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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　円板形及び／又はドラム形の複数のディスクを溶接結合して１つのロータ（２）を製作
するための方法であって、１つの装置によって前記複数のディスクをこれらのディスクの
長手方向軸線（Ａ）に沿って軸方向で互いにつなぎ合わせ、２段階の溶接法で溶接する方
法において、
　前記複数のディスクを垂直方向で軸方向に互いに上下に積み重ね、積み重ねたこれらの
ディスクを垂直に保持した状態で第１の溶接法を実施し、積み重ねたこれらのディスクを
水平に保持した状態で第２の溶接法を実施し、該第２の溶接法に続いて、溶接されたディ
スクを再び垂直位置にもたらし、該溶接されたディスクを、その長手方向軸線（Ａ）を垂
直位置に整列させた状態で応力除去焼きなましの形で熱処理することを特徴とする、ロー
タを製作するための方法。
【請求項２】
　第１の溶接法として、ルート溶接を用い、第２の溶接法として、フィラー溶接を用いる
、請求項１記載の方法。
【請求項３】
　ルート溶接時には、２つの隣り合ったディスクの間の溝を深いところでのみ、すなわち
、ディスクの中央孔の近傍でのみシールし、これによって、積み重ねディスクが傾倒可能
であり、前溶接後には、溝の大部分を充填せずに残し、溝をフィラー溶接時に充填し、こ
のことを、一般的に少なくとも１つの溶接ワイヤの形の補助材を用いて行う、請求項２記
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載の方法。
【請求項４】
　前記ロータを、前記第２の溶接法を実施した後で焼きなまし処理し、旋削加工及び品質
検査を実施する、請求項１から３までのいずれか１項記載の方法。
【請求項５】
　複数のディスクを水平位置で前旋削し、次いで所定の長さＬが得られるまで複数のディ
スクを垂直方向で互いに積み重ね、つなぎ合わされた複数のディスクの長手方向軸線（Ａ
）がまだ垂直に保持された状態にある間に、第１の溶接法だけを実施し、次いで、第１の
溶接法によって前溶接され、かつ積み重ねられたディスクを再び水平位置に傾けて倒し、
次いで、ディスクの長手方向軸線（Ａ）が水平に位置する状態で、積み重ねられた複数の
ディスクに第２の溶接法を実施する、請求項１から４までのいずれか１項記載の方法。
【請求項６】
　応力除去焼きなまし法を焼きなまし炉（７）内で行うか又は局所的に行う、請求項１か
ら５までのいずれか１項記載の方法。
【請求項７】
　熱処理後に、互いに溶接された複数のディスクを再び水平位置に傾けて倒し、複数のデ
ィスクの長手方向軸線（Ａ）を水平位置に整列させた状態で、これらの複数のディスクを
旋削加工し、かつ超音波によって品質検査する、請求項１から６までのいずれか１項記載
の方法。
【請求項８】
　第２の溶接法として、ダブルワイヤ－タンデム微小ギャップ法を用いる、請求項１から
７までのいずれか１項記載の方法。
【請求項９】
　積み重ねた複数のディスクを溶接結合してロータ（２）を形成した後で、該ロータ（２
）を局所的な応力除去焼きなまし法で焼きなまし処理し、この際に、２段階の溶接法を実
施する間に発生した溶接シームだけを焼きなまし処理し、この際に、誘導エレメント及び
／又は抵抗エレメント（１０）を使用する、請求項１から８までのいずれか１項記載の方
法。
【請求項１０】
　最後の製作段階で、超音波によってロータ（２）の溶接シームだけの品質検査を実施す
る、請求項１から９までのいずれか１項記載の方法。
【請求項１１】
　第１の溶接法及び／又は第２の溶接法において、ロータ（２）のベース材料から引き抜
き成形した少なくとも１つの補助ワイヤを使用し、ベース材料として、「耐熱性低合金の
スーパークリーン－ＮｉＣｒＭｏ－Ｔｙｐ」又は、高合金の１０～１３％のＣｒ－Ｔｙｐ
、耐熱性低合金のＣｒＭｏ－Ｔｙｐ又は耐熱性低合金のＣｒＭｏＶ－Ｔｙｐのものを使用
する、請求項１から１０までのいずれか１項記載の方法。
【請求項１２】
　ロータ（２）の全長（Ｌ’）を受容するために適した、ほぼ垂直に整列された製作装置
（５）とほぼ水平に整列された製作装置（６）とを使用する、請求項１から１１までのい
ずれか１項記載の方法。
【請求項１３】
　少なくとも２つのディスクをつなぎ合わせて１つのロータ半部（１ａ，１ｂ）を形成す
る、請求項１から１２までのいずれか１項記載の方法。
【請求項１４】
　垂直に整列された状態で複数のディスクを、ロータ半部（１ａ，１ｂ）の所定の長さ（
Ｌ）が得られるまで互いに積み重ねる、請求項１３記載の方法。
【請求項１５】
　複数のロータ半部（１ａ，１ｂ）を請求項１から８までのいずれか１項記載の方法に従
って製作する、請求項１３又は１４記載の方法。
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【請求項１６】
　複数のディスクから前もって製造された２つのロータ半部（１ａ，１ｂ）を互いに溶接
結合することによって、前記ロータ（２）を形成し、この際に、各ロータ半部（１ａ，１
ｂ）がベース部（１１）と本体（１２）とを有しており、第１のロータ半部（１ａ）のベ
ース部（１１）を、第２のロータ半部（１ｂ）のベース部（１１）に溶接する、請求項１
３から１５までのいずれか１項記載の方法。
【請求項１７】
　前記ロータ（１２）を、２段階の溶接法で、前もって製造された２つのロータ半部（１
ａ，１ｂ）を溶接結合することによって形成し、この際に、第１の溶接法を、ロータ半部
（１ａ，１ｂ）の長手方向軸線（Ａ）を垂直方向に整列させた状態で実施し、第２の溶接
法を、ロータ半部（１ａ，１ｂ）の長手方向軸線（Ａ）を水平方向に整列させた状態で実
施する、請求項１３から１６までのいずれか１項記載の方法。
【請求項１８】
　２つのロータ半部（１ａ，１ｂ）の結合のために、まずルート溶接を実施し、次いでフ
ィラー溶接を実施する、請求項１３から１７までのいずれか１項記載の方法。
【請求項１９】
　垂直に整列させた状態でロータ（２）を第１の溶接法で前溶接し、前溶接されたロータ
（２）を水平位置に傾倒させ、水平に整列させた状態で第２の溶接法で後加工し、この際
に、ロータ（２）を水平に整列させた状態で旋削加工し、次いでロータ（２）を再び垂直
位置に戻し、この際に、ロータ（２）を垂直に整列させた状態で、溶接された箇所だけを
応力除去焼きなまし法で焼きなまし処理する、請求項１３から１８までのいずれか１項記
載の方法。
【請求項２０】
　ロータ（２）が、同じ長さ（Ｌ）の２つのロータ半部（１ａ，１ｂ）から成っている、
請求項１から１９までのいずれか１項記載の方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、ロータ、特に、運動エネルギー及び／又は電気エネルギーを発生させるため
の及び／又は変換するためのジェネレータローラ又はタービンロータに関する。
【０００２】
　従来技術
　加工された個別の複数のディスクを互いに溶接結合して１つのユニットを形成すること
によって、蒸気タービン又はガスタービンの大型のターボ機械のロータを製作することは
公知である。従来技術により公知の、ロータ製作の手順は、例えばスイス国特許第５９５
０１１号明細書に開示されている。この公知の手順によれば、ロータは、個別のディスク
を段階的に互いに接合することによって組み立てられる。この場合、結合しようとする２
つのディスクが、まず互いに押し付けられ、加熱され、次いで溶接によって互いに結合さ
れる。次いで、完全なロータが完成されるまで、３つの前記段階を繰り返すことによって
、その他のディスクが順次組み付けられる。すべての段階は、１つの共通の加熱装置内で
行われる。ヨーロッパ特許公開第０６０４７５４号明細書には、仕上げ製作段階を最小限
に押さえるために、互いに並行に製作された、複数の規格化されたロータ部分よりタービ
ンロータを製作するための方法が開示されている。
【０００３】
　上記公知の方法によってロータを製作するためのすべての製作装置は、最終製品の大き
さに合わせて設計する必要がある。このような大型の製作装置の構成には、非常に高価な
費用がかかる。何故ならばこのような大型の製作装置は、物理的な実現性の限界であり、
高価な技術的費用をかけなければ構成できないからである。しかも、このような大型の製
作装置は技術的に、小型のロータを製作するためには適しておらず、不経済である。この
ような欠点は、ヨーロッパ特許公開第０６０４７５４号明細書にも記載されている。不安
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定な市場を考慮して、できるだけ高い柔軟性が要求されている。
【０００４】
　ドイツ連邦共和国特許公開第２３２４３８８号明細書によれば、ロータ軸線が垂直に位
置する状態で高品質のルートシームを生ぜしめるためには、複雑で高価な溶接法が必要と
され、制御不能性と共に、大型のロータを垂直に組み立てる際に技術的な困難が発生する
。ドイツ連邦共和国特許公開第２３２４３８８号明細書に開示されたその他の欠点は、す
べてのディスクがロータの垂直位置における連続で組み立てられ、ルートシームによって
互いに溶接結合される公知の方法によれば、ロータを加熱された状態で垂直位置から水平
位置に傾き倒す必要がある、という点にある。ドイツ連邦共和国特許公開第２３２４３８
８号明細書によれば、技術的なプロセスを簡略化し、しかも少ない投資で生産性を高める
課題について記載されている。この課題は、ドイツ連邦共和国特許公開第２３２４３８８
号明細書においては、ロータが水平位置で組み立てられ、かつ溶接され、それによって組
立後の再配置を不要にしたことによって、解決された。
【０００５】
　前記スイス国特許第５９５０１１号明細書には、ディスクを水平方向で次に位置するデ
ィスクと結合するために、ＷＩＧ溶接法（Wolfram-Inert-Gas-Schweissverfahren；タン
グステン－不活性ガス溶接法）を使用し、残存する溝を充填するために、ＵＰ溶接法（Un
ter-Pulver-Schweiss-Verfahren；パウダー溶接法）を使用する点について記載されてい
る。この場合、ディスクは別のディスクに相次いで接合され、次のディスクが水平方向で
軸方向に組み付けられる前に、予熱、前溶接及び仕上げ溶接が行われ、この過程が繰り返
される。この公知の明細書によれば、焼きなまし炉の大きさは、それぞれ仕上げ溶接のた
めの前溶接後の、積み重ねディスクの新たな長さに合わせる必要があるか、若しくは次第
に大きくなるロータ長さに合わせる必要があると、記載されている。何故ならば、すべて
の製作段階は１つの共通の装置において実施されるからである。また、前記スイス国特許
第５９５０１１号明細書には、それぞれ２つの付加的なディスクが予熱され、かつ前溶接
され、それによってＵＰ溶接法でそれぞれ２つの溝を同時に充填できる、と記載されてい
る。何故ならばＵＰ溶接法は、非常に長い時間がかかるからである。従って焼きなまし炉
の大きさは、それぞれ一度に２つのエレメント（ディスク）の分だけ増大することになる
。すべてのディスクが順次溶接結合された後で、最後に、ロータは応力除去焼きなまし法
でやきなまし処理され、次いで超音波検査が行われる。
【０００６】
　発明の開示
　本発明の課題は、従来技術による欠点を克服する、ロータのための製作プロセスを開発
することである。
【０００７】
　この課題を解決した本発明によれば、円板形及び／又はドラム形の複数のエレメント、
特に複数のディスクを互いに溶接してロータを製作するための方法が提供されており、こ
の場合、１つの装置によって前記複数のディスクをこれらのディスクの長手方向軸線Ａに
沿って軸方向で互いにつなぎ合わせ、２段階の溶接法で溶接されるようになっている。本
発明の第１実施例によれば、複数のディスクを垂直方向で軸方向に積み重ねるようにした
。次いで、積み重ねたこれらのディスクを垂直に保持した状態で第１の溶接法を実施し、
それに続いて、この第１の溶接法とは異なる第２の溶接法を、積み重ねたこれらのディス
クを水平に保持した状態において実施するようにした。
【０００８】
　ディスクを垂直に保持した状態とは、複数のディスクの長手方向軸線が垂直方向に整列
されているということであり、これに対してディスクを水平に保持した状態とは、複数の
ディスクの長手方向軸線が水平方向に整列されている、ということである。従って、複数
のディスクは、同軸的に垂直方向で互いに上下に積み重ねられる。
【０００９】
　本発明の核心は、ロータエレメントを２段階で溶接結合する方法を含有し、この場合、
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異なる製作段階がロータ長手方向軸線の異なる整列方向で実施される、ロータ製作法を提
供した、という点にある。
【００１０】
　本発明の製作法によって、鍛造法によるモノブロック軸よりも大きい寸法を有するロー
タを提供することができる。大きいロータ寸法を得るためには、従来技術のものとは異な
り、個別の製作装置を設計するだけよい。
【００１１】
　本発明の有利な実施態様によれば、第１の溶接法として、ルート溶接特に有利にはタン
グステン－不活性ガス溶接を用い、第２の溶接法として、フィラー溶接有利にはサブマー
ジドアーク溶接、特に有利にはダブルワイヤ－タンデム微小ギャップ法を用いるようにし
た。ルート溶接法においては、主に、２つの隣接し合うディスク間の溝は、積み重ねディ
スクを傾倒させることができるように、溝の奥だけが、つまりディスクの中央孔の近傍だ
けがシールされる。溝の大部分は、前溶接後に充填されずに残っている。溝は、フィラー
溶接において充填されるが、これは一般的に少なくとも１つの溶接ワイヤの形の補助材を
用いて行われる。
【００１２】
　ロータは有利な形式で、第２の溶接法の後、及び場合によっては旋削加工後に、焼きな
まし処理され、有利な形式で追加的に品質検査が実施される。品質検査は例えば超音波に
よって実施される。
【００１３】
　本発明の別の有利な実施例によれば、複数のディスクが水平位置で前旋削され、次いで
所定の大きさ及び長さが得られるまで複数のディスクが垂直方向で互いに積み重ねられる
。つなぎ合わされた複数のディスクの長手方向軸線がまだ垂直保持状態にある間に、第１
の溶接法だけが実施される。次いで、第１の溶接法によって前溶接され、かつ積み重ねら
れたディスクが、水平位置に再び傾倒され（傾けて倒され）、この場合、ディスクの長手
方向軸線Ａが水平に位置する状態で、積み重ねられた複数のディスクに第２の溶接法が実
施される。
【００１４】
　第２の方法段階に続いて、積み重ねられ、かつ前溶接されたディスクが再び垂直位置に
もたらされ、複数のディスクの長手方向軸線Ａを垂直位置に整列させた状態で複数のディ
スクが特に応力除去焼きなまし法で熱処理され、この際に、熱処理は、有利な形式で焼き
なまし炉内で行われるか又は局所的に行われる。
【００１５】
　熱処理後に、本発明の別の有利な実施例に従って、互いに溶接された複数のディスクが
再び水平位置に傾けて倒され、複数のディスクの長手方向軸線Ａを水平位置に整列させた
状態で、これらの複数のディスクが旋削され、かつ有利な形式で追加的に、特に超音波に
よって品質検査される。
【００１６】
　本発明の別の有利な実施例によれば、積み重ねた複数のディスクを溶接結合してロータ
を形成した後で、該ロータを応力除去焼きなまし法で焼きなまし処理し、この際に、２段
階の溶接法を実施する間に発生する溶接シームだけを焼きなまし処理し、この際に、特に
誘導エレメント及び／又は抵抗エレメントを使用するようにした。これによって、大きい
焼きなまし炉を使用することは避けられ、ひいては製作プロセスにおける経済的な節約が
得られる。
【００１７】
　また、ロータは、最後の製作段階において、超音波による品質検査が行われる。この超
音波による品質検査は、有利には局所的に、特に有利には溶接シームの箇所だけで行われ
る。従って、ロータ全体の大きさに合わせた大型の焼きなまし炉を使用する必要はない。
これによって、コストの節約が得られる。
【００１８】
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　本発明の有利な実施態様によれば、第１の溶接法及び／又は第２の溶接法において、少
なくとも１つの補助ワイヤが使用される。この溶接ワイヤとして形成された補助材は、ロ
ータ若しくはワイヤ又は鍛造されたエレメントのベース材料から引き抜き成形されている
。このような均質性は特に有利である。溶接ワイヤのベース材料及び／又は材料は、有利
には、「耐熱性低合金のスーパークリーン－ＮｉＣｒＭｏ－Ｔｙｐ」である。
【００１９】
　本発明による方法は、冒頭に述べたように、すべての製作機械を、ロータの全長を受容
できる程度の大きさに構成する必要がない、という利点を有している。本発明の別の有利
な実施例によれば、ほぼ垂直に整列された製作装置及び、ほぼ水平に整列された製作装置
が、ロータの全長を受容するのに適している。その他の製作装置はそれより小さくてよい
。
【００２０】
　本発明の特に有利な実施態様によれば、ロータは、複数のディスクから前もって製造さ
れた２つのロータ半部を溶接結合されるようになっている。別の有利な実施態様によれば
、有利な形式で少なくとも２つ、有利には３つ乃至１０個、特に有利には５つ乃至７つの
ディスクをつなぎ合わせて１つのロータ半部を形成するようにした。複数のディスクは、
有利な形式で垂直位置に整列された状態で、ロータ半部の所定の長さが得られるまで互い
に積み重ねられる。このように組み立てられたロータ半部は、有利な形式で請求項１から
７までのいずれか１項記載の方法に従って製作される。この場合、各ロータ半部は、ベー
ス部と本体とを有しており、第１のロータ半部のベース部が、第２のロータ半部のベース
部に溶接されるようになっている。
【００２１】
　有利な形式で、ロータは、２段階の溶接法で前もって製造された２つのロータ半部を互
いに溶接結合することによって形成される。この場合、第１の溶接法が、ロータ半部の長
手方向軸線を垂直方向に整列させた状態で実施され、第２の溶接法が、ロータ半部の長手
方向軸線を水平方向に整列させた状態で実施される。２つのロータ半部を結合するために
、まずルート溶接有利にはタングステン－不活性ガス溶接が実施され、次いでフィラー溶
接有利にはサブマージド溶接が実施される。
【００２２】
　２つのロータ半部が１つのロータに互いに溶接結合される、本発明の別の有利な実施態
様によれば、２つのロータ半部から組み立てられたロータが垂直に整列された状態で第１
の溶接法で前溶接され、前溶接されたロータが水平位置に傾け倒され、水平に整列された
状態で第２の溶接法で後加工されることを特徴としている。次いでロータは再び垂直位置
に傾けられ、この場合、ロータは垂直に整列された状態で、局所的な箇所だけ、特に有利
には溶接された箇所だけが応力焼きなまし法で焼きなまし処理される。熱処理の前に、ロ
ータは場合によっては追加的に旋削される。この場合、旋削は、相応の機械の整列状態に
応じて、ロータの水平位置で又は垂直位置で実施される。
【００２３】
　本発明の特に有利な実施態様によれば、ロータは、同じ長さの２つのロータ半部より成
っている。しかしながら、ロータを、異なる長さを有する２つのロータ半部から組み立て
ることも可能である。つまりロータを、例えば異なる数のディスクから組み立てるように
してもよい。
【００２４】
　本発明による複数段階の製作プロセスは、特に、前もって製造されたロータ半部より成
るロータを製作するために適している。ロータ半部は、有利な形式で、前旋削され、かつ
加工された個別の複数のディスクを互いに溶接結合することによって製作される。これは
、別のロータ半部の製作と並行して段階的に行われる。各ディスクの前旋削、ロータ半部
への組み立て、各ロータ半部の前溶接、仕上げ溶接、及び熱処理の加工段階は、有利な形
式で、前もって製造されたロータ半部が１つのロータに溶接結合される前に、完全に終了
され、ロータは全体として製作プロセスの最後になって初めて後加工される。
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【００２５】
　有利な形式でルート溶接、特に有利にはＷＩＧ溶接法である第１の溶接法においても、
また有利な形式でフィラー溶接法、特に有利にはＵＰ溶接法である第２の溶接法において
も、補助材例えば補助ワイヤを使用すれば、有利である。このような溶接ワイヤは、有利
な形式で、各鍛造部分例えばディスクと同じ材料より成っている。従って、ワイヤは、ロ
ータエレメント若しくは溶接されたジェネレータのエレメントのベース材料から引き抜き
成形される。ベース材料が、いわゆる「耐熱性低合金のスーパークリーン－ＮｉＣｒＭｏ
－Ｔｙｐ」であれば、特に有利である。
【図面の簡単な説明】
【００２６】
【図１】各ディスクの前旋削段階若しくは第１の製作段階を示す概略図である。
【図２】各ディスクからロータ半部を形成する段階若しくは第２及び第２の製作段階、並
びにティグ溶接法でロータ半部を前溶接する第１の溶接プロセスを示す概略図である。
【図３】サブマージドアーク溶接法で前溶接されたロータ半部を後加工する第２の溶接プ
ロセス若しくは第４の製作段階を示す概略図である。
【図４】前もって製造されたロータ半部を応力除去焼きなまし炉内で熱処理するための若
しくは第５の製作段階の概略図である。
【図５】第６及び第７の製作段階若しくはロータ半部の最終処理段階、及び超音波による
品質検査を示す概略図である。
【図６】第８及び第９の製作段階若しくは２つのロータ半部から１つのロータを組み立て
る段階、及び２つのロータ半部の接触面に前溶接する段階を示す概略図である。
【図７】ロータの第１０の製作段階若しくは溶接完成段階を示す概略図である。
【図８】第１１及び第１２の製作段階、若しくはロータの局所的な熱処理段階及び品質検
査を示す概略図である。
【００２７】
　図１は、第１の部分若しくは個別のディスクを前旋削する第１の製作段階の概略図を示
す。ディスクとは、ロータ２の長手方向軸線Ａにおけるロータ２の軸方向部分のことであ
る。この場合、ディスクの軸方向長さは、ディスクの直径よりも大きいので、ディスクは
ドラム形のロータエレメントと称呼してもよい。ディスクは、有利な形式で中央に孔を有
している。このようなディスクは、その長手方向軸線Ａで軸方向に前旋削するために、ほ
ぼ水平に機械に緊締されており、この場合、緊締は有利な形式で２つの緊締ジョー間で行
われる。当該機械において緊締されている間、ディスクは有利な形式でその長手方向軸線
を中心にして自由に回転可能である。
【００２８】
　図２には、第２及び第３の製作段階、及び各ディスクのロータ半部１ａの構造、並びに
第１の溶接プロセスの概略図が示されている。前旋削されたディスクは、まず、ドイツ連
邦共和国特許公開第２３２４３８８号明細書のものとは異なり、ほぼ垂直位置でディスク
の長手軸線方向Ａに沿って軸方向に互いに積み重ねられる。組み立てられたディスクの数
は、ロータの大きさに応じて異なっている。一般的に少なくとも２個、有利には３乃至１
０個、特に有利には５乃至７個のディスクが積み重ねられ、次いで１つのロータ半部を形
成する。各ディスクは、一般的にピラミッド状に垂直方向に積み重ねられる。複数のディ
スクは、それぞれ異なる直径を有していてよい。有利な形式で、積み重ねられたディスク
のうちの最も下にあるディスクが最大の外径を有している。図２には、ロータ寸法を明ら
かにするために左上に作業員が示されている。図面から分かるように、ロータ半部１ａは
、成人の身長の約５倍の大きさを有している。平均的な成人の身長を約１．６０ｍ乃至１
．８０ｍとすれば、ロータ半部１ａ，１ｂの軸方向長さは約８ｍ乃至９ｍである。しかし
ながら、ロータ半部１ａ，１ｂの軸方向長さは、組み合わせられるディスクの枚数、及び
製作しようとする機械の大きさに応じて、約２ｍ乃至１２ｍ、有利には４ｍ乃至１０ｍ、
特に有利には約７ｍ乃至９ｍであってよい。従って全ロータ２の長さは、４ｍ乃至２４ｍ
、有利には８ｍ乃至２０ｍ、特に有利には１４ｍ乃至１８ｍである。この場合、ロータ半
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部１ａ，１ｂとは、全ロータ２の長さの５０％を有するロータの軸方向区分のことだけを
意味するのではなく、全ロータ２のその他の部分（軸方向区分以外の部分）のロータ区分
の構成も意味する。従って、必ずしも、ロータ２を同じ長さの２つのロータ半部１ａ，１
ｂより組み合わせたものから構成する必要はなく、ロータ半部１ａ，１ｂにおいて、一方
の半部が、他の半部よりも多くのディスク又は少ないディスクを有する構成であってもよ
い。
【００２９】
　円筒形のディスクの中央にはオフセット（Versatz）が配置されている。つまり、１つ
のディスクがその上側に、中央の環状の突起若しくは固定リップを有しており、この環状
の突起若しくは固定リップは、垂直方向で上側に載置された別のディスクの下面に設けら
れた対応する中央の環状の切欠又は溝内に嵌め込まれている。この上側に載置された別の
ディスクは、やはりその上面に環状の突起を有しており、この環状の突起は、垂直方向で
上側に載置されたその次のディスクの下面に設けられた対応する環状の切欠内に嵌め込ま
れる。しかしながらこれらのディスクの積み重ねは、上下に隣接し合うディスク間の、そ
の他の積み重ね可能な相補的な構造に従って行ってもよい。
【００３０】
　互いに上下に重なり合う隣同士の２つのディスク間の溶接しようとする溝は、円筒形デ
ィスクの半径方向で測定して、一般的に深さが約１００～５００ｍｍ、有利には２５０～
４００ｍｍ、特に有利には約３００ｍｍである。軸方向の溝幅は、約１０～３０ｍｍ、有
利には約２０ｍｍである。
【００３１】
　ほぼ垂直位置にある各ディスクの固定リップは、第１の溶接プロセスで前溶接プロセス
によって溝の深さ位置において溶接される。このような、ルート溶接に相当する第１の溶
接プロセスは、有利な形式で自動的なタングステン－不活性ガス溶接法（ティグ溶接）で
ある。隣接し合う２つのディスク間におけるオフセットのオーバーラップによって、有利
な形式で補助材としての少なくとも１つの溶接ワイヤと共に溶接材料が提供される。溶接
プロセスは、約１０ｍ～３０ｍｍの環状の残留溝を除いて実施される。２つの隣接し合う
ディスク間の溝は、９～１５ｍｍ幅の環状溝を除いて補助材で満たされる。従って、幅の
広い環状溝はほぼ空である。これによって、前溶接は、「積み重ねディスク」を水平位置
に傾き倒す操作を準備するために役立つ。中央の孔を取り囲む環状のシームはシールされ
、各ディスク間の溝の深さ内において隣接し合うディスクは一時的に保持されるので、「
積み重ねディスク」は崩れることなしに傾倒させることができる。
【００３２】
　タングステン－不活性ガス溶接（ＷＩＧ溶接；Tungsten-Inert-gas-Welding、ＴＩＧ溶
接とも称呼される）においては、熱源として使用されるアークは、溶融しないタングステ
ン電極とワークとの間で燃焼する。不活性保護ガスによって、溶融された溶接材料は、周
囲の空気に対して保護される。本発明に従ってＷＩＧ溶接を使用する場合、溶接しようと
するエレメントのベース材料と同じ材料より成る中実ワイヤが補助材として供給される。
【００３３】
　図３に概略的に示された第４の製作段階において、上述の有利な形式でＷＩＧ溶接法に
よって前溶接されたロータ半部は、フィラー溶接法、有利にはパウダー溶接法［ＵＰ溶接
；英語ではSubmerged-Arc-Welding（サブマージド溶接法），SAW溶接］による第２の溶接
プロセスで後加工される。このために、前溶接されたロータ半部は、垂直位置から、ほぼ
水平な位置へ傾倒される。ＷＩＧ溶接法後に残った環状溝若しくは狭い溝又はフィラーシ
ーム（充填シーム）の充填は、有利な形式でコンピュータ制御により行われ、また有利な
形式で、２本のワイヤを有する狭いギャップのための自動化された溶接及びシーム位置決
めシステムによって行われる。つまり、有利な形式で、交流電流を用いたタンデム配置の
ダブルワイヤ微小ギャプ溶接が使用される。これらのワイヤは、有利な形式で、ベース材
料と同じ材料、つまりディスクの材料から引き抜き成形されている。
【００３４】
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　パウダー溶接［ＵＰ溶接；英語ではSubmerged-Arc-Welding（サブマージド溶接），SAW
溶接］は、溶接パウダー中で燃焼するアークによって溶接補助材を溶融させる全機械式の
アーク溶接法である。溶融されたパウダーは、スラグ層として溶融池に空気が侵入しない
ように保護し、溶接シームの質を改善する。特に、本発明によるＵＰ溶接法は、ＵＰ微小
ギャップ溶接プロセスとして構成された、タンデム配置のダブルワイヤ溶接に関する。Ｕ
Ｐ溶接法は、アークはパウダー層内で燃焼し、少量のガスが解放されるだけであるので、
排気ガスを発生しないという利点を有しており、また熱効率が高く、故障原因が少ないと
いう利点も有している。
【００３５】
　次いで、溶接が終わり、場合によって旋削されたロータ半部が、図４に概略的に示した
第５の製作段階で、熱処理（英語では：Post-Welding-Heat-Treatment, PWHT）される。
これは有利な形式で焼きなまし炉内で応力除去焼きなましの形で行われる。
【００３６】
　応力除去焼きなましは、溶接若しくは、それに続いて行われる不規則的な冷却によって
発生する、鉄骨構造の内部応力を除去させるために用いられる。応力除去焼きなまし作業
を省くと、このような内部応力は、さらなる処理及び／又は次いで行われる熱処理におい
て、ねじれに基づいて幾何学的な変形又は破壊を生ぜしめる原因となる。応力除去焼きな
ましにおいて、その他の材料特性、例えば強度及び延性が著しく変化することはない。応
力除去焼きなましは、大抵の場合、５００℃～７５０℃の温度、有利には５５０℃～６５
０℃の温度で行われ、この場合、材料は、応力を相応に塑性降伏開始させる。焼きなまし
に続いて、炉内でコントロールされた緩やかな冷却が行われる。溶接時に、ディスクと同
じ材料より成る溶接ワイヤを補助材として使用することによって、焼きなまし時に可能な
限り均質な状態が得られる、という利点がある。
【００３７】
　この熱処理後に、処理済みの前もって製造されたロータ半部が新たに、水平位置に倒さ
れる（図５参照）。この水平位置において、ロータ半部は、場合によっては最終処理され
、かつ超音波による品質検査（英語では：Nondestructive Testing「非破壊検査」，NDT-
inspectons「ＮＤＴ検査」）（第６及び第７の製作段階）が行われる。ロータ半部をモジ
ュール式に製作することによって、ここで確認される欠陥を、当該のロータ半部において
個別に早期に検出し、かつ修理することができる。
【００３８】
　以上説明した製作段階は、有利な形式で各ロータ半部において実施される。換言すれば
、このような形式で、ロータ半部を並行する方法で前もって製造することができるか、若
しくは各ロータ半部を、図１から図５に示した先行する製作段階で完成することができる
。
【００３９】
　図６は、前もって製造された２つのロータ半部が組み立てられる、第８の製作段階の概
略図を示す。この製作段階は、有利な形式で、図２に示した第２及び第３の処理段階と同
じ装置で実施される。この場合、２つのロータ半部は、互いに"back-to-back「背中合わ
せ」"で組み立てられる。つまり、一方のロータ半部のベース部が、他方のロータ半部の
ベース部に突き合わせられている。ベース部とは、第２の製作段階で形成される「積み重
ねディスク」の最も下に位置する第１のディスクの下側のことである。
【００４０】
　この垂直位置において、第９の処理段階で、２つのロータ半部間の接触面の間の溝が前
溶接される。これは有利な形式で、ロータ半部の製作時と同様に、若しくは自動式の「積
み重ねディスク」のＷＩＧ溶接法における溶接と同様に、行われる。
【００４１】
　図７に示された次の製作段階若しくは第１０の製作段階を実施するために、２つのロー
タ半部から組み立てられたロータは、再びほぼ垂直な位置から、ほぼ水平な位置へ傾け倒
される。次いでロータは、この水平な位置において、前述のように新たなフィラー溶接法
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より成る複数の個別のロータ半部を製造する第２の溶接プロセス、つまり有利な形式でＵ
Ｐ溶接法に相当する。
【００４２】
　最後に、図８に概略的に示されているように、第１１及び第１２の製作段階が実施され
る。ここでは、ロータは特別にその溶接領域が局所的に熱処理される。この場合、有利な
形式で使用される応力除去焼きなまし法は、この熱処理される箇所において、ロータ半部
を焼きなまし炉内で熱処理する際に実施されるように、ワーク全体が処理されるのではな
く、ロータの局所的な箇所だけが処理される。応力除去焼きなましの集中は、誘導－及び
抵抗エレメントによって得られる。このために、従来の応力除去焼きなましにおけるよう
な大きい熱処理は必要ない。この熱処理に続いて、場合によっては、ロータの旋削加工若
しくは仕上げ加工が行われる。
【００４３】
　追加的に、有利な形式で超音波によって行われる、最終的な品質検査（ＮＤＴ－検査）
が実施される。
【符号の説明】
【００４４】
　１ａ　第１のロータ半部
　１ｂ　第２のロータ半部
　２　ロータ
　３　緊締装置
　４　旋盤機械
　５　ルート溶接のための第１の溶接機、ティグ溶接機
　６　フィラー溶接のための第２の溶接機、サブマージド溶接機
　７　応力除去焼きなましのための焼きなまし炉
　８　局所的な応力除去焼きなまし装置
　９　固定リップの接触側
　１０　誘導及び／又は抵抗エレメント
　１１　第１のロータ半部１ａ／第２のロータ半部１ｂのベース部
　１２　第１のロータ半部１ａ／第２のロータ半部１ｂの本体
　Ａ　第１のロータ半部１ａ及び第２のロータ半部１ｂの長手方向軸線
　Ｌ　第１のロータ半部１ａ又は第２のロータ半部１ｂの長さ
　Ｌ′　ロータ２の長さ
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【図７】 【図８】
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