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まえがき＝コベルコ建機㈱ではディーゼルエンジンに動
力アシスト用の発電電動機を搭載し，従来の油圧旋回方
式を電動旋回駆動化したハイブリッドショベルを商品化
しており，これまで 8 t機と20 t機を上市した。しかし
これらの製品は，発電機や旋回電動機，インバータなど
各パワーエレクトロニクス（以下，パワエレという）機
器に汎用機器を利用していたため，各機器の容積が大き
く高価であった。また，ショベル本体側もパワエレ機器
搭載スペース確保のために標準油圧ショベルと異なる専
用設計箇所が増え，コスト面にも課題があった。
　そこで新型20 tハイブリッドショベルでは，各パワエ
レ機器を独自の専用設計で小型化した。例えば，発電電
動機は扁平（へんぺい）高トルク化してエンジンと油圧
ポンプの間へのビルトインを実現した。また，旋回電動
機も旋回油圧モータ搭載場所に設置できるように小型高
出力化を図った。
　本開発にあたっては出力性能，効率，およびヒートバ
ランスの成立性が短時間で検証できる解析技術を確立
し，小型高出力電動機を短期間で開発した。本稿ではこ
の解析技術について概説する。

1 ．高トルク密度電動機設計における課題

　電動機を小型高出力化するためには放熱／冷却が課題
となる。すなわち，電動機内部では銅損や鉄損，機械損
失（以下，メカロスという）によって発熱する。電動機
を小型化すると，放熱するための伝熱面積も減少して内
部温度が上昇し，コイルが焼損する危険がある。また，
温度上昇によってコイルの抵抗値が増加して銅損が増加
し，さらなる温度上昇を招く。加えて，内部温度上昇に

よって磁石の熱減磁が起き，出力の低下につながる 1 ）。
また，鉄心に用いる電磁鋼板は応力がかかると鉄損が増
加する性質がある 2 ）。このため，打ち抜きなどの加工時
の残留応力 3 ）だけでなく，内部温度の上昇に起因する
熱応力の変化によっても鉄損が増加する可能性がある。
　さらに，鉄損の増加は電動機の出力トルクも低下させ
る 1 ）, 4 ）。このため，インバータによって目標出力トルク
を維持する電流制御を行うと入力電流が増加し，上述の
銅損と鉄損，および温度上昇がさらに加速され，目標と
する出力性能を達成できなくなる。
　このように，高トルク化された電動機の設計において
は電磁気設計と伝熱設計を連成問題として捉え，最適化
を図っていく必要がある。それを行うための一つの手段
に 3 次元FEMを用いた磁場解析および伝熱解析があ
る。しかしながら，これら二つの解析を連成させて最適
解を導くのは計算負荷も高く，また設計変更時の検討も
必ずしも容易ではない。
　以上の問題から㈱神戸製鋼所（以下，当社という）は，
従来の電動機の電圧方程式とパーミアンス法の磁気回路
計算による電磁場解析方法 4 ）に対して，銅損の温度依
存特性と鉄損応力依存特性を考慮した発熱量計算処理を
組み込んだ。併せて，電動機内部の軸方向と半径方向の
2 次元の伝熱状態と温度分布を可視化しながら電動機の
電磁気回路設計ができる簡易解析手法（図 1 ）を構築し
た。新型ハイブリッドショベルの要件を満足する小型高
出力電動機はこの簡易解析手法を活用することによって
実現させた。次章ではこの簡易解析手法の各損失計算方
法および伝熱解析モデルについて説明する。

ハイブリッドショベル用電動機の損失解析
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Kobelco Construction Machinery Co., Ltd. has launched a new 20-tonne hybrid excavator, equipped 
with two types of newly developed electric motors; namely, a permanent magnet type, flat, high-torque 
generator motor and a compact high-output swing motor. In an electric motor, iron loss and copper loss 
occur, and these losses increase as the internal temperature rises. Therefore, the challenge in making 
compact electric motors with a high torque and high output is to release the heat generated inside 
the motors to the outside and to prevent their internal temperature from rising. A technique has been 
established for the coupled analysis of an electrical/magnetic circuit model and a heat transfer circuit 
model in an electric motor that enables an optimal design of the heat transfer path inside the motor, 
as well as making it possible to efficiently find an appropriate electromagnetic circuit for it. This has 
resulted in the development of electric motors with high torque density.
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2 ．電動機内部の発熱量の計算

2. 1　ステータ鉄芯およびロータ鉄芯の鉄損計算
　電動機のステータ鉄芯，ロータ鉄芯，および磁石にお
ける主要な発熱原因である鉄損の計算方法は，ヒステリ
シス損Wh および渦電流損We それぞれに対して，周波数
と磁束密度の影響を考慮できるスタインメッツの実験式

（式（ 1 ））を採用した。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　……………（ 1 ）

ここで，Wp：鉄損，Wh：ヒステリシス損，We：渦電流損，
Kh：ヒステリシス損係数，Ke：渦電流損係数，t：鉄板
の厚さ，ρ：磁性体の低効率，Bm：現状発生している磁
束の最大磁束密度である。
　これに電磁鋼板メーカが公開している高周波鉄損曲線
データを利用してヒステリシス損および渦電流損の各比
例係数Kh ，およびKe／ρを求め，周波数と磁束密度の関
係に整理した式を基本式とした。
　いっぽう鉄芯は，応力によってヒステリシス損と渦損
が増加するため，これを考慮する必要がある。このため
式（ 2 ）に示すように，応力変化に応じて各損失を増加
させるための補正係数Kfh とKfe を式（ 1 ）に組み込むと
同時に，応力試験によって鉄損変化の特性を評価し

（図 2 ），応力変化に応じた損失増減比率でKfh とKfe を変
化させて鉄損を計算することにした。

　　　　　　　　　　　　　　　　…………………（ 2 ）

ここに，Kfh：ヒステリシス損補正係数，Kfe：渦電流損
補正係数である。

WF＝Wh＋We＋Kh f（Bm）1.6＋Ke
（tfBm）2
ρ

WF＝KhKfh fBm
1.6＋Ke Kfe

（tfBm）2
ρ

　ステータのヨーク，ティース，およびロータコアの三
つの部位に分けて上記鉄損演算式（ 2 ）を適用すること
によって鉄損を計算する。また鉄芯に対しては，熱膨張
によって応力が変化することも考慮すべく，まず温度変
化に対する応力変化と分布特性を熱応力解析によってあ
らかじめ把握しておいた（図 3 ）。つぎに，温度変化に
応じてヨーク，ティース，およびロータの三部位に分け
て応力値を補正する計算を行った。
2. 2　コイルの銅損の計算
　電動機コイルに採用する銅は0.39%/℃の比率で電気抵
抗が増加するため，銅損は式（ 3 ）で計算することがで
きる。
　　WC ＝R20｛1＋0.0039（T－20）｝I 2 …………………（ 3 ）
ここで，WC：銅損（W），R20：20℃での抵抗値（Ω）， 
T：コイル温度（℃），I：電流（A）である。
2. 3　軸受損・風損などの機械損
　軸受損失および発熱量は軸受メーカ公開の計算式 6 ）

を基に計算する。風損は，ロータ表面積に応じた粘性係
数を設定し，周速との積で計算する。

3 ．電動機の伝熱計算モデル

3. 1　伝熱計算用基本モデル
　本稿では電磁気解析で算出した電動機内部の各種損失
および分布と，その損失を発熱源とした電動機内部の伝
熱状態および温度分布を解析すべく，Microsoft社の

図 1  電動機の電磁気回路と伝熱の連成解析手順
Fig. 1  Process of coupled simulation of electromagnetic circuit and 

heat transfer

図 2  応力と鉄損の関係
Fig. 2  Relationship between stress and iron loss

図 3  熱応力分布
Fig. 3  Thermal stress distribution
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Excelで解析環境を構築した。Excelは，各セル内に演
算式を記述して隣接するセルの影響を計算する処理を作
成するのに適している。さらに，電動機設計のように頻
繁に形状変更を行う場合，セルのコピー＆ペーストで容
易に形状と伝熱回路変更に対応できる利便性がある。そ
こで，Excelのセルを伝熱回路の基本要素とした伝熱計
算の基本モデルを作成した（図 4 ）。同図において，一
つの長方形が伝熱回路を分割した各々の基本要素であ
る。この長方形にExcelのセルを用いることによって隣
接する基本要素（セル）間の伝熱特性を表現している。
事前検証として，図 5 に示すような電動機を想定した熱
伝導計算を行った。計算条件は，コイル相当部（a，b部）
にそれぞれ200Wの発熱量を設定し，円筒形の外周表面

（c，d，e部，アルミ材）を20℃固定とした。この計算
結果をFEM解析結果と比較したところ， 3 ℃程度の差
異であることを確認した。
3. 2　コイル部分の伝熱モデル
　電動機ステータスロット内のコイル部位は図 6 に示
すように，銅線，絶縁被覆，銅線間空隙部の充填材，絶
縁紙，空気，および鉄芯など複数の材質から構成される。
本解析では，この複合部材構造を一つの部材として図 4
の伝熱モデルで計算できるように工夫した。この複合部
材構造の電動機軸方向の等価熱抵抗は，各部材の熱抵抗
の並列回路の合成抵抗とみなすことができ，式（ 4 ）か
ら電動機軸方向の等価熱伝導率λH を導出することがで
きる。また，電動機径方向の等価熱抵抗は各部材の熱抵
抗の直列回路の合成抵抗とみなすことができ，式（ 5 ）
から電動機径方向の等価熱伝導率λL を導出することが
できる。

　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　……………（ 4 ）

　　
　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　…………（ 5 ）
　　　　　　　　　　　　　　　　
ここで，
　　RH：コイル部複合構造の軸方向の等価熱抵抗
　　RH_r：コイル部複合構造各材質の軸方向の熱抵抗
　　RL：コイル部複合構造の径方向の等価熱抵抗
　　RL_r：コイル部複合構造各材質の径方向の熱抵抗
　　λH：コイル部複合構造の軸方向の等価熱伝導率
　　λL：コイル部複合構造の径方向の等価熱伝導率
　　λi：コイル部複合構造各材質の伝導率
　　A0：コイル部複合構造の断面積
　　Ai：コイル部複合構造各材質の断面積
　　　i＝ 1 ：銅線部，= 2 ：絶縁被覆部
　　　 = 3 ：銅線部，= 4 ：空隙部
　電動機のコイル部が軸方向と径方向とで異なる等価熱
伝導率λH およびλL を有する一つの部材として扱うこと
によって伝熱計算の簡略化を図った。なお，各材質その
ものに軸方向と径方向とで異なる熱伝導率を有する場合
は，それぞれの熱伝導率を用いた等価熱伝導率を算出す

＝ ＋1RH_1
＋1RH_2

＋1RH_3

1
RH_4

1
RH

RH＝ ，RH_i＝ （i＝1, 2, 3, 4）H
λHA0

H
λi Ai

RL≒ , RL_i≒ （i＝1, 2, 3, 4）

RL＝RL_1＋RL_2＋RL_3＋RL_4

A0
λLHW 2

Ai

λi HW 2

る必要がある。
3. 3　軸受部分の伝熱モデル
　軸受は，停止状態では高温側の転動体外表面から内部
へ熱が伝わり，さらに低温側の表面へ伝わることによっ
て内輪と外輪との間の伝熱が行われる。軸受が回転して
いる状態では，転動体外表面の各部が内輪と外輪に交互
に接触して熱伝導が行われる。このため，図 4 の伝熱モ
デルをベースに，転動体外表面に蓄積された熱量を，転
動体内部を伝導せず内輪と外輪間で熱伝導させるモデル
を作成した（図 7 ）。転動体を表面 4 点，中心 1 点の要
素で模擬し，表面四つの要素は内輪側と外輪側両方に熱

図 5  提案モデルとFEMとの温度解析結果の比較
Fig. 5  Comparison of temperatures between proposed model and 

FEM analysis

図 6  コイル部の構造
Fig. 6  Coil structure

図 4  伝熱モデルの基本要素
Fig. 4  Element model for heat transfer simulation
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抵抗を持たせ，転動体の回転に応じて内輪と外輪それぞ
れに接触している方の熱抵抗を小さな熱抵抗値とし，接
触していない方の熱抵抗を大きな値に切り替えることに
よって転動体表面での熱伝導を計算できるようにした。

4 ．電磁気と伝熱の連成シミュレーション

　電動機では入力電力の一部が銅損や鉄損として消費さ
れる。とくに鉄損は，出力トルクに変換されるべき電流
の一部を消費するため，鉄損の増加は出力トルクの低下
を起こす。したがって，目標トルクを出力するために入
力電流を増やす必要がある。これを考慮した実質必要な
入力電流を求めるために図 1 に示したように，電動機内
部の電磁気回路における磁束および電流の計算と,前述
の鉄損計算や銅損計算，軸受け損失計算を行い，各損失
の影響を考慮した出力トルクを計算する。そして出力ト
ルクが目標トルクに対して低下した分，入力電流制御演

算で入力電流を増加させて，出力トルクが目標トルクに
静定し，電動機各部の温度も静定するまで、これらの繰
り返し計算を行う。この計算結果より，電動機内各部で
発生する鉄損，銅損，および機械損によって発生する熱
が，電動機構造部材や内部空間の空気層を伝熱経路とし
て電動機ハウジングの冷却部にまでどのように伝達する
かが予測可能となる。その結果，電動機の目標出力性能
と目標温度を満足させるための電磁気回路と伝熱回路の
最適な設計を行うことができる。この連成シミュレーシ
ョン環境を用いてハイブリッドショベル用小型高出力電
動機を設計した。さらに，シミュレーション上で目標性
能が達成可能であることを確認した後，電動機を試作し
て出力性能や効率，ヒートバランスの成立性を検証し
た。
　図 8 は，設計した旋回電動機の定格出力時の内部温度
分布を今回構築した連成シミュレーションによって計算
した結果である。比較のためにFE解析も行って妥当性
を確認した。
　全出力領域の効率分布計算結果に関しては次章で述べ
る。

5 ．設計電動機の性能評価

　本稿では紙面の都合上，試作した旋回電動機の評価結
果についてのみ報告する。前述のシミュレーションで性
能確認した設計電動機を試作し（図 9 ）， 図 8 の解析結
果と比較検証するためのヒートバランス試験，および全
出力領域での効率分布測定試験をモータベンチ装置によ
って実施した。
　定格出力条件でのヒートバランス試験の結果（図10），
電動機内部の温度分布はスロット内コイル温度が解析よ
り10～13℃高温になったものの，おおむね解析に近い傾

図 7  玉軸受けの伝熱モデル
Fig. 7  Heat transfer model of ball bearing

図10  試作電動機のヒートバランス評価結果
Fig.10 Experimental results of heat balance of prototyped electric 

motor

図 9  試作した旋回電動機
Fig. 9  Prototyped motor of slewing motion

図 8  提案モデルとFEMとの設計電動機伝熱解析結果の比較
Fig. 8  Comparison of heat transfer between proposed simulation 

and FEM analysis
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向が得られた。また，全出力領域の効率分布の解析結果
および実験結果（図11）では両者はよく一致しており，
最高効率が予測できることが確認できた。

むすび=本稿では，小型高出力／高トルク電動機の設計
で問題となる発熱と抜熱／伝熱問題に着目し，電動機内
部の発熱を必要最小限の伝熱面積／放熱面積で外部に抜
熱させる構造設計を見出すために構築した電磁気と伝熱
の連成解析技術を紹介した。この技術を活用することに
よって，ハイブリッドショベル用の小型高出力旋回電動
機，および扁平な高トルク発電電動機を開発することに
成功した。
　今後も，電動機のさらなる高性能化やこれらの開発の
リードタイム短縮を進めていく必要があり，解析予測技
術のさらなる高度化開発に取り組んでいきたい。
　
参　考　文　献
1 ） 海老原大樹. モータ技術実用ハンドブック第 1 版. 2001, p.419,　

692.
2 ） J. Magn. Sec. Jpn. 2006, Vol.30, p.196-200.
3 ） 戸田広朗ほか. JFE技報. 2015, No.36, p.24-31.
4 ） 武田洋次ほか. 埋込磁石同期モータの設計と制御第 1 版. オー

ム社, 2001, p.17, p.74-84.
5 ） 成田一行. JMAG Newsletter. 2014年 1 月号, p.37-41.
6 ） 転がり軸受総合カタログ（Cat. No. 2202/J）. NTN㈱, p.A-71.

図11  試作電動機の効率分布の解析結果と実験結果の比較
Fig.11 Comparison of efficiency distribution of prototyped motor 

between simulation and experimental results


