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IPMSM の回転子コア強度

IPMSMの回転子コア強度
Rotor Core Strength of an IPMSM

In recent years, the use of permanent magnet synchronous motors as automotive electric motors has increased
based on demands for high output, high efficiency, and high torque. A method in which magnets are embedded inside
the rotor core is particularly common, and improvements have been made to the core shape and the arrangement of
magnets in order to improve the characteristics of the electric motor.
In this report, we provide examples related to rotor core defects and describe the results of research and testing that
we have carried out while designing and producing prototypes of rotor cores to improve electric motor characteristics.
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や自動車用などに採用されている。磁石をV字状に配置する

近年，内燃機関と電動機システムを組み合わせたハイブ
リッド方式が自動車業界をはじめ一般的になりつつある。
なかでも駆動系に適用される（車載用）電動機は，高トルク，

ことで，リラクタンストルクを積極的に有効活用することが
でき，一般的な磁石配置（回転子外径接線に対して磁極が垂
直方向となるような配置）に対して，トルクや効率が向上し

高出力，高回転，高効率といった性能が求められ，かつ電動

ている。では，回転子コアに対する強度はどのように設計検

機が組み込まれるレイアウトの関係から，小型化に加え扁平

討されているのか，一般的な磁石配置をした回転子コアを例

化の要求が高まっている。さらに，性能面のほかに耐久性や

に述べる。

工程も含めた品質に対する要求も高い。

回転子コアの強度としては，主に引張り強度，曲げ強度が

特に扁平かつ高効率・高トルク性能を要求されることから，

挙げられ，それぞれの強度に対して，一発破壊もしくは繰り

適用される電動機の種類は，永久磁石型同期機が主流であり，

返しによる延性破壊，疲労破壊といった破壊モードがあり，

なかでも，磁石の固定が容易，リラクタンストルクの活用が

強度が不足していると破断する。強度不足となる要因には，

できる，などから，回転子コアに磁石が埋め込まれた構造の

コアが受ける外力とコア打ち抜き時に発生する内部応力
（残

電動機が採用されている。また，制御技術や電子部品，冷却

留応力）がある。設計では特に遠心力や電磁力，加振力
（振動）

能力の向上に伴い，電動機の多極化が進み，低回転高トルク

に注視して，コア板厚や磁石スロットとコア外径までの距離

や高回転高出力など，ひとつの電動機に要求される駆動領域

に注意して設計する。プレスにより打ち抜ける形状について

が広げられたことから，磁石の配置は，電動機性能を決める

は注意するが，電動機のトルクや効率特性を良くする為に，

重要な要素となっている。反面，リラクタンストルクの有効

磁石スロットの位置を限界までコア外径に近づけるなど，よ

活用や漏れ磁束低減，無負荷誘起電圧最適化など，磁石配置

ほどのチャレンジでない限り，実績に基づいて形状を決定し，

方法が複雑化し，性能だけでなくコアに対する強度を十分考

打ち抜きによる影響まで考慮することは少ない。

慮する必要がある。

本稿では，この打ち抜きによる影響によって，コアが破断

そこで，筆者らは車載用電動機として採用されやすい永久
磁石埋め込み型同期機（IPMSM）の回転子コアに着目し，一

した事例を採り上げ，破断要因の分析と対応策の検証を行
なったので報告する。

般的な磁石配置におけるコア板に働く外力，残留応力，打ち
抜き状態含め，
強度について検証したので本稿にて報告する。

2.1　回転子コア
図１に永久磁石埋め込み型同期機（IPMSM）における，一

２．回転子コアの強度

般的な回転子コア形状（磁石スロット１極分）を示す。

回転子コアの形状を設計するうえで，磁石の配置方法は電

図１に示す回転子コア形状において，強度的に着眼すべき

動機の電気的特性を決める。代表的な例を挙げると，１極を

点は図１記載の赤丸印の部分でブリッジと称する箇所であ

［1］

構成する磁石をV字状に配置した方式があり，エアコン用

る。
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いていると想定し，磁石重量を考慮して計算している。
図２に示すように，応力が集中する箇所はブリッジ部分で
あり，その許容値（設計的合否判定基準）は各メーカ独自に設
定されている。
■ 表1 使用するコア材質の機械的特性（代表例）
properties of core material used
Table1 Mechanical

(representative example)
項

■ 図1 一般的な回転子コア（磁石スロット１極分拡大）
Fig.1 Typical rotor core (magnet slot magnified over one pole)

磁石スロットの位置を決める寸法Lが長くなることによっ
て，電動機のトルク特性や効率特性としては向上するが，磁
石スロットは回転子コア外径に寄り，ブリッジの距離aが短
くなるため，この部分での強度が低下する。つまり，回転子

目

特

種類

無方向性電磁鋼帯

記号

35A300

引張り強度 L/C

520/530［N/mm2］

降伏点 L/C

382/392［N/mm2］

伸び L/C

24/25［％］

かたさ

187［HV（l）］

繰り返し曲げ L/C

24/20［回］

積率

98.0［％］

性

コアを設計するうえで，外力に対する強度に関してもっとも
注意して形状を決める必要がある部位である。
2.2　回転子コアが受ける外力
磁石スロットと磁石との大きさの関係にも寄るが，式（1）
の関係が成り立っている間は，磁石は磁気抵抗が小さい（鉄
成分の多い材料）方に吸引される性質があり，軸中心側（コア
内径側）に張り付き，径方向に対しては保持される。
磁石とコア間の磁気吸引力
 ���（1）
＞ 磁石に対する外力（電磁力＋遠心力）
円周方向
（回転方向）に働く力は，電動機の運転条件や加振
条件により考慮する必要はあるが，ここでは，ブリッジ部に
対し，円周方向に働く外力による影響は小さいとして，検討

■ 図2 回転子コアブリッジ部における遠心力と締め代応力の合成
応力（解析結果）
Fig.2 Combined stress of centrifugal force and interference
stress at rotor core bridge (analysis results)

から除外する。
よって，ブリッジ部に加わる力の関係は式（2）となる。
次に，図１に示すコア形状での電磁力による応力分布を，
図３に示す。同期機であることから，磁気的には同期してい

材料強度
＞ 外力（電磁力＋遠心力）＋内部応力 ����（2）

るが，ブリッジ部における電磁力の時間的変化は，固定子歯
の大きさと形状，歯の数と回転子極数との関係に依存し，時

また，式
（1）より，ブリッジに働く遠心力はブリッジ間の

間的周期性と空間的振幅が発生する。よって，図３は，
ブリッ

コアの自重のみ考慮すれば良いこととなるが，安全率の考え

ジ部のある時間における電磁力最大値を外力とした時の応力

方から，磁石重量も考慮して計算することがある。

分布である。

表１にコア材質の機械的特性（代表例） と，図１に示すコ

図３より，電磁力によってコアのブリッジ部内側
（磁石ス

ア形状での遠心力および焼き嵌めによって発生する締め代応

ロット角）に応力が集中していることが分かり，破断する起

力による応力分布を図２に示す。

点となる可能性がある。

［2］

解析条件として，磁石が磁石スロットのコア外径に張り付
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■ 図3 回転子コアブリッジ部における電磁力による応力
Fig.3 Stress due to electromagnetic force at rotor core bridge

2.3 回転子コアの破断
解析結果から，強度的に問題ないことを確認したが，評価

■ 図5 回転子コアの破断部拡大（破断面観察）
Fig.5 Enlargement of fractured portion of rotor core
(observation of fracture cross-section)

試験中に図１で示す赤丸印の部分にて破断が生じている。
図４に破断状態を示す。
３．コア製作
コアイタの製作方法として，試作時は金型費低減のため，
打抜き方法をノッチング方式（部分的な形状を型取り，材料
を移動させながら抜き型をミシンのように上下させて打ち抜
いていく方法）で，磁石スロットや固定子スロット，回転子
外径を打抜く方式で，今回破断したコアも同様の製作手法を
用いた。この手法は一般的ではあるが，打抜き精度としては，

■ 図4 回転子コアの破断状態
Fig.4 Fractured state of rotor core

型のセッティング，プレス機の繰り返し位置決め精度がコア
の寸法精度に影響する。この精度は，図面寸法公差指示に対

図５に図４で示す破断部分（赤枠）の拡大写真を示す。

して，検査レベルでは判定できない部分であり，メーカの工

図５の破断部拡大部分を観察すると，疲労破壊に見られる

程内検査に依存するところが大きい。

ストライエーションが見受けられ，向きとしては径方向の外
3.1　コアの打抜き

力によって疲労破壊したものと推定できる。

図６，図７に打抜きしたコアのブリッジ部拡大図を示す。

FTA分析として一般的に下記要因が挙げられる。

図６および図７に示される赤丸部分を見比べると，図７は
①設計不良

明らかに打抜き状態が悪くなっている。この現象は，コアを

②部品不良

打抜く金型において，上型（パンチ）と下型（ダイス）
をセット

③組立不良

する際，クリアランスが不適切な場合に起きる。金型をはさ

④想定外の外力印加

みに例えてみるとイメージしやすく，はさみの下側の刃がダ
イス，上側の刃をパンチ，紙をコアとすると，上下の刃の噛

FTAにて挙げた４つの要因の中で，疲労破壊につながる
原因として，特に①，②項に着眼し下記を調査した。

み合わせ（隙間）が悪い（広い）と，紙は切れず，下刃と上刃の
間に噛み込んでしまう。つまり，コアの場合は無理矢理切断
されるため，図７のようになる。

・破断付近のコア打ち抜き状態（寸法・形状など）
・破断付近の応力分布（電磁力・遠心力など）

では，打抜きの悪さ加減が回転子コアに対して，どう影響
するのか調査・検証を行う。
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3.2　コア打抜きによる応力

ると，コアに対する外力の加わり方が異なるため，図６に比

一般的に，金属に外力が加わると応力が発生し，特性が変

べて内部応力が高い可能性がある。そこで，内部応力をX線

わることがあると知られている。珪素鋼板においては，コア

回折により測定し比較する。ただし，珪素鋼板の組織上，測

形状を製作する手法の違いによって，内部応力
（残留応力）が

定数値の信頼度を上げることは難しく，サンプル数を増やし

［3］

高く残る場合があり，鉄損が増えることが知られている 。
つまり，同じ製作手法であっても，図７のような状態にな

傾向を考慮し比較する。
図８に残留応力測定位置を示し，図９に測定結果を示す。

■ 図6 回転子コア打抜き良品
Fig.6 Conforming punched-out rotor core

■ 図7 回転子コア打抜き不適合品
Fig.7 Non-conforming punched-out rotor core

■ 図8 残留応力測定位置（②が評価対象，①は基準）
Fig.8 Residual stress measurement positions
(2: target of assessment, 1: reference)
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■ 図9 残留応力測定結果（調査・分析にご協力いただいたメーカよりご提供）
Fig.9 Results of residual stress measurement

図８に示す位置においてX線回折による残留応力を測定す
る。打抜きの影響を受けないと思われるポイント①を基準と
し，ブリッジ部付近との相対差を確認し比較している。
図９より，打抜きの状態が悪いと周方向も径方向も残留応
力としては高くなっている。また，打抜き時に生じる応力集
中を緩和する形状へ改良したことによって，残留応力が下げ
られることも確認できる。
図10にコアに加わる応力を示し，残留応力を積上げた場
合の積上げ応力を図11に示す。
図10に示すように，回転子コアに加わる応力には，焼き
嵌めによってコアとシャフトを結合する場合は，径方向に締
め代応力が発生する。その他に電磁力や遠心力，コア面に対
して垂直方向の振動・電磁力などが考えられる。
欠損した回転子コアにも，図10に示す応力が加わったも
のと推定でき，特に破断面観察によるストライエーションの
発生向きを考慮すると，外力は径方向より加わって疲労破壊

■ 図10 コアに加わる応力のイメージ
Fig.10 Representation of stress applied to core

していると推察できる。そこで，図11に示す径方向の積上
図11より，打抜き状態が悪いと残留応力が高くなり，電

げ応力に着目する。
解析から得られた電磁力は，実際には同期運転中であって

磁力や遠心力に対して十分余裕がある設計であっても，打抜

も入出力が変化すること，固定子鉄心歯と回転子（磁極）の位

き状態によって平均応力が高くなる可能性があり，材料強度

置関係から周期性を持つことから振幅応力として考えられ

を超えると破断する。

る。また，焼き嵌めによって固定される回転子コアには，常

破断面観察結果から，疲労破壊の可能性があることから，

に締め代応力が働いており，さらに一定回転数で回転してい

疲労限度線図にて，コアの強度について検証する。図12に

る場合には，遠心力が定常的に発生しているので，平均応力

疲労限度線図を示す。実際にコアに働く外力は，周方向成分

と考えられるが，振幅応力も平均応力も残留応力に対して非

も含まれるため，ミーゼス応力として積上げ，図12に示す

常に小さいことが分かる。

疲労限度線図にて再評価する。
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■ 図11 各成分の積上げ応力（調査・分析にご協力いただいたメーカよりご提供）
Fig.11 Sum of stress components

■ 図12 疲労限度線図
Fig.12 Fatigue limit diagram

また，打抜き時に発生する残留応力は，珪素鋼板の圧延方
向や打抜き精度によってばらつきはあるが，打抜き不適合品

力が，疲労破壊領域に達する可能性があり，今回のようにブ
リッジ部において疲労破壊に至る可能性がある。

は，さらにばらつきは大きくなることが測定結果から分かっ

このように，コアの材料強度は打抜き状態にも左右される

ている。よって，ばらつきも考慮すると，縦軸の応力振幅に

ため，電動機性能を追及したコア形状が，材料強度に対して

関しては十分小さく，打抜き不適合品であっても疲労破壊の

限界設計とする場合は，コアの製作方法において残留応力の

領域から十分離れており破壊に至らない。しかし，横軸の平

発生を低く抑えた手法を採用するか，打抜き精度を向上し，

均応力には，残留応力が加わる分，打抜き良品や形状改良品

残留応力を簡単に評価する検査方法を確立する必要がある。

に比べ，打抜き不適合品のばらつきを考慮した最大の平均応
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