
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　回転軸と、
　前記回転軸を回転中心とする第１の回転軌道の外周上にＮ極およびＳ極が順次配列され
る第１の環状磁石列（２）と、
　前記回転軸を回転中心とし、前記第１の回転軌道とは所定の間隔を有する第２の回転軌
道の外周上に、前記第１の回転軌道上の対向する位置の極性とは反対極性の磁石が順次配
列される第２の環状磁石列（２’）と、
　前記第１の環状磁石列の第１の外周面に対して、所定の間隔を保持するように前記第１
の外周面に沿って固定され 数個の第１の磁気誘導１次鉄心（４）と、
　前記第２の環状磁石列の第２の外周面に対して、所定の間隔を保持するように前記第２
の外周面に沿って固定される前 数個の第２の磁気誘導１次鉄心（４’）と、
　前記回転軸方向に沿って対向する前記第１および前記第２の磁気誘導１次鉄心の間に閉
磁気回路を成すように対として設けられる、それぞれ前 数個の第１および第２の結合
磁気誘導鉄心 と、
　前記第１の結合磁気誘導鉄心に、それぞれ巻かれる第１の感応コイル（ ）と、
　前記第２の結合磁気誘導鉄心に、それぞれ前記第１の感応コイルとは逆巻きに巻かれる
第２の感応コイル（ ’）とを備える、無負荷発電機。
【請求項２】
　前記第１の環状磁石列は、第１の回転軌道の外周上に沿って配置される永久磁石列を含

10

20

JP 3679632 B2 2005.8.3

る複

記複

記複
（８，８’）

７

７



み、
　前記第２の環状磁石列は、第２の回転軌道の外周上に沿って配置される永久磁石列を含
む、請求項１記載の無負荷発電機。
【請求項３】
　前記第１の磁気誘導１次鉄心のそれぞれの外周上に設けられ、第１および第２の結合穴
を有する前 数個の第１の磁気誘導２次鉄心と、
　前記第２の磁気誘導１次鉄心のそれぞれの外周上に設けられ、第３および第４の結合穴
を有する前 数個の第２の磁気誘導２次鉄心とをさらに備え、
　前記第１の結合磁気誘導鉄心は、前記第１および前記第３の結合穴に挿入されて、前記
第１および前記第２の磁気誘導２次鉄心を結合し、
　前記第２の結合磁気誘導鉄心は、前記第２および前記第４の結合穴に挿入されて、前記
第１および前記第２の磁気誘導２次鉄心を結合する、請求項１記載の無負荷発電機。
【請求項４】
　前記回転軸のまわりの回転方向にそって配置された前 数個の前記第１の感応コイル
は、それぞれ互いにジグザグ状に結線され、
　前記回転軸のまわりの回転方向にそって配置された前 数個の前記第２の感応コイル
は、それぞれ互いにジグザグ状に結線される、請求項２または３記載の無負荷発電機。
【請求項５】
　前 数個は、８個であって、
　前記回転軸のまわりの回転方向にそって配置された８個の前記第１の感応コイルは、そ
れぞれ互いにジグザグ状に結線され、
　前記回転軸のまわりの回転方向にそって配置された８個の前記第２の感応コイルは、そ
れぞれ互いにジグザグ状に結線される、請求項２または３記載の無負荷発電機。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は発電機に関し、特に、発電中に回転子が受ける２次的な逆負荷を消去または排除
して発電効率を極大化することが可能な無負荷発電機に関する。
【０００２】
【従来の技術】
発電機は、たとえば物理的、化学的または原子力エネルギーのように多様なエネルギー源
から発生する機械的なエネルギーを電気エネルギーへ変換させる機器であって、近年、直
線運動による発電機が開発されてはいるものの、その大部分が回転式の発電機として構成
されている。電磁気誘導作用によって起電力を発生させる点は、機械の大小、あるいは直
流／交流発電機を問わず共通的な原理となる。
【０００３】
発電機は、磁場を形成するための永久磁石や電磁石のような強力な磁石と、起電力を発生
させる導体が必要となり、これらのいずれかが他のものを基準として回転することが可能
なように構成される。上記磁石および導体のうちのいずれが回転するかによって、磁場を
回転させる回転磁界型、および導体が回転する回転電機子型に分類することができる。
【０００４】
また、磁場としては永久磁石を用いることもできるが、一般には鉄心に磁界コイルを巻き
、ここに直流電流が流れるようにする電磁石が広く用いられる。通常、強力な磁石を使用
し回転速度を高めても、１つの導体から発生する起電力はそれほど高くないため、発電機
に多くの導体を入れておき、各導体の発生起電力を直列に加算して高い電力を得る方式を
とることが一般的である。
【０００５】
【発明が解決しようとする課題】
上述したように、通常の発電機は磁石（または永久磁石）や導体（電磁石、電気感応コイ
ル等）を機械的に回転させて電気を発生させるが、このときコイルには磁気感応（電磁誘
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導）によって発生した逆電流が流れるようになり、回転子を引っ張る反対磁性が形成され
ることにより、回転子はそれ自身電気生産量の２倍以上に達する不要な負荷を受けるよう
になるという欠点がある。
【０００６】
図６は、上述した回転磁界型の発電機において、回転子に上述したような負荷が作用する
状態を示す概念図である。
【０００７】
図６を参照して、回転軸１０６のまわりに、その外周面側が、それぞれ交互にＮ極および
Ｓ極になるように永久磁石列１０４が配置されている。この永久磁石列１０４のさらに外
周に一定の間隔をおいて、磁気誘導鉄心１００が配置され、磁気誘導鉄心１００には、コ
イル１０２が巻かれている。
【０００８】
永久磁石列１０４の回転に伴ない、永久磁石列１０４がコイル１０２内に作る磁場が変化
し、コイル１０２に誘導電流が流れる。この誘導電流によりコイル１０２が作る磁場１１
０により、永久磁石列１０４には、その回転を妨げる方向に反発力が作用することになる
。
【０００９】
たとえば、図６に示した例では、磁場１１０は、永久磁石列１０４側がＳ極となるような
磁場であり、これに対して、永久磁石列１０４の回転により、このコイル１０２に向かっ
て、永久磁石列１０４のＳ極が接近するので、上述してような反発力が作用することにな
る。
【００１０】
発電機の磁気誘導鉄心に巻かれた電機子の感応コイルにおいて、逆電流が流れて回転子の
回転力を妨げる負荷がかかると、感応コイルの電機子の逆磁場の強さは電気生産量に比例
して瞬間使用量の２倍以上に該当する負荷が生じ得る。
【００１１】
たとえば、１００Ｗの電流を使用するとき、２００Ｗ以上の逆磁場が形成されて、回転子
の回転運動を妨害するような顕著な量の負荷が回転子に作用するようになる。
【００１２】
ちなみに、従来、すべての発電機は機械的な１次負荷、つまり電気を使用していないとき
の負荷だけではなく、電気の使用時に電気使用量と比例する２次的な逆電流による負荷が
加わって、瞬間使用量の２倍以上に達する負荷が作用することとなっていた。
【００１３】
このような負荷量は従来の発電機の電力生産効率を低下させる主たる要因の１つであって
、上記のような問題点の解決が必要とされてきた。
【００１４】
したがって、本発明の目的は、前述のような問題点を解決して、発電機の機械的な負荷以
外の２次的な負荷、つまり磁気誘導鉄心に巻かれた電機子の感応コイルの逆電流によって
発生する負荷を相殺することで、その２次的な負荷が全く作用せず、高効率な発電が可能
な無負荷発電機を提供することである。
【００１５】
【課題を解決するための手段】
本発明者は、従来の発電機の上記欠点を解決するために鋭意研究した結果、双立鉄心に反
対方向に巻かれた２つの感応コイルを結束させて、上記２つの感応コイルに流れる逆電流
（誘導電流）により生成される逆磁性を互いに相殺させるように構成することで、回転子
の回転運動を妨げる２次的な負荷が全く作用しないようにし、発電機を最大に稼働する場
合でも発電を行なわないときの機械的な負荷、つまり回転負荷以上の負荷を受けない無負
荷発電機を発明した。
【００１６】
　すなわち、上記問題点を解決するために、請求項１に記載された無負荷発電機は、回転
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軸と、回転軸を回転中心とする第１の回転軌道の外周上にＮ極およびＳ極が順次配列され
る第１の環状磁石列（２）と、回転軸を回転中心とし、第１の回転軌道とは所定の間隔を
有する第２の回転軌道の外周上に、第１の回転軌道上の対向する位置の極性とは反対極性
の磁石が順次配列される第２の環状磁石列（２’）と、第１の環状磁石列の第１の外周面
に対して、所定の間隔を保持するように第１の外周面に沿って固定され 数個の第１の
磁気誘導１次鉄心（４）と、第２の環状磁石列の第２の外周面に対して、所定の間隔を保
持するように第２の外周面に沿って固定され 数個の第２の磁気誘導１次鉄心（４’）
と、回転軸方向に沿って対向する第１および第２の磁気誘導１次鉄心の間に閉磁気回路を
成すように対として設けられる、それぞ 数個の第１および第２の結合磁気誘導鉄心

と、第１の結合磁気誘導鉄心に、それぞれ巻かれる第１の感応コイル（ ）と
、第２の結合磁気誘導鉄心に、それぞれ第１の感応コイルとは逆巻きに巻かれる第２の感
応コイル（ ’）とを備える。
【００１７】
請求項２記載の無負荷発電機は、請求項１記載の無負荷発電機の構成に加えて、第１の環
状磁石列は、第１の回転軌道の外周上に沿って配置される永久磁石列を含み、第２の環状
磁石列は、第２の回転軌道の外周上に沿って配置される永久磁石列を含む。
【００１８】
　請求項３記載の無負荷発電機は、請求項１記載の無負荷発電機の構成に加えて、第１の
磁気誘導１次鉄心のそれぞれの外周上に設けられ、第１および第２の結合穴を有す 数
個の第１の磁気誘導２次鉄心と、第２の磁気誘導１次鉄心のそれぞれの外周上に設けられ
、第３および第４の結合穴を有す 数個の第２の磁気誘導２次鉄心とをさらに備え、第
１の結合磁気誘導鉄心は、第１および第３の結合穴に挿入されて、第１および第２の磁気
誘導２次鉄心を結合し、第２の結合磁気誘導鉄心は、第２および第４の結合穴に挿入され
て、第１および第２の磁気誘導２次鉄心を結合する。
【００１９】
　請求項４記載の無負荷発電機は、請求項２または３記載の無負荷発電機の構成に加えて
、回転軸のまわりの回転方向にそって配置され 数個の第１の感応コイルは、それぞれ
互いにジグザグ状に結線され、回転軸のまわりの回転方向にそって配置され 数個の第
２の感応コイルは、それぞれ互いにジグザグ状に結線される。
【００２０】
　請求項５記載の無負荷発電機は、請求項２または３記載の無負荷発電機の構成に加えて

数個は、８個であって、回転軸のまわりの回転方向にそって配置された８個の第１の
感応コイルは、それぞれ互いにジグザグ状に結線され、回転軸のまわりの回転方向にそっ
て配置された８個の第２の感応コイルは、それぞれ互いにジグザグ状に結線される。
【００２１】
【発明の実施の形態】
以下、適宜、図に従って本発明に係る無負荷発電機の構成および動作について説明する。
【００２２】
図１は、本発明の無負荷発電機の回転軸３に垂直な断面の構造を示す図である。
【００２３】
また、図２は、本発明の無負荷発電機の回転軸３に平行な断面の構造の一部を示す図であ
る。すなわち、図２においては、後に説明するように、回転軸３の周りに配置された８組
の磁気誘導１次鉄心４，４′等のうちの１組のみを抜き出して示している。
【００２４】
図１および図２を参照して、本発明の無負荷発電機の構成を説明すると、回転軸３に対し
て設けられた左、右両軌道１、１′には一定の間隔で環状に永久磁石列２，２′が付着固
定されている。永久磁石列２，２′においては、各永久磁石は、その回転軸に対する外周
面上の極性が交互にＮ極およびＳ極となるように左、右両軌道１、１′上に固定されてい
る。上記永久磁石列２，２′は軸まわりに回転自在である。しかも、回転軸３に沿う方向
に対向する永久磁石列２の極性と永久磁石列２′の極性は、互いに反対極性となるように
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配置されている。
【００２５】
図２に示すように、上記永久磁石列２，２′と一定間隔離れた位置において、回転軸３と
固定ケース９とがベアリング１０によって連結されている。
【００２６】
上記固定ケース９には、永久磁石列２および２′から所定の間隔を置いて、コイルが巻か
れた磁気誘導１次鉄心４，４′が固定されている。
【００２７】
さらに、磁気誘導１次鉄心４，４′に付着固定された薄い厚さの複数の鉄心が重なって結
合されることにより構成され、２つの結合孔６，６′が形成された磁気誘導２次鉄心５，
５′が、この固定ケース９に付着固定されている。
【００２８】
磁気誘導２次鉄心５，５′の各々の結合孔６，６′には、磁気誘導３次鉄心８，８′が挿
入され、磁気誘導２次鉄心５，５′を相互に結合している。
【００２９】
　この磁気誘導 鉄心８，８′には、互いに相反する方向に感応コイル７，７′が巻か
れている。
【００３０】
　図３は、図１および図２に示した磁気誘導２次鉄心５，５′、磁気誘導 鉄心８，８
′および感応コイル７，７′を回転軸３に垂直な方向から見た場合の構成を示す図である
。
【００３１】
　上述したとおり、磁気誘導２次鉄心５，５′を相互に結合している磁気誘導 鉄心８
，８′には、互いに相反する方向に感応コイル７，７′が巻かれている。
【００３２】
図１～図３で説明したような構成において、発電機の回転軸３を回転させると、永久磁石
列２，２′が回転して、感応コイル７，７′に磁気感応電流（電磁誘導電流）が発生する
ようになり、このようにして発生した電流を外部に取出して用いることができる。
【００３３】
　図３に示したように、本発明の発電機の磁気誘導 鉄心８，８′には、コイルが互い
に相反するように巻かれており、誘導電流が流れることにより生成される磁場の方向は、
回転軸３の周りにそって、Ｎ極およびＳ極が交互に向かうように構成されている。
【００３４】
　図４は、一組の磁気誘導２次鉄心５、５′、磁気誘導 鉄心８，８′および感応コイ
ル７，７′に発生する誘導磁場を説明するための概念図である。
【００３５】
磁気誘導２次鉄心５，５′の両端部の片鉄において、永久磁石列２，２′のＳ極およびＮ
極の回転運動によって感応コイル８により発生する逆電流磁場は、たとえば、図４のＭＡ
の向きになるのに対し、感応コイル８′により発生する逆電流磁場は、図４のＭＢの向き
になる。つまり、電流の流れによる逆磁場を相互消滅させることとなる。このとき、渦電
流による熱発生を除去するために、鉄心は複数の片鉄より構成されている。
【００３６】
したがって、回転子の磁場は電流の流れとはかかわらずに、誘導磁化現象による負荷は消
滅し、回転子には、それ自身の１次機械的な負荷に対向して回転するために必要な運動エ
ネルギーが与えられる。
【００３７】
　このとき、磁気誘導２次鉄心５，５′と磁気誘導３次鉄心８，８′を含む磁気回路は、
“□”型に構成されるべきであるが、“□ に構成されない場合には、逆磁場の一部が
回転子の回転力を妨げる電気的な力として作用するようになる。
【００３８】
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また、回転子の永久磁石列２，２′は、図２のように左右側で互いに相反するように設け
られて磁束の流れを構成し、各々の回転子は、磁石を交互に配置する方式として、たとえ
ば、極数を８極にし発電効率を高めることとした。
【００３９】
動作原理をより詳細に説明すると、図１において回転子を１回転させる場合、回転子の外
部に取付けられた永久磁石２，２′のＳ極およびＮ極が連続して上部の誘導１次鉄心４に
磁場を供給し、図２に示すように回転子の片側の軌道から誘導１次鉄心４、誘導２次鉄心
５、誘導３次鉄心８、誘導２次鉄心５′、誘導１次鉄心４′、回転子の他方の軌道に沿っ
て磁場が形成される。
【００４０】
そのため、この磁場の影響を受けたコイルに電流が流れるようになることで電流が発生す
る。たとえば、電灯をつけるか、あるいは動力として使用されたときのように発電電力と
して用いると、コイルに流れる電流によって逆磁場が形成される。しかし、このことは図
４に示すように、磁気誘導２次鉄心５，５′の両端において、それぞれＳ，ＮおよびＮ，
Ｓの同一大きさの逆磁場が相互に相殺するために、図２の回転子に取付けられた永久磁石
２，２′には何の影響も与えないこととなる。そのため、回転子は回転子自体の重量およ
び力学的な抵抗以外の他の抵抗を受けない無負荷の状態となる。
【００４１】
図５は、８極の磁気誘導３次鉄心８，８′に巻かれた磁気感応コイル７，７′の相互の結
線方式を示す図である。
【００４２】
　図５を参照して、磁気感応コイル７，７′の結線方法は、感応コイル７′のｌａ 1 線（
１番目の磁気誘導 鉄心８に巻かれたコイルの一方の引出し線）をｌａ 2 ′線（２番目
の磁気誘導 鉄心８に巻かれたコイルの一方の引出し線）に結線し、さらにｌａ 2 線（
２番目の磁気誘導 鉄心８に巻かれたコイルの他方の引出し線）をｌａ 3 ′線に結線す
るというように、以下順次ジグザグ方式によって、連続的にｌａ線，ｌａ′線を結線して
電流を流す構成としている。さらに、感応コイル７は、ｌｂ 1 線等をジグザグ方式によっ
て、連続的にｌｂ線，ｌｂ′線を結線する構成となっている。このように、磁気感応コイ
ル７，７′の各々のｌｂ線，ｌｂ′線およびｌａ線，ｌａ′線を結線し、全体としては、
合計４つの電線を引き出して用いる構成となっている。
【００４３】
上述したとおり本発明によって発電を行なう際、つまり、感応コイル７，７′により閉回
路が構成される際には、発電機の磁気誘導鉄心に巻かれた感応コイル７，７′に電流が誘
導されて、感応コイル７、７′のそれぞれが生成する誘導磁場は回転子の回転力を妨げる
大きい負荷を発生し得る。しかし、図４に示すように、上記コイル７が上記他のコイル７
′の巻き方向と反対方向に巻かれていることで、磁気誘導鉄心４に巻かれた感応コイル７
，７′で逆電流（誘導電流）によって発生する磁性は、磁気誘導鉄心４に伝達されないよ
うになり、結果として永久磁石２，２′には逆磁性が伝達されないことになる。
【００４４】
したがって、図２に示す永久磁石２，２′の交代によってＳ極およびＮ極が代わる際、そ
の都度、図４に示すように、ＭＡおよびＭＢの矢印方向に相反して左右に逆磁性が完全消
滅するようになる。したがって、逆電流による逆磁性は、永久磁石２，２′によって影響
を受けないようになるので、本発明の発電機は機械的な１次負荷以外の何の負荷もかから
ないことになる。
【００４５】
以上説明したように、本発明の無負荷発電機においては、発電機の機械的な負荷以外に２
次的な負荷、つまり磁気誘導鉄心に巻かれた感応コイルに流れる逆電流によって発生する
負荷はゼロとすることができることを意味する。本無負荷発電機は磁気感応（電磁誘導）
によって発生する電流を１００％使用したとしても、機械的な１次負荷以外に逆電流によ
る磁気的な２次負荷は負荷として全く作用しない。
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【００４６】
なお、以上の説明では、回転子の磁極の数は８極であるものとしたが、この発明はこのよ
うな構成に限定されるものではなく、より少ない極数の場合でも、また、より多い極数の
場合でもその効果を発揮しうるものである。
【００４７】
また、以上の構成では、回転子側の磁石は、永久磁石であるものとしたが、本発明はこの
ような場合に限定されるものでもなく、たとえば、回転子側の磁石は電磁石でもよい。
【００４８】
さらに、以上の説明では、回転磁界型の発電機の構成について説明したが、回転電機子型
の発電機とすることも可能である。
【００４９】
【実施例】
以下、本発明の具体的な実施例に基づいて本発明に係る発電機をより詳しく説明する。
【００５０】
本発明に係る発電機と従来の発電機を用いて電気生産効率と負荷量を測定し、測定結果を
比較した。
【００５１】
（実施例１）
バッテリ充電用の１２極交流（ＡＣ）発電機を用いて、電気生産量のうち５０％使用する
ときと１００％使用するときにおけるそれぞれの電気生産量と負荷を測定した。上記発電
機は単相交流モータであって、使用される動力源は２２０Ｖであり、１７５０ｒｐｍおよ
び効率は６０％であった。０．５ＨＰのモータの動力、アンペア×ボルトゲージを用いて
測定した結果を表１に示す。
【００５２】
（実施例２）
実施例１と同一の条件で測定を施し、本発明によって上記既存モデルの製品と同一の条件
を備えるように作製された発電機を用いた。アンペア×ボルトゲージを用いて測定した結
果を表１に示す。
【００５３】
【表１】
　
　
　
　
　
　
　
　
　
【００５４】
上記実施例１の結果から、従来の発電機においては、電気使用量が１００％であるときに
は５０％であるときよりも発電量が著しく低下したが、このことは電気の１００％使用時
に発電機に作用する逆負荷が大幅増加するためであると推察される。
【００５５】
これに対し、本発明の発電機は、電気の５０％使用時と１００％使用時とにおける負荷量
にそれほど差異がなく、むしろ１００％使用時に負荷量が若干（２０Ｗ程度）低下した。
このことから、従来の発電機では電気の使用量が増加すると発電量が急減する現象とは反
対に、本発明の発電機は電気の使用量が増加するにつれて発電量が２倍近く増加すること
がわかる。
【００５６】
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結論として、上記負荷量は前述したように発電機の機械的な負荷に対する数値であると推
定され、その他の２次的な負荷、つまり電機子の感応コイルに発生する逆電流による負荷
はゼロになることが確認できる。
【００５７】
（実施例３）
実施例１と類似した条件を有する１２Ｖ直流（ＤＣ）発電機を用いて、同一の条件で測定
を行なった（効率８０％）。測定結果は次のとおりである。
【００５８】
【表２】
　
　
　
　
　
　
　
　
　
【００５９】
直流発電機は交流（ＡＣ）発電機よりも効率の高い（８０％）半面、ブラシの使用によっ
てコストの上昇をもたらすようになる。上記表１と同様に、電気を１００％使用するとき
の負荷量は、５０％使用時に比べて僅かに減少し、発電量は２．２倍以上増加した。
【００６０】
（実施例４）
実施例１と類似した条件を有する２２０Ｖ単相交流（ＡＣ）発電機（０．５ＨＰ）を用い
て、回転数（ｒｐｍ）を変化させつつ、発生電気を１００％使用する条件で測定を行なっ
た。測定結果は次の表３に示すとおりである。
【００６１】
【表３】
　
　
　
　
　
　
　
　
【００６２】
上記の表３に示すように、回転数（ｒｐｍ）が１７５０、３６００および５１００に増加
するほど電気量は１３０、２１０および３０７Ｗに増加し、発電量と負荷量との差異は少
なくなり、結果として回転数（ｒｐｍ）の増加によって負荷量が相対的に減少するように
なる。
【００６３】
（実施例５）
実施例１と同一の条件で本発明の発電機の永久磁石Ｎ，Ｓ極数を変化させつつ、発生電気
を１００％使用する条件で測定を行なった。
【００６４】
測定結果は次のとおりである。
【００６５】
【表４】
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【００６６】
上記の表４では、極数を増加させるほど電気量とともに、負荷量が増加することがわかる
。ただし、負荷量に対する発電量の割合は単調に増加する。上記の表においては、負荷量
は機械的な１次負荷のみが作用し、電気的な２次負荷は作用していないものと考えられる
。
【００６７】
極数が増加すると、回転子が１回転する間に、増加した極数だけコイルが横切る磁束線の
数が増加するために、起電力も増加して発電量は増加する。これに対して、機械的な負荷
量は、極数の増加に関わらず固定した値となっているため、結果的に機械的負荷量が相対
的に小さくなり、負荷量と発電量の差が小さくなっているものと考えられる。
【００６８】
なお、今回開示された実施の形態はすべての点で例示であって制限的なものではないと考
えられるべきである。本発明の範囲は上記した説明ではなくて特許請求の範囲によって示
され、特許請求の範囲と均等の意味および範囲内でのすべての変更が含まれることが意図
される。
【００６９】
【発明の効果】
上述したように、本発明に係る無負荷発電機は、従来の発電機とは異なって、回転子の回
転時に逆電流による逆磁性が発生しないので、１次的な回転子の重量および回転子の力学
的エネルギー以外の他のエネルギーの負荷が排除されて、従来の発電方式よりも電気発生
量を高めることができる。本発明の発電機を用いて多様な発電機を代替することとすれば
、電力生産の増大および経済的な効率を高める効果を達成することができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の一実施例に係る回転磁界型の発電機において、永久磁石および磁気誘導
鉄心とコイルの配置を示す断面図である。
【図２】本発明の一実施例に係る永久磁石回転子の磁気配列およびそのまわりに配置され
た１つの磁気感応コイルの配置を示す概略的な部分模式図である。
【図３】本発明の実施例に係る磁気感応コイルと鉄心の構成を示す図である。
【図４】本発明に係る無負荷発電の磁気感応鉄心およびコイル部分の磁気の流れを示した
拡大平面図である。
【図５】図１において本発明により永久磁石回転子を取囲む第３次鉄心に磁界コイルが連
結および巻かれている状態を中心軸の周りで展開した展開図である。
【図６】従来の発電機における２次的負荷の発生を示す概念図である。
【符号の説明】
１，１′　永久磁石を配列するための左、右両軌道
２，２′　永久磁石
３　永久磁石回転子の回転軸
４，４′　磁気誘導１次鉄心
５，５′　磁気誘導２次鉄心
６，６′　感応コイルと磁気誘導鉄心の結合孔
７，７′　感応コイル
８，８′　磁気誘導３次鉄心
９　固定ケース
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１０　ベアリング
ＭＡ，ＭＢ　磁気誘導の流れ方向

【 図 １ 】

【 図 ２ 】

【 図 ３ 】

【 図 ４ 】
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【 図 ５ 】 【 図 ６ 】
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