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トランスバースバイパス磁束制御による可変界磁 PM モータの提案
青山 真大＊，赤木 亮介（スズキ株式会社），野口

季彦（静岡大学）

Proposal of Variable Magnetic Flux PM Motor with Transverse Bypass Flux Control
Masahiro Aoyama＊, Ryosuke Akaki (SUZUKI Motor Corporation), Toshihiko Noguchi (Shizuoka University)

This paper proposes two types of novel variable magnetic flux PM motor with transverse bypass flux control. The permanent
magnet flux is controlled by the leakage transverse bypass flux path with magnetic shield (first proposed model) or magnetic
short-circuited (second proposed model).

The magnetic shield power or magnetic short-circuited power can be transfer by a

time-harmonic which is superimposed q-axis current for the first proposed model, or utilizing the space harmonic power by
self-excitation technique for the second proposed model. The first proposed model has a distributed winding stator, the salient
pole rotor with the permanent magnets (PMs) and an auxiliary pole on q-axis, magnetically independent of the main magnetic
path. The second proposed model has a toroidally concentrated winding stator, the salient pole rotor with the PMs and axial
segmented induction core with induction coil. Both proposed motor has a transverse bypass core around the PMs and two
different types of the rotor windings, i.e., an induction coil (I-coil) that retrieves the asynchronous rotating magnetic flux and a
bypass core coil for the magnetic shield or magnetic short-circuited.

The two coils are connected via a diode bridge for the first

proposed model, or a center-tapped full-bridge rectifying circuit for the second proposed model. The operating principle of the
variable magnetic flux of PMs with transverse bypass flux control is analytically discussed.

キーワード：可変界磁，トランスバースバイパス，誘導起電力，ダイオード整流，非同期回転磁界
(Keyword: variable magnetic flux, transverse bypass, induced voltage, diode rectifier, asynchronous rotating magnetic field)

1. はじめに

や，誘導電動機（IM）を用いたシステムが検討されている。
しかし，前者の場合，大出力化に伴い従来よりも界磁電流

近年，欧州をはじめとした主要国における 2020 年の燃費

を増やす必要がありブラシの摩耗や耐久性が問題となる。

規制を達成するために自動車の電動化が急激に促進されて

さらに鉄塊のロータ構造のため，鉄損増加により高効率小

いる。2011 年にドイツの自動車メーカー5 社が 48 V 電源規

型化が困難である。IM に関してはロータに界磁源を有して

格「LV148」を策定し実用化に向けて技術開発が進められて

おらず，誘導性のため効率と力率が低いという問題がある。

(1)

いる 。48 V システムは高電圧のフルハイブリッドシステ

上記の背景に鑑みて，近年，可変速特性と高効率エリア

ム（フル HEV システム）に比べれば燃費改善効果が劣るが，

の拡大を目的に可変界磁モータが盛んに研究されている(2)。

一方で車両重量が軽量な B セグメント以下のコンパクトカ

代表的な可変界磁モータの一例として下記が挙げられる。

ーにとっては小型軽量で安価な HEV システムとなり，コス

1)

ロータに高保磁力磁石と低保磁力磁石の 2 種類の磁石

トメリットと燃費改善効果を得やすい。さらに 60 V よりも

を内包し，低保滋力磁石を駆動中に着減磁させるタイ

低い電圧のため，安全対策（感電対策処置）の観点からア

プや，SmCo 磁石の着滋量を変化させて駆動するタイプ

ジア諸国も含めて普及させやすいメリットがある。

の可変磁力モータ

一方で高電圧 HEV システムに比べて限られた電圧制限内

2)

(3)(4)

。

ロータスキュー角を外部アクチュエータなどを用いて

で駆動する必要があるため，従来の永久磁石埋込形同期モ

物理的に操作し，電機子巻線鎖交磁束を変化させる可

ータ（IPMSM）を用いた場合は著しく駆動領域が狭まって

変界磁モータ(5)(6)。

しまう問題がある。今日の一般的な低電圧 HEV システムと

3)

コンシクエントポール構造とし静止磁界でイメージポ

してはスリップリングを介して界磁調整可能なクローポー

ールの強め界磁と弱め界磁を制御するタイプ(7)(8)(9)。

ル形オルタネータとインバータを組み合わせたシステム

また近年，磁極間に漏れ磁束経路（Flux bypass）を設ける
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ことで，電流負荷により磁石磁束のステータ鎖交量を可変
できるパッシブな可変界磁モータも提案されている(10)。従
来技術の可変磁力タイプにおいては磁力制御アルゴリズム
の開発や大きなパルス電流を発生させる必要からモータ容
量よりも大きな電力容量のインバータが必要になるという
問題がある。後者のスキュータイプにおいてはロータ位相
制御用のアクチュエータが必要となるため，サイズや重量，
コスト増の原因となる。コンシクエントタイプにおいては
強め/弱め界磁時に常に静止磁界励磁するため界磁銅損増加

(a) Proposed motor. (b) Bypass core and auxiliary pole. (c) Rotor coil circuit.

が懸念される。

Fig. 1. Proposed motor (TYPE-1).

上記の課題に鑑みて，筆者らは文献(11)の 3D 磁界効果に
よる磁気回路の磁束制御技術に着目し，磁石周りに圧粉鉄
心（SMC）などで構成されるトランスバースバイパス磁路
を設けて，文献(10)の漏れ磁束による可変界磁の考え方を応
用し，磁石磁束を磁気遮蔽もしくは磁気短絡させることで
ステータに鎖交する磁束量を可変できる可変界磁 PM モー
タを考えた。既に文献(12)で近いコンセプトの可変界磁モー
タが開示されているが，文献(12)はバイパス磁路コイルへの
給電方法が未検討であり，さらに N 極と S 極いずれか一方

(a)

Proposed motor.

(b) toroidal stator.

の磁化方向においてのみバイパス磁路が設けられている。
一方，本論文で提案するモータは，N 極と S 極の両方の磁
化方向においてバイパス磁路が設けられており，ギャップ
磁束密度が N 極と S 極でオフセットしない。そのため，文

(c)

献(12)で懸念される短絡磁束発生時にコンシクエントポー

Rotor coil circuit.

Fig. 2. Proposed motor (TYPE-2).

ル化することでトルクリプルが増加するという問題を解決
でき，可変界磁レンジも拡大することができる。
本論文では，アクティブに可変界磁可能なタイプとパッ
シブに可変界磁可能な 2 種類の可変界磁モータを提案する。
1)

時間高調波によるバイパス磁路コイルへの給電タイプ
図 1 に示すように分布巻ステータ（毎相枚極スロット数 q

= 2）に磁石埋込形突極ロータを内包しており，ロータに内
包した磁石周りに SMC 製のトランスバースバイパス磁路を
設けて，さらに突極間（q 軸）に磁気的に遮蔽された補極を
備えている。補極に巻かれた誘導コイル（I-coil）とバイパ
ス磁路の両端に巻かれたバイパス磁路コイル（B-coil）は図

(a)

Without B-coil flux.

(b) With B-coil flux.

1(c)に示すようにダイオードブリッジを介して接続されて

Fig. 3. Variable magnetic flux with transverse bypass flux

いる。B-coil への給電は，q 軸高調波電流を電流指令値に重

control (TYPE-1).

畳させることで I-coil に誘導起電力を発生させ，ロータ上で
ダイオード整流することで B-coil に磁気遮蔽電流を得てい
る。q 軸に I-coil を配置することで B-coil への給電に必要な
時間高調波が磁石磁束に直交して鎖交することを防ぐこと
ができ，且つロータコイルの発熱による磁石熱減磁を防ぐ
ことができる。以下，TYPE-1 と呼称する。任意の時間高調
波指令値でアクティブに可変界磁可能なモータである。
2)

空間高調波によるバイパス磁路コイルへの給電タイプ
図 2 に示すように集中巻トロイダルステータのラジアル

ギャップ面に磁石埋込形突極ロータ（Radial-PM-rotor）を内

(a)

Without B-coil flux.

(b)

With B-coil flux.

包しており，ロータに内包した磁石周りにギャップを設け

Fig. 4. Variable magnetic flux with transverse bypass flux

た SMC 製のトランスバースバイパス磁路を設けている。バ

control (TYPE-2).

イパス磁路の両端には B-coil が巻かれている。さらにアキ
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シャルギャップ面に誘導コイル（I-coil）を備えた誘導コア
（Axial-I-core）が配置されている。集中巻ステータ構造で不
可避に発生する第 2 次空間高調波が I-coil に鎖交することで
誘導起電力が発生し，図 2(c)のロータ巻線回路で整流されて
B-coil に直流電流が給電される(13)(14)。I-coil をアキシャルギ
ャップ面に備えることでロータコイルの発熱による磁石熱
減磁をふせぐことができ，空間高調波をエネルギー源とし
てバイパス磁路コイルへの給電が可能なパッシブに可変界

(a)

磁するモータである。以下，TYPE-2 と呼称する。

dq-axes current.

(b)

Armature currents.

Fig. 5. Armature currents with time harmonic (1.2 kHz).

2. 3D 磁界効果による磁束制御形可変界磁の原理
〈2･1〉 TYPE-1（磁気遮蔽タイプ）

図 3 に TYPE-1 の

3D 磁界効果による磁束制御の原理説明図を示す。同図に示
すように，基本波回転磁界のみで駆動する場合（q 軸高調波
電流を重畳しない場合），補極に巻かれた I-coil に誘導起電
力が生じないため，B-coil に電流が流れない。そのため，磁
石磁束の一部はトランスバースバイパス磁路を介して軸方
向に鎖交するためステータ鎖交磁束が減少する（すなわち，

(a)

弱め界磁状態）。次に，q 軸高調波電流を重畳した場合，q

Magnetic flux linking to U-phase coil.

(b) Fundamental magnetic flux.

Fig. 6. Magnetic flux linking to U-phase coil (TYPE-1).

軸高調波磁束が I-coil に鎖交することで誘導起電力が生じる
ため，B-coil 磁束（B-coil flux）が発生する。B-coil の巻き方
向を磁石磁束の漏れ方向に対して磁気遮蔽する向き（対向
方向）にすることで磁石磁束がトランスバースバイパス磁
路を介して漏れる量を制御することが可能となる。B-coil
flux は q 軸高調波電流の振幅と周波数によって変化し，さら
に漏れ磁束量を上回る磁束となった場合は磁石磁束に加え
て B-coil flux もステータに鎖交するため強め界磁状態とな
る。すなわち，時間高調波によってアクティブに弱め界磁
から強め界磁まで可能な可変界磁モータであると言える。
〈2･2〉 TYPE-2（磁気短絡タイプ）

図 4 に TYPE-2 の

(a)

Without magnetic shield.

3D 磁界効果による磁束制御の原理説明図を示す。同図に示

Fig. 7.

すように，極低速回転時は，ファラデーの法則に基づき

current (TYPE-1).

(b) With magnetic shield.

Transverse bypass flux control by q-axis time harmonic

Axial-I-core に巻かれた I-coil に誘導起電力が生じないため，
B-coil に電流が流れない。さらにロータ‐ステータ間のギャ
ップよりも大きなギャップを介してバイパス磁路が形成さ
れているため，磁石磁束はほぼ全てステータに鎖交する。
一方，回転速度の増加とともに I-coil の誘導起電力が増加す
るため，B-coil に流れる電流が増加していく。B-coil の巻方
向を磁石磁束の漏れ方向に対してアシストする向き（同一
方向）にすることで磁石磁束がトランスバースバイパス磁
路を介して漏れる量を制御することが可能となる。回転速
度の増加とともに B-coil flux が増加していき，磁石磁束の漏
れ量が増加するため，弱め界磁状態となる。すなわち，空
間高調波によってパッシブに回転速度の増加とともに弱め

Fig. 8.

界磁可能な可変界磁モータであると言える。

amplitude.

3. 電磁界解析による磁束制御の基礎検討
〈3･1〉 TYPE-1（磁気遮蔽タイプ）

Rotor current with respect to q-axis harmonic current

検討は上記コアサイズで行う。電磁鋼板は新日鐵住金製

原理検証用試作機

35H230，磁石は信越化学製 N39UH である。B-coil への非接

としてステータコア外径φ120, 積厚 L51.8（環流バイパス磁

触給電については，q 軸を電流位相基準β にとり，−d 軸方向

路を含まず）で検討しており，以下電磁界解析による基礎
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Fig. 9. Torque with respect to q-axis harmonic current amplitude.

Fig. 12. Magnetic flux vectors of toroidally concentrated winding
stator.

Fig. 13.

Second space harmonic density and vectors.

磁石磁束が漏れて電機子鎖交磁束量が減少するが，時間高
Fig. 10. Current phase-torque characteristics of TYPE-1.

調波によって B-coil に給電して B-coil flux を発生させること
で磁気遮蔽効果により漏れ磁束を抑制し電機子鎖交磁束量
を増加させている。さらに磁石漏れ磁束を打ち消す以上の
B-coil 起磁力とすることで B-coil flux により強め界磁効果を
得ることが同図より確認できる。図 7 に磁気遮蔽有無の磁
束密度と磁束ベクトルを示すが，バイパス磁路に漏れる磁
石磁束を B-coil flux によって抑制できていることが確認で
きる。図 8 に q 軸高調波電流 Iqh の振幅（周波数は 1.2 kHz）
に対するロータ電流を示し，図 9 にトルクを示す。同図よ
り，環状バイパス磁路に鎖交する磁束による漏れ磁束起磁
力を上回る B-coil 起磁力を q 軸電流に重畳させて I-coil に給
電することで強め界磁が可能であることが確認できる。可
変磁束レンジ幅はトランスバースバイパス磁路の磁路幅

Fig. 11. 1.2 kHz time harmonic density and vectors.

（磁気抵抗）や B-coil 起磁力（ターン数と q 軸電流に重畳

を進角側，+d 軸方向を遅角側と定義し，I-coil を備えた補極

の積）によって決まり，特に q 軸高調波電流を調整するこ

を設置した q 軸に時間高調波を重畳することで実現する。

とでアクティブに可変界磁が可能となる。さらに図 10 に電

一例として d 軸電流一定，q 軸に周波数 1.2 kHz，振幅 100 A,

流位相‐トルク特性を示すが，q 軸高調波電流による B-coil

位相 90 deg の時間高調波を重畳させたときの電機子電流（基

起磁力が同じでも電流位相によって B-coil 起磁力による強

本波振幅 150 Arms, 電流位相 0 deg）を図 5 に示す。図 6 に正

め界磁（すなわち，電磁石トルク）が変化することが分か

する時間高調波の周波数と振幅によって決まる B-coil 電流

弦波励磁（d 軸電流，q 軸電流ともに一定で基本波振幅 150

る。図 11 に q 軸時間高調波（1.2 kHz）磁束ベクトル分布を

Arms, 0 deg）と，歪波励磁（d 軸電流一定，q 軸電流に 1.2 k Hz

示す。同図に示すように q 軸に配置した補極に鎖交してい

の高調波電流を振幅 100 A，位相 0 deg で重畳）さらに，比

ることが確認できる。以上の検討より，磁石磁束と電機子

較対象としてバイパス磁路なしの場合で U 相コイルに鎖交

磁束のベクトル関係によってバイパス磁路に漏れる磁束量

する磁束波形と基本波振幅を比較した結果を示す。同図よ

が変化するため，B-coil 起磁力と漏れ磁石磁束起磁力のバラ

り，トランスバースバイパス磁路を設けることで軸方向に

ンス関係が重要であると考えられる。今後の課題として，
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Fig. 15. Self-excited rotor current (3000 r/min, current phase
(a)

Average radial-torque with respect to rotation speed of TYPE-2.

(b)

Line voltage between U-phase and V-phase.

0deg).

(a)

3000 r/min, current phase 0 deg with opened rotor windings.

Fig. 14. Average torque of radial-PM-rotor and line voltage.

各トルク分離と磁路の関係を明らかにしていく。
〈3･2〉 TYPE-2（磁気短絡タイプ）

小型の原理検証機

試作を想定してコアサイズはステータ外径φ120，積厚 L19
（アキシャルロータとバイパス磁路を含まず）且つ，TYPE-1
と同じ材料で基礎検討を行う。図 12 に集中巻トロイダルス
テータの磁束ベクトルを示す。同図には V 相電流が最大の
タイミング（V 相電流を 1.0 としたとき，U 相と W 相電流
がともに-0.5）における磁束ベクトルを示している。三相各

(b)

3000 r/min, current phase 0 deg with rotor rectifier circuits.

コイルが重なり合わないためギャップ磁束はオフセットし

Fig. 16. Transverse bypass flux vectors with or without rotor

た磁束波形となり第 2 次空間高調波が重畳する(13)(14)。また，

rectifier circuits.

同図はトロイダルステータの 1 面にロータを配置した場合
であるが，さらに 2 面にロータを配置することで 3 面に 3

ルクと UV 線間電圧実効値を図 14 に示す。図 15 に一例とし

次元的な磁路を形成することができる。残り 1 面はハウジ

て 3000 r/min 時のロータ電流（順方向誘導電流，逆方向誘導

ングに取り付ける面とする。磁束ベクトルからわかるよう

電流，界磁電流）波形を示す。図 14 と図 15 に示すように，

に集中巻トロイダルステータは同相の電機子磁束を対向さ

第 2 次空間高調波が I-coil に鎖交することで誘導起電力が発

せてギャップ中に電機子起磁力を発生させるため，多面ギ

生し，ダイオード整流されることで界磁電流が自励され，

ャップ 構 造 の モ ー タに 適 し た ス テ ー タ 構 造 で あ る (13) 。

B-coil に給電される。その結果，Radial-PM-rotor に内包され

Axial-I-core は図 13 に示すように第 2 次空間高調波（基本波

た磁石磁束の一部がトランスバースバイパス磁路に漏れ磁

回転座標系における第 3 次時間高調波）の磁路のみ形成で

束磁路を形成し，電機子巻線に鎖交する磁束量を調整でき

きれば良いため，セグメント構造としている。不要な磁路

ていることが確認できる。回転速度の増加とともに I-coil で

（バックヨークを設けた主磁路の磁路）を設けないことで

発生する誘導起電力が増加するため，磁石磁束がバイパス

Axial-I-core で発生するドラッグトルクを低減し且つ，鉄損

磁路に漏れる量が増加する。その結果，図 14 に示すように

低減を狙った設計をしている。

Radial-PM-rotor トルクが回転速度の増加とともに低下して

同じ電機子起磁力（636 ArmsT）と＋q 軸基準に対する電流

いき，電機子巻線線間電圧も回転速度の増加とともに低減

位相（0 deg）の条件にて，Radial-PM-rotor の定常時平均ト

量が大きくなっていることを確認できる。図 16 にロータ巻
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線を開放したときと，ロータ巻線を整流回路結線したとき
のトランスバースバイパス磁路に漏れる磁石磁束ベクトル
を示す。同図より，空間高調波を活用して自励的に短絡磁

(11)

束磁路を形成できていることが確認できる。
今回の初期モデルでは各起磁力を最適化していないた
め，十分に端子電圧を低減できない設計であったが I-coil

(12)
(13)

B-coil の各コイル起磁力（ターン数）比率やトランスバース
バイパス磁路に設けたギャップ長（磁気抵抗），アキシャル
面とラジアル面のアスペクト比などの磁気回路設計によっ
て任意に空間高調波を磁気短絡起磁力源とした自励的な端

(14)

IPMSM Effectively Utilizing Variable Leakage Flux
Characteristics”,
IEEJ
Industry
Applications
Society
Conference, No. 3-13, pp. 139-142 (2014)
L. Ribeiro Lopes Cardoso, J. C. Teixeira: “3D Cross Coupling
Effect for Flux Control in Magnetic Circuit with Permanent
Manget”, The 22nd IEEE Power Electronics, Electrical Drives,
Automation and Motion (SPEEDAM2014), pp. 749-752 (2014)
山田英治：「回転電機」特開 2015-149830A，JP (2015)
M. Aoyama, K. Nakajima, T. Noguchi: “Study on Magnetic
Circuit Design of Self-Excited Wound-Field-Type Multi-Gap
Motor”, IEEJ Technical Meeting, RM-15-150 (2015)
M. Aoyama and T. Noguchi: “Experimental Verification of
Radial-Air-Gap-Type
Permanent-Magnet-Free
Synchronous
Motor Utilizing Space Harmonics with Auxiliary Poles”, IEEJ
Trans. IA, Vol.135-D，No.8, pp. 869-881 (2015)

子電圧の調整が可能である。モータ要求仕様に合わせて空
間高調波が I-coil に鎖交することで発生する誘導起電力を最
適設計することで，電流位相進角による弱め界磁が不要で
パッシブに可変界磁可能なことが期待できる。

4. まとめ
本稿では，ロータに内包した磁石周りに 3 次元磁路を形
成するトランスバースバイパス磁路を設けて，時間高調波
による磁気遮蔽タイプ（アクティブ可変界磁）と空間高調
波による磁気短絡アシストタイプ（パッシブ可変界磁）の 2
種類の可変界磁 PM モータを提案した。さらに電磁界解析に
より，可変界磁駆動可能であることを明らかにした。今後
は，提案した 2 つの可変界磁モータの詳細な磁気回路設計
を進めるとともに，構造設計及び原理検証機の試作を行い，
駆動原理の実機検証を進める予定である。
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