
JP 4364198 B2 2009.11.11

10

20

(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　振動体に弾性体を介して質量部材を結合させた構造を有するダンパーにおいて、弾性体
を
　(a)少くとも1種のEPDMであって、その共重合ゴムのエチレン・プロピレン合計量中のプ
ロピレン含量が35～50重量％であり、かつそのムーニー粘度(ML100)が40以上のEPDM 100
重量部
　(b)一般式CH2＝CHR(ここで、Rは炭素数3～12のアルキル基である)で表わされるα-オレ
フィンの重合体である、数平均分子量Mnが300～1400のα-オレフィンオリゴマー5～50重
量部
　(c)有機過酸化物架橋剤1～10重量部
よりなるEPDM組成物の架橋物によって形成せしめたダンパー。
【請求項２】
　(a)成分のエチレン・プロピレン合計量中のプロピレン含量が43.3～50重量％である請
求項１記載のダンパー。
【請求項３】
　振動体に弾性体を介して質量部材を結合させた構造を有するダンパーにおいて、弾性体
を
　(a)少くとも1種のEPDMとEPMとのブレンドゴムであって、そのブレンドゴムのエチレン
・プロピレン合計量中のプロピレン含量が35～50重量％であり、かつそのムーニー粘度(M
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L100)が40以上のブレンドゴム100重量部
　(b)一般式CH2＝CHR(ここで、Rは炭素数3～12のアルキル基である)で表わされるα-オレ
フィンの重合体である、数平均分子量Mnが300～1400のα-オレフィンオリゴマー5～50重
量部
　(c)有機過酸化物架橋剤1～10重量部
よりなるEPDM組成物の架橋物によって形成せしめたダンパー。
【請求項４】
　ニーダおよびロールを用いて混練されたEPDM組成物が用いられた請求項１、２または３
記載のダンパー。
【請求項５】
　クランクシャフトの軸端に取付けられたハブとその外周に配置された環状の振動リング
とを弾性体を介して結合して構成させた請求項１または３記載のダンパー。
【請求項６】
　他方の軸端にフライホイールを取付けたクランクシャフトの一方の軸端に取付けられた
請求項１または３記載のダンパー。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、ダンパーに関する。さらに詳しくは、振動体に弾性体を介して質量部材を結
合させた構造を有し、回転軸、例えばエンジンのクランクシャフトの振動を吸収するダン
パーに関する。
【背景技術】
【０００２】
　自動車エンジンのクランクシャフトに生じる振動を吸収するために、クランクシャフト
の軸端にはダンパーが装着される。ダンパーは、クランクシャフトの軸端にセンターボル
トにより取付けられるハブ（振動体）とその外周に配置された環状の質量部材（振動リン
グ）とを、ゴムからなる弾性体を介して結合し、構成させている。
【０００３】
　ダンパーの防振機構は、クランクシャフトの共振周波数にダンパーの共振周波数を合わ
せることにより防振するものであり、ダンパーの共振周波数は振動リングの慣性質量とゴ
ム弾性体のバネ定数によって決定される。ゴム弾性体のバネ定数は温度依存性を有するこ
とから、これ迄は常用使用温度領域の約２０～１００℃の温度領域で振動を吸収するよう
に、６０℃の時のバネ定数を使用してチューニングされてきた。
【０００４】
　したがって、上記温度領域以下の温度での防振効果には注目されておらず、例えば－３
０℃付近の低温で使用した場合には、ダンパーの共振周波数がチューニング時より大きく
外れてしまって振動を十分に吸収できなくなり、その結果クランクシャフトの振動は大き
くなり、車室内の騒音を増大することにもなる。
【０００５】
　一方、エンジン性能の向上に伴ない、クランクシャフトへの振動入力は大きくなってき
ている。クランクシャフトの捩り振動を低減できない場合、振動が増大し、部品の安全率
が低下するため、ダンパーを使用して振動を低減している。また、自動車の補機類に使用
される電力量の増大に伴ない、ダンパーの有効径を大きくする必要があり、しかも一般的
にダンパーの防振効果は振動リングの慣性質量が大きい程良好なため、エンジンの高出力
化や補機類の電力消費量の増大に伴ない、ダンパーの振動リングの慣性質量は大きくなる
傾向にある。その一方で、発生するエンジンの振動自体は、ダンパー全体の総慣性質量が
小さい程減少するため、その値には最適範囲が存在する。
【０００６】
　従来のダンパーでは、常用使用温度領域では、クランクシャフトの捩り振動を抑制でき
るものの、低温領域では防振機能が働かない場合がある。その結果、ボルト締結部の締付
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けトルクを超える振動入力が発生する懸念があり、特に総慣性質量の大きなダンパーでは
その傾向が顕著である。
【０００７】
　これらの現象がみられる場合、ダンパーのゴム弾性体温度がエンジンからの受熱などに
より昇温する間、温水を回す、エンジンの許容回転数を下げるなどの対応により解決が可
能であるが、センサ類や温水配管、エンジン制御プログラムの追加が必要となったり、狭
い場所への部品配置の考慮の必要性、重量増、価格上昇などの問題が発生することとなる
。
【０００８】
　常用使用温度領域での防振効果を維持したまま、低温環境下でもすぐれた防振性能を発
揮するダンパーが求められており、５－エチリデン－２－ノルボルネンをジエン成分とす
るＥＰＤＭであって、エチレンとプロピレンとの共重合モル比が６０／４０～７３／２７
のものに液状エチレン－α－オレフィン共重合体を添加したＥＰＤＭ組成物をイオウ加硫
して得られたダイナミックダンパーあるいは５－エチリデン－２－ノルボルネンをジエン
成分とするＥＰＤＭであって、エチレンとプロピレンとの共重合モル比が６５／３５～７
３／２７のものを用いたＥＰＤＭ組成物をイオウ加硫して得られた弾性体を、振動体に弾
性体を介して質量部材に結合した構造のダイナミックダンパーの弾性体として用いること
が提案されている。
【特許文献１】特開平１０－８９４０９号公報
【特許文献２】特開平１０－８９４１０号公報
【０００９】
　ここでは、ポリマーの低温特性を改善するために、プロピレンユニットの割合を多くす
ることによってエチレンユニットの結晶性を阻害し、低温特性を良化せしめており、また
分子量を上げることによって、ゴム材料の温度依存性を良化せしめることを可能とするこ
とが意図されている。
【００１０】
　しかしながら、これらのＥＰＤＭポリマーを単純に使用した場合には、高プロピレン化
によりガラス転移点Ｔｇが低温側に移行するのに伴ない、ｔａｎδのピークも低温側に移
行してしまうので、ゴム材料の減衰特性が大幅に低下するのを避けることができない。ま
た、ポリマー分子量の増大により、バネ定数の温度依存性は良化するものの、同時に減衰
特性の低下を招くことになる。
【００１１】
　したがって、かかるＥＰＤＭポリマーを単純にダンパーのゴム部材として使用した場合
、低温特性は改良できるものの常用使用温度領域の減衰特性は低下し、共振時の歪量が増
大するため、結果として耐久性などに悪影響を及ぼすことになる。また、ポリマーによる
低温特性の改良は、上記したように共重合体の組成に起因するため限界があり、さらに低
温特性を改良することは困難である。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１２】
　本発明の目的は、振動体に弾性体を介して質量部材を結合させた構造を有するダンパー
において、低温でのバネ定数変化と常用使用温度領域での減衰特性のバランス化を達成せ
しめる弾性体を用いたダンパーを提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【００１３】
　かかる本発明の目的は、上記構造を有するダンパーにおいて、弾性体を
　（ａ）少くとも１種のＥＰＤＭであって、その共重合ゴムのエチレン・プロピレン合計
量中のプロピレン含量が３５～５０重量％のものまたは少くとも１種のＥＰＤＭとＥＰＭ
とのブレンドゴムであって、そのブレンドゴムのエチレン・プロピレン合計量中のプロピ
レン含量が３５～５０重量％であり、かつそのムーニー粘度（ＭＬ１００）が４０以上の
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ＥＰＤＭまたはそのブレンドゴム１００重量部
　（ｂ）一般式ＣＨ２＝ＣＨＲ（ここで、Ｒは炭素数３～１２のアルキル基である）で表
わされるα－オレフィンの重合体である、数平均分子量Ｍｎが３００～１４００のα－オ
レフィンオリゴマー５～５０重量部
　（ｃ）有機過酸化物架橋剤１～１０重量部
よりなるＥＰＤＭ組成物の架橋物によって形成せしめることによって達成される。
【発明の効果】
【００１４】
　本発明によれば、振動体に特定組成の弾性体を介して質量部材を結合せしめた構造をと
ることにより、このダンパーは約－３０～１００℃の温度範囲領域で回転軸、例えばエン
ジンのクランクシャフトの振動を有効に制御し、特に－３０℃でも防振効果が得られるこ
とから、センターボルトが緩む原因となる程のシャフト入力トルクを発生させない。また
、常用使用温度領域の防振効果を損うことなく、今迄犠牲にされてきた低温領域での振動
特性が改善され、振動や騒音が低減される。さらに、このような効果が提供されることに
より、前述のような機器類追加をする必要がなく、あるいは部品配置の考慮の必要性、重
量増、価格上昇などの問題を解決することが可能である。
【００１５】
　なお、前記特許文献１のＥＰＤＭ組成物ではイオウ加硫が行われており、そこに添加さ
れた液状エチレン・α－オレフィン共重合体は架橋せず、軟化剤として作用すると述べら
れており（段落００２９）、液状エチレン・α－オレフィン共重合体の過酸化物架橋は全
く意図されていないといえる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１６】
　ダンパー１は、その取付状態を示す図１の斜視図に示されるように、他端にフライホイ
ール２を取付けたクランクシャフト３の一方の軸端に取付けられて用いられる。このダン
パー１は、振動体としてのハブ６に弾性体５を介して質量部材としての振動リング４を結
合させた構造を有しており、その中心線断面図が図２の（ａ）に、また正面図が図２の（
ｂ）に示されている。なお、図２の（ａ）において、符号７はセンターボルトである。
【００１７】
　この弾性体は、前記（ａ）、（ｂ）、（ｃ）各成分よりなるＥＰＤＭ組成物の架橋物に
よって形成される。ここで、少くとも１種のＥＰＤＭまたはそれのブレンドゴムよりなる
（ａ）成分のエチレン・プロピレン合計量中のプロピレン含量が３５～５０重量％、好ま
しくは４５～５０重量％とされるのは、プロピレン含量がこれ以下となると、低温領域で
のバネ定数の変化率が大きくなり、一方プロピレン含量がこれ以上になると、低温特性が
最適値をとらなくなるばかりではなく、常態物性や加工性も低下するようになるからであ
る。また、（ａ）成分のムーニー粘度（ＭＬ１００）は４０以上、一般には４０～１１０
であることが好ましく、これ以下のムーニー粘度（分子量）のものを用いると、常用使用
温度領域のバネ定数変化が大きくなる。また、ＥＰＤＭとしては、任意のジエン成分、例
えば５－エチリデン－２－ノルボルネン、ジシクロペンタジエン、ビニリデンノルボルネ
ン等を共重合体中約４～１２重量％共重合させたものが、少くとも１種用いられる。
【００１８】
　このような少くとも１種のＥＰＤＭまたはそのブレンドゴムよりなる（ａ）成分のみを
用いた場合には、常用使用温度領域において良好な振動特性が得られないが、これに適切
な分子量のα－オレフィンオリゴマーである（ｂ）成分を適当量添加することにより、問
題となる常用使用温度領域における減衰特性を向上させることが可能となるばかりではな
く、ポリマーによる低温特性改良の限界以上の領域迄低温特性を良化することが可能であ
り、また高いレベルで低温特性と常用使用温度領域での振動特性のバランスを図ることが
可能である。
【００１９】
　また、α－オレフィンオリゴマーの添加によって生地の流動性が改善されることから、
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高硬度－高充填配合する際、高分子量ポリマーを使用したとき問題となっていた生地流動
性が改善され、成形性、ジョイント不良なども良化させる。
【００２０】
　α－オレフィンオリゴマーとしては、一般式
　　　ＣＨ２＝ＣＨＲ
　　　　　Ｒ：炭素数３～１２のアルキル基
で表わされるα－オレフィンの重合体であって、数平均分子量Ｍｎが３００～１４００、
好ましくは４００～１０００のものが少くとも１種用いられる。重合体側鎖のアルキル基
としては、炭素数３～１２、好ましくは６～１０、さらに好ましくは８のものが用いられ
る。炭素数が８のものが特に好ましいのは、粘度指数（粘度の温度依存性の指標）が高く
、流動点が低いからであり、つまり低温特性が良好であるからである。また、耐熱性、揮
発性に関しては、Ｍｎの影響が大きい。そのため、同一のＭｎのものであれば、側鎖の炭
素数の多いものの方が、耐熱性と低温特性とのバランスが良いといえる。
【００２１】
　これ以下のＭｎのものを用いると、架橋時や熱老化時に揮発し、物性の大きな低下を招
くようになり、一方これ以上のＭｎのものを用いると、低温特性の改善効果があまりみら
れなくなる。この（ｂ）成分は、（ａ）成分１００重量部当り約５～５０重量部、好まし
くは約１０～２０重量部の割合で用いられる。これ以下の添加割合では、低温特性の改善
効果、常用使用温度領域での減衰特性の向上効果が低く、また生地流動性の改善効果が低
いため、高硬度－高充填配合の場合成形性が悪化する。一方、これ以上の添加割合で用い
られると、混練性、金型非粘着性などの成形性が悪化する。
【００２２】
　これらのα－オレフィンオリゴマーと共に、パラフィン系可塑剤などを併用することも
できるが、パラフィン系可塑剤（鉱物油）は、原油を沈殿・ロ過した後常圧蒸留し、さら
に残留分を減圧蒸留して粗精製した後、蒸留によっては除去されない成分（芳香族化合物
、イオウ化合物等）を化学的に洗浄するか水素添加し、さらに脱ロウしてワックス分を除
去したものであって、ある程度の分子量を有する炭化水素であるが、側鎖構造が一定せず
、また直鎖状、環状など種々の構造を有するものの混合物であって、一定の側鎖構造を有
するα－オレフィンオリゴマーとは構造を異にしている。
【００２３】
　（ｃ）成分の有機過酸化物架橋剤としては、例えばジクミルパーオキサイド、２，５－
ジメチル－２，５－ビス（第３ブチルパーオキシ）ヘキサン、２，５－ジメチル－２，５
－ビス（第３ブチルパーオキシ）ヘキシン－３などのＥＰＤＭ架橋で一般的に用いられる
有機過酸化物が、（ａ）成分１００重量部当り約１～１０重量部、好ましくは約２～４重
量部の割合で用いられる。
【００２４】
　有機過酸化物架橋剤と共に、一般に用いられているように、トリアリルイソシアヌネー
ト、トリアリルシアヌレート、エチレングリコールジメタクリレート、トリメチロールプ
ロパントリメタクリレート、Ｎ，Ｎ′－ｍ－フェニレンマレイミド等の多官能性不飽和化
合物を併用することが好ましく、また以上の（ａ）、（ｂ）、（ｃ）各成分を必須成分と
するＥＰＤＭ組成物中には、従来より広く一般的に用いられている各種配合剤を、本発明
の目的を損わない範囲内において任意に添加することもできる。
【００２５】
　ＥＰＤＭ組成物の調製は、ニーダ、ロールなどを用いて混練することによって行われ、
混練物は一般に約１７０～１９０℃で約２～６分間程度プレス加硫することにより所望形
状に架橋成形され、さらに必要に応じて約１５０～１８０℃で約１～４時間程度オーブン
加硫（二次架橋）することも行われる。
【実施例】
【００２６】
　次に、実施例について本発明を説明する。
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【００２７】
　実施例１～３
　次の各特性値を有するＥＰＤＭ－１～４（ジエン成分はいずれも５－エチリデン－２－
ノルボルネン〔ＥＮＢ〕である）およびＥＰＭの複数ゴム成分よりなるブレンドゴムを用
い、

これらに以下の各成分を配合し、３Ｌニーダおよびロールを用いて混練した。
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【００２８】
　この混練物を１８０℃で６分間プレス加硫した後、１５０℃で４時間のオーブン加硫を
行って、材料特性評価用のシート状架橋物を得た。また、製品形状架橋物の評価は、同様
の混練物を１８０℃で４分間プレス加硫した後、１７５℃で１．５時間のオーブン加硫を
行って、環状の架橋物を作製し、これをハブと振動リング間の圧入嵌合して製品モデル（
ダンパー）を作製した。得られたシート状架橋物および製品モデルについて、以下の各項
目試験を行った。
　常態値：ＪＩＳ　Ｋ６２５３準拠（硬さ）、ＪＩＳ　Ｋ６２５１準拠（引張強さ、伸び
）
　耐熱性：１２０℃、１８０時間熱老化後の常態値変化を測定
　ゲーマン捩り試験（Ｔ１００）：ＪＩＳ　Ｋ６２６１準拠
　共振周波数変化：ダンパーを鷲宮製作所製電気油圧式捩り加振機に取付け、加速度セン
サをシャフトおよび環状質量体（振動リング）にそれぞれ取付け、加速度計測装置に接続
することで、入力振動および出力振動を検出し、共振点追跡プログラムにて、－３０℃／
６０℃および１００℃／６０℃の各温度について測定し、－３０℃／６０℃での変化率が
６５％未満を○、６５％以上７０％未満を△、７０％以上を×と判定し、また１００℃／
６０℃での変化率が１０％未満を○、１０％以上を×と判定した（図３参照）
　共振倍率：ダンパーを鷲宮製作所製電気油圧式捩り加振機に取付け、加速度センサをシ
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ャフトおよび環状質量体（振動リング）にそれぞれ取付け、加速度計測装置に接続するこ
とで、入力振動および出力振動を検出し、共振点追跡プログラムにて、６０℃の温度につ
いて測定し、４．５以下を○、４．６以上５未満を△、５以上を×と判定した（図３参照
）
　共振点耐久試験：上記捩り加振機に取付け、８０℃、±０．１ｄｅｇ．で実施し、１５
０万回以上を○、１００万回以上１５０万回未満を△、１００万回未満を×と判定した
　混練性・成形性：全く問題のないものを◎、実用配合として特に支障がなく、特別な管
理を必要としないものを○、混練可能であるが、特別な管理が必要であるものを△と判定
した
　実機試験評価：ダンパーをエンジンのクランクシャフトに装置し、－３０℃の温度条件
において、エンジンを始動から最大出力迄急激に上昇させる耐久試験を実施し、この際エ
ンジン側のハブに設けた歪ゲージによって最大発生トルクを測定し、４００Ｎ・ｍ未満を
○、４００Ｎ・ｍ以上５００Ｎ・ｍ未満を△、５００Ｎ・ｍ以上を×と判定した（図４参
照）
【００２９】
　得られた試験結果は、次の表１に示される。
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【表１】

【００３０】
　比較例１
　実施例１において、ブレンドゴムの代りにＥＰＤＭ－１（Ｐ／Ｅ比＝４７．３／５２．
７、ＭＬ１００＝９４）１００重量部が用いられ、α－オレフィンオリゴマーが用いられ
なかった。
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　比較例２
　実施例１において、ブレンドゴムの代りにＥＰＤＭ－２（Ｐ／Ｅ比＝４４．６／５５．
４、ＭＬ１００＝２４）１００重量部が用いられた。
【００３２】
　比較例３
　実施例１において、ブレンドゴムの代りにＥＰＤＭ－２　１００重量部が用いられ、α
－オレフィンオリゴマーは用いられず、ＨＡＦカーボンブラック量が６０重量部に変更さ
れた。
【００３３】
　比較例４
　実施例１において、α－オレフィンオリゴマーとしてＭｎ２８７のものが同量用いられ
た。
【００３４】
　比較例５
　実施例１において、α－オレフィンオリゴマーとしてＭｎ２０００のものが同量用いら
れた。
【００３５】
　比較例６
　実施例１において、α－オレフィンオリゴマーが用いられず、パラフィン系可塑剤（Ｐ
Ｗ３８０）が１０重量部用いられた。
【００３６】
　比較例７
　実施例２において、α－オレフィンオリゴマーが用いられず、パラフィン系可塑剤（Ｐ
Ｗ３８０）量が４８．５重量部に、ＨＡＦカーボンブラック量が５５重量部にそれぞれ変
更して用いられた。
【００３７】
　以上の各比較例で得られた結果は、次の表２に示される。

【表２】
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【００３８】
　以上の結果から、次のようなことがいえる。
（１）実施例１～３は、低温領域から常用使用温度領域迄のバネ定数の温度依存性が極め
て良好で、しかも常用使用温度での減衰特性も良好であり、またこれに伴ない共振点での
振動増幅も抑えられることから、耐久性も良好である（図５参照）。さらに、高分子量の
ＥＰＤＭポリマーを使用しても、添加されたα－オレフィンオリゴマーによる可塑化効果
により生地流動性が改善され、成形性も良好である。なお、α－オレフィンオリゴマー添
加による耐熱性の低下も認められない。
（２）実施例２、３で用いられたＥＰＤＭのＰ／Ｅ比率は最適な範囲（Ｐ：４５～５０重
量％）外であり、ＥＰＤＭポリマー単独での低温特性は比較例７と同程度であるが、α－
オレフィンオリゴマーの添加量を増量することで、実施例１と同等の物性バランスの材料
とすることが可能である。ただし、液状成分の添加量の増加に伴ない、混練性や成形性が
低下するため、５０重量部を超えて多量にα－オレフィンオリゴマーを配合することは好
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（３）比較例１は、ＥＰＤＭポリマーが高分子量で、Ｐ／Ｅ比率も最適であることから、
ポリマーにより改善できる範囲内で低温特性およびバネ定数変化は良好であるが、オリゴ
マーや可塑剤が添加されていないため、常用使用温度領域での減衰特性が低下している。
（４）比較例２は、比較例３で用いられたＥＰＤＭにα－オレフィンオリゴマーを添加す
ることにより、低温特性はさらに良化するものの、同様に常用使用温度領域での共振周波
数変化が悪化する。
（５）比較例３は、ＥＰＤＭのＰ／Ｅ比率が良好であることから、低温でのバネ定数変化
は比較的良好であるが、ＥＰＤＭポリマーの分子量が低く、常用使用温度領域での共振周
波数変化が悪化している。
（６）比較例４は、使用されたα－オレフィンオリゴマーのＭｎが低いため、架橋時にそ
れが揮発しまた物性が安定せず、特に熱老化時に揮発するため硬度変化が大きい。
（７）比較例５は、逆にα－オレフィンオリゴマーのＭｎが高く、低温特性の改善効果に
対する寄与が少ない。
（８）比較例６は、オリゴマーの代りに同程度の分子量のパラフィン系可塑剤を使用して
いるため、比較例４と同様に、ポリマーで改良できる限界以上に低温特性を改善すること
ができない。
（９）比較例７は、ＥＰＤＭポリマーのＭｎが高いため、常用使用温度領域のバネ定数変
化は良好であり、またパラフィン系可塑剤の添加により、オリゴマー添加の場合と同様に
、常用使用温度領域での減衰特性が向上するため、共振倍率は良化するが、ＥＰＤＭポリ
マーのＰ／Ｅ比率が最適範囲を外れているため、低温特性は悪化する。
【図面の簡単な説明】
【００３９】
【図１】ダンパーの取付状態を示す斜視図である。
【図２】ダンパーの中心線断面図（ａ）および正面図（ｂ）である。
【図３】共振周波数変化および共振倍率の測定試験概要図である。
【図４】実機試験評価の試験概要図である。
【図５】ａは比較例１、ｂは比較例６、ｃは実施例１におけるＥ＊（絶対ばね定数）およ
びｔａｎδ測定曲線である。
【符号の説明】
【００４０】
　１　ダンパー
　２　フライホイール
　３　クランクシャフト
　４　振動リング（質量部材）
　５　弾性体
　６　ハブ（振動体）
　７　センターボルト
　８　捩り加振機
　９　加速度計測装置
　１０　加速度センサ
　１１　シャフト
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