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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　加工対象のワークとピニオン型のカッターとを食い違い軸芯上に配置し、前記ワークを
定位置で回転させ、この回転と同期してカッターを回転させながらこのカッターを前記ワ
ークにおいて歯すじ方向に送ることにより前記ワークから歯車を作り出すスカイビング加
工機構を備えると共に、
　前記カッターの歯面が、歯丈方向でピッチ円を含みインボリュート曲線状に形成される
インボリュート領域と、このインボリュート領域から歯先に連なる歯先領域と、前記イン
ボリュート領域から歯底に連なる歯元領域とが前記インボリュート領域と異なる形状に成
形され、前記歯先領域及び前記歯元領域が円の一部となる円弧状に形成されている歯車加
工装置。
【請求項２】
　前記インボリュート領域の平均半径を、基礎円半径で除した値が、「１」より大きく「
１．１」より小さく設定されている請求項１記載の歯車加工装置。
【請求項３】
　前記インボリュート領域が、歯丈方向で全歯丈の１０パーセント以上で、８５パーセン
ト未満に設定されている請求項１記載の歯車加工装置。
【請求項４】
　請求項１記載の歯車加工装置に用いられる前記カッターであって、
　ワーク歯車としてのワーク歯数を（Ｚｗ）とし、カッターのカッター歯数を（Ｚｃ）と
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した場合に、カッター歯数（Ｚｃ）とワーク歯数（Ｚｗ）との比率（Ｚｃ／Ｚｗ）が、
　前記ワーク歯車が内歯では、１／４＜Ｚｃ／Ｚｗ＜２／３の範囲に設定され、
　前記ワーク歯車が外歯では、１／２＜Ｚｃ／Ｚｗ＜３の範囲に設定されているカッター
。
【請求項５】
　当該カッターのインボリュート領域の平均半径を、基礎円半径で除した値が、「１」よ
り大きく「１．１」より小さく設定されている請求項４記載のカッター。
【請求項６】
　当該カッターのインボリュート領域が、歯丈方向で全歯丈の１０パーセント以上で、８
５パーセント未満に設定されている請求項４記載のカッター。
【請求項７】
　請求項１記載の歯車加工装置で製造された内歯歯車と、この内歯歯車の歯数より少ない
歯数で可撓性の外歯歯車とを備え、外歯歯車を撓ませることで内歯歯車の一部の歯に対し
て外歯歯車の一部の歯を噛み合わせ、外歯歯車の撓みを回転させることで両歯車に相対回
転を生じさせるように構成している波動歯車装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、歯車加工装置、カッター、波動歯車装置に関し、加工対象とピニオン型のカ
ッターとを食い違い軸芯上に配置し、夫々を同期して回転させながらカッターを加工対象
において歯すじ方向に送ることにより歯車を作り出すスカイビング加工が可能な歯車加工
装置に関連する技術の改良に関する。
【背景技術】
【０００２】
　上記のように構成された歯車加工装置として非特許文献１には、スカイビング歯切法に
より内歯平歯車を加工する技術が示されている。この文献では、スカイビング加工因子と
してカッタ諸元のすくい角、切削角、すくい面再切削量、歯数比等の因子を設定すること
により歯形が決まる点が示されている。
【０００３】
　また、非特許文献２にはスカイビング歯切法において、内歯平歯車を加工する際に高い
切削効率を得る点が示され、カッタ歯形の修正に関する点も説明されている。
【０００４】
　内歯歯車を用いた歯車装置として特許文献１には、撓み噛み合い式歯車装置が示されて
いる。この撓み噛み合い式歯車装置は、剛性円形の内歯歯車と、その内側に配置された可
撓性の外歯歯車と、この外歯歯車を撓ませて変形させその形状を回転させるウエーブ・ジ
ェネレータとを備えた構成が示されている。
【０００５】
　この特許文献１に示される歯車装置は波動歯車装置とも称せられるものであり、内歯歯
車の歯数より外歯歯車の歯数を少なく設定しておき、カム板が外歯歯車を変形させること
で外歯歯車のうちカム板の楕円の長軸の部位に対応する２箇所の歯のみを、内歯歯車の歯
に噛合させている。このような構成においてカム板を回転させることで長軸の移動に伴い
外歯歯車を弾性変形させながら噛み合い点を移動させ、内歯歯車と外歯歯車との歯数差に
起因するズレから大きい減速比を得るものである。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】特公平７‐８４８９６号公報
【非特許文献】
【０００７】
【非特許文献１】小島昌一，西嶋小巳雄　「内歯平歯車スカイビングに関する研究（第１
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報，カッタ歯形について）」日本機械学会論文集（Ｃ編）３９巻　３２４号　頁２５８０
－２５８６
【非特許文献２】西嶋小巳雄，小島昌一，山田豊　「内歯平歯車スカイビングに関する研
究（第２報，スカイビング加工の問題点）」日本機械学会論文集（Ｃ編）４０巻　３２９
号　頁２６０－２６８
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　波動歯車装置は、特許文献１にも記載されるように、カム板により外歯歯車を撓ませる
ことにより、この外歯歯車の一部を内歯歯車に噛合させ、カム板の回転に伴い撓ませる領
域を移動させる構成であるため外歯歯車と内歯歯車とに高い精度が要求される。
【０００９】
　内歯歯車に注目すると、高い精度で歯車を加工するためにギヤシェーパーを用いること
が考えられる。しかしながら、ギヤシェーパーは高精度の加工を実現するものの、加工時
間が長く加工コストが波動歯車装置のコスト上昇に繋がり改善の余地があった。
【００１０】
　そこで、内歯歯車を加工する技術としてスカイビングを用いることが考えられる。この
スカイビングは高い切削効率が得られるため内歯歯車を加工時間の短縮を可能にする良好
な面を有する。しかしながら、このような良好な面を有する反面、高い加工精度を得難い
ものであると考えられていた。
【００１１】
　スカイビングにおいて高い加工精度を得難い理由として、加工時に設定すべきパラメー
タ（文献では因子）が多く、パラメータのバラツキに伴って加工精度（歯形誤差）の変化
が大きく、この歯面誤差が加工精度に敏感に反映されるためと考えられる。非特許文献１
あるいは非特許文献２に記載されるように、加工時に設定されるパラメータとして、加工
対象（ワーク）の軸芯とカッターの軸芯との交差角や、夫々の軸芯間距離や、カッターの
基礎円の半径の値等を含むものである。そして、この複数のパラメータを適切に設定する
ことで高い加工精度を得ることが可能と考えられる。
【００１２】
　スカイビングでは、通常の生産活動に必要な例えば、カッター製作誤差、加工機械での
セット誤差、カッターの再刃付等により加工されたワーク歯車の歯形が大きく変化してし
まうことによる加工精度のバラツキが大きい。この歯形の誤差はカッターの基礎円半径が
変化した場合と同様の傾向になることが文献に記載されている。
【００１３】
　本発明の目的は、スカイビングにより歯車を加工する際に加工精度のバラツキを左右す
るパラメータとしての基礎円の値を変更してもカッターの歯面形状に対する影響を抑制し
高精度での加工を実現する歯車加工装置を合理的に構成する点にある。
【課題を解決するための手段】
【００１４】
　本発明の特徴は、加工対象のワークとピニオン型のカッターとを食い違い軸芯上に配置
し、前記ワークを定位置で回転させ、この回転と同期してカッターを回転させながらこの
カッターを前記ワークにおいて歯すじ方向に送ることにより前記ワークから歯車を作り出
すスカイビング加工機構を備えると共に、
　前記カッターの歯面が、歯丈方向でピッチ円を含みインボリュート曲線状に形成される
インボリュート領域と、このインボリュート領域から歯先に連なる歯先領域と、前記イン
ボリュート領域から歯底に連なる歯元領域とが前記インボリュート領域と異なる形状に成
形され、前記歯先領域及び前記歯元領域が円の一部となる円弧状に形成されている点にあ
る。
【００１５】
　スカイビングにより歯車を加工する際に、パラメータとしての基礎円の半径の値の変更
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によりピニオン型のカッターの歯面形状が変化するものは加工精度を高く維持する点にお
いて好ましくはない。これに対して、製作する歯車について任意の基礎円の半径の値、任
意の圧力角を設定する際に、カッターの歯面形状として基礎円の半径の変化に対する圧力
角の変化の小さいインボリュート曲線が存在すれば、加工誤差を招き難いと云える。具体
例を挙げると、歯丈のサイズに対して基礎円の半径が極めて大きい値のものでは、ワーク
に対するカッターの位置仕様を多少変更しても得られるインボリュート歯形は大きく変化
することはない。また、歯車同士は、ピッチ円を含む領域において歯車同士が専ら接触す
る状態で噛み合うものであるため、このピッチ円を含む領域にインボリュート曲線状の歯
面を形成することが必要となる。
　このような理由から、カッターの歯形形状としてパラメータとしてのカッターの位置が
変化してしまっても形成される歯形に変更が少なくなるようインボリュート曲線に従う歯
面を、ピッチ円を含む部位にのみインボリュート領域として形成する。そして、このイン
ボリュート領域より歯先側と歯元側との歯面の形状をインボリュート領域と異なる形状に
成形することで、高い精度での加工を実現しながら、加工によって作り出された歯車の性
能を低下させる不都合を抑制する。
　従って、スカイビングにより歯車を加工する際に加工パラメータが変化してもカッター
の歯面形状に対する影響を抑制し高精度での加工を実現する歯車加工装置が構成されたの
である。
【００１６】
　本発明は、前記インボリュート領域の平均半径を、基礎円半径で除した値が、「１」よ
り大きく「１．１」より小さく設定されても良い。
【００１７】
　この要件を満たすカッターであれば、基礎円半径に対して歯丈が充分に小さいものとな
る。よって、当該カッターは、あたかもラック型のカッターに近似した形状となっており
、カッターの駆動動作に際して、ワークに対するカッターの位置が、ある程度変化した場
合でも、形成される歯車の歯形の変化が少なくなる。
【００１８】
　本発明は、前記インボリュート領域が、歯丈方向で全歯丈の１０パーセント以上で、８
５パーセント未満に設定されても良い。
【００１９】
　これによると、１０パーセントで８５パーセント未満と云う比較的狭い領域にインボリ
ュート領域が形成されることになるので加工によって作り出された歯車の噛み合いの性能
を低下させる不都合が解消される。
【００２０】
　本発明の特徴は、請求項１記載の歯車加工装置に用いられる前記カッターであって、
　ワーク歯車としてのワーク歯数を（Ｚｗ）とし、カッターのカッター歯数を（Ｚｃ）と
した場合に、カッター歯数（Ｚｃ）とワーク歯数（Ｚｗ）との比率（Ｚｃ／Ｚｗ）が、
　前記ワーク歯車が内歯では、１／４＜Ｚｃ／Ｚｗ＜２／３の範囲に設定され、
　前記ワーク歯車が外歯では、１／２＜Ｚｃ／Ｚｗ＜３の範囲に設定されている点にある
。
【００２１】
　このように、内歯歯車を加工する場合と外歯歯車を加工する場合とでワーク歯数Ｚｗと
カッター歯数Ｚｃとの比率を適切に設定することにより、必要とする加工精度得るものと
なる。
【００２２】
　本発明は、当該カッターのインボリュート領域の平均半径を、基礎円半径で除した値が
、「１」より大きく「１．１」より小さく設定された点にある。
【００２３】
　これによると、基礎円半径に対して歯丈が充分に小さいものとなる。よって、当該カッ
ターは、あたかもラック型のカッターに近似した形状となっており、カッターの駆動動作
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に際して、ワークに対するカッターの位置が、ある程度変化した場合でも、形成される歯
車の歯形の変化が少なくなる。
【００２４】
　本発明は、当該カッターのインボリュート領域が、歯丈方向で全歯丈の１０パーセント
以上で、８５パーセント未満に設定された点にある。
【００２５】
　これによると、１０パーセントで８５パーセント未満と云う比較的狭い領域にインボリ
ュート領域が形成されることになるので加工によって作り出された歯車の噛み合いの性能
を低下させる不都合が解消される。
【００２６】
　本発明の特徴は、請求項１記載の歯車加工装置で製造された内歯歯車と、この内歯歯車
の歯数より少ない歯数で可撓性の外歯歯車とを備え、外歯歯車を撓ませることで内歯歯車
の一部の歯に対して外歯歯車の一部の歯を噛み合わせ、外歯歯車の撓みを回転させること
で両歯車に相対回転を生じさせるように波動歯車装置を構成している点にある。
【００２７】
　請求項１に記載されるように、スカイビング加工機構を備えた歯車加工装置によって内
歯歯車を加工した場合には、その内歯歯車は、歯丈方向でピッチ円を含む領域にインボリ
ュート曲線となるインボリュート領域が形成され、これより歯先側と歯元側とにインボリ
ュート領域と異なる歯面形状の歯先領域と歯元領域とが形成される。
　波動歯車装置は単純な回転運動を行うものではなく、内歯歯車に対して外歯歯車が歯丈
方向に弾性的に変形しながら両歯車が相対的に変位する運動を行うことで噛合位置を移動
させるものである。つまり、内歯歯車の歯と外歯歯車の歯とが噛み合った状態のまま回転
力を伝えるものとは伝動形態が異なっている。このような理由から、内歯歯車の歯面形状
は外歯歯車と接触する領域にインボリュート面が存在すれば良く、通常の内歯歯車と比較
して、歯丈方向でのインボリュート面が存在する領域を小さくすることも可能となる。
　また、波動歯車装置に用いられる内歯歯車の歯数は極めて多いため、この内歯歯車を加
工するカッターの歯数（ｚ）が増大することになる。このカッターの歯形を考えると、モ
ジュール（ｍ）と圧力角（α）とが一定値であっても、Ｄｇ＝ｚ・ｍ・ｃｏｓαの関係式
から、基礎円の直径（Ｄｇ）は大きい値となり、この基礎円の直径（Ｄｇ）を修正した場
合にもインボリュート領域のインボリュート曲線の形状の変化に与える影響を小さくでき
る。これにより、歯車加工装置においてパラメータを変更した場合にもカッターの歯形の
修正を行わずとも高い加工精度を現出する。
　従って、高精度の内歯歯車を有した波動歯車装置を構成できた。
　特に、この構成によると、カッターの１歯あたりの加工負荷を低減してカッターの寿命
を向上させ、異なるワーク歯車に対する加工を実現する。また、カッターとワーク歯車と
の噛み合い率が極めて高いため、加工運動の変動（脈動）が小さくなり、一層、加工精度
を向上させ、カッターの寿命を高めることも可能となる。
【図面の簡単な説明】
【００２８】
【図１】歯車加工装置での加工形態を示す斜視図である。
【図２】歯車加工機構の構成を示すブロック図である。
【図３】カッターの歯形を示す図である。
【図４】カッターの歯形の別実施形態を示す図である。
【図５】波動歯車装置の構成を示す断面図である。
【発明を実施するための形態】
【００２９】
　以下、本発明の実施形態を図面に基づいて説明する。
〔歯車加工装置〕
　図１及び図２に示すように、本発明の歯車加工装置は、加工対象となるワーク１を支持
し縦軸芯Ｙを中心にして回転自在なテーブル２と、加工軸芯Ｘを中心にして回転自在に支
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持されたピニオン型のカッター３と、このカッター３を回転自在に支持しワーク１に形成
される歯車の歯すじ方向に移動自在な作動部４とを備えている。このテーブル２とカッタ
ー３と作動部４とでスカイビング加工機構が構成され、この歯車加工装置はテーブル２と
カッター３とを同期回転させる同期駆動機構５と、作動部４を歯すじ方向に移動させる切
削駆動機構６とを備え、この同期駆動機構５に駆動力を伝える電動モータ５Ｍと切削駆動
機構６に駆動力を伝える電動モータ６Ｍとを制御する制御機構７を備えている。
【００３０】
　この歯車加工装置では、縦軸芯Ｙを基準にした加工軸芯Ｘの角度を傾斜角ａとし、カッ
ター３の単位時間あたりの回転量をカッター回転量ｃとし、カッター３によるワーク１の
切削深さ（噛み合い量）を切り込み量ｘとし、縦軸芯Ｙ方向でのカッター３の移動量をカ
ッター送り量ｚとし、ワーク１（ワーク歯車）の単位時間あたりの回転量をワーク回転量
ｗとしている。これら傾斜角ａ、カッター回転量ｃ、切り込み量ｘ、カッター送り量ｚ、
ワーク回転量ｗが歯車加工装置で歯車を加工する際に設定されるパラメータに含まれるも
のである。
【００３１】
　同期駆動機構５は、ワーク１のワーク回転量ｗとカッター３のカッター回転量ｃとが設
定された関係となるように連動して回転させる複数のギヤと伝動軸とを組み合わせ単一の
電動モータ５Ｍで駆動する構成を有している。尚、この同期駆動機構５としてテーブル２
とカッター３とを独立して駆動するように同期型の２つの電動モータを備え、この２つの
電動モータに対して制御機構７が同期信号を出力するように構成しても良い。
【００３２】
　作動部４は、カッター３を必要なカッター送り量ｚだけ移動させるように、ガイド体４
Ａに沿って移動自在なスライダ４Ｂを備え、切り込み量ｘを任意に設定できるようにスラ
イダ４Ｂに対してジョイント４Ｃにより角度調節自在に連結するアーム４Ｄを備えている
。カッター３を回転自在に支持するフレーム部３Ａに対してアーム４Ｄの先端が連結して
おり、切削駆動機構６の駆動力がスライダ４Ｂに伝えられる。
【００３３】
　この作動部４は、ガイド体４Ａの角度設定と、ジョイント４Ｃによる加工軸芯Ｘの角度
設定（傾斜角ａ）を人為的に設定して固定するものを想定しているが、電動モータにより
角度調節を行うものであっても良い。この作動部４は図示した構成に限るものではなく、
例えば、多関節ロボットアームのように複数の関節によって傾斜角ａの角度設定を行うと
共に、ロボットアームの作動によりカッター３を歯すじ方向にカッター送り量ｚだけ移動
させるように構成しても良い。
【００３４】
　制御機構７は、マイクロプロセッサ等の予め設定されたプログラムに従って演算処理や
制御処理を行う機能を有するものであり、電動モータ５Ｍ、６Ｍを制御する。
【００３５】
　この歯車加工装置はスカイビング加工装置とも称せされるものであり、図面にはワーク
１をカッター３で切削することにより内歯歯車２１（ワーク歯車）を製造する加工形態を
示している。この加工形態では縦軸芯Ｙを鉛直方向にセットし、加工軸芯Ｘを所定の傾斜
姿勢にセットする。そして、同期駆動機構５によって縦軸芯Ｙを中心としてテーブル２と
一体的にワーク１を定位置で回転させ、これと同期して加工軸芯Ｘを中心にしてカッター
３を回転させる。そして、この回転に伴い切削駆動機構６が歯すじ方向にカッター３を移
動させることにより、内歯歯車２１の加工が行われるのである。この歯車加工装置で加工
された内歯歯車２１は後述する波動歯車装置（図５を参照）に用いられる。
【００３６】
〔カッターの歯形〕
　この歯車加工装置では、高い精度で歯車を加工する際には、加工軸芯Ｘの角度設定だけ
ではなくカッター３の再研削等の修正を必要とするものである。しかしながら、カッター
３の修正は容易ではなく、歯の形状が異なる多数のカッター３を準備するのも実現的では
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なく、本発明の歯車加工装置では、内歯歯車を加工する際に修正を殆ど必要としないカッ
ター３が用いられている。
【００３７】
　図３に示すように、カッター３の歯１０の歯面形状はピッチ円１１を含む部位にインボ
リュート曲線状となるインボリュート面１０Ｐを有するインボリュート領域１２が形成さ
れている。また、このインボリュート領域１２より歯先側に任意の曲面となる歯先面１０
Ｔを有する歯先領域１３を形成し、インボリュート領域１２より歯底側に任意の曲面とな
る歯元面１０Ｂを有する歯元領域１４を形成している。この歯先面１０Ｔと歯元面１０Ｂ
とはインボリュート面１０Ｐに連なるものであるが、インボリュート曲線とは異なる形状
に成形されている。
【００３８】
　歯車加工装置では、カッター３の修正として歯車としての基礎円（パラメータの１つ）
の変更を必要とすることもある。その理由として、基礎円の違いが、加工された歯形誤差
に大きく影響するためであり、通常のスカイビング加工を行う歯車加工装置では、ワーク
歯車の諸元が異なるものへカッター３の共用ができないものである。これに対し、本発明
の歯車加工装置では、ワーク歯車の歯数の差が僅かのもの、例えば、歯数が＋２、－２程
度の差のワーク歯車を加工する際にも同じカッターの共用が可能となり、コストを低減し
ながら生産性の向上を図ることも可能である。カッター３では基礎円１５を元にして歯の
インボリュート曲線を算出するため、基礎円１５の基礎円半径Ｒｇを変更する毎に異なる
インボリュート曲線の歯面の形状を設定することになる。このような不都合に対して、本
発明の歯車加工装置では、基礎円の基礎円半径Ｒｇが変更されても歯面のインボリュート
面の変化が少なり、カッター３の修正を行わないで済むようにインボリュート領域１２の
平均半径Ｒｄとの関係を以下の関係式１で表されるように設定している。
【００３９】
〔関係式１〕　１　＜　平均半径Ｒｄ／基礎円半径Ｒｇ　＜　１．１
【００４０】
　つまり、インボリュート領域１２の平均半径Ｒｄを、基礎円半径Ｒｇで除した値が１よ
り大きく１．１より小さく設定されているのである。尚、図３では、インボリュート領域
１２の１／２の位置にピッチ円１１が位置するように設定されているため、ピッチ円１１
のピッチ円半径Ｒｐと平均半径Ｒｄとが一致する。また、このインボリュート領域１２が
、歯丈方向で全歯丈１０パーセント程度に設定されている。インボリュート領域１２はカ
ッター３の歯丈方向で全歯丈の１０パーセント以上で、８５パーセント未満に設定される
ことが好ましい。
【００４１】
　歯車では、モジュールｍと、歯数ｚと、圧力角αと、基礎円直径Ｄｇ（＝２Ｒｇ）との
関係が以下の関係式２で表される。
【００４２】
〔関係式２〕　２Ｒｇ＝Ｄｇ＝ｚ・ｍ・ｃｏｓα
【００４３】
　この関係式２から基礎円半径Ｒｇが充分に大きい場合には、カッター３の歯形を修正す
る場合に基礎円半径Ｒｇの値を単位値だけ変更した場合にもインボリュート曲線の変化量
が小さくなることが理解できる。図５に示す波動歯車装置に用いられる内歯歯車２１の歯
数は極めて多いため、この内歯歯車を加工するカッター３の歯数も増大する。これにより
カッター３の歯数ｚを増大させることが可能である。更に、圧力角αの値を大きくするこ
とにより基礎円半径Ｒｇの値を大きくすることを可能にしている。
【００４４】
　このような形状のカッター３を用いて内歯歯車を加工することにより、カッター３のイ
ンボリュート領域１２にインボリュート面１０Ｐが形成されるものとなり、このインボリ
ュート面１０Ｐは、内歯歯車において歯丈方向でピッチ円を含む領域に形成される。
【００４５】
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　また、本発明のカッター３では、ワーク歯数を（Ｚｗ）とし、カッターのカッター歯数
を（Ｚｃ）とした場合に、カッター歯数（Ｚｃ）とワーク歯数（Ｚｗ）との比率（Ｚｃ／
Ｚｗ）を以下にように設定している。
【００４６】
　（１）ワーク歯車が内歯では、１／４＜Ｚｃ／Ｚｗ＜２／３の範囲に設定する。
　（２）ワーク歯車が外歯では、１／２＜Ｚｃ／Ｚｗ＜３の範囲に設定する。
【００４７】
　このように設定することにより、ワーク歯車として内歯歯車２１を加工する場合とワー
ク歯車として外歯歯車２２を加工する場合とでワーク歯数Ｚｗとカッター歯数Ｚｃとの比
率を適切に設定することにより、必要とする加工精度得るものとなる。
【００４８】
　このカッター３では、歯先領域１３と歯元領域１４との歯面の形状がインボリュート面
と異なるものに形成されるものであるが、例えば、図４に示すように歯先領域１３が半径
Ｒの円弧面１３Ｓに形成され、歯元領域１４が半径Ｒの円弧面１４Ｓに形成されるもので
あっても良い。このように歯先領域１３と歯元領域１４とが円弧面１３Ｓ、１４Ｓに形成
されることにより、カッター３の耐久性を向上させることも可能である。
【００４９】
〔波動歯車装置〕
　図５には、前述した歯車加工装置で加工された内歯歯車２１と、この内歯歯車２１の歯
数より少ない歯数で可撓性の外歯歯車２２とを備え、楕円カム２３と、この楕円カム２３
と外歯歯車２２との間に挟み込まれる状態で配置される複数のボール２４とを備えた波動
歯車装置を示している。前述した歯車加工装置では外歯歯車２２の加工も可能であり、外
歯歯車２２を加工した場合にも、内歯歯車と同等の精度を得るものである。従って、この
波動歯車装置に用いる外歯歯車２２も前述した歯車加工装置で加工したものであっても良
い。
【００５０】
　内歯歯車２１の歯数は５０以上に設定されるものであり、２００を超える値に設定され
ることが好ましい。
【００５１】
　この波動歯車装置では、外歯歯車２２の複数の歯のうち楕円カム２３の長軸の延長上に
ある２箇所のものを内歯歯車２１の歯に噛み合わせており、楕円カム２３の中心に連結す
る駆動軸２５を回転させることにより、外歯歯車２２の撓みを回転させる状態となり、外
歯歯車２２の複数の歯のうち楕円カム２３の長軸の延長上にあるものを内歯歯車２１の歯
に噛み合わせ、両歯車に相対回転を生じさせ減速を実現している。尚、外歯歯車２２は本
発明の歯車加工装置によって加工させるものに限るものではなく、例えば、ホブ盤で加工
されたものであっても良い。
【００５２】
　このような構成の波動歯車装置は、特公平７‐８４８９６号公報や特開２００５－３６
９３７号公報等に示されている。
【００５３】
　前述した歯車加工装置で加工された内歯歯車２１では、歯丈方向でピッチ円１１を含む
領域にインボリュート面が形成されるものの、インボリュート面が成形されるインボリュ
ート領域は歯丈方向に短い。従って、この内歯歯車を太陽歯車のリング歯車等に使用した
場合には噛み合い性能が良好とは云えないものである。しかしながら、波動歯車装置の内
歯歯車２１に用いた場合には、内歯歯車２１と外歯歯車２２とが無理のない噛み合い状態
を現出できる。
【００５４】
　波動歯車装置は単純な回転運動を行うものではなく、内歯歯車２１の多数の歯と外歯歯
車２２の多数の歯とが噛み合った状態で内歯歯車に対して外歯歯車が歯丈方向に弾性的に
変形しながら両歯車が相対的に変位する運動を行うことで噛合位置を移動させるものであ
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伝動形態が異なっている。このような理由から、内歯歯車２１の歯面形状は外歯歯車２２
と接触する領域にインボリュート面が存在すれば良く、通常の内歯歯車２１と比較して、
歯丈方向でのインボリュート面が存在する領域を小さくしても良好な噛み合い状態を現出
する。
【００５５】
〔実施形態の効果〕
　このように本発明の歯車加工装置は、波動歯車装置の内歯歯車２１を加工するのに適し
ており、例えば、内歯歯車２１の歯数が２００を超えるものに設定されたものに対応して
ピニオン型のカッター３の歯数ｚを増大し、このカッター３の圧力角α（現実には１１°
～２５°程度）の値を大きくすることにより基礎円半径Ｒｇの値を大きくすることが可能
となる。このようにカッター３の基礎円半径Ｒｇを大きくすることにより、例えば、カッ
ター３の基礎円半径Ｒｇの値の変更を必要とする場合でも、その変更量に対する基礎円半
径Ｒｇの値の変更量が小さくなり、歯形を修正しなくとも精度の高い加工を現出する。
【００５６】
　特に、内歯歯車２１を加工する際には、カッター３のインボリュート面１０Ｐの領域で
ワーク１を切削することで、内歯歯車２１のインボリュート面を作り出すことになるが、
カッター３のインボリュート面１０Ｐの領域が歯丈方向で最小１０パーセント程度である
ため、内歯歯車２１の歯においてもインボリュート面の領域は１０パーセント程度となる
。しかしながら、波動歯車装置は内歯歯車２１に対して外歯歯車２２が弾性変形すること
により歯丈方向に歯車同士が相対的に変位する運動を行いながら噛合位置を移動させるも
のであるため、夫々の歯のインボリュート面同士が継続的に接触して動力を伝える必要は
なく、無理のない噛み合いを現出するのである。尚、波動歯車の内歯歯車２１と外歯歯車
２２とに形成されるインボリュート面に代えて、インボリュートとインボリュートに近い
曲線との組み合わせた曲線を採用しても良く、このような曲線を採用することにより性能
を向上させることも可能となる。
【産業上の利用可能性】
【００５７】
　本発明は、歯車全般を加工するための歯車加工装置に利用することができる。
【符号の説明】
【００５８】
１　　　　　ワーク・ワーク歯車
３　　　　　カッター
１１　　　　ピッチ円
１２　　　　インボリュート領域
１３　　　　歯先領域
１４　　　　歯元領域
１５　　　　基礎円
２１　　　　内歯歯車
２２　　　　外歯歯車
Ｒｄ　　　　平均半径
Ｒｇ　　　　基礎円半径
Ｚｗ　　　　ワーク歯数
Ｚｃ　　　　カッター歯数
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