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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】水の排出性能が高く、密封対象への水からの保
護性能が高い密封装置を提供する。
【解決手段】密封装置２１は、相対的に回転する内側部
材６と外側部材８との間の間隙を封止する。密封装置は
、外側部材に取り付けられる第１のシール部材３０と、
内側部材に取り付けられる第２のシール部材５０を有す
る。第１のシール部材の環状部３４と第２のシール部材
のフランジ５２Ｂの間には、環状の空間６０が設けられ
ている。第１のシール部材の円筒部３３と第２のシール
部材のフランジの外端縁５１Ｂの間には、環状の第１の
間隙６１が設けられている。第１のシール部材の突出部
３５と第２のシール部材のフランジの間には、環状の第
２の間隙６２が設けられている。第２の間隙は第１の間
隙と空間を接続し、第２の間隙の少なくとも一部は第１
の間隙に直交する。第２の間隙の幅は０．８５ｍｍ以下
であり、第２の間隙の長さは２ｍｍ以上である。
【選択図】図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　相対的に回転する内側部材と外側部材との間に配置され、前記内側部材と前記外側部材
との間の間隙を封止する密封装置であって、
　前記外側部材に取り付けられ、円筒部と環状部と突出部を有しており、前記環状部が前
記円筒部の径方向内側に配置され前記内側部材に向けて径方向内側に広がり、前記突出部
が前記円筒部と前記環状部に連結されて前記円筒部から径方向内側に突出して前記環状部
から突出する、第１のシール部材と、
　前記内側部材に取り付けられ、フランジを有しており、前記フランジが径方向外側に広
がっており前記第１のシール部材の前記環状部と対向する第２のシール部材とを備え、
　前記第１のシール部材の前記環状部と前記第２のシール部材の前記フランジの間には、
環状の空間が設けられ、
　前記第１のシール部材の前記円筒部と前記第２のシール部材の前記フランジの外端縁の
間には、環状の第１の間隙が設けられ、
　前記第１のシール部材の前記突出部と前記第２のシール部材の前記フランジの間には、
環状の第２の間隙が設けられ、前記第２の間隙は前記第１の間隙と前記空間を接続し、前
記第２の間隙の少なくとも一部は前記第１の間隙に直交し、
　前記第２の間隙の幅は０．８５ｍｍ以下であり、
　前記第２の間隙の長さは２ｍｍ以上である
密封装置。
【請求項２】
　円柱部と、前記円柱部の径方向外側に広がるフランジとを有する内側部材と、
　前記内側部材に対して相対的に回転する外側部材と、
　前記外側部材に取り付けられ、円筒部と環状部と突出部を有しており、前記環状部が前
記円筒部の径方向内側に配置され前記内側部材の前記円柱部に向けて径方向内側に広がり
、前記突出部が前記円筒部と前記環状部に連結されて前記円筒部から径方向内側に突出し
て前記環状部から突出する、シール部材とを備え、
　前記シール部材の前記環状部と前記内側部材の前記フランジの間には、環状の空間が設
けられ、
　前記シール部材の前記円筒部と前記内側部材の前記フランジの外端縁の間には、環状の
第１の間隙が設けられ、
　前記シール部材の前記突出部と前記内側部材の前記フランジの間には、環状の第２の間
隙が設けられ、前記第２の間隙は前記第１の間隙と前記空間を接続し、前記第２の間隙の
少なくとも一部は前記第１の間隙に直交し、
　前記第２の間隙の幅は０．８５ｍｍ以下であり、
　前記第２の間隙の長さは２ｍｍ以上である
密封構造。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、密封装置および密封構造に関する。
【背景技術】
【０００２】
　例えば玉軸受のような転がり軸受は周知であり、例えば自動車のハブに使用されている
。転がり軸受の内部を密封する密封装置としては、特許文献１に記載されたものがある。
この密封装置は、転がり軸受の外側部材に固定される部材と、転がり軸受の内側部材に固
定される部材の組み合わせである。密封装置は、軸受内部の潤滑剤(グリース）を密封す
る機能と、外部から水やダスト等の異物が軸受内部へ侵入しないように封止する機能を有
する。
【先行技術文献】
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【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２０１２－２２９７３号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　この種の密封装置については、水（泥水または塩水を含む）の多い環境で使用される場
合には、水が密封対象（例えば軸受）の内部に侵入しないように保護する機能を高めるこ
とが要求される。また、たとえ水が密封装置に侵入しても、すみやかに水を排出すること
ができるのが望ましい。
【０００５】
　そこで、本発明は、水の排出性能が高く、密封対象への水からの保護性能が高い密封装
置および密封構造を提供する。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本発明のある態様に係る密封装置は、相対的に回転する内側部材と外側部材との間に配
置され、前記内側部材と前記外側部材との間の間隙を封止する。密封装置は、前記外側部
材に取り付けられ、円筒部と環状部と突出部を有しており、前記環状部が前記円筒部の径
方向内側に配置され前記内側部材に向けて径方向内側に広がり、前記突出部が前記円筒部
と前記環状部に連結されて前記円筒部から径方向内側に突出して前記環状部から突出する
、第１のシール部材と、前記内側部材に取り付けられ、フランジを有しており、前記フラ
ンジが径方向外側に広がっており前記第１のシール部材の前記環状部と対向する第２のシ
ール部材とを備える。前記第１のシール部材の前記環状部と前記第２のシール部材の前記
フランジの間には、環状の空間が設けられている。前記第１のシール部材の前記円筒部と
前記第２のシール部材の前記フランジの外端縁の間には、環状の第１の間隙が設けられて
いる。前記第１のシール部材の前記突出部と前記第２のシール部材の前記フランジの間に
は、環状の第２の間隙が設けられている。前記第２の間隙は前記第１の間隙と前記空間を
接続し、前記第２の間隙の少なくとも一部は前記第１の間隙に直交する。前記第２の間隙
の幅は０．８５ｍｍ以下であり、前記第２の間隙の長さは２ｍｍ以上である。
【０００７】
　この態様においては、内側部材と外側部材の相対回転に伴って、第１のシール部材の環
状部と第２のシール部材のフランジの間の空間内の水は、第２の間隙と第１の間隙を通じ
て外部にすみやかに排出される。また、第２の間隙の幅が小さく、第２の間隙の長さが大
きいことによって、外部から第１のシール部材の環状部と第２のシール部材のフランジの
間の空間への水の侵入が抑制される。
【０００８】
　本発明のある態様に係る密封構造は、円柱部と、前記円柱部の径方向外側に広がるフラ
ンジとを有する内側部材と、前記内側部材に対して相対的に回転する外側部材と、前記外
側部材に取り付けられ、円筒部と環状部と突出部を有しており、前記環状部が前記円筒部
の径方向内側に配置され前記内側部材の前記円柱部に向けて径方向内側に広がり、前記突
出部が前記円筒部と前記環状部に連結されて前記円筒部から径方向内側に突出して前記環
状部から突出する、シール部材とを備える。前記シール部材の前記環状部と前記内側部材
の前記フランジの間には、環状の空間が設けられている。前記シール部材の前記円筒部と
前記内側部材の前記フランジの外端縁の間には、環状の第１の間隙が設けられている。前
記シール部材の前記突出部と前記内側部材の前記フランジの間には、環状の第２の間隙が
設けられている。前記第２の間隙は前記第１の間隙と前記空間を接続し、前記第２の間隙
の少なくとも一部は前記第１の間隙に直交する。前記第２の間隙の幅は０．８５ｍｍ以下
であり、前記第２の間隙の長さは２ｍｍ以上である。
【０００９】
　この態様においては、内側部材と外側部材の相対回転に伴って、シール部材の環状部と
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内側部材のフランジの間の空間内の水は、第２の間隙と第１の間隙を通じて外部にすみや
かに排出される。また、第２の間隙の幅が小さく、第２の間隙の長さが大きいことによっ
て、外部からシール部材の環状部と内側部材のフランジの間の空間への水の侵入が抑制さ
れる。
【図面の簡単な説明】
【００１０】
【図１】本発明の各実施形態に係る密封装置が使用される転がり軸受の一例の部分断面図
である。
【図２】本発明の第１実施形態に係る密封装置の部分断面図である。
【図３】第１実施形態に係る密封装置に関して、水の侵入抑制効果を確認するための試験
に使用した装置を示す概略断面図である。
【図４】前記試験の結果を示すグラフである。
【図５】本発明の第１実施形態の変形例に係る密封装置の部分断面図である。
【図６】本発明の第１実施形態の他の変形例に係る密封装置の部分断面図である。
【図７】本発明の第２実施形態に係る密封構造の部分断面図である。
【図８】本発明の第２実施形態の変形例に係る密封構造の部分断面図である。
【発明を実施するための形態】
【００１１】
　以下、添付の図面を参照しながら本発明に係る様々な実施の形態を説明する。図面の縮
尺は必ずしも正確ではなく、一部の特徴は誇張または省略されることもある。
【００１２】
　図１は、本発明の実施形態に係る密封装置が使用される転がり軸受の一例である自動車
用のハブ軸受を示す。但し、本発明の用途はハブ軸受には限定されず、他の転がり軸受に
も本発明は適用可能である。また、以下の説明では、ハブ軸受は、玉軸受であるが、本発
明の用途は玉軸受には限定されず、他の種類の転動体を有する、ころ軸受、針軸受などの
他の転がり軸受にも本発明は適用可能である。また、自動車以外の機械に使用される転が
り軸受にも本発明は適用可能である。
【００１３】
　このハブ軸受１は、スピンドル（図示せず）が内部に挿入される孔２を有するハブ（内
側部材）４と、ハブ４に取り付けられた内輪（内側部材）６と、これらの外側に配置され
た外輪（外側部材）８と、ハブ４と外輪８の間に１列に配置された複数の玉１０と、内輪
６と外輪８の間に１列に配置された複数の玉１２と、これらの玉を定位置に保持する複数
の保持器１４，１５とを有する。
【００１４】
　外輪８が固定されている一方で、ハブ４および内輪６は、スピンドルの回転に伴って回
転する。
【００１５】
　スピンドルおよびハブ軸受１の共通の中心軸線Ａｘは、図１の上下方向に延びている。
図１においては、中心軸線Ａｘに対する左側部分のみが示されている。詳細には図示しな
いが、図１の上側は自動車の車輪が配置される外側（アウトボード側）であり、下側は差
動歯車などが配置される内側（インボード側）である。図１に示した外側、内側は、それ
ぞれ径方向の外側、内側を意味する。
【００１６】
　ハブ軸受１の外輪８は、ハブナックル１６に固定される。ハブ４は、外輪８よりも径方
向外側に張り出したアウトボード側フランジ１８を有する。アウトボード側フランジ１８
には、ハブボルト１９によって、車輪を取り付けることができる。
【００１７】
　外輪８のアウトボード側の端部の付近には、外輪８とハブ４との間の間隙を封止する密
封装置２０が配置されており、外輪８のインボード側の端部の内側には、外輪８と内輪６
との間の間隙を封止する密封装置２１が配置されている。これらの密封装置２０，２１の
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作用により、ハブ軸受１の内部からのグリース、すなわち潤滑剤の流出が防止されるとと
もに、外部からハブ軸受１の内部への異物（水（泥水または塩水を含む）およびダストを
含む）の流入が防止される。図１において、矢印Ｆは、外部からの異物の流れの方向の例
を示す。
【００１８】
　密封装置２０は、ハブ軸受１の回転するハブ４と固定された外輪８のアウトボード側の
円筒状の端部８Ａとの間に配置され、ハブ４と外輪８との間の間隙を封止する。密封装置
２１は、ハブ軸受１の回転する内輪６と固定された外輪８のインボード側の端部８Ｂとの
間に配置され、内輪６と外輪８との間の間隙を封止する。
【００１９】
第１実施形態
　図２に示すように、密封装置２１は、ハブ軸受１の外輪８のインボード側の端部８Ｂと
、ハブ軸受１の内輪６との間隙内に配置される。密封装置２１は環状であるが、図２にお
いては、その左側部分のみが示されている。
【００２０】
　密封装置２１は、第１のシール部材３０と第２のシール部材５０を備える複合構造を有
する。
【００２１】
　第１のシール部材３０は、外輪８に取り付けられ、回転しない固定シール部材である。
第１のシール部材３０は、弾性環３１および剛性環３２を有する複合構造である。弾性環
３１は、弾性材料、例えばエラストマーで形成されている。剛性環３２は、剛性材料、例
えば金属から形成されており、弾性環３１を補強する。剛性環３２は、ほぼＬ字形の断面
形状を有する。剛性環３２の一部は、弾性環３１に埋設されており、弾性環３１に密着し
ている。
【００２２】
　第１のシール部材３０は、円筒部３３、環状部３４、突出部３５およびリップ３６，３
７，３８を有する。
【００２３】
　円筒部３３は、外輪８に取り付けられる取付け部を構成する。具体的には、円筒部３３
は、外輪８の端部８Ｂに締まり嵌め方式で嵌め入れられる（すなわち圧入される）。
【００２４】
　環状部３４は、円環状であって、円筒部３３の径方向内側に配置され、円筒部３３から
内輪６に向けて径方向内側に広がる。円筒部３３と環状部３４は、剛性環３２と弾性環３
１から構成されている。
【００２５】
　突出部３５は、円筒部３３と環状部３４に連結されており、円筒部３３から径方向内側
に突出するとともに、環状部３４からインボード側に向けて突出する。突出部３５は弾性
環３１から構成されている。この実施形態では、突出部３５は断面が矩形の円環である。
【００２６】
　リップ３６，３７，３８は、環状部３４の内端から第２のシール部材５０に向けて延び
る。リップ３６，３７，３８は、弾性環３１から構成されている。
【００２７】
　第２のシール部材５０は、スリンガーすなわち回転シール部材とも呼ぶことができる。
第２のシール部材５０は、内輪６に取り付けられており、内輪６の回転時に、第２のシー
ル部材５０は内輪６とともに回転し、外部から到来する異物を跳ね飛ばす。
【００２８】
　この実施形態では、第２のシール部材５０も、弾性環５１および剛性環５２を有する複
合構造である。剛性環５２は、剛性材料、例えば金属から形成されている。
【００２９】
　剛性環５２は、ほぼＬ字形の断面形状を有する。具体的には、弾性環５１は、円筒状の
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スリーブ５２Ａと、スリーブ５２Ａから径方向外側に広がる円環状のフランジ５２Ｂを備
える。スリーブ５２Ａは、内輪６に取り付けられる取付け部を構成する。具体的には、ス
リーブ５２Ａには、内輪６の端部が締まり嵌め方式で嵌め入れられる（すなわち圧入され
る）。
【００３０】
　フランジ５２Ｂは、スリーブ５２Ａの径方向外側に配置され、径方向外側に広がってお
り、第１のシール部材３０の環状部３４と対向する。この実施形態では、フランジ５２Ｂ
は平板であり、スリーブ５２Ａの軸線に対して垂直な平面内にある。この実施形態では、
第２のシール部材５０のフランジ５２Ｂは、第１のシール部材３０の環状部３４と平行で
ある。
【００３１】
　弾性環５１は、剛性環５２のフランジ５２Ｂに密着している。この実施形態では、弾性
環５１は、内輪６の回転速度を計測するために設けられている。具体的には、弾性環５１
は、磁性金属粉およびセラミックス粉を含有するエラストマー材料で形成されており、磁
性金属粉によって多数のＳ極とＮ極を有する。弾性環５１の厚板部５１Ａにおいては、円
周方向に等角間隔をおいて多数のＳ極とＮ極が交互に配置されている。図示しない磁気式
ロータリーエンコーダーによって、弾性環５１の回転角度を測定することができる。弾性
環５１の材料は、金属粉を含有するため、通常のエラストマー材料よりも硬度が高く、異
物による損傷を受けにくい。
【００３２】
　弾性環５１は、厚板部５１Ａと外周縁部５１Ｂと薄板部５１Ｃを有する。厚板部５１Ａ
は、剛性環５２のフランジ５２Ｂのインボード側の面に接合されている。外周縁部５１Ｂ
は、フランジ５２Ｂの外端縁に接合されている。薄板部５１Ｃは、フランジ５２Ｂのアウ
トボード側の面に接合されている。
【００３３】
　弾性環５１とフランジ５２Ｂは、互いに接合されており、１つのフランジ５３を構成す
るとみなすことができる。つまり、厚板部５１Ａと外周縁部５１Ｂと薄板部５１Ｃは、フ
ランジ５３の部分であるとみなすことができる。特に、外周縁部５１Ｂはフランジ５３の
外端縁であるとみなすことができる。
【００３４】
　フランジ５３は第１のシール部材３０の環状部３４と対向しており、環状部３４とフラ
ンジ５３の間には環状の空間６０が設けられている。
【００３５】
　第１のシール部材３０のリップ３６は、環状部３４の内端から径方向内側に延びるラジ
アルリップ（グリースリップ）である。リップ３６は、第２のシール部材５０のスリーブ
５２Ａに向けて延び、リップ３６の先端は、スリーブ５２Ａに接触する。リップ３６は、
径方向内側かつアウトボード側に向けて延び、主にハブ軸受１の内部からの潤滑剤の流出
を阻止する役割を担う。
【００３６】
　リップ３７は、環状部３４の内端から径方向内側に延びるラジアルリップ（ダストリッ
プ）である。リップ３７は、第２のシール部材５０のスリーブ５２Ａに向けて延び、リッ
プ３７の先端は、スリーブ５２Ａに接触する。リップ３６は、径方向内側かつインボード
側に向けて延び、主に外部からハブ軸受１の内部への異物の流入を阻止する役割を担う。
【００３７】
　リップ３８は、環状部３４から側方に延びるアキシャルリップ（サイドリップ）である
。リップ３８の先端は、径方向外側かつインボード側に向けて延び、第２のシール部材５
０の剛性環５２のフランジ５２Ｂに接触する。リップ３８は、主に外部からハブ軸受１の
内部への異物の流入を阻止する役割を担う。
【００３８】
　第１のシール部材３０が固定された外輪８に取り付けられている一方、内輪６および第
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２のシール部材５０は回転するので、リップ３６，３７，３８の各々は、第２のシール部
材５０に対して摺動する。
【００３９】
　但し、リップ３７，３８は絶対不可欠ではなく、省略することができる。リップ３７，
３８が省略される場合には、第１のシール部材３０が第２のシール部材５０に与えるトル
クが低減する。リップ３７を設ける場合、リップ３７は、トルクを低減するためスリーブ
５２Ａに接触しなくてもよい。リップ３８を設ける場合、リップ３８は、トルクを低減す
るためフランジ５２Ｂに接触しなくてもよい。
【００４０】
　リップ３８の代わりに、あるいはリップ３８に加えて、図示しないが、第２のシール部
材５０に複数の水排出突起（フィン）を設けてもよい。複数の水排出突起は、剛性環５２
のフランジ５２Ｂから第１のシール部材３０の環状部３４に向けて突出し、第２のシール
部材５０の回転に伴って、空間６０内の水を外部に排出する。
【００４１】
　第１のシール部材３０の円筒部３３と第２のシール部材５０のフランジ５３の外端縁（
この実施形態では弾性環５１の外周縁部５１Ｂ）の間には、環状の第１の間隙６１が設け
られている。
【００４２】
　また、第１のシール部材３０の突出部３５と第２のシール部材５０のフランジ５３（こ
の実施形態では弾性環５１の薄板部５１Ｃ）の間には、環状の第２の間隙６２が設けられ
ている。すなわち、突出部３５は、第２のシール部材５０には接触せず、第２のシール部
材５０に摺動抵抗力を与えず、トルクの増大には寄与しない。第２の間隙６２は、第１の
間隙６１と空間６０を接続する。
【００４３】
　この実施形態では、第１の間隙６１は短い円柱状であり、第２の間隙６２は、ハブ軸受
１の中心軸線Ａｘに直交する面にある円板状である。したがって、第２の間隙６２は第１
の間隙６１に直交する。
【００４４】
　内輪６と外輪８の相対回転に伴って、第１のシール部材３０の環状部３４と第２のシー
ル部材５０のフランジ５３の間の空間６０内の水は、第２の間隙６２と第１の間隙６１を
通じて外部にすみやかに排出される。また、第２の間隙６２の幅Ａが小さく、第２の間隙
６２の長さＢが大きければ、外部から空間６０への水の侵入が抑制される。
【００４５】
　発明者は、この実施形態に関して、水の侵入抑制効果を確認するための試験を行った。
図３は、この試験に使用した試験装置を示す。この試験装置は、回転軸７０、ハウジング
７２、第１のシール部材７４、および第２のシール部材５０を有する。
【００４６】
　回転軸７０は、内輪６を模倣するが、中実な丸棒である。回転軸７０は、水平に配置さ
れた中心軸線を中心に、図示しないモーターによって回転させられる。
【００４７】
　第２のシール部材５０のスリーブ５２Ａには、回転軸７０が圧入され、第２のシール部
材５０は回転軸７０に固定されている。したがって、第２のシール部材５０は、回転軸７
０とともに回転する。
【００４８】
　第１のシール部材７４は第１のシール部材３０を模倣するが、アキシャルリップ３８を
有しない。
【００４９】
　ハウジング７２は外輪８を模倣する。ハウジング７２は、回転軸７０が配置された穴７
２Ａを有する。第１のシール部材７４の円筒部３３は、ハウジング７２の穴７２Ａに圧入
され、第１のシール部材７４はハウジング７２に固定されている。
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【００５０】
　図示しないが、ハウジング７２の左端には壁が設けられており、壁と第２のシール部材
５０のフランジ５３の間に、水を貯留可能な貯留空間７６が設けられている。
【００５１】
　試験においては、第２の間隙６２の幅Ａと長さＢが異なる複数の第１のシール部材７４
と第２のシール部材５０の組み合わせ（つまり、複数の試験装置）を準備した。第２の間
隙６２の幅Ａは、３つの値に変化させた。第２の間隙６２の長さＢは、１．０ｍｍ、１．
５ｍｍ、および２．０ｍｍであった。各試験装置において、第１の間隙６１の幅Ｃは０．
３ｍｍであった。
【００５２】
　そして、回転軸７０と第２のシール部材５０を回転させ、回転数１０００ｒｐｍに維持
した。
【００５３】
　回転数１０００ｒｐｍの定常状態で、貯留空間７６に水を流入させ、水面のレベルを回
転軸７０の中心軸線の高さに合わせた。
【００５４】
　回転軸７０の中心軸線の下方では、貯留空間７６から第１の間隙６１を介して第２の間
隙６２と空間６０に向けて、水が流入した。水面のレベルを回転軸７０の中心軸線の高さ
に合わせてから２０分後、水の侵入高さＨを測定した。高さＨは、円筒部３３の内周面の
最低レベルからの高さであった。
【００５５】
　図４はこの試験の結果を示す。試験の結果から、第２の間隙６２の幅Ａが小さいほど、
水の侵入高さＨが小さく、第２の間隙６２の長さＢが大きいほど、水の侵入高さＨが小さ
いことが確認された。
【００５６】
　さらに詳しくは、第２の間隙６２の幅Ａが試験において最も小さい値であった場合、第
２の間隙６２の長さＢが異なるいずれの試験装置においても、水の侵入高さＨはほぼ同じ
であった。
【００５７】
　第２の間隙６２の幅Ａがより大きい値であった場合、かつ第２の間隙６２の長さＢが１
．０ｍｍまたは１．５ｍｍであった場合には、水の侵入高さＨは第２の間隙６２の長さＢ
より大きかった。つまり、水は第２の間隙６２を超えて空間６０まで侵入した。
【００５８】
　しかし、第２の間隙６２の長さＢが２．０ｍｍであった場合には、第２の間隙６２の長
さＢが異なるいずれの試験装置においても、水の侵入高さＨは第２の間隙６２の長さＢよ
り小さかった。つまり、水は第２の間隙６２でとどまり、空間６０まで侵入しなかった。
【００５９】
　要するに、試験の結果から、第２の間隙６２の幅Ａが０．８５ｍｍ以下である場合、第
２の間隙６２の長さＢは２ｍｍであることが好ましいと分かった。
【００６０】
　第２の間隙６２の幅Ａが小さいほど、水の侵入が抑制され、第２の間隙６２の長さＢが
大きいほど、水の侵入が抑制されると考えられる。したがって、第２の間隙６２の幅Ａの
好ましい範囲には下限がなく、第２の間隙６２の長さＢは２ｍｍの好ましい範囲には上限
がないと考えられる。
【００６１】
　以上から、第２の間隙６２の幅Ａが０．８５ｍｍ以下であって、第２の間隙６２の長さ
Ｂは２ｍｍ以上であることが好ましい。
【００６２】
　図５は、第１実施形態の変形例に係る密封装置２１を示す。
【００６３】
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　この変形例では、第２のシール部材５０の弾性環５１の薄板部５１Ｃに、アウトボード
側に突出する円環状の突出壁５１Ｄが形成されている。厚板部５１Ａと外周縁部５１Ｂと
薄板部５１Ｃに加え、突出壁５１Ｄは、フランジ５３の部分であるとみなすことができる
。突出壁５１Ｄの径方向外側の面は湾曲している。
【００６４】
　この変形例では、第１のシール部材３０の突出部３５のコーナー部が、突出壁５１Ｄの
径方向外側の面と同様に、湾曲している。第１のシール部材３０の突出部３５のコーナー
部と第２のシール部材５０のフランジ５３（この変形例では弾性環５１の薄板部５１Ｃと
突出壁５１Ｄ）の間には、湾曲した環状の第２の間隙６２が設けられている。突出部３５
は、第２のシール部材５０には接触せず、第２のシール部材５０に摺動抵抗力を与えず、
トルクの増大には寄与しない。
【００６５】
　湾曲した環状の第２の間隙６２は、途中で９０度曲がっている。第２の間隙６２のうち
、第１の間隙６１に隣接する部分は、ハブ軸受１の中心軸線Ａｘに直交する面にある円板
状であり、この部分は、短い円柱状の第１の間隙６１に直交する。
【００６６】
　内輪６と外輪８の相対回転に伴って、第１のシール部材３０の環状部３４と第２のシー
ル部材５０のフランジ５３の間の空間６０内の水は、第２の間隙６２と第１の間隙６１を
通じて外部にすみやかに排出される。また、第２の間隙６２の幅Ａが小さく、第２の間隙
６２の長さＢが大きければ、外部から空間６０への水の侵入が抑制される。
【００６７】
　この変形例においても、第２の間隙６２の幅Ａが０．８５ｍｍ以下であって、第２の間
隙６２の長さＢは２ｍｍ以上であることが好ましい。
【００６８】
　この変形例では、突出壁５１Ｄは弾性環５１の一部である。但し、突出壁５１Ｄを弾性
環５１と別の部材として形成し、剛性環５２のフランジ５２Ｂに接合してもよい。この場
合、突出壁５１Ｄを弾性環５１と別の材料、例えば、樹脂から形成してもよい。
【００６９】
　図６は、第１実施形態の他の変形例に係る密封装置２１を示す。この変形例では、第２
のシール部材５０の弾性環５１が外周縁部５１Ｂと薄板部５１Ｃを有しない。
【００７０】
　第１のシール部材３０の円筒部３３と第２のシール部材５０のフランジ５３の外端縁（
この変形例では剛性環５２のフランジ５２Ｂの外端縁）の間には、環状の第１の間隙６１
が設けられている。
【００７１】
　第１のシール部材３０の突出部３５と第２のシール部材５０のフランジ５３（この変形
例では剛性環５２のフランジ５２Ｂ）の間には、環状の円板状の第２の間隙６２が設けら
れている。突出部３５は、第２のシール部材５０には接触せず、第２のシール部材５０に
摺動抵抗力を与えず、トルクの増大には寄与しない。
【００７２】
　この実施形態では、第１の間隙６１は短い円柱状であり、第２の間隙６２は、ハブ軸受
１の中心軸線Ａｘに直交する面にある円板状である。したがって、第２の間隙６２は第１
の間隙６１に直交する。
【００７３】
　内輪６と外輪８の相対回転に伴って、第１のシール部材３０の環状部３４と第２のシー
ル部材５０のフランジ５３の間の空間６０内の水は、第２の間隙６２と第１の間隙６１を
通じて外部にすみやかに排出される。また、第２の間隙６２の幅Ａが小さく、第２の間隙
６２の長さＢが大きければ、外部から空間６０への水の侵入が抑制される。
【００７４】
　この変形例においても、第２の間隙６２の幅Ａが０．８５ｍｍ以下であって、第２の間
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隙６２の長さＢは２ｍｍ以上であることが好ましい。
【００７５】
第２実施形態
　上記の第１実施形態は、ハブ軸受１のインボード側の密封装置２１に関する。本発明の
第２実施形態は、ハブ軸受１のアウトボード側の密封装置２０を含む密封構造に関する。
【００７６】
　図７に示すように、密封装置（シール部材）２０は、ハブ軸受１の外輪８のアウトボー
ド側の円筒状の端部８Ａと、ハブ軸受１のハブ４との間の間隙内に配置される。
【００７７】
　外輪８のアウトボード側の端部８Ａの付近において、ハブ４は、円柱部４Ａ、フランジ
部４Ｂ、円弧部４Ｃ、およびフランジ部４Ｄを有する。円柱部４Ａは、玉１０の近傍に位
置する。フランジ部４Ｂは、円柱部４Ａの径方向外側に広がる。円弧部４Ｃは、円柱部４
Ａとフランジ部４Ｂを連結する。フランジ部４Ｄは、フランジ部４Ｂの径方向外側に配置
され、フランジ部４Ｂと平行であって、径方向外側に広がる。フランジ部４Ｂとフランジ
部４Ｄは、アウトボード側フランジ１８の部分である。
【００７８】
　密封装置２０の大部分は、外輪８の端部８Ａと、ハブ４の円柱部４Ａの外周面と、フラ
ンジ部４Ｂと、円弧部４Ｃの外周面とで囲まれた空間内に配置される。密封装置２０は環
状であるが、図７においては、その左側部分のみが示されている。
【００７９】
　密封装置２０は、外輪８に取り付けられ、回転しない固定シール部材である。密封装置
２０は、弾性環８０および剛性環８１を有する複合構造である。弾性環８０は、弾性材料
、例えばエラストマーで形成されている。剛性環８１は、剛体材料、例えば金属から形成
されており、弾性環８０を補強する。剛性環８１の一部は、弾性環８０に埋設されており
、弾性環８０に密着している。
【００８０】
　密封装置２０は、円筒部８２、環状部８４、傾斜環状部８６、リップ８８，８９、外側
環状部９０、円筒部９２、および突出部９４を有する。
【００８１】
　円筒部８２は、外輪８の端部８Ａの内周面に締まり嵌め方式で嵌め入れられる（すなわ
ち圧入される）。円筒部８２は、剛性環８１と弾性環８０から構成されている。具体的に
は、剛性環８１は折れ曲がった部分を有し、折れ曲がった部分に弾性環８０の一部が埋設
されている。
【００８２】
　環状部８４は、円環状の平板であって、ハブ４の円柱部４Ａおよび外輪８の端部８Ａの
軸線に対して垂直な平面内にある。環状部８４は、円筒部８２にほぼ直交し、円筒部８２
より径方向内側に位置する部分と円筒部８２より径方向外側に位置する部分を有する。環
状部８４の円筒部８２より径方向外側に位置する部分は、外輪８の端部８Ａの端面に面接
触する。環状部８４は、剛性環８１と弾性環８０から構成されている。
【００８３】
　環状部８４の弾性部分は、アウトボード側フランジ１８のフランジ部４Ｂと対向し、環
状部８４とフランジ部４Ｂの間には、環状の空間１００が設けられている。この実施形態
では、環状部８４の弾性部分は、フランジ部４Ｂと平行である。
【００８４】
　傾斜環状部８６は、環状部８４の径方向内側に配置され、環状部８４から連続している
。傾斜環状部８６は、剛性環８１と弾性環８０から構成されている。
【００８５】
　リップ８８，８９は、傾斜環状部８６の内端からハブ軸受１のハブ４に向けて延びる薄
板状の円環であって、リップ８８，８９の先端はハブ４に接触する。リップ８８，８９は
、弾性環８０から構成されている。
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【００８６】
　リップ８８は、ラジアルリップすなわちグリースリップであって、ハブ４の円柱部４Ａ
に向けて延び、リップ８８の先端は円筒部分の外周面４Ａに接触する。リップ８８は、径
方向内側かつインボード側に向けて延び、主にハブ軸受１の内部からの潤滑剤の流出を阻
止する役割を担う。
【００８７】
　リップ８９は、傾斜環状部８６から側方（アウトボード側）、かつ径方向外側に向けて
延びる。リップ８９は、アキシャルリップまたはサイドリップであって、ハブ４のフラン
ジ部４Ｂに向けて延び、リップ８９の先端はフランジ部４Ｂまたは円弧部４Ｃに接触する
。リップ８９は、主に外部からハブ軸受１の内部への異物の流入を阻止する役割を担う。
密封装置２０が固定された外輪８に取り付けられている一方、ハブ４は回転するので、リ
ップ８８，８９はハブ４に対して摺動する。
【００８８】
　但し、リップ８９は絶対不可欠ではなく、省略することができる。リップ８９が省略さ
れる場合には、密封装置２０がハブ４に与えるトルクが低減する。リップ８９を設ける場
合、リップ８９は、トルクを低減するためハブ４に接触しなくてもよい。
【００８９】
　逆に、リップ８９に加えて、傾斜環状部８６からフランジ部４Ｂに向けて延びるさらな
るサイドリップを設けてもよい。
【００９０】
　リップ８９の代わりに、あるいはリップ８９に加えて、図示しないが、ハブ４に複数の
水排出突起（フィン）を設けてもよい。複数の水排出突起は、フランジ部４Ｂから密封装
置２０の環状部８４に向けて突出し、ハブ４の回転に伴って、空間１００内の水を外部に
排出する。
【００９１】
　外側環状部９０は、環状部８４の径方向外側に配置され、環状部８４から連続しており
、径方向外側に広がる。外側環状部９０は、弾性環８０から構成されている。
【００９２】
　円筒部９２は、環状部８４と外側環状部９０の間の境界からアウトボード側フランジ１
８のフランジ部４Ｄに向けて延びる。したがって、環状部８４は、円筒部９２の径方向内
側に配置され、ハブ４の円柱部４Ａに向けて径方向内側に広がる。円筒部９２は、弾性環
８０から構成されている。
【００９３】
　突出部９４は、円筒部９２と環状部８４に連結されており、円筒部９２から径方向内側
に突出するとともに、環状部８４からアウトボード側に向けて突出する。円筒部９２は弾
性環８０から構成されている。この実施形態では、突出部９４は断面が矩形の円環である
。
【００９４】
　密封装置２０の円筒部９２は、アウトボード側フランジ１８のフランジ部４Ｂの径方向
外側に配置されている。円筒部９２とハブ４のフランジ４Ｂの外端縁の間には、環状の第
１の間隙１０１が設けられている。
【００９５】
　また、密封装置２０の突出部９４とハブ４のフランジ４Ｂの間には、環状の第２の間隙
１０２が設けられている。すなわち、突出部９４は、ハブ４には接触せず、ハブ４に摺動
抵抗力を与えず、トルクの増大には寄与しない。第２の間隙１０２は、第１の間隙１０１
と空間１００を接続する。
【００９６】
　この実施形態では、第１の間隙１０１は短い円柱状であり、第２の間隙１０２は、ハブ
軸受１の中心軸線Ａｘに直交する面にある円板状である。したがって、第２の間隙１０２
は第１の間隙１０１に直交する。
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【００９７】
　ハブ４と外輪８の相対回転に伴って、密封装置２０の環状部８４とハブ４のフランジ４
Ｂの間の空間１００内の水は、第２の間隙１０２と第１の間隙１０１を通じて外部にすみ
やかに排出される。また、第２の間隙１０２の幅が小さく、第２の間隙１０２の長さが大
きければ、外部から空間１００への水の侵入が抑制される。
【００９８】
　この実施形態においても、第２の間隙１０２の幅Ａが０．８５ｍｍ以下であって、第２
の間隙１０２の長さＢは２ｍｍ以上であることが好ましい。
【００９９】
　図８に示すように、アウトボード側フランジ１８のフランジ部４Ｂに薄板１０３を接合
してもよく、密封装置２０の突出部９４と薄板１０３（フランジ４Ｂの一部とみなすこと
ができる）の間に、第２の間隙１０２を設けてもよい。この場合、薄板１０３は、金属、
樹脂またはエラストマーのいずれによって形成してもよい。薄板１０３の形状を変更し、
図５の湾曲した環状の第２の間隙６２に類似した、湾曲した環状の第２の間隙１０２を設
けてもよい。
【０１００】
他の変形例
　以上、本発明の好ましい実施形態を参照しながら本発明を図示して説明したが、当業者
にとって特許請求の範囲に記載された発明の範囲から逸脱することなく、形式および詳細
の変更が可能であることが理解されるであろう。このような変更、改変および修正は本発
明の範囲に包含されるはずである。
【０１０１】
　例えば、上記の実施形態においては、内側部材であるハブ４および内輪６が回転部材で
あり、外側部材である外輪８が静止部材である。しかし、本発明は、上記実施形態に限定
されず、互いに相対回転する複数の部材の密封に適用されうる。例えば、内側部材が静止
し、外側部材が回転してもよいし、これらの部材のすべてが回転してもよい。
【０１０２】
　本発明の用途は、ハブ軸受１の密封に限定されない。例えば、自動車の差動歯車機構ま
たはその他の動力伝達機構、自動車の駆動シャフトの軸受またはその他の支持機構、ポン
プの回転軸の軸受またはその他の支持機構などにも本発明に係る密封装置または密封構造
を使用することができる。
【符号の説明】
【０１０３】
１　ハブ軸受
４　ハブ（内側部材）
６　内輪（内側部材）
８　外輪（外側部材）
１８　アウトボード側フランジ
２０　密封装置（シール部材）
２１　密封装置
３０　第１のシール部材
５０　第２のシール部材
３３　円筒部
３４　環状部
３５　突出部
５１　弾性環
５１Ａ　厚板部
５１Ｂ　外周縁部
５１Ｃ　薄板部
５２　剛性環
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５２Ａ　スリーブ
５２Ｂ　フランジ
５３　フランジ
６０　空間
６１　第１の間隙
６２　第２の間隙
４Ａ　円柱部
４Ｂ　フランジ部
８４　環状部
９２　円筒部
９４　突出部
１００　空間
１０１　第１の間隙
１０２　第２の間隙

【図１】 【図２】
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