MD-15-078
RM-15-059
VT-15-006

補極付自励式巻線界磁形同期モータの HEV への適用可能性の実機検証
青山 真大＊（静岡大学／スズキ株式会社），野口 季彦（静岡大学）
Experimental Verification of Possibility for HEV Traction Application of Self-Excited Wound-Field Synchronous Motor
with Auxiliary-Poles Utilizing Space Harmonics
Masahiro Aoyama＊(Shizuoka University / SUZUKI Motor Corporation), Toshihiko Noguchi (Shizuoka University)

This paper describes a synchronous motor in which space harmonic power is utilized for the field magnetization instead of the
permanent magnets.

The stator has a concentrated winding structure, and the rotor has two different types of windings, i.e., an

induction pole (I-pole) winding that primarily retrieves the second space harmonic and an excitation pole (E-pole) winding for
the field magnetization.

The two coils are connected via a center-tapped full-bridge diode rectifying circuit.

rotor electromagnetomotive force distribution on the d-axis and the q-axis are theoretically discussed.

The effects of the

Then, the effects of the

auxiliary poles of the proposed motor are experimentally verified with a prototype machine through the adjustable speed drive
characteristics and the efficiency map.

In addition, it is experimentally clarified that the possibility of the proposed motor for

the HEV traction application by comparing with an interior permanent magnet synchronous motor (IPMSM) with a distributed
winding stator.
キーワード：巻線界磁形同期モータ，磁石フリー，自己励磁, 空間高調波，集中巻
(Keyword: wound-field synchronous motor, permanent-magnet-free, self-excitation, space harmonics, concentrated winding)
集中巻ステータにおいてロータ損失増加の主要因の一つで

1. はじめに

ある第 2 次空間高調波（基本波同期回転座標系における第 3

1980 年代に高エネルギー積を有する Nd-Fe-B 磁石が発明

次時間高調波）を界磁エネルギー源に活用した自励式巻線

されて以降，小型・高効率化の観点から埋め込み永久磁石

界磁モータが提案されている(3)(4)。この種のモータはステー

同期モータ（IPMSM）が盛んに開発され，今日のハイブリ

タとロータ間の相互インダクタンスを介した電磁誘導現象

ッド自動車（HEV）や電気自動車（EV）の駆動用モータと

を利用して界磁をつくるとともにトルクを出力するため，

し て 主 流 に な っ て い る (1) 。 し か し ， 高 磁 束 密 度 化 し た

ステータとロータ間の結合係数を如何に向上させるかが重

Nd-Fe-B 磁石の合金組成の特性上，耐熱性が低くなるため，

要である。そのため，筆者らは突極間に補極を配置して d

異方性磁界が Nd よりも 2 倍近く大きい Dy に一部置換した

軸と q 軸に鎖交する高調波磁束を界磁エネルギー源に活用

(2)

金属間化合物とすることで耐熱性を確保している 。一方で

できるモデルを提案した(5)。これらの新しい自己励磁技術は

重希土類である Dy は自然界に Nd の 1/10 程度の量しか存在

過去に提案されてきた技術に対してダイオード整流の基本

(2)

せず，産地が偏在しており枯渇の懸念もある 。これらの問

原理は共通であるが，ステータ側に補助巻線が不要になる

題に対して近年，減磁耐力を高めたい箇所に限定して Dy や

ことやリラクタンストルクが利用でき且つ，ロータに内包

Tb を拡散させる保磁力分布不均一磁石が開発され，実際に

する銅の割合を削減することでスペース的に多極化による

量産 HEV 車両への採用が始まっている。しかし，完全なレ

高トルク化が期待できる(6)。

アアースフリー化を実現するには車載用途で必要とされる

本稿では，提案モータの補極によるトルク特性向上の実

耐熱性において課題が残る。さらに Dy は産地が偏在してい

機検証と同一コアサイズの分布巻 IPMSM との性能比較を

るため国際状況によってコスト変動が大きいという問題と

行い，HEV への適用可能性について検討したので報告する。

資源供給面の懸念がある。また，48V 系のマイルドハイブ
リッドシステムの動きが欧州をはじめ盛んになってきてお
り，低コストで高効率な車載モータが期待されている。こ
れらの課題に対して，磁石フリーモータの可能性として，

2. 提案するモータの補極による性能改善
〈2･1〉 提案する自励式巻線界磁形同期モータの構造
提案するモータは三相 18 スロットを有する集中巻ステー
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Fig. 2. Induced voltage on rotor windings at current phase

(a) Proposed model (with auxiliary poles).

0 deg.

Fig. 3. Benchmark model of half-bridge diode rectifier.

げるような電流と整流された直流が流れることで自励され
た界磁を得ることができる。まず，Fig. 3 に示す半波整流モ
(b)

Benchmark model (without auxiliary poles).

Fig. 1. Rotor winding connection diagram.

デルにおいて，電機子磁束に重畳している空間高調波磁束 d
軸成分ΨSd がロータコイルに鎖交したときのダイオード導
通期間の誘導起電力 vrd は(1)で表すことができる。

タと，12 極の突極を有するロータ構造を採用している。ロ
ータコイルは Fig. 1 (a)に示すように q 軸高調波磁束を鎖交

vrd (t ) = Vrd sin ωt = Ri(t ) + L

di (t )
dt

(1)

させて誘導起電力を得るコイル（以下，I-pole）と，d 軸高

ここで，R はロータコイルの巻線抵抗，i はロータ電流，L

調波磁束を鎖交させて誘導起電力を生じさせつつ電磁石を

はロータコイルの自己インダクタンスで簡素化のため定数

形成するコイル（以下，E-pole）の 2 種類のコイルを有する。

としている。ωは電気的な空間高調波の角周波数である。vrd

ロータ突極部に集中巻で E-pole を配置し，I-pole をロータ突

は正弦波状であると近似する。(1)をラプラス変換する際，

極間に補極として配置する構造とすることで，効率良く空

半波整流のため不連続通電となったと仮定して電流初期値

間高調波から界磁を形成する(5)。補極を磁気的に遮蔽した配

i(0) = 0 であることを考慮してロータ電流を求めると(2)のよ

置とすることで突極比の低下を極力防いでいる。平本らが

うになる。

提案している空間高調波を界磁エネルギー源とする手法
（ベンチマーク）が d 軸高調波磁束のみを界磁エネルギー

i(t ) =

源として利用するのに対して，提案するモータは d 軸と q

t
⎡
⎤
−
Vrd ⎢
sin(ωt − θ ) + e τ sin θ ⎥
⎥
Z ⎢
⎣
⎦

軸に重畳している高調波磁束を効率的に界磁エネルギー源
Z = R 2 + ω 2 L2 ， cos θ =

として利用する点に特長がある(5)。
I-pole と E-pole のロータ巻線に発生する誘導起電力（一例

L
R
， sin θ = ωL ， τ =
R
Z
Z

(2)

(3)

として電流位相角 0 deg を図示）は，Fig. 2 に示すような位

ここで，(2)の各定数は(3)にまとめた。(2)から集中巻ステー

相になる。Fig. 2 の I-coil と E-coil の巻き方向は Fig. 1 (a)と

タによって発生する空間高調波がロータコイルに鎖交する

同じであり，ダイオード接続せずに開放状態としたときの

ことで誘導起電力が発生し，ロータの電気的時定数τ による

電磁界解析結果である。すなわち，Fig. 1 に示すように中性

遅れ角で誘導電流が流れる。この誘導起電力は磁束の時間

点クランプ形のダイオード素子を用いて全波整流回路結線

変動を打ち消すような位相で逆相の誘導起電力としてロー

することで効率良くロータコイルに発生した誘導起電力を

タコイルに発生し，その差分の誘導起電力によってロータ

界磁エネルギー源として活用することができる。

コイルの巻線銅損を補い，余剰分でロータ界磁が形成され

〈2･2〉 補極による磁気干渉低減効果

る。

ダイオード整流

形自励技術は，ロータ回転周波数と非同期の磁束が I-coil に

次に，Fig. 1 (b)に示すベンチマーク（補極なし全波整流回

鎖交することで誘導起電力が発生する。この起電力はダイ

路）モデルについて考える。ダイオード導通期間における

オードによって整流され，結果として磁束変動の変化を妨

電圧方程式は半波整流回路の場合と同様に考えることがで
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Table 1.

き，初期値は連続通電を仮定して i(0) = Idc とおく。ここで
idc(π/ω) = Idc の連続条件より，初期値を求めるとベンチマー

Motor parameter.

Description

Unit

A

B

C

Vrd

V

20

9.60

13.8

Vrq

V

0

0

-1.8

L

mH

10

5

5.6

R

Ω

1.75

1.75

1.64

N

r/min

500

ω

rad/s

314.2

電力が発生し，ベンチマークの場合と同様に考えるとロー

Z

Ω

3.60

2.35

2.41

タ電流は(5)となる。

θ

deg

60.9

41.9

47.2

NI (I-coil)

Turn

85

53

NE (E-coil)

Turn

92

122

F (fundamenal frequency)

Hz

クのロータ電流は(4)のように表すことができる。

V
i (t ) = rd
Z

⎡
⎤
t
−
⎢
⎥
2
τ
e sin θ ⎥
⎢sin(ωt − θ ) +
π
−
⎢
⎥
1 − e ωτ
⎣
⎦

(4)

次に提案モータ（補極あり全波整流回路）のモデル化を
考える。補極を有することで d 軸に加えて q 軸でも誘導起

⎡
⎤
t
−
⎥
Vrd ⎢
2
τ
i (t ) =
e sin θ ⎥
⎢sin(ωt − θ ) +
π
Z ⎢
−
⎥
1 − e ωτ
⎣
⎦
⎡
⎤
t
−
Vrq ⎢
2
τ sin θ ⎥
−
−
+
sin(
ω
t
θ
)
e
⎢
⎥
π
Z ⎢
−
⎥
ωτ
1− e
⎣
⎦
〈2･3〉 机上計算によるロータ電流比較

(5)

177

50

補極による効

果を確認するために前節の 3 モデル（半波整流，全波整流
補極なし，全波整流補極あり）のロータ電流を机上計算し
て比較した。Table 1 に示すモータパラメータを用いて机上
計算を行った。ここで，A は半波整流，B はベンチマーク，
C は提案モータである。基本的なモータパラメータは後述す

Fig. 4. Rotor field current calculated by mathematical model.

る試作機に準じている。Vrd や Vrq の振幅は適当な数値で設定
しており，ここでは 3 モデルの相対比較を重視する。補極
は磁気遮蔽された構造をもつため d 軸に対して q 軸の透磁
率を 30 %と設定している。さらに，Fig. 2 に示すように d
軸と q 軸の誘導起電力の位相が逆相となり，Fig.1 (a)のよう
に結線しているため，負電圧値としている。インダクタン
ス値について，半波整流モデルを基準に考えている。イン
ダクタンスはコイルターン数の 2 乗に比例するので，半波

(a) Benchmark model.

(b) Proposed model.

Fig. 5. Cross section.

整流が 10 mH であると仮定すると全波整流補極なしモデル
は I-coil が(85/177)2 倍（0.23 倍），E-coil が(92/177)2 倍（0.27
倍）となる。補極ありモデルも同様に求めている。Fig. 4 に
机上計算により求めたロータ界磁電流波形を示す。ここで
ダイオード導通期間で電圧方程式をモデリングしているた
め，半波整流モデルにおいて負側（非道通期間）がゼロに
なることが数式内に含まれていない。半波整流の場合，実
際には正側のみ流れるため Fig. 4 は正側のみ描写している。
一方，負側は Fig. 3 からわかるように隣りのコイルで半波整
流された界磁電流が発生する。同図より，補極を設けて q
軸高調波磁束も界磁エネルギー源として活用することで電
磁石トルクの向上が可能であることが確認できる。

3. 試作機による補極効果の実機検証
〈3･1〉 試作機の構造と諸元

提案モータの補極による

Fig. 6. Mechanical configuration of prototype.

証機用モータの主要諸元を Table 2 に示す。ベンチマークは
コア形状を共通とし，補極分の空いたスペースにロータコ
イルを追加で巻いている(7)。

トルク特性改善の実機検証を行うために Fig. 5 (a)と(b)の

〈3･2〉可変速トルク特性と効率

原理検証用モータを試作した。Fig. 6 に補極ありの試作機

いてキャリア周波数 10 kHz とし，リラクタンストルクと電

（提案モータ）の実機ロータを示す。今回試作した原理検

磁石トルクの分離を行うため，ロータ巻線を開放した状態

汎用インバータを用
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Table 1.

Specifications of prototype motor.

Description

Benchmark

Proposed

Number of poles

12

Number of slots

18

Stator outer diameter

200 mm

Rotor diameter

138.6 mm

Axial length of core

108 mm

Air gap length

0.7 mm

Maximum armature current

332.3 Arms (60 s)

(a) Benchmark model.

(b) Proposed model.

Fig. 8. Efficiency map in motoring.

Stator winding resistance

10.5 mΩ / phase

Number of stator coil-turn

30 T/pole

同図より，補極を設けることで Lq が増加して突極比が下が

Stator winding connection

6 parallel

ることに起因してリラクタンストルクが低下するが，電磁

Number of I-pole coil-turn

85

53

Number of E-pole coil turn

92

122

I-coil resistance

0.85 Ω / coil

0.46 Ω / coil

E-coil resistance

0.90 Ω / coil

1.18 Ω / coil

Thickness of iron core steel plate

0.30 mm (30DH)

石トルクが大幅に増加して結果的に総合トルクの増加を実
現できている。特に低負荷域におけるトルク向上効果が大
きく，回転速度の増加とともにベンチマークと提案モータ
の電磁石トルクの増加分の差が顕著になる。Fig. 8 に力行時
の効率比較を示す。同図より，提案モータは補極を設けて
ロータ誘導起電力バランスを d 軸と q 軸に分散させること
で空間高調波からロータ界磁を自励する量をベンチマーク
より増やせることを実験的に確認することができた。
〈3･3〉ロータ電流特性

補極の効果についてロータ電

流に基づいて考察するために，ロータ回転速度と電機子電
流振幅，電流位相を変化させたときのロータ電流を観測し
た。ロータ電流はスリップリングを設けたロータを用いて
ダイオード 6 箇所のうち，1 箇所を 3ch のスリップリングに
接続し，ブラシを介してモータの外側でダイオード短絡す
(a) Benchmark model.
(A)

(b) Proposed model.
Under 210 ArmsT.

る構成で測定した。一例として一極分の電機子起磁力 414
ArmsT，電流位相 60 deg の条件下でモータ回転速度を 500
r/min と 2000 r/min で比較した結果を Fig. 9 に示す。同図よ
り提案モデルとベンチマークモデルともに電気的基本波周
波数の U 相電流に対して，その 3 倍調波に当たる順方向電
流と逆方向電流が交互に観測される。即ち，ステータ側か
ら励磁することで発生する第 3 次時間高調波（静止座標に
おいて第 2 次空間高調波）がロータ巻線に鎖交し，その誘
導起電力によりロータ電流が流れることが確認できる。こ

(a) Benchmark model.
(B)

Fig. 7.

(b) Proposed model.
Under 825 ArmsT.

Adjustable speed drive torque characteristics.

の誘導電流が整流されることでロータに自励された電磁石
界磁が形成される。さらに，補極の有無で 500 r/min と 2000
r/min の結果を比較すると補極なしのベンチマークモデルの
ほうが界磁電流リプルが大きく，界磁電流振幅が小さい。

(7)

でリラクタンストルクの測定を行った 。次に，ロータ上で

今回比較対象としたベンチマークは提案モータの磁気回路

全波整流結線した状態でトルクを測定した。設計仕様上の

をベースに補極を取り除いたスペースにロータコイル占積

最大電機子電流は 323.3 Arms であるが（一極分の電機子起磁

率が等しくなるようにロータコイルを増やして試作してい

力 1661.7 ArmsT, 電流密度 23.1 Arms/mm2），測定環境の制約に

る。そのため，d 軸のみにロータ起磁力源を有するモータと

より電機子電流が 210 Arms 以下の範囲で実験を行った。回転

してパラメータが最適化されていない。

速度についても測定環境の都合上，提案モデルが 3000
r/min，ベンチマークが 2000 r/min を上限としている。回転

4. 分布巻 IPMSM との性能比較

速度刻みは 500 r/min とし，効率マップの不足点は線形補間

〈4･1〉 ベンチマーク IPMSM の諸元

している。Fig. 7 に電機子起磁力が低負荷（210 ArmsT）と中

（φ 200−L108）で試作した分布巻 IPMSM と諸性能の比較を

負荷（825 ArmsT）時の可変速運転トルク特性の一例を示す。

行い，HEV への適用可能性の実機検証を行う。ベンチマー

同じコアサイズ
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(a) Proposed model (500 r/min).

(b) Benchmark IPMSM (500 r/min).
(a) Proposed model (Reluctance).

(c) Proposed model (2000 r/min).

(b) Benchmark IPMSM (Reluctance).

(d) Benchmark IPMSM (2000 r/min).

Fig. 9. Rotor current and armature current under 414 ArmsT.
(b) Benchmark IPMSM (IPMSM).

Fig. 11. Efficiency map in motoring.

(a)

Actual prototype machine.

(b) Cross section diagram.

Fig. 10. Benchmark IPMSM (Distributed winding stator).

ク IPMSM は Fig. 10 に示すように 8 極 48 スロット（毎極毎
相スロット数 q = 2）の分布巻ステータ構造で，エアギャッ

(a) Benchmark IPMSM (Ttotal).

(b) Proposed (Ttotal for 2000 r/min).

(c) Benchmark IPMSM (Tr).

(d) Proposed (Tr for 2000 r/min).

(e) Benchmark IPMSM (Tmag).

(f) Proposed (Tmag for 2000 r/min).

プ長や電磁鋼板などの材料も提案モータと共通である。ロ
ータの永久磁石は V 字形に配置してリラクタンストルクを
積極的に利用できる磁気回路構造である(8)。磁石材料は信越
化学工業製 N39UH（Br = 1.22 T，Hcb = 965.7 kA/m @293 K）
であり，スキューは施していない。最大負荷時の電機子起
磁力は 1043 ArmsT（電流密度 28 Arms/mm2）で設計しており，
提案モータの最大電機子起磁力 1661.7 ArmsT（電流密度 23.1
Arms/mm2）とは電機子起磁力配分が異なるため，電機子起磁
力に対するトルク比較は参考値とし，効率で性能比較する。
〈4･2〉 諸特性の比較

力行運転において Fig. 11 にリラ

クタンスモータとして効率測定した結果と IPMSM として
測定した結果を示す。Fig. 8 と同図より，3000 r/min では提
案モータの効率差が約－2 %と分布巻 IPMSM に比肩する結
果であり，自励式電磁石トルクによる効率改善効果が大き
いことがわかる。一方，低回転域では原理的に十分な自励
ができず効率の低さが課題となる。同図でリラクタンスの
みで効率を比較（提案モータはロータ巻線開放状態，ベン

Fig. 12. Current phase and torque characteristics.

チマーク IPMSM は未着磁磁石）した結果からリラクタンス
トルクによる効率差が大きいことがわかる。すなわちリラ

ストルク，Tmag は磁石トルクである。同図より，両モータを

クタンストルクがベンチマーク IPMSM と比較して低いこ

比較すると磁石トルクがほとんど変わらない結果に対して

とが推測される。Fig. 12 に電流位相‐トルク特性の実測値

提案モータのリラクタンストルクの低さが明らかである。

を示す。同図において Ttotal は総合トルク，Tr はリラクタン

Fig. 13 に無負荷時の損失と IPMSM のコギングトルクを示
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す。同図より，提案モータは磁石フリーのため，IPMSM 構
造で発生する無負荷鉄損が無くなり，無負荷時のエネルギ
ー効率が向上する。また，提案モータはコギングトルクが
発生しない。Fig. 14 に 100 r/min 時のトルクリプル測定結果
を示す。トルクリプルはサンプリング周波数が 5 kHz のトル
ク計とイナーシャが大きな負荷装置を用いて測定した。同
図より，提案モータのトルクリプルが非常に大きいことが
わかる。特に 100 r/min の場合，提案モータのロータ磁化量
が弱く二重突極構造のため SRM のようにトルクリプルが大
きくなる。一方，回転速度の増加とともにロータ磁化量が

(a) Loss under no-load.

(b) Cogging torque of benchmark IPMSM.

Fig. 13. Loss under no-load and cogging torque of benchmark IPMSM.

増加し，Ld が小さくなるためパーミアンス脈動が低減する
ことでトルクリプルが小さくなっていくが，サンプリング
周波数と負荷側の影響から実測は困難である。
次に低負荷時と中負荷時で実測による損失分析をまとめ
た結果を Fig. 15 に示す。同図より軽負荷時の IPMSM は永
久磁石磁束に起因する鉄損割合が非常に大きいことがわか
る。一方でトルク密度を向上させるためにはロータ界磁が
重要であり，固定界磁の場合は相反しており，可変界磁機
能が重要であると言える。提案モータの損失分析結果にお
いて，回転速度の増加とともに鉄損増加割合がベンチマー

Fig. 14. Torque ripple at 100 r/min.

ク IPMSM より大きい。集中巻ステータ構造の場合，自励に
活用している第 2 次空間高調波以外も多くの高調波磁束が
重畳しており，これらの非同期回転磁束に起因することに
よる影響も大きいと考えられる。

5. まとめ
本稿では，集中巻ステータで不可避に発生する第 2 次空
間高調波を界磁エネルギー源に活用した自励式巻線界磁形
同期モータについて述べた。q 軸高調波を積極的に活用でき

(a) 124.8 ArmsT.

(b) 740.1 ArmsT.

(A) Benchmark IPMSM.

るロータ巻線回路の効果について数理的な説明と実機によ
る検証を行い，さらに分布巻 IPMSM とも諸性能の比較を行
った。その結果，q 軸高調波磁束を活用することでパッシブ
な可変界磁機能をもつ自励式電磁石トルクを増加でき，ト
ルク密度と効率向上に寄与することを実験的に確認でき
た。一方で，動作原理に起因した低回転，低負荷領域のト
ルクと効率不足が明らかになった。さらに二重突極構造に
よるトルクリプル低減も重要な課題となった。どちらも車
載時には性能改善が望まれる。今後，3000 r/min 以上の駆動
領域の評価を行うとともに低回転領域のトルクと効率向上
を狙った新しい自励式巻線界磁技術について検討を進める
予定である。
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