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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
−

回転軸と、前記回転軸に対して平行なシャフトおよび複数の積重ねられた磁気積層体

を有する回転子鉄心と、を有する回転子、
を含む電気機械において、
−

前記回転子鉄心の前記積層体の各々が、重複して複数の回転子流体チャネルを形成す

る複数の孔を有し、前記複数の回転子流体チャネルのうちの１つの回転子流体チャネルが
前記回転軸と完全に整列されておらず、前記１つの回転子流体チャネルは、前記積層体の
前記回転軸方向の長さ全体にわたり軸方向であり、さらに、前記積層体内部に横断方向の
構成要素（２３０）を有しており、
−
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前記シャフトが、前記回転子流体チャネルと流体連通状態にある流体通路を有してい

る、
ことを特徴とする電気機械。
【請求項２】
−

前記回転子流体チャネルと流体連通状態にある回転子マニホルド流体チャネルを有す

る回転子マニホルド、
をさらに含み、
−

前記回転子マニホルド流体チャネルが、前記回転子マニホルドと前記回転子マニホル

ド流体チャネル内の流体との間の熱伝達を増強させるように構成された内部構造を有し、
−

前記回転子がさらに、複数の軸方向バーと２つのエンドリングを有する回転子かごを

20

(2)

JP 6343092 B2 2018.6.13

含み、
−

前記回転子マニホルドが、前記２つのエンドリングのうちの一方のエンドリングの内

部に埋め込まれた突起を有する、
ことを特徴とする請求項１に記載の機械。
【請求項３】
−

固定子巻線と複数の積重ねられた磁気積層体を有する固定子鉄心とを有する固定子で

あって、前記固定子鉄心の前記積層体の各々が、重複して複数の固定子流体チャネルを形
成する複数の孔を有し、前記複数の固定子流体チャネルのうちの１つの固定子流体チャネ
ルが完全には軸方向でない、固定子と、
−

前記回転子流体チャネルと流体連通状態にある回転流体継手と、
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を含む電気機械において、
前記回転子および前記固定子が、前記回転子と前記固定子の間にエアギャップを含む磁
気回路を形成するように構成されている、
ことを特徴とする請求項１に記載の機械。
【請求項４】
−

前記固定子鉄心の前記積層体の複数の、前記孔が前記シャフトと同軸の螺旋上にあり

、および／または
−

前記回転子鉄心の前記積層体の複数の前記孔が前記シャフトと同軸の螺旋上にある、
ことを特徴とする請求項３に記載の機械。

【請求項５】
−
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前記固定子流体チャネルと流体連通状態にある固定子マニホルド流体チャネルを有す

る固定子マニホルドと、
−

前記回転子流体チャネルと流体連通状態にある回転子マニホルド流体チャネルを有す

る回転子マニホルド、
のうちの少なくとも１つをさらに含む、
ことを特徴とする請求項３に記載の機械。
【請求項６】
前記固定子鉄心にしっかり固定された流れ誘導装置および／または前記回転子鉄心にし
っかり固定された流れ誘導装置をさらに含む、
ことを特徴とする請求項５に記載の機械。
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【請求項７】
前記固定子鉄心および前記回転子鉄心の少なくとも１つが、
−

前記鉄心の第１の端部に少なくとも１つの孔を有する第１の積層体と、

−

前記第１の端部とは反対側の前記鉄心の一端部に少なくとも１つの孔を有する第２の

積層体と、
を含み、
−

前記第２の積層体が前記第１の積層体のいずれの孔とも重複しない孔を有し、

−

前記第１の積層体が前記第２の積層体のいずれの孔とも重複しない孔を有する、
ことを特徴とする請求項５に記載の機械。

【請求項８】
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前記固定子鉄心が、約０．４ｗ／ｍ／℃よりも高い熱伝導率を有する電気絶縁性樹脂を
含み、
前記樹脂が、約１０％未満の空隙率で、
−

前記固定子鉄心と前記固定子巻線の間の空間、および／または

−

前記固定子マニホルドと前記固定子巻線の最終巻回との間の空間、および／または

−

前記固定子巻線内の空間、
を充填している、
ことを特徴とする請求項５に記載の機械。

【請求項９】
−

前記固定子マニホルド流体チャネルが、複数の積重ねられた固定子マニホルド冷却器
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積層体を含み、
−

前記固定子マニホルド冷却器積層体が、複数の固定子冷却器孔を有し、前記固定子冷

却器孔が重複して複数の固定子マニホルド冷却器流体チャネルを形成している、
ことを特徴とする請求項５に記載の機械。
【請求項１０】
前記複数の固定子マニホルド冷却器流体チャネルの１つの固定子マニホルド冷却器流体
チャネルが完全には軸方向でない、
ことを特徴とする請求項９に記載の機械。
【請求項１１】
前記固定子鉄心および前記回転子鉄心の各々が、
−

第１の軸方向配向および複数の実質的に同一の第１の孔を有する第１の積層体と、

−

第２の軸方向配向および複数の実質的に同一の第２の孔を有する第２の積層体と、
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を含み、
前記第１の孔の１つは、前記第２の孔の１つと形状および／またはサイズが異なってお
り、および／または
前記第１の軸方向配向が前記第２の軸方向配向と異なっている、
ことを特徴とする請求項３に記載の機械。
【請求項１２】
前記固定子鉄心および前記回転子鉄心の少なくとも１つが、
−

第１の積層体と、

−

前記第１の積層体に隣接し、これと実質的に同一でかつ前記第１の積層体と実質的に
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同じ軸方向配向を有する第２の積層体と、
を含む、
ことを特徴とする請求項３に記載の機械。
【請求項１３】
前記固定子鉄心の外部表面および／または前記回転子鉄心の外部表面が、樹脂で封止さ
れている、
ことを特徴とする請求項３に記載の機械。
【請求項１４】
前記固定子流体チャネル内および前記回転子流体チャネル内に流体をさらに含み、
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前記流体が、オートマチックトランスミッションオイル、変圧器油および水性溶液から
なる群から選択される、
ことを特徴とする請求項３に記載の機械。
【請求項１５】
漏出した流体を主流体回路に戻すように構成された排油ポンプをさらに含む、
ことを特徴とする請求項３に記載の機械。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
本発明に係る実施形態の１つ以上の態様は、電動機に関し、より詳細には、電気機械の
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冷却用システムに関する。
【背景技術】
【０００２】
動力対質量比（比出力）は、電動機、特に電気自動車およびハイブリッド車に動力供給
するのに使用される電動機のための重要な測定基準である。比出力が増大すれば、所与の
性能レベルを維持しながら電動機質量を削減することができる。これにより、直接的およ
び間接的の両面において経済的利益が得られる。
【０００３】
出力は、軸速度とトルクの積に等しく、出力（ひいては比出力）は、速度とトルクの両
方を増大させることによって増大可能である。
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速度については、遠心応力によって回転子が機械的に損傷を受ける時点が究極的な限界
である。この限界は、電動機のタイプが異なれば異なる。
誘導電動機については、回転子構造は比較的強靭で、したがって相対的に高い速度が安
全に許容される。一部の設計について、１５０ｍ／秒という回転子表面速度が可能である
。
【０００４】
究極的トルク限界も同様に、電動機のタイプが異なれば異なる。トルク限界は、ギャッ
プの磁束密度の２乗に比例する。他の因子も同様にトルクに影響を及ぼす。
誘導電動機の場合、漏れインダクタンスが１つの因子であり、ピークトルクはこのパラ
メータと反比例して変動し得る。したがって、誘導電動機については、漏れインダクタン
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スを削減することによって、より高い比トルクが達成される。
【０００５】
電気周波数の２乗におおよそ比例する鉄損が生成される。速度（ｒｐｍ）は電気周波数
に比例することから、鉄損はおおよそ軸速度の２乗と共に変動することになる。
同様にして、導体損失も電流におおよそ比例する。
同じく、トルクは、（最大磁束密度の条件下で）電流に対しおおよそ比例する。したが
って、導体損失は、おおよそトルクの２乗と共に変動する。したがって、速度とトルクが
互いに比例して維持される場合、効率は一定にとどまることになる。
こうして、例えば、速度とトルクの両方が倍増した場合、損失およびスルーパワー（ｔ
ｈｒｏｕｇｈ

ｐｏｗｅｒ）は両方共、４倍増大し、一方効率は略一定にとどまる。
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しかしながら熱伝達も同様に、４倍増大するはずである。したがって、電動機における
有効な冷却を提供するためのシステムに対するニーズが存在する。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
本開示の実施形態の態様は、１０ｋｗ〜１０００ｋｗの範囲内の機械について１０ｋｗ
／ｋｇを超える連続比出力レベルを可能にする誘導電動機を冷却するためのシステムおよ
び方法に向けられている。これらの非常に高い比出力レベルを達成するために、回転子の
表面速度は、固定子および回転子の電流密度をおよそ１５００Ａ／ｃｍ2として、およそ
１２０ｍ／秒に維持される。結果としての導体および鉄比損失はそれぞれ、およそ５Ｗ／
3
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3

ｃｍ および１Ｗ／ｃｍ である。
これらの高レベルの熱発生に対処するために、必要とされる比熱伝達は、（機械のアク
ティブボリューム全体にわたり平均して）およそ０．１Ｗ／ｃｍ3／℃である。
熱は、流体（すなわち冷却材）が１つおきの磁気積層体内で孔により形成される狭い領
域を通って横断して流れる「横断積層体冷却」と呼ばれる液冷システムおよび方法を用い
て除去される。
所要熱伝達レベルは、流体として油（ＡＴＦまたは変圧器油）を用いることにより達成
可能である。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
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本発明の一実施形態によると、
電気機械であって、
固定子巻線と複数の積重ねられた磁気積層体を有する固定子鉄心とを有する固定子であ
って、固定子鉄心の積層体の各々が、重複して複数の固定子流体チャネルを形成する複数
の孔を有し、複数の固定子流体チャネルのうちの１つの固定子流体チャネルが完全には軸
方向でない、固定子と；
シャフトと複数の積重ねられた磁気積層体を有する回転子鉄心とを有する回転子であっ
て、回転子鉄心の積層体の各々が、重複して複数の回転子流体チャネルを形成する複数の
孔を有する、回転子と；
回転子流体チャネルと流体連通状態にある回転流体継手と；
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を含むものにおいて、
回転子および固定子が、回転子と固定子の間にエアギャップを含む磁気回路を形成する
ように構成されている、
電気機械が提供される。
【０００８】
一実施形態において、固定子鉄心の積層体の複数の孔は、シャフトと同軸の螺旋上にあ
り、および／または回転子鉄心の積層体の複数の孔は、シャフトと同軸の螺旋上にある。
【０００９】
一実施形態において、複数の回転子流体チャネルのうちの１つの回転子流体チャネルは
、完全には軸方向でない。

10

【００１０】
一実施形態において、機械は、固定子流体チャネルと流体連通状態にある固定子マニホ
ルド流体チャネルを有する固定子マニホルドと、回転子流体チャネルと流体連通状態にあ
る回転子マニホルド流体チャネルを有する回転子マニホルドのうちの少なくとも１つを含
んでいる。
【００１１】
一実施形態において、固定子鉄心の積層体には、第１の孔と第２の孔が含まれ、第１の
孔は第２の孔と形状および／またはサイズが異なっており；および／または回転子鉄心の
積層体には、第１の孔および第２の孔が含まれ、第１の孔は第２の孔と形状および／また
はサイズが異なっている。
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【００１２】
一実施形態において、回転子鉄心および固定子鉄心のうちの少なくとも１つは、
第１の軸方向配向および複数の実質的に同一の第１の孔を有する第１の積層体と；
第２の軸方向配向および複数の実質的に同一の第２の孔を有する第２の積層体と；を含
み、
第１の孔の１つは、第２の孔の１つと形状および／またはサイズが異なっており、およ
び／または第１の軸方向配向は第２の軸方向配向と異なっている。
【００１３】
回転子鉄心および固定子鉄心の各々には、
第１の軸方向配向および複数の実質的に同一の第１の孔を有する第１の積層体と；
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第２の軸方向配向および複数の実質的に同一の第２の孔を有する第２の積層体と；が含
まれ、
ここで第１の孔の１つは、第２の孔の１つと形状および／またはサイズが異なっており
、および／または第１の軸方向配向は第２の軸方向配向と異なっている。
【００１４】
一実施形態において、固定子鉄心および回転子鉄心の少なくとも１つは、
孔を有する第１の積層体と；
第１の積層体に隣接し、第１の積層体の孔とサイズおよび／または形状が異なる孔を有
する第２の積層体と；を含む。
【００１５】
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一実施形態において、回転子鉄心および固定子鉄心の少なくとも１つは、第１の積層体
と；第１の積層体に隣接し、これと実質的に同一でかつ第１の積層体と実質的に同じ軸方
向配向を有する第２の積層体と、を含む。
【００１６】
一実施形態において、固定子の積層体の第１の積層体は、固定子の積層体の第２の積層
体と実質的に同一であり、および／または、回転子の積層体の第１の積層体は、回転子の
積層体の第２の積層体と実質的に同一である。
【００１７】
一実施形態において、機械は、固定子鉄心にしっかり固定された流れ誘導装置および／
または回転子鉄心にしっかり固定された流れ誘導装置を含む。
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【００１８】
一実施形態において、機械は、回転子の積層体の孔内に延在する突起を有する流れ誘導
装置と、固定子の積層体の孔内に延在する突起を有する流れ誘導装置、の少なくとも１つ
を含む。
【００１９】
一実施形態において、回転子鉄心は、回転子鉄心の一方の端部にある第１の積層体と第
２の積層体とを含み、第１の積層体は少なくとも１つの孔を有し、第２の積層体は、第１
の積層体のいずれの孔とも重複しない１つの孔を有し、および／または、固定子鉄心には
、固定子鉄心の一方の端部にある第１の積層体と第２の積層体とを含み、第１の積層体は
少なくとも１つの孔を有し、第２の積層体は第１の積層体のいずれの孔とも重複しない１
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つの孔を有する。
【００２０】
一実施形態において、回転子鉄心および固定子鉄心の少なくとも１つは、鉄心の第１の
端部に少なくとも１つの孔を有する第１の積層体と、第１の端部とは反対側の鉄心の一端
部に少なくとも１つの孔を有する第２の積層体とを含み、第２の積層体は第１の積層体の
いずれの孔とも重複しない孔を有し、第１の積層体は第２の積層体のいずれの孔とも重複
しない孔を有する。
【００２１】
一実施形態において、固定子鉄心は、約０．４ｗ／ｍ／℃よりも高い熱伝導率を有する
電気絶縁性樹脂を含み、この樹脂は、約１０％未満の空隙率で、固定子鉄心と固定子巻線
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の間の空間、および／または固定子マニホルドと固定子巻線の最終巻回との間の空間を充
填している。
【００２２】
一実施形態において、固定子マニホルドは、回転流体継手と流体連通状態にある。
【００２３】
一実施形態において、固定子マニホルド流体チャネルは、複数の積重ねられた固定子マ
ニホルド冷却器積層体を含み、固定子マニホルド冷却器積層体は、複数の固定子冷却器孔
を有し、固定子冷却器孔は重複して複数の固定子マニホルド冷却器流体チャネルを形成し
ている。
【００２４】
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一実施形態において、複数の固定子マニホルド冷却器流体チャネルの１つの固定子マニ
ホルド冷却器流体チャネルは、完全には軸方向でない。
【００２５】
一実施形態において、機械は、回転子流体チャネルと流体連通状態にある回転子マニホ
ルド流体チャネルを有する回転子マニホルドを含み、ここで回転子マニホルド流体チャネ
ルは、回転子マニホルドと回転子マニホルド流体チャネル内の流体との間の熱伝達を増強
させるように構成された内部構造を有し、回転子はさらに、複数の軸方向バーと２つのエ
ンドリングを有する回転子かごを含み、回転子マニホルドは、２つのエンドリングのうち
の一方のエンドリングの内部に埋め込まれた突起を有する。
【００２６】

40

一実施形態において、回転子マニホルドは、バランス材料をしっかり固定するように構
成された突起、陥凹または孔を有する。
【００２７】
一実施形態において、機械は、シャフトの一端部を支持するように構成された軸受；お
よび軸受を支持するように構成されたエンドベルを含み、ここで軸受は、シャフトとエン
ドベルの間の導電性経路の一部を成していない。
【００２８】
一実施形態において、固定子鉄心の外部表面および／または回転子鉄心の外部表面は、
樹脂で封止されている。
【００２９】
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一実施形態において、機械は、固定子鉄心を取り囲むエンクロージャを含み、エンクロ
ージャは、機械からの流体の漏出を防止するように構成されている。
【００３０】
一実施形態において、機械は、固定子流体チャネル内および回転子流体チャネル内に流
体を含み、この流体は、オートマチックトランスミッションオイル、変圧器油および水性
溶液からなる群から選択される。
【００３１】
一実施形態において、機械は、漏出した流体を主流体回路に戻すように構成された排油
ポンプをさらに含む。
【００３２】
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本発明の一実施形態によると、回転子と；固定子と；固定子を冷却するための第１の冷
却手段と；回転子を冷却するための第２の冷却手段と、を含む電気機械において、第１の
冷却手段が、複数の固定子流体チャネルを含み、固定子流体チャネルの１つが完全には軸
方向でなく、第２の冷却手段が、複数の回転子流体チャネルを含む電気機械が提供されて
いる。
【００３３】
本発明の一実施形態によると、
固定子巻線と；
複数の積重ねられた磁気固定子積層体を含む固定子鉄心であって、固定子積層体の各々
が複数の固定子孔を有し、固定子孔が重複して複数の固定子流体チャネルを形成し、複数
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の固定子流体チャネルのうちの１つの流体チャネルが完全には軸方向でない固定子鉄心を
含む固定子と；
シャフトと；
複数の積重ねられた磁気回転子積層体を含む回転子鉄心であって、回転子積層体の各々
が複数の回転子孔を有し、回転子孔が重複して複数の回転子流体チャネルを形成し、複数
の回転子流体チャネルのうちの１つの流体チャネルが完全には軸方向でない回転子鉄心を
含む回転子と；
回転子流体チャネルと流体連通状態にある回転流体継手と；
固定子の一端部にしっかりと固定され、バランスパテをしっかりと固定するように構成
された機構を含むエンドベルと；
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エンドベルにより支持されシャフトの一端部を支持するように構成された軸受であって
、内輪、外輪および非導電性要素を含み、内輪が外輪から絶縁されている軸受と；
固定子流体チャネルと流体連通状態にあり、かつ回転流体継手と流体連通状態にある固
定子マニホルド流体チャネルを含む固定子マニホルドと；
回転流体継手および回転子流体チャネルと流体連通状態にある回転子マニホルド流体チ
ャネルを含む回転子マニホルドと；
漏出した流体を主流体回路まで戻すように構成されている排油ポンプと；
を含む電気機械が提供されている。
【００３４】
本発明のこれらのおよび他の特徴および利点は、明細書、クレームおよび添付図面を参
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考にして評価され理解されるものである。
【図面の簡単な説明】
【００３５】
【図１ａ】本発明の一実施形態に係る電動機の軸方向断面図である。
【図１ｂ】本発明の一実施形態に係る図１のライン１ｂ−１ｂに沿って切り取った電動機
の横断面図である。
【図１ｃ】本発明の一実施形態に係る図１のライン１ｃ−１ｃに沿って切り取った電動機
の横断面図である。
【図２】本発明の一実施形態に係る、流体流を表わした積層体構造の概略的断面図である
。
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【図３ａ】本発明の一実施形態に係る、第１の回転子積層体タイプの平面図である。
【図３ｂ】本発明の一実施形態に係る、第２の回転子積層体タイプの平面図である。
【図３ｃ】本発明の一実施形態に係る、第３の回転子積層体タイプの平面図である。
【図４】本発明の一実施形態に係る、回転子鉄心の分解斜視図である。
【図５ａ】本発明の一実施形態に係る、第１の固定子積層体タイプの平面図である。
【図５ｂ】本発明の一実施形態に係る、第２の固定子積層体タイプの平面図である。
【図５ｃ】本発明の一実施形態に係る、第３の固定子積層体タイプの平面図である。
【図６ａ】本発明の一実施形態に係る、第１の固定子マニホルド冷却器積層体タイプの平
面図である。
【図６ｂ】本発明の一実施形態に係る、第２の固定子マニホルド冷却器積層体タイプの平
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面図である。
【図６ｃ】本発明の一実施形態に係る、第３の固定子マニホルド冷却器積層体タイプの平
面図である。
【図７ａ】本発明の一実施形態に係る、固定子マニホルド冷却器を含む後部固定子マニホ
ルドの平面図である。
【図７ｂ】本発明の一実施形態に係る、ラインＡ−Ａに沿った図７ａの固定子マニホルド
の断面図である。
【図７ｃ】本発明の一実施形態に係る、マニホルド冷却器積層体を伴う後部固定子マニホ
ルドの分解斜視図である。
【図７ｄ】本発明の一実施形態に係る、流れ誘導装置を形成する突起を示す後部固定子マ
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ニホルドの平面図である。
【図８ａ】本発明の一実施形態に係る、回転子マニホルドの平面図である。
【図８ｂ】本発明の一実施形態に係る、ラインＡ−Ａに沿った図８ａの回転子マニホルド
の断面図である。
【図８ｃ】本発明の一実施形態に係る、ラインＢ−Ｂに沿った図８ａの回転子マニホルド
の断面図である。
【図８ｄ】本発明の一実施形態に係る、回転子の部分断面図である。
【図９】本発明の一実施形態に係る、回転子鉄心と固定子鉄心の分解斜視図である。
【図１０】本発明の一実施形態に係る、螺旋形流体通路を伴う回転子鉄心の分解斜視図で
ある。
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【発明を実施するための形態】
【００３６】
添付図面に関連して以下に記す詳細な説明は、本発明にしたがって提供される横断液冷
式回転子および固定子を伴う誘導電動機の例示的実施形態の説明として意図されたもので
あり、本発明を構築または使用することのできる唯一の形態を表わすように意図されたも
のではない。
この説明は、例示されている実施形態に関連して本発明の特徴を明記している。
しかしながら、同じまたは等価の機能および構造を異なる実施形態により達成すること
も可能であり、これらの実施形態も同様に、本発明の精神および範囲内に包含されるよう
に意図されているということを理解すべきである。
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本明細書中の他の箇所で示されている通り、同じ要素番号は、同じ要素または特徴を標
示するように意図されている。
【００３７】
図１ａは、例えば固定子１６３および回転子１７０を含む誘導電動機などの電気機械１
００の軸方向断面図である。
一実施形態において、電動機は、固定子鉄心１０１用に１つそして回転子鉄心１２７用
に１つの計２つの並列流体流回路を有する。
別の実施形態において、固定子鉄心１０１用および回転子鉄心１２７用のそれぞれの流
体流回路は、直列になるように配置可能である。
固定子１６３は、巻線１０５を伴う積層された固定子鉄心１０１、前部および後部固定
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子マニホルド１０３および１３５、ならびに前部および後部固定子マニホルド冷却器１０
４および１６０を含む。
回転子１７０は、かご１５９を伴う積層された回転子鉄心１２７、前部および後部回転
子マニホルド１０９および１５５、ならびに部分的に中空であるシャフト１１５を含む。
電動機はさらに、前部および後部エンドベル１０７および１５７、前部および後部回転
シャフトシール１１３および１４９、ならびに前部および後部軸受１２３、１４１を含む
。
エアギャップ１３７が回転子鉄心１２７と固定子鉄心１０１を分離している。
一実施形態においては、固定子マニホルドの少なくとも１つは、それぞれのエンドベル
と一体を成す部分である。
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図１ｂおよび１ｃは、電動機の中心における（図１ｂ）、および最終巻回、固定子マニ
ホルドおよび軸受を通過する切断平面における（図１ｃ）、電動機内の横断面を示してい
る。
【００３８】
固定子マニホルド１０３、１３５は、５つの機能すなわち、
流体流を固定子流体通路１３１へおよびこの固定子流体通路から分配すること、
流体を回転子流体通路１３９へおよび回転子流体通路からエンドベル１０７、１５７
内の流体チャネル１１２、１５３を介して移送すること、
熱を巻線の最終巻回１７２から流体に伝達すること、
固定子鉄心１０１に対して軸方向圧縮を提供すること、そして
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エンドベルを位置設定ししっかり固定すること、という機能に役立つ。
回転子鉄心の各面１７４、１７６に取付けられた回転子マニホルド１０９、１５５は、
回転子流体通路１３９へおよびこの回転子流体通路から流体流を分配すること、
熱をエンドリング１３１０から流体に伝達すること、
エンドリング１３１０を機械的に補強すること、
回転子鉄心１２７に対して軸方向圧縮を提供すること、そして
動的バランス用手段を提供すること、という５つの機能に役立つ。
エンドベル１０７、１５７は各々、
軸受支持体を提供すること、
固定子マニホルドポート１７８と流体継手１８０の間の流体流のためのチャネルを提
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供すること、
および流体継手１８０を収容すること、という３つの機能に役立つ。
【００３９】
図２、３ａ〜３ｃおよび４に示されている通り、回転子鉄心１２７は、積重ねられた磁
気積層体３１０、３２０、３３０で構成されており、これらの積層体は各々、完全にまた
は部分的に整列して流体通路２１０、２２０を形成する分布した孔３１５、３２５、３３
５を含んでいる（図２）。回転子流体通路２１０、２２０は、集合的に回転子流体通路１
３９として言及される場合がある。
図２は、回転子鉄心１２７に使用される流体流通路１３９を概略的に例示する断面図で
ある。
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一実施形態において、回転子鉄心１２７は、３つのそれぞれの孔構成を有する（それぞ
れタイプ１、２および３と呼ばれる）３つのタイプの積層体３１０、３２０、３３０で構
成される。積層体は、磁気積層体であり得る。
タイプ３の積層体は、積層体スタックの端部２４０、２５０において使用され、「流れ
誘導装置」として役立ち、一方、タイプ１および２は、端部積層体の内部で交互に積重ね
られている。
タイプ１の積層体の孔３１５は互いに整列され、タイプ１および２の積層体のスタック
を通って延在し積層体に対して実質的に直交する通路２１０、２２０を形成する。（図２
に示された配向で垂直である）これらの通路の各々は、タイプ１の積層体３１０の隣接す
る孔の対３１５を分離しているウェブ３１２によって、タイプ１の積層体３１０毎に部分
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的に遮断されている。
図２に示されている通り、単一のタイプ３の積層体３３０（上端部２４０）は、スタッ
ク内部の第１の通路セット（これは「奇数付番の通路」と呼ぶことができる）２１０に入
口流を誘導するのに役立ち、一方、反対側の端部（下端部）２５０では、単一のタイプ３
の積層体３３０が出口流を第２の（「偶数付番の」）通路２２０に制限している。
図２の配置では、どの通路２１０、２２０もスタック全体を通して延在していないこと
から、スタックを通る各々の流体経路または「流体チャネル」２６０は、その長さの各部
分全体にわたり軸方向（図２では垂直）であり、同様に、水平矢印により表わされている
通り、スタック内部に横断方向（例えば図２中の方位角または水平方向）の構成要素２３
０も有している。
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この構成では、こうして流れは奇数付番の通路から偶数付番の通路に向って狭い領域２
５７を通って強制的に流され、この領域では、流体内部の短い熱流経路に起因して熱伝達
効率が極めて高い。
流体流のこれらの横断方向領域については、各流体チャネルの幅は１つの積層体厚みに
等しい。したがって、特徴的な熱流距離は、積層体厚みのおよそ４分の１である。
狭い領域２５７と結びつけられた広い総表面積と組合せられたこれらの非常に短い熱流
距離のため、積層体と流体の間の高い熱伝達を達成することが可能である。例えば非磁気
積層体またはマニホルド内に組込まれた機構などの他の要素を、タイプ３の磁気積層体に
代る流れ誘導装置として使用することができる。
固定子鉄心積層体は、マニホルド冷却器と同様に配置された孔を有することができる。
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【００４０】
本明細書中で使用されている「流れ誘導装置」とは、積層体スタック内の通路の全てで
はなく一部の中へのまたはそこからの流体の流出入を可能にする構造のことである。
流れ誘導装置は、タイプ１の積層体の孔の全てではなく一部と重複する１セットの孔３
３５を伴う、上述の磁気積層体でよく、あるいは、類似の孔を伴う例えばアルミニウムな
どの非磁気材料のシートでもよく、あるいは、類似の孔または例えばタイプ１の積層体の
孔の１つ以上を遮断するのに充分遠位まで１つ以上の通路内に延在する突起１９０（図７
ｄ）を伴う、マニホルドの形に一体化された構造でもよい。
【００４１】
本明細書中で使用される専門用語の中で、それぞれ第１の積層体および第２の積層体の
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中にある第１の孔と第２の孔は、２つの積層体が隣接し２つの孔が従来の意味合いで重複
する場合、すなわち第１および第２の孔を通って延在する開放経路が存在する場合、「重
複する」と言われる。
隣接していない第１のおよび第２の積層体については、それぞれ第１の積層体および第
２の積層体内にある第１の孔および第２の孔は、同様に、第２の積層体上に軸方向に投影
される第１の孔が第２の孔と重複する場合、すなわち両方の孔を通って延在する電動機の
軸に対して平行な直線が存在する場合に、「重複する」と言われる。
【００４２】
孔の数が増大するにつれて、流体流経路は短縮され、単位流量あたりの損失水頭は低減
され、一方熱伝達は本質的に一定にとどまり得る。こうして、孔の数が適切に多いと、オ
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ートマチックトランスミッションオイル（ＡＴＦ）２５２または変圧器油２５５などの流
体について比較的低い損失水頭を達成することができる。
水または、エチレングリコールなどの添加剤と混合された水などの水性溶液２５３も同
様に、冷却液として使用可能である。水は、他の冷却剤に比べて高い比熱容量を有し得る
。このような水性冷却液は、電気機械１００の部品を腐食させる高いリスクが伴う可能性
があるが、添加剤を用いてこのリスクを軽減することが可能である。その上、このリスク
は、長い機械寿命が求められていないレース用電動機などの利用分野においては、受容可
能なものであり得る。
例えば、非常に薄い積層体が使用される一部のケースにおいては、タイプ１およびタイ
プ２の積層体をまとめることができる。
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例えば、流れ誘導装置間の積層体スタックは、２つまたは３つの積層体の交互の群で構
成することができ、積層体は、各群の内部で同じである（すなわち、…１１、２２、１１
…のシーケンス、または…１１１、２２２、１１１…などのシーケンスで積重ねられる）
。３超の積層体の群を使用することもできる。
【００４３】
回転子の中で、タイプ１の積層体３１０は、比較的幅広の流体孔３１５を有する可能性
があり、２つのタイプ３の積層体３３０の間で、タイプ３の積層体３３０の孔３３５と類
似する比較的狭い孔３２５を有するタイプ２の積層体３２０と交番させてもよい。
【００４４】
再び図１ａを参照すると、回転子鉄心１２７の後端部において、後部回転子マニホルド

10

１５５はシャフト１１５からの流体を受取り、この流体は次に半径方向外向きに、回転子
鉄心１２７内の回転子流体通路１３９まで分配される。
反対側の端部において、前部回転子マニホルド１０９は、受取った流体を半径方向内向
きにシャフト１１５へと誘導する。
回転子スタックの端部において、回転子流れ誘導装置１０８、１５８は、入口および出
口流を、入口と出口の間の各流体経路が横断方向流を含むような形で誘導する。
【００４５】
一実施形態においては、いかなる流れ誘導装置も使用されず、全ての積層体は同一であ
り、したがって回転子内部の流れは単純な軸流である。積層体は例えば全て図３ａに示さ
れたタイプのものでもよい。この実施形態は、例えば図４の実施形態のものよりも低い熱

20

伝達を提供し得るものの、その生産コストは比較的低い可能性がある。
回転子および固定子のための並行な流体流回路を流体が流れる割合は、例えば積層体流
体孔のサイズの好適な調整またはこれらの流体流回路の一方または両方の流体経路内のオ
リフィスまたは他の計量狭窄などの他の配置によって、調整可能である。
【００４６】
図５ａ〜５ｃを参照すると、一実施形態において、固定子鉄心１０１は回転子鉄心１２
７と同様、積重ねられた磁気積層体で構成されており、これらの積層体の各々は、部分的
に整列（すなわち重複）して流体チャネルを形成する分布した孔を含んでいる。
回転子鉄心１２７の積層体の場合がそうであるように、固定子鉄心スタックの２つの端
部上の積層体は、流れ誘導装置として作用するように構成されたタイプ３の積層体５３０

30

でもよく、例えば、タイプ３の積層体５３０の隣接する孔間の角度の２分の１だけ１つの
タイプ３の積層体５３０が他のタイプ３の積層体５３０に対して時計様に移動している。
積層体スタックの残りは、２つの交番する積層体タイプで構成でき、そのうちの第１の
もの、すなわちタイプ１の積層体５１０は、偶数の比較的幅広の流体孔５１５を有し、第
２のもの、すなわちタイプ２の積層体５２０は、偶数の比較的狭い流体孔５２５を有する
。
タイプ３の積層体５３０の各々は、タイプ１またはタイプ２の積層体の半数の流体孔５
３５を有することができ、タイプ３の積層体５３０の流体孔５３５は同様に、比較的狭い
ものでもよい。
一部の実施形態において、積層体スタックは、同一の積層体で構成され、ここで時計様

40

の移動は、上述の横断方向冷却がなおも樹立されるような形で、隣接する積層体（または
積層体群）の間で改変される。
このような実施形態によって提供される伝熱率は、異なる孔幅を有する２つのタイプの
積層体が使用される場合の伝熱率よりも低い可能性がある。
【００４７】
例えば大型機械向けなどの一部の実施形態において、積層体は、２つ以上の同心的孔セ
ットを含むことができる。
例えば、各積層体は、積層体の中心軸を中心とした第１の円上に配置された第１の孔セ
ットと同様、第１の円と同心で第１の円より大きいかまたは小さい第２の円を中心とする
第２の孔セットも含んでよい。第２の孔セットは、第１の孔セットと同数の孔を含むこと
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ができ、第２の孔セットの孔は、第１の孔セットの孔と方位角的に整列可能である。
第１および第２の孔セットは、部品の内部（例えば固定子、回転子またはマニホルド冷
却器の内部）で別個の流体回路の一部を成すことができ、流体回路は、流れ誘導装置およ
び流れ誘導装置に対する外部の流体連通の構成に応じて、直列または並列となるように配
置可能である。
一部の実施形態においては、孔は同一でなく、サイズ、形状および／または配位が変動
する。
【００４８】
全ての固定子積層体はスロットを含むことができ、これらのスロットは完全に整列して
従来の巻線スロットを形成する。

10

固定子鉄心１０１の後端部において、後部固定子マニホルド１３５は入口１３３からの
流体を受取り、この流体は次に、固定子流体通路１３１へと分配される。
固定子鉄心１０１の反対側の端部において、前部固定子マニホルド１０３は、固定子鉄
心１０１から受取った流体を出口１２９に向って誘導する。
固定子鉄心１０１の後端部においては、後部固定子流れ誘導装置１３４が、流体の進入
を奇数付番されたスタック孔内に誘導し、一方、前端部では前部固定子流れ誘導装置１０
２が流体の退出を偶数付番のスタック孔に制限する。
【００４９】
再び図１ａを参照すると、一実施形態において、固定子マニホルド１０３および１３５
は、流体の漏出が発生しないように固定子鉄心１０１のそれぞれの面に対し封止される。

20

これは、封止剤、平形ガスケット、Ｏリングまたは他の手段を用いて達成可能である。
一実施形態において、２つの固定子マニホルドおよび２つのエンドベルは、タイロッド
（図示せず）を収容するための機構（例えば孔）を有し、タイロッドを用いて共に引っ張
られる。
【００５０】
シャフト１１５の後端部に位置設定されたシャフトの後部軸方向孔１４３および後部半
径方向孔１４７、１５１は、１つ以上の後部エンドベル流体チャネル１５３から受取った
流体を後部回転子マニホルド１５５内部の１つ以上の後部回転子マニホルド流体チャネル
１４０に連通させる。
同様にして、シャフト１１５の前端部内に位置設定された前部軸方向孔１１９および前

30

部半径方向孔１２１、１２５は、１つ以上の前部回転子マニホルド流体チャネル１２６か
ら受取った流体を、前部エンドベル流体チャネル１１２まで連通させる。
シャフト１１５は、各々の軸方向の場所において１つ以上（例えば４つ）の半径方向孔
を有することができる。
後部シャフトプラグ１４５および前部シャフトプラグ１１７は、流体がシャフト端部か
ら退出するのを防止する。
後部回転シャフトシール１４９は、後部エンドベル流体チャネル１５３から受取った流
体を拘束して、流れが完全に後部半径方向孔１４７に誘導されるようにする。同様にして
、前部回転シャフトシール１１３は、シャフト前部半径方向孔１２１から受取った流体を
拘束して、流れが完全に前部エンドベル流体チャネル１１２に誘導されるようにする。

40

今度は、後部エンドベル流体チャネル１５３が、整列し封止する孔を介して後部固定子
マニホルド流体チャネル１６１から流体流を受取る。同様にして、前部エンドベル流体チ
ャネル１１２は流体流を前部固定子マニホルド１０３に戻す。
シャフトシール、軸方向および半径方向シャフト孔およびシャフトプラグの組合せは、
回転流体継手として役立つ。
一部の実施形態において、これらの機能は、上述のものに代って外部流体継手により果
たされる。
【００５１】
前部および後部軸受１２３、１４１は、従来のものであってよく、かつ電動機を冷却す
るために使用される流体かまたは別個の流体のいずれかにより封止または潤滑可能である
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。
電力が無フィルタインバータにより提供される場合には、軸受の少なくとも１つを絶縁
して、軸受を通って高周波循環電流が流れるのを妨げるようにすることができる。
これは、セラミックまたはハイブリッドセラミック軸受を使用することによってかまた
は内側または外側絶縁スリーブを含む少なくとも１つの軸受を使用することによって、達
成可能である。
【００５２】
固定子巻線は従来のものであってよい。冷却を増強するために、最終巻回を固定子マニ
ホルド１０３および１３５と熱的に接触させることができる。
熱的接触は、酸化アルミニウム充填エポキシなどの熱伝導性樹脂を使用することによっ

10

て補助される。
（例えば伝導性増強成分の添加により）樹脂の熱伝導率が増大するにつれて、樹脂の粘
度は増大して製造中の巻線１０５内への樹脂の進入をより困難にする可能性がある。
この問題は、熱可塑性物質封入技術を使用することによって克服可能であり、金型を使
用することができ、注封用樹脂を圧力下で注入することができる。
このアプローチでは、４．０Ｗ／ｍ／℃を超える熱伝導率を有する注封用樹脂を有効に
使用できる（すなわち、このような樹脂を用いた場合、許容可能な程度に低い空隙率を達
成できる）。
注封用樹脂１６５を用いて、例えば、巻線１０５と固定子鉄心１０１の間の空間を充填
してこれらの間に良好な熱経路を提供しながら固定子鉄心１０１から巻線１０５を絶縁す

20

ることができ；同じ樹脂を同じプロセスによって塗布して、固定子鉄心１０１の内部表面
を封止し、こうして流体が積層体間のギャップを通って回転子キャビティ内に漏出するの
を防ぐことができる。
同じ樹脂１６５は同様に、固定子巻線内に進入して、固定子巻線内部のあらゆる空間を
充填し、こうして巻線内部の熱伝導を改善することもできる。
一実施形態において、注封用樹脂１６５の熱伝導率は０．４Ｗ／ｍ／℃〜１０．０Ｗ／
ｍ／℃である。
固定子マニホルドの内径には、巻線１０５を固定子マニホルドから電気的に絶縁させる
ために、誘電材料のシートまたはコーティングを具備することができる。
【００５３】

30

巻線１０５の活性部分と固定子鉄心１０１の間の熱伝達も同様に増大させることができ
る。
この目的で、スロット壁に対して塗布されるエポキシ粉末被膜などの樹脂コーティング
の使用および従来のスロットライナーの除去は、伝熱率を増大させる可能性がある。
さらに、上述の熱可塑性物質が活性スロット領域全体に進入できるようにすることによ
って、活性巻線要素ならびに最終巻回のために非常に高い熱伝達を達成することができる
。
一実施形態において、スロット内には（樹脂コーティングの代りにまたはそれに加えて
）、巻線１０５と固定子鉄心１０１の間に高い熱伝達を提供しながら積層体から巻線１０
５を電気的に絶縁するためにスロットライナーまたは増強した熱伝導率を有するスロット

40

ライナーが使用される。
【００５４】
一実施形態において、最終巻回の断面は、従来の「隆起パターン」とは異なり矩形とし
て維持される。こうして、巻線１０５が完成した後マニホルドを容易に設置できるように
しながら、直線的壁を伴う単純なマニホルド設計が可能となる。
この設計は同様に、最終巻回と固定子マニホルドの間の熱伝達の改善も可能にし、この
熱伝達は、固定子マニホルドと最終巻回の間のあらゆるギャップを充填するために樹脂１
６５を具備する（例えば注入する）ことによって、さらに改善できるであろう。
固定子マニホルドは、最終巻回の上面と熱的に接触させることのできる上部フランジを
含み得る。例えば、固定子マニホルドは、環状端部要素により接合される２つの短い同心
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管状区分を含み得る。
内部管区分は、最終巻回と熱的に接触している上部フランジを形成することができる。
この機構により、巻線１０５のための追加の保護を提供しながら、最終巻回と流体の間
の熱伝達がさらに改善される。
【００５５】
図６ａ〜６ｃおよび図７ａ〜７ｃを参照すると、各々の固定子マニホルドの内部には、
マニホルドの壁と流体の間の熱伝達を増強するための構造を追加することができる。
例えば、回転子鉄心および固定子鉄心の両方の中で使用されるものと類似の孔を有する
環状の金属（例えばアルミニウム）積層体が積重ねられて（かつ共に接着されるであろう
）、マニホルド冷却要素を形成する（図６ａ〜６ｃおよび７ｃを参照のこと）。

10

前部要素は前部固定子マニホルド冷却器１０４と呼ばれ、後部要素は、後部固定子マニ
ホルド冷却器１６０と呼ばれる。これらの要素は、固定子マニホルド流体チャネル１２８
および１６１の内部に圧入可能であり、こうしてそれぞれのマニホルド冷却器およびマニ
ホルドの間に有効な熱的接触が達成されることになる。
回転子鉄心および固定子鉄心と同様に、マニホルド冷却器は、２つのタイプ３の積層体
６３０の間に、交番するタイプ１の積層体６１０とタイプ２の積層体６２０のスタックを
含んでいてよく、タイプ３の積層体６３０は、互いとの関係において時計様に移動させら
れて、マニホルド冷却器の流れ誘導装置として作用する。
タイプ１の積層体６１０は、比較的広い流体孔６１５を有することができ、タイプ２の
積層体６２０およびタイプ３の積層体６３０は、比較的狭い流体孔６２５、６３５を有す

20

ることができる。
これらの要素を通る流体流は、最終巻回から固定子マニホルド壁を通して伝達される熱
を効率良く除去するのに役立つ。
例えば回転子かご１５９のエンドリングから流体への熱流を増大させるために、回転子
マニホルド１０９、１５５内の回転子マニホルド冷却器として、類似の内部構造（例えば
積層体セット）を利用することができる。
図１ａおよび７ｂでは、固定子マニホルド冷却器１０４、１６０の構造の一部の詳細が
簡略化されており、概略的に示されている。簡略化のために、固定子マニホルドの入口１
３３または出口１２９は、図７ｂおよび７ｃには示されていない。
前部固定子マニホルド１０３は、後部固定子マニホルド１３６と類似に、または、同一
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にされる。
図７ｄは、後部固定子マニホルド１３５内の突起１９０を示し、この突起は、固定子マ
ニホルド冷却器のタイプ２の積層体の交番する孔を遮断するようにサイズ決定され位置づ
けされている。この種の突起１９０が使用されている場合、積層体スタックの構成は、突
起がスタックの端部を形成することになるタイプ２の積層体の孔の一部（例えば半分）と
係合する（すなわちそれを遮断する）ことができるように、突起１９０と係合するスタッ
クの端部からタイプ３およびタイプ１の積層体を省略できるという点において、図２のも
のと異なっている可能性がある。
【００５６】
図８ａ〜８ｃを参照すると、回転子マニホルドは、シャフト孔７１０を形成する中央管
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状部分を有している。中央管状部分は、流体がシャフト１１５の半径方向孔１２５、１５
１と回転子マニホルド流体チャネル７３０の間を流れることができるようにするカットア
ウト７２０を有している。
回転子マニホルドは、図８ｂおよび図８ｃに示されている通り、バランス用パテなどの
バランス用材料をしっかりと固定する一助とするためのストップ７５０を含み得る。
ストップ７５０の１つ以上の表面は、孔、突出部または陥凹などの機構７５５を有する
ことができ、あるいは１つ以上の表面は、ストップ７５０に対するバランス用パテの固定
を容易にするために粗化され得る（すなわち１つ以上の表面は、複数の小さい突出部およ
び陥凹を含むことができる）。
機構７５５は、図８ｂに概略的に示されている。
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【００５７】
回転子かご１５９は、従来通りであり得、かつ鋳造され得（例えばアルミニウムまたは
銅）、あるいは構造化され得る（例えば銅）。
一実施形態において、回転子かご１５９は、回転子鉄心１２７上で所定の場所に回転子
マニホルドと共に鋳造される。
回転子マニホルドは、鋳造プロセス中溶融金属用の流体経路として作用する孔７６０を
有することができる。
回転子マニホルド内のこれらの孔７６０は、同様に、鋳造後回転子マニホルドに対し回
転子かご１５９を定着させて、回転子の強度を増大させることもできる。
回転子マニホルド１０９、１５５（図８ａ〜ｃ参照）は、回転子かご１５９が鋳造され
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る場合にエンドリング内部に格納される外側リムまたは他の機構を含むことができる。
このリムは、エンドリングに追加の機械的強度を提供し、こうしてエンドリングの故障
なく回転速度を増大させることができる。
図８ｄに示されている通り、回転子マニホルドはエンドリング１３１０の内側にあり得
、エンドリング内に延在する機構は、環状部分および、エンドリング１３１０内に延在し
てエンドリング１３１０をしっかり固定し冷却する（「Ｔ字形」断面を有する）管状部分
を含み得る。
図８ｄの実施形態における前部または後部回転子マニホルド１０９、１５５の比率は、
図１ａの対応する要素のものとは異なっている。
同様にして、例えば、図７ａの実施形態における固定子マニホルド１３５の比率は、図

20

１ａおよび図１ｃのものと異なっている。
当業者であれば理解する通り、このような変動ならびに構成要素の比率における他の変
動は、本発明の範囲および精神内に入る。
図９は、回転子鉄心および固定子鉄心の分解斜視図である。
【００５８】
図１０を参照すると、一部の実施形態において、回転子鉄心の各々の積層体３１０、３
２０、３３０は、隣接する積層体３１０、３２０、３３０との関係において時計様に移動
させることができ、こうして、タイプ２の積層体３２０の孔３２５により形成された流体
通路１３９は、直線ではなく、湾曲していて、回転子の中心軸すなわち回転子シャフトと
同軸の螺旋を形成している。
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例えば、図１０の実施形態において、各孔３２５は４つのこのような螺旋のうちの１つ
の上にあり、図１０にはこれらの螺旋のうち２つの螺旋１０１０、１０２０が識別されて
いる。
前部回転子流れ誘導装置３３０の２つの孔３３５は４つの螺旋のうちの２つの上にあり
、後部回転子流れ誘導装置３３０の２つの孔３３５は、４つの螺旋のうちの他の２つの上
にある。
螺旋のピッチは、図１０に示されているものより大きいあるいは小さいものであり得る
。
一実施形態において、ピッチは、螺旋バーを伴う回転子かごのものと一致するように選
択され、回転子の長さ全体にわたりバー間間隔の1／2〜１1／2の時計様の移動に対応し得
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る。
同様にして、他の実施形態において、固定子または一方または両方のマニホルド冷却器
の流体通路は螺旋状であり得る。
【００５９】
一部の利用分野では、開示された誘導機１００の機能的要素が、付随する要素の一部で
あり得、その逆も同じである。
例えば、誘導機械１００がギヤボックスを駆動する場合、ギヤピニオンは、電動機シャ
フト１１５と一体を成す部分であり得、一方、対応する軸受はギヤボックスの一部を成す
。
同様にして、流体継手の一方または両方または一方または両方の固定子マニホルドが、
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ギヤボックス、インバータまたはタンデム機械などの外部要素の部品でもあり得る。
その上、電気機械１００は誘導電動機として説明されてきたが、それはＤＣブラシレス
機械、リニア機械、またはギヤボックスを含む機械などの別の機械であるかまたはその一
部を成し得る。
一実施形態において、電気機械は、永久磁石回転子を伴う永久磁石機械であり、固定子
は、上述の機構の一部または全てを含む。
一実施形態において、電気機械の一部を成すかまたは電気機械に結合されたギヤボック
スは、固定子マニホルド、エンドベル、軸受、および／または流体継手を含むかまたは支
持する。
電気機械の回転子は、図１ａの実施形態にあるように、固定子の内部にあり得るか、ま
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たは電気機械は、固定子が回転子の内部にある「インサイドアウト」構成で構築され得る
。
任意の１つの積層体内部の流体孔は、形状および／またはサイズが同一または異なる場
合があり、１つの積層体内の流体孔は別の積層体内の流体孔と同一であり得、あるいは形
状および／またはサイズが別の積層体内の流体孔と異なる場合もある。
一実施形態においては、電気機械の固定子のみまたは回転子のみが冷却される。
【００６０】
固定子鉄心および回転子鉄心の両方について、積層体間の小さいギャップ、または「積
層体間亀裂」が、流体の漏出をひき起こし得る。
このような漏出を削減するために、いくつかの手段が利用可能である。
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固定子および回転子の両方について、浸透性封止剤を外部に塗布するかまたは積層体間
亀裂内に浸潤させることができる。
固定子については、エポキシ粉末被膜などの外部樹脂被膜を適用することができ、これ
が「一体型エンクロージャ」として役立つ。
エンクロージャ１８５（図１ａ）は、固定子全体にわたって設置され固定子マニホルド
またはエンドベルに封止された、例えばアルミニウムスリーブなどのスリーブであり得る
。
シールは、Ｏリング、封止剤１８７または圧着により実施され得る。
最後に、回転子キャビティ内に入るあらゆる流体の漏出について、漏出した流体を主流
体回路に戻すために、小型排油ポンプ１３６（図１ａ）を使用することができる。

30

【実施例】
【００６１】
プロトタイプの４極機械を設計し、製造し、熱試験に付した。
機械のおおよその合計質量は１２．２ｋｇであり、マニホルドおよび注封剤を含めた固
定子質量は７．３ｋｇであり、シャフトを含む回転子質量は３．８ｋｇである。
外径は１５７．５ｍｍ（６．２インチ）であり、シャフト突出部を除く全長は１５４．
９ｍｍ（６．１インチ）である。固定子および回転子の有効スタック高さは６３．５ｍｍ
（２．５０インチ）である。積層体厚みは０．２５４ｍｍ（０．０１０インチ）である。
固定子および回転子の両方についての流体流および熱伝達データは、表１に列挙されて
40

いる。
【００６２】
表１

固定子および回転子データ
固定子流体流

毎分１１リットル

固定子損失水頭（ATF、25℃）

48 kPa(7 psi)

固定子熱放散

254 W

ATF入口温度（定常状態）

28.4℃

地鉄温度

29.3℃

温度差

0.9℃

熱インピーダンス（冷却用チャネルからATFへ）

0.0035℃/W
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回転子流体流

毎分５リットル

回転子損失水頭（ATF、25℃）

48 kPa(7 psi)

回転子熱放散

86 W

ATF入口温度（定常状態）

21.3℃

回転子表面温度

26.3℃

温度差

5.0℃

熱インピーダンス（回転子表面からATFへ）

0.058℃/W

熱インピーダンス（回転子表面から冷却用チャネルへ）

0.044℃/W

熱インピーダンス（冷却用チャネルからATFへ）

0.014℃/W
10

【００６３】
横断液冷式回転子および固定子を伴う誘導電動機の例示的実施形態について、本明細書
中で具体的に説明し例示してきたが、当業者には、多くの修正および変形形態が明白にな
るものである。したがって、本発明の原理にしたがって構築された横断液冷式回転子およ
び固定子を伴う誘導電動機を、本明細書中に具体的に説明されたもの以外の形で実施でき
るということを理解すべきである。
本発明は、以下の請求項において、および、その等価物においても、同様に定義されて
いる。

【図１ａ】

【図１ｂ】
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【図１ｃ】

【図２】

【図３ａ】

【図４】

【図３ｂ】

【図３ｃ】
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【図８ａ】
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【図８ｄ】
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