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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　所定角度間隔で内方へ向けて突出すると共にステータ巻線(6A)を有する複数の突出磁極
(6)を備えた輪状ステータ(5)と、前記輪状ステータ(5)の内側に回転軸(1)を介して設けら
れたロータ(2)と、前記ロータ(2)内に設けられた複数のマグネット(4)と、前記ロータ(2)
に形成され前記各マグネット(4)に対応するロータ極部(2B)と、を備え、前記ステータ巻
線(6A)の励磁により前記ロータ(2)を回転させるようにし、前記ロータ(2)の前記マグネッ
ト(4)が設けられていない前記各ロータ極部(2B)における、前記各マグネット(4)と、ロー
タ外周面(2a)との間以外の領域に、前記ロータ(2)とは磁気抵抗が異なる１個もしくは複
数の磁気抵抗の異なる第１、第２部分(20,20A)が形成されていることにより、前記磁気抵
抗の異なる第１、第２部分(20,20A)を有しない前記ロータ(2)よりもコギングトルクの発
生が抑制されている構成としたＩＰＳモータにおいて、前記磁気抵抗の異なる第１部分(2
0)は、円形、多角形及び楕円、またはそれらを組み合わせた形状の貫通穴又は凹部の何れ
かよりなると共に前記ロータ(2)のロータ外周面(2a)の近くに位置し、前記磁気抵抗の異
なる第２部分(20A)は、長方形よりなると共に、その外周壁(20Aa)は直線ではなくロータ
外周面(2a)に沿って弧状に形成されていると共に前記各第１部分(20,20)間に位置し、前
記磁気抵抗の異なる第１、第２部分(20,20A)は、前記ロータ(2)のロータ外周面(2a)の内
側に位置しているＩＰＭモータ。
【請求項２】
　所定角度間隔で内方へ向けて突出すると共にステータ巻線(6A)を有する複数の突出磁極
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(6)を備えた輪状ステータ(5)と、前記輪状ステータ(5)の内側に回転軸(1)を介して設けら
れたロータ(2)と、前記ロータ(2)内に設けられた複数のマグネット(4)と、前記ロータ(2)
に形成され前記各マグネット(4)に対応するロータ極部(2B)と、を備え、前記ステータ巻
線(6A)の励磁により前記ロータ(2)を回転させるようにし、前記ロータ(2)の前記マグネッ
ト(4)が設けられていない前記各ロータ極部(2B)における、前記各マグネット(4)と、ロー
タ外周面(2a)との間以外の領域に、前記ロータ(2)とは磁気抵抗が異なる１個もしくは複
数の磁気抵抗の第１、第２部分(20,20A)が形成されていることにより、前記磁気抵抗の異
なる第１、第２部分(20,20A)を有しない前記ロータ(2)よりもコギングトルクの発生が抑
制されているＩＰＭモータのコギングトルクの抑制方法において、前記磁気抵抗の異なる
第１部分(20)は、円形、多角形及び楕円、またはそれらを組み合わせた形状の貫通穴又は
凹部の何れかよりなると共に前記ロータ(2)のロータ外周面(2a)の近くに位置し、前記磁
気抵抗の異なる第２部分(20A)は、長方形よりなると共に、その外周壁(20Aa)は直線では
なくロータ外周面(2a)に沿って弧状に形成されていると共に前記各第１部分(20,20)間に
位置し、前記磁気抵抗の異なる第１、第２部分(20,20A)は、前記ロータ(2)のロータ外周
面(2a)の内側に位置していることを特徴とするＩＰＭモータのコギングトルクの抑制方法
。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、ＩＰＭモータ及びそのコギングトルクの抑制方法に関し、特に、ロータに対
してロータとは異なる磁気抵抗を有する磁気抵抗の異なる部分（例えば貫通穴）を用いる
ことによりコギングトルクを抑制するための新規な改良に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、用いられていたこの種のＩＰＭモータの例を挙げる前に、一般に用いられている
ＳＰＭ(Surface Permanent Magnet)モータの場合、マグネットの外側の形状を適切に設計
することにより、コギングトルクの低減を実現している。
　これに対し、ＩＰＭ(Inter Permanent Magnet)モータは、特許文献１及び２に示される
ように、
（Ａ）　ロータの限られた体積の中に適切に磁石を配置することにより、より多くのマグ
ネット磁束をステータに流すことが可能である。
（Ｂ）　磁石の飛散防止対策を考慮する必要がないためギャップを狭く設計することがで
きる。
（Ｃ）　弱め磁界制御を用いることにより高回転域において大きなトルクを得ることがで
きる。
（Ｄ）　弱め磁界制御により幅広いダイナミック特性が得られる。
（Ｅ）　磁石が電気子電流の磁束変化に直接さらされないため磁石の渦電流損が少ない。
等の利点によって幅広い分野に多用され始めている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２０１０－１５４５９０号公報
【特許文献２】特開２０１２－２２８１７４号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　従来のＩＰＭモータは、以上のように構成されていたため、次のような課題が存在して
いた。
　すなわち、前述のＩＰＭモータは、図８から図１０で示されるように、回転軸１に設け
られたロータ２の外周は、所定の半径の外形を有する真円であるため同一直径で形成され



(3) JP 6503540 B2 2019.4.24

10

20

30

40

50

た円周面となり、図９及び図１０で示されるように、ロータ２のマグネット４と輪状ステ
ータ５の各突出磁極６（ステータ巻線６Ａを有する）とが対応する位置では、全てギャッ
プが一定であると共にギャップが極めて小さいため、多くの磁力線が形成されると共に磁
束密度が高くなるため、いわゆる、ロータ２の回転時に大きいコギングトルクの発生とな
っていた。
【０００５】
　そのため、利点として、大トルク型のモータを得ることはできるが、マグネットの形状
によって突出磁極６とロータ２間のギャップ部（図示のように極めて狭く設定されている
）に流れる磁束の波形をコントロールすることは難しく、また、前述のようにギャップを
小さくしたことにより、コギングトルクは非常に大となる傾向があった。
　すなわち、ＩＰＭモータがＳＰＭモータに比して様々な利点を持つにもかかわらず、位
置決め精度が必要なサーボモータとしては殆んど利用されていなかった。その大きい理由
は、このコギングトルクがあまりにも大きく、かつ、サーボ制御が困難であると云うデメ
リットのためである。
【０００６】
　本発明は、以上のような課題を解決するためになされたもので、特に、ロータに対して
ロータとは異なる磁気抵抗を有する磁気抵抗の異なる部分（例えば貫通穴）を適切に配置
することによりコギングトルクを抑制するようにしたＩＰＭモータ及びそのコギングトル
クの抑制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】
【０００７】
　本発明によるＩＰＭモータは、所定角度間隔で内方へ向けて突出すると共にステータ巻
線を有する複数の突出磁極を備えた輪状ステータと、前記輪状ステータの内側に回転軸を
介して設けられたロータと、前記ロータ内に設けられた複数のマグネットと、前記ロータ
に形成され前記各マグネットに対応するロータ極部と、を備え、前記ステータ巻線の励磁
により前記ロータを回転させるようにし、前記ロータの前記マグネットが設けられていな
い前記各ロータ極部には、前記ロータとは磁気抵抗が異なる１個もしくは複数の磁気抵抗
の異なる第１、第２部分が形成されていることにより、前記磁気抵抗の異なる第１、第２
部分を有しない前記ロータよりもコギングトルクの発生が抑制されている構成としたＩＰ
Ｓモータにおいて、前記磁気抵抗の異なる第１部分は、円形、多角形及び楕円、またはそ
れらを組み合わせた形状の貫通穴又は凹部の何れかよりなると共に前記ロータのロータ外
周面の近くに位置し、前記磁気抵抗の異なる第２部分は、長方形よりなると共に、その外
周壁は直線ではなくロータ外周面に沿って弧状に形成されていると共に前記各第１部分間
に位置し、前記磁気抵抗の異なる第１、第２部分は、前記ロータのロータ外周面の内側に
位置している構成であり、また、本発明によるＩＰＭモータのコギングトルクの抑制方法
は、所定角度間隔で内方へ向けて突出すると共にステータ巻線を有する複数の突出磁極を
備えた輪状ステータと、前記輪状ステータの内側に回転軸を介して設けられたロータと、
前記ロータ内に設けられた複数のマグネットと、前記ロータに形成され前記各マグネット
に対応するロータ極部と、を備え、前記ステータ巻線の励磁により前記ロータを回転させ
るようにし、前記ロータの前記マグネットが設けられていない前記各ロータ極部には、前
記ロータとは磁気抵抗が異なる１個もしくは複数の磁気抵抗の異なる第１、第２部分が形
成されていることにより、前記磁気抵抗の異なる第１、第２部分を有しない前記ロータよ
りもコギングトルクの発生が抑制されているＩＰＭモータのコギングトルクの抑制方法に
おいて、前記磁気抵抗の異なる第１部分は、円形、多角形及び楕円、またはそれらを組み
合わせた形状の貫通穴又は凹部の何れかよりなると共に前記ロータのロータ外周面の近く
に位置し、前記磁気抵抗の異なる第２部分は、長方形よりなると共に、その外周壁は直線
ではなくロータ外周面に沿って弧状に形成されていると共に前記各第１部分間に位置し、
前記磁気抵抗の異なる第１、第２部分は、前記ロータのロータ外周面の内側に位置してい
る方法である。
【発明の効果】
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【０００８】
　本発明によるＩＰＭモータ及びそのコギングトルクの抑制方法は、以上のように構成さ
れているため、次のような効果を得ることができる。
　すなわち、所定角度間隔で内方へ向けて突出すると共にステータ巻線を有する複数の突
出磁極を備えた輪状ステータと、前記輪状ステータの内側に回転軸を介して設けられたロ
ータと、前記ロータ内に設けられた複数のマグネットと、を備え、前記ステータ巻線の励
磁により前記ロータを回転させるようにしたＩＰＭモータにおいて、前記ロータの前記マ
グネットが設けられていない領域には、前記ロータとは磁気抵抗の異なる１個もしくは複
数の磁気抵抗の異なる部分（例えば貫通穴）が形成されていることにより、前記ロータよ
りもコギングトルクの発生が抑制されている構成としたことにより、図１１で示されよう
に、コギングトルクが抑制され、サーボモータとして利用できることにより、ＩＰＭモー
タの大トルクを用いて、従来用いられなかった分野の製品にもＩＰＭモータの展開が可能
となる。また、より一層、コギングトルクの細かい抑制の制御が可能となる。また、前記
磁気抵抗の異なる部分（例えば貫通穴）は、円形、多角形及び楕円、またはそれらを組み
合わせた形状の何れかよりなることにより、個々のＩＰＭモータのコギングトルクの細か
い調整が可能となる。
　また、前記磁気抵抗の異なる部分が長方形よりなり、その外周壁は直線ではなくロータ
外周面に沿って弧状に形成されていることにより、長方形としての容積を極力大型化でき
る。
【図面の簡単な説明】
【０００９】
【図１】本発明によるＩＰＭモータを有限要素法で解析して示す平面図である。
【図２】図１のＩＰＭモータの磁束線図である。
【図３】図１のＩＰＭモータの磁束密度を示す説明図である。
【図４】図１の他の形態の要部を有限要素法で解析して示す拡大平面図である。
【図５】図４の要部を示す拡大図である。
【図６】図４のＩＰＭモータの磁束線図である。
【図７】図４のＩＰＭモータの磁束密度を示す説明図である。
【図８】従来のＩＰＭモータを有限要素法で解析して示す平面図である。
【図９】図８のＩＰＭモータの磁束線図である。
【図１０】図８のＩＰＭモータの磁束密度を示す説明図である。
【図１１】従来と本発明のＩＰＭモータのコギングトルクの特性図である。
【発明を実施するための形態】
【００１０】
　本発明は、ロータに、磁気抵抗の異なる部分（例えば貫通穴）を用いることによりコギ
ングトルクを抑制することである。
【実施例】
【００１１】
　以下、図面と共に本発明によるＩＰＭモータ及びそのコギングトルクの抑制方法の好適
な実施の形態について説明する。
　尚、従来例と同一又は同等部分には、同一符号を付して説明する。
　図１において、符号５で示されるものは、所定角度間隔で内方へ向けて突出しステータ
巻線６Ａを有する突出磁極６を複数個有する輪状ステータであり、この輪状ステータ５の
内側には、回転軸１に設けられたロータ２が回転自在に設けられている。
【００１２】
　前記ロータ２内の回転軸１側には複数のマグネット４が埋設される状態で内設されてお
り、前記ロータ２の外径からなる外周面２Ａと前記輪状ステータ５の内径からなる内周面
５Ａとの間には、わずかな隙間からなり、前記ロータ２が回転できる程度で、かつ、全周
にわたり同一のギャップ１０Ａが形成されている。
【００１３】
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　前記ロータ２の各ロータ極部２Ｂの外周縁２Ｄの前記マグネット４が形成されていない
領域には、前記ロータ２とは磁気抵抗が異なる状態からなる磁気抵抗の異なる第１部分（
例えば、一対の円形の貫通穴）２０が形成されており、この磁気抵抗の異なる第１部分２
０は、円形の丸穴であるが、例えば、図示しない多角形及び楕円、またはそれらを組み合
わせた形状の何れかとすることもできる。また、この貫通穴２０には空気穴だけとする構
成の他に、溝や凹部、さらには、前記ロータ２とは磁気抵抗の異なる物質を埋め込んでも
よい。尚、図１及び図４のように、前記ロータ極部２Ｂは、前記マグネット４に対応して
いる。さらに、前記第２部分２０Ａは、図５のように、各第１部分２０，２０間に位置し
ている。
【００１４】
　前記第１部分である前記貫通穴２０（空気穴）を用いることで、この部分の磁気抵抗が
大となり、図１１で示される磁束線と磁束密度の特性が改良され、結果的に、コギングト
ルクの大きさが図１１で示されるように改良されることになる。従って、ギャップ磁束密
度波形のうち、ギャップ磁束密度をコントロールし、ひとつの磁石がステータと引き合う
力の波形のうち、磁石極数とステータスロット数の最小公倍数の整数倍の成分を減らすこ
とが出来れば、そのモータの形状による論理的なコギングは低下する。そのため、前記磁
気抵抗の異なる第１部分２０のロータ２における形成位置を選択することにより、コギン
グトルクの発生状態を任意にコントロールすることができる。
【００１５】
　図４は、前述の図１の他の形態を示す要部の拡大図であり、前記ロータ２のロータ極部
２Ｂにおける前記各磁気抵抗の異なる第１部分（例えば、貫通穴）２０の間に図１とは形
状の異なる長方形に近い形状の磁気抵抗の異なる第２部分２０Ａを形成すると、さらに有
効な構成となる。
【００１６】
　前記磁気抵抗の異なる第２部分２０Ａの前記ロータ外周面２ａに近い位置の外周壁２０
Ａａは直線ではなく、前記ロータ外周面２ａに沿って平行な状態となるように弧状に形成
されて空隙としての面積を大とし、直線とした場合よりもさらに大きい容積が確保できる
ように構成されている。尚、前記第１、第２部分２０，２０Ａは、前記外周面２ａの内側
でかつ、外周面２ａの近くに形成されている。
【００１７】
　次に、前述の本発明によるＩＰＭモータ及びそのコギングトルクの抑制方法の要旨とす
るところは、次の通りである。
　すなわち、所定角度間隔で内方へ向けて突出すると共にステータ巻線６Ａを有する複数
の突出磁極６を備えた輪状ステータ５と、前記輪状ステータ５の内側に回転軸１を介して
設けられたロータ２と、前記ロータ２内に設けられた複数のマグネット４と、前記ロータ
２に形成され前記各マグネット４に対応するロータ極部２Ｂと、を備え、前記ステータ巻
線６Ａの励磁により前記ロータ２を回転させるようにし、前記ロータ２の前記マグネット
４が設けられていない前記各ロータ極部２Ｂには、前記ロータ２とは磁気抵抗が異なる１
個もしくは複数の磁気抵抗の異なる第１、第２部分２０，２０Ａが形成されていることに
より、前記磁気抵抗の異なる第１、第２部分２０，２０Ａを有しない前記ロータ２よりも
コギングトルクの発生が抑制されている構成としたＩＰＭモータにおいて、前記磁気抵抗
の異なる第１部分２０は、円形、多角形及び楕円、またはそれらを組み合わせた形状の貫
通穴又は凹部の何れかよりなると共に前記ロータ２のロータ外周面２ａの近くに位置し、
前記磁気抵抗の異なる第２部分２０Ａは、長方形よりなると共に、その外周壁２０Ａａは
直線ではなくロータ外周面２ａに沿って弧状に形成されていると共に前記各第１部分２０
，２０間に位置し、前記磁気抵抗の異なる第１、第２部分２０，２０Ａは、前記ロータ２
のロータ外周面２ａの内側に位置している構成であり、また、本発明によるＩＰＭモータ
及びそのコギングトルクの抑制方法は、所定角度間隔で内方へ向けて突出すると共にステ
ータ巻線６Ａを有する複数の突出磁極６を備えた輪状ステータ５と、前記輪状ステータ５
の内側に回転軸１を介して設けられたロータ２と、前記ロータ２内に設けられた複数のマ
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グネット４と、を備え、前記ステータ巻線６Ａの励磁により前記ロータ２を回転させるよ
うにし、前記ロータ２の前記マグネット４が設けられていない前記各ロータ極部２Ｂには
、前記ロータ２とは磁気抵抗が異なる１個もしくは複数の磁気抵抗の異なる第１、第２部
分２０，２０Ａが形成されていることにより、前記磁気抵抗の異なる第１、第２部分２０
，２０Ａを有しない前記ロータ２よりもコギングトルクの発生が抑制されているＩＰＭモ
ータのコギングトルクの抑制方法において、前記磁気抵抗の異なる第１部分２０は、円形
、多角形及び楕円、またはそれらを組み合わせた形状の貫通穴又は凹部の何れかよりなる
と共に前記ロータ２のロータ外周面２ａの近くに位置し、前記磁気抵抗の異なる第２部分
２０Ａは、長方形よりなると共に、その外周壁２０Ａａは直線ではなくロータ外周面２ａ
に沿って弧状に形成されていると共に前記各第１部分２０，２０間に位置し、前記磁気抵
抗の異なる第１、第２部分２０，２０Ａは、前記ロータ２のロータ外周面２ａの内側に位
置している方法である。
【産業上の利用可能性】
【００１８】
　本発明によるＩＰＭモータ及びそのコギングトルクの抑制方法は、ロータのロータ極部
ロータの磁気抵抗とは異なる部分である磁気抵抗の異なる部分を形成することにより、円
周方向におけるギャップ磁束密度の変化を細かくコントロールし、コギングトルクを抑制
して低減化し、ＩＰＭモータのサーボ制御化を実現できる。
【符号の説明】
【００１９】
　　１　　回転軸
　　２　　ロータ
　２ａ　　ロータ外周面
　２Ａ　　外周面
　２Ｂ　　ロータ極部
　２Ｄ　　外周縁
　　４　　マグネット
　　５　　輪状ステータ
　５Ａ　　内周面
　５Ｅ　　内壁面
　　６　　突出磁極
　６Ａ　　ステータ巻線
　６Ｂ　　直線面部分
　６Ｃ　　円弧部
６Ｂａ　　曲線面部分
　１０　　ギャップ部
１０Ａ　　ギャップ
２０，２０Ａ　　磁気抵抗の異なる第１、第２部分（貫通穴）



(7) JP 6503540 B2 2019.4.24

【図１】 【図２】

【図３】 【図４】



(8) JP 6503540 B2 2019.4.24

【図５】 【図６】

【図７】 【図８】



(9) JP 6503540 B2 2019.4.24

【図９】 【図１０】

【図１１】



(10) JP 6503540 B2 2019.4.24

10

フロントページの続き

(56)参考文献  特開平１１－１６４５０１（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２０１１－０７８２８３（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２０１３－１９８２１５（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００５－１２４２８１（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００８－２７８５９１（ＪＰ，Ａ）　　　
              米国特許出願公開第２０１０／０１４８６２４（ＵＳ，Ａ１）　　

(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
              Ｈ０２Ｋ　　　１／００－１／３４，１５／０３，
              　　　　　　２１／００－２１／４８


	biblio-graphic-data
	claims
	description
	drawings
	overflow

