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(57)【要約】
【課題】ダイナミックダンパーの検査時の温度変化によ
るダイナミックダンパーの判定誤差を抑制し、ダイナミ
ックダンパーを精度良く検査する。
【解決手段】所定部材３に取り付けられ、所定部材３に
固定される固定部１０ａと、固定部１０ａに揺動可能に
支持される可動部１０ｂと、可動部１０ｂを固定部１０
ａに揺動可能に支持する支持部１０ｃとを備えたダイナ
ミックダンパー１０の共振周波数を測定し、ダイナミッ
クダンパー１０の共振周波数を測定するときのダイナミ
ックダンパー１０の温度を検出し、測定されたダイナミ
ックダンパー１０の共振周波数と検出されたダイナミッ
クダンパー１０の温度とに基づいてダイナミックダンパ
ー１０の良否を判定する。
【選択図】図７
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　所定部材に取り付けられ、前記所定部材に固定される固定部と、該固定部に揺動可能に
支持される可動部と、前記可動部を前記固定部に揺動可能に支持する支持部とを備えたダ
イナミックダンパーの検査方法であって、
　前記ダイナミックダンパーの共振周波数を測定する共振周波数測定ステップと、
　前記共振周波数測定ステップにおいて前記ダイナミックダンパーの共振周波数を測定す
るときの前記ダイナミックダンパーの温度を検出する温度検出ステップと、
　前記共振周波数測定ステップにおいて測定された前記ダイナミックダンパーの共振周波
数と前記温度検出ステップにおいて検出された前記ダイナミックダンパーの温度とに基づ
いて前記ダイナミックダンパーの良否を判定する判定ステップと、
を備えていることを特徴とするダイナミックダンパーの検査方法。
【請求項２】
　前記判定ステップでは、前記ダイナミックダンパーの良否を判定するときに、前記ダイ
ナミックダンパーの共振周波数は該ダイナミックダンパーの温度が高いほど低くなる共振
周波数温度特性を用いる、
ことを特徴とする請求項１に記載のダイナミックダンパーの検査方法。
【請求項３】
　所定部材に取り付けられ、前記所定部材に固定される固定部と、所定質量を有して前記
固定部に揺動可能に支持される可動部と、前記可動部を前記固定部に揺動可能に支持する
支持部とを備えたダイナミックダンパーの製造方法であって、
　前記ダイナミックダンパーの共振周波数を測定する共振周波数測定ステップと、
　前記共振周波数測定ステップにおいて前記ダイナミックダンパーの共振周波数を測定す
るときの前記ダイナミックダンパーの温度を検出する温度検出ステップと、
　前記共振周波数測定ステップにおいて測定された前記ダイナミックダンパーの共振周波
数と前記温度検出ステップにおいて検出された前記ダイナミックダンパーの温度とに基づ
いて前記可動部の所定質量を調整する質量調整ステップと、
を備えていることを特徴とするダイナミックダンパーの製造方法。
【請求項４】
　前記質量調整ステップでは、前記ダイナミックダンパーの共振周波数は該ダイナミック
ダンパーの温度が高いほど低くなる共振周波数温度特性を用いる、
ことを特徴とする請求項３に記載のダイナミックダンパーの製造方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、各種の部材（振動体）に取り付けられてその振動を抑制するダイナミックダ
ンパーの検査方法及び製造方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　例えば自動車等の車両では、所定部材（振動体）にその振動を抑制するためにダイナミ
ックダンパーが取り付けられることがある。ダイナミックダンパーは、バネ部と質量部と
を備え、所定部材に取り付けられて所定部材の共振周波数における振動レベルを低減する
ように構成されている。
【０００３】
　例えば特許文献１には、ピストンとコンロッドとを連結するピストンピンの内部に配設
されるダイナミックダンパーが開示されている。図１１に示すように、前記ダイナミック
ダンパー１００は、自動車等の車両に搭載されるエンジンの騒音を抑制するためにピスト
ン１０１とコンロッド１０２とを連結するピストンピン１０３の内部に配設されている。
【０００４】
　前記ダイナミックダンパー１００は、ピストンピン１０３の内部に固定される固定部１
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１０と該固定部１１０に支持部１２０を介して揺動可能に支持される可動部１３０とを備
え、支持部１２０がバネ部として作用すると共に可動部１３０が質量部として作用し、コ
ンロッド１０２の伸縮に起因する振動を低減するように構成されている。
【０００５】
　このようにして構成される前記ダイナミックダンパー１００では、ピストンピン１０３
に取り付けられるダイナミックダンパー１００の周波数特性はコンロッド１０２の伸縮に
起因する振動の抑制効果に影響を及ぼし、ひいてはエンジンの騒音抑制効果に影響を及ぼ
すことから、ダイナミックダンパー１００の製造時にダイナミックダンパー１００の共振
周波数が許容範囲になるようにダイナミックダンパー１００を精度良く検査することが求
められる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】特開２０１５－８３８２６号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　しかしながら、ダイナミックダンパーの周波数特性は温度によって変化することから、
所定温度で共振周波数が予め設定された許容範囲にある正常なダイナミックダンパーにつ
いても、ダイナミックダンパーの検査時の温度が前記所定温度とは異なる場合、共振周波
数が変化して予め設定された許容範囲から外れてダイナミックダンパーを異常と判定する
判定誤差を引き起こし得る。
【０００８】
　これに対し、ダイナミックダンパーを一定温度に保持して検査することでダイナミック
ダンパーの判定誤差を抑制することができるが、かかる場合、ダイナミックダンパーの温
度を一定にするための設備を必要とすることから、このような設備を必要とすることなく
、ダイナミックダンパーを精度良く検査することが望まれる。
【０００９】
　そこで、本発明は、ダイナミックダンパーの温度変化に伴う周波数特性の変化に着目し
、ダイナミックダンパーの検査時の温度変化によるダイナミックダンパーの判定誤差を抑
制し、ダイナミックダンパーを精度良く検査するようにすることを基本的な目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　前記課題を解決するため、本発明は、次のように構成したことを特徴とする。
【００１１】
　まず、本願の請求項１に記載の発明は、所定部材に取り付けられ、前記所定部材に固定
される固定部と、該固定部に揺動可能に支持される可動部と、前記可動部を前記固定部に
揺動可能に支持する支持部とを備えたダイナミックダンパーの検査方法であって、前記ダ
イナミックダンパーの共振周波数を測定する共振周波数測定ステップと、前記共振周波数
測定ステップにおいて前記ダイナミックダンパーの共振周波数を測定するときの前記ダイ
ナミックダンパーの温度を検出する温度検出ステップと、前記共振周波数測定ステップに
おいて測定された前記ダイナミックダンパーの共振周波数と前記温度検出ステップにおい
て検出された前記ダイナミックダンパーの温度とに基づいて前記ダイナミックダンパーの
良否を判定する判定ステップと、を備えていることを特徴とする。
【００１２】
　また、請求項２に記載の発明は、前記請求項１に記載のダイナミックダンパーの検査方
法において、前記判定ステップでは、前記ダイナミックダンパーの良否を判定するときに
、前記ダイナミックダンパーの共振周波数は該ダイナミックダンパーの温度が高いほど低
くなる共振周波数温度特性を用いることを特徴とする。
【００１３】
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　また、請求項３に記載の発明は、所定部材に取り付けられ、前記所定部材に固定される
固定部と、所定質量を有して前記固定部に揺動可能に支持される可動部と、前記可動部を
前記固定部に揺動可能に支持する支持部とを備えたダイナミックダンパーの製造方法であ
って、前記ダイナミックダンパーの共振周波数を測定する共振周波数測定ステップと、前
記共振周波数測定ステップにおいて前記ダイナミックダンパーの共振周波数を測定すると
きの前記ダイナミックダンパーの温度を検出する温度検出ステップと、前記共振周波数測
定ステップにおいて測定された前記ダイナミックダンパーの共振周波数と前記温度検出ス
テップにおいて検出された前記ダイナミックダンパーの温度とに基づいて前記可動部の所
定質量を調整する質量調整ステップと、を備えていることを特徴とする。
【００１４】
　また、請求項４に記載の発明は、前記請求項３に記載のダイナミックダンパーの製造方
法において、前記質量調整ステップでは、前記ダイナミックダンパーの共振周波数は該ダ
イナミックダンパーの温度が高いほど低くなる共振周波数温度特性を用いることを特徴と
する。
【発明の効果】
【００１５】
　上記の構成により、本願の請求項１に記載のダイナミックダンパーの検査方法によれば
、所定部材に固定される固定部、該固定部に揺動可能に支持される可動部、及び可動部を
固定部に支持する支持部を備えたダイナミックダンパーの共振周波数を測定し、ダイナミ
ックダンパーの共振周波数を測定するときのダイナミックダンパーの温度を検出し、測定
されたダイナミックダンパーの共振周波数と検出されたダイナミックダンパーの温度とに
基づいてダイナミックダンパーの良否を判定する。
【００１６】
　これにより、所定部材に取り付けられるダイナミックダンパーの検査時に、ダイナミッ
クダンパーの温度が異なる場合においても、ダイナミックダンパーの温度変化に伴う周波
数特性の変化を考慮してダイナミックダンパーの良否を判定することができ、ダイナミッ
クダンパーの検査時の温度変化によるダイナミックダンパーの判定誤差を抑制し、ダイナ
ミックダンパーを精度良く検査することができる。ダイナミックダンパーの検査時にダイ
ナミックダンパーの温度を一定にするための設備を必要とすることなく、ダイナミックダ
ンパーを精度良く検査することができる。
【００１７】
　また、請求項２に記載の発明によれば、ダイナミックダンパーの良否を判定するときに
、ダイナミックダンパーの共振周波数はダイナミックダンパーの温度が高いほど低くなる
共振周波数温度特性を用いることで、前記効果を具体的に実現することができる。
【００１８】
　また、請求項３に記載のダイナミックダンパーの製造方法によれば、所定部材に固定さ
れる固定部と、所定質量を有して固定部に揺動可能に支持される可動部と、可動部を固定
部に支持する支持部とを備えたダイナミックダンパーの共振周波数を測定し、ダイナミッ
クダンパーの共振周波数を測定するときのダイナミックダンパーの温度を検出し、測定さ
れたダイナミックダンパーの共振周波数と検出されたダイナミックダンパーの温度とに基
づいて可動部の所定質量を調整する。
【００１９】
　これにより、所定部材に取り付けられるダイナミックダンパーの製造時に、ダイナミッ
クダンパーの温度が異なる場合においても、ダイナミックダンパーの温度変化に伴う周波
数特性の変化を考慮して可動部の質量を調整することができ、ダイナミックダンパーの製
造時の温度変化によるダイナミックダンパーの判定誤差を抑制し、ダイナミックダンパー
を精度良く製造することができる。ダイナミックダンパーの製造時にダイナミックダンパ
ーの温度を一定にするための設備を必要とすることなく、ダイナミックダンパーを精度良
く製造することができる。
【００２０】
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　また、請求項４に記載の発明によれば、可動部の所定質量を調整するときに、ダイナミ
ックダンパーの共振周波数はダイナミックダンパーの温度が高いほど低くなる共振周波数
温度特性を用いることで、前記効果を具体的に実現することができる。
【図面の簡単な説明】
【００２１】
【図１】本発明の実施形態に係るダイナミックダンパーが配設されたピストンピンを有す
るピストン構造を示す図である。
【図２】図１におけるＹ２－Ｙ２線に沿ったピストン構造の断面図である。
【図３】ピストンピンにダイナミックダンパーを配設する際に用いるプレス装置を示す図
である。
【図４】ピストンピンへのダイナミックダンパーの配設工程を示す図である。
【図５】ダイナミックダンパーに施されるかしめ加工を説明するための説明図である。
【図６】ダイナミックダンパーのかしめ加工部を拡大して示す図である。
【図７】ダイナミックダンパーの検査装置を示す図である。
【図８】ダイナミックダンパーの温度と共振周波数との関係を示すグラフである。
【図９】ダイナミックダンパーの加工装置を示す図である。
【図１０】ダイナミックダンパーの加工量と共振周波数の増加量との関係を示すグラフで
ある。
【図１１】ダイナミックダンパーが配設されたピストンピンを有するピストン構造を示す
図である。
【発明を実施するための形態】
【００２２】
　以下、本発明の実施形態について添付図面を参照しながら説明する。
　図１は、本発明の実施形態に係るダイナミックダンパーが配設されたピストンピンを有
するピストン構造を示す図であり、図２は、図１におけるＹ２－Ｙ２線に沿ったピストン
構造の断面図である。
【００２３】
　図１及び図２に示すピストン１は、自動車等の車両に搭載されるエンジンのシリンダブ
ロックの気筒内に往復動自在に配置されるものであり、エンジンの燃焼室の一部を形成す
ると共に外周面にピストンリング２が嵌め込まれたヘッド部１ａと、ヘッド部１ａの外周
から下方に延びるスカート部１ｂと、スカート部１ｂの内面に対向して突設して設けられ
たボス部１ｃとを有している。
【００２４】
　ピストン１には、スカート部１ｂの内面に対向して設けられた２つのボス部１ｃにそれ
ぞれピストンピン３を支持するための貫通孔部１ｄが形成され、貫通孔部１ｄにピストン
ピン３がスナップリング４によって軸方向に抜け止めされた状態で回転可能に支持されて
いる。
【００２５】
　ピストンピン３はまた、ピストン１の２つのボス部１ｃの間に配置されたコンロッド５
の小端部５ａに形成された小径孔部５ｂに挿通され、コンロッド５に回転可能に連結され
ている。コンロッド５はまた、コンロッド５の大端部５ｃに形成された大径孔部５ｄにク
ランクシャフトが挿通され、クランクシャフトに回転可能に連結されている。
【００２６】
　ピストンピン３とピストン１の貫通孔部１ｄとの間には潤滑油が供給されて潤滑油膜が
形成され、ピストンピン３がピストン１の貫通孔部１ｄに対して滑らかに回転できるよう
になっている。また、ピストンピン３とコンロッド５の小径孔部５ｂとの間にも潤滑油が
供給されて潤滑油膜が形成され、ピストンピン３がコンロッド５の小径孔部５ｂに対して
滑らかに回転できるようになっている。
【００２７】
　このようにして構成されるピストン１、ピストンピン３及びコンロッド５を備えたピス
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トン構造では、ピストン１は、前記シリンダブロックの気筒内において気筒中心軸方向に
往復運動を繰り返し、ピストン１の往復運動がコンロッド５を介してクランクシャフトの
回転運動に変換されるようになっている。
【００２８】
　前記ピストン構造では、ピストン１、ピストンピン３及びコンロッド５の小端部５ａが
全体として質量部に相当し、コンロッド５の小端部５ａと大端部５ｃとを連結する連結部
５ｅがバネ部に相当し、コンロッド５の大端部５ｃに対してピストン１、ピストンピン３
及びコンロッド５の小端部５ａが全体として所定の共振周波数で振動してエンジンの騒音
を引き起こし得る。
【００２９】
　これに対し、前記ピストン構造では、ピストン１とコンロッド５とを連結する円筒状に
形成されたピストンピン３の内部に、エンジンの騒音を抑制するために本発明の実施形態
に係るダイナミックダンパー１０が取り付けられている。
【００３０】
　ダイナミックダンパー１０は、コンロッド５の大端部５ｃに対してピストン１、ピスト
ンピン３及びコンロッド５の小端部５ａが全体として共振する共振周波数に略一致する所
定範囲に共振周波数が設定され、コンロッド５の伸縮に起因する振動を低減してエンジン
の騒音を抑制するように構成されている。
【００３１】
　ダイナミックダンパー１０は、エンジンの燃焼行程では、ピストンピン３とコンロッド
５との間及びピストンピン３とピストン１との間に形成される潤滑油膜がなくなることに
よってピストン１、ピストンピン３及びコンロッド５の小端部５ａが一体となってコンロ
ッド５の大端部５ｃに対して共振することを抑制し、エンジンの吸気行程、圧縮行程、排
気行程では、ピストンピン３とコンロッド５との間及びピストンピン３とピストン１との
間に形成される潤滑油膜によってダイナミックダンパー１０の振動がコンロッド５に伝達
されないようになっている。
【００３２】
　図２に示すように、ピストンピン３は、ピストンピン３の内周面における軸方向中央部
３ａが両側の端部３ｂよりも内径が小さく形成されており、ピストンピン３の内周面にお
ける中央部３ａに、ダイナミックダンパー１０が圧入によって結合されている。
【００３３】
　ダイナミックダンパー１０は、ピストンピン３の内周面における中央部３ａに固定され
る固定部１０ａと、所定質量を有すると共に固定部１０ａにピストンピン３の径方向に揺
動可能に支持されてピストンピン３の軸方向に延びる可動部１０ｂと、可動部１０ｂを固
定部１０ａにピストンピン３の径方向に揺動可能に支持する支持部１０ｃとを備えている
。ダイナミックダンパー１０では、固定部１０ａに対してピストンピン３の軸方向両側に
それぞれ支持部１０ｂを介して可動部１０ｃが支持されている。
【００３４】
　固定部１０ａ、可動部１０ｂ及び支持部１０ｃはそれぞれ、円柱状に形成されている。
固定部１０ａは、固定部１０ａの外径がピストンピン３の内周面における中央部３ａの内
径に略等しく形成され、ピストンピン３の内周面における中央部３ａに圧入によって固定
される。
【００３５】
　可動部１０ｂは、固定部１０ａに対してピストンピン３の径方向に揺動することができ
るようにピストンピン３の内部に所定の間隙を有して配置されると共にピストンピン３か
ら突出するように設けられる。
【００３６】
　支持部１０ｃは、固定部１０ａの両側にそれぞれ設けられ、支持部１０ｃの外径は、固
定部１０ａ及び可動部１０ｂの外径より小さく形成されている。支持部１０ｃはまた、ピ
ストンピン３の軸方向において可動部１０ｂよりも短く形成されている。
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【００３７】
　本実施形態では、ダイナミックダンパー１０は、軸状に形成された軸状部材１１と筒状
に形成された筒状部材１２とから構成され、固定部１０ａと固定部１０ａの両側の支持部
１０ｃとピストンピン３の軸方向一方側の可動部１０ｂ（図２の左側の可動部１０ｂ）と
が軸状部材１１によって形成され、ピストンピン３の軸方向他方側の可動部１０ｂ（図２
の右側の可動部１０ｂ）が軸状部材１１と筒状部材１２とによって形成されている。
【００３８】
　ダイナミックダンパー１０におけるピストンピン３の軸方向他方側の可動部１０ｂは、
後述する図５に示すように、軸状部材１１の外周面に軸状部材１１の一端面から離間して
周方向全体に延びるかしめ加工用の溝部１１ａを形成し、軸状部材１１の溝部１１ａに筒
状部材１２の一端面が対向するように軸状部材１１に筒状部材１２を嵌め合わせ、筒状部
材１２の一端面にかしめ工具４５を押圧させて押圧穴部１２ａを形成することにより筒状
部材１２における押圧穴部１２ａの内側部分１２ｂを溝部１１ａ内に倒れ込ませて軸状部
材１１に対して筒状部材１２をかしめ加工して形成されている。
【００３９】
　軸状部材１１は、ピストンピン３の軸方向他方側の可動部１０ｂを構成する部分に固定
部側の基部１１ｂと反固定部側の先端部１１ｄとを有し、先端部１１ｃは、基部１１ｂよ
りも外径が小さく形成され、基部１１ｂと先端部１１ｃとの間に段差部１１ｄが形成され
ている。
【００４０】
　一方、筒状部材１２は、軸状部材１１の基部１１ｂに嵌め合わせられる第１部分１２ｃ
と軸状部材１１の先端部１１ｃに嵌め合わせられる第２部分１２ｄとを有し、第１部分１
２ｃは、第２部分１２ｄよりも内径が大きく形成され、第１部分１２ｃと第２部分１２ｄ
との間に段差部１２ｅが形成されている。
【００４１】
　筒状部材１２は、筒状部材１２の段差部１２ｅが軸状部材１１の段差部１１ｄに係合す
るように軸状部材１１に嵌め合わせられると、筒状部材１２が軸状部材１１の溝部１１ａ
に対向するように、具体的には筒状部材１２の一端面が軸状部材１１の溝部１１ａに対向
する位置になるように形成されている。
【００４２】
　そして、筒状部材１２の一端面にかしめ工具４５を押圧させて押圧穴部１２ａを形成す
ることで、筒状部材１２における押圧穴部１２ａの内側部分１２ｂを軸状部材１１の溝部
１１ａ内に倒れ込ませ、軸状部材１１に対して筒状部材１２がかしめ加工されている。
【００４３】
　前記可動部１０ｂは、ピストンピン３から突出するように設けられており、前記可動部
１０ｂを形成する筒状部材１２の端面がピストンピン３から突出するように設けられ、軸
状部材１１の端面が筒状部材１２の端面から突出するように設けられている。
【００４４】
　次に、このようにして構成されるダイナミックダンパー１０をピストンピン３に配設す
る方法について説明する。
　図３は、ピストンピンにダイナミックダンパーを配設する際に用いるプレス装置を示す
図である。図３に示すプレス装置２０は、ピストンピン３に軸状部材１１を圧入すると共
に、軸状部材１１に筒状部材１２をかしめ加工するように構成されている。
【００４５】
　プレス装置２０は、ダイプレート２１の外周部に固定された第１ガイド部材２２及び第
２ガイド部材２３の内部に配置されてピストンピン３を支持するピストンピン支持部材２
４と、ピストンピン支持部材２４を上方側に付勢するスプリング２５と、ダイプレート２
１の中央部に固定されて軸状部材１１を支持するピン部材２６と、ピストンピン支持部材
２４が下方側に移動されるときにピストンピン支持部材２４を受け止めるストッパ部材２
７とを備えている。
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【００４６】
　プレス装置２０はまた、ダイプレート２１に対して上下方向に移動可能に構成されたパ
ンチプレート３１と、パンチプレート３１に取り付けられたパンチ工具３５とを備えてい
る。プレス装置２０では、図示しない制御ユニットによってパンチプレート３１の移動が
制御されるようになっている。
【００４７】
　図４は、ピストンピンへのダイナミックダンパーの配設工程を示す図である。ピストン
ピン３にダイナミックダンパー１０を配設する際には先ず、所定形状にそれぞれ形成され
たピストンピン３、軸状部材１１及び筒状部材１２を準備し、図３に示すように、ピスト
ンピン支持部材２４の中央部に設けられた挿通孔２４ａに軸状部材１１を挿通させて軸状
部材１１をピン部材２６に支持させ、その後に、ピストンピン３を軸状部材１１に嵌め合
わせると共にピストンピン支持部材２４の上面に設けられたピストンピン支持部２４ｂに
支持させる。
【００４８】
　そして、図４（ａ）に示すように、パンチプレート３１を下降させてパンチ工具３５の
下面によってピストンピン３を下方へ押圧する。ピストンピス支持部材２４がストッパ部
材２７に当接するまでピストンピン３を下方へ押圧すると、ピン部材２６に支持された軸
状部材１１に対してピストンピン３が下方へ移動され、ピストンピン３と軸状部材１１と
が所定位置で圧入によって結合される。
【００４９】
　パンチ工具３５には、軸状部材１１の先端部１１ｃの外径よりも大きく筒状部材１２の
第２部分１２ｄの外径より小さい内径を有する貫通孔３５ａが形成されており、パンチ工
具３５は、軸状部材１１を下方へ押圧することなくピストンピン３のみを下方へ押圧する
ように形成されている。
【００５０】
　ピストンピン３と軸状部材１１とを圧入によって結合させた後に、図４（ｂ）に示すよ
うに、パンチプレート３１を上昇させ、ピストンピン支持部材２４に支持されたピストン
ピン３を上方へ移動させると共にピストンピン３に結合された軸状部材１１も上方へ移動
させる。そして、軸状部材１１に筒状部材１２を嵌め合わせる。
【００５１】
　次に、図４（ｃ）に示すように、パンチプレート３１を下降させてパンチ工具３５の下
面によってピストンピン３から突出する筒状部材１２を下方へ押圧する。筒状部材１２が
下方へ押圧されると、筒状部材１２の段差部１２ｅと軸状部材１１の段差部１１ｄとが係
合し、筒状部材１２が軸状部材１１の溝部１１ａに対向するように軸状部材１１に嵌め合
わせられる。なお、パンチ工具３５は、筒状部材１２を下方へ押圧して筒状部材１２を軸
状部材１１に嵌め合わせるときに軸状部材１１がピストンピン３に対して相対移動しない
ように下方へ移動される。
【００５２】
　このようにしてピストンピン３と軸状部材１１とが圧入によって結合され、軸状部材１
１に筒状部材１２が嵌め合わせられた後に、パンチプレート３１にパンチ工具３５に代え
てかしめ工具４５が取り付けられ、図４（ｄ）に示すように、パンチプレート３１を下降
させてかしめ工具４５を筒状部材１２の一端面に押圧して軸状部材１１と筒状部材１２と
をかしめ加工によって結合する。
【００５３】
　図５は、ダイナミックダンパーに施されるかしめ加工を説明するための説明図であり、
図４（ｄ）に示すプレス装置２０の一部を拡大して示している。パンチプレート３１に取
り付けられるかしめ工具４５は、図５に示すように、下方側の先端部に断面三角状に下方
に突出する２つの突起部４５ａを備え、２つの突起部４５ａは、対向するように配置され
ている。
【００５４】
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　かしめ工具４５の突起部４５ａはそれぞれ、かしめ工具４５の周方向に所定長さを有し
、例えば中心角が３０度となる周方向に所定長さを有して円弧状に形成されている。なお
、突起部４５ａの形状は、これに限定されるものでなく、円錐状などのその他の種々の形
状を用いることができる。
【００５５】
　かしめ工具４５にはまた、軸状部材１１の先端部１１ｃの外径よりも大きく筒状部材１
２の第２部分１２ｄの外径より小さい内径を有する貫通孔４５ｂが形成されており、かし
め工具４５は、軸状部材１１を押圧することなく筒状部材１２を押圧するように形成され
ている。
【００５６】
　図５に示すように、筒状部材１２が軸状部材１１の溝部１１ａに対向するように軸状部
材１１に嵌め合わせられた状態で、パンチプレート３１を下降させることによりかしめ工
具４５を下方へ移動させて筒状部材１２の一端面に押圧させると、筒状部材１２の一端面
にかしめ工具４５の突起部４５ａによって押圧穴部１２ａが形成され、これに伴って筒状
部材１２における押圧穴部１２ａの内側部分１２ｂが軸状部材１１の溝部１１ａ内に倒れ
込み、軸状部材１１に対して筒状部材１２がかしめ加工される。
【００５７】
　図６は、ダイナミックダンパーのかしめ結合部を拡大して示す図である。図４（ｄ）及
び図５に示すように、かしめ工具４５を筒状部材１２の一端面に押圧させて軸状部材１１
に対して筒状部材１２をかしめ加工した後に、パンチプレート３１を上昇させると、図６
に示すように、軸状部材１１の溝部１１ａ内に倒れ込んだ筒状部材１２における押圧穴部
１２ａの内側部分１２ｂによって軸状部材１１と筒状部材１２とが結合されるかしめ結合
部１３が形成される。なお、かしめ工具４５を筒状部材１２の一端面に押圧させるとき、
かしめ工具４５によって筒状部材１２に加えられる荷重は、所定値以下となるように設定
されている。
【００５８】
　そして、筒状部材１２の一端面にかしめ工具４５を押圧させて押圧穴部１２ａを形成す
ることにより筒状部材１２における押圧穴部１２ａの内側部分１２ｂを軸状部材１１の溝
部１１ａ内に倒れ込ませて軸状部材１１に対して筒状部材１２をかしめ加工した後に、ピ
ストンピン３に取り付けられたダイナミックダンパー１０の検査が行われる。
【００５９】
　ダイナミックダンパー１０の検査では、ダイナミックダンパー１０の共振周波数を測定
し、ダイナミックダンパー１０の共振周波数を測定するときのダイナミックダンパー１０
の温度を検出し、測定されたダイナミックダンパー１０の共振周波数と検出されたダイナ
ミックダンパー１０の温度とに基づいてダイナミックダンパー１０の良否を判定する。
【００６０】
　図７は、ダイナミックダンパーの検査装置を示す図である。図７に示す検査装置５０は
、ダイナミックダンパー１０が配設されたピストンピン３を下方側から保持する保持部材
５１と、ダイナミックダンパー１０が配設されたピストンピン３を上方側からクランプす
るクランプ部材５２とを備え、クランプ部材５２は、図示しないクランプ部材移動機構に
よって上下方向に移動可能に構成されている。
【００６１】
　保持部材５１の下面には加振器５３が取り付けられ、加振器５３は、ダイナミックダン
パー１０が配設されたピストンピン３を保持部材５１とクランプ部材５２とによって挟持
した状態でダイナミックダンパー１０に上下方向の複数の周波数の振動を与えるように構
成されている。
【００６２】
　検査装置５０はまた、保持部材５１とクランプ部材５２とによって挟持されたピストン
ピン３から突出するダイナミックダンパー１０の可動部１０ｂの振動を測定する振動測定
器５４を備え、振動測定器５４は、加振器５３によってダイナミックダンパー１０に複数
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の周波数の振動を与えたときにダイナミックダンパー１０の共振周波数を測定することが
できるようになっている。振動測定器５４として、例えばレーザードップラー振動計を用
いることができる。
【００６３】
　また、検出装置５０は、ダイナミックダンパー１０の温度を検出する温度検出器５５を
備え、温度検出器５５は、振動測定器５４によってダイナミックダンパー１０の共振周波
数を測定するときのダイナミックダンパー１０の温度を検出することができるようになっ
ている。温度検出器５５として、例えば放射温度計を用いることができる。
【００６４】
　ダイナミックダンパー１０の検査に先立って、先ず、ピストンピン３に配設されたダイ
ナミックダンパー１０について、ダイナミックダンパー１０の温度と共振周波数との関係
を調べた。
【００６５】
　ダイナミックダンパー１０の温度と共振周波数との関係を調べる際には、１つのピスト
ンピン３に配設されたダイナミックダンパー１０を種々の温度に保持し、図７に示す検査
装置５０を用いてダイナミックダンパー１０の共振周波数を測定すると共にダイナミック
ダンパー１０の共振周波数を測定するときのダイナミックダンパー１０の温度を検出した
。
【００６６】
　図８は、ダイナミックダンパーの温度と共振周波数との関係を示すグラフであり、図８
では、ダイナミックダンパー１０の温度を横軸にとり、ダイナミックダンパー１０の共振
周波数を縦軸にとって表している。図８では、ダイナミックダンパー１０の温度とダイナ
ミックダンパー１０の共振周波数との測定結果を黒四角として表している。
【００６７】
　そして、図８に示す測定結果から、ダイナミックダンパー１０の温度と共振周波数との
関係を表した線形関数の近似式を既知の最小二乗法によって算出し、ダイナミックダンパ
ー１０の温度と共振周波数との関係式Ｌ１を算出する。
【００６８】
　ダイナミックダンパー１０の温度と共振周波数との関係式Ｌ１は、ダイナミックダンパ
ー１０の共振周波数は該ダイナミックダンパー１０の温度が高いほど低くなる共振周波数
温度特性を有しており、ダイナミックダンパー１０の温度と共振周波数との関係式Ｌ１を
用いて、具体的にはダイナミックダンパー１０の温度変化に対するダイナミックダンパー
１０の共振周波数変化の割合である関係式Ｌ１の傾きを用いて、ダイナミックダンパー１
０を検査する。
【００６９】
　ダイナミックダンパー１０を検査する際には、図７に示す検査装置５０を用い、ダイナ
ミックダンパー１０が配設されたピストンピン３を保持部材５１とクランプ部材５２とに
よって挟持させた後に、加振器５３によってダイナミックダンパー１０を振動させ、ダイ
ナミックダンパー１０の共振周波数を測定すると共にダイナミックダンパー１０の共振周
波数を測定するときのダイナミックダンパー１０の温度を検出する。
【００７０】
　次に、測定されたダイナミックダンパー１０の共振周波数と検出されたダイナミックダ
ンパー１０の温度とから、図８に示すダイナミックダンパー１０の温度と共振周波数との
関係式Ｌ１の傾きを用い、ダイナミックダンパー１０が基準温度としての２０度にある場
合のダイナミックダンパー１０の共振周波数を算出する。
【００７１】
　例えば、図７のＰ１で示すように、測定されたダイナミックダンパー１０の共振周波数
が３４８０Ｈｚであると共に検出されたダイナミックダンパー１０の温度が３０度である
とすると、予め算出されたダイナミックダンパーの温度と共振周波数との関係式Ｌ１の傾
きを用い、この関係式Ｌ１と同一の傾きを有してＰ１を通るダイナミックダンパーの温度
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と共振周波数との関係式Ｌ２を算出し、この関係式Ｌ２から、図７のＰ１´で示すダイナ
ミックダンパー１０が２０度にある場合のダイナミックダンパー１０の共振周波数が３４
８５Ｈｚであるとして算出する。
【００７２】
　そして、算出された基準温度にある場合のダイナミックダンパー１０の共振周波数が、
予め設定された所定範囲にあるか否かを判定してダイナミックダンパー１０の良否を判定
する。算出された基準温度にある場合のダイナミックダンパー１０の共振周波数が、予め
設定された所定範囲にあるときはダイナミックダンパー１０が正常である良と判定し、予
め設定された所定範囲にないときはダイナミックダンパー１０が異常である否と判定する
。
【００７３】
　なお、前記所定範囲として、コンロッド５の大端部５ｃに対してピストン１、ピストン
ピン３及びコンロッド５の小端部５ａが全体として共振する共振周波数に略一致する所定
範囲に設定される。
【００７４】
　本実施形態では、ダイナミックダンパー１０の温度と共振周波数との関係式Ｌ１の傾き
を用い、ダイナミックダンパー１０が基準温度にある場合のダイナミックダンパー１０の
共振周波数を算出して予め設定された所定範囲と比較してダイナミックダンパー１０を判
定しているが、予め設定された基準温度にある場合のダイナミックダンパー１０の共振周
波数の所定範囲から、ダイナミックダンパー１０の温度と共振周波数との関係式Ｌ１の傾
きを用い、各温度におけるダイナミックダンパー１０の共振周波数の許容範囲を算出し、
測定されたダイナミックダンパー１０の共振周波数と検出されたダイナミックダンパー１
０の温度とに基づいてダイナミックダンパー１０の良否を判定することも可能である。
【００７５】
　このように、本実施形態に係るダイナミックダンパー１０の検査方法では、所定部材と
してのピストンピン３に固定される固定部１０ａ、該固定部１０ａに揺動可能に支持され
る可動部１０ｂ、及び可動部１０ｂを固定部１０ａに支持する支持部１０ｃを備えたダイ
ナミックダンパー１０の共振周波数を測定し、ダイナミックダンパー１０の共振周波数を
測定するときのダイナミックダンパー１０の温度を検出し、測定されたダイナミックダン
パー１０の共振周波数と検出されたダイナミックダンパー１０の温度とに基づいてダイナ
ミックダンパー１０の良否を判定する。
【００７６】
　これにより、所定部材３に取り付けられるダイナミックダンパー１０の検査時に、ダイ
ナミックダンパー１０の温度が異なる場合においても、ダイナミックダンパー１０の温度
変化に伴う周波数特性の変化を考慮してダイナミックダンパー１０の良否を判定すること
ができ、ダイナミックダンパー１０の検査時の温度変化によるダイナミックダンパー１０
の判定誤差を抑制し、ダイナミックダンパー１０を精度良く検査することができる。ダイ
ナミックダンパー１０の検査時にダイナミックダンパー１０の温度を一定にするための設
備を必要とすることなく、ダイナミックダンパー１０を精度良く検査することができる。
【００７７】
　本実施形態ではまた、算出された基準温度にある場合のダイナミックダンパー１０の共
振周波数が、予め設定された所定範囲ではなくダイナミックダンパー１０が否であると判
定される場合、測定されたダイナミックダンパー１０の共振周波数と検出されたダイナミ
ックダンパー１０の温度とに基づいてダイナミックダンパー１０の可動部１０ｂの所定質
量を調整してダイナミックダンパー１０を製造する。
【００７８】
　ダイナミックダンパー１０の検査によって、算出された基準温度にある場合のダイナミ
ックダンパー１０の共振周波数が、予め設定された所定範囲より小さい場合、ダイナミッ
クダンパー１０の可動部１０ｂの端面を所定量加工して可動部１０ｂの所定質量を低減す
る。
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【００７９】
　図９は、ダイナミックダンパーの加工装置を示す図である。図９に示す加工装置６０は
、ダイナミックダンパー１０が配設されたピストンピン３を回転可能に把持する第１把持
部材６１及び第２把持部材６２と、第１把持部材６１及び第２把持部材６２に把持された
ピストンピン３に配設されたダイナミックダンパー１０の可動部１０ｂの端面、具体的に
は軸状部材１１の端面を加工する加工工具６５と、加工工具６５が取り付けられて回転駆
動される回転部材６６とを備え、加工工具６５は、有底円筒状の砥石によって形成されて
いる。
【００８０】
　加工装置６０は、ピストンピン３と加工工具６５とを反対方向に回転させた状態で、加
工工具６５をダイナミックダンパー１０の可動部１０ｂに接触させ、ダイナミックダンパ
ー１０の可動部１０ｂの端面を所定量加工することができるようになっている。
【００８１】
　ダイナミックダンパー１０の可動部１０ｂの所定質量を調整するために、先ず、ダイナ
ミックダンパー１０の可動部１０ｂの端面を加工する加工量とダイナミックダンパー１０
の共振周波数の増加量との関係を調べた。
【００８２】
　１つのピストンピン３に配設されたダイナミックダンパー１０を用いて、ダイナミック
ダンパー１０の可動部１０ｂの端面を０．３ｍｍずつ加工して、基準温度である２０度な
どの一定温度で、図７に示す検査装置５０を用いてダイナミックダンパー１０の共振周波
数を測定し、可動部１０ｂの端面を加工する前のダイナミックダンパー１０の共振周波数
に対する共振周波数の増加量を調べた。
【００８３】
　図１０は、ダイナミックダンパーの加工量と共振周波数の増加量との関係を示すグラフ
であり、図１０では、ダイナミックダンパー１０の可動部１０ｂの端面の加工量を横軸に
とり、ダイナミックダンパー１０の共振周波数の増加量を縦軸にとって表している。図１
０では、ダイナミックダンパー１０の可動部１０ｂの端面を０ｍｍ、０．３ｍｍ、０．６
ｍｍ、０．９ｍｍ加工したときのダイナミックダンパー１０の共振周波数の増加量の測定
結果を黒四角として表している。
【００８４】
　そして、図１０に示す測定結果から、ダイナミックダンパー１０の加工量と共振周波数
の増加量との関係を表した線形関数の近似式を既知の最小二乗法によって算出し、ダイナ
ミックダンパー１０の加工量と共振周波数の増加量との関係式Ｌ３を算出する。
【００８５】
　ダイナミックダンパー１０の加工量と共振周波数の増加量との関係式Ｌ３は、ダイナミ
ックダンパー１０の加工量が大きくなるほど共振周波数の増加量が大きくなっており、ダ
イナミックダンパー１０の加工量と共振周波数の増加量との関係式Ｌ３を用いて、ダイナ
ミックダンパー１０の可動部１０ｂの端面を加工して可動部１０ｂの所定質量を低減する
。
【００８６】
　ダイナミックダンパー１０の検査によって、算出された基準温度にある場合のダイナミ
ックダンパー１０の共振周波数が、予め設定された所定範囲より小さい場合、測定された
ダイナミックダンパー１０の共振周波数と検出されたダイナミックダンパー１０の温度と
に基づいて算出された基準温度にある場合のダイナミックダンパー１０の共振周波数と、
予め設定された所定範囲の中央の共振周波数との差を算出する。
【００８７】
　次に、この算出された共振周波数の差に応じて、図１０に示すダイナミックダンパー１
０の加工量と共振周波数の増加量との関係式Ｌ３を用い、共振周波数の差に等しい共振周
波数の増加量からダイナミックダンパー１０の可動部１０ｂの端面の加工量を算出する。
そして、算出されたダイナミックダンパー１０の可動部１０ｂの端面の加工量を、図９に
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示す加工装置６０を用いて加工し、ダイナミックダンパー１０の可動部１０ｂの所定質量
を低減する。
【００８８】
　一方、ダイナミックダンパー１０の検査によって、算出された基準温度にある場合のダ
イナミックダンパー１０の共振周波数が、予め設定された所定範囲より大きい場合、ダイ
ナミックダンパー１０を不良品として処理してもよいが、ダイナミックダンパー１０の可
動部１０ｂの端面に溶接等によって所定量追加して可動部１０ｂの所定質量を増加するよ
うにしてもよい。
【００８９】
　ダイナミックダンパー１０の可動部１０ｂの端面に所定量追加して可動部１０ｂの所定
質量を増加する場合、ダイナミックダンパー１０の可動部１０ｂの端面を所定量加工して
可動部１０ｂの所定質量を低減する場合と同様に、予めダイナミックダンパー１０の可動
部１０ｂの端面に追加する追加量とダイナミックダンパー１０の共振周波数の減少量との
関係式を算出し、ダイナミックダンパー１０の可動部１０ｂの端面への追加量と共振周波
数の減少量との関係式を用いて、ダイナミックダンパー１０の可動部１０ｂの端面に所定
量追加して可動部１０ｂの所定質量を増加する。
【００９０】
　ダイナミックダンパー１０の検査によって、算出された基準温度にある場合のダイナミ
ックダンパー１０の共振周波数が、予め設定された所定範囲より大きい場合、算出された
基準温度にある場合のダイナミックダンパー１０の共振周波数と、予め設定された所定範
囲の中央の共振周波数との差を算出し、この算出された共振周波数の差に応じて、ダイナ
ミックダンパー１０の可動部１０の端面への追加量と共振周波数の減少量との関係式を用
い、共振周波数の差に等しい共振周波数の減少量からダイナミックダンパー１０の可動部
１０ｂの端面への追加量を算出し、算出されたダイナミックダンパー１０の可動部１０ｂ
の端面への追加量を溶接等によって追加し、ダイナミックダンパー１０の可動部１０ｂの
所定質量を増加する。
【００９１】
　このように、本実施形態に係るダイナミックダンパー１０の製造方法では、所定部材と
してのピストンピン３に固定される固定部１０ａと、所定質量を有して固定部１０ａに揺
動可能に支持される可動部１０ｂと、可動部１０ｂを固定部１０ａに支持する支持部１０
ｃとを備えたダイナミックダンパー１０の共振周波数を測定し、ダイナミックダンパー１
０の共振周波数を測定するときのダイナミックダンパー１０の温度を検出し、測定された
ダイナミックダンパー１０の共振周波数と検出されたダイナミックダンパー１０の温度と
に基づいて可動部１０ｂの所定質量を調整する。
【００９２】
　これにより、所定部材３に取り付けられるダイナミックダンパー１０の製造時に、ダイ
ナミックダンパー１０の温度が異なる場合においても、ダイナミックダンパー１０の温度
変化に伴う周波数特性の変化を考慮して可動部１０ｂの質量を調整することができ、ダイ
ナミックダンパー１０の製造時の温度変化によるダイナミックダンパー１０の判定誤差を
抑制し、ダイナミックダンパー１０を精度良く製造することができる。ダイナミックダン
パー１０の製造時にダイナミックダンパー１０の温度を一定にするための設備を必要とす
ることなく、ダイナミックダンパー１０を精度良く製造することができる。
【００９３】
　本実施形態では、ダイナミックダンパー１０におけるピストンピン３の軸方向他方側の
可動部１０ｂについてダイナミックダンパー１０の共振周波数及び温度を測定してダイナ
ミックダンパー１０の良否を判定すると共にダイナミックダンパー１０の所定質量を調整
しているが、ダイナミックダンパー１０におけるピストンピン３の軸方向一方側の可動部
１０ｂについても同様にして行うことができる。
【００９４】
　本発明は、例示された実施の形態に限定されるものではなく、本発明の要旨を逸脱しな
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【産業上の利用可能性】
【００９５】
　以上のように、本発明によれば、ダイナミックダンパーの検査時の温度変化によるダイ
ナミックダンパーの判定誤差を抑制し、ダイナミックダンパーを精度良く検査することが
可能となるから、例えば車両用エンジンのピストンピンに配設されるダイナミックダンパ
ーを製造する場合など、車両の製造産業分野において好適に利用される可能性がある。
【符号の説明】
【００９６】
１　ピストン
３　ピストンピン
５　コンロッド
１０　ダイナミックダンパー
１０ａ　固定部
１０ｂ　可動部
１０ｃ　支持部
１１　軸状部材
１２　筒状部材
２０　プレス装置
５０　検査装置
５４　振動測定器
５５　温度検出器
６０　加工装置

【図１】 【図２】
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【図５】

【図６】

【図７】
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【図８】

【図９】

【図１０】

【図１１】
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