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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　固定側に固定される固定体と、ベルトを押圧するための押圧部を有し、該押圧部が上記
ベルトを押圧する方向に対して進退移動するように上記固定体に変位可能に保持された可
動体と、上記固定体および可動体間に介装され、該固定体に対し可動体をベルト押圧方向
に向かって付勢する付勢手段と、上記固定体および可動体間に介装され、該固定体に対す
る可動体の変位に伴い、固定体および可動体のうちの少なくとも一方との間で摺動摩擦を
発生し、該摺動摩擦でもって上記可動体の変位をダンピングする摺動材とを備えたベルト
テンショナにおける上記摺動材を製造する方法であって、
　上記摺動材の主要樹脂成分として、曲げ弾性率が上記摺動材よりも高い高弾性樹脂材料
に対し、曲げ弾性率が上記摺動材よりも低い低弾性樹脂材料を混合し、
　上記高弾性樹脂材料および低弾性樹脂材料として、共にポリアミド４６樹脂を用いるこ
とを特徴とするベルトテンショナ用摺動材の製造方法。
【請求項２】
　請求項１に記載のベルトテンショナ用摺動材の製造方法において、
　高弾性樹脂材料として曲げ弾性率が略３０００ＭＰａであるポリアミド４６樹脂材料を
用いる一方、低弾性樹脂材料として曲げ弾性率が略１９００ＭＰａであるポリアミド４６
樹脂材料を用い、
　上記高弾性樹脂材料に対する上記低弾性樹脂材料の混合率を、５～２０重量％とするこ
とを特徴とするベルトテンショナ用摺動材の製造方法。
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【請求項３】
　請求項１又は２に記載のベルトテンショナ用摺動材の製造方法により得られた摺動材を
備えていることを特徴とするベルトテンショナ。
【請求項４】
　請求項３に記載のベルトテンショナであって、
　可動体は、ベルト押圧方向に対して進退移動するように固定体に揺動可能に保持された
揺動体であり、
　摺動材は、固定体および揺動体のうちの一方に揺動一体に固定され、
　上記ベルトテンショナの付勢手段は、捩りトルクでもって上記揺動体をベルト押圧方向
に回動付勢する一方、上記捩りトルクの反力でもって上記摺動材と固定体および揺動体の
うちの他方とを互いに圧接させる捩りコイルばねであることを特徴とするベルトテンショ
ナ。
【請求項５】
　請求項４に記載のベルトテンショナにおいて、
　固定体は、揺動軸心に沿って延びるように設けられた軸部を有し、
　揺動体は、上記揺動軸心回りに揺動可能に上記軸部上に外嵌合されたボス部を有し、
　捩りコイルばねは、上記揺動体のボス部上に遊嵌されたコイル部を有し、
　摺動材は、固定体に揺動不能に固定されつつ、上記揺動体のボス部に摺接するように設
けられ、
　捩りコイルばねは、上記摺動材と上記揺動体のボス部とを互いに圧接させていることを
特徴とするベルトテンショナ。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、自動車用エンジンのベルト式補機駆動装置などにおいてベルトに張力を付与
するベルトテンショナに使用される樹脂製摺動材の製造方法に関し、特に、摺動材とは摩
擦係数の異なる市販の樹脂材料を用いて、必要とされる摩擦係数の摺動材を得る対策に関
する。
【背景技術】
【０００２】
　例えば、自動車用エンジンのベルト式補機駆動装置において、ベルトに張力を付与しつ
つ、その張力付与作動をベルト張力の変動に応じて自動的にダンピングするようにしたオ
ートテンショナは知られている。
【０００３】
　このものは、エンジンに取り付けられる固定体と、プーリがベルトを押圧する方向に対
して進退移動するように固定体に揺動可能に保持された揺動体と、固定体に対し揺動体を
捩りトルクでもってベルト押圧方向に回動付勢する捩りコイルばねと、固定体と揺動体と
の間に介装されていて、捩りコイルばねの捩りトルクの反力でもって揺動体との間に摺動
摩擦を発生する樹脂製の摺動材とを備えており、揺動体の回動方向ないし揺動位置に応じ
て上記摺動摩擦力が変化することを利用して、揺動体の揺動に対するダンピング力を自動
的に増減させるようになっている。
【０００４】
　ところで、上記のダンピング力を規定する主要な要素として、摺動材の摩擦係数が挙げ
られる。したがって、必要とされるベルト押圧力やダンピング特性ならびに設置スペース
などの諸条件を満たす上では、それらに適した摩擦係数の摺動材が必要であり、そのため
には、それに見合った樹脂材料が必要である。
【０００５】
　例えば、特許文献１には、オートテンショナの摺動材の主要樹脂成分として、ポリアミ
ド４６樹脂を用い、これに、炭素繊維又は芳香族ポリアミド繊維などの繊維補強材と、自
己潤滑性および耐摩耗性を向上させるための四フッ化エチレン樹脂などのフッ素樹脂と、
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さらなる耐摩耗性および寸法安定性のための二硫化モリブデンとを添加して摺動材を得る
ことが記載されている。
【特許文献１】特開平７－２８６６４６号公報（第３～５頁）
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　しかしながら、実際には、樹脂材料は市販品のなかから選んで使用せざるを得ず、この
ために、従来の場合には、要求される諸特性および諸条件を満たす上で最適と考えられる
摩擦係数の摺動材を得ることが困難であり、そのしわ寄せが関連部品の設計変更を強いる
ことになる結果、製造コストが高くなるという問題がある。
【０００７】
　本発明は、斯かる点に鑑みてなされたものであり、その主な目的は、自動車用エンジン
のベルト式補機駆動装置に用いられるベルトテンショナの摺動材について、その主要樹脂
線分として、該摺動材とは摩擦係数の異なる市販の樹脂材料を用いても、必要とされる摩
擦係数が得られるようにすることにある。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　上記の目的を達成すべく、本発明では、樹脂材料の曲げ弾性率と摩擦係数との間に正の
比例関係があるとの知見に基づき、摺動材の主要樹脂成分として、曲げ弾性率が所定の摺
動材よりも高い高弾性樹脂材料に対し、曲げ弾性率が所定の摺動材よりも低い低弾性樹脂
材料を混合するようにした。
【０００９】
　具体的には、本発明は、固定側に固定される固定体と、ベルト押圧部を有し、該ベルト
押圧部がベルトを押圧する方向に対して進退移動するように上記固定体に変位可能に保持
された可動体と、これら固定体および可動体間に介装されていて、該固定体に対し可動体
をベルト押圧方向に向かって付勢する付勢手段と、上記固定体および可動体間に介装され
ていて、該固定体に対する可動体の変位に伴って該可動体の変位をダンピングする摺動摩
擦を発生する摺動材とを備えたベルトテンショナにおける上記摺動材の製造方法を前提と
している。
【００１０】
　そして、上記摺動材の主要樹脂成分として、曲げ弾性率が上記摺動材よりも高い高弾性
樹脂材料に対し、曲げ弾性率が上記摺動材よりも低い低弾性樹脂材料を混合し、その高弾
性樹脂材料および低弾性樹脂材料として、共にポリアミド４６樹脂を用いることとする。
【００１１】
　尚、上記の構成において、高弾性樹脂材料および低弾性樹脂材料として、それぞれ、略
３０００ＭＰａおよび略１９００ＭＰａであるものを挙げることができる。また、その場
合には、高弾性樹脂材料に対する低弾性樹脂材料の混合割合を、５～２０重量％とするこ
とが望ましい。
【００１２】
　また、上記の摺動材が組み込まれてなるベルトテンショナの一例としては、付勢手段と
しての捩りコイルばねを備えており、この捩りコイルばねの捩りトルクの反力でもって摺
動材と固定体および可動体のうちの少なくとも一方とを互いに圧接させるようにしたもの
が挙げられる。例えば、可動体が、ベルト押圧方向に対して進退移動するように固定体に
揺動可能に保持された揺動体であり、かつ、捩りコイルばねが捩りトルクでもって上記揺
動体をベルト押圧方向に回動付勢する一方、上記捩りトルクの反力でもって摺動材と固定
体および揺動体のうちの一方とを互いに圧接させている場合、より具体的には、固定体が
、揺動軸心に沿って延びるように設けられた軸部を有しており、揺動体が、揺動軸心回り
に揺動可能に上記軸部上に外嵌合されたボス部を有しており、捩りコイルばねが、揺動体
のボス部上に遊嵌されたコイル部を有する場合には、摺動材が、固定体に揺動不能に固定
されつつ、揺動体のボス部に摺接するように設けられており、捩りコイルばねが、摺動材
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と揺動体のボス部とを互いに圧接させるようにされたものとすることができる。
【発明の効果】
【００１３】
　本発明によれば、高弾性樹脂材料と低弾性樹脂材料とを混合して摺動材の主要樹脂成分
とすることで、要求される諸条件を満たす上で最適な摩擦係数の摺動材を容易に得ること
ができ、よって、その分、ベルトテンショナの製造コストの低減に寄与することができる
。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１４】
　以下、本発明の実施形態を、図面に基づいて説明する。
【００１５】
　図１は、本発明の実施形態に係るオートテンショナの全体構成を示しており、このオー
トテンショナは、自動車用エンジンの出力トルクの一部を１本の伝動ベルトを介して複数
の補機に伝達するようにしたサーペンタインレイアウトのベルト式補機駆動装置において
使用されるものであり、伝動ベルトに所定の張力を付与する作動を行いつつ、その作動状
態に応じて該作動に対するダンピング力を自動的に変化させるようになっている。
【００１６】
　このベルトテンショナは、固定側としてのエンジンに固定される固定体１０と、この固
定体１０に揺動軸心Ｐ回りに揺動可能に支持された揺動体２０とを備えている。
【００１７】
　上記の固定体１０は、有底筒状のハウジング部１１と、このハウジング部１１内の底壁
中央に立設された軸部１２とを有する。軸部１２の外周面は、先端側に向かって外径が漸
次小さくなる断面テーパ状に形成されており、また、軸部１２の軸心Ｐ部分には、該軸部
を軸方向に貫通するボルト孔１３が設けられている。ハウジング部１１の外周には、図外
の取付部が設けられており、固定体１０は、これら取付部およびボルト孔１３においてボ
ルトによりエンジンに固定されるようになっている。さらに、ハウジング部１１の周壁に
おける周方向の一部には、該周壁を半径方向に貫通しかつ底壁に接する位置から開口近傍
位置に達するスリット状の係止部１４が形成されている。
【００１８】
　一方、上記の揺動体２０は、有底筒状のハウジング部２１と、このハウジング部２１の
底壁中央に上記固定体１０の軸部１２の先端側から外嵌合可能に設けられたボス部２２と
を有する。ボス部２２は、ハウジング部２１の底壁から該ハウジング部２１の開口側に向
かって延びるように形成されており、その内周面は、ハウジング部２１の開口側に向かっ
て内径が漸次大きくなる断面テーパ状に形成されている。ボス部２２の内周面のテーパ角
は、軸部１２の外周面のテーパ角と略同じである。この揺動体２０は、ハウジング部２１
の開口が固定体１０のハウジング部１１の開口と重なり合うとともに、ボス部２２が固定
体１０の軸部１２上に該軸部１２の先端側から外嵌合された状態に配置されている。軸部
１２はボス部２２を軸方向に貫通しており、その先端部分ハウジング部２１の底壁から軸
方向に突出している。この先端部分には、略円板状をなしていて外径がボス部２２の内径
よりも大きいフロントプレート２３が係止されており、これにより、ボス部２２が軸部１
２から抜け出ないようになている。また、ハウジング部２１の周壁における周方向の一部
でありかつ底壁近傍の部位には、該周壁を半径方向に貫通する係止孔（図示せず）が形成
されている。
【００１９】
　上記ハウジング部２１の外周には、アーム部２４が半径方向外方に向かって突出するよ
うに設けられており、このアーム部２４の先端には、プーリ保持部２５が設けられている
。プーリ保持部２５には、揺動軸心Ｐに平行な方向に延びるボルト孔２６が形成されてい
る。プーリ保持部２５の先端側外周は小径になっており、この小径部上には、ベアリング
２７が内輪において外嵌合されている。この内輪は、ボルト孔２６に螺着された鍔付ボル
ト２８の鍔部によりプーリ保持部２５に取り付けられている。ベアリング２７の外輪上に
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は、押圧部としてのプーリ２９が回転一体に外嵌合されており、このプーリ２９が伝動ベ
ルトに接触してプーリ軸心Ｑ回りに回転しつつ該伝動ベルトを押圧するようになっている
。
【００２０】
　上記揺動体２０のボス部２２と固定体１０の軸部１２との間には、第１の摺動材である
略円筒状のインサートベアリング４０が介装されており、揺動体２０は、このインサート
ベアリング４０を介して固定体１０に揺動軸心Ｐ回りに揺動可能に支持されている。イン
サートベアリング４０の内外周面はそれぞれ断面テーパ状に形成されている。内周面のテ
ーパ角は軸部１２の外周面と略同じであり、外周面のテーパ角は、ボス部２２の内周面と
略同じである。また、上記のフロントプレート２３と、揺動体２０のハウジング部２１の
底壁との間には、インサートベアリング４０と同じ材料からなる円板状のスラストワッシ
ャ４１が介装されている。
【００２１】
　上記固定体１０と揺動体２０との間には、固定体１０に対し、揺動体２０をプーリ２９
が伝動ベルトを押圧する方向に向かって揺動軸心Ｐ回りに回動するように常時付勢する捩
りコイルばね５０が介装されている。具体的には、この捩りコイルばね５０は、固定体１
０のハウジング部１１と揺動体２０のハウジング部２１との間に収容されており、右巻き
のコイル部５１と、このコイル部５１における固定体１０側の端部から半径方向外方に向
かって突出する固定側タング５２と、コイル部５１における揺動体２０側の端部から半径
方向外方に向かって突出する揺動側タング（図示せず）とを有する。コイル部５１は、揺
動体２０のボス部２２上に套嵌されていて、固定側タング５２は固定体１０の係止部１４
に周方向の移動を規制された状態に係止されており、一方、揺動側タングは揺動体２０の
係止孔に同じく周方向の移動を規制された状態に係止されている。
【００２２】
　また、捩りコイルばね５０は、コイル部５１が縮径する方向に捩られた状態で固定体１
０および揺動体２０間に介装されており、このことで、コイル部５１が拡径する方向の捩
りトルクでもって揺動体２０を回動付勢するようになっている。さらに、この捩りコイル
ばね５０は、コイル部５１が軸方向に圧縮された状態で介装されており、このことで、上
記のスラストワッシャ４１がフロントプレート２３と揺動体２０のハウジング部２１との
間に挟圧された状態となっている。
【００２３】
　上記捩りコイルばね５０のコイル部５１と上記揺動体２０のボス部２２との間には、第
２の摺動材である略鍔付円筒状のスプリングサポート６０が介装されている。このスプリ
ングサポート６０は、揺動体２０のボス部２２上に外嵌合されていて該ボス部２２に対し
摺接可能な円筒状のダンピング部６１と、このダンピング部６１の一方の開口縁に設けら
れた外向きフランジ状の鍔部６２とからなっている。ダンピング部６１の軸方向寸法は、
捩りコイルばね５０のコイル部５１の１巻き分の軸方向寸法と略同じである。鍔部６２は
、コイル部５１の固定側タング５２の側の端部と固定体１０のハウジング部１１の底壁と
の間に配置されていて、コイル部５１の圧縮力により両者間に挟圧保持されており、この
ことで、スプリングサポート６０は、固定体１０側に回動不能に固定されるようになって
いる。
【００２４】
　ここで、上記のように構成されたベルトテンショナの作動について説明する。
【００２５】
　自動車用エンジンの作動に伴い、伝動ベルトの張力が低下したときには、ベルトテンシ
ョナでは、捩りコイルばね５０の捩りトルクでもって揺動体２０がベルト押圧方向に回動
し、プーリ２９が伝動ベルトを押圧するので、ベルト張力の低下が抑えられ、一方、伝動
ベルトの張力が上昇したときには、そのベルト反力によりプーリ２９が押圧され、揺動体
２０がベルト押圧方向とは反対の方向に回動するので、ベルト張力の上昇が抑えられる。
【００２６】
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　一方、捩りコイルばね５０の捩りトルクの反力でもって、該捩りコイルばね５０のコイ
ル部５１における周方向の一部は半径方向内方に向かって常に押圧されており、これによ
り、揺動体２０のボス部２２における周方向の一部がスプリングサポート６０のダンピン
グ部６１とインサートベアリング４０との間に挟圧されている。よって、揺動体２０の揺
動に伴い、スプリングサポート６０のダンピング部６１とボス部２２との間、およびイン
サートベアリング４０とボス部２２との間には、それぞれ摺動摩擦が発生し、それらが揺
動体２０の揺動を減衰させるダンピング力として作用する。その際に、捩りトルクの反力
は、揺動体２０がベルト押圧方向に回動するとき、つまり、コイル部５１が拡径するとき
には、それに応じて低下するので、ダンピング力も低下する。よって、揺動体２０の回動
が速やかに行われる。一方、揺動体２０がベルト押圧方向とは反対の方向に回動するとき
、つまり、コイル部５１が縮径するときには、それに応じて上昇するので、ダンピング力
も上昇する。
【００２７】
　これらの結果、ベルトテンショナは、ベルト張力が低下したときには速やかに伝動ベル
トを押圧してベルト張力の低下を抑え、一方、ベルト張力が増大したときには緩やかにベ
ルト反力の増加分を吸収してベルト張力の増大を抑える。このようにすることで、張力変
動に起因する伝動ベルトのばたつきが回避され、これにより、補機プーリに対する伝動ベ
ルトの滑りが抑えられてトルク伝達が確実化するとともに、伝動ベルトの寿命の短命化が
防止されることとなる。
【００２８】
　次に、上記のように構成されたベルトテンショナにおけるインサートベアリング４０お
よびスプリングサポート６０の製造方法について説明する。尚、以下の説明では、インサ
ートベアリング４０およびスプリングサポート６０を総称して、「摺動材」という。
【００２９】
　本実施形態では、曲げ弾性率が上記摺動材よりも高い高弾性樹脂材料と、曲げ弾性率が
上記摺動材よりも低い低弾性樹脂材料とを用い、これらを所定の比率でもって混合するこ
とで、摺動材の主要樹脂成分とし、この混合物に、必要に応じて１種類ないし複数種類の
任意の助剤を加えた後、所定の形状に成形する。
【００３０】
　具体的には、例えば、高弾性樹脂材料として、曲げ弾性率が略３０００ＭＰａであるも
のを用いる一方、低弾性樹脂材料として、曲げ弾性率が略１９００ＭＰａであるものを用
いる場合には、例えば、摺動材に油脂分などが付着して該摺動材における静摩擦係数およ
び動摩擦係数間の変化が大きくなり、そのためにスティックスリップによる異音が発生し
やすくなるという事態を回避しつつ、必要な耐摩耗性を確保できるようにするという点で
は、混合比（重量比）は、高弾性樹脂材料：低弾性樹脂材料＝９５：５～８０：２０であ
ることが好ましい。尚、そのような高弾性樹脂材料および低弾性樹脂材料としては、それ
ぞれ、ディーエスエム・ジャパン・エンジニアリング・プラスチックス株式会社製のポリ
アミド４６樹脂（ＰＡ４６）である「スタニール（商品名）」の「ＰＸ－９ａ（グレード
名）」および「ＴＷ３６３（同前）」を挙げることができる。
【００３１】
　－テスト１－
　ここで、上記の製造方法において、高弾性樹脂材料と低弾性樹脂材料との混合比を変え
て得られた実施例１～実施例３の３種類の摺動材を用いてそれぞれベルトテンショナを作
製し、各摺動面にモリブデングリース（ＭｏＳ２　）を塗布した状態でベルト式補機駆動
装置に組み込んでベルトを走行させ、ベルト張力の変動に伴う異音発生の有無を確認する
実験を行った。
【００３２】
　具体的には、高弾性樹脂材料と低弾性樹脂材料との混合比を、実施例１では、９５：０
５、実施例２では、９０：１０、実施例３では、８０：２０とした。また、比較のために
、高弾性樹脂材料のみで得られた摺動材を比較例とし、これを用いたベルトテンショナを
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作製し、上記と同じ実験を行った。
【００３３】
　以上の結果を、次表１に併せて示す。さらに、回動位置および回動方向と出力トルクと
の関係を、実施例１については図２に、実施例２については図３に、実施例３については
図４に、また、比較例については図５にそれぞれ示す。尚、特性曲線上の矢印は、変化の
方向を示している。
【００３４】
【表１】

【００３５】
　実施例１～実施例３では、何れも異音の発生は確認できなかった。これに対し、比較例
の場合には、揺動体がベルト押圧方向に回動するときも、それとは逆の方向に回動すると
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きも異音の発生が確認された。
【００３６】
　各特性図を見ると、比較例では、揺動体が揺動するときにその回動方向に拘わらず微小
なトルク変動が現れており、これは、揺動体のボス部とインサートベアリング又はスプリ
ングサポートとの間のスティックスリップによるものと考えられる。これに対し、実施例
１～実施例３では、そのようなトルク変動は見られない。尚、実施例１と実施例２との対
比では、特性上の相違は殆ど確認できないが、実施例２と実施例３との対比では、実施例
３の方が、ベルト押圧方向への回動時におけるトルクが小さい一方、反ベルト押圧方向へ
の回動時のトルクが大きい。これは、低弾性樹脂材料の混合割合が高い分だけ摩擦係数が
高くなり、それにより、揺動体の揺動に対するダンピング力が高くなったからである。
【００３７】
　－テスト２－
　次に、上記の実施例１および実施例２について、図６に示す鈴木式摩擦摩耗試験機を用
い、駆動１００側にアルミニウム合金製の相手材１１０を配置する一方、従動２００側に
摺動材２１０を配置し、該摺動材２１０を所定の荷重３００でもって相手材１１０に圧接
させた状態で該相手材１１０を回転駆動することで摺動材２１０を介して従動２００側に
トルクを伝達し、そのトルクをロードセル４００により検出するようにした。その際に、
摺動材２１０の摺動面にモリブデングリースを塗布し、９５℃の温間下におけるトルクの
経時変化を調べるテストを行った。また、比較のために、高弾性樹脂材料のみからなる摺
動材（比較例１）および低弾性樹脂材料のみからなる摺動材（比較例２）を作製し、これ
らについても、実施例１および実施例２の場合と同様のテストを行った。尚、相手材１１
０には、アルミニウム合金（ＪＩＳ　Ｈ　５３０２に規定する「ＡＤＣ１２」）を使用し
た。また、摺動材２１０に対する荷重３００（面圧）は２００ｋｇｆ／ｍｍ２　（≒１９
６１．３３ＭＰａ）とし、相手材１１０と摺動材２１０との相対速度は、線速度に換算し
て０．２ｍｍ／ｓｅｃとした。以上の結果を、特性図（図７）に併せて示す。
【００３８】
　比較例１と実施例１とを対比すると、トルクは、安定化した時点以降では互いに略同レ
ベルにあることが判る。しかしながら、テスト開始直後におけるトルクの不安定な区間で
は、トルクの変動量が比較例１の場合よりも実施例１の場合の方が小さいことが判る。こ
れは、実施例１の方が、静摩擦係数と動摩擦係数との間の変化が小さいことを意味してい
る。つまり、実施例１では、比較例１の場合よりも静摩擦係数と動摩擦係数との間の変化
が小さいにも拘わらず、比較例１の場合と同程度の摩擦係数を発揮するということである
。
【００３９】
　次に、実施例１と実施例２とを対比すると、テスト開始直後における摺動トルクの不安
定な区間では、摺動トルクの変動量が実施例１の場合よりも実施例２の場合の方がさらに
小さいことが判る。また、摺動トルクのレベル自体も、実施例２の方が実施例１よりも小
さくなっている。
【００４０】
　さらに、実施例２と比較例２とを対比すると、摺動トルクの変動量およびレベル自体は
互いに略同じであることが判る。つまり、比較例２では、摩擦係数の変化が大きいことに
起因する異音の発生は、実施例２の場合と同程度に回避されるということである。
【００４１】
　－テスト３－
　上記の実施例１および実施例２に加え、高弾性樹脂材料と低弾性樹脂材料との混合比が
、８０：２０である実施例３と、７０：３０である実施例４と、６０：４０である実施例
５とをそれぞれ作製し、これらを上記構成のベルトテンショナに組み込んで自動車用エン
ジンのベルト式補機駆動装置に使用したときの固定体に対する揺動体の傾き（アームの傾
き〔単位：ｄｅｇ〕）、つまり、伝動ベルトに対するベルトテンショナのプーリのアライ
メントの狂いやすさを調べるテストを行った。また、比較のために、上記の比較例１を組
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８）に併せて示す。尚、特性図中の縦軸は、固定体の軸部（揺動軸心）に対する揺動体の
ボス部の角度〔単位：ｄｅｇ〕であり、横軸は経過時間〔単位：ｈ〕である。
【００４２】
　図８から判るように、比較例１の場合が最もアーム傾きが小さく、低弾性樹脂材料の混
合割合が高くなるほどアーム傾きが大きくなる、つまり、摩耗量が増大することが判る。
これは、低弾性樹脂材料は、耐摩耗性の点では、高弾性樹脂材料よりも劣るということで
ある。特に、低弾性樹脂材料の混合割合が２０重量％を超えると、摩耗量は急激に増大し
ている。よって、耐摩耗性の点では、オートテンショナの一般的な使途においては、低弾
性樹脂材料の混合割合が２０重量％以下であることが好ましい。
【００４３】
　－テスト４－
　テスト３の結果をさらに調べるために、実施例２について、その限界ＰＶ曲線を作成す
るテストを行った。また、比較のために、上記の比較例１および比較例２についても、同
様のテストを行った。以上の結果を、特性図（図９）に併せて示す。尚、同特性図の縦軸
は「摺動速度〔単位：ｍ／ｓ〕であり、横軸は「面圧〔単位：ＭＰａ〕」である。
【００４４】
　図９から判るように、比較例２，実施例２，比較例１の順に限界ＰＶ値が高くなってい
る。これは、比較例２，実施例２，比較例１の順に耐摩耗性が高いことを示している。つ
まり、耐摩耗性は、低弾性樹脂材料の混合割合が高くなるほど、低下するということであ
る。
【００４５】
　－テスト１～テスト４の結論－
　以上のことから、曲げ弾性率が略３０００ＭＰａである高弾性樹脂材料に対し、曲げ弾
性率が略１９００ＭＰａである低弾性樹脂材料を、混合割合が５重量％以上となるように
混合することで、油脂分付着状態におけるスティックスリップの発生が少なくなる（静摩
擦係数と動摩擦係数との間の差が小さくなる）ような摩擦係数のベルトテンショナ用摺動
材が得られることが判る。
【００４６】
　一方、耐摩耗性の面では、高弾性樹脂材料に対する低弾性樹脂材料の混合割合が高くな
るほど低下する。よって、実際には、ベルトテンショナの使用条件に応じて、混合割合を
より低く抑えることが好ましく、一般的には、低弾性樹脂材料の混合割合は、５～２０重
量％であることが望ましい。
【００４７】
　ここで、実施例１～実施例６，比較例１，比較例２について、高弾性樹脂材料と低弾性
樹脂材料との混合比を、次表２にまとめて示しておく。
【００４８】
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【表２】

【００４９】
　したがって、本実施形態によれば、自動車用エンジンのベルト式補機駆動装置において
、エンジンに固定された固定体１０が保持する揺動体２０をベルト押圧方向に回動付勢す
る捩りコイルばね５０の捩りトルクの反力でもって樹脂製のインサートベアリング４０お
よびスプリングサポート６０をそれぞれ揺動体２０のボス部２２に押し付けて該揺動体２
０の揺動時に摺動摩擦を生じさせるようにすることで、揺動体２０のベルト押圧方向の回
動に対しては小さなダンピング力でダンピングする一方、反ベルト押圧方向の回動に対し
ては大きなダンピング力でもってダンピングするようにしたオートテンショナのインサー
トベアリング４０およびスプリングサポート６０について、その主要樹脂材料として、曲
げ弾性率がインサートベアリング４０およびスプリングサポート６０よりも高い高弾性樹
脂材料と、曲げ弾性率がインサートベアリング４０およびスプリングサポート６０よりも
低い低弾性樹脂材料とを混合するようにしたので、適正な摩擦係数を有するインサートベ
アリング４０およびスプリングサポート６０を、市販の樹脂材料を用いて得ることができ
、よって、摩擦係数が一定であるインサートベアリング４０およびスプリングサポート６
０に対して捩りコイルばね５０の捩りトルクを変更したりする場合や、インサートベアリ
ング４０およびスプリングサポート６０の樹脂材料を製造の段階から手掛ける場合に比べ
て、オートテンショナの製造コストの低減に寄与することができる。
【００５０】
　また、高弾性樹脂材料として曲げ弾性率が略３０００ＭＰａであるものを用いる一方、
低弾性樹脂材料として曲げ弾性率が略１９００ＭＰａであるものを用いる場合に、上記高
弾性樹脂材料に対する上記低弾性樹脂材料の混合割合を、５～２０重量％とすることで、
インサートベアリング４０やスプリングサポート６０に油脂分などが付着した場合でも、
静摩擦係数および動摩擦係数間の変化が大きくなってスティックスリップによる異音が発
生するという事態を抑えることができ、しかも耐摩耗性の高いインサートベアリング４０
およびスプリングサポート６０を得ることができる。
【００５１】
　尚、上記の実施形態では、高弾性樹脂材料および低弾性樹脂材料として、共にポリアミ
ド４６樹脂であり、かつ、それぞれ曲げ弾性率が略３０００ＭＰａおよび略１９００ＭＰ
ａを用い、高弾性樹脂材料に対する低弾性樹脂材料の混合割合を５～２０重量％とするこ
とが好ましいとしているが、曲げ弾性率，混合割合は特に限定されるものでなく、条件に
基づいて適宜設定することができる。
【００５２】
　また、上記の実施形態では、ベルトテンショナの具体例としてのオートテンショナと該
オートテンショナに組み込まれている摺動材とについて、その一例を示しているが、本発
明に係るベルトテンショナおよび摺動材については、固定側に固定される固定体と、ベル
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移動するように固定体に変位可能に保持された可動体と、固定体および可動体間に介装さ
れ、該固定体に対し可動体をベルト押圧方向に向かって付勢する付勢手段と、固定体およ
び可動体間に介装され、該固定体に対する可動体の変位に伴い、固定体および可動体のう
ちの少なくとも一方との間で摺動摩擦を発生し、該摺動摩擦でもって可動体の変位をダン
ピングする摺動材とを備えたものであればよく、特に限定されるものではない。
【図面の簡単な説明】
【００５３】
【図１】図１は、本発明の実施形態に係るオートテンショナの全体構成を示す縦断面図で
ある。
【図２】図２は、実施例１の摺動材を用いた場合のダンピング特性を示す特性図である。
【図３】図３は、テスト１において実施例２の摺動材を用いた場合のダンピング特性を示
す図２相当図である。
【図４】図４は、テスト１において実施例４の摺動材を用いた場合のダンピング特性を示
す図２相当図である。
【図５】図５は、テスト１において比較例１の摺動材を用いた場合のダンピング特性を示
す図２相当図である。
【図６】図６は、鈴木式摩擦摩耗試験機を用いて行ったテスト２の要領を示す正面図であ
る。
【図７】図７は、テスト２において実施例１および実施例２の摺動材と所定の相手材とを
相対摺動させたときの摺動トルクの経時変化を比較例１および比較例の場合と併せて示す
特性図である。
【図８】図８は、テスト３において実施例１～実施例４の各摺動材を用いたベルトテンシ
ョナにおけるアーム傾きの変化を比較例１および比較例２の場合と併せて示す特性図であ
る。
【図９】図９は、テスト４において実施例２の摺動材の限界ＰＶ曲線を比較例１および比
較例２の場合と併せて示す特性図である。
【符号の説明】
【００５４】
　１０　固定体
　２０　揺動体（可動体）
　２９　プーリ（押圧部）
　４０　インサートベアリング（摺動材）
　５０　捩りコイルばね（付勢手段）
　６０　スプリングサポート（摺動材）
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