
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
複数の平角素線を束ねてレーベル転位させながらコイル状に集積し、その外周にマイカペ
ーパと補強ガラス布から構成されるマイカテープを複数層巻回するとともに、その各巻回
層間に樹脂を含浸硬化させて絶縁層を形成してなる回転電機のコイルにおいて、前記マイ
カテープに無機粉体を配置し、且つその無機粉体を前記含浸樹脂に不溶な糊剤を成分とし
て含有する接着剤によって前記マイカテープに担持させたことを特徴とする回転電機のコ
イル。
【請求項２】
複数の平角素線を束ねてレーベル転位させながらコイル状に集積し、その外周にマイカペ
ーパと補強ガラス布から構成されるマイカテープを複数層巻回するとともに、その各巻回
層間に樹脂を含浸硬化させて絶縁層を形成してなる回転電機のコイルにおいて、前記マイ
カテープの補強ガラス布に無機粉体を前記含浸樹脂に不溶な糊剤を成分として含有する接
着剤によって担持させたことを特徴とする回転電機のコイル。
【請求項３】
請求項１又は請求項２記載の回転電機のコイルにおいて、前記接着剤に含有する糊剤は、
ポリビニル系の高分子であることを特徴とする回転電機のコイル。
【請求項４】
請求項１乃至請求項３のいずれかの項に記載の回転電機のコイルにおいて、前記接着剤に
含有する糊剤は、前記接着剤に対して０．５～５重量％であることを特徴とする回転電機
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のコイル。
【請求項５】
請求項１又は請求項２記載の回転電機のコイルにおいて、前記無機粉体は、酸化アルミニ
ウム（Ａｌ２ Ｏ３ ）、酸化ベリリウム（ＢｅＯ）、酸化マグネシウム（ＭｇＯ）、窒化ア
ルミニウム（ＡｌＮ）、窒化ボロン（ＢＮ）および炭化珪素（ＳｉＣ）の少なくとも１種
を含むことを特徴とする回転電機のコイル。
【請求項６】
請求項１乃至請求項４のいずれかの項に記載の回転電機のコイルにおいて、前記接着剤に
含まれる糊剤は、ポリビニルアルコールであることを特徴とする回転電機のコイル。
【請求項７】
請求項１乃至請求項４のいずれかの項に記載の回転電機のコイルにおいて、前記接着剤に
含まれる糊剤は、ポリビニルアルコールとアルデヒドとの縮重合体で、その分子内にアセ
タール結合を有するポリビニルアセタールであることを特徴とする回転電機のコイル。
【請求項８】
請求項１乃至請求項４のいずれかの項に記載の回転電機のコイルにおいて、前記接着剤に
含まれる糊剤は、ポリビニルアルコール類、またはポリビニルアセタール類の少なくとも
一種を含むことを特徴とする回転電機のコイル。
【請求項９】
回転電機のコイルの絶縁に用いられるマイカーテープにおいて、マイカーペーパと補強ガ
ラス布とを備え、且つ前記補強ガラス布に含浸樹脂に不溶な糊剤を必須成分として含む接
着剤を用いて無機粉体を担持させたことを特徴とするマイカーテープ。
【請求項１０】
請求項９記載のマイカーテープにおいて、前記接着剤はポリビニル系高分子であり、また
前記無機粉体は酸化アルミニウム粒子であることを特徴とするマイカーテープ。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、導体の周囲に絶縁層を形成してなる回転電機のコイル及びこのコイルの絶縁に
用いられるマイカーテープに関する。
【０００２】
【従来の技術】
発電機や電動機等の高電圧回転電機の固定子は、図４に示すように固定子鉄心１の内周側
に形成された複数のスロット１ａ内に固定子コイル２が収納される。
【０００３】
この固定子コイル２は、上側コイルと下側コイルからなり、これら上側コイル及び下側コ
イルをスロット内に収納するに際しては、スロット底部、上側及び下側コイル間及びスロ
ット開口部側に絶縁スペーサ３がそれぞれ挿入される。
【０００４】
また、スロット１ａの開口端部には、固定子コイル２を固定するためのスロット楔４が挿
入され、回転電機の運転時に固定子コイル２から発生する電磁振動を抑制するようにして
いる。
【０００５】
このような高電圧回転電機の固定子において、固定子鉄心１のスロット１ａ内に収納され
る固定子コイル２は、次のような構成の導体により成形されている。
【０００６】
まず、複数の平角絶縁素線２１を束ねてレーベル転位させた後、図示左側列の素線束３０
ａと図示右側列の素線束３０ｂ間に熱硬化性樹脂のプリプレグ・セパレータ１１が配置さ
れ、またレーベル転位部には熱硬化性樹脂のプリプレグ・フィラー１２が配置される。次
いで熱プレスにより素線束３０ａ，３０ｂを一体成形しつつプリプレグ・セパレータ１１
とプリプレグ・フィラー１２の熱硬化性樹脂を加熱硬化させ、最終断面形状の導体２２に
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仕上げる。
【０００７】
このようにして得られた導体２２は、一般に次のような真空加圧含浸方式で絶縁されてい
る。
【０００８】
導体２２の周囲に、図５のようなマイカペーパ５と補強ガラス布６からなるマイカテープ
７が複数層巻回される。このマイカテープ７の巻回層内に熱硬化性樹脂を真空加圧含浸し
た後、導体２２を最終断面形状に成形しながら合成樹脂とマイカテープ７を熱プレスによ
り加熱硬化させ、導体２２の周囲に絶縁層８を形成する。
【０００９】
このような構成の固定子コイル２において、導体２２は回転電機の運転時の負荷電流によ
り発熱するが、その発熱の一部は固定子鉄心１に設けられた通風ダクトから直接的に、そ
して残りの大部分は固定子鉄心１を経由して間接的に冷却気体に伝達される。この際、導
体２２から発生する熱は、全て固定子コイル２の絶縁層８を伝導して冷却されるため、こ
の冷却経路の熱伝導性が非常に重要である。
【００１０】
この冷却経路の熱抵抗が大きいと、導体２２の内部に発生した熱が冷却気体に伝わり難く
なり、固定子コイル２は過大に温度上昇する。この過大な温度上昇は、長期の運転によっ
て絶縁層８を構成する有機材料の電気的、機械的な性能劣化を促進する。
【００１１】
上記絶縁層８は、主としてマイカペーパ５、補強ガラス布６、および熱硬化性樹脂等で構
成される。これらの材料の熱伝導率は、大略マイカが０．５Ｗ／ｍ・Ｋ、ガラスが１．０
Ｗ／ｍ・Ｋ、また代表的な熱硬化性樹脂であるエポキシ樹脂が０．２Ｗ／ｍ・Ｋ程度であ
る。
【００１２】
このことから、絶縁層８は、最も熱伝導率の低い熱硬化性樹脂の容積を低減することが熱
伝導性を向上させる上で有効であることが分かる。また、補強ガラス布６の織り目やマイ
カペーパ５内には、含浸された熱硬化性樹脂が貯留し易いので、極力薄い補強ガラス布６
を採用したり、加熱硬化時に適当な成形圧力を加えて含浸樹脂を絞り出すなどの対策が実
施されている。
【００１３】
ところで、固定子イル２の絶縁層８の熱伝導率を積極的に改善する従来技術としては、特
開昭５５－５３８０２号公報（前者）や米国特許ＵＳＰ－４８０６８０６号公報（後者）
がある。
【００１４】
前者は、樹脂より優れた熱伝導率を有する酸化アルミニウムや窒化ボロン等の無機粉体を
、ポリアミド繊維等の合成繊維とともにマイカ箔と混抄するもので、この無機粉体は粒径
が３０～１００μｍの粒子のものが使用され、合成繊維は混抄されたマイカペーパの補強
材として作用する。
【００１５】
また、後者は、高熱伝導性の無機粉体をマイカペーパ内のみならず、マイカテープ７の層
間にも配置する技術が開示されている。具体的には、
（１）導体にマイカテープを巻回後、無機粉体を添加した含浸樹脂を含浸し、成形治具内
で加熱硬化するもの
（２）無機粉体を添加した樹脂を、あらかじめマイカテープに含浸した、所謂プリプレグ
マイカテープを導体に巻回後、成形治具内で加熱硬化するもの
（３）樹脂をあらかじめマイカテープに含浸した、所謂プリプレグマイカテープの表面に
無機粉体をコートし、導体に巻回後、成形治具内で加熱硬化するもの
（４）無機粉体をコートした薄い絶縁テープを、マイカテープとともに導体に巻回し、主
絶縁を形成するもの
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等である。
【００１６】
【発明が解決しようとする課題】
しかし、前述したような真空加圧含浸方式で絶縁される固定子コイルに上記従来の熱伝導
性改善策を適用するには、いくつかの問題があった。
【００１７】
すなわち、前者の無機粉体をポリアミド繊維等の合成繊維とともにマイカ箔と混抄する方
法では、マイカペーパ内に無機粉体が埋込まれた状態で散在するため、この無機粉体が合
成繊維とともにマイカペーパ内に隙間を作る。したがって、マイカテープとして導体に巻
回した後、含浸樹脂を含浸する際、無機粉体が作る隙間により樹脂の含浸が容易になるが
、その反面導体の周面に形成された絶縁層内に存する無機粉体により生じる隙間が電気的
強度を低下させるという問題があった。
【００１８】
一方、後者の高熱伝導性の無機粉体を含浸樹脂に添加し、マイカペーパ内のみならず、マ
イカテープの層間にも含浸配置する（１）の方法では、含浸樹脂の貯蔵中、添加した無機
粉体が沈降してしまうこと、および含浸プロセスにおいて無機粉体がマイカテープにフィ
ルタリングされ、無機粉体の分布が偏ること等の恐れがある。
【００１９】
また、（４）の方法では、無機粉体をコートした薄い絶縁テープを余分に巻回しているた
め、主絶縁厚さが増加することは無視できない。
【００２０】
さらに、（２）及び（３）の方法は、所謂プリプレグ絶縁方式に関わっており、真空加圧
含浸絶縁方式に応用しようとすると、以下のような特有の問題が生じる場合がある。
【００２１】
すなわち、真空加圧含浸絶縁用のマイカテープでは、マイカ鱗片同士、あるいはマイカペ
ーパと補強ガラス布とを接着するために、最低量の接着剤が必要である。当該樹脂は含浸
プロセスにおいて含浸される含浸樹脂と溶け合い、加熱硬化の後、一体化して主絶縁を形
成しなければならない。したがって、接着剤としては含浸樹脂との相溶性が求められる。
このため、含浸樹脂が、例えば硬化剤を含むエポキシ樹脂であった場合は、一般に接着剤
もエポキシ樹脂（反応促進剤が含まれる場合もある）が選ばれる。
【００２２】
また、前記（２）及び（３）の方法に準じて真空加圧含浸絶縁用のマイカテープで熱伝導
性を改善しようとすれば、マイカテープに配置される無機粉体を最低量の接着剤により担
持させて、含浸プロセスで加熱硬化した後、一体化して主絶縁を形成することが要求され
る。
【００２３】
しかし、このような接着剤によって無機粉体を担持したマイカテープでは、導体に巻回し
た後、含浸プロセスで樹脂を含浸する場合、前記接着剤と含浸樹脂とが溶け合う上、加熱
硬化の初期に樹脂粘度が一旦低下するので、前記無機粉体を含む樹脂の一部が絶縁層外に
流出する傾向がある。
【００２４】
また、熱プレスで成形するシステムでは、絶縁層に成形圧力を加えて余分な含浸樹脂を絞
り出すので、絞り出される含浸樹脂とともに、溶け合った接着剤中の無機粉体の流出量が
増えるという不具合があった。
【００２５】
この無機粉体の流出傾向は、特に低粘度で溶解性の高い樹脂を含浸し、かつ高い圧力で成
形するシステムほど顕著である。
【００２６】
このように真空加圧含浸方式による絶縁システムでは、あらかじめ所定量の無機粉体をマ
イカテープに与えておいても、成形中に外部流出してしまうので、期待したほど熱伝導性
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の改善効果が得られない。
【００２７】
本発明は上記のような事情に対処してなされたものであり、低粘度の樹脂を含浸する真空
加圧含浸による絶縁システムでも、十分な熱伝導性の改善が可能な回転電機の固定子コイ
ルを提供することを目的とする。
【００２８】
【課題を解決するための手段】
本発明は上記の目的を達成するため、次のような手段により回転電機のコイルとこのコイ
ルの絶縁に用いられるマイカーテープを構成する。
【００２９】
請求項１に対応する発明は、複数の平角素線を束ねてレーベル転位させながらコイル状に
集積し、その外周にマイカペーパと補強ガラス布から構成されるマイカテープを複数層巻
回するとともに、その各巻回層間に樹脂を含浸硬化させて絶縁層を形成してなる回転電機
のコイルにおいて、前記マイカテープに無機粉体を配置し、且つその無機粉体を前記含浸
樹脂に不溶な糊剤を成分として含有する接着剤によって前記マイカテープに担持させる。
【００３０】
請求項２に対応する発明は、複数の平角素線を束ねてレーベル転位させながらコイル状に
集積し、その外周にマイカペーパと補強ガラス布から構成されるマイカテープを複数層巻
回するとともに、その各巻回層間に樹脂を含浸硬化させて絶縁層を形成してなる回転電機
のコイルにおいて、前記マイカテープの補強ガラス布に無機粉体を前記含浸樹脂に不溶な
糊剤を成分として含有する接着剤によって担持させる。
【００３１】
請求項３に対応する発明は、請求項１又は請求項２に対応する発明の回転電機のコイルに
おいて、前記接着剤に含有する糊剤は、ポリビニル系の高分子である。
【００３２】
請求項４に対応する発明は、請求項１乃至請求項３のいずれかの項に対応する発明の回転
電機のコイルにおいて、前記接着剤に含有する糊剤は、前記接着剤に対して０．５～５重
量％である。
【００３３】
請求項５に対応する発明は、請求項１又は請求項２に対応する発明の回転電機のコイルに
おいて、前記無機粉体は、酸化アルミニウム（Ａｌ２ Ｏ３ ）、酸化ベリリウム（ＢｅＯ）
、酸化マグネシウム（ＭｇＯ）、窒化アルミニウム（ＡｌＮ）、窒化ボロン（ＢＮ）およ
び炭化珪素（ＳｉＣ）の少なくとも１種を含む。
【００３４】
請求項６に対応する発明は、請求項１乃至請求項４のいずれかの項に対応する発明の回転
電機のコイルにおいて、前記接着剤に含まれる糊剤は、ポリビニルアルコールである。
【００３５】
請求項７に対応する発明は、請求項１乃至請求項４のいずれかの項に対応する発明の回転
電機のコイルにおいて、前記接着剤に含まれる糊剤は、ポリビニルアルコールとアルデヒ
ドとの縮重合体で、その分子内にアセタール結合を有するポリビニルアセタールである。
【００３６】
請求項８に対応する発明は、請求項１乃至請求項４のいずれかの項に対応する発明の回転
電機のコイルにおいて、前記接着剤に含まれる糊剤は、ポリビニルアルコール類、または
ポリビニルアセタール類の少なくとも一種を含む。
【００３７】
請求項９に対応する発明は、回転電機のコイルの絶縁に用いられるマイカーテープにおい
て、マイカーペーパと補強ガラス布とを備え、且つ前記補強ガラス布に含浸樹脂に不溶な
糊剤を必須成分として含む接着剤を用いて無機粉体を担持させる。
【００３８】
請求項１０に対応する発明は、請求項９に対応する発明のマイカーテープにおいて、前記
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接着剤はポリビニル系高分子であり、また前記無機粉体は酸化アルミニウム粒子である。
【００３９】
【発明の実施の形態】
以下本発明の実施の形態を図面を参照して説明する。
【００４０】
本発明による高電圧回転電機の固定子コイルにおいて、平角絶縁素線から最終断面形状の
導体に仕上げるまでは、従来技術の項で既に述べているので、ここでは導体２２の周囲に
形成される絶縁層８についての第１の実施の形態を図１乃至図４により説明する。
【００４１】
第１の実施の形態では、導体２２の周囲に図１に示すような構成の硬質無焼成マイカテー
プ７１を複数層巻回する。この硬質無焼成マイカテープ７１は、含浸樹脂に不溶な糊剤を
必須成分として含む接着剤、ここではポリビニル系高分子として、４重量％のポリビニル
アルコールを含む接着剤１３を用いて補強ガラス布６にマイカテープの３０重量％の無機
粉体１４である酸化アルミニウム粒子を担持させたものである。
【００４２】
上記接着剤１３としては、前記ポリビニルアルコールの他に、エポキシ樹脂（例えば、油
化シェル社エピコート８２８または１００１）組成物が用いられる。
【００４３】
このマイカテープ７１の巻回層内に熱硬化性樹脂を真空加圧含浸した後、０．５ＭＰａの
圧力の熱プレスにより、最終断面形状に成形しながら加熱硬化させ、絶縁層８を形成する
。
【００４４】
上記含浸樹脂としては、例えば４５重量％の脂環式エポキシ化合物、４５重量％の酸無水
物硬化剤、１０重量％の反応性希釈剤の組成物によって、室温で約４０ｍＰａ・ｓの低粘
度が得られる。
【００４５】
試みにポリビニルアルコールの添加量のみを変えた本実施例の硬質無焼成マイカテープ７
１を導体２２の周囲に複数層巻回して厚さ５ｍｍの絶縁層８とし、真空タンク内で減圧し
た後、前記含浸樹脂を送り込み、０．７ＭＰａに加圧して含浸完了までの時間、および含
浸後０．５ＭＰａの圧力の熱プレスで成形したとき、絞り出された樹脂中に含まれる無機
粉体の重量を測定した。
【００４６】
図２及び図３は、その測定結果を示すグラフである。図２のグラフから分るように、添加
量が５重量％を超えると、ポリビニルアルコールが糊膜を形成し、含浸樹脂の含浸を阻害
するようになるので、含浸時間が急激に長くなる。
【００４７】
また、図３のグラフから分るようにポリビニルアルコールの添加量が０．５重量％以下で
は、絶縁層８の成形時に熱プレスの圧力によって、絶縁層８から無機粉体１４が流出する
ため、期待する熱伝導率の改善効果が得られなかった。
【００４８】
この測定結果から、接着剤１３に含まれる糊剤として、ポリビニルアルコールを０．５～
５重量％の添加範囲内で添加し、マイカテープ７１に無機粉体１４を担持させることによ
り、含浸時間に影響を与えないで、熱伝導率の改善効果が得られることが分る。
【００４９】
このように本発明の第１の実施の形態によれば、熱プレスによって、真空加圧含浸した樹
脂を絞り、絶縁層８を最終断面形状に成形してもポリビニルアルコールの担持効果により
絶縁層８から無機粉体１４が流出することがない。
【００５０】
したがって、本発明を適用しない場合に比較して絶縁層８の熱伝導率が改善され、副次的
に巻き付け時の無機粉体１４の脱落も減少させることができる。また、ポリビニルアルコ
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ールの添加量が適切なので、含浸時間に及ぼす影響を小さく抑えることができる。
【００５１】
さらに、このような構成の固定子コイルを固定子鉄心のスロットに収納した固定子とする
ことにより、導体から冷却気体への熱伝導性が高められるので、固定子コイルの温度上昇
を抑制することができるとともに、機器の小型化にも寄与できる。
【００５２】
次に本発明の第２の実施の形態について説明する。
【００５３】
第２の実施の形態では、糊剤として用いられる必須成分のポリビニル系高分子として、ポ
リビニルアセタール類の一種であるポリビニルブチラールを３重量％含んだ接着剤１３に
よって、補強ガラス布６に窒化ボロン粒子を担持した硬質無焼成マイカテープ７１を、導
体２２の周囲に複数層巻回する。
【００５４】
上記接着剤１３としては、前記ポリビニルブチラールの他に、エポキシ樹脂（例えば、油
化シェル社エピコート８２８または１００１）組成物が用いられる。このマイカテープ７
１の巻回層内に熱硬化性樹脂を真空加圧含浸した後、０．５ＭＰａの圧力の熱プレスによ
り、最終断面形状に成形しながら加熱硬化させ、絶縁層８を形成する。
【００５５】
上記含浸樹脂としては、特開平１１－３４５７３３号公報に開示されている４５重量％の
脂環式エポキシ化合物、４０重量％の酸無水物硬化剤、１５重量％の反応性希釈剤の組成
物によって、室温で約３０ｍＰａ・ｓの低粘度が得られる。
【００５６】
このような第２の実施の形態によっても、第１の実施の形態と同様の実施効果が得られる
。
【００５７】
次に本発明の第３の実施の形態について説明する。
【００５８】
第３の実施の形態では、糊剤として用いられる必須成分のポリビニル系高分子として、ポ
リビニルアセタール類の一種であるポリビニルフォルマールを３重量％含んだ接着剤１３
によって、補強ガラス布６に窒化アルミニウム粒子を担持した硬質無焼成マイカテープ７
１を導体２２の周囲に複数層巻回する。
【００５９】
上記接着剤１３としては、前記ポリビニルフォルマールの他にエポキシ樹脂（例えばシェ
ル化学社エピコート８２８または１００１）組成物が用いられる。このマイカテープ７の
巻回層内に熱硬化性樹脂を真空加圧含浸した後、０．５ＭＰａの圧力の熱プレスにより最
終断面形状に成形しながら加熱硬化させ、絶縁層８を形成する。
【００６０】
また、上記含浸樹脂としては、第２の実施形態と同じく４５重量％の脂環式エポキシ化合
物、４０重量％の酸無水物硬化剤、１５重量％の反応性希釈剤の組成物によって、室温で
約３０ｍＰａ・ｓの低粘度が得られる。
【００６１】
このような第３の実施の形態によっても、第１の実施の形態と同様の効果が得られる。
【００６２】
上記各実施の形態では、無機粉体として酸化アルミニウム（Ａｌ２ Ｏ３ ）、または窒化ボ
ロン（ＢＮ）、または窒化アルミニウム（ＡｌＮ）を用いる場合について述べたが、これ
以外に酸化ベリリウム（ＢｅＯ）、酸化マグネシウム（ＭｇＯ）、および炭化珪素（Ｓｉ
Ｃ）のいずれか１種、又は前記した無機粉体の２種以上を用いたものであってもよい。
【００６３】
また、接着剤に含まれる糊剤として、ポリビニルアルコール、ポリビニルブチラール、ま
たはポリビニルフォルマールの中の一つの成分を用いたが、これらの少なくとも二つの成
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分を用いたものであってもよい。いずれにしてもポリビニル系の高分子のものであればよ
い。
【００６４】
なお、本発明は上記し、且つ図面に示す実施の形態に限定されるものではなく、回転電機
の回転子コイルに対しても前述同様に実施できることは言うまでもない。
【００６５】
【発明の効果】
以上述べたように本発明によれば、マイカテープに高熱伝導性の無機粉体を配置し、かつ
その無機粉体を前記含浸樹脂に不溶な糊剤を含んだ接着剤によってマイカテープに担持さ
せるようにしたので、熱プレスを用いて含浸した樹脂を絞り、絶縁層を最終断面形状に成
形するプロセスにおいても、糊剤の担持効果により無機粉体の流出がないため、絶縁層の
熱伝導率の改善効果が顕著であり、かつ糊剤が含浸時間に及ぼす影響を小さく抑えること
ができる回転電機のコイル及びこのコイルの絶縁に用いられるマイカーテープを提供でき
る。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の第１の実施の形態乃至第３の実施の形態を説明するためのマイカテープ
を示す断面図。
【図２】本発明の第１の実施の形態による絶縁層の含浸時間の測定結果を示すグラフ。
【図３】本発明の第１の実施の形態による絶縁層の流出無機粉体重量を示すグラフ。
【図４】高電圧回転電機の固定子鉄心スロットに収納された固定子コイルの断面図。
【図５】従来の固定子コイルの導体周囲に形成される絶縁層を構成するマイカテープを示
す断面図。
【符号の説明】
１…固定子鉄心
１ａ…スロット
２…固定子コイル
２１…絶縁素線
２２…導体
３…絶縁スペーサ
４…スロット楔
５…マイカペーパ
６…補強ガラス布
７，７１…マイカテープ
８…絶縁層
１１…セパレータ
１２…フィラー
１３…接着剤
１４…無機粉体
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【 図 １ 】

【 図 ２ 】

【 図 ３ 】

【 図 ４ 】

【 図 ５ 】
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