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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　誘導始動型のリラクタンスモータにおいて、前記リラクタンスモータのロータは、ロー
タ半径方向に１極あたり６層であるフラックスバリアスリットを備え、各層の前記フラッ
クスバリアスリットの端部と前記ロータの表面との間には前記ロータの鉄心の薄肉連結部
が１極あたり等間隔に１１箇所配置され、前記６層のフラックスバリアスリットのうち前
記ロータの表面側の第２層から第６層のフラックスバリアスリットが前記ロータの中心方
向に凸形の形状に形成され、前記６層のフラックスバリアスリットのうちの少なくとも１
層以上のフラックスバリアスリットにはそのフラックスバリアスリットの両端および中央
よりもスリット幅が狭くなる縮小部が設けられ、前記フラックスバリアスリットには導電
性のある非磁性材料が注入され、かつ前記ロータの軸方向両端面に前記フラックスバリア
スリット内のそれぞれの前記非磁性材料を結合する短絡環形状の非磁性の結合部材が設け
られたことを特徴とするリラクタンスモータ。
【請求項２】
　前記６層のフラックスバリアスリットのうち、フラックスバリアスリットの両端頂部２
点とロータの中心とで構成される鋭角部の角度が４５度より大となるフラックスバリアス
リットのみに縮小部を設けたことを特徴とする請求項１記載のリラクタンスモータ。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
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本発明は、リラクタンストルクを利用した同期電動機であり、とくに商用電源で反抗トル
クの大きな負荷を接続した場合も容易に自己始動が可能なリラクタンスモータに関するも
のである。
【０００２】
【従来の技術】
図６は、ロータ半径方向に１極当たり１層以上多層に間隔をおいて配置された複数組のフ
ラックスバリアスリットがロータの中心方向に凸形をなす形状をなし、ｄ軸とｑ軸の磁気
抵抗の差によるリラクタンストルクで回転する電動機であり、商用電源で自己始動は不可
能である。
【０００３】
前記従来の電動機では、フラックスバリアの層数が２から３層と少ない場合、一回転当り
のトルク変動が大きくなる問題がある。また、フラックスバリアの層数が多くなると、高
次の磁束に進入により、漂遊負荷損が増大するという問題もあった。
【０００４】
さらに、誘導始動する場合には、スロット数の選択によっては、誘導始動時に同期・非同
期トルクによって加速不能となる問題があった。
【０００５】
また、高速回転で回転する電動機の場合は、ロータの強度確保が必要であり、従来は、図
６に示すフラックスバリアスリットの中央にリブを設け、ロータ最外周部の薄肉で連結さ
れる厚さをある程度確保することで、ロータの強度を確保している。しかし、ｄ軸とｑ軸
の磁気抵抗の差が小さいほどリラクタンストルクは小さくなるために、この方法では漏れ
磁束が多くなることから磁気抵抗の差が小さくなり、リラクタンストルクが小さくなると
いう問題がある。また、モータを始動させるためには高価な制御装置を必要とした。
【０００６】
打ち抜き加工のみで作成した鉄心では真円にすることが容易ではなく、薄板鉄心を積層し
圧着カシメによって形成されたロータは強度が小さいため切削・研削によるロータの外径
加工によって真円にできないため、図６の空隙が不均一となり、大きな磁気騒音が発生し
やすい。同時に、３層以上の長穴スロットを設けたロータ最外周部の薄肉連結部の厚さを
極限まで薄くするには鉄心変形などの問題から切削加工に限界がある。そのため、この薄
肉連結部が厚くなってしまい、漏れ磁束による突極比低下が深刻で性能が著しく低下する
という問題点もあった。
【０００７】
ここで、前記従来技術では、商用電源で自己始動ができず、突極比の大きく取れるスリッ
ト形状と機械強度の両立が確保できず、ロータを真円にできないことから磁気騒音が発生
し易かった。
【０００８】
【発明が解決しようとする課題】
一回転当りのトルク変動が小さく、また漂遊損を低減できるようなフラックスバリアの層
数であって、かつまた、クローリングによる始動停滞の発生しないロータ・ステータスロ
ット数の組み合わせのリラクタンスモータを提供することを課題とする。さらに、突極比
が大きく取れるスリット形状で機械強度を確保し、商用電源で反抗トルクの大きな負荷を
接続した状態でも自己始動を可能とし、磁気騒音を低減したリラクタンスモータを提供す
る。
【０００９】
【課題を解決するための手段】
　本発明の第一の発明によれば、誘導始動型のリラクタンスモータにおいて、前記リラク
タンスモータのロータは、ロータ半径方向に１極あたり６層であるフラックスバリアスリ
ットを備え、各層の前記フラックスバリアスリットの端部と前記ロータの表面との間には
前記ロータの鉄心の薄肉連結部が１極あたり等間隔に１１箇所配置され、前記６層のフラ
ックスバリアスリットのうち前記ロータの表面側の第２層から第６層のフラックスバリア
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スリットが前記ロータの中心方向に凸形の形状に形成され、前記６層のフラックスバリア
スリットのうちの少なくとも１層以上のフラックスバリアスリットにはそのフラックスバ
リアスリットの両端および中央よりもスリット幅が狭くなる縮小部が設けられ、前記フラ
ックスバリアスリットには導電性のある非磁性材料が注入され、かつ前記ロータの軸方向
両端面に前記フラックスバリアスリット内のそれぞれの前記非磁性材料を結合する短絡環
形状の非磁性の結合部材が設けられたことを特徴としている。
【００１０】
　本発明の第二の発明によれば、前記６層のフラックスバリアスリットのうち、フラック
スバリアスリットの両端頂部２点とロータの中心とで構成される鋭角部の角度が４５度よ
り大となるフラックスバリアスリットのみに縮小部を設けたことを特徴としている。
【００１７】
【作用】
　本発明の第一の発明によれば、相帯高調波次数を避け、かつ進入する高調波磁束を少な
くするため、各層の前記フラックスバリアスリットの端部と前記ロータの表面との間には
前記ロータの鉄心の薄肉連結部が１極あたり等間隔に１１箇所配置されているので、一回
転当りのトルク変動が小さく、また漂遊損を低減することができる。また、フラックスバ
リアスリットに注入した非磁性材料の注入部材と、ロータ両端面に各スリット内の非磁性
材料を結合する短絡環形状の非磁性材料の結合部材を備えることで半径方向および円周方
向において機械的強度を向上することができる。さらに、フラックスバリアスリットの一
部を狭くしたことによって商用電源で始動する時の始動トルクを大きくすることができる
。
【００２５】
【発明の実施の形態】
本発明のリラクタンスモータにおいては、１極当りのステータスロット数と、ロータのフ
ラックスバリアスリットにより形成される１極当りの等価的ロータスロットとの最小公倍
数を大きくすることにより、一回転当りのトルク変動を小さくすることができる。このた
めには、ロータのフラックスバリアスリットにより形成される１極当りの等価的ロータス
ロット数として大きな素数を取ることが望ましい。この時、素数として５、７は相帯高調
波と同じ次数でありクローリングが発生してしまうため、素数としては１１以上の素数で
なければならない。一方、漂遊損低減のためには、高次の磁束の進入を防ぐために、ロー
タスロット数は少ない方が望ましい。この３つの条件を満足するためには、１極当りのロ
ータスロット数として１１スロットが望ましい。このため、前記の目的を達成するために
本発明では、フラックスバリアスロットの作る１極当りの等価的ロータスロット数が１１
となるように、一極当り６層のフラックスバリアスリットを設けることで、クローリング
を発生せず、トルク変動、漂遊損の低減を可能とする。
【００２６】
さらに非磁性材料：たとえばアルミ等をスリットに充填しダイカストすることにより、機
械強度を満足し、突極比が大きくとれ、商用電源で自己始動を可能とする。さらに、ロー
タ外径を加工することにより、空隙を均一とし磁気騒音を低減する。
【００２７】
以下に、図面を参照して本発明の実施の形態を説明する。
【００２８】
実施の形態１
図１は、本発明のリラクタンスモータのロータ（回転子）の構成を示す図であり、１はロ
ータを構成する鉄心のコアシートであり、その正面図を示す。ロータはコアシート１を積
層して形成する。２ａ～２ｆは回転方向の磁気抵抗差を形成するための６層からなるフラ
ックスバリアスリットであり、１極当りの等価的なロータスロット数が１１となるように
配置されている。３ａ～３ｃは、フラックスバリアスリットの端部近傍の一部の幅を狭く
した、スリットの縮小部である。コアシート１のパターンは、以後の実施の形態について
も共通である。
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【００２９】
１極当りのロータスロット数は、１回転当りのトルク変動を小さくするために１極当りの
ステータスロット数との最小公倍数を大きくすることが望ましく、このためには大きな素
数であることが望ましい。一方、高次の磁束の侵入による漂遊損失を少なくする観点から
は小さい素数であることが望ましい。素数のうち５と７は相帯高調波と同じ次数であるた
めクローリング（空隙磁束密度の高調波成分により発生する同期・非同期トルクによって
、すべり－トルク曲線に鞍点ができる現象。この鞍点で安定してしまい、加速できない場
合がある）が発生するので避けなければならない。以上の３つの条件から、ロータスロッ
ト数として１１を選択した。スリットによる等価的なロータスロット数が１１となるよう
に、フラックスバリアスリット２ａ～２ｆは６層とした。
【００３０】
ステータの１極当りのスロット数は、前記の３条件との組合わせの良好な数として９スロ
ットとした。ただし、ステータのスロット数は９に限るものではない。
【００３１】
ロータの１極当りのスロット数を１１とすることにより、１回転当りのトルク変動が小さ
く、漂遊損失が小さく、誘導始動をした場合のクローリングの発生を防止できるリラクタ
ンスモータを提供することができる。
【００３２】
実施の形態２
本実施の形態は、図１に示すフラックスバリアスリット２ａ～２ｆの中に非磁性材料を注
入し、これらをロータの軸方向端面に設けた短絡環形状の非磁性材料の結合部材で結合し
、固定したものである。このようにすることによって、ロータの半径方向および円周方向
の機械的強度を改善することができ、そのため高速回転の可能なリラクタンスモータを提
供することができる。また、機械的強度を改善できることにより、フラックスバリアスリ
ット端部の薄肉連結部を薄くすることが可能であり、漏洩磁束を減少させて突極比の大き
いロータを構成することができる。
【００３３】
実施の形態３
本実施の形態は、実施の形態２におけるフラックスバリアスリットへの非磁性の注入部材
とロータ端面に設けた短絡環形状の非磁性の結合部材をダイカスト法により一体に形成し
たものである。
【００３４】
本実施の形態によれば、実施の形態２における機械的強度をより一層改善できるとともに
、容易に製作することができる。
【００３５】
実施の形態４
本実施の形態は、実施の形態２、３におけるフラックスバリアスリットへの非磁性の注入
部材およびロータ端面に設けた短絡環形状の結合部材を銅または銅合金、あるいはアルミ
ニウムまたはアルミニウム合金のような非磁性の導電性材料としたものである。
【００３６】
図２は本実施の形態のリラクタンスモータのロータの構造を示す一部破断斜視図であり、
フラックスバリアスリット内に注入した非磁性導電性材料の構造を示すために、ローター
の一部を破断し、鉄心を除いた状態を示している。図において４ａ～４ｆはフラックスバ
リアスリット内に注入した非磁性導電性材料である。５はロータの外径面、６はロータの
軸方向端面に設けた短絡環であり、スリット注入部材４ａ～４ｆとともに２次導体を形成
している。このような２次導体はダイカスト法により一体に形成することができる。
【００３７】
本実施の形態では、銅、アルミニウムなどの２次導体に２次電流が流れトルクが得られる
ので、自己始動が可能である。ここで、フラックスバリア層を６層として１極当りの等価
的なロータスロット数を１１としてあるので、クローリングを発生することがなく、安定
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した自己始動が可能である。また自己始動が可能なため、始動のための制御装置を必要と
しない。
【００３８】
実施の形態５
本実施の形態は、実施の形態４におけるフラックスバリアスロット内の２次導体に、ロー
タ表面に近い位置に厚さの縮小部を設けたものである。図１において、３ａ～３ｃはフラ
ックスバリアスリットのロータ外周円近傍の一部の幅を狭くしたスリットの縮小部である
。このような縮小部を有するフラックスバリアスリットに非極性導電性材料を注入して形
成した２次導体は、図２の４ａ～４ｃに示すようにロータ表面に近い位置に厚さの縮小部
が形成される。
【００３９】
このような形状の２次導体は、かご型誘導電動機における２重かご型構造と同様に作用し
、始動時の２次抵抗を高めることができるので、始動トルクを大きくすることができる。
そのため、商用電源で反抗トルクの大きな負荷を接続した場合でも自己始動が可能である
。
【００４０】
実施の形態６
本実施の形態は、実施の形態５において縮小部を設けるフラックスバリアスリットをスリ
ット長の長いものに限定したものである。図１に示すようにフラックスバリアスリット２
ａ～２ｆのうちスリット長の長い２ａ～２ｃにのみスリットの縮小部３ａ～３ｃ設けてい
る。この結果、図２に示すようにフラックスバリアスリットに注入された２次導体４ａ～
４ｆのうち４ｄ～４ｆにのみ厚さの縮小部が形成されている。
【００４１】
フラックスバリアスリットの幅の縮小部は２次導体に薄肉部を形成し、誘導始動時に２重
かご型導体として作用し、始動トルクを増大する効果を有するが、一方ではフラックスバ
リアの一部の磁気抵抗を減少させ、突極比を劣化させる。したがってフラックスバリアス
リットの縮小部は大きな２重かご型効果の得られるものに限定して設けるのが得策である
。そのような条件は、フラックスバリアスリットの端部がロータ外周円となす角度が大き
いことである。そのためスリット長の長いフラックスバリアスリットを選んで幅の縮小部
を設ける。フラックスバリアスリットとロータ外周円のなす角度としては、たとえば４５
度以上とするのが望ましい。
【００４２】
このように、縮小部を設けるフラックスバリアスリットを限定することにより、突極比の
低下を抑えながら始動トルクを増大させることができる。
【００４３】
実施の形態７
本実施の形態は、請求項４における非磁性導電性材料による２次導体４ａ～４ｆ（図２）
の一部を非磁性絶縁材料におき替えたものである。
【００４４】
図５は本実施の形態の２次導体の構成を示すものであり、図において、２次導体は導電性
材料部分４ａ～４ｆと絶縁物よりなる部分１０ａ～１０ｅから構成されている。導電性２
次導体４ａ～４ｆは図４に示すように短絡環６で両端面を短絡されている。またこのよう
な導電性材料と絶縁物から構成される２次導体もダイカスト法により一体に形成すること
ができる。
【００４５】
この実施の形態では２次導体の形状が誘導電動機のかご型２次導体の形状に近いものとな
り、２次抵抗を高めて始動トルクを増大させることができる。
【００４６】
実施の形態８
本実施の形態は、実施の形態２～７においてフラックスバリアスリットに非磁性体を注入
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したロータの外径面５を切削加工または研削索加工により真円度を高めたものである。フ
ラックスバリアスリットに非磁性材料を注入したロータは、径方向にも円周方向にも機械
的強度が大きく、ロータの外周部を機械加工することができる。図３はロータを機械加工
することにより真円度を高め、かつスリット端部の薄肉連結部の厚さを極限まで薄くした
ロータをステータ中に組込んだ状態を示している。図において、７はステータ、８はロー
タ、９はステータとロータの間の空隙を示している。ただし、空隙の幅は実際より拡大し
て表わしている。
【００４７】
フラックスバリアスリットに非磁性材料を注入せず空洞としたリラクタンスモータのロー
タは、フラックスバリアスリット端部の薄肉連結部の機械的強度が弱く、とくに３層以上
のスリットを有するロータでは薄肉連結部の幅を少なくとも０．５～１ｍｍ程度にする必
要があり、そのうえ機械加工が不可能であった。本実施の形態のようにフラックスバリア
スリット内に非磁性材料を注入して中実構造としたものではスリット端部の薄肉連結部の
幅を０．４ｍｍ以下とすることができ、かつ非磁性材料注入後にさらに機械加工により薄
肉連結部の幅をさらに縮小することができる。このため漏洩磁束を著しく減少させること
ができ、突極比を大きくすることができる。
【００４８】
またロータ外周部の機械加工によりロータ表面の真円度を高めることができるので、ロー
タとステータ間の空隙を均一にすることができ、磁気騒音の小さなリラクタンスモータを
提供することができる。また、ロータとステータ間の空隙を０．２ｍｍ以下まで小さくす
ることができるので、ロータの突極軸方向の磁束を増加させることができ、ロータの突極
比の改善とともに高力率のリラクタンスモータを提供することができる。
【００４９】
【発明の効果】
　本発明の第一の発明によれば、誘導始動型のリラクタンスモータにおいて、前記リラク
タンスモータのロータは、ロータ半径方向に１極当り６層であるフラックスバリアスリッ
トを備え、各層の前記フラックスバリアスリットの端部と前記ロータの表面との間には前
記ロータの鉄心の薄肉連結部が１極あたり等間隔に１１箇所配置され、前記６層のフラッ
クスバリアスリットのうち前記ロータの表面側の第２層から第６層のフラックスバリアス
リットが前記ロータの中心方向に凸形の形状に形成され、前記６層のフラックスバリアス
リットのうちの少なくとも１層以上のフラックスバリアスリットにはそのフラックスバリ
アスリットの両端および中央よりもスリット幅が狭くなる縮小部が設けられ、前記フラッ
クスバリアスリットには導電性のある非磁性材料が注入され、かつ前記ロータの軸方向両
端面に前記フラックスバリアスリット内のそれぞれの前記非磁性材料を結合する短絡環形
状の非磁性の結合部材が設けられたことを特徴としているので、一回転当りのトルク変動
が小さく、さらに漂遊損を低減することができるリラクタンスモータを提供することがで
き、フラックスバリアスリットに注入した非磁性材料の注入部材と、ロータ両端面に各ス
リット内の非磁性材料を結合する短絡環形状の非磁性材料の結合部材を備えているので高
速回転で運転することが可能なリラクタンスモータを提供することができる。また、フラ
ックスバリアスリットのロータ外周円近傍の一部を狭くしたことによって、始動時の２次
抵抗を高めることができるので始動トルクを大きくでき、商用電源で反抗トルクの大きな
負荷を接続した状態でも自己始動可能なリラクタンスモータを提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】　本発明のリラクタンスモータのロータ鉄心の構成を示すコアシートの正面図で
ある。
【図２】　本発明のリラクタンスモータのロータの一部を破断した斜視図である。
【図３】　本発明のリラクタンスモータのステータとロータの断面図である。
【図４】　本発明のリラクタンスモータのロータの側面図である。
【図５】　本発明のリラクタンスモータのロータの一部を破断した断面図である。
【図６】　従来のリラクタンスモータのステータとロータの断面図である。
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【符号の説明】
１　コアシート、２ａ，２ｂ，２ｃ，２ｄ，２ｅ，２ｆ　フラックスバリアスリット、３
ａ，３ｂ，３ｃ　スリットの縮小部、４ａ，４ｂ，４ｃ　２次導体、５　ロータ外径面、
６　短絡環、７　ステータ、８　ロータ、９　空隙、　　　１０　絶縁物、１１　リブ。

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】 【図６】
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