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 はじめまして、はぐるま君です。
歯車は、はるか昔紀元前から回転
を伝える部品として活躍していま
す。
そんな大昔から活躍している歯車
を、改めて紹介したいので、この
歯車ABCが作られました。
歯車ABCは、「入門編」「基礎編」
「実用編」の 3冊があります。
この入門編では歯車のやくめ、作
り方、歴史などを、簡単ですが紹
介しています。
より詳しく歯車のことを知りたい
方は、この後に続きます「基礎編」
「実用編」を是非ご覧下さい。
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■コ　マ

■ラジコン

歯車は普段目にすることは少ないですが、子供のころ遊んだおもちゃには、たく
さんの歯車が使われています。

1. 歯車をさがそう
ほら、こんなところに歯車が！！

モータピニオンからタイヤを回転

ラック付ベルトでコマを回転
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■ハンドミキサー

■コーヒーミル

そして、日常何気なく使っている雑貨製品にも、たくさん使われています。

手回しハンドルでミルを回転

手回しハンドルでミキサーを回転
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歯車はなんと、紀元前 350 年頃（約 2300 年前）に
使われていたことが古代ギリシャの哲学者アリストテ
レスの文献に残されています。
それから 100 年後（紀元前 250 年頃）数学者である
アルキメデスもウォームギヤを利用した巻上機（右図）
を説明しています。

2. 歯車の歴史
歯車ってどのくらい昔から使われているの？

イラク　クテシフォンの遺跡にある紀元前の歯車
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そして日本では、江戸時代（1786 年頃）製粉用などの動力源として水車が使わ
れていました。そこでは、欅（けやき）や樫（かし）などの木で作った歯車が使
われ、なかには直径 1メートル以上の大きなものもありました。

霞ヶ浦総合公園（茨城県土浦市）の水車

山城国井出玉川の水車〔捨遺都名所図会　天明6年（1786）〕
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15世紀後半イタリアのルネッサンス期、万能の天才として有名なレオナルド・ダ・
ビンチ（1452 ～ 1519）は、歯車技術史にも特筆されるような成果を残しました。
500年以上の時を超えて現在でも原型が残っている程の成果です。

ダビンチのスケッチ（500 年前） KHK 標準歯車（現在）

■平歯車

■ラック＆ピニオン

■ねじ歯車
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ダビンチのスケッチ（500 年前） KHK 標準歯車（現在）

■かさ歯車

■ハイレシオハイポイドギヤ

■ウォームギヤ
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3. 歯車は機械部品
機械はいろいろな部品でできてるよ！！

ここに、お父さんが日曜大工に使う家庭用の電気ドリルがあります。
ボルト（ねじ）を８本外して本体カバーを外してみましょう。

いろいろな部品が見えます。これらの
部品は、電気関係の部品（青）と機械関
係（赤）の部品に大きく分類できます。

 

❺ コンデンサ❹ スイッチ

❸ モータ

❻ 電源コード

❶
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このように分解した電気ドリルから出てきた歯車、
軸、ボルト（ねじ）などの事を「機械要素」と言い
ます。機械要素はこれ以外にもたくさんあります。

❶ コレットチャック

かさ歯車を使って、ドリルの取り付けを行います。

❷ 遊星歯車装置

遊星歯車を使って、減速し
ています。減速することに
よって、トルクがアップし
ます。

❺

❻
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4. 歯車の仲間たち
歯車と同じ働きをする仲間たちです。

歯車は回転や動力を伝達する機械部品ですがその仲間達を紹介します。

■歯付プーリ / 歯付ベルト

■スプロケット / ローラチェーン
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このように巻掛け伝動などの方法がありますが、
歯車は次のような優れた点があります。
　○構造が比較的簡単
　○伝動が確実で正確な速度比が得られる
　○長期の使用が可能
　○動力の損失が少ない

■Ｖプーリ / Ｖベルト

まさっちゃん プーリ君
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小さい歯車の回転に比べて、大きい歯車はゆっくりと回ります。
回転方向も変わります。

■回転運動や回転力を確実に伝えます。

5. 歯車のやくめ
歯車を使うとこんな事ができるんだぞぉ！！

■回る向き（回転方向）や速さを変えます。

歯車は必ず一対で使ってやくめを果たす機械部品です。
どんなやくめがあるのでしょう？
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平行軸

平行な２つの軸に回転 /動力を伝えます。
平歯車（スパーギヤ）や、はすば歯車（ヘリ
カルギヤ）を使います。

回転運動を直線運動に変えます。
また、その反対、直線運動を回転運動に変え
るためにも使えます。
平歯車 /ラック、はすば歯車 /ヘリカルラッ
クの組合せで使います。

交差軸

交わる２つの軸に回転 /動力を伝達します
交わる軸の角度（軸角）は、一般的には９０°
です。
円すい形状のすぐばかさ歯車、まがりばかさ
歯車を使います。

食い違い軸

交わりもせず、平行でもない２つの軸に回転
/動力を伝達します。
２つの軸の角度（軸角）は、一般的には９０°
です。
ねじ歯車、ウォームギヤを使います。

■回転伝達の向きを変えます。
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6. 歯車の分類と種類
歯車 3 兄弟と親戚一同を紹介します。

平行軸
平行軸に使う歯車（回転運動用）
　平行な二つの軸の間に回転 /動力を伝える歯車です。

 ★MSGA歯研平歯車  ★SS平歯車

 ★SUSステンレス平歯車 ★PSプラスチック平歯車

 ★BSS平歯車 ★KHG歯研はすば歯車
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平行軸

平行軸に使う歯車（直線運動用）
　回転運動を直線運動に変える歯車です。

 ★PRプラスチックラック

 ★KRHG歯研ヘリカルラック

 ★DR成型フレキラック ★BSRラック

 ★SRラック

 ★SRGF歯研ラック
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交差軸

交差軸に使う歯車
　交わる２軸の間に回転 /動力を伝える歯車です。

 ★MBSG歯研まがりばかさ歯車

 ★SUMステンレスマイタ

 ★SB軸付かさ歯車 ★PBプラスチックかさ歯車

 ★SMA完成マイタ

 ★SMSG歯研スパイラルマイタ
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食い違い軸

食い違い軸に使う歯車
　平行ではなく、交わりもしない二つの軸に回転 /動力
　を伝える歯車です。

 ★KWG・AGF
 　軸付歯研ウォームギヤ

 ★SUNステンレスねじ歯車

 ★SUW・PGウォームギヤ ★KWGDL・AGDL
 　複リードウォームギヤ

 ★PNプラスチックねじ歯車

 ★SNねじ歯車
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7. 基本的な歯車用語
モジュール？基準円直径？ってなぁに？

歯車には、いろいろな特有の言葉・用語があります。
もっと歯車のことを知っていただくために、よく使う基本的な歯車用語を紹介し
ます。

■歯車各部の名称

歯
先
円
直
径基

準
円
直
径

基
礎
円
直
径

歯底円直径

中心線

ピッチ点

干渉点

歯元のたけ

歯たけ
歯末のたけ

中心距離

円弧歯厚

か
み
あ
い
長
さ

バ
ッ
ク
ラ
ッ
シ

円ピッチ

歯
底
円

基
準
円

歯
先
円

基
礎
円

歯幅

（基準ピッチ）

＝圧力角
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ｍ１、ｍ３、ｍ８、・・・
モジュール１、モジュール３、モジュール８と呼びます。
全世界に標準的な呼び方で、記号（モジュール）と数字（ミリメートル）で歯
の大きさを表します。数字が多きいほど歯も大きくなります。

その他にも、アメリカなど、寸法をインチで表す国では、ＤＰ２４（デーピー
２４）、ＤＰ８（デーピー８）、・・・のように記号（ダイヤメトラルピッチ）
と数字（基準円直径が２５．４ｍｍの歯車の歯数）で歯の大きさを表すことも
あります。
また、特殊な呼び方で、ＣＰ５（シーピー５）、ＣＰ１０（シーピー
１０）、・・・のように記号（サーキュラーピッチ）と数字（ミリメートル）で
表わす場合もあります。

■歯の大きさ
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歯車の歯形にはインボリュート歯形とサイクロイド歯形という代表的な歯形が
あり、動力伝達用の歯車にはインボリュート歯形が多く使われています。
動力伝達用の歯車は、車の外周に等分割でデコボコを付けてかみ合わせただけ
では・・・

そこで、「インボリュート歯形」が生まれたのです。
インボリュート歯形の歯車は、

・中心距離が多少違っても正しくかみ合い
ます
・正確な歯形が作りやすく、加工しやすい
です
・曲線上を転がってかみ合うので、スムー
ズに回転運動を伝達します
・歯の大きさが同じであれば一つの工具で
異なる歯数の歯車を加工できます
・歯元が太くて丈夫です

そして、歯車には「圧力角」という歯の傾斜角が
付いています。
一般的には２０°ですが、１４．５°、１５°、
１７．５°などの場合もあります。

■歯形と圧力角
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はすば歯車やまがりばかさ歯車など、歯がねじれている歯車は、ねじれ方向と
組み合わせが決まっています。
ねじれ方向は、歯車の中心軸を天地に向けて、正面から見て歯が右上がりであ
れば「右ねじれ」、左上がりであれば「左ねじれ」です。
それぞれの歯車の組み合わせは、次のようになります。

●はすば歯車

右（R)　　　　　左（L)

ピニオン左（L) ラック右（R)

ピニオン右（R) ラック左（L)

●まがりばかさ歯車

左（L)
右（R)

●ねじ歯車

右（R) 左（L)

●ウォームギヤ

右（R) 左（L)

■ねじれ方向と組み合わせ

右（R) 左（L) 右（R) 左（L)
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8. 歯車の材料と熱処理
強い、さびない、軽い、歯車はいろいろな材料で出来ています。

歯車に使う材料は沢山ありますが、大きく分けると次のようになります。

●鋼鉄材料
動力伝達用の歯車で一番多く使われる材
料です。
Ｓ４５Ｃなどの炭素鋼やＳＣＭ４１５な
どの合金鋼は強度が強く、市場に広く流
通しているため、入手が容易です。

●非鉄金属材料
アルミ青銅鋳物や銅合金などウォームホ
イールなどに使われる材料です。
一般的に鋳物で作るため時間が掛かり費
用も割高になります。

●プラスチック材料
油をきらうところに多く使われる材料で
す。
金属材料に比べると重量が軽く、型を使っ
て成形できるため、ＯＡ機器などによく
使われています。

■材料の種類と特長

いろいろな分類 /種類の歯車は、使う場所、用途、などにより材料を選びます。
これからは、歯車を作る材料の種類と特長、熱処理などについて紹介します。
材料には、強い、軽い、サビに強い、いろいろな特長があります。

鉄の丸材・角材

アルミ青銅鋳物　鋳ぐるみ材

プラスチックの丸材
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金属に熱処理を行うと、組織が安定した「よい金属」になります。また、昔の
刀鍛冶（かたなかじ）が行っていた焼入れは、刀を硬くて強くする方法です。

●調質
鋼の結晶粒子を微細にして鋼質を調整し
強さを向上させる熱処理です。

●高周波焼入れ
高周波により材料を高温（約８００℃）
に加熱してから、急冷して、硬度を高く
します。
焼入れ後、硬くなりすぎた材料に粘り強
さを与えるために焼戻しを行います。

●浸炭焼入れ
材料の表面に炭素を浸み込ませてから焼
入れします。
高周波焼入れと同じように、焼入れ後、
焼戻しで材料の硬度を調整し、材料に粘
り強さを与えます。

■熱処理

歯車

誘導子

PowerUP!
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9. 歯車の強さと正確さ
精度のよい歯車は、強くて静か！！

いろいろな形の歯車が、いろいろな材料で作られます。それでは、良い歯車・理
想的な歯車とはどんなものか考えてみましょう。
　①小さくて・軽くて
　②大きな力を伝えることが出来て
　③静かで
　④長持ちして壊れない

■歯車の強さ
歯車の強さは曲げと面圧（摩耗）が大切です。

限界を超えた力が歯に加わると
　・歯元から折れたり
　・歯面が摩耗したり
します。

強い歯車にするには、材料と熱処理 /焼き入れ
がもっとも重要です。
精度の良い歯車は、精度の悪い歯車よりも強い
のです。

力

ここから折れる

力
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■高精度な歯車
良い歯車の条件は静かにかみ合うことです。しかし回転・動力を伝える歯車から
音が全くしないことはありません。より静かな歯車が理想なのです。精度の良い
歯車は静かに回ります。
①正しいインボリュート歯形であること

②歯すじに誤差がないこと

③良い歯あたりであること

④ピッチ誤差が少ないこと

⑤芯の振れが小さいこと・歯車の中心が偏心していないこと
（穴中心＝歯車中心が理想的）

同じ 同じ 長い 短い
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10. 歯車のつくり方
歯車の歯は、どうやって作っているの？

ホブは、ねじ状をしています。
ホブは、はすば歯車とかみ合いながら連続的に切削しています。
平歯車やウォームホイールも同じようにホブで歯切りができます。

■ホブ（工具）によるはすば歯車の歯切り

ラックを歯切り中です。ヘリカルラックも同じようにラックカッタにて歯切り
します。一度にたくさんの歯を加工します。

■ラックカッタによるラックの歯切り

ホブ

ラックカッタ
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ピニオンカッタは、平歯車の形をしています。
ピニオンカッタは、平歯車とかみ合いながら連続的に切削しています。
内歯車もピニオンカッタによって加工します。

■ピニオンカッタによる平歯車の歯切り

■ウォームカッタによるウォームの歯切り
ウォームを歯切りしているところ。ウォームカッタは普通のフライスカッタで
す。他の歯車に比べて、加工に時間がかかります。

ピニオンカッタ

ウォームカッタ
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上と下の２枚 1組のコニフレックスカッタを回転して、歯切りします。
写真（右）の工具は、下に取付けるカッタです。
歯当たりのよい、騒音の少ない歯車をつくることができます。

■コニフレックスカッタによるすぐばかさ歯車の歯切り

右ねじれのまがりばかさ歯車を歯切りしているところです。
工具は、クラウン型（王冠型）です。

■スパイラルベベルギヤカッタによるまがりばかさ歯車の歯切り

コニフレックスカッタ

スパイラルベベルカッタ
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平歯車も同じように研削します。
ねじ山が沢山あるので、効率よく研削できます。

■ねじ状砥石によるはすば歯車の研削

トイシは高速で回転して、ウォームを高精度に仕上げます。

■薄い円盤形状の砥石によるウォームの研削

ラックの歯研は、1年中 20℃に保たれている部屋で行います。
砥石は、円盤状です。
高精度な歯研ラックを作るには、高い技術とノウハウが必要です。

■砥石によるラックの研削

ねじ状砥石

円盤形状砥石

砥石
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歯車の形に作った精密な金型の中に加熱したプラスチック材料を注入して成形
する方法です。大量生産すれば、コストダウンが可能です。金型が高価なので、
少量生産には不向きです。
ＫＨＫでは、小モジュールのＤＳ平歯車、ＤＭマイタを射出成形で作っていま
す。

■射出成形

金型の中で金属粉末を圧縮して、成形して、焼いて固めるつくり方です。
大量生産により、コストダウンが可能ですが、金型が高価であるため、少量生
産の場合、トータルコストは高くなってしまうのは射出成形の場合と同じです。
ＫＨＫでは、小モジュールのＬＳ平歯車、ＬＭマイタを焼結で作っています。

■焼結

金型 逆流防止弁 シリンダー スクリューノズル

ヒーター

射出シリンダー油圧モーターポッパー

製品

焼結

成形

混合

原料粉

製品
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板材 /棒材に衝撃的に力を加えて、変形させて製品を作ります。
短時間に製品を加工できますが、使用する金型は高価です。
ＫＨＫ標準歯車には、プレス歯車はありません。
プレス製品としては、ＤＲ成形フレキラックの取付用Ｌ型金具があります。

■プレス（分類：塑性加工）

一対（２個）の丸ダイスを使います。
素材（丸棒）を２個のダイスで挟んで、強い力を加えながら回転させ素材の表
面を変形させて、歯形を作ります。
ＫＨＫでは、ＳＷウォームの１部を転造で作っています。きれいな歯面に仕上
がります。

■転造

完成

③曲げ
（端部）

①鋼板 / 鋼帯から
打ち抜き

②穴の打ち抜き

製品

製品

丸ダイス 丸ダイス
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11. こんなところにも歯車が
僕の活躍をみんなもみてね！！

■鉛筆削り

オフィスに、家庭に、工場に、いろいろなところ、意外なところに歯車はたくさ
ん使われています。それを見ていきましょう。

使われているのは、内歯車と平歯車です。
平歯車は回転しながら、公転し、その軸に取
り付けられたカッタが鉛筆を削ります。

カッタを回す内歯車と平歯車



11. こんなところにも歯車が
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■穴あけパンチ

■時計

針を進めるために使われています。分解
するといろいろな平歯車が出てきまし
た。

用紙のセンター合わせのゲージに平歯車
とラックが使われています。
平歯車の左と右にラックがかみ合って開
いたり、閉じたり・・・。

長針 / 短針 / 秒針を回す歯車

左右のラックの間に平歯車
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■ハンディー発電ライト

■カメラの三脚

発電用のモーターを回す為に、平歯車が使
われています。
３段で増速して発電機を回し、ライトを点
灯します。

ハンドルを回すと、丸ラックが上下します。
丸ラックの上部先端には、カメラの向きを固定する部品が付いています。分解し
てみると、ラックとかみ合うピニオン（小さい歯車）が見えます。

増速用の歯車（白・黒）が 4 つ見えます

丸ラックの上に見えるのがピニオン



11. こんなところにも歯車が

- �� -

■アイスボーラー

■オルゴール

レバーを握ると
　①レバーについているギヤが動き
　②ギヤとかみ合うピニオン（小さい歯車）が回り
　③カップからアイスを取り出すカッタが回って、
　　アイスボールが完成します。

手回し式のオルゴールです。
ハンドルを回すと、ウォーム→ウォームホ
イール→ミュージックドラムの順にまわり、
音楽が流れます。

レバーの歯車と小さい歯車

ウォームギヤ
（ウォームホイールは見えません）
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