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空間高調波で自励する巻線界磁形同期モータの検討
青山 真大 1),2)

＊
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Study on Novel Wound-Field Synchronous Motor Self-Excited by Space Harmonics
Masahiro Aoyama

Toshihiko Noguchi

This paper describes a synchronous motor where the space harmonics power is utilized for field magnetization
instead of permanent magnets. The stator has a concentrated winding structure, and the rotor has two sets of windings,
i.e., an induction pole (I-pole) winding that retrieves mainly the third space harmonics and an excitation pole (E-pole)
winding for the field magnetization. Both coils are connected via a diode rectifying circuit. The voltage equation on
the dq-reference frame is investigated to clarify the self-excitation mechanism of the proposed motor. Furthermore,
the current phase vs. torque characteristics and the adjustable speed drive characteristics are studied by means of an
FEM based magnetic field analysis. Consequently, it is clarified that the E-pole torque becomes larger as the
fundamental synchronous speed rises and that the MTPA control angle advances with increase of the rotation speed.
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1．はじめに

対して過去に検討されていた自励技術に着目し空間高調波で

近年,輸送機器のゼロエミッション化に向け,12V アイドリ

自励可能な巻線界磁形同期モータを提案し，動作原理と駆動

ングストップシステムをベースにしたローエンドなハイブリ

特性を数学モデルと電磁界解析により明らかにしたので報告

ッドシステムから数百 V の二次電池を用いて電動化割合を高

する(3)-(5)．

めた高効率パワートレイン技術と,様々な技術ポートフォリ
オが検討されている．そのシステムを構成する電気－機械エ

2．自己励磁の原理
2.1. 電機子巻線方式と二重突極構造

ネルギー変換装置として，専ら高効率な埋込磁石構造回転機

図 1(a)にソリッドロータを内蔵した分布巻（12 極 72 スロッ

（IPMSM）が用いられている．包括的な燃費向上のポートフ

ト）の電機子磁束密度分布を示し，図 1(b)に集中巻（12 極 18

ォリオとして IPM モータの高効率化に加えて更なる小形化，

スロット）の電機子磁束密度を示す．図 2(a)，(b)に分布巻と

高エネルギー密度化が要求されている．それらを実現するた

集中巻の電機子鎖交磁束を示す．両図より，分布巻はロータ

めに IPM モータに用いられる永久磁石は残留磁束密度が高く，

コアに均一に電機子磁束が鎖交し電機子鎖交磁束も正弦波分

耐熱性を確保できる Dy や Tb を添加した高価なネオジム磁石

布になるのに対して，集中巻は巻線が互いに重なり合わない

が一般的に用いられている．そのようなコストと資源供給面

ためロータコアに不均一に電機子磁束が鎖交し電機子鎖交巻

(1)

の懸念に対して，近年巻線界磁モータが注目されている ．

線も台形波分布となる．次にソリッドロータから突極構造を

今日，他励式巻線界磁モータが主流であり，界磁調整が容易

有するロータに置き換えたときの分布巻と集中巻の電機子磁

であることから可変速特性に優れている．小坂らにより提案

束密度を図 3(a)，(b)示し，図 4(a)，(b)にロータ突極部鎖交磁

されている巻線界磁形フラックススイッチングモータは一次

束を示す．図 3 より分布巻の場合は隣り合うロータ突極部に

側に界磁巻線を備えておりロータは鉄心のみのため堅牢性が

おいて対向するステータ歯数とスロット数が同じため磁気抵

(2)

高い ．しかし，三相励磁用インバータに加えて界磁巻線用

抗が変化せずロータの磁束密度はどの突極部においても均一

のチョッパ回路が必要となりパワー線を含めた電力変換装置

である．しかし，集中巻の場合は隣り合うロータ突極部にお

の肥大が懸念される．さらにステータに対する電機子巻線の

いて 1 歯はステータティースに対向するが，一方はステータ

占積率が低下するため電機子銅損が増加することで十分な連

スロット部に対向するため磁気抵抗が異なり磁束密度分布が

続定格を確保できない懸念もある．本稿では，上記の問題に

不均一になる．その結果，図 4，5 に示すように分布巻の場合

*2014 年 05 月 21 日自動車技術会春季学術講演会において発表．

は電気角一周期内に 12 スロットあることから 12 箇所のスロ
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生することでロータ鎖交磁束に 12 次変動成分が重畳する．一

(a) Distributed windings.

(b) Concentrated windings.

Fig. 1 Magnetic flux density for solid rotor.
Fig. 5

d-axis inductance variation of 12pole-18slot

concentrated winding and 8pole-48slot distributed winding
configuration.

(a) Distributed windings.

(b) Concentrated windings.

Fig. 2 Magnetic flux waveform linking to armature
windings.

Fig. 6

d-axis inductance variation depending on rotor

position.

(a) Distributed windings.

(b) Concentrated windings.

Fig. 3 Magnetic flux density for salient poles.

(a) Cross section diagram. (b) Third space harmonics vector
and flux lines with auxiliary poles.
Fig. 7 Proposed self-excitation synchronous motor.

(a) Twelfth space harmonics (b) Third space harmonics vector
vector and flux lines of

and flux lines of concentrated

distributed winding

winding configuration.

configuration.
Fig. 4 Comparison of space harmonics vector and flux lines.
Fig. 8 Rotor winding connection of proposed motor.

方，集中巻の場合は 3 次の空間高調波がロータ自己インダク
タンスに重畳する．特に極数とスロット数の比が分数となる

ンスは高磁気抵抗のスロットが対向しているため q 軸磁路か

集中巻の場合は,図 6 に示すようにロータ位置がθ =0 deg のと

ら軸間干渉によって磁路を形成するので純 d 軸インダクタン

き正方向の純 d 軸インダクタンスは低磁気抵抗のステータテ

スは 0.5（=0.25+0.25）となる．一方，負方向の純 d 軸インダ

ィースが対向しているが，負方向の純 d 軸インダクタンスは

クタンスは低磁気抵抗のステータティースが対向しているた

高磁気抵抗のスロットが対向しているため q 軸磁路から軸間

め正方向の純 d 軸インダクタンスと同じ 0.5 となる．この周期

干渉によって磁路が形成される．正方向の純 d 軸インダクタ

的なインダクタンス変動によってロータ上に空間高調波が生

ンスを 1.0 とおき，軸間干渉インダクタンスを 0.5 とおくと負

じることで第 3 次空間高調波により自励現象を発生させるこ

方向の純 d 軸インダクタンスは 0.5（=0.25+0.25）となる．同

とが可能となる．結果，図 4，5 に示すように振幅が大きくロ

様にロータ位置がθ =60 deg のとき正方向の純 d 軸インダクタ

ータ巻線に十分鎖交させることができる低次の空間高調波が

発生する極とスロット数比が 2:3 のスロットコンビネーショ
ンが望ましいことがわかる．
2.2. 提案するモータの概要
図 7(a)に提案する自励式巻線界磁モータの径方向断面図を
示し，図 8 にロータ巻線結線図を示す．空間高調波から界磁
エネルギー源を効率的に得るために図 7(b)に示すように主磁
路から磁気的に遮蔽された補極を設けて q 軸高調波磁束を効
率的に誘導コイルに鎖交させている．さらにロータ突極部に
巻いた界磁コイルでは電磁石極を形成するとともに d 軸高調
波磁束を鎖交させて界磁エネルギー源としている．ロータ巻
線の誘導コイルと界磁コイルは図 8 に示すように界磁電流を

Fig. 9

効率的に得るために全波整流結線回路としている．なお，ロ

r/min calculated by FEM model.

Current phase vs. torque characteristics at 1000

ータ突極部を d 軸，補極（ロータ突極間）を q 軸と定義して
いる．
3．提案するモータの駆動特性予測
3.1. dq 座標系における数学モデル
図 5 に示すように提案するモータの d 軸インダクタンス Ld
と q 軸インダクタンス Lq は下記のように表すことができる．

Ld (ωt ) = Ld 0 + Lda cos 3ωt

(1)

⎛ ⎛
π ⎞⎞
Lq (ωt ) = Lq 0 + Lqa sin⎜⎜ − 3⎜ ωt − ⎟ ⎟⎟ = Lq 0 + Lqa sin 3ωt
6 ⎠⎠
⎝ ⎝

(2)

次に，
ステータとロータ間の dq 軸相互インダクタンス Md，

Mq は dq 軸ロータ巻線ターン数 Nrd，Nrq とステータ巻線ターン

(a)

Induced current of forward direction.

数 NS を用いて漏れインダクタンス補正係数を KLd，KLq とする
と下記のように表すことができる．

Md =

N rd
N
K Ld Ld = rd K Ld (Ld 0 + Lda cos 3ω t )
NS
NS

(3)

Mq =

N rq
N rd
K Ld (Lq 0 + Lqa sin 3ω t )
K Lq Lq =
NS
NS

(4)

すなわち，
dq 軸電圧方程式は dq 軸電機子電圧と電流を vsd，

vsq，isd，isq とおき dq 軸ロータ電流を ird，irq とおくと下記のよ
うに表すことができる．
⎡v sd ⎤ ⎡ R S
⎢v ⎥ = ⎢
⎣ sq ⎦ ⎣ 0
⎡ RS
=⎢
⎣0

0 ⎤ ⎡i sd ⎤ ⎡ p ω ⎤ ⎡ψ sd ⎤
⎢ ⎥+
⎢
⎥
R S ⎥⎦ ⎣i sq ⎦ ⎢⎣ω p ⎥⎦ ⎣ψ sq ⎦
⎡
L
0 ⎤ ⎡i sd ⎤ ⎢ d
⎢
+
⎢ ⎥
R S ⎥⎦ ⎣i sq ⎦ ⎢
⎢0
⎣

0

(b)

N rd
K Ld Ld
NS

Lq

0

N rq
NS

⎤ ⎡i sd ⎤
0
⎥ ⎢i ⎥
⎥ p ⎢ sq ⎥
⎥ ⎢i ⎥
K Lq Lq ⎥ ⎢ rd ⎥
⎦ ⎣⎢i rq ⎦⎥

− Lq
⎡− 3Lda sin 3ωt
+ ω⎢
∗
L
L
3
d
qa cos 3ωt
⎣
N
− rd K Ld Lda sin 3ωt
NS
∗
N rd
K Ld Ld
NS

Fig. 10

Field current.

Rotor current characteristics at 1000 r/min

calculated by FEM model.

自励式電磁石トルクは相互インダクタンスによって発生する
トルクであり，漏れインダクタンス係数（結合係数）と一次

⎤ ⎡i sd ⎤
K Lq Lq ⎥ ⎢ ⎥
−
i
NS
⎥ ⎢ sq ⎥
N rq
⎥ ⎢i rd ⎥
K Lq Lqa cos 3ωt ⎥ ⎢ ⎥
NS
⎦ ⎣⎢ i rq ⎦⎥
N rq

(5)
ここで RS は電機子抵抗，p は微分演算子，ωは電気的な角速度

側と二次側のターン数比が重要な要素となる(7)．
3.2. 電磁界解析による検証
電磁界解析では時間高調波を考慮せずに純正弦波電流源で
解析を行った．損失については銅損のみを考慮している．な
お，損失については解析精度向上の検討も踏まえて実機試作
評価を通じて今後検討していく．図 9 に電磁界解析により計

である．提案するモータのトルクは，電機子電流と(5)の第三

算した 1000 r/min 時の電流位相―トルク特性（定常状態）を

項に相当する磁束との外積で求めることができる．すなわち，

示し，図 10(a) に同駆動条件での誘導コイルを巻いた補極

Fig. 13 Mechanical configuration of proposed motor.

Fig. 11 Current phase vs. torque adjustable speed drive

成される界磁電流も増加していることが確認できる．一方，

characteristics for 273 Apk calculated by FEM model.

極低回転領域では電磁石トルクが低下するためトルクが低下
する課題も挙げられる．この課題に対しては文献(5)で提案す
るようにロータ誘導電流の正負切り替わりタイミングでパル
ス電流を区間的にトルク指令電流に重畳させることで時間高
調波によって界磁エネルギーを供給することができる．適切
なパルス電流の周波数や振幅については，実機試作評価及び
数学モデルと電磁界解析により今後詳細検討を進める．
5．まとめ
本稿では，磁石フリーモータの一提案として従来損失とな
っていた空間高調波によって界磁可能な自励式巻線界磁モー

Fig. 12

Induced current characteristics for 273 Apk

calculated by FEM model.

タを提案した．集中巻且つ，突極ロータを内蔵した二重突極
構造とすることで低次空間高調波をロータ巻線に効率的に鎖
交させて誘導電流を発生させる原理について説明した．また

（I-pole）のダイオード整流回路の順方向誘導電流特性を示す．

電磁界解析によって動作特性について明らかにした．今後は，

図 10(b)に I-pole で発生した誘導電流が全波整流されることで

実機試作を行い性能評価を進めるとともに数学モデルの改良

形成される界磁電流波形を示す．図 9 より，電機子電流の増

に取り組むことで最適な制御モデルの検討を進める予定であ

加とともに電磁石トルクは増加しており，電磁石トルクの電

る．

流位相特性は β=90 deg 近傍で最大値となる特性であることが
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