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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　　内周に多数の円柱状ピンで構成された内歯が設けられた内歯歯車と、少なくとも１個
のクランク軸孔および複数の貫通孔が形成され、外周にトロコイド歯形からなり前記内歯
に噛み合う多数の外歯を有する外歯歯車と、各クランク軸孔に挿入され、回転することで
外歯歯車を偏心揺動させるクランク軸と、前記クランク軸を回転可能に支持するとともに
、各貫通孔に挿入された複数の柱部を有する支持体とを備えた偏心揺動型遊星歯車装置に
おいて、各外歯から対応する内歯に対して付与される駆動分力の反力Ｋの作用線Ｓが重な
り合う集合点Ｃを、内歯を構成する全てのピンの中心を通過するピン円Ｐと、全ての貫通
孔の半径方向外端を通過する外端通過円Ｇとの間に位置させるようにしたことを特徴とす
る偏心揺動型遊星歯車装置。
【請求項２】
　　前記集合点Ｃを、全ての外歯の歯底を通過する歯底円Ｍと前記外端通過円Ｇとの間に
位置させるようにした請求項１記載の偏心揺動型遊星歯車装置。
【請求項３】
　　前記外歯の歯数を内歯の歯数より１だけ少なくした請求項１または２記載の偏心揺動
型遊星歯車装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
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　　この発明は、内歯歯車に噛み合う外歯歯車をクランク軸によって偏心揺動させるよう
にした偏心揺動型遊星歯車装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　　従来の偏心揺動型遊星歯車装置としては、例えば以下の特許文献１に記載されている
ようなものが知られている。
【特許文献１】特開平７－２９９７９１号公報
【０００３】
　このものは、内周に多数の円柱状ピンで構成された内歯が設けられた内歯歯車と、複数
のクランク軸孔および貫通孔が形成され、外周に全歯で内歯に噛み合いトロコイド歯形か
らなる多数の外歯を有する外歯歯車と、各クランク軸孔に挿入され、回転することで外歯
歯車を偏心揺動させるクランク軸と、前記クランク軸を回転可能に支持するとともに、各
貫通孔に挿入された複数の柱部を有する支持体とを備えたものである。
【０００４】
　そして、このものにおいては、図６に示すように、各外歯01から対応する内歯（ピン）
02に対して付与される駆動分力の反力Ｋの作用線Ｓは一つの集合点Ｃにおいて重なり合う
が、このような集合点Ｃは全ての貫通孔03の半径方向外端を通過する外端通過円Ｇと、半
径方向内端を通過する内端通過円Ｎとの間に位置していた。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　　しかしながら、このような従来の偏心揺動型遊星歯車装置にあっては、前述のように
集合点Ｃが外端通過円Ｇと内端通過円Ｎとの間に位置しているため、外歯歯車04の偏心揺
動回転によって前記集合点Ｃが貫通孔03の中心近傍に位置するようになると、各反力Ｋの
作用線Ｓは貫通孔03に対してほぼ法線方向に延びることになる。ここで、外歯歯車04のう
ち、貫通孔03の半径方向外側に位置するブリッジ部05は、他の部位に比較して薄肉である
ため、剛性が低いが、この剛性の低いブリッジ部05に対して一部の反力Ｋが前述のように
貫通孔03のほぼ法線方向に、即ちブリッジ部05の延在方向にほぼ直交する方向に作用する
ため、ブリッジ部05および該ブリッジ部05近傍の外歯01が弾性変形をして外歯01と内歯（
ピン）02とが片当たりし、外歯01の歯面寿命が短くなってしまうという課題があった。
【０００６】
　この発明は、外歯歯車のブリッジ部、外歯の弾性変形を抑制することで外歯の歯面寿命
を延ばすことができる偏心揺動型遊星歯車装置を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　　このような目的は、内周に多数の円柱状ピンで構成された内歯が設けられた内歯歯車
と、少なくとも１個のクランク軸孔および複数の貫通孔が形成され、外周にトロコイド歯
形からなり前記内歯に噛み合う多数の外歯を有する外歯歯車と、各クランク軸孔に挿入さ
れ、回転することで外歯歯車を偏心揺動させるクランク軸と、前記クランク軸を回転可能
に支持するとともに、各貫通孔に挿入された複数の柱部を有する支持体とを備えた偏心揺
動型遊星歯車装置において、各外歯から対応する内歯に対して付与される駆動分力の反力
Ｋの作用線Ｓが重なり合う集合点Ｃを、内歯を構成する全てのピンの中心を通過するピン
円Ｐと、全ての貫通孔の半径方向外端を通過する外端通過円Ｇとの間に位置させることに
より、達成することができる。
【発明の効果】
【０００８】
　この発明においては、各外歯から対応する内歯に対して付与される駆動分力の反力Ｋの
作用線Ｓが重なり合う集合点Ｃを、全ての貫通孔の半径方向外端を通過する外端通過円Ｇ
より半径方向外側に位置させるようにしたので、集合点Ｃが貫通孔の中心を通る半径方向
線上に位置するようになったとき、いずれの反力Ｋの作用線Ｓも貫通孔に対して従来より
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接線方向側に傾斜し、ブリッジ部の延在方向に近付くようになる。この結果、薄肉で剛性
の低いブリッジ部および該ブリッジ部近傍の外歯の弾性変形が抑制され、外歯の歯面寿命
が延びるのである。
【０００９】
　しかも、前記集合点Ｃが前述のように外端通過円Ｇより半径方向外側に位置していると
、前記各反力Ｋの接線方向成分を貫通孔の空洞部分ではなく、接線方向剛性の高いブリッ
ジ部が受けることになるため、貫通孔の変形を抑制することができる。但し、前記集合点
Ｃが内歯を構成する全てのピンの中心を通過するピン円Ｐより半径方向外側に位置すると
、外歯の歯面に尖った部分が生じるため、前記集合点Ｃは外端通過円Ｇとピン円Ｐとの間
に位置していなければならない。
【００１０】
　ここで、前記集合点Ｃがピン円Ｐと歯底円Ｍとの間に位置しているときには、一部の反
力Ｋが外歯歯車に対してほぼ接線方向に延び、この結果、このような反力Ｋにより外歯が
曲げ変形するおそれがあるが、請求項２に記載のように前記集合点Ｃを歯底円Ｍと外端通
過円Ｇとの間に位置させるようにすれば、このような事態を防止することができる。
　また、請求項３に記載のように構成すれば、歯数差を２以上とした場合に比較して高減
速比とすることができるとともに、加工コストを低減させることができる。
【実施例１】
【００１１】
　　以下、この発明の実施例１を図面に基づいて説明する。
　　図１、２、３において、11はロボット等に使用される偏心揺動型遊星歯車装置であり
、この遊星歯車装置11は、例えば図示していないロボットのアーム、ハンド等に取り付け
られた略円筒状の回転ケース12を有する。この回転ケース12の内周でその軸方向中央部に
は断面が半円形をした多数のピン溝13が形成され、これらのピン溝13は軸方向に延びると
ともに周方向に等距離離れて配置されている。
【００１２】
　14は多数（ピン溝13と同数）の円柱状をしたピンからなる内歯であり、これらの内歯（
ピン）14はそのほぼ半分がピン溝13内に挿入されることで回転ケース12の内周に周方向に
等距離離れて設けられている。前述した回転ケース12、内歯（ピン）14は全体として、内
周に複数の円柱状ピンで構成された内歯14が設けられた内歯歯車15を構成する。ここで、
前記内歯（ピン）14は25～ 100本程度配置されるが、30～80本の範囲内が好ましい。その
理由は、内歯（ピン）14の本数が前述の範囲内とするとともに、後述の外歯車40、42と組
み合わせることで、必要な速比を容易に得ることができ、しかも、固有振動数の高い高減
速比の遊星歯車装置を構成することができるからである。
【００１３】
　前記内歯歯車15内にはリング状をした複数（ここでは２個）の外歯歯車18が軸方向に並
べられて収納され、これら外歯歯車18の外周にはトロコイド歯形、詳しくはペリトロコイ
ド歯形からなる多数の外歯19がそれぞれ形成されている。そして、前記外歯歯車18の外歯
19の歯数は前記内歯（ピン）14の歯数より１だけ少ない（歯数差が１である）。このよう
に内歯（ピン）14と外歯19との歯数差を１としたのは、これらの歯数差が２以上の値Ｒで
ある場合に比較し、容易に高減速比とすることができるとともに、加工コストを低減させ
ることができるからである。
【００１４】
　ここで、歯数差が２以上の値Ｒである外歯歯車とは、トロコイド外歯歯車の外形輪郭を
、外歯19間ピッチを該Ｒの値で除した角度だけ周方向にずらすとともに、これら周方向に
ずれたＲ個の外形輪郭が重なり合った部分を歯形として取り出した外歯歯車のことである
（特開平３－１８１６４１号公報参照）。そして、これら外歯歯車18と内歯歯車15とは内
接した状態で外歯19と内歯（ピン）14とが噛み合っているが、２つの外歯歯車18の最大噛
み合い部（噛み合いの最も深い部位）は 180度だけ位相がずれている。
【００１５】
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　各外歯歯車18には少なくとも１個、ここでは３個の軸方向に貫通したクランク軸孔21が
形成され、これらの複数のクランク軸孔21は外歯歯車18の中心軸から半径方向に等距離離
れるとともに、周方向に等距離離れている。22は各外歯歯車18に形成された複数（クラン
ク軸孔21と同数）の貫通孔であり、これらの貫通孔22はクランク軸孔21と周方向に交互に
配置されるとともに、周方向に等距離離れて配置されている。そして、前記貫通孔22は半
径方向外側に向かって周方向幅が広くなった略ベース形を呈している。
【００１６】
　25は回転ケース12内に遊嵌され図示していない固定ロボット部材に取り付けられた支持
体であり、この支持体25は外歯歯車18の軸方向両外側に配置された一対の略リング状を呈
する端板部26、27と、一端が端板部26に一体的に連結され、他端が複数のボルト28により
端板部27に着脱可能に連結された複数（貫通孔22と同数）の柱部29とから構成されている
。そして、前記端板部26、27同士を連結する柱部29は軸方向に延びるとともに、外歯歯車
18の貫通孔22内に若干の間隙を保持しながら挿入（遊嵌）されている。
【００１７】
　31は前記支持体25、詳しくは端板部26、27の外周と回転ケース12の軸方向両端部内周と
の間に介装された軸受であり、これらの軸受31により内歯歯車15は支持体25に回転可能に
支持される。35は周方向に等角度離れて配置された少なくとも１本（クランク軸孔21と同
数）のクランク軸であり、これらのクランク軸35は、その軸方向一端部に外嵌された円錐
ころ軸受36およびその軸方向他端部に外嵌された円錐ころ軸受37によって支持体25、詳し
くは端板部26、27に回転可能に支持されている。
【００１８】
　前記クランク軸35はその軸方向中央部にクランク軸35の中心軸から等距離だけ偏心した
２個の偏心カム38を有し、これら偏心カム38は互いに 180度だけ位相がずれている。ここ
で、前記クランク軸35の偏心カム38は外歯歯車18のクランク軸孔21内にそれぞれ遊嵌され
るとともに、これらの間には針状ころ軸受39が介装され、この結果、前記外歯歯車18とク
ランク軸35との相対回転が許容される。また、各クランク軸35の軸方向一端には外歯車40
が固定され、これらの外歯車40には図示していない駆動モータの出力軸41の一端部に設け
られた外歯車42が噛み合っている。
【００１９】
　そして、駆動モータが作動して外歯車40が回転すると、クランク軸35が自身の中心軸回
りに回転し、この結果、クランク軸35の偏心カム38が外歯歯車18のクランク軸孔21内にお
いて偏心回転し、外歯歯車18が偏心揺動回転をする。このとき、互いに噛み合っている内
歯（ピン）14と外歯19との接触点には、外歯19から対応する内歯（ピン）14に対して作用
線Ｓ方向の駆動分力がそれぞれ付与される。
【００２０】
　ここで、前述した各駆動分力の反力Ｋの作用線Ｓは、図４に示すように前記接触点にお
ける歯面に垂直な線上に位置するが、これら複数の作用線Ｓは、前述のように内歯（ピン
）14が円柱状を呈し、外歯19がトロコイド歯形から構成されているので、外歯歯車18上の
一点、即ち集合点Ｃで集合（交差）する。そして、前記各駆動分力の接線方向成分の合計
が内歯歯車15に回転駆動力として付与される。
【００２１】
　ここで、集合点Ｃが、前述の背景技術で説明したように外端通過円Ｇと内端通過円Ｎと
の間に位置していると（図６参照）、剛性の低いブリッジ部05に対して一部（最大噛み合
い部近傍）の駆動分力の反力Ｋがブリッジ部05の延在方向にほぼ直交する方向に作用する
ため、該ブリッジ部05およびブリッジ部05近傍の外歯01が弾性変形をして外歯01と内歯（
ピン）02とが片当たりし、外歯01の歯面寿命が短くなってしまう。
【００２２】
　しかしながら、この実施例においては、前述の集合点Ｃを従来より半径方向外側に移動
させ、前記外端通過円Ｇより半径方向外側に位置させたのである。これにより、集合点Ｃ
が、図４に示すように、貫通孔22の中心を通る半径方向線上に位置するようになったとき
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、いずれの反力Ｋの作用線Ｓも貫通孔22に対して従来より接線方向側に傾斜し、ブリッジ
部18ａの延在方向に近付くようになったのである。この結果、薄肉で剛性の低いブリッジ
部18ａおよび該ブリッジ部18ａ近傍の外歯19の弾性変形が抑制され、外歯19の歯面寿命が
延びるのである。
【００２３】
　しかも、前記集合点Ｃが前述のように外端通過円Ｇより半径方向外側に位置していると
、前記反力Ｋの接線方向成分を貫通孔22の空洞部分ではなく、接線方向剛性の高いブリッ
ジ部18ａが受けることになるため、貫通孔22の変形を抑制することができる。但し、前記
集合点Ｃが内歯14を構成する全てのピンの中心を通過するピン円Ｐより半径方向外側に位
置すると、外歯19の歯面に尖った部分が生じるため、前記集合点Ｃは外端通過円Ｇとピン
円Ｐとの間に位置していなければならない。
【００２４】
　ここで、前述した内歯歯車15の中心Ｏから集合点Ｃまでの半径方向距離Ｌは、内歯歯車
15に対する外歯歯車18の偏心量Ｈに内歯歯車15の内歯（ピン）14の歯数Ｚを乗じることで
表すことができるため、距離Ｌを図６に示す従来の距離Ｌより大とするには、偏心量Ｈま
たは歯数のいずれか一方または双方を従来より大とすればよい。そして、この実施例では
前記距離Ｌを大とするために偏心量Ｈを大としているが、このような偏心量Ｈをさらに大
とするため、内歯（ピン）14の外径を従来より小径としている。
【００２５】
　ここで、前記半径方向距離Ｌと前記ピン円Ｐの半径Ｑとの比（Ｌ／Ｑ）の値は0.86～1.
00の範囲内であることが好ましい。その理由は、前記比Ｌ／Ｑの値が0.86以上であると、
図５から明らかなように、荷重比率がほぼ一定となり、同一トルクを得るために、外歯19
にかかるトルク伝達に関する荷重（駆動分力の接線方向成分）がほぼ一定で最小となって
いるが、O.86未満となると、荷重比率の変化が大きくなり、外歯19にかかるトルク伝達に
関する荷重が増大するからであり、一方、前記比Ｌ／Ｑの値が1.00を超えると、外歯19の
創成時に歯面に尖った部位が生じてしまうからである。
【００２６】
　ここで、前述のグラフは以下の諸元においてシミュレーションを行い求めたものである
。即ち、各遊星歯車装置の内歯（ピン）の歯数Ｚ（本数）を40、内歯（ピン）の直径を10
mm、ピン円Ｐの半径Ｑを 120mm、外歯の歯数を39の一定値とする一方、Ｌ／Ｑの値を 0.5
から 1.0の範囲で変化させ、集合点Ｃに作用する反力Ｋの合力の接線方向成分を求めた。
ここで、図５にはＬ／Ｑの値が0.75のときの前記接線方向成分を、荷重比率が指数１であ
るとしてグラフ表示している。
【００２７】
　前述のように内歯（ピン）14の外径を従来より小径としながら偏心量Ｈを従来より大と
すると、内歯（ピン）14に両歯面が接触する外歯19が大型、即ち、歯厚、歯丈が共に大き
くなる。しかしながら、回転ケース12の内周は、一般にほぼ前記ピン円Ｐ上に位置してい
るため、外歯19が大型化すると、回転ケース12の内周に外歯19が干渉してしまう。このた
め、この実施例では、前記外歯19の歯先部（図３に仮想線で示す部位）を外歯歯車18の中
心を曲率中心とする円に沿って所定量だけ切除し、外歯19と回転ケース12の内周との干渉
を防止している。なお、前述の干渉は、外歯19の歯先部を切除する代わりに、隣接する内
歯（ピン）14間の回転ケース12の内周を所定深さだけ切除することで、防止するようにし
てもよい。
【００２８】
　ここで、前述の集合点Ｃは、全ての外歯19の歯底を通過する歯底円Ｍと前記外端通過円
Ｇとの間に位置させることが好ましい。その理由は、集合点Ｃがピン円Ｐと歯底円Ｍとの
間に位置しているときには、一部の反力Ｋが外歯歯車18に対してほぼ接線方向に延び、こ
の結果、このような反力Ｋにより外歯19が曲げ変形するおそれがあるが、前述のように集
合点Ｃを歯底円Ｍと外端通過円Ｇとの間に位置させるようにすれば、このような事態を防
止することができるからである。
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【００２９】
　また、前述のように各外歯19の歯先部を切除すると、内歯（ピン）14と外歯19とはその
一部でのみ、ここでは約 3/4でのみ噛み合うようになるため、残りの約 1/4の内歯（ピン
）14は外歯19に接触せずピン溝13から抜け出ようとする。このため、この実施例では、前
記軸受31のアウターレース31ａの内端面に前記内歯（ピン）14の両端部が挿入される挿入
穴31ｂを形成し、これにより、内歯（ピン）14がピン溝13から抜け出るのを防止するよう
にしている。そして、このとき、外歯19から内歯（ピン）14に対して約 3/8の範囲で駆動
力が伝達される。
【００３０】
　前述した挿入穴31ｂは全体として外歯19に接触していない内歯（ピン）14がピン溝13か
ら抜け出すのを防止する規制手段43を構成する。なお、前述の規制手段43として、挿入穴
31ｂの代わりに、アウターレース31ａの内端面に形成され、幅が内歯（ピン）14の直径と
同一である円周溝を用いたり、あるいは、前記２個の外歯歯車18間に配置され、外周が全
ての内歯（ピン）14に接触する１個のピン押さえリングを用いたり、さらには、軸受31と
外歯歯車18との間に配置され、内歯（ピン）14の両端部が挿入される穴、円周溝が形成さ
れた２個のピン押さえリングを用いるようにしてもよい。
【００３１】
　　次に、この発明の実施例１の作用について説明する。
　　今、駆動モータが作動し、クランク軸35が自身の中心軸回りに同一方向に同一速度で
回転しているとする。このとき、クランク軸35の偏心カム38が外歯歯車18のクランク軸孔
21内において偏心回転して外歯歯車18を偏心揺動回転させるが、前記外歯歯車18の外歯19
の歯数が内歯（ピン）14の数より１個だけ少ないので、回転ケース12およびロボットのア
ーム等は外歯歯車18の偏心揺動回転により低速で回転する。
【００３２】
　ここで、外歯歯車18の各外歯19から対応する内歯（ピン）14に対して付与される駆動分
力（反力Ｋ）の作用線Ｓが重なり合う集合点Ｃを、全ての内歯（ピン）14の中心を通過す
るピン円Ｐと、全ての貫通孔22の半径方向外端を通過する外端通過円Ｇとの間に位置させ
たので、集合点Ｃが貫通孔22の中心を通る半径方向線上に位置するようになったとき、い
ずれの反力Ｋの作用線Ｓも貫通孔22に対して従来より接線方向側に傾斜し、これにより、
ブリッジ部18ａおよび該ブリッジ部18ａ近傍の外歯19の弾性変形が抑制される。
【００３３】
　　なお、前述の実施例においては、外歯歯車18に複数（３個）のクランク軸孔21を形成
するとともに、各クランク軸孔21に同一方向に等速回転するクランク軸35をそれぞれ挿入
して外歯歯車18を偏心揺動回転させるようにしたが、この発明においては、外歯歯車18の
中心軸上に形成された１個のクランク軸孔に１本のクランク軸を挿入し、このクランク軸
の回転により外歯歯車を偏心揺動回転させるようにしてもよい。この場合には、支持体の
柱部は貫通孔の内周に線接触する必要がある。
【００３４】
　また、前述の実施例においては、支持体25を固定し、内歯歯車15を低速回転させるよう
にしたが、この発明においては、内歯歯車を固定し、支持体を低速回転させるようにして
もよい。さらに、この発明においては、前記遊星歯車装置11の前段に減速比が 1/7より小
さい（ 1/1に近い）平歯車減速機を設け、２段で減速するようにしてもよい。このように
すれば、固有振動数の高い高減速比の歯車装置を得ることができる。
【産業上の利用可能性】
【００３５】
　この発明は、内歯歯車に噛み合う外歯歯車をクランク軸によって偏心揺動させるように
した偏心揺動型遊星歯車装置に適用できる。
【図面の簡単な説明】
【００３６】
【図１】この発明の実施例１を示す側面断面図である。
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【図２】図１のＩ－Ｉ矢視断面図である。
【図３】内歯と外歯との噛み合い状態を示す図２と同様の断面図である。
【図４】駆動分力（反力Ｋ）の作用線Ｓが集合点Ｃに集合している状態を説明する説明図
である。
【図５】荷重比率とＬ／Ｑの値との関係を示すグラフである。
【図６】背景技術で説明した駆動分力（反力Ｋ）の作用線Ｓが集合点Ｃに集合している状
態を説明する説明図である。
【符号の説明】
【００３７】
　　11…遊星歯車装置　　　　　 14…内歯（ピン）
　　15…内歯歯車　　　　　　　 18…外歯歯車
　　19…外歯　　　　　　　　　 21…クランク軸孔
　　22…貫通孔　　　　　　　　 25…支持体
　　29…柱部　　　　　　　　　 35…クランク軸
　　Ｐ…ピン円　　　　　　　　 Ｇ…外端通過円
　　Ｍ…歯底円　　　　　　　　 Ｃ…集合点
　　Ｓ…作用線　　　　　　　　 Ｋ…駆動分力の反力

【図１】 【図２】



(8) JP 4498816 B2 2010.7.7

【図３】 【図４】

【図５】 【図６】
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