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4 確実な取付け

軸と軸受の固定は，内輪に設けたNTN独自の考案による

ボール入り止めねじを締付ければ，その優れた緩み止め効果

により振動や衝撃を受けても止めねじは緩みにくい。
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3 優れた密封装置

NTNベアリングユニット用玉軸受の密封装置は耐熱，耐

油性合成ゴムシールとNTN独特の設計によるスリンガとの

組み合わせになっている。

すなわち外輪に密着したシールは，中央部に鋼板の芯を入

れて補強してあり，軸受の内輪に接触するリップ部は適切な

しめしろ をもたせ，しかもできるだけ摩擦トルクを小さく

するよう設計してある。

1 無給油式

NTN無給油式ベアリングユニットには，

1）あらかじめ良質のグリースが適量封入してあり，一般的

な使用条件であれば無給油で使用が可能である。

2）給油配管など給脂装置の必要がなく，装置がコンパクト

に設計できる。

3）給油によるグリースの排出がないため，製品や機械を汚

染する恐れが少ない。

2 給油式

下記のような使用箇所には給油式のベアリングユニットを

用い定期的にグリースを補給する必要がある。

1）軸受温度が100℃以上の場合。

2）ごみが非常に多い箇所で，スペースの関係上カバー付ベ

アリングユニットが使用できない場合。

3）水（液体）が降りかかる箇所で，スペースの関係上カバ

ー付ベアリングユニットが使用できない場合。

4）湿度の高い箇所で使用され，長い間隔をあけて断続運転

される場合。

5）Cr/Prが約10以下の重荷重で回転速度が10min-1以下及

び揺動の場合。

6）空調機のファン用軸受のように比較的回転速度が高く，

音響を問題にする箇所。

省力化を推進するNTNベアリングユニット

外　観
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NTNベアリングユニットは軸受と軸受箱の形状，材質に

よって次のような種類に分類される。
ピロー形ユニット

鋳鉄製ピロー形ユニット（円筒穴形） P76〜P81

UCP2

S-UCP2，SM-UCP2 …………………鋼板製カバー付き

C-UCP2，CM-UCP2 …………………鋳鉄製カバー付き

UCP3

C-UCP3，CM-UCP3 …………………鋳鉄製カバー付き

UCPX

S-UCPX，SM-UCPX …………………鋼板製カバー付き

C-UCPX，CM-UCPX …………………鋳鉄製カバー付き

ベアリングユニットの代表的な形式で，従来広く使用さ

れているプランマブロックと自動調心玉軸受との組み合わせ

に相当するもので，軸への取付けはボール入り止めねじを締

付けるだけで簡単にでき，伝動装置及び一般機械などに最も

多く使用されている。

カバー付ユニットは鋳鉄製軸受箱の外側に更に鋼板製又は

鋳鉄製のカバーを取付け，粉塵や水分の多い使用条件にも防

塵効果があり，土砂運搬のコンベヤのように粉塵の多い場所

や，乳業及び食品製造のコンベヤのように水分のかかる場合

に適している。

鋳鉄製ピロー形ユニット（テーパ穴形） P82〜P85

UKP2

S-UKP2，SM-UKP2 …………………鋼板製カバー付き

C-UKP2，CM-UKP2 …………………鋳鉄製カバー付き

UKP3

C-UKP3，CM-UKP3 …………………鋳鉄製カバー付き

UKPX

C-UKPX，CM-UKPX …………………鋳鉄製カバー付き

ユニット用玉軸受の内径がテーパ穴になっており，アダプ

タにより軸に取付ける形式で，伝動装置や一般機械に多く使

用されている。特に，精米機の伝動軸のように長い軸や振動

荷重の大きい場所に効果がある。

NTNベアリングユニットにはこれだけの種類があります。

UCP UCP…D1

S-UCP S-UCP…D1

C-UCP C-UCP…D1

UKP UKP…D1

S-UKP S-UKP…D1

C-UKP CM-UKP…D1
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厚肉鋳鉄製ピロー形ユニット（円筒穴形） P96〜P97

UCIP2，UCIP3

他の形式のピロー形に比べ軸受箱が厚肉になっているので

剛性が高く，大きな衝撃荷重にも有利である。また取付ボル

トの穴は，きり穴になっているので位置決めが正確にできる。

したがって天井走行クレーンなどに適している。

厚肉鋳鉄製ピロー形ユニット（テーパ穴形） P98〜P99

UKIP2，UKIP3

軸受内径がテーパ穴になっており，アダプタにより軸に取

付ける形式で，特徴は円筒穴形と同様である。長い軸に取付

ける場合や振動荷重のある場合に有利である。

心高ピロー形ユニット（円筒穴形） P102〜P103

UCHP2

ピロー形ユニットの心高を標準より高くしたもので，木工

機械や印刷機など取付面から高い位置に取付けるローラコン

ベヤに適している。

狭幅ピロー形ユニット（円筒穴形） P104〜P105

UCUP2

軸受箱本体の底部に取付ボルト用ねじ穴が設けられてお

り，軸受箱幅寸法が標準ピロー形ユニットよりも狭くできて

いる。カーブドローラのようにローラピッチを狭くしたい場

合に適している。

軽量鋳鉄製ピロー形ユニット（円筒穴形） P106〜P107

ASPB2，AELPB2，CSPB2…LLU

このユニットは軸受箱が標準の鋳鉄製ピロー形ユニットに

対して，より軽量，小形であり，これと組み合わせるユニッ

ト用玉軸受もAS2形，AEL2形，CS2形を使用し，軽量化

に徹した設計にしてある。小形の装置や，組込みスペースの

狭い場合に適している。

鋼板製ピロー形ユニット（円筒穴形） P110〜P117

ASPP2，ASRPP2（ラバーリング入り）

AELPP2，AELRPP2（ラバーリング入り）

軸受箱が精密プレスによる鋼板製で，軽量かつコンパクト

でありながら，大きな剛性をもたせてあるので，取付スペー

スや重量に制約のある包装用機器や小形送風機，印刷機械，

農業機械などに適している。

ASPP2，ASRPP2形は標準の止めねじ方式，AELPP2，

AELRPP2形は偏心カラー方式となっている。

UCIP UCIP…D1

UKIP UKIP…D1

UCHP UCHP…D1

UCUP UCUP…D1

CSPB…LLU

ASPP
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UKF UKF…D1

S-UKF S-UKF…D1

CM-UKF C-UKF…D1

角フランジ形ユニット（円筒穴形） P118〜P121

UCF2

S-UCF2，SM-UCF2 …………………鋼板製カバー付き

C-UCF2，CM-UCF2 …………………鋳鉄製カバー付き

UCF3

C-UCF3，CM-UCF3 …………………鋳鉄製カバー付き

UCFX

S-UCFX，SM-UCFX …………………鋼板製カバー付き

C-UCFX，CM-UCFX …………………鋳鉄製カバー付き

軸受箱の形状が角形で4本のボルトにより機械の側壁など

に取付けるようになっている。軸受周りの構造も簡単で取付

けも簡易なため，フランジ形の中で最も広範囲に使用されて

いる。

カバー付ユニットは軸受箱の外側に更に鋼板製又は鋳鉄製

のカバーが取付けてあるので，屋外コンベヤのように雨水が

かかったり，粉塵の多い場所に適している。

角フランジ形ユニット（テーパ穴形） P122〜P125

UKF2

S-UKF2，SM-UKF2 …………………鋼板製カバー付き

C-UKF2，CM-UKF2 …………………鋳鉄製カバー付き

UKF3

C-UKF3，CM-UKF3 …………………鋳鉄製カバー付き

UKFX

C-UKFX，CM-UKFX …………………鋳鉄製カバー付き

軸受の内径がテーパ穴になっておりアダプタにより軸に取

付ける形式で，特徴は円筒穴形と同様である。長い軸に取付

ける場合や振動荷重のある場合に有利である。

UCF UCF…D1

S-UCF S-UCF…D1

C-UCF C-UCF…D1

フランジ形ユニット
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印ろう付角フランジ形ユニット（円筒穴形）P130〜P131

UCFS3

C-UCFS3，CM-UCFS3 ………………鋳鉄製カバー付き

中荷重用で角形の軸受箱の取付面に円筒状の印ろうを設

け，フレームにはめ込む形式になっており，取付けの際に容

易に取付けられるので，中荷重で取付精度を要する箇所に適

しており，撹拌機の主軸などに使用される。

印ろう付き角フランジ形ユニット（テーパ穴形）

P132〜P133

UKFS3

C-UKFS3，CM-UKFS3 ………………鋳鉄製カバー付き

アダプタにより軸に取付ける形式で，振動や衝撃荷重に適

し，また中荷重で取付精度を要する箇所に適している。

UCFS UCFS……D1

C-UCFS C-UCFS…D1

UKFS UKFS…D1

C-UKFS C-UKFS…D1
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印ろう付き丸フランジ形ユニット（円筒穴形）

P136〜P139

UCFC2

S-UCFC2，SM-UCFC2 ………………鋼板製カバー付き

C-UCFC2，CM-UCFC2 ………………鋳鉄製カバー付き

UCFCX

軸受箱の取付面に円筒状の印ろうを設け，フレームにはめ

込む形式になっており，取付けの際に偏心が少く，位置決め

も正確でドラムプーリなどに適している。

またカバー付ユニットはミキサ車の駆動軸など粉塵の多い

箇所に使用される。

印ろう付丸フランジ形ユニット（テーパ穴形）

P140〜P141

UKFC2

S-UKFC2，SM-UKFC2 ………………鋼板製カバー付き

C-UKFC2，CM-UKFC2 ………………鋳鉄製カバー付き

UKFCX

アダプタにより軸に取付ける形式で，振動や衝撃荷重のか

かるところに適している。

UCFC UCFC…D1

S-UCFC S-UCFC…D1

UKFC UKFC…D1

CM-UKFC C-UKFC…D1
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UKFL UKFL…D1

S-UKFL S-UKFL…D1

C-UKFL C-UKFL…D1

ひしフランジ形ユニット（円筒穴形） P144〜P147

UCFL2

S-UCFL2，SM-UCFL2 ………………鋼板製カバー付き

C-UCFL2，CM-UCFL2 ………………鋳鉄製カバー付き

UCFL3

C-UCFL3，CM-UCFL3 ………………鋳鉄製カバー付き

UCFLX

S-UCFLX，SM-UCFLX ………………鋼板製カバー付き

C-UCFLX，CM-UCFLX ………………鋳鉄製カバー付き

軸受箱の形状がひし形であり，2本のボルトでフレームに

取付けるようになっており，狭いスペースに並んで取付けら

れるので，コンベヤのようにベアリングユニットの取付ピッ

チの限られている場所に適している。

カバー付ユニットは軸受箱の外側に更に鋼板製又は鋳鉄製

のカバーが付いているので，雨水がかかったり粉塵の多い屋

外用コンベヤに適している。

また取付ボルト穴のピッチは，角フランジ形軸受箱の対角

位置のボルト穴ピッチと同一で互換性がある。

ひしフランジ形ユニット（テーパ穴形） P148〜P151

UKFL2

S-UKFL2，SM-UKFL2 ………………鋼板製カバー付き

C-UKFL2，CM-UKFL2 ………………鋳鉄製カバー付き

UKFL3

C-UKFL3，CM-UKFL3 ………………鋳鉄製カバー付き

UKFLX

C-UKFLX，CM-UKFLX ………………鋳鉄製カバー付き

アダプタにより軸に取付ける形式で，振動や衝撃荷重に適

しており，木工機の材料送り台などに使用される。

UCFL UCFL……D1

S-UCFL S-UCFL……D1

C-UCFL C-UCFL……D1
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ASFB

ASPF

ASPFL

変形ひしフランジ形ユニット（円筒穴形） P160〜P161

UCFA2

ひしフランジ形ユニットの片方の取付ボルト穴が円弧状の

長穴になっており，取付けの際に軸心の調整又は使用中軸心

を移動しなければならないコンベヤのプレッシャローラやベ

ルト，チェーンなどのテンションプーリ用軸受として適して

いる。

変形フランジ形ユニット（円筒穴形） P162〜P163

UCFH2

取付ボルト穴を軸受箱の片面に集中したもので，装置のベ

ッドの側壁などに取付けて，ピロー形と同様の使い方ができ

る。

軽量鋳鉄製ひしフランジ形ユニット（円筒穴形）
P164〜P165

ASFB2

CSFB2…LLU

AELFB2

このユニットは標準のひしフランジ形ユニットよりも更に

軽量コンパクトに設計してあり，小形の機械や，組込みスペ

ースの狭い場合に適している。組み合わせるユニット用玉軸

受により，3形式に分れる。

鋼板製丸フランジ形ユニット（円筒穴形） P170〜P173

ASPF2

ASRPF2（ラバーリング入り）

AELPF2

AELRPF2（ラバーリング入り）

精密プレスされた鋼板製の軸受箱とシール付ラジアル玉軸

受を組み合わせた構造で，軽量でしかも小さいスペースでも

充分組み込める。また分離形であるので簡単に取付けられ，

脱殻機のような主として安定した軽荷重用に適している。

ASPF2， ASRPF2形 は 止 め ね じ 方 式 ， AELPF2，

AELRPF2形は偏心カラー方式になっている。

鋼板製ひしフランジ形ユニット（円筒穴形）P174〜P177

ASPFL2

ASRPFL2（ラバーリング入り）

AELPFL2

AELRPFL2（ラバーリング入り）

取付ボルト穴が左右対称2箇所で，鋳鉄製同様取付スペー

スが少くて済むよう設計してある。また軸受箱は分離形のた

め取扱いが簡単である。

ASPFL2形は標準の止めねじ方式，AELPFL2形は偏心

カラー方式になっている。

UCFA UCFA…D1

UCFH UCFH…D1
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テークアップ形ユニット（円筒穴形） P178〜P183

UCT2

S-UCT2，SM-UCT2 …………………鋼板製カバー付き

C-UCT2，CM-UCT2 …………………鋳鉄製カバー付き

UCT3

C-UCT3，CM-UCT3 …………………鋳鉄製カバー付き

UCTX

S-UCTX，SM-UCTX …………………鋼板製カバー付き

C-UCTX，CM-UCTX …………………鋳鉄製カバー付き

軸受箱にはスライド溝が設けてあり，軸受箱が自由に移動

できる構造になっているので軸間距離を調節する必要がある

箇所に使用され，回転中に軸心を移動させても支障がないの

でチェーンのスプロケット軸などに適している。

カバー付ユニットは軸受箱の外側に更に鋼板製又は鋳鉄製

のカバーが付いているので，土砂運搬用のコンベヤやバケッ

トコンベヤなど雨水や泥水がかかる土木機械に適している。

テークアップ形ユニット（テーパ穴形） P184〜P187

UKT2

S-UKT2，SM-UKT2 …………………鋼板製カバー付き

C-UKT2，CM-UKT2 …………………鋳鉄製カバー付き

UKT3

C-UKT3，CM-UKT3 …………………鋳鉄製カバー付き

UKTX

C-UKTX，CM-UKTX …………………鋳鉄製カバー付き

軸への取付けは，アダプタを用いるのでアスファルトプラ

ントの回転ドライヤの支持ローラのように振動荷重があり，

軸間距離を調節する必要がある場所に適している。

UCT UCT…D1

S-UCT S-UCT…D1

C-UCT C-UCT…D1

UKT UKT…D1

S-UKT S-UKT…D1

C-UKT C-UKT…D1

テークアップ形ユニット
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UCL UCL…D1

UCT UCT…D1

ASPT

カートリッジ形ユニット（円筒穴形） P192〜P193

UCC2

UCC3

UCCX

軸受箱の外周は円筒状でh7の精度で仕上げており，軸受

外径と軸受箱内径は球面になっているのでユニット全体が調

心性を有し，またアキシアル方向に自由に移動が可能である。

したがって長い軸で温度差により生じる軸の膨張，収縮を逃

す場合の自由側軸受に使用される。

カートリッジ形ユニット（テーパ穴形） P194〜P195

UKC2

UKC3

UKCX

軸受箱の外周は円筒状でh7の精度で仕上げており，軸受

外径と軸受箱内径は球面になっているのでユニット全体が調

心性を有し，またアキシアル方向に自由に移動が可能である。

したがって長い軸で温度差により生ずる軸の膨張・収縮を逃

がす場合の自由側軸受に使用される。また軸への取付けがア

ダプタ方式のため振動のある箇所に適している。

ストレッチャーユニット®

ストレッチャーユニット®（円筒穴形） P196〜P201

UCL2 ……………………………軽溝形鋼製フレーム付き

UCM2 ………………………………溝形鋼製フレーム付き

UCM3 ………………………………溝形鋼製フレーム付き

UCT2 ………………………………山形鋼製フレーム付き

溝形鋼又は山形鋼製のフレームにベアリングユニットを組

み合わせたもので，そのフレーム内でベアリングユニットが

自由に移動できるようになっているため，別途にテークアッ

プ機構を設ける必要もなく，取付ボルトで締付けるだけでよ

い。主としてベルトやチェーンの調整など軸心の移動を必要

とする箇所に使用する。

テーパ穴形やカバー付ユニットも製作しておりますので，

NTNに御照会ください。

鋼板製ミニタイプストレッチャーユニット®（円筒穴形） P202

ASPT2

AELPT2

鋼板製ミニタイプストレッチャーユニットは剛性の高い鋼

板製のフレームで，形状がシンプルかつコンパクトでしかも

調整範囲が大きく設計されており，取付スペースや質量が節

減でき，農業機械，食品機械，包装機械などの軽作業用のコ

ンベヤに適している。ASPT形は止めねじ方式，AELPT形

は偏心カラー方式となっている。

UCC UCC…D1

UKC UKC…D1

カートリッジ形ユニット
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偏心カラー式ユニット（円筒穴形） P204〜P211

UELP2 ………………………………………………ピロー形

UELFU2 ………………………………………角フランジ形

UELFC2 ……………………………印ろう付丸フランジ形

UELFLU2 …………………………………ひしフランジ形

UELT2 ………………………………………テークアップ形

UELC2 ………………………………………カートリッジ形

偏心カラー方式のベアリングユニットは，衝撃荷重や振動

のある場合でも軸と内輪の締付けは緩みにくいが，正逆回転

の繰返しを行う箇所には使用できない。

UELP UELP…D1

UELFU UELFU…D1

UELT UELT…D1

ハンガー形ユニット（円筒穴形） P203

UCHB2

軸と垂直方向の断面積を極度に小さくし，スクリューコン

ベヤの中間軸受に適するよう設計したもので，1箇所に設け

たねじ穴にパイプ等を取付けて吊り下げて使用する。

UCHB UCHB……D1

ハンガー形ユニット

偏心カラー式ユニット
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ユニット用玉軸受 P212〜P243

UC2 （円筒穴形）

F-UC2 （円筒穴形，ステンレス軸受）

UC3 （円筒穴形）

UCX （円筒穴形）

UCS2 （円筒穴形）

UCS3 （円筒穴形）

UEL2 （円筒穴形）

UEL3 （円筒穴形）

UK2 （テーパ穴形）

UK3 （テーパ穴形）

UKX （テーパ穴形）

UKS2 （テーパ穴形）

UKS3 （テーパ穴形）

UELS2 （円筒穴形）

UELS3 （円筒穴形）

AS2 （円筒穴形）

ASS2 （円筒穴形）

AEL2 （円筒穴形）

AELS2 （円筒穴形）

CS2※ （円筒穴形）

CS3※ （円筒穴形）

※印のものは無給油式のみである。

内径がインチ系のユニット用玉軸受についてはNTNへ御照

会ください。

UC…D1 UEL…D1

AS UK…D1

ユニット用玉軸受
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特　長

（1）潤滑剤の漏れが少ない
ポリルーブは熱処理後固形となるため，内部に多量の潤滑

剤を保持する。この潤滑剤が，軸受の発熱・遠心力により，

転動面に徐々に供給されるため潤滑剤の漏れが少なくなる。

このため一般の潤滑グリースに比べ周囲環境の汚染防止とな

る。

（2）潤滑特性が良い
強い振動や大きな遠心力が軸受に作用する場合でも潤滑剤

が漏れにくく，また，ポリルーブは固形で水分が浸入しても

乳化して流出することがないので，潤滑　特性が一般の潤滑

グリースに比べ優れている。

（3）軸受トルク
ポリルーブがグリースのように撹拌されないので撹拌抵抗

がほとんどなく，軸受トルクの低減が期待できる。

（4）シール効果
ポリルーブは外部からの浸入物（水分，塵埃など）に　対

して防壁となるが，密封装置としては十分でないので，シー

ルと合わせて使用することを推奨する。

ポリルーブベアリング（食品機械用ポリルーブ）

食品機械用ポリルーブベアリング

ポリルーブベアリングに封入される熱固化型グリー

スは，潤滑グリースと樹脂を主成分とする潤滑剤であ

る。常温ではグリース状であるが一度加熱し冷却する

（熱処理と呼ぶ）と，多量の潤滑剤が保持されたまま

硬化する。表1に，各種ポリルーブの主成分を示す。

ポリルーブは熱処理後固形となるため，強い振動や

大きな遠心力が軸受に作用する場合でも潤滑剤が漏れ

にくく，潤滑剤の漏れ防止および長寿命に貢献する。

表１　各種ポリルーブの仕様

一般用ポリルーブ（LP03）

食品機械用ポリルーブ（LP09）

超高分子量ポリエチレン1

超高分子量ポリエチレン1

1 FDA規格に認可。
2NSFのH-1規格に認可。

Li̶鉱油系グリース

ウレア̶合成油系グリース2

－20～＋80（常時使用温度60℃以下）

－10～＋100（常時使用温度80℃以下）

ポリルーブ（記号） 樹　脂 潤滑剤 使用温度範囲（℃）
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［食品機械用ポリルーブベアリング］

食品機械用熱固化型グリースの潤滑剤は，NSF（National

Sanitation Foundation：国際衛生科学財団）のH1規格

（偶発的に食品に触れる可能性がある箇所で使用できる潤滑

剤）に認可された食品機械用の潤滑グリースと，FDA規格

（米国食品医薬品局規格）に認可された超高分子量ポリエチ

レンから構成されているため安全性が高い。

［互換性］

取付け関係寸法はNTN従来品と同じである。国内他社のベ

アリングユニットとも互換性がある。

ステンレスシリーズ（ステンレス軸受＋ステンレス鋳鋼製軸受箱）

優れた耐食性と潤滑性。
クリーンなユニットが登場。

特　長

（1）優れた耐食性
NTNステンレスシリーズは，ステンレス製の玉軸受とステ

ンレス製の軸受箱を組合せたユニットで，一般の鋳鉄製ユニ

ットにくらべ優れた耐食性を有している。ステンレスシリー

ズ各部品の材質については表2に示す。

（2）クリーンな環境維持
玉軸受には食品機械用熱固化型グリースを使用しているた

め，安全性が高く，潤滑剤の漏れも少ないので周囲環境の汚

染がされにくい。また軸受箱は特殊な鋳造法により鋳肌面が

滑らかで，異物が固着しにくいため衛生的である。

注）クリーンルーム用軸受としては適していません。

表2　ステンレスシリーズの材料表

軌道輪

転動体

スリンガ・保持器

ゴムシール

Wポイント止めねじ

軸受箱

カバー

マルテンサイト系ステンレス鋼（SUS 440C 相当品）

マルテンサイト系ステンレス鋼（SUS 440C）

オーステナイト系ステンレス鋼（SUS 304）

ニトリルゴム

マルテンサイト系ステンレス鋼（SUS 410）

オーステナイト系ステンレス鋼 鋳鋼品（SCS 13）

オーステナイト系ステンレス鋼（SUS 304）

※各材料の物性値はP26～P27を参照。

部　　品 材　　料

軸
　
　
受

本シリーズの寸法表についてピロー形はP92〜P93，ひしフランジ形はP156〜P157，軸受単体はP215に記載しています。
なお，本シリーズの標準はポリルーブベアリングですが，食品機械用グリースや耐熱用グリースなどの潤滑剤を封入したステンレス
製ユニットについてはNTNにご相談ください。
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［軽量化］

樹脂製軸受箱を使用しているため，従来の当社鋳鉄製ユニッ

トと比べ30〜60％の軽量化を実現。

［耐水性］

軸受箱は材料に熱可塑性ポリエステル樹脂を使用している

ので，耐水性に優れている。

プラスチックシリーズ（ステンレス軸受＋ガラス繊維強化樹脂製軸受箱）

特　長

（1）優れた耐食性
ステンレス製の玉軸受と樹脂製の軸受箱を組合せたユニッ

トで，従来の当社製ユニットと比べて優れた耐食性を有して

いる。特に軸受箱本体は非磁性で発錆しないため，広い用途

で使用することができる。

プラスチックシリーズの各部品の材質については表3に示

す。

（2）クリーンな環境維持
玉軸受は熱固化型グリースを封入したポリルーブベアリン

グを使用しているので，潤滑剤の漏れが少なく周囲環境が汚

染されにくい。また軸受箱は塗料の剥がれや発錆がなく衛生

的である。

注）クリーンルーム用軸受としては適していません。

表3　プラスチックシリーズの材料表

軌道輪

転動体

スリンガ・保持器

ゴムシール

Wポイント止めねじ

本　体

取付ボルト用スリーブ

グリースニップル取付ナット

カバー

予備栓

マルテンサイト系ステンレス鋼（SUS 440C 相当品）

マルテンサイト系ステンレス鋼（SUS 440C）

オーステナイト系ステンレス鋼（SUS 304）

ニトリルゴム

マルテンサイト系ステンレス鋼（SUS 410）

ガラス繊維強化の熱可塑性ポリエステル

オーステナイト系ステンレス鋼（SUS 304）

オーステナイト系ステンレス鋼（SUS 303）

ポリプロピレン

ポリエチレン

※各材料の物性値はP26～P27を参照。

部　　品 材　　料

軸
　
　
受

軸 

受 

箱

本シリーズの寸法表についてピロー形はP94〜P95，ひしフランジ形はP158〜P159，軸受単体はP215に記載しています。
なお，本シリーズの標準はポリルーブベアリングですが，食品機械用グリースや耐熱用グリースなどの潤滑剤を封入した製品につい
てはNTNにご相談ください。

注）取付ボルトの締めすぎは軸受箱を変形させることがあります。表15.1（2）の六角ボルトの締付けトルク値を推奨する。
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特　長

（1）強靱な軸受箱
NTNスチールハウジングは，一般構造用圧延鋼材を精密溶

断し軸受箱で，鋳鉄製や鋳鋼製にくらべ高い強度特性を有し

ている。軸受箱の材料は，JIS G 3101（一般構造用圧延

鋼材）のSS400を使用しており，機械的性質はP26 表

5.3に示す。

（2）安定した品質
素材には一般構造用圧延鋼材を使うため，鋳物材のもつ強

度的な不安定要素がなく，軸受箱の安全設計に役立つ。

（3）互換性
取付関係寸法はNTN汎用品と同じ。国内他社のベアリング

ユニットとも互換性がある。

（4）高強度化
NTNスチールシリーズ軸受箱は，材料引張強度だけを比較

するとダクタイル鋳鉄などよりも低いが，鋳物に特有のぬす

みがなく，形状においても高強度化を図っている。

また必要とされる安全係数については，スチールシリーズ

に採用している鋼材は鋳物よりも小さくて良いため，仮に鋳

物製軸受箱とスチールシリーズ軸受箱が同じ強度であっても

スチールシリーズの方が安全性が高いことになる。

［用　途］
耐荷重性，耐衝撃性に優れているため，安全性が重要視さ

れる箇所や重荷重下で振動，衝撃の作用するところに適して

おり，鉄鋼設備，鉱山機械，公害防止機などのコンベヤおよ

び台車のほか，天井クレーンにも適している。なお，人体に

危険を及ぼすような使用箇所，やむをえず軸受箱に下向き方

向以外の荷重が作用する場合には，軸受箱の側面にずれ防止

ストッパーを設けるなど，十分な安全装置を設置してくださ

い。

スチールシリーズ（一般構造用圧延鋼材製軸受箱）

表4　安全係数

SS400

FC200

FCD450

繰返し荷重

片振り 両振り

構造用圧延鋼

ねずみ鋳鉄

ダクタイル鋳鉄

材　質 静荷重 衝撃荷重

3 5 8 12

4 6 10 15

4 6 10 15

SC450 鋳　鋼 4 6 10 15

表5　材料強度

SS400

FC200

FCD450

構造用圧延鋼

ねずみ鋳鉄

ダクタイル鋳鉄

材　質 引張強度
（N/mm2）

400

200

450

※1

※1  材料規格の最低値
※2  別鋳込み供試材の場合

※2

※2

SC450 鋳　鋼 450※2

［形　状］スチールシリーズは様々な形状を用意している。各形状の寸法表はピロー形 P88〜P91，厚肉ピロー形 P100〜P101，

角フランジ形P126〜P129，印ろう付角フランジ形 P134〜P135，印ろう付丸フランジ形 P142〜P143，ひしフランジ形

P152〜P155，テークアップ形 P188〜P191に記載している。
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2．特　長

（1）［優れた防塵・防水性能で軸受の長寿命化を実現］
軸受シールに三重リップを用いたトリプルシール付軸受

で，一般のユニット用軸受に比べて防塵・防水性能が優れて

いるため，粉塵や汚水がふりかかる環境下でも軸受の長寿命

化が可能。

（2）［保守関連費用の削減が可能］
一般のユニット用軸受と比べて粉塵・汚水の環境下で長寿

命化が図れるため，保守点検期間の延長が可能となるので，

保守関連費用（点検，給油，交換などの費用）の削減と機械

稼働率の向上が図れるなどのメリットがある。

（3）［軸受ユニットの原価低減と機械装置のコンパクト化］
使用条件によっては従来のカバー付ユニットの置き換えが

可能となるため，使用軸受ユニットの原価低減が図れるとと

もに，カバーが不要となれば機械装置もコンパクト化するこ

とができる。

（4）［ゆるみにくいボール入り止めねじ］
軸と軸受の固定には，ねじの先端にボールを埋め込んだ

NTN独自のボール入り止めねじを使用している。このボー

ル入り止めねじはギザ付止めねじに比べてゆるみ止め効果が

優れているため，振動や衝撃を受けてもゆるみにくい。

［互換性］
トリプルシールはUC形軸受に適用しているため，給油式

としての使用はもちろん，NTN従来品と互換性があるので，

補修の際の置き換えも容易にできる。

なお，リップ部の摩耗を少なくするために給油式を推奨す

る。

3．許容温度範囲及び許容回転速度

トリプルシール付軸受は，−15〜＋100℃の温度範囲で

ご使用ください。

許容dn値：

36 000［dn＝軸受内径寸法d（mm）×使用回転速度n（mim-1）］

ベアリングユニット用トリプルシール付軸受

トリプルシール

ボール入り止めねじ 
軸に取付け容易でゆるみ
止め効果大

外輪 

内輪 

鋼球 

三重リップ 

芯　金 
亜鉛めっき処理鋼板で 
発錆しにくく，耐圧強 
度の高い形状 

密封装置 
芯金の外径付近まで設けた 
ゴムで密封性能を向上し， 
粉塵や汚水の浸入を防止 

粉塵や汚水の浸入を 
防止し，防塵・防水 
効果大 

トリプルシール付軸受

トリプルシール

1．構　造

防塵・防水性能の優れたトリプルシール付軸受。粉塵・汚水の飛散環境下での長寿命化を実現


