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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　インナーロータ型のモータであって、
　ステータを含む静止部と、
　前記静止部の径方向内側で上下に延びる中心軸を中心として回転するロータと、
　軸方向に延び、前記ロータに取り付けられるシャフトと、
　前記シャフトを前記静止部に対して回転可能に支持する軸受と、
を有し、
　前記ロータは、
　　磁性体からなる筒状の内側コアと、
　　磁性体からなり、前記内側コアの径方向外側に配置される、筒状の外側コアと、
　　前記内側コアと、前記外側コアとの間に配置される樹脂部と、
　　前記外側コアの外周面に配置される、複数のマグネットと、
を有し、
　　前記内側コアは、
　　　外周面から径方向外側に向けて突出する複数の第１突起を有する第１内筒部と、
　　　前記第１内筒部から軸方向に延びる円筒状の第２内筒部と、
を有し、
　　前記外側コアは、
　　　内周面から径方向内側に向けて突出する複数の第２突起を有する第１外筒部と、
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　　　前記第１外筒部から軸方向に延びる円筒状の第２外筒部と、
を有し、
　　　前記樹脂部は、隣り合う前記第１突起の間に、上端から軸方向に貫通または凹む、
第１空隙部を有し、
　　　前記第２突起の表面の少なくとも一部は、前記第１空隙部内に配置されて、前記樹
脂部から露出するモータ。
【請求項２】
　請求項１に記載のモータであって、
　前記内側コアおよび前記外側コアは、複数の鋼板を軸方向に積層して形成される、積層
鋼板であるモータ。
【請求項３】
　請求項２に記載のモータであって、
　少なくとも一つの前記第１突起は、上面から軸方向に凹む位置決め孔を有するモータ。
【請求項４】
　請求項３に記載のモータであって、
　前記第２内筒部を形成する前記鋼板は、外周部から径方向内側に凹む凹部を有し、
　前記凹部は、少なくとも一部が、前記位置決め孔と軸方向に重なるモータ。
【請求項５】
　請求項２から請求項４までのいずれか１項に記載のモータであって、
　前記第２内筒部を形成する前記鋼板は、外周部のうち、前記第１突起の周方向の両端部
と同一の周方向位置に、径方向内側に向けて湾曲する、一対の切り欠きを有するモータ。
【請求項６】
　請求項１から請求項５までのいずれか１項に記載のモータであって、
　前記第１突起は、前記内側コアの上端に配置され、
　前記第２突起は、前記外側コアの上端に配置されるモータ。
【請求項７】
　請求項１から請求項６までのいずれか１項に記載のモータであって、
　前記第１突起と、前記第２突起とが、周方向に交互に配置されるモータ。
【請求項８】
　請求項１から請求項７までのいずれか１項に記載のモータであって、
　前記樹脂部は、下端から軸方向に凹む第２空隙部を有するモータ。
【請求項９】
　請求項８に記載のモータであって、
　前記第２空隙部は、周方向に環状に形成されるモータ。
【請求項１０】
　請求項８に記載のモータであって、
　前記第２空隙部と、前記第１空隙部とは同一形状であるモータ。
【請求項１１】
　請求項１から請求項１０までのいずれか１項に記載のモータであって、
　前記第２突起の軸方向の長さは、前記第１突起の軸方向の長さよりも長いモータ。
【請求項１２】
　請求項１から請求項１１までのいずれか１項に記載のモータであって、
　前記第１突起および前記第２突起の数は、いずれも素数であるモータ。
【請求項１３】
　請求項１から請求項１２までのいずれか１項に記載のモータであって、
　前記ステータは、
　　前記ロータの外周面と径方向に対向する複数のティースをもつ磁性体のステータコア
と、
　　前記複数のティースに巻かれた導線と、
を有し、
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　前記静止部は、
　　前記導線および前記ステータコアの少なくとも一部分を覆う樹脂製のステータハウジ
ングをさらに有するモータ。
【請求項１４】
　請求項１３に記載のモータであって、
　前記静止部は、位置検出素子を備えた回路基板をさらに有し、
　前記回路基板と、前記第１内筒部および第１外筒部との軸方向の距離が、前記回路基板
と、前記第２内筒部および前記第２外筒部との軸方向の距離より近いモータ。
【請求項１５】
　請求項１３または請求項１４に記載のモータであって、
　空調機のファンを回転させるために用いられるモータ。
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、モータに関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、ステータの径方向内側にロータが配置された、いわゆるインナーロータ型のモー
タが知られている。インナーロータ型のモータに用いられるロータについては、例えば、
特開２００１－２９８８８７号公報に記載されている。当該公報のロータは、外側コアで
あるロータヨークと、複数の永久磁石と、モールド樹脂とを有する。また、ロータヨーク
の内側には、内側コアであるボスが配置される。そして、内側コアと外側コアとの間に樹
脂を介在させることで、電食現象を防止する構造が記載されている。さらに、内側コアお
よび外側コアは、いずれも突出部を有する。これにより、コアの空転を防止する構造が記
載されている（図１、請求項５等参照）。
【特許文献１】特開２００１－２９８８８７号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　しかしながら、当該文献の構造では、突出部が軸方向にロータの一方側から他方側まで
延びている。このため、内側コアの外周面と外側コアの内周面との間の、距離が近くなる
。これにより、内側コアと外側コアとの間の静電容量が大きくなる。その結果、電食現象
を十分に抑制できず、軸受が損傷する可能性がある。
【０００４】
　本発明の目的は、インナーロータ型のモータにおいて、コアを強固に固定しつつ、電食
の発生を抑制できる技術を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　本願の例示的な第１発明は、インナーロータ型のモータであって、ステータを含む静止
部と、前記静止部の径方向内側で上下に延びる中心軸を中心として回転するロータと、軸
方向に延び、前記ロータに取り付けられるシャフトと、前記シャフトを前記静止部に対し
て回転可能に支持する軸受と、を有し、前記ロータは、磁性体からなる筒状の内側コアと
、磁性体からなり、前記内側コアの径方向外側に配置さあれる、筒状の外側コアと、前記
内側コアと、前記外側コアとの間に配置される樹脂部と、前記外側コアの外周面に配置さ
れる、複数のマグネットと、を有し、前記内側コアは、外周面から径方向外側に向けて突
出する複数の第１突起を有する第１内筒部と、前記第１内筒部から軸方向に延びる円筒状
の第２内筒部と、を有し、前記外側コアは、内周面から径方向内側に向けて突出する複数
の第２突起を有する第１外筒部と、前記第１外筒部から軸方向に延びる円筒状の第２外筒
部と、を有し、前記樹脂部は、隣り合う前記第１突起の間に、上端から軸方向に貫通また
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は凹む、第１空隙部を有し、前記第２突起の表面の少なくとも一部は、前記第１空隙部内
に配置されて、前記樹脂から露出するモータ。
【発明の効果】
【０００６】
　本願の例示的な第１発明によれば、樹脂部内に第１突起および第２突起が配置されるこ
とで、内側コアと外側コアを強固に固定できる。これにより、外側コアの内側コアに対す
る相対回転を防止できる。また、内側コアと外側コアとの間の、距離が近い部分を少なく
することができる。これにより、内側コアと外側コアとの間の静電容量を小さくすること
ができる。したがって、電食による軸受の損傷を抑えることができる。
【図面の簡単な説明】
【０００７】
【図１】図１は、モータの縦断面図である。
【図２】図２は、ロータの斜視図である。
【図３】図３は、ロータの縦断面図である。
【図４】図４は、ロータの横断面図である。
【図５】図５は、樹脂部が形成されていないロータの斜視図である。
【図６】図６は、内側コアの斜視図である。
【図７】図７は、外側コアの斜視図である。
【図８】図８は、鋼板の上面図である。
【図９】図９は、射出成型のフローチャートである。
【図１０】図１０は、射出成型時の様子を示す図である。
【図１１】図１１は、変形例に係るロータの底面図である。
【図１２】図１２は、他の変形例に係るロータの底面図である。
【発明を実施するための形態】
【０００８】
　以下、本発明の例示的な実施形態について、図面を参照しながら説明する。なお、本願
では、ロータの中心軸と平行な方向を「軸方向」、ロータの中心軸に直交する方向を「径
方向」、ロータの中心軸を中心とする円弧に沿う方向を「周方向」、とそれぞれ称する。
また、以下では、便宜上、図１～図３および図５～図７の上側および下側を、それぞれ上
下方向の上側および下側として説明する。ただし、この上下方向の定義により、本発明に
係るロータおよびモータの製造時または使用時の向きを限定する意図はない。
【０００９】
　＜１．モータの構造＞
　図１は、モータ１の縦断面図である。このモータ１は、ステータ２１の径方向内側にロ
ータ３２が配置された、いわゆるインナーロータ型のモータである。モータ１は、空調機
のファンを回転させるために用いられる。ただし、モータ１は、空調機以外の家電製品や
、家電製品以外の用途に使用されてもよい。例えば、モータ１は、自動車や鉄道等の輸送
機器、ＯＡ機器、医療機器、工具、産業用の大型設備等に搭載されて、種々の駆動力を発
生させてもよい。
【００１０】
　図１に示すように、モータ１は、静止部２と、回転部３と、軸受部２４，２５とを有す
る。静止部２は、駆動対象となる機器の枠体に固定される。回転部３は、軸受部２４，２
５によって静止部２に対して中心軸９を中心に回転可能に支持される。
【００１１】
　本実施形態では、静止部２は、ステータ２１と、ステータハウジング２２と、カバー部
材２３と、回路基板２６とを有する。
【００１２】
　ステータ２１は、外部電源から後述する回路基板２６を介して供給される駆動電流に応
じて、磁束を発生させる電機子である。ステータ２１は、ステータコア２１１と導線２１
２とを有する。ステータコア２１１には、磁性体である複数の鋼板を軸方向に積層した積
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層鋼板が用いられる。ステータコア２１１は、中心軸９の周りを取り囲む円環状のコアバ
ック４１と、コアバック４１から径方向内側へ向けて突出する複数のティース４２と、を
有する。コアバック４１は、中心軸９と略同軸に配置される。複数のティース４２は、周
方向に等間隔に配列される。導線２１２は、複数のティース４２に巻き付けられる。また
、ティース４２と導線２１２との間には、樹脂製のインシュレータ２１３が介在する。
【００１３】
　ステータハウジング２２は、ステータ２１を保持する樹脂製の部材である。ステータハ
ウジング２２の材料には、例えば、熱硬化性の不飽和ポリエステル樹脂が用いられる。ス
テータハウジング２２は、ステータ２１が収容された金型内の空洞部９３に、樹脂を流し
込んで固化させることにより得られる。すなわち、ステータハウジング２２は、ステータ
２１をインサート部品とする樹脂成型品である。したがって、ステータコア２１１および
導線２１２の少なくとも一部分は、ステータハウジング２２に覆われる。
【００１４】
　ステータハウジング２２は、円筒部５１および底板部５２を有する。円筒部５１は、軸
方向に略円筒状に延びる。ステータ２１は、円筒部５１を構成する樹脂に覆われる。ただ
し、ティース４２の径方向内側の端面を含むステータ２１の一部分は、円筒部５１から露
出していてもよい。また、円筒部５１の径方向内側には、後述するロータ３２が配置され
る。底板部５２は、ステータ２１およびロータ３２よりも軸方向下側において、中心軸９
に対して略垂直に広がる。底板部５２の中央には、金属製の下軸受収納ブラケット２３１
が設けられている。下軸受部２４は、下軸受収納ブラケット２３１に収納される。下軸受
収納ブラケット２３１は、ステータハウジング２２に対して、嵌合されてもよいし、イン
サートされてもよい。底板部５２及び下軸受収納ブラケット２３１の下面の中央には、後
述するシャフト３１を通すための挿通孔５２０が設けられている。
【００１５】
　回路基板２６は、コイルに駆動電流を供給するための電子回路が搭載された、略板状の
部材である。回路基板２６は、ステータ２１およびロータ３２の上方、かつ、ステータハ
ウジング２２の円筒部５１の径方向内側において、中心軸９に対して略垂直に配置される
。外部電源から供給される電流は、回路基板２６を介して、導線２１２へ流れる。
【００１６】
　カバー部材２３は、金属製であり、ステータハウジング２２の上部の開口を塞ぐ円板状
の部材である。カバー部材２３は、ステータ２１、回路基板２６およびロータ３２よりも
上方において、中心軸９に対して略垂直に広がる。カバー部材２３の下面の中央には、上
軸受収容部２３０が設けられている。上軸受部２５およびシャフト３１の上端部は、上軸
受収容部２３０内に配置される。
【００１７】
　下軸受部２４は、ロータ３２よりも軸方向下側において、シャフト３１を回転可能に支
持する。上軸受部２５は、ロータ３２よりも軸方向上側において、シャフト３１を回転可
能に支持する。本実施形態の下軸受部２４および上軸受部２５には、外輪と内輪との間に
複数の球体を有するボールベアリングが、使用されている。下軸受部２４の外輪は、ステ
ータハウジング２２の底板部５２に固定される。上軸受部２５の外輪は、カバー部材２３
に固定される。また、下軸受部２４および上軸受部２５の内輪は、シャフト３１の外周面
に固定される。ただし、ボールベアリングに代えて、すべり軸受や流体軸受等の他方式の
軸受が、使用されていてもよい。
【００１８】
　回転部３は、シャフト３１およびロータ３２を有する。モータ１の駆動時には、外部電
源から、回路基板２６を介して、ステータ２１の導線２１２に駆動電圧が供給される。そ
うすると、ステータコア２１１の複数のティース４２に、磁束が生じる。そして、ティー
ス４２と後述するマグネット６２との間の磁束が及ぼす作用により、周方向のトルクが発
生する。その結果、中心軸９を中心として回転部３が回転する。
【００１９】



(6) JP 6651545 B2 2020.2.19

10

20

30

40

50

　シャフト３１は、中心軸９に沿って配置された円柱状の部材である。シャフト３１は、
下軸受部２４および上軸受部２５に支持され、中心軸９を中心として回転する。シャフト
３１の下端部は、下軸受部２４よりも下側へ突出する。シャフト３１の下端部には、空調
機用のファンが取り付けられる。ただし、シャフト３１は、ギア等の動力伝達機構を介し
て、ファン以外の駆動部に連結されてもよい。
【００２０】
　なお、本実施形態のシャフト３１は、ステータハウジング２２の下方へ突出しているが
、本発明はこの限りではない。シャフト３１は、カバー部材２３の上方へ突出し、その上
端部が駆動部と連結されてもよい。また、シャフト３１は、ステータハウジング２２およ
びカバー部材２３から上下に突出し、その上端部および下端部の双方が、それぞれ駆動部
に連結されてもよい。
【００２１】
　＜２．ロータの構造＞
　次に、ロータ３２の構造について説明する。図２は、ロータ３２の斜視図である。図３
は、ロータ３２の縦断面図である。図４は、ロータ３２の横断面図である。図５は、樹脂
部６３が形成されていないロータ３２の斜視図である。モータ１の駆動時には、上下に延
びる中心軸９を中心として、ロータ３２が回転する。
【００２２】
　ロータ３２は、シャフト３１に固定されて、シャフト３１とともに回転する。ロータ３
２の外周面と、複数のティース４２の径方向内側の端面とは、僅かな隙間を介して径方向
に対向する。ロータ３２は、ロータコア６１と、複数のマグネット６２と、樹脂部６３と
を有する。
【００２３】
　ロータコア６１は、内側コア７１と外側コア７２とを有する。内側コア７１および外側
コア７２は、いずれも、中心軸９を中心として軸方向に筒状に延びる。なお、内側コア７
１および外側コア７２は、磁性体からなる筒状の部材である。
【００２４】
　図６は、内側コア７１の斜視図である。内側コア７１の中央には、軸方向に貫通する中
央孔７１０が設けられている。シャフト３１は、中央孔７１０に圧入される。これにより
、シャフト３１と内側コア７１とが、互いに固定される。
【００２５】
　内側コア７１は、第１内筒部７１１と、第２内筒部７１２とを有する。第１内筒部７１
１は、外周面から径方向外側に向けて突出する複数の第１突起１０１を有し、軸方向に延
びる。第２内筒部７１２は、第１内筒部７１１の軸方向下端部から下方に向けて延びる円
筒状の部位である。
【００２６】
　第１突起１０１のうち少なくとも一つは、上面から軸方向に凹む位置決め孔７３５を有
する。後述する樹脂部６３の成型時には、位置決め孔７３５によって、上下金型９０の内
部に内側コア７１が位置決めされる。これにより、上下金型９０に対して、内側コア７１
を回り止めできる。したがって、樹脂部６３をロータコア６１に対して精度よく成型する
ことができる。なお、位置決め孔７３５は、第１突起１０１の上端から下端まで貫通する
貫通孔であってもよく、上端から軸方向下方に向けて凹む溝であってもよい。
【００２７】
　内側コア７１および外側コア７２には、磁性体である複数の鋼板を軸方向に積層した積
層鋼板が用いられる。図８は、内側コア７１を形成する鋼板の上面図である。内側コア７
１は、第１内筒部７１１を形成する複数の第１鋼板７３１と、第２内筒部７１２を形成す
る複数の第２鋼板７３２とが、軸方向に積層されることで形成される。
【００２８】
　第１鋼板７３１および第２鋼板７３２は、それぞれ、プレス加工によって形成される。
第１鋼板７３１を形成するときは、先ず、鋼板に位置決め孔７３５が打ち抜かれる。次に
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、位置決め孔７３５が形成された鋼板の外形が、打ち抜かれる。これにより、環状の円環
部１０４と、円環部１０４の外周に第１突起１０１を形成する突起部１０３とが、形成さ
れる。その後、中央孔７１０が打ち抜かれる。これにより、第１鋼板７３１が形成される
。ただし、第１鋼板７３１の形成順序は、上記の通りでなくてもよい。
【００２９】
　第２鋼板７３２は、プレス加工によって、第１鋼板７３１の突起部１０３を打ち抜くこ
とで成型される。このため、第２鋼板７３２の外周部には、径方向内側に向けて凹む凹部
７３３が形成される。凹部７３３は、第１鋼板７３１に形成された位置決め孔７３５の一
部である。したがって、第１鋼板７３１と、第２鋼板７３２とを軸方向に積層させると、
位置決め孔７３５の少なくとも一部と、凹部７３３とは、軸方向に重なる。
【００３０】
　なお、第２鋼板７３２において、突起部１０３を打ち抜くときは、突起部１０３の径方
向内側端部が、径方向外側端部より、周方向に広がるように打ち抜かれる。このとき、突
起部１０３との境界付近の環状部には、径方向内側に向けて湾曲する、一対の切り欠き７
３４が形成される。これにより、バリや歪みが、突起部１０３と円環部１０４との境界に
発生することを防止できる。第２鋼板７３２は、第１鋼板７３１の突起部１０３を打ち抜
くことで成型される。このため、一対の切り欠き７３４は、第１鋼板７３１および第２鋼
板７３２のうち、第２鋼板７３２のみに形成される。
【００３１】
　図７は、外側コア７２の斜視図である。外側コア７２は、内側コア７１よりも径方向外
側に位置する。図７に示すように、外側コア７２は、第１外筒部７２１と、第２外筒部７
２２とを有する。第１外筒部７２１は、内周面から径方向内側に向けて突出する複数の第
２突起１０２を有し、軸方向に延びる。第２外筒部７２２は、第１外筒部７２１の軸方向
下端部から下方に向けて延びる円筒状の部位である。
【００３２】
　複数のマグネット６２は、外側コア７２の外周面に配置される。各マグネット６２は、
外側コア７２の外周面に、例えば接着剤で固定される。各マグネット６２の径方向内側の
面は、中心軸９を中心とする略円弧状の面となっている。したがって、中心軸９からマグ
ネット６２の径方向内側の面までの距離は、周方向の位置に拘わらず、略一定である。一
方、各マグネット６２の径方向外側の面は、径方向内側の面よりも曲率半径の小さい略円
弧状の面となっている。中心軸９からマグネット６２の径方向外側の面までの距離は、周
方向の中央から周方向の両端部へ向かうにつれて、次第に短くなる。
【００３３】
　複数のマグネット６２の上方には、回路基板２６が配置される。回路基板２６は、軸方
向下側の面に、少なくとも一つの位置検出素子２６１を有する。そして、位置検出素子２
６１は、マグネット６２と軸方向に対向するように配置される。位置検出素子２６１には
、例えば、ホール素子が用いられる。位置検出素子２６１は、マグネット６２の磁束を検
出する。これにより、ロータ３２の回転速度を検出することができる。ロータ３２の回転
速度は、位置検出素子２６１の検出結果に基づいて、フィードバック制御される。
【００３４】
　樹脂部６３は、上カバー部８１と、下カバー部８２と、外カバー部８３と、コア接続部
８４とを有する。上カバー部８１は、ロータコア６１および複数のマグネット６２よりも
上方に配置され、中心軸９に対して垂直に広がる。ロータコア６１の上面および複数のマ
グネット６２の上面は、上カバー部８１に覆われる。下カバー部８２は、ロータコア６１
および複数のマグネット６２よりも軸方向下側に配置され、中心軸９に対して垂直に広が
る。ロータコア６１の下面および複数のマグネット６２の下面は、下カバー部８２に覆わ
れる。
【００３５】
　外カバー部８３は、上カバー部８１の径方向外側の端縁部と下カバー部８２の径方向外
側の端縁部との間において、軸方向に広がる。複数のマグネット６２の径方向外側の面の
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少なくとも一部は、外カバー部８３に覆われる。モータ１の駆動時には、マグネット６２
に大きな遠心力がかかる。しかしながら、本実施形態では、各マグネット６２の径方向外
側の面が、外カバー部８３に覆われているため、マグネット６２は保持され、径方向外側
への飛散が防止される。
【００３６】
　コア接続部８４は、内側コア７１と外側コア７２との間に配置される。内側コア７１と
外側コア７２とは、コア接続部８４によって接続される。また、第１突起１０１および第
２突起１０２は、コア接続部８４内に配置される。このため、ロータ３２回転時の、外側
コア７２の内側コア７１に対する相対回転が抑えられる。したがって、内側コア７１に対
する外側コア７２の周方向の位置ずれが防止される。
【００３７】
　また、コア接続部８４は絶縁体である。したがって、マグネット６２および外側コア７
２を含む導体群と、内側コア７１、シャフト３１および軸受部２４，２５を含む導体群と
は、電気的に絶縁される。これにより、モータ１の駆動時に、電食現象によって軸受部２
４，２５が損傷することを抑制できる。
【００３８】
　また、第２内筒部７１２と第２外筒部７２２との間のコア接続部８４には、第１突起１
０１および第２突起１０２が配置されない。すなわち、内側コア７１と外側コア７２との
間の、距離が近い部分を、少なくすることができる。このため、内側コア７１と外側コア
７２との間の静電容量を小さくすることができる。したがって、本実施形態のロータ３２
は、内側コア７１に対する外側コア７２の周方向の位置ずれを抑制しつつ、電食現象によ
る軸受部２４，２５の損傷を抑えることができる。
【００３９】
　特に、本実施形態では、図４および図５に示すように、第１突起１０１と、第２突起１
０２とが、周方向に交互に配置される。これにより、第１突起１０１は、外側コア７２の
第１外筒部７２１のうち、第２突起１０２以外の内周部と、径方向に対向する。また、第
２突起１０２は、内側コア７１の第１内筒部７１１のうち、第１突起１０１以外の外周部
と、径方向に対向する。すなわち、第１突起１０１と第２突起１０２とは、径方向に対向
しない。このため、内側コア７１と外側コア７２との間の、距離が近い部分を、より少な
くすることができる。したがって、電食現象による軸受部２４，２５の損傷をより抑える
ことができる。
【００４０】
　図１～図４に示すように、コア接続部８４は、隣り合う第１突起１０１の間に、上端か
ら軸方向に凹む、第１空隙部８４１を有する。これにより、内側コア７１と、外側コア７
２との間に空気を介在させることができる。空気は、樹脂と比較して静電容量が小さい。
このため、内側コア７１と、外側コア７２との間の静電容量をより小さくすることができ
る。これにより、内側コア７１と外側コア７２とが、より電気的に絶縁される。したがっ
て、電食現象による軸受部２４，２５の損傷をより抑えることができる。また、第１空隙
部８４１を形成することによって、樹脂の使用量を低減することができる。なお、第１空
隙部８４１は、コア接続部８４の下端部まで貫通する貫通孔であってもよい。また、第１
空隙部８４１は、円環状に繋がっていてもよい。
【００４１】
　図１および図３に示すように、コア接続部８４は、下端から軸方向上方に向けて凹む第
２空隙部８４２をさらに有する。これにより、ロータ３２の下部においても、内側コア７
１と外側コア７２との間に、空気層を介在させることができる。したがって、内側コア７
１と、外側コア７２との間の静電容量をより小さくすることができる。
【００４２】
　また、本実施形態では、第１突起１０１および第２突起１０２の数はいずれも素数であ
る。これにより、シャフト３１、ステータ２１、シャフト３１に取り付けられたファンの
共振が抑えられる。なお、本実施形態では、第１突起１０１の数および第２突起１０２の
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数は、いずれも７個である。ただし、第１突起１０１および第２突起１０２の数は、７個
以外であってもよい。また、第１突起１０１の数と、第２突起１０２の数とが、相違して
いてもよい。
【００４３】
　＜３．ロータの製造手順＞
　続いて、ロータ３２の製造手順を説明する。図９は、ロータ３２の製造手順を示すフロ
ーチャートである。図１０は、図５のＡ１－Ａ２断面から見た、ロータ３２の射出成型の
様子を示す図である。
【００４４】
　ロータ３２を製造するときには、まず、内側コア７１と、外側コア７２と、複数のマグ
ネット６２とを準備する。そして、複数のマグネット６２は、外側コア７２の外周面に、
例えば接着剤で固定される（ステップＳ１）。なお、次のステップＳ２において、下金型
９１の形状またはピンによって、外側コア７２と複数のマグネット６２とを、互いに接触
した状態に固定できるのであれば、ステップＳ１での接着剤による固定は、省略してもよ
い。
【００４５】
　次に、樹脂成型用の上下金型９０の内部に、内側コア７１と、外側コア７２と、複数の
マグネット６２とを配置する（ステップＳ２）。このとき、内側コア７１および外側コア
７２の上端は、図１０において、下側を向いて下金型９１に設置されている。上下金型９
０は、内側コア７１、外側コア７２および複数のマグネット６２を受ける下金型９１と、
下金型９１の上部の開口を閉じる上金型９２とを有する。
【００４６】
　下金型９１の内部にロータコア６１および複数のマグネット６２を配置した後、下金型
９１の上面に上金型９２の下面を接触させると、図１０のように、上下金型９０の内部に
空洞部９３が形成される。そして、内側コア７１、外側コア７２および複数のマグネット
６２は、空洞部９３内に収容される。
【００４７】
　図１０に示すように、下金型９１には、位置決めピン９４および設置ピン９５が設けら
れている。位置決めピン９４は、第１突起１０１の位置決め孔７３５に挿入される。また
、下金型９１の一部は、内側コア７１の中央孔７１０内に配置される。これにより、内側
コア７１は、軸方向および周方向に位置決めされる。また、設置ピン９５は、第２突起１
０２の上端と接触する。したがって、設置ピン９５の個数は、第２突起１０２の個数と同
数となる。また、第２突起１０２の内周部は、下金型９１の一部と接触する。このため、
図４に示すように、第２突起１０２の表面の少なくとも一部は、第１空隙部８４１内に配
置される。そして、第２突起１０２の表面の少なくとも一部は、樹脂部６３を構成する樹
脂から露出する。これにより、外側コア７２は、軸方向および周方向に位置決めされる。
【００４８】
　図５～図７に示すように、本実施形態では、第１突起１０１は、内側コア７１の上端に
配置される。また、第２突起１０２は、外側コア７２の上端に配置される。これにより、
第１突起１０１の位置決め孔７３５に、下金型９１の位置決めピン９４を挿入できる。ま
た、下金型９１は、第２突起１０２と接触することができる。したがって、内側コア７１
および外側コア７２は、下金型９１に対して精度よく位置決めされる。
【００４９】
　また、図３に示すように、第２突起１０２の軸方向の長さｄ２は、第１突起１０１の軸
方向の長さｄ１よりも長い。これにより、外側コア７２は、下金型９１に対して、傾きを
抑えて精度よく設置される。また、第２空隙部８４２の径方向の幅ｗ２は、第１空隙部８
４１の径方向の幅ｗ１よりも小さい。すなわち、上金型９２のうち、第２空隙部８４２に
相当する部分の径方向幅ｗ２は、下金型９１のうち、第１空隙部８４１に相当する部分の
径方向の幅ｗ１よりも小さい。これにより、上金型９２を設置するときに、上金型９２が
、内側コア７１や外側コア７２と接触しにくくなる。すなわち、固定金型である下金型９
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１に対して、可動金型である上金型９２を設置しやすくなる。
【００５０】
　また、図１に示すように、回路基板２６と第１内筒部７１１および第１外筒部７２１と
の軸方向の距離は、回路基板２６と第２内筒部７１２および第２外筒部７２２との軸方向
の距離よりも近い。上述したとおり、第１突起１０１および第２突起１０２は、下金型９
１と接触することで位置決めされる。このため、第１内筒部７１１および第１外筒部７２
１側の面は、第２内筒部７１２および第２外筒部７２２の面よりも、精度よく樹脂部６３
が成型される。したがって、位置検出素子２６１を、マグネット６２に対して精度よく配
置できる。その結果、位置検出素子２６１は、精度よくマグネット６２の磁束を検出でき
る。
【００５１】
　上下金型９０内に内側コア７１、外側コア７２、および複数のマグネット６２が配置さ
れると、次に、上下金型９０内の空洞部９３へ、溶融樹脂を流し込む（ステップＳ３）。
これにより、上下金型９０内の空洞部９３に溶融樹脂が行き渡る。続いて、溶融樹脂を固
化させる（ステップＳ４）。これにより、上カバー部８１、下カバー部８２、外カバー部
８３およびコア接続部８４を含む樹脂部６３が形成される。また、溶融樹脂が固化すると
、内側コア７１、外側コア７２および複数のマグネット６２が、樹脂部６３によって互い
に固定される。
【００５２】
　＜４．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は限
定されない。
【００５３】
　図１１は、変形例に係るロータ３２Ａの下面図である。このロータ３２Ａの樹脂部６３
Ａは、下端から軸方向上方に向けて凹む第２空隙部８４２Ａを有する。そして、第２空隙
部８４２Ａは周方向に環状に形成される。これにより、ロータの下方において、内側コア
と外側コアとの間に、空気層をより広く介在させることができる。したがって、内側コア
と、外側コアとの間の静電容量をより小さくすることができる。
【００５４】
　図１２は、他の変形例に係るロータ３２Ｂの下面図である。このロータ３２Ｂの樹脂部
６３Ｂは、下端から軸方向上方に向けて凹む第２空隙部８４２Ｂを有する。そして、第２
空隙部８４２Ｂの形状は、第１空隙部の形状と同一である。これにより、第１空隙部と第
２空隙部８４２Ｂとを形成するための上下金型を同一のものとすることができる。これに
より、上下金型の製作費用を抑えることができる。
【００５５】
　また、上記の実施形態では、内側コアおよび外側コアは、鋼板を軸方向に積層した、積
層鋼板であった。しかしながら、内側コアおよび外側コアは、他の製法により形成されて
もよい。例えば、内側コアおよび外側コアは、鉄粉を焼結させることで形成されてもよい
。
【００５６】
　また、上記の実施形態では、ステータおよびロータの上方に、コイルに駆動電流を供給
するための電子回路が搭載された、回路基板が配置されていた。しかしながら、ステータ
およびロータの上方には、回路基板に代えて、電気伝導性を有する導通板や、配線台が配
置されていてもよい。
【００５７】
　また、各部材の細部の形状については、本願の各図に示された形状と、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】
【００５８】
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　本発明は、モータに利用できる。
【符号の説明】
【００５９】
１　モータ
２　静止部
３　回転部
９　中心軸
２１　ステータ
２２　ステータハウジング
２３　カバー部材
２４　下軸受部
２５　上軸受部
２６　回路基板
３１　シャフト
３２　ロータ
４１　コアバック
４２　ティース
５１　円筒部
５２　底板部
６１　ロータコア
６２　マグネット
６３，６３Ａ，６３Ｂ　樹脂部
７１，７１Ａ　内側コア
７２　外側コア
８１　上カバー部
８２　下カバー部
８３　外カバー部
８４　コア接続部
９０　上下金型
９１　下金型
９２　上金型
９３　空洞部
９４　位置決めピン
９５　設置ピン
１０１　第１突起
１０２　第２突起
１０３　突起部
１０４　円環部
２１１　ステータコア
２１２　導線
２１３　インシュレータ
２３０　上軸受収容部
２３１　下軸受収納ブラケット
２６１　位置検出素子
５２０　挿通孔
７１０　中央孔
７１１　第１内筒部
７１２　第２内筒部
７２１　第１外筒部
７２２　第２外筒部
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７３１　第１鋼板
７３２　第２鋼板
７３３　凹部
７３４　切り欠き
７３５　位置決め孔
８４１　第１空隙部
８４２　第２空隙部
 

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】 【図６】

【図７】
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【図８】 【図９】

【図１０】 【図１１】
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