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古くて新しいテーマ
次世代型電動アクチュエータを実現する
歯車転造技術の開発
Development of Gear Rolling for Electric Actuators

アイシン精機（株）

今や自動車はエンジンとタイヤ，サスペンションとボディだけのプリミティブな構造ではない。
快適性能を向上させるため、 数々の電動部品が内蔵されている。電動アクチュエータという。
それらは増殖し，スペースを侵略し、 電気を消耗する。その部品をいかに小さく消費電力を少なくするか。
現在の自動車開発では重要なテーマの一つだ。解決策は減速比の大きい歯車だ。
しかしその歯車は長いあいだ作られることはなかった。技術者は8年の歳月をかけ，実用化にこぎ着けた。
彼らを励ましてくれたのはスティーブ・ジョブスのある言葉だった。
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受賞者の一人，生技開発部・先行部品開

増える続ける
電動アクチュエータ

発第一グループ主席技師の永田 英理は，

現在のクルマは，エンジン車であっても，

小さな部品の生産技術ですから，その価値

タの軸の回転を，直角方向へも伝えられる

や開発の難しさが伝えられる論文にまとめ

し，並列に回転を伝えることもできる。

ス窓を開閉するパワーウィンドウ，室内の

術開発賞への応募の苦労を語る。

パワーシート，天井のサンルーフ，ミニバ

実際に論文を執筆したもう一人の受賞者

ンなどの電動スライドドアなど，数え上げ

である，生技開発部・先行部品開発第一グ

ればきりがないほどだ。その電動部分を動

ループ・減速機開発チームチームリーダー

かすために電動アクチュエータが使われ，

の栗田 信明は，

その数は，電動部分の多い高級車で 70〜

「自動車技術会を担当している弊社技術企

100 個にもおよぶ。

画部の中村 光孝主担当に，技術開発賞に

それだけの数になると，消費電力も無視

応募するための論文の書き方を助言しても

しえなくなる。また，電動部品は小型のク

らいながら，ようやく書き上げました」と

ルマへも波及しており，電動アクチュエー

振り返る。
では，今回の技術開発は，何が難しかっ
たのか？

電動アクチュエータの部品構成は，電気

かつてできなかったことの
できなかった理由を探る

モータと減速機の二つを基本とする（図
１）
。このうち，減速機に使われる「古く

この歯車は，棒状の鋼材に，2 枚の歯が

て新しい歯車」の技術が，今回のテーマで

らせん状に巻きついた，ねじのような形を

ある。

している。はすば歯車（ヘリカルギヤ）と

論理的には，小型で省電力な電動アク
チュエータの実現には，回転数が高くトル

呼ばれる種類（図2）で，これをどのよう
に製造するかが課題であった。

クが小さいモータに，減速比の大きい歯車

この歯車に似たウォームギヤと呼ばれる

を使った減速機を組み合わせるのが良いの

ねじ歯車がある（図3）
。一見したところ，

は分かっている。

両方とも同じに見えるが，ウォームギヤは，

そのための歯車は，歯数が小さく，ねじ

相手の歯車とかみ合う歯面が，滑りながら

れ角が大きくなる。しかし，この歯車をど

回転を伝達するのに対し，この歯車は転が

うやって作るかこそが，この歯車を実現す

りで伝達するため，損失が少なく，伝達効

るのを難しくしてきた歴史がある。それを

率が高くなるのである（図4，5）。

達成したのが，今回の授賞対象である「次

このはすば歯車は，歯の数が2で，これ

世代型電動アクチュエータを実現する歯車

によって効率を高くしたまま減速比を大き

転造技術の開発」という生産技術である。

くとれ，電動アクチュエータの小型化や省

アクチュエータ

大学時代は化学を専攻していたという永

次世代型電動アクチュエータを
実現する歯車転造技術の開発
クルマの中には，数々の電動アクチュ
エータが使われている。電動アクチュエー
タとは，たとえば，パワーウィンドウや，
パワーシート，スライディングルーフ，ミ
ニバンのスライドドアなどを稼働させる
ための，電気モータと減速機を組み合わ
せた装置だ。その数は，電動部分の多
い高級車の場合，一台で 70 ～ 100 個
にものぼるといわれる。そこまでの数に
及ぶと，電動アクチュエータを取り付け

粛性も，クルマの高品質化において見逃せ
ない性能である。

さらにこの歯車ができることにより，組
み合わされる相手側の歯車しだいで，モー

るのはなかなか難しかったですね」と，技

さらに，電動アクチュエータの作動時の静

電力化に貢献することができる。

「これは大規模な製品開発の話ではなく，

数多くの電動部品で成り立っている。ガラ

タの小型化や省電力化が求められている。

2 枚歯のはすば歯車という古くて新しいテーマ
―アイシン精機（株）―

る場所を探すのも苦 労する。当然，よ
り小型の電動アクチュエータが求められ
る。小型化には，そこに使われる歯車を，
小さく，なおかつ大きな減速比が得られ
るように製 造するための技 術開 発が必
要だ。しかも，歯車の歯を削るのではな
く，型を押し付けて歯の形にしていくとこ
ろに，小さくても精度の高い歯車を作る
鍵があった。この成果は，非常に狭い場
所に電動アクチュエータを取り付け，シー
トのバックレストのサイドサポートを電動
で動かすことで実用化された。もちろん
ほかにも，この歯車を使った減速機を持
つ電動アクチュエータは，様々な電動機
能に応用展開されていくはずだ。

減速機

小型モータ
センサ

電子制御ユニット

電源
図1

電動アクチュエータの構成
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伝達
効率

図2

2 枚歯のらせんねじのようなはすば歯車

図3

45%
図4

ウォームギヤ

フェースギヤ

85〜90%

各種歯車の比較

図5

転がり伝達するはすば歯車

田は，アイシン精機が扱う様々な歯車を

当てることで，歯を成形していく方法であ

たはすば歯車は，芋虫のようにねじれ，ま

よりよくする活動を，2003 年に任された。

る。

た，
径が細く歯が深く入らないため，曲がっ

歯車をよくするとは，究極の理想ではある

それに対して，切削では削りかすがゴミ

たり，折れたりもした。

が，曖昧な課題である。

となって出るし，歯面に切削の跡が残り，

その原因を探るため，文献を調べたり，

「歯車の担当となったときに，天才でもな

仕上げが粗くなる。その歯面の粗さが，噛

転造の専門家に聞いてみたりしたが，なか

い限り素人の私が，0 から 1 を生み出すこ

みあう歯車同士の歯を痛め，耐久性に課題

なか解決策に行き当たらなかった。

とは相当に困難だろうと考えました。そこ

が残る。

国内だけでなく，当時，ヨーロッパに駐

で，温故知新と言いますか，かつてできな

だが，転造であれば，切り粉は出ない

在していた栗田を通じ，海外企業や研究所

かったことは，何が原因であったのかを調

し，歯面は滑らかに仕上がる。生産コスト

を巡り，解決の糸口を探していった。そし

べ，そこを突破することによって，よいア

が安くあがり，ごみを出さないという点で

て，転造技術で権威を持つ，ある研究所へ

イディアであってもずっと埋もれてきた，

環境負荷が小さく，歯の仕上がりは滑らか

行き着く。そこで，2年半に及ぶ研究を行っ

古い歯車の技術を使えるようにすることが

で，耐久性も保持できる。こうしたことか

た。だが，それでも，転造の仕方には詳し

できるのではないかと考えたのです。そし

ら，2枚歯のはすば歯車を転造で作る開発

くなったものの，肝心の歯車は出来上がら

て，かつて大型減速装置に応用するために

プロジェクトを，2003年に立ち上げたので

なかったのである。

研究されて，いつしか埋もれてしまった小

あった。

歯数のはすば歯車に光を当て，自動車用の
アクチュエータなら，それを実用化できる

ところが，ここから完成までに 8 年余の
歳月を要したのであった。

のではないかと思いました」。
製造方法は，鋼材に歯を切削して作るの
ではなく，転造によって塑性加工すること

そもそも，歯を転造する工具のダイスと，
歯車となるべき棒状の鋼材とは，どのよう
にかかわり合っているのかという，原理的

ヨーロッパにも学びそれでも
歯車はイモムシのように曲がった

を考えた（図6）。転造とは，製造機械側

な問題であった。その点について，その研
究所のドクターたちに，そのようなことを
検討しても意味がない，転造の世界は結局，

のダイスと呼ばれる円筒の工具の歯を，回

棒状の鋼材に歯を転造するダイスを金属

転させながら素材となる棒状の鋼材に押し

で作り，歯車を試作してみると，
出来上がっ
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この間，永田の頭を離れなかったのは，

経験とコツであると言われたという。
しかし永田は，ここを解明しなければ研

2 枚歯のはすば歯車という古くて新しいテーマ
―アイシン精機（株）―
ワーク

栗田 信明 Nobuaki KURITA

加工前

アイシン精機株式会社
生技開発部
先行部品開発第一グループ
減速機開発チーム チームリーダー

加工後
ダイス
図6

「応募の論文を書くことによって，自
分がやってきたことの意味合いを振
り返ることができました。まさか受
賞できるとは思っていませんでしたの
で，受賞した時は本当にびっくりしま
した。うちの子供はまだ小さいので
すが，将来，子どもに自慢できるなと，
そのような嬉しさも味わいました」

成形転造の概要

【歯溝形成】

【成形段階】

【仕上げ】

ダイス
素材

ワーク回転速度（μιν-1）

摩擦車モデル域

回転速度差

300

過度域
歩みを
伴う成形

歯車モデル域
ワークが歩む領域

差動並進運動

相対回転

転造初期から素材が歯車として
回転する理想状態

250

0

0.5

ダイス押込み量（μμ）
図7

1

転造のメカニズム

究は前進できないと考え，簡単なモデルを
使って検証したのである。
その結果，芋虫のような歯車が出来上
がってしまう原因を掴んだ。

永田 英理 Eiri NAGATA

森 正俊 Masatoshi MORI

アイシン精機株式会社
生技開発部
先行部品開発第一グループ
主席技師 工学博士

アイシン精機株式会社
第二車体技術部
シート第一グループ チームリーダー

「裏方の生産技術の仕事なので，華々
しい賞とは縁がないと思っていました。
名誉ある賞を戴き，インタビューを受け
るなど，ちょっと戸惑うところもあります。
一方で，裏方の生産技術が製品を支え
ているところを認められ，商品の付加価
値を高めることに一役買っている点を分
かって戴けて，嬉しいし，名誉に思って
います。この受賞を，永年研究を続け
させてくれた会社への恩返しのきっかけ
として，この歯車をもっと拡販できるよう
にしたいと思います」

まず，棒状の鋼材に，歯を転造するため，
回転しているダイスの歯が鋼材に当たると，
摩擦によって鋼材が回転する。このとき，
ダイスの歯が鋼材の歯底へ食い込みながら
回転することになるので，鋼材の回転数が
早くなっていくのである。つまり，ダイス
の歯が食い込んだ分，鋼材側の回転半径が
小さくなるからだ。ダイスが同じ回転で回

「初めてこのギヤを見たとき，こうい
う歯車ができるんだ！とビックリしま
した。アイシン精機の社内では色々
な研究をしていますから，こうして使
える物ができてくるのだと思います」

り続けても，回転半径が小さくなる鋼材の
回転数が早くなるのは当然である。
しかし，鋼材に歯が出来上がるためには，

う解決するかである。

ダイスと鋼材が所定の歯数比を持つ歯車の

結論は，素材となる棒状の鋼材が，歯数

対として回転する必要がある。つまり，鋼

2の歯車として一定の回転数で回転するダ

材の回転数は一定でなければならない。

イスを設計することにあった。しかし，
「言

の幾何学を応用して課題を解決する方法を
編み出した。
この解決法は，特許として申請された。

どうせできないよと言われた
あとは情熱と戦略だ

歯車の成形中に，そのように鋼材の回転

うは易し，行うは難し」である。特殊な歯

数が変化し，一定の歯が成形されず，芋虫

形と歯数の小ささのため，この歯車に対し

のようによじれた歯車になってしまうので

鋼材の回転数が変化しないようなダイスを

あった。

設計するのには，大きな発想の転換が必要

以上のように，理論は構築された。原理

だった（図7）
。しかし，苦労の末，歯車

は解明されたのである。次は，製造機械の

こうして原因は解明できた。これを，ど
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回転を変換する機構であったため，使うこ
とができなかったのです。困っていたとこ
ろ，平行軸で回転を伝えられる減速機が作
れることになり（図8）
，この話を聞いた
ときには，さっそく使いたいと，最初に手
を挙げました。シートの意匠を保ちながら，
パワーのある電動アクチュエータが不可欠
だったからです」
。
永田らが，森を下へも置かぬ様子である
のは，最初の実用化の先鞭がこれでついた
からである。
とはいえ，森は，実際，初めてこの2枚
歯の特殊はすば歯車を目にしたとき，大変
感動したと語っている。
図8

並行軸での回転伝達

調達になる。

そこで，工場で生産するのにふさわしい

「しかも，歯面の仕上がりが大変なめらか
である。歯車を使う立場として，開発した
人たちに，心から，ありがとうございます

最終的に製造機械は，海外製のものが必

大きさに小さくし，必要な機能のみをまと

要になった。しかし，企業文化の違いもあ

めることになった。最終的には，お互いの

りメーカーにはそう簡単には，製造機械を

信頼をもとにメーカーと協力して，より小

「とはいえ，実は，シートのコストとして

売ると言ってもらえなかった。折衝を担当

型な量産型の機械にすることができた。

はこの歯車がまだ少量生産であるため，割

した栗田は，
「今回の開発で，ここが私の正念場でした。
最終的には，先方の会長と直談判し，2時

その成果に永田も，

森は続けて，

高な部品となっています。しかし，今回，

ようやく完成した技術の
社内セールス

間ほど粘って，ようやく会長のトップダウ
ンで，メーカーの態度が一変したのです」。

という思いです。
」
。

シートのサイドサポートを電動で動かすに
は，ほかに選択肢がありませんでした。今
後は，もっとコストを抑えられるといいで

こうして高効率で減速比の大きい，2枚

すね。

歯の特殊はすば歯車を製造できる目算は

というのも，実は，これまでは，シート

「どうせこの歯車は転造で作れないだろう

立った。だが，それだけでは，ただ歯車が

のクッション下に若干空間のゆとりがあっ

から無駄なことはやめろと，当初は製造機

できたというだけで終わってしまう。

たのですが，
近年，
クルマがスタイリッシュ

械を売らないと言ってくるなか，海外で交

開発の過程で永田たちは設計部署と協力

を求める傾向となって天井が低くなり，そ

渉するには，戦略を示し，プレゼンテーショ

し，この歯車をどうクルマの装備の中で活

の分，シートが低くなることで，ゆとりが

ンをしっかりやらないと納得してくれませ

かしてもらえるか，社内をセールスして

なくなってきているのです。今後は，この

ん。半年がかりで交渉を粘り強く続け，よ

回った。

平行軸の減速機を備えた電動アクチュエー

うやく理解してもらえたのです。
そこはもう，交渉術というよりも，人間

そして，この歯車に目を付けたのは，第
二車体技術部・シート第一グループのチー

タの登場で，シート設計の自由度が向上で
きると思います」
。

同士のコミュニケーションが重要だという

ムリーダーである森 正俊であった。森は，

ことです。情熱をもって，粘り強く，栗田

シート設計の担当者として，この歯車を評

話す。

が会長に直談判までしたことで，最後は，

価した。

「製造機械の性能は高いので，現在，製造

人間同士，理解し，分かちあうことができ

「シートは，クルマの部品としては大柄な

現場では，5〜6秒で１個の歯車ができるよ

たのだと思います。以来，以前にも増した

方ですが，実際には，その内側は，体を保

うな量産体制となっています。さらにセー

信頼関係ができあがりました」。

持するための空間はあるものの，機構を収

ルスをして，生産量を増やすことが，コス

こうして製造機械の手配はできたが，ま

めるゆとりはほとんどありません。今回，

ト低減につながっていくと思います」。

だ課題は残されていた。既存の製造機械は，

高級車のフロントシートのサイドサポート

あまりに大きく，過剰なのである。今回の

を電動で調節できるようにするうえで，背

ように，クルマの装備の電動アクチュエー

もたれの脇の狭い場所に，電動アクチュ

タに使うような，長さ3〜4cmほどのはす

エータを置くのは至難の業でした。従来の

ば歯車には，設備が大きすぎた。

電動アクチュエータでは，減速機が直角に
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永田も，コストの低減は意識していると

ジョブスが語った
ドットのつながり
2003年に開発プロジェクトを立ち上げ

2 枚歯のはすば歯車という古くて新しいテーマ
―アイシン精機（株）―

てからおよそ8年の歳月を経て，ようやく

学生時代には必要性をあまり感じなかった

ジェクトに志願しました。ヨーロッパ駐在

日の目をみた歯車である。実際，開発途中

デザインの勉強が，のちに，マッキントッ

中に一時帰国し，このプロジェクトの話を

では，
「まだそんなことをやっているのか」

シュのコンピュータの文字やマークのデザ

聞いたとき，いい研究だと思ったからです。

という声が社内にもあったと永田は振り返

インなどに生きることになった。その時点

しかし，私は元々熱処理開発の担当でし

る。そうしたなか，自分自身の心の内で，

で関係性がないと思われたものを切り捨て

たので，このプロジェクトに入るに際して

どのようにして開発を続け，やり遂げる情

ずにいたら，成功に結び付いたというわけ

は，大学の基礎講座で，歯車の勉強をしま

熱を保ち続けることができたのだろうか？

です。

した。何でも興味を持って取り組み，一か

「社会人大学院生として勉強をしていると

まさにその通りで，諦めずに，ダメ出し

ら学んでいくという姿勢を失わずにいるこ

き，たまたま英語の授業のなかで，マッキ

をされても，未来を信じてやっていくこと

とで，永田の指導や激励もあり，量産へ持

ントッシュのスティーブ・ジョブズが，ス

によって，成功に結び付くということを私

ち込むことができました。粘り強くやるこ

タンフォード大学の卒業式で行った有名な

も体験しました。一見関係ないように見え

とで，
やり遂げる，
充実感を味わえました」

スピーチを聞くことができました。その中

ることを続けることが大切である。この考

と，達成感を話してくれた。

で，ジョブズは，英語で，コネクティング・

え方が，私自身の継続する力になったと思

ザ・ドッツ（Connecting the dots）という

います」。

ことを言っています。

ヨーロッパ駐在から帰国して，永田らの

どういう意味かといいますと，現在の段

このプロジェクトは，永田と，開発途中
で他部署へ異動になった若手エンジニアの
二人で始まった。現在でも，数人で運営さ

プロジェクトに志願して開発に加わった栗

れるプロジェクトである。

階ではつながりを持たないドット（dot＝

田は，そのときの思いをこう語る。

「小さく生んで，大きく育てるということ

点）という存在でも，ドットを増やしてい

「ヨーロッパ駐在中に，永田たちの研究開

でしょうか」と永田は笑うが，「ブレイク

くことによって，時間の経過とともに関連

発のことを知り，ヨーロッパで調査や研究

すれば，資源もそれに応じて投入されると

性が生まれ，それがやがて線になり，形に

所，メーカーを探すといった支援をしてき

思います」と，この研究開発の成果に，大

なっていく。それを信じて，自分は仕事を

ました。帰国の際，上司から，好きな部署

きな期待を寄せている。

してきたというのです。その結果，自分が

を希望していいと言われたので，このプロ

8 年に亘る開発を聞く。中央が第二車体技術部・シート第一グループのチームリーダーである森 正俊氏
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