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第 1 章 緒論
1.1 本研究の背景
地球環境問題を背景にエネルギー変換効率の高いモータは最近注目を浴びて
いる。今日では地球環境に配慮した省エネルギー政策に対応し，電気機器の高
効率化が急速に進む中で，モータなどの可変速装置としてインバータが多用さ
れるようになり，今後この流れがさらに加速していくと予想される。しかしイ
ンバータでモータを駆動する場合，高速なスイッチングによって引き起こされ
る急峻かつ過大な電圧（インバータサージ）がモータに印加され，このサージ
に起因する部分放電劣化により早期に絶縁破壊する事例が報告されている。
また近年，自動車においても低燃費志向が高まり，ハイブリッド電気自動車
（Hybrid Electric Vehicle : HEV）や電気自動車（Electric Vehicle : EV）が注目さ
れてきた。これに用いられる駆動モータについては高出力・コンパクト化が至
上命題である。そのためモータ巻線としてのエナメル線の耐熱化・高電圧化が
進み，耐熱性については 220 ℃クラスのポリアミドイミドが使われるようにな
っている。駆動電圧は現在，EV が約 400V，HEV が 650V である。これにサー
ジが重畳し，高地走行や急加速時の高負荷運転が課されることで温度上昇し，
部分放電開始電圧（PDIV）が低下するため，この分野のモータにおいても，イ
ンバータサージ絶縁の問題は避けて通ることができなくなってきている。
これらのインバータ駆動モータに適用されるエナメル線としては，無機粒子
を充填し，部分放電による皮膜侵食を抑制した耐部分放電性エナメル線が用い
られている。このエナメル線は 1980 年代から登場するが，無機粒子の分散状態
が悪いことから，課電寿命特性（耐部分放電性）の向上効果が少なく，また皮
膜が機械的に脆く，コイル巻き加工時に過酷な機械的ストレスを受けるため，
絶縁皮膜にクラックが発生するなどの問題があり，かえってモータの品質を低
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下させてしまう場合があった。このようなことからエナメル線の課電寿命特性
のさらなる向上と耐加工性の向上が要求されるようになった。
一方，エナメル線の絶縁材料開発においては，1960 年代以降，基本材料に大
きな革新は無く，エナメル線は成熟製品として，コスト及び性能の最適化が急
激に進むと共に，世界的には現在においても約 4 ％／年の成長を遂げているの
にも関わらず，国内においては 1990 年に 22,530 t／月の生産量を記録して以来，
図 1.1 に示すように家電製品，電子･通信製品の海外生産化が進み，国内生産量
の大幅な減少が起こっていた。このような状況下，1990 年代から注目を浴びた
ナノテクノロジーをエナメル皮膜に適用し，絶縁材料に特別な機能を付与すべ
くシーズ的発想の研究開発が開始された。

図 1.1	
  国内の分野別巻線生産量推移
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1. 2 低圧モータの変遷とエナメル線の開発動向
モータは 1910 年に国産開始され，図 1.2 に示すように年々小型，軽量，高効
率化が進んでいる(1)。これに相応するように巻線（マグネットワイヤ）におい
ても， 1960 年代までは合成樹脂の開発と共に耐熱化が進み，モータの小型化，
耐熱化に寄与してきた。

!
!
!
(1)!

!

!
!

!

!

!
!

図 1.2	
  5 馬力モータの変遷とエナメル線開発の歩み

耐熱高分子材料という観点では，この時期までに現在でも最も耐熱性の高い
材料の一つであるポリイミド（Dupont KAPTONTM : 4,4’-ジアミノジフェニルエ
ーテルとピロメリット酸二無水物からなるポリイミド）が開発され，これ以降，
耐熱性はほとんど向上していない(2)。その後の高分子材料の開発は，低誘電率，
低吸湿，低膨張などの機能性追求が主流となり，現在もなお開発が盛んに行わ
れている。
巻線（特に 700 V 未満の低圧モータに用いられるエナメル線）においては，
コイル巻き時に過酷な機械的ストレスを受けることが宿命でもあり，絶縁材料
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としては硬く，強靭でかつその後にモータコイルを固着する絶縁ワニスとの相
性に優れた熱硬化性樹脂が主体である。図 1.3 に示すようにポリイミドの開発
以降は汎用的で 180 ℃クラスの耐熱性を有する H 種ポリエステルイミド（ジイ
ミドジカルボン酸やテレフタル酸などの酸成分とトリス-2-ヒドロキシエチルイ
ソシアヌレート(THEIC)などのアルコール成分も重合により得られる）や 220 ℃ク
ラスの耐熱性と機械的特性，耐加水分解性，耐薬品性に優れたポリアミドイミ
ド（4,4’-ジフェニルメタンジイソシアネート（MDI）とトリメリット酸無水物
（TMA）の重合）の登場以来，基本材料の開発はないが，成熟した安価で高性
能な熱硬化性絶縁材料が適用されている。1960 年代以降のエナメル線における
開発は図 1.4 に示すように，コイル巻線性向上や高占積率化に対応した自己潤
滑エナメル線(3)や最近では図 1.5 に示すようなモータコイルのエンド部を高圧
縮し，モータ体格を小さくすることが多くなってきたため，プレス成形に耐え
うる耐プレス成形性エナメル線(4)(5)の開発などが進んできた。

●
●

●

●

●
●
●
●

図 1.3	
  エナメル用絶縁材料の開発年次と耐熱クラス(2)
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!

図 1.4	
  高占積率対応エナメル線(3)

!
!

図 1.5	
  耐プレス成形性エナメル線(4)
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1. 3 パワーデバイスの技術動向とインバータサージ現象
パワーデバイスは，図 1.6 に示すように 1950 年代に開発されたダイオード
から，バイポーラトランジスタ，GTO，そして 1980 年代に実用化された IGBT
へと開発(6)が進んできた。モータは回転制御の容易性や省エネに対応するため，
これらのパワーデバイスを用いてインバータ駆動することが多くなった。現在
では IGBT が主流となっており，スイッチングされたパルスの立ち上がりは数
十～百 ns と急峻なパルス波形になっている。この高速スイッチングによって，
図 1.7 に示すように急峻かつ過大な電圧（インバータサージ）がモータ端子部
で観測されることがよく知られている。このインバータサージはケーブルと電
動機，インバータのサージインピーダンスが異なるため反射し，インバータ出
力電圧に重畳する電圧増加現象であり，図 1.8 のように伝播し，インバータサ
ージは一般にインバータ出力電圧の約 2 倍になると言われている(7)。近い将来
SiC が実用化されるとワイドバンドギャップであることから，定常損失とスイ
ッチング損失が低減され，より効率が向上するが，高速スイッチングによりサ
ージがさらに大きくなり，益々サージ絶縁の重要性が増すものと予想される。
またインバータサージは図 1.9 のようにモータコイルの相間や対地間だけで
なく，同相コイル内でも高い分担電圧として確認されることから，コイル線間
の絶縁が重要となり，一般にエナメル線を乱巻きされる低圧モータコイルにお
いては，線間で部分放電（PD: Partial Discharge）が発生する懸念があり，大き
な問題と捉えられている。モータの国際規格においても，IEC60034-18-41TS，
-42TS が発行され，従来の高圧・低圧の概念から，部分放電を許容するか否か
へ変貌しつつあり(8)，400～690 V 級インバータモータには IEC60034-18-42TS
が適用されて無機絶縁，すなわち耐部分放電性に優れた耐サージ性エナメル線
を用いた部分放電許容形モータが増加することも想定される。また近年，ハイ
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ブリッド自動車をはじめとするモータ駆動車の開発も盛んであり，高出力化の
ため駆動電圧が上昇してきており，この分野でもインバータサージに伴う部分
放電に対する絶縁に関する注目が高まってきている。

図 1.6	
  パワーデバイスの出力と動作周波数範囲(6)

3ø
AC400V

図 1.7	
  インバータ駆動モータの端子電圧
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(1) サージ電圧の入射以降，電圧は UB
(2) 電動機端で正の全反射
(3) インバータ端に達するまで，
電圧は 2UB
(4) インバータ端で負の全反射
(5) 電動機端まで，負の電圧の伝播
(6) 電動機端で，正の全反射
(7) インバータ端まで伝播し，電動機
端側から，電圧がゼロとなる。
(8) インバータ端で負の全反射，
以後(1)の状態に戻る。

図 1.8	
  サージ電圧の伝播と反射(7)

t

U

W

V

図 1.9	
  モータコイルの分担電圧
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1. 4 インバータサージによる絶縁破壊メカニズム
エナメル線におけるインバータサージ電圧印加時の部分放電は図 1.10 に示
す通り，エナメル線間の楔状ギャップ部に電界が加わって部分放電が起こり，
皮膜侵食を伴って最終的に絶縁破壊に至ると考えられる。実際にエナメル線（ポ
リアミドイミドエナメル線，φ0.9 mm，皮膜厚 34 µm）のツイストペアサンプ
ルにインバータサージを印加して，課電寿命試験を行った場合，図 1.11 に示す
ように 4.0 h で絶縁破壊に至り，その破壊部近傍の断面には皮膜の侵食が確認
される。また図 1.12 はエナメル皮膜表面の SEM 写真であるが，絶縁破壊試験
後には，絶縁破壊痕以外に皮膜の侵食などは認められない。これに対し，イン
バータサージ課電寿命試験後は同様に皮膜侵食が確認され，皮膜侵食を伴う部
分放電劣化であることを示唆する。なお絶縁破壊試験は 50 Hz 正弦波を 500 V/s
で昇圧させ，14.7 kVrms で絶縁破壊したものである。
部分放電現象はエナメル線間の電界分布とパッシェンカーブと組み合わせる
ことにより解析され，図 1.13 のように部分放電開始電圧（PDIV:Partial Discharge
Inception Voltage）の実測値と解析値がほぼ一致することが実験的に示されてい
る(9)(10)。この時，パッシェンカーブに従う適切な放電ギャップ部で部分放電が
起こる。このことは図 1.11，図 1.12 に示すような，ある一定のギャップで侵食
痕が認められることと一致する。ただし，金属電極の平等電界におけるパッシ
ェン則とエナメル線間の部分放電現象を同様に扱うことの可否については，未
だに議論されている状況にある。
インバータサージによる絶縁破壊のメカニズムについては，Kaufhold らは部
分放電が主要因であると報告している(11)(12)(13)。一方，Haq らはその他の劣化要
因として，①マクスウェル応力による電気-機械的エネルギーの局所的蓄積に起
因するマイクロキャビティーの形成，②大きな dV/dt およびパルスの高周波成
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分が引き起こす誘電損失による加熱，③早い立ち上がりと立ち下がりに起因す
る空間電荷の蓄積とエナメル絶縁層への注入，④電圧波形のオーバーシュート
に伴う部分放電現象の活発化などを挙げている(14)。
PDIV 近傍でインバータサージ（キャリア周波数 10 kHz，1.1 kVp）を印加し
て V-t 試験を行い，11,700 h 課電し破壊に至らなかったエナメル線（汎用のポ
リエステルエナメル線，皮膜厚 47 µm）の断面を観察(15)した結果，図 1.14 のよ
うに僅かな皮膜侵食が見られ，微弱な部分放電が発生していたことを示唆する。
しかし破壊に至っていなかったことを勘案すると，部分放電による皮膜侵食以
外の現象は，劣化を加速させる要因にはなるが，劣化の主要因ではないと考え
られる。
部分放電劣化は，①荷電粒子の直接衝撃，②局部的温度上昇，③化学反応で
あることが示されており(16)，それぞれ検証を行った結果，荷電粒子の直接衝撃
による有機絶縁材料部分の分子鎖切断に伴う，皮膜の消失・侵食が主要因であ
る可能性が高いことが報告されている(17)。そこで上記 3 要因について検証を加
えた結果を 1.4.1 から 1.4.3 項に示す。

図 1.10	
  エナメル線間の部分放電現象
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ø

5µs/div

µS
図 1.11	
  課電寿命試験後の皮膜の侵食状況

図 1.12	
  課電寿命試験後のエナメル皮膜表面の SEM 写真
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PDIV (Vp)

図 1.13	
  パッシェンカーブと電界解析による部分放電開始電圧の推定

図 1.14	
  課電寿命試験後の皮膜の侵食状況
（インバータサージ 11,700 h 課電後の汎用ポリエステル線，皮膜厚 47 µm）

- 12 -

1.4.1

部分放電に伴う荷電粒子の衝突による分子鎖切断の可能性

図 1.11，図 1.12 に示すように，インバータサージ課電寿命試験後のエナメル
線には部分放電による皮膜侵食が生じていることは明らかである。部分放電に
伴う荷電粒子の衝突により，有機絶縁材料の分子鎖切断が起こり，低分子化さ
れて皮膜が消失（侵食）して行くと推測される。部分放電による放電エネル
ギーは 3.2 eV 程度であり，マクスウェル分布を考慮すると主鎖切断が期待
できる (18) と報告されている。
一例として，図 1.13 に示すような電界解析によって，PDIV の推測が行わ
れている。エナメル線の導体径φ0.82 mm，皮膜厚 40 µm，比誘電率 3.5 と
した時，PDIV を経験的値から 920 Vp と仮定すると，その時のパッシェン
カーブと表面電界の接点をみると，電界強度 E=173 kV/cm であった。放電
ギャップ内での電界勾配を一様であると仮定すると，電子が空気中を動く場合
の平均自由行程 λ e =3.42×10 -7 m (19) ，電荷 e=1.6×10 -19 C であるから，平均自
由行程の間に電界から得るエネルギーW=eE λ e =9.47×10 -19 J=5.91 eV となる。
またパッシェンミニマムより長ギャップ側で部分放電が起こっていること
から，文献値 (18) の放電エネルギーよりも高いと考えられる。従って荷電粒
子衝突によって分子鎖切断が発生する可能性が高いことが示唆される。	
 

1.4.2

局部的温度上昇による熱的溶解の可能性

部分放電による局部的温度上昇による絶縁材料の溶解や化学的分解の可能性
も報告されている(18) 。ポリアミドイミドエナメル線(AIW)において，インバー
タサージ 1.1 kVp 課電時の温度上昇は図 1.15 に示すようにわずか 1 ℃であり(17)，
局部温度上昇の影響は低電圧印加時にはほとんど寄与しない，すなわち，主要
因ではないと考えられる。ただし，高電圧になるに従って，温度上昇は大きく
なり，部分放電劣化を促進させる可能性が高いことを示唆する。
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図 1.15	
  課電寿命試験時の温度上昇(17)

1.4.3

化学反応による劣化の可能性

部分放電が発生すると二次生成物が生じ，これが絶縁物の劣化を招くことが
報告されている(18) 。特にオゾンは絶縁材料を強力に酸化する可能性がある。試
験試料室を密閉した場合，オゾン濃度警報機が即座に反応するほど高いオゾン
濃度になっている。また部分放電劣化によって生成された二次生成物も浮遊し
ている環境下になっていると考えられる。ポリエステルエナメル線（PEW 皮膜
厚 47 µm）にて 11,700 h で破壊しなかった試料及びオゾン高濃度状態になって
いると考えられる試験室内に 2,000 h 放置した試料において，絶縁破壊電圧を
測定した結果を表 1.1 に示す。
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表 1.1 オゾン雰囲気放置後の絶縁破壊電圧
項 目

絶縁破壊電圧
初期値

試 料
ポリエステル

測定値

エナメル線

（kV）

課電試験後

オゾン雰囲気放置後

（11,700 h 課電）

（2,000 h 試験室内放置）

※1

15.5

17.4

PEW

−

（13.5～18.8）

（47 µm）

残率（％）

ポリアミドイミド

測定値

エナメル線

（kV）

−

89.1
※2

13.0

4.0 h で破壊の
ため，測定不可

AIW
（34 µm）

対撚り法 n=3

残率（％）

−

−

−
13.7
（12.8～14.6）
105.3

	
  	
  	
  	
  ※1 図 1.14 に用いたサンプルを使用
	
  	
  	
  	
  ※2 図 1.11 に用いたサンプルを示す（1.1kVp インバータサージ印加）

絶縁破壊電圧は低下せず，オゾン劣化あるいは課電試験時の他の二次生成物
による劣化はほとんど見られない。従って，高濃度のオゾンや他の二次生成物
に曝しただけでは絶縁破壊電圧の低下がないことなどから，劣化はほとんど生
じないと考えられる。押出被覆線などにおいてはオゾン劣化を生じるものも多
いが，エナメル皮膜は熱硬化性樹脂であることから化学的にも強いため，影響
を受けなかったと考えられる。しかし，オゾンや二次生成物などが試験雰囲気
中に多量に存在することで，部分放電の荷電粒子衝突現象には大きな差違が予
想され，部分放電による皮膜侵食を助長させる可能性は十分に考えられる。
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1. 5 耐サージ性エナメル線の変遷
耐サージ性エナメル線は，エナメル皮膜中に金属酸化物粒子を充填すること
により部分放電劣化を抑制し，課電寿命特性を改善する手法を一般的に採って
いる。エナメル線において耐部分放電性を向上する手法として，電線表面に低
抵抗層を設けたり絶縁層の比誘電率を低下させる等により電界緩和し，部分放
電そのものの発生を抑制あるいは開始電圧を向上させる手法が考えられる。し
かし，過酷なコイル巻線加工が加えられる低圧モータにおいては，傷発生のリ
スクが高く，低抵抗層を設けることは現実的には極めて難しい。また低誘電率
化は樹脂骨格の大幅な変更が必要であり，モータ巻線として必須である全ての
特性（特に耐溶剤性，耐加水分解性などの特殊な特性）を維持したまま低誘電
率化を図ることは極めて難しいと共に，大幅なコストアップが避けられない。
そのため，金属酸化物粒子を主体とする無機材料を充填する手法が実用化さ
れてきた。この無機粒子を充填するという耐サージ性エナメル線のコンセプト
は Keane ら(20)によって見出され，1985 年に初めて製品化されている。その後の
低圧インバータモータの普及に伴い，インバータサージに伴う部分放電劣化に
よる早期絶縁破壊がクローズアップされた。Yin ら(21)(22)は，銅導体上にポリエ
ステル等の有機絶縁層を設け，その上に金属酸化物粒子を充填した有機／無機
コンポジット材料を用いたシールド層を，そしてさらに保護層として有機絶縁
層材を設けた 3 層構造を構成することで，金属酸化物粒子の充填に伴う機械的
特性低下を補った耐サージ性エナメル線を開発した。1990 年代後半には北米を
中心に，同様の耐サージ性エナメル線が広く用いられるようになった。
これらの 3 層構造を基本とした従来型の耐サージ性エナメル線は静的な課電
寿命特性においては優れていたが，伸長などの機械的ストレスが加わる実機の
コイル巻きにおいてはマイクロクラックが発生し，課電寿命が低下してしまう
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ことが指摘(23)(24)されている。
実験的に無機粒子をエナメル塗料中に直接分散して形成した耐部分放電層を
持つ耐サージ性エナメル線を試作し，上述した 3 層構造を基本とした従来型耐
サージ性エナメル線と課電寿命特性を比較した。図 1.16 に示すように従来型耐
サージ性エナメル線の課電寿命特性は，無伸張では汎用エナメル線に比べ，全
般的に比較的良好な特性を示すが，20 %伸張の場合は課電寿命が大幅に悪化し，
低電圧側で数十倍程度，高電圧側では汎用線を下回るレベルとなった。既に実
用化されている 3 種類の従来型耐サージ性エナメル線と直接分散法を適用した
耐サージ性エナメル線は，ほぼ同様の傾向を示すことがわかった。
これらの既に実用化されている 3 種類の従来型耐サージ性エナメル線は，特
許や文献(21)(22)から直接分散法を用いていると推測され，直接分散法を適用した
耐サージ性エナメル線の耐部分放電層とほぼ同じような皮膜物性であると考え
られる。
同様に実験的に直接分散法を適用した耐部分放電層のみをコーティングし，
その表面状態を確認すると図 1.17 に示すように，無伸張では皮膜表面に凹凸が
見られ，無機粒子の凝集物が確認され，また 20 %伸張するとクラックが発生し，
課電寿命の低下を裏付けする結果となった。すなわちコイル巻等の機械的スト
レスにより課電寿命が低下することが容易に考えられ，従って，無機粒子を充
填した耐部分放電層そのものの機械的特性を改善しなければ，実機での寿命向
上には繋がらないことが示唆された。このような潮流の中で，耐部分放電性と
機械的特性とを両立し，実機での課電寿命の向上に向けた研究が急速に進めら
れた(25)。
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図 1.16	
  従来型耐サージ性エナメル線の課電寿命特性
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10000

図 1.17	
  直接分散法を適用した耐部分放電層の表面状態

1. 6 耐部分放電性ナノコンポジット材料の定義
有機材料への無機材料の充填においては，ナノコンポジット材料が近年注目
を浴びており，研究が進んでいる(26)(27)。ナノコンポジット材料の定義は一般的
には直径 1～100 nm の超微粒子が均一に分散した複合体と解釈されている。し
かし粒子径やその分散状態においては明確な区分ではなく，超微粒子が均一に
分散した複合体でかつ特異な特性を示す材料という概念的なものに留まってい
る。前述した従来型の耐サージ性エナメル線においても充填される無機粒子の
一次粒子径は 100 nm 未満の超微粒子を用いていることが推測される。しかし，
図 1.18 に示すようにマイクロサイズの凝集体が存在し，機械的特性の低下や耐
部分放電性の向上効果が少ないと考えられる。そこで本研究における材料の定
義としては，マイクロサイズの凝集体が存在するコンポジット材はマイクロコ
ンポジットに，凝集体がない良好な分散状態を示す材料を広義にナノコンポジ
ット材料と分類する。
ナノコンポジット材料の分散状態は，透過電子顕微鏡(TEM)や電界放出形走
査電子顕微鏡(FE-SEM)などで微視的に観察可能である。ただし，FE-SEM での
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観察においては，ベース樹脂に埋もれたナノ粒子を集束イオンビーム装置(FIB)
などにより表面処理を施すという前処理が必要である。しかし，観察は可能で
あっても広範囲にわたって，粒度分布などを正確に測定する方法が無いのが現
状である。
波長の約 1/10 以下の粒子によって起こるレイリー散乱(28)の式から散乱係数
Ks は粒子径 d の 6 乗に比例することが知られており，このことからも判るよう
に粒径が小さいほど透明性を呈する。本研究で使用するオルガノシリカゾルに
おいては，粒子径が 30 nm 前後以下であれば可視光の透過を妨げない透明性を
有することが判っており，簡易的には目視による透明性で粒子の分散性を判定
することは可能である。

図 1.18	
  コンポジット材料の分散状態と電気／機械的特性
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1. 7 皮膜侵食抑制における無機材料充填の有効性
部分放電による皮膜侵食の抑制については，図 1.18 に示すような模式的イメ
ージが考えられる。1.4.1 項にて荷電粒子の衝突エネルギーを見積もったが，無
機材料が皮膜侵食を抑制する効果を発揮するのかを検証する必要がある。単結
合エネルギーを表 1.2(29)に示す。なお，高分子材料の結合エネルギーは分子間
相互作用などによって，正確に見積もることはできないため，ここでは単結合
エネルギーから分子鎖切断の可能性を検証することにした。
	
 
表 1.2	
  単結合エネルギー（kcal/mol） (29)	
 
元素(X)	
 

C

Si

Al

Ti

X−C

80

68

−

−

X−H

99

81

−

−

X−O
（X−O 2 ）

81

105
（150）

115
（−）

（145）

結合	
 

	
 
有機材料の主体の結合である C（炭素）の結合エネルギーに対し，無機材
料の主体の結合である特に金属－O 2 （酸素）は結合エネルギーが高く，無
機材料は部分放電による荷電粒子などのエネルギーによる結合解離が起こ
りにくいことを示している。	
 
1.4.1 項にて見積もった荷電粒子の衝突エネルギーW= 5.91 eV を cal/mol に換
算すると、136 kcal/mol となる。この荷電粒子衝突エネルギーは，有機材料の
主鎖に存在する結合が解離されるのに十分なエネルギーであることが判る。
また Si-O や Al-O などの結合でも解離されてしまうことを示しており，部
分放電による皮膜侵食を抑えるためには，SiO 2 や Al 2 O 3 ，TiO 2 などの完全に
無機化した材料が必要であることを示唆している。このことは表 1.3 に示
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すように，無機（シリカ）粒子が完全無機化せずに分散されているゾルゲ
ル法ポリイミドと無機粒子を分散したコロイド溶液混合法ポリエステルイ
ミドの課電寿命を同量のシリカ添加量で比較すると，ゾルゲル法ポリイミ
ドの寿命が短いことからも同様に示されている (30)。従って，無機材料を充
填することにより，部分放電に曝された状態での課電寿命を延長する効果
は大きいと考えられる。ただし，衝突エネルギーはマクスウェルの速度分布
則に従うことからあるエネルギー幅を持っており，無機物といえども放電侵食
が極僅かながら進んでいく可能性があることも考慮しておくべきである。	
 
	
 
表 1.3	
  ナノコンポジット手法による課電寿命特性比較(30)	
 
	
 
!

	
 
	
 
	
 
	
 
	
 
	
 

!

	
 
	
 

(h)!

	
 !

(a.u.)!

1.41 kVp!

1.13 kVp!

25
20
10

358.3
82.0
49.0

1000<
1000<
323.3

25

72.1

212.9

	
 
	
 
	
 

1. 8 コロイドの理論
ナノコンポジットを成立させるために，第 2 章に後述するコロイド溶液混合
法という手法を開発したが，この手法は，塗料中でシリカのコロイドを形成す
ることを主眼に置いたものである。コロイド形成のイメージを図 1.19 に示す。
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図 1.19	
  コロイドの形成
	
 
コロイドは 100 nm 以下の微粒子において，そのブラウン運動が沈降力に打ち
勝つような状態であり，半永久的に安定的である。このためには粒子同士が電
気二重層を持ち反発し，凝集しないことが必要である。	
 
無機粒子表面（ここではシリカ）に水が接触するとシラノール基が発生し，
帯電することになる。この帯電した粒子間の静電反発力と van der Waals 引力お
よび熱運動に起因するエネルギーのバランスによって，コロイド粒子の分散・
凝集挙動が支配され，一般的に DLVO（Derjaguin-Landau-Verwey-Overbeek）理
論(31)に従う。しかし，DLVO 理論で扱っているのは水分散系であり，また DLVO
理論では高充填時の粒子間距離が極めて近接するような本研究に関わる分散状
態が考慮されておらず，説明できない現象が報告(32)されており，本研究では有
機溶媒系シリカゾル（オルガノシリカゾル）を用いているため，本研究として
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は DLVO 理論からの展開については深堀しないこととする。しかし，このオル
ガノシリカゾルは水分散シリカゾルを有機溶媒に置換したものである。水分散
シリカゾルにおいてはシラノール基に伴う電気二重層が形成される。溶媒置換
により得たオルガノシリカゾルにおいても電気的ポテンシャルの異なるシリカ
と有機溶媒の接触により電荷の移動が生じ，同様に電気二重層が形成されるこ
とが推測できる。そこで本研究における考え方としては，コロイド状態を作り
出す，すなわち粒子間斥力を働かせるということをイメージして研究を進める
ことにした。なお，本研究における分散・凝集挙動については，第 5 章におい
て分子動力学シミュレーションを用いた解析で言及することとする。	
 

1. 9 本研究の目的及び本論文の構成
前述の通り，インバータ駆動モータの拡大と SiC などの高速スイッチング素
子の開発に伴い，モータ巻線の耐サージ絶縁は益々重要性が増してくると考え
られる。その中で耐サージ性エナメル線は最も有効な手段の一つとして，現在
および将来においても欠かせないものになると予想される。
従来型の耐サージ性エナメル線は，無機粒子の分散状態が良好ではなく，マ
イクロサイズの凝集物が存在するマイクロコンポジット材料であるが，コイル
巻加工などを施す前の静的な状態では，有機材料のみで絶縁された汎用のエナ
メル線に比べ課電寿命特性は数百倍と良好であった。しかしコイル巻加工スト
レスが加わると課電寿命特性が大幅に低下してしまい，数十倍程度になってし
まうことが判っている。また無機粒子の分散状態が不均一であることから，長
尺に渡るエナメル線においては全長に渡って均一な皮膜を得られず，場合によ
っては，局部的に絶縁欠陥部が増加してしまうことさえあった。
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そこで，本研究では，無機材料充填による優れた課電寿命特性をより一層向
上させると同時に，コイル巻加工ストレスに耐え得る柔軟性，強靭性を付与す
るために，ナノサイズの無機粒子を均一に分散させたナノコンポジット材料を
開発し，エナメル絶縁皮膜に適用することを目的とした。
本研究の開発目標として，下記の通りとした。（設定理由は，3 章で後述）
（１）プレ伸張：20 ％
（２）印加電圧：1.1 kVp
（３）課電寿命：汎用エナメル線の 1000 倍以上（各種波形にて相対評価）
本論文は 6 章で構成されており，概要は以下の通りである。
	
  第 1 章	
  緒論
	
  第 2 章	
  ナノコンポジット絶縁材料の開発
	
  第 3 章	
  耐サージ性エナメル線の電気的特性
	
  第 4 章	
  耐サージ性エナメル線の一般特性と熱／機械／化学的特性
	
  第 5 章	
  分子動力学シミュレーションを用いた粒子分散メカニズムの検討
	
  第 6 章	
  総括
第 2 章では，直接分散法と比較しながら，新規に開発したコロイド溶液混合
法におけるポリエステルイミド樹脂，ポリアミドイミド樹脂をベースとしたナ
ノコンポジット材料の開発内容について述べる。
第 3 章では，コロイド溶液混合法を適用したナノコンポジットエナメル線の
課電寿命特性，部分放電特性を述べると共に，インバータサージ発生装置の開
発についても述べる。
第 4 章では，同様にコロイド溶液混合法を適用したナノコンポジットエナメ
ル線において，エナメル線を汎用的に用いる際に必須とされる熱的，機械的，
化学的特性について調査した結果をそれぞれについて述べる。
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第 5 章では，コロイド溶液混合法を適用したナノコンポジット塗料について，
分子動力学シミュレーションを用いて解明した分散メカニズムについて述べる。
第 6 章では，本研究で得られた結果をまとめるとともに，本研究の意義につ
いて述べる。
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第 2 章 ナノコンポジット絶縁材料の開発
2.1 まえがき
ナノコンポジット材料は未だに厳密な定義づけがなされていないが，一般的
には 100 nm 以下の超微粒子（ナノ粒子と略称する）を用いてマトリクス材料
に分散し，かつ特異な特性が発現する材料あるいは従来の特性が飛躍的に向上
する材料をナノコンポジットと理解されることが多い。ナノコンポジットはポ
リマーやセラミックス，金属などの複合材料を示すが，本研究の対象はインバ
ータサージにより発生する部分放電に対する耐性を向上させるのが目的である
ため，バインダとなるベース材料はエナメル絶縁材料であり，また分散させる
材料は部分放電の侵食に強い無機材料となる。
	
  エナメル絶縁皮膜には，一般的な耐熱性や電気的特性，機械的特性だけでな
く，製品の性格上，特に薄い絶縁皮膜で高い絶縁性を有すること，過酷なコイ
ル巻に耐えうる硬く強靭な皮膜であること，コイル固着用含浸ワニスとの相性
が良いこと（処理時にクラックや膨潤が発生してはならない，耐久試験時に特
性が低下しない，など），モータ過負荷時の短時間耐熱性（稀に 300 ℃を超え
る）が良好であることなどの様々な特性を有している必要がある。そのため絶
縁材料にはポリエステルイミドやポリアミドイミド，ポリイミドなどの熱硬化
性樹脂が用いられる。エナメル絶縁皮膜は，この熱硬化性の樹脂の低分子量体
あるいは前駆体を溶媒に溶解させた樹脂塗料を薄く塗布し，400 ℃前後の塗装
炉内で溶媒を乾燥、加熱硬化を数回繰返すことにより形成させる。
エナメル塗料に用いられる溶媒は，樹脂の低分子量体あるいは前駆体の溶解
性等により制限され，クレゾールや N−メチル−２−ピロリドン（NMP）などに
限定される。
エナメル皮膜におけるナノコンポジットは，その製法からも判るとおり，樹
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脂溶液中でナノ粒子が均一に分散されているとともに，熱硬化時に溶媒が揮散
あるいは樹脂低分子量体または前駆体が重合していく過程においても凝集を防
ぐ必要がある。
無機粒子は微粒子化するに伴い凝集力が強くなり，また一度凝集してしまっ
た粒子を単分散させることは非常に困難である。そのため，分散手法の選定が
本研究の主要な課題の一つであった。
そこで均一分散を達成するため，先ず最も簡易で一般的な分散方法である直
接分散法とゾルゲル法を検討した。しかし，分散性の問題や無機化の不完全性
の問題で適用が困難であると判断した。そこで，凝集せずに単分散しているコ
ロイドに着目し，研究を行った。その結果，エナメル塗料中でコロイド状態を
創り出す独自のコロイド溶液混合法を開発し，ナノコンポジット材料を得るこ
とに成功した。
ベース樹脂塗料としては，家電や産業用を中心に現在国内で最も多く使用さ
れているポリエステルイミドと近年電装品を中心に需要が急増しているポリア
ミドイミドを選択した。
本章においては，直接分散法やゾル−ゲル法での検討内容について 2.2 節にお
いて述べ，2.3 節では，ポリエステルイミド樹脂塗料をベースとしたコロイド
溶液混合法を，2.4 節では，ポリアミドイミドベースとしたコロイド溶液混合
法について検討した結果を述べる。

2.2 各種分散方法の検討
2.2.1 直接分散法
直接分散法は第 1 章で述べた従来型耐サージ性エナメル線の分散手法と考え
られる。機械的特性に劣る等の種々の欠点はあるものの簡便な方法であり，本
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研究の比較対象としてその実力を確認した。
無機材料充填塗料は図 2.1 に示すように，汎用のポリエステルイミド塗料に
各種無機材料 50 wt%を投入して，ホモジナイザにより，約 30 分の攪拌を行い
作製した。この際，無機材料自体の分散性を把握するため，カップリング剤や
分散剤などは使用せずに，ホモジナイザの強力なせん断力のみで分散を行った。
作製した無機材料充填塗料を用いて，1 種皮膜厚の AIW φ1.0 mm（汎用ポリ
アミドイミドエナメル線，皮膜厚 32 µm）の上に，手塗りによって約 6 µm の無
機充填皮膜を形成した。そのサンプルにてツイストペア試料を作製し，10 kHz
正弦波電圧を印加して，課電寿命特性を調査した。調査結果を表 2.1 に示す。

	
 
	
 
	
 
	
 
	
 
	
 
	
 
	
 
	
 
	
 
	
 
	
 
	
 
図 2.1	
  直接分散法	
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表 2.1	
  無機材料の材質検討（手塗り線での簡易検討）

(µm)

(h)

(wt%)

(µm)

10 kHz
1.5 kVrms

1.0 kVrms

0.5

0.46

5.8
(0.61)

0.016

0.56

6.1
(0.92)

0.61

6.3
(1.02)

0.60

5.8
(0.82)

0.50

5.7
(0.82)

0.020

50

0.32

6

(
1.0
-

-

0.13

0.73
(0.68)

0.012

30 (a.u.)

3.77

34.5
(11.9)
( )

20%

その結果は、いずれの無機材料も皮膜は白濁しており，凝集していることが
確認されたが，その中ではチタニアの分散性が比較的良好であり，外観上のざ
らつきは他に比べ少なかった。また，課電寿命特性については，材質や粒径に
よる有意差は確認されなかった。従来型耐サージ性エナメル線にはチタニアを
使用している例が多く，分散性が比較的良好であることがチタニアを選定して
いる要因と考えられる。粒径による課電寿命の変化が無いことから考えると，
無機粒子は凝集し，一次粒径の大きさより，凝集によって大きくなった二次粒
子径が寿命に影響することが予想される。
そこで，無機材料としては平均粒径 20 nm のチタニアを選定し，同様の直接
分散法にて無機充填量を変更した塗料をコーティングしたエナメル線（φ0.9
mm，皮膜厚 34 µｍ）を作製し，その外観を調査した結果を図 2.2 に示す。
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図 2.2	
  直接分散法による無機充填層の表面状態（充填量 65 a.u.）

図 2.3	
  直接分散法における無機粒子分散塗料の状態
- 35 -

2.3.6 項に後述するが，充填量は 65(a.u.)が最良であったため，この時の無機
充填皮膜の表面状態を SEM で観察すると，一次粒子としては 20 nm と小さな
超微粒子を使用しているにも関わらずチタニア粒子の凝集に起因する凹凸が認
められ，二次粒子径としては大きくなっていることが認められる。20 %伸長で
は多数の微小クラックが確認され，寿命を悪化させている原因となっているこ
とがわかった。
二次凝集を防ぐ目的で，シランカップリング剤，チタンカップリング剤，リ
ン酸系分散剤などを検討したが，分散性の向上は見られなかった。またこのチ
タニア直接分散塗料は，数日間常温保管すると図 2.3 に示すような無機粒子の
沈降を生じてしまった。このことは本研究の目的である，長尺に渡り工業的に
安定でかつ優れた耐部分放電性を発現させることに対し，直接分散法では対応
できないと判断した。

2.2.2

ゾル－ゲル法

ポリイミド／シリカナノコンポジット材料では，テトラエトキシシラン
（TEOS）を用いたゾル－ゲル法ナノコンポジット材料が既に開発されている(1)。
ゾル－ゲル法はバインダである樹脂の高分子量化と無機の粒子成長が同時に進
行する In-Situ 重合法であり，相互侵入網目構造（IPN）となるため，本研究の
目標である均一分散状態が得られ易いと考えられる。そこで，ゾル－ゲル法が
ポリエステルイミド及びポリアミドイミドに適用可能か検討を行った。
ポリエステルイミド塗料は硬化剤として金属アルコキシドであるテトラブチ
ルチタネート（TBT）を用いる。この硬化システムから考えると，ゾル－ゲル
法は相溶性の面からナノコンポジット化手法として適している可能性がある。
図 2.4 にゾル－ゲル反応を示す。しかしながら，金属アルコキシドは反応性が
極めて速く，架橋剤として作用してしまうため添加量に限界があり，耐部分放
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電性に有効ではない。過去の知見より，通常より TBT の添加を多くすると僅か
に課電寿命特性は向上するが，可とう性が低下することを確認している。
それに対し，TEOS などのシリカのアルコキシドは加水分解が遅くゾル－ゲ
ル法には適しているが，加水分解促進のため水の添加が必要である。また TEOS
と TBT の併用下では，加熱硬化時の架橋反応制御が難しく，特性悪化を招いて
しまう。具体的には TBT の架橋が進んだ後にも TEOS の加水分解が進んでおら
ず，皮膜中に TEOS や水が残存してしまうことになって，皮膜の物性を低下さ
せるだけでなく，長期の使用において絶縁信頼性が懸念される。
金属アルコキシドは，例えば図 2.5 に示すように，M である金属の種類の選
定，R につくアルキル基の長さや個数，あるいは多量体の選択によって，加水
分解の反応性を変えることは可能であり，数種の金属アルコキシドを用いたゾ
ル－ゲル法の例も報告(2)されている。しかし，この場合も樹脂の高分子量化と
無機粒子の成長が同時に起こるため，樹脂の分子量や無機粒子の成長度合いが
皮膜物性や耐部分放電性に大きく影響を与え，それらの反応に必要とされるエ
ネルギーも同じではないことから，反応状態を精密に制御しなければならない。
一方，ポリアミドイミド塗料は，TBT などの反応性の高い金属アルコキシド
を適用した場合にはすぐにゲル化してしまい，TEOS の場合は加水分解促進の
ための水添加をすると，一般的にはポリアミドイミド塗料中の樹脂が析出して
しまう。そこで，合成方法を検討し，ポリアミドイミドに親水基であるカルボ
ン酸を塗料中で残存させることでゾル−ゲル法の適用に成功したが，非常に狭い
成膜（焼付け）条件でしか，良好なエナメル線の特性が得られなかった。
このことから本研究の目的である，長尺に渡り工業的に安定でかつ優れた耐
部分放電性を発現させることに対し，対応できないと判断した。
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OR

R：CH3，C2H5，C3H7，C4H9 …
M：Ti，Zr，Si …

加水分解

RO －M－ OR ＋ H2O

部分脱水縮合

OR
金属ｱﾙｺｷｼﾄﾞ＋ 水

OH
HO-M-OH
O
OH
-M-O-M-O-MO O O
HO-M-O-M-O-M-OH
OH

＋

ROH
ｱﾙｺｰﾙ

金属酸化物ｿﾞﾙ
図 2.4	
  ゾル－ゲル反応

OCO(C17H35)
RO－Ti－OR
OR

OCO(C17H35)

OCO(C17H35)

RO－Ti－ OCO(C17H35)

RO－Ti－ OCO(C17H35)
OCO(C17H35)

OR

長鎖のアルキル基等付けると OR の反応性が低下していく
OR

OR

OR

RO－Ti－ O－Ti－O －Ti－
OR

OR

OR

多量体も存在する

OR

図 2.5	
  チタンアルコキシドの例

2.3 コロイド溶液混合法による
ポリエステルイミド／シリカナノコンポジット材料の開発
エナメル線において，国内では現在，下層にポリエステルイミド（PEI），上
層にポリアミドイミド（PAI）をコーティングした耐熱ダブルコート線が最も
主要なエナメル線となっている。F 種モータに多く用いられているが，近年の
省エネ動向に伴い，インバータ駆動されることが多くなっている。このダブル
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コート線の下層と上層の層比（PEI 層／PAI 層）は一般的に 2/1～4/1 程度と PEI
層が厚くなっており，PEI 層に耐部分放電性を付与した方が耐サージ性向上に
有利であり，まず PEI のナノコンポジット化の検討を行った。

2.3.1	
  ポリエステルイミド樹脂塗料の化学構造と特徴
まずナノコンポジットのバインダとなる PEI 樹脂および塗料の化学構造を図
2.6 に示す。PEI はポリエステルの基本構造を基に酸成分としてイミドジカルボ
ン酸を，アルコール成分としてトリス-2-ヒドロキシエチルイソシアヌレート
（THEIC）を変性して，クレゾールを主体とする溶媒中で脱水、縮合反応によ
り合成する。その際 OH 基過剰とし，硬化剤として TBT を添加して塗料として
得る。TBT は加熱硬化時に OH 基と脱水架橋反応により，PEI 樹脂を高分子化
させる。その他フェノール樹脂やレベリング剤などが微量添加される。

＜塗料中＞

R  :  
トリス－２－ヒドロキシエチルイソシアヌレート
（ＴＨＥＩＣ）

CH2
イミドジカルボン酸

硬化剤：ﾃﾄﾗ-‐‑‒n-‐‑‒ﾌﾞﾄｷｼﾁﾀﾝ(TBT)
OBu

Bu:C4H9

BuO －Ti－OBu

クレゾール溶液

OBu

OBu

HO

＜皮膜中＞

OH BuO－Ti－OBu HO

OH

O

加熱硬化

OBu

O －Ti－ O
O

図 2.6	
  ポリエステルイミドの化学構造
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2.3.2

コロイドへの着想とシリカゾルの選定

2.2 節で述べた通り，一度凝集してしまった無機粒子にせん断力を加え，解
きほぐすことは極めて困難である。そこで注目したのが，粒子同士が電気二重
層を伴って反発し合い，単分散状態を半永久的に維持するコロイドである。工
業的に容易に入手可能なコロイドして良く知られているのが，水分散シリカゾ
ルであり，半導体ウエハの研磨材などに大量に用いられている。その他チタニ
ア，アルミナ，ジルコニアなどのゾルが生産されているが，部分放電開始電圧
(PDIV)を決める要素である誘電率が低く，比較的安価で入手性も良好であり，
ゾルとしての安定性が最も良好であることから，シリカゾルを選定した。また，
2.2.1 項で無機粒子の種類は課電寿命特性に影響を与えないことが確認されて
いる。ただし，無機粒子の種類と課電寿命の関係については，チタニアの課電
寿命特性が良好であるとの報告(3)もあることから，留意しておく必要がある。

2.3.3	
  従来のシリカゾルによる分散性
エナメル線の安定した絶縁品質を確保するためには，長期的に安定なコロイ
ドを形成する必要がある。そこで開発における最も重要なことは，以下の 3 点
である。①シリカゾルの安定性：電気二重層による一次粒子同士の反発を維持
し，シリカゾルとして安定性が確保できる分散媒を選定すること。②ポリエス
テルイミド塗料との相溶性：シリカゾル分散媒がポリエステルイミド樹脂に対
し，ある一定の溶解性を持つ，あるいは溶解性を阻害しないこと。具体的には，
ポリエステルイミド塗料の溶媒とシリカゾルの分散媒のみを混合させた時の有
機溶媒同士だけの相性と，ポリエステルイミド塗料にシリカゾルの分散媒のみ
を混合させた時に樹脂が析出しないか等の樹脂溶解性で確認する。③混合時の
分散性：ポリエステルイミド樹脂塗料とシリカゾルを混合する際，シリカが凝
集せず，透明性を有するナノコンポジット塗料が得られること。これは塗料の
- 40 -

溶媒とシリカゾルの分散媒が異種である場合，触れ合った際に電気的バランス
を崩し，電気二重層を壊してしまうと予想されるため，性質の近いものが良い。
従来の各種分散媒シリカゾルについて分散検討した結果を表 2.2 に示す。分
散媒としては水，アルコール系，ケトン系，アミン系，芳香族アルキルベンゼ
ン系などを例示した。なお，シリカ粒子はシリカゾルとして最も安定性の高い
10～12 nm とした。

表 2.2	
  従来のシリカゾルによる分散性（ポリエステルイミドベース）
PEI
(nm)

PEI

(a.u.)

IPA
MEK

25

MIBK
DMAC
DMF

10

12

10
20
25
40
PEI
MIBK

IPA
DMAC

MEK
DMF

シリカゾルは全て半永久的に凝集・沈降せず，保存安定性に優れたものとな
っている。しかしながら，ポリエステルイミド塗料と混合する際には，塗料の
溶媒との相性やポリエステルイミド樹脂との相性が分散性に大きな影響を与え
る。ポリエステルイミド塗料は図 2.6 に示したように，クレゾールを主体とす
る溶媒が用いられている。具体的には，ポリエステルイミド樹脂前躯体が 35～
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45 wt%，クレゾールを主体とする溶媒が 55～65 wt%で構成され，溶媒分の内，
80 ％以上がフェノール類であり，その主成分は m-クレゾールである。フェノ
ール類にはフェノール，クレゾール，キシレノールが含まれ，クレゾール，キ
シレノールには異性体が含まれる。本来はポリエステルイミド樹脂の溶解性に
優れた m-クレゾールだけが望ましいが，コストの関係上，フェノールを混合し
たり，分留クレゾールを用いたりするため，フェノール類の混合物になってい
る。溶媒分の残り 20 %も塗料粘度やコストを下げるために用いられる希釈剤で
あり，一般的にはキシレンやナフサ等の芳香族アルキルベンゼン類が用いられ
ている。
ポリエステルイミド塗料の溶媒は，疎水性であるため，シリカゾルの分散媒
に水は適さず，分散性は良くなかった。アルコール類は OH 基を持っており，
シリカゾルを水から溶媒置換するのに最も容易な溶媒であるが，低分子量のア
ルコールはポリエステルイミド樹脂の溶解性が乏しいことから，結果として分
散性は同様に良くなかった。高分子量のアルコールはポリエステルイミド樹脂
との相溶性が良化していくが，実際に量産適用されているのは，ブタノールま
でであり，またシリカゾルの分散安定性が良好なアルコールは炭素数 5 個程度
までで，これを超えると粘度が上昇し，ゲル化するというシリカゾルメーカか
らの見解もあり，低分子量アルコール系も困難が予想される結果となった。
PEI 塗料の溶媒や樹脂との相性が悪いケトン系の MEK
（メチルエチルケトン）
や MIBK（メチルイソブチルケトン），アミン系の DMAC（ジメチルアセトア
ミド）や DMF（ジメチルホルムアミド），芳香族アルキルベンゼン類のトルエ
ンいずれも分散することができなかった。キシレン／ブタノール混合系におい
ては PEI 塗料と混合した場合，一旦樹脂が析出し，シリカが擬似凝集するもの
の，攪拌を行うことで塗料は透明化し，分散が可能であったが，塗料製作をｎ
増しすると白濁してしまうものもあり，分散性は不安定なものであった。この
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原因としては，キシレンはトルエンと近い性状を示すが，僅かに PEI 樹脂の溶
解性が高いため分散性は良化したと考えられる。しかし，シリカゾルとして，
キシレン単独では成立せず，シリカゾルの安定性を向上する目的でブタノール
が必須であったため，そのブタノールは PEI 塗料との相溶性を阻害しており，
混合時に一時的に樹脂析出やシリカの擬似凝集を起こしているものと考えられ
る。以上の結果から，従来のシリカゾルでは良好な分散状態を得られなかった。

2.3.4

新規オルガノシリカゾルの開発

そこで，PEI 樹脂塗料との相溶性良好な溶媒の探索を行った。PEI 樹脂塗料の
溶媒である m-クレゾール等のフェノール類をシリカゾルの分散媒に使用する
ことができれば良いが，フェノール類は融点が室温付近にあり，凝固するとシ
リカゾルは凝集してしまうことから，採用することができない。そこで，過去
の研究から高精細カラーディスプレイ用偏向ヨークコイルに使用されるエナメ
ルリッツ線の開発(4)を行う中で，ベンジルアルコールがフェノール類代替溶媒
として良好であることを見出しており，ベンジルアルコールを適用することに
した。ベンジルアルコールの性状を表 2.3 に示す。
ベンジルアルコールはクレゾールと化学構造や性質も比較的似ており，溶解
性の指標である SP（Solubility Parameter）値も近い。PEI 樹脂塗料の硬化剤であ
る TBT に対しても，クレゾール同様に安定性が良好であった。このことから
PEI 樹脂塗料に対する相溶性は，ベンジルアルコールが良好であった。またベ
ンジルアルコールは，香料にも使われ毒性も低く，シリカゾル製造メーカでの
取り扱いにも問題がないことが分かった。しかし，ベンジルアルコールで分散
シリカゾルは粘度が高くなると不安定となってゲル化し，シリカゾルとして成
立しないことが容易に想定されたため（シリカゾルとしておよそ 100 mPa∙s が
上限），PEI 塗料の希釈剤として実績のあるナフサを用いてシリカゾルの低粘度
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化を図ることに成功した。さらに低温保管時の安定性を向上するため，炭素数
の少ない低級アルコールを安定化剤として使用することで，透明で均一に分散
し，保存安定性に優れたベンジルアルコール／ナフサ／低級アルコールの３元
溶媒系オルガノシリカゾルを開発，量産化することに成功した。このオルガノ
シリカゾルの平均粒径は比表面積測定(BET)法で 12 nm，動的光散乱（光子相関
法）粒度分布計では図 2.7 に示す粒度分布となり平均粒径は 21.5 nm であった。

表 2.3	
  ベンジルアルコールの性状
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  (a) シリカゾルの外観	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
 

(b) 粒度分布測定例

図 2.7	
  オルガノシリカゾルの外観と粒度分布測定例

2.3.5

ポリエステルイミド樹脂塗料の最適化

PEI 樹脂塗料についても，シリカゾルを添加することによる塗料粘度の低下
などに起因するエナメル塗装作業性や外観品質の悪化，さらにはエナメル線の
可とう性のレベルアップのため，改質を行った。汎用的な PEI 樹脂塗料に対し，
分子量を約 5 倍にアップし，ナフサでの希釈を止め，ベース PEI 樹脂塗料の粘
度を上昇させると共にレベリング剤や硬化剤 TBT の増量等を行い，表面品質を
向上した。

2.3.6

シリカ充填量

シリカの最適充填量を決定するため，シリカ充填量を変更したエナメル線（φ
0.9 mm，皮膜厚 34 µm）を作製し，充填量と課電寿命の関係について調査した
結果を直接分散法と比較して図 2.8 に示す。課電寿命の印加電圧は 10 kHz
1.41kVp の正弦波とし，無伸長と 20 %伸長の場合について調査を行った。なお，
直接分散法で作製したエナメル線は，伸長などの機械的特性に劣ることから，
下層に汎用のポリエステルイミドを上層にポリアミドイミドを設けて中間層の
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無機充填層を保護する 3 層構造としたものである。
直接分散法では，無伸長の場合，充填量を増加させるほど課電寿命は向上し
ていくが，20 ％伸長では 60(a.u.)で極大値を取り，それ以上充填しても寿命は
逆に低下するのに対し，コロイド溶液混合法によるポリエステルイミド／シリ
カナノコンポジット材料では，無伸長，20 ％伸長後いずれの場合でも，充填量
は 25(a.u.)を最大値として，それ以上充填しても殆ど課電寿命が変わらず，飽和
していることがわかった。シリカゾルも高価である事から充填量は少ない方が
好ましいため，充填量は 25(a.u.)とした。

10000

Colloid-solution mixing method
Direct dispersion method

Time to Failure (h)

1000
No elongation

100

After 20% elongation

No elongation

After 20% elongation

10

Size: 0.9mm Dia.
Film thickness: 34µm
Voltage :10kHz 1.41kVp
Base resin :Polyester-imide

1

0.1
0

20

40

60

80

Inorganic particle content (a.u.)
図 2.8	
  無機粒子充填量と課電寿命特性
（ポリエステルイミド／シリカナノコンポジット）
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100

2.3.7

ポリエステルイミド／シリカナノコンポジット材料の分散性

本開発によって得られたナノコンポジット塗料を塗布・焼付けして形成した
エナメル皮膜を透過型電子顕微鏡（TEM）にて観察した結果，図 2.9 に示すよ
うな凝集のない均一な分散状態が確認された。

Silica

図 2.9	
  ポリエステルイミド／シリカナノコンポジット材料の TEM 写真

2.4 コロイド溶液混合法による
ポリアミドイミド／シリカナノコンポジット材料の開発
ポリアミドイミドエナメル線は電装品分野を中心に需要が伸びており，近年
では HEV や EV の駆動モータ用としてその需要が急激に拡大している。これら
の駆動モータは産業用モータと異なり，加減速が頻繁に繰り返され，モータの
出力密度も高い。比較的短時間ではあるが高温に曝されるため，耐熱性，過負
荷特性に優れたポリアミドイミドエナメル線(AIW)を使うことが多い。また高
出力化のため駆動電圧が上昇してきており，この分野でもインバータサージ絶
縁に関する注目が高まってきている。そこで耐熱性と課電寿命特性を改善する
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ため、耐熱性の高いポリアミドイミド（PAI）をベースとしたナノコンポジッ
ト材料の開発に取り組んだ。
本節では新規な低吸湿溶媒に分散したオルガノシリカゾル及びこの低吸湿溶
媒に可溶な新規 PAI，コロイド溶液混合法を適用した PAI／シリカナノコンポ
ジット材料の開発内容とエナメル線の特性について述べる。

2.4.1	
  ポリアミドイミド樹脂塗料の化学構造と特徴
バインダとなる PAI 樹脂および塗料の化学構造を図 2.10 に示す。PAI 樹脂塗
料は N-メチル-2-ピロリドン（NMP）溶媒中で，4,4’-ジフェニルメタンジイソ
シアネート（MDI）とトリメリット酸無水物（TMA）の 2 成分を脱炭酸重合反
応させて得られる。その分子量は一般的に数平均で 25,000 程度である。
PAI 樹脂はベンゼン環を多く持ち，耐熱性に優れたアミド基とイミド基によ
って結合されていることから，ポリイミド（PI）エナメル線に次ぐ，高い耐熱
性を持つ。また MDI と TMA の 2 成分の重合による規則的な構造により，アミ
ド基の水素結合やベンゼン環のπ-π結合などに由来する分子間相互作用によ
り，他のエナメル線に比べ，高い耐摩耗性や耐溶剤・薬品性を有する。この PAI
をベースに PEI 同様のコロイド溶液混合法を用いたナノコンポジット材料の開
発を行った。

OCN

CH2

MDI

NCO

+

HOOC

CO
CO

O

TMA
CO
CO

N

CH2

Polyamide-imide
図 2.10	
  ポリアミドイミドの化学構造
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2CO2

2.4.2	
  従来のシリカゾルによる分散性
	
  先ず，2.3.3 項と同様に汎用 PAI 塗料に従来のシリカゾルを混合し，分散性を
調査した。表 2.4 に PAI 樹脂塗料の主溶媒または希釈剤として使われる極性溶
媒の代表例として NMP，DMAC，DMF シリカゾルと汎用 PAI 塗料との分散結
果を示す。
2.3 節の研究結果から得られたナノコンポジット塗料の成立要素として，①
シリカゾルとして安定なもの，②ベース樹脂である PAI を溶解する分散媒であ
ること，③塗料の溶媒とシリカの分散媒の性質が近いまたは同じであるという
点が全て整っているのにも拘らず，凝集してしまった。このことから凝集を引
き起こしている原因が別の要因であることが推測された。

表 2.4	
  市販シリカゾルによる分散性検討結果（ポリアミドイミドベース）

NMP

DMAC

DMF
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2.4.3	
  凝集発生の原因
オルガノシリカゾルとしては PAI 樹脂に相性が良い NMP 等の極性溶媒を用
いて透明性が高く，安定しているのにも関わらず，塗料としては安定して分散
しなかったことから，その原因を次のように考えた。
一つは吸湿の影響である。NMP などの極性溶媒は極めて吸水性が高く，シリ
カ表面の帯電を阻害，最終的に斥力を失い凝集することが推測される。もう一
つは PAI の樹脂骨格に由来するシリカ粒子間距離の変化である。PAI の化学構
造は図 2.10 に示す通り， MDI と TMA の 2 成分の重合による規則的な構造と
なっており，アミド基の水素結合やベンゼン環のπ-π結合などに由来する分子
間相互作用により，PAI 樹脂の間に存在するシリカ粒子の粒子間距離が変化し
van der Waals 引力が主体的に働く距離になり，凝集に至ると考えられる。
そこで，この 2 つの要因を同時に排除するため,低吸湿溶媒分散シリカゾルと
低吸湿溶媒に可溶な分子間相互作用の少ない PAI 樹脂の開発を行った。

2.4.4	
  低吸湿溶媒の開発と新規オルガノシリカゾルの開発
PAI の溶媒を選定する上で考慮が必要なのは，樹脂の溶解性と合成反応時の
触媒的作用である。NMP などの含窒素極性溶媒は反応触媒として作用し，合成
反応を開始，促進させる。このような作用を持つ低吸湿性溶媒を開発し，その
中での溶液合成を検討した。
NMP に比べ吸湿性が低い数種類の溶媒を選定し，その組成比を検討した結果，
PAI の合成触媒作用を維持し，かつ比較的吸湿性が低い新規低吸湿性溶媒を開
発した。溶媒の吸湿性を図 2.11 に示す。NMP は水を自ら取り込み，僅か 20 時
間で 20 ％程度の水を含む。これに対し，新開発の低吸湿溶媒は 3 ％程度で飽
和する。そして水分散シリカゾルを用いて，水をこの新低吸湿溶媒に置換する
ことで，オルガノシリカゾルを開発することに成功した。
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Coefficient of moisture absorption (%)

NMP
New low hygroscopicity solvent

Atmosphere : 40ºC – 95%RH

Exposure time h)
図 2.11	
  新規開発の低吸湿性溶媒の吸湿性

2.4.5	
  低吸湿溶媒に可溶なポリアミドイミドの開発
新開発の低吸湿溶媒を用いて，MDI と TMA の 2 成分からなる一般的な PAI
を数平均分子量が 25,000 程度を目標として合成を行った。合成装置を図 2.12
に示す。
PAI の溶液合成においては，100～170 ℃の高温での重合を行う。新規低吸湿
溶媒中でも NMP と同様に重合反応が進み，所定の分子量に到達することを確
認した。しかしながら，重合終了後，冷却し室温に戻る際に固化し，低吸湿溶
媒の溶解性が低いことが判明した。
樹脂の溶解性を高める手法として，ポリアミドなどでは共重合が広く用いら
れている(5)。ポリアミド樹脂はアミド基の水素結合がドライビングフォースと
なって結晶化している。この結晶性の高さが溶媒への溶解性を低下させ，強酸
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やクレゾールなどにしか溶解しない。しかし，共重合するとその配合比によっ
ては水溶化することができる。同時に結晶性の低下に伴い，機械的特性や耐熱
性を損なう事になる。
PAI は非結晶性高分子に分類されるが，前述の通り化学構造が規則的であり，
アミド基の水素結合やベンゼン環のπ-π結合などに由来する分子間相互作用
が比較的強いポリマーである。そこで共重合化することにより分子間相互作用
を抑制し，溶解性向上を図ると同時に，弊害として推測される機械的特性や耐
熱性の低下を最小限に抑えるべく，樹脂構造検討を行った。
その結果，PAI 原料中の MDI と TMA の総合比率を 85 モル %以上の範囲で
共重合することにより，低吸湿溶媒で溶解可能であり，かつ一般的な PAI と同
等の特性を有する新規な共重合 PAI 樹脂を開発することに成功した。

N 2+C O 2

Stirrer
300rpm

Condenser tube

N2

Separable flask
Oil bath
Mixing impeller

図 2.12	
  ポリアミドイミド樹脂塗料の合成装置
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2.4.6	
  ポリアミドイミド／シリカナノコンポジット材料の分散性
	
  前記開発の新規低吸湿溶媒分散シリカゾルとその低吸湿溶媒中で重合可能な
新規共重合 PAI 樹脂溶液を混合させる（コロイド溶液混合法）ことにより，透
明でかつ均一なナノコンポジット PAI 絶縁塗料を得ることができた。分散性の
評価結果を表 2.5 に、粘度特性を図 2.13 に示す。コロイド溶液混合法を適用し
たナノコンポジット塗料は，一般的な PAI 塗料と同様に，粘度はロータ回転数
に依存しないニュートン流体である。一方，直接分散法により作製したナノコ
ンポジット塗料では塗料粘度がロータ回転数に依存し，回転数が高いほど粘度
が低下する擬塑性（非ニュートン）流体になっている。擬塑性はシリカ粒子同
士あるいはシリカ粒子と PAI 樹脂，シリカ粒子と有機溶媒などの相互作用があ
るために生じた液状物性であることを示唆する。このような相互作用はシリカ
粒子の凝集を招くと共に，エナメル塗装作業時に塗料の流動ムラを伴い，長手
方向に均一な塗膜を得ることが困難となる。これに対しコロイド溶液混合法で
得られたナノコンポジット塗料は，それらの相互作用が無いことを示す。すな
わち，このことはシリカ粒子の凝集などによる偏在を抑制し，均一なナノコン
ポジット皮膜を得ることができると考えられる。コロイド溶液混合法で得られ
た PAI／シリカナノコンポジット皮膜を透過型電子顕微鏡(TEM)で観察した結
果，図 2.14 に示す通り，シリカ粒子はほぼ単分散していることが確認され，均
一なナノコンポジット材料を得ることができた。
次に，シリカの充填量の確認を行った。試験サンプルはφ0.9 mm，皮膜厚
37 µm のエナメル線を用いて，前述の図 2.8 と同じ条件にて試験を行った結果
を図 2.15 に示す。20～50(a.u.)の間で課電寿命を確認した結果，25(a.u.)が最も寿
命が長く，最少の充填量であったことから，PAI／シリカナノコンポジットに
ついても，PEI と同様に 25(a.u.)に決定した。
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表 2.5	
  ポリアミドイミド／シリカナノコンポジット塗料の分散結果
Sample

New nano-composite
method

General
Polyamide-imide
varnish

Copolyamide-imide

Polyamide-imide

Inorganic material
(discreet particle size)

Particle growth spherical
amorphous silica
(approx. 20 nm)

-

Dispersion solvent

New low
hygroscopicity solvent

-

Appearance

◎
(transparency)

-

Appearance

◎
(transparency)

◎
(transparency)

State

Newtonian fluid

Newtonian fluid

Items
Base polymer

Organo
silica sol

Varnish

Stability
Nanocomposite
film

Appearance

◎

◎

(over 6 months)

(over 6 months)

◎
(transparency)

◎
(transparency)

10000
B type rotational viscometer

Viscosity (mPa s)

Nano-composite varnish
(Direct dispersion method)

New nano-composite varnish
(colloid-solution mixing method)
General polyamide-imide varnish

1000
1

10

100

Rotation number of rotational viscometer rpm)
図 2.13	
  ポリアミドイミド／シリカナノコンポジット塗料の粘度特性
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Silica

図 2.14	
  ポリアミドイミド／シリカナノコンポジット材料の TEM

10000

No elongation
After 20% elongation

Time to Failure (h)

1000

100

10

Size: 0.9mm Dia.
Film thickness: 37µm
Voltage :10kHz 1.41kVp
Base resin :Polyamide-imide

1

(Colloid-solution mixing method)
0.1
0

20

40

60

80

Inorganic particle content (a.u.)
図 2.15	
  無機粒子充填量と課電寿命特性
(ポリアミドイミド／シリカナノコンポジット)
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100

2.5 まとめ
本章では，ナノコンポジットポリエステルイミド及びナノコンポジットポリ
アミドイミド塗料について，コロイド溶液混合法という独自の分散方法を開発
した。ポリエステルイミド，ポリアミドイミド共に鍵となるシリカゾルにおい
ては，従来されているものでは分散性が確保できず，新規なオルガノシリカゾ
ルの開発を行った。また同様にバインダとなるベース樹脂塗料においても，分
子量の最適化や樹脂骨格そのものの変更等，コロイド溶液混合に適した新規な
材料開発を行った。これらの検討を行い，ナノコンポジット材料開発において
以下の結果を得た。
（1）ナノコンポジットポリエステルイミド塗料，ナノコンポジットポリアミ
ドイミド塗料共に，樹脂を溶解できる溶媒が限られていることから，シリカの
分散性には，その限られた溶媒とシリカゾルの分散媒との相性，シリカゾル分
散媒のベース樹脂に対する溶解性が極めて重要である。
（2）溶媒，分散媒，樹脂の相性が確保できても，吸湿や樹脂構造そのものも
シリカの凝集を引き起こす原因となる。
（3）これらの新規知見を踏まえ，ポリエステルイミドとポリアミドイミドに
おいて，コロイド溶液混合法を適用したナノコンポジット材料を開発した。
（4）ポリエステルイミド／シリカナノコンポジット材料においては，ポリエ
ステルイミド塗料に用いられているクレゾールに似た性質を持つベンジルアル
コールを主体とする３元溶媒系シリカゾルを開発することで，ポリエステルイ
ミド塗料中に均一分散させることができた。
（5）ポリアミドイミド／シリカナノコンポジット材料においては，低吸湿溶
媒分散シリカゾルと低吸湿溶媒に溶解可能な共重合ポリアミドイミドの開発に
より，均一分散させることができた。
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第 3 章 耐サージ性エナメル線の電気的特性
3.1 まえがき
インバータサージは急峻なパルスであることから，モータの同相コイル内で
も高い分担電圧が確認され，コイル線間の絶縁が重要となる。また印加される
電圧波形がモータの駆動条件や設置条件などによって変化するため，絶縁性評
価は，電圧波形の各種パラメータを変えて課電寿命などを調査する必要がある。
	
  本研究における課電寿命の開発目標は，インバータ駆動モータの絶縁破壊事
例を調査した結果に基づき，次のように設定した。
（１）プレ伸張：20 ％
（２）印加電圧：1.1 kVp
（３）課電寿命：汎用エナメル線の 1000 倍以上（各種電圧波形にて相対評価）
最大で 10 ％強の伸張が加わる集中巻方式のコイル巻時の加工ストレスを反
映し，プレ伸張は 20 %とした。400 V 級インバータの最大入力電圧 480 Vrms
時にサージ倍率 2 倍とすると，サージ電圧は 480× 2×2＝1358 Vp となる。図
1.9 から電圧分担率 80 %とすると，線間サージ電圧は 1086 Vp であり，印加電
圧を 1.1 kVp と設定した。モータの破壊が数ヶ月程度で発生している事例が多
いことから，より厳しく 100 h と仮定した。モータの寿命を 20 年間とすると稼
働率 50 ％で 87,600 h となリ，必要寿命を 100,000 h とした。これは汎用エナメ
ル線適用モータの絶縁破壊事例である 100 h の 1000 倍に相当することから，相
対評価で汎用エナメル線の 1000 倍以上とした。
本章では，第 2 章で開発したナノコンポジット材料を絶縁層に適用した耐サ
ージ性エナメル線を用いて，10 kHz 正弦波電圧での課電寿命特性，開発したイ
ンバータサージパルス発生装置によりパルス幅，立ち上がり時間等を変更した
各種電圧波形印加時の課電寿命特性及びモータ実機での課電寿命特性を汎用エ
ナメル線と比較して調査した結果について述べる。
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3.2 実インバータ波形及び 10 kHz 正弦波での課電寿命試験
3.2.1	
  汎用エナメル線によるインバータサージと正弦波の課電寿命比較
研究開始当初，実インバータサージと正弦波との寿命の差を明らかにするた
めに，図 3.1 に示すような 10 kHz 正弦波試験回路と，実際のインバータの出力
電圧をケーブルを介して，直接ツイストペアに印加する試験装置を作製し，汎
用エナメル線において課電寿命試験を比較して行った。なお，インバータはキ
ャリア周波数 10 kHz，出力周波数 50 Hz で駆動させ，ケーブルはサージ電圧が
最も高くなる長さ 40 m のケーブルを接続した。部分放電計測は，IEC 60270 に
準拠した部分放電測定器（LEMKE LDD-5）を使用して行った。検出回路及び
センサは，10 kHz 正弦波においては差動回路を用いて，インバータサージにお
いては非接触の差動センサを用いた。それぞれの印加電圧波形を図 3.2 に示す。

C

Transformer
Sine wave
10kHz

amplifier

Twisted pair
sample

Resonance
circuit

Z

Z

amp

Partial discharge
Detector (LDD-5)

a) High-frequency voltage endurance test circuit
Class
φ
AC400V

PWM
Inverter
(IGBT)

U

Cable

Differential
sensor

V
W

Carrier frequency : 10kHz
Output frequency : 50Hz

U
Twisted pair sample

b) Inverter-surge-voltage endurance test circuit

図 3.1	
  インバータサージと正弦波の課電寿命比較の試験回路
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各種汎用エナメル線の部分放電開始電圧（PDIV），消滅電圧（PDEV）の測定
結果を表 3.1 に示す。各種汎用エナメル線の皮膜厚毎の 10 kHz 正弦波における
課電寿命特性を図 3.3 に示す。また正弦波とインバータサージの場合において，
約 1.1 kVp 印加時の皮膜厚と課電寿命の関係を比較して図 3.4 に示し，さらに
AIW (34 µm)において，絶縁破壊部近傍のエナメル線の断面を観察し，皮膜の
侵食状況を比較した結果を図 3.5 に示す。
50µs/div

5µs/div

Rise time=29.5µs

Rise time=0.15µs

a) 1.13 kVp (0.8 kVrms) sine wave

b) 1.10 kVp Inverter surge

図 3.2	
  印加電圧波形

表 3.1	
  各種汎用エナメル線の部分放電開始電圧
Sample

Polyamide-imide
enameled wire

(AIW)
Polyester-imide/
Polyamide-imide
enameled wire

(EI/AIW)
Polyester
enameled wire

(PEW)

Permittivity

Approx.
4.2
Approx.
4.0

Approx.
3.8

Notes

Observation of
Film
PDIV PDEV
Partial Discharge
thickness (Vp)
(Vp) 1.13 kVp
1.10 kVp
(µm)
sine wave Inverter surge
23
700
679
Yes
Yes

34

740

734

Yes

Yes

45

849

848

Yes

Yes

21

747

742

Yes

Yes

34
43
22
34
41

827
862
755
839
880

807
848
742
785
870

Yes
Yes

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes

47

1004

997

Yes

Yes
Yes
Yes

No (or faint
discharge)

50 Hz
Discharge pulse observation
sine wave
Sensitivity : 10pC
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3.0

AIW (23µm)

Voltage (kVp)

2.5

EI/AIW (19µm)
2.0

PEW (22µm)
No elongation
Size: 0.9mm Dia
( ): Coating film thickness

1.5

1.0

0.5
0.01

0.1

1

10

100

1000

10000

100000

Time to Failure (h)
a) Film thickness : 19-23 µm
3.0

AIW (34µm)

Voltage (kVp)

2.5

EI/AIW (33µm)
2.0

PEW (34µm)
No elongation
Size: 0.9mm Dia
( ): Coating film thickness

1.5

1.0

0.5
0.01

0.1

1

10

100

1000

10000

100000

Time to Failure (h)
b) Film thickness : 33-34 µm
3.0

AIW (45µm)

Voltage (kVp)

2.5

EI/AIW (43µm)
2.0

PEW (41µm)
No elongation
Size: 0.9mm Dia
( ): Coating film thickness

1.5

1.0

0.5
0.01

0.1

1

10

100

1000

10000

100000

Time to Failure (h)
c) Film thickness : 41-45 µm

図 3.3	
  各種汎用エナメル線の課電寿命特性（10 kHz 正弦波）
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Coating film thickness (µm)
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図 3.4	
  各種汎用エナメル線の皮膜厚と課電寿命特性の関係
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a) 1.13 kVp (0.8 kVrms) sine wave

b) 1.10 kVp Inverter surge

図 3.5	
  課電寿命試験後の皮膜の浸食状況 (AIW 34 µm)

皮膜の誘電率が低いほど，皮膜厚が厚いほど部分放電開始電圧(PDIV)は高い
ことが確認され，エナメル線の品種では PEW が最も高く，AIW が最も低い結
果となった。部分放電消滅電圧(PDEV)は PDIV より若干低い値となるが，品種，
皮膜厚による影響はほぼ同様である。
10 kHz 正弦波による課電寿命特性は，高電圧側ではエナメル線の品種による
差は認められないが，低電圧側では PDIV あるいは PDEV の高さによって寿命
が大きく異なる。すなわち，課電寿命は部分放電の有無によって，ほぼ決定さ
れていることが示唆される。
PEW の皮膜厚 47 µm のみ 11,700 h 課電しても破壊していないが，微弱な部分
放電の発生が僅かに確認されており，図 1.14 に示したように部分放電侵食が僅
かに発生していることから，部分放電がさらに継続すれば，絶縁破壊に至った
可能性を示唆する。
一方，エナメル皮膜の侵食形態は正弦波とインバータサージで異なることが
図 3.5 より判る。正弦波では広範囲に侵食が進むのに対し，インバータサージ
では局部的に侵食が進み，侵食形状が異なる。従って電圧や繰り返し回数が同
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じであっても，寿命時間については異なる可能性が示唆される。
課電寿命としては 10 kHz 正弦波よりインバータサージの方が長い傾向があ
る。これはキャリア周波数は正弦波と同じ 10 kHz になっているが，出力周波数
は 50 Hz であり，極性の反転回数は 10 kHz 正弦波の方が多いことが，主要因と
考えられる。
極性反転の周期のみから考えるとインバータサージの方が 200 倍の寿命とな
るはずであるが，皮膜厚が薄い場合にはほぼ等倍から数倍の寿命差となり，皮
膜厚が厚くなると数十倍から数百倍に寿命差が変わっている。このことから考
えると，インバータサージの場合は，部分放電が発生するのは極性反転時のみ
では無く，印加電圧が PDIV に対してかなり高い場合には，キャリア周波数毎
に発生する同極性パルスでも部分放電が発生し，PDIV に対して少し高い場合
には極性反転時を主体に部分放電が発生している可能性がある。その他 PDIV
を超える電圧が印加されている時間にも差があり，放電形成遅れ等の現象も放
電発生頻度に関連していると考えられる。

3.2.2	
  耐サージ線のインバータサージ及び正弦波印加による課電寿命特性
コロイド溶液混合法を用いて開発した耐サージ線と直接分散法を用いた従来
型の耐サージ線の 10 kHz 正弦波印加時の課電寿命特性を比較して図 3.6 に示す。
インバータサージ 1.1 kVp 課電時の課電寿命特性を表 3.2 に示す。なお，評価に
用いたサンプルは，第 4 章の図 4.1 と 4.2 及び図 4.6 と 4.7 に詳細を後述するエ
ナメル線を用い，ツイストペアサンプルに電圧印加した。課電寿命はプレ伸長
を加えない状態と，コイル巻のストレスに相当する 20 %の伸長をプレ伸長とし
て加えた状態を調査した。
またベースの有機絶縁材料の差を確認するため，コロイド溶液混合法を用い
て開発したナノコンポジットポリエステルイミド(NC-EIW)とナノコンポジッ
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トポリアミドイミド(NC-AIW)のシングルコートエナメル線についても同様に
調査した。その結果を図 3.7 に示す。
耐サージ線は汎用エナメル線に比べ，課電寿命が格段に長く，低電圧側では
数百倍から 1000 倍に達する。コロイド溶液混合法の耐サージ線は直接分散法の
耐サージ線に比べ寿命が良好であり，特に 20 %のプレ伸長を加えた場合には，
直接分散法の耐サージ線は寿命が悪化し，本研究のコロイド溶液混合法ナノコ
ンポジット材料の有効性が示された。20 %のプレ伸長を加えた後，印加電圧 1.1
kVp において，汎用エナメル線の 1000 倍以上の寿命となり，開発目標をクリア
した。
ベース絶縁材料の違いについては，ナノコンポジットポリエステルイミドと
ナノコンポジットポリアミドイミドの両サンプルにおいて，常態及び 20 %のプ
レ伸長負荷後ともに，汎用エナメル線の 1000 倍以上となり，開発目標をクリア
した。
インバータサージ印加時の課電寿命については，汎用エナメル線が 11.2 h に
対し，同様に良好な寿命を示したが，6,500 h で IGBT の絶縁破壊により，目標
の 1000 倍を確認することができなかった。
	
  3.2.1 項に前述の通り，インバータサージの場合はサージ電圧だけでなく，立
ち上り時間やパルス幅など種々の要因が課電寿命を決定する可能性があり，各
種のインバータサージ波形と部分放電の発生状況を把握しなければ，インバー
タサージ課電時の絶縁破壊現象を解明し，本研究の目的を達成することはでき
ない。そこで，種々のインバータサージ波形を制御•出力可能な電源の開発を行
った。
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図 3.6	
  耐サージ線の課電寿命特性 (10 kHz 正弦波)
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図 3.7	
  ナノコンポジットエナメル線の課電寿命特性
(シングルコートエナメル線による材料比較 10 kHz 正弦波)
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表 3.2	
  課電寿命特性 (1.1 kVp インバータサージ)
Samples
Items

Enameled
wire test

Inverter surge resistant wire

Developed wire
(KMKED-20E)

Conventional
wire

6500 h<

1886 h

General wire
(EIW-A)

Inverter surge voltage
endurance test life
Surge voltage: 1.1 kVp
Temperature: room temperature
Mechanical stress: 20 % elongation

11.2 h

Film thickness: 31 µm

3.3 インバータサージパルス発生装置の開発
インバータサージを模擬するため，直流の高圧電源出力を高速スイッチング
素子によって，立ち上がりの早い矩形波を出力させたのち，LR 共振回路にお
いてその矩形波上に各種の振動波形を重畳させることをコンセプトとし，図 3.8
に示すような回路を構築した。この抵抗 R とインダクタンス L を可変とするこ
とで，各種インバータサージ模擬波形を出力させた。
出力波形イメージを図 3.9 に示す。直流電圧及びサージ電圧を Zero to peak 値
でそれぞれ Vd，Vp と表記し，サージ倍率を Vp/Vd で示した。また立ち上がり
時間は Vp の 10 %から 90 %までの時間と定義した。パルス幅は Vd の半値幅を，
第 1 波目のパルス幅は Vp-Vd の半値幅であると定義した。さらに本装置におけ
るパルス発生周期，パルスの極性反転周期は，実際のインバータのキャリア周
波数，出力周波数の逆数に相当する。
スイッチング素子には立ち上がり速度を重視し FET を用いた。そして装置内
のケーブル類の引き回しなどを最適化することで浮遊インピーダンスの増加を
極力排除し，オーバーシュート無しの場合で約 60 ns の立ち上がりを実現した。
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装置の基本性能は，出力電圧が最大 5 kVp，出力周波数は 1～100 kHz であり，
これに L を 0～225 µH まで 4 段階，R を 0～1550 Ωまで可変とした共振回路を
付加することで直流に対するサージ倍率や立ち上がり時間を調整できるように
した。負荷される試料のインピーダンスにより，実際に印加される電圧波形は
変化するため，その都度実測する必要があるが，無負荷の場合の最終的な装置
性能は，サージ倍率は最大で約 1.8 倍，第 1 波のパルス幅は約 100 ns から 500 ns
まで，立ち上がり時間は約 60 ns から 400 ns となった。また出力パルスの極性
反転及びそのパルス回数を設定可能とし，より実際のインバータに近い波形の
出力を実現した。この回路に IEC 61934TS の繰返しインパルスにおける部分放
電開始電圧（RPDIV）測定(1)に対応した自動昇圧装置の付加や，キャリア周波
数と出力周波数表示などの改良を施し，インバータサージパルス発生装置を開
発した。インバータサージパルス発生装置の外観を図 3.10 に示す。

図 3.8	
  インバータサージ電源回路
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Voltage
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Surge rate : Vp / Vd
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Vp

1st pulse width

Time

Cycle of pulse
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Negative pulse number

Cycle of pulse polarity inversion
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図 3.9	
  インバータサージ電源の出力波形イメージ

図 3.10	
  インバータサージ発生装置の外観
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3.4 各種インバータサージ波形印加時の課電寿命特性
3.4.1	
  印加インバータサージ波形
開発したインバータサージ電源装置を用いて基本波形を発生させ，各種電圧
波形を印加した場合の課電寿命特性の測定を行った。実際に印加した電圧の基
本波形は 6 種類（A～F）であり，そのパラメータを表 3.3 に示す。また，図 3.11
にパルス幅 4μs の波形（A，C，E，F）を例示する。波形 A と E はサージ倍率
約 1.7 倍，パルス幅は 4 µs のインバータサージ波形であり，立ち上がり時間は
それぞれ 70 ns，230 ns，第 1 波のパルス幅はそれぞれ 120 ns，400 ns である。
波形 B，C 及び D はいずれも立ち上がり時間が 70 ns と急峻な立ち上がりの矩
形波パルス波形であり，パルス幅はそれぞれ 1 µs，4 µs，10 µs である。波形 F
は立ち上がり時間が 230 ns，パルス幅が 4 µs の矩形波パルス波形である。

表 3.3	
  基本電圧波形のパラメータ

Parameters
Voltage
waveforms
A
(Inverter surge)
B
(Rectangular pulse)
C
(Rectangular pulse)
D
(Rectangular pulse)
E
(Inverter surge)
F
(Rectangular pulse)

Pulse width
(µs)

Rise time
(ns)

4.0

1st pulse
width
(ns)

Surge rate
(times)

120

1.7

‐

‐

400

1.7

‐

‐

1.0
70
4.0
10.0

4.0

230
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1µs/div

1µs/div

Surge rate
: 1.7 times
Rise time
: 70ns
st
1 pulse width : 120ns

Rise time

Waveform A	
  (Inverter surge)

: 70ns

Waveform C (Rectangular pulse)

1µs/div

1µs/div

Surge rate
: 1.7 times
Rise time
: 230ns
1st pulse width : 400ns

Rise time

Waveform E (Inverter surge)

: 230ns

Waveform F (Rectangular pulse)

図 3.11	
  基本電圧波形
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3.4.2	
  課電寿命特性
課電寿命特性は絶縁破壊に至るまでの時間を寿命とし，その絶縁破壊の判定
は，電流増加と電圧降下を併用して行った。さらに絶縁破壊後に再度電圧を印
加し，放電有無による破壊確認を目視で行った。

（１）パルス幅の影響および周波数加速性の調査
	
  各出力周波数においてパルス幅の影響を測定した結果を図 3.12 に示す。また
図 3.12 を出力周波数と寿命の関係に変換し，図 3.13 に示した。印加電圧は図
3.11 および表 3.3 の波形 A，B，C，D（立ち上がり時間：70 ns）を基本とし，1
回毎に極性反転（出力周波数の 1 周期中に正負パルスがそれぞれ 1 回出力）す
る繰返しパターンで印加した。
	
  サンプルは汎用エナメル線 EI/AIW（ポリエステルイミド／アミドイミドダブ
ルコートエナメル線，φ0.9 mm，皮膜厚 33 µm）を JIS C 3003（エナメル線試
験方法）に準拠して作製したツイストペア試料を用いた。なお，本サンプルの
50 Hz 正弦波での部分放電開始電圧は 823 Vp であった。
低電圧側では寿命は周波数 f

-1

に比例しており，周波数加速性はパルス幅に

関係なくほぼ成立しているが，高電圧側では周波数が高いほど寿命が短くなる
傾向がある。高電圧では部分放電などにより図 1.15 に示したように発熱し，こ
れに伴って，より厳しい条件になっている。パルス幅と寿命に関連性はなく，
ほぼ同等の寿命となっている。パルス幅により放電形成遅れに伴う部分放電発
生確率に差が出る可能性があったが，今回の結果からはその影響は見られなか
った。このことから，立ち上がり部分だけで部分放電が発生していると考えら
れる。
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kHz

kHz

Waveform A
Waveform B
Waveform C
Waveform D

Hz

Voltage (kVp)

kHz

No elongation
Size: 0.9mm Dia.
Film thickness:33µm
Bipolar pulse

Time to Failure (h)
図 3.12	
  矩形波での各出力周波数におけるパルス幅の影響

Time to Failure (h)

1.0kVp
1.5kVp
2.0kVp
2.5kVp

No elongation
Size: 0.9mm Dia.
Film thickness:33µm
Bipolar pulse

Output frequency (kHz)
図 3.13	
  矩形波での課電寿命特性の周波数依存性
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（２）キャリア周波数と出力周波数の影響調査
	
  インバータでは各種周波数パラメータを変更し，モータを可変速運転する。
この周波数パラメータによりインバータサージによる部分放電の発生の仕方に
も大きな違いが出ると予想される。そこで図 3.11 Waveform C のパルス幅を 1 µs
に変更した基本波形 B を用い，図 3.9 の出力波形イメージに定義したキャリア
周波数と出力周波数を変更し，課電寿命特性を測定した結果を図 3.14 に示す。
パルス回数は出力周波数の 1 周期中に正極パルス及び負極パルスが出力された
回数を示す。例えば 100 kHz/1 kHz(50 回)の場合は，キャリア周波数が 100 kHz，
出力周波数が 1 kHz，正極パルスが 50 回出力された後，負極パルスが 50 回出
力されたことを示している。サンプルは前節と同様に汎用エナメル線 EI/AIW

Voltage (kVp)

のツイストペアを用いた。

100 kHz / 1 kHz (50 times)
10 kHz / 1 kHz (5 times)
2 kHz / 1 kHz (1 time)
20 kHz/ 10 kHz (1 time)
Carrier frequency / Output frequency
pulse number)

No elongation
Size: 0.9 mm Dia.
Film thickness:33 µm
Waveform B
Bipolar pulse

Time to Failure (h)
図 3.14	
  矩形波での課電寿命特性（キャリア周波数と出力周波数の影響）
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測定結果は，特に高周波において 1.5 kVp 以上では短い破壊時間であるが，
1.2 kVp 以下では比較的破壊時間が長くなると共に，出力周波数が 1 kHz と同じ
である 100 kHz/1 kHz(50 回)，10 kHz/1 kHz(5 回)，2 kHz/1 kHz(1 回)の破壊時間
が 1.2 kVp では約 11 時間，1.0 kVp では約 19 時間でほぼ一致していることが判
る。1.5 kVp 以上ではキャリア周波数，すなわちパルス発生周期に依存し，
1.2 kVp 以下では出力周波数，すなわち極性反転周期にほぼ依存しており，この
ことから 1.2 kVp 以下では極性反転時を主体に部分放電が発生している可能性
が示唆された。

（３）各種インバータサージパルスの影響調査
	
  次にキャリア周波数，出力周波数は一定として，基本波形の違いによる課電
寿命特性を測定した。キャリア周波数／出力周波数（パルス回数）は，それぞ
れ実機汎用インバータで最高レベルである 20 kHz/500 Hz/(20 回)とした。すな
わち, 基本波形 A，C，E，F を正極性で 20 回出力した後に極性反転し,負極性
で 20 回出力される。課電寿命特性の測定結果を図 3.15 及び 3.16 に示す。測定
に用いたエナメル線は汎用の EIW（ポリエステルイミド線）と AIW（ポリアミ
ドイミド線），耐サージ線としてコロイド溶液混合法ナノコンポジットを絶縁皮
膜に用いた NC-EIW（ポリエステルイミド／シリカナノコンポジット）と
NC-AIW（ポリアミドイミド／シリカナノコンポジット）の 4 種類を用い，サ
イズはいずれもφ0.9 mm，皮膜厚は 33 µm のエナメル線を用いた。
なお，耐サージ線における低電圧側の寿命は極めて長くなることから，低電
圧側での周波数加速性が図 3.13 でほぼ確認されていることから，1.2 kVp につ
いては，5 倍加速のキャリア周波数 100 kHz，出力周波数 2.5 kHz にて課電し，
絶縁破壊に至るまでの時間を測定した。
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EIW

NC-EIW

Waveform A
Waveform C
Waveform E

Voltage (kVp)

Waveform F

Frequency parameter
20 kHz / 500 Hz (20 times)
Carrier frequency / Output frequency
pulse number)

No elongation
Size: 0.9 mm Dia.
Film thickness:33 µm

Accelerated test

100 kHz / 2.5 kHz (20 times)

Time to Failure (h)
図 3.15	
  各種インバータサージ波形印加による課電寿命特性(EIW 系)
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NC-AIW

Waveform A
Waveform C
Waveform E

Voltage (kVp)

Waveform F

Frequency parameter
20 kHz / 500 Hz (20 times)
Carrier frequency / Output frequency
pulse number)

No elongation
Size: 0.9 mm Dia.
Film thickness: 33 µm

Accelerated test

100 kHz / 2.5 kHz (20 times)

Time to Failure (h)
図 3.16	
  各種インバータサージ波形印加による課電寿命特性(AIW 系)
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耐サージ線は NC-EIW，NC-AIW ともに汎用の EIW，AIW に比べて特に低電
圧側で寿命が大幅に延長されていることは，これまでと同様である。さらに
NC-EIW，NC-AIW においては，1.2 kVp 以下の電圧では寿命が極めて長いため，
実験は行っていないが，同様の寿命延長が期待される。
基本波形の形状による影響は，立ち上がり時間が速い，すなわち急峻である
方が寿命が短い傾向が認められ，その差は数倍程度である。またインバータサ
ージと矩形波パルスでの違いは高電圧側では明確な差は見られないが，低電圧
側ではパルスの方がサージの場合より寿命が短くなっており，有意差が確認さ
れる。

3.5 インバータサージパルス印加時の部分放電現象
3.5.1 部分放電検出回路の構築と開始電圧の測定
インバータサージ課電時の部分放電計測は，より精度の高い検出法の開発に
向けて研究が進められている(2)(3)。特にアンテナによる電磁波計測や光電子増
倍管による発光現象計測等の間接的計測は部分放電校正ができず，計測された
出力と IEC 60270 に定められている部分放電電荷量とに明確な相関性が得られ
ていないのが現状である。また高速スイッチングされるインバータサージ課電
の場合，部分放電波形を統計処理することは極めて困難な課題である。
一般に印加するインバータサージと部分放電の信号を分別することが難しい
が，この分別には差動方式が有効であると考え，図 3.17 に示すような差動方式
により，直接計測を試みた。差動方式についても高周波 CT を用いた方法(4)や
検出インピーダンスを用いた方法(5)などが報告されているが，これらを含めた
各種測定方法を検討した結果，1 GHz 帯域の高周波差動電圧プローブが最も S/N
比が良好であることを確認した。
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50 Hz 正弦波及び基本波形 A，C，E，F について測定を実施し，50 Hz 正弦波
については IEC 60270 に準拠した部分放電測定器（LEMKE LDD-5）と図 3.17
の測定回路を比較した。なお，50 Hz 正弦波と各種パルス波形での部分放電信
号の測定は，オシロスコープを用いて，同じ感度（同じ測定レンジ）で実施し
た。部分放電開始電圧を測定した結果を表 3.4 に示す。
50 Hz 正弦波での部分放電開始電圧を IEC 準拠 PD 測定器と本回路方式とに
おいて比較すると，やや IEC 測定器の方が高めの測定値を示し，AIW と NC-AIW
ではその差が大きい。IEC 測定器の検出感度が 100 pC であること，周囲ノイズ
を低減するため，狭帯域での測定を行っていること，材料による部分放電の出
方の差などが原因として考えられるが，本回路方式においても良好な検出感度
を有していることが判る。
一方，各種基本波形での部分放電開始電圧は，相対的に 50 Hz 正弦波におけ
る値よりも高い値を示し，インバータサージと矩形波パルスを比較するとイン
バータサージの方が 40～80 Vp 程度高く若干の違いがある。立ち上がり時間で
比較すると，70 ns と 230 ns で部分放電開始電圧には有意差は見られない。矩
形波パルスはパルス幅がいずれも 4 µs であるが，インバータサージは第 1 波目
のパルス幅はそれぞれ約 120 ns，約 400 ns と狭幅となっており，放電形成遅れ
の影響を受け部分放電開始電圧の差として測定されている可能性がある。
また，材質による部分放電開始電圧の差は 50 Hz 正弦波と矩形波パルスでは
比較的明確に現れているが，インバータサージでは差が少ない。急峻な立ち上
がりのインバータサージや矩形波パルスでの部分放電現象はパルス幅やサージ
倍率などが複雑に絡んでいる。電界分布の空間的・時系列変化を考慮した初期
電子発生確率などについては，現在も研究が進められている(6)。
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High-voltage
probe
(2000:1)

Generator

Digital oscilloscope (2.5 GHz)

Differential
voltage probe
(1 GHz)

図 3.17	
  差動方式部分放電測定回路

表 3.4	
  各種電圧波形印加による部分放電開始電圧

Item

Partial discharge inception voltage Vp) n=5
IEC 60270
style detector

PD measurement circuit shown in Fig. 3.17

(Sensitivity : 100 pC)

Sample

50 Hz sine wave

Inverter surge

Rectangular pulse

A

E

C

F

Polyester-imide / Silica
nano-composite enameled wire
(NC-EIW)

831

826

984

984

941

946

Polyamide-imide / Silica
nano-composite enameled wire
(NC-AIW)

810

758

984

978

902

902

Polyester-imide enameled wire
(EIW)

827

800

994

989

941

936

Polyamide-imide enameled wire
(AIW)

802

768

979

974

902

898
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3.5.2	
  課電寿命試験時の部分放電現象
	
  次に図 3.15 及び図 3.16 に示した各種印加波形による寿命の差異について，
部分放電発生状況に違いがあると考え，本方式での部分放電パルス波形観察を
行い，部分放電の発生状況から説明付けできないか検討することとした。部分
放電の測定は，NC-EIW をサンプルとし，課電寿命特性取得時と同じ条件下で
3.0 kVp と 1.2 kVp 印加時における基本波形 A，C，E，F それぞれについて行っ
た。その結果を図 3.18 に示す。
1.2 kVp 印加時と 3.0 kVp 印加時とを比較した全体的傾向は，先ず当然ながら，
3.0 kVp 印加時の部分放電の方が大きい。そして 3.0 kVp では，ほぼすべての印
加電圧パルス毎に部分放電が発生しているのに対し，1.2 kVp では印加電圧パル
スの極性反転時に多く発生していることがわかる。
3.0 kVp 印加時において基本波形 A と C で比較すると，部分放電の大きさで
見ると C の方が大きい部分放電パルスが多く発生しているが，散発的であるよ
うに見える。平均的な部分放電の電圧レベルで見ると，わずかながら A の方が
大きいか同等レベルにある。基本波形 E と F で比較すると，平均的な部分放電
パルスの電圧レベルは同等であるが，F の方が大きな部分放電パルスが極性反
転時に散発的に測定されている。立ち上がり時間の差として，A，C と E，F を
比較すると，立ち上がりの早い A，C の方が、部分放電パルス電圧は明らかに
大きい。3.0 kVp 印加時の課電寿命は A，C が短くなっていることから、これら
の部分放電パルス電圧レベルの違いと課電寿命と傾向的に合致していると言え
る。
1.2 kVp 印加時において基本波形 A と C で比較すると，C は極性反転時のみ
部分放電が測定されているが，A は同極パルスが印加されている間でも部分放
電が一部測定されており，サージパルスと矩形波パルスの違いが現れている。
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voltage wave (1.0V/div)

voltage wave (300mV/div)
2ms/div

2ms/div

Noise level

Noise level

Partial discharge puls e (500mV/div)

Partial discharge puls e (3.0V/div)

(a) Waveform A (3.0 kVp)

(b) Waveform A (1.2 kVp)
2ms/div

2ms/div

Noise level

Noise level

(c) Waveform C (3.0 kVp)

(d) Waveform C (1.2 kVp)
2ms/div

2ms/div

Noise level

Noise level

(e) Waveform E (3.0 kVp)

(f) Waveform E (1.2 kVp)
2ms/div

2ms/div

Noise level

Noise level

(g) Waveform F (3.0 kVp)

(h) Waveform F (1.2 kVp)

図 3.18	
  各種インバータサージ印加時の部分放電特性
- 83 -

部分放電パルス電圧レベルとしては矩形波である C の方が大きい傾向にあり，
3.0 kVp 印加時と同じ傾向である。基本波形 E と F で比較すると，同様に E で
は同極パルスでも部分放電が僅かに測定されており，F は極性反転時のみ測定
されて，サージパルスと矩形波パルスの違いが現れている。部分放電パルス電
圧の大きさは，C＞F＞A≧E の順であり，部分放電パルスの数でみると，
A＞E＞C＝F の順となっている。一方 1.2 kVp 印加時の課電寿命を見ると，
C＞F＞A≧E の順になっていることから，部分放電の大きさの方が，部分放電
の数よりも課電寿命に影響していることが判る。
この課電寿命の傾向は NC-AIW でも同様であり，有機／無機ナノコンポジット
による耐部分放電性向上というコンセプトから考えても，同様の部分放電に対
する皮膜侵食の進展が示唆される。

3.6 実機での課電寿命特性向上の検証
3.6.1	
  実機モータの課電寿命	
 
	
  2000 年よりナノコンポジットエナメル線を量産適用して約 10 年，これまで
の総生産量は 5,000 t を超え，あらゆる条件下で相当数のモータが使われている。
そしてサージによる絶縁破壊の防止に大きく寄与している。しかしながら，モ
ータの設計はモータの生涯を通して全ての条件下で部分放電の発生を許容して
いるのではない。この背景には，特に同相内で発生しうるインバータサージに
よる部分放電の検出が困難であることや長期使用に伴う絶縁劣化による部分放
電開始電圧の低下を想定することが困難であること，あるいはモータが設置さ
れる時の電源事情（実際に設置された時のサージ電圧を把握することが困難）
などがあるからである。
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表 3.5 は相間絶縁紙を入れずに加速試験を行った結果である。試料としては、
そ れ ぞ れ 下 層 に KMKED-20E で は ナ ノ コ ン ポ ジ ッ ト 材 料 NC-EIW を ，
KMKED-22A はナノコンポジット材料 NC-AIW を設け，上層に自己潤滑性のポ
リアミドイミドを設けた 2 層構造のエナメル線を用いた。結果は汎用線の寿命
の 1000 倍近いテストを行っても破壊に至っていないことが示されている。
一般には高い電圧が直接印加される相間には絶縁紙が挿入され，最も問題と
なるのは同相コイル内での絶縁破壊である。サージによる絶縁破壊の場合，汎
用エナメル線を使用したモータが絶縁破壊する場合のほとんどが，数ヶ月の稼
動の後に発生していることを踏まえると，ナノコンポジットエナメル線を適用
したモータ 20 年以上の寿命となる。これがモータ寿命向上の実績につながって
いるものと推測される。

表 3.5	
  実機モータの加速寿命試験結果（相間絶縁紙なし）

3.6.2	
  実機モータの寿命推定
	
  エナメル線の皮膜厚を変えた場合に実機モータにおける寿命推定を検討した
結果を図 3.19 に示す。1 種皮膜厚（31〜33 µm）の耐サージ性エナメル線を使
用し，相間紙を除いた実機モータにおいて，1.5 kVp のインバータサージが印加
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されたモータが試験数 N=3 ではあるが，20,000 時間の寿命を全うする結果が得
られた。一方 20 %のプレ伸長後のツイストペアサンプルに 10 kHz 正弦波を印
加した場合の寿命は，約 50 時間であり，約 400 倍の寿命差が確認された。また，
20 %のプレ伸長後のツイストペアサンプルに 10 kHz 正弦波を印加した場合は，
皮膜厚を 1 種皮膜厚から 0 種皮膜厚（43〜45 µm）にすると大幅に寿命が延び
ることが確認された。モータの生涯寿命を 20,000 時間とした場合，0 種皮膜厚
の場合には，およそ 2.0 kVp まで 20,000 時間の実機寿命を有する可能性が見出
された。

Around 2 kVp

Average endurance life (h)

20000

50

1.2

1.5

Voltage (kVp)
図 3.19	
  モータにおける課電寿命推定
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3.6.3	
  加工ストレスを加えた後の課電寿命特性
	
  モータ生産においては，近年のモータ小型・高効率化の動向とともに占積率
を向上するため狭いスロットの中に多くの電線を詰め込んだり，コイルエンド
成形を厳しくしたり，エナメル線には大きなストレスが加わるようになってき
た。そこでこれまで伸長ストレスを加えた後の課電寿命特性及び実機での寿命
延長効果は図 3.6，3.7 あるいは表 3.5 などで確認された。しかし厳しいコイル
成形条件の下では，さらにエナメル絶縁皮膜が巻線機の金属部分やコアなどと
強く接触してエナメル線の導体に至るまでの致命的損傷を受けることも稀に起
こりえる。このような使用環境を模擬し，ここでは故意に皮膜に傷をつけた場
合の課電寿命について調査した。
傷については図 3.20 のように，ツイストペアの片側の線に長さ 1 mm の導体
が露出するまでの傷をつけた。1 mm の傷であることから傷部の線間は隙間が
開いており，導体間距離にはほとんど変化がない状態である。
傷付きサンプルの課電寿命を図 3.21 に示す。傷付きサンプルにおいては，EIW，
NC-EIW ともに同様に課電寿命は低下しているが，傷を付けた NC-EIW の方が
傷なしの EIW に比し，寿命が長く維持していることから，実機コイル巻線工程
において今回の調査のような重大な損傷に至るようなストレスが万一加わった
としても，NC-EIW ならば寿命が維持できるものと考えられる。

Approx. １mm

図 3.20	
  傷付き試験サンプルの外観写真
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NC-EIW (No damaged

NC-EIW (Damaged)

EIW (No damaged)

EIW (Damaged)

Voltage (kVp)

Waveform A
Frequency parameter
kHz / 500Hz (20times)

Carrier frequency / Output frequency
pulse number)

Accelerated test

kHz / 2.5kHz (20times)

No elongation
Size: 0.9mm Dia.
Film thickness:33µm

Time to Failure (h)
図 3.21	
  傷付きサンプルの課電寿命特性

3.7 まとめ
第 3 章では，各種電圧パラメータの変更可能なインバータサージパルス発生
装置を開発し，ポリエステルイミドとポリアミドイミドベースのナノコンポジ
ット材料を適用した耐サージ線を試験試料として，各種サージ波形と課電寿命
特性の関係を検討した結果，下記の結論を得た。
(１) 課電寿命とパルス幅の関連性は小さく，ほぼ同等の寿命であった。また
周波数加速性は 1.5 kVp 以下の低電圧側では 500 Hz から 50 kHz の間でほぼ成
り立つことが判った。
(２) キャリア周波数と出力周波数を変更した実験では，1.2 kVp 以下の低電
圧側では課電寿命は出力周波数に依存することが判り，部分放電が極性反転時
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を主体に発生している可能性があることが示唆された。
(３) 各種電圧波形の課電寿命では，全ての波形においてナノコンポジットエ
ナメル線は汎用エナメル線に比べ長寿命であった。また基本波形の立ち上がり
が早いと寿命が短く，低電圧側ではインバータサージより矩形波パルスの方が
短寿命となる傾向があり，この傾向はいずれのエナメル線でも同様であった。
(４) 高周波差動電圧プローブを用いた部分放電検出回路を構築し，50 Hz 正
弦波の場合と同等の検出感度でインバータサージ及び矩形波パルス下の部分放
電を検出することができた。PDIV はいずれの波形も 50 Hz 正弦波より高い値を
示し，ナノコンポジットエナメル線は汎用エナメル線とほぼ同等であった。
(５) 部分放電パルスを視覚的に捉えた結果と課電寿命の関係を調査した結
果，放電パルスの大きさと数の両方が寿命に影響を及ぼしている傾向があるこ
とを確認した。また 1.2 kVp では部分放電が極性反転時を主体に発生している
ことが確認された。
(６) 相間絶縁紙フリーのモータテストやエナメル線の片側皮膜に傷をつけ
た場合においてもナノコンポジットエナメル線の大幅な課電寿命向上効果は維
持され，モータの品質向上に寄与していることが裏付けされた。
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第 4 章 耐サージ性エナメル線の一般特性と
熱／機械／化学的特性
4.1 まえがき
本章では，第 2 章で開発したナノコンポジット材料を絶縁層に用いた耐サー
ジ性エナメル線の JIS C 3003(1)に準じた一般特性及び実用上必要とされる，熱／
機械／化学的特性について述べる。
一般に汎用のエナメル線においては，5 %前後の伸長などの機械的ストレス
を加えた後，処理ワニスや溶剤，水などに接触するとクレージング現象 (2)(3)(4)
という配向の偏りにより生じ，目視で確認できるひび割れのような現象が発生
する。これを防ぐためには，伸長等の機械的ストレスによって生じたエナメル
皮膜の内部応力に対し，理想的には皮膜材料のガラス転移温度を超える温度で
応力緩和処理を行う必要がある。特にポリエステルイミド(PEI)エナメル線
(EIW)ではクレージングが発生しやすい材料であるため，一般的に PEI はシン
グルコートのエナメル線としてはほとんど用いられず，ポリアミドイミド(PAI)
などをその上層に設けた PEI／PAI ダブルコートエナメル線として適用されて
いることが多い。またコイル巻時に発生する傷などの抑制や占積率向上などの
目的で滑性皮膜を設けた自己潤滑エナメル線として使用されることも多い。
一方 PAI エナメル線(AIW)では，クレージングは発生しにくく，機械的特性
も良好であることから，シングルコートとして用いられることも多く，PEI と
同様に最外層に滑性皮膜を設けた自己潤滑エナメル線として使用されることも
多い。
このような汎用エナメル線の仕様を踏襲し，汎用エナメル線と全く同様に使
用可能な耐サージ線を開発することが本研究の目標であることから，汎用エナ
メル線と同じ尺度での評価を行なう。そこで，材料としての評価としてシング
- 91 -

ルコートエナメル線の比較評価と自己潤滑ダブルコートとしての比較評価を行
った。また，JIS 項目以外の特殊な特性についても若干触れる。
本章では，ポリエステルイミド／シリカナノコンポジット（ナノコンポジッ
トポリエステルイミド）エナメル線の特性を 4.2 節に，ポリアミドイミド／シ
リカナノコンポジット（ナノコンポジットポリアミドイミド）エナメル線の特
性を 4.3 節で述べる。

4.2 ナノコンポジットポリエステルイミドエナメル線の特性
4.2.1	
  エナメル線の構造
PEI は PAI をオーバーコートしたダブルコートエナメル線として用いられる
ことが一般的であるが，PEI／シリカナノコンポジット（以下，ナノコンポジッ
ト PEI あるいは NC-EI と略称する）材料のエナメル線としての材料特性を汎用
のポリエステルイミドエナメル線(EIW)と比較評価するために，シングルコー
トエナメル線を選定した。シングルコートエナメル線の構造を図 4.1 に示す。
また，前述の通り一般的には PEI のシングルコートエナメル線はほとんど用
いられず，実用的には PAI，自己潤滑 PAI などをオーバーコートして使われて
いる。またモータの小型高効率化に対応するため高占積率化が望まれているこ
とから，実際開発したエナメル線は，耐摩耗性に優れた変性 PAI を上層に設け
た構造になっている。新規開発した耐サージ性エナメル線（KMKED-20E）及
び直接分散法を用いた従来型の耐サージ性エナメル線と汎用の自己潤滑耐熱ダ
ブルコート（PEI／PAI）エナメル線(EIW-A)の構造を図 4.2 に示す。
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Polyester-imide / Silica
nano-composite

Polyester-imide

Conductor

Conductor

General Polyester-imide
enameled wire

Polyester-imide / Silica
nano-composite enameled wire

図 4.1	
  ナノコンポジットポリエステルイミドエナメル線の構造図
（シングルコートエナメル線）

Modified
polyamide-imide

polyamide-imide

Partial discharge resistant layer
Polyester-imide / Silica nano-composite

Conductor

General self-lubricated
polyamide-imide
Partial discharge resistant layer
polyester-imide
(Metal oxide including polyester-imide)

Conductor

Conductor

polyester-imide

Developed Inverter Surge
Resistant enameled wire
(KMKED-20E)

Conventional partial
discharge resistant wire
(direct dispersion method)

General self-lubricated
heat-resistant wire
(EIW-A)

図 4.2	
  耐サージ性エナメル線の構造図
（ナノコンポジットポリエステルイミドベース）
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4.2.2	
  ナノコンポジットポリエステルイミドエナメル線の一般特性
ナノコンポジット PEI 材料を用いたシングルコートエナメル線の一般特性を
JIS C 3003 に準じて評価した結果を表 4.1 に示す。なお，評価サンプルはいずれ
もφ0.9 mm，皮膜厚は 1 種（33 µm）のエナメル線を用いた。
汎用の EIW と比較すると，可とう性，耐熱衝撃性の限界値（20 %伸長後の合
格巻付け径）が僅かに劣るが，この水準は実用上全く問題ない。密着性におけ
るピール捻回回数も僅かに悪化しているが，160 ℃で 24 時間程度熱処理をする
と 10 %程度向上し，汎用 EIW とほぼ同等になり，これも全く問題が無いレベ
ルである。しかし，有機材料単独の場合と異なった挙動を示すことは留意して
おく必要があり，メカニズムも解明されていないため，今後の課題の一つであ
る。その他の特性については，同等である。

表 4.1	
  ナノコンポジットポリエステルイミドエナメル線の一般特性
Polyester-imide / Silica
nano-composite
enameled wire

General polyester-imide
enameled wire

33

33

No elongation

1d OK

1d OK

20% elongation

3d OK

2d OK

Jerk

OK

OK

Peel (times)

68

78

12.9

13.1

45

42

Breakdown voltage (kV)

12.6

13.1

Cut through temperature (ºC)

396

392

No elongation

1d OK

1d OK

20% elongation

3d OK

2d OK

Samples
Items
Coating film thickness (µm)
Flexibility

Adherence
Resistance to
abrasion

Thermal shock
resistance
(200ºC 1hr)

Unidirectional
(N)
Repeated
(times)

Test method : JIS C 3003
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4.2.3	
  耐サージ性ポリエステルイミドエナメル線の一般特性
NC-EI を用いて新規開発した耐インバータサージ性ポリエステルイミドエナ
メル線（KMKED-20E）の一般特性を JIS C 3003 に準じて評価した結果を表 4.2
に示す。なお，評価には同様にφ0.9 mm，皮膜厚は 1 種（33 µm）のエナメル
線を用いた。

表 4.2	
  耐インバータサージ性ポリエステルイミドエナメル線の一般特性
Samples
Items

Flexibility
(20% elongation)

Inverter Surge Resistant enameled wires
Developed wire
(KMKED-20E)

Entire layers

2

3d OK

Partial
discharge
resistant layer

2

3d OK

Conventional wire
(direct dispersion method)
2

3d OK

General selflubricated heatresistant wire
(EIW-A)
1

2d OK

8d OK

-

Unidirectional
(N)

14.2

13.7

13.7

Repeated
(times)

355

189

205

Coefficient of static friction

0.048

0.072

0.058

Breakdown voltage (kV)

11.5

11.0

11.5

Cut through temperature (ºC)

420

366

390

Partial discharge inception voltage
(Vp) 50Hz sine wave

827

730

823

1d OK

2d OK

1d OK

Resistance to
abrasion

Heat shock
resistance
(200ºC 1hr)

No elongation
20% elongation

2

3d OK

6d OK

1

2d OK

Varnish bonding strength (N)
(epoxy system varnish)

173

-

125

Thermal index (ºC)

200

-

200

	
  開発品の可とう性，耐熱衝撃性はシングルコート線同様に限界値（20 %伸長
後の合格巻付け径）においては汎用エナメル線に対して僅かに劣るが，実用上
全く問題ないレベルである。しかし，従来型の耐サージ線の可とう性，耐熱衝
撃性は，開発品に比べ大幅に劣っている。滑り性や耐摩耗性は良好であり，高
占積率化対応に好適である。一般的には滑り性と相反する処理ワニスとの接着
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性については，汎用の自己潤滑エナメル線より優れた結果になっている。特別
に変性した自己潤滑ポリアミドイミド(5)を採用したためである。他の特性につ
いては，同等である。

4.2.4	
  耐サージ性ポリエステルイミドエナメル線の他の特性
エナメル線を実用的に用いるために，一般特性以外の特性についても確認し
ておく必要がある。汎用のポリエステルイミド／ポリアミドイミドダブルコー
ト線をベースに自己潤滑性ポリアミドイミドを最上層に設けた，自己潤滑耐熱
ダブルコートエナメル線（EIW-A）が必要とされる特性について，開発した耐
サージ性エナメル線（KMKED-20E）の実力値を調査した一例を示す。

（1）耐熱寿命特性
表 4.2 に示した Thermal Index を求める上で，IEC 60172 に従って，240，260，
280 ℃の 3 温度で 1 kVrms での耐圧チェックを行い，アレニウスプロットによ
り 20,000 時間の耐熱温度を推測した結果を図 4.3 に示す。
結果としては 221 ℃となり，Thermal Index 200 ℃に対し，十分満足するレベ
ルとなった。

（2）熱劣化特性及びワニスとの相性特性
開発した耐サージ性エナメル線（KMKED-20E）の熱劣化特性及び処理ワニ
スとの相性を確認するため，220 ℃にて熱劣化した後の絶縁破壊電圧を調査し
た結果を図 4.4 に示す。なお，各種処理ワニスとの組み合わせを実施したが，
一例として不飽和ポリエステルワニスによる熱劣化特性の結果を示した。
結果としては汎用の EIW-A とほぼ同等の特性であり，実用的に問題ないこと
を確認した。
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200 ºC

100000

220 ºC

240 ºC 260 ºC 280 ºC 300 ºC

20000

Average endurance life (h)

10000

221 ºC

1000

Test method : IEC 60172
Developed wire
(KMKED-20E)
General wire
(EIW-A)

100

10
2.2

2.1

2.0

1.9

1.8

1.7

Temperature 1/T (x10-3 K-1)

図 4.3	
  耐熱寿命特性
16

16

14

14

12

12

10

10

8

8

6

KMKED-20E

4

KMKED-20E

4

EIW-A

2

220
WP-2820GN

6

220

EIW-A

2

0

0
0

200

400

600

800

0

200

400

図 4.4	
  220 ℃での熱劣化特性（ワニス処理有無）
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600

800

（3）耐溶剤・薬品性
開発した耐サージ性エナメル線（KMKED-20E）のその他の特性について調
査した結果を表 4.3～4.5 及び図 4.5 に示す。
結果としては，湿熱劣化（加水分解）性が汎用の EIW-A に対し僅かに劣り，
限界特性としては有意差が確認された。従って，密閉系のモータ等に適用する
際は多少考慮する必要があるが，実際の密閉モータでは水分の混入がないよう
厳しく管理されているため，実用的には全く問題ない。その他の耐溶剤，薬品，
フロン，耐クレージング性などは同等以上のレベルであり，問題ないことを確
認した。
以上の結果，湿熱劣化（加水分解）性において水分管理に考慮する必要はあ
るが，総合的に汎用の EIW-A とほぼ全く同様の使い方をしても問題ないと言え
る。

表 4.3	
  耐溶剤・薬品性（鉛筆硬度法）
皮膜硬度

試験項目
常態

供試料

耐油性

耐フロン性

耐薬品

耐溶剤性

H2SO4

NaOH

(比重1.2)

(1%)

キシレン

スチレン

2号絶縁油

R-22

(100℃-24ｈ)

(125℃-168ｈ)

(RT-24ｈ)

(RT-24ｈ)

(RT-24ｈ)

（60℃-0.5h）

(RT-24ｈ)

（60℃-0.5h）

KMKED-20E

7H

7H

7H

7H

7H

7H

7H

7H

7H

EIW-A

6H

6H

6H

6H

6H

6H

6H

6H

6H

鉛筆硬度法

備考

三菱uni使用
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表 4.4	
  耐油・フロン性及び課電耐水性

表 4.5	
  耐処理ワニスクレージング性
供試料

KMKED-20E

EIW-A

◎
△
△
○
◎
△
△
○
◎
◎
◎
◎
◎
◎
◎
◎
◎
◎
◎
◎
◎
◎
◎
◎

◎
△
△
○
△
×
×
○
◎
◎
◎
◎
◎
◎
◎
◎
◎
◎
◎
◎
◎
○
○
○

備 考

ワニス浸漬条件と伸長率

無溶剤系
ポリエステル

常温
5分浸漬

60℃
5分浸漬

溶剤系
アルキッド

常温
5分浸漬

60℃
5分浸漬

無溶剤系
エポキシ

常温
5分浸漬

60℃
5分浸漬

無伸長
3%
5%
7%
無伸長
3%
5%
7%
無伸長
3%
5%
7%
無伸長
3%
5%
7%
無伸長
3%
5%
7%
無伸長
3%
5%
7%
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試験方法 及び
ｸﾚｰｼﾞﾝｸﾞ判定基準
伸長直後
ワニス浸漬後
ｸﾚｰｼﾞﾝｸﾞ判定

発生頻度
◎：無し
〇：1個/10mm以下
△：1個/2〜3mm
×：1個/1mm程度
××：全面

14
12
10
8
6
4
2
0
0

10

20

30

図 4.5	
  湿熱劣化特性（100 ℃ 水 0.4 Vol%）

4.3 ナノコンポジットポリアミドイミドエナメル線の特性
4.3.1	
  エナメル線の構造
ポリアミドイミド（PAI）はシングルコートエナメル線として使用されるこ
とも多く，汎用ポリアミドイミド線（AIW）とポリアミドイミド／シリカナノ
コンポジット（以下，ナノコンポジットポリアミドイミドあるいは NC-AI と略
称する）材料を適用したシングルコートエナメル線（NC-AIW）を比較評価し
た。ナノコンポジットポリアミドイミドシングルコートエナメル線（NC-AIW）
の構造を図 4.6 に示す。また高占積率対応のため耐摩耗性に優れた自己潤滑変
性ポリアミドイミドを上層に設けた耐サージ性ポリアミドイミドエナメル線
（KMKED-22A）と汎用の自己潤滑ポリアミドイミドエナメル線（AIW-A）の
構造を図 4.7 に示す。
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Polyamide imide / Silica
nano-composite

Polyamide-imide

Conductor

Conductor

Polyamide-imide / Silica
nano-composite enameled wire
(NC-AIW)

General Polyamide-imide
enameled wire
(AIW)

図 4.6	
  ナノコンポジットポリアミドイミドエナメル線の構造図
（シングルコートエナメル線）

Modified self-lubricated
polyamide-imide

Modified self-lubricated
polyamide-imide
polyamide-imide

Partial discharge resistant layer
Polyamide-imide / Silica nano-composite

Conductor

Conductor

Developed Inverter Surge Resistant
polyamide-imide enameled wire
(KMKED-22A)

General self-lubricated
polyamide-imide wire
(KMK-22A)

図 4.7	
  耐サージ性エナメル線の構造図
（ナノコンポジットポリアミドイミドベース）
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4.3.2	
  ナノコンポジットポリアミドイミドエナメル線の一般特性
ナノコンポジットポリアミドイミド材料を用いたシングルコートエナメル線
（NC-AIW）の一般特性を JIS C 3003 に準じて評価した結果を表 4.6 に示す。な
お，評価サンプルはいずれもφ0.9 mm，皮膜厚は 1 種（33 µm）のエナメル線
を用いた。
汎用のポリアミドイミド線（AIW）と比較すると，全ての特性において同等
以上となっており，実用上全く問題ないことが確認された。

表 4.6	
  ナノコンポジットポリアミドイミドエナメル線の一般特性
Samples

Polyamide-imide / Silica
nano-composite
enameled wire
(NC-AIW)

General polyamide-imide
enameled wire

33

33

No elongation

1d OK

1d OK

20% elongation

2d OK

2d OK

Jerk

OK

OK

Peel (times)

65

68

Unidirectional (N)

14.1

14.0

Repeated (times)

355

349

13.0

12.7

804

801

446

422

No elongation

1d OK

1d OK

20% elongation

2d OK

2d OK

Items
Coating film thickness (µm)
Flexibility
Adherence
Resistance to
abrasion

Breakdown voltage (kV)
Partial discharge inception voltage (Vp)
50Hz sine wave

Cut through temperature (ºC)
Heat shock
resistance
(240ºC 1hr)

(AIW)

Test method : JIS C 3003

4.3.3	
  耐サージ性ポリアミドエナメル線の一般特性
ナノコンポジットポリアミドイミドを用いて新規開発した耐サージ性エナメ
ル線（KMKED-22A）の一般特性を JIS C 3003 に準じて評価した結果を表 4.7
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に示す。なお，評価には同様にφ0.9 mm，皮膜厚は 1 種（33 µm）のエナメル
線を用いた。
	
  開発品の一般特性は，汎用の自己潤滑ポリアミドイミドエナメル線（AIW-A）
に対し，全ての特性において同等以上となっており，実用上全く問題ないこと
が確認された。またナノコンポジットポリエステルを用いた耐インバータサー
ジ性エナメル線（KMKED-20E）と同様の特別に変性した自己潤滑ポリアミド
イミド(5)を採用していることから，滑り性と耐摩耗が良好な結果となった。

表 4.7	
  耐サージ性ポリアミドエナメル線の一般特性
Samples

Inverter Surge Resistant
polyamide-imide wire
(KMKED-22A)

General self-lubricated
polyamide-imide
enameled wire
(KMK-22A)

33

33

No elongation

1d OK

1d OK

20% elongation

2d OK

2d OK

15.4

15.3

1000<

1000<

Coefficient of static friction

0.047

0.046

Breakdown voltage (kV)

12.7

12.8

Cut through temperature (ºC)

440

424

No elongation

1d OK

1d OK

20% elongation

2d OK

2d OK

220

220

Items
Coating film thickness (µm)
Flexibility
Resistance to
abrasion

Heat shock
resistance
(240ºC 1hr)

Unidirectional (N)
Repeated (times)

Thermal index (ºC)
Test method : JIS C 3003

4.3.4	
  耐サージ性ポリアミドイミドエナメル線の他の特性
エナメル線を実用的に用いるために，4.2.4 項と同様に，ポリアミドイミドエ
ナメル線及び自己潤滑ポリアミドイミドエナメル線として，必要とされる一般
特性以外の特性を確認した。その結果の一例を示す。
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（1）耐熱寿命特性
	
  IEC 60172 に従って， 260，280，300 ℃の 3 温度で 1 kVrms での耐圧チェ
ックを行い，アレニウスプロットにより 20,000 時間の耐熱温度を推測した結果
を図 4.8 に示す。耐熱寿命特性においては高温側での寿命は AIW に比し
NC-AIW の方が長く，温度が低くなるにつれてその差は小さくなるが，最終的
に 20,000 時間では AIW とほぼ同等の 234 ℃となった。Thermal Index 220 ℃に
対し，十分満足するレベルとなった。

C

100000

C

C

C

C

Life (h)

10000

1000
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図 4.8	
  耐熱寿命特性
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1.7

1.6

（2）熱劣化特性
	
  ツイストペア試料において，280 ℃と 300 ℃において規定時間熱劣化させた
後，絶縁破壊電圧を測定した。熱劣化後の絶縁破壊電圧を図 4.9 に示す。
	
  熱劣化後の絶縁破壊電圧は AIW に比べ NC-AIW の方が高い値を示し，高温
での熱劣化に強いことを確認した。有機／無機のコンポジット化による体積維
持効果(6)が作用していると考えられる。

（3）耐含水 ATF 性
ポリアミドイミドエナメル線は近年，HEV/EV の駆動モータ用として，需要
が急激に拡大している。HEV 駆動モータはオートマチックミッションと組み合
され，オートマチックオイル（オートマチックトランスミッションフルード：
ATF）中で油冷される構造のものが多い。そこで，開発した耐インバータサー
ジ性ポリアミドイミドエナメル線（KMKED-22A）の耐 ATF 性について調査し
た結果の一例を図 4.10 に示す。なお，ATF については多くの種類があり，ベー
スオイル（鉱物油系か合成油系か）や添加剤（特に硫黄系添加剤の添加が多い
場合は絶縁劣化が著しい）や水分量及び環境（密閉系か解放系か）などによっ
て，特性が大きく異なるため，ここでは現在量産されている HEV に用いられ
ている ATF である WS JWS 3324 を用いて，ATF に対して水を 0.5 wt%添加した
後，ガラス管で完全密封した状態で，環境的にはかなり厳しい 150 ℃での劣化
を行なった。
その結果，耐インバータサージ性ポリアミドイミドエナメル線（KMKED-22A）
は，汎用のポリアミドイミドエナメル線（KMK-22A）より耐 ATF 性が良好で
あることが判った。従って，HEV/EV などの駆動モータ用にも十分に適用が可
能であると判断される。
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図 4.9	
  熱劣化後の絶縁破壊電圧特性
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図 4.10	
  耐含水 ATF 劣化後の絶縁破壊電圧特性（150 ℃ 水 0.5 wt%）
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（4）耐加工性
ポリアミドイミドエナメル線はコイル巻する際の加工に対する機械的特性に
優れている。特に近年，モータの小型化のため，モータコイルのコイルエンド
部に強いプレス成形を加える場合が多くなってきており，ポリアミドイミドエ
ナメル線と同様に使うためには，機械的特性についても確認する必要がある。
コイル巻時は一定の張力が加わるため，エナメル線の伸長を伴う。その中で，
ノズルやインサータブレード等との接触が有るため，引っ掻き傷が発生するこ
とがある。またコイル成形においては局部的にはエナメル線が重なり合って極
端に潰れることがある。このような状態の模擬評価として，過大な機械的負荷
を加えて試験を実施した。その結果を図 4.11～図 4.13 に示す。なお，試験サン
プルはφ0.82 mm の 0 種皮膜厚（皮膜厚 44 µm）のサンプルで行った。

KMKED-22A
KMK-22A

図 4.11	
  10 %伸長後の一方向摩耗の度数分布
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図 4.12	
  プレス成形時の変形量と絶縁破壊電圧
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図 4.13	
  巻線機ノズル通過回数と絶縁破壊電圧
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8

結果としては，通常想定されるコイル巻，成形ストレスを超える高いストレ
スを加えても絶縁破壊電圧の低下は，汎用の自己潤滑ポリアミドイミドエナメ
ル線（KMK-22A）と同等に良好であることを確認した。

4.4 まとめ
本章では，先ずエナメル線としての材料評価として，ナノコンポジットポリ
エステルイミド材料及びナノコンポジットポリアミドイミド材料を適用したシ
ングルコートのエナメル線（NC-EIW 及び NC-AIW）の一般特性を調査した。
次いで，高占積率化に対応した自己潤滑層仕様の耐サージ性ポリエステルイミ
ドエナメル線（KMKED-20E）及び耐サージ性ポリアミドイミドエナメル線
（KMKED-22A）の熱／機械／化学的特性に注目して評価を行い，以下の結果
を得た。
（1）ナノコンポジットポリエステルイミドを適用したシングルコート線
（NC-EIW），耐サージ性ポリエステルイミドエナメル線（KMKED-20E）とも
に，一般特性は汎用のエナメル線と同等の良好な特性であることを確認した。
（2）耐サージ性ポリエステルイミドエナメル線（KMKED-20E）は，耐加水
分解性において，僅かに汎用エナメル線に対し劣ることが確認された。従って，
密閉モータへの適用においては，水分の混入管理が必要であると考えられる。
（3）ナノコンポジットポリアミドイミドを適用したシングルコート線
（NC-AIW），耐サージ性ポリアミドイミドエナメル線（KMKED-22A）ともに，
一般特性は汎用のエナメル線と同等あるいは同等以上の良好な特性であること
を確認した。
（4）耐サージ性ポリアミドイミドエナメル線（KMKED-22A）は，特殊環境
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で用いられるモータを模擬した過酷な特殊試験においても，汎用のエナメル線
と同等に良好であることを確認した。
（5）以上のことから，ナノコンポジットエナメル線は，熱／機械／化学的特
性において，無機粒子の分散による特性低下などの弊害が見られず，特性良好
であることを確認した。
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第 5 章 分子動力学シミュレーションを用いた
粒子分散メカニズムの検討
5.1 まえがき
近年，ナノコンポジット材料の研究が盛んに行われており，ナノコンポジッ
ト材料の作製方法においては，直接分散法，層間挿入法など種々の方法が開発，
実用化されている(1)(2)。ナノコンポジット材料においては，ナノ粒子の分散状
態や界面状態がその性能を左右するため，界面状態の理論的解析に関する研究
も進められている。ポリマーナノコンポジットにおいてはマルチコア界面モデ
ル(3)などが提唱され，材料物性についての解析は進んでいる。
一方，何故均一分散するのかという分散メカニズムに関する研究については，
あまり進んでいないのが現状である。しかし，ナノコンポジット材料の工業化
の観点から，また新規材料を開発する場合において，分散メカニズムに基づい
た分散性制御を行うことはきわめて重要である。
前章までにおいて，コロイド溶液混合法ナノコンポジット材料における耐部
分放電性の飛躍的向上と機械的特性との両立に成功した。このコロイド溶液混
合法ナノコンポジット材料は絶縁塗料においてコロイド状態を作り出して均一
な無機粒子を分散させるというものであり，コロイド粒子の分散・凝集挙動の
解釈として用いられる DLVO（Derjaguin-Landau-Verwey-Overbeek）理論 (4)(5)(6)
に基本的には従うと考えられる。しかし，1.8 項に前述した通り，DLVO 理論
では有機溶媒分散系や高充填系は考慮されていないことから，その分散メカニ
ズムの解明が技術課題として残っていた。第 2 章に示した通り，シリカ分散媒
の選定だけでなく，ベースレジンの化学構造，そしてそれらの組み合わせまで
もがシリカの分散に影響を及ぼすことが判ってきた。すなわち，混在する多く
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の材料の相互作用，材料表面のエネルギー状態，さらにはブラウン運動などが
複雑に絡み合っており，このような系のメカニズム解析には，分子動力学を用
いたエネルギー的安定状態を解析することが適切であると考えられる。
近年の地球シミュレータなどに代表されるスーパーコンピュータの性能向上
に伴い，材料を高性能化するための計算機シミュレーション技術が急速に進ん
でいる。原子モデルの分子動力学シミュレーションを用いて薄膜界面の剥離強
度を計算し，密着性の高い材料を開発した例(7)(8)や，粗視化モデルの分子動力
学シミュレーションを用いたナノコンポジットの物性値を推測した例(9)(10)もあ
り，研究が盛んである。このようなシミュレーション技術の発達により，分子
動力学シミュレーションによって，このコロイド溶液混合法ナノコンポジット
塗料の分散メカニズムを解明できる可能性が出てきた。
そこで第５章ではポリアミドイミド／シリカナノコンポジット塗料を例にと
って，分子動力学シミュレーションを用いた粒子分散メカニズムについて検討
した結果を述べる。

5.2 分子動力学シミュレーションの計算手法
分子動力学は，電子が従う量子力学の基礎方程式（シュレーディンガー方程
式）と原子が従う古典力学の基礎方程式（ニュートンの運動方程式）を解くこ
とによって，エネルギー的に安定な状態を計算する。高分子材料の物性値を解
析する上では，一定の大きさの原子団を一つのユニットとみなして解析する	
 
粗視化モデルを用いている例(9)(10)が多いが，コロイド溶液混合法の解析には，
より細かな界面付近の情報が必要と考え，原子モデルを用いて解析した。原子
モデルの分子動力学を用いてエネルギー的に安定的な状態を解析することで，
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シリカ表面とそれを取り巻く複数の物質がどのような化学構造であるか，ある
いはシリカとどのような位置関係にあれば電気二重層を形成して，van der
Waals 引力に打ち勝てる斥力を生み出すのかが判り，ポリマーの構造や溶媒，
分散媒の種類などを見極めることができるものと考えられる。
本計算手法では，式[1], [2](11)(12)に基づき，原子の接合状態及び分離状態にお
いてエネルギー的に平衡状態になるまでのエネルギー緩和計算を行った。

mid2r i/dt2 = -∂UT/∂r i

[1]

UT = ∑i<j uij +∑iφi

[2]

ここで，UT はポテンシャルエネルギーの総和を表すもので，原子間相互作用
エネルギーuij の総和と自己エネルギーφi の総和から計算される。mi は原子 i の
質量を示す。また ri は位置ベクトルを示し，計算は 3 次元で行った。本解析に
おける計算手順を図 5.1 に示す。先ず物質同士を接触させ，式[2]のポテンシャ
ルエネルギーが一定の値に収束し，エネルギー的に安定な状態になるまで式[1]
に基づいて緩和計算を行う。こうして得られた状態は接触状態 a)である。次に
この接触状態において，異種物質間の相互作用を消去し，再び式[2]のポテンシ
ャルエネルギーが一定の値に収束し，エネルギー的に安定な状態になるまで式
[1]に基づいて緩和計算を行う。この状態が分離状態 b)である。異種物質間の界
面密着強度を表す剥離エネルギーV は，接触状態のポテンシャルエネルギーと
分離状態のポテンシャルエネルギーの差として算出される。また全てのポテン
シャルエネルギーが収束する状態が，その系において最もエネルギー的に安定
な状態である。
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これにより得られた界面のエネルギー状態を，シリカ粒子 4 個を存在させた
マクロ解析に導入することによって，シリカ粒子の安定状態が接触状態にある
のか，分離状態にあるのかが判る，すなわちシリカが凝集するか否かを判定で
きる。なお，解析には多くの演算を行うことから，(株)日立製作所製のスーパ
ーコンピュータ SR11000 を用い，0.1T FLOPS のマシンで 1 ケースあたり 3 週
間の計算時間を要した。

Interconnect material
(Solvent)
connecting

Underlay material
(Silica)

Equilibration
a) Material-connected state

Equilibration

Adhesive fracture energy
V=UT2-UT1

UT1

Eliminate the interlayer
interaction between
different materials

UT2

b) Material-separated state

図 5.1	
  分子動力学シミュレーションの計算手順

5.3 解析サンプルの選定
ポリアミドイミド／シリカナノコンポジット（NC-AI）塗料を開発(13)(14)する
中で，明確に分散する組成としない組成が存在することがわかっている。そこ
で NC-AI 塗料について分子動力学シミュレーションを行った。
分散状態に関しては，粒度分布を測定し定量的に判断すべきである。そこで，
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一般的なレーザ回折法や X 線小角散乱法，超音波減衰分光法などにより検討を
行ったが，本解析サンプルのような樹脂とナノ粒子のナノコンポジット塗料に
おける粒度分布の定量的解析は容易ではない。可視光波長の約 1/10 以下の粒子
によって起こるレイリー散乱の式(15)から，散乱係数は粒子径の 6 乗に比例する
ことが知られており，粒子径が小さければ小さいほど透明性を呈する。本解析
サンプルでは 10 nm の粒子を用いており，可視光波長に対し十分に小さいため，
透明性を有する。ただし透明性は樹脂や溶媒，粒子の材質によっては吸収する
波長があることから，一概には判断ができない。この系のサンプルにおいては，
30 nm 程度から白濁することを経験的に確認している。
NC-AI 組成について，表 5.1 に示すようにポリアミドイミド（AI）樹脂とし
ては汎用タイプと新規開発の共重合タイプ，AI 塗料の溶媒およびシリカの分散
媒としては汎用的に用いられる NMP と新規に開発した低吸湿溶媒，夫々の組
み合わせで 3 種類の NC-AI 塗料を選択した。具体的には No.1 は NMP 溶媒を用
いた汎用 AI に NMP 分散シリカゾルを混合して作製したもの（汎用 AI /NMP/
シリカ/NMP の組み合わせ）であり，実際の塗料は白濁し分散状態は悪かった。
No.2 は新規低吸湿溶媒を用いた汎用 AI に NMP 分散シリカゾルを混合して作製
したもの（汎用 AI/新規低吸湿溶媒/シリカ/NMP の組み合わせ）であり，実際
の塗料は白濁し分散状態は同様に悪かった。No.3 は新規低吸湿溶媒を用いた共
重合 AI に新規低吸湿溶媒分散シリカゾルを混合して作製したもの（共重合 AI/
新規低吸湿溶媒/シリカ/新規低吸湿溶媒の組み合わせ）であり，本塗料は透明
で分散状態は良好であり，安定性も良好であった。また，No.1 及び No.2 に用
いた NMP 分散シリカゾルと No.3 に用いた新規低吸湿溶媒分散シリカゾルはい
ずれも透明で分散状態は良好であり，安定性も良好であった。
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表 5.1	
  ナノコンポジットポリアミドイミド塗料の組成
Sample
No.1

No.2

No.3

Items
Polyamide
-imide
Varnish

Base polymer
Solvent

Conventional polyamide-imide
NMP

New low hygroscopicity solvent
Amorphous silica
(approx. 10 nm)

Inorganic material
(discreet particle size)

Organo
silica sol

Dispersion solvent

transparency)

Stability

Nanocomposite
Varnish

Appearance
Stability

New low
hygroscopicity
solvent

NMP

Appearance

State

Coplyamideimide

over 6 months)
Non-Newtonian
fluid

Newtonian fluid

white turbidness)

transparency)

(aggregation)

over 6 months)

5.4 分子動力学シミュレーションによる界面近傍モデル解析
5.4.1	
  オルガノシリカゾルの界面近傍モデル解析
コロイド溶液混合法ナノコンポジットは，オルガノシリカゾルがその分散状
態に大きく寄与する。そこで，先ずオルガノシリカゾルにおけるシリカ粒子界
面の分子状態を解析した。表 5.1 に示す通り，用いたオルガノシリカゾルは NMP
タイプと新規低吸湿分散媒タイプの 2 種類である。解析は分子数 100 万個分を
夫々の配合比分だけ存在させ，分子動力学シミュレーションを行った。以下で
は，結果を図示する際に，解析モデル全体を表示することができないため，一
部分を切り出して表示する。シミュレーション結果を図 5.2 に示す。
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NMP 分散シリカゾルは NMP がシリカ表面を覆い，NMP をシリカ表面から取
り去るときに必要な剥離エネルギーは 0.133 J/m2 であった。一方，新規低吸湿
溶媒分散シリカゾルは，新規低吸湿溶媒を構成する複数の溶媒の内，酸素原子
を持つ溶媒がシリカの表面を覆っており，その剥離エネルギーは 0.151 J/m2 で
あり，NMP シリカゾルの剥離エネルギーより大きく，より強くまとわり付いて
いることが判る。この一つの理由としては，シリカ表面の OH と溶媒の酸素が
水素結合をつくる可能性が考えられる。

C atom

H atom

N atom

O atom

NMP

Silica

O atom

Si atom

a) No.1 及び No.2 (NMP 分散シリカゾル)

H atom

O atom

C atom

N atom

New low
hygroscopicity
solvent

Silica

O atom

Si atom

b) No.3 (新規低吸湿溶媒分散シリカゾル)
図 5.2	
  オルガノシリカゾルの界面モデルのシミュレーション結果
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5.4.2	
  ナノコンポジット塗料の界面近傍モデル解析
同様にポリアミドイミド樹脂溶液とオルガノシリカゾルを混合した塗料にお
いて分子動力学シミュレーションを行った。シミュレーション結果を図 5.3 に
示す。
No.1（汎用 AI/NMP/シリカ）は，シリカ表面を NMP がランダムな配向を持
って覆っており，その剥離エネルギーは 0.0827 J/m2 であった。No.2 （汎用 AI/
新規低吸湿溶媒/シリカ）では，低吸湿溶媒の 1 成分である酸素原子を持つ溶媒
がシリカ表面に向かって酸素原子を向けて覆っており，その溶媒とシリカの剥
離エネルギーは 0.106 J/m2 であった。No.3（共重合 AI/新規低吸湿溶媒/シリカ）
では，No.2 と同様に酸素原子を持つ溶媒がシリカ表面に向かって酸素原子を向
けて覆っているが，その溶媒とシリカの剥離エネルギーは 0.178 J/m2 と大きな
値を示した。
このようにベースポリマーが汎用 AI から共重合 AI に代わることによって，
相互作用に変化が生じ，酸素原子を含む溶媒がよりしっかりとシリカ表面にま
とわり付いていることを示唆する結果となった。
これらの一つの理由としては，汎用 AI はπ-π相互作用によりベンゼン環が
ずれて重なった構造を持ち，シリカ表面と汎用 AI 分子間，すなわち溶剤が存
在する部分に隙間ができているのに対して，共重合 AI は配向が複雑でベンゼ
ン環が重なりにくく，隙間ができにくくなっている。このため、溶媒が熱振動
などでゆらぐことなくシリカ表面を覆い，剥離エネルギーが高くなっている可
能性が考えられる。
すなわち，シリカ表面を取り巻く溶媒の種類だけでなく，ポリマーの構造自
体がシリカの分散性に寄与している可能性がある。
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O atom

N atom

H atom
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Conventional
Polyamide
-imide
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Silica
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O atom

a) No.1 (汎用ポリアミドイミド/ NMP/シリカ)
H atom

C atom

O atom

N atom

Conventional
polyamideimide
New low
hygroscopicity
solvent
Silica

H atom

Si atom

O atom

b) No.2 (汎用ポリアミドイミド/新規低吸湿溶媒/シリカ)
H atom

O atom

N atom

C atom
Copolyamideimide
New low
hygroscopicity
solvent
Silica

H atom

O atom

Si atom

c) No.3 (共重合ポリアミドイミド/新規低吸湿溶媒/シリカ)
図 5.3	
  ナノコンポジット塗料の界面モデルのシミュレーション結果
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5.5 ブラウン運動を考慮したマクロ解析
界面状態においては有意差があることは確認されたが，これがシリカの分
散・凝集に対してどの程度寄与しているのかが解明されていない。そこで
約 55 nm×35 nm×35 nm の範囲に粒径 10 nm のシリカを 4 個存在させ，それに
相当した AI ポリマーや溶媒を配合比相当分入れた状態で，ブラウン運動を模
擬するために，各原子にボルツマン分布を持つ速度分布を乱数で与えた(16)。こ
れにより，シリカはランダムなブラウン運動をし，互いに近づいたり離れたり
を繰り返すと考えられる。4 個のシリカが 4 隅から中央に近づき始めた瞬間を
時刻 0 として，その後の挙動を解析することにした。なお，シリカの奥行き方
向の位置は中央部（17.5 nm）に配置した。本解析においては，計算機能力の関
係から，400 ℃まで系の温度を上げてブラウン運動を活発化させ，0 から 0.4 µs
間の挙動解析を行った。その間，溶媒の揮散や硬化反応などの要因は無視した。
解析は 3 次元で行っているため，奥行き方向に多くの分子が存在するため，
表面からはシリカ粒子が見えなくなってしまうという表示上の問題があった。
シリカ粒子の挙動を確認するためには奥行き方向の断面を見る必要がある。そ
こで初期，0.1 µs，0.2 µs，0.3 µs，0.4 µs 後の状態で止めた解析画像を取り出し，
シリカ粒子の前面にある分子を消去して断面状態が見えるように表現上の作業
を行った。そしてシリカ粒子の粒子間距離を算出し，グラフ化した。

5.5.1	
  オルガノシリカゾルのマクロ解析
オルガノシリカゾルのマクロ解析結果を No.1 に用いた NMP 分散シリカゾル
を例にとって図 5.4 に示す。また上 2 つのシリカに着目し，その粒子間距離を
計算した結果を図 5.5 に示す。オルガノシリカゾルにおいては，NMP 分散タイ
プ，新規低吸湿分散媒タイプのいずれもシリカ粒子はブラウン運動で振動しな
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がら近づき，約 0.2 µs 後に最接近するものの，その後離れている。すなわち，
シリカ粒子は近い距離のところに安定位置が無く，離れている状態の方がエネ
ルギー的に安定で，0.4 µs 以降もブラウン運動で接近することがあっても，再
び離れるということを繰り返すことが予想される。従っていずれのシリカゾル
も半永久的に凝集せず，単分散状態を保持することが示唆される結果となった。

Approx. 35nm

Approx. 55nm

Silica

a) 0µs

b) 0.1µs

c) 0.2µs

d) 0.3µs

	
  	
  	
  	
  d) 0.4µs
図 5.4	
  オルガノシリカゾルのマクロ解析結果（NMP 分散シリカゾル）
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Distance between silica particles (nm)

No.1 (NMP dispersed silica sol)
No.2 and 3 (New low hygroscopicity solvent dispersed silica sol)

Elapsed time (µs)
図 5.5	
  オルガノシリカゾル中のシリカ粒子間距離

5.5.2	
  ナノコンポジット塗料のマクロ解析
ナノコンポジット塗料のマクロ解析において，凝集した例として No.1（汎用
AI/NMP/シリカ），凝集しない例として No.3（共重合 AI/新規低吸湿溶媒/シリカ）
について図 5.6 及び図 5.7 にそれぞれ示す。また同様に上 2 つのシリカに着目
し，シリカの粒子間距離を計算した結果を図 5.8 に示す。
No.1（汎用 AI/NMP/シリカ）及び No.2（汎用 AI/新規低吸湿溶媒/シリカ）で
は，シリカ粒子は同様にブラウン運動で振動しながら近づき，0.2 µs 以降は粒
子が近接したままの状態となった。従って近接している状態がエネルギー的に
安定であると考えられ，凝集することが示唆される。それに対し，No.3（共重
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合 AI/新規低吸湿溶媒/シリカ）では，同様にブラウン運動で振動しながら近づ
き，約 0.2 µs 後に最接近するものの，その後離れている。すなわち，シリカ粒
子は近い距離のところに安定位置が無く，離れている状態の方がエネルギー的
に安定で， 0.4 µs 以降もブラウン運動で接近することがあっても，再び離れる
ということを繰り返すことが予想される。従って凝集せずに半永久的に単分散
状態を保持すると考えられる結果となった。
これらの一つの理由としては，汎用 AI はπ-π相互作用によりベンゼン環が
重なった構造を持っており，汎用 AI 同士が近づくと，さらにこれらのベンゼ
ン環が重なるようなπ-π相互作用の強い引力が働くと考えられる。その結果，
シリカ粒子間距離が縮まり，また同時に分散媒の剥離エネルギーが弱いため，
シリカ粒子の周りにまとわり付いて，反発に寄与するべき分散媒が押し退けら
れ，シリカ粒子同士が接触し，凝集すると推測される。これに対し共重合 AI
は，配向が複雑でベンゼン環が重なりにくく，π-π相互作用の引力が弱く，シ
リカ粒子を凝集させるまでの引力にならなかったと考えられる。
オルガノシリカゾルでは，No.1 及び 2 共に図 5.5 に示す通り，粒子間距離が
約 0.2 µs 後に近接した後に，再び離れており，表 5.1 に示す分散性良好という
結果によく一致している。
またナノコンポジット塗料においては，図 5.8 に示す通り No.1 及び 2 の粒子
間距離が約 0.2 µs 後に近接した後，離れなくなっているが，No.3 は再び離れて
おり，これも表 5.1 に示す分散性評価結果が No.3 のみ良好であることとよく一
致している。従って，本解析は分散状態（簡易的な透明性）を傾向的に再現で
きていると考えられる。
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Approx. 35nm

Approx. 55nm

Silica

a) 0 µs

b) 0.1 µs

c) 0.2 µs

d) 0.3 µs

凝集例	
 

No.1 (汎用ポリアミドイミド/ NMP/シリカ)

図 5.6	
  ナノコンポジット塗料のマクロ解析結果
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Silica

	
  	
  	
  	
 

a) 0 µs

b) 0.1 µs

c) 0.2 µs

d) 0.3 µs

e) 0.4 µs

分散例	
 

No.3 (共重合ポリアミドイミド/新規低吸湿溶媒/シリカ)
図 5.7	
  ナノコンポジット塗料のマクロ解析結果
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Distance between silica particles (nm)

No.1 (Conventional polyamide-imide / NMP/Silica)
No.2 (Conventional polyamide-imide / New low hygroscopicity solvent /Silica)
No.3 (Copolyamide-imide / New low hygroscopicity solvent /Silica)

Elapsed time (µs)
図 5.8	
  ナノコンポジット塗料中のシリカ粒子間距離

5.6 まとめ
本章では，第 2 章にてコロイド溶液混合法という独自の分散方法を用いて開
発したナノコンポジットポリエステルイミド及びナノコンポジットポリアミド
イミド塗料において，何故分散するのかについて，分子動力学シミュレーショ
ンを用いて解析を行った。分子動力学シミュレーションを用いて粒子分散メカ
ニズムを検討した結果，下記の結論を得た。
(１) オルガノシリカゾルの界面近傍モデル解析においては，オルガノシリカ
ゾルの分散媒が NMP の場合に比べ，新規低吸湿溶媒の方がシリカと溶媒間の
剥離エネルギーが高く，新規低吸湿溶媒がシリカ表面にしっかりまとわり付い
ていることが判った。
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(２) ナノコンポジット塗料の界面近傍モデル解析においては，共重合 AI/新
規低吸湿溶媒/シリカの組合せが最もシリカと溶媒間の剥離エネルギーが高く，
新規低吸湿溶媒がシリカ表面にしっかりまとわり付いていることが判った。
(３) ブラウン運動を考慮したオルガノシリカゾルのマクロ解析では，いずれ
のオルガノシリカゾルにおいても，凝集せずに分散状態を維持した。
(４) ブラウン運動を考慮したナノコンポジット塗料のマクロ解析では，共重
合 AI/新規低吸湿溶媒/シリカの組合せのみ凝集せずに分散状態を維持した。
(５) これらの分子動力学解析結果は実際のオルガノシリカゾル及びナノコ
ンポジット塗料の透明性と傾向的に一致し，シリカ粒子の凝集性を良く反映し
た結果が得られた。
（６）本結果によって，実際の材料実験を行わずに，シミュレーション上での
新材料開発に可能性が広がった。
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第 6 章 総括
6.1 まえがき
地球環境に配慮した省エネルギー政策に対応し、電気機器の高効率化が急速
に進み、産業用，自動車分野を問わず，あらゆる分野において，今日ではイン
バータモータが多用されるようになった。
インバータモータでは，インバータの高速なスイッチングによって生じる急
峻かつ過大な電圧（インバータサージ）が部分放電劣化を引き起こし，早期に
絶縁破壊する事例が多く，絶縁性能強化が求められている。特に急峻なインバ
ータサージの場合，動力線入り口付近で電圧が高く分担される。これにより同
相コイル内，すなわちエナメル線間に高い電圧が加わることになり，エナメル
線の耐インバータサージ性が強く求められるようになった。
これらのインバータ駆動モータに適用されるエナメル線としては，無機粒子
を直接分散により充填した従来型の耐サージ線が用いられていたが，無機粒子
の分散状態が悪いことから，課電寿命特性（耐部分放電性）の向上効果が少な
く，また皮膜が機械的に脆く，コイル巻き加工時に過酷な機械的ストレスを受
けるため，絶縁皮膜にクラックが発生するなどの問題があり，反ってモータの
品質を低下させてしまう場合があった。このようなことからエナメル線の課電
寿命特性のさらなる向上と耐加工性の向上が強く要請されている。
このような背景から，ナノサイズ無機粒子を凝集無く均一に分散させること
で，従来型耐サージ線の欠点であった機械的な脆さと，課電寿命のさらなる向
上が図ることができると考え，本研究に取り組み，製品開発及びメカニズム解
明を行った。	
  	
 
本章では，各章毎に得られた研究成果を取り纏めて述べる。
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6.2 本研究で得られた成果
6.2.1	
  ナノコンポジット絶縁材料の開発
第 2 章では，コロイド溶液混合法という独自の分散方法を用いたナノコンポ
ジットポリエステルイミド及びナノコンポジットポリアミドイミド塗料の開発
を行った。
電気二重層を形成して単分散しているコロイドに着目し，オルガノシリカゾ
ルとポリエステルイミド及びポリアミドイミド樹脂塗料との混合により，樹脂
や溶媒の共存下でコロイドを形成するコロイド溶液混合法を考案し，ナノコン
ポジット材料の開発に成功した。コロイド溶液混合法ナノコンポジットの開発
にあたっては，鍵となる新規なオルガノシリカゾルの独自開発とバインダとな
るベース樹脂塗料においても，分子量の最適化や樹脂骨格そのものの変更等，
コロイド溶液混合に適した新規な材料開発を行った。これらの検討のなかで，
樹脂の溶媒とシリカゾルの分散媒との相性，シリカゾル分散媒のベース樹脂に
対する溶解性が極めて重要であること，また相性が良好であっても，吸湿や樹
脂構造もシリカ凝集の原因となることなどが明らかとなった。

6.2.2

耐サージ性エナメル線の電気的特性

第 3 章では，各種電圧パラメータの変更可能なインバータサージパルス発生
装置の開発，ナノコンポジットエナメル線の各種電圧波形印加時の課電寿命特
性及び部分放電特性を調査し，実機モータに使用した場合の課電寿命に対する
有効性等について検討を行った。
インバータサージパルス発生装置は，スイッチング素子に高速スイッチング
可能な FET を用いたパルス発生器に LR 共振回路を付加することで各種のサー
ジ電圧を模擬できるようにした。このインバータサージパルス発生装置を用い
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て課電寿命試験を実施し，課電寿命の周波数加速性が成り立つことを確認した。
また，基本波形の立ち上がりが早いと寿命が短く，低電圧側ではインバータサ
ージより矩形波パルスの方が短寿命となる傾向などを確認した。
次に，高周波差動電圧プローブを用いた部分放電検出回路を構築し，50 Hz
正弦波と同等の検出感度でインバータサージ及び矩形波パルス下の部分放電を
検出可能とした。インバータサージ及び矩形波パルス印加時の PDIV 値は，全
て 50 Hz 正弦波より高い傾向を示した。また，サンプルの種類については，ナ
ノコンポジットポリエステルイミドエナメル線と汎用ポリエステルイミドエナ
メル線，ナノコンポジットアミドイミドエナメル線と汎用ポリアミドイミドエ
ナメル線はほぼ同等であり，シリカの分散による影響がないことを確認した。
この部分放電検出技術の確立によって，部分放電パルスを視覚的に捉えられ
るようになり，放電パルスの大きさと数の両方が寿命に影響を及ぼしている傾
向があること，1.2 kVp 以下の低電圧側では部分放電が極性反転時を主体に発生
していること，などを確認し，課電寿命との相関性を示唆する現象を確認した。
さらにナノコンポジットエナメル線の課電寿命は，全ての印加電圧波形にお
いて汎用エナメル線に比べ長寿命であり，かつ相間絶縁紙フリーのモータテス
トやエナメル線の片側皮膜に傷をつけた場合においても大幅な課電寿命向上効
果は維持され，モータの品質向上に寄与していることを裏付けることができた。
部分放電エネルギーの総量がナノコンポジットエナメル線の余寿命把握に繋
がる可能性が得られた。

6.2.3

耐サージ性エナメル線の一般特性と熱／機械／化学的特性

第 4 章では，コロイド溶液混合法を用いて開発したナノコンポジットポリエ
ステルイミド材料及びナノコンポジットポリアミドイミド材料をエナメル線に
適用した場合に，エナメル線としての汎用的な使用の可能性を検証した。汎用
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のエナメル線に求められる JIS 規格に準拠した一般特性の他，実際にエナメル
線をモータコイルとして使用する上で必要な熱／機械／化学的特性について調
査を行った。
先ず，エナメル線の一般特性は，ナノコンポジットポリエステルイミド及び
ナノコンポジットポリアミドイミドを適用したエナメル線いずれも，汎用のエ
ナメル線と同等の特性であることを確認した。
次に，ナノコンポジットポリエステルイミドエナメル線について，耐加水分
解性を調査した結果，僅かに汎用のポリエステルイミドエナメル線に対し実力
値が低いが，実用上問題ないレベルであることを確認した。ただし，過酷な条
件下で用いられる場合においては，実機での特性確認を行う等の考慮が成され
るべきであると考えられる。
ナノコンポジットポリアミドイミドエナメル線については，耐含水 ATF 性な
ど特殊環境下での劣化でも汎用のポリアミドイミドエナメル線と同等の特性で
あり，過酷なコイル巻加工を想定した各種機械的特性試験においても，汎用の
ポリアミドイミドエナメル線と同等の特性であることを確認した。
以上のことから，ナノコンポジットエナメル線は，熱／機械／化学的特性に
おいて，無機粒子の分散による特性低下などの弊害が見られず，汎用エナメル
線と同等の良好な特性であり，コイル巻線として汎用的に使用可能であるとい
う結論を得た。

6.2.4

分子動力学シミュレーションを用いた粒子分散メカニズムの検討

第 5 章では，コロイド溶液混合法ナノコンポジットポリアミドイミド塗料に
おいて，分子動力学シミュレーションを用いた粒子分散メカニズムの検討を行
った。
オルガノシリカゾルの界面近傍モデル解析において，シリカと溶媒間の剥離
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エネルギー計算によって，新規開発の低吸湿溶媒がシリカ表面にしっかりまと
わり付き，均一分散に寄与していることを確認した。
次に，ナノコンポジット塗料の界面近傍モデル解析において，共重合 AI/新
規低吸湿溶媒/シリカの組合せが最もシリカと溶媒間の剥離エネルギーが高く，
新規低吸湿溶媒がシリカ表面にしっかりまとわり付き，均一分散に寄与してい
ることを確認した。
ブラウン運動を考慮したマクロ解析においても，共重合 AI/新規低吸湿溶媒/
シリカの組合せだけが凝集せずに良好な分散状態を再現することができ，分子
動力学解析結果が実際のオルガノシリカゾル及びナノコンポジット塗料の分散
状態と傾向的に一致し，シリカ粒子の凝集性を良く反映した結果が得られた。
この結果，実際の材料実験を行わずに，シミュレーション上で新材料開発で
きる可能性が広がった。

6. 3 本研究の意義
本論文は，省エネや可変速制御性から近年主流となったインバータ駆動モー
タにおいて，そのコイルに使用されるエナメル線の絶縁材料に適用するナノコ
ンポジット材料の研究開発及び実用化に関する検討内容を取り纏めたものであ
る。ナノコンポジット材料は近年注目を浴びている材料であるが，実用化され
ている例は少なく，エナメル線の絶縁材料として工業生産化したことは意義が
大きいと考える。本研究を通し，コロイドに着目した独自の手法を用いたナノ
コンポジット絶縁材料の新規開発，各種インバータサージ波形を出力できる装
置の開発，部分放電計測と寿命の関係性調査，分子動力学シミュレーションを
用いた分散メカニズムの解明など新規な技術開発に成功することができ，学術
的にも意義は大きいと考える。
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本研究で開発したナノコンポジットポリエステルイミドを適用した耐サージ
性ポリエステルイミドエナメル線は今日，実用化から 10 年以上の実績を経て，
総生産量は 5,000 t を超えている。主にエレベータモータや工作機，各種インバ
ータ駆動モータなどに用いられ，産業用分野でのインバータモータ実機の信頼
性向上に大きく貢献し，間接的にはインバータモータの普及に寄与している。
また，ナノコンポジットポリアミドイミドを適用した耐サージ性ポリアミドイ
ミドエナメル線は 2004 年に開発が完了し，約 5 年の各種耐久試験を経て 2010
年に HEV 駆動モータに平角線として採用され，燃費向上に大きく貢献した。
HEV/EV 駆動モータの一つの技術的な大きな流れを作り，今後益々増加が見込
まれる。すなわち地球環境保護の一翼を担っており，社会的にも意義は大きい
と考える。

6. 4 今後の課題
本研究では，ナノコンポジット材料を開発し，課電寿命特性を汎用のエナメ
ル線の 1000 倍程度まで向上することができた。これによりインバータモータの
信頼性を飛躍的に向上させ，普及にも大きく貢献できたと考える。しかし，こ
の課電寿命特性レベルは常時部分放電に曝され続けるような使用状況，すなわ
ち完全に部分放電を許容できるレベルの特性には至っていない。おおよそあと
10 倍寿命が向上できれば，部分放電を許容できるという要望が強いことから，
今後全く新しいコンセプトでのさらなる寿命向上を目指したい。
一方では現在，部分放電エネルギーの積算技術の検討を実施しており，絶縁
破壊に至るまでの総放電エネルギーを掴むことで，課電寿命による寿命保証あ
るいは余寿命診断技術を構築する予定である。これが完成できれば，本エナメ
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ル線を使いこなす技術，インバータモータの信頼性をさらに向上する技術とし
て大きく前進するものと確信している。
また，本耐サージ線は部分放電を許容するモータ規格 IEC 60034-18-42 に準
拠するモータへの適用になると予想されるが，一方では部分放電を許容しない
モータ規格 IEC 60034-18-41 に対応するエナメル線についても，絶縁材料の低
誘電率化により部分放電開始電圧を向上した高 PDIV エナメル線を開発した。
今後はインバータモータの駆動電圧や使用条件等に応じ，耐サージ線と高 PDI
線の最適な選定方法の確立を検討していきたい。
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