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第 1 章 緒言 

1.1 自動車業界に要求される環境対応 

持続可能な開発目標(SDGs: Sustainable Development Goals)が 2015 年に国連で採択され

た。これにより，環境負荷低減の観点から世界規模でのクリーンエネルギーの活用推進

や環境と成長の好循環に立脚し，気候変動への対応に向けた取り組みが合意された [1]。

Fig. 1.1 には全世界のエネルギー消費に関する年次推移を示しており，年々増加の一途

を辿っている。先進国でのエネルギー消費も飽和しつつあり，これは人口増加が鈍化し

たことによるものと考えられる。一方で，近年経済発展が進むインド，インドネシア，

マレーシア，フィリピンなどアジア太平洋の地域ではエネルギーの消費量がここ 20 年

で倍増しており，今後さらなる消費増加が見込まれる [2]。現在，エネルギーの多くは

石油および石炭，天然ガスなどの化石燃料に依存しており，その消費によって発生する

CO2は，地球温暖化の原因とされ気候変動の原因物質として問題視されている。世界で

 
 

Fig. 1.1. Variation of energy consumption in the world. 
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発生する CO2 量の内訳は，発電 46 %，運輸 23 %，産業 20 %，民生 11 %であり，自動

車や運送などのエネルギーを消費する分野としては運輸部門の寄与が も大きい [3]。

世界の中でも環境意識の高い欧州では，2015 年から 2030 年の 15 年間で CO2 排出量を

半減する目標が示されている。 

Fig. 1.2 に示されるように CO2削減目標の規制が世界規模で推進されている [4]。日本

においては，2050 年に CO2 排出量をゼロにするカーボンニュートラルの実現を宣言し

ていることから，自動車産業においては，安全性，利便性，快適性，低コストなどの要

件を満たしつつ，CO2排出量を低減することが要求されている。 

CO2排出量削減に向け，自動車の技術開発としては，世界各国で Hybrid Electric Vehicle 

(HEV)，Plug-in Hybrid Electric Vehicle (PHEV)，Battery Electric Vehicle (BEV)および Fuel 

Cell Hybrid Vehicle (FCHV)などの電動化が推進されている。Fig. 1.3 に示されるように，

2015 年以降に電動化車両の展開が進み，2040 年には全販売台数の 50 %に駆動モータが

搭載される予測がなされている [5]。新興国での自動車販売台数は増加し，2020 年では

6000 万台であるが，2040 年では 8500 万台程度まで増加する。その大半がエンジン車も

しくは HEV である。 

電動化が加速するものの，モータのみで駆動する BEV や FCHV の普及は 2040 年で

全自動車販売台数の 14.5 %であり，エンジン＋モータで駆動する車両は 35.5 %，エンジ

ン車は 50 %と大半が燃料を使用するエンジンを搭載している。エンジン車に適用する

燃料についても改質が求められており，エンジン車のうちの 19.5 %がエタノール燃料を

適用すると予測されている。したがって，電動化とともにエンジン車に対しても燃料改

質への対応が要求されている。 
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Fig. 1.2. CO2 reductions and regulatory trends around the world. 

 

Fig. 1.3. Trends of traction system for low emission vehicles. 
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1.2 自動車用ブラシ付き DC モータ 

現代社会において，人々の移動手段や物資の運搬手段として自動車は必要不可欠なも

のとなっている。そのため自動車には高性能化や高機能化が求められている。昨今の自

動車 1 台当たりに搭載されるモータ数は約 100 から 200 個にのぼり，年々増加の一途を

辿っている。主要な車載モータの例としては，燃料をタンクからエンジンへ圧送する燃

料ポンプ，エンジンを始動するためのスタータモータ，エアコン送風用ブロワモータ，

ラジエータ冷却ファンモータ，窓を開閉するパワーウィンドウモータ，エンジン冷却水

を循環させるウォータポンプモータ，ハンドル操作を補助するパワーステアリングモー

タ，ワイパ駆動用モータ，フロントウォッシャモータ，パワーシートモータ，ヘッドラ

イト光軸制御モータ，Anti-lock Brake System (ABS)を駆動するパワーアシストブレーキ

モータ，さらに BEV や HEV 等の電動化にともない，車両の動力源として用いられる主

機モータなどが挙げられる。 

車載モータの約 90 %は電気機械用ブラシ（以下ブラシ）付き DC モータが採用され

ており，整流機構を有している。昨今，ブラシレスモータの開発が進められている一方

で，ブラシ付き DC モータが多用される理由は，エネルギー効率が高い，速度制御が簡

易，小型化が容易など様々であるが， 大のメリットはコストの低さである。一般的に，

ブラシ付き DC モータをブラシレスモータに置き換えようとした場合には，2 倍以上の

コストアップとなる。今後，車載用モータの数は増加傾向にあることから，コスト低減

が自動車業界で厳しく要求されることが想定され，ブラシ付き DC モータの割合も高水

準で推移するものと考えられる。そのため，ブラシ付き DC モータの長寿命化，高効率

化，高出力化が製品の競争力強化に直結するものと考えられる。 

ブラシ付き DC モータの寿命はブラシの寿命と考えられている。ブラシは回転する電

機子へ通電し，整流子片と摺動しながら部品であり，摺動によってブラシと整流子片は

摩耗が進行し，摩耗し尽くしてしまうと通電できなくなり，モータは作動しなくなる。
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一般的にブラシはモータ製品の中で も寿命が短く，ブラシに次いで寿命が問題となる

軸受と比較しても，ブラシ寿命は軸受の数分の一程度である。したがって，モータ製品

の長寿命化は，すなわちブラシの長寿命化であり， も重要な研究課題の一つである。

本論文は，車載用ブラシ付き DC モータに用いられるブラシ摩耗の現象解明に関する取

組みを記している。 

近年の自動車に求められる役割は，移動や運搬という用途から，環境性，快適性，安

全性，利便性などに変化している。車載用モータについても環境負荷低減に向けた使用

環境の変化などにより，ブラシ寿命が短くなることが懸念され，寿命向上や保証に向け

た新たな技術確立が求められている。次節では，世の中の研究動向について説明する。 
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1.3 ブラシ摩耗低減に関する研究動向 

先述のようにブラシ摩耗はモータ製品の寿命を決定づけることから重要な技術課題

と認識され，古くから多くの研究が行われてきた。ブラシの摩耗機構は極めて複雑であ

り，多くの要因に影響される [6][7][8]。しかし，ブラシの摩耗機構は必ずしも明確にさ

れておらず，摩擦や摩耗の諸問題は材料の物理特性や化学的特性，2 つの物体間におけ

る相対運動の形態，接触および運動に関係する力学的諸条件，潤滑状態，作動環境など

の多くの因子の影響を受ける [9]。加えて，通常これらの因子は相互に影響し合うため，

摩耗現象をさらに複雑にしている。特にブラシに関する技術は，その現象の複雑さから

研究者や技術者を悩ませており，海外では「Black Art」と表現されるほどである [8][10]。

また，車両ごとに，モータの作動条件や作動環境等がわずかに異なるだけでも各因子に

よる寄与度が変化し，ブラシの摩耗形態が異なる現象の発生は珍しくない。 

一般に，ブラシの摩耗形態は次の三つに分類される [6][7]。 

 (1) 電流作用をともなわない機械的摩耗 

 (2) 電流作用下における機械的摩耗 

 (3) 整流火花（アーク放電）による電気的摩耗 

(1)の電流作用をともなわない機械的なブラシ摩耗は，凝着粒子のせん断または破断に

より発生する凝着摩耗と，相対的に滑る二つの物体間の硬質な材料側の表面粗さが，相

手側のやわらかい材質を削り取ることで発生するアブレッシブ摩耗が存在する。これら

は，整流をともなうモータ実機におけるブラシ摩耗の数分の 1 以下であると言われてい

る [6][7]。また，(2)の電流作用下における機械的摩耗は(1)よりも大きいが，その大きさ

はブラシ材料やモータ作動条件（電流，摺動速度，荷重等），作動環境（温度，湿度）等

によって異なる [1]。モータ実機のブラシ摩耗に対する(2)の割合は，一般に数分の 1 程

度であり，ブラシ摩耗の 大の影響因子とされているのはアーク放電である。アーク放

電の発生によってブラシと整流子の摺動面が荒れ，接触状態が変化することで，ブラシ
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摩耗は特に大きな影響を受ける [6][7][11][12]。 

アーク放電とブラシ摩耗の関係については多くの研究が報告されている。Holm らは，

ブラシ摩耗に与えるアーク放電の影響を実験的に求めている。ブラシが 1 km 摺動する

間にアーク放電によって運ばれる電荷量を Q とした場合，アーク放電による電気的摩

耗は Q に比例し，アーク放電によって摺動面が荒損したことで生じる機械的摩耗は Q

の平方根に比例すると述べている [11]。澤らはアーク放電が大きいほどブラシ摩耗量が

多いこと，そして，正極ブラシよりも負極ブラシの方が摩耗しやすいことを明らかにし

た。極性によってブラシに摩耗差が生じる原因は，ブラシ摺動面に形成される火花痕の

違いにより説明しており，負極ブラシはアーク放電の陰極点が黒鉛を主成分とするブラ

シ側にあたるため，陰極からの熱電子放射によってアーク放電が維持され，ブラシ摺動

面に形成される火花痕が深くなると考えられている。その火花痕部が整流子と接触しな

くなると，ブラシ幅が減少した時と同じ状態になり，整流時間が短くなることでアーク

放電が増大し，ブラシ摩耗が増加すると考察している [13][14][15]。山下らはブラシと整

流子の接触状態がブラシ摩耗に与える影響について検討しており，摩擦係数や接触電圧

降下の変動の小さいブラシ材料ほどアーク放電が小さく，ブラシ摩耗量が少ないことを

報告している [16][17][18]。澤らは，空気中とガソリン浸漬下におけるアーク放電とブラ

シ摩耗の関係について検討しており，同じアークエネルギーが発生した場合でも，ガソ

リン浸漬下のほうが，空気中よりもブラシ摩耗量が多いことを明らかにしている。そし

て，このメカニズムとして，液体中では熱の拡散が低減されるため，接触部に熱の局部

的な集中が起こり，ブラシ摩耗が促進されると言及している。また，金属黒鉛質ブラシ

の場合は，液体中のアーク放電にはサーマルピンチ効果が作用するため，アークスポッ

トが局所化され，電流密度が増加して高温になること [19]，アーク放電により加熱され

たスポットが，アーク放電の消弧後に液体によって冷却されることから，大きな熱サイ

クルにより，材料組織内での線膨張差が影響し，銅とカーボンの粒界に亀裂を生じさせ，
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銅粒子が脱落するモデルを提案している [20][21][22][23]。 

このように，アーク放電はブラシ摩耗の増加要因であり，アーク放電の低減に関する

研究も多数行われている。主な研究例としては，電機子巻線方式の改良，補極，補償巻

線，無火花帯の応用など，回路面から不足整流を改善する研究，ブラシやブラシホルダ

の形状，スプリング荷重等の 適化によるチャタリングやジャンピングなどのブラシ接

触不良の防止など，ブラシの動的挙動を改善する研究，低摩擦，低摩耗なブラシ材料に

関する研究，バリスタのようにアーク放電を消弧する素子を用いる研究などが挙げられ

る [6][7][10][24]。アーク放電の発生現象や放電特性は，モータの種類，作動条件，環境

などにより変化するため，アーク放電の低減に関する研究の現状は，特定のモータや条

件に限って効果を発揮できる個別解の場合がほとんどである。先述のように，ブラシの

摩耗現象は極めて複雑であるため，個別解であっても，対策手法や効果発現メカニズム

に関する情報を得ることは，新たな問題に直面し，解決を図る際の仮説立案や検証指針

の重要な着眼点となるため非常に有意義であり，実際に設計適用されている例も存在す

る。より汎用的なアーク放電の低減手法およびブラシ長寿命化技術の発見および確立を

目指すために，これら個別解の積み重ねが重要であると考える。 

 

1.4 燃料ポンプにおける諸問題 

燃料ポンプは Fig. 1.4 に示されるように，燃料タンク内に完全浸漬された状態で使用

される特殊なモータ製品であり，燃料をエンジンへ圧送する機能を担っている。燃料ポ

ンプには，ブラシ付き DC モータが用いられており，ブラシは回転する整流子を介し，

摺動しながら電流を伝える役割を有している。燃料ポンプ用モータ部品の中で，ブラシ

は も寿命が短いことから，モータ寿命はブラシ寿命に支配される。 

近年，環境負荷低減の観点から Idling Start-Stop System (ISS)の普及とともに，バッテ

リーの回生充電効率向上が進められている。簡易的な回生充電を行うため，オルタネー
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タを車両の減速時に集中的に稼働させるように制御されている。これはオルタネータの

電圧増加を導く傾向であり，電圧が増加することで，燃料ポンプの印加電圧が増加する。

また，省燃費性の観点から，燃料の吐出圧力を増加させ，インジェクタから吐出される

燃料の霧化を促進させる。これにより，燃料を効率よく燃焼させることが可能である。 

 

 

Fig. 1.4. Fuel pump structure and mounting position. 
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一方で，製品の使われ方の変化だけでなく，燃料環境も変化しており，CO2削減の観

点から，従来のガソリンに代わってアルコール燃料の適用も進んでいる。Fig. 1.5 には

世界におけるバイオ燃料の消費動向を示しており，増加の一途を辿っている。ガソリン

の代替燃料としては，当面，エタノールやバイオディーゼル燃料が先行する [25]。 

Fig. 1.6 には，世界各国のアルコール燃料規格を示しており，ガソリン主体の燃料，お

よびエタノール主体の燃料の 2 種類が存在する。エタノール燃料の混合可能な割合は地

域によって異なり，日本はエタノール 3 vol%であり，アルコール対応車両については

大 10 vol%まで許容されている。アジアにおいては，中国が日本と同様にエタノール

10 vol %まで許容されている。タイはアジアで もエタノール含有量を許容しており，

ガソリン車には 20 vol %であり，アルコール対応車両については 85 vol %まで混合可能

である。欧州についても，タイと同様にガソリン車には 20 vol %混合可能であり，アル

コール対応車両については 85 vol %まで許容される。北米においては，ガソリン車では

15 vol %が許容され，アルコール対応車両については 85 vol %まで混合可能である。南

 
Fig. 1.5. Global biofuel consumption trends. 
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米のブラジルが世界で もエタノール混合量が多く，ガソリン車では 25 vol %が許容さ

れ，アルコール対応車両については 100 vol %と全てエタノールでガソリン代替を実施

することも認められている。 

以上のように，世界的にガソリンの代替燃料としてエタノールの混合が進められてお

り，また，各国でアルコール燃料の許容含有量についても異なることから，燃料ポンプ

においてもアルコール燃料への対応が求められる [26][27][28][29]。 

 

  

 

Fig. 1.6. Global ethanol fuel trends 
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1.5 ブラシの役割と整流の基礎 

1.5.1 DC モータにおけるブラシの基本機能 

燃料ポンプにはブラシ付き DC モータが用いられる。そのブラシの役割としては回転

するコイルに対して，整流子と摺動しながら接触して電流の授受を行うことであ

る [6][30]。DC モータにおいてブラシはこの基本的な役割を担い，整流子片を介して整

流という重要な機能を有している [31]。DC モータの作動原理は Fig. 1.7 に示されるよ

うに，整流子は 2 つの整流子片で構成され，それぞれコイルの 2 つの端末と接続されて

いる。Fig. 1.7 の状態の場合，N 極側のコイルと S 極側のコイルにはそれぞれの矢印の

方向に電流 i が流れ，フレミングの左手の法則により，反時計回りにコイルを回転させ

る方向へ電磁力 f が作用する。このときの磁束密度を B と示す。コイルが 90°回転し

た場合，ブラシと整流子片の作用により，コイルに流れる電流の向きが反転する。これ

により，N 極と S 極の各コイルに流れる電流は，常に一定方向を保持し，コイルを回転

させる力 f は一定方向に維持される。このようにコイルに流れる電流の向きを磁極間の

中性点で反転させる作用を整流という [31][32][33]。 

Fig. 1.7. Principle of DC motor operation. 
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1.5.2 整流火花の発生機構 

車載用モータを含む一般的な小型モータは，整流火花の発生しやすい不足整流の条件

下で使用されることが多い [32][34]。不足整流とは，ブラシと整流子片の整流過程で短

絡したコイルのリアクタンス電圧により，電流の過渡変化が遅れることである。この不

足整流による整流火花の発生機構としては，整流が進むに従い，ブラシ後端側の整流子

片とブラシとの接触面積は減少するが，電流の遅れによるブラシ後端の電流密度の増加

を導き，接触部分の温度が急激に上昇する。これにより，ブラシ材料もしくは整流子材

料の耐熱限界（金属の場合は沸点，カーボンの場合は昇華点付近）を超え，ヒューズの

溶断現象のように，爆発的に接触が遮断される。このときに整流しきれず残っている電

流（残留電流）が，材料の 小アーク電流以上の場合に整流火花（アーク放電）が点弧

する [14][31][32]。 

 

1.5.3 ブラシ材料の特徴 

ブラシ材料について材質別の分類を Fig 1.8 示している [6][7][31]。ブラシ材料は炭素

ブラシ（Carbon brush）と金属黒鉛ブラシ（Metal graphite brush）に大別される。 

炭素質ブラシ（Carbon grade）は黒鉛化度の低い無定形炭素（Soot，Cokes，Carbon black）

を主原料として，これにタールとピッチを加えて捏合（加熱しながら混錬する工程），

粉砕，篩い分け，加圧成型した後に，1200 ℃程度で加熱して製造される。この材質の特

徴は，機械強度，硬度，抵抗率が高く，摩擦係数および研磨性が大きい。炭素ブラシは

主に電動工具用モータやクリーナ用モータへ適用されている。 

天然黒鉛質ブラシ（Natural graphite grade）は，天然に算出する鱗片状黒鉛にタールや

ピッチ，樹脂等のバインダを加え，炭素質ブラシと同様の工程によって製造される。こ

の材質は炭素質ブラシに比べて摩擦係数が低い特徴を有する。 
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電気黒鉛質ブラシ（Electro-graphite grade）は，低摩擦，非研磨性の特徴を有しており，

広範囲な用途のモータで使用される材質である。この材質は，炭素質ブラシの工程に加

えて，黒鉛化と称する高熱処理工程（3000 ℃程度）を行うことで，摺動特性を改善して

いる。電気黒鉛質ブラシは，使用する原料によって油煙系（Soot series），コークス系

（Cokes series），黒鉛系（Graphite series）に分けられる。 

金属黒鉛質ブラシ（Metal graphite brush）は，金属（主に銅）と黒鉛を原料にしたもの

で，金属の含有量が 60 wt%を境に，これより多い金属含有量のものを高金属黒鉛質ブ

ラシ（High metal amount grade），これより少ない金属含有量のものを低金属黒鉛ブラシ

（Low metal amount grade）と呼ばれている。金属を含有しているので，全ブラシの中で

も抵抗率を低く作製することができ，大電流，低電圧降下，高効率が必要なモータに

適用されている。一方で，整流子に対する摺動性は他のブラシに比べて劣る傾向があり，

これを補うために，二硫化モリブデンに代表される固体潤滑剤の添加などにより，摺動

性を改善する方法が積極的に用いられている。車載用モータで適用されているブラシは

ほとんどが，銅と天然黒鉛を主原料とした金属黒鉛ブラシである。例外として，燃料ポ

ンプモータには，天然黒鉛ブラシの適用が拡大している。 

Fig. 1.8. Classifications of brushes according to material types.  
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1.6 ブラシ摩耗現象とその影響因子 

1.6.1 ブラシの摩耗形態 

1.3 節で述べたように，ブラシ摩耗については古くから多くの研究が行われてきたに

も関わらず，その摩耗機構は必ずしも明確にされているとは言えない。その理由はブラ

シの摩耗機構が多くの要因に影響され，極めて複雑なためである [6][7][8]。 

モータの作動条件や使用環境等がわずかに違うだけでも各要因の影響割合が変化し，

全く異なるブラシ摩耗形態が現れることは珍しくない。したがって，ブラシ摩耗につい

ては，単純な法則性を捉えることは困難であるが，一般に，ブラシの摩耗形態は次の三

つに分類される [6][7]。 

 (1) 電流作用をともなわない機械的摩耗 

 (2) 電流作用下における機械的摩耗 

 (3) 整流火花（アーク放電）による電気的摩耗 

(1)の電流をともなわない機械的摩耗の主な形態としては，凝着摩耗，アブレッシブ摩

耗，腐食摩耗，疲労摩耗が挙げられる [9][35][36]。 

凝着摩耗は真実接触部の凝着部分が破壊されることによる摩耗であり，すべり摩耗と

よばれている。この凝着摩耗については同種金属の摺動において顕著に発生する [37]。

車載用モータで使用される金属黒鉛質ブラシは銅が使用される場合が多く，整流子側に

は同種の銅が使用されることから，凝着摩耗については注意する必要がある。 

アブレッシブ摩耗は硬い材料の表面の突起あるいは摩擦面に介在する硬質粒子の切

削作用によって起こる激しい摩耗である。ブラシにおいては，凝着摩耗とともに注意が

必要な摩耗形態である。例えば，加工不良等により，ブラシや整流子の摺動面粗さが大

きい場合，もしくは整流火花によって摺動面が荒損している場合は，ブラシ摩耗が増大

する [7]。 
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腐食摩耗は空気中や液体中で，水分や酸などにより摩擦面に化学反応が起こり，機械

的な強度の低い表面被膜が形成され，この部分が摩擦により摩耗粉として脱落する現象

である。特に，表面に酸化膜が形成され，酸化膜が摩擦により摩耗する場合は，酸化摩

耗ともよばれる [38]。 

疲労摩耗は，接触部の摩擦の繰り返しによって起こる疲労破壊による摩耗であり，転

がり軸受で多く見られる現象である。 

(2)の電流作用下における機械的摩耗は(1)よりも大きいが，その大きさはブラシ材料

やモータ作動条件（電流，摺動速度，荷重等），作動環境（温度，湿度）等によって異な

る [1][7]。銅製スリップリング試験機による通電時と無通電時のブラシ摩耗量の比較を

Table 1.1 に示しており，通電時は無通電時の 1.4～3.5 倍のブラシ摩耗となる。ただし，

材質によって電流の影響の受けやすさは異なる [11] 

Table 1.1. Brush wear amount in copper slip ring tests. 

*Test conditions in electro-graphite brushes: diameter of slip ring: 300 mm, 

 revolving speed of commutator: 1500 min-1, brush pressure: 200 g/cm2, brush size: 32 x 20 x 32 mm 

**Test conditions in metal graphite brushes: diameter of slip ring: 60 mm, 

 revolving speed of commutator: 1500 min-1, brush pressure: 200 g/cm2, brush size: 12.5 x 16 x 32 mm 
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ブラシ摩耗の 大の影響因子とされているのは整流火花（アーク放電）である。アー

ク放電の発生によってブラシと整流子の摺動面が荒れ，接触状態が変化することで，ブ

ラシ摩耗は特に大きな影響を受ける [6][7][11][12]。火花の大きさを示す火花号数とブラ

シ摩耗の関係を Fig.1.9 に示す [12][39]。火花号数が大きいほど，ブラシ摩耗量が増加す

る傾向であり，一般的には実用上有害となる火花号数は 4～5 号以上とされてい

る [6][24][39]。 

Fig. 1.9. Spark number and brush wear. 

 

昨今はこの電気的摩耗に関する計算的な導出の研究に取組まれており，電気的摩耗の

原因となる開離時の残留電流を導出する研究として，ブラシと整流子片の開離過程に関

する電流電圧の過渡推移について，接触部の温度分布や接触電圧の理論計算がなされて

いる [40][41]。また，アーク放電の発生後の損傷量は，アーク放電における接点表面金

属原子の蒸発量の計算値と相関があることが見出されている [42][43]。 
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1.6.2 ブラシ摩耗におよぼす影響要因 

1.6.2.1 ブラシ押付け荷重 

ブラシ押付け荷重とブラシ摩耗の関係は Fig. 1.10 に示すように，ブラシ押付け荷重が

高すぎるとブラシの機械的摩耗が増大する。一方，低すぎるとブラシの接触状態が不安

定になり，電気的摩耗が極端に増加する [6][7][44]。ブラシの接触状態の安定性は，ブラ

シの電気的摩耗を増加させる大きな影響要因の 1 つである。 

Fig. 1.10. Brush pressure and brush wear. 
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1.6.2.2 ブラシ電流密度 

ブラシの電流密度と摩耗量の関係については，Fig. 1.11 に示すように，電流密度が増

加するほどブラシ摩耗量は増加する傾向となる。これは電気的摩耗の増加によるもので

あるが，電流の増加によって表面温度が上昇することにより摩耗増加を導くことが 1 つ

の要因と言われている [6]。また，ブラシ材質によって，電流密度に対するブラシ摩耗

の傾きや，その絶対値は異なる。 

Fig. 1.11. Electrical current density and brush wear. 
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1.6.2.3 ブラシと整流子の摺動速度 

ブラシと整流子の摺動速度と摩耗量の関係について，一般的な機械的摩耗においては，

摺動距離が増加すると単位時間当たりのブラシ摩耗量はほぼ線形で増加すると考えら

れる。しかし，Fig. 1.12 に示すように実際のブラシ摩耗量は摺動速度に対して二次関数

的に増加している。これは摺動速度が高くなることで，ブラシの摩擦力の増加や接触安

定性の悪化により，ブラシの電気的摩耗が増加した影響によるものと考えられる [16]。 

 

Fig. 1.12. Sliding speed and brush wear. 
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1.6.2.4 ブラシの接触安定性 

ブラシの重要な役割は整流子との摺動接触において，安定した通電を担うことであり，

そのためには，接触安定性が重要な特性となる。接触安定性の悪化は，Fig. 1.10 や

Fig. 1.12 のように，特にブラシの電気的摩耗増加の原因となる。接触安定性の主な指標

として，ブラシと整流子の摩擦係数が挙げられる。摩擦係数が高いとブラシのチャタリ

ングやブラシの温度上昇を引き起こす。接触安定性の向上には，摩擦係数の低減はもち

ろんであるが摩擦係数の変動が小さいことが大切である [32]。摩擦係数に対する影響要

因は，ブラシの荷重，摺動速度，電流密度，整流子表面の状態，温度，湿度，ガス雰囲

気，ブラシの形状など様々な要因が存在する [6][7][32][45][46]。 

 

1.6.2.5 ブラシ周辺の雰囲気 

大気中の水分は，ブラシ摩耗に対して大きな影響を与える。Fig. 1.13 はブラシ摩耗に

与える水分の影響を明らかにする目的で，真空中において，水蒸気圧とブラシ摩耗の関

係を評価した結果である [47]。雰囲気を真空にした場合，水蒸気圧が 3 mmHg (hPa)以下

になると粉塵摩耗が起こり，3～5 mmHg では摩耗および摩擦係数は水蒸気圧に比例し

て減少する。これは水分が黒鉛の潤滑性に影響していると言われている [48][49]。加え

て，雰囲気温度が低くなるほど，低湿度化し，黒鉛の潤滑効果が低下する検討結果も得

られている [50]。 

次に，ガソリン浸漬下におけるブラシ摩耗の特徴について説明する。自動車用の燃料

ポンプ用 DC モータは燃料タンク内に搭載され，ガソリン浸漬下で作動する特殊なモー

タである。空気中およびガソリン浸漬下における整流火花のアークエネルギーとブラシ

摩耗量の関係について Fig. 1.14 に示している。空気中およびガソリン浸漬下ともにア

ークエネルギーが大きいほどブラシ摩耗量は増加する傾向である [51][52]。この原因は
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液体中では熱の拡散が低減されるため，接触点に熱の局部的な集中が起こり，ブラシ摩

耗が促進されると言われている [14][51]。 

 

Fig. 1.13. Brush wear rate as a fuction for water vapor pressure. 

 

Fig. 1.14. Arc energy and brush wear rates in gasoline and air atmospheres. 
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空気中およびガソリン浸漬下における整流アーク放電時と無放電時のブラシ摩耗量

を Table 1.2 に示しており，無放電時は空気中よりもガソリン浸漬下のほうがブラシの

摩耗量は少ない傾向を有している。これは，摺動によって生じるガソリンの油膜潤滑効

果であり，ブラシの機械的な摩耗を低減しているものと考えられる。よって，空気中に

比べてガソリン浸漬下ではブラシ摩耗における機械的摩耗の割合は少なく，電気的摩耗

の影響が大きいものと考えられる [14][53][54]。これは，金ブラシと金スリップリングの

摺動によってオイルが摺動面に介在した場合の特性とも類似しており，オイルが介在し

た場合は，オイルが存在しない場合に比べ，接触抵抗が高くなる結果を示しており，金

ブラシや金スリップリングは表面に酸化や腐食が生じないことからオイルのみの油膜

による潤滑効果であることを示唆している [55]。 

 

Table 1.2 Brush wear amount with and without arc occurring. 

 

また，筆者らがガソリンおよびエタノール浸漬下において観察した試験後のブラシの

摺動面を Fig. 1.15 に示す。ガソリンやエタノール浸漬下において，回転方向に機械的な

摩耗痕とアーク放電による損傷痕（黒色化している部分）が混在することがわかった。

また，エタノール浸漬下でのブラシ摩耗量はガソリン浸漬下に比べ，大きくなることが

わかった。これは澤らの研究でも同様の傾向が示されており，エタノール浸漬下の摩耗

量はガソリン浸漬下に比べ大きくなり，アーク継続時間はエタノール浸漬下のほうが長

いことが影響していると述べられている [56]。 
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Fig. 1.15. Sliding surface of brush and commutator after experiment. 
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1.7 本研究の目的と論文の構成 

アーク放電の発生現象や放電特性は，モータの種類，作動条件，環境などにより変化

するため，アーク低減に関する研究の現状は，特定のモータや条件に限って効果を発揮

できる個別解の場合がほとんどである。先述のように，ブラシの摩耗現象は極めて複雑

であるため，個別解であっても，対策手法や効果発現メカニズムに関する情報を得るこ

とは，新たな問題に直面し，解決を図る際の仮説立案や検証指針の重要な着眼点となる

ため非常に有意義であり，実際に設計適用されている例も存在する。これら個別解の取

組みの積み重ねが，より汎用的なブラシ摩耗に関わるアーク放電の低減手法および長寿

命化技術の発見および確立を目指すための重要な研究であると考える。 

昨今の地球温暖化や排出ガス低減への取り組みが世界規模で進められる中，CO2削減

の観点から従来の石油系ガソリンに加えてアルコール燃料の実用化が進んでいる。燃料

は燃料タンク内に浸漬されたブラシ付き DC モータにより，エンジンへ圧送される。ア

ルコール燃料などの液体中でのブラシに関する放電特性やブラシ材料の損傷形態につ

いて言及しているものはほとんどない。本論文では，環境負荷低減に向けた燃料ポンプ

の品質保証や性能向上を目的に，アルコール環境下で使用されるブラシへの影響因子と

摩耗形態を明らかにした。 

第 1 章では，本研究対象としている燃料ポンプの開発上の環境変化や概要について示

し，その中の 重要部品である DC モータに使用されるブラシに関する世の中の研究動

向や課題をまとめるとともに本研究の目的を述べる。 

第 2 章では，燃料浸漬下で使用されるブラシ付き DC モータにおいて，研究の第 1 フ

ェーズとして，ブラシ・整流子片の開離前に主眼を置き，燃料種や回転子の回転数が残

留電流に及ぼす影響について検討した結果を述べる [57]。エタノール浸漬下ではガソリ

ン浸漬下に比べ，残留電流が増加することを見出し，その要因としては，ブラシの潤滑

状態に着目し，燃料の粘性およびブラシ接触荷重に着目した。摩擦係数の変化から整流
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子の接触状態が変化し，ブラシ後端部における接触荷重の上昇が残留電流の増加を引き

起こすことを明らかにしている。 

第 3 章では，研究の第 2 フェーズとして，残留電流に起因するブラシおよび整流子片

間のアーク放電に主眼を置き，ガソリンおよびエタノール浸漬下において，様々な整流

子の回転数に対し，ブラシ・整流子片の開離後のアーク継続時間とアーク電圧の関係に

ついて検討した。測定波形から各条件でのアークエネルギーを求め，アークエネルギー

は残留電流のみの関数として説明できることを見出している。 

第 4 章では，アーク放電によるブラシ摺動面の損傷形態に着目し，連続運転試験後の

ブラシ摺動面の詳細観察から，ブラシの摩耗プロセスについて検討した結果を述べる。

ここでは，アーク放電によるブラシを構成する黒鉛部とバインダ部の摩耗プロセスを明

らかにし，ブラシ摩耗を低減させるための材料開発指針を見出した。さらに，その開発

指針に基づき，新規樹脂材料を適用したブラシを開発し，ブラシ摩耗低減効果を検証し

た。 

後に，第 5 章は本論文を総括して，本研究で得られた主要な知見をまとめる。 
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第 2 章 燃料中 DC モータの整流子片の摺動・

開 離 プ ロ セ ス に お け る 残 留 電 流   

－整流子片へのブラシ接触状態に基

づく考察－ 

2.1 まえがき 

自動車を構成するスタータ，オルタネータ，燃料ポンプ，電動ファン，ワイパなど数

多くの製品でブラシ付き DC モータが用いられている。ブラシは回転する電機子へ整流

子片に摺動しながら通電する部品であり，摺動によってブラシと整流子片は摩耗するこ

とから，ブラシや整流子には長寿命が要求される。このブラシや整流子片間では直流ア

ーク放電が発生する。一般的にブラシ摩耗には 3 つの形態が考えられる。(1) 電流作用

をともなわない機械的摩耗，(2) 電流作用下における機械的摩耗，(3) 整流火花（アーク

放電）による電気的摩耗である。(1)は(2)と比べ，非常に小さいものであると考えられて

いる [1]。 

実際のブラシ摺動面には機械的摩耗面とアーク放電による電気的摩耗面が存在する。

この放電による損傷がブラシ寿命を左右する要因となっている。 

このようなブラシ付き DC モータの摩耗に関する研究は，主に空気中で使用されるモ

ータについて検討されており，整流時に発生するアーク放電において，火花号数とアー

クエネルギーや発生回数の関係性 [2]やアーク放電を高速度カメラで直接的に捉える試

み [3]がなされている。また，アーク放電やブラシの摺動により生じる摩耗現象につい

ては，アークエネルギーやアーク継続時間の増加により損傷量が増加することに着目

し，アークエネルギーと損傷量から摩耗の進行形態についての検討 [4]や発熱によるブ

リッジ形成から破壊という電気と機械特性を考慮した摩耗解析の試み [5]がなされてい
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る。 

一方，地球温暖化や排出ガス低減への取り組みが世界規模で進められる中，CO2削減

の観点から従来の石油系ガソリンに加えてアルコール燃料の実用化が進んでいる。燃料

は燃料タンク内に浸漬されたブラシ付き DC モータにより，エンジンへ圧送される。燃

料などの液体中でのブラシに関する研究については空気中とガソリン浸漬下でのアー

ク放電特性を評価し，空気中に比べガソリン浸漬下，残留電流の減少やアーク電圧の増

加傾向を見出している [6]。 

筆者らはガソリンよびエタノール浸漬下について，実機における摩耗量の測定を実施

し，ブラシの摩耗量はガソリンに比べエタノール浸漬下では約 2 倍大きくなること，さ

らに，その摩耗形態からアーク放電による損傷が影響因子であることを見出してい

る [7]。 

しかしながら，エタノール浸漬下で使用されるブラシ付き DC モータにおいて，実機

のような低速から高速への回転数変化がアーク放電に及ぼす影響について言及してい

るものは存在しない。したがって，本章では，エタノール浸漬下のブラシ付き DC モー

タに関して，ブラシ・整流子片間に発生するアーク放電特性について明らかにすること

を目的とし，以下について検討した。i) アーク発生時の残留電流およびアーク継続時間

を測定し，さらに ii) アーク放電に至るまでのブラシ・整流子間での接触抵抗および接

触面における荷重を比較した。これらの結果より iii) 燃料種がブラシ・整流子間の接触

状態におよぼす影響について考察した。まず，ガソリンおよびエタノール浸漬下におけ

るブラシの潤滑状態に着目し，摩擦係数の算出を試みた。その摩擦特性を考慮したブラ

シと整流子間の接触状態を推定することで，ガソリンおよびエタノール浸漬下における

残留電流の違いについて影響要因を明らかにした。 
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2.2 ブラシ・整流子片の開離時に発生するエタノール浸漬下アーク放電：

アーク継続時間と残留電流 

2.2.1 測定方法 

2.2.1.1 模擬 DC モータ試験機 

実機では電源電圧により回転数が決定し，負荷の大きさにより電機子電流が決定す

る。そのため，電流と回転数を独立して変化させることはできない。また，ブラシ・整

流子片間電圧および整流子片に流れる電流の測定は困難である。したがって，模擬 DC

モータ試験機を作製し，独立させた電流で測定できる手法を確立した。 

Fig. 2.1(a) は，本実験に用いた装置構成を示している。装置の上部には円形の回転子

と整流子が，さらにその上部にはブラシが配置されている。ブラシはスプリングによっ

て荷重を与えられ，整流子片に接触している。ブラシと摺動する回転子および整流子は

駆動用モータによって回転されるので，回転数を 大 10000 rpm の範囲で設定できる。

各整流子片は交互にスリップリング 1，2 へ結線され，さらに外部コイルと電源へ接続

する。同図に示すように，直流電流 Icは，ブラシに流入し，整流子で分流し，電流 i1お

よび i2としてスリップリングを介して流れる（この分流プロセスを第 2.2.2 項で詳しく

述べる）。したがって，各整流子片に流れる電流の分流状態を測定できるとともに，ブ

ラシと整流子片との間の電圧 v1 を測定できる。なお，本模擬 DC モータ試験機で用い

られるブラシ，整流子，ブラシホルダおよびスプリングは全て実機（製品化された燃料

ポンプ）と同じものを使用し，実機の接触状態を再現している。 

上述された整流子，ブラシ，スリップリングおよび駆動用モータは容器内に収納され

ている。容器内はガソリンやエタノールなどの燃料で満たされ，ブラシと整流子を燃料

中に完全に浸漬させて測定する [8]。なお，Fig. 2.1(b)の等価回路は第 2.2.3 項で詳述す

る。  
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(a) Experimental equipment 

 

 
(b) Equivalent circuit 

 
Fig. 2.1. Experimental equipment for measuring commutator current and voltage between 

brush and commutator. (This equipment was constructed to allow measurement of 
commutator current.) 
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2.2.1.2 実験 

a) 燃料種：   燃料として，i) ガソリン(100 vol%)，ii) エタノール(100 vol%)を用いた。 

b) 回転数：   実機では様々な回転数にて駆動されることから，本実験では回転数と

して 4000，6000，8000 および 10000 rpm に設定した。 

c) 各構成部品：   ブラシ，整流子，ブラシホルダ，スプリング等の部品は全て実機

と同じものを使用し，実機の接触状態を再現した。 

d) 測定方法：   回路条件として電流 7 A，インダクタンス Lc1および Lc2 27 μH のも

とで，整流子片に流れる電流 i1 および i2，さらにブラシ・整流子片間の電圧 v1 の時

間変化を計測した。計測波形から残留電流およびアーク継続時間を測定した。 

 

2.2.2 測定結果 

2.2.2.1 整流子の回転運動による転流過程とアーク放電の発生 

Fig. 2.2 は整流子の回転運動によるブラシと整流子片間における転流過程の模式図を

示している。Fig. 2.3 はガソリン浸漬下および回転数 6000 rpm 条件下で測定された電流

i1，電流 i2および電圧 v1の波形を示している。 

a) Period 0)：   Fig. 2.2 に示されるように，Period 0)では，ブラシが整流子片 1 に接

続している状態であり，Fig. 2.3(a)に示されるように，全電流 Ic は全て整流子片 1 に

流れ，電流 i1として通電し，整流子片 2 の電流 i2は 0 A である。 

b) Period 1)：   整流子片が回転することにより，Fig. 2.2 に示すように，Period 1)で

はブラシは整流子片 1 および 2 に跨り，全電流 Ic はそれぞれ電流 i1 と i2 として分流

する。電流 i1は，Fig. 2.3(a)に示されるように，整流子片の回転にともなって徐々に減

少する。 

c) Period 2)および 3)：   前述のように，電流 i1 は，Period 1)では整流子片の回転に
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ともなって徐々に減少する。Fig. 2.2 に示される Period 2)は，整流子片 1 がブラシか

ら開離する瞬間であるが，回路インダクタンス Lc によって電流 i1 は 0 A になりきら

ない。その直後の Period 3)では，その電流によりアーク放電が形成される。 

Fig. 2.3(b)は Period 2)の 4 μsec 前から，Period 2)および 3)およびその後約 10 μsec ま

での期間について，時間軸を拡大して，測定波形を示している。同図に示されるよう

に，電流 i1 は Period 2)で 0 A に減少していない。Period 3)では，電圧 v1が 20 V 以上

に立ち上がり，アーク放電が継続して形成されていると判断できる。同 Period では，

電流 i1は時間の経過につれて減少し，ついには 0 A になり，アーク放電はその瞬間に

消弧していると思われる。Fig. 2.3(b)に示される波形に基づいて，Period 2)における電

流 i1を残留電流，Period 3)の時間をアーク継続時間と定義することで指標とする。ガ

ソリン燃料および 6000 rpm の条件で測定された Fig. 2.3(b)の例の場合，残留電流は

1.9 A，アーク継続時間は 4.3 μsec である。 

d) Period 4)：   Fig. 2.3(a)に示すように，全電流 Icはすべて電流 i2として整流子片 2

を通じて流れている。この期間での電流 i2は，すなわち全電流 Icは約 6 A である。一

方，前述のように Period 1)では電流はすべて i1として流れており，全電流 Icは約 5.5 A

である。そのため，Period 0)と Period 4)における全電流には 0.5 A 程度の違いが見ら

れる。この違いは Fig. 2.1(a)に示されるスリップリング 1 と 2 における接触抵抗の違

いによるものと考えている。そこで，後述する測定結果については，すべて i1を用い

てまとめている。 
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Fig. 2.2. Illustration of separation process of commutator from brush. 
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(a) Period 0) - 5) 

 

 
(b) Period 1) , 2) , 3) and 4) 

Fig. 2.3. Typical example of measured current and voltage. 

(Fuel: Gasoline, Current: 7 A, Rotational speed: 6000 rpm, Coil inductance: 27 μH). 
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2.2.2.2 燃料種におけるアーク継続時間と残留電流 

 Fig. 2.4(a) はガソリンおよびエタノール浸漬下について，回転数 6000 rpm のほか，

4000，8000 および 10000 rpm で測定したアーク継続時間を示している。ガソリン浸漬下

に比べて，エタノール浸漬下でのアーク継続時間は長い。その差は，回転数の増加にと

もない顕著になる。 

アーク継続時間が長くなる原因としては，残留電流の増加やアーク電圧の低下が考え

られる。そこで，Fig. 2.4(b)では残留電流に着目し，ガソリンおよびエタノール浸漬下に

ついて，回転数に対する残留電流の依存性を示している。同図から以下のことがわかる。 

a) 燃料の影響：   いずれの回転数においても，エタノール浸漬下の残留電流はガソ

リン浸漬下よりも大きい。特に，高回転数 10000 rpm では，その差が顕著であり，残

留電流はエタノール浸漬下で 2.7 A，ガソリン浸漬下で 1.7 A である。 

b) 回転数：   どちらの燃料でも，回転数の増加にともない，残留電流は大きくなる。

エタノール浸漬下での残留電流は，ガソリン浸漬下に比べ高くなる傾向がある。ガソ

リン浸漬下において残留電流は 4000 rpm では 1.4 A であり，10000 rpm では 1.7 A と

約 1.2 倍上昇する。一方，エタノール浸漬下において 4000 rpm では 1.9 A であり，

10000 rpm では 2.7 A と約 1.4 倍の上昇である。 

Fig. 2.5 は Fig. 2.4(a)と(b)の測定結果をまとめて示している。すなわち，同図では，縦

軸にアーク継続時間をとり，横軸に残留電流 IRをとり，測定値を✕あるいは◯などの記

号でプロットしている。ガソリンおよびエタノール浸漬下のどちらでも，アーク継続時

間は残留電流の増加にともない，線形に増加している。したがって，アーク継続時間を

決定する主要因は，残留電流であると言える。なお，同図に示される破線は，アーク継

続時間を残留電流の関数として定式化したものであり，その導出手順を含めて，後述す

る。 
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(a) Arc duration time 

 

 
(b) Residual current 

 

Fig. 2.4. Arc duration time and residual current for various rotational speeds in gasoline 

and ethanol. (Current: 7 A, Coil inductance: 27 μH). 
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Fig. 2.5. Arc duration time for various residual current in gasoline and ethanol. (Current: 

7 A, Rotational speed: 4000, 6000, 8000 and 10000 rpm, Coil inductance: 27 μH). 
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2.3 アーク放電に至るまでのブラシ・整流子間での接触抵抗および接触

面における荷重 

ガソリンおよびエタノール浸漬下における残留電流の違いはPeriod 1)における電流の

時間推移の違いによるものであり，ひいてはブラシ・整流子間での接触抵抗 𝑅 に起因

していると考えられる。そこで，以下で述べるように，両燃料浸漬下での接触抵抗 𝑅 の

過渡変化を求め，比較した。さらに，接触面に作用する荷重 𝐹を求めた。 

 

2.3.1 接触荷重の算出 

a) 接触抵抗：   前節で述べられた実験では，整流子に流れる電流 i1およびブラシ・

整流子間の電圧 v1を計測した。これらの計測値を用いて，ブラシ・整流子間の接触抵

抗 𝑅 を算出した。 

(2.1) 

b) 接触面における荷重：   ブラシ・整流子片間の接触抵抗は集中抵抗にほぼ等し

いと考えられる。集中抵抗 𝑅 は抵抗率 𝜌と接触部の半径 𝑎を用いて，式(2.2)で表され

る [9]。 

(2.2) 

接触面積 πa2はブラシ材料硬度 H と荷重 𝐹からの影響を受け， 

(2.3) 

で表される。式(2.2)と(2.3)より， 

𝑅
𝑣
𝑖

 

𝑅
𝜌

2𝑎
 

𝜋𝑎
𝐹
𝐻

 



44 
 

(2.4) 

この式を用いることによって，接触抵抗 𝑅 の測定値，材料特性値の抵抗率 𝜌および硬

度 H から接触荷重 𝐹を求めることができる。 

 

2.3.2 測定結果 

Fig. 2.6(a)はガソリンおよびエタノール浸漬下について，開離時刻の約 4 μsec 前から

の電流波形の測定結果を示している。Fig. 2.6(b)は Period 1)の接触抵抗を示している。同

図 (b)に示されるように，エタノール浸漬下での接触抵抗はガソリン浸漬下に比べて低

い。Fig. 2.6(c)はその接触抵抗を用いて，式 (2.4)から算出した接触荷重 𝐹を示している。

エタノール浸漬下での接触荷重はガソリン浸漬下に比べ，開離する以前から高い値を示

している。 

Fig. 2.7 はガソリンおよびエタノール浸漬下について開離直前の接触抵抗に着目し，

その回転数依存性について示している。ガソリン浸漬下に比べてエタノール浸漬下での

接触抵抗が低く，どちらの燃料においても回転数の増加にともない，接触抵抗が減少す

る傾向がある。ガソリン浸漬下の場合 4000 rpm では 4.6 Ω，10000 rpm では 4 Ωと 13 %

だけ低下する。エタノール浸漬下の場合 4000 rpm では 3.4 Ω，10000 rpm では 2.4 Ω と

29 %だけ低下する。 

Fig. 2.8 はガソリンおよびエタノール浸漬下について，回転数に対する開離直前の接

触荷重の依存性を示している。エタノール浸漬下での接触荷重はガソリン浸漬下に比べ

て高く，高回転領域で差が大きくなる。ガソリン浸漬下での接触荷重は，4000 rpm で

0.0016 N，10000 rpm で 0.0024 N と約 1.4 倍である。エタノール浸漬下での接触荷重は，

4000 rpm で 0.0032 N，10000 rpm で 0.0065 N と約 2 倍に増加する。 

𝐹
𝜋𝜌 𝐻

4𝑅
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以上の結果より，スプリング荷重，ブラシホルダ，ブラシおよび整流子は同様である

にも関わらず，ブラシ接触荷重は，環境要因である燃料の違いによる影響を受け，さら

に回転数の影響も受けると言える。以下でこれらの要因を考察する。 

  
Fig. 2.6. Measured waveforms for gasoline and ethanol. 

(Current: 7 A, Rotational speed：6000 rpm, Coil inductance：27 µH). 
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Fig. 2.7. Contact resistance evaluated for various rotational speeds in gasoline and ethanol. 

(Current: 7 A, Coil inductance: 27 μH). 

 

 

Fig. 2.8. Contact force evaluated for various rotational speeds in gasoline and ethanol. 

(Current: 7 A, Coil inductance: 27 μH). 
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2.4 ブラシ・整流子間の接触状態に関する考察 

2.4.1 燃料浸漬下におけるブラシの潤滑状態 

2.3 章では，ブラシ・整流子片間の接触荷重は燃料の違いや回転数の変化に影響を受

けることが見出された。この機械的な運動に着目すると，整流子は 4000 から 10000 rpm

で高速回転するため，摺動面に作用する摩擦力が変化すると考えられる。この摩擦力と

は整流子がブラシを回転方向に引っ張る力であるため，ブラシが整流子片の接触面に対

して傾くと考えられる。 

ブラシが傾くことによって，ブラシと整流子片間の接触荷重が変化すると仮定し，ガ

ソリンおよびエタノール浸漬下での摩擦係数，ひいてはブラシの接触角度の変化が接触

荷重におよぼす影響について考察する。接触状態と残留電流の関係は，この考察結果か

ら説明できるため，以下に詳細を論述する。 

一般的に 2 物体間の接触状態は 3 つの領域に大別される。(i) 境界潤滑領域：固体同士

の接触が主となり，流体の影響は受けない。(ii) 流体潤滑領域：2 物体間が接触せず完全

に浮いた状態。(iii) 混合潤滑領域：それらの接触状態が混在 [10]。ブラシ付き DC モー

タではブラシと整流子は通電しているため，接触しながら摺動している。したがって，

燃料という流体環境で使用されるが，導通が取れない流体潤滑状態ではなく，混合潤滑

領域で使用されていると推定される。 

 

2.4.2 摩擦係数の推定 

接触状態(i)，(ii)および(iii)は摩擦特性と呼ばれ，この特性は 2 物体間の摩擦係数 μを

用いて表される。混合潤滑領域については，摩擦係数 μの算出式として次式が知られて

いる。 
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(2.5  

 

この式は曽田理論で導かれた式に対し，流体潤滑および表面形状パラメータの改良を

加えたものである [11]。式(2.5)において，𝜇 は境界摩擦係数，𝑐 は軸受形状により決ま

る定数，𝑝は軟らかい側の硬さ，𝑝 は平均面圧，𝑏 と𝑛は粗さ形状の定数，A は接触面積，

ℎ は粗さの 大高さ，𝑐″は等価半径すきまである。また，𝑆は軸受定数であり，次式で

表される。 

(2.6  

ここで，𝜂は流体の粘度，𝑁は物体の移動速度である。 

式 (2.5)および (2.6)を用いた摩擦係数の値の導出にあたり，燃料粘度 については

Table 1 に示される値を用いた。エタノールの粘度 は 1.60 mm2/s@20℃であり，ガソリ

ンの粘度 0.52 mm2/s@20℃に対して，約 3 倍である。ブラシ形状に関するパラメータ

（𝜇 ，𝑐 ， 𝑝，𝑏 ，𝑛，A，ℎ ，𝑐″）については実測値を用いた。 

Fig. 2.9 は式 (2.5)および (2.6)を用いて算出した摩擦係数を示している。この結果より，

以下のことがわかる。 

a) 燃料の違い：   同図では，回転数 4000，6000，8000，10000 rpm で算出された摩

擦係数を示している。いずれの回転数においても，エタノール浸漬下の摩擦係数はガ

ソリン浸漬下よりも低く，例えば，高回転数 6000 rpm における摩擦係数はガソリン

浸漬下では 0.17 であり，エタノール浸漬下では 0.07 である。 

b) 回転数：   同一の燃料において，回転数の増加にともない摩擦係数は低下する。

ガソリン浸漬下での摩擦係数は 4000 rpm では 0.19 であり，10000 rpm では 0.13 に減

少している。エタノール浸漬下での摩擦係数は 4000 rpm では 0.11 であり，10000 rpm

では 0.02 に減少し，極めて小さい。 

𝑆
𝜂𝑁
𝑝

 

𝜇 𝜇 𝑐 √𝑆
𝑝
𝑝

𝑏 1
2𝐴
ℎ 𝑐″

𝑐 √𝑆 
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なお，Fig. 2.9 の摩擦係数は，横軸 8 を下限に 10 に向かうに従い増加している。これ

は，一般的に混合流体潤滑領域から，流体潤滑領域に変化することで，粘性抵抗が増加

する傾向である。したがって，本計算結果においても，ブラシの接触状態が混合潤滑領

域であることを示している。 

  

Table 2.1. Kinematic viscosity on gasoline and ethanol.  

(Measuring method: JIS K 2283, Temperature: 20 degrees). 

 

 
 

 

 
 

Fig. 2.9. Coefficient of friction on between brush and commutator immersed in gasoline 

and ethanol. 
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2.4.3 ブラシと整流子片間の摩擦係数と接触荷重 

前項では，ブラシと整流子片間の摩擦係数 𝜇を燃料種および回転数ごとに導いた。一

方，Fig. 2.8 では，開離直前での接触荷重 𝐹を示してきた。Fig. 2.10 は両者𝜇と𝐹をまと

めなおしたものであり，すなわち，𝜇に対する𝐹の依存性を示したものである。摩擦係

数 𝜇の増加につれて，接触荷重 𝐹が低下することがわかる。したがって，接触荷重は摩

擦係数に依存する。また，前節のように摩擦係数は燃料粘度の影響を受けることから，

高粘度のエタノール浸漬下でより顕著に接触荷重が増加することが分った。加えて，ガ

ソリンに比べエタノール浸漬下でのばらつきが大きい理由は，前節で述べたようにエタ

ノール浸漬下では油膜の影響を受けるため低摩擦である，そのため，相対的に回転摺動

時にブラシの姿勢が変化しやすく，不安定な接触状態となっているものと考えられる。 

 

  

 

 
 

Fig. 2.10. Contact force evaluated for coefficient of friction in gasoline and ethanol. 
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2.4.4 ブラシと整流子片間の接触状態と荷重分布 

Fig. 2.9 に示したように，燃料種によって摺動面での摩擦係数が変わることがわかっ

た。次いで，ブラシと整流子片間の接触状態について考察する。 

Fig. 2.11 はブラシと整流子が接触している状態を模式的に示している。ブラシはブラ

シホルダ内に収納され，スプリングによって整流子に押付けられながら，回転方向に摺

動する。このとき，ブラシはスプリング荷重𝐹を受けることで整流子に接触している。

整流子は同図右方向に回転しているので，ブラシ接触面には摩擦力が発生している。そ

の結果，同図のようにブラシの中心軸は だけ傾いていると仮定する。 

 

 

 

  

 

 
 

Fig. 2.11. Frictional force of brush surface. 
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整流子片に垂直な力は𝐹 cos𝜃であるので，ブラシと整流子表面に作用する摩擦力𝐹 は

式(2.7)で表される。 𝐹はスプリング荷重，𝜇は摺動面間の摩擦係数である。 

(2.7  

この式は，摩擦係数が高くなるとブラシが受ける摩擦力が大きくなり，ブラシが回転方

向にブラシホルダ内で傾きやすくなることを示している。このブラシの傾きによるブラ

シ・整流子片間の微小領域における荷重について，さらに検討する。 

はじめに，ブラシが傾かず，荷重 𝐹が摺動面に一様に作用している状態を考える。

Fig. 2.12(a)に示されるように，長さ l，幅 w，厚さ d のブラシに対して，応力 σは式 (2.8)

で表される [12]。 

(2.8  

この応力により，ブラシ接触面は整流子片によって押付けられ，わずかではあるが荷重

方向に変位する。この変位 ∆z と材料のヤング率 E を用いれば応力 σ は式(2.9)で表され

る。 

(2.9  

式  (2.8)と(2.9)を等しいと考え，式を整理することによって，スプリング荷重  𝐹は

式 (2.10)のように示される。 

(2.10  

この式は，幅 w にわたってのスプリング荷重を示している。 

次に，ブラシの中心軸が角度 で傾き，その結果，変位 z(x)が一様ではなく，Fig. 2.12(b)

に示すように分布しているとする。なお，同図では，ブラシの摺動面付近を示しており，

𝐹 𝐹 cos𝜃・𝜇 

𝜎
𝐹
𝑤𝑑

 

𝜎 𝐸
∆𝑧
𝑙

 

𝐹 𝑤𝑑𝐸
∆𝑧
𝑙
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また，ブラシ前端の位置を基準として，その位置を x=0 としている。式 (2.10)を利用す

ることによって，幅方向の微小距離 ∆𝑥における荷重 ∆𝐹を式 (2.11)で表すことができる。 

(2.11  

変位 𝑧 𝑥 は Fig. 2.12(b)に示すように，  

(2.12  

で表され，さらに，傾き角度 を用いて，変位 𝑧 𝑥 は式 (2.13)に書き換えられる。 

(2.13  

式 (2.13)を式 (2.11)に代入し，式 (2.14)を得る。 

(2.14  

式 (2.14)から，ブラシの傾き角度 により接触荷重の分布が変化することがわかる。 

 

  

∆𝐹 ∆𝑥・𝑑 𝐸
𝑧 𝑥
𝑙

 

𝑧 𝑥
𝑧 𝑤 𝑧 0

𝑤
𝑥 𝑧 0  

𝑧 𝑥 ≒ sin𝜃・𝑥 𝑧 0  

∆𝐹
∆𝑥・𝑑 𝐸

𝑙
sin𝜃・𝑥 𝑧 0   
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(a) Overview 

 

 

(b) Displacement distribution of brush surface. 

 

Fig. 2.12. Displacement of brush surface caused by spring force and frictional force. 

 

l

d

w

Force Fs by spring

θ

θ
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Fig. 2.13 はブラシ・整流子片の配置図とともに，摺動面での荷重 ΔFcの面圧分布を示

している。 が大きくなるほど，接触荷重はブラシ前端側(x=0)で高くなり，後端側(x=w)

で低くなる。 

したがって，今までの結果をまとめると，以下のことが説明できる。ガソリンおよび

エタノール浸漬下における接触荷重の分布を比較した場合，ガソリンは低粘度であるた

め，ブラシ整流子片間の接触面積の増加を導き摩擦係数が高くなることで，ブラシが回

転方向に受ける摩擦力が増加する。この作用により，ブラシホルダ内で回転方向に引っ

張られることでブラシが傾き，整流子片への接触面の傾き角度が大きくなる。一方，エ

タノールはガソリンに比べ高粘度であるため，摩擦係数が低くなり，ブラシが受ける回

転方向の摩擦力が低減する。それによりブラシが整流子片に接触するときの傾き角度が

小さくなる。すなわち，燃料種によりこの傾き角度が異なるため，ブラシの荷重分布の

違いを生み出しており，ガソリンに比べてエタノール浸漬下では，ブラシは傾き難くな

る。 

燃料種の違いによる残留電流の相違を以下のようにまとめることができる。(1) ガソ

リン浸漬下の場合にはブラシ前端側の荷重が増加し，同側での接触抵抗が低下するとと

もに，ブラシ後端側の荷重は減少し，接触抵抗は増加する。その結果，電流分布は前端

側に偏り，後端側の電流が小さくなり，残留電流は減少する。(2) ガソリンに比べエタ

ノール浸漬下においてはブラシの傾きが小さく，ブラシ前端側と後端側における電流の

偏りが小さくなる。そのため，相対的に残留電流が増加すると考えられる。 
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Fig. 2.13. Distribution of contact force: It’s dependence of angle . 
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2.5 ブラシ・整流子間の開離後におけるアーク継続時間に関する検討 

2.5.1 アーク継続時間の定式化 

Fig. 2.5 に示したように，アーク継続時間はブラシと整流子片の開離時の残留電流 IR

に対してほぼ線形的に増加することがわかった。本項では，さらに考察を進めることと

して，アーク継続時間について，残留電流 IRおよび回路定数などによる定式化を行う。 

Fig. 2.1(b) は，Fig. 2.1(a) に示される模擬 DC モータ試験機の回路について，特に

Period 3) すなわちブラシと整流子片 1 との間にアーク放電が形成される期間での等価

回路を示している。アーク電圧は図中 va で示されている。R1 は，スリップリング 1 側

の接触抵抗と整流子片 1 側回路の配線抵抗との直列抵抗値であり，電流 i1が流れる。𝑟

はブラシと整流子片 2 間の接触抵抗，R2はスリップリング 2 側の接触抵抗と整流子片 2

側回路の配線抵抗との直列抵抗値であり，電流 i2が流れる。Fig. 2.1(b) の等価回路より，

PQ 間電圧を示す回路式は式(2.15)で表される。 

 

(2.15) 

i2(t)=Ici1であることを用いて，式(2.15)を i1で整理すると 

(2.16) 

を得る。 

残留電流を IR で表し，その時刻 t を 0 sec とする，すなわち，i1(0)＝IR を初期値とし

て，式(2.16)を解くことによって，i1を式(2.17)のように得ることができる。 

(2.17) 

ここで，θは時定数であり， 

𝐿
𝑑𝑖
𝑑𝑡

𝑅 𝑖 𝑣 𝐿
𝑑𝑖
𝑑𝑡

𝑅 𝑖 𝑟 𝑖  

2𝐿
𝑑𝑖
𝑑𝑡

𝑅 𝑅 𝑟 𝑖 𝑅 𝑟 𝐼 𝑣  

𝑖 𝐼
𝑣 𝑅 𝑟 𝐼
𝑅 𝑅 𝑟

exp
𝑡
𝜃

𝑣 𝑅 𝑟 𝐼
𝑅 𝑅 𝑟

 



58 
 

(2.18) 

である。なお，導出にあたり，アーク電圧 vaは一定であるとした。 

電流 i1が 0 A になるまでの時間長をアーク継続時間 taとすると，式(2.18)から taに関

する方程式 

(2.19) 

を得ることができるので，この式を解き，次いで，式(2.18)を代入することによって，

式(2.20)を導出できる。 

(2.20) 

得られた式(2.20)を以下で述べるように変形する。 

はじめに，配線抵抗 R2や接触抵抗 rc2は微少値であることを考慮すると， 

 𝑣 𝑅 𝑟 𝐼 ≅ 𝑣  とみなせるので，式(2.20)を 

 (2.21) 

に書き換えることができる。 

次いで，式(2.21)の(R1+R2+rc2)IR/vaについては，配線抵抗 R1，R2 および rc2 が 0.2 Ωと

微少値であることを鑑みると，(R1+R2+rc2)IR/va<<1 である。そこで，式(2.21)に Maclaurin

展開を適用し，1 次の項を採用すると，式(2.21)を 

(2.22) 

に変形でき，アーク継続時間 taを回路定数などで，しかも簡易な式で表現できる。すな

わち，式(2.22)は，(i) アーク継続時間 taは，主としてインダクタンス Lc，残留電流 IRお

𝜃
2𝐿
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よびアーク電圧 vaによって決まること，(ii) アーク継続時間 taは Lcおよび IRに比例し，

アーク電圧 vaに反比例することを示唆している。 

 

2.5.2 アーク継続時間の算出 

前述のように，Fig. 2.3(b)はガソリン浸漬下における 6000 rpm 条件下でのアーク電圧

の実測例を示している。同図の例では，アーク電圧は開離直後には約 30 V, 消弧直前に

は約 22 V であるが，この期間でのアーク電圧の平均値としては約 26 V と算出された。

同様に，同条件(ガソリン，6000 rpm)下での他の測定波形からアーク電圧平均値を求め

たところ，23～30 V の範囲にあることがわかった。次いで，他の回転数でも，アーク電

圧平均値は 23～30 V の範囲であることがわかった。エタノール浸漬下でのアーク電圧

平均値については，ガソリン浸漬下とほとんど違いは見られなかった。 

式(2.22)において，アーク電圧 va として下限値 23 V，コイルインダクタンス Lc とし

て 27 μH を代入し，アーク継続時間 taを残留電流 IRの関数として導出し，Fig. 2.5 に破

線で追記する。同様に，式(2.22)において，アーク電圧 vaとして上限値 30 V とした場合

についても，Fig. 2.5 に破線で追記している。式(2.22)で求めたアーク継続時間 taは実測

値とおおむね一致していると言える。この一致は，式(2.22)の妥当性を示すものである。 

なお，Fig. 2.5 に示されるように，アーク継続時間の実測値は，式(2.22)から求められ

た値よりも若干長い傾向にある。この理由としては，回路にはコイルインダクタンスの

他，配線のインダクタンス成分が数 μH 程度存在すると考えられ，このことから実測値

は若干長いと推定している。 
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2.6 まとめ 

本章では，ガソリンおよびエタノール浸漬下におけるブラシ付き DC モータのアーク

放電特性について検討してきた。ブラシ・整流子片の開離過程は，i) 接触面積，接触点

の硬度および荷重との関係，ii) 接触部で生じるジュール加熱と熱伝導による熱流パワ

ー，iii) 接触抵抗，iv) 接触抵抗，回路抵抗，回路インダクタンスおよび電源電圧からな

る電気過渡現象などが複雑に混在する。加えて，実機の高速な過渡推移することから，

より高度な計測技術の構築が必要であり，定量的説明・理論的解明を難しくしてい

る [13][14]。 

これらの複雑な現象を解釈するために，ブラシ・整流子片間の電流電圧を定量的に測

定が可能な模擬 DC モータ試験機を構築し，実機同等の作動条件下における残留電流お

よびアーク継続時間を検討した。第 2.2 節では，ガソリンおよびエタノール浸漬下での

残留電流を実測し，第 2.3 節では，その測定結果に基づき，両燃料下でのブラシ・整流

子片間の接触荷重および接触抵抗を論述してきた。残留電流が燃料によらず回転数の増

加にともない，増加する結果を得た。アーク放電に至るまでのブラシ・整流子間での接

触抵抗および接触荷重はどちらの燃料においても，回転数の増加により，接触抵抗が低

下し，接触荷重は高くなる。さらに，ガソリンに比べエタノール浸漬下では高荷重で接

触しているので，接触抵抗が低くなることが分った。また，ブラシ周辺構造は同様であ

ることから，環境要因である燃料の違いにより，ブラシ・整流子間の接触荷重が変化す

ることを見出した。 

次いで，第 2.4 節ではブラシ・整流子間の摺動面に作用する摩擦力によるブラシの傾

きの変化に着目した。ガソリンに比べエタノール浸漬下では摩擦力が低くなり，ブラシ

の傾き角度が小さくなることを見出した。よって，ブラシ後端側の接触荷重が増加する

ため，残留電流が増加すると考えられ，回転速度が速くなり，残留電流が増加すること

とを矛盾なく説明できる。 
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第 2.5 節では，開離後のアーク継続時間 taの定式化を試み，Lcおよび IRに比例し，ア

ーク電圧 va に反比例することが分った。また，計算結果と実測値がおおむね一致して

いることから，妥当であると考えられる。 

エタノール浸漬下でのアーク電圧平均値については，ガソリン浸漬下とほとんど違い

は見られなかった。アーク継続時間の定式化を試み，エタノール燃料の適用は，残留電

流を増加させ，ひいてはアーク継続時間を増加させてしまい，ブラシや整流子の損傷増

加を引き起こすことを示唆している。 
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第 3 章 残留電流に起因・発生するブラシ・

整流子片間アーク放電とそのエネ

ルギー 

3.1 まえがき 

前章では燃料浸漬下で使用されるブラシ付き DC モータにおいて，研究の第 1 フェー

ズとして，ブラシ・整流子片の開離前に主眼を置き，燃料種や回転子の回転数が残留電

流に及ぼす影響について検討した。エタノール中では，残留電流が増加することを見出

し，その要因として燃料の粘性に着目し，ブラシ・整流子の接触状態が変化することを

明らかにした。さらに，ブラシ接触荷重に着目し，ブラシ後端部における接触荷重の上

昇が残留電流の増加を引き起こすことを説明した [1]。 

本章では，研究の第 2 フェーズとして，ガソリンおよびエタノール浸漬下において，

様々な整流子の回転数に対し，ブラシ・整流子片の開離後のアーク継続時間とアーク電

圧の関係について検討する。測定波形から各条件でのアークエネルギーを求め，アーク

エネルギーは残留電流のみの関数として説明できることを述べている。 

 

3.2 残留電流，アーク継続時間およびアークエネルギー 

3.2.1 測定方法 

Fig. 2.1(a)で示した模擬 DC モータ試験機を用いて，ブラシと整流子片間の電流電圧

を計測し，その計測波形から放電時のアークエネルギーを算出する。整流子，ブラシ，

スリップリングおよび駆動用モータは容器内に収納されている。容器内はガソリンやエ

タノールの燃料で満たされ，ブラシと整流子を燃料中に完全に浸漬させて測定を実施す

る [2]。 
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3.2.2 実験 

a) 燃料種：   燃料として，i) ガソリン(100 vol%)，ii) エタノール(100 vol%)を用いた。 

b) 回転数：   実機では様々な回転数にて駆動されることから，本実験では回転数と

して 4000，6000，8000 および 10000 rpm に設定した。 

c) 電流：   通電電流 Icは 7 および 12 A に設定した。 

d) ブラシ材料：   新品ブラシの断面について，走査型電子顕微鏡（SEM）を用いて

観察した結果を Fig. 3.1 に示している。本試験で用いたブラシ材料は，黒鉛部とバイ

ンダ部で構成されている。製造工程でブラシを高温で焼成するため，バインダ部はフ

ェノールの炭化物と気孔で構成されている。 

e) 測定方法：   本実験では，インダクタンス Lc1 および Lc2 を 27 μH のもとで，整

流子片に流れる電流 i1 さらにブラシ・整流子片間の電圧 v1 の時間変化を計測した。

計測波形から残留電流 IR およびアーク継続時間を測定した。なお，一条件あたり，

5 回以上の測定を実施した。なお，実機の数 μH であり，アーク放電が小さくデータ

取得が困難であることから，Lc1および Lc2を大きくして，残留電流を増加させている。 
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Fig. 3.1. Brush material composition observed with scanning electron microscope. 
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3.2.3 測定波形例：整流子の回転運動による転流過程とアーク放電の 

発生 

本項では，はじめに，Fig. 2.2 の模式図を用いて，整流子の回転運動によるブラシと整

流子片間における転流過程を述べる。次いで，Fig. 3.2 および Fig .3.3 では，測定された

電流 i1および電圧 v1の波形を示す。 

a) Period 0)：   Fig. 2.2 に示されるように，Period 0)では，ブラシが整流子片 1 に接

続している状態であり，全電流 Icは全て整流子片 1 に流れ，電流 i1として通電し，整

流子片 2 の電流 i2は 0 A である。 

b) Period 1)：   整流子片が回転することにより，Period 1)ではブラシが整流子片 1 お

よび 2 に跨り，全電流 Icはそれぞれ電流 i1と i2として分流する。 

c) Period 2)および 3)：   Period 2)は，整流子片 1 がブラシから開離する瞬間である

が，回路インダクタンス Lcによって電流 i1は0 Aになりきらない。その直後のPeriod 3)

では，その電流によりアーク放電が形成される。 

Fig. 3.2(a)および(b)は波形例として，ガソリン浸漬下および回転数 6000 rpm 条件下で測定

された電流 i1および電圧 v1の波形を示している。Fig. 3.2(a)および(b)は Period 2)の 4 μsec 前

から，Period 2)および 3)およびその後約 10 μsec までの期間について，測定波形を示してい

る。同図に示されるように，電流 i1は Period 2)で 0 A に減少していない。Period 3)では，電

圧 v1 が 20 V 以上に立ち上がり，アーク放電が形成されていると判断できる。同 Period で

は，電流 i1は時間の経過につれて減少し，ついには 0 A になり，アーク放電はその瞬間に消

弧していると思われる。Fig. 3.2(b) に示される波形に基づいて，Period 2)における電流 i1を

残留電流 IR，Period 3)の時間をアーク継続時間と定義することで指標とする。ガソリン燃料，

6000 rpm および 7 A の条件で測定された Fig. 3.2(b)の場合，残留電流は 1.9 A，アーク継続

時間は 4.5 μsec である。 
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さらに，Period 3)，すなわち，ブラシ開離の時刻 0 sec からアーク消弧の時刻 taまで

の期間におけるアークエネルギー Waは，アークパワー v1i1の時間積分であり，式 (3.1)

で表される。 

 

(3.1) 

 

Fig. 3.2(c)は式 (3.1)で求めたアークエネルギーの結果を示しており，同図の波形例の

場合，𝑊は 0.11 mJ である。 

エタノールにおける測定波形は Fig. 3.3(a)および(b)に電流 i1 および電圧 v1 を示して

おり，(c)は式 (3.1)から求めたアークエネルギーの結果を示しており，同図の波形例の場

合，𝑊は 0.17 mJ である。 

また，アークエネルギーの算出には，電極降下電圧とアークコラム電圧の和であるア

ーク電圧を用いている。電極降下電圧は Fig.3.2 および 3.3 におけるブラシ・整流子片が

開離する直前の電圧とした。また，アーク電圧と電極降下電圧の差がアークコラム電圧

と考えられる。今回，ガソリンおよびエタノール浸漬下のどちらの実験においてもカー

ボン主体とする同材質のブラシ・整流子を用いており，およそ 5V 程度で同等である。

さらに，第 2.5 節で述べたように，ガソリンおよびエタノール浸漬下でのアーク電圧の

平均値についてほとんど違いは見られないことから，燃料種の違いによるブラシ周辺の

ガス種による影響は小さいものと考えられる。したがって，本実験条件下に置いては，

燃料種が電極降下電圧およびアークコラム電圧におよぼす影響がほとんどないと考え，

アークエネルギーの算出には，電極降下電圧とアークコラム電圧の和であるアーク電圧

用いた。 

  

𝑊 𝑣 𝑖 𝑑𝑡 
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Fig. 3.2. Typical example of measured current, voltage and power. 

(Fuel: Gasoline, Current: 7 A, Rotational speed: 6000 rpm, Coil inductance: 27 H).  
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Fig. 3.3. Typical example of measured current, voltage and power. 

(Fuel: Ethanol, Current: 7 A, Rotational speed: 6000 rpm, Coil inductance: 27 H).  
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3.2.4 燃料種による残留電流，アーク継続時間およびアークエネルギー

の特徴 

Fig. 3.4(a)は，ガソリンおよびエタノール浸漬下について，回転数 4000，6000，8000

および 10000 rpm，さらに通電電流 7 および 12 A で測定された残留電流 IR を示してい

る。通電電流 7 A での IRは，いずれの回転数においてもガソリンに比べエタノール浸漬

下のほうが大きい。例えば 10000 rpm では，ガソリン浸漬下での IRは約 1.7 A であるの

に対して，エタノール浸漬下での IRは約 2.7 A であり，およそ 1.6 倍である。さらに通

電電流 12 A でも同様に，いずれの回転数においてもガソリンに比べエタノール浸漬下

では残留電流が大きくなる傾向を示している。 

Fig. 3.4(b)は，ガソリンおよびエタノール浸漬下について，回転数 4000，6000，8000

および 10000 rpm，さらに通電電流 7 および 12 A で測定されたアーク継続時間を示し

ている。通電電流 7 A では，いずれの回転数においてもエタノール浸漬下のアーク継続

時間は長く，10000 rpm ではガソリン浸漬下で約 3.9 sec，エタノール浸漬下では約

5.7 sec と約 1.5 倍長い。さらに，通電電流 12 A でも同様に，いずれの回転数において

もガソリンに比べエタノール浸漬下ではアーク継続時間が長くなる傾向を示している。 

Fig. 3.4(c)は，アークエネルギーWa を示している。ガソリンに比べエタノール浸漬下

での Waは，約 1.2～2 倍程度大きい。例えば，通電電流 7 A および回転数 10000 rpm の

場合，ガソリン浸漬下では約 0.08 mJ で，エタノール浸漬下では約 0.20 mJ である。通

電電流 12 A でも同様に，10000 rpm の場合，ガソリン浸漬下では 0.80 mJ で，エタノー

ル浸漬下では 1.07 mJ と上昇する。また，同図に示されるように，どちらの燃料におい

ても，Waは回転数の増加につれて大きくなる。 

さらに，同図から分かるように，同一の燃料，回転数，電流下において，アークエネ

ルギーは約 0.1～0.3 mJ 程度ばらついている。  
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(a) Residual current  

 

  

(b) Arc duration time  
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(c) Arc energy 

 

Fig. 3.4. Residual current, arc duration time and arc energy for various rotational speeds in 

gasoline and ethanol. (Current: 7 and 12 A, Coil inductance: 27H) 
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3.2.5 残留電流に対するアーク継続時間とアークエネルギーの依存性 

Fig. 3.5(a)では，縦軸にアーク継続時間をとり，横軸に残留電流 IR をとってまとめて

示したものである。測定値を△あるいは○などの記号でプロットしている。ガソリンお

よびエタノール浸漬下のどちらにおいても，アーク継続時間は IRの増加にともない，線

形に増長している。したがって，アーク継続時間を決定づける主要因は残留電流 IRであ

る。 

Fig. 3.4(a)および(c)の結果について，Fig. 3.5(b)では縦軸にアークエネルギー Wa，横軸

に残留電流 IRをとり，それらの関係をまとめて示している。同図に示されるように，燃

料種の違い，電流の違い，さらに様々な回転数条件においても，IRに対してプロットさ

れた Wa は，IR の増加にともない二次関数的に増長する。しかも，ほとんどばらつきを

示していない。したがって，アークエネルギー Waを決定づける主要因も残留電流 IRで

あると言える。なお，同図に示される破線は，Wa を IR の関数として定式化したもので

あり，その導出手順を含めて，第 3.3 節で詳細を述べる。 
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(a) Arc duration time 

 

 
(b) Arc energy 

Fig. 3.5. Arc duration time and arc energy for various residual currents in gasoline and 

ethanol. (Current: 7 and 12 A, Coil inductance: 27 H, Rotational speed: 4000, 6000, 8000 

and 10000 rpm).  
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3.3 回路理論による定式化：ブラシ・整流子片の開離直後におけるアー

クエネルギー 

Fig. 3.5に示したように，ブラシ・整流子の開離直後におけるアークエネルギー Waは，

残留電流 IRの増加にともない二次関数的に増長することがわかった。本節では Waにつ

いて，IRおよび回路定数などによる定式化を行った。さらに，模擬 DC モータ試験機の

回路方程式について示し，その式を発展させてアークエネルギーの導出を試みた。 

 

3.3.1 ブラシ・整流子片の開離直後におけるアーク電流 

Fig. 2.1(b)は，Fig. 2.1(a)に示される模擬 DC モータ試験機の回路について，特に

Period 3)すなわちブラシと整流子片 1 との間にアーク放電が形成される期間での等価回

路を示している。アーク電圧は図中 va で示されている。R1 はスリップリング 1 側の接

触抵抗と整流子片 1 側回路の配線抵抗との直列抵抗値であり，電流 i1 が流れる。

Fig. 2.1(b)の等価回路より，PQ 間電圧を示す回路式は， 

 

(3.2) 

と書ける。第 2 章，第 2.5 節で述べた導出方法と同様にして，以下に述べるように電流 i1

の時間変化と，アーク継続時間 taを導出できる。 

i2(t)=Ici1であることを用いて，式 (3.2)を i1で整理すると， 

 

(3.3) 

 

を得る。 

残留電流 IRで表し，その時の時刻 t を 0 sec とする。すなわち，i1(0)=IRとして，式 (3.3)
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を解くと, 

 

(3.4) 

 

を得る。式 (3.4)は，電流 i1 が IR から時間経過につれて，次式で示される時定数 θ で減

少することを示している。 

 

(3.5) 

 

なお，導出にあたり，アーク電圧 vaは一定であるとした。 

電流 i1が 0 A になるまでの時間長をアーク継続時間 taとすると，式 (3.4)から， 

 

(3.6) 

 

を得ることができるので，この式を解くことによって，アーク継続時間 taを次式に示す

ように得ることができる。 

 

(3.7) 
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3.3.2 アークエネルギーの導出 

ブラシ・整流子片の開離直後からアーク放電の消弧までの期間におけるエネルギーは

式 (3.1)から得られる。式 (3.4)を式 (3.1)に代入する。次いで積分し，さらに式 (3.7)を代

入すると 

 

(3.8) 

 

を導出できる。しかし，式 (3.8)は，多くの回路定数で記述されており，回路定数に対す

るアークエネルギー Waの依存性をつかみにくい。そこで，以下に述べるように式 (3.8)

を変形する。 

はじめに，配線抵抗 R2および接点抵抗 rc2は微小値であることを考慮すると 

va-(R2+rc2)Ic≅va≪1 とみなせるので，式 (3.8)を 

 

(3.9) 

 

に書き換えることができる。 

次いで，式 (3.9)における(R1+R2+rc2)IR/vaについては，抵抗 R1，R2 および rc2 が微小値

であることを鑑みると，(R1+R2+rc2)IR/va≪1 である。そこで，式 (3.9)に Maclaurin 展開を

適用し，2 次の項まで採用すると，式 (3.9)を 

 

(3.10) 

 

に変形でき，さらに整理し， 
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(3.11) 

 

を得る。この式へ式 (3.5)を代入することによって, 

 

(3.12) 

 

を導出でき，Waを IRと回路定数で，しかも簡易な形で明示できる。すなわち，式 (3.12)

から，アークエネルギー Waは，主としてインダクタンス Lc1と Lc2および残留電流 IRに

よって決まることがわかる。 

式 (3.12)において，コイルインダクタンス Lc1および Lc2として 27 μH を代入し，Waを

IR の関数として導出し，Fig. 3.5(b)に破線で追記する。式 (3.12)で求めた Wa は実測値と

おおむね一致していると言える。この一致は，式 (3.12)の妥当性を示すものである。 

なお，アークエネルギーの実測値は，式 (3.12)から求められた値よりも若干大きい傾

向にある。この理由としては，回路にはコイルインダクタンスの他，配線のインダクタ

ンス成分が数 μH 程度存在すると考えられ，このことから実測値は若干大きいと推定し

ている。 
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3.4 まとめ 

本章では，ブラシ・整流子片の開離後について，アーク継続時間，アークエネルギー，

さらには，アーク放電によるブラシ摩耗量を検討してきた。ガソリンに比べエタノール

浸漬下でのアークエネルギーは，約 1.2～2 倍程度に大きくなることがわかった。得ら

れたアークエネルギーは残留電流の関数として整理でき，さらには，二次関数的に増加

することがわかった。したがって，アークエネルギーの主要因は残留電流であることを

明らかにした。 
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えるブラシ接触状態の影響」，電子情報通信学会論文誌，vol.J90-C，No.7，2007 
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第 4 章 燃料中のアーク放電によるブラシ摩

耗プロセスに着目した低摩耗ブラシ

開発への展開 

4.1 まえがき 

前章ではブラシ・整流子片の開離後について，アーク継続時間，アークエネルギー，

およびアーク放電によるブラシ摩耗量を検討してきた。ガソリンに比べエタノール浸漬

下においてアークエネルギーは約 1.2～2 倍程度に大きくなることがわかった。得られ

たアークエネルギーは残留電流の関数として整理でき，二次関数的に増加することか

ら，アークエネルギーの主要因は残留電流であることを明らかにした。エタノールへ対

応するためにはその残留電流を受けた状態でのブラシ寿命を担保する必要がある。 

本章では，そのアーク放電を受けた後のブラシ摩耗に着目している。ブラシ摩耗は機

械摩耗と火花摩耗が存在し，アークエネルギーは火花摩耗を増加させる原因と考えられ

る。ガソリンに比べエタノール浸漬下におけるアークエネルギーが約 1.2～2 倍程度で

ある。しかし，アークエネルギーの増加量に比べて摩耗量が大きいことから，アーク放

電による火花摩耗の増加に加えて，ブラシ摩耗を加速させる材料要因があるものと考え

られる。したがって，その材料要因を明らかにし，対策材料指針を検討した。 

アーク放電によるブラシ摺動面の損傷形態について，連続運転試験後のブラシ摺動

面の詳細観察から，ブラシの摩耗プロセスについて検討してきた。ここでは，アーク放

電によるブラシを構成する黒鉛部とバインダ部の摩耗プロセスを明らかにし，ブラシ摩

耗を低減させるための材料開発指針を見出した。さらに，その材料開発指針に基づき熱

可塑性樹脂のバインダを選定してブラシを作製し，重要な物性であるガラス転移温度，

電気抵抗率，気孔率，曲げ強度，ショア硬度について評価している。 後に，開発バイ

ンダブラシの摩耗低減効果を検証している。  
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4.2 エタノール浸漬下におけるブラシ摩耗形態 

第 3 章では，ブラシ・整流子片の開離後のアーク放電に主眼をおいてきた。その結果

の 1 つとして，ガソリンに比べてエタノール浸漬下において，ブラシが傾くことで残留

電流が大きくなり，アークエネルギー Wa は大きくなることがわかった。そのアークエ

ネルギーを受けたブラシの摩耗特性の解明に主眼をおくこととし，回転子を連続運転さ

せ，電気的な負荷は変わらない条件で評価した。 

 

4.2.1 実験方法 

Fig .2.1 の実験装置に新品の従来バインダブラシと整流子を取付け，電流 6 A，インダ

クタンス 27 H の条件下に設定したうえで，回転子を 8000 rpm で第 3.2.1 項の実験より

も長時間な 30 min 連続運転とし，ブラシ・整流子片間にアーク放電を点弧させた。評

価燃料としてガソリンとエタノールを用いた。 

30 min 連続運転の後に，ブラシを実験装置から取出し，ブラシの摺動面について，以

下(i)および(ii)を調べた。(i) 摺動面全体の表面形状について表面粗さ計を用いて，新品

形状からの長さ方向の変位量を積分し体積換算することで，摩耗量を算出した。(ii) 光

学顕微鏡によりブラシ摺動面の機械的摩耗やアークによる損傷形態を観察した。さらに，

摺動面の後端部にはアーク放電による損傷がみられるため，走査電子顕微鏡（SEM：

Scanning Electron Microscope）を用いて拡大観察した。 

 

4.2.2 実験結果 

Fig. 4.1 は測定されたブラシ摩耗量を示している。今回の測定条件では，ガソリン浸

漬下でのブラシ摩耗量は 1 とした場合，エタノール浸漬下でのブラシ摩耗量は約 3.4（相
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対値）である。したがって，ガソリンに比べエタノール浸漬下でのブラシ摩耗量は大き

くなることがわかった。 

Fig. 4.2(a)および(b)は，光学顕微鏡を用いて外観観察したブラシ摺動面の画像を示し

ている。ガソリンおよびエタノール浸漬下のどちらにおいても，ブラシ右端から黒色に

変色している。これは，同図ブラシの右端が整流子片と開離する部分であることから，

アーク放電により損傷が進行し黒色化していると推察される。また，ガソリンに比べエ

タノール浸漬下では，アーク放電による損傷部分が広く観察されている。次いで，

Fig. 4.2(c)は Fig. 4.2(b)のアーク放電による損傷部の SEM 観察結果を示している。

Fig. 4.2(c)に示されるように，新品または機械的摩耗面においては，約数～20 m 程度と

平滑であるが，アーク放電により表面に凹凸が形成され，同図の矢印で示される表面の

凹みは，その大きさが 80～100 m 程度であることから，黒鉛粒子の脱落痕であると考

えられる。 

  

 
Fig. 4.1. Brush wear measured in gasoline and ethanol. 
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(c) Arc damage  

 

Fig. 4.2. Sliding surface of phenolic carbide brush observed after experiment. 
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4.3 アーク放電によるブラシ摩耗の推定メカニズム 

第 4.2 節で述べたように，エタノール浸漬下におけるブラシ摩耗形態はアーク放電に

より，黒鉛粒子の脱落が発生する材料要因が影響しているものと推察される。 

ブラシ摩耗は Fig. 4.3 に示されるように，アーク放電による損傷と摺動による機械的

摩耗がある [1]。一方，アーク放電による損傷の要因としては，Stress 要因としてのアー

クエネルギー，Strength 要因としてのブラシ損傷耐性がある。したがって，アーク放電

による損傷を低減する方法は以下(1)および(2)が考えられる。 

(1) Stress 要因：アークエネルギーを小さくすること。 

(2) Strength 要因：アーク放電に対する損傷耐性を向上させること。 

前述の(1)の場合，ブラシ荷重を増加させる方法はブラシ摩耗を増加させることにつな

がってしまう。また，残留電流の低減はモータへの供給電流を小さくすることが求めら

れ，その結果，モータ出力が定格に達しなくなる。そこで，本研究では，前述の(2)に着

眼することとし，同様の Stress 下において，ブラシ材料の改良による耐性の向上を検討

した。 

  

 
 

Fig. 4.3. Stress and strength factors affecting brush wear. 
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Fig. 4.4 はブラシの縦断面を模式的に示したものである。ブラシの主成分は黒鉛で形

成され，その周辺にはバインダ部が存在している。バインダ部はフェノール炭化物と気

孔からなる。黒鉛の体積割合は 75 vol%であり，フェノール炭化物 10 vol%，気孔 15 vol%

である。 

材料成分の特徴および観察結果より，アーク放電によるブラシ摩耗のメカニズムとし

て以下(i)から(iii)を推定している。 

(i) Fig. 4.5(a)に示されるように，アーク放電がブラシ摺動面に形成されると，黒鉛部

およびバインダ部は導電性であり，ともにアーク放電によるアーク電流を受けることに

よるジュール熱で損傷する。さらにバインダ部には気孔が存在するため，黒鉛部に比べ

て摩耗体積が増加すると考えられる。 

(ii) Fig. 4.5(b) に示されるように，この気孔の存在により，バインダ部の摩耗が黒鉛部

に比べて速く進行し，黒鉛部が残存すると考えられる。 

(iii) バインダ部は黒鉛を保持する部分であり，Fig. 4.5(c)に示されるように，アーク放

電により，バインダ部の摩耗が進行することで，黒鉛粒子を保持する力が小さくなる。

したがって，残留する黒鉛粒子に機械的な摺動が加わることにより，黒鉛粒子が脱落す

るプロセスをたどるものと考られる。 
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Fig. 4.4. Composition ratio of graphite and binder. 

 

 

(a) Arc damage 

 

 
(b)Binder area damage            (c)Graphite dropped 

Fig. 4.5. Phenolic carbide binder brush wear mechanism. 
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4.4 材料開発の考え方 

ブラシ摩耗量増大に直結する黒鉛粒子の脱落防止を目的に，黒鉛粒子の保持機能を有

するバインダに着目し，以下に示す 2 つの摩耗低減手法について検討する。 

(a) 損傷体積の増加を導く気孔を減少させる。 

(b) バインダ部に直接アーク電流を流さない。 

(a) については，バインダ部の気孔を減少することでアーク放電による損傷量を低減

するという狙いである。従来，ブラシの製造方法は，黒鉛粉末と樹脂を混合し，ブラシ

形状へ成形する。その後，高温で焼成し，加工という工程である。この焼成工程で，樹

脂が高温になることでガス化する部分と炭化する部分に分かれる。そのため，バインダ

部には気孔と炭化物が存在する。樹脂をガス化および炭化させない手法として，焼成温

度を下げる工程を検討した。しかし，従来のフェノールは熱硬化性樹脂であり，焼成温

度を下げた場合にはブラシ強度が低下する懸念がある。そこで，バインダ部の樹脂とし

て熱可塑性樹脂を用いることで樹脂のまま残留させる製法でブラシを高強度かつ低気

孔率な構造にすること検討した。 

(b) については，バインダ部にアーク電流を流さないことでバインダ部の摩耗量が低

下し，黒鉛の脱落を抑制するという狙いである。従来ブラシのバインダ部は，フェノー

ル炭化物で構成され導電性を有するため，アーク放電によるアーク電流が流れてしまう。

したがって，このバインダ部へ電気抵抗の高い熱可塑性樹脂を用いることが対策となる。

さらに，強度を高めることで黒鉛粒子の脱落も抑制できると考え，熱可塑性樹脂のガラ

ス転移温度が高いものを条件として加える。 

これらの(a)および(b)に加えて，ブラシは常に燃料へ浸漬し使用する特徴があること

から，バインダには，ガラス転移温度，電気抵抗率，耐加水分解性や耐薬品性が求めら

れる。また，ブラシにおいては，ガラス転移温度，電気抵抗率，気孔率，曲げ強度，シ

ョア硬度も満足しなければならない。以上の特性を満足するブラシを検討した。 
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4.4.1 バインダ部に用いる樹脂の選定 

本研究で対象としている燃料ポンプ用の DC モータは，ガソリンあるいはエタノール

に浸漬され，その構成部品であるブラシについてもこれらの液体に浸漬し使用される。

ブラシはその液環境下で長寿命や導電性の機能に加えて，液体に対する安定性や安全性

を確保して製品成立させることが必要である。その中で，バインダの特性として， 

(i) ガラス転移温度 

(ii) 電気抵抗率 

(iii) 耐加水分解性を表す分子量変化 

(iv) 耐薬品性を表す重量変化 

に着目する必要がある。ガラス転移温度は，燃料ポンプの使用環境温度の以上必要であ

り，その温度を超えてしまうとバインダの強度が低下してしまうことから，ガラス転移

温度は仕様環境温度以上のバインダが求められる。ブラシは通電する機能を有しており，

低抵抗であることが製品性能を向上させる。一方で，4.3 節で述べた推定メカニズムに

基づくと，バインダ部の電気抵抗率は高くすることでアーク放電をバインダ部に点弧さ

せないことが対策と考えていることから，高抵抗なバインダが求められる。さらに，ブ

ラシは常に燃料中に浸漬された状態で使用されることから，耐加水分解性や耐薬品性も

必要であり，車両で使用される期間内は材料物性が安定していることが求められる。 

バインダとしては，工業的に広く使用される熱可塑性樹脂の A，B および D に加え

て，スーパーエンジニアリングプラスチックとして知られる C も本研究では候補材に

含めた。これら A, B, C および D について，上記(i)-(iv)の物性値を文献によって調査し

た。表 4.1 にまとめて示すとともに，Fig. 4.6 にバインダ物性の比較結果を示す。Fig. 4.6(a)

に示すように，A のガラス転移温度は 0.8 であるのに対して，B，C および D のガラス

転移温度は 2 以上であり，高い。これらの B，C および D のうち，B の抵抗率は 10 程

度であるのに対して，C および D の抵抗率は 105および 106 オーダーであり，高抵抗で
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ある。したがって，ガラス転移温度と抵抗率の面から考えると C および D が候補とな

る。 

Fig. 4.6(b)はガソリン，エタノールおよび水におけるバインダの耐加水分解性と耐薬

品性について比較している。耐加水分解性は，C および D は他の候補材料に比べて，加

水分解し難い。さらに，耐薬品性を比較すると C が他の候補材料に比べて，優れており

も劣化し難い。したがって，バインダの要求特性であるガラス転移温度，電気抵抗率，

耐加水分解性および耐薬品性において良好な特性を有する C を採用した。 

 

 

 

 

  

Table. 4.1. Binder resin material characteristics. 

 

Characteristics A B C D

Electrical resistivity [a.u.] 102 10 2×106 107

Glass-transition temperature [a.u.] 0.8 3 3.8 2.4

Chemical resistance low middle high middle

Water resistance middle inferior superior superior
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(a) Resistivity and glass-transition temperature for several thermoplastic resins. 

 

 

 

(b) Chemical resistance and water resistance for several thermoplastic resins. 

Fig. 4.6. Selection of binder candidate materials. 
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4.5 開発バインダブラシの摩耗低減効果検証 

開発バインダブラシは従来バインダブラシに比べて，電気抵抗率 0.5 倍，気孔率 

5vol% 低減，曲げ強度 4.5 倍と物性を向上させることができた。この開発バインダブラ

シに対する Stress 要因としてのアークエネルギー，Strength 要因の観点から摩耗低減効

果を検証した。 

 

4.5.1 開発バインダブラシに対する Stress 要因：アークエネルギー 

Stress 要因としてはアークエネルギーを小さくすることが求められる。しかし，これ

は残留電流を小さくすること，ひいてはモータへの供給電流を小さくすることになり，

モータ出力が定格に達しなくなる。したがって，従来バインダブラシと同等程度の残留

電流を有することが求められる。 

 

4.5.1.1 残留電流の測定方法 

Fig. 2.1 に示した試験機に試作したブラシを取付け，エタノール燃料に浸漬した。電

流 7 A で，回転子を 8000 rpm で回転させ，整流子片に流れる電流 i1，さらにブラシ・整

流子片間の電圧 v1 の時間変化を計測した。計測された電流波形から，残留電流を測定

した。さらに式 (3.1)を用いて，計測された電流および電圧波形からアークエネルギーを

算出した。 

 

4.5.1.2 測定結果および考察 

Fig. 4.7 は，開発バインダブラシに対して，エタノール浸漬下で測定された残留電流

を示している。同図では，2 章で述べた従来バインダブラシの結果とともに示し，比較
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している。従来バインダブラシの残留電流は 2.5 から 2.9 A である。開発バインダブラ

シでは 2.3 から 2.9 A であり，従来バインダブラシとほぼ同等である。 

また，Fig. 4.8 は，アークエネルギーについて示している。開発バインダブラシでは，

従来バインダブラシのアークエネルギーは 0.17 から 0.24 mJ である。開発バインダブラ

シでは 0.15 から 0.23 mJ であり，こちらも従来バインダブラシとほぼ同等である。 

第 3.2.4 項で示したように，従来バインダブラシにおいて，残留電流が同一であれば，

その直後にブラシ・整流子片間に形成されるアーク放電に関して，アーク継続時間およ

びアークエネルギーが同一であることを明らかにしてきた。したがって，開発バインダ

ブラシを使用しても残留電流が変化しないことから，開発バインダブラシにおけるアー

ク継続時間およびアークエネルギーは従来バインダブラシと同一であると言える。以上

のことから，材料改良にともなう Stress 要因の増大がないことがわかった。 
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Fig.4.7. Residual current for conventional and development brush in ethanol. 

(Current: 7 A, Inductance: 27 H, Rotational speed: 8000 rpm, Fuel: ethanol) 

 

 

Fig.4.8. Arc energy for conventional and development brush in ethanol. 

(Current: 7 A, Inductance: 27 H, Rotational speed: 8000 rpm, Fuel: ethanol) 
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4.5.2 開発バインダブラシの Strength：バインダ 

Strength 要因としてはバインダ変更にともない，バインダ部の高抵抗化や気孔率の減

少，ブラシの高強度化を実現している。この開発バインダブラシを用いることで，従来

バインダブラシの課題であるバインダ部の損傷が進行し，黒鉛粒子黒鉛粒子が脱落する

摩耗プロセスを抑制することができると考えられる。この摩耗低減効果について開発バ

インダブラシを用いて実験的に確認する。 

 

4.5.2.1 摩耗量の測定方法 

試作した開発バインダブラシを取付け，摩耗評価を実施した。測定条件として，3.2.1

項で述べた条件，すなわち，電流 6 A，回転数 8000 rpm，インダクタンス 27 H のもと

で，30 min 連続運転とした。燃料種はガソリンとエタノールを用いた。30 min 連続運転

後のブラシについて，摩耗量の測定およびブラシ摺動面の拡大観察を実施した。 

 

4.5.2.2 測定結果および考察 

Fig. 4.9(a)および(b)は，試験後のブラシ摺動面の外観観察結果を示している。アーク

放電によりブラシ右端から黒色に変色している。さらに，その部位について，SEM 観察

を実施し，Fig. 4.9(c)に示す。外観ではエタノール試験後のほうが，黒色に変化している

面積が広く見える。しかし，ブラシ表面を SEM 観察すると，エタノール試験後のブラ

シ表面は軽微な損傷はあるものの，摺動面に凹凸はほとんど形成されていない。

Fig. 4.2(c)に示される摺動面と比較して，開発バインダブラシの摺動面は従来バインダ

ブラシと異なり，黒鉛粒径相当の脱落が低減しているものと考えられる。 
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Fig. 4.10 には，開発バインダブラシの摩耗量のほか，2 章で述べた従来バインダブラ

シの摩耗量についても比較して示している。ガソリン浸漬下での従来バインダブラシの

摩耗量を 1 とした場合，開発バインダブラシの摩耗量は 0.74（相対値）となり，約 26 %

低減できている。エタノール浸漬下における従来バインダブラシの摩耗量は 3.4 である

のに対し，開発バインダブラシの摩耗量は 2.6 に約 24 %低減できている。 

以上の結果より，開発バインダブラシは熱可塑性樹脂として C をバインダに適用す

ることで，バインダ部の気孔低減を実現し，さらに，従来バインダのような黒鉛部の脱

落による摩耗形態を抑制していることが分った。 

 

(c) Arc damage  

 

Fig. 4.9. Sliding surface of development brush observed after experiment. 
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Fig.4.10. Brush wear measured by conventional and development brush in gasoline and 

ethanol. 
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4.6 開発バインダブラシの物理特性 

バインダ C を用いてブラシを作製し，ガラス転移温度，電気抵抗率，気孔率，曲げ強

度，ショア硬度について物性測定を実施する [1][2]。以下に各物性がブラシに与える影

響について述べる。 

(1) ガラス転移温度：   ガラス転移温度よりも高温で使用される場合，バインダの

強度が低下し，ブラシの機械的摩耗の増加が懸念される。そのため，燃料ポンプの使

用環境温度よりもガラス転移温度が高いことが要求される。 

(2) 電気抵抗率：   ブラシは電流の授受を行う役割を担うことから，電気抵抗率が

低いほうがモータ性能を向上させることが可能であるため，通電性能を決める重要

なパラメータである。 

(3) 気孔率：   4.3 節で述べた摩耗の推定メカニズムのように，従来ブラシがアーク

放電を受けた場合に，黒鉛部に比べて摩耗体積が増加する原因としてバインダ部の

気孔の存在が影響すると推定している。そのため，このブラシ摩耗低減には気孔率の

低減が求められる。 

(4) 曲げ強度：   ブラシは整流子の回転摺動により，せん断力を受ける。曲げ強度

が低い場合，このせん断力に耐えることができず，機械摩耗の増加や割れ欠けが発生

する。そのため，従来ブラシと同等以上の曲げ強度が必要とされる。 

(5) ショア硬度：   ブラシを燃料ポンプに設置する際の衝撃に耐えられるかを示す

指標として用いており，組付け時の圧力や衝撃に耐えることが求められる。そのた

め，従来ブラシ同等以上のショア硬度が求められる。 

開発バインダブラシに用いたバインダは電気抵抗率が高いことから，Fig. 4.11 に示すよ

うに開発バインダブラシにおいては従来バインダブラシに比べて，成形時の加圧方向を

垂直方向に変更することで，黒鉛の配向を通電方向に揃えることができ，低抵抗化を実

現している[3]。また，熱可塑性樹脂を用いることで黒鉛粒子間へ樹脂が浸入し，粒子間
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を繋ぐことで高強度化，高硬度化できるものと考えている。 

表 4.2 はそれらの物性測定に使用した試料名，形状および材料を示している。形状は

いずれも，長さ l：14.5 mm，幅 w：4.4 mm，厚さ d：3.4 mm，で共通である。試料は 4 種

類あり，ブラシへ適用している 2 種類のバインダについて，ブラシと同様の製造工程を

経た後にガラス転移温度を比較している。従来のフェノール炭化バインダ単体からなる

試料を Bi-c と記し，開発バインダ単体からなる試料を Bi-d と記している。電気抵抗率，

気孔率，曲げ強度，ショア硬度の測定については，従来のフェノール炭化バインダを用

いたブラシ試料をBr-cと記し，開発バインダを用いたブラシ試料をBr-dと記している。 

 
Fig. 4.11. Molding direction of brush specimen. 

 

Table. 4.2. Brush and binder specimen size and material. 
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4.6.1 ガラス転移温度 

バインダに用いている樹脂材料について，単体の耐熱性の指標として，試料 Bi-c およ

び試料 Bi-d のガラス転移温度を測定した。測定方法としては Fig. 4.12 に示すよう示差

走査熱量計法を用いた[5]。この測定方法はヒータにより温度制御されたヒートシンク

を持ち，試料，基準物質とヒートシンクの間に熱抵抗体を設け，この熱抵抗体の定まっ

た場所で温度差を検知する。熱流のフィードバックは熱抵抗体を介してヒートシンクと

の熱交換で行われる。ヒートシンクと試料間，およびヒートシンクと基準物質間に流れ

る熱流差は検知している温度差に比例する。この温度差を温度－電圧変換素子（熱電対

等）で検知し信号として出力する。 

Fig. 4.13 には測定される主な熱の遷移点の現れ方を模式的に示しており，ガラス転移

温度においては，吸熱によって試料と基準物質間に温度差が生じることで，ヒートフロ

ーに変化が生じることを示している。この測定方法を用いることで，バインダのガラス

転移温度を比較した。 

Fig. 4.12. Differential scanning calorimetry. 
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Fig. 4.13. Schematic diagram of heat transition points. 
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4.6.2 電気抵抗率 

Fig. 4.14 は，試料の電気抵抗率の測定回路を示している。同図に示すように，試料の

加圧面に電圧測定端子を接続し，端子間距離 Ls を 10 mm に設定した。さらに，試料の

長さ方向の両端面には，可変抵抗を介して直流電源を接続し，直流電流 I (=1 A)を試料

の長さ方向に通電した。大気温度 25±10 ℃のもとで，電圧端子間電圧 U [V]を測定した。

この測定方法は電圧降下法と呼ばれる。 

電圧測定値 U から， 

 

(4.1) 

 

にしたがって，電気抵抗率 ρ [Ω m]を算出した。なお，式(4.1)において，w [m]および d [m]

は，それぞれ試料の幅および厚さである。 

 

Fig.4.14. Measurement circuit of electrical resistivity. 

 

  

  
A

width：w

thickness：d

Length between terminals：Ls

V

𝜌＝𝑈𝑤𝑑
𝐼𝐿

  Ω･m  
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4.6.3 気孔率 

気孔率の測定は試料 Br-c および試料 Br-d に対して実施した。JIS B 7502 に規定のマ

イクロメータを用いて，材料の寸法である長さ l，幅 w および厚さ d を測定し，その測

定値から試料の体積 Vo を求めた。試料の質量 We については，グラム単位で有効数字 3

桁までを測定した。 

試料の見掛密度 Dbは式(4.2)により算出した。 

 

(4.2) 

 

黒鉛の真比重 Dcは 2.2 であり[4]，Dcと Dbの差を用いて，気孔率 P を式(4.3)から算出

した。バインダ部の気孔を減少する構造となり，アーク放電による損傷を低減できると

考えられる。 

 

(4.3) 

 

  

𝐷 ＝𝑊
𝑉

  g/cm  

𝑃＝𝐷 𝐷
𝑉

  vol%  
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4.6.4 曲げ強度 

曲げ強度の測定については，試料 Br-c および試料 Br-d を用いて，3 点曲げ試験方法

を適用した。試験装置を Fig. 4.15 に示されるように，試料を支点の上に水平に載せ，試

料の長さ方向の中央に，加圧くさびが接触してから破壊までの時間が 5 秒以上となる一

定の速度で鉛直に荷重を加え，試料が破壊したときの 大破壊荷重 F を測定した。ブラ

シはモータ使用時に整流子の回転にともない，せん断力を受けることから，試料の加圧

面を支点に載せ荷重を付与することで，製品と同様の方向における曲げ強度を測定した。 

曲げ強度 σは計算式(4.5)によって算出される。 

 

(4.5) 

 

支点間距離を Ls，幅を w，厚さを d で記している[5]。 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.4.15. Three-point bending test. 

  

 

𝜎＝ 3𝐿 𝐹
2𝑤𝑑

  Pa   
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4.6.5 ショア硬度 

硬度測定については，試料 Br-c および試料 Br-d を用いて，Fig. 4.16 に示されるよう

な JIS B 7727 に規定されたショア硬度 C 型の試験機を用いた反発法によって試験した。

試験機は堅固な支持台上に垂直に配置し，試料を受台に乗せ，計測筒をハンドル操作に

よって試料にしっかり押し付ける。Fig. 4.16 (1)に示すようにゴム球または操作輪を操作

してハンマを所定の高さ h0 から落下させ，(2)のように，対象物に衝突させた後，(3)の

ように上部に跳ね返り，その時の高さ h を測定した。このとき，測定箇所はブラシ成形

時の加圧面 2 面，各 3 点，計 6 点測定し，同じ点，近接した点，及び端面に近い点にな

らないように注意した。 

ショア硬度 Hs は式(4.6)を用いて算出される。kはショア硬度 C 型の変換係数である。 

 

(4.6) 

 

Fig.4.16. Shore hardness meter（C-type）  

𝐻 𝑘
ℎ
ℎ

  HS  
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4.6.6 物理特性測定結果 

(1) ガラス転移温度：   従来バインダの試料 Bi-c を 1 とした場合，開発バインダの

試料 Bi-d は 0.8 倍であり，従来バインダに比べて開発バインダはガラス転移温度が

低く，高温下では強度低下する。しかし，この温度は燃料ポンプ作動時の使用環境目

標値 0.6 に対して十分余裕があり，開発バインダをブラシへ適用できる。 

(2) 電気抵抗率：   従来バインダを用いた試料 Bi-c の抵抗率 ρ を 1 とした場合に，

開発バインダを用いた試料 Bi-d の ρ は 1016～18 と測定された。バインダ単体の状態に

おいて，開発バインダは十分な絶縁性を有していることが示された。この高抵抗な開

発バインダを用い，ブラシとしては低抵抗化を実現することが求められる。4.3.2 項に

示したように，開発バインダブラシは従来バインダブラシに比べて，成形時の加圧方

向を垂直方向に変更することで，黒鉛の配向を通電方向に揃えることができ，低抵抗

化を実現する成型方法を適用した。従来バインダブラシの試料 Br-c の ρを 1 とした場

合に，開発バインダブラシの試料 Br-d の ρは 0.5 倍と半減している。よって，開発バ

インダをブラシに適用し，従来バインダブラシ以下の低抵抗化を実現した。 

(3) 気孔率：   従来バインダブラシの試料 Br-c の気孔率 P は 15 vol%であるのに対

して，開発バインダブラシの試料 Br-d の P は 10 vol%と算出される。従来バインダブ

ラシの場合は焼成によりフェノールが炭化し，その炭化時に低沸点成分の昇華により

気孔が増加することが考えられる。熱可塑性樹脂をそのまま残す製法を適用すること

で，従来バインダブラシに比べ P が 5 vol%減少できた。 

(4) 曲げ強度：   従来バインダブラシの試料 Br-c の曲げ強度 σ を 1 とした場合に，

開発バインダブラシの試料 Br-d では σが約 4.5 倍に増加している。したがって，開発

バインダブラシは整流子の回転摺動によるせん断力に耐える σを有することがわかっ

た。 

(5) ショア硬度：   測定結果としては従来バインダブラシの試料 Br-c および開発バ
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インダブラシの試料 Br-d の硬度 Hsが同等であった。したがって，開発バインダブラシ

は製品適用時に衝撃に耐えられる Hsを有することがわかった。 

以上の物性測定結果を表 4.3 にまとめて示している。これらの測定結果からバインダ

を変更することで，各物性の目標値を満足し，従来バインダブラシに比べて，電気抵抗

率 0.5 倍，気孔率 5 vol%低減，曲げ強度 4.5 倍とブラシに重要な物性を向上させること

ができた。 

 

 

Table. 4.3 Physical characteristics of binder and whole brush. 
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4.7 まとめ 

ガソリンに比べエタノール浸漬下におけるアークエネルギーが約 1.2～2 倍程度であ

るのに対して，摩耗量は約 3.4 倍とアークエネルギーの増加量に比べて摩耗量が大きい。

アーク放電による火花摩耗の増加に加えて，ブラシ摩耗を加速させる要因があるものと

考えた。このブラシ摩耗量の増加に着目し，ブラシの損傷形態を詳細に考察した。アー

ク放電による損傷を再現させるために，エタノール浸漬下での連続運転を実施した。試

験後の摺動面を SEM 観察したところ，従来バインダブラシ摺動面の摩耗形態として，

黒鉛周辺のバインダ部の損傷が大きく，その結果，黒鉛粒子相当の脱落痕が観察された。

そのメカニズムとして，摺動面の黒鉛を保持するバインダ部が損傷し，機械的な摺動が

加わることで黒鉛粒子が脱落するものと考えた。 

上述の摩耗メカニズムに基づき，黒鉛周辺のバインダ部に着目し，摩耗低減手法を

検討した。その対策手法は(a)損傷体積の増加を導く気孔を減少させる，(b)バインダ部に

直接アーク電流を流さない，という 2 つの着眼点である。(a)については，バインダ部の

気孔を減少することでアーク放電による損傷量を低減する。(b)については，バインダ部

にアーク電流を流さないことでバインダ部の摩耗量が低下し，黒鉛の脱落を抑制する。

これらの(a)および(b)の手法に加えて，ブラシは常にガソリンやエタノールへ浸漬して

使用する特徴があることから，耐薬品性や耐熱性も満足するバインダ部の熱可塑性樹脂

として C を選定した。この開発バインダを用いてブラシを作製し，従来バインダブラシ

に比べて，電気抵抗率 0.5 倍，気孔率 5vol%低減，曲げ強度 4.5 倍と物性を向上させる

ことができた。 

この開発バインダブラシは従来バインダブラシの課題である黒鉛部の脱落による摩

耗形態を抑制することができた。このブラシを採用することで，エタノール浸漬下の摩

耗量は従来ブラシに比べ 24 %低減することができた。  
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第 5 章 総括 

自動車の高機能化，高性能化に果たすモータの役割は多い，これらの車載用モータの

90 %以上には，低コストの観点から，ブラシ付きの DC モータが採用されている。ブラ

シ付き DC モータの寿命は，一般的にブラシの寿命によって決定づけられる。したがっ

て，ブラシの長寿命化技術は車載用モータの製品競争力を左右するキー技術であり，

も重要な研究課題の 1 つである。 

昨今の地球温暖化や排出ガス低減への取り組みが世界規模で進められる中，CO2削減

の観点から従来の石油系ガソリンに加えてアルコール燃料に対する性能向上が求めら

れている。ブラシ付き DC モータにおけるアーク低減に関する研究の現状は，特定のモ

ータや条件に限っての個別解の場合が多く，その個別解の取組みの積み重ねが，より汎

用的なブラシ摩耗に関わるアーク放電の低減手法および長寿命化技術の発見および確

立を目指すための重要な研究であると考える。そのため，本論文では，環境負荷低減に

向けた燃料ポンプの品質保証や性能向上に向けて，エタノール浸漬下におけるアーク放

電に作用する影響因子や摩耗のプロセス，それに基づく長寿命化を研究目的とした。 

以下に，本研究で得られた成果をまとめる。 

第 1 章では，研究の背景，目的，および研究方針を述べている。 

第 2 章では，ブラシ・整流子片の開離前に主眼を置き，燃料種や回転子の回転数が残

留電流に及ぼす影響について検討してきた。エタノール浸漬下では，残留電流が増加す

ることを見出して，その要因として燃料の粘性に着目し，ブラシ・整流子の接触状態が

変化することを明らかにした。さらには，ブラシ接触荷重に着目し，ガソリンに比べエ

タノール浸漬下では摩擦力が低くなることで，ブラシ後端部における接触荷重の上昇が

残留電流の増加を引き起こすことを説明している。 

第 3 章では，研究の第 2 フェーズとして，ブラシ・整流子片の開離後に主眼を置き，

ガソリンおよびエタノール浸漬下において，残留電流およびアークエネルギーについて
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検討し，ガソリンに比べエタノール浸漬下のほうがアークエネルギーは大きくなり，約

1.2～2 倍程度に大きくなることがわかった。得られたアークエネルギーは残留電流の関

数として整理でき，さらには，二次関数的に増加することがわかった。したがって，Stress

要因であるアークエネルギーの主要因は残留電流であることを明らかにした。 

第 4 章では，前章により導かれたアークエネルギーによるブラシの摩耗量の増加に

着目し，ブラシの損傷形態を詳細に考察した。アーク放電による損傷を再現させるため

に，エタノール浸漬下での連続運転を実施し，ブラシ摩耗量を測定した。ガソリンに比

べエタノール浸漬下でのブラシ摩耗量はガソリン浸漬下に対して大きく，約 3.4 倍であ

り，この摩耗量の増加はアークエネルギーが起因しているものと推定した。試験後のブ

ラシ損傷形態を SEM 観察等から検討し，従来バインダブラシ摺動面の摩耗形態として，

黒鉛周辺のバインダ部の損傷が大きく，その結果，黒鉛粒子相当の脱落痕が観察された。

そのメカニズムとして，摺動面の黒鉛を保持するバインダ部が損傷し，機械的な摺動が

加わることで黒鉛粒子が脱落するものと考えた。そのメカニズムに基づき，アーク放電

によるバインダ部損傷を低減する手段として，高ガラス転移温度，高電気抵抗率，耐加

水分解性や耐薬品性という特徴を有するバインダを適用するブラシを開発した。この開

発バインダブラシは従来バインダブラシに比べて，電気抵抗率 0.5 倍，気孔率 5vol %低

減，曲げ強度 4.5 倍と物性を向上させることができた。さらに，開発バインダブラシを

エタノール浸漬下で連続運転評価し，その後のブラシを精査することで，従来バインダ

のような黒鉛部の脱落による摩耗形態を抑制することができた。このブラシを採用する

ことで，エタノール浸漬下の摩耗量は従来ブラシに比べ 24 %低減することが実現でき

た。 

以上のように，本研究によって明らかになった技術は，①エタノール浸漬下における

ブラシの傾きがブラシ後端部の接触荷重の上昇を導き，残留電流を増加させる現象。②

絶縁性バインダをブラシに適用することでアークによるバインダの損傷を低減し，黒鉛
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の脱落を防ぐことを実現した，オリジナルの対策材料開発である。これらの技術は，今

後の自動車の環境負荷低減に貢献する技術であり，今後さらに直面するであろう，耐久

性，信頼性向上，小型化，高性能化に対して，それらの諸問題を解決するための有効な

手段であると考えられる。また，今回得られた研究成果は筆者が所属する株式会社デン

ソーで使用される燃料ポンプに採用され，ブラシの長寿命化に貢献している技術である。 

今後については，世の中のアルコール燃料の変化や製品の作動条件に対して，ブラシ

荷重分布がどのように推移していくか，その推移がどのように整流火花やブラシ摩耗に

影響するかなど検討し，詳細の解析を進め，モータ設計に活用できる実用性の高い知見

を追求していく。 
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