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(57)【要約】
【課題】 軸受装置の軸受支持剛性を高め、モータ軸お
よびモータロータの傾きを低減できる電動ポンプユニッ
トを提供する。
【解決手段】　ポンプ本体6が、ポンプハウジング8と、
ポンプハウジング8の前端側に設けられたポンプレート9
とよりなる。ポンプハウジング8の後端側に、ポンプ駆
動用電動モータ4を内蔵したモータハウジング7が固定さ
れている。モータ軸18を支持する軸受装置17は、ポンプ
プレート9後面に形成された有底穴9b内に配されてモー
タ軸18の前端部を支持する第１軸受21と、ポンプハウジ
ング8に形成されてモータハウジング7内にのびる円筒状
の軸受保持部15の内側に配されてモータ軸18の中間部を
支持する第２軸受22とを有している。ポンプロータ12は
、第１軸受21と第２軸受22との間に配されている。
【選択図】　　図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　流体の吸入および吐出を行うポンプのポンプ本体が、ポンプロータを収容したポンプ室
が形成されたポンプハウジングと、前記ポンプハウジングの一端側に設けられたポンプレ
ートとを備え、前記ポンプハウジングの他端側に、ポンプ駆動用電動モータを内蔵したモ
ータハウジングが固定され、前記電動モータが、軸受装置により支持されて前記ポンプロ
ータを回転駆動するモータ軸と、前記モータ軸のモータハウジング側端部に固定されたモ
ータロータと、前記モータハウジングに固定されたモータステータとを備えている電動ポ
ンプユニットにおいて、
　前記軸受装置は、前記ポンププレートに形成された有底穴内に配されて前記モータ軸の
ポンプハウジング側端部を支持する第１軸受と、前記ポンプハウジングに形成されて前記
モータハウジング内にのびる円筒状の軸受保持部の内側に配されて前記モータ軸の中間部
を支持する第２軸受とを有し、前記ポンプロータは、前記第１軸受と前記第２軸受との間
に配されていることを特徴とする電動ポンプユニット。
【請求項２】
　前記第１軸受は、すべり軸受であることを特徴とする請求項１の電動ポンプユニット。
【請求項３】
　前記ポンプロータは、アウタギアとインナギアとで構成され、前記インナギアは、前記
モータ軸に軸方向および径方向移動が規制される状態で固定されており、前記第２軸受は
、内輪、外輪および転動体を備えた転がり軸受であって、前記内輪が前記モータ軸の中間
部にしまりばめされていることを特徴とする請求項１または２の電動ポンプユニット。
【請求項４】
　前記第２軸受の外輪が前記軸受保持部にしまりばめされていることを特徴とする請求項
３の電動ポンプユニット。
【請求項５】
　前記第１軸受が円筒状金属部材で構成され、前記モータ軸が前記第１軸受にすきまばめ
されるとともに、前記第２軸受の外輪が前記軸受保持部にすきまばめされており、モータ
軸の軸心が金属部材の軸心に対して吐出ポート側に寄せて組み付けられていることを特徴
とする請求項３の電動ポンプユニット。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この発明は、たとえば自動車のトランスミッション（変速機）などに油圧を供給する油
圧ポンプとして使用される電動ポンプユニットに関する。
【背景技術】
【０００２】
　自動車のトランスミッションには油圧ポンプにより油圧が供給されるが、省エネルギな
どの観点から停車時にエンジンを停止するいわゆるアイドルストップ（アイドリングスト
ップ）を行う自動車では、アイドルストップ時にもトランスミッションへの油圧供給を確
保するために、電動油圧ポンプが使用されるようになっている。
【０００３】
　自動車のトランスミッション用電動油圧ポンプは、車体の限られたスペースに搭載され
るため、コンパクト化が要求され、また、軽量化およびコスト低減も要求される。このよ
うな要求に応えるため、ポンプ、ポンプ駆動用電動モータおよび電動モータのコントロー
ラが共通のユニットハウジング内に組み込まれた電動ポンプユニットが提案されている（
たとえば特許文献１参照）。
【０００４】
　このような従来の電動ポンプユニットでは、ポンプを構成するポンプ本体の後側にモー
タハウジングが連結され、モータハウジング内に形成された密閉状のモータ室に電動モー
タおよびコントローラが内蔵されている。電動モータはモータ室内の前側（ポンプ本体側
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）に配置され、電動モータの後端面にコントローラの基板が固定されている。そして、基
板には、コントローラを構成するコンデンサ、ＦＥＴなどの複数の電装部品（電気部品お
よび電子部品）が取り付けられている。
【０００５】
　電動モータは、軸受装置により支持されたポンプ駆動モータ軸の後側の自由端部に固定
されたモータロータと、モータハウジングに固定されたモータステータとを備えている。
ポンプ本体の内部に、ポンプ室が形成されている。ポンプ本体には、モータハウジング内
にのびる円筒状の軸受保持部が形成され、この軸受保持部の内側にモータ軸の軸受装置が
設けられている。モータ軸の前部は、ポンプ室内に進入し、前側の自由端部にポンプのポ
ンプロータが固定されている。ポンプが内接歯車ポンプの場合、内側ポンプロータである
インナギヤがモータ軸の前端部に固定される。
【０００６】
　軸受装置は、軸方向に並べて配置された２個の単列深みぞ玉軸受を備えている。ポンプ
本体の軸受保持部内には、ポンプ室と軸受装置との間を密封するオイルシールが設けられ
ている。
【０００７】
　この電動ポンプユニットでは、小型化を図るため、軸受装置の２個の転がり軸受を隣接
させている。これにより、モータ軸は、モータロータ側で支持されて、ポンプロータ側が
自由端となっている片持ち支持とされている。また、コスト低減を図るため、２個の転が
り軸受を単列深みぞ玉軸受とし、さらに、組立コスト削減のため、玉軸受を軸受保持部と
モータ軸に対してすきまばめとしている。
【０００８】
　ポンプが内接歯車ポンプの場合、インナギヤと外側ポンプロータであるアウタギヤのか
み合い部分に対応するポンプハウジングの対称位置に、油吸入ポートと油吐出ポートが形
成される。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００９】
【特許文献１】特開２０１０－１１６９１４号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１０】
　上記の従来の電動ポンプユニットでは、ポンプの作動時、ポンプ室の油吸入ポートは低
圧であるが、油吐出ポートは高圧になる。このため、インナギヤが固定された片持ち支持
のモータ軸の前端部（ポンプハウジング側端部）に径方向の力が作用する。前記のように
、軸受装置の２個の転がり軸受が並べて配置された単列深みぞ玉軸受で、すきまばめであ
るから、軸受支持剛性が低く、モータ軸に傾きが発生する。モータ軸の傾きにより、イン
ナギヤが傾き、モータハウジングに接触した状態で回転する。このため、騒音が発生した
り、モータロータおよびモータハウジングに摩耗が発生したりするおそれがある。
【００１１】
　この発明の目的は、上記の問題を解決し、軸受装置の軸受支持剛性を高め、モータ軸お
よびモータロータの傾きを低減できる電動ポンプユニットを提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【００１２】
　この発明による電動ポンプユニットは、流体の吸入および吐出を行うポンプのポンプ本
体が、ポンプロータを収容したポンプ室が形成されたポンプハウジングと、前記ポンプハ
ウジングの一端側に設けられたポンプレートとを備え、前記ポンプハウジングの他端側に
、ポンプ駆動用電動モータを内蔵したモータハウジングが固定され、前記電動モータが、
軸受装置により支持されて前記ポンプロータを回転駆動するモータ軸と、前記モータ軸の
モータハウジング側端部に固定されたモータロータと、前記モータハウジングに固定され
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たモータステータとを備えている電動ポンプユニットにおいて、前記軸受装置は、前記ポ
ンププレートに形成された有底穴内に配されて前記モータ軸のポンプハウジング側端部を
支持する第１軸受と、前記ポンプハウジングに形成されて前記モータハウジング内にのび
る円筒状の軸受保持部の内側に配されて前記モータ軸の中間部を支持する第２軸受とを有
し、前記ポンプロータは、前記第１軸受と前記第２軸受との間に配されていることを特徴
とするものである。
【００１３】
　従来自由端であったモータ軸のポンプハウジング側端部が第１軸受で支持されることで
、その分、軸受支持剛性が高くなる。それにより、モータ軸およびポンプロータの傾きを
減少させることができる。
【００１４】
　また、モータ軸の配置空間としては従来利用されていなかったポンププレートに、第１
軸受の配置空間機能が付与されることで、軸方向の寸法を変更することなく、第１軸受を
設けることができる。これにより、軸方向の寸法を変更することなく、軸受支持剛性を高
めることができる。
【００１５】
　第１軸受は、すべり軸受であることが好ましい。
【００１６】
　第１軸受がブシュのようなすべり軸受とされることで、小スペースへの設置が可能とな
り、ポンププレートに、吸入ポート、吐出ポート、吸入穴、吐出穴などの設置箇所を容易
に確保することができる。
【００１７】
　ポンプロータは、アウタギアとインナギアとで構成され、インナギアは、モータ軸に軸
方向および径方向移動が規制される状態で固定されており、第２軸受は、内輪、外輪およ
び転動体を備えた転がり軸受であって、内輪がモータ軸にしまりばめされていることが好
ましい。
【００１８】
　軸方向および径方向移動が規制される状態でインナギアがモータ軸に固定されることに
より、モータ軸のガタが抑制される。また、モータ軸の中間部を支持している第２軸受の
内輪がモータ軸にしまりばめされていることにより、軸受支持剛性をさらに高くすること
ができる。これにより、ポンプロータやモータロータの振れを抑制することができる。
【００１９】
　内輪がモータ軸にしまりばめされていることに加えて、第２軸受の外輪がポンプハウジ
ングの軸受保持部にしまりばめされていることにより、軸受支持剛性をさらに高くするこ
とができる。
【００２０】
　第２軸受の外輪は、すきまばめとすることができ、この場合、第１軸受が円筒状金属部
材で構成され、モータ軸が第１軸受にすきまばめされるとともに、第２軸受の外輪が前記
軸受保持部にすきまばめされており、モータ軸の軸心が金属部材の軸心に対して吐出ポー
ト側に寄せて組み付けられていることが好ましい。
【００２１】
　すなわち、モータ軸の先端部（第１軸受への嵌め合わせ部）が第１軸受の中央に位置す
るように組み立てるのではなく、吐出ポート側にモータ軸の先端部が寄るように、ポンプ
プレートに対して、ポンプハウジングを寄せて組み付けることが好ましく、このようにす
ると、ポンプロータの回転駆動時に生じる低周波音の音圧を低減することができる。
【発明の効果】
【００２２】
　この発明の電動ポンプユニットによれば、上記のように、軸受装置の軸受支持剛性を高
めて、モータ軸およびポンプロータの傾きを減少させることができる。
【図面の簡単な説明】
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【００２３】
【図１】図１は、この発明の第１実施形態を示す電動ポンプユニットの主要部の縦断面図
である。
【図２】図２は、この発明の第２実施形態を示す電動ポンプユニットの主要部の縦断面図
である。
【図３】図３は、この発明の第３実施形態を示す電動ポンプユニットの主要部の縦断面図
である。
【図４】図４は、この発明の第１実施形態の電動ポンプユニットの組付け方の好ましい１
例を模式的に示す図である。
【図５】図５は、図４に示す組付け方の作用効果を説明する図である。
【図６】図６は、図４に示す組付け方と比較される組付け方の問題点を説明する図である
。
【発明を実施するための形態】
【００２４】
　以下、図面を参照して、この発明を自動車のトランスミッション用電動ポンプユニット
に適用した実施形態について説明する。
【００２５】
　図１は、この発明の第１実施形態を示す電動ポンプユニットの主要部の縦断面図である
。以下の説明において、図１の左側を前、右側を後とする。
【００２６】
　電動ポンプユニット(1)は、ユニットハウジング(2)内に、油の吸入および吐出を行うポ
ンプ(3)、ポンプ駆動用電動モータ(4)ならびに電動モータ(4)のコントローラ(5)が一体に
組み込まれたものである。この例では、ポンプ(3)は内接歯車ポンプ、モータ(4)は３相巻
線を有するセンサレス制御ＤＣブラシレスモータである。
【００２７】
　ユニットハウジング(2)は、ポンプ(3)のポンプ本体(6)ならびに電動モータ(4)およびコ
ントローラ(5)を内蔵したモータハウジング(7)よりなる。
【００２８】
　ポンプ本体(6)は、後側のポンプハウジング(8)と前側のポンププレート(9)よりなる。
ポンプハウジング(8)は、前後方向と直交する方向に広がりを持つ厚肉板状のものであり
、その中心に、前部が開口したポンプ室(10)が形成されている。ポンプハウジング(8)の
前面に、ポンププレート(9)がＯリング(47)を介して固定され、ポンプ室(10)の前面が塞
がれている。ポンプ室(10)内に、外側ポンプロータであるアウタギヤ(11)が回転自在に収
容され、アウタギヤ(11)の内側に、これとかみ合う内側ポンプロータであるインナギヤ(1
2)が配置されている。ポンプハウジング(8)およびポンププレート(9)は、たとえば、アル
ミニウム合金製である。
【００２９】
　モータハウジング(7)は、円筒状の合成樹脂製モータケース(13)と、モータケース(13)
の後端に固定された円板状の蓋(14)とからなる。モータケース(13)の前端が、Ｏリング(4
8)を介してポンプハウジング(8)の後面に固定されている。ポンププレート(9)、ポンプハ
ウジング(8)およびモータケース(13)は、それらの外周から径方向外側に突出するように
一体に形成された複数の連結部(9a)(8a)(13a)の部分において、ボルト(16)により互いに
固定されている。モータケース(13)の後端開口が、蓋(14)により塞がれている。
【００３０】
　電動モータ(4)は、前後方向にのびるポンプ駆動軸であるモータ軸(18)を有している。
モータ軸(18)は、軸受装置(17)により支持されている。軸受装置(17)は、モータ軸(18)の
前端部（ポンプハウジング側端部）を支持する第１軸受(21)と、モータ軸(18)の前後の中
間部分を支持する第２軸受(22)とよりなる。
【００３１】
　第２軸受(22)は、前後に隣接する２個の深みぞ玉軸受(51)(52)からなる。各深みぞ玉軸
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受(51)(52)は、グリース潤滑の密封型とされており、内輪(51a)(52a)、外輪(51b)(52b)、
複数の玉（転動体）(51c)(52c)および１対のシール(51d)(52d)を有している。
【００３２】
　モータ軸(18)は、段付き状に形成されている。モータ軸(18)の前部は、ポンプハウジン
グ(8)の中央部を貫通してポンプ室(10)内に進入し、その前端部がポンププレート(9)の後
面に設けられた有底穴(9b)に嵌め入れられている。
【００３３】
　第１軸受(21)は、円筒状のブシュ（円筒状金属部材）とされて、ポンププレート(9)後
面の有底穴(9b)にしまりばめで固定されている。モータ軸(18)の前端部は、第１軸受(21)
内にすきまばめで嵌め入れられている。これにより、第１軸受(21)（ブシュ）の内周面と
モータ軸(18)の前端部外周面とが摺動可能とされ、すべり軸受が構成されている。
【００３４】
　ポンプハウジング(8)の後端面の中心に、モータケース(13)より小径の円筒状の軸受保
持部(15)が一体に形成されて、モータケース(13)内にのびている。
【００３５】
　各深みぞ玉軸受(51)(52)の内輪(51a)(52a)は、モータ軸(18)にしまりばめされ、各深み
ぞ玉軸受(51)(52)の外輪(51b)(52b)は、軸受保持部(15)にすきまばめされている。
【００３６】
　第２軸受(22)とインナギヤ(12)との間に、軸受保持部(15)とモータ軸(18)の間を密封す
るオイルシール(20)が配置されている。
【００３７】
　インナギヤ(12)は、ポンププレート(9)後面に接するように、モータ軸(18)の前端部近
くにしまりばめされている。このしまりばめ（圧入）により、軸方向および径方向移動が
規制される状態でインナギヤ(12)がモータ軸(18)に固定されている。
【００３８】
　軸受保持部(15)より後方に突出したモータ軸(18)の後端部（モータハウジング側端部）
に、モータ(4)を構成するモータロータ(23)が固定されている。モータロータ(23)は、円
筒状のロータ本体(24)の外周部に合成樹脂製の永久磁石保持部材(25)が固定状に設けられ
、保持部材(25)を周方向に等分する複数箇所にセグメント形状の永久磁石(26)が保持され
たものである。
【００３９】
　モータロータ(23)に対向するモータケース(13)の内周に、モータ(4)を構成するモータ
ステータ(27)が固定されている。ステータ(27)は、積層鋼板よりなるステータコア(28)に
インシュレータ（合成樹脂製絶縁体）(29)が組み込まれ、インシュレータ(29)の部分にコ
イル(30)が巻きつけられたものである。この例では、ステータ(27)は、モータケース(13)
の内周部に一体にモールドされている。
【００４０】
　ロータ本体(24)は、モータステータ(27)に対向する円筒部(24a)と、モータ軸(18)の後
端から半径方向外方にのびて円筒部(24a)に一体化されたフランジ部(24b)とよりなり、横
断面形状がコの字状とされている。
【００４１】
　インシュレータ(29)の後端に、コントローラ(5)の基板(31)が固定され、基板(31)に、
コントローラ(5)を構成する部品(32)が取り付けられている。図１には基板(31)の前面に
取り付けられた部品(32)が１個だけ示されているが、部品は基板(31)の前面および後面の
少なくとも一方の所定位置に配置される。図１に示された部品(32)は、たとえば電解コン
デンサである。
【００４２】
　ステータコア(28)は、環状部(28a)の内周を周方向に等分する複数箇所に径方向内側に
突出した極部(歯部）(28b)が一体に形成されたものである。各極部(28b)の先端部は周方
向両側にのび、その内周面は１つの円筒面を形成している。
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【００４３】
　インシュレータ(29)は、前後１対の半体(33)(34)よりなる。各半体(33)(34)は、たとえ
ばＰＰＳ（ポリフェニレンサルファイド樹脂）などの合成樹脂により成型され、環状部(2
8a)の外周面と極部(28b)の内周面を除くステータコア(28)の表面を覆うように、ステータ
コア(28)に前後両側から組み込まれている。各半体(33)(34)には、ステータコア(28)の極
部(28b)の内周面を除く部分を覆うコイル装着部(33a)(34a)が形成されている。ステータ
コア(28)の各極部(28b)において、両半体(33)(34)のコイル装着部(33a)(34a)で覆われた
部分に、コイル(30)が巻かれている。後側半体(34)のコイル装着部(34a)の径方向外側の
部分を周方向に等分する複数箇所に、後方にのびた基板用突起部(34b)が一体に形成され
ている。各突起部(34b)の後端部の内側に、内周にめねじが形成された金属製めねじ部材(
35)が埋め込まれている。
【００４４】
　モータケース(13)は、型を用いてたとえばＰＡ６６（ポリアミド６６）などの合成樹脂
をステータ(27)の外周側の部分にモールドすることにより、ステータ(27)と一体化されて
いる。ステータコア(28)の極部(28b)の内周面、インシュレータ(29)のコイル装着部(33a)
(34a)の内周面および突起部(34b)の後端面を除いて、ステータ(27)の表面がモータケース
(13)で覆われている。モータケース(13)の外周に、複数のピン(36)を備えたコネクタ(37)
が一体に形成されている。
【００４５】
　蓋(14)は、合成樹脂製で、熱溶着などの適宜な手段により、モータケース(13)の後端に
固定されている。
【００４６】
　コントローラ(5)の基板(31)は、インシュレータ(29)の突起部(34b)のめねじ部材(35)に
ねじはめられたねじ(39)によりインシュレータ(29)に固定されている。図示は省略したが
、インシュレータ(29)とモータケース(13)の成型体には複数のバスバーが組み込まれてお
り、これらのバスバーを用いて、ステータ(27)のコイル(30)が互いに電気的に接続される
とともに、基板(31)に電気的に接続されている。コネクタ(37)のピン(36)も、基板(31)に
電気的に接続されている。
【００４７】
　ポンプ(3)のインナギヤ(12)とアウタギヤ(11)のかみ合い部分（この例では下側のかみ
合い部分）に対応するポンプハウジング(8)とポンププレート(9)の対向壁に、油吸入ポー
ト(40)(41)が形成されている。ポンプ(3)のインナギヤ(12)とアウタギヤ(11)のかみ合い
部分（この例では上側のかみ合い部分）に対応するポンプハウジング(8)とポンププレー
ト(9)の対向壁に、油吐出ポート(42)(43)が形成されている。ポンププレート(9)には、油
吸入ポート(41)に連通する油吸入穴(44)および油吐出ポート(43)に連通する油吐出穴(45)
が形成されている。ポンプ室(10)に面するポンプハウジング(8)の壁に、モータ軸(18)が
挿通されている穴(19)と油吸入ポート(40)を連通する油逃がしみぞ(46)が形成されている
。
【００４８】
　電動モータ(4)によりポンプ(3)が駆動されて、インナギヤ(12)およびアウタギヤ(11)が
回転するとき、油吸入ポート(40)(41)は低圧で、油吐出ポート(42)(43)は高圧になる。こ
のため、インナギヤ(12)は、径方向（この例では下向き）の力を受ける。
【００４９】
　上記の実施形態では、第２軸受(22)によってモータ軸(18)の前後の中間部分が支持され
ているとともに、モータ軸(18)の前端部が第１軸受(21)により支持されているので、軸受
支持剛性が向上し、インナギヤ(12)に油圧による径方向の力が作用した際であっても、モ
ータ軸(18)が傾くことが防止され、これにより、ポンプ(3)の倒れを抑制でき、音や摩耗
を低減できる。
【００５０】
　また、第１軸受(21)がブシュのようなすべり軸受とされることで、小スペースへの設置
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が可能となり、ポンププレート(9)に、油吸入ポート(41)、油吐出ポート(43)、油吸入穴(
44)、油吐出穴(45)などの設置箇所を容易に確保することができる。
【００５１】
　また、インナギヤ(12)がモータ軸(18)にしまりばめされているので、モータ軸(18)の軸
方向移動が規制されて、ガタが抑制される。したがって、各深みぞ玉軸受(51)(52)の外輪
(51b)(52b)を軸受保持部(15)にすきまばめにしてもよく、外輪(51b)(52b)間にサークリッ
プを設ける必要もない。このため、軸受(51)(52)の組込みが容易となり、組立性が向上す
る。ただし、軸受支持剛性をさらに向上させるために、各深みぞ玉軸受(51)(52)の外輪(5
1b)(52b)を軸受保持部(15)にしまりばめすることもできる。
【００５２】
　図２は、この発明の第２実施形態を示す電動ポンプユニットの主要部の縦断面図である
。この第２実施形態は、軸受装置を含む回転部分の構成が第１実施形態と相違しており、
以下では、第１実施形態と同じ構成には同じ符号を付し、その説明を省略する。
【００５３】
　この実施形態では、電動モータ(4)のモータ軸(60)を支持する軸受装置(61)は、モータ
軸(60)の前端部を支持する第１軸受(63)と、モータ軸(60)の前後の中間部分を支持する第
２軸受(64)とよりなり、第１軸受(63)が第１実施形態と同じブッシュとされ、第２軸受(6
4)は、１個の深みぞ玉軸受とされている。
【００５４】
　モータ軸(60)は、第１実施形態のものが段付き状に形成されているのに対し、円柱状と
されている。また、モータ軸(60)の軸方向長さは、第２軸受(64)が１個の深みぞ玉軸受と
されたことから、第１実施形態ものに比べて短くなされている。
【００５５】
　ポンプハウジング(8)に一体に形成されている軸受保持部(62)は、前側の厚肉部(62a)と
、後側の薄肉部(62b)とよりなる。厚肉部(62a)は、薄肉部(62b)よりも内径が小さくかつ
外径が大きいものとされている。厚肉部(62a)と薄肉部(62b)との境界部分内周には、内向
きのフランジ部(62c)が設けられている。
【００５６】
　厚肉部(62a)の内周に、第２軸受(64)が配置され、薄肉部(62b)の内周に、軸受保持部(6
2)とモータ軸(60)の間を密封するオイルシール(65)が配置されている。オイルシール(65)
のしめ代は、第１実施形態のものに比べて若干小さくなされている。
【００５７】
　第２軸受(64)は、第１軸受(63)との間にインナギヤ(12)（ポンプロータ）を挟むように
配置されている。第２軸受(64)は、内輪(64a)、外輪(64b)および複数の玉（転動体）(64c
)を有する開放型深みぞ玉軸受とされて、内輪(64a)がモータ軸(60)の中間部にしまりばめ
され、外輪(64b)が軸受保持部(62)の厚肉部(62a)にしまりばめされている。
【００５８】
　モータ軸(60)は、その前端寄りの部分がノックピン(66)によってインナギヤ(12)と結合
されている。ノックピン(66)は、モータ軸(60)とインナギヤ(12)とが一体で回転しかつ軸
方向に相対移動しないように結合するための結合部材であり、これにより、軸方向および
径方向移動が規制される状態でインナギヤ(12)がモータ軸(60)に固定されている。結合部
材としては、ノックピン(66)に代えて、スパイロールピンなどのピンやキーを使用するこ
ともできる。
【００５９】
　モータロータ(67)は、モータ軸(60)の後端部（モータハウジング側端部）に固定されて
おり、モータステータ(27)は、第１実施形態と同じ位置に設けられている。モータロータ
(67)のロータ本体(68)は、モータステータ(27)に対向する円筒部(68a)と、モータ軸(61)
の後端から半径方向外方にのびて円筒部(68a)に一体化されたフランジ部(68b)とよりなる
。モータ軸(60)の軸方向長さが第１実施形態ものに比べて短くなされていることにより、
ロータ本体(68)は、フランジ部(68b)が円筒部(68a)の軸方向略中央部に固定された形状（
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横断面形状がＩ型）とされている。
【００６０】
　この第２実施形態では、第１実施形態と同様、第２軸受(64)によってモータ軸(60)の前
後の中間部分が支持されているとともに、モータ軸(60)の前端部が第１軸受(63)により支
持されているので、軸受支持剛性が向上し、インナギヤ(12)に油圧による径方向の力が作
用した際であっても、モータ軸(60)が傾くことが防止され、これにより、ポンプ(3)の倒
れを抑制でき、音や摩耗を低減できる。しかも、第２軸受(64)の内外輪(64a)(64b)がしま
りばめであるため、軸受支持剛性がさらに向上している。
【００６１】
　また、ノックピン(66)によってモータ軸(60)とインナギヤ(12)とが結合されているので
、モータ軸(60)の軸方向移動が規制されて、ガタが抑制される。
【００６２】
　また、ロータ本体(68)のフランジ部(68b)が円筒部(68a)の軸方向略中央部に固定されて
いるので、フランジ部(24b)が円筒部(24a)の後端部に固定されている第１実施形態のもの
に比べてバランスがよく、モータロータ(67)の振れを防止することができる。
【００６３】
　軸受保持部(62)は、モータロータ(67)との干渉を避けるために、その後部が薄肉部(62b
)とされている。そして、モータロータ(67)と干渉しない前部が厚肉部(62a)とされている
。第２軸受(64)の外輪(64b)は厚肉部(62a)にしまりばめされていることから、軸受保持部
(62)と外輪(64b)とのしめ代を十分にとることができる。したがって、別途の抜け対策（
サークリップを使用しての軸方向移動の防止など）を実施する必要がない。また、内向き
フランジ部(62c)により剛性が上がることで、オイルシール(65)を圧入するときの軸受保
持部(62)の変形が防止され、しめ代が安定する。
【００６４】
　図３は、この発明の第３実施形態を示す電動ポンプユニットの主要部の縦断面図である
。この第３実施形態は、オイルシールを含めた軸受装置の構成が第２実施形態と相違して
おり、以下では、第１および第２実施形態と同じ構成には同じ符号を付し、その説明を省
略する。
【００６５】
　この実施形態の軸受装置(71)は、第１および第２実施形態と同様に、第１軸受(73)およ
び第２軸受(74)よりなる。
【００６６】
　ポンプハウジング(8)に一体に形成されている軸受保持部(72)は、前側の厚肉部(72a)と
、後側の薄肉部(72b)とよりなり、厚肉部(72a)は、内径が薄肉部(72b)と等しく、外径が
薄肉部(72b)より大きいものとされている。厚肉部(72a)の前端部には、内向きのフランジ
部(72c)が設けられている。厚肉部(72a)の内側に、オイルシール(75)が配置され、薄肉部
(72b)の内側に、第２軸受(74)が配置されている。
【００６７】
　第１軸受(73)は、第１および第２実施形態と同様のブシュとされ、第２軸受(74)は、内
輪(74a)、外輪(74b)、複数の玉（転動体）(74c)および１対のシール(74d)を有するグリー
ス潤滑の密封型深みぞ玉軸受とされている。
【００６８】
　第２軸受(74)は、第１軸受(73)との間にインナギヤ(12)（ポンプロータ）およびオイル
シール(75)を挟むように配置されている。第２軸受(74)は、内輪(74a)がモータ軸(60)の
中間部にしまりばめされ、外輪(74b)が軸受保持部(72)の薄肉部(72b)にしまりばめされて
いる。
【００６９】
　この第３実施形態のものでは、オイルシール(75)と第２軸受(74)との位置関係が、第２
実施形態と逆にされており、これにより、第２軸受(74)がモータ軸(60)の後端部近くに配
置されて、第２実施形態に比べて、第１軸受(73)と第２軸受(74)との距離が大きくなって
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いる。これにより、軸受支持剛性がさらに高められている。
【００７０】
　モータロータ(67)は、第２実施形態と同様で、横断面形状がＩ型とされており、モータ
ロータ(67)の振れを防止する点で有利となっている。
【００７１】
　上記第１実施形態において、第２軸受(22)を構成している２個の深みぞ玉軸受(51)(52)
の外輪(51b)(52b)とポンプハウジング(8)の軸受保持部(15)とは、すきまばめとされてお
り、また、第１軸受(21)とモータ軸(18)の先端部ともすきまばめとされている。この場合
の好ましい組付け方の１例を図４に示す。
【００７２】
　図４において、モータ軸(18)の軸心(18a)が第１軸受(21)の軸心(21a)に対して吐出ポー
ト側に寄せて組み付けられている。なお、すきまばめで形成される隙間の大きさは、実際
には数十μｍ程度（例えば、第１軸受(21)側で２０μｍ程度、第２軸受(22)側で１０μｍ
程度）であるが、図４においては、隙間を誇張して模式的に示している。
【００７３】
　上記の組付けは、通常、図６（ａ）に示すように、モータ軸(18)の先端部が吸入ポート
(41)と吐出ポート(43)との中央に位置するように、第１軸受(21)の軸心(21a)とモータ軸(
18)の軸心(18a)とが一致する組み方とされるのに対し、図４および図５（ａ）に示すよう
に、モータ軸(18)の先端部を吐出ポート側に寄せて組むようになされているもので、これ
により、油圧作用時には、吸入ポート側油圧＜吐出ポート側油圧となるのに対し、油圧作
用前における隙間が、吸入ポート側隙間＞吐出ポート側隙間となっている。
【００７４】
　この発明の電動ポンプユニット(1)におけるポンプ(3)は、車両がアイドリングストップ
して、エンジンが停止した際に、動作するポンプであり、ポンプ(3)以外で、駆動してい
る部品が無く、ポンプ(3)から発生する音圧が大きいと、運転者に不快感を与える可能性
がある。よって、ポンプ(3)が発生する音のレベルの低減が必要となっている。
【００７５】
　図６（ａ）のようにして組むと、油圧が作用していない状態で、モータ軸(18)の軸心(1
8a)と第１軸受(21)の軸心(21a)とが一致することになり、油圧作用時には、吐出ポート側
が高圧となることで、図６（ｂ）に示すように、モータ軸(18)の先端部が吸入ポート側へ
押される。これにより、吸入ポート側において、第１軸受(21)とモータ軸(18)とが摺動す
ることがあり、この摺動音が低周波（２８１～２２４５Ｈｚ）音圧を増加させるおそれが
ある。
【００７６】
　一方、図５（ａ）のようにして組むと、油圧が作用していない状態で、予め、吐出ポー
ト側に寄っていることになり、油圧作用時には、吐出ポート側が高圧となることで、図５
（ｂ）に示すように、モータ軸(18)の先端部分が吸入ポート側へ押され、この際、隙間が
小さかった吐出ポート側において、隙間が増加する。この隙間が１０μｍ以上あれば、油
膜が形成され、モータ軸(18)と第１軸受(21)とは、互いに擦れ合うことなく回転する。こ
れにより、モータ軸(18)と第１軸受(21)との間の摺動音に起因する低周波（２８１～２２
４５Ｈｚ）音圧を低減することができる。
【００７７】
　図５（ａ）に示すような隙間を得るには、例えば、５～３０Ｎの荷重をモータ軸(18)に
かけて吐出ポート側に寄せるようにすればよい。
【００７８】
　このような組付けとすることで、低周波音を低減できるほか、組立て位置のバラツキ低
減により、音圧の変動が抑えられ、また、第１軸受(21)とモータ軸(18)との擦れが低減す
ることで、耐久性を向上することができる。
【００７９】
　上記の各実施形態では、軸受装置(17)(61)(71)の第１軸受(21)(63)(73)がすべり軸受と
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してのブッシュ、第２軸受(22)(64)(74)が深みぞ玉軸受とされているが、これに限定され
るものではなく、第１軸受は、転がり軸受としてもよく、第２軸受は、深みぞ玉軸受以外
の転がり軸受としてもよい。第１軸受を転がり軸受とする場合には、針状ころ軸受が好ま
しい。針状ころ軸受は、例えば、円筒形状の外輪と、外輪の内径面に沿って配置される複
数の針状ころと、複数の針状ころを保持する保持器とを備えているものとされて、外輪が
有底穴(9b)の周壁に圧入固定される。第１軸受を玉軸受でなく針状ころ軸受とすることで
、転がり軸受を使用してかつ組立性とポートのスペースを確保することが容易となる。
【００８０】
　電動ポンプユニットの全体構成および各部の構成は、上記実施形態のものに限らず、適
宜変更可能である。
【００８１】
　また、この発明は、トランスミッション用電動ポンプユニット以外の電動ポンプユニッ
トにも適用できる。
【符号の説明】
【００８２】
(1)：電動ポンプユニット、(3)：ポンプ、(4)：電動モータ、(6)：ポンプ本体、(7)：モ
ータハウジング、(8)：ポンプハウジング、(9)：ポンププレート、(9b)：有底孔、(10)：
ポンプ室、(11)：アウタギヤ、(12)：インナギヤ（ポンプロータ）、(15)：軸受保持部、
(17)：軸受装置、(18)：モータ軸、(21)：第１軸受、(22)：第２軸受、(23)：モータロー
タ、(27)：モータステータ、(51)(52)：深みぞ玉軸受（転がり軸受）、(51a)(52a)：内輪
、(51b)(52b)：外輪、(51c)(52c)：玉（転動体）、(60)：モータ軸、(61)：軸受装置、(6
2)：軸受保持部、(63)：第１軸受、(64)：第２軸受、(64a)：内輪、(64b)：外輪、(64c)
：玉（転動体）、(67)：モータロータ、(71)：軸受装置、(72)：軸受保持部、(73)：第１
軸受、(74)：第２軸受、(74a)：内輪、(74b)：外輪、(74c)：玉（転動体）

【図１】 【図２】
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【図５】

【図６】
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