
JP 5550829 B2 2014.7.16

10

20

(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　電磁誘導により電気を発生させるための電磁装置であって、前記装置が、
　独立し、放射状に配向され、相隔たり、かつそれぞれ互いに短絡した複数のソレノイド
コイルで巻かれた直線－円環状強磁性コアと、
　前記コアの外側に位置する外部永久磁石であって、前記外部永久磁石はＳ極部分および
Ｎ極部分から構成される、外部永久磁石と、
　前記コアの内側に位置する内部永久磁石であって、前記内部永久磁石は、Ｓ極部分、Ｎ
極部分、および２つの前記極部分を接合する中央部分から構成される、内部永久磁石と、
　前記中央部分の周りに巻かれかつ少なくとも１つの端子を提供する誘導コイルと、を備
え、
　前記コアは、ステータ支持部上にある前記外部永久磁石および前記内部永久磁石の間の
回転のために前記永久磁石の間に固定される、装置。
【請求項２】
　前記ソレノイドコイルが前記コア内に配置される、請求項１に記載の装置。
【請求項３】
　前記コアが、前記内部永久磁石および前記外部永久磁石に対して反対極性を誘導的に有
する、請求項１に記載の装置。
【請求項４】
　前記外部永久磁石および前記内部永久磁石が、互いに近接して共通極と共に位置付けら
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れ、それにより前記コア内に反対極性を誘導する、請求項１に記載の装置。
【請求項５】
　電流を発生させる方法であって、
　円環状強磁性コアの外部および内部にあるステータ永久磁石間で、複数の放射状に配向
されかつ相隔たるソレノイドコイルを有する前記コアを回転させるステップと、
　前記コイルが電磁石になるように、前記コイル内の外部永久磁石および内部永久磁石か
ら電気エネルギを誘導するステップと、
　誘導により、電流の形態にあるエネルギを前記内部永久磁石の中央部分の周りに巻かれ
た誘導コイルに移送するステップと、
　前記誘導コイルからもたらされた電流を端子に流すステップと、
を含む、方法。
【請求項６】
　前記内部永久磁石および前記外部永久磁石に対して、前記ソレノイドコイル内に反対極
性を誘導するステップをさらに含む、請求項５に記載の方法。
【請求項７】
　電気モータを操作する方法であって、
　選択された振動数におけるパルス状直流を、内部永久磁石の中央部分の周りに巻かれた
誘導コイルの外部にある端子に提供し、それにより、回転可能な強磁性コアの外部および
内部にあるステータ永久磁石間の前記コアに巻かれた、複数の放射状に配向されかつ相隔
たるソレノイドコイル内に磁場を誘導し、それにより前記ソレノイドコイルをソレノイド
として機能させるステップであって、前記ソレノイドコイルは、持続回転を結果的にもた
らす各パルスの最中に誘導された電気エネルギを蓄え、前記電気エネルギを用いて前記コ
アを動かすように作用する、ステップ、
を含む、方法。
【請求項８】
　前記内部永久磁石および外部永久磁石に対して、前記ソレノイドコイル内に反対極性を
誘導するステップをさらに含む、請求項７に記載の方法。
 

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　背景
　関連出願
　本願は、２００５年８月２２日出願の「ＤＣ誘導電動発電機」（DC Induction Electri
c Motor-Generator）と題された、先に出願された米国実用特許出願連続番号第１１２０
９５２５号からの国際優先権を主張する。
【０００２】
　この開示の分野
　この開示は一般に電動発電機に関し、より特定的には、誘導により作動するＤＣ回転電
磁機械に関する。
【背景技術】
【０００３】
　関連技術の説明
　以下の技術は、ここに記載され主張される装置の分野の現状を定義している。
【０００４】
　ツ（Tu）等のＵＳ２００４／０１３５４５２は、電流を誘導するよう磁力線を切断する
ための少なくとも１つの環状コイル構造と、螺旋状コイル構造と平行に方向付けられた少
なくとも１つの円盤形状磁極構造とを含む、平坦な回転発電機を開示している。環状コイ
ル構造および円盤形状磁気コイル構造が多数含まれる場合、環状コイル構造および円盤形
状磁気コイル構造は交互に配置される。環状コイル構造および円盤形状磁極構造には、透
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過性材料が設けられていない。環状コイル構造または少なくとも１つの円盤形状磁極構造
が外力により回転されると、環状コイル構造はそれを通る磁力線を切断して誘導電流を生
成する。ニール（Neal）のＵＳ２００２／０１３５２６３は、モータを作るために使用さ
れるステータアセンブリ用の環状コアを形成する複数のステータアークセグメントを開示
している。好ましい一実施例では、環状コア上の極の周りに巻かれたワイヤを通って電流
が通されると、複数の磁場が作り出される。相変化物質の一体構造体が導体を実質的に封
入し、環状コアにおいてステータアークセグメントを互いに接触させて保持する。モータ
を用いるハードディスクドライブと、モータおよびハードディスクドライブを構成する方
法も開示されている。ローズ（Rose）のＵＳ６８０３６９１は、回転軸を中心とし、軸方
向に反対の２つの側を有する磁気透過性のリング形状コアを含む電気機械を開示している
。コイルはコアの周りに環状に巻かれ、円周方向に沿って連続的に配置される。各コイル
は、コアのそれぞれの側に並んで半径方向に延在する２つの側脚を含む。隣接する側脚間
には、コイルがない空間が存在する。ブラケットは、ブリッジング構造により接続されて
コイルの第１および第２の側にそれぞれ当接する第１および第２の側部フランジを有する
。モーラー（Mohler）のＵＳ６５０７２５７は、１つ以上のロータが固定して取付けられ
た出力シャフトから構成される双方向ラッチングアクチュエータを開示している。シャフ
トおよびロータは、円筒コイルが搭載されて伝導性端部キャップにより閉鎖される磁気伝
導性ハウジングに、回転のために搭載される。端部キャップ上にはステータ極片が搭載さ
れる。一実施例では、ロータは、非対称的に搭載された少なくとも２つの逆に磁化された
永久磁石を有する。すなわち、それらは一方の側で隣接し、他方の側で非磁性空隙により
隔てられる。ステータ極片は非対称的な束伝導性を有し、一実施例では、極片の残りの部
分よりも軸方向に厚い。当接部は、（伝導性がより高い極片の部分にロータ磁石が軸方向
に整列される）中立位置へとロータが揺動しないようにする。このため、ロータは、中立
位置に向かって引かれている２つの位置のうちの一方に磁気的にラッチされる。極性が逆
の電流を用いたコイルの励磁により、ロータはその逆のラッチ位置へ向かって回転するよ
うになり、そこでそれはその位置で磁気的にラッチされる。モーラーのＵＳ５３３７０３
０は、励磁されると細長い環形の磁束場を生成可能な電磁コアから構成される永久磁石ブ
ラシレストルクアクチュエータを開示している。ほぼ円筒形のコイルの外側には、各端に
上部および下部端板を備える外側ハウジングがある。端板に搭載されて互いに向かって延
在しているのは、空気間隙によってその逆の極片から隔てられたステータ極片である。永
久磁石ロータが空気間隙に配置されてシャフト上に搭載され、シャフトは次に端板の各々
に回転可能に搭載される。永久磁石ロータは少なくとも２つの永久磁石を備え、各々、ロ
ータのアーチ形部分を覆い、逆の極性を有している。一方向における電流を用いたコイル
の励磁は、２つの極片の各々がロータの磁石のうちの一方を引きつけ、ロータの他方の磁
石に反発するように極片を磁化して、出力シャフトによって生成されるトルクをもたらす
。電流の流れの反転は、ロータのトルクおよび回転の逆方向への反転をもたらす。多数の
セル、すなわち、各ステータ極面に複数の極片がある複数のステータ・ロータ・ステータ
の組合せおよび／またはセルを有する好ましい実施例が開示されている。クルースターハ
ウス（Kloosterhouse）等のＵＳ５１９１２５５は、周囲に沿って複数の磁石が搭載され
たロータを含む電磁モータを開示している。好ましくは、隣接する磁石は、外側を向いた
逆の極を有する。１つ以上の電磁石がロータの周囲に隣接して配置され、そのため、ロー
タが回転すると、ロータ上に搭載された磁石は電磁石の極の近くに搬送される。ロータの
実質的にすべての角度位置について、電磁石の極とロータ上に搭載された磁石との間の磁
気吸引および反発がロータを所望の方向に回転するよう促すように、電流が駆動回路によ
って、ロータの回転との予め定められた位相関係で電磁石に供給される。反射性材料がロ
ータ上に、予め定められた角度位置に搭載される。駆動回路は光電性デバイスを含み、こ
のデバイスは、反射性材料から反射された光をデバイスが受取っているかどうかに従って
値が変化する信号を生成する。この信号は、電磁石用の駆動電流を生成するよう増幅され
る。ウェストリー（Westley）の４６２３８０９は、極構造を内蔵するステッパモータを
開示しており、この極構造では、複数の極を各々有する一対の同一のステータ極板が、極
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が逆方向に突出した状態で背中合わせに位置付けられ、ステータ極板は一対の実質的に同
一のステータカップ間に位置付けられ、各ステータカップは、周辺の側壁が外側に延在す
るフランジで終わっている状態で、背壁から内側に突出する複数の極を有している。各フ
ランジの主面は、磁気抵抗が低い磁路を確実にするために、ステータ極板のうちの１つの
上の一面と接触している。フォージー（Fawzy）の４５６５９３８は、電動機として、ま
たは発電機として使用可能な電気機械デバイスを開示している。このデバイスは、回転可
能なシャフトを支持するベアリング手段を含むハウジングを有する。円盤磁石手段が設け
られ、交互の極性を有するように極を有し、シャフト上に搭載されてロータを規定する。
このデバイスは、磁石手段と接触した少なくとも１つの第１の極片を含み、この極片は、
そこから径方向に延在して仮想極チャンバを規定する第１の極性の部分を有する。同様に
、磁石と接触した少なくとも１つの第２の極片が含まれ、この極片は、そこから径方向に
延在して仮想極チャンバを規定する他方の極性の部分を有する。環状ステータがハウジン
グ上に搭載され、その上に巻線を有する。ステータは、第１および第２の極片の仮想極チ
ャンバが、円周方向の交互極性の交番磁場で前記巻線の部分を包囲するように、円盤磁石
の周りに環状に位置付けられる。デバイスを発電機として作動させる場合には電流を引き
、デバイスを電動機として作動させる場合には電流を提供するようにステータと電気的に
接触するための手段が設けられる。フォージーの４４５９５０１は、電動機として、また
は発電機として使用可能な電気機械デバイスを開示しており、このデバイスは、回転可能
なシャフトを支持するベアリング手段を含むハウジングを有する。一対の円盤磁石が、各
々の二面上に交互の極性を有するように極を有する。磁石は向かい合ってシャフト上に搭
載されてロータを規定する。このデバイスは、各磁石の一方の面と接触した少なくとも１
つの第１の極片を含み、この極片は、そこから径方向に延在し、その好ましい形態におい
て一対の仮想極チャンバを規定する、前記一方の面と同じ極性の部分を有する。同様に、
各磁石の他方の面と接触した少なくとも１つの第２の極片が含まれ、この極片は、そこか
ら径方向に延在し、その好ましい形態において一対の仮想極チャンバを規定する、他方の
面と同じ極性の部分を有する。環状ステータがハウジング上に搭載され、その上に巻線を
有する。ステータは、第１および第２の極片の仮想極チャンバが、円周方向の交互極性の
交番磁場で前記巻線の部分を包囲するように、円盤磁石の周りに環状に位置付けられる。
デバイスを発電機として作動させる場合には電流を引き、デバイスを電動機として作動さ
せる場合には電流を提供するようにステータと電気的に接触するための手段が設けられる
。
【０００５】
　上述の要約書を用いた我々の先行技術調査は、電動機および発電機双方の形態の回転電
磁石機械を教示している。このように、先行技術は、ニールでは径方向アークセグメント
を備える環状コアを示し、フォージーでは、Ｎ－ＮおよびＳ－Ｓ極面隣接性が見られ、ツ
等では、径方向コイル巻線を備えたＮ－ＳおよびＳ－Ｎ極隣接性が見られ、ローズでは、
環状コアの周りに連続し、Ｎ－ＮおよびＳ－Ｓ隣接性を備えた永久磁石セグメントを備え
る、径方向に巻かれたコイルが見られる。しかしながら、先行技術は、この装置に示すよ
うな逆の極性の単極永久磁石場に浸された電磁場を提供する回転電磁機械、および径方向
の巻線内の個々のコイルの切換を教示していない。
【０００６】
　この開示は先行技術とは区別され、以下の要約に説明されるようなこれまで未知の利点
を提供する。
【発明の開示】
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　要約
　この開示は、以下に説明する目的を生み出す、構成および使用における或る利益を教示
する。
【０００８】
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　電磁装置は、２つの活性エネルギ供給元の間で移送ブリッジとして作用する回転要素を
提供し、回転要素は、外部永久磁石からの誘導された電気エネルギを有する複数の電磁コ
イルを備えた強磁性コアを提供し、強磁性コアは誘導によりエネルギを内部ステータ巻線
状活性永久磁石に移送し、それにより巻線状永久磁石は電気を生成するためのエネルギ収
集器およびインダクタとして機能する。
【０００９】
　上述の装置および使用方法に固有の主な一目的は、先行技術によって教示されていない
利点を提供することである。
【００１０】
　別の目的は、誘導により作用している間にＤＣ出力を発生させるかまたはＤＣ入力を受
入れる電磁回転機械を提供することである。
【００１１】
　さらに別の目的は、電動機として有用なそのような機械を提供することである。
　さらに別の目的は、発電機として有用なそのような機械を提供することである。
【００１２】
　説明される装置および使用方法の他の特徴および利点は、以下のより詳細な説明を添付
図面とともに解釈することから明らかとなるであろう。添付図面は、ここに説明する装置
およびその使用方法の原理を一例として示している。
【００１３】
　添付図面は、この装置およびその使用方法の最良の形態の実施例のうちの少なくとも１
つを示している。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１４】
　詳細な説明
　上述の図面は、以下の説明でさらにより詳細に定義される好ましい最良の形態の実施例
のうちの少なくとも１つにおける説明される装置およびその使用方法を示している。当業
者であれば、ここでの説明に、その精神および範囲から逸脱することなく変更および修正
を加えることができるであろう。したがって、示された内容は、例示のみのために述べら
れていることと、この装置および使用方法の範囲における限定として解釈されてはならな
いこととが理解されるべきである。
【００１５】
　図１は、本願がその一部継続出願となっており、同じ原理の下で動作する米国出願連続
番号第１１２００９２０号において定義された装置の一実施例の断面図であり、リニア環
状強磁性コア１４０は短絡した電動発電機ソレノイドコイル１４８を有し、それは、ステ
ータの永久磁石強磁性支持体１５４上に外部から位置する活性永久磁石と、エネルギ収集
器およびインダクタ１７０と述べたような内部巻線状活性永久磁石または電磁石との間で
回転する回転単巻変圧器である。
【００１６】
　この好ましい実施例は円筒状の方向付けを提供している。この円筒状のリニア環状電動
発電機の固定部分は円盤状の実施例の場合と同じで、活性永久磁石はそれらの支持体を備
えており、違いは、内部に位置する活性永久磁石が、合間にトランスとして作用するエネ
ルギ収集器およびインダクタ１７０コイルを有することにある。
【００１７】
　この装置の動作は、この場合２つの活性エネルギ供給元の間で移送ブリッジとして作用
する可動部分によって決定される。
【００１８】
　可動部分はリニア環状強磁性コア１４０であり、それは回転中、そのソレノイドのコイ
ルの各々が外部永久磁石からの誘導された電気エネルギを個々に有し、次にこのエネルギ
を誘導により内部ステータの巻線状活性永久磁石、エネルギ収集器およびインダクタ１７
０に移送し、それはこの場合発電機として作用する。
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【００１９】
　逆の効果を得るには、エネルギ収集器およびインダクタ１７０は、選択された回転速度
を生成するよう、選択された周波数のパルス直流を供給される。内部エネルギ収集器およ
びインダクタ１７０からの誘導された電気エネルギによって充電されると、強磁性コアの
コイルは誘導された電気エネルギを有し、そのため、各ソレノイドは活性電磁石となる。
コイルＵＭＰのＮおよびＳは外部永久磁石ＵＭＰと、またそれ自体のＵＭＰを備えた強磁
性コアのＵＭＤと相互作用し、その効果はロータの変位の検知および可動可逆性機械的ト
ランス、すなわち公知の電動機を生成する。
【００２０】
　この装置のここに述べた円筒形バージョンの特別の特徴は整流子を使用していない。な
ぜなら、この機能はエネルギ収集器およびインダクタ１７０″によって実行されるためで
ある。
【００２１】
　上に詳述された実施可能例は、記録にある先行技術に対して新規であると考えられ、ま
た、この装置およびその使用方法の少なくとも１つの局面の動作にとって、および上述の
目的の達成にとって重大であると考えられる。これらの実施例を説明するためにこの明細
書で使用された言葉は、それらの通常定義される意味においてだけでなく、この明細書に
おける特別の定義により、通常定義される意味の範囲を超えた構造、材料または行為を含
むものと理解されるべきである。このため、この明細書の文脈において或る要素が２つ以
上の意味を含むものとして理解され得る場合、その使用は、明細書によって、およびその
要素を説明する言葉によって支持されるすべての可能な意味に対して包括的なものである
として理解されなければならない。
【００２２】
　ここに記載された言葉または図面要素の定義は、文字通り述べられている要素の組合せ
だけでなく、実質的に同じ結果を得るために実質的に同じ機能を実質的に同じやり方で行
なうためのすべての均等な構造、材料または行為も含むよう意図されている。したがって
、この意味において、説明された要素のうちのいずれかおよびそのさまざまな実施例に対
し、２つ以上の要素の均等な置換えが行なわれてもよいこと、または請求項における２つ
以上の要素を単一の要素で置換えてもよいことが考えられる。
【００２３】
　現在公知の、または後に考案される、当業者により考察されるような主張された主題か
らの変更は、意図された範囲およびそのさまざまな実施例内の均等物であるとして明確に
考えられる。したがって、現在または後に当業者に公知となる明らかな置換えは、定義さ
れた要素の範囲内であると定義される。この開示はしたがって、上に具体的に示され説明
されたこと、概念上均等なこと、明らかに置換え可能なこと、また、本質的な考えを援用
していることを含むものと理解されるよう意図される。
【図面の簡単な説明】
【００２４】
【図１】この装置の横方向における縦断面図である。
【図２】その長手方向における縦断面図である。
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