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(57)【要約】
【課題】風力を利用して電気と熱の両方で発電でき、電
力需要に応じた発電電力の制御が可能で、風力エネルギ
ーを有効に利用できる風力発電システムを提供する。
【解決手段】風力発電システム１は、風車１０と、風車
１０の回転軸に連結される誘導回転機２０と、誘導回転
機２０に励磁電流を供給する電力変換装置３０と、誘導
回転機２０で発生した熱を受け取る熱媒体を流通させる
熱媒体流通機構４０と、熱媒体の熱を蓄える蓄熱器５０
と、蓄熱器５０に蓄えられた熱媒体の熱を電気に変換す
る熱発電機６０と、電力系統１００の電力需要に応じて
、励磁電流を制御する電機子制御部と、を備える。電機
子制御部は、誘導回転機２０を発電機として動作させる
発電モード制御と、誘導回転機２０を発熱機として動作
させる発熱モード制御との一方又は両方を行う。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
風車と、
前記風車の回転軸に連結される誘導回転機と、
前記誘導回転機に励磁電流を供給する電力変換装置と、
前記誘導回転機で発生した熱を受け取る熱媒体を流通させる熱媒体流通機構と、
前記熱媒体流通機構に流通する前記熱媒体の熱を蓄える蓄熱器と、
前記蓄熱器に蓄えられた前記熱媒体の熱を電気に変換する熱発電機と、
電力系統の電力需要に応じて、前記励磁電流を制御する電機子制御部と、を備え、
前記電機子制御部は、
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前記励磁電流として前記電力系統から無効電流を供給する制御により、前記誘導回転
機を発電機として動作させる発電モード制御と、
前記励磁電流として負荷トルクを生じるすべりとなるトルク電流を供給する制御によ
り、前記誘導回転機を発熱機として動作させる発熱モード制御との一方又は両方を行う風
力発電システム。
【請求項２】
前記電機子制御部は、前記発熱モード制御において、前記トルク電流を直流又は交流に
制御する請求項１に記載の風力発電システム。
【請求項３】
前記電機子制御部は、前記発熱モード制御において、前記トルク電流を定格トルクから
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停動トルクまでとなる周波数の交流に制御する請求項１に記載の風力発電システム。
【請求項４】
前記誘導回転機を収納する断熱容器を備え、
前記熱媒体流通機構が、前記断熱容器内に前記熱媒体を流通させる請求項１〜請求項３
のいずれか１項に記載の風力発電システム。
【請求項５】
前記電力系統の電力需要に応じて、前記熱発電機の発電電力を制御する電力制御部を備
える請求項１〜請求項４のいずれか１項に記載の風力発電システム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
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【０００１】
本発明は、風力発電システムに関する。特に、風力を利用して電気と熱の両方で発電で
き、電力需要に応じた発電電力の制御が可能で、風力エネルギーを有効に利用できる風力
発電システムに関する。
【背景技術】
【０００２】
近年、再生可能エネルギーを利用した発電システムが注目されており、その一つとして
、風車の回転エネルギーを発電機で電気エネルギーに変換する風力発電システムが知られ
ている。また最近では、風車の回転エネルギーを誘導加熱（渦電流）による発熱を利用し
た発熱機で熱エネルギーに変換し、その熱を電気エネルギーに変換する風力熱発電システ
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ムが提案されている（例えば特許文献１、２参照）。
【０００３】
また、例えば特許文献３、４には、再生可能エネルギーを利用した発電システムにおい
て、発電効率を向上させる技術、発電電力を有効活用する技術が提案されている。特許文
献３には、風力発電装置において、風車に軸結合した発電機の損失による排熱を利用して
タービンを駆動し、このタービンに軸結合した発電機から発電電力として回収することで
、装置の効率を向上させる技術が提案されている。一方、特許文献４には、自然エネルギ
ー利用発電システムにおいて、発電手段（太陽光発電、風力発電）で発電した余剰の電力
を電熱体で熱に変換し蓄熱手段（電気温水器）に蓄えることで、発電電力を熱エネルギー
として有効に活用する技術が提案されている。
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【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２０１１−１０２５７６号公報
【特許文献２】特開２０１２−４３７２８号公報
【特許文献３】特開２００３−１２０５０５号公報
【特許文献４】特開２００４−６３９３０号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
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風力発電システムは、自然現象である風を動力源とするため、発電電力が不安定であり
、また、電力需要に関係なく発電することから、電力需要に応じて発電電力を制御するこ
とができない。つまり、電力需要が多いときに発電できず、電力を供給できなかったり、
電力需要が少ないときに発電量が需要を上回り、余剰電力が発生する欠点がある。そこで
、電力系統の需要と供給のバランスを維持するためのバックアップが必要であり、例えば
、余剰電力を蓄電池に蓄えて、不足分の電力を蓄電池から供給したり、火力発電設備と組
み合わせて、発電電力の変動分を調整することが行われている。しかし、蓄電池は高価で
あるので経済的ではないし、また、火力発電設備は直ぐに起動できるように常に待機させ
ておく必要があり、待機中も燃料を消費してＣＯ２を排出する。
【０００６】
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特許文献１、２の記載の風力熱発電システムでは、発熱機で発生した熱を蓄熱器に蓄え
、その熱を利用して発電することが可能であるため、高価な蓄電池などがなくても、電力
需要に応じて電力を供給することができる。しかしながら、この風力熱発電システムは、
風車の回転エネルギーを熱エネルギーに一旦変換した後、電気エネルギーに変換するため
、風車の回転エネルギーを電気エネルギーに直接変換する従来の風力発電システムに比べ
て発電効率が劣る。また、構成要素である発熱機を一から設計する必要があり、コスト高
を招くことが懸念される。
【０００７】
一方、特許文献３に記載の技術は、発電機の損失による排熱を利用して発電し、発電電
力を回収することで、風力発電装置の発電効率を高めようとするものである。また、特許
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文献４に記載の技術は、従来捨てられていた余剰電力を熱に変換して蓄熱し、熱として利
用することで、発電電力を熱エネルギーとして有効活用しようというものである。しかし
、いずれの技術も、安定した電力供給を可能にするものではなく、電力系統の安定化に貢
献するものではない。
【０００８】
本発明は、上記の事情に鑑みてなされたものであり、その目的の一つは、風力を利用し
て電気と熱の両方で発電でき、電力需要に応じた発電電力の制御が可能で、風力エネルギ
ーを有効に利用できる風力発電システムを提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
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本願の風力発電システムは、風車と、誘導回転機と、電力変換装置と、熱媒体流通機構
と、蓄熱器と、熱発電機と、電機子制御部と、を備える。誘導回転機は、風車の回転軸に
連結される。電力変換装置は、誘導回転機に励磁電流を供給する。熱媒体流通機構は、誘
導回転機で発生した熱を受け取る熱媒体を流通させる。蓄熱器は、熱媒体流通機構に流通
する熱媒体の熱を蓄える。熱発電機は、蓄熱器に蓄えられた熱媒体の熱を電気に変換する
。電機子制御部は、電力系統の電力需要に応じて、励磁電流を制御する。そして、電機子
制御部は、励磁電流として電力系統から無効電流を供給する制御により、誘導回転機を発
電機として動作させる発電モード制御と、励磁電流として負荷トルクを生じるすべりとな
るトルク電流を供給する制御により、誘導回転機を発熱機として動作させる発熱モード制
御との一方又は両方を行う。
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【発明の効果】
【００１０】
上記の風力発電システムは、風力を利用して電気と熱の両方で発電でき、電力需要に応
じた発電電力の制御が可能で、風力エネルギーを有効に利用できる。
【図面の簡単な説明】
【００１１】
【図１】本発明の風力発電システムの全体構成の一例を示す概略図である。
【図２】実施形態１における誘導回転機の構成の一例を示す概略図である。
【図３】電機子における電機子巻線の結線の一例を示す説明図である。
【図４】誘導回転機を発電機として動作させる場合の励磁電流の一例を示す説明図である
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。
【図５】誘導回転機を発電機、発熱機の両方として動作させる場合の励磁電流の一例を示
す説明図である。
【図６】変形例１における界磁の構成を示す概略図である。
【図７】典型的な誘導回転機の速度−トルク特性の一例を示す説明図である。
【発明を実施するための形態】
【００１２】
本発明者らは、風力発電システムにおいて、既存の誘導回転機（誘導発電機）を利用し
、誘導回転機の励磁方式を工夫することで、１台の誘導回転機を通常の発電機として動作
させたり、発熱機として動作させることを想起した。そして、この発想に基づいて、電力
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需要に応じて誘導回転機を発電機、発熱機として使い分けることによって、電力需要に応
じた発電電力の制御が可能で、風力エネルギーを最大限に有効に利用できることを見出し
、本願の風力発電システムを完成するに至った。
【００１３】
［本発明の実施形態の説明］
最初に本発明の実施態様を列記して説明する。
【００１４】
（１）実施形態に係る風力発電システムは、風車と、誘導回転機と、電力変換装置と、
熱媒体流通機構と、蓄熱器と、熱発電機と、電機子制御部と、を備える。誘導回転機は、
風車の回転軸に連結される。電力変換装置は、誘導回転機に励磁電流を供給する。熱媒体
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流通機構は、誘導回転機で発生した熱を受け取る熱媒体を流通させる。蓄熱器は、熱媒体
流通機構に流通する熱媒体の熱を蓄える。熱発電機は、蓄熱器に蓄えられた熱媒体の熱を
電気に変換する。電機子制御部は、電力系統の電力需要に応じて、励磁電流を制御する。
そして、電機子制御部は、励磁電流として電力系統から無効電流を供給する制御により、
誘導回転機を発電機として動作させる発電モード制御と、励磁電流として負荷トルクを生
じるすべりとなるトルク電流を供給する制御により、誘導回転機を発熱機として動作させ
る発熱モード制御との一方又は両方を行う。
【００１５】
上記した風力発電システムによれば、電機子制御部によって誘導回転機を発電機、発熱
機又はその両方として動作させることができ、安定した電力供給が可能である。例えば、
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電力系統の電力需要がピークで、風を受けて風車が回転している場合は、誘導回転機を通
常の発電機として動作させ、誘導回転機から電力を供給できる。誘導回転機を発電機とし
て動作させることで、従来の風力発電システムで利用されている誘導発電機と同様に風車
の回転エネルギーを電気エネルギーに直接変換するため、風力熱発電システムに比べて発
電効率が高く、発電電力も大きい。一方、電力系統の電力需要がオフピークで、風を受け
て風車が回転している場合は、誘導回転機を発熱機として動作させ、誘導回転機で発生し
た熱を熱媒体流通機構を通じて蓄熱器に蓄熱できる。ここで、実施形態の風力発電システ
ムでは、誘導回転機（誘導発電機）への励磁電流の制御を従来とは異なる制御で行うこと
で、誘導回転機の回転を妨げる負荷トルクを強制的に与え、発熱量を増やすことが可能で
ある。具体的には、例えば、励磁電流として、通常時（発電モード時）は電力系統（商用
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電源）から無効電流（商用三相交流）を印加するところに直流を印加することで、誘導回
転機の始動時と同じ状況を作り出し、始動トルクと同じだけの負荷トルクを与えることが
挙げられる。また、誘導回転機を発電機としても動作させ、直接電力も取り出す場合は、
上記の商用三相交流と直流とを重畳して印加することが挙げられる。さらに、電力系統の
電力需要がピークでも、風車が回転していない場合は、蓄熱器に蓄えられた熱を利用して
熱発電機（例、タービン発電機）で発電することが可能であるため、熱発電機から電力を
供給できる。また、誘導回転機の発電電力の変動分を熱発電機によって調整することも可
能である。
【００１６】
つまり、実施形態の風力発電システムでは、電力が必要なときは、誘導回転機を発電効
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率の高い発電機として動作させ、効率良く発電することができる。一方、電力が必要ない
ときは、誘導回転機を発熱機として動作させ、熱を蓄熱器に蓄えることができる。そして
、電力が必要になったときは、蓄熱器に蓄えられた熱を利用して熱発電機で発電すること
もできる。したがって、実施形態の風力発電システムは、電力需要に応じた発電電力の制
御が可能で、風力エネルギーを最大限に有効に利用できる。
【００１７】
また、実施形態の風力発電システムでは、誘導回転機に無効電流成分とトルク電流成分
との励磁電流を供給することで、誘導回転機を発電機、発熱機の両方として動作させるこ
ともできる。そのため、誘導回転機の発電量と発熱量を制御することも可能であり、電力
があまり必要ないときは、誘導回転機によって、風車の回転エネルギーのうち一部を電気
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エネルギーとして取り出し、残りを熱エネルギーとして取り出すことができる。ところで
、従来の風力発電システムでは、発電機の容量（定格出力）を超える出力を得ることはで
きず、定格風速を超えるようになると、ピッチ制御などにより風をある程度逃がすように
風車を制御している。即ち、強風の場合は、風力エネルギーを逃がすことになる。これに
対し、実施形態の風力発電システムでは、誘導回転機を発電機として動作させながら発熱
機としても動作させることが可能であり、強風の場合は、誘導回転機が発電と発熱の両方
を行うことで、発電機としての定格出力を超える出力を得ることができる。したがって、
風力エネルギーを無駄に逃がすことなく、最大限のエネルギーを回収することができ、使
用可能風速範囲が広く、カットアウト風速も高くできる。
【００１８】
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更に、実施形態の風力発電システムでは、熱媒体流通機構により、熱媒体を流通させる
ことで、発熱した誘導回転機を冷却できるので、誘導回転機が焼損などすることも防止で
きる。
【００１９】
なお、誘導回転機は、誘導機とも呼ばれ、誘導発電機と誘導電動機の総称である。実施
形態の風力発電システムでは、誘導回転機として既存の誘導発電機（誘導電動機）の技術
を流用することで、誘導回転機を安価に且つ簡易に構成することができる。誘導回転機の
一例として、キャンドモータを流用することが挙げられる。一般に、誘導回転機は、界磁
鉄心とその周囲に配置された界磁導体を有する界磁と、この界磁に対して間隔をあけて配
置され、界磁に対向する突極を有する電機子鉄心とその突極に巻回された電機子巻線を有
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する電機子と、を備える。そして、界磁及び電機子のいずれか一方が風車の回転軸に連結
される回転子、他方が固定子となる構造である。また、誘導回転機は、外部から励磁電流
が供給される一次側の電機子巻線と、外部とは電気的に接続されず、両端が短絡された二
次側の導体（例、かご形導体）とを備える。ここで、この二次側は実質的に界磁として働
くので、以下では二次側を「界磁」と呼び、二次側の鉄心及び導体をそれぞれ界磁鉄心及
び界磁導体と表現する。
【００２０】
（２）実施形態の風力発電システムの一形態として、電機子制御部は、発熱モード制御
において、トルク電流を直流又は交流に制御することが挙げられる。
【００２１】

50

(6)

JP 2015‑46984 A 2015.3.12

図７は、典型的な誘導回転機の速度−トルク特性の一例を示す図であり、横軸が回転速
度、縦軸がトルクを表す。図７に示すように、誘導回転機は通常、定格出力を出すときの
定格トルクより始動トルクの方が大きい。また、誘導回転機の出力は、回転速度（回転数
）とトルクの積に比例する。そして、風車の回転により誘導回転機（回転子）が定格回転
速度（定格回転数）で回転している場合、電機子制御部により励磁電流を制御して、トル
ク電流として直流を供給すると、電機子に発生する磁界の回転速度が０の状態となり、ダ
イナミックブレーキと呼ばれる原理と同じ現象が起きる。これは、回転子が静止し、相対
的に固定子が回転していると考えれば、すべりが１００％の状態となり、誘導回転機の始
動時と同じ状況である。これにより、始動トルクと同じだけの負荷トルクが現れ、その仕
事量（出力）が発熱として消費される。つまり、誘導回転機（電機子巻線）に直流を印加
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することで、始動トルクと同じトルクを出すことができ、誘導回転機の損失が増えること
から、発熱量を増やすことができる。なお、この場合は、定格トルクよりも大きいトルク
で誘導回転機を運転することになるから、発電機としての定格出力よりも大きな仕事量（
出力）が得られることを意味する。また、定格トルクよりも大きい負荷トルクを生じるす
べりとなるのであれば、直流に限らず、トルク電流として交流を印加してもよい。
【００２２】
（３）実施形態の風力発電システムの一形態として、電機子制御部は、発熱モード制御
において、トルク電流を定格トルクから停動トルクまでとなる周波数の交流に制御するこ
とが挙げられる。
【００２３】
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図７に示すように、定格トルクから停動トルクまでのトルクは定格トルクよりも大きい
。特に、停動トルクは、誘導回転機が出し得る最大トルクであり、定格トルクや始動トル
クより更に大きい。そして、風車の回転により誘導回転機（回転子）が定格回転速度（定
格回転数）で回転している場合、電機子制御部により励磁電流を制御して、トルク電流と
して、負荷トルクが定格トルクから停動トルクまでとなるすべり周波数の交流を供給する
と、定格トルクよりも大きな仕事量（出力）を得ることができる。特に、停動トルクとな
る周波数の交流を供給すると、更に大きな仕事量（出力）を得ることができる。具体的に
は、停動トルクを生じるすべりとなる交流の周波数に制御し、電機子に発生する磁界の回
転速度を調整すると、停動トルクと同じだけの負荷トルクが現れ、その仕事量（出力）が
発熱として消費される。よって、誘導回転機の損失が更に増えることから、発熱量を更に
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増やすことができる。
【００２４】
（４）実施形態の風力発電システムの一形態として、誘導回転機を収納する断熱容器を
備え、熱媒体流通機構が断熱容器内に熱媒体を流通させることが挙げられる。
【００２５】
上記構成によれば、誘導回転機で発生した熱を逃がすことなく、熱媒体によって回収す
ることができる。また、発熱する界磁が回転子であっても、界磁で発生した熱を熱媒体に
容易に伝えることができる。
【００２６】
（５）実施形態の風力発電システムの一形態として、電力系統の電力需要に応じて、熱
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発電機の発電電力を制御する電力制御部を備えることが挙げられる。
【００２７】
上記構成によれば、電力系統の電力需要がピークであって、風車が回転していない場合
は、熱発電機から電力を供給する他、風車が回転していても、より大きな発電電力が要求
される場合は、誘導回転機と熱発電機とから同時に電力を供給できる。つまり、熱発電機
からの発電電力を加えることで、誘導回転機の発電機としての発電電力を超える電力の供
給が可能である。また、電力系統の電力需要がオフピークの場合は、熱発電機での発電を
停止し、蓄熱状態で待機できる。
【００２８】
［本発明の実施形態の詳細］
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本発明の実施形態の具体例を、以下に図面を参照しつつ説明する。なお、本発明は、こ
れらの例示に限定されるものではなく、特許請求の範囲によって示され、特許請求の範囲
と均等の意味及び範囲内での全ての変更が含まれることが意図される。
【００２９】
［実施形態１：界磁＝回転子（内側）、電機子＝固定子（外側）］
〈風力発電システムの全体構成〉
図１〜図５を参照して、実施形態１に係る風力発電システムについて説明する。図１に
示す風力発電システム１は、風車１０と、誘導回転機２０と、電力変換装置（インバータ
）３０と、熱媒体流通機構４０と、蓄熱器５０と、熱発電機６０とを備える。誘導回転機
２０は、断熱容器２５０に収納されている（図２参照）。この例では、図１に示すように
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、塔９１の上部に設置されたナセル９２に風車１０が取り付けられ、ナセル９２内に誘導
回転機２０と電力変換装置３０が格納されている。また、塔９１の下部（土台）に建てら
れた建屋９３に蓄熱器５０と熱発電機６０が設置されている。誘導回転機２０と熱発電機
６０とは電力系統（商用電源）１００に接続され連系されている。
【００３０】
（風車）
風車１０は、水平方向に延びる回転軸１１を中心に、３枚の翼１２を回転軸１１に放射
状に取り付けた構造である。風車１０の回転軸１１には、回転速度（回転数）を検出する
回転検出器１３（図２参照）が取り付けられている。
【００３１】
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（誘導回転機）
誘導回転機２０は、既存の誘導機（高温ポンプに用いられるキャンドモータ）を流用し
て構成されている。この例では、誘導回転機２０は、三相かご形誘導機（発電機・電動機
）であり、図２に示すように、界磁２１０と、この界磁２１０に対して間隔をあけて配置
される電機子２２０とを備え、界磁２１０が風車１０の回転軸１１に連結される回転子で
あり、電機子２２０が固定子である。具体的には、界磁（回転子）２１０は、風車１０の
回転軸１１に連結される界磁鉄心２１１とその周囲に配置された界磁導体２１５を有する
。界磁２１０は、風車１０の回転により回転する。また、電機子（固定子）２２０は、界
磁２１０の外側に間隔をあけて配置され、界磁２１０に対向する突極を有する電機子鉄心
２２１とその突極に巻回された電機子巻線２２５を有する。この例では、風車１０の回転
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軸１１に誘導回転機２０（界磁２１０）が直結されているが、増速機（図示せず）を介し
て増速機の出力軸に誘導回転機２０を連結してもよい。増速機を用いないことで、増速機
によるトラブルを回避することができる。
【００３２】
誘導回転機２０は、電力変換装置３０を介して電力系統１００と接続されており、電力
系統１００から励磁電流を得て発電し、発電電力を電力系統１００に供給できる。
【００３３】
界磁（回転子）２１０は、円柱状の界磁鉄心２１１の周囲に導体がかご形に配置されて
おり、このかご形導体が界磁導体２１５を構成する。このかご形導体（界磁導体２１５）
は、界磁鉄心２１１の外周に間隔をあけて設けられた多数のスロットに導体バー２１５ｂ
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を埋め込み、界磁鉄心２１１の両端にこれら導体バー２１５ｂを短絡する導体エンドリン
グ２１５ｒを設けることで形成されている。このようなかご形回転子は、極めて簡単な構
造であり、故障が少ないなどの利点がある。この例では、界磁導体２１５にかご形導体を
用いたかご形回転子であるが、界磁導体２１５として導体を巻回し、両端を短絡した巻線
を用いた巻線形回転子であってもよい。界磁鉄心２１１は、例えばケイ素鋼板などの電磁
鋼板を積層して形成することができる。界磁導体２１５は、例えば銅やアルミで形成する
ことが挙げられる。
【００３４】
電機子（固定子）２２０は、電機子鉄心２２１の突極に分布巻で三相（Ｕ相、Ｖ相、Ｗ
相）の電機子巻線２２５が巻回されている。この例では、図３に示すように、電機子巻線
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２２５の各相がＹ結線されている。また、この例では、電機子鉄心２２１は、円筒状のヨ
ーク部と、このヨーク部から界磁２１０に向かって内方に突出する突極を有する構造であ
る。電機子巻線２２５は、分布巻としているが、集中巻とすることも可能である。電機子
鉄心２２１は、例えばケイ素鋼板などの電磁鋼板を積層して形成することができる。この
例では、電機子巻線２２５が、高温となる熱媒体４００中に配置されるなど、高温環境下
で使用されるため、例えばセラミック絶縁層を有する超耐熱巻線を使用することが好まし
い。超耐熱巻線としては、４００℃まで使用可能な耐熱性を有するものが知られている。
もちろん、使用温度が低い場合は、ポリアミドイミド銅線やポリイミド銅線などのエナメ
ル線を使用することも可能である。
【００３５】
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（断熱容器）
断熱容器２５０は、誘導回転機２０（界磁（回転子）２１０及び電機子（固定子）２２
０）を収納する。断熱容器２５０は、例えば金属製の容器の周囲に断熱材を配置して構成
することが挙げられる。断熱材としては、例えばロックウール、グラスウール、発砲プラ
スチック、レンガ、セラミック、これら材料の任意の組み合わせからなる複合材などを用
いることができる。
【００３６】
断熱容器２５０には、回転軸１１が挿入される軸挿入口２５３が形成されており、回転
軸１１がこの軸挿入口２５３を通って誘導回転機２０の界磁（回転子）２１０に連結され
ている。この例では、界磁鉄心２１１の中心軸に貫通孔が形成されており、その貫通孔に
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回転軸１１が挿通され、回転軸１１に界磁２１０が固定されている。また、断熱容器２５
０内には、回転軸１１が挿入される側とその反対側の２箇所に軸受（ベアリング）２６１
，２６２が設けられており、これら軸受２６１，２６２により回転軸１１が回転可能に支
持されている。
【００３７】
また、断熱容器２５０には、熱媒体４００が供給される入口部２５１と、熱媒体４００
が排出される出口部２５２が設けられており、誘導回転機２０で発生した熱を受け取る熱
媒体４００が流通する。この例では、断熱容器２５０の回転軸１１が挿入される側に入口
部２５１が設けられ、その反対側に出口部２５２が設けられており、入口部２５１と出口
部２５２に熱媒体流通機構４０の供給管４１と排出管４２がそれぞれ接続されている。ま
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た、断熱容器２５０の軸挿入口２５３には、軸シール部２６３が配置されている。ここで
、入口部２５１から断熱容器２５０内に供給する熱媒体４００の温度は、１００℃以下（
例えば常温）とすることが好ましく、これにより発熱した誘導回転機２０を効果的に冷却
することができる。また、１００℃以下とすることで、入口部２５１の近傍に配置される
軸シール部２６３は１００℃程度の耐熱性を有すれば十分であり、軸シール部２６３に市
販の流体シールを採用することができる。誘導回転機２０で発生した熱を受け取って、所
定温度（例えば２００℃〜３５０℃）に加熱された熱媒体４００は、出口部２５２から断
熱容器２５０外に排出される。
【００３８】
（熱媒体）
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熱媒体４００としては、例えば水、油、溶融塩などを用いることができる。水を熱媒体
４００に用いた場合、１００℃を超えると蒸気化するため、熱媒体４００が１００℃を超
える温度に加熱されると、断熱容器２５０の内圧が上昇する。一方、常圧で１００℃超の
沸点を有する油や溶融塩を熱媒体４００に用いた場合、熱媒体４００が１００℃を超える
温度に加熱されても、断熱容器２５０の内圧が上昇することを抑制できる。熱媒体４００
は、常圧で２００℃超、より好ましくは３５０℃超の沸点を有することが好ましく、特に
、使用温度範囲内（例えば常温〜３５０℃）で液体であることが好ましい。この例では、
熱媒体４００に常圧で３５０℃超の沸点を有する油を用いており、断熱容器２５０内に熱
媒体４００を流通させ、誘導回転機２０で熱媒体を３５０℃程度まで加熱することができ
る。
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【００３９】
（電力変換装置、電機子制御部）
電力変換装置３０は、誘導回転機２０（電機子巻線２２５）に励磁電流を供給する。ま
た、電力変換装置３０には、電力系統１００の電力需要に応じて、誘導回転機２０（電機
子巻線２２５）への励磁電流を制御する電機子制御部３１０（図２参照）が接続されてい
る。この電機子制御部３１０は、励磁電流として電力系統１００から無効電流を供給する
制御により、誘導回転機２０を発電機として動作させる発電モード制御と、励磁電流とし
て負荷トルクを生じるすべりとなるトルク電流を供給する制御により、誘導回転機２０を
発熱機として動作させる発熱モード制御との一方又は両方を行う。
【００４０】
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発熱モード制御では、風車１０の回転により回転子（ここでは界磁２１０）が回転して
いる際、負荷トルクを生じるすべりとなるように、誘導回転機２０（電機子巻線２２５）
への励磁電流を制御することで、電機子２２０に発生する磁界の回転速度を制御する。こ
れにより、回転子に負荷トルクを強制的に与え、界磁２１０の界磁導体２１５に負荷トル
クに応じた誘導電流が流れることで、界磁導体２１５が発熱する。つまり、誘導回転機２
０（回転子）の回転を妨げる負荷トルクによる仕事量（出力）が損失として熱に変換され
る。なお、電機子巻線２２５へのトルク電流値（電流の大きさ）は、所定の負荷トルクが
得られるように、誘導回転機２０の仕様に応じて適宜決定すればよく、例えば定格電流（
設計値）と同じ電流値とすることが挙げられる。トルク電流値が大きくなるほど、原理的
に負荷トルクが上がるが、トルク電流値が大き過ぎても、電機子鉄心２２１が磁気飽和し
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てしまうため、負荷トルクが頭打ちになる。トルク電流値は、例えば定格電流値の５０％
以上１１０％以下とすることが挙げられる。
【００４１】
例えば、風車１０が回転し、誘導回転機２０が回転している状態で、電力系統１００か
ら励磁電流として、図４に示すような無効電流（三相交流）を供給することで、誘導回転
機２０を通常の発電機として動作させることができる。なお、図４の横軸は時間（ｔ）、
縦軸は電流値（ｉ）を表し、後述する図５も同じである。一方、負荷トルクを生じるすべ
りとなるトルク電流を供給すると、誘導回転機２０で発生する損失（発熱量）が増え、誘
導回転機２０を発熱機として動作させることができる。この例では、発熱モード制御にお
いて、トルク電流を直流に制御する、即ち、トルク電流として、電機子巻線２２５のＵ相
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、Ｖ相及びＷ相のうち少なくとも二相に直流を流し、Ｕ相とＶ相との間、Ｕ相とＷ相との
間、及びＶ相とＷ相との間のいずれかに直流を印加する。具体的には、例えば、上記した
三相のうちの二相（例、Ｕ相及びＷ相）から等しい直流を入れて、残る一相（例、Ｖ相）
から２つ合わせた直流を出すように流したり、一相から直流を入れて、別の一相から直流
を出すように流すことが挙げられる。
【００４２】
この場合での誘導回転機２０が発熱機として動作する原理を説明する。例えば風車１０
の回転により界磁（回転子）２１０が定格回転速度（定格回転数）で回転している場合、
電機子制御部３１０によって電力変換装置３０から、トルク電流として直流を印加すると
、始動トルクと同じだけの負荷トルクが現れる。そして、界磁２１０の界磁導体２１５に
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誘導電流が流れ、その仕事量（出力）が界磁導体２１５の発熱として消費される。ここで
、図７を用いて上述したように、一般に始動トルクは定格トルクより大きいため、誘導回
転機２０の定格出力よりも大きな仕事量（出力）を得ることができ、発熱量が大きい。
【００４３】
また、電機子制御部３１０により発電モード制御と発熱モード制御の両方を行い、誘導
回転機２０を発電機、発熱機の両方として動作させることもできる。この場合、無効電流
成分とトルク電流成分との励磁電流を供給し、無効電流成分とトルク電流成分との比を調
整することで、誘導回転機２０の発電量と発熱量を制御することができる。例えば、図５
に示すように、無効電流（三相交流）にトルク電流（直流）を重畳させることが挙げられ
る。図５では、定格電流値を１０とするとき、Ｕ相及びＷ相に１の直流（図中の「ｉ＋１
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」）、Ｖ相に−２の直流（図中の「ｉ−２」）を重畳させた励磁電流を示す。トルク電流
成分を大きくするほど、誘導回転機２０の発熱量の割合が増える。
【００４４】
（熱媒体流通機構）
熱媒体流通機構４０は、誘導回転機２０で発生した熱を受け取る熱媒体４００を断熱容
器２５０内に流通させる（図１、図２参照）。この例では、断熱容器２５０の入口部２５
１に一端が接続され、断熱容器２５０内に熱媒体４００を供給する供給管４１と、断熱容
器２５０の出口部２５２に一端が接続され、断熱容器２５０外に熱媒体４００を排出する
排出管４２と、供給管４１に設けられた循環ポンプ４３とで構成されている。また、供給
管４１及び排出管４２の各他端は熱交換器５０に接続され、循環ポンプ４３により誘導回
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転機２０（断熱容器２５０）と熱交換器５０との間で熱媒体４００を循環させることで、
断熱容器２５０内に熱媒体４００を流通させる。ここで、誘導回転機２０の発熱によって
加熱される熱媒体４００の温度に応じて、循環ポンプ４３により熱媒体４００の流量を調
整することが好ましい。具体的には、熱媒体４００が所定温度より高い場合は、熱媒体４
００の流量を増やし、所定温度より低い場合は、流量を減らす。これにより、誘導回転機
２０を使用温度範囲内に維持することができる。
【００４５】
誘導回転機２０で加熱された熱媒体４００は、排出管４２を通って蓄熱器５０に送られ
る。この例では、蓄熱器５０内に蓄熱材が充填されると共に、第１熱交換管５１と第２熱
交換管５２が配置されており、蓄熱器５０は熱交換機能を有する。そして、第１熱交換管
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５１の一端に排出管４２が接続され、所定温度に加熱された熱媒体４００（例、油）が第
１熱交換管５１を流通することで、蓄熱材との間で熱交換が行われ、熱媒体４００の熱が
蓄熱材に蓄えられる。一方、第２熱交換管５２には、二次熱媒体（例、水）が流通してお
り、蓄熱材と二次熱媒体との間で熱交換が行われることで、第２熱交換管５２に流通する
二次熱媒体を蒸気化する。発生した二次熱媒体の蒸気（例、高温高圧蒸気）は、第２熱交
換管５２を介して熱発電機６０に送られる。つまり、この蓄熱器５０は、熱交換機器とし
ての機能も兼ね備える。蓄熱材には、潜熱蓄熱材や顕熱蓄熱材などを用いることができ、
これらを併用してもよい。一般に、潜熱蓄熱材は、固体と液体との間の相変化を伴うもの
であり、顕熱蓄熱材に比べて蓄熱密度が高い。ここで、第１熱交換管５１の他端は供給管
４１が接続されており、熱交換が行われ冷却された熱媒体４００は、循環ポンプ４３によ
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り供給管４１を通って誘導回転機２０（断熱容器２５０）に再び送られる。
【００４６】
（熱発電機、電力制御部）
熱発電機６０は、誘導回転機２０で加熱された熱媒体４００の熱を電気に変換する。こ
の例では、蓄熱器５０に蓄えられた熱を電気に変換する。図１に示す熱発電機６０は、蒸
気タービン６１と発電機６２とを組み合わせた構成であり、蓄熱器５０から供給された蒸
気によって蒸気タービン６１が回転して発電機６２を駆動して発電し、発電電力を電力系
統１００に供給できる。また、熱発電機６０には、電力系統１００の電力需要に応じて、
熱発電機６０の発電電力を制御する電力制御部８０が接続されている。
【００４７】
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熱発電機６０（蒸気タービン６１）から排出された二次熱媒体の蒸気は、復水器７１で
冷却され液体に戻された後、循環ポンプ７２により蓄熱器５０（第２熱交換管５２）に供
給されることで、蓄熱器５０と熱発電機６０との間で二次熱媒体が循環する。
【００４８】
〈風力発電システムの効果〉
以上説明した実施形態１の風力発電システム１は、次の効果を奏する。
【００４９】
（１）電機子制御部３１０によって誘導回転機２０を発電機、発熱機又はその両方とし
て動作させることができ、電力需要に応じた発電電力の制御が可能で、風力エネルギーを
最大限に有効に利用できる。例えば、電力系統１００の電力需要がピークで、風車１０が

50

(11)

JP 2015‑46984 A 2015.3.12

回転している場合は、誘導回転機２０を発電効率の高い発電機として動作させ（発電モー
ド制御）、誘導回転機２０から電力を供給できる。一方で、電力系統１００の電力需要が
オフピークで、風車１０が回転している場合は、誘導回転機２０を発熱機として動作させ
（発熱モード制御）、誘導回転機２０で発生した熱を熱媒体流通機構４０を通じて蓄熱器
５０に蓄熱できる。そして、電力系統１００の電力需要がピークでも、風車１０が回転し
ていない場合は、蓄熱器５０に蓄えられた熱を利用して熱発電機６０で発電し、熱発電機
６０から電力を供給できる。したがって、蓄電池や火力発電設備などのバックアップがな
くても、安定した電力供給が可能である。
【００５０】
（２）誘導回転機２０を発電機、発熱機の両方として動作させる場合は、誘導回転機２

10

０の発電量と発熱量を制御することも可能である。そのため、電力があまり必要ないとき
は、誘導回転機２０によって、風車１０の回転エネルギーのうち一部を電気エネルギーと
して取り出し、残りを熱エネルギーとして取り出すことができる。また、誘導回転機２０
を発電機として動作させながら発熱機としても動作させることで、強風の場合は、誘導回
転機２０で発電と発熱の両方を行い、発電機としての定格出力を超える出力を得ることが
できる。したがって、風力エネルギーを無駄に逃がすことなく、最大限のエネルギーを回
収することができ、使用可能風速範囲が広く、カットアウト風速も高くできる。
【００５１】
（３）電力系統１００の電力需要がピークであって、風車１０が回転していない場合は
、熱発電機６０から電力を供給する他、風車が回転していても、より大きな発電電力が要
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求される場合は、誘導回転機２０と熱発電機６０とから同時に電力を供給できる。
【００５２】
（４）その他、誘導回転機は、既存の誘導機の技術を流用できることから、安価に且つ
簡易に構成することができる。
【００５３】
［実施形態２：界磁＝回転子（内側）、電機子＝固定子（外側）］
実施形態１では、発熱モード制御において、トルク電流として、誘導回転機２０（電機
子巻線２２５）に直流を印加する場合について説明した。実施形態２では、発熱モード制
御において、トルク電流として、誘導回転機２０（電機子巻線２２５）に定格トルクから
停動トルクまでとなる周波数の交流を印加する場合について説明する。ここでは、具体例
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として、トルク電流を停動トルクとなる周波数の交流に制御する場合を例に挙げて説明す
る。なお、電機子制御部３１０による誘導回転機２０の励磁方式が異なる点を除いて、実
施形態１と同じであり、以下ではその相違点を中心に説明する。
【００５４】
具体的には、発熱モード制御において、停動トルクを生じるすべりとなる所定周波数の
三相交流に制御し、これをトルク電流として電機子巻線２２５に印加するように構成され
ている。
【００５５】
この場合での誘導回転機２０が発熱機として動作する原理を説明する。例えば風車１０
の回転により界磁（回転子）２１０が定格回転速度（定格回転数）で回転している場合、
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電機子制御部３１０によって電力変換装置３０から停動トルクとなる周波数の交流を印加
すると、停動トルクと同じだけの負荷トルクが現れる。そして、界磁２１０の界磁導体２
１５に誘導電流が流れ、その仕事量（出力）が界磁導体２１５の発熱として消費される。
ここで、図７を用いて上述したように、一般に、停動トルクは定格トルクや始動トルクよ
り更に大きいため、誘導回転機２０の定格出力よりも更に大きな仕事量（出力）を得るこ
とができ、発熱量が更に大きい。
【００５６】
［変形例１：界磁＝固定子（外側）、電機子＝回転子（内側）］
上述した実施形態１、２では、誘導回転機２０において、界磁２１０を回転子、電機子
２２０を固定子とした構成（回転界磁型）について説明した。この誘導回転機２０を更に
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変更して、界磁２１０と電機子２２０との位置関係を逆にすると共に、界磁２１０を固定
子、電機子２２０を回転子とした構成（回転電機子型）とすることも可能である。
【００５７】
例えば、界磁（固定子）は、図６に示すように、円筒状の界磁鉄心２１１の内周に導体
をかご形に配置し、このかご形導体を界磁導体２１５とすることが挙げられる。このかご
形導体（界磁導体２１５）は、界磁鉄心２１１の内周に間隔をあけて設けられた多数のス
ロットに導体バー２１５ｂを埋め込み、界磁鉄心２１１の両端にこれら導体バー２１５ｂ
を短絡する導体エンドリング２１５ｒを設けることで形成されている。一方、電機子（回
転子）は、界磁２１０の内側に間隔をあけて配置され、風車の回転軸に連結される。具体
的には、風車の回転軸に電機子鉄心を連結し、界磁に向かって外方に突出する電機子鉄心

10

の突極に電機子巻線を巻回する構造とすることが挙げられる。電機子巻線は、実施形態１
と同じ三相分布巻とすることができる。また、電機子巻線には、電力変換装置からスリッ
プリングを介して励磁電流を供給すればよい。
【００５８】
このような構成であっても、風車の回転により回転子（ここでは電機子）が回転してい
る際、電機子制御部により、負荷トルクを生じるすべりとなるように、電機子巻線への励
磁電流を制御することで、界磁の界磁導体に負荷トルクに応じた誘導電流が流れ、界磁導
体が発熱する。例えば風車の回転により電機子（回転子）が定格回転速度（定格回転数）
で回転している場合、実施形態１と同様に、トルク電流として電機子巻線に直流を印加す
ると、始動トルクと同じだけの負荷トルクが現れ、その仕事量（出力）が界磁導体の発熱
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として消費される。または、実施形態２と同様に、トルク電流として電機子巻線に停動ト
ルクとなる周波数の交流を印加すると、停動トルクと同じだけの負荷トルクが現れ、その
仕事量（出力）が界磁導体の発熱として消費される。
【００５９】
また、この構成であれば、発熱する界磁が固定子であるため、誘導回転機を断熱容器内
に収納しない構成とすることも可能である。具体的には、界磁に熱媒体が流通する孔を形
成したり、界磁の外周面に熱媒体が流通する配管を配置するなどして熱媒体流路を設け、
この熱媒体流路によって熱媒体流通機構を構成することで、誘導回転機（界磁）で発生し
た熱を熱媒体に伝えることができる。この場合、断熱容器を省略することができるので、
より小型化できる。
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【００６０】
［変形例２：界磁＝固定子（内側）、電機子＝回転子（外側）］
上述した実施形態１、２では、誘導回転機において、固定子（電機子２２０）の内側に
回転子（界磁２１０）を配置した構成（インナーロータ型）について説明した。この誘導
回転機２０を更に変更して、界磁２１０と電機子２２０との位置関係を変えずに界磁２１
０を固定子、電機子２２０を回転子とし、固定子（界磁２１０）の外側に回転子（電機子
２２０）を配置した構成（アウターロータ型）とすることも可能である。
【００６１】
例えば、風車の回転軸に連動して電機子が回転するように、回転軸に電機子鉄心を連結
すると共に、断熱容器などのハウジングに界磁（界磁鉄心）を片持ち支持して固定する構
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造とすることが挙げられる。また、この場合、電機子巻線には、電力変換装置からスリッ
プリングを介して励磁電流を供給すればよい。
【００６２】
［変形例３：界磁＝回転子（外側）、電機子＝固定子（内側）］
上述した変形例１の誘導回転機においても、変形例２と同じように、電機子を固定子、
界磁を回転子とし、固定子（電機子）の外側に回転子（界磁）を配置した構成（アウター
ロータ型）とすることが可能である。
【００６３】
なお、上述した実施形態１、２及び変形例１〜３の風力発電システムにおいて、例えば
、断熱容器内に誘導回転機を収納し熱媒体を流通させる構成の場合、界磁鉄心２１１の表
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面に凹凸やフィンを設けて界磁２１０の表面積を大きくすることで、界磁２１０と熱媒体
４００との間の熱交換効率を向上させることができる。また、熱媒体流通機構４０の供給
管４１や排出管４２に断熱材を巻き付けるなどして断熱機能を持たせ、熱媒体流通機構４
０を蓄熱器として用いてもよく、この場合、熱媒体流通機構４０に流通する熱媒体の熱を
利用して熱発電機６０で発電してもよい。
【産業上の利用可能性】
【００６４】
本発明の風力発電システムは、再生可能エネルギーを利用した発電の分野に好適に利用
可能である。
10

【符号の説明】
【００６５】
１

風力発電システム

１０

風車

１１
２０

回転軸

１２

翼

１３

回転検出器

誘導回転機

２１０

界磁

２１５ｂ
２２０

２１１

２１５

２１５ｒ

電機子

２５０

界磁鉄心

導体バー

界磁導体

導体エンドリング

２２１

電機子鉄心

２５２

出口部

２２５

電機子巻線

断熱容器

２５１

入口部

２６１，２６２
３０

２５３

軸受（ベアリング）

２６３

軸挿入口

20

軸シール部

電力変換装置

３１０
４０

電機子制御部

熱媒体流通機構

４１
５０

供給管

４００

熱媒体

排出管

４３

４２

循環ポンプ

蓄熱器

５１

第１熱交換管

６０

５２

第２熱交換管

６２

発電機

熱発電機

６１

蒸気タービン

７１

復水器

８０
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