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永久磁石同期機の開発に従事。現

在，（株）富士電機総合研究所電機

技術研究所回転機グループ副主任

研究員。
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フライホイールは古くから利用されてきたエネルギー貯

蔵方法であるが，機械的な軸受を用いた従来の装置は回転

損失が大きいために秒から分オーダーの短時間用途に限ら

れてきた。これまでに無停電電源装置，電気鉄道の電圧補

償電源装置，核融合試験装置用電源装置などで実用化の例

がある。最近では電力系統の周波数安定化用に導入されて

いる。

これらのシステムは電力の短時間一時蓄積が目的である

ため，発電機の損失を低減するための考慮があまりなされ

ていない。しかしながら，ここにきて高温超電導という最

先端技術によって新たな可能性を与えられ，浮上形フライ

ホイールの研究が盛んになってきている。すなわち，高温

超電導体を永久磁石と組み合わせて磁気軸受とし，フライ

ホイールを浮上させて回転させるものである。これによっ

て回転損失を小さくでき，負荷平準化など日オーダーの用

途にもフライホイールを利用できる可能性がでてきた。

現在，新エネルギー・産業技術総合開発機構（NEDO）

では「高温超電導フライホイール電力貯蔵研究開発」を進

めている。今回，その関連で（株）四国総合研究所から，ア

ウタロータ構造のコアレス永久磁石発電機の試作試験を依

頼された。本稿にてその概要を述べる。

フライホイール電力貯蔵装置

円盤状フライホイールの場合，蓄積エネルギー E（J）

は，

E＝ 1/4W（Rω）2 ………………………………………

W：フライホイールの質量（kg）

R：半径（m）

ω：回転角速度（rad/s）

であり，エネルギーを高めるには回転速度を大きくするこ

とが効果的である。しかしながら材料強度の面から蓄積可

能なエネルギーには限界があり，最外縁部にかかる径方向

の応力σθは，

σθ＝ 0.25｛（1－ 2ν）/（1－ν）｝ρR2ω2 ……………

ν：ポアソン比

ρ：密度（g/cm3）
から，エネルギー密度 e（J/kg）の最大は，

emax ＝ E/W＝K（σθmax/ρ） …………………………
で表される。

σθmax/ρは材料の比強度と呼ばれるもので，式 から

明らかなように，単位質量あたりの蓄積エネルギーを大き

くするためには，フライホイールの材料は軽くて強い方が

よい。現状では，カーボン繊維強化プラスチック（CFRP）

が最適と考えられている。従来の重くて低速のフライホイー

ルに代わり，小形で高速形のフライホイールの研究が進め

られている。

フライホイールは，高速にするほど多くのエネルギーを

蓄積できるが，反面，回転部で発生する損失も増大する。

回転部表面での空気摩擦損は回転速度の三乗に比例して増

大するため，高速領域では膨大な値となる。これを避ける

ためには，周囲を真空状態にする必要がある。真空状態に

することにより，空気との摩擦損をほとんど無視できるレ

ベルまで下げることができる。

したがって，高効率形フライホイールに適用する回転機

として特に考慮すべきことは，

高効率　：特に空転時の損失が少ないこと

高速回転：運転周波数は数百Hzレベル

真空配置：真空中で冷却が可能のこと

などである。

永久磁石発電電動機

フライホイールは電力貯蔵が目的であるから，充放電時

の効率がよいこともさることながら，空転時すなわち電源

から切り離した状態での損失を極力減らすことが重要であ

る。

回転機の機種のなかで，高速回転向きかつ高効率形とな

ると，機械的接触のないかご形誘導機か永久磁石同期機が

考えられる。かご形誘導機の場合，空転時の効率が最も優
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れているが，充放電時に回転子側に銅損が発生するため，

冷却のほとんど期待できない真空中に配置することはでき

ない。誘導機部分のみ部屋を分離し，減速機にて低速にす

るなどの配慮が必要である。その場合は，機械損が増大す

るので結果的に高効率の実現は難しい。

永久磁石同期機の場合，回転子に巻線がないので電気的

損失が発生せず，高効率を実現でき，かつ回転子を冷却す

る必要がない。冷媒としての空気を循環させる必要がない

ので真空中に配置でき，固定子のみ伝熱によって冷却する

ことが可能である。

さらに，アウタロータ構造を採用する。これは，図１の

ようにリング状のフライホイールの内側に発電機の回転子

を取り付け，軸受をフライホイールと兼用して一体構造に

するもので，全体の寸法を小さくできる利点がある。永久

磁石機にとっては磁石保持が容易であり，高速回転向きで

ある。

コアレス永久磁石同期機

永久磁石機は，回転子に余計な巻線がなく，構造が簡単

かつコンパクトであり，冷却の面でも高速形のフライホイー

ル装置に適したものであるが，界磁が一定のため空転中で

も固定子鉄心内に鉄損が発生する。これを解決する手段と

して提案されているのが，固定子のコアレス化，すなわち

固定子鉄心のない構造である。

鉄心のない構造は小形電動機の分野では見られるものの，

通常の汎用機あるいは中・大形回転機ではコアあり機と同

等の磁気装荷を得ることが難しく，体格が大きくなるため

採用されていない。永久磁石機の場合でも磁石量が膨大な

ものとなり，コアあり機に比べ大形化する。

しかしながら，近年，磁石の性能向上がめざましく，低

価格化が進んでいることにより，適用を検討するレベルに

なってきた。

４.１ コアレス機の技術課題

巻線に発生する渦電流損

コアがある場合，界磁磁束はコアの部分を集中的に通り

スロット内に侵入する量は少ない〔図２ 〕。すなわち，

導体にじかに鎖交する磁束が少ない。これに対しコアレス

の場合，巻線に自由に磁束が侵入することにより導体内に

渦電流損が発生する〔図２ 〕。このためコイルに対して

は特別な配慮が必要となる。発生原理は同じであるが，コ

イルの構成上 2種類の渦電流損が発生する。

一つは，導体 1本 1 本に発生するもので〔図３ 〕，こ

れに対しては線材そのものを細くする必要がある。どの程

度細い線を使うべきかは，要求される効率と発生損失の関

連で判断すべきことなので一律にはいえないが，目安とし

て損失の値を図４に示す。図は 0.18 T，周波数 400Hz の
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図２　コイル周辺の磁石磁束の流れ
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図３　巻線に発生する渦電流損
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図４　丸銅線内に発生する渦電流損
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交番磁界中に丸銅線をさらした場合の渦電流損を解析した

もので，他の条件に対しては磁束密度・周波数それぞれの

二乗に比例する。

もう一つは 1ターンを複数の導体で構成した場合（作業

上の利便性から通常はこのようになる）に，この並列導体

間に流れる循環電流によるものである〔図３ 〕。これに

対しては，互いに絶縁された並列導体をねじった構造にす

ると同時にコイルを一定の形に整えて正確に溝内に収納し

て，鎖交する磁束をバランスさせるのが有効である。

固定軸に発生する渦電流損

コアレス機の場合，磁石対面に磁気回路を形成する磁性

体がないため，磁束は，周囲の空間に放射状に分布する。

これによって，回転する磁石の付近の金属構造物に渦電流

損が発生する。アウタロータ構造の場合は図５のように，

固定子を支持する固定軸表面に渦電流損が発生する。これ

に対処するには固定軸全体を非磁性非導電性の材料とする

か，磁束が侵入しないよう磁気シールドを施す必要がある。

磁気シールドには強磁性体で鉄損の少ない材料を選べばよ

く，積層電磁鋼板やフェライトが適している。

コアレス機の試作

前章で述べた技術的課題を定量的に把握するため，小容

量のアウタロータ形のコアレス永久磁石発電機を試作し実

験を行った。

仕様は次のとおりである。

定格出力：三相，200V，1,000W

定格回転速度： 12,000 r/min

効　率： 95 ％（機械損を除く）

極　数： 4

周波数： 400Hz

絶　縁： F種

使用磁石：ネオジム系希土類永久磁石

冷却方式：水冷

軸受支持構造：横置きブラケット形二軸受支持

概略の構造を図６に示す。今回は，コアレス機の電気特

性の把握が目的であるため真空配置は実施せず，固定子の

み真空中での温度試験を行った。固定子は冷却向上を図る

ため全体をモールドする構造とした。

試験結果

６.１ 誘起電圧

端子開放状態での誘起電圧は永久磁石機の重要な特性の

一つである。200V 仕様に対し，実測 195V であり，ほぼ

計画どおりの値が得られた。図７に相電圧の実測波形を示

す。コアあり機のような台形波を呈することはなく，きれ

いな正弦波が得られた。ちなみに高調波含有量は，３次：

1.5 ％，5次： 0.6 ％，7次： 0.6 ％，9次： 0.3 ％であり，

通常機に比べてきわめて少ない。コアレス機の特徴といえ

る。

６.２ コイルの細線化

細線化の効果を見るため，以下の 2種類の電線を用いて

モデルを製作した。

™φ 0.4mm× 9本より線/ターン

™φ 1.2mm× 1本/ターン

無負荷運転時での損失から渦電流損を分離した結果，φ

1.2mmの方は 60Wで，ほぼ解析による予想値と同等の
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損失が確認された。φ 0.4mmは 24Wであり，解析値よ

り高い値となった。よりの効果が十分でなく，多少循環電

流が発生したと思われる。巻線温度で見た場合，φ 1.2

mmの方が 17 ℃高く，温度的にも渦電流損の影響が観測

された。

６.３ 固定軸シールド効果

シールドは厚さ 0.5mmの電磁鋼板を積層した構造とし

た。シールドありの場合とシールドなしの場合の鉄損の実

測値は，

™シールドなし・・・ 1,200W

™シールドあり・・・ 30W（シールド部の鉄損を含む）

となり，シールドの効果は顕著である。

シールドなしの場合の損失の大部分は固定軸（内管）に

発生する渦電流損で，その模様を解析すると図８ のよう

になる。固定軸（内管）に発生する損失密度の最高値をシー

ルドの有無で比較すると，

™シールドなし・・・ 31 W/cm3

™シールドあり・・・ 0.0035W/cm3

であり，シールドによって約 1/10,000 に減少させること

ができる。逆にいえば，このようなコアレス構造では，磁

石磁束に対するシールド対策を十分に行う必要があるとい

える。

６.４ その他

モールド固定子の伝熱性を確認するため，固定子のみ真

空中での温度試験を実施した。その結果，温度上昇はほぼ

計画どおりの値となり，良好な結果が得られた。

リアクタンス Xdは，高周波仕様でかつコアレスである

ため，1.3 Ω/相（≒ 4％）と，予想どおり非常に小さい値

であった。実用化にあたっては可変速電源との組合せにな

るが，フィルタなどによって高調波対策を十分に行う必要

がある。

成果と今後の課題

今回はアウタロータ形のコアレス機を原理試作し，発電

機としての基本的特性を確認するとともに，主に損失の面

で予想されうる問題点について対策を立案，効果を確認し

た。

電気的特性については，古典的な計算によって誘起電圧

やインダクタンスなどを把握することは難しいが，現在の

解析技術を駆使すれば，三次元解析によって十分な精度で

予想し得るものと考える。

今後は，主に材料選定や製造技術の確立および信頼性の

確保を主体に段階的なタイプアップ試作を実施し，大形化

をめざしていくべきと考える。

大形化に対して，現在考えうる開発要素は次のとおりで

ある。

細線・より線構造の高圧コイルの開発

伝熱性，強度の面で優れた絶縁性コア材，およびモー

ルド材の選定

回転子組立方法の確立（大形磁石の固定技術）

特に， に関しては，コアレス機特有のものであり，大

容量化を実現するためには必要不可欠な技術である。

最後に上記の開発要素が成った場合のMW級実用機の

体格比較を表１に示す。総じてコアレス機は効率面で優位

であり，コアあり機は小形という点で優位といえる。

あとがき

最終的に，コアレス機がフライホイールに最も適したも

のかどうかは，回転機の部分のみで単独に判断すべきこと

ではなく，装置全体の体格，効率，価格などから総合的に

判断しなければならない。今後もフライホイール蓄電シス

テムに最適な発電電動機の開発に取り組んでいきたい。
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図８　固定軸の渦電流損解析

表１　MW級実用機の体格比較 

コアあり機 コアレス機 
コアの有無 

比較項目 

外　　径 

軸方向長 

磁 石 量 

1 

1 

1 

1 

2 

8 
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