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(57)【要約】
　本発明は要するに、転がり軸受、特にホイール軸受を
、第１の軸受部材（３０，３２）と第２の軸受部材（３
１）との間においてシールするシールアセンブリに関し
、両軸受部材（３０，３１，３２）は、互いに相対的に
回動可能であり、かつ共通の回動軸線に対して、軸線方
向の中間室（６１）及び半径方向の中間室（６０）を形
成し、シールアセンブリは、当接部材（１４，２４）で
あって、固定用の、好ましくは中空円筒状の固定部分（
３７，４０）、及び第２の軸受部材（３１）に当接部材
（１４，２４）を位置決めする環状の当接部分（４１，
４３）を備える当接部材（１４，２４）と、第１の軸線
方向のシールリップ（１７，２９）及び／又は半径方向
のシールリップ（１９，３６）を形成する弾性的な部材
（１３，２３）を備えた、第１の軸受部材（３０，３２
）に固定可能な支持体（３９，４５）とを有する。本発
明に係る教示は、如何に寿命及びシール性を廉価に高め
るかを示している。当接部材は、第２の軸受部材（３１
）の半径方向に延在する部材と共に第１の溜まり溝（１
２，２２）を形成するように設けられていて、当接部材
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　転がり軸受、特にホイール軸受を、第１の軸受部材（３０，３２）と第２の軸受部材（
３１）との間においてシールするシールアセンブリであって、前記両軸受部材（３０，３
１，３２）は、互いに相対的に回動可能であり、共通の回動軸線に対して、軸線方向の中
間室（６１）及び半径方向の中間室（６０）を形成し、前記シールアセンブリは、
　－当接部材（１４，２４）であって、固定用の、好ましくは中空円筒状の固定部分（３
７，４０）、及び前記第２の軸受部材（３１）に前記当接部材（１４，２４）を位置決め
する環状の当接部分（４１，４３）を備える当接部材（１４，２４）と、
　－第１の軸線方向のシールリップ（１７，２９）及び／又は半径方向のシールリップ（
１９，３６）を形成する弾性的な部材（１３，２３）を備える、前記第１の軸受部材（３
０，３２）に固定可能な支持体（３９，４５）と、
　を有するシールアセンブリにおいて、
　前記当接部材（１４，２４）は、第２の軸受部材（３１）の半径方向に延在する部分と
共に第１の受け溝（１２，２２）を形成するように設けられていて、前記当接部材（１４
，２４）の端部分（３４，４４）が、前記第１の受け溝（１２，２２）に通じる開口（５
０，５１）を部分的に画成することを特徴とする、シールアセンブリ。
【請求項２】
　前記第１の受け溝（１２，２２）を形成する、前記当接部材（１４，２４）の少なくと
も一部分は、ラビリンスシールの一部を形成する、請求項１記載のシールアセンブリ。
【請求項３】
　前記当接部材（１４，２４）の固定部分（３７，４０）が、好ましくは円錐状に形成さ
れている接続部分（１８，３８）により、前記当接部材（１４，２４）の当接部分（４１
，４３）に接続されている、請求項１又は２記載のシールアセンブリ。
【請求項４】
　前記当接部材（１４）は、前記第１の軸受部材（３０）を半径方向で取り囲み、該第１
の軸受部材（３０）は部分的にラビリンスシールを形成するように設けられている、請求
項１から３までのいずれか１項記載のシールアセンブリ。
【請求項５】
　前記第１の軸受部材（３０）に固定可能なカバー部材（１０）が、前記端部分（４４）
と共に前記開口（５０，５１）を形成する、請求項１から３までのいずれか１項記載のシ
ールアセンブリ。
【請求項６】
　前記開口（５１）は、前記弾性的な部材（２３）の突設部（２６）によって部分的に画
成される、請求項１から３までのいずれか１項記載のシールアセンブリ。
【請求項７】
　前記弾性的な部材（２３）にシールリング（２５）が一体成形されていて、前記シール
リング（２５）は、前記支持体（３９）の固定部分（４８）の非摺動シールを形成する、
請求項６記載のシールアセンブリ。
【請求項８】
　前記弾性的な部材（２３）は、前記第１の受け溝（６１）を形成する、前記当接部材（
２２）の少なくとも一部分と共に、ラビリンス形のシールを少なくとも部分的に形成する
、請求項６又は７記載のシールアセンブリ。
【請求項９】
　前記弾性的な部材（２３）は、前記第１の受け溝（６１）に対して半径方向内側に配置
されている第２の受け溝（２７）を形成する、請求項６から８までのいずれか１項記載の
シールアセンブリ。
【請求項１０】
　前記突設部（２６）は前記第２の受け溝（２７）を部分的に半径方向において覆う、請
求項９記載のシールアセンブリ。
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【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、転がり軸受、特にホイール軸受を、第１の軸受部材と第２の軸受部材との間
においてシールするシールアセンブリであって、両軸受部材は、互いに相対的に回動可能
でありかつ共通の回動軸線に対して軸線方向の中間室も半径方向の中間室も形成し、この
構成においてシールアセンブリは、
　当接部材であって、当接部材は固定用の、好ましくは中空円筒状の固定部分と、第２の
軸受部材における当該当接部材の位置決め用の環状の当接部分とを備える当接部材と、
　第１の軸線方向のシールリップ及び／又は半径方向のシールリップを形成する弾性的な
部材を備えた、第１の軸受部材に固定可能な支持体と、を有するシールアセンブリに関す
る。
【０００２】
　先行技術
　発明の背景
　軸線方向及び半径方向のシールリップの摺動シールコンタクトを備えたシールアセンブ
リは、典型的には転がり軸受をシールするために使用される。この構成において、シール
したい２つの軸受部材は、半径方向においても軸線方向においても向かい合っていること
がある。このような状況は、機械構造における多くの個所、例えば工作機械において軸又
は乗用車又はトラック用のホイール軸受においても生じる。
【０００３】
　特開２００３５６５７７号公報に記載の構成は、第１の軸受部材である外輪が、第２の
軸受部材であるホイールフランジに対してシールされるようになっているホイール軸受で
ある。さらに軸線方向においても半径方向においても、ホイールハブ若しくはホイールフ
ランジに当接していて、軸線方向のシールリップ及び半径方向のシールリップの摺動シー
ルコンタクトに設けられている当接金属薄板が設けられる。この構成において、シールリ
ップは、外輪の半径方向内面に固定されている支持体によって支持される。
【０００４】
　先行技術のシールアセンブリは、外部からの環境影響がシールリップに直接的に作用す
ることがあるという点で不都合である。この構成において、シールリップの材料（大抵、
エラストマ）は極めて迅速に摩耗する。例えば砂及び水といった異物が運び込まれる場合
、シールリップをすり減らし、対向面に溝を形成し、ひいてはシールリップの予圧を減じ
る研磨作用がもたらされる。
【０００５】
　目的設定
　本発明の要約
　したがって本発明の目的は、シールリップに基づくシールアセンブリの寿命及びシール
性能を、従来のシールアセンブリの公知の特性を失うことなく、高めることができる廉価
な手段を提供することである。
【０００６】
　上記目的は、冒頭で述べた形式のシールアセンブリにより、第２の軸受部材の半径方向
に延びている部分と共に第１の受け溝（Fangrinne）を形成するために当接部材が設けら
れていることにより達成される。この構成において、当接部材の端部分が、第１の受け溝
に通じる開口を部分的に画成する。
【０００７】
　開口は、遠心工程においても水排出時においても、何かしらの異粒子又は水自体をシー
ルアセンブリに侵入させない、ということを保証するために第１の受け溝に通じる。この
理由から開口は、ほぼ軸線方向に配向されていて、第２の軸受部材、例えばホイールフラ
ンジに対しても軸線方向に相対している。半径方向において開口の接続部は、水及び汚染
粒子を受け溝に収容でき、周方向に導出することができる程度に、受け溝の底部から離さ
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れている。
【０００８】
　開口はラビリンスシールの始端であり、このラビリンスシールは、非接触プレシールと
して構成されていて、ラビリンスシールの下流に続くシールリップを周辺の影響から保護
する。したがってラビリンスシールは、開口から第１の摺動シールコンタクトまで延び、
シールアセンブリの種々異なる構成部材によって、とりわけ当接部材により形成される。
【０００９】
　互いに相対的に回動可能な２つの軸受部材は、例えば固定型の外輪及び回動可能な内側
にあるホイールハブであってよいか、又はホイールハブとして設けられているジャーナル
に支承されている外輪であってよい。２つの事例の場合、軸受部材の間に、半径方向及び
軸線方向の中間室が形成される。
【００１０】
　好ましくは、当接部材は、固定用の中空円筒状の固定部分と、第２の軸受部材における
当接部材の位置決め用の環状の当接部分とを有する。したがって当接部材は、すなわち中
空円筒状の固定部分でもって、半径方向に延びる第２の軸受部材の一部分に衝突若しくは
当接するまで、第２の軸受部材に装着されることにより、比較的簡単に組み付け可能にな
る。固定部分は、軸線方向の位置が後々もはや変わらないように、プレス嵌めによって取
り付けられるようになっている。この軸線方向の位置の変化は、当接部分がもはや第２の
軸受部材に当接しておらず、ひいては汚染粒子が固定部分まで進出し得るので、不都合で
あるので、当接部材の固定部分の下側のさびによる腐食は、蓋然性が高いものとなってし
まう。
【００１１】
　第１の軸受部材に固定可能な支持体は、第１の軸線方向のシールリップ及び／又は半径
方向のシールリップを形成する弾性的な部材を支持する。半径方向及び／又は少なくとも
軸線方向のシールリップは当接部材に当接していて、そこで夫々摺動シールコンタクトを
形成する。この構成において好ましくは、当接部材は、シールコンタクト部においても、
例えばさびない材料といった、安定性の高い材料と見なされる材料から成っていてよい。
択一的には、半径方向のシールリップの代わりに、第２の軸線方向のシールリップが設け
られていてもよい。
【００１２】
　第１の受け溝は、第２の軸受部材の半径方向に延びる部分、及び当接部材の半径方向外
側にある部分によって形成される。さらに、外側にある部分は、円筒状の区分を有するこ
とができ、この区分に続く端部分を有することができる。この構成において、端部分は、
端部分によって画成されている開口に水が侵入しないように、実質的に半径方向に延在し
ているようになっている。
【００１３】
　好ましくは、第１の受け溝を形成する当接部材の少なくとも一部分は、ラビリンスシー
ルを形成する。当接部材の外側に位置する端部分は、上述の一部分ではあるが、ラビリン
スシールを形成する唯一の部分であり続ける必要はない。したがって材料節約型の二重機
能が当接部材において達成される。
【００１４】
　別の有利な構成において、当接部材の固定部分は、好ましくは円錐状に形成された接続
部分により、当接部材の当接部分に接続されている。この構成において、接続部分は、場
合によっては好適な種々異なる形状を有することができる。いずれにしても、第２の軸受
部材の形状を湾曲させて複製する必要があるので、接続部分の当接は好ましくはない。こ
の場合に、円錐形状は好適である。シールアセンブリ、例えばシールリップの他の当接面
のために多くの空間を確保したい場合、接続部分の丸味を帯びた形状が提供される。第２
の軸受部材に対する当接部材のシール性を高めることができるように、接続部分と、第２
の軸受部材との間の中間室はシール質量体によって充填されていてよく、これによりこの
個所において、転がり軸受内への湿気の侵入が防がれる。
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【００１５】
　さらに別の有利な構成において、第１の軸受部材を半径方向で取り囲むために当接部材
が設けられている。この構成において、第１の軸受部材は、部分的にラビリンスシールを
形成する。したがって第１の軸受部材は同様にシールに対する貢献に寄与し、したがって
材料を節約することができる。さらに特に小さな軸線方向の中間室を備えた転がり軸受に
おける上記構成は有利である。
【００１６】
　さらに別の有利な構成において、第１の軸受部材に固定可能なカバー部分は、当接部材
の端部分と共に開口を形成する。この開口の半径方向の寸法が、水及び汚染物の侵入を回
避するために可能な限り小さいことが理想的である。この構成において、例えば環状ギャ
ップの形式における開口の環形状は、製造時にもたらされる手間が最も小さいので有利で
ある。
【００１７】
　さらに別の有利な構成において、開口の一部は、弾性的な部材の突設部によって画成さ
れ、他の部分は当接部材の端部分によって画成される。突設部及び端部分の両方が一緒に
なって開口を形成する。したがって構成部品減少という利点がもたらされる。カセットシ
ール（Kassettendichtung）に類似して、当接部材及びシールリングを備えた２つの部材
から成るシールアセンブリが実現可能である。その理由は、開口若しくはラビリンス部を
形成するために、第１の軸受部材の外面にカバー金属薄板は不要であるからである。その
代わりに、例えばエラストマといった弾性的な部材が上記機能を担う。
【００１８】
　さらに別の有利な構成において、弾性的な部材にシールリングが一体成形されている。
この構成において、シールリングは、支持体の固定部分の非摺動シールを形成する。極め
て簡単な構成において、シールリングは、例えばＯリングとして構成されていてよい。こ
のＯリングは、別体の部材として構成されていてよいか、又は素材結合により弾性的な部
材に結合されていてよい。
【００１９】
　弾性的な部材に設けられているシールリングは、支持体の固定部分及び第１の軸受部材
が互いに相対的に回転しないので、いわゆる静的なシールを形成する。この構成は、シー
ルリングが第１の軸受部材及び固定部分と共に回動可能であることを排除しない。このこ
とは、例えば特に商用車における使用にも、乗用車における使用にも当てはまることであ
り、これらの使用においては、第１の軸受部材は、ホイールハブの回動可能な外輪によっ
て形成される。
【００２０】
　さらに別の有利な構成において、弾性的な部材は、第１の受け溝を形成する、当接部材
の少なくとも一部分と共に、ラビリンスシールを少なくとも部分的に形成する。このラビ
リンスシールは、シールギャップが何度も自身の延在方向を変える非接触シールである。
換言すると、ラビリンスシールは、互いに接続されている、種々異なる方向に配向されて
いる複数のギャップから成っている。弾性的な部材の形状及び当接部材の形状は互いに調
整されて、ラビリンスシールが、例えば受け溝といった、場合によっては種々異なる受け
エレメントでもって形成される。
【００２１】
　好ましくは、弾性的な部材は、第１の受け溝に対して半径方向内側に配置されている第
２の受け溝を形成する。ラビリンスシール内に入り込んだ汚染物又は水は、第２の受け溝
に溜めることができ、これと同時に受け溝における周方向の導出により、ラビリンスシー
ルは、第２の受け溝の上流側に位置する環状のギャップを抜け、かつ後続の開口を抜けて
ラビリンスシールを再び離れることができる点で有利である。第１の受け溝を部分的に形
成する当接部材が、均一な上記環状のギャップも部分的に形成し、第２の受け溝を、場合
によっては半径方向において覆う、という事実も有利である。
【００２２】
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　好ましくは、突設部は第２の受け溝を部分的に半径方向において覆う。突設部は、実質
的に軸線方向に形成されているので、環状のギャップ又は第２の受け溝を半径方向におい
て覆うことが保証されている。同様に、突設部が符号３４の端部分も部分的に又は完全に
半径方向に覆うと有利である。したがって、開口が実質的に軸線方向に方向付けられてい
ることが保証されている。
【００２３】
　好ましくは、突設部は、入り込んできた水がラビリンスシールを簡単に再び離れること
ができるように、円錐状又は類似に成形された内面を、環状のギャップの半径方向外側に
配置されている端部に有する。
【００２４】
　同様に、水が上記突設部において下方に滴ることができるか、若しくは上方からシール
アセンブリに落ちる水を、第１の受け溝から離間させておくことできるように、突設部は
、シールアセンブリの最も離れて半径方向外側にある部分を形成することもできる。
【００２５】
　本発明のさらに別の有利な構成及び有利な改良形は、図面の記載及び／又は従属請求項
から明かである。
【図面の簡単な説明】
【００２６】
【図１】カバー部材を備える、３つの部分から成るシールアセンブリを示す図である。
【図２】多機能を有する弾性的な部材を備える、２つの部分から成るシールアセンブリを
示す図である。
【００２７】
　以下に、本発明を、図面に示した実施の形態に基づいて詳細に記載しかつ説明する。
【００２８】
　実施の形態
　図面の説明
　図１に、カバー部材１０を備えた３つの部分から成るシールアセンブリを示す。このシ
ールアセンブリはラビリンスシールとして構成されていて、当接部材１４、第１の軸受部
材３０及びカバー部材１０によって形成される、摩擦のないプレシールを有する。この実
施の形態において、カバー部材１０は、冷間成形された金属薄板として構成されていて、
中空円筒状の区分５２の端部に、環状の開口５０が配置されている。この環状の開口５０
は、当接部材１４の第１の受け溝１２に通じている。択一的には、カバー部材１０はプラ
スチックから成っていてもよいか、又は旋削部材として切削加工されていてよい。カバー
部材１０はさらに固定部分４７を有する。カバー部材１０は、プレス嵌めにより、外輪と
して構成されている第１の軸受部材３０の外面に固定されている。
【００２９】
　外輪は、例えばホイールハブ３０の少なくとも一部分を形成するので、カバー部材１０
は、一種の遠心金属薄板（Schleuderblech）になる。この遠心金属薄板から、回動運転中
に水が半径方向に離れ、開口５０から遠ざけられる。第１の固定型の受け溝１２に到達す
る水及び汚染粒子は周方向に案内され、重力に基づき地表に向かって鉛直方向で滴下する
。
【００３０】
　さらに第１の受け溝１２は、軸線方向の中間室６１を覆う。この中間室６１は、従来の
シールアセンブリに比べて、水及び粒子に対するプレシールに基づき接近しづらくなった
。
【００３１】
　軸線方向の中間室６１には、第２の軸受部材３１と一緒になって水密に閉鎖している当
接部分４１の少なくとも一部分が設けられてもいる。第２の軸受部材３１は、この実施の
形態においては固定型のジャーナルとして形成されている。
【００３２】
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　円錐状の接続部分１８は、当接部分４１を中空円筒状の固定部分４０に接続する。この
固定部分４０は、プレス嵌めにより、特にその軸線方向位置において位置固定されていて
、当接部分４１の水密な当接は危険にさらされない。さらに接続部分１８は、軸線方向の
シールリップ１６，１７と共に、２つの摺動シールコンタクトを形成する。これらのシー
ルコンタクト部は、ホイール軸受の転動室を保護する。全てのシールリップ１６，１７，
１９は、弾性的な部材１３に形成されていて、達成したいシール作用に関連して、夫々単
独で、又は各任意の互いの組合せにおいて使用可能である。使用されるシールリップが少
なければ、それだけ一層、シールアセンブリの摩擦係数は小さい。
【００３３】
　支持体４５は、弾性的な部材１３の係止部４６により、第１の軸受部材３０の内側溝に
係止されている。択一的には支持体４５自体は、円筒形のプレス嵌め部により、第１の軸
受部材３０の内面に固定されていてよい。支持体４５及び弾性的な部材１３は、簡単に第
１の軸受部材３０内に圧入可能であるシールリング１１を一緒に形成する。係止部４６の
外側半径は、確かに第１の軸受部材３０の内側半径よりも大きいが、圧入は、係止部４６
の弾性的な特性に基づき簡単に可能である。
【００３４】
　半径方向外側にある軸線方向のシールリップ１６は、第１の受け溝１５を形成する。水
及び汚染粒子は、第１の受け溝１５を、重力により再び離れることもある。このことは、
カバー部材１０及び当接部材１４の中空円筒状の区分５２が、内側で少なくとも少しだけ
円錐状に形成されることにより助成することができるので、簡単な排出が可能である。
【００３５】
　図２に、多機能を有する弾性的な部材２３を備えた２つの部分から成るシールアセンブ
リを示す。弾性的な部材２３は、図１に示したカバー部材１０の機能を担う。この理由か
ら、弾性的な部材２３の支持体３９が、プレス嵌めにより第１の軸受部材３２の外面に固
定されている。支持体３９の固定部分４８の下側のさびによる腐食を回避するために、い
わゆる静的なシールが、一体成形されている非摺動シール２５により形成される。この実
施の形態において、このシール２５はほぼ環形状を有し、半径方向に又は第１の軸受部材
３２の外側溝に当接する。
【００３６】
　シールアセンブリを乗用車（ＰＫＷ）において使用したい場合、第１の軸受部材３２は
固定型の外輪に相当するので、非摺動シール２５は、固定型のシールでもある。したがっ
て第２の軸受部材３１が、ホイールフランジにより形成される半径方向に延在する部分を
備えたホイールハブである。
【００３７】
　カバー部材２４は、図１の軸受部材４１と同様に第２の軸受部材３１に固定されている
。この実施の形態においてとりわけ、カバー部材２４は運転中の回転のために設けられて
いる。したがって端部分３４に遠心作用がもたらされ、この遠心効果は、汚染物及び水が
開口５１内に侵入しない、ということをもたらす。好ましくは、端部分３４は掻取りエッ
ジ（Abrisskante）を有していて、この掻取りエッジは、場合によっては端部分３４にお
ける軽度の傾斜部により実現される。
【００３８】
　開口５１が軸線方向でホイールフランジに向かって配向されていることにより、好まし
くは、半径方向に流れる水がラビリンスシール内に侵入することを回避することができる
。好ましくは突設部２６は、シールアセンブリの最大外側半径を有するように成形されて
いる。したがって汚染水は、最大外側半径において下方に滴下することができる。さらに
突設部は、環状のギャップも覆う。この環状のギャップは、第２の受け溝２７に通じる。
ギャップの環形状は、侵入してきた汚染物若しくは水がラビリンスシールを、開口５１を
通って簡単に再度離れることができる、ということを保証する。第２の受け溝２７は、軸
線方向の非接触シールリップにより形成することができる。このシールリップの端部は、
半径方向外側に方向付けられていて、第１の受け溝２２の半径方向内側にある底部と一緒
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に、第２の環状の貫通開口の形式のラビリンスシールの他のシールエレメントを形成する
。
【００３９】
　弾性的な部材２３が多くの機能を担うことができるように、弾性的な部材２３は、固定
部分４８の軸線方向の端部から、半径方向内側にある、支持体３９の端部にまで延びてい
る。弾性的な部材２３は、支持体３９を半径方向外側に覆い、軸線方向で当接部材４３と
支持体３９との間に配置されている。択一的には各機能は、別個に加工される弾性的な部
材によって実施することもできるが、このことは比較的大きな製造の手間に繋がる。
【００４０】
　シールアセンブリは、軸線方向のシールリップ２９と、半径方向のシールリップ３６と
を有する。これらのシールリップ２９，３６は当接部材２４と一緒になって、若しくはシ
ールリップ２９，３６は夫々、接続部分３８と固定部分３７と共に、摺動シールコンタク
トを形成する。
【００４１】
　図２に示したシールアセンブリは、第１の軸受部材３２と第２の軸受部材３１との間に
位置する半径方向の中間室６０の外側に設けられている。好ましくは、第１の軸受部材３
２に、シールアセンブリの挿入を許容する措置を少し施すこともできる。単に１つの外側
溝だけが、非摺動シール２５にとって有利であるが、絶対ではない。さらに２つの部分か
ら構成されていることに基づき、別個のカバー部材は省かれるので、シールアセンブリの
組込み時には利点が発生する。
【００４２】
　弾性的な部材２３及び支持体３９を有するシールリング２１は、シールリングの通常の
機能の他に、ラビリンスシールの形式のプレシールを少なくとも部分的に形成し、かつ第
１の軸受部材３２に対する外側の静的なシールをもたらすという役割をさらに担う。ちょ
うど支持体３９のように、好ましくは金属薄板から製造されている当接部材２４も、当接
金属薄板の既に公知の機能を超えるシール性のために他の機能も担う。この場合、当接金
属薄板は、第１の受け溝２２を軸線方向の中間室６１に形成する。
【００４３】
　両図面の実施の形態は、回動する第１の軸受部材３０，３２にも、固定型の第１の軸受
部材３０，３２にも使用可能であり、つまり、本発明に係るシールアセンブリは、同様に
トラック用のホイール軸受にも、乗用車用のホイール軸受にも、各ホイール軸受が外側回
動型又は内側回動型に設計されているかにかかわらず使用することができる。
【００４４】
　要するに、本発明は、第１の軸受部材と第２の軸受部材との間における転がり軸受、特
にホイール軸受をシールするシールアセンブリに関する。両軸受部材は、互いに相対的に
回動可能であり、共通の回動軸線に対して軸線方向の中間室も、半径方向の中間室も形成
する。この実施の形態において、シールアセンブリは、以下の部材を有する。つまり、当
接部材であって、固定する、好ましくは中空円筒状の固定部分と、当接部材を第２の軸受
部材に位置固定するための環状の当接部分とを備えた当接部材、並びに第１の軸受部材に
固定可能な、第１の軸線方向のシールリップ及び／又は半径方向のシールリップを形成す
る弾性的な部材を有する支持体を有する。本発明に係る教示は、寿命及びシール性能をい
かに廉価に高めることができるかである。第２の軸受部材の半径方向に延在する部材との
当接部材が、第１の受け溝を形成する、ということを提案する。この実施の形態において
、当接部材の端部分は、第１の受け溝に通じる開口を部分的に画成する。したがって、ラ
ビリンスシールを、付加的な摩擦損失なくシールに寄与するプレシールとして構成するこ
とができる。
【符号の説明】
【００４５】
　１０　カバー部材　　　　　　　　１１　シールリング
　１２　第１の受け溝　　　　　　　１３　弾性的な部材
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　１４　当接部材　　　　　　　　　１５　第２の受け溝
　１６　軸線方向のシールリップ　　１７　軸線方向のシールリップ
　１８　接続部分　　　　　　　　　１９　半径方向のシールリップ
　２１　シールリング　　　　　　　２２　第１の受け溝
　２３　弾性的な部材　　　　　　　２４　カバー部材
　２５　非摺動シール　　　　　　　２６　突設部
　２７　第２の受け溝　　　　　　　２８　半径方向の端部分
　２９　軸線方向のシールリップ　　３０　第１の軸受部材
　３１　第２の軸受部材　　　　　　３２　第１の軸受部材
　３４　端部分　　　　　　　　　　３５　環状の中間部分
　３６　半径方向のシールリップ　　３７　固定部分
　３８　接続部分　　　　　　　　　３９　支持体
　４０　固定部材　　　　　　　　　４１　当接部材
　４３　当接部分　　　　　　　　　４４　端部分
　４５　支持体　　　　　　　　　　４６　係止部
　４７　固定部分　　　　　　　　　４８　固定部分
　５０　開口　　　　　　　　　　　５１　開口
　５２　中空円筒状の区分　　　　　６０　半径方向の中間室
　６１　軸線方向の中間室

【図１】

【図２】
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【要約の続き】
（１４，２４）の端部分（３４，４４）が、第１の溜まり溝（１２，２２）に通じる開口（５０，５１）を部分的に
画成するようになっている。したがって、ラビリンスシールを、付加的な摩擦損失なく、シール性に貢献するプレシ
ールとして構成することが可能である。
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