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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　給電ブラシを保持するブラシホルダと、
　コイル状をなす巻線部、前記巻線部に挿入され前記巻線部の軸方向の長さよりも長く前
記巻線部から前記巻線部の軸方向に突出した突出部を有する鉄心、前記巻線部の軸方向の
一端から延びる第１接続部及び前記巻線部の軸方向の他端から延びる第２接続部を有する
チョークコイルと、
　前記ブラシホルダに組み付けられ前記第１接続部及び前記第２接続部の何れか一方が接
続される給電ターミナルとを備え、
　前記給電ターミナルは、給電部と、前記突出部における前記巻線部の軸方向と直交する
方向の外側部分を保持する鉄心保持部と、を有しており、
　前記第１接続部及び前記第２接続部の何れか一方は、前記給電ターミナルにおける前記
給電部と前記鉄心保持部との間に接続されていることを特徴とするモータ。
【請求項２】
　給電ブラシを保持するブラシホルダと、
　コイル状をなす巻線部、前記巻線部に挿入され前記巻線部の軸方向の長さよりも長く前
記巻線部から前記巻線部の軸方向に突出した突出部を有する鉄心、前記巻線部の軸方向の
一端から延びる第１接続部及び前記巻線部の軸方向の他端から延びる第２接続部を有する
チョークコイルと、
　前記突出部を保持する鉄心保持部を有し前記ブラシホルダに組み付けられ前記第１接続
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部及び前記第２接続部の何れか一方が接続される給電ターミナルとを備えたモータであっ
て、
　前記鉄心保持部は、前記突出部を前記巻線部の軸方向と直交する方向に沿って挿入可能
に開口した開口部を備えた鉄心保持凹部を有することを特徴とするモータ。
【請求項３】
　請求項２に記載のモータにおいて、
　前記鉄心保持部は、前記巻線部における前記第１接続部側の端部から突出した前記突出
部を保持し、
　前記第２接続部が前記給電ターミナルに接続されていることを特徴とするモータ。
【請求項４】
　請求項２又は３に記載のモータにおいて、
　前記鉄心保持凹部の前記開口部は、前記ブラシホルダと対向する方向に開口しているこ
とを特徴とするモータ。
【請求項５】
　請求項２又は３に記載のモータにおいて、
　前記ブラシホルダは、板状をなす基部を有し、
　前記鉄心保持凹部の前記開口部は、前記ブラシホルダの基部と対向する方向に開口して
いることを特徴とするモータ。
【請求項６】
　請求項１に記載のモータにおいて、
　前記ブラシホルダは、前記突出部を保持するブラシホルダ側の鉄心保持部を有し、
　前記突出部は、前記給電ターミナルの鉄心保持部と前記ブラシホルダの鉄心保持部とに
よって挟持されて保持されることを特徴とするモータ。
【請求項７】
　請求項１乃至請求項６の何れか１項に記載のモータにおいて、
　前記給電ブラシには、前記給電ブラシに電力を供給するためのピッグテールが接続され
ており、
　前記第１接続部及び前記第２接続部のうち前記給電ターミナルに接続されない方の接続
部は、前記ピッグテールに直接接続されていることを特徴とするモータ。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明はモータに関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　例えば特許文献１に記載されているように、モータには、雑音を防止するためのチョー
クコイルを備えたものがある。
　特許文献１に記載されたモータでは、チョークコイルには２本の接続部が形成されてい
る。そして、一方の接続部は給電ブラシに接続されたピッグテールに結線され、他方の接
続部はリード線に結線されている。尚、給電ブラシは、有底筒状をなすヨークハウジング
の開口部を閉塞するように配置されたブラシホルダに設けられたブラシ保持部にて保持さ
れている。そして、リード線に接続される他方の接続部は、ブラシホルダの方へ延びてい
る。
【０００３】
　また、特許文献１には、磁性体を介してチョークコイルをブラシホルダに固定する例が
記載されている。この例では、チョークコイルは、磁性体に取り付けられており、この磁
性体がブラシホルダに固定されている。そして、チョークコイルの一方の接続部は、接着
等によりブラシホルダに固定され、他方の接続部は、ブラシホルダに固定された固定部材
によってピッグテールと共にかしめられて同ピッグテールに接続されている。
【先行技術文献】
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【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開平６－３１１７０８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、特許文献１に記載されているように、チョークコイルの一方の接続部を
ピッグテールに接続し、他方の接続部をリード線に接続した場合、ピッグテール及びリー
ド線は何れも湾曲しやすいフレキシブルな部品であるため、モータの内部でチョークコイ
ルの位置が定まり難くなる。そのため、モータの駆動時にチョークコイルが振動し、その
結果、チョークコイルがモータの内部で位置ずれするおそれがある。そして、チョークコ
イルが位置ずれすると、チョークコイルの一方の接続部とピッグテールとの接続部分、並
びに他方の接続部とリード線との接続部分に負荷がかかり、各接続部分において接続不良
が発生するおそれがある。この場合、チョークコイルを保持する専用の部品をモータの内
部に設けることが考えられるが、部品点数の増加及び組付け工数の増加に繋がってしまう
。
【０００６】
　また、特許文献１に記載されているように、ブラシホルダに固定された固定部材によっ
てチョークコイルの他方の接続部をピッグテールと接続した場合には、当該他方の接続部
は固定部材にて支持されるためモータの内部で位置ずれし難くなる。しかしながら、他方
の接続部とピッグテールとを接続するための専用の部品である固定部材を使用するため、
部品点数が増加してしまう。更に、固定部材によって他方の接続部とピッグテールとを接
続する工程と、固定部材をブラシホルダに固定する工程とが必要になるため、組付け工数
が増加してしまう。
【０００７】
　本発明は、上記課題を解決するためになされたものであって、その目的は、チョークコ
イルの位置ずれを抑制するとともに、チョークコイルを組み付けるための組付け工数の増
大及び部品点数の増大を抑制することができるモータを提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　上記課題を解決するモータは、給電ブラシを保持するブラシホルダと、コイル状をなす
巻線部、前記巻線部に挿入され前記巻線部の軸方向の長さよりも長く前記巻線部から前記
巻線部の軸方向に突出した突出部を有する鉄心、前記巻線部の軸方向の一端から延びる第
１接続部及び前記巻線部の軸方向の他端から延びる第２接続部を有するチョークコイルと
、前記ブラシホルダに組み付けられ前記第１接続部及び前記第２接続部の何れか一方が接
続される給電ターミナルとを備え、前記給電ターミナルは、給電部と、前記突出部におけ
る前記巻線部の軸方向と直交する方向の外側部分を保持する鉄心保持部と、を有しており
、前記第１接続部及び前記第２接続部の何れか一方は、前記給電ターミナルにおける前記
給電部と前記鉄心保持部との間に接続されている。
【０００９】
　この構成によれば、チョークコイルは、自身の鉄心の突出部がブラシホルダに組付の給
電ターミナルに設けた鉄心保持部にて保持される。従って、チョークコイルの中でもフレ
キシブルな部品でない鉄心部分を鉄心保持部にて保持することで、チョークコイルの位置
ずれを抑制した保持が可能である。また、鉄心保持部は、給電ターミナルに設けられるも
のであるため、チョークコイルの保持のための専用の部品を別途設けなくてもよい。従っ
て、ブラシホルダにチョークコイルを組み付けるための組付け工数の増大及び部品点数の
増大を抑制することができる。
【００１０】
　上記課題を解決するモータは、給電ブラシを保持するブラシホルダと、コイル状をなす
巻線部、前記巻線部に挿入され前記巻線部の軸方向の長さよりも長く前記巻線部から前記
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巻線部の軸方向に突出した突出部を有する鉄心、前記巻線部の軸方向の一端から延びる第
１接続部及び前記巻線部の軸方向の他端から延びる第２接続部を有するチョークコイルと
、前記突出部を保持する鉄心保持部を有し前記ブラシホルダに組み付けられ前記第１接続
部及び前記第２接続部の何れか一方が接続される給電ターミナルとを備えたモータであっ
て、前記鉄心保持部は、前記突出部を前記巻線部の軸方向と直交する方向に沿って挿入可
能に開口した開口部を備えた鉄心保持凹部を有する。
【００１１】
　この構成によれば、チョークコイルは、第１接続部及び第２接続部の何れか一方が給電
ターミナルに接続されるとともに、鉄心の突出部が給電ターミナルの鉄心保持部にて保持
されている。従って、チョークコイルは２箇所で給電ターミナルにて保持されることにな
るため、給電ターミナルに対するチョークコイルの位置ずれが抑制される。更に、チョー
クコイルを２箇所で保持する給電ターミナルがブラシホルダに組み付けられるため、ブラ
シホルダに対するチョークコイルの位置ずれも抑制される。また、ブラシホルダに組み付
けられる給電ターミナルにてチョークコイルを保持するため、チョークコイルをブラシホ
ルダに保持するための専用の部品を別途設けなくてもよい。従って、ブラシホルダにチョ
ークコイルを組み付けるための組付け工数の増大及び部品点数の増大を抑制することがで
きる。
【００１２】
　また、巻線部の軸方向と直交する方向に沿って鉄心を移動させることにより容易に突出
部を鉄心保持凹部に挿入することができる。従って、鉄心保持部への鉄心の組付けを容易
に行うことができる。
　上記モータにおいて、前記鉄心保持部は、前記巻線部における前記第１接続部側の端部
から突出した前記突出部を保持し、前記第２接続部が前記給電ターミナルに接続されてい
ることが好ましい。
【００１３】
　この構成によれば、給電ターミナルは、巻線部の軸方向の両側でチョークコイルを保持
することになる。従って、給電ターミナルに対するチョークコイルの位置ずれ、及びブラ
シホルダに対するチョークコイルの位置ずれがより抑制される。
【００１５】
　上記モータにおいて、前記鉄心保持凹部の前記開口部は、前記ブラシホルダと対向する
方向に開口していることが好ましい。
　上記モータにおいて、前記ブラシホルダは、板状をなす基部を有し、前記鉄心保持凹部
の前記開口部は、前記ブラシホルダの基部と対向する方向に開口している。
　これらの構成によれば、給電ターミナルがブラシホルダに組み付けられた状態において
、突出部は、ブラシホルダと鉄心保持部との間に位置することになる。従って、鉄心保持
部からの突出部の脱落が抑制される。
【００１６】
　上記モータにおいて、前記ブラシホルダは、前記突出部を保持するブラシホルダ側の鉄
心保持部を有し、前記突出部は、前記給電ターミナルの鉄心保持部と前記ブラシホルダの
鉄心保持部とによって挟持されて保持されることが好ましい。
【００１７】
　この構成によれば、突出部は、給電ターミナルの鉄心保持部とブラシホルダの鉄心保持
部との両者によって挟持され保持される。従って、チョークコイル（鉄心）をより安定し
て保持することが可能となる。
【００１８】
　上記モータにおいて、前記給電ブラシには、前記給電ブラシに電力を供給するためのピ
ッグテールが接続されており、前記第１接続部及び前記第２接続部のうち前記給電ターミ
ナルに接続されない方の接続部は、前記ピッグテールに直接接続されていることが好まし
い。
【００１９】
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　この構成によれば、第１接続部若しくは第２接続部とピッグテールとの間に接続のため
の専用の部品が介在されないため、ブラシホルダにチョークコイルを組み付けるための組
付け工数の増大及び部品点数の増大をより抑制することができる。そして、第１接続部及
び第２接続部のうち一方の接続部を湾曲しやすいフレキシブルなピッグテールに直接接続
しても、チョークコイルは、他方の接続部と突出部とが給電ターミナルによって保持され
ているため、モータの内部での位置ずれが抑制される。
【発明の効果】
【００２０】
　本発明のモータによれば、チョークコイルの位置ずれを抑制するとともに、チョークコ
イルを組み付けるための組付け工数の増大及び部品点数の増大を抑制することができる。
【図面の簡単な説明】
【００２１】
【図１】（ａ）は一実施形態のモータの側面図、（ｂ）は一実施形態のモータの断面図（
図１（ａ）における１－１断面図）。
【図２】（ａ）は同形態のブラシ装置の一部を示す平面図、（ｂ）はその右側面図。
【図３】同形態のモータの部分拡大断面図。
【図４】同形態のモータの回路図。
【図５】（ａ）は一変更例のブラシ装置の一部を示す平面図、（ｂ）はその右側面図、（
ｃ）はその正面図。
【図６】（ａ）は一変更例のブラシ装置の一部を示す平面図、（ｂ）はその右側面図、（
ｃ）はその正面図。
【図７】（ａ）は一変更例のブラシ装置の一部を示す平面図、（ｂ）はその右側面図、（
ｃ）はその正面図。
【発明を実施するための形態】
【００２２】
　以下、モータの一実施形態について説明する。
　図１（ａ）に示す本実施形態のモータ１０は、ポンプ装置の駆動源として用いられるも
のである。図１（ａ）及び図１（ｂ）に示すように、モータ１０は、略有底円筒状をなす
ヨークハウジング１１（以下ヨーク１１とする）と、ヨーク１１の内部に収容された電機
子１２と、ヨーク１１の開口部に配置されたブラシ装置１３とを備えている。
【００２３】
　ヨーク１１は、円筒状をなす円筒部１１ａと、該円筒部１１ａの軸方向の一端を閉塞す
る略円板状の底部１１ｂとを有する。円筒部１１ａの内周面には複数の磁石１５が固着さ
れている。また、ヨーク１１の内部において、複数の磁石１５の内側に前記電機子１２が
配置されている。電機子１２は、回転軸２１と、回転軸２１に一体回転可能に固定された
電機子コア２２と、該電機子コア２２に巻装された巻線２３と、回転軸２１に一体回転可
能に固定された整流子２４とから構成されている。
【００２４】
　回転軸２１は、円柱状をなすとともに、ヨーク１１の内部において同ヨーク１１の径方
向の中央部に配置されて同ヨーク１１の軸方向に延びている。この回転軸２１の基端部（
図１（ａ）において右側の端部）は、底部１１ｂの径方向の中央部に設けられた軸受１６
によって回転可能に支持されている。電機子１２は、この回転軸２１を回転中心として周
方向に回転可能である。また、回転軸２１の先端部（図１（ａ）において左側の端部）は
、ヨーク１１の開口部から同ヨーク１１の外部に突出している。そして、回転軸２１の先
端部には、円柱状をなす偏心軸部２１ａが設けられている。この偏心軸部２１ａの中心軸
線Ａ１は、回転軸２１におけるヨーク１１の内部に配置された基端側の部分の回転軸線Ａ
２からずれた位置で同回転軸線Ａ２と平行に延びている。また、偏心軸部２１ａには、該
偏心軸部２１ａを軸支する偏心軸受１７が外嵌されている。
【００２５】
　前記電機子コア２２は、回転軸２１に外嵌固定されるとともに、同電機子コア２２の外
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周面はヨーク１１の内部で前記磁石１５と径方向に対向している。また、前記整流子２４
は、電機子１２よりも回転軸２１の先端側となる部分に外嵌固定されるとともに、ヨーク
１１の開口部付近で同ヨーク１１の内部に配置されている。そして、整流子２４には、巻
線２３が電気的に接続されている。
【００２６】
　図１（ｂ）に示すように、ブラシ装置１３は、絶縁性の樹脂材料からなるブラシホルダ
３１と、該ブラシホルダ３１にて保持される一対（２つ）の給電ブラシ４１等から構成さ
れている。
【００２７】
　ブラシホルダ３１は、円環状の板状をなす基部３２を有する。基部３２の外径は、ヨー
ク１１の開口部における内径と略等しく形成されている。そして、基部３２は、同基部３
２の軸方向とヨーク１１の軸方向とが一致するようにヨーク１１の開口部に嵌め込まれて
いる。また、図１（ａ）及び図１（ｂ）に示すように、基部３２は、その径方向の中央部
に、前記回転軸２１の先端側の部分を回転可能に支持する軸受１８を保持している。この
軸受１８は、回転軸２１における前記偏心軸部２１ａよりも同回転軸２１の基端寄りの部
分を回転可能に支持している。そして、偏心軸部２１ａは、基部３２よりもヨーク１１の
外側に配置されている。
【００２８】
　基部３２の内側面３２ａ（即ちヨーク１１の内部側の側面）には、同基部３２と共にブ
ラシホルダ３１を構成する一対のブラシ保持部３３が固定されている。各ブラシ保持部３
３は、基部３２の内側面３２ａにおいて周方向に間隔を空けた２箇所に固定されている。
本実施形態では、２つのブラシ保持部３３は、基部３２の内側面３２ａにおいて周方向に
１８０°間隔となる２箇所に固定されている。また、各ブラシ保持部３３は、基部３２の
内側面３２ａ上で径方向に延びるとともに、径方向と直交する断面の形状が基部３２の内
側面３２ａ側に開口する略コ字状をなしている。そして、各ブラシ保持部３３の内側には
、四角柱状をなす給電ブラシ４１と、給電ブラシ４１の後端部（径方向外側の端部）を径
方向内側に付勢する付勢部材４２とが挿入されている。各給電ブラシ４１は、ブラシ保持
部３３によって周方向の移動が規制される一方、同ブラシ保持部３３によって径方向の移
動が案内される。更に、各給電ブラシ４１は、ブラシ保持部３３と基部３２とによって軸
方向の移動が規制される。また、各給電ブラシ４１の先端部（径方向内側の端部）は、ブ
ラシ保持部３３の径方向内側の端部から径方向内側に突出するとともに、前記整流子２４
の外周面に摺接可能に押圧接触している。
【００２９】
　また、各給電ブラシ４１には、給電ブラシ４１に電力を供給するためのピッグテール４
３が接続されている。ピッグテール４３は、可撓性を有する導線から形成されている。そ
して、ピッグテール４３の長手方向の一端部が、給電ブラシ４１の後端部寄りの部分に接
続されている。
【００３０】
　また、各給電ブラシ４１に接続されたピッグテール４３の長手方向の他端部には、それ
ぞれチョークコイル５１が接続されている。図２（ａ）に示すように、チョークコイル５
１は導線から形成されている。そして、チョークコイル５１は、コイル状をなす巻線部５
２と、巻線部５２の軸方向の一端（図２（ａ）において右側の端）から延びる第１接続部
５３と、巻線部５２の軸方向の他端（図２（ａ）において左側の端）から延びる第２接続
部５４と、巻線部５２に挿入された鉄心５５とから構成されている。
【００３１】
　図２（ａ）及び図２（ｂ）に示すように、巻線部５２は、チョークコイル５１を構成す
る導線を螺旋状に巻いて形成されており、円筒状をなしている。第１接続部５３は、巻線
部５２の軸方向の一端から巻線部５２の軸方向に対して直角をなすように延びた後、該第
１接続部５３の先端が巻線部５２と反対側を向くように直角に屈曲されて巻線部５２の軸
方向と平行に延びている。そして、第１接続部５３は、その先端部において、前記ピッグ
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テール４３の長手方向の他端部と接続されている。第１接続部５３の先端部とピッグテー
ル４３の長手方向の他端部とは、溶接により接続されている。また、第２接続部５４は、
巻線部５２の軸方向の他端から巻線部５２の軸方向に対して直角をなすように且つその先
端部が前記第１接続部５３と反対側を向くように延びている。
【００３２】
　前記鉄心５５は、巻線部５２の内径と略等しい外径を有する円柱状をなしている。また
、鉄心５５の軸方向の長さＬ１は、巻線部５２の軸方向の長さＬ２よりも長くなっている
。この鉄心５５は、その軸方向と巻線部５２の軸方向とが同方向となるように巻線部５２
の内側に挿入されている。そして、巻線部５２に挿入された鉄心５５における第１接続部
５３側の端部は、巻線部５２における第１接続部５３側の端部から巻線部５２の外部に突
出している。この鉄心５５において、巻線部５２における第１接続部５３側の端部から同
巻線部５２の軸方向に突出した部分は、突出部５５ａとなっている。また、鉄心５５にお
ける第２接続部５４側の端部は、巻線部５２における第２接続部５４側の端部と略等しい
位置に位置する。
【００３３】
　図１（ｂ）に示すように、各チョークコイル５１の第２接続部５４には、それぞれ給電
ターミナル６１が接続されている。各給電ターミナル６１は、導電性を有する金属板材に
プレス加工を施して形成されており、略帯状をなしている。
【００３４】
　図２（ａ）及び図２（ｂ）に示すように、給電ターミナル６１の長手方向の一端部（図
２（ａ）において右側の端部）には、鉄心５５の突出部５５ａを保持する鉄心保持部６２
が設けられている。鉄心保持部６２は、一対の規制保持部６２ａと、一対の規制保持部６
２ａを連結する連結保持部６２ｂとを有する。一対の規制保持部６２ａは、それぞれ平板
状をなすとともに、互いの間に鉄心５５の外径と略等しい間隔を有する。更に、一対の規
制保持部６２ａは互いに平行をなしている。また、連結保持部６２ｂは、平板状をなすと
もに、一対の規制保持部６２ａの互いに対向する一辺を連結している。更に、連結保持部
６２ｂは、２つの規制保持部６２ａに対して直角をなしている。また、各規制保持部６２
ａにおける連結保持部６２ｂからの突出長さは、鉄心５５の半径よりも長く、本実施形態
では鉄心５５の外径と略等しい長さとなっている。そして、本実施形態の鉄心保持部６２
は、２つの規制保持部６２ａと直交し且つ連結保持部６２ｂと直交する一方向から見た形
状（即ち図２（ｂ）に示す形状）がコ字状をなしている。このような鉄心保持部６２は、
一対の規制保持部６２ａ及び連結保持部６２ｂによって形成される鉄心保持凹部６２ｃを
有する。この鉄心保持凹部６２ｃの深さは、鉄心５５の半径よりも深くなっている。そし
て、鉄心保持凹部６２ｃの開口部６２ｄ（一対の規制保持部６２ａにおける連結保持部６
２ｂと反対側の端部で開口した開口部であって、図２（ｂ）において右側に開口した開口
部）は、突出部５５ａを巻線部５２の軸方向と直交する方向に沿って挿入可能に開口して
いる。
【００３５】
　また、鉄心保持部６２を構成する一対の規制保持部６２ａのうち一方の規制保持部６２
ａ（後述の第１連結部６４から遠い方の規制保持部６２ａ）には、位置決め突起６３が一
体に形成されている。この位置決め突起６３は、一方の規制保持部６２ａから給電ターミ
ナル６１の長手方向の他端と反対方向に突出している。
【００３６】
　また、一対の規制保持部６２ａのうち他方の規制保持部６２ａにおける連結保持部６２
ｂと反対側の端部から第１連結部６４が延びている。第１連結部６４は平板状をなしてい
る。そして、第１連結部６４は、他方の規制保持部６２ａと直角をなすとともに、連結保
持部６２ｂと平行をなしている。また、第１連結部６４は、一対の規制保持部６２ａの対
向方向に対して傾斜する方向に延びている。
【００３７】
　第１連結部６４における鉄心保持部６２と反対側の端部には、チョークコイル接続部６
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５が一体に設けられている。即ち、第１連結部６４は、給電ターミナル６１の長手方向の
略中央部に設けられたチョークコイル接続部６５と前記鉄心保持部６２とを連結している
。チョークコイル接続部６５は、第１連結部６４に対して鉄心保持部６２が突出した方向
と同方向に、第１連結部６４に対して僅かに突出している。
【００３８】
　また、チョークコイル接続部６５における第１連結部６４と反対側の端部から第２連結
部６６が延びている。第２連結部６６は平板状をなしている。そして、第２連結部６６は
、その厚さ方向の両端面が、それぞれ前記第１連結部６４の厚さ方向の両端面と同一平面
内に位置する。
【００３９】
　第２連結部６６におけるチョークコイル接続部６５と反対側の端部には、給電部６７が
一体に設けられている。即ち、第２連結部６６は、給電ターミナル６１の長手方向の他端
部（図２（ａ）において左側の端部）に設けられた給電部６７と前記チョークコイル接続
部６５とを連結している。給電部６７は、第２連結部６６に対して直角をなすように延び
るとともに、帯状をなしている。給電部６７は、図２（ａ）においては、紙面奥側に延び
ている。
【００４０】
　また、第２連結部６６には、前記チョークコイル接続部６５と給電部６７との間となる
位置に、コンデンサ接続部６８が一体に設けられている。コンデンサ接続部６８は、第２
連結部６６において給電ターミナル６１の幅方向の一端部となる位置に設けられている。
そして、コンデンサ接続部６８は、第２連結部６６に対して直角をなすように給電部６７
と反対方向に突出している。更に、コンデンサ接続部６８の先端部には、該コンデンサ接
続部６８の先端から基端に向かって接続凹部６８ａが凹設されている。
【００４１】
　そして、前記チョークコイル５１は、第２接続部５４がチョークコイル接続部６５に接
続されるとともに、巻線部５２における第１接続部５３側の軸方向の端部から突出した鉄
心５５の突出部５５ａが鉄心保持部６２にて保持された状態で上記した給電ターミナル６
１に対して配置されている。第２接続部５４は、チョークコイル接続部６５における第１
連結部６４及び第２連結部６６に対して突出した側の側面上に配置され、溶接によりチョ
ークコイル接続部６５に直接接続されている。また、鉄心５５の突出部５５ａは、鉄心保
持凹部６２ｃ内に挿入（即ち鉄心保持部６２内に配置）されることにより、一対の規制保
持部６２ａ間に配置されている。更に、鉄心５５は、鉄心５５における第１接続部５３側
の軸方向の端部（即ち突出部５５ａ側の端部）を、位置決め突起６３に合わせることで、
給電ターミナル６１に対する位置決めがなされている。本実施形態では、鉄心５５におけ
る第１接続部５３側の端部が、位置決め突起６３と重なるように鉄心５５を給電ターミナ
ル６１に対して配置することで、給電ターミナル６１に対する鉄心５５の位置決めがなさ
れている。更に、位置決め突起６３を使用して給電ターミナル６１に対する鉄心５５の位
置決めを行うことにより、給電ターミナル６１に対するチョークコイル５１の位置決めも
なされる。
【００４２】
　図１（ｂ）に示すように、前記基部３２の内側面３２ａには、一対のチョークコイル挿
入部３５が形成されている。一対のチョークコイル挿入部３５は、基部３２の内側面３２
ａにおいて、一対のブラシ保持部３３の一方側（図１（ｂ）において下側）の領域に形成
されている。ここで、基部３２の径方向の中央を通り２つのブラシ保持部３３の長手方向
と直交する直線を対称線Ｔとする。一対のチョークコイル挿入部３５は、対称線Ｔの両側
に１つずつ形成されるとともに、ブラシ保持部３３と平行に延びる溝状をなしている。更
に、一対のチョークコイル挿入部３５は、対称線Ｔを対称軸として対称に形成されている
。因みに、一対のブラシ保持部３３も対称線Ｔを対称軸として対称に設けられている。各
チョークコイル挿入部３５は、ヨーク１１の内部側に開口している。また、各チョークコ
イル挿入部３５の短手方向の幅は、巻線部５２の外径よりも若干広くなっている。
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【００４３】
　図１（ｂ）及び図３に示すように、ブラシ装置１３に備えられる２つのチョークコイル
５１のうち一方のチョークコイル５１の第２接続部５４が接続された一方の給電ターミナ
ル６１（図１（ｂ）において右側の給電ターミナル６１）は、一方のチョークコイル挿入
部３５（図１（ｂ）において右側のチョークコイル挿入部３５）に一方のチョークコイル
５１の巻線部５２をモータ１０の軸方向から挿入しつつ基部３２に組み付けられている。
同様に、他方のチョークコイル５１の第２接続部５４が接続された他方の給電ターミナル
６１（図１（ｂ）において左側の給電ターミナル６１）は、他方のチョークコイル挿入部
３５（図１（ｂ）において左側のチョークコイル挿入部３５）に他方のチョークコイル５
１の巻線部５２をモータ１０の軸方向から挿入しつつ基部３２に組み付けられている。尚
、本実施形態のブラシ装置１３を製造するときには、各給電ターミナル６１にチョークコ
イル５１を組み付けてチョークコイル５１を給電ターミナル６１にて保持した後に、チョ
ークコイル５１を保持した給電ターミナル６１を基部３２（ブラシホルダ３１）に組み付
ける。そして、基部３２に組み付けられた各給電ターミナル６１は、鉄心保持凹部６２ｃ
の開口部６２ｄが基部３２と対向する方向（図１（ｂ）において紙面奥側）に開口してい
る。また、各チョークコイル５１の第１接続部５３に接続されたピッグテール４３は、そ
れぞれに接続された給電ブラシ４１との間の距離に応じて湾曲されている。そして、ブラ
シ装置１３を基部３２の内側面３２ａ側から見ると（即ち図１（ｂ）に示す状態）、一対
のチョークコイル５１は、対称線Ｔを対称軸として線対称になっているとともに、一対の
給電ターミナル６１は、対称線Ｔを対称軸として線対称になっている。また、図１（ａ）
に示すように、各給電ターミナル６１の給電部６７は、基部３２を貫通してヨーク１１の
外部に突出している。そして、２つの給電部６７におけるヨーク１１の外部に突出した部
分は、基部３２からヨーク１１の外側に向かってモータ１０の軸方向に沿って延びる円柱
状の端子保持部３６に挿入されて同端子保持部３６によって保持されている。また、２つ
の給電部６７の先端部は、端子保持部３６の先端部から突出しており、電源装置に接続さ
れる。
【００４４】
　図１（ｂ）及び図３に示すように、基部３２の内側面３２ａ上において一対のチョーク
コイル５１の間となる部分には、一対のコンデンサ７１が配置されている。各コンデンサ
７１は、一対の接続端子７１ａ，７１ｂを備えている。この一対のコンデンサ７１は、一
対のチョークコイル５１の巻線部５２の間で対称線Ｔの両側に１つずつ配置されるととも
に、第２連結部６６と隣り合っている。そして、各コンデンサ７１は、それぞれ隣り合う
第２連結部６６に設けられた前記コンデンサ接続部６８の接続凹部６８ａに一方の接続端
子７１ａが挿入されるとともに、当該接続端子７１ａが溶接等によりコンデンサ接続部６
８に接続されている。また、各コンデンサ７１の他方の接続端子７１ｂは、基部３２の内
側面３２ａ上で一対のコンデンサ７１との間に給電ターミナル６１を挟む位置に配置され
たグランドターミナル７２に溶接等により接続されている。このグランドターミナル７２
は、ヨーク１１に接続されており、ヨーク１１を介して接地（アース）されている。
【００４５】
　図１（ｂ）及び図４に示すように、本実施形態のモータ１０においては、一方の給電タ
ーミナル６１（図４において上側の給電ターミナル６１）は、当該一方の給電ターミナル
６１に接続されたチョークコイル５１及び該チョークコイル５１に接続されたピッグテー
ル４３を介して一方の給電ブラシ４１に接続されている。同様に、他方の給電ターミナル
６１（図４において下側の給電ターミナル６１）は、当該他方の給電ターミナル６１に接
続されたチョークコイル５１及び該チョークコイル５１に接続されたピッグテール４３を
介して他方の給電ブラシ４１に接続されている。
【００４６】
　次に、本実施形態のモータの作用について説明する。
　一対の給電ターミナル６１に供給された電流は、チョークコイル５１及びピッグテール
４３を介して給電ブラシ４１に供給され、更に、給電ブラシ４１から整流子２４を介して
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巻線２３に供給される。すると、電機子１２が回転する。このとき、チョークコイル５１
及びコンデンサ７１は、巻線２３に供給される電流の雑音を除去する。
【００４７】
　また、モータ１０においては、巻線部５２における第１接続部５３側の端部から突出し
た鉄心５５の突出部５５ａが給電ターミナル６１の鉄心保持部６２によって保持されると
ともに、第２接続部５４が給電ターミナル６１のチョークコイル接続部６５に接続されて
いる。そして、突出部５５ａは、鉄心保持部６２の一対の規制保持部６２ａによって、鉄
心５５の径方向であって一対の規制保持部６２ａの対向方向となる方向の移動が規制され
る。更に、突出部５５ａは、連結保持部６２ｂによって、連結保持部６２ｂの厚さ方向で
あって鉄心５５の径方向である一方向の移動が規制される。また、第２接続部５４は、導
線からなるピッグテール４３よりも剛性の高い金属板材から形成された給電ターミナル６
１のチョークコイル接続部６５に溶接により直接接続されている。このように、チョーク
コイル５１は、巻線部５２の軸方向に離間した２箇所で給電ターミナル６１によって保持
されている。そのため、チョークコイル５１は、給電ターミナル６１に対して位置ずれし
難くなっている。そして、チョークコイル５１を保持した給電ターミナル６１がブラシホ
ルダ３１に組み付けられているため、チョークコイル５１は、モータ１０の内部で振動し
難くなっている。
【００４８】
　上記したように、本実施形態によれば、以下の効果を有する。
　（１）チョークコイル５１は、第２接続部５４が給電ターミナル６１に接続されるとと
もに、鉄心５５の突出部５５ａが給電ターミナル６１の鉄心保持部６２にて保持されてい
る。従って、チョークコイル５１は巻線部５２の軸方向に離間した２箇所で給電ターミナ
ル６１にて保持されることになるため、給電ターミナル６１に対するチョークコイル５１
の位置ずれが抑制される。更に、チョークコイル５１を２箇所で保持する給電ターミナル
６１がブラシホルダ３１に組み付けられるため、ブラシホルダ３１に対するチョークコイ
ル５１の位置ずれも抑制される。また、ブラシホルダ３１に組み付けられる給電ターミナ
ル６１にてチョークコイル５１を保持するため、チョークコイル５１をブラシホルダ３１
に保持するための専用の部品を別途設けなくてもよい。従って、ブラシホルダ３１にチョ
ークコイル５１を組み付けるための組付け工数の増大及び部品点数の増大を抑制すること
ができる。
【００４９】
　（２）巻線部５２における第１接続部５３側の端部から突出した突出部５５ａが鉄心保
持部６２にて保持されるとともに、第２接続部５４が給電ターミナル６１に接続されてい
る。そのため、給電ターミナル６１は、巻線部５２の軸方向の両側でチョークコイル５１
を保持することになる。従って、給電ターミナル６１に対するチョークコイル５１の位置
ずれ、及びブラシホルダ３１に対するチョークコイル５１の位置ずれがより抑制される。
【００５０】
　（３）鉄心保持部６２は、突出部５５ａを巻線部５２の軸方向と直交する方向に沿って
挿入可能に開口した開口部６２ｄを備えた鉄心保持凹部６２ｃを有する。そのため、巻線
部５２の軸方向と直交する方向に沿って鉄心５５を移動させることにより容易に突出部５
５ａを鉄心保持凹部６２ｃに挿入することができる。従って、鉄心保持部６２への鉄心５
５の組付けを容易に行うことができる。
【００５１】
　（４）鉄心保持凹部６２ｃの開口部６２ｄは、ブラシホルダ３１の基部３２と対向する
方向に開口している。そのため、給電ターミナル６１がブラシホルダ３１に組み付けられ
た状態において、突出部５５ａは、ブラシホルダ３１と鉄心保持部６２との間に位置する
ことになる。従って、鉄心保持部６２からの突出部５５ａの脱落が抑制される。また、チ
ョークコイル５１を保持した給電ターミナル６１をブラシホルダ３１に組み付けるときに
、突出部５５ａが鉄心保持部６２から脱落することを抑制できる。
【００５２】
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　（５）第１接続部５３は、ピッグテール４３に直接接続されている。従って、第１接続
部５３とピッグテール４３との間に接続のための専用の部品が介在されないため、ブラシ
ホルダ３１にチョークコイル５１を組み付けるための組付け工数の増大及び部品点数の増
大をより抑制することができる。そして、第１接続部５３を湾曲しやすいフレキシブルな
ピッグテール４３に直接接続しても、チョークコイル５１は、第２接続部５４と突出部５
５ａとが給電ターミナル６１によって保持されているため、モータ１０の内部での位置ず
れが抑制される。
【００５３】
　（６）給電ターミナル６１は、金属板材から形成されているため、導線からなるピッグ
テール４３よりも剛性が高く変形し難い。また、チョークコイル５１の鉄心５５は、第１
接続部５３側で鉄心保持部６２によって鉄心５５の径方向（巻線部５２の径方向）の移動
が規制されて保持されている。そして、巻線部５２における第１接続部５３とは反対側の
軸方向の端部から延びる第２接続部５４が、給電ターミナル６１に溶接により接続されて
いる。従って、モータ１０の駆動時の振動等によって給電ターミナル６１に対してチョー
クコイル５１が位置ずれすることが抑制されている。よって、第２接続部５４と給電ター
ミナル６１との接続部分に負荷がかかることが抑制されるため、第２接続部５４と給電タ
ーミナル６１との接続不良の発生を抑制できる。
【００５４】
　（７）本実施形態では、ブラシ装置１３を製造するときには、各給電ターミナル６１に
チョークコイル５１を組み付けてチョークコイル５１を給電ターミナル６１にて保持した
後に、チョークコイル５１を保持した給電ターミナル６１を基部３２（ブラシホルダ３１
）に組み付ける。給電ターミナル６１に対するチョークコイル５１の位置ずれが抑制され
ているため、ブラシホルダ３１にチョークコイル５１及び給電ターミナル６１を容易に組
み付けることができるとともに、チョークコイル５１を、ブラシホルダ３１に対する所望
の組み付け位置、即ちチョークコイル挿入部３５内に巻線部５２が挿入される位置に容易
に配置することができる。従って、チョークコイル５１及び給電ターミナル６１がブラシ
ホルダ３１に対して位置ずれした状態で同ブラシホルダ３１に組付けられることを抑制で
きる。
【００５５】
　（８）給電ターミナル６１は位置決め突起６３を有するため、巻線部５２よりも同巻線
部５２の軸方向に長い鉄心５５の給電ターミナル６１に対する位置決めを容易に行うこと
ができる。そして、ひいては給電ターミナル６１に対するチョークコイル５１の位置決め
を容易に行うことができる。
【００５６】
　尚、上記実施形態は、以下のように変更してもよい。
　・上記実施形態では、ブラシホルダ３１は、チョークコイル挿入部３５を備えているが
、必ずしもチョークコイル挿入部３５を備えなくてもよい。
【００５７】
　・上記実施形態では、給電ターミナル６１がブラシホルダ３１に組み付けられた状態に
おいて、鉄心保持凹部６２ｃの開口部６２ｄは、ブラシホルダ３１の基部３２と対向する
方向に開口している。しかしながら、鉄心保持凹部６２ｃの開口部６２ｄの開口方向はこ
れに限らない。鉄心保持凹部６２ｃの開口部６２ｄは、鉄心５５の突出部５５ａを挿入可
能に開口していればよい。例えば、鉄心保持凹部６２ｃの開口部は、基部３２と反対側に
開口していてもよい。このようにしても、上記実施形態の（３）の効果と同様の効果を得
ることができる。
【００５８】
　・鉄心保持部６２の形状は上記実施形態の形状に限らない。鉄心保持部６２は、突出部
５５ａにおける巻線部５２の径方向の移動を規制するように同突出部５５ａを保持する形
状であればよい。例えば、鉄心保持部６２は、当該鉄心保持部６２にて突出部５５ａが保
持された鉄心５５の軸方向（巻線部５２の軸方向に同じ）から見た形状が、円弧状、Ｕ字
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状、Ｖ字状及び環状のうちの何れかの形状をなすものであってもよい。
【００５９】
　・上記実施形態では、巻線部５２における第１接続部５３側の端部から突出した突出部
５５ａが鉄心保持部６２にて保持されるとともに、第２接続部５４が給電ターミナル６１
に接続されている。しかしながら、巻線部５２における第２接続部５４側の端部から突出
した突出部５５ａが鉄心保持部６２にて保持されるとともに、第１接続部５３が給電ター
ミナル６１に接続されてもよい。この場合には、第２接続部５４にピッグテール４３が接
続される。このようにしても、上記実施形態と同様の効果を得ることができる。
【００６０】
　・上記実施形態では、給電ターミナル６１は、巻線部５２の軸方向の両側でチョークコ
イル５１を保持している。しかしながら、給電ターミナル６１は、巻線部５２の軸方向の
一方側となる２箇所でチョークコイル５１を保持してもよい。例えば、第２接続部５４が
給電ターミナル６１に接続されるとともに、巻線部５２における第２接続部５４側の端部
から突出した突出部５５ａが鉄心保持部６２にて保持されてもよい。逆に、第１接続部５
３が給電ターミナル６１に接続されるとともに、巻線部５２における第１接続部５３側の
端部から突出した突出部５５ａが鉄心保持部６２にて保持されてもよい。この場合には、
第２接続部５４にピッグテール４３が接続される。このようにしても、チョークコイル５
１は２箇所で給電ターミナル６１にて保持されることになるため、給電ターミナル６１に
対するチョークコイル５１の位置ずれが抑制される。更に、チョークコイル５１を２箇所
で保持する給電ターミナル６１がブラシホルダ３１に組み付けられるため、ブラシホルダ
３１に対するチョークコイル５１の位置ずれも抑制される。また、ブラシホルダ３１に組
み付けられる給電ターミナル６１にてチョークコイル５１を保持するため、チョークコイ
ル５１をブラシホルダ３１に保持するための専用の部品を別途設けなくてもよい。従って
、ブラシホルダ３１にチョークコイル５１を組み付けるための組付け工数の増大及び部品
点数の増大を抑制することができる。
【００６１】
　・給電ターミナル６１の形状は上記実施形態の形状に限らない。給電ターミナル６１は
、巻線部５２から軸方向に突出した突出部５５ａを保持する鉄心保持部６２を備えた形状
であって、電源に接続されるものであればよい。例えば、給電ターミナル６１は、位置決
め突起６３を備えない形状であってもよい。
【００６２】
　・上記実施形態では、モータ１０は一対（２つ）の給電ブラシ４１を備えている。しか
しながら、モータ１０に備えられる給電ブラシ４１の数はこれに限らず、３つ以上であっ
てもよい。この場合、給電ブラシ４１の数に応じて給電ターミナル６１の数を変更しても
よい。
【００６３】
　・上記実施形態では、モータ１０は、ポンプ装置の駆動源として用いられている。しか
しながら、モータ１０は、ポンプ装置以外の装置の駆動源として用いられてもよい。この
場合、回転軸２１は必ずしも偏心軸部２１ａを備えなくてもよい。
【００６４】
　・上記実施形態では、ブラシホルダ３１に対するチョークコイル５１の保持態様につい
て言及しなかったが、図５（ａ）～図５（ｃ）に示すように、チョークコイル５１の巻線
部５２をブラシホルダ３１の載置部８１に載置してチョークコイル５１を保持するように
すれば、チョークコイル５１の保持はより安定したものとなる。
【００６５】
　・上記実施形態では、給電ターミナル６１に対するチョークコイル５１の鉄心５５の保
持が中心であったが、図６（ａ）～図６（ｃ）に示すようにブラシホルダ３１側と共同し
て保持を図る態様としてもよく、また図７（ａ）～図７（ｃ）に示すようにブラシホルダ
３１側にて保持を図る態様としてもよい。
【００６６】
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　例えば図６（ａ）及び図６（ｂ）に示すように、鉄心５５の一端側において、給電ター
ミナル６１に設けた鉄心保持部６２の鉄心保持凹部６２ｃ内に嵌り込む凸形状をなす鉄心
保持部９１をブラシホルダ３１に設け、給電ターミナル６１側の鉄心保持部６２とブラシ
ホルダ３１側の鉄心保持部９１とで鉄心５５の突出部５５ａを挟持し保持してもよい。こ
のようにすれば、チョークコイル５１（鉄心５５）をより安定して保持することができる
。
【００６７】
　また、鉄心５５の他端側においても、チョークコイル５１の第２接続部５４側の端部か
ら鉄心５５を突出させ、その突出部５５ｂをブラシホルダ３１に設けた鉄心保持部９２に
て保持してもよい。この鉄心保持部９２には、凸形状をなすその突出先端部に鉄心５５の
下半分が嵌入される保持凹部９２ａが設けられている。このように鉄心５５の他端側も鉄
心保持部９２にて保持すれば、チョークコイル５１の保持が一層安定となる。
【００６８】
　尚、図６の変更例では図６（ｃ）に示すように、給電ターミナル６１のチョークコイル
接続部６５の下面側（ブラシホルダ３１側）に接続凹部９３が設けられ、チョークコイル
５１の第２接続部５４がその接続凹部９３に挿入された状態で相互の接続が図られる。第
２接続部５４は、チョークコイル接続部６５（接続凹部９３）とブラシホルダ３１とで挟
まれることになる。
【００６９】
　また図７（ａ）～図７（ｃ）に示すように、給電ターミナル６１のチョークコイル接続
部６５から先の部分を省略し、鉄心５５の両端の突出部５５ａ，５５ｂをそれぞれ保持す
る鉄心保持部１０１，１０２がブラシホルダ３１に設けられている。この鉄心保持部１０
１，１０２は、上記の鉄心保持部９２と同形状をなしており、凸形状をなすその突出先端
部に鉄心５５の下半分が嵌入される保持凹部１０１ａ，１０２ａが設けられている。この
ようにチョークコイル５１（鉄心５５）をブラシホルダ３１側の鉄心保持部１０１，１０
２にて保持する態様としてもよい。
【符号の説明】
【００７０】
　３１…ブラシホルダ、４１…給電ブラシ、４３…ピッグテール、５１…チョークコイル
、５２…巻線部、５３…第１接続部、５４…第２接続部、５５…鉄心、５５ａ，５５ｂ…
突出部、６１…給電ターミナル、６２，９１，９２，１０１，１０２…鉄心保持部、６２
ｃ…鉄心保持凹部、６２ｄ…開口部、Ｌ２…巻線部の軸方向の長さ。
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