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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
ＮＳ磁極が交互に形成される回転子と、
前記回転子と対向して配置されたティースを周方向に複数有する固定子コアと、
前記ティースに集中巻で巻装されたコイルを接続して形成される巻線とを備える回転電
機において、
前記磁極の数は１０ｎまたは１４ｎであると共に前記ティースの数は１２ｎであって（
ｎは自然数）、
前記巻線は、第１の巻線群と第２の巻線群とを有し、
前記第１の巻線群は、互いに巻回方向が異なるＸ１単位巻線とＸ２単位巻線とからなる
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Ｘ相巻線と、互いに巻回方向が異なるＹ１単位巻線とＹ２単位巻線とからなるＹ相巻線と
、互いに巻回方向が異なるＺ１単位巻線とＺ２単位巻線とからなるＺ相巻線と、からなる
と共に、周方向に順に、前記Ｘ１単位巻線、前記Ｘ２単位巻線、前記Ｙ１単位巻線、前記
Ｙ２単位巻線、前記Ｚ１単位巻線、前記Ｚ２単位巻線と配置され、
前記第２の巻線群は、互いに巻回方向が異なるＵ１単位巻線とＵ２単位巻線とからなる
Ｕ相巻線と、互いに巻回方向が異なるＶ１単位巻線とＶ２単位巻線とからなるＶ相巻線と
、互いに巻回方向が異なるＷ１単位巻線とＷ２単位巻線とからなるＷ相巻線と、からなる
と共に、周方向に順に、前記Ｕ１単位巻線、前記Ｕ２単位巻線、前記Ｖ１単位巻線、前記
Ｖ２単位巻線、前記Ｗ１単位巻線、前記Ｗ２単位巻線と配置され、
前記Ｕ１単位巻線と前記Ｘ２単位巻線、前記Ｕ２単位巻線と前記Ｙ１単位巻線、前記Ｖ
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１単位巻線と前記Ｙ２単位巻線、前記Ｖ２単位巻線と前記Ｚ１単位巻線、前記Ｗ１単位巻
線と前記Ｚ２単位巻線、前記Ｗ２単位巻線と前記Ｘ１単位巻線、とがそれぞれ同一の前記
ティースに巻装されると共に、
前記Ｕ１単位巻線と前記Ｘ１単位巻線、前記Ｕ２単位巻線と前記Ｘ２単位巻線、前記Ｖ
１単位巻線と前記Ｙ１単位巻線、前記Ｖ２単位巻線と前記Ｙ２単位巻線、前記Ｗ１単位巻
線と前記Ｚ１単位巻線、前記Ｗ２単位巻線と前記Ｚ２単位巻線、とは、互いに巻回方向が
異なるように前記ティースに巻装され、
前記第１の巻線群および前記第２の巻線群のうち一方の巻線群は、各相巻線が互いに接
続されてΔ結線を形成し、
他方の巻線群の各相巻線は、一端部が前記一方の巻線群の各相巻線間に接続されてＹ結
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線を形成すると共に他端部が外部接続端子を形成するか、若しくは、一端部が前記一方の
巻線群の各相巻線間に接続されて外部接続端子を形成すると共に他端部が中性点で接続さ
れてＹ結線を形成することで、ΔＹ複合結線を形成し、
前記ΔＹ複合結線を前記固定子コアの周方向に２ｎ組有することを特徴とする回転電機
。
【請求項２】
請求項１に記載の回転電機において、
隣り合う２つの前記ティースに巻装される前記Ｘ１単位巻線と前記Ｘ２単位巻線、前記
Ｙ１単位巻線と前記Ｙ２単位巻線、前記Ｚ１単位巻線と前記Ｚ２単位巻線、前記Ｕ１単位
巻線と前記Ｕ２単位巻線、前記Ｖ１単位巻線と前記Ｖ２単位巻線、前記Ｗ１単位巻線と前

20

記Ｗ２単位巻線は、それぞれ直列に接続されていることを特徴とする回転電機。
【請求項３】
請求項１または２に記載の回転電機において、
前記第１の巻線群と前記第２の巻線群のうち、Δ結線される一方の前記巻線群の各前記
ティースへの巻回数は、Ｙ結線される他方の前記巻線群の各前記ティースへの巻回数に対
して１．６〜１．９倍の範囲内であることを特徴とする回転電機。
【請求項４】
請求項１〜３に記載の何れかの回転電機において、
前記第１の巻線群と前記第２の巻線群のうち、Δ結線される一方の巻線群はＹ結線され
る他方の巻線群の巻線よりも細い巻線を使用すると共に、前記一方の巻線群は前記ティー
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ス間距離の短い内径側に巻装され、前記他方の巻線群は前記ティース間距離の長い外径側
に巻装されることを特徴とする回転電機。
【請求項５】
請求項１〜４に記載の何れかの回転電機において、
前記磁極の着磁に、スキュー角を設けることを特徴とした回転電機。
【請求項６】
請求項１〜５に記載の何れかの回転電機と、前記回転電機を制御する三相インバータを
有する回転電機の制御システムにおいて、
前記回転電機は、前記外部接続端子に接続される単一の三相インバータにより駆動され
ていることを特徴とする回転電機の制御システム。
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【請求項７】
請求項１〜５に記載の何れかに記載の回転電機と、前記回転電機を制御するレクチファ
イアを有する回転電機の制御システムにおいて、
前記回転電機は、前記巻線が３つの前記外部接続端子に単一のレクチファイアが接続さ
れることにより整流されて直流電流を生成していることを特徴とする回転電機の制御シス
テム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
本発明は、多相巻線を備えた回転電機、及びその制御システムに関する。
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【背景技術】
【０００２】
従来より、永久磁石を備える回転子と三相巻線が巻装される固定子とを備える交流三相
回転電機がある。このような回転電機は、正弦波電流に高周波成分が重畳しており、これ
に起因して電磁騒音やリップルが生じることが知られている。これらの問題の原因となる
脈動磁力成分は、空間磁束の基本波に対して第３次高調波成分に基づくものが主成分であ
り、その磁気加振力は磁束の２乗に比例して分布するため第６次高調波成分である。
【０００３】
特許文献１には、コイルが各スロットに集中巻にて巻装されると共に、回転子の磁極数
と固定子のスロット数の比が１２±２：１２である同期機が開示されている。コイルは、
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それぞれ３相分のコイルを有する第１のコイル群と第２のコイル群とからなり、各コイル
群のコイルがその配列方向に沿って交互に配置されている。このような構成によると、隣
り合うスロットに巻装される第１のコイル群と第２のコイル群との間に生じる位相差が電
気角でπ／６となる。この位相差π／６は、第６次高調波成分の波長π／３の半波分に相
当するため、各コイル群の第６次高調波成分は互いに逆位相となるため相殺される。従っ
て、この第６次高調波成分に起因する磁気騒音や電流リップルを低減することができる。
特許文献１は同期機に関する発明であるが、この構成を電動機に応用することが可能であ
り、この場合は第６次高調波成分に起因する磁気騒音やトルクリップルを低減することが
できる。
【先行技術文献】
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【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２００８−５６０３号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
しかし、上記構成によると、第１のコイル群と第２のコイル群へ通電する電流にπ／６
の位相差を与えるために、各コイル群は協調制御される２組の三相インバータにより別々
に通電させる必要がある。通常、交流三相回転電機に使用する三相インバータは単一であ
り、上記構成のようにトルクリップルの低減効果を得るために２組使用するのは、システ
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ムの大型化やコストの増大を招く他、協調制御のためのシステムの複雑化も招くという問
題がある。
【０００６】
本発明は、上記事情に基づいて成されたもので、その目的は、集中巻にて巻装される固
定子を有する回転電機を単一の三相インバータで駆動でき、且つ、磁気騒音やリップルを
低減できる回転電機を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
（請求項１の発明）
本発明は、ＮＳ磁極が交互に形成される回転子と、回転子と対向して配置されたティー
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スを周方向に複数有する固定子コアと、ティースに集中巻で巻装されたコイルを接続して
形成される巻線とを備える回転電機において、磁極の数は１０ｎまたは１４ｎであると共
にティースの数は１２ｎであって（ｎは自然数）、巻線は、第１の巻線群と第２の巻線群
とを有し、第１の巻線群は、互いに巻回方向が異なるＸ１単位巻線とＸ２単位巻線とから
なるＸ相巻線と、互いに巻回方向が異なるＹ１単位巻線とＹ２単位巻線とからなるＹ相巻
線と、互いに巻回方向が異なるＺ１単位巻線とＺ２単位巻線とからなるＺ相巻線と、から
なると共に、周方向に順に、Ｘ１単位巻線、Ｘ２単位巻線、Ｙ１単位巻線、Ｙ２単位巻線
、Ｚ１単位巻線、Ｚ２単位巻線と配置され、第２の巻線群は、互いに巻回方向が異なるＵ
１単位巻線とＵ２単位巻線とからなるＵ相巻線と、互いに巻回方向が異なるＶ１単位巻線
とＶ２単位巻線とからなるＶ相巻線と、互いに巻回方向が異なるＷ１単位巻線とＷ２単位
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巻線とからなるＷ相巻線と、からなると共に、周方向に順に、Ｕ１単位巻線、Ｕ２単位巻
線、Ｖ１単位巻線、Ｖ２単位巻線、Ｗ１単位巻線、Ｗ２単位巻線と配置され、Ｕ１単位巻
線とＸ２単位巻線、Ｕ２単位巻線とＹ１単位巻線、Ｖ１単位巻線とＹ２単位巻線、Ｖ２単
位巻線とＺ１単位巻線、Ｗ１単位巻線とＺ２単位巻線、Ｗ２単位巻線とＸ１単位巻線、と
がそれぞれ同一のティースに巻装されると共に、Ｕ１単位巻線とＸ１単位巻線、Ｕ２単位
巻線とＸ２単位巻線、Ｖ１単位巻線とＹ１単位巻線、Ｖ２単位巻線とＹ２単位巻線、Ｗ１
単位巻線とＺ１単位巻線、Ｗ２単位巻線とＺ２単位巻線、とは、互いに巻回方向が異なる
ようにティースに巻装され、第１の巻線群および第２の巻線群のうち一方の巻線群は、各
相巻線が互いに接続されてΔ結線を形成し、他方の巻線群の各相巻線は、一端部が一方の
巻線群の各相巻線間に接続されてＹ結線を形成すると共に他端部が外部接続端子を形成す
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るか、若しくは、一端部が一方の巻線群の各相巻線間に接続されて外部接続端子を形成す
ると共に他端部が中性点で接続されてＹ結線を形成することで、ΔＹ複合結線を形成し、
ΔＹ複合結線を固定子コアの周方向に２ｎ組有することを特徴とする回転電機。
【００１０】
磁極の数は１０ｎまたは１４ｎであると共にティースの数は１２ｎである。即ち、磁極
の数とティースの数との比は５：６または７：６であり、磁極のピッチπに対するティー
スのピッチは（１±１／６）πとなる。そして、隣り合うティースに巻装される第１の巻
線群の相巻線と第２の巻線群の相巻線との巻回方向が互いに異なるため、第１の巻線群に
対して第２の巻線群は位相が反転する。このため、実質的な位相差は（１±１／６）π−
π＝±π／６。ここで、ΔＹ複合結線の外部接続端子に通常の三相交流電流を通電すれば
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、必然的に第１の巻線群と第２の巻線群とでは通電電流の位相差もπ／６となる。これに
よって、位相の異なる第１の巻線群と第２の巻線群とを単一のインバータで駆動すること
ができ、且つ、第６次高調波を相殺することで磁気騒音やリップルを低減できる。また、
第１の巻線群と第２の巻線群との対応する各相巻線が１ティース分ずれることで３つのテ
ィースに渡って巻装されるので、磁束の第３次高調波成分がより均等に分布されるため第
６次高調波成分の相殺効果が顕著である。
（請求項２の発明）
請求項１に記載の回転電機において、隣り合う２つのティースに巻装されるＸ１単位巻
線とＸ２単位巻線、Ｙ１単位巻線とＹ２単位巻線、Ｚ１単位巻線とＺ２単位巻線、Ｕ１単
位巻線とＵ２単位巻線、Ｖ１単位巻線とＶ２単位巻線、Ｗ１単位巻線とＷ２単位巻線は、
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それぞれ直列に接続されていることを特徴とする。
【００１１】
これによって、巻線を隣り合う２つのティースに連続して巻回することができるため、
製造工数を低減することができる。
（請求項３の発明）
請求項１または２に記載の回転電機において、第１の巻線群と第２の巻線群のうち、Δ
結線される一方の巻線群の各ティースへの巻回数は、Ｙ結線される他方の巻線群の各ティ
ースへの巻回数に対して１．６〜１．９倍の範囲内であることを特徴とする。
【００１２】
Δ結線とＹ結線を組み合わせた結線仕様においては、Ｙ結線される巻線群の各ティース
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への巻回数とΔ結線される巻線群の巻回数との比を１：√３とする必要がある。そこで、
Δ結線の巻回数をＹ結線の巻回数に対して１．６〜１．９倍の範囲内とすることで、理想
比に近い巻回数とすることができる。これによって、Δ結線に生じる循環電流を抑制する
ことができ、より磁気騒音やトルクリップルを効果的に低減することができる。
（請求項４の発明）
請求項１〜３に記載の何れかの回転電機において、第１の巻線群と第２の巻線群のうち
、Δ結線される一方の巻線群はＹ結線される他方の巻線群の巻線よりも細い巻線を使用す
ると共に、一方の巻線群はティース間距離の短い内径側に巻装され、他方の巻線群はティ
ース間距離の長い外径側に巻装されることを特徴とする。
【００１３】
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これによって、巻線の細い一方の巻線群はティース間距離の短い内径側に巻装されるた
め、各ティース間のスペースを有効利用することができるため巻線の占積率を高くするこ
とができ、回転電機の性能を高くすることができる。
（請求項５の発明）
請求項１〜４に記載の何れかの回転電機において、磁極の着磁に、スキュー角を設ける
ことを特徴とした回転電機。
【００１４】
回転電気が高速で回転すると循環電流がΔ結線に流れ電流波形が歪む。しかし、ロータ
磁石の着磁にスキュー角を設けることで電流波形の歪が低減する。これによって、高速回
転領域でも電磁騒音、トルクリップル低減効果を得ることができる。
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（請求項６の発明）
請求項１〜５に記載の何れかの回転電機と、回転電機を制御する三相インバータを有す
る回転電機の制御システムにおいて、回転電機は、外部接続端子に接続される単一の三相
インバータにより駆動されていることを特徴とする。
【００１５】
第１の巻線群と第２の巻線群とはティースのピッチに由来するπ／６の位相差をもって
巻装されるが、Δ結線される第１の巻線群とＹ結線される第２の巻線群とに通電される電
流はπ／６の位相差を有するため、単一のインバータにより駆動できる。これによって、
従来技術のように磁気騒音やリップルを低減するために２組のインバータを用いる必要が
ないため、システムの大型化やコストの増大を抑制でき、また協調制御も必要としないた
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めシステムの複雑化も抑制できる。
（請求項７の発明）
請求項１〜５に記載の何れかに記載の回転電機と、回転電機を制御するレクチファイア
を有する回転電機の制御システムにおいて、回転電機は、巻線が３つの外部接続端子に単
一のレクチファイアが接続されることにより整流されて直流電流を生成していることを特
徴とする。
【００１６】
第１の巻線群と第２の巻線群とがそれぞれ生成する電流はティースのピッチに由来する
π／６の位相差をもって出力される。しかし、Δ結線される第１の巻線群とＹ結線される
第２の巻線群とに通電される電流はπ／６の位相差を有するため、単一のレクチファイア
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により整流できる。これによって、従来技術のように磁気騒音やリップルを低減するため
に２組のレクチファイアを用いる必要がないため、システムの大型化やコストの増大を抑
制でき、また協調制御も必要としないためシステムの複雑化も抑制できる。
【図面の簡単な説明】
【００１７】
【図１】回転電機の断面図である。
【図２】第１参考例の回転電機断面の展開図である。
【図３】第１参考例の固定子の巻線仕様図である。
【図４】第１参考例、第１実施形態の回転電機のシステム概略図である。
【図５】第１の巻線群と第２の巻線群とへ通電される電流の波形図である。
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【図６】第１の巻線群と第２の巻線群との第６次高調波が相殺される様子を示す波形図で
ある。
【図７】第１参考例の回転電機と通常の回転電機におけるトルク波形の比較図である。
【図８】第１実施形態の回転電機断面の展開図である。
【図９】第１実施形態の固定子の巻線仕様図である。
【図１０】第２参考例の固定子の巻線仕様図である。
【図１１】第１、２参考例の回転電機のシステム概略図である。
【図１２】第２実施形態の固定子の巻線仕様図である。
【図１３】変形形態の回転電機断面（ティース間ピッチが（１＋１／６）π）の展開図で
ある。
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【図１４】変形形態の回転電機断面（ティース間ピッチが（１＋１／６）π）の展開図で
ある。
【図１５】磁極埋め込み型の回転子を有する回転電気の断面図である。
【発明を実施するための形態】
【００１８】
（第１参考例）
本参考例の回転電機１は、図１に示す様に、ＮＳ磁極２ａが交互に形成される回転子２
と、回転子２と対向して配置されると共にティース３ａを周方向に複数有する固定子コア
３と、ティース３ａに集中巻で巻装される巻線４とを備える。
【００１９】

10

図２は、回転子２及び固定子４の軸方向断面の展開図である。回転子２の磁極２ａは、
１０個の永久磁石がＮＳ極交互に並んで構成される。また、固定子４の固定子鉄心には１
２個のティース３ａが形成され、隣り合う２つのティース３ａの間に巻線４を収容する１
２個のスロット３ｂが構成される。磁極３ａ数が１０個に対してティース３ａ数が１２個
であることから、磁極３ａの数とティース３ａの数との比は５：６であり、磁極３ａのピ
ッチπに対するティース２ａのピッチは電気角で（１−１／６）πとなる。
【００２０】
固定子鉄心に巻装される巻線仕様を図３に示す。巻線４は、図１に示す電機子鉄心の各
ティース３ａを周回するように巻装される所謂集中巻き構成であり、Ｘ相巻線、Ｙ相巻線
、Ｚ相巻線からなる第１の巻線群４ａと、Ｕ相巻線、Ｖ相巻線、Ｚ相巻線からなる第２の

20

巻線群４ｂを有する。ここでは、固定子４のティース３ａには１ｔ〜１２ｔまで順番に番
号を付け、各ティース３ａ間に形成されるスロット３ｂには１ｓ〜１２ｓまで順番に番号
をつけて説明する。
【００２１】
第１の巻線群４ａは以下のようにして巻装される。
【００２２】
スロット１ｓから２ｓにティース２ｔを周回するように（紙面では時計回り）所定回数
だけ巻装して第１のＸ相巻線（Ｘ−１）を構成し、連続してスロット４ｓから３ｓにティ
ース４ｔを周回するように（紙面では反時計回り）所定回数だけ巻装して第１のＹ相巻線
（Ｙ−１）を構成し、さらに連続してスロット５ｓから６ｓにティース６ｔを周回するよ
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うに（紙面では時計回り）所定回数だけ巻装して第１のＺ相巻線（Ｚ−１）を構成し、ス
ロット６ｓから出た端末をスロット１ｓの端末と接続しΔ結線を構成する。
【００２３】
スロット８ｓから７ｓにティース８ｔを周回するように（紙面では反時計回り）所定回
数だけ巻装して第２のＸ相巻線（Ｘ−２）を構成し、連続してスロット９ｓから１０ｓに
ティース１０ｔを周回するように（紙面では時計回り）所定回数だけ巻装して第２のＹ相
巻線（Ｙ−２）を構成し、さらに連続してスロット１２ｓから１１ｓにティース１２ｔを
周回するように（紙面では反時計回り）所定回数だけ巻装して第２のＺ相巻線（Ｚ−２）
を構成し、スロット１１ｓから出た端末をスロット８ｓの端末と接続しΔ結線を構成する
40

。
【００２４】
第２の巻線群４ｂは以下のようにして巻装される。
【００２５】
スロット１ｓから１２ｓにティース１ｔを周回するように（紙面では反時計回り）所定
回数だけ巻装して第１のＵ相巻線（Ｕ−１）を構成し、第１の巻線群のティース６ｔと１
ｔとを結ぶ巻線間にスロット１２ｓの端末を接続する。また、スロット２ｓから３ｓにテ
ィース３ｔを周回するように（紙面では時計回り）所定回数だけ巻装して第１のＶ相巻線
（Ｖ−１）を構成し、第１の巻線群のティース２ｔと４ｔとを結ぶ巻線間にスロット４ｓ
の端末を接続する。また、スロット５ｓから４ｓにティース５ｔを周回するように（紙面
では反時計回り）所定回数だけ巻装して第１のＷ相巻線（Ｗ−１）を構成し、第１の巻線
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群のティース３ｔと５ｔとを結ぶ巻線間にスロット４ｓの端末を接続する。いわば、第１
のＵ相巻線、第１のＶ相巻線、第１のＷ相巻線は、第１の巻線群のΔ結線を中性点とした
Ｙ結線を形成している。
【００２６】
スロット６ｓから７ｓにティース７ｔを周回するように（紙面では時計回り）所定回数
だけ巻装して第２のＵ相巻線（Ｕ−２）を構成し、第１の巻線群のティース１２ｔと８ｔ
とを結ぶ巻線間にスロット７ｓの端末を接続する。また、スロット９ｓから８ｓにティー
ス９ｔを周回するように（紙面では反時計回り）所定回数だけ巻装して第２のＶ相巻線（
Ｖ−２）を構成し、第１の巻線群のティース７ｓと９ｓとを結ぶ巻線間にスロット４ｓの
端末を接続する。また、スロット１０ｓから１１ｓにティース５ｔを周回するように（紙
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面では反時計回り）所定回数だけ巻装して第２のＷ相巻線（Ｗ−２）を構成し、第１の巻
線群のスロット１０ｓと１２ｓとを結ぶ巻線間にスロット４ｓの端末を接続する。いわば
、第２のＵ相巻線、第２のＶ相巻線、第２のＷ相巻線は、第２の巻線群のΔ結線を中性点
としたＹ結線を形成している。
【００２７】
ここで、Δ結線される第１の巻線群の各ティースへの巻回数は、Ｙ結線される第２の巻
線群の各ティースへの巻回数の１．６〜１．９倍の範囲とするのが望ましい。
【００２８】
そして、スロット１ｓから出た第１のＵ相巻線（Ｕ−１）の端末とスロット６ｓから出
た第２のＵ相巻線（Ｕ−２）の端末とは接続され、外部接続端子Ｔ１を形成する。また、
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スロット２ｓから出た第１のＶ相巻線（Ｖ−１）の端末とスロット９ｓから出た第２のＶ
相巻線（Ｖ−２）の端末とは接続され、外部接続端子Ｔ２を形成する。また、スロット５
ｓから出た第１のＷ相巻線（Ｗ−１）の端末とスロット１０ｓから出た第２のＷ相巻線（
Ｗ−２）の端末とは接続され、外部接続端子Ｔ３を形成する。
【００２９】
以上の巻線仕様を有する回転電機１を駆動するシステムについて図４を用いて説明する
。
【００３０】
回転電機１は、巻線４の外部接続端子Ｔ１、Ｔ２、Ｔ３がインバータ５に接続されるこ
とで通電されて駆動される。このインバータ５は周知の構成のものであり説明は省略する
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。駆動方法に関しても周知の正弦波ＰＷＭ駆動であり、演算機能付きの制御回路６で生成
した駆動信号７により、インバータ５のトランジスタ８を駆動して巻線４へ略正弦波電流
を通電する。このため、制御回路６からの駆動信号７はトランジスタ６個分が必要となる
。制御は回転子に装着された例えばレゾルバなどの位置センサ９の情報に基づいて制御す
ればよい。また、必要に応じて図示しない電流検出器で実電流を検出して周知のフィード
バック制御を実施してもよい。
（第１参考例の効果）
通常、三相交流の回転電機１においては、正弦波電流にパワートランジスタを保護する
ためのデッドタイム等に起因した高周波成分が重畳しているため、これに起因して電磁騒
音やトルクリップルが生じることが知られている。これらの問題の原因となる脈動磁力成
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分は、基本波に対して第３次高調波成分に基づくものが主成分であり、その磁気加振力は
磁束の２乗に比例して分布するため第６次高調波成分である。
【００３１】
ここで、本参考例の回転電機１は、第１の巻線群４ａと第２の巻線群４ｂとが（１−１
／６）πのピッチを有するティース３ａに交互に巻装され、且つ、隣り合うティース３ａ
に巻装される第１の巻線群４ａと第２の巻線群４ｂの巻線方向は互いに逆向きであるため
、第１の巻線群４ａに対して第２の巻線群４ｂは位相が反転する。このため、ティース３
ａのピッチにより生じる実質的な位相差は、（１−１／６）π−π＝−π／６となる。ま
た、図５に示す様に、ΔＹ複合結線仕様により、外部接続端子Ｔ１、Ｔ２、Ｔ３に通常の
三相交流電流を通電すれば、必然的に第１の巻線群４ａと第２の巻線群４ｂに通電される
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電流はπ／６の位相差を有する。そして、このπ／６の位相差は第６次高調波成分の波長
π／３の半波分に相当する。即ち、第６次高調波成分同士は位相差がπとなるため、第１
の三相巻線４ａが発生する磁気加振力と第２の三相巻線４ｂが発生する磁気加振力とは互
いに相殺され（図６参照）、これに起因する磁気騒音やトルクリップルを低減することが
できる。実際に本発明により、図７に示す様に、トルクリップルが約５０％低減できた。
【００３２】
従来、磁気騒音やトルクリップルの低減のために２組の三相巻線群にπ／６の位相差を
設けた回転電機においては、巻線への通電電流にもπ／６の位相差を設ける必要があるた
め２組のインバータを協調制御して使用せざるを得なかった。しかし、本参考例のように
ΔＹ複合結線仕様とすることで、位相の異なる第１の巻線群４ａと第２の巻線群４ｂとを
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単一のインバータ５で駆動することができるので、システムの大型化やコストの増大を抑
制でき、また協調制御も必要としないためシステムの複雑化も抑制できる。
【００３３】
また、Δ結線とＹ結線を組み合わせた結線仕様においては、Δ結線される第１の巻線群
４ａの各ティース３ａへの巻回数とＹ結線される第２の巻線群４ｂの巻回数との比を１：
√３とする必要がある。そこで、第１の巻線群４ａの巻回数を第２の巻線群４ｂの巻回数
に対して１．６〜１．９倍とすることで、理想比に近い巻回数とすることができる。これ
によって、Δ結線に所望の振幅と位相の電流を流すことができるため、より磁気騒音やト
ルクリップルを効果的に低減することができる
（第１実施形態）
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本実施形態の回転電機１は、第１参考例と同様に（図２参照）、ＮＳ磁極２ａが交互に
形成される回転子２と、回転子２と対向して配置されると共にティース３ａを周方向に複
数有する固定子コア３と、ティース３ａに集中巻で巻装される巻線４とを備える。
【００３４】
図８は、回転子２及び固定子４の軸方向断面の展開図である。回転子２の磁極２ａは、
１０個の永久磁石がＮＳ極交互に並んで構成される。また、固定子４の固定子鉄心には１
２個のティース３ａが形成され、隣り合う２つのティース３ａの間に巻線４を収容する１
２個のスロット３ｂが構成される。磁極２ａ数が１０個に対してティース３ａ数が１２個
であることから、磁極２ａの数とティース３ａの数との比は５：６であり、磁極２ａのピ
ッチπに対するティース２ａのピッチは電気角で（１−１／６）πとなる。
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【００３５】
固定子鉄心に巻装される巻線仕様を図９に示す。巻線４は、図１に示す電機子鉄心の各
ティース３ａを周回するように巻装される所謂集中巻き構成であり、Ｘ相巻線、Ｙ相巻線
、Ｚ相巻線からなる第１の巻線群と、Ｕ相巻線、Ｖ相巻線、Ｚ相巻線からなる第２の巻線
群を有する。ここでは、固定子のティース３ａには１ｔ〜１２ｔまで順番に番号を付け、
各ティース３ａ間に形成されるスロット３ｂには１ｓ〜１２ｓまで順番に番号をつけて説
明する。尚、便宣上内径側ティースと外径側ティースとを分離して表記しているが、上下
の図でティース番号、スロット番号は共通である。
【００３６】
第１の巻線群４ａは以下のようにして巻装される。
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【００３７】
スロット１１ｓから１２ｓにティース１２ｔを周回するように（紙面では時計回り）所
定回数だけ巻装して第１のＸ１単位巻線（Ｘ１−１）を形成した後、スロット２ｓから１
ｓにティース１ｔを周回するように（紙面では反時計回り）所定回数だけ巻装して第１の
Ｘ２単位巻線（Ｘ２−１）を形成して第１のＸ相巻線を構成し、連続してスロット２ｓか
ら１ｓにティース２ｔを周回するように（紙面では反時計回り）所定回数だけ巻装して第
１のＹ１単位巻線（Ｙ１−１）を形成した後、スロット２ｓから３ｓにティース３ｔを周
回するように（紙面では時計回り）所定回数だけ巻装して第１のＹ２単位巻線（Ｙ２−１
）を形成して第１のＹ相巻線を構成し、連続してスロット３ｓから４ｓにティース４ｔを
周回するように（紙面では時計回り）所定回数だけ巻装して第１のＺ１単位巻線（Ｚ１−
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１）を形成した後、スロット５ｓから４ｓにティース５ｔを周回するように（紙面では時
計回り）所定回数だけ巻装して第１のＺ２単位巻線（Ｚ２−１）を形成して第１のＺ相巻
線を構成し、スロット４ｓから出た端末をスロット１１ｓの端末と接続しΔ結線を構成す
る。
【００３８】
スロット６ｓから５ｓにティース６ｔを周回するように（紙面では反時計回り）所定回
数だけ巻装して第２のＸ１単位巻線（Ｘ１−２）を形成した後、スロット６ｓから７ｓに
ティース７ｔを周回するように（紙面では時計回り）所定回数だけ巻装して第２のＸ２単
位巻線（Ｘ２−２）を形成して第２のＸ相巻線を構成し、連続してスロット７ｓから８ｓ
にティース８ｔを周回するように（紙面では時計回り）所定回数だけ巻装して第２のＹ１
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単位巻線（Ｙ１−２）を形成した後、スロット９ｓから８ｓにティース９ｔを周回するよ
うに（紙面では反時計回り）所定回数だけ巻装して第２のＹ２単位巻線（Ｙ２−２）を形
成して第２のＹ相巻線を構成し、連続してスロット１０ｓから９ｓにティース１０ｔを周
回するように（紙面では反時計回り）所定回数だけ巻装して第２のＺ１単位巻線（Ｚ１−
２）を形成した後、スロット１０ｓから１１ｓにティース１１ｔを周回するように（紙面
では時計回り）所定回数だけ巻装して第２のＺ２単位巻線（Ｚ２−２）を形成して第２の
Ｚ相巻線を構成し、スロット１１ｓから出た端末をスロット６ｓの端末と接続しΔ結線を
構成する。
【００３９】
第２の巻線群４ｂは以下のようにして巻装される。
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【００４０】
スロット１ｓから１２ｓにティース１ｔを周回するように（紙面では反時計回り）所定
回数だけ巻装して第１のＵ１単位巻線（Ｕ１−１）を形成した後、スロット１ｓから２ｓ
にティース２ｔを周回するように（紙面では時計回り）所定回数だけ巻装して第１のＵ２
単位巻線（Ｕ２−１）を形成して第１のＵ相巻線を構成し、第１の巻線群のティース５ｔ
と１２ｔとを結ぶ巻線間にスロット２ｓの端末（Ｃ１）を接続する。また、スロット２ｓ
から３ｓにティース３ｔを周回するように（紙面では時計回り）所定回数だけ巻装して第
１のＶ１単位巻線（Ｖ１−１）を形成した後、スロット４ｓから３ｓにティース４ｔを周
回するように（紙面では反時計回り）所定回数だけ巻装して第１のＶ２単位巻線（Ｖ２−
１）を形成して第１のＶ相巻線を構成し、第１の巻線群のティース２ｔと３ｔとを結ぶ巻

30

線間にスロット３ｓの端末（Ｃ２）を接続する。また、スロット５ｓから４ｓにティース
５ｔを周回するように（紙面では反時計回り）所定回数だけ巻装して第１のＷ１単位巻線
（Ｗ１−１）を形成した後、スロット５ｓから６ｓにティース６ｔを周回するように（紙
面では時計回り）所定回数だけ巻装して第１のＷ２単位巻線（Ｗ２−１）を形成して第１
のＷ相巻線を構成し、第１の巻線群のティース３ｔと４ｔとを結ぶ巻線間にスロット６ｓ
の端末（Ｃ３）を接続する。
【００４１】
スロット６ｓから７ｓにティース７ｔを周回するように（紙面では時計回り）所定回数
だけ巻装して第２のＵ１単位巻線（Ｕ１−２）を形成した後、スロット８ｓから７ｓにテ
ィース８ｔを周回するように（紙面では反時計回り）所定回数だけ巻装して第２のＵ２単
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位巻線（Ｕ２−２）を形成して第２のＵ相巻線を構成し、第１の巻線群のティース１１ｔ
と６ｔとを結ぶ巻線間にスロット７ｓの端末（Ｃ４）を接続する。また、スロット９ｓか
ら８ｓにティース９ｔを周回するように（紙面では反時計回り）所定回数だけ巻装して第
２のＶ１単位巻線（Ｖ１−２）を形成した後、スロット９ｓから１０ｓにティース１０ｔ
を周回するように（紙面では時計回り）所定回数だけ巻装して第２のＶ２単位巻線（Ｖ２
−２）を形成して第２のＶ相巻線を構成し、第１の巻線群のティース７ｔと８ｔとを結ぶ
巻線間にスロット２ｓの端末（Ｃ５）を接続する。また、スロット１０ｓから１１ｓにテ
ィース１１ｔを周回するように（紙面では反時計回り）所定回数だけ巻装して第２のＷ１
単位巻線（Ｗ１−２）を形成した後、スロット１２ｓから１１ｓにティース１２ｔを周回
するように（紙面では時計回り）所定回数だけ巻装して第２のＷ２単位巻線（Ｗ２−２）

50

(10)

JP 5510703 B2 2014.6.4

を形成して第２のＷ相巻線を構成し、第１の巻線群のティース９ｔと１０ｔとを結ぶ巻線
間にスロット１１ｓの端末（Ｃ６）を接続する。
【００４２】
そして、スロット１ｓから出た第１のＵ１単位巻線（Ｕ１−１）の端末とスロット６ｓ
から出た第２のＵ１単位巻線（Ｕ１−２）の端末とは接続され、外部接続端子Ｔ１を形成
する。また、スロット２ｓから出た第１のＶ１単位巻線（Ｖ１−１）の端末とスロット９
ｓから出た第２のＶ１単位巻線（Ｖ１−２）の端末とは接続され、外部接続端子Ｔ２を形
成する。また、スロット５ｓから出た第１のＷ１単位巻線（Ｗ１−１）の端末とスロット
１０ｓから出た第２のＷ２単位巻線（Ｗ２−２）の端末とは接続され、外部接続端子Ｔ３
を形成する。

10

【００４３】
以上の巻線仕様を有する回転電機１を駆動するシステムについては、第１参考例と同様
であるため説明を省略する。
（第１実施形態の効果）
本実施形態においては、本実施形態の回転電機１は、第１の巻線群４ａと第２の巻線群
４ｂとが１ティース３ａ分ずれて巻装されている。そして、隣り合うティース３ａに巻装
される第１の巻線群４ａと第２の巻線群４ｂの巻線方向は互いに逆向きであるため、第１
の巻線群４ａに対して第２の巻線群４ｂは位相が反転する。このため、ティース３ａのピ
ッチにより生じる実質的な位相差は、（１−１／６）π−π＝−π／６となる。これによ
って、磁気騒音やトルクリップルが低減できる効果は第１参考例と同様であるが、第１の
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巻線群４ａと第２の巻線群４ｂの対応する相巻線が１ティース分ずれることで３つのティ
ースに渡って巻装されるので、磁束の第３次高調波成分がより均等に分布されるため第６
次高調波成分の相殺効果が顕著である。
（第２参考例）
本参考例の回転電機１は、第１参考例と同様に、ＮＳ磁極２ａ（本参考例では永久磁石
）が交互に形成される回転子２と、巻線４が巻装されるティース３ａを周方向に複数有す
る固定子４と、を備える。また、磁極２ａとティース３ａの構成も、第１参考例と同様に
図２に示す展開図のとおりである。
【００４４】
固定子鉄心に巻装される巻線仕様を図１０に示す。巻線４は、図１に示す電機子鉄心の
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各ティース３ａを周回するように巻装される所謂集中巻き構成であり、Ｘ相巻線、Ｙ相巻
線、Ｚ相巻線からなる第１の巻線群４ａと、Ｕ相巻線、Ｖ相巻線、Ｚ相巻線からなる第２
の巻線群４ｂを有する。ここでは、固定子のティース３ａには１ｔ〜１２ｔまで順番に番
号を付け、各ティース３ａ間に形成されるスロット３ｂには１ｓ〜１２ｓまで順番に番号
をつけて説明する。
【００４５】
第１の巻線群４ａは以下のようにして巻装される。
【００４６】
スロット１ｓから２ｓにティース２ｔを周回するように（紙面では時計回り）所定回数
だけ巻装して第１のＸ相巻線（Ｘ−１）を構成し、連続してスロット４ｓから３ｓにティ
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ース４ｔを周回するように（紙面では反時計回り）所定回数だけ巻装して第１のＹ相巻線
（Ｙ−１）を構成し、さらに連続してスロット５ｓから６ｓにティース６ｔを周回するよ
うに（紙面では時計回り）所定回数だけ巻装して第１のＺ相巻線（Ｚ−１）を構成し、ス
ロット６ｓから出た端末をスロット１ｓの端末と接続しΔ結線を構成する。
【００４７】
スロット８ｓから７ｓにティース８ｔを周回するように（紙面では反時計回り）所定回
数だけ巻装して第２のＸ相巻線（Ｘ−２）を構成し、連続してスロット９ｓから１０ｓに
ティース１０ｔを周回するように（紙面では時計回り）所定回数だけ巻装して第２のＹ相
巻線（Ｙ−２）を構成し、さらに連続してスロット１２ｓから１１ｓにティース１２ｔを
周回するように（紙面では反時計回り）所定回数だけ巻装して第２のＺ相巻線（Ｚ−２）
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を構成し、スロット１１ｓから出た端末をスロット８ｓの端末と接続しΔ結線を構成する
。
【００４８】
そして、スロット６ｓから出た第１のＵ相巻線（Ｕ−１）の端末とスロット６ｓから出
た第２のＵ相巻線（Ｕ−２）の端末とは接続され、外部接続端子Ｔ１を形成する。また、
スロット２ｓから出た第１のＶ相巻線（Ｖ−１）の端末とスロット９ｓから出た第２のＶ
相巻線（Ｖ−２）の端末とは接続され、外部接続端子Ｔ２を形成する。また、スロット５
ｓから出た第１のＷ相巻線（Ｗ−１）の端末とスロット１０ｓから出た第２のＷ相巻線（
Ｗ−２）の端末とは接続され、外部接続端子Ｔ３を形成する。
【００４９】

10

第２の巻線群４ｂは以下のようにして巻装される。
【００５０】
スロット１ｓから１２ｓにティース１ｔを周回するように（紙面では反時計回り）所定
回数だけ巻装して第１のＵ相巻線（Ｕ−１）を構成し、一端部を第１の巻線群のティース
６ｔと１ｔとを結ぶ巻線間にスロット１２ｓの端末を接続すると共に他端部を中性点Ｎへ
接続する。また、スロット２ｓから３ｓにティース３ｔを周回するように（紙面では時計
回り）所定回数だけ巻装して第１のＶ相巻線（Ｖ−１）を構成し、一端部を第１の巻線群
のティース２ｔと４ｔとを結ぶ巻線間にスロット４ｓの端末を接続すると共に他端部を中
性点Ｎへ接続する。また、スロット５ｓから４ｓにティース５ｔを周回するように（紙面
では反時計回り）所定回数だけ巻装して第１のＷ相巻線（Ｗ−１）を構成し、一端部を第
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１の巻線群のティース３ｔと５ｔとを結ぶ巻線間にスロット４ｓの端末を接続すると共に
他端部を中性点Ｎへ接続する。
【００５１】
スロット６ｓから７ｓにティース７ｔを周回するように（紙面では時計回り）所定回数
だけ巻装して第２のＵ相巻線（Ｕ−２）を構成し、一端部を第１の巻線群のティース１２
ｔと８ｔとを結ぶ巻線間にスロット７ｓの端末を接続すると共に他端部を中性点Ｎへ接続
する。また、スロット９ｓから８ｓにティース９ｔを周回するように（紙面では反時計回
り）所定回数だけ巻装して第２のＶ相巻線（Ｖ−２）を構成し、一端部を第１の巻線群の
ティース７ｓと９ｓとを結ぶ巻線間にスロット４ｓの端末を接続すると共に他端部を中性
点Ｎへ接続する。また、スロット１０ｓから１１ｓにティース５ｔを周回するように（紙
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面では反時計回り）所定回数だけ巻装して第２のＷ相巻線（Ｗ−２）を構成し、一端部を
第１の巻線群のスロット１０ｓと１２ｓとを結ぶ巻線間にスロット４ｓの端末を接続する
と共に他端部を中性点Ｎへ接続する。
【００５２】
そして、スロット１ｓから出た第１のＵ相巻線（Ｕ−１）の端末とスロット６ｓから出
た第２のＵ相巻線（Ｕ−２）の端末とは接続され、外部接続端子Ｔ１を形成する。また、
スロット２ｓから出た第１のＶ相巻線（Ｖ−１）の端末とスロット９ｓから出た第２のＶ
相巻線（Ｖ−２）の端末とは接続され、外部接続端子Ｔ２を形成する。また、スロット５
ｓから出た第１のＷ相巻線（Ｗ−１）の端末とスロット１０ｓから出た第２のＷ相巻線（
Ｗ−２）の端末とは接続され、外部接続端子Ｔ３を形成する。
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【００５３】
以上の巻線仕様を有する回転電機１を駆動するシステムについては、図１１に示す様に
、第１の巻線群４ａと第２の巻線群４ｂとの結線仕様が異なる点以外は第１参考例と同様
であるため説明を省略する。
【００５４】
また、本参考例の効果についても第１参考例と同様である。
（第２実施形態）
本実施形態の回転電機１は、第１実施形態と同様に（図８参照）、ＮＳ磁極２ａ（本実
施形態では永久磁石）が交互に形成される回転子２と、巻線４が巻装されるティース３ａ
を周方向に複数有する固定子４と、を備える。
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【００５５】
固定子鉄心に巻装される巻線仕様を図１２に示す。巻線４は、図１に示す電機子鉄心の
各ティース３ａを周回するように巻装される所謂集中巻き構成であり、Ｘ相巻線、Ｙ相巻
線、Ｚ相巻線からなる第１の巻線群４ａと、Ｕ相巻線、Ｖ相巻線、Ｚ相巻線からなる第２
の巻線群４ｂを有する。ここでは、固定子のティース３ａには１ｔ〜１２ｔまで順番に番
号を付け、各ティース３ａ間に形成されるスロット３ｂには１ｓ〜１２ｓまで順番に番号
をつけて説明する。
【００５６】
第１の巻線群４ａは以下のようにして巻装される。
【００５７】

10

スロット１１ｓから１２ｓにティース１２ｔを周回するように（紙面では時計回り）所
定回数だけ巻装した第１のＸ１単位巻線（Ｘ１−１）を形成した後、スロット２ｓから１
ｓにティース１ｔを周回するように（紙面では反時計回り）所定回数だけ巻装した第１の
Ｘ２単位巻線（Ｘ２−１）を形成して第１のＸ相巻線を構成し、連続してスロット２ｓか
ら１ｓにティース２ｔを周回するように（紙面では反時計回り）所定回数だけ巻装して第
１のＹ１単位巻線（Ｙ１−１）を形成した後、スロット２ｓから３ｓにティース３ｔを周
回するように（紙面では時計回り）所定回数だけ巻装して第１のＹ２単位巻線（Ｙ２−１
）を形成して第１のＹ相巻線を構成し、連続してスロット３ｓから４ｓにティース４ｔを
周回するように（紙面では時計回り）所定回数だけ巻装して第１のＺ１単位巻線（Ｚ１−
１）を形成した後、スロット５ｓから４ｓにティース５ｔを周回するように（紙面では時
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計回り）所定回数だけ巻装して第１のＺ２単位巻線（Ｚ２−１）して第１のＺ相巻線を構
成し、スロット４ｓから出た端末をスロット１１ｓの端末と接続しΔ結線を構成する。
【００５８】
スロット６ｓから５ｓにティース６ｔを周回するように（紙面では反時計回り）所定回
数だけ巻装して第２のＸ１単位巻線（Ｘ１−２）を形成した後、スロット６ｓから７ｓに
ティース７ｔを周回するように（紙面では時計回り）所定回数だけ巻装して第２のＸ２単
位巻線（Ｘ２−２）を形成して第２のＸ相巻線を構成し、連続してスロット７ｓから８ｓ
にティース８ｔを周回するように（紙面では時計回り）所定回数だけ巻装して第２のＹ１
単位巻線（Ｙ１−２）を形成した後、スロット９ｓから８ｓにティース９ｔを周回するよ
うに（紙面では反時計回り）所定回数だけ巻装して第２のＹ２単位巻線（Ｙ２−２）を形
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成して第２のＹ相巻線を構成し、連続してスロット１０ｓから９ｓにティース１０ｔを周
回するように（紙面では反時計回り）所定回数だけ巻装して第２のＺ１単位巻線（Ｚ１−
２）を形成した後、スロット１０ｓから１１ｓにティース１１ｔを周回するように（紙面
では時計回り）所定回数だけ巻装して第２のＺ２単位巻線（Ｚ２−２）を形成して第２の
Ｚ相巻線を構成し、スロット１１ｓから出た端末をスロット６ｓの端末と接続しΔ結線を
構成する。
【００５９】
そして、ティース５ｔと１２ｔとの間とティース１１ｔと６ｔとの間は渡り線Ｃ１によ
って接続される。また、ティース１ｔと２ｔとの間とティース６ｔと７ｔとの間は渡り線
Ｃ２によって接続される。また、ティース３ｔと４ｔとの間とティース８ｔと９ｔとの間
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は渡り線Ｃ３によって接続される。
【００６０】
第２の巻線群４ｂは以下のようにして巻装される。
【００６１】
スロット１ｓから１２ｓにティース１ｔを周回するように（紙面では反時計回り）所定
回数だけ巻装して第１のＵ１単位巻線（Ｕ１−１）を形成した後、スロット１ｓから２ｓ
にティース２ｔを周回するように（紙面では時計回り）所定回数だけ巻装して第１のＵ２
単位巻線（Ｕ２−１）を形成して第１のＵ相巻線を構成し、中性点Ｎにスロット２ｓの端
末を接続する。また、スロット２ｓから３ｓにティース３ｔを周回するように（紙面では
時計回り）所定回数だけ巻装して第１のＶ１単位巻線（Ｖ１−１）を形成した後、スロッ
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ト４ｓから３ｓにティース４ｔを周回するように（紙面では反時計回り）所定回数だけ巻
装して第１のＶ２単位巻線（Ｖ２−１）を形成して第１のＶ相巻線を構成し、中性点Ｎに
スロット３ｓの端末を接続する。また、スロット５ｓから４ｓにティース５ｔを周回する
ように（紙面では反時計回り）所定回数だけ巻装して第１のＷ１単位巻線（Ｗ１−１）を
形成した後、スロット５ｓから６ｓにティース６ｔを周回するように（紙面では時計回り
）所定回数だけ巻装して第１のＷ２単位巻線（Ｗ２−１）を形成して第１のＷ相巻線を構
成し、中性点Ｎにスロット６ｓの端末を接続する。
【００６２】
スロット６ｓから７ｓにティース７ｔを周回するように（紙面では時計回り）所定回数
だけ巻装して第２のＵ１単位巻線（Ｕ１−２）を形成した後、スロット８ｓから７ｓにテ
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ィース８ｔを周回するように（紙面では反時計回り）所定回数だけ巻装して第２のＵ２単
位巻線（Ｕ２−２）を形成して第２のＵ相巻線を構成し、中性点Ｎにスロット７ｓの端末
を接続する。また、スロット９ｓから８ｓにティース９ｔを周回するように（紙面では反
時計回り）所定回数だけ巻装して第２のＶ１単位巻線（Ｖ１−２）を形成した後、スロッ
ト９ｓから１０ｓにティース１０ｔを周回するように（紙面では時計回り）所定回数だけ
巻装して第２のＶ２単位巻線（Ｖ２−２）を形成して第２のＶ相巻線を構成し、中性点Ｎ
にスロット１０ｓの端末を接続する。また、スロット１０ｓから１１ｓにティース１１ｔ
を周回するように（紙面では反時計回り）所定回数だけ巻装して第２のＷ１単位巻線（Ｗ
１−２）を形成した後、スロット１２ｓから１１ｓにティース１２ｔを周回するように（
紙面では時計回り）所定回数だけ巻装して第２のＷ２単位巻線（Ｗ２−２）を形成して第
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２のＷ相巻線を構成し、中性点Ｎにスロット１１ｓの端末を接続する。
【００６３】
そして、スロット１ｓから出た第１のＵ１相巻線（Ｕ１−１）の端末とスロット６ｓか
ら出た第２のＵ１相巻線（Ｕ１−２）の端末とは接続されると共に、渡り線Ｃ１が接続さ
れて外部接続端子Ｔ１を形成する。また、スロット２ｓから出た第１のＶ１相巻線（Ｖ１
−１）の端末とスロット９ｓから出た第２のＶ１相巻線（Ｖ１−２）の端末とは接続され
ると共に、渡り線Ｃ２が接続されて外部接続端子Ｔ２を形成する。また、スロット５ｓか
ら出た第１のＷ１相巻線（Ｗ１−１）の端末とスロット１０ｓから出た第２のＷ１相巻線
（Ｗ１−２）の端末とは接続されると共に、渡り線Ｃ３が接続されて外部接続端子Ｔ３を
形成する。
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【００６４】
以上の巻線仕様を有する回転電機１を駆動するシステムについては、図１１に示す様に
、第１の巻線群４ａと第２の巻線群４ｂとの結線仕様が異なる点以外は第１実施形態と同
様であるため説明を省略する。
【００６５】
また、本実施形態の効果についても第１実施形態と同様である。
（変形実施形態）
第１、２実施形態、および、第１、２参考例の回転電機１は、磁極２ａ数が１０個に対
してティース３ａ数が１２個であるが、図１３、図１４に示す様に磁極２ａ数を１４個と
してもよい。この場合、磁極２ａの数とティース３ａの数との比は７：６となり、磁極２
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ａのピッチπに対するティース２ａのピッチは電気角で（１＋１／６）πとなる。そして
、隣り合うティース３ａに巻装される第１の巻線群４ａと第２の巻線群４ｂの巻装方向は
互いに逆向きであるため、第１の巻線群４ａに対して第２の巻線群４ｂは位相が反転する
。このため、ティース３ａのピッチにより生じる実質的な位相差は、（１＋１／６）π−
π＝π／６となる。このように、磁極２ａの数とティース３ａの数との比は７：６であっ
ても実質的な位相差がπ／６となるため、第１、２実施形態、および、第１、２参考例と
同様にして磁気騒音やトルクリップルを低減させることができる。
【００６６】
また、図１５に示す様に、磁極２ａ（永久磁石）が回転子の内部に埋め込まれた磁極埋
め込み型の回転子２を使用しても良い。この場合、一般に第１、２実施形態、および、第
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１、２参考例のような磁極表面型の回転子２を用いた回転電機１に比べ電磁騒音、トルク
リップル低減の面で有利であり、本発明の効果をより一層高めることができる。
【００６７】
また、回転子２の磁極２ａには永久磁石を用いずに、磁気抵抗の位置変化によりトルク
を発生させるリラクタンス型でも良いし、電磁石により磁界を発生させる電磁石型でも良
い。
【００６８】
また、磁極２ａの数は１０ｎまたは１４ｎ、ティース３ａの数は１２ｎ（ｎは自然数）
であればよく、その場合の巻線仕様は第１、２実施形態、および、第１、２参考例のΔＹ
複合結線の繰り返しとなる。
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【００６９】
また、第１、２実施形態の回転電機１において、第１の巻線群４ａと第２の巻線群４ｂ
とをティース３ａの内径側と外径側の２層に分けて巻装してもよい。この場合、Δ結線さ
れる第１の巻線群４ａはＹ結線される第２の巻線群４ｂの巻線よりも細い巻線を使用する
と共に、第１の巻線群４ａは前記ティース間距離の短い内径側に巻装し、第２の巻線群４
ｂは前記ティース３ａ間距離の長い外径側に巻装する。これによって、巻線の細い一方の
巻線群はティース３ａ間距離の短い内径側に巻装されるため、各ティース３ａ間のスペー
スを有効利用することができるため巻線の占積率を高くすることができ、回転電機の性能
を高くすることができる。
【００７０】
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また、回転子２の磁極２ａの着磁にスキュー角を設けてもよい。スキュー角がない場合
、一般的に永久磁石の着磁パターンに潜む高調波成分、特に３次成分に起因する逆起電圧
の３次成分に起因する高調波電流や、インバータ制御時のデッドタイム等に起因する高調
波電流が△結線に循環する電流として重畳してしまい所望のπ／６位相差の正弦波電流を
生成することが困難となる。この現象は回転数が高くなるにつれて顕著である。一方、磁
極２ａの着磁にスキュー角を設けることにより電流の高調波成分を効果的に除去すること
ができ循環電流を低減できる。即ち、高速回転領域でも電磁騒音、トルクリップル低減効
果を得ることができる。
【００７１】
また、第１、２実施形態、および、第１、２参考例の回転電機１は、インバータ５に接
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続されて巻線４が通電されることで回転力を発生するものであったが、レクチファイアに
接続すれば回転力から電力を生成する発電機としても応用が可能ある。この場合も、単一
のレクチファイアにより発電できるため、システムの大型化やコストの増大を抑制でき、
また協調制御も必要としないためシステムの複雑化も抑制できる。
【符号の説明】
【００７２】
１

回転電機

２

回転子

２ａ

磁極

３ａ

ティース

３ｂ

スロット

４

巻線

４ａ

第１の巻線群

４ｂ

第２の巻線群

５

インバータ

40

(15)
【図１】

【図３】

【図４】

【図２】

【図５】

【図７】

【図８】

【図６】

JP 5510703 B2 2014.6.4

(16)
【図９】

【図１１】

【図１０】

【図１２】

【図１４】

【図１５】

【図１３】

JP 5510703 B2 2014.6.4

(17)

JP 5510703 B2 2014.6.4

フロントページの続き
(72)発明者 田中 飛鳥
愛知県刈谷市昭和町１丁目１番地 株式会社デンソー内
(72)発明者 谷口 真
愛知県刈谷市昭和町１丁目１番地 株式会社デンソー内
審査官 服部 俊樹
(56)参考文献 特開平０４−００８１４０（ＪＰ，Ａ）
特開２００８−００５６０３（ＪＰ，Ａ）
特開２００４−０８８９０５（ＪＰ，Ａ）
特開昭５４−０３９８０５（ＪＰ，Ａ）
特開２００２−２４７７８７（ＪＰ，Ａ）
(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
Ｈ０２Ｋ

３／２８

10

