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(57)【要約】
【課題】回転電気機器に容易に一体化でき、かつ通過す
る電流に耐えられるよう、十分太い導線を有することが
できる電子モジュールを提供する。
【解決手段】頂面、底面、および少なくとも３つの側面
を有するハウジングと、ハウジング内に配置された電子
部品とを備え、前記電子部品が、電力接続部（１０３、
１０４、１０５）に取り付けられており、これらの電力
部品は、すべてハウジングの第１の面の近くに配置され
ている端部を含むことを特徴とする。本発明は、オルタ
ネータ兼スタータにも適用できる。
【選択図】図４ａ
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　頂面、底面、および少なくとも３つの側面によって構成されたハウジング（１０１）と
、
　前記ハウジング（１０１）内に配置された電子部品（１０２）とを備え、
　前記電子部品は、電力接続部（１０３、１０４、１０５）に取り付けられており、
　前記電力部品は、すべて前記ハウジングの第１の面の近くに配置されている端部を有す
る、回転電気機器のための電子モジュール（１０）。
【請求項２】
　前記回転電気機器は、外径部によって寸法が定められ、
　ロータと、
　多相巻線が設けられたステータと、
　回転軸線を中心に前記ロータを支持するシャフトと、
　前記ステータおよび前記シャフトが固定されている支承体と、
　前記支承体内に一体化されているか、または一体化されていない放熱器とを備える、請
求項１に記載の回転電気機器のための電子モジュール（１０）において、
　前記電力接続部（１０３、１０４、１０５）の端部は、すべて前記回転電気機器の外径
部の近くに位置していることを特徴とする電子モジュール（１０）。
【請求項３】
　前記電力接続部（１０３、１０４、１０５）の端部は、すべて前記ロータの回転軸線を
中心とする円の実質的に同じ弧の上に配置されていることを特徴とする、請求項２に記載
の電子モジュール（１０）。
【請求項４】
　ハウジングを有することなく、前記電力接続部（１０３、１０４、１０５）に直接取り
付けられている電子電力部品（１０２）を備えていることを特徴とする、請求項１～３の
いずれかに記載の電子モジュール（１０）。
【請求項５】
　ブリッジ整流器／インバータのうちの少なくとも１つのアームを形成する電子電力部品
（ＭＯＳ）を備え、前記ステータの１つの位相に、１つのアームが協働するようになって
いることを特徴とする、請求項２～４のいずれかに記載の電子モジュール（１０）。
【請求項６】
　ブリッジ整流器／インバータのうちの少なくとも１つのアームを形成する電子電力部品
（ＭＯＳ）を備え、前記ステータの１つの位相に、１つの前記アームが協働するようにな
っていることを特徴とする、請求項２～５のいずれかに記載の電子モジュール（１０）。
【請求項７】
　電力電子部品（ＭＯＳ）を制御する要素（１１１）をも備えていることを特徴とする、
請求項１～６のいずれかに記載の電子モジュール。
【請求項８】
　前記制御要素（１１１）は、集積回路（ＡＳＩＣ）内に設けられていることを特徴とす
る、請求項７に記載の電子モジュール。
【請求項９】
　前記回転電気機器を機能させるための電子電力部品を制御する電子部品（１０２ＣＴＲ
Ｌ、１０２ＣＡ）を備えていることを特徴とする、請求項１～８のいずれかに記載の電子
モジュール（１０）。
【請求項１０】
　前記パワー接続部は、前記モジュールの前記部品に電力を供給するための電力電気導線
（１０３、１０４）を備えていることを特徴とする、請求項１～９のいずれかに記載の電
子モジュール（１０）。
【請求項１１】
　前記電力接続部は、前記ステータの位相に接続されるようになっている少なくとも１つ
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の位相トラック（１０５）を備えていることを特徴とする、請求項１～１０のいずれかに
記載の電子モジュール（１０）。
【請求項１２】
　前記位相トラック（１０５）は、前記ステータの位相出口と直線状となっている端部を
備えていることを特徴とする、請求項１１に記載の電子モジュール（１０）。
【請求項１３】
　前記位相トラック（１０５）は、１つだけであることを特徴とする、請求項１１または
１２に記載の電子モジュール（１０）。
【請求項１４】
　前記電力接続部は、少なくとも２つの位相トラック（１０５）を備えていることを特徴
とする、請求項１１または１２に記載の電子モジュール。
【請求項１５】
　位相トラック（１０５）は、２つの電力電気導線（１０３）と（１０４）との間に配置
された端部（１０５ｚ）を備えていることを特徴とする、請求項１１～１４のいずれかに
記載の電子モジュール。
【請求項１６】
　位相トラック（１０５）は、前記トラック（１０５）と直交する自由端部（１０５ｚ）
を備えていることを特徴とする、請求項１１～１５のいずれかに記載の電子モジュール。
【請求項１７】
　前記自由端部（１０５ｚ）は、前記モジュール（１０）のハウジングを越えて突出する
フック（１０５ｃｒ）を備えていることを特徴とする、請求項１９に記載の電子モジュー
ル。
【請求項１８】
　前記フックック（１０５ｃｒ）は、前記ハウジングの底面または頭面を越えて突出して
いることを特徴とする、請求項１７に記載の電子モジュール。
【請求項１９】
　前記電子部品および前記電力接続部（１０３、１０４、１０５）を支持する前記底面は
、電気的に絶縁性の接着剤により、熱伝導性プレート（１０２２）に固定されていること
を特徴とする、請求項１～１８のいずれかに記載の電子モジュール。
【請求項２０】
　前記電力接続部（１０３、１０４、１０５）は、前記モジュールの底面上で見えるよう
になっていることを特徴とする、請求項１～１９のいずれかに記載の電子モジュール。
【請求項２１】
　前記電力電気導線（１０３、１０４）は、前記モジュール（１０）の底面上で同一面と
なっている平らなトラックであることを特徴とする、請求項１０～２０のいずれかに記載
の電子モジュール。
【請求項２２】
　電力電気導線（１０３、１０４）は、前記モジュール（１０）の底面と平行であって、
異なる平面に位置する端部を備えていることを特徴とする、請求項１０～２１のいずれか
に記載の電子モジュール。
【請求項２３】
　電力電気導線（１０４）は、前記モジュールを前記放熱器の電位に接続するための金属
インサート（１２０）である端部を有することを特徴とする、請求項１０～２２のいずれ
かに記載の電子モジュール。
【請求項２４】
　電力電気導線（１０３）は、前記モジュール（１０）の底面と直交する自由端部を備え
ていることを特徴とする、請求項１０～２３のいずれかに記載の電子モジュール。
【請求項２５】
　前記自由端部は、前記モジュール（１０）の頂面を越えて突出していることを特徴とす
る、請求項２３に記載の電子モジュール。
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【請求項２６】
　前記端部（１０３）を電気的に保護する手段（１２６）も備えていることを特徴とする
、請求項２４～２５のいずれかに記載の電子モジュール。
【請求項２７】
　回転電気機器を機能させるための制御信号を送信するようになっている信号接続要素（
１０６）を備えていることを特徴とする、請求項１～２６のいずれかに記載の電子モジュ
ール（１０）。
【請求項２８】
　前記信号接続要素は、前記モジュールの底面と直交する同一平面内にあり、前記平面は
、回転電気機器のロータ回転軸線（ＡＸ）を実質的に貫通していることを特徴とする、請
求項１～２７のいずれかに記載の電子モジュール（１０）。
【請求項２９】
　前記電力接続部（１０３、１０４、１０５）の端部が配置されているのと同じ側面と整
合する信号接続要素（１０６ｂ、１０６ｃ）も備えていることを特徴とする、請求項１～
２８のいずれかに記載の電子モジュール。
【請求項３０】
　前記信号接続部（１０６ｂ、１０６ｃ）を保護するデバイス（１０７）をも備えること
を特徴とする、請求項２７～２９のいずれかに記載の電子モジュール。
【請求項３１】
　前記モジュールの側面のうちの１つに、前記信号接続部（１０６）が成形されているこ
とを特徴とする、請求項２７～３０のいずれかに記載の電子モジュール。
【請求項３２】
　信号コネクタ（１１６）をも備えていることを特徴とする、請求項１～３１のいずれか
に記載の電子モジュール。
【請求項３３】
　前記ロータの前記励磁コイルに給電するようになっている電子部品（１０２）を備えて
いることを特徴とする、請求項１～３２のいずれかに記載の電子モジュール。
【請求項３４】
　前記ハウジング（１０１）の形状は、実質的に三角形であることを特徴とする、請求項
１～３３のいずれかに記載の電子モジュール。
【請求項３５】
　前記ハウジング（１０１）の側面の１つは、円弧状となっていることを特徴とする、請
求項１～３４のいずれかに記載の電子モジュール。
【請求項３６】
　円弧状をした前記側面は、前記回転電気機器の外周部に向いている面であることを特徴
とする、請求項１～３５のいずれかに記載の電子モジュール。
【請求項３７】
　ブラシホルダーに接続されるようになっている２つの電気接続トラック（＋ＥＸ、－Ｅ
Ｘ）をも備えることを特徴とする、請求項１～３６のずれかに記載の電子モジュール。
【請求項３８】
　前記回転電気機器の前記ロータの位置を検出するセンサのためのハウジング（１１２）
をも備えることを特徴とする、請求項１～３７のいずれかに記載の電子モジュール。
【請求項３９】
　前記放熱器上の組立体のための位置決めデバイス（１０９Ａ、１０９Ｂ）をも備え、こ
のデバイスは、前記モジュール（１０）の底面に位置していることを特徴とする請求項１
～３８のいずれかに記載の電子モジュール。
【請求項４０】
　第１位置決めデバイス（１０９ａ）は、前記信号接続部（１０６）のできるだけ近くに
位置していることを特徴とする、請求項２７～３８のいずれか、または請求項３９に記載
の電子モジュール。
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【請求項４１】
　第２位置決めデバイス（１０９ｂ）は、前記位置決めデバイス（１０９ａ）からできる
だけ遠くに位置している、請求項３９～４０のいずれかに記載の電子モジュール。
【請求項４２】
　前記モジュールを前記放熱器に固定するための固定手段（１１３）を受けるためのオリ
フィス（１０８）をも備えていることを特徴とする、請求項１～４１のいずれかに記載の
電子モジュール。
【請求項４３】
　プレス加工により、前記放熱器に固定できるようになっている支持ゾーン（１１４）を
も備えることを特徴とする、請求項１～４１のいずれかに記載の電子モジュール。
【請求項４４】
　前記電子部品（１０２）が集積化されている少なくとも１つの基板（１２３）を受ける
ようになっている金属プレート（１２１）をも備えることを特徴とする、請求項１～４３
のいずれかに記載の電子モジュール。
【請求項４５】
　電子モジュールは、電力相互接続部品と協働するようになっており、前記電力相互接続
部品（２１）は、前記モジュールに給電（Ｂ＋、Ｂ－）するようになっていることを特徴
とする、請求項１～４４のいずれかに記載の電子モジュール。
【請求項４６】
　フラットオンフラットで、接続部と前記電力相互接続部品の電力ターミナル（２１２０
、２１１０、２１７Ｄ）との接続を行わせるようになっている電力接続部（１０３、１０
４）の一端によって、協働が行われるようになっていることを特徴とする、請求項４５に
記載の電子モジュール。
【請求項４７】
　前記電力相互接続部品（２１）の固定ターミナル（２１５Ｄ）との接続を確立するよう
になっている電力接続部（１０４）の端部（１２０）によって、協働が行われるようにな
っていることを特徴とする、請求項４５または４６に記載の電子モジュール。
【請求項４８】
　前記電子モジュールは、信号相互接続部品（２２）と協働するようになっており、前記
部品は、前記回転電気機器を機能させるようになっている制御信号を伝えることを特徴と
する、請求項１～４７のいずれかに記載の電子モジュール。
【請求項４９】
　前記信号接続部（１０６）と、前記信号相互接続部品の関連する信号相互接続デバイス
（２２１０、２２１１）との間で、協働が行われるようになっていることを特徴とする、
請求項２７～４７のいずれか、または請求項４８に記載の電子モジュール。
【請求項５０】
　ロータと、
　多相巻線が設けられたステータと、
　回転軸線を中心に前記ロータを支持するシャフトと、
　前記ステータおよび前記シャフトが固定されている支承体と、
　前記支承体内に一体化されているか、または一体化されていない放熱器とを備える回転
電気機器において、
　前記回転電気機器は、外径部によって寸法が定められており、かつ
　前記回転電気機器は、請求項１～４９のいずれかに記載の少なくとも１つのモジュール
を備えていることを特徴とする回転電気機器。
【請求項５１】
　各々がステータの１つの位相と協働するようになっている複数の電力電子モジュール（
２０）と、制御モジュール（３０、４０）または制御兼励磁電子モジュールとを備え、
　前記電力および制御電子モジュールは、請求項１～４９のいずれかに記載されたモジュ
ールであることを特徴とする、請求項１～５０のいずれかに記載のリバーシブルな回転電
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気機器。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、回転電気機器のための電子モジュールに関する。
【０００２】
　本発明は、オルタネータまたはオルタネータ兼ステータのような、同期式または非同期
式であるか否かに係わらず、更に自動車用電気機器であるか、ベルトによって駆動される
か、空気、液体または想到できる他の任意の溶液に冷却されるか否かに係わらず、任意の
タイプの多相回転電気機器に適用できるものである。
【背景技術】
【０００３】
　熱機関とオルタネータ兼スタータのような回転電気機器を備える自動車では、その電気
機器は、限定するものではないが、例えば
　－励磁電流が流入する界磁巻線を含むロータと、
　－多相巻線を含むステータとを備えている。
【０００４】
　オルタネータ兼スタータは、モータモードまたは発電機モードで機能する、いわゆるリ
バーシブルな回転電気機器である。
【０００５】
　発電機モード、すなわちオルタネータモードでは、回転電気機器は、自動車の熱機関に
よって駆動されるロータの回転運動を、ステータの位相巻線に誘導される電流へ変換する
。この場合、ステータの位相巻線に接続されたブリッジ整流器は、サイン状に誘導された
電流を、ＤＣ電流に整流し、自動車上の電流消費装置、例えばバッテリーに給電する。
【０００６】
　他方、モータモードでは、電気機器は、ロータのシャフトを介して、自動車の熱機関を
回転させるための電動モータとして働く。この場合、電気機器は、電気エネルギーを機械
式エネルギーに変換する。この場合、インバータは、バッテリーからのＤＣ電流を交流電
流に変換し、ロータを回転させるよう、ステータの位相巻線に給電する。
【０００７】
　回転電気機器の作動モード（モータモードまたは発電機モード）を決定するために、制
御信号が使用されている。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　従来技術において、国際公開特許第WO02/060038号明細書では、ブリッジ整流器／イン
バータは、電子ボックス内に集積化された複数のトランジスタを備え、電子ボックスは、
三相接続ケーブルを介して回転電気機器に接続されている。この解決案は、エンジンルー
ムで利用できる空間に対して、寸法が大きく、ケーブルおよびその組み立てに費用がかか
る。このことは、追加コストがかなり大となるということを意味する。
【０００９】
　第２の従来技術において、ドイツ国特許第102004007395A1号明細書では、外部周辺バン
ドの外側に配置された電子部品が使用されている。これらの部品は、電力接続端部を備え
、これらの端部は、バンドの内側に配置されている。このバンドは、金属電力相互接続ト
ラックが重ね成形された内側パーティションを備え、このパワートラックは、バッテリー
に給電するために、電力端部を介して、これらの部品をバッテリーに接続している。バン
ドは、電気機器の後部支承体に配置されている。
【００１０】
　このような解決案は、電力相互接続トラックの断面に関して問題があることが分かって
いる。すなわち、オルタネータまたはオルタネータ兼スタータとして使用するために必要
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な電流、例えばオルタネータモードでは、約１５０Ａ、始動時には、６００Ａの必要な電
流と比較して、トラックの断面が過度に細く、従ってトラックは、過度に高い温度となる
という問題がある。
【００１１】
　従って、本発明の目的は、回転電気機器と容易に一体化することができ、かつ通過する
電流に耐えられるよう、十分太い導線を有することができる電子モジュールを提案するこ
とにある。
【課題を解決するための手段】
【００１２】
　この目的のために、本発明の第１の目的によれば、電子部品は、
　頂面、底面、および少なくとも３つの側面によって構成されたハウジングと、
　前記ハウジング内に配置された電子部品とを備え、
　前記電子部品は、電子接続部に取り付けられており、
　前記電力部品は、すべて前記ハウジングの第１の面の近くに配置されている端部を有し
ている。
【００１３】
　従って、後で詳細に理解できるように、本発明は、モジュールが、電力モジュールまた
は制御もしくは励磁モジュールであるかにかかわらず、電気機器が機能するのに必要な標
準的電子モジュールアーキテクチャを提供することにより、電気機器のうちの、一体化さ
れているか、または一体化されていない放熱器に取り付けられるようになっている電子サ
ブアセンブリに、電子モジュールを容易に一体化できるという利点を有する。
【００１４】
　更に、電力接続端部は、回転電気機器の外径部にできるだけ接近しているので、これに
よって、まず第１に、前記端部を設置するための表面を利用でき、第２に、スタッキング
により電力相互接続部品を容易に接続できる。かかるスタッキングにより、相互接続トラ
ックに対してモジュールが使用している平面とは異なる（ロータのシャフトと同心状の）
同心平面を使用することが可能となっているので、相互接続トラックを、モジュールが占
める空間とは無関係に構成することができ、トラックの断面をより太くできる。
【００１５】
　発明を限定しない好ましい実施例においては、本発明の目的である電子モジュールは、
下記の追加の特徴事項を有する。
【００１６】
　前記回転電気機器は、外径部によって寸法が定められ、
　ロータと、
　多相巻線が設けられたステータと、
　回転軸線を中心に前記ロータを支持するシャフトと、
　前記ステータおよび前記シャフトが固定されている支承体と、
　前記支承体内に一体化されているか、または一体化されていない放熱器とを備え、
　前記電力接続部の端部は、すべて前記回転電気機器の外径部の近くに位置している。
【００１７】
　前記電力接続部の端部は、すべて、前記ロータの回転軸線を中心とする円の実質的に同
じ弧の上に配置されている。
【００１８】
　電子モジュールは、ハウジングを有することなく、前記電力接続部に直接取り付けられ
た電子電力部品を備えている。
【００１９】
　電子モジュールは、ブリッジ整流器／インバータのうちの少なくとも１つのアームを形
成する電子電力部品を備え、前記ステータの１つの位相に、１つのアームが協働するよう
になっている。
【００２０】
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　電子モジュールは、電力電子部品を制御する要素をも備えている。
【００２１】
　前記制御要素は、集積回路内に設けられている。
【００２２】
　電子モジュールは、前記回転電気機器を機能させるための電子電力部品を制御する電子
部品を備えている。
【００２３】
　前記パワー接続部は、前記モジュールの前記部品に電力を供給するための電力電気導線
を備えている。
【００２４】
　前記電力接続部は、前記ステータの位相に接続されるようになっている少なくとも１つ
の位相トラックを備えている。
【００２５】
　前記位相トラックは、前記ステータの位相出口と直線状となっている端部を備えている
。
【００２６】
　前記位相トラックは、１つだけである。
【００２７】
　前記電力接続部は、少なくとも２つの位相トラックを備えている。
【００２８】
　位相トラックは、２つの電力電気導線ととの間に配置された端部を備えている。
【００２９】
　位相トラックは、前記トラックに直交する自由端部を備えている。
【００３０】
　前記自由端部は、前記モジュールの前記ハウジングを越えて突出するフックを備えてい
る。
【００３１】
　前記フックックは、前記ハウジングの底部面または頭部面を越えて突出している。
【００３２】
　前記電子部品および前記電力接続部を支持する前記底部面は、電気的に絶縁性の接着剤
により、熱伝導性プレートに固定されている。
【００３３】
　前記電力接続部は、前記モジュールの底部面上で見ることができるようになっている。
【００３４】
　前記電力電気導線は、前記モジュールの底面上で同一面となっている平らなトラックで
ある。
【００３５】
　前記電力電気導線は、前記モジュールの底面と平行であって、異なる平面に位置する端
部を備えている。
【００３６】
　前記電力電気導線は、前記モジュールを前記放熱器の電位に接続するための金属インサ
ートである端部を備えている。
【００３７】
　前記電力電気導線は、前記モジュールの底面に垂直な自由端部を備えている。
【００３８】
　前記自由端部は、前記モジュールの頂部面を越えて突出している。
【００３９】
　電子モジュールは、前記端部を電気的に保護する手段も備えている。
【００４０】
　電子モジュールは、前記回転電気機器を機能させるための制御信号を送信するようにな
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っている信号接続要素も備えている。
【００４１】
　前記信号接続要素は、前記モジュールの底面と直交する同一平面内にあり、前記平面は
、回転電気機器のロータ回転軸線を実質的に貫通している。
【００４２】
　電子モジュールは、前記電力接続部の端部が配置された同じ側面に整合する信号接続要
素も備えている。
【００４３】
　電子モジュールは、前記信号接続部を保護するデバイスも備えている。
【００４４】
　前記モジュールの側面のうちの１つに、前記信号接続部が成形されている。
【００４５】
　電子モジュールは、信号コネクタも備えている。
【００４６】
　電子モジュールは、前記ロータの前記励磁コイルに給電するようになっている電子部品
を備えている。
【００４７】
　前記ハウジングの、形状は、実質的に三角形である。
【００４８】
　前記ハウジングの側面の１つは、円弧状である。
【００４９】
　円弧状をした前記側面は、回転電気機器の外径方向を向く面である。
【００５０】
　電子モジュールは、ブラシホルダーに接続されるようになっている２つの電気接続トラ
ックも備えている。
【００５１】
　電子モジュールは、前記回転電気機器のロータの位置を検出するセンサのためのハウジ
ングも備えている。
【００５２】
　電子モジュールは、前記放熱器上の組立体のための位置決めデバイスも備え、このデバ
イスは、前記モジュールの底面に位置している。
【００５３】
　第１位置決めデバイスは、前記信号接続部のできるだけ近くに位置している。
【００５４】
　第２位置決めデバイスは、前記位置決めデバイスからできるだけ遠くに位置している。
【００５５】
　電子モジュールは、これを前記放熱器に固定するための固定手段を受けるためのオリフ
ィスを備えている。
【００５６】
　電子モジュールは、プレス加工により、前記放熱器に固定できるようにするための支持
ゾーンをも備えている。
【００５７】
　電子モジュールは、前記電子部品が集積化されている少なくとも１つの基板を受けるよ
うになっている金属プレートも備えている。
【００５８】
　電子モジュールは、電力相互接続部品と協働するようになっており、前記電力相互接続
部品は、前記モジュールに給電するようになっている。
【００５９】
　フラットオンフラットで、接続部と前記電力相互接続部品の電力ターミナルとの接続を
確立するようになっている電力接続部の一端によって協働が行われる。
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【００６０】
　前記電力相互接続部品の固定ターミナルとの接続を確立するようになっている電力接続
部の端部によって協働が行われる。
【００６１】
　電子モジュールは、信号相互接続部品と協働するようになっており、前記部品は、前記
回転電気機器を機能させるようになっている制御信号を伝えるようになっている。
【００６２】
　前記信号接続部と信号相互接続部品の関連する信号相互接続デバイスとの間の協働が生
じる。
【００６３】
　また本発明の第２の目的である回転電気機器は、
　ロータと、
　多相巻線が設けられたステータと、
　回転軸線を中心に前記ロータを支持するシャフトと、
　前記ステータおよび前記シャフトが固定された支承体と、
　前記支承体内に一体化されているか、または一体化されていない放熱器とを備え、
　前記回転電気機器は、外径部によって構成されており、
　前記回転電気機器は、上記追加特徴事項の１つに記載の少なくとも１つのモジュールを
備えている。
【００６４】
　リバーシブル回転電子機器は、
　各々がステータの１つの位相と協働するようになっている複数の電力電子モジュールと
、制御または制御兼励磁電子モジュールとを備え、
　前記電力および制御電子モジュールは、上記特徴事項に記載されている通りのものであ
る。
【００６５】
　次の説明から、本発明の上記以外の特徴および利点が明らかとなると思う。この説明は
、単に説明のためのものに過ぎず、非限定的な例を示す添付図面を参照して行うものとす
る。
【発明を実施するための最良の形態】
【００６６】
　本発明の説明の以下の部分では、固定ラグを用いない回転電気機器の支承体の直径を、
回転電気機器の外径とすることとする。
【００６７】
　　　　　　　　　　　　　電子モジュール
　本発明に関連する電子モジュールは、ハウジング内に配置された電子部品の組であり、
この電子モジュールは、機能させるために、外側からアクセスできる接続要素を備え、こ
れらの要素によって、制御または電力信号を送信することが可能となっている。
【００６８】
　図１ａは、本発明に係わる電子モジュール１０の第１の非限定的実施例を示す。
【００６９】
　前記モジュール１０は、
　－ハウジング１０１と、
　－シリコーンまたはエポキシ樹脂タイプのゲルのよな保護ゲル、および保護用プラスチ
ックカバーでカバーされた中心ゾーン１０２１内に位置する電子部品１０２と、
　－電気導線１０３（Ｂ＋）、１０４（Ｂ－）と、
　－信号接続要素１０６と、
　－固定ポイント１８とを備えている。
【００７０】
　更に、前記モジュール１０は、図１ｂの下から見た図で示すように、
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　－放熱器の支承体にモジュール１０を位置決めする手段１０９を備えている。
【００７１】
　次に、前記モジュール１０の種々の要素について述べる。
【００７２】
　・ハウジング１０１は、電気的に絶縁材料から製造されている。このハウジングは、実
質的に三角形の基本形状を有することが好ましく、少なくとも３つの側面と、１つの頂面
と、１つの底面とを有する。このような形状によって、回転電気機器の円筒形状で最大量
の表面積を、最適に使用することが可能となっている。
【００７３】
　モジュール１０の面の１つは、円弧状となっていることが好ましく、このような形状は
、装置全体の形状に適する。
【００７４】
　当然ながら、他の形状、例えば実質的に四角形とすることも可能である。
【００７５】
　・給電用導線１０３（Ｂ＋）、１０４（Ｂ－）は、電子要素を通過するように、バッテ
リーからの電流を伝える。
【００７６】
　好ましい実施例では、導線は、２本の電力接続トラック１０３、１０４であり、これら
のトラックの端部は、モジュールの外周部に配置されている。これらのトラックは、銅で
製造することが好ましい。
【００７７】
　従って、各モジュールに必要な電力が、すべてのモジュールを通過するか、または電気
機器とは別個になったハウジング内に、電子電力カードが位置するアーキテクチャとは異
なり、この構成には、次の利点がある。
【００７８】
　－このような構成によって、回転電気機器の中心部に堆積しないで、回転電気機器の外
側に向かって塩分のスプレーが流れることが可能となり、これによって、塩分のスプレー
によるトラックの腐食が防止される。
【００７９】
　－モジュールに必要な電力は、前記モジュールしか通過しないので、モジュール内の加
熱が、より少なくなる。
【００８０】
　－トラックの両端での溶接を、１つの半径部で行うので、溶接を良好に自動化できる。
【００８１】
　－各モジュールに別々に給電するので、すなわち並列に給電するので、モジュール内の
電流をバランスさせることが可能となる。
【００８２】
　この実施例の第１変形例では、電力トラック１０３、１０４は、電子要素のブロックが
延びている平面と平行な平面に延びている。これによって、回転電気機器の軸線に対して
、軸方向のレーザー溶接をすることが可能となっている。
【００８３】
　第２の変形例では、トラックは、互いに並列、かつ電子要素のブロックの平面に並列な
２つの平面に沿って延びている。
【００８４】
　トラックは、銅のような金属から形成された、剪断された板金であることに留意するべ
きである。
【００８５】
　・信号接続部と称す信号接続要素１０６は、電子要素１０２を制御するための制御信号
を伝える。従って、この接続要素によって、インバータのアーム（モータモード）または
ブリッジ整流器のアーム（発電機の発電モード）を制御するのに必要な情報を送受信する
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ことが可能となっている。これら接続要素により、（後述する）単一プレートと接続する
ことができる。
【００８６】
　第１の好ましい実施例では、この信号接続部１０６は、第１シリーズのタング１０６ａ
を備え、この接続部は、モジュールの三角形のハウジングの側面のうちの１つの上で整合
している。従って、これら信号接続要素１０６ａの軸線は、モジュールの底面に垂直な同
一平面Ｐ１内にあり、この平面は、実質的にロータの回転軸線ＡＸを通過している。
【００８７】
　このような整合によって、直線状のタングの溶接を実行することが可能となり、これに
よって、いわゆるプロセスと称される製造方法に必要な時間を短縮でき、かつサイズを限
定できる。
【００８８】
　このような構造により、信号トラックが重なっている別の構造とは異なり、信号相互接
続部品に対し、１回でカットされた単一トラックにできるという利点が得られる。タング
がモジュールの内側に向かってオフセットしている場合、すなわち、平面が回転軸線を通
過していない場合、電子部品１０２のための空間は小さくなり、通過していない場合には
、他のモジュールのためのスペースが小さくなることが理解できると思う。
【００８９】
　・本明細書では、オリフィスによって示された固定手段１０８は、スタッド１１３また
はネジなど、もしくは任意の適当な固定手段により、電気機器にモジュールを保持するこ
とを容易にする。
【００９０】
　・放熱器の支承体または放熱器上にモジュール１０を位置決めする手段１０９は、図１
ｂに示すように、数が２つ（１０９ａ、１０９ｂ）となっており、これらの位置決め手段
は、２つの両端のエッジに近い、モジュールの底面に設けられている。例では、この手段
は、電子要素１０２の各側に位置するピンとなっている。これらは、最大限離間されてお
り、位置決め誤差が制限されている。
【００９１】
　更に、モジュール１０は、図２ａに示すように、
　・信号接続部１０６を保護し、（後述する）カバーの位置決めを容易にする手段１０７
をも備えていることが好ましい。
【００９２】
　更に前記電子モジュール１０は、図１ａに示すように、
　・ステータの位相巻線に、前記モジュールを接続する位相トラック１０５も含むことが
好ましい。
【００９３】
　好ましい実施例では、位相トラック１０５は、フック１０５ｃｒを含む端部１０５ｚを
有し、このトラックは溶接、鑞付けまたは他の任意の適当な方法により、回転電気機器の
スタータからの位相ワイヤーまたは位相タングを、この端部に接続できるようにしている
。
【００９４】
　図１ａに示す例では、前記タング１０５ｚは、前記トラック、すなわち底面に対して垂
直であり、前記平面の下方に位置し、下方に延びている。従って、これにより、ステータ
の位相巻線の長さを短くすることができ、ラジアル溶接を行うようになっている。
【００９５】
　更に、モジュールの外周部には、位相トラック１０５の端部１０５ｚが位置しており、
これにより、ステータの位相巻線との接続が容易となっている。更に、位相トラック１０
５の端部１０５ｚは、２つの電気電力導線１０３と１０４との間に配置されていることが
好ましい。
【００９６】
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　これによって、トランジスタ電子部品とトラックとの間にハード配線された電気接続部
を制限するワイヤー、特にその長さを最適にでき、かつトラックの重なりを防止できる。
更に、位相トラック１０５の端部は、ステータの位相出力と直線状に位置することが好ま
しく、これによって前記位相巻線との溶接が容易となっている。
【００９７】
　更に、この実施例の第１変形例によれば、前記電子モジュール１０は、制御モジュール
３０であり、この制御モジュールは、図２ａおよび２ｂに示すように、次の部品を含んで
いる。
　・モジュールの三角形ハウジングの外周部上で整合した第３のシリーズの信号タング１
０６ｃ。この外周部は、回転電気機器の外径部と一致している。このシリーズのタングを
、カバー内に組み込まれた信号コネクタに接続することが可能となっている。
　・第３シリーズのタング１０６ｃと平行に整合し、モジュールの内側に向かってオフセ
ットしている第２シリーズのタング１０６ｂ。第１シリーズのタング１０６ａ内に組み込
むことができなかったこの第２シリーズのタングは、相補的信号、例えばスイッチの制御
要素のための信号ＳＣを伝える。これによって、２つのシリーズのタング１０６ｂおよび
１０６ｃを、１回で剪断することが可能となっている。第３のシリーズのタング１０６ｃ
を、第２のシリーズのタング１０６ｂよりも高く位置させ、信号相互接続部品の溶接を実
施した後、制御モジュールへのカバーの溶接を容易にすることが好ましいことに留意する
べきである。
【００９８】
　換言すれば、第２シリーズの信号接続部１０６ｂおよび第３シリーズの信号接続部１０
６ｃは、電力接続部の端部が配置されている同じ面で整合している。
　・ステータ位置センサのためのハウジング１１２を更に備えている。
【００９９】
　トランジスタと、それに関連するトラックとの間の相互接続は、図２ｃに示されるよう
に、ハード配線された接続部をワイヤーボンディングすることによって実行することに留
意するべきである。電圧ごとに、１つのトランジスタを有するモジュールに関連し、位相
トラック１０５およびドライバー１１１のセラミックス１１１０に接続された正のトラッ
ク１０３上には、１つのトランジスタが配置されており、一方、位相トラック１０５上に
は第２トランジスタが配置され、このトランジスタは、負のトラック１０４、更にセラミ
ックス１１１０にも接続されている。負のトラック１０４上にトランジスタを設けること
も可能であることに留意するべきである。
【０１００】
　この例では、４つのトランジスタが設けられており、このうちの２つのトランジスタは
、アームのうちのＬＳで示された低電圧側トランジスタであり、一方は、ＨＳで示された
高電圧側トランジスタである。すなわち、回転電気機器の電力を増すために、電圧ごとに
２つのトランジスタが設けられている。
【０１０１】
　更に、実施例の第２変形例によれば、前記電子モジュール１０は、図２ｄに示すように
、励磁モジュール４０となっている。このモジュールは、回転電気機器のロータの励磁ス
テージを示す電子部品１０２、特にＭＯＳトランジスタとダイオードとを含んでいる。
【０１０２】
　従って、電子モジュール１０は、トラック１０３、１０４、および各モジュール内部の
電気的導線を形成する端部の配置に関し、更に、信号接続部１０６の配置に関し、標準的
なアーキテクチャを有し、このアーキテクチャにより、異なるタイプの回転電気機器での
電気モジュールの使用が可能となっている。このようなアーキテクチャの標準化により、
任意のモジュール１０を、同一のアーキテクチャを有するモジュールと置換することが可
能となっている。
【０１０３】
　更にこれにより、回転電気機器の後部支承体上に、直接前記モジュールを一体化するこ
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とが可能となっている。このように、電力電子回路および制御電子回路が直接回転電気機
器に一体化されている。これら電子回路は、もはや別個のハウジング内に設けられた電子
電力カード内には設けられていない。
【０１０４】
　従って、これまで説明した電子モジュール１０のアーキテクチャによれば、電力電子モ
ジュール２０（図１ａ～図１ｃ）、制御モジュール３０（図２ａ～図２ｃ）および励磁モ
ジュール４０（図２ｄ）を設けることが可能となっている。
【０１０５】
　電力モジュール２０の場合、図１ｃに示す電子部品１０２は、例えば
　－回転電気機器の位相巻線のための整流ブリッジ／インバータアームを構成するように
なっている一組の電子スイッチ１１０と、
　－前記スイッチに関連する、ドライバーと称される制御要素１１１と、
　－位相トラック１０５のための（セラミックス上に位置する）温度センサ１１８とを含
んでいる。
【０１０６】
　スイッチは、例えばＭＯＳＦＥＴ技術のトランジスタ１１０とすることができ、トラン
ジスタは、カン等によるパッケージ部品の形態であるか、またはモジュールの配置を更に
コンパクトにし、かつコストを削減するために、剥き出しのチップ、すなわち収納カンを
有しない形態となっている。これらＭＯＳＦＥＴ１１０は、別の部品と共に、セラミック
ス１１１０上に設けられた通常ドライバーと称される制御要素１１１によって制御される
。これらドライバーは、ＡＳＩＣであることが好ましい。ＭＯＳＦＥＴは、ダイオードよ
りも効率が良好であるので、電子要素をブリッジ整流器のアームのダイオードとすること
も可能である。電子部品の数は、基本的には、特定の用途（三相または六相の回転電気機
器）、による限定、または回転電気機器が必要とする電力レベルなどに応じて決まる。
【０１０７】
　三相電気機器に対しては、１つのインバータを構成するようなっている３つの電力モジ
ュール（位相ごとに１つの設ける）を設けることが好ましい。より一般的に言うと、回転
電気機器は、好ましくは位相ごとに、１つのモジュールを有する多相（ｘ相）の電気機器
である。
【０１０８】
　図１ｄは、トランジスタと、電力接続部１０４と、位相接続部１０５との間のハード配
線された接続部（通常ワイヤーボンディングと称される）を示す。この例では、回転電気
機器の電力を増すために、４つのＭＯＳトランジスタが存在することに留意すべきである
。当然ながら、これらのトランジスタのうちの３つしか存在しないこともあり得る。セラ
ミックス１１１０は、電子部品のための支持体として働くだけでなく、トランジスタとド
ライバー１１１との相互接続部としても働くことに留意するべきである。
【０１０９】
　制御モジュール３０によって、回転電気機器を制御すること、特にＭＯＳトランジスタ
のドライバーを制御することにより、励磁電流を調節することが可能となっている。制御
モジュールは、図２ａに示すように、電子制御部品１０２ＣＴＲＬ、コンデンサ１０２Ｃ
Ａ、および電力モジュールのドライバー１１１に給電するためのトランス１０２ＴＲをも
有する。従って、電力モジュールの制御部品１０２ＣＴＲＬから、ドライバー１１１へ制
御信号が送られる。
【０１１０】
　励磁モジュール４０により、前記回転電気機器のロータのコイルに給電することができ
、前記励磁モジュールは、従来通り、ロータ内の電流を決定するためのＭＯＳトランジス
タおよびダイオードを含んでいる。
【０１１１】
　従って、制御モジュール３０および励磁モジュール４０は、電力モジュール１０のアー
キテクチャ、および特に電力トラック１０３、１０４の端部、および信号接続部１０６と
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同じものになっている。
【０１１２】
　変形実施例によれば、制御モジュール３０および励磁モジュール４０を、共通の励磁兼
制御モジュールと置換できる。
【０１１３】
　回転電気機器の後部支承体には、すべてのモジュール２０、３０および４０が取り付け
られている。
【０１１４】
　図３ａに示す第２の非限定的実施例では、電子モジュール１０は、次の点で第１実施例
と異なっている。すなわち
　－電子モジュールは、固定手段１０８の代わりに、後述するように、信号相互接続部品
に属すステイを支持するための支持ゾーン１１４を有し、これによって、部品および組立
体のコストを削減するように、固定スタッド１１３を省略することが可能となっており、
これにより、より簡単な組立体を得ることが可能となっている。
【０１１５】
　下方から見た図である図３ｂ、および電力モジュールに対し、重ね成形をしない図３ｃ
に、新規なモジュール１０を見ることができる。このモジュールは、部品のための保護ゲ
ルを保護するように、モジュール用プラスチックカバーのための固定クリップ１２５を有
していることが好ましいことを、図３ｂにより注目されたい。この固定クリップは、例え
ば接着したカバー、または超音波溶接によって置換できる。
【０１１６】
　図３ｄは、制御兼励磁モジュール３０／４０のための変形実施例を示す。制御および励
磁機能のための単一モジュールとすることにより、サイズを節約することが可能となって
いる。
【０１１７】
　図３ｅは、この変形例のワイヤーボンディングでハード配線された接続部を示す。励磁
部品と制御部品との間で信号を伝達することができるよう、ワイヤーボンディングされた
ハード配線接続部により製造された励磁セラミックス（基板）と、制御セラミックスとの
間の相互接続部が存在している。
【０１１８】
　上記２つの実施例では、電力トラック１０３、１０４の両端は平坦であり、前記モジュ
ールの底面と同一面となっていることが好ましい。従って、このような構造によって、透
明性（フラットオンフラット）により、モジュールのトラックの端部に、後に詳細に説明
するように、電力プレートのトラックを溶接できるという利点が得られる。
【０１１９】
　図４ａに示す第３の非限定的実施例では、電子モジュール１０は、回転電気機器の後部
支承体に固定された放熱器に固定されるようになっている。
【０１２０】
　この第３実施例は、次の点で第２実施例と異なる。
　－位相トラック１０５の端部１０５ｚは、モジュールの底面に対して垂直であり、モジ
ュールのハウジング１０１およびそのプラスチックカバーを越えて突出して上に延びてい
る。従って、軸方向の溶接が可能となり、エンジンのメーカーがどのメーカーであるにせ
よ、エンジンにオルタネータ兼スタータを固定するラグによる妨害を防止でき、溶接工具
へのアクセスが容易となる。
【０１２１】
　正のトラック１０３（Ｂ＋）の端部は、折りたたまれたタングであり、電力プレートと
のラジアルレーザー溶接、または電極による軸方向の電気溶接を可能にしている。この端
部は、モジュールのハウジング１０１に対して、軸方向上向きに延び、前記電極に係合す
るように、前記ハウジングを越えて突出している。すなわち、この端部は、モジュールの
底面に対して垂直であり、放熱器を越えてタングが突出している。これによって、電力相
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互接続部品２１とモジュールとを、下方から接続することが可能となっている。
【０１２２】
　負のトラック１０４（Ｂ－）の端部は、タングではなく、トラックＢ－およびオリフィ
ス１１５に対応するネジ１１５０を介して、放熱器８０に電気接続することを可能にする
中空円筒形金属インサートとなっている。このネジにより、トラックをインサートに圧縮
し、トラックとインサートとを放熱器に圧縮し、モジュールのアース接続を可能にしてい
る。前記放熱器は、後で詳細に説明するように、アース接続されている。
【０１２３】
　底面上に位置する位置決めピン１０９は、異なって位置している。信号タング１０６の
できるだけ近くに、第１ピン１０９ａが位置しており、このピンは、中間タングの中心に
位置し、放熱器の支承体の（後により詳細に説明する）対応するオリフィス６０９ｂと、
第２ピン１０９ｂとの間に存在し得る間隙に対する前記タングの位置決め許容差を低減す
るようになっている。このように、放熱器に対するタングの位置決め誤差が縮小されてい
る。図４ｂに示すように、２つのエンド信号タング１０６ａの中間に、この第１ピン１０
９ａが位置している。この第１ピン１０９ａは、軸線Ｘ－Ｙに沿ってモジュールを位置決
めするように働き、第２ピン１０９ｂは、回転に関してモジュールを配向するように働き
、タング１０６ａから最も離間している。
【０１２４】
　保護ピン１０７の１つは、単一プレートのステイを受けることができるようにするため
のある種の支持体１１９が存在するように、モジュールのより外側に配置されている。こ
れらのピン１０７は、モジュールの製造時から、回転電気機器への組み付けまでの間に、
信号タング１０６が曲がるのを防止すると共に、信号相互接続部品（後述する）のための
予備的なガイドとして働く。
【０１２５】
　更に、この第３実施例のモジュール１０は、
　固定オリフィス１１５を含むインサート１２０（このインサートは、モジュールのアー
ス接続を可能にすると共に、前記オリフィスは、例えばネジ１１５０により、放熱器に前
記モジュールを固定するようになっている）と、
　電圧Ｂ＋（電力相互接続部品の電力トラック）と、Ｂ－（放熱器の本体）との間の短絡
を防止するトラック１０３（Ｂ＋）の端部の電気保護手段１２６も有している。
【０１２６】
　図４ｃは、この第３実施例に係わる電力モジュール２０を重ね成形しない状態を示して
いる。
【０１２７】
　図４ｅは、ワイヤーボンディングでハード配線された接続部を有する図である。
【０１２８】
　各電力モジュール２０は、好ましくはアルミ（放熱器と同じ抵抗）または銅から製造さ
れた、低抵抗かつ低熱伝導度のプレート１０２２を有することが好ましい。
【０１２９】
　従って、
　－金属トラックに溶接された電子部品１０２と、
　－モジュールのハウジングの底面から見ることができる金属トラック（このトラックは
電気的に絶縁性で、かつ熱伝導性接着剤、例えばガラスボール接着剤によりプレート１０
２２に接合されており、この接着剤は、トラックを互いに電気的に絶縁すると共に、トラ
ックを外部から絶縁する）と、
　－放熱器に配置されたプレート１０２２とが存在する。
【０１３０】
　図４ｄ（図４ｃにおけるＡ－Ａ軸における横断面図）には、プレート１０２２が示され
ている。トラックに関連して、他の制御モジュールまたは励磁モジュール上で同じように
、このプレートを使用することができる。
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【０１３１】
　従って、放熱器または放熱器の支承体に組み立てる前に、各モジュールの電気絶縁を別
々に検査することが可能となっている。従って、絶縁性接着剤を誤って塗布することによ
るショートの問題が存在する場合、このプレート１０２２は、放熱器に取り付けられたす
べてのモジュールを廃棄しなければならないということを回避できる。放熱器に組み立て
る前に問題があったモジュールだけを、廃棄すればよい。
【０１３２】
　この第３実施例の変形例においては、モジュール１０は、図５ａに示すように、
　－信号コネクタ１１６と、
　－ブラシホルダー５０の２つのトラック１０７ｂ（＋ＥＸ、－ＥＸ）と、前記モジュー
ル１０との電気接続を可能にするネジ１１７ａと、放熱器への機械的保持をし、コネクタ
１１６の機械的な力に耐えることができるようにするネジ１１７ｃとを有している。
【０１３３】
　より詳細には、前記コネクタ１１６および前記ネジ１１７ａを有するのは、制御モジュ
ール３０または制御兼励磁モジュールである。ブラシホルダーは、本例では、前記モジュ
ール３０を有する単一部品内にある。このホルダーは、前記モジュールと共に成形される
。
【０１３４】
　前記信号コネクタ１１６が存在することによって、
　－第１実施例と比較し、カバーとモジュールとの間の電気接続を可能にする溶接を解消
することができ、
　－溶接および透磁率の問題を解消することができ、
　－製造プロセスにおける時間を節約できる。
【０１３５】
　従って、第１実施例または第２実施例の場合のように、外部タング１０６ｃが存在しな
いので、後で分かるように、（カバー内の）トラックの材料を削減できる。
【０１３６】
　図５ｂは、この第３実施例に係わる制御モジュール３０を、下方から見た図である。
【０１３７】
　この図から分かるように、放熱器に対するタングの位置決め誤差を制限するよう、２つ
のシリーズの信号タング１０６ａおよび１０６ｂのできるだけ近くに、第１位置決めピン
１０９ａがある。
【０１３８】
　更に、次のものも設けられている。
　－ネジ１１５０によって固定された金属プレート１２１。このプレートは、アルミで製
造することが好ましく、前記ネジ１１５０を介して、放熱器の本体に接続される。このプ
レートは、セラミックタイプの基板１２３を備え、この基板上に電子部品が集積化されて
いる。
　－電気機器のステータの位置を示すための位置センサ１２２。
【０１３９】
　図５ｃは、重ね成形を行わず、コネクタ１１６およびブラシホルダー５０がない、制御
兼励磁モジュールを上から見た図である。図５ｄは、下から見た図である。
【０１４０】
　図５ｅは、予備成形を行わず、制御兼励磁モジュールのトラックを重ね成形しない図で
あり、この図では、特に次のものを見ることができる。
　－回転電気機器を制御するための電子部品を含む制御セラミック１２３と、
　－ブラシホルダー５０を介して、回転電気機器を励磁するための電子部品を含む励磁部
品１２４。
【０１４１】
　図５ｆは、下から見た図であり、予備成形をせず、プラスチック重ね成形をしない前記
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モジュールのトラックを見ることもできる。
【０１４２】
　予備的成形は、重ね成形前に行い、かつ所定の要素、例えば信号タング１０６を、所定
位置に保持することを可能にする作業である。
【０１４３】
　すべての実施例では、電子部品１０２、特にＭＯＳトランジスタは、電力接続部、例え
ば正のトラック１０３および位相トラック１０５に取り付けられることに留意されたい。
【０１４４】
　これまで示したすべての実施例では、モジュールの底面において、モジュールの電力ト
ラックを見ることができるようになっていることが好ましい。従って、ハウジング１０１
のプラスチックの代わりに、接着剤により、放熱器または放熱器の支承体から、電力トラ
ックを電気的にアイソレートすることが可能である。ハウジング１０１のプラスチックの
代わりに、接着剤を使用することにより、モジュールの下方の厚さを薄くすること（非限
定的な例では約０.２ｍｍ）ができ、かつ、プラスチックよりも熱抵抗を低くし、放熱器
の支承体または放熱器内の放熱を、より良好にすることができる。
【０１４５】
　上に示したすべての実施例は、当然ながら、所望により、制御モジュールまたは制御兼
励磁モジュール内に信号コネクタ１１６を設けてもよいし、設けなくてもよい。コネクタ
を設けない場合、コネクタはカバー内に設けられる。
【０１４６】
　上に説明したすべての実施例の電子モジュールは、次のような別の利点を有している。
【０１４７】
　－電子モジュールは、サイズを縮小するために、いわゆるパッケージされた標準部品の
代わりに、電子部品のための剥き出しのチップを使用している。
【０１４８】
　－ドライバーと称されるＭＯＳトランジスタを制御するための要素を含んでいる。
【０１４９】
　－・ロータのシャフトが挿入されている支承体の軸線をブロックしないよう、
　　・（一体的でない）取り付けられた放熱器により軸方向の冷却が生じるよう、
　　・電力トラックおよび信号トラックのすべての端部が、放熱器または放熱器の支承体
の外周の外側に位置し、これら端部が前記外周部の内側に位置するケースとは異なり、接
続部の設定を容易にし、よって端部へアクセスできるようにすると共に、前記端部の内側
よりも外径部で、より広いスペースを利用できるように、
　放熱器または放熱器の支承体上に完全に一体となるようにモジュールが構成されている
。
【０１５０】
　－・モジュールのフックがステータの位相の自然の出口に対向し、
　　・位相ごとに１つのモジュールが設けられるよう、
　単一の位相に対し、１つのモジュールを設けることが好ましいこと。従って、３つの位
相トラックを含む単一モジュールと比較すると、放熱器または放熱器の支承体上で利用で
きる空間への適合がより容易となり、この適合は、最適に行われる。
【０１５１】
　－モジュールを定めることにより、電力モジュール、制御モジュール、および励磁モジ
ュールを同じアーキテクチャにすることができる。
【０１５２】
　－トランジスタのうちの１つの溶接が故障した場合、ステータの３つの位相のための単
一モジュールと比較して、過度に大きいスクラップが生じることを防止することができる
。
【０１５３】
　電力モジュール２０、制御モジュール３０、および励磁モジュール４０、または制御兼
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励磁モジュール３０／４０のすべてのための単一重ね成形部を設けることも可能であるこ
とに留意すべきである。
【０１５４】
　この時点で、電力モジュール、制御モジュール、および励磁モジュールを含む単一モジ
ュールが得られ、このモジュールは、３つの位相トラックを含むことになる。
【０１５５】
　その他の要素である電子モジュール１０は、次の要素と協働する。
　－放熱器の支承体６０（支承体内、すなわち前記支承体を有する単一部品内に一体化さ
れた放熱器）、または放熱器８０（支承体に一体化されていない、すなわち支承体に取り
付けられた放熱器）、
　－信号相互接続部品２２、
　－電力相互接続部品２１、および
　－カバー７０。
【０１５６】
　次に、これら要素について説明する。
【０１５７】
　放熱器の支承体
　放熱器の支承体の機能は、電子モジュールからの熱を排出することである。
【０１５８】
　図６に示す後部放熱器の支承体６０は、第１の非限定的実施例においては、次の要素を
含んでいる。
　－前記支承体に、前記モジュールを位置決めするための複数の位置決めオリフィス６０
９（好ましくはモジュールごとに２つのオリフィス６０９ａ、６０９ｂ）。これらオリフ
ィス、図示の例では、１０個のオリフィスが、同じ径上に位置している。
　－各モジュールの３つの固定スタッドを支持するための複数の固定オリフィス６０８。
このオリフィスには、電力プレートが位置しており、図示の例では、１５個のオリフィス
内に電力プレートが位置している。
　－フィン６０６を含む空気の入口６０１。
　－フィン６０６を含む空気の出口６０２。
　－種々のリセス（回転電気機器のロータシャフトのためのリセスは、６０３で示されて
おり、ロータ位置を知ることができるようにするためのホール効果センサのためのリセス
は、６０４で示されており、ブラシホルダー５０のためのリセスは、６０６で示されてい
る）。
　－信号プレートを位置決めするための位置決めオリフィス６１０。本例では、放熱器の
支承体の外径部の各側面に分散された２つのオリフィス６１０ａ、および６１０ｂ。オリ
フィスのうちの１つは、放熱器の支承体のための基準制御装置とすることが好ましいので
、既に存在するオリフィスを使用する。
【０１５９】
　図６は、種々のモジュールの位置を示している。従って、ＰｃおよびＥと示されている
位置では、それぞれ、３つの電力モジュール２０、制御モジュール３０および励磁モジュ
ール４０を支持している。
【０１６０】
　図７に示す第２の非限定的な好ましい実施例によれば、放熱器の支承体６０は、
　－信号プレートを保持する４本のスタッドを支持するための複数の固定オリフィス（本
例では、４つのオリフィス６８１、６８２、６８３、６８４）と、
　－電力プレートのトラックＢ＋の横断面の縮小を防止する、ブラシホルダ５０（スタッ
ドなし）の固定ネジを支持するための固定オリフィス６８５と、
　－第１実施例と同じである次の要素、
　　・フィン６６を含む空気の入口６０１と、
　　・フィン６０６をフィン空気の出口６０２と、
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　　・種々のリセス６０３、６０４および６０５と、
　　・信号プレートのための位置決めオリフィス６１０ａおよび６１０ｂとを備えている
。
【０１６１】
　制御機能および励磁機能は、単一の制御兼励磁モジュールと組み合わされている。更に
、図７における制御兼励磁モジュール、および電力モジュール２０の位置Ｃ／ＥおよびＰ
について注目されたい。
【０１６２】
　フィン６０６は、当業者に知られているように、上記放熱器の支承体の２つの実施例の
ための液体冷却回路と置換できることも理解しうると思う。
【０１６３】
　放熱器（ヒートシンク）
　この放熱器の機能は、電子モジュールから熱を排出することである。
【０１６４】
　図８ａの平面図に示されている放熱器８０は、回転電気機器の後部支承体から独立して
いる。
【０１６５】
　この放熱器は、非限定的な好ましい実施例によれば、
　－鋳造アルミから製造することが好ましいベースプレート８０１と、
　－単一プレートの固定スタッドを受けるよう、回転電気機器の後部支承体上に設けられ
た固定オリフィス（本例では４つ）と、
　－ナットにより、電力相互接続プレートを介して、放熱器をアースに接続するための電
気接続オリフィス８０５と、
　－モジュールを固定し、インサートを介して、このモジュールを放熱器のアースに接続
するための固定オリフィス８０４（本例では４つ）と、
　－インサートを介して、制御兼励磁モジュールの単一コネクタを固定するための固定オ
リフィス８０７と、
　－電力プレート２１を位置決めするための機械式位置決めオリフィス８０８（本例では
、放熱器の外径部の各側面に２つが分散されている）と、
　－電力相互接続部品の正のトラック（Ｂ＋）のための電気保護手段を支持するよう、円
周部に設けられたリセス８０９（本例では３つ）と、
　－モジュールのための位置決めオリフィス８１０（本例では、モジュールごとに２つの
オリフィス、すなわち８つのオリフィス）と、
　－信号プレート２２を位置決めするための機械式位置決めオリフィス８１１（本例では
放熱器の外周部の各側面に２つが分散されている）と、
　－後で詳細に分かるように、電力プレートの位相ハウジングを挿入するためのリセス８
１２（これらリセスのうちの３つが存在する）と、
　－ブラシホルダー、位置センサ、およびロータシャフトをそれぞれ支持するためのリセ
ス８１５、８１６、８１７とを備えている。
【０１６６】
　制御兼励磁モジュールの位置Ｃ／Ｅと、電力モジュール２０の位置Ｐについては、理解
できると思う。
【０１６７】
　図８ｂは、放熱器の平面図である。
【０１６８】
　この放熱器は、
　－電力モジュール２０の放熱を実質的に増すようになっている冷却フィン８０２のブロ
ック（このブロックは、ベースプレート８０１を使用している位置において底面に位置し
ている）と、
　－エンジンの振動に耐えることができるようにする、電力相互接続部品のための力ステ
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イを受けるための支持ゾーン８１４と、
　－回転電気機器のラジアル入口から回転電気機器の内部に向けて空気をガイドし、よっ
て、放熱器内で空気が滞留するのを防止する突起８１３も含んでいる。これは、軸方向空
気の場合でもある。この空気は、回転電気機器の内部に向かってガイドされる。このレベ
ルに設けられたフィンは、前記突起８１３を通過することに注目すべきである。図８ｃで
は、突起の断面Ｘ－Ｘを見ることができる。
【０１６９】
　更に、まず第１に、ベースプレート８０１は、電力相互接続プレート、およびモジュー
ルと、信号相互接続プレートとの間に挟持された状態で組み立てできるように構成され、
第２に、電気機器の冷却用空気のために、中心部に十分大きい通路を残すことができるよ
うになっていることに留意すべきである。
【０１７０】
　図８ｄに示すように、空気の第１の流れは、このように軸方向ＦＡに沿って電気機器に
進入する。この流れは、空気の速度を増すことができるので、ラジアル流（これまで説明
した放熱器の支承体の第１実施例、および第２実施例の場合）と比較して、圧力低下を低
減できるという利点がある。
【０１７１】
　このように、放熱器の支承体の出力と入力との間で、回転電気機器によって加熱される
空気のルーピング（軸方向に進入する空気に対し）が防止されるので、高温の空気が回転
電気機器内に再注入されることも防止される。
【０１７２】
　より詳細には、ロータシャフトのまわりを空気が通過できるようにするスペース８１７
が設けられており、このスペースは、ロータシャフト、またはより正確にはシャフトのコ
レクタプロテクターの直径よりも幅が広くなっている。
【０１７３】
　このように、従来のオルタネータに加えられる標準的な冷却と近いものとなる。
【０１７４】
　更に、フィンにより、放熱器の高さの底面では、空気の滞留がないように、放熱器の突
起８１３の第１の傾き８１３Ｐ１による軸方向の空気流がガイドされる。
【０１７５】
　更に、上記放熱器の位置決めにより、放熱器８０と電力相互接続部品２１との間でラジ
アル方向になっている第２の空気流も存在する。図８ｄにおいても、この空気流を見るこ
とができる。このラジアル空気流ＦＲは、放熱器に進入し、再び支承体内の開口部６０６
を通って離間する。このラジアル空気流は、空気の出力を増加するので、回転電気機器の
冷却を改善し、従って、回転電気機器は、軸方向の空気流しかなかった場合よりも効率的
となる。
【０１７６】
　更に、フィンのレベルに位置する突起８１３により、このラジアル空気流は停滞しない
。その理由は、このラジアル空気流は、前記突起８１３の第２スロープ８１３Ｐ２により
、回転電気機器の内側に向かってガイドされるからである。
【０１７７】
　このラジアル空気流ＦＲおよび軸方向の空気流ＦＡは、回転電気機器のファンによって
加速される。これによって、上記放熱器の配置により回転電気機器と電子回路の良好な冷
却が行われることに留意すべきである。
【０１７８】
　信号相互接続プレート２２は、モジュールを機能させ、よって、回転電気機器を正しく
機能させるのに必要な種々の信号を伝えるようになっている。これら信号としては、例え
ば、
　－電気機器、例えばモータまたは発電機の作動モードのための信号、
　－モジュールの温度を示す信号、
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　－モジュールで検出された障害を送り戻す信号、
　－ＭＯＳのスイッチなどのための制御信号
を挙げることができる。
【０１７９】
　これらの信号は、電力モジュール２０と制御モジュール３０との間で伝えられる。
【０１８０】
　図９ａ～図９ｃは、信号相互接続部品２２の第１非限定的実施例を示す。
【０１８１】
　この信号相互接続部品２２は、
　－絶縁材料、好ましくはプラスチックから製造され、金属信号トラックＴＳ上に成形さ
れた、好ましくは実質的に円筒形のベースプレート２２０と、
　－材料に関し、前記プレートを軽量化するための中心リセス２２３と、
　－相互接続オリフィス２２１０（ここでは５つのオリフィスが設けられ、これらオリフ
ィスの軸線はプレートの表面と垂直であり、かつロータの回転軸線ＡＸを実質的に貫通し
ており、このオリフィスは、電気的に接続するために電子モジュールの信号タング１０６
を受けるようになっている）を含む、金属トラックＴＳを残すためのリセス２２１ａと、
　－前記プレート２２の外周部に配置された相互接続オリフィス２２１１（このオリフィ
スは、制御モジュールの信号タングを受けるようになっており、本例では、３つのオリフ
ィスが設けられている）を含む、金属トラックＴＳを残すための接続リセス２２１ｂと、
　－ＤＣモジュールの３つの保持スタッド１１３のうちの１つに挿入されるようになって
おり、１つの固定ナットを受ける固定ラグ２２２とを備えている。
【０１８２】
　前記固定ラグは、スタッドによりモジュールに、信号相互接続プレート２２を保持する
ようになっており、前記プレートの外径部に、第１ラグ２２０ａが配置され、このプレー
トを越えて突出しており、前記プレートの内径部には、第２ラグ２２２が配置され、この
ラグは、プレートの振動を減衰するようにもなっている。
【０１８３】
　リセス２２１ａおよび２２１ｂは、例えば受信により、外部の環境からその後保護でき
るようになっていることに留意すべきである。
【０１８４】
　重ね成形部２２０は、図９ｂに示すように、金属トラックＴＳのオリフィスと対向する
オリフィス２２１０ｚ、２２１１ｚを有している。
【０１８５】
　この信号プレート２２は、
　－放熱器の支承体６０上に組み立てるための位置決めピン２２４（図９ｂの下方から見
た図で示されるように、ピンは２本設けられている）と、
　－プレートの形状、およびモジュールのタング１０６の位置に適合するようになってお
り、図９ｃに示すように、相互接続オリフィス２２１０、２２１１を含む金属信号トラッ
クＴＳも含んでいる。前記トラックは、同じ平面にあることが好ましい。更に、ロータの
回転軸線に対して、基本的には、同心状の円のうちの円弧の形状に構成されていることが
好ましい。
【０１８６】
　図１０ａ～図１０ｃは、信号相互接続部品２２の第２の好ましい実施例を示す。
【０１８７】
　この信号相互接続部品プレート２２は、
　－第１モードの固定ラグの代わりの、放熱器の支承体に対してモジュールを押圧するた
めのステイ２２５（前記プレートの外周部には、第１ステイ２２５ａが位置し、内周部に
は、第２ステイ２２５ｂが位置し、ステイは合計９個設けられているので、各モジュール
に２つの支持ポイントがある）と、
　－モジュールごとに設けられた３つのリセスの代わりに、放熱器の支承体６０に固定す
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るための３つのスタッド２２６ｇを受けるようになっている、わずか３つの支持インサー
ト２２６と、
　－プレートを放熱器の支承体に固定するためのネジ２２６ｖを支持するための金属イン
サート２２６とを含んでいる。このネジによって、（後述する）電力相互接続部品２１の
正の電力トラック（Ｂ＋）の断面が狭くなるのを防止している。
【０１８８】
　これら４つのインサートも、重ね成形プラスチックの流れを防止している。従って、第
１実施例に対して、このインサートを使用することも可能である。
【０１８９】
　プレート２２は、
　－電力相互接続部品２１を固定すると共に、固定クリップ（２１８）を受けるための少
なくとも１つの固定ハウジング２２７（本例では、２つのハウジング）と、
　－ブラシホルダーを受けるための別の中心リセス２２８を有している。
【０１９０】
　このモードの第１変形実施例では、このプレートは、前記タングの間のショート、特に
塩分のスプレーに起因するショートを防止するように、信号タング１０６のためのセパレ
ータ２２９も有している。これにより、タングの間の電気路の長さは長くなっている。
【０１９１】
　別の変形例では、前記プレートは、セパレータを全く有していない。このとき、前記タ
ングを互いにアイソレートするために、モジュール自身の上で、前記タング１０６を囲む
シールが設けられる。その後、信号プレート２２により、これらシールを圧縮する。
【０１９２】
　これら２つの変形例は、上記電子モジュールの２つの実施例、更に後述する第３実施例
にも適用することができる。
【０１９３】
　図１０ｃは、信号プレート２２の同心状金属トラックを示している。この金属トラック
は、モジュールのタング１０６の位置、好ましくは、前記プレートの形状に適合し、更に
、４つのインサート２２６のまわりを通るようになっている。このトラックは、実質的に
、ロータの回転軸線に対して同心状の円のうちの円弧状に構成することが好ましい。
【０１９４】
　ステイ２２５は、非限定的であるが、円筒状となっている。これは、シャープなエッジ
２２５０を有する。
【０１９５】
　更に、この第２実施例の相互接続プレート２２は、第１モードのプレートと同じ次の要
素を有する。すなわち、
　－ベースプレート２２０と、
　－リセス２２１ａおよび２２１ｂと、
　－本例ではロータシャフトを受けるようになっている中心リセス２２３と、
　－位置決めピン２２４と、
　－オリフィス２２１０、２２１１を有する金属トラックＴＳとを有する。
【０１９６】
上記第１および第２実施例では、（以下詳細に説明する）電力ターミナルが形成されてい
る直径部の内部に、信号トラックを構成することが好ましい。このようにすることにより
、（後述する）電力プレート２１は、信号プレート２２の頂部にフィットする。これによ
り、組み立てが容易となり、前記信号トラックは、電力トラックを妨害しない。
【０１９７】
　図１１ａ～図１１ｄは、信号相互接続部品２２の第３の非限定的実施例を示す。
【０１９８】
　この第３実施例は、次の点で第２実施例と異なっている。すなわち、
　－この実施例では、後に詳細に分かるように、信号プレート２２の下方に電力プレート
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２１が位置しているので、電力相互接続部２１を位置決めするための固定ハウジング２２
７を有していないこと。
　－ステイ２２５ａおよび２２５ｂが異なる形状を有していること。これらのステイは、
シャープなエッジを含まない形状となっており、これにより、プラスチックが受ける応力
がシャープなエッジに集中することが防止される。このように、前記ステイを破壊する可
能性が低減される。
【０１９９】
　前記信号プレート３２は、
　－前記モジュール上に前記プレートをあらかじめ位置決めするための中空突起２３０も
備えている。本例では、２つの突起が存在し、これらの突起は、プロセスの組み立て中に
、あらかじめガイドするように働く。従って、これにより、放熱器８０内に前記プレート
２２の位置決めピン２２４を固定することが可能となり、よって信号タング１０６の組み
立て前に、信号プレート２２を位置決めすることが可能となる。信号プレートは、更に、
　－内部にフィルタコンデンサを収納するためのハウジング２３１を有している。このコ
ンデンサは、電子モジュールに接続され、ハウジングによって、前記コンデンサに対する
良好な機械的強度を与える。このハウジングには、樹脂が塗布される。
【０２００】
　更に、この第３実施例の相互接続プレート２２は、第２実施例のプレートと同じ次の要
素を有する。すなわち
　－ベースプレート２２０と、
　－リセス２２１ａおよび２２１ｂと、
　－中心リセス２２３と、
　－ブラシホルダのためのリセス２２８と、
　－４つのインサート２２６と、
　－位置決めピン２２４と、
　－オリフィス２２１０および２２１１を有する金属トラックＴＳとを有する。
【０２０１】
　この実施例の第１変形例によれば、オリフィス２２１０および２２１１は、前記オリフ
ィスと対応する信号タング１０６との間のスズ溶接を実行するようになっている。従って
、このオリフィスは、下から見た図における図１１ａおよび図１１ｂに示すように、面取
り部を有する孔となっている。
【０２０２】
　この実施例の第２変形例によれば、オリフィス２２１０および２２１１は、前記オリフ
ィスと対応する信号タング１０６との間で、レーザー溶接を行うようになっている。従っ
て、オリフィスは、図１１ｃに示すように、折りたたまれたマイクロタングとなっている
。
【０２０３】
　図１１ｄは、信号プレート２２の金属トラックを示している。この金属トラックは、モ
ジュールのタング１０６の位置、および好ましくは前記プレートの形状に適合し、更に、
４つのインサート２２６のまわりと通過するようになっている。これらのトラックは、ロ
ータの回転軸線に対して、実質的に同心状の円のうちの円弧状となっていることが好まし
い。
【０２０４】
　従って、信号機能を満たすための電子カードとは異なり、この信号プレートは、次のよ
うな利点を有する。
　－従来のＰＣＢ電子回路とは異なり、高温、例えば２６０℃に耐えることができる。こ
のＰＣＢカードは、ポリマー絶縁体と共に銅製のトラックから構成され、この銅製のトラ
ックは、高温に耐えることができない。
　－電子モジュール１０の上方においてセンタリングできるようになっている。
　－必ずしも銅から製造されない金属トラックを有していること。その理由は、これらト
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ラックが伝える電力が比較的少ないので、必ずしも低い電気抵抗の材料が必要ではない。
従って、前記トラックは、限定されないが、スチールで製造できる。
　－モジュールのできるだけ近くにあり、そのため、過剰に長いモジュールのための信号
タングを設けなくてもよく、従って、プラグインの問題が解消される。
　－重なっていない金属トラックにより、トラックのカットを１回で行うことができ、厚
さの薄いプレートが得られ、よって、回転電気機器全体の軸方向のサイズを節約でき、信
号相互接続プレートの製造が容易となる。
【０２０５】
　当然ながら、上に示したすべての実施例では、相互接続オリフィス２２１０、２２１１
の代わりに、折りたたみタングのような別の相互接続手段を設けることも可能である。
【０２０６】
　電力相互接続プレート
　電力相互接続部品２１によって、外部（特に自動車のバッテリー）から電子モジュール
２０、３０、４０の間で電力を分配することが可能となっている。
【０２０７】
　この部品は、電子モジュールから独立しており、これによって、各モジュールに電流を
別々に給電することが可能となっており、すべてのモジュール内の１つのモジュールのた
めの電流の通過に関連するモジュールの加熱を防止できるようになっている。従って、こ
の部品および関連するモジュールの構造によれば、３つの電力モジュールの間での電流の
流れはない。
【０２０８】
　この相互接続部品２１は、最も簡単なケースでは、電気的に絶縁性の材料、好ましくは
プラスチックから製造されたプレートとなっている。
【０２０９】
　図１２ａ～図１２ｃに示す第１の非限定的実施例では、この相互接続部品は、
　－材料に関して前記プレートを軽量化するための中心リセス２１０と、
　－電力相互接続トラック２１１（－ＢＡＴＴ）、２１２（＋ＢＡＴＴ）と、
　－それぞれの電力トラック２１１、２１２から延びる正の電力ターミナル２１１０およ
び正の電力ターミナル２１２０と、
　－前記相互接続トラック２１１および２１２に設けられたプラスチック重ね成形部２１
３と、
　－第１リセス２１４ａと、
　－第２リセス２１４ｂと、
　－固定ラグ２１５とを備えている。
【０２１０】
　次に、電力相互接続プレートの要素について詳細に説明する。
【０２１１】
　・プレートの少なくとも１つの面には、電力相互接続トラック２１１、２１２が配置さ
れており、これらは、低抵抗の金属、好ましくは銅から製造されたトラックであり、これ
らトラックの上に、電力プレート２１のプラスチック材料が重ね成形されている。
【０２１２】
　このトラックは、プラスチックプレートにクリップ留め、リベット留め、接着剤による
接着、または他の任意の適当な態様で固定された平らなストリップの形態に製造できる。
【０２１３】
　好ましい実施例によれば、トラック２１１、２１２は、インターリーブされており（ト
ラック２１１は、トラック２１２に囲まれており）、更に同心状であり、同一平面上に位
置している。この場合、負の電力ターミナル２１１０は、正の相互接続トラック２１２（
＋ＢＡＴＴ）を妨害しないように折りたたまれている。このように、回転電気機器を外部
に接続する顧客のコネクタの条件に従い、カバーを配向するように、リセス２１４ａ、２
１４ｂの位置を最適にすることが可能である。前記トラック２１１と２１２は、重ねられ
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ておらず、従って、カバーのトラックとの電気接続を可能となっており、前記ゾーンは、
リセス２１４ａおよび２１４ｂを含む。
【０２１４】
　第２実施例によれば、トラック２１１と２１２を互いに重ねることができる。このこと
は、ラジアル方向のサイズにとって有利である。
【０２１５】
　最後に、電力接続トラック２１１、２１２は、孔２１７ａ、２１７ｂを備え、この孔に
よって、モールド内のｘ、ｙに関して、前記トラックを位置決めすることが可能となって
いる。このモールドは、プラスチックの重ね成形２１３を実行するのを可能にしているこ
とに注目されたい。
【０２１６】
　・電力相互接続トラック２１１は、Ｌ字形をした負の電力ターミナル２１１０（－ＢＡ
ＴＴ）を有し、電力相互接続トラック２１２は、正のターミナル２１２０（＋ＢＡＴＴ）
を有する。このターミナルは前記部品２１の外周部に向かって径方向に延びている。この
ターミナルは、カーブした自由端を有する。ターミナル２１１０、２１２０の正確な寸法
および位置は、このターミナルを、モジュールの各トラック１０４、１０３の端部よりも
上方に位置決めできるようにし、溶接、鑞付け、または溶接と鑞付けにより、前記トラッ
クに接続できるようになっている。従って、外径部上の（Ｌ字形をし、曲げによりカーブ
した端部を有する）電力ターミナルのこのような構造により、モジュールとの組み立てが
容易となっている。従って、これらターミナルは、前記モジュールの各々に電力を分配す
るよう、電子モジュール１０の対応するトラック１０３、１０４との電気接続を得ること
を可能にしている。正の電力トラック２１２は、負の相互接続ターミナル２１１０に、オ
ーバーラップしていることが理解できると思う。
【０２１７】
　・重ね成形部２１３は、好ましくはレーザー溶接により、バッテリーのカバーへ相互接
続トラック２１１を電気接続するための第１リセス２１４ａと、好ましくはレーザー溶接
により、バッテリーのカバーに相互接続トラック２１２を電気接続するための、前記重ね
成形部内の第２リセス２１４ｂとを備えている。
【０２１８】
　更に、重ね成形部２１３は、組み立て工具を前記プレートに通過させ、後部放熱器の支
承体と前部支承体との組み立てを可能にする組み立てリセス２１６を備えている。
【０２１９】
　モジュールのトラック１０４、１０３の端部に、前記端部が当接することができるよう
、電力ターミナル２１１０および２１２０の端部は、重ね成形されていないことに留意す
べきである。トラックの端部での組み立てを容易にするよう、電力ターミナル部品の全体
を重ね成形しないことが好ましい。このように、重ね成形しないことにより、かかる組み
立て内でより大きい曲げが可能となるからである。
【０２２０】
　相互接続プレートの外周部から、実質的に径方向にラグ２１５が延びている。これらラ
グ２１５には、オリフィスが設けられおり、このオリフィスは、装置の種々のモジュール
と他の要素を組み立てる際に、固定手段、例えばネジ切りされたロッドまたはボルト、も
しくはスタッド、もしくは他の適当な任意の固定要素をラグに通過できるようにしている
。
【０２２１】
　図１３ａ～図１３ｃに示す第２の非限定的実施例では、電力相互接続プレート２１は、
　－補助中心リセス２１０１と、
　－少なくとも１つの固定クリップ２１８と、
　－保持スタッドを受けるためのインサート２１９ａ、２１９ｂと、
　－機械式ストッパー２１１２と、
　－少なくとも１つの支持ピン２１１３と、
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　－オリフィス２１９ｃとを備えている。
【０２２２】
　次に、電力相互接続プレートの要素について詳細に説明する。
【０２２３】
　補助中心リセス２１０１は、プロテクタと共にブラシホルダーの挿入を可能にしている
。この場合、ブラシケージプロテクタは、ブラシホルダーに組み立てられた独立した部品
であり、制御兼励磁モジュールに対して、ブラシホルダーを取り外すことが可能となって
いる。これにより、特に交換に関連し、例えばブラシ（および従ってブラシホルダー）が
摩耗したために交換するときに、回転電気機器のメンテナンスが容易となっている。従っ
て、すべての電子回路（モジュールおよび２つのプレート）を交換する代わりに、（電子
回路が故障していなければ）ブラシホルダーを交換するだけでよい。
【０２２４】
　固定クリップ２１８（本例では３つ）により、プレート２１を信号プレート２２に機械
式に保持できるようになっている。
【０２２５】
　インサート２１９ａおよび２１９ｂは、保持スタッド（本例では合計２つ）を支持し、
電力トラック２１１、２１２をカバー７０に接続するようになっている。２つのインサー
ト２１９ａ、２１９ｂは、前記電力トラックへのアクセスを可能にしているので、図１３
ａに示すように、前記トラックへの重ね成形２１３を実行できる。従って、これら２つの
インサートは、プレート１の機械式保持および電気接続を可能にしている。
【０２２６】
　最後のオリフィス２１９ｃは、スタッドによる前記プレート２１の機械式保持だけを可
能にしている。
【０２２７】
　機械式ストッパー２１１２は、電力プレートを組み立てる際に、電力プレート２１が並
進運動しないように停止させることを可能にしている。このストッパーは、例えば制御兼
励磁モジュール上に位置している。更に、このストッパーの長さは、電力トラックの電力
ターミナル２１１０および２１２０よりも短いので、ストッパーが制御モジュールに載る
前に、対応するモジュールのトラックに前記ターミナルが載る。このストッパーは、プレ
ートの外径部に配置されており、このプレートを越えて突出している。
【０２２８】
　・支持ピン２１１３（本例では２つ）は、組み立て中に放熱器の支承体に前記プレート
２１が当接することができるようにする。
【０２２９】
　プレート２１は、第１実施例において説明したように、
　－中心リセス２１０と、
　－電力トラック２１１、２１２と、
　－負の電力ターミナル２１１０と正の電力ターミナル２１２０と、
　－重ね成形部２１３とを含んでいる。
【０２３０】
　重ね成形部２１３は、本例では、プラスチック材料を軽量化するためのリセス２１３０
を備えている。このリセスは、対向する電力トラックが存在していないので、可能となっ
ている。第１実施例と同じように、電力ターミナル２１１０および２１２０は、重ね成形
されない。
　図１３ｃには、電力トラック２１１および２１２が示されている。
【０２３１】
　更に、第１実施例および第２実施例によれば、
【０２３２】
　－プレート２１は、図１３ｂに示されるパッシブなフィルタリング部品２１１４、例え
ばマイクロタング２１１４０ａおよび２１１４０ｂを介して、電力トラック２１１（－Ｂ
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ＡＴＴ）、２１２（＋ＢＡＴＴ）との間に接続されたコンデンサを一体化することもでき
る。これによって、例えば自動車の車載システムの電圧をフィルタリングすると共に、特
に電気変換部品ＭＯＳ、ダイオードなどに起因する発振をフィルタリングすることが可能
となっている。
【０２３３】
　－電力トラックの端部は、平坦であり、モジュールの表面と同一面となっていることが
好ましい。従って、この構造の利点は、（後に詳細に説明する）電力プレート上のトラッ
クを、フラットオンフラットの透明性により、モジュールのトラックの両端に溶接するこ
とが可能であることである。
【０２３４】
　－電力相互接続プレート２１は、ブラシホルダーを不透性にするブラシケージプロテク
タ（図示せず）を一体化することもできる。これによって、組み立てのために部品を少な
くすることができる。更にブラシホルダーは、励磁モジュールから、ブラシを介してロー
タに流れる励磁電流の供給を可能にしている。次に、前記プロテクタは、ブラシホルダー
に対向するように、前記プロテクタを位置決めできる位置決めガイドを含んでいる。
【０２３５】
　－正のターミナル２１２０は、モジュールの対応するトラック上に、前記電力部品のた
めの基準支持平面を構成する剛性ラグであることが好ましい。
【０２３６】
　－負の電力ターミナル２１１０は、組み立ての公差を考慮するための可撓性ラグである
ことが好ましい。従って、これらのモジュールと、前記プレートとを組み立てるときに、
このような構造にしたことにより、透明性により、溶接前に前記電力プレートのトラック
を変形することが可能となる。これにより、電力相互接続トラックをモジュールの対応す
るトラックに接触させることが容易となる。第１実施例に対しても、更に後述する第３実
施例に対しても、この可撓性を利用することが可能となる（しかし、これは必ずしも必要
ではない）。
【０２３７】
　図１４ａ～図１４ｅは、電力相互接続部品２１の第３の非限定的実施例を示す。
【０２３８】
　電力相互接続プレート２１は、
　－回転電気機の後部支承体との機械的接続を確立するためのインサート２１０ｄと、
　－ステータの位相保護手段２１１ｄと、
　－回転電気機器の後部支承体に位置決めする手段２１２ｄと、
　－力ステイ２１３ｄと、
　－放熱器８０内に前記プレートを位置決めする手段２１４ｄと、
　－前記プレートを放熱器８０に固定するための固定ターミナル２１５ｄと、
　－電気インサート２１６ｄと、
　－電力コネクタ２１９ｄと、
　－プラスチックが上に成形された正のトラック２２１ｄ（Ｂ＋）および負のトラック２
２０ｄ（Ｂ－）と、
　－正のトラックＢ＋から延びる正の電力ターミナル２１７ｄと、
　－正の電力ターミナル２１７ｄを保護する手段２１８ｄと、
　－バッテリーに接続されたクライアント電力コネクタ（図示せず）に機械式に接続する
ためのターミナル２２０ｄと、
　－接続ターミナル２２０ｄに接続された機械式接続オリフィス２２０ｅとを備えている
。
【０２３９】
　次に、電力相互接続プレートの要素について説明する。
【０２４０】
　・インサート２１０ｄは、例えばネジ（全体で４つ）により、回転電気機器の後部支承
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体との機械式接続を確立する。
【０２４１】
　・前記プレートの外径部には、ステータの位相保護手段２１１ｄが位置し、このプレー
トの平面を越えて突出し、前記保護手段は、ステータの位相コイルと放熱器本体、すなわ
ち特に支承体の本体との接触を防止する。
【０２４２】
　・回転電気機器の後部支承体に位置決めする手段２１２ｄは、本例では、位置決めピン
であり、プレートの底面上で延びている。前記ピンは、支承体の機械加工の基準オリフィ
スである長円形の孔内に位置していることが好ましい。
【０２４３】
　・ステイ２１３ｄにより、前記電力プレートの軸方向下方への変形が可能となっており
、振動の問題を解消している。このステイは、プレートの変形を確実にするよう、インサ
ート２１０ｄよりも高くなっていることが好ましく、このステイは、プレートの頂部面の
上に延びている。
【０２４４】
　・放熱器８０内に前記プレートを位置決めする手段２１４ｄ（本例では２つ）は、前記
プレートの頂部面の上に延びている。
【０２４５】
　・固定ターミナル２１５ｄは、ナットにより、放熱器８０に前記プレートを固定するこ
とを可能にしており、固定ターミナルは、負の電力トラックＢ－に接続されており、これ
によって、放熱器をアースしている。
【０２４６】
　・電気インサート２１６ｄは、トラック２２２ｄ上のターミナル２１５ｄと組み立てら
れるようになっており、従って、前記トラックはこのインサートと前記ターミナルとの間
に挟持され、鋳造アルミから製造することが好ましい放熱器と銅製の電力トラックとの間
で、困難な溶接を実行しなくてもよくなる。
【０２４７】
　・電力コネクタ２１９ｄは、負のトラックＢ－と正のトラックＢ＋とを含む。
【０２４８】
　・正のトラックＢ＋から延びる電力電気ターミナル２１７ｄは、本例ではＬ字形であり
、軸方向のタングを有し、例えば前記プレート２１の平面に垂直となっており、前記平面
を越えて上方向に延びている。前記ターミナルは、重ね成形されていないので、電子モジ
ュールの正のトラック１０３（Ｂ＋）の端部との接続が可能となっており、前記ターミナ
ルは前記部品２２の外周部に向かって延びている。
【０２４９】
　・電気ターミナル２１７ｄを保護する手段２１８ｄは、回路のショートおよび塩分のス
プレーに対して保護している
【０２５０】
　・正のトラック２２１ｄ（Ｂ＋）および負のトラック２２２ｄ（Ｂ－）には、プラスチ
ック２１３、例えば図１４ｃで見ることのできるトラックが上部に成形されている。これ
らのトラックは、電力コネクタ２１９ｄ上で見ることができ、これによって、前記コネク
タと前記トラックとの間の電気接続をするよう、電力コネクタの取り付けが可能となって
いる。
【０２５１】
　・バッテリーに接続されたクライアントのコネクタにターミナル２２０ｄを接続するこ
とにより、バッテリーと電気機器との間で電流を正しく流すことができるように、トラッ
ク２２１ｄおよび２２２ｄとクライアントの電力コネクタのトラックとを押圧することが
可能となっている。
【０２５２】
　・従って、クライアントの電力コネクタが接続ターミナル２２０ｄに固定されていると
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き、ネジのための機械式接続オリフィス２２０ｅは、重ね成形部に対する機械式応力の伝
達を防止できる。
【０２５３】
　図１４ｅに示す変形実施例では、電力プレート２１の重ね成形部２１３が、（支承体の
外径部にから遠い）支承体の空気出口開口部をカバーし、回転電気機器の内部に向かう空
気のラジアル方向のループバックを低減するよう、排出された空気をガイドすることが好
ましい。従って、前記重ね成形部は図１４ｅに示されるカバー用カラー２１３ｚを含んで
いる。
【０２５４】
　従って、この電力プレートは、次のような利点を有する。
　－オーバーラップしていない単一のトラックを有し、このトラックにより、成形および
位置決めをより容易に行うことが可能になっている。
　－電力プレートは放熱器８０の下方に固定されているので、信号相互接続プレート２２
から放熱器本体によって分離され、よって電力信号Ｂ＋は、前記信号相互接続プレート２
２からの信号と干渉しない。
　－放熱器のフィンに必要なスペース内に電力プレート２１が位置しているので、軸方向
のサイズを節約できる。
　－放熱器を（支承体の本体に対し）アイソレートされた本体、またはアイソレートされ
ていない本体とすることが可能となるので、支承体の本体とは異なる本体とすることがで
き、よって特に始動中の車載システムの干渉を防止できる。
【０２５５】
　電力プレート２１が存在しているので、電子電力モジュールも含むバンド内に電力トラ
ックが一体化されている解決案とは異なり、回転電気機器を機能させるのに必要な電力（
オルタネータモードでは１５０Ａ、始動時には６００Ａ）を伝えるのに、銅の横断面が広
くなっていることが理解できると思う。
【０２５６】
　カバー
　第１の非限定的な実施例によれば、図１５ａ～１５ｃに示されるようなカバー７０は、
　－正の電力トラック７１（Ｂ＋）および負の電力トラック７２（Ｂ－）と、
　－トラック７１、７２と電力プレート２１の対応するトラックとの溶接を行うための２
つの開口部７４と、
　－モジュールと信号接続部７６との接続を可能にする信号トラック７５と、
　－信号接続部７６と、
　－正のロケーション７７のための溝またはオリフィスと、
　－例えば固定ネジまたはナットのための固定オリフィス７８とを備えている。
【０２５７】
　カバーの要素について詳細に説明する。
【０２５８】
　・電力トラック７１、７２は、電力相互接続部品２１の電力トラック２１２、２１１を
電気的に接続し、自動車のクライアント電力コネクタの間の接続をするようになっている
。電力トラック７１、７２は、カバー７０の上に成形され、相互接続部品２１の２つのト
ラック２１２、２１１にレーザー溶接されている。例えば接続目的のために設けられた開
口部７４を通して、これら２つの要素の間の電気的な接続がされている。これらの電気的
な接続は、溶接、特にレーザー溶接または溶接－鑞付けだけでなく、鑞付け、または機械
的な接触によって行うことができる。最後のケースでは、カバー７０のための固定ネジに
より、トラックに圧力を加えることによって機械的な接触が得られる。
【０２５９】
　・信号接続部７６は、自動車の他の電子ボックスとの対話を可能にしている。これら接
続部はカバー７０内で一体化され、一方が制御モジュール３０に接続されると共に、他端
がクライアント信号コネクタ（図示せず）に接続された信号トラック７５を含んでいる。
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前記クライアント信号コネクタは、自動車の種々の機能、例えば発電機またはモータ機能
に従った回転電気機器の管理を制御するための制御手段、例えばコンピュータに接続する
ためのケーブルを含んでいる。
【０２６０】
　・正のロケーション７７のための溝またはオリフィスは、制御モジュール３０のガイド
１０７上にカバー７０を正しく位置決めできるようにしている。従って、前記溝またはオ
リフィスは、制御モジュール３０のガイド１０７と係合している。
【０２６１】
　図１６に示す第２の非限定的な好ましい実施例によれば、カバーは、
　－ネジの代わりに、固定手段、例えばスタッドを受けるようになっている開口部７９を
備えている。
【０２６２】
　カバーは更に、第１実施例で説明した次の要素、
　－電力トラック７１、７２と、
　－車載システムに接続するための要素７３と、
　－２つの開口部７４と、
　－信号相互接続部７５と、
　－信号相互接続部７６と、
　－正のロケーションのための溝またはオリフィス７７とを含んでいる。
【０２６３】
　２つの実施例で説明したカバー７０は、使用するクライアントコネクタの特定のロケー
ションおよびタイプにより、各クライアント固有の部品となるようになっていることに留
意されたい。
【０２６４】
　図１７ａおよび図１７ｂに示す第３の非限定的な好ましい実施例においては、カバーは
、単純なカバーであり、組立体を固定する、信号プレート２２のスタッド２２６ｇに取り
付けられたカバーのための固定クリップ７９１しか有していない。どんなトラックまたは
コネクタも含まず、プラスチック材料しか存在していない。
【０２６５】
　電子モジュールと協働するすべての要素について説明したので、次にこの組立体につい
て説明する。
【０２６６】
　後に詳細に理解できるように、電子モジュールは、いくつかの方法で回転電気機器の後
部支承体に固定される。
　－支承体（フィンまたは水と一体的、もしくは一体的でないヒートパイプを有する放熱
器の支承体）に直接固定されるか、または
　－（フィンもしくは水と一体的であるか、または一体的でないヒートパイプを有する）
一体的でない放熱器に固定される。
【０２６７】
　１）組み立てまたは配置の第１の方法
　モジュールを組み立てる第１の方法によれば、電子モジュールは次の要素とインターフ
ェースする。
　－放熱器の支承体６０
　－第１または第２実施例に係わる信号相互接続部品２２
　－第１のまたは第２実施例に係わる電力相互接続部品２１
　－第１のまたは第２実施例に係わるカバー７０
とインターフェースする。従って、上記すべての部品を組み立てる第１方法は次のように
実行される。
【０２６８】
　従って、上記すべての部品の第１の組み立てを、次のように実行する。
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【０２６９】
　第１のステップ１）では、放熱器の支承体６０に、電子モジュールを取り付ける。
【０２７０】
　放熱器の支承体６０への各モジュールの位置決めは、２つの位置決めピン１０９ａ、１
０９ｂによって容易とされ、これらピンは、対応する支承体６０の各オリフィス６０９ａ
、６０９ｂに対向するように位置させられる。
【０２７１】
　一方で接着剤、例えばガラスボールにより、他方で２つの異なる方法で機械式に、放熱
器の支承体６０にモジュールを固定する。
【０２７２】
　図１８に示す第１の非限定的な方法によれば、３本のスタッド１１３によってモジュー
ルの各々を固定する。前記支承体内の対応するオリフィス６０８内に３本のスタッドを挿
入する。図１８は、５つのモジュール、３つの電力モジュール２０、制御モジュール３０
、および励磁モジュール４０の組み立てを示している。
【０２７３】
　図２４に示す第２の非限定的な好ましい方法においては、次の手段によって固定を実行
する。
　－信号相互接続プレート２２を設置した後、所定位置に置かれ、放熱器の支承体６０内
の対応するオリフィス６８１、６８２、６８３に挿入される３本のスタッド２２６ｇと、
　－支承体内の関連するオリフィス６８４内に挿入されるネジ２２６ｖによって固定が行
われる。
【０２７４】
　図２３は、４つのモジュール、３つの電力モジュール１０、制御兼励磁モジュールの組
み立てを示す。
【０２７５】
　２つの方法に対し、組み立てを容易にするように、電力トラックおよび信号接続部と同
じように、電気機器のロータの回転軸線に垂直な同一平面にすべてのモジュールを配置す
ることが好ましい。
【０２７６】
　しかしながら、前の図に示した実施例の変形例では、モジュールを異なる平面に配置す
ることができる。
【０２７７】
　第２のステップ２）では、電子モジュールに信号相互接続プレート２２を取り付ける。
このため、信号接続部の長さをできるだけ短くし、かつプラグインの問題を防止するよう
、モジュールに前記プレートをできるだけ接近させる。このように、モジュールの信号接
続部１０６は、短くなっているので、この変形は良好に制御できる（これら接続部はあま
り変形できない）。前記接続部は可撓性とすることが好ましい。
【０２７８】
　上記のように、支承体にモジュールを固定する２つの方法に対応する２つの異なる方法
で、モジュールと支承体の組立体に信号相互接続プレート２２を固定する。
【０２７９】
　図１９に示す第１の非限定的方法によれば、支承体の位置決めオリフィス６０１ａおよ
び６０１ｂに対向して位置する位置決めスタッド２２４により、プレート２２を位置決め
する。従って、このような位置決めにより、
　－接続リセス２２１ａはモジュールの信号接続要素１０６ａに対向し、
　－接続リセス２２１ｂはモジュールの信号接続要素１０６ｂに対向し、
　－固定ラグ２２２はモジュール１０のスタッド１１３に対向するように設置される。
【０２８０】
　次に、プレスした後、金属信号トラックＴＳの相互接続オリフィス２２１０内に信号接
続部１０６ａを挿入し、金属信号トラックＴＳの相互接続オリフィス２２１１に接続要素
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１０６ｂを挿入し、スタッド１１３にラグ２２２を固定する。
【０２８１】
　図２４に示した第２の非限定的な好ましい方法によれば、支承体の位置決めオリフィス
６１０ａおよび６１０ｂに対向して位置する位置決めピン２２４により、モジュールにプ
レート２２を位置決めする。従って、この位置決めにより、
【０２８２】
　－接続リセス２２１ａはモジュールの信号接続要素１０６ａに対向し、
【０２８３】
　－接続リセス２２１ｂはモジュールの信号接続要素１０６ｂに対向し、
【０２８４】
　－ステイ２２５ａおよび２２５ｂは、モジュールの支持ゾーン１１４に対向し、
【０２８５】
　－インサート２２６は、支承体内の対応するオリフィス６８１～６８４に対応して位置
する。
【０２８６】
　次に、プレスした後、前記対応するリセス２２１内に接続要素１０６を挿入すると、モ
ジュールの支持ゾーン１１４にステイ２２５が載る。
【０２８７】
　次に、前記プレート２２内のオリフィス２２４、および放熱器の支承体６０のうちのオ
リフィス６８１、６８２、６８３に挿入されたスタッド２２６ｇを固定する。スタッドは
、前記プレートに当接し、従ってプレートとモジュールと支承体の組立体に当接し、機械
的強度を良好にすることができる。同じように、プレート２２および支承体６０内の対応
するそれぞれのオリフィス２２６および６８４内にネジ２２６ｖを螺合する。
【０２８８】
　このようにしてして、回転電気機器の寿命全体にわたり、モジュールの保持を保証する
ため、電力モジュール２０および他のモジュール３０、４０へ圧力を加えるよう、信号相
互接続プレート２２を製造する。
【０２８９】
　非限定的実施例では、前記プレートの材料は、グラスファイバーを含むＰＰＳ（フェニ
レンポリスルファイド）プラスチックである。
【０２９０】
　これら２つの方法により、モジュールに圧力を加えるよう、信号プレートは変形させら
れる。この変形は、約０.３ｍｍであることが好ましい。このように、モジュールの外れ
が防止され、タングの溶接部にかかる応力が解消される。
【０２９１】
　第３のステップ３）では、支承体とモジュールと信号プレートの組立体に、電力相互接
続プレート２１を取り付ける。この電力相互接続プレート２１は、信号相互接続プレート
２２の上方に固定する。
【０２９２】
　電力プレート２１は、２つの異なる方法で固定する。
【０２９３】
　図２０に示す第１の非限定的方法によれば、
　－モジュール２２のスタッド１１３に固定ラグ２１５が対向し、前記スタッドにより、
前記プレート２１を位置決めし、
　－電力ターミナル２１２０、２１１０が、モジュール１０３、１０４の対応するトラッ
クに対向するように、信号プレート２２に、電力プレート２１を載せる。
【０２９４】
　ブラシホルダーの場合、リセス６０５内にブラシホルダーが挿入され、支承体のリセス
６０３にブラシケージプロテクタが挿入されるように、ブラシホルダーを位置決めする。
【０２９５】
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　次に、プレス後、スタッド１１３に固定ラグ２１５を固定し、モジュールのトラック１
０３、１０４の端部に、それぞれ電力ターミナル２１２０、２１１０を載せる。
【０２９６】
　図２５に示す第２の非限定的な好ましい方法においては、
　－インサート１１９がスタッド２２６ｇに対向し、前記オリフィスおよびスタッドが確
実な位置決めとして働き、
　－ラグ２１８が信号プレート２２の保持クリップ２２７に対向するように、信号プレー
ト２２に電力プレート２１を載せる。
【０２９７】
　次に、プレス後、スタッド２２６ｇにオリフィス２１９を挿入し、クリップ２２７内に
ラグ２１８をスナップ嵌合させ、
　－オリフィス２１９ｃを第３スタッド２２６ｇに対向させる。
【０２９８】
　最後のステップにて、組立体にカバー７０を取り付ける。このように、カバー７０は電
気機器の後部支承体のためのシュラウドを形成する。
【０２９９】
　カバー７０を、２つの異なる方法で固定する。
【０３００】
　図２１および図２２に示す第１の非限定的方法により、カバーの溝７７が、制御モジュ
ール３０のガイド１０７に対向して位置するように、電力プレート２１にカバー７０を載
せる。このガイドおよび溝は、確実な位置決めとして働く。
【０３０１】
　次に、プレス後、
　－カバー７０の信号トラック７５と制御モジュール３０のタング１０６ｃとが接触し、
　－カバーの電力トラック７１（Ｂ＋）、７２（Ｂ－）と電力プレート２１の電力トラッ
ク２１２、２１１とが接触するよう、前記ガイド内に前記溝を挿入する。
【０３０２】
　最後に、カバーを設置した後、開口部７４を介したレーザー溶接によりカバーのトラッ
ク７１、７２と、トラック２１２、２１１との間で電気接続を行う。
【０３０３】
　このカバーを、３つのネジまたはナット７８によって固定する。
【０３０４】
　図２６に示す第２の非限定的な好ましい方法によれば、電気接触を確立することに関し
、第１の方法と同じ方法で、電力プレート２１にカバー７０を載せる。更に、電子組立体
を固定する３本のスタッド２２６ｇの上方に、開口部７９を置く。
【０３０５】
　次に、プレス後、前記スタッドにより、電子組立体（支承体／モジュール／相互接続プ
レート６０にカバー７０を固定する。　
【０３０６】
　この場合、装置の要素のすべての上にカバー７０が載り、カバーは放熱器の支承体上で
電力プレート２１を動かないようにすると共に、必要な電気接触をするために十分な強度
のサポートを保証する。
【０３０７】
　従って、理解できるように、第１の組み立てモードによれば、電子モジュール１０、信
号相互接続部品２２、電力相互接続部品２１および放熱器は、それぞれ第１平面、第２平
面、第３平面および第４平面を占め、これらすべての平面は、互いに平行となっており、
これらの平面は、回転電気機器の後部支承体に最も近い平面からスタートし、次の順序で
重なる。すなわち、
　－第４平面、
　－第１平面、
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　－第２平面、
　－第３平面の順に重なる。
【０３０８】
　従って、電力相互接続部分２１は、電子モジュールとは独立しており、特に電力電気タ
ーミナルだけによって、前記モジュールに接続されている。
【０３０９】
　このことは、特に信号接続部１０６だけによって、前記モジュールに接続されている信
号相互接続部品２２にも当てはまる。
【０３１０】
　２）第２組み立てモードまたは配置
　第２モジュールの組み立てモードまたは配置によれば、電子モジュールは次の要素、す
なわち
　－放熱器８０と、
　第３実施例に係わる信号相互接続部品２２と、
　第２実施例に係わる電力相互接続部品２１と、
　第３実施例に係わるカバー７０とインターフェースする。
【０３１１】
　従って、上記すべての部品を組み立てる第２方法は、次のように実行される。
【０３１２】
　この組み立て方法を示す例では、放熱器８０に固定されるモジュールは、４つ存在する
ことに留意すべきである。すなわち、３つの電力モジュール２０と、１つの励磁モジュー
ル３０とが存在する。
【０３１３】
　図２７ａに示す第１ステップ１）では、モジュールを固定するために、放熱器８０の頂
面に、モジュールが位置決めされる。
【０３１４】
　この位置決めは、放熱器８０のオリフィス８１０と対向する位置決めピン１０９ａおよ
び１０９ｂにより行われ、位置決め中、各モジュールのインサート１２０は、放熱器８０
内の関連する各オリフィス８０４と対向するように位置決めされる。
【０３１５】
　次に、下記の手段により、固定を実行する。
　－モジュールの固定オリフィス１１５、および放熱器８０の対応するオリフィス８０４
に挿入されたネジ１１５０。この固定ネジにより、インサート１２０を介し、モジュール
をアースに接続することも可能になる。
　－制御兼励磁モジュール３０のコネクタ１１６。このコネクタを、貫通ネジにより、放
熱器の関連するオリフィス８０７に螺合する。
【０３１６】
　組み立て中、
　－この挿入目的のために設けられた放熱器のリセス１０９内に、モジュールの電気保護
手段１２６を挿入する。
【０３１７】
　更に、モジュールは接着剤、例えばガラスボール接着剤により放熱器８０にも接合する
。
【０３１８】
　放熱器８０に制御兼励磁モジュール３０を固定する前に、固定のために設けられたネジ
１１７ａにより、前記モジュールにブラシホルダー５０が固定されていることに留意すべ
きである。別の変形例では、放熱器８０に、前記モジュール３０を設置した後に、このホ
ルダーを固定することも可能である。
【０３１９】
　図２８に示す第２ステップ２）では、前記放熱器８０に、前記プレート２１を固定する
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よう、放熱器の底面に電力プレート２１を位置決めする。
【０３２０】
　この位置決めは、
　－放熱器内の関連する位置決めオリフィス８０８と対向するように、前記プレート２１
を位置決めする手段２１４ｄと、
　－電気接続オリフィス８０５と対向する固定ターミナル２１５ｄによって行う。
【０３２１】
　放熱器８０への前記プレート２１の固定は、
　－放熱器内の対応するオリフィス８０８に挿入された２つの位置決め手段２１４と、
　－電気接続オリフィス８０５にプラグ挿入された固定ターミナル２１５ｄと、
　－放熱器の対応するサポート８１４に対向する４つの力ステイ２１３ｄによって行われ
る。
【０３２２】
　組み立て中、
　－放熱器内に一体化のために設けられたリセス８１２内に、位相保護手段２１１ｄを組
み込む。
【０３２３】
　従って、図２８から次のことが分かる。
　－手段２２１ｄは、ステータの位相タングを保護する。
　－各電子モジュール１０の対応する正のトラック１０３（Ｂ＋）に、電気ターミナル２
１５ｄの軸方向タングが対向し、これによって、前記トラック１０３と電力プレート２１
の正のトラック２２１ｄ（Ｂ＋）とを電気的に接続することができる。
　－ターミナル２１５ｄ内に組み込まれた電気インサート２１６ｄにより、放熱器８０を
アースすることができる。
【０３２４】
　図２９に示す第３ステップ３）では、信号相互接続プレート２２を固定するように、前
記電子モジュール１０の上に信号相互接続プレート２２を位置決めする。
【０３２５】
　２つの電子モジュール１０の２つの保護ピン１０７により、信号プレート２２を予備的
に位置決めする（予備的にガイドされる）。前記保護ピンは、十分に予備的にガイドする
ように、互いに最も遠くに離間している。
【０３２６】
　この位置決めは、
　－予備的なガイドをするように働く２つの中空の突起２３０によって行われ、これらの
突起は、電子モジュールに属す２つの位置決めピン、またはガイド１０７に予備的に位置
決めされる。
【０３２７】
　次に、放熱器８０の対応するオリフィス８１１内の位置決めピン２２４により、信号プ
レート２２を位置決めする。
【０３２８】
　組み立て中、
　－接続リセス２２１ａは、モジュールの信号接続要素１０６ａと対向し、
　－接続リセス２２１ｂは、モジュールの信号接続要素１０６ｂと対向し、
　－ステイ２２５ａおよび２２５ｂは、モジュールの支持ゾーン１１９、１１４とそれぞ
れ対向し、
　－インサート２２６は放熱器の対応するオリフィス８０６と対向する。
【０３２９】
　この固定は、
　－電力プレートのインサート２１０ｄに関連する絶縁された中空リベット２１０１ｄに
よって行われる。インサート内のこれらリベット２１０１ｄにより、一方で信号プレート
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の組み立てが可能となると共に、他方で、支承体の本体に対する放熱器の本体の絶縁が可
能となり、最後に、あらかじめ組み立てられた電子サブモジュール（２つのプレートと放
熱器と電子モジュール）を形成することが可能となり、よって、信号接続部１０６と信号
プレート２２とを溶接した後に、支承体上に組み立てる間、ネジまたはスタッドによって
前記溶接部に機械的な応力を加わえる恐れのある別の力は加えられない。
【０３３０】
　次に、プレス後、前記対応する相互接続オリフィス２２１０、２２１１に信号タング１
０６を挿入する。モジュールの支持ゾーン１１９、１１４にステイ２２５が載る。
【０３３１】
　図２９に示す例では、信号プレートのハウジング２３１は、電力モジュール２０の各々
に関連するコンデンサを備え、このコンデンサは、第１に関連するモジュールの正のトラ
ック１０３（Ｂ＋）に接続され、第２に、前記関連するモジュールの負のトラック１０４
（Ｂ－）に接続される。
【０３３２】
　更に、スズ溶接またはレーザー溶接を実行するか、信号タング１０６の接続リセス２２
１ａおよび２２１ｂ内に樹脂とポリマーをデポジットし、これらのタングを、塩分スプレ
ーから保護するようにすることが好ましい。
【０３３３】
　図３０ａに示す第４ステップ４）では、こうして得られた電子回路全体を、電気機器の
後部支承体９０に位置決めする。
【０３３４】
　固定は、
　－電力プレート２１の信号プレート２２、２１０ｄのインサート２２６、および対応す
る放熱器８０のオリフィス８０６により設けられた、後部支承体９０内の４つのスタッド
２２６ｇまたはネジによって行われる。これらスタッドは、同じプレートに載り、従って
プレート、放熱器、支承体の組立体に載り、支承体上に電子組立体を形成している。同じ
ように、プレート２２の対応するオリフィス２２６および放熱器８０のオリフィス８０７
に、ネジ２２６ｖを螺合する。
【０３３５】
　図３０ｂは、上記主要部品の全組み立てを示す、図３０内におけるＸ－Ｙ平面に沿う断
面図である。この図は、特に
　－支承体９０と、
　－信号相互接続プレート２１と、
　－放熱器８０と、
　－信号相互接続プレート２２と、
　－リベット２１０１ｄと、
　－固定スタッド２２６ｇとを示している。
【０３３６】
　電子的な組み立てをする前に、オリフィス９０８（このオリフィスは、支承体９０の図
３０ｃに示されている）内の４本のタイロッドによって、回転電気機器の前部支承体（図
示せず）に回転電気機器の後部支承体９０を固定する。従って、電子的な組み立て前にタ
イロッドを螺合する。これによって、あらかじめステータの位相巻線を位置決めすること
が可能となり、電子サブ組立体と前記位相巻線との組み立てが容易となる。
【０３３７】
　後部支承体は特に、
　－制御兼励磁モジュール２０の位置決めピン１１５１が挿入されるようになっている位
置決めオリフィス９０１（これにより、支承体に対する位置センサの正確な位置決めが可
能となる）と、
　－電力プレート２１のピン２１２ｄが挿入される基準オリフィス９０２とを含んでいる
。



(38) JP 2008-543266 A 2008.11.27

10

20

30

40

50

【０３３８】
　（標準ワイヤーまたはシンバルを使って）ステータの位相巻線には、位相フック１０５
ｃｒも溶接される。
【０３３９】
　最後に、第５ステップ５）において、スタッドにスナップ嵌合される固定クリップによ
り、プラスチックカバー７０を所定位置に置く。
【０３４０】
　上に説明したステップは、異なる順序で実行できることに留意すべきである。例えば当
然ながら、第１ステップの前に第２ステップを実行してもよいし（図２７ｂはこのケース
を示す）、第３ステップの後で、第２ステップを実行してもよい。
【０３４１】
　従って、第２の組み立て方法は、次のような利点を有する。
【０３４２】
　－第１に、電気機器に組み立てる前に電子回路をテストできるよう、後部支承体の外部
で全電子部品（モジュール、電力プレートおよび信号プレート）の組み立てを行う。この
ように、前記回転電気機器内で機能する電子回路だけを一体化する。これにより、プロセ
スに関して時間を節約できると共に、プロセスを２つの独立したプロセスとすることがで
き、既に存在する標準的な回転電気機器を組み立てるプロセスを変更する必要がない。
【０３４３】
　第２に、前部支承体に回転電気機器の後部支承体を組み立てた後、または、より詳細に
は支承体を固定するタイロッドを取り付けた後に（この支承体は電子回路によって後にカ
バーされる）、電子部品を組み立てを行うことができる。
【０３４４】
　－第３に、ラジアル空気流に軸方向の空気流を追加できるので、熱冷却に関する性能を
改善できる。軸方向の空気出口による圧力低下が低減される。
【０３４５】
　－第４に、カバーは簡単なプラスチックカバーに過ぎない。カバーには、上部に成形し
たトラックを存在せず、電力トラックおよび信号トラックは、それぞれ電力プレート内お
よび制御兼励磁モジュール内に一体化されているので、実行すべき相互接続部の溶接の回
数を制限できる。
【０３４６】
　第５に、アース平面が放熱器によって構成されている。従って、放熱器の本体に対して
電力プレートの正の極性のトラック（Ｂ＋）が接近しているので、クライアントの２位相
の電力コネクタと、電力モジュールとの間の内部電力回路の抵抗およびインダクタンスが
小さくなっている。
【０３４７】
　－第６に、放熱器によりアース平面が構成されているので、軸方向の空間を節約できる
。このように電流を運ぶために既に存在する部品を使用できる。
【０３４８】
　従って、この第３の組み立て方法によれば、電子モジュール１０、信号相互接続部品２
２、電力相互接続部品２１および放熱器は、それぞれ、第１平面、第２平面、第３平面お
よび第４平面を占め、これらすべての平面は、互いに平行となっており、これらの平面は
、後部支承体に最も近い平面からスタートし、次の順序で重なっている。すなわち
　－第３平面と、
　－第４平面と、
　－第１平面と、
　－第２平面の順に重なっている。
【０３４９】
　従って、電力相互接続部品２１は、電子モジュールとは独立しており、特に電気電力タ
ーミナルによってしか、前記モジュールに接続されていない。
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【０３５０】
　特に、信号接続部１０６だけによって、前記モジュールに接続されている信号相互接続
部品２２にも、同じことが当てはまる。
【０３５１】
　従って、４つの部分すべては、回転電気機器の支承体のうちの独立した電子サブ組立体
を形成している。
【０３５２】
　２つの組み立て方法は、モジュールの弱点に対する解決案、すなわち電力相互接続トラ
ックおよび信号相互接続トラックが、回転電気機器の後部にある表面を占めるという解決
案と異なり、電力および信号相互接続部のための種々の要素をスタックすることにより、
モジュールに対し、回転電気機器の後部で利用できる最大表面を使用できるという利点を
有することに留意すべきである。
【０３５３】
　上記種々の実施例における信号相互接続プレートは、電力プレート２１がないときでも
使用できることに留意すべきである。例えば、モジュール自身で電力の相互接続を行うこ
とができる。
【０３５４】
　上に説明した種々の実施例における電力相互接続プレート２１に関し、このプレートは
、信号プレート２２がなくても使用できる。例えば、電子カードＰＣＢを用いて信号を相
互接続できる。
【０３５５】
　上記実施例のすべてにおける組立体は、次の別の利点を有する。
【０３５６】
　－すべてのスタックを、互いにスタックする必要がなくなる。１つのスタックでは、ト
ラックを所定位置に良好に保持するのに都合が悪いからである。
【０３５７】
　－前記放熱器または支承体の周辺に集中していない放熱器または放熱器の支承体に固定
する手段を含むので、機械的振動に耐えるように力が分散する。
【０３５８】
　－種々の部品（相互接続プレートおよびモジュール）を別の平面に設け、開眼電気機器
の回転軸線に垂直にできるので、電力トラックのためのスペースを広くすることができ、
これによって、電力トラックの抵抗を減少できる。従って、この組立体はより大きい電力
を伝えることができる。
【０３５９】
　－種々の部品（相互接続プレートおよびモジュール）を異なる平面に設け、回転電気機
器の回転軸線に垂直にできるので、回転電気機器の後部支承体上の電子モジュールに利用
できる空間を最適に利用できる。
【０３６０】
　当然ながら、本発明は、異なる形態をとることができ、かつ種々の機能の電子モジュー
ルにも関する。
【０３６１】
　六相回転電気機器に適合した特定の実施例では、本発明に係わる電子モジュールは、Ｍ
ＯＳトランジスタを有するブリッジ整流器／インバータの２本のアームを備え、これら２
本のアームに２つの位相がそれぞれ対応する。この場合、六相トランジスタブリッジの全
体は、３つの電子モジュールによって得られる。図４ｂ’および図４ｅ’は、２つの位相
トラックおよび対応するフック１０５ＣＲおよび１０５ＣＲ’を備えたこのタイプのモジ
ュールを示す。モジュールのターミナル１０３（Ｂ＋）および１０４（Ｂ－）を通して、
バッテリーのＢ＋極およびＢ－極への電気接続が得られる。
【０３６２】
　図４ｂ’および図４ｅ’に示されているように、ターミナル１０３（Ｂ＋）は、タング
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状をしており、各ターミナル１０４（Ｂ－）はリング状の金属インサート１２０により製
造されており、このリング内に固定ネジが収容されている。インサート１２０は、電気的
な連続性が得られるよう（図４ｂ’に示された）モジュールのアーストラック１０４（Ｂ
－）’と接触している。
【０３６３】
　変形例では、アースターミナル接続部１０４（Ｂ－）は、この電子モジュールを回転電
気機器に組みつける際に、アーストラック１０４（Ｂ－）’と、モジュールの外側にある
対応する導電部分との戦機接触によって直接得られる。
【図面の簡単な説明】
【０３６４】
【図１ａ】本発明に係わる電子モジュールの第１実施例を示す。
【図１ｂ】下から見た、図１ａのモジュールを示す。
【図１ｃ】図１ａのモジュールの、重ね成形しない状態の図である。
【図１ｄ】電子モジュールの電子部品のハード配線された接続部を有する、図１ｃの図で
ある。
【図２ａ】図１ａの第１実施例の第１変形例の図である。
【図２ｂ】図２のモジュールを下から見た図である。
【図２ｃ】図２ａにおいて、電子モジュールの電子部品のハード配線された接続部を設け
た図である。
【図２ｄ】図２ａの第１実施例の第２変形例である。
【図３ａ】本発明に係わる電子モジュールの第２実施例を示す図である。
【図３ｂ】図３ａのモジュールを下方から見た図である。
【図３ｃ】図３ａのモジュールの、重ね成形しない状態の図である。
【図３ｄ】図３ａの第２実施例の変形例の図である。
【図３ｅ】電子モジュールの電子部品のハード配線された接続部を有する、図３ｄの図で
ある。
【図４ａ】本発明に係わる電子モジュールの第３実施例の図である。
【図４ｂ】図４ｂは、図４ａのモジュールを下から見た図である。図４ｂ’は、２本のブ
リッジ整流器／インバータのアームを形成する電子電力部品を備える本発明による電子モ
ジュールの、図４ｂと同様の図である。
【図４ｃ】図４ａのモジュールの、重ね成形しない状態の図である。
【図４ｄ】支持プレートを含む図４ａのモジュールの、重ね成形しない状態の断面図であ
る。
【図４ｅ】図４ｅは、電子モジュールの電子部品のハード配線された接続部を有する、図
４ｃの図である。図４ｅ’は、２本のブリッジ整流器／インバータのアームを形成する電
子電力部品を備える本発明による電子モジュールの、図４ｅと同様の図である。
【図５ａ】図４ａの第３実施例の変形例の図である。
【図５ｂ】図５ａのモジュールを下から見た図である。
【図５ｃ】図５ａのモジュールの、重ね成形をしていない状態の、上から見た第１の図で
ある。
【図５ｄ】図５ａのモジュールの、重ね成形をしていない状態の、下から見た第２の図で
ある。
【図５ｅ】図５ａのモジュールの、重ね成形せず、かつ予備的成形をしていない状態の、
上から見た第３の図である。
【図５ｆ】図５ｂのモジュールの重ね成形をせず、かつ予備的成形をしていない状態の、
下から見た第４の図である。
【図６】図１および図２のモジュールを受けるようになっている放熱器の支承体の第１実
施例を示す。
【図７】図３のモジュールを受けるようになっている放熱器の支承体の第２の実施例を示
す。
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【図８ａ】図４および図５のモジュールを受けるようになっている放熱器の第１実施例を
示す。
【図８ｂ】図８ａの放熱器を、下から見た図である。
【図８ｃ】図８ｂの断面図である。
【図８ｄ】図８ｂの放熱器内の軸方向の空気流およびラジアル空気流を示す。
【図９ａ】図１および２のモジュールに設置するようになっている信号相互接続部品の第
１実施例を示す。
【図９ｂ】図９ａの部品を下から見た図である。
【図９ｃ】図９ａの部品の、重ね成形していない状態の図である。
【図１０ａ】図３のモジュールに設置するようになっている信号相互接続部品の第２実施
例を示す。
【図１０ｂ】図１０ａの信号相互接続部品を、下から見た図である。
【図１０ｃ】図１０ａの信号相互接続部品の、重ね成形していない状態の図である。
【図１１ａ】図４および５のモジュールに設置するようになっている信号相互接続部品の
第３実施例を示す。
【図１１ｂ】図１１ａの信号相互接続部品を、下から見た図である。
【図１１ｃ】図１１ａの信号相互接続部品を、上から見た別の図である。
【図１１ｄ】図１１ａの信号相互接続部品の、重ね成形していない状態の図である。
【図１２ａ】図１および図２のモジュールと接触するようになっており、図９の信号相互
接続部品よりも上方に位置するようになっている電力相互接続部品の第１実施例を示す。
【図１２ｂ】図１２ａの部品を、下から見た図である。
【図１２ｃ】図１２ａの部品の、重ね成形していない状態の図である。
【図１３ａ】図３のモジュールと接触するようになっており、図１０の信号相互接続部品
よりも上方に位置するようになっている電力相互接続部品の第２実施例を示す。
【図１３ｂ】図１３ａの部品を下から見た図である。
【図１３ｃ】図１３ａの部品の、重ね成形していない状態の図である。
【図１４ａ】図８の放熱器を受けるようになっている電力相互接続部品の第３実施例を示
す。
【図１４ｂ】図１４ａの部品を、下から見た図である。
【図１４ｃ】図１４ａの部品の、重ね成形していない状態の図である。
【図１４ｄ】カラーを含む、図１４ａの部品の図である。
【図１４ｅ】放熱器の支承体に設けられた、図１４ｄの部品の図である。
【図１５ａ】図１２の電力部品の頂部に位置するようになっているカバーの第１実施例で
ある。
【図１５ｂ】図１５ａのカバーを、上から見た図である。
【図１５ｃ】図１５ａのカバーの側面図である。
【図１６】図１３の電力部品よりも上方に位置するようになっているカバーの第２実施例
である。
【図１７ａ】図１１の信号相互接続部品の頂部に位置するようになっているカバーの第３
実施例である。
【図１７ｂ】図１７ａのカバーを、上から見た図である。
【図１８】放熱器の支承体への、図１および図２の電子モジュールの取り付けを示す図で
ある。
【図１９】図１８の放熱器の支承体とモジュールの組立体への、図９の信号相互接続部品
の取り付けを示す図である。
【図２０】図１９の放熱器の支承体、モジュール、信号相互接続部品の組立体への、図１
２の電力相互接続部品の取り付けを示す図である。
【図２１】カバーを備えた図２０の装置を示す部分横断面図である。
【図２２】モジュールに対するカバーの位置決めを示す、所定位置に設けれたカバーを備
えた、図２１の装置の完全な図である。
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【図２３】放熱器の支承体への図３の電子モジュールの取り付けを示す図である。
【図２４】図２３の放熱器の支承体とモジュールの組立体への、図１０の信号相互接続部
品の取り付けを示す図である。
【図２５】図２４の放熱器の支承体、モジュール、信号相互接続部品の組立体に対する、
図１２の電力相互接続部品の取り付けを示す図である。
【図２６】カバーを備えた図２５の装置を示す部分横断面図である。
【図２７ａ】放熱器に対する図４のモジュールの取り付けを示す図である。
【図２７ｂ】放熱器に対する図１４の電力相互接続部品の取り付けを示す図である。
【図２８】図２７ａの放熱器とモジュールとの組立体に対する、図１４の電力相互接続部
品の取り付けを示す図である。
【図２９】図２８の組立体に対する信号相互接続部品の取り付けを示す図である。
【図３０ａ】支承体に対する図２９の組立体の組み立てを示す図である。
【図３０ｂ】図１４ａの組み立てられた電力相互接続部品の、図３０ａの平面Ｘ－Ｙに沿
った断面図である。
【図３０ｃ】図２９の組立体を組み立てる支承体を示す図である。
【符号の説明】
【０３６５】
　１０　　　　電子モジュール
　２０　　　　電力モジュール
　３０、４０　制御兼励磁モジュール
　６０　　　　放熱器の支承体
　７０　　　　カバー
　８０　　　　放熱器
　１０１　　　ハウジング
　１０２　　　電子部品
　１０３、１０４　　　電力トラック
　１０５　　　位相トラック
　１０６　　　信号接続部
　１０８　　　固定手段
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【図１ｃ】 【図１ｄ】
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【図２ａ】 【図２ｂ】

【図２ｃ】 【図２ｄ】
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【図３ａ】 【図３ｂ】

【図３ｃ】 【図３ｄ】
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【図３ｅ】 【図４ａ】

【図４ｂ】 【図４ｃ】
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【図４ｄ】 【図４ｅ】

【図５ａ】 【図５ｂ】
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【図５ｃ】 【図５ｄ】

【図５ｅ】 【図５ｆ】
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【図６】 【図７】

【図８ａ】 【図８ｂ】
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【図８ｃ】 【図８ｄ】

【図９ａ】 【図９ｂ】
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【図９ｃ】 【図１０ａ】

【図１０ｂ】 【図１０ｃ】
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【図１１ａ】 【図１１ｂ】

【図１１ｃ】 【図１１ｄ】
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【図１２ａ】 【図１２ｂ】

【図１２ｃ】 【図１３ａ】
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【図１３ｂ】 【図１３ｃ】

【図１４ａ】 【図１４ｂ】
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【図１４ｃ】 【図１４ｄ】

【図１４ｅ】 【図１５ａ】
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【図１５ｂ】 【図１５ｃ】

【図１６】 【図１７ａ】
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【図１７ｂ】 【図１８】
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