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要旨 
近年高品質な内歯車製造法が求められており, ギヤスカイビング加工が注目されている. しかし,先行研究では工具摩耗や精度に関

するものが多く, 加工後の歯車表層に関する議論は乏しい. 本研究では,歯面形成時の加工現象の解明のため幾何解析による切削力

の推定と加工時のワーク温度の実測を行い,評価した.本研究で得られた成果により加工原理に基づく歯面品質の向上が可能となる. 

 

1．序論 

近年,遊星歯車機構の

需要増大をうけて高能率

かつ高品質な内歯車製造

法が求められている.ギ

ヤスカイビング加工はこ

れらを両立し得る加工法

として注目を集めてい

る.ギヤスカイビング加

工の概要 Fig.1に示す.こ

れは工具とワークに軸公

差角をつけて同期回転さ

せ,連続的に切削し歯面

を創成する加工法であ

る.工具負荷低減のため,

ギヤスカイビング加工で

は Fig.2 のように複数回

に分けて加工し,歯面を

創成する,この各切削を

ここでは“Pass”と呼称

する. 

ギヤスカイビング加工

後の歯面品質について,これまで幾何的精度に関する多くの研

究がなされてきたが, 切削により生じる加工変質層などに関す

る議論は乏しい.しかし,加工後の結晶組織の変化はその後の熱

処理プロセスや,最終的な歯車強度・寿命に大きな影響を与える

と考えられる.また,ギヤスカイビング加工では送り速度・切り

込み深さが加工現象を決定する主要な要素であり,これらは歯

面の表面組織変化にも大きく関わると予想される.従って,送り

速度・切り込み深さにより加工変質層を制御することで,歯車性

能の向上ができると考えられる.本研究では歯面形成に関係す

る最後の Pass における送り速度・

切り込み深さが,歯面表層組織に

与える影響を,切削力・温度に基づ

き評価する. 

2．切削力解析 

(a) 解析方法 
幾何的解析により,歯面が形成

さ れ る 時 の 切 削 力 を 評 価 す

る.Fig.3 に最後の Pass における

切り取り形状を示す.これは工具

が 1 回ワークを切削する際の加工

領域を指す.ギヤスカイビング加

工では,この切取形状のまま歯筋

方向に沿って,何度も切削してい

く.このうち,上縁部は一度切削さ

れたらその後は加工されない部分

であり,ここが加工後の歯面とな

る.そのため,ここの加工条件

が歯面状態に大きく影響する

と考えられる.この部分を歯

面形成部と呼称する.ギヤス

カイビング加工では下に送り

ながら何回も加工し,Fig.4の

ように少しずつ歯面を形成し

ていく.実際に加工後のワー

クには Fig.5 のような S 字の

カットマークが見られる. 

本研究では加工後の歯面

に与える 影響を 考える た

め,Fig.3の 赤・青色の領域の

切削条件を解析する.解析にあたってはまず,ギヤスカイビング

加工をシミュレーションする.次に,3 次元加工モデルとして傾

斜加工モデルを採用し, すくい角,切取厚さなどを求めた[3].

それらを元に切削力を計算した.最後の Pass における送り速

度・切り込み深さを変化させながら,合計 42 水準で解析を行い,

左右歯面が形成されるときの切削力を評価した.  

(b) 解析結果 
  Fig.6 に送り速度と左右歯面を形成する時の平均切削力を示

す.代表して切込み深さを 0.05mm,0.5mm に設定した際の切削

力を取り上げた.左右歯面ともに,送り速度を大きくすること

で切削力が大きくなっていることがわかる. 一方,切込み深

さは 10倍に変化させてもほぼ切削力に影響がないことがわか

る.また, 左右歯面で比較をすると右歯面の切削に必要な力

の方が若干大きくなっているが,送り速度による影響に比べ,

その変化は小さい.従って,歯面形成時の切削力の変化は送り

速度による影響が支配的であるといえる. 

Fig.1 ギヤスカイビング加工の 

概要 [1] 

Fig.2 ギヤスカイビング加工の 

Pass 分割 [2] 

Fig.3 最後の Pass の 

切取形状と歯面形成部 

Fig.4 歯面の形成過程 

Fig.5 実際の加工後ワーク 

Fig.6 送り速度と切削力の関係 
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3．加工温度測定 

(a)測定方法 

ギヤスカイビング加工の最後の Pass におけるワークの加工

温度を測定する.しかし,ワークの温度はサーモグラフィーで

計測できず,さらに工具とワークがともに回転するため,工作

機械の外から有線で繋ぐことも不可能である.このような理由

から,ギヤスカイビング加工における温度測定事例は報告され

ていない.そこで,歯車研削における熱電対を用いた温度測定

事例を参考にした[4]. 

本研究で使用した温度測定システムと実験系を Fig.7 に示

す.最後の Pass 前まで加工したワークを用意し,ある歯面の中

央に,直径 0.4mmの穴を外から開けた.そこに熱電対を埋め込み

歯面より露出された.熱電対の接点は加工時に素線を変形させ

て形成する. 温度変化に応じ熱電対で誘起される電圧をデー

タロガーで 12kHz のサンプリング周波数で読み取り,SD カード

に保存できるようにした.データロガーはワークの外側にネジ

止めした.工具は 1刃のみついているものを使用し,工具回転数

は 400rpm,送り速度 0.8mm/rev,切込み深さ 0.2mm で加工を行っ

た.この条件で左右歯面の加工時ワーク表面温度を測定した. 

(b) 測定結果 
Fig.8 下に左歯面における温度測定結果を示す.加工中 4 回

のピークが確認され,それぞれのピーク間隔は 4.3s であった. 

本実験の加工条件では,ある歯溝は計算上 4.35s 間隔で加工さ

れるため,これは加工起因によるものと考えられる.最初のピ

ーク以外は 250℃程度の温度を示していることがわかる. 

次に,Fig.8 上に最後

のピークの温度変化を拡

大したものを示すおよそ

0.1ms で温度が急上昇

し,その後 0.9msで 100℃

まで温度が下がる急激な

変化をとらえることに成

功した. 

4．考察  

2,3 章で得られた結果から,歯面の表面組織への影響を考える.

まず加工温度の観点から考えると,加工温度の測定結果はピー

ク温度が 255℃程度であった.加工時の温度変化は,結晶組織の

再結晶化による粒成長や,急激な体積変化による残留応力とい

う形で影響を与えると考えられるが,鋼の再結晶温度は 450℃

程度であり,それよりも 200℃近く低いことからも加工温度の

与える影響は小さいと考えられる.従って,加工後の表面組織の

変化は主に切削力の観点から議論できると考えられる. 

切削力の解析では,切り込み深さの影響は小さく,送り速度が

支配的となる結果が得られた.これは工具の運動を考えること

で理解できる. Fig.9 に工具軌跡と歯面形成の二次元に落とし

込んだ模式図を示す.緑色の領域が歯面形成部であり,ここの切

削力を解析した.最終的に形成する歯面は変わらないため,切込

み深さを変えるのは点線の位置を左右に動かすことである.本

研究で解析した切込み深さの範囲では,点線が緑色の領域に大

きく干渉することがなかったため,切削力の変化が見られなか

ったと考えられる.一方,送り速度を変えると歯面形成部は全体

的に厚くなる.そのため送り速度に切削力が概ね比例する結果

が得られたと考えられる. 

 以上の結果・議論より, ギアスカイビング加工後歯面の表面組

織に与える影響は切削力によるものが主であり,それは最後の

Pass の送り速度の影響が支配的であることが予想される. 

5．結論 

本研究により,以下の結果が得られた. 

・幾何的解析によりギヤスカイビングの歯面形成時の切削力

は送り速度の影響が大きいと分かった. 

・ギヤスカイビング加工の温度測定に成功し,結晶組織への熱

影響は限られることが分かった. 

・以上の結果から,歯面の表面組織変化は送り速度により変化

する切削力から説明できると予想される. 

今後の展望としては,実際に最後の Pass を異なる送り水準で

加工し,そのワークの表面組織を観察することで上述した予想

と一致するか確認する必要がある.本研究に得られた成果で,加

工原理に基づき歯面の表面組織を制御し,付加価値を持たせる

ことに貢献できると考えられる. 
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Fig.8 左歯面の温度測定結果 

Fig.9 工具軌跡と歯面形成の関係 
Fig.7 温度測定システムと実験系の概観 
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