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(57)【要約】
【課題】 基本的には１点で支持することにより、回転
損失、振動抑制などの問題を解決すると共に、超電導体
の冷却を容易にする。
【解決手段】 本発明は、ハウジング側に取り付けられ
たモータステータと協働して発電電動機を構成するモー
タロータを固定する回転主軸を支持するために、回転主
軸の上端部をラジアル方向に支持する位置決め用の永久
磁石反発形磁気軸受と、ラジアル方向及びアキシャル方
向の安定化を図る１つのみの超電導軸受とを備える。こ
の超電導軸受は、回転主軸の下端部を支持する。超電導
軸受は、回転主軸の下端をラジアル方向に位置決めする
ために、回転主軸の下端外周面に固定された永久磁石と
、これに対向してハウジングに取り付けられた超電導体
によって構成され、さらに、回転主軸をアキシャル方向
に支持する浮上用の永久磁石磁気軸受を備える。
【選択図】
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
ハウジング側に取り付けられたモータステータと協働して発電電動機を構成するモータロ
ータを固定する回転主軸のための非接触軸受装置において、
回転主軸の上端部をラジアル方向に非接触支持する位置決め用の永久磁石反発形磁気軸
受と、
回転主軸の下端部を非接触支持する１つのみの超電導軸受とを備え、
該超電導軸受により、回転主軸のラジアル方向とアキシャル方向の安定化を図ることか
ら成る超電導軸受を用いた非接触軸受装置。
【請求項２】
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前記超電導軸受は、回転主軸の下端をラジアル方向に位置決めするために、回転主軸の下
端外周面に固定された永久磁石と、これに対向してハウジングに取り付けられた超電導体
によって構成され、さらに、回転主軸をアキシャル方向に非接触支持する浮上用の永久磁
石磁気軸受を備えた請求項１に記載の超電導軸受を用いた非接触軸受装置。
【請求項３】
前記超電導軸受は、回転主軸を浮上させるように、回転主軸の下端に取り付けられた永久
磁石と、それに対向して取り付けられるハウジング側の永久磁石及び超電導体によって構
成され、かつ、ハウジング側の永久磁石は、ハウジングに取り付けられている超電導体に
対して取り付けられている請求項１に記載の超電導軸受を用いた非接触軸受装置。
【請求項４】
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回転主軸下端に、位置決め用の永久磁石反発形磁気軸受を備える請求項３に記載の超電導
軸受を用いた非接触軸受装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
本発明は、超電導軸受を用いた非接触軸受装置に関するものであり、例えば、病院での
瞬時停電防止のための電力貯蔵用フライホイールや精密機器の軸受装置として利用される
ものである。
【背景技術】
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【０００２】
電力の負荷平準化や電力の安定供給は、電力業界のみならず医療分野、精密機器分野等
にとって重要である。そこで、現在、国家プロジェクトとして、超電導軸受を用いた電力
貯蔵用フライホイールの開発が進められている。
【０００３】
超電導体は、臨界温度以下において、マイスナー効果およびピン止め効果を有する。マ
イスナー効果とは、超電導体の示す完全反磁性のことを称し、ピン止め効果とは、超電導
体内の磁界を固定する力を言う。この２つの効果を有する超電導体と永久磁石を対向させ
ることにより、回転主軸を非接触保持する超電導軸受装置が開発されている。これによっ
て、浮上体が平衡状態からずれた場合、磁力線がピン止めされているため復元力が働き元
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の位置に戻ろうとする。このように、超電導を利用した非接触浮上装置は、構造が簡単で
安価な非接触浮上装置を実現させることができる。
【０００４】
しかし、回転主軸を回転させたときには、超電導軸受のラジアル剛性が小さいため、回
転主軸の持つアンバランスまたはモータ等の外部から加わる外乱により、回転主軸は大き
く振れ回る。そこで、超電導軸受のラジアル剛性を高めるために、ラジアル方向にも超電
導体と永久磁石によるラジアル軸受を持つ超電導軸受装置が提案されている。
【０００５】
図１１は、上記のようなラジアル軸受のラジアル剛性を高めることができるように提案
された従来技術を説明する図である（特許文献１参照）。図示の超電導軸受装置は、回転
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主軸の軸方向両端部にはそれぞれ、第１の永久磁石が取付けられる。この取付けられた第
１の永久磁石に対向するようにハウジングには、それぞれ第１の超電導体が取付けられる
。また、回転主軸の外径側面には、モータロータが取付けられ、モータロータと対向する
ようにハウジング内面に、モータステータが取付けられる。さらに、図示の超電導軸受装
置は、回転主軸の軸端部には、それぞれ円筒状の第２の永久磁石が取付けられる。これら
の第２の永久磁石に対向するようにハウジングには、ブロック形状の第２の超電導体が配
向性の方向と回転主軸の径方向を一致させて、取付けられる。
【０００６】
これによって、超電導体を冷媒等を用いて臨界温度以下に冷却することで、超電導体の
マイスナー効果およびピン止め効果により、回転主軸は非接触保持される。さらに、ハウ

10

ジングに取付けられたモータステータを駆動することにより、回転主軸に取付けられたモ
ータロータが回転駆動するため、回転主軸を回転させることができる。さらに、この超電
導軸受装置は、回転主軸の上下両軸端部においてそれぞれ、超電導体の持つ配向性の方向
とラジアル方向を一致させることにより、超電導体と永久磁石により形成されるラジアル
軸受のラジアル剛性を高めることができ、回転部材のラジアル方向の振れを抑えることが
できる。
【０００７】
しかしながら、このような超電導軸受装置は、超電導体の持つ配向性の方向とラジアル
方向の一致を、回転主軸の上下両軸端部のそれぞれにおいて達成する必要があるが、上下
両軸端部の回転中心を一致させることは困難であり、回転中心がずれることによりエネル
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ギーロスが生じていた。
【０００８】
図１２は、従来技術による超電導軸受装置の別の例を示す図である。図１１と同様に、
発電電動機を構成するモータロータ、及び上下２つのフライホイールが固定された回転主
軸は、非接触磁気軸受装置によって支持されている。この例において、非接触磁気軸受装
置は、１個の超電導軸受と、２個のラジアル方向磁気軸受及び１個のアキシャル方向磁気
軸受により構成されている。臨界温度以下に冷却する必要のある超電導軸受を、回転主軸
下部に配置した１個のみにしている。ラジアル軸受のラジアル剛性を高めて、回転部材の
ラジアル方向の振れを抑えるために、２つのラジアル方向磁気軸受を用いると共に、回転
主軸上部をアキシャル方向に支持するためのアキシャル方向磁気軸受を備えている。例示
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のような電磁石を利用した磁気軸受は、位置センサなどを用いて、電磁石に流す電流をフ
ィードバック制御することにより、一定ギャップの非接触状態を保つことが可能となる。
【０００９】
しかしながら、回転主軸下部でアキシャル方向に支持しているアキシャル型超電導磁気
軸受は、アキシャル方向に非接触保持するだけでなく、超電導体の臨界温度以下における
ピン止め効果により、回転主軸をラジアル方向にも保持しようとする力が作用する。図示
の例は、このような超電導軸受による保持力に加えて、電磁石に流す電流を制御して、ラ
ジアル方向磁気軸受の作用により、回転部材のラジアル方向の振れを抑えようとするため
に、両軸受の回転中心が一致せずに、エネルギーロスが生じていた。
【００１０】
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これらの例に見られるように、従来の超電導軸受装置は、非接触軸受を用いた回転軸の
浮上のために、永久磁石軸受、超電導軸受、電磁石を用いる制御軸受を併用して用いるが
、いずれも回転損失、振動抑制などの問題を抱えている。また、超電導体を回転主軸の上
下両軸端部のそれぞれに備えることは、冷却が困難となる。
【特許文献１】特開平７−４２７３７号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１１】
従来の超電導軸受装置は、併用して用いる複数の軸受のそれぞれの回転中心が異なるた
めに、エネルギーロスが生じているという知見に基づき、本発明は、基本的には１点で支
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持することにより、回転損失、振動抑制などの問題を解決する簡単な構成の超電導軸受装
置を提供することを目的としている。
【００１２】
また、本発明は、超電導体の冷却を容易にすることを目的としている。
【課題を解決するための手段】
【００１３】
本発明の超電導軸受を用いた非接触軸受装置は、ハウジング側に取り付けられたモータ
ステータと協働して発電電動機を構成するモータロータを固定する回転主軸を支持するた
めに、回転主軸の上端部をラジアル方向に支持する位置決め用の永久磁石反発形磁気軸受
と、ラジアル方向及びアキシャル方向の安定化を図る１つのみの超電導軸受とを備える。
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この超電導軸受は、回転主軸の下端部を支持する。
【００１４】
また、超電導軸受は、回転主軸の下端をラジアル方向に位置決めするために、回転主軸
の下端外周面に固定された永久磁石と、これに対向してハウジングに取り付けられた超電
導体によって構成され、さらに、回転主軸をアキシャル方向に支持する浮上用の永久磁石
磁気軸受を備える。
【００１５】
また、超電導軸受は、回転主軸を浮上させるように、回転主軸の下端に取り付けられた
永久磁石と、それに対向して取り付けられるハウジング側の永久磁石及び超電導体によっ
て構成され、かつ、ハウジング側の永久磁石は、ハウジングに取り付けられている超電導
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体に対して取り付けられている。このように配置した超電導体によって、回転主軸のラジ
アル方向及びアキシャル方向の安定化を図ることが可能となる。また、回転主軸下端に、
位置決め用の永久磁石反発形磁気軸受を備えることができる。
【発明の効果】
【００１６】
本発明によれば、永久磁石の助けを借りて位置決めしつつ、ラジアル方向及びアキシャ
ル方向の安定化を図る１つのみの超電導軸受を用いて、超電導軸受自身で回転軸の位置（
ピン止め位置）を決めさせ、コマのように軸の支点を中心とした回転動作を行うものであ
るから、回転軸を安定に浮上させることができると共に、冷却が容易となる。
【発明を実施するための最良の形態】
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【００１７】
以下、例示に基づき、本発明を説明する。図１は、本発明に基づき構成した非接触軸受
装置の構成の第１の例を示す図である。図示の非接触軸受装置は、通常のように、回転主
軸に固定されたモータロータと、ハウジング側に取り付けられたモータステータからなる
発電電動機、及び回転主軸に固定されたフライホイールを備えている。このような、回転
主軸は、回転主軸の軸方向下側端部において、回転主軸をアキシャル方向に支持する浮上
用の永久磁石磁気軸受装置が取り付けられている。さらに、回転主軸の下端には、回転主
軸の下端部をラジアル方向に支持する位置決め用超電導軸受装置が備えられている。回転
主軸の上端部には、回転主軸の上端部をラジアル方向に支持する位置決め用の永久磁石反
発形磁気軸受が備えられている。
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【００１８】
図２は、図１に示した各軸受装置の動作を説明するための概念図である。回転主軸の軸
方向下側端部に取り付けられる浮上用の永久磁石磁気軸受装置は、回転主軸の下端とハウ
ジング側にそれぞれ永久磁石が相対向して取り付けられている。さらに、回転主軸の下端
に取り付けられる位置決め用の超電導軸受装置は、回転主軸の下端外周面に固定された永
久磁石と、これに対向してハウジングに取り付けられた超電導体によって構成されて、ラ
ジアル方向及びアキシャル方向の安定化を図る。回転主軸の上端部に取り付けられる位置
決め用の永久磁石反発形磁気軸受は、回転主軸の上端外周面に固定された永久磁石と、該
永久磁石に対向するようにハウジングに取り付けられる別の永久磁石とから構成される。
【００１９】
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このような構成により、ハウジングに取り付けられたモータステータを駆動することに
より、回転主軸に取り付けられたモータロータが回転駆動するため、回転主軸を通常に回
転させることができる。
【００２０】
このとき、超電導体を冷媒等を用いて臨界温度以下に冷却することで、超電導体のマイ
スナー効果およびピン止め効果により、回転主軸は非接触保持される。本発明は、超電導
軸受自身で回転軸の位置（ピン止め位置）を決めさせて、コマのように軸の支点を中心と
した回転動作を行う。また、永久磁石軸受を用いて回転軸の位置決めをさせると共に、永
久磁石を用いてラジアル（半径）、スラスト（軸）各方向の剛性を最適化する。
【００２１】
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このように、本発明によれば、ラジアル方向及びアキシャル方向の安定化を図るように
配置した１つのみの超電導軸受を用い、かつ永久磁石の助けを借りて位置決めすることに
より、冷却を容易にすると共に、回転主軸を安定に浮上させることが可能となる。
【００２２】
図３は、本発明を具体化する非接触軸受装置の構成の第２の例を説明する図である。回
転主軸の上端部に取り付けられる位置決め用の永久磁石反発形磁気軸受は、図２に示した
例と同じく、回転主軸の上端外周面に固定された永久磁石と、該永久磁石に対向するよう
に取り付けられる別の永久磁石とから構成される。回転主軸の軸方向下側端部に取り付け
られる浮上用の超電導軸受装置は、回転主軸の下端の永久磁石と、それに対向して取り付
けられるハウジング側の永久磁石によって構成される。これら両永久磁石によって、回転
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主軸を浮上させることはできるが、回転主軸がラジアル方向に振れようとする力に抗して
保持することはできない。回転主軸をラジアル方向の振れに対して保持するのは、ハウジ
ング側の円筒形状永久磁石の周囲に配置した超電導体である。このハウジング側の超電導
体は、安定ダンピング用のために取り付けられていて、それを臨界温度以下に冷却した際
に生じるピン止め効果により、回転主軸を安定に保持する。
【００２３】
このように、回転主軸に取り付けられた永久磁石に対向して設けられるハウジング側の
永久磁石及びその周囲に配置した超電導体のマイスナー効果およびピン止め効果により、
超電導体を冷媒等を用いて臨界温度以下に冷却することで、回転主軸は安定に非接触保持
される。超電導軸受自身で回転軸の位置（ピン止め位置）を決めさせて、コマのように軸
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の支点を中心とした回転動作を行う。
【００２４】
このように、ラジアル方向及びアキシャル方向の安定化を図るように永久磁石の周囲に
超電導体を配置した１つのみの超電導軸受を用い、回転主軸上部で永久磁石磁気軸受装置
を補助的に用いることにより、冷却を容易にすると共に、回転主軸を安定に浮上させるこ
とが可能となる。
【００２５】
図４は、本発明を具体化する非接触軸受装置の構成の第３の例を説明する図である。回
転主軸下端に、位置決め用の永久磁石反発形磁気軸受を備える点でのみ、上記の第２の例
とは異なっている。超電導軸受自身で回転軸の位置（ピン止め位置）を決めさせることが
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可能となるが、さらに、位置決め用の永久磁石反発形磁気軸受を備えることにより、回転
主軸をその下端部でより安定に位置決めすることができる。但し、回転主軸の位置（ピン
止め位置）を決めるのは、超電導軸受である。
【００２６】
図３或いは図４において例示した超電導軸受について、さらに図５〜図７を参照して説
明する。図５は、ハウジング側には、回転主軸に設けた永久磁石に対向して備えられる円
筒形状の永久磁石と、それに対応する形状の凹みを設けてそこに永久磁石を収容した超電
導体とから構成される。この構成は、図３或いは図４を参照して先に説明したものと同じ
である。
【００２７】
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図６は、超電導軸受の別の例を示す図である。ハウジング側には、回転主軸に設けた永
久磁石に対向して備えられる円筒形状の永久磁石と、この永久磁石よりも高さ方向にも径
方向にも大きくした凹みを設けてその凹みの底部中央に収容した超電導体とから構成され
る。
【００２８】
図７は、超電導軸受のさらに別の例を示す図である。ハウジング側に設けられる永久磁
石は、中央の円筒形状永久磁石と、それと同心に配置されるリング状永久磁石とから構成
される。超電導体には、これら永久磁石に対応した形状の凹みを設けて、そこに永久磁石
を収容することにより、超電導軸受を構成している。
【００２９】
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これら図５〜図７に例示したような構成の超電導体を冷媒等を用いて臨界温度以下に冷
却することで、超電導軸受自身で回転軸の位置（ピン止め位置）を決めさせて、コマのよ
うに軸の支点を中心とした回転動作を行い、回転主軸は安定に非接触保持される。
【実施例】
【００３０】
図８は、図１〜図４の非接触軸受装置に用いることのできる永久磁石反発形磁気軸受を
さらに説明する図である。永久磁石反発形磁気軸受では、ロータ部永久磁石及びステータ
部永久磁石から構成され、半径方向並進及びピッチング、ヨーイングは永久磁石の反発力
により受動的に支持される。ここでは、ステータ部永久磁石を２段に構成して、その間に
非磁性スペーサを挿入した例を示しているが、ステータ部永久磁石は１段に構成すること
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も、より多段に形成することも可能である。
【００３１】
図９及び図１０は、それぞれアキシャル方向反発力、及びラジアル方向反発力を測定し
た グ ラ フ で あ る 。 ロ ー タ 部 永 久 磁 石 と し て 、 Nb‑Fe‑B(φ １ ８ × φ ６ × ８ )を １ 個 と 、 ス テ
ー タ 部 永 久 磁 石 と し て Nb‑Fe‑B(φ ３ ７ × φ ２ ８ × ４ ． ５ )を ２ 段 に し て 、 磁 気 軸 受 を 構 成
した。ステータ部永久磁石間に非磁性スペーサを０〜３ｍｍまで厚みを変えて挿入し、そ
の時々のアキシャル方向反発力を測定した。また、１ｍｍのスペーサを挿入して、軸方向
に相対的に変位させて（δ＝０，０．５，１）、その時々のラジアル方向反発力を測定し
た。
【００３２】
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これら結果から、ステータ部の永久磁石間に非磁性スペーサを挿入することで、平衡点
付近の反発力を積極的に調整することが可能であることが分かる。
【図面の簡単な説明】
【００３３】
【図１】本発明に基づき構成した非接触軸受装置の構成の第１の例を示す図である。
【図２】図１に示した各軸受装置の動作を説明するための概念図である。
【図３】本発明を具体化する非接触軸受装置の構成の第２の例を説明する図である。
【図４】本発明を具体化する非接触軸受装置の構成の第３の例を説明する図である。
【図５】超電導軸受の一例を示す図である。
【図６】超電導軸受の別の例を示す図である。
【図７】超電導軸受のさらに別の例を示す図である。
【図８】図１〜図４の非接触軸受装置に用いることのできる永久磁石反発形磁気軸受をさ
らに説明する図である。
【図９】アキシャル方向反発力を測定したグラフである。
【図１０】ラジアル方向反発力を測定したグラフである。
【図１１】ラジアル軸受のラジアル剛性を高めることができるように提案された従来技術
を説明する図である。
【図１２】従来技術による超電導軸受装置の別の例を示す図である。
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