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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　車体に取り付けられる車軸と、車輪が取り付けられて車軸の周囲に転がり軸受を介して
回転自在に支持される円環状のハウジングとを備える車輪支持装置に適用され、転がり軸
受の軸方向外側で且つ車軸の外周面とハウジングの内周面との間の環状の隙間に形成され
る密封構造であって、
　車軸の外周面に固定される円筒部と、同円筒部の軸方向端部から径方向外側へ延びるよ
うに形成されると共に車軸の大径部の軸方向端面に固定され、ハウジングの軸方向端面と
対峙する環状のフランジ部と、同フランジ部の外周縁部から軸方向に延びるように形成さ
れ、ハウジングの外周面と対峙する円筒状のデフレクタ部とを有し、断面コ字状に形成さ
れているシールカバーを備え、
　前記シールカバーには、前記円筒部と前記フランジ部との間の角部に環状のシールゴム
が固定されており、
　前記シールゴムは、前記ハウジングの軸方向端面と前記フランジ部との対峙する空間に
対して径方向に対向する円筒状の表面に、全周に亘って凹部が形成されると共に凹部の軸
方向反車体側の壁は前記ハウジングの内周面側に延びるように形成されている
　ことを特徴とする車輪支持装置の密封構造。
【請求項２】
　車体に取り付けられる車軸と、
　車輪が取り付けられる円環状のハウジングと、
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　円筒状の内輪と円筒状の外輪を備えると共に、前記内輪が前記車軸の外周部に固定され
、前記外輪が前記ハウジングに固定される転がり軸受とを備える車輪支持装置に適用され
、
　前記内輪の軸方向車体側の端部の外周面と、ハウジングの内周面との間の環状の隙間に
形成される密封構造であって、
　前記内輪の軸方向車体側の端部の前記外周面に固定される円筒部と、同円筒部の軸方向
端部から径方向外側へ延びるように形成されると共に車軸の大径部の軸方向端面に固定さ
れ、ハウジングの軸方向端面と対峙する環状のフランジ部と、同フランジ部の外周縁部か
ら軸方向に延びるように形成され、ハウジングの外周面と対峙する円筒状のデフレクタ部
とを有し、断面コ字状に形成されているシールカバーを備え、
　前記シールカバーには、前記円筒部と前記フランジ部との間の角部に環状のシールゴム
が固定されており、
　前記シールゴムは、前記ハウジングの軸方向端面と前記フランジ部との対峙する空間に
対して径方向に対向する円筒状の表面に、全周に亘って凹部が形成されると共に凹部の軸
方向反車体側の壁は前記ハウジングの内周面側に延びるように形成されている
　ことを特徴とする車輪支持装置の密封構造。
【請求項３】
　請求項１または２に記載の車輪支持装置の密封構造において、
　前記シールカバーの円筒部と対向する前記ハウジングの内周面に固定される円筒部と、
同円筒部の軸方向端部から径方向内側へ延びるように形成され、前記シールカバーのフラ
ンジ部と軸方向に対向するフランジ部とを有するスリンガを更に備え、
　前記シールゴムは、スリンガのフランジ部と摺接するリップ部を有する
　ことを特徴とする車輪支持装置の密封構造。
【請求項４】
　請求項１～３のいずれか１項に記載の車輪支持装置の密封構造において、
　前記ハウジングの軸方向車体側の内周には溝部が形成され、同溝部に止め輪が嵌め込ま
れている
　ことを特徴とする車輪支持装置の密封構造。
【請求項５】
　請求項１～４のいずれか１項に記載の車輪支持装置の密封構造において、
　前記車軸の大径部の軸方向反車体側には、磁気センサが配置され、同磁気センサの検出
部が、前記シールカバーのフランジ部に形成された孔部を通じて前記ハウジングの軸方向
端面に設けた着磁部側に突出している
　ことを特徴とする車輪支持装置の密封構造。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、車輪支持装置の転がり軸受の内部に泥水等が浸入することを抑える車輪支持
装置の密封構造に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　一般に、自動車等の従動側車輪を支持する車輪支持装置は、車体に取り付けられる車軸
と、車輪が取り付けられて車軸の周囲に転がり軸受を介して回転自在に支持される円環状
のハウジングとを備えて構成されている。このような車輪支持装置においては、転がり軸
受の内部に泥水、砂利、小石等の異物が浸入して転がり軸受が破損することを抑えるため
の密封構造が設けられている。こうした密封構造としては、特許文献１に示されるように
、転がり軸受の軸方向外側で且つ車軸の外周面とハウジングの内周面との間の環状の隙間
に、パックシール等のシール部材を配置するようにしたものが広く知られている。
【０００３】
　図９は特許文献１に係る車輪支持装置の密封構造を示す縦断面図である。この車輪支持
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装置は、図９（ａ）に示すように、車体に取り付けられる車軸１００と、車輪が取り付け
られるハウジング１１０と、ハウジング１１０を車軸１００に対して回転自在に支持する
転がり軸受１２０とを備える。車軸１００の外周には、転がり軸受１２０を構成する一対
の内輪１２１が外嵌されている。内輪１２１は、車軸１００の端部側から螺合されたナッ
ト１０１と、車軸１００の基部側に形成された肩部１０２とによって挟持され、これによ
り車軸１００に対して固定されている。ハウジング１１０の中心孔１１１には、転がり軸
受１２０を構成する外輪１２２が内嵌されている。外輪１２２は、中心孔１１１に形成さ
れた鍔部１１２と、中心孔１１１に嵌め込まれる止め輪１１３とによって挟持され、これ
によりハウジング１１０に対して固定されている。また、ハウジング１１０には、車輪を
取り付けるためのフランジ部１１４が形成されている。転がり軸受１２０は、複列アンギ
ュラ玉軸受であり、内輪１２１の外周面に形成された転走面と外輪１２２の内周面に形成
された転走面との間に複列のボール１２３を配置して構成される。
【０００４】
　そして、転がり軸受１２０のインナー側（車輪が取り付けられる側の反対側）には、車
軸１００の外周面とハウジング１１０の内周面との間の環状の隙間に、パックシール１３
０が配設され、外部から泥水等が浸入することを抑えている。パックシール１３０は、図
９（ｂ）に示すように、内輪１２１の外周に嵌合するスリンガ１３１と、ハウジング１１
０の中心孔１１１の内径に嵌合するシール部材１３２とからなる。スリンガ１３１は、円
筒部１３１ａと、この円筒部１３１ａから外径に延びるフランジ部１３１ｂとからなる断
面Ｌ字状に形成される。シール部材１３２は、スリンガ１３１の円筒部１３１ａに摺接す
る二股状のラジアルリップ１３２ａ，１３２ｂと、スリンガ１３１のフランジ部１３１ｂ
に摺接するサイドリップ１３２ｃとを芯金１３３に対して一体的にゴムを加硫接着するこ
とで形成される。このように、転がり軸受１２０のインナー側においては、パックシール
１３０を配設することで密封構造を構成し、外部から泥水等が浸入することを抑え、泥水
等の浸入による転がり軸受の破損を抑制するようにしている。
【特許文献１】特開２００３－２１１５１号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　ところで、特許文献１に示されるような車輪支持装置では、転がり軸受のインナー側の
密封構造をパックシールのみに依存しているため、泥水等の転がり軸受内部への浸入を確
実に防止することが困難になる場合がある。すなわち、車両の外部からパックシールまで
の間には他の密封構造が存在しないため、パックシールに対して大量の泥水等が送り込ま
れ得る。泥水等が大量に送り込まれると、パックシールのシール機能だけでは、泥水等の
浸入を確実に排除することが困難となり、転がり軸受の内部に多くの泥水等が浸入してし
まうおそれがある。
【０００６】
　本発明は、こうした実情に鑑みてなされたものであり、その目的は、転がり軸受の内部
に泥水等が浸入することを抑制することができる車輪支持装置の密封構造を提供すること
にある。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　上記目的を達成するため、請求項１に記載の発明は、車体に取り付けられる車軸と、車
輪が取り付けられて車軸の周囲に転がり軸受を介して回転自在に支持される円環状のハウ
ジングとを備える車輪支持装置に適用され、転がり軸受の軸方向外側で且つ車軸の外周面
とハウジングの内周面との間の環状の隙間に形成される密封構造であって、車軸の外周面
に固定される円筒部と、同円筒部の軸方向端部から径方向外側へ延びるように形成される
と共に車軸の大径部の軸方向端面に固定され、ハウジングの軸方向端面と対峙する環状の
フランジ部と、同フランジ部の外周縁部から軸方向に延びるように形成され、ハウジング
の外周面と対峙する円筒状のデフレクタ部とを有し、断面コ字状に形成されているシール
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カバーを備え、前記シールカバーには、前記円筒部と前記フランジ部との間の角部に環状
のシールゴムが固定されており、前記シールゴムは、前記ハウジングの軸方向端面と前記
フランジ部との対峙する空間に対して径方向に対向する円筒状の表面に、全周に亘って凹
部が形成されると共に凹部の軸方向反車体側の壁は前記ハウジングの内周面側に延びるよ
うに形成されていることをその要旨としている。
【０００８】
　同構成によれば、シールカバーは、円筒部が車軸の外周面に固定されるとともに、フラ
ンジ部がハウジングの軸方向端面と対峙し、デフレクタ部がハウジングの外周面と対峙す
るため、転がり軸受の軸方向外側で且つ車軸の外周面とハウジングの内周面との間の環状
の隙間に、外部から泥水等が到達する経路を長くすることができる。また、デフレクタ部
がハウジングの外周面と対峙していることから、デフレクタ部とハウジングの外周面との
軸方向のオーバーラップ量を確保することができるため、車輪に跳ね上げられてハウジン
グの外周側から内周側に向かってくる泥水等が、前記経路に浸入することを好適に抑える
ことができる。このため、この密封構造によって前記環状の隙間に泥水等が浸入すること
を抑えることができ、転がり軸受の内部に泥水等が到達することを抑制することができる
。従って、泥水等の浸入による転がり軸受の破損を極力抑えるように構成することができ
る。加えて、シールカバーに固定されるシールゴムには、ハウジングの軸方向端面とフラ
ンジ部との対峙する空間に対して径方向に対向する円筒状の表面に、全周に亘って凹部が
形成されているため、前記空間から浸入する泥水等を樋効果によって排水することができ
る。すなわち、外部から浸入した泥水等は、車両停止時等に滞留することなく凹部を伝っ
て下方に流れ、前記空間を通って外部に排出される。また、この凹部によって、前記空間
を径方向内側に浸入してくる泥水等が、軸方向に向かい難くすることができるため、転が
り軸受側に泥水等が導かれることを抑制することができる。
【０００９】
　請求項２に記載の発明は、車体に取り付けられる車軸と、車輪が取り付けられる円環状
のハウジングと、円筒状の内輪と円筒状の外輪を備えると共に、前記内輪が前記車軸の外
周部に固定され、前記外輪が前記ハウジングに固定される転がり軸受とを備える車輪支持
装置に適用され、前記内輪の軸方向車体側の端部の外周面と、ハウジングの内周面との間
の環状の隙間に形成される密封構造であって、前記内輪の軸方向車体側の端部の前記外周
面に固定される円筒部と、同円筒部の軸方向端部から径方向外側へ延びるように形成され
ると共に車軸の大径部の軸方向端面に固定され、ハウジングの軸方向端面と対峙する環状
のフランジ部と、同フランジ部の外周縁部から軸方向に延びるように形成され、ハウジン
グの外周面と対峙する円筒状のデフレクタ部とを有し、断面コ字状に形成されているシー
ルカバーを備え、前記シールカバーには、前記円筒部と前記フランジ部との間の角部に環
状のシールゴムが固定されており、前記シールゴムは、前記ハウジングの軸方向端面と前
記フランジ部との対峙する空間に対して径方向に対向する円筒状の表面に、全周に亘って
凹部が形成されると共に凹部の軸方向反車体側の壁は前記ハウジングの内周面側に延びる
ように形成されていることをその要旨としている。
【００１０】
　同構成によれば、シールカバーは、転がり軸受の内輪の軸方向車体側の端部の外周面に
固定されるとともに、フランジ部がハウジングの軸方向端面と対峙し、デフレクタ部がハ
ウジングの外周面と対峙するため、転がり軸受の内輪の軸方向車体側の端部の外周面とハ
ウジングの内周面との間の環状の隙間に、外部から泥水等が到達する経路を長くすること
ができる。また、デフレクタ部がハウジングの外周面と対峙していることから、デフレク
タ部とハウジングの外周面との軸方向のオーバーラップ量を確保することができるため、
車輪に跳ね上げられてハウジングの外周側から内周側に向かってくる泥水等が、前記経路
に浸入することを好適に抑えることができる。このため、この密封構造によって前記環状
の隙間に泥水等が浸入することを抑えることができ、転がり軸受の内部に泥水等が到達す
ることを抑制することができる。従って、泥水等の浸入による転がり軸受の破損を極力抑
えるように構成することができる。加えて、シールカバーに固定されるシールゴムには、
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ハウジングの軸方向端面とフランジ部との対峙する空間に対して径方向に対向する円筒状
の表面に、全周に亘って凹部が形成されているため、前記空間から浸入する泥水等を樋効
果によって排水することができる。すなわち、外部から浸入した泥水等は、車両停止時等
に滞留することなく凹部を伝って下方に流れ、前記空間を通って外部に排出される。また
、この凹部によって、前記空間を径方向内側に浸入してくる泥水等が、軸方向に向かい難
くすることができるため、転がり軸受側に泥水等が導かれることを抑制することができる
。
【００１１】
　また、本発明が備えるシールカバーは、転がり軸受の内輪の軸方向車体側の端部の外周
面に、円筒部で固定されている。即ち、当該シールカバーは転がり軸受に付属した付加的
構造物である。従って、転がり軸受製造と同時に同シールカバーを成形できる。また、車
軸に同シールカバーを装着する際に特段の工程を必要とせず、軸受の取り付けにより同時
にシールカバーの装着が可能となる。
【００１４】
　請求項３に記載の発明は、請求項１または２に記載の車輪支持装置の密封構造において
、前記シールカバーの円筒部と対向する前記ハウジングの内周面に固定される円筒部と、
同円筒部の軸方向端部から径方向内側へ延びるように形成され、前記シールカバーのフラ
ンジ部と軸方向に対向するフランジ部とを有するスリンガを更に備え、前記シールゴムは
、スリンガのフランジ部と摺接するリップ部を有することをその要旨としている。
【００１５】
　同構成によれば、スリンガは、円筒部がハウジングの内周面に固定されるとともに、フ
ランジ部が径方向内側へ延びるように形成される。そして、シールゴムのリップ部が、ス
リンガのフランジ部と摺接するように構成されるため、このリップ部により泥水等が浸入
することをより一層抑制することができる。また、リップ部は個別に設けられたスリンガ
と摺接するため、摺接部の密封性を確保しつつ、ハウジングの回転により発生する摺接負
荷を極力低減するように構成することが可能となる。
【００１６】
　また、リップ部が摺接するスリンガのフランジ部とハウジングの軸方向端面との軸方向
の距離、すなわちハウジングの内周面とシールゴムとの軸方向のオーバーラップ量を確保
することで、前記空間を径方向内側に浸入してくる泥水等が、軸方向側に導かれ難くする
ことができるため、転がり軸受側に泥水等が浸入することをより好適に抑制することがで
きる。
　請求項４に記載の発明は、請求項１～３のいずれか１項に記載の車輪支持装置の密封構
造において、前記ハウジングの軸方向車体側の内周には溝部が形成され、同溝部に止め輪
が嵌め込まれていることをその要旨としている。
　請求項５に記載の発明は、請求項１～４のいずれか１項に記載の車輪支持装置の密封構
造において、前記車軸の大径部の軸方向反車体側には、磁気センサが配置され、同磁気セ
ンサの検出部が、前記シールカバーのフランジ部に形成された孔部を通じて前記ハウジン
グの軸方向端面に設けた着磁部側に突出していることをその要旨としている。
【発明の効果】
【００１７】
　本発明によれば、車輪支持装置の密封構造は、円筒部、フランジ部、及びデフレクタ部
を有するシールカバーを備えるため、転がり軸受の軸方向外側で且つ車軸の外周面とハウ
ジングの内周面との間に形成される環状の隙間に、外部から泥水等が到達する経路を長く
することができる。また、デフレクタ部とハウジングの外周面との軸方向のオーバーラッ
プをとることができるため、車輪に跳ね上げられてハウジングの外周側から内周側に向か
ってくる泥水等が、前記経路に浸入することを好適に抑えることができる。このため、前
記隙間に泥水等が浸入することを抑えることができ、転がり軸受の内部に泥水等が到達す
ることを抑制することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
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【００１８】
　（第１の実施形態）
　以下、図１，２を参照して、本発明に係る車輪支持装置の密封構造を具体化した一実施
形態について説明する。図１は車輪支持装置１の構成を示す縦断面図である。この車輪支
持装置１は、自動車等の従動側車輪を支持するものであり、車体に取り付けられる車軸１
０と、車輪が取り付けられるハウジング２０と、ハウジング２０を車軸１０に対して回転
自在に支持する転がり軸受３０とを備える。なお、以下の説明では、車輪が取り付けられ
る側をアウター側といい、車輪が取り付けられる側の反対側をインナー側という。
【００１９】
　車軸１０は、インナー側に大径部１１を有するとともに、アウター側に小径部１２を有
し、大径部１１のインナー側は、図示しない取付部によって車体に対して固定されている
。小径部１２の外周には、転がり軸受３０を構成する一対の内輪３１が外嵌されている。
小径部１２のアウター側端部には、ねじ部１３が形成されており、このねじ部１３には環
状のスペーサ１４を介してナット１５が螺合されている。内輪３１は、このナット１５の
螺合により、小径部１２のアウター側に形成された段部のインナー側端面１６とスペーサ
１４とによって挟持され、車軸１０の外周部３７に固定されている。
【００２０】
　ハウジング２０は、中心孔２１が形成される軸部２２のアウター側端部に車輪（図示せ
ず）を取り付けるためのフランジ部２３を有し、このフランジ部２３の円周等配位置には
車輪を固定するためのハブボルト２４が植設されている。なお、軸部２２の外周側には、
ハウジング２０の回転に対して制動力を付与する制動機構（図示せず）が配置されている
。
【００２１】
　ハウジング２０の中心孔２１の内周には、転がり軸受３０を構成する外輪３２が内嵌さ
れている。中心孔２１のインナー側の内周には溝部２５が形成されており、この溝部２５
には止め輪２６が嵌め込まれている。外輪３２は、止め輪２６の嵌め込みにより、中心孔
２１に形成された段部のインナー側の端面２７と、止め輪２６のアウター側に挿入された
環状のスペーサ２８とによって挟持され、ハウジング２０に対して固定されている。
【００２２】
　転がり軸受３０は、複列円錐ころ軸受であり、アウター側及びインナー側に配置された
一対の内輪３１と、外輪３２と、複列の円錐ころ３３と、保持器３４と、インナー側及び
アウター側に配置されたシール部材３５，３６とを有する。一対の内輪３１は、その外周
面に円錐ころ３３の軌道面３１ａ，３１ｂをそれぞれ有している。外輪３２は、一対の軌
道面３１ａと対向する位置に軌道面３２ａ，３２ｂを有している。そして、円錐ころ３３
が、軌道面３１ａ，３１ｂと軌道面３２ａ，３２ｂとの間にそれぞれ配置されている。保
持器３４は、内輪３１の外周面と外輪３２の内周面とにより形成される空間に配置され、
円錐ころ３３を転動自在に保持している。シール部材３５，３６は、内輪３１の両端部と
外輪３２の両端部との間に介在して配置され、公知のパックシール等により構成されてい
る。このシール部材３５，３６により、泥水等が内輪３１と外輪３２との隙間から転がり
軸受３０の内部に浸入することを抑制するとともに、転がり軸受３０内に封入した潤滑グ
リースが外部に飛散することを抑制している。
【００２３】
　次に、転がり軸受３０のインナー側の、車軸１０の外周面１７とハウジング２０の軸部
２２の内周面２２ａとの間の環状の隙間Ｘにおける密封構造について説明する。図２は環
状の隙間Ｘにおける密封構造を示す要部拡大断面図である。この密封構造は、シールカバ
ー４１と、スリンガ４２と、シールゴム４３とを備えて構成される。
【００２４】
　シールカバー４１は、円筒部４１ａとフランジ部４１ｂとデフレクタ部４１ｃとにより
構成され、断面がコの字状に形成されている。円筒部４１ａは、車軸１０の外周面１７に
圧入固定されている。フランジ部４１ｂは、円筒部４１ａのインナー側端部から径方向外
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側へ延びるように環状に形成され、ハウジング２０の軸部２２の軸方向端面２２ｂと微小
隙間を介して対峙している。デフレクタ部４１ｃは、フランジ部４１ｂの外周縁部から軸
方向に延びるように円筒状に形成され、ハウジング２０の軸部２２の外周面２２ｃと微小
隙間を介して対峙している。
【００２５】
　スリンガ４２は、円筒部４２ａとフランジ部４２ｂとにより構成され、断面がＬ字状に
形成されている。円筒部４２ａは、シールカバー４１の円筒部４１ａと対向するハウジン
グ２０の軸部２２の内周面２２ａに圧入固定されている。フランジ部４２ｂは、円筒部４
２ａのアウター側端部から径方向内側へ延びるように形成され、シールカバー４１のフラ
ンジ部４１ｂと軸方向に対向している。
【００２６】
　環状のシールゴム４３は、環状の隙間Ｘに配置され、シールカバー４１の円筒部４１ａ
及びフランジ部４１ｂの内周面の角部３８に、加硫接着により固定されている。シールゴ
ム４３は、凹部４３ａとリップ部４３ｂとを有する。凹部４３ａは、ハウジング２０の軸
部２２の軸方向端面２２ｂとシールカバー４１のフランジ部４１ｂとが対峙する空間Ｓ２
に対して径方向に対向する円筒状の表面に、全周に亘って形成されている。リップ部４３
ｂは、アウター側で且つ内周側に延びるように形成され、その先端がスリンガ４２のフラ
ンジ部４２ｂと摺接する。
【００２７】
　次に、上記のように構成される密封構造の作用について説明する。車両の走行時におい
ては、泥水等が車輪等により跳ね上げられて、ハウジング２０の外周側から内周側に向か
って浸入してくる。このとき、シールカバー４１のデフレクタ部４１ｃと、ハウジング２
０の軸部２２の外周面２２ｃとの軸方向のオーバーラップ量Ａが大きくとられているため
、泥水等は外周面２２ｃとデフレクタ部４１ｃとが対峙する空間Ｓ１に浸入し難くなる。
空間Ｓ１に泥水等が浸入した場合には、その泥水等が環状の隙間Ｘに到達するまでに、空
間Ｓ１及び空間Ｓ２といった微小隙間の長い経路を通過する必要があるため、外部の泥水
等は環状の隙間Ｘに到達し難くなる。
【００２８】
　そして、空間Ｓ２を通過して環状の隙間Ｘに到達する泥水等は、空間Ｓ２と対向して形
成されたシールゴム４３の凹部４３ａに導かれる。この凹部４３ａは、シールゴム４３の
全周に亘って形成されているため、凹部４３ａに導かれた泥水等は樋効果によって排水さ
れる。すなわち、凹部４３ａの泥水等は、滞留することなく凹部４３ａを伝って下方に流
れ、空間Ｓ２及び空間Ｓ１を通って外部に排出される。また、凹部４３ａのアウター側の
壁によって、凹部４３ａに導かれた泥水等が、シールゴム４３のリップ部４３ｂの外周側
に形成される空間Ｓ３に向かって移動し難くなる。さらに、ハウジング２０の軸部２２の
内周面２２ａとシールゴム４３との軸方向のオーバーラップ量Ｂが確保されているため、
空間Ｓ２を径方向内側に浸入してくる泥水等が、アウター側に配置された空間Ｓ３に導か
れ難くなる。
【００２９】
　そして、シールゴム４３のリップ部４３ｂがスリンガ４２のフランジ部４２ｂと摺接し
ているため、空間Ｓ３から転がり軸受３０側に浸入する泥水等をほとんど無くすことがで
きる。また、転がり軸受３０のインナー側端部にはシール部材３５が配置されているため
、泥水等の転がり軸受３０内部への浸入がより一層抑制される。
【００３０】
　このように、密封構造の各構成部及びシール部材３５において、転がり軸受３０側へと
導かれる泥水等の量が順次低減されるため、車両の外部から転がり軸受３０内部へと導か
れる泥水等をほぼ無くすことが可能となる。これにより、泥水等の浸入による転がり軸受
３０の破損が防止される。
【００３１】
　なお、転がり軸受３０のアウター側からの泥水等の浸入は、ハウジング２０のアウター
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側に形成されたインロー部２９にエンドキャップ４４が装着されることにより抑制される
。また、転がり軸受３０のアウター側端部に配置されるシール部材３６によって、泥水等
の浸入がさらに抑制されように構成されている。
【００３２】
　上記実施形態の車輪支持装置の密封構造によれば、以下のような効果を得ることができ
る。
　（１）上記実施形態では、シールカバー４１は、フランジ部４１ｂがハウジング２０の
軸方向端面２２ｂと微小隙間を介して対峙し、デフレクタ部４１ｃがハウジング２０の外
周面２２ｃと微小隙間を介して対峙するため、車両の外部から環状の隙間Ｘに泥水等が到
達する経路を微小隙間で形成することができるとともに、その経路を長くすることができ
る。また、デフレクタ部４１ｃとハウジング２０の外周面２２ｃとの軸方向のオーバーラ
ップ量Ａを確保することができるため、車輪に跳ね上げられてハウジング２０の外周側か
ら内周側に向かってくる泥水等が、空間Ｓ１に浸入し難くすることができる。このため、
隙間Ｘに泥水等が浸入することを抑えることができ、転がり軸受３０の内部に泥水等が到
達することを抑制することができる。従って、泥水等の浸入による転がり軸受３０の破損
を抑制することができる。
【００３３】
　（２）上記実施形態では、シールゴム４３には、空間Ｓ２に対して径方向に対向する円
筒状の表面に、全周に亘って凹部４３ａが形成されているため、空間Ｓ２から浸入する泥
水等を樋効果によって排水することができる。また、シールゴム４３の凹部４３ａのアウ
ター側の壁によって、凹部４３ａに導かれた泥水等が、シールゴム４３のリップ部４３ｂ
の外周側に形成される空間Ｓ３に向かって移動し難くすることができるため、転がり軸受
３０側に泥水等が導かれることを抑制することができる。
【００３４】
　（３）上記実施形態では、スリンガ４２のフランジ部４２ｂとハウジング２０の軸方向
端面２２ｂとの軸方向の距離、すなわちハウジング２０の内周面２２ａとシールゴム４３
との軸方向のオーバーラップ量Ｂを確保することにより、空間Ｓ２を径方向内側に浸入し
てくる泥水等が、アウター側に配置された空間Ｓ３に導かれ難くすることができる。この
ため、転がり軸受３０側に泥水等が浸入することを好適に抑制することができる。
【００３５】
　（４）上記実施形態では、シールゴム４３のリップ部４３ｂは、スリンガ４２のフラン
ジ部４２ｂと摺接するように構成されるため、空間Ｓ３から転がり軸受３０側に浸入する
泥水等をほとんど無くすことができる。また、リップ部４３ｂはスリンガ４２と摺接する
ため、摺接部の密封性を確保しつつ、ハウジング２０の回転により発生する摺接負荷を極
力低減するような構成をとることが可能となる。
【００３６】
　なお、上記実施形態は以下のように変更してもよい。
　・上記実施形態の密封構造は、ハウジングの軸方向端面に着磁部材を付設し、磁気セン
サにより着磁部材の磁極検出を行ってハウジングの回転速度を検出できるように構成した
車輪支持装置に適用してもよい。図３はこのように構成される車輪支持装置２の密封構造
を示す要部拡大断面図である。なお、上記実施形態と同一構成については同一符号を付し
ている。ハウジング２０の軸部２２には、着磁部材としてのパルサリング５１が設けられ
る。パルサリング５１は、軸部２２の外周面２２ｃに圧入固定される円筒部５１ａと、軸
部２２の軸方向端面２２ｂ上に配置されて周方向に多極磁化された円環状の着磁部５１ｃ
とを有する。そして、シールカバー４１、スリンガ４２、及びシールゴム４３からなる密
封構造は、上記実施形態と同様に構成される。車軸１０の大径部１１のアウター側には、
磁気センサ５２が配置され、シールカバー４１のフランジ部４１ｂに形成された孔部４１
ｄを通じて着磁部５１ｃの磁極検出を行う。このように構成される車輪支持装置２におい
ても、車輪支持装置１と同様の密封構造をとることができ、転がり軸受側に泥水等が浸入
することを抑制することができる。
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【００３７】
　・上記実施形態の密封構造は、ハウジングの軸方向端面に着磁部材を付設し、磁気セン
サにより着磁部材の磁極検出を行ってハウジングの回転速度を検出できるように構成した
車輪支持装置に適用してもよい。図４はこのように構成される車輪支持装置２の密封構造
を示す要部拡大断面図である。なお、上記実施形態と同一構成については同一符号を付し
ている。ハウジング２０の軸部２２には、着磁部材としてのパルサリング５１が設けられ
る。パルサリング５１は、軸部２２の外周面２２ｃに圧入固定される円筒部５１ａと、軸
部２２の軸方向端面２２ｂ上に配置された円環状の着磁部支持部５１ｂと、同着磁部支持
部５１ｂに取り付けられると共に周方向に多極磁化された円環状の着磁部５１ｃとを有す
る。着磁部５１ｃは、ゴムや合成樹脂にフェライト等の磁性粉を混入した後、円環状に成
形し、Ｓ極とＮ極とを周方向に交互に着磁したものである。そして、シールカバー４１、
スリンガ４２、及びシールゴム４３からなる密封構造は、上記実施形態と同様に構成され
る。車軸１０の大径部１１のアウター側には、磁気センサ５２が配置され、その検出部５
２ａが、シールカバー４１のフランジ部４１ｂに形成された孔部４１ｄを通じて着磁部５
１ｃ側に突出し、着磁部５１ｃの磁極検出を行う。このように構成される車輪支持装置２
においても、車輪支持装置１と同様の密封構造をとることができ、転がり軸受側に泥水等
が浸入することを抑制することができる。また、この構造によると磁気センサ５２の検出
部５２ａが着磁部５１ｃに近接するため磁気センサ５２の検出感度を低くすることが可能
となり、小型または安価な磁気センサを用いることができる。
【００３８】
　・上記実施形態では、シールゴム４３のリップ部４３ｂは、スリンガ４２のフランジ部
４２ｂと摺接するように構成されるが、スリンガ４２を設けずに、リップ部４３ｂがハウ
ジング２０又は止め輪２６の表面と摺接するように構成してもよい。また、摺接するリッ
プ部をシールゴム４３に複数個設けるように構成してもよい。
【００３９】
　・上記実施形態では、転がり軸受３０のインナー側端部にシール部材３５を配置してい
るが、上記密封構造により泥水等の転がり軸受３０内部への浸入を十分に抑えることがで
きれば、シール部材３５を設けなくてもよい。
【００４０】
　・上記実施形態では、転がり軸受３０の内輪３１を、２つの内輪部材により構成したが
、インナー側の内輪を車軸１０と一体化した構成としてもよい。
　・上記実施形態では、転がり軸受３０として複列円錐ころ軸受を用いているが、複列の
アンギュラ玉軸受を用いてもよい。
【００４１】
　（第２の実施形態）
　次に、本発明に係る車輪支持装置の密封構造を具体化した第２の実施形態を図５～図７
にしたがって説明する。なお、第２の実施形態は、第１の実施形態の内輪３１の軸方向イ
ンナー側の長さを変更したのみの構成である。また、実質的に同様な部分には同じ符号を
付した。
【００４２】
　以下、図５，６を参照して、本発明に係る車輪支持装置の密封構造を具体化した第２の
実施形態について説明する。図５は車輪支持装置１の構成を示す縦断面図である。この車
輪支持装置１は、自動車等の従動側車輪を支持するものであり、車体に取り付けられる車
軸１０と、車輪が取り付けられるハウジング２０と、ハウジング２０を車軸１０に対して
回転自在に支持する転がり軸受３０とを備える。なお、以下の説明では、第１の実施形態
の説明と同様、車輪が取り付けられる側をアウター側といい、車輪が取り付けられる側の
反対側をインナー側という。
【００４３】
　車軸１０は、インナー側に大径部１１を有するとともに、アウター側に小径部１２を有
し、大径部１１のインナー側は、図示しない取付部によって車体に対して固定されている
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。小径部１２の外周には、転がり軸受３０を構成する一対の内輪３１が外嵌されている。
小径部１２のアウター側端部には、ねじ部１３が形成されており、このねじ部１３には環
状のスペーサ１４を介してナット１５が螺合されている。内輪３１は、このナット１５の
螺合により、小径部１２と大径部１１との境界を成すインナー側端面１６とによって挟持
され、車軸１０の外周部３７に固定されている。なお、第１の実施形態と異なり、小径部
１２と大径部１１との間に段部は形成されない。
【００４４】
　ハウジング２０は、中心孔２１が形成される軸部２２のアウター側端部に車輪（図示せ
ず）を取り付けるためのフランジ部２３を有し、このフランジ部２３の円周等配位置には
車輪を固定するためのハブボルト２４が植設されている。なお、軸部２２の外周側には、
ハウジング２０の回転に対して制動力を付与する制動機構（図示せず）が配置されている
。
【００４５】
　ハウジング２０の中心孔２１の内周には、転がり軸受３０を構成する外輪３２が内嵌さ
れている。中心孔２１のインナー側の内周には溝部２５が形成されており、この溝部２５
には止め輪２６が嵌め込まれている。外輪３２は、止め輪２６の嵌め込みにより、中心孔
２１に形成された段部のインナー側の端面２７と、止め輪２６のアウター側に挿入された
環状のスペーサ２８とによって挟持され、ハウジング２０に対して固定されている。
【００４６】
　転がり軸受３０は、複列円錐ころ軸受であり、アウター側及びインナー側に配置された
一対の内輪３１と、外輪３２と、複列の円錐ころ３３と、保持器３４と、インナー側及び
アウター側に配置されたシール部材３５，３６とを有する。一対の内輪３１は、その外周
面に円錐ころ３３の軌道面３１ａ，３１ｂをそれぞれ有している。外輪３２は、一対の軌
道面３１ａ，３１ｂと対向する位置に軌道面３２ａ，３２ｂを有している。そして、円錐
ころ３３が、軌道面３１ａ，３１ｂと軌道面３２ａ，３２ｂとの間にそれぞれ配置されて
いる。保持器３４は、内輪３１の外周面と外輪３２の内周面とにより形成される空間に配
置され、円錐ころ３３を転動自在に保持している。シール部材３５，３６は、内輪３１の
両端部と外輪３２の両端部との間に介在して配置され、公知のパックシール等により構成
されている。このシール部材３５，３６により、泥水等が内輪３１と外輪３２との隙間か
ら転がり軸受３０の内部に浸入することを抑制するとともに、転がり軸受３０内に封入し
た潤滑グリースが外部に飛散することを抑制している。
【００４７】
　次に、転がり軸受の内輪の軸方向車体側の端部の外周面１７とハウジング２０の軸部２
２の内周面２２ａとの間の環状の隙間Ｘにおける密封構造について説明する。図６は環状
の隙間Ｘにおける密封構造を示す要部拡大断面図である。この密封構造は、シールカバー
４１と、スリンガ４２と、シールゴム４３とを備えて構成される。
【００４８】
　シールカバー４１は、円筒部４１ａとフランジ部４１ｂとデフレクタ部４１ｃとにより
構成され、断面がコの字状に形成されている。円筒部４１ａは、転がり軸受の内輪の軸方
向車体側の外周面１７に圧入固定されている。フランジ部４１ｂは、円筒部４１ａのイン
ナー側端部から径方向外側へ延びるように環状に形成され、ハウジング２０の軸部２２の
軸方向端面２２ｂと微小隙間を介して対峙している。デフレクタ部４１ｃは、フランジ部
４１ｂの外周縁部から軸方向に延びるように円筒状に形成され、ハウジング２０の軸部２
２の外周面２２ｃと微小隙間を介して対峙している。
【００４９】
　スリンガ４２は、円筒部４２ａとフランジ部４２ｂとにより構成され、断面がＬ字状に
形成されている。円筒部４２ａは、シールカバー４１の円筒部４１ａと対向するハウジン
グ２０の軸部２２の内周面２２ａに圧入固定されている。フランジ部４２ｂは、円筒部４
２ａのアウター側端部から径方向内側へ延びるように形成され、シールカバー４１のフラ
ンジ部４１ｂと軸方向に対向している。
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【００５０】
　環状のシールゴム４３は、環状の隙間Ｘに配置され、シールカバー４１の円筒部４１ａ
及びフランジ部４１ｂの内周面の角部３８に、加硫接着により固定されている。シールゴ
ム４３は、凹部４３ａとリップ部４３ｂとを有する。凹部４３ａは、ハウジング２０の軸
部２２の軸方向端面２２ｂとシールカバー４１のフランジ部４１ｂとが対峙する空間Ｓ２
に対して径方向に対向する円筒状の表面に、全周に亘って形成されている。リップ部４３
ｂは、アウター側で且つ内周側に延びるように形成され、その先端がスリンガ４２のフラ
ンジ部４２ｂと摺接する。
【００５１】
　次に、上記のように構成される密封構造の作用について説明する。車両の走行時におい
ては、泥水等が車輪等により跳ね上げられて、ハウジング２０の外周側から内周側に向か
って浸入してくる。このとき、シールカバー４１のデフレクタ部４１ｃと、ハウジング２
０の軸部２２の外周面２２ｃとの軸方向のオーバーラップ量Ａが大きくとられているため
、泥水等は外周面２２ｃとデフレクタ部４１ｃとが対峙する空間Ｓ１に浸入し難くなる。
空間Ｓ１に泥水等が浸入した場合には、その泥水等が環状の隙間Ｘに到達するまでに、空
間Ｓ１及び空間Ｓ２といった微小隙間の長い経路を通過する必要があるため、外部の泥水
等は環状の隙間Ｘに到達し難くなる。
【００５２】
　そして、空間Ｓ２を通過して環状の隙間Ｘに到達する泥水等は、空間Ｓ２と対向して形
成されたシールゴム４３の凹部４３ａに導かれる。この凹部４３ａは、シールゴム４３の
全周に亘って形成されているため、凹部４３ａに導かれた泥水等は樋効果によって排水さ
れる。すなわち、凹部４３ａの泥水等は、滞留することなく凹部４３ａを伝って下方に流
れ、空間Ｓ２及び空間Ｓ１を通って外部に排出される。また、凹部４３ａのアウター側の
壁によって、凹部４３ａに導かれた泥水等が、シールゴム４３のリップ部４３ｂの外周側
に形成される空間Ｓ３に向かって移動し難くなる。さらに、ハウジング２０の軸部２２の
内周面２２ａとシールゴム４３との軸方向のオーバーラップ量Ｂが確保されているため、
空間Ｓ２を径方向内側に浸入してくる泥水等が、アウター側に配置された空間Ｓ３に導か
れ難くなる。
【００５３】
　そして、シールゴム４３のリップ部４３ｂがスリンガ４２のフランジ部４２ｂと摺接し
ているため、空間Ｓ３から転がり軸受３０側に浸入する泥水等をほとんど無くすことがで
きる。また、転がり軸受３０のインナー側端部にはシール部材３５が配置されているため
、泥水等の転がり軸受３０内部への浸入がより一層抑制される。
【００５４】
　このように、密封構造の各構成部及びシール部材３５において、転がり軸受３０側へと
導かれる泥水等の量が順次低減されるため、車両の外部から転がり軸受３０内部へと導か
れる泥水等をほぼ無くすことが可能となる。これにより、泥水等の浸入による転がり軸受
３０の破損が防止される。
【００５５】
　なお、転がり軸受３０のアウター側からの泥水等の浸入は、ハウジング２０のアウター
側に形成されたインロー部２９にエンドキャップ４４が装着されることにより抑制される
。また、転がり軸受３０のアウター側端部に配置されるシール部材３６によって、泥水等
の浸入がさらに抑制されように構成されている。
【００５６】
　従って、第２の実施形態によれば、第１の実施形態に記載の効果に加えて以下の効果を
得ることができる。
　（１）第２の実施形態では、シールカバー４１は、転がり軸受３０の内輪３１であって
軸方向車体側の端部の外周面１７に、円筒部４１ａにおいて固定されている。即ち、シー
ルカバー４１は転がり軸受３０に付属した付加的構造である。従って、転がり軸受製造と
同時に同シールカバー４１を成形できる。また、車軸に同シールカバー４１を装着する際
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に特段の工程を必要とせず、転がり軸受３０を車軸１０への取り付けることにより同時に
シールカバー４１の装着が可能となる。よって転がり軸受３０取り付け時の工程を減少さ
せることができる。
【００５７】
　（２）また、第２の実施形態では、ハウジング２０と軸受３０とが一体となった形態の
軸受を使用する場合、シールカバー４１に加え、スリンガ４２およびシールゴム４３を含
む車輪支持装置の密封構造の全てを、転がり軸受製造と同時に成形できる。また、車軸に
車輪支持装置の密封構造を形成する際に特段の工程を必要とせず、転がり軸受３０を車軸
１０への取り付けることにより同時に車輪支持装置の密封構造が形成される。よって、工
程を一層減少させることができる。
【００５８】
　なお、第２の実施形態は第１の実施形態と同様に、以下のように変更してもよい。
　・上記実施形態の密封構造は、ハウジングの軸方向端面に着磁部材を付設し、磁気セン
サにより着磁部材の磁極検出を行ってハウジングの回転速度を検出できるように構成した
車輪支持装置に適用してもよい。図７はこのように構成される車輪支持装置２の密封構造
を示す要部拡大断面図である。なお、上記実施形態と同一構成については同一符号を付し
ている。ハウジング２０の軸部２２には、着磁部材としてのパルサリング５１が設けられ
る。パルサリング５１は、軸部２２の外周面２２ｃに圧入固定される円筒部５１ａと、軸
部２２の軸方向端面２２ｂ上に配置されて周方向に多極磁化された円環状の着磁部５１ｃ
とを有する。そして、シールカバー４１、スリンガ４２、及びシールゴム４３からなる密
封構造は、上記実施形態と同様に構成される。車軸１０の大径部１１のアウター側には、
磁気センサ５２が配置され、シールカバー４１のフランジ部４１ｂに形成された孔部４１
ｄを通じて着磁部５１ｃの磁極検出を行う。このように構成される車輪支持装置２におい
ても、車輪支持装置１と同様の密封構造をとることができ、転がり軸受側に泥水等が浸入
することを抑制することができる。
【００５９】
　・上述の変更例にかかる密封構造は、更に以下のように変更してもよい。図８はこのよ
うに構成される車輪支持装置２の密封構造を示す要部拡大断面図である。なお、上記実施
形態と同一構成については同一符号を付している。ハウジング２０の軸部２２には、着磁
部材としてのパルサリング５１が設けられる。パルサリング５１は、軸部２２の外周面２
２ｃに圧入固定される円筒部５１ａと、軸部２２の軸方向端面２２ｂ上に配置された円環
状の着磁部支持部５１ｂと、同着磁部支持部５１ｂに取り付けられると共に周方向に多極
磁化された円環状の着磁部５１ｃとを有する。着磁部５１ｃは、ゴムや合成樹脂にフェラ
イト等の磁性粉を混入した後、円環状に成形し、Ｓ極とＮ極とを周方向に交互に着磁した
ものである。そして、シールカバー４１、スリンガ４２、及びシールゴム４３からなる密
封構造は、上記実施形態と同様に構成される。車軸１０の大径部１１のアウター側には、
磁気センサ５２が配置され、その検出部５２ａが、シールカバー４１のフランジ部４１ｂ
に形成された孔部４１ｄを通じて着磁部５１ｃ側に突出し、着磁部５１ｃの磁極検出を行
う。このように構成される車輪支持装置２においても、車輪支持装置１と同様の密封構造
をとることができ、転がり軸受側に泥水等が浸入することを抑制することができる。また
、この構造によると磁気センサ５２の検出部５２ａが着磁部５１ｃに近接するため磁気セ
ンサ５２の検出感度を低くすることが可能となり、小型または安価な磁気センサを用いる
ことができる。
【００６０】
　・上記実施形態では、シールゴム４３のリップ部４３ｂは、スリンガ４２のフランジ部
４２ｂと摺接するように構成されるが、スリンガ４２を設けずに、リップ部４３ｂがハウ
ジング２０又は止め輪２６の表面と摺接するように構成してもよい。また、摺接するリッ
プ部をシールゴム４３に複数個設けるように構成してもよい。
【００６１】
　・上記実施形態では、転がり軸受３０のインナー側端部にシール部材３５を配置してい
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きれば、シール部材３５を設けなくてもよい。
【００６２】
　・上記実施形態では、転がり軸受３０として複列円錐ころ軸受を用いているが、複列の
アンギュラ玉軸受を用いてもよい。
【図面の簡単な説明】
【００６３】
【図１】第１の実施形態にかかる車輪支持装置の構成を示す縦断面図。
【図２】第１の実施形態にかかる車輪支持装置の密封構造を示す要部拡大断面図。
【図３】第１の実施形態にかかる他の例における輪支持装置の密封構造を示す要部拡大断
面図。
【図４】第１の実施形態にかかる更に他の例における輪支持装置の密封構造を示す要部拡
大断面図。
【図５】第２の実施形態にかかる車輪支持装置の構成を示す縦断面図。
【図６】第２の実施形態にかかる車輪支持装置の密封構造を示す要部拡大断面図。
【図７】第２の実施形態にかかる他の例における輪支持装置の密封構造を示す要部拡大断
面図。
【図８】第２の実施形態にかかる更に他の例における輪支持装置の密封構造を示す要部拡
大断面図。
【図９】（ａ）は従来例における車輪支持装置の構成を示す縦断面図、（ｂ）はこの車輪
支持装置の密封構造を示す要部拡大断面図。
【符号の説明】
【００６４】
　１，２…車輪支持装置、１０…車軸、２０…ハウジング、２２…軸部、２２ａ…内周面
、２２ｂ…軸方向端面、２２ｃ…外周面、３０…転がり軸受、４１…シールカバー、４１
ａ…円筒部、４１ｂ…フランジ部、４１ｃ…デフレクタ部、４２…スリンガ、４２ａ…円
筒部、４２ｂ…フランジ部、４３…シールゴム、４３ａ…凹部、４３ｂ…リップ部。
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