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刊行のことば

電気 ・電子 ・情報などの分野における技術の進歩の速さは，ここで改めて取

り上げるまでもありません。極端な言い方をすれば，昨日まで研究 ・開発の途

上にあったものが，今日は製品として市場に登場して広く使われるようにな

り，明日はそれが陳腐なものとして忘れ去られるというような状態です。この

ように 目まぐるしく変化している社会に対して，そこで十分に活躍できるよう

な卒業生を送り出さなければならない私たち教員にとって，在学中にどのよう

なことをどの程度まで理解させ，身に付けさせておくかは重要な問題です。

現在，各大学 ・高専 ・短大などでは，それぞれに工夫された独自のカリキュ

ラムがあり，これに従って教育が行われています。このとき ，一般には教科書

が使われていますが，それぞれの科目を担当する教員が独自に教科書を選んだ

場合には，科目相互間の連絡が必ずしも十分ではないために，貴重な時間に一

部重複した内容が講義されたり，逆に必要な事項が漏れてしまったりすること

も考えられます。このようなことを防いて努J率的な教育を行うための一助とし

て，広い視野に立って妥当と思われる教育内容を組織的に分割 ・配列して作ら

れた教科書のシリーズを世に問うことは，出版社としての大切な仕事の一つで

あると思います。

この 「電気 ・電子系教科書シリーズJも，以上のような考え方のもとに企

画・編集されましたが，当然のことながら広大な電気 ・電子系の全分野を網羅

するには至っていません。特に，全体として強電系統のものが少なくなってい

ますが， これはど この大学 ・高専等でもそうであるように，カリキュラムの中

で関連科目の占める割合が極端に少なくなっていることと，科目担当者すなわ

ち執筆者が得にくくなっていることを反映しているものであり，これらの点に

ついては刊行後に諸先生方のご意見，ご提案をいただき，必要と思われる項目
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11 刊 行のことば

については，追加を検討するつもりでいます。

このシリ ーズの執筆者は，高専の先生方を中心としています。しかし，非常

に初歩的なところから入って高度な技術を理解できるまでに教育することにつ

いて，長い経験を積まれた著者による，示唆に富む記述は，多様な学生を受け

入れている現在の大学教育の現場にとっても有用な指針となり 得るものと確信

して， I電気 ・電子系教科書シリーズ」として刊行することにいたしました。

これからの新しい時代の教科書として，高専はもとより ，大学 ・短大におい

ても，広くご活用いただけることを願っています。

1999 :1'f 4月

編集委員長高橋 寛

コ
ロ

ナ
社



まえがき

電気機器学というのはとかく古めかしい分野の学問のように考えられること

がある。歴史がある とい う立味では古いといえるが，他の電気関係の分野と同

じように日々進歩してい ることに変わりはなし〉。 発電機，電動機の発明か ら始

まり ，各種の機器が改良，検討されてきたが，それらはすべて電気エネルギー

の発生，輸送，変換などの役割を担う 重要なものであった。また，これらの役

割をいかに効率良く 行う かという 観点か ら，種々の理論的な検討などがなさ

れ，エネルギ一変換や制御を行う機器や素子の発達へ結びついたと考えること

ができる。その結果，各種のエネルギー源から電気エネルギーへの変換が容易

であるこ とに加え，電気エネルギー自身が変換効率が高いものであるという現

在の評価を得るに至った。単なるひらめきや思いつきではなく ，多くの先人達

の努力と工夫の結果である。

努力と進歩の結果は， 一方で、電気工学に関する領域の拡大を招き，大学のみ

ならず高専において も新しい科目が順次導入さ れてきた。電気機器の分野にも

パワーエ レク トロニクスが取り入れられてきた。しかしながら，現状ではカ リ

キュラムの見直しなどにより電気機器の単位数が削減され，そのために内容も

ある程度制限されてきた。そのような中で，電気機器学が電気工学における基

礎科目であり ，電気機器に関する知識が他分野，特にエネルギ一関連の分野を

理解するときにおおいに役立つ重要な科目である ことに変わり はなし 3。実際に

電気機器について字'習し ようとするとき，市気随気や電気回路の知識に加え，

機器の立体的な構造をイメージ して把握する能力が必要となる。 このように，

電気機器学が複合的な能力 を要求する科目である ことが， 電気機器学は理解し

にく いという印象を与えているのではなし功〉という 懸念もある。

以上のことを考慮、して，本書の執筆に当たっては，電気，電子，情報工学の
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IV 念
品 え カt き

各分野において電気機器を初めて学ぶ工業高専や大学学部程度の学生を対象

に，ページ数を履修時間内で消化できるものとし，難しい数式の使用を避け，

電気磁気や電気回路の基礎知識があれば理解できるように留意した。最も基本

的な各種機器の動作原理と特性に加え， 最新の機器についても記述している

が，立体的な図面を多く使用することで機器の構造をイメージ しやすくするこ

とに努めた。

電気機器は電気と磁気の相互作用を利用したものといえる。そのため，第 1

章では電気磁気学の基礎事項 と機器に使用される臨気材料について述べてい

る。第 2章から第 5章までの各章では，それぞれ基本とされる直流機，変圧

器，誘導機および同期機について，動作原理，構造，諸特性などを説明してい

る。ロボットや情報機器の多様化する用途に合わせて開発された新しい機器に

ついても紹介している。 また，演習問題は動作原理や運転方法を理解するため

に必要な基本的問題を厳選した。このような意図で記述した本書が，学生諸君

が電気機器を理解する一助となれば望外の喜びである。

本書の執筆に当た り， 多くの電気機器関係の著書を参考にさ せていただき，

著者の方々に厚くお礼を申し上げる。また，記述の正確さには十分注意したつ

もりであるが，誤りや不備な点も多々あることと思われる。読者の方々からご

教示，ご叱正をいただければ幸いである。終わりに，ご指導，ご鞭撞をいただ

いた編集委員およ びコロす社の各位に感謝の意を表する。

2000年 12月

著 者
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電気機器の基礎事項

現在の豊かな社会は，大量のエネルギーを使用することにより支えられて

いる。人類のエネルギー利用は木などを燃やして暖房用としたり ，食料を加

工したことに始まる。つぎに，水.fi'l，風車，家畜などを使用し，労働力の軽

減を図るようになり ，さらに，蒸気機関の発明によって必要なときに必要な

場所て、機械エネルギーが得 られるようになってからエネルギーの利用が本格

化した。現在では技術の進歩によりさまざまな形でエネルギーの利用がなさ

れるようになっているが，これらの中で特に，電気エネルギーが重要な位置

を占めるようになってきている。ここでは電気エネルギーと他のエネルギ←

との相互変換およびエネルギ一変換を行うための機械器具すなわち， 電気機

器の種類について述べる。また，電気機器は電気と磁気の相互作用を利用し

たものがほとんどであるから，電気機器の動作原理を学ぶ上で重要な電磁気

の基礎事項について説明するとともに，電気機器に使用される材料の基本的

な性質についても説明する。

1.1 エネルギ一変換と電気機器

地球上にはさまざまな形のエネルギーが存在するが，その中で実際に利用さ

れているものは，石油，石炭，天然ガス，原子力などの化学エネルギー， 太陽

熱，地熱などの熱エネルギー，水力，風力などの機械エネルギーなどである。

これに対し，毎日の生活に必要なものとしては暖房な どに使われる熱エネルギ

←，照明などに使われる光エネルギー，肥料，薬品!日などに使われる化学エネ

ルギー，家庭，工場，交通機関などの動力に使われる機械エネルギーなどがあ

げられる。したがって，電気エネルギーは，本来地球仁に利用できるような形
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2 1 電気機器の基礎事項

で存在するものでもなしまた，毎日の生活に直接役に立つものでもない。そ

れにもかかわ らず，電気エネルギーが重要な位置を占めているのはつぎのよう

な理由による。一つは，電気エネルギーがもっエネルギ一変換の多様性にあ

り，一例を図 1.1に示す。

(;:;  ) 酬山ギー

~ll気エネルギー

(;;:  ) 熱エルギ

(f;;~) 光エル

(;;;?22) イ学山

図 1.1 電気エネルギーの変換

すなわち，地球上に存在する各種のエネルギーは容易に電気エネルギーに変

換でき ，さらにこれを毎日の生活に必要な熱，光， 化学，機械エネルギーなど

の他のエネルギーにも容易に変換できることにある。また，電気エネルギーは

電圧の大小， 周波数の高低などそれ自身の形態の変換が効率よく簡単に行える

ため，輸送 ・配分，制御が容易である。さ らに，エネルギ一変換時の自然環境

への影響が少ないクリ ーンなエネルギーであり ，安全性が高いことも重要であ

る。

このような，電気エネルギーと他のエネルギーとの相互変換および電気エネ

ルギーの聞の相互変換を行う各種の機械器具を広い意味では電気機器とし〉 う。

しかしながら実際には，もう少し狭い意味に限定したものを電気機器 (elec-

tricalmachinery and apparatus) と呼ぶことが多く ，図 1.2のように分類さ

れる。

電気機器は まず，回転機と回転部分を有しない静止器に分け られる。回転機

は機械工ネルギーを電気エネルギーに変換する発電機と逆に電気エネルギーを

機械エネルギーに変換する電動機に分けられるが，両者の基本的な構造は同じ

であり ，たがしコに可逆的な動作をするものが多い。そして，発電機，電動機と
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1.1 エネルギ一変換と電気機器 3 

( 1 ) 回転機 (a) 発電機}{直流機

(b) 電動機 交流機(単棚}{同期機
三相機 非同期機(誘導機)

( 2 ) 静止器 (a) 変!土器
(b) コンデンサ

(c) リアクトル

(d) 半導体電力変換装置

(整流装置，周波数変換装置， 電圧変換~N)

図 1.2 電気機器の分類

もに電気エネルギーの形態により 直流機と交流機に分けられ，交流機はさらに

単相と三相に分けられる。また，交流機は，周波数と回転数との関係から同期

機 と非同期機(誘導機)に分けられ，周波数と回転数がつねに一定の関係にあ

るものを同期機，そうでないものを非同期機と呼ぶ。

これらの各種目転機のおもな用途はつぎのようである。電気エネルギーの発

生の大部分は発電機によっており ，電力系統では 50または 60Hzの三相交流

が使用され，発電所では三相交流発電機(同期発電機)が用いられている。一

方，電気エネルギーの約半分は電動機により機械的なエネルギーに変換されて

使用されており ，電動機の用途はきわめて広くなってきている。 自動車などの

ように電源が電池であり直流に限られるところおよび鉄道などのように精密な

速度制御が要求されるところでは直流機が使用される。また，一般の動力源と

しては構造が簡単で、，堅牢，保守点検の容易な誘導機が使用され，工場などの

大容量のものには三相誘導電動機，家庭用の小容量の動力としては単相誘導電

動機が用い られている。なお，誘導電動機は従来は精密な速度制御を必要とし

ないところで使用されてきたが最近一で、は技術の進歩により精密な速度制御が可

能となりこのような用途にも使用されている。このほか，多様化する用途に合

わせて各種の電動機が開発され，直流電動機の整流子，ブラシの働きを半導体

素子に置き換えた ブラシレスモータ や歩進的動作をする ステッピングモータ

(パルスモータ)，直接直線運動をさせる リニアモータ なども使用されるように

なっている。

静止器の代表的なものは変圧器であり， 電気エネルギーを効率的に輸送 ・配
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4 1. 電気機器の基礎事項

分するために使用される電力用の大容量のものから，電子，通信機器に使用さ

れる小容量のものまで各種のものがある。なお，電力系統の力率改善，高調波

の軽減を図り電力を安定に供給するためコンデンサやリアク卜ルが使用され，

各種の電気機器の精密な制御のため，半導体素子を用いた電圧，周波数などの

変換器が使用されるがこれらについては本書では取り扱わないこととする。

1.2 電磁気の基礎事項

1.2.1 電流の磁気作用と電磁力

磁石の周囲では磁性体に吸引または反発力が働く。このような磁気的な力が

作用をする空間を磁界 (magneticfield)と呼ぶ。 図 1.3のように導体に電流

を流すとその周囲に磁界ができ ，r[mJ離れた点の磁界の強さ (magnetic

field strength) H は次式となる。ただし，右ねじの進む向きを電流の向きに

とったとき ，ねじを回す向きが磁界の向 きとなり ，磁力線を用いて表す。な

お，その本数は磁界の強さに比例し，ある面を通る磁力線の総数を磁束と呼び、

単{立には 川市が用いられる。

H二三五-[A/m (1.1) 

I f f' 

Y 

Y 

図 1.3 電流による磁界 図 1.4 電倣力

図 1.4のようにこの磁界中に導体をおき，電流 l'を流すとこれに力を生

じ，その単位長さ当りの大きさは次式となる。ただし， μは導体の周辺の物質

により決まる定数で透磁率 (permeability) と呼ばれる。
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1.2 電磁気の基礎事項 5 

uII' 
F二ち子二 !IHI' [NJ (1.2) 

μH は物質による磁界の違いを直接示すため磁界による力を求めるのに使用

され，Bで表して磁束密度 (magneticf1ux clensi ty) と呼び，単位には Tが

用いられる。なお，地磁気は 5X 10-5 T程度であるのに対し，回転機で、は 0.5

T，変圧器では 1.5T程度となる。

B = p.H [TJ (1.3) 

したがって，導体の長さを L[mJとすると導体に働く力 Fは次式となる。

F=I'BL [NJ (1.4) 

すなわち，1 Tの磁界中に長さ 1mの導体をおき， 1 Aの電流を流すと 1N

の力を生ずることになる。磁界，電流の向きに対し，力の向きは図 1.5のよ

うになり ，フレミングの左手の法員IJ (Fleming's left hancl rule) と呼ばれる。

β 

図 1.5 ブレミンクの左手の法l!IJ

1.2.2 電磁 誘導

図 1.6のようにコイルの近くに磁石をおいて服、束がコイルと交わるように

し，磁石を動かしてコイルと交わる臨束を変化させるとコイルには起電力が誘

導される。この場合の起電力の方向は磁束の変化を妨げる方向となる。すなわ

ち，磁石を近づけた場合にはコイルと交わる師、束は増加するから，発生した起

電力による電流に基づく磁束はコイルと交わる磁束を減少させるように作用

し，図の実線の方向となる。これに対し，磁石を遠ざけた場合にはコイルと交

わる磁束はj戚少するから，発生した起電力による電流に基づく磁束はコイルと

交わる磁束を増加させるように作用し，図のJiti糾の方向となる。これを， レン
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