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(57)【要約】
【課題】ステータを全体に亘って均一に冷却することが
できる電動機を提供する。
【解決手段】ステータホルダ５０の円筒部５４の外周面
とモータハウジング１１の内壁との間の中間領域内は円
筒部５４の周方向に沿って油７１が流通する環状油路６
０を構成し、モータハウジング１１には、ステータホル
ダ５０の円筒部５４の周方向に沿って冷却液を流通させ
るウォータージャケット４５が設けられ、油７１の流通
方向と冷却液の流通方向とが対向していることを特徴と
する。
【選択図】図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ロータと、前記ロータの外周側に設けられた円環状のステータと、前記ロータ及び前記
ステータが収納されたハウジングとを備えた電動機であって、
　前記ステータは、ステータホルダを介して前記ハウジングに収納され、
　前記ステータホルダは、内周面に前記ステータの外周面が密着配置された円筒部を備え
、
　前記ステータホルダは、前記円筒部の外周面と前記ハウジングの内壁との間に中間領域
ができるように前記ハウジングに固定され、前記中間領域内は前記円筒部の周方向に沿っ
て伝熱体が流通する伝熱体通路を構成し、
　前記ハウジングには、前記ステータホルダの前記円筒部の周方向に沿って冷媒を流通さ
せる冷媒通路が設けられ、
　前記伝熱体の流通方向と前記冷媒の流通方向とが対向していることを特徴とする電動機
。
【請求項２】
　前記伝熱体通路の内面には、前記伝熱体を周方向に沿って案内する伝熱体フィンが設け
られる一方、前記冷媒通路の内面には、前記冷媒を周方向に沿って案内する冷媒フィンが
設けられていることを特徴とする請求項１記載の電動機。
【請求項３】
　前記ロータは、その両端が軸受けに回転可能に支持されたシャフトを備え、
　前記ハウジングにおける前記冷媒通路よりも外周側には、前記伝熱体を前記軸受けに供
給するための供給通路が設けられ、
　前記供給通路と前記伝熱体通路との間には、前記供給通路から分岐して形成され、前記
供給通路と前記伝熱体通路とを連通させる連通通路が形成されていることを特徴とする請
求項１または請求項２記載の電動機。
【請求項４】
　前記伝熱体通路の内面には、前記伝熱体を前記伝熱体通路の軸方向に沿って案内する案
内路が設けられ、
　前記案内路の流通方向における上流端と前記連通通路の流通方向における下流端とが、
前記伝熱体通路の周方向における同位置に配置されていることを特徴とする請求項３記載
の電動機。
【請求項５】
　前記案内路の流通方向における下流端には、前記案内路に沿って流通する前記伝熱体を
塞き止める塞き止め部が形成されていることを特徴とする請求項４記載の電動機。
【請求項６】
　前記案内路は、上流側から下流側にかけて、前記円筒部の周方向における幅が広くなる
ように形成されていることを特徴とする請求項４または請求項５記載の電動機。
【請求項７】
　前記伝熱体通路の内面には、前記伝熱体を周方向に沿って案内する伝熱体フィンが設け
られ、
　前記案内路は、前記伝熱体フィンが前記円筒部の周方向における同位置で切り欠かれて
形成されていることを特徴とする請求項４ないし請求項６の何れか１項に記載の電動機。
【請求項８】
　前記伝熱体フィン及び前記冷媒フィンは、それぞれ前記ハウジングの内壁面に形成され
るとともに、前記ハウジングの軸方向における同位置に配置されていることを特徴とする
請求項２記載の電動機。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、電動機に関するものである。
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【背景技術】
【０００２】
　従来から、コイルが巻装されたステータ、及びステータの内側に配置されたロータを有
するモータと、このモータが収納されたハウジングとを備えたモータユニットが知られて
いる。このようなモータユニットは、モータのステータがハウジング内に固定され、ステ
ータの外周面がハウジングの内周面に密着配置されるようになっている。
【０００３】
　ところで、上述したモータを駆動すると、ステータに巻装されたコイルに電流が流れる
ことによりコイルが発熱し、モータ特性の低下等に繋がる虞がある。そこで、ステータの
温度上昇を抑制することを目的とした構成が提案されている。このような構成としては、
例えば特許文献１に示されるように、ステータの上方に冷却油を流通させるための冷却油
流通路を設け、この冷却油流通路から下方に配置されたステータに向けて冷却油を排出す
るものがある。この構成によれば、冷却油流通路から排出された冷却油が、ステータを伝
って下方に流れていくことで、ステータとコイルとの間で熱交換が行われ、ステータを冷
却することができるとされている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２００８－１７８２４３号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかしながら、上述した特許文献１の構成では、冷却油流通路から排出される冷却油が
常に、ステータの上方から下方に向けて一方向に流れることになる。この場合、冷却油流
通路から排出された冷却油は、ステータとの熱交換を行いながらステータの下方に向かっ
て流れていくため、流通方向における上流側（上部）から下流側（下部）に向かうにつれ
冷却油の温度が高くなる。これに伴い、ステータの上部から下部に向かうにつれ、冷却油
とステータとの熱交換の効率が低下する。その結果、ステータ全体を均一に冷却すること
が難しいという問題がある。
【０００６】
　そこで本発明は、上述した問題に鑑みてなされたものであって、ステータを全体に亘っ
て均一に冷却することができる電動機を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　上記課題を解決するために、本発明の電動機は、ロータ（例えば、実施形態におけるロ
ータ２２）と、前記ロータの外周側に設けられた円環状のステータ（例えば、実施形態に
おけるステータ２１）と、前記ロータ及び前記ステータが収納されたハウジング（例えば
、実施形態における）モータハウジング１１とを備えた電動機（例えば、実施形態におけ
るモータユニット１０）であって、前記ステータは、ステータホルダ（例えば、実施形態
におけるステータホルダ５０）を介して前記ハウジングに収納され、前記ステータホルダ
は、内周面に前記ステータの外周面が密着配置された円筒部（例えば、実施形態における
円筒部５４）を備え、前記ステータホルダは、前記円筒部の外周面と前記ハウジングの内
壁との間に中間領域ができるように前記ハウジングに固定され、前記中間領域内は前記円
筒部の周方向に沿って伝熱体（例えば、実施形態における油７１）が流通する伝熱体通路
（例えば、実施形態における環状油路６０）を構成し、前記ハウジングには、前記ステー
タホルダの前記円筒部の周方向に沿って冷媒を流通させる冷媒通路（例えば、実施形態に
おけるウォータージャケット４５）が設けられ、前記伝熱体の流通方向と前記冷媒の流通
方向とが対向していることを特徴とする。
【０００８】
　コイルに電流が流れるとステータに磁界が形成され、ステータとロータとの間に生じる
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磁気的な吸引力や反発力が繰り返し発生することで、ステータの形状が繰り返し変形する
（いわゆる、磁歪振動が発生する）。この磁歪振動がハウジングに伝達されることでハウ
ジングが振動し、ノイズになるという問題がある。特に、燃料電池車両等の電気自動車の
駆動源として搭載される比較的大きな電動機においては、ステータの磁歪振動によるノイ
ズが無視できない程大きくなる。
　そこで、本発明の構成によれば、ステータホルダを介してステータをハウジングに固定
することで、ステータホルダとハウジングとの間に中間領域が形成される。そして、ステ
ータがハウジングとの間に中間領域を挟んで配置されているので、ステータの磁歪振動が
ハウジングに直接伝達されることがなく、ステータホルダとハウジングとの接触部分を経
由して伝達されることになる。すなわち、ステータの外周面が直接、ハウジングの内壁面
に密着配置されている構成に比べて、ステータの磁歪振動がハウジングまで伝達され難く
なるので、磁歪振動がハウジングに伝達されることにより発生するノイズを低減すること
が可能になる。
　そして、中間領域を伝熱体通路として利用することで、ステータとハウジングとの間に
空気が介在している場合に比べて、ステータの伝熱性能を向上させることができる。すな
わち、ステータで発生した熱は伝熱体を介して放熱され、伝熱体から冷媒通路内を流通す
る冷媒に向けて放熱される。したがって、電動機の過熱を防止して、モータ性能の低下を
防止することができる。
【０００９】
　特に、本発明の構成によれば、冷媒通路を流通する冷媒の流通方向と、伝熱体通路を流
通する伝熱体との流通方向が対向しているため、冷媒と伝熱体とを並行に流通させた場合
に比べて、冷媒と伝熱体との間における熱交換の効率を向上させることができる。この場
合、伝熱体通路内における高温側（下流側）の伝熱体と、冷媒通路内における低温側（上
流側）の冷媒との間で熱交換が行われることになるので、上流側から下流側にかけての伝
熱体の温度上昇を抑制することができる。したがって、伝熱体通路の上流側と下流側との
間で伝熱体温度の均一化を図ることができる。その結果、ステータと伝熱体との熱交換が
、ステータの全周に亘って均一に行われることになるので、ステータの全体を均一に冷却
することができ、モータ性能の低下をより防止することができる。
【００１０】
　また、前記伝熱体通路の内面には、前記伝熱体を周方向に沿って案内する伝熱体フィン
（例えば、実施形態における油フィン１５７）が設けられる一方、前記冷媒通路の内面に
は、前記冷媒をそれぞれ周方向に沿って案内する冷媒フィン（例えば、実施形態における
ウォーターフィン４６）が設けられていることを特徴とする。
　この構成によれば、伝熱体通路内を流通する伝熱体は、伝熱体フィン間に案内されて伝
熱体通路内を周方向に沿ってスムーズに流通することになる。これにより、伝熱体通路内
における伝熱体の滞留を防ぐことができるので、伝熱体通路内における伝熱体の過熱を防
止することができる。また、伝熱体通路の内面と伝熱体との伝熱面積を増加させることが
できるので、ステータで発生する熱は伝熱体フィンに速やかに伝達され、その後冷媒通路
を流通する冷媒に向けて放熱される。したがって、伝熱体の熱交換を効率的に行うことが
できるので、電動機の過熱を防止して、モータ性能の低下を防止することができる。
　同様に、冷媒通路に冷媒フィンを設けることで、冷媒通路内における冷媒の滞留を防い
で、冷媒通路内で冷媒をスムーズに流通させることができるとともに、冷媒通路の内面と
冷媒との間の熱交換を効率的に行うことができる。
【００１１】
　また、前記ロータは、その両端が軸受け（例えば、実施形態におけるベアリング２６，
２７）に回転可能に支持されたシャフト（例えば、実施形態におけるシャフト２４）を備
え、前記ハウジングにおける前記冷媒通路よりも外周側には、前記伝熱体を前記軸受けに
供給するための供給通路（例えば、実施形態における共通油路７５）が設けられ、前記供
給通路と前記伝熱体通路との間には、前記供給通路から分岐して形成され、前記供給通路
と前記伝熱体通路とを連通させる連通通路（例えば、実施形態における連通油路７８）が
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形成されていることを特徴とする。
　この構成によれば、供給通路と伝熱体通路とを連通させる連通通路を設けるのみで、供
給通路を流通する伝熱体を伝熱体通路内に供給することができる。これにより、伝熱体通
路に伝熱体を循環させる循環系を新たに設ける必要がないので、構成の簡素化を図ること
ができる。
【００１２】
　また、前記伝熱体通路の内面には、前記伝熱体を前記伝熱体通路の軸方向に沿って案内
する案内路（例えば、実施形態における案内路１５５）が設けられ、前記案内路の流通方
向における上流端と前記連通通路の流通方向における下流端とが、前記伝熱体通路の周方
向における同位置に配置されていることを特徴とする。
　この構成によれば、連通通路から伝熱体通路に供給された伝熱体は、案内路に沿って伝
熱体通路内を軸方向に流通することになる。これにより、伝熱体は伝熱体通路内の軸方向
全域に亘って行き渡るとともに、案内路から伝熱体通路の周方向に沿って分配されること
になる。したがって、ステータの全周に亘って伝熱体を均一に流通させることができるの
で、ステータの全体に亘って均一な伝熱性能を確保することができる。
【００１３】
　また、前記案内路の流通方向における下流端には、前記案内路に沿って流通する前記伝
熱体を塞き止める塞き止め部（例えば、実施形態における塞き止め部１５６）が形成され
ていることを特徴とする。
　この構成によれば、伝熱体が案内路の下流端で塞き止め部によって塞き止められると、
塞き止められた伝熱体が伝熱体通路の周方向に沿って流通することになる。これにより、
案内路を流通する伝熱体の流通方向を伝熱体通路の周方向に向けて指向させることができ
る。
【００１４】
　また、前記案内路は、上流側から下流側にかけて、前記円筒部の周方向における幅が広
くなるように形成されていることを特徴とする。
　この構成によれば、上流側から下流側に至るまで、案内路上を流通する伝熱体の流量の
均一化を図ることができる。これにより、伝熱体通路内を流通する伝熱体を下流側まで確
実に行き届かせることができるので、伝熱体通路内の全域に亘って伝熱体を均一に流通さ
せることができる。その結果、ステータの全体に亘って均一な伝熱性能を確保することが
できる。
【００１５】
　また、前記伝熱体通路の内面には、前記伝熱体を周方向に沿って案内する伝熱体フィン
が設けられ、前記案内路は、前記伝熱体フィンが前記円筒部の周方向における同位置で切
り欠かれて形成されていることを特徴とする。
　この構成によれば、案内路と伝熱体フィンとの間の通路が連続的に形成されるので、案
内路上を流通する伝熱体は、案内路の幅方向両側に形成された伝熱体フィン間にスムーズ
に分配される。その後、伝熱体は、伝熱体フィン間を円筒部の周方向に沿って案内される
ため、伝熱体通路の周方向及び軸方向に亘って伝熱体をスムーズに流通させることができ
る。
【００１６】
　また、前記伝熱体フィン及び前記冷媒フィンは、それぞれ前記ハウジングの内壁面に形
成されるとともに、前記ハウジングの軸方向における同位置に配置されていることを特徴
とする。
　この構成によれば、伝熱体から伝熱体フィンに伝達された熱は、ハウジングを径方向に
沿って伝達された後、速やかに冷媒フィンに伝達され、冷却フィンから冷媒に伝達される
ことになる。そのため、冷媒と伝熱体との間の熱交換の効率をより向上させることができ
る。
【発明の効果】
【００１７】



(6) JP 2010-283929 A 2010.12.16

10

20

30

40

50

　本発明によれば、冷媒通路を流通する冷媒の流通方向と、伝熱体通路を流通する伝熱体
との流通方向が対向しているため、冷媒と伝熱体とを並行に流通させた場合に比べて、冷
媒と伝熱体との間における熱交換の効率を向上させることができる。この場合、伝熱体通
路内における高温側（下流側）の伝熱体と、冷媒通路内における低温側（上流側）の冷媒
との間で熱交換が行われることになるので、上流側から下流側にかけての伝熱体の温度上
昇を抑制することができる。したがって、伝熱体通路の上流側と下流側との間で伝熱体温
度の均一化を図ることができる。その結果、ステータと伝熱体との熱交換が、ステータの
全周に亘って均一に行われることになるので、ステータの全体を均一に冷却することがで
き、モータ性能の低下をより防止することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１８】
【図１】モータユニットの概略構成図である。
【図２】図１のＡ－Ａ線に沿う断面図である。
【図３】図１の要部拡大図である。
【図４】図２のＢ－Ｂ線に相当するモータハウジングの断面図である。
【図５】第２実施形態のステータホルダを示す平面図（上面図）である。
【図６】図５のＣ－Ｃ線に相当するモータユニットの断面図である。
【図７】第２実施形態の変形例を示すステータホルダの平面図である。
【図８】第２実施形態の変形例を示す図５のＣ－Ｃ線に相当するモータユニットの断面図
である。
【図９】第３変形例におけるモータハウジングの内壁面を見た平面図である。
【図１０】図９のＤ－Ｄ線に相当するモータユニットの断面図である。
【図１１】第４変形例におけるモータハウジングの内壁面を見た平面図である。
【図１２】図１１のＥ－Ｅ線に相当するモータユニットの断面図である。
【図１３】第３実施形態におけるモータユニットの断面図である。
【図１４】図１３のＦ－Ｆ線に沿う断面図である。
【発明を実施するための形態】
【００１９】
（第１実施形態）
　次に、本発明の第１実施形態を図面に基づいて説明する。なお、本実施形態では本発明
の電動機を燃料電池車両に搭載される車両用駆動モータユニットとして採用した場合につ
いて説明する。
　（車両用駆動モータユニット）
　図１は車両用モータユニットの概略構成断面図であり、図２は図１のＡ－Ａ線に沿う断
面図である。
　図１，２に示すように、車両用モータユニット（以下、モータユニットという。）１０
は、ステータ２１およびロータ２２を備えたモータ２３を収容するモータハウジング１１
と、モータハウジング１１の一方側に締結され、モータ２３のシャフト２４からの動力を
伝達する動力伝達部（不図示）を収容するギヤハウジング１２と、ギヤハウジング１２と
モータハウジング１１とを連結する共用ハウジング１３と、モータハウジング１１の他方
側に締結され、モータ２３の回転センサ２５を収容するセンサハウジング１４と、を備え
ている。そして、モータハウジング１１の内部はモータボックス１５として、ギヤハウジ
ング１２の内部はギヤボックス１６として、センサハウジング１４の内部はセンサボック
ス１７として、それぞれ構成されている。
【００２０】
　共用ハウジング１３には、モータボックス１５とギヤボックス１６とを仕切る仕切壁１
８が形成されており、仕切壁１８には、仕切壁１８の厚さ方向（軸方向）に貫通する貫通
孔１９が形成されている。この貫通孔１９内には、モータ２３のシャフト２４の軸方向一
端側（図１中左側）を回転自在に支持するベアリング２６が挿入されている。シャフト２
４の軸方向一端には、ギヤボックス１６内で図示しない動力伝達部と噛合するギヤ２０が
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固定されている。一方、モータハウジング１１とセンサハウジング１４との境界部のセン
サハウジング１４側には、モータ２３のシャフト２４の他端を回転自在に支持するベアリ
ング２７が設けられている。
【００２１】
　ロータ２２は、複数の磁性板材が積層された略円筒状のロータヨーク４１を備えている
。ロータヨーク４１の径方向中央部に形成された貫通孔４２には、シャフト２４が固定さ
れている。ロータヨーク４１の径方向外側における端部近傍には、ロータヨーク４１を軸
方向に貫通する複数の収容孔４３が形成されている。各収容孔４３の内部には、ネオジウ
ムなどの希土類からなる永久磁石３２が収容されている。また、永久磁石３２はロータヨ
ーク４１の周方向に沿って略等間隔に複数配置され、周方向に隣接する永久磁石３２は交
互に逆方向に着磁されている。
【００２２】
　ロータ２２の周面には、軸方向から見て円環状に形成されたステータ２１が対向配置さ
れている。ステータ２１は、複数の磁性板材が軸方向に沿って積層されてなり、後述する
ステータホルダ５０内に固定されている。具体的に、ステータ２１は、外周部分を構成す
るヨーク部３３と、ヨーク部３３から径方向内側（ロータ２２に向かう方向）に向かって
突出する複数のティース部３４とを備えている。
　ティース部３４は、周方向に等間隔に複数形成されており、隣り合うティース部３４間
に形成されたスロット（不図示）にはコイル３５が巻き回されている。本実施形態では、
コイル３５は分布巻きで巻き回されている。
【００２３】
　図３は図１の要部拡大図であり、図４は図２のＢ－Ｂ線に相当するモータハウジングの
断面図である。
　図１～４に示すように、モータハウジング１１は、ダイキャスト法等で形成されたアル
ミ等からなる円筒部４４を備えている。円筒部４４は、内径がステータホルダ５０の外径
よりも僅かながら大きく形成されたものであり、モータ２３全体を覆うように形成されて
いる。円筒部４４を形成する壁部内には、周方向全周に亘ってウォータージャケット４５
が形成されている。このウォータージャケット４５は、その内部に冷媒である冷却水を流
通させるための流路であり、ウォーターポンプ（不図示）から送出される冷却水がウォー
タージャケット４５内を循環するようになっている。ウォータージャケット４５は、その
軸方向における長さがステータ２１の軸方向における長さと同等に形成されている。
【００２４】
　また、円筒部４４の外周面には、ウォーターポンプから送出される冷却水をウォーター
ジャケット４５内に供給するための導入口４８と、ウォータージャケット４５内を流通し
た冷却液が排出される排出口４９とが設けられている。
　導入口４８は、円筒部４４における重力方向に沿う最下部に配置される一方、排出口４
９は、円筒部４４における重力方向に沿う最上部に配置されている。すなわち、導入口か
らウォータージャケット４５内に供給された冷却水は、ウォータージャケット４５の最下
部から最上部に向かってウォータージャケット４５内を流通するようになっている。
　ここで、図３，４に示すように、ウォータージャケット４５内における径方向内側の内
面４５ａ（円筒部４４の内壁面側）には、径方向外側の内面４５ｂ（円筒部４４の外壁面
側）に向けて突出する複数のウォーターフィン４６が形成されている。各ウォーターフィ
ン４６は、それぞれ周方向の全周に亘って形成されており、軸方向に沿って所定間隔毎に
配置されている。
【００２５】
　また、円筒部４４における軸方向一端側の内壁面には、径方向内側に向けて突出するリ
ング部４７が形成されている。このリング部４７は、円筒部４４の全周に亘って形成され
ており、ステータホルダ５０とモータハウジング１１との軸方向における中心位置決めを
行うものである。
【００２６】
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　図１～３に示すように、モータハウジング１１には、上述したステータ２１を保持する
ためのステータホルダ５０が固定されている。ステータホルダ５０は、プレス成型や鍛造
等により形成された鉄等からなる部材であり、モータハウジング１１の内壁面に沿って形
成された円筒部５４を備えている。ステータホルダ５０は、上述したステータ２１を保持
した状態でモータハウジング１１に固定されるものであり、円筒部５４の内周面とステー
タ２１の外周面とが同軸上で密着配置されることにより、円筒部５４内にステータ２１が
固定されている。
【００２７】
　ステータホルダ５０は、軸方向他端側（図１中右側）からモータハウジング１１の円筒
部４４内に挿入されおり、ステータホルダ５０の軸方向一端側の端面とモータハウジング
１１のリング部４７とが微小な空間を空けて突き合わされている。一方、ステータホルダ
５０の円筒部５４における軸方向他端側の開口縁には、円筒部５４から径方向外側に向け
て張り出す外フランジ部５５が形成されている。この外フランジ部５５は、モータハウジ
ング１１の軸方向他端側の端面に突き合わされている。また、外フランジ部５５には、ス
テータホルダ５０をモータハウジング１１に取り付けるための複数の取付孔（不図示）が
形成されている。一方、モータハウジング１１の軸方向他端側の端面には、取付孔と周方
向における同位置に雌ネジ部（不図示）が形成されており、取付孔を通してモータハウジ
ング１１の雌ネジ部にボルト５６が螺入されることで、ステータホルダ５０がモータハウ
ジング１１に固定されている。
【００２８】
　ステータホルダ５０における円筒部５４の外周面とモータハウジング１１の円筒部４４
の内壁面との間の中間領域は、後述する油供給機構７０から供給される油７１が流通する
環状油路（伝熱体通路）６０を構成している。環状油路６０は、ステータホルダ５０とモ
ータハウジング１１との間に、周方向全周に亘って形成されたものである。すなわち、ス
テータ２１は、ステータホルダ５０を介してモータハウジング１１に連結されているため
、ステータ２１はモータハウジング１１の内側に、環状油路６０及びステータホルダ５０
の円筒部５４を挟んだ状態で配置されることになる。
【００２９】
　環状油路６０の軸方向一端側は、モータハウジング１１のリング部４７によって周方向
の略全周が閉塞されており、リング部４７の重力方向における最下部には、軸方向に貫通
する貫通孔（不図示）が形成されている。一方、環状油路６０の軸方向他端側は、ステー
タホルダ５０の外フランジ部５５によって、周方向の略全周が閉塞されており、外フラン
ジ部５５の重力方向における最下部には、軸方向に貫通する貫通孔（不図示）が形成され
ている。これら貫通孔は、環状油路６０内を流通する油７１の排出口として機能するもの
であり、これら貫通孔を介して環状油路６０とモータボックス１５内とが連通している。
【００３０】
　ここで、モータユニット１０内（各ハウジング１１～１４内）の下部は、油７１が貯留
された油溜６９を構成している。なお、油溜６９は、各ハウジング１１～１４間で連通し
ており、モータハウジングと１１とギヤハウジング１２との間は、共用ハウジング１３の
下部に形成された図示しない連通口を介して連通している。なお、油溜６９に貯留された
油７１はステータ２１の下部を浸漬するとともに、その油面は、モータユニット１０の軸
方向が車両走行時の最大傾斜状態であってもロータ２２（図１参照）に油７１が接触しな
い高さになるように設定されている。
【００３１】
　そして、モータユニット１０内には、油溜６９に貯留された油７１を用いてベアリング
２６，２７の潤滑や冷却、またモータ２３等の冷却を行うための油供給機構７０が設けら
れている。油供給機構７０は、油７１が貯留された上述した油溜６９と、ギヤボックス１
６内の下部に配置され、モータユニット１０内で油７１を循環させるオイルポンプ７２と
、オイルポンプ７２から送出される油７１が通流する油路７３とを備えている。
【００３２】
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　油路７３は、各ハウジング１１～１４の壁部内に形成され、モータユニット１０全体を
流通する共通油路（供給通路）７５と、共通油路７５から分岐して形成され、ベアリング
２６，２７に油７１を供給するための軸受け供給油路７６と、センサボックス１７内に油
７１を供給するためのセンサ供給油路７７と、上述した環状油路６０内に油を供給するた
めの連通油路（連通通路）７８とを備えている。
　共通油路７５は、モータハウジング１１内において、ウォータージャケット４５よりも
外周側に形成され、円筒部４４を軸方向に沿って延在している。そして、円筒部４４の最
上部には、共通油路７５と環状油路６０とを連通させる連通油路７８が形成されている。
この連通油路７８は、円筒部４４の軸方向他端側において径方向に沿って形成されたもの
であり、共通油路７５を流通する油７１の一部が連通油路７８に分岐して環状油路６０内
へ供給されるようになっている。そして、環状油路６０内を流通する油７１は、環状油路
６０の最上部から供給され、環状油路６０内を下方に向けて流通する。すなわち、本実施
形態では、上述したウォータージャケット４５内を流通する冷却液の流通方向と、環状油
路６０内を流通する油７１の流通方向とが互いに逆方向（対向流）になっている。なお、
本実施形態の油７１は、ベアリング２６，２７の潤滑するための潤滑油等を用いることが
可能であり、潤滑油を用いた場合にはベアリング２６，２７の潤滑とモータ２３の冷却と
の双方の要求を満足させることができる。
【００３３】
　（作用）
　次に、本実施形態のモータユニット１０の作用について説明する。以下の説明では、モ
ータユニット１０の冷却方法として、冷却水及び油７１の流通について説明する。
　図１に示すように、モータ２３を作動させると、ウォーターポンプ（不図示）及び油供
給機構７０のオイルポンプ７２が作動する。
　油供給機構７０のオイルポンプ７２が作動すると、油溜６９に貯留された油７１がオイ
ルポンプ７２によって汲み上げられる。そして、油溜６９から汲み上げられた油７１は、
オイルポンプ７２により共通油路７５に送出され、モータユニット１０の全体に流通する
（図１中矢印Ｌ１参照）。具体的に、共通油路７５を流通する油７１の一部はまず軸方向
一端側の軸受け供給油路７６に分岐し、軸受け供給油路７６内を流通した後、ベアリング
２６に供給される（図１中矢印Ｌ２）。これにより、ベアリング２６の潤滑や冷却が行わ
れ、その後、油７１は油溜６９に排出される。
【００３４】
　一方、共通油路７５を流通する残りの油７１は、モータハウジング１１内の最上部を軸
方向他端側に向かって流通し、モータハウジング１１の軸方向他端側で連通油路７８に分
岐する（図１中矢印Ｌ３参照）一方、残りはセンサハウジング１４に向けて流通する。セ
ンサハウジング１４内の共通油路７５を流通する油７１は、一部が途中で軸方向他端側の
軸受け供給油路７６に分岐し、軸受け供給油路７６内を流通した後、ベアリング２７に供
給される（図１中矢印Ｌ４）。これにより、ベアリング２７の潤滑や冷却が行われ、その
後、油７１はセンサボックス１７を介して油溜６９に排出される。一方、共通油路７５内
を流通する油７１は、センサ供給油路７７を流通した後、センサボックス１７内に設けら
れた回転センサ２５に供給される。これにより、回転センサ２５の冷却が行われ、その後
、油７１は油溜６９に排出される。
【００３５】
　ここで、図１～３に示すように、モータハウジング１１の共通油路７５から連通油路７
８に分岐した油７１は、連通油路７８内を重力方向下方に向けて流通した後、環状油路６
０内へ供給される。そして、環状油路６０内に供給された油７１は、環状油路６０内の軸
方向に沿って行渡るとともに、周方向に沿って流通する（図２中Ｌ５）。すなわち、環状
油路６０内を流通する油７１は、ステータ２１の外周面に沿って重力方向上部から下部に
向けて流通し、この間にステータ２１との熱交換が行われる。これにより、ステータ２１
の冷却を行うことができる。そして、環状油路６０の下部まで流通した油７１は、ステー
タホルダ５０の外フランジ部５５及びモータハウジング１１のリング部４７にそれぞれ形
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成された排出口（不図示）から油溜６９に向けて排出される。そして、油溜６９に排出さ
れた油７１は、再びオイルポンプ７２に汲み上げられ、油路７３内を循環してステータ２
１（環状油路６０）や各ベアリング２６，２７、回転センサ２５に供給されるようになっ
ている。
【００３６】
　一方、図２～４に示すように、ウォーターポンプが作動すると、ウォーターポンプから
モータハウジング１１のウォータージャケット４５内に向けて、冷却水が送出される。具
体的に、ウォーターポンプから送出される冷却水は、円筒部４４の最下部に配置された導
入口４８からウォータージャケット４５内に供給される。導入口４８から供給された冷却
水は、ウォータージャケット４５内を軸方向に沿って行渡った後、周方向に沿って流通す
る（図２中矢印Ｗ参照）。すなわち、ウォータージャケット４５内を流通する冷却水は、
環状油路６０の径方向外側を重力方向下部から上部に向けて流通し、この間に環状油路６
０内を流通する油７１との熱交換が行われる。
【００３７】
　なお、ウォータージャケット４５の内面４５ａには、径方向に向けて突出する複数のウ
ォーターフィン４６が周方向に沿って形成されているため、ウォータージャケット４５内
を流通する冷却液は、ウォーターフィン４６間に案内されてウォータージャケット４５内
を周方向に沿ってスムーズに流通することになる。これにより、ウォータージャケット４
５内における冷却液の滞留を防ぐことができるので、ウォータージャケット４５内におけ
る冷却液の過熱を防止することができる。また、冷却水と、ウォータージャケット４５の
内面４５ａとの伝熱面積を増加させることができるので、ステータ２１で発生する熱は油
７１を介してウォータージャケット４５の内面４５ａに伝達された後、ウォーターフィン
４６から冷却液に向けて速やかに放熱される。したがって、冷却液と油７１との熱交換を
効率的に行うことができる。
【００３８】
　そして、ウォータージャケット４５の最上部まで流通した冷却水は、円筒部４４の上部
に配置された排出口４９から排出され、再びウォーターポンプからウォータージャケット
４５の導入口４８に向けて送出される。
【００３９】
　このように、本実施形態では、まずステータホルダ５０を介してステータ２１をモータ
ハウジング１１に固定するとともに、ステータホルダ５０とモータハウジング１１との間
の中間領域を油７１が流通する環状油路６０として用いる構成とした。
　ところで、モータ２３が作動する際、コイル３５に電流が流れるとステータ２１に磁界
が形成され、ステータ２１とロータ２２との間に生じる磁気的な吸引力や反発力が繰り返
し発生することで、磁歪振動が発生する。この磁歪振動がモータハウジング１１に伝達さ
れることでモータハウジング１１が振動し、ノイズになるという問題がある。特に、本実
施形態のように燃料電池車両等の電気自動車の駆動源として搭載される比較的大きなモー
タユニット１０においては、ステータ２１の磁歪振動によるノイズが無視できない程大き
くなる。
【００４０】
　そこで、本実施形態によれば、ステータホルダ５０を介してステータ２１をモータハウ
ジング１１に固定することで、ステータホルダ５０とモータハウジング１１との間に中間
領域が形成される。そして、ステータ２１がモータハウジング１１との間に中間領域を挟
んで配置されているので、ステータ２１の磁歪振動がモータハウジング１１に直接伝達さ
れることがなく、ステータホルダ５０とモータハウジング１１との接触部分（例えば、外
フランジ部５５）を経由して伝達されることになる。すなわち、ステータ２１の外周面が
直接、モータハウジング１１の内壁面に密着配置されている構成に比べて、ステータ２１
の磁歪振動がモータハウジング１１まで伝達され難くなるので、磁歪振動がモータハウジ
ング１１に伝達されることにより発生するノイズを低減することが可能になる。
　そして、中間領域を環状油路６０として利用することで、ステータ２１とモータハウジ
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ング１１との間に空気が介在している場合に比べて、ステータ２１の伝熱性能を向上させ
ることができる。すなわち、ステータ２１で発生した熱は油７１を介して放熱され、油７
１からウォータージャケット４５内を流通する冷却液に向けて放熱される。したがって、
モータ２３の過熱を防止して、モータ性能の低下を防止することができる。
【００４１】
　特に、本実施形態では、ウォータージャケット４５内を流通させる冷却水の流通方向と
、環状油路６０内を流通する油７１の流通方向とが対向流になるように構成した。
　この構成によれば、環状油路６０内における高温側（下流側）の伝熱体と、ウォーター
ジャケット４５内における低温側（上流側）の冷却水との間で熱交換が行われるため、冷
却水と油７１とを並行に流通させた場合に比べて、冷却液と油７１との間における熱交換
の効率を向上させることができる。そのため、上流側から下流側にかけての油７１の過熱
を抑制することができる。したがって、環状油路６０の上流側と下流側との間で発生する
油７１の温度バラツキを抑制することができる。
　その結果、ステータ２１と油７１との熱交換が、ステータ２１の全周に亘って均一に行
われることになるので、ステータ２１の全体を均一に冷却することができ、モータ性能の
低下をより防止することができる。
【００４２】
　また、ベアリング２６，２７や回転センサ２５等に油７１を供給するための油路７３と
、環状油路６０とを連通させる連通油路７８を設けるのみで、モータユニット１０を流通
する油７１を環状油路６０内に供給することができる。これにより、環状油路６０に油７
１を循環させる循環系を新たに設ける必要がないので、構成の簡素化を図ることができる
。
【００４３】
　（第２実施形態）
　次に、本発明の第２実施形態について説明する。図５は第２実施形態のステータホルダ
を示す平面図（上面図）であり、図６は図５のＣ－Ｃ線に相当するモータユニットの断面
図である。なお、以下の説明では上述した第１実施形態と同様の構成については同一の符
号を付し、説明を省略する。
　図５，６に示すように、本実施形態のモータユニット１００（図６参照）は、ステータ
ホルダ５０における円筒部５４の外周面に複数の油フィン（伝熱体フィン）１５７が形成
されている。これら油フィン１５７は、それぞれ円筒部５４の周方向における略全周に亘
って形成されており、各油フィン１５７は軸方向に沿って所定間隔毎に配置されている。
これら油フィン１５７は、円筒部５４の外周面が径方向内側に向かって削り取られた溝間
に形成され、円筒部５４の外周面上に互いに平行に配置されている。
【００４４】
　また、ステータホルダ５０の円筒部５４の外周面には、軸方向に沿って案内路１５５が
形成されている。この案内路１５５は、円筒部５４の重力方向最上部の外周面から径方向
内側に向かって削り取られた溝であり、軸方向他端側から軸方向一端側に向けて、円筒部
５４の軸方向における長さと同等に形成されている。この場合、円筒部５４の最上部にお
いて、各油フィン１５７の周方向における同位置が軸方向に沿って切り欠かれ、油フィン
１５７間に形成された流路（溝）の両端が案内路１５５の幅方向両側に連通することにな
る。
　また、案内路１５５の軸方向他端側において、環状油路６０内に油７１を供給するため
の連通油路７８の開口部と対向している。一方、案内路１５５は、円筒部５４の軸方向一
端側の端面で開放しないようになっており、円筒部５４の軸方向一端側の端面には案内路
１５５よりも径方向外側に向けて突出した塞き止め部１５６が形成されている。
【００４５】
　この場合、連通油路７８から環状油路６０内に供給された油７１は、案内路１５５上を
案内されて軸方向他端側から一端側に向けて流通する（図５中矢印Ｌ５参照）。そして、
案内路１５５上を流通する油７１は案内路１５５上を流通しながら、その途中で案内路１
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５５の幅方向両側に形成された油フィン１５７間に分配され、油フィン１５７間を周方向
に沿って案内される（図５中矢印Ｌ６参照）。その結果、環状油路６０の周方向及び軸方
向に沿って油７１をスムーズに流通させることができる。これにより、環状油路６０内に
おける油７１の滞留を防ぐことができるので、環状油路６０内における油７１の過熱を防
止することができる。また、ステータホルダ５０と油７１との伝熱面積を増加させること
ができるので、ステータ２１で発生する熱は油フィン１５７に伝達された後、ウォーター
ジャケット４５（図１参照）を流通する冷却水に向けて速やかに放熱される。したがって
、油７１とステータホルダ５０との熱交換を効率的に行うことができるので、モータユニ
ット１００の過熱を防止して、モータ性能の低下を防止することができる。
【００４６】
　また、ステータホルダ５０の軸方向一端側に塞き止め部１５６が形成されているため、
案内路１５５上を案内される油７１は、環状油路６０の軸方向一端に到達する前段で塞き
止められ、塞き止められた油７１が油フィン１５７に向けて案内される。これにより、案
内路１５５を流通する油７１の流通方向を環状油路６０の周方向に向けて指向させること
ができる。
　また、案内路１５５の幅方向両側に油フィン１５７間に形成された溝が連通することに
なるので、案内路１５５上を流通する油７１は、その途中で案内路１５５の幅方向両側に
形成された油フィン１５７間にスムーズに分配される。その後、油７１は、油フィン１５
７間を周方向に沿って案内されるため、環状油路６０の周方向及び軸方向に亘って油７１
をスムーズに流通させることができる。
【００４７】
　（第１変形例）
　図７は、上述した第２実施形態の変形例を示すステータホルダの平面図である。
　上述した第２実施形態では、図５に示すように、案内路１５５の幅（周方向における幅
）が、軸方向に沿って一様に形成されている場合について説明したが、図７に示すように
、案内路２５５の幅を軸方向に沿って変化させても構わない。
【００４８】
　具体的に、本変形例のステータホルダ５０における案内路２５５は、軸方向他端側から
一端側にかけて案内路２５５の幅（円筒部５４の周方向における幅）が漸次広くなるよう
なテーパ形状に形成されている。
　この構成によれば、連通油路７８から環状油路６０内に供給された油７１は、案内路２
５５上を軸方向他端側から一端側に向けて流通する。この時、他端側から一端側に至るま
で、案内路２５５上を流通する油７１の流量の均一化を図ることができる。これにより、
環状油路６０の軸方向他端側から供給された油７１を、軸方向一端側まで確実に行き届か
せることができるので、環状油路６０内の全域に亘って油７１を均一に流通させることが
できる。その結果、ステータ２１の全周に亘って均一な伝熱性能を確保することができ、
ステータ２１を全周に亘って均一に冷却することができる。
【００４９】
　（第２変形例）
　なお、上述した第１変形例では、案内路２５５の幅を変化させる場合について説明した
が、図８に示すように、案内路３５５の深さ（径方向における深さ）を軸方向に沿って変
化させても構わない。具体的に、本変形例のステータホルダ５０における案内路３５５は
、軸方向他端側から一端側にかけて案内路３５５の深さが深くなるように形成されている
。
　この構成によれば、案内路３５５上を流通する油７１の流量を軸方向他端側から一端側
にかけて効率的に流通させることができるので、他端側から一端側に至るまで、案内路３
５５上を流通する油７１の流量の均一化を図ることができる。
【００５０】
　（第３変形例）
　次に、本発明の第３変形例について説明する。図９は第３変形例におけるモータハウジ
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ングの内壁面を見た平面図であり、図１０は図９のＤ－Ｄ線に相当するモータユニットの
断面図である。
　図９，１０に示すように、本変形例のモータユニット４００（図１０参照）は、モータ
ハウジング１１に案内路４５５を、ステータホルダ５０に油フィン１５７をそれぞれ別々
に形成している点で上述した変形例と相違している。具体的に、図１０に示すように、ス
テータホルダ５０における円筒部５４の外周面には、周方向全周に亘って上述した複数の
油フィン１５７が形成されている。これら油フィン１５７は、軸方向に沿って所定間隔毎
に配置されており、円筒部５４の外周面上に互いに平行に形成されている。
【００５１】
　また、モータハウジング１１の円筒部４４における内壁面には、案内路４５５が形成さ
れている。この案内路４５５は、円筒部４４の重力方向最上部の内壁面から径方向外側に
向かって切欠き形成された溝であり、軸方向他端側から軸方向一端側に向けて、円筒部４
４の軸方向における長さと同等に形成されている。この場合、案内路４５５の軸方向他端
側は、連通油路７８の開口部に連通している一方、案内路４５５の軸方向一端側には、円
筒部４４の内壁面が案内路４５５よりも径方向内側に向けて突出した塞き止め部４５６が
形成されている。
　この構成においても、上述した第２実施形態と同様の効果を奏することができる。
【００５２】
　（第４変形例）
　次に、本発明の第４変形例について説明する。図１１は第４変形例におけるモータハウ
ジングの内壁面を見た平面図であり、図１２は図１１のＥ－Ｅ線に相当するモータユニッ
トの断面図である。
　図１１，１２に示すように、本変形例のモータユニット５００（図１２参照）は、案内
路４５５及び油フィン５５７をモータハウジング１１側に形成している点で、上述した各
変形例と相違している。具体的に、モータハウジング１１の円筒部４４における内壁面に
は、周方向略全周に亘って複数の油フィン５５７が形成されている。これら油フィン５５
７は、軸方向に沿って所定間隔毎に配置され、円筒部４４の外周面上に互いに平行に形成
されている。そして、油フィン５５７の両端は、案内路４５５の幅方向両側にそれぞれ連
結されている。
　この構成においても、上述した第２実施形態と同様の効果を奏することができる。
【００５３】
　（第３実施形態）
　次に、本発明の第３実施形態について説明する。図１３は第３実施形態におけるモータ
ユニットの断面図であり、図１４は図１３のＦ－Ｆ線に沿う断面図である。
　図１３，１４に示すように、本実施形態のモータユニット６００は、上述したウォータ
ージャケット４５のウォーターフィン４６と、環状油路６０の油フィン６５７とが、軸方
向における同一位置に形成されている点で上述した各実施形態と相違している。
　油フィン６５７は、上述した第４変形例の油フィン５５７と同一構成のものであり、軸
方向に沿って所定間隔毎に形成され、油フィン６５７の両端は、案内路４５５の幅方向両
側にそれぞれ連結されている。
【００５４】
　ここで、油フィン６５７はモータハウジング１１における円筒部４４の内壁面から径方
向内側に向けて突出している一方、ウォーターフィン４６は円筒部４４の内壁面から径方
向外側に向けて突出している。すなわち、油フィン６５７とウォーターフィン４６とは、
円筒部４４の内壁面を間に挟んで径方向両側に向けて突出している。そして、各油フィン
６５７とウォーターフィン４６とは、形成位置が軸方向において同ピッチに形成されてお
り、円筒部４４を間に挟んで対向配置されている。
【００５５】
　この構成によれば、油７１から油フィン６５７に伝達された熱は、円筒部４４を径方向
に沿って伝達された後、速やかにウォーターフィン４６に伝達され、ウォーターフィン４
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６から冷却水に伝達されることになる。そのため、冷却水と油７１との間の熱交換の効率
をより向上させることができる。
【００５６】
　なお、本発明の技術範囲は上述した実施形態に限られるものではなく、本発明の趣旨を
逸脱しない範囲において、上述した実施形態に種々の変更を加えたものを含む。すなわち
、実施形態で挙げた具体的な構造や形状などはほんの一例に過ぎず、適宜変更が可能であ
る。
　例えば、上述した各実施形態を適宜組み合わせることも可能である。
　さらに、上述した実施形態では、本発明の電動機を燃料電池車両に搭載される車両用駆
動モータユニット１０として採用した場合について説明したが、これに限らず、各種電気
自動車等に採用することも可能である。
【符号の説明】
【００５７】
１０…モータユニット（電動機）　１１…モータハウジング（ハウジング）　２１…ステ
ータ　２２…ロータ　２４…シャフト　２６，２７…ベアリング（軸受け）　４５…ウォ
ータージャケット（冷媒通路）　４１…ロータヨーク　４６…ウォーターフィン（冷媒フ
ィン）　５０…ステータホルダ　５４…円筒部　６０…環状油路（伝熱体通路）　７１…
油（伝熱体）　７５…共通油路（共通通路）　７８…連通油路（連通通路）　１５５…案
内路　１５６…塞き止め部　１５７…油フィン（伝熱体フィン）　
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