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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　永久磁石が埋め込まれたロータとステータとを有し回転力を発生させるモータと、
　前記モータの回転力が伝達される減速機と、
　前記モータの回転を制動する湿式のブレーキ機構と、を備え、
　前記モータ、前記減速機および前記ブレーキ機構が収容される空間は、潤滑油が互いに
流通可能となるように連通しており、
　前記ロータの軸方向端面における漏れ磁束が、前記ブレーキ機構側よりも前記ブレーキ
機構とは反対側の方で大きくなるように構成され、
　前記ロータの軸方向端面のいずれにも端板が取り付けられており、前記ブレーキ機構と
は反対側にある端板には、前記永久磁石に対応する位置に貫通孔が形成されていることを
特徴とする動力伝達装置。
【請求項２】
　永久磁石が埋め込まれたロータとステータとを有し回転力を発生させるモータと、
　前記モータの回転力が伝達される減速機と、
　前記モータの回転を制動する湿式のブレーキ機構と、を備え、
　前記モータ、前記減速機および前記ブレーキ機構が収容される空間は、潤滑油が互いに
流通可能となるように連通しており、
　前記ロータの軸方向端面における漏れ磁束が、前記ブレーキ機構側よりも前記ブレーキ
機構とは反対側の方で大きくなるように構成され、
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　前記ロータの軸方向端面のうち、前記ブレーキ機構側にだけ端板が取り付けられている
ことを特徴とする動力伝達装置。
【請求項３】
　永久磁石が埋め込まれたロータとステータとを有し回転力を発生させるモータと、
　前記モータの回転力が伝達される減速機と、
　前記モータの回転を制動する湿式のブレーキ機構と、を備え、
　前記モータ、前記減速機および前記ブレーキ機構が収容される空間は、潤滑油が互いに
流通可能となるように連通しており、
　前記ロータの軸方向端面における漏れ磁束が、前記ブレーキ機構側よりも前記ブレーキ
機構とは反対側の方で大きくなるように構成され、
　前記ロータが特定の方向に回転するとき、前記ブレーキ機構とは反対側の空間に潤滑油
を誘導する誘導手段をさらに備えることを特徴とする動力伝達装置。
【請求項４】
　前記ロータが特定の方向に回転するとき、前記ブレーキ機構とは反対側の空間に潤滑油
を誘導する誘導手段をさらに備えることを特徴とする請求項１または２に記載の動力伝達
装置。
【請求項５】
　前記誘導手段は、前記ロータの外面または前記ステータの内面に形成されたスキューで
あることを特徴とする請求項３または４に記載の動力伝達装置。
【請求項６】
　前記動力伝達装置は作業車両の車輪駆動用の装置であり、
　前記特定の方向は、作業車両を前進させるときの回転方向であることを特徴とする請求
項４または５に記載の動力伝達装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、動力伝達装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　モータおよび減速機を互いに連通する空間内に密封し、空間内で潤滑油を循環させる構
造の油浴式モータが知られている。このような油浴式モータでは、部品同士の摺動により
発生した金属粉が潤滑油とともに循環されて各摺動部に供給される結果、摺動部が異常に
摩耗するおそれがある。
【０００３】
　特許文献１には、固定子および永久磁石が埋め込まれた回転子からなる電動要素と、潤
滑油を貯留する密閉容器と、密閉容器内に貯留した潤滑油を汲み上げ循環させる給油機構
とを備える圧縮機において、潤滑油が通る貫通孔を、永久磁石が埋め込まれる空隙部と一
体に回転子に穿設することが開示されている。これによると、潤滑油と混入して循環され
ている鉄粉を永久磁石によって捕獲することができる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２００６－７７６３４号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　油浴式モータを動力として使用する動力伝達装置の中には、摩擦板同士を接触させて制
動力を得る湿式のブレーキ機構を備えるものがある。このような動力伝達装置において、
特許文献１に記載の技術を適用すると、永久磁石に引き寄せられる鉄粉が摩擦板の近傍に
供給され、摩擦板の異常摩耗を引き起こすおそれがある。



(3) JP 5820299 B2 2015.11.24

10

20

30

40

50

【０００６】
　本発明はこうした状況に鑑みてなされたものであり、その目的は、モータ、減速機およ
びブレーキ機構が潤滑油で油浴された構造の動力伝達装置において、潤滑油内の金属粉を
捕獲しつつブレーキ機構の摩擦板の摩耗を低減する技術を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明のある態様の動力伝達装置は、永久磁石が埋め込まれたロータとステータとを有
し回転力を発生させるモータと、モータの回転力が伝達される減速機と、モータの回転を
制動する湿式のブレーキ機構と、を備える。モータ、減速機およびブレーキ機構が収容さ
れる空間は、潤滑油が互いに流通可能となるように連通しており、ロータの軸方向端面に
おける漏れ磁束が、ブレーキ機構側よりもブレーキ機構とは反対側の方で大きくなるよう
に構成される。
【０００８】
　この態様によると、ロータ端面のうちブレーキ機構とは反対側の面で主に金属粉が捕獲
されるので、ブレーキ機構内への鉄粉の進入を低減することができる。
【０００９】
　なお、以上の構成要素の任意の組み合わせや、本発明の構成要素や表現を方法、装置、
システムなどの間で相互に置換したものもまた、本発明の態様として有効である。
【発明の効果】
【００１０】
　本発明によれば、モータ、減速機およびブレーキ機構が潤滑油で油浴された構造の動力
伝達装置において、潤滑油内の金属粉を捕獲しつつブレーキ機構の摩耗を低減することが
できる。
【図面の簡単な説明】
【００１１】
【図１】本発明の一実施形態に係る動力伝達装置の構成を示す図である。
【図２】図１の端板の平面図である。
【図３】ＩＰＭモータと減速機の間にブレーキ機構が配置された構造の動力伝達装置の構
成を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００１２】
　図１は、フォークリフトの車輪に埋め込まれた本発明の一実施形態に係る動力伝達装置
１００の構成を示す。図１は、動力伝達装置１００の中心軸を含む鉛直面で切断したとき
の断面図である。
【００１３】
　動力伝達装置１００は、減速機１０、ＩＰＭ（Interior Permanent Magnet）モータ１
２、ブレーキ機構１４から構成され、作業車両の車輪を片方ずつ独立して駆動するために
用いられる。
【００１４】
　減速機１０は、偏心揺動噛合型と呼ばれる遊星歯車減速機の一種である。入力軸１６は
、後述する外歯歯車２４、２６の半径方向中央に配置されている。入力軸１６には、該入
力軸１６と軸心のずれた二つの偏心体１８、２０が一体に形成されている。二つの偏心体
１８、２０は、互いに１８０度の位相差を有して偏心している。なお、偏心体１８、２０
は、入力軸１６と別体で構成された上で、キー等によって入力軸に固定されたものであっ
てもよい。
【００１５】
　各偏心体１８、２０の外周には、ころ軸受２１、２３を介して二枚の外歯歯車２４、２
６が揺動可能に外嵌されている。外歯歯車２４、２６は、それぞれ内歯歯車２８に内接噛
合している。
【００１６】
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　内歯歯車２８は、内歯を構成する円筒状の内歯ピン２８Ａ、２８Ｂと、内歯ピン２８Ａ
、２８Ｂを貫通してこれを回転自在に保持する保持ピン２８Ｃと、保持ピン２８Ｃを回転
自在に支持するとともに、ケーシング３０と一体化された内歯歯車本体２８Ｄとで、主に
構成されている。
【００１７】
　外歯歯車２４、２６の軸方向車体側には車体フレーム（図示せず）に固定される第１キ
ャリア体３４が配置され、軸方向反車体側にはキャリアボルト３６およびキャリアピン４
２を介して第１キャリア体３４と一体化された第２キャリア体３８が配置されている。第
２キャリア体３８には、内ピン４０が一体に形成されている。
【００１８】
　外歯歯車２４には、その軸心からオフセットされた位置に１２個の同径の貫通孔が等間
隔に形成されている。そのうち、１２０度の等間隔で配置された３つの孔にはキャリアピ
ン４２が挿通され、残りの９つの孔には内ピン４０が挿通される。外歯歯車２４の外周に
は波形の歯が形成されており、この歯が内歯歯車２８の内歯ピン２８Ａ上を接触しつつ移
動することで、中心軸を法線とする面内で外歯歯車２４が揺動できるようになっている。
外歯歯車２４に対して１８０度の位相差がある点以外は外歯歯車２６も同様である。
【００１９】
　減速機１０のケーシング３０は、一対の主軸受４６、４７を介して、車体フレームに固
定された第１キャリア体３４および第２キャリア体３８に回転自在に支持されている。ケ
ーシング３０の軸方向反車体側の端面には、ボルト４９によってホイール部材４８が連結
され、このホイール部材４８にフォークリフト（図示せず）のタイヤ５０が装着される。
減速機１０は、タイヤ５０の軸方向範囲内（図１の二点鎖線の範囲内）に収められている
。
【００２０】
　減速機１０の入力部材である入力軸１６は、正面合わせで配置された一対のアンギュラ
玉軸受５２、５４を介して、第１キャリア体３４および第２キャリア体３８に回転自在に
支持されている。
【００２１】
　ＩＰＭモータ１２は、共に積層鋼板で構成されたステータ６４およびロータ６６を備え
る。ロータ６６の積層鋼板には軸方向に延びる空隙６６Ａが複数形成されており、この空
隙内に永久磁石７６Ａ、７６Ｂが埋め込まれている。永久磁石がロータ内に埋め込まれて
いるＩＰＭモータは、永久磁石がロータの表面に貼り付けられているＳＰＭモータに比べ
て効率が高く、フォークリフトの駆動用モータとして適している。ロータ６６を構成して
いる積層鋼板は、ボルト６７によって一体化され、図示しない係合部を介して出力軸７０
と一体化されている。出力軸７０の車体側は、軸受８２を介して、モータケーシング６０
から内側に延出する延出部６０Ａに回転自在に支持されている。出力軸７０の反車体側は
、スプライン７０Ａを介して減速機１０の入力軸１６と連結される。
【００２２】
　ステータ６４は、モータケーシング６０に固定されている。ステータ６４には、磁場を
形成するためのコイルが巻回されている。コイルの巻回のための折り返しの部分が、コイ
ルエンド６８Ａ、６８Ｂとして、ステータ６４の両端から軸方向に突出している。
【００２３】
　ブレーキ機構１４は、出力軸７０の回転を制動する。ブレーキ機構１４は、ステータ６
４に巻回されているコイルのコイルエンド６８Ａの半径方向内側に収められており、複数
の摩擦板を有する多板式制動部７８を備える。多板式制動部７８の摩擦板は、複数（図示
の例では４枚）の固定摩擦板７８Ａと、複数（図示の例では３枚）の回転摩擦板７８Ｂと
で構成されている。
【００２４】
　固定摩擦板７８Ａは、ＩＰＭモータ１２のモータケーシング６０の後端を塞ぐように配
置されたブレーキピストン８４と、ケーシング６０の延出部６０Ａとの間で、図示しない
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貫通ピンによって円周方向に固定されるとともに、貫通ピンに沿って軸方向に移動可能と
されている。
【００２５】
　一方、回転摩擦板７８Ｂは、ロータ６６と一体的に回転する出力軸７０側に組み込まれ
、出力軸７０と一体的に回転可能である。出力軸７０の外周には、軸方向に沿ってスプラ
イン７０Ｂが形成されており、回転摩擦板７８Ｂの内周端がスプライン７０Ｂと係合して
いる。これにより、回転摩擦板７８Ｂは、出力軸７０とスプライン７０Ｂを介して円周方
向に一体化されると共に、出力軸７０の軸方向に沿って移動可能となっている。回転摩擦
板７８Ｂの表面には、摩擦シート（図示せず）が接着されている。
【００２６】
　ブレーキピストン８４は、油路８６を介して図示しない油圧機構と連通するシリンダ内
で摺動するように配置されている。フォークリフトの作業者が制動操作を行うと、油圧機
構から油路８６を介してシリンダ内に圧油が供給され、車体側に最も近い固定摩擦板７８
Ａをブレーキピストン８４が軸方向に押圧するように構成されている。
【００２７】
　ＩＰＭモータ１２のロータ６６、出力軸７０、ブレーキ機構１４の摩擦板７８Ａ、７８
Ｂ、減速機１０の入力軸１６、減速機１０の出力軸であるケーシング３０、およびホイー
ル部材４８は、全て同軸に配置される。
【００２８】
　ＩＰＭモータ１２およびブレーキ機構１４は、共に湿式で構成され、かつ減速機１０、
ＩＰＭモータ１２、およびブレーキ機構１４の内部空間は密閉された一続きの空間となっ
ている。この空間内に潤滑油が封入されており、潤滑油が空間内を流通可能となっている
。
【００２９】
　以下、ＩＰＭモータ１２の駆動時の動力伝達装置１００の作用を説明する。
【００３０】
　フォークリフトの作業者が所定の前進または後進操作を行うと、ＩＰＭモータ１２のス
テータ６４に対してロータ６６および出力軸７０が回転し、出力軸７０の回転がスプライ
ン７０Ａを介して減速機１０の入力軸１６に伝達される。入力軸１６が回転すると、偏心
体１８、２０の外周が偏心運動を行い、ころ軸受２１、２３を介して外歯歯車２４、２６
が揺動する。この揺動により、外歯歯車２４、２６の外歯と内歯歯車２８の内歯ピン２８
Ａ、２８Ｂとの噛合位置が順次ずれてゆく現象が生じる。
【００３１】
　外歯歯車２４、２６と内歯歯車２８との歯数差は、「１」に設定されており、また、各
外歯歯車２４、２６の自転は、車体フレームに固定された第１キャリア体３４に固定され
た内ピン４０によって拘束されている。このため、入力軸１６が一回回転する毎に、自転
の拘束されている外歯歯車２４、２６に対して内歯歯車２８が歯数差に相当する分だけ自
転（回転）することになる。この結果、入力軸１６の回転により、１／（内歯歯車の歯数
）に減速された回転速度にて内歯歯車本体２８Ｄと一体化されているケーシング３０が回
転する。ケーシング３０の回転により、ケーシング３０にボルト４９によって固定されて
いるホイール部材４８を介してフォークリフトのタイヤ５０が回転する。
【００３２】
　続いて、ブレーキ機構１４による動力伝達装置１００の制動作用を説明する。
【００３３】
　フォークリフトの作業者が所定の制動操作を行うと、油圧機構から油路８６を介してシ
リンダ内に圧油が供給され、ブレーキピストン８４がシリンダ内を反車体側（図中の右方
向）に移動する。この結果、最も車体側に位置する固定摩擦板７８Ａがブレーキピストン
８４に押されて反車体側に移動する。すると、複数の固定摩擦板７８Ａと回転摩擦板７８
Ｂが次々に強い力で接触する。上述したように、固定摩擦板７８Ａは貫通ピンを介して円
周方向に固定されており、回転摩擦板７８Ｂは、出力軸７０に組み込まれているスプライ
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ン７０Ｂを介して出力軸７０と円周方向に一体化されている。そのため、固定摩擦板７８
Ａと回転摩擦板７８Ｂが、回転摩擦板７８Ｂに接着された摩擦シートを介して強く接触す
ることによって、出力軸７０の制動作用が発生する。
【００３４】
　作業者が制動操作を止めると、シリンダ内の圧油の供給が停止されるため、延出部６０
Ａとブレーキピストン８４の間に介在されたばね８４Ａの復元力により、ブレーキピスト
ン８４が車体側に戻り、各固定摩擦板７８Ａが元の軸方向位置に復帰する。これに伴って
回転摩擦板７８Ｂも元の軸方向位置に復帰し、固定摩擦板７８Ａと回転摩擦板７８Ｂの接
触が解かれて制動作用が消滅する。
【００３５】
　続いて、本実施形態の特徴の一つである、ロータ内の永久磁石から出る磁束を利用した
潤滑油内の金属粉の捕獲について説明する。
【００３６】
　図１に示すように、ロータ６６の軸方向両端面には、ロータ内に埋め込まれた永久磁石
が回転中に飛びなさないようにするための端板７２、７４がそれぞれ取り付けられている
。端板は例えばステンレスまたはアルミ製である。
【００３７】
　図２は、ブレーキ機構１４とは反対側にある端板７２の上面図である。端板７２には、
ロータに形成された永久磁石７６Ｂ（空隙６６Ａ）に対応する位置に、それぞれ一つの貫
通孔７２Ａが形成されている。このように、ロータ端面に永久磁石と潤滑油とを直接接触
させる貫通孔を形成することで、永久磁石からの磁束をロータ端面に漏れ出させて、主に
減速機内での部品同士の摺動で発生する金属粉を捕獲することができる。これにより、摺
動部分に潤滑油中の金属粉が巻き込まれることによる部品の異常摩耗を抑制して、減速機
およびブレーキ機構の長寿命化を図ることができる。
【００３８】
　なお、貫通孔の直径は空隙６６Ａの幅と略同一であるように描かれているが、空隙の幅
より若干小さくてもよい。また、一つの空隙に対して二つ以上の貫通孔が形成されてもよ
い。
【００３９】
　本実施形態では、ロータの両端面のうち、ブレーキ機構１４とは反対側にある端板７２
に貫通孔７２Ａを形成する一方、ブレーキ機構１４側にある端板７４にはこのような貫通
孔は設けられていない。こうすることで、ロータの端面からの漏れ磁束を、ブレーキ機構
に面する側よりもブレーキ機構の反対側で大きくすることができる。したがって、潤滑油
内にある金属粉は、ブレーキ機構とは反対側の端面により多く引き寄せられることになる
。これによって、ブレーキ機構の摩擦板の周囲に多数の金属粉が流動することがなくなり
、摩擦板の異常摩耗が防止される。
【００４０】
　以上、本発明の実施の形態について説明した。これらの実施の形態は例示であり、それ
らの各構成要素の組み合わせにいろいろな変形例が可能なこと、またそうした変形例も本
発明の範囲にあることは当業者に理解されるところである。
【００４１】
　実施の形態では、一方の端板にのみ貫通孔を形成することを述べたが、これ以外の構造
を採用しても、ロータの端面からの漏れ磁束をブレーキ機構に面する側よりもブレーキ機
構とは反対側で大きくすることができる。以下、そのような実施例を説明する。
【００４２】
　図３は、一実施例に係る動力伝達装置２００の構成を示す図である。減速機１１０とＩ
ＰＭモータ１１２の間にブレーキ機構１１４が配置されている点を除き、基本的な構成お
よび作用は図１に示した動力伝達装置１００と同様なので、詳細な説明は省略する。
【００４３】
　図１と同様に、ＩＰＭモータ１１２のロータ１６６内に軸方向に延びる空隙１６６Ａが
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形成され、この空隙内に永久磁石１７６Ａ、１７６Ｂが埋め込まれている。この例では、
ロータ１６６の軸方向両端面のうち、ブレーキ機構１１４側にだけ端板１７２が取り付け
られており、ブレーキ機構とは反対側には端板が取り付けられていない。このように、ロ
ータ端面の一方にだけ端板を取り付けることで、ロータ端面からの漏れ磁束をブレーキ機
構に面する側よりもブレーキ機構とは反対側で大きくすることができる。
【００４４】
　別の実施例では、ロータの両端面に取り付ける端板の厚さを異ならせることで、ロータ
端面からの漏れ磁束の量に差を付けるようにしてもよい。すなわち、ブレーキ機構に面す
る側の端板を厚く、ブレーキ機構とは反対側の端板を薄く形成してもよい。
【００４５】
　さらに別の実施例では、ロータの両端面に取り付ける端板の材質を異ならせることで、
ロータ端面からの漏れ磁束の量に差を付けるようにしてもよい。例えば、ブレーキ機構に
面する側の端板を非磁性体で、ブレーキ機構とは反対側の端板を磁性体で形成してもよい
。
【００４６】
　ブレーキ機構とは反対側の端板における金属粉の捕獲を増大させるために、この付近に
潤滑油を誘導する手段が設けられていてもよい。一般に、潤滑油内でロータが回転すると
、潤滑油の粘性のために潤滑油がロータの表面に引っ張られる流れが発生する。この現象
を利用して、ロータが特定の方向に回転するとき、ブレーキ機構とは反対側の空間に向か
う流れが生じるように、ロータの外面またはステータの内面にスキューを形成しておいて
もよい。
【００４７】
　上述のロータの特定の回転方向は、より使用頻度の高い方向にすることが好ましい。そ
の方が金属粉の捕獲効率が高くなるからである。フォークリフトの場合、ロータの特定の
回転方向は、フォークリフトの前進に対応する回転方向である。
【００４８】
　ロータまたはステータスキューの代わりに、またはこれに加えて、より積極的に潤滑油
を誘導する手段を設けてもよい。例えば、出力軸７０を中空に形成し、ロータの両端面の
近傍に潤滑油を出力軸内部に流通可能とする貫通孔を形成してもよい。この構成によると
、ロータが回転するとブレーキ機構側に位置する貫通孔から出力軸７０の中空部に潤滑油
が吸い込まれ、ブレーキ機構とは反対側に位置する貫通孔から潤滑油を排出することがで
きる。または、出力軸７０に、ブレーキ機構側からその反対側への向かう流れを発生させ
るフィンを取り付けてもよい。
【００４９】
　実施の形態では、減速機の減速機構として、揺動内接噛合型の減速機構を採用すること
を述べた。しかしながら、本発明に係る減速機の減速機構はこれに限定されず、例えば単
純遊星歯車減速機構などの他の減速機であってもよい。また、入力軸と出力軸が同軸であ
る一段の減速機構でなく、多軸または多段の減速機構であってもよい。
【符号の説明】
【００５０】
　１０　減速機、　１２　ＩＰＭモータ、　１４　ブレーキ機構、　６４　ステータ、　
６６　ロータ、　６６Ａ　空隙、　７０　出力軸、　７２　端板、　７２Ａ　貫通孔、　
７６Ａ、７６Ｂ　永久磁石、　７８　多板式制動部、　８０　空間、　１００　動力伝達
装置。
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