
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　定格電圧１２Ｖの第１電源と、定格電圧３６Ｖの第２電源と、インバータと、ＤＣ／Ｄ
Ｃコンバータと、を備える車両に搭載され、前記インバータと前記ＤＣ／ＤＣコンバータ
とをユニットケースに内蔵する車両用パワーコントロールユニットであって、前記インバ
ータは、前記第１電源と前記第２電源との少なくとも一方と、回転電機の電力線とに接続
され、前記ＤＣ／ＤＣコンバータは、前記第１電源と前記第２電源とに接続され、前記ユ
ニットケースは導電性部材で成形されるとともにアース端子が一体に形成され、前記イン
バータのマイナス側端子と前記ＤＣ／ＤＣコンバータのマイナス側端子とは、車両の車体
側にアースが取られる前記アース端子に前記ユニットケースを介して接続され

ることを特徴とする車両用パワーコントロールユニット。
【請求項２】
　前記ユニットケース内には、前記インバータの鉛直下方に前記ＤＣ／ＤＣコンバータが
内蔵されることを特徴とする請求項１記載の車両用パワーコントロールユニット。
【請求項３】
　前記インバータと前記ＤＣ／ＤＣコンバータとの間に冷却手段を備えることを特徴とす
る請求項１または２記載の車両用パワーコントロールユニット。
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、
　さらに、前記ユニットケースは、前記アース端子を備える第１ケース部材と、第２ケー
ス部材と、から成り、前記インバータと前記ＤＣ／ＤＣコンバータとのうちの少なくとも
一方が前記第２ケース部材に接続され、前記第１ケース部材と前記第２ケース部材とが通
電可能に固着され



【請求項４】
　前記アース端子は、前記ユニットケースの鉛直上面に形成されることを特徴とする請求
項１ないし３のいずれか１に記載の車両用パワーコントロールユニット。
【請求項５】
　

ることを特徴とする請求項１ないし４のいずれか１に記載の車両
用パワーコントロールユニット。
【請求項６】
　

接続されることを特徴とする請求項 ５
記載の車両用パワーコントロールユニット。

【請求項７】
　前記第１ケース部材と前記第２ケース部材と

ることを特徴とする請求項 ５ 記載の車両用パワーコントロー
ルユニット。
【請求項８】
　前記

ことを特徴とする請求項
記載の車両用パワーコントロールユニット。

【請求項９】
　前記

ことを特徴とする請求 載の車両用パワーコントロールユニッ
ト。
【請求項１０】
　前記

されることを特徴とする請求項９記載の車両
用パワーコントロールユニット。
【請求項１１】
　前記

ることを特徴とする請求項１０記載の車両用パワー
コントロールユニット。
【請求項１２】
　

　

前記端子部と前記上側ケースの鉛直上面との間に、前記ユニットケース側方方向に沿っ
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前記インバータが前記第１ケース部材に接続され、前記ＤＣ／ＤＣコンバータが前記第
２ケース部材に接続され

前記第１ケース部材と前記第２ケース部材とは、前記第１及び第２ケースの外部に取り
付けられるバスバーを介して電気的に １ないし のい
ずれか１に

の接続部は、シール部と金属タッチ部とを
備え １ないし のいずれか１に

回転電機の励磁巻線と前記インバータとは電力線を介して接続され、前記ユニット
ケースの鉛直上面に前記電力線が接続される端子部を配設した １
ないし７のいずれか１に

端子部は、前記ユニットケースの鉛直上面より突出し、且つ前記ユニットケース側
方に向けて延設される 項８記

ユニットケースは、ケース本体と、鉛直方向に沿って前記ケース本体に対し脱着可
能な上側ケースと、から成り、前記上側ケースの鉛直上面に、前記上側ケースの脱着時に
おいて前記端子部が挿通可能な開口部が穿設

端子部と前記上側ケースの鉛直上面との間に、前記ユニットケース側方方向に沿っ
て出し入れ可能であり、且つ前記開口部を跨いで前記上側ケースの鉛直上面に設置されて
、前記端子部を支持する端子台を備え

定格電圧１２Ｖの第１電源と、定格電圧３６Ｖの第２電源と、インバータと、ＤＣ／Ｄ
Ｃコンバータと、を備える車両に搭載され、前記インバータと前記ＤＣ／ＤＣコンバータ
とをユニットケースに内蔵する車両用パワーコントロールユニットであって、前記インバ
ータは、前記第１電源と前記第２電源との少なくとも一方と、回転電機の電力線とに接続
され、前記ＤＣ／ＤＣコンバータは、前記第１電源と前記第２電源とに接続され、前記ユ
ニットケースは導電性部材で成形されるとともにアース端子が一体に形成され、前記イン
バータのマイナス側端子と前記ＤＣ／ＤＣコンバータのマイナス側端子とは、車両の車体
側にアースが取られる前記アース端子に前記ユニットケースを介して接続され、

前記回転電機の励磁巻線と前記インバータとは電力線を介して接続され、前記ユニット
ケースの鉛直上面に前記電力線が接続される端子部を配設し、
　前記端子部は、前記ユニットケースの鉛直上面より突出し、且つ前記ユニットケース側
方に向けて延設され、
　前記ユニットケースは、ケース本体と、鉛直方向に沿って前記ケース本体に対し脱着可
能な上側ケースと、から成り、前記上側ケースの鉛直上面に、前記上側ケースの脱着時に
おいて前記端子部が挿通可能な開口部が穿設され、
　



て出し入れ可能であり、且つ前記開口部を跨いで前記上側ケースの鉛直上面に設置されて
、前記端子部を支持する端子台を備えることを特徴とする車両用パワーコントロールユニ
ット。
【請求項１３】
　前記端子台が、前記開口部を被覆可能に形成されることを特徴とする請求項
１２記載の車両用パワーコントロールユニット。
【請求項１４】
　前記回転電機は三相交流回転電機であって、前記端子部は前記三相交流回転電機の励磁
コイルの各相に対応して設けられることを特徴とする請求項 ないし１３のいずれか１に
記載の車両用パワーコントロールユニット。
【請求項１５】
　前記端子部外部を被覆するカバー部材を備え、前記カバー部材には誤組み付けを防止す
べく突起又は窪みが形成されることを特徴とする請求項 ないし１４のいずれか１に記載
の車両用パワーコントロールユニット。
【請求項１６】
　前記ユニットケースは、車両のエンジンルーム内に配置されることを特徴とする請求項
１ないし１５のいずれか１に記載の車両用パワーコントロールユニット。
【請求項１７】
　前記ユニットケースは、前記エンジンルーム内車両側方のバッテリトレイに配置可能な
大きさに形成されることを特徴とする請求項１６記載の車両用パワーコントロールユニッ
ト。
【請求項１８】
　前記ユニットケースは、前記エンジンルーム内車両側方の客室側に配置されることを特
徴とする請求項１６記載の車両用パワーコントロールユニット。
【請求項１９】
　前記ユニットケースには、前記１２Ｖの第１電源の正極端子が取り付けられることを特
徴とする請求項１７記載の車両用パワーコントロールユニット。
【請求項２０】
　車両用パワーコントロールユニットと複数の車載機器との間を接続する結線用コネクタ
を一体化ケースに収めたことを特徴とする請求項１ないし１９のいずれか１に記載の車両
用パワーコントロールユニット。
【請求項２１】
　前記一体化ケースは、前記ユニットケースに脱着可能に取り付けられることを特徴する
請求項２０記載の車両用パワーコントロールユニット。
【請求項２２】
　前記複数の車載機器は作動電圧が異なる車載機器から成り、作動電圧が等しい車載機器
との結線用コネクタ同士が前記一体化ケースに収められることを特徴とする請求項２０ま
たは２１記載の車両用 。
【請求項２３】
　定格電圧１２Ｖの前記第１電源系における接続線と定格電圧３６Ｖの前記第２電源系に
おける接続線とは互いに異なる色の被覆を有し、前記第２電源系における接続線は山吹色
の被覆であることを特徴とする請求項１ 記載の車両用パワーコントロールユニ
ット。
【請求項２４】
　前記インバータのプラス側端子は、前記第１電源のプラス側と前記第２電源のプラス側
との少なくとも一方と，回転電機の電力線とに接続され、前記ＤＣ／ＤＣコンバータのプ
ラス側端子は、前記第１電源のプラス側と前記第２電源のプラス側とに接続されることを
特徴とする請求項１ 記載の車両用パワーコントロールユニット。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
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１１または

８

８

パワーコントロールユニット

または１２

または１２



【発明の属する技術分野】
本件発明は、電圧の異なる２つの電源と、インバータと、コンバータとを備える車両に関
し、特にインバータとコンバータとがユニット化された車両用パワーコントロールユニッ
トに関する。
【０００２】
【従来の技術】
電圧の異なる２つの電源とインバータとコンバータとを備える車両として、電気自動車や
ハイブリッド車両が知られている。この種の電気自動車やハイブリッド車両においては、
車両への搭載性や作業性の向上を考慮して、インバータとコンバータとがユニット化され
ることが多い。
【０００３】
【発明が解決しようとする課題】
しかしながら、上述のような従来の電気自動車やハイブリッド車両では、一般的に、イン
バータやコンバータのアース線が各々に独立して備えられ、夫々のアース線を車体に接続
することでアースされている。その為、部品点数の増大や配索構造の複雑化により、製造
コストの増大や作業性の悪化を招く可能性が有るという問題点を有していた。
【０００４】
本発明は、電圧の異なる２つの電源とインバータとコンバータとを備える車両において、
前述した製造コストの増大や作業性の悪化を抑制することを目的とする。
【０００５】
【課題を解決するための手段】
　請求項１記載の車両用パワーコントロールユニットは、定格電圧１２Ｖの第１電源と、
定格電圧３６Ｖの第２電源と、インバータと、ＤＣ／ＤＣコンバータと、を備える車両に
搭載され、 インバータと ＤＣ／ＤＣコンバータとをユニットケースに内蔵する車
両用パワーコントロールユニットであって、 インバータは、 第１電源と 第２
電源との少なくとも一方と、回転電機の電力線とに接続され、 ＤＣ／ＤＣコンバータ
は、 第１電源と 第２電源とに接続され、 ユニットケースは導電性部材で成形
されるとともにアース端子が一体に形成され、 インバータのマイナス側端子と Ｄ
Ｃ／ＤＣコンバータのマイナス側端子とは、車両の車体側にアースが取られる アース
端子に ユニットケースを介して接続され

ることを特徴とする。
【０００６】
　インバータと コンバータとが、導電性部材で成形されるユニットケースを介
して共通のアース端子に接続されるので、インバータと コンバータとの各々に
車体に対して接続するアース線が不要となる。その結果、部品点数の減少や配索構造の簡
素化が図られ、製造コストを低減することができ、また、作業性を向上させることができ
る。
【０００７】
　請求項２記載の車両用パワーコントロールユニットは、請求項１記載の構成において、
ユニットケース内には、インバータの鉛直下方に コンバータが内蔵されること
を特徴とする。
【０００８】
　ユニットケース内において、インバータの鉛直下方に コンバータを内蔵して
も良い。
【０００９】
　請求項３記載の車両用パワーコントロールユニットは、請求項１または２記載の構成に
おいて、インバータと コンバータとの間に冷却手段を備えることを特徴とする
。
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前記 前記
前記 前記 前記

前記
前記 前記 前記

前記 前記
前記

前記 、さらに、前記ユニットケースは、前記アー
ス端子を備える第１ケース部材と、第２ケース部材と、から成り、前記インバータと前記
ＤＣ／ＤＣコンバータとのうちの少なくとも一方が前記第２ケース部材に接続され、前記
第１ケース部材と前記第２ケース部材とが通電可能に固着され

ＤＣ／ＤＣ
ＤＣ／ＤＣ

ＤＣ／ＤＣ

ＤＣ／ＤＣ

ＤＣ／ＤＣ



【００１０】
　インバータや コンバータは作動中に熱を発生する為、冷却する必要性がある
。インバータと コンバータとの間に冷却手段を備えることによって、インバー
タと コンバータとの両者を冷却することができるので、冷却構造の簡素化を図
ることができる。
【００１１】
　請求項４記載の車両用パワーコントロールユニットは、請求項１ないし３ いずれか

記載の構成において、アース端子は、ユニットケースの鉛直上面に形成されることを特
徴とする。
【００１２】
アース端子がユニットケースの鉛直上面に形成されるので、作業性を向上させることがで
きる。
【００１４】
　ユニットケースが第１ケース部材と第２ケース部材とで構成されるので、第１及び第２
ケース部材を分解することでサービス作業性が向上する。さらに、設計上の諸事情等によ
り、アース端子が形成されない第２ケース部材側にインバータや コンバータが
接続された場合においても、アース端子が形成される第１ケース部材と第２ケース部材と
が通電可能に固着されるので、インバータや コンバータはアース端子に接続さ
れ、インバータや コンバータの作動に支障をきたすおそれがない。
【００１５】
　請求項 記載の車両用パワーコントロールユニットは、請求項１

記載の構成において、インバータが第１ケース部材に接続され、ＤＣ／ＤＣコンバータ
が第２ケース部材に接続されることを特徴とする。
【００１６】
　インバータを第１ケース部材に接続し、 コンバータを第２ケース部材に接続
しても良い。
【００１７】
　請求項 記載の車両用パワーコントロールユニットは、請求項 ５

記載の構成において、第１ケース部材と第２ケース部材とは、第１及び第２ケースの外
部に取り付けられるバスバーを介して電気的に接続されることを特徴とする。
【００１８】
　第１ケース部材と第２ケース部材とが各々の外部に取り付けられるバスバーを介して電
気的に接続されるので、簡素な構成で第１ケース部材と第２ケース部材との通電を可能と
することができ、作業性を向上させることができる。また、例えば、第１ケース部材と第
２ケース部材との接続部に、防水等を目的として樹脂製のシール材を介在させた場合にお
いても、バスバーによって第１ケース部材と第２ケース部材との通電が可能となり、イン
バータや コンバータはアース端子に接続され、インバータや コンバ
ータの作動に支障をきたすおそれがない。
【００１９】
　請求項 記載の車両用パワーコントロールユニットは、請求項 ５

記載の構成において、第１ケース部材と第２ケース部材との接続部は、シール部と金属
タッチ部とを備えることを特徴とする。
【００２０】
第１ケース部材と第２ケース部材との接続部にシール部と金属タッチ部とを備えることで
、第１ケース部材と第２ケース部材との接続部におけるシール性を確保するとともに、バ
スバー等の別部品を使用することなく第１ケース部材と第２ケース部材との通電を可能と
することができる。
【００２１】
　請求項 記載の車両用パワーコントロールユニットは、請求項１ないし のいずれか１
に記載の構成において、回転電機の励磁巻線とインバータとは電力線を介して接続され、
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ＤＣ／ＤＣ
ＤＣ／ＤＣ

ＤＣ／ＤＣ

の １
に

ＤＣ／ＤＣ

ＤＣ／ＤＣ
ＤＣ／ＤＣ

５ ないし４のいずれか１
に

ＤＣ／ＤＣ

６ １ないし のいずれか１
に

ＤＣ／ＤＣ ＤＣ／ＤＣ

７ １ないし のいずれか１
に

８ ７



ユニットケースの鉛直上面に電力線が接続される端子部を配設したことを特徴とする。
【００２２】
ユニットケースの鉛直上面に端子部が配設されるので、端子部と電力線との結線作業時に
おける作業性が向上する。
【００２３】
　請求項 記載の車両用パワーコントロールユニットは、請求項 記載の構成において、
端子部は、ユニットケースの鉛直上面より突出し、且つユニットケース側方に向けて延設
されることを特徴とする。
【００２４】
端子部がユニットケースの鉛直上面より突出しているので、電力線との結線作業が向上す
る。さらに、端子部はユニットケース側方に向けて延設されるので、端子部と電力線とが
結線された状態において、電力線が鉛直上方へ孕むことがなく、端子部周辺のコンパクト
化を図ることができるとともに、結線作業時における作業性が向上する。
【００２５】
　請求項 記載の車両用パワーコントロールユニットは、請求項 記載の構成において
、ユニットケースは、ケース本体と、鉛直方向に沿ってケース本体に対し脱着可能な上側
ケースと、から成り、上側ケースの鉛直上面に、上側ケースの脱着時において端子部が挿
通可能な開口部が穿設されることを特徴とする。
【００２６】
上側ケースが鉛直方向に沿ってケース本体から脱着可能であるので、サービス作業性が向
上する。さらに、上側ケースの脱着時に、端子部が開口部を挿通するので、脱着作業に支
障をきたすことがない。
【００２７】
　請求項 記載の車両用パワーコントロールユニットは、請求項 記載の構成におい
て、端子部と上側ケースの鉛直上面との間に、ユニットケース側方方向に沿って出し入れ
可能であり、且つ開口部を跨いで上側ケースの鉛直上面に設置されて、端子部を支持する
端子台を備えることを特徴とする。
　

【００２８】
端子台によって端子部を支持することができる。さらに、上側ケースを取り外す際には、
端子部と上側ケースの鉛直上面との間からユニットケース側方にスライドさせて取り出す
ことができ、且つ上側ケースを取り付ける際には、端子部と上側ケースの鉛直上面との間
にユニットケース側方よりスライドさせて挿入することができるので、上側ケースの脱着
作業時における作業性が向上する。
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また、本発明に係る車両用パワーコントロールユニットは、定格電圧１２Ｖの第１電源
と、定格電圧３６Ｖの第２電源と、インバータと、ＤＣ／ＤＣコンバータと、を備える車
両に搭載され、前記インバータと前記ＤＣ／ＤＣコンバータとをユニットケースに内蔵す
る車両用パワーコントロールユニットであって、前記インバータは、前記第１電源と前記
第２電源との少なくとも一方と、回転電機の電力線とに接続され、前記ＤＣ／ＤＣコンバ
ータは、前記第１電源と前記第２電源とに接続され、前記ユニットケースは導電性部材で
成形されるとともにアース端子が一体に形成され、前記インバータのマイナス側端子と前
記ＤＣ／ＤＣコンバータのマイナス側端子とは、車両の車体側にアースが取られる前記ア
ース端子に前記ユニットケースを介して接続され、前記回転電機の励磁巻線と前記インバ
ータとは電力線を介して接続され、前記ユニットケースの鉛直上面に前記電力線が接続さ
れる端子部を配設し、前記端子部は、前記ユニットケースの鉛直上面より突出し、且つ前
記ユニットケース側方に向けて延設され、前記ユニットケースは、ケース本体と、鉛直方
向に沿って前記ケース本体に対し脱着可能な上側ケースと、から成り、前記上側ケースの
鉛直上面に、前記上側ケースの脱着時において前記端子部が挿通可能な開口部が穿設され
、前記端子部と前記上側ケースの鉛直上面との間に、前記ユニットケース側方方向に沿っ
て出し入れ可能であり、且つ前記開口部を跨いで前記上側ケースの鉛直上面に設置されて
、前記端子部を支持する端子台を備えることを特徴とする。



【００２９】
　請求項１３記載の車両用パワーコントロールユニットは、請求項 １２記載の
構成において、端子台が、開口部を被覆可能に形成されることを特徴とする。
【００３０】
端子台によって開口部が被覆されるので、開口部から異物や水等がユニットケース内に入
り込むこがない。
【００３１】
　請求項１４記載の車両用パワーコントロールユニットは、請求項 ないし１３のいずれ
か１に記載の構成において、回転電機は三相交流回転電機であって、端子部は三相交流回
転電機の励磁コイルの各相に対応して設けられることを特徴とする。
【００３２】
端子部は、三相交流回転電機の励磁コイルの各相に対応して設けることができる。
【００３３】
　請求項１５記載の車両用パワーコントロールユニットは、請求項 ないし１４のいずれ
か１に記載の構成において、端子部外部を被覆するカバー部材を備え、カバー部材には誤
組み付けを防止すべく突起又は窪みが形成されることを特徴とする。
【００３４】
カバー部材を取り付け方向を誤って取り付けることを回避することができる。
【００３５】
　請求項１６記載の車両用パワーコントロールユニットは、請求項１ないし１５ いずれ
か 記載の構成において、ユニットケースは、車両のエンジンルーム内に配置されるこ
とを特徴とする。
【００３６】
好ましくは、ユニットケースは車両のエンジンルーム内に配置されるとよい。
【００３７】
請求項１７記載の車両用パワーコントロールユニットは、請求項１６記載の構成において
、ユニットケースは、エンジンルーム内車両側方のバッテリトレイに配置可能な大きさに
形成されることを特徴とする。
【００３８】
　電圧の異なる２つの電源とインバータと コンバータとを備える車両と、１つ
の電源のみを備える車両とでエンジンルーム内の設計変更を最小限とすることができる。
【００３９】
請求項１８記載の車両用パワーコントロールユニットは、請求項１６記載の構成において
、ユニットケースは、エンジンルーム内車両側方の客室側に配置されることを特徴とする
。
【００４０】
好ましくは、ユニットケースはエンジンルーム内車両側方の客室側に配置されるとよい。
【００４１】
　請求項１９記載の車両用パワーコントロールユニットは、請求項１７記載の構成におい
て ニットケースには、 第１電源の正極端子が取り付けられることを特徴とす
る。
【００４２】
従来より、一般的に、定格電圧が１２Ｖの直流電源（１２Ｖ直流バッテリ）のみを備え、
その１２Ｖ直流バッテリをエンジンルーム内のバッテリトレイに配置された車両が多い。
例えば、１２Ｖ直流バッテリを備える他車両から電力の供給を受けてエンジンを始動させ
る（所謂、ジャンパースタート）等の場合、パワーコントロールユニットのユニットケー
スがバッテリトレイに配置されていると、作業者が戸惑う可能性がある。
【００４３】
そこで、ユニットケースに１２Ｖ直流バッテリの正極端子を取り付けることにより、作業
者に戸惑いを与えることを抑制することができる。
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【００４４】
　請求項２０記載の車両用パワーコントロールユニットは、請求項１ないし１９ いずれ
か 記載の構成において、複数の車載機器との 結線用コネクタを一体化ケ
ースに収めたことを特徴とする。
【００４５】
パワーコントロールユニットと接続される車載機器との結線用コネクタを一体化ケースに
収めることで、パワーコントロールユニットのコンパクト化を図ることができ、また、作
業性が向上する。
【００４６】
請求項２１記載の車両用パワーコントロールユニットは、請求項２０記載の構成において
、一体化ケースは、ユニットケースに脱着可能に取り付けられることを特徴する。
【００４７】
一体化ケースをユニットケースに対して脱着可能であるので、作業性が向上する。
【００４８】
請求項２２記載の車両用パワーコントロールユニットは、請求項２０または２１記載の構
成において、複数の車載機器は作動電圧が異なる車載機器から成り、作動電圧が等しい車
載機器との結線用コネクタ同士が一体化ケースに収められることを特徴とする。
【００４９】
作動電圧が等しい車載機器との結線用コネクタ同士が一体化されるので、作業性がより一
層向上する。
【００５０】
　請求項２３記載の車両用パワーコントロールユニットは 第１電源系
における接続線と 第２電源系における接続線とは互いに異なる色の被覆
を有し、第２電源系における接続線は山吹色の被覆であることを特徴とする。
　

【００５１】
定格電圧１２Ｖ系における接続線の被覆と定格電圧３６Ｖ系における接続線の被覆とで色
を異ならせることで、両電圧系に対する識別が容易となり作業性が向上する。
【００５２】
また、電力接続線の被覆色としてオレンジ色は人体に有害であることを示唆するものであ
る。定格電圧３６Ｖにおいては、人体に有害でないが危険ではある為、山吹色の被覆とす
ることで、人体に有害でないが危険ではあることを明確に示唆することができる。
【００５３】
【発明の実施の形態】
以下、本発明の実施の形態（以下、実施形態という）を、図面に従って説明する。
【００５４】
図１は、本実施形態における車両のシステム構成図である。
【００５５】
エンジン２の出力は、トルクコンバータ４、自動変速機６を介して出力軸８に出力され、
最終的に駆動輪（図示せず）に伝達される。また、これとは別にエンジン２の出力は、ク
ランク軸２ａに接続されている電磁クラッチ内蔵ダンパプーリ１０を介して、ベルト１４
に伝達される。そして、ベルト１４により伝達された出力により、プーリ１６、１８が回
転される。尚、ダンパプーリ１０に内蔵される電磁クラッチは必要に応じて接続／遮断さ
れて、プーリ１０とクランク軸２ａとの間で出力の伝達／非伝達を切替可能にしている。
【００５６】
プーリ１６には補機類２０の回転軸が連結されて、ベルト１４から伝達される回転力によ
り補機類２０が駆動可能とされている。補機類２０としては、例えば、エアコン用コンプ
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また、請求項２４記載の車両用パワーコントロールユニットは、前記インバータのプラ
ス側端子は、前記第１電源のプラス側と前記第２電源のプラス側との少なくとも一方と，
回転電機の電力線とに接続され、前記ＤＣ／ＤＣコンバータのプラス側端子は、前記第１
電源のプラス側と前記第２電源のプラス側とに接続されることを特徴とする。



レッサ、パワーステアリングポンプ、エンジン冷却用ウォータポンプ等が挙げられる。
【００５７】
プーリ１８には回転電機としてのモータジェネレータ（以下、ＭＧという）２６の回転軸
が連結される。ＭＧ２６は、必要に応じて発電機として機能することで、プーリ１８を介
して伝達されるエンジン２あるいは駆動輪からの回転力を電気エネルギーに変換する。さ
らに、ＭＧ２６は、必要に応じて電動機として機能することで、プーリ１８とベルト１４
とを介してクランク軸２ａ及び補機類２０の一方あるいは両方を回転させる。尚、ＭＧ２
６は、三相交流回転電機である。
【００５８】
パワーコントロールユニット１００は、インバータ１０２とＤＣ／ＤＣコンバータ１０４
とハイブリッドＥＣＵ（以下、ＨＶ－ＥＣＵという）１０６とを備える。インバータ１０
２とＭＧ２６とが、電力線１３１ａ、１３１ｂ、１３１ｃにより接続されるとともに、イ
ンバータ１０２と第２電源である高電圧直流電源１４０（定格電圧３６Ｖ）とが、電力線
１３０ｂにより接続される。また、ＤＣ／ＤＣコンバータ１０４とインバータ１０２及び
高電圧直流電源１４０とが、電力線１３０ｃにより接続されるとともに、ＤＣ／ＤＣコン
バータ１０４と第１電源である低電圧直流電源１５０（定格電圧１２Ｖ）とが、電力線１
３０ｄにより接続される。尚、電力線１３１ａ、１３１ｂ、１３１ｃ、１３０ｂ、１３０
ｃの被覆は山吹色に着色され、電力線１３０ｄは黒色に着色される。
【００５９】
ＭＧ２６が発電機として機能する場合、ＨＶ－ＥＣＵ１０６により制御されるインバータ
１０２は、スイッチングにより充電圧及び発電量を調整することにより、ＭＧ２６が高電
圧直流電源１４０に対して電気エネルギーの充電を行なう。また、ＤＣ／ＤＣコンバータ
１０４を介して低電圧直流電源１５０に対しても電気エネルギーの充電を行なう。
【００６０】
ＭＧ２６による発電が行なわれていない場合においては、高電圧直流電源１４０と低電圧
直流電源１５０とが接続されていることにより、高電圧直流電源１４０側から低電圧直流
電源１５０側に電力が供給される。
【００６１】
ＭＧ２６がモータとして機能する場合、ＨＶ－ＥＣＵ１０６により制御されるインバータ
１０２は、高電圧直流電源１４０からＭＧ２６へ電力を供給する。
【００６２】
ＨＶ－ＥＣＵ１０６は、上述したインバータ１０２の制御の他に、所定のエンジン自動停
止条件が成立した場合にエンジン２を自動停止させるとともに、所定のエンジン自動始動
条件が成立した場合にエンジン２を自動始動させるエンジン自動停止始動制御を行なう。
このエンジン自動始動時には、ＨＶ－ＥＣＵ１０６は、プーリ１０に内蔵される電磁クラ
ッチを接続させるとともに、上述のように、インバータ１０２を制御して高電圧直流電源
１４０からＭＧ２６へ電力を供給してＭＧ２６を駆動させ、エンジン２をクランキングす
る。また、ＨＶ－ＥＣＵ１０６は、エンジン自動停止中においては、プーリ１０に内蔵さ
れる電磁クラッチを遮断させるとともに、上述のように、インバータ１０２を制御して高
電圧直流電源１４０からＭＧ２６へ電力を供給してＭＧ２６を駆動させ、補機類２０を駆
動させる。
【００６３】
次に、本実施形態における構成部品の車載位置について説明する。
【００６４】
図２は、本実施形態における構成部品の車載配置図である。
【００６５】
図２に示されるように、パワーコントロールユニット１００は、エンジンルーム４０内の
車両側方の客室４２側に配設される。パワーコントロールユニット１００のユニットケー
ス１１０は、１２Ｖ直流電源のみを有する既存車両における該１２Ｖ直流電源を配設する
バッテリトレイ（図示せず）に配置可能な大きさに形成され、パワーコントロールユニッ
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ト１００は、該バッテリトレイ上に配設される。
【００６６】
また、高電圧直流電源１４０及び低電圧直流電源１５０は、車両後部に搭載される。
【００６７】
次に、本実施形態におけるパワーコントロールユニット１００の構造について詳細に説明
する。
【００６８】
図３は、本実施形態におけるパワーコントロールユニット１００の縦断面を示す図である
。図４は、カバー１２６を取り外した状態でのパワーコントロールユニット１００の正面
図である。図５は、カバー１２６を取り付けた状態でのパワーコントロールユニット１０
０の正面図である。図６は、カバー１２６の斜視図である。図７は、図６におけるＡ－Ａ
線縦断面図である。
【００６９】
ユニットケース１１０は、金属等の導電性材料で成形される上側ケース１１０ａとケース
本体１１０ｂとから成り、上側ケース１１０ａが鉛直上方に向けてケース本体１１０ｂに
対して脱着可能に固着される。上側ケース１１０ａとケース本体１１０ｂとは、一端が上
側ケース１１０ａの外部に接続され、他端がケース本体１１０ｂの外部に接続される金属
製のバスバー１１８により、互いに通電可能とされる。また、上側ケース１１０ａの上面
には、アース端子１１２が一体に形成される。
【００７０】
ユニットケース１１０内では、インバータ１０２の鉛直下方にＤＣ／ＤＣコンバータ１０
４が内蔵される。インバータ１０２のマイナス側端子は接点１１４ａにて上側ケース１１
０ａに接続され、ＤＣ／ＤＣコンバータ１０４のマイナス側端子は接点１１４ｂにてケー
ス本体１１０ｂに接続される。したがって、上述のように、アース端子１１２が形成され
る上側ケース１１０ａとケース本体１１０ｂとが通電可能に接続されているので、インバ
ータ１０２とＤＣ／ＤＣコンバータ１０４とは、ユニットケース１１０を介して、共通の
アース端子１１２に接続されることとなる。共通のアース端子１１２からは図示しない接
続線によって、車体側にアースが取られる。
【００７１】
略Ｌ字状に形成されたバスバー１６０ａ、１６０ｂ、１６０ｃ（Ｕ相、Ｖ相、Ｗ相）は、
一端部がインバータ１０２に接続され、他端部が上側ケース１１０ａの上面に穿設される
開口部１２０を挿通して上側ケース１１０ａの上面より突出し、その先端部がユニットケ
ース側方（車両前方）に向かうように延設されて、端子部１６２ａ、１６２ｂ、１６２ｃ
（Ｕ相、Ｖ相、Ｗ相）を形成する。端子部１６２ａ、１６２ｂ、１６２ｃには、ＭＧ２６
のステータコイル（図示せず）のＵ相、Ｖ相、Ｗ相各相からの電力線１３１ａ、１３１ｂ
、１３１ｃが結線され、インバータ１０２とＭＧ２６とが接続される。
【００７２】
開口部１２０は、端子部１６２ａ、１６２ｂ、１６２ｃの鉛直上方視面積の総和より大き
い開口面積を有し、上側ケース１１０ａの脱着時に、端子部１６２ａ、１６２ｂ、１６２
ｃが挿通可能に穿設されている。
【００７３】
端子部１６２ａ、１６２ｂ、１６２ｃと上側ケース１１０ａとの間には、ユニットケース
１１０側方方向にスライドさせて出し入れ可能で、さらに、端子部１６２ａ、１６２ｂ、
１６２ｃを支持しつつ開口部１２０を被覆する端子台１２２が設置される。
【００７４】
端子部１６２ａ、１６２ｂ、１６２ｃの鉛直上方には、端子部１６２ａ、１６２ｂ、１６
２ｃの外部上方を被覆するカバー１２６が取り付けられる。図６および図７に示されるよ
うに、カバー１２６には、組み付け方向を誤って組み付けることを防止すべく、突起１２
７と、上側ケース１１０ａに形成される凸部に噛合する窪み１２８とが形成される。
【００７５】
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上側ケース１１０ａの上面には、低電圧直流電源１５０の正極端子１５２が、カバー１５
４に被覆されて取り付けらている。カバー１５４の上面には、定格電圧１２Ｖであること
を作業者に明確に伝えるべく、「＋１２Ｖ」の表記がなされる。
【００７６】
インバータ１０２とＤＣ／ＤＣコンバータ１０４との間には冷却手段としての冷却水路１
８０が設けられる。冷却水路１８０へは、配管１８０ａから冷却水が注入され、配管１８
０ｂから外部へ排出される。
【００７７】
パワーコントロールユニット１００は、車載機器としての電流センサ１９０、温度センサ
１９２、シャシーＥＣＵ１９４、エンジンＥＣＵ１９６等と接続する為のコネクタ１７０
ａ、１７０ｂ、１７０ｃ、１７０ｄを備える。コネクタ１７０ａ～１７０ｃは、それらが
接続される電流センサ、温度センサ、シャシーＥＣＵ等の作動電圧が１２Ｖで等しい為、
一体化ケース１７２に収納されている。一体化ケース１７２は、上側ケース１１０ａの上
面に脱着可能に取り付けられており、パワーコントロールユニット１００内部と一体化ケ
ース１７２とを接続するハーネス１７４は、ケース本体１１０ｂの側壁よりパワーコント
ロールユニット１００内部に挿入されている。
【００７８】
また、コネクタ１７０ｅは、パワーコントロールユニット１００内の界磁回路とＭＧ２６
のロータに巻回される界磁コイルとを接続する為のものであり、電力線１３３の被覆は山
吹色に着色されている。
【００７９】
尚、ここでの上側ケース１１０ａは第１ケース部材に相当し、ケース本体１１０ｂは第２
ケース部材に相当するものである。
【００８０】
以上説明した実施形態によれば、以下の効果が得られる。
・インバータ１０２とコンバータ１０４とが、導電性部材で成形されるユニットケース１
１０を介して共通のアース端子１１２に接続されるので、インバータ１０２とコンバータ
１０４との各々に車体に対して接続するアース線が不要となる。その結果、部品点数の減
少や配索構造の簡素化が図られ、製造コストを低減することができ、また、作業性を向上
させることができる。
・インバータ１０２やコンバータ１０４は作動中に熱を発生する為、冷却する必要性があ
るが、インバータ１０２とコンバータ１０４との間に冷却水路１８０を備えることによっ
て、インバータ１０２とコンバータ１０４との両者を冷却することができるので、冷却構
造の簡素化を図ることができる。
・アース端子１１２がユニットケース１１０の鉛直上面に形成されるので、作業性を向上
させることができる。
・ユニットケース１１０の鉛直上面に端子部１６２ａ～１６２ｃが配設されるので、端子
部１６２ａ～１６２ｃと電力線１３１ａ～１３１ｂとの結線作業時における作業性が向上
する。
・端子部１６２ａ～１６２ｃがユニットケース１１０の鉛直上面より突出しているので、
電力線１３１ａ～１３１ｂとの結線作業が向上する。さらに、端子部１６２ａ～１６２ｃ
はユニットケース１１０側方に向けて延設されるので、端子部１６２ａ～１６２ｃと電力
線１３１ａ～１３１ｂとが結線された状態において、電力線１３１ａ～１３１ｂが鉛直上
方へ孕むことがなく、端子部１６２ａ～１６２ｃ周辺のコンパクト化を図ることができる
とともに、結線作業時における作業性が向上する。
・ユニットケース１１０が上側ケース１１０ａとケース本体１１０ｂとで構成され、上側
ケース１１０ａが鉛直上方に向けてケース本体１１０ｂに対して脱着可能であるので、上
側ケース１１０ａを鉛直上方へ向けてケース本体１１０ｂから取り外すことで、容易にメ
ンテナンス等を行なうことができ、サービス作業性が向上する。また、上側ケース１１０
ａの脱着時には、端子部１６２ａ～１６２ｃを支持する端子台１２２を、端子部１６２ａ
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～１６２ｃと上側ケース１１０ａの鉛直上面との間からユニットケース１１０側方にスラ
イドさせて取り出すことで、端子台１２２によって被覆されていた開口部１２０が開口し
、端子部１６２ａ～１６２ｃが干渉することなく、上側ケース１１０ａの脱着作業を行な
うことができる。また、上側ケース１１０ａを取り付ける際に、端子台１２０を、端子部
１６２ａ～１６２ｃと上側ケース１１０ａの鉛直上面との間にユニットケース１１０側方
よりスライドさせて挿入するという容易な作業を行なうだけで、上側ケース１１０ａ取り
付け後において、端子部１６２ａ～１６２ｃの支持と、開口部１２０からの異物や水等の
侵入防止と、を両立する構成が得られる。
・パワーコントロールユニット１００と接続される車載機器との結線用コネクタ１７０ａ
～１７０ｃを一体化ケース１７２に収めることで、パワーコントロールユニット１００の
コンパクト化を図ることができ、また、作業性が向上する。さらに、一体化ケース１７２
をユニットケース１１０に対して脱着可能であるので、上側ケース１１０ａの脱着時等の
作業性が向上する。さらに、作動電圧が等しい車載機器との結線用コネクタ同士が一体化
されるので、作業性がより一層向上する。
・カバー１２６には、突起１２７と、上側ケース１１０ａに形成される凸部に噛合する窪
み１２８とが形成されるので、カバー１２６の取り付け方向を誤って取り付けることを回
避することができる。
・ユニットケース１１０は、エンジンルーム内車両側方のバッテリトレイに配置可能な大
きさに形成されるので、２電源系をを備える車両と、１つの電源のみを備える車両とでエ
ンジンルーム内の設計変更を最小限とすることができる。
・ユニットケース１１０に、低電圧直流電源１５０（定格電圧１２Ｖ）の正極端子を取り
付けたので、例えば、１２Ｖ直流バッテリを備える他車両から電力の供給を受けてエンジ
ンを始動させる（所謂、ジャンパースタート）等の場合においても、作業者に戸惑いを与
えることを抑制することができる。
・定格電圧１２Ｖ系における接続線の被覆と定格電圧３６Ｖ系における接続線の被覆とで
色を異ならせることで、両電圧系に対する識別が容易となり作業性が向上する。また、定
格電圧３６Ｖにおいては、人体に有害でないが危険ではある為、接続線１３１ａ～１３１
ｃ、１３０ｂ、１３０ｃ、１３３は山吹色の被覆とすることで、人体に有害でないが危険
ではあることを明確に示唆することができる。
［その他の実施の形態］
・上記実施形態では、上側ケース１１０ａとケース本体１１０ｂとの通電をバスバー１１
８によって可能とした例を示したが、上側ケース１１０ａとケース本体１１０ｂとの接続
部において、金属同士で直接接続される金属タッチ部を形成してもよい。なお、この場合
、接続部の一部に金属タッチ部を形成し、他の部位はシール部として構成すれば、接続部
におけるシール性を確保するとともに、バスバー等の別部品を使用することなく上側ケー
ス１１０ａとケース本体１１０ｂとの通電を可能とすることができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本実施形態における車両のシステム構成図である。
【図２】本実施形態における構成部品の車載配置図である。
【図３】本実施形態におけるパワーコントロールユニット１００の縦断面を示す図である
。
【図４】カバー１２６を取り外した状態でのパワーコントロールユニット１００の正面図
である。
【図５】カバー１２６を取り付けた状態でのパワーコントロールユニット１００の正面図
である。
【図６】カバー１２６の斜視図である。
【図７】図６におけるＡ－Ａ線縦断面図である。
【符号の説明】
２６　ＭＧ
４０　エンジンルーム
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４２　客室
１００　パワーコントロールユニット
１０２　インバータ
１０４　ＤＣ／ＤＣコンバータ
１１０　ユニットケース
１１０ａ　上側ケース（第１ケース部材）
１１０ｂ　ケース本体（第２ケース部材）
１１２　アース端子
１１８　バスバー
１２０　開口部
１２２　端子台
１２６　カバー
１３０ｂ、１３０ｃ　第１電源系における接続線
１３０ｄ　第２電源系における接続線
１３１ａ～１３１ｃ　電力線
１４０　高電圧電源（定格電圧３６Ｖ）
１５０　低電圧電源（定格電圧１２Ｖ）
１６２ａ～１６２ｃ　端子部
１７０ａ～１７０ｅ　コネクタ
１７２　一体化ケース
１８０　冷却水路
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【 図 ３ 】 【 図 ４ 】

【 図 ５ 】 【 図 ６ 】
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【 図 ７ 】
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