
JP 4465354 B2 2010.5.19

10

20

(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　電動モータ（１０）、特にブロワモータを、振動をデカップリングした状態で保持する
ための装置であって、電動モータ（１０）が少なくとも、帰磁路リングとして役立つ１つ
の磁極ハウジング（１２）を有しており、弾性的なデカップリング部材（３１，３２）を
固定するための保持部材（２６）が設けられている形式のものにおいて、デカップリング
部材（３１，３２）の保持部材（２６）が、磁極ハウジング（１２）の、少なくとも１つ
の磁極リング（１４）と一体的に形成されており、かつ当該保持部材（２６）を外方に起
こした後に前記デカップリング部材（３１，３２）が差込み可能なそれぞれ１つの切込み
（３４）を有していることを特徴とする、電動モータのためのデカップリング装置。
【請求項２】
　保持部材（２６）が磁極ハウジング（１２）に対して半径方向で外方に起こされている
、請求項１記載の装置。
【請求項３】
　磁極ハウジング（１２）が一層で構成されている、請求項１記載の装置。
【請求項４】
　磁極ハウジング（１２）が多層で構成されている、請求項１記載の装置。
【請求項５】
　磁極ハウジング（１２）が、前記磁極ハウジング（１２）の内側の磁極リングのための
鋼板ストリップ（２８）及び前記磁極ハウジング（１２）の外側の磁極リングのための鋼
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板ストリップ（３０）を備える二重に巻かれた円筒として形作られている、請求項４記載
の装置。
【請求項６】
　前記保持部材（２６）が、前記外側の磁極リングのための鋼板ストリップ（３０）から
一体的に成形されており、かつ前記内側の磁極リングのための鋼板ストリップ（２８）が
、それぞれの保持部材（２６）に対応配置される、当該保持部材（２６）を外方に起こす
ための工具が差込み可能な長穴の形の開口（４６）を有している、請求項５記載の装置。
【請求項７】
　デカップリング部材（３１，３２）が転動体の形で形成されている、請求項１から６ま
でのいずれか１項記載の装置。
【請求項８】
　デカップリング部材（３１，３２）が亜鈴状に形成されている、請求項７記載の装置。
【請求項９】
　帰磁路リングとして役立つ少なくとも１つの磁極ハウジング（１２）を備えた電動モー
タ（１０）、特にブロワモータを製作する方法において、少なくとも以下のステップ、す
なわち：
１．磁極ハウジング（１２）を形成する金属部分（２８，３０）を形作り、
２．保持部材（２６）を磁極ハウジング（１２）の金属部分（２８，３０）に一体的に、
当該保持部材（２６）が外方に起こすことができ、当該保持部材を起こした後に電動モー
タ（１０）のための弾性的なデカップリング部材（３１，３２）を差し込むためのそれぞ
れ１つの切込み（３４）を有するように形作る
というステップを有していることを特徴とする、電動モータを製作する方法。
【請求項１０】
　保持部材（２６）を実質的に磁極ハウジング（１２）の半径方向で外方に起こす、請求
項９記載の、電動モータを製作する方法。
【請求項１１】
　前記保持部材（２６）を、前記磁極ハウジング（１２）の外側の磁極リングのための鋼
板ストリップ（３０）から一体的に成形し、かつ前記磁極ハウジング（１２）の内側の磁
極リングのための鋼板ストリップ（２８）に、それぞれの保持部材（２６）に対応配置さ
れる、当該保持部材（２６）を外方に起こすための工具が差込み可能な長穴の形の開口（
４６）を成形する、請求項９または１０記載の装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　背景技術
　本発明は、請求項１の上位概念部に記載された、電動モータを、振動をデカップリング
した状態で保持するための装置に関する。
【０００２】
　電動モータ、例えば自動車の暖房装置および／または空調装置のブロワで使用されるよ
うな電動モータは一般に、車両に対して振動技術的にデカップリング（切り離し）されて
おり、それにより、モータもしくはブロワユニットの固体伝播音が車両のボデー、ひいて
は内室に伝達されることが回避もしくは軽減されることができる。
【０００３】
　電動モータの運転騒音と、運転に起因する、例えば駆動したいブロワホイールの不釣り
合いにより生ぜしめられる振動とはそれにより、高い割合でハウジングに伝達され、望ま
しくない騒音発生に至る。
【０００４】
　この種のモータのための現行の固定方法は、モータ全体をプラスチックハウジングもし
くは金属から成るハウジング内に装入することにあり、ハウジングには、空調装置に結合
するためのフランジが設けられている。通常、ゴムもしくは相応に成形されたゴム部材が
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モータとモータハウジングとの間にもしくはフランジ内に装填され、それにより、空調装
置またはボデーの振動励起が減衰され、運転者もしくは同乗者にとって煩わしい、車両の
内室内の騒音が抑制されることができる。
【０００５】
　一方では電動モータを支持領域に保持し、他方では減衰を提供すべき弾性的なデカップ
リング部材において、この相反する要求は、デカップリング部材が例えば予圧されること
につながる。それにより、振動の減衰がデカップリング部材内での屈曲動作（Ｗａｌｋａ
ｒｂｅｉｔ）により実施されるので、理想的なデカップリングは不可能である。
【０００６】
　電動モータの運転中、とりわけモータの主励起振動方向で、接線方向のねじり振動、半
径方向の振動および軸方向の振動が発生する。このことは、モータと、モータの、同時に
デカップリングハウジングとして役立つべき収容ハウジングとの間のデカップリングにと
って、接線方向でのデカップリングが特に柔らかく、軸方向もしくは半径方向でのデカッ
プリングが明らかに剛性的にならざるを得ないことを意味している。
【０００７】
　最近では、デカップリング部材をハウジングフランジの間もしくはモータとモータハウ
ジングとの間に配置して、電動モータの、モータハウジング、ひいてはボデーに対する振
動のデカップリングを達成しようとする、幾つかのバリエーションが実際の使用から見出
せる。
【０００８】
　例えばドイツ連邦共和国特許出願公開第４３３４１２４号明細書に開示されている、電
動モータを収容するための装置は、特に振動が少なく、ひいては騒音を減衰する作用を、
この収容装置の内壁と、モータハウジングの、この内壁に面した外壁との間に、少なくと
も１つの弾性的な減衰部材が配置されており、この減衰部材が、収容装置およびモータハ
ウジングの、対面した壁に支持されていることにより達成する。
【０００９】
　ドイツ連邦共和国特許出願公開第４３３４１２４号明細書の装置の有利な実施例では相
応に成形されたゴム部材である弾性的な減衰部材は、そのような装置のコストを不必要に
上昇させる、高められた組み付けコストおよび材料コストを意味している。
【００１０】
　欧州特許出願公開第０６８２３９６号明細書から、有利にはエラストマーから成る弾性
的なボールを使用して、２つの構成部分を互いにデカップリングすることが公知である。
その際、ボールはその都度１つの楕円面状の凹部に収容されている。その結果、ボールは
ある程度の自由な回転運動をすることができる。各構成部分が有する凹部はそれぞれ、両
構成部分の凹部が組み付けられた状態で互いに対向して位置するように設けられている。
【００１１】
　典型的には、電動モータが、デカップリング体を収容するための相応の保持部材を有す
るアダプタハウジング内に装入される。電動モータと、アダプタと、デカップリング手段
とから成るユニットはその後、モータハウジングまたは別の機能ハウジング内に装入され
る。
【００１２】
　ドイツ連邦共和国特許出願公開第１９９４２８４０号明細書から公知の、アクチュエー
タ、例えば電動モータのためのデカップリング装置では、単数または複数の部分から成る
デカップリングハウジングが機能ハウジングに結合されており、その際、ペア状に配置さ
れた複数のデカップリング部材が両ハウジングの間に配置されており、その都度１つの保
持部材により固定されるようになっている。その際、アクチュエータは保持部材に係合し
ている。
【００１３】
　ドイツ連邦共和国特許出願公開第１９９４２８４０号明細書に基づく装置における欠点
は、多数の構成部分に基づいて、明らかに高められた組み付け手間、ひいてはコストを電
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動モータの振動絶縁のために必要とする、手間のかかかる構造にある。
【００１４】
　発明の利点
　これに対して、請求項１の特徴部に記載された特徴を備えた、電動モータを、振動をデ
カップリングした状態で保持するための本発明による装置は、簡単に、デカップリング部
材を固定するための手段を形成することができるという利点を有している。デカップリン
グ部材を固定するための手段が電動モータの磁極ハウジングと一体的に形成されているこ
とにより、やはり収容ハウジングに対して振動をデカップリングすることができる付加的
なアダプタハウジング内に装入する必要が省略される。
【００１５】
　有利には、振動を絶縁するデカップリング部材のための保持手段が直接磁極リングの材
料から形作られる。それにより、例えば磁極ハウジングの製作時に既に、相応の外倒し舌
片が、後に磁極ハウジングを形成する鋼板ストリップに穿設されることが可能になる。磁
極ハウジングを裁断し、引き続いてロール曲げし、接合シームを閉鎖した後に、磁極ハウ
ジングは、保持手段を寝かしたまま、モータ組み付け時にさらに処理されることができる
。
【００１６】
　モータが例えば完全なブロワモジュールに組み付けられるときに、事後的に、デカップ
リング部材のための保持手段が工具により外方に起こされ、相応のデカップリング部材が
この保持手段に取り付けられることができる。このようにして、モータをモータハウジン
グもしくは収容ハウジングに対してデカップリングし、例えばブロワの、最適化された、
すなわち軽減された騒音特性を達成することが可能である。電動モータを収容するための
、これまで必要であったアダプタは有利には完全に省略される。
【００１７】
　モータをモータハウジングまたは収容ハウジングに対してデカップリングすることが不
要であれば、モータはデカップリング部材なしに、保持手段を寝かせたまま組み付けられ
、運転されることができる。
【００１８】
　電動モータを、振動をデカップリングした状態で保持するための本発明による装置はそ
れにより、構成部分の明らかな減少を可能にし、ひいてはモータシステムの簡単化された
組み付けを生ぜしめる。
【００１９】
　本発明による装置の有利な構成は、従属請求項に記載された特徴および改良から得られ
る。
【００２０】
　本発明による装置の別の有利な実施形態では、磁極ハウジングが、二重に巻かれた円筒
、すなわち二層の円筒として形作られている。このようにして、円筒の外側の層に保持部
材を形成し、円筒の内側の層に、デカップリング部材のための保持手段を相応の工具によ
り外方に起こすための開口だけを設けることが可能である。この種の二重に巻かれた磁極
ハウジングにより、磁極ハウジングの表面に設けられた空隙にも関わらず、磁束に及ぼさ
れる影響を僅かにすることが可能である。その結果、磁極ハウジングは帰磁路リングとし
ての完全な機能性を維持する。
【００２１】
　ただし別の択一的な実施形態では、磁極ハウジングを一層でのみ形成し、デカップリン
グ体のための保持部材を磁極ハウジングのハウジング壁から形成することも可能である。
磁束の、帰磁路リングとして役立つ磁極ハウジングに設けられた空隙により生ぜしめられ
る減少は、この場合甘受しなければならない。この実施形態では、本発明による装置が極
端に簡単に構成されている。
【００２２】
　有利には、デカップリング部材を固定するための手段が保持舌片の形で形成されている
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。保持舌片は磁極ハウジングと一体的に結合されている。保持舌片は磁極ハウジングから
作り出されており、磁極ハウジングの表面に対して外方に起こされている。
【００２３】
　その際、保持舌片は実質的に半径方向で外方に起こされている。その結果、保持舌片に
固定されたデカップリング部材は、電動モータの組み付け時に、磁極ハウジング表面と、
モータを収容するモータハウジングの内面との間に位置することになる。
【００２４】
　デカップリング部材の、できるだけ良好な固定を達成するために、デカップリング部材
を固定するための手段（保持舌片）をペア状に配置することが可能である。特にその際、
保持舌片は磁極ハウジングに対して軸方向で配置される。その結果、例えばころ状のデカ
ップリング部材が２点で保持されることができる。
【００２５】
　本発明による装置の別の実施形態では、保持舌片を実質的に磁極ハウジングに対して接
線方向で外方に起こすことができる。有利には転動体（Ｗａｅｌｚｋｏｅｒｐｅｒ）の形
で形成されたデカップリング部材は例えばペア状に、そのように接線方向で起こされた保
持舌片に対応配置されることができる。デカップリング部材を保持手段に簡単かつ迅速に
組み付けることができるように、有利には、デカップリング手段がペア状に互いに結合さ
れている。有利には、デカップリング部材の結合が同時に、デカップリング部材と磁極ハ
ウジングの保持手段との結合のために役立つ。
【００２６】
　電動モータを製作する本発明による方法によれば、弾性的なデカップリング部材を電動
モータの磁極ハウジングに固定し、それにより、電動モータを振動絶縁性にモータ収容部
内、例えばブロワハウジング内に統合することを必要に応じて可能にする手段を設けるこ
とが簡単に可能である。有利には、磁極ハウジングが、保持手段を外方に起こすことによ
り失われる磁束をできるだけ僅かにするために二重に巻かれる。そのような二重に巻かれ
た磁極ハウジングは元来２つの鋼板ストリップから成っている。これらの鋼板ストリップ
は、作業工程「ロール曲げ」前にまず裁断、例えば打抜きされる。この作業工程で、有利
には同時に、既に保持手段もアウタリングの鋼板に、かつ場合によっては付加的に、その
都度１つの対応する長穴もインナリングの相応の箇所に穿設されることができる。インナ
リングに設けられたこの長穴は、保持手段を磁極ハウジングから半径方向で外方に起こす
ことができる起こし工具の、後の進入を可能にする。
【００２７】
　磁極ハウジングの鋼板ストリップを裁断した後、公知の形式で、磁極ハウジングのため
の別の作業経過、すなわち鋼板を円筒に丸めて、接合シームを閉鎖することが実施される
。そのように製作された磁極ハウジングは、保持手段を寝かさせたまま、モータ組み付け
時にさらに処理されることができる。そのようなモータが例えば完全なブロワモジュール
内に組み付けられる際に、保持手段は事後的に相応の工具により外方に起こされ、デカッ
プリング部材は保持手段に取り付けられることができる。このデカップリング部材は、電
動モータが振動絶縁性にブロワモジュールもしくはモータハウジング内に配置されること
ができるようにする。
【００２８】
　相応に準備された、ただし保持手段がまだ外方に起こされていないモータは、有利には
別個の最終製品として顧客の元に配送されることもできる。顧客は、自らが望む使用目的
に応じて、保持手段を外方に起こしたり、本発明による保持手段を使用することなく電動
モータを使用したりすることができる。
【００２９】
　電動モータを、振動をデカップリングした状態で保持するための本発明による装置の別
の利点は、以下の図面と所属の実施例の説明とに記載されている。
【００３０】
　図面
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　図面には、電動モータを、振動をデカップリングした状態で保持するための本発明によ
る装置の実施例が示されている。以下にこれらの実施例について詳細に説明する。図面、
明細書ならびに特許請求の範囲は多数の特徴の組み合わせを含んでいる。当業者はこれら
の特徴を個別的に観察し、有意義な別の組み合わせにまとめることもできる。それにより
、これらの組み合わせもやはり明細書中に開示されているものである。
図１：本発明による装置を備えた電動モータの概略図である。
図２：本発明による装置を備えた、モータハウジング内に装入された電動モータの縦断面
図（図２ａ）および本発明による保持手段の領域の詳細図（図２ｂ）である。
図３：デカップリング部材の配置に関する第１の択一的な実施例の概略図（図３ａ）およ
び詳細図（図３ｂ）である。
図４：デカップリング部材の配置に関する第２の択一的な実施例の概略図（図４ａ）およ
び詳細図（図４ｂ）である。
図５：電動モータの本発明による磁極ハウジングの斜視図である。
図６：保持手段がまだ起こされていない状態の、図５に示した、電動モータの本発明によ
る磁極ハウジングの簡単化された斜視図である。
図７：電動モータの本発明による磁極ハウジングの別の実施例の簡単化された斜視図であ
る。
図８：デカップリング部材が組み付けられた、図７に示した、電動モータの本発明による
磁極ハウジングの概略図である。
図９：本発明による磁極ハウジングの択一的な実施例の縦断面図である。
図１０：デカップリング部材のための別の実施例の縦断面図である。
図１１：デカップリング部材のための択一的な実施例の縦断面図である。
図１２：デカップリング部材のための択一的な実施例の断面図である。
【００３１】
　実施例の説明
　図１には、例えば自動車の空調用ブロワで使用されるような電動モータが示されている
。
【００３２】
　電動モータ１０は、磁極ハウジング１２として役立つ二層の磁極リング１４を有してい
る。磁極リング１４の内周面には、公知の形式で磁石が取り付けられている。磁石は電気
機械１０のステータとして役立つ。その際、磁極リング１４は電動モータ１０の帰磁路と
して役立つ。磁極リング１４にはやはり、軸側の第１のエンドシールド１６と、アーマチ
ャ側の第２のエンドシールド１８とが固定されている。
【００３３】
　第１のエンドシールド１６ならびに第２のエンドシールド１８はその都度１つの軸受２
０もしくは２２を有している。軸受２０，２２内で、電動モータ１０のロータに作用結合
された軸２４がガイドされる。
【００３４】
　図１に基づく電動モータの磁極ハウジングは、二層の円筒形の磁極リング１４から成っ
ている。磁極リング１４は、相応に形作られた２つの鋼板ストリップをロール曲げし、引
き続いて接合することにより製作される。
【００３５】
　磁極リング１４の外側の層は、多数の舌片状の保持部材２６を有している。保持部材２
６は磁極リングの外側の層と一体的に形成されており、磁極ハウジングの周囲にわたって
均等に分配されている。有利には、少なくとも３つのそのような保持部材が、有利には一
平面内に磁極ハウジングの軸線に対して垂直に配置されている。別の実施例では、保持手
段の別の個数および／または別の方向付けが使用されることができる。
【００３６】
　磁極ハウジング１２は元来２つの鋼板ストリップ２８もしくは３０から成っている。両
鋼板ストリップ２８，３０は製作プロセスの枠内で作業工程「ロール曲げ」の前にまず例
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えば打抜きプロセスにより裁断されて形作られる。この作業工程で、外倒し舌片（Ａｕｓ
ｓｔｅｌｌｌａｓｃｈｅ）の形の保持部材２６が、後に磁極ハウジング１２の外側の層を
形成する鋼板ストリップ３０に穿設される。後に磁極リングの内側の層を形成する鋼板ス
トリップ２８には、相応の形式でその都度１つの穴、有利には長穴が穿設される。インナ
リングを形成する鋼板ストリップ２８に設けられた長穴は、舌片状の保持部材２６を外に
倒す、すなわち外方に起こすための起こし工具を後で挿入することを可能にする。鋼板ス
トリップ２８もしくは３０を形作った後に、電動モータの磁極ハウジング１２のための、
通常の後続の製作経過が実施される。鋼板２８もしくは３０はロール曲げされ、シームは
閉鎖され、かつ磁極ハウジングは校正される。
【００３７】
　磁極ハウジング１２はその後、保持部材２６をまだ寝かせたまま、モータ組み付け時に
さらに処理されるか、または最終消費者に受け渡されることができる。電動モータ１０が
完全なモータハウジング、例えばブロワモジュールに組み付けられる際に、事後的に、保
持部材２６は相応の工具により外方に起こされ、デカップリング部材３２は保持部材に固
定される。
【００３８】
　図１の実施例に基づく電動モータ１０の保持部材２６はその都度１つの切込み３４を有
している。切込み３４内にはデカップリング部材３２が差し込まれることができる。有利
には、少なくとも３つの保持部材２６が磁極ハウジング１２の表面に均等に分配されて存
在している。
【００３９】
　図１に示した実施例の一体的なデカップリング部材３２は実質的に亜鈴（ダンベル）状
の形状を有しており、２つの弾性的な球形の部材３６もしくは３８から成っている。部材
３６，３８は、より小さな横断面を有する直方体状の結合部４０により固く互いに結合さ
れている。結合ウェブ４０の別の横断面ももちろん可能である。デカップリング部材３２
の両球形の部材３６，３８の間に設けられた結合部材もしくは結合ウェブ４０はその都度
保持部材２６の切込み３４内に挿入され、切込み３４内で例えば締め付けられる。デカッ
プリング部材３２は典型的には弾性的な材料、例えばエラストマーから成っている。さら
に、デカップリング部材３２を亜鈴状に形作ったことは付加的に、デカップリング部材の
簡単な組み付け可能性のために役立つ。
【００４０】
　電動モータ１０のトルク放出時に、球として形成されたデカップリング部材３６もしく
は３８の転がり運動が発生する。その際、デカップリング部材は弾性的に圧縮され、弾性
的な変形に基づいて復原力を生ぜしめる。このようにして、電動モータ１０の振動を減衰
することが可能である。その結果、振動はモータハウジング４２もしくは固定フランジ４
４に全く伝達されないか、または明らかに減じられて伝達されるにすぎない。
【００４１】
　ここで有利には、モータを収容するための、振動減衰性の付加的なホルダの必要が省略
される。その際、半径方向で磁極ハウジングから張り出した保持部材を、実質的な電束損
失なしに形成することが可能である。
【００４２】
　以下に例示的に、本発明による装置を組み付けるための幾つかの実施例について紹介す
る。
【００４３】
　図２には、モータハウジング４２内に装入された電動モータ１０の概略図と、装入され
た電動モータのデカップリング部材３２の領域の詳細図とが示されている。ＤＣモータの
、ブロワモジュール内での収容はこれまで、典型的には別個のプラスチックアダプタもし
くは別の付加的なプラスチック部分により実施されてきた。このプラスチック部分は必要
なデカップリング部材およびモータを収容し、これにより、モータをモータハウジングに
対してデカップリングする。電動モータを、振動をデカップリングした状態で保持するた



(8) JP 4465354 B2 2010.5.19

10

20

30

40

50

めの本発明による装置では、モータをモータハウジング内に収容するためのそのような付
加的なアダプタがもはや不要である。
【００４４】
　図２の実施例に基づくブロワモータはモータフランジプレート４４とモータハウジング
４２との間で保持されている。減衰部材として役立つデカップリング部材３２は、帰磁路
リングの一体的な部分であって半径方向でモータから張り出した保持部材２６に取り付け
られている。モータフランジプレート４４もしくはモータハウジング４２内には有利には
、デカップリング部材３２のための弧状の収容シェルが形作られていることができる。そ
の結果、摩擦の少ない組み付けが可能である。それにより、そのようなブロワモータの組
み付けは、軸方向の接合プロセスに関して簡単化される。
【００４５】
　結合手段４０を介して磁極ハウジング１２の保持部材２６に結合されているデカップリ
ング部材３２は、電動モータの組み付け位置で、磁極ハウジング１２の表面と、モータハ
ウジング４２の内側の表面もしくはフランジ４４の内側の表面との間に位置することにな
る。その際、フランジ４４はモータハウジング４２を閉鎖し、加えて、システム全体を例
えば自動車のボデーに固定するために役立つ。
【００４６】
　ボールデカップリング部材を、モータフランジプレート４４もしくはモータハウジング
４２の相応の調整と組み合わせて使用することにより、緊締された状態のデカップリング
部材３２の弾性的な特性に適当に影響を及ぼすことが可能である。それにより、場合によ
っては、半径方向、軸方向または接線方向で種々異なる減衰特性を達成することができる
。
【００４７】
　図３には、本発明によるデカップリング装置を備えたブロワの択一的な実施例が示され
ている。図３ａの概略図には、モータハウジング４２内にインストールされた電動モータ
を備えたブロワ１１の全体が示されている。電動モータの軸２４はモータハウジングから
導き出されており、固くブロワホイール（ファン）５６に結合されている。
【００４８】
　図３に基づく実施例のモータハウジング４２は、ポット状のモータハウジング下側部分
５２と、この下側部分に結合されたリング状のモータハウジング上側部分５４とから成っ
ている。モータハウジング下側部分５２には、モータフランジ４４が一体的に配置されて
いる。
【００４９】
　図３ｂには、図３に基づく実施例における本発明によるデカップリング装置の配置の詳
細図が示されている。デカップリング部材３２はこの事例では完全にモータハウジング４
２内に設置されており、電動モータ１０の磁極ハウジング１２にも、モータハウジング下
側部分５２およびモータハウジング上側部分５４にも当て付けられている。モータハウジ
ング下側部分５２とモータハウジング上側部分５４との間の間隔ｄを相応に変更すること
により、デカップリング部材３２に対するプレス圧力が変更されることができる。このよ
うにして、本発明によるデカップリング装置のための、デカップリングの種々異なる度合
を実現することが可能である。間隔ｄは例えば、モータハウジング上側部分を形成するリ
ング５４が種々異なる範囲でモータハウジング下側部分５２上にねじ回されて緩められる
または締められることにより変更される。モータハウジング４２の上側部分と下側部分と
の間の別の固定方法ももちろん可能である。
【００５０】
　図４には、ブロワの駆動ユニットの別の実施例が示されている。ブロワホイールはこの
図面では取り外されている。図４ａの概略図には、モータハウジング４２内にインストー
ルされた電動モータ１０が示されている。
【００５１】
　図４ａに示した実施例のモータハウジング４２は、ポット状のモータハウジング下側部
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分５８から成っている。モータハウジング下側部分５８は、図示されていないブロワホイ
ールの方向で、ハウジングフランジ６０により閉鎖されている。デカップリング部材３２
はこの実施形態では片側でハウジングフランジ６０内に位置している。本来のモータハウ
ジングとの１つの圧着面６２だけが生じる。
【００５２】
　図４ｂには、明瞭化のために、図４ａの実施例に基づく本発明によるデカップリング装
置の詳細図が示されている。
【００５３】
　図５には、相応に外方に起こされた保持部材２６を備えた二層の磁極ハウジング１２が
示されている。その際、磁極ハウジングの層はそれぞれロール曲げされた鋼板ストリップ
２８もしくは３０から形成される。鋼板ストリップ２８は内側の磁極リングを形成し、鋼
板ストリップ３０は外側の磁極リングを形成する。図５に示した実施例の保持部材２６は
一体的に鋼板ストリップ３０から作り出されており、それにより、磁極ハウジング１２の
表面に配置されており、実質的に磁極ハウジングに対して半径方向で外方に起こされてい
る。デカップリング部材３２を収容するために、切込み３４が保持部材２６に設けられて
いる。切込み３４は結合ウェブ４０を固定するために役立つ。保持部材はこの実施例では
、磁極ハウジングの表面に対して実質的に接線方向で方向付けられている。すなわち、そ
の側面は磁極ハウジングの軸線に対して垂直に延びている。やはり図５には、二層の磁極
ハウジングの内側の鋼板ストリップ２８に設けられた長穴の形の開口４６が見て取れる。
その都度１つの保持部材２６に対応配置されているこの開口４６を通して、電動モータの
ための本発明による製作方法では、工具が差し込まれることができ、一体的に磁極ハウジ
ング１４の外側の鋼板ストリップ３０に形成されていて、元来平坦に外側の鋼板ストリッ
プ３０内に寝かされている保持部材２６を外方に起こすことができる。
【００５４】
　図６には、保持部材２６がまだ外方に起こされていない、図５の実施例に基づく磁極ハ
ウジング１２が示されている。この図面には、保持部材が例えば外側の磁極リング３０に
おいてのみ打抜かれ得ることが見て取れる。電動モータの使用に応じて、保持部材は別の
製作ステップで外方に起こされるか、または平坦に磁極リング内にとどまることができる
。
【００５５】
　原理的には、磁極ハウジング１２を一層でのみ、すなわち磁極リング３０だけを備えて
形成することも可能である。磁極ハウジングの、中断された表面構造に基づく、磁極リン
グの磁束の損失は、この実施形態のある程度の欠点である。ただしその一方で、この簡単
化された実施形態では、この欠点に対して比較するに値する、明らかに減じられた材料コ
スト、製作コストおよび組み立てコストが得られる。
【００５６】
　図７および図８には、本発明による装置の磁極ハウジングのための択一的な実施例が示
されている。図７もしくは図８に基づく実施例の保持部材２７はやはり実質的に磁極ハウ
ジング１２の半径方向で外方に起こされている。ただし、この保持部材２７は軸方向の方
向付け、すなわち磁極ハウジングの軸線に対して平行、ひいてはモータ軸に対して平行な
方向付けを有している。その際、図７もしくは図８に基づく実施例の保持部材２７はその
都度ペア状に、実質的に磁極ハウジングの長手方向軸線に対して平行になるように配置さ
れている。これらの保持部材ペア上に、デカップリング部材、ここでは特にデカップリン
グ部材３３が載置され、固定される。固定は例えば接着、締め付けまたは当業者にとって
公知の別の固定方法により実施されることができる。保持部材ペア２７、ひいてはデカッ
プリング部材の別の方向付けは別の実施形態においてやはり可能である。ペア状に形成さ
れた保持手段２７の存在は、例示的に示した部材３３のような、比較的大きなデカップリ
ング部材を磁極ハウジング１２に固定することも可能にする。
【００５７】
　ただし原理的には、保持部材をペア状に磁極ハウジングの周囲にわたって分配するので
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はなく、多数の個別的な保持部材だけを使用することも可能である。
【００５８】
　図８には、デカップリング部材３３が組み付けられた、図７に基づく磁極ハウジングの
概略図が示されている。デカップリング部材３３は、丸み付けられた外側の表面を有して
いる。丸み付けられた外側の表面でもって、デカップリング部材３３は、電動モータが組
み付けられたときに、相応の収容ハウジングもしくはモータハウジングの内面に当て付け
られる。デカップリング部材３３の、丸み付けられた表面形状により、磁極ハウジングの
周方向での、ある程度の転がりが可能である。このデカップリング部材の詳細図は図１２
に見て取れる。
【００５９】
　軸方向で、図７もしくは図８の実施例に基づくこの種のデカップリングは、どちらかと
いえばより剛性的なデカップリングである。その可撓性は実質的にデカップリング部材の
使用される材料の弾性によってのみ決定される。
【００６０】
　図９には、図７に基づく保持部材を配置した磁極ハウジングの断面図が示されているが
、ここでは磁極ハウジング１２の一層の構造だけが使用される。弾性的なデカップリング
部材３３は保持部材２７に被せ嵌められるか、または例えば保持部材２７に接着される。
図９にはやはり、磁極ハウジングの表面に設けられた開口７０が示されている。このこと
は、磁極ハウジングがこの実施例では一層でのみ構成されており、それゆえ、磁極リング
を形成する鋼板ストリップ３０だけを有していることに由来する。この開口を通して、既
述の通り、相応の工具が差し込まれ、保持部材２７を外方に起こすことができる。
【００６１】
　デカップリング部材の、図２および図８に示した形状の他に、もちろん別の形状、特に
転動体、例えばころ状または円筒状の部材が可能であり、かつ使用可能である。図１０、
図１１および図１２には、デカップリング部材の可能な形状のための幾つかの例が示され
ている。もちろん、デカップリング部材のためのその他の構成も、本発明の根底を成すア
イデアを逸脱することなく可能である。
【００６２】
　図１０には、デカップリング部材３２の概略図が示されている。そのようなデカップリ
ング部材は既述の通り、実質的に球形の２つの部分体３６もしくは３８と、両部分体を結
合する１つのウェブ４０とから成っている。その際、結合ウェブは例えば方形または円形
の横断面を有していることができる。デカップリング部材３２は有利には一体的に弾性的
なプラスチックから製作されている。
【００６３】
　図１１には、デカップリング部材の、図１０の実施例に対して改変された実施例が、デ
カップリング体の別の例として示されている。図１１の実施例に基づくデカップリング部
材３１は２つのローラ状の部分体６４，６６から成っており、両部分体６４，６６は一体
的な結合ウェブ６８を介して互いに固く結合されている。
【００６４】
　その結合ウェブの領域で、デカップリング部材３１もしくは３２は、保持部材２６の、
相応の切欠き３４内に圧入される。その際、デカップリング部材のその都度の結合ウェブ
は有利には、組み付けを補助するためにも役立つ。それというのも、例えば球形の体３６
，３８が別個に組み付けられる必要がないからである。
【００６５】
　図１２には、デカップリング部材３３の縦断面図および横断面図が示されている。その
開いた面３５でもって、デカップリング部材は、例えば図８に示されているような相応の
保持部材上に載置される。丸み付けられた表面３７でもって、モータハウジングとして役
立つ収容ハウジングの内壁に沿った、保持部材３３の制限された転がりが可能である。そ
の結果、電動モータの振動減衰が達成されることができる。
【００６６】
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　背景技術の公知のデカップリング装置に対して、本発明による装置は、電動モータが挿
入され、デカップリング部材のための、典型的な相応の収容部を備えた付加的なアダプタ
ハウジングを必要としない。このことは、組み付けの明らかな簡単化を意味する。それと
いうのも、そのようなアダプタの付加的な被せ嵌めまたは組み付けが省略されるからであ
る。
【００６７】
　さらに、保持部材２６もしくは２７として役立つ収容舌片の折り曲げは、モータを組み
付け終えた後で外部から、そればかりか事後的にも可能である。これにより、磁極ハウジ
ング１２の形状精度は維持されたままであり、モータは例えば別個の最終製品として、保
持部材をまだ起こすことなく、顧客の元に配送されることができる。
【００６８】
　本発明による装置は、図面および明細書に記載した実施例に限定されるものではない。
むしろ、これらの実施例は本発明の根底を成すアイデアを明瞭化するためのものにすぎな
い。
【００６９】
　電動モータを、振動をデカップリングした状態で保持するための本発明による装置は、
ブロワモータでの使用に限定されるものではない。むしろ、組み付けたときに振動減衰性
のデカップリングが望まれるすべての電動モータが本発明に応じて構成される。
【００７０】
　本発明による装置は特に、デカップリング部材の、実施例に示した個数および形状に限
定されるものではない。任意の形状および個数のデカップリング部材が、本発明による装
置において有利に使用されることができる。その際、デカップリング部材の設計は、減衰
部材の、緊締された状態での弾性的な特性が半径方向、軸方向および接線方向の固定のた
めに適当に影響を及ぼされることができ、それにより、最適な減衰特性、ひいては所望さ
れる騒音低減が達成されることができる。
【図面の簡単な説明】
【００７１】
【図１】図１：本発明による装置を備えた電動モータの概略図である。
【図２ａ】本発明による装置を備えた、モータハウジング内に装入された電動モータの縦
断面図である。
【図２ｂ】本発明による保持手段の領域の詳細図である。
【図３ａ】デカップリング部材の配置に関する第１の択一的な実施例の概略図である。
【図３ｂ】デカップリング部材の配置に関する第１の択一的な実施例の詳細図である。
【図４ａ】デカップリング部材の配置に関する第２の択一的な実施例の概略図である。
【図４ｂ】デカップリング部材の配置に関する第２の択一的な実施例の詳細図である。
【図５】電動モータの本発明による磁極ハウジングの斜視図である。
【図６】保持手段がまだ起こされていない状態の、図５に示した、電動モータの本発明に
よる磁極ハウジングの簡単化された斜視図である。
【図７】電動モータの本発明による磁極ハウジングの別の実施例の簡単化された斜視図で
ある。
【図８】デカップリング部材が組み付けられた、図７に示した、電動モータの本発明によ
る磁極ハウジングの概略図である。
【図９】本発明による磁極ハウジングの択一的な実施例の縦断面図である。
【図１０】デカップリング部材のための別の実施例の縦断面図である。
【図１１】デカップリング部材のための択一的な実施例の縦断面図である。
【図１２】デカップリング部材のための択一的な実施例の縦断面図および横断面図である
。
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