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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
（ａ）拘束性スリーブにより囲まれた中実な希土類マグネットコアからなる回転子と、
（ｂ）予め決められた定格の電子インバータを備えた制御回路と
を有する、高速度ブラシレス直流モータであって、
前記制御回路は、前記モータの基底速度から最大速度に亘って一定の有効電力を維持する
手段を備え、
逆起電力に対応して供給される電機子電流の位相の進み角を変化させることにより、前記
速度範囲に亘り弱め磁束制御を有効に作用させ、力率を１近くに維持することを特徴とす
る、高速度ブラシレス直流モータ。
【請求項２】
前記高速度ブラシレス直流モータは、前記電流および前記力率の大きさが、前記速度範囲
の両端で、それぞれ等しい値となるように設計されていることを特徴とする、請求項１に
記載の高速度ブラシレス直流モータ。
【請求項３】
設計された前記基底速度が約３２，０００ｒｐｍであり、設計された前記最大速度が約４
８，０００ｒｐｍであることを特徴とする、請求項１または２に記載の高速度ブラシレス
直流モータ。
【請求項４】
前記モータの基底速度における前記電流の位相は前記電圧の位相よりも遅れ、前記モータ
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の最大速度における前記電流の位相は前記電圧の位相よりも進むことを特徴とする、請求
項１～３のいずれか１項に記載の高速度ブラシレス直流モータ。
【請求項５】
最大出力（パワー）における前記電流の進み角（最大トルクを発生するようにアライメン
トされた電機子電流からの）は、約１５°～２０°であることを特徴とする、請求項４に
記載の高速度ブラシレス直流モータ。
【請求項６】
請求項１～５のいずれか１項に記載の高速度ブラシレスの直流モータであって、
直径方向に磁化された、中実な、希土類マグネットコアからなる回転子を備え、
当該回転子は、前記マグネットコアを囲み高速回転時に前記コアを半径方向に拘束する前
記スリーブを備えており、当該スリーブは前記コアの軸線の両方向に延びて前記回転子の
ために中空のシャフトを形成し、前記スリーブが非磁性、低電気伝導率の材料から形成さ
れていることを特徴とする、高速度ブラシレス直流モータ。
【請求項７】
前記希土類マグネットコアがネオジム－鉄－ボロン（Ｎｄ－Ｆｅ－Ｂ）から形成されてい
ることを特徴とする、請求項６に記載の高速度ブラシレス直流モータ。
【請求項８】
前記コアが前記スリーブ内に圧縮状態で保持されていることを特徴とする、請求項６また
は７に記載の高速度ブラシレス直流モータ。
【請求項９】
前記回転子の共振曲げ周波数が最大回転周波数を超えることを特徴とする、請求項６～８
のいずれか１項に記載の高速度ブラシレス直流モータ。
【請求項１０】
前記回転子は能動磁気ベアリング上に支持されており、前記ベアリングが回転子を軸方向
および半径方向に位置決めすることを特徴とする、請求項１～９のいずれか１項に記載の
高速度ブラシレス直流モータ。
【請求項１１】
前記回転子スリーブがインコネル（ＩＮＣＯＮＥＬ（登録商標））から形成されているこ
とを特徴とする、請求項１～１０のいずれか１項に記載の高速度ブラシレス直流モータ。
【請求項１２】
前記コアは、予めスリーブに応力をかけることによって、（静止時に）圧縮負荷がかかっ
た状態に維持されていることを特徴とする、請求項１～１１のいずれか１項に記載の高速
度ブラシレス直流モータ。
【請求項１３】
前記スリーブに予め応力をかけるために、前記コアと前記スリーブを温度差を与えた組み
立てることにより、前記スリーブを前記コア上の半径方向及び軸方向に熱収縮させること
を特徴とする、請求項１２に記載の高速度ブラシレス直流モータ。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
（発明の属する技術分野）
この発明は、高速電気モータの改良に関し、特に、高速、ブラシレス直流モータに関する
。この発明の原理はすべての領域のモータに適用することができるが、この発明において
は、特に、冷媒、空気またはガスコンプレッサー用のモータとしての適用について以下に
記述する。
【０００２】
（発明の背景）
コンプレッサモータとして使用される高速、ブラシレス直流モータの設計および構造には
、多くの問題が生じている。上述したモータは、所定の範囲の負荷にわたって、コンプレ
ッサモータとして有効であるために十分な出力を生じる必要がある。モータおよびコンプ
レッサを組み合わせた容積を最小化するために、高性能の高速、低トルクモータを設計す
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ることが望ましい。
【０００３】
高速、ブラシレス直流モータが知られている。この点に関して、（ピットマンインターナ
ショナル出版）セイおよびテイラー著、「直流機械」、第２版、特に、４．８、５．１０
および１１．４章を引用する。このようなモータは通常、冷媒コンプレッサに要求される
出力よりも低出力である。このようなモータの１つの形としては、希土類マグネット（特
に、ネオジム－鉄－ボロンのグレード）を使用する。しかし、この材料および他の希土類
マグネットは一般に、引張り強度が低く、幾分脆い。このため、その使用が相対的に低出
力高速電気モータに限定され、コンプレッサモータとして不適である。
【０００４】
環境上安全であると考えられているR１３４Ａおよび他のCFC冷媒等の新規な冷媒を使用す
る冷却コンプレッサーの適用において、冷媒と化学的に不相溶性である潤滑剤を使用する
ことは不可能である。このため、コンプレッサにおける従来のベアリングの使用は排斥さ
れる。従って、磁気またはフォイルベアリングのような非接触ベアリングの使用が望まれ
る。このようなベアリングは、駆動モータにおいても使用される。
【０００５】
この発明の目的は、相対的に高出力、且つ、容積比に対して非常に出力が高い高速電気モ
ータを設計することにある。
更に、この発明の目的は、冷媒コンプレッサ用に使用される電気モータを設計することに
あり、回転子は好ましくは、磁気ベアリング、フォイルベアリング等の無オイルまたは非
接触ベアリングによって支持されている。但し、他の適用においては通常のベアリングと
して使用することができる。
コンプレッサモータとして使用される電気モータおよび相対的に低コストの制御回路によ
って行うことができる制御を提供することが望ましい。
更に、所要の機械的強度を提供することができる構造において希土類マグネットを組み入
れた回転子を備えた電気モータを提供することが望ましい。
【０００６】
（発明の要旨）
この発明の第１の態様は、下記からなる、直径方向に磁化された、忠実な、希土類マグネ
ットコアからなる回転子を備えた、高速度、ブラシレスの直流モータである。前記回転子
は前記マグネットコアを囲み、高速回転時にコアを半径方向に拘束するスリーブを備えて
おり、前記スリーブは前記コアから軸線の両方向に沿って延びて回転子のために中空のシ
ャフトを形成し、前記スリーブは、非磁性、低電気伝導率の材料から形成されている。
【０００７】
回転子スリーブを使用して中空の回転子シャフトを形成することによって、回転子の重量
を少なくし、ベアリングにかかる負荷を少なくすると共に、一方で、所要のシャフト硬さ
を提供し、費用対効果に優れた構成方法を提供する。
この発明のモータは、最大効率および低損失のために、コアに関して中実な希土類マグネ
ットコアを使用する。
【０００８】
モータは、好ましくは、運転速度２０，０００ｒｐｍから５０，０００ｒｐｍの範囲内で
運転するように設計される。これによって、モータおよびコンプレッサの容積を少なくす
る。しかしながら、上述したような高回転速度は、発生する高い遠心力に耐える過酷な機
械的要求を回転子に課す。回転子は、更に、共振曲げ周波数が最大回転周波数を超えるに
十分な剛性硬さを有している必要がある。回転子は、回転子ベアリングにかかる負荷を最
小にするように軽いことが必要である。
【０００９】
冷媒コンプレッサに使用されるこの発明の好ましい態様において、回転子は能動磁気ベア
リング上に支持されており、そのベアリングが回転子を軸方向および半径方向に位置決め
する。しかしながら、他の形状の通常の機械的ベアリングまたは他の型の非接触ベアリン
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グを、この発明のモータに他の状況下で用いることができる。
回転子のスリーブは好ましくは、インコネル（登録商標）等の非磁性、高強度金属によっ
て形成される。これら非磁性、高強度金属は相対的に高いヤング係数を有し、回転子シャ
フトに要求される所要の曲げ硬さを提供する。
【００１０】
この発明の好ましい態様において、希土類マグネットコアは、予めスリーブに応力をかけ
ることによって、（静止時に）圧縮負荷がかかった状態に維持する。このような予め応力
をかけることは、スリーブを加熱する等、コアとスリーブを実質的に熱偏差が生じるよう
に組み立てることによって行うことができる。マグネットコアの外径およびスリーブの内
径は、精密な大きさで、相互に干渉してフィットするように形成する。
【００１１】
スリーブがコア上で縮むと、軸方向および半径方向の両方向の相対的な大きさの変化によ
って、マグネットコアに軸方向および半径方向の圧縮が働く。回転子が回転すると、生じ
た遠心力は、スリーブの引張り力によって反発され、最大回転速度で、あるとすれば、最
小の引張り力がマグネットコアに生じる。このように、スリーブによってもたらされるマ
グネットコア上の圧縮力によって、引張強度の低いコアの材料には、回転子に加わる回転
力の結果としての亀裂、移動、歪み等が生じない。
【００１２】
この発明の他の態様は、（ａ）拘束スリーブにより囲まれた中実な希土類マグネットコア
からなる回転子と、（ｂ）予め決められた定格の電子インバータを備えた制御回路とを有
する、高速度ブラシレス直流モータであって、
前記制御回路は、前記モータの基底速度から最大速度に亘って一定の有効電力を維持する
手段を備え、
逆起電力に対応して供給される電機子電流の位相の進み角を変化させることにより、前記
速度範囲に亘り弱め磁束制御を有効に作用させ、力率を１近くに維持することを特徴とす
る、高速度ブラシレス直流モータである。
【００１３】
即ち、前記のモータにおいては、前記電流および前記力率の大きさが、前記速度範囲に亘
って、それぞれ等しい値となるように設計されていることを特徴とする。
モータのある与えられた速度およびトルクに対し、最適の前記電流の進み角は、モータの
材料費やインバータの費用（あるいはインバータの定格に対し、それを超えるインバータ
出力の許容度）、ならびに、モータの鉄損や銅損に起因する発熱量によって異なるもので
ある。
【００１４】
与えられた速度およびトルクにおける電流の進み角は、関連するモータの材質のコストお
よびインバータのコスト（または与えられたインバータ規格に対する出力の増加能力）、
ならびに、鉄損および銅損に関連して発生する熱の問題によってきまる。
基底速度における前記電流の進み角が、前記基底速度における力率角と等しく、または、
概ね等しくなるように設定すると、弱め磁束制御を基底速度で取り入れないときよりも力
率（およびインバータの利用率）は増大する。
【００１５】
この発明の制御方法は、モータの設計をマグネット磁束の強度を考慮して、電機子に流れ
る界磁電流を最適化させ、低コスト部品を使用することによって、電子制御回路のコスト
を最小にする。このように、基底速度から最大速度に亘って、弱め磁束制御を取り入れた
モータを設計することによって、銅損は増加するけれども、インバータの定格は低くでき
、鉄損も減少できる。
【００１６】
この発明のある一つの態様において、最大出力において、設計された基底速度、即ち、約
３２，０００ｒｐｍで電機子電流の進み角は約１５°～２０°であり、設計された最高速
度、即ち、約４８，０００ｒｐｍで電機子電流の進み角は約５０°～５５°である。ピー
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ク出力で、電機子磁束のマグネット磁束に対する所定の比率（後述するマグネット磁束に
直交する電機子磁束の部分の比率Ｓ）を得るようにモータは設計され、そして、鉄を含有
してない回転子を使用することによって、インダクタンスを小さくし、所要の前記比率Ｓ
に対してモータのサイズを小さくする。
この発明をより容易に理解するために、この発明の特定の態様について図面を参照しなが
ら説明する。
【００１７】
（図面の詳細な説明）
図１は、この発明による、モータの概略部分断面図である。
図２は、基底速度および最大速度における各種磁束、電流、電圧のベクトル図である。
図３は、モータ制御器の説明図である。
【００１８】
（発明の詳細な説明）
図１に示すように、図示されているモータ１０は、冷媒用の（図示してない）遠心圧縮機
を駆動するために特別に設計された、高速度、ブラシレス、スロット付の直流モータであ
る。モータ／コンプレッサを組み合わせた全体のサイズを可能な限り小さくするため、で
きるだけコンパクトに設計される。
【００１９】
しかしながら、モータ１０は、使用できる交流電源１１および制御回路１４における電子
インバータ１２の定格に基づいて、十分な出力をコンプレッサに供給することが必要であ
る。図示した態様においては、電子インバータ１２のコストを最小にするために、その定
格を２００Ａ（ピーク電流）に制限している。これにより、３相電源の公称電圧が４１５
Ｖ（ｒｍｓ）の場合に、出力は７０から８５ｋＷになる。
【００２０】
回転子１６は、ネオジム－鉄－ボロン（ＮｄＦｅＢ）のマグネットコア１７からなってお
り、ＮｄＦｅＢは高磁気エネルギー密度、低引張強度の燒結磁性材料である。マグネット
コア１７は、非磁性、低電機伝導性金属合金であるインコネル（ＩＮＣＯＮＥＬ（登録商
標））７１８によって形成されたスリーブ１８に収容されている。
スリーブは、回転子の高速回転時に発生する力に対抗して、マグネットコア１７を拘束す
る。この発明の態様として、スリーブ１８には予め応力がかけられており、回転子が停止
しているときに、マグネットコア上に圧縮圧力がかかった状態を維持することが望ましい
。
【００２１】
このように予め応力をかけることは、マグネットコアの外径およびスリーブの内径を、締
まりばめ効果が得られる寸法に製作し、その後、マグネットコアをスリーブ内に挿入でき
るように、スリーブを加熱して内径を拡張する。すなわち、前記の加熱されたスリーブを
冷却すると、スリーブはその軸方向および半径方向の両方向に縮み、マグネットコアを半
径方向に圧縮すると共に軸方向にも圧縮する。
理想的には、回転子の高速回転時に、マグネットコア１７に張力が存在しないようにスリ
ーブに予め応力をかけておくことが望ましい。現実には、幾分張力が存在してもかまわな
い。軸方向の圧縮は、高速回転時におけるマグネットの張力を低下させる働きがある。
スリーブ１８は、マグネットコア１７を拘束する他に、軸方向に沿ってマグネットコアか
ら両方向に延伸して、回転子１６のための中空シャフトとして機能する。
【００２２】
中空シャフトは、回転子を支持する磁気ベアリングの近くまで延伸し、回転子に必要な曲
げ強度を提供して、モータ運転時に、空気間隙を維持する。
磁気スタッブシャフト２２および２３は、スリーブ１８の外端部２４および２６内に取り
付けられる。スタッブシャフト２２および２３は、磁気ベアリング１９によって要求され
るシャフトの反作用成分を提供する。
【００２３】
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使用する電子インバータを低定格なものにするため、モータの設計において、相電流のピ
ーク値に相線・中性線間電圧（line to neutral voltage）のピーク値を乗じて得られる
積（ｐｒｏｄｕｃｔ）を実現可能な範囲で出来るだけ小さくして、与えられた速度範囲に
わたって一定出力運転をすることが好ましい。このように、速度範囲にわたって力率をほ
ぼ一定にするだけでなく、電流および電圧も可能な限り変動しないようにすることが必要
である。
【００２４】
永久磁石モータのもっとも一般的な制御方法では、銅損を無視すれば、固定子電流からの
磁束と、マグネットからの磁束とは、９０°の位相差があり、一定の出力範囲（constant
 power range）において、最大電流は最低（基底）速度で生じ、最大電圧は最高速度で生
じ、その際の上記積値は単一速度の場合の積値よりもはるかに大きい値となる。
【００２５】
このことを改善するため、基底速度以下では（この場合インダクタンスが等価なので）、
通常、電流とマグネット逆起電力（誘起起電力）とは位相が一致しているが、限界電圧（
マグネットによる誘起起電力が上昇し、電機子電流を流せなくなる限界の電圧）に達した
ときに、弱め磁束制御を行うことにより、最高速度まで一定出力を維持する方法がとられ
ている。
【００２６】
弱め磁束制御において、マグネット磁束は、無トルク電流成分が付加された固定子（電機
子）電流による磁束によって妨げられる。すなわち、この無トルク電流成分の固定子電流
は最大トルクアラインメントの電機子電流より電流ベクトルの位相が９０度進んでいるの
で、マグネット磁束を打ち消し、その結果マグネット誘起起電力を弱めるのである。
【００２７】
この発明の第１の特徴は、モータの基底速度における電流の位相を電圧の位相よりも遅ら
せ、最大速度における電流の位相を電圧の位相よりも進ませることにより、電流および力
率の大きさが、一定の出力範囲における両端の速度で、それぞれ等しい値となるように、
設計されていることにある。
このことは、図２に示されている。
【００２８】
この発明の第２の特徴は、弱め磁束制御を、基底速度を越えた速度に対してのみ、徐々に
適用して行くのではなく、特に重要なことは、弱め磁束制御を基底速度においても適用し
ていることにある。
弱め磁束制御の使い方は柔軟性に富んでおり、実際に、十分大きな電流が使用可能であれ
ば、弱め磁束制御により、略力率１が達成できる。
【００２９】
電流が増加すると熱量が増えるので、モータを冷却する必要があるが、この問題は、図２
に示すように、基底速度における電流ベクトル（ｉ1に比例）の進み角α1が、基底速度の
力率角θ1と概ね等しくなるように制御することにより解決できる。
【００３０】
図２に示すように、基底速度／最大速度によって求められる比率をｓとすると、一定出力
に対して、ｓはマグネット磁束に直交する電機子磁束の部分の比率でもある。
基底速度において電流の進み角α1と力率角θ1とが等しいためには、α1とθ1が共に等し
く、
【数１】

でなければならない。
【００３１】
図２において、
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δ：負荷角
α１：基底速度における電流の進み角（最大トルクを発生するようにアライメントされた
電機子電流からの）
α２：最大速度における電流の進み角（最大トルクを発生するようにアライメントされた
電機子電流からの）
θ１：基底速度における力率角
θ２：最大速度における力率角
ラインｖ１：基底速度における全磁束（電圧に比例）
ラインｖ２：最大速度における全磁束（電圧に比例）
ラインｉ１：基底速度における電機子磁束（電流に比例）
ラインｉ２：最大速度における電機子磁束（電流に比例）
である。
【００３２】
図示した態様において、要求される一定出力範囲は、基底速度の約３２，０００ｒｐｍか
ら最大速度の約４８，０００ｒｐｍ迄であり、基底速度を１とすれば、１から１．５の範
囲である。
【００３３】
この速度範囲では、電流の進み角α１および力率角θ１は、１７°のとき（最も近い値）
、基底速度３２，０００で共に等しい。これは非常に優れた力率０．９６に対応する。最
大速度４８，０００における電流の進み角α２は５０°である必要がある（力率角θ２に
等しくなるために）。
要求される負荷角δ、即ち、電圧ベクトル（Ｖ１，Ｖ２）のマグネット逆起電力（ベクト
ル）からの進み角は３４°であり、基底速度および最大速度において同一である。
【００３４】
もし、このモータにおいて、基底速度での弱め磁束制御を取り入れないとすると、電流の
位相を進める（進み電流を流す）ということは、基底速度でトルクを提供できる最小の電
流値の４％も電流が増大することを意味する。
このように電流を増加させれば、僅かに力率（および出力）を向上させることが出来るが
、その反面、定格の大きな或は耐熱性の高い高価なモータが必要となる。
【００３５】
本発明では、力率、電流および出力は、一定出力範囲の両端（基底速度と最大速度のそれ
ぞれ）で等しいから、電圧ｖもまた等しくなければならない。しかしながら、中速度（基
底速度と最大速度の間の速度）では、力率角がプラスからマイナスに変わるので、力率１
を通過する（最大速度での力率角θ２は、マイナス角であり、プラス角のθ１からマイナ
ス角のθ２に移る間に力率角がゼロ、すなわち力率１を通過してマイナス角のθ２となる
）。
【００３６】
一定出力に伴って一定電流が維持されるとき、これら中速度で、電圧ｖは少し低下しなけ
ればならない。代わりに、電圧ｖを一定にして、中速度で電流ｉを低下させる。または、
ｖおよびｉを一定にすることによって、少し高い出力が得られる。
【００３７】
モータ制御器を図３に模式的に示す。制御器はマイクロコントローラ３０、パワーステー
ジ３２、モータ１０およびセンサ３３からなっている。センサ３３は、回転子の周りに１
２０°の角度で配置された３個のセンサからなっており、計算機３４に信号を送る。計算
機は、コンパレータ３６で指令速度ω’と比較することにより、回転子の速度およびその
位置を検出する。
【００３８】
コンパレータ３６はスイッチを備えており、コントローラ／インバータ３７に信号が送ら
れ、その出力がパワーステージ３２によって使用されて、適切な位相角でモータに出力を
与え、力率を等しく維持する。モータの速度をモニターし、増加か減少かに従って、電圧
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ベクトルを変化させて、実質的に一定の出力がモータ速度領域にわたって維持される。
【００３９】
この発明のモータは、特に、冷媒Ｒ１３４Ａ等の最新の冷媒を用いた（コンプレッサ用の
モータ）を念頭においているが、アンモニアを冷媒として用いるシステムにおけるコンプ
レッサ駆動用モータを製作することも可能である。この目的のために、モータの巻線およ
びそれにともなう他のいかなる巻線も、銅を含有しない金属好ましくは、銀またはアルミ
ニウムによって形成される。回転子のマグネットコアは密封され、アンモニア冷媒と接触
しない構造に形成される。
【００４０】
この発明のモータは、冷蔵システムにおいて使用されるとき、モータ内を循環する冷媒に
よって冷却される。

【図１】 【図２】

【図３】



(9) JP 4144672 B2 2008.9.3

10

20

30

フロントページの続き

(51)Int.Cl.                             ＦＩ                                                        
   Ｈ０２Ｐ   6/06     (2006.01)           Ｈ０２Ｐ   6/02    ３２１Ｚ          　　　　　

(72)発明者  ハワード　シー　ロバット
            オーストラリア連邦　ニューサウスウェールズ州　２０４１　バルメイン　ジョンストン　ストリ
            ート　１５　ユニット　７
(72)発明者  ピーター　アンドリュー　ウォッターソン
            オーストラリア連邦　ニューサウスウェールズ州　２１１４　デニストーン　ドライバー　ストリ
            ート　１３

    審査官  松本　泰典

(56)参考文献  特開平０５－１９９６８６（ＪＰ，Ａ）
              特開平０６－２６０３５６（ＪＰ，Ａ）
              特開平０８－０４７２２８（ＪＰ，Ａ）
              特開平０４－００４３１７（ＪＰ，Ａ）
              特開平０５－１２２８９５（ＪＰ，Ａ）
              特開昭６１－１３５４４３（ＪＰ，Ａ）
              特開昭６４－０４６０１６（ＪＰ，Ａ）
              特開昭５９－０５６８３８（ＪＰ，Ａ）
              実開昭６２－０１４９７４（ＪＰ，Ｕ）
              特開平０２－２９９４９６（ＪＰ，Ａ）
              特開昭５８－００６０８４（ＪＰ，Ａ）
              特開平０６－１９７５０７（ＪＰ，Ａ）
              特開平０８－０４７２２６（ＪＰ，Ａ）

(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
              H02K 29/00
              H02K  1/22
              H02K  5/16
              H02K  7/09
              H02K 21/14
              H02P  6/06


	biblio-graphic-data
	claims
	description
	drawings
	overflow

