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されるなどのいくつかの制約があった。筆者は最

チタン酸ジルコニア酸鉛（PZT）などのセラミ

近，それらの問題を克服できる新しい非接触超

ックスや水晶，LiNbO3 などの単結晶は圧電効

音波モータを実現した[2,3]。図１に，定在波型非

果を有しており，それらを利用した圧電振動子

接触超音波モータの構造を示す。円板形のロー

はフィルタやセンサ，アクチュエータなどの広

タの上下にギャップを設け，同じ構造の２つのス

い分野に応用・実用化されている。超音波周

テータを配置した構造であり，ステータとロータは

波数帯の振動子は周囲の空気を圧縮・膨張さ

接触していない。ロータに接着した回転シャフト

せることで空気中に超音波を放射する。筆者

の針状の下端を支え，ギャップ長を一定に保っ

は，圧電超音波振動子から放射された空中超

ている。ステータの内径はシャフトの外径よりも大

音波の非線形効果によって発生する音響流に

きく，シャフトとステータは回転時にも接触しない。

よって，ロータが非接触回転する超音波モータ

図２にステータの構造を示す。定在波屈曲振

の研究を行っており[1]，最近，定在波振動を

動の節線の位置で６本の細い連結棒で繋がっ

利用した新しい方式の非接触超音波モータを

た，屈曲振動円板と支持リングをアルミニウム

実現した[2,3]。本報告では，圧電体－構造体

板から一体成形し，厚さ方向に分極処理され

－音響要素の相互作用を考慮した有限要素

た PZT 円板を屈曲振動円板に接着した構造

法（FEM）を用いて，定在波屈曲振動円板を用

である。PZT 円板の表面には，フォトリソグラフ

いた非接触超音波モータ[2,3]におけるギャッ

ィとウェットエッチングによって，６つの扇形の

プ内の音場解析を行い，回転速度特性の実験

電極が形成してある。裏面を全面接地電極とし，

結果との関係を検討した結果を報告する。

表面の隣り合う電極に交互に逆極性の電圧を

２．定在波型非接触超音波モータの特性

印加すると，振動節線が３本，振動節円が１つ

筆者が検討を行っている非接触超音波モータ

Shaft

は，ロータがステータと非接触で回転動作し，摩



耗がなく，高速回転が可能で，長寿命な小型モ

Stator-II

ータとして期待できる。従来の非接触超音波モ

Rotor

ータは，同形縮退振動モードを二相駆動すること
でステータ振動子に屈曲進行波を励振し，それ

Stator-I

に伴ってエアギャップ内に生じる音響流によって
ロータの非接触回転を実現していた[1]。従って，

Support ring

ステータには，同形縮退振動モードを有する円
板や円筒形の構造であること，２つの振動を励振
する必要があること，また，支持固定位置が限定

g2

Gap-II Dr
CW

CCW

tr
g1

Gap-I Ds

Ball bearing
Pivot tip

図１．定在波屈曲振動円板を用いた非接触超音
波モータの構造
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図２．ステータの構造

Revolution speed [rpm]

図４．ステータの位置角度差に対する回転速
度特性の測定結果

図３．有限要素法による振動変位の解析結果

生じる定在波屈曲振動が励振される。図３は，
FEM の固有値解析によって求めた振動変位

きる。円板の直径 30 mm，アルミニウム板の厚

 = -30 deg

CW

0

90

180

Phase difference between applied voltages  [deg]

分布である。 ステータは定在波振動の６箇所の
節の位置で繋がった支持リングを堅固に固定で

2000
1500
CCW
1000
500
0
-500
-1000
-1500
-2000
-180 -90

図５．印加電圧の位相差に対する回転速度特性
の測定結果

さ 0.4 mm，PZT 円板の厚さ 0.15 mm の場合の

一定とし，Δに対する回転速度を測定した結果

共振周波数は約 26.78 kHz である。

である。回転速度は，Δが-20°と160°でほぼ零，

下部ステータ-Iを基準として，上部ステータ-II

-110°と70°で正逆方向に最大となる正弦波状の

の円周方向の位置角度差Δθとステータ-IIの印加

特性を示した。以上の回転速度特性は，定在波

電圧の位相差Δを変えて，ロータの回転速度を

振動する２つのステータの位置角度差や印加電

測定した。直径Dr = 25 mm，厚さtr = 2 mmのアク

圧の位相差によって，２つのギャップ内の音場の

リル製ロータを用い，ギャップ長g1，g2は0.25 mm

状態が変化するために生じると考えられる。

とした。図４は，Δ = 90°一定とし，Δθに対する回

３．FEM による圧電－構造－音響連成解析

転速度を測定した結果である。ステータ-Iとステ
ータ-IIをそれぞれ単独で駆動した場合，ロータ

２つのステータの定在波振動によって発生する

はほとんど回転しないが，同時に駆動すると，振

音場を解析するために，FEM を用いて圧電－構

動モードの円周方向周期の１／４の角度である

造－音響連成解析を行った。 図６に解析モデ

Δθ = ±30°で正逆方向に最大となるほぼ正弦波

ルを示す。ロータとステータの周りに空気の音響

状の回転速度特性になった。図５は，Δθ = -30°

要素を配置し，その最外周面を空気の特性イン
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ピーダンスをもつ完全吸収壁面に定義することで，

Perfectly absorptive boundary areas

z


壁面からの音響反射の影響を排除した。また，振

r

動モードの周期性を考慮して，θ = 0°と 120°の面
に属する節点に周期境界条件を定義し，円筒形

Stator-II

の１／３のモデルで解析した。ステータとロータの
構造は実験と同じにしたが，簡略化のために，ス

Gap-II
Rotor
Gap-I

PZT

テータの支持リングや連結棒，およびロータのシ

Aluminum

ャフトは省略し，ロータの節点の変位は拘束した。

Stator-I

また，ステータ-I に対するステータ-II の位置角度

Periodical boundary areas

差 Δθ は-30°，２つのギャップ長 g1, g2 は共に 0.5

図６．有限要素法解析モデル

mm とした。図７(a)(b)は，ステータ-I とステータ-II
の z 軸方向変位の振動パターンである。ステータ
-I とステータ-II の振動変位分布は，振動モード
の１／４周期の角度である 30°だけ円周方向にず
れている。なお，使用した FEM（ANSYS 11.0）で
は，圧電体－構造体－音響要素の相互作用は
考慮できるが，空気の粘性は考慮されない。

(a)
(b)
図７．(a)ステータ-I と(b)ステータ-II の振動
変位分布

図８(a)(b)は，ステータ-I にのみ電圧を印加し，

電圧を印加したステータ-I に直接面したギャップ

単独で駆動した場合の音場の時間変化である。

-I の内部に，図７(a)に示したステータの振動変位

ステータ-II の印加電圧は零とし，かつ，その変位

の節線と音圧の節が一致する定在波音場が発

は全て拘束した。同図(a)(b)はそれぞれロータの

生している。一方，図８(b)に示したように，電圧を

下面および上面と同じ z 座標位置における音圧

印加していないステータ-II に面したギャップ-II の

分布であり，T を時間周期として T/8 の時間ごとに

内部にもギャップ-I に発生した音場と同じ位置に

示した。また，ステータとロータの外周位置をそれ

音圧の節をもつ定在波音場が発生している。こ

ぞれ実線と破線で示した。図８(a)に示したように，

のとき，２つのギャップ内の音場は，音圧の絶対

Normalized sound pressure

Gap-I

Stator

+1.0

0

t=0

t = T/8

t = 2T/8

t = 3T/8

t = 2T/8

t = 3T/8

(a)

Gap-II

Stator

-1.0

t=0

t = T/8

(b)
図８．ステータ-Iにのみ電圧を印加した場合のギャップ-Iとギャップ-IIの音場の時間変化
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Gap-I

Stator

t=0

t = T/8

t = 2T/8

t = 3T/8

t = 2T/8

t = 3T/8

(a)

Gap-II

Stator

t=0

t = T/8

(b)
図９．ステータ-Iとステータ-IIに電圧を印加した場合のギャップ-Iとギャップ-IIの音場の時間
変化（Δθ = -30°，Δ = 90°）
値振幅や分布はほぼ同じであるが，位相は約

係を検討した。１／４周期分円周方向にずらして

180°異なっている。以上の結果から，ステータを

配置したステータに，90°の位相差をもつ電圧を

単独で駆動した場合，２つのギャップに，ステー

印加すると，ロータの上下のギャップ内に同一円

タの振動変位の節線と同じ位置に音圧の節をも

周方向に回転する進行波音場が発生した。一方

ち，位相が互いに約 180°異なる定在波音場が発

の印加電圧の位相を反転させると進行波音場の

生することがわかった。

回転方向が逆転し，同位相の電圧を印加すると

図９(a)(b)は，ステータ-I とステータ-II に Δ =
90°の電圧を印加し，同時に駆動した場合の音場
の時間変化である。ギャップ-I とギャップ-II の内
部に，共に CW 方向の進行波音場が発生してい
る。この音場の進行方向は，図４および図５に示
したロータの回転方向と一致している。なお，ギ
ャップ内の音場は，ステータに Δ = -90°の電圧
を印加した場合，図９と逆方向に進む進行波とな
り，同位相（Δ = 0°）の電圧を印加した場合，定
在波になった。ギャップ内の音場は定在波振動

定在波音場となった。音場の進行方向は実験で
観測されたロータの回転方向と一致した。
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