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扁平形状の低速大トルクモータの開発
Design of the flat shape motor with large torque at low speed

In recent years, the automobile and construction machines accelerating moves to the motorized. As for these motors,
the water cooling or the oil cooling system motors are becoming mainstream. The demand on the small motors that
large torque is provided in low speed.
We have been developing the outer rotor type natural air cooled flat motor since 2004. We designed the inner rotor
type natural air cooled flat motor with a large torque using cultivated technique. The development motor is using
permanent magnet for high efficiency. The target torque is 1000N･m and over. The development policy is becoming
flat shape and reducing heat in the motor. Therefore the motor using natural air cooled, the rectangular copper wires,
the resin for shaping mold with high radiation performance and the high grade core for low iron loss. As a result, the
development motor is satisfied the requirement of heat and flat shape.
This report shows the characteristics of structure and test result of the development motor.
細谷 亮太
Ryota Hosoya

1．まえがき

野田 幸宏
Yukihiro Noda

本開発レポートでは，開発モータの構造的特長と実機試験

近年，自動車・バス・トラックをはじめ建設機械も電動化

結果を述べる。

が進んでいる。特に，低速時に大トルクが得られる小型回転
機の要求が高く，水冷または油冷式の回転機が主流となりつ
つある。また，環境問題から風力発電，水力発電なども増加
傾向であり，用途に応じた回転機が求められている。

2．開発モータの特長
開発モータの仕様を表1に全体図を図1示す。また，開発
モータの特長を下記に示す。

［1］
［2］

当社では2004年からインホイールモータの開発

を行っ

ており，自然空冷式アウターロータ形扁平大トルクモータを
試作し，自動車関連メーカや研究機関と電気自動車用回転機

■ 表1 モータ仕様
Table1 Specification of the motor
項

目

仕

様

の開発に携わってきた。この経験を活かし，特に低速時に大

モータ種類

永久磁石型同期モータ

トルクを必要とする用途向けに，インナーロータ形自然空冷

最大出力

15kW（140 ～ 600min-1）

式扁平大トルク回転機の開発を進めている。

最高回転数

600min-1

最大トルク

1024N･m（0 ～ 140min-1）

し最大トルクを1000N･m以上に目標設定した。これを条件

連続出力可能回転数

390 ～ 600 min-1

にモータサイズを検討。可能な限り扁平とし，従来技術のな

モータ外径

φ466mm

かで特殊な形状とせず，製作可能なモータサイズとした。し

モータ長

226mm（開発目標：230mm以下）

たがって，課題としては，低損失と放熱性を重視した。モー

重量

175kg（開発目標：140kg以下）

タの発熱要因は，鉄損と銅損があり，低速時に大トルク特性

巻線方法

集中巻

を目標としているため，大電流を流す必要がある。その結果，

冷却方式

IC410（外被表面自冷形）

銅損が大きくなり，モータ発熱（主にコイルの発熱）が規格

耐熱性能（耐熱クラス）

180℃（H種）

保護法式

IP66

開発するモータは効率を重視し，永久磁石型同期モータと

（JEC-2100）に定められている温度上昇値に入らない可能性
がある。そこで，特に発熱が大きいと想定されるコイルを丸
線に比べ占積率が高く設計できることから，電流密度を抑え

モ ータ性能は最大出力15kW（140 ～ 600min-1），最大

ることができる平角線を採用し，発熱を抑える設計をした。

トルク1024N･m（0 ～ 140 min-1）である。連続最大出

また，コアは鉄損による発熱を抑えるため，低鉄損グレード

力可能な速度範囲は390 ～ 600min-1である。最大トル

のコア材を採用した。さらに，車載モータなどでも実績があ

ク点は，30秒定格としている。

る放熱性の高いモールド樹脂を採用することにより，冷却
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⑴

⑵

大 きさは，モータ外径φ466mm，モータ長が226mm

ファンなしでもモータの温度上昇を抑えることができる扁平

である。モータ重量は，機械強度を確保しつつ，大ト

形状モータを開発した。

ルク対応を考慮したため175kgとなった。
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■ 図1 開発モータ
Fig.1 The development motor

⑶

り，トルク／電流比を高くできる。

冷却方式を外被表面自冷形にしている。これは，限ら
⑸

れたスペースにモータを設置し，かつメンテナンスフ
⑷

ロータ構成部品を焼バメすることにより，固定する際

リー構造を念頭においた。

のボルトをなくし，扁平形状を維持しつつ，モータ内

図2に示すようなロータ構造にすることで図中に示す

部のスペースを確保している（図2）。
⑹

スパイダと呼ばれる部品によって作られた回転子コア

大トルクを出力するため，大電流を流す必要がある。

端部の内径側の空間に軸受を寄せている。その結果，

銅損およびコイルの発熱を抑えるため，平角線（図3）

軸受間距離が5mmほど短くなるため，さらにモータ

を採用した。また，集中巻にすることによりコイルエ

を扁平形状にさせている。さらに，シャフト径が大き

ンドを短くしている。コイル間の，絶縁補強にはポリ

くなること，ロータ内径が小さくなることによる重量

イミドテープを用いている。

増大を防ぎつつ，ギャップ径を大きく取れることによ

シャフト

スパイダ

シャフト

ロータコア＋磁石

スパイダ

ロータコア＋磁石

■ 図２ ロータ構造
Fig.2 The rotor structures

絶縁補強用の
ポリイミドテープ

■ 図3 平角線を使用したコイルおよび結線後の状態
Fig.3 The coils with rectangular copper wires
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平角線を巻く際，丸線に比べ硬いため，高いテンショ
ンをかける必要がある。そのため，巻き作業の際にボ
ビンが破損する課題がある。これは，ボビンに収まっ
ている積層コアがずれるためである。そこで，積層コ
アがズレないように対策し，平角線を巻いている。

⑻

平角線は形状により曲げやすい方向・曲げにくい方向
があるため，結線の際に曲げる向きを考慮し結線部の
高さを抑えている（図3）。

⑼

放熱性を高めるために車載用モータなどでも実績があ
るモールド樹脂を（図4）採用している。また，モール
ドしたことにより，耐振動性が高まり，さまざまな用
途への対応を可能にした。

⑽ コア鉄損を抑えるために，低鉄損グレードコアとティー
ス部に方向性電磁鋼板を採用している。また，ステー

■ 図4 モールド状態およびステータスキュー
Fig.4 The molded in stator and the stator skew

タリング・ティースの結合部はくさび形状にすること
により，ティースがズレない固定方法とした
（図5）
。
⑾

放 熱表面積を増やすためにフレームに溝を設け，約
8%の表面積増加を図っている
（図6）。モータサイズ
を小さく抑えるため，フィンを大きくする構造は採用
していない。

⑿

固定子をスキュー（図4）させ，コギングトルクの低減，
トルクリップルの低減を図っている。

絶縁補強用の
ポリイミドテープ

■ 図5 ティースとリングコアの結合部
Fig.5 The joint part of teeth and ring core in stator

■ 図6 フレーム表面
Fig.6 The surface of stator flame
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負荷機

開発モータ




負荷機仕様

項  目
仕  様
モータ種類
モータ種類 永久磁石型同期電動機
永久磁石型同期電動機 -1
最大トルク 永久磁石型同期電動機
1590N･m（0 ～ 1500min
）
モータ種類

最大出力
N:（～PLQ
）
最大出力
N:（～PLQ
）

冷却方式 N:（～PLQ
IC416
最大出力
）
（外被表面冷形・他力形）

 定格回転数
定格回転数 PLQ
PLQ

定格回転数
PLQ

 最大トルク 1･P（～PLQ）
最大トルク
1･P（～PLQ）
最大トルク
1･P（～PLQ ）
冷却方式
,&（外被表面冷形・他力形）
冷却方式
,&（外被表面冷形・他力形）
冷却方式
,&（外被表面冷形・他力形）

      

 試験ベンチ
    
■ 図7
■図７
試験ベンチ
■図７
Fig.7 The試験ベンチ
test bench

■図７ 試験ベンチ
Fig.7
Fig.7The
Thetest
testbench
bench
Fig.7 The test bench
3．実機試験
３．実機試験
３．実機試験 
３．実機試験

図7に試験ベンチ外観を示す。
開発モータは，汎用インバー
図７に試験ベンチ外観を示す。開発モータは，汎用イン
図７に試験ベンチ外観を示す。開発モータは，汎用イン
タで制御している。負荷機は，
一般産業向け当社標準EDモー
図７に試験ベンチ外観を示す。開発モータは，汎用イン
バータで制御している。負荷機は，一般産業向け当社標準
バータで制御している。負荷機は，一般産業向け当社標準
タ
（表2）
を使用し，汎用インバータで制御した。
バータで制御している。負荷機は，一般産業向け当社標準
ED
EDモータ（表２）を使用し，汎用インバータで制御した。
モータ（表２）を使用し，汎用インバータで制御した。
ED モータ（表２）を使用し，汎用インバータで制御した。
3．
1 コギングトルク特性
３．１
３．１ コギングトルク特性
コギングトルク特性
３．１
コギングトルク特性
図8にコギングトルクの実測値および解析値を示す。解析
図８にコギングトルクの実測値および解析値を示す。解
図８にコギングトルクの実測値および解析値を示す。解
で は，
ス キ ュ ー な し で，peak-to-peakで 約107N･mあ る が，
図８にコギングトルクの実測値および解析値を示す。解
析では，スキューなしで，peak-to-peak
析では，スキューなしで，peak-to-peak で約107N･m
で約107N･m あるが，
あるが，
スキューすることによりほぼ0N･mに低減できている。開発
析では，スキューなしで，peak-to-peak で約107N･m あるが，
スキューすることによりほぼ0N･m
に低減できている。開発
スキューすることによりほぼ0N･m に低減できている。開発
モータの実測では，ピーク値で約4.0N･mのコギングトルク
スキューすることによりほぼ0N･m に低減できている。開発
モータの実測では，ピーク値で約4.0N･m
モータの実測では，ピーク値で約4.0N･m のコギングトルク
のコギングトルク
が発生したが，組立・加工誤差による影響と推定している。
モータの実測では，ピーク値で約4.0N･m のコギングトルク
が発生したが，組立・加工誤差による影響と推定している。
が発生したが，組立・加工誤差による影響と推定している。
最大トルクに対して約0.8%，スキューなしと比較し約93％の
が発生したが，組立・加工誤差による影響と推定している。
最大トルクに対して約0.8%，スキューなしと比較し約93％
最大トルクに対して約0.8%，スキューなしと比較し約93％
コギングトルク低減を実現した。
最大トルクに対して約0.8%，スキューなしと比較し約93％
のコギングトルク低減を実現した。
のコギングトルク低減を実現した。
のコギングトルク低減を実現した。
3．
2 電流-トルク特性
３．２
３．２ 電流トルク特性
電流トルク特性
３．２
電流トルク特性
図9に電流-トルク特性の実測値を示す。図より，最大トル
図９に電流‐トルク特性の実測値を示す。図より，最大
図９に電流‐トルク特性の実測値を示す。図より，最大
ク1024N･mを満たすことが確認できた。このときの電流は
図９に電流‐トルク特性の実測値を示す。図より，最大
トルク1024N･m
165Aとなった。
トルク1024N･m を満たすことが確認できた。このときの電
を満たすことが確認できた。このときの電
トルク1024N･m を満たすことが確認できた。このときの電
流は165A
となった。
次に，図10電流位相角-トルク特性
（解析値）を示す。この
流は165A
となった。
流は165A となった。
次に，図１０電流位相角-トルク特性（解析値）を示す。
図より，電流が増加していくと最大トルクの電流位相角が増
次に，図１０電流位相角-トルク特性（解析値）を示す。
次に，図１０電流位相角-トルク特性（解析値）を示す。
この図より，電流が増加していくと最大トルクの電流位相角
加していることがわかる。この時の各電流における最大トル
この図より，電流が増加していくと最大トルクの電流位相角
この図より，電流が増加していくと最大トルクの電流位相角
が増加していることがわかる。この時の各電流における最大
クを結んだグラフを図9に示す。この解析値と実測値を比較
が増加していることがわかる。この時の各電流における最大
が増加していることがわかる。この時の各電流における最大
トルクを結んだグラフを図９に示す。この解析値と実測値
すると，実測値のほうがトルク／電流比が低くなっている。
トルクを結んだグラフを図９に示す。この解析値と実測値
トルクを結んだグラフを図９に示す。この解析値と実測値
を比較すると，実測値のほうがトルク／電流比が低くなって
また，解析値では，トルク飽和が実測値に比べ顕著に発生し
を比較すると，実測値のほうがトルク／電流比が低くなって
を比較すると，実測値のほうがトルク／電流比が低くなって
いる。また，解析値では，トルク飽和が実測値に比べ顕著に
ていない。そのため，解析値での最大トルク時の電流は，実
いる。また，解析値では，トルク飽和が実測値に比べ顕著に
いる。また，解析値では，トルク飽和が実測値に比べ顕著に
発生していない。そのため，解析値での最大トルク時の電流
測値に対して22%ほど小さい128Aとなっている。これらの
発生していない。そのため，解析値での最大トルク時の電流
発生していない。そのため，解析値での最大トルク時の電流
結果より，モータ制御が不十分であることが想定でき，汎用
は，実測値に対して22%ほど小さい128A
は，実測値に対して22%ほど小さい128A となっている。こ
となっている。こ
は，実測値に対して22%ほど小さい128A となっている。こ
インバータによるモータ定数のチューニングだけでは十分調
れらの結果より，モータ制御が不十分であることが想定でき，
れらの結果より，モータ制御が不十分であることが想定でき，
れらの結果より，モータ制御が不十分であることが想定でき，
整ができていないと考えられる。今後は，モータ‐インバー
汎用インバータによるモータ定数のチューニングだけでは十
汎用インバータによるモータ定数のチューニングだけでは十
汎用インバータによるモータ定数のチューニングだけでは十
タ間調整を詳細に実施し，トルク／電流比を改善していく予
分調整ができていないと考えられる。今後は，モータ‐イン
分調整ができていないと考えられる。今後は，モータ‐イン
分調整ができていないと考えられる。今後は，モータ‐イン
定である。
バータ間調整を詳細に実施し，トルク／電流比を改善してい
バータ間調整を詳細に実施し，トルク／電流比を改善してい
バータ間調整を詳細に実施し，トルク／電流比を改善してい
く予定である。
く予定である。
く予定である。

■ 表２


Table2 The specification of load motor

項
目
仕
様
■表２
■表２ 負荷機仕様
負荷機仕様
■表２
負荷機仕様
モータ種類
永久磁石型同期電動機
Fig.2
Fig.2The
Thespecification
specificationof
ofload
loadmotor
motor 
Fig.2
The
specification
of～load
motor

-1
最大出力
250kW
（1500
2000min
）

項

目
仕

様
 目
仕  様
 項定格回転数
1500min-1




コギングトルク
■■図８
図8 コギングトルク
■図８
コギングトルク
■図８
コギングトルク
Fig.8
The
torque
Fig.8 Thecogging
cogging
torque




Fig.8 The cogging torque
Fig.8 The cogging torque
最大トルク
最大トルク
最大トルク

■図９
■図９ 電流‐トルク特性
電流‐トルク特性




■■図９
図9 電流-トルク特性
電流‐トルク特性
Fig.9
The
torque
- -current
characteristics
Fig.9
torque
- current
characteristics
Fig.9The
The
torque
current
characteristics

Fig.9 The torque - current characteristics

■■図１０
図10 電流位相-トルク特性
（解析値）
電流位相‐トルク特性（解析値）
■図１０
電流位相‐トルク特性（解析値）
Fig.10 The 電流位相‐トルク特性（解析値）
torque - current phase angle
■図１０
Fig.10
The
torque
current
Fig.10
The torque - currentphase
phaseangle
angle
characteristics(Analytical
Fig.10
The torque - current value)
phase angle




characteristics（Analytical
characteristics（Analyticalvalue）
value）
characteristics（Analytical value）

- - 
- 
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■図１１
速度トルク・効率特性
■ 図11
速度-トルク・効率特性
Fig.11 The torque･efficiency - speed characteristics

Fig.11 The torque･efficiency - speed characteristics

3．
3

速度-トルク・効率特性

3．4

３．３ 速度トルク・効率特性
図11に速度-トルク・効率特性を示す。実測点を同図にプ
ロットしている。プロット点付近の数値は効率である。同図
図１１に速度‐トルク・効率特性を示す。実測点を同図
より300min-1以上の領域では90％以上の効率であり，最高効
にプロットしている。プロット点付近の数値は効率である。
率は95.7％である。大トルク領域は，電流を多く流している
同図より300min-1以上の領域では90％以上の効率であり，最
ため，銅損が増え，効率が60%台と低くなっている。また，
高効率は95.7％である。大トルク領域は，電流を多く流して
このモータの出力トルクが367N･m以上の領域は短時間運転
いるため，銅損が増え，効率が60%台と低くなっている。ま
領域とし，トルクが高くなるにつれて運転時間が短くなる。
た，このモータの出力トルクが367N･m 以上の領域は短時間
最大トルク1024N･m時は30sec定格としている。
運転領域とし，トルクが高くなるにつれて運転時間が短くな
次に以下に示す3つの代表点の詳細特性を表3に示す。①
る。最大トルク1024N･m 時は30sec 定格としている。
は，大トルク領域のため電流が大きくなり，効率が67.4%と
次に以下に示す3つの代表点の詳細特性を表３に示す。①
低いが，通常運転を想定した領域（②，③）の効率はそれぞれ
は，大トルク領域のため電流が大きくなり，効率が67.4%と
94.0%，95.2%と高い効率が得られている。
低いが，通常運転を想定した領域（②，③）の効率はそれぞ
①短時間最大トルク点（15kW，140min-1，1024N･m）
れ94.0%，95.2%と高い効率が得られている。
②連続定格出力点（15kW，390min-1，367N･m）
①短時間最大トルク点（15kW，140 min-1，1024N･m）
③連続定格最高回転数点（15kW，600min-1，238N･m）
②連続定格出力点（15kW，390 min-1，367N･m）
■ 表3
モータ特性
③連続定格最高回転数点（15kW，600
min-1，238N･m）
Table3 The motor characteristics
評価点

①

②

■表３モータ特性

出力

15kW

回転数

電流

12

15kW

15kW

Table 3 The motor characteristics

出力トルク

電圧

③

1024N･m

評価点

出力

140min
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出力トルク
回転数
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165.3A

367N･m

①
N:

-1

390min
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②

N:

1･P
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③

N:
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51.4A
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224.0V

1･P
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通電温度上昇試験

３．４ 通電温度上昇試験
連続定格出力点および短時間最大トルク点の通電温度上昇
試験結果をそれぞれ図12，図13に示す。連続定格出力点で
連続定格出力点および短時間最大トルク点の通電温度上昇
示す波形は，コイルおよびフレームである。コイルの温度上
試験結果をそれぞれ図１２，図１３に示す。連続定格出力
昇値は約120Kとなり，規格（JEC-2100）を満たす結果となっ
点で示す波形は，コイルおよびフレームである。コイルの温
た。このときの磁石温度は，コイルの熱に煽られたため
度上昇値は約120K となり，規格（JEC-2100）を満たす結果
135℃まで上昇していることを確認している。短時間最大ト
となった。このときの磁石温度は，コイルの熱に煽られたた
ルク点は，モータ外被温度が上昇しないためコイルのみの波
め135℃まで上昇していることを確認している。短時間最大
形を示す。また，コイル温度上昇値が約130Kになるまで通
トルク点は，モータ外被温度が上昇しないためコイルのみの
電し，目標（30sec）以上の270sec間の出力できるところまで
波形を示す。また，コイル温度上昇値が約130K になるまで
確認している。このときの磁石温度は，45℃である。これは
通電し，目標（30sec）以上の270sec 間の出力できるところ
短時間運転のため，コイルの熱に磁石が煽られなかったため
まで確認している。このときの磁石温度は，45℃である。こ
である。
れは短時間運転のため，コイルの熱に磁石が煽られなかった

ためである。
4．おわりに
本開発レポートでは，扁平形状で低速大トルク特性を持つ
４．おわりに
冷却ファンレスモータの開発について述べた。
本開発レポートでは，扁平形状で低速大トルク特性を持つ
報告した開発モータは，限られたスペースにモータを収め
冷却ファンレスモータの開発について述べた。
られるように，冷却ファンレスとし，スパイダ部品（図2参照）
報告した開発モータは，限られたスペースにモータを収め
による軸受間距離の短縮，かつコイルエンドを短くできる集
られるように，冷却ファンレスとし，スパイダ部品（図２
中巻を採用したことで扁平化した。また，モータの熱的課題
参照）による軸受間距離の短縮，かつコイルエンドを短くで
に対しては，丸線に比べ電流密度を抑えることができる平角
きる集中巻を採用したことで扁平化した。また，モータの熱
線，放熱性の高いモールド樹脂および低鉄損グレードのコア

的課題に対しては，丸線に比べ電流密度を抑えることができ
材・ティースに方向性電磁鋼板を採用した。
る平角線，放熱性の高いモールド樹脂および低鉄損グレード
結果としては，モータ長は226mmとなり，これは同等ト
のコア材・ティースに方向性電磁鋼板を採用した。
ルクを出力可能な一般産業向け当社標準EDモータに比べ，
結果としては，モータ長は226mm となり，これは同等ト
短時間定格ではあるが，1/7程度の扁平化を実現した。また，
ルクを出力可能な一般産業向け当社標準 ED モータに比べ，
目標とした特性を冷却ファンレスであっても，モータコイル
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■■図１２
図12 通電温度上昇試験
（連続定格出力点）
■図１２
通電温度上昇試験（連続定格出力点）
通電温度上昇試験（連続定格出力点）
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■
図13 通電温度上昇試験
（短時間最大トルク点）
■図１３
■図１３
通電温度上昇試験（短時間最大トルク点）
通電温度上昇試験（短時間最大トルク点）
Fig.13 The temperature rise test by energized current (The
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短時間定格ではあるが，1/7程度の扁平化を実現した。また，
短時間定格ではあるが，1/7程度の扁平化を実現した。また，
温度が耐熱クラス
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