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(57)【要約】
【課題】本願は、ノイズ耐性を考慮しつつ生産性をも向
上した電力変換装置の提供することにある。
【解決手段】上側の筐体と下側の筐体との接合する面（
ケース分割面）より上側において、ドライバ回路基板と
パワーモジュールの制御端子とが接合されるように構成
しつつ、下側の筐体にはパワーモジュール本体とそれを
冷却するための水路を設け、上側の筐体を隔壁などを設
けることで更に２層化し、ドライバ回路基板から制御回
路基板へのノイズを除去させるように構成すればよい。
【選択図】　図５
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　直流電力を交流電力に変換するスイッチング素子と、
　前記交流電力を伝達するための交流バスバーと、
　前記スイッチング素子を有するパワーモジュールと、
　前記スイッチング素子を制御する制御信号を出力する制御手段と、
　前記制御手段により出力された前記制御信号を用いて前記スイッチング素子の駆動信号
を前記スイッチング素子へ出力するドライバ手段と、
　前記直流電力を平滑化するコンデンサモジュールと、
　前記パワーモジュール、前記コンデンサモジュール及び前記パワーモジュールを冷媒に
て冷却するための流路をその内部に有する第１のケース部と、
　前記第１のケース部と接合する第２のケース部とを備えた電力変換装置であって、
　前記第１のケース部と前記第２のケース部とが接合される面より上側において、前記パ
ワーモジュールの制御端子が前記ドライバ手段と接合され、前記第２のケース部は、前記
ドライバ手段と前記制御手段とを分けるための隔壁を備えることを特徴とする電力変換装
置。
【請求項２】
　請求項１に記載の電力変換装置において、
　前記第１のケース部と前記第２のケース部とが接合される面より上側において、前記交
流バスバーと前記ドライバ手段と接合されることを特徴とする電力変換装置。
【請求項３】
　請求項１又は２記載の電力変換装置において、
　前記第２のケース部は、前記第１のケース部と接合する面とは異なる面に開口部を設け
、
　前記パワーモジュールの交流端子は上側に向かって突出し、
　前記交流バスバーの端部が前記上側に向かって突出された交流端子と接合し、
　前記端部とは異なる、前記交流バスバーの他の端部が前記開口部から延設するよう配置
されたことを特徴とする電力変換装置。
【請求項４】
　請求項１乃至３いずれかに記載の電力変換装置において、
　前記交流バスバーは、複数の上側に突出した保持部材を備えることを特徴とする電力変
換装置。
【請求項５】
　請求項１乃至４いずれかに記載の電力変換装置において、
　前記交流バスバーと端子との接続部及び前記コンデンサモジュールと端子との接続部の
先端が、凹凸形状をしていることを特徴とする電力変換装置。
【請求項６】
　請求項１乃至５いずれかに記載の電力変換装置において、
　前記コンデンサモジュールは、前記第２のケース部の有する流路に囲まれ、かつ、中央
付近に配置されたことを特徴とする電力変換装置。
【請求項７】
　請求項１乃至６いずれかに記載の電力変換装置において、
　前記交流バスバーを流れる交流電流を検出するための電流センサモジュールを有し、
　前記第１のケース部は、前記流路の入口配管と出口配管とを備え、
　前記電流センサモジュールのセンサ素子は、前記第１のケース部の前記入口配管と出口
配管を有する面の延在方向に沿って配置され、
　前記センサ素子の信号線は上側に向かって突出していることを特徴とする電力変換装置
。
【請求項８】
　直流電力を交流電力に変換するスイッチング素子と、
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　前記交流電力を伝達するための交流バスバーと、
　前記スイッチング素子を有するパワーモジュールと、
　前記直流電力を平滑化するコンデンサモジュールと、
　前記パワーモジュール、前記コンデンサモジュール及び前記パワーモジュールを冷媒に
て冷却するための流路を有する第１のケース部と、
　前記第１のケース部と接合する第２のケース部とを備えた電力変換装置であって、
　前記第１のケース部と前記第２のケース部との接合面より上側において、前記交流バス
バー、前記パワーモジュールの制御端子及び前記コンデンサの端子と、前記スイッチング
素子に駆動パルスを供給するドライバ回路基板とが設けられ、
　前記ドライバ回路基板は、前記交流バスバー、前記パワーモジュールの制御端子及び前
記コンデンサの端子と接合された形で前記第２のケースに収納されていることを特徴とす
る電力変換装置。
【請求項９】
　直流電力を交流電力に変換するスイッチング素子と、
　前記交流電力を伝達するためのバスバーと、
　前記スイッチング素子を有するパワーモジュールと、
　前記スイッチング素子へ駆動パルスを供給するドライバ回路と、
　前記直流電力を平滑化するコンデンサモジュールと、
　前記パワーモジュールの前記スイッチング素子を制御する制御信号をドライバ回路へ供
給する制御回路と、
　前記パワーモジュール、前記コンデンサモジュール及び前記パワーモジュールを冷媒に
て冷却するための流路を有する下側ケースと、
　前記下側ケースと分割面にて接合する上側ケースとを備え、
　前記分割面より上側の領域において、前記パワーモジュールの制御端子が前記ドライバ
回路と接合され、前記上側ケース部は、前記ドライバ回路と前記制御回路との間に隔壁を
備えることを特徴とする電力変換装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は直流電力を交流電力に変換しあるいは交流電力を直流電力に変換するために使
用する電力変換装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　一般に電力変換装置は、交流電力を直流電力に変換する機能、あるいは、モータが発生
する交流電力を直流電力に変換する機能を備えている。電力変換装置の一例が、特開２０
０４－３１２８６６号公報に開示されている。当該公報においては、インバータボックス
に組み込まれたインバータ装置を蓋で密封してねじ止め固定し、接合面に液状ガスケット
を塗布して気密性を高めることで水分浸入を抑制する技術が開示されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２００４－３１２８６６号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかしながら、上記特許文献の技術においては、あくまでインバータをインバータボッ
クスに安定して格納することを主眼に置いたものであり、電力変換装置（例えばインバー
タ）自体の組み立て易さについては検討が不十分であった。そのため、上記特許文献の技
術においては、インバータを組み立てた後にインバータボックスに入れて蓋をするといっ
た単純工程しか開示がなく、インバータボックスにインバータを入れた状態で徐々に階層
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的にインバータの組み立てを行うといった場合の構成については一切言及がなされていな
い。
【０００５】
　結果として、上記特許文献の技術において、インバータボックスにインバータを入れた
状態で組立作業を行おうとした場合には、内部部品を取り付ける際の作業スペースが狭く
なるといった問題があった。また、小型化または自動化に適した溶接構造を採用しようと
しても溶接ツールが稼動するスペースがないといった問題があった。あるいは、制御基板
等への半田付け作業においても、半田付けツールのアクセススペースに制約が生じたり、
基板へ制御ピンなどを半田接合した後のフィレット形状の確認ができないといった問題が
あった。
【０００６】
　また、インバータを組み立てた後にインバータボックスに入れて蓋をするといった工程
は、インバータを組み立てる際にどこかに固定して組み立てる必要があり、インバータボ
ックスにインバータを入れた状態で徐々に階層的にインバータの組み立てを行う方式に比
べ、非常に難しく、生産効率が非常に悪い。
【０００７】
　更に、上記特許文献においては、重要な部品であるキャパシタの端子や交流バスバーな
どがインバータボックスに収納されるため、例えばそれら部品が収納時に入れ損なって破
損したり、また、その破損箇所が視認できず修理が難しくなるといった問題もあった。
【０００８】
　また、パワーモジュールとドライバ回路基板と制御回路基板とが高さ方向に階層的に配
置される場合、制御回路基板側にスイッチングノイズ等が混入する恐れがあった。
【０００９】
　そこで、上記課題に鑑み、本発明の目的は、生産性を向上させつつ、ノイズに対する信
頼性をも向上させることにある。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　上記課題を解決するために、例えば、２つの筐体を有するインバータ装置であって、上
側の筐体と下側の筐体との接合する面（ケース分割面）より上側において、ドライバ回路
基板とパワーモジュールの制御端子とが接合されるように構成すればよい。このように構
成することで、部品組立時の周辺への干渉等を防止し、ドライバ回路基板とパワーモジュ
ールの制御端子とが接合することが容易となり、生産性向上が期待できる。
【００１１】
　ここで、下側の筐体に水路とパワー半導体モジュールとコンデンサモジュールとを収納
し、上側の筐体において、組立接合部品（パワーモジュールの制御端子、コンデンサモジ
ュール端子、ドライバ回路基板、制御回路基板あるいはバスバーアッセンブリなどの部品
）を収納するように構成すれば、種々の接合処理のための空間を確保することができ、生
産性は向上する。より具体的に説明すれば、上側の筐体と下側の筐体を接合する前に、上
側にある組立接合部品を取り付ける際の物理的障害を取り除き十分な作業スペースを確保
することができる。溶接構造を採用しようとしても溶接ツールの稼動スペースの確保も可
能である。
【００１２】
　更に、このようにパワーモジュールとドライバ回路基板と制御回路基板とが上下方向に
階層的に配置される場合、制御回路基板側にスイッチングノイズ等の混入が大きな問題と
なるため、上側の筐体を隔壁などを設けることで更に２層化し、制御回路基板へのノイズ
を除去させる構成をとればよい。
【００１３】
　なお、ここでは、上側筐体が２層化される場合を述べたが、ドライバ回路と制御回路の
間にノイズをシャットダウンする構成（例えば隔壁など）があればよく、３層構造でもそ
れ以上分けられていたとしても構わない。
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【発明の効果】
【００１４】
　本発明によれば、電力変換装置の組立時の生産性を向上することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１５】
【図１】ハイブリッド自動車の制御ブロックを示す図。
【図２】インバータ回路１４０の電気回路の構成を説明する図。
【図３】電力変換装置２００の外観斜視図。
【図４】電力変換装置２００の分解斜視図。
【図５】電力変換装置２００の分解斜視図。
【図６】パワーモジュール３００Ｕ～３００Ｗ、コンデンサモジュール５００、バスバー
アッセンブリ８００が組み付けられた流路形成体１２の外観斜視図。
【図７】バスバーアッセンブリ８００を外した状態の流路形成体１２を示す図。
【図８】流路形成体１２の斜視図。
【図９】バスバーアッセンブリ８００の斜視図。
【図１０】パワーモジュール３００Ｕ～３００Ｗおよびコンデンサモジュール５００が装
着された流路形成体１２を示す図。
【図１１】電力変換装置２００の断面を示す図。
【図１２】電力変換装置２００の断面を示す図。
【発明を実施するための形態】
【００１６】
　以下に説明する本発明が適用された実施の形態に記載の電力変換装置およびこの装置を
使用したシステムは、製品化のために解決することが望ましい色々な課題を解決している
。これら実施の形態が解決している色々な課題の一つに、上述の発明が解決しようとする
課題の欄に記載した生産性向上の課題があり、また上述の発明の効果の欄に記載した生産
性向上の効果がある。
【００１７】
　また、上述の課題を解決するための手段の欄に記載した構成だけで無く、他の構成によ
っても上記課題が解決でき、上記効果を得ることができる。
【００１８】
　以下、図を参照して本発明を実施するための形態について説明する。図１は、ハイブリ
ッド自動車（以下「ＨＥＶ」と記述する）の制御ブロックを示す図である。エンジンＥＧ
ＮおよびモータジェネレータＭＧ１は車両の走行用トルクを発生する。また、モータジェ
ネレータＭＧ１は回転トルクを発生するだけでなく、モータジェネレータＭＧ１に外部か
ら加えられる機械エネルギーを電力に変換する機能を有する。
【００１９】
　モータジェネレータＭＧ１は、例えば同期機あるいは誘導機であり、上述のごとく、運
転方法によりモータとしても発電機としても動作する。モータジェネレータＭＧ１を自動
車に搭載する場合には、小型で高出力を得ることが望ましく、ネオジウムなどの磁石を使
用した永久磁石型の同期電動機が適している。また、永久磁石型の同期電動機は誘導電動
機に比べて回転子の発熱が少なく、この観点でも自動車用として優れている。
【００２０】
　エンジンＥＧＮの出力側の出力トルクは動力分配機構ＴＳＭを介してモータジェネレー
タＭＧ１に伝達され、動力分配機構ＴＳＭからの回転トルクあるいはモータジェネレータ
ＭＧ１が発生する回転トルクは、トランスミッションＴＭおよびデファレンシャルギアＤ
ＥＦを介して車輪に伝達される。一方、回生制動の運転時には、車輪から回転トルクがモ
ータジェネレータＭＧ１に伝達され、供給されてきた回転トルクに基づいて交流電力を発
生する。発生した交流電力は後述するように電力変換装置２００により直流電力に変換さ
れ、高電圧用のバッテリ１３６を充電し、充電された電力は再び走行エネルギーとして使
用される。
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【００２１】
　次に電力変換装置２００について説明する。インバータ回路１４０は、バッテリ１３６
と直流コネクタ１３８を介して電気的に接続されており、バッテリ１３６とインバータ回
路１４０との相互において電力の授受が行われる。モータジェネレータＭＧ１をモータと
して動作させる場合には、インバータ回路１４０は直流コネクタ１３８を介してバッテリ
１３６から供給された直流電力に基づき交流電力を発生し、交流端子１８８を介してモー
タジェネレータＭＧ１に供給する。モータジェネレータＭＧ１とインバータ回路１４０か
らなる構成は電動発電ユニットとして動作する。
【００２２】
　なお、本実施形態では、バッテリ１３６の電力によって電動発電ユニットを電動ユニッ
トとして作動させることにより、モータジェネレータＭＧ１の動力のみによって車両の駆
動ができる。さらに、本実施形態では、電動発電ユニットを発電ユニットとしてエンジン
ＥＧＮの動力或いは車輪からの動力によって作動させて発電させることにより、バッテリ
１３６の充電ができる。
【００２３】
　また、図１では省略したが、バッテリ１３６はさらに補機用のモータを駆動するための
電源としても使用される。補機用のモータとしては例えば、エアコンディショナーのコン
プレッサを駆動するモータ、あるいは制御用の油圧ポンプを駆動するモータである。バッ
テリ１３６から直流電力が補機用パワーモジュールに供給され、補機用パワーモジュール
は交流電力を発生して補機用のモータに供給する。補機用パワーモジュールはインバータ
回路１４０と基本的には同様の回路構成および機能を持ち、補機用のモータに供給する交
流の位相や周波数、電力を制御する。なお、電力変換装置２００は、インバータ回路１４
０に供給される直流電力を平滑化するためのコンデンサモジュール５００を備えている。
【００２４】
　電力変換装置２００は、上位の制御装置から指令を受けたりあるいは上位の制御装置に
状態を表すデータを送信したりするための通信用のコネクタ２１を備えている。電力変換
装置２００は、コネクタ２１から入力される指令に基づいて制御回路１７２でモータジェ
ネレータＭＧ１の制御量を演算し、さらにモータとして運転するか発電機として運転する
かを演算し、演算結果に基づいて制御パルスを発生し、その制御パルスをドライバ回路１
７４へ供給する。ドライバ回路１７４は、供給された制御パルスに基づいて、インバータ
回路１４０を制御するための駆動パルスを発生する。
【００２５】
　次に、図２を用いてインバータ回路１４０の電気回路の構成を説明する。なお、以下で
半導体素子として絶縁ゲート型バイポーラトランジスタを使用しており、以下略してＩＧ
ＢＴと記す。上アームとして動作するＩＧＢＴ３２８及びダイオード１５６と、下アーム
として動作するＩＧＢＴ３３０及びダイオード１６６とで、上下アームの直列回路１５０
が構成される。インバータ回路１４０は、この直列回路１５０を、出力しようとする交流
電力のＵ相、Ｖ相、Ｗ相の３相に対応して備えている。
【００２６】
　これらの３相は、この実施の形態ではモータジェネレータＭＧ１の電機子巻線の３相の
各相巻線に対応している。３相のそれぞれの上下アームの直列回路１５０は、直列回路の
中点部分である中間電極１６９から交流電流を出力する。この中間電極１６９は交流端子
１５９を通して、モータジェネレータＭＧ１への交流電力線である以下に説明の交流バス
バー８０２と接続される。
【００２７】
　上アームのＩＧＢＴ３２８のコレクタ電極１５３は、正極端子１５７を介してコンデン
サモジュール５００の正極側のコンデンサ端子５０６に電気的に接続されている。また、
下アームのＩＧＢＴ３３０のエミッタ電極は、負極端子１５８を介してコンデンサモジュ
ール５００の負極側のコンデンサ端子５０４に電気的に接続されている。
【００２８】
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　上述のように、制御回路１７２は上位の制御装置からコネクタ２１を介して制御指令を
受け、これに基づいてインバータ回路１４０を構成する各相の直列回路１５０の上アーム
あるいは下アームを構成するＩＧＢＴ３２８やＩＧＢＴ３３０を制御するための制御信号
である制御パルスを発生し、ドライバ回路１７４に供給する。
【００２９】
　ドライバ回路１７４は、上記制御パルスに基づき、各相の直列回路１５０の上アームあ
るいは下アームを構成するＩＧＢＴ３２８やＩＧＢＴ３３０を制御するための駆動パルス
を各相のＩＧＢＴ３２８やＩＧＢＴ３３０に供給する。ＩＧＢＴ３２８やＩＧＢＴ３３０
は、ドライバ回路１７４からの駆動パルスに基づき、導通あるいは遮断動作を行い、バッ
テリ１３６から供給された直流電力を三相交流電力に変換し、この変換された電力はモー
タジェネレータＭＧ１に供給される。
【００３０】
　ＩＧＢＴ３２８は、コレクタ電極１５３と、信号用エミッタ電極１５５と、ゲート電極
１５４を備えている。また、ＩＧＢＴ３３０は、コレクタ電極１６３と、信号用のエミッ
タ電極１６５と、ゲート電極１６４を備えている。ダイオード１５６が、コレクタ電極１
５３とエミッタ電極１５５との間に電気的に接続されている。また、ダイオード１６６が
、コレクタ電極１６３とエミッタ電極１６５との間に電気的に接続されている。
【００３１】
　スイッチング用パワー半導体素子としては金属酸化物半導体型電界効果トランジスタ（
以下略してＭＯＳＦＥＴと記す）を用いてもよい、この場合はダイオード１５６やダイオ
ード１６６は不要となる。スイッチング用パワー半導体素子としては、ＩＧＢＴは直流電
圧が比較的高い場合に適していて、ＭＯＳＦＥＴは直流電圧が比較的低い場合に適してい
る。
【００３２】
　コンデンサモジュール５００は、正極側のコンデンサ端子５０６と負極側のコンデンサ
端子５０４と正極側の電源端子５０９と負極側の電源端子５０８とを備えている。バッテ
リ１３６からの高電圧の直流電力は、直流コネクタ１３８を介して、正極側の電源端子５
０９や負極側の電源端子５０８に供給され、コンデンサモジュール５００の正極側のコン
デンサ端子５０６および負極側のコンデンサ端子５０４から、インバータ回路１４０へ供
給される。
【００３３】
　一方、交流電力からインバータ回路１４０によって変換された直流電力は、正極側のコ
ンデンサ端子５０６や負極側のコンデンサ端子５０４からコンデンサモジュール５００に
供給され、正極側の電源端子５０９や負極側の電源端子５０８から直流コネクタ１３８を
介してバッテリ１３６に供給され、バッテリ１３６に蓄積される。
【００３４】
　制御回路１７２は、ＩＧＢＴ３２８及びＩＧＢＴ３３０のスイッチングタイミングを演
算処理するためのマイクロコンピュータ（以下、「マイコン」と記述する）を備えている
。マイコンへの入力情報としては、モータジェネレータＭＧ１に対して要求される目標ト
ルク値、直列回路１５０からモータジェネレータＭＧ１に供給される電流値、及びモータ
ジェネレータＭＧ１の回転子の磁極位置がある。
【００３５】
　目標トルク値は、不図示の上位の制御装置から出力された指令信号に基づくものである
。電流値は、電流センサ１８０による検出信号に基づいて検出されたものである。磁極位
置は、モータジェネレータＭＧ１に設けられたレゾルバなどの回転磁極センサ（不図示）
から出力された検出信号に基づいて検出されたものである。本実施形態では、電流センサ
１８０は３相の電流値を検出する場合を例に挙げているが、２相分の電流値を検出するよ
うにし、演算により３相分の電流を求めても良い。
【００３６】
　制御回路１７２内のマイコンは、目標トルク値に基づいてモータジェネレータＭＧ１の
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ｄ軸，ｑ軸の電流指令値を演算し、この演算されたｄ軸，ｑ軸の電流指令値と、検出され
たｄ軸，ｑ軸の電流値との差分に基づいてｄ軸，ｑ軸の電圧指令値を演算し、この演算さ
れたｄ軸，ｑ軸の電圧指令値を、検出された磁極位置に基づいてＵ相、Ｖ相、Ｗ相の電圧
指令値に変換する。そして、マイコンは、Ｕ相、Ｖ相、Ｗ相の電圧指令値に基づく基本波
（正弦波）と搬送波（三角波）との比較に基づいてパルス状の変調波を生成し、この生成
された変調波をＰＷＭ（パルス幅変調）信号としてドライバ回路１７４に出力する。
【００３７】
　ドライバ回路１７４は、下アームを駆動する場合、ＰＷＭ信号を増幅したドライブ信号
を、対応する下アームのＩＧＢＴ３３０のゲート電極に出力する。また、ドライバ回路１
７４は、上アームを駆動する場合、ＰＷＭ信号の基準電位のレベルを上アームの基準電位
のレベルにシフトしてからＰＷＭ信号を増幅し、これをドライブ信号として、対応する上
アームのＩＧＢＴ３２８のゲート電極にそれぞれ出力する。
【００３８】
　また、制御回路１７２内のマイコンは、異常検知（過電流、過電圧、過温度など）を行
い、直列回路１５０を保護している。このため、制御回路１７２にはセンシング情報が入
力されている。例えば、各アームの信号用のエミッタ電極１５５及び信号用のエミッタ電
極１６５からは各ＩＧＢＴ３２８とＩＧＢＴ３３０のエミッタ電極に流れる電流の情報が
、対応する駆動部（ＩＣ）に入力されている。これにより、各駆動部（ＩＣ）は過電流検
知を行い、過電流が検知された場合には対応するＩＧＢＴ３２８，ＩＧＢＴ３３０のスイ
ッチング動作を停止させ、対応するＩＧＢＴ３２８，ＩＧＢＴ３３０を過電流から保護す
る。
【００３９】
　直列回路１５０に設けられた温度センサ（不図示）からは直列回路１５０の温度の情報
がマイコンに入力されている。また、マイコンには直列回路１５０の直流正極側の電圧の
情報が入力されている。マイコンは、それらの情報に基づいて過温度検知及び過電圧検知
を行い、過温度或いは過電圧が検知された場合には全てのＩＧＢＴ３２８，ＩＧＢＴ３３
０のスイッチング動作を停止させる。
【００４０】
　図３は本発明に係る実施の形態としての電力変換装置２００の外観斜視図である。本実
施の形態の電力変換装置２００は、平面形状がほぼ正方形の直方体形状としたことにより
小型化が図れ、また、車両への取り付けが容易となるという効果を有している。８は蓋、
１０はハウジング、１２は流路形成体、１３は冷却媒体の入口配管、１４は出口配管、４
２０は下カバーである。コネクタ２１は、外部との接続のために設けられた信号用のコネ
クタである。本実施形態においては、上とは、流路形成体１２から蓋８に向かう方向を意
味し、下とはその逆の方向を意味する。
【００４１】
　蓋８は、電力変換装置２００を構成する回路部品が収納されるハウジング１０の上部開
口部に固定される。ハウジング１０の下部に固定される流路形成体１２は、後述するパワ
ーモジュール３００及びコンデンサモジュール５００を保持するとともに、冷却媒体によ
ってこれらを冷却する。冷却媒体としては、例えば水が用いられる場合が多く、以下では
冷却水として説明する。入口配管１３および出口配管１４は流路形成体１２の一側面に設
けられ、入口配管１３から供給された冷却水は流路形成体１２内の後述する流路１９に流
入し、出口配管１４から排出される。
【００４２】
　交流インターフェイス１８５および直流インターフェイス１３７は、ハウジング１０の
側面に設けられている。交流インターフェイス１８５は配管１３，１４が設けられている
側面に設けられており、直流インターフェイス１３７は交流インターフェイス１８５が設
けられた側面に隣接する側面に設けられている。
【００４３】
　また、ハウジング１０及び流路形成体１２は、断面が台形状の形態をしており、例えば
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鋳造等の製造方法を用いた際の生産性が非常に良い。
【００４４】
　図４は電力変換装置２００の分解斜視図である。図５は流路形成体１２からハウジング
１０を外した状態を示す図である。ここでは、便宜上、図５から説明する。図５において
、ハウジング１０は２つの収納空間を有しており、隔壁１０ｃによって上部収納空間と下
部収納空間とに区画されている。上部収納空間にはコネクタ２１が固定された制御回路基
板２０が収納され、下部収納空間にはドライバ回路基板２２および後述するバスバーアッ
センブリ８００が収納される。制御回路基板２０には図２に示した制御回路１７２が実装
され、ドライバ回路基板２２にはドライバ回路１７４が実装されている。制御回路基板２
０とドライバ回路基板２２とは不図示のフラットケーブルによって接続されるが、そのフ
ラットケーブルは隔壁１０ｃに形成されたスリット状の開口１０ｄを通って下部収納空間
から上部収納空間へと引き出される。
【００４５】
　また、ここでは、ハウジング１０の下面と流路形成体１２の上面（ケース分割面１２ｅ
）とが接合される。
【００４６】
　図４において、蓋８の内側の、すなわちハウジング１０の上部収納空間には、上述した
ように制御回路１７２を実装した制御回路基板２０が配置されている。蓋８には、コネク
タ２１用の開口が形成されている。電力変換装置２００内の制御回路を動作させる低電圧
の直流電力は、コネクタ２１から供給される。
【００４７】
　詳細は後述するが、流路形成体１２には、入口配管１３から流入した冷却水が流れる流
路が形成されている。流路は、流路形成体１２の３つの側面に沿って流れるようなコの字
形状の流路を形成している。入口配管１３から流入した冷却水はコの字形状流路の一端か
ら流路内に流入し、流路内を流れた後に、流路の他端に接続されている出口配管１４から
流出される。
【００４８】
　流路の上面には３つの開口部４０２ａ～４０２ｃが形成されており、直列回路１５０（
図２参照）を内蔵したパワーモジュール３００Ｕ，３００Ｖ，３００Ｗがそれらの開口部
４０２ａ～４０２ｃから流路内に挿入される。パワーモジュール３００ＵにはＵ相の直列
回路１５０が内蔵され、パワーモジュール３００ＶにはＶ相の直列回路１５０が内蔵され
、パワーモジュール３００ＷにはＷ相の直列回路１５０が内蔵されている。これらパワー
モジュール３００Ｕ～３００Ｗは同一構成になっており、外観形状も同一形状である。開
口部４０２ａ～４０２ｃは、挿入されたパワーモジュール３００Ｕ～３００Ｗのフランジ
部によって塞がれる。
【００４９】
　流路形成体１２には、コの字形状の流路によって囲まれるように、電装部品を収納する
ための収納空間４０５が形成されている。本実施形態では、この収納空間４０５にコンデ
ンサモジュール５００が収納されている。収納空間４０５に収納されたコンデンサモジュ
ール５００は、流路内を流れる冷却水によって冷却される。コンデンサモジュール５００
の上方には、交流バスバー８０２Ｕ～８０２Ｗが装着されたバスバーアッセンブリ８００
が配置される。バスバーアッセンブリ８００は、流路形成体１２の上面に固定される。バ
スバーアッセンブリ８００には、電流センサ１８０がモジュール化されて固定されている
。
【００５０】
　ドライバ回路基板２２は、バスバーアッセンブリ８００に設けられた支持部材８０７ａ
に固定されることにより、バスバーアッセンブリ８００の上方に配置される。上述したよ
うに、制御回路基板２０とドライバ回路基板２２とはフラットケーブルによって接続され
る。フラットケーブルは隔壁１０ｃに形成されたスリット状の開口１０ｄを通って下部収
納空間から上部収納空間へと引き出される。
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【００５１】
　このように、パワーモジュール３００Ｕ～３００Ｗとドライバ回路基板２２と制御回路
基板２０とが高さ方向に階層的に配置され、制御回路基板２０が強電系のパワーモジュー
ル３００Ｕ～３００Ｗから最も遠い場所に配置されるので、制御回路基板２０側にスイッ
チングノイズ等が混入するのを低減することができる。さらに、ドライバ回路基板２２と
制御回路基板２０とは隔壁１０ｃによって区画された別の収納空間に配置されるため、隔
壁１０ｃが電磁シールドとして機能し、ドライバ回路基板２２から制御回路基板２０に混
入するノイズを低減することができる。なお、ハウジング１０はアルミ等の金属材で形成
されているが、これに限定するものではない。
【００５２】
　さらに、ハウジング１０に一体に形成された隔壁１０ｃに制御回路基板２０が固定され
るため、外部からの振動に対して制御回路基板２０の機械的な共振周波数が高くなる。そ
のため、車両側からの振動の影響を受け難く、信頼性が向上する。
【００５３】
　次に、以下では、流路形成体１２と、流路形成体１２に固定されるコンデンサモジュー
ル５００およびバスバーアッセンブリ８００についてより詳しく説明する。
【００５４】
　図６は、流路形成体１２にパワーモジュール３００Ｕ～３００Ｗ、コンデンサモジュー
ル５００、バスバーアッセンブリ８００を組み付けた外観斜視図である。図７は、流路形
成体１２からバスバーアッセンブリ８００を外した状態を示す。バスバーアッセンブリ８
００は、流路形成体１２にボルト固定される。
【００５５】
　まず、図８を参照しながら流路形成体１２について説明する。図８は流路形成体１２の
斜視図である。流路形成体１２は平面形状が略正方形の直方体を成し、その側面１２ｄに
入口配管１３および出口配管１４が設けられている。なお、側面１２ｄは、配管１３，１
４が設けられている部分が段差状に形成されている。流路１９は、残りの３つの側面１２
ａ～１２ｃに沿うようにコの字形状に形成されている。
【００５６】
　図８に示すように、流路形成体１２の上面側には、側面１２ａに平行な位置に長方形の
開口部４０２ａが形成され、側面１２ｂに平行な位置に長方形の開口部４０２ｂが形成さ
れ、側面１２ｃに平行な位置に長方形の開口部４０２ｃが形成されている。これらの開口
部４０２ａ～４０２ｃを通して、パワーモジュール３００Ｕ～３００Ｗが流路１９内に挿
入される。
【００５７】
　図８に示すように、流路形成体１２には、３辺を流路１９で囲まれるように形成され矩
形状の収納空間４０５が設けられている。この収納空間４０５にコンデンサモジュール５
００が収納される。流路１９で囲まれた収納空間４０５は直方体形状であるため、コンデ
ンサモジュール５００を直方体形状にすることができ、コンデンサモジュール５００の生
産性が良くなる。
【００５８】
　図９は、バスバーアッセンブリ８００の斜視図である。バスバーアッセンブリ８００は
、Ｕ，Ｖ，Ｗ相の交流バスバー８０２Ｕ，８０２Ｖ，８０２Ｗと、交流バスバー８０２Ｕ
～８０２Ｗを保持し固定するための保持部材８０３と、交流バスバー８０２Ｕ～８０２Ｗ
を流れる交流電流を検出するための電流センサ１８０と、を備えている。交流バスバー８
０２Ｕ～８０２Ｗは、それぞれ幅広導体で形成されている。樹脂等の絶縁材料で形成され
た保持部材８０３には、ドライバ回路基板２２を保持するための複数の支持部材８０７ａ
が、保持部材８０３から上方に突出するように形成されている。
【００５９】
　電流センサ１８０は、前述した図６に示すようにバスバーアッセンブリ８００を流路形
成体１２上に固体したときに、流路形成体１２の側面１２ｄに近接した位置で側面１２ｄ
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に平行となるように、バスバーアッセンブリ８００に配置されている。図９に示すように
、電流センサ１８０の側面には、交流バスバー８０２Ｕ～８０２Ｗを貫通させるための貫
通孔１８１がそれぞれ形成されている。電流センサ１８０の貫通孔１８１が形成されてい
る部分にはセンサ素子が設けられており、電流センサ１８０の上面から各センサ素子の信
号端子１８２ａが突出している。各センサ素子は、電流センサ１８０の延在方向、すなわ
ち流路形成体１２の側面１２ｄの延在方向に並んで配置されている。交流バスバー８０２
Ｕ～８０２Ｗは各貫通孔１８１を貫通し、その先端部分が平行に突出している。
【００６０】
　保持部材８０３には、位置決め用の突起部８０６ａ，８０６ｂが上方に向かって突出す
るように形成されている。電流センサ１８０はネジ止めにより保持部材８０３に固定され
るが、その際に突起部８０６ａ，８０６ｂと電流センサ１８０の枠体に形成された位置決
め孔とを係合させることで、電流センサ１８０の位置決めが行われる。さらに、ドライバ
回路基板２２を支持部材８０７ａに固定する際に、ドライバ回路基板２２側に形成された
位置決め孔に位置決め用突起部８０６ａ，８０６ｂを係合させることで、電流センサ１８
０の信号端子１８２ａがドライバ回路基板２２のスルーホールに位置決めされる。信号端
子１８２ａは、ドライバ回路基板２２の配線パターンと半田によって接合される。上述し
たように、信号端子１８２ａは電流センサ１８０からドライバ回路基板２２に向かって突
出している。これにより、ドライバ回路基板２２との相対的な位置ずれを小さくでき、ス
ルーホールとの位置決めが容易となる。
【００６１】
　本実施形態では、保持部材８０３、支持部材８０７ａ及び突起部８０６ａ，８０６ｂは
、樹脂で一体に形成される。このように、保持部材８０３が電流センサ１８０とドライバ
回路基板２２との位置決め機能を備えることになるので、信号端子１８２ａとドライバ回
路基板２２との間の組み付け及び半田接続作業が容易になる。また、電流センサ１８０と
ドライバ回路基板２２を保持する機構を保持部材８０３に設けることで、電力変換装置全
体としての部品点数を削減できる。
【００６２】
　交流バスバー８０２Ｕ～８０２Ｗは幅広面が水平となるように保持部材８０３に固定さ
れ、パワーモジュール３００Ｕ～３００Ｗの交流端子１５９に接続される接続部８０５が
垂直に立ち上がっている。接続部８０５は先端が凹凸形状をしており、溶接時にこの凹凸
部分に熱が集中するような形状となっている。
【００６３】
　上述したように電流センサ１８０は流路形成体１２の側面１２ｄに平行に配置されてい
るので、電流センサ１８０の貫通孔１８１から突出した各交流バスバー８０２Ｕ～８０２
Ｗは、流路形成体１２の側面１２ｄに配置されることになる。各パワーモジュール３００
Ｕ～３００Ｗは、流路形成体１２の側面１２ａ，１２ｂ，１２ｃに沿って配置されるので
、交流バスバー８０２Ｕ～８０２Ｗの接続部８０５は、バスバーアッセンブリ８００の側
面１２ａ～１２ｃに対応する位置に配置される。その結果、図６に示すように、Ｕ相交流
バスバー８０２Ｕは側面１２ｂの近傍に配置されたパワーモジュール３００Ｕから側面１
２ｄまで延接され、Ｖ相交流バスバー８０２Ｖは側面１２ａの近傍に配置されたパワーモ
ジュール３００Ｖから側面１２ｄまで延接され、Ｗ相交流バスバー８０２Ｗは側面１２ｃ
の近傍に配置されたパワーモジュール３００Ｗから側面１２ｄまで延設される。
【００６４】
　図１０は、開口部４０２ａ～４０２ｃにパワーモジュール３００Ｕ～３００Ｗが固定さ
れ、収納空間４０５にコンデンサモジュール５００が収納された流路形成体１２を示す図
である。図１０に示す例では、開口部４０２ｂにＵ相のパワーモジュール３００Ｕが固定
され、開口部４０２ａにＶ相のパワーモジュール３００Ｖが固定され、開口部４０２ｃに
Ｗ相のパワーモジュール３００Ｗが固定される。その後、コンデンサモジュール５００が
収納空間４０５に収納され、コンデンサ側の端子と各パワーモジュールの端子とが溶接等
により接続される。各端子は、流路形成体１２の上端面から突出しており、上方から溶接
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機をアプローチして溶接作業が行われる。
【００６５】
　なお、コの字形状に配置された各パワーモジュール３００Ｕ～３００Ｗの正極及び負極
端子１５７，１５８は、コンデンサモジュール５００の上面に突出して設けられたコンデ
ンサ端子５０３ａ～５０３ｃと接続される。３つのパワーモジュール３００Ｕ～３００Ｗ
はコンデンサモジュール５００を囲むように設けられているため、コンデンサモジュール
５００に対する各パワーモジュール３００Ｕ～３００Ｗの位置的関係が同等となり、同一
形状のコンデンサ端子５０３ａ～５０３ｃを用いてバランス良くコンデンサモジュール５
００に接続することができる。そのため、コンデンサモジュール５００とパワーモジュー
ル３００Ｕ～３００Ｗとの回路定数が３相の各相においてバランスし易くなり、電流の出
し入れがし易い構造となっている。
【００６６】
　ここで、コンデンサ端子５０３ａ～５０３ｃは、各パワーモジュール３００の正極端子
１５７及び負極端子１５８に対応して形成される。コンデンサ端子５０３ａ～５０３ｃは
ほぼ同一の形状を成し、コンデンサ端子５０３ａ～５０３ｃを構成する負極側コンデンサ
端子５０４と正極側コンデンサ端子５０６との間には絶縁シートが設けられ、端子間の絶
縁が確保されている。
【００６７】
　また、コンデンサモジュール５００の３辺を囲むように流路１９が設けられているため
、コンデンサモジュール５００を効果的に冷却することができる。ところで、本実施の形
態における電力変換装置２００は車載用であって、一般的にエンジンルーム内に配置され
る場合が多い。エンジンルーム内はエンジンや走行用モータなどからの熱により比較的高
温となるため、電力変換装置２００に対する周囲からの熱侵入が問題となる。しかし、コ
ンデンサモジュール５００は冷却水が流れる流路１９によって３辺を囲まれているので、
装置周囲からの熱侵入を効果的に遮断することができる。
【００６８】
　図１０に示すように流路形成体１２にパワーモジュール３００Ｕ～３００Ｗおよびコン
デンサモジュール５００を配置したならば、図６に示すようにコンデンサモジュール５０
０の上方にバスバーアッセンブリ８００を固定し、端子の溶接作業を行う。本実施の形態
では、コの字形状に配置されたパワーモジュール３００Ｕ～３００Ｗの端子に接続される
バスバー８０２Ｕ～８０２Ｗを、各接続部から離れるようにコンデンサモジュール５００
の上方に引き回し、流路形成体１２の側面１２ｄ側から引き出すようにしている。そのた
め、バスバーがパワーモジュールを跨ぐようなことが無く、十分な絶縁性を確保しつつバ
スバー８０２Ｕ～８０２Ｗを一箇所、すなわち、交流インターフェイス１８５が取り付け
られるハウジング１０の開口１０ａの領域に集約することができる。
【００６９】
　このようなバスバー構造とすることで、熱が発生して温度の上昇しやすい交流コネクタ
部からパワーモジュール３００Ｕ～３００Ｗを遠ざけることができ、バスバー８０２Ｕ～
８０２Ｗを介してパワーモジュール３００Ｕ～３００Ｗに伝熱されるのを抑制することが
できる。また、流路１９の上方を避けるようにバスバー８０２Ｕ～８０２Ｗを配置するこ
とにより、流路１９からの漏水が発生した場合でも、漏水に起因する漏電の可能性を低く
することができる。
【００７０】
　また、バスバーアッセンブリ８００を冷却水が流れる流路形成体１２に固定する構造と
したので、バスバーアッセンブリ８００の温度上昇を抑えることができるのみならず、バ
スバーアッセンブリ８００に保持された電流センサ１８０の温度上昇を抑えることができ
る。電流センサ１８０に設けられたセンサ素子は熱に弱い特性を有しており、上記のよう
な構造とすることにより電流センサ１８０の信頼性を向上させることができる。
【００７１】
　図６に示すようにバスバーアッセンブリ８００を流路形成体１２に固定して端子溶接作
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業を行った後に、図５に示すように、バスバーアッセンブリ８００の保持部材８０３に形
成された支持部材８０７ａに、ドライバ回路基板２２を固定する。車両に搭載される電力
変換装置２００は、車両からの振動の影響を受けやすい。そのため、保持部材８０３に形
成された複数の支持部材８０７ａによって、ドライバ回路基板２２の周辺部だけでなく中
央部付近も支持する構成とし、ドライバ回路基板２２に加わる振動の影響を低減している
。
【００７２】
　例えば、支持部材８０７ａによってドライバ回路基板２２の中央部を支持することで、
ドライバ回路基板２２の共振周波数を車両側から伝達されてくる振動の周波数より高くす
ることができ、ドライバ回路基板２２への振動の影響を低減できる。なお、ドライバ回路
基板２２は、支持部材８０７ａにネジ止めされる。
【００７３】
　ドライバ回路基板２２をバスバーアッセンブリ８００の上方に固定した後に、図５に示
すようにハウジング１０を流路形成体１２にボルト固定し、さらに、ハウジング１０の上
部収納空間と下部収納空間とを区画する隔壁１０ｃ上に制御回路基板２０を固定する。下
部収納空間のドライバ回路基板２２と上部収納空間の制御回路基板２０とは、フラットケ
ーブルによって接続される。前述したように、隔壁１０ｃには、フラットケーブルを下部
収納空間から上部収納空間に引き出すためのスリット状開口１０ｄが形成されている。
【００７４】
　パワーモジュール３００Ｕ～３００Ｗは、流路形成体１２の３つの側面１２ｂ，１２ａ
，１２ｃに沿ってコの字形状に配置されているため、ドライバ回路基板２２に接続される
各パワーモジュール３００Ｕ～３００Ｗからの制御端子も、図５に示すようにドライバ回
路基板２２の側面１２ｂ，１２ａ，１２ｃに対応する辺に沿ってコの字形状に並んでいる
。パワーモジュール３００Ｕ～３００Ｗを駆動制御するための制御信号は高電圧であり、
一方、電流センサ１８０のセンサ信号やフラットケーブルによる信号は低電圧である。そ
して、低電圧系に対する高電圧系のノイズの影響を低減するために、高電圧系の配線と低
電圧系の配線とを離して配置するのが好ましい。
【００７５】
　本実施の形態では、パワーモジュール３００Ｕ～３００Ｗを側面１２ｂ，１２ａ，１２
ｃに沿ってコの字形状に配置しているため、ドライバ回路基板２２上の側面１２ｄに対応
する辺付近の領域を、制御端子から離れているスペースとして利用することができる。本
実施形態では、電流センサ１８０の検出対象であるバスバー８０２Ｕ～８０２Ｗを側面１
２ｄ側に集約しているため、電流センサ１８０が側面１２ｄの近傍に平行に配置される。
【００７６】
　そのため、信号端子１８２ａは上述したドライバ回路基板２２の側面１２ｄに対応する
辺付近の領域に配置され、高電圧系の制御端子から十分な距離を保つことができる。
【００７７】
　なお、ドライバ回路基板２２において、フラットケーブルはドライバ回路基板２２の側
面１２ｃに対応する辺に配置されるが、制御端子からの影響が少なくなるように、制御端
子から離れた側面１２ｄ近傍の基板上に接続されている。これにより、ドライバ回路基板
２２上において、低電圧信号用のパターンと高電圧信号用のパターンとを容易に分離させ
ることができる。
【００７８】
　また、低電圧系の制御回路基板２０を、隔壁１０ｃで分離した上部収納空間に配置する
と共に、フラットケーブルを細長いスリット状の開口１０ｄを介して下部収納空間から引
き込むことにより、制御回路基板２０へのノイズの影響を低減している。このように、本
実施の形態の電力変換装置２００では、ノイズ対策が十分に図られている。
【００７９】
　また、本実施の形態の電力変換装置２００は、流路形成体１２にコンデンサモジュール
５００およびパワーモジュール３００Ｕ～３００Ｗを配置し、バスバーアッセンブリ８０
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０、基板等の必要な部品を固定する作業を下から順に行えるような構成となっているため
、生産性と信頼性が向上する。
【００８０】
　図１１は電力変換装置２００の断面を示す図であり、電力変換装置２００を配管１３，
１４方向から見た断面図である。流路形成体１２に形成された開口部４０２ａ～４０２ｃ
は、パワーモジュール３００Ｕ～３００Ｗのモジュールケース３０４に設けられたフラン
ジ３０４ｂによって塞がれる。
【００８１】
　なお、フランジ３０４ｂと流路形成体１２との間にはシール材が設けられ、気密性が確
保されている。パワーモジュール３００Ｕ～３００Ｗは、放熱用のフィン３０５が設けら
れた放熱面領域が流路１９内に配置され、フィン３０５が設けられていない下端部分は、
下カバー４２０に形成された凸部４０６の内側窪みの内部に収納されている。
【００８２】
　これにより、フィン３０５が形成されていない空間に冷却水が流れ込むのを、防止する
ことができる。
【００８３】
　本実施の形態の電力変換装置２００では、図１１に示すように比較的に重量の重いコン
デンサモジュール５００を電力変換装置２００の下部中央に配置しているため、電力変換
装置２００の重心バランスが良く、振動が加わった際に電力変換装置２００が暴れ難い。
【００８４】
　上述してきた実施の形態につき、その主要な構成及び効果につき以下まとめる。
【００８５】
　本実施形態の電力変換装置２００は、パワーモジュール３００Ｕ～３００Ｗと、流路形
成体１２と、パワーモジュール３００Ｕ～３００Ｗの交流出力端子に接続され、かつ、収
納空間４０５の上方を通って流路形成体１２の側面１２ｄに引き出されるバスバー８０２
Ｕ～８０２Ｗと、ハウジング１０と、を備える。
【００８６】
　ここで、ハウジング１０は下面側に開口を有しており、流路形成体１２の上面側にパワ
ーモジュール３００Ｕ～３００Ｗの端子や信号線、あるいは、コンデンサモジュールの端
子やバスバー８０２Ｕ～８０２Ｗ、あるいは、ドライバ回路基板等の電力変換装置の組立
接合部品を組付けた後に、ハウジング１０の下面側の開口を流路形成体１２の上面で塞ぐ
構造とする。
【００８７】
　これにより、部品組立時の周辺への干渉等を防ぐことが可能となり、電力変換装置２０
０の生産性向上を図ることができる。
【００８８】
　より具体的に説明すれば、ハウジング１０（上蓋）で流路形成体１２をカバーする前に
、流路形成体１２の上側にある組立接合部品（パワーモジュール端子、コンデンサモジュ
ール端子、ドライバ回路やバスバーアッセンブリ８００などの部品）を取り付ける際の物
理的障害を取り除き十分な作業スペースを確保することが可能となる。溶接構造を採用し
ようとしても溶接ツールが稼動するスペースも確保可能であることは言うまでもない。
【００８９】
　なお、本実施形態においては、流路形成体１２にパワーモジュール３００Ｕ～３００Ｗ
、コンデンサモジュール５００、バスバーアッセンブリ８００、ドライバ回路基板２２を
順に積層固定する工程を想定したが、これに限定するものではない。
【００９０】
　さらに、流路形成体１２より上部に露出された組立接合部品（例えば、電流センサ１８
０の信号端子１８２ａは流路形成体１２の上端面から突出しており、上方から半田コテを
アプローチして半田付け作業がしやすい構造となっている）の半田付け作業において、半
田付けツールのアクセススペースの確保することができ、また、基板へ制御ピンなどを半
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田接合した後のフィレット形状の確認も容易に行うこともできる。このため、組立時の作
業性向上が期待できる。
【００９１】
　また、ここで、パワーモジュール３００Ｕ～３００Ｗの交流出力端子に接続され、かつ
、収納空間４０５の上方を通って流路形成体１２の側面１２ｄに引き出されるバスバー８
０２Ｕ～８０２Ｗを設けるようにしたことにより、流路形成体１２の側面から突出して設
けられる部材、すなわち、バスバー８０２Ｕ～８０２Ｗに接続される交流コネクタと配管
１３，１４が一つの面１２ｄに集約されるため、電力変換装置２００が小型化できる。
【００９２】
　また、バスバー８０２Ｕ～８０２Ｗを、流路１９を跨ぐことなく、空きスペースである
側面１２ｄに引き回すようにしているので、バスバー８０２Ｕ～８０２Ｗの絶縁性向上が
図れる。
【００９３】
　また、バスバー８０２Ｕ～８０２Ｗのコネクタ部とパワーモジュール３００Ｕ～３００
Ｗとの距離が遠ざかるので、コネクタ部で発生する熱がパワーモジュール３００Ｕ～３０
０Ｗに伝熱されるのを低減することができる。
【００９４】
　本実施形態の電力変換装置２００は、流路形成体１２に固定されるハウジング１０は２
つの収納空間を有しており、隔壁１０ｃによって上部収納空間と下部収納空間とに区画さ
れている。上部収納空間にはコネクタ２１が固定された制御回路基板２０が収納され、下
部収納空間にはドライバ回路基板２２およびバスバーアッセンブリ８００が収納される。
【００９５】
　これにより、ドライバ回路基板２２と制御回路基板２０とは隔壁１０ｃによって区画さ
れた別の収納空間に配置されるため、隔壁１０ｃが電磁シールドとして機能し、ドライバ
回路基板２２から制御回路基板２０に混入するノイズを低減することができる。
【００９６】
　本実施形態の電力変換装置２００は、樹脂等の絶縁材料で形成された保持部材８０３を
備えており、当該保持部材８０３において、ドライバ回路基板２２を保持するための複数
の支持部材８０７ａが保持部材８０３から上方に突出するように形成されている。
【００９７】
　このような支持部材８０７ａを設けることで、流路形成体１２の上面には隔壁が存在し
ない状態で組立を行い、その後ハウジング１０にて流路形成体１２を覆う作業を容易に行
うことができる。
【００９８】
　本実施形態の電力変換装置２００において、交流バスバー８０２Ｕ～８０２Ｗの接続部
８０５とコンデンサモジュール５００の接続端子５０４と５０６は、それぞれパワーモジ
ュール３００の交流端子１５９と直流端子（正極端子１５７，負極端子１５８）に溶接等
により接続される。各接続部は先端が凹凸形状をしており、溶接時にこの凹凸部分に熱が
集中するような形状となっている。また各端子は、流路形成体１２の上端面から突出して
おり、上方から溶接機をアプローチして溶接作業しやすい構造となっている。
【００９９】
　本実施形態の電力変換装置２００において、重量物であるコンデンサモジュール５００
を、流路形成体１２のほぼ中央に形成され、流路１９により３面を囲まれた収納空間４０
５に収納することにより、外部からコンデンサモジュール５００への熱侵入を防止するこ
とができる。また、重量物が流路形成体１２に配置されるため重心バランスが良くなり、
外部から振動が加わった場合の電力変換装置２００の暴れを防止できる。さらに、コンデ
ンサモジュール５００と３つのパワーモジュール３００Ｕ～３００Ｗとの接続関係を同等
とすることができ、電流の出し入れがし易くなる。
【０１００】
　本実施形態の電力変換装置２００において、バスバー８０２Ｕ～８０２Ｗを流れる電流
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を検出するセンサ素子が側面１２ｄの延在方向に沿って配置されるように、電流センサ１
８０を配置したので、弱電系のセンサ信号線を、強電系のパワーモジュール３００Ｕ～３
００Ｗから離して配線でき、ノイズの影響を低減することができる。
【０１０１】
　上記実施形態においては、ケース分割面１２ｅより上側に組立接合部品（パワーモジュ
ール３００Ｕ～３００Ｗの端子や信号線、あるいは、キャパシタの端子やバスバー）が構
成されることを前提に説明してきたが、厳密な意味でケース分割面１２ｅより上側になく
てもよく、例えば、図１２に示すように、ケース分割面１２ｅより若干下側から上述の組
立接合部品が層状に組み立てられる構成も考えられる。この場合でも、半田付け作業や溶
接作業のツール形状などによっては、組立作業が楽になる。ただし、基本的にはケース分
割面１２ｅより上側にあることが望ましいのは言うまでもない。
【０１０２】
　上述した各実施形態はそれぞれ単独に、あるいは組み合わせて用いても良い。それぞれ
の実施形態での効果を単独あるいは相乗して奏することができるからである。また、本発
明の特徴を損なわない限り、本発明は上記実施の形態に何ら限定されるものではない。
【符号の説明】
【０１０３】
８　蓋
１０　ハウジング
１２　流路形成体
１３　入口配管
１４　出口配管
１９　流路
２０　制御回路基板
２１　コネクタ
２２　ドライバ回路基板
１３６　バッテリ
１３７　直流インターフェイス
１３８　直流コネクタ
１４０　インバータ回路
１５０　直列回路
１５３，１６３　コレクタ電極
１５４，１６４　ゲート電極
１５５，１６５　エミッタ電極
１５６，１６６　ダイオード
１５７　正極端子
１５８　負極端子
１５９　交流端子
１６９　中間電極
１７２　制御回路
１７４　ドライバ回路
１８０　電流センサ
１８１　貫通孔
１８２ａ　信号端子
１８５　交流インターフェイス
１８８　交流端子
２００　電力変換装置
３００　パワーモジュール
３０４　モジュールケース
３０４ｂ　フランジ
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３０５　放熱フィン
３２８，３３０　ＩＧＢＴ
４０２　開口部
４０５　収納空間
４０６　凸部
４２０　下カバー
５００　コンデンサモジュール
５０３　コンデンサ端子
５０４　負極側コンデンサ端子
５０６　正極側コンデンサ端子
５０８　負極側電源端子
５０９　正極側電源端子
８００　バスバーアッセンブリ
８０２　交流バスバー
８０３　保持部材
８０５　接続部
８０６　突起部
８０７ａ　支持部材
ＭＧ１　モータジェネレータ
ＥＧＮ　エンジン
ＴＳＭ　動力分配機構
ＴＭ　トランスミッション
ＤＥＦ　デファレンシャルギア
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