
GCX LINEAR 
スカイビング向けソリュ
ーション
超高品質スカイビング工具を実現する
実用的なクローズド・ループソリューション
製造責任者Xiaoyu Wang -TXマシンプラットフォーム、ギヤツール



スカイビング技術の導入	 3

 EV30@30	 3

	 DIN 10からDIN 6まで	 4

	 スカイビングカッター用GCX Linear	 4

課題その1複雑な形状	 5

	 高性能設計ソフトウェア	 5

	 総合パッケージ	 5

課題その2厳しい公差	 6

	 MTC	 6

	 高精度ヘッドストック	 6

	 LinX®を装備	 6

課題その3計測	 7

	 歯の間隔	 7

	 歯の形状	 7

課題その4ホイールのドレッシング	 9

	 AEMS	 9

	 ダイヤモンドホイールのドレッシング	 9

課題その5品質管理	 10

	 プロセス内での計測	 10

	 循環型生産	 10

課題その6知識ギャップ	 11

	 歯車切削工具の設計	 11

	 プロセスに関する知識の開発と共有	 11

2

目次



スカイビング技術の導入
EV30@30キャンペーン
スカイビング業界を後押ししているのが電気自
動車です。「世界の電気自動車の見通し (2021)」
レポートによると、この10年間の急激な成長を経
て、2020年末の時点で全世界の道路を走行して
いる電気自動車の数は1000万に達し、世界的な
パンデミックにより自動車販売台数が16%減少
したにも関わらず、2020年の電気自動車の登録
数は41%増を記録したと報告しています。

2020年、世界では前年比の40%増となる約370の
電気自動車モデルが発売されています。BMWや
GMグループなど、世界主要OEMメーカー	(OEMs)
の20社中18社では、EV車の生産と販売強化を表
明しています。

自動車メーカーの電動化目標は、	国際エネルギ
ー機関(IEA)の持続可能な開発シナリオに沿った
ものであり、2030年には自動車市場の30%にあ
たる2億4,500万台に達すると予想します。	

 

GCX LINEARスカイビング向けソリューション

3
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2030年までの電気乗用車の推移予想

2020-2030公表政策シナリオによる世界EV車数

備考PLDVs =軽量乗用車BEV = バッテリー式電動自動車LCVs =軽量商用車PHEV =プラグインハイブリッド式電気自動車。電気二輪・三輪車は含まれていません。参考までに、2030年のEV車数 (二輪車/三輪車を除く) は、「公表政策シナ
リオ」では20億台、「持続可能な開発シナリオ」では19億台となっています。地域別の予測EV車台数データは、「Global EV Data Explorerで閲覧することができます。出典元：Mobility ModelとIEA による分析

出典元：国際エネルギー機関(IEA) 

2020-2030持続可能な開発シナリオによる世界EV車数

PLDVs - BEV

PLDVs - PHEV

LCVs - BEV

LCVs - PHEV

Buses - BEV

Buses - PHEV

Trucks - BEV

Trucks - PHEV



DIN 10からDIN 6まで
生産されているギヤ全体の45%は、自動車のト
ランスミッション用です。電気自動車の増加に
伴い、今、ギヤ業界に求める条件が変わりつつ
あります。エンジンの回転速度が20,000 rpmと高
く、効率を上げるにはより高いギヤ比が必要な
ことから、新たな設計では遊星歯車機構が多く
採用されているのです。	

このプラネタリーギヤとも呼ばれる遊星歯車機
は、リングギヤの内側に外歯車の太陽歯車と複
数の衛星歯車が組み立てられたもので、その外
歯車は、ホブ切りと研削により作られます。内歯
車にはこれまで、形削りやブローチ加工が使わ
れてきましたが、形削り加工には時間がかかり、
ブローチ加工は扱いにくい工具が必要となりま
す。

トランスミッションの小型化により、1本のシャフ
トに取り付けられている複数のギヤ同士が非常
に近いため、邪魔になるのでシャフト上の小さ
いギヤをホブ切りでは作ることができません。

効率面での課題だけではなく、顧客にとっては
EV車の騒音も重要な課題となっています。EV車
用ギヤは、DIN 10からDIN 6へと、その許容公差
がさらに厳しくなり、ギヤ業界では、ハードスカ
イビング加工こそが、新しいEV車に求められる
大量のギヤを製造するための画期的な方法と
考えています。

スカイビング加工とは、回転する動きと削る動
きを組み合わせた材料除去連続プロセスです。
ピニオンカッターとしてギヤに噛み合うと同時
に、カッターがギヤの軸方向に沿って移動しま
す。その効率は、ホブ切りと同程度で、形削りよ
りも5から10倍の速さと言われています。

スカイビング加工では切りくずが短く、そのギヤ
は表面がより滑らかで、高い品質となるのが特
徴です。特に難しい超硬ソリッドスカイビングカ
ッターには、熱処理後のハードスカイビング加
工が不可欠です。

スカイビングカッター用GCX Linear 
ANCA社では、市場の要求に応えるため、スカイ
ビングカッターの生産と研削総合ソリューショ
ンを提供しています。GCX Linearは、超硬工具と
ハイス工具の両方で高い品質のスカイビング工
具を実現できる新基準です。

ギヤ用工具の測定システムが組み込まれてお
り、業界初の新技術であるクローズドループ生
産プロセスを可能にします。

GCX Linear であれば、高品質のスカイビング
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工具を実現する時に直面する様々な課題をク
をクリアする事が可能です。

課題その1 
複雑な形状
GCX Linearの総合ソフトウェアパッケ
ージが複雑な形状に対応

高性能設計ソフトウェア
GCX Linearには、設計ソフトウェアが付属してお
り、ギヤのパラメータから直接カッター形状を計
算したり、衝突を分析したり、研削をシミュレー
ションしたりする機能が付いています。

様々な形状のスカイビングカッターやトッピング
カッター、ノントッピングカッター、セミトッピング
カッター、面取りカッターなどの形状を設計する
ことができ、さらに、サイクロイド歯車のような
自由形状のギヤもDXFとして直接インポートす
ることも可能です。

スカイビングカッターやシェイパーカッターなど
の歯車切削工具の形状は複雑で、その設計の
工程は主に反復最適化手順になっています。カ
ッターの設計には、基本のギヤデータもしくは
デザインステーションのエンベロープギヤの断
面から設計することができます。	

また、スカイビングの動きをシミュレーションす
ることができるので、カッターの設計を確認した
り、衝突の可能性を修正したりすることもできま
す。
	

総合パッケージ
GCX Linearのソフトウェアには、ピニオンタイプ
の歯車切削ツールを生産および再研磨するた
めの複数のソフトウェアコンポーネントも含ま
れています。設計はもちろん、シミュレーションや
研削工程のプログラミング、研磨ホイールの変
更、研磨ホイールのドレッシングなどの機能が
含まれており、生産に関わるすべての工程をバ
ーチャルによりしっかりサポートします。

すべての生産工程をバーチャル化することで、セ
ットアップにかかる時間を削減し、切りくずを減
らすので、より合理的な生産を可能にします。	
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歯の形状

リード

歯の間隔

すくい面

AEMSがドレッシングを実行

LinXの高精度のヘッドストッ
クを使用

機械の安定性-MTC

歯車切削工具ソフトウェア

課題その2 
厳しい公差	
ANCA社では、スカイビングカッターの
研削に特化した技術をご用意しており
ます。

GCX Linearは、MTC(モーター温度制御)、AEMS(ア
コースティックエミッションモニタリングシステ
ム)、高精度ヘッドストック、大きなエンベロープ、
すべてのリニア軸に装備されたLinXリニアモー
ター、iBalance、そして変更可能なクーラントシス
テムなど、ANCA社が自信をもって提供するTXプ
ラットフォームをベースにした画期的な技術によ
ってDIN AAレベルの品質を実現します。		
	
MTC
MTCとは特許申請中の革新技術で、モータース
ピンドルドライブハードウェアに搭載されてお
り、インテリジェント制御アルゴリズムによっ
て、GCX Linearの電動スピンドルの温度が管理・
維持されます。

MTCは、熱変化によって工具のピッチが急激に飛ぶ
「ハートビート」現象を解決します。GCXによって、
安定したマシンコンディションで作業することが
でき、AAAおよび	AAAA級品質の歯の間隔を達成
することが可能です。

高精度ヘッドストック
A軸の位置ずれの影響が直径と共に大きくなって
しまうため、大径のスカイビングカッターやシェイ
パーカッターには、より高い割り出し精度が必要
となります。これを受けて、今回の改良では、A軸
の精度をこれまでの10倍向上され、位置決め精
度は±0.00034゜になっています。

LinX®	を装備
ANCA社のLinX®リニアモーターは、リニアスケー
ルと連動することで、軸の動き (X、Y、Z軸)	に優れ
た精度と性能を実現します。過酷な研削環境で
の使用を考慮した特殊設計のLinX®モーター
は、磁場を持つ円筒状で、レールやマシンベース
に余分なダウンフォースがかかりません。

また、温度変化がなく(つまりチラーユニット不
要)、IP67に適合した防水防塵性を備えているた
め、摩耗や損傷が最小限に抑えられ、マシンの
寿命が尽きるまでその精度を維持することがで
きます。このLinX®リニアモーターは、軸速度と
加速度が高く、スムーズな軸の動きをキープし
ながらサイクルタイムを短縮することができま
す。

GCX Linearで行われたスカイビングカッターのピッチ測
定レポート例。単一ピッチ誤差(fp)は約	1 µm、隣接ピッ
チ誤差(fu)は 2 µm 以下で測定されています。



課題その3
計測
業界初の歯車計測システムによりマ
シン内で工具を計測
GCX Linearは、歯車計測システムを搭載した	
CNC研削盤で、工具を固定したままで、DIN 1829
規格に基づいて歯の間隔やその形状を確認す
ることができます。
	
歯の間隔
歯の間隔では、ピッチを計測します。Fpとは、単
一ピッチ誤差のことで、特定の歯から歯までの
実際のピッチと理論上のピッチとの差を指して
います。累積ピッチ誤差とは、前の歯の誤差を足
し合わせた累積値で、fuは隣接ピッチ誤差を示
しています。最も一般的な計測レポートでは、歯
の間隔の計測は、歯を棒で示した棒グラフが用
いられます。

このGCX Linearのピッチ計測機能により、オペレ
ーターは、工具を取り出して測定マシンに移し
変えることなく、ピッチ精度をすばやく確認する
ことができます。その機能にはプローブのデジタ
ル機能が使われており、プローブがピッチ径に
近い逃げ面に触れることで計測します。

計測を行うと瞬時にグラフが作成されます。この
レポートは見やすいすっきりとした構図になって
います。この計測結果は測定器で計測した結果
と同様となっています。	

歯の形状
歯の間隔に関しては、比較的分かりやすく、計測
も簡単ですが、歯の形状は非常に複雑です。シ
ェイパーカッターとスカイビングカッターは、ど
ちらもピニオンタイプの歯車用切削工具に分類
されますが、歯車と工具の相対的な動きが異な
ります。	

シェイパーカッターは、一対の平行軸の歯車を
基本とする仕組みになっているのに対して、スカ
イビングカッターは一対の交差軸の歯車をベー
スとしているのが特徴です。そのため、スカイビ
ングカッターの形状は、シェイパーカッターより
も複雑です。

その違いは一目瞭然ですが、その歯の形状もま
たスカイビングカッターとシェイパーカッターで
は異なります。

GCX LINEARスカイビング向けソリューション
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スカイビングカッターの登場により、この業界
標準となっている多くの歯車計測マシン(GMM)
では、まだカッターの形状を評価することので
きる数理モデルが開発されていません。ANCA
社の搭載工具計測システムでは、マシン内でそ
のまま刃先の数的形状を評価することが可能
で、この業界にとって画期的な一歩となりまし
た。

この形状計測システムでは、アナログプローブ
のパスを計算し、プローブが特定の深さの歯の
形状をスキャンし、その図は瞬時にウインドウに
表示されます。レポートは理解しやすい内容に
なっています。
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課題その4
ホイールのドレッシング	
ダイヤモンドホイールをミクロンの単
位で複雑な形状に加工する

AEMS
複雑なホイールのドレッシング工程は、スカイビ
ングにとって非常に重要です。これを受け
て、ANCA社では最新のアコースティックエミッシ
ョンモニタリングシステム	(AEMS)を開発しまし
た。このAEMSには、さまざまな騒音が行き交う
中でも完璧なドレス音を判別するように学習さ
せることが可能です。AEMSでは、監視付きのマ
シン学習アルゴリズムが採用されており、研磨
ホイールの形状をミクロンの単位でドレッシン
グすることで、コストを最小限に抑え、高い効率
を実現します。

ダイヤモンドホイールのドレッシング
超硬ソリッドのスカイビング工具を作るにはダ
イヤモンドホイールが必要です。しかし、そのダ
イヤモンドホイールのドレッシング工程は非常
に厄介となっています。しかし、ANCA社の高性能
ソフトウェアがホイールをシンプル化し、ドレッシ
ングにかかる費用を大幅に削減します。さら
に、Zoller社の計測マシンから直接研磨ホイール
計測レポートを読み込み、誤差を分析し、自動
で次のパスを補正します。

さらに、ドレッシングパスのシミュレーション機
能も付いています。一般的には、ホイールで特に
注意が必要なのが側面であり、先端と根元の部
分は比較的大きな逸脱が許容されています。シ
ミュレーション機能では、ユーザーが許容範囲
を設定することで、プログラムが問題のあるエリ
アを自動で特定してくれるようになっています。
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課題その5 
品質管理
完全な循環型生産システム：工具を外
すことなく、研削と計測と補正をマシ
ン内で実行

プロセス内での計測
このインプロセス計測システムがプロセス管理
を飛躍的に向上させます。例えば、歯車の歯の
形に違いが生じる場合、その多くが、仕上げサイ
クルでホイールの摩耗が進んでしまい、研磨ホ
イールの形状が維持されなかったことによるも
のです。

荒削り加工と仕上げ加工の間で形状を計測す
ることで、ユーザーはホイールの摩耗具合を監
視することが可能となり、研削ホイールのドレッ
シングとスティッキングをしっかり把握すること
ができます。これにより、ドレッシングを行うタイ
ミングを決定したり、マシンへの供給や研削のフ
ェードレート、その他のプロセスパラメータをし
っかり管理したりすることができ、全体的な品質
とコントロール性能の向上を実現します。

循環型生産
ドレッシングの回数を減らすため、ANCA 社では
マシン内でのダイレクトパス補正機能を開発し
ました。スカイビングカッターの設計には、反復
型開発が求められます。アイデアを慎重に選ん
だあと、このソフトウェアがホイールの形状と研
削パスを生成します。

そして、これらのファイルが研削マシンへと贈ら
れ工具が研削されます。計測後、このカッターに
数的エラーが見つかると、これを修正するため、
今まではホイールを計算し直して、ホイールで
研磨し直す必要がありました。

この方法では、設計場所と研削マシンと計測マ
シンの間を何度も往復しなければならず、時間
がかかり、安定したプロセスを確立するのは非
常に難しくなります。

このGCX Linearでは、違うアプローチを取ってお
り、ホイールの形状を変更するのではなく、ソフ
トウェアが研削パス上で直接補正します。インプ
ロセス計測システムにより、GCX Linear上にすべ
てが包括されているのです。

工具やホイールをマシンから取り出さずに、1回
固定するだけで誤差の補正まで実行できてしま
うのです。

つまり、インプロセス計測システムによってスカ
イビングカッターの製造工程が飛躍的に改善す
ることになったのです。マシンが正確な数的形
式に照らし合わせて形状を評価することができ
るこのシステムは業界にとって大きな進歩です。
ダイレクト補正システムと共に、GCX	Linear	で
行うスカイビングカッターの研削は、効率的で
実用的に優れた循環型ソリューションとなって
います。

GCX LINEARスカイビング向けソリューション
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GCX LINEAR
•	マシンでのダイレクトパス補正	
			-	ホイールの再装着不要

•	インプロセス測定
			-	工具を取り外す必要なし

公称形状の計算

iGrind
歯車切削工具の共通パラメータの定義、研削/逃げ
面形状研削、円錐すくい面または段付きすくい面

インプロセス測定

研削パスの補正、形状エラー
の修正



	
課題その6
知識ギャップ	
ANCA社の専門スタッフがあらゆる段階でお客
様をサポート

歯車切削工具の設計
歯車と歯車切削工具には、歯車に関する専門
用語の知識が必要です。

特に、スカイビングカッターは非常に複雑な形
状です。カッターは、ターゲットとなるギヤデー
タやエンベロープギヤの断面から設計すること
ができます。多機能で直感的なソフトウェアであ
るとはいえ、設計の工程は反復最適化プロセス
で、習得には時間がかかります。そのため、設計
エンジニアたちは、スカイビングの仕組み、注意
が必要なポイント、多くの事実上の制限などを
考慮して、最高のものを作り出すためのテクニッ
クを理解しなければなりません。

難しそうと敬遠する必要はありません。ANCA 社
の専門チームがお手伝いいたします。専門チー
ムは、エンジニアやオペレーターがこのコアな
歯車切削工具の世界に足を踏み入れることが
できるようにトレーニングプログラムや学習コー
スを提供しております。
	

プロセスに関する知識の開発と共有
その厳しい公差と複雑な形状により、スカイビ
ングカッターは、これまでの工具研削の世界、特
に超硬ソリッドを使ったカッターでは最も実現
が難しい工具の一つです。

GCX Linearに搭載されている技術があればDIN 
AAの最高レベルを達成することができますが、
実現にはプロセスとセットアップに関する知識
が不可欠です。だからこそ、豊富な現場経験を
持つANCA社の専門チームが、研磨ホイールの
選択や研削の切り込み量、ドレッシングの回数
からクーラント圧力調整など、プロセスに関する
トータル知識を提供しております。

お客様の成功は私たちの成功でもあります。サ
ービスとトレーニングはANCA社を語る上で欠か
すことのできない一部です。当社のチームが、ス
タンダードの作業工程をお客様の工場の環境
や設備に合わせるお手伝いをいたします。

イノベーションはANCA社DNAです。スカイビング
加工という選択を可能にする新たなレベルの研
削技術の発展に貢献できることを誇りに思いま
す。歯車のより効率的な生産工程によって、ネッ
トゼロエミッションの未来に必要な多くの電気
自動車の普及に貢献することができるのです。

GCX LINEARスカイビング向けソリューション
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