
JP 6248433 B2 2017.12.20

10

20

(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　モータは、
　　上下に伸びる中心軸に沿って配置され、軸受部により回転可能に支持されるシャフト
と、
　　前記シャフトと共に回転するロータマグネットと、
　　前記ロータマグネットを径方向外側に位置する電機子と、
　　前記電機子の軸方向上側に保持され、前記電機子に電気を供給する回路基板と、
　を有し、
　　前記電機子は、
　　　環状のコアバックと、前記コアバックから径方向内側に向かって突出する複数の磁
極歯と、を含むステータコアと、
　　　前記ステータコアの前記磁極歯の少なくとも上面と下面とを覆うインシュレータと
、
　　　前記インシュレータを介して前記磁極歯に導線が巻かれることで構成されるコイル
と、を有し、
　　前記インシュレータは、凸部を有し、
　　前記凸部の上端は前記回路基板の下面よりも軸方向上側に突出し、
　　前記回路基板は、切欠きまたは孔で構成され、内側に前記凸部が位置する透過部を備
え、
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　　前記凸部は、周方向または径方向において前記透過部と接触し、
　　前記導線は、前記透過部を通って、前記電機子から前記回路基板の軸方向上側に引き
出され、前記回路基板上面のランド部に半田付けされる。
【請求項２】
　前記凸部は前記回路基板の上面より軸方向上側に延伸し、前記回路基板の上面と接触ま
たは対向する鉤部を含む、請求項１記載のモータ。
【請求項３】
　前記鉤部は前記磁極歯と前記磁極歯との周方向の間の位置に配置され、径方向内側へ向
かって突出し、
　前記鉤部の径方向内側へ突出する位置には、前記インシュレータが存在しない、請求項
２に記載のモータ。
【請求項４】
　前記透過部は、前記鉤部を含む前記凸部から周方向に伸び、該延びた部分から前記導線
が引き出される、請求項２または3に記載のモータ。
【請求項５】
　前記凸部は、平面視において前記透過部の輪郭と沿う形状を有する、請求項１から４の
いずれかに記載のモータ。
【請求項６】
　前記凸部は、周方向または径方向において前記透過部と接触する位置決め部を含む、請
求項１から５のいずれかに記載のモータ。
【請求項７】
　前記透過部は、前記位置決め部から径方向内側に伸び、前記導線は前記透過部の該径方
向内側の部分を通って引き出される、請求項６に記載のモータ。
【請求項８】
　前記インシュレータにおいて、前記透過部と径方向に対向する位置には、回路基板の下
面よりも軸方向下側に切り欠かれる窓部が形成される、請求項１から７のいずれかに記載
のモータ。
【請求項９】
　前記透過部は複数配置され、
　前記透過部の少なくとも１箇所は前記凸部の周方向一方側側面と接触し、
　前記透過部の少なくとも１箇所は前記凸部の周方向他方側側面と接触する、請求項１か
ら８のいずれかに記載のモータ。
【請求項１０】
　前記透過部は少なくとも３箇所あり、
　そのうちの1箇所は前記凸部である前記鉤部の周方向一方側と接触し、
　他の1箇所は前記凸部である前記鉤部の周方向他方側と接触し、
　さらに他の１箇所は前記凸部である位置決め部よりも径方向内側に延びる、請求項９記
載のモータ。
【請求項１１】
　前記透過部は、周方向に4箇所配置される、請求項１から１０のいずれかに記載のモー
タ。
【請求項１２】
　前記回路基板の上面の一部は、前記回路基板を軸方向上側から覆う上ブラケットの下面
と接触する、請求項１から１１のいずれかに記載のモータ。
【請求項１３】
　前記上ブラケットは、軸方向上側の端部が蓋部で閉塞される有蓋円筒状であり、
　前記上ブラケットの円筒部の下面は基板と接触する、請求項１から１２のいずれかに記
載のモータ。
【請求項１４】
　前記蓋部の中心には、前記軸受部材を保持する保持部を有する、請求項１３記載のモー
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タ。
【請求項１５】
　前記電機子の極数は6極である、請求項１から１４のいずれかに記載のモータ。
【請求項１６】
　前記回路基板は、切欠きまたは孔で構成される固定透過部をさらに備え、
　前記ブラケットは、固定部材が前記固定透過部を介して前記電機子と固定されることに
より、前記電機子と固定される、請求項１から１５のいずれかに記載のモータ。
【請求項１７】
　前記インシュレータにおける前記磁極歯と前記磁極歯との間には、前記複数のコイルを
接続する渡り線を案内する渡り線案内部が設けられ、
　前記渡り線案内部は、前記インシュレータの軸方向下側に配置される、請求項１から１
６のいずれかに記載のモータ。
【請求項１８】
　前記回路基板には制御ICが実装される、請求項１から１７のいずれかに記載のモータ。
【請求項１９】
　請求項１から１８のいずれかにモータはDCブラシレスモータであり、
　前記回路基板にはAC-DCコンバータが実装される、DCブラシレスモータ。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、インナーロータ型のモータに関する。
【背景技術】
【０００２】
　インナーロータ型のモータでは、近年、AC電源でDC駆動する、ステッピング制御をする
、エンコーダを用いて回転精度を向上する等、制御に関して様々な要求がある。そのため
、回路基板に多数の電子部品を実装する必要がある。その一方で、インナーロータ型のモ
ータでは、構造上モータ内部に回路基板を収容する必要があり、回路基板の大きさを大き
くできない問題がある。
【０００３】
　また、それとは別に、この種のモータでは、家電、IT等、軽薄短小化が要求される用途
があり、それに搭載されるインナーロータ型のモータにも、小型化、薄型化が要求される
。一部の用途では、制御に関する要求がされない代わりに、モータの小型化、薄型化に対
応する必要がある。つまり回路基板の大きさを大きくできない問題がある。
【０００４】
　特許文献１では、制御回路基板９のプリント配線部に複数の小孔を穿設し、導体線１０
の一端部１０ａを一の小孔に挿通させ、制御回路基板９の表面より適宜長さ突出させる。
その突出部に固定子２の巻線５の一端部を巻き回し、突出部を略直角に折曲して制御回路
基板９の表面に沿わせ、巻線５の一端部を突出部に半田付け１１して固定する。導体線１
０の他端部１０ｃを他の小孔に挿通させ、その他端部１０ｃを制御回路基板９のプリント
配線部に半田付け１２して固定する構成が開示されている。
【０００５】
　特許文献２では、ステータ巻線のリード線端子を基板の裏側にあるランドに半田付けす
る技術が開示されている。基板３の外周に切り欠き７を設け、切り欠き７の部分にリード
線端子５を挟んで固定し、基板３の裏側に出たリード線端子５を基板３の裏側にあるラン
ド６に半田付けして接続する構成が開示されている。
【特許文献１】特開2007-135357
【特許文献２】特開2007-166851
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
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　しかしながら、特許文献１では、プリント配線部に複数の小孔を穿設しなければならず
、複数の巻き線を半田付けするとその分制御回路基板の実装スペースが減少してしまうと
いう問題がある。
　また、特許文献２では、基板がブラケットの上側に固定されており、モータが大型化し
てしまうという課題がある。
【０００７】
　本発明は、上記技術の課題を解決する構造のインナーロータ型モータを提供する。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　本発明の第１の側面に係るモータは、上下に伸びる中心軸に沿って配置され、軸受部に
より回転可能に支持されるシャフトと、前記シャフトと共に回転するロータマグネットと
、前記ロータマグネットを径方向外側に位置する電機子と、前記電機子の軸方向上側に保
持され、前記電機子に電気を供給する回路基板と、を有し、前記電機子は、環状のコアバ
ックと、前記コアバックから径方向内側に向かって突出する複数の磁極歯と、を含むステ
ータコアと、前記ステータコアの前記磁極歯の少なくとも上面と下面とを覆うインシュレ
ータと、前記インシュレータを介して前記磁極歯に導線が巻かれることで構成されるコイ
ルと、を有し、前記インシュレータは、凸部を有し、前記凸部の上端は前記回路基板の下
面よりも軸方向上側に突出し、前記回路基板は、切欠きまたは孔で構成され、内側に前記
凸部が位置する透過部を備え、前記凸部は、周方向または径方向において前記透過部と接
触し、前記導線は、前記透過部を通って、前記電機子から前記回路基板の軸方向上側に引
き出され、前記回路基板上面のランド部に半田付けされる。
【発明の効果】
【０００９】
　本発明によれば、基板の実装面積を確保することができる。その結果、小径のインナー
ロータ型モータに内蔵される回路基板上に、制御ＩＣやＡＣ－ＤＣコンバータ等の電子部
品を実装することができる。または、回路基板を小型化することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１０】
【図１】図１は、モータの外観斜視図である。
【図２】図２は、モータの断面図である。
【図３】図３は、モータから上ブラケットを外した状態の外観斜視図である。
【図４】図４は、モータから上ブラケットおよび回路基板を外した状態の外観斜視図であ
る。
【図５】図５は、上ブラケットの斜視図である。
【図６】図６は、下ブラケットの斜視図である。
【図７】図７は、電機子の底面図である。
【図８】図８は、モータから下ブラケットを外した状態の外観斜視図である。
【発明を実施するための形態】
【００１１】
　以下、本発明の例示的な実施形態について、図面を参照しつつ説明する。以下では、モ
ータの中心軸に沿う方向を上下方向とする。ステータコアに対して回路基板側を上として
、各部の形状や位置関係を説明する。ただし、これは、あくまで説明の便宜のために上下
方向を定義したものであって、本発明に係るモータの使用時の姿勢を限定するものではな
い。
【００１２】
　＜１．モータの全体構成＞
　本実施形態のモータは、例えば、エアコンや空気清浄機、冷蔵庫等の家電製品に搭載さ
れ、ファンやポンプの駆動源として、使用される。また、ソータ等の産業機器の駆動源と
して、使用される。ただし、本発明のモータは、他の用途に使用されるモータであっても
よい。例えば、本発明のモータは、ＯＡ（Office Automation）機器、医療機器、自動車
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等に搭載され、各種の駆動力を発生させるものであってもよい。以下では、モータ１が搭
載される機器を「駆動装置」と称する。
【００１３】
　図１は、本実施形態に係るモータ１の外観斜視図である。図２は、モータ１の断面図で
ある。図１、図２に示すように、モータ１は、静止部２と回転部３とを、備えている。静
止部２は、駆動装置（不図示）の枠体に、固定されている。回転部３は、静止部２に対し
て回転可能に支持される。
【００１４】
　本実施形態の静止部２は、上ブラケット２１、下ブラケット２２、ステータコア２３、
コイル２４、上インシュレータ２５、下インシュレータ２６、回路基板２７、および軸受
部２８を、有している。
【００１５】
　上ブラケット２１は、ステータコア２３および軸受部２８（上軸受２８１）を保持する
。より具体的には、上ブラケット２１は、回路基板２７に接触し、複数の固定部材６１に
よって下ブラケット２２と固定されることにより、ステータコア２３を挟み込んで保持す
る。上ブラケット２１は、有蓋略円筒形状である。上ブラケット２１は、金属製の部材で
ある。上ブラケット２１は、亜鉛を主成分とする金属を溶融させ、金型に流し込んで成型
する、いわゆるダイカスト法により、得られたものである。なお、金属の種類は亜鉛に限
られず、アルミニウムその他の金属を用いてもよい。また、製造方法はダイカスト法では
なく、プレス法等他の加工方法により加工されてもよい。上ブラケット２１は、金属製で
はなく、樹脂製でも良い。
【００１６】
　下ブラケット２２は、ステータコア２３および軸受部２８（下軸受２８２）を保持する
。下ブラケット２２は、有底略円筒形状である。下ブラケット２２は金属製の部材である
。また、下蓋部２２１には、周方向に複数の孔が設けられている（不図示）。該孔にビス
が挿通されることにより、モータ１と駆動装置とが固定される。
【００１７】
　下ブラケット２２は、亜鉛を主成分とする金属を溶融させ、金型に流し込んで成型する
、いわゆるダイカスト法により、得られたものである。なお、金属の種類は亜鉛に限られ
ず、アルミニウムその他の金属を用いてもよい。また、製造方法はダイカスト法ではなく
、プレス法等他の加工方法により加工されてもよい。上ブラケット２１は、金属製ではな
く、樹脂製でも良い。また、本実施形態では、ステータコア２３と軸受部２８（下軸受２
８２）とを、単一の部材である下ブラケット２２で保持している。このため、ステータコ
ア２３と後述するシャフト３１とを、互いに精度良く位置決めできる。
【００１８】
　ステータコア２３およびコイル２４は、モータ１の電機子として機能する部位である。
ステータコア２３は、ケイ素鋼板等の電磁鋼板を軸方向（中心軸J１に沿う方向。以下同
じ）に積層した積層鋼板からなる。ステータコア２３は、円環状のコアバック２３１と、
コアバック２３１から径方向内側へ向けて突出した複数本の磁極歯２３２と、を有してい
る。コアバック２３１は、上ブラケット２１と下ブラケット２２とに挟み込まれることに
より、保持されている。コアバック２３１の外周面は、軸方向上部と軸方向下部とを除き
、モータ１の外周面となる。ステータコア２３の各磁極歯２３２のコイル２４が巻かれる
部位の周方向の幅は、コアバック２３１の径方向の幅の倍以下である。また、本実施形態
においては、磁極歯２３２の数は６本である。
【００１９】
　ここで、ステータコア２３の外周面は、上端近傍および下端近傍を除き、下ブラケット
２２および上ブラケット２１に覆われておらず、下ブラケット２２および上ブラケット２
１から露出している。すなわち、ステータコア２３の外周面の全体を下ブラケット２２お
よび上ブラケット２１で覆う場合と比べて、本実施形態では、ステータコア２３の外周面
と下ブラケット２２および上ブラケット２１との径方向の対向面積が小さい。このため、
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下ブラケット２２および上ブラケット２１が磁性体であったとしても、ステータコア２３
の外周面から下ブラケット２２および上ブラケット２１への磁束の漏れが、発生しにくい
。したがって、下ブラケット２２および上ブラケット２１による鉄損を低減し、モータ１
のエネルギー効率を向上させることができる。
【００２０】
　ステータコア２３のいくつかのコアバック２３１と磁極歯２３２の境界には、貫通孔２
３３が形成される。本実施形態においては、貫通孔２３３の数は３である。貫通孔２３３
は中心軸を中心に周方向に等間隔で配置されることが望ましい。本実施形態においては、
貫通孔２３３は、中心軸から見て120度の間隔をあけて配置されている。貫通孔２３３は
これに限定されるものではなく、径方向内側に窪む溝であってもよい。貫通孔２３３には
、後述する固定部材６１が貫通する。
【００２１】
　ステータコア２３の外周面には、軸方向に伸びる縦溝２３４が形成される。縦溝２３４
には、上ブラケット２１の突起部２１６および、下ブラケット２２の突起部２２８が挿入
、または嵌合する。これにより、上ブラケット２１および下ブラケット２２の径方向及び
周方向の位置決めがなされる。
【００２２】
　コイル２４は、磁極歯２３２の周囲に巻かれた導線により、構成されている。コイル２
４は、インシュレータを介して磁極歯２３２に巻かれる。本実施形態においては、導線は
いわゆるスター結線により結線される。したがって、コイル２４からはU相、V相、W相、
およびコモンの４つの端部が引き出される。引き出された各端部は、それぞれ回路基板２
７に半田付けされる。回路基板２７を介してコイル２４に駆動電流を与えると、磁芯であ
る磁極歯２３２に、径方向の磁束が発生する。そして、磁極歯２３２と回転部３側のロー
タマグネット３３との間の磁束の作用により、周方向のトルクが発生する。その結果、静
止部２に対して回転部３が、中心軸J１を中心として回転する。
【００２３】
　上インシュレータ２５および下インシュレータ２６は、ステータコア２３とコイル２４
とを電気的に絶縁する、樹脂製の部材である。上インシュレータ２５は、ステータコア２
３の上側に配置されている。下インシュレータ２６は、ステータコア２３の下側に配置さ
れている。換言すれば、上インシュレータ２５と下インシュレータ２６との間に、ステー
タコア２３が挟まれている。上インシュレータ２５は、磁極歯２３２の上面を覆う。下イ
ンシュレータ２６は、磁極歯２３２の下面を覆う。また、上インシュレータ２５および下
インシュレータ２６は磁極歯２３２の側面を覆う。上インシュレータ２５と下インシュレ
ータ２６とで、インシュレータを構成する。本実施形態においては、コイル２４が上イン
シュレータ２５および下インシュレータ２６の上から磁極歯２３２に巻かれることにより
、インシュレータがステータコア２３に固定される。
【００２４】
　上インシュレータ２５および下インシュレータ２６は、磁極歯２３２とコイル２４との
間に介在して、磁極歯２３２とコイル２４とを電気的に絶縁する部分を有している。また
、上インシュレータ２５は、コイル２４の径方向外側において、周方向に連続する環状の
コアバック絶縁部２５２を有している。コアバック絶縁部２５２は、コイル２４の径方向
外側に配置されている。コアバック絶縁部２５２はコイル２４が巻き崩れたときに他の部
材との絶縁を行う部位である。ステータコア２３、コイル２４、上インシュレータ２５、
下インシュレータ２６の組立体を、電機子２９と定義する。上インシュレータ２５、下イ
ンシュレータ２６の詳細については、後述する。
【００２５】
　図３は、本実施形態に係るモータ１から上ブラケット２１を外した状態の外観斜視図で
ある。図３を参照して、回路基板２７は、外部電源からコイル２４に駆動電流を与えるた
めの配線を有する基板である。回路基板２７は、平面視において略円板形状である。回路
基板２７の外形は、後述する上インシュレータ２５の外形と略一致する。回路基板２７は
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、上インシュレータ２５の上面となる座面２５３１上に、固定される。また、回路基板２
７の下面には、回転部３の回転数を検知するための磁気センサ２７１が、設けられている
。磁気センサ２７１には、例えば、ホール素子が使用される。
【００２６】
　図２を参照して、軸受部２８は、回転部３のシャフト３１を回転自在に支持する部材で
ある。軸受部２８は、上軸受２８１と下軸受２８２と、からなる。上軸受２８１は、上ブ
ラケット２１の保持部２１２の内周面２１２１に保持されている。下軸受２８２は、下ブ
ラケット２２に、保持されている。軸受部２８には、例えば、球体を介して外輪と内輪と
を相対回転させる玉軸受が、使用される。ただし、軸受部２８に、すべり軸受や流体軸受
等の他の方式の軸受が、使用されていてもよい。
【００２７】
　本実施形態の回転部３は、シャフト３１、ロータホルダ３２、およびロータマグネット
３３を、有している。シャフト３１は、中心軸J１に沿って上下方向に延びる略円柱状の
部材である。シャフト３１は、上述した軸受部２８に支持されつつ、中心軸J１を中心と
して回転する。シャフト３１の下端部は、下ブラケット２２の下方へ突出している。また
、シャフト３１の上端部は、回路基板２７の上方へ突出している。シャフト３１の下端部
または上端部は、ギア等の動力伝達機構を介して、駆動装置の駆動部に連結される。ただ
し、駆動装置の駆動部は、シャフト３１により直接駆動されてもよい。
【００２８】
　ロータホルダ３２は、ステータコア２３およびコイル２４の径方向内側において、シャ
フト３１とともに回転する部材である。本実施形態のロータホルダ３２は、快削鋼からな
る。ロータホルダ３２は、切削されることにより、成形される。ロータホルダ３２は、断
面略H形状であり、中央部３２１と、筒状部３２２とを、有している。中央部３２１は、
ロータホルダ３２の軸方向の中央に位置し、その内周面にシャフト３１が圧入される。筒
状部３２２は、中央部３２１の径方向外側に位置し、中央部３２１の軸方向上側及び下側
に延びる略円筒状の部位である。
【００２９】
　本実施形態では、ロータホルダ３２の形状を断面略Ｈ形状としたが、これに限られるも
のではない。ロータホルダ３２の形状を単なる円筒形状としてもよい。また、ロータホル
ダ３２の形状を有蓋略円筒状とし、プレス加工により得てもよい。また、ロータホルダ３
２を、磁性鋼板を積層することにより得てもよい。また、ロータホルダ３２を焼結により
得てもよい。また、ロータホルダ３２を磁性鋼板を積層した部材と、有蓋略円筒状としプ
レス加工により得られた部材とを組み合わせることにより、得てもよい、また、本実施形
態ではいわゆるＳＰＭ型（Ｓｕｒｆａｃｅ－ｐｅｒｍａｎｅｎｔ　ｍａｇｎｅｔ、表面磁
石型）のロータであるが、これに限られるものではない。いわゆるＩＰＭ型（Ｉｎｔｅｒ
ｉｏｒ　ｐｅｒｍａｎｅｎｔ－ｍａｇｎｅｔ、埋め込み磁石型）のロータであってもよい
。ＩＰＭ型のロータである場合、ロータホルダ３２は磁性鋼板を積層することにより得る
ことが望ましい。
【００３０】
　ロータマグネット３３は、円筒形状であり、ロータホルダ３２の筒状部３２２の外周面
に、固定されている。ロータマグネット３３の径方向外側の面は、ステータコア２３およ
びコイル２４と径方向において対向する磁極面となっている。ロータマグネット３３は、
Ｎ極の磁極面とＳ極の磁極面とが周方向に交互に並ぶように、着磁されている。なお、ロ
ータマグネット３３について、円筒形状の磁石に代えて、Ｎ極とＳ極とが周方向に交互並
ぶように複数の磁石を配置してもよい。また、前述のように、ＩＰＭ型のロータとし、ロ
ータマグネット３３をロータホルダ３２に埋め込んでもよい。
【００３１】
＜２．回路基板について＞
　図４は、本実施形態に係るモータ１から上ブラケット２１および回路基板２７を外した
状態の外観斜視図である。図３および図４を参照して、回路基板２７は、平面視において
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略円板形状である。回路基板２７の外周面には外周から径方向内側に窪む切り欠きが設け
られている。この切り欠きは位置決め部２７２である。本実施形態において、位置決め部
２７２は、透過部の一部を構成する。位置決め部２７２には、後述する上インシュレータ
２５の位置決め凸部２５４が挿入される。これにより、回路基板２７が上インシュレータ
２５に対して相対的に移動しようとした際に、凸部２５４が、位置決め部２７２に接触し
、移動が制限される。結果として、上インシュレータ２５と、回路基板２７との周方向お
よび径方向の位置決めを精度よく行うことができる。位置決め部２７２は、切り欠きの径
方向の幅が短い位置決め幅狭部２７２１と、位置決め幅狭部２７２１の周方向中央に位置
し、位置決め幅狭部２７２１よりも切り欠きの径方向の幅が広い位置決め幅広部２７２２
とを有する。より詳細には、位置決め凸部２５４は、位置決め幅狭部２７２１に挿入され
る。なお、位置決め部２７２は、貫通孔であってもよい。また、コイル２４の導線の端は
、位置決め部２７２を通って、回路基板２７の上面に引き出され、回路基板２７の上面に
設けられたランドに半田付けされる。
【００３２】
　また、回路基板２７の上面には、コネクタ２７３が設けられている。モータ１は、コネ
クタ２７３を介して、駆動電流を得る。
【００３３】
　また、回路基板２７の外周面には外周から径方向内側に窪む切り欠きが設けられている
。この切り欠きは、鉤部挿入部２７４である。鉤部挿入部２７４は、透過部の一部を構成
する。鉤部挿入部２７４には、後述する上インシュレータ２５の鉤部２５５が挿入される
。鉤部挿入部２７４は、切り欠きの径方向の幅が短い鉤部挿入幅狭部２７４１と、鉤部挿
入幅狭部２７４１に隣接して位置し、鉤部挿入幅狭部２７４１よりも径方向の幅が広い鉤
部挿入幅広部２７４２と、を有する。より詳細には、鉤部２５５は、鉤部挿入幅狭部２７
４１に挿入される。
【００３４】
　また、回路基板２７の外周面には外周から径方向内側に窪む切り欠きが設けられている
。この切り欠きは、固定部材挿入部２７５である。固定部材挿入部２７５は、後述する固
定部材（ビス６１）のねじ部の平面視における投影形状と、対応する面を有する。
【００３５】
　回路基板２７の中央には、軸方向に開口する中心開口部２７６が位置する。中心開口部
の径方向内側には、シャフト３１および後述する上ブラケット２１の保持部２１２、上軸
受２８１が位置する。
【００３６】
　なお、回路基板２７の縁から、配線パターンを一定の距離だけ離して配置する必要があ
る。したがって、回路基板２７に設ける孔や切欠きが少ないほうが、より回路基板２７の
配線面積を広くすることができる。本実施形態においては、位置決め部２７２や鉤部挿入
部２７４といった凸部が挿入される部位（透過部）を拡大することで、導線引き出し用の
切り欠きとしている。これにより、回路基板２７の配線面積を広くすることができる。
【００３７】
　特に、制御IC、AC-DCコンバータ、エンコーダ、コネクタ等大きな電子部品を回路基板
に実装する場合や、基板に大電流を流すために配線パターンの幅を広くする場合、回路基
板自体の面積を狭くする必要がある場合に、本技術は有用である。
【００３８】
＜３．上ブラケットと上インシュレータについて＞
　まず、上ブラケット２１について詳述する。図５は上ブラケット２１の斜視図である。
図２から図５を参照して、上ブラケット２１は、蓋部２１１と、保持部２１２と、突出部
２１３と、貫通孔２１４と、開口２１５と、を有する。蓋部２１１は、平板状であり、回
路基板２７の軸方向上側に位置する。保持部２１２は、蓋部２１１の径方向内側に位置し
、軸方向下側に向かって開口する凹部である。保持部２１２は、円筒状の内周面２１２１
と、円環状の天面２１２２と、を有する。内周面２１２１は上軸受２８１の外輪の外周面
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と接触する。天面２１２２は上軸受２８１の外輪の上端面と接触する。これにより、保持
部２１２は上軸受２８１を保持する。また、保持部２１２の外周面は、回路基板２７の中
心開口部２７６の径よりも小さい。また、保持部２１２の軸方向下端は、回路基板２７の
軸方向上端よりも軸方向下側に位置する。これにより、モータ１を薄型化することができ
る。
【００３９】
　突出部２１３は、蓋部２１１の径方向外側から軸方向下方に向かって突出する。突出部
２１３は、略環状である。また、突出部２１３は略円筒形状である。突出部２１３の内周
面は、ステータコア２３の上側の外周面と接触する。これにより、中心軸J１と上軸受２
８１との同軸精度を向上させることができる。また、上ブラケット２１の剛性を向上させ
ることができる。また、突出部２１３の内周面は、回路基板２７の外周面や上インシュレ
ータ２５の外周面と接触してもよい。突出部２１３の内周面が回路基板２７や上インシュ
レータ２５と接することにより、上ブラケット２１の剛性をさらに向上させることができ
る。
【００４０】
　貫通孔２１４は、蓋部２１１上の径方向外側部に周方向に複数配置される。本実施形態
において、貫通孔２１４の数は３である。各貫通孔２１４には固定部材６１が挿入される
。本実施形態において、固定部材６１は、ビスである（必要に応じて、以下、ビス６１と
記載する）。貫通孔２１４の周囲には座面２１４１が配置される。座面２１４１は、蓋部
２１１よりも軸方向下側に位置する。ビス６１の頭部は、座面２１４１と接触する。換言
すれば、固定部材６１は上ブラケット２５の上面と接触する下面を有する。これにより、
ビス６１を挿入したときでも、ビス６１が蓋部２１１から軸方向上側に突出することを防
ぐことができる。これにより、モータ１を薄型化することができる。また、ビス６１のね
じ部の径は、貫通孔２１４の径と同じか、やや小さい。これにより、ビス６１が挿入され
た後には、上ブラケット２１は電機子２９に対する周方向の移動が抑制される。したがっ
て、上ブラケット２１と電機子２９との固定を強固なものとすることができる。なお、固
定部材６１はリベットでもよい。また、回路基板２７の固定部挿入部２７５の縁にグラン
ドパターンが形成されてもよい。これにより、ビス６１により、回路基板２７のグランド
パターンと上ブラケット２１との間でグランドを取ることが可能となる。
【００４１】
　また、回路基板２７上に発熱量の大きい電子部品が実装される場合には、該電子部品と
対向するように配置することが好ましい。これにより、電子部品と上ブラケット２１との
距離を近接させることができる。その結果、電子部品より発生した熱は、上ブラケット２
１から放熱することができる。また、シリコン等の導熱材を電子部品とリブ２１５との間
に介在させてもよい。これにより、電子部品からの放熱がさらに促進される。なお、発熱
量の大きい電子部品の例として、電界効果トランジスタ（ＦＥＴ）が挙げられる。
【００４２】
　開口２１５は、蓋部２１１に配置される貫通孔である。回路基板２７上に実装されたコ
ネクタ２７３は開口２１５から露出する。開口２１５を通じてコネクタ２７３と接続され
ることにより、モータ１に電力が供給される。
【００４３】
　図４を参照して、上インシュレータ２５の形状について詳述する。上インシュレータ２
５は、磁極歯絶縁部２５１と、コアバック絶縁部２５２と、を有する。磁極歯絶縁部２５
１は、各磁極歯２３２の上面および側面を覆う。コアバック絶縁部２５２は環状であり、
各磁極歯絶縁部２５１を連結する。各磁極歯絶縁部２５１の径方向内端には、軸方向上側
に向かって突出する板部２５１１が設けられる。コアバック絶縁部２５２は、コイル２４
の径方向外側において、軸方向上方に伸びる。コアバック絶縁部２５２の上端面はコイル
２４よりも軸方向上側に位置する。これにより、コイル２４と回路基板２７や上ブラケッ
ト２１等その他の部材との干渉を防ぐことができる。
【００４４】
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　コアバック絶縁部２５２は、環状壁部２５３と、位置決め凸部２５４と、鉤部２５５と
、固定部材挿入凹部２５６と、を有する。環状壁部２５３は、コアバック絶縁部２５２の
径方向外端から軸方向に突出する略環状の壁である。環状壁部２５３の上面は座面２５３
１であり、中心軸に略垂直な平面である。座面２５３１は、回路基板２７の下面と接する
。より具体的には、座面２５３１は、回路基板２７の外縁近傍の下面と接する。環状壁部
２５３の外端はステータコア２３の外端よりも径方向内側に位置する。したがって、ステ
ータコア２３の環状壁部２５３よりも径方向外側に位置する部位は軸方向上側に向かって
露出する上コアバック露出部４１である。
【００４５】
　位置決め凸部２５４は、環状壁部２５３と径方向に略同じ位置に位置し、座面２５３１
よりも軸方向上側に向かって突出する。また、位置決め凸部２５４は、回路基板２７の上
面よりも軸方向下側に位置する。したがって、位置決め凸部２５４は、回路基板２７の位
置決め部２７２に収容される。これにより、後述するように上ブラケット２１の突出部２
１３の下面が回路基板２７の上面に接触した際であっても、位置決め凸部２５４は上ブラ
ケット２１に接触しない。したがって、回路基板２７が強固に固定される。
【００４６】
　また、本実施形態において、位置決め凸部２５４は、周方向に間隔を置いて３箇所に設
けられる。本実施形態では位置決め凸部２５４は３箇所としたが、これに限られるもので
はなく、１箇所、２箇所、４箇所またはそれ以上でもよい。
【００４７】
　位置決め凸部２５４の平面視における形状は、位置決め部２７２の位置決め幅狭部２７
２１と略同一、すなわち、位置決め凸部２５４は、位置決め部２７２の輪郭と沿う形状と
なっている。これにより、上インシュレータ２５に対して、回路基板２７を精度よく位置
決めすることができる。
【００４８】
　また、より好ましくは、位置決め凸部２５４の周方向両端面は、位置決め部２７２の周
方向の端面と接触する。また、位置決め凸部２５４の径方向端面は、位置決め部２７２の
径方向の端面と接触する。これにより、上インシュレータ２５に対して、回路基板２７を
精度よく位置決めすることができる。ただし、位置決め凸部２５４の一部の端面が位置決
め部２７２の端面と接触していれば、精度よく位置決めすることができる。上インシュレ
ータ２５に対して、回路基板２７を精度よく位置決めすることができれば、後述する導線
を半田付けする工程において、導線を上インシュレータ２５と回路基板２７との間に挟む
ことなく半田付けすることができる。
【００４９】
　位置決め凸部２５４の周方向中央には、軸方向下側に向かって切り欠かれる第１の窓部
２５４１が位置する。第１の窓部２５４１の下端の軸方向の位置は、磁極歯絶縁部２５１
の板部２５１１の上端よりも下側に位置する。
【００５０】
　鉤部２５５は、環状壁部２５３と径方向に重なる位置に位置し、コアバック絶縁部２５
２から軸方向に突出する部位である。鉤部２５５は、磁極歯絶縁部２５１と周方向に異な
る位置に位置する。鉤部２５５の軸方向上端は、回路基板２７の上面よりも上側に位置し
、座面２５３１および位置決め凸部２５４よりも軸方向上側に突出する。鉤部２５５はそ
の上側に鉤状の部位２５５１を有する。鉤状の部位２５５１は、径方向内側に向かって突
出する。鉤状の部位２５５１の下面は、回路基板２７の上面と接触、または間隙を介して
対向する。
【００５１】
　鉤部２５５の周方向に隣接した位置に、鉤部２５５および環状壁部２５３が軸方向下側
に向かって切りかかれる第２の窓部２５５２が位置する。第２の窓部２５５２の下端の軸
方向の位置は、磁極歯絶縁部２５１の板部２５１１の上端よりも下側に位置する。
【００５２】
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　なお、位置決め凸部２５４および鉤部２５５は、凸部である。
【００５３】
　なお、本実施形態において、窓部２５４１、２５５２は、６０度おきに4箇所、１２０
度おきに3箇所（そのうちの２箇所は６０度おきに配置したものと重複）の合計5箇所に配
置されている。これにより、スター結線にて結線する場合と、デルタ結線にて結線する場
合のいずれの場合であっても導線を引き出すことができる。したがって、結線方法を変更
する場合であっても、共通の上インシュレータ２５を用いることができる。ただし、スタ
ー結線のみで結線するのであれば、窓部２５４１、２５５２は周方向に４箇所配置されて
いればよい。
【００５４】
　固定部材挿入凹部２５６は、コアバック絶縁部２５２の外縁から径方向内側に向かって
窪む窪部である。固定部材挿入凹部２５６には、ビス６１が挿入される。固定部材挿入凹
部２５６は、径方向内側に窪む窪部ではなく、軸方向上側に開口する穴であってもよい。
【００５５】
＜４．下ブラケットと下インシュレータについて＞
　まず、下ブラケット２２について詳述する。図６は下ブラケット２２の斜視図である。
図６を参照して、下ブラケット２２は、下蓋部２２１と、下保持部２２２と、下突出部２
２３と、下固定部材収容部２２４と、下横リブ２２５と、下縦リブ２２６と、下窪部２２
７と、を有する。下ブラケット２２は、有蓋円筒形状である。下蓋部２２１は、略円環平
板状である。下保持部２２２は、下蓋部２２１の径方向内側に位置し、軸方向上側に向か
って開口する凹部である。下保持部２２２は、円筒状の内周面２２２１と、円環状の天面
２２２２と、を有する。内周面２２２１は下軸受２８２の外輪の外周面と接触する。天面
２２２２は下軸受２８１の外輪の下端面とばねを介して接触する。これにより、下保持部
２２２は下軸受２８２を保持する。
【００５６】
　下突出部２２３は、下蓋部２２１の径方向外側から軸方向上方に向かって突出する。下
突出部２２３は、略環状である。また、下突出部２２３は略円筒形状である。下突出部２
２３の上端は、ステータコア２３の外周面と接触する。これにより、中心軸Ｊ１と下軸受
２８２との同軸精度を向上させることができる。また、下ブラケット２２とステータコア
２３を強固に固定することができる。また、下突出部２２３の上面は、ステータコア２３
のコアバック２３１と直接接触している。下インシュレータ２６は、コアバック２３１の
径方向外方の領域を覆っていない。つまりコアバック２３１は、下インシュレータ２６の
径方向外方にコアバック露出部４２を有する。コアバック露出部４２は、下突出部２２３
の上面とコアバック２３１とが直接接触する。これにより、ステータコア２３に対して下
ブラケット２２の軸方向位置決めによる精度の低減を抑制している。
【００５７】
　下固定部材収容部２２４は、下蓋部２２１上の径方向外側部に周方向に複数配置される
。本実施形態において、下固定部材収容部２２４の数は３である。下固定部材収容部２２
４の配置は、上ブラケットの貫通孔２１４の周方向の位置と一致する。各下固定部材収容
部２２４には固定部材６１が挿入される。本実施形態において、下固定部材収容部２２４
は、袋状穴であり、貫通していないが、貫通孔であっても良い。
【００５８】
　下横リブ２２５は下蓋部２２１の上面に設けられる。本実施形態において、下横リブ２
２５の数は６である。下横リブ２２５は、放射状に伸びており、平面視において下固定部
材収容部２２４と重なる位置に配置される。これにより、下固定部材収容部２２４が配置
されたとしても、下ブラケット２２の剛性が低下することを防止することができる。また
、下横リブ２２５の放射状に伸びている部位は、下ブラケット２２の中央にてリング状に
連結される。下横リブ２２５のリング状の部位は、下保持部２２２に繋がる。これにより
、下ブラケット２２の剛性を増すことができる。また、下横リブ２２５は、平面視におい
て、下蓋部２２１の下面に設けられる駆動装置と固定するための複数の孔と重なる位置に
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配置されている（不図示）。これにより、孔が配置されたとしても、下ブラケット２２の
剛性が低下することを防止することができる。
【００５９】
　また、下縦リブ２２６は、下突出部２２３の内面に設けられ、軸方向に伸びて設けられ
る。下縦リブ２２６は、下横リブ２２５と連続して形成されている。これにより、下ブラ
ケット２２の剛性を高めることができる。本実施形態において、下縦リブ２２６は、下横
リブ２２５の数と同数の６である。下縦リブ２２６の周方向間には、径方向外側に窪む下
窪部２２７が設けられる。下窪部２２７の下方には、下縦リブ２２６が周方向においてリ
ング状に連結される。下縦リブ２２６のリング状の部位は、下蓋部２２１に繋がる。
【００６０】
　図７は下インシュレータ２６およびステータコア２３の平面図である。図８は、モータ
１から下ブラケット２２をはずした状態の外観斜視図である。図７および図８を参照して
、下インシュレータ２６の形状について詳述する。下インシュレータ２６は、下磁極歯絶
縁部２６１と、下コアバック絶縁部２６２と、を有する。下磁極歯絶縁部２６１は、各磁
極歯２３２の下面および側面を覆う。下コアバック絶縁部２６２は環状であり、各下磁極
歯絶縁部２６１を連結する。下コアバック絶縁部２６２の外周面は、コアバック２３１の
下側小径部４３の外周面と径方向の位置が略一致する。つまり、コアバック２３１の大径
箇所の下面は、下コアバック絶縁部２６２に覆われておらず露出している。コアバック２
３１の大径箇所の下面は、上述したコアバック露出部４２である。下コアバック絶縁部２
６２は、コアバック２３１を覆う面から軸方向において離れる方向に突出し、固定部材配
置部４４の径方向内端よりも径方向内方に径方向内面が位置するコアバック絶縁突出部２
６２１を有する。下コアバック絶縁突出部２６２１は、周方向に壁となるよう設けられる
。
【００６１】
　下コアバック絶縁突出部２６２１は、切欠部２６２２と、コイル案内壁２６２３と、渡
り線案内壁２６２４と、連続壁２６２５と、渡り線保持部２６２６とを有する。切欠部２
６２２は、下コアバック絶縁突出部２６２１が周方向に連続して壁となる一部を切り欠い
た箇所をさす。詳細には、切欠部２６２２は、下コアバック絶縁突出部２６２１のうち、
下磁極歯絶縁部と径方向に対向する箇所に設けられる。切欠部２６２２の径方向外方には
ステータコア２３の固定部材配置部４４および固定部材６１が位置する。すなわち、切欠
部２６２２は、固定部材６１と径方向に対向する。言い換えると、下コアバック絶縁突出
部２６２１のうち、固定部材６１と径方向に対向する箇所は切欠かかれた切欠部２６２２
がある。切欠部２６２２の周方向両端には、コイル案内壁２６２３が配置される。切欠部
２６２２の周方向幅は、導線が巻かれる磁極歯２３２の周方向幅よりも狭く設けられる。
言い換えると、下コアバック絶縁突出部２６２１は、切欠部２６２２を除く箇所において
、連続して形成されている。これにより、下インシュレータ２６の剛性を向上することが
できる。
【００６２】
　コイル案内壁２６２３は、磁極歯絶縁部２６１の径方向外側に位置する。コイル案内壁
２６２３の径方向内面は、磁極歯２３２に導線が巻かれて構成されるコイル２４の径方向
外側と接触している。コイル２４は、磁極歯２３２に対して多重で導線が巻かれている。
つまり、多重の導線が巻き崩れないようにインシュレータまたはその他の部材により巻き
崩れを防止する必要がある。特に本実施形態においては、コイル２４の径方向外方には固
定部材配置部４４および固定部材６１が位置している。万が一、コイル２４に巻き崩れが
生じた場合、モータを組み立てる際に、固定部材配置部４４とコイルとが平面視において
重なる可能性がある。つまり、その場合には固定部材６１を固定部材配置部４４に挿入す
ることができない。また固定部材６１が固定部材配置部４４に挿入後に、固定変化により
コイル２４に巻き崩れが生じた場合、固定部材６１と接触する可能性がある。固定部材６
１が導電体で形成されている場合には、絶縁耐力を維持することができない。コイル案内
壁２６２３を設けることにより、コイル２４の径方向外方への巻き崩れが、防止される。
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渡り線案内壁２６２４は、コイル案内壁２６２３と繋がり、一体的に設けられる。コイル
案内壁２６２３と渡り線案内壁２６２４とは、連続壁２６２５を介して繋がって設けられ
る。連続壁２６２５により、コイル案内壁２６２３と渡り線案内壁２６２４とを繋げるこ
とによって、導線が巻かれてコアバック絶縁突出部２６２１にテンションが掛かっても、
コアバック絶縁突出部２６２１が倒れることを防止できる。コイル案内壁２６２３は、渡
り線案内壁２６２４よりも径方向内方に位置する。渡り線案内壁２６２４の径方向厚みは
、コイル案内壁２６２３の径方向厚みよりも薄い。
【００６３】
　渡り線案内壁２６２４は、コイル２６２３から導出される渡り線を案内する。渡り線案
内壁２６２４の径方向内方には、渡り線保持部２６２６が設けられる。渡り線案内壁２６
２４の内壁と渡り線保持部２６２６とは径方向に対向する。渡り線である導線は、渡り線
案内壁２６２４と渡り線保持部２６２６との間に配置され、案内される。渡り線保持部２
６２６において、軸方向上端外面に、斜面が設けられている。これは、渡り線である導線
を渡り線案内壁２６２４と渡り線保持部２６２６との間に挿入する際、斜面により導線が
案内され、作業性が向上できる。また、本実施形態においては、渡り線が下ブラケット２
２側に集中している。したがって、回路基板２７が配置される上ブラケット２１側には渡
り線が形成されない。その結果、回路基板２７の配線パターンの配置において渡り線を考
慮する必要がなく、回路設計の自由度が向上する。
【００６４】
　上述の通り、下ブラケット２２は、ステータコア２３に固定されるが、下インシュレー
タ２６に固定されてもよい。その場合の下ブラケット２２と下インシュレータ２６との固
定について、説明する。下ブラケット２２の内面と、下インシュレータ２６のコアバック
絶縁突出部２６２１の外面とは、当接することにより固定される。コイル案内壁２６２３
の径方向外面は、下縦リブ２２６の内面と当接する。渡り線案内壁２６２４の下端面は、
下窪部２２７の下面と当接する。コイル案内壁２６２３の下端面は、下横リブ２２５の上
面と当接する。渡り線案内壁２６２４の下端面は、下窪部２２７の上面と当接する。下縦
リブ２２６の周方向側面の少なくとも一方は、連続壁２６２５と対向する。コアバック絶
縁突出部２６２１の径方向外方には、下突出部２２３が配置される。下突出部２２３の上
端は、ステータコア２３のコアバック２３１の下端と当接する。以上により、下ブラケッ
ト２２と下インシュレータ２６とが位置決めされる。
【００６５】
　＜５．下インシュレータと固定部材について＞
　図７において、固定部材配置部４４には、固定部材６１が挿入され、上ブラケット２１
と電機子２９と下ブラケット２２を固定する。固定部材配置部４４の径方向内端は、コイ
ル案内壁２６２３の外面よりも径方向内側に位置する。固定部材配置部４４の径方向内端
は、コイル案内壁２６２３の内面よりも径方向外側に位置する。コアバック絶縁部２６２
は、凹部２６２７を有する。凹部２６２７は、固定部材配置部４４周縁に位置し、径方向
内側に凹む。言い換えると、凹部２６２７は、固定部材配置部４４の周縁に沿って径方向
内側に凹む。下インシュレータ２６とステータコア２３は、量産品であるため、ある一定
の寸法公差を有した状態で成型される。よって、両者を組み合わせる際に、凹部２６２７
を設けることにより、下コアバック絶縁部２６２と固定部材配置部４４とが平面視におい
て重なることを防止できる。つまり、固定部材配置部４４に固定部材６１を挿入した際に
、固定部材６１が下インシュレータ２６に接触することを防止できる。凹部２６２７の径
方向内端は、コイル案内壁２６２３の内面よりも径方向外側に位置する。このことにより
、コイル２４はコイル案内壁２６２３の内面よりも径方向内側に収容されるため、コイル
２４とステータコア２３とが、確実に絶縁することができる。
【００６６】
　ここで、凹部２６２７の径方向内端は、コイル案内壁２６２３の外面よりも径方向内側
に位置している。このため、切欠部２６２２が存在しない場合においては、以下のような
問題が想定される。コイル案内部２６２３の径方向の肉厚が凹部２６２７に沿って配置さ
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れる場合、コイル案内部２６２３の径方向内面が径方向内側に突出する。つまり、導線が
巻かれる領域が狭くなり、占積率が悪化する。これにより、モータ効率が低下する恐れが
ある。また、導線を磁極歯２３２に巻く際に、コイル案内部２６２３の上面に接触する危
険性が高まり、導線が断線する恐れがある。次にコイル案内部２６２３の径方向外面が、
凹部２６２７に沿って径方向内方に窪んでおり、コイル案内部２６２３の径方向内面が径
方向内方に突出していない場合には、コイル案内部２６２３の凹部２６２７と径方向に重
なる領域において、径方向の肉厚が小さくなる。コイル２４とコイル案内部２６２３の径
方向内面とが接触する際に、コイルの周方向中央においてコイル案内部２６２３を径方向
外方に向けてコイル案内部２６２３を押す力が強い。つまり、コイル案内部２６２３と凹
部２６２３とが径方向において重なる部位において、径方向内方に撓み易い。よって、コ
イル案内部２６２３が固定部材配置部４４と平面視において重なり、固定部材６１が挿入
できない恐れがある。下インシュレータ２６が射出成型にて形成される場合には、コイル
案内部２６２３の径方向の肉厚の薄い個所は、樹脂が金型のキャビティに樹脂が回り切ら
ず、成型精度が安定しない恐れがある。
【００６７】
　また、凹部２６２７のエッジとコアバック絶縁突出部２６２１の内端エッジとは平面視
において一致していてもよい。切欠部２６２２を構成するコアバック絶縁突出部２６２１
の周方向側面は、平面視において凹部２６２７の一部と一致していてもよい。このような
構成にすると、コイル２４の巻倒れを更に防止することができる。
【００６８】
　＜６．電機子と回路基板、ブラケットとの組み立てについて＞
　次に、電機子２９と、回路基板２７および上ブラケット２１、下ブラケット２２との組
み立て工程について説明する。なお、ステータコア２３、コイル２４、上インシュレータ
２５、下インシュレータ２６の組立体を、電機子２９と定義する。
【００６９】
　まず、上インシュレータ２５の窓部２５４１、２５５２から、コイル２４のU、V、W、
コモンの各端部を径方向外側に引き出す。これにより、回路基板２７を電機子２９の上に
置いたとしても、導線が上インシュレータ２５と回路基板２７との間に挟まれることがな
い。
【００７０】
　次に、電機子２９の上インシュレータ２５の座面２５３１上に回路基板２７を置く。こ
の際、回路基板２７の位置決め部２７２に、位置決め凸部２５４を挿入するように置く。
これにより、電機子２９に対する、回路基板２７の位置決めを精度良く行うことができる
。これにより、回路基板２７上に実装されている磁気センサ２７１を精度良く配置するこ
とが出来る。また、回路基板２７の鉤部挿入部２７４に、鉤部２５５を挿入する。鉤部２
５５は弾性変形し、部位２５５１が回路基板２７の上面と接触する、または軸方向に間隙
を介して対向する。これにより、電機子２９に対して回路基板２７の軸方向の移動を制限
することができ、回路基板２７を仮固定することができる。
【００７１】
　この際、各窓部２５４１、２５５２と、鉤部挿入部２７４および固定部材挿入部２７５
との周方向の位置が一致する。好ましくは、各窓部２４５１、２５５２と、鉤部挿入幅広
部２７４２と固定部材挿入幅広部２７５２との周方向の位置が一致する。これにより、次
に記載する半田付けの作業性が向上する。
【００７２】
　次に、引き出された各端部を回路基板２７の上面上に位置するランドに半田付けする。
この際、各ランドは鉤部挿入部２７４、固定部材挿入部２７５に隣接して配置される。し
たがって、容易に半田付けすることができる。
【００７３】
　その次に、上ブラケット２１を、回路基板２７上に置く。また、上ブラケット２１の突
出部２１３の内周面が、ステータコア２３の上側小径部４３と接触するように、置く。こ
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れにより、上ブラケット２１と電機子２９との周方向および径方向の位置決めを精度良く
行うことができる。その結果、上ブラケット２１に支持される上軸受２８１と、電機子２
９との同軸度を精度良く配置することができる。また、このとき、貫通孔２１４、固定部
材挿入部２７５、固定部材挿入凹部２５６の平面視における位置が一致する。これにより
、ビス６１を容易に挿通することが可能となる。
【００７４】
　また、下ブラケット２２を、電機子２９の下側に置く。この際、コイル案内壁２６２３
の外面が、下縦リブ２２６の内面と当接するように配置する。また、渡り線案内壁２６２
４の下端面が、下窪部２２７の下面と当接するように配置する。このように配置すること
で、下ブラケット２２の周方向の位置決めを容易に行うことができる。
【００７５】
　最後に、ビス６１により、上ブラケット２５、回路基板２７、電機子２９、および下ブ
ラケット２６を固定する。具体的には、ビス６１は、上ブラケット２１の貫通孔２１４、
上インシュレータ２５の固定部材挿入凹部２５６、ステータコア２３の貫通孔２３３、下
インシュレータ２６の凹部２６２７を貫通し、下ブラケット２２の下固定部材収容部２２
４に固定される。
【００７６】
　これにより、ステータコア２３の上端面は、上ブラケット２１の突出部２１３の下端面
と接触する。また、ステータコア２３の下端面は、下ブラケット２２の上端面と接触する
。また、回路基板２７は、上ブラケット２１とコアバック絶縁部２５２との間に挟み込ま
れる。その結果、回路基板２７および上ブラケット２１を、電機子２９に強固に固定する
ことができる。
【００７７】
　また、上軸受２８１は、ビス６１の下端よりも軸方向上側に位置する。これにより、上
軸受２８１と下軸受２８２との距離を長くすることができ、シャフト３１を安定して支持
することができる。
【００７８】
　＜３．変形例＞
　以上、本発明の例示的な実施形態について説明したが、本発明は上記の実施形態に限定
されるものではない。
【００７９】
　本実施形態では、３相ブラシレスモータに使用したが、これに限られるものではない。
単相や二相のブラシレスモータでもよい。また、ブラシとコミュテータとを有するブラシ
付モータでもよい。また、ステッピングモータ等他のタイプのモータに用いられてもよい
。
【００８０】
　本実施形態では、突出部は環状としたが、これに限られるものではない。平板状等、他
の形状であってもよい。ビスの挿入方向は逆でもよい。
【００８１】
　また、本実施形態では、上ブラケット２１の形状を中心開口部の径方向内側に上軸受が
位置する、としたがこれに限られるものではない。下ブラケット２２のようにリブが設け
られ、また、回路基板よりもステータから軸方向に離れる方向に上軸受が位置してもよい
。
【００８２】
　また、本実施形態では、軸受部を上軸受が上ブラケットに、下軸受が下ブラケットにそ
れぞれ保持されるとしたが、これに限られるものではない。上ブラケット、または下ブラ
ケットのいずれかのみに軸受が保持されていてもよい。
【００８３】
　また、上記の実施形態や変形例に登場した各要素を、矛盾が生じない範囲で、適宜に組
み合わせてもよい。
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【産業上の利用可能性】
【００８４】
　本発明は、インナーロータタイプのモータに利用できる。
【符号の説明】
【００８５】
１　　　　モータ
２　　　　　　　静止部
２１　　　　　　上ブラケット
２１１　　　　　蓋部
２１２　　　　　保持部
２１２１　　　　内周面
２１２２　　　　天面
２１３　　　　　突出部
２１４　　　　　貫通孔
２１４１　　　　座面
２１５　　　　　開口
２１６　　　　　突起部
２３　　　　　　ステータコア
２３１　　　　　コアバック
２３２　　　　　磁極歯
２３３　　　　　貫通孔
２３４　　　　　縦溝
２４　　　　　　コイル
２５　　　　　　上インシュレータ
２５１　　　　　磁極歯絶縁部
２５２　　　　　コアバック絶縁部
２５３　　　　　環状壁部
２５３１　　　　座面
２５４　　　　　位置決め凸部
２５４１　　　　（第１の）窓部
２５５　　　　　鉤部
２５５２　　　　（第２の）窓部
２５６　　　　　固定部材挿入凹部
２７　　　　　　回路基板
２７１　　　　　磁気センサ
２７２　　　　　位置決め部
２７３　　　　　コネクタ
２７４　　　　　鉤部挿入部
２７５　　　　　固定部材挿入部
２７６　　　　　中心開口部
２８　　　　　　軸受部
２８１　　　　　上軸受
２８２　　　　　下軸受
２９　　　　　　電機子
３１　　　　　　シャフト
３２　　　　　　ロータホルダ
３２１　　　　　中央部
３２２　　　　　筒状部
３３　　　　　　ロータマグネット
６１　　　　　　固定部材（ビス）



(17) JP 6248433 B2 2017.12.20

【図１】 【図２】

【図３】 【図４】



(18) JP 6248433 B2 2017.12.20

【図５】 【図６】

【図７】 【図８】



(19) JP 6248433 B2 2017.12.20

10

フロントページの続き

(56)参考文献  特開２００８－０１１６５０（ＪＰ，Ａ）　　　
              実開昭６３－１９４５５１（ＪＰ，Ｕ）　　　
              特開２００２－１３６０５６（ＪＰ，Ａ）　　　
              実開昭５７－１３９２８４（ＪＰ，Ｕ）　　　
              特開２０１１－１６７０５４（ＪＰ，Ａ）　　　
              米国特許第０５００６７４４（ＵＳ，Ａ）　　　
              特開２００７－２３６１８０（ＪＰ，Ａ）　　　

(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
              Ｈ０２Ｋ　　　３／５０　　　　
              Ｈ０２Ｋ　　１１／３０　　　　
              Ｈ０２Ｋ　　２９／００　　　　


	biblio-graphic-data
	claims
	description
	drawings
	overflow

