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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数のティースと、前記複数のティースのそれぞれに巻回されるコイルと、前記ティー
スを嵌合させるための嵌合穴を有するヨークとを備える電動機ステータであって、
　前記ティースは、磁性材料を含む圧粉磁心材料によって形成されるティース本体と、前
記ティース本体に比べて高い機械的強度を有するティース補強材料とを含み、前記ティー
ス本体の表面の少なくとも一部に前記ティース補強材料が一体に加圧成型され、
　前記ヨークの前記嵌合穴の壁面と、前記ティース補強材料とが接するように、前記ヨー
クの前記嵌合穴に前記ティースが嵌合されることを特徴とする電動機ステータ。
【請求項２】
　請求項１に記載の電動機ステータにおいて、
　前記ティース補強材料は、磁性材であること、
　を特徴とする電動機ステータ。
【請求項３】
　請求項２に記載の電動機ステータにおいて、前記ヨークは圧粉磁心材料によって加圧成
型されるヨーク本体を有することを特徴とする電動機ステータ。
【請求項４】
　請求項３に記載の電動機ステータにおいて、
　前記ヨークは、前記嵌合穴の壁面の少なくとも一部の領域に、前記ヨーク本体に比べて
高い機械的強度を有するヨーク補強材料を更に有し、
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　前記ティース補強材料が前記ヨーク補強材料に接するように、前記ヨークの前記嵌合穴
に前記ティースが嵌合されることを特徴とする電動機ステータ。
【請求項５】
　請求項１に記載の電動機ステータにおいて、
　前記ティース補強材料と前記ヨークとが溶接されることを特徴とする電動機ステータ。
【請求項６】
　請求項３又は請求項４に記載の電動機ステータにおいて、
　前記ティース補強材料と前記ヨーク補強材料とが溶接されることを特徴とする電動機ス
テータ。
【請求項７】
　請求項１から請求項６のいずれか一つに記載の電動機ステータにおいて、
　前記ティースの一端部と他のティースの一端部とが圧粉磁心材料を介して連結されるよ
うに、前記複数のティースが一体に加圧成型されることを特徴とする電動機ステータ。
【請求項８】
　請求項１から請求項６のいずれか一つに記載の電動機ステータにおいて、
　前記ティースの一端部と他のティースの一端部とが絶縁材料を介して連結されるように
、前記複数のティースが一体に加圧成型されることを特徴とする電動機ステータ。
【請求項９】
　請求項１から請求項８のいずれか一つに記載の電動機ステータと、回転子とを備え、
　前記ヨークは円盤状であり、
　前記嵌合穴は、前記ヨークの表面から裏面に向かって穿孔されて形成され、
　前記回転子は、円盤状の回転体と、前記回転体の中心軸と略一致するように配置された
軸体と、を備え、
　前記ヨークの中心軸と前記軸体とが略一致するように前記回転子が配置され、
　前記回転体の表面と前記ティースとの間に所定の距離を有することを特徴とする電動機
。
【請求項１０】
　磁性材料の粉末を含む圧粉磁心材料からなるティース本体と、前記ティース本体に比べ
て高い機械的強度を有するティース補強材料とを一体に加圧成型することによって、前記
ティース本体の表面の少なくとも一部に前記ティース補強材料を有するティースを形成す
るステップと、
　前記ティースを嵌合させるための嵌合穴を有するようにヨークを形成するステップと、
　前記ティースにコイルを巻回するステップと、
　前記ヨークの前記嵌合穴の壁面と、前記ティース補強材料とが接するように、前記ティ
ースを前記ヨークに嵌合するステップと、
を有することを特徴とする電動機ステータの製造方法。
【請求項１１】
　請求項１０に記載の電動機ステータの製造方法において、
　前記ティース補強材料は、磁性材であること、
　を特徴とする電動機ステータの製造方法。
【請求項１２】
　請求項１１に記載の電動機ステータの製造方法において、
　前記ヨークを形成するステップは、磁性材料の粉末を含む圧粉磁心材料を加圧成型する
ことによってヨーク本体を形成することを特徴とする電動機ステータの製造方法。
【請求項１３】
　請求項１２に記載の電動機ステータの製造方法において、
　前記ヨークを形成するステップは、更に、前記ヨーク本体に比べて高い機械的強度を有
するヨーク補強材料を、前記ヨークの前記嵌合穴の壁面の少なくとも一部の領域に形成し
、
　前記ティースを前記ヨークに嵌合するステップは、前記ティース補強材料が前記ヨーク
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補強材料に接するように、前記ティースを前記ヨークに嵌合する
　ことを特徴とする電動機ステータの製造方法。
【請求項１４】
　請求項１０に記載の電動機ステータの製造方法において、
　更に、前記ティース補強材料と前記ヨークとを溶接するステップを備えることを特徴と
する電動機ステータの製造方法。
【請求項１５】
　請求項１２又は請求項１３に記載の電動機ステータの製造方法において、
　更に、前記ティース補強材料と前記ヨーク補強材料とを溶接するステップを備えること
を特徴とする電動機ステータの製造方法。
【請求項１６】
　請求項１０から請求項１５のいずれか一つに記載の電動機ステータの製造方法において
、
　前記ティースを形成するステップは、複数のティースのそれぞれの一端部が圧粉磁心材
料を介して連結されるように、前記複数のティースを一体に加圧成型することを特徴とす
る電動機ステータの製造方法。
【請求項１７】
　請求項１０から請求項１５のいずれか一つに記載の電動機ステータの製造方法において
、
　前記ティースを形成するステップは、複数のティースのそれぞれの一端部が絶縁材料を
介して連結されるように、前記複数のティースを一体に加圧成型することを特徴とする電
動機ステータの製造方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、電動機，電動機ステータ及びその製造方法に関する。特に、圧粉磁心材料に
よって形成されたティースと、ヨークとが別体成型され、ティースがヨークに嵌合される
ことによって形成される電動機，電動機ステータ及びその製造方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　図１は、従来技術における電動機１０の上面図である。電動機１０は、ステータ１１と
、ロータ１８とを備える。ステータ１１は、ティース１２，ヨーク１４及びコイル１６を
備える。電動機１０に含まれるステータ１１において、ティース１２及びヨーク１４はそ
れぞれ別体成型される。更に、ティース１２にコイル１６が巻回された後に、ヨーク１４
に設けられた嵌合穴に、ティース１２の一端部１２ｂが嵌合されることによって、ステー
タ１１が形成される。
【０００３】
　ティース１２は、ステータ１１において界磁極になる部分である。一般に、ティース１
２の材料には鋼材が用いられる。しかしながら、鋼材の比抵抗は１０-6Ωｍ以下であるた
め、渦電流損が大きくなるという問題がある。そこで通常は、鋼材からなる鋼板１２ａが
積層されることによってティース１２が形成される（図２）。この構成によれば、鋼板が
積層された方向に対しては比抵抗が大きくなり、渦電流損が低減される。
【０００４】
　最近では、ティース１２を形成する材料には、圧粉磁心材料が用いられる。圧粉磁心材
料とは、鉄などの金属磁性材料の粉末と、樹脂とが混合されたものである。圧粉磁心材料
が加圧成型されることによってティース１２が形成される。このティース１２においては
、比抵抗が１０-4Ωｍ以上になる。したがって、圧粉磁心材料によって形成されるティー
ス１２においては、渦電流損が低減される。
【０００５】
　また図３に示すように、圧粉磁心材料によって形成されるティース１２は、積層構造で
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はなく、一体成型されるので、ティース１２を構成する部品点数が少なくなる点でも有利
である。
【０００６】
　一般に、ヨーク１４の材料には鋼材が用いられる。また、鋼材によって形成された複数
の鋼板が積層されてヨーク１４が形成される（図示しない）。あるいは、ヨーク１４にお
ける渦電流損を低減するために、圧粉磁心材料によってヨーク１４が形成されてもよい。
【０００７】
【特許文献１】特開平１０－２２５０３８号公報
【特許文献２】特開２００４－１９７１５７号公報
【特許文献３】特開２００４－２８９８９９号公報
【特許文献４】特開２００３－１９９３１９号公報
【特許文献５】特開２００２－１６５４１０号公報
【特許文献６】特開２０００－１８４６３４号公報
【特許文献７】特開平１１－２７５７８１号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　圧粉磁心材料によって形成されるティース１２をヨーク１４に嵌合させる際に、ティー
ス１２が破損するという問題がある。
【０００９】
　例えば、ティース１２が圧粉磁心材料によって形成され、ヨーク１４が鋼板の積層構造
として形成される場合には、ティース１２をヨーク１４に嵌合させる際に、ティース１２
の一端部１２ｂと、ヨーク１４の嵌合穴の壁面とが接する箇所において、ティース１２の
一端部１２ｂが欠けることがある。あるいは、ティース１２をヨーク１４に嵌合させる際
に、ティース１２の一端部１２ｂの近傍において、ティース１２が折れることがある。
【００１０】
　一方、ティース１２と、ヨーク１４とがそれぞれ圧粉磁心材料によって形成される場合
には、ティース１２をヨーク１４に嵌合させる際に、ティース１２が破損するだけでなく
、ヨーク１４に設けられた嵌合穴の壁面の一部も欠けてしまうことがある。
【００１１】
　そこで本発明では、圧粉磁心材料によって形成されたティースと、ヨークとが別体成型
され、ティースがヨークに嵌合されることによって形成される電動機，電動機ステータ及
びその製造方法において、ティースがヨークに嵌合される際にティース又はヨークの破損
が抑制される構成及びその製造方法を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１２】
　本発明は、複数のティースと、前記複数のティースのそれぞれに巻回されるコイルと、
前記ティースを嵌合させるための嵌合穴を有するヨークとを備える電動機ステータであっ
て、前記ティースは、磁性材料を含む圧粉磁心材料によって形成されるティース本体と、
前記ティース本体に比べて高い機械的強度を有するティース補強材料とを含み、前記ティ
ース本体の表面の少なくとも一部に前記ティース補強材料が一体に加圧成型され、前記ヨ
ークの前記嵌合穴の壁面と、前記ティース補強材料とが接するように、前記ヨークの前記
嵌合穴に前記ティースが嵌合されることを特徴とする。圧粉磁心材料によって形成された
ティースが、ヨークに嵌合される際に、ティースの破損を抑制できる点で効果がある。
【００１３】
　また、前記ティース補強材料は、磁性材であること、としても好適であるし、前記ヨー
クは圧粉磁心材料によって加圧成型されるヨーク本体を有することが好適である。この場
合は、ヨークの比抵抗が大きくなるので、電動機ステータにおける渦電流損が低減される
効果が顕著になる。
【００１４】
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　更に、前記ヨークは、前記嵌合穴の壁面の少なくとも一部の領域に、前記ヨーク本体に
比べて高い機械的強度を有するヨーク補強材料を更に有し、前記ティース補強材料が前記
ヨーク補強材料に接するように、前記ヨークの前記嵌合穴に前記ティースが嵌合されるこ
とが好適である。圧粉磁心材料によって形成されたヨークの嵌合穴の壁面の機械的強度が
ヨーク補強材料によって高くなるので、ティースがヨークに嵌合されるときに、ヨークの
破損が抑制される点で効果がある。
【００１６】
　また、前記ティース補強材料と前記ヨークとが溶接されることが好ましい。あるいは、
前記ティース補強材料と前記ヨーク補強材料とが溶接されることが好ましい。この場合は
、ヨークに嵌合されたティースが、ヨークに対して強固に固着される。
【００１７】
　また、前記ティースの一端部と他のティースの一端部とが圧粉磁心材料を介して連結さ
れるように、前記複数のティースが一体に加圧成型されると好ましい。あるいは、前記テ
ィースの一端部と他のティースの一端部とが絶縁材料を介して連結されるように、前記複
数のティースが一体成型されると好ましい。この場合は、複数のティースが圧粉磁心材料
あるいは絶縁性材料によって一体に加圧成型されるので、ティースの部品点数を低減でき
る。
【００１８】
　また本発明は、更に回転子を備える電動機であって、前記ヨークは円盤状であり、前記
嵌合穴は、前記ヨークの表面から裏面に向かって穿孔されて形成され、前記回転子は、円
盤状の回転体と、前記回転体の中心軸と略一致するように配置された軸体と、を備え、前
記ヨークの中心軸と前記軸体とが略一致するように前記回転子が配置され、前記回転体の
表面と前記ティースとの間に所定の距離を有することを特徴とする。この場合は、本発明
をアキシャルモータに適用することができ、その結果として、電動機に含まれるステータ
において、圧粉磁心材料によって形成されたティースが、ヨークに嵌合される際に、ティ
ースの破損を抑制できる点で効果がある。
【００１９】
　また本発明は、電動機ステータの製造方法であって、磁性材料の粉末を含む圧粉磁心材
料からなるティース本体と、前記ティース本体に比べて高い機械的強度を有するティース
補強材料とを一体に加圧成型することによって、前記ティース本体の表面の少なくとも一
部に前記ティース補強材料を有するティースを形成するステップと、前記ティースを嵌合
させるための嵌合穴を有するようにヨークを形成するステップと、前記ティースにコイル
を巻回するステップと、前記ヨークの前記嵌合穴の壁面と、前記ティース補強材料とが接
するように、前記ティースを前記ヨークに嵌合するステップと、を有することを特徴とす
る。圧粉磁心材料によって形成されたティースが、ヨークに嵌合される際に、ティースの
破損を抑制できる点で効果がある。
【００２０】
　また、前記ティース補強材料は、磁性材であること、としても好適であるし、前記ヨー
クを形成するステップは、磁性材料の粉末を含む圧粉磁心材料を加圧成型することによっ
てヨーク本体を形成することが好適である。この場合は、ヨークの比抵抗が大きくなるの
で、電動機ステータにおける渦電流損が低減される効果が顕著になる。
【００２１】
　更に、前記ヨークを形成するステップは、前記ヨーク本体に比べて高い機械的強度を有
するヨーク補強材料を、前記ヨークの前記嵌合穴の壁面の少なくとも一部の領域に形成し
、前記ティースを前記ヨークに嵌合するステップは、前記ティース補強材料が前記ヨーク
補強材料に接するように、前記ティースを前記ヨークに嵌合することが好適である。圧粉
磁心材料によって形成されたヨークの嵌合穴の壁面の機械的強度がヨーク補強材料によっ
て高くなるので、ティースをヨークに嵌合させるときに、ヨークの破損が抑制される点で
効果がある。
【００２３】
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　また、前記ティース補強材料と前記ヨークとを溶接するステップを備えることが好まし
い。あるいは、前記ティース補強材料と前記ヨーク補強材料とを溶接するステップを備え
ることが好ましい。この場合は、ヨークに嵌合されたティースが、ヨークに対して強固に
固着される。
【００２４】
　また、前記ティースを形成するステップは、複数のティースのそれぞれの一端部が圧粉
磁心材料を介して連結されるように、前記複数のティースを一体に加圧成型することが好
ましい。あるいは、前記ティースを形成するステップは、複数のティースのそれぞれの一
端部が絶縁材料を介して連結されるように、前記複数のティースを一体に加圧成型するこ
とが好ましい。この場合は、複数のティースが圧粉磁心材料あるいは絶縁性材料によって
一体に加圧成型されるので、ティースの部品点数を低減できる。
【発明の効果】
【００２５】
　本発明によれば、圧粉磁心材料によって形成されたティースと、ヨークとが別体成型さ
れ、ティースがヨークに嵌合されることによって形成される電動機，電動機ステータ及び
その製造方法において、ティース又はヨークの破損を抑制することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２６】
＜第一の実施の形態の構成＞
　図４に、本発明の第一の実施の形態における電動機５０の上面図を示す。電動機５０は
、ロータ５２と電動機ステータ６０とを備える。電動機ステータ６０は、ティース５４，
ヨーク５６及びコイル５８を備える。
【００２７】
　図５に、ティース５４の斜視図を示す。ティース５４は、ティース本体５４ａと、ティ
ース補強材料５４ｂとを備える。
【００２８】
　ティース５４は、その断面の形状が略Ｔ字型になるように形成される。ティース５４に
おいてＴ字の上側に張り出した部分を、以下ではティース頭部と称す。また、Ｔ字型の下
側に突き出た部分を、以下ではティース底部と称す。電動機ステータ６０において、ティ
ース頭部は、ロータ５２が配置される方向に位置する。一般に、ティース５４を通る磁力
線の多くがロータ５２に向かうようにするために、ティース頭部は幅広に形成される。テ
ィース底部の端面７２は、ヨーク５６に形成される嵌合穴５６ｂ（後述）と略同じ形状及
び大きさになるように形成される。
【００２９】
　ティース本体５４ａは、圧粉磁心材料によって形成される。ティース本体５４ａを形成
する圧粉磁心材料は、磁性材料の粉末と樹脂とが混合されたものである。例えば、磁性材
料の粉末には、鉄などの金属磁性材料の粉末が用いられる。あるいは、これらの金属を含
む合金磁性材料の粉末であってもよい。圧粉磁性材料に含まれる樹脂は、電気的に絶縁性
を有する。後述するが、ティース本体５４ａは、圧粉磁心材料が加圧成型されることによ
って形成される。
【００３０】
　圧粉磁性材料によって形成されるティース本体５４ａの比抵抗は、鋼材の１００倍以上
になる。例えば、鉄粉と樹脂とを含む圧粉磁性材料によって形成されるティース本体５４
ａの比抵抗は、１０-4Ωｍ以上である。
【００３１】
　ティース５４の一端部には、ティース補強材料５４ｂが形成される。具体的には、ティ
ース底部のＴ字型の断面に対して垂直な方向に沿った側面７０の端部と、ティース底部の
端面７２の全体とが、ティース補強材料５４ｂによって覆われるように、ティース補強材
料５４ｂとティース本体５４ａとが一体成型される（図５）。
【００３２】
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　あるいは、ティース底部において、Ｔ字型の断面に対して垂直な方向に沿った側面７０
の端部と、ティース底部の上面及び下面の端部とを含んで、ティース５４の外周をティー
ス補強材料５４ｂが囲むように、ティース補強材料５４ｂとティース本体５４ａとが一体
成型されても良い（図６）。この場合は、ティース５４において、ティース補強材料５４
ｂが占める体積の割合が低減される。そのため、ティース補強材料５４ｂによってティー
ス５４の比抵抗が低減することが抑制される。その結果として、ティース５４における渦
電流損の発生が抑制される。
【００３３】
　あるいは、ティース底部において、Ｔ字型の断面に対して垂直な方向に沿った側面７０
の端部と、ティース底部の端面７２の全体と、ティース底部の上面及び下面の端部とがテ
ィース補強材料５４ｂによって覆われるように、ティース補強材料５４ｂとティース本体
５４ａとが一体成型されても良い（図７）。この構成によれば、ティース５４のティース
底部において、ヨーク５６に形成される嵌合穴５６ｂ（後述）の壁面と接する総ての領域
が、ティース補強材料５４ｂによって保護される。
【００３４】
　ティース補強材料５４ｂには、ティース本体５４ａに比べて機械的強度が高い磁性材料
が用いられる。例えば、ティース補強材料５４ｂには、鋼材，ステンレス，軟磁性ステン
レス，アルミニウムなどが用いられる。
【００３５】
　ティース５４には、コイル５８が巻回される（図示しない）。例えば、コイル５８を形
成する部材には、エナメル銅線が用いられる。後述するが、コイル５８が巻回された後に
、ティース５４のティース底部はヨーク５６に形成された嵌合穴５６ｂに嵌合される。し
たがって、ティース５４のティース底部で、かつ、ヨーク５６と嵌合する部分にはコイル
５８が巻回されないようにする。
【００３６】
　図８に、ヨーク５６の上面図を示す。図９にヨーク５６の斜視図を示す。ヨーク５６は
、ヨーク本体５６ａと嵌合穴５６ｂとを備える。
【００３７】
　本実施の形態においては、鋼材からなるリング状の鋼板が積層されて、円筒状のヨーク
本体５６ａが形成される。また、各鋼板のリングの内側には、電動機５０に備えられるテ
ィース５４の数と同じ数の切り欠き穴が形成される。鋼板において各切り欠き穴は、切り
欠き穴の数で等角に分割されて円筒の中心から放射状に延びる軸の各々と、鋼板の内周と
が交錯する位置に形成される。さらに、各鋼板の切り欠き穴が重なるように各鋼板が積層
されることによって、ヨーク本体５６ａに嵌合穴５６ｂを備えるヨーク５６が形成される
。
【００３８】
　図１０は、電動機ステータ６０の上面図である。図１０には、電動機ステータ６０の一
部であって、ヨーク５６に設けられた嵌合穴５６ｂの一つに、ティース５４が嵌合された
状態が示されている。コイル５８が巻回されたティース５４は、ヨーク５６に嵌合される
。より具体的には、ティース５４のティース底部に備えられたティース補強材料５４ｂと
、ヨーク５６に形成された嵌合穴５６ｂの壁面とが接するように嵌合される。圧粉磁心材
料によって形成されたティース本体５４ａの表面は、ティース補強材料５４ｂに保護され
る。その結果、ティース５４を嵌合穴５６ｂに嵌合させる際に、ティース５４の表面の破
損が抑制される。
【００３９】
　ヨーク５６にティース５４が嵌合された後に、ヨーク５６の表面において、ヨーク５６
を形成する鋼板とティース補強材料５４ｂとが溶接されてもよい。この場合は、積層鋼板
によって形成されたヨーク５６にティース５４が強固に固定される。
【００４０】
　ロータ５２は、軸体５２ａと磁性体５２ｂとを備える。例えば、軸体５２ａには、鋼材
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のロッドが用いられる。磁性体５２ｂは、軸体５２の周囲に形成される。磁性体５２ｂに
は永久磁石または電磁石が用いられる。具体的な材料としては、例えば鋼材，圧粉磁心材
料などが磁性体５２ｂに用いられる。
【００４１】
　電動機ステータ６０対して、円筒状のヨーク５６の中心軸に略一致するように、ロータ
５２の軸体５２ａが配置されて回動可能に支持される。
【００４２】
　尚、電動機ステータ６０には複数のティースが備えられる。複数のティースのティース
頭部が圧粉磁心材料を介して連結されるように、複数のティースを一体成型してもよい。
例えば、図１１に示すように、電動機ステータ６０に備えられる総てのティースのティー
ス頭部が連結されるように一体成型してもよい。この場合は、ティース５４が一の部品と
して形成される。あるいは、電動機ステータ６０に備えられるティースのうち、２個以上
のティースを一組として、互いのティース頭部を一体成型してもよい。この場合は、電動
機ステータ６０を形成するティースの部品点数が低減される。さらに、円筒状のヨーク５
６の略中心方向から、ヨーク５６の内壁に形成された嵌合穴５６に向かって、あるいは、
円筒状のヨーク５６の上面に対して垂直な方向から、ヨーク５６の上面においても開口し
ている嵌合穴５６ｂに向かって、ティース５４を差し込むことができる。
【００４３】
　あるいは、図１２に示すように、ティースのティース頭部と、他のティースのティース
頭部とが、樹脂５４ｃを介して、一体成型されてもよい。この場合は、樹脂５４ｃが電気
的に絶縁性を有するので、一体成型されたティース５４における渦電流損を低減できる点
で効果がある。
【００４４】
＜第一の実施の形態の製造方法＞
　図１３に、本発明の第一の実施の形態に係る電動機ステータ６０の製造工程を示す。
【００４５】
　ステップＳ１０においては、圧粉磁心材料５４ｄとティース補強材料５４ｂとによって
、ティース５４を形成する。
【００４６】
　図１４は、ステップＳ１０におけるティース５４の製造工程の詳細な流れを示す図であ
る。まずステップＳ２０において、高級脂肪酸系潤滑剤を金型８０の内面に塗布する。高
級脂肪酸系潤滑剤は、高級脂肪酸からなる潤滑剤と、高級脂肪酸の金属塩からなる潤滑剤
の双方を含む。例えば、高級脂肪酸には、ステアリン酸，パルチミン酸，オレイン酸など
がある。一方、高級脂肪酸の金属塩には、リチウム塩，カルシウム塩，亜鉛塩などがある
。高級脂肪酸系潤滑剤は、 室温域から温間域の間で固体であることが好ましい。
【００４７】
　ステップＳ２０を完了すると、ステップＳ２２に移行する。ステップＳ２２においては
、ティース補強材料５４ｂを金型８０に装填する。例えば、ティース補強材料５４ｂには
、鋼材，ステンレス，軟磁性ステンレス，アルミニウムなどが用いられる。図１５に、テ
ィース補強材料５４ｂが装填された金型８０の上面図を示す。また図１６に、図１５にお
けるＡ１－Ａ２間の側方断面図を示す。例えば図１６に示す金型８０の断面図において、
金型８０の底面全体と、両側の壁面の一部とに接するように予め加工されたティース補強
材料５４ｂを、金型８０に装填する。あるいは、上記の形状のティース補強材料５４ｂを
金型８０の底部に形成するように、複数のティース補強材料の小片を金型８０に装填して
もよい。
【００４８】
　ステップＳ２２を完了すると、ステップＳ２４に移行する。ステップＳ２４おいては、
ティース補強材料５４ｂが装填された金型８０に、圧粉磁心材料５４ｄを充填する（図１
７）。金型８０に装填される圧粉磁心材料５４ｄは、磁性材料の粉末と樹脂とが混合され
たものである。例えば、磁性材料の粉末には、鉄，アルミニウム，チタンなどの金属磁性
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材料の粉末が用いられる。あるいは、これらの金属を含む合金磁性材料の粉末であっても
よい。圧粉磁性材料に含まれる樹脂は、電気的に絶縁性を有する。例えば、鉄粉と樹脂と
からなる圧粉磁心材料５４ｄを金型８０に充填する。
【００４９】
　金型８０に圧粉磁心材料５４ｄを充填する際は、圧粉磁心材料５４ｄと金型８０とを加
熱することが好ましい。これらが加熱されていると、この後の工程において、圧粉磁心材
料５４ｄと、金型８０の内面に塗布された高級脂肪酸系潤滑剤とが安定して反応し、両者
間に均一な潤滑皮膜が形成されやすいからである。例えば、圧粉磁心材料５４ｄと金型８
０との温度が１００℃以上になるように金型８０を加熱する。
【００５０】
　ステップＳ２４を完了すると、ステップＳ２６に移行する。ステップＳ２６においては
、金型８０に充填された圧粉磁心材料５４ｄを温間状態で加圧成型する。ここでは、金型
８０と圧粉磁心材料５４ｄとが接触する部分の温度が１００℃から２２５℃、より望まし
くは１００℃から１８０℃の温間状態にあるとよい。このような温間状態になるように金
型８０が加熱された状態で、金型８０の開口部から、圧粉磁心材料５４ｄに対して圧力を
印加する。例えば、圧粉磁心材料５４ｄに鉄粉が含まれる場合には、圧粉磁心材料５４ｄ
によって形成されるティース本体５４ａとティース補強材料５４ｂとの間に十分な結合強
度を付与するために、７００ＭＰａを下限として圧力を印加する。ここで印加する圧力に
上限はない。このステップＳ２４によって、ティース本体５４ａとティース補強材料５４
ｂとが一体成型されたティース５４が金型８０内に形成される。この金型８０に圧力を印
加して、ティース５４を金型８０から取り出す。以上でステップＳ２６を完了し、ステッ
プＳ１０を完了する。
【００５１】
　次に、ステップ１２に移行する。ステップ１２においては、ヨーク５６を形成する。鋼
板の積層構造としてヨーク５６を形成する方法については、一般に知られているので、こ
こでは説明を省略する。
【００５２】
　次にステップ１４に移行する。ステップ１４においては、ティース５４にコイル５８を
巻回する。コイル５８の材料には、導電性材料が用いられる。例えば、コイル５８には、
エナメル銅線が用いられる。また、この後のステップ１６において、ティース５４はヨー
ク５６に嵌合される。したがって、ティース５４の一端で、かつ、ヨーク５６と嵌合する
部分にはコイル５８を巻回しないようにする。
【００５３】
　次にステップ１６に移行する。ステップ１６においては、コイル５８が巻回されたティ
ース５４を、ヨーク５６に嵌合する。このとき、ヨーク５６の嵌合穴５６ｂの壁面と、テ
ィース５４の一端部に形成されたティース補強材料５４ｂとが接するように、ティース５
４をヨーク５６に嵌合する。
【００５４】
　ティース５４をヨーク５６に嵌合した後は、ヨーク５６に対してティース５４を溶接し
てもよい。例えば、ヨーク５６の表面において、ティース補強材料５４ｂと、ヨーク５６
を形成する鋼板とを溶接する。
【００５５】
　以上のステップＳ１０からステップＳ１６を経て、圧粉磁心材料によって形成されたテ
ィース５４と、ヨーク５６と、コイル５８とを備える電動機ステータ６０が形成される。
【００５６】
　但し、第一の実施の形態の製造方法において、工程の順序は、ステップＳ１０からステ
ップＳ１６の順序でなくてもよい。例えば、ティース５４よりも先にヨーク５６を形成し
てもよい。この場合は、ステップＳ１０とステップＳ１２との順序を入れ替える。
【００５７】
　あるいは、ティース５４が形成された後であれば、ティース５４にコイル５８を巻回す
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る工程は、ティース５４をヨーク５６に嵌合する工程までに完了すればよい。したがって
、ステップＳ１２とステップＳ１４との順序を入れ替えてもよい。
【００５８】
　また、ステップＳ１０において、図１１に示すように複数のティースのティース頭部が
圧粉磁心材料によって連結されるように、複数のティースを一体成型してもよい。この場
合は、金型８０の開口部側において各ティース間に圧粉磁心材料５４ｄを充填し（図示し
ない）、加圧成型することにより、図１５に示すティース５４が形成される。あるいは、
上記の各ティース間に圧粉磁心材料５４ｄを充填する代わりに、樹脂５４ｃを充填するこ
とによって、図１２に示すティース５４を形成することもできる。
【００５９】
＜第二の実施の形態の構成＞
　第一の実施の形態におけるヨーク５６が、圧粉磁心材料によって形成される場合につい
て説明する。その他の構成要素については、第一の実施の形態と同様である。以下、第一
の実施の形態に係る電動機５０と重複する構成要素については、同一の符号を付して、説
明を省略する。
【００６０】
　図１８にヨーク５６の上面図を示す。ヨーク５６は、ヨーク本体５６ａ，嵌合穴５６ｂ
及びヨーク補強材料５６ｃを備える。本実施の形態においては、ヨーク５６及びヨーク本
体５６ａの形状は円筒状である。また、ヨーク５６の内壁側に、複数の嵌合穴５６ｂが備
えられる。
【００６１】
　ヨーク本体５６ａは、圧粉磁心材料によって形成される。ヨーク本体５６ａを形成する
圧粉磁心材料は、第一の実施の形態においてティース５４の形成に用いられる圧粉磁心材
料と同様である。後述するが、ヨーク本体５６ａは、圧粉磁心材料が加圧成型されること
によって形成される。
【００６２】
　圧粉磁性材料によって形成されるヨーク本体５６ａの比抵抗は、鋼材の１００倍以上に
なる。例えば、鉄粉と樹脂とを含む圧粉磁性材料によって形成されるヨーク本体５６ａの
比抵抗は、１０-4Ωｍ以上である。したがって、鋼材によって形成されたヨークに比べて
、圧粉磁性材料によって形成されたヨーク本体５６ａでは渦電流損が低減される。
【００６３】
　ヨーク補強材料５６ｃは、嵌合穴５６ｂの壁面において、ヨーク本体５６ａと一体成型
される。この構成によって、嵌合穴５６ｂの壁面は、ヨーク補強材料５６ｃによって保護
される。ヨーク補強材料５６ｃには、ヨーク本体５６ａに比べて機械的強度が高い磁性材
料が用いられる。例えば、ヨーク補強材料５６ｃには、鋼材，ステンレス，軟磁性ステン
レス，アルミニウムなどが用いられる。
【００６４】
　ここで、円筒状のヨーク本体５６ａの上面又は下面に、ヨーク補強材料層５６ｄを一体
成型してもよい（図１９に斜視図を示す）。ヨーク補強材料層５６ｄを形成する材料は、
上記のヨーク補強材料５６ｃと同じである。この構成によれば、ヨーク５６に形成された
嵌合穴５６ｂの壁面において、ヨーク補強材料層５６ｄに相当する箇所の機械的強度が高
くなる。
【００６６】
　ティース補強材料５４と、ヨーク５６の嵌合穴５６ｂの壁面とが接するように、ティー
ス５４がヨーク５６に嵌合される。嵌合穴５６ｂの壁面の全体又は一部は、ヨーク補強材
料５６ｃ又はヨーク補強材料層５６ｄによって保護される。したがって、ティース５４を
ヨーク５６に嵌合する際に、嵌合穴５６ｂの壁面が破損することを抑制することができる
。
【００６７】
　また、ティース５４が嵌合された後に、ヨーク５６の表面において、ティース補強材料



(11) JP 4813260 B2 2011.11.9

10

20

30

40

50

５４ｂとヨーク補強材料５６ｃとが、あるいは、ティース補強材料５４ｂとヨーク補強材
料層５６ｄとが溶接されてもよい。この場合は、圧粉磁心材料によって形成されたヨーク
５６にティース５４が強固に固定される。
【００６８】
　以下、圧粉磁心材料によって形成されたヨーク５６に、コイル５８が巻回されたティー
ス５４が嵌合されることによって、電動機ステータ６０が形成される。
【００６９】
＜第二の実施の形態の製造方法＞
　第二の実施の形態の製造方法は、第一の実施の形態の製造方法と略同様に行なわれる。
但し、ヨーク５６を形成するステップ（ステップＳ１２）については、第一の実施の形態
におけるティース５４を形成するステップ（ステップＳ１０）と同様に行なわれる。以下
では、ヨーク５６を形成するステップに焦点をあてて説明する。また、第一の実施の形態
の製造方法と重複するステップについては説明を省略する。
【００７０】
　図２０は、圧粉磁心材料によってヨーク５６を形成するステップを示したものである。
ステップＳ１２においては、まずステップＳ３０が行なわれる。ステップ３０においては
、高級脂肪酸系潤滑剤を金型の内面に塗布する。
【００７１】
　ステップＳ３０を完了すると、ステップＳ３２に移行する。ステップＳ３２においては
、ヨーク補強材料５６ｃを金型に装填する。例えば、ヨーク補強材料５６ｃには、鋼材，
ステンレス，軟磁性ステンレス，アルミニウムなどが用いられる。
【００７２】
　ステップＳ３２を完了すると、ステップＳ３４に移行する。ステップＳ３４おいては、
ヨーク補強材料５６ｃが装填された金型に、圧粉磁心材料を充填する。金型に装填される
圧粉磁心材料は、磁性材料の粉末と樹脂とが混合されたものである。例えば、鉄粉と樹脂
とを含む圧粉磁心材料を金型に充填する。
【００７３】
　金型に圧粉磁心材料を充填する際は、圧粉磁心材料と金型とを加熱することが好ましい
。例えば、圧粉磁心材料と金型との温度が１００℃以上になるように金型を加熱する。
【００７４】
　ステップＳ３４を完了すると、ステップＳ３６に移行する。ステップＳ３６においては
、金型に充填された圧粉磁心材料を温間状態で加圧成型する。例えば、金型と圧粉磁心材
料５４ｄとが接触する部分の温度が１００℃から２２５℃、より望ましくは１００℃から
１８０℃の温間状態になるように金型を加熱する。その後、金型の開口部から、７００Ｍ
Ｐａを下限として加圧成型する。その結果として、ヨーク本体５６ａとヨーク補強材料５
６ｃとが一体成型されたヨーク５６が金型内に形成される。この金型に圧力を印加して、
ヨーク５６を金型８０から取り出す。
【００７５】
　図１９に示すヨーク５６を形成する場合には、ステップＳ３２とステップＳ３４との順
序を入れ替えてもよい。この場合は、ステップ３２においてヨーク補強材料層５６ｄとヨ
ーク本体５６ａとが一体成型されるように、圧粉磁心材料が充填された金型に、ヨーク補
強材料を装填する。あるいは、予め金型にあわせて成型されたヨーク補強材料層５６ｄを
、圧粉磁心材料が充填された金型に装填してもよい。
【００７７】
　以下、第一の実施の形態の製造方法におけるステップＳ１４からステップＳ１６と同様
のステップを行なう。その結果として、圧粉磁心材料によって形成されたヨーク５６にテ
ィース５４が嵌合されて、電動機ステータ６０が形成される。
【００７８】
＜その他の実施の形態＞
　本発明は、一般に知られている電動機とは異なる形状の電動機についても適用できる。
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その一例として、アキシャルモータ１００を挙げる。以下、第一，第二の実施の形態と重
複する構成要素については、同一の符号を付して説明を省略する。
【００７９】
　図２１は、アキシャルモータ１００の上面図である。図２２は、図２１のＢ１－Ｂ２間
の断面図である。アキシャルモータ１００は、ロータ５２と電動機ステータ６０とを備え
る。電動機ステータ６０は、ティース５４,ヨーク５６及びコイル５８を備える。
【００８０】
　図２３に、ティース５４の斜視図を示す。ティース５４は、ティース本体５４ａとティ
ース補強材料５４ｂとを備える。
【００８１】
　ティース本体５４ａは、圧粉磁心材料によって形成される。ティース補強材料５４ｂに
は、ティース本体５４ａに比べて機械的強度が高い磁性材料が用いられる。例えば、圧粉
磁心材料及びティース補強材料５４ｂには、第一の実施の形態に例示した材料が用いられ
る。
【００８２】
　ティース５４は、上方又は下方から見た場合の形状が略扇形状になるように、かつ、側
方から見た場合の形状が略Ｔ字型になるように形成される。ティース５４においてＴ字の
上側に張り出した部分を、以下ではティース頭部と称す。また、Ｔ字型の下側に突き出た
部分を、以下ではティース底部と称す。ティース底部の端面７２は、ヨーク５６に形成さ
れる嵌合穴５６ｂ（後述）と略同じ形状及び大きさに形成される。
【００８３】
　ティース５４の一端部には、ティース補強材料５４ｂが形成される。具体的には、ティ
ース底部において、側方から見た場合のＴ字型の断面に対して垂直な方向に沿った側面７
０の端部と、ティース底部の端面７２の全体とがティース補強材料５４ｂによって覆われ
るように、ティース補強材料５４ｂとティース本体５４ａとが一体成型される。ティース
５４において、ティース補強材料５４ｂが形成される領域は、ヨーク５６に形成される嵌
合穴５６ｂの壁面と接する領域になる。
【００８４】
　ティース５４のティース底部には、コイル５８が巻回される。但し、ティース底部にお
いて、ティース補強材料５６ｂが形成された領域には、コイルが巻回されないようにする
。
【００８５】
　ヨーク５６は、ヨーク本体５６ａと嵌合穴５６ｂとを備える。円盤状の鋼板が積層され
ることによって、円盤状のヨーク本体５６ａが形成される。各鋼板には、アキシャルモー
タ１００に備えられるティースの数と同じ数の貫通孔が形成される。鋼板において、貫通
孔の数で等角に分割されて円盤の中心から放射状に延びる軸の各々に対して、一の軸上に
一の貫通孔が形成される。さらに、各鋼板に形成された貫通孔が重なるように鋼板が積層
されることによって、ヨーク本体５６ａに嵌合穴５６ｂを備えるヨーク５６が形成される
。
【００８６】
　ヨーク５６に形成された嵌合穴５６ｂに、コイル５８が巻回されたティース５４が嵌合
されることによって、電動機ステータ６０が形成される。
【００８７】
　ロータ５２は、軸体５２ａと磁性体５２ｂとを備える。本実施の形態においては、磁性
体５２ｂは円盤状に形成される。電動機ステータ６０に対して、円盤状に形成されたヨー
ク５６の中心軸に略一致するように、ロータ５２の軸体５２ａが配置されて支持されるこ
とにより、アキシャルモータ１００が形成される。
【００８８】
　また、アキシャルモータ１００に備えられるヨーク５６を、第二の実施の形態と同様に
、圧粉磁心材料と、ヨーク補強材料（あるいはヨーク補強材料層）とによって形成しても
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よい。例えば、圧粉磁心材料によって形成されるヨーク本体５６ａに対して、嵌合穴５６
ｂの壁面の少なくとも一部を覆うように、ヨーク補強材料５６ｃをヨーク本体５６ａと一
体成型してもよい（図２４）。あるいは、円盤状のヨーク本体５６ａの上面又は下面に、
円盤状のヨーク補強材料層５６ｄを一体成型してもよい。この場合は、ヨーク５６ａに形
成される嵌合穴の壁面をヨーク補強材料が覆うように、ヨーク補強材料層５６ｄの形状が
決められる（図２５）。特に、ヨーク５６ａに形成される嵌合穴５６ｂにおいて、ティー
ス５４が嵌合される側の角をヨーク補強材料が保護するように、ヨーク補強材料層５６ｄ
の形状が決められることが好適である。
【００９０】
　あるいは、第一の実施の形態と同様に、電動機ステータ６０に備えられる複数のティー
スのティース頭部が圧粉磁心材料又は樹脂を介して連結されるように、複数のティースが
一体成型されてもよい。
【００９１】
　また、アキシャルモータ１００に備えられる電動機ステータ６０は、第一，第二の発明
の実施の形態に示した製造方法と同様のステップを行なうことによって製造される。
【００９２】
　以上のように、第一，第二の実施の形態の電動機５０とは形状が異なるアキシャルモー
タ１００についても、第一，第二の実施の形態と同様に、本発明を適用することができる
。
【図面の簡単な説明】
【００９３】
【図１】従来技術における電動機１０の上面図である。
【図２】従来技術において、鋼板１２ａが積層されることによって形成されるティース１
２の斜視図である。
【図３】従来技術において、圧粉磁心材料によって形成されるティース１２の斜視図であ
る。
【図４】本発明の第一の実施の形態における電動機５０の上面図である。
【図５】本発明の第一の実施の形態におけるティース５４の斜視図である。
【図６】本発明の第一の実施の形態におけるティース５４の斜視図である。
【図７】本発明の第一の実施の形態におけるティース５４の斜視図である。
【図８】本発明の第一の実施の形態におけるヨーク５６の上面図である。
【図９】本発明の第一の実施の形態において、積層鋼板によって形成されたヨーク５６の
斜視図である。
【図１０】本発明の第一の実施の形態における電動機ステータ６０の上面図である。
【図１１】本発明の第一の実施の形態において、複数のティースのティース頭部が圧粉磁
心材料を介して連結されて一体成型されたティース５４の上面図である。
【図１２】本発明の第一の実施の形態において、複数のティースのティース頭部が樹脂を
介して連結されて一体成型されたティース５４の上面図である。
【図１３】本発明の第一の実施の形態に係る電動機ステータ６０の製造工程を示す図であ
る。
【図１４】本発明の第一の実施の形態において、ティース５４の製造工程の詳細な流れを
示す図である。
【図１５】本発明の第一の実施の形態において、ティース補強材料５４ｂが装填された金
型８０の上面図である。
【図１６】図１５におけるＡ１－Ａ２間の側方断面を示す図である。
【図１７】本発明の第一の実施の形態において、ティース補強材料５４ｂが装填された金
型８０に、圧粉磁心材料５４ｄが充填された状態を示す側方断面図である。
【図１８】本発明の第二の実施の形態におけるヨーク５６の上面図である。
【図１９】本発明の第二の実施の形態において、ヨーク補強材料層５６ｄとヨーク本体５
６ａとが一体成型されて形成されたヨーク５６の斜視図である。
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【図２０】本発明の第二の実施の形態におけるヨーク５６を形成するステップを示す図で
ある。
【図２１】本発明のその他の実施の形態におけるアキシャルモータ１００の上面図である
。
【図２２】図２１のＢ１－Ｂ２間の断面を示す図である。
【図２３】本発明のその他の実施の形態におけるティース５４の斜視図である。
【図２４】本発明のその他の実施の形態において、圧粉磁心材料によって形成されたヨー
ク本体５６ａとヨーク補強材料５６ｃとを備えるアキシャルモータ１００の断面図である
。
【図２５】本発明のその他の実施の形態において、圧粉磁心材料によって形成されたヨー
ク本体５６ａとヨーク補強材料層５６ｄとを備えるアキシャルモータ１００の断面図であ
る。
【符号の説明】
【００９４】
　１０，５０　電動機、１１　ステータ、１２，５４　ティース、１４，５６　ヨーク、
１６，５８　コイル、１８，５２　ロータ、５２ａ　軸体、５２ｂ　磁極、５４ａ　ティ
ース本体、５４ｂ　ティース補強材料、５４ｃ　樹脂、５４ｄ　圧粉磁心材料、５６ｂ　
嵌合穴、５６ｃ　ヨーク補強材料、５６ｄ　ヨーク補強材料層、６０　電動機ステータ、
７０　ティース底部の側面、７２　ティース底部の端面、８０　金型、１００　アキシャ
ルモータ。
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