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突極形無整流子電動機の直巻特性と補償巻線の効果

親盛克治*

Series Characteristics and Effects of Compensating Winding 

of a Salient Pole type Commutator1ess Motor 

ByKats呼 OYAMORl

Summary 

I官叩'hec∞ommut凶a剖仰t旬or由 ssmoω伽r(CLM附)c∞ons由ts也y凶ri包副s凶山t旬oωri飢nv刊er巾鈴町rand a 

t出hr陀eephas鈴esy戸nchronousmotoωr which has a pos姐itions鉛ens鉛orit臼ss由haf白t.

As the commutation of thyristors are performed by the armature 

induced voltage， construction of CLM is brief， that is， it needs not external 
commutation equipments such as capacitors and reactors. 

Outline of the paper is as follow: 

(1 ) Influence of the鈴riescharacteristics of CLM by saliency and short-

circuit ratio. 

ο) Expantion of the commutation limit of thyristors by using compensat-
ing winding. 

(3) Influen田 ofthe characteristics of CLM by smoothing reactor. 
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1.まえがき
CLMを直巻励磁として駆動した場合、その負荷時進

み角や転流重なり角は、負荷電流l乙無関係に一定と考

えられていた。しかし本報告に示す実験結果で、上述

の理想特性は、ある限られた負荷範囲において成り立

つ乙とがわかった。

無整流子電動機 (CommutatorlessMotor，CLM 

と略す)の転流を、その電機子誘起電圧にたよる方式

は、転流回路を付加する必要がないため、回路構成が

簡単であり、従って故障率が少いという利点がある。

CLMはその基本特性より、直流電動機と交流電動機

の両者の特長を兼備した電動機であり、これまで多く

の研究報告がなされ、一部実用化の段階にきていると

いえよう。

CLMと三相同期電動機の相違は、後者が速度一定で、

励磁の調整により力率が大巾にかえられるのに対し、

前者は力率が一定で、印加電圧の可変又は励磁の調整

により、速度を大巾にかえて使用する点にある。
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今回突極形三相同期電動機を直巻形CLMとして駆動

し、その直巻特性に与える突極性の影響、補償巻線の

付加による減磁制御範囲の拡大、限流リアクトルの特

性におよぽす影響などについて、実験事実を中心1(.検

討したので報告する。

2.回路構成

誘起電圧転流式CLMの主回路を第1図に示す。同図

において、 La;限流リアクトル、 F;直巻界磁コイル、

1V， Lf; 励磁電流調整用分路抵抗およびインダクタン

ス、 C;補償巻線、 &， Lh;補償巻線電流を調整する

ための分路抵抗およびインダクタンス、Co;平滑用コ

NALIS
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ンデンサ。

乙の種のCLMは転流素子を必要としないため、 6個

のサイリスタから成る三相インパータと、輸に回転子

位置検出器を直結した三相同期電動機、および回転子

316 

源

Ld F 

1.骨ーー

Fig 1 Main circuit of a 

series CLM with a 

compensating winding. 

3. CLMの基本式

<1-1> CLMのベクトル図

CLMは構造的lζは三相周期電動機と同一で、定常連

位置に応じて必要なサイリスタ(第 1図ILおいては、

UZVXWYの順序)を点弧させるゲートパノレヌ制御告書よ

り構成される。

C 

転時にはその電機子誘起電圧は、写真1)にみるように

正弦波に近く、又電機子電流は 1周期21r/3(rad)通

電の短形波(写真2)参照)と見倣される。 CLMの特性

解析には電圧、億流の基本波のみに着目した、同期

Photo. 1 Armature induce voltage 

(phase voltage) 
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Photo 2. Armature current (Ld = 1 (H)) 

動機のベク トノレ図がそのま〉適用できる。

第2図1;::補償巻線をもっ突極形CLMのベク トル図を

示す。同図において、 Er;負荷時回転速度 (ω)にお

ける無負荷誘起氾圧(1相分)E.;内部誘起HiI王V;端子

電圧、 i'o、'1.、'1;設定進み角、 内部進み角、負荷時進

み角、 ムLt、1.;電機子fli流基本波およびその直軸分

φI 

φa 

と横軸分、 x.、x.、x.;電機子反作用リアクタ ンス

およびその直輸分と横紬分、 弘 、x.; 電機子 1相分

の低抗および漏れリアクタンス、 ゃ、φ、rtt; 主磁束、

電機子反作用磁東およびその合成硝束

第 1図において、その入力電圧Edと内部誘起電庄

E，の悶ILI;l:(l)式IL示す電圧平衡式が成り立つ。

Iq.Xq 

Fig. 2. Vector diagram of a salient pole type 

CLM with a compensating winding. 
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q‘ι 
Ed-kRD =ー工_::_E，.cos(}t-u/2) .cosu/2 

π 
(1) 

1D;入力電流(平均値) (A)、"1，;内部進み角 ('el)u;転流重なり角 ('el)、R叫ん、 Fおよび電機子二相分

の抵抗の和(.Q) 

第2図より(2)、(3)式が成り立つ。

tan ("/，・ ，，/) =一主Z旦旦 1
Ef-XalsinO -Ef/IXα(1 +伽'O)'/'-tanO

(2) 

1..xd 

加。=一二一，伽 ("/0-U/2) =Id/ふ
1.1. 

tan ("/0-u/2)= X./ Xd.加。

(3)式を(2)式に代入以4)式を得る。

(3) 

(4) x./ Xd 
旬以 "/0一"/.)= 

Ef/IXa • v'(X./Xd)'+凶'("/0-u/2) -tan ( "/0-u/2) 

上式において、 X./Xdは突極性を示す項で、円筒 になる程増す。その増加の程度は設定進み角川によっ

形機では X./Xd=1であり、制動巻線を有する突極形 てかわり、，，/0の小さい程Uの増加が大となり、直巻形

機においては大体0.65である。 においても転流限界の存在することを示している。

CLM における負荷電流と、 "/iおよびUの聞の関係式

として(4)式と共附主が高いられる。 <3-2> 減概数kと短絡比Ks

2Xck 
cos (，，/， -u) -cos "1， =:jτE， 

直巻形CLMにおける速度制御の一方法として、界

(5) 磁制御がある。今減磁係数kを次のように定義する。

Xc;転流リアクタンスで同期機における初期過渡

リアクタンスに相当する。

直巻形CLMで凶11)式における Ef，メIXaおよ 0:(5)式

の右辺凶6)、(7)式で示され、共に負荷電流に無関係

IL一定である。

K.ωI 
Ef/lXa=一一一 =K，

IX. 且

2Xck 2ωLcID •• 
JすE，-v'6K.ωι 一叫

(6) 

(7) 

従って磁気回路の線形な範囲において、 yおよひ・u

は負荷電流l乙無関係に一定となり、直巻形CLMの大

きな特長のーっとされている。しかしこの理想特性は、

磁気回路の線形性という前提条件のもとで成り立ち、

後述の実験結果によれば、定格電流の1.6倍近くの負

荷範囲では、 7はほ Y一定値を維持するがuは重負荷

k =IDN/1fN・If/ID (8) 

IoN;同期電動機としての定格電流h(正弦波実効

値)の直流換算値で、 CLM附いて事なり角を

無視した場合、 1DN=π/〆"6・ INである。

1fN;界磁電流定格値

1f;界磁電流

直巻形構造のCLMにおいては、 1fN=IoNで、あり従

ってk=1f/1Dとみられる。

又周期電動機の短絡比Ksは、その定義により(9)式で

与えられる。

Ks=EN/hXsキEN/hXa (9) 

EN;定格相誘起電圧、 IN;三相短絡時定格電流(正

弦波実効値)
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である。同図より k=1、ks=1の機器はyoの0-90

(・el)の範囲で、yはすべて負値となり、 CLMとし

て運転不能となる。又同図は短絡比の大きい機器程y

を大きく選ぶ乙とができ、運転範囲の広い乙とを示し

ている。更にCLMを直巻形として使用する際、その

減磁係数kと短絡比ksをどの程度!C選ぶべきかの設計

の目安を与えるものと思われる。

琉球大学理工学部紀要(工学篇)

(8) 、 (9)式 ~(2)式に代入 lA1印式を得る。

(10) 

uを小さいとして乙れを無視すると上式の8は、 8

=yo とみなされるので、 kKsを I~ ラメータとしたれ

とyの関係が第3図のように与えられる。同図はk=l

と仮定し、 ksを1-4の範囲でかえた場合の計算結果

y=yo一回 IIKsy'了+tan 2 11ー伽 81-1

setting lead angle J6 (もQ)
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Fig. 3 . Leading angle r vs. setting lead angle J6 
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<3-3> 補償巻線 他励形CLMにおける転流限界は、主として I.X.IC.

直流機において、その電機子反作用を全面的に打ち 起因するので、乙れを打ち消すために電機子巻線と直

消す方法として補償巻線が用いられるが、他励形CLM 列IC補償巻線を挿入し、第2図におけるEcを誘起きせ

においても負荷増加に伴う進み角7の減少を補償する

目的で、補償巻線が有効な方法であると報告されてい

る。

‘Xαlcos 0-Ec 
y=70-un a-一一一一一一一

Efー IXasin0 

て、 I.X.を打ち消しYの減少を防ぐ事により転流限界

の拡大をはかつている。補償巻線の挿入により、 (2)式

凶11)式のようになる。

又補償巻線の挿入により、その発生トルク Tは(12)式で与えられる。

)
 
-ー(
 

3 f VEf V2 (X.-X.) 11". I 
T=一一{一一一泊 ('10-'1)+ 血 2('10-'1) +与三郎 ('10-'1) ~ 

2 JZ'pn I X. 2X.X. X. ---.，- J 

(12) 

既に知られるように、上式等 1項は円筒形機、突極形 oの方が小さく、転流の容易な乙とを示している。

機lζ共通の項であり、第2項は突極形機特有の項、第

三項は補償巻線の付加によるトルクの増分を示す。 く4-2) 減磁制御特性

(11)式より補償度m(補償巻線i乙分路弘、 Lhを設け、 第5図は励磁電流の強さによる y、uへの影響であ

m=Ic/IDN、Ic;補償巻線電流としm=lを補償度100 る。直巻形CLMにおいて、減磁制御した場合第2図

(%)と定義する。)を適当に選ぶ乙とにより、鉄心の から明らかなように、ゅの減少(相対的には仇の増加)

非線形な範聞においてすらも負荷電流IC.無関係IC.'1を

一定l乙選ぶ乙とが可能であり、転流限界を大巾に拡げ

得る。過補償 (XαlcosO<Ec) にするとれ<'1でも運

転が可能となる。

4.実験結果および検討

となり、当然の帰結として転流限界を生ずる。同図よ

り減磁制御範囲はれを大きく選ぶ程広くなるが、供試

機ではk =0.45以下には減磁できない。

<4-3> 補償巻線による転流限界の拡大

第6図ま補償度m(m=Ic/ID)をパラメータとした

実験に用いた供試機は、三相突極形、 4極、 6(kw) k' (k' =If/IDN) I乙対する y、uの実測結果である 0

692(V)、6 (A)定格の周期電動機(補償巻線付)で 同図において、補償度50(%)では7はKIC.対し一定

ある。その短絡比ks=3.09、電機子抵抗Rα=0.383(Q) 値を維持し、100(%)補償では減磁にも拘らずyは増

転流インダクタンスLc=7.93(mH)、界磁インダク 加し、転流限界が大巾に拡大される乙とを示す。第7

タンスLF=32 (mH)、直軸インダクタンス L.=48.65 図はk'IC対する出力特性である。補償巻線は減硝制御

(mH)、横軸インダクタンスL.=29.18 (mH)であ 範囲を拡げるのに有効な方法であるが、減磁による出

る。 力の低下はまぬかれない。

<4-1> 入力電流対7、U特性

第4図はメモリースコープを用いて、電機子端子電

圧波形より実測した7、uである。供試機は短絡比が

3.09と大きく、定格電流の50-160%の負荷範囲では

磁気回路の飽和が充分でないため、重なり角 uの増加

は極めてかんまんであり、実測の'10 (33.5。一59.7.)

の範囲では転流失敗IC至る危倶はない。又Ldの挿入iと

より 7はあまり影響を受けないが、 uは明らかにLd=

<4-4> 限流リアクトルの影奮

限流リアクトルは、転流時における電流の上昇を抑

え、且つ入力電圧と電機子誘起電圧との差電圧をうけ
191 

もたせる目的で挿入される。直巻形CLMにおいては、

その界磁巻線が限流リアク卜ルの役目も兼ねていると

思われるので、 L.の有無が特性にどのように影響をお

よぼしているかをしらべる。

a) L.の有無による電流脈動率と重なり角
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-tー JfI=59.7. ーも一

Ld=600 (mH) - A.ー 44.8。 ームー Ld=0 (mH) 

2 

一.一目 33.5. -0ー

Y 

6 8 10 

Input，current ID (A) 

Fig. 4. Leading angle r and commutation 
angle u vs. input current ID 

with and ¥yithout smoothing 

reactor. 

12 
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。ーー 0-ー補償度

50 (%) ム ー 補 償 度)6 =44.6。ーー

100 (%) 。ー補償度

60 

企一
一台

企会ι企会色

o 

7 
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(
同

ω・
)
ロ
‘
(
同

ω・
)
伺

20 

10 

。
1.0 0.9 0.8 o. 7 0.6 0.5 0.4 

k'= If/IDN 

. leading and commutation angle y， u 

vs. k' with and without compensating 

winding. 

Fig. 6 
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1.5 

。-0ー補償度

50 (%) 

100 (%) 

ド 44.6・-Aー補償度

-0ー繍償度

1.0 

0.5 

(主
M
A
)

。
仏

.~~ 。
1.0 0.9 0.8 0.7 0.6 0.5 0.4 

k'= IflIDN 

Fig. 7. Output PO vs. k' with and without 

compensating winding. 

第9図はL.の有無による入力電流と重なり角の実誤IJ

値である。定格費量流の50-160(%)の全範留において、

Ld=oの万がuが小さく従って脈動率の高い電流程転

流責務が軽く有利といえる。

L..の有無による出力、効率

第(10)、(11)図はんの有無による出力と効率の実測値で

ある。効率が80(%)と低いのは定格電圧692(V)の

供試機をその半分以下の 300(V)で駆動したことに

b) 

供試機はその界磁インダクタンスが32(mH) であ

り、 L.=600(mH)挿入時とL.=oの各場合の入力電

流に対するリップル率 λ(λ = (10..%-lD・，.)/210
但しIDma.rは入力電流鍍大値、 10"川は巌小{直である。)

を比較すると第8図のようになる。定格電流(直流換

算{直 7.7(A) における λは夫々15.1(%)、39.2(%)

であり、供試機においてL.=oでも電流脈動率はそれ

程大とはならない。(写真(3)(4)参照)
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-0ー Ld=600(mH) 
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7も=59.7。
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Ripple factor入vs.input current 10 

with and without smoothing reactor. 

Input current Io 

Fig.8 

Armature current (Ld=600 (mH) ) Photo. 3. 
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* 

ヘヘ :ヘヘ ・-
JJ J 

‘jjo 

Armature current (Ld= 0 ) Photo. 4. 

一-0-ーLd=600(mH) 

o (mH) -AーLd=

5 

)(>=59.7・

4 

3 

2 

(
同

ω・
)
ヨ

12 11 10 9 8 7 6 。。

Input current 10 (A) 

Commutation angle u vs. input 

current 1D with and without 

smoothing reactor 

Fig. 9 



147 

転流の容易さの点で有利であるが効率の低下という欠

点を生じる。従ってそれの採用は両面からの検討に加

えて、経済性(限流 1)アクトノレは大容量になると高価

となる)の面も併せて考慮さるべきであろう。
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よる。んの有無による効率の低下はYOの大なる程大き

く、定格電流の 160(%)で比較すると、 Yo=33.5・、

44.8・、 59.7・において夫々 0.5(%)、 0.8(%)、 2.6

(%)といずれも前者 (L"係入時)が高い。Ld=oは

ーむ一一φ-)6=59ア

H
 

m
 

ームー Ld=0 

。

-.A.-44.8' 

一.-33.5・

Ld=600 

H
 

m
 

2.5 

1.5 

l 

0.5 

2 

(
匡
ぷ
)

O
仏

。
12 101 8 6 41 2 。

Input current 10 (A) 

Output PO vs. input current 1D 

with and without smoothing 
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むすび

本実験の結果次の結論を得た。

(1)直巻形CLMは磁化特性が線形な範囲では負荷

電流の大小lζ拘らずY、u共一定という理怨的特性が

得られるが、飽和領域では7はほ Y一定になるがuは

重負荷程培加し、従って転流限界が存在する。

(2) 直巻形CLMにおいて、その短絡比と減磁係数

の積は大きい程安定な運転が期待でき、且つ直巻形C

LMとしての設計の際の目安を与える。

(3) 補償巻線の採用により、減磁制御範聞が大巾に

拡大できるが出力の低下はまぬかれない。従ってその

採用は両面の得失から検討されるべきであろう。

(4) 限流リアクトルの挿入で重なり角が増し、転流

しにくい欠点はあるが、効率を高める利点がある。限

流リアクトルは容量が大きくなると高価となり、従っ

てその採用には経済性の面も併せて検討されるべきで

あろう。

終りに本実験は、筆者が昭和49年度文部省内地研究

員として、名古屋大学工学部電子工学科佐藤研究室で、

佐藤則明教授の御指導のもと、愛媛大学工学部電気工

学科渡辺健二氏と共同で行ったものである。佐藤教授

はじめ渡辺健二氏ならびに佐藤研究室の諸氏に厚くお

礼申しあげます。
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