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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　駆動シャフトに取り付けられる、放射方向へ電流が流れるように形成された、少なくと
も１つの回転子と、
　前記少なくとも１つの各回転子の各横に配置される電磁コイルであって、前記少なくと
も１つの回転子を横切る実質的に軸状の磁場と、当該電磁コイルの間に一又は二以上のヌ
ル（ｎｕｌｌ）磁場とを生成する、少なくとも１つの電磁コイルと、
　少なくとも１つの電流伝達手段と、を備え、
　前記電流伝達手段が、
　前記少なくとも１つの回転子と、前記一又は二以上のヌル（ｎｕｌｌ）磁場の領域に配
置される前記電流伝達手段の少なくとも一部とを電気的に接続する、ことを特徴とするタ
ービン。
【請求項２】
　前記少なくとも一つの回転子が、ディスクによって形成される請求項１に記載のタービ
ン。
【請求項３】
　前記少なくとも一つの電流伝達手段が、前記少なくとも一つの回転子の外径と電気的に
接続される第一の電流伝達構造を備える請求項１又は２に記載のタービン。
【請求項４】
　前記少なくとも一つの電流伝達手段が、前記駆動シャフトと電気的に接続される第二の
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電流伝達構造を備える請求項１～３のいずれかに記載のタービン。
【請求項５】
　少なくとも二つの電磁コイルの一又は二以上が、超伝導コイルである請求項１～４のい
ずれかに記載のタービン。
【請求項６】
　前記超伝導コイルを保持する極低温エンベロープを備える請求項５に記載のタービン。
【請求項７】
　前記少なくとも一つの回転子が、前記駆動シャフト上に直列回路を形成するように配置
される複数の回転子を構成する請求項１に記載のタービン。
【請求項８】
　前記少なくとも一つの電流伝達手段が、さらに、隣接する回転子を電気的に接続して直
列回路として機能させる、少なくとも一つの第三の電流伝達手段からなる請求項７記載の
タービン。
【請求項９】
　前記少なくとも一つの回転子が、前記駆動シャフト上に並列回路を形成するように配置
される複数の回転子を構成する請求項１記載のタービン
【請求項１０】
　前記少なくとも一つの電流伝達手段が、さらに、複数の回転子同士を電気的に接続して
並列回路として機能させる、少なくとも一つの第三の電流伝達手段からなる請求項９記載
のタービン。
【請求項１１】
　前記第三の電流伝達手段の少なくとも一部が、前記一又は二以上ヌル磁場の領域内にあ
る請求項８又は１０記載のタービン。
【請求項１２】
　前記少なくとも一つの回転子が、放射状に間隔をおいて配置される一連のアームを介し
てリムに接続されるハブを有する請求項１～１１のいずれかに記載のタービン。
【請求項１３】
　前記電磁コイルを出る及び入る前記磁場の方向を変えるための、前記電磁コイルの対向
する端部に配置される第１の及び第２の磁束ガイドをさらに備える請求項１～１２のいず
れかに記載のタービン。
【請求項１４】
　前記第１の及び第２の磁束ガイドが、前記磁場を、タービンの本体にほぼ平行に向ける
請求項１３に記載のタービン。
【請求項１５】
　前記少なくとも一つの電流伝達手段が、液体金属ブラシを含む請求項１～１４のいずれ
かに記載のタービン。
【請求項１６】
　モータ又はジェネレータとして使用される請求項１～１５のいずれかに記載のタービン
。
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、概して、電気機械的仕事を生み出すための装置に関する。特に、本発明は、
高速電磁タービンに関するが、これに限定されない。
【背景技術】
【０００２】
　物理の基本原理の１つは、電気と磁気の関係である。この関係は、電流フローに垂直な
外部磁場に置かれた単純な棒状の導体を通り抜ける電流がトルクを誘導することに気付い
て、１８００年代半ばに初めて観察された。誘導磁場により、電流を構成する、動いてい
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る電荷のそれぞれが力を受ける。この動いている電荷のそれぞれに及ぶ力は、磁場に比例
して、導体上にトルクを生む。
【０００３】
　上述の電場と磁場の間の基本的な相互作用は、電気モータと発電機の基盤となる基本的
な科学原理である。発電機の最も単純な形の１つは、今日ファラデーの円盤として知られ
る装置を用いて、マイケル・ファラデーにより最初に実証された。ファラデーの装置では
、銅の円盤を永久磁石の極の間で回転させる。これは、回転速度と磁場の強度に比例する
電流を生み出す。実質的に、ファラデーの円盤は初の単極発電機であった。しかしながら
、ファラデーの発電機は、ピックアップ・ワイヤへの出力を制限する逆電流と、銅の円盤
への寄生熱の影響のため、極めて効率が悪かった。
【０００４】
　ファラデーの最初のデモ以来、構造や材料で様々な進歩があったものの、単極発電機は
一般に、長い間、非常に効率が悪いと見なされてきた。にもかかわらず、単極発電機には
、ある用途には望ましいいくつかの特有の物理的特性がある。第１に、単極発電機は、真
のＤＣ出力を生み出す唯一の発電機である。大抵の多極発電機では、ＤＣ出力を得るのに
、整流又は選択的にＡＣ巻き線への切り替えが必要である。これに加えて、単極発電機は
通常、低電圧、大電流を生み出す。
【０００５】
　同様に、単極モータは、比較的低電圧の電力を加えることによりモータから高出力レベ
ルを得ることができる。多くの用途、例えば電気自動車において、単極モータに大きな関
心が示されてきたのは、この事実による。テキサス大学で開発中のこのようなモータの一
例は、４パス電機子を利用し、４８Ｖバッテリーパックから５，０００Ａのピーク電流で
稼働する。現在、全出力効率は８７％であり、損失の大部分はブラシから生じるものであ
る。実際、単極モータ設計の主な制限の１つは、従来型ブラシを介しての出力伝達に関連
する損失である。特に、ブラシが電機子とより多い頻度で接触する高速用途においては、
ブラシの摩耗もまた、1つの要因である。
【０００６】
　単極モータの効率に影響を与える他の要因は、回転子内に生まれる渦電流による抗力の
生成である。渦電流は、磁場の時間的変化、導体による磁場の変化、又は、磁場の源と導
電性材料の相対運動による変化がある場合に起こる。渦電流は、高速回転子及び大磁場が
利用される用途で特に懸案事項となる。
【０００７】
　典型的な単極モータは、必要とされる場を生み出すために、比較的大きな磁石又は複数
の磁石を必要とするが、磁石の寸法及び数が増えるとシステム全体の寸法も重量も増える
。モータの寸法及び重量はともに、電気推進システム等の用途において重要な設計検討事
項である。
【０００８】
　単極システム（つまり、単一方向場を利用するシステム）の利益を考えると、先行技術
の前述の欠陥の少なくともいくつかを改良する単極システムを提供することは有利である
。
【発明の概要】
【０００９】
　本明細書を通して、タービンという用語は、ほぼ均一の場にさらされることに応答して
機械的仕事を生み出す、１以上の回転子を含む構造に言及するために用いられると理解さ
れなければならない。
【００１０】
　従って、本発明の１つの態様において、
　　磁場を作り出すための少なくとも１つの超伝導コイルと、
　　前記超伝導コイル内に配置されるシャフトに取り付けられる少なくとも１つの回転子
と、を含むタービンであって、
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　　前記タービンを通る電流を流して、シャフト及び回転子に機械的仕事を生み出させる
タービンが提供される。
【００１１】
　本発明の別の態様では、
　　磁場を作り出すための複数の超伝導コイルを含む本体と、
　　前記本体内に配置され、少なくとも１つの回転子が取り付けられている第１のシャフ
トと、
　　前記複数の超伝導コイルに隣接して配置され、前記少なくとも１つの回転子に電気的
に連結して、タービンを通る直列回路を形成する第２のシャフトと、を含むタービンであ
って、
　　前記超伝導コイルによって作り出される磁場が、実質的に前記本体内に制限され、且
つ、本体に対し軸方向に向いており、前記直列回路に電流を流して、前記第１のシャフト
と回転子に機械的仕事を生み出させるタービンが提供される。
【００１２】
　さらに、本発明のさらなる態様では、
　　第１の磁場を作り出すための第１の組の超伝導コイルと、
　　前記組の超伝導コイル内に配置され、第１の組の回転子が取り付けられている第１の
シャフトと、
　　前記第１の組のコイルに隣接して配置される、第２の磁場を作り出すための第２の組
の超伝導コイルと、
　　前記組の超伝導コイル内に配置され、前記第１の組の回転子に電気的に連結されてタ
ービンを通る直列回路を提供する第２の組の回転子が取り付けられている第２のシャフト
と、を含むタービンであって、
　　前記直列回路に電流を流して、前記シャフトとそれらの各回転子の組に機械的仕事を
生み出させるタービンが提供される。
【００１３】
　さらに、本発明の別の態様では、
　　磁場を作り出すための第１の組の超伝導コイルと、
　　前記第１の組のコイル内に配置され、第１の組の回転子が取り付けられている第１の
シャフトと、
　　前記組の超伝導コイル内に配置され、前記第１の組の回転子に電気的に連結されてタ
ービンを通る直列回路を提供する第２の組の回転子が取り付けられている第２のシャフト
と、を含むタービンであって、
　　前記直列回路に電流を流して、前記シャフトとそれらの各回転子の組に機械な仕事を
生み出させるタービンが提供される。
【００１４】
　さらに、本発明の別の態様では、
　　ハウジング及び前記ハウジング内に取り付けられる駆動アセンブリを含むモータであ
って、
　　　前記駆動アセンブリは、中に極低温エンベロープを配置する極低温体、前記極低温
体内の前記極低温エンベロープの外部に配置される回転子アセンブリ、及び磁場を作り出
すための超伝導コイルを含み、
　　　　前記回転子アセンブリは駆動シャフト上に１以上の回転子を配置し、前記１以上
の回転子は前記回転子アセンブリを通る直列回路を形成するように配置され、
　　　　前記超伝導コイルは前記極低温エンベロープ内に保持され、
　　前記直列回路に電流を流して、前記１以上の回転子及び前記シャフトに機械的仕事を
生み出させるモータが提供される。
【００１５】
　適切には、各回転子はハブを含み、このハブは、ハブの周りに放射状に間隔をあけて配
置される１組のアームを介してリムに接続される。本発明の１つの実施形態では、回転子
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は銅から形成され、この銅をその後、ニッケル、銀、又は他の高伝導性金属で電気メッキ
してもよい。あるいは、回転子を、チタン、繊維複合体又は他の高抵抗性又は非導電性材
料から形成することもできる。
【００１６】
　好ましくは、回転子と第２のシャフト又は隣接する組の回転子内の回転子との電気的連
結には、第２のシャフト又は場合によっては隣接する回転子上に配置される導電性リング
と結合する、リムの外周に形成される導電性ストリップを用いる。導電性ストリップは、
連続金属繊維ブラシから形成される単一の連続ストリップの形であってもよい。あるいは
、導電性ストリップは、連続金属繊維ブラシから形成される複数の重なるリーフ（ｌｅａ
ｆ）から形成されてもよい。
【００１７】
　タービンが第２のシャフト及び／又は第２の組の回転子を含む場合、第１のシャフト上
に配置される各回転子は、第２のシャフトに機械的に連結されてもよいし、又は、第２の
シャフト上に配置される隣接する回転子に機械的に連結されてもよい。このような場合、
回転子は第２のシャフト又は隣接する回転子上に配置されるギアと連携するギアを備えて
もよい。回転子が銅又は他の前記導体から形成される場合、ギアは導電性構造物としても
働き、回転子を第２のシャフト又は隣接する回転子に電気的に連結させるように働く。回
転子がチタン、繊維複合体、又は他の高抵抗性又は非導電性材料から形成される場合、超
伝導材料を回転子の外面に付けて、回転子を第２のシャフト又は隣接する回転子に電気的
連結する助けとすることもできる。超伝導材料は、回転子の外面に付けられた高温超伝導
テープであってもよく、あるいは、超伝導材料は、回転子の外面に接着された超伝導性コ
ーティングであってもよい。
【００１８】
　好ましくは、直列回路は、第１及び第２のシャフト上の回転子を交互に一連のバスバー
及びブラシを介して相互接続することによって形成される。第２のシャフトが回転子を担
持しない場合、導電性ストリップ及び／又はギアリング装置を、一連のバスバー及びブラ
シによって第１のシャフト上の組の回転子内の隣の回転子に戻って連結させてもよい。
【００１９】
　適切には、コイルは１２ｍｍ幅のＨＴＳテープ１００巻きから成り、内半径が１５０ｍ
ｍである。あるいは、３つ並べた（３　ｓｔａｃｋｓ）４ｍｍ幅テープを用いることもで
きる。コイルをつなげてロングソレノイドを形成してもよい。ソレノイドは、単一体を有
してもよいし、一連の途切れ部を備えてもよい。途切れ部は、ソレノイドの本体を形成す
る隣接するコイルの間の１以上の隙間の形であってもよい。
【００２０】
　コイルは、１６０Ａから１７５Ａの供給電流に対し、１Ｔから２Ｔの磁場を生み出すこ
とができる。適切には、コイルは、コイルの構造に応じて、１８０Ａから５００Ａの供給
電流に対し２Ｔから５．１Ｔの磁場を生み出すことができる。好ましくは、コイルは、１
．３Ｔから５．１Ｔのピーク場を生み出す。コイルは、３００Ａから５００Ａの供給電流
で３Ｔから５Ｔの磁場を生み出すことができる。適切には、コイルは、コイルにより生み
出されるほぼ全ての磁場をコイルの内半径内部に包含させるように構築される。
【００２１】
　適切には、モータの回転子間の直列接続は、隣接する回転子間に配置される一連の電流
伝達機構により促進される。好ましくは、電流伝達機構は、各回転子間に配置された静止
円板の形状をしており、それぞれの円板は、対で配置される第１の組の導電性ブラシと第
２の組の導電性ブラシを含み、第１の組のブラシは回転子のハブと接触し、第２の組のブ
ラシは隣接する回転子のリムと接触する。
【００２２】
　ブラシは、断面が２３ｍｍ×３５ｍｍ、ブラシ当たりの定格電流が３３０Ａの金属繊維
ブラシであってもよい。適切には、使用されるブラシ対の数は、モータの所望の総定格電
流によって決められ、例えば、ブラシ対が７であれば２３１０Ａの定格電流を提供する。



(6) JP 6236397 B2 2017.11.22

10

20

30

40

50

好ましくは、電流伝達機構とブラシは、電流の方向が前の回転子の外半径（リム）から次
の回転子の内半径（ハブ）へとなるように配置される。進行する摩耗を補償するために、
ブラシを、ブラシの軸方向の動きを可能にするように、バネに連結されたシャントに取り
付けてもよい。ブラシの対となるリングのシャントは、電流伝達機構のフレーム内部に保
持されるフレキシブルワイヤによって相互接続することができる。
【００２３】
　電流伝達機構は、駆動シャフトに対し位置固定することができる。適切には、電流伝達
機構は、駆動シャフトの対向する端部に位置する一対の端部プレートの間に配置される一
連の非導電性支柱によって、その位置に保持される。この支柱は、電流伝達機構の外周上
の凹所に係合する多数の隆起部を含む外形エッジを含むことができる。端部プレートは、
駆動シャフトを回転可能に取り付けるためのベアリングを備えることができる。好ましく
は、ベアリングはセラミックベアリングである。
【００２４】
　駆動シャフトは、シャフトの導電性部分の間に連結される少なくとも１つの非導電性部
分を備えてもよい。適切には、回転子と電流伝達機構は、駆動シャフトの非導電性部分に
配置され、駆動シャフトの導電性部分を直列に相互に連結する。好ましくは、少なくとも
１つの回転子と少なくとも１つの電流伝達機構は、駆動シャフトの導電性部分に直接連結
される。電流は、一組の導電性ブラシを介して駆動シャフトの導電性部分に印加すること
ができる。
【００２５】
　適切には、駆動シャフトの非導電性部分は、それぞれ回転子と電流伝達機構を担持する
一連の非導電性の連動要素から形成される。駆動シャフトは、補強ロッドを受け入れるた
めに中空であってもよい。
【００２６】
　極低温体は概して円筒構造であってよく、回転子アセンブリの受入のために穴を備える
ことができる。好ましくは、極低温エンベロープは、極低温体の外壁と内壁の間に形成さ
れ、穴が極低温体の内壁の間に形成される。適切には、極低温エンベロープはハウジング
に取り付けられるクライオクーラーに連結される。クライオクーラーは、約２０Ｋのコイ
ルアセンブリの動作温度を可能とする寸法に製造されたパルス管クライオクーラーであっ
てよい。クライオクーラーは、極低温エンベロープ内に配置される銅フィンガー部に取り
付けることができ、銅フィンガー部が超伝導コイル用の伝導熱分配路を形成する。
【００２７】
　ハウジングにエンドキャップを設けて、中の回転子アセンブリと極低温体を封入するこ
ともできる。エンドキャップは磁束ガイドとして働く複数のスチール板を含んでよい。こ
の板を選択的に取り外したり加えたりして、磁束ガイドの寸法を変えてもよい。エンドキ
ャップは通路を備えてもよく、シャフトが穴とハウジングを越えて、ハウジングの対向す
る端部に設けることのできる二次ハウジングへと延びることができる。二次ハウジングは
、回転子アセンブリ内部に形成される直列回路を通る駆動電流を与えるための、入力及び
出力ブラシアセンブリを封入してもよい。二次ハウジングは、通常、漏斗状のアセンブリ
であってよい。二次ハウジングは、空気の流れが通路及び穴を通るように向けるための冷
却アレイを備える。冷却アレイは、１以上の冷却ファンをプッシュプル構造、すなわち、
ハウジングに空気を強制的にいれ、ハウジングから空気を引き出すように配置した対向す
るアレイであってもよい。
【００２８】
　本タービンのいくつかの実施形態では、ソレノイドのオープンエンド操作が可能で、ス
チール製磁束ガイドの局部絞りの必要性がない。このような場合、回転子のアーム部は、
斜めにしたり、中央穴に空気流を生むような形にすることもできる。
【００２９】
　駆動シャフトは、ギアリングアセンブリ、スプロケットドライブ等の各種トルク伝達装
置に連結することもできるし、又は、ホイール、支柱、トラック等の駆動部品に直接連結
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させてもよい。適切には、トルク伝達装置は、シャフトから電気的に隔離／絶縁される。
トルク伝達装置の隔離／絶縁は、シャフト、トルク伝達又は駆動機構等に絶縁コーティン
グすることによって行うことができる。トルク伝達装置は、二次ハウジング内部に収納す
るか、二次ハウジングの外側に取り付けることができる。トルク伝達装置が外部に取り付
けられる場合、シャフトは二次ハウジングを越えて延びることができる。
【図面の簡単な説明】
【００３０】
【図１】図１は、本発明の一実施形態によるタービンの構造を描く概略図である。
【図２】図２は、タービンに沿った電流伝達を描く図１のタービンの上面断面図である。
【図３】図３は、本発明の一実施形態によるタービンの構造において使用するための回転
子の構造の詳細図である。
【図４】図４は、本発明の一実施形態によるタービンの構造を描く概略図である。
【図５】図５は、タービンに沿った電流伝達を描く図４のタービンの上面断面図。
【図６Ａ】図６Ａは、本発明の一実施形態による回転子間電流伝達機構の構造を描く概略
図である。
【図６Ｂ】図６Ｂは、本発明の一実施形態による回転子間電流伝達機構の構造を描く概略
図である。
【図６Ｃ】図６Ｃは、本発明の一実施形態による回転子とバスバーとの間の電流伝達機構
の間のやりとりの拡大図である。
【図６Ｄ】図６Ｄは、本発明の一実施形態による回転子とバスバーとの間の電流伝達機構
の間のやりとりの拡大図である。
【図７Ａ】図７Ａは、本発明の一実施形態によるタービンの構造を描く概略図である。
【図７Ｂ】図７Ｂは、タービンに沿った電流伝達を描く図７Ａのタービンの断面図である
。
【図７Ｃ】図７Ｃは、本発明の一実施形態による、回転子間に横方向の変化を与えるター
ビンの構造を描く概略図である。
【図８】図８は、本発明の一実施形態によるタービンの構造で用いるためのソレノイドに
対する場のプロファイルのモデルである。
【図９】図９は、図８のソレノイドの内壁に沿った場の強度のプロットである。
【図１０】図１０は、本発明の一実施形態によるタービンの構造で用いるためのソレノイ
ドに対する場のプロファイルのモデルである。
【図１１】図１１は、図１０のソレノイドの内壁に沿う場の強度のプロットである。
【図１２】図１２は、本発明の一実施形態によるタービンの構造で用いるためのソレノイ
ドに対する場のプロファイルのモデルである。
【図１３】図１３は、図１２のソレノイドの内壁に沿った場の強度のプロットである。
【図１４】図１４は、本発明の一実施形態によるタービンの構造で用いるためのソレノイ
ドに対する場のプロファイルのモデルである。
【図１５】図１５は、図１４のソレノイドの内壁に沿った場の強度のプロットである。
【図１６】図１６は、本発明の一実施形態によるタービンの構造で用いるためのソレノイ
ドに対する場のプロファイルのモデルである。
【図１７】図１７は、図１６のソレノイドの内壁に沿った場の強度のプロットである。
【図１８】図１８は、様々な平行磁場に曝されたＨＴＳテープに対する様々な温度での様
々な換算比のプロットである。
【図１９】図１９は、様々な垂直磁場に曝されたＨＴＳテープに対する様々な温度での様
々な換算比のプロットである。
【図２０】図２０は、本発明の一実施形態によるタービンの構造で用いるための磁束ガイ
ドを取り付けたソレノイドに対する場のプロファイルのモデルである。
【図２１】図２１は、図２０のソレノイド内部の場の強度に及ぼす磁束ガイドの影響のプ
ロットである。
【図２２】図２２は、本発明の一実施形態によるタービンの構造で用いるための磁束ガイ
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ドを取り付けたソレノイドに対する場のプロファイルのモデルである。
【図２３】図２３は、図２２のソレノイド内部の場の強度に及ぼす磁束ガイドの影響のプ
ロットである。
【図２４】図２４は、本発明の一実施形態によるタービンの構造で用いるための磁束ガイ
ドを取り付けたソレノイドに対する場のプロファイルのモデルである。
【図２５】図２５は、図２４のソレノイド内部の場の強度に及ぼす磁束ガイドの影響のプ
ロットである。
【図２６】図２６は、本発明の一実施形態によるタービンの構造で用いるためのソレノイ
ドに対する場のプロファイルのモデルである。
【図２７】図２７は、図２６のソレノイドの内壁に沿った場の強度のプロットである。
【図２８】図２８は、本発明の一実施形態によるタービンの構造で用いるためのソレノイ
ドに対する場のプロファイルのモデルである。
【図２９】図２９は、図２８のソレノイドの内壁に沿った場の強度のプロットである。
【図３０Ａ】各種タービン構造に対し、駆動電流に対するピーク場及びトルクを描くプロ
ットである。
【図３０Ｂ】各種タービン構造に対し、駆動電流に対するピーク場及びトルクを描くプロ
ットである。
【図３０Ｃ】各種タービン構造に対し、駆動電流に対するピーク場及びトルクを描くプロ
ットである。
【図３０Ｄ】各種タービン構造に対し、駆動電流に対するピーク場及びトルクを描くプロ
ットである。
【図３１Ａ】各種タービン構造に対し、コイルを形成する巻き数に対する出力トルクを描
くプロットである。
【図３１Ｂ】各種タービン構造に対し、コイルを形成する巻き数に対する出力トルクを描
くプロットである。
【図３１Ｃ】各種タービン構造に対し、コイルを形成する巻き数に対する出力トルクを描
くプロットである。
【図３１Ｄ】各種タービン構造に対し、コイルを形成する巻き数に対する出力トルクを描
くプロットである。
【図３２Ａ】ソレノイドの直径に対する力及びトルクを描くプロットである。
【図３２Ｂ】ソレノイドの直径に対する力及びトルクを描くプロットである。
【図３３】図３３は、本発明の一実施形態によるタービンで用いるための回転子アセンブ
リの構造を描く概略図である。
【図３４】図３４は、図３３の回転子アセンブリの断面図である。
【図３５】図３５は、本発明の一実施形態による回転子アセンブリで用いるための固定子
の構造を描く概略図である。
【図３６】図３６は、図３５の回転子を横切る電流を描く固定子の断面図である。
【図３７】図３７は、図３３及び３４の回転子内部のトルクの分布を描く概略図である。
【図３８】図３８は、本発明の一実施形態による回転子アセンブリで用いるための内側回
転子電流伝達機構の構造を描く概略図である。
【図３９】図３９は、図３８の回転子間電流伝達機構の裏面を描く概略図である。
【図４０】図４０は、図３８及び３９の回転子と電流伝達機構との相互接続を描く詳細な
図である。
【図４１】図４１は、アクティブ型遮蔽を提供するための電磁石の配置を描く概略図であ
る。
【図４２】図４２は、本発明の一実施形態による電磁タービンの構造を示す概略図である
。
【図４３】図４３は、図４２のタービンの断面図である。
【図４４】図４４は、図４２及び４３のタービンの回転子ハウジングの詳細図である。
【図４５】図４５は図４３のタービンの回転子アセンブリを描く概略図である。
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【図４６】図４６は、図４５の回転子アセンブリの断面図である。
【図４７】図４７は、本発明の一実施形態による電磁タービンの構造を示す概略図である
。
【図４８】図４８は、図４７のタービンで用いるための回転子アセンブリの概略図である
。
【図４９】図４９は、図４７のタービンで用いるための固定子アセンブリの概略図である
。
【図５０】図５０は、図４９の固定子アセンブリ内部の本来の場所に（ｉｎ　ｓｉｔｕ）
取り付けされた図４８の回転子アセンブリの断面図である。
【図５１】図５１は、図４７のタービンの回転子と固定子を通る駆動電流の通路を描く概
略図である。
【図５２】図５２は、本発明の一実施形態による電磁タービンの構造を示す概略図である
。
【図５３】図５３は、図５２のタービンの回転子及び固定子を通る駆動電流の通路を描く
概略図である。
【図５４】図５４は、本発明の一実施形態による電磁タービンの構造を示す概略図である
。
【図５５】図５５は、図５４のタービンの回転子及び固定子を通る駆動電流の通路を描く
概略図である。
【図５６】図５６は、本発明の一実施形態による電磁タービンの構造を図示する概略図で
ある。
【図５７】図５７は、図５６のタービンの回転子及び固定子を通る駆動電流の通路を描く
概略図である。
【図５８】図５８は、本発明の一実施形態による電磁タービンの構造を図示する概略図で
ある。
【図５９】図５９は、図５８のタービンの回転子及び固定子を通る駆動電流の通路を描く
概略図である。
【図６０】図６０は、本発明の一実施形態による電磁タービンの構造を図示する概略図で
ある。
【図６１】図６１は、図６０のタービンの回転子及び固定子を通る駆動電流の通路を描く
概略図である。
【図６２】図６２は、本発明の一実施形態による電磁タービンの構造を示す概略図である
。
【図６３】図６３は、図６２のタービンの回転子及び固定子を通る駆動電流の通路を描く
概略図である。
【図６４】図６４は、本発明の一実施形態による電磁タービンの構造を示す概略図である
。
【図６５】図６５は、図５４のタービンの電流伝達機構の間のシーリング装置の詳細図で
ある。
【図６６】図６６は、本発明の一実施形態による電磁モータからのトルクの伝達に対する
１つの可能な配置を示す概略図である。
【図６７Ａ】図６７Ａは、本発明の一実施形態による電磁モータに取り付けるためのトル
ク伝達装置の部分断面図である。
【図６７Ｂ】図６７Ｂは、図６６のトルク伝達配置の断面図である。
【図６８Ａ】図６８Ａは、本発明の一実施形態による電磁モータに取り付けるためのトル
ク伝達装置の概略図である。
【図６８Ｂ】図６８Ｂは、図６８Ａのトルク伝達装置の断面図である。
【図６９Ａ】本発明の実施形態による電磁タービンの各種特徴を回転子径の関数としてプ
ロットしたものである。
【図６９Ｂ】本発明の実施形態による電磁タービンの各種特徴を回転子径の関数としてプ
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ロットしたものである。
【図６９Ｃ】本発明の実施形態による電磁タービンの各種特徴を回転子径の関数としてプ
ロットしたものである。
【図７０】図７０は、本発明の一実施形態によるタービンの断面図である。
【図７１】図７１は、補償コイルを用いたときの図７０のタービンによって生みだされる
磁場のプロットである。
【図７２】図７２は、本発明の一実施形態によるタービンの断面図である。
【図７３Ａ】図７３Ａは、図７２のタービンに対するトルク伝達装置の断面図である。
【図７３Ｂ】図７３Ｂは、図７２のタービンに対するトルク伝達装置を描く概略図である
。
【図７４】図７４は、接近した２つのソレノイドの間に生まれる力のプロットである。
【図７５】図７５は、本発明の一実施形態によるタービンの断面図である。
【図７６】図７６は、図７５のタービンを流れる電流を描く断面図である。
【図７７】図７７は、図７５のタービンのコイルにより生み出される磁場のプロットであ
る。
【図７８】本発明の一実施形態によるタービンの断面図である。
【図７９】図７８のタービンのコイルにより生み出される磁場のプロットである。
【図８０】図８０は、本発明の一実施形態によるタービンの断面図である。
【図８１】図８１は、図８０のタービンを流れる電流を描く断面図である。
【図８２】図８２は、図８０のタービンで用いるためのコイルにより生み出される磁場の
プロットである。
【図８３】図８３は、本発明の一実施形態によるタービンで用いるためのコイルにより生
み出される磁場のプロットである。
【図８４】図８４は、本発明の一実施形態によるタービンで用いるためのコイルにより生
み出される磁場のプロットである。
【図８５】図８５は、本発明の一実施形態によるタービンで用いるためのコイルにより生
み出される磁場のプロットである。
【図８６】図８６は、本発明の一実施形態によるタービンで用いるためのコイルにより生
み出される磁場のプロットである。
【図８７】図８７は、本発明の一実施形態によるタービンで用いるためのコイルにより生
み出される磁場のプロットである。
【図８８】図８８は、本発明の一実施形態によるタービンでも用いるためのコイルにより
生み出される磁場のプロットである。
【図８９】図８９は、本発明の一実施形態によるタービンの断面展開図である。
【図９０】図９０は、図８８のタービンを流れる電流を描く断面図である。
【発明を実施するための形態】
【００３１】
　本発明をより簡単に理解し、実用的な効果を得られるようにするために、添付の図を参
照して、本発明の好ましい実施形態について説明する。
　図１を参照して、本発明の一実施形態による高速電磁タービン１００の一実施形態を説
明する。図のように、タービン１００は、一連の導電性コイル１０２１，１０２２，１０
２３，１０２４，１０２５，１０２６，１０２７及び一連の回転子１０３１，１０３２，
１０３３，１０３４，１０３５，１０３６から形成される本体１０１を備える。図１に示
すタイプの高速電磁タービンは、少なくとも１つのコイル及び回転子から、又は任意の数
の回転子及びコイルから構成されて良い（つまり、コイルと回転子の数は、所望されるタ
ービンの寸法に応じて、１からｎの範囲にあってよい）ことは、当業者にはもちろん十分
に理解されるであろう。コイル１０２１，１０２２，１０２３，１０２４，１０２５，１
０２６，１０２７は直列につながれて必要な磁場の生成のためのロングソレノイドを作り
、タービン１００に駆動電流が流されると、タービン１００内の回転子の回転を引き起こ
す。
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【００３２】
　回転子１０３１，１０３２，１０３３，１０３４，１０３５，１０３６は、図のように
、シャフト１０４に取り付けられる。シャフト１０４は、コイル１０２１，１０２２，１
０２３，１０２４，１０２５，１０２６，１０２７の中心軸に対し同軸上に配置される。
この特定の実施例では、回転子１０３１，１０３２，１０３３，１０３４，１０３５，１
０３６は、自由に回転できるシャフト１０４に固定される。シャフトを固定して、回転子
１０３１，１０３２，１０３３，１０３４，１０３５，１０３６をシャフト１０４の周り
に自由に回転できるようにすることも可能であることは、当業者にはもちろん十分に理解
されるであろう。このような構造では、回転子１０３１，１０３２，１０３３，１０３４

，１０３５，１０３６を、ベアリングを介してシャフトに取り付け、各回転子をシャフト
１０４とは独立に回転可能にすることができる。
【００３３】
　各回転子１０３１，１０３２，１０３３，１０３４，１０３５，１０３６は、二次シャ
フト１０５に連結され、電流伝達が回転子間で起こるようにできる。この場合には、各回
転子は、各回転子１０３１，１０３２，１０３３，１０３４，１０３５，１０３６の外周
面に配置される導電性ストリップ１０６及びギア１０７（図３参照）を介して二次シャフ
ト１０５に電気的及び機械的に連結される。導電性ストリップ１０６１，１０６２，１０
６３，１０６４，１０６５，１０６６及びギア１０７１，１０７２，１０７３，１０７４

，１０７５，１０７６は、二次シャフト１０５の長さに沿って間隔をあけて配置される駆
動アセンブリ及び電流伝達アセンブリとともに協働する。
【００３４】
　この場合、二次シャフト上の駆動アセンブリ及び電流伝達アセンブリのそれぞれは、バ
スバー１１１の一端に連結される電気ブラシ１１０に接続されるギア１０９に連結される
導電性リング１０８を含む。バスバー１１１の反対側の端部は一次シャフト１０４に接続
され、一次シャフト上に取り付けられる一連の回転子内の次の回転子へのリターン電流路
を提供する。ブラシ１１２１を介して回転子１０３１に電流が印加されると、回転子１０
３の放射状アームを通って導電性ストリップ１０６へと電流が送られる。その後、電流は
、導電性ストリップ１０６との接触を介して導電性リング１０８へと送られ、ギア１０９
とブラシ１１０を通ってバスバー１１１へ送られる（回転子内及び回転子間の電流の伝達
のより詳細な説明は図２及び３に関して以下で説明する）。この場合、ギア１０９は、駆
動電流により回転子１０３１上に生み出されるトルクを、二次シャフト１０５へ変換し、
回転子１０３１，１０３２，１０３３，１０３４，１０３５，１０３６及び一次シャフト
１０４と一致して回転するようにできる。このように二次シャフトを回転させることによ
り、導電性構成要素、つまり導電性ストリップ１０６１，１０６２，１０６３，１０６４

，１０６５，１０６６及びリング１０８１，１０８２，１０８３，１０８４，１０８５，
１０８６上の摩耗を軽減できる。
【００３５】
　図２は、タービンを通る駆動電流に対する伝達路２０１（赤で示す）を描いた、図１の
タービンの部分的断面上面図である。電流は、ブラシ１１２１を介して回転子１０３１に
印加されると、導電性ストリップ１０６１に送られる。その後電流は、導電性ストリップ
１０６１との接触を介して導電性リング１０８１へと送られ、このリング１０８１が電流
を、ギア１０９１を通ってブラシ１１０１へと送る。ブラシ１１０１は電流をバスバー１
１１１へ送り、このバスバーは、一連の回転子１０３１，１０３２，１０３３，１０３４

，１０３５，１０３６内の２番目の回転子１０３２に電流を送り込む一次シャフト１０４
上に配置されるブラシ１１３１に電流を戻すブリッジの役目をする。
【００３６】
　２番目の回転子１０３２から電流は、その後、導電性ストリップ１０６２を介して二次
シャフト１０５上のリング１０８２に伝達される。その後、電流は、ギア１０９２及びブ
ラシ１１０２を通ってバスバー１１１２に送られ、ブラシ１１３２へ、そして３番目の回
転子１０３３へと送られる。その後電流は、導電性ストリップ１０６３，１０６４，１０
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６５、リング１０８３，１０８４，１０８５、ギア１０９３，１０９４，１０９５、ブラ
シ１１０３．１１０４，１１０５、及びバスバー１１１３，１１１４，１１１５の関連の
組み合わせを介して、ブラシ１１３３，１１３４，１１３５の一連の相互接続により、残
りの回転子１０３４，１０３５及び１０３６へと送られる。この場合、回転子１０３６が
一連の最後の回転子なので、タービンからリターン電流路へと駆動電流をつなげて直列回
路を完成させる。この場合、回転子１０３６の導電性ストリップ１０６６は、電気ケーブ
ルに接続されるブラシ１１２２へ電流を送るリング１０８６に電流を送り、タービンを通
る直列回路を完成させる。
【００３７】
　上記説明から分かるように、一次シャフト１０４及び二次シャフト１０５上に配置され
る各種構成要素は、バスバーを除いて、それぞれの各シャフトと一致して回転する。シャ
フト１０４，１０５の間に必要とされる導電性のリンクを提供するために、バスバー１１
１１，１１１２，１１１３，１１１４，１１１５は、シャフト１０４及び１０５とそれら
の各構成要素の相対運動に対して不動のままでなければならない。従って、バスバー１１
１１，１１１２，１１１３，１１１４，１１１５のそれぞれは、シャフト１０４，１０５
をバスバー１１１１，１１１２，１１１３，１１１４，１１１５と独立に回転させること
のできる一連のベアリングを介して、シャフトに取り付けられる。また、各シャフトの長
さに沿った電流に対する電位を低減するために、通電構成要素とシャフト１０４，１０５
の間の絶縁を設けることを、当業者は十分に理解するであろう（すなわち、上記電流伝達
機構を介し各回転子を通る最大電流が与えられる）。
【００３８】
　図３は、本発明の一実施形態による回転子１０３の１つの可能な構造を描く。図より、
回転子１０３はハブ３０１を有し、このハブは、ハブ３０１の周りに放射状に間隔をあけ
て配置される一連のアーム３０３を介してリム３０２に接続される。リム３０２の外周に
は、導電性ストリップ１０６とギア１０７がぐるりと配置される。図より、ハブ３０１は
穴３０４を有し、シャフト１０４への回転子１０３の取り付けを可能とする。使用時、電
流は、ブラシからハブ３０１へと流され、ここから電流は、矢印３０５で示すように、ア
ーム３０３のそれぞれに沿って、リム３０２と導電性ストリップ１０６へと、ハブ３０１
から外側へ放射状に広がる。また、図３には、渦電流抑制のための、多数の電気力学的要
素３０６が示される（以下で詳細に説明する）。
【００３９】
　本発明の一実施形態では、回転子は、銅から形成され、その後ニッケル、銀又は他の高
導電性金属で電気メッキされ、ギア１０７はリム３０２と一体的に形成される。このよう
な場合、ギア１０７はまた、導電性構造物として働き、シャフト１０５上に配置されるギ
ア１０９に電流を伝達するように働く。あるいは、回転子を、チタン、繊維複合体、又は
他の高抵抗又は非導電性材料から形成してもよい。このような場合、導電性ストリップ１
０６への電流伝達は、高温超伝導体（例えば、ＨＴＳテープ）等の超伝導材料を、ハブ及
びアームの外面に配置することによって達成することもできる。あるいは、超伝導材料を
回転子の外面に接合させて、必要とされる電流伝達機構を提供することができる。導電性
ストリップ１０６は、連続金属繊維ブラシから形成される単一の連続ストリップの形をし
ていてもよい。あるいは、導電性ストリップは、連続金属繊維ブラシから形成されるリー
フを複数重ねたものであってもよい。連続金属繊維ブラシは、米国特許第６，２４５，４
４０に開示のタイプのものであってもよいし、他の適当な導電性繊維ブラシであってもよ
い。
【００４０】
　本発明による高速タービンに対する別の配置を図４に示す。この例では、タービン４０
０は、並行に配置された一対のタービン４０１，４０２から構成され、これらタービンは
機械的及び電気的に接続される。
【００４１】
　この場合、タービン４０１は、図１に関連して上に述べたものと類似の構造であり、ほ
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ぼ均一の磁場を提供する一連の導電性コイル４０５１，４０５２，４０５３，４０５４，
４０５５，４０５６，４０５７と、回転可能なシャフト４０９に取り付けられる一連の回
転子４０７１，４０７２，４０７３，４０７４，４０７５，４０７６（一次回転子）とか
ら形成される本体を有する。各回転子は、導電性ブラシ４１１１，４１１２，４１１３，
４１１４，４１１５，４１１６と、タービン４０２の隣接する回転子と協働する（以下で
より詳細に述べる）ギア４１３１，４１３２，４１３３，４１３４，４１３５，４１３６

とを有する。
【００４２】
　タービン４０２は、均一の磁場を提供する一連の導電性コイル４０４１，４０４２，４
０４３，４０４４，４０４５，４０４６，４０４７と、回転可能なシャフト４０８に取り
付けられる一連の回転子４０６１，４０６２，４０６３，４０６４，４０６５，４０６６

（二次回転子）とから形成される本体を有する。各回転子は、タービン４０１の隣接する
回転子のブラシ４１１１，４１１２，４１１３，４１１４，４１１５，４１１６と接触す
る導電性ストリップ４１２１，４１２２，４１２３，４１２４，４１２５，４１２６を有
する。回転子４０６１，４０６２，４０６３，４０６４，４０６５，４０６６のそれぞれ
はまた、タービン４０１の隣接する回転子のギア４１３１，４１３２，４１３３，４１３

４，４１３５，４１３６と協働するギア４１４１，４１４２，４１４３，４１４４，４１
４５，４１４６を有する。一連のブラシ４１０１，４１０２，４１０３，４１０４，４１
０５は、回転子４０６１，４０６２，４０６３，４０６４，４０６５をバスバー４１５１

，４１５２，４１５３，４１５４，４１５５の一端に電気的に結合し、バスバー４１５１

，４１５２，４１５３，４１５４，４１５５の反対側の端部を、一連のブラシ４１７１，
４１７２，４１７３，４１７４，４１７５を介して回転子４０７２，４０７３，４０７４

，４０７５，４０７６に電気的に結合する。
【００４３】
　上で述べたように、タービン４０１及び４０２は、一連のバスバー４１５１，４１５２

，４１５３，４１５４，４１５５によって相互接続される。図１のタービンの場合と同様
に、バスバー４１５１，４１５２，４１５３，４１５４，４１５５は、シャフト４０９，
４０８の間のリターン電流ブリッジとして働く。図５に示すように、駆動電流（矢印４１
９で示す）は、ケーブル４１８を介して第１のタービンのシャフト４０９を通ってブラシ
４０３１に印加され、次に、回転子４０７１まで送られ、続いて、回転子４０７１から電
流とトルクの両方が、導電性リング４１２１とブラシ４１１１との接触、及びギア４１３

１,４１４１のかみ合いによって、回転子４０６１に伝達される。その後、回転子４０６

１からの電流が、ブラシ４１０１を介してバスバー４１５１の一端へ送られてタービン４
０１へと戻され、ブラシ４１７１とバスバー４１５１との相互作用を経て回転子４０７２

へと送られる。タービン４０１の残りの回転子４０７２，４０７３，４０７４，４０７５

，４０７６とタービン４０２の回転子４０６２，４０６３，４０６４，４０６５，４０６

６に対しても、同様の過程で電流及びトルクの伝達が行われる。
【００４４】
　こうして、電流はブラシ４１１２，４１１３，４１１４，４１１５，４１１６と関連の
導電性ストリップ４１２２，４１２３，４１２４，４１２５，４１２６の相互作用から形
成される直列回路を介してタービン間を行きつ戻りつ伝達され、電流を、ブラシ４１４２

，４１４３，４１４４，４１４５を通ってその対応するバスバー４１５２，４１５３，４
１５４，４１５５に送り、その結果タービン４０１内の次の回転子４０７２，４０７３，
４０７４，４０７５，４０７６へと送ることができる。図のように、電流は、回転子４０
６６を出てブラシ４０３２を通りケーブル４１８へと直流回路を完成させるまで、タービ
ン４１０，４０２の間を連続的に移動される。
【００４５】
　タービン４０１の一次回転子４０７とタービン４０２の二次回転子４０６の間の電流と
トルクの伝達を促進するための、これら２つの相互作用の詳細な図を、図６Ａ及び６Ｂに
示す。図６Ａは、電流伝達装置を描き、ここでブラシ４１１は一次回転子４０７のリム６
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０２から外側に延びる複数の導電性リーフ６０１からなる。この場合、リーフ６０１の自
由端は、リム６０２の方に折り返され、各リーフの一部がリム６０２にほぼ接線方向とな
る。リーフ６０１をこのように形成することは、リーフが二次回転子４０６のリム６０４
の外周上に配置される導電性ストリップ４１２と接触されるとき、各リーフ上の摩耗を低
減するように意図されている。各リーフのほぼ接線方向の部分は、導電性ストリップと接
触するので、リム６０２に向かって内側に屈曲し、これにより、電流伝達のための接触表
面積を増やすと同時に、リーフと導電性ストリップ４１２の表面との摩擦量を低減する。
【００４６】
　図６Ｂは、ブラシ４１１を形成するリーフ６０１に対する別の配置を描く。図のように
、この場合のリーフは、リム６０２の外周上に配置される導電性ループの形をしている。
各リーフが導電性ストリップ４１２と接触すると、リム６０２の方に縮み、このようなル
ープの圧縮もまた、良好な接触を維持して電流伝達の低損失を促進すると同時に、ストリ
ップ４１２とリーフの表面の間の摩擦を低減する。さらに、リーフ６０１のこの構造は、
タービンの順又は逆運転のいずれもが求められる場合に最も適している。
【００４７】
　図６Ａ及び６Ｂの両方の場合において、電流伝達は、一次回転子４０７から二次回転子
４０６へと起こり、すなわち、タービンは順方向で駆動される。図のように、電流は（矢
印６００に示すように）一次回転子４０７のハブから各アーム６０３に沿ってリム６０２
へ、続いてブラシ４１１のリーフ６０１へと送られる。電流は、間の接触点にて、リーフ
６０１を通って導電性ストリップ４１２へと流れる。その後電流は、ストリップ４１２か
らリム６０４へ、放射状アーム６０５を通って二次回転子４０６のハブ（図示せず）へと
流れ、二次回転子にてその後ブラシ４１４（図示せず）を介してバスバー４１５へと伝達
される。
【００４８】
　図６Ｃは、二次回転子４０６とバスバー４１５の間の電流伝達装置をより詳しく描いた
ものである。上で述べたように、電流は、回転子４０６からバスバーへと、これらの間に
位置するブラシ４１０を介して送られる。この実施例では、ブラシ４１０は、バスバー４
１５に接触する導電性バッキング材料に取り付けられる複数のリーフ６０６を有する。こ
の実施例に見られるように、リーフ６０６の大多数は回転子４０６のハブと接触し、多く
のリーフ６０６が回転子４０６の放射状アーム６０５に接触している。この実施例では、
ブラシ４１０は二次タービンのシャフト（図示せず）と一致して回転するように取り付け
られる。直接ブラシが接続するこの形は、摩耗を受けるものの、摩耗の程度は、一次回転
子４０７上のブラシより著しく小さい。何故なら、一次回転子の外周上に配置されるブラ
シは、内側ブラシと外側ブラシの間の半径方向の差に比例する倍数だけ、タービンのシャ
フトに取り付けられるブラシが受けるよりも速い角速度を受けるからである。
【００４９】
　図６Ｄには、バスバー４１５から一連の一次回転子中の次の回転子４０７への電流伝達
機構を示す。すでに述べたように、バスバー４１５から一連の一次回転子中の次の回転子
への電流の伝達は、バスバー４１５とブラシ４１７の接触を介して行われる。ブラシ４１
０と同様に、ブラシ４１７は、一連の一次回転子中の次の回転子に連結される導電性スリ
ーブ６１０と結合する導電性バッキング６０９に取り付けられる複数の導電性リーフ６０
８からなる。図より、リーフ６０８は、バスバー４１５の端部の裏面と完全に接触する。
リーフは、スリーブ６１０とシャフト（図示しない）とともに回転するため、やはり、バ
スバーの裏面にぶつかってブラシ４１７上にいくらか摩耗が生じるであろう。しかしなが
ら、ブラシに関連する摩耗は、一次回転子の外周上に配置されるブラシに生まれる摩耗よ
り著しく少ない。
【００５０】
　図７Ａ及び７Ｂに関して、本発明の一実施形態による高速タービンのための１つの配置
を示す。この特定の実施例において、タービン７００は、ほぼ均一の磁場を提供する一連
のコイル７０９内に収納される回転子の一次列（ｂａｎｋ）７０１１，１，７０１１，２
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，７０１１，３，７０１１，４及び二次列７０１２，１，７０１２，２，７０１２，３，
７０１２，４を有する。タービンの本体内での回転子の一次及び二次列の取り付けは、図
４及び５に関連して上で述べたツインボディタービンのために用いられるものと同様であ
る。図より、一次列７０１１，１，７０１１，２，７０１１，３，７０１１，４の回転子
は、タービン７００の一次駆動シャフト７０２に取り付けられ、回転子の二次列７０１２

，１，７０１２，２，７０１２，３，７０１２，４は二次駆動シャフト７０３に固定され
る。一次列内の各回転子は、ブラシ７０５１，７０５２，７０５３，７０５４とギア７０
７１，７０７２，７０７３，７０７４を有し、これらは回転子の二次列７０１２，１，７
０１２，２，７０１２，３，７０１２，４内の隣接する回転子と協働する。
【００５１】
　図７Ｂに示すように、一次列７０１１，１，７０１１，２，７０１１，３，７０１１，

４及び二次列７０１２，１，７０１２，２，７０１２，３，７０１２，４の回転子は、バ
スバー７０４１，７０４２，７０４３を用いて電気的及び機械的に連結され、一次シャフ
ト７０２及び二次シャフト７０３の間に付加的な物理結合を提供する。バスバー７０４１

，７０４２，７０４３はまた、一次回転子列７０１１，１，７０１１，２，７０１１，３

，７０１１，４内の回転子と二次回転子列７０１２，１，７０１２，２，７０１２，３，
７０１２，４の内の回転子を交互につなぐ電流ブリッジとして機能する。矢印７１６で示
す駆動電流が、入力ケーブル７１５１を経てブラシ７１７１を通って一次駆動シャフト７
０２へと印加されると、電流７１６は、回転子７０１１，１へ送られ、ブラシ７０５１と
、回転子７０１２，１の外周に配置される対応する導電性ストリップ７０６１とが接触す
ることによって形成される電気的相互接続により回転子７０１２，１へと送られる。一次
シャフト７０２の回転により回転子７０１１，１上に与えられるトルクは、ギア７０７１

が、回転子７０１２，１の外周上に配置される対応するギア７０８１と協働することによ
り、回転子７０１２，１に変換される。導電性ストリップ７０６１を通して供給された電
流は、回転子７０１２，１を通って、電流をブラシ７１３１を介して回転子７０１１，２

へ戻すバスバー７０４１に連結されるブラシ７１０１へ移動される。このような電流の連
続的な伝達は、ブラシ７０５２，７０５３及び７０５４と関連の導電性ストリップ７０８

２，７０８３，７０８４との相互作用により形成される直列回路により、一次及び二次回
転子列の回転子７０１１，２，７０１１，３，７０１１，４及び７０１２，２，７０１２

，３を通って繰り返され、回転子７０１２，４をリターン電流ケーブル７１５２に連結し
て直列回路を完成させるブラシ７１７２を介して出る前に、ブラシ７１０２，７１０３，
７１３２，７１３３とバスバー７０４２，７０４３の関連する組み合わせを通って、電流
を伝達することができる。
【００５２】
　図７Ａ及び７Ｂに見られるように、この特定の回転子の配置は、コイル７０９を連結さ
せて隙間のない本体（ｓｏｌｉｄ　ｂｏｄｙ）を形成することを可能とし、つまり、トル
ク及び電流伝達装置を収容するためのコイルの間に物理的な隙間が全く必要ない。従って
、この配置は、内部に作り出される場をより多く利用でき、より大きなトルクを生み出す
。これに加えて、このタービンの本体の形状はまた、磁場の利用を高める目的があり、よ
り具体的には、コイルが、一次回転子列７０１１，１，７０１１，２，７０１１，３，７
０１１，４及び二次回転子列７０１２，１，７０１２，２，７０１２，３，７０１２，４

の間に接触が起こる領域で波形になっている（ｃｒｉｍｐｅｄ）。結果として得られるコ
イルの形状は、一対のビノキュラーと同種のものに似ており、それゆえ、出願人は図７Ａ
及び７Ｂの配置をビノキュラー型タービンと名付けた。このビノキュラー型タービンの１
つの利点は、場の利用度が高まることであり、別の利点は、ソレノイドを形成するコイル
７０９の間に隙間が必要ないため、出力が同じである上述のシングル及びツインタービン
の実施例と比べて、全体のサイズが低減されることである。
【００５３】
　当業者であれば、上で述べた実施例の全ては一次シャフト及び二次シャフトの間でトル
クを伝達するために金属のギアリング装置を利用するため、各ギアの歯がかみ合うときに
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歯の間にアーク放電が起こる可能性があることを十分に理解するであろう。アーク放電の
可能性を減らすために、隣接するギアの間の距離を、ギアのかみ合う表面の間に起こる表
面接触の量を変えるように調整することができる。図７Ｃには、どのような変形を提供で
きるかの一例を示し、ビノキュラー構造で配置されるツイン回転子タービン８００を描く
。
【００５４】
　この実施例でのタービン８００は、中に一次シャフト８０２と一次回転子８０３を取り
付けたコイル８０１を有する。この場合、一次シャフトは、２つの固定されたベアリング
８０４１，８０４２の間に取り付けられる。上で述べた実施例と同様に、一次回転子８０
３は、導電性リング８０５及びギア８０６を介して、二次シャフト８１０上に取り付けら
れる二次回転子８０９の導電性ストリップ８０７及びギア８０８に、電気的にも機械的に
も連結される。ギア８０６及び８０８の間の接触の程度を変えられるように、二次シャフ
トを、スライド可能なバネ荷重したベアリングマウント８１１１，８１１２上に取り付け
、これらにかかる張力の程度によってバネが生じる力を矢印８１２で示されるように一次
シャフトのほうへ向ける。マウント内部のバネにかかる張力を調整することによって、回
転子８０９及びシャフト８１０を、矢印８１３に示すように側方に、一次回転子８０３に
近づくように又は遠ざかるように動かすことができ、これにより、ギア８０６，８０８の
間の接触の程度を変えることができる。
【００５５】
　上で述べたタービンの実施例のように一連の回転子を使用する場合には、回転子間の距
離を変えることも好ましい。これは、シャフトに沿って回転子ディスクをスライドさせ、
ディスクをピン、グラブねじ、鍵溝等を用いてシャフトに固定することにより得られる。
このような場合、バスバーの代わりにフレキシブル電気ケーブルを用いて、回転子間に電
流を直接流して、直列電流路を保持することができる。
【００５６】
　上に述べた実施例と同様に、シャフトは、回転子をシャフトに固定した状態で、回転可
能に取り付けられる。従って、シャフトによって生み出される機械的仕事は、遊星ギアリ
ングシステム、磁気クラッチ又は他のそのような適切な伝達装置により、シャフトを駆動
シャフト等に連結することによって容易に利用することができる。
【００５７】
　当業者には十分に理解されるように、生成されるトルクの量は、磁場の強度に比例する
。上の実施例では、タービンは全て、複数の導電性コイルの接続から形成されるソレノイ
ドによって磁場を作り出す。このようなコイルを標準的な導体から作ることも考えられる
が、理想的とはいえない。標準的なワイヤコイルは非常に抵抗損失が大きく電流密度が小
さい結果、ワイヤが占める空間がかなり大きくなる。空間的懸念に加えて、標準的なワイ
ヤコイルの大きさを考えると、抵抗加熱も確かに懸念事項である。生じる抵抗加熱は、十
分な電流と時間があれば、ワイヤを溶かしてしまう恐れがある。出願人は、高温超伝導体
（ＨＴＳ）材料から構成されるコイルからより効果的に大きな磁場を作り出せることを発
見した。これらのコイルを直列に積層及び接続して、ロングソレノイドを形成することが
できる。コイルの積層の数を増やすと、内部に生成される場が増え、タービン本体の長さ
に平行な磁場線の形成も増える。
【００５８】
　ソレノイドは基本的に大きなインダクタであるため、運転直前に充電するだけでよく、
場を維持するために連続的に充電及び放電をする必要はない。さらに、均一の場を維持す
るには、簡単な低電圧ＤＣ電源入力があればよい。さらに、ソレノイドを形成することは
また、生成された場の全てがコイル内に包含され、巻線の外側に逃げる場は非常に少ない
という利点がある。これは、生成された場全体を用いて回転子ブレードと反応させ、有益
な作業を生み出せることを意味する。
【００５９】
　図８から１７は、ベクトル・フィールド・オペラ（Ｖｅｃｏｒ　Ｆｉｅｌｄｓ　Ｏｐｅ
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ｒａ）３ｄから生成された場の分布プロファイルであり、様々な寸法のコイル内に生成さ
れる磁場の指向性と強度を描く。続くこれらの実施例では、各コイルは１２ｍｍ幅のＨＴ
Ｓテープ１００巻きから成り、内径１５０ｍｍである。
【００６０】
　図８は、１０個のＨＴＳコイルを積み重ねたものからなるソレノイドに１６０Ａの電流
を印加して作られた磁場を描いた断面図である。図より、ソレノイドにより生成された磁
場（複数の小さな赤い矢印ヘッドにより表示）は、ソレノイドの縦軸に平行である。この
図からは、磁場の大多数がソレノイドの本体内部に含まれていることもわかる。図９は、
ソレノイドの内壁に沿って起こる場の強度のプロットであり、ピーク場は壁に沿ってほぼ
中間で起こり、強度は約１Ｔであることが分かる。
【００６１】
　図１０は、ＨＴＳコイル２０個を積み重ねたソレノイドに１６０Ａの電流を流すことに
よって作られた磁場を示す断面図である。ここでもまた、ソレノイドにより生成される磁
場（複数の小さい矢印ヘッドで表す）は、ソレノイドの縦軸に平行である。これに加えて
、コイルが２０個のソレノイドによって生成される場は、コイル１０個のものを用いて生
成される場より、大幅に広い領域をカバーすることが明らかである。図１１に示すように
、コイル２０個のソレノイドは、コイル１０個のものより広い領域の場を作り出す。しか
しながら、この場合のピーク場は１．２５Ｔであり、これはわずかな増加でしかない。
【００６２】
　３０個のコイルを積み重ねたソレノイドに１６０Ａの電流を印加して生成される磁場を
図１２に示す。ここでもまた、コイルの数が増加することにより、生じた磁場の強さが増
加することが分かる。図１３より、場は１０個及び２０個のコイルの場合より広い領域を
占め、ほぼ１．４Ｔのピーク場を生み出す。
【００６３】
　図１４は、４２個のコイルを積み重ねたソレノイドに１６０Ａの電流を印加して作り出
された磁場を示す。先の実施例と同様に、結果として生じる磁場はソレノイド内部に包含
され、ソレノイドの縦軸に平行に向く。図１５から分かるように、４２個のコイルのもの
は、先の実施例で作り出されたものより広い領域にわたってより強い場を作り出し、ピー
ク強度はほぼ１．４５Ｔである。
【００６４】
　図１６は、コイルからなる一連の間隔をあけたコイルの積層体から構成されるソレノイ
ドに１６０Ａの電流を印加した磁場分布プロファイルを示す。図１６から分かるように、
ソレノイド内部に包含される場の強度は、隙間が設けられる領域で弱まってはいるものの
、このソレノイドを用いて十分に広い領域がなおも作り出される。図１７はソレノイドの
内壁に沿った場の強度を示す。図から、場の強度は、リターン磁束路により、隙間のそれ
ぞれでソレノイドの壁に垂直に誘導される場のために、０．６Ｔだけ変化することが分か
る。しかしながら、ソレノイド内部に作り出される場は許容範囲のレベルにある。
【００６５】
　図８から１７に示すモデル及びプロットは、コイルの数が増えればソレノイドの長さに
わたってより大きな場が生じることをはっきりと示す。場の強度に影響を与える別の要因
は、コイルに付加される電流の量である。電流に関して、当業者は、温度及び外部場の両
方が、正常化する及び標準的な導体になる前の超伝導体に供給されうる最大電流に影響を
与えることを十分に理解するであろう。ＨＴＳテープは、テープが非常に正常化されにく
いため、外部磁場をテープに平行にして使用するのがもっともよい。この挙動は、第１世
代テープのための、アメリカン超伝導体（Ａｍｅｒｉｃａｎ　Ｓｕｐｅｒｃｏｎｄｕｃｔ
ｏｒ）により作成されたプロットであり、図１８からわかる。
【００６６】
　図１８は、テープ面に平行な様々な自己及び外部磁場に晒されるテープに対し、様々な
温度での様々な換算比（ｓｃａｌｉｎｇ　ｒａｔｉｏ）をプロットしたものである。換算
比は、既知の自己又は外部磁場に曝されたときのワイヤの臨界電流を、７７ケルビンで外
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部磁場がない状態での４ｍｍ幅ワイヤの単一直線片に対する臨界電流で割った比である。
外部磁場のない７７ケルビンでのワイヤの直線片に対する臨界電流は通常、用いるバッチ
、基板等に応じて、９０～１４５アンペアである。
【００６７】
　１．４テスラの平行な自己磁場にさらされる場合、６４Ｋで１２ｍｍ幅のテープのＩｃ
を決めるには、このプロットを以下のように用いればよい。まず、０テスラの外部磁場、
７７ＫでのＩｃを１００アンペアと仮定する。６４Ｋでの１．４テスラの磁場は、Ｙ軸上
の換算比が約０．９である（すなわち、０．９×１００＝９０アンペア）。これは４ｍｍ
幅のテープに対する値であるから、１２ｍｍ幅のテープに対する臨界電流Ｉｃは、この３
倍、つまり２７０アンペアとなる。これは、タービン体を形成するソレノイドに最高２７
０アンペアの電流を供給して、約１．４テスラをはるかに上回る磁場を生み出すことがで
きることを示す。４２個のスタックタービン体であれば、１６０アンペアで、ピーク磁場
がちょうど１．４５テスラを超える。
【００６８】
　残念ながら、図１９から分かるように、ＨＴＳテープは、垂直磁場に晒された場合には
、同じ性能を持たない。６４ケルビンで外部又は自己誘導磁場が垂直のとき、換算比０．
９は、利用可能な自己又は外部磁場を約０．２テスラ、すなわち１２ｍｍ幅のテープに対
しては０．６テスラに制限する。
【００６９】
　図８～１７に示す実施例は、磁場がタービン本体に平行であるけれども、これに当ては
まらないのが図１６及び１７の場合のタービンの端部又は隙間付近であり、ここでは、北
から南への帰還路を始めるように場の方向が変化することを示す。それゆえに、ソレノイ
ドの端部では、誘導磁場がテープ表面に垂直である。この反転の効果は、所定温度でコイ
ルに供給され得る電流の量が、この場の反転の強さによって効果的に制限されることであ
る。この制限を克服する１つの方法は、フェライト系磁束ガイドを用いて、本体の端部か
ら出て遠ざかる磁束の反転を効果的に「誘導する」ことである。交番磁界では、このよう
なガイドの使用は、磁気ヒステリシスによる他の損失要因を提起するが、外部コイルによ
り生じる場が定常状態のままであるときには、コイルの性能のレベルを高めるためにフェ
ライト系磁束ガイドを使用することは、妥当であると思われる。
【００７０】
　異なる形状の磁束ガイドの有効性に関する調査のために選んだフェライトは、典型的な
冷間圧廷低炭素鋼であり、主に、可用性及びその比較的高い飽和点（２Ｔ前後）という要
因のために選択した。高透磁率曲線をもつ他の材料もあるが、これらは概して、飽和点、
可用性及び加工性が低く、又は、計算モデルを開発しようとする場合、飽和時又はその近
辺で透磁率の高い材料では収束非線形解を得ることが難しい等の問題を提起する。
【００７１】
　実質的に、様々な磁束ガイドの形状のモデルを作って調べた。優良な実施例は概して、
大きな矩形トロイダル形磁束ガイドからなる。これらのうち、環状体が本体の端部に隣接
する場所でより小さな垂直場の値が得られ、本体の内径より５０ｍｍ小さい内径で、本体
の外径より１０ｍｍ小さい外径、深さが約６０ｍｍであった。本体の内側領域に侵入させ
ると、結果として磁束のより速い反転につながり、非生産的であった。
【００７２】
　説明を明らか且つ容易にするため、図２０及び２２にはただ１つの磁束ガイドを示す。
さらに、ただ１つの磁束ガイドだけをはっきりと描くことにより、このようなガイドがコ
イルの端部で場に及ぼす影響を示す。もちろん、当業者であれば、実際的応用において、
これらの領域で起こる垂直場の影響を低減するために、磁束ガイドをコイルの両端部に取
り付ける（図２４参照）ことは十分に理解するであろう。
【００７３】
　図２０に、このようなガイドの使用、及び、ソレノイドの端部で場に及ぼすその影響の
一例を示す。先に提供したＪｃ／Ｊｃ０のデータを参照すると、これらのコイルは、約６
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４～７０Ｋで、１．５Ｔの平行場及び０．２Ｔ未満の垂直場にさらされるので、これらの
コイルに１６０Ａの電流を流すことができると見込んでよいと思われる。端部に磁束ガイ
ドを取り付けると、ソレノイドを出るときに場の再形成が見られ、より具体的には、内側
端部近くのピーク場が図２１に見られるように落ち込む。図２０のガイドの場合、ソレノ
イドの内側縁の近くの場は、目標範囲内の約０．１５Ｔの垂直場を示す。
【００７４】
　図２２は、本発明のタービンと一緒に用いるための磁束ガイドの別の装置を示す。この
特定の実施例では、ガイドは円錐形であり、ソレノイドの端部から出て離れる場を描く。
図２３の垂直場のプロットから分かるように、円錐磁束ガイドは、図１６及び１７に示す
場合の０．６Ｔの変動とは反対に、約０．２５Ｔのピーク値を持つ最適レベル近くまで垂
直場を減らす。
【００７５】
　上に述べたシングル及びツインタービンモデルの場合、ソレノイドは一連の隙間を有し
、一次及び二次シャフトの間でトルク及び電流の伝達を可能にするこれらの隙間により、
ソレノイドの長さに沿って、著しい垂直場の変化が起こり得る。図２４は、両端部にフェ
ライト系磁束ガイドを備えた隙間を有するソレノイドのモデルを示す。図２５では、場の
変動は０．２３～０．２５Ｔにとどまり、それゆえ、外部磁束ガイドの使用は目標とする
場の仕様をほぼ達成するのに十分であるように思われる。
【００７６】
　当業者は、ＨＴＳテープひいてはタービンの性能は、温度の低下に伴い著しく改善され
、ＨＴＳテープに対する理想的な温度範囲は６５～７０Ｋであると十分に理解するであろ
う。当業者が認識するように、温度を１５Ｋまで落とすことができれば、ＨＴＳの性能は
さらに改善できる。この最適範囲がサブクールの液体窒素範囲にあるため、出願人は、タ
ービンが、スターリングサイクルクライオクーラー等の極低温冷却システムを有し、温度
範囲１５～７０Ｋの極低温エンベロープ内にタービンを閉じこめることを構想する。
【００７７】
　上で簡単に述べたように、懸念される損失の一領域は、タービンアセンブリの一部、特
にタービン回転子における渦電流の発生によるものである。回転子が導電性材料から形成
される場合、関心となる主な領域は、リム／ギア接合部分であり、それほどではないにせ
よ、内側ドラムとブラシの接触部もそうである。単純な細いワイヤの場合、渦電流によっ
て引き起こされる電力損失（Ｐ）は、以下によって計算することができる。
【数１】

ここで、Ｄは浸透深さであり、
【数２】

　上記式のパラメータは、Ｂｐ－ピーク磁束密度（Ｔ）、ｄ－シートの厚み又はワイヤの
直径（ｍ）、ρ－抵抗率（Ωｍ）、σ－導電率、μ－透磁率、ｆ－周波数である。
【００７８】
　これらの式の高次項を考慮することによって、渦電流の発生に大きな影響を与える特性
の種類が分かる。タービンアセンブリの通常の伝導性要素に対し、渦電流の発生に影響を
与える及び最小化する要因には、より低い磁場強度を用いること、又は変化の頻度を遅く
すること（これらの両方はトルク及び出力に影響を与えるので非生産的である）が含まれ
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る。より薄い部分を用いること又は材料を積層することにより、成分ｄを減らし、渦が巡
回できる路の幅を減らす。さらに、通常電流を運ばない部分は、より高い抵抗率を有する
材料から作成することができ、これは付加的な抵抗によって循環電流の発生を妨害する。
【００７９】
　超伝導要素に関しては、渦電流の問題は他の効果により制御される。超伝導体の興味深
い特性は、超伝導体が反磁性を呈するという事実である。つまり、臨界温度以下に冷却す
ると、常伝導状態でこれまで材料を通り抜けることのできた磁場が、材料内部から排除さ
れる。磁場が導体を通り抜けられないという事実は、超伝導試料で見られる空中浮遊挙動
の原因である。また、渦電流は超伝導材料内部に生じることができないことも意味する。
この場の排除はマイスナー効果と呼ばれる。従って、出願人は、渦電流の生成を妨げるた
めの多数の方法を考え出した。
【００８０】
　一つ目は、浮上式トレインに用いられる動電型サスペンションの考えに似た方法による
ものである。超伝導体は反磁性の性質をもつため、当然ながらそれ自体の内部から磁場を
排除する。この性質は、浮上式トレインで利用され、コイル上に誘導される渦電流を打ち
消そうとするコイル内の磁場の発生を利用して、渦生成のためにトレインの駆動メカニズ
ムに付加される抗力を防ぐ。エンジンの場合、ＨＴＳワイヤの閉鎖ループを巻いて、図３
に示す内側及び外側ドラム要素の両方の側壁を覆うことによって、渦電流を効果的に遮断
又は無効にする。
【００８１】
　２つ目の方法も、外側のリム／ギア接触面及びドラムとブラシの接点の周りにＨＴＳワ
イヤを巻くことに関係するが、この方法では、巻かれたコイルが閉ループではなく、電源
に直列に接続される。これにより、巻線を通して電流が流され、大部分又は全ての外部磁
場を排除する強磁場を生み出すことができ、その結果、材料を通る渦電流を低減する。電
流運搬路を完成させる多くの方法があるが、１つの方法として、全回転子ディスクがその
周りを回転する絶縁シャフトの内部に導体ケーブルを延在させる方法が考えられる。電流
は、その後、内側ドラム上に配置されるコイルに供給され、ここから外側ドラム／ギア接
触面上のコイルへと供給されることができる。その後、ここから、隣の回転子ディスクの
内側ドラムへ流され、外側リム／ギア接触面等へと戻される。
【００８２】
　３つ目の方法は、永久磁石を用いて外部磁場を排除し、渦電流を減らす方法である。磁
石は、同じく、外側ドラム／ギア接触面、及び内側ドラムとブラシの接点に置かれる。永
久磁石は、必要なサイズ及び場の強度になるように作ることができる。場の強度は固定で
あるが、適したグレードを選択することによって決めることができる。ネオジム希土類磁
石は、最も安定しており、最も強い磁場を提供しやすい。
【００８３】
　４つ目の方法は、外部磁場を排除するためにコイル又は永久磁石を用いるのではなく、
材料の選択によって渦電流を最小化することである。タービンドラムを構成するにはチタ
ンの使用が推奨され、すなわち、ブレードフレーム、ハブ、及びギアを全てチタンで構成
する。優れた機械特性をもつチタンは、他の材料に比べてより少ない材料で、同様のター
ビンドラムの機械的強度を達成することができる。渦電流が生まれやすい領域に沿う材料
の厚みを減らすことにより、渦電流の発生をさらに妨げる。チタンは銅の２５倍もの電気
抵抗をもつ（チタンが４２０ｎΩ／ｍに対して銅は１６．７８ｎΩ／ｍ）。このより高い
抵抗が、渦電流の自由な流れをより困難にし、タービンドラムの表面内部により小さい渦
電流を生み出す。この理想的な解決法には、内側ハブと外側リムの間の通路に超伝導材料
を使用することも必要である。何故なら、超伝導材料は渦電流を追い出す反磁性特性を有
するからである。チタン部品は、具体的には、銅又は銀等の導電性表面で被覆又はめっき
して、ギア接触面又は他の電気機械接触面の間の伝導を助ける。チタンの他に、適当な機
械的性質及び低導電率を有する任意の他の材料を用いることができる。
【００８４】
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　上記説明より、タービンの性能に影響する基礎設計問題は、ソレノイド内部の磁場の設
計であると分かる。タービンの効率を最大にするためには、高強度の軸方向場が必要とさ
れる。以下の実施例では、６５ケルビンの超伝導テープの限界により、場が約１．４～１
．５テスラに制限される。この場を作り出すのに必要な外側コイル、ツインタービン又は
ビノキュラー中の電流は、およそ１６０～１７０アンペアである。さらなる冷却により約
３００Ａというより高い電流限界が可能であれば、３テスラより大きな場を達成できるで
あろう。出願人は、ＨＴＳテープ及び超低温技術の発展にともない、例示のコイルの配置
を用いて３～４テスラの場を得ることができるだろうと予測する。
【００８５】
　図２６には、本発明の一実施形態によるシングル及び／又はツインタービンの構造物に
用いるための４２個のＨＴＳコイルの積層体から形成されるソレノイドの場の分布プロフ
ァイルを図示する（断面図）。図より、ソレノイド内の場の強度は（図８～１７に示す実
施例と同様に）、タービン本体の中心部で、各端部の近くにおいて次第に減る傾向がある
。ソレノイド内部で、軸方向の場の強度が許容範囲（すなわち、１．４～１．５Ｔのピー
ク場の値から既定の許容差の範囲）にある長さの量は、作動距離（ｗｏｒｋｉｎｇ　ｄｉ
ｓｔａｎｃｅ）として知られる。タービンの効率を最大にするためには、回転子をこの作
動距離内に配置しなければならない、つまり、回転子を、最大均一磁場を有する領域内に
配置する。また、この領域内に回転子を配置することは、タービン運転時の漂遊磁界変化
による逆起電力の発生を、最小限にするように作用する。図２７は、タービンの縦軸に沿
った場の強度を示す。この実施例では、出願人は、ソレノイドの作動距離を、ピーク場か
らの落ち込みがわずか１０％から１５％である領域と定義した。図２６及び２７の場合、
作動距離は、約２００ｍｍ、すなわち、図２７の曲線の、ピーク場から０．１５Ｔ落ち込
んだ領域である。
【００８６】
　図２８は、場の分布プロファイルを示す４２個のＨＴＳコイルからなるビノキュラー型
ソレノイドの部分断面図である。図２８から分かるように、タービンブレードで表される
半径が交差する転換の中間で、場のポテンシャルが落ち込む可能性がある。理想的な場合
、外側ビノキュラー型コイルの２つの回帰（ｒｅｔｕｒｎ）円弧の間のギャップ距離が最
小化され、最大場強度をのばす。実際には、外側ＨＴＳ層中の曲げ半径の限界と、各種固
定及び回転要素間の隙間の必要性により、ビノキュラーの「つまみ（ｐｉｎｃｈｅｄ　ｉ
ｎ）」がどのようになされ得るかが制限される。図２９は、図２８のソレノイドの内側エ
ッジに沿う場の強度のプロットである。尚、コイルの中央２００ｍｍは比較的均一である
（すなわち、作動距離２００ｍｍ）。場の落ち込みの増加の原因は、ビノキュラー型コイ
ルの２つのハーフ部分の間のさらなる隙間の必要性に起因すると考えられる。
【００８７】
　図３０Ａ～３０Ｄは、ピーク場の変化（Ｂアキシャル）を示す一連のプロットであり、
対応する出力トルクは、上で述べたツイン及びビノキュラー型タービンの両方に対し、ソ
レノイドの巻き線の電流に比例する。電流の範囲は、最初の既定よりわずかに高いが、こ
こで観察される比例性はより低い電流の場合に対しても維持される。
【００８８】
　図３１Ａ～３１Ｄに示す一連のプロットは、ピーク場と出力トルクが、さらに、タービ
ン本体を形成するソレノイドを作りあげるコイルの巻き数に比例して変化することを示す
。ビノキュラーの場合、出力トルクがわずかに減っていくことがわかる。この原因は、巻
き数を増やした物理的大きさを収容するために、ビノキュラーのギャップ距離と回帰半径
を修正する必要があるからである。この場合も、上記変化に対するベースライン電流は３
００Ａであって、１６０～１７０Ａの目的とする運転範囲より高かったが、これの結果は
電流に対応するであろう。
【００８９】
　図３２Ａ及び３２Ｂは、本体の寸法が大きくなることの効果を示す。ツインタービン及
びビノキュラーの両方の場合から得られるトルク値が同様の値だったので、ツインタービ
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ンの場合だけを検討した。観察された傾向は、ビノキュラーの場合にも適用できることが
かなり期待できる。興味深いことに、個々のドラム要素にかかる力は、本体半径の増加に
比例して増えるように見えるが、得られたトルクは半径の増加の二乗にともない変化する
ように見える。これは、本体寸法が大きくなればなるほど、よりよい性能特性を得るよう
であることを示す。装置の全体のスケールが増えれば、実験には実用的でなくなるが、こ
れらの結果はポテンシャル調査の重要な方針を示す。
【００９０】
　図３３を参照すると、ここには、上に述べた高速タービンの前記原理を利用する、モー
タ用の回転子アセンブリ９００の一実施形態が示される。図より、回転子アセンブリ９０
０は、シャフト９０１に取り付けられる一連の回転子９０２１，９０２２，９０２３，９
０２４，９０２５，９０２６を有する。シャフト９０１は、回転子９０２１，９０２２，
９０２３，９０２４，９０２５，９０２６の中心軸に対し同軸上に配置される。この特定
の実施例では、回転子９０２１，９０２２，９０２３，９０２４，９０２５，９０２６は
、自由に回転できるシャフト９０１に固定される。当業者は、シャフトを固定して、この
回転子９０２１，９０２２，９０２３，９０２４，９０２５，９０２６をシャフト９０１
の周りに自由に回転できるようにすることも可能であることを、もちろん十分に理解する
であろう。このような構造配置では、回転子９０２１，９０２２，９０２３，９０２４，
９０２５，９０２６は、ベアリングを介してシャフト９０１上に取り付けることができ、
各回転子がシャフト９０１とは独立に回転できる。
【００９１】
　本実施例では、回転子は、上述の図３に関連して述べた回転子と類似の構造であり、複
数のアームを介してハブに連結されるリムを有する。この場合の回転子９０２１，９０２

２，９０２３，９０２４，９０２５，９０２６は、リムとハブに隣接して配置される接触
領域９０３１，９０３２を備える。この接触領域は、各回転子の間に配置される電流伝達
機構（固定子フレーム）上に取り付けられるブラシアセンブリと接触するために設けられ
る。電流伝達機構の構造については、以下でさらに詳しく述べる。
【００９２】
　上の実施例でと同じように、シャフト９０１は、アセンブリを通る電流／電圧を供給す
るために利用され、回転子９０２１，９０２２，９０２３，９０２４，９０２５，９０２

６を通る直列回路の作成を可能とする。この場合の回転子アセンブリは、約２０００Ａの
電流で運転されるように設計される。最大の電流伝達を確保するために、シャフトと回転
子は、それらの接触面、すなわち、駆動電流の伝達に作用するブラシアセンブリと直接接
触する表面を有することができ、金でめっきされる。
【００９３】
　図３４は、回転子アセンブリ９００の配置をさらに詳細に示す。図より、この場合のシ
ャフト９０１は、３つのセクション、つまり入力セクション９０１１、中間セクション９
０１２及び出力セクション９０１３から成り、これらは互いに連結されてシャフトを形成
する。シャフトの入力及び出力セクションは導電性材料から構成されるが、中間セクショ
ンは、絶縁／隔離材料から構成される。この実施例での全シャフト９０１には、ロッド９
０５（図示せず）を受け入れるための通路が設けられる。この場合、ロッドは、シャフト
を付加的に補強し、ロッドを絶縁材料で被覆して、シャフトをギアリングアセンブリ等（
すなわち、シャフトから電気的に隔離され、活性化されていない外部ギア等）に安全に連
結することができるようにしてもよい。
【００９４】
　図より、回転子の大部分９０２１，９０２２，９０２３，９０２４，９０２５は、別々
の間隔をおいて、中間セクション９０１２上に配置される。中間セクション９０１２は、
一連の連動する自動位置決め（ｓｅｌｆ　ｌｏｃａｔｉｎｇ）要素の形をしており、それ
ぞれの要素が回転子９０２１，９０２２，９０２３，９０２４，９０２５を支持する。回
転子は、間隔をあけて配置され、本実施例ではシャフト９０１の出力セクション９０１３

上に配置される回転子９０２６を除いて、シャフト９０１の導電性セクションに接触しな
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い。回転子を通る必要な直列回路を提供するため、固定子フレームの形をした電流伝達機
構が回転子間に配置される。回転子と固定子フレームとの間の接触は、固定子フレーム上
に配置されるブラシによる。ブラシは、関連のある回転子の接触面に係合するように配置
される。固定子フレームの構造及びブラシの配置については、さらに詳細に以下で述べる
。
【００９５】
　シャフトの中間セクション９０１２を含む要素は、モータにより生み出されるトルクを
伝達するのに十分強く、また、モータの短絡を防ぐために、シャフトの入力側９０１１を
出力側９０１３から電気的に絶縁／隔離できる材料から構成されなければならない。つま
り、この材料は、適切な機械的性質を備えた適切な絶縁材料でなければならない。中間セ
クション９０１２の要素の構成に適切と考えられる１つ材料は、陽極酸化アルミナである
。アルミニウムの表面上の陽極酸化層が、銅及びアルミニウムの表面の間に電気的絶縁／
隔離層を形成する。この絶縁／隔離の品質（すなわち、絶縁破壊する前にかけることので
きる電圧）は、陽極酸化層の深さの関数である。この利用では、使用される電圧は低いも
のだけであるため（１０Ｖ未満）、アルミニウム成分の表面上の陽極酸化深さは４０μｍ
で十分である。もちろん、当業者は、任意の適当な金属等の他の材料を用いて、導電性の
成分又は適当な繊維複合体等から電気的に絶縁されることを十分に理解するであろう。
【００９６】
　図３５は、電流伝達機構（固定子フレーム）９０４の構造をより詳しく示したものであ
る。図より、この場合の固定子９０４は、２つのセクション９０４１，９０４２から成り
、これらはともに結合されて固定子を形成する。この場合、固定子９０４は、リムに隣接
して配置される金属繊維ブラシ（ＭＦＢ）アセンブリ９０６１，９０６２，９０６３，９
０６４，９０６５，９０６６，９０６７及びハブに隣接する９０７１，９０７２，９０７

３，９０７４，９０７５，９０７６，９０７７を支える。
【００９７】
　この特定の実施例での固定子フレーム９０４は、全重量を減らすためにアルミニウム又
はチタンで作られ、固定子の全重量をさらに減らすために、最小負荷領域９０８１，９０
８２，９０８３，９０８４，９０８５，９０８６，９０８７において材料を軽減すること
もできる。固定子の全重量を減らすことに加えて、切り欠き９０８１，９０８２，９０８

３，９０８４，９０８５，９０８６，９０８７により、回転子アセンブリの強制冷却をよ
り効果的にすることもできる。この特定の実施例では、固定子フレームは導電性であるが
、電気抵抗がブラシより高いため、電流はブラシのほうを通り抜ける。各ブラシアセンブ
リ及び固定子を通る電流路については以下でより詳しく説明する。本実施例では、導電性
材料を用いるが、当業者は、もちろん、非導電性材料又は絶縁被覆を備えた導電性材料を
用いて、固定子フレームを構成することもできることを十分に理解するであろう。
【００９８】
　図から分かるように、この場合、固定子フレーム９０４は、一連のノッチ９０９１，９
０９２，９０９３，９０９４，９０９５を備える。ノッチ９０９１，９０９２，９０９３

，９０９４，９０９５は、固定子フレーム９０４のための係留点を与え、フレームをシャ
フト９０１に対して決まった位置に取り付けることができる。固定子フレームを決まった
位置に固定することにより、電流がブラシアセンブリ間を流れるときに固定子に及ぼす任
意のトルクの影響を打ち消す。
【００９９】
　この実施例で描かれた固定子フレームは、全部で７対のブラシを有し、同様に、７つの
平行な電流路を意味する。選択された金属繊維ブラシは、２３ｍｍ×３５ｍｍの横断面と
、１ブラシ当たり３３０Ａの定格電流を有する。これは、同様に、７つの平行路の定格電
流の合計が２３１０Ａであることを意味する。ブラシの配置及び各固定子を通る電流路を
、図３６に示す。この場合、固定子アームの１つの横断面を示す（すなわち、ブラシ９０
６１，９０７１を担持するアーム）。図より、固定子９０４は、電流が前の回転子の外径
から次の回転子の内径に向くように配置される。累積するブラシの摩耗を補償するために
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、板ばね９１０を設けてブラシアセンブリの軸方向の動きを可能とする。さらに、ばね９
１０は、ブラシ上に軽い圧力をかけて、ＭＦＢと隣接する回転子との間の係合が途切れな
いようにする。
【０１００】
　この場合のブラシアセンブリは、シャント９１１及び９１２を含み、これらは、フレキ
シブルワイヤ９１３によりここでは相互接続される。ワイヤは、内側ブラシから外側ブラ
シへの電流リターン路を完成させる。固定子（及びワイヤ）は２．５Ｔの軸方向駆動場に
さらされるため、ワイヤのリターン路は、半径に対し接線方向での、固定子の軸の周りに
対応するトルクを生み出す力を受ける。固定子は固定されているので、生み出されるトル
クは打ち消されるが、フレキシブルワイヤ上の力は、拘束されていなければ、ブラシに負
荷をかけ、ブラシを回転面と接触させたままにするために用いられるばねの力を打ち消す
可能性がある。ワイヤを固定子フレームに組み込むことにより、ワイヤの、場の方向にお
ける動きを拘束する。
【０１０１】
　上で述べた通り、固定子を通る回路は、電流がハブからリムへ流れるように向けられる
。金属繊維ブラシは、金属ブラシを流れる電流の向きに応じて、摩耗率が異なるから、酸
化の差のために、正極に接続されるブラシは摩耗率がより高く、負極に接続されるブラシ
は摩耗率がより低い。電流が流れる方向に対する、ブラシの物理的方向自体も、ブラシの
摩耗量の因子となる。この場合、リムでのブラシは、ハブに隣接して配置されるものより
大きな回転摩耗を受ける。その結果として、ハブの周りに配置されるブラシは、電流の流
れる方向により、より大きな摩耗を有するように配向される（すなわち、ハブに配置され
るブラシは事実上正極ブラシであり、リムブラシは事実上負極ブラシである）。
【０１０２】
　図３７は、電流の流れと回転子上に誘導される力との間の関係を示す。図より、電流は
ハブからリムへと流れ、その結果、回転子に対し９０°の力が生じる。ブラシを回転子の
周りに対称的に配置することにより、回転子にかかる力の釣り合いがとれ（すなわち、回
転子の向かい合う対称的な端部での力の大きさが同じで向きが反対となり）、なめらかな
回転がもたらされる。このなめらかな力の分配は振動を低減し、船、潜水艦及び重機等の
、静かで低振動のモータを求める用途に理想的なモータを作る。当業者は、もちろん、よ
り多くの電流路を加えることにより、回転子すべてにわたってより均一な力の分布を達成
して、よりパワフルなトルクを生み出すことができる。
【０１０３】
　図３８及び３９に、直列に並べられた回転子の間の、電流を伝達するための別の機構を
示す。この実施例では、導電性流体を利用して電流伝達に作用する。流体伝達機構の使用
は、固体ブラシに対して数多くの利点がある。例えば、摩擦損失の低減、摩耗の低減、メ
ンテナンスの削減、電流容量を接触面積及び体積を増やすことにより増加できること、及
び、複雑なブラシ取り付け部品を必要としない単純化されたデザインである。
【０１０４】
　図３８は、本発明の一実施形態による流体系固定子アセンブリ１０００の片側を描く。
図より、固定子アセンブリ１０００は、外側ディスク１００１と内側ディスク１００３と
を含む複合ディスクの形をしている。これらディスク１００１及び１００３は、間隔をあ
けて配置され、それらの間に流路１００２を形成する。内側ディスク１００３の外周と、
外側ディスク１００１の周壁の内側には、シール部１００４が設けられる。
【０１０５】
　図３９から分かるように、外側ディスク１００１には、内側ディスク１００３のハブ１
００６に隣接する流路１００２上への開口部１００５が設けられる。ハブ１００６の周り
と、開口部１００５の周囲には、シール部１００７が設けられる。当業者は、これらシー
ル部は、隣接する回転子の接触部分が流路に係合すると、流体の漏れを防ぐために必要で
あると十分に理解するであろう。
【０１０６】
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　図４０は、流体系固定子アセンブリ１０００と回転子１１００１，１１００２，１１０
０３，１１００４の配置を描く。図より、回転子１１００２，１１００３，１１００４は
、シャフトの中間セクション１１０１２に取り付けられ、回転子１１００１はシャフト１
１０１の出力セクション１１０１３に取り付けられる。上記実施例と同様に、中間セクシ
ョン１１０１２は、絶縁／隔離材料から構成され、回転子とシャフトの導電性セクション
との短絡を防ぐ。回転子１１００１，１１００２，１１００３，１１００４のそれぞれの
間に、固定子アセンブリ１０００１，１０００２，１０００３が配置され、この場合固定
子アセンブリは、前の回転子の外径から、次の回転子の内径へと電流を伝達するように配
置される。
【０１０７】
　図より、各固定子アセンブリは、シャフト１１０１が固定子アセンブリ１０００１，１
０００２，１０００３の各ハブ１００６を通り抜けて、隣接する回転子の接触表面が各固
定子アセンブリ１０００１，１０００２，１０００３の開口部１００５の中に保持され、
流体路１００２と通じるように、取り付けられる。シール部１００７は、回転子の接触平
面の部分を掴み、電流伝達機構と回転子の間の流体密封シールを形成する。同様に、各回
転子１１００１，１１００２，１１００３，１１００４のリム上の接触面は、流体路１０
０２内部に係合され、シール部１００４がそれらの間に流体密封バリアを形成する。
【０１０８】
　本実施例では、電流伝達機構は動かず、シール部１００４及び１００７が、それらが連
結される回転子１１００１，１１００２，１１００３，１１００４の動きに合わせて回転
する。本伝達機構は、流体の自然圧縮性のために、回転子からの多少の側方への動きに合
わすことができるので、摺動するシール部は必要ない。図３８～４０の電流伝達機構の構
造を考えて、回転子の接触表面がシール部１００４，１００７の中に位置した時点で、流
体路１００２に流体を導入することができることも、当業者は十分に理解するであろう。
このような場合、外側ディスク１００１は、密封可能な流体ポートを含み、流体を流体路
１００２に注入できるようにしてもよい。導電性流体は、硫酸、塩酸又は他の適当な酸、
水酸化ナトリウム、塩化ナトリウム、硝酸銀、水酸化カリウム又は他の適当なイオン又は
電解流体等の任意の適当に安定した導電性流体であってよいことを、当業者は十分に理解
するであろう。いくつかの場合、流体は、水銀、ウッドメタル、ローズメタル、フィール
ドメタル、Ｂｉ－Ｐｂ－Ｓｎ－Ｃｄ－Ｉｎ－Ｔｌ、ガリウム等の、液相の金属であっても
よい。
【０１０９】
　上記実施例に関して述べたように、回転子は、所望のトルクを誘導するために、強磁場
にあるように設計される。上で述べた実施例は、ＨＴＳ材料、より具体的には、ＢＳＣＣ
Ｏ　ＨＴＳテープ等のＨＴＳテープから構成されるソレノイドを利用する。ＨＴＳテープ
を使用する代わりに、ＭｇＢ２　ＨＴＳワイヤを用いることもある。ＭｇＢ２ワイヤは、
近年、様々な部分及び長さで、より容易に入手できるようになってきた。ＨＴＳテープよ
りＭｇＢ２ワイヤを用いるほうが、多くの利点がある。第１に、１メートル当たりのコス
トがかなり低い（現在、約２５ＵＳＤ／ｍのＢＳＣＣＯテープに対し、ＭｇＢ２は約３～
４ＵＳＤ／ｍである）。垂直な外部場に対するＪＣ／ＪＣＯ挙動は、平行な外部場に対す
る挙動と同じである。それ故、垂直なＪＣ／ＪＣＯ挙動が平行な外部場に対するＪＣ／Ｊ

ＣＯ挙動により近いため、パッシブ型磁束ガイドに対する必要性を低減又は除外する。
【０１１０】
　垂直及び平行な外部場におけるＭｇＢ２の有益なＪＣ／ＪＣＯ特性により、パッシブ型
磁束ガイド（すなわち、スチール磁束ガイド）を必要としないため、重量を減らした駆動
コイルアセンブリの構造物が可能となる。より小さなスチールの使用と同時に、場の帰還
路が、駆動場の均一性に関し、軸方向及び半径方向ともに、いくつかの利点を有する。こ
のようにして、設計決定は、エンジンの最終的に目的とする用途に応じて、場の均一性の
必要性と重量低減とのバランスをとることができる。
【０１１１】
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　ＭｇＢ２又は平行又は垂直場の特性の間の差異がほとんどまたは全くない他の超伝導ワ
イヤを利用することの別の利点は、アクティブ型磁束ガイドを用いることができる点であ
る。アクティブ型磁束ガイドの使用の一例を図４１に示す。一次コイル１２０１の両側に
、対向する磁場を有する２つのコイル１２０１，１２０３を配置する。これらの外部コイ
ルは、力線を圧縮し屈折させる。この方法を用いると、一次コイルの場を操作して、ソレ
ノイドの軸に沿う漂遊磁界の量を最小とすることができる。このようなアクティブ型遮蔽
の使用は、ＭｇＢ２ワイヤ又は垂直及び平行な場内性能の間に大きな差がない同等のワイ
ヤを用いるときにのみ、実際に可能である。付加的な遮蔽コイルの存在により、駆動ソレ
ノイドの端部における付加的な場の集中は、１Ｇ及び２ＧのＨＴＳワイヤの著しい電流容
量のディレーティングをもたらすであろう。
【０１１２】
　このことを考慮に入れると、アクティブ型遮蔽の利点は、大きな磁束のために必要なも
のとしてＭｇＢ２を用いると、スチール磁束ガイドが取り除かれ、重量を減らすだけでな
く、軸方向の漂遊磁界の量を増やすことであるとより容易に分かる。アクティブ型遮蔽の
使用は、漂遊磁界の抑制のために、目的とする用途及び管轄の基準に応じて、鉄又はニッ
ケル系の遮蔽材料を用いて、さらなるパッシブ型遮蔽の必要性を取り除いてもよいし、そ
うでなくともよい。
【０１１３】
　図４２は、本発明の一実施形態によるモータ１３００の構造を描く。図より、モータ１
３００は、超低温ユニット１３０２と回転子アセンブリ１３０３を収納する一次ケーシン
グ１３０１を有する（図４３参照）。モータはまた、二次ケーシング１３０４１，１３０
４２を一次ケーシング１３０１の両端部に備える。二次ケーシング１３０４１，１３０４

２のそれぞれは、この場合、モータを通る駆動電流を提供するために、ブラシアセンブリ
を収納する。二次ケーシング１３０４１，１３０４２は、冷却アレーを取り付けられても
よい。この実施例では、冷却アレーは、回転子アセンブリを通る空気を吸い込むための一
連のファンの形をしている。
【０１１４】
　モータの内部配置を、図４３にさらに詳細に示す。図より、モータ１３００は、複数の
モジュラー部品からなり、メンテナンス時、部品へのアクセスと部品の交換が容易となる
。一次ケーシング１３０１は、極低温ユニット１３０２を支え、このユニットは、本実施
例では、ハウジング内部に取り付けられた極低温体１３０６の側面に取り付けられるパル
ス管クライオクーラー１３０５を含む。極低温体１３０６は、極低温エンベロープの中に
一次ＨＴＳソレノイド１３０７を封入したものである。このクライオクーラーは、約２０
Ｋのコイルアセンブリの運転温度を可能とするサイズである。クライオクーラーは、銅の
冷たいフィンガー部が取り付けられ、このフィンガー部は、コイルアセンブリ内のコイル
それぞれへの伝導熱分配路を形成する。
【０１１５】
　上記実施例でのように、ＨＴＳソレノイドは、回転子アセンブリ内の電流と反応して駆
動力を生み出す駆動静磁場を提供する。駆動コイルのこの設計ポイント及び基準は、上で
詳細に説明した。示された実施例では、ソレノイドは、６０個のＳｕｍｉｔｏｍｏ　ＢＳ
ＣＣＯコイルから成り、それぞれのコイルが内径３４０ｍｍ、外形３７７．１２ｍｍ（０
．２９ｍｍワイヤ６４巻）である。ソレノイドの動作電流は２００Ａであり、これは、中
央穴の全域に２．５Ｔの平均磁場強度を生み出す。コイルアセンブリの全長は３０８．２
ｍｍである。
【０１１６】
　本実施例にて分かるように、極低温体１３０６は、通常円筒形であり、回転子アセンブ
リの受け入れのための穴を有する。図より、極低温エンベロープは、本体１３０６の外壁
１３０６１と内壁１３０６２の間に形成され、回転子アセンブリが、本体１３０６の内壁
の間に形成される穴１３０８の内部に受け入れられる。
【０１１７】
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　回転子アセンブリ１３０９は、この場合、上記図３３及び３４に関して述べた、一般的
な構造である。アセンブリは、この場合、主に、６つの回転子１３０９１，１３０９２，
１３０９３，１３０９４，１３０９５，１３０９６からなり、これらがシャフト１３１０
の絶縁／隔離されたセクション１３１０２上に配置される。各回転子の間には、図３５及
び３６に関連して述べたタイプの固定子アセンブリ１３１１１，１３１１２，１３１１３

，１３１１４，１３１１５，１３１１６がある。固定子アセンブリは、前の回転子のリム
から次の回転子のハブへと直列にブラシアセンブリを横切って電流を伝える。電流が回転
子を通って流れるとき、誘導された力がシャフト１３１０上のトルクへと変換される。図
より、この場合のシャフト１３１０は一対のベアリング１３１２１，１３１２２上に取り
付けられる。ベアリング１３１２１，１３１２２は、標準的な金属ベアリングを使用する
と、大きな磁場の近くにあることにより、より大きな回転抗力を引き起こす恐れがあるた
め、セラミックベアリングであることが好ましい。上の実施例でのように、シャフトは、
補強ロッド１３２０を受け入れるために、中空の構造物である。
【０１１８】
　本実施例に見られるように、シャフトは、穴１３０８と一次ハウジング１３０１を越え
て、可動なエンドキャップアセンブリ１３１４１，１３１４２に配置される通路１３１３

１，１３１３２を通り抜けて、二次ハウジング１３０４１，１３０４２へと延びる。この
場合、エンドキャップ１３１４１，１３１４２は、通路１３１３１，１３１３２を除いて
、一次ハウジング１３０１と穴１３０８の両方を密封する。この特定の実施例では、エン
ドキャップ１３１４１，１３１４２は、磁束ガイドとして働く複数のスチール板１３１５

１，１３１５２，１３１５３，１３１５４を備える。エンドキャップの構造により、板を
選択的に取り外して／加えて、磁束ガイドの寸法を変えることができる。当業者は、もち
ろん、一次ソレノイドをＭｇＢ２から構築する場合には、スチール板を上述のアクティブ
型磁束ガイドで置き換えることができることを十分に理解するであろう。
【０１１９】
　二次ハウジング１３０４１，１３０４２は、エンドキャップアセンブリのそれぞれに取
り付けられる。当業者が十分に理解するように、回転子アセンブリは、摩擦加熱及び抵抗
加熱の両方を受ける。二次ハウジング１３０４１，１３０４２は、冷却ファンからの空気
の流れを通路１３１３１，１３１３２及び穴１３０８へと方向づけるために、通常漏斗の
形をしたアセンブリであり、これにより回転子アセンブリ１３０９を冷やす。さらに、二
次ハウジングの外に向けて広がった形により、シャフト１３１０の入力セクション１３１
０１及び出力セクション１３１０３に接触するように配置される、入力ブラシ１３１６１

及び出力ブラシ１３１６２のそれぞれを収容することができる。図の実施例では、シャフ
ト１３１０はまた、二次ハウジングを越えて延び、シャフトを、ギアリングアセンブリ、
スプロケット駆動等を含む様々なトルク伝達装置に、又はホイール、プロペラ、トラック
等の駆動部品に直接連結させることができる。当業者は、もちろん、これらのトルク伝達
装置は、シャフト１３１０から電気的に隔離／絶縁される必要があることを十分に理解す
るであろう。これは、シャフト上、又はトルク伝達又は駆動機構上に絶縁被覆部をおくこ
とによりなされてもよい。
【０１２０】
　本実施例で用いられるソレノイドは、ほぼ正方形のアスペクト比を有する。ソレノイド
の外径は３７７．１２ｍｍであり、ソレノイドの長さは３０８．２ｍｍである。経験と無
数のモデルより、この正方形のプロファイルは、ＨＴＳテープの所定の長さに対し、所望
の作動領域において最大の場を生み出すことが示された。正方形のプロファイルはまた、
拡大縮小が可能であるという利点を付け加える。つまり、所定のスケーリングファクター
（上記実施例におけるｙ＝１／２ｘ）に対し、寸法（場の大きさではない）を大きく又は
小さくしたにもかかわらず、ソレノイドの内部穴における場の分布は同じままである。重
要なのは、ワイヤ内の場の挙動もまた、ほぼ同じであるため、ターゲットとなる動作場を
達成するのに必要な巻き数が、全く同じではないにしろ、類似であるという事実である。
これは、１Ｇ及び２Ｇワイヤにも同等に適用するが、スチールの磁束ガイドはコイルに比
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例して拡大される。
【０１２１】
　図４４は、モータアセンブリ１３００を流れる電流を示す。図から分かるように、駆動
電流（ブロック矢印で示す）を、入力ブラシを介してシャフト１３１０の入力セクション
１３１０１に付加した。この電流は、シャフトから、第１の固定子アセンブリ１３１１１

のリムの周りに配置されるブラシアセンブリへと流れ、その後、ペアであるブラシとの間
に配置されるワイヤを介してリムに隣接して配置される対応するブラシへと流れる。固定
子１３１１１のリムに隣接するブラシアセンブリは、第１の回転子１３０９１のリムと直
接接触し、次に、回転子のリムからハブへと電流が流される。ハブは、固定子１３１１２

のハブブラシアセンブリと直接接触する。さらに、電流は、ハブブラシアセンブリから固
定子のリムブラシアセンブリへと流される。第２の固定子アセンブリ１３１１２のリムブ
ラシは、第２の回転子１３０９２のリムと直接接触し、電流を固定子１３１１２から回転
子１３０９２を通って、ハブへと流すことができ、ここで第３の固定子１３１１３アセン
ブリのハブブラシアセンブリへと伝達される。上に述べたのと同様の電流伝達過程が、残
りの固定子１３１１３，１３１１４，１３１１５及び１３１１６と、回転子１３０９３，
１３０９４，１３０９５に対しても起こり、すなわち、電流は、隣接する固定子及び回転
子の、ハブからリムへ、リムからハブへと流れる。取り付けられている回転子１３０９６

は、回転子アセンブリから、次に、出力ブラシ１３１６２（図示せず）に連結されるシャ
フトの出力セクション１３１０３へと電流を伝達し、モータを通る直列回路を完成させる
。
【０１２２】
　図４５は、極低温体１３０６の中央穴１３０８へ挿入するための回転子アセンブリの構
造を描く。図より、アセンブリの回転子及び固定子は、端部プレート１３１７１，１３１
７２の間のシャフト１３１０２の中間セクションに取り付けられる。この端部プレート１
３１７１，１３１７２は、ベアリング１３１２１，１３１２２を担持し、回転子固定子ア
センブリを通る駆動電流を印加すると、シャフトを回転させることができる。この場合に
見られるように、端部プレート１３１７１，１３１７２は、一連の支柱１３１８１，１３
１８２，１３１８３，１３１８４，１３１８５によって互いに連結される。支柱１３１８

１，１３１８２，１３１８３，１３１８４，１３１８５は、回転子及び固定子をこえて端
部プレートの間で延びる。この場合の支柱は、適当な繊維複合体、例えばＧａｒｏｌｉｔ
ｅ等の非導電性材料から作られる。
【０１２３】
　図４６は、回転子アセンブリの断面図であり、支柱と、回転子及び固定子の間の相互作
用を表す。図から分かるように、支柱１３１８１，１３１８２，１３１８３，１３１８４

，１３１８５のそれぞれは、外形面（ｐｒｏｆｉｌｅｄ　ｓｕｒｆａｃｅ）１３１９を有
する。この場合の外形は、回転子のリムの部分を受け入れるための凹型部分１３１９１を
提供する。この外形面の隆起部分１３１９２が固定子のリム、より具体的には固定子のリ
ム内に設けられた凹型部分に係合する。これは、固定子を固定し、その回転を妨げるよう
に働く。
【０１２４】
　上の実施例から分かるように、モータには、モジュラー構造物が設けられる。この配置
により、様々な部品を、メンテナンス等の時に、比較的容易に、モータから取り外すこと
ができる。さらに、これにより、部品を容易く交換でき、全体的な時間を減らす。
【０１２５】
　図４７は、本発明の一実施例によるモータ１４００の断面図である。図より、モータ１
４００は、複数のモジュラー部品からなり、メンテナンス時、部品に容易にアクセスして
交換できる。一次ケーシング１４０１は極低温ユニット１４０２を支え、このユニットは
、本実施例では、ハウジング内に取り付けられる極低温体１４０６の側面に取り付けられ
たパルス管クライオクーラー１４０５を含む。この極低温体１４０６は、極低温エンベロ
ープ内に一次ＨＴＳソレノイド１４０７を封入したものである。クライオクーラーは、約
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２０Ｋのコイルアセンブリの動作温度が可能なサイズである。クライオクーラーは、銅の
冷たいフィンガー部に取り付けられ、このフィンガー部は、コイルアセンブリ内のコイル
それぞれへの伝導熱分布路を形成する。
【０１２６】
　上記実施例と同様に、ＨＴＳソレノイドは、回転子アセンブリ内の電流と反応して駆動
力を生み出す駆動静磁場を提供する。駆動コイルのこの設計ポイント及び基準は、上で詳
細に説明した。ソレノイドの動作電流は２００Ａであり、これは、中央穴の全域で２．５
Ｔの平均磁場強度を生み出す。
【０１２７】
　本実施例にて分かるように、極低温体１４０６は、通常円筒形の構造であり、回転子ア
センブリを受け入れるための穴を有する。図より、極低温エンベロープは、低温体１４０
６の外壁１４０６１と内壁１４０６２の間に形成され、回転子アセンブリが低温体１４０
６の内壁の間に形成される前記穴１４０８の内部に受け入れられる。
【０１２８】
　この場合の回転子アセンブリ１４１０は、逆回転のために構成される点で、上記実施例
とは異なる。この場合、回転子アセンブリ１４１０は、内側シャフト１４１１に取り付け
られ、固定子アセンブリ１４１２は外側シャフト１４１３に取り付けられる。回転子と固
定子は、上記図３３～３５に関連して述べたもとの同様の構造をしている。図より、外側
シャフト１４１３は中空構造で、この中を内側シャフト１４１１が通り抜け、両シャフト
はベアリング１４１４上に取り付けられる。固定子１４１２内部を流れる電流は、回転子
の電流と反対方向に流れるため、回転子とは反対方向に自由に回転する。つまり、外側シ
ャフト１４１３は、内側シャフト１４１１とは反対方向に回転する。回転子及び固定子ア
センブリのより詳細な説明を以下で行う。
【０１２９】
　この実施例にて分かるように、シャフトは、穴１４０８とハウジング１４０１を越えて
、取り外し可能なエンドキャップアセンブリ１４１６１，１４１６２に配置される通路１
４１５１，１４１５２を通って延びる。エンドキャップ１４１６１，１４１６２は、この
場合、一次ハウジング１４０１と穴１４０８の両方を、通路１４１５１，１４１５２を除
いて、密封する。エンドキャップ１４１６１，１４１６２は、磁束ガイドとして働く複数
のスチール板を備える。エンドキャップの構造により、板を選択的に取り外して／加えて
、磁束ガイドの寸法を変えることができる。当業者は、もちろん、一次ソレノイドをＭｇ
Ｂ２、又は、平行又は垂直場特性の間にほとんど又は全く差がない他の超伝導ワイヤから
構築する場合、スチール板を上述のアクティブ型磁束ガイドで置き換えることができるこ
とを十分に理解するであろう。
【０１３０】
　図４８は、回転子アセンブリのより詳細な図であり、図より、回転子アセンブリは、シ
ャフト１４１１に取り付けた一連の回転子１４１０１，１４１０２，１４１０３，１４１
０４を含む。シャフト１４１１は、回転子１４１０１，１４１０２，１４１０３，１４１
０４の中心軸に関して同軸に配置される。この特定の実施例では、回転子１４１０１，１
４１０２，１４１０３，１４１０４は、自由に回転するシャフト１４１１に固定される。
もちろん、当業者は、シャフトを固定して、回転子１４１０１，１４１０２，１４１０３

，１４１０４をシャフト１４１１の周りに自由に回転可能にできることを十分に理解する
であろう。このような構造では、回転子１４１０１，１４１０２，１４１０３，１４１０

４を、ベアリング介してシャフト１４１１上に取り付けて、各回転子をシャフト１４１１
とは独立に回転させることができる。
【０１３１】
　本実施例では、回転子は、図３及び３３に関連して述べた回転子と同じ構造であり、複
数のアームを介してハブに連結されるリムを含む。回転子１４１０１，１４１０２，１４
１０３，１４１０４は、この場合、リム及びハブに隣接して配置される接触領域１４１７

１，１４１７２を含む。この接触領域は、各回転子間に配置される電流伝達機構（固定子
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フレーム）上に取り付けられるブラシアセンブリとの接触のために設けられる。
【０１３２】
　固定子アセンブリ１４１２のより詳細な図を図４９に示す。固定子アセンブリは、複数
の固定子フレーム１４１８１，１４１８２，１４１８３，１４１８４，１４１８５を含む
。固定子フレーム１４１８のそれぞれは、この場合、上記図３５及び３６と関連して述べ
たものと同様の構造である。より具体的には、各固定子フレーム１４１８は２つの部分か
ら成り、この２つの部分がその後ともに結合されて固定子を形成する。この特定の実施形
態における固定子フレームは、アルミニウム又はチタニウムから製造され、全体の重量を
減らし、さらに、固定子全体の重量を減少させるために、最小負荷領域においては材料を
軽減してもよい。固定子の全体重量を減少することに加えて、切り欠きは、固定子アセン
ブリの強制冷却をより効果的にもできる。
【０１３３】
　各固定子フレーム１４１８は、隣接する回転子間の電流伝達のために、複数の金属繊維
ブラシペア１４０９を含む。選択される金属繊維ブラシの横断面は２３ｍｍ×３５ｍｍで
あり、定格電流はブラシ１つ当たり３３０Ａである。固定子及びブラシは、電流の方向が
前の回転子の外径から次の回転子の内径へとなるように配置される。累積的なブラシの摩
耗を補償するために、板ばねを設けてブラシアセンブリの軸方向の動きを可能とする。さ
らに、ばねは、ブラシ上に軽い圧力を与えて、ＭＦＢと隣接する回転子の間の係合が途切
れないようにする。ブラシアセンブリはまた、フレキシブルワイヤにより相互連結される
シャントを含む。このワイヤは、内側ブラシから外側ブラシへの電流のリターン路を完成
させる。
【０１３４】
　図より、固定子は、片方の端部で外側シャフト１４１３に取り付けられる支持部１４１
９に固定される。電流が回転子固定子アセンブリを通って供給され得るように、一連の固
定された入力及び出力スリップリング１４２０が設けられる。もちろん、当業者は、支持
部１４１９は、電気的絶縁材料から構成され、シャフトと固定子の間の短絡を防ぐことを
十分に理解するであろう。
【０１３５】
　図５０は、固定子アセンブリ１４１２に対して本来の場所に（ｉｎ　ｓｉｔｕ）取り付
けられた回転子アセンブリ１４１０を示す。図より、回転子１４１０１，１４１０２，１
４１０３，１４１０４のそれぞれは、固定子１４１８１，１４１８２，１４１８３，１４
１８４，１４１８５のそれぞれの間に組み合わされる。一連のスペーサ１４２１は、内側
シャフト１４１１と固定子１４１８１，１４１８２，１４１８３，１４１８４，１４１８

５の間に配置される。スペーサ１４２１は、外側シャフト１４１３の内部で内側シャフト
１４１１を支え、中心におく。さらに、スペーサ１４２１は回転子と固定子の間の短絡を
防ぐ。図から分かるように、この場合は、電流を入力スリップリング１４２０に印加する
ために、付加的な固定子１４１８６を利用する。
【０１３６】
　図５１は、モータを通る電流の流れを描く。図より、電流は、回転子の電源部から、多
数の平行ブラシを通ってシステムに入り、このブラシは、タービンの回転部分から固定ク
ライオスタット本体を分離する。電流路は、絶縁スペーサ１４２１を介して内側シャフト
に取り付けられる第１の回転子を通って続く。図より、回転子のそれぞれは、回転子とシ
ャフトと固定子との間の短絡を防ぐ絶縁スペーサ１４２１により、内側シャフトに取り付
けられる。電流はその後、回転子電源への電流リターンの始まりである出力リングに定常
電流を供給する最後のブラシセットまで、残りの回転子／固定子ペアを通って直列に流れ
る。
【０１３７】
　回転子のそれぞれの電流はリムからハブへと流れるが、固定子のそれぞれの電流はハブ
からリムへと流れる。電流は回転子及び固定子内では反対方向に流れるため、主な駆動場
との相互作用は、大きさが同一で反対方向のトルクを生み出し、内側シャフト１４１１と
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外側シャフト１４１３を、反対方向に回転させる。シャフトにより生み出されるトルクは
、その後、モータ１４００の外側の各種ギアリング装置を用いて取り出すことができる。
【０１３８】
　上に述べたタービン／モータは直列電流供給を用いる。以下に述べる次の構成は、並列
に電流を供給される。並列電流構成は、低電圧及び大電流を必要とし、これは舶用推進環
境の様な湿気条件には理想的である。
【０１３９】
　並列構成の下では、回転子は、出力シャフトに直接取り付けられる（又は、単一片の、
回転子及びシャフトからなる部分を形成する）。よって、並列構成の下では、回転子は、
互いに電気的に絶縁される必要がない。これは非常に構造を簡単化する。なぜなら、回転
子とシャフトが固定された導電性接続を有するか、一体として形成することができるから
である。
【０１４０】
　さらに、内側ブラシを取り除くことにより、より大きな有効作動半径が生まれる。内側
ブラシは、内径の周りの十分な量のスペースを占め、これは、作動ブレードの長さを回転
軸から遠ざける。並列構成では、内側ブラシが必要ないので、この作動長さを増やせる。
【０１４１】
　ブラシは、各回転子の周辺に取り付けられ、電流は中心シャフトへ、そしてシャフトに
沿って出力ブラシへと移動する。正極は回転子上に、負極は出力シャフトブラシ上に表さ
れているが、これは反対もあり得る。
【０１４２】
　図５２は、本発明の一実施例による並列電流供給のために構成されたタービン１５００
を示す。図より、タービン１５００は、駆動静磁場を提供するＨＴＳソレノイド１５０２
を包み込むクライオスタット１５０１を含む。駆動コイルに対する設計ポイントと基準は
、上で詳細に述べた。
【０１４３】
　クライオスタットの穴内には、上に述べた回転子に類似の構成をもつ複数の回転子ディ
スク１５０３１，１５０３２，１５０３３，１５０３４，１５０３５，１５０３６を含む
回転子アセンブリ１５０３が配置され、駆動シャフト１５０４に直接連結される。回転子
は、この場合、正極を形成する入力電流バスバー１５０５に連結される。図から分かるよ
うに、シャフト１５０４は入力電流バスバーを通り抜ける。もちろん、当業者は、シャフ
ト１５０４が短絡を防ぐために、入力バスバーから電気的に絶縁されることを十分に理解
するであろう。
【０１４４】
　一連の出力ブラシ１５０６（負極）は、入力バスバーとは反対側のシャフトの端部に配
置される。この場合出力ブラシは、導電性の円筒状構造物の内部に入れられている。図か
ら分かるように、シャフト１５０４は、出力ブラシを越えて延びる。それゆえ、本実施例
では、シャフト１５０４上に生み出されるトルクは、出力ブラシ１５０６の片側の多くの
位置において取り出すことができる。
【０１４５】
　図５３は、図５２のタービンを流れる電流の図である。入力バスバー１５０５に電流が
印加されると、一連の導電性ブラシ１５０７により、回転子ディスクのそれぞれのリムに
伝達される。その後、電流は、回転子を通り抜けてシャフト１５０４へと流れ、出力ブラ
シ１５０６へと流れ出る。
【０１４６】
　図５４を参照すると、上記図５２のタービンを背中合わせにした構造が図示されている
。図より、この構造は、一次タービン１６０１と二次タービン１６０２を有し、この二次
タービンが上記構造の出力ブラシ１５０６に置き換わる。一本のシャフト１６０３を用い
て、二つのタービンは接続される。背中合わせの構造の操作は、タービンを通る電流流れ
を示す図５５を参照すると、より容易に理解できる。
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【０１４７】
　図５５から分かるように、入力バスバー１６０４を通って電流が付加されると、電流は
、一次タービン１６０１の回転子１６０５へと流される。電流は、回転子１６０５からシ
ャフト１６０３へと伝達される。その後、電流は、シャフト１６０３に沿って、二次ター
ビン１６０２の回転子１６０６へと流される。そして、電流は、回転子１６０６を通り抜
けて出力電流バスバー１６０７へと流される。シャフト上のユニタリ回転を保証するため
に、二次タービン１６０２の磁場は、一次タービン１６０１と反対の極性である。
【０１４８】
　図５６は、タービンの別の背中合わせの構造を示した。ここでも、構造は、一次タービ
ン１６０１と、上記構造の出力ブラシ１５０６に置き換わる二次タービン１６０２を有す
る。一次タービン１６０１のシャフト１６０３は、導電性スリップジョイント１６０９を
用いて二次タービンのシャフト１６０８に接続される。
【０１４９】
　図５７から分かるように、出力バスバー１６０４を電流が通り抜けると、電流は、一次
タービン１６０１の回転子１６０５へと流れる。電流は、回転子１６０５からシャフト１
６０３へと伝達される。そして、電流は、シャフト１６０３に沿って、スリップジョイン
ト１６０９の片面に流れ、一連のブラシ１６１０を介してスリップジョイント１６０９の
反対の面へと伝達される。電流は、その後、シャフト１６０８に沿って、二次タービン１
６０２の回転子１６０６へと流れる。そして、電流は、回転子１６０６を通って出力電流
バスバー１６０７へと伝達される。この構造を用いることは、二次タービン１６０２内の
磁場は一次タービン１６０１と同じ極性であってもよいことを意味する。
【０１５０】
　図５８は、本発明の一実施例による、さらに別の並行電流供給構造を示す。この構造は
、上記図５２に関して述べたものと類似である。ここでも、タービン１７００は、駆動静
磁場を提供するＨＴＳソレノイド１７０２を包み込むクライオスタット１７０１を含む。
駆動コイルに対する設計ポイントと基準は、上で詳細に述べた。回転子アセンブリ１７０
３は、クライオスタットの穴の内部に位置される。この場合、回転子アセンブリは主に中
空であり、駆動シャフト１７０５に一方の端部で連結されるドラム１７０４を備える。ド
ラムは、この場合正極を形成する入力電流バスバー１７０６に連結される。図から分かる
ように、シャフト１７０５はベアリング取付け部を介して入力電流バスバー１７０６を通
り抜ける、もちろん、当業者は、短絡を防ぐために、ベアリングが入力バスバーから電気
的に絶縁されていることを十分に理解するであろう。
【０１５１】
　図５９から分かるように、電流は、入力バスバー１７０６を通り抜けると、ドラム１７
０４の外面へと伝達され、シャフト１７０４への端部連結部を通って、出力ブラシ１７０
７へと出ていく。
【０１５２】
　図６０は、本発明の一実施例による、さらに別の並行電流供給構造を示す。この構造物
は、上の図５２及び５８に関連して説明したものと類似である。タービン１８００はこの
場合、駆動静磁場を提供するＨＴＳソレノイド１８０２を包み込むクライオスタット１８
０１を含む。駆動コイルに対する設計ポイントと基準は、上で詳細に述べた。回転子アセ
ンブリ１８０３は、クライオスタットの穴の内部に位置される。この場合、回転子アセン
ブリは主に中空であり、駆動シャフト１８０６に中央背骨部１８０５を介して連結される
ドラム１８０４を備える。ドラム１８０４は、この場合正極を形成する入力電流バスバー
１８０７に連結される。図から分かるように、シャフト１８０６はベアリング取付け部を
介して入力電流バスバー１８０７を通り抜ける。もちろん、当業者は、短絡を防ぐために
、ベアリングが入力バスバーから電気的に絶縁されていることを十分に理解するであろう
。
【０１５３】
　図６１から分かるように、電流は、入力バスバー１８０７を通り抜けると、ドラム１８
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０４の外面へと伝達され、背骨部１８０５を通ってシャフト１８０６へと流れ、出力ブラ
シ１８０８へと出ていく。
【０１５４】
　図６２には、並行なタービン構造のさらに可能な構造体を示す。同じく、この構造体は
、先に述べた構造体と類似であり、駆動静磁場を提供するＨＴＳソレノイド１９０２を包
み込むクライオスタット１９０１を含む。駆動コイルに対する設計ポイントと基準は、上
で詳細に述べた。回転子アセンブリ１９０３は、クライオスタットの穴の内部に位置され
る。この場合、回転子アセンブリはほぼ中実なドラム１９０４を有し、このドラムが駆動
シャフト１９０５に直接連結される。ドラム１９０４は、この場合正極を形成する入力電
流バスバー１７０６に連結される。図から分かるように、シャフト１９０５はベアリング
取付け部を介して入力電流バスバー１９０６を通り抜ける。もちろん、当業者は、短絡を
防ぐために、ベアリングが入力バスバーから電気的に絶縁されていることを十分に理解す
るであろう。
【０１５５】
　図６３から分かるように、電流は、入力バスバー１９０６を通り抜けると、ドラム１９
０４の外面へと伝達され、シャフト１９０５へと流れ、出力ブラシ１９０７へと出ていく
。
【０１５６】
　既に説明した導電性液体／流体接触ブラシを、並行構造で使用するために広げることも
できる。導電性流体は、回転子と電流供給部（順回転又は逆回転）の間の電気的接触を作
る。導電性流体は、適当なシーリングを用いて漏れないようにされる。図６４は、導電性
流体を利用する並行構造の一つの可能な構造体を図示する。この場合タービン２０００は
、駆動静磁場を提供するＨＴＳソレノイド２００２を包み込むクライオスタット２００１
を含む。駆動コイルに対する設計ポイントと基準は、上で詳細に述べた。回転子アセンブ
リ２００３は、クライオスタットの穴の内部に位置される。この場合、回転子アセンブリ
は主に中空であり、中央背骨部２００５を介して駆動シャフト２００６に連結されるドラ
ム２００４を有する。
【０１５７】
　ドラム２００４の外面は、導電性流体を入れる凹所２００７を備える。入力バスバー２
００８は流体と接触し、電流をドラム２００４へ、骨部２００５に沿ってシャフトへと伝
達し、出力ブラシ２００９へと送る。
【０１５８】
　図６５は、導電性流体と入力バスバー２００８の間の接触面を示す。図から分かるよう
に、ドラムの凹所２００７とバスバー２００８の外面との間にシール部２０１１が設けら
れる。このシール部は、エンドキャップ２０１０によって定位置に保持される。
【０１５９】
　上で述べたように、タービン／モータのそれぞれにより生み出されるトルクは、各種ト
ルク伝達装置を利用して取り出すことができる。図６６は、トルク伝達及びＲＰＭ等化装
置２１００に取り付けられる、上の図４７に関連して述べた構造のタービン（すなわち、
デュアルシャフト逆回転タービン）を図示する。図より、トルク伝達及びＲＰＭ等化装置
２１００は、内側シャフト１４１１及び外側シャフト１４１３に連結され、一本の出力シ
ャフトを作る。
【０１６０】
　トルク伝達及びＲＰＭ等化装置２１００の構造は、図６７Ａ及び６７Ｂに示され、トル
ク伝達及びＲＰＭ等化装置２１００の断面図を示す。図６７Ａを参照すると、トルク伝達
及びＲＰＭ等化装置２１００は、差動変速機を備える。このシステムは、通常、適切にシ
ールされた油潤滑式ハウジング内にある。図から分かるように、内側シャフト１４１１及
び外側シャフト１４１３の両方が、一対のピニオン・ギア２１０３とかみ合う入力ギア２
１０１，２１０２に連結される。ギアリング装置及びシャフトのすべては、ベアリング２
１０４上に回転可能に取り付けられる。
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【０１６１】
　図６７Ｂから分かるように、内側シャフト１４１１は、外側シャフト２１０５を通って
延び、出力シャフト２１０５に直接連結される入力ギア２１０２に連結される。外側シャ
フト１４１３は、入力ギア２１０１とかみ合うピニオン・ギア２１０３を介して出力シャ
フトに連結される入力ギア２１０２に連結される。
【０１６２】
　図６８Ａ及び６８Ｂは、本発明の一実施形態による別のトルク伝達及びＲＰＭ等化装置
２１００を図示する。図より、この場合のシステムは、かさ歯車のかわりに平歯車又はは
すば歯車を利用する。出力シャフト２１０５はもはや、入力シャフト１４１１，１４１３
と同軸ではない。図から分かるように、内側シャフト１４１１及び外側シャフト１４１３
は、出力シャフト２１０５上のギア２１０２１，２１０２２に連結される入力ギア２１０
１１，２１０１２に連結される。図６８Ｂから分かるように、外側シャフト１４１３は、
出力シャフト上のギア２１０２１と直接かみ合うギア２１０１１に直接連結される。内側
シャフト１４１１は外側シャフトを通って延び、ギア２１０１２と連結する。ギア２１０
１２は、介在するピニオン・ギア２１０６を介してギア２１０２２に連結され、内側シャ
フトにより出力シャフト２１０５上に伝えられる回転が、外側シャフト１４１３により伝
えられる回転と一致することを保証する。
【０１６３】
　電磁タービンの動作の基本原理は、電流を運ぶ導体と定常磁場との間の反応力の生成で
ある。このようにして、フルスピードでの装置のピーク出力を予測することができ、運転
の出力と速度に及ぼすスケーリングの効果を調べることができる。
【０１６４】
　均一な垂直磁場において電流を運ぶ導体上に生まれる力に対する基本方程式は：
【数３】

である。ここで、Ｂは垂直磁場（テスラ）、ｉは導体ワイヤ中の全電流（アンペア）、ｌ
は電流路の全長（メートル）、そしてＦは結果として生じる力（ニュートン）である。
【０１６５】
　この力によって生みだされる中心軸周りのトルク（Ｔ）は、

【数４】

である。ここで、ｒはディスクの半径である。電流を運ぶ導体の長さｌが、シャフト軸か
らディスクの外形まで延びているという単純化された場合には、以下の式となる：
【数５】

 
【０１６６】
　従って、エンジンのトルクは、ブラシに必要な空間が電流を運ぶ導体の長さを減らすと
いった小さなスケールを除いて、ブレードディスクの半径の二乗に合わせて変化すると示
すことができる。
【０１６７】
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　動作電流での装置のピーク出力は、
【数６】

で表すことができる。ここでωは、角速度（rad/s）である。ＲＰＭでは、この方程式は
、

【数７】

となり、ＲＰＭが与えられると出力が得られる。電磁タービンの場合、最大速度は、回転
するブレードディスクの外面上のブラシの最大速度により制限される。用いられる金属繊
維ブラシは、９０ｍ／ｓの固定の表面速度限界（ｖｍａｘ）を有する。ピークＲＰＭは従
って：

【数８】

となる。
【０１６８】
　これから、ディスクの最大ＲＰＭは、ディスクの半径に反比例することが分かる。ＲＰ
Ｍと力の方程式を、元の出力の方程式に代入すると、
【数９】

これを簡略化して、
【数１０】

 
【０１６９】
　もっとも簡単な場合、１つの回転ブレードに使用可能であるピーク出力は、ブレードの
半径に比例する。図６９Ａ～６９Ｃのプロットから分かるように、エンジンの大きさを大
きくすると、トルクはブレードの半径の二乗にともない増加するが、最大動作電流ＲＰＭ
は、半径が増加するにつれて減少する。図６９Ａは回転子直径対トルク、図６９Ｂは回転
子直径対ＲＰＭ、最後に図６９Ｃは回転子直径対出力をプロットしたものである。
【０１７０】
　上記より、本発明によるタービン／モータは容易にスケーリングして、必要とする動作
出力及び速度を反映できる。図７０は、５テスラの作動磁場及び１００００ＡのＤＣ全電
流の高出力密度ＤＣモータである１０ＭＷコンセプト用の一つの可能な構造を示す。これ
は、２５００ｒｐｍのピーク動作速度及び１６の作動ブレードを有する。キャンセルコイ
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ルなしの全直径は、ほぼ１０００ｍｍである。キャンセルコイル有りでは、外径は１．５
～２倍に増えるであろう。キャンセルコイルなしの全長はほぼ１２００ｍｍである。
【０１７１】
　図７１は、図７０の構造のソレノイドによって生み出される磁場のプロットである。ソ
レノイドに加えて、キャンセルコイルを、ソレノイドの周りに配置して、外部場を成形し
、それによって遮蔽の必要性を減らす。
【０１７２】
　図７２は、５テスラの作動磁場及び５００００ＡのＤＣ全電流の、４０ＭＷ高出力密度
ＤＣモータである。これは、１８０ＲＰＭのピーク動作速度と３２の操作ブレードを有す
る。ＲＰＭが低く、逆回転プロペラに適する逆回転シャフトを備えた、海洋用途用に最適
化したものである。キャンセルコイルがないときの全直径は、ほぼ２．５ｍである。キャ
ンセルコイルをつけると外径は、１．５～２倍に増えるであろう。キャンセルコイルなし
の全長はほぼ２．５ｍである。
【０１７３】
　図７３Ａ及び７３Ｂは、図７２のタービンに取り付けることができるＲＰＭ＆トルク等
化システム２１００の装置を示す。図７３Ａから分かるように、外側シャフト１４１３は
かさ歯車２２００に連結される。内側シャフト１４１１には、一連のピニオン・ギア２２
０２によって外側シャフト１４１３上のかさ歯車２２００に連結されるかさ歯車２２０１
が取り付けられる（図７３Ｂ参照）。
【０１７４】
　１つより多いソレノイドが採用される場合（並行電流路を用いる先の詳細な実施例等）
の固定子本体の構造の１つの潜在的な問題は、各ソレノイド間に発現される力である。コ
イルの支持構造の設計時、遭遇する力の大きさを考慮するのを怠ると、固定子アセンブリ
の破壊につながるだろう。図７４は、ベクトル・フィールド・オペラ３ｄを用いてモデル
化された一対のソレノイドを示す。上のソレノイドは、コイルの本体近くに５ガウス面（
一連の青線によって示す）をもたらすために、４つのキャンセルコイルを用いる。キャン
セルコイルは、２つのソレノイドの間に引力又は斥力を及ぼす。
【０１７５】
　モデル化されたコイルは、図４２に示した構造で用いたソレノイドと同じサイズである
。ソレノイドの内径は３４０ｍｍ、個々のソレノイドの長さは３０８ｍｍである。中央に
生み出される平均の場強度は、２．５Ｔ、ピーク場強度は２．７５Ｔである。ソレノイド
間の端から端までの距離は４００ｍｍである。
【０１７６】
　キャンセルコイルを採用しない場合、両コイルの中心軸に沿ったコイル間の引力又は斥
力（Ｆｚ）は、約２８ｋＮである。キャンセルコイルを用いる場合は、主のソレノイド上
の力が約６．５ｋＮである。２つのソレノイド間の主な負荷は減らされるものの、この構
造において４０ｋＮの軸方向の力を受けるキャンセルコイルの適当な支えを確実にするに
は、やはり注意が必要である。
【０１７７】
　　上で述べたタービンの大部分の場合、金属繊維ブラシ上に及ぼす高磁場環境の悪影響
は、ブラシ繊維の向きが磁場の方向と平行であることを保証することによって最小化され
る。この技術は、回転駆動要素と電流運搬面との間で電流を伝達するために液体金属ブラ
シを用いる場合には使用することができない。導電性液体金属媒体中に作られる電流路に
及ぶローレンツ力の影響は、液体に渦を生み出すことである。このような渦の生成は、高
磁場環境におけるブラシの電流運搬能力を制限する。繊維要素を場と合わせるという技術
は、液体金属ブラシでは用いることができず、ブラシを操作できる、磁場がヌル（ｎｕｌ
ｌ）又は低減された領域を生み出すことが必要である。
【０１７８】
　液体金属ブラシが正確に機能するためには、ブラシが、比較的低磁場の領域になければ
ならない。タービンの先のバージョンで用いた単体のソレノイドを２つの構成要素に分け
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ることによって、回転子の有効作動長及び半径が延ばされ、全体として、機械のトルク及
び出力密度を大幅に増加させる。この隙間の第２の利点は、コイルの間に、場のキャンセ
ル領域が起こり、この領域に液体金属ブラシを置くことができる点である。
【０１７９】
　図７５は、液体ブラシを配置した２つに分割されたソレノイド設計を利用するタービン
の一実施例である。この実施例で分かるように、ソレノイド２３００は、間に隙間をおい
て２つのソレノイド２３００１，２３００２に分かれている。隙間内には、回転子２３０
１が配置される。この特定の実施例では、回転子はシャフト２３０２と一体に形成される
。この場合、電流は、回転子２３０１の外側ハブの周りに配置される入力電流アセンブリ
２３０３１を通って、シャフト２３０２を横切って流れ、出力電流アセンブリ２３０３２

へと出ていく。
【０１８０】
　図７６は、図７５のタービンを通る電流伝達を示す。図より、電流は、外側導電性ディ
スク２３０４、導電性流体２３０７を横切って、回転子２３０１の外側リムに付加される
。この場合、導電性流体は、液体金属であり、回転子の外側リムと直接接触する。当業者
は、もちろん、回転子と導電性ディスクの係合が、回転式流体シールを介することを十分
理解するであろう。図より、電流は、回転子のリムからハブへと流れ、シャフト２３０２
に沿って、出力電流伝達アセンブリ２３０３２へと流れる。図より分かるように、シャフ
ト２３０２はこの場合、突起部２３０６を有し、これは、突起部と外側ディスク２３０８
との間に配置される導電性流体２３０７と連通する。突起部２３０６と導電性ディスク２
３０８は、その間に回転子シール部を形成して操業時導電性流体の漏れを防ぐように配置
される。
【０１８１】
　ソレノイドによって生み出される磁場の挙動の場のプロットを、図７７に示す。図から
分かるように、ハイライトの丸で囲んだ領域２３０９は、キャンセル領域を示し、ここで
は場が、主コイルアセンブリの場の強度の１０％未満である。
【０１８２】
　図７５及び７６に示すタービン構造の１つの重要な見解は、ソレノイドアセンブリの形
状を、単独の回転子に出力を与えるように最適化できることである。ベクトル・フィール
ド・オペラ３ｄでの電磁場挙動のモデリングは、上記タービンにとってより最適なコイル
形状が、コイルアセンブリの巻き数を増やすと同時に、有効ソレノイド長を減らすことを
示した。このように、超伝導ワイヤの量をわずかに減らして、タービンの必要な体積を大
きく減らすことができる。
【０１８３】
　以下、図７８に、コイル寸法を改訂したバージョンのタービンを示す。上述の実施例の
ように、ソレノイド２３００は、２つのソレノイド２３００１，２３００２に分割されて
おり、間に隙間をもつ。隙間の内部に回転子２３０１が配置される。この特定の実施例で
は、回転子は、シャフト２３０２と一体的に形成される。この場合、電流は、回転子２３
０１の外側ハブの周りに配置される入力電流アセンブリ２３０３１を通って、シャフト２
３０２を横切り、出力電流アセンブリ２３０３２へと出て行く。この場合、ソレノイドの
厚みは大幅に低減されている。
【０１８４】
　上記実施例でのように、電流は、外側導電性ディスク２３０４、導電性流体２３０７を
横切って、回転子２３０１の外側リムへと付加される。その後電流は、回転子のリムから
ハブへ流れ、シャフト２３０２に沿って、突起部２３０６と導電性ディスク２３０８の係
合を介して、出力電流伝達アセンブリ２３００２へと流れる。
【０１８５】
　図７８の改訂コイルアセンブリの場のプロットを図７９に示す。ここでも、丸で囲んだ
領域は、キャンセル領域２３０９を示し、ここでは、場が主コイルアセンブリの場の強度
の１０％未満である。
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【０１８６】
　図８０及び８１は、上で述べたソレノイドの配置を利用するタービンの別の実施例を示
す。図から分かるように、タービンは、引力内に配置された３つのソレノイド２４０１１

，２４０１２，２４０１３を含む。この構成では、回転子２４０２１と２４０２２は、シ
ャフト２４０３１，２４０３２に連結される。図より、シャフト２４０３２は、タービン
の出力側に、シャフト２４０３１の１セクションを包み込む。図より分かるように、シャ
フト２４０３１は回転子２４０２２の中心を通り抜ける。この場合、シャフト２４０３１

は、回転子２４０２１に連結される導電性セクションと、第２の回転子２４０２２を通り
抜ける非導電性又は導電性の低いセクションとを含む。
【０１８７】
　図８１は、電流が、図８０のタービンを通って流れる様子である。図より、電流は、入
力ブラシ２４０４１から入り、シャフト２４０３１に沿って一方の側へ、第１の回転子２
４０２１へと入り、その後、回転子相互接続バス２４０５に沿って、第２の回転子２４０
２２へと流れる。その後電流は、外側逆回転シャフト２４０３２に沿って、電流出力ブラ
シ２４０４２へと進む。上の逆回転シャフトのトルク出力を均一にするために上述のトル
ク等化システムを用いることができる。これは、第２の回転子が、第１の回転子より短い
有効回転子作動長さを有するために必要である。
【０１８８】
　図８２は、図８０のダブルギャップソレノイドに対する場のプロットである。図からわ
かるように、この種のソレノイドの特徴の１つは、液体金属ブラシが効果的に作動できる
、場のキャンセル又は磁場がヌルの領域２３０９の配置である。
【０１８９】
　上の実施例同様、コイルアセンブリの形状を、ワイヤの長さを減らし、タービンが占め
る体積量を減らすように最適化することができる。図８２から分かるように、場のキャン
セルの領域２６００を内側コイルギャップの中心へとずらすために、ソレノイドの両側の
端部のコイルの巻き数を追加することが必要である。
【０１９０】
　これまでに提示した設計は、回転子の総数の削減に重点をおいてきたが、複数の回転子
及びブラシアセンブリのために、ソレノイドコイルアセンブリに多数のギャップを形成す
ることもなお考えられる。回転子の数を考慮に入れる１つの可能な設計を以下に示す。コ
イルの寸法は、上の図４２に関連して述べた実施例で用いたソレノイドに基づき、コイル
の内径が３４０ｍｍである。コイルは一連のパンケーキ型アセンブリに分割される。これ
らの分割には２つの効果がある。一つ目は、分割したパンケーキの間にある領域が、場の
キャンセルの領域を含むことである。この領域は、液体金属ブラシに適する動作環境を与
えることができる。二つ目に、ソレノイドアセンブリ全体が、ヘルムホルツコイルによく
似た振る舞いをし、ソレノイドの作動領域において場の均一性を増加させる。
【０１９１】
　図８３に見られるように、コイルの端部の場のキャンセルの領域は、コイル間ギャップ
の中心線から押し出される。これは、このコイル構成が、液体ブラシを用いるのに必要な
ヌル領域を与えないことを意味する。結果として、ヌル領域をブラシのために実際に用い
ることができることを確実にするためには、巻き数又はパンケーキの数を調整しなければ
ならない。
【０１９２】
　図８４には、端部コイルを場ヌルが中心になるように調整した５つの領域ヘルムホルツ
コイルアセンブリの場のプロットを示す。この場のプロットが示すように、場のキャンセ
ルの領域は青の暗くなる色調で示す。この特定の構成は、クワッドパンケーキ（ｑｕａｄ
　ｐａｎｃａｋｅ）からなる外側２つのアセンブリを備えた、４つの内側ダブルパンケー
キの集まりを使用する。外側パンケーキアセンブリのダブリングは、コイルの端部の場ヌ
ルを、コイルアセンブリ間の外側ギャップの中心により近づけて移動させる。
【０１９３】
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　図８３及び８４の場のプロットは、３４０ｍｍの内側コイル径で、２０Ｋでの運転では
、コイルの中心を通る平均場が２．５Ｔであると推測する。図８５及び８６は、４Ｔ及び
５Ｔの平均内部場でダブルの端部をもつコイル設計を示すように準備されたプロットであ
る。図８５及び８６のプロットは、システムの拡張性を示す。図８５は４Ｔのアセンブリ
を示し、この場合、４つの内側アセンブリが２つのダブルパンケーキからなり、外側の２
つが４つのダブルパンケーキアセンブリからなる。図８６は、５Ｔでの運転用に拡大され
た図８５の同じアセンブリを示す。
【０１９４】
　パンケーキの数を二倍にするための別の方法として、端部コイル上の巻き数を増やして
、コイル間のヌル領域の位置を制御及び管理することができる。外側コイルが中間コイル
中の巻き数に対して増やされた実施例の場のプロットを図８７に見ることができる。
【０１９５】
　場のプロット図８７は、穴でのターゲット動作場平均が２．５Ｔである、一連の６つの
ダブルパンケーキを示す。端部コイル内の巻き数を増やすことにより、ヌル領域をブラシ
上の求められる動作領域に合うように動かすことができる。上の実施例では、外側コイル
は、内側の４ダブルパンケーキアセンブリがもつ２４６巻き／パンケーキに対し、Ｆｕｊ
ｉｋｕｒａ　２Ｇワイヤの１３０巻き／パンケーキを追加して有する。この点を超えて巻
き数を増加することは、使用するワイヤの総数を大幅に増加したわりには場のキャンセル
領域の有益な変化を制限する結果となった。
【０１９６】
　図８８には、２３０巻きを追加し、穴中の動作場平均が５Ｔ用に設計された場合の同様
のプロットを示す。
【０１９７】
　上の説明は、導電性要素間の直列接続を利用するタービン配置に重点をおいたが、もち
ろん、当業者は、導電性要素の間の並列接続を用いることができることを十分理解するで
あろう。図８９は、並列接続を用いるタービン２５００の１つの可能な配置を示す。図よ
り、タービン２５００はこの場合、シャフト２５０３上に取り付けられた、複数の回転子
２５０２１，２５０２２，２５０２３，２５０２４，２５０２５，２５０２６を収容する
ソレノイド２５０１を含む。バスバー２５０４は、回転子２５０２１，２５０２２，２５
０２３，２５０２４，２５０２５，２５０２６を並行に連結するために設けられる。
【０１９８】
　図９０は、図８９のタービン２５００を通って流れる電流を示す。図より、バスバー２
５０４は、回転子アセンブリ内の回転子２５０２１，２５０２２，２５０２３，２５０２

４，２５０２５，２５０２６の外形の上側に取り付けられる。バスバー２５０４は固定さ
れており金属繊維又は液体金属ブラシアセンブリを含む。電流は、バスバー２５０４を通
り抜け、全並行運搬を６つの回転子間で分割する。その後、電流は、シャフト２５０３を
通って、電流出力アセンブリ２５０６の集電ブラシ２５０５へと流れ出る。電流バスバー
と出力シャフトは、この設計の抵抗材料損失を最小にするのに十分な寸法である。
【０１９９】
　回転軸に沿う磁場の均一性は重要であり、その理由の一つ目は、軸方向のＢ場の均一性
の欠如は、外側回転子に発生するトルクの下落をもたらし、二つ目は、ソレノイドの端部
近くで場の向きに起こる偏向が、ブラシの寿命に影響するだろうからである。場の均一性
に影響する設計因子は複数有るが、与えられた作動直径にとって好ましいコイルアスペク
ト比を保持することもその１つである。一般的に、スクエア又はオーバースクエア型フル
ソレノイド設計は高い均一性につながる。つまり、ソレノイドアセンブリの長さは、個々
のコイルの径と同じかそれより大きい。ヘルムホルツ型コイルアセンブリ、又は一連のギ
ャップを含むコイルアセンブリは、単一の単純なソレノイドよりソレノイドアセンブリの
中央穴の場の均一性の高いレベルを生み出せる。均一性のこの増加に対する代価は、同じ
作動場に対するワイヤの増えた長さである。
【０２００】
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　上述の実施形態は、本発明の例示の目的によるだけのために提供され、当業者には明ら
かなように、それについてのさらなる修正及び改良は、本明細書に記載した広い範囲の本
発明に入ると見なされることを理解すべきである。
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