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(57)【要約】
　同期リラクタンス機械用のロータ（１２）は、共通軸
（３１）に沿って軸線方向に連続して配置された複数の
ロータモジュール（２１）を備える。各ロータモジュー
ル（２１）は、共通軸（３１）を中心にして隣接したセ
クタに配置された複数の極（２２）であって、各々が放
射方向に互いに間隔を空けて配置された複数の磁性セグ
メント（２３）を備える複数の極（２２）と、複数の極
（２２）の軸線方向側に設けられる支持プレート（２４
、２５）と、複数の極（２２）を支持プレート（２４、
２５）に締結する締結手段とを備える。締結手段は、好
ましくは軸線方向に配列された複数のボルト（２６）ま
たは接着剤であり、複数の極（２２）を支持プレート（
２４、２５）に接合する。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　共通軸（３１）に沿って軸線方向に連続して配置された複数のロータモジュール（２１
）を備えた同期リラクタンス機械用のロータ（１２）であって、各ロータモジュール（２
１）が、
－前記共通軸（３１）を中心にして隣接したセクタに配置された複数の極（２２）であっ
て、各々が放射方向に互いに間隔を空けて配置された複数の磁性セグメント（２３）を備
える複数の極（２２）と、
－前記複数の極（２２）の少なくとも一方の軸線方向側に設けられる支持プレート（２４
、２５）と、
－前記複数の極（２２）を前記支持プレート（２４、２５）に締結する締結手段と
を備えており、
　前記締結手段が、前記複数の極（２２）を前記支持プレート（２４、２５）に接合する
ことを特徴とするロータ（１２）。
【請求項２】
　前記締結手段が前記複数の極（２２）の軸方向側の面を前記支持プレート（２４、２５
）に接合している、請求項１に記載のロータ（１２）。
【請求項３】
　前記締結手段が軸線方向に配列された複数のボルト（２６）を含んでいる、請求項２に
記載のロータ（１２）。
【請求項４】
　各ロータモジュール（２１）が、前記複数の極（２２）の軸線方向側の両面に設けられ
る２つの支持プレート（２４、２５）を備えている、請求項３に記載のロータ（１２）。
【請求項５】
　前記支持プレート（２４、２５）が、前記複数のボルト（２６）を受け入れる第１の穴
（２７）と、隣接したロータモジュール（２１）の前記複数のボルト（２６）の末端部分
（２６ａ、２６ｂ）を受け入れる第２の穴（２９）とを備えている、請求項４に記載のロ
ータ（１２）。
【請求項６】
　前記第１の穴（２７）が前記磁性セグメント（２３）間の空間（２８）と位置合わせさ
れる、請求項５に記載のロータ（１２）。
【請求項７】
　前記第１の穴（２７）が前記磁性セグメント（２３）と位置合わせされ、前記ボルト（
２６）が、前記支持プレート（２４、２５）から絶縁される磁性材料を含んでいる、請求
項５に記載のロータ（１２）。
【請求項８】
　前記軸線方向に配列されたボルトの少なくとも１つが、複数のロータモジュール（２１
）に軸力を掛ける、請求項３に記載のロータ（１２）。
【請求項９】
　前記締結手段が接着剤を含んでいる、請求項２に記載のロータ（１２）。
【請求項１０】
　前記支持プレート（２４、２５）が、前記複数の極（２２）と接合接触するように直接
鋳造または成型され、前記締結手段が、前記支持プレートの材料と前記極の材料との間の
接着力を含む、請求項２に記載のロータ（１２）。
【請求項１１】
　前記支持プレート（２４、２５）の各々が、冷却液を受け入れる少なくとも１つの穴（
３０）を備えている、請求項１ないし１０のいずれか一項に記載のロータ（１２）。
【請求項１２】
　前記ロータ（１２）がロータ軸（１３）をさらに備えており、前記ロータモジュール（
２１）が、放射方向に延在するボルト（４１）を含む放射方向締結手段によって前記ロー
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タ軸（１３）に対して締結されている、請求項１ないし１１のいずれか一項に記載のロー
タ（１２）。
【請求項１３】
　前記支持プレート（２４、２５）が非磁性材料を含んでいる、請求項１ないし１２のい
ずれか一項に記載のロータ（１２）。
【請求項１４】
　前記磁性セグメント（２３）が、選択された方向の最高透磁率を有する方向性磁性材料
で作られている、請求項１ないし１３のいずれか一項に記載のロータ（１２）。
【請求項１５】
　前記ロータモジュール（２１）が互いに対して斜めである、請求項１ないし１４のいず
れか一項に記載のロータ（１２）。
【請求項１６】
　前記複数のロータモジュール（２１）が互いに接合されている、請求項１ないし１５の
いずれか一項に記載のロータ（１２）。
【請求項１７】
　同期リラクタンス機械またはスイッチドリラクタンス機械である、請求項１ないし１６
のいずれか一項に記載のロータ（１２）を備えるリラクタンス機械。
【請求項１８】
　同期リラクタンス機械用のロータ（１２）の製造方法であって、
－（ｉ）磁性セグメント（２３）を提供し、（ｉｉ）複数の磁性セグメント（２３）を放
射方向に互いに間隔を空けて配置することにより極（２）を形成し、（ｉｉｉ）複数の極
（２２）を円の隣接したセクタに配置し、（ｉｖ）前記複数の極（２２）の少なくとも一
方の軸線方向側に支持プレート（２４、２５）を提供し、（ｖ）前記複数の極（２２）を
前記支持プレート（２４、２５）に接合する締結手段を用いて、前記複数の極（２２）を
前記支持プレート（２４、２５）に締結することにより、各ロータモジュール（２１）を
製造し、複数のロータモジュール（２１）を提供するステップと
－前記複数のロータモジュール（２１）を共通軸（３１）に沿って軸線方向に連続して配
置することによりロータ（１２）を形成するステップと
を含む方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、全体として、同期リラクタンス機械用のロータに関する。
【背景技術】
【０００２】
　英国特許ＧＢ　２　３７８　３２３号は、軸体穴と、軸体穴を中心して形成された複数
の磁束バリア群とを備えた磁気コアのステンレス鋼積層体とを備え、非磁性固定要素がエ
ンドプレートを貫通し、積層体スタックが磁束バリア群を貫通する、同期リラクタンス機
械用のロータを開示している。スタッキング移動止め（ｓｔａｃｋｉｎｇ　ｄｅｔｅｎｔ
ｓ）は、軸体穴の周囲または磁束バリア群の間で各積層体上に形成されてもよい。
【０００３】
　米国特許第７，４８９，０６２号は、船形のセグメントを形成するように軸線方向に積
み重ねられた積層体を備えたロータを有する、同期リラクタンス機械を開示している。複
数の選択された船形のセグメントは、ロータ軸の周りに選択された数のロータ極を形成し
、船形のセグメントの間に断続的に配置された複数の支持棒によって、積層体を放射方向
に適所に保持する。
【発明の概要】
【０００４】
　上述のロータ構造は両方とも、機械的脆弱性によって同期リラクタンス機械のサイズま
たは堅牢性が制限されることがある。特に、メガワット領域の大型同期リラクタンス機械
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の場合、上述の制限が重要なことがある。
【０００５】
　さらに、従来技術のロータの設計は、単純な製造技術を使用できるようにするのに最適
ではない。
【０００６】
　したがって、本発明の１つの目的は、上述の課題に対処する同期リラクタンス機械用の
ロータ、および同期リラクタンス機械用のロータの製造方法を提供することである。
【０００７】
　特に、本発明の１つの目的は、機械的強度および堅牢性を有し、それでもなお高い電気
的性能が維持されるようなロータを提供することである。同時に、製造方法は単純かつ柔
軟であるべきである。
【０００８】
　本発明のさらなる目的は、高速で、精密で、正確で、信頼性が高く、かつ低コストであ
るような構成および方法を提供することである。
【０００９】
　これらの目的は、中でも特に、本発明によれば、添付の請求項において請求されるロー
タおよび製造方法によって達成される。
【００１０】
　本発明の１つの態様によれば、同期リラクタンス機械用のロータが提供される。ロータ
は、共通軸に沿って軸線方向に連続して配置された複数のロータモジュールを備える。各
ロータモジュールは、共通軸を中心にして隣接したセクタに配置された複数の極であって
、各々が放射方向に互いに間隔を空けて配置された複数の磁性セグメントを備える複数の
極と、複数の極の少なくとも一方の軸線方向側に設けられる支持プレートと、複数の極を
支持プレートに締結する締結手段とを備える。締結手段は、複数の極を支持プレートに接
合する。
【００１１】
　極と支持プレートとの間の接合によって、極に対して回転しているロータ内で放射方向
外向きに遠心力が作用したときに極が適所で保持される。実際には、接合は、接着剤、溶
接、または締結具によるなど、様々な異なる形で実現されてもよい。接合はまた、磁性セ
グメント間の空間を、エポキシ樹脂、ガラス繊維、もしくは炭素繊維などの非導電性かつ
非磁性のフィルタで鋳造または成型することによって実現されてもよい。極を支持プレー
トにしっかりと締結するのに十分な接合強度を確保することによって、扱いやすく堅牢な
ロータモジュールが得られる。結果として得られるロータは堅牢であり、単にロータモジ
ュールの適切な数を選択することによって、異なる電力定格向けに設計することができる
。
【００１２】
　一実施形態では、締結手段は複数の極の軸方向側の面を支持プレートに接合する。遠心
力によって起こる剪断応力が広い面積全体に分割されるため、軸方向側の面を接合に使用
することは非常に有利である。この種の接合は、接着剤によって、または複数の極と支持
プレートとの間に軸力を掛ける、ねじ、ボルト、釘、もしくはリベットなどの任意の機械
的手段によって実現されてもよい。
【００１３】
　一実施形態では、締結手段は軸線方向に配列された複数のボルトを含む。軸ボルトは、
複数の極および支持プレートを互いに締め付ける単純な手法である。
【００１４】
　一実施形態では、各ロータモジュールは、複数の極の軸線方向側の両面に設けられる２
つの支持プレートを備える。この実施形態によるロータモジュールは自立式であり、隣接
したモジュールによる支持を必要とすることなく簡単に扱うことができる。
【００１５】
　一実施形態では、支持プレートは、複数のボルトを受け入れる第１の穴と、隣接したロ
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ータモジュールの複数のボルトの末端部分を受け入れる第２の穴とを備える。このような
構成によって、ロータモジュールを互いに接して据え付けることができる。
【００１６】
　一実施形態では、第１の穴は磁性セグメント間の空間と位置合わせされる。このような
構成によって、ボルトは磁性セグメントを横断せず、セグメントの磁気特性を低下させな
い。
【００１７】
　一実施形態では、第１の穴は磁性セグメントと位置合わせされ、ボルトは、支持プレー
トから絶縁される磁性材料を含む。このような構成によって、磁性セグメントを横断する
ボルトによる負の影響が最小限に抑えられる。
【００１８】
　一実施形態では、軸線方向に配列されたボルトの少なくとも１つは、複数のロータモジ
ュールに軸力を掛ける。１つの長いボルトを使用して複数のロータモジュールを締結する
ことによって、部品数がより少ない単純な構造が実現される。
【００１９】
　一実施形態では、締結手段は接着剤を含む。接着剤は、遠心力によって生じる剪断応力
に対する強い抵抗性をもたらす。
【００２０】
　一実施形態では、支持プレートは、複数の極と接合接触するように直接鋳造または成型
され、締結手段は、支持プレート材料と極材料との間の接着力を含む。このような構成に
よって、特別な締結手段が不要である。支持プレート材料は、鋳造に適するように適切に
選ばなければならない。
【００２１】
　一実施形態では、支持プレートはそれぞれ、冷却液を受け入れる少なくとも１つの穴を
備える。ロータの適切な冷却は、冷却液の軸流をロータに通すことによって確保される。
【００２２】
　一実施形態では、ロータはロータ軸をさらに備え、ロータモジュールは、放射方向に延
在するボルトを含む放射方向締結手段によってロータ軸に対して締結される。このような
構成によって、ロータ構造がさらに強化される。
【００２３】
　一実施形態では、支持プレートは非磁性材料を含む。非磁性材料が使用されると、磁界
は支持プレート内部で高強度に達せず、したがって機械の力率が増加する。
【００２４】
　一実施形態では、磁性セグメントは、選択された方向の最高透磁率を有する方向性磁性
材料で作られる。方向性材料を使用することによって、ロータの突極比とやはり機械の力
率とが増加する。
【００２５】
　一実施形態では、ロータモジュールは互いに対して斜めである。ロータモジュールを斜
めにすることによって、機械のトルクリプルを低減することができる。
【００２６】
　一実施形態では、複数のロータモジュールは互いに接合される。このような構成によっ
て、ロータ構造がさらに強化され、ロータは最終的に、ロータモジュールを横断するロー
タ軸を何ら必要としなくなる。
【００２７】
　一実施形態では、ロータは、同期リラクタンス機械あるいはスイッチドリラクタンス機
械に含まれる。本発明によるロータは、これらの２つの種類のリラクタンス機械に直接適
用できる。
【００２８】
　本発明の第２の態様によれば、同期リラクタンス機械用のロータの製造方法が提供され
る。この方法によれば、以下のようにそれぞれ製造される複数のロータモジュールが提供
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される。磁性セグメントを提供し、複数の磁性セグメントを放射方向に互いに間隔を空け
て配置することにより極を形成し、複数の極を円の隣接したセクタに配置し、複数の極の
少なくとも一方の軸線方向側に支持プレートを提供し、複数の極を支持プレートに接合す
る締結手段を用いて、複数の極を支持プレートに締結する。最後に、複数のロータモジュ
ールを共通軸に沿って軸線方向に連続して配置することによって、ロータを形成する。
【００２９】
　本発明のさらなる特徴および利点は、以下の本発明の好ましい実施形態の詳細な説明、
ならびに単に例示として提示され、したがって本発明を限定するものではない添付図面１
～３から明らかになるであろう。
【００３０】
　本発明を、添付図面を参照してさらに詳細に説明する。
【図面の簡単な説明】
【００３１】
【図１】本発明の一実施形態によるロータモジュールの概略分解組立図である。
【図２】本発明の一実施形態によるロータのモジュール構造を示す概略斜視図である。
【図３】放射方向の締結手段を備える本発明のさらなる実施形態によるロータの部分を示
す概略断面図である。
【発明を実施するための形態】
【００３２】
　ロータ１２は、本発明によれば、図１の分解組立図に１つが概略的に示される、複数の
ロータモジュール２１によって形成される。ロータモジュール２１は、共通軸３１を中心
にして隣接セクタに配置される複数の極２２を備え、各極２２は、放射方向に互いに間隔
を空けた複数の磁性セグメント２３を備える。磁性セグメント２３は、好ましくは、軸線
方向３２または放射方向に積み重ねられた複数の積層体３３を備える。
【００３３】
　ロータモジュール２１は、複数の極２２が接合される支持プレート２４、２５をさらに
備える。接合は、例えば接着剤、溶接、または締結具によって実現される。同じ接合手段
が、積層体３３を互いに接合するのに使用されてもよい。
【００３４】
　図１の実施形態によれば、好ましくは非磁性材料製である２つの支持プレート２４、２
５は、極２２の軸線方向側の両面に設けられる。支持プレート２４、２５はオーステナイ
ト鋼製であってもよいが、好ましくは、例えばセラミック、ポリマー、またはガラス繊維
もしくは炭素繊維などの複合材料など、高い電気抵抗率を特徴とする材料で作られる。支
持プレート２４、２５はそれぞれ、第１の穴２７、第２の穴２９、および第３の穴３０を
備える。
【００３５】
　支持プレート２４、２５の第１の穴２７に受け入れられる、軸線方向に配列された複数
のボルト２６は、２つの支持プレート２４、２５を極２２に締結し、これによって扱いや
すく堅牢なロータモジュール２１が作り出される。第１の穴２７は、磁性セグメント２３
または磁性セグメント２３間の空間２８と位置合わせされてもよい。第１の穴２７が磁性
セグメント２３と位置合わせされる場合、ボルト２６は、支持プレート２４、２５から絶
縁される磁性材料を含むのが好ましく、第１の穴２７が磁性セグメント２３間の空間２８
と位置合わせされる場合、ボルト２６は、やはり非磁性かつ非導電性の材料のものである
ことが好ましい。
【００３６】
　第２の穴２９は、隣接したロータモジュール２１のボルト２６の末端部分２６ａ、２６
ｂを受け入れるか、または収容するために設けられる。この理由で、第２の穴２９は第１
の穴２７よりも大きい。１つおきのロータモジュール２１が図１に示されるような支持プ
レート２４、２５を備えるが、１つおきのロータモジュール２１は、第１の穴２７と第２
の穴２９の位置が入れ替えられた、図１に示されるものとは異なる支持プレートを備える
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。ロータ１２の２つの最も外側の支持プレート２４、２５は、第２の穴２９をまったく有
する必要がないことは明白である。
【００３７】
　ロータモジュール２１が互いに接して据え付けられないか、またはボルト２６以外の締
結手段によって据え付けられる場合、ロータモジュール２１の支持プレート２４、２５は
第２の穴２９をまったく必要としないことがある。そのような構成の一例は、複数の極２
２が接着剤によって支持プレート２４、２５に締結される場合である。
【００３８】
　第２の穴２９が不要な別の例は、複数のロータモジュール２１を横断する一組の長いボ
ルトによって複数のロータモジュール２１が締結される場合である。かかる実施形態では
、各ロータモジュール２１が２つの支持プレート２４、２５を備えることも不要である。
１つのロータモジュール２１当たり１つの支持プレート２４、２５とし、各支持プレート
２４、２５を隣接したロータモジュール２１の極２２に締結すれば十分である。かかるロ
ータモジュール２１の組の最も外側に追加の支持プレート２４、２５が必要であることは
明白である。
【００３９】
　第２の穴２９が不要なさらに別の例は、支持プレート２４、２５が、ボルト２６の末端
部分２６ａ、２６ｂを取り囲むように構成された陥凹部を、第１の穴２７の周囲に備える
場合である。
【００４０】
　さらに、ロータモジュール２１の支持プレート２４、２５は、リブ、ピン、還付部、も
しくは放射方向および円周方向での磁性セグメント２３の位置を固定する類似のものを含
むか、または備えてもよい。
【００４１】
　支持プレート２４、２５の第３の穴３０は冷却液を受け入れるために設けられる。
【００４２】
　図２によれば、複数のロータモジュール２１は互いに接して据え付けられて、ロータ１
２を形成する。ロータモジュール２１は、ロータモジュール２１およびロータ軸１３それ
ぞれの間の締まり嵌めによってロータ軸１３に固定される。ロータモジュール２１は、例
えば軸ボルト（図示なし）によって、軸線方向３２で互いにさらに固定されてもよい。ロ
ータモジュール２１は互いに隣接して配置し、互いに締結することができるので、ロータ
軸１３は必ずしも存在しなくてもよい。かかる構成は、自立式のロータ構造を構築するの
に既に十分であり得る。
【００４３】
　ロータ構造は、図３による軸線方向の棒４５および放射方向のボルト４１を用いてロー
タモジュール２１をロータ軸１３に対して締結することによって、さらに強化されてもよ
い。軸線方向の棒４５は、放射方向最も外側の磁性セグメント２３上に配列され、ロータ
１２の軸線方向長さ全体にわたって延在してもよい。放射方向のボルト４１は、ロータモ
ジュール２１間に配列されて、軸線方向の棒４５をロータ軸１３に締結する。
【００４４】
　さらに、図３の実施形態は、放射方向および円周方向での磁性セグメント２３の位置を
さらに固定するため、磁性セグメント２３間に配列された中間片（ｄｉｓｔａｎｃｅ　ｐ
ｉｅｃｅｓ）４２を備える。磁気バリア４２は、好ましくは、例えば複合材料、セラミッ
ク、またはポリマー材料など、非磁性かつ非導電性の材料のものである。
【００４５】
　さらにまた、図３のロータ１２は、ロータ軸１３に固定して固着されたコア４３を備え
る。コア４３は、ロータの極２２を支持するように構成され、寸法決めされ、かつ位置付
けられた支持体４４を備える。かかる支持体は、米国特許第６，０６４，１３４号にさら
に開示されており、該特許の内容を参照により本明細書に組み込む。
【００４６】
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　他の点では、図３の実施形態は図１～２の実施形態に類似している。
【００４７】
　本発明のさらに別の実施形態では、積層体３３はそれぞれ、選択された方向の最高透磁
率を有する方向性磁性材料で作られる。最高透磁率の方向は、好ましくは、各積層体３３
の長手方向に湾曲した形状に可能な限り沿う。図１の磁性セグメント２３は軸線方向３２
で積み重ねられた積層体３３から成るが、積層体３３はまた、材料の方向性特性をより大
きく利用するため、放射方向に積み重ねられてもよい。方向性磁性材料の積層体を備える
ロータは、米国特許第６，０６６，９０４号に開示されており、該特許の内容を参照によ
り本明細書に組み込む。しかし、このロータは、横断方向に積み重ねられた積層ディスク
から成り、したがって使用される極の数は２つに限定される。
【００４８】
　さらに、トルクリプルを低減するため、本発明のロータ１２は軸線方向に対して斜めの
ロータモジュール２１を備えてもよい。軸線方向に対して斜めの積層ディスクは、米国出
願公開ＵＳ２００８／０２９６９９４号に開示されており、該出願の内容を参照により本
明細書に組み込む。２つの隣接したロータモジュール２１の極２２が共通軸３１に対して
角度が付けられているとき、ロータモジュール２１は軸線方向に対して斜めである。
【００４９】
　本発明は、第１のステップで複数のロータモジュール２１が製造される、上述のロータ
の製造方法も包含する。これは、製造前段階で作られ、次に中間的な保管が続いてもよい
。ロータモジュール２１は、異なる電力定格の同期リラクタンス機械またはスイッチドリ
ラクタンス機械に使用することができる。
【００５０】
　各ロータモジュール２１は以下のように製造される。複数の磁性セグメント２３を提供
する。複数の磁性セグメント２３を放射方向に互いから間隔を空けることによって、極２
２を形成する。複数の極２２を円の隣接したセクタに配置する。複数の極２２の少なくと
も一方の軸線方向側に支持プレート２４、２５を配列する。複数の極２２を支持プレート
２４、２５に接合する締結手段を用いて、複数の極２２を支持プレート２４、２５に締結
する。
【００５１】
　第２のステップでは、複数のロータモジュール２１を共通軸３１に沿って軸線方向に連
続して配置することによって、ロータ１２が形成される。
【００５２】
　本発明は上記した実施形態に限定されず、当業者であれば、当然ながら、請求項によっ
て定義される本発明の範囲内において複数のやり方で実施形態を修正してもよい。例えば
、図示される実施形態の支持プレート２４、２５はディスク状であるが、本発明によれば
、十字形、正方形、または星形など、任意の適切な形状であることができる。
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【手続補正書】
【提出日】平成23年6月13日(2011.6.13)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　共通軸（３１）に沿って軸線方向に連続して配置された複数のロータモジュール（２１
）を備えた同期リラクタンス機械用のロータ（１２）であって、各ロータモジュール（２
１）が、
－前記共通軸（３１）を中心にして隣接したセクタに配置された複数の極（２２）であっ
て、各々が放射方向に互いに間隔を空けて配置された複数の磁性セグメント（２３）を備
える複数の極（２２）と、
－前記複数の極（２２）を前記支持プレート（２４、２５）に接合する締結手段と
を備えており、
　各ロータモジュール（２１）が、前記複数の極（２２）の軸線方向側の両面に設けられ
る２つの支持プレート（２４、２５）を備えていることを特徴とするロータ（１２）。
【請求項２】
　前記締結手段が前記複数の極（２２）の軸方向側の面を前記支持プレート（２４、２５
）に接合している、請求項１に記載のロータ（１２）。
【請求項３】
　前記締結手段が軸線方向に配列された複数のボルト（２６）を含んでいる、請求項２に
記載のロータ（１２）。
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【請求項４】
　前記支持プレート（２４、２５）が、前記複数のボルト（２６）を受け入れる第１の穴
（２７）と、隣接したロータモジュール（２１）の前記複数のボルト（２６）の末端部分
（２６ａ、２６ｂ）を受け入れる第２の穴（２９）とを備えている、請求項１ないし３の
いずれか一項に記載のロータ（１２）。
【請求項５】
　前記第１の穴（２７）が前記磁性セグメント（２３）間の空間（２８）と位置合わせさ
れる、請求項４に記載のロータ（１２）。
【請求項６】
　前記第１の穴（２７）が前記磁性セグメント（２３）と位置合わせされ、前記ボルト（
２６）が、前記支持プレート（２４、２５）から絶縁される磁性材料を含んでいる、請求
項４に記載のロータ（１２）。
【請求項７】
　前記軸線方向に配列されたボルトの少なくとも１つが、複数のロータモジュール（２１
）に軸力を掛ける、請求項３に記載のロータ（１２）。
【請求項８】
　前記締結手段が接着剤を含んでいる、請求項２に記載のロータ（１２）。
【請求項９】
　前記支持プレート（２４、２５）が、前記複数の極（２２）と接合接触するように直接
鋳造または成型され、前記締結手段が、前記支持プレートの材料と前記極の材料との間の
接着力を含む、請求項２に記載のロータ（１２）。
【請求項１０】
　前記支持プレート（２４、２５）の各々が、冷却液を受け入れる少なくとも１つの穴（
３０）を備えている、請求項１ないし９のいずれか一項に記載のロータ（１２）。
【請求項１１】
　前記ロータ（１２）がロータ軸（１３）をさらに備えており、前記ロータモジュール（
２１）が、放射方向に延在するボルト（４１）を含む放射方向締結手段によって前記ロー
タ軸（１３）に対して締結されている、請求項１ないし１０のいずれか一項に記載のロー
タ（１２）。
【請求項１２】
　前記支持プレート（２４、２５）が非磁性材料を含んでいる、請求項１ないし１１のい
ずれか一項に記載のロータ（１２）。
【請求項１３】
　前記磁性セグメント（２３）が、選択された方向の最高透磁率を有する方向性磁性材料
で作られている、請求項１ないし１２のいずれか一項に記載のロータ（１２）。
【請求項１４】
　前記ロータモジュール（２１）が互いに対して斜めである、請求項１ないし１３のいず
れか一項に記載のロータ（１２）。
【請求項１５】
　前記複数のロータモジュール（２１）が互いに接合されている、請求項１ないし１４の
いずれか一項に記載のロータ（１２）。
【請求項１６】
　同期リラクタンス機械またはスイッチドリラクタンス機械である、請求項１ないし１５
のいずれか一項に記載のロータ（１２）を備えるリラクタンス機械。
【手続補正書】
【提出日】平成24年11月8日(2012.11.8)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】請求項１
【補正方法】変更
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【補正の内容】
【請求項１】
　共通軸（３１）に沿って軸線方向に連続して配置された複数のロータモジュール（２１
）を備えた同期リラクタンス機械用のロータ（１２）であって、各ロータモジュール（２
１）が、
－前記共通軸（３１）を中心にして隣接した扇形に分割された区画に配置された複数の極
（２２）であって、各々が放射方向に互いに間隔を空けて配置された複数の磁性セグメン
ト（２３）を備える複数の極（２２）と、
－前記複数の極（２２）を支持プレート（２４、２５）に接合する締結手段とを備えてお
り、
　各ロータモジュール（２１）が、前記複数の極（２２）の軸線方向側の両面に設けられ
る２つの支持プレート（２４、２５）を備えていることを特徴とするロータ（１２）。
【手続補正２】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】請求項４
【補正方法】変更
【補正の内容】
【請求項４】
　前記支持プレート（２４、２５）が、前記複数のボルト（２６）を受け入れる第１の穴
（２７）と、隣接したロータモジュール（２１）の前記複数のボルト（２６）の末端部分
（２６ａ、２６ｂ）を受け入れる第２の穴（２９）とを備えている、請求項３に記載のロ
ータ（１２）。
【手続補正３】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】請求項９
【補正方法】変更
【補正の内容】
【請求項９】
　前記支持プレート（２４、２５）が、鋳造に適した材料から成っており、前記支持プレ
ートが、前記複数の極（２２）と接合接触するように直接鋳造または成型され、硬化した
ときに、前記支持プレートが構成されることで、
　前記支持プレートの材料と前記極の材料との間の接着力が前記締結手段を構成する、請
求項２に記載のロータ（１２）。
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