールネジ(11)との間で取付けて、ボールナットエア浮上のベース(12)はボールナット(58)の上に取付けて、エ
ア静圧カップリング(59)はボールナット(58)の上方に位置して、且つ上エプロン(41)の上に取付けて、モーター(3)
は柔軟性カップリング(6)にてボールネジ(11)と回転するように連接して、ロック装置(8)はボールネジベース(4)の
上方に位置して、且つボールネジ(11)の上に取付けて、高圧エア管路装置(61)は真空吸着チャック(57)とエア静圧カ
ップリング(59)とそれぞれに連結する。
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工作機械に関する中国特許抄録

（研削盤関連）



－31－

鋭IPC：B24B5/02,
B24B47/00

ボールねじタイプ研削盤益発明の名称：

分割・継続等：蔚出願番号：200510041023.8卯公開番号：CN1895846
鰻出 願 日 ：2005年7月14日盈公 開 日 ：2007年1月17日

雲出願番号：餌国名：運優先権主張： 年 月 日

パテントファミリ：未調査

（原文）张国梁炎権 利 者 ：
（英文）ZhangGuoliang

謁要 約
本発明は、ボールねじタイプの研削盤に関する。該研削盤は、機台、加工品を固定するための主軸台と心押台、主
軸台に係合するウォームギア、機台上に設けられボールねじにより移動する往復台、往復台上に設けられウォームギ
アにより駆動される縦送り用ボールねじにより移動する縦送りキャリッジ、および、縦送りキャリッジ上に設けられ
た研削ユニットから構成される。該研削盤は操作が便利で、加工精度が高くて、体積が小さいことを特徴とする。

謁請求項
1. ボールねじタイプの研削盤であり、機台(1)、主軸台(2)、心押台(3)を含み、加工品(23)は該主軸台(2)と心押台(3)
の間に保持され、主軸台(2)は主軸台のウォームギア(21)と係合する。その特徴は下記の通りである：該機台(1)上
に横向き移動台(4)を置き、該横向き移動台(4)は変速機(41)により駆動される横向きボールねじ(42)により横向き移
動し、該横向き移動台(4)上に縦向き移動台(5)を置き、該縦向き移動台(5)は縦向きウォームギア(51)により駆動さ
れる縦向きボールねじにより縦向き移動し、該縦向き移動台(5)上に研削装置(6)を置く。

図 面

図1

図2

特許
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鋭IPC：B23P23/02,
B23P23/00

多機能研削盤益発明の名称：

分割・継続等：蔚出願番号：200610150905.2卯公開番号：CN1958222
鰻出 願 日 ：2006年10月17日盈公 開 日 ：2007年5月9日

雲出願番号：餌国名：運優先権主張： 年 月 日

パテントファミリ：未調査

（原文）刘朝栋;迟松岩炎権 利 者 ：
（英文）LiuChaodong

謁要 約
多機能研削盤である。チャックとエンドシート間にシャフトを取り付け、その上にバッフルを取り付けて研磨ディ
スクを固定し、ボディーに取り付けた中トレーの前端部位にはモータを取り付け、出力軸にはベルトホイールを取り
付け両端に軸受けを付けた回転軸が筒状の軸受けシート内にさがしているし、回転軸の一端には砥石を取り付け、他
の一端にはベルトホイールをベルトよりベルトホイールと繋げ、ギヤボックスの端部の軸に取り付けたギヤは光レバ
ー端部に取り付けたギヤと噛み合わせる。本発明は構造が圧密で、設計が合理で、新型多機能研削盤で切削と軸回転
ができ、軸の研削も可能であり、精度が高くて、精度が13－14まで達して加工工程一回で軸加工成型ができる。本研
削盤はまたスライスカッターが取り付けられてスライス盤でのパーツ加工も代替し、本発明はまたカッター鋸研磨も
行う。

謁請求項
1. 多機能研削盤であり、ボディー、エンドシート、チャックを含み、その特徴は下記の通りである：チャック(1)と
エンドシート(2)間にシャフト(3)を取り付け、その上にバッフル(4)を取り付けて研磨ディスク(5)を固定し、ボディ
ー(13)に取り付けた中トレー(6)の前端部位にはモータ(7)を取り付け、出力軸にはベルトホイール(8)を取り付け両
端に軸受けを付けた回転軸(9)が筒状の軸受けシート(10)内にさがしているし、回転軸(9)の一端には砥石(11)を取り
付け、他の一端にはベルトホイール(12)をベルトよりベルトホイール(8)と繋げ、ギヤボックスの端部の軸に取り付
けたギヤ(13)は光レバー(14)端部に取り付けたギヤ(15)と噛み合わせる。

図 面
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鋭IPC：B24B5/40円筒内面の加工方法およびそれに使用される内
面円筒研削盤

益発明の名称：

分割・継続等：蔚出願番号：200610124071.8卯公開番号：CN1974126
鰻出 願 日 ：2006年12月7日盈公 開 日 ：2007年6月6日

雲出願番号：餌国名：運優先権主張： 年 月 日

パテントファミリ：CN200988151（中国実用新案公告）

（原文）钟 洪炎権 利 者 ：
（英文）ZhongHong

謁要 約
本発明は高精度の筒状（中空）スピンドルユニットの加工方法およびその加工に使用される内面円筒研削盤に関する。
筒状ワークピースを嵌持する筒状チャック(2)のワークヘッドの筒状ワークピース両端側には砥石車を軸承する研削
ヘッド(1,1)一対を左右方向に前進後退可能に設置することによって、前記ワークピースは筒状チャックに一回嵌持さ
れるのみで両端側の内面加工が実現できる。よって、筒状ワークピースの両端側の筒状内面をワークピースの軸心振
れなく加工でき、同軸心度の加工寸法精度を3μm以下の振れまで高めることができる。（従来は、筒状ワークピース
の右側の内面研削が終了すると、ワークピースのチャックの取り付けを右側に変更し、ついで、未加工の端側内面を
内面研削していたので、加工ワークピースの右端と左端の加工軸心に12μmの振れが生じることがあった。）

謁請求項
1. 次の工程で行うことを特徴とする、筒状ワークピースの円筒内面加工方法。
A）円筒状ワークピースを筒状チャックの中空軸に嵌持する。
B）研削ヘッドに装着された砥石車をまずワークピースの一端側より送り、ワークピースの一端の筒状内面を加工
し、該筒状内面の加工が完了後、該研削ヘッドを後退させる。
C）他の研削ヘッドに装着された砥石車をワークピースの他端側より送り、ワークピースの他端側の筒状内面を加
工し、該筒状内面の加工が終わったら、筒状チャックの中空軸の回転を停止し、ついで、内面加工されたワーク
ピースを取り外す。

2. 内面円筒研削盤であり、ベッド上に設けられたツールガイドウエイに2つの研削ヘッドを相対向して設け、この
2つの研削ヘッド間に筒状ワークピースを中空筒に嵌持する筒状チャックが設けられていることを特徴とする内面
円筒研削盤。
3. 筒状チャックは静圧軸受され、高速回転可能であることを特徴とする、請求項2記載の内面円筒研削盤。
4. 筒状チャックは前後方向に滑走可能であることを特徴とする、請求項2記載の内面円筒研削盤。

図 面
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鋭IPC：B24B41/02,
B24B41/04

コラムX,Z軸移動立形研削盤益発明の名称：

分割・継続等：蔚出願番号：200710067898.4卯公開番号：CN101058168
鰻出 願 日 ：2007年4月9日盈公 開 日 ：2007年10月24日

雲出願番号：餌国名：運優先権主張： 年 月 日

パテントファミリ：未調査

（原文）杭州机床集团有限公司炎権 利 者 ：
（英文）HangzhouMachineToolGroupCo.,Ltd.

謁要 約
本発明はコラム全方向移動研削盤に関する。ベッド、キャリッジ、ホイールヘッド、作業台と前側に垂直のガイド
ウェイをもつコラムを含んで、キャリッジの底部にX方向移動ガイドウェイとX方向移動駆動機構を設けて且つベッ
ドと連結する、コラムの中間の両側にZ方向ガイドウェイのガイドブロック台及びZ方向二軸駆動機構を設けて、キ
ャリッジの上部にあるZ方向移動ガイドウェイと連結し、ベッドは全体の箱式平型で、作業台はベッドの上に固定す
る。本発明はコラムとキャリッジでX、Y、Zの三方向に移動することとする、X方向の移動で研削盤の主な研削運動
とする、運動速度と作業効率を高めて、運動行程を縮め、研削盤のデッドウエートと安定性を軽減し、有効的に加工
精度を高めることができる。コラムの中間にあるガイドウェイは二軸重心駆動構造を採用し、横方向運動力のバラン
スと振動抵抗性能を高めて、研削の表面品質を高めることに役立つ。

謁請求項
1. コラム全方向移動研削盤であって、下記のものを含む：ベッド(1)、キャリッジ(2)、ホイールヘッド(4)、作業台
(5)と前側にY方向に垂直するガイドウェイ(11)をもつコラム(3)を含み、その特徴は下記の通りである：キャリッジ
(2)の底部に主な切削運動とするX方向移動ガイドウェイ(6)とX方向移動ガイドウェイに関連するX方向移動駆動機
構(7)を設置し、そのガイドウェイと駆動機構はベッド(1)と連結することと、そのコラム(3)の中間の両側にZ方向
ガイドウェイのガイドブロック台(10)とZ方向二軸駆動機構(9)を設けて、キャリッジ(2)の上部にZ方向移動ガイド
ウェイ(8)を設けて、そのZ方向ガイドウェイのガイドブロック台(10)とZ方向移動ガイドウェイ(8)を配置する。

図 面

図1
図2

特許



－35－

鋭IPC：B24B5/04円筒研削盤益発明の名称：

分割・継続等：蔚出願番号：200710034797.7卯公開番号：CN101066581
鰻出 願 日 ：2007年4月24日盈公 開 日 ：2007年11月7日

雲出願番号：餌国名：運優先権主張： 年 月 日

パテントファミリ：未調査

（原文）株洲硬质合金集团有限公司炎権 利 者 ：
（英文）ZhuzhouHardAlloyGroupCo.,Ltd.

謁要 約
本発明は円筒研削盤を提供する。そのテールブラケットボックスとテールブラケットシャフトの間に設計した心押
し軸、及びサッカロッドによりそれと固定し連結した油圧シリンダがあって、油圧シリンダのタックはテールブラケ
ットボックスに固定し、テールブラケットシャフトはテールブラケットの前軸受とテールブラケットの後軸受により
テールブラケットボックスの中に軸方向に滑りことができる心押し軸と連結する。テールブラケットシャフトの末端
に、ノーズブラケットシャフトの末端に皆二方向アキシアルボールベアリングを取付けた。本発明の円筒研削盤のノ
ーズブラケットとテールブラケットのグリッパ構造は、大寸法、大比重の円錐・円筒形ワークピースの外円研削の加
工に用いる、加工品質を保証することだけではなく、安全で、操作が便利で、作業効率が高いなど利点をもつ。

謁請求項
1. 円筒研削盤であって、下記のものを含む：ノーズブラケット(A)、テールブラケット(B)、ベッド(C)とホイールヘ
ッド(D)含むことと、そのテールブラケット(B)はテールブラケットボックス(7)、テールブラケットボックス(7)の
中にあるテールブラケットシャフト(8)、テールブラケットシャフト(8)の前端に置いた心押え(12)を含むことと、そ
の心押えは心押え箱(1)、心押え箱の前軸受(31)とテールブラケットシャフトの後軸受(32)により心押え箱(1)に支え
る心押え軸(2)、心押え箱の前軸受(31)とテールブラケットシャフトの後軸受(32)の間にある心押え軸(2)に置いた伝
動ギヤグループ(4)を含むことと、その特徴は下記の通りである：それはまだテールブラケットボックス(7)とテー
ルブラケットシャフト(8)の間にある心押し軸(9)、及びサッカロッド(112)によりその心押し軸(9)と固定し連結した
油圧シリンダ(11)を含むことと、その油圧シリンダ(11)はそのタック(111)によりテールブラケットボックス(7)に固
定し、テールブラケットシャフト(8)はテールブラケットの前軸受(91)とテールブラケットの後軸受(92)によりテー
ルブラケットボックス(7)の中に軸方向に滑ることができる心押し軸(9)と連結する。

図 面

図1

特許
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鋭IPC：B24B5/42,
B24B41/06

クランクシャフト研削に使用されるサーボ自動
トレース支持装置

益発明の名称：

分割・継続等：蔚出願番号：200710035617.7卯公開番号：CN101116944
鰻出 願 日 ：2007年8月24日盈公 開 日 ：2008年2月6日

雲出願番号：餌国名：運優先権主張： 年 月 日

パテントファミリ：未調査

（原文）湖南大学炎権 利 者 ：
（英文）HunanUniv.

謁要 約
本発明はクランク軸研削に用いるサーボ自動追跡支持装置を開示する。ボックス(4)にボールスクリュー(17)とサー
ボモータ(1)を取付けて、ボールスクリュー(17)にドライブリンク(7)を取付けて、ボックス(4)にドライブリンク(7)と
固定に連接した上部ドライブバー(5)と下部ドライブバー(16)を滑りに連結し、ボックス(4)に第一バックムービング
スプリング(10)をもつ上部支持アーム(9)を滑りに取付けて、上部支持アーム(9)の一端は上部ドライブバー(5)と対応
し伝動する、もう一端に上部支持合金(11)を設けて、ボックス(4)に第二バックムービングスプリング(8)をもつ下部
支持アーム(13)をスイベルジョイントし、下部支持アーム(13)の一端は下部ドライブバー(16)と対応に伝動し、もう
一端に下部支持合金(12)を設けて、しかも上部支持合金(11)と下部支持合金(12)を100°－120°になって分布する。該装
置はクランク軸の研削に砥石車フィードと同期にする自動追跡固定研削を行うことが実現できて、有効的にクランク
軸研削の精度と安定性を高めて、旋盤のオートメーション化制御程度を高めて、旋盤の全体の品位と価値を向上した。

謁請求項
1. クランク軸研削に用いるサーボ自動追跡支持装置であって、その特徴は下記の通りである：ボックス(4)にボール
スクリュー(17)及びボールスクリュー(17)と無隙間伝動に連結したサーボモータ(1)を取付けて、ボールスクリュー
(17)にドライブリンク(7)を取付けて、ボックス(4)にドライブリンク(7)と固定に連接した上部ドライブバー(5)と下
部ドライブバー(16)を滑りに連結し、ボックス(4)に第一バックムービングスプリング(10)をもつ上部支持アーム(9)
を滑りに取付けて、上部支持アーム(9)の一端は上部ドライブバー(5)と対応し伝動する、もう一端に上部支持合金
(11)を設けて、ボックス(4)に第二バックムービングスプリング(8)をもつ下部支持アーム(13)をスイベルジョイント
し、下部支持アーム(13)の一端は下部ドライブバー(16)と対応に伝動し、もう一端に下部支持合金(12)を設けて、
しかも上部支持合金(11)と下部支持合金(12)を100°－120°になって分布する。

図 面
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工作機械に関する中国特許抄録

（歯切り盤、歯車仕上げ機械関連）
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鋭IPC：B23F5/20,
B23Q5/12

数値制御高速自動ドライホブ（歯切り）盤益発明の名称：

分割・継続等：蔚出願番号：200610095110.6卯公開番号：CN1915569
鰻出 願 日 ：2006年9月11日盈公 開 日 ：2007年2月21日

雲出願番号：餌国名：運優先権主張： 年 月 日

パテントファミリ：CN100431782（特許登録済み）

（原文）重庆机床（集团）有限责任公司炎権 利 者 ：
（英文）ChongqingMachine-Tools(Group)Co.,Ltd.

謁要 約
数値制御高速自動高速自動ドライ歯切り盤であり、切削油を供給しないで、圧縮空気を吹き付けるドライカットで
あってもホブの刃溝への切削屑の詰まりおよび刃部への切削屑の付着を防止できるホブ盤を提供する。本発明のドラ
イ歯切り盤は、従来の液式ホブ盤に比べて、加工効率が2～3倍、歯車単品の加工コストが60％で済む。ドライ加工
であるので、従来機のような加工工程中での切削液の飛び出しとオイルミストの発生がなく、環境に優しく、人体に
危害を加えるという危険がない工作機械である。

謁請求項
1. 数値制御高速自動ドライカットホブ盤であり、ベッド(1)、大きいツールコラム(2)と小さいワークコラム(3)、ワ
ーク作業台(4)、ホブ箱(5)及びホブ刃フレーム(6)を含み、前記ベッド(1)上にガイド(17)を滑走自在に大きいツール
コラム(2)を設け、小さいワークコラム(3)及び作業台(4)もベッド(1)上に取り付け、前記ホプ箱(5)は大きいツール
コラム(2)側面に設けられたリニアーガイドレール(7)上をボールスクリュー(21)の回転駆動により昇降自在に取り
付けられ、その特徴は下記の通りである数値制御高速自動ドライカットホブ盤。
A．前記ホブ箱(5)内のサーボモータ(8)出力軸とホブ主軸(9)間は二段ギヤ伝動構造であり、かつ未端は減速歯車伝
動機構であり、ホブ主軸(9)は軸受けにより回転駆動可能に軸承され、ホブ刃のツールバー(10)は皿バネ(11)の自
動クランプ機構よりホブブラケットに締め付けている。
B．前記ワーク作業台(4)の主軸(12)、中間軸(13)とサーボモータ(14)出力軸間は傘歯車またはベベル歯車伝動であ
り、ワーク作業台(4)の主軸(12)は精密転がり軸受により軸承されている。

2. 前記ベッド(1)は、剛性材料製４壁で低くされる全閉カバー(15)で被われており、ベッド(1)上には圧縮空気排屑
装置(16)と冷却油循環システムが設けられていることを特徴とする、請求項１記載の数値制御高速自動ドライカット
ホブ盤。

図 面
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工作機械に関する中国特許抄録

（ＮＣ装置関連）
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鋭IPC：B23Q15/00数値制御軸位置精度の補償方法益発明の名称：

分割・継続等：蔚出願番号：200610025802.3卯公開番号：CN101058156
鰻出 願 日 ：2006年4月18日盈公 開 日 ：2007年10月24日

雲出願番号：餌国名：運優先権主張： 年 月 日

パテントファミリ：未調査

（原文）上海富安工厂自动化有限公司炎権 利 者 ：
（英文）AutomationCo.,Ltd.,ofFu-anFactory,Shanghai

謁要 約
本発明は数値制御軸の位置精度の補償方法を開示し、まず、補償点の距離を設定し、レーザーレベルゲージを使っ
て、Y軸から各補償点までに移動する時始点に離れた実変位量を測定する。Y軸が最後の一点に移動する時折返す運動
を行い、折返した後の距離はまだ元の距離を保持したままで、戻った後に各補償点はY軸の原点への実変位量を測定
する。何度も測定して、それから各補償点の位置誤差と逆方向隙間を計算し、補償設定を行う。その補償点の数量は
任意に設定することができる。本発明は設定された補償点の数量に対して制限はなく、数値制御軸の定位精度が高い。
ICチップダイシングマシンとその他の数値制御設備に適用する。

謁請求項
1. 数値制御軸の位置精度の補償方法であって、それは下記の手順を含む：まず、補償点の距離を設定し、レーザー
レベルゲージを使って、Y軸から各補償点までに移動する時始点に離れた実変位量を測定することと、Y軸が最後の
一点に移動する時折返す運動を行い、折返した後の距離はまだ元の距離を保持したままで、戻った後に各補償点は
Y軸の原点への実変位量を測定することと、何度も測定して、それから各補償点の位置誤差と逆方向隙間を計算し、
補償設定を行うことと、その補償点の数量は任意に設定することができる。

図 面

図2

特許
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鋭IPC：G05B19/416,
G05B19/4155

マイクロ線分曲線の5軸連動加工速度平滑化方
法

益発明の名称：

分割・継続等：蔚出願番号：200610117660.3卯公開番号：CN101169647
鰻出 願 日 ：2006年10月27日盈公 開 日 ：2008年4月30日

雲出願番号：餌国名：運優先権主張： 年 月 日

パテントファミリ：未調査

（原文）上海电气集团股份有限公司中央研究院炎権 利 者 ：
（英文）ShanghaiElectricGroupCo.,Ltd.CentralInstitute

謁要 約
本発明は微小線分の曲線である五軸連動に加工する速度を平滑化にする方法を開示して、コンピュータの数値制御
の加工技術領域に関する。該五軸連動に加工する速度を平滑化する方法としては、ある補間周期のフィードスピード
Vijを調整することによって、フィードスピードがVaより大きい補間周期をVaに調整する調整方法である。これによ
って、t＝(na+nc+nd+1)Tという公式を満たせる。そのために、全部の補間プロセスではただ旋盤の加減速度の特性
を満たすことだけではなくて、同時に補間の総計時間でも整数の周期以内で完成できる。一組みの平行スライドのフ
ィードスピードを選択して、プログラム段階の直線長さをこの組のスピードによって分割を行い、五つの連動軸に対
して補間を実現できて、これによって、速度を平滑化する時の精度要求を満たすことができる。本発明の五軸連動の
加工速度を平滑化にする方法は加工速度を高めることができて、工作機械の加減速度の特性を満たすことができて、
工作機械の衝撃を避けることができる特徴を備える。

謁請求項
1. 微小線分の曲線である五軸連動に加工する速度を平滑化にする方法であり、その特徴は下記の通りである：工作
機械の加減速度の特性を満たす基に、一ブロックのプログラムブロックに対して補間を行い、つまり一組みのViΛ
jを選択して、これによって、Σ i=1niViΛ jT=Δ iΛ ---(1)になって、上記式もこのように書ける：Σ i=
1niVijT=li---(2)、つまり、ただ一組の平行移動のフィードスピードを選択する必要があり、プログラムブ
ロックでの直線長さを該組の速度により分割を行い、すると、五つの連動軸に補間を行うことを実現して、（２）式で
は、若しVi1＞0の時には、必ずブロック頭の速度を制限しなければならなくて、すなわちそれはいわゆるブロック
頭の制限条件であり、ある補間周期のフィードスピードVijを調整することによって、フィードスピードがVaより
大きい補間周期をVaに調整して、つまり：Vij=Vaで,Vij>Vaとき、その補間周期のVijを調整することによ
って、前の(na+nc+nd)個数の周期が補間して得られた長さがより小さくなり、この小さくなる長さをSaとして、
適当なVaを見つければ、Sa(Va)＝SeSe＝Vi+1(1-f)Tにさせると、t＝(na+nc+nd+1)Tということを満足させて、こ
れによって、全体の補間過程を工作機械の加減速度の特性を満たせると同時に、補間の総計時間も整数個の周期以
内で完成できる。

図 面
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特許
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鋭IPC：G05B19/18数値制御加工コード変換方法益発明の名称：

分割・継続等：蔚出願番号：200610105196.6卯公開番号：CN101206466
鰻出 願 日 ：2006年12月20日盈公 開 日 ：2008年6月25日

雲出願番号：餌国名：運優先権主張： 年 月 日

パテントファミリ：未調査

（原文）西安北方光电有限公司炎権 利 者 ：
（英文）SicongOpto-ElectronicCo.

謁要 約
本発明は数値制御の加工コードの変換方法に関する。異なる制御システムの数値制御のマシニングセンタ間で数値
制御の加工コードを変換することを実現する数値制御の加工コード変換方法である。固定された加工コードを迅速に
ほかの旋盤の加工コードに変換させて、これによって、コンピュータでの運転を安定、高速にする。その操作は簡単
で、便利である。二種類の制御方式のデジタル制御装置に対して、一つの装置に対して加工プログラムを編集すると、簡
単に多数の異なる制御システムであるデジタル制御のマシニングセンタの数値制御コードが互いに変換されることを
実現でき、加工装置が多様化している工場では非常に便利であり、技術者のプログラム編集作業効率を大幅に高める
ことができて、数値制御コードの修正時間を短縮できて、装置の加工品質を有効に保証できる。

謁請求項
1. 数値制御の加工コードの変換方法であり、そのステップは以下の通りである：それは少なくとも変換する前に装
置の型式と対応するフォーマットのデータベースファイルを予め作ってあり、コード変換するときに必要なデータ
ベースファイルとするステップと、コード変換プログラムを実行し始めるステップと、一つの変換ウィンドウでは、
プログラムを変換するのに必要な装置型式を選択するステップと、目標コードを生成する装置型式を選択するステ
ップと、装置型式を作るデータベースファイルを開くステップと、選択した変換すべき装置型式と生成した目標コ
ードの装置型式を選択することによって、それと関係あるデータベースファイルでの装置フォーマットを検索する
ステップと、フォルダーを使用して一つの空きファイルを設定して、目標装置のフォーマットによって、空きファ
イルではそれなりの数値制御コードの中での開始フォーマットを書き込むステップと、変換する必要であるプログ
ラムの一行指令を読み込むステップと、読みこんだ指令を一組の変量の中に保存するステップと、データベースフ
ァイルである装置フォーマットによって、変換する必要であるプログラムの一行指令を変換させて、目標コードの
装置型式と応じる指令を生成するステップと、その目標数値制御コードのフォーマットによって変換する一行指令
を保存するステップと、読み込みが終了するかどうかというステップと、しないと、次の一行指令を読み込むステ
ップと、以上の操作を繰り返すステップと、読み込みが終了したら、目標装置のプログラムフォーマットによって、終
了プログラム段落を書き込むステップと、最後にファイルを保存するステップを含む。

図 面
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鋭IPC：G05B19/19ワークのコーナー部の加工速度を一定にして高
速加工する数値制御加工方法

益発明の名称：

分割・継続等：蔚出願番号：200710171873.9卯公開番号：CN101206472
鰻出 願 日 ：2007年12月6日盈公 開 日 ：2008年6月25

雲出願番号：餌国名：運優先権主張： 年 月 日

パテントファミリ：未調査

（原文）上海交通大学炎権 利 者 ：
（英文）ShanghaiJiaotongUniv.

謁要 約
本発明は数値制御の加工領域において、コーナ部を高速度数値制御するための速度平滑化の方法である。コーナ部
の輪郭加工誤差と、加速度と、輪郭によって、コーナ部の過渡曲線生成部の初期速度を確定する。空間ベクトルの理
論によって、コーナ部の過渡状態に基づき、隣接する加工部分を経由すると同時に、補間運動を行う。隣接する加工
部分の補間に従って求めた変位ベクトルを加算して、コーナ部を通過する時の過渡曲線を合成する。これにより、速
度を平滑化して通過することを実現する。本発明は、コーナ部の過渡状態に基づき、隣接する加工部分において同時
に補間運動を行い、過渡軌跡が連続的に得られ、コーナ部における速度はスムーズに移り変わり、且つゼロまで低下
しない。これによって、加工工程における速度が頻繁に起動と停止されない。同時に、過渡の初期速度は事前設定し
た許容加工輪郭誤差と関係しており、過渡軌跡の加工精度を保証できて、コーナ部を高速度数値制御するための速度
平滑化を実現できる。

謁請求項
1. 高速度数値制御の加工軌跡のコーナ部に使われる速度を平滑化にする方法であり、その特徴としては、二つの加
工ブロックが一本の直線に位置しない場合、一つの変曲点が形成され、加工ブロックの速度べクトルの変化によって、
コーナ部の値を求めることができる。数値制御加工の加速度と事前に設定した加工輪郭の誤差によって、べクトル
が移り変わる初期速度を得る。一段目の加工ブロックの送り速度が初期速度より小さいあるいは等しい場合は、二
段目の加工ブロックはゼロから加速度運動を開始する。すべての運動補間周期では、第一の加工ブロックが終点に
到達するまでに、第一の加工ブロックと第二の加工ブロックの変位ベクトルを合計して新しい変位ベクトルを得る。
これによって、二つの加工ブロックの間で一ブロックの過渡曲線を形成し、二段の加工ブロックが形成した変曲点
を通過し、それにより速度を平滑化して移り変わることを実現できた。

図 面
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（旋盤関連）
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鋭IPC：B23B3/06,
B23B5/00

2ツール軸をツールステージ斜面に並列設置し
た球面加工数値制御旋盤

益考案の名称：

分割・継続等：蔚出願番号：200520093309.6卯授権公告号：CN2843673
鰻出 願 日 ：2005年10月31日盈授権公告日：2006年12月6日

雲出願番号：餌国名：運優先権主張： 年 月 日

パテントファミリ：未調査

（原文）大连机床集团有限责任公司炎権 利 者 ：
（英文）DalianMachineToolGroupCo.,Ltd.

謁要 約
本考案は機械加工設備に関し、特にディファレンシャルハウジングの内球面を加工する数値制御旋盤である。それは、
主に自動車に使われるディファレンシャルのハウジングの内チェンバーにある球面及び端面を加工する。それはベッ
ド1を含み、ベッド1にはベッド1に沿って縦方向に移動するサドル3を取り付けてあり、サドル3の上にはベッド1に
沿って横方向に移動するスライダ5を取り付けてある。その特徴としては、スライダ5の上には回転ステージを設置し
てあり、カッターベース8が回転ステージにある回転円盤7に固定されている。回転円盤7は、数値制御システムと連
接したサーボモーター10により回転駆動される。既存技術と比べて、次のメリットがある。つまり、本装置は、目盛
り盤式の回転ステージを有し、それはサーボモーターで動かされて、数値制御システムで制御される。回転ステージ
は、回転軸を中心として、任意角度に回転できて、スライダとサドルとの移動と同期する。それにより、カッターを
ラジアル方向のサイズが自身のラジアル方向のサイズより小さいディファレンシャルのハウジングの軸孔を回転する
ように通過させて、一つの工程により、ディファレンシャルのハウジングの内チェンバーである球面、左端面、右端
面、左右軸受け室などから成る各面の加工を行う。複数回のカッター取り換えの必要がなくて、効率を高めることが
できると同時に、加工精度を確保できて、製品のコストが低くて、品質がよくなる。

謁請求項
1. ディファレンシャルハウジングの内球面を加工する数値制御旋盤であり、それはベッド｢1｣を含み、ベッド｢1｣に
はベッド｢1｣に沿って縦方向に移動するサドル「3｣を取り付けてあり、サドル｢3｣の上にはベッド｢1｣に沿って横方
向に移動するスライダ｢5｣を取り付けてある。その特徴としては、スライダ｢5｣の上には回転ステージを設置してあ
り、カッターベース｢8｣が回転ステージにある回転円盤｢7｣に固定されており、回転円盤｢7｣を回転駆動するサーボ
モーター｢10｣が数値制御システムと連接する。

図 面

図1

実用新案
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鋭IPC：B23B3/06,
B23Q1/01

門形式立て旋盤益考案の名称：

分割・継続等：蔚出願番号：200620080216.4卯授権公告号：CN2858133
鰻出 願 日 ：2006年1月11日盈授権公告日：2007年1月17日

雲出願番号：餌国名：運優先権主張： 年 月 日

パテントファミリ：未調査

（原文）胡珍校炎権 利 者 ：
（英文）HuZhenxiao

謁要 約
本発明は立て旋盤に関し、それはベースと、コラムと、クロスレールと、テーブルと、刃物台とを含む。クロスレ
ールとコラムは一体化されており、クロスレールとコラムをボルトなどで組立てるほかに、溶接方法をも用いること
ができる。コラムは金属鋳造もの以外に、金属型材もある。クロスレールとコラムを一体化することによって、コラ
ム案内面や上下送り装置をなくし、コストを大幅に削減できて、構造を簡素化して、加工精度をも向上することがで
きる。

謁請求項
1. 立て旋盤であって、それがベースと、コラムと、クロスレールと、テーブルと、刃物台とを含み、その特徴はク
ロスレールとコラムを一体化することにある。

図 面

図1

実用新案
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鋭IPC：B23B7/16,
B23B31/30

逆（ワーク上方／ツール下方）式数値制御立て
旋盤

益考案の名称：

分割・継続等：蔚出願番号：200620019112.2卯授権公告号：CN2928319
鰻出 願 日 ：2006年5月12日盈授権公告日：2007年8月1日

雲出願番号：餌国名：運優先権主張： 年 月 日

パテントファミリ：未調査

（原文）沈阳精益数控机械有限公司炎権 利 者 ：
（英文）JingyiDigitalControlMachineryCo.,Ltd.,Shenyang

謁要 約
本発明はNC立て旋盤に関し、それが主軸(14)と刃物台(4)から構成され、その特徴は主軸(14)が立て式であり、そ

の下端にチャック(3)が装着され、また、ロボット機能を果たすために、X軸とZ軸との両送りシステムを有する。チ
ャック(3)が油圧シリンダー(2)から把持や離し動作を制御し、刃物台(4)がベッドに固定される。本発明のNC立て旋
盤が主軸ユニットが工作物に切削運動を与えるほかに、材料提供や工作物把持をできる。また、X、Z軸運動が従来の
ロボット動作より早くて、位置決めを正確に行い、材料提供や工作物把持に所要時間を減らし、大型工作物切削と高
速運動に適し、チャック測定装置が経済性、安定性に優れている。

謁請求項
1. NC立て旋盤であって、それが主軸(14)と刃物台(4)から構成され、その特徴は主軸(14)が立て式であり、その下端
にチャック(3)が装着され、X軸とZ軸との両送りシステムを有し、チャック(3)が油圧シリンダー(2)から把持や離
し動作を制御し、刃物台(4)がベッドに固定されることにある。

図 面

図1

実用新案
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鋭IPC：B23B3/06二機能加工旋盤益考案の名称：

分割・継続等：蔚出願番号：200620121155.1卯授権公告号：CN2930926
鰻出 願 日 ：2006年7月19日盈授権公告日：2007年8月8日

雲出願番号：餌国名：運優先権主張： 年 月 日

パテントファミリ：未調査

（原文）缙锠工业股份有限公司炎権 利 者 ：
（英文）JinchangIndustryCo.,Ltd.

謁要 約
本発明は両用型旋盤に関し、それが多数のスライドウェーを有するベッドと、工作物を把持し、回転させ、ベッド
に設置される主軸台と、ベッドガイドレールに設置され、主軸台と相対する位置で工作物を把持し、回転する、Ｚ方
向に往復移動する副主軸台と、ベッドガイドレールに設置され、Z方向、Y方向及びX方向に往復移動し、少なくとも
一つの刃物が挿し込むことができる第一刃物装置と、該ベッドガイドレールに設置され、Z方向とY方向に往復移動し、
少なくとも一つの刃物が挿し込むことができる第二刃物装置とを含む。従って、本発明は各組み合わせの切削加工を
増加し、効率を向上することができる。

謁請求項
1. 両用旋盤であって、その特徴は下記のとおりである、多数スライドウェーを有するベッドと、ベッドに設置され、工
作物を把持回転させる主軸台と、ベッドガイドレールに設置され、主軸台と相対する位置で工作物を把持回転させ、
Ｚ方向往復移動する副主軸台と、ベッドガイドレールに設置され、Z方向、Y方向及びX方向に往復移動し、少なく
とも一つの刃物が挿し込みすることができる第一刃物装置と、該ベッドガイドレールに設置され、Z方向とY方向に
往復移動し、少なくとも一つの刃物が挿し込みすることができる第二刃物装置とを含む。

図 面

図1

実用新案
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鋭IPC：B23B29/24NC旋盤の工具タレット益考案の名称：

分割・継続等：蔚出願番号：200620019112.2卯授権公告号：CN200939506
鰻出 願 日 ：2006年4月6日盈授権公告日：2007年8月29日

雲出願番号：餌国名：運優先権主張： 年 月 日

パテントファミリ：なし

（原文）伍将机械工业股份有限公司炎権 利 者 ：
（英文）WujiangMachineryIndustryCo.,Ltd.

謁要 約
タレット本体を備え、該タレット本体の端面には複数の工具モジュールが取り付けられる取付孔が環状に配置され
るNC旋盤のタレットである。その特徴としては、タレット本体の外周の取付孔は、平面に切削された取付面に設け
られており、該取付面には、一つの非動力式工具モジュールが取り付けられ、該非動力式工具モジュールは一つの工
具ベースと、一つの工具ベースに固定された非駆動の工具とを備える。該工具は工具ベースを応力の支持点として、
切削時に発生するモーメントを軽減するためにオフセット距離を短縮できる。その構成によって、剛性強化が可能と
なると共に、背面加工、重切削、高精度の加工といった加工要求にも応えられる。

謁請求項
1. NC旋盤のタレットであり、該旋盤は一つの主軸ヘッドを備えて、該タレットは円形に形成された一つのタレット
本体を含み、該タレット本体は、複数の工具モジュールが取り付けられる取付孔が環状に配置されている。その特
徴としては、タレット本体の外周の取付孔は、平面に切削された取付面に設けられており、該取付面には、一つの
非動力式工具モジュールが取り付けられ、該非動力式工具モジュールは一つの工具ベースと、一つの工具ベースに
固定された非駆動の工具とを備える。該工具は主軸ヘッドの方向に向けられ、一つの工具ベースを応力支持点とす
るよう、切削端が延伸されている。

図 面

図5

実用新案
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鋭IPC：B23B7/00,
B23B25/04

2工具ヘッド搭載数値制御旋盤益考案の名称：

分割・継続等：蔚出願番号：200620088608.5卯授権公告号：CN200942430
鰻出 願 日 ：2006年8月27日盈授権公告日：2007年9月5日

雲出願番号：餌国名：運優先権主張： 年 月 日

パテントファミリ：なし

（原文）德州德隆(集团)机床有限责任公司炎権 利 者 ：
（英文）Delong(Group)MachinesCo.,Ltd.,Dezhou

謁要 約
左扉が旋盤上部左側に設けられ、保護カバーが左扉右側に設置され、右扉が旋盤上部右側に設けられ、操作パネル
が右扉に設置され、ガイドレールが保護カバー下部に設けられ、切削くずよけがベッド外部に設置され、電気ボック
スが旋盤後部に設置され、45度傾斜するベッドが最下部に設けられ、主軸台がベッド左側に設置され、チャックが主
軸台先端に設置され、サドルがベッド斜め上部に設けられ、その上部に上タレットを有するスライドが設けられ、下
部サドルがベッド斜め下部に設置され、その上部に下タレットを有する下スライドが設けられ、油圧制御装置が旋盤
の後ろ側に設置されたダブルタレットNC旋盤である。本発明のダブルタレットNC旋盤によって、切削時における剛
性と耐振動性が向上される。

謁請求項
1. 左扉と、保護カバーと、右扉と、操作パネルと、ベッド滑り面と、切削くずよけと、小扉と、電気ボックスと、
ベッドと、z1軸駆動モータと、主軸モータと、ベルトと、主軸台と、チャックと、下タレットと、x2軸駆動モータ
と、下部保護カバーと、上タレットと、上部保護カバーと、x1軸駆動モータと、下スライドと、下サドルと、z2軸
駆動モータと、油圧制御ステーションと、上部スライドと、上部サドルから構成されるダブルタレットNC旋盤で
あって、その特徴は下記のとおりである。左扉が旋盤上部左側に設けられ、保護カバーが左扉右側に設置され、右
扉が旋盤上部右側に設けられ、操作パネルが右扉に設置され、ガイドレールが保護カバー下部に設けられ、切削く
ずよけがベッド外部に設置され、電気ボックスが旋盤左後部に設置され、45°傾斜するベッドが最下部に設けられ、
主軸台がベッド左側に設置され、チャックが主軸台先端に設置され、上部サドルがベッド斜め上部に設けられ、そ
の上部に上タレットを有するスライドが設けられ、下部サドルがベッド斜め下部に設置され、その上部に下タレッ
トを有する下スライドが設けられ、油圧制御装置が旋盤の後ろ側に設置される。

図 面

図3

実用新案
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鋭IPC：B23B43/02,
B23B41/14

工具回転式横形旋盤益考案の名称：

分割・継続等：蔚出願番号：200620146894.6卯授権公告号：CN200991777
鰻出 願 日 ：2006年10月17日盈授権公告日：2007年12月19日

雲出願番号：餌国名：運優先権主張： 年 月 日

パテントファミリ：未調査

（原文）曹 滨炎権 利 者 ：
（英文）CaoBin

謁要 約
本考案は回転式旋盤に関して、機械加工旋盤の技術分野に属する。該回転式旋盤はベッド本体に取り付ける主軸台と、
心押し台と、低圧加速モーターとを備える。該加速モーターの後端はテーパーシャンクを延伸した。テーパーシャン
クの中心にはシャンク端と電機接続するモーター導線を挟んである。該テーパーシャンクは心押し台の中心テーパー
孔の内に挿し込み、シャンク端は心押し台の中心テーパー孔に設置される低圧電源の弾性フィーラーと接触する。使
う時には、ドリルヘッドを加速モーターの前端にある中心テーパー孔に挿し込み、それからモーターのテーパーシャ
ンクを心押し台の中心テーパー孔に挿し込む。旋盤が起動して、通電した後で、加速モーターが旋盤のスピンドルと
逆方向に回転する。これによって、相対の回転速度を急激に高めることができて、精密なオリフィスの加工をするの
に必要である超高速回転を実現することができる。

謁請求項
1. 回転式旋盤であり、ベッド本体に取り付ける主軸台と、心押し台とを備えて、その特徴としては、それはまだ低
圧加速モーターを含み、加速モーターの後端はテーパーシャンクを延伸して、テーパーシャンクの中心にはシャン
ク端と電機接続するモーター導線を挟んであり、該テーパーシャンクは心押し台の中心デーパー孔の内に挿し込み、
シャンク端は心押し台の中心テーパー孔に設置される低圧電源の弾性フィーラーと接触する。

図 面

図1

実用新案
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鋭IPC：B23B23/00工作機械の心押し台自動クランプ装置益考案の名称：

分割・継続等：蔚出願番号：200720040094.0卯授権公告号：CN201049390
鰻出 願 日 ：2007年6月26日盈授権公告日：2008年4月23日

雲出願番号：餌国名：運優先権主張： 年 月 日

パテントファミリ：未調査

（原文）南京数控机床有限公司炎権 利 者 ：
（英文）NanjingCNCMachineToolCo.,Ltd.

謁要 約
本考案は工作機械心押し台用の自動ロック装置の案である。この装置は、設定位置まで移動した工作機械心押し台を、
工作機械ベッドのガイドウェイに、迅速に便利に、且つ自動的にロックすることが可能である。これは心押し台ボデ
ィー、心押し台ガイドウェイ、ベッドガイドウェイ、オイル腔、液圧オイルパイプ、ピストン、ロッド、ばねと鎖錠
圧接板を含む。心押し台ガイドウェイと心押し台ボディーは一体に連接し、且つベッドガイドウェイでの移動が可能
である。この心押し台ガイドウェイにオイル腔を設置し、オイル腔にピストンがあり、ピストンの上端とオイル腔の
内壁の間にばねを設置し、ピストンの下端はロッドと連接し、ロッドの下端に、心押し台ガイドウェイとベッドガイ
ドウェイをロックする鎖錠圧接板を固定連接し、オイル腔は液圧オイルパイプを通じ、液圧制御システムと繋がる。
本考案が大幅に作業員の疲労を軽減し、部品加工の補助時間を短縮でき、作業効率を高め、自動化の実現をより容易
にできる。

謁請求項
1. 工作機械心押し台用の自動ロック装置であり、その特徴は下記の通りである：心押し台ボディー(1)、心押し台ガ
イドウェイ(2)、ベッドガイドウェイ(3)、オイル腔(4)、液圧オイルパイプ(5)、ピストン(6)、ロッド(7)、ばね(8)と
鎖錠圧接板(9)を含み、心押し台ガイドウェイ(2)と心押し台ボディー(1)は一体に連接し、且つベッドガイドウェイ
(3)に移動可能であり、この心押し台ガイドウェイ(1)にオイル腔(4)を設置し、このオイル腔(4)にピストン(6)を設
置し、このピストン(6)の上端とオイル腔(4)の内壁の間にばね(8)を設置し、ピストン(6)の下端はロッド(7)を連接
し、前記ロッド(7)の下端に心押し台ガイドウェイ(2)とベッドガイドウェイ(3)をロックする鎖錠圧接板(9)を固定連
接し、オイル腔(4)は液圧オイルパイプ(5)を通じ、液圧制御システムと連接する。

図 面

図1 図2

実用新案
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工作機械に関する中国実用新案抄録

（マシニングセンタ、中ぐり・フライス盤関連）



－54－

鋭IPC：B23Q5/54,
B23Q11/00

工作機械の平衡手段益考案の名称：

分割・継続等：蔚出願番号：200620000493.X卯授権公告号：CN2885491
鰻出 願 日 ：2006年1月19日盈授権公告日：2007年4月4日

雲出願番号：餌国名：運優先権主張： 年 月 日

パテントファミリ：未調査

（原文）张春林炎権 利 者 ：
（英文）ZhangChunlin

謁要 約
本考案は旋盤のバランス装置に関する。それは取付ベースと、サドルと、ステージと、立柱と、主軸台と、バラン
ス装置とを備える。該バランス装置は立柱の側面部に設置されて、且つボールスクリューの出力端と連接される。該
バランス装置は支持板と、制動器本体と、ボンディングパッドと、ボンディングパッドの固定ベースとを備える。該
支持板の上面には制動器本体を設置してあり、そのほかの一側が立柱側面と固定に設置されて、一体に連接される。
該制動器本体はコイルベース本体を含み、その内には電磁コイルを設置してあり、該制動器本体が支持板と一体に連
接される。該ボンディングパッドは制動器本体とボンディングパッドの固定ベースとの間で設置されて、且つボンデ
ィングパッドの固定ベースに固定し設置される。それからボンディングパッドの固定ベースはボンディングパッドと
一体に固定し設置される。本考案は主軸台の慣性衝撃力を低下できて、高速度で安定に運動する効果を達成すること
ができて、その位置決め精度が高くて、反応が早速で敏感であり、簡易にメンテナンスできて、輸送と取付に利かれる。

謁請求項
1. 旋盤のバランス装置は取付ベース(1)と、サドル(2)と、ステージ(3)と、立柱(4)と、主軸台(5)を含み、その特徴
としては、それはまだバランス装置(6)を含み、該バランス装置(6)は立柱(4)の側面部に設置されて、且つボールス
クリューの出力端と連接されるように旋盤のバランス装置を構成する。

図 面

図1

実用新案
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鋭IPC：B23C1/00,
B23Q1/25

床据付タイプの数値制御フライス盤益考案の名称：

分割・継続等：蔚出願番号：200620168807.7卯授権公告号：CN200988111
鰻出 願 日 ：2006年12月19日盈授権公告日：2007年12月12日

雲出願番号：餌国名：運優先権主張： 年 月 日

パテントファミリ：未調査

（原文）王 宾炎権 利 者 ：
（英文）WangBin

謁要 約
本考案は数値制御コンソール型フライス盤に関する。その特徴は下記の通りである：ベッドにスライダを設置し、
スライダとベッドはスライドに接触し、コラムと走行サーボモータ減速機はスライダに固定する。主軸装置とコラム
はスライドに接触し、昇降サーボモータ減速機をコラムに接続する。可動操作盤とコラムは可動な構造物で連接し、
主軸装置の作業台の下に切屑排出装置を取り付ける。ベッドとコラムの案内面に案内面保護装置を配置し、スライド
に連接し、設置されたNC装置で制御する。本考案はＮＣ装置でモータ、主軸装置に対してプログラム通りの制御を
行い、比較的良い加工精度、比較的広い応用範囲がある立面加工設備であり、立面の高精度加工を行うだけでなく、
部分の斜面と曲面の仕上げを行うことができる。設計が合理的で、構造が簡単で、少ない設備投資で動力及び消耗を
低減する。適応性が広い側平面の加工設備であり、普及しやすく、使用価値が高い。

謁請求項
1. 数値制御コンソール型フライス盤であり、その特徴は下記の通りである：ベッド(1)、スライダ(2)、コラム(3)、
主軸装置(4)、走行サーボモータ減速機(5)、昇降サーボモータ減速機(6)、可動操作盤(7)、ＮＣ装置(8)、案内面保護
装置(9)、切屑排出装置(10)からなり、ベッド(1)にスライダ(2)を設置し、スライダ(2)とベッド(1)はスライドに接触
し、コラム(3)、走行サーボモータ減速機(5)はスライダ(2)に固定し、主軸装置(4)とコラム(3)はスライドに接触し、
昇降サーボモータ減速機(6)をコラム(3)に固定し、可動操作盤(7)とコラム(3)は可動な構造物で連接し、主軸装置
(4)の作業台の下に切屑排出装置(10)を取り付け、ベッドとコラム(3)の案内面に案内面保護装置(9)を配置し、スラ
イドに連接し、設置されたＮＣ装置(8)で制御する。

図 面

図1

実用新案
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鋭IPC：B23Q1/26,
B23Q1/56

フライス盤益考案の名称：

分割・継続等：蔚出願番号：200720021360.5卯授権公告号：CN201040342
鰻出 願 日 ：2007年5月1日盈授権公告日：2008年3月26日

雲出願番号：餌国名：運優先権主張： 年 月 日

パテントファミリ：未調査

（原文）滕州市喜力机床有限责任公司炎権 利 者 ：
（英文）TENGZHOUXILIMACHINETOOLSCO

謁要 約
構造が簡単、操作が便利、ワークテーブルが縦方向、横方向、垂直の三つの方向に沿い、集中に伝動するフライス
盤である。シャーシーを含んで、シャーシーにピラーと支柱を固定で取り付け、ピラーの前面は上下スライドに昇降
スライダを取り付け、昇降スライダに前後にすべりにミドルスライドを取り付け、ミドルスライドに左右にすべりに
ワークテーブルを取り付け、昇降スライダ内に動力伝達機構を設置し、動力伝達機構はそれぞれ三路線伝動機構を通
じ昇降伝動機構、縦方向伝動機構と横方向伝動機構を伝動連接し、昇降伝動機構は前記昇降スライダを伝動連接し、
縦方向伝動機構は前記ワークテーブルを伝動連接し、横方向伝動機構は前記ミドルスライドを伝動連接する。本考案
は一つの周波数変換電機を動力源とし、動力を提供し、コストを低減し、フライス盤のワークテーブルの集中伝動装
置の構造を単純化し、構造がきちんと整い、操作が便利である。

謁請求項
1. ワークテーブルが縦方向、横方向、垂直の三つの方向に沿い、集中に伝動するフライス盤であり、シャーシー(6)
を含んで、シャーシー(6)にピラー(1)と支柱(5)を固定で取り付け、ピラー(1)の前面は上下スライドに昇降スライ
ダ(4)を取り付け、昇降スライダ(4)に前後にすべりにミドルスライド(3)を取り付け、ミドルスライド(3)に左右にす
べりにワークテーブル(2)を取り付け、昇降スライダ(4)内に動力伝達機構を設置し、動力伝達機構はそれぞれ三路
線伝動機構を通じ昇降伝動機構、縦方向伝動機構と横方向伝動機構を伝動連結し、昇降伝動機構は前記昇降スライ
ダ(4)を伝動連結し、縦方向伝動機構は前記ワークテーブル(2)を伝動連接し、横方向伝動機構は前記ミドルスライ
ド(3)を伝動連接する。

図 面

図3

実用新案
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鋭IPC：B23Q1/01門形数値制御ミリング装置益考案の名称：

分割・継続等：蔚出願番号：200720148242.0卯授権公告号：CN201049423
鰻出 願 日 ：2007年5月11日盈授権公告日：2008年4月23日

雲出願番号：餌国名：運優先権主張： 年 月 日

パテントファミリ：未調査

（原文）深圳市德丰五金制品有限公司炎権 利 者 ：
（英文）ShenzhenDefengHardwareCo.,Ltd.

謁要 約
本実用新案は数値制御プラノミラーの門型構造を提供する、それはベースと、ベースの左右両側にそれぞれに設置
された等高であるレストと、左右両側のレストがそれぞれに支持された一本のベースと平行するレールと、左右レー
ルの上端にそれぞれに設けたガイドウェイとボールガイドスクリューと、横張りを設けて二本のレールに横たわる、
横張りはその下端にある連結板とレールのガイドウェイにより滑り連結し、連結板とガイドスクリューにあるナット
と連結する。ベースはワークピース加工の作業テーブルとして、ワークピースは加工する時に作業テーブルに取付さ
れて、ナットは横張りを動かしてガイドウェイとガイドスクリューに沿って前後縦方向の移動を行い、それによって
加工過程中にワークピースが作業テーブルと一緒に移動する必要がなく、ワークピースの重さは制限する必要がない。

謁請求項
1. 数値制御プラノミラーの門型構造であって、その特徴は下記の通りである：それはベース、ベースの左右両側に
それぞれに設置された等高であるレスト、左右両側のレストがそれぞれに支持された一本のベースと平行するレー
ル、左右レールの上端にそれぞれに設けたガイドウェイとボールガイドスクリューを含み、横張りを設けて二本の
レールに横たわって、横張りはその下端にある連結板とレールのガイドウェイにより滑り連結し、連結板とガイド
スクリューにあるナットと連結する。

図 面

図1

実用新案
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鋭IPC：B23Q1/01機械加工装置益考案の名称：

分割・継続等：蔚出願番号：200620019112.2卯授権公告号：CN201070713
鰻出 願 日 ：2007年7月13日盈授権公告日：2008年6月11日

雲出願番号：餌国名：運優先権主張： 年 月 日

パテントファミリ：未調査

（原文）力劲机械股份有限公司炎権 利 者 ：
（英文）LijinMachineryCo.,Ltd.

謁要 約
加工機の本体であって、その加工機は一つの作業テーブルと一つの昇降台をもつ。該本体は、一つのベースパッド
と一本のコラムを含む。そのベースパッドは一本の第一水平軸に沿って延伸し、且つ一つのその作業テーブルを取付
けることができる上部をもつ、そのコラムはそのベースパッドが一本の垂直軸に沿って上に延伸してそのベースパッ
ドと一体に成形されて且つその昇降台を取付けることができて、その第一水平軸はその垂直軸に垂直し、それによっ
てそのベースパッドとそのコラムを一体に成形し、その本体の構造強度を増加することができる。

謁請求項
1. 加工機の本体であって、該加工機は一つの作業テーブルと一つの昇降台をもって、その本体は一つのベースパッ
ドと一本のコラムを含み、その特徴は下記の通りである：そのベースパッドは一本の第一水平軸に沿って延伸し、
しかも一つの作業テーブルを取付けることができる上部をもつ、及びそのコラムはそのベースパッドが一本の垂直
軸に沿って上に延伸することによりそのベースパッドと一体に成形されて、しかもその昇降台を取付けることがで
きて、その第一水平軸はその垂直軸に垂直する。

図 面

図2

実用新案
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鋭IPC：B23Q1/25,
B23Q11/00

工作機械及び作業テーブル益考案の名称：

分割・継続等：蔚出願番号：200720176804.2卯授権公告号：CN201073732
鰻出 願 日 ：2007年9月6日盈授権公告日：2008年6月18日

雲出願番号：餌国名：運優先権主張： 年 月 日

パテントファミリ：未調査

（原文）泷锋科技股份有限公司炎権 利 者 ：
（英文）LongfengScienceandTechnologyCo.,Ltd.

謁要 約
本考案は、前・後に切屑排出溝をもつ作業テーブル、及び該作業テーブルを用いる工作機械を開示する。作業テー
ブルは主に一つのベースパッドと、一つのサドルと、一つの作業テーブルトップとを含む。ベースパッドの前側と後
側それぞれに一つの横方向のU形の切屑排出溝を設ける。前・後U形の切屑排出溝の内部にそれぞれ一つのスクリュ
ー式コンベア装置を設ける。前・後Ｕ形切屑排出溝とスクリュー式コンベア装置は、飛び散る切屑を収集し機外に排
出することができる。本考案は、飛び散る切屑を直接Ｕ形切屑排出溝に落とし機外に排出することができて、ベース
パッドに堆積することがなく、作業員によって切屑を除去することの不安全性と不便を低減し、機械停止の時間も低
減し、工作機械の作業効率を増加する。

謁請求項
1. 工作機械の作業テーブルであって、下記の部分を含む。一つのベースパッドをベースに設け、しかも横方向のス
ライドレールを設けて、一つのサドルをベースパッドのスライドレール上に設置し、そのサドルに直交方向のスラ
イドレールを設け、一つの作業テーブルトップをサドルのスライドレール上に設けてある。その特徴は下記の通り
である：ベースパッドの前側と後側それぞれに一つの横方向のU形の切屑排出溝を設け、該前・後U形の切屑排出
溝の内部にそれぞれ一つのスクリュー式コンベア装置を設ける。

図 面

図2

図3

実用新案
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鋭IPC：B23Q3/00マシニングセンタ、放電加工機益考案の名称：

分割・継続等：蔚出願番号：200720028138.8卯授権公告号：CN201076992
鰻出 願 日 ：2007年9月25日盈授権公告日：2008年6月25日

雲出願番号：餌国名：運優先権主張： 年 月 日

パテントファミリ：未調査

（原文）山东鲁得贝车灯股份有限公司炎権 利 者 ：
（英文）LudebeiVehicleLightCo.,Ltd.,Shandong

謁要 約
本考案はマシニングセンタ、放電加工機専用急速クランプを開示する。それは伝統金型製造に必要な電極製作と工
程が複雑である問題を解決し、ワークのすべてはメーター校正などの重複なプロセスが要り、加工時間を浪費し、金
型製造のコストを増加し、金型の生産サイクルを延長し、それとともに放電加工機とマシニングセンタの段取り変え
時の繰返し累積誤差などの問題も増大し、構造が簡単、操作が標準、着脱が便利、定位が快速であり、有効に電極と
ワークの繰返しの定位累積誤差を減少する。その構造は下記の通りである：それは少なくとも一つの基座を含み、前
記基座は固定板と連接し、固定板または基座に定位柱があり、それに固定板または基座にまた止めねじがある。

謁請求項
1. マシニングセンタ、放電加工機専用急速クランプであり、それは少なくとも一つの基座を含み、その特徴は下記
の通りである：前記基座は固定板と連接し、固定板または基座に定位柱があり、それに固定板または基座にまた止
めねじがある。

図 面

図2 図2

実用新案
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鋭IPC：B23Q11/00,
B24B55/00

工作機械テーブルへの潤滑油供給シーケンス益考案の名称：

分割・継続等：蔚出願番号：200720064277.6卯授権公告号：CN201076997
鰻出 願 日 ：2007年8月24日盈授権公告日：2008年6月25日

雲出願番号：餌国名：運優先権主張： 年 月 日

パテントファミリ：未調査

（原文）湖南大学炎権 利 者 ：
（英文）HunanUniv.

謁要 約
本実用新案は旋盤潤滑システムの定油圧回路を開示し、オイルポンプ(3)とフラッドバルブ(4)を含み、そのフラッ

ドバルブ(4)のリターンボートに直列連接したフートバルブ(5)がある。本応用新方式はエネルギー消耗が小さく、油
圧が安定で、経済的に実用で、構造が簡単で、性能が信頼できる旋盤潤滑システムの定油圧回路である。

謁請求項
1. 本実用新案は旋盤潤滑システムの定油圧回路を開示し、オイルポンプ(3)とフラッドバルブ(4)を含み、そのフラ
ッドバルブ(4)のリターンボートに直列連接したフートバルブ(5)がある。

図 面

図
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工作機械に関する中国実用新案抄録

（研削盤関連）
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鋭IPC：B24B47/12研磨機主軸の駆動装置益考案の名称：

分割・継続等：蔚出願番号：200620135633.4卯授権公告号：CN200948556
鰻出 願 日 ：2006年9月10日盈授権公告日：2007年9月19日

雲出願番号：餌国名：運優先権主張： 年 月 日

パテントファミリ：未調査

（原文）王耀仪炎権 利 者 ：
（英文）WangYaoyi

謁要 約
本発明はグラインディングマシンの主軸伝動装置を開示し、モーター出力軸にウォームギヤと係合するウォームを
固定されており、ウォームギヤのウォーム軸に駆動輪が装着され、この駆動輪はベルトでメーンシャフトに装着され
た従動輪と連接される。本発明は設備重量を半減して、材料を節約して、省エネルギー、製造コストを抑える。モー
ターがウォームギヤウォーム、ベルトを通して伝動して、メーンシャフト回転速度を任意に調節することができて、
メーンシャフト上下移動や挾み具におけるトルクに影響を与えない。本発明の装置は作業時に大きな摩擦力を克服す
ることができて、多数のワークピースを同時に加工したとしても、設備が意外に止まることはなく、サンプル加工品
質に影響を与えない。

謁請求項
1. グラインディングマシンの主軸伝動装置であって、その特徴はa、モーター出力軸にウォーム(18)を固定されてお
り、ウォームとウォームギヤ(6)が噛合って、b、ウォームギヤのウォーム軸(10)に駆動輪(3)が装着され、この駆動
輪はベルト(15)でメーンシャフト(19)に装着された従動輪と連接され、c、該モーターが永久磁石DCモータである。

図 面

図1

実用新案
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鋭IPC：B24B49/10,
B24B5/04

外円筒研削盤に使用される定寸装置益考案の名称：

分割・継続等：蔚出願番号：200720031684.7卯授権公告号：CN201040357
鰻出 願 日 ：2007年6月14日盈授権公告日：2007年11月14日

雲出願番号：餌国名：運優先権主張： 年 月 日

パテントファミリ：未調査

（原文）西北工业大学炎権 利 者 ：
（英文）XibeiPolytechnicUniv.

謁要 約
本考案は外円筒研削盤の研削フロー用自動定位装置を開示する。取り付け板(1)、締め付け板(2)、サポート(4)、回
転アーム(5)、調節押しロッド(6)とセンサー(10)を含み、回転アーム(5)はサポート(4)にヒンジで連接し、且つ接続ね
じ(8)で固定し、調節押しロッド(6)は回転アーム(5)に固定し、取り付け板(1)、締め付け板(2)、サポート(4)、回転ア
ーム(5)、調節押しロッド(6)が一体になり、それに回転といし台に従い移動し、センサー(10)はアングル(9)でベッド
ガイドウェイの側面に固定し、調節押しロッド(6)はセンサー(10)の検出器(24)の中心と向かい合い、センサー(10)と
デジタルパネルメーター（⑤）は電気で連接し、センサーで回転といし台の変位の変化を測量し、切削フロー中に設定
の切削端点に対し自動定位、自動刃逃げを行うことができ、装置の最高分解能は0.1μmである。

謁請求項
1. 外円研削盤の研削フロー用自動定位装置であり、センサー(10)を含み、その特徴は下記の通りである：また取り
付け板(1)、締め付け板(2)、サポート(4)、回転アーム(5)、調節押しロッド(6)を含み、回転といし台の側面の同方向
に取り付け板(1)を固定し、取り付け板(1)にガイドみぞがあり、サポート(4)の底部に取り付け板(1)のガイドみぞと
組み合わせるガイドキーがあり、サポート(4)は取り付け板(1)にスライド可能であり、定位の後、締め付け板(2)の
二つのねじくぎ(7)で締め付けられ、回転アーム(5)はサポート(4)にヒンジで連結し、且つ接続ねじ(8)で固定し、調
節押しロッド(6)は回転アーム(5)に固定し、取り付け板(1)、締め付け板(2)、サポート(4)、回転アーム(5)、調節押
しロッド(6)が一体になり、それに回転といし台に従い移動し、センサー(10)はアングル(9)でベッドガイドウェイ
の側面に固定し、調節押しロッド(6)はセンサー(10)の検出器(24)の中心と向かい合い、センサー(10)とデジタルパ
ネルメーター（⑤）は電気で連接する。

図 面

図1
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鋭IPC：B24B5/35,
B24B49/04

外円筒研削盤用ワーク自動挟持および測定機構益考案の名称：

分割・継続等：蔚出願番号：200620135074.7卯授権公告号：CN200988149
鰻出 願 日 ：2006年12月15日盈授権公告日：2007年12月12日

雲出願番号：餌国名：運優先権主張： 年 月 日

パテントファミリ：未調査

（原文）河南省中原内配股份有限公司炎権 利 者 ：
（英文）ZhongyuanInternalCombustionEngineFittingsCo.,Ltd.,HeranProv.

謁要 約
本発明は外丸削り研削盤自動チャック測定作業機構に関連する。それは該工作機械の電気制御システムと電気連接
するワークピース測定装置と、ワークピースクランプ装置を駆動するワーククランプ用シリンダーと、砥石台早送り
を駆動するハンドルリセット式油圧シリンダーから構成され、ワーククランプ用シリンダーとリセット油圧シリンダ
ーそれぞれがグリッパ電磁弁とリセット電磁弁を介して工作機械液圧回路に接続して、砥石台早送りハンドルに行程
スイッチを装着しており、ワークピース測定装置は工作機械電気制御システムによってリセット電磁弁を制御する。
外丸削り研削盤に該装置を取り付けることによって、ワーククランプ用シリンダーと、リセット油圧シリンダーと、
工作機械電気制御システムを連接するワークピース測定装置と、及びグリッパ電磁弁とリセット電磁弁などによって、
ワークピースクランプ、研削、測定、作業停止、ワークピース把持と離しなどプロセスの連動を実現して、オートメ
ーション化を促進し、操作が簡単で、安定品質を実現して、生産効率を明らかに向上することができる。

謁請求項
1. 外丸削り研削盤自動チャック測定作業機構であって、その特徴は下記のとおりである、それは該工作機械の電気
制御システムと電気連接するワークピース測定装置と、ワークピースクランプ装置を駆動するワーククランプ用シ
リンダーと、砥石台早送りを駆動するハンドルリセット式油圧シリンダーから構成され、ワーククランプ用シリン
ダーとリセット油圧シリンダーそれぞれがグリッパ電磁弁とリセット電磁弁を介して工作機械液圧回路に接続して、
砥石台早送りハンドルに行程スイッチを装着しており、ワークピース測定装置は工作機械電気制御システムによっ
てリセット電磁弁を制御する。

図 面

図1
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鋭IPC：B24B5/40双頭の内面円筒研削盤益考案の名称：

分割・継続等：蔚出願番号：200620154586.8卯授権公告号：CN200988151
鰻出 願 日 ：2006年12月11日盈授権公告日：2007年12月12日

雲出願番号：餌国名：運優先権主張： 年 月 日

パテントファミリ：CN1974126（中国公開特許）

（原文）钟 洪炎権 利 者 ：
（英文）ZhongHong

謁要 約
本考案の内面円筒研削盤は、高精度の筒状（中空）スピンドルユニットの加工に使用される。筒状ワークピースを嵌
持する筒状チャック(2)のワークヘッドのワークピース両端側には砥石車を軸承する研削ヘッド(1,1)一対を左右方向
に前進後退可能に設置することによって、前記ワークピースは筒状チャックに一回嵌持されるのみで両端側の内面加
工が実現できる。よって、筒状ワークピースの両端側の筒状内面をワークピースの軸心振れなく加工でき、同軸心度
の加工寸法精度を3μm以下の振れまで高めることができる。（従来は、筒状ワークピースの右側の内面研削が終了す
ると、ワークピースのチャックの取り付けを右側に変更し、ついで、未加工の端側内面を内面研削していたので、加
工ワークピースの右端と左端の加工軸心に12μmの振れが生じることがあった。）

謁請求項
1. 内面円筒研削盤であり、ベッド上に設けられたツールガイドウエイに2つの研削ヘッドを相対向して設け、この
2つの研削ヘッド間に筒状ワークピースを中空筒に嵌持する筒状チャックが設けられていることを特徴とする内面
円筒研削盤。
2. 筒状チャックは静圧軸受され、高速回転可能であることを特徴とする、請求項1記載の内面円筒研削盤。
3. 筒状チャックは前後方向に滑走可能であることを特徴とする、請求項1記載の内面円筒研削盤。

図 面

図3
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鋭IPC：B24B5/32,
B24B5/42

クランクシャフトのクランクピン研削工具の180
度自動割出し装置

益考案の名称：

分割・継続等：蔚出願番号：200720064276.1卯授権公告号：CN201077003
鰻出 願 日 ：2007年8月24日盈授権公告日：2008年6月25日

雲出願番号：餌国名：運優先権主張： 年 月 日

パテントファミリ：未調査

（原文）湖南大学炎権 利 者 ：
（英文）HunanUniv.

謁要 約
本実用新案はクランクシャフトのクランクピン研削工具の180度自動割出し装置を開示し、ジグ本体(4)に回転サポ
ータによりギヤ軸(7)を設けて、割り出し盤(10)はギヤ軸(7)に取り付けて、ジグ本体(4)の両側に割り出し盤(10)と対
応する割り出し定位ストッパーブロック(9)とスペーサー(12)を取付けて、ジグ本体(4)の中にオイルシリンダー(13)
とピストン(3)があって、ピストン(3)の上にギヤ軸(7)と噛合って伝動するラック(2)がある。本装置の構造が簡単で、
簡単の低圧液圧制御回路があることだけで自動割り出しの作動をコントロールする。便利的にNCシステムと連結する
ことができて、クランクシャフトのクランクピンを研削する時自動的に割り出しを実現し、割り出し精度は機械スト
ッパーにより調節し、調整が便利で、安定的で信頼できて、しかも精度保持性が良い。

謁請求項
1. クランクシャフトのクランクピン研削工具の180度自動割出し装置であって、ジグ本体(4)と割り出し盤(10)を含み、
その特徴は下記の通りである：そのジグ本体(4)に回転サポータによりギヤ軸(7)を設けて、割り出し盤(10)はギヤ
軸(7)に取り付けて、ジグ本体(4)の両側に割り出し盤(10)と対応する割り出し定位ストッパーブロック(9)とスペー
サー(12)を取付けて、ジグ本体(4)の中にオイルシリンダー(13)とピストン(3)があって、ピストン(3)の上にギヤ軸
(7)と噛合って伝動するラック(2)がある。
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工作機械に関する中国実用新案抄録

（歯切り盤、歯車仕上げ機械関連）
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鋭IPC：B23F19/02,
B23F23/00

歯車仕上げ研削装置益考案の名称：

分割・継続等：蔚出願番号：200720089823.1卯授権公告号：CN201020571
鰻出 願 日 ：2007年3月28日盈授権公告日：2008年2月13日

雲出願番号：餌国名：運優先権主張： 年 月 日

パテントファミリ：なし

（原文）河南科技大学炎権 利 者 ：
（英文）HenanUniversityofScienceandTechnology

謁要 約
本考案は、ワーク軸受(7)ボックス上に加載（荷重）装置(6)を積載し、ワーク軸の回転を減速させるとともに、ツー

ル伝動軸(2)又はワーク受動軸(7)の端尾部分に一対（ツールによるワークの加工歯車）のギヤ付けに振動を提供する同
期制御用超音波信号発生器(17)を取り付けた歯車仕上げ研削装置に関する。この歯車仕上げ研削装置は、超音波振動
の特殊加工工程を採用することにより、従来の歯切盤または歯車ラップ盤と比較し、材料除去能率が３倍優れる。

謁請求項
1. 本発明の歯車仕上げ研削装置は、補助ギヤー（砥石工具と加工歯車）の取り付けに用いるツール伝動軸(2)とワー
ク受動軸(7)を含み、伝動軸(2)は軸受により筒状偏心回転軸(3)内に軸承して取付け、偏心回転軸(3)は軸受により偏
心回転軸受台(15)上に組み立てられ、この偏心回転軸受台(15)はベース(13)上に設けられたスライドウエイ(4)上に
設置され、前記ツール伝動軸(2)のスライドウエイ(4)は案内ガイド(11)上をモータ(14)の回転駆動を受けたボールネ
ジ(12)駆動によりワーク受動軸(7)方向に前後移動可能に設けられ、前記ツール伝動軸(2)と伝動軸回転サーボモータ
(10)を軸連結具(18)により前記伝動軸(2)の軸心とモータ(10)の回転軸心が同一軸線上に在るように接続されており、
前記ワーク受動軸(7)は軸受により受動軸受台(16)上に組み立てられ、この受動軸受台(16)はベース(13)上に設けら
れたスライドウエイ(5)上に設置され、スライドウエイ(5)はモータ(8)の回転駆動を受けたボールネジ駆動により左
右方向に移動可能に設けられ、このスライドウエイ(5)上に設けた前記ワーク受動軸(7)ボックスの上に加載装置(6)
を積載し、ワーク受動軸(7)に連動接続し、かつ、前記ツール伝動軸(2)またはワーク受動軸(7)の端尾部分に一対
（ツールとワーク）の歯付けに振動を提供する同期制御用超音波信号発生器(17)を取り付けたことを特徴とする、
歯車仕上げ研削装置。
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工作機械に関する中国実用新案抄録

（ＮＣ装置関連）



－71－

鋭IPC：B23Q15/00,
B23Q5/00

USB通信インタフェースをもつ小型工作機械数
値制御装置

益考案の名称：

分割・継続等：蔚出願番号：200620131478.9卯授権公告号：CN200981168
鰻出 願 日 ：2006年9月6日盈授権公告日：2007年11月28日

雲出願番号：餌国名：運優先権主張： 年 月 日

パテントファミリ：未調査

（原文）郑云峰炎権 利 者 ：
（英文）ZhengYunfeng

謁要 約
本発明はUSBインタフェースを有する小型工作機械数値制御盤を公開しており、それはケースを含み、上述したケ
ースに電源入力インタフェース、刃物台ドライバーアウトプットインタフェース、主軸ブラシレスモータードライバ
ーアウトプットインタフェース、ステッピングモータドライバアウトプットインタフェース、コーダ信号入力インタ
フェース、リミットスイッチ信号入力インタフェース、RS-232インタフェースとUSBインタフェースを有し、ケース
内にパワーフィルター回路、電力回路、コントロールセンター、刃物台ドライバー、ステッピングモータドライバと
信号処理回路を有する。本発明は小型NC旋盤、特に家庭用DIY用となる小型NC旋盤に既存の基準数値制御とドライ
ブシステムを用いて、コストダウン、コンパクト構造を有するなどメリットがある。大半のノートパソコンにはRS232
インタフェースが備え付けられなくて、ノートパソコンを製造業に用いさせるため、USBインタフェースを通信チャ
ンネルとする数値制御盤を開発するものである。

謁請求項
1. USBインタフェースを有する小型工作機械数値制御盤であって、それはケースを含み、上述したケースに電源入
力インタフェース、刃物台ドライバーアウトプットインタフェース、主軸ブラシレスモータードライバーアウトプ
ットインタフェース、ブラシレスモーターローター信号入力インタフェース、ステッピングモータドライバアウト
プットインタフェース、コーダ信号入力インタフェース、リミットスイッチ信号入力インタフェース、RS-232イン
タフェースとUSBインタフェースを有し、ケース内には、外部交流電源に連接する入力端子を、一つの出力端子が
主軸モータードライバーと信号処理電力回路及び刃物台ドライバーに接続し、もう一つの出力端子が電力回路入力
端子に接続する2個の交流電源出力端子とを有するパワーフィルター回路と、交流電源入力端子を、ステッピング
モータドライバとコントロールセンターに接続する三つの出力端子を有する電力回路と、コーダ信号入力インタフ
ェース、リミットスイッチ信号入力インタフェース、刃物台ドライバーアウトプットインタフェース、主軸ブラシ
レスモータードライバーアウトプットインタフェース、ステッピングモータドライバアウトプットインタフェース
を有する中央制御ユニットを有するコントロールセンターと、RS232通信制御ユニットとUSB通信制御ユニットを
有するメモリと、刃物台ドライバー、コントロールセンターに連接する刃物台ドライバーアウトプットインタフェ
ースと、ステッピングモータドライバ、コントロールセンターに連接するステッピングモータドライバアウトプッ
トインタフェースと、信号処理回路、その入力端子がコントロールセンター主軸ブラシレスモーターウトプットイ
ンタフェースに接続し、出力端子がブラシレスモータードライバーに接続する。
2. 権利に応じて、1に述べたUSBインタフェースを有する小型工作機械数値制御盤、その特徴は所述した電力回路
に刃物非常停止スイッチをも有する。
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工作機械に関する中国特許一覧表

（公開番号順）
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発明の名称（原語）権利者（原語）国際特許
分 類出願人国優先権主張出願日公開日公開番号

発明の名称（和文）権利者（和文or英文）
工具磨床哈韦马工具磨光机器有

限公司
B24B3/00DE1994.9.6

DEP4431634.8
1995.09.051996.07.31CN1127690

工具研削盤HawemaWerkzeugschleif-
maschinenGmbH

传动装置德克尔马霍有限公司F16H37/04DE1996.5.31
DE19622060.2
1996.10.29
EP96117359.8

1997.05.311998.01.14CN1170102

伝動装置DeckelMahoGmbH

加工单元EMAG-机械销售服务
股份有限公司

B23Q39/00DE1997.6.20
DE19726309.7

1998.06.191998.12.30CN1203139

マシニングセンタEMAG-MaschinenVertriebs-
undServiceGmbH

在线轧辊磨削装置株式会社日立制作所B21B28/04
B24B5/37

JP1993.5.27
JP126189/93

1994.05.251999.01.20CN1205256
オンラインロール研削装置株式会社日立製作所
精整螺旋齿轮的设备和方法本田技研工业株式会社B21K1/30

B22F3/00
JP1997.8.27

JP230168/97
1998.08.271999.03.17CN1210767

スパイラルギヤーの仕上げ機械お
よび方法

本田技研工業株式会社

对工件进行评价以进行加工的方法格里森工场G05B19/18US1996.3.29
US60/014,345

1997.03.031999.04.21CN1214778
insituワークを評価しかつ加工を
行う方法

TheGleasonWorks

机床的电动卡盘及其夹持爪的开闭
方法

日立精机株式会社B23B31/28
B23B31/163

JP1997.2.21
JP53928/97

1998.02.181999.05.26CN1217676

工作機械の電動チャック及び開閉
方法

日立精機株式会社

机床的主轴沙迪克株式会社B23B19/02JP1997.3.28
JP95172/97

1998.03.271999.06.23CN1220625
工作機械のスピンドル株式会社ソディック
提高机器精度的方法波音公司G05B19/404

G05B19/408
US1996.6.6

US60/019,196
1997.06.031999.06.30CN1221500

機器精度を高める方法TheBoeingCo.
工件定位装置株式会社生方制作所

旭精机工业株式会社
B23Q3/06JP1998.2.16

JP51552/98
1999.02.121999.08.25CN1226472

ワーク位置決め装置株式会社生方制作所
旭精機工業株式会社

高精度加工机器普雷马克RWP控股公司E04C2/38
E04F19/02

US1997.9.17
US932,182

1998.08.261999.10.06CN1230619
高精度加工機PremarkRWPHoldings,

Inc.
金属研磨装置的研磨工具自动替换
机构和自动替换方法

株式会社小系制作所B24B37/00JP1998.2.13
JP30920/98

1999.02.121999.10.27CN1232735

金属研磨装置の研磨工具の自動交
換機構および自動交換方法

株式会社小糸製作所

用于在线辊压磨削的磨削体三菱重工业株式会社
川崎制铁株式会社
诺利塔克股份有限公司

B21B28/04JP1998.8.5
JP221548/1998

1999.08.052000.04.12CN1249967

オンラインローラー研削に使用さ
れる研削体

三菱重工業株式会社
川崎製鉄株式会社
株式会社ノリタケカン
パニーリミテッド

机床外罩装置丰和工业株式会社B23Q11/08JP1998.9.3
JP249458/1998

1999.09.032000.04.12CN1249981
工作機械ハウジング装置豊和工業株式会社
工件夹紧台卡尔－海因茨·维默斯B23Q1/26

B23Q1/28
B23Q1/48
B23Q5/04

DE1997.3.6
DE19709088.5

1998.03.032000.04.12CN1250403

ワークグリッパKarl-Heinz.Wiemers

工件的加工设备采尔布斯特机械工具有
限公司

B23Q39/02
B23P23/04

DE1998.10.14
DE19847378.8

1999.10.142000.04.19CN1250707

ワークの工作機械CzerbstMachinery&
ToolCo.,Ltd.

提高齿轮质量的加工系统及其中使
用的滚筒抛光装置

佐贺大学B23F19/00
B23P9/00

JP1998.10.23
JP301856/1998

1999.10.222000.05.17CN1253055

ギアの品質を高める加工システム
及び該システムに用いるバレル処
理装置

佐賀大学
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発明の名称（原語）権利者（原語）国際特許
分 類出願人国優先権主張出願日公開日公開番号

発明の名称（和文）権利者（和文or英文）
虚拟教入系统沃尔特公开股份有限公

司
G05B19/4097DE1999.1.5

DE19900117.0
2000.01.052000.07.12CN1259692

仮想モデル入力システムWalterAG
控制一刀具进给的方法和装置西门子公司G05B19/4103DE1997.6.12

DE19724933.7
1998.05.292000.07.26CN1261447

カッタの送りを制御する方法およ
びその装置

SiemensAG

用于机床、机器人等设备的数字化
控制

西门子公司G05B19/408
G05B19/4155

DE1997.7.11
DE29712266.5

1998.06.262000.08.16CN1263614

工作機械、ロボット等のデバイス
に使用される数値制御装置

Siemens
Aktiengesellschaft

外齿齿轮的研磨方法及研磨装置住友重机械工业株式会社B23F19/02JP1999.1.14
JP8021/1999

2000.01.142000.09.27CN1267578
外歯ギアのラッピング方法および
ラッピング装置

住友重機械工業株式会社

用于研磨工件的方法和装置日平富山株式会社B24B37/02JP1999.3.31
JP91947/1999
1999.8.3
JP220019/1999

2000.03.312000.10.04CN1268420

ラッピングワークに使用される方
法およびラップ装置

株式会社日平トヤマ

万能机床德克尔马霍有限公司B23P23/00DE1999.4.21 DE
19918082.2

2000.04.212000.10.25CN1270873
万能工作機械DeckelMahoGmbH
具有加工区外罩的机床德克尔马霍有限公司B23Q11/08DE1999.4.22

DE19918359.7
2000.04.212000.12.06CN1275467

加工区域ハウジングを有する工作
機械

DeckelMahoGmbH

多用途制票系统朱德全G06C29/00
G06K7/06

CN1999.07.062001.01.10CN1279415
多用途伝票作成システムZhuDequan
工件切削加工方法斯塔拉格公司G05B19/41

G05B19/4099
CH1997.12.22

CH2944/1997
1998.12.082001.02.14CN1284176

ワークの切削加工方法StaragInc.
制造系统和方法株式会社三丰

格罗勃丝技术设备有限
公司

B23Q15/00
G05B19/18

JP1999.4.28
JP122435/1999

2000.04.282001.03.07CN1286157

製造システムと方法株式会社ミツトヨ
Globustechnicalequip-
mentLtd.

带有位置检测机构的复合型气动卡盘速睦喜股份有限公司B25J15/08
B25J19/02

JP1999.10.4
JP282891/1999

2000.09.282001.04.11CN1290592
位置検出機構を有する複合型空気
動チャック

SMC株式会社

夹紧缸丰和工业株式会社B23Q3/06JP1999.10.13
JP290596/1999

2000.10.132001.05.02CN1293099
グリッパ豊和工業株式会社
工件切削装置和切削方法住友特殊金属株式会社B23D45/26

B26D1/14
B23Q11/10

JP1999.11.22
JP332118/1999

2000.11.222001.05.30CN1296871

ワーク切削装置と切削方法住友特殊金属株式会社

磨削方法和磨削装置精工精机株式会社B24B1/00
B24B41/04
B24B55/02

JP1999.12.6
JP346284/1999

2000.12.062001.06.20CN1299729

研削方法と研削装置セイコー精機株式会社

数控机床用的序列的建立过程和设
备

菲迪亚公司G05B19/4099IT1998.5.22
ITTO98A000437

1999.05.072001.07.04CN1302394

数値制御工作機械用のシーケンス
作りプロセスと制御装置

FidiaS.P.A.

加工中心用的工具交换设备德克尔马霍泽巴赫有限
公司

B23Q3/157DE1998.7.8
DE19830392.0

1999.05.222001.08.08CN1307511

マシニングセンタ用工具交換装置DeckelMahoSeebach
GmbH

用于在数控机床上补偿静态误差的
方法和系统

菲迪亚公司G05B19/404IT1998.7.10
ITTO98A000606

1999.07.052001.08.15CN1308741

数値制御工作機械の上で統計的誤
差を補償するのに使用される方法
とシステム

FidiaS.P.A.

磨削头和具有高频〔HF〕－主轴的
锯片磨床

沃尔特公开股份有限公
司

B23D63/12
B23D61/00
B24B3/60

DE2000.2.25
DE10009075.3

2001.02.262001.08.29CN1310070

研削ヘッドと高周波〔HF〕−スピ
ンドルを有する鋸歯研削盤

Walter
Aktiengesellschaft
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発明の名称（原語）権利者（原語）国際特許
分 類出願人国優先権主張出願日公開日公開番号

発明の名称（和文）権利者（和文or英文）
磁力驱动的砂轮轴组件埃尔温·容克尔机械制

造有限公司
B24B47/12
B23Q5/10
B24B41/04
B24B19/12

DE1998.7.23
DE19833241.6

1999.04.142001.09.05CN1311726

磁力ドライブのグラインディング
軸モジュール

ErwinJunker
MaschinenfabrikGmbH

具有冷车削附件的磨床埃尔温·容克尔机械制
造有限公司

B24B5/00
B24B27/00
B24B41/04
B23Q39/00
B23B3/16

DE1998.8.11
DE19836348.6

1999.08.092001.09.12CN1312746

冷間丸削りアダプタを有する研削
盤

ErwinJunker
MaschinenfabrikGmbH

工件机械加工和组件装配/分解的
方法和设备

W·I·T·维默斯新技术有
限公司

B23Q7/02
B23Q1/38
B23Q17/22
B23Q16/00
B23Q7/14
B23Q1/52

DE1998.8.7
DE19835740.0

1999.07.242001.10.17CN1318006

ワーク機械加工とモジュール組立
/分解の方法とデバイス

W.I.T.WiemersInnovative
TechnikGmbH

控制连续机器过程的方法西门子公司H05K13/08DE1998.9.30
DE19845110.5

1999.09.022001.10.17CN1318276
連続機械加工を制御する方法SiemensAktiengesellschaft
通过数控机床加工工件的方法与系
统

菲迪亚公司G05B19/4099IT1998.9.25
ITTO98A000812

1999.09.012001.10.24CN1319201

数値制御工作機械によりワークを
加工する方法とシステム

FidiaS.P.A.

在线轧辊研磨方法和在线轧辊研磨
装置

株式会社日立制作所B21B28/04
B24B5/37

JP2000.1.25
JP016145/2000

2001.01.232001.10.31CN1319463

オンラインロールラッピング方法と
オンラインロールラッピング装置

株式会社日立製作所

用于在板形工件上执行自动制造操
作的设备

波音公司B23Q7/14
B23P21/00
B23P23/04
B64F5/00

US2000.5.3
US09/563,596

2001.05.032001.11.21CN1322607

操作パネル上でワーク自動加工製
造する操作を実行する工作機械

TheBoeingCo.

工件夹紧装置及工件夹紧装置用的
夹爪

有限会社志田制作所B23Q3/06
B23Q7/04

JP2000.5.16
JP142740/2000
2001.1.29
JP020300/2001

2001.05.162001.11.28CN1323676

ワーククランプ装置およびワーク
固定用爪

有限会社志田制作所

长条带状工件的加工装置及加工方
法

东芝株式会社B23B21/00JP2000.4.27
JP127078/2000
2000.4.27
JP127079/2000

2001.04.272001.12.05CN1324704

長尺状ワークの加工装置および加
工方法

株式会社東芝

机床山崎马扎克株式会社B23Q5/34
B23Q15/013
B23Q15/22
B23Q15/26

JP2000.5.22
JP150178/2000

2001.05.222001.12.05CN1324707

工作機械ヤマザキマザック株式
会社

顺序加料设备LNS股份有限公司B23Q7/16
B23Q7/14

CH2000.5.23
EP00810450.7

2001.05.232001.12.05CN1324708
バー状ワーク連続ローディング装
置

LNSCo.,Ltd.

机床山崎马扎克株式会社B23G3/00JP2000.6.23
JP189375/2000

2001.06.212002.01.09CN1329960
工作機械ヤマザキマザック株式

会社
复合加工机床山崎马扎克株式会社B23P23/00

B23B11/00
B23Q39/04

JP2000.6.23
JP189289/2000
2000.6.23
JP189407/2000

2001.06.212002.01.09CN1329965

複合加工工作機械ヤマザキマザック株式
会社

复合加工机械山崎马扎克株式会社B23P23/00
B23B11/00
B23B27/00
B23Q39/00

JP2000.6.23
JP189407/2000
2001.4.25
JP127731/2001

2001.06.212002.01.09CN1329966

複合加工機械ヤマザキマザック株式
会社

用复合工具加工工件的方法山崎马扎克株式会社B23P23/00
B23P23/02
B23P25/00
B23Q41/00

JP2000.6.23
JP189407/2000
2001.4.18
JP119292/2001

2001.06.212002.01.09CN1329967

複合工具によるワーク加工方法ヤマザキマザック株式
会社

复合工具的使用寿命管理方法山崎马扎克株式会社B23P23/00
B23P23/02
B23P25/00
B23Q39/04

JP2000.6.23
JP189407/2000
2001.4.18
JP119295/2001

2001.06.212002.01.09CN1329968

複合工具の耐用年数管理方法ヤマザキマザック株式
会社
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加工经过粗加工的有齿工件如齿轮
的方法和机床

雷肖尔股份公司B23F23/04
B23F23/12

DE1998.12.14
DE19857592.0

1999.12.082002.01.09CN1330579

荒削り後の歯付きワーク（例えば
歯車）を加工する方法と工作機械

ReishauerAG

工件磨削加工过程的控制方法和磨
床

埃尔温·容克尔机械制
造有限公司

B24B49/04
B24B5/04
B24B5/14

DE1998.12.11
DE19857364.2

1999.12.092002.01.09CN1330582

ワーク研削加工過程の制御方法と
研削盤

Erwin Junker
MaschinenfabrikGmbH

龙门铣床麦克隆康普－特克股份
公司

B23C1/10CH2000.9.8
EP00810809.4

2001.09.072002.04.10CN1343541

平削り形フライス盤Maclongkanp-TerkAG
用于控制中枢机器部件的方法尤诺瓦IP有限公司G05B19/42

G06F19/00
US1999.3.22

US60/125,442
2000.03.222002.04.10CN1344388

旋回軸機械部品の制御方法UnovaI.P.Corp
钢轨磨床中具有磨具的磨削组件的
配置结构

维尔弗里德·舍夫
米夏埃尔·卢登奈特

E01B31/17DE1999.3.25
DE19914274.2

2000.03.242002.04.24CN1346418

レール研削盤の中にあるシャープ
ナーの研削モジュールの配置構造

WilfriedScherf
LuddeneitMichael

对中设备和使用这种对中设备的机床精工电子有限公司B23B23/00JP2000.10.2
JP302360/00

2001.09.292002.05.08CN1347780
センター装置とこれを備える加工機セイコーインスツル株

式会社
在线辊研磨设备、在线辊研磨方法、
轧制设备及轧制方法

株式会社日立制作所B21B28/04JP2000.10.31
JP337245/2000

2001.08.302002.05.29CN1350891

オンラインローラーフライス盤、オ
ンラインローラーによるラッピング
方法、圧延する設備および圧延方法

株式会社日立製作所

检测切削工具异常的装置及其方法三洋电机株式会社B23Q17/09JP1999.5.27
JP148354/99
2000.3.28
JP89665/00
2000.4.7
JP106594/00

2000.05.242002.06.05CN1352586

刃物異常の検出装置及び方法三洋電機株式会社

加工机械报国株式会社B23Q1/00JP1999.7.1
JP187585/99

2000.06.282002.07.03CN1356934
加工機械ホーコス株式会社
加工计划方法和装置、及其加工数
据作成方法和装置

住友重机械工业株式会社B23K26/06JP2000.11.13
JP345417/2000
2000.11.27
JP359553/2000
2001.8.10
JP243870/2001
2001.10.29
JP331550/2001

2001.11.132002.07.10CN1357428

加工計画方法と装置、及び加工デ
ータ作成方法と装置

住友重機械工業株式会社

数控方法山崎恒彦G05B19/18
G05B19/00

JP2000.12.6
JP371386/2000

2001.12.052002.07.10CN1357806
数値制御方法山崎恒彦
用于刀库的换刀装置德克尔马霍泽巴赫有限

公司
B23Q3/155DE2000.3.15

DE10012665.0
2001.03.072002.07.10CN1358124

刃保管ホルダーの刃具交換装置DeckelMahoSeebach
GmbH

机床的主轴装置报国株式会社B23Q11/10JP1999.7.9
JP196231/99

2000.06.302002.07.17CN1359321
工作機械の主軸装置ホーコス株式会社
机床及其覆盖装置报国株式会社B23Q11/08JP1999.7.12

JP197583/99
2000.07.062002.07.24CN1360533

工作機械及びそのカバー装置ホーコス株式会社
对夹固在夹具中的曲轴进行的粗磨
和精磨

埃尔温·容克尔机械制
造有限公司

B24B1/00
B24B5/42
B24B27/00
B24B51/00

DE1999.4.30
DE19919893.4

2000.04.202002.07.24CN1360534

クランプされたクランクシャフト
に対して行う荒研削と仕上げ研削

ErwinJunker
MaschinenfabrikGmbH

实现至少一个绕旋转对称构件旋转
的刀架的进给运动的方法和进给装
置

西门子公司B23Q9/00DE1999.6.24
DE19929712.6

2000.06.202002.07.31CN1361724

少なくとも１つの回転対称構造部
品ロータリーに回して回転する刃
物台の移動方法と駆動装置

SiemensAktiengesellschaft
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机床的主轴装置与刀具夹报国株式会社B23Q11/10

B23Q3/12
JP1999.7.9

JP196232/99
2000.07.032002.09.18CN1370100

工作機械の主軸装置とカッター装置ホーコス株式会社
配有自动换刀器的车床比谷阿尔法股份有限公

司
B23B3/24JP2001.3.21

JP080111/2001
2001.08.302002.10.23CN1375371

自動刃具交換装置を備える旋盤Bigu-AlphaCo.,Ltd.
工件处理装置株式会社福尔科姆B23Q7/00JP2001.4.7

JP2001-145678
2002.02.102002.11.20CN1380161

ワーク処理装置FolcomCo.,Ltd.
立式双盘表面研磨机大昌精机株式会社B24B37/04JP2001.4.11

JP112779/01
2002.04.102002.11.20CN1380162

立て形双頭式表面研磨機大昌精機株式会社
机床哈恩及特斯基分度工具

两合公司
B23Q1/62
B23Q1/56

DE2000.4.20
DE10019788.4

2001.03.092002.11.20CN1380844

工作機械Index-WerkeGmbH&
Co.KGHann&Tessky

手动刀具更换装置赫克有限公司B25B27/16
B25F1/00
B23Q3/155

US1999.10.27
US09/428,074

2000.10.202002.11.27CN1382079

手動カッター交換装置HurcocompaniesInc

机床株式会社日立制作所B23Q5/10
H02K1/00

JP2001.2.28
JP53428/2001

2002.02.282002.12.04CN1382560
工作機械株式会社日立製作所
设有梳齿形相对刀具台的数控床车
及其制品的加工方法

时至准钟表股份有限公
司

B23B25/06JP2001.5.16
JP2001-146996
2001.5.16
JP2001-146997
2001.5.16
JP2001-146998

2002.05.142002.12.18CN1385270

櫛形相対刃具台が設けられている
数値制御工作機械及びワークの加
工方法

シチズン時計株式会社

数控床车及其棒材供给装置的控制
方法

时至准钟表股份有限公
司

B23B13/08
B23B13/02
B23B7/06

JP2000.10.26
JP327803/2000

2001.10.112003.01.22CN1392813

数値制御機械及びロッド供給装置
用の制御方法

シチズン時計株式会社

数控机床北村机械株式会社B23Q5/22JP2001.6.22
JP189156/2001

2001.09.262003.01.29CN1393320
数値制御工作機械キタムラ機械株式会社
加工程序的自动生成方法及其装置西铁城时计株式会社B23Q15/00

G05B19/4093
JP2000.10.26

JP327569/2000
2000.10.26
JP327579/2000
2000.10.26
JP327654/2000

2001.10.262003.01.29CN1394157

加工プログラムの自動生成方法及
び装置

シチズン時計株式会社

智能机加工系统PCC特制品公司B21C51/00
B21D55/00
G06F19/00

US2000.2.29 US
60/186,169

2001.02.282003.03.26CN1406158
知能的な機械加工システムPCCSpecialtyProducts,

Inc.
通用组合钻铣床德克尔·马霍普夫龙滕

有限责任公司
B23P23/02DE2001.8.27

DE10141865.5
2002.08.272003.04.02CN1406710

汎用コンポ式ドリルフライス盤DeckelMarhoFroenten
GmbH

铣和钻加工中心EMAG机械制造厂有限
公司

B23Q7/00
B23Q39/02

DE2001.9.11
DE10144678.0

2002.09.102003.04.02CN1406712

フライス削りとドリル加工のマシ
ニングセンタ

EMAGMachineBuilding
WorksGmbH

数据准备方法及装置西门子公司G05B19/4063
G05B19/18
B23Q41/08
B25J9/18

DE2001.9.28
DE10148160.8

2002.09.282003.04.09CN1409180

データ準備方法および装置SiemensAG

对工件进行同心外圆研磨的装置和
方法

显微切削设备有限公司B24B41/06
B24B5/04
B24B19/22
G02B6/38

CH1999.12.22
CH2371/1999

2000.12.202003.04.23CN1413138

円筒状ワークの円筒研削装置およ
び加工方法

MicrocutLtd.

机床株式会社森精机制作所B23Q11/00JP2001.12.7
JP2001-373880

2002.12.052003.06.18CN1424177
工作機械株式会社森精機製作所
磨削特别是含镍的金属工件的方法蒂罗利特研磨剂工厂斯

瓦罗夫斯基两合公司
B24B53/053
B24B7/02

AT2000.5.24
DE10025173.0

2001.04.212003.07.16CN1430546

特にニッケル付きの金属ワークを
研削する方法

TyrolitSchleifmittelwerke
SwarovskiKG
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机床主轴格里森工场B23F19/02

G01M13/02
US1999.12.17

US60/172,461
2000.12.052003.07.30CN1433348

工作機械スピンドルTheGleasonWorks
金属部件外形控制加工工艺享利克·奥利克斯G06F17/50US2000.1.5

US09/477,858
2000.01.182003.07.30CN1433551

金属部品外形制御加工工法HenrykOleksy
一种机床组合以及用这种机床组合
进行加工操作的方法

宫野利治B23P23/00US2002.02.072003.08.20CN1436629

複合工作機械及びこの複合工作機
械の操作方法

宮野利治

顶尖支撑磨削方法和机床、以及顶
尖居中对齐方法

精工电子有限公司B24B5/04JP2001.12.17
JP383591/2001
2002.11.25
JP341369/2002

2002.12.172003.09.03CN1439486

センター支持研削方法および円筒
研削盤およびそのセンターの心出
し方法

セイコーインスツル株
式会社

切削装置株式会社富士精工B23Q7/00JP2002.3.4
JP2002-057931

2002.12.272003.09.17CN1442273
切削装置株式会社富士精工
加工机械的主轴装置报国株式会社B23Q11/10JP2000.9.1

JP265325/2000
2001.08.202003.10.08CN1447732

加工機械のスピンドル装置ホーコス株式会社
无心磨削设备以及无心磨削方法日本精工株式会社B24B5/18JP2002.4.3

JP101281/2002
2003.03.312003.10.15CN1448247

心なし研削装置及び芯なし研削方
法

日本精工株式会社

机床系统用的可移动臂启动的刀具
更换器

赫克公司B23Q3/157
B23Q3/155

US2000.8.31
US09/652,935

2001.08.312003.10.15CN1449320

工具グリップを有する工作機械シス
テム用の移動アーム式工具交換器

HurcoCoInc

外圆磨床精工电子有限公司B24B5/04JP2002.4.9
JP106267/2002

2003.04.092003.10.22CN1449890
円筒研削盤セイコーインスツル株

式会社
磨削机及磨削方法精工电子有限公司B24B5/04JP2002.4.16

JP112878/2002
2003.04.162003.10.29CN1451515

研削装置および研削方法セイコーインスツル株
式会社

并行连接操作器及其控制装置村田机械株式会社F16H21/46JP2002.4.19
JP117308/2002
2002.5.29
JP155042/2002

2003.04.212003.10.29CN1451896

パラレルリンクマニプレータ及び
制御装置

村田機械株式会社

三维线状加工装置山崎马扎克株式会社G05B19/409JP2002.4.16
JP113918/2002

2003.04.102003.10.29CN1452036
三次元線形加工装置ヤマザキマザック株式

会社
具有刀具主轴和刀具更换器的机床德克尔马霍泽巴赫有限

公司
B23Q3/157DE2001.4.12

DE10118595.2
2002.04.032003.11.12CN1455715

カッタースピンドルとカッター交
換器を有する工作機械

DekermahozebarchAG

加工机械的主轴装置报国株式会社B23Q11/10JP2000.8.28
JP257582/2000

2001.08.202003.11.12CN1455716
加工機械のスピンドル装置ホーコス株式会社
磨削加工装置的初始位置设定方法
与磨削加工装置

株式会社拓普康B24B9/14JP2001.1.22
JP13154/2001

2002.01.222003.11.12CN1455717

研削加工装置の開始位置設定方法
と研削加工装置

株式会社 トプコン

研磨工具先生精机株式会社B24D7/18
B24B33/08
B23D77/08
B23F21/02

JP2001.1.25
JP017047/2001
2001.7.19
JP219299/2001

2002.01.162003.11.12CN1455718

研削盤先生精機株式会社

制造信息管理方法及实现该方法的
系统

大昭和精机株式会社
比谷阿尔法股份有限公
司

G06F15/16
G06F17/60

JP2002.5.24
JP151433/2002

2003.02.202003.12.03CN1459739

情報管理方法および該方法を実現
するシステム

大昭和精機株式会社
ビッグアルファ株式会社

自动机械加工系统的加工单元和自
动珩磨系统

株式会社日进制作所B23Q39/04JP2001.4.10
JP111680/2001

2002.04.092003.12.10CN1461250

自動機械加工システムの加工セル
と自動ホーニングシステム

株式会社日進製作所
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通过直接传送加工数据控制机床的
方法和系统

杨伯翰大学G05B19/42
G06F19/00

US2000.5.16
US60/204,609

2001.05.102003.12.10CN1461428

加工データを直接転送することに
より工作機械を制御する方法とシ
ステム

BrighamYoungUniv.

转塔车床用刀夹山崎马扎克株式会社B23B29/24JP2002.5.31
JP160334/2002

2003.05.302003.12.17CN1461683
ターレットレース用バイトホルダーヤマザキマザック株式

会社
制品回收装置以及制品回收方法时至准钟表股份有限公

司
B23Q7/00
B23B15/00

JP2001.5.14
JP143277/2001

2002.03.272003.12.17CN1462221

ワーク回収装置及びワーク回収方法シチズン時計株式会社
数控装置、数控程序的运行方法及
其程序

时至准钟表股份有限公
司

G05B19/4093
G05B19/4155

JP2001.5.16
JP146995/2001

2002.04.262003.12.24CN1463394

NC装置、数値制御プログラムの運
行方法及びプログラム

シチズン時計株式会社

机床洪斯贝格·拉姆特殊机
床有限公司

B23Q3/157
B23Q39/02
B23Q11/00
B23Q1/48

DE2000.10.9
DE10049810.8

2001.10.062004.01.14CN1468161

工作機械HonsbergLambSonder-
werkzeugmaschinen
GmbH

用于获取机械零件由热引起的纵向
膨胀量的装置

约翰尼斯海登海恩博士
股份有限公司

G01B7/16
G05B19/404

DE2000.10.7
DE10049718.7

2001.09.042004.01.14CN1468365

機械部品の熱による長さ方向膨張
量を検出する装置

Dr.JohannesHeidenhain
GmbH

转塔车床用转塔山崎马扎克株式会社B23B29/24JP2002.6.28
JP190186/2002

2003.06.242004.01.28CN1470351
ターレット旋盤用タレットヤマザキマザック株式

会社
研磨方法及装置丰田工机株式会社B24B1/00

B24B37/00
B24B55/02

JP2002.2.28
JP55046/2002

2003.02.282004.02.11CN1473686

研削方法および装置豊田工機株式会社

按照数控数据显示刀具轨迹的方法
以及分析数控数据的方法

大隈株式会社G05B19/406JP2002.5.17
JP2002-142566
2002.6.20
JP2002-180627
2002.6.20
JP2002-180628

2003.05.192004.02.18CN1475884

数値制御データにより刃具の軌跡
を表示する方法及び数値制御デー
タの分析方法

オークマ株式会社

带有可摆动的工件主轴的机床EMAG机械制造厂有限
公司

B23B3/06
B23Q37/00
B23B19/00
B23B7/14
B23B7/16
B23Q39/02
B23Q1/01

DE2002.5.29
DE10224347.6

2003.05.282004.02.25CN1476947

揺動可能なワークスピンドルを有
する工作機械

EMAGMachineryManu-
facturingFactoryGmbH

线切割放电加工机的线接触·非接
触边界位置检测装置

发那科株式会社B23Q17/22
B23H7/02

JP2002.8.6
JP2002-228994

2003.07.302004.02.25CN1476958

ワイヤーカット放電加工機線接触
非接触境界位置検出装置

ファナック株式会社

自动车床星精密株式会社B23B9/00JP2002.8.30
JP2002-254680
2002.9.30
JP2002-287803

2003.04.172004.03.03CN1478625

自動旋盤スター精密株式会社

多层电路板、测量用检测器、定位
孔加工装置及其方法

日立比亚机械股份有限
公司

B23B35/00
H05K3/00
H05K3/46

JP2002.7.29
JP2002-219967

2003.07.242004.03.03CN1478626

多層回路板、測定用検出プローブ、
並びに止まり孔加工装置及び加工
方法

日立ビアメカニクス株
式会社

机床的切屑及/或切削液飞溅防止
装置

发那科株式会社B23Q11/00JP2002.8.14
JP2002-236555

2003.08.062004.03.10CN1480294

工作機械の切削屑および切削液の
飛散防止装置

ファナック株式会社

机床报国株式会社B23Q1/70
B23Q1/01

JP2000.10.12
JP311916/2000

2001.09.142004.03.10CN1481292
工作機械ホーコス株式会社
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主轴装置日立比亚机械股份有限

公司
B23B19/02
F16C32/06

JP2002.8.9
JP234010/2002

2003.08.082004.03.31CN1485172

スピンドル装置日立ビアメカニクス株
式会社

机床的主轴单元株式会社森精机制作所B23B31/06
B23B31/10

JP2002.8.9
JP233299/2002

2003.08.082004.03.31CN1485174
工作機械のスピンドルユニット株式会社森精機製作所
机床的刀具置换方法及螺母驱动装置东芝机械株式会社B23Q3/155JP2002.7.3

JP194979/2002
2003.07.032004.04.07CN1486815

工作機械の刃具交換方法およびナ
ット駆動装置

東芝機械株式会社

镗床的刀具驱动设备大见工业株式会社B23B47/18
B23B47/26

JP2002.9.5
JP259840/2002

2003.09.042004.04.14CN1488464
穿孔機のカッター駆動装置大見工業株式会社
具有研磨装置的数控加工机西部电机株式会社B23B5/00

B23P23/00
JP2002.10.21

JP2002-305245
2003.06.162004.04.28CN1491764

研削装置を有する数値制御加工装置西部電機株式会社
复合加工机床和复合加工机床中的
加工方法

株式会社森精机高科B23F13/06JP2002.9.26
JP281383/2002

2003.09.262004.04.28CN1491765

複合加工工作機械および複合加工
工作機械の加工方法

株式会社森精機ハイテ
ック

采用单一速度指令的多工位放电加工通用电气公司B23H1/00
B23Q15/013
G05B19/18

US2002.9.12
US10/242639

2003.09.122004.04.28CN1491766
定速度コマンドを採用するマルチ
ステーション放電加工装置

GeneralElectricCo.

远程控制台约翰尼斯海登海恩博士
股份有限公司

B23Q17/22
G01B7/30

DE2002.9.3
US10/234028

2003.09.032004.04.28CN1491774

工具位置表示装置Dr.JohannesHeidenhain
GmbH

具有温度补偿的工作主轴的机器沃尔特公开股份有限公司B23Q11/00
B23Q1/70
B23Q17/22
G01B5/00

DE2001.11.9
DE10155078.2

2002.11.052004.05.12CN1496294

温度補償を有するワークスピンド
ルを備える旋盤

WalterAG

保持器的错位防止装置东芝机械株式会社B23Q1/25
B23Q1/46

JP2002.9.25
JP278279/2002

2003.09.252004.05.19CN1496784
ホルダーの位置ずれ防止装置東芝機械株式会社
在一个处理单元和多个位置测量装
置之间传输数据的方法和装置

约翰尼斯海登海恩博士
股份有限公司

H04L12/40
H04L12/26
H04L12/24

DE2002.10.1
DE10245905.3

2003.09.302004.05.19CN1497910

１つの処理ユニットと多位置測定
装置の間でデータを伝送する方法
と装置

Dr.JohannesHeidenhain
GmbH.

刀具转塔和机床EMAG机械制造厂有限
公司

B23P23/00
B23B29/24
B23Q7/14

DE2002.11.11
DE10252707.5

2003.09.092004.05.26CN1498716

カッタータレットと工作機械EMAG Maschinenbau
WerkeAG

机床EMAG机械制造厂有限
公司

B23P23/00
B23Q7/14

DE2002.10.24
DE10249473.8

2003.10.162004.05.26CN1498717

工作機械EMAGMaschinenbau
WerkeAG

程控钻铣床的动力头德克尔·马霍普夫龙滕
有限责任公司

B23Q1/54
B23P23/02
B23C1/12

DE2002.11.4
DE10251257.4

2003.11.042004.06.02CN1500590

数値制御フライス・ボール盤の駆
動機構

DeckelMahoPfronten
Gmbh

驱动机构及设有该驱动机构的可动
工作台组件

株式会社三共制作所B23Q5/027
B23Q1/25

JP2002.10.24
JP309760/2002
2003.10.8
JP349888/2003

2003.10.242004.06.02CN1500591

駆動機構および該駆動機構を用い
る移動ワークテーブル

株式会社三共製作所

CAM系统和程序以及控制CAM系
统的方法

富士通株式会社G05B19/18
G05B13/00
G05B15/00
B22C9/00
B22C9/06
B29C33/00

JP2002.11.13
JP329962/2002

2003.11.132004.06.02CN1501201

CAMシステムとプログラム及び
CAMシステムの制御方法

富士通株式会社

多轴加工中心EMAG机械制造厂有限
公司

B23Q39/00DE2002.12.10
DE10257533.9

2003.08.122004.06.23CN1506189

多軸マシニングセンタEMAG Maschinenfabrik
WerkGmbH
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数控车床及运用该数控车床加工产
品的加工方法

时至准钟表股份有限公
司

B23B3/30JP2001.5.15
JP144283/2001

2002.04.262004.06.30CN1509217

数値制御旋盤および該数値制御旋
盤による製品加工方法

シチズン時計株式会社

叶片盘的多轴数控电加工通用电气公司B23H3/02US2002.12.27
US10/248214

2003.12.262004.07.14CN1511666
ブレード付ディスクのクラスター
数値制御電気加工機械

GeneralElectricCo.

机床德克尔·马霍普夫龙滕
有限责任公司

B23Q1/25DE2002.11.13
DE10252824.1

2003.11.132004.07.14CN1511674

工作機械DeckelMahoPfulongten
GmbH

螺旋压缩机及其转子的制造方法日立产业有限公司F04C18/20
B23F15/08

JP2003.1.15
JP006501/2003

2003.07.172004.08.04CN1517556
スクリュー圧縮機及びローターの
製造方法

株式会社日立インダス
トリーズ

研磨设备和研磨方法日产自动车株式会社B24B37/02JP2003.2.12
JP034050/2003
2003.2.12
JP034065/2003

2004.02.122004.08.18CN1520960

ラップ盤およびラッピング方法日産自動車株式会社

研磨设备和研磨方法日产自动车株式会社B24B37/02JP2003.2.12
JP034064/2003
2003.2.12
JP034088/2003
2003.2.14
JP036701/2003
2003.3.5
JP058954/2003
2003.3.5
JP058964/2003
2003.3.12
JP066595/2003

2004.02.122004.08.18CN1520961

ラップ盤およびラッピング方法日産自動車株式会社

表面精加工装置及相关方法日产自动车株式会社B24B37/02JP2003.2.12
JP034073/2003
2003.2.14
JP036700/2003
2003.2.14
JP036704/2003
2003.3.12
JP066592/2003

2004.02.122004.08.18CN1520962

表面仕上装置およびその仕上げ方法日産自動車株式会社

数字控制装置及数字控制方法发那科株式会社B23Q15/00
G05B19/404

JP2003.2.19
JP2003-041249

2004.02.182004.08.25CN1522829
数値制御装置および数値制御方法ファナック株式会社
伺服马达驱动控制装置发那科株式会社H02K5/00JP2003.1.20

JP2003-011359
2003.5.14
JP2003-135709

2004.01.202004.08.25CN1523734

サーボモータドライブ制御装置ファナック株式会社

无心外圆磨削的方法和装置埃尔温容克尔机械制造
有限公司

B24B5/22
B24B5/307
B24B49/02

DE2001.8.14
DE10139894.8

2002.08.062004.09.01CN1525899

心なしの外面円研削方法および装置JunkerErwinMaschf
GmbH

加工棒形工件的工作台德克尔·马霍普夫龙滕
有限责任公司

B23Q1/00
B23Q1/01
B23Q1/03
B23B5/08

DE2003.2.26
DE20303147.4

2004.02.262004.09.08CN1526512

長尺状ワーク加工用のワークテー
ブル

Dekel.Mahopuflonten
GmbH

防止碎屑粘附于刀具上的刀具替换
装置

发那科株式会社B23Q11/00
B23Q3/155

JP2003.3.6
JP060428/2003

2004.03.052004.09.08CN1526513

カッターへの切削屑付着を防止す
るカッター交換装置

ファナック株式会社

成套工具的制造设备及方法沃尔特公开股份有限公
司

G05B19/18
B24B17/00

DE2002.12.20
DE10261227.7

2003.12.192004.09.08CN1527167

工具の測定プログラムと加工プロ
グラム並行セットアップ可能な製
造装置および工具の製造方法

VoithAG

加工程序生成装置发那科株式会社G05B19/4093JP2003.3.7
JP2003-061500

2004.03.052004.09.08CN1527168
加工プログラム生成装置ファナック株式会社
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同步控制装置发那科株式会社G05D3/12

G05B19/19
H02P7/67

JP2003.3.4
JP2003-056922
2004.1.13
JP2004-005924

2004.03.042004.09.08CN1527170

同期制御装置ファナック株式会社

用于工业自动化服务的数据库系统
和方法

西门子公司G06F17/60
G05B19/418

DE2001.7.13
US60/305,199
2001.9.12
US09/950,731

2002.07.052004.09.08CN1527984

工業オートメーションサービスに
使用されるデータベースシステム
および方法

SiemensAktiengesellschaft

数值控制装置发那科株式会社G05B19/04
G05D3/12
H02P5/00

JP2003.3.17
JP2003-071500

2004.03.162004.09.22CN1530784

数値制御装置ファナック株式会社

物品管理系统本田技研工业株式会社G06F17/60
G06K19/00

JP2003.3.19
JP2003-075586
2003.3.25
JP2003-083792

2004.03.182004.09.29CN1532759

物品管理システム本田技研工業株式会社

加工方法及加工装置日立比亚机械股份有限
公司

B23Q15/00
B23Q15/08
B23Q15/16

JP2003.4.11
JP2003-108244

2004.04.092004.10.13CN1535792

加工方法および加工装置日立ビアエンジニアリ
ング株式会社

数值控制装置发那科株式会社G05B19/4063JP2003.4.15
JP2003-110122

2004.04.152004.10.20CN1538257
数値制御装置ファナック株式会社
物品管理装置及其方法佳能株式会社G06F17/60

G06F17/30
G06K7/00

JP2003.2.25
JP047953/2003
2003.2.28
JP054245/2003
2003.3.27
JP088198/2003
2003.3.28
JP090705/2003

2004.02.252004.10.20CN1538338

物品を管理する装置及び方法キャノン株式会社

工作机械和工作机械用润滑剂喷射
状态检测装置

报国株式会社B23Q11/10
B23Q17/00
B23Q17/09
B23Q17/24

JP2001.8.10
JP243649/2001

2002.08.092004.10.20CN1538894

工作機械と工作機械用潤滑剤噴射
状態検出装置

ホーコス株式会社

用于生成加工数据的方法和装置富士通株式会社G05B19/18
G06F17/50

JP2003.4.21
JP2003-116386

2004.02.272004.10.27CN1540466
加工データを生成するのに使用さ
れる方法および装置

富士通株式会社

数字控制器发那科株式会社G05B19/18
B23Q15/00
G05D3/00

JP2003.4.21
JP2003-116010

2004.04.212004.10.27CN1540467

数値制御装置ファナック株式会社

用于对曲轴中心轴部位进行磨削的
方法和装置

埃尔温容克尔机械制造
有限公司

B24B5/42
B24B41/06

DE2001.9.11
DE10144644.6

2002.09.102004.10.27CN1541150

クランクシャフト中心軸の部位を
平行して研削する方法と研削装置

JunkerErwinMaschf
GmbH

提供工具服务功能的工具服务层及
工具功能

应用材料有限公司G05B19/042
G05B19/418
G06F17/60

US2001.8.14
US09/928,473

2002.08.062004.11.24CN1549957

工具供給装置および方法AppliedMaterialsInc.
硬质合金拉刀和拉床株式会社不二越B23D43/00

B23D37/08
JP2003.5.14

JP135573/2003
2004.05.142004.12.01CN1550278

超硬合金ブロ−チおよびブローチ盤株式会社不二越
拉刀和拉削方法株式会社不二越B23D43/00JP2003.5.7

JP128625/2003
2004.04.292004.12.01CN1550279

ブロ−チおよびブローチ削り方法株式会社不二越
数字控制单元发那科株式会社B23Q15/007

B23Q17/09
G05B19/18
G05B19/4065

JP2003.2.21
JP044200/2003

2004.02.202004.12.01CN1550287

数値制御装置ファナック株式会社

清洁涂覆有立方氮化硼的磨具的方
法和实施该方法的设备

豪尼机械制造股份公司B24B53/00DE2003.5.20
EP03090149.0

2004.05.192004.12.01CN1550289

立方窒化ほう素が被覆されている
研磨道具を清掃する方法と該方法
を実施する装置

HauniWerkeKoerber&
Co.KG

准备模型加工的程序的方法和设备发那科株式会社B23H7/20
B23H7/02

JP2003.3.12
JP066916/2003

2004.03.122005.01.26CN1569375
ダイ加工用プログラムの作成方法
および装置

ファナック株式会社



－83－

発明の名称（原語）権利者（原語）国際特許
分 類出願人国優先権主張出願日公開日公開番号

発明の名称（和文）権利者（和文or英文）
容许偏差确定的数字化方法赫克公司G01B21/04US2001.10.18

US10/045,289
2002.10.172005.01.26CN1571911

許容偏差を確定するディジタル化
方法

HurcoCo.Inc.

加工监视器发那科株式会社G05B19/18
G05B19/406
G05B23/02
G06F13/00

JP2003.6.10
JP2003-165056

2004.06.092005.02.02CN1573626

加工モニタファナック株式会社

钻孔加工方法日立比亚机械股份有限
公司

H05K3/04JP2003.6.3
JP2003-157667

2004.06.032005.02.02CN1575100

穿孔方法日立ビアメカニクス株
式会社

将工作物切削加工成任意曲面的高
速曲面加工方法

西部电机株式会社B23B5/36
B23Q15/08
B23Q5/28
G05B19/4155

JP2003.7.11
JP2003-195569

2004.04.152005.02.09CN1575892

ワークを任意曲面に加工する高速
曲面加工方法

西部電機株式会社

加工中心爱信艾达株式会社;山
崎马扎克株式会社

B23B39/00
B23B39/14
B23C1/06
B23C1/14
B23Q3/155
B23Q3/157

JP2003.7.18
JP198988/2003

2004.07.192005.02.09CN1575894

マシニングセンタアイシン・エィ・ダブ
リュ株式会社
ヤマザキマザック株式
会社

用于机床的自动更换刀具设备发那科株式会社B23Q3/157
B23Q11/00

JP2003.7.7
JP2003-192976

2004.07.072005.02.09CN1575917
工作機械に使用されるカッター自
動交換装置

ファナック株式会社

机械加工机爱信艾达株式会社B23Q15/013
B23Q5/22

JP2003.7.29
JP2003-203168

2004.07.202005.02.09CN1575920
機械加工機アイシン・エィ・ダブ

リュ株式会社
圆筒磨削方法及圆筒磨削装置精工电子有限公司B24B5/00JP2003.6.27

JP185689/2003
2004.06.252005.02.09CN1575923

円筒研削方法および円筒研削装置セイコーインスツル株
式会社

数值控制装置发那科株式会社G05B19/18JP2003.7.28
JP2003-280920

2004.07.262005.02.09CN1577195
数値制御装置ファナック株式会社
用于机床的位置控制设备和位置控
制方法

山崎马扎克公司B23Q5/54
G05B13/02

JP2003.8.6
JP2003-287893

2004.08.052005.02.16CN1579702

工作機械に使用される位置制御装
置と位置制御方法

ヤマザキマザック株式
会社

刀具更换装置及刀具清洁方法发那科株式会社B23Q11/00
B23B29/24

JP2003.8.6
JP2003-288044

2004.08.062005.02.16CN1579703
カッター交換装置およびカッター
清掃方法

ファナック株式会社

机加工设备柯尼卡美能达精密光学
株式会社

B23Q15/00
B24B13/00

JP2003.8.12
JP292289/2003
2003.9.17
JP324674/2003

2004.04.292005.02.16CN1579704

工作機械コニカミノルタオプト
株式会社

数值控制装置发那科株式会社G05B19/18JP2003.8.22
JP2003-298669

2004.08.172005.02.23CN1584763
数値制御装置ファナック株式会社
匹配需求与产能的计算机系统、方
法、储存媒体与管理系统

台湾积体电路制造股份
有限公司

G06F17/60TW2003.8.22
US10/646,141

2004.05.202005.02.23CN1584895

顧客需要と生産能力をマッチング
させるコンピューターシステム、
方法、記録媒体の管理システム

TaiwanIcMfgCo.,Ltd.

用于一台机床的刀具更换装置德克尔·马霍盖雷茨里
德有限责任公司

B23Q3/155DE2001.9.10
DE20114908.7

2002.09.102005.02.23CN1585686

工作機械に使用されるカッター交
換装置

DeckelMahoGeretsried
GmbH

带压脚的主轴装置日立比亚机械股份有限
公司

B23B19/02
B23Q5/04

JP2003.9.9
JP317494/2003

2004.09.092005.03.16CN1593823

ワーク押え足付きの主軸装置日立ビアメカニクス株
式会社

数值控制装置发那科株式会社G05B19/406JP2003.9.10
JP2003-318781

2004.09.072005.03.16CN1595319
数値制御装置ファナック株式会社
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加工中心山崎马扎克株式会社B23Q3/155JP2003.9.19

JP327706/2003
2004.09.172005.03.23CN1597245

マシニングセンタヤマザキマザック株式
会社

具有中央数据库的CNC加工装置及
测量方法

海德堡印刷机械股份公
司

G05B19/401DE2003.9.25
DE10344418.1

2004.09.272005.03.30CN1601418

中央データバンクを有するCNC加
工装置および測定方法

Heidelberger
DruckmaschAG

车床津上精密机床（浙江）
有限公司

B23B3/30
B23B9/04
B23B15/00

JP2003.10.3
JP2003-346249
2004.7.28
JP2004-219722

2004.10.082005.04.06CN1603039

旋盤株式会社ツガミ

具有机床模拟器的数字控制装置约翰尼斯海登海恩博士
股份有限公司

G05B19/18DE2003.9.29
DE10345626.0

2004.07.292005.04.06CN1603988

工作機械シミュレータを有する数
値制御装置

HeidenhainGmbHDr.
Johannes

数字控制器发那科株式会社G05B19/18
G05B19/401

JP2003.10.3
JP2003-345264

2004.09.302005.04.06CN1603989
数値制御装置ファナック株式会社
治具板山崎马扎克公司B23Q3/12

B23B31/107
JP2003.10.7

JP2003-348159
2004.10.082005.04.13CN1605430

治具板ヤマザキマザック株式
会社

数字控制器发那科株式会社G05B19/18
G05B19/19

JP2003.10.8
JP349449/2003

2004.09.302005.04.13CN1605960
数値制御装置ファナック株式会社
卧式机械加工中心山崎马扎克公司B23Q11/08JP2003.10.21

JP2003-360982
2004.10.212005.04.27CN1608797

横形マシニングセンタヤマザキマザック株式
会社

数值控制装置发那科株式会社G05B19/4068JP2003.10.22
JP2003-361755

2004.10.212005.04.27CN1609740
数値制御装置ファナック株式会社
使用冷却剂流体进行金属加工的方
法和设备

通用电气公司B24B55/02US2003.11.5
US10/605909

2004.11.52005.05.11CN1613608

冷却剤流体により金属を加工する
方法と装置

GenElectric

挠性轨道钻孔机波音公司B23Q9/00US2001.12.10
US10/016,524

2002.11.042005.05.18CN1617785
柔軟な軌道の位置付けドリル機BoeingCo.
机械加工设备日立比亚机械股份有限

公司
B23Q7/14JP2003.11.21

JP2003-392535
2004.09.072005.05.25CN1618567

工作機械日立ビアメカニクス株
式会社

控制机床的方法和设备山崎马扎克公司G05D3/12
G05B19/19
G05B19/41

JP2003.11.28
JP2003-399951

2004.11.292005.06.01CN1621986
工作機械の制御方法と装置ヤマザキマザック株式

会社
多轴工作机械和其中各个主轴的润
滑剂喷雾流量的最适化方法

报国株式会社B23Q11/10JP2001.8.10
JP243222/2001

2002.08.092005.06.01CN1622867

多軸工作機械およびその中の各ス
ピンドルの潤滑剤噴霧流量の最適
化方法

ホーコス株式会社

刀具传送装置德克尔·马霍普夫龙滕
有限责任公司

B23Q3/155DE2003.10.9
DE20315532.7

2004.10.092005.06.08CN1623728

カッター運送装置DeckerMahoflonten
GmbH

基片加工设备日立比亚机械股份有限
公司

B65G49/00
B23K26/10
B23K37/00
B23K37/04
H05K3/00
H01L21/68

JP2003.12.1
JP2003-401713

2004.09.082005.06.08CN1623870

基板加工装置日立ビアメカニクス株
式会社

用于机床系统的具有专用刀具夹的
可动臂促动的刀具更换装置

赫克公司B23Q3/155
B23Q3/157
B25J15/02

US2002.2.27
US10/084,570

2002.11.012005.06.08CN1625455

工作機械に使用される専用カッタ
ーの可動アームによるカッター交
換装置

HurcoInc.
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磨削切削刀片的方法格里森工场B24B3/34

B24B1/00
US2002.2.7

US60/355,591
2003.01.302005.06.15CN1628011

研削切削ブレードを用いる歯切り
方法

GleasonWorks

研磨方法和研磨装置株式会社村田制作所B24B37/00JP2000.5.22
JP149409/2000

2001.05.222005.06.22CN1628934
研磨方法と研磨装置株式会社村田製作所
维护支持方法与维护支持设备株式会社东芝G06F17/60JP2003.12.19

JP422394/2003
2004.12.172005.06.22CN1629867

メンテナンス支援方法および保守
支援制御装置

株式会社東芝

车床主轴单元及车床装置株式会社三共制作所B23B19/02JP2003.12.25
JP2003-429626

2004.12.242005.07.13CN1636656
旋盤用スピンドルおよび旋盤装置株式会社三共製作所
数字控制器发那科株式会社G05B19/18

G05B19/406
H04N5/232

JP2003.12.25
JP2003-429749

2004.12.272005.07.13CN1637672

数値制御装置ファナック株式会社

控制器管理系统发那科株式会社G05B19/418JP2003.12.26
JP2003-434678

2004.12.272005.07.13CN1637674
制御装置の管理システムファナック株式会社
用于万能铣床的主轴头德克尔·马霍普夫龙滕

有限责任公司
B23Q1/54
B23Q39/02

DE2002.3.19
DE20204365.7

2003.03.112005.07.20CN1642689

万能フライス盤に使用されるスピ
ンドルヘッド

DeckelMahoPfronten
GmbH

自动化机床施美尔机械有限公司B23Q1/66
B23Q39/04
B23Q1/01
B23Q3/155
H05K3/00

DE2002.5.15
DE10221532.4

2003.03.202005.07.20CN1642690

オートメーション工作機械SchmollGmbHMaschinen

主轴密封装置西门子公司F16J15/32
B23Q11/08
B23B19/02

DE2002.3.26
DE10213530.4

2003.03.262005.07.20CN1643277

スピンドル密封装置SiemensAG

计算机控制的磨床史蒂文·G·斯马尔什;布
赖恩·M·格尔克

G06F19/00US2002.3.18
US60/365,395

2003.03.182005.07.20CN1643537

コンピューター数値制御研削盤StevenG.Smarsh,
BrianM.Gehrke

工具搬送装置及工具搬送装置的动
作速度确定方法

兄弟工业株式会社B23Q3/155
B23Q3/157
B23Q3/16

JP2004.1.20
JP2004-011748

2005.01.202005.07.27CN1644313

工具搬送装置および工具搬送装置
の動作速度決定方法

ブラザー工業株式会社

工件搬送装置报国株式会社B23Q7/14JP2002.4.12
JP110810/2002

2003.04.102005.07.27CN1646258
ワーク搬送装置ホーコス株式会社
挑扣/攻丝控制装置发那科株式会社B23G1/16

B23Q15/12
JP2004.1.30

JP2004-023993
2005.01.282005.08.03CN1647881

ねじ切り／ねじ立て加工用制御装置ファナック株式会社
倾斜回转工作台装置株式会社三共制作所

山崎马扎克株式会社
B23Q1/25JP2003.10.17

JP357307/2003
2004.10.6
JP293295/2004

2004.10.152005.08.03CN1647889

傾斜回転ワークテーブル装置株式会社三共製作所
ヤマザキマザック株式
会社

在制造流程中调度日程表及预定事
项的方法及系统

先进微装置公司G06F17/60US2002.5.31
US10/160,956

2002.12.202005.08.03CN1650300

製造プロセスフローにおけるカレ
ンダーおよび予約をスケジュール
する方法およびそのシステム

AdvancedMicroDevices
Inc.

有主轴箱的机床格鲁博-工厂布克哈特
格鲁博E.K.

B23B19/00
B23Q11/00
B08B1/00

DE2004.2.13
DE102004007472.0

2005.02.072005.08.17CN1654145

主軸台を有する工作機械NgrubFactoryBukhardt
NgrubE.K.

机床的主轴结构发那科株式会社B23B19/02
B23Q3/12

JP2004.2.10
JP2004-033159

2005.02.032005.08.17CN1654146
工作機械の主軸構造ファナック株式会社
机械控制装置发那科株式会社G05B19/048JP2004.2.10

JP2004-033463
2005.02.162005.08.17CN1655079

機械制御装置ファナック株式会社
加工夹具山崎马扎克公司B23Q3/06JP2004.2.18

JP2004-040737
2005.02.162005.08.24CN1657228

加工治具ヤマザキマザック株式
会社
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无心磨削方法和无心磨床光洋机械工业株式会社B24B5/18JP2004.2.16

JP037935/2004
2004.12.102005.08.24CN1657232

心なし研削方法とセンタレス研削盤光洋機械工業株式会社
曲轴加工机械奈尔斯-西蒙斯工业设

备有限责任公司
B24B19/12
B23Q5/28
B23Q5/10

DE2002.6.6
DE20208792.1

2003.06.052005.08.24CN1658999

クランクシャフト加工機械NilesSimmonsIndustrie-
anlagen

加工仿真装置山崎马扎克株式会社G05B17/00JP2004.2.24
JP48261/2004

2005.02.232005.08.31CN1661504
加工シミュレーション装置ヤマザキマザック株式

会社
装有冷却机构的机床发那科株式会社B23Q11/12JP2004.3.4

JP2004-060288
2005.02.182005.09.07CN1663742

冷却機構付きの工作機械ファナック株式会社
机床的工具架报国株式会社B23Q11/10JP2002.7.18

JP209894/2002
2003.05.122005.09.14CN1668420

工作機械の工具ホルダーホーコス株式会社
借助一个弹性撑架磨削旋转辊的方
法及设备

埃尔温·容克尔机械制
造有限公司

B24B5/04
B24B41/06

DE2002.7.17
DE10232394.1

2003.07.172005.09.14CN1668421

弾力性受けスタンドを用いて回転
ロールを研削する方法および研削
装置

Junker Erwin Maschf
GmbH

加工形状描绘装置和加工形状描绘
方法

发那科株式会社B23H1/02
B23H7/26
B23Q15/00
G05B19/4068

JP2004.3.16
JP2004-074362

2005.03.142005.09.21CN1669710

加工形状描写装置と加工形状描写
方法

ファナック株式会社

机床上的刀具选择方法及控制装置
以及数值控制车床

西铁城时计株式会社B23Q15/00JP2002.7.30
JP221402/2002

2003.07.282005.09.21CN1671507

数値制御旋盤におけるカッター選
択方法および制御装置

シチズン時計株式会社

磨削一种旋转对称的机器部件的方
法和装置

埃尔温容克尔机械制造
有限公司

B24B5/14
B24B41/02
B24B41/06
B24B27/00

DE2002.7.30
DE10234707.7

2003.07.292005.09.21CN1671508

回転対称の機械部品の研削方法お
よび装置

JunkerErwinMaschf
GmbH

机床的程序非法使用防止装置西铁城时计株式会社G05B19/18
G06F9/06

JP2002.7.30
JP221377/2002

2003.07.282005.09.21CN1672105
工作機械のプログラム違法使用の
防止装置

シチズン時計株式会社

精密加工用载物台装置株式会社田村制作所
独立行政法人科学技术
振兴机构
鹿野快男

H01L21/68
H02K41/03
G12B5/00
B23Q1/44
B23Q5/28

JP2002.7.30
JP221545/2002

2003.07.302005.09.21CN1672254

精密加工用ステージ装置株式会社タムラ製作所
独立行政法人科学技
術振興機構
鹿野快男

转塔刀架的刀具选择动作的控制方
法及控制装置

西铁城时计株式会社B23Q16/02JP2002.8.20
JP239626/2002

2003.08.112005.09.28CN1675024

タレット刃物台の刀具選択動作の
制御方法および制御装置

シチズン時計株式会社

外圆和内圆磨削具有纵向孔的旋转
对称的机器部件的方法和装置

埃尔温容克尔机械制造
有限公司

B24B5/12
B24B5/14

DE2002.8.5
DE10235808.7

2003.07.302005.09.28CN1675029

外円と内円により縦方向孔を有す
る回転対称機器部品を研削する方
法および装置

JunkerErwinMaschf
Gmbh

用于生成加工程序的方法和装置山崎马扎克公司G05B19/18
G05B19/4097
B23B11/00

JP2004.3.31
JP2004-103537

2005.03.302005.10.05CN1677292
加工プログラムの生成に使用され
る方法と装置

ヤマザキマザック株式
会社

机械加工设备发那科株式会社B23Q35/00JP2004.3.10
JP2004-067586

2005.03.102005.10.12CN1680073
機械加工装置ファナック株式会社
计量装置发那科株式会社G01B11/00

G01B11/03
B25J19/00

JP2004.4.7
JP2004-113451

2005.04.062005.10.12CN1680774

計測装置ファナック株式会社

减振控制装置发那科株式会社G05B13/04JP2004.4.8
JP2004-114290

2005.04.072005.10.12CN1680893
振動抑制装置ファナック株式会社
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磨床及磨削工件的方法于尔根·黑泽曼B24B7/28

B24B7/02
DE2002.8.21

DE10239191.2
2003.07.222005.10.26CN1688410

研削盤およびワークの研削方法HeesemanJurgen
机床发那科株式会社B23Q11/08JP2004.4.22

JP2004-127076
2005.04.222005.11.02CN1689754

工作機械ファナック株式会社
数控装置发那科株式会社B23Q15/00JP2004.4.28

JP2004-133994
2005.04.262005.11.02CN1689755

NC装置ファナック株式会社
数值控制机床发那科株式会社B23Q17/00

G05B19/401
JP2004.4.26

JP2004-130386
2005.04.252005.11.02CN1689756

数値制御工作機械ファナック株式会社
用于连续滚磨齿轮的圆柱磨削蜗杆
的修整方法和修整工具

雷肖尔股份公司B24B53/075CH2004.4.28
DE102004020947.2

2005.04.202005.11.02CN1689760

連続バレル加工ギアに使用される
円柱研削ウォームの面取り方法と
面取り工具

ReishauerAG

具有根据程序来选择轴的功能的数
字控制器

发那科株式会社G05B19/18JP2004.4.21
JP2004-125373

2005.04.212005.11.02CN1690897

プログラムによる主軸選択機能を
有する数値制御装置

ファナック株式会社

数控设备发那科株式会社G05B19/18
G05B19/404

JP2004.5.10
JP2004-140342

2005.05.102005.11.16CN1696852
数値制御装置ファナック株式会社
螺旋转子的加工装置、加工方法及
切削车刀

三菱电机株式会社B23F15/08
B23B27/16

JP2003.4.9
JP104912/2003

2004.03.292005.11.16CN1697716

螺旋ローターの加工装置、加工方
法および切削バイト

三菱電機株式会社

清理毛刺的刀片、其安装装置和相
应的锥齿轮切齿机

科林基恩伯格股份有限
公司

B23F19/10
B23F21/00
B23B31/02

DE2004.5.19
DE202004008263.2

2005.05.122005.11.23CN1699005

ばり取り工具、それが取り付けら
れる装置、並びに傘歯車歯切り盤

KlingelnbergGmbH

伺服控制装置发那科株式会社G05B19/4155JP2004.5.17
JP2004-146482

2005.05.162005.11.23CN1700124
サーボ制御装置ファナック株式会社
加工齿轮的可变比方法格里森工场B23F23/00

B23F23/10
US2004.5.26

US60/574,445
2005.05.262005.11.30CN1701884

歯車を機械加工するに用いる可変
速度方法

GleasonWorks

加工机械的工作相位确定方法及其
装置

报国株式会社B23Q16/06JP2002.10.28
JP312178/2002

2003.10.222005.12.14CN1708376

工作機械におけるワーク位置決め
方法及びその装置

ホーコス株式会社

CAD系统、操作该系统的程序和含
有该程序的记录介质

株式会社西格玛G05B19/4097
B23Q15/00

JP2002.10.25
JP311264/2002
2003.4.24
JPPCT/JP03/05224

2003.10.232005.12.14CN1708735

CADシステム、該システム操作用
プログラムと該プログラムを含む
記録媒体

株式会社シグマ

有多个用于加工放在托盘上的工件
的分离式模块的柔性生产线

奈尔斯-西蒙斯工业设
备有限责任公司

B23Q41/02
B23Q41/04
B23Q41/06
B65G1/02
B65G47/74
B23Q7/14

DE2002.11.15
DE10253224.9

2003.11.142005.12.21CN1711151

パレット上のワークを機械加工す
るための分離式モジュールを複数
有するフレキシブルな生産ライン

NilesSimmonsIndustrie-
anlagen

机床和操作这种机床的方法斯塔马机床制造有限公司G05B19/4067
G05B19/18

DE2002.11.19
DE10255033.6

2003.11.052005.12.28CN1714320
工作機械とその工作機械を操作す
る方法

StamaMaschinenfabrik
GmbH

带有托板更换功能的机床和托板更
换方法

发那科株式会社B23Q1/66
B23Q7/00
B23Q7/14
B25J13/00
B25J19/04

JP2004.6.30
JP2004-193338
2004.10.18
JP2004-303038

2005.06.302006.01.04CN1714996

パレット交換性能を有する工作機
械およびパレット交換方法

ファナック株式会社

齿轮磨床三菱重工业株式会社B23F5/04
B23F19/00
G05B19/18

JP2004.7.15
JP208097/04

2005.07.152006.01.18CN1721114

歯車研削盤三菱重工業株式会社

数字控制器发那科株式会社G05B19/406
G05B19/4068
G05B19/4061

JP2004.6.18
JP2004-181341

2005.06.202006.01.18CN1722034

数値制御装置ファナック株式会社
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带有工件托盘交换模块的机床阿尔冯·凯斯勒专用机

械制造有限公司
B23Q1/00
B23Q7/02
B23Q39/02
B23Q7/14

DE2002.12.16
DE10258734.5

2003.12.042006.01.25CN1726115

パレット交換機能を有する工作機
械

AlfingKessler
SondermaschinenGmbH

齿轮磨床三菱重工业株式会社B23F5/04
B23F19/00
G05B19/18

JP2004.7.29
JP222220/04

2005.07.202006.02.01CN1727102

歯車研削盤三菱重工業株式会社

机床及用于计算机床中的平衡器的
安装位置的方法

山崎马扎克公司B23Q15/22
B23Q17/12

JP2004.7.26
JP2004-217615

2005.07.262006.02.01CN1727114

工作機械のバランサ取付用角度算
出方法

ヤマザキマザック株式
会社

对具备凹面的凸轮进行磨削的方法
及装置

丰田工机株式会社B24B19/12JP2004.7.28
JP2004-220701

2005.07.262006.02.01CN1727117

凹曲面を有するカムに対して研削
を行う方法および装置

豊田工機株式会社

数值控制装置发那科株式会社G05B19/19JP2004.7.26
JP2004-216934

2005.07.222006.02.01CN1728029
数値制御装置ファナック株式会社
切削头、调整环和机床、尤其是去
荒皮机床

舒马格股份公司B23B5/12
B23B29/24
B23Q1/72
B23Q1/54
B23Q7/05

DE2002.10.18
DE10248861.4
2002.10.18
DE10248862.2
2002.10.18
DE10248863.0
2003.2.18
DE10306831.7
2003.2.18
DE10306832.5
2003.2.18
DE10306833.3

2003.10.202006.02.01CN1729070

切削ヘッド、調整環と工作機械、
特に表皮除き工作機械

SchumagAG

机床的工件加工方法、以及实施该
方法用的加工用装配架和工件加工
用支承装置

报国株式会社B23Q1/54JP2002.12.18
JP366863/2002

2003.12.042006.02.01CN1729079

工作機械のワーク加工方法、及び
該方法を実施するための加工用治
具並びにワーク加工用支持装置

ホーコス株式会社

齿轮装置的制造方法光洋精工株式会社B23F17/00
B21H5/00

JP2004.8.5
JP2004-228829

2005.08.042006.02.08CN1730214
歯車装置の製造方法光洋精工株式会社
加工程序生成装置发那科株式会社G05B19/00JP2004.8.2

JP2004-225977
2005.08.012006.02.15CN1734379

加工プログラム生成装置ファナック株式会社
控制系统设定装置欧姆龙株式会社G05B19/05

G05B15/02
H04L12/26
G06F13/00

JP2004.4.13
JP118427/04

2005.04.112006.02.15CN1734381

制御システム設定装置オムロン株式会社

精加工装置发那科株式会社B23Q15/02JP2004.8.17
JP2004-237476

2005.08.162006.02.22CN1736660
仕上げ加工装置ファナック株式会社
程序显示处理方法西铁城时计株式会社G05B19/18

G05B19/4093
JP2000.10.26

JP327569/2000
2000.10.26
JP327579/2000
2000.10.26
JP327654/2000

2001.10.262006.02.22CN1737717

プログラムのグラフ表示方法シチズン時計株式会社

非球面加工方法、非球面成形方法
以及非球面加工装置

精工爱普生株式会社B24B13/00
B24B13/06
G05B19/4093

JP2003.10.29
JP369066/2003

2004.10.292006.02.22CN1738697

非球面加工方法、非球面成形方法
及び非球面加工装置

セイコーエプソン株式
会社

刀架的夹持机构发那科株式会社B23B31/117JP2004.9.1
JP2004-254232

2005.08.312006.03.08CN1743109
刃物台の挟持機構ファナック株式会社
工件输送装置菲尼克斯电气有限公司B23Q7/00

B65G11/00
DE2004.8.31

DE102004041974.4
2005.08.172006.03.08CN1743131

ワーク搬送装置PhoenixContactGmbH
&Co.

立式车床海萨普有限公司B23B3/06
B23B5/02
B23Q7/00

DE2004.9.8
EP04021279.7

2005.09.082006.03.15CN1745939

立て式旋盤HessappGmbH
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作业机械、作业机械的故障诊断系
统、作业机械的维修系统

日立建机株式会社E02F9/20
G06F19/00
H04Q9/00

JP2001.5.8
JP137809/01
2001.7.19
JP219601/01

2002.04.262006.03.15CN1746438

工作機械、工作機械の故障診断シ
ステム、工作機械の修繕システム

日立建機株式会社

数字控制装置发那科株式会社G05B19/18JP2004.9.6
JP2004-258452

2005.09.062006.03.15CN1746799
数値制御装置ファナック株式会社
加工设备的横轨的定位装置株式会社O-M制作所B23Q16/04

B23Q1/58
JP2003.2.6

JP29907/2003
2004.02.042006.03.15CN1747810

加工機械のクロスレールの位置決
め装置

株式会社オーエム製作
所

用于校准磨床的方法克林格恩贝格股份公司B24B3/02
B24B3/34

CH2003.2.4
DE10304430.2

2004.01.302006.03.15CN1747811
研削盤の較正方法KlingelnbergAG
研磨机皇家飞利浦电子股份有

限公司
B24B53/00
B23Q15/007

NL2003.2.7
EP03100260.3

2004.01.202006.03.15CN1747814

ラップ盤KoninklPhilipsElectronics
NV

在数控坐标测量机上产生测量探针
路径的方法

瑞尼斯豪公司G05B19/401GB2003.2.13
GB0303270.3

2004.02.132006.03.15CN1748187

数値制御座標測定機上で測定プロ
ーブパスを生成する方法

RenishawPLC

数控加工仿真方法及数控加工仿真
装置

山崎马扎克公司G05B19/4069JP2004.9.16
JP2004-270301

2005.09.152006.03.22CN1749898

数値制御加工シミュレーション方
法および数値制御加工シミュレー
ション装置

ヤマザキマザック株式
会社

磨床和用于磨削纵向延伸工件的方法克贝尔磨床有限公司B24B19/00
B24B41/00

DE2004.9.24
DE102004046692.0

2005.09.232006.03.29CN1751852
研削盤および長尺状ワークの研削
方法

Koerber Schleifring
GmbH

用于制作硬质金属工具的外圆磨削
的方法和制作硬质金属工具时用于
对圆柱形的原材料体进行磨削的外
圆磨床

埃尔温容克尔机械制造
有限公司

B24B5/02
B24B41/06

DE2003.2.26
DE10308292.1

2004.02.232006.03.29CN1753757

硬質金属工具の製造に使用される
外円研削方法と硬質金属工具製造
のときの円筒形ワークに対して研
削する円筒研削盤

JunkerErwinMaschf
GmbH

工作机械兄弟工业株式会社B23Q1/01
B23Q11/00

JP2004.9.30
JP2004-288958

2005.09.302006.04.05CN1754651
工作機械ブラザー工業株式会社
可编程控制器发那科株式会社G05B19/05JP2004.9.27

JP2004-279682
2005.09.272006.04.05CN1755561

プログラム生成制御装置（PLC）ファナック株式会社
数值控制装置发那科株式会社G05B19/406JP2004.10.7

JP2004-295300
2005.10.082006.04.12CN1758165

数値制御装置ファナック株式会社
机床德克尔马霍塞巴赫公司B23Q1/25

B23Q3/157
B23Q1/01
B23P23/02

DE2004.10.11
DE102004049525.4

2005.10.092006.04.19CN1759982

工作機械DekkerMahauserbach
GmbH

工具定位装置及加工部件日立比亚机械股份有限
公司

B23Q3/18JP2004.10.20
JP2004-306251

2005.10.192006.04.26CN1762652

工具位置決め装置および加工部材日立ビアメカニクス株
式会社

机床的热位移修正方法和热位移修
正装置

山崎马扎克公司B23Q15/18
B23Q17/00
G05B19/404

JP2004.10.22
JP2004-308156

2005.10.212006.04.26CN1762655

工作機械の熱変位補正方法と熱変
位補正装置

ヤマザキマザック株式
会社

顺序程序的编辑装置发那科株式会社G05B19/05JP2004.10.21
JP2004-306704

2005.10.202006.04.26CN1763669
シーケンスプログラムの編集装置ファナック株式会社
自动刀具更换器发那科株式会社B23Q3/155

B23Q3/157
JP2004.10.29

JP2004-316392
2005.10.312006.05.03CN1765570

自動カッター交換器ファナック株式会社
托盘交换器的夹紧机构发那科株式会社B23Q7/00JP2004.10.29

JP2004-316386
2005.10.312006.05.03CN1765571

パレット交換器のクランプ機構ファナック株式会社
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NC装置山崎马扎克公司G05B19/18

G05B19/406
JP2004.10.29

JP2004-317198
2005.10.282006.05.03CN1766769

NC装置ヤマザキマザック株式
会社

主轴装置及具有主轴装置的工作机械日本精工株式会社B23B19/02JP2003.3.31
JP96503/2003
2003.4.7
JP103219/2003
2003.11.14
JP384703/2003
2003.12.17
JP419854/2003
2004.1.5
JP000261/2004

2004.03.312006.05.03CN1767917

スピンドル装置およびスピンドル
装置を有する工作機械

日本精工株式会社

用于机床的冷却剂供应装置格里森工场B24B55/02
B23Q11/10

US2003.3.31
US60/459,122

2004.03.302006.05.03CN1767924
工作機械に使用される冷却剤調節
装置

TheGleasonWorks

支承单元以及采用了该支承单元的移
动作业台装置和线性移动导向装置

喜开理株式会社;日本
东北先锋公司

G12B5/00
F16C11/06

JP2003.6.27
JP184463/2003

2004.06.252006.05.03CN1768392

支持部材及び該支持部材を採用す
る移動テーブル装置、並びに直動
案内装置

ＣＫＤ株式会社

研磨加工用夹具组及多个被研磨体
的研磨方法

日本碍子株式会社B23Q3/06
B23Q7/00
B25B11/00
B24B17/00

JP2004.11.10
JP2004-326927

2005.10.202006.05.17CN1772433

研磨加工具多数ホルダーおよび多
数のワークの研磨方法

日本ガイシ株式会社

数值控制装置发那科株式会社B23Q15/12JP2004.11.10
JP2004-326750

2005.11.092006.05.17CN1772435
数値制御装置ファナック株式会社
信息处理装置、运行状况管理装置、
信息处理方法

欧姆龙株式会社G05B19/418
G05B21/02
G05B23/02
G05B15/02
G06F17/00

JP2004.11.11
JP2004-328169

2005.11.112006.05.17CN1773407

情報処理装置、進行状況を管理す
る装置、情報処理方法

オムロン株式会社

控制器发那科株式会社B23Q15/00JP2004.11.26
JP2004-341705

2005.11.252006.06.07CN1781658
コントローラーファナック株式会社
控制装置发那科株式会社B23Q15/00

B23Q17/10
B23Q17/22

JP2004.11.30
JP2004-346879

2005.11.282006.06.07CN1781659

制御装置ファナック株式会社

旋转轴控制装置发那科株式会社B23Q15/12
B23Q17/00

JP2004.11.30
JP2004-347005

2005.11.292006.06.07CN1781660
回転軸制御装置ファナック株式会社
机床的控制装置发那科株式会社B23Q15/12

B23Q17/10
B23Q17/22

JP2004.11.30
JP2004-346461

2005.11.292006.06.07CN1781661

工作機械の制御装置ファナック株式会社

数控装置和数控机床三菱电机株式会社;山
崎马扎克公司

B23Q15/22JP2004.12.1
JP2004-349061

2005.12.012006.06.07CN1781662

NC装置と数値制御工作機械三菱電機株式会社、ヤ
マザキマザック株式会
社

旋转轴的控制装置发那科株式会社G05B11/36JP2004.11.30
JP2004-345783

2005.11.292006.06.07CN1782931
回転軸の制御装置ファナック株式会社
电子凸轮的控制方法及伺服电机控
制系统

欧姆龙株式会社G05B19/06
B65B57/00
B65B51/10

JP2004.11.17
JP332566/04
2005.11.14
JP329369/05

2005.11.172006.06.07CN1782935

電子カムの制御方法およびサーボ
モータ制御システム

オムロン株式会社

过程控制方法和过程控制系统横河电机株式会社G05B13/00JP2004.12.14
JP2004-360818

2005.12.132006.06.21CN1790198
プロセス制御方法とプロセス制御
システム

横河電機株式会社

导引数控机床或专用机床可移动机
器部件的运动的方法

西门子公司G05B19/41
B25J9/16

DE2003.5.15
DE10321970.6

2004.04.232006.06.21CN1791846

数値制御工作機械あるいは専用機
の移動可能部品用の移動案内方法

SiemensAG

孔加工用NC程序生成装置三菱电机株式会社G05B19/18
G05B19/4097

JP2004.11.16
JP2004-331865

2005.11.162006.07.05CN1797248
孔加工用NCプログラム作成装置三菱電機株式会社
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自动编程装置中的用于自动划分加
工工艺的方法和装置

山崎马扎克公司G05B19/4093
B23Q15/22

JP2004.12.28
JP2004-379721

2005.12.282006.07.05CN1797251

自動プログラミング装置における
加工工程自動分割方法および装置

ヤマザキマザック株式
会社

用于机床工作区的防护罩德克尔·马霍普夫龙滕
有限责任公司

B23Q11/08
F16P3/00

DE2003.2.26
DE20303109.1

2004.02.262006.07.12CN1802236

工作機械作業区域用の保護カバーDeckelMaho Pfronten
GmbH

复合工作机株式会社日平富山B23Q41/04
B23Q39/00

JP2005.1.13
JP2005-006827

2006.01.092006.07.19CN1803395
複合工作機械株式会社日平トヤマ
机床加工端控制器发那科株式会社B23Q15/20

B23Q15/22
G05D3/12

JP2004.12.16
JP2004-363939

2005.12.162006.07.26CN1807014
工作機械加工先端点用コントロー
ラー

ファナック株式会社

工具交换装置兄弟工业株式会社B23Q3/157
B23B31/24

JP2005.1.28
JP2005-021425

2006.01.282006.08.02CN1810444
工具交換装置ブラザー工業株式会社
磨削方法及磨削装置光洋机械工业株式会社B24B5/00JP2005.1.28

JP2005-020848
2006.01.272006.08.02CN1810446

研削方法および研削装置光洋機械工業株式会社
工序管理装置及其控制方法、工序
管理程序及记录介质

欧姆龙株式会社G05B19/04JP2005.1.21
JP2005-014829

2006.01.202006.08.02CN1811626

工程管理装置及び制御方法、工程
管理プログラムおよび記録媒体

オムロン株式会社
東北パイオニア株式会社

数控单元发那科株式会社G05B19/4065JP2005.1.28
JP2005-020874

2006.01.272006.08.02CN1811634
数値制御装置ファナック株式会社
门装置及具有该门装置的机床兄弟工业株式会社B23Q11/08

E05D15/06
JP2005.1.31

JP2005-023157
2006.01.262006.08.09CN1814405

扉装置および該扉装置を有する工
作機械

ブラザー工業株式会社

数字控制器发那科株式会社G05B19/4155JP2005.2.2
JP2005-026773

2006.02.052006.08.09CN1815394
数値制御装置ファナック株式会社
数字控制器发那科株式会社G05B19/4155JP2005.2.2

JP2005-026708
2006.02.052006.08.09CN1815395

数値制御装置ファナック株式会社
自动编程方法及装置三菱电机株式会社G05B19/4097JP2003.7.4

JP192156/2003
2004.06.302006.08.09CN1816783

自動プログラミング方法および装
置

三菱電機株式会社

夹紧和固定工件的装置德克尔马霍佛郎顿公司B23Q3/155
B23Q3/16

DE2005.2.11 DE
102005006398.5

2006.02.102006.08.16CN1817558
グリッパおよびワークの固定装置DeckelMahoFrampton

Co.,Ltd.
工件加工装置克劳斯惠勒有限公司B23Q7/00DE2005.2.16

EP05003225.9
2006.02.152006.08.23CN1820894

ワーク加工装置CrossHuellerGmbH
伺服控制装置以及伺服系统的调整
方法

发那科株式会社G05B19/4068
G05B19/4069

JP2005.2.17
JP2005-040582

2006.02.162006.08.23CN1821909

サーボ制御装置及びサーボシステ
ムの調整方法

ファナック株式会社

车削加工中心的工具安装装置株式会社O-M制作所B23B31/117
B23B29/04

JP2005.2.22
JP2005-045951

2006.02.222006.08.30CN1824441
ターニングセンタの旋削工具取付
け装置

株式会社オーエム製作所

车削加工中心的工具安装装置株式会社O-M制作所B23B31/117
B23B29/04

JP2005.3.1
JP2005-056153

2006.02.282006.09.06CN1827270
ターニングセンタの旋削工具取付
け装置

株式会社オーエム製作所

用于机床的设备检验方法麦克隆·阿杰·查米莱斯
股份公司

B23Q11/14
B23Q17/00

CH2005.2.8
EP05002582.4

2006.02.082006.09.06CN1827296

工作機械に使用される加工器具の
検査方法

MikronCompTECAG

非圆形加工装置山崎马扎克公司B23Q27/00
B23B5/24
B23B5/44
B23B25/00

JP2005.3.2
JP2005-057529
2005.3.2
JP2005-057530

2006.03.022006.09.06CN1827299

非円形加工装置ヤマザキマザック株式
会社

弹簧卡盘罗姆股份有限公司B23B31/10DE2005.3.19
DE202005004471.7

2006.03.202006.09.20CN1833802
スプリングチャックRohmCo.,Ltd.
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刀具磨损纠正方法P&L两合有限公司B23Q15/16

B23Q15/24
G05B19/404

DE2003.8.14
DE10337489.2

2004.06.032006.09.20CN1835822

工具の摩耗を修正する方法P.&L.GmbH&Co.KG

生产设备克劳斯惠勒有限公司B23Q7/00
B23Q7/04
B23Q7/14
B23Q41/02

DE2005.4.13
EP05008034.0

2006.04.132006.10.18CN1846933

生産機械CrossHullerGmbH

生产设备克劳斯惠勒有限公司B23Q7/00
B23Q7/04
B23Q7/14
B23Q41/02

DE2005.4.13
EP05008033.2

2006.04.132006.10.18CN1846934

生産機械CrossHullerGmbH

数值控制装置发那科株式会社G05B19/18JP2005.4.13
JP2005-116214
2005.4.25
JP2005-126813

2006.04.122006.10.18CN1848011

数値制御装置ファナック株式会社

利用旋转的切削工具对工件进行加
工的方法

P+L合资有限公司G05B19/4099DE2003.9.10
DE10341776.1

2004.09.102006.10.18CN1849567

スピンを利用する切削道具のワー
クに対して加工する方法

P.&L.GmbH&Co.KG

数字控制器发那科株式会社G05B19/414JP2005.4.25
JP2005-126098

2006.04.252006.11.01CN1854952
数値制御装置ファナック株式会社
带有同心度修正的研磨机沃尔特机器制造有限责

任公司
B24B19/04
B24B3/02
B24B3/24
B24B49/00

DE2003.9.23
DE10344293.6

2004.09.232006.11.01CN1856386

同心度修正可能な研削盤WalterMachineryManu-
facturingGmbH

在机床上使用的测量方法瑞尼斯豪公司G01B21/04GB2003.9.24
GB0322362.5

2004.09.242006.11.01CN1856691
工作機械上で使用する測定方法RenishawPLC
工件测量的装置和方法西门子公司B23Q17/22

B23Q17/24
G01B11/00
G01B21/00
G05B19/401

DE2005.5.13
DE102005022344.3

2006.05.152006.11.15CN1861317

ワークを測定する装置および方法SiemensAG

冷却剂供给方法及装置株式会社捷太格特
丰田万磨株式会社

B24B55/02JP2005.4.28
JP2005-131105

2006.04.252006.11.15CN1861324

冷却剤供給方法および装置株式会社ジェイテクト
豊田バンモップス株式会社

NC自动车床星精密株式会社B23B3/16JP2003.10.9
JP351367/2003

2004.10.042006.11.15CN1863631
NC自動旋盤スター精密株式会社
用于在工具机中阻尼振动的装置和
方法

雷瑟机械装置国际公司B23Q3/00
F16F15/00
B23B47/00
B23B25/00

CA2003.10.17
US10/686,603

2004.10.122006.11.22CN1867420

加工機における振動を防止する装
置および方法

RacerMachineryInter-
natInc.

固定并倾斜加工工具的装置豪迈公司B24C5/04
B24C3/06

US2003.10.10
US10/683,798

2004.10.122006.11.22CN1867426
工具を固定保持かつ傾斜可能な装置OmaxCorp.
加工信息产生装置、程序和加工信
息产生方法

富士通株式会社G05B19/4093
G05B19/4069
G05B19/4097

JP2003.10.23
JP363633/2003

2004.10.252006.11.29CN1871563

加工情報作成装置、プログラムと
加工情報作成方法

富士通株式会社

刀具夹持结构发那科株式会社B23Q3/12
B23B31/08

JP2005.6.14
JP2005-173654

2006.06.132006.12.20CN1880009
カッター挟持構造ファナック株式会社
具有机器人和刀库的加工机床设备阿尔冯·凯斯勒专用机

械制造有限公司
B23Q3/157DE2005.6.18

DE102005028358.6
2006.06.192006.12.20CN1880010

ロボットと刀倉庫を有する加工工
作機械

AlfingKessler
SondermaschinenGmbH

工件传送装置株式会社日平富山B23Q7/00
B23Q1/03
B23Q1/25
B23Q11/08
B23Q11/00
B23Q41/02

JP2005.6.16
JP2005-176837

2006.06.162006.12.20CN1880011

ワーク搬送装置株式会社日平トヤマ

一种仪表车床的自动夹头装置王 洋B23B31/107CN2005.06.222006.12.27CN1883856
計器旋盤の自動クランプ装置WangYang
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工件定心装置和拉削方法通用汽车环球科技运作

公司
B23Q3/18
B23Q15/22
B23Q3/00
B23D41/00

US2005.6.22
US60/692936
2006.1.17
US11/333153

2006.06.222006.12.27CN1883877

ワーク心出し装置およびブローチ
削り方法

GMGlobalTechnology
Operation

自动车床时至准钟表股份有限公司B23B13/02JP2003.12.262006.12.27CN1886221
自動旋盤シチズン時計株式会社
自动车床时至准钟表股份有限公司B23B13/02JP2003.12.262006.12.27CN1886222
自動旋盤シチズン時計株式会社
一种车床的控制装置上海市延安中学B23Q5/34CN2005.06.302007.01.03CN1887518
旋盤の制御装置Yan'anMiddleSchool,

Shanghai
一种数控轴承套圈自动车床刀具的
控制方法

毛国良B23Q15/013CN2006.07.312007.01.03CN1887519

数値制御軸受ループ自動旋盤工具
の制御方法

MaoGuoliang

划片机平台基准自动对准装置沈阳仪表科学研究院B23Q15/22CN2006.07.142007.01.03CN1887520
スクライビング機平面台の自動基
準合わせ装置

ShenyangAcademyof
InstrumentationScience

车床株式会社森精机制作所B23B3/06
B23B17/00
B23B21/00
B23Q1/01
B23Q5/34

JP2005.7.4
JP2005-194797

2006.07.042007.01.10CN1891380

旋盤株式会社森精機製作所

机床兄弟工业株式会社B23Q1/01
B23Q11/08
B23Q11/00

JP2005.6.29
JP2005-189788

2006.06.262007.01.10CN1891400

工作機械ブラザー工業株式会社

刀具自动更换装置及加工机械东芝机械株式会社B23Q3/157JP2005.6.30
JP2005-192112

2006.06.302007.01.10CN1891401
カッター自動置換装置および加工
機械

東芝機械株式会社

垂直双头表面研磨机中的修整方法大昌精机株式会社B24B53/02
B24B7/17

JP2003.10.1
JP343437/2003

2004.09.302007.01.10CN1894073
立て形両ヘッド表面研削盤におけ
るドレス方法

大昌精機株式会社

六轴五联动螺旋锥齿轮加工机床湖南中大创远数控装备
有限公司

B23F5/00
B23F9/00

CN2005.07.132007.01.17CN1895828

6軸5連動ハイパボロイダルギヤー
加工工作機械

ZhongdachuangyuanNu-
mericalControlEquip-
mentCo.,Ltd.,Hunan

包括至少一个加工单元的机床以及
使用该机床加工工件的方法

希龙韦尔克两合公司B23Q7/00
B23Q39/00

DE2005.7.14
DE102005034431.3

2006.07.142007.01.17CN1895843

少なくとも１つの加工素子を含む
工作機械及び該工作機械加工ワー
クを使用する方法

ChironWerkeGmbH

加工装置发那科株式会社B23Q15/013
B23Q35/128

JP2005.7.12
JP2005-203338

2006.07.112007.01.17CN1895844
加工装置ファナック株式会社
滚珠丝杠磨床张国梁B24B5/02

B24B47/00
CN2005.07.142007.01.17CN1895846

ボールベアリング、リードスクリ
ュー研削盤

ZhangGuoliang

双轨道、动磨头外圆丝杠两用磨床张国梁B24B5/02
B24B47/00

CN2005.07.142007.01.17CN1895847
双軌道、動き研磨ヘッド外円糸棒
両用研削盤

ZhangGuoliang

微合金钢曲轴轴颈与圆角磨削强化
一体工艺

南京航空航天大学B24B5/42CN2006.07.042007.01.24CN1899763

マイクロ合金鋼クランクシャフトジ
ャーナルと円角研削強化一体工法

NanjingUniversityof
Aeronautics&Astro-
nautics

数字控制器发那科株式会社G05B19/18JP2005.7.19
JP2005-208566

2006.07.182007.01.24CN1900865
数値制御装置ファナック株式会社
具有夹头结构的加工中心康茂股份公司B23Q7/00

B23Q3/00
IT2005.7.25

IT2005A000512
2006.07.252007.01.31CN1903503

ケリ構造を有するマシニングセンタComauSPA
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设有传递装置的用于实施加工的加
工单元生产线

康茂股份公司B23Q7/04
B21D43/10
B25J9/10

IT2005.7.25
ITTO2005A000511

2006.07.252007.01.31CN1903505

伝達装置を設置する加工実施用の
加工ワーク生産ライン

ComauSPA

钻孔加工方法日立比亚机械股份有限
公司

B23Q15/22JP2005.7.22
JP2005-213521

2006.07.212007.01.31CN1903506

穿孔方法日立ビアメカニクス株
式会社

车刀及使用了该车刀的梳刀型车床住友电工硬质合金株式
会社

B23B27/00
B23B29/24
B23B51/08

JP2005.8.4
JP2005-226936
2006.5.9
JP2006-130571

2006.08.012007.02.07CN1907609

バイトおよび該バイトを使用する
櫛刃型旋盤

住友電工ハードメタル
株式会社

十字万向联轴器端面齿加工方法武汉博能设备制造有限
公司

B23F5/20
B23F23/00
B23F23/12

CN2006.08.312007.02.07CN1907614

十字万向継ぎ手端面歯加工方法WuhanBonengEquipment
ManufactoryCo.,Ltd.

能虚拟中心距的环面蜗杆数控机床重庆大学B23F13/00CN2006.08.182007.02.07CN1907615
中心距離の仮想可能の輪環面ウォ
ーム数値制御工作機械

ChongqingUniv.

旋转工作台装置THK株式会社
大东制机株式会社

G12B5/00
F16C29/06

JP2004.1.23
JP015165/2004

2005.01.202007.02.07CN1910702

ロータリー・ワークテーブル装置THK株式会社
大東精機株式会社

具有用来斜切/修边—工件边缘的
装置的切齿机

格里森—普法特机械制
造有限公司

B23F19/10DE2005.7.22
DE202005011790.0

2006.07.202007.02.14CN1911579

ワークエッジの斜めカット/エッ
ジ修正に用いる装置の歯切り盤

GleasonPfauterMaschinen-
fabri

用于车床主轴的气动夹紧装置宾焕南B23B31/00
B23Q3/12

CN2006.08.242007.02.21CN1915565
旋盤スピンドルに使用される空気
動クランプ装置

BinHuannan

数控高速自动干切滚齿机重庆机床（集团）有限
责任公司

B23F5/20
B23Q5/12
B23Q1/26
B23Q1/01
B23Q11/08
B23Q11/12
B23Q11/00
B23F23/02

CN2006.09.112007.02.21CN1915569

数値制御高速自動乾切ホブ歯切盤ChongqingMachine-Tools
(Group)Co.,Ltd.

特别是钻床和铣床的机床麦克隆·阿杰·查米莱斯
股份公司

B23Q1/01
B23Q11/08
B23Q1/03
B23Q1/25
B23Q1/56
B23Q3/155

CH2005.8.19
EP05018056.1

2006.08.182007.02.21CN1915586

特殊なボール盤およびフライス盤
の工作機械

MikronAgieCharmilles
AG

具有手风琴式盖的机床麦克隆·阿杰·查米莱斯
股份公司

B23Q11/08CH2005.8.19
EP05018050.4

2006.08.182007.02.21CN1915589

アコーディオン式カバーの工作機械MikronAgieCharmilles
AG

数值控制器发那科株式会社G05B19/18JP2005.8.15
JP2005-235555

2006.08.152007.02.21CN1916799
数値制御装置ファナック株式会社
数控机床山崎马扎克公司G05B19/18JP2005.8.26

JP2005-246281
2006.08.252007.02.28CN1920716

数値制御工作機械ヤマザキマザック株式
会社

用来通过磨削制造工件成品轮廓的
装置及其方法

泰森克鲁普汽车股份公
司

B24B19/12
B24B49/00
G05B19/18

DE2004.2.26
DE102004009352.0

2005.02.102007.02.28CN1921984

研削製造ワーク製品プロファイル
を利用する装置及び方法

ThyssenkruppAutomotive
AG

组合齿轮及其制造方法丰田自动车株式会社F16H55/17
B23F15/00

JP2004.2.27
JP052621/2004

2005.02.242007.02.28CN1922419
複合歯車およびその製造方法トヨタ自動車株式会社
大模数螺旋锥齿轮加工机床湖南中大创远数控装备

有限公司
B23F9/00
B23F23/08

CN2005.08.312007.03.07CN1923419

大モジュラ−ハイパボロイダルギ
ヤー加工工作機械

HunanZDCYCNCEquip-
mentCo.,Ltd.
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激光加工机的激光嘴研磨装置山崎马扎克公司B23K26/16

B24B27/033
JP2005.8.30

JP2005-249695
2006.06.052007.03.07CN1923428

レーザ加工機におけるノズル研磨
装置

ヤマザキマザック株式
会社

机床兄弟工业株式会社B23Q11/08
B23Q11/00

JP2005.9.2
JP2005-255035

2006.08.212007.03.07CN1923460
工作機械ブラザー工業株式会社
无心磨床萨尔瓦托雷·瓦卡罗

卡洛·切里诺蒂
毛罗·巴焦利尼

B24B5/18
B24B53/04

IT2004.02.192007.03.14CN1929951

センタレス研削盤VaccaroSalvatore,
CereinottiCarlo,
BaggioliniMauro

用于由控制装置控制的机床的运行
方法

西门子公司G05B19/12DE2004.3.19
DE102004013615.7

2005.03.112007.03.14CN1930537

制御装置の制御に使用される工作
機械の運行方法

SiemensAG

加工型材的方法和装置阿克芬亚兹股份有限公司G05B19/18FI2004.3.12
FI20045073

2005.03.042007.03.14CN1930538
型材の加工方法と装置AkerFinnyardsOY
用车床尾架套筒外径校正小拖板角
度加工圆锥体的方法

上海外高桥造船有限公司B23B5/38CN2006.07.262007.03.21CN1931483

旋盤心押し台スリーブ外径を用い
て小キヤリッジアングルを修正し
て円錐体を加工する方法

ShanghaiWaigaoqiao
ShipbuildingCo.,Ltd.

齿轮制造机器及其操作方法雷肖尔股份公司B23F23/00
B23F23/02
B23Q7/00
B23Q11/08
B23Q11/00

CH2005.9.12
DE102005043602.1

2006.09.122007.03.21CN1931493

ギア製造装置及びその操作方法ReishauerAG

工具机刀具深度控制补偿方法誉源工业股份有限公司B23Q15/24TW2005.09.122007.03.21CN1931516
工作機械のカッター工具深さ制御
補償方法

YuyuanIndustryCo.,
Ltd.

可外挂多种机床并兼具立式车床和
压力机的加工机床

林友根B23Q39/00
B23Q1/01
B30B13/00

CN2006.10.102007.03.21CN1931517

立て旋盤およびプレス機を備える
複合工作機械

LinYougen

滑动引导装置株式会社捷太格特F16C32/06
F16C29/02
F16C33/10

JP2004.4.28
JP133252/2004

2005.03.182007.03.21CN1934362

スライディング案内装置株式会社ジェイテクト

采用回旋曲线的工业制品的设计方
法及用该设计方法设计的工业制品、
采用回旋曲线的数值控制方法及装
置

THK株式会社G05B19/4103JP2004.2.27
JP055554/2004
2004.2.27
JP055555/2004
2004.2.27
JP055556/2004
2004.8.30
JP250372/2004
2004.8.30
JP250373/2004
2004.8.30
JP250374/2004
2004.8.30
JP250375/2004

2005.02.142007.03.21CN1934512

旋回曲線を利用する工業製品の設
計方法および該設計方法で設計し
た工業製品、旋回曲線を利用する
数値制御方法および装置

THK株式会社

精密转角90°加工法王正荣B23B1/00
B23B3/06

CN2006.10.172007.03.28CN1935424
回転角90°の精密加工方法WangZhengrong
机床不停车快换卡头孙思勤B23B31/10

B23B31/107
CN2006.08.242007.03.28CN1935426

工作機械の稼動停止なく係合ヘッ
ド部を快速で交換する方法

SunSiqin

长齿条的加工装置贵州航天风华精密设备
有限公司

B23F5/20
B23F23/00

CN2006.10.092007.03.28CN1935432

長いラックの加工装置GuizhouHangtianFenghua
PrecisionEquipmentCo.,
Ltd.

用于将位置测量装置安装在机床上
的装置和方法

约翰尼斯海登海恩博士
股份有限公司

B23Q17/22
G01D5/347
B23P19/00

DE2005.9.22
US11/233,594

2006.09.222007.03.28CN1935454

位置測定装置を工作機械に取り付
ける装置と方法

Dr.JohannesHeidenhain
GmbH
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调压调速式模具曲面研抛系统吉林大学B24B19/20

B24B49/08
CN2006.10.172007.03.28CN1935456

プレススピード調整式ダイ湾曲面
研削システム

JilinUniv.

坯料导向装置及自动车床西铁城时计株式会社B23B13/12JP2004.3.31
JP107392/2004

2005.03.302007.03.28CN1938117
素材ガイド装置および自動旋盤シチズン時計株式会社
用于传送系统的、带有多侧加工的
工件加工方法和工件加工装置

大陆-特韦斯贸易合伙
股份公司及两合公司

B23Q7/14
B23Q41/02
B23Q39/04

DE2004.3.30
DE102004016071.6

2005.03.292007.03.28CN1938124

移送システムを用いワークを加工
する方法およびワーク加工装置

ContinentalTevesAG&
Co.OHG

机床的罩盖结构大隈株式会社B23Q11/08JP2005.9.30
JP2005-287673

2006.09.292007.04.04CN1939662
工作機械のカバー構造オークマ株式会社
数字控制器发那科株式会社G05B19/18JP2005.9.28

JP2005-281698
2006.09.272007.04.04CN1940792

数値制御装置ファナック株式会社
数控车床的工件加工方法时至准钟表股份有限公司B23B1/00JP2004.4.19

JP123222/2004
2005.04.122007.04.04CN1942272

数値制御旋盤のワーク加工方法シチズン時計株式会社
用于自动检测计算机控制数控车床
中的切削工具位置的设备

马波斯S.P.A.公司B23B25/04IT2004.05.212007.04.04CN1942273

コンピューター数値制御旋盤中で
使用される切削工具位置を自動検
出する機器

MarpossS.P.A

立式数控车床Z轴配重机构赵 联B23B7/16CN2006.10.132007.04.11CN1943931
立て形数値制御旋盤Z軸バランス
ウェート機構

ZhaoLian

长轴类直锥齿轮的铣削装置贵州群建齿轮有限公司B23F5/20
B23F5/24
B23F23/08
B23Q1/42
B23Q1/26

CN2006.11.142007.04.11CN1943947

長軸直歯傘歯車のフライス削り装
置

GuizhouQunjianGear
Co.,Ltd.

立式加工中心用刀具库装置山崎马扎克公司B23Q3/157
B23B29/04

JP2005.10.4
JP2005-291059

2006.09.282007.04.11CN1943980
立て形マシニングセンタ用ツール
マカジン装置

ヤマザキマザック株式
会社

研齿机中的固定停控制方法天津第一机床总厂B23Q15/22
B23F5/02

CN2006.11.012007.04.11CN1943982
研歯機中におけるワーク固定停止
制御方法

TianjinNo.1Machine
ToolGeneralPlant

加工装置发那科株式会社B23Q35/128
B23Q15/00
B23Q1/34

JP2005.10.5
JP2005-292371

2006.09.292007.04.11CN1943983

加工装置ファナック株式会社

仿真装置发那科株式会社G05B19/18JP2005.10.6
JP2005-293848

2006.09.292007.04.11CN1945478
シミュレーション装置ファナック株式会社
锥齿轮研齿机研磨室的活动隔离装置天津市精诚机床制造有

限公司
B23F19/02
B23F23/00
B24B31/12

CN2006.11.032007.04.18CN1947909

傘歯車の歯研磨機研磨室の可動隔
離装置

JingchengMachineTools
Mfg.Co.,Ltd.,TianjinCity

一种车削设备的主动减振装置及减
振控制方法

宁波大学B23Q15/007
B23Q15/12

CN2006.10.202007.04.18CN1947934

丸削りデバイスのムービング減振
装置および減振制御方法

NingboUniv.

大孔径精加工镗刀的调整装置和调
整方法

沪东重机股份有限公司B23Q15/22
B23B35/00

CN2006.11.102007.04.18CN1947935

大孔径精密加工カッタの調整装置
と調整方法

HudongHeavyMachin-
eryCo.,Ltd.

研磨机的磨头组件江苏兴达钢帘线股份有
限公司

B24B5/48
B24B41/04

CN2006.11.032007.04.18CN1947938

研磨機の研磨ヘッドモジュールJiangsuXingdaSteel
TypeCordCo.,Ltd.

锥孔镗床山东光岳转向节总厂B23B41/06
B23B47/26

CN2005.10.172007.04.25CN1951615
テーパー穴中ぐり盤ShandongGuangyue

SteeringKnuckle
GeneralFactory
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研磨装置和研磨系统丰田自动车株式会社B24B9/02

B24B29/00
JP2005.3.15

JP073365/2005
2006.02.152007.04.25CN1953840

研磨装置と研磨システムトヨタ自動車株式会社
多功能车床刘朝栋;迟松岩B23P23/02

B23P23/00
CN2006.10.172007.05.09CN1958222

多機能旋盤LiuChaodong
一种镗刀具进刀量的微调节方法及
调节装置

邱寿山B23Q15/013
B23B47/18

CN2006.4.18
CN200610025812.7

2006.08.292007.05.09CN1958231

中ぐりバイト送り量の微細調節方
法および調節装置

QiuShoushan

一种车床用的超声振动切削装置华南理工大学B23B1/00
B23Q5/027
B06B3/02
B06B1/06

CN2006.11.272007.05.16CN1962137

旋盤用の超音波振動切削装置SouthChinaUniversity
ofTechnology

加工装置发那科株式会社B23Q5/027
B23Q15/013

JP2005.11.9
JP2005-325052

2006.11.082007.05.16CN1962182
加工装置ファナック株式会社
一种工件磨削装置潘旭华B24B47/04CN2006.11.282007.05.16CN1962195
ワーク研削装置PanXuhua
控制磨床恒线速磨削的方法上海日发数字化系统有

限公司
B24B49/18CN2005.11.112007.05.16CN1962196

研削盤の研削速度を一定に行う数
値制御方法

ShanghaiRifaDigital
SystemsCo.,Ltd.

一种车床同步成活刀架河南中轴集团有限公司B23B21/00CN2005.11.182007.05.23CN1966189
旋盤の同期成存カッターレストHenanZhongzhouGroup

Co.,Ltd.
方便对刀的车床刀架河南中轴集团有限公司B23B21/00

B23Q15/22
CN2005.11.182007.05.23CN1966190

便利対刃の旋盤刃フレームHenanZhongzhouGroup
Co.,Ltd.

螺旋锥齿轮真实齿面加工补偿工艺山东理工大学B23F23/12
B23Q23/00
B23P23/04

CN2005.11.152007.05.23CN1966194
曲歯傘歯車の歯面加工補償工法ShandongUniversityof

Technology
用于机床的滚珠丝杠普夫隆腾德克尔-马豪

有限责任公司
B23Q1/44
B23Q1/46
B23Q11/12

DE2005.11.15
DE202005017823.3

2006.11.032007.05.23CN1966205

工作機械に使用されるボールスク
リュー

DeckelMahoPfronten
GmbH

一种双回转曲面二次包络环面蜗杆
副及其制造方法

武汉科技大学B23F13/00
B23F21/00
B23F21/02
B23F21/14
F16H55/08

CN2006.09.072007.05.30CN1970208

両回転面二次エンベロープ輪環面
ウォーム対及びその製造方法

WuhanUniversityof
Science&Engineering

加工机械的工具信息显示装置村田机械株式会社B23Q17/00JP2005.11.25
JP340461/2005

2006.10.272007.05.30CN1970224
加工機械の工具情報表示装置村田機械株式会社
缸筒缸口的加工方法郑州煤矿机械集团有限

责任公司
B23B5/00
B23B23/00
B23Q1/76

CN2006.12.192007.06.06CN1974084

シリンダかめ口の加工方法ZhengzhouCoalMine
MachineryGroupCo.,
Ltd.

面铣式戟齿轮与螺旋伞齿轮齿面纵
向曲率修整方法

中正大学B23F23/00
B23F9/10
B23F19/00

TW2005.11.042007.06.06CN1974097

面フライス削り式矛歯車と螺旋かさ
歯車の歯面縦方向曲率面取り方法

中正大学

利用普通数控车床去除螺纹残扣的
方法

郑州煤矿机械集团有限
责任公司

B23G3/00
B23B5/00

CN2006.12.192007.06.06CN1974098

普通数値制御旋盤を利用してねじ
切り不完全を除去する方法

ZhengzhouCoalMine
MachineryGroupCo.,
Ltd.

加工机械的准备信息显示装置村田机械株式会社B23Q17/00
B23Q17/24

JP2005.11.28
JP341894/2005

2006.11.272007.06.06CN1974122
加工機械の加工情報表示装置村田機械株式会社
内圆加工方法及使用该方法的内圆
磨床

钟 洪B24B5/40CN2006.12.072007.06.06CN1974126

内円加工方法および該方法を使用
する内面研削盤

ZhongHong
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多功能数控砂轮修整装置厦门大学B24B53/06CN2006.12.112007.06.06CN1974132
多機能数値制御グラインディング
ホイール面取り装置

XiamenUniv.

数控加工程序的生成方法及数控加
工程序的生成装置

山崎马扎克公司G05B19/18JP2005.12.2
JP2005-349730

2006.12.012007.06.06CN1975615

数値制御加工プログラムの生成方
法および数値制御加工プログラム
の生成装置

ヤマザキマザック株式
会社

基于工具磨损而自动调节工具的操
作速度的电气装置

托尔动力公司H02P7/18US2004.6.25
US10/877,636

2005.06.172007.06.06CN1977445

ツール摩耗による自動調節道具の
操作速度の電気装置

ThorPowerCorp.

端面研磨装置及端面研磨方法三菱丽阳株式会社B24B7/24
B24B7/16
B24B13/00

JP2005.12.8
JP2005-354892
2006.10.12
JP2006-278648

2006.12.072007.06.13CN1978132

端面研磨装置および端面研磨方法三菱レイヨン株式会社

用于测量设备的安装结构和具有该
结构的磨床

株式会社捷太格特B24B49/00
B24B27/00
B24B5/00

JP2005.12.8
JP2005-354965

2006.11.302007.06.13CN1978137

測定装置に使用される装着構造と
該構造を有する研削盤

株式会社ジェイテクト

一种仿真数控车床主轴的性能预测
方法

上海电气集团股份有限
公司

G01N3/00
G01N19/00
G01M13/00

CN2005.12.092007.06.13CN1979120

数値制御旋盤主軸をミュレーショ
ンする予測方法

ShanghaiElectric(Group)
Corp.

万能齿条插齿机构宜昌长机科技有限责任
公司

B23F5/12CN2005.12.152007.06.20CN1981966

万能ラック歯車形削り盤機構ChangjiScienceandTech-
nologyCo.,Ltd.,Yichang

操作器株式会社森精机制作所B23Q5/00
B23Q15/00
B23Q17/24

JP2005.12.13
JP2005-358471

2006.12.132007.06.20CN1981986

操作器株式会社森精機製作所

齿轮去毛刺设备许晓华B23F19/00CN2005.12.202007.06.27CN1986131
ギアのバリ除去装置XuXiaohua
具有车、铣复合功能的车床心轴萧如文B23Q3/14TW2005.12.232007.06.27CN1986149
砥石車、フライス削り複合性能を
有する旋盤アーバ

XiaoRuwen

旋转轴的准停控制装置发那科株式会社G05B19/18
G05B11/32

JP2005.12.19
JP2005-365465

2006.12.182007.06.27CN1987701
回転軸の正確な停止制御装置ファナック株式会社
加工导电性工件的方法及复合加工
装置

沙迪克株式会社B23P23/00
B23P17/00
B23H5/04

JP2004.10.18
JP302976/2004

2005.10.182007.06.27CN1988982

導電性ワークの加工方法および複
合加工装置

株式会社ソディック

具有倍率功能的转塔伺服控制装置
及其控制方法

斗山英维高株式会社B23Q15/12
B23Q15/14
G05B19/414

KR2005.12.29
KR10-2005-0132809

2006.12.292007.07.04CN1990176

倍率性能を有するタレットサーボ
制御装置及び制御方法

DoosanInfracoreCo.,
Ltd.

机床控制器发那科株式会社B23Q15/12
B23Q15/14
G05B19/404

JP2005.12.27
JP2005-375553

2006.12.262007.07.04CN1990177

工作機械コントローラーファナック株式会社

数控仪表车床三维立体装配演示系
统的构建方法

上海电气集团股份有限
公司

G05B19/4097CN2005.12.302007.07.04CN1991644

数値制御計器旋盤の三次元立体組
立プレゼンテーションの構築方法

ShanghaiElectric(Group)
Corp.

柔性轨道多轴工具机及方法波音公司B23Q9/00US2004.5.27
US10/854,210

2005.05.062007.07.04CN1993204
たわみ性軌道多軸道具機および方法TheBoeingCo.
可靠的位置监控的方法约翰尼斯海登海恩博士

股份有限公司
G05B9/03
G05B19/4063

DE2004.8.6
DE102004038275.1

2005.06.172007.07.04CN1993657

明確な位置のモニタリング方法Dr.JohannesHeidenhain
GmbH
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立式活塞环内外圆仿形车床福建东亚机械有限公司B23B5/36CN2006.09.202007.07.11CN1994636
垂直式ピストンリング内外円倣い
旋盤

DongyaMachineryCo.,
Ltd.,Fujian

管件法兰钻孔专用机床北京通州宋庄铸造厂B23B41/00
B23B39/16
B23B47/30
B23B47/04
B23Q3/06
B23Q3/12
B23B47/22

CN2006.12.192007.07.11CN1994640

パイプ取付具フランジ穿孔用旋盤
（ドリル）工作機械

TongzhouSongzhuang
CastingPlant,Beijing

门开闭结构及具有该门开闭结构的
机床

兄弟工业株式会社B23Q11/08JP2005.12.28
JP2005-378356

2006.12.202007.07.11CN1994670

扉開閉構造および該扉開閉構造を
有する工作機械

ブラザー工業株式会社

一种曲轴磨削加工方法潘旭华B24B5/42
B24B49/00

CN2006.12.222007.07.11CN1994672
クランク軸の研削加工方法PanXuhua
一种轴类零件的磨削方法潘旭华B24B7/16CN2006.12.262007.07.11CN1994673
軸部品の研削方法PanXuhua
一种盘类零件端面槽的磨削方法潘旭华B24B19/02CN2006.12.072007.07.11CN1994675
砥石端面の研削方法PanXuhua
加工装置的监视设备发那科株式会社G05B19/18

B23Q15/00
B23H7/20

JP2006.1.5
JP2006-000460

2006.12.302007.07.11CN1996186

加工装置の監視手段ファナック株式会社

高精度内圆磨削系统瓦房店轴承集团有限责
任公司

B24B5/22CN2006.12.312007.07.18CN100999063

高精度の内面研削システムWafangdianBearing
GroupCo.,Ltd.

具有冗余功能的轧辊磨床数控系统中铝西南铝板带有限公司B24B5/37
B24B49/10

CN2006.11.062007.07.18CN100999065
冗長性能を有するロール研削機数
値制御システム

ZhongluXi'nanAluminium
SheetCo.,Ltd.

旋转式金刚石修整器丰田万磨株式会社
株式会社捷太格特

B24B53/14JP2004.8.16
JP236416/2004

2005.08.052007.07.18CN101001720

回転円形ダイヤモンド面取り器豊田バンモップス株式
会社
株式会社ジェイテクト

安全PLC、顺序程序制作支援软件
以及顺序程序的判定方法

株式会社捷太格特G05B19/05JP2004.7.29
JP221734/2004

2005.07.222007.07.18CN101002148

安全PLC、順位プログラムの制作
サポートソフト及び順位プログラ
ムの判定方法

株式会社ジェイテクト

可编程控制器株式会社捷太格特G05B19/05
G05B9/02

JP2004.7.30
JP222816/2004

2005.07.222007.07.18CN101002149
シーケンサー株式会社ジェイテクト
等模数非对称齿廓渐开线齿轮滚刀北京科技大学B23F21/16CN2007.01.232007.07.25CN101003098
同モジュラ−非対称歯形インボリ
ュート歯車ホビングカッター

BeijingScienceand
TechnologyUniv.

制齿机床送料机构陶 波B23F23/02CN2007.01.292007.07.25CN101003099
歯切り機の給送装置TaoBo
电解车削加工方法哈尔滨工业大学B23H3/00

B23H7/26
B23H7/14
B23H7/18
B23H3/08

CN2007.01.192007.07.25CN101003100

電気分解旋削加工方法HarbinPolytechnicUniv.

刀具库许勒·惠勒有限公司B23Q3/155
B23Q3/00
B23Q13/00

DE2006.1.18
EP06000973.5

2007.01.172007.07.25CN101003120

ツールマカジンHuellerHilleGmbH

用于砂轮等类似物的安装装置纳奥企业有限公司B24B45/00
B26D1/14

US2006.1.19
US11/335,132

2007.01.192007.07.25CN101003125
グラインディングホイール等の相
似物用の取付け装置

NaouEnterpriseCo.,
Ltd.

无心研磨的方法圣戈本磨料股份有限公司B24B41/06
B24B5/04

US2004.8.24
US10/925,127

2005.08.112007.07.25CN101005925
心なし研削方法SaintGobainAbrasives

Inc.
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多型号普通车床尾座自动进给方法陈有卿B23Q5/34CN2006.01.242007.08.01CN101007390
多目的普通旋盤の心押し台自動フ
ィード方法

ChenYouqin

自动刀具更换装置、用于该装置的
刀具更换方法、以及使用该装置的
机床

株式会社纳米B23Q3/157JP2005.2.7
JP031108/2005

2006.02.072007.08.01CN101010164

自動カッター交換装置，該装置の
カッター交換方法，及び該装置を
使用する工作機械

株式会社ナノ

一种刀具回转的车削工作头及其应用董祥义B23B3/26
B23Q5/34
B23Q5/04
B23Q1/25
B23B21/00
B23B3/06

CN2007.01.232007.08.08CN101011749

ツール回転型旋削ヘッドおよびそ
れを用いる方法

DongXiangyi

极坐标数控高效铣、滚齿复合机床南京工业大学B23F5/20
B23F23/00
B23B19/00
B23Q5/04
B23Q3/12

CN2007.01.242007.08.08CN101011762

極座標数値制御高効率フライス削
り、ホッビング複合工作機械

NanjingPolytechnicUniv.

机床兄弟工业株式会社B23Q11/08
E05D15/06
H01H21/34

JP2006.1.30
JP2006-020112

2007.01.162007.08.08CN101011802

工作機械ブラザー工業株式会社

手摇与按键两用式手动脉冲发生器
及其操作方法

大连光洋科技工程有限
公司

B23Q15/00
B23Q17/00
B23Q16/02
H03K3/00

CN2007.01.152007.08.08CN101011803

手揺れ方式およびボタン方式の両
用手動インパルス発生器及び操作
方法

GuangyangScienceand
TechnologyEngineering
Co.,Ltd.,Dalian

磨塑胶皮辊机修整器无锡市曙光纺织配件厂B24B5/37
B24B19/22

CN2006.12.152007.08.08CN101011808
プラスチック研磨用ローラ式装置
の面取り器

WuxiShuguangTextiel
AccessoriesFactory

一种轧辊类工件数控磨削方法潘旭华B24B5/37CN2007.01.302007.08.08CN101011809
ロール式ワークの数値制御研削方法PanXuhua
一种中小直径薄壁零件的车削加工
方法

陕西鼓风机（集团）有
限公司

B23B1/00
B23B27/14
B23B27/02
B23B27/04
B23Q15/013

CN2007.02.132007.08.15CN101015863

中小径の薄壁機械部品の旋削加工
方法

ShaanxiBlower(Group)
Co.,Ltd.

异形花键转接型防盗紧固件数控制
造技术

张梁寅B23F5/00CN2006.02.082007.08.15CN101015869

異形スプライン接続中継型防犯緊
締具数値制御製造技術

ZhangLiangyin

六轴五联动螺旋锥齿轮加工机床湖南中大创远数控装备
有限公司

B23F9/00
B23F9/10
B23F9/02
B23Q1/26

CN2006.11.082007.08.15CN101015870

6軸の5連動傘歯車加工工作機械HunanZDCYCNCEquip-
mentCo.,Ltd.

滚齿机的去毛刺设备通用汽车环球科技运作
公司

B23F19/00
B23F5/20
B23Q5/04
B23Q15/14

US2006.2.10
US60/772,049
2007.1.4
US11/619,752

2007.02.092007.08.15CN101015871

ホブ歯切盤のバリ除去デバイスGMGlobalTechnology
Operation

一种可以解决Z<17的渐开线齿轮
“根切”问题的滚刀齿形

黄世发B23F21/16CN2006.02.082007.08.15CN101015872

Z数が17以下のインボリュート歯
車“ベース部切削”問題を解決で
きるホビングカッター歯形

HuangShifa

数值控制方法发那科株式会社G05B19/18JP2006.2.8
JP2006-031371

2007.02.072007.08.15CN101017375
数値制御方法ファナック株式会社
连杆用断裂槽的加工方法及装置本田技研工业株式会社B23C3/30

B23P13/00
JP2004.11.25

JP341271/2004
2004.11.25
JP341272/2004

2005.11.222007.08.15CN101018635

コネクティンロッド用のクラッキ
ング溝の加工方法および装置

本田技研工業株式会社
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全自动仪表车床屠燕海B23B7/00

B23B3/02
B23B15/00
B23B13/00
B23Q7/04
B23Q3/12
B23Q5/52

CN2007.03.092007.08.22CN101020247

全自動旋盤装置TuYanhai

数控车床气动尾座盛焕君B23B23/00CN2007.03.162007.08.22CN101020249
数値制御旋盤の空気動心押台ShengHuanjun
一种齿条加工设备马俊国B23F5/00

B23Q5/34
B23Q5/40
B23Q1/58
B23Q5/027
B23Q7/02
B23Q1/26

CN2007.03.152007.08.22CN101020260

ラック加工装置MaJunguo

齿条加工专用车床马俊国B23F5/00
B23Q1/26
B23Q7/02
B23Q1/58
B23Q5/027
B23Q5/34
B23Q5/40

CN2007.03.152007.08.22CN101020261

ラック加工専用旋盤MaJunguo

齿条加工设备马俊国B23F5/00
B23Q7/02
B23Q1/26
B23Q1/58
B23Q5/027
B23Q5/34
B23Q5/40

CN2007.03.152007.08.22CN101020262

ラック加工装置MaJunguo

齿条加工机床马俊国B23F5/00
B23Q7/02
B23Q1/58
B23Q5/027
B23Q5/34
B23Q5/40
B23Q1/26

CN2007.03.152007.08.22CN101020263

ラック加工工作機械MaJunguo

机床发那科株式会社B23Q1/26
B23Q5/52
B23Q5/20
B23H7/26

JP2006.2.14
JP2006-036995

2007.02.132007.08.22CN101020292

工作機械ファナック株式会社

易于控制斜切量的斜切机全炳禹;全炳权B23Q15/013
B23Q17/22
B23Q1/26
B23C3/12

KR2006.2.14
KR10-2006-0014224

2007.02.132007.08.22CN101020295

バイアス量の制御が容易なバイア
スカッター

QuanBingyu

NC工作机械的正圆加工方法以及
正圆加工装置

报国株式会社B23Q15/04
G05B19/404
B23Q17/22

JP2004.8.6
JP231743/2004

2005.08.052007.08.22CN101022917

NC工作機械における真円加工方
法及び真円加工装置

ホーコス株式会社

用于加工旋转件的方法埃尔温容克尔机械制造
有限公司

B24B5/42DE2004.9.8
DE102004043404.2

2005.09.012007.08.22CN101022919

回転体ワークの機械（研削）JunkerErwinMaschf
GmbH

具有电子数据载体的回转工具雷肖尔股份公司B23Q17/00
B23Q17/09
B23F23/12
B23F21/02
B24B49/18
H02K11/00
G05B19/408

CH2006.2.21
DE102006008395.4

2007.02.162007.08.29CN101024271

電子データ記憶装置を有する回転
式切削工具

ReishauerAG

伺服电动机控制器发那科株式会社G05B11/32
G05B19/18

JP2006.2.16
JP2006-039276

2007.02.152007.08.29CN101025615
サーボモータコントローラーファナック株式会社
数值控制器发那科株式会社G05B19/18JP2006.2.22

JP2006-044956
2007.02.252007.08.29CN101025622

数値制御装置ファナック株式会社
数值控制器发那科株式会社G05B19/18

G06F3/048
JP2006.2.16

JP2006-039547
2007.02.162007.08.29CN101025623

数値制御装置ファナック株式会社
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用于锥形齿轮及准双曲面齿轮之自
由形状最佳化的方法及装置

克林根贝尔格有限公司B23F23/00
B23F9/08

DE2005.6.16
EPPCT/EP2005/006485

2005.06.172007.08.29CN101027158

平歯車および傘歯車用の自由形状
最適化方法および装置

KlingelnbergGmbH

机床方法瑞尼斯豪公司G05B19/408
G05B19/4097

GB2004.9.1
GB0419381.9

2005.08.262007.08.29CN101027616
工作機械RenishawPLC
齿轮磨床、修整带螺纹磨轮的方法
和磨削工件的方法

三菱重工业株式会社B23F5/04
B23F23/00
B24B53/12
G05B19/18

JP2006.2.28
JP2006-052574

2006.12.132007.09.05CN101028658

歯車研削盤、ねじ切りつきの砥石車
の面取り方法とワークの研削方法

三菱重工株式会社

用于监控研磨机冷却液喷嘴设定的
方法

雷肖尔股份公司B23F5/04
B23F23/00
B24B55/02

CH2006.2.28
DE102006009547.2

2007.02.272007.09.05CN101028659

ラップ盤冷媒噴射ノズルの設定を
モニタリングする方法

ReishauerAG

齿轮精滚刀构形方法及其所构形的
精滚刀

吉林大学B23F21/16CN2007.04.062007.09.05CN101028660

ギアのホビングカッター設計方法
及びホビングカッター

JilinUniv.

主轴装置的防尘机构大隈株式会社B23Q11/00
B23B19/02

JP2006.2.28
JP2006-053637

2007.02.272007.09.05CN101028689
スピンドル装置の防塵機構オークマ株式会社
加工方法日立比亚机械股份有限

公司
B23Q15/20
B23Q15/22
B23B39/16
H05K3/00
B26F1/16
B26D5/00

JP2003.10.312007.09.05CN101028691

加工方法日立ビアメカニクス株
式会社

用于精密磨削的微进给系统东华大学B24B47/20
B24B49/10

CN2007.01.122007.09.05CN101028702
精密研削に使用されるマイクロ送
りシステム

DonghuaUniv.

一种倒棱机精定位机构杭州浙大精益机电技术
工程有限公司

B23Q15/20
B23Q17/24
B23B5/16
B23B25/06

CN2007.04.242007.09.12CN101032799

面取り機の精密位置決め機構HangzhouZhejiangUniversity
ElectromechanicalTechnology
EngineeringCo.,Ltd.

内圆磨床工件主轴结构无锡开源机床集团有限
公司

B24B5/00
B24B41/04

CN2006.03.062007.09.12CN101032803

内面研削盤のワークスピンドル構造KaiyuanMachineTool
GroupCo.,Ltd.,Wuxi

控制装置发那科株式会社G05B11/32
B25J13/00

JP2006.3.7
JP2006-061592

2007.03.062007.09.12CN101034283
制御装置ファナック株式会社
用于工件特别是金属工件的切削加
工的机床和方法

斯塔玛机床有限公司B23Q1/25
B23Q1/48
B23Q7/08
B23Q7/16
B23Q39/00

DE2006.3.14
DE102006013418.4

2007.03.142007.09.19CN101036969

ワーク特に金属ワークに使用され
るマシニングの工作機械と方法

Stama Maschinenfabrik
GmbH

一种修磨夹具中国科学院长春光学精
密机械与物理研究所

B23Q3/06
B25B11/00

CN2006.03.172007.09.19CN101036970

研削機のグリッパーChangchunInstituteof
Optics,FineMechanics
andPhysics,CAS

高精度轧辊磨床轧辊圆度及辊形误
差在线测量装置及方法

上海大学B24B5/37
B24B49/12

CN2007.03.292007.09.19CN101036973

高精度ロール研摩機ロール円形度
およびローラー誤差オンライン測
定装置および方法

ShanghaiUniv.

具有程序确认功能的机械发那科株式会社G05B19/18
B23Q15/00

JP2006.3.13
JP2006-068112

2007.03.122007.09.19CN101038490
プログラム確認機能を有する機械ファナック株式会社
大型曲线齿锥齿轮加工数控机床杨 林B23F9/00

B23F23/00
B23Q1/25
B23Q1/54
B23Q1/01

CN2007.04.252007.09.26CN101041194

大型曲線歯の傘歯車加工用数値制
御工作機械

YangLin
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具有三维形状的钣金制品的制造方
法以及制品

山崎马扎克公司B23P17/00
B23P23/04
B23Q11/08

JP2006.3.24
JP2006-081964

2007.03.012007.09.26CN101041219

三次元形状を有する板金製品の製
造方法及び製品

ヤマザキマザック株式
会社

一种单柱立车落地镗铣床复合方法上海金岙机床制造有限
公司

B23P23/00CN2007.04.192007.09.26CN101041221

コラム型立て式中ぐり・フライス
複合機械

ShanghaiJinaoMachineTool
ManufacturingCo.,Ltd.

工作台夹紧装置大隈株式会社B23Q1/26
B23Q1/52
B23Q16/00
F16D55/22
F16D65/32

JP2006.3.31
JP2006-099362

2007.03.272007.10.03CN101045280

ワークテーブルのクランプ装置オークマ株式会社

用于由数值控制器控制的机床的自
动刀具替换方法和设备

发那科株式会社B23Q3/157JP2006.3.27
JP2006-085711

2007.03.262007.10.03CN101045281

数値制御工作機械のカッター自動
交換方法と装置

ファナック株式会社

一种基于平行主轴轴线移动刀具顺
序作业的单轴自动车床

湘潭市江南凌志科技有
限公司

B23B7/00
B23B15/00
B23Q5/34
B23Q1/60
B23Q1/01
B23Q3/00

CN2007.05.112007.10.10CN101049637

カッターを主軸に平行に移動可能
な自動短軸旋盤

JiangnanLingzhiCo.,
Ltd.,XiangtanCity

电脑数控车床的刀盘装置伍将机械工业股份有限
公司

B23B29/24TW2006.04.062007.10.10CN101049638

コンピューター数値制御旋盤のカ
ッターヘッド

WujiangMachinery
IndustryCo.,Ltd.

一种超硬砂轮的修整装置南京数控机床有限公司B24B53/14CN2007.05.092007.10.10CN101049682
超硬グラインディングホイールの
面取り装置

NanjingCNCMachine
ToolCo.,Ltd.

数控球磨车浙江湖州北道数控精密
机械有限公司

B23P23/02
B23Q3/14
B23Q17/20
B24B11/02
B23B5/40
B23B31/40

CN2007.05.312007.10.17CN101053935

数値制御ボールミル装置ZhejiangHuzhouBeidao
CNCPreciseMachinery
Co.,Ltd.

一种专用镗床天津赛瑞机器设备有限
公司

B23B41/00
B23B47/02
B23B29/02
B23Q1/25

CN2007.05.312007.10.24CN101058120

専用中ぐり盤TianjinSeriMachinery
EquipmentCorporation
Limited

工作机械的颤振抑制装置株式会社森精机制作所B23Q11/00
F16F15/00
F16F15/10

JP2006.4.4
JP2006-102739

2007.04.032007.10.24CN101058152

工作機械フラッタ抑制装置株式会社森精機製作所

数控机床轴的空间补偿方法上海富安工厂自动化有
限公司

B23Q15/00CN2006.04.182007.10.24CN101058155

数値制御工作機械軸の空間補償方法AutomationCo.,Ltd.,of
Fu-anFactory,Shanghai

数控轴位置精度的补偿方法上海富安工厂自动化有
限公司

B23Q15/00CN2006.04.182007.10.24CN101058156

数値制御軸位置精度の補償方法AutomationCo.,Ltd.,of
Fu-anFactory,Shanghai

加工装置发那科株式会社B23Q15/00
B23Q5/00
B23Q5/02
B23Q1/34
B23Q1/25

JP2006.4.19
JP2006-115703
2006.11.6
JP2006-300656

2007.04.182007.10.24CN101058157

加工装置ファナック株式会社

双面磨床宁波甬微集团有限公司B24B7/17CN2007.05.182007.10.24CN101058161
両面研削盤NingboYongweiGroup

Co.,Ltd.
磨床转塔式砂轮库杭州机床集团有限公司B24B41/00CN2007.03.192007.10.24CN101058167
タレット式グラインディングホイ
ール倉庫を有する研削装置

HangzhouMachineTool
GroupCo.,Ltd.
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立柱全移动磨床杭州机床集团有限公司B24B41/02

B24B41/04
B24B47/04
B24B47/12
B24B47/20

CN2007.04.092007.10.24CN101058168

コラムX,Z軸移動立て形研削盤HangzhouMachineTool
GroupCo.,Ltd.

加工超大规格内螺纹的铣刀设计方法宜昌船舶柴油机厂G06F17/50
B23G5/18

CN2007.05.212007.10.24CN101059820
超大インナースクリュースレッド加
工用フライスカッターの設計方法

YichangShipDieselEngine
Factory

精密轧辊车床东芝机械株式会社B23P23/02
B23B5/36
B23B21/00
B23C3/28
B23Q1/40
B23Q5/22

JP2006.4.27
JP2006-123626

2007.04.272007.10.31CN101062543

精密ロール旋盤東芝機械株式会社

数值控制器发那科株式会社G05B19/4103JP2006.4.24
JP2006-119446

2007.04.232007.10.31CN101063881
数値制御装置ファナック株式会社
车床的送料装置台州三佳机械有限公司B23B13/00CN2007.05.212007.11.07CN101066561
旋盤のワーク供給装置TaizhouSanjiaMachinery

Co.,Ltd.
车床的工件自动喂料装置台州三佳机械有限公司B23B13/00CN2007.05.212007.11.07CN101066562
旋盤のワーク自動供給装置TaizhouSanjiaMachinery

Co.,Ltd.
滚齿机数字化窜刀机构浙江佳雪数控机床有限

公司
B23Q15/22
B23F23/00
B23F5/20

CN2007.04.062007.11.07CN101066578

ホブ歯切盤の数値制御移動カッタ
ー刃具装着機構

JiaxueDigital-Control
Machine-ToolsCoLtd,
Zhejiang

外圆磨削式平面磨床山东大学B24B5/04
B24B7/00

CN2007.06.142007.11.07CN101066580
外平面円筒研削盤ShandongUniv.
外圆磨床株洲硬质合金集团有限

公司
B24B5/04CN2007.04.242007.11.07CN101066581

円筒研削盤ZhuzhouHardAlloyGroup
Co.,Ltd.

磨齿加工用成形磨砂轮修整器重庆大学B24B53/12
B23F5/02

CN2007.06.082007.11.07CN101066584
歯加工用成形砥石ドレッサーChongqingUniv.
坯料把持装置、坯料导向装置及自
动车床

西铁城控股株式会社B23B31/20
B23B13/12

JP2004.11.30
JP345309/2004

2005.11.282007.11.07CN101068643

ブランク把持装置、ブランクガイ
ド装置および自動旋盤

シチズンホールディン
グス株式会社

工件定位装置库卡罗伯特有限公司B23Q3/10
B23K37/04

DE2004.12.3
DE202004018795.7

2005.11.252007.11.07CN101068649
ワークの位置決め装置AmatecRoboticsGmbH
带有用于目视观察加工过程的显示
器的机床或专用机床

西门子公司G03B21/06
B23Q17/24
G06F3/033
H04N5/74

DE2003.6.6
DE10325894.9

2004.06.072007.11.07CN101069125

実視観察加工フロー付きのディス
プレイを備える工作機械あるいは
専用工作機械

SiemensAG

一种大模数齿轮齿廓的范成加工方法武汉船用机械有限责任
公司

B23F5/20
B23F21/12

CN2007.06.222007.11.14CN101069935

大きいモジュラ−歯車切削周囲の
創成加工方法

WuhanShipMachinery
Co.,Ltd.

一种两齿差摆线滚刀天津减速机股份有限公司B23F21/16CN2007.06.112007.11.14CN101069936
2つの歯数差サイクロイドホッビ
ングカッター

TianjinSpeedReducer
Co.,Ltd.

机床特劳伯车床有限商业两
合公司

B23Q1/25
B23Q1/52
B23Q11/10
B23Q3/00
B23B29/24

DE2006.5.10
DE102006023030.2

2007.05.102007.11.14CN101069947

工作機械Traub Drehmaschinen
GmbH&Co.

一种磨床跳档机构长沙金岭数控磨床有限
公司

B24B17/00CN2007.06.142007.11.14CN101069954

研削盤の移動・停止機構JinlingNumerical-Control
GrindingMachineCo.,
Ltd.,Changsha
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一种仿形磨床一体化行星齿轮减速
机构

长沙金岭数控磨床有限
公司

B24B19/08
B24B47/12

CN2007.06.142007.11.14CN101069955

エピサイクリックギヤー減速機構
を備えるプロファイル研削盤

JinlingNumerical-Control
GrindingMachineCo.,
Ltd.,Changsha

磨床带摇架传动机构长沙金岭数控磨床有限
公司

B24B19/08
B24B47/12

CN2007.06.142007.11.14CN101069956

研削盤の帯部材揺動フレームの駆
動装置

JinlingNumerical-Control
GrindingMachineCo.,
Ltd.,Changsha

一种磨床水平修整器长沙金岭数控磨床有限
公司

B24B53/12CN2007.06.142007.11.14CN101069960

レベル面取り研削装置JinlingNumerical-Control
GrindingMachineCo.,
Ltd.,Changsha

研磨主轴转子上具有对中设备的夹
持设备及具有这种对中设备的旋转
部件

埃尔温容克尔机械制造
有限公司

B24B45/00
B24D5/16
B24D7/16
B24D13/20
F16B2/06
F16B2/10
F16B2/18

DE2004.12.22
DE102004061871.2

2005.12.072007.11.14CN101072660

研削スピンドルローター上のセン
トラライズデバイスを有するクラ
ンプ装置およびこのセントラライ
ズデバイスを有する回転部品

JunkerErwinMaschf
GmbH

车用法兰轴外圆柱齿轮的加工方法上海飞华汽车部件有限
公司

B23P15/14
B21C23/02

CN2006.05.192007.11.21CN101073871

車用フランジ軸の外シリンドリカ
ルギヤーの加工方法

FeihuaAutomotiveParts
Co.,Ltd.,Shanghai

车床的固紧装置发得科技工业股份有限
公司

B23Q1/26
B23Q1/66

TW2006.05.182007.11.21CN101073874

旋盤の押え装置FadeSci.&Tech.Industry
Co.,Ltd.

一种水钻端面磨抛加工方法及专用
磨抛机

浙江名媛工艺饰品有限
公司

B24B9/16CN2007.06.132007.11.21CN101073876

水ドリル端面のラッピング加工方
法および専用ラッピング機

MingyuanArtcraftsCo.,
Ltd.,Zhejiang

旋转电机的整流子表面切削方法及
其装置

阿斯莫株式会社H01R43/06
B23D1/08

JP2006.5.18
JP2006-138894

2007.05.172007.11.21CN101075722

回転モータの整流子表面の切削方
法及び装置

アスモ株式会社

以简化时分的分度法加工齿轮的装
置及方法

科林基恩伯格股份有限
公司

B23F9/10
B23F9/12
B23F9/02
B23F5/20

DE2004.09.252007.11.21CN101076423

ショートカット時の分割の割り出
し歯車加工の装置および方法

KlingelnbergGmbH

具有减振件的用于切割和磨削的装
置、夹紧装置和旋转工具

罗迪斯磨具有限及两合
公司

B24B23/02
B24B45/00
B24D5/16
B23D47/00
B23D61/02
F16F7/00
B24B41/00

DE2004.12.1
DE202004018583.0
2005.7.14
DE202005011276.3

2005.12.012007.11.21CN101076431

切断と研削に、クランプ装置と回
転に使用される減衰吸振部材を備
えている器具

RhodiusGrindingTool
GmbH&Co.KG

垂直双盘表面研磨机械中研磨轮的
初始位置设定方法

大昌精机株式会社B24B47/22
B24B7/17

JP2004.12.102007.11.21CN101076432

垂直両盤表面研磨機械の中でラッ
ピングの車輪の開始位置設定する
方法

大昌精機株式会社

一种数控车床高长泉B23B7/00
B23B7/10
B23B25/04
B23Q11/08

CN2007.06.122007.11.28CN101077532

数値制御旋盤GaoChangquan

全自动平衡机切削点自动定位装置浙江大学B23Q15/22
B23Q17/22

CN2007.06.072007.11.28CN101077565
全自動ワークテーブル上の切削加
工点の自動位置決め装置

ZhejiangUniv.

研磨机台、承载治具及承载治具的
操作方法

友达光电股份有限公司B24B7/24
B24B41/06

TW2007.07.252007.11.28CN101077566

研削盤、治具および治具の操作方法YoudaPhotoelectricCo.,
Ltd.
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用于接触轨的磨削装置保罗·瓦尔有限公司和

两合公司
B24B21/14
B24B21/18
B24B49/02

US2006.4.21
DE102006019155.2

2007.04.202007.11.28CN101077567

接触レール用ベルト研削装置VahlePaulKG
数控机床精度检测及对刀装置南京航空航天大学B23Q17/00

B23Q17/22
CN2007.07.102007.12.05CN101081480

数値制御工作機械精度検出器およ
びそれに用いる刀具

NanjingUniversityof
Aeronautics&Astronautics

数控回转工作台测量机构快速测量
定位精度的方法

成都工具研究所B23Q17/24
G01B11/00
G01B11/26

CN2007.06.292007.12.05CN101081481

数値制御アクチュエータを用いて
回転ワークテーブルの①を迅速に
精度よく測定する方法

ChengduToolResearch
Institute

数控回转工作台定位精度快速测量
机构

成都工具研究所B23Q17/24
G01B11/00
G01B11/26

CN2007.06.292007.12.05CN101081482

数値制御回転ワークテーブル位置
精度急速測定機構

ChengduToolResearch
Institute

小模数弧齿锥齿轮加工珩孔用的工具苏州江城数控精密机械
有限公司

B24B33/08
B24B33/02

CN2004.08.162007.12.05CN101081487

小さいモジュラーの弧歯の傘歯車
加工に用いる道具

SuzhouJiangchengDigital
ControlFine Mechanics
Co.,Ltd.

机器和控制系统瑞尼斯豪公司G05B19/416
B23Q17/20
B23Q15/12

GB2004.12.20
GB0427796.8
2004.12.21
GB0427964.2

2005.12.202007.12.05CN101084475

機器と制御システムRenishawPLC

可移动的筒体切削专用装置宋晓波B23B5/00
B23Q5/04
B23Q5/34
B23Q1/46

CN2007.07.182007.12.12CN101085468

移動可能な筒体切削専用の装置SongXiaobo

可同时加工两个零件的双轴数控车床陈仲明B23B9/00
B23Q5/34

CN2006.06.062007.12.12CN101085469
２つ機械部品の同時加工可能な二
軸数値制御旋盤

ChenZhongming

一种齿向修形的滚齿加工工艺中国南车集团戚墅堰机
车车辆工艺研究所

B23F5/20CN2007.07.022007.12.12CN101085480

歯筋修正のホビング加工工法CSRQishuyanLocomotive
&RollingStockTechno-
logyResearchInstitute

软加工锥齿轮的装置和方法及该装
置的应用

科林基恩伯格股份有限
公司

B23F5/24DE2006.6.6
EP06115040.5

2007.06.052007.12.12CN101085481

傘歯車柔軟加工装置と方法および
該装置の応用

KlingelnbergGmbH

用于制造具有锥形齿轮齿的齿轮构
件的拉削装置和方法

通用汽车环球科技运作
公司

B23F5/28
B23F21/26

US2006.6.6
US11/422387

2007.06.062007.12.12CN101085482

傘歯車を有するギア構造部品製造
用切削装置と方法

GMGlobalTechOpera-
tionsInc.

仿形磨床株式会社三井高科技B24B19/02
B24B41/04
H04N5/225

JP2006.6.5
JP2006-156288

2007.06.052007.12.12CN101085507

プロファイル研削盤株式会社三井ハイテック

控制装置的内部数据的观测装置发那科株式会社G05B19/406JP2006.6.6
JP2006-157494

2007.05.302007.12.12CN101086663
制御装置内部データの観測装置ファナック株式会社
数据显示装置及其控制方法、数据
对应装置及其控制方法

欧姆龙株式会社G05B19/418JP2006.6.7
JP2006-159085

2007.06.062007.12.12CN101086665

データ表示装置及び制御方法、デ
ータ対応装置及び制御方法

オムロン株式会社

精轧辊车床东芝机械株式会社B23B5/00
B23B5/48
B23Q5/04
B23B21/00

JP2006.6.15
JP2006-166404

2007.06.152007.12.19CN101088681

精密ロール旋盤東芝機械株式会社

精轧辊车床东芝机械株式会社B23B5/48
B23B5/00
B23B21/00

JP2006.6.14
JP2006-165144

2007.06.142007.12.19CN101088682

精密ロール旋盤東芝機械株式会社
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铁路车床主轴套筒的消隙方法及利
用该方法制造的床头箱

齐重数控装备股份有限
公司

B23B19/02
B23Q5/56
B23B19/00
B23B5/28

CN2006.11.132007.12.19CN101088683

鉄道旋盤主軸スリーブ筒のアンチ
バックラッシ方法および該方法を
利用して製造したヘッドストック

QizhongDigitalControl
EquipmentCo.,Ltd.

梳棉机曲轨研磨装置山东德棉集团栖霞纺织
有限公司

B24B5/36CN2006.06.162007.12.19CN101088704

梳綿磯ベンドの研削装置QixiaTextileCo.,Ltd.,
ShandongDemianGroup

金刚石条直线排列砂轮修整器崔洲平B24B53/12
B24D18/00

CN2007.07.162007.12.19CN101088707
ダイヤモンド条リニア配列ドレッ
サー

CuiZhouping

用于制造带有锥形齿轮齿的齿轮构
件的拉削装置和方法

通用汽车环球科技运作
公司

B23F5/28
B23F21/26

US2006.6.30
US11/428,068

2007.07.022008.01.02CN101096060

傘歯車を有するギア構造部品を製造
するためのブローチ削り装置と方法

GMGlobalTechnology
Operation

移动体的移动控制装置、控制方法
以及机床的移动控制装置

星精密株式会社B23Q15/00JP2006.6.30
JP2006-181175
2006.10.31
JP2006-295557

2007.06.292008.01.02CN101096072

移動体の移動制御装置、制御方法
及び工作機械の移動制御装置

スター精密株式会社

定购和预测生产混合时的生产计划
方法和生产计划系统

株式会社日立制作所G05B19/418
G06Q50/00

JP2005.9.9
JP261567/2005

2006.09.082008.01.02CN101099120

受注・見込み生産混流時の生産計
画方法と生産計画システム

株式会社日立製作所

一种数控磨边机及磨削方法中国兵器工业第五八研
究所

B24B9/08
B24B47/20

CN2007.06.282008.01.09CN101100038

数値制御面取り機および研削方法No.58InstituteofChina
NorthIndustriesGroup
Corporation

压缩机曲轴、以及磨削这种曲轴的
方法

丹福斯压缩器有限公司F16C3/08
B24B5/42
F16C3/10
F04B35/01
B23B5/22

DE2006.7.1
DE102006030492.6

2007.07.022008.01.09CN101101016

圧縮機クランクシャフト、及び前
記クランクシャフトの研削方法

DanfossCompressors
GmbH

允许更换切割元件的方法法国圣戈班韦特罗特斯
有限公司

C03B37/16
D01G1/04

FR2004.11.19
FR0452700

2005.11.092008.01.09CN101102969

切削工具の交換時期を判別する方法SaintGobainVetrotex
数控切割控制装置及数控切割控制
方法

国营武昌造船厂
武汉楚天工业激光设备
有限公司

B23P23/00
G05B19/18
B41J3/407
B41J2/47
B41M5/24
B23K7/00
B23K26/04

CN2007.07.302008.01.16CN101104239

数値制御切削制御装置および数値
制御切削方法

StateRunWuchangShip-
buildingFactory
Wuhanchutianlasergroup
co.,ltd

机床格里森工场B23Q1/26
B23Q1/30
B23Q5/22

US2006.6.23
DE102006028929.3
2007.5.31
DE102007025321.6

2007.06.222008.01.16CN101104241

工作機械TheGleasonWorks

弧齿锥齿轮加工机床的刀盘主轴防
油液防铁屑装置

天津市精诚机床制造有
限公司

B23F9/08
B23Q11/08

CN2007.08.312008.01.23CN101108431

弧歯傘歯車加工工作機械の刃盤ス
ピンドル撥油の液もれ防止削り鉄
くず付着防止装置

TianjinJingchengMachine
ToolManufacturingCo.,
Ltd.

钻铣床德克尔·马豪·斯马赫公司B23Q1/01
B23Q1/56
B23Q1/25
B23Q11/00

DE2006.7.24
DE102006034123.6

2007.07.172008.01.30CN101112745

ドリルスライス盤DeckelMahoSeebach
GmbH

数值控制器发那科株式会社G05B19/18JP2006.7.25
JP2006-202306

2007.07.242008.01.30CN101114167
数値制御装置ファナック株式会社
用于引导数控机床的可移动机床部
件的运动的方法和装置

西门子公司G05B19/416DE2004.12.13
DE102004059966.1

2005.12.052008.01.30CN101116043

リード数値制御工作機械に使用さ
れる工作機械部品移動可能な運動
方法と装置

SiemensAG
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夹具设备SMC株式会社B23B31/28

B23B31/30
JP2006.7.31

JP2006-208994
2007.07.312008.02.06CN101116914

クランプデバイスSMC株式会社
专用切削机床王建鹏B23Q15/013CN2006.08.032008.02.06CN101116943
専用切削工作機械WangJianpeng
用于曲轴磨削的伺服自动跟踪支撑
装置

湖南大学B24B5/42
B24B41/06

CN2007.08.242008.02.06CN101116944

クランクシャフト研削に使用され
るサーボ自動トレース支持装置

HunanUniv.

砂轮双速修整控制回路湖南大学B24B53/12CN2007.08.242008.02.06CN101116956
グラインディングホイールの２種
類の速度を有する面取り制御回路

HunanUniv.

刮削刀具和刀架布林克曼产品公司B23B29/00US2004.10.20
US10/969,476

2005.10.182008.02.06CN101119820
キサゲ加工カッターと刃物台C.J.WinterMachine

Technologie
滚刀完全利用的综合滚齿方法夏建敏B23F5/20CN2007.09.202008.02.13CN101121210
ホビングカッター完全利用のコン
ビナートホビングの方法

XiaJianmin

气动控制定位器成都飞机工业（集团）
有限责任公司

B23Q15/22
B23Q3/18

CN2007.08.092008.02.13CN101121234

空気動制御保持器ChengduAircraftIndustry
(Group)Co.,Ltd.

具有改进的同心度的机床沃尔特玛斯其能博有限
公司

B23Q23/00
B23Q15/18
G05B19/404
F16F15/02

DE2006.7.29
DE102006035164.9

2007.07.272008.02.13CN101121235

改良型同心度を有する工作機械WalterMaschbGmbH

晶片磨削装置株式会社迪思科B24B7/22
B24B7/04
H01L21/304

JP2006.8.9
JP2006-217150

2007.08.082008.02.13CN101121237

チップ研削装置株式会社ディスコ

砂轮修整装置程国强B24B53/12CN2007.09.142008.02.13CN101121249
グラインディングホイール面取り
装置

ChengGuoqiang

杯状砂轮修整器厦门大学B24B53/14CN2007.09.052008.02.13CN101121250
カップ形状ドレッサーXiamenUniv.
数值控制装置发那科株式会社G05B19/18JP2006.8.8

JP2006-215867
2007.08.062008.02.13CN101122789

数値制御装置ファナック株式会社
高速线性运动机构通用电气公司G05B19/19

H01L41/09
US2004.12.20

US11/017,467
2005.12.052008.02.13CN101124522

高速直線移動機構GeneralElectricCo.
带有滑板式刀架的插齿机南京二机齿轮机床有限

公司
B23F5/12
B23F23/12
B23F23/00

CN2007.09.292008.02.20CN101125384

スライド式刃物台付きの歯車形削
り盤

NANJINGERJIGEAR
MACHINETOOL

带倾角杯状在线砂轮修整器厦门大学B24B53/14CN2007.09.302008.02.20CN101125417
傾斜角度を有するカップ形状オン
ライン研削砥石ドレッサー

XiamenUniv.

对机床进行电子操作的方法西门子公司G05B19/418
G06F17/00

DE2005.2.28
DE102005009089.3
2005.2.28
DE102005009091.5
2005.2.28
DE102005009090.7
2005.3.22
DE102005013290.1

2006.02.272008.02.20CN101128785

工作機械の電子制御操作を行う方法SiemensAG

加工机床格鲁博-工厂有限及两
合公司

B23Q15/00
B23Q17/00

DE2006.8.16
DE102006038499.7

2007.08.162008.02.27CN101130227

工作機械GROBGMBH&COKG
一种轴向开槽的轴类零件高精度无
心磨削加工方法

洛阳轴研科技股份有限
公司

B24B5/20
B24B5/307

CN2007.09.262008.02.27CN101130228

軸方向みぞ付きの軸部品の高精度
心なし研削加工方法

LuoyangZhouyanScience
&TechnologyCo.,Ltd.
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一种砂轮圆弧修整器曲率半径快速
调整方法

洛阳轴研科技股份有限
公司

B24B53/12CN2007.09.262008.02.27CN101130236

グラインディングホイール円弧面
取り器曲率半径急速調整方法

LuoyangZhouyanScience
&TechnologyCo.,Ltd.

用于制造过程的方法和设备波音公司B23B47/00US2003.6.25
US10/606,443
2003.6.25
US10/606,402
2003.6.25
US10/606,472
2003.6.25
US10/606,625
2003.6.25
US10/606,473

2004.06.242008.02.27CN101132873

製造フローに使用される方法と装置TheBoeingCo.

复合式数控机械加工中心丁继义B23Q1/01
B23Q1/25

CN2007.10.222008.03.05CN101134281
複合式数値制御マシニングセンタDingJiyi
机床机头部位气浮及夹紧系统上海交通大学B23Q1/38

B23Q1/26
CN2007.10.252008.03.05CN101134282

工作機械のヘッド部の空気圧開閉
グリッパ

ShanghaiJiaotongUniv.

工件交换装置及车床单元株式会社三共制作所B23Q7/04JP2006.8.31
JP2006-236473

2007.08.312008.03.05CN101134283
ワーク交換装置および旋盤ユニット株式会社三共製作所
加工机的故障预报·警告·修复作业
的支援系统

山崎马扎克公司G05B19/18
G05B23/02
B23Q15/00

JP2006.8.29
JP2006-232339

2007.07.092008.03.05CN101135898

加工機の故障時期予測・警告・修
復作業のサポートシステム

ヤマザキマザック株式
会社

车床村田机械株式会社B23B3/06
B23Q1/26
B23Q1/56
B23Q11/08
B23Q3/00

JP2006.9.7
JP242402/2006

2007.09.072008.03.12CN101138794

旋盤村田機械株式会社

长丝杠塌腰托起机构大连机床集团有限责任
公司

B23Q1/76CN2007.10.192008.03.12CN101138827

長繊維傍線腰折れ支持機構DalianMachineToolGroup
Co.,Ltd.

带自锁装置的手动送料机构大连机床集团有限责任
公司

B23Q7/00CN2007.10.192008.03.12CN101138828

自動ロック装置付きの手動マガジ
ン供給機構

DalianMachineToolGroup
Co.,Ltd.

综合加工机的高解析智能型热补偿
方法

陈志平B23Q15/007
B23Q15/18

TW2006.09.072008.03.12CN101138829

加工機械の高解析知能型熱補償方法ChenZhiping
加工原点设定方法及用于实施该方
法的机床

发那科株式会社B23Q15/22
B23Q17/22

JP2006.9.8
JP2006-243856

2007.09.052008.03.12CN101138831

加工原点設定方法および該実施方
法に使用される工作機械

ファナック株式会社

圆盘状基板的内周研磨方法和内周
被研磨的圆盘状基板

昭和电工株式会社
西铁城精密株式会社

B24B5/48JP2006.9.11
JP2006-246122
2006.9.25
JP2006-259747
2006.10.6
JP2006-275745
2006.10.6
JP2006-275815
2006.10.27
JP2006-292553
2006.10.27
JP2006-292585
2006.10.31
JP2006-296112

2007.09.112008.03.19CN101143422

円盤状基板の内周研磨方法および
内周被研磨ディスク形基板

昭和電工株式会社
シチズンセイミツ株式
会社

基于光纤激光器的激光辅助机械金
刚石砂轮修整方法

上海水产大学B24B53/12CN2007.10.242008.03.19CN101143429

光ファイバレーザに基づいたレー
ザー補助機械ダイヤモンドグライ
ンディングホイール面取り方法

ShanghaiAquaticProducts
Univ.
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用于模拟在机床上加工工件的工序
的装置和方法

普夫隆腾德克尔-马豪
有限责任公司

G05B19/18DE2006.9.15
DE102006043390.4

2007.09.142008.03.19CN101145047

アナログ工作機械の上で加工ワーク
に使用されるプロセス装置と方法

DECKELMAHO
PFRONTENGMBH

用于机床配件的电力和/或信号通路瑞尼斯豪公司B23Q1/00GB2005.3.24
GB0506157.7

2006.03.202008.03.19CN101146648
工作機械付属具に使用される電気/
あるいは信号通路

RenishawPLC

智能化弧齿锥齿轮装配式铣刀盘测
量调整仪

天津科技大学;天津市
精诚机床制造有限公司

B23F23/12
B23Q17/12
B23Q17/22
B23Q15/22

CN2006.09.202008.03.26CN101147990

インテリジェント曲歯傘歯車パッ
ケージ式フライス盤測定調整計

TianjinUniversityof
ScienceandTechnology
TianjinJingchengMachine
ToolWorkCo.,Ltd.

加工线玛格丽特·格罗布B23Q41/02
B23Q7/14

DE2006.9.20
DE102006044723.9
2007.2.21
DE102007008480.5

2007.09.202008.03.26CN101148015

加工ラインGROBMARGRET

小细长轴磨削加工的夹持装置及加
工方法

洛阳轴研科技股份有限
公司

B24B5/307
B24B5/18
B24B1/00

CN2006.09.192008.03.26CN101148018

小さくて細い長軸研削加工の挟持
装置および加工方法

LuoyangZhouyanScience
&TechnologyCo.,Ltd.

双金属复合材料刷磨机张家港市维达纺织机械
有限公司

B24B5/38
B24B7/12
B24B55/06
F26B3/02

CN2007.09.252008.03.26CN101148019

バイメタル複合材料のブラシ摩砕機ZHANGJIAGANG
VINDATEXTILEMEC

摆动从动件空间凸轮凹槽的非等径
数控加工方法

浙江大学宁波理工学院G05B19/4097CN2007.10.302008.03.26CN101149614

動揺運動フォロアー空間カム溝の
非等直接数値制御加工方法

NiboScienceandEngineer-
ingCollege,ZhejiangUniv.

具有安装在可回转的托加上的可回
转夹具头的机床

特劳伯车床有限商业两
合公司

B23Q1/48
B23Q3/155
B23Q39/02
B23Q7/04

DE2005.3.7
DE102005011306.0

2006.03.032008.03.26CN101151121

回転プラスに取り付けている回転
クランプを有する工作機械

TRAUBDREHMASCHI-
NENGMBH&CO

机床和修正机床的位移的方法兄弟工业株式会社B23Q15/18
B23Q17/00
G05B19/404

JP2005.3.30
JP099685/2005

2006.03.202008.03.26CN101151122

工作機械と工作機械位置修正方法ブラザー工業株式会社

精密加工方法丰田自动车株式会社B24B7/22
B24B7/20
B24B7/04

JP2005.4.4
JP107821/2005

2006.04.042008.03.26CN101151123

精密加工方法トヨタ自動車株式会社

电动式卡盘开闭装置大隈株式会社B23B31/28JP2006.9.27
JP2006-263324

2007.09.272008.04.02CN101152672
電磁式チャック開閉装置オークマ株式会社
陀螺仪框架孔系加工工艺及专用设备中国船舶重工集团公司

第七○七研究所
B23B39/16
B23B41/00
B23B47/02
B23Q3/06
B23Q3/155
B23B19/02

CN2006.09.302008.04.02CN101152673

ジャイロフレーム孔の加工法およ
びその加工装置

NO707RESINST
CHINASHIPBUIL

外形加工方法日立比亚机械股份有限
公司

B23B41/00
B23C3/12
H05K3/00

JP2006.9.28
JP2006-264361

2007.08.172008.04.02CN101152674

外形加工方法日立ビアメカニクス株
式会社

球面渐开线齿形收缩齿制弧齿锥齿
轮的切齿方法

彭福华B23F9/00
B23F21/00
B23F23/12
B23F23/02
B23C3/28

CN2006.09.272008.04.02CN101152677

球面インボリュート歯形収縮歯に
よる曲歯傘歯車のギヤーカッティ
ング方法

PengFuhua

印刷基板的加工方法和印刷基板加
工机

日立比亚机械股份有限
公司

B23Q15/007JP2006.9.27
JP2006-262443

2007.08.212008.04.02CN101152698

印刷基板の加工方法と印刷基板加
工機

日立ビアメカニクス株
式会社

用于估算机床的机加工尺寸的装置松下电工株式会社B23Q17/00
G05B19/18
G05B13/02
G06N3/02

JP2006.9.29
JP269511/2006

2007.09.292008.04.02CN101152699

工作機械の加工寸法予測装置松下電工株式会社
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平面曲线槽磨削机床中国船舶重工集团公司

第七○七研究所
B24B19/02CN2006.09.302008.04.02CN101152702

平面曲線溝の研削装置NO707RESINST
CHINASHIPBUIL

磨床的冷却液供给装置株式会社捷太格特B24B55/03JP2006.9.27
JP2006-262111

2007.09.182008.04.02CN101152705
研削盤のクーラント供給装置株式会社ジェイテクト
数字控制器及其程序写入方法以及
由此控制的切削机

株式会社捷太格特G05B19/18JP2006.9.28
JP2006-265050
2006.9.28
JP2006-265051

2007.09.262008.04.02CN101154098

数値制御装置及びプログラム書き
込み方法及び数値制御切削機

株式会社ジェイテクト

数值控制装置发那科株式会社G05B19/18JP2006.9.29
JP2006-269183

2007.09.282008.04.02CN101154099
数値制御装置ファナック株式会社
扩展数控成形磨齿机加工范围的方法中信重型机械公司G05B19/19

B23F5/02
CN2006.09.272008.04.02CN101154100

数値制御成形による歯車加工機の
加工範囲を拡張する方法

ZhongxinHeavyMachinery
Co.

数控机床闭环虚拟系统及其控制方法沈阳高精数控技术有限
公司
中国科学院沈阳计算技
术研究所有限公司

G05B19/4063CN2006.09.292008.04.02CN101154101

数値制御工作機械のクローズド・
ループバーチャルシステム及びそ
の制御方法

SHENYANGHIGHAND
GREATNCTEC
ShenyangInstituteofCompu-
tingTechnologyCo.,Ltd.
ChineseAcademyofSciences.

机床的加工控制方法及加工信息制
作方法

大隈株式会社G05B19/4093
G05B19/409
B23Q15/00

JP2006.9.29
JP2006-268683

2007.09.292008.04.02CN101154102

工作機械の加工制御方法および加
工情報製作方法

オークマ株式会社

用于产生工具规范的方法和系统通用电气公司G06F17/50
G06T17/40

US2006.9.26
US11/526673

2007.09.262008.04.02CN101154248
工具規格を生成する方法とシステムGeneralElectricCo.
用于形成非圆形孔的混合转子主轴费德罗-莫格尔公司B23B3/00US2005.3.30

US60/666,674
2006.03.302008.04.02CN101155654

形成非円形孔に使用されるハイブ
リッドロータースピンドル

FederalMogulS.A.

工具松开装置帕斯卡工程株式会社B23B31/117JP2005.10.18
JP303299/2005

2006.10.112008.04.02CN101155656
工具ルース装置パスカルエンジニアリ

ング株式会社
可替换的多轴头加工工具本田技研工业株式会社B23B39/16

B23Q5/04
B23Q3/157

JP2005.4.13
JP115816/2005
2005.4.13
JP115833/2005
2005.4.13
JP115884/2005

2006.04.102008.04.02CN101155657

リプレース可能なクラスター加工
道具

本田技研工業株式会社

平行运动的机器爱克西茺公司B25J17/02
B25J9/10
B23Q1/26

SE2004.11.18
SE0402824-7

2005.11.032008.04.02CN101155672

パラレルキネマティックリンクEXECHONAB

用于在机器的机器元件与物体发生
接触时产生明确反应的方法和控制
装置

西门子公司G05B19/4061
B23Q5/58
B25J9/16

DE2005.4.1
DE102005015317.8

2006.03.292008.04.02CN101156118

加工ツールとワークが接触する加
工点の制御方法および制御装置

SiemensAG

一种双头钻孔机床合肥波林新材料有限公
司

B23B39/16
B23B41/00
B23Q1/54
B23Q1/26

CN2007.10.312008.04.09CN101157145

双頭ドリル装置BolinNewMaterialCo.,
Ltd.,Hefei

压力机连杆螺纹加工工艺及工装江苏省徐州锻压机床厂
集团有限公司

B23G1/00
B23Q3/00

CN2007.10.182008.04.09CN101157153

鍛造コネクティングロッドのねじ
切り加工工法および装置

JIANGSUXUZHOU
FORGINGMACHINE

超精密驱动机构哈尔滨工业大学B23Q5/00
B23Q5/34

CN2007.11.162008.04.09CN101157181
超精密駆動機構HarbinPolytechnicUniv.
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一种多参数优化的冷却切削工艺方法江苏科技大学B23Q11/10CN2007.11.132008.04.09CN101157185
多パラメータ最適化の冷却切削工法JiangsuUniversityof

ScienceandTechnology
自动磨刀装置张家港市德顺机械有限

责任公司
B24B3/58CN2007.10.232008.04.09CN101157188

ナイフ刃の研削装置DeshunMachineryCo.,
Ltd.,ZhangjiagangCity

电梯钢缆槽加工装置及其加工方法三菱电机大楼技术服务
株式会社

B24B19/02
B24B23/08

JP2006.10.4
JP2006-272932

2007.09.292008.04.09CN101157193

エレベーターのロープ溝加工装置
及び加工方法

三菱電機ビルテクノサ
ービス株式会社

磨床加工圆锥角度扩大范围的方法瓦房店轴承集团有限责
任公司

B24B19/06CN2007.11.132008.04.09CN101157194

円錐形ワークのテーパー部の研削
加工方法

WafangdianBearingGroup
Co.,Ltd.

衬底抛光设备和方法株式会社荏原制作所B24B29/00
B24B57/02
B24B41/04
B24B41/06

JP2006.10.6
JP275857/2006
2007.8.31
JP225805/2007

2007.10.082008.04.09CN101157199

基板の研磨装置と方法株式会社荏原製作所

修整可控型超精密抛光机浙江工业大学B24B37/00
B24B41/04
B24B47/12

CN2007.11.202008.04.09CN101157201
基板の面取り厚みをコントロール
可能な超精密研磨盤

ZhejiangPolytechnicUniv.

机床的控制装置发那科株式会社G05B19/18JP2006.10.6
JP2006-275076

2007.09.202008.04.09CN101158861
工作機械の制御装置ファナック株式会社
车削加工用的程序生成装置发那科株式会社G05B19/18JP2006.10.5

JP2006-274173
2007.09.122008.04.09CN101158862

旋削加工用のプログラム生成装置ファナック株式会社
带旋转工具的刀架大隈株式会社B23B29/24

B23B29/32
JP2006.10.11

JP2006-277957
2007.10.102008.04.16CN101161381

回転工具の刃物台オークマ株式会社
分离式变频调速落地镗铣床康凤明B23B39/02

B23B47/02
CN2007.11.192008.04.16CN101161384

周波数の分離調整可能な中ぐりフ
ライス盤

KangFengming

便携式镗床哈尔滨布莱登汽封技术
应用有限责任公司

B23B41/12
B23B47/14
B23B47/18
B23B47/00

CN2007.11.262008.04.16CN101161386

携帯式中ぐり盤HAERBINBULAIDENG
TECHNOLOGYA

立轴圆台平面磨床粗精磨自动转换
机构

天津市津机磨床有限公司B24B5/00
B24B41/04

CN2007.11.222008.04.16CN101161409

立て形平面研削盤の荒研削/仕上
げ研削自動コンバート機構

TIANJINJINJIGRINDER
COLTD

板材的侧边加工装置中村留精密工业株式会社B24B9/02
B24B9/06

JP2006.10.11
JP2006-277682

2006.12.182008.04.16CN101161410
板状ワークのエッジ部加工装置中村留精密工業株式会社
具有定容式静压导轨润滑结构的圆
电磁工作台

天津市津机磨床有限公司B24B41/02CN2007.11.222008.04.16CN101161413

固定容量式静圧ガイドウェイ潤滑
構造を有する円形電磁ワークテー
ブル

TIANJINJINJIGRINDER
COLTD

可编程控制器欧姆龙株式会社G05B19/05JP2006.10.12
JP279118/06

2007.10.122008.04.16CN101162391
プログラマブルコントローラ
（PLC）

オムロン株式会社

使机床里的轴定位的方法约翰尼斯海登海恩博士
股份有限公司

G05B19/404DE2006.10.14
DE102006048684.6

2007.10.152008.04.16CN101162392

工作機械のツール軸位置調整方法Dr.JohannesHeidenhain
GmbH

异常诊断方法及其装置大隈株式会社G05B23/02JP2006.10.12
JP2006-279000

2007.10.112008.04.16CN101162394
異常診断方法及び装置オークマ株式会社
表面加工中的擦伤和干涉避免通用电气公司G05B19/4093US2005.5.24

US11/135,793
2006.05.052008.04.16CN101164027

コンタリング加工済みのワーク溝
と工具の接触を回避する工具の位
置座標決め方法

GeneralElectricCo.
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主轴装置大隈株式会社B23B19/02JP2006.10.20

JP2006-286054
2007.10.192008.04.23CN101164724

主軸装置オークマ株式会社
凸轮自动车床分配轴变速装置刘 军;刘东刚B23Q5/00

B23B5/18
CN2006.10.162008.04.23CN101164734

送り軸速度の変換機構を備える自
動カム旋盤

LiuJun

锥齿轮的生坯机加工方法和装置科林基恩伯格股份有限
公司

B23F17/00
B23P15/14
B23Q39/04
B23Q7/04

DE2005.02.142008.04.23CN101166599

傘歯車のブランク機械加工方法と
装置

KlingelnbergGmbH

钻床苏州宝时得电动工具有
限公司

B23B45/02
B23B47/00
B23Q1/01
B23Q1/25

CN2006.10.272008.04.30CN101168200

ボール盤SuzhouBaoshideElectric
ToolCo.,Ltd.

钢板坡口切割机天津减速机股份有限公司B23C3/12
B23C5/02
B23Q3/02

CN2007.12.032008.04.30CN101168201
鋼板に溝加工する切削装置TianjinSpeedReducer

Co.,Ltd.
内圆弧生克铣槽装置孙国飞B23C3/28CN2007.11.212008.04.30CN101168202
ワーク内円に弧状溝を削るミル装置SunGuofei
立式螺旋伞齿轮铣齿磨齿机床重庆绿波工贸有限公司B23F9/08

B23F9/02
B23F21/12
B23F21/02
B23Q11/08

CN2007.11.232008.04.30CN101168203

立て形ハイポイドギヤー歯切り研
磨加工工作機械

ChongqingLvboTrade
Co.,Ltd.

双面加工组合机床安团英B23Q39/04
B23Q3/12
B23Q5/04

CN2007.11.302008.04.30CN101168235

両面加工工作機械AnTuanying

液压自动轴向定位装置北京第二机床厂有限公司B24B5/01
B24B5/02
B24B5/35

CN2007.12.042008.04.30CN101168236
流圧式回転軸方向定位置決め装置BeijingNo.2Machine

ToolWorksCo.,Ltd.
一种用于磨削平整辊的磨床改造方法湖南华菱涟钢薄板有限

公司
B24B5/37CN2006.10.272008.04.30CN101168237

円筒研削盤のワーク支持位置の復
元方法

HunanHualinglianSteel
ThinPlateCo.,Ltd.

抛光垫修整装置浙江工业大学B24B53/12CN2007.11.202008.04.30CN101168242
研磨軸の位置修正装置ZhejiangPolytechnicUniv.
微小线段曲线的五轴联动加工速度
平滑方法

上海电气集团股份有限
公司中央研究院

G05B19/416
G05B19/4155

CN2006.10.272008.04.30CN101169647

マイクロ線分曲線の5軸連動加工
速度平滑化方法

ShanghaiElectricGroup
Co.,Ltd.CentralInstitute

用于以非常规高度定位切割刀片的
刀夹和刀夹组件

钴碳化钨硬质合金公司B23B29/00US2005.5.14
US11/128,836

2006.05.052008.05.07CN101175592

異常の高さで切截刃を定位するバイ
トホルダとバイトホルダモジュール

KennametalInc.

深孔加工用钻床头犹尼达克株式会社B23B51/00JP2005.6.6
JP165166/2005

2006.05.192008.05.07CN101175593
深穴加工用ボール盤ヘッドユニタック株式会社
数控雕刻机L·L·迪贝内德托B23C1/12

B44B1/00
B23C5/26

ES2005.3.15
ESP200500596

2006.03.152008.05.07CN101175594
数値制御彫刻機DiBenedettoLeonardo

Luis
一种校准工具和包括该校准工具的
研磨机

布其蒙国际公司B24B47/22
B24B9/14
B24B9/10
G01B7/012
G01B7/016
G01B7/28

FR2005.5.13
FR0504857

2006.05.042008.05.07CN101175604

標準化工具と該標準化工具を備え
るラップ盤

BriotInternat

菲涅尔结构微光学元件的加工装置哈尔滨工业大学B23B3/06
B23Q5/02
B23B5/36

CN2007.12.072008.05.14CN101176923
フレネル構造のマイクロ光学素子
の加工装置

HarbinPolytechnicUniv.

具有在从动齿轮和主轴之间的旋转
通道的机床

ZF腓德烈斯哈芬股份
公司

B23Q1/00
B23Q11/00
F16L27/08
F16H57/04

DE2005.5.18
DE102005022713.9

2006.05.162008.05.14CN101180154

被動歯車とスピンドルの間に回転
するクーラント供給通路を有する
工作機械

Zahnradfabrik
Friedrichshafen
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用于装配到特别是冲击式扳手型的
旋转式器械上的工具承载夹头

阿约特股份公司B23B31/12FR2005.5.27
FR0505389

2006.05.242008.05.21CN101184571

溝固定式工具保持装置AmyotEtsSA
工作机械本田技研工业株式会社B23B47/00

B23Q11/10
JP2005.4.13

JP115326/2005
2005.11.222008.05.21CN101184573

工作機械本田技研工業株式会社
龙门式轮组车床赫根沙伊德特MFD股

份两合公司
B23B5/02
B23Q5/12
F16H37/00

DE2006.11.23
DE102006055299.7

2007.02.062008.05.28CN101185974

門形二車セット旋盤HegenscheidtMFDGmbH
&Co.KG

主轴装置及具有主轴装置的工作机械日本精工株式会社B23B19/02
F16C35/12
F16J15/46
B23Q5/10
B23B31/26

JP2003.3.31
JP96503/03
2003.4.7
JP103219/03
2003.11.14
JP384703/03
2003.12.17
JP419854/03
2004.1.5
JP000261/04

2004.03.312008.05.28CN101185975

主軸装置および主軸装置を有する
工作機械

日本精工株式会社

插齿机和制造或精加工齿轮的方法利布赫尔齿加工技术有
限公司

B23F5/12
B23F5/16
B23F23/12

DE2006.11.7
DE102006052474.8

2007.11.012008.05.28CN101185982

歯車形削り盤およびギアを加工す
る方法

LiebherrVerzahntech
GmbH

环管理系统本田技研工业株式会社B23P19/00
B65G1/00
B65G1/137
G01B21/02

JP2001.4.20
JP2001-122208
2001.6.1
JP2001-167296
2001.6.1
JP2001-167297
2001.6.27
JP2001-194668

2002.03.112008.05.28CN101186010

管理システム本田技研工業株式会社

数控机床中的切屑清扫装置大隈株式会社B23Q11/00JP2006.11.20
JP2006-312761

2007.11.192008.05.28CN101186017
数値制御工作機械の中部切りくず
清掃装置

オークマ株式会社

研磨装置、研磨刷及圆盘状基板的
制造方法

昭和电工株式会社
西铁城精密株式会社

B24B5/48
B24B37/02
B24D13/10
H01L21/304

JP2006.11.22
JP2006-316342
2006.12.6
JP2006-329255

2007.11.212008.05.28CN101186020

ラッピング装置、ラッピングブラシ
およびディスク形基板の製造方法

昭和電工株式会社

全自动微型闪存卡磨光机格兰达技术（深圳）有
限公司

B24B9/02
B24B41/06
B24B41/04

CN2007.12.142008.05.28CN101186022

全自動マイクロフラッシュカード
バフ盤

格蘭達技術（深圳）有
限公司

自动抛光机北京古日机电科技有限
公司

B24B29/08
B24B5/22

CN2007.12.182008.05.28CN101186025

自動研磨盤BeijingGuriElectromecha-
nicalTechnologyCo.,Ltd.

一种金刚石超精密车床自由曲面加
工路径生成方法

天津大学G05B19/19CN2007.07.202008.05.28CN101187807

ダイヤモンド超精密旋盤の自由彎
曲型加工パス生成方法

TianjinUniv.

可调节支撑装置罗诺曼迪克有限公司B24B41/06
B23Q3/18
B23Q1/48
B23Q1/62
B23Q1/34

CH2005.4.15
EP05405296.4
2005.9.12
CH1481/05

2006.04.122008.05.28CN101189098

調節可能なワーク支持装置RollomaticSA

内藏式马达主轴陈锡宽B23B19/02
B23B31/26
B23Q11/10
B23Q11/12
B23Q3/14
B24B41/04
B24B55/02

TW2006.12.012008.06.04CN101190459

内蔵式モータースピンドルChenXikuan

主轴结构大隈株式会社B23B19/02
B23Q11/00
F16F15/28

JP2006.11.29
JP2006-322411

2007.11.282008.06.04CN101190460

スピンドル構造オークマ株式会社
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加工深盲孔底端内曲面的数控镗杆上海重型机床厂B23B29/02

B23B41/00
B23B47/02
B23B47/14
B23B47/34
B23Q11/10
B23Q11/00

CN2006.11.292008.06.04CN101190462

深い止まり穴底端内の曲面を加工
する数値制御中ぐり機

ShanghaiHeavyDuty
MachineToolWorks

一种铣边机及应用该铣边机加工板
材的方法

中国国际海运集装箱（集
团）股份有限公司

B23C3/12
B23Q3/06
B23Q1/26
B23P13/00
B23Q7/00
B23Q41/02

CN2006.11.242008.06.04CN101190464

エッジフライス削り機および該フ
ライス削り機を用いて基板を加工
する方法

ChinaInternationalMarine
Containers(Group)Co.,
Ltd.

金属切片机深圳山源电器有限公司B23D1/26
B23D7/10
B23Q1/25
B23Q1/48
B23Q3/06
B23Q7/00

CN2007.08.132008.06.04CN101190466

金属切削機ShenzhenShanyuan
ElectronicCo.,Ltd.

一种双头攻丝机斯瑜彪B23G1/20
B23G1/22
B23Q3/06
B23Q16/02
B23Q7/00
B23Q7/08
B23Q5/32
F16H55/06

CN2006.11.182008.06.04CN101190469

双頭タッピング機SiYubiao

长条工件的三维加工装置山崎马扎克公司B23P23/02
B23K26/08
B23K26/38
B23G1/16

JP2006.11.27
JP2006-318009

2007.11.272008.06.04CN101190488

長尺状ワークの三次元加工装置ヤマザキマザック株式
会社

一种用于双头攻丝机的夹持机构斯瑜彪B23Q3/06
B23Q16/02
B23G1/20
B23G1/22
B23Q7/00
B23Q7/08

CN2006.11.182008.06.04CN101190495

双頭タッピング機に使用される挟
持機構

SiYubiao

机加工设备发那科株式会社B23Q5/00JP2006.11.27
JP2006-318957

2007.11.272008.06.04CN101190496
工作機械ファナック株式会社
机床用旋转转位装置的驱动电机的
驱动控制方法

津田驹工业株式会社B23Q15/22
B23Q15/26
B23Q1/26
B23Q16/10

JP2006.11.29
JP2006-320979

2007.11.062008.06.04CN101190498

工作機械用回転割出し装置における
駆動モーターのドライブ制御方法

津田駒工業株式会社

用于调整一个设备的至少一对运动
轴的位置的方法和装置

罗伯特·博世有限公司G05B19/404
G05D3/12

DE2006.11.28
DE102006056080.9

2007.11.282008.06.04CN101192059

１つのデバイスの少なくとも1対
運動軸の位置を調整するに使用さ
れる方法と装置

BoschGmbHRobert

在分开的滑座上具有两个夹紧位置
的机床

斯塔拉格赫克特股份公司B23Q1/62
B23Q39/02
B23C3/18
B23B23/00

CH2005.5.16
CH856/05

2006.05.152008.06.04CN101193727

分離された滑り座上に２つのグリ
ッパ位置を有する工作機械

StarragheckertAG

对机器上的活动机器元件的移动进
行引导的方法

西门子公司G05B19/416DE2005.6.14
DE102005027437.4

2006.06.022008.06.04CN101194212

交換可能な機械部品を交換するコ
ントローラおよび交換

SiemensAG

龙门式超精密飞切铣床哈尔滨工业大学B23C1/00
B23Q1/01
B23Q5/04
B23Q1/25
B23Q11/00

CN2007.12.192008.06.11CN101195178

門形式（ガントリタイプ）超精密
飛切フライス盤

HarbinPolytechnicUniv.

扁管切断机差动双铣切断机构卢千祥B23D21/00
B23Q5/02

CN2006.12.062008.06.11CN101195180
扁管切断刃差動の両頭切削装置LuQianxiang
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用于柱形零件镗铣加工的液浮装置
及加工方法

沪东重机有限公司B23Q7/00
B23P23/02

CN2007.12.212008.06.11CN101195202

円筒状機械ワークの中ぐり加工に
使用される液体浮かび装置および
その加工方法

HudongHeavyMachinery
Co.,Ltd.

包括可沿横梁移动的机器元件的机
器

西门子公司B23Q1/01
B23Q17/22

DE2005.6.22
DE102005028872.3

2006.06.162008.06.11CN101198438

クロスレールに沿って移動する加
工ヘッドを含む工作機械

SiemensAG

移动工具的动作器肖特股份公司B23Q1/34
B23Q1/58
B23Q5/027

DE2005.9.8
DE102005044087.8

2006.08.302008.06.11CN101198439

工具交換用アクチュエーターSchottAG

用于灵活加工工件的生产线德国索菲纳有限公司B23Q37/00
B23P21/00

DE2005.10.1
DE102005047250.8

2006.09.262008.06.11CN101198440
ワークの加工に使用されるフレキ
シビリティに富む生産ライン

SupfinaGrieshaberGmbH
&Co.K.

用于加工曲轴的方法和装置以及用
于曲轴的抛光辊

本田技研工业株式会社B24B39/04
F16C3/06

JP2005.6.15
JP175190/2005
2005.6.15
JP175184/2005

2006.06.152008.06.11CN101198441

クランクシャフトの加工方法と装
置及びクランクシャフト製造に使
用される研磨ローラー

本田技研工業株式会社

阀门三偏心密封面铣削加工专用数
控组合机床

上海茂德企业发展有限
公司

B23C3/05
B23C1/10
B23Q3/06

CN2006.12.122008.06.18CN101200009

弁3偏心シール面フライス削り加
工用数値制御フライス盤

ShanghaiMaodeDevelop-
mentCo.,Ltd.

一种可调试液压工装上海培通机械有限公司B23Q3/06
B25B11/00

CN2006.12.142008.06.18CN101200037
流圧調整装置ShanghaiPeitongMachin-

eryCo.,Ltd.
微小型双列盘式自动换刀机构北京理工大学B23Q3/155CN2007.12.202008.06.18CN101200039
マイクロ型両列ディスク式刃具自
動交換機構

BeijingUniv.ofScience
andEngineering

多偏心轴的加工方法及其使用的平
衡块和偏心套

上海建设路桥机械设备
有限公司

B23Q23/00
B23B1/00
F16F15/28
F16C3/18

CN2006.12.112008.06.18CN101200041

多エキセントリックシャフトの加
工方法及び使用されるバランスウ
ェートと偏心外殻（ハウジング）

ShanghaiBuildingRoad
andBridgeMachinery
ApparatusCo.,Ltd.

六正面(电子数控)契合机床梦先驱B23Q37/00
B23Q1/01
B23Q5/00

CN2007.09.052008.06.18CN101200042
ワーク・六面拘束器の数値制御送
り機構を備える工作機械

MengXianqu

一种加工天地柱的机械装置漳州维德焊接技术开发
有限公司

B24B5/36
B23K37/00

CN2006.12.112008.06.18CN101200044

立て形工作機械ZhangzhouWeideWelding
TechnologyDevelopment
Co.,Ltd.

数控全自动齿形强力成型磨床顾关耀B24B19/00
B24B53/06
B24B53/14

CN2006.12.132008.06.18CN101200046
数値制御全自動歯形高剛性成形研
削盤

GuGuanyao

逆直线方式驱动数控冷弯机加工船
舶型材零件的方法

大连船舶重工集团有限
公司

G05B19/18
G05B19/4099
G05B19/41
B21D7/12

CN2007.12.042008.06.18CN101201609

逆リニア方式ドライブ数値制御冷
温湾曲機械による船舶型材機械部
品の加工方法

DalianShipbuildingIndus-
tryCo.,Ltd.

数控系统三菱电机株式会社G05B19/18JP2006.11.24
JP2006-316863

2007.11.232008.06.18CN101201611
数値制御システム三菱電機株式会社
用于数控系统的外挂式优化方法和
装置

北京数码大方科技有限
公司

G05B19/18CN2007.12.202008.06.18CN101201612

数値制御システムに使用される外
掛け式最適化方法と装置

BeijingDigitalDafang
TechnologyCo.,Ltd.

一种具有基部夹爪和上部夹爪的工
具夹持系统

福卡尔德德国有限公司B23B31/16DE2005.7.4
DE102005031142.3

2006.07.032008.06.18CN101203347

基部歯止めと上部歯止めを有する
工具の挟持システム

ForkardtDeutchland
GmbH
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平移旋转二自由度载物台装置及采
用该装置的三自由度载物台装置

株式会社安川电机B23Q1/48
G12B5/00
H01L21/027
H01L21/68

JP2005.6.30
JP192131/2005

2006.06.192008.06.18CN101203354

並進旋回2自由度テーブルステー
ジ装置および該装置を採用する3
自由度テーブルステージ装置

株式会社安川電機

在落地车床上车削超吨位球磨机筒
体的辅助装置

上海建设路桥机械设备
有限公司

B23B5/00
B23B23/00
B23Q1/76

CN2006.12.182008.06.25CN101204732

立て式旋盤によるトン以上のジョ
ルダンベッドプレートの筒体をボ
ールミルする補助裝置

ShanghaiBuildingRoad
andBridgeMachinery
ApparatusCo.,Ltd.

一种高速精密Φ1250系列大型卧式
车床主轴箱

天水星火机床有限责任
公司

B23B19/00CN2006.12.182008.06.25CN101204736

高速精密Φ1250シリーズ大型水平
式旋盤主軸台

TianshuiSparkMachine
ToolCo.,Ltd.

一种低速大扭矩车床的主轴传动系统天水星火机床有限责任
公司

B23B19/00
B23Q5/04
F16H3/16

CN2006.12.182008.06.25CN101204737

低速の大トルク旋盤のスピンドル
伝動システム

TianshuiSparkMachine
ToolCo.,Ltd.

上铣机罗伯特·博世有限公司B23C1/20
B27C5/10
B25F5/00

DE2006.12.22
DE102006061235.3

2007.12.202008.06.25CN101204744

フライス削り機BoschGmbHRobert

上铣机罗伯特·博世有限公司B23C1/20
B27C5/10
B25F5/00

DE2006.12.22
DE102006061236.1

2007.12.202008.06.25CN101204745

フライス削り機BoschGmbHRobert

上铣机罗伯特·博世有限公司B23C1/20
B27C5/10
B25F5/00

DE2006.12.22
DE102006061242.6

2007.12.202008.06.25CN101204746

フライス削り機BoschGmbHRobert

上铣机罗伯特·博世有限公司B23C1/20
B27C5/10
B25F5/00

DE2006.12.22
DE102006061241.8

2007.12.202008.06.25CN101204747

フライス削り機BoschGmbHRobert

上铣机罗伯特·博世有限公司B23C1/20
B27C5/10
B25F5/00

DE2006.12.22
DE102006061239.6

2007.12.212008.06.25CN101204748

フライス削り機BoschGmbHRobert

上铣机罗伯特·博世有限公司B23C1/20
B27C5/10
B25F5/00

DE2006.12.22
DE102006061243.4

2007.12.202008.06.25CN101204749

フライス削り機BoschGmbHRobert

上铣机罗伯特·博世有限公司B23C1/20
B27C5/10
B25F5/00

DE2006.12.22
DE102006061238.8

2007.12.202008.06.25CN101204750

フライス削り機BoschGmbHRobert

非回转体上铣削螺纹方法南阳二机石油装备（集
团）有限公司

B23G1/32CN2007.12.172008.06.25CN101204752

非回転立体のフライス削りねじ切
り方法

ErjiPetroleumEquipment
(Group)Co.,Ltd.,
NanyangCity

一种立式车床的环形导轨天水星火机床有限责任
公司

B23Q1/38
B23Q5/54
F15B11/00

CN2006.12.182008.06.25CN101204777

立て形旋盤のリング型ガイドウェイTianshuiSparkMachine
ToolCo.,Ltd.

在夹盘上定位工件的工件支座及带
夹盘和工件支座的夹具

厄罗瓦公司B23Q3/00CH2006.12.14
CH02030/06

2007.12.142008.06.25CN101204778

チャック上でワーク定位用のワー
クホルダおよびチャックとワーク
ホルダ付きのクランプ機構

ErowaAG

自动换刀数控机床日清纺绩株式会社B23Q3/155JP2006.12.19
JP2006-340637

2007.12.182008.06.25CN101204780
自動数値制御切削装置日清紡績株式会社
一种油马达驱动的机床主轴恒功率
装置

天水星火机床有限责任
公司

B23Q5/06
F15B11/02

CN2006.12.182008.06.25CN101204781

油モーター作動の工作機械スピン
ドル定出力装置

TianshuiSparkMachine
ToolCo.,Ltd.

一种用于精密机床的在线检测系统天水星火机床有限责任
公司

B23Q15/12
B23Q17/00

CN2006.12.182008.06.25CN101204783

精密工作機械に使用されるオンラ
イン検出システム

TianshuiSparkMachine
ToolCo.,Ltd.
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内径研磨机的研磨工具乐金电子（天津）电器

有限公司
B24B5/40
B24B41/04

CN2006.12.202008.06.25CN101204784

内径円筒ラップ盤の研磨工具LGElectronics(Tianjin)
ApplianceInc.

气门磨床自动上下料系统范文利B24B19/00CN2007.12.162008.06.25CN101204788
バルブ研削盤の自動昇降システムFanWenli
机器心轴格里森刀具股份有限公司B24B41/04US2006.12.14

US60/874,857
2007.12.142008.06.25CN101204791

機器アーバGleasonCuttingTools
Corp.

数控加工代码转换方法西安北方光电有限公司G05B19/18CN2006.12.202008.06.25CN101206466
数値制御加工コード変換方法SicongOpto-ElectronicCo.
通用数控代码解析方法南京理工大学G05B19/18

G05B19/4155
CN2006.12.222008.06.25CN101206467

汎用数値制御コード解析方法NanjingScienceand
EngineeringUniv.

一种计算机数控领域的建模方法华南理工大学G05B19/18CN2007.11.302008.06.25CN101206468
コンピューター数値制御領域のモ
デリング方法

SouthChinaUniversity
ofTechnology

用于设定数值控制装置的软件选项
的系统及设定方法

发那科株式会社G05B19/18JP2006.12.18
JP2006-340153

2007.12.132008.06.25CN101206469

数値制御装置の設定に使用される
ソフトオプションのシステムおよ
び設定方法

ファナック株式会社

非圆形机械加工装置大隈株式会社G05B19/18JP2006.12.18
JP2006-339871

2007.12.182008.06.25CN101206470
非円形機械加工装置オークマ株式会社
用于高速数控加工轨迹拐角的速度
平滑方法

上海交通大学G05B19/19CN2007.12.062008.06.25CN101206472

ワークのコーナー部の加工速度を
一定にして高速加工する数値制御
加工方法

ShanghaiJiaotongUniv.

电脑数值控制工具机生产监控系统
及其方法

仁安资讯科技股份有限
公司

G05B19/4063TW2006.12.202008.06.25CN101206473

コンピューター数値制御工作機の
生産モニタリングシステム及びそ
の方法

RenAnInformation
TechnologyCo.,Ltd.

带有张紧杆和离合装置的主轴保尔木勒股份两合公司B23B31/26DE2005.6.21
EP05013312.3

2006.06.142008.06.25CN101208169
テンションレバーとクラッチ装置
付きのスピンドル

PaulMuellerGmbH&
Co.KGUnte

一种用于对轻质合金轮进行机械加
工、尤其是钻孔和车削的方法以及
根据该方法运行的机械加工设备

玛斯股份有限公司B23Q17/22
B23Q3/18

IT2005.06.222008.06.25CN101208177

軽量合金車輪に対して機械加工す
る、特にパーホレーションと旋削
作業を行うのに使用される方法及
び該方法を運用する加工装置

MausSPA

加工工序生成装置富士通株式会社G05B19/4097JP2005.06.202008.06.25CN101208639
加工プロセス生成装置富士通株式会社
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差壳体内球面加工数控车床大连机床集团有限责任

公司
B23B3/06
B23B5/00
B23Q16/02

CN2005.10.312006.12.06CN2843673

２ツール軸をツールステージ斜面
に並列設置した球面加工数値制御
旋盤

DalianMachineToolGroup
Co.,Ltd.

凸轮式自动车床的传动变速机构刘 军B23Q5/12CN2005.12.302007.01.03CN2853273
カム式自動旋盤の伝動変速機LiuJun
一种立式车床曹华兴B23B3/06

B23Q5/02
B23Q5/22

CN2006.01.182007.01.10CN2855598

立て旋盤CaoHuaxing

机床液压尾座广州市珠江机床厂有限
公司

B23B23/00CN2005.12.152007.01.10CN2855600

工作機械の流体圧心押し台ZhujiangLathesPlantCo.,
Ltd.,GuangzhouCity

多功能机床刘庆范B23P23/00
B23Q37/00

CN2005.09.302007.01.10CN2855630
多機能工作機械LiuQingfan
立式车床曹华兴B23Q5/42

B23Q5/44
B23B3/06

CN2006.01.102007.01.10CN2855634

立て旋盤CaoHuaxing

定梁式简易立式车床胡珍校B23B3/06
B23Q1/01

CN2006.01.112007.01.17CN2858133
門形式簡易立て旋盤HuZhenxiao
车床主轴固定结构罗翌科技股份有限公司B23B19/02TW2006.02.172007.01.24CN2860688
旋盤の主軸固定構造LuoyiScience-Technology

Co.,Ltd.
车床夹紧装置杨金平B23B31/40CN2005.12.272007.01.24CN2860690
旋盤の主軸クランプ装置YangJinping
车床挡屑装置解始建B23Q11/08

B23B25/00
CN2005.12.272007.01.24CN2860729

旋盤の切り屑回収装置XieShijian
精密镗床的镗刀快调与微调机构嘉兴永佳精密机械制造

有限公司
B23Q15/013
B23Q15/22

CN2005.07.162007.01.31CN2863353

精密中ぐり盤のボア工具快速及び
微調整機構

JiaxingYongjiaPrecision
MachineryManufactory
Co.,Ltd.

一种主轴移动式数控车床林 宇B23B7/00
B23Q5/027
B23Q5/04
B23Q1/25

CN2006.01.092007.02.07CN2865936

数値制御旋盤の主軸送り機構LinYu

CNC走刀走心两共用型车床筒夹结构郭钦辉B23B15/00TW2006.03.172007.02.07CN2865937
CNC旋盤用刃具移送およびセンタ
ー把具共有筒構造コレット

GuoQinhui

CNC车床刀座装置郭钦辉B23B21/00
B23Q3/00
B23Q1/56

TW2006.03.162007.02.07CN2865939

CNC旋盤の刃工具格納装置GuoQinhui

动力刀架动力头定位自动控制器天水星火机床有限责任
公司

B23Q15/14
B23Q3/16
B23Q3/18

CN2005.11.172007.02.07CN2865993

駆動刃物工具台ヘッドの自動位置
決め制御装置

TianshuiSparkMachine
ToolCo.,Ltd.

插齿机双向让刀装置宜昌长机科技有限责任
公司

B23F23/00
B23F5/12
B23Q5/22

CN2006.03.112007.02.14CN2868522

双方向の工具利用の歯車型削り盤ChangjiScienceandTech-
nologyCo.,Ltd.,Yichang

数控及简易数控车床用自动补偿型
导轨

刘纪宝B23Q1/01
B23Q23/00

CN2005.12.062007.02.14CN2868533

数値制御もしくは簡易数値制御旋
盤のガイドウェイの自己位置補償
圧板

LiuJibao

用于数控镗床的自动定向停刀、让
刀装置

云南丽江机床有限公司B23Q15/00
G05B19/18

CN2006.01.192007.02.14CN2868547

数値制御中ぐり盤に使用される工
具昇降装置

YunnanLijiangMachine
ToolCo.,Ltd.
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数控仪表自动车床沈聪侠B23B7/00

B23B15/00
CN2006.01.202007.02.21CN2871068

自動旋盤の数値制御装置ShenCongxia
一种主轴移动式数控车床的刀座改
良结构

林 宇B23B21/00
B23B29/24

CN2006.08.102007.02.21CN2871069

主軸移動式数値制御旋盤の刃工具
ホルダー

LinYu

极坐标数控多功能高速铣齿机床南京工业大学B23F5/20
B23Q5/00
G05B19/18

CN2005.10.282007.02.21CN2871084
極座標（X,Y,Z）数値制御回転速
度変換可能歯切り機械

NanjingPolytechnicUniv.

齿轮侧面自动去毛刺装置许晓华B23F19/00CN2006.03.292007.02.21CN2871085
ギアブランクの自動バリ除去装置XuXiaohua
一种滚齿机齿轮固定装置许晓华B23F23/06CN2006.03.142007.02.21CN2871086
ホブ歯切盤のギア固定装置XuXiaohua
数控弧齿锥齿轮研齿机的小轮工件
主轴传动装置

天津第一机床总厂B23F19/02
B23Q5/10

CN2005.12.152007.02.28CN2873385

数値制御曲歯ベベルギヤの歯車研
磨機の小車輪ワークピース主軸伝
動装置

TianjinNo.1MachineTool
GeneralPlant

CNC车床刀座转动机构郭钦辉B23Q1/50
B23Q3/00
B23B21/00

TW2006.03.162007.02.28CN2873402

CNC旋盤の刃工具ホルダー回動機構GuoQinhui

综合加工机的热补偿装置陈志平B23Q15/12TW2005.11.282007.02.28CN2873409
総合加工機の熱補償装置ChenZhiping
数控拉齿机朱申明B23F5/28

B23F23/10
B23F23/12
B23F21/26

CN2006.04.122007.03.07CN2875665

数値制御ブローチ加工ZhuShenming

无心磨床的导轮传动装置威海三韩精密机械有限
公司

B24B5/30
B24B47/12

CN2006.01.172007.03.07CN2875693

心なし研削盤のツールヘッド電動
装置

WeihaiSanhanFine
MachineryCo.,Ltd.

磨床垂直进给机构的传动装置南通第二机床有限公司B24B47/20CN2006.02.102007.03.07CN2875700
研削盤の上下送り機構の伝動装置NantongNo.2Machine

ToolCo.,Ltd.
多功能轴类外圆研磨机华 珉B24B5/36CN2006.04.182007.03.14CN2877957
多軸の外円ラップ盤HuaMin
磨样机试样上料装置王建钢;罗双喜B24B47/20

B24B41/06
CN2005.12.122007.03.14CN2877961

研削装置へのサンプル供給装置WangJiangang
台锯机的锯切角度调整装置圣杰机器工业股份有限

公司
B23Q15/26
B23D47/00

TW2005.11.222007.03.21CN2880370

台鋸機械の切り角度調整装置ShengjieMachineIndustry
Co.,Ltd.

钻头刃磨机的钻头位置调节装置陈秋霞B24B3/26CN2005.12.192007.03.21CN2880372
研磨装置の研磨ヘッド位置調整装置ChenQiuxia
普通卧式车床横向刀架保险装置江苏齐航数控机床有限

责任公司
B23B21/00
B23B25/04
B23Q5/34
B23Q11/00

CN2006.04.292007.03.28CN2882853

横形旋盤の横送り工具セーフガー
ド装置

QihangDigitalControl
Machine-ToolsCo.,Ltd.,
Jiangsu

普通车床溜板箱手轮自动脱开机构江苏齐航数控机床有限
责任公司

B23B21/00
B23Q5/34
B23Q5/58

CN2006.04.292007.03.28CN2882854

旋盤用の往復台の手把による自動
脱着機構

QihangDigitalControl
Machine-ToolsCo.,Ltd.,
Jiangsu

普通卧式车床停车保险装置江苏齐航数控机床有限
责任公司

B23B25/04CN2006.04.292007.03.28CN2882855

横形旋盤の主軸送りセーフガードQihangDigitalControl
Machine-ToolsCo.,Ltd.,
Jiangsu
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一种卧式车床车刀夹具攀枝花新钢钒股份有限

公司
B23B29/04
B23B21/00

CN2006.04.262007.03.28CN2882856

横形旋盤の工具クランプNewSteel&VCo.,Ltd.,
Panzhihua

多功能车床刘朝栋;迟松岩B23P23/02
B23P23/00

CN2006.03.082007.03.28CN2882886
多機能旋盤LiuChaodong
齿轮倒棱磨削设备上海飞华汽车部件有限

公司
B23F19/12CN2006.05.192007.04.04CN2885475

歯車のへり面の研削装置ShanghaiFeihuaAutomo-
bileAccessoriesCo.,Ltd.

机床的平衡装置张春林B23Q5/54
B23Q11/00

CN2006.01.192007.04.04CN2885491
工作機械の平衡手段ZhangChunlin
一种圆锥滚子无心磨床主轴的支撑
结构

胡蓬辉B24B5/24
B24B41/04

CN2006.04.102007.04.04CN2885494

円すいローラセンタレス研削装置
の主軸支承構造

HuPenghui

一种砂轮修整器胡蓬辉B24B53/12CN2006.04.102007.04.04CN2885503
ドレッサーHuPenghui
间隙可调的高精度数控车床宁波耀发数控机床制造

有限公司
B23B7/00
B23B9/00
B23Q1/01

CN2006.03.092007.04.11CN2887492

隙間調節可能の高精度数値制御旋盤NingboYaofaCNC
MachineToolCo.,Ltd.

车床自动送料装置高长泉B23B13/00CN2006.05.082007.04.18CN2889562
旋盤の自動送り装置GaoChangquan
改进结构的车床高长泉B23B25/04

B23B21/00
CN2006.04.132007.04.18CN2889564

改良構造の旋盤GaoChangquan
无心磨床的冷却装置威海三韩精密机械有限

公司
B24B5/18
B24B55/02

CN2006.03.212007.04.18CN2889607

センタレス研削装置の冷却装置WeihaiSanHanPrecision
MachineryCompany

全自动双端多头钻床梁锦星B23B39/16
B23B47/02
B23Q3/06

CN2006.05.222007.04.25CN2892336
全自動両端多ヘッドクラスター構
造のボール盤

LiangJinxing

插齿机插倒锥齿轮装置宜昌长机科技有限责任
公司

B23F5/12CN2006.02.242007.04.25CN2892347

歯車型削り盤の傘歯車研削工具逆
倒立支掌の機構

ChangjiScienceandTech-
nologyCo.,Ltd.,Yichang

铣齿机内外齿转换装置宜昌长机科技有限责任
公司

B23F23/00
B23F23/12

CN2006.03.022007.04.25CN2892348

歯切り機の内外歯転換装置ChangjiScienceandTech-
nologyCo.,Ltd.,Yichang

一种半自动电脑控制油压车床的车
头底座装置

张伯权B23Q1/01
B23B17/00

CN2006.05.232007.04.25CN2892360

半自動コンピューター油圧制御旋
盤のツール頭取付台装置

ZhangBoquan

高频焊翅片管专用机床数字调速及
传动装置

陈树宏B23Q5/22
B23K13/00
B23K101/08

CN2006.04.052007.04.25CN2892361

高周波溶接フィン付管専用工作機
械のツールヘッドスピールおよび
伝動調整コントローラー

ChenShuhong

磨床的自动对刀及对刀深度控制装置南京数控机床有限公司B24B49/10CN2006.04.242007.04.25CN2892373
研削盤の自動と石およびと石深さ
制御装置

NanjingCNCMachine
ToolCo.,Ltd.

一种数控立式车床曹华兴B23B7/16
B23Q5/42

CN2006.01.102007.05.02CN2894897
数値制御立て旋盤CaoHuaxing
一种多功能立式车床曹华兴B23P23/02

B23B3/06
B24B7/00
B23Q5/34

CN2006.05.312007.05.02CN2894925

多機能立て旋盤CaoHuaxing
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无心磨床的导轮支承装置浙江方圆机床制造有限

公司
B24B5/22
B24B5/307

CN2006.05.122007.05.02CN2894930

センタレス研削装置のツールヘッ
ド支持装置

ZhejiangFangyuanMachine
ToolManufacturingCo.,Ltd.

双轴数控车床陈仲明B23B9/00
B23Q5/34

CN2006.06.082007.05.09CN2897502
二軸数値制御旋盤ChenZhongming
一种倾斜式机床尾座自动卡紧装置沈阳理工大学B23B23/00CN2006.04.282007.05.09CN2897503
傾斜式旋盤の心押し台自動係止セ
ンター装置

ShenyangLigongUniversity

一种直线电机驱动的数控车床进给
机构

江苏科技大学B23Q5/28
B23Q5/34

CN2005.12.132007.05.09CN2897534

数値制御旋盤のリニアモータフィ
ード機構

JiangsuUniversityof
ScienceandTechnology

轻型机床底座的起落式滚动机构青岛地恩地机电科技股
份有限公司

B23Q9/00
B23Q1/01

CN2006.04.112007.05.09CN2897535

軽量旋盤取付台の離着陸スクロー
ル機構

DiendiElectromechanical
ScienceandTechnology
Co.,Ltd.,Qingdao

一种连续磨削型面镶齿铣刀不完整
齿尖R的铲齿机床凸轮

西安航空发动机(集团)
有限公司

B24B3/08
B24B47/16
B24B47/12

CN2005.12.152007.05.09CN2897538

連続ハブ研削歯型面フライス削り
不完全歯先Ｒの二番取りホブ歯切
り工具

Xi'anAero-engine(Group)
Co.,Ltd.

内圆磨床砂轮防护装置无锡开源机床集团有限
公司

B24B5/48
B24B55/04

CN2006.03.062007.05.09CN2897539

内面研削盤の砥石車保護装置KaiyuanMachineTool
GroupCo.,Ltd.,Wuxi

应用于车床设备的管材缩口装置重庆工学院B21D41/04CN2006.05.162007.05.16CN2900014
旋盤に使用される管材口径縮小加
工装置

ChongqingPolytechnic
College

封闭双刀式数控车床曾新雄B23B7/00
B23B23/00
B23B25/04

CN2006.05.182007.05.16CN2900038
数値制御旋盤の密閉式両工具対向
ヘッド

ZengXinxiong

车床微调精车刀上海东方泵业(集团)有
限公司

B23B27/00
B23B29/22

CN2006.06.192007.05.16CN2900039

旋盤用精密仕上刃工具DongfangPumpIndustry
(Group)Co.,Ltd.,
Shanghai

车床多孔三爪卡盘贾玉生B23B31/02CN2006.06.082007.05.16CN2900041
旋盤用３－６組多孔挿入筒の3爪チ
ャック

JiaYusheng

一种用于自动车床的铣牙装置张家港名阳精密机械制
造有限公司

B23G3/00
B23G1/32
B23G1/44

CN2006.04.102007.05.16CN2900060

自動旋盤に使用されるフライス削
り歯装置

MingyangPrecision
MachineryManufacturing
Co.,Ltd.,Zhangjiagang

一种蜗轮滚切加工调位装置许晓华B23Q15/22
B23F23/00

CN2006.05.172007.05.16CN2900075
ウォーム歯車の回転切削加工の位
置調節装置

XuXiaohua

全自动简易数控车床甘力南G05B19/18
G05B19/4093
B23Q5/22
B23Q5/28

CN2005.10.242007.05.16CN2901384

全自動簡易数値制御旋盤GanLinan

锥孔镗床山东光岳转向节总厂B23B41/06
B23B47/26

CN2005.10.172007.05.23CN2902535
傾斜穴中ぐり盤ShandongGuangyue

KnuckleGeneralFactory
一种拉刀与胎模距离调整机构新乡特种机床制造有限

责任公司
B23Q15/22
B23D41/04

CN2006.05.092007.05.30CN2905316

ブロ－チ刃工具とワークの高さ距
離調節機構

XinxiangSpeicialMachine
ToolManufacturingCo.,
Ltd.
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高精度工件回转伺服驱动装置北京第二机床厂有限公司B23Q15/22CN2006.05.232007.05.30CN2905317
高精度ワーク加工旋盤の主軸回転
サーボ駆動装置

BeijingNo.2Machine
ToolWorksCo.,Ltd.

一种多功能车床黄良以B23P23/00
B23Q37/00

CN2006.06.292007.06.06CN2908014
多機能旋盤HuangLiangyi
外夹式法兰平面加工机上海塞沃机电设备有限

公司
B23B3/26
B23Q5/34

CN2005.12.282007.06.13CN2910431

両外側把持狭持フランジ式ワーク
表面加工機

ShanghaiSaiwoElectro-
mechanicalEquipment
CoLtd

无心磨床的导轮驱动装置威海三韩精密机械有限
公司

B24B5/18
B24B47/00

CN2006.03.172007.06.13CN2910470

センタレス研削盤のツールヘッド
駆動装置

SanhanPrecisionMachinery
Co.,Ltd.,Weihai

万能螺纹车床宝纳电器(深圳)有限公司B23G3/08CN2006.04.192007.06.20CN2912880
万能ねじ切り旋盤BaonaElectricApplicances

(Shenzhen)Co.,Ltd.
用于成型机的刀具侦测装置名威科技实业有限公司B23Q17/24TW2006.03.272007.06.20CN2912907
成型機に使用される工具の監視装
置

MinwayTechLtd.

滚齿机的大立柱陈立新B23F23/10
B23F23/08

CN2006.05.312007.06.27CN2915343
ホブ歯切盤の大形コラムChenLixin
车床三爪车平面用靠模座孙 浩B23Q3/18

B23B31/02
CN2006.05.222007.06.27CN2915357

旋盤の刃工具柄外周固定３爪クラ
ンプ構造

SunHao

一种双端面磨床石家庄市轴承专用设备
厂一分厂

B24B7/17CN2006.06.132007.06.27CN2915364

ワーク（内輪）両端面研削盤ShijiazhuangSpecial
BearingApparatusFactory,
FirstBranchFactory

一种高精度双端面磨床的磨头石家庄市轴承专用设备
厂一分厂

B24B7/17
B24B41/047

CN2006.06.132007.06.27CN2915365

高精度両端面研削盤の研削ヘッドShijiazhuangSpecial
BearingApparatusFactory,
FirstBranchFactory

一种新型周边磨削除釉磨头广东科达机电股份有限
公司

B24B19/22CN2005.04.062007.06.27CN2915368

新型の研削砥石車用ドレッサヘッドGuangdongKedaElectro-
mechanicalCo.,Ltd.

能加工大直径卷筒Z型槽的普通车床四川建设机械(集团)股
份有限公司

B23B5/36
B23B5/48

CN2006.06.232007.07.04CN2917881

大直径の筒にZ型溝を加工する普
通旋盤

SichuanConstructionMa-
chinery(Group)Co.,Ltd.

一种新型自动车床华科明B23B7/00
B23B15/00

CN2006.06.292007.07.04CN2917882
新型の自動旋盤HuaKeming
一种半自动电脑控制油压车床的机
头装置

张伯权B23B19/00
B23B25/04

CN2006.05.232007.07.04CN2917883

半自動コンピューター油圧制御旋
盤の３爪支持ヘッド装置

ZhangBoquan

调高式车刀架方志国B23B21/00
B23B27/00

CN2006.05.222007.07.04CN2917884
高さ調整可能な工具サドルFangZhiguo
调节车刀高度的刀架淮阴工学院B23B21/00CN2006.07.222007.07.04CN2917885
カッタ高さを調整する刃物台HuaiyinPolytechnical

College
镗床铣刀安装架青岛港(集团)有限公司B23C5/26

B23B29/04
CN2006.07.192007.07.04CN2917895

中ぐり盤工具用装着フレームPortofQingdao(Group)
Co.,Ltd.

车床夹具许晓华B23Q3/00
B23Q3/06

CN2006.07.112007.07.04CN2917922
旋盤用クランプXuXiaohua
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中心孔磨头王宗武;张 健B24B5/14

B24B41/04
CN2006.05.102007.07.04CN2917932

ワーク心支持研磨加工ヘッドのセ
ンター

WangZongwu

球磨机大轴研磨抛光机郑州登源电力有限公司B24B5/36CN2006.07.032007.07.04CN2917933
ボールミル大軸のラッピング装置ZhengzhouDengyuan

ElectricPowerCo.,Ltd.
强力粗磨机装夹砂轮装置江苏共昌轧辊有限公司B24B41/04CN2006.06.172007.07.04CN2917943
粗研削装置の砥石車高緊結固定フ
ランジ構造

GongchangRollCo.,
Ltd.,Jiangsu

多刀尾座移动式车床冯木子;迟松岩B23P23/02CN2006.05.292007.07.11CN2920516
多数の工具柄尾心押台移動式旋盤FengMuzi
一种立式加工中心数控系统的U轴
控制单元

上海电气集团股份有限
公司

B23Q15/007
B23Q15/08
B23Q15/14

CN2006.06.262007.07.11CN2920525

立て形マシニングセンタのU軸制
御装置

ShanghaiElectric(Group)
Corp.

钻头研磨成型机余敏守B24B3/24TW2006.07.122007.07.11CN2920526
ナイフラップ成型機YuMinshou
轧辊磨床砂轮主轴用轴承结构无锡开源机床集团有限

公司
B24B5/37
B24B41/04

CN2006.03.062007.07.11CN2920528

ロール研摩機の主軸油静圧軸受構造KaiyuanMachineTool
GroupCo.,Ltd.,Wuxi

滚刀精磨砂轮自动修整器陈 俊B24B53/12CN2006.06.192007.07.11CN2920538
ホブカッター研磨用自動面取り機ChenJun
一种10米立式车床关庆珂B23B3/06

B23B31/30
B23B29/04
B23B19/02
B23Q5/02
B23Q37/00

CN2006.07.252007.07.18CN2923118

10メートル高さの立て旋盤GuanQingke

数控机床对刀仪陈志林B23Q15/22CN2005.12.132007.07.18CN2923170
数値制御工作機械の工具ヘッド構
造

ChenZhilin

小径定心矩形花键轴加工砂轮修整
夹具

贵州群建齿轮有限公司B24B53/12CN2006.06.302007.07.18CN2923187

小径定心矩形スプラインシャフト
加工用研削砥石工具

GuizhouQunjianGear
Co.,Ltd.

一种数控车多边加工机床沈阳精益数控机械有限
公司

B23B5/00
B23B3/22
B23B7/12

CN2006.05.122007.08.01CN2928318

ワーク多方面加工の数値制御旋盤JingyiDigitalControlMachi-
neryCo.,Ltd.,Shenyang

一种倒立式数控车床沈阳精益数控机械有限
公司

B23B7/16
B23B31/30
B23B25/06
B23B29/24

CN2006.05.122007.08.01CN2928319

逆（ワーク上方／ツール下方）式
数値制御立て旋盤

JingyiDigitalControlMachi-
neryCo.,Ltd.,Shenyang

一种机夹车刀谢志荣B23B27/00
B23B27/22
B23B29/04

CN2006.08.042007.08.01CN2928321

旋盤の工具クランプXieZhirong

车床夹持机构缙锠工业股份有限公司B23B31/00
B23Q3/12

TW2006.07.182007.08.01CN2928323
旋盤の工具挟み機構JinchangIndustryCo.,

Ltd.
车床钻切机构缙锠工业股份有限公司B23B43/00TW2006.07.182007.08.01CN2928328
旋盤のドリル加工・切削加工JinchangIndustryCo.,

Ltd.
两用车床缙锠工业股份有限公司B23B3/06TW2006.07.192007.08.08CN2930926
二機能加工旋盤JinchangIndustryCo.,

Ltd.
一种自动加工车床中山市正洲汽门有限公司B23B7/00

B23B13/00
B23B21/00
B23B23/00

CN2006.08.182007.08.08CN2930927

自動加工旋盤ZhongshanCityZhenzho
ValveCo.,Ltd.
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车刀钻头刃磨器孙忠成B24B3/34

B24B3/24
CN2006.06.092007.08.08CN2930956

旋削工具研磨装置SunZhongcheng
一种轴承内圈挡边磨床的防护罩新乡市日升数控设备有

限公司
B24B5/36
B24B55/00
B24B55/12

CN2006.05.262007.08.08CN2930957

軸受輪内圏辺研削盤の保護カバーXinxiangRishengNumerical
ControlEquipmentCo.,Ltd.

数字控制轴承内圈挡边磨床新乡市日升数控设备有
限公司

B24B5/36CN2006.05.262007.08.08CN2930958

数値制御軸受内圏辺研削盤XinxiangRishengNumerical
ControlEquipmentCo.,Ltd.

一种自动车床柳品法B23B9/00
B23P23/02
B23Q3/00
B23Q5/02

CN2006.08.182007.08.15CN2933662

自動旋盤LiuPinfa

数控车床加工圆周孔用的夹具贵州金江航空液压有限
责任公司

B23Q3/00CN2006.07.212007.08.15CN2933695

数値制御旋盤の加工円周孔を使う
刃工具クランプ

JinjiangAviationHydraulic
CoLtd,Guizhou

无心式超精机立柱调节装置北京金龙腾飞科技开发
有限责任公司

B24B5/30CN2006.07.272007.08.15CN2933700

心なし超精密研削盤コラム高さ位
置調整装置

BeijingJinlongtengfei
Science&Technology
DevelopmentCo.,Ltd.

磨床自动进退刀装置许晓华B24B47/20CN2006.07.282007.08.15CN2933713
研削盤のと石自動進退装置XuXiaohua
立式复合车床北京第一机床厂B23B3/06

B23B3/30
B23B21/00
B23B13/00

CN2006.08.232007.08.22CN2936501

複合立て旋盤BeijingNo.1Machine
ToolPlant

一种自动车削车床中山市正洲汽门有限公司B23B7/00
B23B13/00
B23B31/00
B23Q5/34
B23Q3/12

CN2006.08.302007.08.22CN2936502

自動旋盤ZhengzhouValveCo.,Ltd.,
ZhongshanCity

一种车床的零件送料装置柳品法B23B13/00CN2006.08.242007.08.22CN2936503
旋盤への部品供給装置LiuPinfa
车床用气动夹紧装置宾焕南B23B31/00

B23Q3/12
CN2006.08.242007.08.22CN2936505

旋盤用空気圧駆動クランプ装置BinHuannan
专用切削机床王建鹏B23Q15/013CN2006.08.032007.08.22CN2936564
専用切削工作機械WangJianpeng
四辊破碎机辊子磨削装置黄 凡;李 浩B24B5/37CN2006.02.282007.08.22CN2936567
４の旋削工具位置調整可能ローラ
研削装置

HuangFan

数控曲轴车床行星中心架德州德隆(集团)机床有
限责任公司

B23B23/00
B23Q1/76
B23Q3/00

CN2006.08.272007.08.29CN200939504

数値制御クランク軸旋盤のワーク
支持フレーム

Delong(Group)Machines
Co.,Ltd.,Dezhou

电脑数控车床的刀盘装置伍将机械工业股份有限
公司

B23B29/24CN2006.04.062007.08.29CN200939506

数値制御旋盤のカッター・タレットWujiangMachineryIndus-
tryCo.,Ltd.

一种内圆磨削用的内冷却装置洛阳轴研科技股份有限
公司

B24B5/00
B24B55/02

CN2006.04.292007.08.29CN200939570

内面研削盤用の内冷却装置LuoyangZhouyanScience
&TechnologyCo.,Ltd.

双刀塔数控车床德州德隆(集团)机床有
限责任公司

B23B7/00
B23B25/04
B23Q11/08
B23Q11/00

CN2006.08.272007.09.05CN200942430

２カッターヘッド搭載数値制御旋盤Delong(Group)Machines
Co.,Ltd.,Dezhou
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在普通车床上加工深孔的装置重庆建设摩托车股份有

限公司
B23B43/00
B23B41/02
B23B51/06
B23Q11/10

CN2006.08.242007.09.05CN200942436

深穴を加工する汎用旋盤ChongqingJianshe
MotorcycleCo.,Ltd.

成形孔加工专用机床胜华波集团有限公司B23D37/22
B23D37/20
B23D41/06
B23D41/08
B23D41/04
B23Q3/06

CN2006.08.222007.09.05CN200942440

専用穴加工旋盤ShenghuaboGroupCo.,
Ltd.

机床随动托架李成昔B23Q1/76CN2006.03.272007.09.05CN200942466
旋盤用サーボブラケットLiChengxi
一种车床济南一机床集团有限公司B23Q5/34

B23Q1/30
B23P23/02

CN2006.08.252007.09.05CN200942469
旋盤JinanFirstMachineTool

Co.,Ltd.
磨孔机胡泽民B24B5/48CN2006.09.062007.09.05CN200942475
ホーニング盤HuZemin
双柱立式车床营口市耐酸泵有限公司B23B3/06

B23Q5/48
CN2006.05.102007.09.12CN200945525

二柱立て旋盤YingkouAcid-resistant
PumpCo.,Ltd.

车刀架结构黄宪仁B23B21/00
B23B29/04

TW2006.09.182007.09.12CN200945528
バイトホルダHuangXianren
一种曲轴曲柄销修磨装置上海浦东汉华科技工程

公司
B24B5/42
B24B41/04

CN2006.08.072007.09.12CN200945571

クランク軸クランクピンの精密研
磨装置

HanhuaScienceandTech-
nologyEngineeringCo.,
PudongDistrict,Shanghai

一种曲轴主轴颈修磨装置上海浦东汉华科技工程
公司

B24B5/42
B24B41/04

CN2006.08.072007.09.12CN200945572

クランク軸主軸ジャーナルの精密
研磨装置

HanhuaScienceandTech-
nologyEngineeringCo.,
PudongDistrict,Shanghai

试样磨抛机主轴加卸荷装置王耀仪B24B47/12CN2006.09.102007.09.12CN200945578
バフ研磨機の主軸ロード・アンロ
ード装置

WangYaoyi

多球面的车削加工夹具江西铜业集团公司德铜
分公司

B23B5/40
B23Q3/00
B23Q16/02
B23Q5/34

CN2006.09.222007.09.19CN200948497

多球面の旋削加工具クランプJiangxiCopperIndustry
GroupDetongBranch

一种用于自动车床的分配轴柳品法B23B19/02
B23B7/00

CN2006.09.222007.09.19CN200948498
自動旋盤に使用される分配軸LiuPinfa
一种气缸镗床吕杭云B23B41/12

B23B47/16
B23B47/00

CN2006.09.222007.09.19CN200948509

シリンダー中ぐり旋盤LvHangyun

小模数数控滚齿机的二次对刀零件
夹持装置

成都宁江机床(集团)股
份有限公司

B23F23/06
B23F5/20

CN2006.09.272007.09.19CN200948518

小モジュラ－数値制御ホブ歯切盤
の２回刀部挟持装置

ChengduNingjiangMachine
Tool(Group)Co.,Ltd.

弧齿锥齿轮铣刀盘测量调整仪天津市精诚机床制造有
限公司
天津科技大学

B23F23/12
B23Q17/12
B23Q17/22
B23Q15/22

CN2006.09.202007.09.19CN200948519

ベベルギヤのフライス盤加工用曲
歯表面高さ測定計

TianjinJingchengMachine
ToolManufacturingCo.,Ltd.
TianjinUniversityof
ScienceandTechnology

一种车床上的拨叉装置柳品法B23Q5/00CN2006.08.292007.09.19CN200948546
旋盤用のシフトフォーク装置LiuPinfa
气动式磁瓦磨削装置镇江市润州区东方磁性

材料厂
B24B7/10
B24B41/02

CN2006.04.042007.09.19CN200948547

エア式磁気瓦の研削装置ZhenjiangRunzhouDongfang
MagneticMaterialFactory
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双头试样磨抛机王耀仪B24B29/00CN2006.09.102007.09.19CN200948553
両頭研磨機WangYaoyi
试样磨抛机主轴传动装置王耀仪B24B47/12CN2006.09.102007.09.19CN200948556
研磨機主軸の駆動装置WangYaoyi
长齿条的加工装置贵州航天风华精密设备

有限公司
B23F5/20
B23F23/00

CN2006.10.102007.09.26CN200951476

長ラック（歯車）の加工装置FenghuaAerospacePre-
cision EquipmentsCo.,
Ltd.,GuizhouProvince

偏心轴精密磨削的电磁无心夹具洛阳轴研科技股份有限
公司

B24B5/307CN2006.09.192007.09.26CN200951506

偏心軸精密研削時に用いる電磁治具LuoyangZhouyanScience
&TechnologyCo.,Ltd.

单立柱车床床身导轨磨床杭州机床集团有限公司B24B7/14
B24B53/12

CN2006.08.312007.09.26CN200951508
立て旋盤のベッドの研削盤HangzhouMachineTool

GroupCo.,Ltd.
砂轮微量精密修整对刀装置北京第二机床厂有限公司B24B49/18

B24B53/12
CN2006.10.092007.09.26CN200951522

砥石の砥面を微量修正するカッタ
装置

BeijingNo.2Machine
ToolPlantCo.,Ltd.

一种可调节预压力的砂轮修整器邓国华B24B53/12CN2006.04.112007.09.26CN200951523
空気圧調整可能の砥石ツルーイン
グ装置

DengGuohua

一种全自动车削设备石础辉B23B3/26
B23Q5/26
B23B7/00
B23B15/00

CN2005.12.212007.10.03CN200954544

全自動旋盤ShiChuhui

改良的立式车床东台精机股份有限公司B23B3/30
B23B3/06
B23B25/04
B23B25/06

TW2006.05.122007.10.03CN200954545

改良した立て旋盤DongtaiJingjiCo.,Ltd.

无级调速走刀器王笃春B23Q15/08
B23Q17/20

CN2006.09.262007.10.03CN200954588
無段階変速切削刃送り装置WangDuchun
仪表车床滕 炜B23Q5/34

B23B7/00
CN2006.09.072007.10.10CN200957507

旋盤TengWei
数控曲轴磨床砂轮圆弧修整器刘学贵B24B53/12CN2006.09.282007.10.10CN200957519
数値制御クランク軸研削盤の砥石
ツルーイング装置

LiuXuegui

砂轮微量精密修整器北京第二机床厂有限公司B24B53/14CN2006.10.092007.10.10CN200957520
砥石用微量精密ツルーイング装置BeijingNo.2Machine

ToolFactoryCo.,Ltd.
一种车床机械式送料器比亚迪股份有限公司B23B13/00CN2006.11.012007.10.17CN200960553
旋盤の工具送り器BiyadiCo.,Ltd.
数控齿轮插齿机的冲程自动调整装置天津第一机床总厂B23F23/00

B23F1/04
B23F5/12
B23F9/04
B23Q5/54

CN2006.11.012007.10.17CN200960567

数値制御ギア歯車形削り盤のスト
ローク自動調整装置

TianjinNo.1Machine
ToolGeneralPlant

弧齿锥齿轮铣齿机床的工件主轴蜗
轮副消隙装置

天津市精诚机床制造有
限公司

B23F23/10
B23F9/08
F16H57/12

CN2006.11.032007.10.17CN200960568

円弧歯ベベルギヤの歯切り機の主軸
ウォーム歯車の隙間消し補助装置

TianjinJingchengMachine
ToolWorksCo.,Ltd.

插齿机刀轴的上提拉装置天津第一机床总厂B23F23/12
B23F23/00
B23F5/12

CN2006.11.012007.10.17CN200960569
歯車形削り盤カッタ軸の昇降装置TianjinNo.1Machine

ToolGeneralPlant
螺旋伞齿轮检验机床主动箱主轴固
定装置

天津市精诚机床制造有
限公司

B23F23/12
B23B19/00
B23B19/02

CN2006.11.032007.10.17CN200960570

傘歯車工作機械の移動ハウジング
主軸固定装置

TianjinJingchengMachine
ToolWorksCo.,Ltd.
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车床尾座自动进刀机构焦利军;王喜林B23Q5/34CN2006.10.312007.10.17CN200960619
旋盤の心押台自動送り機構JiaoLijun;XiLinWang
改进夹具结构的加工具转折90°工
件的CNC车床

长朋精密机械有限公司B23B15/00TW2006.11.142007.10.24CN200963681

工具を90°旋回するCNC旋盤KenucPrecisionMachin-
eryCo.,Ltd.

卧式数控车床防护罩张辉德B23Q11/08
B23B25/04

CN2006.11.072007.10.24CN200963766
横形数値制御旋盤の保護カバーZhangHuide
砂轮角度修整器吴芳艺B24B53/12CN2006.11.172007.10.24CN200963785
砥石角度修正ドレッサWuFangyi
一种立式车床/铣床天津现代工程设备制造

有限公司
B23B3/06
B23C1/06
B23C1/14
B23Q1/25

CN2006.11.162007.10.31CN200967086

立て旋盤/フライス盤TianjinModernEngineer-
ingDeviceManufacturing
Co.,Ltd.

车床溜板箱纵向碰停机构兰州理工大学B23B21/00
B23B25/04

CN2006.11.202007.10.31CN200967088
旋盤の往復台の縦方向移動停止装置LanzhouUniversityof

Technology
喷水式切割机喷嘴中国石油天然气管道局B23K37/00

B23K10/00
B23Q11/10
B23Q11/00

CN2006.10.292007.10.31CN200967124
ウォータージェット切断の噴射ノ
ズル

ChinaPetroleumand
NaturalGasPipeline
Bureau

改良的立式车床转台的传动装置张国贤B23Q1/25
F16H1/10

CN2006.11.152007.10.31CN200967137
改良型立て旋盤タレットの駆動装置ZhangGuoxian
一种新型的磨机夹具河源怡和饰品有限公司B24B9/16CN2006.04.302007.10.31CN200967157
新しい研削治具HeyuanYiheOrnaments

Co.,Ltd.
砂轮角度修整器的进给装置吴芳艺B24B53/12CN2006.11.212007.10.31CN200967173
砥石角度ドレッサーの送り装置WuFangyi
一种用于数控车床的机械手式自动
送料装置

柳品法B23B15/00CN2006.11.282007.11.07CN200970634

数値制御旋盤に使用されるマニピ
ュレ－タ式自動送り装置

LiuPinfa

外圆磨削装置重庆大学
重庆市材料表面精密加
工及成套装备工程技术
研究中心
重庆三磨海达磨床有限
公司

B24B5/22
B24B5/307
B24B41/04

CN2006.11.292007.11.07CN200970694

ロール外面研削装置ChongqingUniv.
ChongqingEngineering
ResearchCenterFor
MaterialSurfacePrecision
MachiningandWholeSet
Equipments
ChongqingSamhidaThree
Grinder,.Ltd.

圆柱滚子基面磨用V型夹具洛阳LYC轴承有限公司B24B5/307CN2006.11.162007.11.07CN200970695
ローラ研磨機用V型治具LuoyangLYCBearing

Co.,Ltd.
一种研磨机江苏兴达钢帘线股份有

限公司
B24B5/48
B24B41/04
B24B5/02

CN2006.11.032007.11.07CN200970696

研削装置JiangsuXingdaSteelType
CordCo.,Ltd.

研磨机的磨头组件江苏兴达钢帘线股份有
限公司

B24B5/48
B24B41/04

CN2006.11.032007.11.07CN200970697

研削装置の研削ヘッド構造JiangsuXingdaSteelType
CordCo.,Ltd.

磨头移动式平磨的进给导轨杭州机床集团有限公司B24B7/00
B24B47/20

CN2006.11.222007.11.07CN200970699
平面研削装置研削頭の送り機構HangzhouMachineTool

GroupCo.,Ltd.
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抛光机的磨盘转轴升降机构刘小辉B24B29/00CN2006.10.302007.11.07CN200970714
研磨装置の研磨頭回転軸の昇降構造LiuXiaohui
一种智能控制磨机济南重工股份有限公司B24B49/16

B24B49/10
CN2006.11.292007.11.07CN200970718

数値制御研削装置JinanHeavyIndustryCo.,
Ltd.

磨床的砂轮的自动修整笔构造骆俊玮B24B53/12TW2006.06.262007.11.07CN200970719
研削盤の砥石自動面取り単石ドレ
ッサ構造

LuoJunwei

旋切器青岛祥和电力仪表程控
设备有限公司

B23B3/22
B23Q5/04
B23Q5/32
B23Q17/00

CN2006.11.132007.11.14CN200974124

旋切り器QingdaoXiangheElectric
InstrumentProgrammed
EquipmentCo.,Ltd.

一种车床尾座调心顶尖谢兆华B23B23/04CN2006.11.292007.11.14CN200974126
旋盤の心押台の調心センタ構造XieZhaohua
数控车床刀架钻夹广西壮族自治区玉林农

业学校
B23B31/107
B23B31/06
B23B21/00

CN2006.12.062007.11.14CN200974129

数値制御旋盤の工具用治具GuangxiZhuang
AutonomousRegion
YulinAgricultureSchool

六轴五联动螺旋锥齿轮加工机床湖南中大创远数控装备
有限公司

B23F9/00
B23F9/10
B23F9/02
B23Q1/26

CN2006.11.152007.11.14CN200974149

6軸5連動螺旋べベルギヤの加工工
作機械

HunanZDCYCNCEquip-
mentCo.,Ltd.

数控曲轴磨床左右头架同步伺服旋
转装置

刘学贵B24B5/42
B24B41/02

CN2006.09.282007.11.14CN200974184

数値制御クランク軸研削盤の左右ヘ
ッドフレームの同期サーボ回転装置

LiuXuegui

一种研磨机的模件夹紧给进装置江苏兴达钢帘线股份有
限公司

B24B5/48
B24B41/06
B24B47/20
B24B5/02

CN2006.11.032007.11.14CN200974185

研削装置の研削ヘッドの送り装置JiangsuXingdaSteelType
CordCo.,Ltd.

金刚石砂轮修整装置青岛理工大学B24B53/053CN2006.11.212007.11.14CN200974191
ダイヤモンド砥石面取り装置QingdaoTechnological

University
自动端面倒角切削车床刘子华B23B5/16

B23Q5/22
CN2006.12.082007.11.21CN200977553

ワーク端面を斜め面取りする切削
旋盤

LiuZihua

一种数控车床上海谱港机床有限公司B23B7/00
B23B19/00
B23B21/00
B23B23/00
B23Q5/34
F16H37/12
G05B19/18

CN2006.12.072007.11.21CN200977556

数値制御旋盤ShanghaiPugangMachine
ToolCo.,Ltd.

调角器齿片拉齿机比亚迪股份有限公司B23F1/08
B23F21/26
B23F23/00
B23Q11/10
B23Q15/22

CN2006.12.202007.11.21CN200977576

歯斜角度変調器を備えるブローチ
研削装置

BiyadiCo.,Ltd.

高精度数控插齿机天津第一机床总厂B23F5/12
B23Q1/01
B23Q1/25
B23Q1/46
B23Q1/28
B23D7/06
B23D7/10
B23D7/02
B23D7/04
B23Q5/54
B23Q15/013
B23Q3/155
B23Q11/08
B23Q11/00

CN2006.12.152007.11.21CN200977577

高精度の数値制御歯車形削り盤TianjinNo.1Machine
ToolGeneralPlant
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带有自动检测装置的齿轮倒棱磨削
设备

上海飞华汽车部件有限
公司

B23F19/12
B23F23/12
B23Q17/00
G05B19/00

CN2006.12.152007.11.21CN200977578

自動検出装置付きの歯車へり削り
研削装置

ShanghaiFeihuaAuto-
motivePartsCo.,Ltd.

齿轮倒角机床外齿轮定位夹紧装置天津市精诚机床制造有
限公司

B23F23/02
B23F19/10

CN2006.12.142007.11.21CN200977579

歯車面取り盤のベッド外歯車位置
決めクランプ装置

TianjinJingchengMachine
ToolWorksCo.,Ltd.

齿轮倒角机床内齿轮定位夹紧装置天津市精诚机床制造有
限公司

B23F23/02
B23F19/10

CN2006.12.142007.11.21CN200977580

歯車面取り盤のベッド内歯車位置
決めクランプ装置

TianjinJingchengMachine
ToolWorksCo.,Ltd.

自动寻迹修磨机太原市申海机械设备有
限公司

B24B5/04
B24B27/033
B24B5/35
B24B41/02
B24B47/14

CN2006.12.112007.11.21CN200977611

棒状ワーク用検出および修正研磨機TaiyuanShenhaiMachinery
Co.,Ltd.

一种提高T型倒角效率的磨轮北京有色金属研究总院
有研半导体材料股份有
限公司

B24B9/06
B24D7/18

CN2006.10.182007.11.21CN200977616

T型面取り効率を高めた砥石車BeijingGeneralInst.of
Non-ferrousMetals
GRINMSemiconductor
MaterialsCo.,Ltd.

一种车床的控制装置上海市延安中学B23B7/00
B23B9/00
G05B19/02

CN2006.12.262007.11.28CN200981113
数値制御旋盤ShanghaiYananHigh

School
多用车床夹具许晓华B23B31/10

B23Q3/12
CN2006.12.052007.11.28CN200981119

多目的旋盤治具XuXiaohua
车床用液压强力定心摩擦传动卡盘上海重型机床厂B23B31/30

B23B31/19
B23B23/04

CN2006.11.292007.11.28CN200981123
旋盤に用いる流体押圧定心押台ShanghaiHeavyDuty

MachineToolWorks
定径机架专用加工机床天津赛瑞机器设备有限

公司
B23B41/00
B23B47/18
B23B47/04
B23Q3/06

CN2006.12.222007.11.28CN200981125

一定長さのフレーム専用切削加工
機械

TianjinSERIMachinery
EquipmentCo.,Ltd.

长轴类直锥齿轮的铣削装置贵州群建齿轮有限公司B23F5/20
B23F5/24
B23F23/08
B23Q1/42
B23Q1/26

CN2006.11.172007.11.28CN200981141

長いスピンドル軸に備えられたコ
ーン状歯車フランクを加工するフ
ライス装置

GuizhouQunjianGear
Co.,Ltd.

具有USB通信接口的小型机床数控箱郑云峰B23Q15/00
B23Q5/00

CN2006.09.062007.11.28CN200981168
USB通信インタフェースをもつ小
型工作機械数値制御装置

ZhengYunfeng

数控万能外圆磨床砂轮架回转机构上海机床厂有限公司B24B5/00CN2006.10.192007.11.28CN200981172
数値制御円筒研削盤の砥石軸の揺
動機構

ShanghaiMachineTool
FactoryCo.,Ltd.

无心研机顶式自动进给装置中山市正洲汽门有限公司B24B5/30CN2006.06.302007.11.28CN200981173
センタレス研削盤砥石軸自動送り
装置

ZhongshanCityZhenzho
ValveCo.,Ltd.

普通车床用内孔磨削装置鞍钢重型机械有限责任
公司西部机械厂

B24B5/48
B24B53/12

CN2006.12.152007.11.28CN200981174

汎用中ぐり盤AngangHeavyMachine
ManufactureCo.,Ltd.,
WestMachinePlant

消除进给间隙的磨边装置广东科达机电股份有限
公司

B24B9/06
B24B47/28

CN2006.11.212007.11.28CN200981176

潤滑油供給隙間を狭くしたエッジ
研削装置

GuangdongKedaElectro-
mechanicalCo.,Ltd.

多磨头圆形、仿形自动玻璃磨边机郭卫锋B24B9/08CN2006.07.132007.11.28CN200981177
多研削ヘッド形自動ガラスエッジ
研磨装置

GuoWeifeng
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等速万向节轴承内轮研磨装置游敏芳B24B19/06

B24B5/36
TW2006.09.222007.11.28CN200981184

等速、ユニバーサルジョイント軸
受内輪用研削装置

YouMinfang

磨床的可拆式自动进刀装置宇发机械有限公司B24B47/20TW2006.12.152007.11.28CN200981195
解体可能な自動送り砥石装置YufaMachineryCo.,Ltd.
万能修正砂轮工具陕西群力电工有限责任

公司
B24B53/12CN2006.12.152007.11.28CN200981196

万能修正砥石道具ShanxiQunliElectricCo.,
Ltd.

用于加工阀门的多功能车床铜陵市红星水暖有限责
任公司

B23B3/26
B23Q5/22
B23Q3/06
B23Q37/00

CN2006.06.212007.12.05CN200984645

バルブ加工用多機能旋盤TonglingRedstarPlumbing
Co.,Ltd.

一种数控自动车床清远市荣晋精机科技有
限公司

B23B7/00
B23B19/02
B23B15/00

CN2006.12.272007.12.05CN200984647

数値制御自動旋盤QingyuanRongJingSeril
MachineTechnologyCo.,
Ltd.

数控芯棒车床自动送料与柔性辅助
支撑装置

天水星火机床有限责任
公司

B23B15/00
B23B13/12

CN2006.12.082007.12.05CN200984649

数値制御旋盤の心棒自動送り及び
たわみ補正支持装置

TianshuiSparkMachine
ToolCo.,Ltd.

车床刀尖零定位旋转装置天水星火机床有限责任
公司

B23B25/06
B23Q15/14
B23G3/04
B23G3/10

CN2006.12.082007.12.05CN200984651

旋盤の刀先ゼロ位置決め旋回機構TianshuiSparkMachine
ToolCo.,Ltd.

车床八爪卡盘装置天水星火机床有限责任
公司

B23B31/103CN2006.12.082007.12.05CN200984657

旋盤の8爪チャック装置TianshuiSparkMachine
ToolCo.,Ltd.

平缝机机壳的针杆、上轴、竖轴孔
钻扩刮同台加工机床

江苏万工科技集团有限
公司

B23B39/16
B23B41/00

CN2006.12.262007.12.05CN200984658

平縫い針加工用旋盤JiangsuWangongTech-
nologyGroupCo.,Ltd.

立式铣床主轴刀具电信号引出的装置华南理工大学B23C9/00
B23Q11/00

CN2006.04.072007.12.05CN200984664
立て形フライス盤の主軸カッタの
電気信号送り装置

SouthChinaUniversity
ofTechnology

破碎机四光辊表面在线修复的磨、
车削装置

洛阳中原矿山机械制造
有限公司

B23P23/02
B23B5/08
B24B5/37
B02C4/02

CN2006.12.302007.12.05CN200984686

ワーク四表面の研磨、旋削装置LuoyangZhongyuanMining
MachineManufactorCo.,
Ltd.

卧式液压传动车床天水星火机床有限责任
公司

B23Q5/06
B23Q5/26

CN2006.12.082007.12.05CN200984693

横形流体駆動旋盤TianshuiSparkMachine
ToolCo.,Ltd.

管材坡口磨削机刘建明B24B5/16CN2006.09.282007.12.05CN200984695
管材貫通孔研削装置LiuJianming
轧辊磨床半闭式滑动导轨天水星火机床有限责任

公司
B24B5/37CN2006.12.082007.12.05CN200984696

ロール研削盤の半閉式油静圧ガイ
ドウェイ

TianshuiSparkMachine
ToolCo.,Ltd.

简易带箱磨削装置天水星火机床有限责任
公司

B24B5/37CN2006.12.082007.12.05CN200984697

簡易ギヤーボックス付の研削装置TianshuiSparkMachine
ToolCo.,Ltd.

缸盖凸轮轴钻镗组合刀片东风本田发动机有限公司B23B27/00
B23B51/00
B23B41/02

CN2006.11.232007.12.12CN200988104
シリンダーヘッドカム軸のドリル
と中ぐり組合せ刃工具

DongfengHondaEngine
Co.,Ltd.
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数控落地铣床王 宾B23C1/00

B23Q1/25
B23Q11/08
B23Q11/00

CN2006.12.292007.12.12CN200988111

床据付タイプの数値制御フライス盤WangBin

一种用于线切割机床的立平面矫正
定位装置

宝山钢铁股份有限公司B23H7/26
B23H7/02
B23Q3/00

CN2006.12.182007.12.12CN200988123

ワイヤーカット工作機械に使用さ
れる割出テーブルの垂直平面矯正
位置決め装置

BaoshanIron&SteelCo.,
Ltd.

数控双面刨台式铣镗床芜湖恒升重型机床有限
责任公司

B23Q1/01
B23Q1/25
B23Q1/26
B23B39/02

CN2006.09.222007.12.12CN200988139

ワーク両面加工タイプの数値制御
フライス・中ぐり盤

HengshengHeavyMachine
ToolCo.,Ltd.,Wuhu

大孔管子车床进给传动装置天水星火机床有限责任
公司

B23Q5/04
B23Q5/32
B23B19/00
B23B5/00

CN2006.12.232007.12.12CN200988146

大口径管旋盤の作業台送り機構TianshuiSparkMachine
ToolCo.,Ltd.

一种轻型车床安徽省海安机械制造有
限公司

B23Q5/34
B23Q5/12
B23Q5/48
B23Q1/26
B23Q1/01
B23B23/00
B23B21/00
B23B19/02
B23G3/00

CN2006.12.302007.12.12CN200988147

簡易な旋盤Hai'anMachineryManu-
facturingCo.,Ltd.,Anhui

外圆磨床自动夹紧测量工作机构河南省中原内配股份有
限公司

B24B5/35
B24B49/04

CN2006.12.152007.12.12CN200988149

外円筒研削盤用ワーク自動挟持お
よび測定機構

ZhongyuanInternalCom-
bustionEngineFittings
Co.,Ltd.,HeranProv.

一种内圆磨床钟 洪B24B5/40CN2006.12.112007.12.12CN200988151
双頭の内面円筒研削盤ZhongHong
可拆式加速磨头黄展茂B24B41/047CN2006.12.082007.12.12CN200988165
取り外し可能な加速研削ヘッドHuangZhanmao
砂轮整形器裕国机械工业有限公司B24B53/06

B24B53/12
TW2006.12.272007.12.12CN200988166

砥石ドレッサーYuguoMachineryIndustry
Co.,Ltd.

切割机中自动调整切割高度的控制器夏云峰G05D3/12
B23K7/10
B23K9/10
B23K10/00
B23K15/02

CN2006.11.202007.12.12CN200990019

切断機の切断高さを自動調整する
制御装置

XiaYunfeng

旋风车床曹 滨B23B43/02
B23B41/14
B23B31/12

CN2006.10.172007.12.19CN200991777

工具回転式横形旋盤CaoBin

车床用深孔钻头天水星火机床有限责任
公司

B23B51/00
B23B51/06
B23B41/02
B23B43/00

CN2006.12.252007.12.19CN200991782

旋盤用深穴ドリルTianshuiSparkMachine
ToolCo.,Ltd.

多功能研磨机辛格玛机械股份有限公
司

B24B13/015
B24B41/02
B24B41/06

TW2006.12.062007.12.19CN200991842

多機能研削装置XingemaMechanicalCo.,
Ltd.

数控专用立式车床吴松祥B23B7/16
B23Q5/04
B23Q5/34
B23Q1/01
B23B17/00

CN2007.01.252007.12.26CN200995279

数値制御専用立て旋盤WuSongxiang

一种数控车床主轴箱装置郑忠耀B23B19/00CN2006.12.062007.12.26CN200995280
数値制御旋盤の主軸装置ZhengZhongyao
车床活动顶尖李永国B23B23/04CN2006.10.202007.12.26CN200995282
旋盤のワーク支持軸先端LiYongguo
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一种数控铣、滚齿组合机床南京工业大学B23F5/20

B23F23/00
B23B19/00
B23Q3/12
B23Q5/04

CN2007.01.242007.12.26CN200995307

数値制御フライス削り、ホビング
組合せ工作機

NanjingPolytechnicUniv.

一种数控铣、滚齿联合机床南京工业大学B23F5/20
B23F23/00
B23B19/00
B23Q5/34
B23Q3/12
B23Q5/04

CN2007.01.242007.12.26CN200995308

数値制御フライス削り、ホビング
複合工作機械

NanjingPolytechnicUniv.

卧式数控电解车床南京农业大学工学院B23H3/00
B23H3/02
B23H3/10
B23B3/00

CN2007.01.222007.12.26CN200995309

横形数値制御旋盤EngineeringCollegeof
NanjingAgriculturalUniv.

立式车床汽车钢圈轮幅专用夹具许家地B23Q3/00CN2007.01.062007.12.26CN200995335
自動車ハブ・リム加工用立て旋盤
の車輪クランプ機構

XuJiadi

卧式车床横、纵向联动传动装置天水星火机床有限责任
公司

B23Q5/34CN2006.12.232007.12.26CN200995340

横形旋盤の横、縦連動駆動装置TianshuiSparkMachine
ToolCo.,Ltd.

麻花钻自动磨槽机磨削进给补偿装置王正庭B24B3/24
B24B47/25

CN2007.01.272007.12.26CN200995345
ツイストドリル自動研磨機の研削
送り補償装置

WangZhengting

立轴圆台平面磨床的磨头通风装置南通第二机床有限公司B24B7/00
B24B55/00

CN2006.07.112007.12.26CN200995347
立て軸円台平面研削盤の研削ヘッ
ドへの通風装置

NANTONGNO2
MACHINETOOLCOL

新型平面磨床施 伟B24B7/02
B24B47/04

CN2007.01.152007.12.26CN200995348
新型平面研削盤ShiWei
平面磨床接触式半在线手动测量仪韩继俭B24B49/12CN2007.01.182007.12.26CN200995358
平面研削盤用の接触式半自動高さ
位置測定計

HanJijian

利用普通车床加工轴套曲线油槽的
工艺装备

任惠门B23B5/48CN2006.01.112008.01.02CN200998771

旋盤を用いて軸スリーブ曲線油溝
を加工する機械

RenHuimen

一种蜗杆磨削装置荣成锻压机床有限公司B23F13/04
B24B53/12

CN2007.02.122008.01.02CN200998799
ウォーム研削装置RongchengMetalForming

MachineCo.,Ltd.
制齿机床送料机构陶 波B23F23/02CN2007.01.292008.01.02CN200998801
歯作り工作機械の送り装置TaoBo
重型卧式车床碟形弹簧辅助支撑装置天水星火机床有限责任

公司
B23Q1/72
B23Q1/01

CN2006.12.192008.01.02CN200998819

横形旋盤の円板形スプリング補助
支持装置

TianshuiSparkMachine
ToolCo.,Ltd.

数控车床双夹紧液压中心架江苏齐航数控机床有限
责任公司

B23Q1/76
B23B23/00

CN2007.01.122008.01.02CN200998820

数値制御旋盤の両端挟み流体圧セ
ンターフレーム

JiangsuQihangCNC
MachineToolCo.,Ltd.

四轴数控铣齿机天津市进口精密设备新
技术发展公司

B23F9/08
B23Q5/10
G05B19/18

CN2007.02.272008.01.09CN201002151

4軸数値制御歯切り機TianjinImportPrecision
DeviceNewTechnology
DevelopmentCompany

高效数控齿轮倒角机天津市进口精密设备新
技术发展公司

B23F19/10
B23F23/00
B23Q11/08
B23Q11/00
B23Q1/25
B23Q5/04
B23Q5/22
G05B19/00

CN2007.02.272008.01.09CN201002152

高効率数値制御歯車面取り盤TianjinImportPrecision
DeviceNewTechnology
DevelopmentCompany
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一种车床微进装置天水星火机床有限责任

公司
B23Q1/34
B23Q5/22
B23B25/06

CN2006.12.082008.01.09CN201002185

旋盤のマイクロ送り装置TianshuiSparkMachine
ToolCo.,Ltd.

一种车床进给刹车夹紧装置天水星火机床有限责任
公司

B23Q5/34
B23Q5/58

CN2006.12.082008.01.09CN201002195

旋盤の工具送りクランプ装置TianshuiSparkMachine
ToolCo.,Ltd.

分离结构重型车床的集中传动进给
系统

天水星火机床有限责任
公司

B23Q5/34
B23G3/00

CN2006.12.082008.01.09CN201002196

旋盤用ワーク接触・解離クランプ
駆動機構集中伝動供給システム

TianshuiSparkMachine
ToolCo.,Ltd.

工具机的刀具量测装置台中精机厂股份有限公司B23Q17/00
B23Q17/22

TW2006.12.062008.01.09CN201002199
切削機のカッター工具量計測装置TaizhongJingjiFactory

Co.,Ltd.
一种磨刃机床李 强B24B3/34CN2007.02.022008.01.09CN201002200
研削盤LiQiang
大孔径研磨装置天水星火机床有限责任

公司
B24B5/48CN2006.12.252008.01.09CN201002201

大穴径研削装置TianshuiSparkMachine
ToolCo.,Ltd.

一种加工易碎工件的磨床张彩根B24B19/00
B24B41/04
B24B41/06

CN2006.12.192008.01.09CN201002205

脆弱ワークを加工する研削盤ZhangCaigen

一种滚筒式研磨机磨轮修整装置陈伟翔B24B53/12CN2006.11.082008.01.09CN201002212
ローラー回転式ロール研磨機ChenWeixiang
钻铣磨床的立式钻铣与卧式钻铣磨
的转换装置

上海西马特机械制造有
限公司

B23Q5/54
B23P23/00

CN2006.09.202008.01.16CN201006578

ドリルフライス削り研削盤の垂直
式ドリルフライス削り工具と横形
フライス研磨工具の転換装置

ShanghaiXimaeMachinery
Mfg.Co.,Ltd.

设有指示灯的手动脉冲发生器大连光洋科技工程有限
公司

B23Q15/00
B23Q17/00
B23Q16/02
H03K3/00

CN2007.01.152008.01.23CN201009117

指示ランプを設置した手動インパ
ルス発生器

GuangyangScienceand
TechnologyEngineering
Co.,Ltd.,Dalian

机床对刀装置浙江日发数码精密机械
股份有限公司

B23Q15/22CN2007.03.232008.01.23CN201009118

工具取り付け装置ZhejiangRifaDigitalPre-
cisionMachineryCo.,Ltd.

数控滚齿机的数字化窜刀机构浙江佳雪数控机床有限
公司

B23Q15/22
B23F23/00
B23F5/20

CN2007.04.062008.01.23CN201009119

数値制御ホブ歯切盤の工具移動操
作盤

JiaxueDigital-Control
Machine-ToolsCoLtd,
Zhejiang

等扭转变形同步传动装置徐许林B24B5/35
B24B47/00

CN2006.10.122008.01.23CN201009131
一対の同じ軸の対向設置旋盤の同
期伝動装置

XuXulin

大型轧辊磨床的回转顶尖韩平德B24B5/37
B24B5/02
B24B5/35

CN2007.02.132008.01.23CN201009133
大型ロール研磨機の心押台回転先
端構造

HanPingde

弹性减震柱销式定位工装许晓华B23F23/02
B23Q3/00

CN2007.02.122008.02.06CN201015806
歯切機のワーク支持弾力バネ位置
決め機構

XuXiaohua

数显仪表车床林明森B23B3/00
B23Q17/24

CN2007.04.282008.02.13CN201020538
デジタル表示計器付き旋盤LinMingsen
无心车床魏庆福

张国宪
B23B3/06
B23B3/08
B23B13/00
B23Q3/12
B23Q3/00

CN2007.04.172008.02.13CN201020539

センターレス旋盤WeiQingfu
ZhangGuoxian
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一种研齿机河南科技大学B23F19/02

B23F23/00
B24B1/04
B24B35/00

CN2007.03.282008.02.13CN201020571

歯車研削装置HenanUniversityof
ScienceandTechnology

一种车削设备的主动减振装置宁波大学B23Q15/007
B23Q15/12

CN2006.10.202008.02.13CN201020635
旋削デバイスの主軸滅振装置NingboUniv.
数控机床工件中心定位检测装置齐重数控装备股份有限

公司
B23Q17/22CN2007.04.162008.02.13CN201020636

数値制御工作機械ワークピース心
出し装置

QizhongDigitalControl
EquipmentCo.,Ltd.

曲线轴类装置内蒙古北方重工业集团
有限公司

B24B5/42CN2007.03.142008.02.13CN201020642

研削主軸BeifangHeavyIndustry
GroupCo.,Ltd.,Inner
Mongolia

用于复杂截形砂轮加工的高精度砂
轮修整器

重庆大学B24B53/14CN2007.03.282008.02.13CN201020662

砥石加工に使用される高精度砥石
研磨装置

ChongqingUniv.

一种齿条加工设备马俊国B23F5/00
B23Q5/34
B23Q5/40
B23Q1/58
B23Q5/027
B23Q7/02
B23Q1/26

CN2007.03.152008.02.20CN201023154

ラック加工装置MaJunguo

齿条加工机床马俊国B23F5/00
B23Q7/02
B23Q1/58
B23Q5/027
B23Q5/34
B23Q5/40
B23Q1/26

CN2007.03.152008.02.20CN201023155

ラック加工工作機械MaJunguo

齿条加工专用车床马俊国B23F5/00
B23Q1/26
B23Q7/02
B23Q1/58
B23Q5/027
B23Q5/34
B23Q5/40

CN2007.03.152008.02.20CN201023156

ラック加工専用旋盤MaJunguo

齿条加工设备马俊国B23F5/00
B23Q7/02
B23Q1/26
B23Q1/58
B23Q5/027
B23Q5/34
B23Q5/40

CN2007.03.152008.02.20CN201023157

ラック加工装置MaJunguo

大型曲线齿锥齿轮加工数控机床杨 林B23F9/00
B23F23/00
B23Q1/25
B23Q1/54
B23Q1/01

CN2007.04.252008.02.20CN201023158

大型曲線歯のかさ歯車加工数値制
御工作機械

YangLin

一种数控机床用自动换料装置陕西科技大学B23Q7/00CN2007.04.132008.02.20CN201023196
数値制御工作機械の工具自動交換
装置

ShaanxiScience&
TechnologyUniv.

挡板式自动分度及精确定位装置徐许林B24B5/42
B24B5/32

CN2006.12.202008.02.20CN201023205
クランク軸研削装置の自動制御位
置割り出し機器

XuXulin

数控刀具机外对刀仪万向传感器夹
持装置

天津市天门精密机械有
限公司

B23Q17/00
G01D11/00
G01B3/22

CN2007.02.122008.02.27CN201026576

数値制御旋盤の刃具方向位置検出
センサーのクランプ装置

TIANJINTIANMEN
PRECMACHINEC

数控机床精密数字刀具预调测量仪
图像自动跟踪测量装置

天津市青山精密机械技
术有限公司

B23Q17/24
G01B11/00
G01C11/00

CN2007.02.122008.02.27CN201026577

数値制御旋盤の刃具頂部撮像モニ
タリング機器

TIANJINQINGSHAN
PRECMACHINE
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箱中箱式移动部件支撑机构南通科技投资集团股份

有限公司
B23Q1/01CN2007.05.082008.03.05CN201030484

工作機械主軸のBoxinBox移動機構NANTONGSCIENCE
TECHNOLOGYINV

滑台回转结构环球工业机械(东莞)有
限公司

B23Q1/26
B23Q1/48

CN2007.04.202008.03.05CN201030486

工作機械の刃具斜行回転メカニズムWORLDWIDEIND
MACHINERYCOLTD

砂轮切割片垂直测量装置宝山钢铁股份有限公司B24B49/00
G01B5/245

CN2007.04.202008.03.05CN201030512
砥石車面の高さ測定器BaoshanIron&SteelCo.,

Ltd.
磨床水平修整器长沙金岭数控磨床有限

公司
B24B53/12CN2007.06.142008.03.05CN201030514

研削盤の横形ドレッサーCHANGSHAJINLING
DIGITALCONTR

工件外置式数控转摆摆工作台哈尔滨理工大学B23Q1/26
B23Q1/50
B23H7/02

CN2007.04.202008.03.12CN201033397
数値制御回転及び揺動ワークテー
ブル

HarbinUniversityof
ScienceandTechnology

成型砂轮轨迹仿形修正器刘承绪B24B53/12CN2007.05.112008.03.12CN201033415
成形砥石車プロファイル成形ドレ
ッサー

LiuChengxu

用于机床加工的旋风切削装置顾 明B23B3/22
B23B5/48

CN2007.04.202008.03.19CN201036811
工作機械加工屑を旋風により除去
する切削装置

GuMing

一种装在机床上的立式刀架装置虞柏伟B23Q1/25CN2007.04.272008.03.19CN201036835
工作機械の立て形刃具治具YuBaiwei
金属切削机林保村B23Q1/25

B23Q3/06
B23Q11/00
B23Q11/10

TW2007.06.082008.03.19CN201036836

金属切削機LinBaocun

数控机床机内对刀仪台州职业技术学院B23Q15/22
B23Q17/22

CN2007.03.062008.03.19CN201036843
数値制御工作機械機の工具接触測
定計

TAIZHOUINSTOF
TECHNOLOGY

齿条加工设备黄开元B23F5/20
B23Q5/34
B23P23/02
B23D55/06
B23D55/10
B23Q5/36
B23P15/14

CN2007.01.312008.03.26CN201040328

ラック加工装置HuangKaiyuan

数控滚刀铲齿磨床贵阳工具厂B23F23/00
B23F5/02
B23Q1/01
B23Q5/02
B23Q17/24
B24B53/12
B24B49/12

CN2007.05.312008.03.26CN201040329

数値制御ホブカッター研削盤GuiyangToolFactory

铣床滕州市喜力机床有限责
任公司

B23Q1/26
B23Q1/56
B23Q5/00
B23C1/00

CN2007.05.012008.03.26CN201040342

フライス盤TENGZHOUXILI
MACHINETOOLSCO

用于外圆磨床的磨削过程自动定位
装置

西北工业大学B24B49/10
B24B5/04

CN2007.04.272008.03.26CN201040357

外円筒研削盤に使用される定寸装置XibeiPolytechnicUniv.
圆盘车床中国重型汽车集团泰安

五岳专用汽车有限公司
B23B3/26
B23Q3/06
B23Q5/02

CN2007.06.012008.04.02CN201042740

板材加工用旋盤TaianWuyueSpecialAuto-
mobileCo.,Ltd.,China
HeavyAutomobileGroup

组合机床的主轴联轴结构重庆建设摩托车股份有
限公司

B23B19/00
B23B19/02

CN2007.05.312008.04.02CN201042741

旋削加工機の複数主軸連結構造ChongqingJianshe
MotorcycleCo.,Ltd.
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数控机床车削刀架齐重数控装备股份有限

公司
B23B21/00
B23B29/04
B23B25/00

CN2007.04.062008.04.02CN201042742

数値制御工作機械の旋削工具支持
機構

QizhongDigitalControl
EquipmentCo.,Ltd.

倒置式加工机结构大量科技股份有限公司B23Q1/01
B23Q1/25
B23Q1/00

TW2007.05.162008.04.02CN201042761
倒置式（工具上向／ワーク下向き）
の加工機構造

DalingScience&Tech.
Co.,Ltd.

加工机的换刀结构圣杰国际股份有限公司B23Q3/00
B23Q3/155

TW2007.05.102008.04.02CN201042764
加工機の工具交換機構ShengjieIntCoLtd
磨铣刀机李旺生B24B3/02

B24B41/04
B24B41/06
B24B45/00

TW2007.03.162008.04.02CN201042768

フライス盤LiWangsheng

圆刀磨刀机泰安百川纸业有限责任
公司

B24B3/46CN2007.06.012008.04.02CN201042769

工具の刃研磨機TAIANBAICHUAN
PAPERCOLTD

一种超硬砂轮的修整装置南京数控机床有限公司B24B53/14CN2007.04.302008.04.02CN201042779
超硬砥石車の修正装置NanjingCNCMachine

ToolCo.,Ltd.
一种多功能刀具铲磨装置蔡振淮B24B3/00CN2007.06.062008.04.09CN201044943
多機能磨刃具フライス盤CaiZhenhuai
一种端铣刀、钻头研磨机名扬机械股份有限公司B24B3/06

B24B3/24
B24B41/02
B24B41/06

TW2007.05.102008.04.09CN201044945

工具研削盤MINGYANGMECHINE
STOCKCOLTD

一种大直径碟形超硬磨料砂轮的杯
形砂轮修整器

北京理工大学B24B53/14
B24B53/053

CN2006.12.152008.04.09CN201044949

大口径ダイヤモンド研磨砥石チッ
プ利用のカップ形ドレッサー

BeijingUniv.ofScience
andEngineering

一种车床主轴箱的传动装置慈溪市掌起镇科生五金
塑料厂

B23B19/00CN2007.05.152008.04.16CN201046507

旋盤の主軸伝動装置KeshengHardware
PlasticsPlant,Zhangqi
Town,CixiCity

多刀数控齿轮倒棱机天津市进口精密设备新
技术发展公司

B23F19/10
B23F23/00
B23Q11/08
B23Q11/00
G05B19/00

CN2007.03.232008.04.16CN201046518

多軸の数値制御歯車面取り機TIANJINIMPPREC
EQUIPMENTNEW

螺纹切削装置中的主轴部件南京彩云机械电子制造
有限公司

B23G3/00CN2007.04.192008.04.16CN201046519

歯切り装置の主軸構造NANJINGCAIYUN
MECHINEELECTRO

数显镗铣床无极进给变速箱刘凤兰B23Q5/22
B23B47/18

CN2007.04.102008.04.16CN201046531
数値制御中ぐりフライス盤のツー
ル送り機構

LiuFenglan

端面铣刀研磨机元禄亦有限公司B24B3/06TW2007.05.092008.04.16CN201046536
端面エンドミル工具研削盤TIANJINIMPPREC

EQUIPMENTNEW
仿形冰刀刃磨机陈光军B24B3/36

B24B17/02
CN2006.12.282008.04.16CN201046537

倣い形刃の刃研磨機ChenGuangjun
卧式双端面磨床导轨王德康B24B7/16

B24B41/02
CN2007.03.282008.04.16CN201046541

横形ワーク両端面加工具用ガイド
ウェイ

WangDekang

多用台式气门研磨机王春城B24B27/02CN2007.07.022008.04.16CN201046543
バルブ研磨機WangChuncheng
砂带振荡机构无触点控制同步电机
自动换向装置及其电路

天津市天发重型水电设
备制造有限公司

B24B51/00
H03K17/945
H02P1/46

CN2007.06.292008.04.16CN201046547

研磨ベルトの正逆移動方向の自動
切り換え装置およびその切り換え
回路

TianfaHeavyHydropower
EquipmentManufacturing
Co.,Ltd.,TianjinCity
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一种加工轮毂的专用数控车床玉环县坎门机床厂B23B5/02

B23Q1/25
CN2007.06.012008.04.23CN201049388

車輪ハブ加工用数値制御旋盤YUHUANKANMEN
MACHINETOOLPLA

一种用于机床尾架的自动锁紧装置南京数控机床有限公司B23B23/00CN2007.06.262008.04.23CN201049390
工作機械の心押し台自動クランプ
装置

NanjingCNCMachine
ToolCo.,Ltd.

车床尾座夹紧装置台中精机厂股份有限公司B23B23/00TW2007.06.042008.04.23CN201049391
旋盤心押し台クランプ装置TaizhongJingjiFactory

Co.,Ltd.
车床安全智能控制装置熊 涛;熊 健B23B25/04

G08C23/04
F16P3/00

CN2006.11.162008.04.23CN201049392
工作機械の工具移動域安全認識制
御装置

XiongTao,XiongJian

车床轨道上载物辅助驱动装置台中精机厂股份有限公司B23B33/00
B23Q1/76
B23Q5/54

TW2007.05.142008.04.23CN201049396
旋盤のワーク補助駆動装置TaizhongJingjiFactory

Co.,Ltd.
钻床自动进刀装置杭州贝克机械有限公司B23B47/18CN2007.05.182008.04.23CN201049401
ボール盤の自動刀工具自動送り装置BeikeMachineryCo.,

Ltd.,Hangzhou
数控龙门铣床龙门结构深圳市德丰五金制品有

限公司
B23Q1/01CN2007.05.112008.04.23CN201049423

門形数値制御ミリング装置ShenzhenDefeng
HardwareCo.,Ltd.

工作台南通中集特种运输设备
制造有限公司
中国国际海运集装箱(集
团)股份有限公司

B23Q1/03
B23Q3/02
B23Q3/06
B23B47/28

CN2007.05.252008.04.23CN201049425

ワークテーブルNantongZhongjiSpecial
TransportationEquipment
Mfg.Co.,Ltd.
InternationalMarine
Containers(Group)Ltd.

一种修复三爪卡盘正卡爪工具平原机器厂(新乡)B23Q3/00
B23B31/02

CN2007.05.252008.04.23CN201049426
3爪工具ホルダーの位置補正工具PingyuanMachinePlant

(Xinxiang)
链式引锭杆销轴平面磨削夹具上海宝钢工程技术有限

公司
B24B7/16
B24B41/06

CN2007.07.122008.04.23CN201049431

平面研削用ガイドピン旋回固定式
軸クランプ

ShanghaiBaosteel
Engineering&Techno-
logyCo.,Ltd.

一种数控磨边机中国兵器工业第五八研
究所

B24B9/08
B24B47/20

CN2007.06.282008.04.23CN201049432

数値制御エッジ研削機No.58InstituteofChina
NorthIndustriesGroup
Corporation

一种适用于棱面或弧面的抛光机械袁志成B24B29/02
B24D13/14

CN2006.09.182008.04.23CN201049434
ワークの稜面あるいは弧状面に適
用するアンギュラー研削装置

YuanZhicheng

液压滑落翻坯式方坯、扁坯修磨机
的上料台

江阴圆方机械制造有限
公司

B24B41/06CN2007.07.032008.04.23CN201049438

油圧制御平面研削装置作業台にワ
ークを供給、反転、チャックする
機構

JiangyinYuanfang
MachinesManufacturing
Co.,Ltd.

液压滑落翻坯式方坯、扁坯修磨机
的翻料、夹紧机构

江阴圆方机械制造有限
公司

B24B41/06CN2007.07.032008.04.23CN201049439

油圧制御平面研削装置作業台にワ
ークを供給、反転、チャックする
機構

JiangyinYuanfang
MachinesManufacturing
Co.,Ltd.

用于链条轴销机的主轴支撑结构浙江恒久机械集团有限
公司

B23B19/02CN2007.07.042008.04.30CN201052553

チェーン軸ピン加工に使用される
主軸支持構造

HengjiuMachineryGroup
Co.,Ltd.,Zhejiang
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多功能车床中心架耿 财B23B23/00CN2006.08.142008.04.30CN201052554
多機能旋盤加工の円筒ワーク両端
クランプ装置

GengCai

轧辊扁豆形花纹数控铣床赵庆河;姜登国B23C3/28
B23Q15/22

CN2007.02.032008.04.30CN201052558
ワーク表面に螺紋模様を彫る数値
制御フライス盤

ZhaoQinghe

直线电机驱动的Z-A两自由度并联
主轴平台

北京航空航天大学B23Q1/48
B23Q1/26

CN2007.07.062008.04.30CN201052577

リニアモーター駆動のZ-A軸パラ
レルリンク主軸平面台

BeijingUniv.ofAero-
nauticsandAstronautics

一种可控制刀具横向、纵向进给运
动的机构

西安理工大学B23Q5/34CN2007.06.272008.04.30CN201052579

刃工具横送り、縦方向送り方向の
制御の機構

Xi'anUniversityofTech-
nology

杆状刀具的研削机廖英智B24B3/00
B24B41/06
B24B47/12

TW2007.06.012008.04.30CN201052584

杵付ナイフの研削装置LiaoYingzhi

内圆磨床钟 洪B24B5/10CN2007.04.182008.04.30CN201052588
内面円筒研削盤ZhongHong
平面磨床床身前罩装置南通第二机床有限公司B24B7/00CN2006.10.162008.04.30CN201052589
平面研削盤のベッドの前面カバー
装置

NantongSecond
MachineToolCo.,Ltd.

磨床跳档机构长沙金岭数控磨床有限
公司

B24B17/00CN2007.06.142008.04.30CN201052590

研削盤のテーブル送り装置ChangshaJinlingNC
GrinderCo.,Ltd.

胶辊直径测量和控制装置福建晋江聚旺印染机械
有限公司

B24B49/02
B24B5/37

CN2007.01.242008.04.30CN201052594

ロール直径測定器付き制御工作機械FujianJinjiangJuwang
Printing&Dyeing
MachineryCo.,Ltd.

一种多种操纵方式的数普兼容机床天水星火机床有限责任
公司

B23B7/00
G05B19/18

CN2007.07.132008.05.07CN201055914

多軸駆動方式の数値制御工作機械TianshuiSparkMachine
ToolCo.,Ltd.

一种双孔钻床山东矿机集团股份有限
公司

B23B39/16
B23B47/16
B23B47/18
B23B47/00

CN2007.06.292008.05.07CN201055923

管ワーク両端孔加工用２頭ボール盤ShandongMineMechine
GroupCo.,Ltd.

双镗头专用镗床中国南车集团眉山车辆厂B23B39/28
B23B29/03
B23Q3/06
B23Q15/22

CN2007.01.312008.05.07CN201055924

両切削工具ヘッドを付える中ぐり盤CSRMeishanRolling
StockWorks

带变频调速结构的钻床或钻铣床南通西马特机器制造有
限公司

B23B47/02
B23Q5/12
B23Q17/00

CN2006.8.18 CN
200610111305.5

2006.09.202008.05.07CN201055925

モーターの可変周波数ドライブ機
構付きのボール盤あるいはドリル
フライス盤

NantongXimateMechine
ManufacturingCo.,Ltd.

铣边机杨 鹏B23C3/12
B23Q5/04
B23Q5/22
B23Q1/46
B23Q3/06
B23Q11/12

CN2006.12.302008.05.07CN201055927

フライス盤YangPeng

轧辊磨床托瓦快速拆装装置昆山华辰机器制造有限
公司

B24B5/37CN2007.07.232008.05.07CN201055962

ロール研磨機のロール取付・取り
外し快速支持装置

Kunshan Huachen
Mechine
ManufacturingCo.,Ltd.

偏心轴式轴承座调节机构陈勇奇B24B21/20CN2007.02.062008.05.07CN201055969
偏心軸の軸受台調節機構ChenYongqi
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一种基于平行主轴轴线移动刀具顺
序作业的单轴自动车床

湘潭市江南凌志科技有
限公司

B23B7/00
B23B15/00
B23Q5/34
B23Q1/60
B23Q1/01
B23Q3/00

CN2007.05.112008.05.14CN201058377

刃工具を操作工程に従って順次供
給送り可能な単軸自動旋盤

XiangtanJiangnanLingzhi
ScienceandTechnology
Co.,Ltd.

齿轮制齿的工装夹具李为忠B23F23/06CN2007.07.132008.05.14CN201058388
ギヤーブランクの両端支持機構LiWeizhong
车床多用途弹性浮动攻丝扳牙装置扬州大学B23G1/44CN2007.08.082008.05.14CN201058389
旋盤用のバネ弾力移動タッピング
ダイス装置

YangzhouUniv.

数控车床防护罩张辉德B23Q11/08CN2006.12.182008.05.14CN201058403
数値制御旋盤の保護カバーZhangHuide
卷式湿磨发纹机组控制装置天津松洋金属制品有限

公司
B24B7/12CN2007.07.252008.05.14CN201058404

湿式ヘアーライン加工用４PLC制
御装置

TianjinSongyangMetal
ProductsCo.,Ltd.

双导轨、内凹大曲率数控凸轮轴铣床重庆跃进机械厂B23C3/08
B23Q1/01
B23Q1/25

CN2007.06.052008.05.21CN201061830
両ガイドウェイ、内凹大曲率数値
制御カムシャフトフライス盤

ChongqingYuejin
MachineryFactory

一种滚齿机郑州市建安中原机器制
造有限公司

B23F5/00
B23Q5/00

CN2007.06.192008.05.21CN201061839

ホブ歯切盤ZhengzhouJianan
ZhongyuanMachine
BuildingCo.,Ltd.

一种滚齿机郑州市建安中原机器制
造有限公司

B23F5/00CN2007.06.192008.05.21CN201061840

ホブ歯切盤ZhengzhouJianan
ZhongyuanMachine
BuildingCo.,Ltd.

滚齿机工作台的工件卡爪及使用该
卡爪的滚齿机

郑州市建安中原机器制
造有限公司

B23F23/06
B23F5/00

CN2007.06.192008.05.21CN201061841

ギアホブ盤の作業台のワーク止め具ZhengzhouJianan
ZhongyuanMachine
BuildingCo.,Ltd.

铣床进给装置滕州市华強精密机床有
限责任公司

B23Q5/34CN2007.07.312008.05.21CN201061854

フライス盤の送り装置TengzhouHuaqiang
PrecisionMachineTool
Co.,Ltd.

数控机床自动测量装置齐重数控装备股份有限
公司

B23Q17/00CN2007.04.162008.05.21CN201061857

数値制御工作機械用ワーク自動測
定装置

QizhongDigitalControl
EquipmentCo.,Ltd.

水钻磨削抛光机于 卫B24B9/16CN2007.08.032008.05.21CN201061861
水ドリル研削バフ盤YuWei
圆锥轴承套圈车加工自动线烟台富仕通机床制造有

限公司
B23B5/00
B23B3/36

CN2007.07.062008.05.28CN201064827

円錐軸受の自動加工機YantaiFUJITSUMachine
ToolManufacturingCo.,
Ltd.

带传动、锁紧结构的经济型卧式数
控刀架

沈阳机床股份有限公司
精诚数控机床附件厂

B23B29/24
B23B21/00
B23Q3/155

CN2007.04.022008.05.28CN201064832

伝動、鎖錠構造付きの安価な数値
制御横形刃物台

JingchengDigitalControl
MachineToolAccessories
Factory,Shenyang
MachineToo

车用起动机电刷弧面研磨装置邓国祥B24B19/26CN2007.08.162008.05.28CN201064872
車用スターターピックアップブラ
シ弧面ラッピング装置

DengGuoxiang
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轴承中置卧式行星光饰机浙江湖磨抛光磨具制造

有限公司
B24B31/033CN2007.06.262008.05.28CN201064875

軸受横置タイプの旋盤ZhejiangHuMoPolishing
GrinderManufactureCo.,
Ltd.

轴承加工三主轴车床浙江陀曼精密机械有限
公司

B23B9/00
B23B13/04
B23B13/12
B23B15/00
B23Q5/04

CN2007.08.162008.06.04CN201067806

軸受加工用の3主軸旋盤TuomanPrecision
MachineryCo.,Ltd.
ZhejiangProvince

三主轴组合车床自动上下料机构浙江陀曼精密机械有限
公司

B23B13/04
B23B13/12
B23B15/00

CN2007.08.162008.06.04CN201067807

3主軸組合式旋盤の自動上下接続・
離脱機

TuomanPrecision
MachineryCo.,Ltd.
ZhejiangProvince

滚齿机的滚刀箱陈立新B23B19/00
B23Q11/00
B23F23/00

CN2006.05.312008.06.04CN201067808

ギアホブ盤のカッター回転機構ChenLixin

立式车床双卡点高卡座陶晓敏B23B31/10CN2007.08.102008.06.04CN201067811
立て旋盤の両カード点高さ位置決
め台

TaoXiaomin

齿轮内孔键槽加工专用装置贵州群建齿轮有限公司B23D37/22
B23D37/10
B23D41/02
B23D41/08
B23D43/02

CN2006.11.172008.06.04CN201067819

ギア内穴キー溝加工専用装置GuizhouQunjianGearCo.,
Ltd.

一种自动车床滚压刀具徐润霞B23P9/02CN2007.08.152008.06.04CN201067837
自動旋盤の回転工具XuRunxia
多功能机床费立奎B23P23/00

B23D47/12
B24B47/10
B23Q5/04

CN2006.8.23
CN200620088156.0

2007.04.232008.06.04CN201067840

多機能工作機械FeiLikui

大中型卧式加工机床的交换工作台
用定位夹紧复合机构

青海一机数控机床有限
责任公司

B23Q1/26
B23Q1/66

CN2006.12.052008.06.04CN201067844

横形切削加工機械の大型もしくは
中型ワークのクランプ装置

YijiNCMachineToolCo.,
Ltd.;QinghaiProvince

车床进给装置浙江陀曼精密机械有限
公司

B23Q5/34CN2007.08.162008.06.04CN201067847

旋盤の主軸送り装置TuomanPrecision
MachineryCo.,Ltd.
ZhejiangProvince

通用平面磨床的过梁横店集团东磁股份有限
公司

B24B7/16
B24B41/06

CN2007.07.162008.06.04CN201067852

通常の平面研削盤用の治具DongciCo.,Ltd.,
HengdianGroup

活塞环螺旋撑簧端面专用磨床仪征市润扬机械厂B24B9/00
B24B7/16

CN2007.07.232008.06.04CN201067853
ピストンリングらせんリード端面
加工用専用研削盤

RunyangMachineryFactory
YizhengCiy

一种砂带磨光机林小艺B24B21/00
B24B21/18
B24B41/06

CN2007.06.292008.06.04CN201067857

砥石ベルト利用バフ盤LinXiaoyi

一种砂带磨光机林小艺B24B21/00
B24B21/18
B24B41/06

CN2007.06.292008.06.04CN201067858

砥石ベルト利用バフ盤LinXiaoyi

平面研磨机林小艺B24B21/04CN2007.06.292008.06.04CN201067859
平面ラップ盤LinXiaoyi
连续式切磨机床横店集团东磁股份有限

公司
B24B27/06
B24B41/04

CN2007.07.242008.06.04CN201067862

連続式切削・研削工作機械DongciCo.,Ltd.,
HengdianGroup

一种抛光机黄世飞B24B29/02CN2007.06.162008.06.04CN201067864
研磨装置HuangShifei
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叶轮平衡加工装置上海东方泵业(集团)有

限公司
B23B5/00
B23Q3/00

CN2007.06.282008.06.11CN201070674

インペラー平行加工装置DongfangPumpIndustry
(Group)Co.,Ltd.,
Shanghai

可移动的筒体切削专用装置宋晓波B23B5/00
B23Q5/04
B23Q5/34
B23Q1/46

CN2007.07.182008.06.11CN201070675

移動可能な筒体の切削装置SongXiaobo

混流泵叶轮外球面的加工装置上海东方泵业(集团)有
限公司

B23B5/40CN2007.06.282008.06.11CN201070676

ワーク外球面用混合工具インペラ
ー式加工装置

DongfangPumpIndustry
(Group)Co.,Ltd.,
Shanghai

立卧式加工中心中的主轴箱系统扬州力创机床有限公司B23B19/00CN2007.08.012008.06.11CN201070677
立て形マシニングセンタの主軸装置YangzhouLichuang

MachineToolCo.,Ltd.
一种卧式轴用中心钻机何首东B23B39/14

B23B47/16
CN2007.08.282008.06.11CN201070683

横形工作機械の軸挟持センターHeShoudong
可自动加工长型材料的数控钻床南京音飞货架制造有限

公司
B23B39/16
B23Q7/02
B23Q1/03

CN2007.08.142008.06.11CN201070685

長尺状物加工用の数値制御自動ボ
ール盤

NanjingInformRacking
Co.,Ltd.

牛头刨改装的铣床四川资阳市三桥减速电
机有限公司

B23C7/04CN2007.07.112008.06.11CN201070690

牛刀精密加工用フライス盤SanqiaoReducerCo.,
Ltd.ZiyangSichuan

斜床身底座床身一体化结构宁波市北仑耀发机械设
备有限公司

B23Q1/01
B23B17/00

CN2007.08.102008.06.11CN201070710

斜めツール取付台とベッドが一体
化構造の旋盤

NingboBeilunYaofa
MachineEquipmentCo.,
Ltd.

人字型立柱与Z轴导轨防护一致性
结构

宁波市北仑耀发机械设
备有限公司

B23Q1/01CN2007.08.102008.06.11CN201070711

人文字状コラムがＺ軸方向のガイ
ドレールを保護している構造のツ
ールコラム

NingboBeilunYaofa
MachineEquipmentCo.,
Ltd.

斜床身纵向导轨水平结构宁波市北仑耀发机械设
备有限公司

B23Q1/01CN2007.08.142008.06.11CN201070712

斜めベッド上に逆Ｖ字状ガイドレ
ールを水平に設けたガイドウェイ

NingboBeilunYaofa
MachineEquipmentCo.,
Ltd.

加工机的机体力劲机械股份有限公司B23Q1/01TW2007.07.132008.06.11CN201070713
機械加工装置LijinMachineryCo.,Ltd.
车床主轴调整座崔国民B23Q1/28CN2007.08.142008.06.11CN201070715
旋盤の主軸高さ位置調整座具CuiGuomin
钻削半圆形槽的组合夹具江苏罡阳股份有限公司B23Q3/06

B23B41/00
CN2007.08.032008.06.11CN201070716

ワークに半円弧状溝を旋削加工す
るツールヘッドとワークテーブル
組み合わせコンタリング加工機械

GangyangCoLtd,Jiangsu

车削二十万千瓦以下机组汽缸内孔
用的夹紧装置

哈尔滨汽轮机厂有限责
任公司

B23Q3/06CN2007.06.252008.06.11CN201070717

重量20万kg以下のワークに内穴を
明ける加工機械のクランプ装置

HarbinTurbineCompany
Ltd.

立卧式加工中心扬州力创机床有限公司B23Q5/20
B23Q3/12

CN2007.08.012008.06.11CN201070723
立て形マシニングセンタYangzhouLichuang

MachineToolCo.,Ltd.
主轴中心冲水冷却结构宁波市北仑耀发机械设

备有限公司
B23Q11/10
B23B19/02

CN2007.08.102008.06.11CN201070725

主軸装置の水冷構造NingboBeilunYaofa
MachineEquipmentCo.,
Ltd.



－144－

発明の名称（原語）権利者（原語）国際特許
分 類出願人国優先権主張出願日授権公告日授権公告号

発明の名称（和文）権利者（和文or英文）
半自动伺服型分度机构炘冠科技(深圳)有限公司B23Q16/02

B23K37/047
CN2006.09.062008.06.11CN201070726

半自動サーボ型割出し機構XinguanScienceand
Technology(Shenzhen)
Co.,Ltd.

一种用于仿形运动的轨迹调整装置潘本兴B23Q35/00
B23K9/127

CN2006.09.212008.06.11CN201070728
工具の移動軌道を追跡する装置PanBenxing
螺杆轴内孔磨削自定位夹具江苏罡阳动力转向器厂B24B5/48CN2007.08.032008.06.11CN201070730
ボールネジ軸の内穴研削装置用ワ
ーククランプ

JiangsuGangyangPower
SteeringFactory

数控轧辊磨床干油静压系统南京钢铁股份有限公司B24B41/06CN2007.07.102008.06.11CN201070737
数値制御ロール研摩機の作業台油
静圧システム

NanjingIron&Steel
Co.,Ltd.

机床上的自动夹紧装置虞柏伟B23B13/12
B23Q3/12

CN2007.07.122008.06.18CN201073691
工作機械の自動クランプ装置YuBaiwei
加工孔内槽的工具江苏万盛铸造有限公司B23B27/00

B23B29/04
B23B29/12

CN2007.08.142008.06.18CN201073692
内穴明け用工具JiangsuWanshengCasting

Co.,Ltd.
可倾卡盘呼和浩特众环(集团)有

限责任公司
B23B31/10
B23B31/02

CN2007.09.272008.06.18CN201073697

旋盤作業台に設けたワーク傾斜可
能チャック

HuhehaoteZhonghuan
(Group)Co.,Ltd.

撑紧卡爪呼和浩特众环(集团)有
限责任公司

B23B31/10
B23B31/02
B23B31/30

CN2007.09.272008.06.18CN201073698

工具クランプ爪HuhehaoteZhonghuan
(Group)Co.,Ltd.

能自动换刀的带刀库的钻孔箱武汉法利莱切割系统工
程有限责任公司

B23B47/26
B23Q3/157
B23P23/02
B23K10/00

CN2007.08.022008.06.18CN201073704

工具マガジン付きの工具自動交換
装置

WuhanFalilaiCutting
SystemEngineeringCo.,
Ltd.

分齿头杨德荣B23F23/08CN2006.11.242008.06.18CN201073707
歯切り機の歯分周工具YangDerong
工具机及其工作台泷锋科技股份有限公司B23Q1/25

B23Q11/00
TW2007.09.062008.06.18CN201073732

工作機械及び作業台LongfengScienceand
TechnologyCo.,Ltd.

用作机械测量机与虚拟轴数控机床
的六自由度并联机构

江苏工业学院B23Q1/50
B23Q1/56
G01B5/008
B25J9/10
B25J9/08
B25J9/06

CN2007.09.262008.06.18CN201073733

機械測定機と立て形数値制御工作
機械用の6DOFパラレルリンク駆
動機構

JiangsuPolytechnicCollege

加工结晶器铜管用夹具马鞍山钢铁股份有限公司B23Q3/06CN2007.08.222008.06.18CN201073735
結晶器用鋼管加工機械のクランプMaanshanIron&Steel

Co.,Ltd.
托盘定位夹紧装置上海广濑-关勒铭精密

机械有限公司
B23Q3/06CN2007.08.302008.06.18CN201073736

パレット位置決めクランプ装置ShanghaiGuanglai
GuanlimengPrecision
MachineryCo.,Ltd.

齿轮箱下箱粗加工夹具中国北车集团大同电力
机车有限责任公司

B23Q3/06CN2007.09.142008.06.18CN201073737

荒削り歯車加工機のツールクラン
プ

CNR,DatongElectric
LocomotiveCo.,Ltd.

一种车床夹具济南一机床集团有限公司B23Q3/12CN2007.09.172008.06.18CN201073738
旋盤用クランプJinanFirstMachineTool

Co.,Ltd.
数控石英内外圆磨床沈阳天乙新数控机械有

限公司
B24B5/50CN2007.06.132008.06.18CN201073741

数値制御石英内外円筒研削盤ShenyangTianyiNew
NCMachineryCo.,Ltd.
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発明の名称（和文）権利者（和文or英文）
一种多磨头玻璃磨边机武汉瑞林峰机器有限公司B24B9/10CN2007.09.182008.06.18CN201073743
多研削ヘッドのガラス縁研磨機WuhanRuilinfeng

MachineryCo.,Ltd.
数控石英沟槽磨床沈阳天乙新数控机械有

限公司
B24B19/22
B24B19/02
B24B41/02

CN2007.06.112008.06.18CN201073744

数値制御石英ワーク溝加工研削盤沈陽天乙新数控機械有
限公司

一种加工中心刀库邵文远G05B19/18
B23Q3/155

CN2007.06.062008.06.18CN201075175
マシニングセンタ用工具マガジンShaoWenyuan
立式双轴车削中心东风汽车有限公司设备

制造厂
B23B3/30
B23B3/06
B23B19/02
B23B19/00
B23Q1/25
B23B9/00

CN2006.12.252008.06.25CN201076906

立て形二軸ターニングセンタMachineToolPlantof
Dongfeng Motor
Company
Limited

轴类零件双端面同时加工的数控车床湖北唯思凌科装备制造
有限公司

B23B5/16
B23B7/12

CN2007.07.192008.06.25CN201076908

軸部品の両端面同時加工の数値制
御旋盤

HubeiWeisiLingke
EquipmentManufacture
Co.,Ltd.

小型卧式数控机床卸荷式主轴组件深圳市康铖机械设备有
限公司

B23B19/02CN2007.09.282008.06.25CN201076910

横方向工具装着式の数値制御小型
工作機械の主軸装置

ShenzhenKangcheng
MechanicalEquipment
Co.,Ltd.

防止卡盘扳手未取下而开动的装置宣伯民B23B25/04CN2007.08.132008.06.25CN201076911
工具支持柄の離脱・落下防止装置XuanBomin
两级夹紧钻夹头山东威达机械股份有限

公司
B23B31/10
B23B31/165
F16H1/28

CN2006.04.102008.06.25CN201076916

二ステージ挟持式ドリルチャックWeidaMachineryCo.,
Ltd.,Shandong

装卸夹具浙江欣兴工具有限公司B23B31/10CN2007.09.282008.06.25CN201076921
工具着脱クランプZhejiangXinxingTools

Co.,Ltd.
用于车床的管子倒角加工辅助定心
夹具

中冶京唐建设有限公司B23B31/42
B23B23/00
B23B5/16

CN2007.09.142008.06.25CN201076926

チューブすみ切り斜面加工旋盤に
使用されるパイプセンターの補助
クランプ

ChinaMetallurgical
JingtangConstruction
Co.,Ltd.

精确定位的自动打孔装置郑定长B23B39/16
B23B49/00

CN2007.10.102008.06.25CN201076927
正確な穿孔位置決めできる自動穿
孔ドリル装置

ZhengDingchang

一种数控钻孔机床周兴亮B23B39/24
B23B47/26
B23Q3/06

CN2007.07.302008.06.25CN201076928

数値制御ドリルベッドZhouXingliang

一种镜片钻铣机杨光伟B23B49/00
B23B41/00
B23B47/02

CN2007.08.172008.06.25CN201076931

レンズフライス削り機YangGuangwei

一种多工位同时进行铣开加工的装置北京市建筑工程研究院B23C3/00
B23Q7/00
B23Q39/04
B23Q3/02

CN2007.07.252008.06.25CN201076936

多ステージでワークを同時にフラ
イス削りを行う加工装置

BeijingBuildingEnginee-
ringInst.

铣端面打中心穴専用机床梁新文
山西省平遥减速器厂

B23C7/02
B23C3/12
B23B43/02
B23Q1/25

CN2007.05.242008.06.25CN201076938

ワーク端面フライス削りとワーク
中心穴明けドリル加工できる複合
工作機械

LiangXinwen

粗刨齿机济南重工股份有限公司B23F5/12CN2007.09.072008.06.25CN201076951
歯車の側の歯の荒削り機JinanHeavyIndustry

Co.,Ltd.
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発明の名称（和文）権利者（和文or英文）
机床用齿轮倒棱装置重庆第二机床厂有限责

任公司
B23F19/10
B23F21/00

CN2007.09.272008.06.25CN201076952

工作機械用歯車の旋削装置ChongqingNo.2Machine
ToolWorksCo.,Ltd.

半自动弧齿锥齿轮齿顶倒棱机四川禧鑫机床制造有限
责任公司

B23F19/12
B23F23/02
B23F23/08
B23Q1/25
B23Q5/02
B23Q16/02
B24B47/10
B24B9/00

CN2007.04.152008.06.25CN201076953

半自動の傘歯車の歯先面取り機SichuanXixinMachine
ToolManufacturingCo.,
Ltd.

硬质合金齿轮滚刀蓬莱市超硬复合材料有
限公司

B23F21/16CN2007.06.252008.06.25CN201076954

超硬合金製ホブ工具PenglaiUltra-rigidCom-
positeMaterialCo.,Ltd.

能快速换刀的插齿刀夹紧装置南京二机齿轮机床有限
公司

B23F23/12
B23F5/12

CN2007.09.292008.06.25CN201076956

工具を急速交換できるピニオンカ
ッタのクランプ装置

NanjingNo.2Machine
ToolWorksCo.,Ltd.

插齿机侧向调整装置宜昌长机科技有限责任
公司

B23F23/12
B23F5/12

CN2007.07.202008.06.25CN201076957

歯切り盤の工具位置調整装置ChangjiScienceandTech-
nologyCo.,Ltd.,Yichang

多轴多螺距高速刚性攻丝系统东风汽车有限公司设备
制造厂

B23G1/20CN2007.07.222008.06.25CN201076958

工具軸がタップシステム数で長い
軸を緊結する工具

MachineToolPlantof
DongfengMotor
CompanyLimited

上梁悬臂固定基座复合式加工中心机蒋李玲B23Q1/01
B23Q1/25
B23Q1/42

CN2007.06.282008.06.25CN201076990
前後移動可能なコラムの上梁に２
ツールヘッドが固定されている複
合マシニングセンタ

JiangLiling

轴向可调式浮力旋转台娄永标B23Q1/38
B21D41/04
B21D19/04

CN2007.09.052008.06.25CN201076991
軸方向位置調節可能の空気浮力旋
回テーブル

LouYongbiao

一种加工中心、火花机专用快速夹具山东鲁得贝车灯股份有
限公司

B23Q3/00CN2007.09.252008.06.25CN201076992

マシニングセンタ、放電加工機LudebeiVehicleLight
Co.,Ltd.,Shandong

机床润滑系统的稳压回路湖南大学B23Q11/00
B24B55/00
F16N7/40

CN2007.08.242008.06.25CN201076997
工作機械テーブルへの潤滑油供給
シーケンス

HunanUniv.

机床用分度装置招远金王机电科技有限
公司

B23Q16/02
B23Q16/06

CN2007.04.022008.06.25CN201076998

工作機械の心出し装置ZhaoyuanJinwang
Machinery&Electronics
TechnologyCo.,Ltd.

一种曲轴连杆颈磨削180度自动分
度装置

湖南大学B24B5/32
B24B5/42

CN2007.08.242008.06.25CN201077003

クランク軸コンロッド首研削工具
の180度自動割出し装置

HunanUniv.

一种运用于数控磨床的自动跟踪定
心夹持装置

湖南大学B24B5/35
B24B41/06

CN2007.08.242008.06.25CN201077004

数値制御研削盤に使用されるワー
ク心出し自動追尾挟み装置

HunanUniv.

一种用于曲轴磨削的伺服自动跟踪
支撑装置

湖南大学B24B5/42
B24B41/06

CN2007.08.242008.06.25CN201077006

クランク軸研削に使用されるサー
ボ自動追尾支持装置

HunanUniv.
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用于磨床上的螺纹成形夹紧装置卫义武B24B19/20CN2007.07.102008.06.25CN201077017
研削盤用ねじ切り成形ワーククラ
ンプ装置

WeiYiwu

一种龙门式数控磨边机床重庆大学
重庆市材料表面精密加
工及成套装备工程技术
研究中心
重庆三磨海达磨床有限
公司

B24B21/00
B24B21/18
B24B41/04

CN2007.05.282008.06.25CN201077019

門形式の数値制御エッジ研磨旋削
機械

ChongqingUniv.
ChongqingEngineering
ResearchCenterfor
MaterialSurfacePreci-
sionMachiningand
WholeSetEquipments
ChongqingSamhidaGrin-
dingMachineCo.,Ltd
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5.工作機械に適した特許出願及び権利行使

日本企業の海外進出が拡大する中、外国で事業を行う際には、特許権の取得が必要となるが、
日本工作機械工業会でも2009年現在で中国国内に生産拠点を有している企業が16社ある他、対中
国輸出額も2000年～2007年にかけて約5倍程度の伸びを示している（図5.1）。今後、中国におけ
る適切な知的財産管理の実施と現地の事情を踏まえた確実な権利行使を実施することが重要な課
題となっており、日本から中国への特許出願（全産業）も増加傾向にある（図5.2）。

本章では、中国に対する特許出願及び権利行使に関する問題点について解説することとし、主
に、特許出願における留意点、中国関係の先行技術調査に関して注意すべき点、実用新案権の活
用や権利行使に関して注意すべき点に項目を分け、取りまとめた。

図5.1 対中国工作機械輸出額
※工作機械統計要覧2008より作成

図5.2 各国への出願件数の推移
出典：平成19年版科学技術白書

5.1 中国での特許出願の留意点について

通常、特許を出願するにあたっては、①直接当該国へ出願する、②日本特許庁に出願し、
優先権主張して当該国へ出願する（パリ条約に基づく出願）、③特許協力条約（PCT）に基づ
く国際出願を行う等が考えられるが、出願において注意しなければならない点の一つに誤訳
問題がある。
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外国への出願ではその国の原語へ翻訳する必要があり、中国には中国語に翻訳して出願す
る必要がある。しかし、日本語－中国語は英語と違い翻訳とチェックが難しく、翻訳を現地
代理人に一任すると、誤訳・訳漏れが原因で権利内容が本来の内容と異なっている場合や、
意味不明になってしまうこともあり、権利行使時に不測の事態が生じる可能性がある。この
誤訳問題を解消するためには次のような対応策を講じることが必要となる。

＜現地代理人による中国語翻訳結果のチェック機能＞

毅現地代理人による出願明細書及び補正書の中国語翻訳結果を、別の代理人や翻訳会社で
翻訳のチェックを行う（最低でも請求項のチェックは必要）。また、チェック結果を代
理人にフィードバックすることにより以後の翻訳にも活かすことができる他、現地代理
人に対して危機感を持たせるツールとしても利用できる。

毅最近では比較的リーズナブルなコストで、中国語に訳したクレームを再度日本語へ再翻
訳するサービスも始まっており、このようなサービスを活用し、現地代理人の翻訳に対
する確認を行えば、現地代理人のスキル判定にも活用することができる。

毅少なくとも、出願前の時点で中国語の請求項をチェックできる人材の確保、逆翻訳等出
願手続の見直しを図ることが、より有効な手段である。

＜現地代理人へ出願原稿の作成を依頼する際の留意点＞

毅日本語明細書から中国語に直接翻訳すると、中国語文字と日本語漢字の形状が類似して
いること及び中国語では日本語の助詞が無いこと等が原因で、誤訳があっても気が付か
ないケースがある。このような間違いを減らすために、現地代理人に出願原稿の作成を
依頼する際は、日本語の明細書と共に英語の明細書を現地代理人に送付し、翻訳を行う
ことが有効である。

毅特に、英語は米、英等他の国に出願する場合に必ず翻訳する共通言語であるから、代理
人も英語から中国明細書に翻訳すれば間違いが少ないと思われる。また、中国語と英語
は文法構造が似ており、英語→中国語翻訳が良いという意見もあることから、主に英語
の明細書に基き、中国語の明細書を作成してもらうことが有効と言える（中国語の明細
書と英文（例えば米国出願用）の明細書を一緒に出せば、費用も2万円程度安くなる）。

毅しかし一方で、日本語→英語→中国語の場合は誤訳、誤解の可能性が増えるため、日本
語→中国語翻訳の方が良いという意見もある。これらを踏まえて、日本語の出願明細に
ついて、予め外国語へ翻訳することを想定して文章を作成することが、より重要となる。
これについて以下にポイントをまとめる。
1） 元になる日本特許出願明細書を中国語に翻訳し易いように主語、述語、目的語、補
助語をチェックし、欠けている日本語を明細書に追記する等、正確に内容を作成する
（特に主語は省略しないこと）。
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2） 改訂した日本語明細書を英語に翻訳し、英語明細書も添付し、中国の特許法律事務
所に出願依頼する。
3） 中国の特許法律事務所の日本語－中国語翻訳者の力量を考慮し、新しい専門用語は、
英漢対照「機械大辞典」や英漢対照「電気大辞典」、英漢対照「化学化工大辞典」、同
一技術分野の中国特許明細書、インターネットによる中国語表示を調査し、専門用語
の日本語－北京語－英語の単語表を作成し、現地の特許法律事務所に出願依頼時にこ
の単語表を添付する。
4） 中国の特許法律事務所より中国語の特許出願明細書案が届いたら正しく記述されて
いるか、中国語翻訳文をチェックする。中国出願担当者が中国語に精通していないと
きは、技術が分かり、中国語を理解する特許スタッフに中国語翻訳文チェックを依頼
する。

＜特許関連法の違いによる留意点＞

毅中国では特許等の法律改正が頻繁に行われており、出願時の中国特許法等の状況（施行
規則等についても）の確認が必要である。（現地事務所との連携を密にすることでも可
能。）

毅誤訳の補正機会について触れると、中国では特許出願後の自発的補正について、PCT出
願にのみ二つの機会が設けられている。一つは中国国内公開の準備を済ませる前の段階
（実体審査を請求する時）、もう一つは実体審査への移行通知を受領した日より起算して
3ケ月以内である。これ以降は基本的に補正ができない。

毅日本国特許出願に基づく優先権主張出願の場合に、請求項の記載方式が異なっているた
め注意が必要。日本の多項従属クレームを、単項従属クレームに見直してから依頼する
（日本では機能的な請求項が認められるが、中国では認められない場合があるので、具
体的な構成に限定した請求項を出願時に含めておく必要がある）。

毅中国へ出願すべき案件の選択において、高度なものではなく、簡単に実施されてしまい
そうなものを主眼において出願するとの方針を採る企業もある。

＜中国弁理士（現地代理人）の選定において注意すべき点＞

毅中華人民共和国特許法総則（2000年改正）第19条には、「中国に通常の居所又は営業所
を有していない外国人、外国企業又は外国のその他の組織が、中国に特許登録出願及び
その他の特許事務手続を行う場合、国務院の特許行政部門より指定された特許代理事務
所に手続を委任しなければならない。～略～ 特許代理事務所は法律、行政法規を遵守
し、代理人に委任されたことに従って特許登録出願或いはその他の特許事務を処理し、
代理された発明創造の内容については、既に公開或いは公告されたもの以外は、守秘責
任を負う。特許代理事務所の具体的な管理方法は国務院によって規定される。」と規定
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されている。（ジェトロ北京センターによる）
毅中国の特許代理事務所はクライアントの国と経営範囲により、主に以下の3つの種類に

分けられている。日本から出願する場合には、国務院指定の渉外特許代理事務所を通じ
て手続きを行わなければならない。
噛普通特許代理事務所
→中国の自然人、法人からの委任を受けて、国内の特許に関する代理業務を引き受け
られる。また、台湾自然人の中国での特許出願などに関する特許事務も代理できる。

噛渉外特許代理事務所
→中国の企業と個人の海外への特許出願の代理委任、外国人、外国企業、外国機関の
中国での特許出願、関係特許事務の取扱いの代理委任を受けられる。また、台湾の
企業・機構又はその他の組織の中国での特許出願、関係特許事務の取扱いの代理委
任も受けられる。

噛国防特許代理事務所
→国防特許の出願、国防特許事務及び所属団体内部の特許事務の委任を受けることが
できるが、一般的な特許代理業務と特許事務の代理委任を受けてはならない。通常、
国防特許代理事務所は当組織又は所属団体内部の知的財産に関する事務の管理やサ
ービスも担当しているので、2つの機能を持っている。

毅前述の通り、中国出願における誤訳の問題は大きく（誤訳率（＝誤訳を含む出願件数/
チェック対象出願件数）が50～70％との調査結果もあり（「知財管理」’03/12発行：日
本知的財産協会）、高品質の出願のためには、対象技術分野の技術用語（日本語－中国
語）に秀でた現地代理人を選定することが重要である。

毅また、専門分野が合致する他に、サービス精神旺盛な人物、すなわち、依頼された案件
は勿論、中国特許関係の情報をタイムリーに提供する人物が良い。できれば、日本語レ
ベルも高く、無効審判経験が豊かな現地弁理士であることが望ましい。

毅著名な弁理士がいる特許事務所であっても、その弁理士が独立したり、別の事務所に移
ったりする場合が多いので、定期的な確認が必要（日本の特許調査会社の話）。また、
国内の特許事務所を経由して中国の特許事務所を使う場合には、両特許事務所間の信頼
関係も重要となってくる他、その事務所が使用している中国代理人の専門分野を把握し
た上で、日本出願および中国出願を依頼することが望ましい。

毅なお、中国改正特許法（3回目の改正）が2009年10月1日に施行されるが、最終確定し
た中国特許法では渉外事務所設立の条文（19条）は変更されなかった。ただ、事務所の
質は人材の質に依存することは確かなので、優秀な担当者を有する事務所を見つけるこ
とは重要。
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5.2 中国関係の先行技術調査に関して注意すべき点

先行技術調査は知的財産権の取得を目指すとき、権利を主張する（された）とき、新製品
を開発するとき、知見を得るとき等様々な目的をもって行われるが、中国知財を対象とした
調査においては独特の問題点が存在する。本項では、中国特許の先行技術調査に関する留意
点と各所から提供されている特許データベースについて記述する。

＜先行技術調査における留意点＞

まず、自社で調査を行うか、他者（調査会社、特許事務所等）に依頼して調査を行うか
により相違する点がある。両者に共通して以下のようなポイントが挙げられる。
①調査対象技術を出来るだけ具体的に定義する。
②調査担当者が、技術と趣旨を理解する（出来る）ように十分に説明する。
③調査担当者は調査対象（技術）分野/言語に精通した人（調査対象国の人が望ましい）

にする。
④調査会社/担当者には秘密保持義務を負わせる。（守秘契約要）
⑤調査時にキーとなる技術用語、分類/IPC等、対象技術の定義（区分）の相違が避けら

れないので、キーワード、技術分類、出願人、発明者等調査開始から途中まで確認し
ながら調査を進める。

※中国調査において独特なもの
①同じ形の漢字でも日本語と異なる意味の場合が多いので、注意する。
②発音の相違（日本語にない発音（四声のアクセント）の存在、1つの漢字で日本と中
国では読みが相違等）により、相互連絡時の意思疎通に障害となるので注意する。

この他、一般論として、中国は日本と同様に実用新案は無審査登録主義であるが、権利
行使における権利者のリスク（権利行使後に登録実用新案の無効審決が確定した場合の権
利行使者の損害賠償責任）が少なく、実用新案による訴訟が多い。シュナイダー事件＊の
様に実用新案1件での訴訟で多額の損害賠償が言い渡された例もあり、中国国内に有力コ
ンペチタがいる場合は、実用新案の調査が不可欠である。
また、中国における審査ではほとんどが他の国で引用された特許文献であるため、日本

や英語圏の技術を調査すれば中国特許を調査しなくとも、新規性、進歩性の判断には影響
があまり無いとの見方もある。

＊シュナイダー事件
フランス企業がマジョリティーを持つ中国合弁企業（シュナイダー低圧電気有限公司等）が、中国企業
（正泰集団）から特許（実用新案1件）侵害訴訟を提起され、一審でフランス企業側が敗訴し3.3億人民元
（約48億円）の損害賠償額が認定された（2007年9月29日）事件。
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＜先行技術調査に利用できる特許データベース＞

無料で利用可能な特許データベースとしては、以下のものが挙げられる。
毅中国特許庁SIPO（http://www.sipo.gov.cn/sipo2008/）
毅中国知的財産権局DB（http;//pub.cnipr.com/pubpisfts/index.do）
毅専利サーチ（http://senrisearch.biz/WSS/WSSJ01/Top.htm）
毅Esp@cenet（http;//gb.espacenet.com/）

上記のデータベースを利用する上で共通の留意点について以下に挙げる。
毅実用新案の英文抄録（要約）の掲載がなく、実用新案の先行技術調査にあたってはIPC
および中国語に頼らざるを得ないことが考えられる。

毅実用新案に限らず特許の検索にも共通して言えることであるが、機械翻訳による検索
キーワードの作成は中国語をある程度理解していないと全く的外れの検索をしてしま
う可能性があるため、IPC（国際特許分類）による検索が望ましいと考えられる。た
だし、付与されているIPCは日本特許と一致しない場合が多いため、例えば、特許の
英文抄録で調査したい技術分野のIPCを把握した上で、検索に使用することが望まし
い。また、日本と比較し、中国では1件あたりのIPC付与数は少ない傾向がある。

毅中国語での検索を行いたい場合には、調査したい分野の技術用語の類似語を把握する
こと、出願人名に異表記が多数存在するので試行錯誤を繰り返して様々な表記を収集
し把握することが重要である。これらを踏まえた上で、検索を行うべきである。

毅Esp@cenetが中国特許の収録をここ数年著しく増強させているため英語で利用できる
無料のDBとしては大変役立つと思われるが、実用新案の収録状況が完全では無い（英
文要約がない）ため、中国語の公報を見て内容を確認することが必要。

以下は、データベースの使用例である。
①中国特許庁SIPOのデータベースや中国知的産権局（CNIPR）のデータベース、あるい
はEsp@cenetのデータベースを利用し、英語でキーワード検索を行い、公開番号が判
明したら中国語の公開明細書を数件打ち出す。
②調査対象技術の中国語の表現、IPC分類を把握する。
③IPC分類指定で中国特許調査を行う。目的とする技術分野（機械金属加工）の公開特
許番号を抽出する。
④英語でキーワード（例えばgrindingやcutting）検索を行い、目的とする技術分野（機

械金属加工）の公開特許番号を抽出する。異なった技術分野（穀物、タバコ、半導体
基板など）の公開特許番号は削除する。
⑤中国語でキーワード（例えば英語でgrindingの場合、類似語として研削、研磨、旋削、
切削、歯車といったキーワードまで）検索し、目的とする技術分野（機械金属加工）
の公開特許番号を抽出する。異なった技術分野（穀物、半導体基板、タバコフィルタ
ーなど）の公開特許番号は削除する。
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⑥上記③の結果と⑤の結果を合わせて分析する。
また、有料のデータベースの例として、㈱レイテックが提供するCN/webが挙げられる。

同データベースには日本語インタフェース（機械翻訳の日本語訳付き。但し日本語訳の精
度にばらつきがある。）がある他、収録状況（特許・実案と）も十分で収録のタイムラグ
も短いため、評価されているデータベースの一つである。ただし、大量にデータを入手し
ようとすると相応の費用がかかるので、利用にあたって注意が必要。

5.3 実用新案権の活用や権利行使に関して注意すべき点

中国では発明専利（特許）権の期限は出願日より20年とされ、実体審査がなされ公告（登
録）となった日より権利が発生する。また、実用新型（実用新案）権と外視設計専利（意匠）
の期限は出願日から10年で、予備（方式）審査がなされるが実体審査は行われず、公告とな
った日より権利が発生する。
このように実用新案権、意匠権は無審査で登録となり、出願日から10年間有効であるため、

中国企業や大学が著名企業の製品に類似の出願をし、中国に工場を有する著名企業が中国か
ら製品を輸出する際に意匠権や実用新案権の侵害を理由に輸出差止め請求訴訟を提訴される
等のトラブルが起きているが、幸い、工作機械関連では、商標でのトラブル事例があるもの
の、差止め請求訴訟の実例は見受けられていない。
一方で日本の企業が中国企業に製造停止、損害賠償請求訴訟を提起し、勝訴した例もある

（JETRO情報）が、前述のとおり、中国における実用新案権の出願件数は日本と比較しても
突出して多く（図4.1参照）、かつ中国国内の企業および個人による出願がほとんどであるこ
とからも細心の注意が必要である。本項では、実用新案権の活用や権利行使に関して注意す
べき点を述べる。

＜特許権・実用新案権の有効な活用方法＞

毅中国に生産工場がある日本企業は、真似されやすい新商品については、実用新案や意匠
の出願を薦める。特許出願と実用新案出願の双方の出願がなされたときは、特許査定と
なったときに実用新案権を放棄するか、特許出願を放棄するか、認可されたクレームの
範囲を考慮して決めればよい（同一内容の特許権と実用新案権は並存できず、通常、特
許権成立時に権利期間の短い実用新案権を取り下げることで対処されている）。

毅特に、冒認対策のためには実用新案（と意匠）が有効である。実施例レベルの内容を実
用新案で保護し、より広い範囲を特許で保護するという方法が有効だと考えられる。審
査基準の改定で実用新案と特許のダブルパテント保護はできなくなったが、上位概念（特
許できればPCT出願）と下位概念（実際の実施例など侵害を摘発しやすい形で実案）で
使い分ければ有効である。
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毅実用新案出願で早期権利化により当面の営業を有利に運ぶと同時に、特許出願により審
査後の確固たる権利の確認が必要である。実用新案権が無審査の状態が続くならば、実
用新案権が実効の無い存在として巷の評価が定着すると思われる。将来、なんらかの見
直し（例えば、日本の場合のように権利行使の段階で評価書が必要となる）がなされる
ことが考えられ、この観点に於いても中国特許法関連の変化（法改正）に注目すべきで
ある。

毅権利行使前に、他社の対象製品が対象特許の権利範囲に含まれるか否かを検討する。事
実関係を証明するための証拠を集める。加えて、対象特許に誤訳等の瑕疵がないかを確
認することが重要である。

毅訴訟を提起した場合には、特許庁の検査報告書を求められる可能性があることから、権
利行使する場合には注意が必要。

毅中国における同業他社、特に地元企業の製品情報を入手できる体制を作るとともに、他
社（中国）の実用新案の登録の有無と有効性のサーチを行うべきである。

＜先使用権制度について＞

毅出願により技術が公開されると、模倣される危険性が大きい場合や模倣されると摘発が
困難と思われる場合、また当初当該国で製造や販売を予定していなかったことから特許
出願していなかった場合などにおいては、技術流出防止のため出願せずにノウハウとし
て秘匿するケースがある。

毅ノウハウで技術移転を行った場合、秘密が漏洩することにより第三者から出願され又は
公開される危険性があるとともに、特許権を取得せずに製品の製造、販売等の事業活動
を行っていた場合に、他者から特許権侵害の警告を受けたり、訴訟を提起されたりする
ことも考えられる。

毅このような事態になっても、継続して事業を実施することができるように、中国におけ
る先使用権の要件、効果について予め把握しておくことで、権利を主張できるように日
常的に証拠を収集してリスク管理しておくことが重要である。

毅中国特許法第63条1項において、「特許出願日の前に、既に同一製品を製造し、同一の方
法を使用し、又は製造・使用に必要な準備を既に整えており、かつ従前の範囲内で製
造・使用を継続する場合」に先使用権を認めている。

毅先使用権が認められるのは、製品の製造と方法の使用、あるいは製造、使用に必要な準
備を整えていた場合に限定され、販売、輸入には認められておらず、制限的に解されて
いる。準備の認定として、発明が完成していることが必要となる。また、製造又は使用
が中国国内で行われていることが必要であり、国外では認められない。

毅なお、先使用権制度を取り入れている国・地域は、現在、絶対先使用権（自国の実施の
ほか、他国での実施でも良い）を認めているフランス、ベルギー、ドイツ、韓国、台湾
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を含め約66存在する。この内、日本、中国、イギリスは自国のみでの実施に限り先使用
権が認められる。また、米国は先発明主義を採用しているため先使用権制度はないが、
ビジネスモデルのみ先使用権が認められている。

毅各方面で判例とその考察に関する文献が出されているので、参照することを薦める。

＜中国PCT出願費用について＞

最後に、参考情報として中国PCT出願費用について掲載する。なお、以下はあくまで参
考例であり、実際に出願する場合には出願内容に応じて費用が異なるため、特許法律事務
所にご相談いただきたい。
①特 許
毅移行→登録にかかる費用：905,000円※

毅年金（20年分として）：1,400,000円
合計：2,305,000円
※内訳
移行費用：500,000円
審査請求費用：75,000円
中間処理費用：300,000円＊1

登録費用：30,000円＊2

＊1上記金額は庁指令（拒絶理由等）一回に対して応答するケースを想定。指令の
回数、指令の内容によって変動するため注意。

＊2登録が出願から3年過ぎてされた場合は、3年次から登録時に該当する年次まで
の累積年金を登録時に一括納付する必要あり。上記にはこの累積年金は含んで
いない。

②実用新案
毅移行→登録：660,000円※

毅年金（10年分として）：170,000円
毅合計：830,000円

※内訳
移行費用：595,000円
中間処理費用：10,000円＊1

登録費用：55,000円＊2

＊1上記金額は国際調査報告書の引例入手費用。方式審査に関わる指令への対応や
明細書等補正に関する費用は含んでいない。

＊2上記金額は中国への移行後1年以内の登録を想定して、第3年次の年金納付費用
を含んでいる。
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【参考資料】
工業所有権情報・研修館特許研究室「特許研究 No.44」2007,9月 p44

独立行政法人日本貿易振興機構「中国知財リスク対策マニュアル」2008,3月
財団法人日本特許情報機構「Japio2007YEARBOOK」p124
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6. お わ り に

本調査研究では、中国およびインドにおける知的財産制度の動向と特に中国における工作機械
関連特許・実用新案の出願傾向について分析し、出願及び権利行使の点から注意すべきポイント
を取りまとめた。
3章では、中国の特許および実用新案制度に関する最新動向と特許・実用新案侵害事件の現状

について触れ、併せてインドにおける知的財産制度・特許出願に関する概況を記載した。今回イ
ンドに関しては、調査対象の母集団が少ないことが原因で、具体的な調査に踏み切るには至らな
かったが、今後も出願件数が増加する見込みのため、近い将来には具体的な出願傾向を分析する
必要があると予想される。
4章では、工作機械関連の中国特許・実用新案の出願動向について分析し、特に調査対象リス

トの中から、特徴的な抄録を4.2項に掲載した。関連特許・実用新案の一覧表も掲載したので、
出願傾向の分析に活用いただきたい。ただし、発明の名称の翻訳については、出願人または現地
代理人の明細書作成時の誤りがある可能性もあることから、必ずしも正確でないことにご留意さ
れたい。また、個々の特許の詳細は中国の原文公報を必ず確認することをお薦めする。
5章では、主に出願および権利行使に関するポイントをまとめた。中国への出願にあたっては

出願内容の誤訳・誤認問題があり、これらは後の権利行使時に大きな影響を及ぼすことから、わ
かりやすい日本語出願明細の作成と英文明細書の活用、可能であれば中文の翻訳チェックが推奨
される。また、中国は実用新案による訴訟が多いため、先行技術調査においては実用新案の調査
が重要であり、先行技術調査に利用可能な各種データベースについても情報を掲載した。
中国において、工作機械関連で、日本企業が差止め請求訴訟を起こされた事例は現時点で見受

けられないが、実用新案権の出願件数は日本と比較しても突出して多く、注意が必要であり、他
社の対象製品や対象特許の権利範囲に関する最新の情報を入手し、速やかな権利取得を行う等の
対応が重要である。
今回、新興発展地域の中でも中国を主対象として調査研究を実施したものの、必ずしも全てを

網羅できていないが、中国における知的財産管理の要点について、特許の実務担当者にとって有
益かつ必要な情報を収集できたと考えている。新興発展地域の市場拡大が加速する状況において、
本報告書が関係各位の知的財産管理の参考になれば幸いである。

平成 21年 3月

㈳ 日 本 工 作 機 械 工 業 会
技術委員会・知的財産部会
特 許 調 査 専 門 委 員 会
委 員 長 永 井 克 彦
（㈱牧野フライス製作所）
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技術流出・秘密管理についての対応策に関する報告書

平成20年7月

（社）日本工作機械工業会

技術委員会・知的財産部会

〈 参 考 資 料 〉

本参考資料は、平成20年7月に日本工作機械工業会・技術委員会・知的財産部会より発表した
技術流出・秘密管理についての対応策に関する報告書である。経済産業省より公表された「営業
秘密管理指針」及び「技術流出防止指針」や某企業での外国人正社員による技術情報流出事件等
を受け、工作機械メーカにおける自社技術の流出防止等についてどのように対応すべきかについ
て検討し、実務面で有効となる種々の方策を取りまとめたものである。報告書本編では特に中国
における知的財産管理のポイントについて触れたが、諸外国へ進出している企業にとっては、知
的財産管理と併せて営業秘密管理・技術流出防止対策も大変重要となるため、参考資料としてこ
こに掲載する。
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昨年早春の2007年2月にトヨタ系の大手メーカにおいて、中国籍の正社員が大量の技術データ
をパソコンからダウンロードして海外に持ち出したことが大々的に報道された。幸い、輸出令上
は非該当の製品に関するデータであったようで、外為令上は問題なかったようであるが、その親
会社であるトヨタのデータを含めて自社の製品情報が大量に日本国内を含めた社外に流出したこ
とは、その企業のみならず、親会社にとっても大打撃であった。直ちに、その親会社は系列会社
を含めて種々の対策を講じたが、工作機械各社でも同様の技術流出問題を内包している。この事
件にも影響されて、通常兵器キャッチオール規制の審議が進んでいた経済産業省・産業構造審議
会の貿易経済協力分科会 安全保障貿易管理小委員会 制度改正ワーキング・グループでは、技術
流出の項目でB案として、電子的方法による海外技術流出に歯止めをかける項目も急遽追加して
審議が進められた。最終とりまとめではこのB案が採用され、電子的方法による技術流出を防止
する法案の立案を勧告する答申が2008年3月に出された。よって、来年の通常国会を経て電子的
な海外への技術流出に歯止めをかける法律が公布される予定のようである。
この動きに先立って、2006年12月には経済産業省から「我が国製造業における技術流出問題に

関する実態調査」が発表され、疑いがあるものも含めて技術流出があった企業が36.8％もあり、
その種々の対策を含めて公表されている。この対策の基本として、経済産業省が2003年1月と3
月に相次いで発表した「営業秘密管理指針（特に強調されていた営業秘密の3要素）」、及び「技
術流出防止指針」が挙げられている。特に、不正競争防止法上では営業秘密の3要素である①秘
密として管理されていること（秘密管理性）、②事業活動に有用な技術上又は営業上の情報であ
ること（有用性）、③公然と知られていないこと（非公知性）が満たされてなければ、法律とし
て保護されないことは重要である。
今回、これらの背景から、工作機械メーカにとってどのように自社の技術流出を防止して、自

社技術を守り、自社の優位性を維持するかとの観点で、実務的な種々の方策を検討してまとめて
みた。まとめに当たっては、下記のⅠ～Ⅸ項目に亘ってその各々の項目ごとに、上記の観点から
その対応の必要性のみならず、そのメリット・デメリットや、問題点、留意点、想定されるもの
を含めた具体的な失敗事例などを検討した。さらに、各社が取り扱いやすいように、それぞれに
ついてチェック項目を作成して技術流出の防止の取り組みの参考に供せるように考えた。詳細に
ついては、以下の各項目やチェックリストを参照されたい。自社技術の流出防止の一助になれば
幸いである。
Ⅰ.退職者の有する技術・秘密情報流出防止への対応
Ⅱ.コア人材の引き抜きへの対応
Ⅲ.合弁先や提携先の従業員に対する技術情報・秘密情報管理
Ⅳ.自社製品に含まれる企業秘密のブラックボックス化
Ⅴ.取引先企業に対する技術情報・秘密情報保護の対応
Ⅵ.中国等海外での製品管理や合弁企業の管理
Ⅶ.「営業秘密管理指針（特に営業秘密管理の3要件＝秘密管理性、有用性、非公知性）」や「技
術流出防止指針」の社内徹底

Ⅷ.特許等による知的財産権の保護
Ⅸ.その他、技術流出防止・秘密管理で効果的な諸施策

㈳日本工作機械工業会
技術委員会・知的財産部会
部会長 松 浦 和 雄



－159－

目 次

Ⅰ.退職者の有する技術・秘密情報流出防止への対応…………………………………………… 161

Ⅱ.コア人材の引き抜きへの対応…………………………………………………………………… 163

Ⅲ.合弁先や提携先の従業員に対する技術情報・秘密情報管理………………………………… 165

Ⅳ.自社製品に含まれる企業秘密のブラックボックス化………………………………………… 167

Ⅴ.取引先企業に対する技術情報・秘密情報保護の対応………………………………………… 169

Ⅵ.中国等海外での製品管理や合弁企業の管理…………………………………………………… 171

Ⅶ.「営業秘密管理指針（特に営業秘密管理の3要件＝秘密管理性、有用性、非公知性）」や
「技術流出防止指針」の社内徹底………………………………………………………………… 172

Ⅷ.特許等による知的財産権の保護………………………………………………………………… 174

Ⅸ.その他、技術流出防止・秘密管理で効果的な諸施策………………………………………… 176

知的財産部会部会構成………………………………………………………………………………… 178

（別添資料）技術流出・秘密管理についての対応チェックリスト ……………………………… 179



－161－

Ⅰ.退職者の有する技術・秘密情報流出防止への対応

1.退職者の有する技術・秘密情報流出防止への対応の必要性
経済産業省が2006年に製造業関連企業に対して行った「我が国製造業における技術流出問題

に関する実態調査」アンケートの結果によると、35％以上の企業が、国内外における技術流出
があったと回答している。さらに、これらの流出のルートについて、従業員や技術指導員や退
職者といった、人を通じて発生したものがあると回答した企業は60％以上であった。

人を通じた流出の中で、その原因が日本人の退職者であると回答した企業は38％もあり、こ
れらの数値が、技術流出において退職者が保有する技術がいかに重要であるかを物語っている。
退職者が保有する技術や秘密情報が、国内外の他の企業へ流出しないよう、対応を行うこと

で、技術流出の最大のルートを抑えることができると言える。しかし、各社が、自社技術を一
切他社へ出ないようにした場合、業界としての技術開発が不活性化し、業界全体の競争力が低
下してしまうことも考えられる。企業の競争力の源泉には、他社の技術やノウハウも関連して
いることもあり、これら業界内の技術の流通を抑え込んでしまうこともまた問題がある。
また、秘密保持契約に頼ってしまい、本来の秘密情報管理体制や教育をおろそかにしてしま

うと、その効果が期待できなくなる。

2.具体的対応例
従業員の在職中の秘密保持契約は勿論、退職後の秘密保持についても、明確な契約を締結す

ることが重要である。就業規則等で在職中の秘密保持について規定していたとしても、退職す
れば就業規則もその中の秘密保持の規定も無効となってしまう。
従って、在職中の秘密保持契約とは別に、退職時の秘密保持契約を締結することが必要であ

る。
まず、組織の最高責任者が技術流出防止に関する基本方針を策定し、さらにその方針に沿っ

た管理マニュアルを作成し、組織的な教育や情報収集が必要である。
在職中や退職時の秘密保持契約を締結する場合、対象とする情報をできるだけ細かく詳細に

記載しておくことが重要である。これらの情報が記載されていないと、社員や退職者が万が一
に情報を漏洩した場合でも、その内容が契約に抵触するかどうかを判断することが困難になる。
また、退職後の競業避止契約を締結する際、退職者のスキルを活用できなくするとの観点か

ら、それらに対する対価についても、検討する余地がある。
さらに、自社の秘密情報の漏洩だけでなく、逆のケースも想定して、対応しておく必要があ

る。例えば、途中採用にて他社から入ってきた従業員に対し、前所属企業退職時に秘密保持契
約を締結したかどうか、またその期間等についても確認しておかなくては、逆に自社が法的に
訴えられる可能性もある。
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3.失敗事例
前述した経済産業省のアンケートによると、大半の企業が従業員との秘密保持契約を締結し

ているにも関わらず、技術流出が発生している。これらは、退職時の競業避止契約を締結して
いないことや、契約において、対象となる技術が明確に定義されていないことが原因である。
秘密情報については、アクセスできる者を制限するとともに、その情報にアクセスした者に

それらが秘密情報であることが認識できるようにしておかなければならない。
また、秘密保持契約や、競業避止契約においても、対象とする情報を詳細に、しかも全てを

リストアップしておかねばならない。

※退職者との秘密保持契約又は秘密保持誓約の条項の一例
毅悪い例（詳細な内容が規定されておらず、両者の認識が異なる可能性が有る）

在職中に知り得た一切の情報・・・
経営に関する一切の情報・・・
技術に関する情報・・・

毅良い例（できるだけ詳細な内容を記載する）
開発部門にて保管している○○に関する図面情報・・・
製品○○の設計に関する資料・図面・・・
総務部門にて保管している社員に関する情報・・・
○○のファイルに保管している価格情報・・・

さらに、退職者の認識と企業側の認識が一致していることを確認する為に、退職時に面接を
行い、秘密情報の内容を確認し、それらの情報の回収を行い、誓約書中に、秘密情報の詳細と
それらを所持していないことを退職者自身に記入させることも有効である。
また、退職者に技術情報に関する秘密保持義務を負わせる期間を永久とした場合、逆に意識

的な効力が弱くなる可能性があり、具体的な期間（実質的には5年間程度）を特定した方が良
い。技術情報は常に更新される為、あまり長い期間を設定しても意味が無い。
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Ⅱ.コア人材の引き抜きへの対応

1.コア人材の引き抜きへの対応の必要性
企業は、長期雇用の対象であり、かつ高度な知識・知能レベルが必要とされる、戦略立案や

価値創造、新しい商品やサービスの開発など企業経営の中枢機能を担う人材を「コア人材」と
定義し、将来コア人材と成り得る人材を採用し、入社後早期に選抜し、育成しようとする。そ
の反面、定型的業務は、派遣・請負労働者やパート・アルバイト・契約社員等の非正規社員で
対応しようとする。その結果、企業における「コア人材」の重要性がより大きくなる。
次に、経済産業省より2006年12月に発表された「我が国製造業における技術流出問題に関す

る実態調査」によると、流出ルートについては、「モノ」（71.7％）・「ヒ ト」（62.2％）・技術デ
ータ（52.8％）の順に満遍なく発生している結果となった。さらに具体的な流出ルートではヒ
トの場合、「日本人の退職者」が38.0％と最大の要因となっている（ちなみに外国人の退職者も
21.6％と全体で4番目となり高い割合となっている）。また、コア人材の引き抜きに脅威を感じ
ているかの質問には、半数の企業（50.9％）が常に感じていると回答している。
対策としては不正競争防止法などが挙げられるが、現段階では直接的に人材流出を防止する

ための対策は充分なものとはいえない。
企業にとってコア人材の流出を防止し、ヒトに付随する高度な技術や技能を企業内に保持す

ることは、一企業のみならず我が国製造業が今後も発展を続けていく上で重要である。

2.具体的対応例
具体的にどのような対応が有効かは、別添資料の「チェックリスト」を参照いただきたいが、

要約すると下記の項目が挙げられる。
毅コア人材の定義が明確である。（コア人材以外からも納得できるもの）
毅コア人材への昇格の人事制度が明確である。（同上）
毅コア人材が担当する業務で知り得る情報は営業秘密であると断定できる管理をする。
毅コア人材と機密保持契約を交わす。
毅コア人材と競業避止契約を交わす。
毅コア人材が長期に亘り定着できる環境作りを実現する。
この中で「コア人材が長期に亘り定着できる環境作り」について着目する。引き抜きへの対

応について述べているが、どのような引き抜きがきても（こなくても）コア人材が長期に亘り
在籍する企業に定着したいと思わせることが最も効果のある対策である。ではコア人材は何を
基準に在籍する企業に定着したいと考えるのであろうか？
野村総合研究所「キーパーソンに関するアンケート調査（2006年）」によると、10年以上～

終身的に勤めたいと考えるコア人材を対象とした勤務継続意向の理由では、第1位が「仕事に
やりがいや楽しみを感じているから」（47.8％）、第2位が「自分の専門性や知識・ノウハウが十
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分に活かせる組織だから」（39.1％）、第3位が「納得のいく給料が支払われているから」（18.5％）
となっており、給料や待遇ではなく、やりがいが最も重視されている結果であった。
最後に留意点としては、①コア人材以外の不満を生じさせない。②コア人材の満足度を向上

させる。の2点である。不満の因子は極力取り除くことである。

3.失敗事例
【事例1】

コア人材と特定されなかった社員のモチベーションが著しく低下し、作業効率は地に落ち
た。さらに特定されなかったことによる恨みで、意図した技術流出を起こした。
⇒コア人材への登用の明確な制度が必要。また再チャレンジ制度があれば不満を解消する可
能性が高い。

【事例2】
設計部門はコア人材登用制度があったため引き抜きはなかったが、生産技術部門にはなか

ったため、引き抜かれ、製造ノウハウや検査ノウハウが流出した。
⇒自社の全ての業務に特有のノウハウが存在しないか精査し、存在する部門には営業秘密と
コア人材を定義する。

【事例3】
コア人材に登用し、開発業務を担当させていたが、競合メーカに転職してしまった。

⇒競業避止契約を結ぶ。

【事例4】
コア人材に登用し、海外留学制度で1年間米国の業務提携先にて学ばせていたが、帰国後

半年で退社してしまった。
⇒留学前に米国の業務提携先で知り得る情報が営業秘密であるとの規定を設け、留学前に機
密保持契約を交わすとともに、留学前に「留学後何年間は退職しない」旨の契約を交わす。

【事例5】
コア人材に登用し、給与面でも優遇したが、同じ業務を続けたため退社してしまった。

⇒本人と仕事の満足度等について話す機会を持ち、必要とあらばキャリアアップできる職場
への転属を図る。
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Ⅲ.合弁先や提携先の従業員に対する技術情報・秘密情報管理

1.合弁先や提携先の従業員に対する技術情報・秘密情報管理の必要性
海外の子会社や技術提携相手に対して、技術を指導する場合や共同で製品を開発・生産する

場合に、合弁・提携先の従業員や現地の取引先企業の従業員を介して、自社の技術が流出する
ことが多いことが、経済産業省の調査結果で明らかになった。今後も、大量の労働力や大きな
市場開拓を目的に中国や他のアジア諸国を中心に合弁の会社を設立し、または資本提携等で開
発・生産することがますます増加することが予測される。このような場合に、日本と異なり商
慣習や法律等の事情がよく分からない国においては、意図しない技術流失が知らない間に行わ
れ、重要な技術ノウハウが漏洩してしまい、取り返しのつかない事態が発生するリスクがある。
社風が異なる相手との技術提携において、予め自社において適確な技術情報管理を行ってい

ない場合には、時には重要なノウハウ技術が公知になり、あるいは生産プロセス等が営業秘密
としての価値を喪失し、後日、法的な救済すら求められないことにもなり得る。
逆に、営業秘密管理の社内の内部統制が行われ、日常的に技術情報管理のレベルが高い企業

においては、予期せぬ技術の漏洩を防ぐことが可能となり、さらには不意の状態で漏洩しても
法的な措置をとることが可能となる。

2.具体的対応例
合弁企業や提携他社企業に技術移転を計画する場合には、まず相手企業の管理能力や経営状

況をよく知ることが必要である。特に外国企業の場合には、現地の代理人等を利用して、技術
保護制度や契約の履行状況、また法的な保護制度等の環境を調査してもらい報告させることが
重要となる。この調査報告から、自社技術の移転を安心して行うことができるか、あるいは非
公開技術のブラックボックス化を峻別することができる。さらに、技術移転の形態について、
独資か合弁、または資本提携のいずれが自社に優位であるかを判断することもできる。
技術供与の内容が決まった場合には、どの範囲までの技術を供与するかが重要となる。また、

それに付随した周辺技術の種類や内容を決めることも大切である。相手企業の従業員への技術
の指導に入った場合には、とかく技術供与する範囲を超えた図面やデータを開示したり、技術
ノウハウを教えることが間々あり、技術の漏洩につながる。このことからも、自社の従業員に
対する技術情報管理の必要性と教示範囲の徹底教育が欠かせない。この場合には、経営側の責
任者から担当者まで、統制の取れた組織（プロジェクト体制等）を築くことが有効となる。
一方、技術供与先の企業における技術管理体制の徹底と実効性のある秘密契約の締結が必要

となる。一般的な秘密管理を内容とする契約では、どのような内容を秘密にすべきで、違反し
た場合のペナルティーはどれだけかが皆目分からず、従業員はうっかりして技術を漏洩するリ
スクが高い。また、情報管理状況の度合を定型的にチェックする為には、技術供与企業による
監査実施が望ましい。適切に行われていない場合の改善の取決めや、漏洩が発覚し実害が生じ
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た場合の損害賠償の請求ができるような取決めが必要となる。この場合には、相手国の契約法
や知的財産制度の保護状況を知ることが重要となり、現地の専門家のアドバイスが参考となる。

3.失敗事例
⑴ 中国においては、より高い報酬を求めて従業員の転職が盛んであり、研修後に競合先に転
職してしまうケースが有る。この場合においては、研修後と就職後の一定期間の転職を規制
する個人との契約が必要となる。

⑵ 中国の合弁先の従業員が図面のコピーを早朝や夜中に無断で行い、持ち出すケースが発覚。
またCAD等の電子データとして外部に送信してしまうケースもある。このような場合には、
図面の無断複写や外部へのメールを原則禁止するか制限を加え、かつ図面の保管庫の管理を
施錠等で厳重に行うことが必要となる。

⑶ 提携相手先に、技術供与契約を超えた内容の図面や技術情報を要請されるままに提供した
ことが発覚した。提供元では、技術管理を行うこと自体の認識が欠けていた。この様な場合
では、明らかに自社における技術情報管理の教育や認識が不適切であり、社内の経営者を含
む全社員に無形財産保護に関する意識を徹底させることが必要である。また、重要な技術情
報へのアクセス者を特定し、技術情報管理システムを構築することが必要である。

⑷ 技術提供先の技術管理の約束を信じて、提携契約内容に厳守すべき管理項目を特定して記
載しなかった為に、意図しない技術の利用と流出が起きてしまった。この場合では、相手企
業の説明を鵜呑みにすることなく、各従業員が必ず守るべき秘密事項と違反行為、また損害
賠償等の内容を契約や別添リストに全て盛り込むことが肝要である。

⑸ サブライセンスを禁止した契約であったが、供与先企業はこのことの内容を知らずに外注
先に与えてしまった。この場合には、サブライセンス禁止の意味の周知と、相手先企業の定
期的な監査を実施して、契約の遵守を徹底させる。
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Ⅳ.自社製品に含まれる企業秘密のブラックボックス化

1.自社製品に含まれる企業秘密のブラックボックス化の必要性
経済産業省より2003年3月14日に発表された「技術流出防止指針～意図せざる技術流出～」

において指摘されているように、近年、自社製品に埋め込まれた種々の企業秘密（技術ノウハ
ウ）が製品を販売した相手先等から流出してしまうといった問題が顕著になってきている。そ
の実態は、同省より2006年12月に発表された「我が国製造業における技術流出問題に関する実
態調査」によると、技術ノウハウの流出ルートとして「モノを介して」の割合が最も高く（71.7％）
なっており、さらに流出の原因となっている「モノ」の中では「最終製品」の割合が最も高く
（72.5％）なっている。
こうした調査結果等を考慮すれば、販売元から離れ、その管理が困難となる最終製品からの

技術流出を防止するために、特に最終製品のキーとなる技術については、可能な限りブラック
ボックス化する努力が必要となってきている。
最終製品の全ての部分をブラックボックス化することは実質上不可能であると思われるので、

ブラックボックス化を検討するに際しては、まず、製品の主要部分で且つ技術的にブラックボ
ックス化できるものとそうでないものを峻別し、できるものはブラックボックス化し、できな
いもの（販売することにより必然的にオープン化されてしまうもの）は特許等での保護を検討
する必要がある。また、技術的にはブラックボックス化できるものであっても、製品のセール
スポイントとして、営業戦略上、積極的にオープン化する必要がある技術については、特許等
で保護せざるを得ないと考える。
ブラックボックス化を行えば、単純なコピー製品の出現を防止することができるというメリ

ットがある反面、以下のようなデメリットもある。
毅他の者が特許等の権利化を図る可能性がある。したがって、先使用を証明する為の対策等が
必要となる。

毅営業戦略上のセールスポイントとすることはできない。
毅人等の最終製品以外からの技術流出対策も必要であり、対策のための人や、設備等が必要と
なる。

毅ブラックボックス化した部分のメンテナンスや、トラブル時の復旧作業等はメーカでしか行
えないこととなるため、ユーザにおいて長時間にわたって製品（工作機械）が停止すること
がないよう、メーカとしてのメンテナンス体制を充実させる必要がある。

毅特許等で保護可能なものもブラックボックス化することになれば、開発者の功績が表に出な
いこととなり、技術者としてのモチベーションを下げる可能性がある。

2.具体的対応例
ソフトウェアに関しては、機械を制御する言語として、コンパイル言語等の解析が困難な言
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語を使用することが有効であると考える。より万全を期す為には、ソフトウェアの暗号化やパ
スワードロックなどの解析防止策を講じる。
ハードウェアに関しては、キーとなる主要部品、機構については必ず社内で製造する必要が

あると考える。特に海外企業等との協業で製品を製造する場合、主要部品については社内で製
造して協業先に供給し、協業先では主要部品に対して他の部品を組み付けるのみの生産体制と
するのが好適である。
このハードウェアのブラックボックス化に関しては、技術的に困難な面が多々あるが、ユニ

ット化して分解できないようにする、一旦分解してしまえば簡単には元に戻らない構造にする、
筐体に封印シールを貼る等のリバースエンジニアリング対策を講じる。
ユーザに対しては、ブラックボックス化した技術のメンテナンス等はメーカ側が行うことに

ついて、予め承諾を得ておくことが必要となる。また、ユーザに迷惑がかかることがないよう、
メーカ側での充分なサービス体制の構築が重要である。

3.失敗事例
毅設計部門で技術ノウハウをブラックボックス化したつもりが、社内の管理体制が不十分であ
った為に、営業部門やサービス部門等から流出してしまった。技術流出に対する全社的な意
識を共通化し、管理体制を充実させておけばよかった。

毅先に実施していたにも関わらず、ブラックボックス化した技術を他の者に権利化されてしま
い、先使用の証明に労力を要した。最悪の場合、ロイヤリティを支払ったり、設計変更を余
儀なくされる可能性もあった。公証役場で先使用証明の対策を講じておくべきだった。また、
ブラックボックス化する技術と権利化（オープン化）する技術の見極めを多面的に検討して
おくべきであった。
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Ⅴ.取引先企業に対する技術情報・秘密情報保護の対応

1.取引先企業に対する技術情報・秘密情報保護の必要性
図面、資料、データ等の技術情報を通じた技術流出としては、顧客やサプライヤー等の取引

先企業からの流出が最も多い。取引先企業からの技術流出は下記のように損失も大きく、その
防止が重要である。
毅韓国、台湾等のサプライヤーに提供した図面が他のアジア諸国に流出し、類似の模倣製品が
安価に大量に製造、販売され市場を脅かされる。

毅顧客に提示した技術情報が競合メーカに流出し、不利な商談に持ち込まれる。
毅顧客の要望により提出する付属品、オプション等の図面により、無断で同等の製品が製造さ
れ、リピート受注がなくなる。

2.具体的対応例
取引先企業からの技術流出を防止するためには、下記のように、取引先に提出する技術情報

の精査、取引先企業との契約締結等とともに、社内体制の整備が必要である。
毅取引先企業との取引開始時に、秘密情報を特定し、秘密情報を無断で公にしないこと、秘密
情報を対象となる取引以外に使用しないことを定めた「秘密保持契約書」を締結する。

毅顧客とは、工作機械の引合、試切削などで秘密保持契約書を締結する場合がある。
その場合、顧客から提供される図面、技術情報等を工作機械メーカが秘密にすると共に、工
作機械メーカから提出する機械仕様、図面、加工方法などのノウハウを顧客が第三者へ公に
しないことを定めることが重要である。

毅サプライヤーとの秘密保持契約書においては、工作機械メーカから提供する図面をサプライ
ヤーが無断で公にしないことはもとより、第三者へ販売することを目的として、その図面を
基に部品、ユニット等を製造しないことを定めることが重要である。

毅取引先企業に提出する仕様書、図面等は秘密にすべき個所を簡略化したものとする。
毅提供する技術情報には、著作権表示、複写禁止表示を行い、無断使用、無断複写を防止する。
毅取引先企業に提出してもよい情報・提出してはいけない情報の仕分、情報を提出する場合の
社内手続などを定めた社内基準を制定し、関連部署に周知徹底し、社内基準に則した管理運
用を行う。

毅取引先企業からの図面提出の要望に対して、法務部門、知的財産部門、輸出管理部門により
提出の可否をチェックすることも、技術流出を防止する効果的な方法である。

毅誤配信を防止するため、インターネット、電子メールにより図面等の技術情報を配信しない。
配信する場合は権限を有する所属長の許可を得た上で配信する。
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3.失敗事例
コストダウンを目的とし海外企業に生産委託するケースが増加しているが、生産委託にあた

り提出した図面が他のメーカに流出し、生産委託製品に類似の模倣製品が出回る。
対策として、生産委託に先立ち、従業員・退職者に対しても秘密保持義務を負わせると共に、

それらによる情報漏洩に対しては取引先企業が賠償責任を負うなど厳しく規定した秘密保持契
約書を締結することが考えられる。
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Ⅵ.中国等海外での製品管理や合弁企業の管理

1.中国等海外での製品管理や合弁企業の管理の必要性
経済産業省が2006年度に製造業関連企業に対して行った「我が国製造業における技術流出問

題に関する実態調査」アンケート結果によると、技術情報の流出先は中国が6割以上と回答し
ている。合弁企業から機密情報が流失すると、競合企業に模倣されて安価な製品が誕生し、競
争力が低下したり、余計な係争費用が発生する。また、非ホワイト国に機械や機密情報（同時
5軸以上制御または一定以上の位置決め精度を実現する機械や技術）が流出すると、貿易管理
令や外国為替令違反となり、企業は製造・営業活動停止などの制裁や社会的批判を受け、多大
な損失をこうむる。
（参考）
ホワイト国：下記の26ヶ国（アルファベット順）
アルゼンチン、オーストラリア、オーストリア、ベルギー、カナダ、チェコ、デンマーク、
フィンランド、フランス、ドイツ、ギリシャ、ハンガリー、アイルランド、イタリア、大
韓民国、ルクセンブルグ、オランダ、ニュージーランド、ノルウェー、ポーランド、ポル
トガル、スペイン、スウェーデン、スイス、英国、アメリカ合衆国

非ホワイト国：上記ホワイト国以外（50音順）
例えば、
イスラエル、インド、インドネシア、シンガポール、スリランカ、スロバキア、タイ、台
湾、中国、トルコ、パキスタン、フィリピン、ブラジル、ブルガリア、ベトナム、マレー
シア、メキシコ、ユーゴスラビア、ルーマニア、ロシア

毅管理を行うことのメリット・・・・法令違反や技術流失が発生しにくくなる。
毅管理を行うことのデメリット・・・当然だが、管理工数や人件費が必要。

2.具体的対応例
毅技術供与は新しい製品については行わず、旧型機種のみに限定する。
毅合弁企業の責任者から現地の状況を報告させたり、訪問して現地の実態を把握する。（定期

的に会計監査および技術監査を行う）。
毅合弁企業での社員教育を行ったり、物理的に情報が漏洩しないためのシステムを作る。
毅商標（特に会社名・会社ロゴ）を登録して、現地で制限無く販売できるようにしておく。

3.失敗事例
毅測定器メーカ事件（タイ⇒リビア）のように製造・営業停止の制裁を受ける。
毅測定器メーカは合弁企業の教育・管理を徹底しておくべきだった。
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Ⅶ.「営業秘密管理指針（特に営業秘密管理の3要件＝秘密管理性、
有用性、非公知性）」や「技術流出防止指針」の社内徹底

1.「営業秘密管理指針（特に営業秘密管理の3要件）」、「技術流出防止指針」の社内徹底の必要性
経済産業省は2003年1月30日に「営業秘密管理指針」を、同年3月14日に「技術流出防止指

針」と「知的財産取得・管理指針」を発表した。「営業秘密管理指針」では、不正競争防止法
によって法律で保護される営業秘密の3要件として、①秘密として管理されていること（秘密
管理性）、②事業活動に有用な技術上又は営業上の情報であること（有用性）、③公然と知られ
ていないこと（非公知性）を判例を挙げながら紹介している。即ち、この3要件が営業秘密が
法律として保護されるために必要な要件として規定されている。また、「営業秘密管理指針」
では、企業における営業秘密の具体的な管理方法を列記しており、これらが法律的に保護され
る具体例であるので、社内教育などで徹底する必要がある。さらに、「技術流出防止指針」では、
意図せざる技術流出が発生する主なパターンと、各社が参考とすべき対策として、管理マニュ
アルの策定、社内組織体制の整備、事業活動上の具体的対策、情報の収集・提供など、具体的
な技術流出の防止対策を列挙しているので、これを社内教育のツールとして使用することは、
技術流出の重要な対策となる。
社内徹底するメリットは上記の如く法律で保護される管理と技術流出の防止対策の徹底であ

る。一方、特段のデメリットとは言えないが、悪意を持った社員に技術を流出する抜け道を考
える背景を与えてはいるものの、やはり、デメリットよりメリットが大部分であり、社内教育
を繰り返し行う必要がある。

2.具体的対応例
社内徹底に有効な方法として、まず、その教育内容は、上記「営業秘密管理指針（特に営業

秘密の3要素）」と「技術流出防止指針」ではあるが、それ以外に、不正競争防止法の最新動向
やその他関係法令の動向にも注意して、常に最新の内容で教育を行う必要がある。社内徹底に
有効な方法は、繰り返し定期的に教育することが最重要であるので、新入社員教育、新任係長
研修、新任課長研修や新任部長研修などの階層別教育のカリキュラムに入れておけば、自動的
且つ定期的に階層ごとに教育が行えるので有効な方法である。さらに、問題が発生した部署に
対してタイムリーに教育を行えば、受講者側の教育内容の吸収度合いが高いので、有効な方法
と思われる。さらに、社員だけでなく、役員からも重要な技術が流出する可能性が高いので、
役員向けの教育も必要である。
教育する際の社内体制としては、社内教育の専門部署があればベストであるが、専門部署が

なくとも、人事部や総務部などに社内教育を担当させ、社内教育をその部署の業務分掌の一つ
にすれば、定期的な教育が可能であり、その中に技術流出を入れることができる。
教育する際の留意点として、講習の最後に簡単でも良いから試験を行うことで聴衆の注意度
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が格段に向上すると思われる。また、アンケートを提出させることによって、教育を与える側
の問題点を浮き彫りにして次回の改善に結びつけることができる。さらに、教育の目標を作成
しておけば、例えば、各階層でどこまでを徹底するか、問題が発生した部署に対しては問題が
二度と発生させないようにする、などの具体的な目標を掲げて教育することも重要である。知
財教育一般にも当てはまるが個人単位での教育スキルマップなどを策定しておくことも重要で
ある。

3.失敗事例
I.項にも関係するかもしれないが、退職者が退職後に元の会社に無断で、元の会社で取得し

た技術に関して単独で特許出願してしまった事例が発生している。この事例では、当時は社内
での営業秘密管理が徹底されておらず、営業秘密の3要件が満たされていなかったので、退職
者が持ち出した技術について不正競争防止法上争うことが出来ず、発明の属否でしか争えなか
った。営業秘密の3要件を社内徹底しておれば、法律的に個人を制裁できた事例である。
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Ⅷ.特許等による知的財産権の保護

1.特許による知的財産権保権の必要性
モノの所有権はそのモノが販売されれば移転されるが、モノに化体された発明などの技術的

思想は販売だけでは移転されない。ただし、技術的思想を化体したモノの販売や図面の提供に
よって、技術流出が発生して、他社にその技術を使用されてしまう恐れがある。その技術的思
想は特許等の知的財産権を取得することによって不正使用などから保護されることになる。即
ち、技術流出しないように防御することは肝要ではあるが、万一、技術流出したとしてもその
技術的思想の不正使用を保護するために特許などの知的財産権で保護しておく必要がある。ま
た、その属地性から出願しない国には効力が及ばないので国ごとに出願する必要がある。
特許出願のデメリットとしては、特許取得までの費用が外国出願も含めて莫大であり、その

出願から年金納付までかなりの人工が必要となる。これに対してノウハウは、不正競争防止法
上、特許等の知的財産権と並んで保護されており、且つ特許等の知的財産権に比してノウハウ
の取得・維持にそれほど費用と人工がかからない。ただし、ノウハウはその保護範囲が知的財
産権の均等範囲などのような広い範囲の保護が得られず、さらに、先使用を証明するための公
証人役場での登録、ノウハウとして秘密に保護、管理しなければならず、また、外国において
は不正競争防止法上の保護が弱い、というデメリットが存在する。以上から、できるだけ特許
出願することを心がけ、秘密保持が可能なものはノウハウとして保護する道を検討することが
良いと思われる。

2.具体的対応例
技術流出の観点で特許出願すべき技術とは、モノの形状や構造、組み合わせ、及びモノの製

造方法などである。モノの色や形などの視覚を通じて美観を起こさせるものは意匠により保護
できる。さらに、商品に使用される名称、愛称、社名などは商標により保護できる。製造方法
はそのモノをリバースエンジニアリングしてもわからない場合があり、さらに、材料が化学変
化を起こして材料分析しても元の材料が判明しない場合があり、それらの場合は上記の特許の
メリット・デメリットを考慮した上でノウハウとして保護することも選択肢の一つである。
ノウハウの保護は、ノウハウとしての秘密性が保持できなければ保護されないので、上記の

ようなリバースエンジニアリングや材料分析しても技術内容が判明しない場合のみ、保護可能
である。この秘密が保たれる限りは、特許などは一定期間しか独占権がないのに対して、永久
に保護されるメリットがある。上記の如く、ノウハウのデメリットとしてその秘密の性格上、
先使用権として証明できず、他社に特許権を取得される恐れがあるので、公証人にノウハウの
成立日を公証してもらう必要がある。
特許出願などの社内体制は、その複雑性から特許専任者が必要である。しかし、会社の規模

が小さいことや特許出願量が少ないのであれば、専任者でなくとも、ぜひ兼任者でもよいから
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その管理に明るい人を養成すべきである。兼任者は（専任者の場合でも）、社外の弁理士を活
用した方が便利である。社外の弁理士もできるだけ特定の技術は特定の弁理士に依頼するよう
に、自社の技術に明るい弁理士を育成しておいた方が良い。
技術流出の観点では、特許出願すると一定期間独占権が付与される代償として公開されるこ

とから、技術やノウハウが特許に記載されておれば流出することになる。よって、特許出願で
保護されるように特許請求の範囲を広く取得する必要があると共に、設計図面レベルの詳細な
図やノウハウを記載することは避けて、発明の構成に必要な事項のみを記載することに留意す
べきである。

3.失敗事例
特許出願については多数の判例があり、色々の種類の係争が多発している。ただし、工作機

械については判例がほとんどなく、工作機械固有の問題についての参考例が出てこない。
最近、話題になっている中国での模倣も工作機械ではまだ事例が見受けられないが、中国へ

の特許出願もぜひ検討すべき時期に来ている。特に、商標は中国出願すべきである。さらに、
中国は世界第3位の工作機械製造国となり、その欧米への輸出も増加しているので、中国へ工
作機械を輸出していない会社も、日欧米の市場を取られるのを防止するために、その製造国で
ある中国を押さえる意味でも中国への特許出願を検討すべきである。
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Ⅸ.その他、技術流出防止・秘密管理で効果的な諸施策

1.その他諸施策の必要性
社内の管理規定や教育・研修、ならびに社員や退職者との契約等は技術流出防止に非常に重

要であり、効果的だが、同様に、物理的に技術流出を阻止する対策も非常に重要で、効果的で
ある。契約を締結しているにも関わらず技術流出が発生しているとの結果が出ているので、最
終的には、物理的な手段が有効になる。
また、この物理的な手段を法律面で規定する動きとして、経済産業省・産業構造審議会が今

年1月に答申案を発表し、パブリックコメント後の今年3月に最終案として発表した貿易経済協
力分科会 安全保障貿易管理小委員会 制度改正ワーキング・グループ 最終とりまとめのⅢ1.大
量破壊兵器等関連技術の移転に係る対応 ⑴安全保障上特に重要な技術の管理で、営業秘密保護
の重要性を企業に訴えると共に、⑵居住性により判断される規制のあり方で、「・・・企業等実務
を過度に制約することとならないよう配慮しつつ、技術を記録した媒体（紙媒体、電子媒体）
や電子的方法による国外への技術の持ち出しを新たに規制すべきである」として電子的方法に
よる技術流出に法的な規制を設けるように答申している。これは日本国から外国への技術流出
であるが、企業内からの技術流出に置き換えて参考になると思われるので、今後の立法動向に
注意が必要である。

2.具体的対応例
毅パソコンの持ち出し、移動を物理的にできないようにする。（専用のワイヤーによる固定）
毅パソコンに特別なソフトを導入し、データを外部メモリへ出力できないようにする。
毅パソコンのハードディスクのデータを暗号化し、不正なアクセスに対するデータ出力を防止
する。

毅パソコンに専用のUSBキーを入れないと起動できないようにする。
毅本人のIDカードを用いないと、パソコンが起動できないようにする。
毅特定のメモリに対してしかデータを出力できないよう、ソフトウェアにて制限をかける。
毅図面データ等の技術データへのアクセスを自動的にモニタリングし記録する。
毅ファイルを添付したメールの社外への送信を制限する。（一定条件がそろわないと送信できな
いようにする。）

毅部門毎に機密文書管理者を設定し、定期的に管理対象内容を確認・更新する。
毅研究開発部門や知的財産管理部門の資料を保管している部屋への入室をIDカードで管理す

る。
毅秘密情報を保管している部屋への出入りを、入室時だけでなく、退出時もIDカードで管理す
る。
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3.失敗事例
秘密情報へのアクセスを技術的に防止するような対策を行ったとしても、それらの技術に対

抗して、データへのアクセスを試みようとする技術者は必ず存在する。技術的な対策を過信し
て、他の対策を取らずにいると、日々進歩している技術によって、過去のアクセス防止技術が
簡単に破られる可能性がある。それらのリスクを考慮して、技術的な対策とともに管理、教育
等を充実させる必要がある。また、常に進歩する技術情報をウォッチングしておく必要もある。
さらに、社内での技術情報へのアクセスを防止できたとしても、装置や機器あるいは部品の

供給元であるサプライヤーに対して開示した最新技術情報を元に、サプライヤーが先に特許を
出願してしまったといった例も有る。機械メーカーが考え出した最新の技術でありながら、そ
の部品のサプライヤーが特許を取得してしまい、後になって機械メーカーの自由が奪われると
いう大きな問題が発生することになる。これらを防止する為にも、サプライヤーへ提供する技
術情報には、物理的にそれが秘密情報であることがわかるような記載を設け、新技術を開示す
る毎に、サプライヤーが単独で特許を出願することがないよう、議事録や覚書等を交わしてお
く必要がある。
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技術流出・秘密管理についての対応策に関する報告書

作成メンバー（技術委員会・知的財産部会）

部 会 長 松 浦 和 雄 ㈱ジェイテクト 輸出管理室主査

副部会長 岡 本 洋 一 ㈱森精機製作所 知的財産センタマネージャー

幹 事 江 口 正 二 ㈱ジェイテクト 研究開発センター知的財産部副部長

同 永 井 克 彦 ㈱牧野フライス製作所 技術情報室室長

同 畑 下 眞 廣 村田機械㈱ 知的財産権部部長

同 田 畑 勲 ㈱日平トヤマ 常勤監査役

同 早 川 幸 夫 オークマ㈱ 主任技師

同 長谷川 淳 ヤマザキマザック㈱ 技術企画部 知的財産管理グループ グループリーダー

事 務 局 小 林 正 彦 ㈳日本工作機械工業会 技術部部長

同 山 本 元 芳 ㈳日本工作機械工業会 技術部次長

同 丑久保 雅 之 ㈳日本工作機械工業会 技術部課長代理

同 笹 川 哲 平 ㈳日本工作機械工業会 技術部
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（別添資料）
技術流出・秘密管理についての対応チェックリスト

※本チェックリストは、社内における技術流出・秘密管理についての対応状況を確認する際の参
考資料としてご活用ください。なお、本リストの内容は技術流出・秘密管理対応策全てを補完
するものではありませんので、ご注意ください。

㈳日本工作機械工業会
技術委員会・知的財産部会
平 成 20年 7月 14日

Ⅰ.退職者の有する技術・秘密情報流出防止への対応

秘密情報の管理指針を定め、秘密情報を定義しているか？
秘密管理の教育や研修を行っているか？
対象の情報が秘密であることがわかるようにしているか？
秘密情報は施錠された場所に保管し、データについてはアクセスできる社員を制限している
か？
秘密情報へアクセスした社員を特定できるよう管理しているか？
在職中の従業員との秘密保持契約を締結しているか？
退職時に秘密保持の誓約書を取るか、秘密保持契約を締結しているか？
退職する役員に、退任後の秘密保持誓約書等を求めているか？
秘密保持誓約書や契約書にて、秘密情報を細かく定義しているか？
退職後の競業避止契約を締結しているか？

Ⅱ.コア人材の引き抜きへの対応
■コア人材の定義

コア人材に認定されるべき職種に明確な基準があるか？
コア人材に認定されるべき職能レベルに明確な基準があるか？
コア人材の認定者に明確な基準があるか？
コア人材にも職能レベルによってレベルが定義されているか？
コア人材のレベルが給与に定量的に反映されているか？
コア人材からの除名およびレベルの降格制度があるか？また基準が明確になっているか？

■コア人材への引き抜き、転職防止策
コア人材が担当している業務で知り得る情報の中で重要なものは営業秘密として秘密管理性
の判断基準を満たしているか？

〈秘密管理性の主な判断基準〉
営業秘密の特定はなされているか？
書類には営業秘密と特定できる「秘」の印等が押印されているか？
就業規則における秘密保持義務についての明確な規定はあるか？
従業員との間に誓約書や秘密保持契約による責務の設定を行っているか？
社員が秘密管理の責務を認知するための教育は実施されているか？
管理者の人数は限定されているか？
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保管場所が特定されているか？
施錠可能な状態で保管されているか？
事務所内への外部者の入室の禁止は実施しているか？
アクセス制限を設けているか？
パスワードなどのセキュリティが完備されているか？
システムへの外部ネットワークからの遮断は実施されているか？
紙媒体への出力が制限されているか？
電子データの複製等の制限はあるか？
情報の扱いに関する上位者の判断を求めるシステムとなっているか？
外部からのアクセスの応答に関する周到な手順は設定されているか？
コア人材と機密保持契約が結ばれているか？
コア人材と競合避止契約が結ばれているか？

■コア人材が長期に渡り定着できる環境作りと定期的なフォローアップ
仕事にやりがいや楽しみを感じているか？
知識、経験、能力を生かすことができる仕事であるか？
十分な裁量を持ってやりたいことができるか？
知識や能力を向上させて自己を成長させることができるか？
価値観の共有できる仲間がいるか？
納得のいく報酬が得られるか？
成果に応じて待遇が見直されるか？

Ⅲ.合弁先や提携先の従業員に対する技術情報・秘密情報管理

合弁や技術提携を行うに当たり、自社の技術の棚卸を行い自社技術や保有ノウハウの有用性
を明確にした上で、基本的に秘匿すべき技術の明確化と技術管理の基本的な方針を立て、技
術流出防止管理マニュアル等で管理を徹底しているか？
技術供与先の国における知的財産保護の法的な状況と相手企業の管理能力や経営状況等を調
べているか？この場合であっても自社の技術情報管理が基本となるか？また相手企業に対す
る情報管理体制の戦略を明確にして提携に取組んでいるか？
技術供与する技術内容とその範囲を明確にし、開示できる限度と出来ない技術を社内的に周
知させると共に、情報管理の担当者を決め責任体制を明確にしたプロジェクト体制を構築し
ているか？
技術供与先と秘密契約を締結しているか？この場合に、供与する内容とその範囲を明確にす
ると共に、相手企業が秘密管理義務違反をした場合の話し合いの方法と相手企業やその従業
員の損害賠償金等を取り決めているか？
供与した技術が、例え漏洩したとしても、自社にとって決定的なダメージにならない技術で
あるか否かを判断し、会社TOPの経営方針として技術を供与しているか？
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Ⅳ.自社製品に含まれる企業秘密のブラックボックス化

ブラックボックス化する技術とそうでないものとを峻別しているか？
ブラックボックス化する技術が秘密管理可能かどうか、技術面、運用面からの確認を行って
いるか？（人や技術資料からの流出の可能性の確認。ソフトウェアの場合、暗号化やパスワ
ードロック程度で本当に万全かの確認。より安全なガード技術の模索。）
ブラックボックス化する技術が秘密管理されている部門（会社）の管理体制の定期的な確認
を行っているか？
ブラックボックス化を行う部門以外の部門での教育を含めた管理徹底を行っているか？
販売先のモラル調査を実施しているか？
ブラックボックス化する技術の先使用証明の準備しているか？
ブラックボックス化する技術の開発者のモチベーション維持体制（報奨制度）の整備を行っ
ているか？
ブラックボックス化しない技術の特許等の出願を行っているか？

Ⅴ.取引先企業に対する技術情報・秘密情報保護の対応

取引先企業に提出する図面、資料に著作権表示、複写禁止表示を行っているか？
取引先企業に提出してもよい情報・提出してはいけない情報は仕分けられているか？
取引先企業に情報を提出する社内基準が制定されているか？
提出情報は社内基準に則した管理運用がなされているか？
電子メールによる秘密情報配信はなされていないか？
取引先企業とは秘密保持契約書が締結されているか？

Ⅵ.中国等海外での製品管理や合弁企業の管理

コンプライアンスに対する意識付け（教育）はできているか？
物理的に情報が漏洩しないためのシステムはあるか？
製品輸出に関するチェック体制はできているか？
機械の移設に関する注意表示や移動後の機械操作無効化のための対策はされているか？
商標は登録されているか？

Ⅶ.「営業秘密管理指針（特に営業秘密管理の3要件＝秘密管理性、有用性、非公知性）」や
「技術流出防止指針」の社内徹底

教育ツールとして「営業秘密管理指針」、「技術流出防止指針」を使用したか？
最新の不正競争防止法などの関係法令をチェックしたか？
営業秘密の3要件を判例を基にして説明したか？
階層教育のカリキュラムに入れるなどの定期的な教育のしくみを構築したか？
教育の最後に簡単な試験とアンケート提出を行ったか？
教育スキルマップを作成したか？
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Ⅷ.特許等による知的財産権の保護

技術などについて特許などの知的財産権を取得したか？
特許出願などには不要な詳細図面やノウハウを記載していないか？
秘密保持可能なものはノウハウとして保持することを検討したか？
特許専任者の設置、または兼任者の設置は行ったか？
同じ技術は同じ弁理士に依頼するなど特定の弁理士に特許出願依頼したか？
ノウハウはその先使用を証明するため公証人に使用日を証明してもらったか？
外国へ製品を輸出したり製造したりしている場合は外国出願を検討したか？
特に、中国へ輸出していなくとも中国から世界へ輸出されるのを防止するため中国出願を検
討したか？

Ⅸ.その他、技術流出防止・秘密管理で効果的な諸施策

パソコンの持ち出しの物理的な防止を行っているか？
パソコン内のデータの暗号化とロックを行っているか？
図面等について保管場所を隔離しているか？
図面保管場所への入退室の制限と監視を行っているか？
データへのアクセスの制限と監視を行っているか？
ネットワーク上での個別の権限に制限をかけているか？
社内/社外へのデータ送信を監視しているか？
関連データ取扱い業者との秘密管理契約を行っているか？
万が一、技術情報が漏洩した場合の対応方法を取り決めているか？

以 上
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