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(57)【要約】
【課題】相対回転する二部材間に装着されて機内のグリ
ースまたはオイル等の密封流体が機外へ漏洩するのを抑
制するとともに機外の泥水またはダスト等の異物が機内
へ浸入するのを抑制する密封装置において、機外側に配
置されて異物をシールする機外側シール部のシール性お
よび耐久性を向上させる。
【解決手段】機外側シール部は、互い違いに配置される
第一ないし第三フランジ部と、第一および第二フランジ
部間に設けられて機器回転時にポンピング作用をなす第
一ネジシールと、第二および第三フランジ部間に設けら
れて機器回転時にポンピング作用をなす第二ネジシール
とを有する。第一ないし第三フランジ部よりなる三枚の
フランジ部間に設けられる第一および第二ネジシールよ
りなる二つのネジシールは、一方が径方向外方から内方
へ向けて、他方が反対に径方向内方から外方へ向けてポ
ンピング作用をなすことにより機外の異物をシールする
。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　相対回転する二部材間に装着されて機内の密封流体が機外へ漏洩するのを抑制するとと
もに機外の異物が機内へ浸入するのを抑制する密封装置であって、機内側に配置されて前
記密封流体をシールする機内側シール部と、機外側に配置されて前記異物をシールする機
外側シール部とを有し、
　前記機外側シール部は、前記相対回転する二部材のうちの一方に固定される第一フラン
ジ部と、前記相対回転する二部材のうちの他方に固定されるとともに前記第一フランジ部
の機内側に離間配置される第二フランジ部と、前記相対回転する二部材のうちの一方に固
定されるとともに前記第二フランジ部の機内側に離間配置される第三フランジ部と、前記
第一および第二フランジ部間に設けられて機器回転時にポンピング作用をなす第一ネジシ
ールと、前記第二および第三フランジ部間に設けられて機器回転時にポンピング作用をな
す第二ネジシールとを有し、
　前記第一ないし第三フランジ部よりなる三枚のフランジ部間に設けられる前記第一およ
び第二ネジシールよりなる二つのネジシールは、一方が径方向外方から内方へ向けて、他
方が反対に径方向内方から外方へ向けてポンピング作用をなすことにより前記機外の異物
をシールすることを特徴とする密封装置。
【請求項２】
　請求項１記載の密封装置において、
　前記第一ネジシールは、前記第一フランジ部の機内側端面に被着した平板環状のゴム状
弾性体の表面に設けた螺旋ネジが前記第二フランジ部の機外側端面と対向することによっ
て形成され、
　前記第二ネジシールは、前記第三フランジ部の機外側端面に被着した平板環状のゴム状
弾性体の表面に設けた螺旋ネジが前記第二フランジ部の機内側端面と対向することによっ
て形成され、
　前記第二フランジ部は、前記第一ネジシールにおける相手対向面としての役割と、前記
第二ネジシールにおける相手対向面としての役割を兼ねていることを特徴とする密封装置
。
【請求項３】
　請求項１または２記載の密封装置において、
　前記相対回転する二部材のうちの他方に固定されるとともに前記第一フランジ部の機外
側に離間配置される第四フランジ部と、前記第一および第四フランジ部間に設けられて機
器回転時にポンピング作用をなす第三ネジシールとを更に有し、前記第三ネジシールは、
前記第二ネジシールと同じ方向へ向けてポンピング作用をなすことを特徴とする密封装置
。
【請求項４】
　請求項３記載の密封装置において、
　前記第三ネジシールは、前記第一フランジ部の機外側端面に被着した平板環状のゴム状
弾性体の表面に設けた螺旋ネジが前記第四フランジ部の機内側端面と対向することによっ
て形成され、
　前記第一フランジ部は、前記第一ネジシールにおける螺旋ネジ保持部としての役割と、
前記第三ネジシールにおける螺旋ネジ保持部としての役割を兼ねていることを特徴とする
密封装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、密封装置に係り、更に詳しくは、耐泥水性が要求される等、外部環境が厳し
い箇所に使用されるのに適した密封装置に関するものである。本発明の密封装置は例えば
、農機または建機の足廻り部分に用いられる。
【背景技術】
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【０００２】
　従来から、この種の密封装置として図５に示すものが知られており、以下のように構成
されている。
【０００３】
　すなわち、この密封装置は、相対回転する二部材であるハウジング８１および軸８２間
に装着されて機内Ａのグリースまたはオイル等の密封流体が機外Ｂへ漏洩するのを抑制す
るとともに機外Ｂの泥水またはダスト等の異物が機内Ａへ浸入するのを抑制するものであ
って、機内側に配置されて密封流体をシールする機内側シール部８３と、機外側に配置さ
れて異物をシールする機外側シール部８４とを有している（特許文献１参照）。
【０００４】
　しかしながらこの密封装置では、後者の機外側シール部８４が、金属環８５の軸方向端
面に摺動自在に密接するサイドリップ８６等の摺動リップによって構成されているために
、過酷な泥水条件下で摩耗・破損しやすく、よって機外Ｂの泥水またはダスト等の異物が
機内Ａへ浸入することが散見される。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２００２－９８２３４号公報（図４）
【特許文献２】特開２００７－２４７７０８号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　本発明は以上の点に鑑みて、相対回転する二部材間に装着されて機内のグリースまたは
オイル等の密封流体が機外へ漏洩するのを抑制するとともに機外の泥水またはダスト等の
異物が機内へ浸入するのを抑制する密封装置において、機外側に配置されて異物をシール
する機外側シール部のシール性および耐久性を向上させることを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　上記目的を達成するため、本発明の請求項１による密封装置は、相対回転する二部材間
に装着されて機内の密封流体が機外へ漏洩するのを抑制するとともに機外の異物が機内へ
浸入するのを抑制する密封装置であって、機内側に配置されて前記密封流体をシールする
機内側シール部と、機外側に配置されて前記異物をシールする機外側シール部とを有し、
前記機外側シール部は、前記相対回転する二部材のうちの一方に固定される第一フランジ
部と、前記相対回転する二部材のうちの他方に固定されるとともに前記第一フランジ部の
機内側に離間配置される第二フランジ部と、前記相対回転する二部材のうちの一方に固定
されるとともに前記第二フランジ部の機内側に離間配置される第三フランジ部と、前記第
一および第二フランジ部間に設けられて機器回転時にポンピング作用をなす第一ネジシー
ルと、前記第二および第三フランジ部間に設けられて機器回転時にポンピング作用をなす
第二ネジシールとを有し、前記第一ないし第三フランジ部よりなる三枚のフランジ部間に
設けられる前記第一および第二ネジシールよりなる二つのネジシールは、一方が径方向外
方から内方へ向けて、他方が反対に径方向内方から外方へ向けてポンピング作用をなすこ
とにより前記機外の異物をシールすることを特徴とする。
【０００８】
　また、本発明の請求項２による密封装置は、上記した請求項１記載の密封装置において
、前記第一ネジシールは、前記第一フランジ部の機内側端面に被着した平板環状のゴム状
弾性体の表面に設けた螺旋ネジが前記第二フランジ部の機外側端面と対向することによっ
て形成され、前記第二ネジシールは、前記第三フランジ部の機外側端面に被着した平板環
状のゴム状弾性体の表面に設けた螺旋ネジが前記第二フランジ部の機内側端面と対向する
ことによって形成され、前記第二フランジ部は、前記第一ネジシールにおける相手対向面
としての役割と、前記第二ネジシールにおける相手対向面としての役割を兼ねていること
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を特徴とする。
【０００９】
　また、本発明の請求項３による密封装置は、上記した請求項１または２記載の密封装置
において、前記相対回転する二部材のうちの他方に固定されるとともに前記第一フランジ
部の機外側に離間配置される第四フランジ部と、前記第一および第四フランジ部間に設け
られて機器回転時にポンピング作用をなす第三ネジシールとを更に有し、前記第三ネジシ
ールは、前記第二ネジシールと同じ方向へ向けてポンピング作用をなすことを特徴とする
。
【００１０】
　更にまた、本発明の請求項４による密封装置は、上記した請求項３記載の密封装置にお
いて、前記第三ネジシールは、前記第一フランジ部の機外側端面に被着した平板環状のゴ
ム状弾性体の表面に設けた螺旋ネジが前記第四フランジ部の機内側端面と対向することに
よって形成され、前記第一フランジ部は、前記第一ネジシールにおける螺旋ネジ保持部と
しての役割と、前記第三ネジシールにおける螺旋ネジ保持部としての役割を兼ねているこ
とを特徴とする。
【００１１】
　上記構成を有する本発明の密封装置においては、機外側シール部が、摺動摩耗しやすい
サイドリップ等の摺動リップではなく、摺動摩耗しにくいネジシールによって構成されて
いるため、耐泥水性を向上させることが可能とされている。ネジシールは機器の回転時に
ポンピング作用を奏してシール作用を発揮するものであって相手面に強く密接摺動するも
のではないため、摺動摩耗しにくい。
【００１２】
　また、本発明の密封装置においては、機外側シール部が、第一ないし第三フランジ部よ
りなる三枚のフランジ部間に第一および第二ネジシールよりなる二つのネジシールを設け
たものであって、第一フランジ部の先端から第二フランジ部の先端を経由して第三フラン
ジ部の先端に至る断面略Ｕ字状を呈する長いポンピング流路が設定されるため、ポンピン
グ力が大きく、よってシール性を向上させることが可能とされている。
【００１３】
　また、ネジシールはそれぞれ、平板環状のゴム状弾性体の表面に設けられた螺旋ネジと
、この螺旋ネジが対向する相手対向面との組み合わせによって構成されるが、本発明では
、第二フランジ部が、第一ネジシールにおける相手対向面としての役割と、第二ネジシー
ルにおける相手対向面としての役割を兼ねることが可能とされているため、この場合、２
つのネジシールが一部の部品（相手対向面を形成する部品）を共用することになる。した
がって上記したように長いポンピング流路が設定されるにもかかわらず、ネジシールをコ
ンパクトな構造とすることが可能とされている。
【００１４】
　また、上記したように本発明は、三枚のフランジ部間に二つのネジシールを設けるもの
であるが、その数（フランジ枚数およびネジシール設置数）はこれを増やすことが可能で
あり、数が増えればポンピング流路が一層長くなるため、シール性が一層向上する。この
場合、具体的には、相対回転する二部材のうちの他方に固定されるとともに第一フランジ
部の機外側に離間配置される第四フランジ部と、第一および第四フランジ部間に設けられ
て機器回転時にポンピング作用をなす第三ネジシールとを追加することが考えられ、第三
ネジシールは第二ネジシールと同じ方向へ向けてポンピング作用を発揮することになる。
【００１５】
　また、この場合は、第一フランジ部が、第一ネジシールにおける螺旋ネジ保持部として
の役割と、第三ネジシールにおける螺旋ネジ保持部としての役割を兼ねることが可能とさ
れるため、ここにおいても２つのネジシールが一部の部品（螺旋ネジ保持部品）を共用し
、よってネジシールをコンパクトな構造とすることが可能とされている。
【発明の効果】
【００１６】
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　本発明は、以下の効果を奏する。
【００１７】
　すなわち、本発明の密封装置においては、機外側シール部が摺動摩耗しにくいネジシー
ルによって構成されているために、耐泥水性を向上させることが可能とされている。また
機外側シール部が、第一ないし第三フランジ部よりなる三枚のフランジ部間に第一および
第二ネジシールよりなる二つのネジシールを設けたものであって、第一フランジ部の先端
から第二フランジ部の先端を経由して第三フランジ部の先端に至る断面略Ｕ字状を呈する
長いポンピング流路が設定されるため、ポンピング力が大きく、よってシール性を向上さ
せることが可能とされている。したがって本発明所期の目的どおり、相対回転する二部材
間に装着されて機内のグリースまたはオイル等の密封流体が機外へ漏洩するのを抑制する
とともに機外の泥水またはダスト等の異物が機内へ浸入するのを抑制する密封装置におい
て、機外側に配置されて異物をシールする機外側シール部のシール性および耐久性を向上
させることができる（請求項１）。
【００１８】
　また、フランジ部の枚数およびネジシールの設置数を増やす場合には、シール性を一層
向上させることができ（請求項３）、部品を共用化する場合には、ネジシール構造をコン
パクト化することができる（請求項２，４）。
【図面の簡単な説明】
【００１９】
【図１】本発明の第一実施例に係る密封装置の要部断面図
【図２】本発明の第二実施例に係る密封装置の要部断面図
【図３】螺旋ネジの構造を示す説明図
【図４】本発明の第三実施例に係る密封装置の要部断面図
【図５】従来例に係る密封装置の要部断面図
【発明を実施するための形態】
【００２０】
　本発明には、以下の実施形態が含まれる。
【００２１】
　本願特許請求の範囲の記載における「相対回転する二部材」は、例えば回転機器におけ
る軸とこれを回転可能に挿通したハウジングであり、「二部材のうちの一方」は例えば前
者の軸、「二部材のうちの他方」は例えば後者のハウジングである。この場合、特許請求
の範囲の請求項１および３の記載はそれぞれ以下のようになる。
【００２２】
請求項１・・・
　回転機器における軸およびハウジング間に装着されて機内の密封流体が機外へ漏洩する
のを抑制するとともに機外の異物が機内へ浸入するのを抑制する密封装置であって、機内
側に配置されて前記密封流体をシールする機内側シール部と、機外側に配置されて前記異
物をシールする機外側シール部とを有し、
　前記機外側シール部は、前記軸に固定される第一フランジ部と、前記ハウジングに固定
されるとともに前記第一フランジ部の機内側に離間配置される第二フランジ部と、前記軸
に固定されるとともに前記第二フランジ部の機内側に離間配置される第三フランジ部と、
前記第一および第二フランジ部間に設けられて機器回転時にポンピング作用をなす第一ネ
ジシールと、前記第二および第三フランジ部間に設けられて機器回転時にポンピング作用
をなす第二ネジシールとを有し、
　前記第一ないし第三フランジ部よりなる三枚のフランジ部間に設けられる前記第一およ
び第二ネジシールよりなる二つのネジシールは、前記第二ネジシールが径方向外方から内
方へ向けて、前記第一ネジシールが反対に径方向内方から外方へ向けてポンピング作用を
なすことにより前記機外の異物をシールすることを特徴とする密封装置。
【００２３】
請求項３・・・
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　請求項１または２記載の密封装置において、
　前記ハウジングに固定されるとともに前記第一フランジ部の機外側に離間配置される第
四フランジ部と、前記第一および第四フランジ部間に設けられて機器回転時にポンピング
作用をなす第三ネジシールとを更に有し、前記第三ネジシールは、前記第二ネジシールと
同じ方向へ向けてポンピング作用をなすことを特徴とする密封装置。
【００２４】
　尚、上記の読み替えにおいて、軸とハウジングは、反対に読み替えても良い。
【実施例】
【００２５】
　つぎに本発明の実施例を図面にしたがって説明する。
【００２６】
第一実施例（請求項１，２関連）・・・
　図１は、本発明の第一実施例に係る密封装置を示しており、当該実施例に係る密封装置
は、回転機器における軸およびハウジング間に装着されて機内Ａのグリースまたはオイル
等の密封流体が機外Ｂへ漏洩するのを抑制するとともに機外Ｂの泥水またはダスト等の異
物が機内Ａへ浸入するのを抑制するものであって、機内側に配置されて密封流体をシール
する機内側シール部１と、機外側に配置されて異物をシールする機外側シール部１１とを
有している。
【００２７】
　機内側シール部１は、相手面（後記する第三シール部材５１における金属環５２の筒状
部５２ａ外周面）に摺動自在に密接するシールリップ２を有している。
【００２８】
　一方、機外側シール部１１は、軸に固定される第一フランジ部１２と、ハウジングに固
定されるとともに第一フランジ部１２の機内側に離間配置される第二フランジ部１３と、
軸に固定されるとともに第二フランジ部１３の機内側に離間配置される第三フランジ部１
４と、第一および第二フランジ部１２，１３間に設けられて軸回転時にポンピング作用を
なす第一ネジシール１５と、第二および第三フランジ部１３，１４間に設けられて軸回転
時にポンピング作用をなす第二ネジシール１６とを有している。
【００２９】
　第一ないし第三フランジ部１２，１３，１４よりなる三枚のフランジ部間に設けられる
第一および第二ネジシール１５，１６よりなる二つのネジシールは、第二ネジシール１６
が径方向外方から内方へ向けてポンピング作用をなすとともに第一ネジシール１５が反対
に径方向内方から外方へ向けてポンピング作用をなすことにより機外Ｂの異物をシールす
る。
【００３０】
　第一ネジシール１５は、第一フランジ部１２の機内側端面に被着した平板環状のゴム状
弾性体１７の表面に螺旋ネジ１８を設けることにより形成され、螺旋ネジ１８は第二フラ
ンジ部１３の機外側端面に対して接触または非接触にて対向している。第二ネジシール１
６は、第三フランジ部１４の機外側端面に被着した平板環状のゴム状弾性体１９の表面に
螺旋ネジ２０を設けることにより形成され、螺旋ネジ２０は第二フランジ部１３の機内側
端面に対して接触または非接触にて対向している。第二フランジ部１３は、その機外側お
よび機内側にてそれぞれネジシール１５，１６によるポンピング作用がなされることにな
り、第一および第二ネジシール１５，１６において部品（相手対向面を形成する部品）が
共用化されている。
【００３１】
　また、機内側シール部１と機外側シール部１１の間には、ラビリンスシール２１、サイ
ドリップ２２およびシールリップ２３よりなるそれぞれ対異物用の中間シール部が設けら
れている。
【００３２】
　当該密封装置は、以下のように部品割りされている。
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【００３３】
（１）第一シール部材３１
　ハウジングの軸孔内周に嵌合される第一金属環３２と、この第一金属環３２に被着され
たゴム状弾性体３３とよりなる。第一金属環３２は、断面略Ｌ字形に成形され、その筒状
部３２ａの機外側端部にカシメ部３２ｂが設けられている。ゴム状弾性体３３はこれによ
って、機内側シール部１を構成するシールリップ２、ラビリンスシール２１を構成する環
状突起２１ａ、サイドリップ２２およびシールリップ２３などを一体に成形している。
【００３４】
（２）第二シール部材４１
　第一シール部材３１における第一金属環３２のカシメ部３２ｂによってカシメ固定され
た第二金属環４２よりなり、この第二金属環４２によって径方向内方向きの第二フランジ
部１３が構成されている。
【００３５】
（３）第三シール部材５１
　軸の外周に嵌合される第三金属環５２と、この第三金属環５２に被着されたゴム状弾性
体１７とよりなる。第三金属環５２は、筒状部５２ａの機外側端部に径方向外方へ向けて
フランジ部５２ｂを一体成形したもので、このフランジ部５２ｂによって径方向外方向き
の第一フランジ部１２が構成されている。筒状部５２ａの外周面には各シールリップ２，
２３が摺動自在に密接している。ゴム状弾性体１７はその一部によって第一ネジシール１
５の螺旋ネジ１８を形成している。
【００３６】
（４）第四シール部材６１
　第三シール部材５１における第三金属環５２の筒状部５２ａの外周に嵌合された第四金
属環６２と、この第四金属環６２に被着されたゴム状弾性体１９とよりなる。第四金属環
６２は、筒状部６２ａの機内側端部に径方向外方へ向けてフランジ部６２ｂを一体成形し
たもので、このフランジ部６２ｂによって径方向外方向きの第三フランジ部１４が構成さ
れている。第三フランジ部１４の機内側端面にはサイドリップ２２が摺動自在に密接して
いる。ゴム状弾性体１９はその一部によって第二ネジシール１６の螺旋ネジ２０を形成し
ている。
【００３７】
　上記構成の密封装置は、農機または建機の足廻り部分などにおいて軸およびハウジング
間に装着され、機内Ａの密封流体が機外Ｂへ漏洩するのを抑制するとともに機外Ｂの異物
が機内Ａへ浸入するのを抑制するものであって、上記構成により以下の作用効果を発揮す
る点に特徴を有している。
【００３８】
　すなわち機外側シール部１１が、比較的摺動摩耗しやすいサイドリップ等の摺動リップ
ではなく、比較的摺動摩耗しにくいネジシール１５，１６によって構成されているために
、耐泥水性を向上させることが可能とされている。また機外側シール部１１が、第一ない
し第三フランジ部１２，１３，１４よりなる三枚のフランジ部間に第一および第二ネジシ
ール１５，１６よりなる二つのネジシールを設けたものであって、第一フランジ部１２の
先端から第二フランジ部１３の先端を経由して第三フランジ部１４の先端に至る断面略Ｕ
字状を呈する長いポンピング流路が設定されるために、ポンピング力が大きく、よってシ
ール性を向上させることが可能とされている。したがって本発明所期の目的どおり、機外
側に配置されて異物をシールする機外側シール部１１のシール性および耐久性を向上させ
ることができる。
【００３９】
　また、第二フランジ部１３が、第一ネジシール１５における相手対向面としての役割と
、第二ネジシール１６における相手対向面としての役割とを兼ね、その機外側および機内
側においてそれぞれネジシールによるポンピング作用がなされるように構成されているた
めに、長いポンピング流路が設定されるにもかかわらずネジシール構造がコンパクト化さ
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れている。これは、第一および第二ネジシール１５，１６が一部の部品（相手対向面を形
成する部品）を共用することからコンパクト化が実現されるものである。
【００４０】
第二実施例（請求項３，４関連）・・・
　図２は、本発明の第二実施例に係る密封装置を示しており、当該実施例に係る密封装置
は、回転機器における軸およびハウジング間に装着されて機内Ａのグリースまたはオイル
等の密封流体が機外Ｂへ漏洩するのを抑制するとともに機外Ｂの泥水またはダスト等の異
物が機内Ａへ浸入するのを抑制するものであって、機内側に配置されて密封流体をシール
する機内側シール部１と、機外側に配置されて異物をシールする機外側シール部１１とを
有している。
【００４１】
　機内側シール部１は、相手面（後記する第三シール部材５１における第三金属環５２の
筒状部５２ａ外周面）に摺動自在に密接するシールリップ２を有している。
【００４２】
　一方、機外側シール部１１は、軸に固定される第一フランジ部１２と、ハウジングに固
定されるとともに第一フランジ部１２の機内側に離間配置される第二フランジ部１３と、
軸に固定されるとともに第二フランジ部１３の機内側に離間配置される第三フランジ部１
４と、第一および第二フランジ部１２，１３間に設けられて軸回転時にポンピング作用を
なす第一ネジシール１５と、第二および第三フランジ部１３，１４間に設けられて軸回転
時にポンピング作用をなす第二ネジシール１６とを有し、更にハウジングに固定されると
ともに第一フランジ部１２の機外側に離間配置される第四フランジ部２４と、第一および
第四フランジ部１２，２４間に設けられて機器回転時にポンピング作用をなす第三ネジシ
ール２５とを有している。
【００４３】
　第一ないし第四フランジ部１２，１３，１４，２４よりなる四枚のフランジ部間に設け
られる第一ないし第三ネジシール１５，１６，２５よりなる三つのネジシールは、第二ネ
ジシール１６が径方向外方から内方へ向けてポンピング作用をなすとともに第一ネジシー
ル１５が反対に径方向内方から外方へ向けてポンピング作用をなし、更に第三ネジシール
２５が第二ネジシール１６と同様に径方向外方から内方へ向けてポンピング作用をなすこ
とにより機外Ｂの異物をシールする。
【００４４】
　第一ネジシール１５は、第一フランジ部１２の機内側端面に被着した平板環状のゴム状
弾性体１７の表面に螺旋ネジ１８を設けることにより形成され、螺旋ネジ１８は第二フラ
ンジ部１３の機外側端面に対して接触または非接触にて対向している。第二ネジシール１
６は、第三フランジ部１４の機外側端面に被着した平板環状のゴム状弾性体１９の表面に
螺旋ネジ２０を設けることにより形成され、螺旋ネジ２０は第二フランジ部１３の機内側
端面に対して接触または非接触にて対向している。第三ネジシール２５は図３に示すよう
に、第一フランジ部１２の機外側端面に被着した平板環状のゴム状弾性体２６の表面に螺
旋ネジ２７を設けることにより形成され、螺旋ネジ２７は第四フランジ部２４の機内側端
面に対して接触または非接触にて対向している。第二フランジ部１３は、その機外側およ
び機内側にてそれぞれネジシール１５，１６によるポンピング作用がなされることになり
、第一および第二ネジシール１５，１６において部品（相手対向面を形成する部品）が共
用化されている。第一フランジ部１２は、その機外側および機内側にてそれぞれ螺旋ネジ
１８，２７を形成するゴム状弾性体１７，２６を保持することになり、第一および第三ネ
ジシール１５，２５において部品（螺旋ネジ保持部品）が共用化されている。
【００４５】
　また、機内側シール部１と機外側シール部１１の間には、ラビリンスシール２１、サイ
ドリップ２２およびシールリップ２３よりなるそれぞれ対異物用の中間シール部が設けら
れている。
【００４６】
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　当該密封装置は、以下のように部品割りされている。
【００４７】
（１）第一シール部材３１
　ハウジングの軸孔内周に嵌合される第一金属環３２と、この第一金属環３２に被着され
たゴム状弾性体３３とよりなる。第一金属環３２は、断面略Ｌ字形に成形され、その筒状
部３２ａの機外側端部にカシメ部３２ｂが設けられている。ゴム状弾性体３３はこれによ
って、機内側シール部１を構成するシールリップ２、ラビリンスシール２１を構成する環
状突起２１ａ、サイドリップ２２およびシールリップ２３などを一体に成形している。
【００４８】
（２）第二シール部材４１
　第一シール部材３１における第一金属環３２のカシメ部３２ｂによってカシメ固定され
た第二金属環４２よりなり、この第二金属環４２によって径方向内方向きの第二フランジ
部１３が構成されている。
【００４９】
（３）第三シール部材５１
　軸の外周に嵌合される第三金属環５２と、この第三金属環５２に被着されたゴム状弾性
体１７，２６とよりなる。第三金属環５２は、筒状部５２ａの機外側端部に径方向外方へ
向けてフランジ部５２ｂを一体成形したもので、このフランジ部５２ｂによって径方向外
方向きの第一フランジ部１２が構成されている。筒状部５２ａの外周面には各シールリッ
プ２，２３が摺動自在に密接している。ゴム状弾性体１７，２６はその一部によって第一
または第三ネジシール１５，２５の螺旋ネジ１８，２７を形成している。
【００５０】
（４）第四シール部材６１
　第三シール部材５１における第三金属環５２の筒状部５２ａの外周に嵌合された第四金
属環６２と、この第四金属環６２に被着されたゴム状弾性体１９とよりなる。第四金属環
６２は、筒状部６２ａの機内側端部に径方向外方へ向けてフランジ部６２ｂを一体成形し
たもので、このフランジ部６２ｂによって径方向外方向きの第三フランジ部１４が構成さ
れている。第三フランジ部１４の機内側端面にはサイドリップ２２が摺動自在に密接して
いる。ゴム状弾性体１９はその一部によって第二ネジシール１６の螺旋ネジ２０を形成し
ている。
【００５１】
（５）第五シール部材７１
　第二シール部材４１の第二金属環４２とともに第一シール部材３１における第一金属環
３２のカシメ部３２ｂによってカシメ固定された第五金属環７２よりなり、この第五金属
環７２によって径方向内方向きの第四フランジ部２４が構成されている。
【００５２】
　上記構成の密封装置は、農機または建機の足廻り部分などにおいて軸およびハウジング
間に装着され、機内Ａの密封流体が機外Ｂへ漏洩するのを抑制するとともに機外Ｂの異物
が機内Ａへ浸入するのを抑制するものであって、上記構成により以下の作用効果を発揮す
る点に特徴を有している。
【００５３】
　すなわち機外側シール部１１が、比較的摺動摩耗しやすいサイドリップではなく、比較
的摺動摩耗しにくいネジシール１５，１６，２５によって構成されているために、耐泥水
性を向上させることが可能とされている。また機外側シール部１１が、第一ないし第四フ
ランジ部１２，１３，１４，２４よりなる四枚のフランジ部間に第一ないし第三ネジシー
ル１５，１６，２５よりなる三つのネジシールを設けたものであって、第四フランジ部２
４の先端から第一フランジ部１２の先端および第二フランジ部１３の先端を経由して第三
フランジ部１４の先端に至る断面略Ｓ字状を呈する長いポンピング流路が設定されるため
に、ポンピング力が大きく、よってシール性を向上させることが可能とされている。した
がって本発明所期の目的どおり、機外側に配置されて異物をシールする機外側シール部１
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【００５４】
　また、第二フランジ部１３が、第一ネジシール１５における相手対向面としての役割と
、第二ネジシール１６における相手対向面としての役割とを兼ね、その機外側および機内
側においてそれぞれネジシールによるポンピング作用がなされるように構成されているた
めに、長いポンピング流路が設定されるにもかかわらずネジシール構造がコンパクト化さ
れている。また、第一フランジ部１２が第一ネジシール１５におけるゴム状弾性体保持部
品としての役割と、第三ネジシール２５におけるゴム状弾性体保持部品としての役割とを
兼ねるように構成されているために、これによっても長いポンピング流路が設定されるに
もかかわらずネジシール構造がコンパクト化されている。これは、第一および第二ネジシ
ール１５，１６ならびに第一および第三ネジシール１５，２５がそれぞれ一部の部品（相
手対向面、螺旋ネジ保持部品）を共用することからコンパクト化が実現されるものである
。
【００５５】
第三実施例・・・
　尚、上記第一および第二実施例において、機内側シール部１と機外側シール部１１の間
に設けられる中間シール部の構成は、特に限定されず、多様に変更することが可能であっ
て、例えば第三実施例として示す図４の例では、第四シール部材６１の機内側に保持され
たサイドリップ２８が複数（図では２つ）、第一シール部材３１の金属環３２に摺動自在
に密接している。中間シール部としてはこのようなものであっても良い。
【符号の説明】
【００５６】
　１　機内側シール部
　２，２３　シールリップ
　１１　機外側シール部
　１２　第一フランジ部
　１３　第二フランジ部
　１４　第三フランジ部
　１５　第一ネジシール
　１６　第二ネジシール
　１７，１９，２６　ゴム状弾性体
　１８，２０，２７　螺旋ネジ
　２１　ラビリンスシール
　２１ａ　環状突起
　２２，２８　サイドリップ
　２４　第四フランジ部
　２５　第三ネジシール
　３１，４１，５１，６１，７１　シール部材
　３２，４２，５２，６２，７２　金属環
　３２ａ，５２ａ，６２ａ　筒状部
　３２ｂ　カシメ部
　５２ｂ，６２ｂ　フランジ部
　Ａ　機内
　Ｂ　機外
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