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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
回転軸線の周りを回転する回転子内の被冷却体を熱サイフォン作用により冷却させる回
転機であって、
前記回転子の外部に配置された、冷媒を凝縮する凝縮部と、
前記回転子内において、前記凝縮部で凝縮した液相冷媒を気化させて前記被冷却体との
熱交換を行う蒸発部と、
前記蒸発部と前記凝縮部との間で前記冷媒を行き来させる、屈曲部を有した連結配管と
、を備え、
前記連結配管は、前記凝縮部において凝縮した液相冷媒が流通する液相冷媒流路と、前
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記蒸発部において気化した気相冷媒が流通する気相冷媒流路とが、液相冷媒が気相冷媒流
路内へと浸入しないようにそれぞれ別々に設けられた配管構造を有し、
前記配管構造は、内管を前記気相冷媒流路とし、この内管の外周を囲む外管と該内管と
の間に形成される空間を前記液相冷媒流路とする二重配管構造、あるいは、液相冷媒流路
と気相冷媒流路とを並列に配置した並列配管構造を有し、
前記二重配管構造、あるいは、前記並列配管構造は、前記連結配管の少なくとも前記屈
曲部を含む領域に形成されている回転機。
【請求項２】
前記連結配管は、一端部が前記蒸発部内に挿入され、前記回転軸線に沿って、該蒸発部
または該冷媒流通部から前記回転子の外側に向かって延伸し、前記屈曲部にて屈曲して他
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端部が該凝縮部に固定されており、
前記一端部と前記他端部とを結ぶ線分の前記回転軸線に対する角度が、当該回転機の傾
斜が許容される角度を示す許容傾斜角度θ以上となるような寸法を有している請求項１に
記載の回転機。
【請求項３】
前記蒸発部内において、前記気相冷媒流路の前記蒸発部側の一端部の方が、前記液相冷
媒流路の前記蒸発部側の一端部よりも突出している請求項１または２に記載の回転機。
【請求項４】
前記凝縮部内において、前記液相冷媒の前記気相冷媒流路への浸入を防ぐための浸入防
止部を備える請求項３に記載の回転機。
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【請求項５】
前記連結配管は、前記他端部が前記凝縮部において固定され、前記一端部は前記蒸発部
内に挿入されており、
前記蒸発部は、前記連結配管を内部に挿入するための開口部を有しており、
前記連結配管の外周面と前記開口部の周縁との間の隙間を塞ぐように設けられ、該連結
配管を該開口部近傍において支持する支持部を備える請求項１から４のいずれか１項に記
載の回転機。
【請求項６】
前記蒸発部は、前記連結配管を内部に挿入するための開口部を有しており、
前記連結配管が、該連結配管の外周面と前記開口部の周縁との隙間に液相冷媒が前記蒸
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発部内から逆流して浸入することを防ぐための逆流防止部を備える、請求項１から４の
い ずれか１項に記載の回転機。
【請求項７】
前記蒸発部は、前記連結配管を内部に挿入するための開口部を有しており、
前記連結配管の前記蒸発部側の外周面と前記開口部の周縁との隙間に液相冷媒が前記蒸
発部内から逆流して浸入することを防ぐためのシール部を備える、請求項１から４のいず
れか１項に記載の回転機。
【請求項８】
前記二重配管構造、あるいは、前記並列配管構造は、前記屈曲部を含む前記連結配管全
体に形成されている、請求項１から７のいずれか１項に記載の回転機。
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【請求項９】
回転軸線の周りを回転する回転子内の被冷却体を熱サイフォン作用により冷却させる回
転機であって、
前記回転子の外部に配置された、冷媒を凝縮する凝縮部と、
前記回転子内において、前記凝縮部で凝縮した液相冷媒を気化させて前記被冷却体との
熱交換を行う蒸発部と、
前記蒸発部と前記凝縮部との間で前記冷媒を行き来させる、屈曲部を有した連結配管と
、を備え、
前記連結配管は、前記凝縮部において凝縮した液相冷媒が流通する液相冷媒流路と、前
記蒸発部において気化した気相冷媒が流通する気相冷媒流路とがそれぞれ別々に設けられ
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た配管構造を有する回転機であって、
前記連結配管は、一端部が前記蒸発部内に挿入され、前記回転軸線に沿って、該蒸発部
または該冷媒流通部から前記回転子の外側に向かって延伸し、前記屈曲部にて屈曲して他
端部が該凝縮部に固定されており、
前記一端部と前記他端部とを結ぶ線分の前記回転軸線に対する角度が、当該回転機の傾
斜が許容される角度を示す許容傾斜角度θ以上となるような寸法を有しており、
前記蒸発部は、前記液相冷媒を貯留する冷媒貯留部と、前記連結配管を該冷媒貯留部内
に挿入するための開口部と、を有しており、
前記冷媒貯留部を形成する壁面のうち、前記連結配管が挿入される側の壁面には、該壁
面の内面の少なくとも一部が、前記回転軸線に対して傾き、かつその先端部に前記開口部
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が形成されたテーパーフード部が設けられており、
前記回転軸線に対する前記テーパーフード部の傾斜角度は前記許容傾斜角度θより大き
くなる回転機。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
本発明は、回転軸線の周りを回転する回転子内の被冷却体を熱サイフォン作用により冷
却させる回転機に関する。
【背景技術】
【０００２】
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近年、高温超電導（ＨＴＳ）線材を巻線したＨＴＳ磁石の応用範囲が広まっており、例
えば、このＨＴＳ磁石を用いた超電導回転機等の回転機が開発されている。
【０００３】
ところで、ＨＴＳ材料の臨界温度は９０Ｋ前後であるため、冷却機等を利用して数Ｋか
ら数十Ｋ程度までＨＴＳ線材の巻線を冷却する必要がある。特に、船舶用超電導回転機に
おいては、大きな熱負荷が発生するため、十分な冷却能力を確保できるように、例えば、
ＧＭ型冷凍機等の冷却機が利用されている。また、ＨＴＳ材料を用いた船舶用超電導回転
機において、ＨＴＳ界磁極を搭載した界磁子が回転する回転界磁型を採用している場合、
冷却機を直接ＨＴＳ磁石に接続し伝導伝熱により冷却する直接冷却方式が利用できない。
そこで、冷却機と回転子との間を、冷媒還流を用いて熱的に接続する方法が用いられてい
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る。このような方法としては、例えば、ＧＭ型冷凍機等の冷却機により冷却した冷媒（例
えば、ネオン、窒素等）を用いて、自然対流によりＨＴＳ界磁極の冷却を行う熱サイフォ
ン式冷却システム等が挙げられる。例えば、熱サイフォン式冷却システムを用いた超電導
回転機としては、特許文献１に示す超電導装置が提案されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特許第３７９９０１６号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
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【０００５】
しかしながら、上述した特許文献１に示す従来の超電導装置を、船舶等に用いると、装
置全体が傾斜または動揺することがある。このように装置全体が傾斜または動揺した場合
、従来の超電導装置は、冷却機側に設けられる凝縮部と回転子内の蒸発部との間における
熱輸送能力が低下するという問題がある。
【０００６】
より具体的には、特許文献１に係る超電導装置の構成の場合、装置全体が傾斜または動
揺すると、凝縮部（凝縮器ユニット）と回転子内の蒸発部との間に設けられたヒートパイ
プの屈曲部に液相冷媒が詰まり、気相冷媒の流通が妨げられる。このため、特許文献１に
係る超電導装置では、装置全体が傾斜または動揺すると、冷媒（ガス，液体）の連続的、
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安定的な供給が阻害され、熱輸送能力が低下する場合がある。
【０００７】
本発明は、上記の問題点に鑑みてなされたものであり、その目的は、装置全体が傾斜ま
たは動揺した場合であっても、凝縮部と蒸発部との間における熱輸送能力を安定して維持
できる回転機を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
本発明のある形態に係る回転機は、回転軸線の周りを回転する回転子内の被冷却体を熱
サイフォン作用により冷却させる回転機であって、前記回転子の外部に配置された、冷媒
を凝縮する凝縮部と、前記回転子内において、前記凝縮部で凝縮した液相冷媒を気化させ
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て前記被冷却体との熱交換を行う蒸発部と、前記蒸発部と前記凝縮部との間で前記冷媒を
行き来させる、屈曲部を有した連結配管と、を備え、前記連結配管は、前記凝縮部におい
て凝縮した液相冷媒が流通する液相冷媒流路と、前記蒸発部において気化した気相冷媒が
流通する気相冷媒流路とがそれぞれ別々に設けられた配管構造を有する。
【０００９】
上記構成によると、連結配管は、液相冷媒流路と気相冷媒流路とがそれぞれ別々に設け
られている。このため、回転機全体が傾斜または動揺し、連結配管の屈曲部において液相
冷媒がつまり、気相冷媒の流通を妨げることを防ぐことができる。
【００１０】
従って、本発明のある形態に係る回転機は、装置全体が傾斜または動揺した場合であっ

10

ても、凝縮部と蒸発部との間における熱輸送能力を安定して維持できるという効果を奏す
る。
【００１１】
また、本発明のある形態に係る回転機は、上記した構成において、前記連結配管は、一
端部が前記蒸発部内に挿入され、前記回転軸線に沿って、該蒸発部または該冷媒流通部か
ら前記回転子の外側に向かって延伸し、前記屈曲部にて屈曲して他端部が該凝縮部に固定
されており、前記一端部と前記他端部とを結ぶ線分の前記回転軸線に対する角度が、当該
回転機の傾斜が許容される角度を示す許容傾斜角度θ以上となるような寸法を有していて
もよい。
【００１２】

20

例えば、回転機全体が傾斜すると、それに伴って、連結配管も傾斜し、蒸発部と屈曲部
との間の区間において、蒸発部側にある一端部が屈曲部よりも高くなる場合がある。この
ような場合、連結配管では屈曲部側から蒸発部側に向かって液相冷媒が流通しなくなる。
【００１３】
しかしながら、上記構成によると、本発明に係る回転機では、連結配管は、自身の一端
部と他端部とを結ぶ線分の回転軸線に対する角度が許容傾斜角度θ以上となるような寸法
を有する。このため、回転機全体が許容傾斜角度θまで傾斜したとしても、凝縮部側にあ
る連結配管の他端部を、蒸発部側にある連結配管の一端部以上の高さに維持することがで
きる。
【００１４】
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それ故、例えば、回転機全体が傾斜または動揺し、液相冷媒が連結配管を介して蒸発部
に一時的に供給されない状態となったとしても、連結配管内において液相冷媒が蒸発部側
の一端部以上の高さまで貯留されると、そのヘッド圧（水頭圧）により液相冷媒を蒸発部
に押しだすことができる。よって、回転機全体が傾斜または動揺したとしても液相冷媒を
蒸発部に供給することができ、回転子内の被冷却体に対する冷却能力を維持することがで
きる。
【００１５】
また、本発明のある形態に係る回転機は、上記した構成において、前記連結配管は、内
管を前記気相冷媒流路とし、この内管の外周を囲む外管と該内管との間に形成される空間
を前記液相冷媒流路とする二重配管構造、あるいは、液相冷媒流路と気相冷媒流路とを並
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列に配置した並列配管構造を有しており、前記蒸発部内において、前記気相冷媒流路の前
記蒸発部側の一端部の方が、前記液相冷媒流路の前記蒸発部側の一端部よりも突出した構
成であってもよい。
【００１６】
上記構成によると、蒸発部内において気相冷媒流路の蒸発部側の一端部の方が、液相冷
媒流路の蒸発部側の一端部よりも突出した構成となっている。このため、例えば、回転機
全体が傾斜または動揺したとしても、液相冷媒流路を流通して蒸発部側に供給される液相
冷媒が気相冷媒流路内に浸入することを防ぐことができる。
【００１７】
また、本発明のある形態に係る回転機は、上記した構成において、前記凝縮部内におい

50

(5)

JP 6814397 B2 2021.1.20

て、前記液相冷媒の前記気相冷媒流路への浸入を防ぐための浸入防止部を備える構成であ
ってもよい。
【００１８】
上記構成によると、浸入防止部を備えるため、凝縮部内において気相冷媒流路内に液相
冷媒が浸入することを防ぐことができる。このため、液相冷媒によって気相冷媒流路が塞
がれることを防止することができる。
【００１９】
なお、浸入防止部としては、例えば、凝縮部において液相冷媒が上方から滴下し気相冷
媒流路内に浸入することを防ぐ遮蔽部材として実現できる。あるいは、液相冷媒の浸入を
防ぐように、気相冷媒流路の凝縮部側の端部を屈曲させるなど変形させた形状部分として
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実現することもできる。
【００２０】
また、本発明のある形態に係る回転機は、上記した構成において、前記連結配管は、前
記他端部が前記凝縮部において固定され、前記一端部は前記蒸発部内に挿入されており、
前記蒸発部は、前記連結配管を内部に挿入するための開口部を有しており、前記連結配管
の外周面と前記開口部の周縁との間の隙間を塞ぐように設けられ、該連結配管を該開口部
近傍において支持する支持部を備える構成であってもよい。
【００２１】
上記構成によると支持部を備えるため、連結配管を凝縮部と該支持部との両端で支持す
ることができる。このため、回転機全体が傾斜または動揺した際に生じる衝撃や疲労に対
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して耐性を高めることができる。また、支持部により開口部の周縁と連結配管との隙間に
液相冷媒が浸入することを防ぐことができる。
【００２２】
また、本発明のある形態に係る回転機は、上記した構成において、前記蒸発部は、前記
連結配管を内部に挿入するための開口部を有しており、前記連結配管が、該連結配管の外
周面と前記開口部の周縁との隙間に液相冷媒が前記蒸発部内から逆流して浸入することを
防ぐための逆流防止部を備える構成であってもよい。
【００２３】
上記構成によると逆流防止部を備えるため、回転機全体が傾斜または動揺した際に、連
結配管の外周面と開口部の周縁との間に形成される隙間に、蒸発部内から逆流した液相冷
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媒が浸入することを防ぐことができる。
【００２４】
なお、逆流防止部は、例えば、回転機全体が傾斜または動揺した際に、蒸発部内からの
液相冷媒の逆流を妨げる、連結配管外周に設けられた遮蔽部材として実現することができ
る。
【００２５】
また、本発明のある形態に係る回転機は、上記した構成において、前記蒸発部は、前記
連結配管を内部に挿入するための開口部を有しており、前記連結配管の前記蒸発部側の外
周面と前記開口部の周縁との隙間に液相冷媒が前記蒸発部内から逆流して浸入することを
防ぐためのシール部を備える構成であってもよい。
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【００２６】
上記構成によるとシール部を備えるため、回転機全体が傾斜または動揺した際に、連結
配管の外周面と開口部の周縁との間に形成される隙間に、蒸発部内から逆流した液相冷媒
が、浸入することを防ぐことができる。
【００２７】
また、本発明のある形態に係る回転機は、上記した構成において、前記蒸発部は、前記
液相冷媒を貯留する冷媒貯留部と、前記連結配管を該冷媒貯留部内に挿入するための開口
部と、を有しており、前記冷媒貯留部を形成する壁面のうち、前記連結配管が挿入される
側の壁面には、該壁面の内面の少なくとも一部が、前記回転軸線に対して傾き、かつその
先端部に前記開口部が形成されたテーパーフード部が設けられており、前記回転軸線に対
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する前記テーパーフード部の傾斜角度は前記許容傾斜角度θより大きくなる構成であって
もよい。
【００２８】
上記した構成によると、前記テーパーフード部は、回転軸線に対する傾斜角度が許容傾
斜角度θより大きくなるように構成されている。このため、例えば、回転機が許容傾斜角
度θまで傾斜し、連結配管の蒸発部側の一端部位置が屈曲部よりも高くなるような場合で
あっても、テーパーフード部では開口部から冷媒貯留部内に向かって低くなるように傾斜
を維持することができる。このため、連結配管を流通した液相冷媒を蒸発部の冷媒貯留部
内に流入させることができる。さらに、冷媒貯留部内に貯留する液相冷媒が連結配管の方
に向かって逆流することを防ぐことができる。
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【００２９】
本発明の上記目的、他の目的、特徴、及び利点は、添付図面参照の下、以下の好適な実
施態様の詳細な説明から明らかにされる。
【発明の効果】
【００３０】
本発明は以上に説明したように構成され、装置全体が傾斜または動揺した場合であって
も、凝縮部と蒸発部との間における熱輸送能力を安定して維持できるという効果を奏する
。
【図面の簡単な説明】
【００３１】
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【図１】本発明の実施の形態に係る回転機の構成の一例を模式的に示した端面図である。
【図２】図１に示す回転機において利用する熱サイフォン冷却システムの一例を模式的に
示す図である。
【図３】図１に示す回転機において利用する熱サイフォン冷却システムの一例を模式的に
示す図である。
【図４】図１に示す回転機が備える連結配管の、蒸発部側から屈曲部までの連結配管部分
（第１連結配管部）と、凝縮部側から屈曲部までの連結配管部分（第２連結配管部）との
それぞれの長さ成分の関係を示す図である。
【図５Ａ】連結配管内における冷媒の流通状態を示す図であり、従来の回転機が水平な床
面に載置されている場合の連結配管内の状態を模式的に示す。
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【図５Ｂ】連結配管内における冷媒の流通状態を示す図であり、従来の回転機が傾斜また
は揺動した場合の連結配管内の状態を模式的に示す。
【発明を実施するための形態】
【００３２】
（本発明の概要）
本発明者は、回転子内の例えば、界磁極またはその他の電機子など被冷却体を熱サイフ
ォン作用により冷却する回転機の構成について鋭意研究した。特に、船内など傾斜または
動揺するなど水平状態が保たれない場所にこの回転機が設置された場合に関して検討した
。なお、熱サイフォン作用は、ヒートパイプ作用とも称される場合がある。そして、特許
文献１に開示された超電導装置（これ以降、従来の回転機と称する）では、具体的には以
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下の問題が生じることを見出した。
【００３３】
まず、従来の回転機は、冷却機で冷やされた凝縮器によって液化された冷媒（液相冷媒
）が連結配管を通じて回転機の回転子内部に形成された中央空洞（蒸発部）に送られ、蒸
発部の液相冷媒が気化することにより蒸発部の周囲に設けられた巻線ホルダを介して巻線
ホルダに巻回された巻線（界磁極）を冷却するように構成されている。従来の回転機では
、蒸発部で液相冷媒が気化することによって生じた気相冷媒は、同じ連結配管を通じて凝
縮器に戻される。
【００３４】
ここで、従来の回転機が水平な床面に載置されている場合、この回転機が備える連結配
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管は、図５Ａに示すように凝縮部で凝縮され、液相冷媒が略垂直方向に延びる連結配管内
を滴下し、略水平方向に延びる連結配管の底部に沿って蒸発部の方に流通する。蒸発部で
生じた気相冷媒は、蒸発部と凝縮部との圧力差または密度差によって、連結配管内を蒸発
部から凝縮部に向かって液相冷媒とは逆に流通する。
【００３５】
ここで、従来の回転機が傾斜または動揺した場合、例えば、図５Ｂに示すように略垂直
方向に延びる連結配管部と略水平方向に延びる連結配管部との連結部分である屈曲部およ
びその近傍に液相冷媒が貯留する可能性がある。連結配管の屈曲部およびその近傍に液相
冷媒が貯留すると、この貯留した液相冷媒により連結配管内が塞がれてしまい、気相冷媒
の流通が妨げられることとなる。
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【００３６】
このように気相冷媒の流通が妨げられると、凝縮部と蒸発部との間において冷媒の連続
的、安定的な供給が阻害され、熱輸送能力が低下する。そして熱輸送能力が低下すると回
転子を安定して回転させることができなくなる。そこで本発明者はこの問題点に関し、検
討を重ねた結果、以下の知見を得た。
【００３７】
すなわち、連結配管を、液相冷媒が流通する液相冷媒流路と気相冷媒が流通する気相冷
媒流路とをそれぞれ別々に設けた配管構造とすることで、回転機が傾斜または動揺した場
合であっても気相冷媒が流通する流路を確保できることを見出した。これにより、回転機
全体が傾斜または動揺した場合であっても、凝縮部と蒸発部との間における熱輸送能力を
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安定して維持できる。
【００３８】
以下、本発明の実施の形態を、図面を参照しながら説明する。なお、以下ではすべての
図を通じて同一または相当する要素には同一の参照符号を付して、その重複する説明を省
略する。
【００３９】
（回転機の構成）
以下において本実施の形態に係る回転機１００の構成を、図１を参照して説明する。図
１は本発明の実施の形態に係る回転機１００の構成の一例を模式的に示した端面図である
。なお、本実施の形態では、回転機１００として超電導回転機を例に挙げ説明するが、こ
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れに限定されるものではなく、回転軸線Ａの周りを回転する回転子１内の被冷却体を熱サ
イフォン作用により冷却させる回転機であればよい。また、本実施の形態では、被冷却体
として超電導コイル１１を例示するが、これに限定されるものではなく他の例えば、永久
磁石、常電導コイル等であってもよい。また、該被冷却体は界磁極に限定されるもではな
く、例えば電機子等であってもよい。
【００４０】
回転機１００は、図１に示すように、複数の電機子２からなる固定子と、回転子１と、
凝縮部４と、連結配管５とを備えている。回転子１の回転軸３は、水平方向に延伸した回
転軸線Ａの周りに回転子１が回転可能となるように不図示の軸受で支持されている。軸受
は、機械軸受であってもよいし磁気軸受であってもよい。回転子１の外周には複数の電機
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子２が設けられている。また、回転子１の外部には、該回転子１が備える超電導コイル（
界磁極）１１を超電導状態に保持するために、該超電導コイルを冷却するための冷却機６
０が固定されている。冷却機６０は、コールドヘッド６１の端部に、凝縮部４が備えられ
ており、この凝縮部４に固定された連結配管５を介して回転子１にある超電導コイル１１
と熱的に接続されている。
【００４１】
凝縮部４では、コールドヘッド６１により気相冷媒が所定温度まで冷却され、凝縮して
液相冷媒となる。液相冷媒は、略垂直方向に延伸する連結配管部分（第２連結配管部５ｂ
）を介して凝縮部４から下方に向って滴下される。滴下された液相冷媒は、屈曲部５０か
ら回転子１に向かって回転軸線Ａ方向に延伸する連結配管部分（第１連結配管部５ａ）を
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流通する。
【００４２】
図１に示すように回転子１は、その内部に複数の超電導コイル１１と、蒸発部１２とを
有している。蒸発部１２は、凝縮部４から供給された液相冷媒を気化させて超電導コイル
１１と熱交換するものであり、冷媒貯留部２０と、開口部２１と、冷媒流通配管１３と、
伝熱バー１４とを備えてなる構成である。
【００４３】
冷媒貯留部２０は、回転子１内の略中央部分に形成されており、凝縮部４から連結配管
５を通じて供給された液相冷媒を貯留するための空間である。連結配管５が配置される側
の冷媒貯留部２０の壁面には、該連結配管５をこの冷媒貯留部２０内に挿入するための開
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口部２１が形成されている。
【００４４】
冷媒流通配管１３は、冷媒貯留部２０から超電導コイル１１の近傍へ至り、該超電導コ
イル１１の近傍から冷媒貯留部２０に戻るように環状に配設された配管であり、冷媒貯留
部２０内と連通している。そして、冷媒流通配管１３を流通した液相冷媒と、超電導コイ
ル１１との間で熱交換を行うように構成されている。
【００４５】
伝熱バー１４は、冷媒貯留部２０の外周と超電導コイル１１との間に架け渡されており
熱伝導により超電導コイルを冷却する。そして、上記した冷媒流通配管１３および伝熱バ
ー１４を介して液相冷媒と超電導コイル１１との間で熱交換をし、該超電導コイル１１を
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所定温度まで冷却させる。一方、この熱交換により冷媒は気化し（気相冷媒）、冷媒貯留
部２０から連結配管５を通じて凝縮部４へと戻される。
【００４６】
また、図１に示すように、連結配管５が挿入される側に突出した回転軸３は中空となっ
ており、この中空の回転軸３内に連結配管５が配置され、該連結配管５の一端部が冷媒貯
留部２０内に挿入されるようになっている。連結配管５が挿入される側に突出した回転軸
３内において、該回転軸３の内周面と該連結配管５との間は磁性流体封止部材６によりシ
ールされており、これにより冷媒雰囲気と大気間とをシールする。本実施の形態に係る回
転機１００では、上記したように密封するために磁性流体封止部材６を用いる構成である
が、この磁性流体封止部材６の代わりに、ラビリンスシールを用いる構成であってもよい
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。
【００４７】
なお、図１では、蒸発部１２は、回転子１内の略中央部分に設けられ、液相冷媒を貯留
する冷媒貯留部２０を有した構成であったが蒸発部１２の構成はこれに限定されるもので
はない。例えば、蒸発部１２は、冷媒貯留部２０を備えず、連結配管５を通じて凝縮部４
から流通した液相冷媒をそのまま冷媒流通配管１３に流通させ、該冷媒流通配管１３を流
通した液相冷媒と超電導コイル１１との間で熱交換させる構成であってもよい。このよう
な構成の場合、連結配管５は冷媒流通配管１３の開口部に挿通されており、冷媒流通配管
１３と連結配管５とが直接、連通することとなる。
【００４８】
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ところで、本実施に形態に係る回転子１では、超電導コイル１１を、熱サイフォン作用
を利用することにより冷却することができるように構成されている。以下において、回転
子１において利用する熱サイフォン作用を実現する構成の詳細について説明する。
【００４９】
（熱サイフォン作用）
以下、図１，２を参照して本実施の形態に係る回転機１００において、熱サイフォン作
用を実現する構成（熱サイフォン冷却システム）について説明する。図２は、図１に示す
回転機１００において利用する熱サイフォン冷却システムの一例を模式的に示す図である
。
【００５０】
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熱サイフォン冷却システムは、冷却機６０と凝縮部４と蒸発部１２と連結配管５とから
構成され、凝縮部４、蒸発部１２、および連結配管５からなる密閉空間内に冷媒（たとえ
ば、ネオンまたは窒素など）を封入する。そして、図２に示すように凝縮部４と蒸発部１
２との間で冷媒が相変化する。なお、熱サイフォン冷却システムでは冷媒の還流に重力を
利用している。より具体的には、凝縮部４において冷却機６０により冷却された冷媒は凝
縮し、液相冷媒となる。液相冷媒は、重力により連結配管５内に設けられた液相冷媒流路
５１を流れ、蒸発部１２における冷媒貯留部２０内に貯留され、被冷却体である超電導コ
イル１１との熱交換により気化される。気相冷媒は、凝縮部４と蒸発部１２との間の圧力
差または密度差により蒸発部１２から凝縮部４に向かって連結配管５内に設けられた気相
冷媒流路５２を通じて戻される。なお、連結配管５の詳細な構成については後述する。
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【００５１】
以上のように本実施の形態に係る回転機１００では、冷媒が相変化し、自然対流によっ
て凝縮部４と蒸発部１２との間を循環することで被冷却対象である超電導コイル１１を冷
却することができる。
【００５２】
（連結配管の構造）
ここで連結配管５の構造について上記した図１，２を参照してより詳細に説明する。
【００５３】
図１，２に示すように連結配管５は、一端部が蒸発部１２の冷媒貯留部２０内に挿入さ
れており、回転軸線Ａに沿って、冷媒貯留部２０から回転子１の外側に向かって延伸し、

20

屈曲部５０で屈曲する。屈曲部５０で屈曲した連結配管５は、少なくとも回転軸線Ａより
も高い位置に設けられている凝縮部４に向かって延伸する。そして、連結配管５の他端部
は凝縮部４に固定される。なお、本明細書では、蒸発部１２側にある連結配管５の端部を
一端部、凝縮部４側にある連結配管５の端部を他端部として区別するものとする。
【００５４】
図２に示すように、連結配管５は、凝縮部４において凝縮した液相冷媒が流通する液相
冷媒流路５１と、蒸発部１２において気化した気相冷媒が流通する気相冷媒流路５２とが
それぞれ別々に設けられた配管構造を有している。本実施の形態に係る回転機１００では
、図２に示すように、連結配管５は、内管と、この内管の外周を囲む外管とから構成され
た二重配管構造となっている。連結配管５では、内管が気相冷媒流路５２となっており、
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内管と外管との間に形成される空間が液相冷媒流路５１となっているが、これに限定され
るものではない。例えば、連結配管５は、内管が液相冷媒流路５１となっており、内管と
外管との間に形成される空間が気相冷媒流路５２となっている構成であってもよい。図２
に示す連結配管５は、同軸上に延伸する、径が異なる２つの配管を組み合わせて形成する
ことができる。また、連結配管５の配管構造は、このように内管と外管とから構成される
二重配管構造に限定されない。例えば、一本の配管内を２分割するように連結配管５の延
伸方向に沿って仕切り壁を設け、２分割された一方の流路を液相冷媒流路５１とし、他方
の流路を気相冷媒流路５２とする並列配管構造であってもよい。
【００５５】
以上のように、連結配管５は、液相冷媒流路５１と気相冷媒流路５２とがそれぞれ別々
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に設けられている。このため、回転機１００全体が傾斜または動揺し、連結配管５の屈曲
部５０において液相冷媒が詰り、気相冷媒の流通を妨げることを防ぐことができる。従っ
て、回転機１００は、装置全体が傾斜または動揺した場合であっても、凝縮部４と蒸発部
１２との間における熱輸送能力を安定して維持できる。
【００５６】
また、本実施の形態に係る回転機１００では、図２に示すように、蒸発部１２の冷媒貯
留部２０内に挿通される連結配管５の一端部において、気相冷媒流路５２の方が、液相冷
媒流路５１よりも回転子１の中心に向かって突出した構成となっている。例えば、連結配
管５が図２に示す二重配管構造を有し、内管側が気相冷媒流路５２となっている場合、あ
るいは、連結配管５が並列配管構造を有する場合において、気相冷媒流路５２の一端部の
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方が液相冷媒流路の一端部よりも突出した構成とすることで、回転機１００全体が傾斜し
たとしても、液相冷媒流路５１を流通して冷媒貯留部２０に供給される液相冷媒が気相冷
媒流路５２内へと浸入することを防ぐことができる。
【００５７】
また、本実施の形態に係る回転機１００では、図２に示すように、凝縮部４内において
、液相冷媒が気相冷媒流路５２へと浸入することを防ぐための浸入防止部４１が設けられ
ている。ここで、図１に示すように凝縮部４の上面には冷却機６０のコールドヘッド６１
が設けられており、コールドヘッド６１により冷却され凝縮した液相冷媒が凝縮部４の上
方から下方に向って滴下するように構成されている。そこで、本実施の形態に係る回転機
１００では、図２に示すように、凝縮部４内において液相冷媒が上方から滴下し、気相冷
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媒流路５２内に浸入することを防ぐことができる傘形状の遮蔽部材を浸入防止部４１とし
て備えている。この浸入防止部４１は、凝縮部４内において気相冷媒流路５２からの気相
冷媒の排出を妨げず、かつ気相冷媒流路５２への液相冷媒の浸入を防ぐ位置に設けられる
。
【００５８】
なお、浸入防止部４１の形状は図２に示すような傘形状に限定されるものではなく、例
えば板形状など、気相冷媒流路５２への液相冷媒の浸入を防ぐことができる形状であれば
よい。浸入防止部４１は、連結配管５の気相冷媒流路５２に設けられた支持材（不図示）
によって凝縮部４内に支持された構成であってもよいし、凝縮部４内に設けられた支持材
（不図示）によって該凝縮部４内に支持された構成であってもよい。
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【００５９】
また、図２に示す回転機１００では、浸入防止部４１は連結配管５とは別部材として設
けられる構成であった。しかしながら、浸入防止部４１は、連結配管５の他端部を液相冷
媒が気相冷媒流路５２内に浸入しないように変形させた部分としてもよい。具体的には、
液相冷媒の浸入を防ぐように、気相冷媒流路５２の他端部を屈曲させるなど変形させた形
状部分を浸入防止部４１とすることができる。
【００６０】
このように、浸入防止部４１を備えるため、気相冷媒流路５２に浸入した液相冷媒によ
って、気相冷媒流路５２の屈曲部５０近傍を塞いでしまうことを防止することができる。
【００６１】

30

また、回転機１００では、連結配管５は、一端部が開口部２１を介して冷媒貯留部２０
内に挿入され、他端部が凝縮部４に固定されている。このため、連結配管５の外周面と開
口部２１の周縁との間には隙間が形成されることとなる。本実施の形態に係る回転機１０
０では、この連結配管５の外周面と開口部２１の周縁との間に形成された隙間を塞ぐよう
に、連結配管を開口部２１および／または開口部２１の近傍において支持する支持部３１
が設けられている。支持部３１としては、回転部側に備えられた蒸発部１２の開口部２１
と固定部側に備えられた連結配管５との間で相対的に回転可能となり、かつ連結配管５を
開口部２１の周縁で支持することができるベアリングなどを利用することができる。
【００６２】
本実施の形態に係る回転機１００では、上述のように支持部３１を備えるため、連結配
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管５を凝縮部４と支持部３１との両端で支持することができる。このため、回転機１００
全体が傾斜または動揺した際に生じる衝撃や疲労に対して耐性を高めることができる。ま
た、支持部３１により開口部２１の周縁と連結配管５との隙間に液相冷媒が浸入すること
を防ぐことができる。このように、開口部２１の周縁と連結配管５との隙間への液相冷媒
の浸入を防ぐことができるため、磁性流体封止部材６が浸入してきた液相冷媒に曝される
ことを防止することができる。
【００６３】
また、開口部２１と連結配管５との隙間に液相冷媒が浸入することを防ぐために、上記
した支持部３１の代わりにシール部を備える構成であってもよい。シール部としては、例
えば、回転部側に備えられた蒸発部１２の開口部と固定部側に備えられた連結配管５との
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間で相対的に回転可能とする、例えばメカニカルシール、リップシール、ラビリンスシー
ルを挙げることができる。また、支持部３１とシール部とを組み合わせた構成としてもよ
い。両者を組み合わせることで連結配管５の衝撃や疲労に対する耐性を高めつつ、磁性流
体封止部材６が液相冷媒に曝されるリスクを大幅に低減させることができる。
【００６４】
また、開口部２１と連結配管５との隙間に液相冷媒が浸入することを防ぐために、図３
に示すように、連結配管５が、該連結配管５の外周面と開口部２１の周縁との隙間に液相
冷媒が蒸発部１２内から逆流して浸入することを防ぐための逆流防止部３２を備える構成
としてもよい。図３は、図１に示す回転機１００において利用する熱サイフォン冷却シス
テムの一例を模式的に示す図である。

10

【００６５】
逆流防止部３２は、例えば、回転機１００全体が傾斜または動揺した際に、蒸発部１２
の冷媒貯留部２０内から液相冷媒が連結配管５に向かって逆流し、液相冷媒が開口部２１
と連結配管５との隙間に浸入することを防ぐことができるように、連結配管５の外周に設
けられた遮蔽部材として実現することができる。この遮蔽部材は、例えば、図３に示すよ
うに連結配管５の一端部において、連結配管５と開口部２１との隙間に液相冷媒が浸入し
ないように、連結配管５の外周壁が折り返された折り返し構造部分として例示できる。
【００６６】
また、図１から３に示すように、連結配管５の外形は、第１連結配管部５ａと第２連結
配管部５ｂとが略Ｌ字形状となっている。本実施の形態に係る連結配管５では、第１連結
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配管部５ａの長さ成分と、第２連結配管部５ｂの長さ成分とは図４に示す関係にある。図
４は、図１に示す回転機１００が備える連結配管５の、蒸発部１２側から屈曲部５０まで
の連結配管部分（第１連結配管部５ａ）と、凝縮部４側から屈曲部５０までの連結配管部
分（第２連結配管部５ｂ）とのそれぞれの長さ成分の関係を示す図である。
【００６７】
すなわち、蒸発部１２側にある連結配管５の一端部と凝縮部４側にある連結配管５の他
端部とを結ぶ線と、回転軸線Ａとによってなす角度が、回転機１００において設定されて
いる許容傾斜角度θ以上となるように第１連結配管部５ａと第２連結配管部５ｂとの長さ
成分の比率が設定されている。
【００６８】
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例えば、回転機１００全体が傾斜すると、それに伴って、連結配管５も傾斜し、蒸発部
１２と屈曲部５０との間の区間において、蒸発部１２側にある一端部が屈曲部５０よりも
高くなる場合がある。このような場合、連結配管５では屈曲部５０から蒸発部１２に向か
って液相冷媒が流通しなくなる。
【００６９】
しかしながら、上記したように、回転機１００では、連結配管５の一端部と他端部とを
結ぶ線と回転軸線Ａとによってなす角度が許容傾斜角度θ以上であるため、回転機１００
全体が許容傾斜角度θまで傾斜したとしても、凝縮部４側にある連結配管５の他端部を、
蒸発部１２側にある連結配管５の一端部以上の高さに維持することができる。それ故、例
えば、回転機１００全体が傾斜または動揺し、液相冷媒が連結配管５を介して蒸発部１２

40

に一時的に供給されない状態となったとしても、第２連結配管部５ｂにおいて液相冷媒が
蒸発部１２側の一端部以上の高さまで貯留されると、そのヘッド圧（水頭圧）により液相
冷媒を冷媒貯留部２０内に押し出すことができる。なお、許容傾斜角度θは、設置場所に
おいて該回転機１００の傾斜が許容される角度であり、例えば、１５度〜３０度の範囲で
設定することができる。
【００７０】
よって、回転機１００全体が傾斜または動揺したとしても液相冷媒を蒸発部１２に供給
することができ、回転子１内の超電導コイル１１に対する冷却能力を維持することができ
る。
【００７１】

50

(12)

JP 6814397 B2 2021.1.20

また、本実施の形態に係る回転機１００では、蒸発部１２の冷媒貯留部２０の壁面のう
ち、連結配管５が挿入される側の壁面の内面の少なくとも一部が、回転軸線Ａに対して傾
くように形成されたテーパーフード部２２が設けられている。より具体的には、テーパー
フード部２２は、図１，図２に示すように開口部２１から回転子１の中心に向かって拡径
する、いわゆる錐台形状をしている。
【００７２】
ここで、超電導コイル１１を冷却するのに十分な流量の冷媒を流通させるためには、連
結配管５の配管長が長くなればなるほど、配管径を大きくする必要があり、結果的に回転
軸３や該回転軸３を支持する軸受が拡径することになるため、材料・組立費が増加したり
、軸受のメンテナンス間隔が悪化たりする。しかしながら、本実施の形態に係る回転機１
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００では、蒸発部１２側にテーパーフード部２２を設け、連結配管５を蒸発部１２側から
迎えにいく構造とすることで連結配管５の配管長を、テーパーフード部２２を設けない構
造の場合と比較して短くすることができる。これにより連結配管５の配管径が大きくなる
ことを防ぐことができ、回転軸３や該回転軸３を支持する軸受の拡径化により、材料・組
立費の増加や軸受のメンテナンス間隔の悪化を防ぐことが出来る。また、本実施の形態に
係る回転機１００では、テーパーフード部２２の回転軸線Ａに対する傾斜角度が、許容傾
斜角度θより大きくなるように設定されている。
【００７３】
このため、例えば、回転機１００が許容傾斜角度θまで傾斜し、連結配管５の蒸発部１
２側の一端部位置が屈曲部５０よりも高くなるような場合であっても、テーパーフード部

20

２２では開口部２１から冷媒貯留部２０内に向かって低くなるように傾斜を維持すること
ができる。このため、連結配管５を流通した液相冷媒を蒸発部１２の冷媒貯留部２０内に
流入させることができる。さらに、冷媒貯留部２０内に貯留する液相冷媒が連結配管５に
向かって逆流することや、開口部２１の周縁と連結配管５との隙間に液相冷媒が浸入する
ことを防ぐことができる。
【００７４】
なお、本実施の形態に係る回転機１００では、蒸発部１２の冷媒貯留部２０に上記した
テーパーフード部２２を備える構成であったが、必ずしもテーパーフード部２２を設ける
必要はない。例えば、連結配管５の配管径が所望の寸法に収まる場合であって、冷媒貯留
部２０に貯留された液相冷媒が逆流することがない場合は、テーパーフード部２２を備え

30

ない構成とすることができる。このようにテーパーフード部２２を備えない構成の場合、
冷媒貯留部２０の連結配管５が挿入される側の壁面は、回転軸線Ａに対して傾斜した構成
とはならない。
【００７５】
また、冷媒貯留部２０においてテーパーフード部２２を設ける構成は、必ずしも熱サイ
フォン作用を用いて被冷却体を冷却する構成に限定されるものではない。また、連結配管
５が上述した二重配管構造または並列配管構造を有する構成に限定されるものでもない。
すなわち、被冷却体を冷却するために冷媒貯留部２０内に液相冷媒が貯留される構成にお
いて、装置全体が傾斜または動揺した際に、貯留された液相冷媒の逆流を防止することが
できる装置を提供する場合に、テーパーフード部２２を設けた構成とすることができる。
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さらにまた、連結配管５の配管長が長くなり所望の配管径の寸法より大きくなる構造を改
善することができる装置を提供する場合にも、上記したテーパーフード部２２を設けた構
成とすることができる。
【００７６】
なお、連結配管５は、ヒートパイプ作用（ウィック）を生じさせる構造を有するもので
あってもよい。
【００７７】
上記説明から、当業者にとっては、本発明の多くの改良や他の実施の形態が明らかであ
る。従って、上記説明は、例示としてのみ解釈されるべきであり、本発明を実行する最良
の態様を当業者に教示する目的で提供されたものである。本発明の精神を逸脱することな
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く、その構造及び／又は機能の詳細を実質的に変更できる。
【産業上の利用可能性】
【００７８】
本発明は、例えば、船舶など傾斜または動揺する環境下で用いられる、熱サイフォン作
用を用いて被冷却体の冷却を行う回転機において有用である。
【符号の説明】
【００７９】
１

回転子

３

回転軸

４

凝縮部

５

連結配管

１１

超電導コイル

１２

蒸発部

１３

冷媒流通配管

２０

冷媒貯留部

２１

開口部

２２

テーパーフード部

３１

支持部

３２

逆流防止部

４１

浸入防止部

５０

屈曲部

５１

液相冷媒流路

５２

気相冷媒流路

６０

冷却機

１００

回転機

Ａ

回転軸線

θ

許容傾斜角度
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【図１】

【図２】

【図３】

【図４】
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【図５Ａ】

【図５Ｂ】
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