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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　回転子の内部に、前記回転子の周方向に沿って、１極当たり２個の永久磁石を複数極埋
め込んでなる永久磁石埋め込み式回転電機において、
　前記回転子には、１極を構成するために、前記回転子の周方向に並んだ２個のスロット
が形成され、この２個のスロットに２個の永久磁石が埋め込まれており、
　前記１極を構成する２個のスロットの各々は、回転方向外側において前記回転子の外周
と連通しており、当該２個のスロット間に挟まれた前記回転子の薄肉部分に臨む領域に非
磁性材からなる磁石支持部材を各々収容し、かつ、前記薄肉部分から前記回転子の周方向
に離れた位置に前記回転子の径方向に突出して前記永久磁石の端面に係合する突起を有し
、前記磁石支持部材および前記突起により前記永久磁石を挟んで当該スロット内に位置固
定してなり、前記回転子の回転中心軸を中心とする前記１極を構成する２個のスロットの
内接円よりも前記回転子の外周方向に前記薄肉部分を有することを特徴とする永久磁石埋
め込み式回転電機。
【請求項２】
　前記回転子は、隣接する極間に前記回転子の回転中心軸から離れる方向に突出したｑ軸
突起を有することを特徴とする請求項１に記載の永久磁石埋め込み式電動機。
【請求項３】
　前記磁石支持部材が絶縁紙であることを特徴とする請求項１または２に記載の永久磁石
埋め込み式回転電機。
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【請求項４】
　前記磁石支持部材が樹脂であることを特徴とする請求項１または２に記載の永久磁石埋
め込み式回転電機。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、電動機や発電機等、回転子を有する回転電機に係り、特に回転子に永久磁石
が埋め込まれた永久磁石埋め込み式回転電機に関する。
【背景技術】
【０００２】
　永久磁石埋め込み式回転電機では、回転子の内部に、回転子の周方向に沿って、複数極
分の永久磁石が埋め込まれている。この永久磁石埋め込み式回転電機では、永久磁石から
発生され、固定子巻線と鎖交する磁束量に応じたマグネットトルクと、回転子コアの磁気
抵抗を減らす方向に回転子コアを回転させるリラクタンストルクとが回転子に発生する。
従って、永久磁石埋め込み式回転電機は、小型高出力高効率回転電機として広く用いられ
ている。
【０００３】
　図１１は、従来の永久磁石埋め込み式回転電機の回転子１の構成を示す断面図である。
図１１に示す例において、回転子１は、回転子鋼板を積層してなる回転子コア２を有する
。この回転子コア２には、その周方向に沿って２個のスロット３および３’の組が４組形
成されている。そして、各スロット３および３’の中に永久磁石４および４’が各々挿入
されている。この２個のスロット３および３’と２個の永久磁石４および４’の組が、回
転子コア２の１極を構成している。１極分の永久磁石４および４’は、回転子コア２の外
周面に対して同じ極性の磁極を向けている。
【０００４】
　１極を構成する２個のスロット３および３’の間には、回転子コア２の薄肉部分である
センタブリッジ８がある。また、各スロット３（３’）と回転子コア２の外周との間には
、回転子コア２の薄肉部分であるサイドブリッジ９（９’）がある。
【０００５】
　各スロット３（３’）の内壁面のうち回転子１の内周側（回転中心に近い側）の内壁面
には、回転子１の径方向に突出して永久磁石４（４’）の端面に係合する２個の突起７（
７’）が２個形成されている。これらの突起７（７’）は、永久磁石４（４’）を回転子
１の周方向両側から挟み、スロット３（３’）内に位置決め固定している。そして、各ス
ロット３（３’）内において、センタブリッジ８に臨む領域には、永久磁石４（４’）の
詰まっていない内側空洞部３ａ（３ａ’）があり、サイドブリッジ９（９’）に臨む領域
には永久磁石４（４’）の詰まっていない外側空洞部３ｂ（３ｂ’）がある。
【０００６】
　この永久磁石埋め込み式回転電機の回転子１には、次式に示すトルクＴが発生する。
　Ｔ＝Ｐ×ψａ×Ｉｑ＋Ｐ×（Ｌｄ－Ｌｑ）×Ｉｄ×Ｉｑ　　　　　　　……（１）
　上記式（１）において、Ｐは回転子１の極対数、ψａは固定子巻線と鎖交する磁束数、
ＩｄおよびＩｑは固定子巻線に流れる電流のｄ軸成分およびｑ軸成分、Ｌｄはｄ軸インダ
クタンス、Ｌｑはｑ軸インダクタンスである。ここで、ｄ軸とは回転子１の磁極の中心を
通る軸、すなわち、図１１の例では回転子１の回転中心軸１２から２個のスロット３およ
び３’間のセンタブリッジ８を通過する軸である。また、ｑ軸は、ｄ軸から電気角９０度
ずれた磁極間方向の軸である。そして、上記式（１）において右辺第１項がマグネットト
ルクであり、右辺第２項がリラクタンストルクである。
【０００７】
　上記式（１）に示すように、リラクタンストルクは、ｄ軸インダクタンスＬｄとｑ軸イ
ンダクタンスＬｑとの差分を増加させることにより増加させることができる。図１１に示
す構成では、ｑ軸方向の磁束が回転子コア２の鋼板からなる磁気抵抗の低い磁路を通過す
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るため、ｑ軸インダクタンスＬｑは小さい。一方、ｄ軸方向の磁束の磁路は、永久磁石４
および４’があるため、その磁気抵抗が高い。このため、ｄ軸インダクタンスは大きくな
る。従って、図１１に示す永久磁石埋め込み式回転電機の回転子１によれば、リラクタン
ストルクを大きくすることができる。
【０００８】
　また、図１１に示す永久磁石埋め込み式回転電機において、回転子１が高速回転すると
、回転子コア２に遠心力が発生する。そして、特に、スロット３（３’）と回転子コア２
の外周との間のサイドブリッジ９（９’）に遠心力に起因するせん断応力が掛かる。また
、大トルク化を考えた場合、シャフト１２を回転子コア２へ圧入もしくは焼き嵌めする際
の締め代を大きくする必要があるため、シャフト１２挿入後の回転子コア２に掛かる残留
応力が大きくなる。図１１に示す永久磁石埋め込み式回転電機では、１極内の２個のスロ
ット３および３’間のセンタブリッジ８により、サイドブリッジ９および９’に掛かるせ
ん断応力や残留応力を緩和している。なお、この永久磁石埋め込み式回転電機は例えば特
許文献１に開示されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００９】
【特許文献１】特開２０１０－８１７５４号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１０】
　ところで、上述した従来の永久磁石埋め込み式回転電機において、永久磁石固定用の突
起７（７’）は応力集中が生じやすい。このため、回転子１を高速回転させ、または大ト
ルクを発生させようとすると、突起７（７’）に過大な応力が集中し、最悪の場合、突起
７（７’）が破損する。この場合、突起の数が多いほど破損する可能性のある箇所が増え
るため、回転電機の故障リスクが増加する。
【００１１】
　また、従来の永久磁石埋め込み式回転電機では、リラクタンストルクを増加させるため
に、固定子巻線の電流を増加させ、永久磁石４（４’）の磁束を弱めるｄ軸方向の磁束を
発生させる。その際に、永久磁石４（４’）のＮ極から発した磁束がセンタブリッジ８を
経由して同永久磁石のＳ極に至る磁束漏れが増加し、永久磁石４（４’）の減磁耐量を低
下させる問題が発生する。
【００１２】
　この減磁耐量の低下を防止するための方法として、永久磁石４（４’）の磁軸方向の厚
みを増加させる方法が考えられる。しかし、この方法を採った場合、必要な磁石量が増加
するため、材料費が増加し、永久磁石埋め込み式回転電機のコストが高くなる問題が発生
する。
【００１３】
　この発明は以上のような事情に鑑みてなされたものであり、その目的は、高速回転かつ
大トルク化が可能であって、故障リスクが低く、かつ、減磁耐量が高く、少ない磁石量で
構成可能な永久磁石埋め込み式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】
【００１４】
　この発明は、回転子の内部に、前記回転子の周方向に沿って、１極当たり２個の永久磁
石を複数極埋め込んでなる永久磁石埋め込み式回転電機において、前記回転子には、１極
を構成するために、前記回転子の周方向に並んだ２個のスロットが形成され、この２個の
スロットに２個の永久磁石が埋め込まれており、前記１極を構成する２個のスロットの各
々は、当該２個のスロット間に挟まれた前記回転子の薄肉部分に臨む領域に非磁性材から
なる磁石支持部材を各々収容し、かつ、前記薄肉部分から前記回転子の周方向に離れた位
置に前記回転子の径方向に突出して前記永久磁石の端面に係合する突起を有し、前記磁石
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支持部材および前記突起により前記永久磁石を挟んで当該スロット内に位置固定してなる
ことを特徴とする永久磁石埋め込み式回転電機を提供する。
【発明の効果】
【００１５】
　この発明によれば、１極を構成するための２個のスロットの各々は、当該２個のスロッ
ト間に挟まれた回転子の薄肉部分に臨む領域に非磁性材からなる磁石支持部材を各々収容
している。このため、２個の永久磁石間の非磁性領域の幅を増加させ、減磁耐量を増加さ
せることができる。また、各スロットには、突起を１個しか設けていないので、高速回転
する永久磁石埋め込み式回転電機や大トルクを発生する永久磁石埋め込み式回転電機を構
成する場合に故障リスクを減少させることができる。従って、この発明によれば、高速回
転かつ大トルク化が可能であって、故障リスクが低く、かつ、減磁耐量が高く、少ない磁
石量で構成可能な永久磁石埋め込み式回転電機を実現することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１６】
【図１】この発明の第１実施形態である回転子の１極分の構成を示す断面図である。
【図２】同実施形態の比較例である永久磁石埋め込み式回転電機の無負荷時における磁束
の流れを示す断面図である。
【図３】同永久磁石埋め込み式回転電機の負荷時における磁束の流れを示す断面図である
。
【図４】同実施形態における永久磁石とセンタブリッジの間の距離と減磁率の関係を示し
たグラフである。
【図５】この発明の第２実施形態である回転子の１極分の構成を示す断面図である。
【図６】この発明の第３実施形態である回転子の１極分の構成を示す断面図である。
【図７】この発明の第４実施形態である回転子の１極分の構成を示す断面図である。
【図８】この発明の第５実施形態である回転子の１極分の構成を示す断面図である。
【図９】この発明の第６実施形態である回転子の１極分の構成を示す断面図である。
【図１０】この発明の第７実施形態である回転子の１極分の構成を示す断面図である。
【図１１】従来の永久磁石埋め込み式回転電機の回転子の構成を示す断面図である。
【発明を実施するための形態】
【００１７】
　以下、図面を参照しつつこの発明の実施形態について説明する。
【００１８】
＜第１実施形態＞
　図１は、この発明の第１実施形態である永久磁石埋め込み式回転電機の回転子１Ａの１
極分の構成を示す断面図である。図１では回転子１Ａが中央に有する回転軸や固定子の図
示は省略している。
【００１９】
　回転子１Ａは、高透磁率の鋼板を回転軸方向に積層した回転子コア２Ａを有する。なお
、このような構造の他、磁性鉄粉を必要な形状に成形して回転子コア２Ａを構成してもよ
い。回転子コア２Ａには、１極を構成するために、回転子コア２Ａの周方向に並んだ２個
のスロット３および３’が形成されている。これらの２個のスロット３および３’は、回
転子コア２Ａの薄肉部分であるセンタブリッジ８を間に挟んでいる。また、２個のスロッ
ト３および３’におけるセンタブリッジ８と反対側の各端部と回転子コア２Ａの外周との
間は、回転子コア２Ａの薄肉部分であるサイドブリッジ９および９’となっている。回転
子コア２Ａにおいて、永久磁石４および４’よりも内周側の領域と外周側の外周縁部１５
は、センタブリッジ８とこのサイドブリッジ９および９’を介して繋がっている。
【００２０】
　本実施形態において、２個のスロット３および３’は、センタブリッジ８寄りの各端部
が回転子コア２Ａの回転中心軸（図示略）に近く、サイドブリッジ９および９’寄りの各
端部が回転子コア２Ａの外周寄りに位置しており、回転中心軸を下にして見た場合に全体
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としてＶ字形状をなしている。そして、このＶ字形状をなす１極分の２個のスロット３お
よび３’内に、２個の永久磁石４および４’が各々埋め込まれている。これらの永久磁石
４および４’は回転子コア２Ａの外周面に対して同じ極性の磁極を向けている。
【００２１】
　各スロット３（３’）において、センタブリッジ８に臨む領域３ａ（３ａ’）には、磁
石支持部材１０（１０’）が各々収容されている。そして、磁石支持部材１０および１０
’は、永久磁石４および４’の相互に向かい合った内側端部６および６’に各々当接して
いる。この磁石支持材１０（１０’）は、磁束漏れを防ぐために、絶縁紙や樹脂等の非磁
性材により構成されている。
【００２２】
　一方、各スロット３（３’）における回転子コア２Ａの内周側（回転中心軸に近い側）
の内壁において、センタブリッジ８から離れた位置には、回転子コア２Ａの径方向に突出
した突起７（７’）が形成されている。この突起７（７’）は、永久磁石４（４’）にお
ける回転子コア２Ａの極間寄りの外側端部５（５’）に係合している。
【００２３】
　そして、各スロット３（３’）内において、永久磁石４（４’）は、磁石支持部材１０
（１０’）および突起７（７’）により回転子コア２Ａの周方向両側から挟まれて位置固
定されている。
【００２４】
　各スロット３（３’）において、サイドブリッジ９（９’）から突起７（７’）までの
領域は、永久磁石４（４’）の詰まっていない外側空洞部３ｂ（３ｂ’）となっている。
【００２５】
　本実施形態において、永久磁石４（４’）は、回転子コア２Ａの極間寄りの外側端部５
（５’）が突起７（７’）によって支持される一方、回転子コア２Ａの極中心寄りの内側
端部６（６’）は磁石支持材１０（１０’）によって支持される。このように本実施形態
では、永久磁石４（４’）を支持するための突起が１スロット当たり１箇所しかない。そ
のため、１スロット当たり２箇所の突起がある従来例（図１１）と比較すると、本実施形
態における回転子コア２Ａは、高速回転時に応力集中の生じやすい突起の数が減っている
ため、故障リスクが減少する効果がある。なお、１スロット当たり２箇所に突起を設けた
としても、この場合は、高速回転時の応力が突起と磁石支持材１０（１０’）に分散され
るため、突起の破損リスクが減少し、回転電機の故障リスクも減少する。
【００２６】
　また、本実施形態では、各スロット３（３’）内において永久磁石４（４’）とセンタ
ブリッジ８との間に非磁性材からなる磁石支持部材１０（１０’）を介挿したので、２個
の永久磁石４および４’間の非磁性領域の幅を増加させ、永久磁石４および４’の減磁耐
量を増加させることができる。
【００２７】
　以下、この効果について比較例を参照しつつ説明する。図２および図３は、比較例とし
て、図１において磁石支持部材１０（１０’）を設けない構成の回転子１Ａ’を用いた永
久磁石埋め込み式回転電機の磁束の流れを示すものである。ここで、図２は無負荷時にお
ける磁束の流れを示し、図３は固定子巻線用スロット１４内の固定子巻線に電流を流した
場合の磁束の流れを示している。図２に示すように、無負荷時には永久磁石４（４’）の
磁束のみが発生し、この場合、センタブリッジ８を介した磁束漏れはわずかであり、ほと
んど発生していない。しかし、永久磁石埋め込み式回転電機に負荷を与え、固定子巻線用
スロット１４にある固定子巻線に電流を流すと、図３に示すように、この固定子巻線から
の反磁束により磁束線が図２とは異なり、センタブリッジ８に磁束漏れが発生する。
【００２８】
　センタブリッジ８での磁束漏れは、永久磁石４（４’）がセンタブリッジ８に近いほど
発生しやすく、それに伴い、永久磁石４（４’）の減磁を生じやすい。そのため、永久磁
石４（４’）の減磁耐量が減少し、大トルク化を図ることが難しくなる。そこで、減磁耐
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量を増加させるために、永久磁石４（４’）の磁軸方向の厚みを増やして磁束を増加させ
る、もしくは、磁束漏れが生じ難いようにセンタブリッジ８の幅を細くする施策が必要と
なる。しかし、永久磁石４（４’）の厚みを増すと、必要な磁石量が増加して材料費が増
え、永久磁石埋め込み式回転電機の製造費が高くなる問題が生じる。一方、センタブリッ
ジ８の幅を細くすると、センタブリッジ８の強度が弱くなり、永久磁石埋め込み式回転電
機が高速回転に対応できなくなるという問題が生じる。
【００２９】
　そこで、本実施形態では、図１に示すように、スロット３（３’）内において永久磁石
４（４’）とセンタブリッジ８との間に非磁性材からなる磁石支持部材１０（１０’）を
介挿し、２個の永久磁石４および４’間の非磁性領域の幅を増加させているのである。
【００３０】
　図４は、永久磁石４および４’とセンタブリッジ８の間の距離と減磁率の関係を示した
グラフである。このグラフは、本願発明者らが有限要素法を用いた磁界解析により得たも
のである。図４において、縦軸の減磁率とは減磁した割合を示した値であり、減磁率と減
磁耐量は反比例の関係にある。すなわち、減磁率が減少すると減磁耐量は増加し、減磁率
が増加すると減磁耐量は減少する。
【００３１】
　本実施形態では、図１に示すように、永久磁石４および４’の各々とセンタブリッジ８
との間に非磁性材からなる磁石支持材１０および１０’を各々挿入し、永久磁石４および
４’とセンタブリッジ８の間の距離を長くしている。従って、本実施形態によれば、減磁
率を減少させて減磁耐量を増加させることができる。
【００３２】
　以上説明したように、本実施形態によれば、１極を構成するための２個のスロット３お
よび３’の各々において、センタブリッジ８に臨む領域に非磁性材からなる磁石支持部材
１０（１０’）を各々収容しているため、２個の永久磁石４および４’間の非磁性領域の
幅を増加させ、減磁耐量を増加させることができる。また、各スロット３および３’には
、突起７（７’）を１個しか設けていないので、高速回転する永久磁石埋め込み式回転電
機や大トルクを発生する永久磁石埋め込み式回転電機を構成する場合に故障リスクを減少
させることができる。従って、本実施形態によれば、高速回転かつ大トルク化が可能であ
って、故障リスクが低く、かつ、減磁耐量が高く、少ない磁石量で構成可能な永久磁石埋
め込み式回転電機を実現することができる。
【００３３】
＜第２実施形態＞
　図５は、この発明の第２実施形態である永久磁石埋め込み式回転電機の回転子１Ｂの１
極分の構成を示す断面図である。回転子１Ｂは、回転子コア２Ｂを有する。上記第1実施
形態と同様、回転子コア２Ｂには、１極分として、２つのスロット３および３’が形成さ
れている。
【００３４】
　第１実施形態の回転子コア２Ａと本実施形態の回転子コア２Ｂの違いは、スロット３お
よび３’の配置の違いにある。すなわち、本実施形態において２個のスロット３および３
’は、センタブリッジ８寄りの各端部が回転子コア２Ｂの外周寄りに位置し、センタブリ
ッジ８と反対側の各端部が回転子コア２Ｂの回転中心軸寄りに位置しており、回転中心軸
を下側にして見た場合に全体として逆Ｖ字形状をなしている。
【００３５】
　本実施形態においても上記第1実施形態と同様な効果が得られる。また、本実施形態に
よれば、回転子コア２Ｂにおいてスロット３および３’を逆Ｖ字形状に配置したので、さ
らに別の効果が得られる。この効果について説明すると、次の通りである。
【００３６】
　まず、図示しないシャフトの回転子１Ｂへの締り嵌め工程において、回転子鋼材には周
方向に残留応力が残留する。この残留応力は、回転子１Ｂの高速回転中にも残ったままで
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ある。本願発明者らが有限要素法により計算したところ、この残留応力は、回転子鋼材に
穴や窪みなどのある部分と同じ半径を持つ円周上には殆ど発生しないことが確認された（
すなわち、穴も窪みもなく、リング状につながっている部分でないと応力は残存しない）
。
【００３７】
　従って、第１実施形態における回転子コア２Ａでは、スロット３および３’においてセ
ンタブリッジ８に臨む内側空洞部３ａおよび３ａ’が回転子コア２Ａの回転中心軸に最も
近い。このため、内側空洞部３ａおよび３ａ’が接する円の円周内に残留応力が集中する
。これに対し、本実施形態における回転子コア２Ｂでは、スロット３および３’において
センタブリッジ８と反対側の各端部に内接する円の円周内に残留応力が集中する。
【００３８】
　一方、回転子１Ｂの高速回転時には、遠心力による引っ張り応力（遠心応力）がセンタ
ブリッジ８に発生する。第１実施形態における回転子コア２Ａでは、センタブリッジ８の
位置は、残留応力が集中する内接円内に近いのに対し、本実施形態における回転子コア２
Ｂでは、センタブリッジ８の位置は、残留応力が集中する内接円内よりも回転子コア２Ｂ
の半径方向外側に遠ざかる。
【００３９】
　このように本実施形態によれば、回転子１Ｂの高速回転時に遠心力による引っ張り応力
が集中するセンタブリッジ８は、締り嵌め加工による残留応力が集中する内接円内から遠
ざかっているため、回転子１Ｂの高速回転時におけるセンタブリッジ８の強度を高めるこ
とができる。従って、本実施形態による回転子１Ｂは、上記第1実施形態の回転子１Ａに
比べて、高速回転、大トルク化により有利な構成であるといえる。
【００４０】
＜第３実施形態＞
　図６は、この発明の第３実施形態である永久磁石埋め込み式回転電機の回転子１Ｃの１
極分の構成を示す断面図である。上記第1実施形態と同様、回転子１Ｃの回転子コア２Ｃ
には、１極分として、２つのスロット３および３’が形成されている。そして、本実施形
態における回転子コア２Ｃでは、1極分のスロット３および３’が一文字形状に配置され
ている。他の点は上記第1実施形態と同様である。本実施形態においても上記第1実施形態
と同様な効果が得られる。
【００４１】
＜第４実施形態＞
　図７は、この発明の第４実施形態である永久磁石埋め込み式回転電機の回転子１Ｄの１
極分の構成を示す断面図である。この回転子１Ｄの回転子コア２Ｄには、１極分として、
２つのスロット３および３’が形成されている。上記第1実施形態と同様、２つのスロッ
ト３および３’は、回転軸中心を下側にして見た場合に全体としてＶ字形状をなしている
。上記第1実施形態と異なり、本実施形態における回転子１Ｄは、スロット３および３’
における外側空洞部３ｂおよび３ｂ’を回転子１Ｄ外側に各々連通させる切り欠き部１１
および１１’を有している。他の構成は、上記第1実施形態と同様である。本実施形態に
おいても上記第1実施形態と同様な効果が得られる。
【００４２】
　本実施形態における回転子コア２Ｄは、スロット３および３’が回転子コア２Ｄ外周に
連通した構成となっている。以下、この構成を採用した理由を説明する。
【００４３】
　回転子１Ｄの特に高速回転時には、回転子コア２Ｄの各部分に強大な遠心力が発生する
。その際、第１実施形態、第２実施形態および第３実施形態のように、回転子コア２Ａ～
２Ｃがセンタブリッジ８とサイドブリッジ９および９’を持つ場合には、このセンタブリ
ッジ８とサイドブリッジ９および９’に大きな応力が発生する。この場合、回転子１Ａ～
１Ｃの回転により発生する遠心力により、センタブリッジ８に引っ張り応力が働くのに対
し、サイドブリッジ９および９’にはせん断応力が発生する。このため、高速回転による
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回転子１Ａ～１Ｃの破損を防止するためには、センタブリッジ８よりはむしろサイドブリ
ッジ９および９’の強度を十分に高くする必要がある。しかし、このようなセンタブリッ
ジ８とサイドブリッジ９および９’の強度設計を行うことは一般的に難しい。
【００４４】
　そこで、本実施形態では、回転子コア２Ｄの構成として、スロット３および３’が回転
子１Ｄ外周に連通した構成、すなわち、第１実施形態におけるサイドブリッジ９および９
’のない構成を採用した。本実施形態によれば、回転子コア２Ｄが最外周にサイドブリッ
ジ９および９’を有していないため、回転子コア２Ｄの最外周には組み立て残留応力が残
存しない。回転子１Ｄの回転時の遠心力により発生する応力はセンタブリッジ８に集中す
るが、このセンタブリッジ８に働く応力は引っ張り応力であるため、センタブリッジ８の
幅の調整等によりセンタブリッジ８が破損に至らないように対処することが容易である。
しかも、外側空洞部３ｂおよび３ｂ’が回転子コア２Ｄの最外周に連通した回転子１Ｄの
構成は、以下に述べる大きな利点をもたらす。
【００４５】
　本実施形態における回転子コア２Ｄは、サイドブリッジ９および９’のある第１実施形
態、第２実施形態および第３実施形態の回転子コア２Ａ～２Ｃに比して磁束の漏れ経路が
少ない。このため、永久磁石４および４’の磁束が固定子巻線に鎖交しやすく、これがト
ルクの増加に貢献する。
【００４６】
　さらに本実施形態の回転子コア２Ｄは冷却面でも利点がある。すなわち、本実施形態の
回転子コア２Ｄは、回転軸方向の風通しがよく、冷却、とりわけ磁石冷却に有利である。
従って、本実施形態による回転子コア２Ｄを採用することにより、モータ容量に関する規
制を緩和することができる。
【００４７】
＜第５実施形態＞
　図８は、この発明の第５実施形態である永久磁石埋め込み式回転電機の回転子１Ｅの１
極分の構成を示す断面図である。回転子１Ｅの回転子コア２Ｅには、１極分として、２つ
のスロット３および３’が形成されている。上記第２実施形態と同様、１極分のスロット
３および３’は逆Ｖ字状に配置されている。そして、上記第２実施形態と異なり、本実施
形態における回転子コア２Ｅは、スロット３および３’の外側空洞部３ｂおよび３ｂ’を
回転子コア２Ｅの外周に各々連通させる切り欠き部１１および１１’を有している。他の
構成は上記第２実施形態と同様である。
【００４８】
　本実施形態によれば、上記第２実施形態と同様な効果が得られる。また、本実施形態に
よれば、上記第４実施形態と同様、回転子コア２Ｅにサイドブリッジを設けない構成とし
たため、上記第４実施形態と同様な効果が得られる。また、本実施形態では、サイドブリ
ッジがなく、かつ、スロット３および３’が逆Ｖ字状に配列されているため、永久磁石４
および４’は、スロット３および３’の外側の外周縁部１５により全長に亙って均一な応
力で支えられることになる。このため、永久磁石４および４’の内部に応力が発生しにく
く、永久磁石４および４’を破損から保護することができる。
【００４９】
＜第６実施形態＞
　図９は、この発明の第６実施形態である永久磁石埋め込み式回転電機の回転子１Ｆの１
極分の構成を示す断面図である。上記第３実施形態と同様、回転子１Ｆの回転子コア２Ｆ
には、１極分として、２つのスロット３および３’が一文字状に配置されている。また、
上記第４実施形態と同様、本実施形態における回転子コア２Ｆは、スロット３および３’
の外側空洞部３ｂおよび３ｂ’を回転子コア２Ｆの外周に各々連通させる切り欠き部１１
および１１’を有している。他の構成は上記第３実施形態と同様である。本実施形態によ
れば、上記第３実施形態および上記第４実施形態と同様な効果が得られる。
【００５０】
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＜第7実施形態＞
　図１０は、この発明の第７実施形態である永久磁石埋め込み式回転電機の回転子１Ｇの
１極分の構成を示す断面図である。本実施形態は、上記第５実施形態の変形例である。
【００５１】
　回転子１Ｇの回転子コア２Ｇにおいて、1極分のスロット３および３’は、上記第５実
施形態と同様、逆Ｖ字状に配列されている。１極分の外周縁部１５は、略円弧状の断面形
状を有しており、回転子コア２Ｇの回転方向中央において、センタブリッジ８を介して回
転子コア２Ｇの芯部と繋がっている。この外周縁部１５の外周面は、回転中心軸Ｑから回
転子コア２Ｇの最外周部までの距離よりも小さい曲率半径を有している。これは、外周縁
部１５をこのような形状とすることで、トルクの高調波成分が削減され、その削減された
分だけ回転子１Ｇに発生するトルクの基本波成分が増加するからである。なお、このよう
に外周縁部１５の全部ではなく、外周縁部１５の一部の曲率半径を回転中心軸Ｑから回転
子最外周部までの距離より小さくしてもよい。
【００５２】
　上記第５実施形態と同様、スロット３（３’）においてセンタブリッジ８に臨む内側空
洞部３ａ（３ａ’）には非磁性材からなる磁石支持部材１０（１０’）が挿入されている
。一方、各スロット３（３’）の内壁のうち外周縁部１５の端部近傍には、回転子１Ｇの
回転軸Ｑのある方向に突出した突起１７（１７’）が形成されている。この突起１７（１
７’）は、永久磁石４（４’）における回転子１Ｇの極間寄りの外側端部５（５’）に係
合している。本実施形態において、永久磁石４（４’）は、磁石支持部材１０（１０’）
および突起１７（１７’）により、回転子１Ｇの周方向両側から挟まれてスロット３（３
’）内に位置決め固定されている。本実地形態では、突起１７（１７’）の位置が上記第
５実施形態と異なるが、この点を除けば、永久磁石４（４’）をスロット３（３’）内に
固定するための構成は基本的に上記第１～６実施形態と同様である。従って、本実施形態
によれば上記第１～第６実施形態と同様な効果が得られる。
【００５３】
　スロット３（３’）の外側空洞部３ｂ（３ｂ’）は、図１０に破線３ｗで示すように、
回転中心軸Ｑ側に凹んでいる。そして、上記第２実施形態においても説明したように、本
実施形態では、スロット３および３’が逆Ｖ字状に配列されているため、図１０に示すよ
うに、回転中心軸Ｑを中心とし、スロット３（３’）の外側空洞部３ｂ（３ｂ’）と接す
る内接円２１の円周上の領域に残留応力が集中する。
【００５４】
　一方、スロット３および３’が逆Ｖ字状に配列されているため、センタブリッジ８の内
周側端部８ｂは、回転中心軸Ｑから見て内接円２１よりも離れたところにある。このため
、本実施形態においても、上記第２実施形態と同様な効果が得られる。
【００５５】
　本実施形態の１つの特徴としｑ軸突起１９がある。このｑ軸突起１９は、回転子１Ｇの
極間の中央の位置において２個の外周縁部１５間の隙間を通過して遠心方向（回転中心軸
Ｑから離れる方向）に突き出している。
【００５６】
　本実施形態では、このｑ軸突起１９を設けたことにより、ｑ軸方向の磁束の磁路の磁気
抵抗を低くし、リラクタンストルクを増加させることができる。従って、本実施形態によ
れば、上記第１～第６実施形態に比べ、より大きなトルクの得られる永久磁石埋め込み式
回転電機を実現することができる。
【符号の説明】
【００５７】
１Ａ，１Ｂ，１Ｃ，１Ｄ，１Ｅ，１Ｆ，１Ｇ……回転子、２Ａ，２Ｂ，２Ｃ，２Ｄ，２Ｅ
，２Ｆ，２Ｇ……回転子コア、３，３’……スロット、３ａ，３ａ’……内側空洞部、３
ｂ，３ｂ’……外側空洞部、４，４’……永久磁石、５，５’……永久磁石外周側端部、
６，６’……永久磁石内周側端部、７，７’，１７，１７’……突起、８……センタブリ
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ッジ、９，９’……サイドブリッジ、１０，１０’……磁石支持部材、１１，１１’……
切り欠き部、１２……シャフト、１３……固定子、１４……固定子巻線用スロット、１５
……外周縁部、１９……ｑ軸突起。

【図１】

【図２】

【図３】

【図４】
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【図５】

【図６】

【図７】

【図８】

【図９】

【図１０】 【図１１】
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