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(57)【要約】
【課題】少なくとも３つの永久磁石を含んで各磁極が構
成される回転電機用回転子において、磁極内における磁
気飽和を緩和することによって回転電機のトルク向上を
図る。
【解決手段】回転電機用回転子１０には、回転子鉄心１
２の外周部に複数の磁極２４が周方向に間隔を置いて設
けられている。各磁極２４は、磁極中央に埋設された第
１永久磁石２６と、第１永久磁石２６の周方向両側に埋
設され径方向内方へ向かって互いの間隔が狭まるように
配置された一対の第２永久磁石２８とを含む。そして、
第１永久磁石２６および一対の第２永久磁石２８により
形成される磁路領域３０において一対の第２永久磁石２
８間の最も狭い間隔が第１永久磁石２６の長手方向幅よ
りも広く設定されている。
【選択図】図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　回転子鉄心の外周部に複数の磁極を周方向に間隔を置いて設けた回転電機用回転子であ
って、
　前記各磁極は、磁極中央に埋設された第１永久磁石と、前記第１永久磁石の周方向両側
に埋設され径方向内方へ向かって互いの間隔が狭まるように配置された一対の第２永久磁
石とを含み、前記第１永久磁石および前記一対の第２永久磁石に囲まれて形成される磁路
領域において前記一対の第２永久磁石間の最も狭い間隔が前記第１永久磁石の長手方向幅
よりも広く設定されている、
　回転電機用回転子。
【請求項２】
　請求項１に記載の回転電機用回転子において、
　前記各磁極は、前記一対の第２永久磁石の内周側端部間であって前記磁路領域を挟んで
前記第１永久磁石に対向する位置に形成された磁束抑制穴をさらに含むことを特徴とする
回転電機用回転子。
【請求項３】
　請求項２に記載の回転電機用回転子において、
　前記磁束抑制穴は、前記一対の第２永久磁石がそれぞれ挿入されている第２磁石挿入穴
の内周側端部に連通して形成される２つの第１の穴と、前記第１の穴の間にブリッジ部を
介して形成されている第２の穴とにより構成され、前記第１および第２の穴の少なくとも
一方は前記回転子鉄心を形成する磁性材料よりも比透磁率が低い空隙または樹脂を含むこ
とを特徴とする回転電機用回転子。
【請求項４】
　請求項１または２に記載の回転電機用回転子において、
　前記第１永久磁石は、互いに近接し且つ外周側へ向かって略Ｖ字状に広がるように配置
された２つの永久磁石により構成されることを特徴とする回転電機用回転子。
【請求項５】
　請求項１～３のいずれか一項に記載の回転電機用回転子において、
　前記一対の第２永久磁石は、それぞれ、互いに近接し且つ前記第１永久磁石に向かって
略Ｖ字状に広がるように配置された２つの永久磁石により構成されることを特徴とする回
転電機用回転子。
【請求項６】
　請求項１～４のいずれか一項に記載の回転電機用回転子において、
　前記各磁極は、前記一対の第２永久磁石の内周側端部間であって前記第１永久磁石に対
向する位置に形成された第１磁束抑制穴を含み、前記第１永久磁石、前記第２永久磁石お
よび前記第１磁束抑制穴によって第１磁路領域が形成されており、
　前記各磁極はさらに、前記一対の第２永久磁石の周方向両側に埋設され径方向内方へ向
かって互いの間隔が狭まるように配置された一対の第３永久磁石と、前記一対の第３永久
磁石の内周側端部間であって前記第１磁束抑制穴に対向して形成される第２磁束抑制穴と
を含み、前記第２および第３永久磁石ならびに前記第１および第２磁束抑制穴によって第
２磁路領域が前記第１磁路領域の内周側に形成されており、前記第２磁路領域において前
記一対の第３永久磁石間の最も狭い間隔が、径方向と直交する方向における前記一対の第
２永久磁石の周方向外側縁部間の幅以上に設定されていることを特徴とする回転電機用回
転子。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、回転電機用回転子に係り、特に、回転子鉄心の外周部に複数の磁極が周方向
に間隔を置いて設けられている回転電機用回転子に関する。
【背景技術】
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【０００２】
　従来、例えば特開２００８－３０６８４９号公報（以下、特許文献１という）には、内
周部にステータコイルが分布巻きされた固定子と、固定子内に回転可能に設けられた永久
埋込型の回転子とを備える回転電機が開示されている。上記回転子は、回転シャフトとこ
れに固定された円筒状のコア体とから構成されている。
【０００３】
　上記コア体は、円環状に打ち抜き加工された磁性鋼板を軸方向に積層してかしめ等によ
り一体に構成されている。そして、コア体の外周部には複数の磁極が円周方向に等間隔で
設けられている。図８に、１つの磁極を軸方向端面視状態で拡大して示す。図８では、回
転子１００のコア体１０２の外周部に等間隔（すなわち回転シャフトの中心軸を扇形の中
心とする４５°の角度間隔）で配置されているもののうち１つの磁極１０４が固定子１０
６の一部とともに示されている。
【０００４】
　固定子１０６の内周には、複数のティース１０８が円周方向に等間隔で且つ径方向内側
へ向かって突設されている。隣り合うティース１０６間には、それぞれ、ティースと同数
のスロット１０８が内周側と軸方向両端で開口して形成されている。そして、スロット１
０８には、ティース１０６の周囲に巻回されるステータコイル（不図示）が挿入配置され
る。これにより、ステータコイルに通電されると、固定子１００の内側に回転磁界が形成
されることになる。
【０００５】
　回転子１００のコア体１０２に設けられる各磁極１０４は、３枚の永久磁石１１２，１
４，１１６を含んで構成されている。磁極１０４において周方向中央に配置される永久磁
石１１２は、コア体１０２の外周面１０３近傍に埋設されている。永久磁石１１２は、扁
平長方形状の端面および断面を有するとともに、コア体１０２とほぼ同等の軸方向長さに
形成されている。そして、永久磁石１１２は、磁石端面上の長手方向がコア体１０２の外
周面１０３に略沿って配置されており、長手方向幅Ｗを有している。
【０００６】
　一方、他の２つの永久磁石１１４，１１６は、上記永久磁石１１２の周方向両側におい
て外周側に向かってＶ字状に広がるように対称配置されている。逆にいえば、永久磁石１
１４，１１６は、内周側へ向かって互いの間の距離または間隔が狭まるように配置されて
おり、最も狭い間隔である永久磁石１１４，１１６の各内周側端部間の間隔が長手方向幅
Ｗよりも狭くなっている。これにより、磁極１０４では、３つの永久磁石１１２，１１４
，１１６によって囲まれた略三角状の磁路領域１１８が形成され、この磁路領域１１８の
周方向両端側が永久磁石１１２と永久磁石１１４，１１６との間の領域を介してコア体１
０２の外周面１０３へとつながっている。
【０００７】
　上記構成からなる回転子１００を備える回転電機では、永久磁石１１４，１１６の周方
向端部と回転シャフトの中心とを結ぶ仮想直線と、永久磁石１１２の周方向中心を通る径
方向直線に直交し且つ回転シャフトの中心を通る仮想基準線とによって規定される交差角
度を所定角度に設定することによって、回転電機の作動時に発生する特定次数の逆起電圧
を低減することができノイズの低減を図れる、と特許文献１には記載されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００８】
【特許文献１】特開２００８－３０６８４９号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
　上記特許文献１の回転電機において、ステータコイルに電流が流れて回転子１００が回
転駆動されるとき、回転子１００のコア体１０２の磁極１０４には図９に示すような磁束
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の流れが形成される。図９中の（Ａ）は永久磁石１１４から生じた磁束（以下、磁石磁束
という）が磁路領域１１８を通って外周側へ流れる様子を模式的に示し、図９中の（Ｂ）
はステータコイルに流れる電流を直交座標系であるｑ軸ｄ軸平面上でベクトル展開したと
きのｑ軸電流成分によって生じた磁束（以下、ｑ軸電流磁束または励磁電流磁束という）
が固定子１０６のティース１０８の内周端部からコア体１０２に流れ込んで磁極１０４内
の磁路領域１１８を通る様子を模式的に示し、図９中の（Ｃ）は上記磁石磁束と上記ｑ軸
電流磁束とを合成した磁束の流れを模式的に示している。
【００１０】
　図９（Ａ）を参照すると、永久磁石１１４から生じた磁石磁束は、コア本体１０２の外
周面１０３へと向かう。ここで、永久磁石１１４から出た磁束のうち一部は永久磁石１１
２を通過して外周面側へと向かうが、コア体１０２に埋設された永久磁石１１２は空隙と
等価な比透磁率または磁気抵抗を有することから、大部分は磁気抵抗が小さい鋼板部分で
ある磁路領域１１８の周方向端部領域を通って外周面側へと流れることになる。また、図
９（Ｂ）を参照すると、コア体１０２内の磁極１０４に流れ込んだｑ軸電流磁束について
も同様に、磁気抵抗が小さい磁路領域１１８を略円弧状に流れて外周面側へと向かう。
【００１１】
　したがって、上記のように流れる磁石磁束とｑ軸電流磁束とが重なると、図９（Ｃ）に
示すように、略三角状に形成される磁路領域１１８のうちハッチング部分で示す下流側領
域１２０で合成磁束の密度が高くなって磁気飽和が発生しやすくなり、その結果、回転電
機におけるトルク低下をつながるという問題がある。
【００１２】
　なお、図９（Ａ）では永久磁石１１６から生じる磁束の表示を省略しているが、永久磁
石１１６からの磁束も上記下流側領域１２０に流れることから、上記のような磁気飽和の
可能性がより高くなる。また、磁路領域１１８における磁束の流れ方向が反転すれば、磁
路領域１１８のうち永久磁石１１２と永久磁石１１６との間に位置する領域においても同
じように磁気飽和が生じやすい。
【００１３】
　本発明の目的は、少なくとも３つの永久磁石を含んで各磁極が構成される回転電機用回
転子において、磁極内における磁気飽和を抑制することによって回転電機のトルク向上を
図れる回転電機用回転子を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【００１４】
　本発明に係る回転電機用回転子は、回転子鉄心の外周部に複数の磁極を周方向に間隔を
置いて設けた回転電機用回転子であって、前記各磁極は、磁極中央に埋設された第１永久
磁石と、前記第１永久磁石の周方向両側に埋設され径方向内方へ向かって互いの間隔が狭
まるように配置された一対の第２永久磁石とを含み、前記第１永久磁石および前記一対の
第２永久磁石に囲まれて形成される磁路領域において前記一対の第２永久磁石間の最も狭
い間隔が前記第１永久磁石の長手方向幅よりも広く設定されているものである。
【００１５】
　本発明に係る回転電機用回転子において、前記各磁極は、前記一対の第２永久磁石の内
周側端部間であって前記磁路領域を挟んで前記第１永久磁石に対向する位置に形成された
磁束抑制穴をさらに含んでもよい。
【００１６】
　また、本発明に係る回転電機用回転子において、前記磁束抑制穴は、前記一対の第２永
久磁石がそれぞれ挿入されている第２磁石挿入穴の内周側端部に連通して形成される２つ
の第１の穴と、前記第１の穴の間にブリッジ部を介して形成されている第２の穴とにより
構成され、前記第１および第２の穴の少なくとも一方は前記回転子鉄心を形成する磁性材
料よりも比透磁率が低い空隙または樹脂を含んでもよい。
【００１７】
　また、本発明に係る回転電機用回転子において、前記第１永久磁石は、互いに近接し且
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つ外周側へ向かって略Ｖ字状に広がるように配置された２つの永久磁石により構成されて
もよい。
【００１８】
　また、本発明に係る回転電機用回転子において、前記一対の第２永久磁石は、それぞれ
、互いに近接し且つ前記第１永久磁石に向かって略Ｖ字状に広がるように配置された２つ
の永久磁石により構成されてもよい。
【００１９】
　さらに、本発明に係る回転電機用回転子において、前記各磁極は、前記一対の第２永久
磁石の内周側端部間であって前記第１永久磁石に対向する位置に形成された第１磁束抑制
穴を含み、前記第１永久磁石、前記第２永久磁石および前記第１磁束抑制穴によって第１
磁路領域が形成されており、前記各磁極はさらに、前記一対の第２永久磁石の周方向両側
に埋設され径方向内方へ向かって互いの間隔が狭まるように配置された一対の第３永久磁
石と、前記一対の第３永久磁石の内周側端部間であって前記第１磁束抑制穴に対向して形
成される第２磁束抑制穴とを含み、前記第２および第３永久磁石ならびに前記第１および
第２磁束抑制穴によって第２磁路領域が前記第１磁路領域の内周側に形成されており、前
記第２磁路領域において前記一対の第３永久磁石間の最も狭い間隔が、径方向と直交する
方向における前記一対の第２永久磁石の周方向外側縁部間の幅以上に設定されていてもよ
い。
【発明の効果】
【００２０】
　本発明に係る回転電機用回転子によれば、回転子鉄心の外周部に設けられた磁極が、磁
極中央に埋設された第１永久磁石と、その周方向両側に埋設され径方向内方へ向かって互
いの間隔が狭まるように配置された一対の第２永久磁石とを含み、第１永久磁石および一
対の第２永久磁石に囲まれて形成される磁路領域において一対の第２永久磁石間の最も狭
い間隔が第１永久磁石の長手方向幅よりも広く設定されていることから、第１永久磁石と
第２永久磁石との間に形成される磁路領域を広く確保することができる。これにより、こ
の磁路領域における磁気飽和を緩和することができ、その結果、上記回転子を備えた回転
電機のトルク向上を図れる。
【図面の簡単な説明】
【００２１】
【図１】本発明の一実施形態である回転電機用回転子（以下、適宜に回転子とだけいう）
を備えた回転電機の軸方向断面図である。
【図２】図１に示す回転子の１つの磁極を固定子の一部とともに示す部分拡大図である。
【図３】図２に示す磁極における磁束の流れを模式的に示す図であり、（Ａ）は一方の第
２永久磁石から生じた磁石磁束が磁路領域を通って外周側へ流れる様子を模式的に示し、
（Ｂ）は固定子から回転子に流れ込んだ励磁電流磁束が磁極内の磁路領域を通る様子を模
式的に示し、（Ｃ）は磁石磁束と励磁電流磁束とを合成した磁束の流れを模式的に示す。
【図４】磁極中央の第１永久磁石が複数に分割されている例を示す、図２と同様の図であ
る。
【図５】磁極中央の第１永久磁石の外周側面が湾曲面をなした例を示す、図２と同様の図
である。
【図６】一対の第２永久磁石が第１永久磁石に向かって略Ｖ字状に配置されている例を示
す、図２と同様の図である。
【図７】一対の第３永久磁石と第２磁束抑制穴とによって第１磁路領域の内周側に第２磁
路領域が形成されている例を示す、図２と同様の図である。
【図８】１つの磁極に３枚の永久磁石を含む従来例を示す、図２と同様と同様の図である
。
【図９】図８に示す磁極における磁束の流れを模式的に示す図であり、（Ａ）は略Ｖ字状
に配置された一方の永久磁石から生じた磁石磁束が磁路領域を通って外周側へ流れる様子
を模式的に示し、（Ｂ）は固定子から回転子に流れ込んだ励磁電流磁束が磁極内の磁路領
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域を通る様子を模式的に示し、（Ｃ）は磁石磁束と励磁電流磁束とを合成した磁束の流れ
を模式的に示す。
【発明を実施するための形態】
【００２２】
　以下に、本発明に係る実施の形態について添付図面を参照しながら詳細に説明する。こ
の説明において、具体的な形状、材料、数値、方向等は、本発明の理解を容易にするため
の例示であって、用途、目的、仕様等にあわせて適宜変更することができる。
【００２３】
　図１は本実施形態の回転子１０を備える回転電機１の軸方向断面を示し、図２は回転子
１０の１つの磁極を固定子２の一部とともに拡大して示す。
【００２４】
　回転電機１は、筒状の固定子２と、固定子２の内部に回転可能に設けられる回転子１０
とを備える。固定子２の内周には、複数のティース３が円周方向に等間隔で且つ径方向内
側へ向かって突設されている。隣り合うティース３間には、それぞれ、ティース３と同数
のスロット４が内周側と軸方向両端で開口して形成されている。そして、スロット４には
、ティース３の周囲に巻回される固定子コイル５が挿入配置される。これにより、固定子
コイル５に通電されると、固定子２の内周側に回転磁界が形成されて、回転子１０が回転
駆動されることになる。
【００２５】
　なお、ティース３の周囲に巻回される固定子コイル５は、複数のティース３をまたいで
コイルが巻回される分布巻きであってもよいし、または、各ティース３ごとにコイルがそ
れぞれ巻回される集中巻きであってもよい。
【００２６】
　回転子１０は、径方向中心に軸穴１１を有する円筒状をなす回転子鉄心１２と、回転子
鉄心１２の軸穴１１を貫通して固定されるシャフト１４と、矢印Ｘで示すシャフト１４（
および回転子鉄心１２）の軸方向に関して回転子鉄心１２の両側に接して配置されるエン
ドプレート１６と、回転子鉄心１２およびエンドプレート１６をシャフト１４上に固定す
る固定部材１８とを備える。
【００２７】
　回転子鉄心１２は、例えば板厚０．３ｍｍの珪素鋼板等を円環状に打ち抜き加工してそ
れぞれ形成された多数の電磁鋼板を軸方向に積層して構成されている。回転子鉄心１２を
構成する各電磁鋼板は、回転子鉄心１２を軸方向に複数分割したブロックごとに又は全て
一括してカシメ、接着、溶接等の方法によって一体に連結されている。また、回転子鉄心
１２には、複数の磁極が周方向に均等な間隔で設けられている。各磁極は複数の永久磁石
と磁束抑制穴とを含んで構成されるが、その詳細については後述する。
【００２８】
　シャフト１４は、丸棒鋼材から形成されており、その外周には径方向外側へ突出するフ
ランジ部１５が形成されている。このフランジ部は、回転子１０が組み立てられる際にエ
ンドプレート１６に当接してシャフト１４での回転子鉄心１２の軸方向位置を決める当り
部として機能する。また、回転子鉄心１２は、シャフト１４に対して締り嵌めによって固
定されるか、または、軸穴１１の縁部に突設したキーをシャフト１４上のキー溝に嵌合し
て取り付けらことによって、シャフト１４に対する周方向位置が固定されている。
【００２９】
　エンドプレート１６は、回転子鉄心１２の軸方向端面とほぼ同じ外形状の円板によって
構成される。エンドプレート１６は、例えばアルミニウム、銅等の非磁性金属材料により
好適に形成されている。ここで非磁性金属材料とするのは、磁極を構成する永久磁石の軸
方向端部における磁束の短絡を抑制するためである。ただし、非磁性材料であれば金属材
料に限定されるものではなく、樹脂材料で形成されてもよい。
【００３０】
　回転子鉄心１２の軸方向両側に設けられるエンドプレート１６には、回転子鉄心１２を
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両側から押え付ける機能、回転子１０が組み上がった後に部分的に切削加工を施して回転
子１０のアンバランスを修正する機能、磁極を構成する永久磁石が回転子鉄心１２から軸
方向に飛び出すのを防止する機能などがある。
【００３１】
　なお、本実施形態ではエンドプレート１６が回転子鉄心１２とほぼ同等の直径を有する
ものとして説明および図示するが、磁極を構成する永久磁石が回転子鉄心内に樹脂等によ
って固定される場合等には、エンドプレートを小径化または廃止等してコスト低減を図っ
てもよい。
【００３２】
　固定部材１８は、円筒状をなすかしめ部２０と、かしめ部２０の一方端部から径方向外
側へ突出する押え部２２とを含む。固定部材１８は、その押え部２２によって回転子鉄心
１２および２枚のエンドプレート１６を上記フランジ部１５に向かって押圧した状態で、
かしめ部２０がシャフト１４に対してかしめられることによってシャフト１４上に固定さ
れる。これにより、回転子鉄心１２がエンドプレート１６と共にシャフト１４に対して固
定されることになる。
【００３３】
　次に、図２を参照して、回転子鉄心１２の磁極２４の構成について説明する。なお、図
２は回転子鉄心１２の軸方向端面視状態で１つの磁極２４を示す図であるが、回転子鉄心
１２を軸方向に垂直な断面の構成もこれと同様である。また、図２では固定子コイルの図
示を省略している。さらに、図２において磁極２４の周方向中心線が一点鎖線Ｃで示され
ている。
【００３４】
　回転子鉄心１２の外周部には、複数の磁極２４が周方向に等間隔で設けられている。本
実施形態では回転子鉄心１２に８つの磁極２４が設けられている例を示すので、各磁極２
４はシャフト１４の回転軸位置を中心として周方向に４５°ごとに磁極中央が位置するよ
うに設けられている。各磁極２４は同様に構成されるので、以下においては１つの磁極の
構成を記述するものとする。
【００３５】
　磁極２４は、周方向に関して磁極中央に埋設された第１永久磁石２６と、第１永久磁石
２６の周方向両側に埋設され径方向内方または内周側へ向かって互いの間隔が狭まるよう
に配置された一対の第２永久磁石２８と、一対の第２永久磁石２８の内周側端部間であっ
て磁路領域３０を挟んで第１永久磁石２６と対向する位置に形成された磁束抑制穴３２と
を含む。
【００３６】
　第１永久磁石２６は、回転子鉄心１２の外周面１３近傍の内部に埋設されている。第１
永久磁石２６は、各２つの短辺側面および長辺側面を有する扁平長方形の軸方向端面（お
よび軸方向に直交する断面）を有するとともに、回転子鉄心１２と略同一の軸方向長さに
形成されている。また、永久磁石２６は、磁極中心線Ｃに対して線対称となる位置であっ
て長辺側面が直交する姿勢で配置されている。ここで第１永久磁石２６は、軸方向端面視
上でＷ１の長手方向幅（すなわち長辺側面の長さ）を有している。
【００３７】
　第１永久磁石２６は、回転子鉄心１２内で軸方向に延伸して形成された磁石挿入穴３４
に挿入されている。磁石挿入穴３４の周方向両側には、ポケット部３６がそれぞれ連通し
て形成されている。ポケット部３６を介して注入されるたとえば熱硬化性の樹脂が第１永
久磁石２６と磁石挿入穴３４の内壁面との間に流入して硬化することにより、第１永久磁
石２６が磁石挿入穴３４内に固定されている。
【００３８】
　ただし、磁石固定用の樹脂注入は何れか一方のポケット部３６を介して行えばよく、他
方のポケット部３６は空隙のままとしてもよい。いずれにしてもポケット部３６は、回転
子鉄心１２を構成する電磁鋼板よりも比透磁率が低い樹脂または空隙を内部に含むことか
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ら、第１永久磁石２６の周方向両端における磁束の短絡を抑制する機能を有する。
【００３９】
　第２永久磁石２８もまた、第１永久磁石２６と同様に、各２つの短辺側面および長辺側
面を有する扁平長方形の軸方向端面（および軸方向に直交する断面）を有するとともに、
回転子鉄心１２と略同一の軸方向長さに形成されている。第２永久磁石２８は、第１永久
磁石２６と同一の形状および大きさのものを用いてもよい。このように第１および第２永
久磁石２６，２８を同一のものとすれば、永久磁石の製造および管理等に要するコストを
低減できる利点がある。ただし、第１永久磁石２６と第２永久磁石２８とが異なる形状ま
たは大きさであってもよいことは勿論である。
【００４０】
　磁極２４において一対の第２永久磁石２８は、それぞれ、回転子鉄心１２内で軸方向に
延伸して形成された磁石挿入穴３８に挿入されて樹脂により固定されている。これにより
、一対の第２永久磁石２８は、回転子鉄心１２の外周面１３へ向かって互いに間隔が広が
るように配置されている。逆にいえば、一対の第２永久磁石２８は、上記のとおり内周側
へ向かって互いの間隔が狭まるように配置されている。また、第２永久磁石２８は、長手
方向である長辺側面が径方向にほぼ沿って配置されているともいえる。さらに、一対の第
２永久磁石２８は、磁極中心線Ｃの周方向両側に線対称の関係に配置されている。そして
、一対の第２永久磁石２８の内周側端部間の間隔（すなわち磁極中心線Ｃと直交する方向
の距離）Ｗ２は、上記第１永久磁石２６の長手方向幅Ｗ１よりも広く設定されている。
換言すれば、第２永久磁石２８は、磁極中心線Ｃに対して第１永久磁石２６よりも外側に
位置するように配置されている。詳細には、本実施形態によれば、第２永久磁石２８の内
周側端部が、第１永久磁石２６の周方向端部に接するとともに上記磁極中心線Ｃと平行な
接線に対して、周方向外側に位置している。すなわち、磁極中心線Ｃからの第２永久磁石
２８の内周側端部までの距離（Ｗ２の１／２）が、磁極中心線Ｃから第１永久磁石２６の
長手方向端部までの距離（Ｗ１の１／２）以上に設定されている。
【００４１】
　上記磁石挿入穴３８の外周側には、ポケット部４０が磁石挿入穴３８に連通して形成さ
れている。このポケット部４０は、第２永久磁石２８の短辺側面に沿って軸方向に延伸し
て形成されている。ポケット部４０は、電磁鋼板よりも比透磁率が低い空隙または樹脂を
内部に含むことから、第２永久磁石２８の外周側端部における磁束の短絡を抑制する機能
を有する。第２永久磁石２８を固定するための樹脂は、このポケット部４０を介して注入
されてもよい。
【００４２】
　上記磁束抑制穴３２は、一対の第２永久磁石２８の内周側端部間であって内周寄り位置
（図２中の下側）に形成されている。また、磁束抑制穴３２は、磁路領域３０を挟んで第
１永久磁石２６に対向して配置されている。磁束抑制穴３２は、電磁鋼板よりも比透磁率
が低い空隙を内部に含むことから、永久磁石２６，２８から発生した磁束の流れ、および
、固定子２のティース３の内周先端から回転子鉄心１２の磁極２４の磁路領域３０へ進入
する磁束の流れを抑制する又は変化させる機能を有する。
【００４３】
　本実施形態では磁束抑制穴３２は、２つの第１の穴４１，４２と１つの第２の穴４４に
よって構成されている。第１の穴４１，４２は、第２永久磁石２８が挿入されている磁石
挿入穴３８の内周側端部に連通してそれぞれ形成される。第１の穴４１，４２は、磁極中
心線Ｃの両側の対称位置に略三角形状に形成されている。また、第１の穴４１，４２は、
第２永久磁石２８の内周側の長辺方向端部における磁束の短絡を抑制する機能を有する。
なお、第２永久磁石２８を固定するための樹脂が第１の穴４１，４２を介して磁石挿入穴
３８に注入されてもよく、この場合、第１の穴も上記樹脂によって充填されてもよい。樹
脂もまた、空隙と同様に低い比透磁率を有するので、上記のように磁束流を抑制する機能
を果たすことができる。
【００４４】
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　第２の穴４４は、第１の穴４１，４２の間に積層鋼板部分であるブリッジ部４６をそれ
ぞれ介して形成されている。また、第２の穴４４は、磁極中心線Ｃが中央を通る対称形状
の略矩形状に形成されている。そして、第２の穴４４は、周方向に関して一対の第２永久
磁石２８間の中央に位置にして回転子鉄心１２の外周面１３に対向している。第２の穴４
４も同様に、電磁鋼板よりも比透磁率が低い空隙（または樹脂）を内部に含むことから、
上記のように磁束流を抑制する機能を果たす。
【００４５】
　なお、本実施形態では磁束抑制穴３２が３つの穴４１，４２，４４によって構成される
ものとして説明するが、これに限定されるものではなく、形状および数において種々の変
形が可能である。たとえば、磁極中心線Ｃに沿って１本のブリッジ部があってその両側に
形成された２つの穴によって構成されてもよいし、または、ブリッジ部が存在しない１つ
の穴によって構成されてもよいし、あるいは、４つ以上の穴で構成されてもよい。また、
磁束抑制穴３２の全ての穴に、たとえば樹脂等の比透磁率が低い材料を充填してもよい。
【００４６】
　磁極２４において、第１永久磁石２６、第２永久磁石２８および磁束抑制穴３２によっ
て囲まれた積層鋼板部分が磁路領域３０として形成されている。本実施形態では、第２永
久磁石２８の内周側端部間の間隔Ｗ２を第１永久磁石２６の長手方向幅Ｗ１よりも広く設
定していることで、第１永久磁石２６および一対の第２永久磁石２８によって囲まれた磁
路領域３０は略台形状をなしている。これにより、第２永久磁石２８の内周側端部を互い
に近接してＶ字型に配置した従来例の３枚永久磁石タイプの磁極での磁路領域に比べて各
第２永久磁石２８と第１永久磁石２６との間の鉄心領域が広くなっている。また、略台形
状の磁路領域３０は、周方向両端側で外周側へ延伸して回転子鉄心１２の外周面１３へと
つながっている。
【００４７】
　続いて、上記記構成からなる回転子１０の磁極２４における磁束の流れについて説明す
る。固定子２の固定子コイル５に電流が流れて回転子１００が回転駆動されるとき、回転
子１０の磁極２４には図３に示すような磁束の流れが形成される。
【００４８】
　図３中の（Ａ）は一方の第２永久磁石２８から生じた磁石磁束が磁路領域３０を通って
外周側へ流れる様子を模式的に示し、図３中の（Ｂ）は固定子コイル５に流れる電流を直
交座標系であるｑ軸ｄ軸平面上でベクトル展開したときのｑ軸電流成分によって生じたｑ
軸電流磁束が固定子２のティース３の内周先端から回転子鉄心１２に流れ込んで磁極２４
内の磁路領域３０を通る様子を模式的に示し、図３中の（Ｃ）は上記磁石磁束と上記ｑ軸
電流磁束とを合成した磁束の流れを模式的に示している。
【００４９】
　図３（Ａ）を参照すると、一方の第２永久磁石２８から生じた磁石磁束は、磁路領域３
０を通って回転子鉄心１２の外周面１３へと向かう。また、図３（Ｂ）を参照すると、回
転子鉄心１２内の磁極２４に流れ込んだｑ軸電流磁束についても同様に、磁気抵抗が小さ
い磁路領域３０を略円弧状に通って外周面１３側へと向かう。したがって、上記のように
流れる磁石磁束とｑ軸電流磁束とが重なると、図３（Ｃ）に示すように、略台形状に形成
される磁路領域３０のうちハッチング部分で示す下流側領域または出口側領域４８で合成
磁束の密度が比較的高くはなるが、図９（Ｃ）に示すハッチング領域１２０と比較すると
磁気飽和が懸念される領域を大幅に縮小することがきる。これにより、磁極２４の磁石磁
束が増加して磁石トルクの向上につながるとともに、ｑ軸インダクタンスＬqの増加によ
りリラクタンストルクも向上する。したがって、回転子１０を用いた回転電機１において
磁石トルクおよびリラクタンストルクの和である総トルクを効果的に向上させることがで
きる。
【００５０】
　また、本実施形態の回転子１０では、磁極２４の内周側に設けた磁束抑制穴３２は磁束
が通るのを抑制するため、第１永久磁石２６からの磁束が磁極２４の内周方向へ漏れるの
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を抑制することができるとともに、第２永久磁石２８からの磁束が磁路領域３０を介して
磁極２４の外周面１３側へ効果的に流れることができる。これにより、磁極２４の磁石磁
束がさらに増加して磁石トルクの向上につながるとともに、ｄ軸インダクタンスＬdを低
下させることができる。したがって、回転子１０を用いた回転電機１において磁石トルク
およびリラクタンストルクをより効果的に向上させることができる。
【００５１】
　そして、本実施形態の回転子１０では、磁極２４において磁極中央の第１永久磁石２６
とその周方向両側に一対の第２永久磁石２８とを上記のように分散配置したことで、固定
子コイル５に発生する逆起電圧を略正弦波状にすることができ、逆起電圧に含まれる特定
次数の高調波成分によって生じる鉄損を低減することができる。
【００５２】
　なお、上記においては第１永久磁石２８の内周側位置に磁束抑制穴３２を設けた好適な
実施形態について説明したが、このような磁束抑制穴は本発明における必須の構成要件で
はないことから省略されてもよい。
【００５３】
　次に、図４～７を参照して、上記実施形態の回転子１０の変形例について説明する。
【００５４】
　図４は、磁極２４の中央にある第１永久磁石２６が複数に分割されている例を示す。こ
の例では、２つに分割された第１永久磁石２６ａ，２６ｂが磁極中心線Ｃを挟んだ対象位
置で互いに近接して略Ｖ字状に外周側へ広がるように配置されている。２つの第１永久磁
石２６ａ，２６ｂの間には、磁束の短絡を抑制するためのポケット部３６がそれぞれ設け
られている。この場合、２つの第１永久磁石２６ａ，２６ｂの外周側角部間の距離が第１
永久磁石の長手方向幅Ｗ１に相当する。なお、第１永久磁石２６ａ，２６ｂの間にある２
つの磁束抑制穴３２は互いに連通して１つの穴として形成されてもよい。他の構成は、上
記回転子１０と同様であるため、同一または類似の構成要素に同一または類似の符合を付
して説明を省略する。
【００５５】
　図５は、磁極２４の中央にある第１永久磁石２８ｃの外周側面が略円弧状の湾曲面をな
した例を示す。このように第１永久磁石の端面形状は矩形状でなくてもよく、このことは
第２永久磁石についても同様である。他の構成は、上記回転子１０と同様である。
【００５６】
　図６は、一対の第２永久磁石が第１永久磁石２６に向かって略Ｖ字状に配置されている
例を示す。この例では、一対の第２永久磁石２８は、それぞれ、互いに近接し且つ第１永
久磁石２６に向かって略Ｖ字状に広がるように配置された２つの永久磁石２８ａ，２８ｂ
により構成される。この場合、一対の第２永久磁石２８間で最も狭い間隔は、内周側にそ
れぞれ配置された２つの第２永久磁石２８ｂ，２８ｂの内周側角部間の距離に相当する。
他の構成は、上記回転子１０と同様である。
【００５７】
　図７は、１つの磁極２４内に複数のｑ軸磁路領域が形成されている例を示す。この例に
おいて磁極２４は、一対の第２永久磁石の周方向両側に埋設され径方向内方へ向かって互
いの間隔が狭まるように配置された一対の第３永久磁石５０と、一対の第３永久磁石５０
の内周側端部間であって第１磁束抑制穴３２に対向して形成される第２磁束抑制穴５２と
をさらに含む。そして、各一対の第２および第３永久磁石２８，５０ならびに第１および
第２磁束抑制穴３２，５２によって第２磁路領域５４が磁路領域３０（第１磁路領域）の
内周側に形成されている。この場合にも、一対の第３永久磁石５０間の最も狭い間隔が、
径方向と直交する方向における一対の第２永久磁石２８の周方向外側縁部間の幅以上に設
定されていることが好ましい。また、この場合には、磁極２４の周方向幅の拡大を極力抑
えるため、第１永久磁石２６、一対の第２永久磁石２８および磁束抑制穴３２の形状、大
きさ、配置等を上記回転子１０の場合よりもコンパクトに設計するのが好ましい。他の構
成は、上記回転子１０と同様である。
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【符号の説明】
【００５８】
１　回転電機、２　固定子、３　ティース、４　スロット、５　固定子コイル、１０，１
０ａ，１０ｂ，１０ｃ，１０ｄ　回転電機用回転子、１１　軸穴、１２　回転子鉄心、１
３　外周面、１４　シャフト、１５　フランジ部、１６　エンドプレート、１８　固定部
材、２０　かしめ部、２２　押え部、２４　磁極、２６，２６ａ，２６ｂ　第１永久磁石
、２８，２８ａ，２８ｂ，２８ｃ　第２永久磁石、３０　（第１）磁路領域、３２，５２
　磁束抑制穴、３４，３８　磁石挿入穴、３６，４０　ポケット部、４１，４２　第１の
穴、４４　第２の穴、４６　ブリッジ部、４８　出口側領域、５０　第３永久磁石、５４
　第２磁路領域、Ｃ　磁極中心線、Ｌd  ｄ軸インダクタンス、Ｌq  ｑ軸インダクタンス
、Ｗ１　長手方向幅、Ｗ２　間隔。

【図１】 【図２】
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【図５】

【図６】

【図７】

【図８】
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