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Abstract

This paper is concerned with the improvement of asynchronous torque
characteristics of a solid rotor three-phase reluctance JOOtor. The experimental
results are shown. It has been found that the short-circuited rings are considered to be an advantageous method for the practical application.
The paper also describes experimental results obtained for the synchronous
torques in revolution of the motor. A particularly notable result is that the
variation in the rotor parameter cause no qualitative change in the torque
but do cause a substantial quantitative change.
Key Words: Solid Rotor Three-Phase Reluctance Motor, Asynchronous
Torque Characteristics, Abnormal Phenomena.
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塊状鉄心三相リラクタンスモータの非linjIJI始動特性：上里・上田
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動時の異常トルク現顕の非同期特性に及ぼす影轡が問

また極間空所に低抵抗の導電材料部分を設けることに

よって同期引込み特性の改善をはかっているが(1)，２

題になることがある。従って，始動時の異常トルク現

極擬だけについて議論しており小形の多極優に関して

象を詳細に調べることは重要である。
空間高調波による同期および非同期トルクが多相反

は触れていない。これに対して筆者らは先に，４種磯
の回転子突極の周りに二次巻線として作用する短絡巻

助電動観に及ぼす影轡に乱､ての研究報告(5)はあるが‘

線を設けることが，非同期トルク特性の改善に有効で

定、的に詳しく調べられていない。また従来の始動時

あることを報告した(23しかし，この方法は対鎮樋が

異常現象に関する研究は，回転子のうず電流が無視で

小形の多極賎のため，回転子の懐械寸法の制約により

きる成層鉄心機を対象にしたもので，回転子にスロッ

短絡巻線の巻回数に制限を受け，また回転子の堅牢性

トを有しない塊状鉄心リラクタンスモータの始動時異
常トルクに関する報告はほとんどないように思われる。

等その榊造上にも若干問題が残されている。

本論文では種々の方法(4)を回転子に施した場合の非

そこで本論文では塊状鉄心三相リラクタンスモータ

同期始動特性を実験結果に基づき比鮫検討した。その

の非同期始動時の異常トルク，主に回転時同期トルク

結果短絡環（突極の周囲に平角銅線で１巻ごとに短

を実験面から検討したので報告する。

絡回路を櫛成したもの）を設けたものの非同期トルク

2．供例式電動樋と実験方法

特性は，短絡巻線や極間空所に導体を配置したものよ

り良く，さらに短絡現は突極に簡単に装着できて堅牢

２．１賊作回転子の股計要目

であることなど機械榊造上も有利であることを明らか

回転子の設計要目と固定子の仕棟を表Iに示す。こ

にする。

突極形同期電動駁であるリラクタンスモータはギャ

の設叶要目より試作した回転子の榊造と短絡現や導体

ップパーミアンスが一棟でないため，低い次数の高調

樟配樋を示したのが図１である。表１に示すように回

波磁束が存在し，これらの高調波磁束の作用によって，

転子の寸法はＡ～Ｆの回転子とも同じである。ただし

非同期始動時に悪い影轡を及ぼす。すなわち，この電

Ｅだけ回転子直径64.5ｍ，鉄心長50mmである。

動殿は自己始動後自動的に同期引入れされるので，始

TEbIelDesignparametersandspecificationofthetestedmotors．
短絡斑

ＡＢＣＤＥＦ

２×５，，，２個

材料

平角銅線

極間導体棒

短絡巻線

（毎極）

本本本

８９９

４２２

、、、

×「××

５５５

２２２

１３ｘ２ｔ
ｌ３×２ｔ
ｌ３ｘ２ｉ
1６ ｡

平βl銅線

極数：４，定格電圧：２００Ｖ，周波数：６０Ｈｚ
スロット数：２４

端絡環

毎極毎相の巻回数：２０６

、

ホルマール線

固定子内径：７０ｍ，回転子直径69.5mm，鉄心長：４５mm，

固定子巻線のiili類：同心巻．星形，スリット長：１８mm,ギャッ

プ長：0.25mm，鉄心材質：電磁欧鉄（ＳＵＹＢ２相当品）

β：０５，０Ｕ２：００３

銅板

６回
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卜

導体棒
端絡環

Ａ

Ｂ

，

Ｃ

1.5

絡巻線

1i８ｑＢ

Ｓｍ毎℃

○

－－Ⅱ■■■■■■■■￣･■■■■－－

l■■■.■■■■￣■■■■--￣■■■

０－石‐-１

Ｅ

単位：、

Ｆ

FiglSolidrotorConstruction．
（Ｅのみ回転子直径６４５mm，鉄心長５０ｍｍ）
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表中の回転子記号Ａ，Ｂ，Ｃ，Ｄ，Ｅ，Ｆは，それ
ぞれ次の回転子を表わしている。
Ａ：突極の周りに短絡環２個設けたもの

Ｂ：極間に導体棒４本（端絡環付）設けたもの
Ｃ：磁極周囲に導体棒２本(端絡興付)設けたもの

Ｄ：極間中央付近に導体棒２本（端絡麗付）設け
たもの

に小形機で極数が増えるほど巻線の太さや巻数を適切

に選定することが困難になる。また堅牢性など榊造上
にも問題が残る。

３２種問に導体棒を配蟹した回転子(4)
塊状鉄心回転子に流れる電流は，抵抗の大きい鉄部
を流れるのでトルクを発生するためには高い誘導電圧

Ｅ：突極の周りに短絡巻線６回巻いたもの

を必要とし，すべりが大きくなって引入れトルクを減

Ｆ：塊状鉄心磁極だけのもの

少してしまう。そこで回転子のうず電流の通路に供し，

端絡環は銅の端板を回転子の両端に取り付けたもの

非同期トルク特性を改善するため，銅の端板を回経子

で，接触抵抗を小さくするため接合部に銀ペイントを

の両端に取り付け（以後端絡環と呼ぶ）ｊ極間空所に

使用した。

導体棒を配徹した回転子を図１のＢＣおよびＤに示

２２実験方法

供試電動観の非同期特性の実測は，定格電圧で行う

してある｡これらのトルクー速度特性を図２に，電機

子電流一速度特性を図３に示す。特性比較のため突極
の周りに短絡風を２個設けたものの特性も図示してある。

と電動機が過熱するなど不都合が生じるので，定格電

圧の１／２の電圧（１００Ｖ）で行ない，後に定格電圧
に換算した。各すべりにおけるトルクおよび電流の算
定は文献（６）に述べられている方法によった。負荷
としては損失のわかっている直流発電楓を使用した。
実験は図１に示す回転子を定格0.2ｋＷ，２００Ｖ，４

｝［

ｂＮｄ

参〉〈全一

種の三相誘導電動観の固定子と組み合わせて行なった。
3．実験結果と検肘

砲＆

回鮭子榊造定数中で最も特性に影響を与えるβ（＝

Aga

磁極弧／磁極ピッチ）が，塊状鉄心三相リラクタンス

ＤＢ１０４

モータの非同期特性に及ぼす影響については，文献
(2)で検討した。その結果，同期および非同期の両特性

から適切なβの値として0.5付近が妥当であることを

Fig2Torque-slipcharacteristics．

示した。このことから本研究で使用する回転子のβは

４

0.5とした。

３．１短絡巻線を段けた回転子

串cro胄司

２

が改善されることを示した。すなわち短絡巻線の巻数

（く）這盟卜嘩圏

れ(2)短絡巻線を設けることにより非同期ﾄﾙｸ特性

３

回転子の突極の周りに短絡巻線を巻いた電動樋（図

１のＥ）の非同期特性は，筆者によってすでに報告さ

五J－－℃

!(ﾐﾐﾛ

由＆

を増していくとトルクはすべり全域で顕著に増加して，
トルク曲線がすべりの小さいところへ移行するので同

期引込みを容易にし，同時に始動トルクも増加する。
しかし短絡巻線を設けるこの方法は，回転子突樋の

寸法や極間空所の広さなど鰯械寸法の制約を受け，特

１
０

すべり

Fig3Armaturecurrent-slipcharacteristics．
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前述の短絡巻線の場合と同様に極間の導体棒を増す
に従い，すべり全域にわたりトルクは大幅に増加して
いくことが図からわかる。特にすべりの小さい所での
トルクが犬になるので同期引込みを容易にする。回転

ひF十・記

子が塊状鉄心だけの場合（Ｆ）の非同期トルクは，図
のようにすべりが0.5付近で藩込み負のトルクになる
に改善されることがわかる。すべり０５付近でのトル
クの陥没については４．３節で検討してある。

妾）や当』

が。Ａ～Ｄの電動磯ではそのトルクの谷がかなり大幅

司八｣

極間空所の中央付近に導体棒を配世（，）するだけ

]【

ではトルクの改蕃は望めないことが図２から察しられ
る。この場合極間には磁束がほとんど通らないので，
導体棒は非同期電流の通路の役目だけをしていること
になるが，等価的には回転子抵抗が減少することにな
るので‘後記の端絡興だけ設けたものに比べてトルク
が増大する（図４参照）。

図３はすべりに対する電機子電流の変化を示したも

のである。すべりの小さいところでは電鬮子麺流の値
にあまり差異は見られない。

､［

Ｉ

“二KJJJ7

Ｆｉｇ．４Torque-slipcharacteristics．

短絡現燃しのものに見られるすべりｓ＝０．５付近での
トルクの急激な陥没も大幅に改瀞されている。これは，
すべりの大きいところでは塊状回転子固有の高抵抗の

以上，極間空所に導体棒を配霞することにより非同

ため比較的大きいトルクが発生し，一方すべりの小さ

期トルク特性が改善できることを述べた。しかしこの

い領域では低抵抗の二次巻線として働く短絡畷に流れ

方法は端絡麗および導体棒を設けるので回転子櫛造を

る電流によるトルクが加わることによるものである。

複雑にし，榊造が簡単で堅固な特徴をもつ塊状鉄心リ

回転子両端に端絡環だけを設けたもののトルクの実

ラクタンスモータのメリットを損うことになりかねない。

測値も図４に示してある。塊状鉄心誘導電動楓に端絡

環を取り付けると，特性が著しく改善されるとの報告(7)

３．３短絡理を股けた回転子(3)

があるが，本供試電動磯については図から明らかなよ

３．１，３．２節では短絡巻線や端絡環，そして極間に

うに，その改善はほとんど望めないことがわかる。ま

導体棒を配ＩＩＴすることにより，この轍の電動機の非同

たすべり0.5付近からトルクの急激な陥没が見られる。

期トルク特性が改善されることを述べたが,これらの

これは４３節でも述べるが，突極性に基づき電機子回

方法は回転子の形状寸法の制約を受けるだけでなく，

路に電源周波数′のほかに（１－２ｓ）ノ（ｓ:すべ

機械の榊造を複雑にして堅牢性にも問題があることを

り）の電流が流れるために生ずるもので，回転子の設

指摘した。

計が適当でないと図示のように負のトルクになること

短絡環は図１のＡに示すように，突極の周りに平角

がある。このトルクの谷の大きさは，回転子の構造定

銅線を用いて１巻ごとに短絡回路を樹成したものであ

数β,ａ（＝主ギャップ長／磁極間ギャップ長）及び電

るが，その電気的作用は短絡巻線と同様，低抵抗の二

機子巻線抵抗や回転子の抵抗などにより大いに影響を

次巻線として働く。

受ける(2)(8)(9)ので注意しなければならない。

図４に短絡環を設けたもののトルクー速度特性を示

図５は短絡国を施したものと端絡碩の有無によるも

す。すべり全域にわたりトルクは顕著に噌加し，同期

のの電樋子電流一速度特性を示す。すべりが小さくな

速度付近における特性曲線の勾配が大きくなるので，

るに従い短絡環に誘導される電流は減少するので，す

同期引込み特性が良好になることが図からわかる。ま

べりの小さいところでは短絡環の個数にかかわらず電

た図２から見られるように，他の電動槻（Ｂ，Ｃおよ

流の大きさにあまり差異はない。

びＤ）に比べてもトルクが改善されることがわかる。

回転子突極に短絡環を設けることにより‘非同期卜
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４

２

（ご）曜鰻十題繊

３

９－ヨ｣■－℃

鳳=R､｡｡=;R=§ﾖﾛ電､8
【】

､［

１

０

一しO
I

１８０６０４

ahl巻線0日

すべり

Ｆｉｇ．５Armaturecurrent-slip

Ｆｉｇ．６DevelopedmodeIof

characteristics．

ルク特性はかなり改善され同期３１入れを容易にするこ
とが明らかになった。図１の回転子樽造からも推察で

theairgap．

}ま柵らかであるとする。

三相巻線を施した固定子に平衡三相電流を供給する

堅固に装潜できるので実用に際して有利であると考え

場合の合成起磁力の式Ｐ（６，ｊ）(2)と，図６のギャッ
プにそう単位軸長当りのパーミアンスの式Ｐ（６）(2)

る。短絡現の効果については理論面から考察を加える

よりギャップにおける磁束密度分布の式８９(＝Ｐ.Ｂ）

ことも重要であり，これについては今後検討したい。

を導出すると次のようになる。ここで電動機はすべり

きるように，短絡環は他の方法よりも簡単に，そして

4．非同期始動時の異常トルク

ー股の交流電動磯の始動時の異常トルク現鎮はギャ
ップ磁束密度中の空間高調波に原因していることは周
知のことである。その空間高調波を生じる原因として

は，まず固定子巻線配置のためその巻線に流れる電流
による起磁力が階段状に分布していること，そしてス

ロットが存在するためにギャップパーミアンスが一定

でなく位溌によって変化することが考えられる。リラ
クタンスモータは回転子が突極構造のため，この突極

の存在に艦づきギャップパーミアンス分布に変動をき
たし，前述の原因によるものの他にさらにギャップ磁

束に高調波を含有するので，その異常トルク現象を定
駐的に調べることは重要である。
４．１ギャップの磁束密度分布の式
ここではまず，供試電動樋（図６にギャップモデル

を示す）のギャップにおける磁束密度分布の式を導出
して空間高調波の次数を調べてみよう。解析にさきだ
ち以下の仮定を設ける。

（１）磁気回路の飽和は無視する｡

（２）固定子表面およびスリットを除いた回転子表面

ｓで回糠しているものとする。

Ｂｾｰﾉﾄｯ,Ｄ〔斑ＣＯＳ（β0-①f）

＋ＺＫＣ)ＣＯＳ（（６ﾉｾ＋1)，８－の！｝
カー１

－四Ｋ()ＣＯＳ｛（６虎－１)ｐ０－Ｑ)！}〕
ん＝１

…Ei勇去……〔(2緬不ＩＭ
－｛（２勿平１)－２れs｝のノー2"'911〕

十三邑廻ｓｍ 噸兀ＣＯＳ〔(2加平(6A+1))，０
ｍ＝1Ａ＝ｌ"

－{（２加平1)-2湘s)②f-211Wt〕
。。－瓦‐）．

渭昌Ｔ…β…〔(2噸手("-1)''’

‐'(輌旺…1-2…〕］

-'鰄化二!☆……〔(2緬零Ⅲ)''
一｛（２ｍ〒１)－２，，，s}⑪ノー２，P｡｡〕
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+量量竺i2si……｡．〔(2沈干(6偽十1)}'０
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また，このギャップ磁束が回転子鉄心中に浸透して

うず電流を誘導する。この回転子電流は基本周波数の
ほかにもちろん高調波成分も含み，これらの回転子電
流はさらに固定子巻線に高調波電流を誘導し始動異常
現象の原因になることも容易に推察できる。
供試電動懐の回転子にはスロットがないので，回転
子スロットリップル成分は特に考慰する必要はない。

従って電動機としての運転範囲（０〈ｓ〈１）におい

ては，前述の高調波の中でも低次のツーリ『＝７，１３，
２５および殆＝１３，２５次調波の影響が大であると考え

ただし，

１ｍ：亀磯子電流の最大値

、＝6Ｍ：Ｒ(α2＋β(1ﾖcZ2)-γ（1コcZ3ルカｇｉ

られる。

次節以降においては，非同期始動時の異常トルクの

Ｅ＝６１Ｗ尺（１－oz2)/ﾗｔ３ｇｉ

中でも，特に特性に及ぼす影響が大である回転時同期

Ｆ＝６jVZ`尺（l-cz3)/it3gi

トルクを実験面から調べることにする。

ｏ

O

Kb)＝(－１ナＫ１６々+'）
６A＋１
氏_)＝(－１)ﾙKI61b-1）
６Ａ－１

４．２各稠回転子の回転時同期トルク
図７は図１に示すＡ，ＤおよびＦの塊状鉄心三相リ

ラクタンスモータのトルクー速度特`性である。図から
わかるように，すべりｓ＝0.7～1.0で種々の高調波同
期トルクおよび高調波非同期トルクが存在しているが，

ここで，Ｋ,：基本波に対する巻線係数，，：極

特にすべりｓ＝075と0.857では回転時同期トルクが

対数，ｔ：時間，虎：正の整数，”：正の整数，

顕著に現われているJ1o)。参考のため塊状鉄心誘導電

Ⅳ：毎極毎相の巻回数，Ｒ：ギャップの平均半径，

動機（図中記号Ｉ）の特性も図示してある。この電動

咄：空気の透磁率，β：磁極弧／磁極ピッチ，

機は回転子が円筒形櫓造のため高調波非同期トルクが，

ｒ：磁極中心軸上にあるスリットの幅／磁極ピッ

すべり085付近でわずかに見られるだけで他に異常ト

チ，α2：９１／艶,α３：ｇｉ／93,91：主ギャップ長，

ルクは特に観察されない。

艶：磁極間ギャップ長，亀：磁極中心軸上にある
500

スリット長，の：電源角周波数，ｓ：すべり，

の：ノーＯの時突極中心軸とａ相巻線軸の間の変
◎

位

400

(1)式から明らかなように，供試電動機の固定子巻線

300

配圃による高調波の次数は〃＝（６ｈ±１）である。また

回転子が突極であるために生じる高調波次数は鼎＝（２

ｍ±１)．（２加平（６ﾉｾ＋1)）および{２加干（６ｌｂ－１））で

匡

彦

、－グ

ヘ､、

全２００

ｮ守L色

<つ

．と

ある。また固定子のスロット高調波次数ｐｓは(1)式では

無視してあるが，妬＝（“９±１）（９：毎極毎相の固

1００

定子スロット数）で表わせる。このようにギャップ磁
束密度は上記の種々の高調波成分を含んでいることが

わかる。これらの高調波磁束の相互作用によって，非

０
DＢＯＦ

同期運転時に異常なトルク現象を生じ，始動が困難に
なったりするのである。

-100

Fig7Torque-slipcharacteristics．
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すべりｓ＝075と0.857でかなり大きい回転時同期

この極の電動殿は誘導電動機動作をするので，回転時

トルが発生していることは前述したが，これは特に突

同Ｍトルクの質的な面の変化はさほど相違ないものと

極機で顕著に現われるもので，突極性に起因した高綱

考えられる。従ってバー０．７５での回転時同期トルク
も瞬導電動機の場合と同様に第７次および第１3次調波

波の影轡が主因と考えられる。ｓ＝0.857は同期速度

の影響によるものが大きいと考えられる。

（1800rpm)の１／７に対応するすべりであり，この

特定すべりにおける回転時同期トルクは第７および第

次にｓ＝0.75,0.857はそれぞれ同期速度の１／４，

１3次調波の回転磁界により発生するトルクの影響が優

１／７のすべりであるので，回転時同期トルクを発生

勢に働いているものと思われる。またｓ＝0.75は同期

する時の速度は

速度の１／４に相当するすべりである。このすべりに
（１－ｓ）＝１／（３〃＋１）…………(2)

おいて発生する同期トルクも，固定子起磁力のある高

調波と同じ速度で回転する回転子起磁力の間に生じる
ここで，〃＝０，±１，±２，±３，……，～

トルクのはずである。

と表わすことができる。

供拭電動機は回転子にスロットを設けてないので，

従来のかご形誘導電動機の異常現象理論('1)をそのま

また図示してないが，ｓ＝１でもこの種の異常トル
クの発生が実験により確かめられている。

ま適用することはできない。しかし，非同期運転時の

THble2Comparisonofthesynchronoustorqueinrevolution．
0.857

０７５
ＴＹｎａＸ

Ｔｍiｎ

Ｔｍａｘ－Ｔｍｉｎ

Ｔｍａｘ

470

312

158

512

Ｄ

394

255

139

415

322

210

112

338

415

364

5１

482

Ｆ
Ｉ

(成層鉄心擬）

Ｔｍiｎ

Ｔｍａｘ－Ｔｍｉｎ

140

駆麺麹班

Ａ

120
105
136

合は逆にすべり0.857でのトルクの差が大きくなっている。

表２は種々の電動機（図１のＡ，ＤおよびＦ）の回
転時同期トルクを比較したものである。参考のため成

4.3回転子概造定数による回転時同期トルクの変化

層鉄心リラクタンスモータのトルクも併記してある。
すべりｓ＝０．７５と0.857におけるそれぞれのトルクの

ここでは，回転子樹造定数の中でも段も重要なβが，

股大値Ｔｍａｘと最小値Ｔｍｉｎを実測より求め，その差

回転時同期トルクに如何なる影響を及ぼすかを検討す

る。表３はβを04,05および0.65に変えた場合の

（Ｔｍａｘ－Ｔｍｉｎ）を示してある。

表２からわかるように，非同期トルク特性を改善す

回転時同期トルクをすべり0.75と０８５７について示したも

るための方法を施した電動機は異常トルクが大きい。

のである。この電動機には非同期トルク特性改善のた

またすべり0.75でのトルクの差の方がすべり0857で

めの方法は施してない。上記のすべり以外のすべりで

のものより大きいが，成層鉄心機（かご形回転子を突

は回転時同期トルクは特に観察されなかった。

極榊造に改造したもので，かご形巻線を有する）の場

THbIe3Effectsofvaryingβonthesynchronoustorqueinrevolution．
0.75
Ｔｍａｘ

Ｔｍiｎ

0.857
Ｔｍａｘ－Ｔｍｉｎ

Ｔｍａｘ

Ｔｍiｎ

Ｔｍａｘ－Ｔｍｉｎ

０４

325

270

5５

384

227

157

0.5

314

202

112

320

215

105

0６５

2“

178

2６

258

188

7０
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βが小さくなるにつれ，つまり突極性が強調される

ラクタソスモータの非同期トルク特性を実験結果に基

に従い，トルクの最大値は大きくなることが表３より

づいて検討した。その結果，突極の周囲に短絡環を設

わかる。しかしトルクの差（Ｔｍａｘ－Ｔｍｉｎ）は，すべ

ける方法が特性改善および殿械榊造上からも有利であ

り0.75の場合にはβ＝0.5の方が最も大きく,そして，

ることを述べた。

β＝0.4,0.65の場合とは異なり，その値はすべりｓ

また凋調波磁束の作用によって発生する非同期始動

＝0857のトルク値に近い値になっている。一方すべ

時の異常トルク，主に回転時同期トルクについても実

り0857では突極性の強いものほどトルクの差は大き

験面から考察した。その結果普通のかご形瞬導電動

くなっている。また同表から，すべり0.857での回転

隈の異蹴トルクに関する理論と一致するすべりにおい

時同期トルクがすべり０．７５でのものより大きいこと

て顕著な回転時同期トルクの発生を砿翻した。そして

もわかる。

回転子突極の幅によりそのトルクの質には変化はない

一般にかご形騰郵電動機の回転時同期トルクは，特
定の回転子スロット数においてだけ非術に大きな値を

示す(11)が，本供試電動機ではβの大きさに関係なく

が，量的にかなり相違のあることが砿かめられた。

異常トルクの理論的考察とその改善に関しては，非
同期特性の改善を含め今後さらに検肘を加えたい。

前出のすべり0.75と0.857で，常にそのトルクが観測
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