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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　相対回転する二部材のうちの一方の部材に装着されて他方の部材に摺動自在に密接する
密封装置であって、前記一方の部材に嵌合される金属等剛材製の取付環と、前記取付環に
被着されたゴム状弾性体との組み合わせよりなり、前記ゴム状弾性体によって前記他方の
部材に摺動自在に密接するサイドリップが成形されている密封装置において、
　前記取付環は、前記一方の部材の周面に嵌合される位置に円筒部を有し、
　前記ゴム状弾性体は、前記円筒部の軸方向一方に配置されたゴム段部を有し、
　前記円筒部およびゴム段部は、複数の密封装置を積み重ねたときに一の密封装置におけ
るゴム段部の上にその上方の密封装置における円筒部が載せられる位置関係を有し、かつ
このとき前記一の密封装置におけるサイドリップは前記上方の密封装置に干渉しない寸法
関係を有し、
　前記ゴム段部の軸方向端面に、複数の密封装置を積み重ねたときに密封装置同士を径方
向に位置決めするための凸部または凹部よりなる径方向位置決め部が設けられていること
を特徴とする密封装置。
【請求項２】
　相対回転する二部材のうちの一方の部材に装着されて他方の部材に摺動自在に密接する
密封装置であって、前記一方の部材に嵌合される金属等剛材製の取付環と、前記取付環に
被着されたゴム状弾性体との組み合わせよりなり、前記ゴム状弾性体によって前記他方の
部材に摺動自在に密接するサイドリップが成形されている密封装置において、
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　前記取付環は、前記一方の部材の周面に嵌合される位置に円筒部を有し、
　前記ゴム状弾性体は、前記円筒部の軸方向一方に配置されたゴム段部を有し、
　前記円筒部およびゴム段部は、複数の密封装置を積み重ねたときに一の密封装置におけ
るゴム段部の上にその上方の密封装置における円筒部が載せられる位置関係を有し、かつ
このとき前記一の密封装置におけるサイドリップは前記上方の密封装置に干渉しない寸法
関係を有し、
　前記取付環における円筒部は、前記一方の部材の周面に嵌合される筒状部と、前記筒状
部の軸方向他方の端部から径方向内方へ向けて設けられた反転部と、前記反転部の内周端
部から軸方向一方へ向けて設けられた第二筒状部とを一体に有し、前記第二筒状部の軸方
向一方の端部から径方向内方へ向けて内向きフランジ部が一体成形され、前記円筒部の軸
方向一方に前記ゴム段部が配置されるとともに前記内向きフランジ部の軸方向一方に前記
サイドリップが配置され、
　前記ゴム段部の軸方向端面に、複数の密封装置を積み重ねたときに密封装置同士を径方
向に位置決めするための凸部または凹部よりなる径方向位置決め部が設けられていること
を特徴とする密封装置。
【請求項３】
　相対回転する二部材のうちの一方の部材に装着されて他方の部材に摺動自在に密接する
密封装置であって、前記一方の部材に嵌合される金属等剛材製の取付環と、前記取付環に
被着されたゴム状弾性体との組み合わせよりなり、前記ゴム状弾性体によって前記他方の
部材に摺動自在に密接するサイドリップが成形されている密封装置において、
　前記取付環は、前記一方の部材の周面に嵌合される位置に円筒部を有し、
　前記ゴム状弾性体は、前記円筒部の軸方向一方に配置されたゴム段部を有し、
　前記円筒部およびゴム段部は、複数の密封装置を積み重ねたときに一の密封装置におけ
るゴム段部の上にその上方の密封装置における円筒部が載せられる位置関係を有し、かつ
このとき前記一の密封装置におけるサイドリップは前記上方の密封装置に干渉しない寸法
関係を有し、
　前記取付環における円筒部は、前記一方の部材の周面に嵌合される筒状部と、前記筒状
部の軸方向他方の端部から径方向内方へ向けて設けられた反転部と、前記反転部の内周端
部から軸方向一方へ向けて設けられた第二筒状部とを一体に有し、前記第二筒状部の軸方
向一方の端部から径方向内方へ向けて内向きフランジ部が一体成形され、前記円筒部の軸
方向一方に前記ゴム段部が配置されるとともに前記内向きフランジ部の軸方向一方に前記
サイドリップが配置され、
　前記取付環の円筒部における筒状部の軸方向一方の端部から径方向外方へ向けて外向き
フランジ部が一体成形され、前記外向きフランジ部は装着時、前記一方の部材の軸方向端
面に突き当てられるものであって、前記円筒部および外向きフランジ部の軸方向一方に前
記ゴム段部が配置され、
　前記ゴム段部は装着時、前記他方の部材の軸方向端面に接近配置されて、両者の間にラ
ビリンスシールが設定されることを特徴とする密封装置。
【請求項４】
　相対回転する二部材のうちの一方の部材に装着されて他方の部材に摺動自在に密接する
密封装置であって、前記一方の部材に嵌合される金属等剛材製の取付環と、前記取付環に
被着されたゴム状弾性体との組み合わせよりなり、前記ゴム状弾性体によって前記他方の
部材に摺動自在に密接するサイドリップが成形されている密封装置において、
　前記取付環は、前記一方の部材の周面に嵌合される位置に円筒部を有し、
　前記ゴム状弾性体は、前記円筒部の軸方向一方に配置されたゴム段部を有し、
　前記円筒部およびゴム段部は、複数の密封装置を積み重ねたときに一の密封装置におけ
るゴム段部の上にその上方の密封装置における円筒部が載せられる位置関係を有し、かつ
このとき前記一の密封装置におけるサイドリップは前記上方の密封装置に干渉しない寸法
関係を有し、
　前記取付環における円筒部は、前記一方の部材の周面に嵌合される筒状部と、前記筒状



(3) JP 5170369 B2 2013.3.27

10

20

30

40

50

部の軸方向他方の端部から径方向内方へ向けて設けられた反転部と、前記反転部の内周端
部から軸方向一方へ向けて設けられた第二筒状部とを一体に有し、前記第二筒状部の軸方
向一方の端部から径方向内方へ向けて内向きフランジ部が一体成形され、前記円筒部の軸
方向一方に前記ゴム段部が配置されるとともに前記内向きフランジ部の軸方向一方に前記
サイドリップが配置され、
　前記取付環の円筒部における筒状部の軸方向一方の端部から径方向外方へ向けて外向き
フランジ部が一体成形され、前記外向きフランジ部は装着時、前記一方の部材の軸方向端
面に突き当てられるものであって、前記円筒部および外向きフランジ部の軸方向一方に前
記ゴム段部が配置され、
　前記ゴム段部の軸方向端面に、複数の密封装置を積み重ねたときに密封装置同士を径方
向に位置決めするための凸部よりなる径方向位置決め部が設けられ、
　前記径方向位置決め部は装着時、前記他方の部材の軸方向端面に接近配置されて、両者
の間にラビリンスシールが設定されることを特徴とする密封装置。
【請求項５】
　相対回転する二部材のうちの一方の部材に装着されて他方の部材に摺動自在に密接する
密封装置であって、前記一方の部材に嵌合される金属等剛材製の取付環と、前記取付環に
被着されたゴム状弾性体との組み合わせよりなり、前記ゴム状弾性体によって前記他方の
部材に摺動自在に密接するサイドリップが成形されている密封装置において、
　前記取付環は、前記一方の部材の周面に嵌合される筒状部と、前記筒状部の軸方向一方
の端部から径方向内方へ向けて設けられた内向きフランジ部とを一体に有し、
　前記ゴム状弾性体は、前記取付環の軸方向一方の端面に被着された端面ゴム部を有し、
　前記取付環およびゴム状弾性体は、複数の密封装置を積み重ねたときに一の密封装置に
おける端面ゴム部の上にその上方の密封装置における筒状部の軸方向他方の端部が載せら
れる位置関係を有し、かつこのとき前記一の密封装置におけるサイドリップは前記上方の
密封装置に干渉しない寸法関係を有し、
　前記端面ゴム部の軸方向端面に、複数の密封装置を積み重ねたときに密封装置同士を径
方向に位置決めするための凸部または凹部よりなる径方向位置決め部が設けられているこ
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、密封技術に係る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、
ハブベアリングシールとして自動車関連分野に用いられ、または家電製品、産業機械もし
くは自転車等の各関連分野において用いられる。
【背景技術】
【０００２】
　従来から、図６に示す密封装置５１が知られており、この密封装置５１は、自動車用車
輪懸架装置のベアリング部にハブベアリングシールとして用いられるものであって、ベア
リング外輪６１に嵌合される金属等剛材製の取付環５２と、取付環５２に被着されたゴム
状弾性体５３との組み合わせよりなり、ゴム状弾性体５３によって、ベアリング内輪に相
当するハブ６２の軸方向端面（軸方向端面の内周部に形成された断面円弧状の曲面部を含
む、以下同じ）６２ａに摺動自在に密接するサイドリップ５４が成形されている。
【０００３】
　上記密封装置５１は、上記したようにハブベアリングシールとして用いられ、ベアリン
グ外部の泥水やダスト等の異物がベアリング内部へ侵入しないようこれらをシールするも
のであるが、製品出荷時などにおいて複数の密封装置５１を同軸状に積み重ねたときに一
の密封装置５１におけるサイドリップ５４がその上方の密封装置５１における取付環５２
と干渉する事態が発生し、これにより粘着現象が生じたり、あるいはサイドリップ５４に
予め塗布される潤滑グリースが掻き取られてしまうなどの不都合がある。尚、積み重ね時
におけるサイドリップ５４の干渉を防止するには、取付環５２における外周筒状部５２ａ
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の軸方向長さを大きく設定すれば良いが、実際にはベアリング外輪６１における取付スペ
ースｓが限られていることから、干渉を防止できるほどには軸方向長さを大きく設定する
ことができない。
【０００４】
【特許文献１】特開平９－２８７６１９号公報
【特許文献２】特開２００５－３５１３９２号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　本発明は以上の点に鑑みて、サイドリップを有する密封装置を複数積み重ねたときにサ
イドリップが干渉するのを有効に抑え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】
　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の
うちの一方の部材に装着されて他方の部材に摺動自在に密接する密封装置であって、前記
一方の部材に嵌合される金属等剛材製の取付環と、前記取付環に被着されたゴム状弾性体
との組み合わせよりなり、前記ゴム状弾性体によって前記他方の部材に摺動自在に密接す
るサイドリップが成形されている密封装置において、前記取付環は、前記一方の部材の周
面に嵌合される位置に円筒部を有し、前記ゴム状弾性体は、前記円筒部の軸方向一方に配
置されたゴム段部を有し、前記円筒部およびゴム段部は、複数の密封装置を積み重ねたと
きに一の密封装置におけるゴム段部の上にその上方の密封装置における円筒部が載せられ
る位置関係を有し、かつこのとき前記一の密封装置におけるサイドリップは前記上方の密
封装置に干渉しない寸法関係を有し、前記ゴム段部の軸方向端面に、複数の密封装置を積
み重ねたときに密封装置同士を径方向に位置決めするための凸部または凹部よりなる径方
向位置決め部が設けられていることを特徴とするものである。
【０００７】
　また、本発明の請求項２による密封装置は、相対回転する二部材のうちの一方の部材に
装着されて他方の部材に摺動自在に密接する密封装置であって、前記一方の部材に嵌合さ
れる金属等剛材製の取付環と、前記取付環に被着されたゴム状弾性体との組み合わせより
なり、前記ゴム状弾性体によって前記他方の部材に摺動自在に密接するサイドリップが成
形されている密封装置において、前記取付環は、前記一方の部材の周面に嵌合される位置
に円筒部を有し、前記ゴム状弾性体は、前記円筒部の軸方向一方に配置されたゴム段部を
有し、前記円筒部およびゴム段部は、複数の密封装置を積み重ねたときに一の密封装置に
おけるゴム段部の上にその上方の密封装置における円筒部が載せられる位置関係を有し、
かつこのとき前記一の密封装置におけるサイドリップは前記上方の密封装置に干渉しない
寸法関係を有し、前記取付環における円筒部は、前記一方の部材の周面に嵌合される筒状
部と、前記筒状部の軸方向他方の端部から径方向内方へ向けて設けられた反転部と、前記
反転部の内周端部から軸方向一方へ向けて設けられた第二筒状部とを一体に有し、前記第
二筒状部の軸方向一方の端部から径方向内方へ向けて内向きフランジ部が一体成形され、
前記円筒部の軸方向一方に前記ゴム段部が配置されるとともに前記内向きフランジ部の軸
方向一方に前記サイドリップが配置され、前記ゴム段部の軸方向端面に、複数の密封装置
を積み重ねたときに密封装置同士を径方向に位置決めするための凸部または凹部よりなる
径方向位置決め部が設けられていることを特徴とするものである。
【０００８】
　また、本発明の請求項３による密封装置は、相対回転する二部材のうちの一方の部材に
装着されて他方の部材に摺動自在に密接する密封装置であって、前記一方の部材に嵌合さ
れる金属等剛材製の取付環と、前記取付環に被着されたゴム状弾性体との組み合わせより
なり、前記ゴム状弾性体によって前記他方の部材に摺動自在に密接するサイドリップが成
形されている密封装置において、　前記取付環は、前記一方の部材の周面に嵌合される位
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置に円筒部を有し、前記ゴム状弾性体は、前記円筒部の軸方向一方に配置されたゴム段部
を有し、前記円筒部およびゴム段部は、複数の密封装置を積み重ねたときに一の密封装置
におけるゴム段部の上にその上方の密封装置における円筒部が載せられる位置関係を有し
、かつこのとき前記一の密封装置におけるサイドリップは前記上方の密封装置に干渉しな
い寸法関係を有し、前記取付環における円筒部は、前記一方の部材の周面に嵌合される筒
状部と、前記筒状部の軸方向他方の端部から径方向内方へ向けて設けられた反転部と、前
記反転部の内周端部から軸方向一方へ向けて設けられた第二筒状部とを一体に有し、前記
第二筒状部の軸方向一方の端部から径方向内方へ向けて内向きフランジ部が一体成形され
、前記円筒部の軸方向一方に前記ゴム段部が配置されるとともに前記内向きフランジ部の
軸方向一方に前記サイドリップが配置され、前記取付環の円筒部における筒状部の軸方向
一方の端部から径方向外方へ向けて外向きフランジ部が一体成形され、前記外向きフラン
ジ部は装着時、前記一方の部材の軸方向端面に突き当てられるものであって、前記円筒部
および外向きフランジ部の軸方向一方に前記ゴム段部が配置され、前記ゴム段部は装着時
、前記他方の部材の軸方向端面に接近配置されて、両者の間にラビリンスシールが設定さ
れることを特徴とするものである。
【０００９】
　また、本発明の請求項４による密封装置は、相対回転する二部材のうちの一方の部材に
装着されて他方の部材に摺動自在に密接する密封装置であって、前記一方の部材に嵌合さ
れる金属等剛材製の取付環と、前記取付環に被着されたゴム状弾性体との組み合わせより
なり、前記ゴム状弾性体によって前記他方の部材に摺動自在に密接するサイドリップが成
形されている密封装置において、　前記取付環は、前記一方の部材の周面に嵌合される位
置に円筒部を有し、前記ゴム状弾性体は、前記円筒部の軸方向一方に配置されたゴム段部
を有し、前記円筒部およびゴム段部は、複数の密封装置を積み重ねたときに一の密封装置
におけるゴム段部の上にその上方の密封装置における円筒部が載せられる位置関係を有し
、かつこのとき前記一の密封装置におけるサイドリップは前記上方の密封装置に干渉しな
い寸法関係を有し、前記取付環における円筒部は、前記一方の部材の周面に嵌合される筒
状部と、前記筒状部の軸方向他方の端部から径方向内方へ向けて設けられた反転部と、前
記反転部の内周端部から軸方向一方へ向けて設けられた第二筒状部とを一体に有し、前記
第二筒状部の軸方向一方の端部から径方向内方へ向けて内向きフランジ部が一体成形され
、前記円筒部の軸方向一方に前記ゴム段部が配置されるとともに前記内向きフランジ部の
軸方向一方に前記サイドリップが配置され、前記取付環の円筒部における筒状部の軸方向
一方の端部から径方向外方へ向けて外向きフランジ部が一体成形され、前記外向きフラン
ジ部は装着時、前記一方の部材の軸方向端面に突き当てられるものであって、前記円筒部
および外向きフランジ部の軸方向一方に前記ゴム段部が配置され、前記ゴム段部の軸方向
端面に、複数の密封装置を積み重ねたときに密封装置同士を径方向に位置決めするための
凸部よりなる径方向位置決め部が設けられ、前記径方向位置決め部は装着時、前記他方の
部材の軸方向端面に接近配置されて、両者の間にラビリンスシールが設定されることを特
徴とするものである。
【００１０】
　また、本発明の請求項５による密封装置は、相対回転する二部材のうちの一方の部材に
装着されて他方の部材に摺動自在に密接する密封装置であって、前記一方の部材に嵌合さ
れる金属等剛材製の取付環と、前記取付環に被着されたゴム状弾性体との組み合わせより
なり、前記ゴム状弾性体によって前記他方の部材に摺動自在に密接するサイドリップが成
形されている密封装置において、前記取付環は、前記一方の部材の周面に嵌合される筒状
部と、前記筒状部の軸方向一方の端部から径方向内方へ向けて設けられた内向きフランジ
部とを一体に有し、前記ゴム状弾性体は、前記取付環の軸方向一方の端面に被着された端
面ゴム部を有し、前記取付環およびゴム状弾性体は、複数の密封装置を積み重ねたときに
一の密封装置における端面ゴム部の上にその上方の密封装置における筒状部の軸方向他方
の端部が載せられる位置関係を有し、かつこのとき前記一の密封装置におけるサイドリッ
プは前記上方の密封装置に干渉しない寸法関係を有し、前記端面ゴム部の軸方向端面に、
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複数の密封装置を積み重ねたときに密封装置同士を径方向に位置決めするための凸部また
は凹部よりなる径方向位置決め部が設けられていることを特徴とするものである。
【発明の効果】
【００１５】
　上記構成を備えた本発明の請求項１による密封装置においては、取付環に円筒部が設け
られるとともにゴム状弾性体にゴム段部が設けられ、この両者が、複数の密封装置を積み
重ねたときに一の密封装置におけるゴム段部の上にその上方の密封装置における円筒部が
載せられる位置関係を有し、かつこのとき一の密封装置におけるサイドリップが上方の密
封装置に干渉しない寸法関係を有している。したがって、複数の密封装置を積み重ねたと
きに一の密封装置におけるゴム段部の上にその上方の密封装置における円筒部が載せられ
、このとき一の密封装置におけるサイドリップが上方の密封装置に干渉しないことから、
サイドリップの干渉を未然に抑えることができる。
【００１６】
　取付環の形状として、好ましくは、円筒部を、一方の部材の周面に嵌合される筒状部と
、筒状部の軸方向他方の端部から径方向内方へ向けて設けられた反転部と、反転部の内周
端部から軸方向一方へ向けて設けられた第二筒状部とによって形成し、第二筒状部の軸方
向一方の端部から径方向内方へ向けて内向きフランジ部を一体成形し、円筒部の軸方向一
方にゴム段部を配置するとともに内向きフランジ部の軸方向一方にサイドリップを配置す
る。このようにすると、円筒部が内外二重の筒状部を有することから径方向幅の大きなも
のとなり、この円筒部の軸方向一方に配置されるゴム段部も径方向幅の大きなものとなる
ことから、ゴム段部の上に円筒部が載せられる積み重ね姿勢を安定化させることができる
。またこの形状においては、ゴム段部の上に円筒部における反転部が載せられることにな
るが、この反転部に対して内向きフランジ部は、第二筒状部の軸方向長さ分、軸方向一方
に後退した位置に配置されている。したがって、内向きフランジ部の軸方向他方すなわち
積み重ね状態における内向きフランジ部の下側であって第二筒状部の内周側に比較的大き
なスペースが設定されることから、このスペースに下側の密封装置のサイドリップを収め
ることによりサイドリップの干渉を有効に抑えることができる。
【００１７】
　また、本発明においては、ゴム段部の軸方向端面に、複数の密封装置を積み重ねたとき
に密封装置同士を径方向に位置決めするための凸部または凹部よりなる径方向位置決め部
が設けられており、この位置決め部に円筒部が係合することによって密封装置同士が径方
向に位置決めされる。したがって、密封装置同士のズレを抑え、この点からも積み重ね姿
勢を安定化させることができる。
【００１８】
　また、本発明においては、取付環の円筒部における筒状部の軸方向一方の端部から径方
向外方へ向けて外向きフランジ部が一体成形され、この外向きフランジ部は装着時、一方
の部材の軸方向端面に突き当てられ、円筒部および外向きフランジ部の軸方向一方にゴム
段部が配置されている。したがって、密封装置を装着する際に外向きフランジ部を一方の
部材の軸方向端面に突き当てることにより密封装置を一方の部材に対して正確に軸方向に
位置決めすることが可能となり、これによりサイドリップのしめしろを安定化させること
ができる。また、外向きフランジ部およびその軸方向一方に配置されるゴム段部の厚み分
、密封装置の軸方向長さが拡大されることから、取付スペースが狭い仕様の場合において
も、サイドリップの干渉がない状態で、密封装置を積み重ねることができる。
【００２０】
　また、本発明においては、ゴム段部が装着時、他方の部材の軸方向端面に接近配置され
て、両者の間にラビリンスシールが設定されるために、これによってもシール性を向上さ
せることができる。
【００２１】
　また、本発明においては、ゴム段部の軸方向端面に設けられる凸部よりなる径方向位置
決め部が装着時、他方の部材の軸方向端面に接近配置されて、両者の間にラビリンスシー
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ルが設定されるために、これによってもシール性を向上させることができる。
【００２２】
　上記構成を備えた本発明の請求項５による密封装置においては、取付環に筒状部および
内向きフランジ部が一体に設けられるとともにゴム状弾性体に端面ゴム部が設けられ、こ
の取付環およびゴム状弾性体が、複数の密封装置を積み重ねたときに一の密封装置におけ
る端面ゴム部の上にその上方の密封装置における筒状部の軸方向他方の端部が載せられる
位置関係を有し、かつこのとき一の密封装置におけるサイドリップが上方の密封装置に干
渉しない寸法関係を有している。したがって、複数の密封装置を積み重ねたときに一の密
封装置における端面ゴム部の上にその上方の密封装置における筒状部の軸方向他方の端部
が載せられ、このとき一の密封装置におけるサイドリップが上方の密封装置に干渉しない
ことから、サイドリップの干渉を未然に抑えることができる。
【００２３】
　また、本発明においては、端面ゴム部の軸方向端面に、複数の密封装置を積み重ねたと
きに密封装置同士を径方向に位置決めするための凸部または凹部よりなる径方向位置決め
部が設けられており、この位置決め部に筒状部の軸方向他方の端部が係合することによっ
て密封装置同士が径方向に位置決めされる。したがって、密封装置同士のズレを抑え、積
み重ね姿勢を安定化させることができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２４】
　つぎに本発明の実施例を図面にしたがって説明する。
【００２５】
第一実施例・・・
　図１は、本発明の第一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のベアリング部にハブベアリングシールとして用
いられるものであって、以下のように構成されている。
【００２６】
　すなわち先ず、当該密封装置１は、ベアリング外輪６１に嵌合される金属等剛材製の取
付環２と、この取付環２に被着（加硫接着）されたゴム状弾性体１１との組み合わせによ
って構成されており、後者のゴム状弾性体１１によって、ベアリング内輪に相当するハブ
６２の軸方向端面６２ａに摺動自在に密接するサイドリップ（第一サイドリップ）１２と
、その内周側に配置されて同じくハブ６２の軸方向端面６２ａに摺動自在に密接するのサ
イドリップ（第二サイドリップ）１３と、ハブ６２の外周面６２ｂに摺動自在に密接する
ラジアルリップ（グリースリップ）１４とが一体に成形されている。
【００２７】
　上記取付環２には、ベアリング外輪６１の内周面６１ａに嵌合される位置に配置される
円筒部３が設けられるとともに、ゴム状弾性体１１には、円筒部３の軸方向一方（図では
上方）に位置して配置される環状のゴム段部１５が設けられており、この円筒部３および
ゴム段部１５は、図２に示すように複数の密封装置１を同軸状に積み重ねたときに一の密
封装置１におけるゴム段部１５の上にその上方の密封装置１における円筒部３が載せられ
る位置関係に設定され、かつこのとき一の密封装置１におけるサイドリップ１２，１３は
上方の密封装置１に干渉しない寸法関係に設定されている。
【００２８】
　上記取付環２の円筒部３は、ベアリング外輪６１の内周面６１ａに嵌合される筒状部２
ａと、この筒状部２ａの軸方向他方（図では下方）の端部から径方向内方へ向けて設けら
れた断面円弧形の反転部２ｂと、この反転部２ｂの内周端部から軸方向一方へ向けて設け
られた第二筒状部２ｃとを一体に有しており、第二筒状部２ｃの軸方向一方の端部に径方
向内方へ向けて内向きフランジ部２ｄが一体に成形され、上記筒状部２ａ、反転部２ｂお
よび第二筒状部２ｃよりなる円筒部３の軸方向一方にゴム段部１５が配置されるとともに
内向きフランジ部２ｄの同じく軸方向一方にサイドリップ１２，１３が配置されている。
【００２９】
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　上記ゴム段部１５は、装着時にハブ６２の軸方向端面６２ａと軸方向に対向する軸直角
平面状の軸方向端面１５ａを有しており、図２に示したようにこの軸方向端面１５ａの上
に上方の密封装置１の円筒部３が載せられることになる。この軸方向端面１５ａは、取付
環２よりも軸方向一方の位置に配置されている。
【００３０】
　また、このゴム段部１５の軸方向端面１５ａには、複数の密封装置１を積み重ねたとき
に密封装置１同士を径方向に位置決めするための凸部または凹部よりなる径方向位置決め
部１６が設けられており、図ではこの径方向位置決め部１６が軸方向端面１５ａの内周端
部に設けられた環状の凸部によって構成され、その径寸法は円筒部３の先端内周部（反転
部２ｂの内周部）に接する大きさに設定されている。尚、その配置は、円筒部３の先端外
周部（反転部２ｂの外周部）に接する位置であっても良い。また凸部は必ずしも環状でな
くても良く、円周上に複数の凸部を一定間隔で並べるものであっても良い。凹部の場合は
環状とされ、この環状の凹部に円筒部３の先端部（反転部２ｂ）が嵌まり込むことになる
。
【００３１】
　また、取付環２の円筒部３における筒状部２ａの軸方向一方の端部に、径方向外方へ向
けて外向きフランジ部２ｅが一体に成形されており、この外向きフランジ部２ｅは装着時
、ベアリング外輪６１の軸方向端面６１ｂに突き当てられることになる。そして上記ゴム
段部１５がこの外向きフランジ部２ｅを被包する位置にまで径方向外方へ延長して設けら
れており、この延長されたゴム段部１５の外周端部に、ハブ６２の軸方向端面６２ａに摺
動自在に密接する外周側サイドリップ１７が第三のサイドリップとして一体に成形されて
いる。
【００３２】
　尚、上記干渉防止について、各部の寸法関係は、以下のとおりに設定されている。
【００３３】
　すなわち、図２に示すように、第一サイドリップ１２のゴム段部端面１５ａからの軸方
向高さをＨ１、第二サイドリップ１３のゴム段部端面１５ａからの軸方向高さをｈ１、第
一サイドリップ１２先端と同一の径寸法部位における取付環２の先端部（反転部２ｂ先端
）から内向きフランジ部２ｄ（内向きフランジ部２ｄの軸方向他方の端面にゴム状弾性体
１１が被着されているときはこのゴム状弾性体１１）までの軸方向幅（軸方向後退幅）を
Ｈ２、第二サイドリップ１３先端と同一の径寸法部位における取付環２の先端部（反転部
２ｂ先端）から内向きフランジ部２ｄ（内向きフランジ部２ｄの軸方向他方の端面にゴム
状弾性体１１が被着されているときはこのゴム状弾性体１１）までの軸方向幅（軸方向後
退幅）をｈ２として、
　Ｈ１＜Ｈ２

　ｈ１＜ｈ２。
【００３４】
　上記構成の密封装置１は、上記したようにハブベアリングシールとして用いられ、ベア
リング外部の泥水やダスト等の異物がベアリング内部へ侵入しないようにこれらをシール
するものであって、上記構成により以下の作用効果を奏する点に特徴を有している。
【００３５】
　すなわち先ず、上記密封装置１においては、取付環２に円筒部３が設けられるとともに
ゴム状弾性体１１にゴム段部１５が設けられ、この円筒部３およびゴム段部１５が、複数
の密封装置１を同軸状に積み重ねたときに一の密封装置１におけるゴム段部１５の上にそ
の上方の密封装置１における円筒部３が載せられる位置関係に設定され、かつこのとき一
の密封装置１におけるサイドリップ１２，１３が上方の密封装置１に干渉しない寸法関係
に設定されている。したがって、複数の密封装置１を同軸状に積み重ねたときに一の密封
装置１におけるゴム段部１５の上にその上方の密封装置１における円筒部３が載せられ、
このとき一の密封装置１におけるサイドリップ１２，１３が上方の密封装置１に干渉しな
いことから、サイドリップ１２，１３の干渉を未然に抑えることができる。
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【００３６】
　また、取付環２の形状として、円筒部３が、ベアリング外輪６１の内周面６１ａに嵌合
される筒状部２ａと、筒状部２ａの軸方向他方の端部から径方向内方へ向けて設けられた
断面円弧形の反転部２ｂと、反転部２ｂの内周端部から軸方向一方へ向けて設けられた第
二筒状部２ｃとを一体に有するものとされ、この円筒部３の軸方向一方にゴム段部１５が
配置されている。したがって、円筒部３およびゴム段部１５が共にその径方向幅を大きく
設定されているために、ゴム段部１５の上に円筒部３が載せられる積み重ね姿勢を安定化
させることができる。またこの形状においては、ゴム段部１５の上に円筒部３における反
転部２ｂが載せられるが、反転部２ｂに対して内向きフランジ部２ｄは、第二筒状部２ｃ
の軸方向長さ分、軸方向一方に後退した位置に配置されている。したがって、内向きフラ
ンジ部２ｄの軸方向他方すなわち積み重ね状態における内向きフランジ部２ｄの下側であ
って第二筒状部２ｃの内周側に比較的大きなスペースが設定されることから、このスペー
スに下側の密封装置１のサイドリップ１２，１３を収めるよう寸法設定することによりサ
イドリップ１２，１３の干渉を有効に抑えることができる。
【００３７】
　また、ゴム段部１５の端面１５ａに、複数の密封装置１を積み重ねたときに密封装置１
同士を径方向に位置決めするための凸部または凹部よりなる径方向位置決め部１６が設け
られ、この径方向位置決め部１６に円筒部３が係合することによって密封装置１同士が径
方向に位置決めされるように構成されている。したがって、密封装置１同士のズレを抑え
、この点からも積み重ね姿勢を安定化させることができる。
【００３８】
　また、取付環２の円筒部３における筒状部２ａの軸方向一方の端部に径方向外方へ向け
て外向きフランジ部２ｅが一体成形され、この外向きフランジ部２ｅが装着時にベアリン
グ外輪６１の軸方向端面６１ｂに突き当てられるものとされているために、密封装置１を
装着する際に外向きフランジ部２ｅをベアリング外輪６１の軸方向端面６１ｂに突き当て
ることにより密封装置１をベアリング外輪６１に対して正確に軸方向に位置決めすること
が可能となり、これによりサイドリップ１２，１３のしめしろを安定化させることができ
る。また、外向きフランジ部２ｅの厚み分およびその軸方向一方に配置されるゴム段部１
５の厚み分、密封装置１全体の軸方向長さが拡大されることから、取付スペースが狭い仕
様の場合においても、サイドリップ１２，１３の干渉がない状態で、密封装置１を積み重
ねることができる。
【００３９】
　また、ゴム段部１５の外周端部に、ハブ６２の軸方向端面６２ａに摺動自在に密接する
外周側サイドリップ１７が第三のサイドリップとして一体に成形されているために、該部
シール性を向上させることができる。
【００４０】
　つぎに、図３にしたがって本発明の第二実施例を説明する。
【００４１】
第二実施例・・・
　当該実施例においては、上記第一実施例における外周側サイドリップ１７に代えて、ゴ
ム段部１５の軸方向端面１５ａが装着時にハブ６２の軸方向端面６２ａに接近配置され、
両者の間にラビリンスシール１８が設定されている。また、ゴム段部１５の軸方向端面１
５ａには凸部状の径方向位置決め部１６が設けられているので、この径方向位置決め部１
６とハブ６２の軸方向端面６２ａとの間には上記ラビリンスシール１８よりも更に間隙の
狭いラビリンスシール１９が設定されている。したがって、これらのラビリンスシール１
８，１９が設定されることにより、該部シール性を向上させることができる。他の構成お
よび作用効果は第一実施例と同じであるため、同一の符号を付して説明を省略する。
【００４２】
第三実施例・・・
　図４は、本発明の第三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
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係る密封装置１は自動車用車輪懸架装置のベアリング部にハブベアリングシールとして用
いられるものであって、以下のように構成されている。
【００４３】
　すなわち先ず、当該密封装置１は、ベアリング外輪（図示せず、上記図１参照）に嵌合
される金属等剛材製の取付環２と、この取付環２に被着（加硫接着）されたゴム状弾性体
１１との組み合わせによって構成されており、後者のゴム状弾性体１１によって、ベアリ
ング内輪に相当するハブ（図示せず、上記図１参照）の軸方向端面に摺動自在に密接する
サイドリップ（第一サイドリップ）１２と、その内周側に配置されて同じくハブの軸方向
端面に摺動自在に密接するのサイドリップ（第二サイドリップ）１３と、ハブの外周面に
摺動自在に密接するラジアルリップ（グリースリップ）１４とが一体に成形されている。
【００４４】
　上記取付環２は、ベアリング外輪の内周面に嵌合される筒状部２ａの軸方向一方（図で
は上方）の端部に径方向内方へ向けて内向きブランジ部２ｄを一体成形したものであり、
ゴム状弾性体１１は、サイドリップ１２の外周側に位置して取付環２の軸方向一方の端面
に被着された端面ゴム部２０を有しており、この取付環２およびゴム状弾性体１１は、図
５に示すように複数の密封装置１を同軸状に積み重ねたときに一の密封装置１における端
面ゴム部２０の上にその上方の密封装置１における取付環２の筒状部２ａの軸方向他方の
端部２ｆが載せられる位置関係に設定され、かつこのとき一の密封装置１におけるサイド
リップ１２，１３は上方の密封装置１に干渉しない寸法関係に設定されている。
【００４５】
　上記端面ゴム部２０は、装着時にハブの軸方向端面と軸方向に対向する軸直角平面状の
軸方向端面２０ａを有しており、図５に示したようにこの軸方向端面２０ａの上に上方の
密封装置１における取付環２の筒状部２ａが載せられることになる。この軸方向端面２０
ａは、取付環２よりも軸方向一方の位置に配置されている。
【００４６】
　また、この端面ゴム部２０の軸方向端面２０ａには、複数の密封装置１を積み重ねたと
きに密封装置１同士を径方向に位置決めするための凸部または凹部よりなる径方向位置決
め部１６が設けられており、図ではこの径方向位置決め部１６が軸方向端面２０ａの外周
縁寄りに設けられた環状の凸部によって構成され、その径寸法は取付環２の筒状部２ａの
軸方向他方の端部２ｆに接する大きさに設定されている。凸部は必ずしも環状でなくても
良く、円周上に複数の凸部を一定間隔で並べるものであっても良い。凹部の場合は環状と
され、この環状の凹部に取付環２の筒状部２ａの軸方向他方の端部２ｆが嵌まり込むこと
になる。
【００４７】
　尚、上記干渉防止について、各部の寸法関係は、以下のとおりに設定されている。
【００４８】
　すなわち、図５に示すように、第一サイドリップ１２の端面ゴム部端面２０ａからの軸
方向高さをＨ１、第二サイドリップ１３の端面ゴム部端面２０ａからの軸方向高さをｈ１

、第一サイドリップ１２先端と同一の径寸法部位における取付環２の筒状部２ａの軸方向
他方の端部２ｆから内向きフランジ部２ｄ（内向きフランジ部２ｄの軸方向他方の端面に
ゴム状弾性体１１が被着されているときはこのゴム状弾性体１１）までの軸方向幅（軸方
向後退幅）をＨ２、第二サイドリップ１３先端と同一の径寸法部位における取付環２の筒
状部２ａの軸方向他方の端部２ｆから内向きフランジ部２ｄ（内向きフランジ部２ｄの軸
方向他方の端面にゴム状弾性体１１が被着されているときはこのゴム状弾性体１１）まで
の軸方向幅（軸方向後退幅）をｈ２として、
　Ｈ１＜Ｈ２

　ｈ１＜ｈ２。
【００４９】
　上記構成の密封装置１は、上記したようにハブベアリングシールとして用いられ、ベア
リング外部の泥水やダスト等の異物がベアリング内部へ侵入しないようにこれらをシール
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するものであって、上記構成により以下の作用効果を奏する点に特徴を有している。
【００５０】
　すなわち先ず、上記密封装置１においては、取付環２に筒状部２ａおよび内向きフラン
ジ部２ｄが一体に設けられるとともにゴム状弾性体１１に端面ゴム部２０が設けられ、こ
の取付環２およびゴム状弾性体１１が、複数の密封装置１を同軸状に積み重ねたときに一
の密封装置１における端面ゴム部２０の上にその上方の密封装置１における筒状部２ａの
軸方向他方の端部２ｆが載せられる位置関係に設定され、かつこのとき一の密封装置１に
おけるサイドリップ１２，１３が上方の密封装置１に干渉しない寸法関係に設定されてい
る。したがって、複数の密封装置１を同軸状に積み重ねたときに一の密封装置１における
端面ゴム部２０の上にその上方の密封装置１における筒状部２ａの軸方向他方の端部２ｆ
が載せられ、このとき一の密封装置１におけるサイドリップ１２，１３が上方の密封装置
１に干渉しないことから、サイドリップ１２，１３の干渉を未然に抑えることができる。
【００５１】
　また、端面ゴム部２０の端面２０ａに、複数の密封装置１を積み重ねたときに密封装置
１同士を径方向に位置決めするための凸部または凹部よりなる径方向位置決め部１６が設
けられ、この径方向位置決め部１６に筒状部２ａの軸方向他方の端部２ｆが係合すること
によって密封装置１同士が径方向に位置決めされるように構成されている。したがって、
密封装置１同士のズレを抑え、積み重ね姿勢を安定化させることができる。
【図面の簡単な説明】
【００５２】
【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】同密封装置を複数積み重ねた状態を示す断面図
【図３】本発明の第二実施例に係る密封装置の要部断面図
【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】同密封装置を複数積み重ねた状態を示す断面図
【図６】従来例に係る密封装置の装着状態を示す要部断面図
【符号の説明】
【００５３】
　１　密封装置
　２　取付環
　２ａ　筒状部
　２ｂ　反転部
　２ｃ　第二筒状部
　２ｄ　内向きフランジ部
　２ｅ　外向きフランジ部
　２ｆ　端部
　３　円筒部
　１１　ゴム状弾性体
　１２，１３　サイドリップ
　１４　ラジアルリップ
　１５　ゴム端部
　１５ａ，２０ａ，６１ｂ，６２ａ　軸方向端面
　１６　径方向位置決め部
　１７　外周側サイドリップ
　１８，１９　ラビリンスシール
　２０　端面ゴム部
　６１　ベアリング外輪
　６１ａ　内周面
　６２　ハブ
　６２ｂ　外周面
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