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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　外側輪と、内側輪と、複数のボール（１７４）と、前記複数のボール（１７４）を位置
決めするためのリテーナ（１７６、２７６、３７６、４７６、５７６）とを含み、前記外
側輪は前記複数のボール（１７４）を案内するための外側案内部を有し、前記内側輪は前
記複数のボール（１７４）を案内するための内側案内部を有し、前記複数のボールは、前
記外側案内部と前記内側案内部との間に配置されており、
　前記リテーナ（１７６、２７６、３７６、４７６、５７６）は、ベースレジンを熱可塑
性樹脂として、このベースレジンに、カーボンファイバーをフィラーとしてなるカーボン
フィラーを充填したフィラー入り樹脂で形成され、
　前記カーボンフィラーは、単層カーボンナノチューブ、多層カーボンナノチューブ、気
相成長炭素繊維、ナノグラファイバー、カーボンナノホーン、カップスタック型カーボン
ナノチューブ、単層フラーレン、多層フラーレン、および、前記カーボンフィラーのうち
のいずれかにボロン（ホウ素）をドープした混入物からなる群から選択される、
ことを特徴とするボールベアリング。
【請求項２】
　前記ベースレジンが、ポリスチレン、ポリエチレンテレフタレート、ポリカーボネート
、ポリアセタール（ポリオキシメチレン）、ポリアミド、変性ポリフェニレンエーテル、
ポリブチレンテレフタレート、ポリフェニレンサルファイド、ポリエーテルエーテルケト
ン、ポリエーテルイミドからなる群から選択されることを特徴とする、請求項１に記載の



(2) JP 4331110 B2 2009.9.16

10

20

30

40

50

ボールベアリング。
【請求項３】
　前記内側輪は、内輪（１６８、２６８、３６８）と、内押さえ輪（１７０、２７０、３
７０）とを含み、前記内側案内部は前記内輪（１６８、２６８、３６８）及び前記内押さ
え輪（１７０、２７０、３７０）に形成されることを特徴とする、請求項１又は２に記載
のボールベアリング。
【請求項４】
　前記外側輪は、外輪（４７２、５７２）と、外押さえ輪（４７０、５７０）とを含み、
前記外側案内部が前記外輪（４７２、５７２）及び前記外押さえ輪（４７０、５７０）に
形成されることを特徴とする、請求項１又は２に記載のボールベアリング。
【請求項５】
　前記リテーナ（１７６）は、円筒形状に形成され、間隔を隔てて前記複数のボール（１
７４）を案内するための案内孔又は案内窓部が前記リテーナ（１７６）に形成されること
を特徴とする、請求項１、２、３、４のいずれか１項に記載のボールベアリング。
【請求項６】
　前記リテーナ（１７６）は、円筒形状に形成され、間隔を隔てて前記複数のボール（１
７４）を案内するための案内孔又は案内窓部が前記リテーナ（１７６）に形成され、
　さらに、前記リテーナ（２７６）には、半径方向内方に延びた内方フランジ部（２７６
ｆ）が形成され、該内方フランジ部（２７６ｆ）の内側部分（２７６ｇ）は、前記内輪（
２６８）と、前記内押さえ輪（２７０）との間に配置されることを特徴とする、請求項３
に記載のボールベアリング。
【請求項７】
　前記リテーナ（１７６）は、円筒形状に形成され、間隔を隔てて前記複数のボール（１
７４）を案内するための案内孔又は案内窓部が前記リテーナ（１７６）に形成され、
　さらに、前記リテーナ（５７６）には、半径方向外方に延びた外方フランジ部（５７６
ｆ）が形成され、該外方フランジ部（５７６ｆ）の外側部分（５７６ｇ）は、前記外輪（
５７２）と、前記外押さえ輪（５７０）との間に配置されることを特徴とする、請求項４
に記載のボールベアリング。
【請求項８】
　前記リテーナ（３７６）は、円筒形状に形成された上リテーナ部分（３７６ｂ）と、円
筒形状に形成された下リテーナ部分（３７６ｃ）とを含み、前記上リテーナ部分（３７６
ｂ）と前記下リテーナ部分（３７６ｃ）は着脱可能なように構成され、間隔を隔てて前記
複数のボール（１７４）を案内するための案内窓部（３７６ｍ、３７６ｎ）が、前記上リ
テーナ部分（３７６ｂ）及び前記下リテーナ部分（３７６ｃ）に形成されることを特徴と
する、請求項１、２、３、４のいずれか１項に記載のボールベアリング。
【請求項９】
　自動巻時計において、
　回転重錘（１６６）を含む回転錘（１６０）と、
　該回転錘（１６０）を回転可能に支持するための、請求項１、２、３、４、５、６、７
、８のいずれか１項に記載のボールベアリング（１６２、２６２、３６２、４６２、５６
２）と、
　ぜんまい（１２２）を巻き上げるために前記回転錘（１６０）の回転により作動する自
動巻機構（１８０、１８２、１８４）と、
を備えることを特徴とする自動巻時計。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
　本発明は、外側輪と、内側輪と、複数のボールと、リテーナとを含むボールベアリング
に関する。また、本発明は、回転錘及びボールベアリングを備える自動巻時計に関する。
【背景技術】
　従来の自動巻時計の構造が、例えば、特開平１１－１８３６４５号に開示されている。
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この自動巻時計において、ムーブメントは、ボールベアリングと、ボールベアリングに固
定された回転錘体と、回転錘体に固定された回転重錘とを含む自動巻機構を備える。ここ
で、「ムーブメント」とは、駆動部分を含む時計の機械体の部分を示す。ムーブメントに
おいて、「ガラス側」、「文字板側」、「裏側」とは、ムーブメントをケースに組み込ん
だときに、地板に対してガラスのある方の側、すなわち、文字板のある方の側を示す。一
方、ムーブメントにおいて、「表側」、「裏蓋側」とは、ムーブメントをケースに組み込
んだときに、地板に対して裏蓋のある方の側を示す。香箱車、二番車、三番車、四番車な
どを含む表輪列、角穴車、一番受及び二番受、脱進機構、調速機構、自動巻機構などが、
地板の「表側」すなわち「裏蓋側」に配置される。裏輪列、カレンダ機構などが、地板の
「裏側」に配置される。
　自動巻時計において、回転錘が回転すると、回転錘と一体に設けられた回転錘かなが回
転する。回転錘かなの回転により一番伝え車が回転する。一番伝え車の回転により、一番
伝え車の偏心軸部の偏心運動に基づいて、つめレバーが往復運動を行う。二番伝え車はラ
チェット歯車を備える。つめレバーは押しつめ及び引きつめを備える。押しつめ及び引き
つめは、二番伝え車のラチェット歯車と噛み合う。押しつめ及び引きつめの往復運動によ
り、二番伝え車を一定方向に回転させる。二番伝え車の回転により角穴車が回転して、香
箱車の中のぜんまいを巻き上げる。
　図６～図８を参照すると、自動巻時計のムーブメントにおいて、回転錘のボールベアリ
ング部すなわちボールベアリング９６２は、内輪９６８と、押さえ輪９７０と、外側輪す
なわち外輪９７２とを備える。押さえ輪９７０は内輪９６８に固定される。したがって、
内輪９６８と押さえ輪９７０は、内側輪を構成する。５個のボール９７４が、内輪９６８
の斜面部分すなわち第１内側案内部及び押さえ輪９７０の斜面部分すなわち第２内側案内
部と、外輪９７２の２つの斜面部分すなわち外側案内部との間に組み込まれる。回転錘か
な９７２ｂが外輪９７２の外周部に設けられる。リテーナ９７６が、間隔を隔てて複数の
ボール９７４を配置するために、内輪９６８と押さえ輪９７０との間に組み込まれる。リ
テーナ９７６はステンレスなどの金属板を用い、その金属板をプレス加工して外形形状を
形成する。リテーナ９７６には、ボール９７４を位置決めするための半円形状をした、５
個のボール位置決め部９７６ｇが設けられる。それぞれのボール９７４の周囲には、潤滑
油が注油される。
　従来の自動巻時計のムーブメントに用いられるボールベアリングは、外輪、内輪（内輪
に固定された押さえ輪を含む）、複数のボール、リテーナを含む構造を有している。これ
らの部品同士の接触（摺動）状態は、「転がり接触」と、「滑り接触」とに分けられる。
すなわち、外輪とボールとの間の接触は「転がり接触」である。内輪（および押さえ輪）
とボールとの間の接触も「転がり接触」である。リテーナとボールとの間の接触は「滑り
接触」である。「転がり接触」と「滑り接触」とを比較すると、一般的に、「滑り接触」
は「転がり接触」より耐摩耗性が悪いことが知られている。したがって、従来のボールベ
アリングでは、リテーナの摩耗の進行状況により、ボールベアリングの寿命が決まること
が多かった。このようなリテーナの摩耗を低減させるために、ボールに潤滑油を注油する
と、下記の課題が発生した。
　第一に、ボールベアリングの使用時の振動、衝撃によって潤滑油が飛散するおそれがあ
った。その結果、潤滑油を必要としない個所に潤滑油が付着して、さまざまな部品の性能
劣化を引き起こすおそれがあった。例えば、潤滑油が歯車の歯面に付着すると、輪列機構
における粘性損失が増大するおそれがあった。また、潤滑油がひげぜんまいに付着すると
、時計の精度が狂うおそれがあった。
　第二に、温度の変化により潤滑油の粘度が変化し、このためさまざまな特性の低下を引
き起こすおそれがあった。例えば、低温状態では、潤滑油の粘度が増大し、起動トルクが
増大したり、応答性が低下するおそれがあった。また、高温状態では、潤滑油の粘度が減
少し、許容負荷が低下したり、油流れが発生するおそれがあった。
　第三に、潤滑油の酸化や潤滑油の蒸発により、注油された潤滑油の量が減少し、潤滑性
能低下するおそれがあった。その結果、部品の摩耗が増大し、或いは、摩耗粉が発生し飛
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散して、時計の性能が低下するおそれがあった。
　第四に、リテーナの摩耗により、摩耗粉が潤滑油の中に含有され、潤滑油の粘度が増大
し、起動トルクが増大したり、応答性が低下するおそれがあった。
　第五に、ボールなどの注油部分がボールベアリング外部から見える面積が大きく、潤滑
油の蒸発量が多くなるため、その揮発成分により近傍の部品に錆が生じたり、他の化学反
応を誘発するなどのおそれがあった。また、外部からの粉塵などがボール案内面などのボ
ールベアリング内へ侵入しやすいため、その結果として、ボールベアリングの寿命が短く
なるおそれがあった。
【発明の開示】
　本発明のボールベアリングは、外側輪と、内側輪と、複数のボールと、複数のボールを
位置決めするためのリテーナとを含み、外側輪は複数のボールを案内するための外側案内
部を有し、内側輪は複数のボールを案内するための内側案内部を有し、複数のボールは、
外側案内部と内側案内部との間に配置されるように構成した。本発明のボールベアリング
においては、リテーナは、ベースレジンを熱可塑性樹脂として、このベースレジンにカー
ボンフィラーを充填したフィラー入り樹脂で形成されることを特徴とする。
　本発明のボールベアリングにおいて、ボールに潤滑油を注油しない場合でも、リテーナ
が摩耗するおそれを少なくすることができるので、ボールベアリングの性能を長期間にわ
たって維持することができ、さらに、起動トルクや応答性などのベアリング特性を使用温
度環境の影響を受けにくくできる。また、本発明のボールベアリングにおいて、ボールに
潤滑油を注油した場合、より重い負荷に耐える構造を実現することができる。したがって
、本発明のボールベアリングを自動巻時計に適用した場合、自動巻時計の長寿命化を図る
ことができる。さらに、本発明のボールベアリングは、計時・測定用機器、撮影・録音・
録画用機器、印刷用機器、工作・加工・組立用機械、搬送・運搬・小出し（ディスペンサ
）用機械などの軸受として、広く応用することができる。
　本発明のボールベアリングでは、前記ベースレジンが、ポリスチレン、ポリエチレンテ
レフタレート、ポリカーボネート、ポリアセタール（ポリオキシメチレン）、ポリアミド
、変性ポリフェニレンエーテル、ポリブチレンテレフタレート、ポリフェニレンサルファ
イド、ポリエーテルエーテルケトン、ポリエーテルイミドからなる群から選択されるのが
好ましい。
　また、本発明のボールベアリングでは、前記カーボンフィラーは、単層カーボンナノチ
ューブ、多層カーボンナノチューブ、気相成長炭素繊維、ナノグラファイバー、カーボン
ナノホーン、カップスタック型カーボンナノチューブ、単層フラーレン、多層フラーレン
、および、前記カーボンフィラーのうちのいずれかにボロン（ホウ素）をドープした混入
物からなる群から選択されるのが好ましい。
　また、本発明のボールベアリングでは、内側輪は、内輪と、内押さえ輪とを含み、内側
案内部は内輪及び内押さえ輪に形成されるのが好ましい。或いは、本発明のボールベアリ
ングでは、外側輪は、外輪と、外押さえ輪とを含み、外側案内部を外輪及び外押さえ輪に
形成してもよい。この構成により、内側輪及び外側輪をたやすく形成することができ、複
数のボールをたやすく内側輪と外側輪との間に組み込むことができる。また、この構成に
より、リテーナを用い、間隔を隔てて複数のボールを位置決めすることができる。
　さらに、本発明のボールベアリングでは、リテーナは円筒形状に形成され、間隔を隔て
て複数のボールを案内するための案内孔又は案内窓部がリテーナに形成されるのが好まし
い。この構成により、リテーナにより、複数のボールを間隔を隔てて確実に位置決めする
ことができる。
　さらに、本発明のボールベアリングでは、リテーナに、半径方向内方に延びた内方フラ
ンジ部を形成し、該内方フランジ部の内側部分を、内輪と、内押さえ輪との間に配置する
ように構成することもできる。この構成により、リテーナを、内輪と、内押さえ輪との間
に確実に支持することができる。
　また、本発明のボールベアリングでは、リテーナに、半径方向外方に延びた外方フラン
ジ部を形成し、該外方フランジ部の外側部分を、外輪と、外押さえ輪との間に配置するよ
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うに構成してもよい。この構成により、リテーナを、外輪と、外押さえ輪との間に確実に
支持することができる。
　さらに、本発明のボールベアリングでは、リテーナは、円筒形状に形成された上リテー
ナ部分と、円筒形状に形成された下リテーナ部分とを含むように構成し、上リテーナ部分
と下リテーナ部分を着脱可能なように構成し、間隔を隔てて複数のボールを案内するため
の案内窓部を、上リテーナ部分及び下リテーナ部分に形成することもできる。この構成に
より、複数のボールを、内側案内部と外側案内部との間に配置し、その後、上リテーナ部
分及び下リテーナ部分を組み込むことができる。
　さらに、本発明は、自動巻時計において、回転重錘を含む回転錘と、回転錘を回転可能
に支持するための、上記の構成を有するボールベアリングと、ぜんまいを巻き上げるため
に回転錘の回転により作動する自動巻機構とを備えることを特徴とする。この構成により
、自動巻時計の長寿命化を図ることができる。
【図面の簡単な説明】
　図１は、本発明の自動巻時計の第１の実施形態において、自動巻機構を外した状態で、
ムーブメントを表側から見た概略形状を示す平面図である（図１では、一部の部品を省略
している）。
　図２は、本発明の自動巻時計の第１の実施形態において、自動巻機構の概略形状を示す
平面図である（図１では、一部の部品を省略している）。
　図３は、本発明の自動巻時計の第１の実施形態において、表輪列機構を示す部分断面図
である。
　図４は、本発明の自動巻時計の第１の実施形態において、脱進機構および調速機構の部
分を示す部分断面図である。
　図５は、本発明の自動巻時計の第１の実施形態において、自動巻機構を示す部分断面図
である。
　図６は、従来の自動巻時計において、ボールベアリングを部分断面で示す斜視図である
。
　図７は、従来の自動巻時計において、ボールベアリングを部分断面で示す斜視図である
。
　図８は、従来の自動巻時計において、リテーナおよびボールを示す斜視図である。
　図９は、本発明の自動巻時計の第１の実施形態において、ボールベアリングを部分断面
で示す斜視図である。
　図１０は、本発明の自動巻時計の第１の実施形態において、ボールベアリングを部分断
面で示す斜視図である。
　図１１は、本発明の自動巻時計の第１の実施形態において、リテーナおよびボールを示
す斜視図である。
　図１２は、本発明の自動巻時計の第２の実施形態において、ボールベアリングを部分断
面で示す斜視図である。
　図１３は、本発明の自動巻時計の第２の実施形態において、ボールベアリングを部分断
面で示す斜視図である。
　図１４は、本発明の自動巻時計の第２の実施形態において、リテーナおよびボールを示
す斜視図である。
　図１５は、本発明の自動巻時計の第３の実施形態において、ボールベアリングを部分断
面で示す斜視図である。
　図１６は、本発明の自動巻時計の第３の実施形態において、ボールベアリングを部分断
面で示す斜視図である。
　図１７は、本発明の自動巻時計の第３の実施形態において、リテーナおよびボールを示
す斜視図である。
　図１８は、本発明の自動巻時計の第４の実施形態において、ボールベアリングを部分断
面で示す斜視図である。
　図１９は、本発明の自動巻時計の第５の実施形態において、ボールベアリングを部分断
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面で示す斜視図である。
　図２０は、本発明の自動巻時計の第５の実施形態において、ボールベアリングを部分断
面で示す斜視図である。
【発明を実施するための最良の形態】
　以下に、本発明の自動巻時計及びボールベアリングの実施の形態を図面に基づいて説明
する。
（１）　第１の実施の形態の構成
　以下に、本発明の自動巻時計（本発明のボールベアリングを含む）の第１の実施の形態
の構成について説明する。
　図１から図５を参照すると、本発明の自動巻時計において、自動巻時計のムーブメント
１００は、地板１０２と、一番受１０５と、二番受１０６と、てんぷ受１０８と、アンク
ル受１０９とを備える。一番受１０５、二番受１０６、てんぷ受１０８は地板１０２の裏
蓋側に組み込まれる。二番受１０６は、一番受１０５と地板１０２との間に配置される。
巻真１１０が地板１０２に組み込まれる。文字板１０４（図３～図５に仮想線で示す）が
、文字板受リング１０３を介して地板１０２に取付けられる。
　おしどり１４０、かんぬき１４２、おしどり押さえ１４４を含む切換装置により、巻真
１１０の軸線方向の位置を決めるように構成される。角穴車１１８が一番受１０５の裏蓋
側に組み込まれる。角穴車１１８の角穴１１８ａは香箱車１２０の香箱真１２０ａの角部
１２０ｂに組み込まれる。角穴ねじ１１９が角穴車１１８を香箱真１２０ａに対して固定
する。角穴車１１８の回転を規正するための板状のこはぜ１１７が、角穴車１１８の歯部
と噛み合うように設けられる。ぜんまい１２２が香箱車１２０に収容される。
　角穴車１１８が回転することにより、香箱車１２０に収容されたぜんまい１２２を巻き
上げるように構成される。二番車１２４が、香箱車１２０の回転により回転するように構
成される。がんぎ車１３４が、四番車１２８、三番車１２６、二番車１２４の回転を介し
て回転するように構成される。香箱車１２０、二番車１２４、三番車１２６、四番車１２
８は表輪列を構成する。香箱車１２０、がんぎ車１３４、三番車１２６は、一番受１０５
と地板１０２と対して回転可能に組み込まれる。二番車１２４は二番受１０６と地板１０
２と対して回転可能に組み込まれる。四番車１２８は、一番受１０５と二番受１０６と対
して回転可能に組み込まれる。
　表輪列の回転を制御するための脱進・調速装置は、てんぷ１３６と、がんぎ車１３４と
、アンクル１３８とを含む。アンクル１３８はアンクル受１０９と地板１０２と対して回
転可能に組み込まれる。てんぷ１３６はてんぷ受１０８と地板１０２と対して回転可能に
組み込まれる。てんぷ１３６は、てん真１３６ａと、てん輪１３６ｂと、ひげぜんまい１
３６ｃとを含む。二番車１２４の回転に基づいて、筒かな１５０が同時に回転するように
構成される。筒かな１５０に取付けられた分針１５２が「分」を表示するように構成され
る。筒かな１５０には、二番車１２４に対するスリップ機構が設けられる。二番車１２４
は香箱車１２０の回転により、１時間に１回転するように構成される。筒かな１５０の回
転に基づいて、日の裏車１４８の回転を介して、筒車１５４が１２時間に１回転するよう
に構成される。筒車１５４に取付けられた時針１５６が「時」を表示するように構成され
る。
　ひげぜんまい１３６ｃは、複数の巻き数をもったうずまき状（螺旋状）の形態の薄板ば
ねである。ひげぜんまい１３６ｃの内端部は、てん真１３６ａに固定されたひげ玉１３６
ｄに固定され、ひげぜんまい１３６ｃの外端部は、てんぷ受１０８に固定されたひげ持受
１３６ｆに取り付けたひげ持１３６ｇを介してねじ締めにより固定される。緩急針１３６
ｈが、てんぷ受１０８に回転可能に取付けられている。ひげ受１３６ｊとひげ棒１３６ｋ
が、緩急針１３６ｈに取付けられている。ひげぜんまい１３６ｃの外端部に近い部分は、
ひげ受１３６ｊとひげ棒１３６ｋとの間に位置する。
　四番車１２８は、二番車１２４の回転により、三番車１２６の回転を介して、１分間に
１回転するように構成される。秒針１３０が四番車１２８に取付けられる。
　日車押さえ１５７が、地板１０２のガラス側に組み込まれる。文字板１０４が日車押さ
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え１５７のガラス側に組み込まれる。日車１５８が地板１０２と日車押さえ１５７により
回転可能に支持される。曜車１５９が文字板１０４と日車押さえ１５７の間に配置される
。曜車１５９は筒車１５４に対して回転可能に構成される。日車１５８は筒車１５４の回
転により、日送り機構（図示せず）を介して回転するように構成される。曜車１５９は筒
車１５４の回転により、曜送り機構（図示せず）を介して回転するように構成される。
　図２および図５を参照すると、回転錘１６０がボールベアリング１６２と、回転錘体１
６４と、回転重錘１６６を含む。ボールベアリング１６２は、内輪１６８と、内押さえ輪
１７０と、外輪１７２と、複数のボール１７４とを含む。回転錘かな１７８が外輪１７２
に設けられる。内輪雌ねじ１６８ｊが内輪１６８の中心穴に設けられる。ボールベアリン
グ止めねじ１０５ｊが一番受１０５に設けられる。ボールベアリング止めねじ１０５ｊの
中心軸線は、四番車１２８の中心軸線（二番車１２４の中心軸線、筒車１５４の中心軸線
）と同一になるように構成される。内輪雌ねじ１６８ｊをボールベアリング止めねじ１０
５ｊにねじ締めすることにより、ボールベアリング１６２を一番受１０５に固定するよう
に構成される。
　一番伝え車１８２が一番受１０５と地板１０２に対して回転可能に組み込まれる。一番
伝え車１８２は、一番伝え歯車１８２ａと、上案内軸部１８２ｂと、下案内軸部１８２ｃ
と、偏心軸部１８２ｄとを有する。一番伝え歯車１８２ａは、回転錘体１６４と一番受１
０５との間に位置している。一番伝え歯車１８２ａは、回転錘かな１７８と噛み合うよう
に構成される。偏心軸部１８２ｄは、一番伝え歯車１８２ａと上案内軸部１８２ｂとの間
に、一番伝え車１８２に設けられる。偏心軸部１８２ｄの中心軸線は、一番伝え歯車１８
２ａの中心軸線から偏心するように構成される。上案内軸部１８２ｂは、一番受１０５に
対して回転可能に支持される。下案内軸部１８２ｃは、地板１０２に対して回転可能に支
持される。
　つめレバー１８０が、一番伝え歯車１８２ａと一番受１０５との間に組み込まれる。つ
めレバー１８０は、一部分が一番伝え歯車１８２ａと一番受１０５との間に位置している
。つめレバー１８０は、他の部分が回転錘体１６４と一番受１０５との間に位置している
。つめレバー１８０は、引きつめ１８０ｃ及び押しつめ１８０ｄを有する。つめレバー１
８０の案内穴１８０ａは、偏心軸部１８２ｄに回転可能に組み込まれる。二番伝え車１８
４が一番受１０５に対して回転可能に支持される。二番伝え車１８４は二番伝え歯車１８
４ａと、二番伝えかな１８４ｂとを有する。二番伝え歯車１８４ａはラチェット歯車の形
態で構成される。二番伝え歯車１８４ａは、回転錘体１６４と一番受１０５との間に位置
している。
　つめレバー１８０の引きつめ１８０ｃ及び押しつめ１８０ｄは二番伝え歯車１８４ａに
係合する。二番伝えかな１８４ｂは角穴車１１８と噛み合う。引きつめ１８０ｃ及び押し
つめ１８０ｄは、二番伝え歯車１８４ａの中心に向かって弾性力で付勢され、引きつめ１
８０ｃ及び押しつめ１８０ｄが二番伝え歯車１８４ａから離れるのを阻止されるように構
成される。
　回転錘１６０が回転すると、回転錘かな１７８も同時に回転するように構成される。回
転錘かな１７８の回転により、一番伝え車１８２が回転するように構成される。つめレバ
ー１８０は、一番伝え車１８２の回転により偏心軸部１８２ｄの偏心運動に基づいて往復
運動を行い、引きつめ１８０ｃ及び押しつめ１８０ｄにより二番伝え車１８４を一定の方
向に回転させるように構成される。二番伝え車１８４の回転により角穴車１１８が回転し
、香箱車１２０の中のぜんまい１２２を巻き上げるように構成される。
　図９～図１１を参照すると、ボールベアリング１６２は、内輪１６８と、内押さえ輪１
７０と、外輪１７２と、複数のボール１７４とを含む。例えば、５個のボール１７４が、
内輪１６８及び内押さえ輪１７０と、外輪１７２との間に配置される。内押さえ輪１７０
は内輪１６８に固定される。内輪１６８と内押さえ輪１７０は、内側輪を構成する。内輪
雌ねじ１６８ｊが内輪１６８の中心穴に設けられる。内輪ドライバ溝１６８ｇが内輪１６
８の上側に設けられる。外輪１７２は、外側輪を構成する。回転錘かな１７８が外輪１７
２に設けられる。内輪１６８は複数のボール１７４を案内するための第１内側案内部１６



(8) JP 4331110 B2 2009.9.16

10

20

30

40

50

８ｂを有する。内押さえ輪１７０は複数のボール１７４を案内するための第２内側案内部
１７０ｃを有する。外輪１７２は複数のボール１７４を案内するための第１外側案内部１
７２ｂ及び第２外側案内部１７２ｃを有する。５個のボール１７４は、第１内側案内部１
６８ｂ及び第２内側案内部１７０ｃと、第１外側案内部１７２ｂ及び第２外側案内部１７
２ｃとの間に間隔を隔てて配置される。
　回転錘１６０の中心軸線を含む平面で切断したとき、第１内側案内部１６８ｂは、内輪
１６８の上面に対して４５度の角度をなすような円錐面で形成されるのがよい。回転錘１
６０の中心軸線を含む平面で切断したとき、第２内側案内部１７０ｃは、内輪１６８の下
面に対して４５度の角度をなすような円錐面で形成されるのがよい。回転錘１６０の中心
軸線を含む平面で切断したとき、第１内側案内部１６８ｂは、第２内側案内部１７０ｃに
対して９０度の角度をなすように形成されるのがよい。回転錘１６０の中心軸線を含む平
面で切断したとき、第１外側案内部１７２ｂは、外輪１７２の上面に対して４５度の角度
をなすような円錐面で形成されるのがよい。回転錘１６０の中心軸線を含む平面で切断し
たとき、第２外側案内部１７２ｃは、外輪１７２の下面に対して４５度の角度をなすよう
な円錐面で形成されるのがよい。回転錘１６０の中心軸線を含む平面で切断したとき、第
１外側案内部１７２ｂは、第２外側案内部１７２ｃに対して９０度の角度をなすように形
成されるのがよい。回転錘１６０の中心軸線を含む平面で切断したとき、第１外側案内部
１７２ｂは、第１内側案内部１６８ｂに対して９０度の角度をなすように形成されるのが
よい。回転錘１６０の中心軸線を含む平面で切断したとき、第２外側案内部１７２ｃは、
第２内側案内部１７０ｃに対して９０度の角度をなすように形成されるのがよい。
　リテーナ１７６は、円筒形状に形成される。リテーナ１７６は、間隔を隔てて（好まし
くは、等間隔で）５個のボール１７４をそれぞれ案内するための５個の案内孔１７６ｈを
備える。案内孔の形状は、図示したように円形であってもよいし、多角形であってもよい
。変形例として、リテーナ１７６に、間隔を隔てて（好ましくは、等間隔で）５個のボー
ル１７４を案内するための案内窓部を形成してもよい。案内窓部の形状は、半円形であっ
てもよいし、Ｕ字形であってもよいし、Ｃ字形であってもよいし、Ω形であってもよいし
、多角形であってもよい。
　図９～図１１に示す実施形態は５個のボール１７４について説明したけれども、本発明
のボールベアリングにおいては、ボールの数は、３個であってもよいし、４個であっても
よいし、５個であってもよいし、６個以上であってもよい。より好ましくは、ボール数は
、３個、５個、７個、９個、１１個などの奇数が望ましい。複数のボール１７４を用いる
ことにより、外輪１７２は内輪１６８及び内押さえ輪１７０に対して滑らかに回転するこ
とができる。
　本発明のボールベアリングにおいては、ボール１７４の周囲に潤滑油を注油しないよう
に構成することができる。また、本発明のボールベアリングにおいては、ボール１７４の
周囲に潤滑油を注油してもよい。ボール１７４の周囲に潤滑油を注油しないように構成し
た場合、ボールベアリングの使用時の振動、衝撃によって潤滑油が飛散するおそれをなく
すことができる。また、温度の変化により潤滑油の粘性が変化し、このためさまざまな特
性の低下を引き起こすおそれをなくすことができる。ボール１７４の周囲に潤滑油を注油
するように構成した場合、ボールなどの注油部分がボールベアリング外部から見える面積
を小さくできるため、潤滑油の蒸発量が少なくなり、その揮発成分により近傍の部品に錆
が生じたり、他の化学反応を誘発するなどのおそれを減らすことができる。また、外部か
らの粉塵などがボール案内面などのボールベアリング内へ侵入しにくくできるので、粉塵
が潤滑油の中に含有され、寿命が短くなるおそれを減らすことができる。
　リテーナ１７６は、ベースレジンを熱可塑性樹脂として、このベースレジンにカーボン
フィラーを充填したフィラー入り樹脂で形成される。例えば、リテーナ１７６は、ベース
レジンを熱可塑性樹脂として、このベースレジンにカーボンフィラーを充填したフィラー
入り樹脂を射出成形することによって形成される。したがって、本発明のボールベアリン
グを含む自動巻時計では、リテーナ１７６の耐久性能がよいので、メインテナンスが容易
である。
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　本発明で用いられるベースレジンは、一般的には、ポリスチレン、ポリエチレンテレフ
タレート、ポリカーボネート、ポリアセタール（ポリオキシメチレン）、ポリアミド、変
性ポリフェニレンエーテル、ポリブチレンテレフタレート、ポリフェニレンサルファイド
、ポリエーテルエーテルケトン、ポリエーテルイミドである。すなわち、本発明において
は、前記ベースレジンは、いわゆる汎用エンジニアリングプラスチック、又は、いわゆる
スーパーエンジニアリングプラスチックであるのがよい。なお、本発明においては、ベー
スレジンとして、上記以外の汎用エンジニアリングプラスチック、又は、スーパーエンジ
ニアリングプラスチックを用いることもできる。本発明に用いられるベースレジンは、熱
可塑性樹脂であるのが好ましい。
　本発明で用いられるカーボンフィラーは、一般的には、単層カーボンナノチューブ、多
層カーボンナノチューブ、気相成長炭素繊維、ナノグラファイバー、カーボンナノホーン
、カップスタック型カーボンナノチューブ、単層フラーレン、多層フラーレン、前記カー
ボンフィラーのうちのいずれかにボロンをドープした混入物である。
　カーボンフィラーは、フィラー入り樹脂の全体重量に対して、０．２重量％～６０重量
％含有されるのが好ましい。或いは、カーボンフィラーは、フィラー入り樹脂の全体体積
に対して、０．１体積％～３０体積％含有されるのが好ましい。
　単層カーボンナノチューブは、直径が０．４ｎｍ～２ｎｍであり、アスペクト比（長さ
／直径）が１０～１０００であるのが好ましく、アスペクト比が５０～１００であるのが
特に好ましい。単層カーボンナノチューブは、円筒形状又は円錐台形状を有した六角形の
網状に形成され、単層構造である。単層カーボンナノチューブは、「ＳＷＮＴ」として米
国のＣａｒｂｏｎ　Ｎａｎｏｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ　Ｉｎｃ．（ＣＮＩ）から入手で
きる。
　多層カーボンナノチューブは、直径が２ｎｍ～１００ｎｍであり、アスペクト比が１０
～１０００であるのが好ましく、アスペクト比が５０～１００であるのが特に好ましい。
多層カーボンナノチューブは、円筒形状又は円錐台形状を有した六角形の網状に形成され
、多層構造である。多層カーボンナノチューブは、「ＭＷＮＴ」として日機装から入手で
きる。
　このようなカーボンナノチューブについては、Ｐ．Ｇ．コリンズなどによる「カーボン
ナノチューブ、急展開する電子応用」（「日経サイエンス」２００１年３月号、第５２～
６２頁）、「ナノ材料の挑戦」（「日経メカニカル」２００１年１２月号、第３６～５７
頁）などに説明されている。また、炭素繊維を含む樹脂組成物の構成と製造方法は、例え
ば、特開２００１－２０００９６号公報に開示されている。
　気相成長炭素繊維は、直径が５０ｎｍ～２００ｎｍであり、アスペクト比が１０～１０
００であるのが好ましく、アスペクト比が５０～１００であるのが特に好ましい。気相成
長炭素繊維は、円筒形状又は円錐台形状を有した六角形の網状に形成され、多層構造であ
る。気相成長炭素繊維は、「ＶＧＣＦ」として昭和電工株式会社から入手できる。気相成
長炭素繊維は、例えば、特開平５－３２１０３９号公報、特開平７－１５０４１９号公報
、特公平３－６１７８８号公報などに開示されている。
　ナノグラファイバーは、外径が２ｎｍ～５００ｎｍであり、アスペクト比が１０～１０
００であるのが好ましく、アスペクト比が５０～１００であるのが特に好ましい。ナノグ
ラファイバーは、ほぼ中実な円筒形状を有する。ナノグラファイバーは、ノリタケ伊勢電
子株式会社から入手できる。
　カーボンナノホーンは、直径が２ｎｍ～５００ｎｍであり、アスペクト比が１０～１０
００であるのが好ましく、アスペクト比が５０～１００であるのが特に好ましい。カーボ
ンナノホーンは、六角形の網状になったカップ形状を有する。
　カップスタック型カーボンナノチューブは、前記カーボンナノホーンをカップ状に積層
した形状を有し、アスペクト比が１０～１０００であるのが好ましく、アスペクト比が５
０～１００であるのが特に好ましい。
　フラーレンは、炭素クラスターを母体とする分子であり、ＣＡＳの定義では、２０個以
上の炭素原子がそれぞれ隣接する３原子と結合している、閉じた球形状をもつ分子である
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。単層フラーレンは、サッカーボールのような形状を有する。単層フラーレンは、直径が
０．１ｎｍ～５００ｎｍであるのが好ましい。単層フラーレンの組成は、Ｃ６０～Ｃ５４
０であるのが好ましい。単層フラーレンは、例えば、Ｃ６０、Ｃ７０、Ｃ１２０である。
Ｃ６０の直径は、約０．７ｎｍである。多層フラーレンは、前述した単層フラーレンが同
心状に積層された入れ子形状を有する。多層フラーレンは、直径が０．１ｎｍ～１０００
ｎｍであるのが好ましく、直径が１ｎｍ～５００ｎｍであるのが特に好ましい。多層フラ
ーレンの組成は、Ｃ６０～Ｃ５４０であるのが好ましい。多層フラーレンは、例えば、Ｃ
６０の外側にＣ７０を配置し、このＣ７０の更に外側にＣ１２０を配置した構造であるの
が好ましい。このような多層フラーレンは、例えば、垣内孝宏などによる「オニオン構造
フラーレンの多量生成および潤滑材への適用」（「精密工学会誌」、ｖｏｌ．６７、Ｎｏ
．７、２００１年，Ｐ１１７５－Ｐ１１７９）に説明されている。
　更に、前記カーボンフィラーは、前記カーボンフィラー（単層カーボンナノチューブ、
多層カーボンナノチューブ、気相成長炭素繊維、ナノグラファイバー、カーボンナノホー
ン、カップスタック型カーボンナノチューブ、単層フラーレン、多層フラーレン）のうち
のいずれかにボロン（ホウ素）をドープして作ることもできる。前記カーボンフィラーに
ボロン（ホウ素）をドープする方法は、例えば、特開２００１－２０００９６号公報など
に記載されている。特開２００１－２０００９６号公報に記載されている方法では、気相
法により製造した炭素繊維とボロン（ホウ素）をヘンシェルミキサータイプの混合機によ
り混合し、この混合物を高周波炉などにおいて約２３００℃で熱処理している。そして、
熱処理した前記混合物を粉砕機により粉砕する。次に、ベース樹脂と前記混合物の粉砕物
を所定の割合で配合し、押出機により溶融混練してペレットを製造する。
　上述した本発明の実施の形態においては、ベースレジンは、一般的には、ポリスチレン
、ポリエチレンテレフタレート、ポリカーボネート、ポリアセタール（ポリオキシメチレ
ン）、ポリアミド、変性ポリフェニレンエーテル、ポリブチレンテレフタレート、ポリフ
ェニレンサルファイド、ポリエーテルエーテルケトン、ポリエーテルイミドであるとした
けれども、他のプラスチック、例えば、ポリスルホン、ポリエーテルスルホン、ポリエチ
レン、ナイロン６、ナイロン６６、ナイロン１２、ポリプロピレン、ＡＢＳ樹脂、ＡＳ樹
脂などの熱可塑性樹脂も、ベースレジンとして使用することができる。また、ベースレジ
ンとして、上記の熱可塑性樹脂を２種以上混合して使用してもよい。さらに、本発明で用
いられるベースレジンに、添加剤（酸化防止剤、潤滑剤、可塑剤、安定剤、充填剤、溶剤
など）を配合してもよい。
（２）　第２の実施の形態の構成
　次に、本発明の自動巻時計の第２の実施の形態の構成について説明する。以下の説明は
、主として、本発明の自動巻時計の第２の実施の形態と第１の実施の形態の相違点につい
て行う。したがって、以下に記載がない個所は、前述した本発明の自動巻時計の第１の実
施形態についての説明をここに準用する。本発明の自動巻時計の第２の実施のムーブメン
トはボールベアリング２６２を含む。
　図１２～図１４を参照すると、ボールベアリング２６２は、内輪２６８と、内押さえ輪
２７０と、外輪２７２と、５個のボール１７４とを含む。リテーナ２７６は、間隔を隔て
て（好ましくは、等間隔で）５個のボール１７４をそれぞれ案内するための５個の案内窓
部２７６ｍを備える。案内窓部２７６ｍは、ボール１７４を案内するために半円形に形成
された部分を含む。リテーナ２７６には、半径方向内方に延びた内方フランジ部２７６ｆ
が形成される。内方フランジ部２７６ｆは、それぞれの案内窓部２７６ｍの間に５個形成
される。内方フランジ部２７６ｆの内側部分２７６ｇは、内輪２６８と、押さえ輪２７０
との間に配置される。この構成により、内輪２６８と、押さえ輪２７０との間にリテーナ
２７６を確実に保持することができる。したがって、押さえ輪２７０と５個のボール１７
６と外輪２７２をセットした状態で、リテーナ２７６を組み込み、最後に、内輪２６８を
押さえ輪２７０に対して固定することができるので、組み立て性が良い。さらに、従来例
よりも、ボールベアリング外部への潤滑面の露出量が少ない為、潤滑油の蒸発量や粉塵の
混入量を低減することができる。
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（３）　第３の実施の形態の構成
　次に、本発明の自動巻時計の第３の実施の形態の構成について説明する。以下の説明は
、主として、本発明の自動巻時計の第３の実施の形態と第１の実施の形態の相違点につい
て行う。したがって、以下に記載がない個所は、前述した本発明の自動巻時計の第１の実
施形態についての説明をここに準用する。本発明の自動巻時計の第３の実施のムーブメン
トはボールベアリング３６２を含む。
　図１５～図１７を参照すると、ボールベアリング３６２は、内輪３６８と、内押さえ輪
３７０と、外輪３７２と、５個のボール１７４とを含む。リテーナ３７６は、円筒形状に
形成された上リテーナ部分３７６ｂと、円筒形状に形成された下リテーナ部分３７６ｃと
を含む。上リテーナ部分３７６ｂと下リテーナ部分３７６ｃは着脱可能なように構成され
る。上リテーナ部分３７６ｂは、５セットの受け入れ用ノッチ３７６ｊを備える。下リテ
ーナ部分３７６ｃは、５セットのロック用突起３７６ｋを備える。ロック用突起３７６ｋ
を受け入れ用ノッチ３７６ｊに嵌めこむことにより、上リテーナ部分３７６ｂと下リテー
ナ部分３７６ｃを互いに一体になるように固定することができるように構成される。
　５個のボール１７４を間隔を隔てて（好ましくは、等間隔で）案内するための上案内窓
部３７６ｍが、上リテーナ部分３７６ｂに形成される。上案内窓部３７６ｍはＵ形に形成
された部分を含む。間隔を隔てて５個のボール１７４を案内するための下案内窓部３７６
ｎが、下リテーナ部分３７６ｃに形成される。下案内窓部３７６ｎは三日月形に形成され
た部分を含む。
（４）　第４の実施の形態の構成
　次に、本発明の自動巻時計の第４の実施の形態の構成について説明する。以下の説明は
、主として、本発明の自動巻時計の第４の実施の形態と第１の実施の形態の相違点につい
て行う。したがって、以下に記載がない個所は、前述した本発明の自動巻時計の第１の実
施形態についての説明をここに準用する。本発明の自動巻時計の第４の実施のムーブメン
トはボールベアリング４６２を含む。
　図１８を参照すると、ボールベアリング４６２は、内輪４６８と、外押さえ輪４７０と
、外輪４７２と、５個のボール１７４とを含む。外押さえ輪４７０は外輪４７２に固定さ
れる。内輪４６８は、内側輪を構成する。外押さえ輪４７０と、外輪４７２は、外側輪を
構成する。内輪４６８は複数のボール１７４を案内するための第１内側案内部４６８ｂ及
び第２内側案内部４６８ｃを有する。外押さえ輪４７０は複数のボール１７４を案内する
ための第１外側案内部４７０ｂを有する。外輪４７２は複数のボール１７４を案内するた
めの第２外側案内部４７２ｃを有する。５個のボール１７４は、第１内側案内部４６８ｂ
及び第２内側案内部４６８ｃと、第１外側案内部４７０ｂ及び第２外側案内部４７２ｃと
の間に間隔を隔てて配置される。
（５）　第５の実施の形態の構成
　次に、本発明の自動巻時計の第５の実施の形態の構成について説明する。以下の説明は
、主として、本発明の自動巻時計の第５の実施の形態と第１の実施の形態の相違点につい
て行う。したがって、以下に記載がない個所は、前述した本発明の自動巻時計の第１の実
施形態についての説明をここに準用する。本発明の自動巻時計の第５の実施のムーブメン
トはボールベアリング５６２を含む。
　図１９および図２０を参照すると、ボールベアリング５６２は、内輪５６８と、外押さ
え輪５７０と、外輪５７２と、５個のボール１７４とを含む。外押さえ輪５７０は外輪５
７２に固定される。内輪５６８は、内側輪を構成する。外押さえ輪５７０と、外輪５７２
は、外側輪を構成する。内輪５６８は複数のボール１７４を案内するための第１内側案内
部５６８ｂ及び第２内側案内部５６８Ｃを有する。外押さえ輪５７０は複数のボール１７
４を案内するための第１外側案内部５７０ｂを有する。外輪５７２は複数のボール１７４
を案内するための第２外側案内部５７２ｃを有する。５個のボール１７４は、第１内側案
内部５６８ｂ及び第２内側案内部５６８ｃと、第１外側案内部５７０ｂ及び第２外側案内
部５７２ｃとの間に間隔を隔てて配置される。
　リテーナ５７６は、間隔を隔てて（好ましくは、等間隔で）５個のボール１７４をそれ



(12) JP 4331110 B2 2009.9.16

10

20

30

40

50

ぞれ案内するための５個の案内孔５７６ｈを備える。案内孔５７６ｈは、ボール１７４を
案内するために円形に形成されるのがよい。リテーナ５７６には、半径方向外方に延びた
外方フランジ部５７６ｆが形成される。外方フランジ部５７６ｆは、それぞれの案内窓部
５７６ｍの間に５個形成される。外方フランジ部５７６ｆの外側部分５７６ｇは、外押さ
え輪５７０と外輪５７２との間に配置される。この構成により、外押さえ輪５７０と外輪
５７２との間にリテーナ５７６を確実に保持することができる。したがって、外輪５７２
と５個のボール１７６と内輪５６８をセットした状態で、リテーナ５７６を組み込み、最
後に、外押さえ輪５７０を外輪５７２に対して固定することができるので、組み立て性が
良い。さらに、従来例よりも、ボールベアリング外部への潤滑面の露出量が少ない為、潤
滑油の蒸発量や粉塵の混入量を低減することができる。
（６）　本発明の自動巻時計の作用
　次に、本発明の自動巻時計の作用について説明する。
　図４を参照すると、回転錘１６０が第１の方向、すなわち、図２において時計まわりの
方向に回転すると、回転錘かな１７８の回転により一番伝え車１８２が図２において反時
計まわりの方向に回転する。
　つめレバー１８０は、一番伝え車１８２の回転により、偏心軸部１８２ｄが偏心運動を
行う。つめレバー１８０の偏心運動により、引きつめ１８０ｃ及び押しつめ１８０ｄは二
番伝え車１８４の外周部分に沿って、それぞれ往復運動を行う。その結果、引きつめ１８
０ｃ及び押しつめ１８０ｄの往復運動により、二番伝え車１８４は一定の方向、すなわち
、図２において反時計まわりの方向に回転する。二番伝え車１８４の反時計まわりの方向
の回転により、角穴車１１８は一定の方向、すなわち、図２において時計まわりの方向に
回転する。角穴車１１８の回転により、香箱車１２０に収容されたぜんまい１２２を巻き
上げる。ぜんまい１２２の力により、香箱車１２０は、常に一定の方向、すなわち、図２
において時計まわりの方向に回転する。
　回転錘１６０が第２の方向、すなわち、図２において反時計まわりの方向に回転すると
、回転錘かな１７８の回転により一番伝え車１８２が図２において時計まわりの方向）が
回転する。上述した回転錘１６０が第１の方向に回転したときの作動と同様に、つめレバ
ー１８０は、一番伝え車１８２の回転により、偏心軸部１８２ｄが偏心運動を行う。つめ
レバー１８０の偏心運動により、引きつめ１８０ｃ及び押しつめ１８０ｄは二番伝え車１
８４の外周部分に沿って、それぞれ往復運動を行う。その結果、引きつめ１８０ｃ及び押
しつめ１８０ｄの往復運動により、二番伝え車１８４は一定の方向、すなわち、図２にお
いて反時計まわりの方向に回転する。二番伝え車１８４の回転により、角穴車１１８は一
定の方向、すなわち、図２において時計まわりの方向に回転し、香箱車１２０に収容され
たぜんまい１２２を巻き上げる。香箱車１２０の回転により、二番車１２４、三番車１２
６、四番車１２８、日の裏車１４８、筒車１５４が回転する。香箱車１２０の回転速度は
、てんぷ１３６を含む調速装置と、アンクル１３８及びがんぎ車１３４を含む脱進装置に
よって制御される。
　次に、上記実施の形態において、カーボンフィラー入り樹脂が摺動性能に優れているこ
とを示す実験データの一例について、表１及び表２を参照して説明する。
　表１は、カーボンフィラーを２０重量％添加したポリアミド樹脂１２（ＰＡ１２），ポ
リカーボネート樹脂（ＰＣ）の摺動性能（動摩擦係数と比摩耗量）を示している。すなわ
ち、表１において、ＶＧＣＦ（登録商標）「Ｖａｐｅｒ　Ｇｒｏｗｎ　Ｃａｒｂｏｎ　Ｆ
ｉｂｅｒ：気相成長炭素繊維」がカーボンフィラーを２０重量％添加した樹脂である。こ
の実験データにより、カーボンフィラー入り樹脂の表面が滑りやすいか否か、摩耗しにく
いか否かがわかる。なお、比較のために、カーボンフィラーを添加しない非複合材料（樹
脂単体、即ちＰＡ１２，ＰＣ自体）の特性を「ＢＬＡＮＫ」として示している。
　上記の各樹脂は表２に示すような成形条件により射出成形している。すなわち、ＰＡ１
２にカーボンフィラーを２０重量％添加した複合材料は、ノズル，前部（計量部），中部
（圧縮部），後部（供給部），成形用金型の温度をそれぞれ２２０℃，２３０℃，２２０
℃，２１０℃，７０℃とし、ＰＡ１２の非複合材料については、それぞれ１９０℃，２０



(13) JP 4331110 B2 2009.9.16

10

20

30

40

０℃，１８０℃，１７０℃，７０℃としている。さらに、ＰＣにカーボンフィラーを２０
重量％添加した複合材料は、上記各温度をそれぞれ２９０℃，３１０℃，２９０℃，２７
０℃，８０℃とし、ＰＣの非複合材料については、それぞれ２８０℃，２９０℃，２７０
℃，２６０℃，８０℃としている。
　表１において、動摩擦係数及び比摩耗量（ｍｍ３／Ｎ・ｋｍ）は、所定形状（φ５５ｍ
ｍ×厚さ２ｍｍ）の樹脂片を、５０Ｎの面圧力を加えながら０．５ｍ／ｓｅｃの速度で鋼
板（Ｓ４５Ｃ）上を滑らせたときの値を示している。なお、これらの測定方法は、プラス
チックの滑り摩粍試験方法（ＪＩＳ　Ｋ　７２１８規格）に従っている（ＪＩＳ：Ｊａｐ
ａｎｅｓｅ　Ｉｎｄｕｓｔｒｉａｌ　Ｓｔａｎｄａｒｄ）。
　表１に示すように、ＰＡ１２，ＰＣでは、カーボンフィラーを添加した複合材料は無添
加の非複合材料に比べて摺動性能（動摩擦係数と比摩耗量）がいずれも大幅に改善されて
いる。ここで、動摩擦係数は、上記複合材料の表面の平滑性や表面性の目安となり、例え
ば動摩擦係数の小さい複合材料によりボールベアリングのリテーナなどを構成することで
、潤滑油を用いることなく、そのボールベアリング摺動特性を高めることができる。また
、比摩耗量の小さい複合材料によりボールベアリングのリテーナを構成することで、その
リテーナの耐摩耗性を高めることができる。
　そこで、本実施の形態では、ボールベアリングのリテーナを構成する部品をカーボンフ
ィラー入り樹脂で形成しているので、そのリテーナの摺動特性が向上し、ボールベアリン
グにおいてボールに潤滑油を注油しない場合でもリテーナの摩耗を少なくすることができ
る。したがって、本実施の形態によれば、ボールベアリングに注油する必要がないので、
ボールベアリングの性能を長期間にわたって維持することができ、さらに、起動トルクや
応答性などのベアリング特性が使用温度環境の影響を受けにくいボールベアリングを提供
することができる。
　また、本実施の形態によれば、ボールベアリングのボールに潤滑油を注油することによ
り、従来のボールベアリングより重い負荷に耐えるボールベアリングを実現することがで
きる。また、本実施の形態によれば、リテーナの摩粍が低減するため、ボールベアリング
の潤滑油に摩耗粉が含有することを抑えることができ、潤滑油の粘性変化を抑えることが
でき、より重い負荷に耐え且つ長寿命なボールベアリングを提供することができる。
　これらにより、本実施の形態のボールベアリングを自動巻時計に適用した場合、自動巻
時計の長寿化を図ることができる。
【産業上の利用可能性】
　本発明のボールベアリングにおいて、リテーナは、ベースレジンを熱可塑性樹脂として
、このベースレジンにカーボンフィラーを充填したフィラー入り樹脂で形成される。この
フィラー入り樹脂は摩擦係数が低く、摩粍特性が優れている。本発明のボールベアリング
において、ボールに潤滑油を注油した場合、リテーナが摩耗するおそれが少ないので、摩
耗粉が潤滑油の中に含有されるおそれを少なくすることができる。したがって、本発明の
ボールベアリングでは、潤滑油の粘性が変化するおそれが少なく、ボールベアリングの性
能が低下するおそれが少ない。したがって、本発明のボールベアリングにおいて、ボール
に潤滑油を注油した場合、重い負荷に耐える構造を実現することができ、ボールベアリン
グの長寿命化を図ることができる。
　これらにより、本発明のボールベアリングは、時計・測定用機器、撮影・録音・録画用
機器、印刷用機器、工作・加工・組立用機械、搬送・運搬・小出し（ディスペンサ）用機
械などの軸受として、広く応用することができる。
　本発明の自動巻時計において、ボールに潤滑油を注油した場合、重い負荷に耐える構造
を実現することができ、自動巻時計の長寿命化を図ることができる。また、本発明の自動
巻時計において、ボールに潤滑油を注油しない場合、注油に付随した前記課題を解決する
ことができる。したがって、本発明の自動巻時計において、ボールに潤滑油を注油しない
場合、軽い負荷に耐える構造を実現することができ、自動巻時計の性能向上を図ることが
できる。
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