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(57)【要約】
【課題】回転電機本体及び制御装置の一体化後のサイズ
を大型化させることなく、通風路の吸気口と排気口を、
十分に離間させてリヤブラケットに形成することのでき
る電力供給ユニット一体型回転電機を得る。
【解決手段】リヤブラケット４Ａ及びフロントブラケッ
ト４Ｂからなるハウジング３、回転子１０、固定子１５
、及びファン１８ａを備える回転電機本体２と、回転電
機本体２に一体に取り付けられる電力供給ユニット４０
Ａと、を備え、電力供給ユニット４０Ａは、ファン１８
ａとリヤブラケット４Ａの底部５Ａとの間に配置され、
リヤブラケット４Ａは、ファン１８ａの径方向外側に位
置する部位に形成された排気口６ｂ、及び電力供給ユニ
ット４０Ａ，４０Ｂより底部５Ａ側に開口する吸気口６
ａを有し、電力供給ユニット４０Ａとファン１８ａとの
間に配設され、吸気口６ａから排気口６ｂに至る通風路
を構成するための仕切り部材５１を備えている。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　それぞれ、有底円筒状に形成され、開口部を相対させて連結されるリヤブラケット及び
フロントブラケットからなるハウジング、一端側及び他端側を上記リヤブラケット及び上
記フロントブラケットに回転可能に支持された回転軸に同軸に固定される回転子、上記回
転子を囲繞するように配置され、上記リヤブラケット及び上記フロントブラケットの開口
端部に挟持される固定子、及び上記回転子の一端部に取り付けられるファンを備える回転
電機本体と、
　上記固定子と上記回転子に電力を供給するパワー回路モジュールと界磁回路モジュール
、及び上記パワー回路モジュールと上記界磁回路モジュールが取り付けられるヒートシン
クを有し、上記回転電機本体に一体に取り付けられる電力供給ユニットと、
を備える電力供給ユニット一体型回転電機であって、
　上記電力供給ユニットは、上記ファンと上記リヤブラケットの底部との間に配置され、
　上記リヤブラケットは、上記ファンの径方向外側に位置する部位に形成された排気口、
及び上記電力供給ユニットより上記底部側に開口する吸気口を有し、
　上記電力供給ユニットと上記ファンとの間に、内径側を連通させるように配設され、上
記ファンの回転時、上記ファンの内径側に発生する負圧によって上記吸気口から吸いこま
れる空気を、上記ファンの負圧部に導いた後に上記排気口に送る通風路を構成する仕切り
部材を備え、
　上記ヒートシンクは、上記パワー回路モジュールと上記界磁回路モジュールが表面に取
り付けられる板状のモジュール取付部、及び上記モジュール取付部の裏面に突設された第
１放熱フィンを有し、上記第１放熱フィンを上記通風路内に延在させるように配置されて
いることを特徴とする電力供給ユニット一体型回転電機。
【請求項２】
　上記モジュール取付部は、平板リング形状に作製され、
　上記ヒートシンクは、上記第１放熱フィンを上記ファンに向け、かつ、上記モジュール
取付部が上記回転軸を囲繞して上記回転軸の軸方向に直交するように配置され、
　上記仕切り部材は、上記ファンの外周側と上記第１放熱フィンとの間に配置され、
　上記通風路は、上記吸気口から上記モジュール取付部の外周部を通って、上記モジュー
ル取付部の裏面と上記仕切り部材との間を内径側に流れて上記ファンの負圧部を経由し、
さらに上記仕切り部材と上記回転子との間を通って上記排気口に至る第１通風路と、上記
吸気口から上記モジュール取付部の表面側を内径側に流れ、上記モジュール取付部の表面
側から上記モジュール取付部の内周部を経由して上記回転子側に流れて上記第１通風路に
合流する第２通風路と、を有することを特徴とする請求項１記載の電力供給ユニット一体
型回転電機。
【請求項３】
　上記モジュール取付部の外周部から上記リヤブラケットとの間に間隔をあけて上記底部
側に延在し、上記吸気口から吸気される空気を上記モジュール取付部の裏面と上記仕切り
部材との間に案内する第１ガイド部４を備えていることを特徴とする請求項２に記載の電
力供給ユニット一体型回転電機。
【請求項４】
　上記モジュール取付部の内周部から上記底部側に延在し、上記モジュール取付部の表面
側を内周部まで導かれた空気を上記モジュール取付部の裏面側に案内する第２ガイド部を
備えていることを特徴とする請求項２または請求項３記載の電力供給ユニット一体型回転
電機。
【請求項５】
　上記第２ガイド部は、上記モジュール取付部に一体に作製され、第２放熱フィンが上記
第２通風路内に延在するように上記第２ガイド部に突設されていることを特徴とする請求
項４記載の電力供給ユニット一体型回転電機。
【請求項６】
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　上記第１ガイド部は、上記モジュール取付部に一体に作製され、第３放熱フィンが上記
第１通風路内に延在するように上記第１ガイド部に突設されていることを特徴とする請求
項３記載の電力供給ユニット一体型回転電機。
【請求項７】
　それぞれ、有底円筒状に形成され、開口部を相対させて連結されるリヤブラケット及び
フロントブラケットからなるハウジング、一端側及び他端側を上記リヤブラケット及び上
記フロントブラケットに回転可能に支持された回転軸に同軸に固定される回転子、上記回
転子を囲繞するように配置され、上記リヤブラケット及び上記フロントブラケットの開口
端部に挟持される固定子、及び上記回転子の一端部に取り付けられるファンを備える回転
電機本体と、
　上記固定子と上記回転子に電力を供給するパワー回路モジュールと界磁回路モジュール
、及び上記パワー回路モジュールと上記界磁回路モジュールが取り付けられるヒートシン
クを有し、上記回転電機本体に一体に取り付けられる電力供給ユニットと、
を備える電力供給ユニット一体型回転電機であって、
　上記電力供給ユニットは、上記ファンと上記リヤブラケットの底部との間に配置され、
　上記リヤブラケットは、上記ファンの径方向外側に位置する部位に形成された排気口、
及び上記電力供給ユニットより上記底部側に開口する吸気口を有し、
　上記電力供給ユニットと上記ファンとの間に、内径側を連通させるように配設され、上
記ファンの回転時、上記ファンの内径側に発生する負圧によって上記吸気口から吸いこま
れる空気を、上記ファンの負圧部に導いた後に上記排気口に送る通風路を構成する仕切り
部材を備え、
　上記ヒートシンクは、断面Ｃ状、あるいは筒状に形成され、上記パワー回路モジュール
及び上記界磁回路モジュールのそれぞれが、それぞれ取り付けられる取付面が、内周部及
び外周部の一方に形成されるモジュール取付部、及び上記取付面の裏側に位置する上記モ
ジュール取付部の内周部及び外周部の他方の部位に突設される放熱フィンを有し、上記取
付面を上記回転軸の軸方向に平行に、かつ上記放熱フィンを上記通風路内に延在させて配
置されていることを特徴とする電力供給ユニット一体型回転電機。
【請求項８】
　上記パワー回路モジュール及び上記界磁回路モジュールは上記ヒートシンクと電気的に
絶縁され、上記ヒートシンクと上記リヤブラケットとが同電位にされていることを特徴と
する請求項１乃至請求項７のいずれか１項に記載の電力供給ユニット一体型回転電機。
【請求項９】
　それぞれ、有底円筒状に形成され、開口部を相対させて連結されるリヤブラケット及び
フロントブラケットからなるハウジング、一端側及び他端側を上記リヤブラケット及び上
記フロントブラケットに回転可能に支持された回転軸に同軸に固定される回転子、上記回
転子を囲繞するように配置され、上記リヤブラケット及び上記フロントブラケットの開口
端部に挟持される固定子、及び上記回転子の一端部に取り付けられるファンを備える回転
電機本体と、
　上記固定子と上記回転子に電力を供給するパワー回路モジュールと界磁回路モジュール
、及び上記パワー回路モジュールと上記界磁回路モジュールのそれぞれが、それぞれ取り
付けられる複数の分割ヒートシンクを有し、上記回転電機本体に一体に取り付けられる電
力供給ユニットと、
を備える電力供給ユニット一体型回転電機であって、
　上記電力供給ユニットは、上記ファンと上記リヤブラケットの底部との間に配置され、
　上記リヤブラケットは、上記ファンの径方向外側に位置する部位に形成された排気口、
及び上記電力供給ユニットより上記底部側に開口する吸気口を有し、
　上記電力供給ユニットと上記ファンとの間に、内径側を連通させるように配設され、上
記ファンの回転時、上記ファンの内径側に発生する負圧によって上記吸気口から吸いこま
れる空気を、上記ファンの負圧部に導いた後に上記排気口に送る通風路を構成する仕切り
部材を備え、
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　上記分割ヒートシンクは、それぞれ、表面に上記パワー回路モジュール及び界磁回路モ
ジュールのいずれかが取り付けられる板状のモジュール取付部、及び上記モジュール取付
部の裏面に突設される放熱フィンを備え、
　複数の上記分割ヒートシンクは、上記モジュール取付部を上記回転軸の軸方向に平行に
、かつ上記放熱フィンを上記通風路内に延在させて配列されていることを特徴とする電力
供給ユニット一体型回転電機。
【請求項１０】
　撓み防止部材が、剛性を有する部材により作製され、上記回転軸の軸方向に延在するよ
うに上記リヤブラケットの壁面に取り付けられていることを特徴とする請求項１乃至請求
項９のいずれか１項に記載の電力供給ユニット一体型回転電機。
【請求項１１】
　突出部が、上記吸気口と上記排気口との間の上記リヤブラケットの外周部に、周方向に
延在するように突設されていることを特徴とする請求項１乃至請求項１０のいずれか１項
に記載の電力供給ユニット一体型回転電機。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この発明は、電機子巻線を有する固定子、界磁巻線を有する回転子、及び固定子と回転
子を支持するハウジングを有する回転電機本体に、電機子巻線や界磁巻線に電力を供給す
る電力供給ユニットが一体に取り付けられた電力供給ユニット一体型回転電機に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来の制御装置一体型回転電機は、回転子、回転子を軸まわりに回転自在に支持する負
荷側及び反負荷側ブラケット、回転子を囲繞するように配置され、負荷側及び反負荷側ブ
ラケットに支持される固定子、及び回転子の軸方向両端に設けられ、回転子とともに回転
し、固定子と回転子を冷却する冷却風を誘起するファンを有する回転電機本体と、回転電
機本体を制御する制御部品、及び表面に制御部品が取り付けられる板状部と板状部の裏面
に突設される放熱フィンにより構成され、放熱フィンを反負荷側ブラケットの回転子の軸
方向の外側の壁部に向けるとともに、反負荷側ブラケットと板状部の間に所定の隙間をあ
けて配置され、当該隙間に冷却風が通過するように反負荷側ブラケットに固定された制御
装置と、を備えている（例えば、特許文献１参照）。
【０００３】
　そして、反負荷側ブラケットと板状部の間の隙間を吸気部とし、吸気部からフィンを通
過させて反負荷側ブラケットに形成した貫通孔を介して反負荷側ブラケット内に入り、フ
ァンの外周部の外側に位置する反負荷側ブラケットの部位に形成した排気部に至る通風路
が形成されている。
【０００４】
　ファンの回転に伴って絶えず誘起される冷却風が、吸気部から排気部に向かって通風路
内を流れて、ハウジングの外側に排出される。これにより、制御部品に発生して放熱フィ
ンに伝導された熱、及び固定子や回転子で発生する熱は、冷却風に奪われてハウジングの
外側に排出されるので、制御部品、固定子、及び回転子が冷却される。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２００６－３３９８６号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　従来の制御装置一体型回転電機において、排気部と吸気部との距離を離すと反負荷側ブ
ラケットの回転子の軸方向の寸法が大きくなってしまう。従来の制御装置一体型回転電機
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は、小型化を実現するため、排気部と吸気部の互いの間の距離を短く設定し、反負荷側ブ
ラケットのサイズを小さく製造していた。
　この場合、制御部品、固定子、及び回転子の熱を奪い、暖められて排気部から排出され
る空気が、十分に冷やされないまま吸入部から再び通風路に吸い込まれてしまい、制御部
品、固定子、及び回転子が、十分に冷却されないという問題があった。
【０００７】
　この発明は上記の課題を解決するためになされたものであり、パワー回路モジュール、
及び界磁回路モジュールが取り付けられるヒートシンクをハウジング内に配置する構成と
し、一体化した回転電機本体及び電力供給ユニットのサイズを大型化させることなく、パ
ワー回路モジュールや界磁回路モジュールの熱を冷却するための空気が流される通風路の
吸気口と排気口を、十分に離間させてリヤブラケットに形成することのできる電力供給ユ
ニット一体型回転電機を得ることを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　この発明の電力供給ユニット一体型回転電機は、それぞれ、有底円筒状に形成され、開
口部を相対させて連結されるリヤブラケット及びフロントブラケットからなるハウジング
、一端側及び他端側をリヤブラケット及びフロントブラケットに回転可能に支持された回
転軸に同軸に固定される回転子、回転子を囲繞するように配置され、リヤブラケット及び
フロントブラケットの開口端部に挟持される固定子、及び回転子の一端部に取り付けられ
るファンを備える回転電機本体と、固定子と回転子に電力を供給するパワー回路モジュー
ルと界磁回路モジュール、及びパワー回路モジュールと界磁回路モジュールが取り付けら
れるヒートシンクを有し、回転電機本体に一体に取り付けられる電力供給ユニットと、を
備えている。そして、電力供給ユニットは、ファンとリヤブラケットの底部との間に配置
され、リヤブラケットは、ファンの径方向外側に位置する部位に形成された排気口、及び
電力供給ユニットより底部側に開口する吸気口を有し、さらに、電力供給ユニット一体型
回転電機は、電力供給ユニットとファンとの間に、内径側を連通させるように配設され、
ファンの回転時、ファンの内径側に発生する負圧によって吸気口から吸いこまれる空気を
、ファンの負圧部に導いた後に排気口に送る通風路を構成するための仕切り部材を備えて
いる。そして、ヒートシンクは、パワー回路モジュールと界磁回路モジュールが表面に取
り付けられる板状のモジュール取付部、及びモジュール取付部の裏面に突設された第１放
熱フィンを有し、第１放熱フィンを通風路内に延在させるように配置されている。
【発明の効果】
【０００９】
　この発明に係る電力供給ユニット一体型回転電機によれば、電力供給ユニットがリヤブ
ラケット内に配置され、吸気口が電力供給ユニットより底部側のリヤブラケットの部位に
設けられ、排気口が電力供給ユニットより回転子側のリヤブラケットの部位に設けられて
いる。このため、電力供給ユニット一体型回転電機を大型化させることなく、吸気口と排
気口の間の距離を長くとることができる。これにより、排気口から排気された空気が吸気
口に回り込んで、再度通風路に吸い込まれることが防止され、パワー回路モジュール、界
磁回路モジュール、固定子、及び回転子を効果的に冷却することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１０】
【図１】この発明の実施の形態１に係る電力供給ユニット一体型回転電機の断面図である
。
【図２】図１のＩＩ－ＩＩ矢視断面図である。
【図３】この発明の実施の形態１に係る電力供給ユニット一体型回転電機のリヤブラケッ
トの斜視図である。
【図４】図１のＩＶ－ＩＶ矢視断面図である。
【図５】この発明の実施の形態２に係る電力供給ユニット一体型回転電機の断面図である
。
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【図６】この発明の実施の形態３に係る電力供給ユニット一体型回転電機の要部断面図で
ある。
【図７】撓み防止部材が取り付けられていない電力供給ユニット一体型回転電機のリヤブ
ラケット側を模式的に示す要部断面図である。
【図８】この発明の実施の形態４に係る電力供給ユニット一体型回転電機の断面図である
。
【図９】図８のＩＸ－ＩＸ矢視断面図である。
【図１０】この発明の実施の形態４に係る電力供給ユニット一体型回転電機のリヤブラケ
ットの斜視図である。
【図１１】この発明の実施の形態５に係る電力供給ユニット一体型回転電機の要部断面図
である。
【図１２】この発明の実施の形態５に係る電力供給ユニット一体型回転電機のヒートシン
クの他の実施態様を示す分解斜視図である。
【発明を実施するための形態】
【００１１】
　以下、この発明を実施するための最良の形態について、図面を参照して説明する。
【００１２】
　実施の形態１．
　図１はこの発明の実施の形態１に係る電力供給ユニット一体型回転電機の断面図、図２
は図１のＩＩ－ＩＩ矢視断面図、図３はこの発明の実施の形態１に係る電力供給ユニット
一体型回転電機のリヤブラケットの斜視図、図４は図１のＩＶ－ＩＶ矢視断面図である。
【００１３】
　図１～図４において、電力供給ユニット一体型回転電機１Ａは、回転電機本体２と、回
転電機本体２に一体に取り付けられる制御装置３０と、を有する。
【００１４】
　回転電機本体２は、ボルト（図示せず）を用いて一体化されたリヤブラケット４Ａ及び
フロントブラケット４Ｂからなるハウジング３と、リヤブラケット４Ａ及びフロントブラ
ケット４Ｂに取り付けられた一対の軸受け９ａ，９ｂに軸周りに回転自在に支持される回
転軸２０と、ハウジング３内で回転軸２０に同軸に固定されて回転軸２０とともに回転す
る回転子１０と、回転子１０の外周側を囲繞するようにハウジング３に固定された固定子
１５と、回転軸２０の一端に取り付けられ、回転子１０の回転角度を検出するレゾルバ２
６と、回転軸２０の他端に固定されたプーリ８と、を備える。
【００１５】
　また、回転電機本体２は、回転子１０の回転軸方向の両端部に、回転子１０に同軸に取
り付けられるファン１８ａ，１８ｂと、回転子１０の回転軸方向の一側で回転軸２０に固
定され、回転子１０に電流を供給するスリップリング２１と、スリップリング２１に摺接
するようにリヤブラケット４Ａに支持されるブラシホルダ２２に収納された一対のブラシ
２４と、を備えている。
【００１６】
　リヤブラケット４Ａは、図３に示されるように底部５Ａ及び筒状部６Ａからなる概略有
底円筒状に作製され、軸挿通孔が底部の中央部に開口するように形成されている。
　また、複数の吸気口６ａが、筒状部６Ａの軸方向の一端側に周方向に略等角ピッチで形
成され、排気口６ｂが、筒状部６Ａの軸方向の他端側に周方向に吸気口６ａと同じピッチ
で形成されている。
　吸気口６ａ及び排気口６ｂは、長手方向が筒状部６Ａの軸方向に一致する長穴形状に形
成されている。また、吸気口６ａの長手方向の一端は、筒状部６Ａから底部５Ａの外縁を
含む部位に至るように形成されている。
【００１７】
　また、フロントブラケット４Ｂは、底部５Ｂ及び筒状部６Ｂからなる概略有底円筒状に
作製され、軸挿通孔が底部５Ｂの中央部に開口するように形成されている。
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　そして、リヤブラケット４Ａ及びフロントブラケット４Ｂは、それぞれの開口部を相対
させて配置され、図示しないボルトにより連結されてハウジング３を構成している。
【００１８】
　そして、回転軸２０が、一端及び他端を、底部５Ａ，５Ｂのそれぞれに形成された軸挿
通孔に取り付けられた一対の軸受け９ａ，９ｂに回転自在に支持されている。
【００１９】
　回転子１０は、電流が流されて磁束を発生する界磁巻線１１と、界磁巻線１１を覆うよ
うに設けられ、界磁巻線１１に発生した磁束によって磁極が形成される一対のポールコア
体１２とから構成される。一対のポールコア体１２は、鉄製で、それぞれ、例えば８つの
爪状磁極が外周縁に周方向に等角ピッチで軸方向に突設され、爪状磁極をかみ合わせるよ
うに対向して回転軸２０に固定されている。
【００２０】
　固定子１５は、固定子コア１６と、固定子コア１６に巻装された電機子巻線１７と、を
備えている。なお、電機子巻線１７は、それぞれスター結線された２つの３相交流巻線（
図示せず）により構成されている。
【００２１】
　固定子１５は、回転子１０を囲繞して配置され、リヤブラケット４Ａ及びフロントブラ
ケット４Ｂの開口端部に挟持されている。このとき、リヤブラケット４Ａに形成された排
気口６ｂは、ファン１８ａの径方向外側に位置している。
【００２２】
　また、ブラシホルダ２２は、一面が開口し、開口部と相対する底部と開口部の間に所定
の奥行きを有する箱状に形成されている。そして、一対のブラシ２４が、一部を開口から
突出させ、それぞれ奥行き方向に延在するように互いに平行にブラシホルダ２２に収納さ
れている。なお、ブラシホルダ２２は、ブラシ２４の配列方向に所定の幅を有している。
また、詳細には図示しないが、ブラシホルダ２２には、一対のブラシ２４の配列方向に空
気を通すための通し穴が形成されている。
【００２３】
　そして、ブラシホルダ２２は、開口部をスリップリング２１に向けるとともに、幅方向
を回転軸２０の軸方向に一致させて配置されている。また、ブラシホルダ２２の開口部か
ら突出されるブラシ２４の端部が、スリップリング２１に接している。
　以上のように回転電機本体２が構成されている。
【００２４】
　制御装置３０は、電力供給ユニット４０Ａと、通風路形成手段５０Ａと、制御ユニット
６０と、により構成されている。
【００２５】
　電力供給ユニット４０Ａは、ベースプレート４２Ａ、及びベースプレート４２Ａから延
出される第１放熱フィン４３ａからなり、リヤブラケット４Ａに支持されてハウンジング
３内に配置されるヒートシンク４１Ａと、ベースプレート４２Ａに取り付けられ、固定子
１５に供給する電流をＯＮ／ＯＦＦするスイッチング素子（図示せず）を有する３対の第
１及び第２パワー回路モジュール４５ａ，４５ｂと、ベースプレート４２Ａに取り付けら
れ、回転子１０に供給する電流をＯＮ／ＯＦＦするスイッチング素子を有する界磁回路モ
ジュール４５ｃと、を備えている。
【００２６】
　ヒートシンク４１Ａはアルミダイキャストにより作製されている。ベースプレート４２
Ａは、中心に貫通孔が挿通された円盤形状をなし、第１及び第２パワー回路モジュール４
５ａ，４５ｂと界磁回路モジュール４５ｃが取り付けられる取付面を表面に有するモジュ
ール取付部４２ａ、及び第１及び第２パワー回路モジュール４５ａ，４５ｂと界磁回路モ
ジュール４５ｃが取り付けられる部位の径方向外側の縁部に突設された第１ガイド部４２
ｂを有している。
【００２７】
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　また、複数の第１放熱フィン４３ａは、モジュール取付部４２ａの周方向全域に等角ピ
ッチで延出されている。なお、界磁回路モジュール２５ｃが取り付けられるモジュール取
付部４２ａの部位の裏側から延出される第１放熱フィン４３ａの延出長さは、他のモジュ
ール取付部４２ａの裏面から延出される第１放熱フィン４３ａの長さより短くなっている
。
　このとき、延出長さの短い複数の第１放熱フィン４３ａのうち、配列方向の両端に位置
する第１放熱フィン４３ａ間の間隔が、おおよそブラシホルダ２２の幅に対応している。
【００２８】
　第１及び第２パワー回路モジュール４５ａ，４５ｂは、スイッチング素子の制御信号の
入力に利用される複数の第１リード端子４６、固定子１５の電機子巻線１７との間の電力
授受に利用される複数の第２リード端子４７、及びスイッチング素子を封止する封止体４
８を備えている。なお、第１及び第２パワー回路モジュール４５ａ，４５ｂは、第１リー
ド端子４６、及び第２リード端子４７をモールド成形により一体化して作製されるモール
ド封止型モジュールとして構成されている。
【００２９】
　封止体４８は、モールド成形に用いられた樹脂が硬化されたものからなり、詳細には図
示しないが、封止体４８の裏面には、第２リード端子４７に接続される放熱導電部（図示
せず）が露出されている。また、封止体４８は、第１リード端子４６及び第２リード端子
４７のそれぞれが延出される互いに相対する側面を有し、一方の側面から第１リード端子
４６が延出され、他方の側面から第２リード端子４７が延出されている。
【００３０】
　また、第１及び第２パワー回路モジュール４５ａ，４５ｂは、鏡面対称構造に作製され
ている。
　具体的には、第１及び第２パワー回路モジュール４５ａ，４５ｂは、第１リード端子４
６が延出される封止体４８の側面が、第１リード端子４６の配列方向に位置するように、
同一平面上に放熱伝導部を載置して並べたときに、封止体４８が、第１及び第２パワー回
路モジュール４５ａ，４５ｂの配列方向の中間部の両側で鏡面対称になるように構成され
ている。
【００３１】
　また、界磁回路モジュール４５ｃは、第１及び第２パワー回路モジュール４５ａ，４５
ｂと同様の構成を有する。但し、界磁回路モジュール４５ｃの第２リード端子４７は回転
子１０の界磁巻線１１との間の電力授受に利用される。
【００３２】
　通風路形成手段５０Ａは、電力供給ユニット４０Ａとファン１８ａとの間を仕切る仕切
り部材５１、及び第１ガイド部４２ｂにより構成される。
　仕切り部材５１は、仕切り板５２及びブラシ２４が装着されたブラシホルダ２２により
構成されている。
　仕切り板５２は、図４に示されるようにＣ字形の平板形状に作製され、Ｃ字の両端部間
に形成される空間の幅は、ブラシホルダ２２の幅に対応している。
【００３３】
　また、制御ユニット６０は、リヤブラケット４Ａの外部に固定される外部ケース６１と
、外部ケース６１内に装着され、第１及び第２パワー回路モジュール４５ａ，４５ｂと界
磁回路モジュール４５ｃのスイッチング素子の制御信号を出力する制御回路部（図示せず
）を有する制御基板６２と、を備えている。
【００３４】
　次いで、回転電機本体２への制御装置３０の取付構造について説明する。
　界磁回路モジュール４５ｃは、長さの短い第１放熱フィン４３ａに対応するモジュール
取付部４２ａの表面に取り付けられている。さらに、第１及び第２パワー回路モジュール
４５ａ，４５ｂが、残りのモジュール取付部４２ａの表面にモジュール取付部４２ａの周
方向に、第１パワー回路モジュール４５ａと第２パワー回路モジュール４５ｂが交互に配
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列されるように取り付けられて電力供給ユニット４０Ａが構成される。
【００３５】
　このとき、界磁回路モジュール４５ｃと第１及び第２パワー回路モジュール４５ａ，４
５ｂは、第２リード端子４７をモジュール取付部４２ａの径方向の外側に向けるとともに
裏面をモジュール取付部４２ａの表面に向け、ヒートシンク４１Ａとの間の電気的な絶縁
を保ってモジュール取付部４２ａの表面に取り付けられている。
【００３６】
　そして、電力供給ユニット４０Ａは、ファン１８ａとリヤブラケット４Ａの底部５Ａと
の間に配置される。このとき、電力供給ユニット４０Ａは、ヒートシンク４１Ａの第１放
熱フィン４３ａの先端を一方のファン１８ａに向け、モジュール取付部４２ａが回転軸２
０に直交するように、モジュール取付部４２ａに形成された貫通孔に回転軸２０を同軸に
挿通させて配置されている。
【００３７】
　このとき、ヒートシンク４１Ａは、延出長さの短い第１放熱フィン４３ａの先端側にブ
ラシホルダ２２が収納されるように配置されている。
【００３８】
　そして、ボルト６５が、ヒートシンク４１Ａの第１放熱フィン４３ａ側からモジュール
取付部４２ａに挿通されてリヤブラケット４Ａの底部５Ａに螺着され、電力供給ユニット
４０Ａは、ボルト６５を介してリヤブラケット４Ａに固定されている。これにより、ヒー
トシンク４１Ａとハウジング３とは同電位となる。
【００３９】
　電力供給ユニット４０Ａがこのように底部５Ａとファン１８ａとの間に配置されている
ので、筒状部６Ａの軸方向の一端側に形成された吸気口６ａの開口部は、電力供給ユニッ
ト４０Ａより底部５Ａ側に位置する。排気口６ｂは、ファン１８ａの径方向外側に位置し
ているので、電力供給ユニット４０Ａより回転子１０側に位置する。
【００４０】
　また、仕切り板５２が、表裏両面を回転軸２０の軸方向（回転子１０の回転軸方向）に
直交させ、ファン１８ａの外周側の部位と、当該部位と相対する第１放熱フィン４３ａの
先端との間を仕切るようにリヤブラケット４Ａ内に設けられている。このとき、仕切り板
５２は、図４に示されるように、回転軸２０を囲むように配置され、Ｃ字の一端及び他端
の間にブラシホルダ２２が配置されるように、回転軸２０の軸まわりの位置が調整されて
いる。また、仕切り板５２の外周部は、図１に示されるように、排気口６ｂの吸気口６ａ
側に隣接するリヤブラケット４Ａの部位と略隙間なく相対している。
【００４１】
　以上をまとめると、仕切り部材５１は、電力供給ユニット４０Ａとファン１８ａとの間
に、電力供給ユニット４０Ａ及びファン１８ａの内径側を連通させるようにリヤブラケッ
ト４Ａ内に設けられている。
【００４２】
　上述したように、ブラシホルダ２２の一端側には、内部に収納される一対のブラシ２４
の配列方向に空気を通すための通し穴が形成されている。
　そして、図１の矢印付きの一点鎖線で示されるように、吸気口６ａから排気口６ｂに至
る第１通風路が、ベースプレート４２Ａ、通風路形成手段５０Ａ、回転子１０、及び固定
子１５によってリヤブラケット４Ａ内に構成される。
【００４３】
　第１通風路は、吸気口６ａからモジュール取付部４２ａの外周部を通って、モジュール
取付部４２ａの裏面と仕切り部材５１との間を、仕切り部材５１の内径側に向かって進ん
でファン１８ａの径方向の内側を経由し、さらに回転子１０及び固定子１５と仕切り部材
５１との間を通って排気口６ｂに至るように構成されている。このとき、第１通風路の延
在方向は、ファン１８ａの内径側の前後で反転している。
【００４４】
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　また、このように第１通風路を構成したので、ヒートシンク４１Ａは、第１通風路内に
第１放熱フィン４３ａを延在させて配置される。
【００４５】
　また、制御ユニット６０の外部ケース６１は、リヤブラケット４Ａの底部５Ａの外壁に
固定されている。
　さらに、中継基板７０が、第１及び第２パワー回路モジュール４５ａ，４５ｂと界磁回
路モジュール４５ｃの第１リード端子４６に取り付けられ、制御基板６２と中継基板７０
とが図示しないコネクタを介して連結されている。中継基板７０は、各第１リード端子４
６が連結される部位とコネクタが連結される部位とを接続する配線パターンを有している
。
【００４６】
　これにより、制御基板６２の制御回路部は、制御信号を第１及び第２パワー回路モジュ
ール４５ａ，４５ｂと界磁回路モジュール４５ｃの第１リード端子４６に出力可能となる
。
【００４７】
　また、詳細には図示しないが、電機子巻線１７を構成する各３相交流巻線の口出し線１
９のそれぞれは、仕切り板５２に設けられた中継ターミナルのそれぞれに連結されている
。そして、口出し線１９は、第１及び第２パワー回路モジュール４５ａ，４５ｂの第２リ
ード端子４７と中継ターミナルとを連結する配線部材を介して第２リード端子４７に電気
的に接続されている。また、ブラシ２４と界磁回路モジュール４５ｃの第２リード端子４
７とが配線部材により電気的に接続されている。これにより、電機子巻線１７と界磁巻線
１１のそれぞれに、第１及び第２パワー回路モジュール４５ａ，４５ｂと界磁回路モジュ
ール４５ｃのそれぞれの第２リード端子４７から電力を供給することが可能になる。
　以上のように回転電機本体２と制御装置３０とが一体化されて電力供給ユニット一体型
回転電機１Ａが構成されている。
【００４８】
　次いで、電力供給ユニット一体型回転電機１Ａのシステム構成について説明する。
　電力供給ユニット一体型回転電機１Ａでは、詳細には図示しないが、計６つの第１及び
第２パワー回路モジュール４５ａ，４５ｂのうちの３つずつのパワー回路モジュールが、
インバータユニットを構成している。また、制御基板６２の制御回路部は、第１及び第２
パワー回路モジュール４５ａ，４５ｂと界磁回路モジュール４５ｃのスイッチング素子の
ＯＮ／ＯＦＦを制御可能に接続されている。
【００４９】
　また、バッテリ、電機子巻線１７を構成する３相交流巻線、及びインバータユニットが
、３相交流巻線の各相巻線への電力供給制御を、インバータユニットを構成するパワー回
路モジュールのスイッチング素子のＯＮ／ＯＦＦ制御により行うことが可能なように、
に接続されている。
　また、バッテリ、界磁巻線１１、及び界磁回路モジュール４５ｃが、界磁巻線１１への
電力供給制御を、界磁回路モジュール４５ｃのスイッチング素子のＯＮ／ＯＦＦ制御によ
り行うことが可能なように接続されている。
【００５０】
　電力供給ユニット一体型回転電機１Ａの動作について説明する。
　電力供給ユニット一体型回転電機１Ａは、電動機及び発電機の両方の機能を併せ持ち、
例えば、エンジンの停止と始動が頻繁に行われるアイドリングストップ車などに用いられ
る。
【００５１】
　まず、電動機としての動作について説明する。詳細には図示しないが、エンジンの始動
時には、直流電力がバッテリからインバータユニットに供給される。制御基板６２に実装
された制御回路部が、各インバータユニットを構成する第１及び第２パワー回路モジュー
ル４５ａ，４５ｂのスイッチング素子をＯＮ／ＯＦＦ制御し、バッテリからインバータユ
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ニットに入力された直流電流が３相交流電流に変換されて３相交流巻線に供給される。
【００５２】
　また、制御基板６２から入力される制御信号に応じた電流が供給されている界磁巻線１
１の周囲に回転磁界が発生し、回転子１０が回転される。回転子１０の回転力が、プーリ
８（図１参照）から図示しないベルトを介してエンジンに伝達されてエンジンが始動され
る。
【００５３】
　このとき、回転子１０が回転されると、ファン１８ａ，１８ｂが回転し、一方のファン
１８ａ側では、ファン１８ａの内径側から径方向の外側に向かって空気が流れて排気口６
ｂから排出され、ファン１８ａの内径側が負圧となる。
【００５４】
　これにより、吸気口６ａから、リヤブラケット４Ａの外部の空気が吸い込まれ、吸い込
まれた空気は、モジュール取付部４２ａの外周部を通って、モジュール取付部４２ａの裏
面と仕切り部材５１との間を内径側に流れてファン１８ａの負圧部に導かれる。
　このとき、第１ガイド部４２ｂが、吸気口６ａから吸入された空気を、モジュール取付
部４２ａの裏面と仕切り部材５１の間に案内する。
　そして、ファン１８ａの負圧部に導かれた空気は、仕切り部材５１と回転子１０との間
を通って排気口６ｂに送られて、リヤブラケット４Ａの外側に排出される。
【００５５】
　第１及び第２パワー回路モジュール４５ａ，４５ｂと界磁回路モジュール４５ｃで発生
して第１放熱フィン４３ａに伝導された熱、及び固定子１５や回転子１０で発生する熱が
、第１通風路を移動する空気により奪われて排気口６ｂからハウンジング３の外部に放出
されるので、第１及び第２パワー回路モジュール４５ａ，４５ｂ、界磁回路モジュール４
５ｃ、固定子１５、及び回転子１０が冷却される。
【００５６】
　次いで、発電機としての動作を説明する。
　エンジンが始動されると、エンジンの回転力が図示しないクランク軸、ベルト及びプー
リ８を介して回転軸２０に伝達される。これにより、回転子１０が回転され、電機子巻線
１７の３相交流巻線に３相交流電圧が誘起される。そこで、制御基板６２に実装された制
御回路部がインバータユニットのスイッチング素子をＯＮ／ＯＦＦ制御し、３相交流巻線
に誘起された３相交流電力を直流電力に変換し、この直流電力によりバッテリが充電され
る。
【００５７】
　また、回転子１０が回転されると、電動機としての動作説明と同様に第１と第２パワー
回路モジュール４５ａ，４５ｂ、界磁回路モジュール４５ｃ、固定子１５、及び回転子１
０が冷却される。
【００５８】
　この実施の形態１による電力供給ユニット一体型回転電機１Ａは、電力供給ユニット４
０Ａが、ファン１８ａとリヤブラケット４Ａの底部５Ａとの間に配置されている。リヤブ
ラケット４Ａには、排気口６ｂが、電力供給ユニット４０Ａより回転子１０側の部位に形
成され、吸気口６ａが、電力供給ユニット４０Ａより底部５Ａ側に開口するように形成さ
れている。また、回転軸２０を囲繞する仕切り部材５１が、電力供給ユニット４０Ａとフ
ァン１８ａとの間に、電力供給ユニット４０Ｂ及びファン１８ａの内径側を連通させるよ
うに配設されている。そして、仕切り部材５１の配設によって、ファン１８ａの回転時、
ファン１８ａの内径側に発生する負圧によって吸気口６ａから吸いこまれる空気を、ファ
ン１８ａの負圧部に導いた後に排気口６ｂに送る第１通風路が、ベースプレート４２Ａ、
及び回転子１０及び固定子１５とともにリヤブラケット４Ａ内に構成される。
【００５９】
　また、ヒートシンク４１Ａは、第１及び第２パワー回路モジュール４５ａ，４５ｂと界
磁回路モジュール４５ｃが表面に取り付けられる板状のモジュール取付部４２ａ、及びモ
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ジュール取付部４２ａの裏面に突設された第１放熱フィン４３ａを有し、第１放熱フィン
４３ａを通風路内に延在させるように配置されている。
【００６０】
　以上のように、電力供給ユニット４０Ａをリヤブラケット４Ａ内に配置し、吸気口６ａ
及び排気口６ｂをリヤブラケット４Ａの底部５Ａ側及び回転子１０側に設けたので、回転
軸２０の軸方向に関し、ヒートシンクの放熱フィンに対応する位置に吸気部を有していた
従来の制御装置一体型回転電機に比べ、電力供給ユニット一体型回転電機１Ａのサイズを
大型化させることなく、吸気口６ａと排気口６ｂとの間の距離を長くとることができる。
【００６１】
　これにより、排気口６ｂでは、吸気口６ａでの空気の吸引の影響を受けにくくなり、排
気口６ｂから排気された空気が、吸気口６ａに回り込んで、再び第１通風路に吸い込まれ
ることが防止される。また、仮に、排気口６ｂから排出された空気が吸気口６ａに回り込
んでも、吸気口６ａに回り込む間に冷やされてから第１通風路に流れ込む。従って、第１
と第２パワー回路モジュール４５ａ，４５ｂ、界磁回路モジュール４５ｃ、固定子１５、
及び回転子１０を効果的に冷却することができる。
【００６２】
　また、第１及び第２パワー回路モジュール４５ａ，４５ｂと界磁回路モジュール４５ｃ
が、ヒートシンク４１Ａに電気的に絶縁されて取り付けられ、また、ヒートシンク４１Ａ
とハウジング３は同電位となるように接続されている。
【００６３】
　通常、自動車に搭載される電力供給ユニット一体型回転電機１Ａでは、ハウジング３は
接地される。仮に、ヒートシンク４１Ａとハウジング３とが同電位に設定されていない場
合、以下の不具合が生じる。
　つまり、自動車に衝撃が加わって、リヤブラケット４Ａがある程度変形し、ヒートシン
ク４１Ａに接触してしまうと、ヒートシンク４１Ａとリヤブラケット４Ａが短絡し、大き
な電流が流れてしまう。この問題に対応するため、ヒートシンク４１Ａとリヤブラケット
４Ａとの間の隙間を広くして、リヤブラケット４Ａが変形してもヒートシンク４１Ａに接
触させないようにする対策が取られる。この場合、ヒートシンク４１Ａが小型化されるの
で、第１放熱フィン４３ａの放熱面積の縮小してしまう。
【００６４】
　一方、第１及び第２パワー回路モジュール４５ａ，４５ｂ及び界磁回路モジュール４５
ｃをヒートシンク４１Ａに対して電気的に絶縁し、予め、ヒートシンク４１Ａとハウジン
グ３とを同電位にしておけば、ヒートシンク４１Ａとリヤブラケット４Ａとの接触を考慮
して、ヒートシンク４１Ａとリヤブラケット４Ａとの間の隙間を広くとる必要がなくなる
。
　このため、第１放熱フィン４３ａの放熱面積を拡大することができるので、ヒートシン
ク４１Ａの放熱性能が向上する。
【００６５】
　なお、この実施の形態１では、第１ガイド部４２ｂが、ヒートシンク４１Ａのベースプ
レート４２Ａの一部を構成するようにモジュール取付部４２ａに一体に作製されるものと
して説明したが、第１ガイド部は、ヒートシンクとは別の部材で構成されていてもよい。
【００６６】
　さらに、第１ガイド部４２ｂは、必ずしも設ける必要はなく、省略してもよい。
　但し、第１ガイド部４２ｂを設けることで、吸気口６ａから吸入された空気を、モジュ
ール取付部４２ａの裏面側にスムーズに案内する役割を果たすので、ファン１８ａの回転
時に第１通風路を流れる空気の乱れを抑えることができる。
【００６７】
　また、第１放熱フィン４３ａは、モジュール取付部４２ａの裏面の全域から突出される
ものとして説明したが、第１及び第２パワー回路モジュール４５ａ，４５ｂと界磁回路モ
ジュール４５ｃの裏側に位置するモジュール取付部４２ａの裏面の部位に突設されていれ
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ば、モジュール取付部４２ａの裏面の全域から突出させる必要はない。
　また、排気口６ｂは、筒状部６Ａの開口端から離れた位置に開口を有するようにリヤブ
ラケット４Ａに形成されるものとして説明したが、排気口は、筒状部６Ａの開口側端部に
開口する切り欠きにより形成されていてもよい。
【００６８】
　排気口６ｂが形成されたリヤブラケット４Ａをダイキャストにより作製しようとする場
合、リヤブラケット４Ａの筒状部６Ａの軸方向にスライドさせる金型と、リヤブラケット
４Ａの筒状部６Ａの径方向にスライド移動させる排気口形成用の金型と、を用意する必要
がある。
　これに対し、排気口が、筒状部の開口側端部に開口する切り欠きで形成されていれば、
リヤブラケットの筒状部の軸方向にスライドさせる金型のみでリヤブラケットを作製可能
となるので、リヤブラケットを低コストで作製することができる。
【００６９】
　実施の形態２．
　図５はこの発明の実施の形態２に係る電力供給ユニット一体型回転電機の断面図である
。
　なお、図５において、上記実施の形態１と同一または相当部分には同一符号を付し、そ
の説明は省略する。
【００７０】
　図５において、電力供給ユニット一体型回転電機１Ｂは、ヒートシンク４１Ａに代えヒ
ートシンク４１Ｂが用いられている他は、電力供給ユニット一体型回転電機１Ａと同様に
構成されている。
【００７１】
　ヒートシンク４１Ｂのベースプレート４２Ｂは、モジュール取付部４２ａの中央部に形
成した貫通穴の縁部全域からモジュール取付部４２ａの表面側に突設された筒状の第２ガ
イド部４２ｃを有する。また、第２放熱フィン４３ｂが、第２ガイド部４２ｃの内面から
第２ガイド部４２ｃのおおよそ周方向に配列されるように突設されている。このとき、第
２放熱フィン４３ｂの放熱面は、モジュール取付部４２ａに直交する方向に平行となって
いる。ヒートシンク４１Ｂの他の構成は、ヒートシンク４１Ａと同様である。そして、通
風路形成手段５０Ｂは、仕切り部材５１、第１ガイド部４２ｂ、及び第２ガイド部４２ｃ
により構成される。
【００７２】
　ヒートシンク４１Ｂは、モジュール取付部４２ａとリヤブラケット４Ａの配置関係が、
ヒートシンク４１Ａのモジュール取付部４２ａとリヤブラケット４Ａとの配置関係と同様
となるように、リヤブラケット４Ａ内に支持されている。これにより、第２ガイド部４２
ｃは、モジュール取付部４２ａの内周部から底部５Ａ側に延在する。
【００７３】
　以上のように構成された電力供給ユニット一体型回転電機１Ｂにおいては、図５の矢印
付きの一点鎖線で示されるように、第２通風路は、ベースプレート４２Ｂのモジュール取
付部４２ａの表面とリヤブラケット４Ａの底部５Ａとの間の空間、及び第２ガイド部４２
ｃとリヤブラケット４Ａの軸挿通孔を形成する部位との間の空間を経由して第１通風路に
合流する経路をとるように形成されている。
【００７４】
　つまり、第２通風路は、ファン１８ａの回転時、吸気口６ａから吸いこまれた空気が、
モジュール取付部４２ａの表面側を内径側に流れ、モジュール取付部４２ａの表面側から
モジュール取付部４２ａの内周部を経由して回転子１０側に向かい、第１通風路に合流す
るように構成されている。
　また、第２ガイド部４２ｃに突設された第２放熱フィン４３ｂは、第２通風路に延在さ
れる。
【００７５】
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　以上のように構成された電力供給ユニット一体型回転電機１Ｂでは、ファン１８ａ，１
８ｂが回転されると、ファン１８ａの内側から外側に向かって空気が流れて排気口６ｂか
ら排出される。これにより、ファン１８ａの中央部側が負圧となるので、吸気口６ａから
吸いこまれる。吸い込まれた空気は、第１通風路を流れて排気口６ｂから排出されるもの
と、第２通風路を流れた後、ファン１８ａの負圧部の手前で第１通風路に合流して排気口
６ｂから排出されるものに分かれる。このとき、第２ガイド部４２ｃは、吸気口６ａから
、モジュール取付部４２ａの表面側を通過して内周部まで導かれた空気を、モジュール取
付部４２ａの裏面側に案内する役割を果たす。
【００７６】
　この実施の形態２の電力供給ユニット一体型回転電機１Ｂによれば、第１通風路に加え
、第２通風路が、吸気口６ａからモジュール取付部４２ａの表面側を筒状部６Ａの内径側
に流れ、モジュール取付部４２ａの表面側からモジュール取付部４２ａの内周部を経由し
て回転子１０側に流れて第１通風路に合流するように、空気を流すように形成される。
　また、第２ガイド部４２ｃが、モジュール取付部４２ａの内周部から底部５Ａ側に延在
するように設けられ、第２放熱フィン４３ｂが、第２通風路内に延在するように第２ガイ
ド部４２ｃに突設されている。
【００７７】
　第１放熱フィン４３ａに加えて、第２放熱フィン４３ｂを第２通風路に設けたことによ
り、第１及び第２パワー回路モジュール４５ａ，４５ｂと界磁回路モジュール４５ｃの熱
を放熱するための放熱面積が増大する。従って、実施の形態１の効果に加えて、第１及び
第２パワー回路モジュール４５ａ，４５ｂと界磁回路モジュール４５ｃを効果的に冷却す
ることができるという効果が得られる。
【００７８】
　ここで、前述したように、第１通風路の延在方向は、ファン１８ａの負圧部を通過する
前後でファン１８ａの内径側からファン１８ａの外径側に反転している。このため、仮に
第２通風路がない場合、第１通風路を流れる空気は、ファン１８ａの回転時、ファン１８
ａの負圧部付近で滞留しがちとなる。
【００７９】
　しかし、第２通風路が、ファン１８ａの負圧部に至る手前で第１通風路と合流するよう
に設けられており、かつ、第１通風路との合流部での第２通風路内の空気は、ファン１８
ａの負圧部と相対する側から回転子１０（ファン１８ａ）側に向かって流れる。
　このため、第１通風路との合流部まで第２通風路を流れていきた空気は、ファン１８ａ
の負圧部の手前まで第１通風路を流れてきた空気を、ファン１８ａの負圧部までスムーズ
に導く。これにより、ファン１８ａの手前で空気が滞留することが抑制される。従って、
吸気口６ａから吸入された空気が、第１通風路及び第２通風路内で滞留することなく流れ
るので、第１と第２パワー回路モジュール４５ａ，４５ｂ、界磁回路モジュール４５ｃ、
固定子１５、及び回転子１０を一層効果的に冷却することができる。
【００８０】
　なお、第１通風路に合流する手前の第２通風路内の風量を第１通風路内の風量よりも大
きくすることで、第１通風路のファン１８ａの手前で滞留しようとする空気をファン１８
ａまで導く効果が一層高くなる。第１通風路及び第２通風路内の風量は、第１放熱フィン
４３ａの配列ピッチと第２放熱フィン４３ｂの配列ピッチに差を持たせたり、第１放熱フ
ィン４３ａと第２放熱フィン４３ｂのベースプレート４２Ｂからの延出長に差を持たせた
りすることで、適宜異なる風量に設定できる。具体的には、例えば、第２放熱フィン４３
ｂの配列ピッチを第１放熱フィン４３ａの配列ピッチより広くして、第２放熱フィン間を
流れる空気の圧力損失を、第１放熱フィン４３ｂ間を流れる空気の圧力損失より小さくす
るなどすればよい。
【００８１】
　また、第１及び第２パワー回路モジュール４５ａ，４５ｂと界磁回路モジュール４５ｃ
で発生する熱を、第２放熱フィン４３ｂに伝導しやすくすることで、第２放熱フィン４３
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ｂによる放熱を有効に活用できる。この場合、例えば、第２ガイド部４２ｃの厚みをなる
べく厚くするなどすればよい。
【００８２】
　なお、この実施の形態２では、第２ガイド部４２ｃは、ヒートシンク４１Ｂのベースプ
レート４２Ｂの一部を構成するように、モジュール取付部４２ａに一体に作製されるもの
として説明したが、第２ガイド部は、ヒートシンクとは別の部材で構成されていてもよい
。
【００８３】
　さらに、第２ガイド部４２ｃ及び第２放熱フィン４３ｂは、必ずしも設ける必要はなく
、省略してもよい。
　但し、第２ガイド部４２ｃを設けることで、モジュール取付部４２ａの表面側からモジ
ュール取付部４２ａの内周部を経由して回転子１０側に向かう空気の流れが安定するので
、ファン１８ａの負圧部の手前での空気の滞留防止効果を高めることできる。
【００８４】
　実施の形態３．
　図６はこの発明の実施の形態３に係る電力供給ユニット一体型回転電機の要部断面図で
ある。
　なお、図６において上記実施の形態１，２と同一及び相当部分には同一符号を付し、そ
の説明は省略する。
【００８５】
　図６において、電力供給ユニット一体型回転電機１Ｃは、ヒートシンク４１Ｂに代えて
ヒートシンク４１Ｃが用いられ、さらにリヤブラケット４Ａの筒状部６Ａに一体に固定さ
れる複数の撓み防止部材８０を備える他は、電力供給ユニット一体型回転電機１Ｂと同様
に構成されている。
【００８６】
　ヒートシンク４１Ｃのベースプレート４２Ｃは、第１ガイド部４２ｂが省略されている
他は、ベースプレート４２Ｂと同様に構成されている。
　そして、通風路形成手段５０Ｃが、仕切り部材５１、及び第２ガイド部４２ｃにより構
成される。
【００８７】
　撓み防止部材８０は、アルミなどの剛性を有する材料を用いて所定の厚さで所定の長さ
の板状に形成されている。
　撓み防止部材８０は、長手方向を筒状部６Ａの軸方向に一致させ、筒状部６Ａの内周面
から筒状部６Ａの径方向内側に延出されるように固定されている。
【００８８】
　ここで、撓み防止部材８０を取り付けたことによる効果を説明するため、撓み防止部材
８０の配設されていない電力供給ユニット一体型回転電機１Ａを自動車に搭載して用いる
場合について説明する。
　図７は撓み防止部材が取り付けられていない電力供給ユニット一体型回転電機のリヤブ
ラケット側を模式的に示す要部断面図であり、図７の（ａ）は、リヤブラケットの通常時
の状態を示し、図７の（ｂ）は自動車の走行による振動によってリヤブラケットが撓んだ
状態を示している。
【００８９】
　電力供給ユニット一体型回転電機１Ａは、例えば、図示しない自動車に搭載され、図７
の（ａ）に示されるように、例えば、自動車が停止されており、リヤブラケット４Ａに応
力がかかっていなければ、筒状部６Ａは、回転子１０を囲繞する固定子１５の軸心に一致
するように配置されている。
　そして、自動車が走行して振動すると、図７の（ｂ）のように、筒状部６Ａは、軸心が
撓むように変形することがある。
【００９０】
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　上述したように、口出し線１９は、電力供給ユニット４０Ａの仕切り板５２に取り付け
られた図示しない中継ターミナルに連結されているが、筒状部６Ａが撓み変形を繰り返す
と、口出し線１９の中継ターミナルへの連結部が伸縮を繰り返すので、口出し線１９の金
属疲労の原因となる。
【００９１】
　一方、撓み防止部材８０が筒状部６Ａに取り付けられた場合、筒状部６Ａの両端間が撓
もうとする変形抵抗が、撓み防止部材の長さの３乗に比例して大きくなることが知られて
いる。
【００９２】
　従って、この実施の形態３の電力供給ユニット一体型回転電機１Ｃによれば、電力供給
ユニット一体型回転電機１Ｃが振動したときのリヤブラケット４Ａの撓みを防止できる。
これにより、口出し線１９の金属疲労が抑制されるので、実施の形態１の効果に加えて、
電力供給ユニット一体型回転電機１Ｃの耐震性を向上させることができるという効果が得
られる。
【００９３】
　なお、この実施の形態３では、撓み防止部材８０は、板状に作製されるものとして説明
したが、ブロック状に作製されていてもよい。
　また、撓み防止部材８０は、リヤブラケット４Ａの筒状部６Ａの内周面に取り付けられ
るものに限定されず、外周面に取り付けられていてもよい。
【００９４】
　実施の形態４．
　図８はこの発明の実施の形態４に係る電力供給ユニット一体型回転電機の断面図、図９
は図８のＩＸ－ＩＸ矢視断面図、図１０はこの発明の実施の形態４に係る電力供給ユニッ
ト一体型回転電機のリヤブラケットの斜視図である。
　なお、図８～図１０において上記実施の形態と同一及び相当部分には同一符号を付し、
その説明は省略する。
【００９５】
　図８～図１０において、電力供給ユニット一体型回転電機１Ｄは、リヤブラケット４Ｃ
が、リヤブラケット４Ａに代えて用いられ、ヒートシンク４１Ｄがヒートシンク４１Ｃに
代えて用いられている他は、電力供給ユニット一体型回転電機１Ｃと同様に構成されてい
る。
【００９６】
　リヤブラケット４Ｃは、吸気口６ａと排気口６ｂの間に、筒状部６Ａの径方向の外側に
突出する突出部７が、筒状部６Ａの周方向全域に形成されている他はリヤブラケット４Ａ
と同様に構成されている。また、孔方向が筒状部６Ａの軸方向に一致する第１取付用孔が
、突出部７に、周方向に離間して形成されている。
　また、取付用突出部４ａが、フロントブラケット４Ｂの外周面に突出部７と相対するよ
うに設けられ、取付用突出部４ａには、第２取付用孔が、第１取付用孔に同軸に形成され
ている。
【００９７】
　また、ヒートシンク４１Ｄは、第１ガイド部４２ｂからモジュール取付部４２ａの径方
向外側に向けて突出された複数の第３放熱フィン４３ｃを有する他はヒートシンク４１Ｂ
と同様に構成されている。
　複数の第３放熱フィン４３ｃは、放熱面をモジュール取付部４２ａに直交する方向に平
行にして、おおよそモジュール取付部４２ａの周方向に配列されている。
【００９８】
　そして、ヒートシンク４１Ｄは、モジュール取付部４２ａとリヤブラケット４Ｃとの配
置関係が、ヒートシンク４１Ａのモジュール取付部４２ａとの配置関係と同様となるよう
に、リヤブラケット４Ｃ内に支持されている。これにより、第３放熱フィン４３ｃの延出
端が筒状部６Ａの内周面に向けられる。
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【００９９】
　以上のように構成された電力供給ユニット一体型回転電機１Ｄにおいて、第１及び第２
取付用孔は、例えば、電力供給ユニット一体型回転電機１Ｄを自動車のエンジンルーム（
図示せず）の壁部に固定するのに利用される。
　また、電力供給ユニット一体型回転電機１Ｄでは、第１通風路及び第２通風路が、電力
供給ユニット一体型回転電機１Ｂの第１及び第２通風路と同様の経路をとるように形成さ
れ、第３放熱フィン４３ｃが第１通風路内に配置される。
【０１００】
　そして、回転子１０の回転に連動してファン１８ａが回転されると、吸気口６ａからリ
ヤブラケット４Ｃ内に吸い込まれた空気が、第１通風路及び第２通風路に分かれて流れた
後、排気口６ｂから排出されるように流れる。
【０１０１】
　この実施の形態４の電力供給ユニット一体型回転電機１Ｄは、吸気口６ａと排気口６ｂ
との間のリヤブラケット４Ａの筒状部６Ａの外周部に、周方向に延在するように突設され
た突出部７を有している。これにより、排気口６ｂから排気された空気が、吸気口６ａに
回り込むことが抑制される。
　従って、第１と第２パワー回路モジュール４５ａ，４５ｂ、界磁回路モジュール４５ｃ
、固定子１５、及び回転子１０の冷却を一層効果的に行うことができる。さらに、新たに
第３放熱フィン４３ｃが、第１通風路内に延在されるように設けられたので、第１及び第
２パワー回路モジュール４５ａ，４５ｂと界磁回路モジュール４５ｃで発生される熱の放
熱性が一層向上し、第１及び第２パワー回路モジュール４５ａ，４５ｂと界磁回路モジュ
ール４５ｃをさらに効果的に冷却することができる。
【０１０２】
　なお、突出部７は、筒状部６Ａの周方向全域に亘って突出されるものとして説明したが
、突出部が、吸気口６ａ及び排気口６ｂとの間に位置する筒状部６Ａの外周部の一部の部
位に突設されているものでも、排気口６ｂから排気される空気が吸気口６ａ側にまわりこ
むのを抑える効果は残る。
【０１０３】
　但し、突出部７が筒状部６Ａの周方向全域に亘って突出されている場合、例えば、客先
仕様により、第２取付用孔が形成された取付用突出部４ａの筒状部６Ｂの周方向の突設位
置が変わっても、第１取付用孔を第２取付用孔と同軸に突出部７に形成することができる
。つまり、取付用突出部４ａの筒状部６Ｂの周方向の位置が変わるごとに、別プロセスで
形成したリヤブラケット４Ｃを用意する必要がなくなる。
【０１０４】
　実施の形態５．
　図１１はこの発明の実施の形態５に係る電力供給ユニット一体型回転電機の要部断面図
である。
　なお、図１１において上記実施の形態と同一または相当部分には同一符号を付し、その
説明は省略する。
【０１０５】
　図１１において、電力供給ユニット一体型回転電機１Ｅは、電力供給ユニット４０Ａに
代え、電力供給ユニット４０Ｂを有し、制御基板６２と第１パワー回路モジュール４５ａ
の間の信号伝送及び第１パワー回路モジュール４５ａと固定子１５の間の電力授受を行う
配線部材としての配線基板７８を備え、中継基板７０は省略されている。他の電力供給ユ
ニット一体型回転電機１Ｅの構成は電力供給ユニット一体型回転電機１Ａと同様に構成さ
れている。
【０１０６】
　電力供給ユニット４０Ｂは、６つの第１パワー回路モジュール４５ａ、界磁回路モジュ
ール４５ｃ、及び第１パワー回路モジュール４５ａと界磁回路モジュール４５ｃのそれぞ
れが、それぞれ取り付けられる複数の分割ヒートシンク４１ａからなるヒートシンク４１
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Ｅを備えている。
　各分割ヒートシンク４１ａには、第１パワー回路モジュール４５ａ、及び界磁回路モジ
ュール４５ｃのいずれかが取り付けられる。そして、第１分割ユニット４０ａが、第１パ
ワー回路モジュール４５ａ、及び第１パワー回路モジュール４５ａが取り付けられる分割
ヒートシンク４１ａにより構成され、図示しない第２分割ユニットが界磁回路モジュール
４５ｃ、及び界磁回路モジュール４５ｃが取り付けられる分割ヒートシンク４１ａにより
構成される。
【０１０７】
　分割ヒートシンク４１ａは、互いに直交する板状のモジュール取付部４２ｄ及び第３ガ
イド部４２ｅからなり、幅方向に垂直な断面がＬ字状のベースプレート４２Ｄと、モジュ
ール取付部４２ｄ及び第３ガイド部４２ｅから延出される複数の第４放熱フィン４３ｄ及
び複数の第５放熱フィン４３ｅと、を備える。
【０１０８】
　第３ガイド部４２ｅが延在される側のモジュール取付部４２ｄ表面は、第１パワー回路
モジュール４５ａまたは界磁回路モジュール４５ｃが取り付けられる取付面を構成し、複
数の第４放熱フィン４３ｄはベースプレート４２Ｄの幅方向に配列されるようにモジュー
ル取付部４２ｄの裏面から延出されている。また、複数の第５放熱フィン４３ｅが、ベー
スプレート４２Ｄの幅方向に配列されるように、第３ガイド部４２ｅの裏面から延出され
ている。
【０１０９】
　複数の第１パワー回路モジュール４５ａは、複数のモジュール取付部４２ｄの取付面に
取り付けられている。このとき、第１パワー回路モジュール４５ａは、第２リード端子４
７をモジュール取付部４２ｄの先端側に、また、第２リード端子４６をモジュール取付部
４２ｄの基端側に配置させてモジュール取付部４２ｄの取付面に取り付けられている。
　同様に、界磁回路モジュール４５ｃが分割ヒートシンク４１ａのモジュール取付部４２
ｄに取り付けられている。
【０１１０】
　また、通風路形成手段５０Ｄが、仕切り部材５１、モジュール取付部４２ｄ、及び第３
ガイド部４２ｅにより構成される。
【０１１１】
　電力供給ユニット４０Ｂを構成する第１分割ユニット４０ａ及び第２分割ユニットは、
回転軸２０の軸方向にモジュール取付部４２ｄの取付面を平行にして、筒状部６Ａの周方
向に互いに間隔をあけ、ファン１８ａとリヤブラケット４Ａの底部５Ａとの間に配置され
て、リヤブラケット４Ａに支持されている。詳細には図示しないが、第１及び第２分割ユ
ニットの分割ヒートシンク４１ａは、同電位にされている。
【０１１２】
　また、第１分割ユニット４０ａ及び第２分割ユニットは、モジュール取付部４２ｄの取
付面を筒状部６Ａの内面に相対させるとともに、第５放熱フィン４３ｅの先端を底部５Ａ
に向けて配置されている。このとき、第４放熱フィン４３ｄは、筒状部６Ａの中心側に向
けられる。また、リヤブラケット４Ａの吸気口６ａは、電力供給ユニット４０Ｂより底部
５Ａ側に開口部を有する位置にある。
【０１１３】
　そして、仕切り部材５１は、電力供給ユニット４０Ｂとファン１８ａとの間に、電力供
給ユニット４０Ｂ及びファン１８ａの内径側を連通させるように配設されている。
【０１１４】
　このように構成された電力供給ユニット一体型回転電機１Ｅでは、図１１の矢印付きの
一点鎖線で示されるように、吸気口６ａから排気口６ｂに至る第３通風路が、ベースプレ
ート４２Ｄ、通風路形成手段５０Ｄ、回転子１０、及び固定子１５によりリヤブラケット
４Ａ内に形成されている。
【０１１５】
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　第３通風路は、吸気口６ａから、リヤブラケット４Ａの底部５Ａと第３ガイド部４２ｅ
との間を通ってモジュール取付部４２ｄの表面側から裏面側に向かい、さらにモジュール
取付部４２ｄの裏面と回転軸２０の一端側を囲繞するリヤブラケット４Ａの壁部やスリッ
プリング２１との間の空間を通ってファン１８ａの内径側に至る経路を有している。さら
に、第３通風路は、回転子１０及び固定子１５と仕切り部材５１との間の空間を通って排
気口６ｂに至る経路を有している。このように形成された第３通風路内に、第４放熱フィ
ン４３ｄ及び第５放熱フィン４３ｅが延在される。
【０１１６】
　ファン１８ａが回転されると、ファン１８ａの内径側から径方向の外側に向かって空気
が流れて排気口６ｂから排出され、ファン１８ａの内径側が負圧となる。ファン１８ａの
内径側に発生した負圧によって吸気口６ａから吸いこまれる空気は、第５放熱フィン４３
ｅ間、及び第４放熱フィン４３ｄ間を通過してファン１８ａの負圧部に導かれた後、排気
口６ｂに送られて排気口６ｂから排出される。
【０１１７】
　第１パワー回路モジュール４５ａで発生して第４放熱フィン４３ｄ及び第５放熱フィン
４３ｅに伝導された熱、及び固定子１５や回転子１０で発生する熱が、第３通風路を通過
する空気により奪われるので、第１パワー回路モジュール４５ａ、界磁回路モジュール４
５ｃ、回転子１０、及び固定子１５が冷却される。
【０１１８】
　この実施の形態５の電力供給ユニット一体型回転電機１Ｅによれば、電力供給ユニット
４０Ｂは、第１パワー回路モジュール４５ａと界磁回路モジュール４５ｃのそれぞれがそ
れぞれ取り付けられる複数の分割ヒートシンク４１ａにより構成されている。
　そして、電力供給ユニット４０Ｂは、ファン１８ａとリヤブラケット４Ａの底部５Ａと
の間に配置されている。このとき、リヤブラケット４Ａには、排気口６ｂが、ファン１８
ａの径方向外側に位置する部位に形成され、吸気口６ａが電力供給ユニット４０Ｂより底
部５Ａ側に開口するように形成されている。
【０１１９】
　また、仕切り部材５１が、電力供給ユニット４０Ｂとファン１８ａとの間に、電力供給
ユニット４０Ｂとファン１８ａの内径側を連通させるように配設されている。そして、フ
ァン１８ａの回転時、ファン１８ａの内径側に発生する負圧によって吸気口６ａから吸い
こまれる空気を、ファン１８ａの負圧部に導いた後に排気口６ｂに送る第３通風路が、仕
切り部材５１の配設によって構成されている。
【０１２０】
　そして、分割ヒートシンク４１ａのそれぞれは、表面に第１パワー回路モジュール４５
ａ及び界磁回路モジュール４５ｃのいずれかが取り付けられる板状のモジュール取付部４
２ｄ、及びモジュール取付部４２ｄの裏面に突設される第５放熱フィン４３ｅを備え、
　複数の分割ヒートシンク４１ａは、モジュール取付部４２ｄを回転軸２０の軸方向に平
行に、かつ第５放熱フィン４３ｅを第３通風路内に延在させて配列されている。
【０１２１】
　以上のように、電力供給ユニット４０Ｂをリヤブラケット４Ａ内に配置し、吸気口６ａ
を電力供給ユニット４０Ｂより底部５Ａ側のリヤブラケット４Ａの部位に設け、排気口６
ｂを電力供給ユニット４０Ｂより回転子１０側のリヤブラケット４Ａの部位に設けている
。このため、電力供給ユニット一体型回転電機１Ｅを大型化させることなく、吸気口と排
気口の間の距離を長くとることができ、電力供給ユニット一体型回転電機１Ｅによれば、
電力供給ユニット一体型回転電機１Ａと同様の効果が得られる。
【０１２２】
　さらに、取付面４２ｆを回転軸２０の軸方向に平行に配置することで、上述した回転軸
２０の軸方向に直交するモジュール取付部４２ａの取付面に取り付けるものに比べ、第１
パワー回路モジュール４５ａまたは界磁回路モジュール４５ｃを取り付けるための取付面
の面積を広くとることが可能になる。
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【０１２３】
　ここで、例えば、電力供給ユニット一体型回転電機１Ａのように、回転軸２０の軸方向
に直交させて配置したモジュール取付部４２ａに、第１及び第２パワー回路モジュール４
５ａ，４５ｂと界磁回路モジュール４５ｃを取り付ける場合では、第１及び第２パワー回
路モジュール４５ａ，４５ｂを取り付けるのに必要なモジュール取付部４２ａの取付面の
面積を小さくするため、図１に示されるように、第１及び第２パワー回路モジュール４５
ａ，４５ｂと界磁回路モジュール４５ｃの封止体４８の外形を工夫することがある。
【０１２４】
　前述したように、第１及び第２パワー回路モジュール４５ａ，４５ｂは、鏡面対称構造
に作製されている。第１及び第２パワー回路モジュール４５ａ，４５ｂの封止体４８の外
形は、封止体４８の表面から見ておおよそ矩形形状であるが、以下のように角部の一部が
角取りされている。即ち、第１及び第２パワー回路モジュール４５ａ，４５ｂの封止体４
８は、図２に示されるように、モジュール取付部４２ａの内径側に第１リード端子４６を
向けて一対の第１及び第２パワー回路モジュール４５ａ，４５ｂをモジュール取付部４２
ａの周方向に並べたときに、モジュール取付部４２ａの内径側で互いに隣接する角部を角
取りした形状に構成されている。
【０１２５】
　これにより、図２に示されるように、封止体４８に角取り部を形成した第１及び第２パ
ワー回路モジュール４５ａ、４５ｂでは、角取り部を形成しないものに比べ、パワー回路
モジュール４５ａ，４５ｂを衝突させることなく近接させることが可能となる。このため
、パワー回路モジュール４５ａ、４５ｂを取り付けるのに必要な取付面の面積が小さくな
り、取付面の狭いモジュール取付部４２ａに対して、第１及び第２パワー回路モジュール
４５ａ，４５ｂを取り付けることを可能にしている。
【０１２６】
　以上のように第１及び第２パワー回路モジュール４５ａ，４５ｂの封止体４８を形成す
る場合、パワー回路モジュール４５ａ，４５ｂは鏡面対照構造とする必要がある。このた
め、異なる２種の金型が、第１及び第２パワー回路モジュール４５ａ，４５ｂをモールド
成形により作製するのに必要となる。
【０１２７】
　これに対し、ヒートシンク４１Ｅを構成する分割ヒートシンク４１ａは、モジュール取
付部４２ｄを回転軸２０に平行にして配置可能な構成であり、パワー回路モジュール４５
ａを搭載するためのモジュール取付部４２ｄの取付面の面積を広くとることができる。従
って、パワー回路モジュールの封止体４８を異なる形状にして、第１パワー回路モジュー
ル４５ａを取り付けるのに必要なモジュール取付部４２ｄ上の取付面の面積を小さくする
必要がなくなる。つまり、異なる外形の封止体４８を有する第１及び第２パワー回路モジ
ュール４５ａ，４５ｂを用いる必要がなくなる。
【０１２８】
　これにより、複数のパワー回路モジュールとして、同一の第１パワー回路モジュール４
５ａを採用するだけでよく、第２パワー回路モジュール４５ｂをモールド成形により作製
するのに必要な金型が不要となるので、電力供給ユニット一体型回転電機１Ｅの製造コス
トの削減につながる。
【０１２９】
　また、モジュール取付部４２ｄを回転軸２０に平行にして配置すると、第１リード端子
４６、第２リード端子４７を、制御基板６２と仕切り板５２とを結ぶ線上に配置させるこ
とが容易に行える。
【０１３０】
　例えば、制御基板６２から長尺の一枚の配線基板７８を、第１リード端子４６から仕切
り板５２に至るように直線的に配設し、かつ、予め、配線基板７８に、第１リード端子４
６と制御基板６２の制御信号送信用端子とを接続するとともに、口出し線１９が接続され
る仕切り板５２に取り付けられている中継ターミナルと第２リード端子４７とを接続する
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配線パターンを形成しておく。これにより、制御基板６２と第１リード端子４６との間の
接続、及び第２リード端子４７と口出し線１９との間の接続に、同一工程で作製可能な配
線基板７８を用いることが可能となり、電力供給ユニット一体型回転電機１Ｅの製造コス
トが削減できる。
【０１３１】
　また、複数の分割ヒートシンク４１ａとリヤブラケット４Ａとを同電位に接続されてい
るので、リヤブラケット４Ａがある程度変形し、ヒートシンク４１Ａに接触してしまって
も、分割ヒートシンク４１ａとリヤブラケット４Ａが短絡することがなくなる。これによ
り、分割ヒートシンク４１ａをリヤブラケット４Ａの内面との間に隙間をなくすように大
型化してリヤブラケット４Ａ内に配置することができ、分割ヒートシンク４１ａの放熱性
能が向上する。
【０１３２】
　なお、この実施の形態５では、第３ガイド部４２ｅ及び第５放熱フィン４３ｅを設ける
ものとして説明したが、第３ガイド部４２ｅ及び第５放熱フィン４３ｅは省略してもよい
。
【０１３３】
　また、ヒートシンクは、それぞれ、板状のモジュール取付部４２ｄを有する複数の分割
ヒートシンク４１ａからなるヒートシンク４１Ｅを用いるものとして説明したが、ヒート
シンクには、以下の図１２に示されるように、筒状のモジュール取付部を有するものを用
いることもできる。
【０１３４】
　図１２はこの発明の実施の形態５に係る電力供給ユニット一体型回転電機のヒートシン
クの他の実施態様を示す分解斜視図である。
【０１３５】
　図１２において、ヒートシンク４１Ｆは、略断面７角形の外形形状を有する筒状に形成
されたモジュール取付部４２ｇ、モジュール取付部４２ｇに突設された第６放熱フィン４
３ｆを有している。
　モジュール取付部４２ｇの外周部を構成する７面のそれぞれが、パワー回路モジュール
４５ａ，４５ｂ及び界磁回路モジュール４５ｃのいずれかを取り付けるための取付面４２
ｆを構成している。また、第６放熱フィン４３ｆは、モジュール取付部４２ｇの内周部に
突設されている。第６放熱フィン４３ｆは、モジュール取付部４２ｇの長手方向の全域に
亘って、互いに間隔をあけてモジュール取付部４２ｇの内周部に垂直に突設されている。
【０１３６】
　そして、図示しない電力供給ユニットが、ヒートシンク４１Ｆと、７つの取付面４２ｆ
にわかれて取り付けられた第１パワー回路モジュール４５ａ及び界磁回路モジュール４５
ｃと、により構成される。
【０１３７】
　このように構成された電力供給ユニットを、電力供給ユニット４０Ｂに代えて用いた電
力供給ユニット一体型回転電機でも、電力供給ユニット一体型回転電機１Ｅと同様の効果
が得られる。
【０１３８】
　具体的には、ヒートシンク４１Ｆを、モジュール取付部４２ｇが回転軸２０を囲繞し、
取付面４２ｆが回転軸２０に平行に配置されるように配置する。このように構成される電
力供給ユニット一体型回転電機でも、ヒートシンク４１Ｅを分割ヒートシンク４１ａで構
成したのと同様に、第１パワー回路モジュール４５ａと界磁回路モジュール４５ｃを取り
付けるためのモジュール取付部４２ｇの取付面４２ｆの面積を広くとることができる。こ
れにより、ヒートシンク４１Ｆを用いた電力供給ユニット一体型回転電機でも、電力供給
ユニット一体型回転電機１Ｅと同様の効果が得られる。
【０１３９】
　なお、この実施態様では、ヒートシンクは、筒状に構成されるものとして説明したが、
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ヒートシンクは、断面Ｃ字状であってもよい。
　また、モジュール取付部４２ｇの外周部に取付面４２ｆが構成され、内周部に第６放熱
フィン４３ｆが突設されるものとして説明したが、モジュール取付部４２ｇの内周部に取
付面４２ｆが構成され、外周部に第６放熱フィン４３ｆが突設されるものでもよい。
【符号の説明】
【０１４０】
　２　回転電機本体、３　ハウジング、４Ａ　リヤブラケット、４Ｂ　フロントブラケッ
ト、５Ａ　底部、６ａ　吸気口、６ｂ　排気口、７　突出部、１０　固定子、１５　固定
子、１８ａ　ファン、２０　回転軸、４０Ａ，４０Ｂ　電力供給ユニット、４１Ａ～４１
Ｆ　ヒートシンク、４１ａ　分割ヒートシンク、４２ａ　モジュール取付部、４２ｂ　第
１ガイド部、４２ｃ　第２ガイド部、４２ｄ　モジュール取付部、４２ｆ　取付面、４２
ｇ　モジュール取付部、４３ａ　第１放熱フィン、４３ｂ　第２放熱フィン、４３ｃ　第
３放熱フィン、４３ｄ　第４放熱フィン（放熱フィン）、４３ｆ　第６放熱フィン（放熱
フィン）、４５ａ，４５ｂ　パワー回路モジュール、４５ｃ　界磁回路モジュール、５１
　仕切り部材、８０　撓み防止部材。

【図１】 【図２】
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