
高性能ソリューションのた
めの最適な選択。
SKF Explorer深溝玉軸受



重要機械に不具合が発生すると、
コストがかかるものです。その生産
性損失は、1時間当たり最大数千
ドルになる可能性もあります。 

ダウンタイムはこれらの機械に頼
っている企業に打撃を与えるだけ
でなく、その機械の製造会社にも
影響を及ぼします。故障しやすい
機械をメーカーが販売すると、会
社の信用が落ち、競合他社にビジ
ネスを奪われるリスクがありま
す。 

しかし、これを回避することができ
るのです。より堅牢な軸受を使うこ
とで、実用寿命を延長し、低い運転
コストでトラブルのない長期的な
機械の運用が可能です。以下の寿
命試験結果では、2社の競合ソリ
ューションと比べてSKF Explorer深
溝玉軸受の性能が優れていること
を裏付けています。
SKF Explorer深溝玉軸受はあらゆ
る点にお応えします。このシ
リーズは、ダウンタイムを低減する

性能レベルを提供します。そしてワ
ールドクラスの仕様で製造されて
います。どんな要求であっても「可
能」にする、十分な能力がある汎用
性の高いシリーズです。

性能向上、
長寿命、
より滑らかな運転。

2社の競合製品と比較した社の競合製品と比較したSKF Explorer深溝玉軸受の寿命試験結果深溝玉軸受の寿命試験結果
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試験条件: 回転速度: 6 000 r/min  |  ラジアル荷重: 18 kN  |  軸受型番: 6309

 SKF 競合他社 A 競合他社 B

相対寿命
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より高い信頼性と汎
用性
性能に関して言うと、SKF Explorer深
溝玉軸受がリードしています。この軸
受は、一般の深溝玉軸受よりも滑ら
か、静かに、そして低温で動作し、寿命
も長くなっています。
SKF仕様の素材は、耐疲労性に優れて
います。また、SKFはより高い負荷容
量により、高性能なソリュー
ションを提供します。このソリューショ
ンは、カタログ品として入手可能で、様
々な用途で使用できる十分な汎用性
を持っています。
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他社軸受よりも低摩擦他社軸受よりも低摩擦
平均摩擦トルク [Nm]

SKF 6303-2Z

他社 6303-2Z

他社軸受よりも低い運転温度他社軸受よりも低い運転温度

r/min

r/min

平均運転温度 [°C]

SKF 6303-2Z

他社 6303-2Z

用途に合わせ性能を
微調整
お客様の用途において特殊なタイプ
の性能が必要な場合は、カタログ品以
外のSKF Explorer深溝玉軸受が選択い
ただけます。SKFの様々なシール、グ
リースおよび他の特注可能な機能を
全て考慮に入れ、当社製品を使ったバ
リエーションが10 000点以上ありま
す。これにより、お客様の多様な用途
で必要としている正確な性能の組み
合わせに、可能な限り近づけることが
できます。

10 000
性能	
構成
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頑丈なシールでより長い実用寿命頑丈なシールでより長い実用寿命  

玉軸受シールは、耐久性において重要
な要因です。そのため、SKF独自の
RSHシール対応レンジを拡大しまし
た。これにより、メンテナンスコストを
低減し、お客様の機械寿命延長を支
援します。優れた密封性だけでなく、グ
リース保持性の向上、および水や汚染
物質を排除するように設計されてい
ます。
SKFは、継続してRSHシールを含むSKF 

Explorer深溝玉軸受の改善に取り組ん
でいます。大型軸受では、
シールに最適化された通気穴があり
ます。これにより、内外圧の差に

よって引き起こされる真空作用のリス
クを、密封効果を損なうことなく排除
します。また、密封性能を強化するた
めに、軸受外輪のシール溝を再設計し
ました。これらの開発は、長寿命化に
貢献しています。

製作精度製作精度  

SKF Explorer深溝玉軸受は、ISOクラ
ス6の公差等級で製造されています。
これはISO標準公差等級より優れ、お
客様のアプリケーションにおいて一貫
性のある成果をもたらします。また、総
合的な振れを低減し、振動および発熱
抑えます。

実験と試験を重ね、世界中で信頼実験と試験を重ね、世界中で信頼
を獲得を獲得
SKF Explorer深溝玉軸受は、今日の産
業界で最も広く使用されている種類
の軸受です。幅広い機械において使用
可能で、多様なバリエーションがあり
ます。 

堅牢性を確保するために高品質鋼を
使用し、高荷重、高速回転や汚染度の
高い環境など、過酷な用途において最
高の性能を提供します。

SKF Explorer深溝玉軸受のシール構造性能深溝玉軸受のシール構造性能

要件要件 シールドシールド 非接触シール非接触シール 低摩擦シール低摩擦シール 接触シール

 Z RZ RSL RST RSH RS1

低摩擦 +++ +++ ++ ++ ○ ○

高速回転 +++ +++ +++ + ○ ○

グリース保持性 ○ + +++ +++ +++ ++

防塵性 ○ + ++ ++ +++ +++

防水性

 静的 – – ○ +++ +++ ++

 動的 – – ○ + ++ +

 高圧 – – ○ ○ +++ ○

記号:
+++ = 最適
++ = 好適  
+ = 適
○ = 可
- = 推奨しない
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カスタマイズカスタマイズ
オプションンオプションン
お客様の用途において軸受の能力を
最大限に引き出すための、カスタマイ
ズ可能な機能を紹介します。

密封効果向上のための多くのオプ密封効果向上のための多くのオプ
ションション
適切な保護とは、摩擦、回転速度、グリ
ース保持性、防塵性および防水性など
の領域において高い性能をもたらし
寿命を延長することです。
SKF Explorer深溝玉軸受では、RSH 

シール、金属製シールド、RS1のような
接触型シールおよび低摩擦RSTを含
む、広範なシールオプションを提供し
ます。これらにより、アプリ
ケーションで必要な特定性能を達成
できるようにお客様を支援します。

潤滑最適化オプション潤滑最適化オプション
SKF Explorer深溝玉軸受の潤滑要件
は、用途と運転状況によって異なりま
す。カタログ掲載品は、幅広い条件に
適している多目的グリースが封入され
ています。この潤滑剤は、用途に適合
した食品機械用グリースやソリッドオ
イルのような代替潤滑剤などを含む
広範な軸受グリースの選択肢のうち
の一つで、様々な性能要求にお応えい
たします。

SKF Explorer深溝玉軸受のグリース性能深溝玉軸受のグリース性能

グリース  説明  アプリケーション例  特殊条件  GPF

MT33 一般産業・自動車用 一般用途: 電動モー
タ、ポンプ、ファン、コ
ンベア、ギアボックス
など。

縦軸、外輪回転、振動環
境

1

MT47 一般産業・自動車用 低騒音 1

LHT23 広範囲温度、低騒音 低騒音電動モータお
よびファン

振動環境 2

LT 低温、超高速 紡績用ミル 1

WT 広範囲温度、高性能 高温電動モータ 揺動運動、外輪回転 4

GJN 汎用ポリウレア
グリース

アメリカ市場向けア
プリケーション

2

HT 広範囲温度ポリウレアグ
リース

高温ファン 2

GE2 広範囲温度、高性能、低
摩擦

低摩擦電動モータお
よびファン

低騒音、振動環境 2

GFJ 食品用、長寿命 食品加工機械 1

GPF = グリース性能係数。詳細については、転がり軸受 カタログをご覧ください。
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SKF Explorer深溝玉軸受の保持器形状と材質深溝玉軸受の保持器形状と材質

アプリケーション例 保持器の種類 説明 利点

一般用途: 電動モー
タ、ポンプ、ファン、コ
ンベア、ギアボックス
など。

鋼製保持器 プレス鋼板保持器、標準
保持器、接尾記号なし

費用対効果、
低騒音

産業用発電機、スク
リューコンプレッサ

黄銅製保持器 黄銅もみ抜き保持器、
接尾記号 M

高速、高温

車両電気系 (例、
オルタネータ) 

樹脂製保持器 樹脂保持器、接尾記号 
TN9またはTN2

高速、振動環境
下で良好な挙
動、焼付きリス
ク低減

用途に適した保持器用途に適した保持器
高速、または高加速度、あるいは高い
環境温度のアプリケーションにおいて
優れた性能が求められる場合、適切な
保持器を選択することは大変効果が
あります。SKF Explorer深溝玉軸受で
は、お客様固有の要件を満たす様々な
保持器を提供しています。

熱安定性熱安定性
アプリケーションの定常な運転温度
が120 °Cより高い場合、適切な保持
器、潤滑およびシールを選択すること
に加え、寸法安定化処理された軸受
が、より長い実用寿命を提供します。
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お客様を支援
SKF Explorer深溝玉軸受を選
択すると、技術的品質および
定評のある産業リーダーの全
面的な支援にご期待いただけ
ます。グローバルカスタマー
サービスから専門家のアプリ
ケーションサ
ポートまで、SKFは可能な限
り滑らか且つ効率的に機能さ
せるお手伝いを致します。
詳細についてはskf.comをご
覧いただくか、SKFへお問い
合わせください。

究極の万能製品へ
アップグレード
SKF Explorer深溝玉軸受は、ほぼ全て
の用途において低摩擦、長寿命で、静
かな運転、そして低発熱を提供するシ
ンプルな標準ソリューションで
す。SKF Explorer深溝玉軸受は、通
常、代理店の取扱い製品群に含まれて
おり、世界中で容易に入手することが
可能です。
•	従来の軸受と容易に交換可能
•	在庫から入手可能 

課題に合った
ソリューション
お客様の特定性能要件がどんなもの
であっても、SKF Explorer深溝玉軸受
は、課題に対応する準備ができていま
す。一般的な深溝玉軸受よりも頑丈
で、さまざまなコンポーネントの組み
合わせが可能なため、非常にカスタマ
イズしやすくなっています。お客様が
高い耐久性、あるいは低摩擦を求めて
いるかに関わらず、高い性能を提供す
る最適な構成を見つけることが可能
です。
•	カスタマイズ可能な性能
• 10 000点の構成
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