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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　　電機子巻線を有する固定子と、
　界磁巻線を有する回転子と、
　この回転子と一体に回転して冷却風を発生する冷却ファンと、
　前記固定子と前記回転子を支持する金属製のフレームと、
　このフレームの軸方向外側に配置され、前記回転子の回転に伴って前記電機子巻線に誘
起される交流電圧を整流する整流装置と、
　この整流装置を覆う絶縁性のカバーとを備え、
　前記整流装置は、正極側の整流素子と、負極側の整流素子と、前記正極側の整流素子が
取り付けられる正極側放熱フィンと、前記負極側の整流素子が取り付けられる負極側放熱
フィンとを有する車両用交流発電機において、
　前記整流装置は、絶縁性を有する伝熱シートを介して前記負極側放熱フィンと前記正極
側放熱フィンとが軸方向に隣接して配置されると共に、前記負極側放熱フィンが前記フレ
ームに接触して固定され、前記正極側放熱フィンが前記カバーに直接あるいは熱伝導率の
高い伝熱材を介して接触していることを特徴とする車両用交流発電機。
【請求項２】
　請求項１に記載した車両用交流発電機において、
　前記カバーの外周に放熱フィンが設けられていることを特徴とする車両用交流発電機。
【請求項３】
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　請求項１または２に記載した車両用交流発電機において、
　前記カバーの端面には、前記冷却ファンの回転によって前記カバーの内側に冷却風を吸
入するための吸気口が形成され、
　前記正極側放熱フィンの一部が、前記吸気口が形成されている径方向位置まで延長して
設けられていることを特徴とする車両用交流発電機。
【請求項４】
　請求項３に記載した車両用交流発電機において、
　前記吸気口は、前記カバーの径方向に放射状に延びて形成され、
　周方向に隣合う前記吸気口同士の間を仕切る仕切壁が軸心に対し傾斜して設けられてい
ることを特徴とする車両用交流発電機。
【請求項５】
　請求項１～４に記載した何れかの車両用交流発電機において、
　前記フレームには、周方向に沿って円弧状に延びる堤防壁が設けられ、この堤防壁の軸
方向端面に前記負極側放熱フィンが当接して配置されると共に、前記フレームの内側に冷
却風を取り入れるための吸気窓と、前記冷却ファンより吐出される冷却風（吐出風と呼ぶ
）を前記フレームの外側へ吐き出すための吐出窓とが形成され、
　前記吸気窓は、前記堤防壁が設けられる径方向の位置より内周側に形成されて、前記カ
バーに形成された吸気口の径方向位置と略同じ位置に開口しており、
　前記吐出窓は、前記フレームの外径側に形成される第１の吐出窓と、この第１の吐出窓
と前記堤防壁との間に形成される第２の吐出窓とを有し、この第２の吐出窓より吐き出さ
れる吐出風を前記負極側放熱フィン及び前記負極側の整流素子に吹き当てて冷却すること
を特徴とする車両用交流発電機。
【請求項６】
　請求項５に記載した車両用交流発電機において、
　前記第２の吐出窓は、前記フレームの内側に開口する開口部が前記冷却ファンに対向し
て形成されると共に、その開口部の内周端が前記冷却ファンの外径より径方向内側に位置
しており、前記フレームの外側に開口する開口部が前記負極側放熱フィン及び前記負極側
の整流素子に対向して形成されていることを特徴とする車両用交流発電機。
【請求項７】
　請求項６に記載した車両用交流発電機において、
　前記第２の吐出窓は、前記冷却ファンより吐出される吐出風の一部を軸方向に方向転換
させて前記負極側放熱フィン及び前記負極側の整流素子に向けて案内する固定翼を有し、
この固定翼の軸方向外側の端面が前記負極側放熱フィンに当接あるいは僅かな隙間を有し
て近接していることを特徴とする車両用交流発電機。
【請求項８】
　請求項５～７に記載した何れかの車両用交流発電機において、
　前記フレームは、前記堤防壁の軸方向端面より低く形成されたフレーム端面を有し、こ
のフレーム端面と前記負極側放熱フィンとの間に第２の吸気口が形成され、この第２の吸
気口が、前記堤防壁が設けられていない領域で前記吸気窓に連通していることを特徴とす
る車両用交流発電機。
【請求項９】
　請求項１～８に記載した何れかの車両用交流発電機において、
　前記カバーは、前記冷却ファンの回転によって前記カバーの内側に吸い込まれた冷却風
が前記正極側の整流素子に直接当たらない様に、前記正極側の整流素子及びその周辺を全
体的に覆う包囲部を有していることを特徴とする車両用交流発電機。
【請求項１０】
　請求項１～９に記載した何れかの車両用交流発電機において、
　前記フレームは、前記固定子及び前記回転子の軸方向一端側に配置される第１フレーム
と、前記固定子及び前記回転子の軸方向他端側に配置される第２フレームとを有し、
　前記整流装置は、前記第１フレームの軸方向外側と、前記第２フレームの軸方向外側と
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に配置され、それぞれ前記カバーに覆われていることを特徴とする車両用交流発電機。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、車両用交流発電機に係わり、特に高電圧（例えば４２Ｖ）を発生する車両用
交流発電機に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、自動車等に搭載される電装部品の種類や数、それらの消費電力は増加傾向にある
。また、安全や利便のための高電力機器の装備も増加傾向にある。このため、車両用交流
発電機（以下発電機と呼ぶ）の高出力化が必要となっているが、現在普及している１２Ｖ
系の発電機では対応困難な状況にある。そこで、例えば４２Ｖ等の高電圧を発生する高効
率可能な発電機の要求が高まっている。また、各種機器の増加や車室内の居住空間を確保
する必要性から、エンジンルームは狭小化しており、発電機の小型化も重要な課題となっ
ている。
【０００３】
　ところで、発電機の高出力化や小型化に伴い、整流装置や発電コイル等の温度が増大す
ると、これらの発熱部品に対する冷却性がより重要となる。発熱部品の中でも、例えば、
冷却ファンの径方向外側に配置される発電コイルは、冷却ファンから吐き出された冷却風
が直接吹き当てられるため、通常、発電機の中で最も発熱量が多いにも係わらず、極めて
効率的に冷却される。これに対し、整流装置は、使用される半導体素子（例えばダイオー
ド）が温度に対し非常にデリケートであるため、温度の高い発電コイルの近傍に配置する
ことは困難であり、従って、冷却ファンからの冷却風を直接吹き当てて冷却することがで
きない。このため、通常は、冷却ファンに吸い込まれる空気（冷却風）が通る通風経路に
整流装置を配置して、流れの緩やかな冷却風で冷却する方法が一般的である。
【０００４】
　しかし、上記の様に、発電機の高出力化及び小型化により整流装置の発熱温度が増大す
ると、緩やかな風の流れに依存する冷却では限界があり、他の方法が種々検討及び提案さ
れてきた。例えば、特許文献１に記載された発電機は、負極側の整流素子を取り付けた負
極側の冷却フィンをリヤエンドフレームに当接させ、正極側の整流素子を取り付けた正極
側の冷却フィンを金属製のエンドカバーに当接させると共に、両冷却フィンの間に隙間を
設定して、この隙間に冷却風（冷却ファンによって吸い込まれる空気）を通すように構成
されている。この構成によると、冷却風の流れが緩やかではあるものの、伝熱の効果に支
えられて、相応の冷却効果を得ることが可能である。
【特許文献１】特開平４－２４４７７０号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　ところが、上記の特許文献１に示される公知技術では、両冷却フィンの間に大きな隙間
を設けて通風路を形成しているため、軸方向の寸法が増大して、小型化の阻害要因となっ
ている。
　また、両冷却フィンの間に形成される通風路に冷却風の殆どを通すことから、冷却風に
塩水が混じって侵入すると、その塩水により正極側の整流素子や配線等に腐食が発生する
。特に、４２Ｖ等の高電圧発電機では、通風路に露出している正極側の整流素子の腐食が
一層加速する恐れがある。更に、正極側の冷却フィンを金属製のエンドカバーに当接させ
ているため、電位を持った正極側の冷却フィンからエンドカバーを経由して漏洩電流が流
れる恐れがあり、実用化は困難である。
　本発明は、上記事情に基づいて成されたもので、その目的は、整流装置に対する冷却性
を向上させると共に、軸方向の寸法を短縮して小型化を図ることができ、且つ正極側の整
流素子を保護できる車両用交流発電機を提供することにある。
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【課題を解決するための手段】
【０００６】
　（請求項１の発明）
　本発明は、電機子巻線を有する固定子と、界磁巻線を有する回転子と、この回転子と一
体に回転して冷却風を発生する冷却ファンと、固定子と回転子を支持する金属製のフレー
ムと、このフレームの軸方向外側に配置され、回転子の回転に伴って電機子巻線に誘起さ
れる交流電圧を整流する整流装置と、この整流装置を覆う絶縁性のカバーとを備え、整流
装置は、正極側の整流素子と、負極側の整流素子と、正極側の整流素子が取り付けられる
正極側放熱フィンと、負極側の整流素子が取り付けられる負極側放熱フィンとを有する車
両用交流発電機において、整流装置は、絶縁性を有する伝熱シートを介して負極側放熱フ
ィンと正極側放熱フィンとが軸方向に隣接して配置されると共に、負極側放熱フィンがフ
レームに接触して固定され、正極側放熱フィンがカバーに直接あるいは熱伝導率の高い伝
熱材を介して接触していることを特徴とする。
【０００７】
　上記の構成によれば、負極側放熱フィンと正極側放熱フィンとが伝熱シートを介して隣
接しているので、整流装置全体の温度分布を均一化できる。また、負極側放熱フィンが金
属製のフレームに接触すると共に、正極側放熱フィンがカバーに直接あるいは熱伝導率の
高い伝熱材を介して接触しているので、整流装置からフレームとカバーの両方に伝熱する
ことで冷却性を向上できる。
　また、伝熱シートを介して負極側放熱フィンと正極側放熱フィンとを軸方向に隣接させ
ることにより、軸方向の寸法を短縮して小型化を図ることができる。
【０００８】
　（請求項２の発明）
　請求項１に記載した車両用交流発電機において、カバーの外周に放熱フィンが設けられ
ていることを特徴とする。
　この場合、整流装置からカバーに伝達された熱を放熱フィンから効果的に大気に放出で
きるので、放熱効果を向上できる。
【０００９】
　（請求項３の発明）
　請求項１または２に記載した車両用交流発電機において、カバーの端面には、冷却ファ
ンの回転によってカバーの内側に冷却風を吸入するための吸気口が形成され、正極側放熱
フィンの一部が、吸気口が形成されている径方向位置まで延長して設けられていることを
特徴とする。
　これにより、吸気口からカバーの内側に吸い込まれた冷却風によって正極側放熱フィン
を冷却することができるので、冷却性を向上できる。
【００１０】
　（請求項４の発明）
　請求項３に記載した車両用交流発電機において、吸気口は、カバーの径方向に放射状に
延びて形成され、周方向に隣合う吸気口同士の間を仕切る仕切壁が軸心に対し傾斜して設
けられていることを特徴とする。
　仕切壁が軸心に対し傾斜することにより、吸気口からの異物の侵入を抑制できる効果が
ある。また、仕切壁の表面積が増大するため、放熱フィンの効果も期待できる。
【００１１】
　（請求項５の発明）
　請求項１～４に記載した何れかの車両用交流発電機において、フレームには、周方向に
沿って円弧状に延びる堤防壁が設けられ、この堤防壁の軸方向端面に負極側放熱フィンが
当接して配置されると共に、フレームの内側に冷却風を取り入れるための吸気窓と、冷却
ファンより吐出される冷却風（吐出風と呼ぶ）をフレームの外側へ吐き出すための吐出窓
とが形成され、吸気窓は、堤防壁が設けられる径方向の位置より内周側に形成されて、カ
バーに形成された吸気口の径方向位置と略同じ位置に開口しており、吐出窓は、フレーム
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の外径側に形成される第１の吐出窓と、この第１の吐出窓と堤防壁との間に形成される第
２の吐出窓とを有し、この第２の吐出窓より吐き出される吐出風を負極側放熱フィン及び
負極側の整流素子に吹き当てて冷却することを特徴とする。
【００１２】
　上記の構成によれば、フレームに形成された吸気窓が、カバーに形成された吸気口の径
方向位置と略同じ位置に開口しているので、両者の位置が径方向に異なる場合と比較して
、通風抵抗を低減でき、効率良く冷却風を取り込むことができる。
　また、フレームに設けられる堤防壁に負極側放熱フィンを当接させることにより、堤防
壁によって吸入空気と吐出空気とを分断できるので、設計通りの通風経路を確保できる。
　更に、吐出窓に第１の吐出窓と第２の吐出窓とが設けられているので、この第２の吐出
窓より吐き出される吐出風を負極側放熱フィン及び負極側の整流素子に吹き当てることで
、負極側の整流素子を効果的に冷却できる。
【００１３】
　（請求項６の発明）
　請求項５に記載した車両用交流発電機において、第２の吐出窓は、フレームの内側に開
口する開口部が冷却ファンに対向して形成されると共に、その開口部の内周端が冷却ファ
ンの外径より径方向内側に位置しており、フレームの外側に開口する開口部が負極側放熱
フィン及び負極側の整流素子に対向して形成されていることを特徴とする。
　上記の構成によれば、冷却ファンより吐出された吐出風の一部を第２の吐出窓より効果
的に負極側放熱フィン及び負極側の整流素子に吹き当てて冷却できる。
【００１４】
　（請求項７の発明）
　請求項６に記載した車両用交流発電機において、第２の吐出窓は、冷却ファンより吐出
される吐出風の一部を軸方向に方向転換させて負極側放熱フィン及び負極側の整流素子に
向けて案内する固定翼を有し、この固定翼の軸方向外側の端面が負極側放熱フィンに当接
あるいは僅かな隙間を有して近接していることを特徴とする。
　上記の構成によれば、固定翼を介して隣合う第２の吐出窓より吐き出された吐出風が互
いに影響を受けて乱流に成ることを防止できるので、冷却能力を向上できる。
【００１５】
　（請求項８の発明）
　請求項５～７に記載した何れかの車両用交流発電機において、フレームは、堤防壁の軸
方向端面より低く形成されたフレーム端面を有し、このフレーム端面と負極側放熱フィン
との間に第２の吸気口が形成され、この第２の吸気口が、堤防壁が設けられていない領域
で吸気窓に連通していることを特徴とする。
　カバーに形成された吸気口だけでは、吐出窓（第１の吐出窓と第２の吐出窓）の総開口
面積と比較して吸気口の総開口面積が小さくなる恐れがある。これに対し、フレーム端面
と負極側放熱フィンとの間に第２の吸気口を設けて、この第２の吸気口を吸気窓に連通さ
せることにより、吸気口の総開口面積を増大できるので、冷却風量を増加させることがで
き、冷却性能を向上できる。
　また、フレーム端面と負極側放熱フィンとの間に第２の吸気口が形成されるので、第２
の吸気口より吸い込まれる冷却風によって負極側放熱フィンを効果的に冷却できる。
【００１６】
　（請求項９の発明）
　請求項１～８に記載した何れかの車両用交流発電機において、カバーは、冷却ファンの
回転によってカバーの内側に吸い込まれた冷却風が正極側の整流素子に直接当たらない様
に、正極側の整流素子及びその周辺を全体的に覆う包囲部を有していることを特徴とする
。
　上記の構成によれば、正極側の整流素子が冷却風に直接晒されることはなく、冷却風に
混じって侵入する塩水の影響による正極側の整流素子の腐食を防止できる。
　また、正極側の整流素子が絶縁性を有するカバーの包囲部に覆われているので、電位を
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持った正極側放熱フィンからカバーを経由して電流が漏れる恐れがなく、安全性の向上に
も寄与できる。これにより、整流装置に対する冷却性の向上と、正極側の整流素子の保護
とを両立できる。
【００１９】
　（請求項１０の発明）
　請求項１～９に記載した何れかの車両用交流発電機において、フレームは、固定子及び
回転子の軸方向一端側に配置される第１フレームと、固定子及び回転子の軸方向他端側に
配置される第２フレームとを有し、整流装置は、第１フレームの軸方向外側と、第２フレ
ームの軸方向外側とに配置され、それぞれカバーに覆われていることを特徴とする。
　本発明は、フレームの両外側にそれぞれ整流装置を有する交流発電機に適用できる。例
えば、二組の電機子巻線から異なる電圧（例えば１２Ｖ電圧と４２Ｖ電圧）を発生するタ
ンデム構造の発電機に適用できる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２０】
　本発明を実施するための最良の形態を以下の実施例により詳細に説明する。
【実施例１】
【００２１】
　図１は車両用交流発電機１の断面図である。
　実施例１に示す発電機１は、図１に示す様に、電機子巻線２を有する固定子、界磁巻線
３を有する回転子、界磁巻線３に界磁電流を供給するブラシ４、固定子と回転子を支持す
る一組のフレーム５、６、電機子巻線２に誘起される交流電圧を整流する整流装置７、こ
の整流装置７を覆うカバー８等より構成される。
　固定子は、内周にスロット（図示せず）が形成された円環状の電機子鉄心９と、この電
機子鉄心９に巻き付けられた電機子巻線２とで構成され、回転子の回転に伴って電機子巻
線２に交流電圧が発生する。
【００２２】
　回転子は、回転軸１０に圧入状態で固定された界磁鉄心１１と、この界磁鉄心１１に巻
線された界磁巻線３とを有し、回転軸１０にエンジンの回転動力が伝達されて回転する。
　回転軸１０は、一端側の端部（図示左側端部）にプーリ１２が固定され、このプーリ１
２に掛け渡されるベルト（図示せず）を介してエンジンの回転動力が伝達される。また、
回転軸１０の他端側の端部に一組のスリップリング１３が取り付けられ、このスリップリ
ング１３に界磁巻線３が電気的に接続されている。
　界磁鉄心１１の軸方向両端面には、回転子と一体に回転して冷却風を発生する冷却ファ
ン１４、１５が溶接等により固定されている。
　ブラシ４は、スリップリング１３の外周に配置され、回転軸１０の回転に伴い、スリッ
プリング１３に摺接しながら界磁巻線３に界磁電流を供給する。
【００２３】
　一組のフレーム５、６は、固定子及び回転子の軸方向一端側に配置されるフロントフレ
ーム５と、固定子及び回転子の軸方向他端側に配置されるリヤフレーム６とを有し、両フ
レーム５、６により電機子鉄心９を軸方向両側より支持すると共に、一組の軸受１６、１
７を介して回転軸１０を回転自在に支持している。
　フロントフレーム５には、同フレーム５の内側に外気（冷却風）を取り入れるための吸
気窓５ａと、電機子巻線２等を冷却して暖められた空気を同フレーム５の外側へ排出する
ための吐出窓５ｂが形成されている。同様に、リヤフレーム６にも吸気窓６ａと吐出窓６
ｂ、６ｃが形成されている。このリヤフレーム６の吸気窓６ａ及び吐出窓６ｂ、６ｃにつ
いては後述する。
【００２４】
　整流装置７は、全波整流回路を形成する複数個の整流素子７０、７１（例えばダイオー
ド）と、これらの整流素子７０、７１が取り付けられる放熱用のフィン７２、７３と、整
流素子７０、７１の配線用電極を内蔵した端子台７４等で構成される。
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　整流素子７０、７１は、車載バッテリ（図示せず）の正極に接続される正極側の整流素
子７０と、アース接続される負極側の整流素子７１とを有する。
　放熱用のフィン７２、７３は、正極側の整流素子７０が圧入等により固定される正極側
放熱フィン７２と、負極側の整流素子７１が圧入等により固定される負極側放熱フィン７
３とを有し、例えば、熱伝導率の大きい銅材により形成されている。
　この整流装置７は、図１に示す様に、絶縁性を有する伝熱シート１８を介して両放熱フ
ィン７２、７３が軸方向に隣接して配置され、且つ負極側放熱フィン７３がリヤフレーム
６に設けられる堤防壁６ｄ（図３、図４参照）の軸方向端面に当接してリヤフレーム６に
固定されている。
【００２５】
　カバー８は、例えば、絶縁性を有する樹脂成形品で略碗形状に設けられ、リヤフレーム
６の外側に配置される各部品（整流装置７、ブラシ４等）を覆って、図示しないボルトに
より整流装置７と共にリヤフレーム６に固定されている。
　このカバー８には、冷却ファン１５の回転によってカバー８の内側に吸い込まれた外気
（冷却風）が正極側の整流素子７０に直接当たらない様に、正極側の整流素子７０及び端
子台７４を含む周辺を全体的に覆う包囲部８ａが設けられている。この包囲部８ａは、図
１に示す様に、外周側の端部が負極側放熱フィン７３の外周端部に当接し、内周側の端部
が正極側放熱フィン７２に当接して、正極側の整流素子７０及びその周辺を略密閉状態に
覆っている。なお、カバー８と正極側放熱フィン７２との間に熱伝導率の高い伝熱材（例
えば伝熱シート）を介在させても良い。
【００２６】
　カバー８の端面には、冷却ファン１５の回転によってカバー８の内側に冷却風を吸入す
るための吸気口８ｂが形成されている。この吸気口８ｂは、図６に示す様に、カバー８の
半径方向に放射状に形成され、且つ図７に示す様に、周方向に隣合う吸気口８ｂ同士の間
を仕切る仕切壁８ｃが軸心に対し傾斜して設けられている。
　なお、正極側放熱フィン７２は、内周側に突き出る複数の突出片７２ａが設けられ、こ
の突出片７２ａが、カバー８に設けられた包囲部８ａの内周端より径方向内側へ突き出て
、吸気口８ｂが形成されている径方向位置まで延長されている。
　また、カバー８の外径部には、図６に示す様に、放熱フィン８ｄが適宜に設けられてい
る。
【００２７】
　次に、リヤフレーム６の構造について説明する。
　リヤフレーム６には、図３、図４に示す様に、径方向の中央部に回転軸１０を通すため
の丸孔６ｅと、周方向に沿って円弧状に延びる堤防壁６ｄと、リヤフレーム６の内側に冷
却風を取り入れるための吸気窓６ａと、冷却ファン１５より吐出される冷却風（吐出風と
呼ぶ）をリヤフレーム６の外側へ吐き出すための吐出窓６ｂ、６ｃとが形成されている。
　堤防壁６ｄは、リヤフレーム６の半径方向における略中間位置に設けられ、この堤防壁
６ｄの軸方向端面に負極側放熱フィン７３が当接して固定されている（図１参照）。
【００２８】
　吸気窓６ａは、堤防壁６ｄが設けられる径方向位置より内周側に形成され、且つカバー
８に形成された吸気口８ｂの径方向位置と略同じ位置に開口している。この吸気窓６ａは
、リヤフレーム６の全周に渡って複数箇所形成され、堤防壁６ｄが設けられている領域だ
けでなく、堤防壁６ｄが設けられていない領域にも形成されている。
　吐出窓６ｂ、６ｃは、リヤフレーム６の外径側に形成される第１の吐出窓６ｂと、この
第１の吐出窓６ｂと堤防壁６ｄとの間に形成される第２の吐出窓６ｃである。
　第１の吐出窓６ｂは、リヤフレーム６の全周に渡って複数箇所形成され、冷却ファン１
５より吐出された吐出風のうち、主に電機子巻線２に吹き当てられた冷却風をリヤフレー
ム６の外側へ排出することができる。
【００２９】
　第２の吐出窓６ｃは、堤防壁６ｄが設けられている周方向の領域に複数箇所形成され、
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冷却ファン１５より吐出された吐出風の一部を負極側放熱フィン７３及び負極側の整流素
子７１に吹き当てながら、リヤフレーム６の外側へ排出することができる。
　この第２の吐出窓６ｃは、図１に示す様に、リヤフレーム６の内側に開口する開口部が
冷却ファン１５に対向して形成され、その開口部の内周端が冷却ファン１５の外径より径
方向内側に位置し、リヤフレーム６の外側に開口する開口部が負極側放熱フィン７３及び
負極側の整流素子７１に対向して形成されている。
【００３０】
　また、第２の吐出窓６ｃは、冷却ファン１５より吐出される吐出風の一部を負極側放熱
フィン７３及び負極側の整流素子７１に向けて案内する固定翼６ｆを有している。この固
定翼６ｆは、周方向に隣合う第２の吐出窓６ｃ同士の間を区切る仕切壁であり、図５に示
す様に、径方向から軸方向へ緩やかに湾曲して設けられ、且つ固定翼６ｆの軸方向端面が
堤防壁６ｄの軸方向端面と同一高さに設けられている。
　更に、リヤフレーム６は、堤防壁６ｄが設けられていない領域において、吸気窓６ａと
第１の吐出窓６ｂとの間に、堤防壁６ｄの軸方向端面より低く形成されたフレーム端面６
ｇを有し、このフレーム端面６ｇと負極側放熱フィン７３との間に第２の吸気口１９（図
１参照）が形成され、この第２の吸気口１９が吸気窓６ａに連通している。
【００３１】
　次に、本実施例の発電機１の作用及び効果について説明する。
　まず、冷却ファン１５の回転により生じる冷却風の流れを説明する。
　回転子と一体に冷却ファン１５が回転すると、図２に矢印ａ、ｂで示す様に、カバー８
に形成された吸気口８ｂと、フレーム端面６ｇと負極側放熱フィン７３との間に設けられ
た第２の吸気口１９より外気が吸い込まれる。
　吸気口８ｂと第２の吸気口１９より吸い込まれた外気は、リヤフレーム６の吸気窓６ａ
を通ってリヤフレーム６の内側に取り込まれ、冷却ファン１５により旋回流となって主に
径方向外側へ吐出される。冷却ファン１５より吐出された吐出風は、図２に矢印ｃ、ｄで
示す様に、第１の吐出窓６ｂと第２の吐出窓６ｃより、それぞれリヤフレーム６の外側へ
排出される。
【００３２】
　実施例１に示す発電機１は、整流装置７の正極側放熱フィン７２と負極側放熱フィン７
３とが伝熱シート１８を介して隣接しているので、伝熱シート１８を介して両放熱フィン
７２、７３の間で熱伝導が行われ、整流装置７全体の温度分布を均一化できる。更に、負
極側放熱フィン７３がリヤフレーム６の堤防壁６ｄに接触して固定され、正極側放熱フィ
ン７２がカバー８に接触しているので、整流装置７からリヤフレーム６とカバー８の両方
に伝熱することができ、リヤフレーム６とカバー８からの放熱により、冷却性が向上する
。特に、カバー８に放熱フィン８ｄを設けているので、カバー８から大気に効果的に放熱
できる。
【００３３】
　正極側放熱フィン７２は、内周側の突出片７２ａがカバー８に設けられた包囲部８ａの
内周端より内径側へ突き出ており、吸気口８ｂが形成されている径方向位置まで延長され
ているので、リヤフレーム６及びカバー８への伝熱だけでなく、吸気口８ｂから吸い込ま
れた外気を正極側放熱フィン７２の突出片７２ａに当てて冷却することができる。
　また、カバー８には、周方向に隣合う吸気口８ｂ同士の間を仕切る仕切壁８ｃが傾斜し
て設けられているので、吸気口８ｂからの異物の侵入を抑制できる効果があり、且つ、仕
切壁８ｃの表面積が増大するため、放熱フィンの効果も期待できる。
【００３４】
　リヤフレーム６には、冷却風を取り入れるための吸気窓６ａが設けられ、この吸気窓６
ａがカバー８に形成された吸気口８ｂの径方向位置と略同じ位置に開口している。この場
合、カバー８の吸気口８ｂから吸い込まれた冷却風が進路を大きく変更することなく、そ
のままリヤフレーム６の吸気窓６ａを通ることができる。つまり、上記の構成によれば、
吸気口８ｂと吸気窓６ａの径方向位置が互いに異なる場合と比較して、通風抵抗を低減で
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きるので、効率良く冷却風を取り込むことができる。
【００３５】
　更に、リヤフレーム６には、堤防壁６ｄの外周側に第２の吐出窓６ｃが設けられ、この
第２の吐出窓６ｃより吐き出された吐出風を負極側放熱フィン７３及び負極側の整流素子
７１に吹き当てながらリヤフレーム６の外側に排出することができる。つまり、第２の吐
出窓６ｃは、リヤフレーム６の内側に開口する開口部が冷却ファン１５に対向して形成さ
れ、その開口部の内周端が冷却ファン１５の外径より径方向内側に位置し、リヤフレーム
６の外側に開口する開口部が負極側放熱フィン７３及び負極側の整流素子７１に対向して
形成されている。これにより、冷却ファン１５より吐出された吐出風の一部を第２の吐出
窓６ｃから効果的に負極側放熱フィン７３及び負極側の整流素子７１に吹き当てて冷却で
きる。
【００３６】
　また、第２の吐出窓６ｃは、冷却ファン１５より吐出される吐出風の一部を軸方向に方
向転換させて負極側放熱フィン７３及び負極側の整流素子７１に向けて案内する固定翼６
ｆを有し、この固定翼６ｆが、径方向から軸方向へ緩やかに湾曲して設けられている。こ
の構造によれば、冷却ファン１５より径方向に吐出される旋回流（吐出風）の一部を固定
翼６ｆですくい取って軸方向に緩やかに方向転換させ、負極側放熱フィン７３及び負極側
の整流素子７１に対し略直角に近い角度で吹き当てることができるので、第２の吐出窓６
ｃより吐出される吐出風を有効に利用して冷却効果を高めることができる。
【００３７】
　また、固定翼６ｆの軸方向端面が堤防壁６ｄの軸方向端面と同一高さに設けられている
ので、固定翼６ｆと負極側放熱フィン７３との間に隙間が形成されることはなく、固定翼
６ｆの軸方向端面が負極側放熱フィン７３に接触している。この場合、固定翼６ｆを介し
て隣合う第２の吐出窓６ｃより吐き出された吐出風が互いに影響を受けて乱流に成ること
を防止できるので、負極側放熱フィン７３及び負極側の整流素子７１に対する冷却性を向
上できる。
　また、リヤフレーム６の堤防壁６ｄに負極側放熱フィン７３を当接させることで、堤防
壁６ｄによって吸入空気と吐出空気とを分断できるので、設計通りの通風経路を確保でき
る。
【００３８】
　更に、実施例１に示す発電機１は、リヤフレーム６のフレーム端面６ｇと負極側放熱フ
ィン７３との間に第２の吸気口１９が形成されているので、カバー８に形成された吸気口
８ｂだけでなく、第２の吸気口１９からも外気を取り入れることができる。その結果、冷
却風量が増加して冷却性能を向上できる。
　即ち、カバー８に形成された吸気口８ｂだけでは、吸気口８ｂを形成できるスペースが
限られるため、吐出窓（第１の吐出窓６ｂと第２の吐出窓６ｃ）の総開口面積と比較して
吸気口８ｂの総開口面積を十分に確保することが困難である。これに対し、リヤフレーム
６の堤防壁６ｄが設けられていない領域を利用して第２の吸気口１９を設けることにより
、吸気口８ｂと第２の吸気口１９とを合わせた総開口面積を増大できるので、冷却風量を
増加させることができ、冷却性能を向上できる。
　また、フレーム端面６ｇと負極側放熱フィン７３との間に第２の吸気口１９が形成され
るので、第２の吸気口１９より吸い込まれる冷却風によって負極側放熱フィン７３を効果
的に冷却できる。
【００３９】
　本実施例の発電機１は、カバー８に設けられた包囲部８ａによって正極側の整流素子７
０及びその周辺が略密閉状態に覆われているので、冷却ファン１５の回転によってカバー
８の内側に吸い込まれた外気（冷却風）が正極側の整流素子７０や端子台７４等に直接当
たることはない。これにより、冷却風に混じって侵入する塩水の影響を受けることなく、
正極側の整流素子７０や配線等の腐食を防止できる。
　また、正極側の整流素子７０を覆うカバー８が樹脂製であり絶縁性を有しているため、



(10) JP 4797779 B2 2011.10.19

10

20

30

40

50

電位を持った正極側放熱フィン７２からカバー８を経由して電流が漏れる恐れがなく、安
全性の向上に寄与できる。これにより、整流装置７に対する冷却性の向上と、正極側の整
流素子７０の保護とを両立できる。
【００４０】
　更に、実施例１に示す発電機１は、上記の様に、整流装置７の正極側放熱フィン７２と
負極側放熱フィン７３とが伝熱シート１８を介して隣接しているので、両放熱フィン７２
、７３の間に通風路を形成する従来の発電機と比較した場合に、軸方向の寸法を短縮して
発電機１の小型化を図ることができる。
【００４１】
　（変形例）
　実施例１に記載した発電機１は、リヤフレーム６の外側に整流装置７を有する構造であ
るが、例えば、フロントフレーム５の外側にも整流装置７を有し、二組の電機子巻線２か
ら異なる電圧（例えば１２Ｖ電圧と４２Ｖ電圧）を発生するタンデム構造の発電機にも本
発明を適用できる。
【図面の簡単な説明】
【００４２】
【図１】車両用交流発電機の断面図である。
【図２】冷却風の流れを示す車両用交流発電機の断面図である。
【図３】リヤフレームの斜視図である。
【図４】リヤフレームの平面図である。
【図５】リヤフレームのＡ－Ａ断面図である。
【図６】カバーの平面図である。
【図７】カバーのＢ－Ｂ断面図である。
【符号の説明】
【００４３】
　　１　　車両用交流発電機
　　２　　電機子巻線
　　３　　界磁巻線
　　５　　フロントフレーム
　　６　　リヤフレーム
　　６ａ　吸気窓
　　６ｂ　第１の吐出窓
　　６ｃ　第２の吐出窓
　　６ｄ　堤防壁
　　６ｆ　固定翼
　　７　　整流装置
　　８　　カバー
　　８ａ　包囲部
　　８ｂ　吸気口
　　８ｃ　吸気口の仕切壁
　　８ｄ　カバーに設けられた放熱フィン
　　９　　電機子鉄心（固定子）
　１０　　回転軸（回転子）
　１１　　界磁鉄心（回転子）
　１５　　冷却ファン
　１８　　絶縁性を有する伝熱シート
　１９　　第２の吸気口
　７０　　正極側の整流素子
　７１　　負極側の整流素子
　７２　　正極側放熱フィン
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　７３　　負極側放熱フィン

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】 【図６】
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【図７】
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