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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　電動モータと前記電動モータの動力を出力する出力軸とを備え、前記出力軸に取り付け
られるワイパアームを揺動駆動するワイパモータであって、
　前記出力軸に設けられ、ギヤケース内に回転自在に収容される出力ギヤと、
　前記ギヤケース内に回転自在に収容され、前記電動モータに回転駆動される回転体と、
　前記回転体の回転中心軸から離れた連結軸において前記回転体に回転自在に連結される
アーム部と前記出力ギヤに噛み合うセクタギヤ部とを備えた動力変換部材と、
　前記セクタギヤ部の歯車軸と前記出力軸とに揺動自在に連結され、前記セクタギヤ部を
前記出力軸周りに揺動自在に支持する揺動プレートと、
　前記出力ギヤを挟んで前記揺動プレートに対向して前記出力軸の先端に装着され、前記
ギヤケースに摺接する第１摺接部材と、
　前記第１摺接部材とは別体に前記セクタギヤ部を覆う扇形状に形成されて前記セクタギ
ヤ部上に装着され、前記第１摺接部材と同一側で前記ギヤケースに摺接する第２摺接部材
とを有することを特徴とするワイパモータ。
【請求項２】
　請求項１記載のワイパモータにおいて、前記ギヤケースに対向する方向に突出するリブ
を前記第２摺接部材に設けたことを特徴とするワイパモータ。
【請求項３】
　請求項１または２記載のワイパモータにおいて、前記セクタギヤ部に対向する方向に突
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出するリブを前記第２摺接部材に設けたことを特徴とするワイパモータ。
【請求項４】
　請求項１～３のいずれか１項に記載のワイパモータにおいて、前記連結軸の先端に前記
ギヤケースに摺接する第３摺接部材を装着するとともに前記第２摺接部材と前記第３摺接
部材を前記動力変換部材に装着されるプレート部材を介して一体に形成したことを特徴と
するワイパモータ。
【請求項５】
　請求項４記載のワイパモータにおいて、前記第２、第３摺接部材よりも前記ギヤケース
側への突出高さが高く形成される摺接凸部を前記プレート部材に設けたことを特徴とする
ワイパモータ。
【請求項６】
　請求項５記載のワイパモータにおいて、前記摺接凸部を挟む一対のスリットを前記プレ
ート部材に設けたことを特徴とするワイパモータ。
【請求項７】
　請求項１～６のいずれか１項に記載のワイパモータにおいて、板材を打ち抜き加工して
前記動力変換部材を形成するとともに、前記打ち抜き加工により抜き出される方向の表面
を前記揺動プレート側に向けて前記動力変換部材を組み付けることを特徴とするワイパモ
ータ。
【請求項８】
　請求項１～７のいずれか１項に記載のワイパモータにおいて、ロール状態から巻き戻さ
れた板材を打ち抜き加工して前記揺動プレートを形成するとともに前記揺動プレートの一
方の表面に複数のディンプルを形成することを特徴とするワイパモータ。
【請求項９】
　請求項１～８のいずれか１項に記載のワイパモータにおいて、前記第１摺接部材を前記
出力軸の先端部を覆うキャップ状に形成し、一方側から前記出力軸が嵌合固定され、他端
側から前記第１摺接部材が圧入固定される貫通孔を前記出力ギヤに形成するとともに、前
記貫通孔の前記第１摺接部材が圧入固定される内面を開口部側から徐々に内径が小さくな
るテーパ状に形成したことを特徴とするワイパモータ。
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、電動モータと電動モータの動力を出力する出力軸とを備え、出力軸に取り付
けられるワイパアームを揺動させるワイパモータに関する。
【背景技術】
【０００２】
　車両のリヤウインドガラスを払拭するリヤワイパ装置等では、電動モータの回転運動を
出力軸の揺動運動に変換する動力変換機構を備えたワイパモータを用いて、ワイパアーム
を直接出力軸に固定するようにしている。
【０００３】
　このようなワイパモータはバスタブ状に形成されたケース本体とケース本体を閉塞する
カバーから成るギヤケースを有しており、ケース本体内には電動モータの回転を減速する
ウォームギヤ機構のウォームホイルと出力軸に固定された出力ギヤとが回転自在に収容さ
れている。ウォームホイルには回転中心軸から離れて連結軸が設けられており、この連結
軸には動力変換部材のアーム部が回転自在に連結されている。また、動力変換部材には出
力ギヤに噛み合うセクタギヤ部が設けられており、セクタギヤ部の軸心に圧入された歯車
軸は出力軸に揺動自在に支持される揺動プレートに回転自在に支持されている。これによ
り、電動モータが作動してウォームホイルが回転すると、アーム部が往復動するとともに
セクタギヤ部が出力ギヤの周りを揺動し、ウォームホイルの回転運動が動力変換部材によ
り出力軸の揺動運動に変換される。
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【０００４】
　このようなワイパモータでは、電動モータの作動時やワイパアームに悪戯等による外力
が加えられたときには、出力ギヤとセクタギヤ部との間にこれらのギヤを引き離す方向の
荷重が生じることになる。そして、この荷重によりギヤケースに支持される出力軸に対し
て揺動プレートを支点として歯車軸が傾きを生じ、これにより各ギヤの噛み合いがずれる
恐れがある。そのため、例えば特許文献１に示すワイパモータでは、出力軸と歯車軸の先
端部に各軸を互いに連結する樹脂製の摺接部材を装着するとともにこの摺接部材をカバー
に摺接させることにより各軸の軸方向への移動を規制して、各ギヤの噛み合いを保持する
ようにしている。
【特許文献１】特開２０００－３４１９０６号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかしながら、従来のワイパモータでは摺接部材は出力軸と歯車軸とを連結しており、
出力ギヤとセクタギヤ部との間に噛み合いが外れる方向へ向く荷重を支持する構造とされ
ているので、ワイパモータの小型・軽量化のために摺接部材を薄く形成すると荷重により
摺接部材に応力がかかり変形してワイパモータの耐久性が低下することになる。また、摺
接部材が薄く形成されると各軸と摺接部材との係合代が小さくなり、摺接部材の変形によ
り各軸が摺接部材から外れる恐れが高くなる。さらに、出力ギヤとセクタギヤ部とも噛み
合いが外れる方向へ向く荷重が働くと、歯車軸が傾動するため、セクタギヤ部（動力変換
部材）の先端が摺接部材に干渉して摺接部材が削られてしまい、摺接部材が変形、あるい
は破損するおそれが高くなる。
【０００６】
　そのため、荷重による変形や各軸の離脱を防止できる程度に摺接部材を厚く形成する必
要があるが、摺接部材の厚みが増すとその分ワイパモータが大型化し、ワイパモータの車
両への搭載性が低下することになる。
【０００７】
　本発明の目的は、出力軸とセクタギヤ部に装着されてギヤケースに摺接する摺接部材の
厚みを薄くしてワイパモータを小型化することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　本発明のワイパモータは、電動モータと前記電動モータの動力を出力する出力軸とを備
え、前記出力軸に取り付けられるワイパアームを揺動駆動するワイパモータであって、前
記出力軸に設けられ、ギヤケース内に回転自在に収容される出力ギヤと、前記ギヤケース
内に回転自在に収容され、前記電動モータに回転駆動される回転体と、前記回転体の回転
中心軸から離れた連結軸において前記回転体に回転自在に連結されるアーム部と前記出力
ギヤに噛み合うセクタギヤ部とを備えた動力変換部材と、前記セクタギヤ部の歯車軸と前
記出力軸とに揺動自在に連結され、前記セクタギヤ部を前記出力軸周りに揺動自在に支持
する揺動プレートと、前記出力ギヤを挟んで前記揺動プレートに対向して前記出力軸の先
端に装着され、前記ギヤケースに摺接する第１摺接部材と、前記第１摺接部材とは別体に
前記セクタギヤ部を覆う扇形状に形成されて前記セクタギヤ部上に装着され、前記第１摺
接部材と同一側で前記ギヤケースに摺接する第２摺接部材とを有することを特徴とする。
 
【００１２】
　本発明のワイパモータは、前記ギヤケースに対向する方向に突出するリブを前記第２摺
接部材に設けたことを特徴とする。
【００１３】
　本発明のワイパモータは、前記セクタギヤ部に対向する方向に突出するリブを前記第２
摺接部材に設けたことを特徴とする。
【００１４】
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　本発明のワイパモータは、前記連結軸の先端に前記ギヤケースに摺接する第３摺接部材
を装着するとともに前記第２摺接部材と前記第３摺接部材を前記動力変換部材に装着され
るプレート部材を介して一体に形成したことを特徴とする。
【００１５】
　本発明のワイパモータは、前記第２、第３摺接部材よりも前記ギヤケース側への突出高
さが高く形成される摺接凸部を前記プレート部材に設けたことを特徴とする。
【００１６】
　本発明のワイパモータは、前記摺接凸部を挟む一対のスリットを前記プレート部材に設
けたことを特徴とする。
【００１７】
　本発明のワイパモータは、板材を打ち抜き加工して前記動力変換部材を形成するととも
に、前記打ち抜き加工により抜き出される方向の表面を前記揺動プレート側に向けて前記
動力変換部材を組み付けることを特徴とする。
【００１８】
　本発明のワイパモータは、ロール状態から巻き戻された板材を打ち抜き加工して前記揺
動プレートを形成するとともに前記揺動プレートの一方の表面に複数のディンプルを形成
することを特徴とする。
【００１９】
　本発明のワイパモータは、前記第１摺接部材を前記出力軸の先端部を覆うキャップ状に
形成し、一方側から前記出力軸が嵌合固定され、他端側から前記第１摺接部材が圧入固定
される貫通孔を前記出力ギヤに形成するとともに、前記貫通孔の前記第１摺接部材が圧入
固定される内面を開口部側から徐々に内径が小さくなるテーパ状に形成したことを特徴と
する。
 
【発明の効果】
【００２１】
　本発明によれば、出力ギヤとセクタギヤ部との間に噛み合いを切り離す方向の荷重が生
じたときには、各摺接部材がギヤケースに摺接してその荷重を支持することができる。ま
た、出力軸とセクタギヤ部に装着される摺接部材はそれぞれ別体に形成されているので、
出力ギヤとセクタギヤ部との間に噛み合いを切り離す方向の荷重が生じても、その荷重に
よる摺接部材の変形は抑制される。したがって、第１と第２摺接部材を一体に形成する場
合に比べて各摺接部材の厚みを薄くすることができ、これによりワイパモータを小型化す
ることができる。また、出力ギヤとセクタギヤ部との間に生じる荷重による摺接部材の変
形を抑制することができるので、このワイパモータの耐久性を向上させることができる。
さらに、歯車軸が傾動しても出力ギヤやセクタギヤ部の歯先が摺接部材に干渉することが
ないので、歯先が摺接部材に干渉することにより生じる削りかす等が噛み合い部に挟み込
まれることを防止することができる。
【００２２】
　また、本発明によれば、第２摺接部材を歯車軸の先端に装着するようにしたので、歯車
軸の軸方向の移動を規制して歯車軸の傾動を抑制することができる。また、第２摺接部材
をセクタギヤ部上に配置することによりセクタギヤ部のギヤケース側への移動を規制する
ことができるので、出力ギヤとセクタギヤ部との間に噛み合いを切り離す方向の荷重が生
じても、セクタギヤ部の噛み合い部分が第２摺接部材を介してギヤケースに支持されるこ
とにより歯車軸の出力軸に対する傾動が規制され、これにより出力ギヤとセクタギヤ部の
噛み合いのずれが抑制されてワイパモータの作動効率が高められる。さらに、セクタギヤ
部を覆う扇形状に第２摺接部材を形成することにより出力ギヤとセクタギヤ部との噛み合
い位置が変化しても、常にセクタギヤ部を第２摺接部材により支持してその移動を規制す
ることができる。
【００２３】
　さらに、本発明によれば、第２摺接部材の少なくとも一方の面にはリブが設けられるの
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で、第２摺接部材を確実にギヤケースに接触させるとともに第２摺接部材の強度を高めて
、セクタギヤ部の移動を強固に規制することができる。また、第２摺接部材にセクタギヤ
部と対向する方向に突出するリブを設けたので、歯車軸が傾動したときに出力軸の先端が
第２摺接部材に干渉することを防止することができる。
【００２４】
　さらに、本発明によれば、動力変換部材に装着されるプレート部材を介して連結軸の先
端に装着される第３摺接部材と第２摺接部材とを一体に形成するようにしたので、連結軸
の軸方向への移動を規制するとともに第１と第２摺接部材の組付け性を高めることができ
る。
【００２５】
　さらに、本発明によれば、プレート部材には各摺接部材よりも突出高さが高い摺接凸部
が設けられるので、各摺接部材とギヤケースとの間に隙間が生じた場合であっても摺接凸
部によりプレート部材を動力変換部材に確実に押し付けて、各摺動部材のがたつきを抑制
することができる。
【００２６】
　さらに、本発明によれば、摺接凸部の両側にスリットを形成するようにしたので、摺接
凸部をギヤケースに対して弾性変形させて摺接凸部の作動性を向上させることができる。
【００２７】
　さらに、本発明によれば、打ち抜き加工により抜き出される方向の表面を揺動プレート
に向けて動力変換部材を組み付けるようにしたので、打ち抜き加工時に生じるバリが揺動
プレートへ接触することを防止してバリによる傷や異音の発生を防止することができる。
【００２８】
　さらに、本発明によれば、揺動プレートの一方の表面に複数のディンプルを形成するよ
うにしたので、ロール状態から巻き戻された板材から揺動プレートを打ち抜き加工する場
合であっても、巻癖を矯正して揺動プレートの平面度を高めることができる。さらに、デ
ィンプルにより揺動プレートの組付け方向の認識が容易となるので、この揺動プレートの
組付け性を高めることができる。
【００２９】
　さらに、本発明によれば、各摺接部材を軸の先端部を覆うキャップ状に形成するように
したので、各軸に対する摺接部材の装着代を少なくすることができる。これにより、摺接
部材の厚みを薄くしてワイパモータをさらに小型化することができる。
【００３０】
　さらに、本発明によれば、出力ギヤに形成される貫通孔の内面をテーパ状に形成し、こ
のテーパ状の部分に第１摺接部材を圧入固定するようにしたので、出力ギヤを形成する際
に生じるバリなどを避けて第１摺接部材を貫通孔に確実に圧入固定することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００３１】
　以下、本発明の実施の形態を図面に基づいて詳細に説明する。
【００３２】
　図１は本発明の一実施の形態であるワイパモータの詳細を示す断面図であり、図２は図
１におけるＡ－Ａ線に沿う断面図である。
【００３３】
　図１に示すワイパモータ１１は、図示しない車両に設けられるリヤワイパ装置に用いら
れるものであり、電動モータ１２とギヤユニット１３とを有している。
【００３４】
　電動モータ１２は回転軸１２ａを備えた所謂ブラシ付き直流モータとなっており、図示
しないワイパスイッチが操作されると車両に搭載されたバッテリ等の電源から直流電流が
供給されて回転軸１２ａが所定の方向に回転する。
【００３５】
　図示する場合には、電動モータ１２はブラシ付き直流モータとされているが、これに限
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らず、たとえばブラシレスモータなど他の形式の電動モータを用いるようにしてもよい。
【００３６】
　一方、ギヤユニット１３は締結部材１４により電動モータ１２に固定されるバスタブ状
のケース本体１５とケース本体１５を閉塞するカバー１６とで構成されたギヤケース１７
を有しており、ケース本体１５の内部にはウォームギヤ機構２１が収容されている。
【００３７】
　ウォームギヤ機構２１はウォーム２２とウォーム２２に噛み合うウォームホイル２３と
を有しており、ウォーム２２はケース本体１５の内部に突出する回転軸１２ａの外周に一
体的に形成されて回転軸１２ａとともに回転する。一方、回転体としてのウォームホイル
２３はケース本体１５に設けられた回転中心軸としての支持軸２４に支持されてケース本
体１５の内部に回転自在に収容されており、回転軸１２ａの回転が所定の回転数にまで減
速されて伝達される。つまり、ウォームホイル２３は電動モータ１２により駆動されて所
定の方向に回転する。
【００３８】
　図２に示すように、ケース本体１５には支持軸２４と平行な方向に突出するボス部１５
ａが形成されており、このボス部１５ａには支持軸２４と平行に配置された出力軸２５が
回転自在に支持されている。この出力軸２５の一端はボス部１５ａから外部に突出してお
り、その先端にはリヤワイパ装置を構成するリヤワイパアーム２６（図２に一点鎖線で示
す）が取り付けられている。また、出力軸２５の他端はケース本体１５の内部に位置して
おり、その先端には出力ギヤ２７が設けられている。この場合、出力ギヤ２７は焼結によ
り形成された平歯車となっており、その軸心に設けられた貫通穴２７ａの一方側から出力
軸２５が圧入固定されることにより出力軸２５と一体回転自在とされている。つまり、出
力ギヤ２７はケース本体１５の内部に出力軸２５とともに回転自在に収容されている。
【００３９】
　ウォームホイル２３と出力ギヤ２７とは動力変換部材３１により連結されており、この
動力変換部材３１によりウォームホイル２３の回転運動が揺動運動に変換されて出力軸２
５に伝達されるようになっている。つまり、電動モータ１２の動力である回転軸１２ａの
回転運動はウォームギヤ機構２１により減速されるとともに動力変換部材３１により揺動
運動に変換されて出力軸２５から出力される。これにより、出力軸２５に取り付けられた
リヤワイパアーム２６はワイパモータ１１により揺動駆動され、これによりリヤワイパ装
置の払拭動作が行われることになる。
【００４０】
　図３は図１に示す動力変換部材の分解斜視図であり、この動力変換部材３１はプレス機
械を用いて板材である鋼板を所定の形状に打ち抜き加工することによりアーム部３２とア
ーム部３２の長手方向の一端に設けられるセクタギヤ部３３とを有する板状に形成されて
いる。
【００４１】
　アーム部３２のセクタギヤ部３３とは反対側の先端側には貫通孔３２ａが形成され、こ
の貫通孔３２ａには支持軸２４と平行に連結軸３４が圧入により固定されている。一方、
セクタギヤ部３３の軸心つまりピッチ円の中心には貫通孔３３ａが形成され、この貫通孔
３３ａには連結軸３４と平行に歯車軸３５が圧入により固定されている。
【００４２】
　図４は歯車軸と連結軸とを動力変換部材に圧入する圧入機の概略を示す説明図であり、
これらの軸３４，３５は図４に示す圧入機４１により動力変換部材３１の各貫通孔３２ａ
，３３ａに圧入される。この圧入機４１は、動力変換部材３１が配置される基準面Ａを備
えた基準プレート４２と、基準プレート４２の基準面Ａに当接する一対の当接部４３ａと
基準面Ａに所定距離Ｌだけ離れて対向する一対のピン受け部４３ｂとを備えたピン受け治
具４３と、ピン受け治具４３と動力変換部材３１との間に配置されて動力変換部材３１に
加わる荷重を支持する荷重受け治具４４と、歯車軸３５や連結軸３４を動力変換部材３１
の貫通孔３２ａ，３３ａに向けて圧入する圧入治具４５とを備えている。そして、圧入治
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具４５により基準プレート４２に形成された挿通孔４２ａを介してピン受け部４３ｂに当
接するまで各軸３４，３５を貫通孔３２ａ，３３ａに圧入することにより、動力変換部材
３１の板厚や各軸３４，３５の長さのばらつきに拘わらず、動力変換部材３１の基準面Ａ
側の面と各軸３４，３５の先端までの距離Ｌを規定値に設定することができる。距離Ｌを
規定値に設定したことにより生じる効果については後述する。
【００４３】
　ウォームホイル２３には回転中心軸つまり支持軸２４から離れて連結穴２３ａが形成さ
れており、連結軸３４はこの連結穴２３ａに回転自在に係合されている。これにより、ア
ーム部３２は支持軸２４から離れた連結軸３４においてウォームホイル２３に回転自在に
連結されている。一方、セクタギヤ部３３は出力ギヤ２７に噛み合わされており、その噛
み合いを保持するために、歯車軸３５と出力軸２５とは揺動プレート４６により連結され
ている。
【００４４】
　なお、ウォームホイル２３上の支持軸２４と連結穴２３ａとの間には突出部分が一体形
成されており、突出部分の高さの範囲内に揺動プレート４６の厚さが設定されている。こ
のように、突出部分を高くすることにより、強度の高い揺動プレート４６（金属板）を厚
くして、摺接部材５２（樹脂製）を薄くすることができる。
【００４５】
　図５は図３に示す揺動プレートの詳細を示す斜視図であり、図６は図３に示すセクタギ
ヤ部と出力ギヤとの噛み合い部分の詳細を示す断面図である。
【００４６】
　図５に示すように、揺動プレート４６はロール状に巻かれた板材つまり鋼板を巻き戻し
た状態としてからプレス機械で打ち抜き加工することにより一対の貫通孔４６ａ，４６ｂ
を備えたプレート状に形成されている。この場合、揺動プレートを打ち抜き加工する際に
凸形状を有する金型を用いることにより、揺動プレート４６の一方の表面（打ち抜き加工
により打ち抜かれる方向とは反対側の面）には図５に示すような複数のディンプル４６ｃ
（凹部）を形成するようにしている。これにより、ロール状態から巻き戻された鋼板の巻
き癖を矯正して、平面度の高い揺動プレート４６を形成することができる。
【００４７】
　そして、図３に示すように、揺動プレート４６は出力ギヤ２７やセクタギヤ部３３に対
してケース本体１５側に配置されるとともに、その一方の貫通孔４６ａに出力軸２５が挿
通され、他方の貫通孔４６ｂに歯車軸３５が挿通されている。これにより揺動プレート４
６は出力軸２５と歯車軸３５とに揺動自在に連結され、セクタギヤ部３３は揺動プレート
４６により出力軸２５の周りに揺動自在に支持される。つまり、セクタギヤ部３３は揺動
プレート４６により出力ギヤ２７との噛み合いが保持された状態で出力軸２５の周りに揺
動自在に支持されている。
【００４８】
　また、図６に示すように、揺動プレート４６はディンプル４６ｃが形成された面をケー
ス本体１５側つまり動力変換部材３１や出力ギヤ２７に対して反対側に向けて組み付けら
れ、打ち抜き加工の際に生じるバリ等が動力変換部材３１や出力ギヤ２７に接触して異音
や傷が発生することを防止するようにしている。このとき、ディンプル４６ｃが目印とな
って揺動プレート４６の組み付け方向の認識が容易となるので、このワイパモータ１１の
組み付け性を向上させることができる。
【００４９】
　これに対して、動力変換部材３１は打ち抜き加工により抜き出される方向の表面を揺動
プレート４６側に向けて組み付けられている。つまり、打ち抜き加工により抜き出される
方向の表面側においては、図６に示すように、セクタギヤ部３３の各歯の先端部は打ち抜
き加工による引けにより湾曲形状に形成されるので、打ち抜かれる方向の表面を揺動プレ
ート４６側に向けて組み付けることで加工により生じるバリ等が揺動プレート４６に接触
することを防止することができる。したがって、バリ等が揺動プレート４６に接触するこ
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とにより生じる傷や異音を防止することができる。
【００５０】
　このような構造により、このワイパモータ１１は電動モータ１２が作動してウォームホ
イル２３が回転すると、その回転によりアーム部３２が往復動されるとともにセクタギヤ
部３３が出力ギヤ２７に対して揺動運動し、これによりウォームホイル２３の回転運動が
往復運動に変換されて出力軸２５から出力される。これにより、出力軸２５に取り付けら
れたリヤワイパアーム２６がワイパモータ１１により揺動駆動され、リヤワイパ装置の払
拭動作が行われる。
【００５１】
　図７は出力軸の先端に装着された第１摺接部材とカバーとの接触部分の詳細を示す断面
図であり、図８は動力変換部材に装着された摺接プレートとカバーとの接触部分の詳細を
示す断面図である。
【００５２】
　出力軸２５のギヤケース１７の内部に配置される側の先端には、出力ギヤ２７を挟んで
揺動プレート４６に対向するように第１摺接部材５１が装着されている。この場合、第１
摺接部材５１は樹脂材料により出力軸２５の先端部を覆うキャップ状に形成されており、
出力ギヤ２７の貫通孔２７ａに他方側（出力軸２５が圧入される方向とは反対側）から圧
入固定されている。そして、この第１摺接部材５１がカバー１６に摺接することにより出
力軸２５つまりこれに固定された出力ギヤ２７の軸方向の移動が規制されている。
【００５３】
　これにより、出力軸２５や出力ギヤ２７のギヤケース１７の内部でのがたつきを抑制し
て、これらがカバー１６やケース本体１５との間で生じる衝突音などの発生を抑制するこ
とができる。
【００５４】
　図７に示すように、出力ギヤ２７に形成された貫通孔２７ａの第１摺接部材５１が圧入
固定される部分の内面２７ｂはその開口部側から徐々に内径が小さくなるように角度αだ
け傾斜するテーパ状に形成されている。これにより、第１摺接部材５１を貫通孔２７ａに
圧入固定する際には、出力ギヤ２７を焼結で形成することにより貫通孔２７ａの開口部近
傍にバリが生じた場合であっても、このバリを避けて第１摺接部材５１を確実に貫通孔２
７ａに圧入固定することができる。
【００５５】
　このように、このワイパモータ１１では、第１摺接部材５１を出力軸２５の先端を覆う
キャップ状に形成して第１摺接部材５１の出力ギヤ２７への装着代を少なくしているので
、第１摺接部材５１の厚みを薄くしてワイパモータ１１を小型化することができる。
【００５６】
　また、このワイパモータ１１では、第１摺接部材５１が圧入固定される貫通孔２７ａの
内面２７ｂを開口部側から徐々に内径が小さくなるテーパ状に形成したので、開口部に生
じたバリを避けて第１摺接部材５１を確実に貫通孔２７ａに圧入固定することができる。
【００５７】
　一方、動力変換部材３１のカバー１６と対向する側の表面には樹脂材料により形成され
た摺接プレート５２が装着されている。図３に示すように、この摺接プレート５２は第２
摺接部材としての機能を有する第２摺接部５３と第３摺接部材としての機能を有する第３
摺接部５４とを有しており、これらの摺接部５３，５４を動力変換部材３１に装着される
プレート部材５５を介して一体に形成した構造となっている。つまり、この場合、第２摺
接部５３と第３摺接部５４は第１摺接部材５１とは別体に形成されている。
【００５８】
　図８に示すように、第２摺接部５３はプレート部材５５に対して軸方向に突出するキャ
ップ状に形成されており、動力変換部材３１の表面から突出する歯車軸３５の先端部分を
覆うように歯車軸３５の先端に装着されている。また、第２摺接部５３は第１摺接部材５
１と同一側でギヤケース１７つまりカバー１６に摺接しており、これにより歯車軸３５に
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固定されるセクタギヤ部３３の軸方向への移動が規制されている。
【００５９】
　同様に、第３摺接部５４はプレート部材５５に対して軸方向に突出するキャップ状に形
成されており、動力変換部材３１の表面から突出する連結軸３４の先端部分を覆うように
連結軸３４の先端に装着されている。また、第３摺接部５４は第２摺接部５３と同様にカ
バー１６に摺接しており、これにより連結軸３４に固定されるアーム部３２の軸方向への
移動が規制されている。
【００６０】
　このとき、各軸３４，３５を圧入機４１で動力変換部材３１に圧入することにより、動
力変換部材３１の揺動プレート４６と接する面から各軸３４，３５のカバー１６と対向す
る先端までの距離Ｌが正確に設定され、また、揺動プレート４６はボス部１５ａの基端部
においてケース本体１５に支持されているので、各軸３４，３５の先端とカバー１６との
隙間も正確に規定値に設定される。したがって、各軸３４，３５の先端とカバーとの間に
配置される第２、第３摺接部５３，５４を適切な接触圧でカバー１６に摺接させることが
できる。
【００６１】
　図３に示すように、摺接プレート５２には第２摺接部材としての延出部５６が第２摺接
部５３と一体に設けられている。この延出部５６は扇形状に形成されており、セクタギヤ
部３３上に装着されてセクタギヤ部３３のカバー１６と対向する側の表面を覆っている。
この延出部５６の外周はセクタギヤ部３３と出力ギヤ２７との噛み合い部分にまで延びて
おり、また、その外周側における両面には、それぞれ出力軸２５等の軸方向に向けて突出
する円弧状のリブ５７，５８が形成されている。
【００６２】
　なお、本実施の形態においては、摺接プレート５２ｂには、第２摺接部５３と延出部５
６の２つの第２摺接部材が設けられているが、これに限らず、いずれか一方のみを設ける
ようにしてもよい。
【００６３】
　カバー１６に対向する方向に突出して設けられるリブ５７はセクタギヤ部３３が傾いた
場合でもカバー１６と摺接してその傾きを抑制することができ、セクタギヤ部３３に対向
する方向に突出して設けられたリブ５８はセクタギヤ部３３が傾いた場合には出力ギヤ２
７と延出部５６との干渉を防止することができる。
【００６４】
　プレート部材５５には第２摺接部５３と第３摺接部５４との間に位置して、これらの摺
接部５３，５４よりもカバー１６側への突出高さが高く形成された摺接凸部６１が設けら
れている。また、プレート部材５５には摺接凸部６１を挟む一対のスリット６２が形成さ
れており、図８に示すように、摺接凸部６１はプレート部材５５のスリット６２に挟まれ
た部分が弾性変形した状態でカバー１６に接触するようになっている。つまり、プレート
部材５５と動力変換部材３１の表面との間には若干の隙間が設けられており、この隙間を
狭める方向にプレート部材５５が撓んだ状態で摺接凸部６１がカバー１６に接触している
。したがって、寸法誤差等により第２、第３摺接部５３，５４とカバー１６との間に隙間
が生じた場合であっても、摺接凸部６１が弾性的にカバー１６に接触することで摺接プレ
ート５２を確実に動力変換部材３１に押しつけて、各摺接部５３，５４のがたつきを防止
することができる。
【００６５】
　このように、このワイパモータ１１では、第１摺接部材５１や摺接プレート５２を設け
ることにより出力ギヤ２７や動力変換部材３１の軸方向への移動を規制して、これらの部
材２７，３１をギヤケース１７内でがたつかせることなく、滑らかに作動させることがで
きる。また、電動モータ１２の作動時などには出力ギヤ２７とセクタギヤ部３３との間に
噛み合いを切り離す方向の荷重が生じるが、この荷重を第１摺接部材５１や第２摺接部５
３を介してカバー１６に支持させることにより、出力軸２５に対して歯車軸３５が傾斜す
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ることを防止し、出力ギヤ２７とセクタギヤ部３３との噛み合いを保持することができる
。
【００６６】
　つまり、出力ギヤ２７とセクタギヤ部３３との間に噛み合いを切り離す方向の荷重が生
じると、ボス部１５ａに支持されるとともに第１摺接部材５１によりカバー１６に支持さ
れた出力軸２５はその傾斜が防止されるが、一方、歯車軸３５は傾斜しない出力軸２５に
対して揺動プレート４６を支点として傾斜する方向に荷重が加えられる。このときに歯車
軸３５に加えられる軸方向に向く荷重をカバー１６に摺接する第２摺接部５３で支持する
ことにより、歯車軸３５が傾斜することが抑制され、これにより出力ギヤ２７とセクタギ
ヤ部３３との噛み合いが保持される。
【００６７】
　このように、このワイパモータ１１では、電動モータ１２の作動時などに出力ギヤ２７
とセクタギヤ部３３との間に生じる噛み合いを切り離す方向の荷重は、第１摺接部材５１
と第２摺接部５３がカバー１６に摺接することにより支持されるので、この荷重により歯
車軸３５が傾斜することを防止して出力ギヤ２７とセクタギヤ部３３との噛み合いを保持
することができる。
【００６８】
　また、このワイパモータ１１では、出力軸２５の先端に装着される第１摺接部材５１と
歯車軸３５の先端に装着される第２摺接部５３は互いに別体に形成されるので、出力ギヤ
２７とセクタギヤ部３３との間に噛み合いを切り離す方向の荷重が生じても、その荷重に
よる第１摺接部材５１あるいは第２摺接部５３の変形が抑制される。したがって、第１摺
接部材５１と第２摺接部５３を一体に形成する場合に比べて第１摺接部材５１や第２摺接
部５３の厚みを薄くすることができ、これによりワイパモータ１１を小型化することがで
きるので、収納スペースが出力軸方向で制限されている場合（たとえば、車両のテールゲ
ートやハッチバックの内部にリヤワイパモータを装着する場合）に有効である。また、出
力ギヤ２７とセクタギヤ部３３との間に生じる荷重により第１摺接部材５１や第２摺接部
５３が変形されることを抑制することができるので、このワイパモータ１１の耐久性を向
上させることができる。
【００６９】
　さらに、このワイパモータ１１では、摺接プレート５２には延出部５６が設けられ、こ
の延出部５６がセクタギヤ部３３の外周部分（歯が形成された部分）においてカバー１６
に摺接するので、セクタギヤ部３３や歯車軸３５の軸方向の移動を規制するとともにセク
タギヤ部３３の歯車軸３５と揺動プレート４６との係合部を支点としたカバー１６側への
傾動を確実に防止することができる。したがって、出力ギヤ２７とセクタギヤ部３３との
間に生じる噛み合いを切り離す方向の荷重が生じたときでも、出力ギヤ２７とセクタギヤ
部３３との噛み合いを確実に保持して、このワイパモータ１１の作動効率を高めることが
できる。また、延出部５６はセクタギヤ部３３の噛み合い部分にまで延びるとともにこれ
を覆う扇形状に形成されるので、セクタギヤ部３３と出力ギヤ２７の（セクタギヤ部３３
の歯車軸３５の傾動による）厚さ方向の噛み合い位置が変化しても、常にセクタギヤ部３
３に加わる荷重をカバー１６に支持させることができる。
【００７０】
　さらに、このワイパモータ１１では、延出部５６の両面にはそれぞれカバー１６あるい
はセクタギヤ部３３の表面に接触するリブ５７，５８が形成されているので、これらのリ
ブ５７，５８により延出部５６の強度や剛性が高められるとともにカバー１６に対して延
出部５６を確実に接触させることができる。したがって、延出部５６による歯車軸３５の
傾動抑止効果を高めて、出力ギヤ２７とセクタギヤ部３３との噛み合いを確実に保持させ
ることができる。
【００７１】
　図９は出力ギヤと揺動プレートと動力変換部材とが仮保持部により仮保持された状態を
示す正面図である。このワイパモータ１１では、ギヤケース１７内への各部材の組付け作
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業を容易にするために、摺接部材としての摺接プレート５２に仮保持部７１を一体に設け
ている。
【００７２】
　図３に示すように、仮保持部７１は第２摺接部５３からセクタギヤ部３３の歯厚方向つ
まり軸方向に向けて揺動プレート４６を超える位置まで延びる脚部７２と脚部７２の先端
から径方向に突出して揺動プレート４６に係合する爪部７３とを有しており、図９に示す
ように、第２摺接部５３と爪部７３との間にセクタギヤ部３３と揺動プレート４６とを挟
み込んで動力変換部材３１と揺動プレート４６とを仮保持している。
【００７３】
　この場合、揺動プレート４６の側面には歯車軸３５を軸心とした円弧面４６ｄが形成さ
れ、脚部７２は断面がこの円弧面４６ｄに対応した円弧状となる円筒片状に形成されて円
弧面４６ｄに沿って揺動方向に摺動自在となっている。これにより、仮保持状態において
揺動プレート４６がセクタギヤ部３３に対して歯車軸３５を中心として揺動した場合であ
っても、揺動プレート４６に対する爪部７３の係合が外れることなく仮保持状態が維持さ
れる。
【００７４】
　また、図３に示すように、脚部７２の基端部には貫通孔７４が形成されており、この貫
通孔７４により脚部７２が円弧面４６ｄから離れる方向へ容易に弾性変形できるようにさ
れている。したがって、摺接プレート５２を動力変換部材３１に装着するとともに仮保持
部７１の爪部７３を揺動プレート４６に係合させる際には、脚部７２が容易に弾性変形し
て摺接プレート５２の動力変換部材３１への装着を容易にすることができる。
【００７５】
　さらに、前述のように、摺接プレート５２にはセクタギヤ部３３と出力ギヤ２７との噛
み合い部分にまで延びる扇形状の延出部５６が設けられており、出力ギヤ２７はこの延出
部５６と揺動プレート４６との間に挟み込まれているので、動力変換部材３１や揺動プレ
ート４６とともに出力ギヤ２７も仮保持されることになる。したがって、揺動プレート４
６と動力変換部材３１と出力ギヤ２７、および出力ギヤ２７に固定された出力軸２５を互
いに仮保持された１つのユニットとしてギヤケース１７内に組み付けることが可能となる
ので、このワイパモータ１１の組み付け作業を容易にすることができる。
【００７６】
　このように、このワイパモータ１１では、摺接部材である摺接プレート５２に仮保持部
７１を設け、この仮保持部７１により動力変換部材３１と揺動プレート４６とを仮保持さ
せるようにしたので、これらの部材を１つのユニットとしてギヤケース１７内に組み付け
ることを可能として、このワイパモータ１１の組み付け作業を容易にすることができる。
【００７７】
　また、このワイパモータ１１では、摺接プレート５２にセクタギヤ部３３の噛み合い部
まで延びる延出部５６を設け、この延出部５６と揺動プレート４６との間に出力ギヤ２７
を挟み込むようにしたので、揺動プレート４６と動力変換部材３１とに加えて出力ギヤ２
７も仮保持することができる。したがって、このワイパモータ１１の組み付け作業をさら
に容易にすることができる。なお、延出部５６は出力ギヤ２７とセクタギヤ部３３のそれ
ぞれ揺動（回動）軸線上の少なくとも出力ギヤ２７とセクタギヤ部３３との噛み合い部分
に設けられているが、セクタギヤ部３３のギヤ部より外方に延びているものや、セクタギ
ヤ部３３と出力軸２７とを連結する場合でも有効である。
【００７８】
　さらに、このワイパモータ１１では、摺接プレート５２から延びる脚部７２と脚部７２
から突出する爪部７３により仮保持部７１を形成するようにしたので、この仮保持部７１
の形成を容易にすることができる。
【００７９】
　さらに、このワイパモータ１１では、脚部７２の基端部に貫通孔７４を形成して脚部７
２の弾性変形を容易にしたので、仮保持部７１を備えた摺接プレート５２の動力変換部材
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３１への組み付け性を向上させることができる。
【００８０】
　さらに、このワイパモータ１１では、脚部７２を円筒片状に形成して揺動プレート４６
の円弧面４６ｄ上で揺動方向に摺動自在としたので、仮保持後にセクタギヤ部３３に対し
て揺動プレート４６が揺動しても、揺動プレート４６に対する爪部７３の係合を維持させ
ることができる。したがって、このワイパモータ１１の組み付け性をさらに高めることが
できる。
【００８１】
　さらに、このワイパモータ１１では、延出部５６を扇形状に形成することにより仮保持
後にセクタギヤ部３３に対して揺動プレート４６が揺動しても、出力ギヤ２７とセクタギ
ヤ部３３との噛み合い部分の仮保持を維持することができるので、このワイパモータ１１
の組み付け性をさらに高めることができる。
【００８２】
　本発明は前記実施の形態に限定されるものではなく、その要旨を逸脱しない範囲で種々
変更可能であることはいうまでもない。たとえば、前記実施の形態においては、ワイパモ
ータ１１は車両のリヤワイパアーム２６を駆動するために用いられているが、これに限ら
ず、フロントワイパアームであってもよい。
【００８３】
　また、前記実施の形態においては、第３摺接部５４は第２摺接部５３と一体に形成され
ているが、これに限らず、第２摺接部５３と別体に形成されていてもよい。
【００８４】
　さらに、延出部５６にはその両面に一対のリブ５７，５８が形成されているが、これに
限らず、いずれか一方のリブのみを形成するようにしてもよい。
【図面の簡単な説明】
【００８５】
【図１】本発明の一実施の形態であるワイパモータの詳細を示す断面図である。
【図２】図１におけるＡ－Ａ線に沿う断面図である。
【図３】図１に示す動力変換部材の分解斜視図である。
【図４】歯車軸と連結軸とを動力変換部材に圧入する圧入機の概略を示す説明図である。
【図５】図３に示す揺動プレートの詳細を示す斜視図である。
【図６】図３に示すセクタギヤ部と出力ギヤとの噛み合い部分の詳細を示す断面図である
。
【図７】出力軸の先端に装着された第１摺接部材とカバーとの接触部分の詳細を示す断面
図である。
【図８】動力変換部材に装着された摺接プレートとカバーとの接触部分の詳細を示す断面
図である。
【図９】出力ギヤと揺動プレートと動力変換部材とが仮保持部により仮保持された状態を
示す正面図である。
【符号の説明】
【００８６】
　１１　ワイパモータ
　１２　電動モータ
１２ａ　回転軸
　１３　ギヤユニット
　１４　締結部材
　１５　ケース本体
１５ａ　ボス部
　１６　カバー
　１７　ギヤケース
　２１　ウォームギヤ機構
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　２２　ウォーム
　２３　ウォームホイル
２３ａ　連結穴
　２４　支持軸
　２５　出力軸
　２６　リヤワイパアーム
　２７　出力ギヤ
２７ａ　貫通孔
２７ｂ　内面
　３１　動力変換部材
　３２　アーム部
３２ａ　貫通孔
　３３　セクタギヤ部
３３ａ　貫通孔
　３４　連結軸
　３５　歯車軸
　４１　圧入機
　４２　基準プレート
４２ａ　挿通孔
　４３　ピン受け治具
４３ａ　当接部
４３ｂ　ピン受け部
　４４　荷重受け治具
　４５　圧入治具
　４６　揺動プレート
４６ａ，４６ｂ　貫通孔
４６ｃ　ディンプル
４６ｄ　円弧面
　５１　第１摺接部材
　５２　摺接プレート
　５３　第２摺接部
　５４　第３摺接部
　５５　プレート部材
　５６　延出部
　５７，５８　リブ
　６１　摺接凸部
　６２　スリット
　７１　仮保持部
　７２　脚部
　７３　爪部
　７４　貫通孔
　　Ａ　基準面
　　Ｌ　距離
　　α　角度
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