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本研究では，非接触型超音波モータの最適

１．まえがき
筆者が世界で初めて試作に成功した非接

構造を明らかにするために，ステータとロータ

触型超音波モータは，円周方向の屈曲進行波

間のギャップ空間の音響インピーダンスを測定

を励振した円板形の超音波振動子から放射さ

するシステムを構築することを目的としている。

れた音波の作用により，ロータがステータと接
触しないで回転動作する。トルクは小さいが高
速回転が可能で，磁界の影響を受けず，摩耗
が全くない。また，ステータとロータは接触して
いないため，従来の摩擦力を利用した超音波
モータのように小形化による振動変位の減少
によって相対的に大きくなる表面粗さの影響を
受けず，小形化に適している。この非接触型超
音波モータでは，ステータの振動によってステ
ータとロータとの間のギャップ空間に高い音圧
の音場が励起されたときに高い回転速度が得
られる。その際，ギャップ空間の音場はステー
タに対して音響負荷となることから，ギャップ空
間の音響インピーダンスを実測しモータ特性と
の関係を明らかにすれば，ステータの振動とギ
ャップ空間の音場形成との関係が定量的に評
価でき，ステータの振動がギャップ空間内の音
場形成に効率よく寄与できる最適な構造を明
らかにできると考えられる。
Rotor

２．研究成果中間報告概要
図 1 に非接触型超音波モータの構造を示す。
ステータに円周方向の屈曲進行波を励振する
と，ロータが屈曲進行波と同じ方向にステータ
と非接触で回転する。図２はステータの駆動電
気端子から見た等価電気回路であり，Zg がギ
ャップ空間の等価電気音響インピーダンスであ
る。電気端子から，ロータがある場合と，ロータ
がない場合のステータのアドミタンス特性を測
定し，両者の差分をとることにより Zg を算出する
ことができる。本研究では，インピーダンスアナ
ライザ（YHP 4192A）で計測したアドミタンス特
性のデータを，GPIB 経由でコンピューターに
取得し，数値解析ソフト（MATLAB，Mathcad）
によって演算処理して，Zg を算出するシステム
を構築した。本研究の成果による研究発表リス
トと研究遂行の過程で得られた知見の関連成
果の発表リストを以下に示す。詳細な成果内
容は資料を参照されたい。
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図１ 非接触型超音波モータの基本構造
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図２

ステータとギャップ空間の等価電
気回路

３．まとめ
本研究では，非接触型超音波モータにおけ
るギャップ空間の音響インピーダンスを測定す
るためのシステムを構築した。音響インピーダ
ンスは，ステータの誘電体損失（Rd）を考慮して
[1]，求めることができる。非接触型超音波モー
タの回転速度特性は，ギャップ長が狭い場合，
空気の粘性の影響を強く受ける[5]が，空気の
粘性効果を考慮した等価回路[2-4]を用いると
最適設計が可能である[8]。その等価回路を用
いて解析した音響インピーダンスを，本システ
ムで実測した値と比較した結果，ギャップ長が
狭い場合には両者は比較的良く一致した[6]。
ギャップ長が広い場合，両者に差が生じたが，
その原因は，ロータ外周部からの音響洩れの
影響であると予想された[6]。そこで，音響洩れ
を考慮した有限要素法解析によって音響イン
ピーダンスを求め，実測値や等価回路解析値
と比較することにより，音響インピーダンスに対
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する空気の粘性と音響洩れの影響を分離して

５．関連発表リスト

検討した[7]。ギャップ長が狭い場合には，音
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響洩れは少なく，空気の粘性効果が支配的で
あるが，広い場合には音響洩れが大きくなり，
その影響によってギャップ空間の音圧とモータ
特性が低下することがわかった[7]。
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