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シャフ ト ・ シール ・ キッ ト
シャフ トシールの使用

モータシャフ ト とエンドベルが油類、 液体、 または細かい埃などの大量の汚染物質に

さ ら されている場合は、 シャフ ト シールの使用を推奨します。 このよ う な環境では

シャフ ト シールを使用するこ とによって、 モータの寿命を長く保つこ とができます。 
IP66 以上の保護等級が要求される場合は、 シャフ ト シールと環境的に密閉されたコ

ネクタを備えた Bulletin 2090 ケーブルを使用する必要があ り ます。

各モータに対応する環境的に密閉されたコネクタを備えた Bulletin 2090 ケーブルを確

認するには、 『Kinetix Motion Accessories Specifications Technical Data』 (Pub.No.
KNX-TD004) を参照して ください。

必要な工具

シャフ ト シールの取付けには以下の工具を使用して ください。

• 磨耗したシャフ ト シールの除去に使用する適切なサイズのねじまたはボルト

• ラバーマレッ ト / 木槌または金属製のハンマーと木片

• ソケッ ト 、 パイプ、 またはチューブ ( 各種サイズ )

• モータシャフ トの小傷やバリの除去に使用する研磨布

重要 モータシャフ トおよびエンドベルに油、 液体、 細かい埃が存在せず、 低い IP 定格

で十分な用途では、 シャフ トシールは必要ありません。

シャフ トシールは摩耗するため、 定期的な点検と交換が必要です。 使用状況に応じ

て、 3ヶ月ごとに交換することをお奨めします (12ヶ月を超えてはならない )。

モータを塗装する場合は、 塗料がシャフ トシール部またはシャフ トに付着しないよ

うに注意して ください。 塗料が付く とシャフ トシールの寿命が短くなります。

油類、 液体、 および細か 油類、 液体、 および細かい埃

シャフ トシールの
取付けを推奨

シャフ トシールの
取付けを推奨しない

モータと機械の間のシーラン ト ( オプシ ョ ン )

モータシャフ ト
およびエンドベルが
汚染物質から
保護されていない

モータシャフ トおよび
エンドベルが汚染物質
から保護されている

油類、 液体、 および細かい埃

シャフ トシールの
取付けを推奨しない
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シャフ ト ・ シール ・ キッ ト
シャフ トシールの取り外し

適切なサイズのねじまたはボルト をシャフ ト シールの表面から挿入して、 シャフ ト

シールを安全に取り外すこ とができます。 ねじまたはボルトのヘッ ド部分が、 シャフ

ト シールをつかんで取り外すために役立ちます。

ねじを取付ける前に、 使用するねじに合ったパイロ ッ ト穴を開けます。 マスキング

テープまたは伸縮ス リーブを使用して、 ド リルビッ トの先端から 4mm(0.16 インチ )
の穴開け深さ限度を決めておきます。

以下の手順に従って、 シャフ ト シールを取り外して ください。

1. シャフ ト シールを取り外す前に、 モータの電源を切断します。

2. シャフ ト シールの表面に、 上記で指定した穴あけ深さ限度よ り も浅いパイ

ロ ッ ト穴を開けます。

ド リルがシャフ ト シールの穴に接触しないよ うに注意します。

3. ねじまたはボルト をパイロ ッ ト穴にねじ込みます。

4. ねじのヘッ ド部分をつかみ、 引き上げながらシールをわずかに回しながら

シャフ ト シールをモータから取り外します。

5. 必要に応じて、 シャフ ト とシーリ ング面を点検して清掃します。

モータシャフ トから小傷やバリ を除去するために研磨布を使用します。

注意 ：怪我や機器の損傷を防止するため、 シャフ トシールを取り外す前にモータの

電源を切断して ください。

注意 ： シャフ トシールに 4mm (0.16 インチ ) より深い穴を開けないで ください。

シャフ トシールを貫通する穴を開けたりねじを貫通させるとモータベアリングを損傷

する恐れがあり、 モータを工場で修理する必要があります。

重要 シャフ トシールのリ ップを保護するため、 キー溝の先端の鋭い部分に

テープを貼って養生して ください。
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シャフ ト ・ シール ・ キッ ト
シャフ トシールの交換

以下の手順に従って、 シャフ ト シールを交換して ください。

1. キー溝の開口部にテープを貼り、 尖った先端がシールリ ップを傷つけないよ

うに養生します。

2. モータシャフ ト とシャフ ト シールの内側リ ップをキッ トに含まれる潤滑剤で

潤滑します。

3. モータの取付け面の中央にシャフ ト シールを合わせ、 シャフ ト シールをモー

タシャフ トに沿って均等にスライ ド させます。

シャフ ト シールの適切な取付け間隔については、 5 ページの 「シャフ ト シール

の取付け間隔」 を参照して ください。

4. 6 ページの 「シャフ ト シールの取付け方法」 のいずれかを使用して、 シャフ ト

シールをシールボアにはめ込みます。

5. シャフ ト シールがモータに接する部分を目視点検し、 シャフ ト シールの位置

がずれたり不揃いになっていないかを確認します。

シャフ ト シールの外周と内周が所定の位置に完全に固定されているこ とを確

認して ください。

6. シャフ ト シールが適切な取付け間隔で取付けられているこ とを確認します。

• シャフ ト シールを深く取付け過ぎた場合は、 過度の摩耗の原因とな り、

頻繁な交換が必要になり ます。

• シャフ ト シールを浅く取付け過ぎた場合は、 保護シールの効果が低下する

原因になり ます。

重要 シャフ トシールは、 摩耗を軽減するために潤滑油が必要です。 潤滑剤は

シャフ ト ・ シール ・ キッ トに付属しています。 シャフ トシールの内側リッ

プのみを潤滑します。 モータボアやシール外周部は潤滑しないでください。

VPH-SST-Fxxx 
シャフ トシール

シャフ トシールの
背面図

( モータに面した側 )

シャフ ト ・ シール ・
リ ップの内側シャフ ト ・ シール ・ リ ップの内側

VPS-SST-xxxx シャフ トシール
MPS-SST-xxxx シャフ トシール
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シャフ ト ・ シール ・ キッ ト
シャフ トシールの取付け間隔

モータの Cat. No.
シャフ トシールの取付け間隔

最小、 mm ( インチ ) 公称、 mm ( インチ ) 最大、 mm ( インチ )

VPL-Axxx および VPL-Bxxx シールがモータ前部表面と同じ高さまたはそれより低く なるように
シャフ トシールを押さえます。VPC-Bxxx

VPF-Axxx および VPF-Bxxx
1.40 (0.055) 1.50 (0.060) 1.65 (0.065)

VPS-Bxxx

VPH-Axxx および VPH-Bxxx シールがモータ前部表面と同じ高さになるようにシャフ トシールを押さえます。

MPL-A15xx および MPL-B15xx
1.50 (0.060) 2.00 (0.080) 3.00 (0.120)

MPL-A2xx および MPL-B2xx

他のすべての MPL-A/Bxxx シールがモータ前部表面と同じ高さまたはそれより低く なるように
シャフ トシールを押さえます。MPM-Axxx および MPM-Bxxx

MPF-Axxx および MPF-Bxxx
1.40 (0.055) 1.50 (0.060) 1.65 (0.065)

MPS-Axxx および MPS-Bxxx

MDF-SBxxx 1.40 (0.055) 1.50 (0.060) 1.65 (0.065)

TL シリーズ
シールがモータ前部表面と同じ高さまたはそれより低く なるように
シャフ トシールを押さえます。

モータ前部表面

モータ前部表面と
同じ高さに押し込まれた
シャフ トシール

モータ前部表面より
低く押し込まれた
シャフ トシール

モータ前部表面

公称

公称

最小
最大

モータ前部表面

シャフ トシール

モータシャフ トの
シャフ トシール

モータ前部表面と
同じ高さに押し込ま
れたシャフ トシール

モータシャフ トの
シャフ トシール

Bulletin VPH の
シャフ トシールの例

Bulletin VPL、 その他の MPL、
MPM、 および TL シリーズの

シャフ トシールの例

Bulletin VPS、 VPF、
MPL-A/B15xx、 MPL-A/B2xx、

MPF、 MPS、 および
MDF シャフ トシールの例
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シャフ トシールの取付け方法

シャフ ト ・ シール ・ キッ トのカタログ番号

注意： シャフ トシールを直接ハンマーで叩かないで ください。 シャフ トシールが所定の
位置にはまるまで、 シャフ トシールの外縁の周りのソケッ ト、 パイプ、 またはチュー
ブを軽く叩いて ください。 使用するソケッ ト、 パイプ、 またはチューブがシャフ トシー
ルのリップに触れていないことを確認して ください。 シャフ トシールの永久的な損傷の
原因となります。

重要 これらのモータでのサードパーティ製シャフ トシールの使用は認められていません。 
サードパーティ製シャフ トシールを使用すると、 暗示的または明示的な保証が無効
になります。

Kinetix VP 低イナーシャモータ Kinetix VP 食品用モータ

モータの Cat. No.
シャフ ト ・ シール ・
キッ トの Cat. No.

モータの Cat. No.
シャフ ト ・ シール ・
キッ トの Cat. No.

VPL-A063xx および VPL-B063xx
VPL-SSN-F063075

VPF-A063xx および VPF-B063xx
VPF-SSN-F063075

VPL-A075xx および VPL-B075xx VPF-A075xx および VPF-B075xx

VPL-A100xx および VPL-B100xx MPL-SSN-A3B3 VPF-A100xx および VPF-B100xx MPF-SST-A3B3

VPL-A115xx および VPL-B115xx MPL-SSN-A4B4 VPF-A115xx および VPF-B115xx MPF-SST-A4B4

VPL-A130xx および VPL-B130xx MPL-SSN-A5B5 VPF-A130xx および VPF-B130xx MPF-SST-A45B45

VPL-B165xx MPL-SSN-F165 VPF-B165xx MPF-SST-F165

Kinetix VP 連続デューティモータ Kinetix VP ステンレススチール製モータ

モータの Cat. No.
シャフ ト ・ シール ・
キッ トの Cat. No.

モータの Cat. No.
シャフ ト ・ シール ・
キッ トの Cat. No.

VPC-B165xx MPL-SSN-A6B6 VPS-B1304D MPS-SST-A45B45

VPC-B215xx VPL-SS-X256 VPS-B1653D MPS-SST-F165

VPC-B300xx VPC-SSN-F300

ソケッ ト、 パイプ、 または
チューブ ( お客様による提供 )

モータ

金属製
ハンマーシャフ トシール

木片

ラバーマレッ ト
または木槌

モータ

シャフ トシール

ソケッ ト、 パイプ、 または
チューブ ( お客様がご用意 )

または



シャフ ト ・ シール ・ キッ ト
Kinetix VP 衛生環境用サーボモータ MP シリーズ ・ ステンレス ・ スチール製モータ

モータの Cat. No.
シャフ ト ・ シール ・
キッ トの Cat. No.

モータの Cat. No.
シャフ ト ・ シール ・
キッ トの Cat. No.

VPH-A063xx および VPH-B063xx VPH-SST-F063 MPS-A3xx および MPS-B3xx MPF-SST-A3B3

VPH-A075xx および VPH-B075xx VPH-SST-F075 MPS-A45xx および MPS-B45xx MPS-SST-A45B45

VPH-A100xx および VPH-B100xx VPH-SST-F100 MPS-B5xx MPS-SST-F165

VPH-A115xx および VPH-B115xx VPH-SST-F115 MP シリーズ中イナーシャモータ

VPH-A130xx および VPH-B130xx VPH-SST-F130 モータの Cat. No.
シャフ ト ・ シール ・
キッ トの Cat. No.

VPH-B165xx VPH-SST-F165 MPM-A115x、 MPM-B115xx MPL-SSN-A4B4 

MP シリーズ低イナーシャモータ MPM-A130xx、 MPM-B130xx MPL-SSN-A5B5 

モータの Cat. No.
シャフ ト ・ シール ・
キッ トの Cat. No. MPM-A165xx、 MPM-B165xx MPL-SSN-F165

MPL-A15xx および MPL-B15xx
MPL-SSN-F63F75

MPM-A215xx、 MPM-A215xx MPL-SSN-A6B6 

MPL-A2xx および MPL-B2xx Kinetix 6000M ド ライブ / モータ一体型

MPL-A3xx および MPL-B3xx MPL-SSN-A3B3 モータの Cat. No.
シャフ ト ・ シール ・

キッ トの Cat. No.

MPL-A4xx および MPL-B4xx MPL-SSN-A4B4 MDF-SB1003 MPF-SST-A3B3

MPL-A45xx および MPL-B45xx MPL-SSN-A5B5 MDF-SB1153 MPF-SST-A4B4

MPL-A520 および MPL-B520
MPL-A540 および MPL-B540
MPL-A560 および MPL-B560

MPL-SSN-F165 MDF-SB1304 MPF-SST-A45B45

MPL-B580 MPL-SSN-F165-32MM TL シリーズ低イナーシャモータ

MPL-B6xx MPL-SSN-A6B6 モータの Cat. No.
シャフ ト ・ シール ・
キッ トの Cat. No.

MPL-B8xx MPL-SSN-A8B8 TLY-A1xx および TL-A1xx TL-SSN-1

MPL-B9xx MPL-SSN-A9B9 TLY-A2xx および TL-A2xx TL-SSN-2

MP シリーズ食品用モータ TLY-A25xx および TL-A25xx
TL-SSN-3

モータの Cat. No.
シャフ ト ・ シール ・
キッ トの Cat. No.

TLY-A3xx

MPF-A3xx および MPF-B3xx MPF-SST-A3B3 TL-A4xx TL-SSN-4

MPF-A4xx および MPF-B4xx MPF-SST-A4B4

MPF-A45xx および MPF-B45xx MPF-SST-A45B45

MPF-A5xx および MPF-B5xx MPF-SST-F165
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参考資料

以下の資料には、 当社の製品に関する追加情報が記載されています。

これらの資料は、 以下の Web サイ トで閲覧およびダウンロードできます。
http://www.rockwellautomation.com/global/literature-library/overview.page

マニュアル名 説明

Kinetix Rotary Motion Specifications Technical 
Data (Kinetix ロータ リモーショ ンの仕様  
テクニカルデータ ) (Pub.No. KNX-TD001) 

Kinetix VP (Bulletin VPL、 VPC、 VPF、 VPS)、 MP-Series™ 
(Bulletin MPL、 MPM、 MPF、 MPS)、 Kinetix 6000M (Bulletin 
MDF)、 および TL-Series™ ロータ リモータの製品仕様

Kinetix Motion Accessories Specifications 
Technical Data (Kinetix モーシ ョ ンのアクセサリ
の仕様  テクニカルデータ ) (Pub.No. KNX-TD004) 

Bulletin 2090 モータとインターフェイスケーブル、 薄型コネクタ
キッ ト、 ド ライブ電源コンポーネン ト、 および他のサーボドライ
ブのアクセサリの製品仕様

Kinetix Motion Control Selection Guide 
(Kinetix モーシ ョ ンコン トロール  選択ガイド ) 
(Pub.No. KNX-SG001) 

システム要件に最適なモーショ ンコン トロール製品を最初に決定
することを助けるための、 Kinetix サーボドライブ、 モータ、
アクチュエータ、 およびモーショ ンのアクセサリの概要

Industrial Automation Wiring and Grounding 
Guidelines ( 配線と接地に関するガイドライン ) 
(Pub.No. 1770-4.1) 

ロッ クウェル ・ オート メーシ ョ ンの産業用システムの取付けに
関する一般的ガイ ド ラインを提供します。

製品認定に関する Web サイ ト、
rok.auto/certifications 適合宣言、 認可、 およびその他の承認の詳細が記載されています。
Allen-Bradley、 Kinetix、 MP-Series、 Rockwell Automation、 Rockwell Software、 および TL-Series は、 Rockwell Automation, 
Inc. の商標です。

Rockwell Automation に属していない商標は、 それぞれの企業に所有されています。

ロックウェル ・ オート メーシ ョ ンは、 以下の Web サイ トで製品の環境に関する最新情報を公開しています。
http://www.rockwellautomation.com/rockwellautomation/about-us/sustainability-ethics/product-environmental-compliance.page

Publication 2090-IN012E-JA-P – February 2019 Copyright © 2019 Rockwell Automation, Inc. All Rights Reserved. Printed in the U.S.A.
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裏表紙
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