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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ロータとステータとがロータシャフトの軸線に平行な方向でエアギャップを介して対向
配置されるアキシャルギャップ型回転電機に使用されるロータにおいて、
　前記ロータは、アモルファス磁性金属リボンを渦巻状に積層したアモルファス渦巻積層
体よりなるロータヨークと、前記アモルファス渦巻積層体における前記ステータと対向す
る面にロータ周方向に配置される板状の複数の磁石とを有して成り、
　前記ロータシャフトに前記アモルファス磁性金属リボンを直接巻き回すことにより前記
アモルファス渦巻積層体が形成されて、該アモルファス渦巻積層体が前記ロータシャフト
に直接装着され、
　前記アモルファス渦巻積層体における前記アモルファス磁性金属リボンの始端部が、前
記ロータシャフトの巻取部に固着され、
　前記アモルファス渦巻積層体における前記アモルファス磁性金属リボンの終端部が、前
記アモルファス渦巻積層体に接着され
　前記アモルファス渦巻積層体と前記磁石とが樹脂含浸により一体的に結合され、
　前記含浸樹脂の一部が前記アモルファス渦巻積層体の前記磁石を固定した側の面に層状
に形成され、この樹脂層の面は、前記磁石の面と同等または磁石面よりも低くしてあり、
　前記アモルファス渦巻積層体は前記含浸樹脂によって層間絶縁されていることを特徴と
するアキシャルギャップ型回転電機用のロータ。
【請求項２】
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　前記ロータヨークは、鉄基アモルファス或いはコバルト基アモルファスの渦巻積層体で
ある請求項１記載のアキシャルギャップ型回転電機用のロータ。
【請求項３】
　前記ロータは、前記ロータシャフトの軸線に平行な方向で、前記ステータをエアギャッ
プを介して挟み込む一対のロータよりなる請求項１または請求項２記載のアキシャルギャ
ップ型回転電機用のロータ。
【請求項４】
　前記ロータは、その両面側にエアギャップを介して配置された一対のステータの間に配
置されるアキシャルギャップ型回転電機に用いられ、前記アモルファス渦巻積層体の両面
に前記磁石が配置されている請求項１または請求項２記載のアキシャルギャップ型回転電
機用のロータ。
【請求項５】
　アキシャルギャップ型回転電機において、
　ロータシャフトの周囲に該シャフトの周方向に固定配置される複数のコイル付きステー
タコアからなるステータと、
　前記ロータシャフトの軸線に平行な方向でエアギャップを介して前記ステータを挟み込
むように前記ロータシャフトに固着される一対のディスク状のロータと、を備え、
　前記一対のロータが、請求項３記載のロータよりなることを特徴とするアキシャルギャ
ップ型回転電機。
【請求項６】
　アキシャルギャップ型回転電機において、
　ロータシャフトに固着されるディスク状のロータと、
　前記ロータの両面側にエアギャップを介して配置された一対のステータと、を備え、
　前記ロータが、請求項４記載のロータよりなることを特徴とするアキシャルギャップ型
回転電機。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、回転軸の軸方向にギャップを介してステータとロータとが対向配置されるア
キシャルギャップ型の回転電機及びそのロータに関する。
【背景技術】
【０００２】
　アキシャルギャップ型のモータなどの回転電機については、様々な構造と関連技術が知
られている。
【０００３】
　例えば、特許文献１には、ロータ磁極となる複数の永久磁石を、磁性体よりなるロータ
コアの周方向に交互に極性を異ならせて配置したアキシャルギャップモータのロータ構造
において、ロータ側の永久磁石による磁束を、ロータのエアギャップに臨む側（ステータ
と対向する側）に集中させるため、永久磁石の周方向の長さを、ロータのギャップ側から
その反対側に向けて、テーパ状に増大させている。ロータコアは、プレス加工により成形
した穴（永久磁石嵌め込み穴）付きの電磁鋼板を積層したもの、または穴を開けている圧
粉磁心（鉄粉などの磁性粉末と樹脂などの絶縁物を混ぜて固めたもの）を使用している。
【０００４】
　特許文献２には、アキシャルギャップモータのロータの剛性を向上するために、ロータ
径方向に梁状補強部材とそれを保持するため筒状部材（箍状部材）が設けられている。梁
状補強部材と筒状部材の間を流れる渦電流損を抑えるために、梁状補強部材は、非導電材
料を介して筒状部材に接合されている。ロータの透磁部は、積層した電磁鋼板や圧粉磁心
などを用いて渦電流の流れにくい材料を使用している。
【先行技術文献】
【特許文献】
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【０００５】
【特許文献１】特開2006-166634
【特許文献２】特開2007-89270
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　アキシャルギャップ型の回転電機においては、ロータの回転に伴い、ロータ側の磁石（
永久磁石）とステータコアの対向位置が変わることにより、ロータを通る磁束量が変化す
る。磁束の変化により、ロータで渦電流損が発生する。
【０００７】
　渦電流損を低減するため、渦電流が流れにくい材料の使用が望ましい。積層した電磁鋼
板と圧粉磁心は渦電流が流れにくい透磁材料として、一般的に使われている。ただし、ロ
ータの径方向に積層した電磁鋼板は、ロータ遠心力が大きいため、ロータヨークとして使
用すると金属の維持部材、プレス加工や熱処理が必要である。
【０００８】
　また、プレス成形した電磁鋼板の積層体は、残留応力が大きいため、接着材以外の保持
手段が必要である。磁石とロータヨークの接合も、接合強度を高めるための工夫が必要と
される。
【０００９】
　特許文献１に示すように、積層した電磁鋼板に穴を加工して、階段扇形の永久磁石を穴
に挿入する場合には、ロータヨークと磁石形状が複雑になり、製造工程が多くコスト高に
なり、また、磁石の形状変更の自由度が低い。
【００１０】
　特許文献２には、ロータヨークとして使用される積層電磁鋼板の強度を保持するため、
対の磁石間に複数の梁状補強部材を設け、ロータコアの外周側は箍状部材が設けられてい
る。梁状部材と箍状部材間に非磁性材料が介在するため、補強部材ループには渦電流が流
れない。ただし、箍状部材は円筒状ものであるため、何らの配慮がない場合には、自身で
外周部分に対して渦電流が流れる可能性が高い。また、補強部材により組立工程が複雑に
なり、コスト高になり易い。
【００１１】
　本発明は、ロータヨークに発生する渦電流損を低減するとともに、ロータの強度が保持
でき、しかも構造が複雑にならず、組み立ての簡略化、容易性、低コストを実現できるア
キシャルギャップ型回転電機及びそのロータを提供する。
【課題を解決するための手段】
【００１２】
　本発明は、基本的には、アキシャルギャップ型回転電機のロータを、アモルファス磁性
金属リボンを渦巻積層状に巻き回し形成したアモルファス渦巻積層体と、そのアモルファ
ス渦巻積層体におけるステータ対向面にロータ周方向に配置される板状の複数の磁石とに
よって構成し、ロータシャフトにアモルファス磁性金属リボンを直接巻き回すことにより
アモルファス渦巻積層体が形成されて、アモルファス渦巻積層体がロータシャフトに直接
装着され、アモルファス渦巻積層体におけるアモルファス磁性金属リボンの始端部が、ロ
ータシャフトの巻取部に固着され、アモルファス渦巻積層体におけるアモルファス磁性金
属リボンの終端部が、アモルファス渦巻積層体に接着されアモルファス渦巻積層体と磁石
とが樹脂含浸により一体的に結合され、含浸樹脂の一部がアモルファス渦巻積層体の磁石
を固定した側の面に層状に形成され、この樹脂層の面は、磁石の面と同等または磁石面よ
りも低くしてあり、アモルファス渦巻積層体は含浸樹脂によって層間絶縁されている。
【発明の効果】
【００１３】
　本発明のアキシャルギャップ型回転電機におけるロータ構造によれば、アキシャルギャ
ップ型回転電機のロータに発生する渦電流損を低減するとともに、製造工程の簡略化、低
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コストのロータを提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１４】
【図１】本発明の第１実施例に係るアキシャルギャップモータの全体構成を示す断面図を
示す。
【図２】上記実施例のアキシャルギャップモータに用いるロータヨーク（アモルファス渦
巻積層体）の巻取り工程時のイメージを示す斜視図。
【図３】上記アモルファス渦巻積層体の巻取り完了後の状態を示す斜視図。
【図４】上記アモルファス渦巻積層体に組み込まれるロータシャフト用の締結ボスの一例
を示す斜視図。
【図５】上記アモルファス渦巻積層体に接合されるロータ磁極としての磁石の一つを一例
として示す図。
【図６】上記実施例におけるアキシャルギャップモータのロータの組み立て過程の例を示
す斜視図。
【図７】上記実施例におけるアキシャルギャップモータのロータの外装樹脂を施した後を
示す正面図及びそのＡ－Ａ´断面図。
【図８】本発明の第２の実施例に係るアキシャルギャップモータのロータシャフトの一例
を示す斜視図。
【図９】上記第２の実施例にアキシャルギャップモータに用いるロータシャフトとロータ
ヨークの組合せの例を示す斜視図。
【図１０】上記第２の実施例におけるアキシャルギャップモータのロータの組み立て過程
の一例を示す斜視図。
【図１１】上記第２の実施例におけるアキシャルギャップモータのロータの外装樹脂を施
した後を示す正面図及びそのＡ－Ａ´断面図。
【図１２】本発明の第３実施例に係るアキシャルギャップモータのロータシャフトとロー
タヨークの組合せを示す斜視図。
【図１３】上記第３の実施例におけるアキシャルギャップモータのロータの組み立て過程
の一例を示す斜視図。
【図１４】上記第３の実施例におけるアキシャルギャップモータのロータとステータとの
配置関係を示す概略断面図。
【発明を実施するための形態】
【００１５】
　以下に本発明に係るアキシャルギャップ型回転電機の一例として、アキシャルギャップ
モータについて説明するが、以下に述べる構成は、モータに代わって発電機として利用す
ることも可能である。
【００１６】
　一般的にアキシャルギャップモータは、一対のロータをステータの軸方向の両側にエア
ギャップを介して配置できる構成を実現できることから、体積あたりのトルク密度を向上
できることが特徴である。しかし、磁石貼りつけ面のロータヨークにはロータの回転にと
もなってスロット高調波による渦電流が流れることが知られている。使用されるロータ回
転数が低い場合には問題はないが、回転数の高いところで使用される場合には、用途によ
っては、この渦電流損失が効率低下の原因となっている。そこで本実施例では、下記のよ
うなアキシャルギャップモータを提案する。
＜第１実施例＞
　本発明の第１実施例を図１～図７により説明する。
【００１７】
　図１は本発明に関するアキシャルギャップモータの一例を示すものである。図１では、
モータハウジング（図示省略）を外してロータとステータとを示している。
【００１８】
　アキシャルギャップモータ１０は、ロータ２０とステータ３０とがロータシャフト６の
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軸心に平行な方向にギャップＧを介して対向配置されるが、本実施例では、さらに、モー
タ効率を高めるために、２ロータ／１ステータ型のアキシャルギャップモータを例示する
。
【００１９】
　図１において、ステータ３０を構成するそれぞれの電磁石は、各ステータコア７に電磁
コイル８を装着したコイル付きステータコアにより構成される。各コイル８は、その中心
がロータシャフト６の軸心に沿うように巻かれている。このコイル付きのステータコア（
電磁石）７がロータシャフト６の周囲に該シャフトの周方向に等間隔で複数、固定配置さ
れる。
【００２０】
　ロータ２０は、ロータシャフト６の軸線に平行な方向で対向する少なくとも一つのロー
タであればよいが、本実施例では、モータ効率を高める好ましい例として、二つの（一対
の）ロータを使用する。すなわち、一対のロータ２０は、ロータシャフト６の軸線に平行
な方向でエアギャップＧを介してステータ３０を挟み込むように、ロータシャフト６に固
着される。このようにして、本実施例では、コイル付きステータコア７の集合体からなる
一つのステータと、その両側に配置した二つの（一対の）ディスク状のロータ２０とで、
２ロータ／１ステータ型のアキシャルギャップモータを例示する。
【００２１】
　エアギャップＧは、ロータシャフト６の中間位置に設けた環状部６ｃとロータ２０間に
配置したスリーブ状のスペーサ９を介して確保されている。ロータシャフト６のうちロー
タ取付部より外側に突出する部分６a，６ｂが図示されないベアリングを介してモータハ
ウジングに保持されている。
【００２２】
　ロータ２０は、ロータヨーク２と、ロータシャフト締結用のボス３と、ロータの周方向
に等間隔に複数配置される永久磁石４とからなる。実施例では、一例として扇形の板状の
永久磁石を６個（６極）、周方向に配置したものを例示しているが、これに限定されるも
のではない。複数の磁石４はＮ極、Ｓ極が交互に周方向に配置される。ステータ３０を構
成する電磁石により回転磁界を形成することで、ステータ３０側の複数の電磁石とロータ
２０側の永久磁石とが回転軸を中心に磁力による吸引、反発を繰り返すことでロータ２０
が回転する。
【００２３】
　本実施例におけるロータ２０は、ロータヨーク２が磁性を有するアモルファス磁性金属
リボンを渦巻状に積層したアモルファス渦巻積層体よりなる。以下に、図２から図７を用
いて、ロータ２０の製造過程と完成体について説明する。
【００２４】
　図２はロータヨークとしてのアモルファス渦巻積層体を形成するための過程におけるア
モルファス磁性金属リボンの巻取り工程を示す。図２に示すように、例えば鉄基アモルフ
ァス或いはコバルト基アモルファスなどの厚み0.025ｍｍのアモルファス金属リボン１を
、高速巻取り機を使用して、必要なロータヨーク径になるまで渦巻積層状に巻き取る。巻
き取り後に、リボン１を切断し、巻き始めと巻き終わり（切り口）を、それぞれの位置で
渦巻積層体２に接着することによって図３に示すようなロータヨーク２が形成される。本
実施例に係る磁性金属リボンはアモルファス材質を使用したことに特徴がある。一般的に
使われる電磁鋼板は巻取ることはできるが、アキシャルギャップモータのロータヨークと
して使用するには次のような不具合がある。すなわち、電磁鋼板の厚みは0.2mm～0.5mmで
あり、アモルファスの約１０倍以上厚い。また、電磁鋼板はアモルファス磁性金属リボン
より、柔軟度が低いため曲げにくい。そのため、電磁鋼板を巻取る時、残留応力より円形
から真直ぐに戻る力が大きく、接着材だけで固定することができない。そして、熱処理な
どの後処理工程が必要であるため、製造コストが高くなる。電磁鋼板積層体はロータヨー
クとして使用する場合には、磁石との接合が複雑になる。特許文献１には、積層した電磁
鋼板に穴を開けて、磁石の背部は突起を設け、穴の中に挿入している。開示された方法に
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よると、磁石の形状が複雑になり、製造コストが更に上がる可能性がある。また、積層し
た電磁鋼板の積層面に穴が開けると、積層面にバリができて、層間の絶縁が無効になくな
る可能性がある。そのため、穴を開けた面で渦電流が流れることが考えられるので、バリ
除去などの工程を必要とすることが予想される。これに対して、アモルファス磁性金属リ
ボンは巻きやすいため、接着材だけで形成できるメリットがある。また、アモルファスは
電磁鋼板より、抵抗率が高いため、渦電流損による損失が低減できる。
【００２５】
　図４は本実施例に関するロータシャフト用の締結ボス３の一例を示す。ボス３は、図６
に示すように、アモルファス渦巻積層体（ロータヨーク）２の内径部に嵌め込まれるが、
樹脂５（図１、図７参照）を介してアモルファス渦巻積層体２と結合できるように、その
結合強度を高めるために、中心部分からリブ３１を設けた構成とした。ボス外径とロータ
ヨーク内径間のリブ以外の部分に樹脂５が入り込み、ボスとロータヨークとの結合強度を
高めることができる。シャフト締結ボス３については、図示したような汎用の構造材を用
いることができる。
【００２６】
　図５は本実施例に用いるロータ磁石（磁極）４のうちの一片の一例を示す。本実施例で
は、一例として６極のモータを例示するために、１個の磁石形状は５０°の角度で扇形板
状に構成されているが、リング状で一体的に構成することも可能である。磁石４は、表裏
面（回転軸方向）にＮ極、Ｓ極が着磁されている。
【００２７】
　かような磁石４が、各アモルファス渦巻積層体（ロータヨーク）２のステータ対向側の
面にロータヨーク周方向に６極分、Ｎ極、Ｓ極と交互に固定配置される。本実施例では、
ロータ磁石４は、多極分割磁石構造を示したが、これに限定されるものではなく、例えば
、円盤状の磁石にして、着磁スキュー効果を出すことも可能である。本実施例における磁
石の形状、材質や厚みは任意に設定可能であり、特別な制限はない。
【００２８】
　図６に示すように、アモルファス渦巻積層体２の内側（内径部）にシャフト締結ボス３
を設け、アモルファス渦巻積層体２の一面に磁石４を配置した後に、これらの部材を、図
７に示すように樹脂５を介して一体的に結合する。
【００２９】
　図７は、アモルファス渦巻積層体２、ボス３、磁石４からなるロータ組立体に樹脂含浸
を施してこれらの組立体要素を接着したロータ完成体の正面図及びそのＡ－Ａ´断面を示
すものである。なお、図７のロータ２０のＡ－Ａ´断面図は、図１のロータ２０の各部材
をデフォルメして表している。
【００３０】
　本実施例では含浸樹脂５が接着材として機能する。樹脂５については、絶縁性、流動性
が良く強度が確保できるものであれば、その種類を問うものではない。一例をあげれば、
例えば、熱可塑性であれば、ＰＰＳ（ポリフェニレンサルファイド）、ＰＣ（ポリカーボ
ネート）、ＰＥＴ（ポリエチレンテレフタレート）などのエンジニアリングプラスチック
が適している。また、熱硬化性樹脂であれば、エポキシ樹脂や不飽和ポリエステルが適し
ているものと考えられる。また、その接着方法としては、次のような工程が考えられる。
（１）接着方法１：i) アモルファス渦巻積層体２に、樹脂を真空含浸させる。ii)磁石４
は樹脂含浸したアモルファス渦巻積層体３の一面の所定位置に配置してアモルファス渦巻
積層体の表面含浸樹脂を介して接着させる。iii）その後、シャフト締結用のボス３をア
モルファス渦巻積層体３の内側に配置し、樹脂を含浸させる。
（２）接着方法２：i）磁石４をアモルファス渦巻積層体２の一面の所定位置に載せ、ii
）シャフト締結ボス３はアモルファス渦巻積層体２の内側に配置する。iii)
その後、アモルファス渦巻積層体２、磁石４、及びシャフト締結用ボス３に樹脂を一緒に
真空含浸させる。
（３）接着方法３：i)アモルファス渦巻積層体２に樹脂を真空含浸させる。ii)シャフト
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締結用ボス３を、アモルファス渦巻積層体内側にネジなどの固着具を介して留める。iii)
磁石をアモルファス渦巻積層体２の一面に載せて、樹脂を含浸させる。
【００３１】
　いずれの方法でも、図７に示すように含浸樹脂５は、その一部がアモルファス渦巻積層
体２の磁石４を固定した側の面とアモルファス渦巻積層体２の周面および反磁石面に、磁
石表面を除いて層状に形成され、この樹脂層のうち、アモルファス渦巻積層体２の磁石４
を配置した側（すなわち、ステータ対向面側およびエアギャップ側）の面の樹脂層は、エ
アギャップ上での空気抵抗を抑えるために、磁石４の表面とほぼ同等または磁石面よりも
いくぶん低くしてある。いずれの方法においても図７に示したロータを製造できる。ロー
タの３つの部品（ロータヨーク、磁石、ボス）は樹脂５を介して一体的に結合することに
より、ロータの強度が補強でき、高速で回転させることができるようになる。また、アモ
ルファス積層面で加工が不要なため、樹脂真空含浸だけで、アモルファス渦巻積層体２の
層間絶縁が可能になる。
【００３２】
　本実施例に係るロータ部材の樹脂を介した一体結合構造は、他のロータ構造のアキシャ
ルギャップモータにも適用可能である。なお、樹脂に代わって溶接によってもアモルファ
ス積層体と磁石を一体結合することも可能である。
【００３３】
　本実施例によれば、
（１）ロータヨーク２がアモルファス渦巻積層体から構成され、その積層方向は磁石の鎖
交磁束と垂直になっているため、渦電流が流れにくい。
（２）アモルファス磁性金属リボン１は、市販のものが、代表的には厚み0.025ｍｍであ
って、電磁鋼板よりはるかに薄いため、渦巻積層状に巻回した後の応力を小さくでき、接
着材だけで、積層体を成形することもできる。または、アモルファスの抵抗率は電磁鋼板
の３倍以上高いため、渦電流が流れにくくなるため損失低減よりモータの高効率に貢献で
きる。
（３）アモルファス渦巻積層体２と磁石４とシャフト締結ボス３とを樹脂で結合すること
で、ロータ全体の強度が向上でき、高速で回転させることができる。さらに、ロータと金
属シャフトの結合が簡単にできる。ロータ磁極を構成する磁石は、積層したアモルファス
のロータヨークを簡単に固定できるため、磁石形状の変更の自由度が高い。
（４）樹脂５で磁石間を充填させることも可能であり、このようにした場合には、ロータ
表面の凹凸がなくなるため、風損が低減できる。また、シャフト締結ボスは汎用品を用い
れば、ロータのコストが低減できる。
＜第２実施例＞
　図８～図１１は本発明の第２実施例に係るアキシャルギャップモータ用のロータ構造を
説明するための図である。
【００３４】
　本実施例に関するロータは、第１実施例同様に、ロータヨーク２として、アモルファス
渦巻積層体を使用する。第１実施例と異なる点は、シャフト締結用のボスを用いずに、図
９に示すように、ロータシャフト６´にアモルファス磁性金属リボン１を直接巻き回すこ
とによりアモルファス渦巻積層体２が形成されている。換言すれば、アモルファス渦巻積
層体を構成するロータヨーク２がロータシャフト６´に直接装着されている。
【００３５】
　図８は本実施例に用いるロータシャフト６´であって、シャフト部における６ａ´，６
ｂ´，６ｃ´はそれぞれ、図１の６ａ，６ｂ，６ｃに対応する部分である。ロータシャフ
トにおける符号６ｃ´で示す部分は、アモルファス金属リボン１を直接シャフト６´に巻
きつけ部分であり、リボン１の始端部を巻取部６ｄ´に接着材、溶接などの適宜手段で固
着した後にリボン１を巻取り、ロータヨークの必要な径だけ渦巻き積層状に巻き取った後
にリボン巻き取り終端箇所を切断して、その部分を接着する。
【００３６】
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　本実施例では、１ロータ／１ステータ型のアキシャルギャップモータを例示するもので
ある。
【００３７】
　図１０はシャフト６´、アモルファス渦巻積層体（ロータヨーク）２、及び磁石４の組
わせたロータ２０を示す。図１０に示すように、本実施例では、複数磁極となる磁石４は
、アモルファス渦巻積層体２の片面（ステータ対向面）に密着して接着する。上記磁石４
をアモルファス渦巻積層体２に配置した後に磁石４の表面を残して樹脂が含浸される。図
１１は樹脂含浸させた後のロータ２０の正面図とそのＡ－Ａ´断面図を示す。
【００３８】
　本実施例においても、図１１のＡ－Ａ´断面図は、図７同様にデフォルメして示してあ
る。含浸樹脂５のうちアモルファス渦巻積層体２の磁石４の配置側の面に形成される樹脂
層の表面は、磁石４の表面とほぼ同レベルにあるように形成される。
【００３９】
　複数のステータ３０は、エアギャップＧを介して磁石側のロータヨーク２表面と対向す
るように固定配置される。なお、エアギャップＧの確保、ステータ３０の固定配置、ロー
タのラジアル軸受支持構造については、既存の種々の慣用技術を利用することができるの
で、図示及びその説明を省略する。
【００４０】
　本実施例によれば、第１実施例同様に、ロータヨークをアモルファス渦巻積層体で構成
することにより、ロータヨークの渦電流損を抑えるとともに、シャフト締結用ボスを省略
できるのでモータの組立工程の簡便化を図ることができる。
＜第３実施例＞
　図１２～図１４は本発明の第３実施例に係るアキシャルギャップモータ用のロータ構造
を説明するための図である。
【００４１】
　本実施例に関するアキシャルギャップモータでは、一つのロータと二つのステータの組
み合わせよりなるアキシャルギャップモータを例示するものである。
【００４２】
　図１２は、ロータシャフト６”の軸方向の中央部６ｄ”（図１４参照）のロータヨーク
位置でアモルファス金属リボンを図９同様に直接シャフト６に巻きつけて、ロータヨーク
となるべくアモルファス渦巻積層体２を形成する。ロータシャフト６”のうち、６ａ”及
び６ｂ”は、第１実施例の６ａ，６ｂに相当する部分で、図示されないラジアル軸受（ベ
アリング）を介してモータハウジングに支持される部分を示す。アモルファス渦巻積層体
２に含浸樹脂５が施される点は、既述の実施例と同様である。
【００４３】
　本実施例では、ディスク状のアモルファス渦巻積層体２の両面に第１実施例および第２
実施例同様の磁石４が接合され、エアギャップＧを介して、ロータ２０の両側に各ステー
タ３０が、ロータシャフトの軸線に平行な方向でエアギャップＧを介して、ステータ対向
配置される。ステータ３０の構成は、既述の実施例同様である。本実施例においても、既
述した実施例同様の効果及びモータ効率の向上を図ることができる。
【符号の説明】
【００４４】
１…アモルファス磁性金属リボン、２…アモルファス渦巻積層体（ロータヨーク）、３…
シャフト締結ボス、４…磁石、５…樹脂、６、６´、６”…ロータシャフト、７…ステー
タコア、８…コイル、２０…ロータ、３０…ステータ。
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