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印のモータは、当社で扱っております。

モータ

交流モータ

インダクションモータ

シンクロナスモータ ヒステリシスシンクロナスモータ

インダクタシンクロナスモータ

ユニバーサルモータ

ブラシ型モータ

ブラシレスモータ

ステッピングモータ VR（バリアブルレラクタンス）型
ステッピングモータ

PM（パーマネントマグネット）型
ステッピングモータ

HB（ハイブリッド）型
ステッピングモータ

直流モータ

回転磁界の中に置かれたカゴが回転する原理を応用したモ
ータです。3相交流はそのまま回転磁界をつくるので工場
などの大出力モータのほとんどはこの方法です。単相交流
では回転磁界を作る方法としてコンデンサ式とクマトリコ
イル式があります。

構造は直流ブラシモータと同じで、界磁コイルと電機子コ
イルを直列接続したものです。もちろん直流でも回転しま
す。小型で高出力が得られるため、電気掃除機や電動工具
などに使用されます。

ブラシと整流子という接点によって電機子コイルに流れる
電流を切り替えて回転します。最も安価なため、模型から
家電品まで幅広く使用されています。

電流の切替をトランジスタ等による電子回路に置き換えた
ものです。ブラシと整流子が無いため、長寿命であります
が、高価です。最近では、プロペラを付けたブラシレス
DCファンとして多く生産されています。

電源の周波数に同期した回
転をするモータ

ステッピングモータの項
を参照してください。

ロータに軟鉄等を用い、ステータの磁力によっ
て誘起されたロータ磁極とが引き合って同期回
転します。移相方式としてコンデンサ式とクマ
トリコイル式があります。タイマや時計などに
使用されます。

ロータに多極着磁した永久磁石を使用したもの
です。移相方式としてコンデンサ式とクマトリ
コイル式があります。記録計の紙送りや時計な
どに使用されます。



Our handles motors marked by the

Motors

A C motors

Induction motors

Synchronous motors Hysteresis synchronous motors

Inductor synchronous motors

Universal motors

Brush motors

Brushless motors

Stepping motors Variable reluctance (VR)
stepping motors

Permanent magnet (PM)
stepping motors

Hybrid (HB) stepping motors

D C motors

Induction motors make use of the rotation of a basket placed in a 
rotating magnetic field. Three phase AC is used to produce the 
rotating magnetic field, so most large output motors in factories 
are of this type. A rotating magnetic field produced using single 
phase in capacitor and shading coil types.

These use the same structure as DC brush motors, with the 
magnetic coil and electric coils being directly connected. 
They will rotate on DC as well. These are often used in 
vacuum cleaners and power tools because they are 
compact and provide high output.

The connection of the brush and commutator converts the 
electricity flowing in the electric coil into rotation. These are 
the least expensive of motors and are used in a wide variety 
of applications from toys to home electric appliances.

These motors use transistors for converting electric current. 
Because there are no brushes or commutators, they have long life, 
but they are expensive. Recently, brushless motors with propellors 
attached have been used as brushless DC fans.

These motors rotate syn chro-
nous ly with the frequency of 
the power supply.

Refer to the section 
on stepping motors.

These motors use soft steel rotors. The magnetic pull 
induced by the stator pulls on the magnetic pole of the 
rotor resulting in synchronous rotation. Capacitor and 
shading coil types are used for phase shifting. These 
are often used in timers and clocks.

These motors use multi-polarized permanent 
magnets for rotors. Capacitor and shading coil 
types are used for phase shifting. These are 
often used in recorder paper feeders and clocks.
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名　称　　Part name

①

②

③

④

⑤

⑥

ステータコイル

樹脂製コイルボビン

軸受

出力軸

ロータ（フェライトマグネット）

ステータ鉄心
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■特　長
ステッピングモータは、一般のモータのように電源に接続
さえすれば回転するものとは異なり、駆動回路にパルス信
号が与えられるごとに、或る定まった角度だけ回転するモ
ータです。即ち、モータの回転数は、駆動回路に与えられ
たパルス信号の数に比例し、回転速度はパルス信号の周波
数に比例します。

■ FEATURES
Stepping motors differ from general motors that rotate 
simply by being attached to a power supply in that they 
rotate just a fixed angle when a pulse signal is applied 
to the driving circuit. In other words, the number of 
rotations of the motor is proportional to the number of 
pulse signals applied to the driving circuit, and the 
rotational speed is proportional to the frequency of the 
pulse signals.

■種　類
ステッピングモータは、構造上から次のように分けられま
す。

● 可変レラクタンス型（VR型）
ステータコイルで作られる電磁力が電磁軟鋼などで作られ
たロータを引きつけて回る。

● 永久磁石型（PM型）
ステータコイルで作られる電磁力が永久磁石で作られたロ
ータを引きつけて回る。したがって、無励磁の時でも保持
トルクが発生する。

● 複合型（ハイブリッド・HB型）
上記のVR型と PM型を複合させた機種。

※当社では、PM型のみ製造しております。

■ TYPES
Stepping motors can be categorized into following 
types depending on their structure.

● Variable reluctance type (VR type)
The electromagnetic force generated by the stator coil 
turns a rotor made of electromagnetic soft steel.

● Permanent magnet type
The electromagnetic force generated by the stator   coil 
turns a rotor made from a permanent magnet . 
Therefore, holding torque is generated even during 
deenergization.

● Hybrid type (HB type)
This is a combination of the above VR and PM types.

※We manufacture PM types only.

■構　造
PM型ステッピングモータ（SPGなど）の構造を断面図に
て示します。ステータコイルはバイファイラー巻 4相コイ
ルであり、ロータはフェライトマグネットの永久磁石を用
いた PM型ステッピングモータであります。軸受けには銅
系焼結合金、または特殊樹脂を用いており、給油が無くて
も長時間使用できるようになっています。

■ CONSTRUCTIONS
The structure of PM stepping motors (SPG etc.) is 
shown in the cross section. This stepping motor uses a 
bifilar wound four phase stator coil, and a ferrite 
permanent magnet rotor. The bearings used copper 
sintered metal or special plastic, and the motor can be 
used for a long period of time without oil.
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Stator coil

Plastic coil bobbin

Bearing

Rotating shaft

Rotor (Ferrite magnet)

Stator core


