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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
歯面は、噛み合いピッチ点近傍における曲率半径の中での最小曲率半径を極大化する自由
曲面から構成され、かつ、歯底面は、歯元近傍における曲率半径の中での最小曲率半径を
極大化する自由曲面から構成されることを特徴とする変速機用歯車。
【請求項２】
前記歯面は、スパー歯車又はヘリカル歯車を構成することを特徴とする請求項１記載の変
速機用歯車。
【請求項３】
前記歯面は、サイクロイドヘリコイド曲面、トロコイドヘリコイド曲面、円弧ヘリコイド
曲面、リマソンヘリコイド曲面、三次元座標曲面、エピトロコイドヘリコイド曲面、ペリ
トロコイドヘリコイド曲面の夫々単独の曲面から構成され、
或いはこれらにインボリュートヘリコイド曲面を含めた何れか３種を組み合わせた複合曲
面から構成されることを特徴とする請求項１記載の変速機用歯車。
【請求項４】
前記歯面は、サイクロイド曲面、トロコイド曲面、エピトロコイド曲面、ペリトロコイド
曲面、円弧曲面又はリマソン曲面の夫々単独の曲面から構成され、
或いはこれらにインボリュート曲面を含めた何れか３種を組み合わせた複合曲面から構成
されることを特徴とする請求項１記載の変速機用歯車。
【請求項５】
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前記歯面は、サイクロイドヘリコイド曲面、トロコイドヘリコイド曲面、円弧ヘリコイド
曲面、リマソンヘリコイド曲面、三次元座標曲面、エピトロコイドヘリコイド曲面、ペリ
トロコイドヘリコイド曲面の夫々単独の曲面から構成され、
かつ、バイアス修正を施した螺旋曲面から構成されることを特徴とする請求項１記載の変
速機用歯車。
【請求項６】
前記歯面は、サイクロイドヘリコイド曲面、トロコイドヘリコイド曲面、円弧ヘリコイド
曲面、リマソンヘリコイド曲面、三次元座標曲面、エピトロコイドヘリコイド曲面、ペリ
トロコイドヘリコイド曲面の夫々単独の曲面から構成され、
かつ、中膨らみのクラウニングが施され、
或いは歯先面の幅が歯筋方向で先細りのテーパが施されることを特徴とする請求項１記載
の変速機用歯車。
【請求項７】
前記歯面は、サイクロイドヘリコイド曲面、トロコイドヘリコイド曲面、円弧ヘリコイド
曲面、リマソンヘリコイド曲面、三次元座標曲面、エピトロコイドヘリコイド曲面、ペリ
トロコイドヘリコイド曲面の夫々単独の曲面から構成され、
かつ、中窪みのクラウニングが施されることを特徴とする請求項１記載の変速機用歯車。
【請求項８】
前記歯底は、円弧曲面から構成されることを特徴とする請求項１記載の変速機用歯車。
【請求項９】
熱間鍛造によって成形される請求項１記載の変速機用歯車。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
この発明は、自動車、建設機械、産業機械等に使用される変速機用の歯車であって、スパ
ー歯車又はヘリカル歯車の歯面形状に関する。スパー歯車の場合、その歯面は、サイクロ
イド曲面、トロコイド曲面、エピトロコイド曲面、ペリトロコイド曲面、円弧曲面、リマ
ソン曲面の夫々単独の曲面から構成され、或いはこれらにインボリュート曲面を含めた中
から選んだ曲面を組み合わせた複合の曲面から構成される。また、ヘリカル歯車の場合は
、その歯面は、サイクロイドヘリコイド曲面、トロコイドヘリコイド曲面、円弧ヘリコイ
ド曲面、リマソンヘリコイド曲面、三次元座標曲面、エピトロコイドヘリコイド曲面、ペ
リトロコイドヘリコイド曲面の夫々単独の曲面から構成され、或いはこれらにインボリュ
ートヘリコイド曲面を含めた中から選んだ曲面を組み合わせた複合の曲面から構成される
。一方、歯面のＴＩＦ（後述する）以下の歯底面は、サイクロイド曲面、トロコイド曲面
、エピトロコイド曲面、ペリトロコイド曲面、円弧曲面、リマソン曲面の夫々単独から構
成される。これ等の歯面又は歯底を構成する単独の曲面、或いは複合の曲面を総称して以
下自由曲面と称する。本願発明は、自由曲面が熱間鍛造或いは冷間鍛造によって形成され
、先ず、歯面の噛み合いピッチ円近傍における最小曲率半径を極大化して面圧疲労強度を
向上させるとともに、歯元近傍における最小曲率半径を極大化して曲げ疲労強度を向上さ
せた変速機用の歯車に関するものである。
【０００２】
ところで前述した歯車用語について図１２を参照しながら説明する。歯形を拡大して斜視
図として示し、各部位の名称を以下の通り定義する。ヘリカル歯１は、符号Ａ～Ａ’間で
示す歯先面１１、その左右に符号Ａ～Ｂ間で示す歯面１２、符号Ｂ～Ｂ’間で示す歯底面
１３、他に歯端面１４及び歯元１６から構成される。ここで、符号Ａ、Ａ’は歯車同士の
噛み合い終わりの点で、歯面１２と歯先面１１との境界点であり、また符号Ｂ、Ｂ’は歯
車同士の噛み合い初めの点で歯元１６に相当し、歯面１２と歯底面１３との境界点である
。歯面の符号Ａ～Ｂ間に噛み合いピッチ点Ｐがあり、夫々の歯形の噛み合いピッチ点Ｐを
結ぶ円弧が噛み合いピッチ円径（Ｍａｔｉｎｇ　Ｐｉｃｈ　Ｃｉｒｃｌｅ　Ｄｉａ）で、
以下ＰＣＤと称する。また、歯底面１３の符号Ｂ、Ｂ’間の最も凹んだ点を符号Ｄとし、
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夫々の歯形の符号Ｄ点を連続して結ぶ円弧を歯底径Ｒと称する。また、夫々の歯元の符号
Ｂ、Ｂ’を連続して結ぶ円弧が最小噛み合いインボリュート径（Ｔｒｕｅ　Ｉｎｖｏｌｕ
ｔｅ　Ｆｉｌｌｅｔ　Ｄｉａ）で、以下ＴＩＦと称する。ところで、他に類似の刻みピッ
チ円径という用語があって、これは歯車固有のもので歯車単体の歯数に軸直角モジュール
を乗じたもので、相手の歯車とは関係ない個別の用語である。これに対して、ＰＣＤは、
噛み合う相互歯車の中心間距離を歯数比の逆比率で配分した点を連続して結んだ線であり
、このＰＣＤ上の噛み合いピッチ点Ｐにおいて、歯車同士が噛み合って転がり運動によっ
て相互の歯車が回転し、滑り運動は生じない。この噛み合いピッチ点Ｐにおいて歯車同士
が噛み合う際に面圧が最も高くなり、延いてはピッチング等の微小な剥離が生じて歯車の
寿命を短かくする。また、最小曲率半径とは、噛み合いピッチ点Ｐの近傍を構成する複数
の曲面の中で、夫々の曲率半径の最小のものである。他に、歯根元の符号Ｂと歯底の符号
Ｄとの間の曲面を歯元近傍と呼ぶ。
【０００３】
従来、歯車は切削工法によって歯形が形成され、その当初は、ホイヘンスの振り子時計の
発明による回転角度誤差の少ないサイクロイド曲面を有する歯車が伝達機構の分野におい
て採用された。しかしながら、このサイクロイド歯車は回転の角度誤差が少なく時計歯車
に好適であるという長所を有するものの複雑な曲面からなるので切削工具の形状が複雑と
なり、しかも一歯毎の歯切りに時間を要した。時代は進み産業革命によって動力伝達用に
大量の歯車が必要となるにつれ、量産性のないサイクロイド歯車は消滅していった。そこ
で、量産加工に適した直線刃創成切削工法による歯切りが開発され、その歯面はインボリ
ュート曲面からなり、歯底はトロコイド曲面からなる歯車が得られるようになった。この
歯車の軸直角断面図を図１３に示す。現在、実用化されている歯車の大部分はこの工法に
よるものであり、工具は簡単な直線状のラックカッターである故に、その加工された歯面
はインボリュート曲面に、歯底はトロコイド曲面に夫々固定され、他の曲面を得ることが
できなかった。直線刃創成切削工法による従来の歯車の製法を以下に整理すると、カッタ
ーの切込み量を調整することにより歯厚を容易に変更することができ、歯元強度のコント
ロールが可能となる。更に、製作が容易な直線状のラックカッターによりインボリュート
曲面を加工できる。この得られたインボリュート歯車は組み合わせる歯車の中心間距離に
ばらつきがあってもバックラッシュを一定にすることができ、振動、音の衝撃を緩和する
ことができる。そして、法線ピッチが同じであれば歯車仕様の制約がなく自由に組み合わ
せができる。また、インボリュート曲面からなる歯車は、使用に際し転位が可能で歯車の
軸間距離を多少変更することによって歯車同士を正しく噛み合わせることができる等の長
所を有する。しかしながら、インボリュート曲面を有する歯車同士の噛み合いの際は転が
りと滑りとで回転運動が構成されるので、滑りの有る回転をする時に回転角度誤差が生じ
るとともに、インボリュート曲面同士の滑りのためノイズが発生し易い。そして、歯面が
インボリュート曲面なので噛み合い点近傍におけるヘルツ応力を極小にすることができず
、面圧疲労強度が弱い等の問題が残る。その他、直線刃創成切削工法によるインボリュー
ト歯車では歯底がトロコイド曲面に固定されるので歯元近傍の曲率半径を大きくするには
幾何学的に限界がある。特に、自動車用変速機の歯車には歯元強度が要求されるので、こ
の歯元部に応力が集中する理由により直線刃創成切削工法による歯車では変速機の小型化
、軽量化に対応することは困難になった。一方、近代におけるＮＣ加工技術の進歩をもっ
てしても、インボリュート或いはトロコイド以外の曲面を得るための切削歯切り工具を製
作することが困難であった。しかしながら、鍛造成形によって歯形を形成するという視点
へと変えれば、ＮＣ加工技術の進歩によって如何なる形状の曲面を有する金型であっても
製作可能であり、この金型を使用する鍛造成形によってインボリュート曲面或いはトロコ
イド曲面以外の自由曲面、或いは３次元の曲面をも得ることができるようになった。この
他、時計用の歯車は歯面、歯底ともサイクロイド曲面から形成されている。また、ポンプ
用の歯車は歯面、歯底ともトロコイド曲面から形成されている。
【０００４】
近代におけるＮＣ技術による金型製作技術の進歩を背景に、歯車の強度を向上させるため
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に歯面又は歯底の形状を工夫した以下のような提案がなされた。例えば、インボリュート
歯車において、それの回転伝達機能を損なうことなく、それの歯の強度を向上させるもの
で、各歯面の全体領域を、歯面同士の接触点の軌跡を含んでそれに沿って延びる帯状の接
触領域と、それの外側に位置する非接触領域とに仕切る。接触領域は、インボリュートヘ
リコイドとして形成し、相手歯車の歯面に対する歯当たり面として機能させる。非接触領
域は、相手歯車の歯面に接触しない形状であって、前記全体領域がインボリュートヘリコ
イドとして形成された場合の基本歯面形状に対し、当該インボリュート歯車における歯の
強度が直接にまたは間接に向上する向きに変更された形状を与える。例えば、歯先を歯幅
方向の両側において基本歯先形状に対して欠落させるとともに、歯底を歯幅方向の両側に
おいて基本歯底形状に対して隆起させる（特許文献１参照）。また、他に歯底形状につい
て以下のような提案がある。歯元部分の強度が優れた高強度歯車を提供せんことを目的と
し、その第１の要旨は、インボリュート歯車等において、歯元部分の形状が、歯形創成理
論に基づいた形状でない歯形に形成されていることである。また、第２の要旨は、歯底が
、歯形創成理論外の歯底曲面により応力集中を回避し得る歯底面に形成されていることで
ある。また、第３の要旨は、前記歯形が鍛造工法の後、圧造工法、サイジング工法等によ
り形成されたものであることである。また、第４の要旨は、前記歯形が、歯形中心または
歯底中心に対し左右非対称に形成されていることである。また、第５の要旨は、歯底が、
歯形中心または歯底中心に対し左右異なる形状に形成されていることである。また、第６
の要旨は、前記歯形内部に、前記鍛造工法、圧造工法、サイジング工法等により連続した
ファイバーフロー（繊維組織）が形成されていることである（特許文献２参照）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２００４―３６０８７７号公報
【特許文献２】特開平８―１０５５１３号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
以上の通りであって、まとめると従来の歯車には以下のような問題点がある。
【０００７】
インボリュート歯車の歯面に視点を向けると、歯車同士の噛み合いの際インボリュート曲
面同士が滑りながらの回転をするために回転角度誤差が生じるとともに、インボリュート
曲面同士が滑るためにノイズが発生し易く、又摩耗が発生し易い。他に、歯面がインボリ
ュート曲面なので曲率半径を大きくできず噛み合い点近傍におけるヘルツ応力が極大化す
るため、面圧疲労強度が低い等の問題が残った。一方、インボリュート歯車の歯底に視点
を向けると、トロコイド曲面なので歯底部の曲率半径を大きくするには幾何学的な限界が
あり、歯元部に応力が集中するので曲げ疲労強度が低下する。これらの二つの理由のため
、直線刃創成切削工法によるインボリュート歯車では変速機の小型化、軽量化に対応する
ことは困難であり、更にギヤノイズの減少に対応することも困難であった。
【０００８】
そこで、本願発明は以上のような課題に着目してなされたもので、近代のＮＣ加工技術を
駆使することによって自由曲面を有する鍛造金型を製作することに辿り着き、これを生産
性に優れた鍛造成形に適用させることによって、歯面にインボリュート曲面、歯底面にト
ロコイド曲面ではなく、これらの面に自由曲面を実現させた歯車であって、歯面の噛み合
い点近傍におけるヘルツ応力を減少させることによって面圧疲労強度を向上させるととも
に、歯底面の歯元部における曲げ応力を減少させることによって曲げ疲労強度を向上させ
、かつ、ギヤノイズの発生を抑えた変速機用の歯車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】
【０００９】
近年ではＮＣ加工技術の進歩によって如何なる曲面の金型でも得ることができ、この金型
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を鍛造成形に適用させることによって、自由曲面を有する歯車を得ることに着目した。更
に本願発明者等は、歯面の噛み合いピッチ円近傍の曲面の最小曲率半径、或いは歯底面の
最小曲率半径を極大にするために試行錯誤を繰り返し、歯形の部位に最適な面圧強度及び
曲げ強度に優れる歯車を実現させた。本願発明の変速機用歯車はかかる知見を基に具現化
したもので、請求項１の発明は、歯面は、噛み合いピッチ点近傍における曲率半径の中で
の最小曲率半径を極大化する自由曲面から構成され、かつ、歯底面は、歯元近傍における
曲率半径の中での最小曲率半径を極大化する自由曲面から構成されることを特徴とする変
速機用歯車である。請求項２の発明は、前記請求項１の特徴に加えて、前記歯面は、スパ
ー歯車又はヘリカル歯車を構成することを特徴とする変速機用歯車である。請求項３の発
明は、前記請求項１の特徴に加えて、前記歯面は、サイクロイドヘリコイド曲面、トロコ
イドヘリコイド曲面、円弧ヘリコイド曲面、リマソンヘリコイド曲面、三次元座標曲面、
エピトロコイドヘリコイド曲面、ペリトロコイドヘリコイド曲面の夫々単独の曲面から構
成され、或いはこれらにインボリュートヘリコイド曲面を含めた何れか３種を組み合わせ
た複合曲面から構成されることを特徴とする変速機用歯車である。請求項４の発明は、前
記請求項１の特徴に加えて、前記歯面は、サイクロイド曲面、トロコイド曲面、エピトロ
コイド曲面、ペリトロコイド曲面、円弧曲面又はリマソン曲面の夫々単独の曲面から構成
され、或いはこれらにインボリュート曲面を含めた何れか３種を組み合わせた複合曲面か
ら構成されることを特徴とする変速機用歯車である。請求項５の発明は、前記請求項１の
特徴に加えて、前記歯面は、サイクロイドヘリコイド曲面、トロコイドヘリコイド曲面、
円弧ヘリコイド曲面、リマソンヘリコイド曲面、三次元座標曲面、エピトロコイドヘリコ
イド曲面、ペリトロコイドヘリコイド曲面の夫々単独の曲面から構成され、かつ、バイア
ス修正を施した螺旋曲面から構成されることを特徴とする変速機用歯車である。請求項６
の発明は、前記請求項１の特徴に加えて、前記歯面は、サイクロイドヘリコイド曲面、ト
ロコイドヘリコイド曲面、円弧ヘリコイド曲面、リマソンヘリコイド曲面、三次元座標曲
面、エピトロコイドヘリコイド曲面、ペリトロコイドヘリコイド曲面の夫々単独の曲面か
ら構成され、かつ、中膨らみのクラウニングが施され、或いは歯先面の幅が歯筋方向で先
細りのテーパが施されることを特徴とする変速機用歯車である。請求項７の発明は、前記
請求項１の特徴に加えて、前記歯面は、サイクロイドヘリコイド曲面、トロコイドヘリコ
イド曲面、円弧ヘリコイド曲面、リマソンヘリコイド曲面、三次元座標曲面、エピトロコ
イドヘリコイド曲面、ペリトロコイドヘリコイド曲面の夫々単独の曲面から構成され、か
つ、中窪みのクラウニングが施されることを特徴とする変速機用歯車である。請求項８の
発明は、前記請求項１の特徴に加えて、前記歯底は、円弧曲面から構成されることを特徴
とする変速機用歯車である。請求項９の発明は、前記請求項１の特徴に加えて、熱間及び
冷間鍛造によって成形されることを特徴とする変速機用歯車である。
【発明の効果】
【００１０】
歯車の歯面に単独或いは複合の自由曲面を適用させ、歯面におけるヘルツ応力を減少させ
ることによって面圧疲労強度を改善し、かつ、歯底面における応力集中を回避させること
によって曲げ疲労強度を改善した。また、歯面に単独或いは複合の自由曲面を適用させる
ことによってノイズを解消するとともに、噛み合いピッチ円近傍の歯面の最小曲率半径を
極大化できるので、歯面のピッチング或いは剥離が減少する。即ち、自由曲面を自由に選
択、組み合わせることによって、歯面の最小曲率半径を極大にするとともに、歯底の最小
曲率半径を極大にすることが可能となり、歯面の面圧疲労強度とともに歯底の曲げ疲労強
度を向上させた。一方、生産性からは、この歯車に適用させる熱間及び冷間鍛造成形工法
は生産性に優れ、大量生産に好適である。
【図面の簡単な説明】
【００１１】
【図１】実施例１におけるヘリカル歯車を示す斜視図である。
【図２】同上、単独の自由曲面から構成される歯面及び歯底面の断面図である。
【図３】実施例２における複合した自由曲面から構成される歯面及び歯底面の断面図であ
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る。
【図４】実施例３における歯面にバイアスをかけた自由曲面から構成される歯形の斜視図
である。
【図５】同上、歯面をバイアスさせた自由曲面から構成される歯形の斜視図である。
【図６】実施例４における歯面に中膨らみを施した中凸クラウニング歯形の斜視図である
。
【図７】実施例５における歯先面にテーパを施したテーパリード歯形の斜視図である。
【図８】実施例６における歯面に中窪みを施した中凹クラウニング歯形の斜視図である。
【図９】実施例７における外周にヘリカル歯と内側にドッグクラッチ歯を有する変速機用
歯車の斜視図である。
【図１０】同上、変速機用歯車の製造過程を示す工程図である。
【図１１】同上、熱間鍛造によって歯形を成形するための実施形態を示す模式図である。
【図１２】歯車用語の説明図である。
【図１３】従来例による歯形の断面図である。
【発明を実施するための形態】
【００１２】
本願発明の実施の形態を、添付図面に例示した本願発明の実施例に基づいて以下に具体的
に説明する。
【実施例１】
【００１３】
本実施例は、スパー歯車又はヘリカル歯車を対象とし、図１、２を参照しながら説明する
。図１は、本実施例における変速機用歯車の斜視図である。図２は、単独の自由曲面から
構成される歯形の断面図である。
【００１４】
本実施例における変速機用歯車を図１に示し、以下に歯車の各部の名称を以下に説明する
。変速機用歯車Ｗの外周のヘリカル歯１は、歯筋方向に歯先面１１、その左右に歯面１２
、これらを立ち上げる歯底面１３及び歯筋方向上下の歯端面１４、１４及び歯元１６から
構成される。ここでは、歯筋方向が歯車の回転軸方向に対して捩れたヘリカル歯１の歯面
について説明する。
【００１５】
外周のヘリカル歯１の歯形のノルマル断面を図２に示し、歯面及び歯底は夫々単独の自由
曲面１から構成され、全体の歯形は複合の自由曲面から構成される。図１で説明した歯車
各部の名称と、本図２の記号を対応させると以下のようになる。符号Ａ～Ａ’間で示す歯
筋方向の歯先面１１、その左右に符号Ａ～Ｂ間で示す歯面１２、歯元の符号Ｂ～Ｂ’間で
示す歯底面１３から構成される。ここで、符号Ａ、Ａ’は歯車同士が噛み合い終わる点で
歯面１２と歯先面１１との境界点に相当し、また符号Ｂ、Ｂ’は歯車同士が噛み合い初め
の点で歯元１６に相当し、歯面１２と歯底面１３との境界点である。本自由曲面１の歯形
曲面は、符号Ａ～Ｂ間は単独のサイクロイドヘリコイド曲面から構成され、符号Ｂ～Ｂ’
間の歯底面１３は単独の円弧から構成される。なお、サイクロイドヘリコイド曲面と円弧
曲面のつなぎは接線を共有し、変曲点の無い連続した線を保持するようにする。しかしな
がら、歯元の符号Ｂ、Ｂ’を結ぶ線ＴＩＦ（図１２参照）よりも低い歯底において、歯元
が肉薄になるアンダーカット気味になっても、或いは非連続性を有するようになっても最
小曲率半径が極大になることを優先する。歯形の軸直角断面がこの様な曲面から構成され
る本歯車では、以下のような作用効果を有する。先ず、円弧曲面から構成される歯底面に
おいては、曲率半径が極大になるので応力集中が回避されて曲げ強度が向上する。同様に
、歯面が転がりの回転運動を生むサイクロイドヘリコイド曲面なので、歯面における噛み
合いが非常にスムーズになる。また、歯面の曲率半径が大きくヘルツ応力が減少するので
、噛み合いピッチ点Ｐの近傍におけるピッチング強度或いは面圧疲労強度が向上し、この
近傍で歯面の陥没、剥離等が発生し難い。ギヤノイズの点では、従来のインボリュートヘ
リコイド曲面の場合と同等であるが使用上は問題ない。
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【００１６】
前段落において説明した歯形とは異なり、歯面が他の自由曲面から構成される歯形を、同
様に図２を参照しながら説明する。本自由曲面２の歯形曲面は、符号Ａ～Ｂ間は単独のト
ロコイドヘリコイド曲面から構成され、符号Ｂ～Ｂ’間の歯底面１３は単独の円弧曲面か
ら構成される。この他、歯面は円弧ヘリコイド曲面、リマソンヘリコイド曲面、三次元座
標曲面の夫々単独の曲面から構成される。また、スパー歯車の場合は、歯面は、サイクロ
イド曲面、トロコイド曲面、エピトロコイド曲面、ペリトロコイド曲面、円弧曲面、リマ
ソン曲面の夫々単独の曲面から構成される。なお、歯底面１３は単独の円弧曲面から構成
され、以下の実施例についても同様である。歯形の断面がこの様な曲面から構成される本
歯車では、以下のような作用効果を有する。先ず、円弧曲面から構成される歯元において
は、歯底部の曲率半径が極大になるので応力集中が回避されて曲げ強度が向上する。一方
、歯面においては、噛み合いピッチ点Ｐの近傍におけるピッチング強度の点では従来のイ
ンボリュートヘリコイド曲面の場合と同等であり使用上問題ない。同様に、歯面における
噛み合いの点では従来のインボリュートヘリコイド曲面の場合と同等であり使用上問題な
い。噛み合いのスムーズさの点では、歯面がトロコイドヘリコイド曲面から構成されるの
で従来のインボリュートヘリコイド曲面の場合より劣る。
【実施例２】
【００１７】
本実施例は、スパー歯車又はヘリカル歯車を対象とし、図３を参照しながらスパー歯車の
場合について説明する。本実施例の実施例１との相違点は、歯面が複合した自由曲面から
構成されるところにある。以下実施例１と相違する箇所について主に説明する。図２とは
異なる軸直角断面を図３に示し、歯面は複合の自由曲面から、歯底は単独の自由曲面から
夫々構成され、全体の歯形は複合の自由曲面３から構成される。本自由曲面３の歯形曲面
の中、歯面は三種の複合曲面から構成され、符号Ａ～Ｃ間はエピトロコイド曲面、符号Ｃ
～Ｃ’間はサイクロイド曲面、符号Ｃ’～Ｂ間はトロコイド曲面から夫々構成される。一
方、符号Ｂ～Ｂ’間の歯底は単独の円弧から構成される。ここで、符号Ａ～Ｃ間は歯先側
でありアデンダム曲面と称し、符号Ｃ～Ｃ’間は噛み合いピッチ点近傍と称し、符号Ｃ’
～Ｂ間は歯元側でありディデンダム曲面とする。歯面は曲面なので、歯面を直線長さで表
す全展開長さ（Ｌｅｎｇｔｈ　ｏｆ　Ｐｏｉｎｔ　Ｃｏｎｔａｃｔ、以下ＬＰＣ）で表現
し、符号Ａ～Ｂ間のＬＰＣを符号Ｌとする。ここで、噛み合いピッチ点近傍を以下の通り
定義する。噛み合いピッチ点近傍とは、噛み合いピッチ点Ｐの両側で、プラスマイナス　
Ｏ．１Ｌ　の範囲をいう。噛み合いピッチ点Ｐの両側の符号Ｃ、Ｃ‘は夫々噛み合いピッ
チ点ＰからＯ．１Ｌの直線距離の点である。歯形の軸直角断面がこの様な曲面から構成さ
れる本歯車では、以下のような作用効果を有する。先ず、円弧から構成される歯底面にお
いては、歯底部の曲率半径が極大になるので耐曲げ強度に非常に優れる。噛み合いピッチ
点Ｐの近傍における耐ピッチング強度の点では従来のインボリュート曲面の場合と同等で
あり使用上問題ない。同様に、歯面における噛み合いの点では従来のインボリュート曲面
と同等であり使用上問題ない。噛み合いのスムーズさの点では、歯面がトロコイド曲面か
ら構成されるので従来のインボリュート曲面より劣る。
【００１８】
同じく歯面は複合の自由曲面からなり、前段落における歯形とは異なり、歯面が他の自由
曲面から構成される歯形を、同様に図３を参照しながら説明する。本自由曲面４の歯形曲
面は、符号Ａ～Ｃ間はトロコイド曲面、符号Ｃ～Ｃ’間はサイクロイド曲面、符号Ｃ’～
Ｂ間はエピトロコイド曲面から夫々構成される。一方、符号Ｂ～Ｂ’間の歯底面は単独の
円弧曲面から構成される。歯形の軸直角断面がこの様な曲面から構成される本歯車では、
以下のような作用効果を有する。先ず、円弧から構成される歯底面においては、歯底部の
曲率半径が極大になるので耐曲げ強度に非常に優れる。同様に、歯面が転がりの回転運動
を生むサイクロイド曲面なので、歯面における噛み合いが非常にスムーズになる。また、
歯面の曲率半径が大きくヘルツ応力が下がるので、噛み合いピッチ点Ｐの近傍における耐
ピッチング強度に優れ、この近傍で歯面の陥没、剥離等が発生し難い。ギヤノイズの点で



(8) JP 5520374 B2 2014.6.11

10

20

30

40

50

は従来のインボリュート曲面の場合と同等であるが使用上は問題ない。
【００１９】
また、同じく歯面は複合の自由曲面からなり、前段落における歯形とは異なり、歯面が他
の自由曲面から構成される歯形を、同様に図３を参照しながら説明する。本自由曲面５の
歯形曲面は、符号Ａ～Ｃ間はインボリュート曲面、符号Ｃ～Ｃ’間はサイクロイド曲面、
符号Ｃ’～Ｂ間はトロコイド曲面から夫々構成される。一方、符号Ｂ～Ｂ’間の歯底面は
単独の円弧曲面から構成される。歯形の軸直角断面がこの様な曲面から構成される本歯車
では、以下のような作用効果を有する。先ず、円弧曲面から構成される歯底面においては
、歯底部の曲率半径が極大になるので耐曲げ強度に非常に優れる。同様に、歯面が転がり
の回転運動を生むサイクロイド曲面なので、歯面における噛み合いが非常にスムーズにな
る。また、歯面の曲率半径が大きくヘルツ応力が下がるので、噛み合いピッチ点Ｐの近傍
における耐ピッチング強度に優れ、この近傍で歯面の陥没、剥離等が発生し難い。同様に
、歯面の歯先側がインボリュートなのでギヤノイズの点で優れる。この他、歯面は、サイ
クロイド曲面、トロコイド曲面、エピトロコイド曲面、インボリュート曲面を含み、ペリ
トロコイド曲面、円弧曲面、リマソン曲面の中から選んだ何れか３種の曲面を組み合わせ
た複合曲面から構成される。また、ヘリカル歯車の場合は、歯面は、サイクロイドヘリコ
イド曲面、トロコイドヘリコイド曲面、インボリュートヘリコイド曲面、円弧ヘリコイド
曲面、リマソンヘリコイド曲面、三次元座標曲面、エピトロコイドヘリコイド曲面、ペリ
トロコイドヘリコイド曲面の何れか３種の曲面を組み合わせた複合曲面から構成される。
【００２０】
以上、歯形の断面を図２及び３に示し、夫々の歯形の特徴を説明した。歯面が単独の曲面
から構成される図２より、歯面が複合の曲面から構成される図３の方が歯車の実用性の上
から好ましい。
【実施例３】
【００２１】
本実施例はヘリカル歯車を対象とする。歯面にバイアス修正をかけ、捩れ角を有する螺旋
曲面を備えている。図４、５を参照しながら説明する。本実施例の実施例１又は実施例２
との相違点は、歯面にバイアス修正をかけたところにある。図４は、歯面をバイアスイン
させた自由曲面から構成される歯形の斜視図である。図５は、歯面をバイアスアウトさせ
た自由曲面から構成される歯形の斜視図である。
【００２２】
歯形の説明の前に歯車用語について説明する。歯面を捩じるには二方法があり、バイアス
イン或いはバイアスアウトの考え方がある。バイアスインの歯車は、鈍角側を歯先下がり
になるようにするとともに、鋭角側を歯先上がりになるように捩じり修正を加えることに
よって得られる。この歯車は、ＤＩＮ規格７～９級レベルの精度が悪い歯車に適用される
。一方、バイアスアウトの歯車は、鋭角側を歯先下がりになるようにするとともに、鈍角
側を歯先上がりになるように捩じり修正を加えることによって得られる。この歯車は、Ｄ
ＩＮ規格４～６級レベルの精度が良い歯車に適用される。
【００２３】
先ず、外周のヘリカル歯１にバイアス修正を施した歯面を図４に示し、歯形はバイアスイ
ンと称する自由曲面６から構成される。図中の二点鎖線は、バイアス修正を加えない歯形
である。実線が本実施例のバイアスインの曲面であり、符号Ａ１、Ａ２、Ｂ２、Ｂ１で囲
まれた歯面が、修正なしの二点鎖線の歯形にバイアス修正を加えたバイアスイン歯車の歯
面である。また、符号Ａ１側が歯先下がりで鋭角になり、符号Ａ２側が歯先上がりで鈍角
になるようにバイアス修正を加える。本図４の自由曲面６の歯形曲面の中、歯面は単独の
自由曲面から構成され、符号Ａ１、Ａ２、Ｂ２、Ｂ１で囲まれた歯面がサイクロイドヘリ
コイド曲面である。このバイアスインの歯車の特徴は、歯面におけるギヤノイズの点で非
常に優れることである。本バイアスインと称する自由曲面６は本願発明の実施例１及び２
よりギヤノイズ特性に優れ、中でもサイクロイドヘリコイド曲面が好ましい。その理由は
、歯車同士の噛み合いの際に全歯面が転がりの回転運動をして滑りが無いからである。ま
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た、バイアスインの歯車は、歯面の精度は劣るが後述する熱間鍛造或いは冷間鍛造により
実用的な歯面を形成することができる。この他、トロコイドヘリコイド曲面、円弧ヘリコ
イド曲面、リマソンヘリコイド曲面、カムフェースに採用される三次元座標曲面、エピト
ロコイドヘリコイド曲面、ペリトロコイドヘリコイド曲面でもよい。このことは、次の図
５に示すバイアスアウトの歯面についても同様である。
【００２４】
次に、外周のヘリカル歯１にバイアス修正を施した歯面を図５に示し、歯形はバイアスア
ウトと称する自由曲面７から構成される。図中の二点鎖線は、バイアス修正を加えない歯
形である。実線が本実施例のバイアスアウトの曲面であり、符号Ａ１、Ａ２、Ｂ２、Ｂ１
で囲まれた曲面が、修正なしの二点鎖線の歯形にバイアス修正を加えたバイアスアウト歯
車の歯面である。また、符号Ａ１側が歯先下がりで鈍角になるようにするとともに、符号
Ａ２側が歯先上がりで鋭角になるように捩じりの修正を加える。本自由曲面７の歯形曲面
の中、歯面は単独の自由曲面から構成され、符号Ａ１、Ａ２、Ｂ２、Ｂ１で囲まれた歯面
がサイクロイドヘリコイド曲面である。本実施例のバイアスアウトの歯形は、歯形の精度
をよくするために場合によっては研磨によって歯形の仕上げをする。歯面研削を施して歯
形の精度を上げた場合は、このバイアスアウト歯車の特徴は、歯面におけるギヤノイズの
点で非常に優れる。
【００２５】
以上、実施例１及び２の歯面にバイアス修正を施した実施例３において、自由曲面からな
る歯形について説明した。本願発明を適用する自動車の変速機用の分野では、ギヤノイズ
の低減が長年の課題である。この課題は実施例１の歯面にバイアス修正をかけることによ
って、変速機ケースの剛性不足を補うとともに、軸アライメント誤差を吸収し、或いは歯
車同士の噛み合い変動を吸収し、回転のスムーズさ並びにギヤノイズの低減をすることが
できる。ところで、バイアスイン歯形とバイアスアウトの歯形を選択するにあたっては以
下のことを考慮する。バイアスインの歯形は、歯面の精度が悪く、常に噛み合う歯数の噛
み合い率が低く、変速機ケースの剛性が低い場合に適合し、実用化可能である。一方、バ
イアスアウトの歯形は、歯面の精度が良く、噛み合い率が高く、変速機ケースの剛性が高
い場合に適合する。以上を考慮すると実施例１、実施例２及び実施例３の中で、本実施例
のバイアスインの歯形がギヤノイズを解決する最も理想的な歯形であり、このバイアスイ
ン歯形に後述する熱間鍛造或いは冷間鍛造を適用させることによって量産が可能となり、
実用的な変速機用の歯車を実現することができた。他に、この歯面を有する歯車を使用す
ることによって、荷重変動が少なくなるので歯車の軸を支持する軸受にかかる振動が減少
してギヤノイズが低減する。また、荷重変動が少なくなることによって、歯面における耐
ピッチング及び歯元近傍における曲げ強度に優れる。
【実施例４】
【００２６】
本実施例は、スパー歯車又はヘリカル歯車を対象とし、図６を参照しながら説明する。本
実施例の実施例１、２又は実施例３との相違点は、歯面に中膨らみのクラウニングを施し
たところにある。図６は、歯面が中膨らみの中凸クラウニング歯形の斜視図である。
【００２７】
中凸のクラウニング修正を施したヘリカル歯車の歯面を図６に示し、自由曲面８から構成
される。図中の二点鎖線は、中凸のクラウニング修正を加えない歯形である。実線が本実
施例の中凸クラウニングの歯面であり、符号Ａ１、Ａ２、Ｂ２、Ｂ１で囲まれた曲面であ
る。ここで、本図の噛み合いピッチ円Ｐ、Ｐを結ぶ線上において、膨らみ量Ｍは例えば１
～５０μｍである。本自由曲面８の歯形曲面の中、歯面は単独の自由曲面から構成され、
符号Ａ１、Ａ２、Ｂ２、Ｂ１で囲まれた歯面がサイクロイドヘリコイド曲面である。この
他、トロコイドヘリコイド曲面、円弧ヘリコイド曲面、リマソンヘリコイド曲面、カムフ
ェースに採用される三次元座標曲面、エピトロコイドヘリコイド曲面、ペリトロコイドヘ
リコイド曲面の夫々単独の曲面から構成される。また、スパー歯車の場合の歯面は、サイ
クロイド曲面、トロコイド曲面、エピトロコイド曲面、ペリトロコイド曲面、円弧曲面、
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リマソン曲面の夫々単独の曲面から構成される。次の実施例５におけるスパー歯車又はヘ
リカル歯車ついても同様に、これらの曲面によって歯形が構成される。歯面に膨らみを施
した中凸クラウニング歯形を構成する本自由曲面８では、従来のインボリュート曲面の歯
車対比、噛み合いピッチ点の近傍における耐ピッチング強度の点で優れる。詳しくは、歯
面では、噛み合いピッチ点Ｐでの曲率半径を極大化することによって、ヘルツ応力を下げ
ることができ、耐ピッチング強度に効果がある。一方、歯底では、歯底面での最小曲率半
径を極大化するには本自由曲面８の円弧がベストであり、歯元近傍における曲げ強度に優
れる。また、中凸クラウニング歯車同士の噛み合いの場合、歯面同士のエッジコンタクト
（以下片当り）を防ぐことができるので、振動が少なくなりギヤノイズが減少する。他に
、歯車の軸を支持する軸受の荷重変動を軽減することができるので、レーシング等用の特
殊車用途として衝撃強度或いは共振動の面で優位となる。更に、四輪駆動車或いは電気自
動車の用途では高減速比となって、歯面にかかる衝撃荷重が大きくなるので片当たりを嫌
う。この場合、本自由曲面８の中凸クラウニングを採用することによって片当たりの修正
を行うことができる。
【実施例５】
【００２８】
本実施例は、スパー歯車又はヘリカル歯車を対象とし、図７を参照しながら説明する。本
実施例の実施例４との相違点は、歯先面にテーパを施したところにある。図７は、歯先面
の幅寸法が先細りに傾斜したテーパリード歯形の斜視図である。
【００２９】
歯先面にテーパを施したヘリカル歯車の場合の歯面を図７に示し、歯形はテーパリード歯
と称する自由曲面９から構成される。ここで、テーパは一般的には対称であるが、非対称
のテーパを有する歯形も含む。図中の二点鎖線は、テーパを加えない歯形である。実線が
本実施例のテーパリード歯形であり、符号Ａ１、Ａ２、Ｂ２、Ｂ１で囲まれた歯面がサイ
クロイドヘリコイド曲面である。ここで、歯先面１１には歯筋方向手前から奥側へ先細り
になるようにテーパを施しており、手前側の大幅Ｓ１と奥側の小幅Ｓ２の差は例えば１μ
ｍ～０．５ｍｍである。従来のインボリュート曲面の歯車同士の噛み合いに比べて、本自
由曲面９のテーパを施したテーパリードのヘリカル歯車とストレートのヘリカル歯車との
噛み合いの場合、ケース剛性不足による片当たりを避け、歯当りが中央に寄るので耐曲げ
強度は優位になる。
【実施例６】
【００３０】
本実施例はヘリカル歯車を対象とする。歯面に中凹のクラウニングを施し、かつ、捩れ角
を有する螺旋曲面を備え、図８を参照しながら説明する。本実施例の実施例４又は５との
相違点は、噛み合う歯車対の夫々の回転軸が平行ではなく、交差するところにある。本図
は、歯面に中窪みを施した中凹クラウニング歯形の斜視図である。
【００３１】
中窪みを施した歯面を図８に示し、歯形は中凹クラウニング歯と称する自由曲面１０から
構成される。図中の二点鎖線は、中窪み修正を加えない歯形である。実線が本実施例の中
凹クラウニングの歯面であり、符号Ａ１、Ａ２、Ｂ２、Ｂ１で囲まれた曲面が歯面である
。ここで、本図の噛み合いピッチ円Ｐ、Ｐを結ぶ線上において、窪み量Ｎは例えば１μｍ
～０．５ｍｍである。本自由曲面１０は単独の自由曲面から構成され、中でもサイクロイ
ドヘリコイド曲面が好ましい。この他、トロコイドヘリコイド曲面、円弧ヘリコイド曲面
、リマソンヘリコイド曲面、カムフェースに採用される三次元座標曲面、エピトロコイド
ヘリコイド曲面、ペリトロコイドヘリコイド曲面でもよい。従来のインボリュート曲面の
歯車同士の噛み合いに比べて、本実施例の中凹クラウニングの歯車と中凸クラウニングの
歯車との噛み合いの場合、歯当たりを大きくとることによって伝達効率を向上させるとと
もに、噛み合いの際の変動荷重を少なくして伝達力のロスを低減できる。
【００３２】
なお、実施例１、２、３、４、５、６及び７において採用した自由曲面を以下のとおり定
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義する。自由曲面１は、図２に示すサイクロイドヘリコイド曲面と円弧曲面から構成され
る。自由曲面２は、同図に示すトロコイドヘリコイド曲面と円弧曲面から構成される。自
由曲面３は、図３に示すエピトロコイド曲面、サイクロイド曲面、トロコイド曲面及び円
弧曲面から構成される。自由曲面４は、同図に示すトロコイド曲面、サイクロイド、エピ
トロコイド曲面及び円弧曲面から構成される。自由曲面５は、同図に示すインボリュート
曲面、サイクロイド曲面、トロコイド曲面及び円弧曲面から構成される。自由曲面６は、
バイアスインの歯車であって、図４に示すサイクロイドヘリコイド曲面及び円弧曲面から
構成される。自由曲面７は、バイアスアウトの歯車であって、図５に示すサイクロイドヘ
リコイド曲面及び円弧曲面から構成される。自由曲面８は、中凸クラウニングの歯車であ
って、図６に示すサイクロイドヘリコイド曲面及び円弧曲面から構成される。自由曲面９
は、テーパリードの歯車であって、図７に示すサイクロイドヘリコイド曲面及び円弧曲面
から構成される。自由曲面１０は、中凹クラウニングの歯車であって、図８に示すサイク
ロイドヘリコイド曲面及び円弧曲面から構成される。
【実施例７】
【００３３】
本実施例では、実施例１、２、３、４、５、又は６で述べた各種自由曲面の歯形を変速機
用歯車に適用させ、図９～１１を参照しながら説明する。また、本実施例における熱間鍛
造は半密閉工法を意味し、冷間鍛造はサイジング工法又はコイニング工法を意味する。図
９は、外周にヘリカル歯と内側にドッグクラッチ歯を有する変速機用の沈みヘリカル歯車
の斜視図である。図１０は、沈みヘリカル歯車の製造過程を示す工程図である。図１１は
、熱間鍛造によって歯形を成形するための実施形態を示す模式図である。ここで、沈みヘ
リカル歯車とは、本出願人が開発し、内側のドッグクラッチ歯の歯根元が軸方向に対して
外周のヘリカル歯の歯端面より沈んだ歯車である。
【００３４】
歯形に自由曲面を適用させた沈みヘリカル歯車の鍛造について以下に述べる。本実施例の
沈みヘリカル歯車の詳細形状を図９に示し、外周のヘリカル歯１は、歯筋が軸方向に対し
て捩れて形成され、この内周側にドッグクラッチ歯２が形成される。ここで、ヘリカル歯
１及びドッグクラッチ歯２の夫々において、歯車の各部位の名称を次の通り定義する。先
ず、ヘリカル歯１は、歯筋方向に歯先面１１、その左右に歯面１２、１２、これらを立ち
上げる歯底面１３及び歯筋方向上下の歯端面１４、１４及び歯元１６から構成される。次
に、ドッグクラッチ歯２は、歯筋方向に歯先面２１、その左右に歯面２２、２２、先端が
尖ったチャンファ２３等から構成される。ヘリカル歯１とドッグクラッチ歯２との間には
窪んだ沈み溝４が同心円状に形成され、ドッグクラッチ歯２の歯根元２４は沈み溝４の底
面まで沈み直立して形成されている。即ち、ヘリカル歯１と同心円状に配設された内側の
ドッグクラッチ歯２は軸方向に対してヘリカル歯１の歯端面１４より沈んで形成される。
ドッグクラッチ歯２の内周側には円錐台状のコーン５が同軸状に突設され、この内周は上
下に軸孔３が貫通する。外周のヘリカル歯１と沈み溝４と内側のドッグクラッチ歯２及び
この内周側のコーン５は、夫々同軸上に熱間鍛造及び冷間鍛造によって一体成形される。
【００３５】
以上の沈みヘリカル歯車の製造プロセスを、図１０の工程図に基づき説明する。先ず、工
程（１）に示すように、歯車に適した円柱素材を所定の軸長に例えばビレットシャーによ
って切断した素材Ｗ１を得る。この場合、素材の材質として、例えば、ＳＣ鋼、ＳＣＲ鋼
、ＳＣＭ鋼、ＳＮＣ鋼、ＳＮＣＭ鋼等を使用することができる。次に、工程（２）に示す
ように、素材Ｗ１を例えば１１５０℃に加熱して熱間鍛造を施すことによって下側に出っ
張った凸部Ｗ２１を有する円盤状の素材Ｗ２を得る。次に、工程（３）に示すように、素
材Ｗ２上段の大径部Ｄ１の部位に熱間鍛造を施して軸方向に対して捩じれた荒ヘリカル歯
１０が荒形成され、同時に下段の小径部Ｄ２の部位にコーン５０を形成するとともに外周
の荒ヘリカル歯１０と内周のコーン５０との間に同心円状に荒沈み溝４０が形成される。
その他、コーン５０の内周に断面円形に凹んだ内径部Ｗ３１が形成され、荒ヘリカル歯１
０の形成によって上面外周に円板状にはみ出し鍔状のバリＷ３２を有する素材Ｗ３が得ら
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れる。次に、工程（４）に示すように、同じく熱間鍛造によってコーン５０の外周に凹ん
だ沈み溝４を仕上げ形成し、同時にこの底面に歯根元が立設する荒ドッグクラッチ歯２０
が形成された素材Ｗ４を得る。次に、工程（５）に示すように、素材Ｗ４の上面のバリＷ
３２の一部と内径部の中バリを打ち抜いて荒軸孔３０貫通した素材Ｗ５を得る。工程（６
）において、素材Ｗ５の上面のバリＷ３２を旋削し除去するとともに、焼きならしの熱処
理、ショットブラスト処理及び潤滑剤を塗布するボンデライト処理を施して素材Ｗ６を得
る。次いで工程（７）において、外周の荒ヘリカル歯１０は冷間しごき及び冷間コイニン
グ成形によって歯面がストレートに仕上げ形成され、かつ、歯端面の稜線部にＲ面取りが
施される。一方、内周の荒ドッグクラッチ歯２０はコイニング成形によって歯面がストレ
ートに形成され、かつ、歯先にチャンファが形成された素材Ｗ７を得る。次の工程（８）
において、外側の荒ヘリカル歯に冷間しごき及び冷間コイニング成形による冷間鍛造によ
って歯面にクラウニングが施され、かつ、歯端面の稜線部にＲ面取りが施されてヘリカル
歯１が完成する。最後に工程（９）において、工程（７）でストレートに成形された荒ド
ッグクラッチ歯に冷間鍛造によってチャンファから歯根元に向かって細くなる逆テーパ状
に加工が施されてドッグクラッチ歯２が完成する。以上の工程をまとめると、工程（２）
、（３）、（４）及び（５）は熱間鍛造であり、工程（７）、（８）及び（９）は冷間し
ごき及び冷間コイニング成形による冷間鍛造である。なお、後述する熱間鍛造による工程
（３）及び工程（４）の歯形成の詳細については図８を参照しながら更に後述する。
【００３６】
ここで、工程（３）における歯形成の詳細について図１１を参照しながら説明する。この
工程では自由曲面を有する歯形を形成するために熱間鍛造が施される。熱間鍛造とは、密
閉された金型内の空間に素材を閉じ込め、この素材にパンチを押し込んで所望の歯形を有
する歯車の鍛造方法であり、以下に沈みヘリカル歯車の成形についてその詳細を説明する
。素材Ｗ２を金型にセットして熱間鍛造によりヘリカル歯を成形する工程（３）を示す。
上段右半分の図（ａ）に上パンチＰ１とこの内側において単独で上下するマンドレルＰ２
を示し、右半分の図（ｂ）に素材Ｗ２を示し、右半分の図（ｃ）にダイＱ１とこの内周に
ダイＱ２を示す。ダイＱ１の上面ＱＴは段差を持って高く突き出ており、上パンチＰ１が
下降して素材Ｗ２を圧潰する時は、素材Ｗ２はダイＱ１と上パンチＰ１によって閉塞され
た状態になる。上パンチＰ１、マンドレルＰ２は下方の窪んだダイＱ１、ダイＱ２の真上
に位置する。ダイＱ１の上段にヘリカル歯を形成する歯型Ｔ１を備え、素材Ｗ２をダイＱ
１とダイＱ２の組型にセットし、上方から上パンチＰ１を下降させて素材Ｗ２を圧潰する
。この際、素材Ｗ２の外径部Ｄ１がヘリカル歯形成用の歯型Ｔ１に押し込まれて荒ヘリカ
ル歯１０が成形される。この時、歯型Ｔ１には自由曲面が設けられており、この自由曲面
が素材Ｗ２に転写されて荒ヘリカル歯１０が形成される。即ち、熱間鍛造によって荒ヘリ
カル歯１０に自由曲面が形成される。この工程（３）において、荒ヘリカル歯１０の内側
に同心円状に荒沈み溝４０が窪んだ状態で形成され、素材Ｗ３を得る。次の工程（４）に
おいて荒ドッグクラッチ歯２０が成形され、この荒沈み溝４０は、素材Ｗ４において外周
の荒ヘリカル歯１０と内周の荒ドッグクラッチ歯２０との間に同軸状に窪んで形成される
。
【００３７】
荒ヘリカル歯１０がストレ－トの場合はダイＱ１の外へ抜き出すことができるが、捩じれ
たヘリカル１０の歯の部分はダイＱ１に対して相対的な回転を必要とするため真上へ抜き
出すことができない。ここで、ダイＱ１と内側のダイＱ２の下方にエジェクタＰ５を出没
可能に備え、この外周に上記のヘリカルの歯型Ｔ１とリードを同じくするヘリカルガイド
Ｔ３を有する。本実施例では、ダイＱ１の下方からエジェクタＰ５を回転させ、かつ、ス
クリュー運動をさせながら昇降するようにし、成形された荒ヘリカル歯１０を強制的に回
転させると効率良く取り出すことができる。以上、工程（３）における荒ヘリカル歯１０
を形成する過程で、熱間鍛造によってヘリカル歯に希望する自由曲面を形成することがで
きる。なお、後の工程（８）において、外側の荒ヘリカル歯１０に冷間サイジング及び冷
間コイニング成形による冷間鍛造によって自由曲面を有する歯形が仕上げられる。
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【産業上の利用可能性】
【００３８】
本願発明の自由曲面歯車は、自動車の変速機の用途に限らずギヤポンプ、時計の他、建設
機械、産業機械等各種動力伝達機構の歯車用途に適用できる。
【符号の説明】
【００３９】
Ａ、Ａ’、Ｂ、Ｂ’、Ｃ、Ｄ、Ａ１、Ａ２、Ｂ１、Ｂ２、Ｌ　符号
Ｍ　膨らみ量
Ｎ　窪み量
Ｓ１　大幅、Ｓ２　小幅
Ｐ　噛み合いピッチ点
ＰＣＤ　噛み合いピッチ円径
Ｒ　歯底径
ＴＩＦ　最小噛み合いインボリュート径
ＬＰＣ　全展開長さ
Ｄ１　大径部、Ｄ２　小径部
ＢＲ　Ｒ面取り
Ｐ１、Ｐ３　上パンチ、Ｐ２、Ｐ４　マンドレル、Ｐ５　エジェクタ
Ｑ１、Ｑ２、Ｑ３、Ｑ４　ダイ
Ｔ１、Ｔ２　歯型
Ｗ　変速機用歯車
Ｗ１、Ｗ２、Ｗ３、Ｗ４、Ｗ５、Ｗ６、Ｗ７、Ｗ８　素材
Ｗ２１　凸部、Ｗ３１　内径部、Ｗ３２　端面バリ、Ｗ３３　中バリ
１　ヘリカル歯、１０　荒ヘリカル歯
１１　歯先面
１２　歯面、１３　歯底面、１４　歯端面、１５　クラウニング、１６　歯元
２　ドッグクラッチ歯、２０　荒ドッグクラッチ歯
２３　チャンファ
３、３’　軸孔、３０　荒軸孔
４　沈み溝、４０　荒沈み溝、４１、４２　溝開き角度
５、５’　コーン、５０　荒コーン、５１、５１’　先端面
８　フランジ
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