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(57)【要約】
【課題】内輪のシール溝に溜まった泥水を外部に排出し
やすくシール性の低下を防止できるシール構造を有し、
水素脆性による転走面での剥離を効果的に防止できるグ
リース密封型転がり軸受を提供する。
【解決手段】内輪１の転走面５の側方に形成されたシー
ル溝７と、シール部材４の内周側先端部に主リップと、
ラビリンスリップとを有し、軸受空間にグリース２８を
封入したグリース密封型転がり軸受であって、主リップ
にシール溝７に対向する内周面を設けるとともに、ラビ
リンスリップの内周側にラビリンスリップの先端に向っ
て徐々に拡径するよう形成された傾斜面を設けた軸受構
成とし、グリース２８は、基油と増ちょう剤とからなる
ベースグリース 100 重量部に対して、アルミニウム粉
末およびアルミニウム化合物から選ばれた少なくとも一
つのアルミニウム系添加剤を 0.05～10 重量部配合して
なる。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　内輪と外輪の両転走面間に転動体が介在され、前記内輪の転走面の側方に形成されたシ
ール溝と、前記内輪の端部との間に肩部が形成され、前記シール溝に対向する前記外輪の
内周面に前記内、外輪間の軸受空間を密封するシール部材が装着され、そのシール部材の
内周部に前記シール溝の転走面側溝壁に接触する主リップと、前記肩部の上方に突き出す
ラビリンスリップとが設けられ、前記軸受空間にグリースを封入したグリース密封型転が
り軸受であって、
　前記シール部材の内周側先端部に前記主リップとラビリンスリップとが設けられ、前記
主リップに前記シール溝に対向する内周面が設けられるとともに、前記ラビリンスリップ
の内周側に前記ラビリンスリップの先端に向って徐々に拡径するよう形成された傾斜面が
設けられ、
　前記グリースは、基油と増ちょう剤とからなるベースグリースに添加剤を配合してなり
、前記添加剤はアルミニウム粉末およびアルミニウム化合物から選ばれた少なくとも一つ
のアルミニウム系添加剤を含有し、該アルミニウム系添加剤の配合割合はベースグリース
 100 重量部に対して 0.05～10 重量部であることを特徴とするグリース密封型転がり軸
受。
【請求項２】
　前記ラビリンスリップの傾斜面の傾斜角度αが、前記肩部の外周面に対して 10 度から
 40 度に設定されたことを特徴とする請求項１記載のグリース密封型転がり軸受。
【請求項３】
　前記ラビリンスリップの傾斜面は、その軸方向内端部に前記シール溝の肩部側溝壁に向
かって突き出す段差部が設けられ、この段差部を経て前記主リップの内周面に連続して設
けられたことを特徴とする請求項１または請求項２記載のグリース密封型転がり軸受。
【請求項４】
　前記シール部材が、弾性体を芯金で補強したものであることを特徴とする請求項１、請
求項２または請求項３記載のグリース密封型転がり軸受。
【請求項５】
　前記シール部材の弾性体が、水素添加ニトリルゴムまたは耐エステルアクリルゴムであ
ることを特徴とする請求項４記載のグリース密封型転がり軸受。
【請求項６】
　前記主リップは、前記シール溝の軌道側溝壁に向かい合う傾斜壁面と、前記シール溝に
対向する内周面とから形成され、前記傾斜壁面と内周面とのなす角度βが 40 度から 75 
度に設定されたことを特徴とする請求項１ないし請求項５のいずれか一項記載のグリース
密封型転がり軸受。
【請求項７】
　前記シール溝の転走面側溝壁の、前記内輪の軸方向と直交する方向に対する角度γが 2
 度から 6 度に設定されたことを特徴とする請求項１ないし請求項６のいずれか一項記載
のグリース密封型転がり軸受。
【請求項８】
　前記主リップの前記シール溝の転走面側溝壁に対する軸方向の締め代をＸと、前記シー
ル溝の転走面側溝壁に対する前記主リップの押し付け力をＹとし、Ｙ／Ｘが 4 N/mm から
 10 N/mm に設定されたことを特徴とする請求項１ないし請求項７のいずれか一項記載の
グリース密封型転がり軸受。
【請求項９】
　前記アルミニウム化合物は、炭酸アルミニウムおよび硝酸アルミニウムから選ばれた少
なくとも一つの化合物であることを特徴とする請求項１ないし請求項８のいずれか一項記
載のグリース密封型転がり軸受。
【請求項１０】
　前記増ちょう剤は、ウレア系増ちょう剤であることを特徴とする請求項１ないし請求項
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９のいずれか一項記載のグリース密封型転がり軸受。
【請求項１１】
　前記基油は、アルキルジフェニルエーテル油およびポリ-α-オレフィン油から選ばれた
少なくとも一つの油であることを特徴とする請求項１ないし請求項１０のいずれか一項記
載のグリース密封型転がり軸受。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明はグリース密封型転がり軸受に関し、特にオルタネータ、カーエアコン用電磁ク
ラッチ、中間プーリ、電動ファンモータ等の自動車電装部品、補機等の転がり軸受や、モ
ータ用の転がり軸受として使用されるグリース密封型転がり軸受に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、各種機械装置の回転軸支持部には、軸受内部のグリースが外部に漏れるのを防止
するとともに、外部からの異物の侵入を防止するために密封型転がり軸受が採用されてい
る。
【０００３】
　この密封型転がり軸受は、図３に示すように、外径面に転走面３４を有する内輪３０と
、内径面に転走面３５を有する外輪３１と、この両輪３０、３１の転走面３４、３５との
間に介在させた複数の転動体３２と、上記内輪３０および外輪３１の両端面に装着された
環状のシール部材３３とから構成される。
　上記内輪３０の転走面３４の両側方に周方向のシール溝３６が形成され、このシール溝
３６と内輪３０の端部との間に肩部４１（図４）が設けられる。上記各シール溝３６に対
向する外輪３１の内周面に係止溝３７が形成され、この係止溝３７に上記シール部材３３
の外周部が圧入固定される。
【０００４】
　上記シール部材３３は、図４に示すように、弾性体を芯金で補強したものであり、その
内周部にシールリップ３８が設けられる。このシールリップ３８の内周部には、シール溝
３６の転走面側溝壁４０に摺接する主リップ３９と、内輪３０の肩部４１に対向してラビ
リンスシール４４を形成するラビリンスリップ４２とが設けられる。
　上記主リップ３９とラビリンスリップ４２との間に凹部４５が設けられ、この凹部４５
により主リップ３９は、その肉厚が薄く形成される。主リップ３９がその肉厚を薄く形成
されることにより柔軟性が付与され、摺接するシール溝３６の転走面側溝壁４０に対する
追従性が高まる。これにより、軸受内部のグリースがシール溝３６に漏出することを防止
し、さらに、外部からの異物や泥水などの軸受内部への侵入を防止することができる。
　また、上記ラビリンスリップ４２は、内輪３０の肩部４１に対向してラビリンスシール
４４が形成されたものであり、外部からシール溝３６への異物や泥水などの侵入を防止す
る（特許文献１　図１参照)。
【０００５】
　上記の密封型転がり軸受のシール部材３３のシールリップ３８の構造は、軸受内部のグ
リースがシール溝３６に漏出することを防止するとともに、外部から軸受内部への泥水や
異物などの侵入を防止する目的としたものである。このため、上記シール溝３６に溜まっ
た泥水などを軸受外部に排出させることの考慮がなされていない構造であった。すなわち
、この構造では、シール溝３６に溜まりシールリップ３８に付着した泥水をシール部材３
３の回転による遠心力で軸受外部に排出させようとしても、上記シールリップ３８の主リ
ップ３９とラビリンスリップ４２との間の凹部４５の存在によって、泥水の排出が妨げら
れる。このため、泥水をシール溝３６から外部へ排出することが難しいという問題があっ
た。
　また、上記シール溝３６に溜まった泥水が排水されないと、泥水により主リップ３９の
磨耗が進み、シール性が低下するという問題もあった。
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【０００６】
　さらに、密封型転がり軸受を採用する電磁クラッチは、150℃前後の高温で使用され、
その密封型転がり軸受やその構成部材であるシール部材にも耐熱性が求められる。しかし
、上記密封型転がり軸受のシール部材には、通常、ニトリルゴムが用いられ、その耐熱温
度が 120℃前後であるため、耐熱性に問題があった。
　また、上記電磁クラッチは、自動車のエンジンルーム内に配置され、様々な油、薬品に
接する機会が多いため、その密封型転がり軸受やその構成部材であるシール部材に優れた
耐薬品性が求められる。
【０００７】
　また、これらの転がり軸受には、その潤滑には主としてグリースが用いられている。と
ころが、高温下での高速回転等使用条件が過酷になることで、転がり軸受の転走面に白色
組織変化を伴った特異的な剥離が早期に生じ、問題になっている。
　この特異的な剥離は、通常の金属疲労により生じる転走面内部からの剥離と異なり、転
走面表面の比較的浅いところから生じる破壊現象で、水素が原因の水素脆性による剥離と
考えられている。このような早期に発生する白色組織変化を伴った特異な剥離現象を防ぐ
方法として、例えばグリースに不動態化剤を添加する方法が知られている（特許文献２参
照）。またグリース組成物にビスマスジチオカーバメートを添加する方法が知られている
（特許文献３参照）。
　しかしながら、近年、自動車における電装部品や補機、産業機械におけるモータ等では
、高温下で、高速運転－急減速運転－急加速運転－急停止が頻繁に行なわれる等、ますま
す転がり軸受の使用条件が過酷化され、不動態化剤やビスマスジチオカーバメートを添加
する方法では剥離現象を防ぐ対策として不十分になってきている。特に、上述したように
接触シールのシール性が低下する場合では、グリースが漏洩し、この剥離現象がより発生
しやすくなるという問題がある。
【特許文献１】特開２００１－１４０９０７号公報
【特許文献２】特開平３－２１０３９４号公報
【特許文献３】特開２００５－４２１０２号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　本発明は、このような問題に対処するためになされたものであり、内輪のシール溝に溜
まった泥水を外部に排出しやすくシール性の低下を防止できるシール構造を有し、水素脆
性による転走面での剥離を効果的に防止できるグリース密封型転がり軸受の提供を目的と
する。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　本発明のグリース密封型転がり軸受は、内輪と外輪の両転走面間に転動体が介在され、
上記内輪の転走面の側方に形成されたシール溝と、上記内輪の端部との間に肩部が形成さ
れ、上記シール溝に対向する上記外輪の内周面に上記内、外輪間の軸受空間を密封するシ
ール部材が装着され、そのシール部材の内周部に上記シール溝の転走面側溝壁に接触する
主リップと、上記肩部の上方に突き出すラビリンスリップとが設けられ、上記軸受空間に
グリースを封入したグリース密封型転がり軸受であって、上記シール部材の内周側先端部
に上記主リップとラビリンスリップとが設けられ、上記主リップに上記シール溝に対向す
る内周面が設けられるとともに、上記ラビリンスリップの内周側に上記ラビリンスリップ
の先端に向って徐々に拡径するよう形成された傾斜面が設けられ、上記グリースは、基油
と増ちょう剤とからなるベースグリースに添加剤を配合してなり、上記添加剤はアルミニ
ウム粉末およびアルミニウム化合物から選ばれた少なくとも一つのアルミニウム系添加剤
を含有し、該アルミニウム系添加剤の配合割合はベースグリース 100 重量部に対して 0.
05 重量部～10 重量部であることを特徴とする。
【００１０】
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　上記ラビリンスリップの傾斜面の傾斜角度αが、上記肩部の外周面に対して 10 度から
 40 度に設定されたことを特徴とする。
　また、上記ラビリンスリップの傾斜面は、その軸方向内端部に上記シール溝の肩部側溝
壁に向かって突き出す段差部が設けられ、この段差部を経て上記主リップの内周面に連続
して設けられたことを特徴とする。
【００１１】
　上記シール部材が、弾性体を芯金で補強したものであることを特徴とする。
　また、上記シール部材の弾性体が、水素添加ニトリルゴムまたは耐エステルアクリルゴ
ムであることを特徴とする。
【００１２】
　上記主リップは、上記シール溝の軌道側溝壁に向かい合う傾斜壁面と、上記シール溝に
対向する内周面とから形成され、上記傾斜壁面と内周面とのなす角度βが 40 度から 75 
度に設定されたことを特徴とする。
　また、上記シール溝の転走面側溝壁の、上記内輪の軸方向と直交する方向に対する角度
γが 2 度から 6 度に設定されたことを特徴とする。
　また、上記主リップの上記シール溝の転走面側溝壁に対する軸方向の締め代をＸと、上
記シール溝の転走面側溝壁に対する上記主リップの押し付け力をＹとし、Ｙ／Ｘが 4 N/m
m から 10 N/mm に設定されたことを特徴とする。
【００１３】
　上記アルミニウム化合物は、炭酸アルミニウムおよび硝酸アルミニウムから選ばれた少
なくとも一つの化合物であることを特徴とする。
　また、上記増ちょう剤は、ウレア系増ちょう剤であることを特徴とする。
　また、上記基油は、アルキルジフェニルエーテル油およびポリ-α-オレフィン油から選
ばれた少なくとも一つの油であることを特徴とする。
【発明の効果】
【００１４】
　本発明のグリース密封型転がり軸受は、上記構成とすることで、シール部材の内周部に
設けられた主リップの、シール溝の転走面側溝壁に対する追従性を維持し、シール性を的
確に確保するので、封入したグリースを漏洩することなく転走面の潤滑に寄与させること
ができる。さらに、摩擦摩耗面または摩耗により露出した金属新生面においてグリースに
配合したアルミニウム系添加剤が反応し、酸化鉄とともにアルミニウム被膜が軸受転走面
に生成し、各種産業機械に使用される軸受で見られる水素脆性等による特異な剥離の発生
を抑制することができる。これらの結果、軸受の長寿命化について飛躍的な向上を図るこ
とができる。
　このため、オルタネータ、カーエアコン用電磁クラッチ、中間プーリ、電動ファンモー
タ等の自動車電装部品、補機等の転がり軸受として好適に利用できる。
【００１５】
　また、上記ラビリンスリップの傾斜面の傾斜角度αを、上記肩部の外周面に対して 10 
度から 40 度に設定することにより、シール溝に溜まった泥水が、シール部材の回転によ
る遠心力によってラビリンスリップの傾斜面に沿って軸方向外向きに移動し、軸受外部に
容易に排出されやすくなり、シール性を向上させることができる。
【００１６】
　また、本発明のグリース密封型転がり軸受は、上記構成に加えて（１）上記主リップに
設けられた、シール溝の転走面側溝壁にリップシール内周面との角度βの傾斜で向かい合
う傾斜壁面、（２）上記内輪の軸方向と直交する方向に角度γで傾斜して設けられた転走
面側溝壁、（３）上記転走面側溝壁に所定の押し付け力で押し付けられて設けられた主リ
ップ、等の構成を有するので、内周面に対して傾斜を有する主リップが剛性を保ちつつ所
定の接触面積や接触圧を持って転走面側溝壁に密着でき、シール性を向上させることがで
きる。その結果、軸受外へのグリースの漏出と軸受内への泥水等の侵入とを防止すること
ができる。
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【発明を実施するための最良の形態】
【００１７】
　シール性能の低下を十分に防止できるようにし、かつ、グリース封入軸受において水素
脆性による転走面での剥離を効果的に防止できるグリース密封型転がり軸受を得るべく鋭
意検討を行なった。検討の結果、内輪の転走面の側方に形成されたシール溝と、シール部
材の内周側先端部に主リップと、ラビリンスリップとを有し、軸受空間にグリースを封入
した転がり軸受において、主リップにシール溝に対向する内周面を設けるとともに、ラビ
リンスリップの内周側にラビリンスリップの先端に向って徐々に拡径するよう形成された
傾斜面を設けた軸受構成とし、グリースとして、基油と増ちょう剤とからなるベースグリ
ースにアルミニウム粉末およびアルミニウム化合物から選ばれた少なくとも一つのアルミ
ニウム系添加剤を配合したものを採用したグリース密封型転がり軸受は、軸受寿命が飛躍
的に向上することがわかった。
【００１８】
　シール構造を上記構成とすることで、軸受内部のグリースがシール溝に漏出することを
防止し、さらに、外部からの異物や泥水などの軸受内部への侵入を防止することができる
。また、傾斜角度を規定すると、シール溝に溜まった泥水が、シール部材の回転による遠
心力によってラビリンスリップの傾斜面に沿って軸方向外向きに移動し、軸受外部に容易
に排出されやすい。また、主リップに設けられた、シール溝の転走面側溝壁にリップシー
ル内周面との角度βの傾斜で向かい合う傾斜壁面、内輪の軸方向と直交する方向に角度γ
で傾斜して設けられた転走面側溝壁、転走面側溝壁に所定の押し付け力で押し付けられて
設けられた主リップ、等の構成を有すると、シール性をより向上させることができる。
【００１９】
　これらの結果、グリース漏れによるグリース量低下で生じる油膜切れで生じる摩耗に起
因する転走面の活性化、または、グリース量低下による早期のグリース劣化で生じる摩耗
に起因する軸受転走面の活性化を防止できる。さらに、軸受転走面が活性化、すなわち軸
受転走面において、摩擦摩耗面または摩耗により金属新生面が露出したとしても、グリー
スに配合したアルミニウム系添加剤が反応し、酸化鉄とともにアルミニウム被膜が軸受転
走面に生成され、白色組織変化を伴った特異的な剥離の発生を抑制することができる。
　以上のように、本発明では、シール性能の向上と、軸受転走面でのアルミニウム被膜の
生成との作用により、封入したグリースを漏洩することなく軌道輪の潤滑に寄与させる効
果と、転走面で生じる白色組織変化を伴った特異的な剥離を防止する効果とを個別に引き
出すのではなく、それぞれの作用の重なりにより、転走面で生じる白色組織変化を伴った
特異的な剥離を防止する効果を相乗的に発揮させることができ、軸受寿命が飛躍的に向上
するものと考えられる。本発明は、このような知見に基づくものである。
【００２０】
　本発明のグリース密封型転がり軸受では、内輪と外輪の両転走面間に転動体が介在され
、内輪の転走面の側方に形成されたシール溝と、内輪の端部との間に肩部が形成され、シ
ール溝に対向する外輪の内周面にシール部材が装着され、そのシール部材の内周部にシー
ル溝の転走面側溝壁に接触する主リップと、肩部の上方に突き出すラビリンスリップとが
設けられた転がり軸受において、シール部材の内周側先端部に主リップとラビリンスリッ
プとが設けられ、主リップにシール溝に対向する内周面が設けられるとともに、ラビリン
スリップの内周側にラビリンスリップの先端に向って徐々に拡径するよう形成された傾斜
面が設けられたシール構造を採用している。
　また、上記の構成において、上記主リップまたはラビリンスリップあるいはこれらの境
界を含む双方から外径側に向って薄肉に形成されたくびれ部をさらに形成してもよい。
【００２１】
　上記構成によると、上記シール部材の内周部のくびれ部は、肉厚が薄く形成され軸方向
に弾性変形するので、このくびれ部の先端部に設けられた主リップは、摺接するシール溝
の転走面側溝壁に対する追従性が維持される。これにより、軸受内部のグリースがシール
溝に漏出することを防止し、さらに、外部からの異物や泥水などの軸受内部への侵入を防
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止することができる。
　また、上記くびれ部を形成したことで、主リップの柔軟性を付与するための凹部を形成
する必要がなくなる。このため、上記シール部材のラビリンスリップの内周部に傾斜面が
設けられ、この傾斜面に上記主リップの内周面を連続して設けられる。これにより、シー
ル溝に溜まった泥水が、シール部材の回転による遠心力で主リップの内周面からラビリン
スリップの傾斜面に沿って移動し軸受外部に排出される。
【００２２】
　上記の構成において、上記ラビリンスリップの傾斜面は、上記内輪の肩部の外周面に対
する傾斜角度αが 10 度から 40 度に設定される。このように傾斜角度αを規定すると、
シール溝に溜まった泥水が、シール部材の回転による遠心力によってラビリンスリップの
傾斜面に沿って軸方向外向きに移動し、軸受外部に容易に排出されやすい。
　このように傾斜角度αを規定したのは、この傾斜角度αが 10 度未満となると、シール
部材の回転によって泥水に作用する遠心力が小さくなるため、この泥水が十分に排出され
ず、また、上記傾斜角度αが 40 度を越えると、上記肩部およびシール溝の肩部側溝壁と
、上記ラビリンスリップの傾斜面とのすき間が広くなり、このラビリンスリップにより形
成されるラビリンスシールのシール性が低下するからである。
【００２３】
　また、上記ラビリンスリップの傾斜面は、その軸方向内端部に上記シール溝の肩部側溝
壁に向かって突き出す段差部が設けられ、この段差部を経て上記主リップの内周面に連続
して設けられた構成としてもよい。上記段差部がシール溝の肩部側溝壁に向かって突き出
しているので、上記ラビリンスリップにより形成されるラビリンスシールに狭窄部分が形
成され、このラビリンスシールによるシール性が確保される。
【００２４】
　以下、本発明の実施形態を添付図面に基づいて説明する。
　本発明の実施形態１のグリース密封型転がり軸受を図１および図２に示す。この実施形
態１のグリース密封型転がり軸受は、図１に示すように、外周面に転走面５を有する内輪
１と、内周面に転走面６を有する外輪２と、内外輪１、２の転走面５、６の間に介在され
た複数の転動体３と、内輪１および外輪２の軸方向両端面に装着され、内外輪１、２の間
を封止する環状のシール部材４とから構成される。密封された内、外輪間の軸受空間に後
述するアルミニウム系添加剤を配合したグリース２８が封入されている。
　上記内輪１の転走面５の両側方に周方向のシール溝７が形成され、この各シール溝７に
向かい合う外輪２の内周面に係止溝８が形成される。この係止溝８にシール部材４の外周
縁部９が圧入固定される。
【００２５】
　上記シール溝７は、図２に示すように、内輪１の転走面５側の溝壁１４（以下、転走面
側溝壁１４という。）と、底面２１と、上記係止溝８と内輪１の端部との間に形成される
肩部１５側の溝壁２３（以下、肩部側溝壁２３という。）とから形成され、この肩部側溝
壁２３が、軸方向外向きに傾斜し上記肩部１５の外周面２４と連続して形成される。
【００２６】
　上記シール部材４は、合成ゴム等からなる弾性体１１を芯金１０により補強したもので
ある。上記弾性体１１に用いられる合成ゴム等として、水素添加ニトリルゴム、または耐
エステルアクリルゴムを採用することができる。水素添加ニトリルゴムは、シール部材と
して一般的に用いられるニトリルゴムと比較して耐熱性に優れ、耐薬品性にも問題がない
ため、安定した性状を維持し、かつ、より高温での使用ができる。また、耐エステルアク
リルゴムは、水素添加ニトリルゴムと同様にニトリルゴムと比較して耐熱性に優れ、アク
リルゴムのエステル油やエアコンのコンプレッサーオイル等の薬品に対する耐薬品性を向
上させたものであるため、安定した性状を維持し、かつ、より高温での使用ができる。
【００２７】
　上記シール部材４は、その内周部の上記弾性体１１の部分にその肉厚が薄いくびれ部１
２が形成される。このくびれ部１２は、後述する主リップ１６またはラビリンスリップ１
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７あるいはこれらの境界を含む双方から外径側に向って薄肉に形成されたものである。こ
のくびれ部１２の内周側の先端部にはシールリップ１３が設けられ、これは上記シール溝
７の転走面側溝壁１４に接触させた主リップ１６と、上記肩部１５の上方に突き出すラビ
リンスリップ１７とからなる。
【００２８】
　上記主リップ１６は、上記シール溝７の転走面側溝壁１４と向かい合い外向きに拡径す
る傾斜壁面１９と、この傾斜壁面１９よりも径方向内側に位置し、シール溝７の上記底面
２１に対向する内周面２０と、上記傾斜壁面１９と内周面２０とを連続させる先端部２７
とから形成される。
【００２９】
　このように構成されるシール部材４の外周縁部９（図１）が、外輪２のシール部材係止
溝８（図１）に圧入固定されると、上記主リップ１６の先端部２７がシール溝７の転走面
側溝壁１４に摺接する。上記主リップ１６は、肉厚を薄く形成されたくびれ部１２の先端
部に設けられ、このくびれ部１２が軸方向に弾性変形するので、摺接する上記シール溝７
の転走面側溝壁１４に対する追従性が維持される。これにより、軸受内部のグリースがシ
ール溝７に漏出することを防止し、さらに、外部からの異物や泥水などの軸受内部への侵
入を防止することができる。
【００３０】
　上記ラビリンスリップ１７は、上記肩部１５からシール溝７の肩部側溝壁２３に至る範
囲に向かい合いラビリンスシール１８が形成されるものである。その内周部には内向きに
縮径する傾斜面２２が設けられる。この傾斜面２２は、上記内輪１の肩部１５の外周面２
４に対する傾斜角度αが 10 度～40 度に設定される。このラビリンスリップ１７の傾斜
面２２の傾斜角度αがこのように設定されると、上記ラビリンスリップ１７の傾斜面２２
に付着した泥水が、シール部材４の回転による遠心力によってその傾斜面２２に沿って軸
方向外向きに移動し、軸受外側に排出される。
【００３１】
　上記のように傾斜角度αを規定したのは、この傾斜角度αが 10 度未満となると、シー
ル部材４の回転による遠心力がラビリンスリップ１７に付着した泥水に十分に作用しない
ため、その泥水が排出されにくくなるからである。また、上記傾斜角度αが 40 度をこえ
ると、上記内輪１の肩部１５の外周面２４と、上記ラビリンスリップ１７の傾斜面２２と
のすき間が広くなり、ラビリンスシール１８によるシール性が低下するからである。
【００３２】
　また、上記ラビリンスリップ１７は、その先端部が上記シール溝７の肩部側側壁２３寄
りに設けられる。このようにすることで、このラビリンスリップ１７の先端部が内輪１の
端部寄りに設けられた場合よりも、このラビリンスリップ１７に付着した泥水が、シール
部材４の回転による遠心力でその傾斜面２２を移動する距離が短くなり、シール溝７内に
溜まった泥水がより排出されやすい。
【００３３】
　また、上記主リップ１６の内周面２０と、上記ラビリンスリップ１７の傾斜面２２との
間に段差部２５が設けられ、この段差部２５は、上記シール溝７の肩部側溝壁２３に向か
って突き出して設けられる。これにより、上記主リップ１６の内周面２０は、段差部２５
を経てラビリンスリップの傾斜面２２へと連続して形成されるので、シール溝７に溜まっ
た泥水が、シール部材４の回転による遠心力でラビリンスリップ１７の傾斜面２２に沿っ
て軸受外部に排出されやすい。
【００３４】
　さらに、上記段差部２５が突き出して設けられると、主リップ１６の内周面２０の外周
縁部とシール溝７の肩部側溝壁２３との間に狭窄部分が形成される。この狭窄部分によっ
てラビリンスシール１８によるシール性を確保することができる。また、上記シール溝７
と内輪１の肩部１５との境界の山部２６と、上記ラビリンスリップ１７の傾斜面２２との
間にも狭窄部分が形成されるので、さらに、ラビリンスシール１８によるシール性を確保
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することができる。
【００３５】
　次に、本発明の実施形態２のグリース密封型転がり軸受に用いられるシールリップを図
７を用いて説明する。
　図７に示すシールリップを有するグリース密封型転がり軸受は、上記シール部材４の主
リップ１６の上記傾斜壁面１９と内周面２０とのなす角度βが設定されたものであり、そ
の他の構成は図１と同様である。すなわち、上記シール部材４の主リップ１６は、その傾
斜壁面１９と内周面２０とのなす角度βが 40 度から 75 度に設定されたものである。
【００３６】
　上記のように角度βを規定したのは、この角度βが 40 度未満となると、主リップ１６
の先端部２７が鋭利となり、この先端部２７の剛性が低下する恐れがあるからである。ま
た、上記角度βが 75 度をこえると、主リップ１６の先端部２７のシール溝７の転走面側
溝壁１４に対する接触面積が大きくなり、主リップ１６の接触圧が低下し、主リップ１６
によるシール性が低下するからである。
【００３７】
　次に、本発明の実施形態３のグリース密封型転がり軸受に用いられるシールリップを図
８に示す。
　図８に示すシールリップを有するグリース密封型転がり軸受は、上記シール溝７の転走
面側溝壁１４の、上記内輪１の軸方向と直交する方向に対する角度γが設定されたもので
あり、その他の構成は図１と同様である。すなわち、上記シール溝７の転走面側溝壁１４
の、上記内輪１の軸方向と直交する方向に対する角度γが 2 度から 6 度に設定されたも
のである。
【００３８】
　上記のように角度γを規定すれば、転がり軸受に組み込まれたシール部材４の中心軸と
その転がり軸受の回転軸とのずれを小さくし、主リップ１６の先端部がシール溝７の転走
面側溝壁１４に摺接する際、主リップ１６の軸方向の締め代の変化量を小さくすることが
できる。これにより、主リップ１６の先端部２７の、転走面側溝壁１４に対する接触圧の
ばらつきを抑えることができる。
　また、上記のように角度γを規定したのは、この角度γが 2 度未満では、切削加工時
の切り屑が排出されにくくなり、切削加工性が低下するからである。また、上記角度γが
 6 度をこえると、主リップ１６の先端部２７の、シール溝７の転走面側溝壁１４に対す
る接触面積が小さくなり、主リップ１６によるシール性が低下するからである。
【００３９】
　次に、本発明の実施形態４のグリース密封型転がり軸受に用いられるシールリップを図
９に示す。
　図９に示すシールリップを有するグリース密封型転がり軸受は、上記主リップ１６の先
端部２７の、上記シール溝７の転走面側溝壁１４に対する軸方向の締め代をＸ（弾性変形
量）とし、上記シール溝７の転走面側溝壁１４に対する主リップ１６の押し付け力をＹと
し、Ｙ／Ｘが 4 N/mm から 10 N/mm となるように設定されたものである。その他の構成
は図１と同様である。
【００４０】
　上記のようにＹ／Ｘの値を規定することにより、主リップ１６の上記シール溝７の転走
面側溝壁１４に対する接触圧を所要の値にして、弾性変形を起こりにくくすることができ
る。このようにＹ／Ｘの値を規定したのは、このＹ／Ｘの値が 4 N/mm 未満では、主リッ
プ１６の剛性が低くなり過ぎるため、上記の接触圧が低くなり、十分なシール性を確保す
ることができないからである。また、上記Ｙ／Ｘの値が 10 N/mm をこえると、主リップ
１６の剛性が高くなるため、わずかな変形量により上記接触圧の変動が大きくなり安定し
たシール性を得にくくなるからである。
【００４１】
　さらに、上記段差部２５が突き出して設けられると、主リップ１６の内周面２０の外周
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縁部とシール溝７の肩部側溝壁２３との間に狭窄部分が形成される。この狭窄部分によっ
てラビリンスシール１８によるシール性を確保することができる。また、上記シール溝７
と内輪１の肩部１５との境界の山部２６と、上記ラビリンスリップ１７の傾斜面２２との
間にも狭窄部分が形成されるので、さらに、ラビリンスシール１８によるシール性を確保
することができる。
【００４２】
　本発明のグリース封入転がり軸受は、上記のシール構造を採用することに加えて、アル
ミニウム系添加剤を配合したグリースを使用することを特徴としている。
　本発明に用いるアルミニウム系添加剤は、アルミニウム粉末およびアルミニウム化合物
から選ばれた少なくとも一つである。アルミニウム化合物としては、炭酸アルミニウム、
硫化アルミニウム、塩化アルミニウム、硝酸アルミニウムおよびその水和物、硫酸アルミ
ニウム、フッ化アルミニウム、臭化アルミニウム、よう化アルミニウム、酸化アルミニウ
ムおよびその水和物、水酸化アルミニウム、セレン化アルミニウム、テルル化アルミニウ
ム、りん酸アルミニウム、りん化アルミニウム、アルミン酸リチウム、アルミン酸マグネ
シウム、セレン酸アルミニウム、チタン酸アルミニウム、ジルコン酸アルミニウム等の無
機アルミニウム、安息香酸アルミニウム、クエン酸アルミニウム等の有機アルミニウムが
挙げられる。これらアルミニウム系添加剤は、単独で、または２種類以上を混合してグリ
ースに添加してもよい。
　本発明において特に好ましいのは、耐熱耐久性に優れ、熱分解しにくいため、極圧性効
果の高いアルミニウム粉末である。
【００４３】
　アルミニウム系添加剤の配合割合は、ベースグリース 100 重量部に対して 0.05 重量
部 ～10 重量部である。すなわち、（１）アルミニウム系添加剤がアルミニウム粉末のみ
である場合、ベースグリース 100 重量部に対してアルミニウム粉末を 0.05～10 重量部
、（２）アルミニウム系添加剤がアルミニウム化合物のみである場合、ベースグリース 1
00 重量部に対してアルミニウム化合物を 0.05～10 重量部、（３）アルミニウム系添加
剤がアルミニウム粉末とアルミニウム化合物とである場合、ベースグリース 100 重量部
に対して、アルミニウム粉末とアルミニウム化合物とを合せて 0.05～10 重量部配合する
。
　アルミニウム系添加剤の配合割合が 0.05 重量部未満であると水素脆性による転走面で
の剥離を効果的に防止できない。また 10 重量部をこえても剥離防止効果がそれ以上に向
上しない。
【００４４】
　本発明に使用できる基油としては、スピンドル油、冷凍機油、タービン油、マシン油、
ダイナモ油等の鉱油、高度精製鉱油、流動パラフィン、ポリブテン、フィッシャー・トロ
プシュ法により合成されたＧＴＬ油、ポリ-α-オレフィン油、アルキルナフタレン、脂環
式化合物等の炭化水素系合成油、または、天然油脂、ポリオールエステル油、りん酸エス
テル油、ポリマーエステル油、芳香族エステル油、炭酸エステル油、ジエステル油、ポリ
グリコール油、シリコーン油、ポリフェニルエーテル油、アルキルジフェニルエーテル油
、アルキルベンゼン油、フッ素化油等の非炭化水素系合成油等を使用できる。これら基油
は単独で、または 2 種類以上組み合せて用いることができる。
　これらの中で、耐熱性と潤滑性に優れたアルキルジフェニルエーテル油、または、ポリ
-α-オレフィン油を用いることが好ましい。
【００４５】
　本発明に使用できる増ちょう剤としては、ベントン、シリカゲル、フッ素化合物、リチ
ウム石けん、リチウムコンプレックス石けん、力ルシウム石けん、カルシウムコンプレッ
クス石けん、アルミニウム石けん、アルミニウムコンプレックス石けん等の石けん類、ジ
ウレア化合物、ポリウレア化合物等のウレア系化合物が挙げられる。
　これらの中で、耐熱性、コスト等を考慮するとウレア系化合物が望ましい。
【００４６】
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　ウレア系化合物は、イソシアネート化合物とアミン化合物とを反応させることにより得
られる。反応性のある遊離基を残さないため、イソシアネート化合物のイソシアネート基
とアミン化合物のアミノ基とは略当量となるように配合することが好ましい。
【００４７】
　ジウレア化合物は、例えば、ジイソシアネートとモノアミンとの反応で得られる。ジイ
ソシアネートとしては、フェニレンジイソシアネート、トリレンジイソシアネート、ジフ
ェニルジイソシアネート、ジフェニルメタンジイソシアネート、オクタデカンジイソシア
ネート、デカンジイソシアネート、ヘキサンジイソシアネー卜等が挙げられ、モノアミン
としては、オクチルアミン、ドデシルアミン、ヘキサデシルアミン、ステアリルアミン、
オレイルアミン、アニリン、ｐ-トルイジン、シクロヘキシルアミン等が挙げられる。ポ
リウレア化合物は、例えば、ジイソシアネートとモノアミン、ジアミンとの反応で得られ
る。ジイソシアネート、モノアミンとしては、ジウレア化合物の生成に用いられるものと
同様のものが挙げられ、ジアミンとしては、エチレンジアミン、プロパンジアミン、ブタ
ンジアミン、ヘキサンジアミン、オクタンジアミン、フェニレンジアミン、トリレンジア
ミン、キシレンジアミン、ジアミノジフェニルメタン等が挙げられる。
【００４８】
　基油にウレア系化合物等の増ちょう剤を配合して、上記アルミニウム系添加剤等を配合
するためのベースグリースが得られる。ウレア系化合物を増ちょう剤とするベースグリー
スは、基油中でイソシアネート化合物とアミン化合物とを反応させて作製する。
　ベースグリース 100 重量部中に占める増ちょう剤の配合割合は、1～40 重量部、好ま
しくは 3 ～25 重量部配合される。増ちょう剤の含有量が 1 重量部未満では、増ちょう
効果が少なくなり、グリース化が困難となり、 40 重量部をこえると得られたベースグリ
ースが硬くなりすぎ、所期の効果が得られ難くなる。
【００４９】
　また、アルミニウム系添加剤とともに、必要に応じて公知のグリース用添加剤を含有さ
せることができる。この添加剤として、例えば、有機亜鉛化合物、アミン系、フェノール
系化合物等の酸化防止剤、ベンゾトリアゾールなどの金属不活性剤、ポリメタクリレート
、ポリスチレン等の粘度指数向上剤、二硫化モリブデン、グラファイト等の固体潤滑剤、
金属スルホネート、多価アルコールエステルなどの防錆剤、有機モリブデンなどの摩擦低
減剤、エステル、アルコールなどの油性剤、りん系化合物などの摩耗防止剤等が挙げられ
る。これらを単独で、または 2 種類以上組み合せて添加できる。
【００５０】
　本発明のグリース封入転がり軸受は、シール性を的確に確保できるシール構造と、アル
ミニウム系添加剤を含有するグリースの封入とにより、軸受転走面における水素脆性によ
る特異な剥離の発生を効果的に抑制することができる。このため、玉軸受、円筒ころ軸受
、円すいころ軸受、自動調心ころ軸受、針状ころ軸受、スラスト円筒ころ軸受、スラスト
円すいころ軸受、スラスト針状ころ軸受、スラスト自動調心ころ軸受等も長寿命の軸受と
して使用することができる。
【実施例】
【００５１】
　ラビリンスリップの傾斜角度等とシール性との関係を明確にするため、以下に示すシー
ルリップの構造を有する転がり軸受を用いて、以下に示す泥水試験に供し、泥水浸入防止
性能および泥水排出性能を検証した。
【００５２】
参考実施例１～参考実施例２
　ラビリンスリップ１７の傾斜面２２と、内輪１の肩部１５の外周面２４とのなす傾斜角
度αが表１に示す角度に設定されたもの（図２参照）。
【００５３】
参考比較例１
　図５に示すように、上記角度αが 0 度（ラビリンスリップ１７の傾斜面２２と肩部１
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【００５４】
参考比較例２
　図６に示すように、上記角度αがマイナス 20 度（ラビリンスリップ１７の傾斜面２２
が外向きに縮径し、肩部１５の外周面２４に対する傾斜角度が 20 度）に設定されたもの
。他の構造は参考実施例１と同様である。
【００５５】
参考実施例３～参考実施例５、参考比較例３～参考比較例４
　ラビリンスリップ１７の傾斜面２２と、内輪１の肩部１５の外周面２４とのなす傾斜角
度αが 40 度で、主リップの傾斜壁面角度βが表２に示す角度に設定されたもの。（図７
参照）。
【００５６】
参考実施例６～参考実施例７、参考比較例５～参考比較例７
　ラビリンスリップ１７の傾斜面２２と、内輪１の肩部１５の外周面２４とのなす傾斜角
度αが 40 度で、シール溝の転走面側溝壁の傾斜壁面角度γが表３に示す角度に設定され
たもの（図８参照）。
【００５７】
参考実施例８～参考実施例９、参考比較例８～参考比較例１０
　ラビリンスリップ１７の傾斜面２２と、内輪１の肩部１５の外周面２４とのなす傾斜角
度αを 40 度に設定し、さらに主リップ１６の先端部２７の、シール溝７の転走面側溝壁
１４に対する軸方向の締め代をＸとし、シール溝７の転走面側溝壁１４に対する主リップ
１６の押し付け力をＹとし、Ｙ／Ｘが 表４に示す値に設定されたもの（図９参照）。
【００５８】
＜泥水試験＞
　参考実施例１～参考実施例９および参考比較例１～参考比較例１０のシールリップの構
造を有する密封型深溝玉軸受を用いて、下記の運転条件にて運転し、運転中に下記の泥水
を所定時間噴霧し、試験後の軸受内部における泥水の残留状態を確認した。結果を表１～
表４に併記する。
　泥水が残留しなかったものは泥水排出性能に優れていると評価して「○」印を、水分（
水滴）のみ浸入したものは可と評価して「△」印を、泥水が残留したものは不可と評価し
て「×」印を記録する。
【００５９】
［運転条件］
　泥水：関東ローム粉ＪＩＳ８種（泥分濃度10重量％）
　回転速度：2000 rpm
　試験時間： 3 時間
［シール部材］
　材質：合成ゴム（ＮＢＲ（アクリロニトリル・ブタジエン・ラバー））
【００６０】
【表１】

【００６１】
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【表２】

【００６２】
【表３】

【００６３】
【表４】

【００６４】
　表１に示すように、傾斜角度αが 40 度の参考実施例１、および 10 度の参考実施例２
のいずれの場合も、泥水が残留せず、軸受のシール溝に溜まった泥水の排水がされやすい
ものであった。
　しかし、図５に示すように、上記傾斜角度αが 0 度の参考比較例１の場合は、泥水が
軸受内部に残留し、泥水が排出されにくいものであった。また、図６に示すように、上記
傾斜角度αが－20 度の参考比較例２の場合も、参考比較例１と同様に、泥水が軸受外部
に排出されにくいものであった。
　以上のように、上記ラビリンスリップ１７の傾斜面２２の、内輪１の肩部１５の外周面
２４に対する傾斜角度αを規定することにより、泥水が軸受外部に排出されやすくなる。
【００６５】
　表２に示すように、角度βが 43 度の参考実施例３は、水分（水滴）のみ侵入し、55 
度の参考実施例４、および 75 度の参考実施例５は、泥水が浸入せず、軸受のシール性を
確保できるものであった。しかし、上記角度βが 30 度の参考比較例３および 126 度の
参考比較例４のいずれの場合も、泥水が軸受内部に侵入するものであった。以上のように
、上記主リップ１６の傾斜壁面１９と内周面２０とのなす角度βを規定することにより、
泥水が軸受内部に侵入しにくくなる。
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【００６６】
　表３に示すように、角度γが 2 度の参考実施例６、および 6 度の参考実施例７のいず
れの場合も、泥水が浸入せず、軸受のシール性を確保できるものであった。しかし、上記
角度γが 8 度の参考比較例５、15 度の参考比較例６、および 20 度の参考比較例７のい
ずれの場合も、泥水が軸受内部に侵入するものであった。以上のように、上記シール溝７
の転走面側溝壁１４の、内輪１の軸方向と直交する方向に対する角度γを規定することに
より、泥水が軸受内部に侵入しにくくなる。
【００６７】
　表４に示すように、Ｙ／Ｘが 8.5 N/mm の参考実施例８、および 4.4 N/mm の参考実施
例９のいずれの場合も、泥水が浸入せず、軸受のシール性を確保できるものであった。し
かし、上記Ｙ／Ｘが 33 N/mm の参考比較例８の場合は、水分が軸受内部に浸入し、3.3 N
/mm の参考比較例９、および 2.45 N/mm の参考比較例１０のいずれの場合も、泥水が軸
受内部に侵入するものであった。以上のように、Ｙ／Ｘを規定することにより、泥水が軸
受内部に侵入しにくくなり、主リップ１６によるシール性を確保することができる。
【００６８】
実施例１～実施例１５および比較例１～比較例６
　表５～表８に示した基油の半量に、４，４-ジフェニルメタンジイソシアナート（日本
ポリウレタン工業社製ミリオネートＭＴ、以下、ＭＤＩと記す）を表５～表８に示す割合
で溶解し、残りの半量の基油にＭＤＩの２倍当量となるモノアミンを溶解した。それぞれ
の配合割合および種類は表５～表８のとおりである。
　ＭＤＩを溶解した溶液を撹拌しながらモノアミンを溶解した溶液を加えた後、100℃～1
20℃で 30 分間撹拌を続けて反応させて、ジウレア化合物を基油中に生成させた。
　これにアルミニウム系添加剤および酸化防止剤を表５～表８に示す配合割合で加えてさ
らに 100℃～120℃で 10分間撹拌した。その後冷却し、三本ロールで均質化し、グリース
を得た。
　表５～表８において、基油として用いた合成炭化水素油は 40℃における動粘度 30 mm2

/sec の新日鉄化学社製シンフルード６０１を、アルキルジフェニルエーテル油は 40℃に
おける動粘度 97 mm2/sec の松村石油社製モレスコハイルーブＬＢ１００を、それぞれ用
いた。また、酸化防止剤は住友化学社製ヒンダードフェノールを用いた。
　ラビリンスリップの内周側にラビリンスリップの先端に向って徐々に拡径するよう形成
された傾斜面を少なくとも設け、かつ各傾斜角度等を表５～表８に示す設定にした転がり
軸受を用意し、得られた上記グリースを封入し、上述の泥水運転を１時間行なった後、急
加減速試験を行なった。試験方法および試験条件を以下に示す。また、結果を表５～表８
に併記する。
【００６９】
＜急加減速試験＞
　電装補機の一例であるオルタネータを模擬し、上記泥水運転後の転がり軸受を用いて急
加減速試験を行なった。急加減速試験条件は、回転軸先端に取り付けたプーリに対する負
荷荷重を 2600 N 、回転速度は 0 rpm～18000 rpm で運転条件を設定し、さらに、試験軸
受内に 0.1 A の電流が流れる状態で試験を実施した。そして、軸受内に異常剥離が発生
し、振動検出器の振動が設定値以上になって発電機が停止する時間（剥離発生寿命時間、
ｈ）を計測した。なお、試験は、300 時間で打ち切った。
【００７０】
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【表５】

　表５において角度β、角度γは、75 度、2 度に、押し付け力Ｙ／Ｘは 8.5 N/mm に、
それぞれ設定した。
【００７１】
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【表６】

　表６において傾斜角度α、角度γは、40 度、2 度に、押し付け力Ｙ／Ｘは 8.5 N/mm 
に、それぞれ設定した。
【００７２】
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【表７】

　表７において傾斜角度α、角度βは、40 度、75 度に、押し付け力Ｙ／Ｘは 8.5 N/mm 
に、それぞれ設定した。
【００７３】
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【表８】

　表８において傾斜角度α、角度β、角度γは、40 度、75 度、2 度に、それぞれ設定し
た。
【産業上の利用可能性】
【００７４】
　本発明のグリース密封型転がり軸受は、シール性能の向上等と、転走面で生じる白色組
織変化を伴った特異的な剥離防止とが、それぞれの作用の重なりにより、転走面で生じる
白色組織変化を伴った特異的な剥離を防止する効果を相乗的に引き出すことで軸受の飛躍
的な長寿命化を図ることができる。このため、オルタネータ、カーエアコン用電磁クラッ
チ、中間プーリ、電動ファンモータ等の自動車電装部品、補機等の転がり軸受、モータ用
軸受として好適に利用できる。
【図面の簡単な説明】
【００７５】
【図１】実施形態１の密封型転がり軸受を示す断面図である。
【図２】同上のシールリップを示す拡大図である。
【図３】従来の密封型転がり軸受を示す部分断面図である。
【図４】同上のシールリップを示す拡大図である。
【図５】参考比較例１のシールリップを示す拡大図である。
【図６】参考比較例２のシールリップを示す拡大図である。
【図７】実施形態２の密封型転がり軸受のシールリップを示す拡大図である。
【図８】実施形態３の密封型転がり軸受のシールリップを示す拡大図である。
【図９】実施形態４の密封型転がり軸受のシールリップを示す拡大図である。
【符号の説明】
【００７６】
　　１　内輪
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　　２　外輪
　　３　転動体
　　４　シール部材
　　５　内輪転走面
　　６　外輪転走面
　　７　シール溝
　　８　係止溝
　　９　外周縁部
　１０　芯金
　１１　弾性体
　１２　くびれ部
　１３　シールリップ
　１４　転走面側溝壁
　１５　肩部
　１６　主リップ
　１７　ラビリンスリップ
　１８　ラビリンスシール
　１９　傾斜壁面
　２０　内周面
　２１　底面
　２２　傾斜面
　２３　肩部側溝壁
　２４　外周面
　２５　段差部
　２６　山部
　２７　先端部
　２８　グリース
　３０　内輪
　３１　外輪
　３２　転動体
　３３　シール部材
　３４　内輪転走面
　３５　外輪転走面
　３６　シール溝
　３７　係止溝
　３８　シールリップ
　３９　主リップ
　４０　転走面側溝壁
　４１　肩部
　４２　ラビリンスリップ
　４３　底面
　４４　ラビリンスシール
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【図３】 【図４】
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【図５】 【図６】

【図７】 【図８】
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【図９】
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