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(54)【発明の名称】ＳＲモータの固定子および回転子の設計方法、ＳＲモータの固定子および回転子の製造方法

(57)【 特許 請求の範囲】

【請 求項 １】

  有限 要素 法磁場解析で得られた標準ＳＲモータの回転子位置とコイル電流に対するイン

ダク タン スを、コイル電流ごとの回転子位置を変数とし、コイル電流の大きさの変化を係

数と した インダクタンス関数と、回転子位置を変数とする関数とから関数化し、

  その 関数 の係数に変化を与えたときの固定区間励磁ＰＷＭ電圧制御法を適用した際のコ

ア形 状の 変化がモータ効率に与える影響について、コア形状の変化を与えながら、負荷ト

ルク と回 転数で表現される各動作点に対する モータ効率の分布を計算することで、定量的

に算 出し、

  その 算出 結果に基づき、 インダクタンスの最大値を増大させることで、回転子および固

定子 の対 向・非対向位置のインダクタンス差が大きくなるようにコア形状を決定すること

を特 徴と するＳＲモータの固定子および回転子の設計方法。

【請 求項 ２】

  請求 項１ 記載のＳＲモータの固定子および回転子の設計方法を用いて、固定子ヨークを

コイ ルエ ンド上部まで軸方向に延長した形状、固定子・回転子の最適なティース長とテー

パ形 状、 分割コアに適した固定子ヨークの形状、固定子・回転子ティースの軸方向の最適

重な り形 状となるように設計 して製造するＳＲモータの固定子および回転子の製造方法。

【請 求項 ３】

  固定 子ヨ ークのみ を固定子ティース部よりも軸方向に前後１０ｍｍ程度延長する請求項

２記 載の ＳＲモータの固定子および回転子 の製造方法。
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【請 求項 ４】

  固定 子お よび回転子のティース を軸方向で交互に４ｍｍ間隔程度で重なる形状とする請

求項 ２記 載のＳＲモータの固定子および回転子の製造方法。

【発 明の 詳細な説明】

【技 術分 野】

【０ ００ １】

  本発 明は 、ＳＲモータ（ Switched Reluctance Motor）に関し、特に固定子および回転

子の設 計方 法、ＳＲモータの固定子および回転子の製造方法に関する。

【背 景技 術】

【０ ００ ２】

  ＳＲ モー タは、回転子コアが突極構造で回転子には永久磁石や巻線がなく、機械的に堅

牢で 高温 での運転が安定している等の利点があるため、近年は電気自動車やハイブリッド

自動 車の モータとして注目されつつある。また、ＳＲモータは、レアアースを用いないた

め安 価で ある点も大きな特徴である。しかし、ブラシレス直流モータに比べてモータ効率

が低 いた め実用化が遅れている。

【０ ００ ３】

  ＳＲ モー タのモータ効率を改善する技術として、低鉄損材料を用いることを前提とした

コア 形状 の設計が行われている（非特許文献１参照）。しかし、コア形状の設計で対象と

して いる 設計パラメータが基本的なものに限定されており、コア形状の軸方向変化は考慮

して いな いので、ＳＲモータの潜在能力が引き出せているとは言い難い。

【０ ００ ４】

  圧粉 鉄心 を用いて固定子・回転子コアのティースに重なりを持たせる構造が検討されて

いる が、 圧粉鉄心を前提としているので、機械的強度不足や磁化特性の悪さなど圧粉鉄心

固有 の問 題があり、実用化には至っていない（非特許文献２参照）。

【０ ００ ５】

  電気 機器 の一般材料であるけい素鋼板を使用し、軸方向にコア形状を変化させ、モータ

効率 を向 上させる設計例が特許文献１に開示されている。

  この 特許 文献１に開示されたモータの製造方法では、固定子・回転子コアの形状を軸方

向に 変化 させることは、設計できたとしても、従来のけい素鋼板を打ち抜く金型技術では

、製 造が 極めて困難であった。

  この よう な問題に対し、特許文献２には、コアのティースを打ち抜く刃をスライドする

こと によ りコア形状を軸方向に変化することのできる金型技術が開示されている。

【先 行技 術文献】

【特 許文 献】

【０ ００ ６】

【特 許文 献１】特開２００５－３４８５５３号公報

【特 許文 献２】特許第４５７８４６０号公報（特開２００８－６７５８８号公報）

【非 特許 文献】

【０ ００ ７】

【非 特許 文献１】鈴木貴紀ら、「高効率スイッチトリラクタンスモータの開発」、電気学

会論 文誌 Ｄ、１２６巻４号、２００６年

【非 特許 文献２】小笠原悟司、竹本真紹ら、「レアアースを使わない新構造の５０ｋＷハ

イブ リッ ド自動車用フェライト磁石モータを開発」、［ online］平成２２年９月２９日、

独立 行政 法人新エネルギー・産業技術総合開発機構、国立大学法人北海道大学、［平成２

４年 １２ 月１９日検索］、インターネット <URL:http://www.nedo.go.jp/news/press/AA5_

0005A.html>

【発 明の 概要】

【発 明が 解決しようとする課題】

【０ ００ ８】

  上述 した ように、ＳＲモータのモータ効率は、固定子・回転子のコア形状だけでなく適
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用さ れる 制御方法によっても変化する。ＳＲモータは、数学モデルが確立している誘導機

や同 期機 とは異なって制御方法が確立しておらず、設計パラメータがモータ効率に与える

影響 が明 らかになっていないので、固定子コア、回転子コアの設計指針が立て難い。

  本発 明は 、ＳＲモータの効率を向上することのできるＳＲモータの固定子および回転子

の設計 方法、ＳＲモータの固定子および回転子の製造方法を提供することを目的とする。

【課 題を 解決するための手段】

【０ ００ ９】

  前記 課題 を解決するため、本発明のＳＲモータの回転子および固定子の設計方法は、

ダク タン スを、コイル電流ごとの回転子位置を変数とし、コイル電流の大きさの変化を係

数と した インダクタンス関数と、回転子位置を変数とする関数とから関数化し、

  その 関数 の係数に変化を与えたときの固定区間励磁ＰＷＭ電圧制御法を適用した際のコ

ア形 状の 変化がモータ効率に与える影響について、コア形状の変化を与えながら、負荷ト

ルク と回 転数で表現される各動作点に対する モータ効率の分布を計算することで、定量的

に算 出し、

  その 算出 結果に基づき、 インダクタンスの最大値を増大させることで、回転子および固

定子 の対 向・非対向位置のインダクタンス差が大きくなるようにコア形状を決定すること

を特 徴と する。

  また 、本 発明のＳＲモータの回転子および固定子の製造方法は、請求項１記載のＳＲモ

ータ の固 定子および回転子の設計方法を用いて、固定子ヨークをコイルエンド上部まで軸

方向 に延 長した形状、固定子・回転子の最適なティース長とテーパ形状、分割コアに適し

た固 定子 ヨークの形状、固定子・回転子ティースの軸方向の最適重なり形状となるように

設計し て製 造することを特徴とする。

  本発 明に おいては、空間利用率を上げることを前提として、従来の設計で取り扱う固定

子・ 回転 子コアの断面形状に留まらず、固定子・回転子ティースが軸方向で交互に重なる

形状 や固 定子ヨークのみを軸方向に延長する形状の発明を含む。

  本発 明に よりモータ効率が向上するだけでなく、単位体積当たりの出力や発生トルクも

向上 する 。

【発 明の 効果】

【０ ０１ ０】

  本発 明に よれば、ブラシレス直流モータに匹敵するモータ効率を得ることができ、機械

的に 堅牢 で高温での運転が安定しているＳＲモータとしての特徴を活かして、電気自動車

など の駆 動源として利用することができる。

【図 面の 簡単な説明】

【０ ０１ １】

【図 １】 本発明に係るＳＲモータの固定子・回転子形状の最適化設計法の流れを示すフロ

ーチ ャー トである。

【図 ２】 インダクタンス関数表現によるＳＲモータモデルを示すグラフである。

【図 ３】 ６／４極標準ＳＲモータのモータ効率を示すグラフである。

【図 ４】 １２／８極標準ＳＲモータのモータ効率を示すグラフである。

【図 ５】 ６／４極ＳＲモータのモータ効率の定量的評価を示すグラフである。

【図 ６】 １２／８極ＳＲモータのモータ効率の定量的評価を示すグラフである。

【図 ７】 インダクタンス関数の変化方法の説明図である。

【図 ８】 固定子コアとコイルエンド空間の、従来から本発明に変更した状態の説明図であ

る。

【図 ９】 ６／４極と１２／８極のコイルエンド空間の比較表である。

【図 １０ 】６／４極コア長１１４ｍｍで回転子にＲを設けた例を示す半断面斜視図である

。

【図 １１ 】１２／８極コア長１２６．８ｍｍの回転子にＲを設けない例を示す半断面斜視

図で ある 。
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【図 １２ 】固定子と回転子のティース長の関係を示す説明図である。

【図 １３ 】本発明によるティース幅の変更例の説明図である。

【図 １４ 】本発明によるティーステーパ角の変更例の説明図である。

【図 １５ －１】６／４極の場合のコイル電流が１Ａのときの回転子位置とインダクタンス

の関 係を 示すグラフである。

【図 １５ －２】６／４極の場合のコイル電流が１００Ａのときの回転子位置とインダクタ

ンス の関 係を示すグラフである。

【図 １６ －１】１２／８極の場合のコイル電流が１Ａのときの回転子位置とインダクタン

スの 関係 を示すグラフである。

【図 １６ －２】１２／８極の場合のコイル電流が１００Ａのときの回転子位置とインダク

タン スの 関係を示すグラフである。

【図 １７ 】標準コア形状の高負荷時の磁束分布を示すチャートである。

【図 １８ 】テーパ角を設けたコア形状の高負荷時の磁束分布を示すチャートである。

【図 １９ 】分割コア接合部の箇所を示す説明図である。

【図 ２０ 】分割コア外周コア幅５ｍｍの磁束分布を示すチャートである。

【図 ２１ 】分割コア外周コア幅６ｍｍの磁束分布を示すチャートである。

【図 ２２ 】分割コアの接合面のギャップ解析モデルを示す要部拡大チャートである。

【図 ２３ 】回転子ティースのテーパ角のインダクタンス落差への影響を示すグラフである

。

【図 ２４ 】コアバックの説明図である。

【図 ２５ 】コアバック延長とインダクタンス落差の関係を示すグラフである。

【図 ２６ 】コア凹凸２段の例を示す断面図である。

【図 ２７ 】コア凹凸３段の例を示す断面図である。

【図 ２８ 】本発明の実施の形態に係る高効率ＳＲモータの分割コア断面図である。

【図 ２９ －１】本発明の実施の形態に係る高効率ＳＲモータの回転子断面図である。

【図 ２９ －２】本発明の実施の形態に係る高効率ＳＲモータの回転子断面写真である。

【図 ３０ －１】本発明の実施の形態に係る高効率ＳＲモータの回転子コアの写真である。

【図 ３０ －２】本発明の実施の形態に係る高効率ＳＲモータ回転子の分割コアの写真であ

る。

【図 ３１ 】本発明の実施の形態に係る高効率ＳＲモータの固定子コアの写真である。

【図 ３２ 】本発明の実施の形態に係る高効率ＳＲモータの外観写真である。

【図 ３３ 】６／４極ＳＲモータの静止トルクのグラフである。

【図 ３４ 】１２／８極ＳＲモータの静止トルクのグラフである。

【図 ３５ 】本発明の実施の形態に係る高効率ＳＲモータの回転数・出力電流特性を示すグ

ラフ であ る。

【図 ３６ 】本発明の実施の形態に係る高効率ＳＲモータのモータ効率・モータ出力特性を

示す グラ フである。

【発 明を 実施するための形態】

【０ ０１ ２】

  以下 、本 発明の実施の形態を、図面を参照しながら具体的に説明する。

  上述 した ように、スイッチトリラクタンスモータ（ＳＲモータ）は、電気自動車（ＥＶ

）用 の永 久磁石同期モータと比較して効率が劣っている。そこでＥＶ用ＳＲモータのモー

タ効 率改 善を目的としてコア形状を設計する。コア形状の設計は、有限要素法による磁場

解析 及び 過渡シミュレーションによるモータ効率を評価することにより行う。

【０ ０１ ３】

  本実 施の 形態では、最初にＳＲモータのインダクタンス曲線がモータ効率に与える影響

を過 渡シ ミュレーションにより検討し、検討結果に基づきコア形状の設計指針を立てる。

  次に 設計 指針に基づいて、有限要素法による磁場解析で計算されるインダクタンス曲線

を評 価す ることによりコア形状を設計する。

  最後 に、 設計したコア形状を適用したＳＲモータを試作し、実機試験によりモータ効率
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を測 定し 、設計によるモータ効率の改善効果について考察する。

【０ ０１ ４】

１． 設計 指針

  ＳＲ モー タのコア形状を最適化するためには、コア形状を変更しつつ、モータ効率を含

むＳ Ｒモ ータの特性計算を繰り返す必要がある。

  有限 要素 法による磁場解析は多大な解析時間を要する。そのため、図１で示すフローチ

ャー トに 基づいて設計を行う。

【０ ０１ ５】

  図１ の、 コア形状の基本設計１００のブロックにおいて、インダクタンス関数表現によ

るＳ Ｒモ ータモデル１１０と、ＳＲモータ、機械系、インバータの角モデルを用いた過渡

解析 １２ ０と、速度トルク特性と運転効率１３０の各処理を用いた過渡シミュレーション

を繰 り返 し、コア形状とモータ効率との関係を検討することで、コア形状の設計指針を決

定す る。

  ブロ ック １００でコア形状の設計指針を決定した後、ブロック２００において、三次元

有限 要素 法（ＦＥＭ）による磁場解析を用いて、設計指針に適うように回転子・固定子の

コア 形状 を設計する。

【０ ０１ ６】

  図２ に、 インダクタンス関数表現によるＳＲモータモデル１１０を示す。

  ＦＥ Ｍ磁 場解析結果は、回転子位置と相電流をパラメータとした磁束鎖交数として与え

られ る。 磁束鎖交数を相電流で割るとインダクタンスが得られる。

  最初 に標 準コアに対するＦＥＭ磁場解析結果を用いて、相電流ごとに回転子位置を変数

とす るイ ンダクタンスの最小二乗法による近似式を導出する。この近似式は回転子位置を

変数 とす る高次多項式であり、インダクタンス関数として用いる。

  係数 ａ（ ｎ）は相電流の大きさにより変化し、各相電流に対するＦＥＭ磁場解析結果を

用い て最 小二乗法により計算される。次数ｎは解析結果との誤差を評価して１０前後の値

に決 定す る。

  イン ダク タンス関数Ｌ（θ）を用いて、各動作点のトルク・起磁力・磁束鎖交数を計算

して テー ブル化することで、標準ＳＲモータモデルとなるトルクテーブルと起磁力テーブ

ルが 生成 できる。

  標準 ＳＲ モータのインダクタンス関数Ｌ（θ）に対して、コア形状の変更から予想され

る変 化を 与えれば、その変化に応じたトルクテーブルと起磁力テーブルで構成されるＳＲ

モー タモ デルを自動的に生成できる。与える変化は回転子位置を変数とする関数ｋ（θ）

で表 現さ れる。この関数ｋ（θ）とインダクタンス関数Ｌ（θ）と乗ずることでコア形状

の変 化を 考慮したインダクタンス関数が得られる。

  標準 ＳＲ モータと同じ方法でコア形状の変化を考慮したＳＲモータモデルのトルクテー

ブル と起 磁力テーブルが生成できる。

【０ ０１ ７】

  図３ に、 ６／４標準ＳＲモータのモータ効率を示す。これは、ＭＡＴＬＡＢＳｉｍｕｌ

ｉｎ ｋを 用いた過渡シミュレーションにおけるモータ効率の計算結果である。計算条件と

して 、バ ッテリー電圧９６Ｖ、励磁開始・終了角を一定とする固定区間励磁、パルス幅変

調（ ＰＷ Ｍ）電圧制御により発生トルクを調整する制御系を仮定している。

  図４ に、 同じ条件下で計算した１２／８標準ＳＲモータのモータ効率を示す。

  図３ と図 ４より負荷トルクＴ L と回転数Ｎ r で表現される各動作点に対するモータ効率の

分布 が分 かる。コア形状の変化を与えて同様なモータ効率の分布を計算することで、コア
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形状 の変 化がモータ効率に与える影響を定量的に評価することができる。

【０ ０１ ８】

  図５ にイ ンダクタンス関数の変化方法を示す。ここではコア形状を設計するための指針

を得 るた めに、実現の可能性については言及せずインダクタンスに変化を与え、モータ効

率へ の影 響を考察した。落差変化（１）はインダクタンスの最大値を増大させることで、

落差 変化 （２）はインダクタンスの最小値を減少させることで、対向・非対向位置のイン

ダク タン ス差を大きく設計した場合を想定している。形状変化（１）はインダクタンスが

後半 に大 きく変化するように設計した場合を想定し、形状変化（２）はインダクタンスが

前半 に大 きく変化するように設計した場合を想定している。位相変化（１）と位相変化（

２） は非 対称な固定子と回転子を想定している。

【０ ０１ ９】

  図６ に６ ／４極ＳＲモータのモータ効率の定量的評価を示す。６／４極ＳＲモータの標

準コ アの 動作領域（面積）で、各形状変化の動作領域を正規化している。落差変化（１）

がＩ に相 当し、落差変化（２）が IIに相当する。形状変化（１）が IIIに相当し、形状変

化（ ２） が IVに相当する。位相変化（１）はＶに相当し、位相変化（２）は VIに相当する

。各 棒グ ラフの上に平均効率と標準コアからの上昇ポイントを示している。

  図７ に１ ２／８極ＳＲモータのモータ効率の定量的評価を示す。６／４極ＳＲモータの

標準 コア の動作領域（面積）で、各形状変化の動作領域を正規化している。落差変化（１

）が Ｉに 相当し、落差変化（２）が IIに相当する。形状変化（１）が IIIに相当し、形状

変化 （２ ）が IVに相当する。位相変化（１）はＶに相当し、位相変化（２）は VIに相当す

る。 各棒 グラブの上に平均効率と標準コアからの上昇ポイントを示している。

  ６／ ４極 ＳＲモータと１２／８極ＳＲモータの動作領域を比較すると、１２／８極ＳＲ

モー タの 動作領域が１．５倍となっている。各形状の効率改善の効果は、６／４極ＳＲモ

ータ と１ ２／８極ＳＲモータで同じような傾向であり、落差変化（１）が最も効果的で、

続い て落 差変化（２）と形状変化（１）が効果的である。

【０ ０２ ０】

  図５ で示 すインダクタンス関数の変化をＳＲモータモデルに適用したときのモータ効率

の変 化を 表１に示す。落差変化（１）が最も効果的であり、続いて落差変化（２）、形状

変化 （１ ）、位相変化（１）の順で効果的であることが分かった。落差が大きくなるとイ

ンダ クタ ンスの空間微分値が大きくなるので、ＳＲモータのトルク発生原理から考えると

効果 的で あるのは当然と言える。形状変化（１）と位相変化（１）が効果的なのは、励磁

方法 とし て固定区間励磁ＰＷＭ電圧制御法を適用しているため、電流が平均的に分布して

いる こと が影響したためと考えられる。形状変化と位相変化については励磁方法として可

変区 間励 磁を適用した場合についても検討する必要があるため、落差変化（１）を第一優

先と して 設計することにする。

【表 １】

【０ ０２ １】

２． コア 設計

（１ ）コ ア延長

  図８ に示 すように固定子コアとコイルエンドには空間がある。この空間をコアで埋めて

コア 断面 を増やせばインダクタンスが増加して効率が向上する。また６／４極から１２／

８極 に変 更することで、コイル断面積が小さくなり、コイルエンドの空間が発生するので
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コア を更 に延長できる。

【０ ０２ ２】

  図９ に６ ／４標準ＳＲモータと１２／８標準ＳＲモータのコイルエンド空間の比較を示

す。 ６／ ４標準ＳＲモータを基準とすると、１２／８標準ＳＲモータは１２．８ｍｍコイ

ルエ ンド 空間が大きい。このコイルエンド空間を有効利用することができれば、６／４標

準Ｓ Ｒモ ータよりも１２／８標準ＳＲモータの方がモータ効率改善の可能性が大きいと言

える 。

【０ ０２ ３】

  図１ ０に コア長１１４ｍｍで固定子・回転子ティース端をコイルエンドに沿って曲率を

設け た６ ／４極ＳＲモータの三次元解析モデルを示す。表２に６／４極コア長変更の効果

を示 す。 固定子ティース端をコイルエンド形状に合わせることで、更にコア長を延長でき

るの で対 向位置のインダクタンスが増加する。また回転子ティース端を固定子ティース端

の形 状に 合わせることで非対向位置のインダクタンスが僅かに減少するが、対向位置での

イン ダク タンスも減少するので、結果としてインダクタンス落差は増加しない。そこで固

定子 ティ ース端のみ曲率を設けることにする。

【０ ０２ ４】

【表 ２】

【０ ０２ ５】

  図１ １に コア長１２６．８ｍｍで固定子・回転子ティース端をコイルエンドに沿って曲

率を 設け た１２／８極ＳＲモータの三次元解析モデルを示す。表３に１２／８極コア長変

更の 効果 を示す。

【０ ０２ ６】

【表 ３】

【０ ０２ ７】

  ６／ ４極 と１２／８極の標準コアインダクタンス比較倍率を比較すると、１２／８極の

方が 固定 子コアを大きく延長することが可能なので、インダクタンス落差が大きく増加し

てい る。

【０ ０２ ８】

（２ ）固 定子・回転子ティース長の比率

  図１ ２に 示すように固定子ティース長と回転子ティース長の比率を変更し、インダクタ

ンス 落差 を求めた。表４－１，表４－２に、６／４極ＳＲモータの固定子・回転子ティー

ス長 の比 率変更に対する解析結果を示す。
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【０ ０２ ９】

【表 ４－ １】

【０ ０３ ０】

【表 ４－ ２】

【０ ０３ １】

  表５ －１ ，表５－２に、１２／８極ＳＲモータの固定子・回転子ティース長の比率変更

に対 する 解析結果を示す。対向位置でのインダクタンスは、ティース先端位置には影響さ

れず 、ど のコイル電流においても変化が無い。しかし固定子ティース長を短くし、回転子

ティ ース 長を長くすることで、非対向位置でのインダクタンスは減少するので、インダク

タン ス落 差が増加する。これらの傾向は、６／４極と１２／８極の両方に対して認められ

る。 コイ ルスペースが確保できる範囲で、固定子ティース長を短く、回転子ティース長を

長く した 方が大きなインダクタンス落差が得られる。

【０ ０３ ２】

【表 ５－ １】

【０ ０３ ３】

【表 ５－ ２】

【０ ０３ ４】

（３ ）コ アティース形状
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  図１ ３に 示すコアティース幅を広げた形状と、図１４に示すテーパ形状のどちらがイン

ダク タン ス落差の増加に有効か検討した。使用鉄量を等しくするため、両形状の断面積を

等し くし ている。

  図１ ５－ １、図１５－２に、６／４極ＳＲモータのコイル電流１Ａの場合と１００Ａの

場合 のイ ンダクタンス曲線を示し、表６－１，表６－２にコイル電流１Ａの場合と１００

Ａの 場合 のインダクタンス落差を示す。

【０ ０３ ５】

【表 ６－ １】

【０ ０３ ６】

【表 ６－ ２】

【０ ０３ ７】

  図１ ６－ １、図１６－２に、１２／８極ＳＲモータのコイル電流１Ａの場合と１００Ａ

の場 合の インダクタンス曲線を示し、表７－１，表７－２に、１２／８極ＳＲモータのコ

イル 電流 １Ａの場合と１００Ａの場合のインダクタンス落差を示す。低負荷（コイル電流

１Ａ ）の とき、ティース幅を広げた形状は対向位置のインダクタンスが増加し、テーパ角

を設 けた 形状は標準と近い。高負荷（コイル電流１００Ａ）のとき、ティース幅を広げた

形状 は非 対向位置のインダクタンスは増加し、テーパ角を設けた形状は非対向位置のイン

ダク タン スは増加せず、対向位置でインダクタンスが増加する。また６／４極より１２／

８極 の方 がティース形状変更による効果が大きい。

【０ ０３ ８】

【表 ７－ １】

【０ ０３ ９】
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【表 ７－ ２】

【０ ０４ ０】

  図１ ７に 標準コア形状の高負荷時の磁束分布を示す。図１８にテーパ角を設けたコア形

状の 高負 荷時の磁束分布を示す。図１８ではテーパ角に合わせてコイル形状を変更してい

るが 、コ イル断面積は図１７と同じである。テーパ角を設けることでティースでの磁気飽

和が 軽減 され、磁束が流れやすくなりコア全体の磁束が増加している。

【０ ０４ １】

（４ ）極 数

  表８ に、 （１）から（３）までの解析結果よりインダクタンス落差に対する改善効果を

まと めた 。固定子・回転子ティース長の比率とコアティース形状による改善効果は、６／

４極 ＳＲ モータと１２／８極ＳＲモータにおいて差が認められないが、コア延長の改善効

果は １２ ／８極ＳＲモータの方が大きい。そこで以降は、１２／８極ＳＲモータに絞り、

検討 を行 う。

【０ ０４ ２】

【表 ８】

【０ ０４ ３】

（５ ）分 割コア

  分割 コア では、集中巻コイルをコアと独立して製作できるので、コイル占積率が改善さ

れ、 銅損 が低減する。しかし図１９に示すように分割コア接合部の幅が狭くなるため、そ

の周 辺で 磁気飽和する可能性がある。磁気飽和しない範囲でコイルスペースを広くとるた

めに 、コ イル電流１００Ａの条件下で、分割コア接合部の幅を少しずつ狭くしていき、最

適な 幅を 求める。表９－１、表９－２に、分割コア接合幅のインダクタンス落差への影響

を示 す。 標準積層コアの幅より－６ｍｍ狭くするとインダクタンス落差が急激に減少して

いる 。

【０ ０４ ４】
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【表 ９－ １】

【０ ０４ ５】

【表 ９－ ２】

【０ ０４ ６】

  図２ ０に 分割コア接合部の幅－５ｍｍの磁束分布を示し、図２１に分割コア接合部の幅

－６ ｍｍ の磁束分布を示す。解析で使用しているコア材料のＢＨ曲線は磁束１．６９［Ｔ

］以 上だ と飽和状態となる。図２０の丸で示している箇所の磁束はおよそ１．４５［Ｔ］

であ る。 図２１の丸で示している箇所の磁束は見るとおよそ１．７３［Ｔ］で磁束が飽和

して いる のが確認できる。

【０ ０４ ７】

  そこ で分 割コア接合部の幅は標準で設定しているコア接合部の幅より－５ｍｍ狭くした

形状 とす る。分割コア接合部の幅を狭くすることでコイルスペースが増加する。コイルス

ペー スを 有効利用してテーパ角を増加させることで、更に磁束の流れを改善してインダク

タン ス落 差を増加させる。表１０に示すように、テーパ角を増加させるとインダクタンス

落差 は増 加するが、コイルスペースが狭くなりコイルが巻けなくなるので、テーパ角は６

度に 選定 する。

【０ ０４ ８】

【表 １０ 】

【０ ０４ ９】

（６ ）分 割コア接合面のギャップ
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  図２ ２に 示すように、分割コア同士の接合面にギャップが発生すると仮定し、ギャップ

のイ ンダ クタンスへの影響を確認する。実際に製作される分割コアの接合部は複雑なので

、簡 潔に 二次元解析により求めた。表１１に、分割コア接合面ギャップとインダクタンス

を示 す。 接合面ギャップが０．１ｍｍであると急激にインダクタンスが減少して磁束の流

れを 妨げ ている。実機により分割コアを組む場合は、分割コアの接合面のギャップが発生

しな いよ うに工夫する必要がある。

【０ ０５ ０】

【表 １１ 】

【０ ０５ １】

（７ ）回 転子ティースのテーパ角

  固定 子と 異なり回転子はコイルスペースを考慮せず、テーパ角を自由に設けることが可

能な ので 、テーパ角を０度から１８度まで２度毎に変更しながらインダクタンス落差を求

める 。図 ２３に回転子ティースのテーパ角のインダクタンス落差への影響を示す。テーパ

角６ 度ま ではインダクタンス落差が増加しているが、８度付近で飽和している。そこで回

転子 ティ ースのテーパ角は８度に選定する。

【０ ０５ ２】

（８ ）コ アバック

  図２ ４に 示すようにコアバックを設けることによりコア接合部を含めた固定子ヨークの

断面 積が 増加するのでインダクタンス落差が増加する。図２５にコアバック延長とインダ

クタ ンス 落差の関係を示す。コアバックを延長することでインダクタンス落差が増加して

いる 。標 準モータと同サイズにするためコアバック延長は１０ｍｍとし、両端面で合わせ

て２ ０ｍ ｍとする。この段階で固定子コアのヨーク軸長は、標準コアと比較して多極化に

よる コア 延長＋３０ｍｍにコアバック延長＋２０ｍｍが加わり、＋５０ｍｍとなる。

【０ ０５ ３】

（９ ）立 体ギャップ構造

  図２ ６に 示すように固定子・回転子コア間のギャップを凹凸にすることでコア間の重な

り面 が増 えるのでインダクタンスが増加する。最初に凹凸の段数を選定する。図２６は凹

凸２ 段と した場合の形状を示し、図２７は凹凸３段とした場合の形状を示す。

  前記 の（ ２）においてコアティースの先端位置変更の上限を３ｍｍとしているので、両

コア 形状 ともティース先端位置の変化を最大３ｍｍとする。表１２にコア凹凸段数の結果

を示 す。 コイル電流１００Ａ時（高負荷時）で凹凸３段より凹凸２段の方インダクタンス

落差 が大 きい。

【０ ０５ ４】

【表 １２ 】

【０ ０５ ５】

  段数 が増 えることで段数の最上段の幅が徐々に狭くなるので、その部分で磁束が飽和し

てい ると 考えられる。

【０ ０５ ６】
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  次に 最適 な凹凸の組み合わせと凹凸段の幅の組み合わせについて選定する。比較対象と

して 、表 １３に凹凸を設けないで０段目のみ使用したコア形状と２段目のみ使用したコア

形状 の結 果を示す。

【０ ０５ ７】

【表 １３ 】

【０ ０５ ８】

  表１ ４に 凹凸幅２ｍｍの結果を示し、表１５に凹凸幅結果４ｍｍの結果を示し、表１６

に凹 凸８ ｍｍの結果を示す。凹凸幅が狭い程、凹凸を多く設けることが可能であり、その

分コ アの 重なり面を増やすことが可能なので低負荷時でのインダクタンス落差が増加する

。し かし 凹凸幅が狭いので高負荷時は磁気飽和の影響でインダクタンス落差が減少する。

凹凸 幅が 広い程、凹凸の数が少なくなり凹凸の重なり面は減り、低負荷時でのインダクタ

ンス 落差 の増加量は減少する。しかし凹凸幅が広いので高負荷時は磁気飽和の影響を受け

ない 。

【０ ０５ ９】

【表 １４ 】

【０ ０６ ０】

【表 １５ 】

【０ ０６ １】
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【表 １６ 】

【０ ０６ ２】

  更に 凹凸 形状を０段→１段→２段→１段→０段としたピラミッド型と０段→２段→０段

とし た溝 型のインダクタンス落差を比較する。ピラミッド型より溝型の方が多くの凹凸を

設け るこ とが可能なのでコアの重なり面を得られ低負荷時でのインダクタンス落差が増加

する 。

【０ ０６ ３】

  しか し高 負荷時では磁気飽和の影響を強く受けてインダクタンス落差が減少する。バラ

ンス の良 い凹凸幅４ｍｍの溝型に選定する。

【０ ０６ ４】

（１ ０） ギャップ長

  ギャ ップ 長を０．５ｍｍから０．３ｍｍに短縮したときのインダクタンス落差の増加量

を検 討す る。表１７に固定子コア０段目のみ使用した条件でギャップ長を変更した結果を

示し 、表 １８に固定子コア２段目のみ使用した条件でギャップ長を変更した結果を示す。

ギャ ップ 長を０．２ｍｍ狭くすることでインダクタンス落差が増加する。その効果は、固

定子 コア ０段目より固定子コア２段目のみをした場合の方が大きい。

【０ ０６ ５】

【表 １７ 】

【０ ０６ ６】

【表 １８ 】

【０ ０６ ７】

３． 高効 率ＳＲモータ

  ２． で述 べたコア設計に基づき高効率ＳＲモータを試作した。図２８に固定子コア断面
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を示 し、 図２９に回転子コア断面を示す。図３０に試作した回転子コアを示す。図３１に

固定 子コ アを示す。固定子コアの製作には固定子分割コアが１２個必要である。図３２に

完成 した 高効率ＳＲモータの外観を示す。

【０ ０６ ８】

（１ ）静 止トルクの実機検証

  実機 試験 により静止トルクの測定し、有限要素法磁場解析により求めた静止トルクの検

証を 行う 。図３３に６／４極ＳＲモータの静止トルクを示す。

  図３ ４に １２／８極ＳＲモータの静止トルクを示す。３種類のコア材料で静止トルクを

解析 で求 めたが実測の静トルクと近似した値となった。

【０ ０６ ９】

（２ ）高 効率ＳＲモータの効率

  表１ ９に 標準ＳＲモータと高効率ＳＲモータの性能表を示す。標準ＳＲモータと高効率

ＳＲ モー タの特性試験結果を比較する。図３５に回転数と出力電流、図３６にモータ効率

とモ ータ 出力の結果を示す。

【０ ０７ ０】

【表 １９ 】

【０ ０７ １】

４． まと め

  ＳＲ モー タのコア形状の基本設計を行い、モータ効率を向上させるための設計指針をま

とめ た。 その設計指針に従い、磁界解析によるコア極数・形状の最適化設計を実施し、モ

ータ 効率 が５％以上向上するコア極数とコア形状を決定した。決定したコア極数とコア形

状の コア 金型を製作することでＳＲモータを試作し、実機試験において５％以上のモータ

効率 向上 を確認した。

【産 業上 の利用可能性】

【０ ０７ ２】

  本発 明は 、電動機動力を利用するシステムに適用可能であり、例えば電気自動車の駆動

モー タに 利用することができる。
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【 図 １ 】

【 図 ２ 】

【 図 ３ 】

【 図 ４ 】

【 図 ５ 】

【 図 ６ 】

【 図 ７ 】

【 図 ８ 】
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【 図 ９ 】 【 図 １ ０ 】

【 図 １ １ 】

【 図 １ ２ 】

【 図 １ ３ 】

【 図 １ ４ 】

【 図 １ ５ － １ 】

【 図 １ ５ － ２ 】

【 図 １ ６ － １ 】
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【 図 １ ６ － ２ 】

【 図 １ ７ 】

【 図 １ ８ 】

【 図 １ ９ 】

【 図 ２ ０ 】

【 図 ２ １ 】

【 図 ２ ２ 】

【 図 ２ ３ 】
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【 図 ２ ４ 】

【 図 ２ ５ 】

【 図 ２ ６ 】

【 図 ２ ７ 】

【 図 ２ ８ 】

【 図 ２ ９ － １ 】

【 図 ２ ９ － ２ 】

【 図 ３ ０ － １ 】
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【 図 ３ ０ － ２ 】

【 図 ３ １ 】

【 図 ３ ２ 】

【 図 ３ ３ 】

【 図 ３ ４ 】

【 図 ３ ５ 】

【 図 ３ ６ 】
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