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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　非回転の静止部材に取り付けられるリップシール部材と、回転部材に取り付けられるシ
ールフランジ部材との組み合わせよりなり、
　前記リップシール部材は、前記シールフランジ部材の端面に摺動可能に接触する端面リ
ップを有するとともに前記静止部材の内周側に組み付けられるリップシール部材本体と、
前記リップシール部材本体の外周側に一体成形されるとともに前記静止部材の端面と対向
するよう配置される外向きフランジ部と、前記外向きフランジ部の外周側に一体成形され
るとともに前記静止部材の外周側に配置される筒状の外周筒部とを備え、
　前記シールフランジ部材は、前記端面リップが摺動可能に接触するシールフランジ部材
本体と、前記シールフランジ部材本体の外周側に一体成形されるとともに前記リップシー
ル部材における外周筒部の更に外周側に非接触で配置される外周側筒状部とを備え、
　前記リップシール部材における外周筒部と前記シールフランジ部材における外周側筒状
部との間に、所定の軸方向長さを備える非接触式のラビリンスシールを設け、
　前記リップシール部材における前記外周筒部はゴム状弾性体によって成形され、前記外
周筒部の先端部内周面に、組付け時の変形を抑制する面取り形状が設けられている、
　ことを特徴とする密封装置。
【請求項２】
　非回転の静止部材に取り付けられるリップシール部材と、回転部材に取り付けられるシ
ールフランジ部材との組み合わせよりなり、
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　前記リップシール部材は、前記シールフランジ部材の端面に摺動可能に接触する端面リ
ップを有するとともに前記静止部材の内周側に組み付けられるリップシール部材本体と、
前記リップシール部材本体の外周側に一体成形されるとともに前記静止部材の端面と対向
するよう配置される外向きフランジ部と、前記外向きフランジ部の外周側に一体成形され
るとともに前記静止部材の外周側に配置される筒状の外周筒部とを備え、
　前記シールフランジ部材は、前記端面リップが摺動可能に接触するシールフランジ部材
本体と、前記シールフランジ部材本体の外周側に一体成形されるとともに前記リップシー
ル部材における外周筒部の更に外周側に非接触で配置される外周側筒状部とを備え、
　前記リップシール部材における外周筒部と前記シールフランジ部材における外周側筒状
部との間に、所定の軸方向長さを備える非接触式のラビリンスシールを設け、
　前記シールフランジ部材における前記シールフランジ部材本体および前記外周側筒状部
間の屈曲部外面に、当該シールフランジ部材を複数積み重ねたときに隣りのシールフラン
ジ部材における外周側筒状部の先端が係合する段差形状が設けられている、
　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、
　前記シールフランジ部材は、ステンレス鋼板をもって前記シールフランジ部材本体およ
び前記外周側筒状部が一体成形されていることを特徴とする密封装置。
【請求項４】
　請求項１、２または３記載の密封装置において、
　前記リップシール部材における前記外向きフランジ部に、前記シールフランジ部材本体
に対し非接触で対向するラビリンスリップが設けられていることを特徴とする密封装置。
【請求項５】
　請求項１、２、３または４記載の密封装置において、
当該密封装置は、自動車等車両用のハブベアリングシールまたはその他のベアリングシー
ルとして用いられ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、シール技術に係る密封装置に関する。本発明の密封装置は例えば、自動車等
車両用のハブベアリングシールまたはその他のベアリングシールとして用いられる。
【背景技術】
【０００２】
　従来から図３に示すように、機外Ｏの異物が機内Ｉへ侵入しないようシールする密封装
置５１であって、非回転の静止部材６１に取り付けられるリップシール部材５２を備え、
このリップシール部材５２に設けた端面リップ５３を回転部材７１の端面部７２に摺動可
能に接触させる密封装置５１が知られている。この密封装置５１は自動車等車両用のハブ
ベアリングシールとして用いられる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２００８－９５９１９号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　昨今、この種のハブベアリングシールは、泥水環境の厳しい場所で使用されることが多
い。そのため、泥水シール性の向上が求められる。但し、燃費向上の観点から低トルクの
要求もあるため、端面リップ５３の数を増加することで泥水シール性を向上させることは
避けなければならない。
【０００５】
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　本発明は以上の点に鑑みて、低トルクの要求に応えつつシール性、特に泥水シール性を
向上させることができる密封装置を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本発明の密封装置の一態様は、非回転の静止部材に取り付けられるリップシール部材と
、回転部材に取り付けられるシールフランジ部材との組み合わせよりなり、前記リップシ
ール部材は、前記シールフランジ部材の端面に摺動可能に接触する端面リップを有すると
ともに前記静止部材の内周側に組み付けられるリップシール部材本体と、前記リップシー
ル部材本体の外周側に一体成形されるとともに前記静止部材の端面と対向するよう配置さ
れる外向きフランジ部と、前記外向きフランジ部の外周側に一体成形されるとともに前記
静止部材の外周側に配置される筒状の外周筒部とを備え、前記シールフランジ部材は、前
記端面リップが摺動可能に接触するシールフランジ部材本体と、前記シールフランジ部材
本体の外周側に一体成形されるとともに前記リップシール部材における外周筒部の更に外
周側に非接触で配置される外周側筒状部とを備え、前記リップシール部材における外周筒
部と前記シールフランジ部材における外周側筒状部との間に、所定の軸方向長さを備える
非接触式のラビリンスシールを設け、前記リップシール部材における前記外周筒部はゴム
状弾性体によって成形され、前記外周筒部の先端部内周面に、組付け時の変形を抑制する
面取り形状が設けられている。
　本発明の密封装置の別の一態様は、非回転の静止部材に取り付けられるリップシール部
材と、回転部材に取り付けられるシールフランジ部材との組み合わせよりなり、前記リッ
プシール部材は、前記シールフランジ部材の端面に摺動可能に接触する端面リップを有す
るとともに前記静止部材の内周側に組み付けられるリップシール部材本体と、前記リップ
シール部材本体の外周側に一体成形されるとともに前記静止部材の端面と対向するよう配
置される外向きフランジ部と、前記外向きフランジ部の外周側に一体成形されるとともに
前記静止部材の外周側に配置される筒状の外周筒部とを備え、前記シールフランジ部材は
、前記端面リップが摺動可能に接触するシールフランジ部材本体と、前記シールフランジ
部材本体の外周側に一体成形されるとともに前記リップシール部材における外周筒部の更
に外周側に非接触で配置される外周側筒状部とを備え、前記リップシール部材における外
周筒部と前記シールフランジ部材における外周側筒状部との間に、所定の軸方向長さを備
える非接触式のラビリンスシールを設け、前記シールフランジ部材における前記シールフ
ランジ部材本体および前記外周側筒状部間の屈曲部外面に、当該シールフランジ部材を複
数積み重ねたときに隣りのシールフランジ部材における外周側筒状部の先端が係合する段
差形状が設けられている。
【０００７】
　上記構成の密封装置では、端面リップの摺動による接触式のシール部が設定され、その
外周側（機外側）に、リップシール部材における外周筒部とシールフランジ部材における
外周側筒状部との組み合わせによる非接触式のラビリンスシールが設定される。リップシ
ール部材における外周筒部およびシールフランジ部材における外周側筒状部は共に筒状で
、両者間に形成される間隙の開口が径方向外方ではなく軸方向一方を向くため、泥水等の
外部異物が侵入しにくい。また、両者間に形成される間隙の軸方向長さを任意に設定でき
るため、ラビリンスシールをその間隙長さが長いものとして設定することができ、これに
よりラビリンスシールによるシール性を向上させることができる。したがって、端面リッ
プの数を増加させるものでないため低トルクの要求に応えることができ、しかも接触式の
シール部および非接触式のラビリンスシールの組み合わせにより優れたシール性を発揮す
る密封装置を提供することができる。
【０００８】
　回転部材に取り付けられるシールフランジ部材は、ステンレス鋼板をもってシールフラ
ンジ部材本体および外周側筒状部を一体成形することにしても良い。端面リップがシール
フランジ部材ではなく回転部材に直接摺動可能に接触する場合、回転部材は軸受鋼をもっ
て製作されることが多いので、回転部材に泥水や塩水の影響による錆が発生しやすく、端
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面リップの接触が不安定となって漏れに至ることが懸念される。これに対しシールフラン
ジ部材がステンレス鋼板よりなるものであれば錆が発生しにくいので、端面リップの接触
を安定化することが可能とされる。
【０００９】
　上記したように本発明では、リップシール部材における外周筒部およびシールフランジ
部材における外周側筒状部の組み合わせにより非接触式のラビリンスシールを設定するが
、これに加えて、リップシール部材における外向きフランジ部に、シールフランジ部材本
体に対し非接触で対向するラビリンスリップを設けることにより、非接触式のラビリンス
シールによるシール効果を一層向上させることが可能とされる。また、ラビリンスリップ
の外周面を円周方向に伝って泥水などが流れ落ちることにより、シール効果を向上させる
こともできる。
【００１０】
　非回転の静止部材にリップシール部材を取り付けるとき、リップシール部材における外
周筒部は静止部材の外周面に組み付けられるが、外周筒部が芯金を有さずゴム状弾性体の
みよりなる場合、組付け時に外周筒部が変形して、めくれ等が発生することが懸念される
。
本発明の密封装置の一態様は、ゴム状弾性体よりなる外周筒部の先端部内周面に組付け時
の変形を抑制する面取り形状を設けている。これによれば面取り形状により外周筒部の先
端部の内径寸法が実質拡大するため、組付け時に外周筒部が変形するのを抑制することが
可能とされる。
【００１１】
　密封装置を多数製作してストックしたり搬送したりする場合、複数のシールフランジ部
材を一定の向きとして同芯状に積み重ねることが行なわれる。この場合、複数のシールフ
ランジ部材を互いに位置決めする構造を設けておけば、複数積み重ねられたシールフラン
ジ部材が荷崩れを起こすことがない。したがってシールフランジ部材に互いの位置決め構
造を設けるのが好適であり、本発明の密封装置の別の一態様は、シールフランジ部材にお
けるシールフランジ部材本体および外周側筒状部間の屈曲部外面に、当該シールフランジ
部材を複数積み重ねたときに隣りのシールフランジ部材における外周側筒状部の先端が係
合する段差形状が設けられている。この段差形状に対しては、隣りのシールフランジ部材
における外周側筒状部の先端が係合することになり、これにより荷崩れの発生を抑制する
ことが可能とされる。
【００１２】
　本発明の密封装置は例えば、自動車等車両用のハブベアリングシールとして用いられ、
またはその他のベアリングシールとして用いられる。したがってこれらの技術分野の密封
装置において、本発明による効果を実現し獲得することができる。
【発明の効果】
【００１３】
　本発明によれば上記構成により、低トルクの要求に応えつつ、かつシール性、特に泥水
シール性を向上させることができる。
【図面の簡単な説明】
【００１４】
【図１】本発明の実施例に係る密封装置の要部断面図
【図２】同密封装置におけるシールフランジ部材を複数重ねた状態の説明図
【図３】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】
【００１５】
　つぎに本発明の実施例を図面にしたがって説明する。
【００１６】
　図１は、本発明の実施例に係る密封装置１の要部断面を示している。
　当該実施例に係る密封装置１は、自動車用車輪懸架装置におけるベアリング部にハブベ
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アリングシール（ハブシール）として用いられものであって、ベアリング外部（機外）Ｏ
の水、泥水、塩水、ダスト、ブレーキフルードまたは油等の外部異物（外乱要因）がベア
リング内部（機内）Ｉへ侵入するのを抑制するとともに、ベアリング内部Ｉの潤滑グリー
スがベアリング外部Ｏへ漏洩するのを抑制する。
【００１７】
　密封装置１は、非回転の静止部材（ベアリング外輪など）６１に取り付けられるリップ
シール部材１１と、回転部材（回転軸など）７１に取り付けられるシールフランジ部材２
１との組み合わせにより構成されている。
【００１８】
　リップシール部材１１は、シールフランジ部材２１の端面部２２ｃに摺動可能に接触す
る端面リップ１９を有するとともに静止部材６１の内周側に組み付けられるリップシール
部材本体（リップシール内周部）１２と、このリップシール部材本体１２の外周側に一体
成形されるとともに静止部材６１の端面６１ａと対向するよう配置される外向きフランジ
部（リップシール端面部）１３と、外向きフランジ部１３の更に外周側に一体成形される
とともに静止部材６１の外周側に配置される筒状の外周筒部（リップシール外周部）１４
とを一体に備えている。
【００１９】
　また、リップシール部材１１は、その構成部品として、金属環（芯金）１５と、この金
属環に被着（架橋接着）されたゴム状弾性体１６とを備えている。
【００２０】
　金属環１５は、静止部材６１の内周面６１ｂに嵌合される筒状部１５ａを備え、この筒
状部１５ａの軸方向一方の端部に反転部１５ｂおよび内周筒部１５ｃを介して径方向内向
きのフランジ部１５ｄが一体成形されるとともに、筒状部１５ａの軸方向他方の端部に径
方向外向きのフランジ部１５ｅが一体成形されている。
【００２１】
　ゴム状弾性体１６は、金属環１５の筒状部１５ａ、反転部１５ｂ、内周筒部１５ｃおよ
び内向きフランジ部１５ｄに対し被着された内周被着部１７と、金属環１５の外向きフラ
ンジ部１５ｅに被着された端面被着部１８と、上記外周筒部１４とを一体に備え、内周被
着部１７に端面リップ１９が２本一体成形されるとともにグリースリップ２０が一体成形
されている。
【００２２】
　一方、シールフランジ部材２１は、１つの金属環部材よりなり、すなわち回転部材７１
の外周面７１ａに嵌合される筒状部２２ａと、回転部材７１のアール面７１ｂに沿って配
置される断面円弧形のアール部２２ｂと、回転部材７１の端面７１ｃに沿って配置される
端面部２２ｃとよりなるシールフランジ部材本体２２を備え、このシールフランジ部材本
体２２の外周端部から軸方向一方へ向けて、リップシール部材１１における外周筒部１４
の更に外周側に非接触で配置される外周側筒状部２３が一体成形されている。シールフラ
ンジ部材２１は、ステンレス鋼（ＳＵＳ）板によって成形されている。
【００２３】
　リップシール部材１１における外周筒部１４とその外周側に非接触で配置されるシール
フランジ部材２１における外周側筒状部２３は、これらの間に、所定の軸方向長さを備え
る非接触式のラビリンスシール３１を設定している。
【００２４】
　リップシール部材１１における外向きフランジ部１３には、シールフランジ部材本体２
２に対し非接触で対向するラビリンスリップ３２が設けられている。
【００２５】
　リップシール部材１１における外周筒部１４は、金属環１５を内蔵せずにゴム状弾性体
１６のみによって成形されており、この外周筒部１４の先端部内周面に、組付け時の変形
を抑制する面取り形状３３が設けられている。
【００２６】
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　また、シールフランジ部材２１におけるシールフランジ部材本体２２および外周側筒状
部２３間の屈曲部２４外面に、当該シールフランジ部材２１を複数積み重ねたときに隣り
のシールフランジ部材２１における外周側筒状部２３の先端２３ａが係合する段差形状３
４が設けられている。
【００２７】
　上記構成を備える密封装置１においては、端面リップ１９の摺動による接触式のシール
部が設定され、その外周側（機外Ｏ側）に、リップシール部材１１における外周筒部１４
とシールフランジ部材２１における外周側筒状部２３との組み合わせによる非接触式のラ
ビリンスシール３１が設定されている。リップシール部材１１における外周筒部１４およ
びシールフランジ部材２１における外周側筒状部２３は共に筒状であって、両者１４，２
３間に形成される間隙は径方向外方ではなく軸方向一方へ向けて開口するため、機外Ｏ側
から泥水等の外部異物が侵入しにくいものである。また、両者１４，２３間に形成される
間隙はその軸方向長さを任意の大きさに設定できるため、ラビリンスシール３１はその間
隙長さが長いものとして設定されている。したがってこのような構造のラビリンスシール
３１が端面リップ１９による接触式のシール部の外周側に配置されているため、当該密封
装置１によれば優れたシール性を発揮することができる。また当該密封装置１は、端面リ
ップ１９の数を従来対比で増加させるものでないため、低トルク化の要求に応えることが
できる。したがって本発明所期の目的どおり、摺動部低トルクの要求に応えることができ
、しかも接触式のシール部および非接触式のラビリンスシールの組み合わせにより優れた
シール性を発揮する密封装置を提供することができる。
【００２８】
　また、シールフランジ部材２１がステンレス鋼板によって成形されているため、その材
質特性上、錆が発生しにくい。したがって、端面リップ１９が接触する相手方に錆が発生
して端面リップ１９の接触状態が不安定となるのを防止することができる。
【００２９】
　また、上記ラビリンスシール３１の機内側に位置してラビリンスリップ３２が設けられ
ているため、非接触式のラビリンスシールによるシール効果が拡大されている。
【００３０】
　また、ラビリンスリップ３２が設けられていなければ、ラビリンスシール３１を通過し
た泥水等は直接、端面リップ１９に達するところ、ラビリンスリップ３２が設けられてい
るため、ラビリンスシール３１を通過した泥水等をこのラビリンスリップ３２が受け止め
る。泥水などはラビリンスリップ３２の外周面を円周方向に伝って下方へ流れ落ちる。し
たがってこのようなラビリンスリップ３２の受け止め作用によってもシール効果を向上さ
せることができる。
【００３１】
　また、ゴム状弾性体よりなる外周筒部１４の先端部内周面に組付け時の変形を抑制する
面取り形状３３が設けられているため、外周筒部１４が変形して、めくれ等が発生するの
を防止することができる。
【００３２】
　更にまた、シールフランジ部材本体２２および外周側筒状部２３間の屈曲部２４外面に
段差形状３４が設けられているため、図２に示すように、シールフランジ部材２１を複数
積み重ねる際、この段差形状３４に対し、上方のシールフランジ部材２１における外周側
筒状部２３の先端２３ａが係合し、シールフランジ部材２１同士が位置決めされる。した
がって荷崩れ状態が発生するのを防止することができる。
【符号の説明】
【００３３】
　１　密封装置（ハブベアリングシール）
　１１　リップシール部材
　１２　リップシール部材本体
　１３　外向きフランジ部
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　１４　外周筒部
　１５　金属環
　１５ａ，２２ａ　筒状部
　１５ｂ　反転部
　１５ｃ　内周筒部
　１５ｄ，１５ｅ　フランジ部
　１６　ゴム状弾性体
　１７　内周被着部
　１８　端面被着部
　１９　端面リップ
　２０　グリースリップ
　２１　シールフランジ部材
　２２　シールフランジ部材本体
　２２ｂ　アール部
　２２ｃ　端面部
　２３　外周側筒状部
　２３ａ　先端
　２４　屈曲部
　３１　ラビリンスシール
　３２　ラビリンスリップ
　３３　面取り形状
　３４　段差形状
　６１　静止部材
　７１　回転部材
　Ｏ　機外
　Ｉ　機内
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