


大洋Fシリーズ
ブラシレス船用支流発電機

大洋のFシリーズは船用電気機器としての特殊環境を厳格にとらえ、

電気的、機械的に十分信頼頂ける製昂であります。

当社は長年にわたる経験と豊富な実績に基づき、小形漁船から大形商船まであらゆる船種の使用条件に

適用できるよう多機種とりそろえております。

又、大洋のFシリーズはユーザーの方々の御要求を広範囲にとり入れ、最新の技術を結集して船舶適用

昂として設計製作されておりますので、必ずや御満足頂けるものと思いますD

ム
製昂を御使用の際は、該当製品の取扱説明書を読み、内容を理解してから

運転、点検、整備してください。

重大な事故に結びつく事があります。
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標準住様
縁 :F種

磁 :AV円付ブラシレス方式

受-ボール又はスリーブ，エンドブラケット又はペデスタル

滑:クリース又は自己オイルリング又は強制給油

被保護防滴形 (IP22，23)又は全開形 (IP44)

絶

励

翰

潤

外

出力:10-4，000KVA 
極数:2 P-12P 
電圧:450V， 225V又は380V
周波数:60Hz又は50Hz
相 数・ 3相 3線

力率 :0.8 
定格連続

周湿:45'C又は50・c -詳細は各形式のパンブレットによります。

適用規格及び規則
大洋Fシリーズ船用ブラシレス支流発電機は下記の船級規則及び規格の仕様に合致します。

格-規-船級規則

180，IEC 018， 0EC， 0EM， BV ONV， AB8， 0G， NK，し円，

C円

上記以外の船級規則及び規格についても相談により応じられます。

GL， ZC， K円，

形式適合
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モデル

FB 

FBT 

FE 

FEH 

FEK 

FEKH 

FP 

FPH 

FPK 

FPKH 

FEAW 

FEAWH 

FEW 

FEWH 

FPAWH 

FPW 

FPWH 

FEATH 

FET 

FETH 

FPATH 

FPT 

FPTH 

FPAW 

FEAT 

FPAT 

励磁機

内蔵

オーバハング

内 蔵

オーバハング

内 藤

オーバハング

内蔵

オーバJ¥ング

蔵内

内 蔵

オーパハング

内蔵

オーバJ¥ング

内蔵

オーバJ¥ング

内蔵

オー/てJ¥ング

内蔵

オーバハング

内蔵

オーバJ¥ング

内 蔵

オーパハング

内蔵

オーバハング

潤滑油方式ベアリンクシールド

エンドブラケット

護(呆

IP-22， 23 

IP-44 

空;令空気冷却器

;a:x; 
Jι 軸

エンドブラケット

IP・22，23 

ペデスタル

エンドブラケット

ペデスタル

水冷空気冷却器

IP・44

エンドブラケット

ペデスタル

空;令空気冷却器

IP-44 
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主要形式 各形式の枠番適合表、外形寸法及び容量は

形式別パンブレツトによります。

保護防滴、自己通風形

保護型式:IP 22， 23 (オプション)

※型式記号 IEC34 

ModelFB |ModelFEI 
，.，.....， 

両輪受、ポール軸受エンドブラケット形

(IM1001又はIMl101) 
1DtくVA 1800rpm-6501くVA1800rpm 
又は525KVA 1200rpm 

l I!!!I j~ 

!!!1 -ゆ4
一言一言 主主f

両軸受又は片軸受スリーブ軸受エンドブラケット形

(IM1l05又はIM1305)強制給油

45DtくVA 1800rpm-25001くVA720rpm又は

22501くVA600rpm 

両軸受又は片軸受スリーブ軸受エンドブラケット形

(IM1105又はIM1305)自己オイルリング給油

1001くVA 1800rpm -15001くVA 720rpm又は

1125KVA 600rpm 

M 

同軸受又は片軸受スリーブ軸受ペデスタル形

(IM7305又はIM7105)強制給油

1125KVA 600rpm-400DtくVA600rpm 



全閉形、水冷空気冷却器付

保護型式 :IP44 

|ModelFEW 

両軸受又は片軸受スリーブ軸受エンドブラケット形

(IMll05又はIM1305)強制給油、水冷空気冷却付

4501くVA 900rpm-2500lくVA600rpm 

lModelFEW 

両軸受スリーブ軸受エンドブラケット形、強制給油

(1 Mll 01)水冷空気冷却器付、回転励磁機オーバハング形

4001くVA3600rpm-1875KVA 3600rpm 

M-，，~ 

両軸受文は片軸受スリーブ軸受ペデスタル形

(IM7305又はIM71D5)強制給油、水冷空気冷却付

11251くVA600rpm-40001くVA600rpm 

|I~mω [1 :Il¥lJI1 I 

両軸受文は片軸受スリーブ軸受ペデスタル形、強制給油

(IM7305又はIM7105)水冷空気冷却器付、回転励磁機

オーバハング形

15001くVA 1800rpm-4000lくVA1200rpm 
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特長

高い信頼性と長寿命

絶縁及び構成材料は使用粂件を十分に考慮して選定しており、最

新の生産技術で製作しておりますので、高い信頼性t長寿命を保

証しております。

小形軽量

F種絶縁及び高冷却効率の円筒界磁形なので小形軽量化され

ています。また I~I 勤電庄調盤続、横流布lì i賞用変流器、~賀流*ïIl i1t

m抵抗総等の懲内に組込れがm，!iT:，も極めて小形になっています。

容易な操作と保守

ブラシレス励磁方式を採用しており、 j~l"受部及び巻線部の構造は

保守点検が容易なように設計されています。

優秀な電気特性

新技術の積極的な導入、高品質の絶縁材の採用及び理論的設

計により、優秀な電気特性伝提供てきます。

構造

固定子 回転子

軸受及びシャフト

交流励磁機及び回転整流器

静止励磁装置及び端子箱

R
U
 



①固定子

固定子枠は、鋼板の溶接;構造を採用し、合理的な設計により小形

軽量て¥しかも機械的及び電気ショックにもート分に耐える強度を有

しています。

固定子鉄心は、良質な電気特性を有する渦電流防止用絶縁ワニ

スを施したケイ素鋼板にスロット加工を行ない、回定子枠に積層し、

一定の間隔毎に冷却ダクトを設ける構造とし、鉄損を減少させ効率

の向上を言十っています。

固定子巻線は、当社で数多くの実績を有し、好評をいただいている

F種絶縁のエナメノレ電線を使用し成形絶縁を行ない、Ff.重~;@*.設を

施した固定子鉄心のスロット内に組み込み、積層鉄心外の巻線端

には五色縁テープを施した後十分なF種絶縁ワニス含浸処理IIを行

なっていますので、耐熱性、耐湿性、耐塩性、耐薬品性に優れてい

ます。

大i羊“ F"シリーズ発電機は、それゆえ特別背酷な船用環境下に

おいても、長期間優秀な状態で使用する事ができます。

6 



7 

⑧回転子

w磁鉄心l立、7[庄の自己確立を容易にするため、特に保磁力の大

きな材r~ l .を!日いた成層鉄心でシャフトまたはスパイダにはめ込まれ、

成府鉄心の両端はロータクランパにて締付けられており、これは同

時に巻線引呆識する役目を果たすような構造になっています。

界磁コイルを入れるスロットは極数に相当する数のスロットグループ

を形成しています。これらのスロットグループ間に極の中心部があり

ます。界磁コイルはF種絶縁電線を使用し、スロット内をF種絶縁

材料・にて絶縁保護したところへこれを納め、特殊ウエッジ、にて界磁

鉄心に強国に回定し、十分なるワニス合浸乾燥処理を施していま

す。 コイノレエンドrirlは遠心力にて飛び出さないように特殊テープで

ノfインドされています。

大洋“ F"シリーズには円筒形回転子が使用されており、下記の

機械的特色と電気的性能をもっています。

機械的に安定した構造:IIJ筒形IITI!I伝子は界磁鉄心が完全な|工j

形で、界磁巻線は絶縁を施し、界磁鉄心の外)認に均一に配分さ

界磁巻線 界滋鉄心 通風ダクト

円筒形回転子情造

れたスロット内に入れ固定され、エポキシワニスで‘含浸 ・乾燥され

ていますので、遠心力による応力が全周に均一に分配される理想

的な構造となっています。

効果的な;冷令却及び通風システム:川-イ十|卜-づク分〉なi量1のJ冷令去均却p空気で‘iIT四|匹凹E目酢引|ド川il申li

子全1体本を冷却てで、きるよう界{磁i滋l該t鉄心の~車和制軸r.1州川i司引油1I山"方向にj通邑 j風武口カがfありk、 また

宝欽A心の縦ブ方f向にも!回fi:1定子鉄心と同様にj通邑!風E嵐iタダ守クトカがf設けられてい

ます。この効果的な冷却及び通風システムにより発電機は小)I~ílililt

イじされています。

速い応答性:小さいH寺定数及び応答性の速いブラシレス発電機

とするため、界1滋巻線は分布巻されています。

制動巻線のf優憂れた効果:H制III附)1川lリl動巻線lはま発，屯f屯芭.機の去安，定した並行述

転lにこゴ1北I1怖巾制III川)1川lリ1m到動!リ山JJ泣刻効7力J果カがf卜分に発担捌陣!巨:するように|巨回E司酢副lドIil転|

分されています。 更に不平f~!Tまたはサイリスタ負荷に対して十分な

tIl1JffiJJ効果が符られます。

良好な電圧波形:界磁巻線が分布巻であり、11)IJffiJj巻線Uf:1まって

良好な出力電圧波形が符られます。

良好なバランス保持:界磁巻線は温度変化等による変形が生じ

ないように、絶縁を施したスロット内に納めておりますので、ノfランス

変化の問題が生じません。



③軸受及びシャフト

小 ・中形機にはボーノレ車Ih受、中 ・大形機にはスリープ車111受を使用

するのぞ標準としています。スリープ車111受の潤滑システムは小 .r.ll形

機及び中 ・低速機には自己オイルリングを使用し、大形及び高速

機には強制給油方式を使用しています。

これらの適用は容量、回 t伝数、 直結方法等を考応、して決定します。

(形式適合及び各形式のパンフレツ卜を参照ください。)スリーブ車Ih

受は点検に便利なように二つ割とし、良質のホワイトメタルが内側に

しっかりとま寿込まれています。車111受、ケース、エンドフーラケットまたはペ

テ、、スタノレは外力、車111荷重及び振動に対して十分なる強度をもってお

ります。

下記の潤滑油を標準として推薦しています。

ボ、ーノレ車111受 :~チューム系グリス

オイノレリング給油:ISO VG46 

ディーゼノレ発電機て、の強制給油(6極以上): 

SAE30 

タービン発電機での強制給油 ( 4極以下): 

ISO VG68 

シャフトは良質な鍛鋼材で、詳細寸法は原動機メーカとオ、ジリ振動

等について打合後、慎重に設計製作しております。

ベアリングシールド グリースニッブル

形式 :F日

朝受梅造

軸受 ノックピン 給油栓

ベアリングシールド

E
 

F
 

-
浩
一

ル

構

デ

受
モ

軸
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④交流励磁機
励磁機は回転電機子形で、回転整流器t共に発電機反直結{!!IJに

組込まれています。回転整流器はシリコン整流総 (Si)及びサージ

l吸収のためのシリスター(シリコンカーバイド、パリスター)により構成

されています。

3相全波監流回路が回転整流認に使用されており、大きなサージ

電圧に耐えることができるように十分な電気的強度をもって設計され

ております。

シリコン主主流器及びシリスターは効果的に熱発散を行なう2イ囲の導

電円板またはリングに取り付けられ絶縁された回転車主流器ボスに

取り付けられています。

遠心力及びトノレク変動に対する機械的強度は構造及び据付方法

にも十分考慮されています。



⑤静止励磁装置及び端子箱

静止励磁システムはリアクトノレ(RT)、変流線(CT)、シリコン聖堂流器(Si)、自

由Iri[圧調盤器 (AVR)などから構成されています。通常AVR、電圧調主主

可変抵抗器 (VR)及び横流補償用変流器 (CCT)は盤内に組み込まれ、

他の部品は発電機の上部に搭載された|出陣]構造の箱内に入れられます。

この箱はフ'スパ一端子を備えた端子箱として利用しています。

船用ケーブノレグランドは要求されるあらゆる方向に取り付けられます。

大洋Fシリーズ発電機は分流制御システムを使用し、複巻特性を得るため

発電機出力の一部からRTを介して発電機端子電圧に比例した電流とCT

を介して負荷電流に比例した電流を取り出し、ベクトノレ合成しこれをシリコン

滋流総により直流に整流し、交流励磁機の界磁を励磁します。この励磁によ

り発生する交流励磁機の電機子電流は向車Ib上の回転整流穏により直流に

整流され発電機の界磁を励磁します。

このシステムではRT及びCTはあらかじめ制御量として過補償に設定して

おき、この合成電流を AVRで分流することで、各種負荷変動に対して、発

危機の端子電圧を一定に保ちます。

この交流励磁機は発電機負荷の突発変化に対して応答が速く、選択しゃ

断のための300%以上の十分な強ちと持続短絡電流を発生する能力をもっ

ています。

回路図

発電機 配 穏 盤

H， ~|~Il ..J:!， ノ

AC 1ゆ

R 

s K ーCCT~ L 

同園圃

~T 晶 E 

R 

s 

T 

注 :1) 11J:庄司司監可変抵抗総は悠而上に取り付けるのではなく撚|λjに取り付けてください。

2) 横流布Iìf1''im変1武器は~É行迎転仕様のときのみ支給tなります。

、t

G :発電機
Ex :励磁機
FI :発電機界磁
Fe :励磁機界磁

8il :シリコン整流器

8i2 )) )) 

81 -シリスター (sicパリスター)
82 )) )) 

CT :変流器
円T :リアクトル
RC :放電抵抗
AV円:自動電圧調整器
〉円 :電圧調整可変抵抗器
CCT:横流補償用変流器

3)械1m布lif1tJFl差ffi1J変流協 (DCT)はAVRに内蔵されていますので、平行運転 II¥I・の危圧変動はほとんどありません。 10 
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総合電圧変動特性

自動電圧調盤総を使用した状態で、発電機は図 lの調整曲線によ

り示される出力電圧を有します。

A.発電機への負荷が定格力率の下て¥無負荷と全負荷聞にお

いて漸次変動した場合における電圧変動率は、定格'屯庄の±

0.5%以内に維持されます。

B.発電機への負荷が力率0.7と1.0聞で変化する下で無負荷と

金負荷問において漸次変動した場合における電圧変動率は、

定格電圧の ::!::1. 0%以内に維持されます。

図.l.

100%にで一一一:ヰ二こ:;±05%

力率=o.B(遅れ)

出

。
負荷 100% 

瞬時電圧変動特性

発危機が定格周波数で無負荷迎l伝 r.1~ 、定機電流の 80% (力率

0.4以下)に相当する負荷(125%のインピーダンス)を突如l加えた

場合!瞬H寺電圧変動率は、図2、図 3に示される如<15%以内としま

す。

図. 2. 

図. 3. 

% 
3D 

25 

15 

10 

5 

日
200 % 

瞬時負荷

週電流耐力

発電機は、定格電圧、定格回転速度の下て¥定J僚の150%電流が

2分11i1流れても、 これに十分に耐えて運転することがで、きます。

電圧波形歪率

各相 11l]電圧の波形歪は、発電機端子にてìHlI った場合、~!\~負荷定

格電圧において5%以下とします。

電圧確立

回転子鉄心材として、高い1(!圧の残留を可能とする特別な鋼板を

使用していますので、残留電圧は25V以上あります。電圧の自己確

立は長期休止後でも確実で、、電圧確立のための初期励磁装置は

不用です。

温度上昇限度

F程絶縁発電機の巻線におけるj足度上昇は、抵抗法にて測定する

場合、標準として表.1に示された数値を一般的仁限度とします。但

し、各部の詳細は適用される船級協会の要求値に従います。

表.1.温度上昇限度(抵抗法による)

五示ミ竺T32'C 36'C 45'C 50'C 
j毎7.l< 清水 空気 空気

固定子巻線 108'C 104'C 95'C 90'C 

界磁巻線 118'C 114'C 105'C 100'C 

絶縁耐圧

巻線の絶縁ifu;J圧は、表2'こ示された耐屯庄試験にて椛認されます。

表示された試験電圧(商)=1'1周波数)が1分間印加されます。

表 .2.耐電圧試験
単位 V

試験部分 試 験 電 圧

固定子巻線 2E+1.000 (最低1.500)

界 滋 巻 線 10Ex (最低1.500)

注)試験'ltt圧は、巻線と大地1mにr:1I加されます。
E=発電機の定絡';s:圧
Ex=励磁機の定1名古庄

半導体ID:I路は除〈



標準付属国

水冷冷却器(全閉水冷型発電機のみ)

全開7]-(冷型(IP-44)発電機は、上部に水冷冷却器を装備しili}.7]-(

又は前フドにて冷却を行ないます。

冷却管は、 7hli7]-(検知汁¥Yf.を有する二重管構造で、 j寓蝕 ・侵蝕に非

常に優れたiffi'J性を有する材質を使用し、7]-(室に'，'IiMl防止材(海水

j羽にB~鉛、清水j羽に軟鋼)が装備されています。この防止材は、水

室を取り外す事なく外部より容易に交換できます。

又、全数の5%相当の予備管が盲栓を施し、冷却総内に装備しで

あり、これらにより冷却総の永い寿命が保証されています。

冷却採が万一使用不能になった場合、盲板を調節して防滴構造

に変更でき、冷却総がなくても100%出力で連続使用が可能です。

内管 :アノレミプラス(ili}.水!'f:J)・銅(消フドm)

外管 :フィンイ寸鋼管

71<室 :鋳鉄(内面オ、オプレンコーテイング)

管板 :ネーノfノレフーラス

j嬬71<*食主j]総:フロートスイヅチ式

自動電圧調整器及び電圧調整可変抵抗器

EXU11ヲ大洋AVRは小形峰量化のため、集積回路を使用しており

ihi度ドリフトが極めて小さく、優れた定電圧特性等を有し、安定性

が著しく改善されています。また、フ。リント板のシーノレ、その他の対策

により環境、振動、温度及び湿度に対して十分な耐力をもっていま

す。

大洋AVRはAVR内の電源トランスの漏れリアクタンスがノイズ、フ

ィノレターの働きをしますので、特別なノイズフィノレターは必要ありま

せん。

冷却管の断面図

漏水検知器

可変:j.[抗告主が電圧調整可変抵抗器として、端子電圧の設定に使

用されています。AVRi:対てや使用され通常盤内に取り付けられま

す。

棒状軸受温度計

:j'ff氏自盛、各~!11i受毎 l 佃

(ボーノレ~!Ih受 には装備されません)

出頭ξーム ヲ

12 
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標準付属昂 |オプション付属晶

スペースヒータ | 固定子巻線埋込温度センサー

ヒータ素子が回定子枠内に装備され、発電機が使用されない問、

自動的にヒータが悩i}Jくように、 IITI路は気中遮断総の補助端子Mン PT100オーム、各発危機毎

夕ーロックされます。~哩E・、 lこ611n1(常用3侶|、予備3イ11!1)

E In宮司

国国園E
EfIiii弓望号

ACIOO、110又は200、220V単相

エアフィルタ

横流補償抵抗器及ひ‘変流器

型:フイレドン PS/400N

材質:テトロン

耐熱:100.C迄(遅燃性及

び I~I 己消火性)

*1先いにて再成可能

並行運転仕様のみ、配'i[~~に装備されます。

埋込温度計用計器及び切換スイッチ

3 -18極m計総及 びスイッチが配屯-撚」ニ(こ装{i/ljされるよう供給さ

れます。

3 
冷却器出口空気温度用サーモスタツト

冷却*が今正しく供給されな

い場合、評判i信号を発し、発

危機守保謎するよう装備さ

れます。



オプション付鹿昆でも適用船級規格により必要とされる物は標

準として供給されます。

自動消磁装置

固定子と気中遮断器開の短絡事故より発電機を保諮するため、各

発屯機に下記部品が装備されます。

-比率差動継電器 l侶l

， (配電撚組込)

・変流部 6佃

(中性点}日3佃は発電機に装備

され、他の 3個は配電撚組込)

.JjJ)J磁機界磁回路 l個

短絡用リレー

(配'iMiWi込)

固定子巻線用サーミスタセンサー及び

リレーユニット

.PTCサーミスタセンサー各発電機毎に6他I(常用3個、予備3佃)

・電子形リレーユニット各発屯機毎に l佃

軸受用電気埋込温度計

PTlOOオームセンサー

各車111受毎にl倒

標準予備晶

-軸受・・・・......各種 4個毎、又は以下毎に l個

・抵抗・・・・・・田・・・・・・・・各種目佃毎、又は以下毎に l個

・工アフィルタ "'，llf;m数

・その他適用船級規格により必要とされる部品は、標準として供給さ

れます。

14 
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