
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
永久磁石を配設した可動部材を備えるとともに、前記永久磁石を複数個に分割して渦電流
の発生を抑制した電動機または発電機において、前記永久磁石の分割幅を、

永久磁石の各位置における磁束密度の変化率に対
応して定めたことを特徴とする電動機または発電機。
【請求項２】
前記永久磁石の分割幅は、その位置における磁束密度の変化率が大きくなるほど狭くし、
小さくなるほど広くしたことを特徴とする請求項１に記載の電動機または発電機。
【請求項３】
分割された各磁石に発生する渦電流損失が略均等となるように、前記永久磁石の分割幅を
決定したことを特徴とする請求項１または請求項２に記載の電動機または発電機。
【請求項４】
前記可動部材は回転子であり、前記永久磁石は回転子の回転方向に複数個に分割されてい
ることを特徴とする請求項１から請求項３のいずれか一つに記載の電動機または発電機。
【請求項５】
永久磁石を配設した回転子を備えるとともに、前記永久磁石を前記回転子の回転方向に複
数個に分割して渦電流の発生を抑制した電動機または発電機において、前記回転子の

位置する磁石の分割幅を他の部分に位置する磁石の分割幅
よりも狭くしたことを特徴とする電動機または発電機。
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【請求項６】
前記永久磁石を回転子の径方向に複数段に分割するとともに、少なくとも最も固定子側の
段の磁石を回転子の回転方向に分割したことを特徴とする請求項５に記載の電動機または
発電機。
【請求項７】
永久磁石を配設した回転子を備えるとともに、前記永久磁石を前記回転子の回転方向に複
数個に分割して渦電流の発生を抑制した電動機または発電機において、前記回転子の回転
方向先端に位置する磁石の分割面を回転方向に対して斜めに設定したことを特徴とする電
動機または発電機。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、可動部材に永久磁石を配設してなる電動機または発電機に関する。
【０００２】
【従来の技術】
電動機（電動モータ）や発電機には、可動部材（例えば回転電機であれば回転子）に永久
磁石を配設し、この可動部材に対して磁界を発生させることにより、磁束に対する永久磁
石の反力で可動部材を動作させるものがある。このような電動機または発電機においては
、高調波磁束によって永久磁石表面に渦電流が発生し、渦電流損失（渦電流による電力損
失）が生じ得る。また、渦電流損失はジュール熱として電力が失われるということである
から、このジュール熱により永久磁石の温度が上昇するという弊害もある。
【０００３】
このため、例えば特開平１１－４５５５号公報には、永久磁石電動機において、永久磁石
を複数に分割することにより、永久磁石に発生する渦電流損失の発生を抑制したものが提
案されている。詳しく説明すると、永久磁石に発生する渦電流損失は、永久磁石表面を流
れる渦電流の二乗と永久磁石表面部の電気抵抗の積である。また、渦電流は、与えられた
磁束密度変化率が大きいほど大きくなり、電気抵抗が小さいほど大きくなる。そして、永
久磁石を分割することにより、分割された磁石１個の電気抵抗を大きくすることができる
ので、結果として、永久磁石全体で発生する渦電流損失を少なくすることができる。
【０００４】
具体的には、例えば図９に示すように、回転式電動機において、回転軸３の回りで回転自
在のロータ２の外周に配置された４極の永久磁石２０を、それぞれ長手方向に分割するこ
とにより、上記効果が得られる。なお、この場合、永久磁石２０両端の磁石２１Ａ、２１
Ｂは、幅Ｘ１が内側の磁石２１Ｃの幅Ｘ２よりも狭くされ、またロータ２の径方向の長さ
も短くなっているが、これは、永久磁石２０の形状を半円形に近づけるためのものである
。
【０００５】
【発明が解決しようとする課題】
しかしながら、このような従来例においては、永久磁石に対して作用する磁束密度変化の
不均一性が考慮されていないから、永久磁石を分割したとしても、分割された磁石の中に
、渦電流が集中して流れる磁石ができてしまうことがある。これでは、その磁石で大きな
渦電流損失が発生し、温度が上がってしまうし、全体として効率よく渦電流損失を低減す
ることはできない。
【０００６】
この場合、永久磁石の分割数を増やすことにより、渦電流を低減することはできる。しか
し、永久磁石を分割する場合には、分割した磁石を張り合わせて一体化させる必要がある
ので、外形寸法を同じにした場合、分割数を増やすほど実磁石量が減少し、磁力が低下す
る。このため、永久磁石の分割を多数にすると、電動機または発電機の性能（出力や効率
）が大幅に低下してしまう（図２参照）。
【０００７】
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本発明は、このような問題点に着目してなされたもので、可動部材に永久磁石を配設して
なる電動機または発電機において、永久磁石に発生する渦電流損失を合理的に低減するこ
とができるものを提供することを目的とする。
【０００８】
【課題を解決するための手段】
　第１の発明では、永久磁石を配設した可動部材を備えるとともに、前記永久磁石を複数
個に分割して渦電流の発生を抑制した電動機または発電機において、前記永久磁石の分割
幅を、 永久磁石の各位置における磁束密度の変化
率に対応して定めた。
【０００９】
第２の発明では、前記永久磁石の分割幅は、その位置における磁束密度の変化率が大きく
なるほど狭くし、小さくなるほど広くした。
【００１０】
第３の発明では、分割された各磁石に発生する渦電流損失が略均等となるように、前記永
久磁石の分割幅を決定した。
【００１１】
第４の発明では、前記可動部材は回転子であり、前記永久磁石は回転子の回転方向に複数
個に分割されている。
【００１２】
　第５の発明では、永久磁石を配設した回転子を備えるとともに、前記永久磁石を前記回
転子の回転方向に複数個に分割して渦電流の発生を抑制した電動機または発電機において
、前記回転子の 位置する磁石の分割幅を他の部分に位
置する磁石の分割幅よりも狭くした。
【００１３】
第６の発明では、前記永久磁石を回転子の径方向に複数段に分割するとともに、少なくと
も最も固定子側の段の磁石を回転子の回転方向に分割した。
【００１４】
第７の発明では、永久磁石を配設した回転子を備えるとともに、前記永久磁石を前記回転
子の回転方向に複数個に分割して渦電流の発生を抑制した電動機または発電機において、
前記回転子の回転方向先端に位置する磁石の分割面を回転方向に対して斜めに設定した。
【００１５】
【発明の作用および効果】
第１の発明では、永久磁石の分割数を必要以上に多くすることなく、永久磁石全体として
、渦電流損失を低減できる。つまり、分割された各磁石の中に、渦電流が集中して発生す
る磁石が含まれないようにできるので、永久磁石における渦電流損失の発生および温度上
昇を、電動機または発電機の性能（出力や効率）を低下させることなく、合理的に抑制で
きる。
【００１６】
第２の発明では、磁束密度変化率が大きく大きな渦電流が発生し得る部分では、永久磁石
は幅の狭い磁石に分割され、渦電流発生が抑制される一方、磁束密度変化率が小さく比較
的渦電流の発生が少ない位置では、永久磁石は幅の広い磁石に分割され、永久磁石の分割
数を少なくすることができる。したがって、永久磁石全体として、渦電流の発生を効果的
に抑制するとともに、磁力を低下させないようにできる。
【００１７】
第３の発明では、永久磁石全体として、渦電流損失の低減および磁石温度上昇防止を達成
できる。また、永久磁石の分割数を必要最小限とすることができるので、分割による永久
磁石の磁力低下を必要最小限とでき、電動機または発電機の性能低下を防止できる。
【００１８】
第４の発明では、永久磁石は回転子周方向に分割されるので、回転子周方向に流れる渦電
流を低減できる。
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【００１９】
第５の発明では、回転子に配設した永久磁石の場合、回転方向の先端部分で最も磁束密度
変化率が大きくなるので、合理的に渦電流を低減することができる。
【００２０】
第６の発明では、永久磁石は回転子径方向に複数段に分割されるので、回転子径方向に流
れる渦電流を低減でき、また、渦電流が特に発生しやすい最も固定子側の段に生じる渦電
流は、回転子回転方向の分割により効果的に低減される。また、回転子回転方向には分割
されない段を作ることにより、永久磁石の磁力を全体として強く保つことができる。
【００２１】
第７の発明では、回転子に配設した永久磁石の場合、渦電流は分割された磁石の対角線上
を流れるので、斜めの分割面により渦電流のループを効果的に小さくすることができる。
【００２２】
【発明の実施の形態】
以下、添付図面に基づいて、本発明の実施の形態について説明する。
【００２３】
図１には、本発明の第１の実施の形態を示す。
【００２４】
図示される永久磁石１は、電動機（電気モータであって、例えば回転式電動機やリニアモ
ータ）の可動部材（図示せず）に配設される。この電動機の駆動時には、可動部材を駆動
するために発生させられた磁束に対して、永久磁石１に反力が発生し、この反力によって
可動部材が動かされる。具体的に、例えば回転式電動機では、可動部材であるロータ（回
転子）の外周に沿って永久磁石１が配設される（図３参照）。そして、このロータの外周
に配設されたステータ（固定子）のステータコイルへの３相交流等の通電によって、ロー
タに対して回転磁束が与えられ、ロータが回転駆動されることになる。
【００２５】
永久磁石１は、その長手方向に、幅ｔ１の磁石１Ａ、幅ｔ２の磁石１Ｂ、幅ｔ３の磁石１
Ｃ、幅ｔ４の磁石１Ｄ、幅ｔ５の磁石１Ｅに分割されている。この場合、各磁石１Ａ～１
Ｅの幅ｔ１～ｔ５は、電動機の駆動時に永久磁石上に発生する磁束の変化率に応じて決定
される。
【００２６】
詳しくは、永久磁石１の上部に示す図表との対応関係から分かるように、各磁石１Ａ～１
Ｅにおいて発生する渦電流損失が均等となるように、永久磁石１において、磁束密度変化
率が大きな磁石位置では分割幅は狭くされ（例えば磁石１Ａ、１Ｅ）、磁束密度変化率が
小さな磁石位置では分割幅は広くされる（例えば磁石１Ｃ）。これにより、分割後の各磁
石１Ａ～１Ｅのいずれかに特に大きな渦電流損失が発生することはなく、永久磁石１全体
での渦電流損失の発生および磁石温度の上昇を抑制できる。
【００２７】
また、永久磁石１の分割をこのように合理的に行うことにより、永久磁石１の分割数をむ
やみに増やすことなく渦電流発生を抑制でき、永久磁石１全体としての磁力を低下させな
いで済む。つまり、図２に示すように、永久磁石１の磁力比（単位体積当たりの磁力）は
、磁石分割数を増やすと低下するが、磁束密度変化率に応じて磁石１Ａ～１Ｂの幅ｔ１～
ｔ５を変えることにより、必要最小限の分割数で渦電流低減の効果が得られるので、永久
磁石１の磁力低下を最小限とすることができる。したがって、電動機の性能（出力および
効率）を低下させないで済む。
【００２８】
図３には、本発明の第２の実施の形態を示す。
【００２９】
本実施の形態は、本発明を回転式電動機に適用したものであり、図３には、回転式電動機
のロータ２（回転子）が図示されている。
【００３０】
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ロータ２は、回転軸３方向に積層された複数の積層鋼板からなるもので、回転軸３を中心
に回転自在の可動部材である。このロータ２の外周付近には略９０度の間隔をもって４つ
の永久磁石４が配設されている。なお、このように本実施の形態では回転子永久磁石を４
極としたが、これは例示であって、本発明において永久磁石の極数（個数）は特に限定さ
れるものではない。
【００３１】
ロータ２の外周には、図示されない筒状のステータがステータが、ロータ２を取り囲むよ
うに配設される。このステータのステータコイルに励磁電流（例えば３相交流電流）を供
給することにより、回転磁束を発生させ、この磁束に対する永久磁石４の反力により、ロ
ータ２が回転駆動される。なお、ステータの形態は特に限定されず、例えばステータコイ
ルの巻線方式は、集中巻きであっても分布巻きであってもよい。
【００３２】
各永久磁石４は、その長手方向をロータ２の周方向（回転方向）に向けて配設されており
、この長手方向に複数の磁石に分割されている。この場合、図に矢印で示すロータ２の回
転方向先頭の磁石４Ａは、その幅Ｗ１が、分割された他の磁石の幅（例えば磁石４Ｃの幅
Ｗ２）よりも狭くなっている。
【００３３】
これは、永久磁石４の回転方向先端部分においては、磁束密度変化率が特に大きくなるこ
とに対応するものであり、回転方向先端の磁石４Ａの幅Ｗ１は、先端の磁石４Ａに発生す
る渦電流が、分割された他の磁石に発生する渦電流と略均等となるように定められる。こ
れにより、回転方向先端の磁石４Ａにおいて発生する渦電流を合理的に低減することがで
き、結果として、永久磁石４全体での渦電流発生を抑制することができる。
【００３４】
図４には、本発明の第３の実施の形態を示す。
【００３５】
本実施の形態では、上記第２の実施の形態と同様にロータ２の外周付近に配設された永久
磁石５を分割するに当たって、ロータ２の回転方向先頭の磁石５Ａとこれに隣接する磁石
５Ｂとの分割面６を斜めとしている。これにより、磁石５Ａは、ロータ２の回転軸３方向
から見て、ロータ２の外周方向に広く、ロータ２の内周方向に狭くなっている。
【００３６】
これは、磁石５Ａに流れる渦電流のループを小さくすることにより、磁石５Ａにおける渦
電流損失を効果的に小さくするためのものである。つまり、図５に示すように、磁石５の
先端側の磁石５Ｘ、５Ｙ（この図５では、磁石５Ｘと５Ｙの分断面は長手方向に対して垂
直な面となっている）には、その表面に、矢印で示すような渦電流が流れる。図示される
ように、この渦電流は、磁石５のロータ回転軸３方向の両端面７Ａ、７Ｂ（図４で正面に
見える面は端面７Ａとなる）を斜めに横切る方向に流れる。したがって、磁石５Ｘと５Ｙ
との分割面を斜めにして磁石５Ａ、５Ｂのような形状にすれば、磁石５Ｂ（５Ｙ）の渦電
流ループを大きくせずに磁石５Ａ（５Ｘ）の渦電流ループだけを小さくすることができる
。
【００３７】
図６は、永久磁石を同じ分割数で分割した場合の渦電流損失を、均等分割の場合（従来例
）、不均等分割の場合（上記第１、第２の実施形態の場合）、先端斜め分割の場合（上記
第３の実施形態の場合）で、比較した図表である。
【００３８】
図示されるように、従来例に比較して、本発明の不均等分割の場合には損失比率は大幅に
低減し、また本発明の先端斜め分割の場合にはさらに損失比率が低減していることが分か
る。
【００３９】
図７には、本発明の第４の実施の形態を示す。
【００４０】
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本実施の形態では、ロータ２の外周に沿って配設された永久磁石１の長手方向両端の磁石
８Ａ、８Ｄについて、それぞれ隣接する磁石８Ｂ、８Ｃとの分割面９、１０を斜めにして
いる。これにより、磁石８Ａ、８Ｄは、いずれもロータ２の回転軸３方向から見て、ロー
タ２の外周方向に広く、ロータ２の内周方向に狭くなっている。
【００４１】
このように、長手方向両端の磁石８Ａ、８Ｄを対称に、斜めに分断することにより、ロー
タ２の正転／逆転のいずれに対しても、先頭の磁石８Ａまたは８Ｄで発生する渦電流ルー
プを小さくすることができる。したがって、反転可能な電動機において、正転時および逆
転時いずれにおいても、有効に渦電流損失の低減を図ることができる。
【００４２】
図８には、本発明の第５の実施の形態を示す。
【００４３】
本実施の形態では、ロータ２の外周に沿って配設された永久磁石１２は、まず、ロータ外
周側（ステータ側）の磁石１３と、ロータ内周側（ステータと反対側）の磁石１４に分割
される。そして、ロータ外周側の磁石１３は、さらにその長手方向に複数の磁石に分割さ
れる。この場合、ロータ回転方向先端の磁石１３Ａの幅Ｗ３は、他の磁石の幅（例えば磁
石１３Ｃの幅Ｗ４）よりも狭くされる。
【００４４】
このようにロータ２の外周側と内周側に永久磁石１２を分割して、外周側の磁石１３のみ
を分割するようにしても、十分に渦電流損失を低減することができる。つまり、回転式電
動機において、周波数の高い分の磁束密度変化はロータ２の外周表面付近（ステータと相
対する部分）でしか発生しないので、これに基づく渦電流の発生を抑制するためには、ロ
ータ外周側の磁石１３を分割するだけで十分である。したがって、本実施の形態のような
構成でも、渦電流損失発生および磁石温度上昇を有効に抑制できる。そして、ロータ内周
側の永久磁石１４を分割しないことにより、永久磁石１２全体として強い磁力を確保する
ことができる。
【００４５】
なお、上記各実施の形態では、永久磁石はいずれも長方形のものとしたが、本発明はこの
ような形態に限られるものではなく、例えばかまぼこ型、円弧形等、任意の形態の永久磁
石に対して適用可能である。
【００４６】
また、上記各実施の形態では、電動機について説明したが、本発明は発電機、または電動
機兼発電機に対しても、全く同様に適用可能である。
【００４７】
さらに、上記実施の形態においては、回転式電動機はステータ内側にロータが配設された
ものであったが、本発明はこのような形態に限られるものではなく、例えばステータ外側
にロータが配設された回転電機（電動機、発電機、電動機兼発電機）、あるいはステータ
の内外にロータが配設された回転電機に対しても適用可能である。この場合には、上記実
施の形態におけるロータ外周側、内周側を、それぞれステータ側、ステータと反対側に置
き換えて考えればよい。つまり、ステータ外側のロータについて、上記第５の実施の形態
のように、ロータに配設された永久磁石を２段に分割する場合には、ステータ側の段を複
数に分割し、ステータと反対側の段を分割しないようにすればよい。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の第１の実施の形態における永久磁石の分割を示す説明図である。
【図２】永久磁石の分割数と磁力比との関係を示す特性図である。
【図３】本発明の第２の実施の形態における電動機のロータを示す図である。
【図４】本発明の第３の実施の形態における電動機のロータの一部を示す図である。
【図５】ロータ回転方向先端の磁石における渦電流の経路を示す説明図である。
【図６】
【図７】
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永久磁石の分割態様毎の渦電流損失を示すグラフである。
本発明の第４の実施の形態における電動機のロータの一部を示す図である。



【図８】本発明の第５の実施の形態における電動機のロータの一部を示す図である。
【図９】従来の永久磁石電動機を示す図である。
【符号の説明】
１、４、５、８、１２、１５　永久磁石
２　ロータ
６、９、１０　分割面

【 図 １ 】 【 図 ２ 】
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【 図 ３ 】 【 図 ４ 】

【 図 ５ 】 【 図 ６ 】
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【 図 ７ 】 【 図 ８ 】

【 図 ９ 】
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