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(57)【要約】
【課題】車両の衝突等が発生した場合に、電力変換装置
内に設けられるコンデンサの残留電荷を速やかに放電さ
せるとともに確実かつ十分に放電させる車両の電力変換
装置を提供する。
【解決手段】放電制御部３０は、衝突検知部６０により
車両１００の衝突が検知されたとき、コンデンサＣ１，
Ｃ２の残留電荷を放電させる放電制御を実行する。バッ
クアップ電源装置４０は、電力変換装置の筐体５０内に
設けられ、筐体５０の外部から放電制御部３０へ動作電
力を供給する電源線の異常時に、放電制御部３０へ動作
電力を供給する。バックアップ電源装置４０は、正極線
ＰＬ２および負極線ＮＬに接続され、正極線ＰＬ２から
受ける電力を電圧変換して放電制御部３０へ出力する。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　車両の電力変換装置であって、
　前記車両は、
　前記電力変換装置へ電力を供給する直流電源と、
　前記車両の衝突を検知するための衝突検知部とを含み、
　前記電力変換装置は、
　インバータと、
　前記インバータに接続される電力母線と、
　前記電力母線に接続されるコンデンサと、
　前記衝突検知部により前記車両の衝突が検知されたとき、前記コンデンサの残留電荷を
放電させる放電制御を実行する放電制御部と、
　当該電力変換装置の筐体内に設けられ、前記筐体の外部から前記放電制御部へ動作電力
を供給する電源線の異常時に、前記放電制御部へ動作電力を供給するバックアップ電源装
置とを備え、
　前記バックアップ電源装置は、前記電力母線に接続され、前記電力母線から受ける電力
を電圧変換して前記放電制御部へ出力するように構成される、車両の電力変換装置。
【請求項２】
　前記筐体の外部から前記放電制御部へ前記衝突検知部の検知結果を通知する通信線の異
常および前記電源線の異常が検知されると、前記放電制御部は、前記バックアップ電源装
置から動作電力を受けて前記放電制御を実行する、請求項１に記載の車両の電力変換装置
。
【請求項３】
　前記電力母線に接続され、前記電力母線の電圧を前記直流電源の電圧以上に昇圧する昇
圧装置をさらに備え、
　前記昇圧装置は、電力用半導体スイッチング素子とリアクトルとを含む昇圧チョッパ回
路によって構成され、
　前記放電制御部は、前記放電制御の実行時、前記電力用半導体スイッチング素子をオン
／オフ駆動することによって、前記電力用半導体スイッチング素子および前記リアクトル
により前記残留電荷を消費させる、請求項１または請求項２に記載の車両の電力変換装置
。
【請求項４】
　前記放電制御部は、前記放電制御の実行時、予め定められた一定のスイッチング周波数
およびデューティー比で前記電力用半導体スイッチング素子をオン／オフ駆動する、請求
項３に記載の車両の電力変換装置。
【請求項５】
　前記放電制御部は、前記昇圧装置および前記インバータを駆動するための制御装置であ
る、請求項３に記載の車両の電力変換装置。
【請求項６】
　前記バックアップ電源装置は、トランスを含み、前記電力母線から受ける電力を前記ト
ランスにより降圧して前記放電制御部へ出力する、請求項１から請求項５のいずれかに記
載の車両の電力変換装置。
【請求項７】
　請求項１から請求項６のいずれかに記載の電力変換装置と、
　前記電力変換装置のインバータによって駆動される電動機とを備える車両。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この発明は、車両の電力変換装置およびそれを備える車両に関し、特に、電力変換装置
内に設けられるコンデンサの残留電荷を放電させる放電技術に関する。
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【背景技術】
【０００２】
　特開２００６－１４１１５８号公報（特許文献１）は、車両の衝突が検知されたときに
、インバータに設けられる平滑コンデンサを放電させるための制御装置を開示する。この
車両には、バッテリと、バッテリから供給される直流電力を交流電力に変換するインバー
タと、インバータによって駆動されるモータジェネレータとが搭載され、インバータには
、高電圧の平滑コンデンサが設けられる。そして、加速度センサからの信号に基づいて車
両の衝突が検知されると、モータジェネレータをゼロトルク状態で駆動するようにインバ
ータが制御される。
【０００３】
　これにより、インバータおよびモータジェネレータを用いて、モータジェネレータにト
ルクを発生させることなくコンデンサの残留電荷を速やかに放電させることができる（特
許文献１参照）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２００６－１４１１５８号公報
【特許文献２】特開２００８－６９９６号公報
【特許文献３】特開２００４－２３９２６号公報
【特許文献４】特開２００４－２０１４３９号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　上記のように、車両の衝突等が発生した場合には、電力変換装置内に設けられるコンデ
ンサの残留電荷を速やかに放電させる必要がある。しかしながら、衝突の状況によっては
、放電の制御を実行する制御装置へ動作電力を供給する電源線が断線することも想定され
る。電力変換装置の筐体の外部から内部へ動作電力を供給する電源線が断線すると、放電
制御を実行できず、コンデンサの残留電荷を速やかに放電させることができない。そして
、コンデンサの残留電荷の放電は、速やか且つ十分に行なわれる必要がある。
【０００６】
　また、衝突の状況によっては、電源線だけでなく、放電制御を実行する制御装置へ衝突
を通知する通信線が断線することも想定され、通信線の断線時にも確実に放電が実施され
る必要がある。
【０００７】
　それゆえに、この発明の目的は、車両の衝突等が発生した場合に、電力変換装置内に設
けられるコンデンサの残留電荷を速やかに放電させるとともに確実かつ十分に放電させる
車両の電力変換装置およびそれを備える車両を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　この発明によれば、車両の電力変換装置は、インバータと、電力母線と、コンデンサと
、放電制御部と、バックアップ電源装置とを備える。車両は、電力変換装置へ電力を供給
する直流電源と、車両の衝突を検知するための衝突検知部とを含む。電力母線は、インバ
ータに接続される。コンデンサは、電力母線に接続される。放電制御部は、衝突検知部に
より車両の衝突が検知されたとき、コンデンサの残留電荷を放電させる放電制御を実行す
る。バックアップ電源装置は、電力変換装置の筐体内に設けられ、筐体の外部から放電制
御部へ動作電力を供給する電源線の異常時に、放電制御部へ動作電力を供給する。バック
アップ電源装置は、電力母線に接続され、電力母線から受ける電力を電圧変換して放電制
御部へ出力するように構成される。
【０００９】
　好ましくは、筐体の外部から放電制御部へ衝突検知部の検知結果を通知する通信線の異
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常および上記電源線の異常が検知されると、放電制御部は、バックアップ電源装置から動
作電力を受けて放電制御を実行する。
【００１０】
　好ましくは、電力変換装置は、昇圧装置をさらに備える。昇圧装置は、電力母線に接続
され、電力母線の電圧を直流電源の電圧以上に昇圧する。昇圧装置は、電力用半導体スイ
ッチング素子とリアクトルとを含む昇圧チョッパ回路によって構成される。放電制御部は
、放電制御の実行時、電力用半導体スイッチング素子をオン／オフ駆動することによって
、電力用半導体スイッチング素子およびリアクトルにより残留電荷を消費させる。
【００１１】
　好ましくは、放電制御部は、放電制御の実行時、予め定められた一定のスイッチング周
波数およびデューティー比で電力用半導体スイッチング素子をオン／オフ駆動する。
【００１２】
　好ましくは、放電制御部は、昇圧装置およびインバータを駆動するための制御装置であ
る。
【００１３】
　好ましくは、バックアップ電源装置は、トランスを含み、電力母線から受ける電力をト
ランスにより降圧して放電制御部へ出力する。
【００１４】
　また、この発明によれば、車両は、上述したいずれかの電力変換装置と、電力変換装置
のインバータによって駆動される電動機とを備える。
【発明の効果】
【００１５】
　この発明においては、電力変換装置の筐体内にバックアップ電源装置が設けられる。バ
ックアップ電源装置は、電力母線に接続され、筐体の外部から放電制御部へ動作電力を供
給する電源線の異常時に、電力母線から受ける電力を電圧変換して放電制御部へ出力する
。これにより、車両の衝突等により電源線に異常が発生しても（たとえば断線）、バック
アップ電源装置から放電制御部へ十分に動作電力が供給され、放電制御部により放電制御
が実行される。
【００１６】
　したがって、この発明によれば、車両の衝突等が発生した場合に、電力変換装置内に設
けられるコンデンサの残留電荷を速やかに放電させるとともに確実かつ十分に放電させる
ことができる。
【図面の簡単な説明】
【００１７】
【図１】この発明の実施の形態１による電力変換装置を搭載した車両の全体ブロック図で
ある。
【図２】図１に示す電力変換装置の回路構成を示した図である。
【図３】図２に示すＭＧ－ＥＣＵの機能ブロック図である。
【図４】実施の形態２による電力変換装置の回路構成を示した図である。
【図５】図４に示す駆動装置の機能ブロック図である。
【図６】バックアップ電源装置の他の構成を示した図である。
【図７】放電機構の他の構成を説明するための車両の全体ブロック図である。
【図８】放電機構のさらに他の構成を説明するための車両の全体ブロック図である。
【発明を実施するための形態】
【００１８】
　以下、本発明の実施の形態について、図面を参照しながら詳細に説明する。なお、図中
同一または相当部分には同一符号を付してその説明は繰返さない。
【００１９】
　［実施の形態１］
　図１は、この発明の実施の形態１による電力変換装置を搭載した車両の全体ブロック図
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である。図１を参照して、車両１００は、直流電源Ｂ１と、システムメインリレーＳＭＲ
と、昇圧コンバータ１０と、インバータ２０と、モータジェネレータＭＧと、正極線ＰＬ
１，ＰＬ２と、負極線ＮＬと、コンデンサＣ１，Ｃ２とを備える。また、車両１００は、
放電制御部３０と、バックアップ電源装置４０と、衝突検知部６０と、補機電源Ｂ２と、
ダイオード７０とをさらに備える。
【００２０】
　昇圧コンバータ１０、インバータ２０、正極線ＰＬ１，ＰＬ２、負極線ＮＬ、コンデン
サＣ１，Ｃ２、放電制御部３０およびバックアップ電源装置４０は、電力変換装置を構成
し、筐体５０内に格納される。
【００２１】
　直流電源Ｂ１は、再充電可能な蓄電装置であり、たとえば、ニッケル水素やリチウムイ
オン等の二次電池によって構成される。直流電源Ｂ１は、走行用の電力を蓄えており、シ
ステムメインリレーＳＭＲがオンされているとき、電力変換装置の昇圧コンバータ１０へ
電力を供給する。また、車両の制動時には、モータジェネレータＭＧによって発電された
電力を電力変換装置から受けて充電される。なお、直流電源Ｂ１として、大容量のキャパ
シタを用いてもよい。
【００２２】
　システムメインリレーＳＭＲは、直流電源Ｂ１と電力変換装置との間に設けられ、図示
しないスタートスイッチ等がオンされると、正極線ＰＬ１および負極線ＮＬに直流電源Ｂ
１を電気的に接続する。また、衝突検知部６０（後述）により車両１００の衝突が検知さ
れると、システムメインリレーＳＭＲはオフされ、正極線ＰＬ１および負極線ＮＬから直
流電源Ｂ１が電気的に切離される。
【００２３】
　正極線ＰＬ１および負極線ＮＬは、システムメインリレーＳＭＲと昇圧コンバータ１０
との間に配線される。コンデンサＣ１は、正極線ＰＬ１と負極線ＮＬとの間に接続され、
正極線ＰＬ１および負極線ＮＬ間の電圧変動を平滑化する。
【００２４】
　昇圧コンバータ１０は、正極線ＰＬ２および負極線ＮＬ間の電圧を、正極線ＰＬ１およ
び負極線ＮＬ間の電圧（すなわち、直流電源Ｂ１の電圧）以上に昇圧する。また、この実
施の形態１においては、衝突検知部６０により車両１００の衝突が検知されると、昇圧コ
ンバータ１０は、放電制御部３０から受ける駆動信号に基づいて、コンデンサＣ１，Ｃ２
の残留電荷を放電させる放電装置として動作する。
【００２５】
　正極線ＰＬ２および負極線ＮＬは、昇圧コンバータ１０とインバータ２０との間に配線
される。コンデンサＣ２は、正極線ＰＬ２と負極線ＮＬとの間に接続され、正極線ＰＬ２
および負極線ＮＬ間の電圧変動を平滑化する。
【００２６】
　インバータ２０は、正極線ＰＬ２から直流電力を受けてモータジェネレータＭＧを駆動
する。また、車両の制動時には、インバータ２０は、モータジェネレータＭＧを回生モー
ドで駆動し、モータジェネレータＭＧによって発電された電力を正極線ＰＬ２へ出力する
。なお、インバータ２０は、たとえば、三相分のスイッチング素子を含むブリッジ回路か
ら成る。モータジェネレータＭＧは、交流回転電機であり、たとえば、永久磁石が埋設さ
れたロータを備える三相交流回転電機である。モータジェネレータＭＧは、インバータ２
０によって駆動され、車両の駆動トルクを発生する。
【００２７】
　放電制御部３０は、筐体５０の外部に設けられる衝突検知部６０から通信線を介して衝
突検知の結果を示す信号を受ける。そして、放電制御部３０は、通信線を介して受ける信
号により車両１００の衝突検知が示されると、コンデンサＣ１，Ｃ２の残留電荷を放電さ
せる放電制御を実行する。具体的には、放電制御部３０は、昇圧コンバータ１０を放電装
置として動作させるための駆動信号を生成して昇圧コンバータ１０へ出力する。
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【００２８】
　放電制御部３０は、通常は、筐体５０の外部に設けられる補機電源Ｂ２から動作電力を
受ける。一方、車両１００の衝突等により補機電源Ｂ２から放電制御部３０への電源線に
異常（断線や電圧低下など）が発生すると、筐体５０の内部に設けられるバックアップ電
源装置４０から放電制御部３０へ動作電力が供給される。
【００２９】
　バックアップ電源装置４０は、筐体５０内に設けられ、昇圧コンバータ１０とインバー
タ２０との間の正極線ＰＬ２および負極線ＮＬに電気的に接続される。そして、バックア
ップ電源装置４０は、車両１００の衝突等により補機電源Ｂ２から放電制御部３０への電
源線に異常が発生した場合、正極線ＰＬ２から受ける電力を電圧変換して放電制御部３０
へ動作電力を供給する。
【００３０】
　筐体５０は、昇圧コンバータ１０、インバータ２０、正極線ＰＬ１，ＰＬ２、負極線Ｎ
Ｌ、コンデンサＣ１，Ｃ２、放電制御部３０およびバックアップ電源装置４０を格納する
ケースである。
【００３１】
　衝突検知部６０は、筐体５０の外部に設けられる。衝突検知部６０は、加速度センサ等
によって車両１００の衝突を検知し、その検知結果を示す信号を通信線を介して放電制御
部３０へ送信する。また、衝突検知部６０は、車両１００の衝突を検知すると、システム
メインリレーＳＭＲをオフにする。
【００３２】
　補機電源Ｂ２も、筐体５０の外部に設けられる。補機電源Ｂ２は、再充電可能な蓄電装
置であり、たとえば、鉛蓄電池によって構成される。補機電源Ｂ２は、車両１００に搭載
される各種補機や制御装置へ補機電力を供給する。そして、補機電源Ｂ２は、ダイオード
７０を介して筐体５０内の放電制御部３０へ動作電力を供給する。
【００３３】
　ダイオード７０は、補機電源Ｂ２にアノードが接続され、放電制御部３０とバックアッ
プ電源装置４０との間の電力線にカソードが接続される。このダイオード７０は、バック
アップ電源装置４０から補機電源Ｂ２へ電力が流れるのを防止するために設けられる。
【００３４】
　この車両１００においては、衝突検知部６０により車両１００の衝突が検知されると、
電力変換装置の放電制御部３０へ通信線を介してその旨が通知されるとともに、システム
メインリレーＳＭＲがオフされる。放電制御部３０は、車両１００の衝突が検知されたこ
との通知を通信線を介して衝突検知部６０から受けると、コンデンサＣ１，Ｃ２の残留電
荷を放電させる放電制御を実行する。すなわち、この実施の形態１では、放電制御部３０
は、昇圧コンバータ１０のスイッチング素子（後述）をオン／オフ駆動するための駆動信
号を生成して昇圧コンバータ１０へ出力する。
【００３５】
　放電制御部３０は、通常は、電力変換装置の筐体５０外部の補機電源Ｂ２から動作電力
を受ける。しかしながら、車両１００の衝突等により補機電源Ｂ２からの電源線に異常（
断線や電圧低下など）が発生すると、放電制御部３０が動作不能となってしまう。そこで
、この実施の形態１では、補機電源Ｂ２からの電源線の異常に備えて、電力変換装置の筐
体５０内にバックアップ電源装置４０が備えられる。
【００３６】
　バックアップ電源装置４０は、正極線ＰＬ２および負極線ＮＬに接続され、昇圧コンバ
ータ１０による昇圧後の電圧を駆動電圧とする。昇圧コンバータ１０による昇圧後の電圧
は、電力変換装置内における最高電圧であるので、バックアップ電源装置４０を正極線Ｐ
Ｌ１および負極線ＮＬに接続して非昇圧電圧を駆動電圧とする場合よりも十分に動作電圧
を放電制御部３０へ供給することができる。
【００３７】
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　また、車両１００の衝突等により、補機電源Ｂ２からの電源線だけでなく、衝突検知部
６０から放電制御部３０への通信線にも異常が発生し得る。そこで、この実施の形態１で
は、補機電源Ｂ２からの電源線の異常が検知され、かつ、衝突検知部６０から放電制御部
３０への通信線の異常（断線や電圧低下など）も検知された場合、放電制御部３０は、バ
ックアップ電源装置４０から動作電力を受けて放電制御を実行する。これにより、筐体５
０の外部から筐体５０内へ導入される電源線および通信線の全てに異常（断線等）が発生
して電力変換装置が電気的に孤立した状態になった場合においても、電力変換装置内のコ
ンデンサＣ１，Ｃ２を放電させる放電制御が実行される。
【００３８】
　図２は、図１に示した電力変換装置の回路構成を示した図である。図２を参照して、昇
圧コンバータ１０は、電力用半導体スイッチング素子（以下、単に「スイッチング素子」
とも称する。）２０２，２０４と、ダイオード２０６，２０８と、リアクトル２１０とを
含む。スイッチング素子２０２，２０４は、正極線ＰＬ２と負極線ＮＬとの間に直列に接
続される。ダイオード２０６，２０８は、それぞれスイッチング素子２０２，２０４に逆
並列に接続される。リアクトル２１０は、スイッチング素子２０２，２０４の接続ノード
と正極線ＰＬ１との間に接続される。すなわち、昇圧コンバータ１０は、いわゆる昇圧チ
ョッパ回路から成る。
【００３９】
　なお、上記のスイッチング素子２０２，２０４として、たとえば、ＩＧＢＴ（Insulate
d　Gate　Bipolar　Transistor）や電力用ＭＯＳ（Metal　Oxide　Semiconductor）トラ
ンジスタ等を用いることができる。
【００４０】
　昇圧コンバータ１０は、図１に示した放電制御部３０の機能を含むＭＧ－ＥＣＵ（Elec
tronic　Control　Unit）１１０（後述）からの駆動信号ＰＷＣに基づいて、正極線ＰＬ
２および負極線ＮＬ間の電圧（以下「システム電圧」とも称する。）を直流電源Ｂ１の出
力電圧以上に昇圧する。システム電圧が目標電圧よりも低い場合、スイッチング素子２０
４のオンデューティーを大きくすることにより正極線ＰＬ１から正極線ＰＬ２へ電流を流
すことができ、システム電圧を上昇させることができる。一方、システム電圧が目標電圧
よりも高い場合、スイッチング素子２０２のオンデューティーを大きくすることにより正
極線ＰＬ２から正極線ＰＬ１へ電流を流すことができ、システム電圧を低下させることが
できる。
【００４１】
　コンデンサＣ１，Ｃ２の残留電荷を放電させる放電装置としてＭＧ－ＥＣＵ１１０によ
り昇圧コンバータ１０が駆動される場合、システムメインリレーＳＭＲがオフされた状態
でスイッチング素子２０２，２０４がそれぞれオン，オフされると、コンデンサＣ２から
スイッチング素子２０２およびリアクトル２１０へ電流が流れることにより、電荷が消費
される。次いで、スイッチング素子２０２，２０４がそれぞれオフ，オンされると、コン
デンサＣ１からリアクトル２１０およびスイッチング素子２０４を介して電流が流れるこ
とにより、電荷が消費される。このように、システムメインリレーＳＭＲがオフされた状
態でスイッチング素子２０２，２０４をオン／オフ駆動することにより、コンデンサＣ１
，Ｃ２の残留電荷を放電することができる。
【００４２】
　バックアップ電源装置４０は、一次コイル２２２と、二次コイル２２４と、スイッチン
グ素子２２６と、デューティー制御部２２８と、キャパシタ２３０と、ダイオード２３２
とを含む。
【００４３】
　一次コイル２２２およびスイッチング素子２２６は、正極線ＰＬ２と負極線ＮＬとの間
に直列に接続される。二次コイル２２４は、一次コイル２２２とともにトランスを構成し
、補機電源Ｂ２からの電源線にカソードが接続されるダイオード２３２のアノードに接続
される。デューティー制御部２２８は、補機電源Ｂ２からの電源線に接続され、デューテ
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ィー制御部２２８への電力線にキャパシタ２３０が設けられる。キャパシタ２３０は、補
機電源Ｂ２からの電源線の異常時にデューティー制御部２２８を初期駆動するのに十分な
小容量のものである。
【００４４】
　このバックアップ電源装置４０においては、デューティー制御部２２８によりスイッチ
ング素子２２６がオン／オフ駆動され、一次コイル２２２および二次コイル２２４により
構成されるトランスによって、正極線ＰＬ２から受ける電力が降圧される。そして、二次
コイル２２４の出力は、ダイオード２３２によって整流され、図１に示した放電制御部３
０の機能を含むＭＧ－ＥＣＵ１１０へ供給される。
【００４５】
　なお、デューティー制御部２２８の動作電力は、補機電源Ｂ２からの電源線の異常発生
直後は、キャパシタ２３０から供給され、二次コイル２２４に電圧が発生した後は、ダイ
オード２３２から供給される。
【００４６】
　ＭＧ－ＥＣＵ１１０は、昇圧コンバータ１０およびインバータ２０を駆動するための制
御装置である。車両１００の走行時、ＭＧ－ＥＣＵ１１０は、昇圧コンバータ１０および
モータジェネレータＭＧをそれぞれ駆動するための駆動信号ＰＷＣ，ＰＷＩを生成し、そ
の生成された駆動信号ＰＷＣ，ＰＷＩをそれぞれ昇圧コンバータ１０およびインバータ２
０へ出力する。
【００４７】
　また、ＭＧ－ＥＣＵ１１０は、図１に示した放電制御部３０として動作する。すなわち
、ＭＧ－ＥＣＵ１１０は、車両１００の衝突の検知結果を示す信号を通信線を介して衝突
検知部６０から受けると、昇圧コンバータ１０を駆動することによって、コンデンサＣ１
，Ｃ２の残留電荷を放電させる放電制御を実行する。
【００４８】
　また、ＭＧ－ＥＣＵ１１０は、補機電源Ｂ２からの電源線および衝突検知部６０からの
通信線の異常を検知する。そして、これら電源線および通信線の異常が検知されると、Ｍ
Ｇ－ＥＣＵ１１０は、バックアップ電源装置４０から動作電力の供給を受けて、昇圧コン
バータ１０を駆動することにより上記放電制御を実行する。
【００４９】
　図３は、図２に示したＭＧ－ＥＣＵ１１０の機能ブロック図である。図３を参照して、
ＭＧ－ＥＣＵ１１０は、インバータ制御部１１２と、コンバータ制御部１１４と、電源線
異常検知部１１６と、通信線異常検知部１１８とを含む。インバータ制御部１１２は、モ
ータジェネレータＭＧ（図２）のトルク指令値や電流検出値、回転角検出値、正極線ＰＬ
２の電圧検出値等に基づいて、モータジェネレータＭＧを駆動するための駆動信号ＰＷＩ
を生成し、その生成された駆動信号ＰＷＩをインバータ２０へ出力する。なお、トルク指
令値は、図示されない外部ＥＣＵによって算出され、各検出値は、図示されない各種セン
サによって検出される。
【００５０】
　コンバータ制御部１１４は、トルク指令値や、正極線ＰＬ１，ＰＬ２の各々の電圧検出
値等に基づいて、昇圧コンバータ１０を駆動するための駆動信号ＰＷＣを生成し、その生
成された駆動信号ＰＷＣを昇圧コンバータ１０へ出力する。なお、上記各電圧検出値は、
図示されない電圧センサによって検出される。
【００５１】
　また、コンバータ制御部１１４は、車両１００の衝突が検知された旨の通知を衝突検知
部６０（図２）から受けると、放電装置として昇圧コンバータ１０を動作させるための駆
動信号ＰＷＣを生成して昇圧コンバータ１０へ出力する。
【００５２】
　さらに、コンバータ制御部１１４は、補機電源Ｂ２（図２）からの電源線の異常検知結
果を示す信号を電源線異常検知部１１６から受け、衝突検知部６０からの通信線の異常検
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知結果を示す信号を通信線異常検知部１１８から受ける。そして、コンバータ制御部１１
４は、電源線および通信線の異常が検知された旨の通知をそれぞれ電源線異常検知部１１
６および通信線異常検知部１１８から受けると、放電装置として昇圧コンバータ１０を動
作させるための駆動信号ＰＷＣを生成して昇圧コンバータ１０へ出力する。
【００５３】
　電源線異常検知部１１６は、補機電源Ｂ２からの電源線の異常を検知する。たとえば、
補機電源Ｂ２からの電源線の電圧が所定値よりも低下すると、電源線異常検知部１１６は
、補機電源Ｂ２からの電源線が異常であると検知する。そして、電源線異常検知部１１６
は、補機電源Ｂ２からの電源線の異常検知結果をコンバータ制御部１１４へ出力する。
【００５４】
　通信線異常検知部１１８は、衝突検知部６０からの通信線の異常を検知する。たとえば
、衝突検知部６０からの通信線の電圧が所定値よりも低下すると、通信線異常検知部１１
８は、衝突検知部６０からの通信線が異常であると検知する。そして、通信線異常検知部
１１８は、衝突検知部６０からの通信線の異常検知結果をコンバータ制御部１１４へ出力
する。
【００５５】
　なお、コンバータ制御部１１４、電源線異常検知部１１６および通信線異常検知部１１
８によって、図１に示した放電制御部３０が構成される。
【００５６】
　以上のように、この実施の形態１においては、電力変換装置の筐体５０内にバックアッ
プ電源装置４０が設けられる。バックアップ電源装置４０は、昇圧コンバータ１０により
昇圧された正極線ＰＬ２（および負極線ＮＬ）に接続され、筐体５０の外部から放電制御
部３０へ動作電力を供給する電源線の異常時に、正極線ＰＬ２から受ける電力をトランス
を用いて降圧して放電制御部３０へ出力する。これにより、車両１００の衝突等により電
源線に異常が発生しても（たとえば断線）、バックアップ電源装置４０から放電制御部３
０へ動作電力が供給され、放電制御部３０により放電制御が実行される。したがって、こ
の実施の形態１によれば、車両１００の衝突等が発生した場合に、電力変換装置内に設け
られるコンデンサＣ１，Ｃ２の残留電荷を確実かつ速やかに放電させることができる。
【００５７】
　また、この実施の形態１においては、バックアップ電源装置４０は、昇圧コンバータ１
０により昇圧された正極線ＰＬ２（および負極線ＮＬ）に接続される。そして、昇圧コン
バータ１０による昇圧後の電圧が駆動電圧とされるので、バックアップ電源装置４０を正
極線ＰＬ１（および負極線ＮＬ）に接続して非昇圧電圧を駆動電圧とする場合よりも十分
に動作電圧を放電制御部３０へ供給することができる。したがって、この実施の形態１に
よれば、車両１００の衝突等が発生した場合に、電力変換装置内に設けられるコンデンサ
Ｃ１，Ｃ２の残留電荷を十分に放電させることができる。
【００５８】
　さらに、この実施の形態１によれば、コンデンサＣ１，Ｃ２の残留電荷を放電させる放
電装置として昇圧コンバータ１０が用いられるので、放電回路を別途設ける必要がない。
【００５９】
　［実施の形態２］
　上記の実施の形態１では、昇圧コンバータ１０およびインバータ２０を駆動するＭＧ－
ＥＣＵ１１０が、昇圧コンバータ１０を放電装置として用いる放電制御を実行するものと
した。この実施の形態２では、放電制御時に昇圧コンバータ１０を放電装置として駆動す
るための駆動装置がＭＧ－ＥＣＵとは別に設けられる。これにより、放電制御時にバック
アップ電源装置４０が供給する電力を最小限に抑えることができ、バックアップ電源装置
４０を小型化できる。
【００６０】
　図４は、実施の形態２による電力変換装置の回路構成を示した図である。図４を参照し
て、この電力変換装置は、図２に示した実施の形態１における電力変換装置の構成におい
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て、駆動装置１２０をさらに含み、ＭＧ－ＥＣＵ１１０に代えてＭＧ－ＥＣＵ１１０Ａを
含む。
【００６１】
　駆動装置１２０は、車両１００の衝突の検知結果を示す信号を通信線を介して衝突検知
部６０から受けると、コンデンサＣ１，Ｃ２の残留電荷を放電させる放電制御を実行する
。具体的には、駆動装置１２０は、衝突検知を示す信号を衝突検知部６０から受けると、
駆動信号ＰＷＣを生成して昇圧コンバータ１０へ出力する。
【００６２】
　ここで、駆動装置１２０は、予め定められた一定のスイッチング周波数およびデューテ
ィー比で昇圧コンバータ１０のスイッチング素子２０２，２０４をオン／オフ駆動するよ
うに駆動信号ＰＷＣを生成する。これにより、駆動装置１２０の回路構成を簡素化するこ
とができる。
【００６３】
　また、駆動装置１２０は、補機電源Ｂ２からの電源線および衝突検知部６０からの通信
線の異常を検知し、これら電源線および通信線の異常が検知されると、バックアップ電源
装置４０から動作電力の供給を受けて、昇圧コンバータ１０を駆動することにより上記放
電制御を実行する。
【００６４】
　ＭＧ－ＥＣＵ１１０Ａは、図２に示した実施の形態１におけるＭＧ－ＥＣＵ１１０の構
成において、コンデンサＣ１，Ｃ２の残留電荷を放電させる放電制御の機能を省いた構成
から成る。なお、この実施の形態２における車両１００Ａのその他の構成は、実施の形態
１における車両１００と同じである。
【００６５】
　なお、上記においては、駆動装置１２０は、衝突検知を示す信号を衝突検知部６０から
受けるものとしたが、ＭＧ－ＥＣＵ１１０Ａを介して上記信号を受けてもよい。また、上
記においては、補機電源Ｂ２からの電源線および衝突検知部６０からの通信線の異常を駆
動装置１２０が検知するものとしたが、ＭＧ－ＥＣＵ１１０Ａにおいて異常を検知し、そ
の検知結果を駆動装置１２０へ通知してもよい。
【００６６】
　図５は、図４に示した駆動装置１２０の機能ブロック図である。図５を参照して、駆動
装置１２０は、コンバータ制御部１１４Ａと、電源線異常検知部１１６と、通信線異常検
知部１１８とを含む。
【００６７】
　コンバータ制御部１１４Ａは、図３に示したコンバータ制御部１１４の機能のうち、コ
ンデンサＣ１，Ｃ２の残留電荷を放電させる放電制御に関する機能のみを有する。すなわ
ち、放電制御の実行時以外（通常の走行時など）においては、コンバータ制御部１１４Ａ
は、昇圧コンバータ１０を駆動するための駆動信号ＰＷＣを生成しない。
【００６８】
　なお、電源線異常検知部１１６および通信線異常検知部１１８の機能については、図３
において説明したので繰返さない。
【００６９】
　以上のように、この実施の形態２においては、放電制御時に昇圧コンバータ１０を放電
装置として駆動するための駆動装置１２０がＭＧ－ＥＣＵ１１０Ａとは別に設けられる。
したがって、この実施の形態２によれば、放電制御時にバックアップ電源装置４０が供給
する電力を最小限に抑えることができ、バックアップ電源装置４０を小型化できる。
【００７０】
　なお、上記の実施の形態１，２においては、バックアップ電源装置４０は、昇圧コンバ
ータ１０による昇圧後の電圧を駆動電圧とし、トランスおよびスイッチング素子を含むス
イッチングレギュレータによって構成されるものとしたが、バックアップ電源装置４０の
構成は、このような構成に限られるものではない。
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【００７１】
　図６は、バックアップ電源装置の他の構成を示した図である。図６を参照して、バック
アップ電源装置４０Ａは、入力端子３０２と、出力端子３０４と、スイッチング素子３０
６と、参照電圧生成部３０８と、差動アンプ３１０と、抵抗素子３１２，３１４とを含む
。このバックアップ電源装置４０Ａは、入力端子３０２および出力端子３０４間にスイッ
チング素子３０６が接続され、出力電圧に応じてスイッチング素子３０６を制御する、い
わゆるシリーズレギュレータによって構成される。
【００７２】
　また、上記の実施の形態１，２においては、放電制御の実行時、放電制御部により昇圧
コンバータ１０のスイッチング素子をオン／オフ駆動することによって、昇圧コンバータ
１０を用いてコンデンサＣ１，Ｃ２の残留電荷を放電させるものとしたが、コンデンサＣ
１，Ｃ２の残留電荷を放電させるための放電機構は、昇圧コンバータ１０に限られるもの
ではない。
【００７３】
　図７は、放電機構の他の構成を説明するための車両の全体ブロック図である。図７を参
照して、この車両１００Ｂは、図１に示した車両１００の構成において、放電回路８０を
さらに備え、放電制御部３０に代えて放電制御部３０Ａを備える。
【００７４】
　放電回路８０は、スイッチング素子８２と、抵抗素子８４とを含む。スイッチング素子
８２および抵抗素子８４は、正極線ＰＬ２と負極線ＮＬとの間に直列に接続される。そし
て、放電制御の実行時、放電制御部３０Ａによりスイッチング素子８２が制御され、コン
デンサＣ２の残留電荷が放電回路８０において消費されるとともに、コンデンサＣ１の残
留電荷も昇圧コンバータ１０を介して放電回路８０へ流れることによって消費される。
【００７５】
　放電制御部３０Ａは、放電制御の実行時、放電回路８０のスイッチング素子８２を駆動
するための駆動信号を生成し、その生成された駆動信号をスイッチング素子８２へ出力す
る。放電制御部３０Ａのその他の構成は、放電制御の実行時に昇圧コンバータ１０に代え
て放電回路８０を駆動する点を除いて、図１に示した放電制御部３０の構成と同じである
。
【００７６】
　また、図８は、放電機構のさらに他の構成を説明するための車両の全体ブロック図であ
る。図８を参照して、この車両１００Ｃは、図１に示した車両１００の構成において、放
電制御部３０に代えて放電制御部３０Ｂを備える。
【００７７】
　放電制御部３０Ｂは、放電制御の実行時、インバータ２０を放電装置として駆動するた
めの駆動信号を生成し、その生成された駆動信号をインバータ２０へ出力する。一例とし
て、モータジェネレータＭＧが回転しないように機械ブレーキ等をかけたうえで、インバ
ータ２０の任意の相における上下アームのいずれか一方のスイッチング素子を完全オン状
態にし、かつ、他方のスイッチング素子を半オン状態でスイッチングさせることで、コン
デンサＣ１，Ｃ２の残留電荷を消費させることができる。または、ｄ軸電流のみが流れる
ようにインバータ２０を駆動することによって、モータジェネレータＭＧに回転トルクを
発生させることなく、インバータ２０のスイッチング素子およびモータジェネレータＭＧ
のコイルを用いてコンデンサＣ１，Ｃ２の残留電荷を消費させることも可能である。
【００７８】
　なお、放電制御部３０Ｂのその他の構成は、放電制御の実行時に昇圧コンバータ１０に
代えてインバータ２０を駆動する点を除いて、図１に示した放電制御部３０の構成と同じ
である。
【００７９】
　なお、上記の各実施の形態において、車両１００（１００Ａ～１００Ｃ）は、モータジ
ェネレータＭＧを唯一の走行用動力源とする電気自動車であってもよいし、走行用動力源
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としてエンジンをさらに搭載したハイブリッド車両であってもよく、さらには、直流電源
Ｂ１に加えて燃料電池をさらに搭載した燃料電池車であってもよい。
【００８０】
　なお、上記において、正極線ＰＬ２は、この発明における「電力母線」の一実施例に対
応し、昇圧コンバータ１０は、この発明における「昇圧装置」の一実施例に対応する。
【００８１】
　今回開示された実施の形態は、すべての点で例示であって制限的なものではないと考え
られるべきである。本発明の範囲は、上記した実施の形態の説明ではなくて特許請求の範
囲によって示され、特許請求の範囲と均等の意味および範囲内でのすべての変更が含まれ
ることが意図される。
【符号の説明】
【００８２】
　１０　昇圧コンバータ、２０　インバータ、３０，３０Ａ，３０Ｂ　放電制御部、４０
，４０Ａ，４０Ｂ　バックアップ電源装置、５０　筐体、６０　衝突検知部、７０，２０
６，２０８，２３２　ダイオード、８０　放電回路、８２，２０２，２０４，２２６，３
０６　スイッチング素子、８４，３１２，３１４　抵抗素子、１００，１００Ａ～１００
Ｃ　車両、１１０，１１０Ａ　ＭＧ－ＥＣＵ、１１２　インバータ制御部、１１４，１１
４Ａ　コンバータ制御部、１１６　電源線異常検知部、１１８　通信線異常検知部、１２
０駆動装置、２１０　リアクトル、２２２　一次コイル、２２４　二次コイル、２２８　
デューティー制御部、２３０　キャパシタ、３０２　入力端子、３０４　出力端子、３０
８　参照電圧生成部、３１０　差動アンプ、Ｂ１　直流電源、ＳＭＲ　システムメインリ
レー、ＰＬ１，ＰＬ２　正極線、ＮＬ　負極線、Ｃ１，Ｃ２　コンデンサ、ＭＧ　モータ
ジェネレータ、Ｂ２　補機電源。

【図１】 【図２】
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【図５】

【図６】

【図７】
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