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5.2

5．転位内歯車のすみ肉曲線と歯形係数

転位内歯車の諸元の計算

内歯車の場合も転位量はピニオンカッタではな
く，外歯車と同じく基準ラックによって定義され

係数を考えてきたが，ここからはピニオンカッタ

る。ISO に準拠の JIS3）によれば，内歯車の転位量
x2 mn も「内歯車と基準ラックとを，すきまなく

で創成歯切りされる転位内歯車（x2≠0）の歯形係

接触するように重ねたとき，歯車の基準円筒と基

数を考える。

準ラックのデータム面との間の共通法線方向の距

前回までは，主に非転位内歯車（x2＝0）の歯形

離」である3）。この定義は，内歯車を線径が 0 の輪
5.1

内歯車の歯数z2と転位係数x2 の正負の定義

郭線で考え，これに線径が 0 の基準ラックの歯面

前回の 2.2 項で述べたとおり，本稿では，内歯

を外側からかみ合わせ，接触させたときの，線図

車歯元のトロコイド曲線，すみ肉曲線，インボリ

による幾何学で表現されている。実体のピニオン

ュート曲線の形状やピニオンカッタのインボリュ

カッタによる機械加工において，上記の基準ラッ
クにより決められた転位量 x2 mn とその結果得ら

ート歯面とのかみ合いや接触状態を直感的に考え
られるという利点を優先し，内歯車の歯数 z2 は正
（z2＞0）として考えてきた。しかし，転位内歯車
の要目を計算するときは，ISO や JSME が推奨
するように，内歯車の歯数 z2 を負（z2＜0）として
1）

2）

考えれば，かみ合い圧力角αwt や中心距離 a の計

れる歯厚をもつ内歯車を創成歯切りするために設
定すべき，ピニオンカッタと内歯車の中心距離
aw0 は，ピニオンカッタの歯数 z0 と内歯車の歯数
z2 などにより異なり，式

から求められる。また，

2）

このときの，かみ合い圧力角αwt_0 は，式

算式は，外歯車と同じ式が利用できるという大き

から
求められる。なお，ピニオンカッタ転位係数 x0 は

な利点があるので，これも 2.2 で述べたとおり，

本稿では x0＝0 とする。

本稿でも転位内歯車について要目・諸元を計算す
るときは z2＜0 として扱うこととする。
次に，内歯車の転位係数 x2 の正負の符号は，
ISO 規格に準拠して制定された JIS 規格3）に従い，
「基準ラックのデータム線が，内歯車の軸（筆者

aw0＝

z0＋z2
cos αt
mn
2
cos αwt_0

invαwt_0＝2 tan αn
式

2）

x0＋x2
＋invαt
z0＋z2

の右辺の計算結果から，αwt_0 を求めるには，

注：内歯車の中心 O2）
に近づくとき正
（x2＞0）
」と

ニュートン法などの繰返し近似による収束計算を

する。なお，同規格には，
「正転位（x2＞0）では歯

行う必要があるが，繰返し回数の少ないアークイ

厚が増加する」と説明されている。この点の詳細

ンボリュート関数計算法を本誌の 2018 年 10 月号4）

についても，5.5 項で確認する。

で紹介したので参照されたい。
内歯車が非転位であるときの中心距離 an0 は，
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an0＝

ら求められる。
sw2＝−ew0＝−
（pw−sw0）（＜0）

m（z
n
0＋z2）
2

であるので，内歯車の転位により増加する中心距
離Δa は，

Δa＝aw0−an0＝ymn
である。
ここで，
αn：歯直角圧力角
αt：正面圧力角であるが，歯形係数はすべて相
当平歯車に対して考えるので，αt＝αn とし
てよい。
αwt_0：ピニオンカッタと内歯車とのかみ合いピ
ッチ円上
（歯切りピッチ円上）
圧力角
aw0：転位内歯車とピニオンカッタの中心距離
（aw0＜0）
z0：ピニオンカッタ歯数
（z1＞0）
z2：内歯車歯数
（z2＜0）
y：中心距離増加係数
z2 と aw0 は負である。ピニオンカッタと内歯車
のかみ合いピッチ円半径rw0，rw2 は，次式で求まる。
rw0＝

z0
a
z0＋z2 w0

rw2＝

z2
a
z0＋z2 w0

内歯車の歯形係数の式中のαFan（前回の式

5.3 転位内歯車について，ピニオンカッタで歯
切りされた実体と，基準ラックの歯切りの幾何
計算との間の，歯厚の同一性と歯底円の差異
〜 では， 与えられた転位係数 x0

以上の式

（＝0），x2 と，歯数 z0，z2 から，式 によりかみ合
い圧力角αwt_0 を求め，これから aw0，rw0，rw2 を求
め，さらに，これらにピニオンカッタの円弧歯厚
s0 を加えたかみ合いに関する諸量から，かみ合い
ピッチ円上の歯厚 sw0 と sw2 を求めるという手順で
計算した。これらの値から，転位内歯車の基礎円
上の歯溝幅の中心角ηb2 は式（45 b）を変形し，式
のように求められる。
ηb2＝
式

ew2
2π
−ζb2＝
＋2 invαwt_0
rw2
z2

中の ew2（＜0）は，転位内歯車のかみ合いピ

ッチ円上の円弧歯溝幅であり，その長さは式

ew2＝−sw0 （＜0）
rw2
（＜0）は式 を，inv αwt_0 は式
）に

が影響する。まず，歯切りのときのピニオンカッ

ピニオンカッタ
歯中心線

タのかみ合いピッチ円上
（歯切りピッチ円上）
円弧
歯厚 sw0 は，図 22 を参照し，ピニオンカッタの基

r0

e0

invαwt̲0

rw0
s0
r0

2πrw0 2πrw2
＝
z0
z2

rb0

であるので，転位内歯車の歯切りピッチ円上の円
弧歯厚 sw2（＜0）は負の値ではあるが，ピニオンカ
ッタの歯切りピッチ円上の歯溝の円弧幅 ew0
（＞0）
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歯中心線

invαn

歯切りピッチ円上のピッチ pw は，

と長さは等しく，（2.9 項で触れたとおり）式

ピニオンカッタ
歯溝幅中心線

ew0

s0

（r0＝mn z0/2）
。
2s0
＋2
（invαn−invαwt_0）
mn z0

y

sw0

準円上の歯厚 s（既知）
より，式 により求める。
0
なお，図中 r0 はピニオンカッタ基準円半径である

pw＝

を使う。

以上の手順とは別に，転位内歯車の基礎円上の

は，内歯車のかみ合いピッチ円上の円弧歯厚 sw2

sw0＝rw0

の

ピニオンカッタのかみ合いピッチ円上の円弧歯厚
sw0
（＞0）に等しい。

か

ピニオンカッタ

invαwt̲0−invαn
O0

x

図 22 ピニオンカッタ歯切りピッチ円（かみ合いピッ
チ円）
上の円弧歯厚 sw0 の計算
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