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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
内燃機関に導入される空気の流路を構成する吸気通路部と、該吸気通路部の少なくとも一
部に形成されその内外を連通する開口と、該開口を覆う多孔質部材とをもつ吸気装置を製
造する方法であって、
　前記吸気通路部に前記開口を形成するとともに、前記開口の外縁に沿った略リング状の
形状を有し前記多孔質部材の底面の一部を保持する底保持部と、該底保持部の外縁から前
記吸気通路部外部に突出し前記多孔質部材の側面の少なくとも一部を保持する側保持部と
を有する保持部を形成する保持部形成工程と、
　該保持部に前記多孔質部材を挿入し、前記多孔質部材を該保持部に少なくとも２面で保
持させる仮固定工程と、
　仮固定した状態で前記多孔質部材および該保持部を接合する接合工程と、を有すること
を特徴とする吸気装置の製造方法。
【請求項２】
前記保持部は、前記開口の外縁に沿った略リング状の形状を有し前記多孔質部材の底面の
一部を保持する底保持部と、該底保持部の外縁から前記吸気通路部外部に突出し前記多孔
質部材の側面の少なくとも一部を保持する側保持部と、該側保持部の突出端からリング径
方向に延びる表面保持部とを有し、
　該底保持部，該側保持部および該表面保持部は内周に溝部を持つ断面略コ字状に配置さ
れ、
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　前記仮固定工程において前記多孔質部材は前記保持部の該溝部に保持される請求項１に
記載の吸気装置の製造方法。
【請求項３】
前記接合工程において接合は溶着によっておこなう請求項１または請求項２に記載の吸気
装置の製造方法。
【請求項４】
前記接合工程において接合は熱カシメによっておこなう請求項１または請求項２に記載の
吸気装置の製造方法。
【請求項５】
内燃機関に導入される空気の流路を構成する吸気通路部と、該吸気通路部の少なくとも一
部に形成されその内外を連通する開口と、該開口を覆う多孔質部材とをもつ吸気装置であ
って、
　前記開口の外縁には前記吸気通路部外部に向けて突出する略リング状の保持部が形成さ
れ、
　該保持部は内周に溝部を持つ断面略コ字状をなし、
　前記多孔質部材は周縁部が該溝部内に保持されつつ接合されて一体化されていることを
特徴とする吸気装置。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、エンジンへ空気を供給する通路としての吸気装置およびその製造方法に関し、
詳しくは吸気時の騒音が低減された吸気装置およびその製造方法に関する。
【０００２】
【従来の技術】
エンジンの吸気系において、導入口より取り込まれた吸気はこの導入口からエンジン本体
までを接続する吸気通路部を経てエンジン本体に供給される。この吸気通路部には、導入
口と連続する吸気ダクトが設けられる。またこの吸気通路部には、一般に、エアクリーナ
，エアクリーナホース，スロットルボディ，インテークマニホールド等の種々の吸気部材
が吸気ダクトとともに配設され、これら種々の吸気部材もまた吸気通路部の一部を構成し
ている。
【０００３】
ここで、この吸気装置では吸気時に吸気通路部において騒音が生じる。この騒音は導入口
より吸気装置外部に漏出し車室内あるいは車室外に伝搬するため、従来より、この吸気騒
音を低減させるための種々の手段が開発されている。
【０００４】
吸気騒音を低減させるための手段として、吸気通路部の一部に開口を設け、この開口を多
孔質部材で覆うことが知られている（例えば、特許文献１）。特許文献１に示されるよう
に、吸気通路部の一部に開口を形成しこの開口を多孔質部材で一体的に覆うことで吸気騒
音を低減することができる。その理由は以下の作用の相乗効果によるものと考えられてい
る。
▲１▼多孔質部材の弾性に起因する制振作用で、吸気通路部の振動による音波の発生が抑
制される。
▲２▼多孔質部材の細孔内に入り込んだ音波は、細孔の粘性と熱伝導の作用によりそのエ
ネルギーが弱まり、また音圧の変動に伴い細孔自身が共振して音エネルギーが減衰する。
▲３▼吸気通路部の少なくとも一部がある程度の通気性を有することにより、音波の一部
がその吸気通路部の部分を通過することで定在波の発生が抑制される。
【０００５】
ここで、特許文献１に記載されているような吸気装置の製造方法によると、開口の周縁部
を加熱溶融させて、この加熱溶融させた部分に多孔質部材を押し付けることで開口を多孔
質部材によって覆うことがなされている。この場合、多孔質部材の細孔に溶融樹脂が浸透



(3) JP 4075658 B2 2008.4.16

10

20

30

40

50

し、この溶融樹脂が細孔内で固化することで、固化した樹脂がアンカーとして働き、多孔
質部材と吸気通路部との溶着を良好におこなうことができる。
【０００６】
ここで、吸気騒音を確実に低減させるためには、開口が多孔質部材によって隙間なく覆わ
れている必要がある。すなわち、開口の外縁が多孔質部材によって確実にシールされず、
開口に吸気通路部外部と直接連通する部分が生じるような場合には、このシールされてい
ない部分から圧力が漏出するため、吸気騒音が低減されないばかりか多孔質部材自身の振
動による騒音が発生する場合がある。
【０００７】
開口の外縁を多孔質部材によって確実にシールするためには、多孔質部材を開口に押し付
ける際に、多孔質部材を開口に対応する位置に配置することが必要となる。しかし、例え
ば開口を吸気通路部の湾曲面に設けるような場合には開口もまた湾曲形状を持つものとな
ることから、このような開口に対して多孔質部材を確実に配置することは困難となる場合
がある。したがってこのような場合には、多孔質部材を開口に対応する位置に配置すると
ともに、何らかの方法で多孔質部材の開口に対する配置位置を規制する必要がある。
【０００８】
多孔質部材の開口に対する配置位置を規制するために、特許文献１においては別途準備し
た多孔質部材用の受け治具によって多孔質部材を保持しつつ開口に押し付ける方法が開示
されている。しかしこのような多孔質部材用受け治具は、多孔質部材を立体形状をもつ開
口の外縁に沿わせるために、開口が設けられる吸気通路部の形状に応じた形状に形成する
必要がある。このため、同一の多孔質部材用受け治具を種々の形状の吸気装置に対応させ
ることができず、製造コストが増大する問題があった。また、予め溶融させた開口の周縁
部に対して多孔質部材を押し付ける方法で多孔質部材によって開口を覆う方法によると、
一旦押し付けられた多孔質部材は溶融した開口の周縁部と瞬時に溶着する。このため、多
孔質部材の開口に対する配置位置がずれているような場合にも配置位置の修正はできない
ことから、製造ロスが生じ製造コストが増大する問題もあった。
【０００９】
【特許文献１】
特開２００１－１９３５８７号公報
【００１０】
【発明が解決しようとする課題】
本発明は上記事情を考慮してなされたもので、開口の外縁が多孔質部材によって確実シー
ルされているとともに、開口の外縁形状を問わず低コストで製造されている吸気装置およ
びその製造方法を提供することを目的とする。
【００１１】
【課題を解決するための手段】
　本発明の吸気装置の製造方法は、内燃機関に導入される空気の流路を構成する吸気通路
部と、該吸気通路部の少なくとも一部に形成されその内外を連通する開口と、該開口を覆
う多孔質部材とをもつ吸気装置を製造する方法であって、上記吸気通路部に上記開口を形
成するとともに、上記開口の外縁に沿った略リング状の形状を有し上記多孔質部材の底面
の一部を保持する底保持部と、該底保持部の外縁から上記吸気通路部外部に突出し上記多
孔質部材の側面の少なくとも一部を保持する側保持部とを有する保持部を形成する保持部
形成工程と、該保持部に上記多孔質部材を挿入し、上記多孔質部材を上記保持部に少なく
とも２面で保持させる仮固定工程と、仮固定した状態で上記多孔質部材および該保持部を
接合する接合工程と、を有することを特徴とする。
【００１２】
本発明の吸気装置の製造方法によると、仮固定工程で多孔質部材が保持部によって保持さ
れるため、特殊な治具等を要さずに開口を多孔質部材によって確実に覆うことが可能とな
る。
【００１３】
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本発明の吸気装置の製造方法において、上記接合工程において接合は溶着によっておこな
うことができる。さらに、上記接合工程において接合は熱カシメによっておこなうことも
できる。
【００１５】
また、本発明の吸気装置の製造方法において、上記保持部は、上記開口の外縁に沿った略
リング状の形状を有し上記多孔質部材の底面の一部を保持する底保持部と、該底保持部の
外縁から上記吸気通路部外部に突出し上記多孔質部材の側面の少なくとも一部を保持する
側保持部と、該側保持部の突出端からリング径方向に延びる表面保持部とを有し、該底保
持部，該側保持部および該表面保持部は内周に溝部を持つ断面略コ字状に配置され、上記
仮固定工程において上記多孔質部材は上記保持部の該溝部に保持される方法とすることが
できる。
【００１６】
本発明の吸気装置は、内燃機関に導入される空気の流路を構成する吸気通路部と、該吸気
通路部の少なくとも一部に形成されその内外を連通する開口と、該開口を覆う多孔質部材
とをもつ吸気装置であって、上記開口の外縁には上記吸気通路部外部に向けて突出する略
リング状の保持部が形成され、該保持部は内周に溝部を持つ断面略コ字状をなし、上記多
孔質部材は周縁部が該溝部内に保持されつつ接合されて一体化されていることを特徴とす
る。
【００１７】
本発明の吸気装置によると、多孔質部材の周縁部が保持部の溝部内に保持されつつ接合さ
れて一体化されている。このため、多孔質部材の周縁部が開口の外縁を構成する保持部に
よって２重にシールされることとなり、開口を多孔質部材によってより確実に覆うことが
可能となる。
【００１８】
【発明の実施の形態】
本発明の吸気装置の製造方法は、吸気通路部と、開口と、多孔質部材とをもつ吸気装置を
製造する方法である。
【００１９】
吸気通路部は、吸気装置のうち内燃機関に導入される空気の流路を構成する部分である。
本発明においては、吸気通路部には吸気ダクト，レゾネータ，エアクリーナ，エアクリー
ナホース，スロットルボディ，インテークマニホールド等の種々の吸気部材を適宜選択し
て配設することができる。なお、本発明の吸気装置によると、後述するように吸気騒音が
低減されることから、レゾネータは配設しないかあるいは小型のものを配設するのみでよ
い。
【００２０】
このような吸気通路部は既知の種々の樹脂材料を用いて形成することができる。樹脂材料
としては、例えば、ＰＰ，ＰＥ，ＰＡ等の樹脂や、これらの樹脂にガラス繊維やタルク材
等を配合したものが好適に用いられる。吸気通路部は、既知の樹脂成形法で成形すること
ができ、成形方法としては例えば樹脂射出成形や樹脂ブロー成形等の方法が好適に用いら
れる。
【００２１】
開口は、吸気通路部の一部に穿設される。この開口は、吸気通路部の内外を連通するよう
に設けられて、吸気通路部内部に生じる吸気音を吸気通路部外部に放出する放出口となる
。そして、この開口によって上述したように開口に由来する定在波の発生抑制作用が発揮
される。
【００２２】
また、この開口は多孔質部材で覆われる。開口が多孔質部材で覆われることで、開口を経
て開口外部から吸気通路部内部に異物が進入することが防止されるとともに、上述した多
孔質部材の制振作用やエネルギー減衰作用等が発揮され、開口外部に放出される透過音が
低減される。本発明においては吸気通路部のうち開口が設けられる部位は特に問わない。
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すなわち、本発明においては、上述したような吸気通路部を構成する種々の吸気部材の所
望の位置に開口を設けることができる。
【００２３】
多孔質部材としては、各種材質の繊維，濾紙あるいは連泡の発泡体などから形成された所
望の通気性を持つものを適宜選択して用いることができるが、熱可塑性繊維から形成され
た不織布あるいは織布，編布等を用いることが特に望ましい。熱可塑性樹脂繊維性の不織
布等は熱プレス成形等の方法を用いて容易に賦形することができる。したがって、吸気通
路部が複雑な形状を有しそれに伴って開口形状が湾曲しているような場合にも、多孔質部
材の形状をこの開口形状に応じた形状に容易に賦形することができ、開口形状に容易に適
合させることができる。なお、不織布等は全体が熱可塑性樹脂繊維で形成されても良いし
、一部のみが熱可塑性樹脂繊維で形成されても良い。例えば、熱可塑性ではない繊維に熱
可塑性樹脂のバインダを含浸させて形成した不織布等であっても、全体を熱可塑性樹脂で
形成する場合と同様に熱プレス成形等で賦形することが可能である。
【００２４】
また、経年変化や水分の進入などによる多孔質部材の厚さや特性の変化によって、開口を
経て多孔質部材外部に透過する透過音と導入口から吸気通路部外部に放射される吸気音の
バランスが崩れて吸気騒音を抑制する性能が変化する場合がある。そこで、多孔質部材は
耐候性や撥水性等の所定機能を有することが望ましい。所定機能の付与は、多孔質部材全
体を所定機能を発揮するための材料で形成するか、あるいは多孔質部材の少なくとも一部
に所定機能を発揮するための材料で形成された機能層を設けることでおこなうことができ
る。
【００２５】
開口が配置される面積は、大きく設ける方が吸気騒音の低減作用は大きくなる。しかし、
開口を覆う多孔質部材は高価な部材であることから、吸気装置の材料コストを抑えるため
には、透過口の配置面積を小さく設けることが好ましい。したがって本発明においては、
透過口の配置面積は製造コストおよび維持コストと吸気音とを勘案して適宜設定するもの
とする。
【００２６】
また、開口および多孔質部材は１箇所に設けることもできるし複数箇所に設けることもで
きる。複数箇所に設ける場合には、吸気通路部のうち上述した騒音抑制効果のある種々の
位置に同時に設けることで、より確実に騒音を抑制することができる。
【００２７】
本発明の吸気装置の製造方法は、保持部形成工程と、仮固定工程と、接合工程とを有する
。
【００２８】
保持部形成工程は、吸気通路部に開口を形成するとともに、開口の外縁に吸気通路部外部
に向けて突出する略リング状の保持部を形成する工程である。吸気通路部は上述した種々
の成形方法で形成することができ、開口の形成は種々の形成方法に応じた種々の方法でお
こなうことができる。例えば吸気通路部をブロー成形によって形成する場合には、開口を
設ける部分を突出した袋状に形成し、この部分を成形後に切断することで開口を形成する
ことができる。また、例えば吸気通路部を射出成形で形成する場合には成形時に同時に開
口を形成することもできるし、あるいは成形後に開口を切断形成することもできる。また
、これに限らず既知の種々の方法によって開口を形成することもできる。
【００２９】
また、保持部形成工程では、開口の外縁に吸気通路部外部に向けて突出する保持部を形成
する。保持部は開口の外縁の形状に沿った略リング状の形状を持つものであり、開口の外
縁を構成する部分である。保持部は、吸気通路部の成形をおこなう際に同時に形成するこ
とができる。また、吸気通路部と保持部との成形を別々におこなって別体の吸気通路部と
保持部とを形成した後に、溶着や接着等の既知の方法で一体化することもできる。更には
、インサート成形等の方法で吸気通路部と保持部とを一体的に形成することもできる。



(6) JP 4075658 B2 2008.4.16

10

20

30

40

50

【００３０】
保持部は、後述する仮固定工程によって多孔質部材が挿入され、挿入された多孔質部材を
保持できる形状であるとともに、略リング状に形成しリング内部が開口と連通するもので
あれば良い。したがって、その形状は特に限定されるものではないが、保持を容易におこ
なうためには、載置，挟持等の方法で多孔質部材を保持できる形状であることが好ましい
。
【００３１】
仮固定工程は、保持部に多孔質部材を挿入し保持させる工程である。上述したように、保
持部の形状は種々の形状とすることができるため、この仮固定工程は保持部の形状に応じ
ておこなわれることとなる。仮固定工程によって開口の外縁を構成する保持部に多孔質部
材が保持されることで、多孔質部材の開口に対する配置位置は保持部によって規制される
こととなる。なお、この仮固定工程においては、多孔質部材は保持部に保持されて開口に
対応する位置に仮に固定されているだけである。したがって、多孔質部材の開口に対する
配置位置にずれが生じているような場合には、多孔質部材を保持部より取り外すことがで
き、多孔質部材の配置位置を容易に修正することができる。
【００３２】
また、この仮固定工程の際には、多孔質部材と保持部とを部分的に溶着して保持部による
多孔質部材の保持を更に強固なものとすることもできる。このとき、この部分的な溶着は
多孔質部材が保持部に保持されている状態でおこなわれるので、多孔質部材の開口に対す
る配置位置を規制するための特殊な治具等は必要としない。この部分的な溶着は、超音波
溶着用の超音波ホーン等の汎用性の高い装置を用いておこなうことができる。
【００３３】
接合工程は、仮固定工程で保持部に多孔質部材を挿入し仮固定した状態で多孔質部材およ
び保持部を接合する工程である。この接合工程によって多孔質部材は、吸気通路部に一体
化されている保持部と接合して、吸気通路部と一体化される。このとき、上述した仮固定
工程によって多孔質部材の開口に対する配置位置は規制されているため、接合工程におい
て多孔質部材を保持するための特殊な治具等を用いることなく開口を多孔質部材によって
確実に覆うことが可能となる。また、一旦仮固定した後に接合をおこなうことから、多孔
質部材の開口に対する配置位置のずれ等は仮固定工程で修正することができ、仮固定工程
および接合工程を経て製造された吸気装置は接合の精度が向上したものとなり、製造ロス
による製造コストの増加は抑制される。
【００３４】
さらに、接合工程において多孔質部材と接合される保持部は、開口の外縁を構成する部分
であることから、開口の外縁は確実に多孔質部材によって覆われることとなり、外縁と多
孔質部材とに隙間が生じることは防止される。なお、本発明の吸気装置の製造方法におい
ては、吸気通路部の保持部と多孔質部材とは接合によって一体化される。接合は既知の方
法でおこなうことができ、例えば接合を溶着によっておこなう場合には、接合工程におい
て保持部の一部が溶融し、溶融樹脂となって多孔質部材の細孔内に浸透し、細孔内で固化
する。このため、固化した樹脂がアンカーとして働き、所謂アンカー効果によって多孔質
部材と吸気通路部との接合が良好におこなわれる。この溶着は、熱板溶着，振動溶着，超
音波溶着，高周波誘導加熱溶着等の既知の方法によっておこなうことができる。
【００３５】
また、接合を熱カシメによっておこなう場合には、上述した溶融樹脂のアンカー効果はな
いが、保持部と保持部に挿入され仮固定された多孔質部材とを加熱加圧することで多孔質
部材と吸気通路部との一体化が良好におこなわれる。
【００３６】
本発明の吸気装置の製造方法によると、仮固定工程によって、開口が設けられている吸気
通路部の形状を問わず、多孔質部材を確実に開口に対応する位置に配置することができる
。さらに、この配置は保持部材による保持でおこなわれることから特殊な治具を必要とし
ない。また、仮固定工程において多孔質部材は保持部に仮に固定されているのみであるの
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で、多孔質部材の開口に対する配置位置にずれが生じているような場合には多孔質部材の
配置位置を容易に修正することが可能となる。そして、接合工程において多孔質部材と多
孔質部材を保持する保持部とを接合することで、多孔質部材の開口に対する配置位置を決
定した後に接合がおこなわれることとなり、多孔質部材による開口のシールをより確実な
ものとすることができる。
【００３７】
本発明の吸気装置の製造方法において、保持部は、底保持部と側保持部とから構成するこ
とができる。ここで、本明細書においては、多孔質部材の底面とは多孔質部材のうち開口
と対向して配置される面であり吸気装置の内表面の一部を構成する面を指す。また、多孔
質部材の側面とは底面と連続する面を指す。更に、後述する多孔質部材の表面とは底面と
反対側に配置される面であり吸気装置の外表面の一部を構成する面を指す。
【００３８】
保持部のうち底保持部は、開口の外縁に沿った略リング状の形状を有し、多孔質部材の底
面の一部を保持する部分となる。すなわち、リング状の底保持部の内周部に開口が配置さ
れるとともに、底保持部が開口の外縁を構成することとなるため、多孔質部材の底面は、
一部が開口を覆うとともに一部がこの底保持部によって保持されることとなる。
【００３９】
側保持部は、底保持部の外縁から吸気通路部外部に突出するとともに多孔質部材の側面の
少なくとも一部を保持する部分となる。側保持部の突出方向は、吸気通路部の外部方向で
あり多孔質部材の側面の少なくとも一部を保持できる方向であれば特に限定されない。例
えば、吸気通路部の外表面に対して垂直に突出するものとすることもできるし、あるいは
所定角度で傾斜しつつ突出するものとすることもできる。また、湾曲しつつ突出するもの
とすることもできる。この突出方向は、吸気通路部や開口、多孔質部材等の形状によって
適宜設定することができる。なお、側保持部の突出方向や形状が多孔質部材の側面の形状
と完全に対応する場合には、多孔質部材の側面の全体が側保持部によって保持されること
となる。また、側保持部の突出方向や形状が多孔質部材の側面の形状と完全に対応しない
場合には、多孔質部材の側面の一部が側保持部によって保持されることとなる。
【００４０】
接合工程は、底保持部および側保持部によって多孔質部材を保持した状態でおこなわれる
。このため、側保持部は溶着機等の接合用装置によって底保持部方向に押圧されつつ溶融
される。この押圧によって、溶融した側保持部は多孔質部材の表面方向に変形し、多孔質
部材の表面には溶融した側保持部の層ができる。したがって、接合工程終了後には、保持
部は内周に溝部を持つ断面略コ字状をなすこととなり、多孔質部材はこの溝部内に保持さ
れつつ接合されて一体化されていることとなる。このため、得られた吸気装置は、多孔質
部材の周縁部が保持部の形状に即して２重にシールされたものとなるので、開口は多孔質
部材によってより確実に覆われることとなる。
【００４１】
保持部を底保持部と側保持部とから構成することで、多孔質部材は、上述した仮固定工程
において保持部のうち底保持部と側保持部とによって少なくとも底面と側面との２面で保
持されることとなる。したがって、例えば吸気通路部のうち湾曲した部分に開口を設ける
ような場合であっても、多孔質部材の開口に対応する位置への配置は容易かつより確実に
おこなわれることとなる。
【００４２】
また、本発明の吸気装置の製造方法において、保持部は、底保持部と側保持部と表面保持
部とから構成することができる。底保持部は上述と同様に略リング状の形状を有し多孔質
部材の底面の一部を保持する部分であり、側保持部は上述と同様にこの底保持部の外縁か
ら吸気通路部外部に突出し多孔質部材の側面の少なくとも一部を保持する部分である。そ
して、表面保持部は側保持部の突出端からリング径方向に延び、多孔質部材の表面の一部
を覆う部分である。ここで、保持部は開口とリング内部で連通するような略リング状の形
状に形成されている必要があるため、表面保持部もまた、略リング状の形状を有するもの
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となる。
【００４３】
表面保持部は、多孔質部材を保持する際に多孔質部材と接しつつ底部とともに多孔質部材
を挟持するような形状であっても良いし、多孔質部材の表面と離間して配置されるような
ものであっても良い。表面保持部が多孔質部材の表面と離間して配置される場合であって
も、多孔質部材の吸気通路部外部方向の移動は表面保持部によって規制されることとなる
ため、表面保持部による多孔質部材の保持効果が発揮される。また、表面保持部の形状は
リング径方向に延びる形状であればよく、平板状や湾曲形状等種々の形状に形成すること
ができる。
【００４４】
保持部を底保持部と側保持部と表面保持部とから構成する場合には、底保持部と表面保持
部とが側保持部によって連結されて配置されるため、保持部は略コ字状の断面を有するこ
ととなる。そしてこのコ字状内部が保持部の溝部となる。また、側保持部は底保持部の外
縁から突出する部分であるため、溝部は略リング状の保持部の内周に配置される。この場
合は、仮固定工程において、多孔質部材は保持部の溝部内にその周縁部を保持されること
から、保持部による多孔質部材の保持はより容易かつ確実におこなわれることとなり、得
られた吸気装置における多孔質部材の開口に対するシール性はより向上する。またこの場
合、接合工程において表面保持部および側保持部は溶着機等の接合用装置によって底保持
部方向に押圧されつつ溶融される。この押圧によって、溶融した側保持部は表面保持部と
ともに多孔質部材の表面方向に変形し、多孔質部材の表面には溶融した表面保持部および
側保持部の層ができる。したがって、接合工程終了後には、上述した保持部が底保持部と
側保持部とから構成される場合と同様に多孔質部材は保持部の溝部内に保持されつつう接
合されて一体化されていることとなる。このため、得られた吸気装置は、多孔質部材の周
縁部が保持部によって２重にシールされたものとなり、多孔質部材による開口のシールは
より良好におこなわれることとなる。
【００４５】
本発明の吸気装置は、上述した本発明の吸気装置の製造方法によって製造される吸気装置
である。したがって本発明の吸気装置は、吸気通路部の少なくとも一部に開口が設けられ
、この開口が多孔質部材によって覆われたものである。本発明の吸気装置において、開口
の外縁には吸気通路部外部に向けて突出する略リング状の保持部が形成され、この保持部
は内周に溝部を持つ断面略コ字状をなし、多孔質部材は周縁部が溝部内に保持されつつ接
合されて一体化されている。
【００４６】
上述したように、多孔質部材がその周縁部を溝部内に保持されつつ接合されて一体化され
ていることで、多孔質部材の周縁部が保持部によって２重にシールされたものとなるので
、開口は被覆部材によってより確実に覆われたものとなる。このため、本発明の吸気装置
によると吸気騒音をより確実に低減することができ、さらに、製造ロス等による製造コス
トの増加を抑制することができる。
【００４７】
【実施例】
以下、本発明の実施例を添付図面を基にして説明する。
【００４８】
（実施例１）
本発明の実施例１は、本発明の吸気装置の製造方法を自動車の吸気通路部の一部である吸
気ダクトに適用した例である。したがって、本実施例１においてこの吸気ダクトに開口お
よび多孔質部材が配設され、開口および多孔質部材が配設された吸気ダクトが吸気装置と
なる。本実施例１の吸気装置の模式斜視図を図１に示し、図１中Ａ－Ａ’の模式断面図を
図２に示す。
【００４９】
本実施例１において、吸気ダクト１は吸気の導入口２をもつ湾曲形状に形成されている。
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この吸気ダクト１の湾曲面３には開口５が設けられて、開口５の外縁６には吸気ダクト１
の外部に向けて突出する保持部７が形成されている。また、開口５は保持部７と溶着され
て一体化された多孔質部材８によって覆われて吸気装置４が形成されている。
【００５０】
本実施例１の吸気装置の製造方法は以下の工程によっておこなわれた。本実施例１の吸気
装置の製造方法を表す模式工程図を図３～図７に示す。
【００５１】
〈保持部形成工程〉
先ず、樹脂ブロー成形によって吸気ダクト１を形成する。ＰＰを材料とする図示しないパ
リソンを形成し、このパリソンを図示しないブロー成形型内部に配置するとともにパリソ
ン内部にエアを注入し冷却固化することで、吸気ダクト１の第１成形体１０を成形する。
第１成形体１０を表す図を図３に示す。この第１成形体１０は、開口５となる位置が第１
成形体１０外部に向かって袋状に突出し、袋部１１を形成している。袋部１１は、突出基
部１２および突出端部１３がリング状に縮径し、突出基部１２と突出端部１３との中間部
分である突出中部１５が一旦拡径した形状に形成された。
【００５２】
袋部１１のうち突出端部１３を図３中Ｂ－Ｂ’の位置で切断し、開口５を形成した。この
切断によって図４に示す保持部７が一体化されている吸気ダクト１が形成された。形成さ
れた開口５の形状は、吸気ダクト１の湾曲面３に沿った湾曲形状となっている。開口５の
外縁６は袋部１１のうち突出中部１５で構成される。したがって、本実施例１においては
、この突出中部１５が保持部７を構成することになる。保持部７は略リング状の形状に形
成され、リング内部１６が吸気ダクト１内部と連通している。また、保持部７のうち突出
端部１３側の部分が表面保持部１７となり、突出基部１２側の部分が底保持部１８となり
、底保持部１８の外縁２０より吸気ダクト１外部に突出し表面保持部１７と底保持部１８
とを連結する部分が側保持部２１となる。さらに、底保持部１８，側保持部２１および表
面保持部１７は断面略コ字状となるように配置されていることから、このコ字状の内部、
すなわち保持部７の内周２２のうち側保持部２１と対向する部分が溝部２３となる。
【００５３】
〈仮固定工程〉
保持部形成工程で形成した保持部７に多孔質部材８を保持させた。多孔質部材８は　熱可
塑性樹脂繊維からなる不織布を材料として開口５よりもわずかに大きい形状に切断され形
成されたものである。保持部７による多孔質部材８の保持は、図５に示すように保持部７
の溝部２３内に周縁部２５を挿入して保持させることでおこなった。このとき、多孔質部
材８の周縁部２５は底保持部１８および側保持部２１によって保持されるとともに、多孔
質部材８の吸気ダクト１外方への移動は表面保持部１７によって規制されることで、仮固
定がおこなわれた。
【００５４】
〈接合工程〉
仮固定工程によって保持部７により多孔質部材８を保持し仮固定した状態で、多孔質部材
８および保持部７を溶着により接合する。本実施例１において溶着は図６に示す熱板溶着
によっておこなった。
【００５５】
先ず、突出基部１２に熱板溶着用治具２６を挿入した。この熱板溶着用治具２６は突出基
部１２の形状に対応した形状が２分割された２つの分体２７からなり、この２つの分体２
７が各々突出基部１２に挿入されて突出基部１２の全周を固定するものである。
【００５６】
次に、多孔質部材８を保持した保持部７を溶着機２８によって加熱しつつ熱板溶着用治具
２６方向に押圧し、多孔質部材８と保持部７との溶着をおこなった。溶着機２８は、熱板
３０の形状が保持部７の形状に対応した略リング状であり、熱板３０のうち保持部７と当
接する面が略平面状に形成されているものを用いた。多孔質部材８および保持部７は、溶
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着機２８の熱板３０によって加熱されつつ押圧されて熱板溶着用治具２６方向に変形する
ため、保持部７のうち表面保持部１７および側保持部２１が主に溶融されて多孔質部材８
と溶着する。なお、熱板溶着用治具２６は加熱されていないため、保持部７および多孔質
部材８の溶融は熱板３０側からのみおこなわれ、保持部７全体が溶融することはない。
【００５７】
溶着完了後、熱板３０および熱板溶着用治具２６を吸気ダクト１から取り外し、溶着され
た保持部７および多孔質部材８を冷却・固化させて、図７に示す本実施例１の吸気装置４
を得た。
【００５８】
本実施例１の吸気装置の製造方法によると、仮固定工程によって多孔質部材８が保持部７
に保持されて多孔質部材８の開口５に対する配置位置が規制された状態で、多孔質部材８
と保持部７、すなわち多孔質部材８と開口５の外縁６との溶着がおこなわれる。このため
、接合工程において多孔質部材８を保持するための特殊な治具等を用いることなく開口５
を多孔質部材８によって容易かつ確実に覆うことが可能となる。
【００５９】
また、本実施例１の吸気装置によると、多孔質部材８の周縁部２５は保持部７の溝部２３
内に保持され、底保持部１８，側保持部２１および表面保持部１７によって２重にシール
された状態となっていることから、多孔質部材８と開口５の外縁６である保持部７とのシ
ールはより確実におこなわれ、吸気騒音がより確実に低減されたものとなる。
【００６０】
（実施例２）
本実施例２の吸気装置の製造方法は、保持部の形状と、仮固定工程で多孔質部材と保持部
とを部分的に溶着したこと以外は実施例１の吸気装置の製造方法と同じ方法である。また
、本実施例２の吸気装置は、実施例１の吸気装置と同様の形状を持つものである。本実施
例２の吸気装置の製造方法を表す模式工程図を図８～１２に示す。
【００６１】
〈保持部形成工程〉
先ず、樹脂ブロー成形によって吸気ダクト３１を形成する。実施例１と同じＰＰを材料と
する図示しないパリソンを形成し、このパリソンを図示しないブロー成形型内部に配置す
るとともにパリソン内部にエアを注入した後に冷却固化することで、吸気ダクト３１の第
１成形体３２を成形する。第１成形体３２を表す図を図８に示す。この第１成形体３２は
、開口３３となる位置が第１成形体３２外部に向かって袋状に突出した袋部３５となって
いる。袋部３５は、突出基部３６がリング状に縮径した形状に形成された。
【００６２】
袋部３５のうち突出端部４０を図８中Ｂ－Ｂ’の位置で切断し、開口３３を形成した。こ
の切断によって図９に示す保持部３７が一体化されている吸気ダクト３１が形成された。
形成された開口３３の形状は、実施例１と同様に吸気ダクト３１の湾曲面に沿った湾曲形
状となっている。また、開口３３の外縁３８は突出端部４０のうちＢ－Ｂ’よりも突出基
部３６側に位置する部分で構成され、この部分が保持部３７を構成することになる。保持
部３７は略リング状の形状に形成され、リング内部が吸気ダクト３１内部と連通している
。また、保持部３７のうち突出端部４０側の部分が側保持部４１となり、突出基部３６側
の部分が底保持部４２となる。また、側保持部４１は底保持部４２の外縁４３から吸気ダ
クト３１外部に向けて略直角方向に延びている。
【００６３】
〈仮固定工程〉
保持部形成工程で形成した保持部３７に多孔質部材４５を保持させた。多孔質部材４５は
実施例１で用いたものと同じものである。保持部３７による多孔質部材４５の保持は、図
９に示すように保持部３７に多孔質部材４５を挿入することでおこなった。このとき、多
孔質部材４５の周縁部４６のうち底面４７は底保持部４２上に載置され、側面４８は側保
持部４１によってその全体を保持されるため、多孔質部材４５は保持部３７によって２面
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で保持されて開口３３に対する配置位置が規制されることとなる。
【００６４】
また本実施例２においては、多孔質部材４５を保持部３７によって仮固定した後に、図１
０に示すように、超音波ホーン５０を用いた超音波溶着によって多孔質部材４５と保持部
３７とを部分的に溶着した。この部分的な溶着は、超音波ホーン５０を用いて多孔質部材
４５を底保持部４２方向に押圧しつつ溶融させておこなった。また、この部分的な溶着は
多孔質部材４５の周縁に沿って所定間隔でおこなった。この部分的な溶着によって、保持
部３７による多孔質部材４５の仮固定は、より強固なものとなった。
【００６５】
〈接合工程〉
仮固定工程によって多孔質部材４５を保持部３７で保持し仮固定した状態で、多孔質部材
４５および保持部３７を溶着により接合した。この接合工程は実施例１と同様に熱板溶着
でおこなった。
【００６６】
図１１に示すように、先ず、実施例１と同様に突出基部３６に熱板溶着用治具５１を挿入
する。次に、多孔質部材４５を保持した保持部３７を熱板５２によって加熱しつつ熱板溶
着用治具５１方向に押圧し、多孔質部材４５と保持部３７との溶着をおこなった。本実施
例２で用いる溶着機５３は実施例１とほぼ同じものであるが、熱板５２のうち保持部３７
と当接する面の形状が異なっているものである。すなわち、熱板５２のうち保持部３７に
対向する部分に保持部３７の製品形状に対応する略リング状の凹部５５が形成されている
ものである。したがって溶着の際には、側保持部４１のうち突出端部４０側に位置する部
分が熱板５２によって押圧されるとともに凹部５５によって誘導される。そして、多孔質
部材４５の表面５６方向に折れ曲がるように変形しつつ溶融する。したがって、多孔質部
材４５の表面５６には折れ曲がり変形した側保持部４１の一部が積層されつつ溶着するこ
ととなる。
【００６７】
溶着完了後、熱板５２および熱板溶着用治具５１を吸気ダクト３１から取り外し、溶着さ
れた保持部３７および多孔質部材４５を冷却・固化させて、図１２に示す本実施例２の吸
気装置５７を得た。
【００６８】
本実施例２の吸気装置の製造方法によると、実施例１と同様に、仮固定工程によって多孔
質部材４５が保持部３７に保持され、多孔質部材４５の開口３３に対する配置位置が規制
された状態で多孔質部材４５と保持部３７、すなわち多孔質部材４５と開口３３の外縁３
８との溶着がおこなわれる。このため、接合工程において多孔質部材４５を保持するため
の特殊な治具等を用いることなく開口３３を多孔質部材４５によって確実に覆うことが可
能となる。さらに、仮固定工程において多孔質部材４５と保持部３７とは部分的に溶着さ
れているので、保持部３７による多孔質部材４５の保持はより強固なものとなる。
【００６９】
また、本実施例２の吸気装置５７によると、実施例１の吸気装置と同様に多孔質部材４５
と開口３３の外縁３８である保持部３７との接合はより確実におこなわれ、吸気騒音がよ
り確実に低減されたものとなる。
【００７０】
（実施例３）
本実施例３の吸気装置の製造方法は、保持部の形状以外は実施例１の吸気装置の製造方法
と同じ方法である。また、本実施例３の吸気装置は、実施例１の吸気装置と同様の形状を
持つものである。本実施例３の吸気装置の製造方法を表す模式工程図を図１３～１５に示
す。
【００７１】
〈保持部形成工程〉
先ず、樹脂ブロー成形によって吸気ダクト５８を形成する。実施例１と同じＰＰを材料と
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する図示しないパリソンを形成し、このパリソンを図示しないブロー成形型内部に配置す
るとともにパリソン内部にエアを注入した後に冷却固化することで、吸気ダクト５８の第
１成形体６０を成形する。第１成形体６０を表す図を図１３に示す。この第１成形体６０
は、開口６１となる部分が第１成形体６０外部に向かって袋状に突出した袋部６２となっ
ている。袋部６２は、突出基部６３が略リング状に縮径し突出端部６５が傾斜しつつ縮径
した形状に形成された。
【００７２】
袋部６２のうち突出端部６５を図１３中Ｂ－Ｂ’の位置で切断し、開口６１を形成した。
この切断によって図１４に示す保持部６６が一体化されている吸気ダクト５８が形成され
た。形成された開口６１の形状は、実施例１と同様に吸気ダクト５８の湾曲面に沿った湾
曲形状となっている。開口６１の外縁６７は突出端部６５のうちＢ－Ｂ’よりも突出基部
６３側に位置する部分で構成され、この部分が保持部６６を構成することになる。保持部
６６は実施例１と同様に底保持部６８と側保持部７０によって構成され、このうち側保持
部７０は底保持部６８の外縁７１からリング径方向に傾斜しつつ突出している。
【００７３】
〈仮固定工程〉
本実施例３においては仮固定工程は実施例１と同様におこなわれる。すなわち、図１５に
示すように側保持部７０がリング径方向に傾斜しつつ突出していることで、仮固定工程に
おいて多孔質部材７２は底保持部６８と側保持部７０とによって挟持されつつ保持される
こととなる。したがって、保持部６６による多孔質部材７２の保持は容易かつ確実におこ
なわれる。
【００７４】
〈接合工程〉
本実施例３においては接合工程は実施例１と同様におこなわれる。すなわち、側保持部７
０がリング径方向に傾斜していることで、接合工程において側保持部７０はこの傾斜方向
に折れ曲がりつつ変形する。従って、溶着機の熱板７３は平板形状のものを用いておこな
うことができる。
【００７５】
本実施例３の吸気装置の製造方法によると、実施例１と同様に、仮固定工程によって多孔
質部材７２が保持され、多孔質部材７２の開口６１に対する配置位置が規制された状態で
多孔質部材７２と保持部６６、すなわち多孔質部材７２と開口６１の外縁６７との溶着が
おこなわれる。このため、接合工程において多孔質部材７２を保持するための特殊な治具
等を用いることなく開口６１を多孔質部材７２によって確実に覆うことが可能となる。
【００７６】
また、本実施例３の吸気装置７５によると、実施例１の吸気装置と同様に多孔質部材７２
と開口６１の外縁６７である保持部６６との接合はより確実におこなわれ、吸気騒音がよ
り確実に低減されたものとなる。
【００７７】
【発明の効果】
以上述べてきたように、本発明の吸気装置の製造方法によると、仮固定工程で保持部によ
って多孔質部材を保持し仮固定することで、多孔質部材の開口に対する配置位置を保持部
によって規制することができる。従って、開口の形状を問わず、開口を多孔質部材によっ
て確実に覆うことができる。そして、多孔質部材の開口に対する配置位置の規制は特殊な
治具等を必要とせずにおこなうことができるため、吸気装置の製造に要するコストを低減
することが可能となる。
【００７８】
さらに、仮固定工程においては、多孔質部材は保持部に保持されて開口に対応する位置に
仮に固定されているだけであるため、多孔質部材の開口に対する配置位置にずれが生じて
いるような場合には、多孔質部材を保持部より取り外すことができ、多孔質部材の配置位
置を容易に修正することができる。このため製造ロスが少なくなり、吸気装置の製造コス
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本発明の吸気装置によると、多孔質部材の周縁部が保持部によって２重にシールされるた
め、開口の外縁と多孔質部材との間に隙間が生じることが防止され、吸気騒音をより確実
に低減することが可能となる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の実施例１の吸気装置の模式斜視図である。
【図２】図１中Ａ－Ａ’における模式断面図である。
【図３】本発明の実施例１の吸気装置の製造方法のうち保持部形成工程を表す模式工程図
である。
【図４】本発明の実施例１の吸気装置の製造方法のうち保持部形成工程を表す模式工程図
である。
【図５】本発明の実施例１の吸気装置の製造方法のうち仮固定工程を表す模式工程図であ
る。
【図６】本発明の実施例１の吸気装置の製造方法のうち接合工程を表す模式工程図である
。
【図７】本発明の実施例１の吸気装置の製造方法で製造された本発明の吸気装置を表す模
式工程図である。
【図８】本発明の実施例２の吸気装置の製造方法のうち保持部形成工程を表す模式工程図
である。
【図９】本発明の実施例２の吸気装置の製造方法のうち仮固定工程を表す模式工程図であ
る。
【図１０】本発明の実施例２の吸気装置の製造方法のうち仮固定工程を表す模式工程図で
ある。
【図１１】本発明の実施例２の吸気装置の製造方法のうち接合工程を表す模式工程図であ
る。
【図１２】本発明の実施例２の吸気装置の製造方法で製造された本発明の吸気装置を表す
模式工程図である。
【図１３】本発明の実施例３の吸気装置の製造方法のうち保持部形成工程を表す模式工程
図である。
【図１４】本発明の実施例３の吸気装置の製造方法のうち保持部形成工程を表す模式工程
図である。
【図１５】本発明の実施例３の吸気装置の製造方法のうち仮固定工程を表す模式工程図で
ある。
【符号の説明】
１：吸気ダクト　２：導入口　５：開口　６：開口の外縁　７：保持部　８：多孔質部材
　４：吸気装置　１７：表面保持部　１８：底保持部　２０：底保持部の外縁　２１：側
保持部　２２：保持部の内周　２３：溝部　２５：多孔質部材の周縁部
３１：吸気ダクト　３３：開口　３７：保持部　３８：開口の外縁　４１：側保持部　４
２：底保持部　４３：底保持部の外縁　４５：多孔質部材　４６：多孔質部材の周縁部　
４７：多孔質部材の底面　４８：多孔質部材の側面　５６：多孔質部材の表面　５７：吸
気装置
５８：吸気ダクト　６１：開口　６６：保持部　６７：開口の外縁　６８：底保持部　７
０：側保持部　７１：底保持部の外縁　７２：多孔質部材　７５：吸気装置
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