
鉛 
フリー 

ELVRoHS標 

軸受特性が優れているプラスチック系軸受材料の一つであるポリアセタール樹脂中に、親油性繊維 
および特殊充填剤を均一に分散含有させた自己潤滑特性を有する含油軸受です。 

ソリッドタイプ…… DBS02ドライベアリング 

特長 

1.無給油で使用できます。 
2.耐荷重特性、耐摩耗特性にすぐれています。 
3.摩擦係数が低く（μ=0.01～0.15）速度特性にすぐれています。 
4.静かな運転が出来、スティックスリップ現象が生じません。 
5.相手面に傷をつけません。 
6.軸のミスアライメントに対する許容性が高い。 

材料特性（代表値）　 

1.47 9～1360.8 8060

0.01～0.15 20 －40～8060

比　　　重 引　張　強　度 
（MPa） 

伸　　　び 
（%） 

硬　　　度 
（ＨＲＭ） 

線膨張係数 
（×10－5/℃） 

摺動特性（代表値） 

摩擦係数（μ） 

DＢＳ02

材質 許容最高荷重 
（MPa） 

許容最高速度 
（m/min） 

使用温度範囲 
（℃） 

POM＋特殊充填剤＋親油性繊維＋油（含油率4％以上） 

材質　DBS02

6
樹脂系 ダイベストDBS02
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軸受特性と試験データ 

●DBS02ドライベアリング 

MPa

5

4

3

2

1

0
30 60ｍ/min

面
　
　
　
圧 

速　　度 面　　圧 

ブシュ試験 

 

潤滑：無給油 

荷重：30分毎に累積負荷 

潤滑：無給油 

速度：60ｍ/min

摩
擦
係
数 

0.3

0.2

0.1

0.5 1.0 1.5 2.0 MPa

潤滑下での使用ではその
条件により軸受性能が数
倍向上します。 

潤滑条件　　無給油 

許容最高荷重 
MPa

許容最高速度 
m/min

許容最高ＰＶ値 
MPa・m/min

使用限界温度 
°Ｃ 

9.6

60

30

－40～ 
＋80
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ブシュ寸法推奨相手寸法
ブシュ
内　径 肉厚外径軸径ハウジング内径

１０８６５４３

��������－０.０１５
－０.０７０１.０＋０.２１０

＋０.０７２φ５　０
－０.０１０φ３h７＋０.０１２

　０φ５H７３

��������－０.０２３
－０.０７８１.０＋０.２１０

＋０.０７２φ６　０
－０.０１２φ４h７＋０.０１２

　０φ６H７４

������������－０.０２５
－０.０８５１.０＋０.２７０

＋０.０９５φ７　０
－０.０１２φ５h７＋０.０１５

　０φ７H７５

����������������－０.０２５
－０.０８５１.０＋０.２７０

＋０.０９５φ８　０
－０.０１２φ６h７＋０.０１５

　０φ８H７６

������������－０.０２５
－０.０８５１.０＋０.２７０

＋０.０９５φ１０　０
－０.０１５φ８h７＋０.０１５

　０φ１０H７８

��������－０.０２５
－０.０８５１.０＋０.３４０

＋０.１０８φ１２　０
－０.０１５φ１０h７＋０.０１８

　０φ１２H７１０

����－０.０２５
－０.０８５１.０＋０.３４０

＋０.１０８φ１４　０
－０.０１８φ１２h７＋０.０１８

　０φ１４H７１２

����－０.０２５
－０.０８５１.０＋０.３４０

＋０.１０８φ１６　０
－０.０１８φ１４h７＋０.０１８

　０φ１６H７１４

����－０.０２５
－０.０８５１.０＋０.３４０

＋０.１０８φ１７　０
－０.０１８φ１５h７＋０.０１８

　０φ１７H７１５
－０.０２５
－０.０８５１.０＋０.３４０

＋０.１０８φ１８　０
－０.０１８φ１６h７＋０.０１８

　０φ１８H７１６
－０.０２５
－０.０８５１.０＋０.４５０

＋０.１２１φ２０　０
－０.０１８φ１８h７＋０.０２１

　０φ２０H７１８

����－０.０２７
－０.０８７１.５＋０.４５０

＋０.１２１φ２３　０
－０.０２１φ２０h７＋０.０２１

　０φ２３H７２０
－０.０２７
－０.０８７１.５＋０.４５０

＋０.１２１φ２５　０
－０.０２１φ２２h７＋０.０２１

　０φ２５H７２２
－０.０２７
－０.０８７１.５＋０.４５０

＋０.１２１φ２８　０
－０.０２１φ２５h７＋０.０２１

　０φ２８H７２５
－０.０３０
－０.０９０２.０＋０.５５０

＋０.１３１φ３２　０
－０.０２１φ２８h７＋０.０２５

　０φ３２H７２８
－０.０３０
－０.０９０２.０＋０.５５０

＋０.１３１φ３４　０
－０.０２１φ３０h７＋０.０２５

　０φ３４H７３０

部品番号の表示方法 

DBS   ◯◯   ◯◯ 
ブシュの長さ 
ブシュの呼び内径 
材質記号 

DBS
Parts No.でご指示ください 

0303

DBS02ブシュ寸法表 （ブシュ内径φ3～φ30） 

※寸法については予告なく変更する場合があります。 

鉛 
フリー 

標 

ELV

RoHS

��



ブシュ
内　径部品番号およびブシュの長さ　公差　 　　０

－０.３

４０３０２５２０１５１２

３

４

５

６

８��������

１０��������

１２������������

１４��������

１５��������

１６������������

１８������������

２０����������������

２２��������

２５������������

２８������������

３０������������

肉
厚
 

外面取 

外
径
 

長さ 

（単位：mm） 
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ブシュ寸法推奨相手寸法
ブシュ
内　径 肉厚外径鍔肉厚鍔外径軸径ハウジング内径

６５４３

�������－０.０１５
－０.０７０１.０＋０.２１０

＋０.０７２φ５　  ０
－ ０.１１.０±０.２５φ８　 ０

－０.０１０φ３h７＋０.０１２
　０φ５H７３

��������������－０.０２３
－０.０７８１.０＋０.２１０

＋０.０７２φ６　  ０
－ ０.１１.０±０.２５φ９　 ０

－０.０１２φ４h７＋０.０１２
　０φ６H７４

����������������－０.０２５
－０.０８５１.０＋０.２７０

＋０.０９５φ７　  ０
－ ０.１１.０±０.２５φ１０　 ０

－０.０１２φ５h７＋０.０１５
　０φ７H７５

����������������－０.０２５
－０.０８５１.０＋０.２７０

＋０.０９５φ８　  ０
－ ０.１１.０±０.２５φ１２　 ０

－０.０１２φ６h７＋０.０１５
　０φ８H７６

��������－０.０２５
－０.０８５１.０＋０.２７０

＋０.０９５φ９　  ０
－ ０.１１.０±０.２５φ１３　 ０

－０.０１５φ７h７＋０.０１５
　０φ９H７７

��������－０.０２５
－０.０８５１.０＋０.２７０

＋０.０９５φ１０　  ０
－ ０.１１.０±０.２５φ１５　 ０

－０.０１５φ８h７＋０.０１５
　０φ１０H７８

��������－０.０２５
－０.０８５１.０＋０.３４０

＋０.１０８φ１２　  ０
－ ０.１１.０±０.２５φ１８　 ０

－０.０１５φ１０h７＋０.０１８
　０φ１２H７１０

��������－０.０２５
－０.０８５１.０＋０.３４０

＋０.１０８φ１４　  ０
－ ０.１１.０±０.２５φ２０　 ０

－０.０１８φ１２h７＋０.０１８
　０φ１４H７１２

－０.０２５
－０.０８５１.０＋０.３４０

＋０.１０８φ１６　  ０
－ ０.１１.０±０.２５φ２２　 ０

－０.０１８φ１４h７＋０.０１８
　０φ１６H７１４

－０.０２５
－０.０８５１.０＋０.３４０

＋０.１０８φ１７　  ０
－ ０.１１.０±０.２５φ２３　 ０

－０.０１８φ１５h７＋０.０１８
　０φ１７H７１５

－０.０２５
－０.０８５１.０＋０.３４０

＋０.１０８φ１８　  ０
－ ０.１１.０±０.２５φ２４　 ０

－０.０１８φ１６h７＋０.０１８
　０φ１８H７１６

－０.０２５
－０.０８５１.０＋０.４５０

＋０.１２１φ２０　  ０
－ ０.１１.０±０.２５φ２６　 ０

－０.０１８φ１８h７＋０.０２１
　０φ２０H７１８

－０.０２７
－０.０８７１.５＋０.４５０

＋０.１２１φ２３　　０
－０.１５１.５±０.２５φ３１　 ０

－０.０２１φ２０h７＋０.０２１
　０φ２３H７２０

－０.０２７
－０.０８７１.５＋０.４５０

＋０.１２１φ２５　　０
－０.１５１.５±０.２５φ３３　 ０

－０.０２１φ２２h７＋０.０２１
　０φ２５H７２２

－０.０２７
－０.０８７１.５＋０.４５０

＋０.１２１φ２８　　０
－０.１５１.５±０.２５φ３６　 ０

－０.０２１φ２５h７＋０.０２１
　０φ２８H７２５

－０.０３０
－０.０９０２.０＋０.５５０

＋０.１３１φ３４　　０
－０.１５２.０±０.２５φ４２　 ０

－０.０２１φ３０h７＋０.０２５
　０φ３４H７３０

－０.０３０
－０.０９０２.０＋０.５５０

＋０.１３１φ３９　　０
－０.１５２.０±０.２５φ４９　 ０

－０.０２５φ３５h７＋０.０２５
　０φ３９H７３５

部品番号の表示方法 

DBS   ◯◯   ◯◯ - ◯◯   F
鍔付き 
鍔外径 
ブシュの長さ 
ブシュの呼び内径 
材質記号 

DBS
Parts No.でご指示ください 

0303-8F

※寸法については予告なく変更する場合があります。 

DBS02鍔付ブシュ寸法表 （ブシュ内径φ3～φ35） 

鉛 
フリー 

標 

ELV

RoHS

��



ブシュ
内　径部品番号およびブシュの長さ　公差　 　　０

－０.３

４０３０２５２０１５１２１０８７

３

４

５��������

６��������

７��������

８����������������

１０��������������������������������

１２��������������������������������

１４��������������������������������

１５��������������������������������

１６������������������������

１８��������������������������������

２０��������������������������������

２２��������������������������������

２５���������������������������������������	

３０������������������������

３５�����������������������	

鍔
外
径
 

C0
.2以
下
 

肉
厚
 

外
径
 

外面取 

長さ 鍔肉厚 

内面取（鍔側） 

（単位：mm） 

��


