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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ハウジング（３）および前記ハウジング（３）に挿通される回転軸（５）間に装着され
て機内側（Ａ）の油が機外側（Ｂ）へ漏洩しないようにシール作用をなす密封装置（１）
において、
　前記ハウジング（３）側に固定される金属環（４）と、前記回転軸（５）側に固定され
て前記回転軸（５）とともに回転し、前記金属環（４）に摺動自在に密接するリップシー
ル（６）とを備えた主シール部（２）と、
　前記金属環（４）および回転軸（５）間に設けられ、高速回転時に前記主シール部（２
）によるシール作動を補完する作用をなす副シール部（１４）とを有し、
　前記金属環（４）は、前記ハウジング（３）の内周側に嵌着される外周筒部（４ａ）と
、その機内側端部から径方向内方へ向けて一体成形された平面部（４ｂ）と、その内周端
部から機外側へ向けて一体成形された内周筒部（４ｃ）とを一体に有し、
　前記リップシール（６）は、前記回転軸（５）の外周側に嵌着される取付環（７）と、
その先端に取り付けられたリップシール本体（８）とを有し、前記リップシール本体（８
）は、前記取付環（７）から径方向内方であってかつ機外側へ向けて斜めに設けられた主
シールリップ（９）を有し、前記主シールリップ（９）は、低速回転時に前記金属環（４
）における内周筒部（４ｃ）の外周面に摺動自在に密接し、高速回転時に遠心力によって
前記金属環（４）における内周筒部（４ｃ）の外周面から離れる低トルク仕様に設定され
、
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　前記副シール部（１４）は、前記金属環（４）と、前記回転軸（５）または前記回転軸
（５）に固定されるスリンガー（１６）との組み合わせよりなり、前記金属環（４）にお
ける内周筒部（４ｃ）の内周面と前記回転軸（５）または前記スリンガー（１６）の外周
面との間に径方向間隙よりなる間隙部（１７）が設けられ、前記回転軸（５）または前記
スリンガー（１６）の外周面に、回転時のポンピング作用によって油を機内側へ押し戻す
作用をなすスパイラル状の溝部（１８）が設けられ、前記間隙部（１７）および溝部（１
８）によって非接触のラビリンスシール構造（１５）が設けられ、
　前記取付環（７）の外周側に、径方向外方であってかつ機外側へ向けて斜めにダストリ
ップ（１２）が設けられ、前記ダストリップ（１２）は、前記金属環（４）における外周
筒部（４ａ）の内周面に常時摺動自在に密接して機外の異物が機内へ侵入しないようにシ
ールするものであ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し、更に詳しくは、主シール部を構成するリッ
プシールの低トルク化を実現す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、自動車関連分野において用いられ、またはその他の一般産業機械等において用いられ
る。
【背景技術】
【０００２】
　図２に示すように、例えば自動車等車両におけるドライブシャフト５１の軸受機構５２
では、軸受５３を潤滑する潤滑油（図示せず）を密封するためにハウジング（軸受ハウジ
ング）５４および回転軸（ドライブシャフト）５１間に密封装置５５が装着されている（
特許文献１参照）。
【０００３】
　しかしながら、この従来技術では、密封装置５５の具体的構成要素をなすリップシール
（オイルシール）５６がハウジング５４側に固定されて常時回転軸５１に対して摺動自在
に密接する構造とされており、リップシール５６の耐久性を高めるためのリップシール５
６の低トルク化については専らこれを、リップシール５６の小断面化による低緊迫力化（
低面圧化）の手法で対応している。
【０００４】
　したがって、この従来技術によると、低温時におけるリップシール５６の追随性が低下
したり高速回転時におけるシール機能が不安定となったりする不都合があり、また小断面
化における面圧低減については制約（限界）があるため、密封機構の根本的な見直しが必
要とされている。
【０００５】
　また、新しい機構でのシールを検討するには、組付け性や軸移動等を含む制約が多く、
これらの条件についてもシール設計として考慮する必要がある。
【０００６】
【特許文献１】実開昭６２－６２０６９号公報（第１図）
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　本発明は以上の点に鑑みて、シール機能、特に高速回転時におけるシール機能を十分に
維持しながら、主シール部を構成するリップシールの低トルク化を実現することができる
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】
【０００８】
　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、
　ハウジング（３）および前記ハウジング（３）に挿通される回転軸（５）間に装着され
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て機内側（Ａ）の油が機外側（Ｂ）へ漏洩しないようにシール作用をなす密封装置（１）
において、
　前記ハウジング（３）側に固定される金属環（４）と、前記回転軸（５）側に固定され
て前記回転軸（５）とともに回転し、前記金属環（４）に摺動自在に密接するリップシー
ル（６）とを備えた主シール部（２）と、
　前記金属環（４）および回転軸（５）間に設けられ、高速回転時に前記主シール部（２
）によるシール作動を補完する作用をなす副シール部（１４）とを有し、
　前記金属環（４）は、前記ハウジング（３）の内周側に嵌着される外周筒部（４ａ）と
、その機内側端部から径方向内方へ向けて一体成形された平面部（４ｂ）と、その内周端
部から機外側へ向けて一体成形された内周筒部（４ｃ）とを一体に有し、
　前記リップシール（６）は、前記回転軸（５）の外周側に嵌着される取付環（７）と、
その先端に取り付けられたリップシール本体（８）とを有し、前記リップシール本体（８
）は、前記取付環（７）から径方向内方であってかつ機外側へ向けて斜めに設けられた主
シールリップ（９）を有し、前記主シールリップ（９）は、低速回転時に前記金属環（４
）における内周筒部（４ｃ）の外周面に摺動自在に密接し、高速回転時に遠心力によって
前記金属環（４）における内周筒部（４ｃ）の外周面から離れる低トルク仕様に設定され
、
　前記副シール部（１４）は、前記金属環（４）と、前記回転軸（５）または前記回転軸
（５）に固定されるスリンガー（１６）との組み合わせよりなり、前記金属環（４）にお
ける内周筒部（４ｃ）の内周面と前記回転軸（５）または前記スリンガー（１６）の外周
面との間に径方向間隙よりなる間隙部（１７）が設けられ、前記回転軸（５）または前記
スリンガー（１６）の外周面に、回転時のポンピング作用によって油を機内側へ押し戻す
作用をなすスパイラル状の溝部（１８）が設けられ、前記間隙部（１７）および溝部（１
８）によって非接触のラビリンスシール構造（１５）が設けられ、
　前記取付環（７）の外周側に、径方向外方であってかつ機外側へ向けて斜めにダストリ
ップ（１２）が設けられ、前記ダストリップ（１２）は、前記金属環（４）における外周
筒部（４ａ）の内周面に常時摺動自在に密接して機外の異物が機内へ侵入しないようにシ
ールするものであることを特徴とするものである。
【０００９】
　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、リップシールがハウジ
ング側ではなく回転軸側に固定されて回転軸とともに回転するものとされているために、
軸回転時に発生する遠心力を利用してリップシールの低トルク化を実現することが可能と
されている。すなわちリップシールは、軸の低速回転時には、相手摺動部品である金属環
に接触した状態であるが、比較的小さいながらも遠心力が作用するため、この遠心力によ
って接触面圧が低減され、低トルク化が実現される。また軸の高速回転時には、比較的大
きな遠心力が作用するため、この遠心力によって金属環から離れ、一層の低トルク化が実
現される。但し、リップシールが金属環から離れたままではシール機能に支障を生じる虞
があることから本発明では、高速回転時にリップシール（主シール部）によるシール作動
の補完作用をなす副シール部を併せ設けることにした。
【００１０】
　この副シール部の具体例としては、金属環と回転軸に固定されるスリンガーとの間に設
定される非接触のラビリンスシール構造が好適である。
【発明の効果】
【００１１】
　本発明は、以下の効果を奏する。
【００１２】
　すなわち、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、主シール部
を構成するリップシールがハウジング側ではなく回転軸側に固定されて回転軸とともに回
転するものとされ、かつ低速回転時には金属環に摺動自在に密接するとともに高速回転時
には遠心力により金属環から離れる低トルク仕様のものとされているために、軸回転時に
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発生する遠心力を利用することにより、リップシールの低トルク化を実現することが可能
とされている。したがって、リップシールが早期に摺動摩耗するのを防止し、その耐久性
を向上させることができる。また、高速回転時に主シール部によるシール作動を補完する
作用をなす副シール部が併せ設けられているために、リップシールが金属環から離れるこ
とになる高速回転時においても十分なシール機能を発揮することができる。したがって、
これらのことから所期の目的どおり、高速回転時におけるシール機能を維持しながらかつ
リップシールの低トルク化を実現することができる密封装置を提供することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１３】
　尚、本発明には、以下の実施形態が含まれる。
【００１４】
１）基本的内容として、シール回転タイプで低トルク化を成立させる。シール回転の機構
とし、低回転時にはゴム部リップでシール性を確保し、高回転時には遠心力でリップが開
くので低トルク仕様となるが、シール性が低下する部分を、軸と金属環とのラビリンス構
造または副リップにてカバーする。
２）軸側にシールを組み込むとともにハウジング側に相手摺動部としての金属環を嵌合す
ることによりシール回転方式とし、遠心力での面圧低下（リップ浮き上がり）によりシー
ルの低トルク化を実現する。更に、軸側に溝付きスリンガーまたは溝付き軸を使用するこ
とにより回転時にシールへ至る油の量をコントロールし、高回転時でも高いシール性と低
トルクとを両立させる。
【００１５】
３）付随的内容として、軸側にシールを嵌合するとともにハウジング側に金属環を嵌合す
ることによりリップの向きをリップめくれが発生しにくい向きとし、組込み性を向上させ
る（詳細後述）。
４）同じく付随的内容として、軸側にデフレクタを設けることにより耐泥水性とシールガ
ード性とを持たせる。また、このデフレクタと金属環との間にラビリンス構造を設けるこ
とにより耐泥水性を一層向上させる（詳細後述）。
５）同じく付随的内容として、ハウジング側に嵌合する金属環に摺動部よりも大きなスト
レート部を設けることにより軸のスラスト方向移動に対応させる（詳細後述）。
【実施例】
【００１６】
　つぎに本発明の実施例を図面にしたがって説明する。
【００１７】
　図１は、本発明の実施例に係る密封装置１の装着状態を示す半裁断面図を示している。
当該実施例に係る密封装置１は、自動車等車両におけるドライブシャフトの軸受機構にお
いて、軸受を潤滑する機構内部Ａの潤滑油が機構外部Ｂへ漏洩しないようにこれをシール
するとともに、機構外部Ｂの泥水やダスト等の異物が機構内部Ａへ侵入しないようにこれ
をシールするものであって、以下のように構成されている。
【００１８】
　すなわち先ず、当該密封装置１は、上記機構内部Ａの潤滑油をシールするための主シー
ル部２を有しており、この主シール部２が、ハウジング３側に嵌着された金属環４と、回
転軸５側に嵌着されたリップシール６との組み合わせによって構成されている。
【００１９】
　金属環４は、ハウジング３の内周側に嵌着された外周筒部４ａと、その軸方向一端部（
図上右端部、軸受内部Ａ側であることから以下「軸方向内端部」とも称する）から径方向
内方へ向けて一体成形された環状の平面部４ｂと、その内周端部から軸方向他端側（図上
左端側、軸受外部Ｂ側であることから以下「軸方向外方」とも称する）へ向けて一体成形
された内周筒部４ｃと、外周筒部４ａの軸方向他端部（図上左端部、軸受外部Ｂ側である
ことから以下「軸方向外端部」とも称する）から径方向外方へ向けて一体成形された平面
状のフランジ部４ｄと、その外周端部から斜め外方へ向けて一体成形された環状のテーパ
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部４ｅとを一体に有しており、板金のプレス成形等によって製作されている。
【００２０】
　リップシール６は、回転軸５の外周側に嵌着された金属製の取付環７を有しており、こ
の取付環７の先端部にゴム状弾性材製のリップシール本体８が取り付けられている。取付
環７は、回転軸５の大径部５ａの外周側に嵌着された筒状部７ａと、その軸方向内端部か
ら径方向内方へ向けて一体成形された平面状のフランジ部７ｂとを一体に有しており、こ
のフランジ部７ｂの内周端部にリップシール本体８が加硫接着されている。
【００２１】
　リップシール本体８は、フランジ部７ｂの内周端部から径方向内方であってかつ軸方向
外方へ向けて斜めに設けられた主シールリップ９と、その軸方向内方に同じ向きに設けら
れた副シールリップ１０とを一体に有しており、両シールリップ９，１０はそれぞれ金属
環４における内周筒部４ｃの外周面に摺動自在に密接して潤滑油をシールするように構成
されている。主シールリップ９には接触面圧を調整するためのガータースプリング１１が
取り付けられている。また、この主シールリップ９は、軸５の低速回転時には、金属環４
における内周筒部４ｃの外周面に摺動自在に密接しているが、軸５が高速回転すると、こ
れに伴って発生する大きな遠心力によって径方向外方へ向けて弾性的に拡開動作し、金属
環４における内周筒部４ｃの外周面から離れるように構成されており、これにより金属環
４の内周筒部４ｃに対する接触面圧が比較的小さな低トルク仕様に設定されている。
【００２２】
　取付環７における筒状部７ａないしフランジ部７ｂの外周側には、径方向外方であって
かつ軸方向外方へ向けて斜めにゴム状弾性材製のダストリップ１２が設けられている。こ
のダストリップ１２は、金属環４における外周筒部４ａの内周面に常時摺動自在に密接し
、機構外部Ｂの異物が機構内部Ａへ侵入しないようにこれをシールする。このダストリッ
プ１２はリップシール本体８と一体に成形されている。また、取付環７における筒状部７
ａの外周面には、ダストリップ１２と一体になるゴム状弾性材製の皮膜部１３が被着され
ており、外部異物とくに泥水から取付環７を保護している。
【００２３】
　また、当該密封装置１は、高速回転時に主シール部２によるシール作動を補完する作用
をなすための副シール部１４を有しており、この副シール部１４が、上記金属環４と、回
転軸５側に固定されたスリンガー１６との組み合わせによって構成されている。すなわち
、上記金属環４の内周側において回転軸５の小径部５ｂの外周側に筒状を呈するスリンガ
ー１６が嵌着されており、このスリンガー１６の外周面と金属環４における内周筒部４ｃ
の内周面との間に微小な径方向間隙よりなる間隙部１７が設けられている。またスリンガ
ー１６の外周面には、軸５の回転時にポンピング作用によって潤滑油を機構内部Ａ側へ押
し戻す作用をなすスパイラル状の溝部１８が設けられており、この間隙部１７および溝部
１８等によって非接触のラビリンス構造（ラビリンスシール構造）１５が構成されている
。
【００２４】
　また、当該密封装置１は併せて、当該密封装置１を泥水や飛び石等から保護するための
デフレクタ１９を有しており、このデフレクタ１９がリップシール６とともに回転軸５の
外周側に嵌着されている。デフレクタ１９は、回転軸５における大径部５ａの外周側であ
って更にリップシール６における取付環７の筒状部７ａの外周側に嵌着された筒状部１９
ａと、その軸方向内端側から径方向外方へ向けて一体成形されたフランジ部１９ｂとを一
体に有しており、板金のプレス成形等によって製作されている。また、このデフレクタ１
９におけるフランジ部１９ｂの外周端部と金属環４におけるテーパ部４ｅとの間には微小
間隙よりなるラビリンス構造（ラビリンスシール構造）２０がここにも設けられており、
このラビリンス構造２０によって外部異物が浸入しにくく構成されている。
【００２５】
　上記構成の密封装置１は、上記したように自動車等車両におけるドライブシャフトの軸
受機構において、軸受を潤滑する機構内部Ａの潤滑油が機構外部Ｂへ漏洩しないようにこ
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れをシールするとともに、機構外部Ｂの泥水やダスト等の異物が機構内部Ａへ侵入しない
ようにこれ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。
【００２６】
　すなわち先ず、上記構成の密封装置１においては、潤滑油をシールするための主シール
部２を構成するリップシール６がハウジング３側ではなく回転軸５側に固定されて回転軸
５とともに回転するように配置され、かつ低速回転時には金属環４における内周筒部４ｃ
の外周面に摺動自在に密接するとともに高速回転時には遠心力により金属環４における内
周筒部４ｃの外周面から離れるように構成されているために、このリップシール６はその
低トルク化が実現されている。すなわちリップシール６は、軸５の低速回転時には、相手
摺動部品である金属環４における内周筒部４ｃの外周面に接触した状態であるが、比較的
小さいながらも遠心力が作用するために、この遠心力によって接触面圧が低減され、低ト
ルク化が実現される。リップシール６は金属環４における内周筒部４ｃの外周面と摺動す
るが、低速回転であることからそれほど大きなトルクが発生することはない。また軸５の
高速回転時には、比較的大きな遠心力が作用するために、この遠心力によって金属環４に
おける内周筒部４ｃの外周面から離れ、一層の低トルク化が実現される。したがって、リ
ップシール６が高トルク条件下で摺動作動して早期に摺動摩耗すると云った事態が発生す
るのを未然に防止することができ、よってリップシール６の耐久性を向上させることがで
きる。また、高速回転時に主シール部２によるシール作動を補完する作用をなすためのラ
ビリンス構造１５よりなる副シール部１４が併せ設けられているために、主シール部２を
なすリップシール６が金属環４から離れる高速回転時においても十分なシール機能を発揮
することができる。したがって、これらのことから所期の目的どおり、高速回転時におけ
るシール機能を維持しながらリップシール６の低トルク化を実現し、その耐久性を向上さ
せることができる密封装置１を提供することができる。
【００２７】
　また、上記構成の密封装置１においては併せて、金属環４における外周筒部４ａの内周
面に摺動自在に密接するダストリップ１２が設けられ、更にその外側にもデフレクタ１９
および金属環４の組み合わせよりなるラビリンス構造２０が設けられているために、これ
らによっても外部異物が浸入するのを有効に防止することができる。
【００２８】
　また、上記構成の密封装置１においては併せて、図上矢印で示すようにリップシール６
を金属環４に組み込むに際して、リップシール６の向き（軸方向の向き）がリップめくれ
が発生しにくい向きとされている。ダストリップ１２についても同様である。したがって
、これらのことから、組込み作業性に優れた密封装置１を提供することができる。
【００２９】
　更にまた、上記構成の密封装置１においては併せて、図示するように金属環４における
内周筒部４ｃの軸方向長さがリップシール６におけるリップシール本体８の軸方向長さと
比較して十分に大きく形成されている。したがって、当該密封装置１のシール作動時に回
転軸５がハウジング３に対して何らかの原因により軸方向移動する事態が発生してもシー
ル機能を維持することができる密封装置１を提供することができる。
【００３０】
　上記実施例に係る密封装置１は、本発明の技術的範疇においてその内容を変更すること
が可能であり、例えば副シール部１４は金属環４とスリンガー１６との組み合わせによっ
て構成されているが、金属環４と回転軸５との組み合わせとしても良く、この場合は、回
転軸５の外周面に溝部１８が形成される。
【図面の簡単な説明】
【００３１】
【図１】本発明の実施例に係る密封装置の装着状態を示す断面図
【図２】従来例に係る密封装置の装着状態を示す断面図
【符号の説明】
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【００３２】
　１　密封装置
　２　主シール部
　３　ハウジング
　４　金属環
　４ａ　外周筒部
　４ｂ　平面部
　４ｃ　内周筒部
　４ｄ，７ｂ　フランジ部
　４ｅ　テーパ部
　５　回転軸
　５ａ　大径部
　５ｂ　小径部
　６　リップシール
　７　取付環
　７ａ　筒状部
　８　リップシール本体
　９　主シールリップ
　１０　副シールリップ
　１１　ガータースプリング
　１２　ダストリップ
　１３　皮膜部
　１４　副シール部
　１５，２０　ラビリンス構造
　１６　スリンガー
　１７　間隙部
　１８　溝部
　１９　デフレクタ
　Ａ　軸受機構内部
　Ｂ　軸受機構外部
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