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(57)【要約】

（修正有）

【課題】気流の妨げとなりにくい位置にＡＣ／ＤＣコン
バータを配置し、少ない材料で防水できるファンモータ
を提供する。
【解決手段】このファンモータ１Ａのハウジング５０Ａ
は、モータ１０Ａの静止部を軸方向上側において保持す
るベース部と、ベース部の軸方向下側において筒状に延
びるケース部５１Ａと、を有している。また、ＡＣ／Ｄ
Ｃコンバータ基板４０Ａは、ケース部５１Ａの内部空間
に配置されている。このため、ＡＣ／ＤＣコンバータ基
板４０Ａが、気流の妨げとなりにくい。また、ケース部
の内部空間には、少なくとも部分的に、樹脂材料が充填
されている。ＡＣ／ＤＣコンバータ基板４０Ａおよび電
子部品４１Ａの表面は、樹脂材料に覆われている。これ
により、ＡＣ／ＤＣコンバータ基板および電子部品が、
水滴から保護されている。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
上下に延びる中心軸を中心として回転部を回転させるモータと、
前記回転部とともに回転し、軸方向の気流を発生させるインペラと、
前記モータのコイルに駆動電流を供給するモータ制御基板と、
外部電源から供給される交流を直流に変換して、前記モータ制御基板へ供給するＡＣ／
ＤＣコンバータ基板と、
前記ＡＣ／ＤＣコンバータ基板に搭載された電子部品と、
前記モータ、前記インペラ、前記モータ制御基板、および前記ＡＣ／ＤＣコンバータ基
板を収容するハウジングと、
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を有し、
前記ハウジングは、
前記モータの静止部を、軸方向上側において保持するベース部と、
前記ベース部の軸方向下側において、筒状に延びるケース部と、
を有し、
前記ケース部の内部空間に、前記ＡＣ／ＤＣコンバータ基板が配置されるとともに、前
記内部空間に、少なくとも部分的に樹脂材料が充填され、
前記ＡＣ／ＤＣコンバータ基板および前記電子部品の表面は、前記樹脂材料に覆われ、
前記内部空間へ向けて突出した凸部を、さらに有するファンモータ。
【請求項２】
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請求項１に記載のファンモータにおいて、
前記ケース部の外形形状は、略円筒であるファンモータ。
【請求項３】
請求項１または請求項２に記載のファンモータにおいて、
前記ケース部の外周面のうち前記中心軸から最も遠い部位は、前記ベース部の外周面の
うち前記中心軸から最も遠い部位と、同等の径方向位置、または、それより径方向内側に
位置するファンモータ。
【請求項４】
請求項１から請求項３までのいずれかに記載のファンモータにおいて、
前記ハウジングは、前記ベース部と前記ケース部とを含む単一の樹脂成型品であるファ
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ンモータ。
【請求項５】
請求項１から請求項４までのいずれかに記載のファンモータにおいて、
前記ケース部の下部の開口を塞ぐ底板部と、
前記底板部から上方へ向けて延びる前記凸部と、
を含む蓋部材を、さらに有するファンモータ。
【請求項６】
請求項５に記載のファンモータにおいて、
前記底板部は、軸方向に貫通する第１貫通孔を有するファンモータ。
【請求項７】
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請求項５または請求項６に記載のファンモータにおいて、
前記底板部は、軸方向に貫通する第２貫通孔を有するファンモータ。
【請求項８】
請求項５から請求項７までのいずれかに記載のファンモータにおいて、
前記凸部は、軸方向に交差する方向に広がる係止面を有し、
前記係止面が、前記樹脂材料に係止されているファンモータ。
【請求項９】
請求項８に記載のファンモータにおいて、
前記底板部は、軸方向に貫通する第３貫通孔を有し、
前記係止面と、前記第３貫通孔とが、軸方向に重なる位置に、配置されているファンモー
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タ。
【請求項１０】
請求項５から請求項９までのいずれかに記載のファンモータにおいて、
前記蓋部材は、樹脂成型品であり、前記底板部の下面から前記凸部の内部へ向けて凹む
凹部を、有しているファンモータ。
【請求項１１】
請求項５から請求項１０までのいずれかに記載のファンモータにおいて、
前記ケース部の外周面に、軸方向に延びる溝が設けられ、
前記ＡＣ／ＤＣコンバータ基板から延びるリード線が、前記ケース部と前記蓋部材との
間から外部へ引き出され、前記溝に沿って配置されているファンモータ。
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【請求項１２】
請求項１１に記載のファンモータにおいて、
前記蓋部材は、前記底板部の端縁部から前記溝に沿って突出する板状の押さえ部を有し
、
前記押さえ部の径方向内側の面が、前記リード線に接触しているファンモータ。
【請求項１３】
請求項１２に記載のファンモータにおいて、
前記押さえ部は、周方向に突出した爪部を有し、
前記ケース部は、前記第１爪部が係止される係止受け部をさらに有するファンモータ。
【請求項１４】
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請求項１１から請求項１３までのいずれかに記載のファンモータにおいて、
前記ハウジングは、
前記インペラの径方向外側に位置する環状の外枠部と、
前記ベース部または前記ケース部と前記外殻部とを繋ぐ複数のリブと、
をさらに有し、
前記リード線が、前記溝から前記リブの下側を通って、前記外枠部側へ延びているファ
ンモータ。
【請求項１５】
請求項１４に記載のファンモータにおいて、
少なくとも１つの前記リブが、前記溝の上端部付近から径方向外側へ延び、
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前記リード線が、前記リブに沿って配置されているファンモータ。
【請求項１６】
請求項１から請求項４までのいずれかに記載のファンモータにおいて、
前記凸部は、前記ケース部の内周面から、径方向内側へ向けて突出しているファンモー
タ。
【請求項１７】
請求項１から請求項１６までのいずれかに記載のファンモータにおいて、
前記ＡＣ／ＤＣコンバータ基板の下面と、前記凸部とが、軸方向に対向しているファン
モータ。
【請求項１８】
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請求項１から請求項１７までのいずれかに記載のファンモータにおいて、
前記ベース部は、軸方向に貫通するベース孔を有するファンモータ。
【請求項１９】
請求項１から請求項１８までのいずれかに記載のファンモータにおいて、
前記ハウジングは、
ベース部から下方へ向けて突出した台部
をさらに有し、
前記台部の前記ベース部からの突出高さは、
前記ＡＣ／ＤＣコンバータ基板の上面から、前記ＡＣ／ＤＣコンバータ基板の上面に搭
載された前記電子部品の最上端までの高さよりも高く、
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前記台部の下面と、前記ＡＣ／ＤＣコンバータ基板の上面とが、接触しているファンモ
ータ。
【請求項２０】
請求項１から請求項１９までのいずれかに記載のファンモータにおいて、
前記ハウジングは、
ケース部の内部空間へ向けて突出した突起
をさらに有し、
前記突起の少なくとも一部分が、前記ＡＣ／ＤＣコンバータ基板に設けられた切り欠き
または孔の内部に、配置されているファンモータ。
【発明の詳細な説明】
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【技術分野】
【０００１】
本発明は、ファンモータに関する。
【背景技術】
【０００２】
従来、モータの駆動力を利用してインペラを回転させ、軸方向に気流を発生させる軸流
型のファンモータが知られている。軸流型のファンモータは、例えば、家電製品、ＯＡ機
器、輸送機器等に搭載され、電子部品の放熱や、内部気体の循環等の目的で使用されてい
る。従来のファンモータの構造については、例えば、実開平４−９７４９６号公報や、国
際公開第２００３／０１５２４３号に記載されている。
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【特許文献１】実開平４−９７４９６号公報
【特許文献２】国際公開第２００３／０１５２４３号
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
近年、ファンモータの効率を高めるために、ＡＣモータに代えて、ＤＣモータを使用し
たいという要求が、高まっている。しかしながら、ＡＣ電源しか使用できない環境でＤＣ
モータを駆動させるためには、ＡＣ／ＤＣコンバータが必要となる。また、ファンモータ
の風洞内に、ＡＣ／ＤＣコンバータ基板を配置すると、当該ＡＣ／ＤＣコンバータ基板が
、気流の妨げとなる。その結果、ファンモータの風量が低下してしまう。
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【０００４】
実開平４−９７４９６号公報には、ファンモータのハウジングの外側に、ＡＣ／ＤＣコ
ンバータブロックを取り付けた構造が、開示されている（図４）。しかしながら、実開平
４−９７４９６号公報の構造では、ＡＣ／ＤＣコンバータブロックによって、ファンモー
タの径方向の寸法が、部分的に大きくなっている。当該構造では、ファンモータを実機へ
取り付ける際の制約が大きい。
【０００５】
また、国際公開第２００３／０１５２４３号には、ＡＣ／ＤＣコンバータと制御回路と
を有するドライブ制御部を、軸受ボスの基端部に内蔵する構造が、開示されている（図１
）。しかしながら、国際公開第２００３／０１５２４３号の構造では、ＡＣ／ＤＣコンバ
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ータに大きな電子部品が含まれる場合には、軸受ボス自体の寸法を大きくする必要がある
。そうすると、ステータや羽根のサイズが制限され、ファンモータの特性が低下してしま
う。
【０００６】
近年においては、家電製品の分野において、特に高効率化の要求が高い。また、洗濯機
や冷蔵庫等の家電製品は、高湿度または水滴がかかりやすい環境で使用される。このため
、ファンモータにＡＣ／ＤＣコンバータ基板を配置する場合には、当該基板の防水も考慮
することが好ましい。
【０００７】
防水構造としては、例えば、ＡＣ／ＤＣコンバータ基板を樹脂材料で覆うことが考えら
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れる。しかしながら、ＡＣ／ＤＣコンバータ基板の一部分に、大きな電子部品が搭載され
ている場合には、当該電子部品の近傍部分と他の部分とを少ない樹脂材料で覆うことが、
困難となる。
【０００８】
本発明の目的は、気流の妨げとなりにくい位置にＡＣ／ＤＣコンバータを配置し、かつ
、少ない樹脂材料で基板および電子部品を防水できるファンモータを提供することである
。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
本願の例示的な第１発明は、上下に延びる中心軸を中心として回転部を回転させるモー
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タと、前記回転部とともに回転し、軸方向の気流を発生させるインペラと、前記モータの
コイルに駆動電流を供給するモータ制御基板と、外部電源から供給される交流を直流に変
換して、前記モータ制御基板へ供給するＡＣ／ＤＣコンバータ基板と、前記ＡＣ／ＤＣコ
ンバータ基板に搭載された電子部品と、前記モータ、前記インペラ、前記モータ制御基板
、および前記ＡＣ／ＤＣコンバータ基板を収容するハウジングと、を有し、前記ハウジン
グは、前記モータの静止部を、軸方向上側において保持するベース部と、前記ベース部の
軸方向下側において、筒状に延びるケース部と、を有し、前記ケース部の内部空間に、前
記ＡＣ／ＤＣコンバータ基板が配置されるとともに、前記内部空間に、少なくとも部分的
に樹脂材料が充填され、前記ＡＣ／ＤＣコンバータ基板および前記電子部品の表面は、前
記樹脂材料に覆われ、前記内部空間へ向けて突出した凸部を、さらに有するファンモータ
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である。
【発明の効果】
【００１０】
本願の例示的な第１発明によれば、気流の妨げとなりにくい位置に、ＡＣ／ＤＣコンバ
ータ基板が配置される。また、樹脂材料により、ＡＣ／ＤＣコンバータ基板および電子部
品が、水滴から保護される。また、ケース部の内部空間の一部分が、凸部に占められる。
これにより、樹脂材料の使用量が低減される。
【図面の簡単な説明】
【００１１】
【図１】図１は、第１実施形態に係るファンモータの縦断面図である。
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【図２】図２は、第２実施形態に係るファンモータの斜視図である。
【図３】図３は、第２実施形態に係るファンモータの斜視図である。
【図４】図４は、第２実施形態に係るファンモータの縦断面図である。
【図５】図５は、変形例に係るファンモータの斜視図である。
【図６】図６は、変形例に係るファンモータの縦断面図である。
【発明を実施するための形態】
【００１２】
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。なお、本願で
は、ファンモータの中心軸に沿う方向を「軸方向」、ファンモータの中心軸に直交する方
向を「径方向」、ファンモータの中心軸を中心とする円弧に沿う方向を「周方向」、とそ

40

れぞれ称する。また、本願では、軸方向を上下方向とし、ケース部に対してベース部側を
「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
のために上下を定義したものであって、本発明に係るファンモータの使用時の向きを限定
するものではない。
【００１３】
＜１．第１実施形態＞
図１は、本発明の第１実施形態に係るファンモータ１Ａの縦断面図である。図１に示す
ように、ファンモータ１Ａは、モータ１０Ａと、インペラ２０Ａと、モータ制御基板３０
Ａと、ＡＣ／ＤＣコンバータ基板４０Ａと、ハウジング５０Ａとを、有している。
【００１４】
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モータ１０Ａは、静止部１０１Ａおよび回転部１０２Ａを有している。回転部１０２Ａ
は、中心軸９Ａを中心として回転する。また、モータ１０Ａを駆動させると、回転部１０
２Ａとともに、インペラ２０Ａが回転する。その結果、軸方向の気流が発生する。モータ
制御基板３０Ａは、モータ１０Ａのコイル１３Ａに駆動電流を供給する。ＡＣ／ＤＣコン
バータ基板４０Ａは、外部電源から供給される交流を、直流に変換して、モータ制御基板
３０Ａへ供給する。ＡＣ／ＤＣコンバータ基板４０Ａには、電子部品４１Ａが搭載されて
いる。
【００１５】
モータ１０Ａ、インペラ２０Ａ、モータ制御基板３０Ａ、およびＡＣ／ＤＣコンバータ
基板４０Ａは、ハウジング５０Ａの内部に収容されている。ハウジング５０Ａは、ベース
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部５１Ａとケース部５３Ａとを有している。モータ１０Ａの静止部１０１Ａは、ベース部
５１Ａの軸方向上側に、保持されている。ケース部５３Ａは、ベース部５１Ａの軸方向下
側において、筒状に延びている。
【００１６】
ＡＣ／ＤＣコンバータ基板４０Ａは、ケース部５３Ａの内部空間に、配置されている。
したがって、ＡＣ／ＤＣコンバータ基板４０Ａは、インペラ２０Ａにより生じる気流を、
妨げにくい。また、ケース部５３Ａの内部空間には、少なくとも部分的に、樹脂材料７０
Ａが充填されている。そして、ＡＣ／ＤＣコンバータ基板４０Ａおよび電子部品４１Ａの
表面が、樹脂材料７０Ａに覆われている。これにより、ＡＣ／ＤＣコンバータ基板４０Ａ
および電子部品４１Ａが、水滴から保護されている。
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【００１７】
また、このファンモータ１Ａは、ケース部５３Ａの内部空間へ向けて突出した凸部６２
Ａを、さらに有している。凸部６２Ａは、ケース部５３Ａの内部空間の一部分を占めてい
る。これにより、樹脂材料７０Ａの使用量が低減されている。
【００１８】
＜２．第２実施形態＞
続いて、本発明の第２実施形態について、説明する。
【００１９】
図２および図３は、第２実施形態に係るファンモータ１の斜視図である。また、図４は
、第２実施形態に係るファンモータ１の縦断面図である。このファンモータ１は、モータ
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１０の駆動力を利用して、軸方向に気流を発生させる軸流型のファンである。ファンモー
タ１は、例えば、洗濯機や冷蔵庫等の家電製品に搭載され、電子部品の放熱や内部気体の
循環等の目的で、使用される。以下では、ファンモータ１が搭載される装置を「実機」と
称する。
【００２０】
図２〜図４に示すように、本実施形態のファンモータ１は、モータ１０、インペラ２０
、モータ制御基板３０、ＡＣ／ＤＣコンバータ基板４０、ハウジング５０、および蓋部材
６０を有している。
【００２１】
モータ１０は、静止部１０１および回転部１０２を有している。静止部１０１は、ハウ
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ジング５０に対して相対的に静止している。回転部１０２は、静止部１０１に対して回転
可能に支持されている。静止部１０１は、スリーブ１１、ステータコア１２、およびコイ
ル１３を有している。回転部１０２は、シャフト１４、ロータホルダ１５、および複数の
マグネット１６を有している。
【００２２】
スリーブ１１およびステータコア１２は、ハウジング５０のベース部５１の軸方向上側
に、保持されている。スリーブ１１は、シャフト１４の周囲において、軸方向に略円筒状
に延びている。ステータコア１２は、中心軸９に対して放射状に延びる複数のティース１
２１を有している。コイル１３は、各ティース１２１に巻かれた導線により、構成されて
いる。
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【００２３】
シャフト１４は、軸方向に延びる柱状の部材である。シャフト１４は、スリーブ１１に
よって、回転可能に支持されている。シャフト１４の上端部は、スリーブ１１の上面より
上方へ、突出している。ロータホルダ１５は、シャフト１４の上端部に固定されるととも
に、径方向外側へ向けて広がっている。複数のマグネット１６は、ステータコア１２の径
方向外側において、ロータホルダ１５に固定されている。また、複数のマグネット１６は
、Ｎ極とＳ極とが交互に並ぶように、周方向に配列されている。
【００２４】
モータ制御基板３０を介してコイル１３に駆動電流を与えると、ステータコア１２の複
数のティース１２１に、磁束が発生する。そして、ティース１２１とマグネット１６との
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間の磁束の作用によって、周方向のトルクが生じる。その結果、シャフト１４、ロータホ
ルダ１５、および複数のマグネット１６が、中心軸９を中心として回転する。
【００２５】
インペラ２０は、カップ部２１と、複数の羽根２２とを有している。カップ部２１は、
ロータホルダ１５に固定されている。また、複数の羽根２２は、カップ部２１の外周面か
ら、径方向外側へ広がっている。モータ１０を駆動させると、モータ１０の回転部１０２
とともに、インペラ２０も回転する。また、各羽根２２は、周方向に対して斜めに広がっ
ている。このため、インペラ２０が回転すると、図４中に白抜き矢印で示すように、ハウ
ジング５０の外枠部５２の内側において、軸方向下側へ向かう気流２が発生する。
【００２６】
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モータ制御基板３０は、ハウジング５０のベース部５１と、モータ１０のコイル１３と
の間に、配置されている。コイル１３を構成する導線の端部は、モータ制御基板３０上の
ランドに、半田付けされている。モータ制御基板３０には、駆動電流を制御するための電
子回路が、実装されている。ファンモータ１の駆動時には、モータ制御基板３０からコイ
ル１３へ、駆動電流が供給される。
【００２７】
ＡＣ／ＤＣコンバータ基板４０は、ベース部５１の下側に配置されている。外部のＡＣ
電源とＡＣ／ＤＣコンバータ基板４０とは、第１リード線７１により電気的に接続されて
いる。また、ＡＣ／ＤＣコンバータ基板４０とモータ制御基板３０とは、第２リード線７
２により電気的に接続されている。ＡＣ電源から第１リード線７１を介して供給される交
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流は、ＡＣ／ＤＣコンバータ基板４０において、直流に変換される。また、変換後の直流
は、ＡＣ／ＤＣコンバータ基板４０から出力され、第２リード線７１を介して、モータ制
御基板３０へ供給される。
【００２８】
ＡＣ／ＤＣコンバータ基板４０には、交流を直流に変換するための電子回路が、実装さ
れている。当該電子回路は、複数の電子部品を含んでいる。ＡＣ／ＤＣコンバータ基板４
０の下面には、電子回路の一部分を担うコンデンサ４１が搭載されている。コンデンサ４
１は、ＡＣ／ＤＣコンバータ基板４０に搭載された複数の電子部品の中で、軸方向の寸法
が最も大きい。
【００２９】
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このモータ１０では、モータ制御基板３０とＡＣ／ＤＣコンバータ基板４０とが、別個
に設けられている。このため、モータ制御基板３０には、ＤＣ入力用の回路基板を、汎用
的に使用することができる。このようにすれば、両基板の機能を併せ持つ１枚の基板を作
製する場合より、ファンモータ１を安価に製造できる。
【００３０】
ハウジング５０は、ベース部５１、外枠部５２、ケース部５３、および複数のリブ５４
を有している。ベース部５１は、モータ制御基板３０とＡＣ／ＤＣコンバータ基板４０と
の間において、中心軸９に直交する方向に広がっている。外枠部５２は、インペラ２０の
径方向外側において、環状に形成されている。外枠部５２の径方向内側には、軸方向に貫
通する風洞が形成されている。また、モータ１０、インペラ２０、およびモータ制御基板
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３０は、ベース部５１の上側かつ外枠部５２の径方向内側に、収容されている。
【００３１】
ケース部５３は、ベース部５１の下面から下方へ向けて、略円筒状に延びている。ケー
ス部５３は、中心軸９と略同軸に配置されている。本実施形態では、気流２の妨げとなり
にくいベース部５１の下側に、ケース部５３が設けられている。そして、当該ケース部５
３の内部空間に、ＡＣ／ＤＣコンバータ基板４０が配置されている。このようにすれば、
ファンモータ１の風量の低下を抑えつつ、ＡＣ／ＤＣコンバータ基板４０を配置できる。
【００３２】
また、本実施形態では、ケース部５３の外周面のうち中心軸９から最も遠い部位と、ベ
ース部５１の外周面のうち中心軸９から最も遠い部位とが、同等の径方向位置に配置され
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ている。これにより、ケース部５３自体が気流２の妨げとなることが、抑制されている。
その結果、ファンモータ１の風量の低下が、より抑制されている。なお、ケース部５３の
外周面のうち中心軸９から最も遠い部位が、ベース部５１の外周面のうち中心軸９から最
も遠い部位より、径方向内側に位置していてもよい。
【００３３】
また、本実施形態の構造では、ＡＣ／ＤＣコンバータ基板４０を配置したことによって
、ファンモータ１の径方向の寸法は増大しない。このため、ファンモータ１を実機に組み
付ける際に、ＡＣ／ＤＣコンバータ基板４０が支障となりにくい。また、本実施形態の構
造では、ＡＣ／ＤＣコンバータ基板４０を配置したことによって、モータ１０やインペラ
２０の寸法が制限されない。このため、ファンモータ１を高出力に設計しやすい。
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【００３４】
複数のリブ５４は、ベース部５１の外周部またはケース部５３の上端部と、外枠部５２
とを、梁状に繋いでいる。複数のリブ５４は、周方向に略等間隔に配列されている。イン
ペラ２０により生じた気流２は、複数のリブ５４の間を通り、ケース部５３の周囲を下側
へ流れる。
【００３５】
本実施形態では、ベース部５１、外枠部５２、ケース部５３、および複数のリブ５４を
含むハウジング５０が、単一の樹脂成型品となっている。このため、複数の部材を組み合
わせる場合より、ハウジング５０を安価に得ることができる。また、ベース部５１とケー
ス部５３とが、連続的に繋がっている。このため、ベース部５１とケース部５３との間か
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ら、ケース部５３の内部へ、水滴が進入しにくい。
【００３６】
また、ケース部５３の内部には、樹脂材料７０が保持されている。樹脂材料７０には、
例えば、熱硬化性のシリコン樹脂が使用される。樹脂材料７０は、ケース部５３の内部空
間の全体に充填されていてもよいし、ケース部５３の内部空間に部分的に充填されていて
もよい。本実施形態では、樹脂材料７０の下面が、コンデンサ４１の下面より下側に位置
している。そして、ＡＣ／ＤＣコンバータ基板４０およびＡＣ／ＤＣコンバータ基板４０
に搭載された複数の電子部品の表面が、樹脂材料７０に覆われている。コンデンサ４１の
表面も、樹脂材料７０に覆われている。仮に、ファンモータ１に水滴がかかったとしても
、樹脂材料７０によって、ＡＣ／ＤＣコンバータ基板４０およびＡＣ／ＤＣコンバータ基
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板４０に搭載された電子部品は、水滴から保護される。
【００３７】
蓋部材６０は、ケース部５３の下部に取り付けられている。蓋部材６０は、底板部６１
および凸部６２を有する樹脂成型品である。底板部６１は、ケース部５３の下部の開口を
塞ぐ、略円板状の部位である。凸部６２は、底板部６１から上方へ向けて、突出している
。凸部６２は、ケース部５３の内部空間のうち、コンデンサ４１と重ならない領域におい
て、軸方向に延びている。ケース部５３の内部空間の一部分は、凸部６２に占められてい
る。これにより、ケース部５３の内部空間が狭められている。ケース部５３の内部空間が
狭められれば、樹脂材料７０の充填量を低減できる。その結果、ファンモータ１の製造コ
ストを抑えることができる。
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【００３８】
また、凸部６２は、フック６２１を有している。図４に示すように、本実施形態では、
凸部６２の上端部から側方へ向けて、フック６２１が突出している。フック６２１の下面
は、軸方向に交差する方向に広がる係止面６２２となっている。そして、当該係止面６２
２が、樹脂材料７０に対して、軸方向に係止されている。その結果、蓋部材６０の下方へ
の抜けが、防止されている。
【００３９】
ファンモータ１の製造時には、溶融された樹脂材料７０が、フック６２１の付近におい
て流動する。そして、当該溶融樹脂が硬化した結果、フック６２１の係止面６２２と、樹
脂材料７０とが係止される。これにより、係止面６２２と樹脂材料７０との係合状態が、
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容易に実現される。このため、一般的なスナップフィットと比べて、フック６２１に要求
される寸法精度は低い。
【００４０】
なお、フック６２１以外の形状で、凸部６２と樹脂材料７０とを係止させてもよい。例
えば、凸部６２に、フック６２１に代えて、切り欠きまたは孔が設けられていてもよい。
凸部６２と樹脂材料７０と係止させるためには、凸部６２に、軸方向に交差する係止面が
設けられていればよい。
【００４１】
底板部６１には、第１貫通孔６１１、第２貫通孔６１２、および第３貫通孔６１３が設
けられている。第１貫通孔６１１、第２貫通孔６１２、および第３貫通孔６１３は、いず
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れも、底板部６１を軸方向に貫通している。本実施形態では、第１貫通孔６１１、第２貫
通孔６１２、および第３貫通孔６１３が、互いに分離して形成されている。ただし、第１
貫通孔６１１、第２貫通孔６１２、および第３貫通孔６１３は、互いに繋がっていてもよ
い。
【００４２】
第１貫通孔６１１および第２貫通孔６１２は、凸部６２から離れた位置に、設けられて
いる。ファンモータ１の製造時には、ケース部５３に蓋部材６０を取り付けた後、第１貫
通孔６１１を介して、ケース部５３の内部空間へ、樹脂材料７０を注入する。また、樹脂
材料７０を注入する時には、第２貫通孔６１２を介して、ケース部５３の内部における樹
脂材料の様子を目視できる。
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【００４３】
第３貫通孔６１３は、フック６２１と軸方向に重なる位置に、設けられている。蓋部材
６０を成型する時には、フック６２１の係止面を成型するための金型が、第３貫通孔６１
３を貫いて配置される。なお、第２貫通孔６１２を省略し、第３貫通孔６１３を利用して
、樹脂材料７０の注入状態を目視するようにしてもよい。
【００４４】
また、本実施形態の蓋部材６０は、底板部６１の下面から凸部６２の内部へ向けて凹む
凹部６２３を有している。仮に、このような凹部６２３がなく、凸部６２が中実に形成さ
れていたとすると、射出成型の際に、溶融樹脂の冷却硬化に伴い、凸部６２の表面に、部
分的な凹みであるヒケが生じる虞がある。しかしながら、本実施形態では、上記の凹部６
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２３により、凸部６２における樹脂の厚みが抑制されている。したがって、凸部６２の付
近におけるヒケの発生が抑制される。また、凸部６２を中実に形成した場合より、蓋部材
６０を構成する樹脂の量も抑制される。
【００４５】
また、本実施形態では、ケース部５３の外周面に、軸方向に延びる溝５３１が、設けら
れている。ＡＣ／ＤＣコンバータ基板４０から延びる第１リード線７１および第２リード
線７２は、ケース部５３と蓋部材６０との間から外部へ引き出されている。そして、これ
らのリード線７１，７２が、溝５３１に沿って配置されている。これにより、ケース部５
３の外周面からのリード線７１，７２の突出が、抑制されている。リード線７１，７２の
突出を抑制すれば、ファンモータ１の風量の低下が、より抑制される。また、ファンモー
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タ１の実機への組み付けも、より容易となる。
【００４６】
また、本実施形態の蓋部材６０の外周部には、板状の押さえ部６３が設けられている。
押さえ部６３は、底板部６１の端縁部から、溝５３１に沿って上方へ突出している。第１
リード線７１および第２リード線７２は、押さえ部６３の径方向内側の面に、接触してい
る。これにより、第１リード線７１および第２リード線７２の径方向外側への膨らみが、
さらに抑制されている。
【００４７】
また、図３に示すように、本実施形態の押さえ部６３は、周方向に突出した爪部６３１
を有している。一方、ケース部５３には、溝５３１の縁から溝５３１側へ向けて突出した
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係止受け部５３２が、設けられている。そして、係止受け部５３２に、爪部６３１が係止
されている。ケース部５３の内部に樹脂材料７０を充填する前には、この係止受け部５３
２と爪部６３１との係止によって、ケース部５３に蓋部材６０が仮固定される。すなわち
、本実施形態の押さえ部６３は、第１リード線７１および第２リード線７２を押さえる役
割と、ケース部５３に蓋部材６０を仮固定する役割と、の双方を果たしている。
【００４８】
また、図４に示すように、本実施形態のハウジング５０は、ベース部５１の下面から下
方へ向けて突出した台部５５を有している。台部５５は、ケース部５３の内周面に沿って
、略環状に形成されている。ＡＣ／ＤＣコンバータ基板４０の上面は、台部５５の下面に
、接触している。これにより、ベース部５１の下面と、ＡＣ／ＤＣコンバータ基板４０の
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上面との接触が、防止されている。
【００４９】
特に、本実施形態では、台部５５のベース部５１からの突出高さが、ＡＣ／ＤＣコンバ
ータ基板４０の上面から、ＡＣ／ＤＣコンバータ基板４０の上面に搭載された電子部品の
最上端までの高さよりも、高くなっている。このため、ベース部５１の下面と、ＡＣ／Ｄ
Ｃコンバータ基板４０の上面に配置された電子部品との接触も、防止されている。
【００５０】
また、本実施形態では、台部５５からケース部５３の内部空間へ向けてさらに突出した
突起５６が、設けられている。そして、突起５６の少なくとも一部分が、ＡＣ／ＤＣコン
バータ基板に設けられた切り欠きまたは孔の内部に、配置されている。ケース部５３の内
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部にＡＣ／ＤＣコンバータ基板４０を配置するときには、台部５５を利用して、ＡＣ／Ｄ
Ｃコンバータ基板４０を、軸方向に位置決めできる。また、突起５６を利用して、ＡＣ／
ＤＣコンバータ基板４０を、周方向および径方向に位置決めできる。また、突起５６によ
り、ＡＣ／ＤＣコンバータ基板４０の周方向の回転が、防止される。
【００５１】
樹脂材料７０の注入時には、ＡＣ／ＤＣコンバータ基板４０の上面側へ流れ込んだ樹脂
材料７０によって、ＡＣ／ＤＣコンバータ基板４０の下方への位置ずれが、生じやすい。
しかしながら、本実施形態では、ＡＣ／ＤＣコンバータ基板４０の下面と、凸部６２の上
面とが、軸方向に対向している。このため、凸部６２を利用して、ＡＣ／ＤＣコンバータ
基板４０の下方への位置ずれを、制限できる。ＡＣ／ＤＣコンバータ基板４０の下方への
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位置ずれが抑制されれば、コンデンサ４１の下端部の下方への位置ずれも、抑制される。
したがって、ＡＣ／ＤＣコンバータ基板４０およびコンデンサ４１を覆うために注入する
樹脂材料７０の量も、低減できる。
【００５２】
また、図３に示すように、本実施形態では、ハウジング５０の外枠部５２に、第１リー
ド線７１を保持するためのリード線保持部５２１が、設けられている。また、溝５３１の
上端部とリード線保持部５２１とを結ぶ直線と、リブ５４とが、平面視において交差して
いる。すなわち、当該直線とリブ５４とが、平面視において、部分的に重なっている。そ
して、第１リード線７１が、溝５３１からリブ５４の下側を通って、リード線保持部５２
１側へ延びるように、配置されている。このようにすれば、仮に、第１リード線７１が撓
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んだとしても、第１リード線７１の上方への位置ずれは、リブ５４によって制限される。
したがって、リブ５４の上側に配置されたインペラ２０と、第１リード線７１との接触が
、抑制される。その結果、第１リード線７１の断線や、騒音の発生が抑制される。
【００５３】
＜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。
【００５４】
図５は、一変形例に係るファンモータ１Ｂの斜視図である。図５の例では、１つ以上の
リブ５４Ｂが、溝５３１Ｂの上端部付近から延びている。当該リブ５４Ｂは、溝５３１Ｂ
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の上端部付近と、外枠部５２Ｂとを、略径方向に繋いでいる。そして、第１リード線７１
Ｂが、溝５３１Ｂおよびリブ５４Ｂに沿って、配置されている。このようにすれば、第１
リード線７１Ｂが気流の妨げとなることを、より抑制できる。なお、第２リード線も、同
様に、リブ５４Ｂに沿って配置されていてもよい。
【００５５】
図６は、他の変形例に係るファンモータ１Ｃの縦断面図である。図６の例では、ベース
部５１Ｃに、軸方向に貫通するベース孔５１１Ｃが、設けられている。そして、第２リー
ド線７２Ｃが、ベース孔５１１Ｃを通って延びている。このようにすれば、ケース部５３
Ｃの外部に第２リード線７２Ｃを引き出すことなく、モータ制御基板３０ＣとＡＣ／ＤＣ
コンバータ基板４０Ｃとを、電気的に接続できる。したがって、第２リード線７２Ｃの長
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さを短縮できる。また、第２リード線７２Ｃが気流の妨げとなることを、防止できる。
【００５６】
また、凸部は、上記の実施形態のように蓋部材に設けられていてもよく、あるいは、ケ
ース部に設けられていてもよい。すなわち、凸部が、ケース部の内周面から、径方向内側
へ向けて突出していてもよい。その場合であっても、ケース部の内部空間の一部分を凸部
が占めることによって、樹脂材料の使用量を低減できる。また、ケース部に凸部を設ける
場合には、蓋部材を省略してもよい。ただし、蓋部材に凸部を設ける方が、ケース部の内
部空間にＡＣ／ＤＣコンバータ基板を配置するときに、凸部が邪魔にならない点で、好ま
しい。
【００５７】
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また、ケース部の外形形状は、上記の実施形態のように、略円筒状であってもよく、他
の形状であってもよい。例えば、ケース部の外形形状が、矩形の筒状であってもよい。た
だし、ケース部を円筒状に形成すれば、ケース部による気流の乱れを抑制しつつ、ケース
部の内部空間をより広くとることができる。
【００５８】
また、インペラ２０、ハウジング５０、および蓋部材６０の材料は、樹脂であってもよ
く、他の材料であってもよい。例えば、インペラ２０、ハウジング５０、および蓋部材６
０の一部または全部が、金属により形成されていてもよい。
【００５９】
また、本発明のファンモータは、家電製品以外の装置に搭載されるものであってもよい
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。例えば、本発明のファンモータは、パソコン等の電子機器に、内部冷却用として搭載さ
れるものであってもよい。また、本発明のモータファンは、他の種々のＯＡ機器、医療機
器、または輸送機器に搭載されるものであってもよい。ただし、冷蔵庫や洗濯機等の家電
製品は、高効率化の要求が特に高く、かつ、水滴がかかりやすい環境で使用される。この
ため、本発明が特に有用である。
【００６０】
また、ファンモータの細部の構成については、上記の実施形態や変形例と相違していて
もよい。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。
【産業上の利用可能性】
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【００６１】
本発明は、ファンモータに利用できる。
【符号の説明】
【００６２】
１，１Ａ，１Ｂ，１Ｃ
２

ファンモータ

気流

９，９Ａ

中心軸

１０，１０Ａ

モータ

１３，１３Ａ

コイル

２０，２０Ａ

インペラ

10

３０，３０Ａ，３０Ｃ

モータ制御基板

４０，４０Ａ，４０Ｃ

ＡＣ／ＤＣコンバータ基板

４１

コンデンサ

４１Ａ

電子部品

５０，５０Ａ

ハウジング

５１，５１Ａ，５１Ｃ
５２，５２Ｂ

ベース部

外枠部

５３，５３Ａ，５３Ｂ
５４，５４Ｂ

リブ
20

５５

台部

５６

突起

６０

蓋部材

６１

底板部

６２，６２Ａ
６３

ケース部

凸部

押さえ部

７０，７０Ａ

樹脂材料

７１，７１Ｂ

第１リード線

７２，７２Ｂ

第２リード線

１０１，１０１Ａ

静止部

１０２，１０２Ａ

回転部

５１１Ｃ

30

ベース孔

５３１，５３１Ｂ
５３２

係止受け部

６１１

第１貫通孔

６１２

第２貫通孔

６１３

第３貫通孔

６２１

フック

６２２

係止面

６２３

凹部

６３１

爪部

溝
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【図１】

【図２】

【図３】

【図４】
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【図６】
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