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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　トーショナルダンパとオイルシールとを用いた密封構造であって、
　前記トーショナルダンパは、ハブと、該ハブを外周において覆う軸線を中心とする環状
の質量体と、前記ハブと前記質量体との間に配設されて前記ハブと前記質量体とを弾性的
に接続するダンパ弾性体とを備え、前記トーショナルダンパは、前記ハブが被取付部の貫
通穴に挿通されて、回転軸の一端に取り付けられ、
　前記オイルシールは、前記軸線を中心とする環状のシールリップと、前記軸線を中心と
する環状のサイドリップとを備え、前記被取付部の前記貫通穴に取り付けられて、前記ハ
ブと前記被取付部の前記貫通穴との間を密封し、
　前記ハブは、前記軸線を中心とする環状のボス部と、該ボス部の外周に位置する前記軸
線を中心とする環状のリム部と、前記ボス部と前記リム部とを接続する前記軸線を中心と
する円盤状の円盤部と、前記軸線を中心とする環状のハブポケットとを備え、
　前記ハブポケットは、前記ボス部に外周側において対向する環状の外周面を備え、前記
円盤部方向に凹む前記軸線を中心とする環状の凹部を形成し、
　前記ハブポケットの前記外周面は、前記軸線において前記円盤部方向に向うに連れて拡
径しており、
　前記オイルシールにおいて、前記シールリップは前記ボス部に直接又は間接的に摺動可
能に当接し、前記サイドリップは、前記ハブポケットに向かって延びて、前記ハブポケッ
トの前記外周面との間に環状の間隙を形成していることを特徴とするトーショナルダンパ
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とオイルシールとを用いた密封構造。
【請求項２】
　前記サイドリップは、前記ハブポケットの前記外周面の前記オイルシール側の端部との
間に前記環状の間隙を形成していることを特徴とする請求項１記載のトーショナルダンパ
とオイルシールとを用いた密封構造。
【請求項３】
　前記サイドリップは、前記ハブポケットの前記外周面と対向して、前記サイドリップと
前記ハブポケットの前記外周面との間に前記環状の間隙を形成していることを特徴とする
請求項１記載のトーショナルダンパとオイルシールとを用いた密封構造。
【請求項４】
　前記ハブポケットの前記拡径する外周面の前記軸線に対する角度である拡径角度は４°
以上１８°以下であることを特徴とする請求項１乃至３のいずれか１項記載のトーショナ
ルダンパとオイルシールとを用いた密封構造。
【請求項５】
　前記ハブポケットの前記拡径する外周面の前記軸線に対する角度である拡径角度と前記
サイドリップの前記軸線に対する角度である傾斜角度との差である隙間角度差は１．０°
以上１１．０°以下であることを特徴とする請求項１乃至４のいずれか１項記載のトーシ
ョナルダンパとオイルシールとを用いた密封構造。
【請求項６】
　前記ハブは前記ハブの前記ボス部に取り外し可能に取り付けられた環状の付属環部材を
有しており、該付属環部材に前記ハブポケットの前記外周面が形成されていることを特徴
とする請求項１乃至５のいずれか１項記載のトーショナルダンパとオイルシールとを用い
た密封構造。
【請求項７】
　前記トーショナルダンパの前記ハブの前記円盤部は、該円盤部を貫通する窓部を備える
ことを特徴とする請求項１乃至６のいずれか１項記載のトーショナルダンパとオイルシー
ルとを用いた密封構造。
【請求項８】
　トーショナルダンパとオイルシールとを用いた密封構造であって、
　軸線を中心とする中空の環状の環部材を更に備え、
　前記トーショナルダンパは、ハブと、該ハブを外周において覆う軸線を中心とする環状
の質量体と、前記ハブと前記質量体との間に配設されて前記ハブと前記質量体とを弾性的
に接続するダンパ弾性体とを備え、前記トーショナルダンパは、前記ハブが被取付部の貫
通穴に挿通されて、回転軸の一端に取り付けられ、
　前記環部材は、前記被取付部の前記貫通穴に嵌合可能に形成されていると共に、前記軸
線を中心とする環状の突起部を有しており、
　前記オイルシールは、前記軸線を中心とする環状のシールリップを備え、前記被取付部
の前記貫通穴に前記環部材を介して取り付けられて、前記ハブと前記被取付部の前記貫通
穴との間を密封し、
　前記ハブは、前記軸線を中心とする環状のボス部と、該ボス部の外周に位置する前記軸
線を中心とする環状のリム部と、前記ボス部と前記リム部とを接続する前記軸線を中心と
する円盤状の円盤部と、前記軸線を中心とする環状のハブポケットとを備え、
　前記ハブポケットは、前記ボス部に外周側において対向する環状の外周面を備え、前記
円盤部方向に凹む前記軸線を中心とする環状の凹部を形成し、
　前記ハブポケットの前記外周面は、前記軸線において前記円盤部方向に向うに連れて拡
径しており、
　前記オイルシールにおいて、前記シールリップは前記ボス部に直接又は間接的に摺動可
能に当接しており、
　前記環部材において、前記突起部は、前記ハブポケットに向かって延びて、前記ハブポ
ケットの前記外周面との間に環状の間隙を形成していることを特徴とするトーショナルダ
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ンパとオイルシールとを用いた密封構造。
【請求項９】
　前記トーショナルダンパの前記ハブの前記円盤部は、該円盤部を貫通する窓部を備える
ことを特徴とする請求項８記載のトーショナルダンパとオイルシールとを用いた密封構造
。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、トーショナルダンパとオイルシールとを用いた密封構造に関し、特に、車両
等のエンジンの回転軸に発生する捩り振動を吸収するためのトーショナルダンパと、この
トーショナルダンパのためのオイルシールとによって形成される密封構造に関する。
【背景技術】
【０００２】
　例えば車両のエンジンにおいて、クランクシャフトの一端には、クランクシャフトの回
転変動によって発生する捩り振動を低減するために、トーショナルダンパが取り付けられ
ている。一般に、車両のエンジンにおいて、このトーショナルダンパはダンパプーリとし
て用いられており、動力伝達用のベルトを介して、ウォーターポンプやエアコン用コンプ
レッサ等の補機にエンジンの動力の一部を伝達する。また、このトーショナルダンパと、
クランクシャフトが挿通される例えばフロントカバーの貫通穴との間の空間はオイルシー
ルによって密封されている。
【０００３】
　図２２は、車両のエンジンにおいて用いられている従来のダンパプーリ及びオイルシー
ルの構成を概略的に示すための、軸線に沿う断面における部分断面図である。図２２に示
すように、従来のダンパプーリ１００は、ハブ１０１と、プーリ１０２と、ハブ１０１と
プーリ１０２との間に配設されたダンパ弾性体１０３とを備える。ハブ１０１は、内周側
のボス部１０１ａと、外周側のリム部１０１ｂと、ボス部１０１ａとリム部１０１ｂとを
接続する円盤部１０１ｃとを備える。ダンパプーリ１００は、ハブ１０１のボス部１０１
ａがクランクシャフト１２０の一端に嵌合されて、ボルト１２１によって固定されている
。
【０００４】
　クランクシャフト１２０に取り付けられたダンパプーリ１００のハブ１０１のボス部１
０１ａは、エンジンの外側からフロントカバー１２２の貫通穴１２３に挿通され、ボス部
１０１ａと貫通穴１２３との間にはオイルシール１１０が圧入されており、シールリップ
１１１がボス部１０１ａに摺動可能に液密に当接して、ダンパプーリ１００とフロントカ
バー１２２との間を密封している。
【０００５】
　従来のこのようなダンパプーリ１００とオイルシール１１０との構造においては、オイ
ルシール１１０とボス部１０１ａとの間に異物が侵入し、シールリップ１１１が異物を噛
み込んで損傷又は劣化し、オイルシール１１０のシール性能が低下してオイルが漏洩して
しまう場合がある。このため、従来から、ダンパプーリ１００とフロントカバー１２２と
の間から侵入する異物が、オイルシール１１０とボス部１０１ａとの間に侵入することを
抑制する構造が開示されている（例えば、特許文献１参照）。
【０００６】
　また、従来のダンパプーリ１００には、軽量化及び製造コスト削減の目的から、ハブ１
０１の円盤部１０１ｃを貫通する貫通穴である窓部１０１ｄが周方向に複数形成されてい
るものがある（例えば、特許文献２，３参照）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００７】
【特許文献１】特開平０９－３２４８６１号公報
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【特許文献２】実開平０５－２５０４９号公報
【特許文献３】特許第５５５６３５５号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　しかしながら、上記窓部１０１ｄが形成された従来のダンパプーリ１００は、エンジン
において、ダンパプーリ１００の軽量化及び低コスト化は図れるものの、窓部１０１ｄを
介してエンジン側に泥水や砂、ダスト等の異物が侵入しやすくなる。このため、窓部を有
するトーショナルダンパに対しては、シール部への異物の侵入の抑制機能の更なる向上が
求められていた。
【０００９】
　このように、窓部１０１ｄが形成された従来のダンパプーリ１００を用いる場合は、ダ
ンパプーリ１００の外周から侵入する異物に加え、窓部１０１ｄから侵入する異物にオイ
ルシール１１０のシールリップ１１１が曝されることの更なる防止を図る要望があった。
また、近年の車両の使用環境の多様化から、外部から侵入する異物にオイルシール１１０
のシールリップ１１１が曝されることの更なる防止を図る要望があった。
【００１０】
　本発明は、上述の課題に鑑みてなされたものであり、その目的は、トーショナルダンパ
から侵入する異物にオイルシールのシールリップが曝されることを抑制することができる
トーショナルダンパとオイルシールとを用いた密封構造を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　上記目的を達成するために、本発明に係るトーショナルダンパとオイルシールとを用い
た密封構造は、トーショナルダンパとオイルシールとを用いた密封構造であって、前記ト
ーショナルダンパは、ハブと、該ハブを外周において覆う軸線を中心とする環状の質量体
と、前記ハブと前記質量体との間に配設されて前記ハブと前記質量体とを弾性的に接続す
るダンパ弾性体とを備え、前記トーショナルダンパは、前記ハブが被取付部の貫通穴に挿
通されて、回転軸の一端に取り付けられ、前記オイルシールは、前記軸線を中心とする環
状のシールリップと、前記軸線を中心とする環状のサイドリップとを備え、前記被取付部
の前記貫通穴に取り付けられて、前記ハブと前記被取付部の前記貫通穴との間を密封し、
前記ハブは、前記軸線を中心とする環状のボス部と、該ボス部の外周に位置する前記軸線
を中心とする環状のリム部と、前記ボス部と前記リム部とを接続する前記軸線を中心とす
る円盤状の円盤部と、前記軸線を中心とする環状のハブポケットとを備え、前記ハブポケ
ットは、前記ボス部に外周側において対向する環状の外周面を備え、前記円盤部方向に凹
む前記軸線を中心とする環状の凹部を形成し、前記ハブポケットの前記外周面は、前記軸
線において前記円盤部方向に向うに連れて拡径しており、前記オイルシールにおいて、前
記シールリップは前記ボス部に直接又は間接的に摺動可能に当接し、前記サイドリップは
、前記ハブポケットに向かって延びて、前記ハブポケットの前記外周面との間に環状の間
隙を形成していることを特徴とする。
【００１２】
　本発明の一態様に係るトーショナルダンパとオイルシールとを用いた密封構造において
、前記サイドリップは、前記ハブポケットの前記外周面の前記オイルシール側の端部との
間に前記環状の間隙を形成している。
【００１３】
　本発明の一態様に係るトーショナルダンパとオイルシールとを用いた密封構造において
、前記サイドリップは、前記ハブポケットの前記外周面と対向して、前記サイドリップと
前記ハブポケットの前記外周面との間に前記環状の間隙を形成している。
【００１４】
　本発明の一態様に係るトーショナルダンパとオイルシールとを用いた密封構造において
、前記ハブポケットの前記拡径する外周面の前記軸線に対する角度である拡径角度は４°



(5) JP 5979620 B1 2016.8.24

10

20

30

40

50

以上１８°以下である。
【００１５】
　本発明の一態様に係るトーショナルダンパとオイルシールとを用いた密封構造において
、前記ハブポケットの前記拡径する外周面の前記軸線に対する角度である拡径角度と前記
サイドリップの前記軸線に対する角度である傾斜角度との差である隙間角度差は１．０°
以上１１．０°以下である。
【００１６】
　本発明の一態様に係るトーショナルダンパとオイルシールとを用いた密封構造において
、前記ハブは前記ハブの前記ボス部に取り外し可能に取り付けられた環状の付属環部材を
有しており、該付属環部材に前記ハブポケットの前記外周面が形成されている。
【００１７】
　本発明の一態様に係るトーショナルダンパとオイルシールとを用いた密封構造において
、前記トーショナルダンパの前記ハブの前記円盤部は、該円盤部を貫通する窓部を備える
。
【００１８】
　上記目的を達成するために、本発明に係るトーショナルダンパとオイルシールとを用い
た密封構造は、トーショナルダンパとオイルシールとを用いた密封構造であって、軸線を
中心とする中空の環状の環部材を更に備え、前記トーショナルダンパは、ハブと、該ハブ
を外周において覆う軸線を中心とする環状の質量体と、前記ハブと前記質量体との間に配
設されて前記ハブと前記質量体とを弾性的に接続するダンパ弾性体とを備え、前記トーシ
ョナルダンパは、前記ハブが被取付部の貫通穴に挿通されて、回転軸の一端に取り付けら
れ、前記環部材は、前記被取付部の前記貫通穴に嵌合可能に形成されていると共に、前記
軸線を中心とする環状の突起部を有しており、前記オイルシールは、前記軸線を中心とす
る環状のシールリップを備え、前記被取付部の前記貫通穴に前記環部材を介して取り付け
られて、前記ハブと前記被取付部の前記貫通穴との間を密封し、前記ハブは、前記軸線を
中心とする環状のボス部と、該ボス部の外周に位置する前記軸線を中心とする環状のリム
部と、前記ボス部と前記リム部とを接続する前記軸線を中心とする円盤状の円盤部と、前
記軸線を中心とする環状のハブポケットとを備え、前記ハブポケットは、前記ボス部に外
周側において対向する環状の外周面を備え、前記円盤部方向に凹む前記軸線を中心とする
環状の凹部を形成し、前記ハブポケットの前記外周面は、前記軸線において前記円盤部方
向に向うに連れて拡径しており、前記オイルシールにおいて、前記シールリップは前記ボ
ス部に直接又は間接的に摺動可能に当接しており、前記環部材において、前記突起部は、
前記ハブポケットに向かって延びて、前記ハブポケットの前記外周面との間に環状の間隙
を形成していることを特徴とする。
【００１９】
　本発明の一態様に係るトーショナルダンパとオイルシールとを用いた密封構造において
、前記トーショナルダンパの前記ハブの前記円盤部は、該円盤部を貫通する窓部を備える
。
【発明の効果】
【００２０】
　本発明に係るトーショナルダンパとオイルシールとを用いた密封構造によれば、トーシ
ョナルダンパから侵入する異物にオイルシールのシールリップが曝されることを抑制する
ことができる。
【図面の簡単な説明】
【００２１】
【図１】本発明の第１の実施の形態に係るトーショナルダンパとオイルシールとを用いた
密封構造の概略構成を示すための、軸線に沿う断面における部分断面図である。
【図２】図１に示す密封構造におけるトーショナルダンパの概略構造を示すための背面図
である。
【図３】図１に示すトーショナルダンパとオイルシールとを用いた密封構造の部分拡大図
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である。
【図４】本発明に係るトーショナルダンパとオイルシールとを用いた密封構造の試験例に
おける評価試験用のオイルシールの概略構造を示すための、軸線に沿う断面における部分
断面図である。
【図５】密封性能の評価試験に用いる密封性能試験機の概略構成を示すための図であり、
図５（ａ）は部分断面斜視図であり、図５（ｂ）は部分拡大断面図である。
【図６】評価試験に用いるトーショナルダンパとオイルシールとを用いた密封構造のハブ
ポケットの近傍を拡大して示す図である。
【図７】図１に示す密封構造における隙間角度差とダスト侵入量との間の関係を示すため
の図である。
【図８】図１に示す密封構造におけるダンパプーリのボス部の軸径とダスト侵入量との間
の関係を示すための図である。
【図９】図１に示す密封構造におけるサイドリップとハブポケットとが形成する間隙の間
隙幅とダスト侵入量との間の関係を示すための図である。
【図１０】図１に示す密封構造における試験用粉体の粒径とダスト侵入量との間の関係を
示すための図である。
【図１１】本発明の第２の実施の形態に係るトーショナルダンパとオイルシールとを用い
た密封構造の概略構成を示すための、軸線に沿う断面における部分拡大図である。
【図１２】図１１に示す密封構造におけるオーバーラップ量とダスト侵入量との間の関係
を示すための図である。
【図１３】本発明の第３の実施の形態に係るトーショナルダンパとオイルシールとを用い
た密封構造の概略構成を示すための、軸線に沿う断面における部分拡大断面図である。
【図１４】本発明の第４の実施の形態に係るトーショナルダンパとオイルシールとを用い
た密封構造の概略構成を示すための、軸線に沿う断面における部分拡大断面図である。
【図１５】本発明の第３，４の実施の形態に係るトーショナルダンパとオイルシールとを
用いた密封構造における付属環部材の第１の変形例の概略構造を示す断面図である。
【図１６】本発明の第５の実施の形態に係るトーショナルダンパとオイルシールとを用い
た密封構造の概略構成を示すための、軸線に沿う断面における部分拡大断面図である。
【図１７】本発明の第６の実施の形態に係るトーショナルダンパとオイルシールとを用い
た密封構造の概略構成を示すための、軸線に沿う断面における部分拡大断面図である。
【図１８】本発明の第５，６の実施の形態に係るトーショナルダンパとオイルシールとを
用いた密封構造における付属環部材の第１の変形例の概略構造を示す断面図である。
【図１９】本発明の第５，６の実施の形態に係るトーショナルダンパとオイルシールとを
用いた密封構造における付属環部材の第２の変形例の概略構造を示す断面図である。
【図２０】本発明の第７の実施の形態に係るトーショナルダンパとオイルシールとを用い
た密封構造の概略構成を示すための、軸線に沿う断面における部分拡大断面図である。
【図２１】本発明の第８の実施の形態に係るトーショナルダンパとオイルシールとを用い
た密封構造の概略構成を示すための、軸線に沿う断面における部分拡大断面図である。
【図２２】車両のエンジンにおいて用いられている従来のダンパプーリ及びオイルシール
の構成を概略的に示すための、軸線に沿う断面における部分断面図である。
【発明を実施するための形態】
【００２２】
　以下、本発明の実施の形態について図面を参照しながら説明する。
【００２３】
　図１は、本発明の第１の実施の形態に係るトーショナルダンパとオイルシールとを用い
た密封構造の概略構成を示すための、軸線に沿う断面における部分断面図である。本発明
の第１の実施の形態に係るトーショナルダンパとオイルシールとを用いた密封構造は、自
動車のエンジンに適用されている。以下、説明の便宜上、軸線ｘ方向において矢印ａ（図
１参照）方向を外側とし、軸線ｘ方向において矢印ｂ（図１参照）方向を内側とする。よ
り具体的には、外側とは、エンジンから離れる方向であり、内側とは、エンジンに近づく
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方向でありエンジン側である。また、軸線ｘに垂直な方向（以下、「径方向」ともいう。
）において、軸線ｘから離れる方向（図１の矢印ｃ方向）を外周側とし、軸線ｘに近づく
方向（図１の矢印ｄ方向）を内周側とする。
【００２４】
　図１に示すように、本発明の第１の実施の形態に係るトーショナルダンパとオイルシー
ルとを用いた密封構造１は、トーショナルダンパとしてのダンパプーリ１０と、オイルシ
ール２０とを備える。ダンパプーリ１０はエンジンのクランクシャフト５１の一端にボル
ト５２によって固定されており、オイルシール２０は、エンジンのフロントカバー５３の
貫通穴５４とダンパプーリ１０との間を密封している。
【００２５】
　ダンパプーリ１０は、ハブ１１と、質量体としてのプーリ１２と、ハブ１１とプーリ１
２との間に配設されたダンパ弾性体１３とを備える。ハブ１１は、軸線ｘを中心とする環
状の部材であり、内周側のボス部１４と、外周側のリム部１５と、ボス部１４とリム部１
５とを接続する略円盤状の円盤部１６とを備える。ハブ１１は、例えば、金属材料から鋳
造等によって製造されている。
【００２６】
　ハブ１１において、ボス部１４は、貫通穴１４ａが形成された軸線ｘを中心とする環状
の部分であり、外側の部分の外周面から外周方向に円盤部１６が延びている。ボス部１４
は、円筒状の内側の部分の外周側の面である外周面１４ｂを備え、外周面１４ｂは滑らか
な面となっており、後述するように、オイルシール２０のシール面となっている。リム部
１５は、軸線ｘを中心とする環状の、より具体的には円筒状の部分であり、ボス部１４に
対して同心的にボス部１４よりも外周側に位置する部分である。リム部１５の内周側の面
である内周面１５ａからは円盤部１６が内周方向に延びている。リム部１５の外周側の面
である外周面１５ｂにはダンパ弾性体１３が圧着されている。
【００２７】
　円盤部１６は、ボス部１４とリム部１５との間に延びて、ボス部１４とリム部１５とを
接続している。円盤部１６は、軸線ｘに対して垂直な方向に延びていてもよく、軸線ｘに
対して傾斜する方向に延びていてもよい。また、円盤部１６は、軸線ｘに沿う断面（以下
、単に「断面」ともいう。）が湾曲した形状であっても、真っ直ぐに延びる形状であって
もよい。また、図１，２に示すように、円盤部１６には、円盤部１６を内側と外側との間
で貫通する貫通穴である窓部１６ａが少なくとも１つ形成されており、本実施の形態にお
いては、４つの窓部１６ａが軸線ｘに対して同心的に周方向に等角度間隔で形成されてい
る（図２参照）。この窓部１６ａによって、ハブ１１、ひいてはダンパプーリ１０の軽量
化が図られている。
【００２８】
　プーリ１２は、軸線ｘを中心とする環状の部材であり、ハブ１１を外周側において覆う
ような形状を呈している。具体的には、プーリ１２の内周側の面である内周面１２ａは、
ハブ１１のリム部１５の外周面１５ｂに対応した形状を有しており、図１に示すように、
プーリ１２は、その内周面１２ａがリム部１５の外周面１５ｂに径方向において間隔を空
けて対向するように位置している。また、プーリ１２の外周側の面である外周面１２ｂに
は、環状のｖ溝１２ｃが複数形成されており、図示しないタイミングベルトが巻回可能に
なっている。
【００２９】
　ダンパ弾性体１３は、プーリ１２とハブ１１のリム部１５との間に設けられている。ダ
ンパ弾性体１３は、ダンパゴムであり、耐熱性、耐寒性、及び疲労強度において優れたゴ
ム状弾性材料から架橋（加硫）成形されて形成されている。ダンパ弾性体１３は、プーリ
１２とハブ１１のリム部１５との間に圧入されており、プーリ１２の内周面１２ａとリム
部１５の外周面１５ｂとに嵌着されて固定されている。
【００３０】
　ダンパプーリ１０において、プーリ１２とダンパ弾性体１３とがダンパ部を形成してお
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り、ダンパ部の捩り方向固有振動数が、クランクシャフト５１の捩れ角が最大となる所定
の振動数域である、クランクシャフト５１の捩り方向固有振動数と一致するように同調さ
れている。つまり、ダンパ部の捩り方向固有振動数がクランクシャフト５１の捩り方向固
有振動数と一致するように、プーリ１２の円周方向の慣性質量と、ダンパ弾性体１３の捩
り方向剪断ばね定数とが調整されている。
【００３１】
　また、ダンパプーリ１０は、ハブ１１のボス部１４に沿って周方向に延びる、円盤部１
６方向（外側方向）に凹む軸線ｘを中心とする環状のハブポケット３０を有する。ハブポ
ケット３０の詳細については、図３を用いて後述する。
【００３２】
　上述のように、ダンパプーリ１０は、エンジンにおいてクランクシャフト５１の一端に
取り付けられている。具体的には、図１に示すように、クランクシャフト５１の一端がハ
ブ１１のボス部１４の貫通穴１４ａに挿通され、外側からボルト５２がクランクシャフト
５１に螺合されて、ダンパプーリ１０がクランクシャフト５１に固定されている。また、
クランクシャフト５１とボス部１４との間には、クランクシャフト５１とボス部１４とに
係合する半月キー等のキーが設けられて、ダンパプーリ１０がクランクシャフト５１に対
して相対回動不能になっている。
【００３３】
　クランクシャフト５１に取り付けられた状態において、ダンパプーリ１０は、ボス部１
４の外周面１４ｂを有する内側の部分がフロントカバー５３の貫通穴５４内に挿通された
状態になっており、ボス部１４の外周面１４ｂと、フロントカバー５３の貫通穴５４との
間に環状の空間が形成されている。
【００３４】
　オイルシール２０は、図１に示すように、軸線ｘを中心とする環状の金属製の補強環２
１と、軸線ｘを中心とする環状の弾性体から成る弾性体部２２とを備える。弾性体部２２
は、補強環２１に一体的に取り付けられている。補強環２１の金属材としては、例えば、
ステンレス鋼やＳＰＣＣ（冷間圧延鋼）がある。弾性体部２２の弾性体としては、例えば
、各種ゴム材がある。各種ゴム材としては、例えば、ニトリルゴム（ＮＢＲ）、水素添加
ニトリルゴム（Ｈ－ＮＢＲ）、アクリルゴム（ＡＣＭ）、フッ素ゴム（ＦＫＭ）等の合成
ゴムである。
【００３５】
　補強環２１は、例えば、断面略Ｌ字状の形状を呈しており、円盤部２１ａと、円筒部２
１ｂとを備える。円盤部２１ａは、軸線ｘに略垂直な方向に広がる中空円盤状の部分であ
り、円筒部２１ｂは、円盤部２１ａの外周側の端部から軸線ｘ方向において内側に延びる
円筒状の部分である。
【００３６】
　弾性体部２２は、補強環２１に取り付けられており、本実施の形態においては補強環２
１を外側及び外周側から覆うように補強環２１と一体的に成形されている。弾性体部２２
は、リップ腰部２３と、シールリップ２４と、ダストリップ２５とを備える。図１に示す
ように、リップ腰部２３は、補強環２１の円盤部２１ａにおける内周側の端部の近傍に位
置する部分であり、シールリップ２４は、リップ腰部２３から内側に向かって延びる部分
であり、補強環２１の円筒部２１ｂに対向して配置されている。ダストリップ２５は、リ
ップ腰部２３から軸線ｘ方向に向かって延びている。
【００３７】
　シールリップ２４は、内側の端部に、断面形状が内周側に向かって凸の楔形状の環状の
リップ先端部２４ａを有している。リップ先端部２４ａは、後述するように、ハブ１１の
ボス部１４の外周面１４ｂが摺動可能に外周面１４ｂに密接して接触するように形成され
ており、ダンパプーリ１０との間を密封するようになっている。また、シールリップ２４
の外周部側には、シールリップ２４を径方向において内側に押し付けるガータースプリン
グ２６が嵌着されている。
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【００３８】
　ダストリップ２５は、リップ腰部２３から延びる部位であり、外側且つ内周側に延出し
ている。ダストリップ２５により、使用状態におけるリップ先端部２４ａ方向への異物の
侵入の防止が図られている。
【００３９】
　また、弾性体部２２は、後方カバー２７と、ガスケット部２８とを備える。後方カバー
２７は、補強環２１の円盤部２１ａを外側から覆い、ガスケット部２８は、補強環２１の
円筒部２１ｂを外周側から覆っている。
【００４０】
　また、オイルシール２０は、外側方向に向かって延びるサイドリップ２９を備える。サ
イドリップ２９の詳細については、図３を用いて後述する。
【００４１】
　補強環２１は、例えばプレス加工や鍛造によって製造され、弾性体部２２は成形型を用
いて架橋（加硫）成型によって成形される。この架橋成型の際に、補強環２１は成形型の
中に配置されており、弾性体部２２が架橋（加硫）接着により補強環２１に接着され、弾
性体部２２が補強環２１と一体的に成形される。
【００４２】
　上述のように、オイルシール２０は、フロントカバー５３の貫通穴５４と、ダンパプー
リ１０のボス部１４の外周面１４ｂとの間に形成される空間を密封している。具体的には
、オイルシール２０は、フロントカバー５３の貫通穴５４に圧入されて取り付けられ、弾
性体部２２のガスケット部２８が圧縮されて貫通穴５４の内周側の面である内周面５４ａ
に液密に当接している。これにより、オイルシール２０とフロントカバー５３の貫通穴５
４との間が密閉されている。また、シールリップ２４のリップ先端部２４ａが、ハブ１１
のボス部１４の外周面１４ｂに液密に当接し、オイルシール２０とダンパプーリ１０との
間が密閉されている。
【００４３】
　次いで、ダンパプーリ１０の有するハブポケット３０と、オイルシール２０のサイドリ
ップ２９とについて図３を参照して説明する。図３は、トーショナルダンパとオイルシー
ルとを用いた密封構造１の部分拡大図である。
【００４４】
　図３に示すように、ハブポケット３０は、ダンパプーリ１０において、円盤部１６より
内側に形成されており、ボス部１４の外周面１４ｂを取り囲んで延びる環状の円盤部１６
方向に凹む凹部である。具体的には、ハブポケット３０は、ボス部１４の外周面１４ｂに
外周側において対向する環状の外周面３１と、外周面３１とボス部１４の外周面１４ｂと
の間に延びる底面３２とを備え、外周面３１、底面３２、及びボス部１４の外周面１４ｂ
とによって画成されている。
【００４５】
　ハブポケット３０の外周面３１は、軸線ｘ方向において円盤部１６方向（外側方向）に
向かうに連れて拡径しており、軸線ｘ方向において円盤部１６方向（外側方向）に向かう
に連れて外周側に広がる環状の面であり、例えば、略円錐面状のテーパ面である。
【００４６】
　ハブポケット３０は、ハブ１１の円盤部１６から内側方向に延びる環状の突条部によっ
て形成されていてもよく、また、円盤部１６に外側方向に凹む凹部が形成されることによ
り形成されていてもよい。また、ハブポケット３０は、これらの突条部と凹部との組み合
わせであってもよい。円盤部１６から内側方向に延びる環状の突条部によってハブポケッ
ト３０が形成される場合は、この突条部の内周側の面がハブポケット３０の外周面３１を
形成する。また、円盤部１６に外側方向に凹む凹部が形成されることによりハブポケット
３０が形成される場合は、この凹部の外周側の面がハブポケット３０の外周面３１を形成
する。本実施の形態においては、図３に示すように、ハブ１１の円盤部１６から軸線ｘ方
向において内側方向に突出する環状の突条部３３が形成されており、この突条部３３によ
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って外周面３１が形成されてハブポケット３０が形成されている。
【００４７】
　ハブポケット３０の底面３２は、ハブ１１の円盤部１６の内側の面によって形成されて
もよく、ハブ１１の円盤部１６の内側の面よりも内側に形成されてもよく、ハブ１１の円
盤部１６の内側の面に凹部を形成することによって形成されてもよい。
【００４８】
　ハブポケット３０の上述のように拡径する外周面３１の軸線ｘに対する角度である拡径
角度αは所定の値となっている。拡径角度αは、具体的には、図３に示すように、断面に
おいて、軸線ｘ（軸線ｘと平行な直線）と外周面３１との間の角度である。ハブポケット
３０の外周面３１の拡径角度αは、０°よりも大きい角度であり、好ましくは、４°以上
１８°以下であり、より好ましくは、５°以上１６°以下であり、さらに好ましくは、７
°以上１５°以下である。このように、ハブポケット３０の外周面３１は、軸線ｘに対し
て拡径角度αだけ外周側に向かって傾斜している。
【００４９】
　オイルシール２０のサイドリップ２９は、図３に示すように、外側方向に延びており、
より具体的には、軸線ｘに平行に、または、外側方向及び外周方向に軸線ｘに対して斜め
に延びている。また、サイドリップ２９の外側の端部である外側端２９ａは、径方向にお
いて、ハブポケット３０の外周面３１の内側の端部である内側端３１ａよりも内周側に位
置していると共に、軸線ｘ方向（外側方向）において、ハブポケット３０の内部に進入し
ていない。つまり、オイルシール２０のサイドリップ２９とハブポケット３０の外周面３
１とは、径方向において互いに重なり合っていない。
【００５０】
　このようサイドリップ２９とハブポケット３０により、サイドリップ２９の外側端２９
ａとハブポケット３０の外周面３１の内側端３１ａとの間には、環状の間隙ｇ１が形成さ
れている。
【００５１】
　サイドリップ２９の外側端２９ａとハブポケット３０の外周面３１の内側端３１ａとが
形成する環状の間隙ｇ１は、ラビリンスシールを形成している。このため、ダンパプーリ
１０とフロントカバー５３との間に加えて、ハブ１１の円盤部１６の窓部１６ａを介して
外部から泥水や砂、ダスト等の異物が侵入してきても、サイドリップ２９とハブポケット
３０とが形成するラビリンスシール（間隙ｇ１）によって、侵入してきた異物が更にシー
ルリップ２４側に侵入することが抑制されている。これにより、上述のようにダンパプー
リ１０から侵入する異物にオイルシール２０のシールリップ２４が曝されることを抑制す
ることができる。このため、リップ先端部２４ａが異物を噛み込んで損傷又は劣化し、オ
イルシール２０のシール性能が低下してオイルが漏洩してしまうことを抑制することがで
きる。なお、ダンパプーリ１０から侵入する異物とは、ダンパプーリ１０とフロントカバ
ー５３との間を介して外部から侵入する異物、及びハブ１１の円盤部１６の窓部１６ａを
介して外部から侵入する異物を含む。
【００５２】
　また、ラビリンスシール（間隙ｇ１）を形成しているハブポケット３０の外周面３１が
、上述のように、外側に向かうに連れて拡径する形状を呈しているので、ラビリンスシー
ルにおいて、異物が更にシールリップ２４側に侵入することをより効果的に抑制すること
ができる。
【００５３】
　ラビリンスシール（間隙ｇ１）を形成しているハブポケット３０の外周面３１が、上述
のように、上記所定の拡径角度αで外側に向かうに連れて拡径する形状を呈しているので
、ラビリンスシールにおいて、異物が更にシールリップ２４側に侵入することを更に効果
的に抑制することができる。
【００５４】
　上述のように、本発明の第１の実施の形態に係るトーショナルダンパとオイルシールと
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を用いた密封構造１は、ダンパプーリ１０とフロントカバー５３との間から侵入する異物
に、ダンパプーリ１０の窓部１６ａから侵入する異物を加えた、ダンパプーリ１０から侵
入する異物にオイルシール２０のシールリップ２４が曝されることを抑制することができ
る。
【００５５】
　なお、ハブポケット３０を形成する突条部３３の外周側の面である外周面３３ａ（図３
参照）は、軸線ｘ方向において内側に向かうに連れて外周側に広がる環状の面、例えば円
錐面状のテーパ面を形成していてもよい。この場合、ダンパプーリ１０から侵入する異物
を突条部３３の外周面３３ａに堆積させてオイルシール２０に異物が到達することを抑制
することができる。また、突条部３３の外周面３３ａに堆積した異物は、その自重によっ
て、または、ダンパプーリ１０の回転によって、下方に排出することができる。
【００５６】
　次いで、本発明の実施の形態に係るトーショナルダンパとオイルシールとを用いた密封
構造１の密封性能について説明する。
【００５７】
　［評価試験１：拡径角度αの評価］
　本発明者は、拡径角度αが異なる上記本発明の第１の実施の形態に係るトーショナルダ
ンパとオイルシールとを用いた密封構造１を製作し（試験例１～４）、これらのトーショ
ナルダンパとオイルシールとを用いた密封構造１の密封性能の評価試験を行った。ただし
、試験例４は、上記本発明の第１の実施の形態に係るトーショナルダンパとオイルシール
とを用いた密封構造１に対して拡径角度αをα＝０°としたトーショナルダンパとオイル
シールとを用いた密封構造である。また、密封性能の評価の便宜上、実施例１～４におい
ては、オイルシール２０における弾性体部２２のシールリップ２４、ダストリップ２５、
及びガータースプリング２６の形成を省略した（図４参照）。
【００５８】
　試験例１においては、ハブポケット３０の外周面３１の拡径角度αをα＝７．２°とし
、ハブポケット３０の外周面３１の内側端３１ａにおける直径φをφ＝５２．０ｍｍとし
た。試験例２においては、拡径角度αをα＝１４．４°とし、ハブポケット３０の外周面
３１の内側端３１ａにおける直径φをφ＝５２．０ｍｍとした。試験例３においては、拡
径角度αをα＝２１．６°とし、ハブポケット３０の外周面３１の内側端３１ａにおける
直径φをφ＝５２．０ｍｍとした。試験例４においては、拡径角度αをα＝０°とし、ハ
ブポケット３０の外周面３１の内側端３１ａにおける直径φをφ＝５４．２ｍｍとした。
なお、試験例１～４において、サイドリップ２９とハブポケット３０の外周面３１との軸
線ｘ方向に亘る重なり合い量（オーバーラップ量）は０ｍｍである。また、試験例１～４
において、補強環２１及び弾性体部２２の材料は、夫々、ＥＰＤＭ及びＦＣ２５０とした
。
【００５９】
　図５は、上記密封性能の評価試験に用いる密封性能試験機７０の概略構成を示すための
図であり、図５（ａ）は部分断面斜視図であり、図５（ｂ）は部分拡大断面図である。図
５に示すように、密封性能試験機７０は、図示しないモータによって回動可能なダミーク
ランクシャフト７１と、モータ７２によって回動可能な撹拌羽根７３と、ダミーフロント
カバー７４とを備える。ダミーフロントカバー７４には、円筒状のカバー７５が取り付け
られており、カバー７５は、内部に、試験例１～４に係るトーショナルダンパとオイルシ
ールとを用いた密封構造と撹拌羽根７３を収容し、これらの周りに密封空間を形成してい
る。また、ダミーフロントカバー７４の貫通穴７４ａにおいて、試験例１～４におけるオ
イルシールの外部側には、ダミークランクシャフト７１とダミーフロントカバー７４との
間を外部に対して密封するシール部材７６が取り付けられている。このように、密封性能
試験機７０において、試験例１～４に係るトーショナルダンパとオイルシールとを用いた
密封構造の周辺空間は密封されている。そして、カバー７５の内部には異物としてのダス
ト７７が堆積されている。ダスト７７としては、ＪＩＳ試験用粉体１（１種及び８種）、
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または、ＪＩＳ　Ｚ８９０１：２００６記載の試験用粉体の１種又は３種（以下、「ＪＩ
Ｓ１種」、「ＪＩＳ３種」ともいう。）が用いられている。また、図５（ｂ）に示すよう
に、ダミーフロントカバー７４とダンパプーリ１０のプーリ１２との間の軸方向の間隔β
はβ＝２．５ｍｍとなっている。
【００６０】
　図６は、評価試験に用いるトーショナルダンパとオイルシールとを用いた密封構造１の
ハブポケット３０の近傍を拡大して示す図である。図６に示すように、評価試験において
は、ダンパプーリ１０のハブ１１に軸線ｘを中心とする環状の凹部を形成し、この凹部に
ハブポケット３０に対応する溝が形成された環状部材であるアタッチメントＡを着脱可能
に固定することによりハブポケット３０が形成されたダンパプーリ１０が用いられている
。なお、図６においては、便宜上、サイドリップ２９がハブポケット３０にオーバーラッ
プしているように記載されている。
【００６１】
　密封性能の評価試験は、撹拌羽根７３をモータ７２により回転させて、カバー７５内に
堆積されたダストを撹拌し、サイドリップ２９とハブポケット３０との間の間隙ｇ１を通
過したダストの量（ダスト侵入量）を計測することにより行った。また、評価試験におい
ては、ダミークランクシャフト７１を回転させ、ダンパプーリ１０とオイルシール２０と
を使用状態に近似させ、また、周辺温度を室温とした。評価試験は１時間行った。
【００６２】
　本密封性能の評価試験の結果を以下の表１に示す。
【表１】

　表１に示すように、拡径角度αが０°である試験例４と拡径角度αが０°よりも大きい
試験例１，２とを比較すると、拡径角度αが０°よりも大きいハブポケット３０とサイド
リップ２９とが形成するラビリンスシール（間隙ｇ１）の密封性能が高いことが分かる。
また、拡径角度αが４°以上１８°以下の範囲内にある試験例１及び試験例２は、ダスト
侵入量が夫々２．１ｇ及び１．０ｇであり、サイドリップ２９及びハブポケット３０が形
成するラビリンスシール（間隙ｇ１）の密封性能が高い。一方、拡径角度αが４°以上１
８°以下の範囲内にない試験例３は、ダスト侵入量が８．１ｇであり、試験例１，２と比
較してサイドリップ２９及びハブポケット３０が形成するラビリンスシール（間隙ｇ１）
の密封性能が低い。このように、試験例１及び試験例２に係るトーショナルダンパとオイ
ルシールとを用いた密封構造１は、ダンパプーリ１０から侵入する異物にオイルシール２
０のシールリップ２４が曝されることを大幅に抑制することができることが分かった。つ
まり、拡径角度αが４°以上１８°以下の範囲内にあるトーショナルダンパとオイルシー
ルとを用いた密封構造１は、ダンパプーリ１０から侵入する異物にオイルシール２０のシ
ールリップ２４が曝されることを大幅に抑制することができることが分かった。
【００６３】
　［評価試験２：隙間角度差δの評価］
　本発明者は、ハブポケット３０の外周面３１の拡径角度αとサイドリップ２９の軸線ｘ
に対する傾斜角度（傾斜角度γ）（図６参照）との組み合わせが異なる上記本発明の第１
の実施の形態に係るトーショナルダンパとオイルシールとを用いた密封構造１を製作し（
試験例１１～２０）、これらのトーショナルダンパとオイルシールとを用いた密封構造の
密封性能の評価試験を行った。ただし、試験例１１は、上記本発明の第１の実施の形態に
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０°としたトーショナルダンパとオイルシールとを用いた密封構造である。本試験例１１
～２０に係る密封構造の密封性能の評価試験は、上述の試験例１～４の密封装置に対する
評価試験と同様に試験用の密封装置（図４，６参照）と密封性能試験機７０（図５参照）
とを用いて同様に行った。
【００６４】
　試験例１１～１５においては、サイドリップ２９の軸線ｘに対する傾斜角度γをγ＝７
．２°とし、各試験例においてハブポケット３０の外周面３１の拡径角度αを変え、ハブ
ポケット３０の拡径角度αとサイドリップ２９の傾斜角度γとの差（隙間角度差δ＝α―
γ）を異なるものにした。また、試験例１６～２０においては、サイドリップ２９の傾斜
角度γをγ＝１９．３°とし、各試験例においてハブポケット３０の拡径角度αを変え、
隙間角度差δを異なるものにした。
【００６５】
　具体的には、試験例１１においては、ハブポケット３０の拡径角度αをα＝０°とし、
隙間角度差δをδ＝－７．２°とした。なお、マイナスの隙間角度差δの値は、サイドリ
ップ２９がハブポケット３０の外周面３１よりも大きく傾斜していることを表す。試験例
１２においては、ハブポケット３０の拡径角度αをα＝７．２°とし、隙間角度差δをδ
＝０°とした。試験例１３においては、ハブポケット３０の拡径角度αをα＝１４．４°
とし、隙間角度差δをδ＝７．２°とした。試験例１４においては、ハブポケット３０の
拡径角度αをα＝１９．３°とし、隙間角度差δをδ＝１２．１°とした。また、試験例
１５においては、ハブポケット３０の拡径角度αをα＝２１．６°とし、隙間角度差δを
δ＝１４．４°とした。また、試験例１６においては、ハブポケット３０の拡径角度αを
α＝１９．３°とし、隙間角度差δをδ＝０°とした。試験例１７においては、ハブポケ
ット３０の拡径角度αをα＝２１．６°とし、隙間角度差δをδ＝２．３°とした。試験
例１８においては、ハブポケット３０の拡径角度αをα＝２６．５°とし、隙間角度差δ
をδ＝７．２°とした。試験例１９においては、ハブポケット３０の拡径角度αをα＝３
１．４°とし、隙間角度差δをδ＝１２．１°とした。試験例２０においては、ハブポケ
ット３０の拡径角度αをα＝３３．７°とし、隙間角度差δをδ＝１４．４°とした。
【００６６】
　本密封性能の評価試験の結果を図７及び以下の表２に示す。
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【表２】

　図７及び表２に示すように、本評価試験から、隙間角度差δとダスト侵入量との間に関
連性があることが分かった。そして、サイドリップ２９の傾斜角度γの値がγ＝７．２°
であってもγ＝１９．３°であっても、隙間角度差δが１．０°以上１１．０°以下であ
る場合、ダスト侵入量が低減され、隙間角度差δが２．０°以上９．０°以下である場合
、ダスト侵入量が更に低減され、隙間角度差δが３．０°以上８．０°以下である場合、
ダスト侵入量がより低減される傾向が認められた。また、サイドリップ２９の傾斜角度γ
の値がγ＝７．２°であってもγ＝１９．３°であっても、隙間角度差δがδ＝７．２°
の場合、ダスト侵入量が最も低減される傾向が認められた。この評価結果から、サイドリ
ップ２９の傾斜角度γの値に拘らず、隙間角度差δが１．０°～１１．０°である場合に
ダスト侵入量を効果的に低減させることができ、隙間角度差δが２．０°～９．０°であ
る場合にダスト侵入量をより低減させることができ、隙間角度差δが３．０°～８．０°
である場合にダスト侵入量を更に低減させることができることが分かる。また、ダスト侵
入量を低減させるためには、サイドリップ２９の傾斜角度γの値に拘らず、隙間角度差δ
が７．２°であることが最も好ましいことが分かる。
【００６７】
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　［評価試験３：ダンパプーリのボス部の軸径の評価］
　また、本発明者は、ダンパプーリ１０のボス部１４の軸の直径である軸径ｄ（図６参照
）と隙間角度差δとの組み合わせが異なる上記本発明の第１の実施の形態に係るトーショ
ナルダンパとオイルシールとを用いた密封構造１を製作し（試験例２１～３３）、これら
のトーショナルダンパとオイルシールとを用いた密封構造の密封性能の評価試験を行った
。ただし、試験例２１，２５，３０は、上記本発明の第１の実施の形態に係るトーショナ
ルダンパとオイルシールとを用いた密封構造１に対して拡径角度αをα＝０°としたトー
ショナルダンパとオイルシールとを用いた密封構造である。試験例２１～２４においては
、ボス部１４の軸径ｄをｄ＝３５ｍｍとし、試験例２５～２９においては、ボス部１４の
軸径ｄをｄ＝４２ｍｍとし、試験例３０～３３においては、ボス部１４の軸径ｄをｄ＝５
０ｍｍとした。また、本試験例２１～３３に係る密封構造の密封性能の評価試験は、上述
の試験例１～４の密封装置に対する評価試験と同様に試験用の密封装置（図４，６参照）
と密封性能試験機７０（図５参照）とを用いて同様に行った。なお、本評価試験において
は、夫々の軸径ｄの密封構造において、サイドリップ２９の傾斜角度γ、間隙ｇ１の径方
向の幅である間隙幅ａ、サイドリップ２９とハブポケット３０とがオーバーラップしてい
る量であるオーバーラップ量ｂ、及びダンパプーリ１０の円盤部１６とオイルシール２０
との間の軸線ｘ方向の間隔である間隔ｃは同じ値となっている。オーバーラップ量ｂはｂ
＝０であり、サイドリップ２９の傾斜角度γはγ＝７．２°である。
【００６８】
　具体的には、試験例２１においては、ハブポケット３０の拡径角度αをα＝０°とし、
隙間角度差δをδ＝－７．２°とした。試験例２２においては、ハブポケット３０の拡径
角度αをα＝７．２°とし、隙間角度差δをδ＝０°とした。試験例２３においては、ハ
ブポケット３０の拡径角度αをα＝１４．４°とし、隙間角度差δをδ＝７．２°とした
。試験例２４においては、ハブポケット３０の拡径角度αをα＝２１．６°とし、隙間角
度差δをδ＝１４．４°とした。また、試験例２５においては、ハブポケット３０の拡径
角度αをα＝０°とし、隙間角度差δをδ＝－７．２°とした。試験例２６においては、
ハブポケット３０の拡径角度αをα＝７．２°とし、隙間角度差δをδ＝０°とした。試
験例２７においては、ハブポケット３０の拡径角度αをα＝１４．４°とし、隙間角度差
δをδ＝７．２°とした。試験例２８においては、ハブポケット３０の拡径角度αをα＝
１９．３°とし、隙間角度差δをδ＝１２．１°とした。試験例２９においては、ハブポ
ケット３０の拡径角度αをα＝２１．６°とし、隙間角度差δをδ＝１４．４°とした。
また、試験例３０においては、ハブポケット３０の拡径角度αをα＝０°とし、隙間角度
差δをδ＝－７．２°とした。試験例３１においては、ハブポケット３０の拡径角度αを
α＝７．２°とし、隙間角度差δをδ＝０°とした。試験例３２においては、ハブポケッ
ト３０の拡径角度αをα＝１４．４°とし、隙間角度差δをδ＝７．２°とした。試験例
３３においては、ハブポケット３０の拡径角度αをα＝２１．６°とし、隙間角度差δを
δ＝１４．４°とした。
【００６９】
　本密封性能の評価試験の結果を図８及び以下の表３に示す。
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【表３】

　図８及び表３に示すように、本評価試験から、軸径ｄ＝３５，４２，５０ｍｍの各々の
密封構造においても、隙間角度差δとダスト侵入量との間に、上記評価試験２と同様の傾
向が認められた。つまり、軸径ｄ＝３５，４２，５０ｍｍの夫々の密封構造においても、
隙間角度差δが１．０°以上１１．０°以下である場合、ダスト侵入量が低減され、隙間
角度差δが２．０°以上９．０°以下である場合、ダスト侵入量が更に低減され、隙間角
度差δが３．０°以上８．０°以下である場合、ダスト侵入量がより低減される傾向が認
められた。また、軸径ｄ＝３５，４２，５０ｍｍの夫々の密封構造においても、隙間角度
差δがδ＝７．２°の場合、ダスト侵入量が最も低減されることが分かった。この評価結
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果から、ボス部１４の軸径ｄの値が異なる各密封構造１において、隙間角度差δが１．０
°～１１．０°である場合にダスト侵入量を低減させることができ、隙間角度差δが２．
０°～９．０°である場合にダスト侵入量をより低減させることができ、隙間角度差δが
３．０°～８．０°である場合にダスト侵入量を更に低減させることができることが分か
る。また、ボス部１４の軸径ｄの値が異なる各密封構造１において、隙間角度差δが７．
２°である場合に、ダスト侵入量を最も低減させることができることが分かる。このよう
に、ボス部１４の軸径ｄの値に拘らず、隙間角度差δが７．２°である場合にダスト侵入
量が最小となることが分かる。また、本評価試験から、間隙ｇ１の通路面積が大きいほど
、つまり軸径ｄが大きいほど、ダスト侵入量が大きくなることが分かった。
【００７０】
　［評価試験４：間隙ｇ１の間隙幅ａの評価］
　また、本発明者は、サイドリップ２９とハブポケット３０とが形成する間隙ｇ１の間隙
幅ａが異なる上記本発明の第１の実施の形態に係るトーショナルダンパとオイルシールと
を用いた密封構造１を製作し（試験例４１～４４）、これらのトーショナルダンパとオイ
ルシールとを用いた密封構造の密封性能の評価試験を行った。また、本試験例４１～４４
に係る密封構造の密封性能の評価試験は、上述の試験例１～４の密封装置に対する評価試
験と同様に試験用の密封装置（図４，６参照）と密封性能試験機７０（図５参照）とを用
いて同様に行った。試験例４１～４４の夫々においては、ハブポケット３０の拡径角度α
、サイドリップ２９の傾斜角度γ、サイドリップ２９とハブポケット３０とのオーバーラ
ップ量ｂ、ダンパプーリ１０の円盤部１６とオイルシール２０との間の間隔ｃ、及びボス
部１４の軸径ｄは同じ値となっている。なお、オーバーラップ量ｂはｂ＝０であり、サイ
ドリップ２９の傾斜角度γはγ＝７．２°である。
【００７１】
　具体的には、試験例４１においては、間隙ｇ１の間隙幅ａをａ＝２．１ｍｍとし、試験
例４２においては、間隙ｇ１の間隙幅ａをａ＝１．６ｍｍとし、試験例４３においては、
間隙ｇ１の間隙幅ａをａ＝１．１ｍｍとし、試験例４４においては、間隙ｇ１の間隙幅ａ
をａ＝０．６ｍｍとした。
【００７２】
　本密封性能の評価試験の結果を図９及び以下の表４に示す。
【表４】

　図９及び表４に示すように、試験例４１～４４において、ダスト侵入量に差はほとんど
認められない。このように、本評価試験から、ボス部１４の軸径ｄが一定であれば、間隙
ｇ１の間隙幅ａが変化しても密封構造１の密封性能にほとんど影響が無いことが分かった
。
【００７３】
　［評価試験５：試験用粉体の粒径の評価］
　また、本発明者は、異物の大きさの違いが上記トーショナルダンパとオイルシールとを
用いた密封構造１の密封性能に与える影響について評価するために本評価試験を行った。
本評価試験においては、隙間角度差δが異なる上記本発明の第１の実施の形態に係るトー
ショナルダンパとオイルシールとを用いた密封構造１を製作し（試験例５１～６０）、Ｊ
ＩＳ１種及びＪＩＳ３種の２つの異なる試験用粉体を別々に用いて、密封性能の評価試験
を行った。ただし、試験例５１，５６は、上記本発明の第１の実施の形態に係るトーショ
ナルダンパとオイルシールとを用いた密封構造１に対して拡径角度αをα＝０°としたト
ーショナルダンパとオイルシールとを用いた密封構造である。ＪＩＳ１種の試験用粉体の
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粒径は１５０μｍ以上であり、試験用粉体の量は５ｖｏｌ％であり、ＪＩＳ３種の試験用
粉体の粒径は５～７５μｍであり、試験用粉体の量は５ｖｏｌ％である。本評価試験は、
上述の試験例１～４の密封装置に対する評価試験と同様に試験用の密封装置（図４，６参
照）と密封性能試験機７０（図５参照）とを用いて同様に行った。試験例５１～６０の夫
々においては、サイドリップ２９の傾斜角度γ、間隙ｇ１の間隙幅ａ、サイドリップ２９
とハブポケット３０とのオーバーラップ量ｂ、ダンパプーリ１０の円盤部１６とオイルシ
ール２０との間の間隔ｃ、及びボス部１４の軸径ｄは同じ値となっている。なお、オーバ
ーラップ量ｂはｂ＝０であり、サイドリップ２９の傾斜角度γはγ＝７．２°であり、軸
径ｄはｄ＝４２ｍｍである。
【００７４】
　具体的には、試験例５１，５６においては、ハブポケット３０の拡径角度αをα＝０°
とし、隙間角度差δをδ＝－７．２°とした。試験例５２，５７においては、ハブポケッ
ト３０の拡径角度αをα＝７．２°とし、隙間角度差δをδ＝０°とした。試験例５３，
５８においては、ハブポケット３０の拡径角度αをα＝１４．４°とし、隙間角度差δを
δ＝７．２°とした。試験例５４，５９においては、ハブポケット３０の拡径角度αをα
＝１９．３°とし、隙間角度差δをδ＝１２．１°とした。また、試験例５５，６０にお
いては、ハブポケット３０の拡径角度αをα＝２１．６°とし、隙間角度差δをδ＝１４
．４°とした。
【００７５】
　本密封性能の評価試験の結果を図１０及び以下の表５に示す。
【表５】

　図１０及び表５に示すように、本評価試験から、試験用粉体として粒径の小さいＪＩＳ
３種を使用した場合、ＪＩＳ１種を使用する場合よりもダスト侵入量は減少したが、粒径
の異なるＪＩＳ１，３種を使用した場合でも、各粒径の試験用粉体に対して、隙間角度差
δとダスト侵入量との間に、上記評価試験２と同様の傾向が認められた。つまり、粒径の
異なるＪＩＳ１，３種の夫々を試験用粉体として使用した密封構造においても、隙間角度
差δが１．０°以上１１．０°以下である場合、ダスト侵入量が低減され、隙間角度差δ
が２．０°以上９．０°以下である場合、ダスト侵入量が更に低減され、隙間角度差δが
３．０°以上８．０°以下である場合、ダスト侵入量がより低減される傾向が認められた
。また、粒径の異なるＪＩＳ１，３種の夫々を試験用粉体として夫々使用した密封構造に
おいても、隙間角度差δがδ＝７．２°の場合、ダスト侵入量が最も低減されることが分
かった。この評価結果から、曝される異物の大きさに拘らず、密封構造１において、隙間
角度差δが１．０°～１１．０°である場合にダスト侵入量を低減させることができ、隙
間角度差δが２．０°～９．０°である場合にダスト侵入量をより低減させることができ
、隙間角度差δが３．０°～８．０°である場合にダスト侵入量を更に低減させることが
できることが分かる。また、曝される異物の大きさに拘らず、密封構造１において、隙間
角度差δが７．２°である場合に、ダスト侵入量を最も低減させることができることが分
かる。
【００７６】
　次いで、本発明の第２の実施の形態に係るトーショナルダンパとオイルシールとを用い
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た密封構造について説明する。本発明の第２の実施の形態に係るトーショナルダンパとオ
イルシールとを用いた密封構造２は、上述の本発明の第１の実施の形態に係るトーショナ
ルダンパとオイルシールとを用いた密封構造１に対して、サイドリップ２９とハブポケッ
ト３０の外周面３１とが形成する環状の間隙の形態のみが異なる。以下、上述の本発明の
第１の実施の形態に係るトーショナルダンパとオイルシールとを用いた密封構造１と同一
の又は類似する機能を有する構成についてはその説明を省略して同一の符号を付し、異な
る構成についてのみ説明する。
【００７７】
　図１１は、本発明の第２の実施の形態に係るトーショナルダンパとオイルシールとを用
いた密封構造２の概略構成を示すための、軸線に沿う断面における部分拡大図である。
【００７８】
　図１１に示すように、オイルシール２０のサイドリップ２９は、外側端２９ａ側の部分
が、ハブポケット３０の内部に進入しており、サイドリップ２９とハブポケット３０の外
周面３１とは互いに、径方向において、軸線ｘ方向に亘って、重なり合っている。つまり
、サイドリップ２９とハブポケット３０の外周面３１とは互いに径方向において対向して
おり、サイドリップ２９とハブポケット３０の外周面３１との間に環状の間隙ｇ２を形成
している。つまり、サイドリップ２９とハブポケット３０の外周面３１とはオーバーラッ
プしている。
【００７９】
　サイドリップ２９とハブポケット３０の外周面３１とが形成する環状の間隙ｇ２は、ラ
ビリンスシールを形成している。このため、上記密封構造１と同様に、ダンパプーリ１０
から侵入してきた異物が更にシールリップ２４側に侵入することを抑制することができる
。これにより、ダンパプーリ１０から侵入する異物にオイルシール２０のシールリップ２
４が曝されることを抑制することができ、リップ先端部２４ａが異物を噛み込んで損傷又
は劣化し、オイルシール２０のシール性能が低下してオイルが漏洩してしまうことを抑制
することができる。
【００８０】
　後述するように、サイドリップ２９とハブポケット３０の外周面３１との軸線ｘ方向に
亘る重なり合い（オーバーラップ）の範囲が広いほど、間隙ｇ２のラビリンスシールとし
ての密封性能は向上する。
【００８１】
　このように、本発明の第２の実施の形態に係るトーショナルダンパとオイルシールとを
用いた密封構造２は、本発明の第１の実施の形態に係るトーショナルダンパとオイルシー
ルとを用いた密封構造１と同様に、ダンパプーリ１０から侵入する異物にオイルシール２
０のシールリップ２４が曝されることを抑制することができる。
【００８２】
　次いで、本発明の第２の実施の形態に係るトーショナルダンパとオイルシールとを用い
た密封構造２の密封性能について説明する。
【００８３】
　［評価試験６：オーバーラップ量ｂの評価］
　本発明者は、サイドリップ２９とハブポケット３０の外周面３１とが軸線ｘ方向に亘り
重なり合う長さであるオーバーラップ量ｂの違いが上記トーショナルダンパとオイルシー
ルとを用いた密封構造２の密封性能に与える影響について評価するために本評価試験を行
った。本評価試験においては、各ハブポケット３０の拡径角度αに対して異なるオーバー
ラップ量ｂを設定した上記本発明の第２の実施の形態に係るトーショナルダンパとオイル
シールとを用いた密封構造２を製作し（試験例６１～７７）、密封性能の評価試験を行っ
た。ただし、試験例７２～７７は、上記本発明の第２の実施の形態に係るトーショナルダ
ンパとオイルシールとを用いた密封構造２に対して拡径角度αをα＝０°としたトーショ
ナルダンパとオイルシールとを用いた密封構造である。試験例６１～６５においては、ハ
ブポケット３０の拡径角度αをα＝７．２°とし、試験例６６～７１においては、ハブポ
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ケット３０の拡径角度αをα＝１４．４°とした。本評価試験は、上述の試験例１～４の
密封装置に対する評価試験と同様に試験用の密封装置（図４，６参照）と密封性能試験機
７０（図５参照）とを用いて同様に行った。試験例６１～７４の夫々においては、サイド
リップ２９の傾斜角度γ、及びボス部１４の軸径ｄは同じ値となっている。なお、傾斜角
度γはγ＝７．２°である。また、試験例６１～７０及び試験例７２～７６においては、
ハブポケット３０が形成されたアタッチメントＡ（図６参照）を軸線ｘ方向において移動
させることにより、オーバーラップ量ｂを下記の夫々の値に設定した。このため、試験例
６１～７０及び試験例７２～７６においては、ダンパプーリ１０の円盤部１６とオイルシ
ール２０との間の間隔ｃが、設定されたオーバーラップ量に応じて異なる値となっている
。一方、試験例７１，７７においては、ダンパプーリ１０の円盤部１６に対向するオイル
シール２０の弾性体部２２の外側の面を切削して、間隔ｃの値が、試験例６１，７２（オ
ーバーラップ量ｂ＝０）における間隔ｃの値と同一となるようにした。
【００８４】
　具体的には、試験例６１，６６，７２においては、オーバーラップ量ｂをｂ＝０ｍｍと
し、試験例６２，６７，７１，７３，７７においては、オーバーラップ量ｂをｂ＝０．６
ｍｍとし、試験例６３，６８，７４においては、オーバーラップ量ｂをｂ＝１．２ｍｍと
し、試験例６４，６９，７５においては、オーバーラップ量ｂをｂ＝１．８ｍｍとし、試
験例６５，７０，７６においては、オーバーラップ量ｂをｂ＝２．１ｍｍとした。
【００８５】
　本密封性能の評価試験の結果を図１２及び以下の表６に示す。
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【表６】

　図１２及び表６に示すように、本評価試験から、オーバーラップ量ｂとダスト侵入量と
の間に関連性があることが分かる。具体的には、各拡径角度αにおいて同様に、オーバー
ラップ量ｂが増加するに連れて、ダスト侵入量が減少していくことが分かる。また、図１
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２において塗り潰した○及び△は、試験例７１，７７の試験結果に夫々対応しており、間
隔ｃがオーバーラップ量ｂの値に応じて減少された夫々同じオーバーラップ量ｂ（ｂ＝０
．６ｍｍ）を有する対応する試験例６７，７３と略同等の試験結果を示している。このた
め、本評価試験において、ダンパプーリ１０の円盤部１６とオイルシール２０との間の間
隔ｃは、ダスト侵入量に影響を与えないと考えることができる。
【００８６】
　このように、本発明の第２の実施の形態に係るトーショナルダンパとオイルシールとを
用いた密封構造２において、オーバーラップ量ｂが多い程、間隙ｇ２を超えて内部に侵入
してくるダストの量を低減することができ、密封構造２の密封性能を高めることができる
ことが分かった。本実施の形態に係る密封構造２において、具体的には、サイドリップ２
９の延び方向の長さを長くすることにより、オーバーラップ量ｂを多くすることが考えら
れるが、ゴム弾性体等の弾性部材から形成されているサイドリップ２９は、その延び方向
の長さが長くなると鉛直方向に自重で撓んでしまう。従って、オーバーラップ量ｂは多け
れば多いほど好ましいが、オーバーラップ量ｂの上限値は、例えば、サイドリップ２９が
重力や使用状態で加えられる他の力に対して所望する形状を維持可能な範囲において設定
される。また、図１２及び表６より、各拡径角度αの密封構造において、オーバーラップ
量ｂが１．２ｍｍから１．８ｍｍに増加すると、ダスト侵入量は著しく減少しており、オ
ーバーラップ量ｂの下限値は、１，２ｍｍ～１．８ｍｍの間の値、または、１．８ｍｍが
好ましいことが分かる。
【００８７】
　次いで、本発明の第３の実施の形態に係るトーショナルダンパとオイルシールとを用い
た密封構造について説明する。本発明の第３の実施の形態に係るトーショナルダンパとオ
イルシールとを用いた密封構造３は、上述の本発明の第１の実施の形態に係るトーショナ
ルダンパとオイルシールとを用いた密封構造１に対して、ハブポケット３０を形成する構
成が異なる。以下、上述の本発明の第１の実施の形態に係るトーショナルダンパとオイル
シールとを用いた密封構造１と同一の又は類似する機能を有する構成についてはその説明
を省略して同一の符号を付し、異なる構成についてのみ説明する。
【００８８】
　図１３は、本発明の第３の実施の形態に係るトーショナルダンパとオイルシールとを用
いた密封構造３の概略構成を示すための、軸線に沿う断面における部分拡大断面図である
。図１３に示すように、トーショナルダンパとオイルシールとを用いた密封構造３におけ
るダンパプーリ１０においては、ハブポケット３０の外周面３１及び底面３２がハブ１１
に形成されていない。トーショナルダンパとオイルシールとを用いた密封構造３は、ダン
パプーリ１０に取り付けられたハブ１１とは別体の付属環部材４０を有しており、この付
属環部材４０にハブポケット３０の外周面３１及び底面３２が形成されている。
【００８９】
　付属環部材４０は、軸線ｘを中心とする中空環状の円盤状の部材であり、ダンパプーリ
１０のボス部１４に嵌合可能に形成されており、一方の側面から凹部が形成されてハブポ
ケット３０の外周面３１及び底面３２が形成されている。具体的には、図１３に示すよう
に、付属環部材４０は、外周側の面である外周面４０ａと、ダンパプーリ１０において、
ボス部１４に挿通された嵌合される貫通孔を形成する内周側の面である内周面４０ｂとを
有している。付属環部材４０には、内側に面する側面である側面４０ｃに外側に向かって
凹む凹部が形成されて、ハブポケット３０の外周面３１及び底面３２が形成されている。
【００９０】
　ダンパプーリ１０のボス部１４には、外周面１４ｂに外側において続く外周面である段
差面１４ｃが形成されており、段差面１４ｃは、外周面１４ｂよりも大きな径を有してお
り、外周面１４ｂよりも外側に突き出している。また、外周面１４ｂと段差面１４ｃとは
滑らかに接続されている。付属環部材４０は、内周面４０ｂがボス部１４の段差面１４ｃ
に嵌合されてボス部１４ｂに取り付けられている。
【００９１】
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　付属環部材４０は、固定部材４１によってダンパプーリ１０に相対移動不能に取り付け
られている。付属環部材４０はこの取り付けられた状態において、付属環部材４０の外側
に面する側面である側面４０ｄが、円盤部１６の側面に接触している。固定部材４１は、
例えば、ボルトやリベット、ピンであり、円盤部１６に形成された軸線ｘ方向に延びる貫
通孔である貫通孔１６ｂと、付属環部材４０に形成された底面３２と側面４０ｄとの間を
貫通する軸線ｘ方向に延びる貫通孔４０ｅとに係合して付属環部材４０をダンパプーリ１
０に固定する。例えば、貫通孔１６ｂ及び貫通孔４０ｅのいずれか一方又は両方がネジ穴
となっており、ボルトである固定部材４１がこのネジ穴に螺合されることにより、付属環
部材４０がダンパプーリ１０に固定される。また、固定部材４１がピン又はリベットであ
る場合は、固定部材４１は貫通孔１６ｂ及び貫通孔４０ｅに嵌合若しくは係合されて付属
環部材４０がダンパプーリ１０に固定される。付属環部材４０の固定方法は上述のものに
限られず、固定部材４１としては他の公知の適用可能な固定方法を実現するものであって
もよい。付属環部材４０は固定部材４１によってダンパプーリ１０に固定されるため、強
固に固定される。
【００９２】
　付属環部材４０がダンパプーリ１０に取り付けられた状態において、オイルシール２０
のサイドリップ２９の外側端２９ａとハブポケット３０の外周面３１の内側端３１ａとの
間には、上述のトーショナルダンパとオイルシールとを用いた密封構造１と同様に、環状
の間隙ｇ１が形成されている。
【００９３】
　付属環部材４０の材料は、金属材料であっても樹脂材料であってもよく、例えば、ステ
ンレス鋼やＡＢＳ樹脂等である。付属環４０の樹脂材料としては、エンジンルーム等の使
用環境の雰囲気温度に耐えられる樹脂であることが好ましい。
【００９４】
　上述の本発明の第３の実施の形態に係るトーショナルダンパとオイルシールとを用いた
密封構造３は、本発明の第１の実施の形態に係るトーショナルダンパとオイルシールとを
用いた密封構造１と同様な作用効果を奏することができ、ダンパプーリ１０から侵入する
異物にオイルシール２０のシールリップ２４が曝されることを抑制することができる。
【００９５】
　また、本発明の第３の実施の形態に係るトーショナルダンパとオイルシールとを用いた
密封構造３においては、付属環部材４０にハブポケット３０の外周面３１及び底面３２が
形成されているので、ハブポケット３０の加工を容易にすることができる。上述のトーシ
ョナルダンパとオイルシールとを用いた密封構造１，２においては、ハブポケット３０が
ハブ１１に形成されており、ハブポケット３０は、鋳造により形成されたハブ１１に対し
て切削加工を行うことにより形成される。ハブ１１の重量は大きく、また、切削加工用の
工具とボス部１４とが干渉しないようにハブポケット３０の加工作業を行う必要があり、
トーショナルダンパとオイルシールとを用いた密封構造１，２においては、ハブポケット
３０の加工が難しい。一方、トーショナルダンパとオイルシールとを用いた密封構造３に
おいては、ハブ１１とは別体の環状部材にハブポケット３０の外周面３１及び底面３２を
加工して付属環部材４０を作成し、付属環部材４０をダンパプーリ１０に取り付けてハブ
ポケット３０を形成するので、ハブポケット３０の加工を容易にすることができる。特に
、ハブポケット３０の傾斜面である外周面３１の加工を容易にすることができる。
【００９６】
　また、本発明の第３の実施の形態に係るトーショナルダンパとオイルシールとを用いた
密封構造３においては、ダンパプーリ１０のボス部１４において、外周面１４ｂの外側に
外周方向に突出した段差面１４ｃが形成されており、この段差面１４ｃに付属環部材４０
が嵌合される。このため、付属環部材４０の嵌合の際に、シールリップ２４のリップ先端
部２４ａの接触するリップ摺動面である外周面１４ｂに損傷が与えられることの防止を図
ることができる。
【００９７】
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　次いで、本発明の第４の実施の形態に係るトーショナルダンパとオイルシールとを用い
た密封構造について説明する。本発明の第４の実施の形態に係るトーショナルダンパとオ
イルシールとを用いた密封構造４は、上述の本発明の第３の実施の形態に係るトーショナ
ルダンパとオイルシールとを用いた密封構造３に対して、サイドリップ２９とハブポケッ
ト３０の外周面３１とが形成する環状の間隙の形態のみが異なる。また、本発明の第４の
実施の形態に係るトーショナルダンパとオイルシールとを用いた密封構造４は、上述の本
発明の第２の実施の形態に係るトーショナルダンパとオイルシールとを用いた密封構造２
に対して、ハブポケット３０を形成する構成が異なり、付属環部材４０を有している。以
下、上述の本発明の第２，３の実施の形態に係るトーショナルダンパとオイルシールとを
用いた密封構造２，３と同一の又は類似する機能を有する構成についてはその説明を省略
して同一の符号を付し、異なる構成についてのみ説明する。
【００９８】
　図１４は、本発明の第４の実施の形態に係るトーショナルダンパとオイルシールとを用
いた密封構造４の概略構成を示すための、軸線に沿う断面における部分拡大断面図である
。図１４に示すように、トーショナルダンパとオイルシールとを用いた密封構造４は、本
発明の第２の実施の形態に係るトーショナルダンパとオイルシールとを用いた密封構造２
と同様に、オイルシール２０のサイドリップ２９は、外側端２９ａ側の部分が、ハブポケ
ット３０の内部に進入しており、サイドリップ２９とハブポケット３０の外周面３１とは
互いに、径方向において、軸線ｘ方向に亘って、重なり合っている（オーバーラップして
いる）。つまり、サイドリップ２９とハブポケット３０の外周面３１とは互いに径方向に
おいて対向しており、サイドリップ２９とハブポケット３０の外周面３１との間に環状の
間隙ｇ２を形成しており、ラビリンスシールを形成している。トーショナルダンパとオイ
ルシールとを用いた密封構造４においては、サイドリップ２９とハブポケット３０の外周
面３１とがオーバーラップするように、付属環部材４０の外周面３１が内側により長く延
びている。若しくは、付属環部材４０の取り付け位置が、本発明の第３の実施の形態に係
るトーショナルダンパとオイルシールとを用いた密封構造３における付属環部材４０の取
り付け位置よりも内側になるようになっている。若しくは、サイドリップ２９が外側によ
り長く延びている。
【００９９】
　上述の構成を有する本発明の第４の実施の形態に係るトーショナルダンパとオイルシー
ルとを用いた密封構造４は、上記本発明の第２，３の実施の形態に係るトーショナルダン
パとオイルシールとを用いた密封構造２，３と同様の作用効果を奏することができる。
【０１００】
　このように、本発明の第４の実施の形態に係るトーショナルダンパとオイルシールとを
用いた密封構造４は、上記本発明の第２，３の実施の形態に係るトーショナルダンパとオ
イルシールとを用いた密封構造２，３と同様に、ダンパプーリ１０から侵入する異物にオ
イルシール２０のシールリップ２４が曝されることを抑制することができる。
【０１０１】
　次いで、上述の本発明の第３，４の実施の形態に係るトーショナルダンパとオイルシー
ルとを用いた密封構造３，４における付属環部材４０の変形例について以下に説明する。
【０１０２】
　図１５は、本発明の第３，４の実施の形態に係るトーショナルダンパとオイルシールと
を用いた密封構造３，４における付属環部材４０の第１の変形例の概略構造を示す断面図
である。第１の変形例に係る付属環部材４０´は、外周面４０ａが、軸線ｘ方向において
内側に向かうに連れて外周側に広がる環状の面、例えば円錐面状のテーパ面を形成してい
る。これにより、ダンパプーリ１０から侵入する異物を付属環部材４０´の外周面４０ａ
に堆積させてオイルシール２０に異物が到達することを抑制することができる。また、付
属環部材４０´の外周面４０ａに堆積した異物は、その自重によって、または、ダンパプ
ーリ１０の回転によって、下方に排出することができる。図１５においては、トーショナ
ルダンパとオイルシールとを用いた密封構造３に第１の変形例に係る付属環部材４０´が



(25) JP 5979620 B1 2016.8.24

10

20

30

40

50

取り付けられた状態が図示されているが、第１の変形例に係る付属環部材４０´は、付属
環部材４０と同様に、トーショナルダンパとオイルシールとを用いた密封構造４において
適用することができる。本変形例に係る付属環部材４０´を用いた場合であっても、上記
本発明の第３，４の実施の形態に係るトーショナルダンパとオイルシールとを用いた密封
構造３，４と同様の効果を奏することができる。
【０１０３】
　次いで、本発明の第５の実施の形態に係るトーショナルダンパとオイルシールとを用い
た密封構造について説明する。本発明の第５の実施の形態に係るトーショナルダンパとオ
イルシールとを用いた密封構造５は、上述の本発明の第１の実施の形態に係るトーショナ
ルダンパとオイルシールとを用いた密封構造１に対して、ハブポケット３０を形成する構
成が異なる。以下、上述の本発明の第１の実施の形態に係るトーショナルダンパとオイル
シールとを用いた密封構造１と同一の又は類似する機能を有する構成についてはその説明
を省略して同一の符号を付し、異なる構成についてのみ説明する。
【０１０４】
　図１６は、本発明の第５の実施の形態に係るトーショナルダンパとオイルシールとを用
いた密封構造５の概略構成を示すための、軸線に沿う断面における部分拡大断面図である
。図１６に示すように、トーショナルダンパとオイルシールとを用いた密封構造５におけ
るダンパプーリ１０においては、ハブポケット３０がハブ１１に形成されていない。トー
ショナルダンパとオイルシールとを用いた密封構造５は、ダンパプーリ１０に取り付けら
れたハブ１１とは別体の付属環部材４２を有しており、この付属環部材４２にハブポケッ
ト３０が形成されている。
【０１０５】
　付属環部材４２は、軸線ｘを中心とする中空環状の円環状の部材であり、ダンパプーリ
１０のボス部１４に嵌合可能に形成されており、一方の側面から凹部が形成されてハブポ
ケット３０が形成されている。具体的には、図１６に示すように、付属環部材４２は、軸
線ｘを中心とする円筒状の部分である円筒部４２ａと、円筒部４２ａの外側の端部から径
方向において外周側に延びる円盤状の部分である円盤部４２ｂと、円盤部４２ｂの外周側
の端部から内側に向かって延びる部分である外周部４２ｃとを有している。付属環部材４
２は、金属材料から形成されており、一つの金属部材、例えば金属板がプレス加工等をさ
れて付属環部材４２に成形される。円筒部４２ａ、円盤部４２ｂ、外周部４２は、同一の
材料から一体に形成されており、同一の又は略同一の厚さを有している。付属環部材４２
の金属材料としては、例えば、ステンレス鋼やＳＰＣＣ（冷間圧延鋼）がある。
【０１０６】
　図１６に示すように、付属環部材４２は、円筒部４２ａ、円盤部４２ｂ、及び外周部４
２ｃが空間を画成して、ハブポケット３０を形成している。具体的には、外周部４２ｃの
内周側の面がハブポケット３０の外周面３１を形成しており、外周部４２ｃは、軸線ｘに
対してハブポケット３０の外周面３１と同じ角度（傾斜角度α）で傾斜して延びている。
また、円盤部４２ｂの内側の面がハブポケット３０の底面３２を形成しており、円筒部４
２ａの外周側の面である外周面４２ｄがハブポケット３０の外周面３１に対向する内周側
の面を形成している。
【０１０７】
　また、付属環部材４２の円筒部４２ａは、ダンパプーリ１０のボス部１４に嵌合可能に
形成されており、付属環部材４２がボス部１４に取り付けられた状態において、円筒部４
２ａの内周側の面である内周面４２ｅはボス部１４の外周面１４ｂに密接している。また
、付属環部材４２は、円筒部４２ａがボス部１４に嵌合されて、ダンパプーリ１０のハブ
１１に対して相対移動不能に取り付けられる。このとき、付属環部材４２の円盤部４２ｂ
はハブ１１の円盤部１６に当接されていてもよく、所定の間隔を空けて離れていてもよい
。
【０１０８】
　また、付属環部材４２の円筒部４２ａは、図１６に示すように、オイルシール２０のリ
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ップ先端部２４ａまで、若しくはリップ先端部２４ａを超えて、内側に延びており、円筒
部４２ａの外周面４２ｄは、リップ先端部２４ａに摺動可能に接触している。このように
、本実施の形態においては、上述の各実施の形態とは異なり、ボス部１４の外周面１４ｂ
ではなく、付属環部材４２の円筒部４２ａの外周面４２ｄがオイルシール２０のリップ摺
動面を形成している。このため、円筒部４２ａの外周面４２ｄは、研磨、コーティング等
の処理によって形成されている。本実施の形態においては、ボス部１４の外周面１４ｂを
リップ摺動面にする処理（加工等）を省略することができる。
【０１０９】
　付属環部材４２がダンパプーリ１０に取り付けられた状態において、オイルシール２０
のサイドリップ２９の外側端２９ａとハブポケット３０の外周面３１の内側端３１ａとの
間には、上述のトーショナルダンパとオイルシールとを用いた密封構造１と同様に、環状
の間隙ｇ１が形成されている。
【０１１０】
　上述の本発明の第５の実施の形態に係るトーショナルダンパとオイルシールとを用いた
密封構造５は、本発明の第１の実施の形態に係るトーショナルダンパとオイルシールとを
用いた密封構造１と同様な作用効果を奏することができ、ダンパプーリ１０から侵入する
異物にオイルシール２０のシールリップ２４が曝されることを抑制することができる。
【０１１１】
　また、本発明の第５の実施の形態に係るトーショナルダンパとオイルシールとを用いた
密封構造５においては、ハブポケット３０が付属環部材４２に形成されているので、上述
の本発明の第３の実施の形態に係るトーショナルダンパとオイルシールとを用いた密封構
造３と同様に、ハブポケット３０の加工を容易にすることができる。
【０１１２】
　次いで、本発明の第６の実施の形態に係るトーショナルダンパとオイルシールとを用い
た密封構造について説明する。本発明の第６の実施の形態に係るトーショナルダンパとオ
イルシールとを用いた密封構造６は、上述の本発明の第５の実施の形態に係るトーショナ
ルダンパとオイルシールとを用いた密封構造５に対して、サイドリップ２９とハブポケッ
ト３０の外周面３１とが形成する環状の間隙の形態のみが異なる。また、本発明の第６の
実施の形態に係るトーショナルダンパとオイルシールとを用いた密封構造６は、上述の本
発明の第２の実施の形態に係るトーショナルダンパとオイルシールとを用いた密封構造２
に対して、ハブポケット３０を形成する構成が異なり、上記付属環部材４２を有している
。以下、上述の本発明の第２，５の実施の形態に係るトーショナルダンパとオイルシール
とを用いた密封構造２，５と同一の又は類似する機能を有する構成についてはその説明を
省略して同一の符号を付し、異なる構成についてのみ説明する。
【０１１３】
　図１７は、本発明の第６の実施の形態に係るトーショナルダンパとオイルシールとを用
いた密封構造６の概略構成を示すための、軸線に沿う断面における部分拡大断面図である
。図１７に示すように、トーショナルダンパとオイルシールとを用いた密封構造６は、本
発明の第２の実施の形態に係るトーショナルダンパとオイルシールとを用いた密封構造２
と同様に、オイルシール２０のサイドリップ２９は、外側端２９ａ側の部分が、ハブポケ
ット３０の内部に進入しており、サイドリップ２９とハブポケット３０の外周面３１とは
互いに、径方向において、軸線ｘ方向に亘って、重なり合っている（オーバーラップして
いる）。つまり、サイドリップ２９とハブポケット３０の外周面３１とは互いに径方向に
おいて対向しており、サイドリップ２９とハブポケット３０の外周面３１との間に環状の
間隙ｇ２を形成しており、ラビリンスシールを形成している。トーショナルダンパとオイ
ルシールとを用いた密封構造６においては、サイドリップ２９とハブポケット３０の外周
面３１とがオーバーラップするように、付属環部材４２の外周部４２ｃが内側により長く
延びている。若しくは、付属環部材４２の取り付け位置が、本発明の第５の実施の形態に
係るトーショナルダンパとオイルシールとを用いた密封構造５における付属環部材４２の
取り付け位置よりも内側になるようになっている。若しくは、サイドリップ２９が外側に
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より長く延びている。
【０１１４】
　上述の構成を有する本発明の第６の実施の形態に係るトーショナルダンパとオイルシー
ルとを用いた密封構造６は、上記本発明の第２，５の実施の形態に係るトーショナルダン
パとオイルシールとを用いた密封構造２，５と同様の作用効果を奏することができる。
【０１１５】
　このように、本発明の第６の実施の形態に係るトーショナルダンパとオイルシールとを
用いた密封構造６は、上記本発明の第２，５の実施の形態に係るトーショナルダンパとオ
イルシールとを用いた密封構造２，５と同様に、ダンパプーリ１０から侵入する異物にオ
イルシール２０のシールリップ２４が曝されることを抑制することができる。
【０１１６】
　次いで、上述の本発明の第５，６の実施の形態に係るトーショナルダンパとオイルシー
ルとを用いた密封構造５，６における付属環部材４２の変形例について以下に説明する。
【０１１７】
　図１８は、本発明の第５，６の実施の形態に係るトーショナルダンパとオイルシールと
を用いた密封構造５，６における付属環部材４２の第１の変形例の概略構造を示す断面図
である。第１の変形例に係る付属環部材４３は、図１８に示すように、上記付属環部材４
２に対して、円筒部４２ａの長さが短く、円筒部４２ａが外周面においてリップ摺動面を
形成していない。このため、本変形例に係る付属環部材４３を用いる場合は、ダンパプー
リ１０のボス部１４の外周面１４ｂはリップ摺動面を形成しており、外周面１４ｂのリッ
プ摺動面への処理（加工等）を省略することはできない。
【０１１８】
　また、本変形例に係る付属環部材４３を用いる場合は、図１８に示すように、ダンパプ
ーリ１０のボス部１４に、外周面１４ｂに外側において続く外周面である段差面１４ｃが
形成されることが好ましい。段差面１４ｃは、外周面１４ｂよりも大きな径を有しており
、外周面１４ｂよりも外側に突き出している。付属環部材４２は、円筒部４２ａがボス部
１４の段差面１４ｃに嵌合されてボス部１４に固定される。これにより、付属環部材４３
の嵌合の際に、シールリップ２４のリップ先端部２４ａの接触するリップ摺動面である外
周面１４ｂに損傷が与えられることの防止を図ることができる。図１８においては、トー
ショナルダンパとオイルシールとを用いた密封構造５に第１の変形例に係る付属環部材４
３が取り付けられた状態が図示されているが、第１の変形例に係る付属環部材４３は、付
属環部材４２と同様に、トーショナルダンパとオイルシールとを用いた密封構造６におい
て適用することができる。この場合も、ダンパプーリ１０のボス部１４に、外周面１４ｂ
に外側において続く外周面である段差面１４ｃが形成されることが好ましい。本変形例に
係る付属環部材４３を用いた場合であっても、上記本発明の第５，６の実施の形態に係る
トーショナルダンパとオイルシールとを用いた密封構造５，６と同様の効果を奏すること
ができる。
【０１１９】
　図１９は、本発明の第５，６の実施の形態に係るトーショナルダンパとオイルシールと
を用いた密封構造５，６における付属環部材４２の第２の変形例の概略構造を示す断面図
である。第２の変形例に係る付属環部材４４は、図１９に示すように、上記付属環部材４
２に対して、円筒部４２ａを有しておらず、付属環部材４４はリップ摺動面を形成してい
ない。このため、本変形例に係る付属環部材４４を用いる場合は、付属環部材４３を用い
る場合と同様に、ダンパプーリ１０のボス部１４の外周面１４ｂはリップ摺動面を形成し
ており、外周面１４ｂのリップ摺動面への処理（加工等）を省略することはできない。付
属環部材４４は、円盤部４２ｂの内周側の端部である内周端４２ｆにおいて、ボス部１４
に嵌合されてハブ１１に固定される。
【０１２０】
　また、本変形例に係る付属環部材４４を用いる場合は、図１９に示すように、ダンパプ
ーリ１０のボス部１４に、外周面１４ｂに外側において続く外周面である段差面１４ｃが
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形成されることが好ましい。段差面１４ｃは、外周面１４ｂよりも大きな径を有しており
、外周面１４ｂよりも外側に突き出している。付属環部材４４は、円盤部４２ｂの内周端
４２ｆにおいてボス部１４の段差面１４ｃに嵌合されてボス部１４に固定される。これに
より、付属環部材４４の嵌合の際に、シールリップ２４のリップ先端部２４ａの接触する
リップ摺動面である外周面１４ｂに損傷が与えられることの防止を図ることができる。ま
た、本変形例に係る付属環部材４４を用いる場合は、図１９に示すように、ダンパプーリ
１０のハブ１１の円盤部１６に、付属環部材４４をボス部１４との間で挟持するための環
状の突出部１６ｄを設けるようにしてもよい。これにより、付属環部材４４を、ボス部１
４の段差面１４ｃと突出部１６ｄの内側の面とによって強固に固定することができるよう
になる。突出部１６ｄは、上述の付属環部材４３が用いられる場合に、ハブ１１の円盤部
１６に設けるようにしてもよい。
【０１２１】
　図１９においては、トーショナルダンパとオイルシールとを用いた密封構造５に第２の
変形例に係る付属環部材４４が取り付けられた状態が図示されているが、第２の変形例に
係る付属環部材４４は、付属環部材４２と同様に、トーショナルダンパとオイルシールと
を用いた密封構造６において用いることができる。この場合も、ダンパプーリ１０のボス
部１４に、外周面１４ｂに外側において続く外周面である段差面１４ｃが形成されること
が好ましい。本変形例に係る付属環部材４４を用いた場合であっても、上記本発明の第５
，６の実施の形態に係るトーショナルダンパとオイルシールとを用いた密封構造５，６と
同様の効果を奏することができる。
【０１２２】
　次いで、本発明の第７の実施の形態に係るトーショナルダンパとオイルシールとを用い
た密封構造について説明する。本発明の第７の実施の形態に係るトーショナルダンパとオ
イルシールとを用いた密封構造７は、上述の本発明の第１の実施の形態に係るトーショナ
ルダンパとオイルシールとを用いた密封構造１に対して、ハブポケット３０を形成する構
成が異なる。以下、上述の本発明の第１の実施の形態に係るトーショナルダンパとオイル
シールとを用いた密封構造１と同一の又は類似する機能を有する構成についてはその説明
を省略して同一の符号を付し、異なる構成についてのみ説明する。
【０１２３】
　図２０は、本発明の第７の実施の形態に係るトーショナルダンパとオイルシールとを用
いた密封構造７の概略構成を示すための、軸線に沿う断面における部分拡大断面図である
。図２０に示すように、トーショナルダンパとオイルシールとを用いた密封構造７におけ
るダンパプーリ１０においては、上記第５の実施の形態に係るトーショナルダンパとオイ
ルシールとを用いた密封構造５と同様に、ハブポケット３０がダンパプーリ１０のハブ１
１に形成されていない。トーショナルダンパとオイルシールとを用いた密封構造７は、ダ
ンパプーリ１０に取り付けられたハブ１１とは別体の付属環部材４５を有しており、この
付属環部材４５にハブポケット３０が形成されている。
【０１２４】
　付属環部材４５は、軸線ｘを中心とする中空環状の円環状の部材であり、ダンパプーリ
１０のボス部１４に嵌合可能に形成されており、一方の側面から凹部が形成されてハブポ
ケット３０が形成されている。具体的には、図２０に示すように、付属環部材４５は、弾
性体から形成された軸線ｘを中心と環状の弾性フランジ部４６と、金属材料から形成され
た軸線ｘを中心とする環状の金属環部４７とを有している。
【０１２５】
　金属環部４７は、軸線ｘを中心とする円筒状の部分である円筒部４７ａと、円筒部４７
ａの外側の端部から径方向において外周側に延びる円盤状の部分である円盤部４７ｂと、
円盤部４７ｂの外周側の端部から屈曲して内側に向かって延びる部分である外周部４７ｃ
とを有している。金属環部４７は、上述のように金属材料から形成されており、一つの金
属部材、例えば金属板がプレス加工等をされて成形される。円筒部４７ａ、円盤部４７ｂ
、外周部４７ｃは、同一の材料から一体に形成されており、同一の又は略同一の厚さを有



(29) JP 5979620 B1 2016.8.24

10

20

30

40

50

している。金属環部４７の金属材料としては、例えば、ステンレス鋼やＳＰＣＣ（冷間圧
延鋼）がある。
【０１２６】
　弾性フランジ部４６は、例えばゴム材から形成されている。弾性フランジ部４６のゴム
材としては、上述したオイルシール２０の弾性体部２２のゴム弾性体がある。弾性フラン
ジ部４６は、図２０に示すように、軸線ｘ方向に延びる環状の部材であり、金属環部４７
の外周側に取り付けられて、金属環部４７の円盤部４７ｂから内側に向かって延びている
。具体的には、金属環部４７の外周部４７ｃ及び円盤部４７ｂの外周側の端部及びその近
傍が弾性フランジ部４６内に外側から埋め込まれて、弾性フランジ部４６は付属環部材４
５において保持されている。また、弾性フランジ部４６は、内周面がハブポケット３０の
外周面３１を形成しており、外周面３１は上述のように軸線ｘに対して傾斜角度α傾斜し
て延びている。弾性フランジ部４６は架橋成形によって成形され、この架橋成形の際に金
属環部４７に架橋接着される。
【０１２７】
　このように、付属環部材４５において、金属環部４７の円筒部４７ａ、金属環部４７の
円盤部４７ｂ、及び弾性フランジ部４６が空間を画成して、ハブポケット３０を形成して
いる。金属環部４７の円盤部４７ｂの内側の面は、ハブポケット３０の底面３２を形成し
ており、金属環部４７の円筒部４７ａの外周側の面である外周面４７ｄは、ハブポケット
３０の外周面３１に対向する内周側の面を形成している。
【０１２８】
　また、金属環部４７の円筒部４７ａは、ダンパプーリ１０のボス部１４に嵌合可能に形
成されており、付属環部材４５がボス部１４に取り付けられた状態において、円筒部４７
ａの内周側の面である内周面４７ｅはボス部１４の外周面１４ｂに密接している。また、
付属環部材４５は、金属環部４７の円筒部４７ａがボス部１４に嵌合されて、ダンパプー
リ１０のハブ１１に対して相対移動不能に取り付けられる。このとき、金属環部４７の円
盤部４７ｂはハブ１１の円盤部１６に当接されている、または、所定の間隔を空けて離れ
ている。
【０１２９】
　また、金属環部４７の円筒部４７ａは、図２０に示すように、オイルシール２０のリッ
プ先端部２４ａまで、若しくはリップ先端部２４ａを超えて、内側に延びており、円筒部
４７ａの外周面４７ｄは、リップ先端部２４ａに摺動可能に接触している。このように、
本実施の形態においては、上述の各実施の形態とは異なり、ボス部１４の外周面１４ｂで
はなく、付属環部材４５の金属環部４７の円筒部４７ａの外周面４７ｄがオイルシール２
０のリップ摺動面を形成している。このため、上述の付属環部材４２（図１６）と同様に
、円筒部４７ａの外周面４７ｄは、研磨、コーティング等の処理によって形成されている
。本実施の形態においては、上記本発明の第５の実施の形態に係る密封構造５と同様に、
ボス部１４の外周面１４ｂをリップ摺動面にする処理（加工等）を省略することができる
。金属環部４７の外周部４７ｃは、少なくとも弾性フランジ部４６を保持可能な長さを有
している。
【０１３０】
　付属環部材４５がダンパプーリ１０に取り付けられた状態において、オイルシール２０
のサイドリップ２９の外側端２９ａとハブポケット３０の外周面３１の内側端３１ａとの
間には、上述のトーショナルダンパとオイルシールとを用いた密封構造１と同様に、環状
の間隙ｇ１が形成されている。
【０１３１】
　上述の本発明の第７の実施の形態に係るトーショナルダンパとオイルシールとを用いた
密封構造７は、本発明の第１の実施の形態に係るトーショナルダンパとオイルシールとを
用いた密封構造１と同様な作用効果を奏することができ、ダンパプーリ１０から侵入する
異物にオイルシール２０のシールリップ２４が曝されることを抑制することができる。
【０１３２】
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　また、本発明の第７の実施の形態に係るトーショナルダンパとオイルシールとを用いた
密封構造７においては、ハブポケット３０が形成される付属環部材４５において、弾性体
から形成された弾性体フランジ部４６によってハブポケット３０の外周面３１が形成され
ている。このため、ハブポケット３０の外周面３１の拡径角度αが所望の値となるように
、外周面３１を精度よく形成することができる。これは、金属材料をプレス加工するより
もゴム材による成形の方が成形品の寸法精度を高めることができるからである。また、ダ
ンパプーリ１０のボス部１４の偏心等により、サイドリップ２９が弾性体フランジ部４６
に接触したとしても、弾性体フランジ部４６はゴム材等の弾性体から形成されているので
衝撃を吸収し、サイドリップ２９が損傷しにくくすることができる。また、金属部材のプ
レス成形において、金属部材の形状が複雑になると金属部材に残留応力が発生し、金属部
材全体が歪やすくなるが、付属環部材４５においては、金属材から形成されている金属環
部４７の形状をシンプルにすることができ、金属環部４７の成形精度（寸法精度）を高め
ることができる。
【０１３３】
　また、本発明の第７の実施の形態に係るトーショナルダンパとオイルシールとを用いた
密封構造７においては、ハブポケット３０が付属環部材４５に形成されているので、上述
の本発明の第３の実施の形態に係るトーショナルダンパとオイルシールとを用いた密封構
造３と同様に、ハブポケット３０の加工を容易にすることができる。
【０１３４】
　上述のトーショナルダンパとオイルシールとを用いた密封構造７においては、オイルシ
ール２０のサイドリップ２９は、ハブポケット３０の内部に進入していないが、サイドリ
ップ２９の外側端２９ａ側の部分が、ハブポケット３０の内部に進入して、サイドリップ
２９とハブポケット３０の外周面３１とは互いに、径方向において、軸線ｘ方向に亘って
、重なり合っていてもよい。つまり、上述の密封構造２，６（図１１，１７）と同様に、
サイドリップ２９とハブポケット３０の外周面３１とは互いに径方向において対向して、
サイドリップ２９とハブポケット３０の外周面３１との間に環状の間隙ｇ２を形成してい
てもよい。
【０１３５】
　また、上述のトーショナルダンパとオイルシールとを用いた密封構造７において、付属
環部材４５の金属環部４７の形状は上述の形状に限らず、例えば、上述の図１８に示す付
属環部材４３のように、円筒部４７ａがシールリップ２４ａまで延びておらず、ダンパプ
ーリ１０のボス部１４がリップ摺動面を形成するようにしてもよい。この場合も、図１８
に示すように、ダンパプーリ１０のボス部１４に、外周面１４ｂに外側において続く外周
面である段差面１４ｃが形成され、付属環部材４５が段差面１４ｃに嵌合されることが好
ましい。
【０１３６】
　また、付属環状部材４５の金属環部４７の形状は、上述の図１９に示す付属環部材４４
のように、円筒部４７ａを有していない形状であってもよい。この場合、ダンパプーリ１
０のハブ１１の形状は、上記図１１に示すように、突出部１６ｄ及び段差面１４ｃを有す
る形状であることが好ましい。
【０１３７】
　次いで、本発明の第８の実施の形態に係るトーショナルダンパとオイルシールとを用い
た密封構造について説明する。本発明の第８の実施の形態に係るトーショナルダンパとオ
イルシールとを用いた密封構造８は、上述の本発明の第１の実施の形態に係るトーショナ
ルダンパとオイルシールとを用いた密封構造１に対して、間隙ｇ１の構成が異なる。以下
、上述の本発明の第１の実施の形態に係るトーショナルダンパとオイルシールとを用いた
密封構造１と同一の又は類似する機能を有する構成についてはその説明を省略して同一の
符号を付し、異なる構成についてのみ説明する。
【０１３８】
　図２１は、本発明の第８の実施の形態に係るトーショナルダンパとオイルシールとを用
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いた密封構造８の概略構成を示すための、軸線に沿う断面における部分拡大断面図である
。図２１に示すように、トーショナルダンパとオイルシールとを用いた密封構造８は、上
述の密封構造１におけるオイルシール２０に代えて、オイルシール６０を備えており、ま
た、間隙ｇ１を形成する環部材６１を備えている。オイルシール６０は、サイドリップ２
９を有していない点及びフロントカバー５３の貫通穴５４に直接取り付けられない点にお
いてオイルシール２０と異なる。
【０１３９】
　環部材６１は、軸線ｘを中心とする中空環状の円環状の部材であり、上述のオイルシー
ル２０の有するサイドリップ２９の外周面と同じ傾斜角度γ（図６参照）で傾く外周面を
形成するサイドリップとしての突起部６２を有しており、フロントカバー５３の貫通穴５
４に嵌合可能になっている。具体的には、環部材６１は、軸線ｘを中心とする円筒状の嵌
合部６３と、嵌合部６３の外側の端部から内周側に延びる円盤状の支持部６４とを有して
おり、支持部６４の内周側の端部から突起部６２が嵌合部６３とは反対側に延びておりハ
ブポケット３０に向かって延びている。
【０１４０】
　嵌合部６３は、フロントカバー５３の貫通穴５４に嵌合可能に形成されており、嵌合部
６３がフロントカバー５３の貫通穴５４に嵌合された際に、外周側の周面において、貫通
穴５４の内周面５４ａに密接するように形成されている。突起部６２は、軸線ｘを中心と
する環状の部分であり、外側の端部である外側端６２ａにおいて、ハブポケット３０の外
周面３１の内側端３１ａとの間に間隙ｇ１を形成している。
【０１４１】
　環部材６１は、金属材料や樹脂材料から形成されており、金属材料としては例えば、ス
テンレス鋼やＳＰＣＣ（冷間圧延鋼）等がある。錆が発生しやすい環境で密封構造８が用
いられる場合、環部材６１の金属材料としてはステンレス鋼が好ましい。環部材６１は、
プレス加工や樹脂成形によってオイルシール６０とは別体で形成され、図２１に示すよう
に、環部材６１にオイルシール６０が内嵌され状態で、環部材６１の支持部６４を押圧す
ることにより、フロントカバー５３の貫通穴５４に嵌合部６３が嵌合されて、フロントカ
バー５３に環部材６１が嵌着される。これにより、オイルシール６０及び環部材６１がフ
ロントカバー５３に取り付けられ、間隙ｇ１が形成される。
【０１４２】
　環部材６１の突起部６２は、ハブポケット３０の内部に進入していない形状に限らず、
上記密封構造２のサイドリップ２９のように、突起部６２の外側端６２ａ側の部分が、ハ
ブポケット３０の内部に進入して、突起部６２とハブポケット３０の外周面３１とは互い
に、径方向において、軸線ｘ方向に亘って、重なり合っていてもよい。つまり、上述の密
封構造２（図１１）と同様に、突起部６２とハブポケット３０の外周面３１とは互いに径
方向において対向して、突起部６２とハブポケット３０の外周面３１との間に環状の間隙
ｇ２を形成していてもよい。
【０１４３】
　本発明の第８の実施の形態に係るトーショナルダンパとオイルシールとを用いた密封構
造８は、上述の本発明の第１，２の実施の形態に係るトーショナルダンパとオイルシール
とを用いた密封構造１，２と同様の効果を奏することができる。また、環部材６１は金属
材料又は樹脂材料から形成されており、ゴム材から形成された部材よりも剛性が高く、突
起部６２が自重で変形しにくい。このため、突起部６２がハブポケット３０との間に間隙
ｇ２を形成する場合に、自重によって撓むことなる突起部６２を長くすることができる。
このため、突起部６２とハブポケット３０との間のオーバーラップ量ｂをより多くするこ
とができ、間隙ｇ２を通過して侵入する異物の量を低減することができる。
【０１４４】
　本実施の形態におけるオイルシール６０及び環部材６１は、上述の本発明の第３～７の
実施の形態に係るトーショナルダンパとオイルシールとを用いた密封構造３～７において
、オイルシール２０に代えて適用することができる。
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【０１４５】
　以上、本発明の実施の形態について説明したが、本発明は上記本発明の実施の形態に限
定されるものではなく、本発明の概念及び特許請求の範囲に含まれるあらゆる態様を含む
。また、上述した課題及び効果の少なくとも一部を奏するように、各構成を適宜選択的に
組み合わせてもよい。例えば、上記実施の形態における、各構成要素の形状、材料、配置
、サイズ等は、本発明の具体的使用態様によって適宜変更され得る。
【０１４６】
　具体的には、上述のような間隙ｇ１，ｇ２を形成するハブポケット３０及びサイドリッ
プ２９又は突起部６２を夫々有しているものであれば、ダンパプーリ１０、オイルシール
２０，６０、及び環部材６１の形態は他の形態であってもよい。
【０１４７】
　また、本実施の形態に係るトーショナルダンパとオイルシールとを用いた密封構造１～
８は、自動車のエンジンに適用されるものとしたが、本発明に係るトーショナルダンパと
オイルシールとを用いた密封構造の適用対象はこれに限られるものではなく、他の車両や
汎用機械、産業機械等の回転軸等、本発明の奏する効果を利用し得るすべての構成に対し
て、本発明は適用可能である。更に、本実施の形態におけるトーショナルダンパ（ダンパ
プーリ１０）は、円盤部１６を内側と外側との間で貫通する貫通穴である窓部１６ａが形
成されているものとしたが、本発明に係るトーショナルダンパとオイルシールとを用いた
密封構造の適用対象はこれに限られるものではなく、窓部１６ａが形成されていないもの
に対しても本発明は適用可能である。
【符号の説明】
【０１４８】
１～８　トーショナルダンパとオイルシールとを用いた密封構造
１０，１００　ダンパプーリ
１１，１０１　ハブ
１２，１０２　プーリ
１２ａ　内周面
１２ｂ　外周面
１２ｃ　ｖ溝
１３，１０３　ダンパ弾性体
１４，１０１ａ　ボス部
１４ａ　貫通穴
１４ｂ　外周面
１４ｃ　段差部
１５，１０１ｂ　リム部
１５ａ　内周面
１５ｂ　外周面
１６，１０１ｃ　円盤部
１６ａ，１０１ｄ　窓部
１６ｄ　突出部
２０，６０，１１０　オイルシール
２１　補強環
２１ａ　円盤部
２１ｂ　円筒部
２２　弾性体部
２３　リップ腰部
２４，１１１　シールリップ
２４ａ　リップ先端部
２５　ダストリップ
２６　ガータースプリング
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２７　後方カバー
２８　ガスケット部
２９　サイドリップ
２９ａ　外側端
３０　ハブポケット
３１　外周面
３１ａ　内側端
３２　底面
３３　突条部
４０，４０´，４２～４５　付属環部材
４０ａ　外周面
４１　固定部材
４２ａ　円筒部
４２ｂ　円盤部
４２ｃ　外周部
４２ｄ　外周面
４６　弾性フランジ部
４７　金属環部
５１，１２０　クランクシャフト
５２，１２１　ボルト
５３，１２２　フロントカバー
５４，１２３　貫通穴
５４ａ　内周面
６１　環部材
６２　突起部
ａ　間隙幅
ｂ　オーバーラップ量
ｃ　間隔
ｄ　軸径
ｇ１，ｇ２　間隙（ラビリンスシール）
ｘ　軸線
α　拡径角度
γ　傾斜角度
δ　隙間角度差
【要約】
　トーショナルダンパから侵入する異物にオイルシールのシールリップが曝されることを
抑制することができるトーショナルダンパとオイルシールとを用いた密封構造を提供する
。
　トーショナルダンパとオイルシールとを用いた密封構造(１)は、トーショナルダンパと
してのダンパプーリ(１０)と、オイルシール(２０)とを備える。ダンパプーリ(１０)は、
ハブ(１１)のボス部(１４)に沿って周方向に延びる外側方向に凹む環状のハブポケット(
３０)を有する。オイルシール(２０)は、外側方向に向かって延びるサイドリップ(２９)
を備える。ハブポケット(３０)の外周面(３１)は、外側方向に向かうに連れて拡径してお
り、オイルシール(２０)のサイドリップ(２９)は、ハブポケット(３０)の内部に進入して
おらず、サイドリップ(２９)の外側端(２９ａ)とハブポケット(３０)の外周面(３１)の内
側端(３１ａ)との間には、環状の間隙(ｇ１)が形成されている。
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