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富士電機は，中小容量の電動機の小型化，高効率化，高性能化を図るため，永久磁石形同期電動機（PM モータ）と駆動
システムを開発している。開発に当たり，ソフトウェア化した PM モータ設計プラットフォームを構築した。永久磁石の
渦電流損の評価や PM モータのコギングトルクの解析，鋳物フレームの鋳造シミュレーションを行っている。さらに PM
モータの温度予測技術や減磁耐量評価技術と組み合わせ，設計の最適化や品質向上に結び付け，お客さまのアプリケーショ
ンに応じたモータの提供を行っている。
Fuji Electric develops and sells permanent magnet synchronous motors (PM motors) and drive control systems that enable medium and
small electric motors to be made smaller, yet with higher eﬃciency and performance. A software platform for PM motor design has been
built for use in the development process. Simulations are performed to assess the permanent magnet eddy-current loss, analyze the PM motor
cogging torque, and to simulate the casting of a cast metal frame. By combining thermal predictive technology and technology for assessing
the ability to withstand demagnetization, and linking such technology to design optimization and improved quality, Fuji Electric also provides
motors suitable for customer applications.
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まえがき

準として規格化されているのに対し，PM モータにはその
ような制約がない。したがって，PM モータはアプリケー

電動機は，社会生活や産業活動に欠かせないキーコン

ション本位で電圧，電流，回転速度，極数，外部形状など

ポーネントである。例えば水道用ポンプ，送風用ファン，

の仕様が決められることになる。このような背景から，顧

空調用コンプレッサ，エレベータなどのインフラ設備や，

客の要求仕様に合致したモータの設計を，いかに早く高精

工作機械，印刷機，クレーンなどの各種産業機械の動力源

度に行うかが極めて重要となる。

やサーボアクチュエータとしてさまざまな場所で適用され

こうしたニーズに対応するため，富士電機ではシミュ
レーションを活用した PM モータ設計プラットフォーム

ている。
近年のトレンドとして，中小容量誘導電動機のコモディ
ティ化がある。製造技術が一般化したため，中小容量誘導

（PMMPF）を構築した。これはソフトウェア化されてお
り，特徴は次のとおりである。
⑴

電動機は“世界の工場”となった中国で安価に大量に製造

⒜

効率的な設計計算による短納期対応

されるようになり，差別化が困難となっている。一方で，

⒝

永久磁石の減磁耐量の評価機能による品質向上

省エネルギー（省エネ）
・CO2 削減のニーズの高まりによ

本稿では⒝の減磁耐量評価機能について述べる。

る電動機の高効率化，機器の小型化や高性能化に対応する

永久磁石は，温度やコイル電流による磁界の影響によっ

ための電動機の小型化，カスタマイズなどの要求が高まっ

て非可逆減磁することがある。一度非可逆減磁すると，永

ている。

久磁石は再着磁しない限り磁力が弱まったままとなり，必

富士電機では，上述のような状況を踏まえ，永久磁石形

要なトルクが得られなくなる。したがって，PM モータの

同期電動機（PM モータ）の駆動システムをドライブ事

設計においては想定される動作条件において非可逆減磁し

業の戦略アイテムとして位置付け，差別化を図っている。

ないこと，すなわち減磁耐量を見極める必要があり，この

PM モータは，永久磁石を回転子の部品に用いることに

ことが重要な品質の担保につながる。

よって，電動機の小型化，高効率化，高性能化が図れると

PMMPF では，最大電流，永久磁石特性を入力として，
永久磁石内部の磁束密度がどこまで下がり得るかを計算し，

いう優れた特徴を持つ。
本稿では，PM モータの価値向上を促進するために開発
した代表的技術を紹介する。

視覚的にその結果を確認できる機能を持つ。図₁は，コイ
ルに大電流が流れた場合の永久磁石の減磁部位の解析結果
例を示しており，非可逆減磁をし得る部位が特定されてい
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電気設計におけるシミュレーションの活用
⑴

₂.₁ PM モータ設計プラットフォーム

る。よって，このような部位が解消されるように磁石の寸
法や電流制限値を決定するという設計が可能となり，高信
頼化を図ることができる。

PM モータは誘導電動機と異なり，インバータ駆動が前
提である。よって，もともと系統電源への直接接続により
用いられてきた誘導電動機が系統電源の電圧と周波数を基

₂.₂ 永久磁石の渦電流損

永久磁石としてはネオジム磁石を用いることが多い。ネ
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永久磁石

表₁

コギングトルク詳細評価のサーボモータの仕様
項

目

ステータ外径（mm）
ステータ鉄心材料
ロータ鉄心材料

仕

様

124

項

目

極

数

仕

様
8

35A360

スロット数

12

S45C

磁石材料

Nd-Fe-B

非可逆減磁部位

鉄心積厚（mm）

50

空隙（くうげき）長
（mm）

0.9

ロータコア

フレーム材料

Al

定格出力（kW）

1

図₂ は，ネオジム磁石をロータ内部に埋め込んだ PM

シャフト
１/６モデル

モータについて導出した磁石渦電流損の分布を示している。

埋込磁石形モータの例，ロータのみ表示

導出された渦電流損の妥当性については，積層鋼板におい
て発生するコアロスと併せ，実機を用いた精密な損失測定
結果との比較を通して確認している。

図₂

埋込磁石形モータのネオジム磁石渦電流損の導出結果
ステータ鉄心

この技術を，PM モータの温度予測技術，および前述の
減磁耐量評価技術と組み合わせ，設計時点での性能予測，

（p.u.）
1

設計最適化，小型化，および品質向上に結び付けている。
⑵

₂.₃ PM モータのコギングトルク解析

PM モータに特有の問題として，コギングトルクがある。
コギングトルクは，コイル電流無通流の状態においてロー
タを外力によって回した場合に発生する脈動トルクを指す。
これは，PM モータが永久磁石を内蔵しているため，コイ
永久磁石
※ロータ鉄心部分は非表示

ル電流無通流の状態でもモータ内部の磁気エネルギーが存
0

在し，かつその磁気エネルギーがロータの位置に応じて変
化することに起因している。一方，コイル電流無通流の状
態では磁気エネルギーが発生しない誘導電動機などでは，

オジム磁石は，強力な磁場を発生させることができること

コギングトルクは発生しない。コギングトルクは制御系に

から広く実用されている。

おける外乱となるため，サーボモータなど高精度の位置決

₂.₁節で述べた永久磁石の減磁耐量では，永久磁石の温

め制御を行う場合には性能劣化要因となり，またそれ以外

度が大きな影響を与える。一般に，ネオジム磁石は温度が

の産業用途の場合においても振動の原因となるため，低減

高いほど非可逆減磁しやすくなる。ネオジム磁石は導電

が望まれる。

率が比較的高く，ネオジム磁石内部の磁束密度が時間的に
変化すると，磁石内に渦電流が誘起されて損失が発生する。

コギングトルクは，サーボモータの場合には定格トルク
の数 % に抑える必要がある。これは，PM モータ内部に

この渦電流損失が磁石の温度を上昇させる。なお，導電率

蓄積される総磁気エネルギーの約 1 % という極めて小さな

が低いフェライト磁石の場合にはこのような問題はないも

脈動によって生じる。したがって，これを磁界解析によっ

のの，最大磁気エネルギー密度がネオジム磁石の 1/10 程

て予測するためには，磁束密度および磁気エネルギーにつ

度であるため，簡単に置き換えることはできない。

いて，出力トルクやインダクタンスを導出する場合よりも

したがって，前述の減磁耐量評価においてネオジム磁石

はるかに大きなダイナミックレンジが必要となる。また材

の渦電流損と温度を予測し，これを考慮することが必要と

料のわずかな磁気特性の誤差を無視できないため，解析の

なる。富士電機では，磁界解析を中心とするシミュレー

難易度が高い。富士電機では，このようなコギングトルク

ションによってこれを実現している。

の予測技術にも取り組んでいる。次にその概要を述べる。

ネオジム磁石の渦電流損の原因となる磁束密度の変化

対象は，コギングトルクの要求が厳しい 8 極 12 スロッ

は，主に①磁気抵抗の空間変動（ステータのスロット部の

トのサーボモータ（表₁）とした。コギングトルクに影響

影響）
，②コイル起磁力の空間変動（ギャップ起磁力分布

する主な要因としては，モータ電磁気部の形状・寸法，鋼

高調波）
，および③コイル起磁力の時間変動（電流ひずみ，

板の磁気特性（B－H 特性）
，永久磁石の磁気特性，鋼板

スイッチングリプル）によって生じる。①と②については，

の加工および組立構造に起因する磁気特性の劣化，偏芯な

モータの詳細構造を反映させた磁界解析によって，③につ

どの非対称性が挙げられる。まずは，可能な限りこれらの

いてはそれに加えて別途シミュレーションによって導出し

要因を排除したモータを製作し，これについて解析値と

たインバータ駆動時の電流波形を用いて，磁石渦電流損を

実測値の整合を試みた。すなわち，図₃に示す断面形状を

算出する。

持ったモータにつき，加工ひずみがごく小さい鋼板を用い
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鋼板固定に伴う応力を排除した組立構造を採用し，さらに
ロータの偏芯量を精密調整できる供試装置を製作して評

3

構造設計におけるシミュレーションの活用

一致していることが分かる。また，図₄⒝に示すようにス

電動機の構造設計においてもシミュレーションの活用が

テータコアに対するひずみ取り焼鈍（しょうどん）の有無

進んでいる。ここでは，鋳物フレームの鋳造シミュレー

によってコギングトルクが約 40 % も異なる。鋼板打抜き

ションを紹介する。

による残留応力がコギングトルクに大きな影響を与えるこ

数 kW 以上の電動機のステータコアは，通常，積層鋼
板によって形成された後，鋳物製のフレームに収納される。

とが確認できた。
そのほかにもさまざまな要因によるコギングトルクの変

鋳物は砂型に溶湯（溶解した鉄）を注入（湯流れ）
・凝固

化を評価し，コギングトルクの設計時予測の精度を高め，

させて製作する。鋳物品質を安定させるには，湯流れ不良

製品性能の向上を図っている。

（流速不足，乱流，温度低下など）と凝固不良（引け巣な
ど）に気をつける必要があり，これらを考慮した設計は経
験に頼る場合が多い。
富士電機では，湯流れと凝固の状況のシミュレーション

図₃

コギングトルク詳細評価のサーボモータ断面形状

による事前評価を設計に取り入れ，品質の裏付けとなる定
量的なデータを蓄積し，分析している。
図₅は，電動機輸送用つり座部を品質改善した例である。

図₅

鋳造シミュレーションによる品質改善の例

（a）改善前
0

13

図₄

コギングトルク（N・m）

解析

0.04

（c）実機調査

75
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閉ループあり
（引け巣発生の可能性大）

サーボモータのコギングトルク実測値と解析値
0.06

（b）改善後

閉ループ解消
（引け巣発生の可能性小）

引け巣は確認されない

実測

図₆

凝固直後の応力シミュレーション
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やすい箇所である。改善前〔図₅⒜〕には，つり座内部に

参考文献

等凝固時間曲線から閉ループ，すなわち溶湯が還流してい

⑴

る部分があることが分かった。閉ループ部では，溶湯の
外部からの供給が少なく，最終凝固時に溶湯から孤立した

中村一夫, 笹川清明. パワーエレクトロニクス機器の要素技

術. 富士時報. 2009, vol.82, no2, p.108-113.
⑵

大口英樹ほか. 8極12スロットPMモータのコギングトル

状態となる。そのため，周囲が先に凝固，収縮することに

クにおける磁界解析と実測の比較と整合. 電気学会論文誌D.

よって引け巣が発生しやすい。そこでつり座部の寸法を調

2009, vol.129, no.7, p.667-673.

整し，閉ループが解消するように改善した〔 図₅ ⒝〕
。こ
の効果は実機調査で確認済みである。
凝固完了直後の温度分布を基にした熱変形の解析も可能

鳥羽

章夫

としている。図₆はその結果であり，凝固直後の温度分布

電動機，パワーエレクトロニクスなどの技術開発

や各部の剛性の違いから生じる変形を確認している。

に従事。現在，富士電機アドバンストテクノロジー

このように，構造設計にシミュレーションを活用するこ
とによって，十分な強度を確保しつつモータの小型化を図

株式会社エレクトロニクス技術センターパワエレ
機器開発部グループマネージャー。博士（工学）
。
電気学会会員，IEEE 会員。

ることができる。

廣瀬

4

あとがき

英男

電動機，特に永久磁石形同期電動機の開発と設計
に従事。現在，富士電機システムズ株式会社ドラ

お客さまの機器における永久磁石形同期電動機ドライブ

イブ事業本部鈴鹿製作所設計部。

システムの適用が拡大している。富士電機は，そのサプラ
イヤーとして，さらにはお客さまの製品の価値向上をとも
に進めるパートナーとして，期待に応えるための技術の高

芝野

度化を推進する所存である。

電動機の構造，冷却系の開発と設計に従事。現在，

修

富士電機システムズ株式会社ドライブ事業本部鈴
鹿製作所設計部。

160（ 12 ）

＊本誌に記載されている会社名および製品名は，それぞれの会社が所有する
商標または登録商標である場合があります。

