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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】統合された取り付け及び冷却装置、電子装置並
びに車両を提供する。
【解決手段】統合された取り付け及び冷却の装置１０が
、冷却されるべき電子部品を受け止めるように構成され
た第１の取り付け面１１を有するハウジング本体１３を
備え、ハウジング本体１３は、第１の取り付け面１１の
下方においてハウジング本体１３を通って延びる放熱チ
ャネル２８を有する。冷却フィン３６の並びが、放熱チ
ャネル内２８に配置されている。装置１０は、電子部品
のための取り付け面、電子部品のためのハウジング及び
電子部品の冷却のためのヒートシンクとして機能する。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　冷却されるべき複数の第１の電子部品を受け止めるように構成された第１の取り付け面
（１１）を定めるハウジング本体（１３）を備え、前記ハウジング本体（１３）が、前記
第１の取り付け面（１１）の下方において前記ハウジング本体（１３）を通って延びる放
熱チャネル（２８）をさらに定めているハウジング（１２）と、
　前記放熱チャネル（２８）に配置された冷却フィン（３６）の並び（３４）と
を備え、
　前記ハウジング本体（１３）が、前記冷却フィン（３６）から前記放熱チャネル（２８
）を通過する第１の冷却流体に熱を伝えるために、前記第１の電子部品から前記冷却フィ
ン（３６）に熱を導くように構成されている装置（１０）。
【請求項２】
　前記ハウジング本体（１３）が、前記ハウジング本体（１３）を通って延びる少なくと
も１つの冷却チャネル（３８）を定め、前記少なくとも１つの冷却チャネル（３８）が、
前記第１の冷却流体とは異なり、前記第１の冷却流体から流動に関して絶縁されている第
２の冷却流体を受け入れるように構成されている請求項１に記載の装置（１０）。
【請求項３】
　前記ハウジング本体（１３）が、冷却されるべき複数の第２の電子部品を受け止めるよ
うに構成された第２の取り付け面（２７）を定め、前記第１の取り付け面（１１）が、前
記ハウジング本体（１３）の上面に位置し、前記第２の取り付け面（２７）が、前記ハウ
ジング本体（１３）の下面に位置し、前記放熱チャネル（２８）が、前記第１の取り付け
面（１１）と前記第２の取り付け面（２７）との間に位置する請求項１に記載の装置（１
０）。
【請求項４】
　前記ハウジング本体（１３）が、第１および第２の凹所（１４、１６）を定め、前記第
１の取り付け面（１１）および前記第２の取り付け面（２７）が、前記第１および第２の
凹所（１４、１６）内に位置し、
　前記ハウジング本体（１３）が、前記複数の第１の電子部品および前記複数の第２の電
子部品を前記第１の取り付け面（１１）および前記第２の取り付け面（２７）にそれぞれ
取り付けるための前記ハウジング本体（１３）と一体のそれぞれのマウントを前記第１お
よび第２の凹所（１４、１６）内に定めている請求項３に記載の装置（１０）。
【請求項５】
　前記ハウジング本体（１３）が、一枚岩の金属体を備える請求項１に記載の装置（１０
）。
【請求項６】
　前記冷却フィン（３６）が、前記一枚岩の金属体と一体である請求項５に記載の装置（
１０）。
【請求項７】
　前記第１の取り付け面（１１）が、平坦であり、
　前記一枚岩の金属体が、おおむね矩形の平行六面体の形状であって、上面および下面、
前面および後面、ならびに左側面および右側面を備え、
　前記一枚岩の金属体が、前記上面に第１の凹所（１４）を定め、前記第１の凹所（１４
）は、前記第１の取り付け面（１１）および前記第１の取り付け面（１１）に垂直な少な
くとも２つの上部側壁によって少なくとも部分的に境界付けられており、前記少なくとも
２つの上部側壁は、前記一枚岩の金属体の前記前面および後面ならびに左側面および右側
面のうちの少なくとも２つの一部であり、
　前記放熱チャネル（２８）は、前記第１の取り付け面（１１）の下方において前記前面
から前記後面に前記一枚岩の金属体を通って延びており、前記放熱チャネル（２８）は、
前記第１の取り付け面（１１）と実質的に同一の広がりを有する請求項５に記載の装置（
１０）。
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【請求項８】
　前記ハウジング（１２）が、前記一枚岩の金属体の前記上面において前記少なくとも２
つの上部側壁の上縁に接続され、前記第１の凹所（１４）を少なくとも部分的に囲むよう
に構成された第１のカバー（２１）をさらに備える請求項７に記載の装置（１０）。
【請求項９】
　前記一枚岩の金属体が、冷却されるべき複数の第２の電子部品を受け止めるように構成
された第２の取り付け面（２７）を定め、前記第２の取り付け面（２７）は、平坦であり
、前記一枚岩の金属体の前記下面において前記第１の取り付け面（１１）から前記放熱チ
ャネル（２８）の反対側に位置し、
　前記一枚岩の金属体は、前記下面に第２の凹所（１６）を定め、前記第２の凹所（１６
）は、前記第２の取り付け面（２７）および前記第２の取り付け面（２７）に垂直な少な
くとも２つの下部側壁によって少なくとも部分的に境界付けられており、前記少なくとも
２つの下部側壁は、前記一枚岩の金属体の前記前面および後面ならびに左側面および右側
面のうちの少なくとも２つの一部であり、
　前記放熱チャネル（２８）は、前記第２の取り付け面（２７）の下方に位置し、前記第
２の取り付け面（２７）と実質的に同一の広がりを有する請求項７に記載の装置（１０）
。
【請求項１０】
　前記ハウジング（１２）が、
　前記一枚岩の金属体の前記上面において前記少なくとも２つの上部側壁の上縁に接続さ
れ、前記第１の凹所（１４）を少なくとも部分的に囲むように構成された第１のカバー（
２１）と、
　前記一枚岩の金属体の前記下面において前記少なくとも２つの下部側壁の上縁に接続さ
れ、前記第２の凹所（１６）を少なくとも部分的に囲むように構成された第２のカバー（
３３）と
をさらに備える請求項９に記載の装置（１０）。
【請求項１１】
　請求項９に記載の装置（１０）と、
　前記第１の取り付け面（１１）に添えられた前記複数の第１の電子部品と、
　前記第２の取り付け面（２７）に添えられた前記複数の第２の電子部品と
を備える電子装置（３５）であって、
　前記電子装置（３５）の出力が、少なくとも１つの動作の態様において、１０ｋＷ～３
０００ｋＷである電子装置（３５）。
【請求項１２】
　前記少なくとも１つの動作の態様のうちの１つ以上において電気の入力を前記出力に変
換するように構成されたＨブリッジ電力変換装置を備える請求項１１に記載の電子装置（
３５）。
【請求項１３】
　車両であって、
　走行モータおよび前記車両の移動のために前記走行モータを電気的に動作させるための
駆動システム、あるいは付属負荷および前記付属負荷を電気的に動作させるための付属シ
ステム、の少なくとも一方を備え、
　前記駆動システムまたは前記付属システムの少なくとも一方が、請求項１１に記載の電
子装置（３５）を備え、前記車両の総計の運転重量が、少なくとも１５０メートルトンで
ある車両。
【請求項１４】
　請求項７に記載の装置（１０）と、
　前記第１の取り付け面（１１）に添えられた前記複数の第１の電子部品と
を備える電子装置（３５）であって、
　前記電子装置（３５）の出力が、少なくとも１つの動作の態様において、１０ｋＷ～３
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０００ｋＷである電子装置（３５）。
【請求項１５】
　前記少なくとも１つの動作の態様のうちの１つ以上において電気の入力を前記出力に変
換するように構成されたＨブリッジ電力変換装置を備える請求項１４に記載の電子装置（
３５）。
【請求項１６】
　車両であって、
　走行モータおよび前記車両の移動のために前記走行モータを電気的に動作させるための
駆動システム、あるいは付属負荷および前記付属負荷を電気的に動作させるための付属シ
ステム、の少なくとも一方を備え、
　前記駆動システムまたは前記付属システムの少なくとも一方が、請求項１４に記載の電
子装置（３５）を備え、前記車両の総計の運転重量が、少なくとも１５０メートルトンで
ある車両。
【請求項１７】
　請求項５に記載の装置と、
　前記第１の取り付け面（１１）に添えられた前記複数の第１の電子部品と
を備える電子装置（３５）であって、
　前記電子装置（３５）の出力が、少なくとも１つの動作の態様において、１０ｋＷ～３
０００ｋＷである電子装置（３５）。
【請求項１８】
　前記少なくとも１つの動作の態様のうちの１つ以上において電気の入力を前記出力に変
換するように構成されたＨブリッジ電力変換装置を備える請求項１７に記載の電子装置（
３５）。
【請求項１９】
　車両であって、
　走行モータおよび前記車両の移動のために前記走行モータを電気的に動作させるための
駆動システム、あるいは付属負荷および前記付属負荷を電気的に動作させるための付属シ
ステム、の少なくとも一方を備え、
　前記駆動システムまたは前記付属システムの少なくとも一方が、請求項１７に記載の電
子装置（３５）を備え、前記車両の総計の運転重量が、少なくとも１５０メートルトンで
ある車両。
【請求項２０】
　請求項１に記載の装置（１０）と、
　前記第１の取り付け面（１１）に添えられた前記複数の第１の電子部品と
を備える電子装置（３５）であって、
　前記電子装置（３５）の出力が、少なくとも１つの動作の態様において、１０ｋＷ～３
０００ｋＷである電子装置（３５）。
【請求項２１】
　前記少なくとも１つの動作の態様のうちの１つ以上において電気の入力を前記出力に変
換するように構成されたＨブリッジ電力変換装置を備える請求項２０に記載の電子装置（
３５）。
【請求項２２】
　車両であって、
　走行モータおよび前記車両の移動のために前記走行モータを電気的に動作させるための
駆動システム、あるいは付属負荷および前記付属負荷を電気的に動作させるための付属シ
ステム、の少なくとも一方を備え、
　前記駆動システムまたは前記付属システムの少なくとも一方が、請求項２０に記載の電
子装置（３５）を備え、前記車両の総計の運転重量が、少なくとも１５０メートルトンで
ある車両。
【請求項２３】
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　冷却されるべき複数の電子部品を受け止めるように構成された平坦な取り付け面を定め
る一枚岩の金属体を備え、前記一枚岩の金属体が、前記平坦な取り付け面の下方において
前記一枚岩の金属体を通って延びる放熱チャネル（２８）をさらに定めているハウジング
と、
　前記放熱チャネル（２８）に配置された冷却フィン（３６）の並び（３４）と
を備え、
　前記一枚岩の金属体が、前記冷却フィン（３６）から前記放熱チャネル（２８）を通過
する第１の冷却流体に熱を伝えるために、前記電子部品から前記冷却フィン（３６）に熱
を導くように構成され、
　前記一枚岩の金属体が、おおむね矩形の直平行六面体の形状であり、上面および下面、
前面および後面、ならびに左側面および右側面を備え、
　前記一枚岩の金属体が、前記上面に第１の凹所を定め、前記第１の凹所は、前記平坦な
取り付け面および前記平坦な取り付け面に垂直な少なくとも２つの上部側壁によって少な
くとも部分的に境界付けられており、前記少なくとも２つの上部側壁は、前記一枚岩の金
属体の前記前面および後面ならびに左側面および右側面のうちの少なくとも２つの一部で
あり、
　前記放熱チャネル（２８）は、前記平坦な取り付け面の下方において前記前面から前記
後面に前記一枚岩の金属体を通って延びており、前記放熱チャネル（２８）は、前記平坦
な取り付け面と実質的に同一の広がりを有する装置。
【請求項２４】
　請求項２３に記載の装置と、
　前記平坦な取り付け面に添えられた前記複数の電子部品と
を備える電子装置（３５）であって、
　前記電子装置（３５）の出力が、少なくとも１つの動作の態様において、１０ｋＷ～３
０００ｋＷである電子装置（３５）。
【請求項２５】
　車両であって、
　走行モータおよび前記車両の移動のために前記走行モータを電気的に動作させるための
駆動システム、あるいは付属負荷および前記付属負荷を電気的に動作させるための付属シ
ステム、の少なくとも一方を備え、
　前記駆動システムまたは前記付属システムの少なくとも一方が、請求項２４に記載の電
子装置（３５）を備え、前記車両の総計の運転重量が、少なくとも１５０メートルトンで
ある車両。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明の実施形態は、概して、冷却システムに関する。他の実施形態は、車両の制御／
駆動用電子機器の冷却システムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　露天掘り鉱山から掘り出された重い荷物を運ぶために使用される採掘車両など、大型の
オフハイウェイ車両（「ＯＨＶ」）は、エネルギ効率に優れた方法で車両を推進または減
速させるために、モータ付きの車輪を採用することができる。いくつかのそのような車両
においては、この効率が、大馬力のディーゼルエンジンを、オルタネータ、ならびに主走
行インバータおよび車両の後輪に収容された１対の車輪駆動アセンブリを備えることがで
きる電気駆動システムと併せて使用することによって得られる。ディーゼルエンジンの駆
動シャフトが、オルタネータに機械的に連結され、オルタネータを駆動して電気を発生さ
せる。オルタネータによって生み出された電気が、主走行インバータに導かれ、主走行イ
ンバータが、制御された電圧および周波数を有する電力を、２つの車輪駆動アセンブリの
電気駆動モータに供給する。各々の車輪駆動アセンブリは、該当の駆動モータの回転のエ
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ネルギを後輪にもたらされる大トルク／低速回転のエネルギの出力に変換する遊星歯車伝
達装置を収容している。
【０００３】
　ＯＨＶにおける使用に適した電力変換装置として、例えば、電力変圧器を介して接続さ
れた２つの全半導体ブリッジを特徴とする絶縁双方向Ｈブリッジコンバータが挙げられる
。そのようなコンバータは、一次側および二次側の電圧を或る範囲内で変化させつつ、両
方向に電力を伝えることができ、出力ＡＣ波形を生み出すべく交互の様相で駆動回路によ
ってオン／オフ切り替えされる電力素子を備えることができる。電力素子として、絶縁ゲ
ート型バイポーラトランジスタ（ＩＧＢＴ）、パワーＢＪＴトランジスタ、パワーＭＯＳ
ＦＥＴ、集積ゲート転流式サイリスタ（ＩＧＣＴ）、ゲートターンオフサイリスタ（ＧＴ
Ｏ）、などを挙げることができる。
【０００４】
　したがって、容易に理解されるとおり、ＯＨＶおよび他の車両は、機械的なエネルギの
電気エネルギへの変換の制御および管理ならびに車両の走行モータへの電力の供給の制御
に利用される電力および制御の電子機器を含むことができる。これらの電力および制御の
電子機器は、その構成部品の取り付けおよび保護のためのパッケージングシステム、なら
びに寿命の最長化および適切な動作の保証のための冷却システムをさらに必要とする。
【０００５】
　電力および制御の電子機器のパッケージングおよび冷却のための既存のシステムおよび
方法は、典型的には、電力および制御の電子機器をプラスチック製のハウジングアセンブ
リ内にパッケージングし、別途設置される外部のヒートシンクを利用して構成部品を冷却
することに頼っている。しかしながら、そのような電力および制御の電子機器のパッケー
ジングおよび冷却のための既存のシステムおよび方法は、コスト高になり、組み立てが面
倒になり、公差の累積の問題に悩まされる可能性がある。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】米国特許第８，１６５，７３７号明細書
【発明の概要】
【０００７】
　一実施形態において、装置（例えば、電子装置の電子部品の取り付けおよび冷却の装置
）が、ハウジングおよび冷却フィンの並びを備える。ハウジングは、冷却されるべき複数
の電子部品を受け止めるように構成された第１の取り付け面を定めるハウジング本体を備
える。ハウジング本体は、第１の取り付け面の下方においてハウジング本体を通って延び
る放熱チャネルをさらに定める。冷却フィンの並びが、放熱チャネル内に配置される。ハ
ウジング本体は、装置が複数の電子部品を取り付け面に添えて電子装置の一部として設置
されたときに、電子部品からの熱を冷却フィンに導き、その熱を冷却フィンから放熱チャ
ネルを通過する第１の冷却流体（例えば、空気）に放熱するように構成される。
【０００８】
　一態様によれば、ハウジング本体が、例えば鋳造または機械加工によって形成され、電
子部品のための取り付け面、電子部品のためのハウジング、および電子部品の冷却のため
のヒートシンクとして機能する一枚岩の金属体であってよい。
【０００９】
　本発明を、実施形態（ただし、これらに限られるわけではない）についての以下の説明
を、添付の図面を参照しつつ検討することによって、よりよく理解できるであろう。
【図面の簡単な説明】
【００１０】
【図１】本発明の実施形態による取り付け／冷却装置の概略の正面図である。
【図２】図１の装置の概略の上面図である。
【図３】図１の装置の概略の斜視図である。
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【図４】取り付け／冷却装置の別の実施形態の概略の正面図である。
【図５】取り付け／冷却装置の別の実施形態の概略の上面図である。
【図６】図５の装置の概略の正面図である。
【図７】取り付け／冷却装置の別の実施形態の概略の正面図である。
【図８】取り付け／冷却装置の別の実施形態の概略の正面図である。
【図９】本発明の実施形態による電子装置の上方からの斜視図である。
【図１０】図９の電子装置の下方からの斜視図である（内部の構成部品を示すために一部
分が切除されている）。
【図１１】図９の電子装置の後面図である。
【図１２】本発明の実施形態による車両の概略図である。
【発明を実施するための形態】
【００１１】
　以下で、本発明の典型的な実施形態（その例が、添付の図面に示されている）を、詳細
に説明する。可能であれば、図面の全体を通して使用されている同じ参照符号は、同じま
たは類似の部分を指している。本発明の実施形態が、車両の制御／駆動用電子機器に関し
て説明されるが、実施形態は、制御／駆動用電子機器全般に等しく適用可能であり、その
ような制御／駆動用電子機器を使用する任意の種類の車両または機械に等しく適用可能で
ある。例えば、本発明の態様を取り入れてなる電子装置は、鉄道車両、採鉱運搬トラック
、鉱業において利用される地下の機械類、船舶、定置の発電機、油圧破砕リグ、などにお
ける使用に適用可能であってよい。本明細書において使用されるとき、「電子部品」は、
電気を用いるように構成された装置またはその関連分野を指す。「電力電子部品」は、電
力を制御および／または変換するように構成された部品を指す。例として、特定のダイオ
ード、ＩＧＢＴおよび他のトランジスタ、母線、コンデンサ、などが挙げられる。「制御
電子部品」は、電力の変換または伝達を制御するように構成された部品を指す。例として
、制御カード、電流および電圧センサ、トランジスタの切り替えのためのゲートドライバ
、などが挙げられる。電力電子部品は、制御電子部品（例えば、ミリアンペアおよびミリ
ボルト）よりも比較的高い電力の定格（例えば、数百ボルトおよび数十アンペア、あるい
はそれ以上）で動作することができる。「電子装置」は、電子部品を含む装置を指す。
【００１２】
　本発明の実施形態は、電子装置のための装置であって、（ｉ）電子装置の電子部品のた
めのハウジング、（ｉｉ）電子部品を冷却するためのヒートシンク、および（ｉｉｉ）電
子部品のための取り付け面として機能する装置に関する。例えば、装置は、ハウジング本
体（例えば、一枚岩の金属体）と、冷却フィンの並びとを備えることができる。ハウジン
グ本体が、複数の電子部品を受け止めるように構成された取り付け面と、第１の取り付け
面の下方において本体を通って延びる放熱チャネルとを定める。冷却フィンの並びが、放
熱チャネル内に配置される。取り付け面は、電子部品を囲うようにカバーによって覆われ
てよい本体内の凹所に位置することができる。稼働時、装置が電子装置（電子部品が取り
付け面に取り付けられ、回路にて適切に相互接続されている）の一部として用いられるよ
うに配置されたとき、電子部品からの熱が、ハウジング本体を通って冷却フィンに導かれ
、放熱チャネルを通過する冷却流体（例えば、空気）に伝達される。
【００１３】
　図１～図３が、電子装置の電子部品のためのヒートシンク、取り付け面、およびハウジ
ングとして機能する電子装置のための装置１０の第１の実施形態を示している。装置１０
は、ハウジング本体１３を有するハウジング１２を備える。ハウジング本体１３は、冷却
されるべき複数の第１の電子部品（例えば、後述のように、図９に示される部品２２を参
照）を受け止めるように構成された第１の取り付け面１１を定めている。すなわち、取り
付け面１１が、例えば同一平面の関係にて取り付け面１１に取り付けられる複数の電子部
品に合わせて寸法付けられている。さらに、ハウジング本体１３は、第１の取り付け面１
１の下方においてハウジング本体を通って延びる放熱チャネル２８も定めている。装置１
０は、放熱チャネル２８内に配置された冷却フィン３６の並び３４をさらに備える。ハウ
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ジング本体１３は、装置が電子装置の一部であり、電子装置が稼働しているときに、電子
部品からの熱を冷却フィン３６に導き、その熱を冷却フィン３６から放熱チャネル２８を
通過する第１の冷却流体１７（例えば、空気）に伝えるように構成されている。
【００１４】
　一実施形態においては、ハウジング本体１３が金属体であり、すなわちハウジング本体
が金属からなっている。別の実施形態においては、ハウジング本体が、例えば鋳造または
機械加工によって形成された一枚岩の金属体である。したがって、そのような実施形態に
おいては、本体が金属からなり、本体のすべての部分が、同じ金属片（ブロックまたは鋳
物）で形成されている。いずれの場合（一枚岩の金属体、またはより一般的な金属体）も
、金属は、銀、銅、アルミニウム、または比較的高い熱伝導率を有する別の金属、あるい
はこれらの合金であってよい。冷却フィン３６を、異なる（または、同じ）材料で製作し
、ハウジング本体１３に取り付けることが可能である。あるいは、ハウジング本体が一枚
岩の金属体である場合には、フィンとハウジング本体とが同じ金属片で形成されるように
、冷却フィン３６が、例えば鋳造、機械加工、または他の方法で一枚岩の金属体と一緒に
形成され、一枚岩の金属体と一体であってよい。
【００１５】
　別の実施形態（ハウジングが、一枚岩の金属製のハウジング本体、より一般的には金属
製のハウジング本体、あるいはさらに一般的にはハウジング本体を備える場合に適用でき
る）においては、第１の取り付け面１１が、平坦である。ハウジング本体１３は、通常は
矩形の直平行六面体の形状であり、すなわち上面および下面、前面３０および後面３２、
ならびに左側面および右側面を備え、その各々が、それぞれの平坦部と、少なくとも一部
分が真っ直ぐである４つの辺とを備える。ハウジング本体は、上面に第１の空洞または凹
所１４を定めている。第１の凹所１４は、少なくともその一部が、第１の取り付け面１１
ならびに第１の取り付け面１１に垂直な少なくとも２つの上部側壁１９ａ、１９ｂ、１９
ｃによって境界付けられている（図１～図３は、３つの側壁を有する実施形態を示してい
るが、ハウジング本体は、２つの側壁１９ａ、１９ｃを備えても、あるいは４つの側壁（
例えば、側壁１９ａ、１９ｂ、１９ｃ、および側壁１９ｂと同様であるが、側壁１９ａ、
１９ｃの開放端を接続する第４の側壁）を備えてもよい）。上部側壁は、ハウジング本体
の前面および後面ならびに左側面および右側面のうちの少なくとも２つの一部である。放
熱チャネル２８は、第１の取り付け面１１の下方において前面から後面にハウジング本体
１３を通って延びている。電子部品から冷却フィンへの熱伝達を促進するために、放熱チ
ャネルは、第１の取り付け面と実質的に同一の広がりを有することができ、すなわち上面
図の観点（例えば、図２を参照）から、放熱チャネルが第１の取り付け面の少なくとも７
５％について広がる。放熱チャネルは、おおむね矩形の直平行六面体の形状であってよい
。
【００１６】
　別の実施形態においては、図４を参照すると、ハウジング１２が、ハウジング本体の上
面において上部側壁１９ａ、１９ｂ、１９ｃの上縁に接続されるように構成された第１の
カバー２１をさらに備え、このカバーが、ハウジング本体に取り付けられたときに第１の
凹所１４を少なくとも部分的に囲む。
【００１７】
　別の実施形態においては、図５および６を参照すると、ハウジング本体１３が、ハウジ
ング本体を通って延びる少なくとも１つの冷却チャネル３８を定めている。冷却チャネル
（１つ、または複数）を、第１の冷却流体１７とは異なり、かつ／または第１の冷却流体
１７から流動に関して絶縁された第２の冷却流体２５を、受け入れるように構成すること
ができる。例えば、第２の冷却流体２５が、（例えば車両のエンジン冷却系からもたらさ
れ、車両のエンジン冷却系に戻される）液体であってよく、第１の冷却流体が、（例えば
ブロワからもたらされ、大気に戻される）空気であってよい。冷却チャネルを、ハウジン
グ本体の一方の側から別の側に（例えば、前面から後面に）ハウジング本体を通って延ば
すことができ、（例えば）鋳造プロセスによってハウジング本体の一部として形成するこ
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とができ、あるいは例えば穿孔作業によって貫通孔としてハウジング本体に加工すること
ができる。冷却チャネル３８は、第２の冷却流体を受け取る冷却パイプ４０（図１０を参
照）を収容することができ、例えば冷却パイプを、ハウジング本体の材料とは異なり、第
２の冷却流体との相互作用に関して異なる材料特性（例えば、耐食性）をもたらす材料で
製作することができる。
【００１８】
　別の実施形態（やはり、ハウジングが、一枚岩の金属製のハウジング本体、より一般的
には金属製のハウジング本体、あるいはさらに一般的にはハウジング本体を備える場合に
適用できる）においては、図７に目を向けると、ハウジング本体１３が、冷却されるべき
複数の第２の電子部品２９（後述のように、他の図に示されている）を受け止めるように
構成された第２の取り付け面２７を定めている。第２の取り付け面２７は、第１の取り付
け面の反対側において放熱チャネル２８を覆うように配置され、すなわち第１の取り付け
面が、ハウジング本体の上面にあり、第２の取り付け面が、ハウジング本体の下面にあり
、放熱チャネルが両者の間に位置する。ハウジング本体は、第１および第２の凹所１４、
１６を定めることができ、第１の取り付け面１１および第２の取り付け面２７が、第１お
よび第２のそれぞれの凹所１４、１６に配置される。第２の取り付け面２７は、平坦であ
ってよい。
【００１９】
　ハウジング本体が第１および第２の凹所に第１および第２の取り付け面を有する実施形
態においては、第２の凹所の少なくとも一部を、第２の取り付け面ならびに第２の取り付
け面に垂直な少なくとも２つの下部側壁３１ａ、３１ｂ、３１ｃによって境界付けること
ができる。下部側壁３１ａ、３１ｂ、３１ｃは、一枚岩の金属体の前面および後面ならび
に左側面および右側面のうちの少なくとも２つの一部である。放熱チャネルは、第２の取
り付け面の下方に配置されてよく、第２の取り付け面と実質的に同一の広がりを有するこ
とができる。
【００２０】
　ハウジング本体が第１および第２の凹所に第１および第２の取り付け面を有する別の実
施形態においては、図８を参照すると、ハウジングが、ハウジング本体の上面において上
部側壁の上縁に接続されるように構成され、第１の凹所１４を少なくとも部分的に囲む第
１のカバー２１と、ハウジング本体の下面において下部側壁の上縁に接続されるように構
成され、第２の凹所１６を少なくとも部分的に囲む第２のカバー３３とをさらに備える。
【００２１】
　本明細書における実施形態のいずれにおいても、第１および／または第２の凹所１４、
１６は、おおむね矩形の直平行六面体の形状であってよく、上面図の観点（例えば、図２
を参照）から、ハウジング本体の上面図における面積の少なくとも７０％（別の実施形態
においては、少なくとも８０％）を占めることができる。これは、所与のハウジング／装
置のサイズにおいて凹所内に収容できる電子装置の数を最大にする（あるいは、少なくと
も増加させる）。
【００２２】
　例えば図７および８に示されるような２つの取り付け面を持つハウジング本体の実施形
態において、ハウジング本体は、例えば図５および６に示されるような冷却チャネル３８
を備えることができる。
【００２３】
　別の実施形態は、本明細書に記載のとおりの装置１０を備える電子装置（例えば、電源
、電力変換装置、など）に関する。電子装置は、装置１０のハウジング本体の第１の取り
付け面に添えられた複数の第１の電子部品をさらに含む。ハウジング本体がさらに第２の
取り付け面を備える場合、電子装置は、第２の取り付け面に添えられた複数の第２の電子
部品をさらに含むことができる。第１の電子部品（さらに、存在するのであれば第２の電
子部品）を、動作の回路において互いに電気的に接続することができる。電子装置の出力
は、少なくとも動作の一態様において、１０ｋＷ～３０００ｋＷであってよい。これは、
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いくつかの実施形態において、装置１０が、取り付け、収容、および冷却に関して、比較
的高い電力レベル（数十アンペアおよび数百ボルト、あるいはそれ以上）で動作する比較
的大型の高出力の電子部品（パワートランジスタなど）に対応することを反映している。
【００２４】
　図９～図１１が、そのような電子装置３５の実施形態を示している。電子装置３５が、
装置１０を備え、装置１０が、第１の取り付け面１１および第１の凹所１４を定める実質
的に開いた上面を有するハウジング本体１３を備える。電子装置３５は、第１の取り付け
面１１に添えられた複数の第１の電子部品２２をさらに備える。ハウジング本体１３は、
第２の取り付け面２７および第２の凹所１６を定める実質的に開いた下面をさらに有する
こともでき、電子装置が、第２の取り付け面２７に添えられた複数の第２の電子部品２９
をさらに備えることができる（図１１を参照）。第１および／または第２の電子部品は、
同じ種類の部品であってよく、あるいは異なる電子部品、例えばＩＧＢＴモジュール、母
線、コンデンサ、などが存在してもよい。すなわち、「第１」および「第２」は、単に部
品の群を区別するための標識にすぎず、必ずしも部品が互いにすべて同じであることを意
味せず、大部分の電子装置においては、電源が備えられたときに１つ以上の指定の機能（
一形態から別の形態への電力の変換、など）を実行するように回路に相互接続された部品
の混合が存在すると考えられる。電子部品は、電力部品（比較的高い電力レベルを取り扱
うように定格付けられる）、制御部品（電力部品を制御するための部品）、小信号部品（
比較的小さい電力レベルを取り扱うように定格付けられる）、および／またはこれらの混
合を含むことができる。
【００２５】
　一実施形態においては、電子装置３５が、少なくとも１つの動作の態様において電気的
入力を異なる電気的出力（例えば、上述のように、１０ＫＷ～３０００ｋＷの出力）に変
換するように構成されたＨブリッジ電力変換装置の全体または一部を含む。Ｈブリッジ電
力変換装置の例は、ここでの言及によってその全体が本明細書に援用される２０１３年１
１月２１日付の米国特許出願公開第２０１３／０３０８３４４号Ａ１明細書において見付
けることができる。
【００２６】
　一実施形態においては、電子装置３５の第１および第２の凹所１４、１６を、取り付け
孔１８によってハウジング本体１３に固定することができるカバー（図８に示されるとお
りのカバー２１、３３を参照）によって完全または少なくとも実質的に囲むことができる
。
【００２７】
　図９に最もよく示されているとおり、装置１０は、冷却されるべき種々の電子部品２２
、２９の収容および取り付けのための種々の構造的特徴を備える（この機能を果たすため
の構造的特徴を、広く「マウント」と称する）。マウントは、ハウジング本体１３に添え
られるべき種々の電子部品の形状に対応したねじ山が設けられた柱２４および座２６を備
えることができる。電子部品を、ねじまたは他の固定具、接着剤、はんだ、などによって
ハウジング本体１３に取り付けることができる。第１および第２の凹所１４、１６（すな
わち、取り付け面および関連の側壁）の一方または両方が、マウントを備えることができ
、かつ／または第１および第２の凹所が、同じマウントの構成または異なるマウントの構
成を有することができる。一実施形態においては、ねじ山が設けられた柱２４、座２６、
および他のマウントが、ハウジング本体１３と一体に形成されている。例えば、凹所１４
、１６およびマウントを含むハウジング本体１３を、単一の一体的なユニット（例えば、
一枚岩の金属体）として鋳造することができる。これに代え、あるいはこれに加えて、ハ
ウジング本体１３は、特定の電子部品を受け入れ、さらには／あるいは部品へのアクセス
を提供するために、ハウジング本体の面のうちの１つ以上に、１つ以上の切り欠きまたは
側壁の開口２０を備えることができる。
【００２８】
　上述のように、電子装置３５のハウジング本体１３は、ハウジング本体１３を通ってハ
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ウジング本体の前面３０から後面３２に延びる放熱チャネル２８を備える。チャネル２８
は、図１０（マウント、第２の凹所、および第２の取り付け面は、冷却フィンおよびチャ
ネルを示すために図１０においては部分的に省略されている）に最もよく示されているよ
うに、第１および第２の凹所１４、１６の中間（すなわち、間）に位置している。冷却フ
ィン３６の並び３４が、チャネル２８内に配置され、チャネル２８内を前側から後ろ側に
縦に延びている。一実施形態においては、フィン３６が波形とされ、あるいは他の方法で
複数の折り曲げを備える。
【００２９】
　電子装置３５の一実施形態においては、冷却フィン３６が、ハウジング本体１３と一緒
に鋳造または他の方法で一体に形成され、ハウジング本体１３と同じ材料から形成される
。別の実施形態においては、フィン３６が、ハウジング本体１３の材料とは異なる材料で
形成される。この構成においては、冷却フィン３６の並び３４を収容する放熱チャネル２
８を有するハウジング本体１３を備える装置１０が、流体によって冷却（例えば、空気で
冷却）されるヒートシンクとして機能する。特に、稼働時に、ハウジング本体１３の第１
および第２の凹所１４、１６に取り付けられた電子部品が、ハウジング本体１３、したが
ってフィン３６に熱を伝える。チャネル２８を通過する空気が、熱を消散させ、電子装置
３５から運び去ることで、電子装置を冷却するように機能する。
【００３０】
　電子装置の別の実施形態においては、装置の放熱部分が、ハウジング本体１３に鋳造さ
れ、あるいはハウジング本体１３に取り付けられた液冷式の構成であってもよい。冷却パ
イプ４０を囲む冷却チャネル３８を、放熱性能を助けるためにハウジング本体１３に取り
付けることも可能である。この実施形態において、放熱をさらに助けるために、冷却流体
をハウジングを通って循環させることができる。さらに、ハウジング本体１３は、放熱チ
ャネル２８の周囲に多数の冷却面を有し、種々の面における多数の部品の冷却を可能にす
ることができる。
【００３１】
　電子装置３５を、車両に組み込むことができる。例えば、一実施形態においては、車両
が、走行モータと、車両を移動させるために走行モータを電気的に動作させる駆動システ
ムと、駆動システムの一部である電子装置とを備える。別の実施形態においては、車両が
、付属負荷と、付属負荷を電気的に動作させるための付属システムと、付属システムの一
部である電子装置とを備える（「付属」は、この文脈において、車両を移動させるための
走行システム以外を意味する）。別の実施形態においては、車両が、走行モータと、車両
を移動させるために走行モータを電気的に動作させる駆動システムと、駆動システムの一
部である第１の電子装置３５と、付属負荷と、付属負荷を電気的に動作させるための付属
システムと、付属システムの一部である第２の電子装置３５とを備える。これらの実施形
態（あるいは、本明細書に記載のとおりの装置１０または電子装置３５を備える車両の他
の実施形態）のいずれにおいても、車両の総計の運転重量は、一態様において装置／電子
装置が大型車両の走行および／または付属負荷の動作に使用される種類の比較的大きな出
力に合わせて構成されることを反映し、少なくとも１５０メートルトンであってよい。
【００３２】
　図１２が、１つ以上の電子装置３５を組み込むことができる車両１００を示している。
車両１００は、車枠１１８および車枠に（例えば、車軸および懸架システムを介して）動
作可能に組み合わせられた複数の車輪１２０を備える。車輪１２０のうちの１つ以上は、
車両に動力をもたらす駆動システム１２２に接続された駆動輪であってよい。電気駆動シ
ステム１２２は、車両１００内に少なくとも部分的に収容され、エンジン１０６（例えば
、ディーゼルエンジン）によって機械的に駆動されるように接続された三相交流（ＡＣ）
発電機／オルタネータ１０８を備える。発電機１０８のＡＣ出力が、発電機／オルタネー
タ１０８のＡＣ出力を直流（ＤＣ）出力に変換するように構成された１つ以上の整流器１
１０に送られる。整流器１１０のＤＣ出力が、ＤＣバスに供給され、ＤＣバスが、（他の
負荷のなかでもとりわけ）一式のインバータ１１２、１１４に供給を行う。インバータ１
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１２、１１４は、ＤＣバスからのＤＣ電力を制御された三相の周波数可変のＡＣ電力に変
換するように構成される。インバータ１１２、１１４の出力が、（それぞれ）電気モータ
１０２、１０４に電気的に接続され、インバータ１１２、１１４によるＡＣ出力は、電気
モータ１０２、１０４の駆動に適した波形を有する。電気モータ１０２、１０４は、駆動
輪１２０に作用可能に接続される。例えば、モータ１０２、１０４は、三相ＡＣ誘導ホイ
ールモータであってよい。駆動システム制御ユニット１１６が、駆動システム１２２に電
気的に組み合わせられる。例えば、駆動システム制御ユニットを、インバータ１１２、１
１４に接続することができる。駆動システム制御ユニット１１６は、他の仕事のなかでも
とりわけ、所望のトルク要求信号を決定してインバータ１１２、１１４に送信するように
構成される。トルク要求信号が、インバータ１１２、１１４のための制御ユニットによっ
て処理され、モータ１０２、１０４を所望のトルク出力の大きさに、意図される車両の移
動の方向に対応する所望の回転方向に駆動する。電子装置３５は、整流器１１０、インバ
ータ１１２、１１４、などの一部であってよい。
【００３３】
　理解できるとおり、装置１０は、電子部品を冷却すると同時に、冷却すべき電子部品の
取り付け面および機械的なハウジングとしても機能する点で、多機能である。この方法で
、装置１０は、一体化されたヒートシンクおよびハウジングとして機能すると同時に、電
力および制御の電子機器ならびにそれらに関連するすべての他のハードウェアを取り付け
、収容し、保護し、冷却する。上述のように、いくつかの実施形態においては、冷却され
るべき部品を、ハウジング本体のどちらの面にも取り付けることができ、したがって電子
部品の同時の両面の強制的な空冷または他の冷却が可能である。
【００３４】
　さらに、装置の実施形態は、電力の電子機器、制御の電子機器、および電子装置に必要
な他のハードウェアのパッケージングに関する空間、構造、および冷却の問題に対処する
。より詳しくは、いくつかの実施形態が、採鉱運搬トラック、他のオフハイウェイ車両、
および他の大型車両の電気システムのインバータおよび二次Ｈブリッジに必要な電力およ
び制御の電子機器ならびに他のハードウェアの取り付け、機械的なパッケージング、およ
び冷却のための装置を提供する。
【００３５】
　装置の実施形態は、パッケージングのコストを下げるとともに、気流の封止を改善し、
ほこりおよび土による汚染を減らすことができる。さらに、単一のハウジング本体（例え
ば、鋳造によって形成される）がハウジング本体に取り付けられる電子部品の冷却および
パッケージの両方の機能を果たすがゆえに、装置の製造を既存の装置と比べて容易にする
ことができる。装置の実施形態が単一の一体化されたユニットであるため、装置が、多数
の部品を有し、したがって公差の累積の問題を抱える既存の装置と比べて、再現性がより
高い。これに関連して、ヒートシンク、ハウジング、および取り付け面の一体化によって
、（装置を備える）電子装置に必要な部品の数が削減される。さらに、一枚岩のハウジン
グ本体を有する実施形態においては、部品のハードウェア的な取り付けが簡単になり、パ
ッケージングに使用される標準的なプラスチック材料に対して重量の削減を実現すること
ができる。
【００３６】
　本発明の実施形態は、上述のように、例えば運搬トラック、機関車、および車両の総計
の運転重量が少なくとも１５０メートルトンである他の車両など、比較的大型の車両に適
用可能である。しかしながら、本発明をオフハイウェイ車両およびこの種の他の大型車両
に特に関連して説明したが、本発明の実施形態は、これらに限られるわけではないが電動
式のオフハイウェイ車両および自動車など、車両全般に適用可能である。
【００３７】
　一実施形態においては、装置が、ハウジングおよび冷却フィンの並びを備える。ハウジ
ングは、冷却されるべき複数の第１の電子部品を受け止めるように構成された第１の取り
付け面を定めるハウジング本体を備える。さらに、ハウジング本体は、第１の取り付け面
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の下方においてハウジング本体を通って延びる放熱チャネルを定める。冷却フィンの並び
が、放熱チャネル内に配置される。ハウジング本体は、冷却フィンから放熱チャネルを通
過する第１の冷却流体に熱を伝えるために、第１の電子部品から冷却フィンに熱を導くよ
うに構成される。
【００３８】
　装置の別の実施形態においては、ハウジング本体が、ハウジング本体を通って延びる少
なくとも１つの冷却チャネルを定める。少なくとも１つの冷却チャネルは、第１の冷却流
体とは異なり、第１の冷却流体から流動に関して絶縁された第２の冷却流体を、受け入れ
るように構成される。
【００３９】
　別の実施形態においては、ハウジング本体が、冷却されるべき複数の第２の電子部品を
受け止めるように構成された第２の取り付け面を定める。第１の取り付け面が、ハウジン
グ本体の上側に位置し、第２の取り付け面が、ハウジング本体の下側に位置し、放熱チャ
ネルが、第１の取り付け面と第２の取り付け面との間に位置する。
【００４０】
　装置の別の実施形態においては、ハウジング本体が、第１および第２の凹所を定め、第
１の取り付け面および第２の取り付け面が、第１および第２のそれぞれの凹所に配置され
る。ハウジング本体は、複数の第１の電子部品および複数の第２の電子部品を第１の取り
付け面および第２の取り付け面にそれぞれ取り付けるために、第１および第２の凹所にハ
ウジング本体と一体のそれぞれのマウントを定める。
【００４１】
　装置の別の実施形態においては、ハウジング本体が、一枚岩の金属体からなる。
【００４２】
　装置の別の実施形態においては、冷却フィンが、一枚岩の金属体と一体である。
【００４３】
　装置の別の実施形態においては、第１の取り付け面が平坦であり、一枚岩の金属体が、
おおむね矩形の直平行六面体の形状であり、上面および下面、前面および後面、ならびに
左側面および右側面を備える。一枚岩の金属体は、上面に第１の凹所を定める。第１の凹
所は、少なくともその一部が、第１の取り付け面ならびに第１の取り付け面に垂直な少な
くとも２つの上部側壁によって境界付けられる。少なくとも２つの上部側壁は、一枚岩の
金属体の前面および後面ならびに左側面および右側面のうちの少なくとも２つの一部であ
る。放熱チャネルは、第１の取り付け面の下方において前面から後面に一枚岩の金属体を
通って延びる。放熱チャネルは、第１の取り付け面と実質的に同一の広がりを有する。
【００４４】
　装置の別の実施形態においては、ハウジングが、一枚岩の金属体の上面において少なく
とも２つの上部側壁の上縁に接続され、第１の凹所を少なくとも部分的に囲むように構成
された第１のカバーをさらに備える。
【００４５】
　装置の別の実施形態においては、一枚岩の金属体が、冷却されるべき複数の第２の電子
部品を受け止めるように構成された第２の取り付け面を定める。第２の取り付け面は、平
坦であり、一枚岩の金属体の下面において第１の取り付け面から放熱チャネルの反対側に
配置される。一枚岩の金属体は、下面に第２の凹所を定める。第２の凹所は、少なくとも
その一部が、第２の取り付け面ならびに第２の取り付け面に垂直な少なくとも２つの下部
側壁によって境界付けられる。少なくとも２つの下部側壁は、一枚岩の金属体の前面およ
び後面ならびに左側面および右側面のうちの少なくとも２つの一部である。放熱チャネル
は、第２の取り付け面の下方に配置され、第２の取り付け面と実質的に同一の広がりを有
する。
【００４６】
　装置の別の実施形態においては、ハウジングが、一枚岩の金属体の上面において少なく
とも２つの上部側壁の上縁に接続されるように構成され、第１の凹所を少なくとも部分的
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に囲む第１のカバーと、一枚岩の金属体の下面において少なくとも２つの下部側壁の上縁
に接続されるように構成され、第２の凹所を少なくとも部分的に囲む第２のカバーとをさ
らに備える。
【００４７】
　別の実施形態においては、電子装置が、装置（本明細書の実施形態のいずれかに記載の
とおりの１つ以上の取り付け面を備えるハウジング本体を有する）と、第１の取り付け面
に添えられた複数の第１の電子部品と、（一部の実施形態においては）第２の取り付け面
に添えられた複数の第２の電子部品とを備える。電子装置の出力は、少なくとも１つの動
作態様において、１０ｋＷ～３０００ｋＷである。電子装置は、少なくとも１つの動作態
様のうちの１つ以上において電気的な入力を電力の出力に変換するように構成されたＨブ
リッジ電力変換装置を備えることができる。
【００４８】
　別の実施形態においては、車両が、走行モータと、車両を移動させるために走行モータ
を電気的に動作させる駆動システムとを備え、さらに／あるいは付属負荷と、付属負荷を
電気的に動作させる付属システムとを備える。駆動システムおよび／または付属システム
は、（本明細書の実施形態のいずれかに記載のとおりの）電子装置のうちの１つ以上を備
える。車両の総計の運転重量は、少なくとも１５０メートルトンである。
【００４９】
　別の実施形態においては、装置が、ハウジングおよび冷却フィンの並びを備える。ハウ
ジングは、冷却されるべき複数の電子部品を受け止めるように構成された平坦な取り付け
面を定める一枚岩の金属体を備える。一枚岩の金属体は、平坦な取り付け面の下方におい
て一枚岩の金属体を通って延びる放熱チャネルを定めている。冷却フィンの並びが、放熱
チャネル内に配置される。一枚岩の金属体は、冷却フィンから放熱チャネルを通過する第
１の冷却流体に熱を伝えるために、電子部品から冷却フィンに熱を導くように構成される
。一枚岩の金属体は、おおむね矩形の直平行六面体の形状であり、上面および下面、前面
および後面、ならびに左側面および右側面を備える。一枚岩の金属体は、上面に第１の凹
所を定める。第１の凹所は、少なくともその一部が、平坦な取り付け面ならびに平坦な取
り付け面に垂直な少なくとも２つの上部側壁によって境界付けられる。少なくとも２つの
上部側壁は、一枚岩の金属体の前面および後面ならびに左側面および右側面のうちの少な
くとも２つの一部である。放熱チャネルは、平坦な取り付け面の下方において前面から後
面に一枚岩の金属体を通って延びる。放熱チャネルは、平坦な取り付け面と実質的に同一
の広がりを有する。
【００５０】
　別の実施形態においては、電子装置が、装置および複数の電子部品を備える。装置が、
ハウジングおよび冷却フィンの並びを備える。ハウジングは、複数の電子部品が取り付け
られる平坦な取り付け面を定める一枚岩の金属体を備える。一枚岩の金属体は、平坦な取
り付け面の下方において一枚岩の金属体を通って延びる放熱チャネルを定めている。冷却
フィンの並びが、放熱チャネル内に配置される。一枚岩の金属体は、冷却フィンから放熱
チャネルを通過する第１の冷却流体に熱を伝えるために、電子部品から冷却フィンに熱を
導くように構成される。一枚岩の金属体は、おおむね矩形の直平行六面体の形状であり、
上面および下面、前面および後面、ならびに左側面および右側面を備える。一枚岩の金属
体は、上面に第１の凹所を定める。第１の凹所は、少なくともその一部が、平坦な取り付
け面ならびに平坦な取り付け面に垂直な少なくとも２つの上部側壁によって境界付けられ
る。少なくとも２つの上部側壁は、一枚岩の金属体の前面および後面ならびに左側面およ
び右側面のうちの少なくとも２つの一部である。放熱チャネルは、平坦な取り付け面の下
方において前面から後面に一枚岩の金属体を通って延びる。放熱チャネルは、平坦な取り
付け面と実質的に同一の広がりを有する。電子装置の出力は、少なくとも１つの動作態様
において、１０ｋＷ～３０００ｋＷである。
【００５１】
　別の実施形態においては、車両が、走行モータと、車両を移動させるために走行モータ
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を電気的に動作させる駆動システムとを含み、さらに／あるいは付属負荷と、付属負荷を
電気的に動作させる付属システムとを含む。さらに車両は、駆動システムおよび／または
付属システムの一部である１つ以上の電子装置をさらに含む。車両の総計の運転重量は、
少なくとも１５０メートルトンである。各々の電子装置は、それぞれの装置およびそれぞ
れの複数の電子部品を備える。装置が、ハウジングおよび冷却フィンの並びを備える。ハ
ウジングは、複数の電子部品が取り付けられる平坦な取り付け面を定める一枚岩の金属体
を備える。一枚岩の金属体は、平坦な取り付け面の下方において一枚岩の金属体を通って
延びる放熱チャネルを定めている。冷却フィンの並びが、放熱チャネル内に配置される。
一枚岩の金属体は、冷却フィンから放熱チャネルを通過する第１の冷却流体に熱を伝える
ために、電子部品から冷却フィンに熱を導くように構成される。一枚岩の金属体は、おお
むね矩形の直平行六面体の形状であり、上面および下面、前面および後面、ならびに左側
面および右側面を備える。一枚岩の金属体は、上面に第１の凹所を定める。第１の凹所は
、少なくともその一部が、平坦な取り付け面ならびに平坦な取り付け面に垂直な少なくと
も２つの上部側壁によって境界付けられる。少なくとも２つの上部側壁は、一枚岩の金属
体の前面および後面ならびに左側面および右側面のうちの少なくとも２つの一部である。
放熱チャネルは、平坦な取り付け面の下方において前面から後面に一枚岩の金属体を通っ
て延びる。放熱チャネルは、平坦な取り付け面と実質的に同一の広がりを有する。電子装
置の出力は、少なくとも１つの動作態様において、１０ｋＷ～３０００ｋＷである。
【００５２】
　以上の説明が、例示を意図しており、限定を意図しているわけではないことを、理解す
べきである。例えば、上述の実施形態（および／またはその態様）を、互いに組み合わせ
て用いることができる。さらに、多数の改良を、本発明の教示に対して、本発明の技術的
範囲から離れることなく、特定の状況または材料への適合のために行うことが可能である
。本明細書に記載の寸法および材料の種類は、本発明のパラメータを定めることを意図し
ているが、それらは典型的な実施形態であり、決して限定を意図していない。多数の他の
実施形態が、以上の説明を検討することによって、当業者にとって明らかであろう。した
がって、本発明の技術的範囲は、添付の特許請求の範囲を参照し、そのような請求項に与
えられる均等物の全範囲と併せて、決定されなければならない。添付の特許請求の範囲に
おいて、用語「・・・を含む（ｉｎｃｌｕｄｉｎｇ）」および「そこで（ｉｎ　ｗｈｉｃ
ｈ）」は、それぞれの用語「・・・を備える（ｃｏｍｐｒｉｓｉｎｇ）」および「その点
で（ｗｈｅｒｅｉｎ）」の平易な英語の同等物として使用されている。さらに、以下の特
許請求の範囲において、用語「第１」、「第２」、「第３」、「上方」、「下方」、「下
」、「上」、などは、標識として使用されているにすぎず、それらの対象に数値的な要件
または配置の要件を課そうとするものではない。さらに、以下の特許請求の範囲の限定事
項は、そのような請求項の限定事項が「・・・ための手段（ｍｅａｎｓ　ｆｏｒ）」とい
う語句をさらなる構造への言及を欠く機能の記述と一緒に明示的に使用していない限り、
ミーンズプラスファンクション（ｍｅａｎｓ－ｐｌｕｓ－ｆｕｎｃｔｉｏｎ）形式での記
載ではなく、米国特許法第１１２条第６段落にもとづく解釈を意図していない。
【００５３】
　本明細書は、最良の態様を含む本発明のいくつかの実施形態を開示するとともに、装置
またはシステムの製作および使用ならびに関連の方法の実行を含む本発明の実施形態の実
施を当業者にとって可能にするために、いくつかの実施例を使用している。本発明の特許
可能な技術的範囲は、特許請求の範囲によって定められ、当業者にとって想到される他の
実施例も含むことができる。そのような他の実施例は、それらが特許請求の範囲の文言か
ら相違しない構造要素を有し、あるいは特許請求の範囲の文言から実質的には相違しない
同等の構造要素を含むならば、特許請求の範囲の技術的範囲に包含される。
【００５４】
　本明細書において使用されるとき、単数形にて言及され、単語「ａ」または「ａｎ」の
後ろに続く要素またはステップは、特に明示的に述べられない限りは、それらの要素また
はステップが複数であることを排除しないと理解すべきである。さらに、本発明の「一実
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除するものと解釈してはならない。さらに、特に明示的に述べられない限りは、特定の性
質を有する或る構成要素または複数の構成要素を「備え」、「含み」、あるいは「有する
」実施形態は、その特性を有さない追加のそのような構成要素を含むことができる。
【００５５】
　本明細書に記載の実施形態において、本明細書に係る本発明の技術的思想および技術的
範囲から離れることなく特定の変更が可能であるため、上述され、あるいは添付の図面に
示された主題はすべて、単に本明細書において本発明の考え方を説明する例として理解さ
れるべきであり、本発明を限定するものとして解釈されてはならない。
【符号の説明】
【００５６】
１０　装置
１１　第１の取り付け面
１２　ハウジング
１３　ハウジング本体
１４　第１の凹所
１６　第２の凹所
１７　第１の冷却流体
１８　取り付け孔
１９ａ、１９ｂ、１９ｃ　上部側壁
２０　開口
２１　第１のカバー
２２　第１の電子部品
２４　柱
２５　第２の冷却流体
２６　座
２７　第２の取り付け面
２８　放熱チャネル
２９　第２の電子部品
３０　前面
３１ａ、３１ｂ、３１ｃ　下部側壁
３２　後面
３３　第２のカバー
３４　並び
３５　電子装置
３６　冷却フィン
３８　冷却チャネル
４０　冷却パイプ
１００　車両
１０２、１０４　電気モータ
１０６　エンジン
１０８　発電機／オルタネータ
１１０　整流器
１１２、１１４　インバータ
１１６　駆動システム制御ユニット
１１８　車枠
１２０　駆動輪／車輪
１２２　駆動システム



(17) JP 2015-164180 A 2015.9.10

【図１】

【図２】

【図３】



(18) JP 2015-164180 A 2015.9.10

【図４】

【図５】

【図６】



(19) JP 2015-164180 A 2015.9.10

【図７】

【図８】



(20) JP 2015-164180 A 2015.9.10

【図９】

【図１０】



(21) JP 2015-164180 A 2015.9.10

【図１１】

【図１２】



(22) JP 2015-164180 A 2015.9.10

10

20

フロントページの続き

(51)Int.Cl.                             ＦＩ                                    テーマコード（参考）
   Ｈ０１Ｌ  23/473    (2006.01)           Ｈ０５Ｋ    7/20     　　　Ｂ        　　　　　
   　　　　                                Ｈ０１Ｌ   23/46     　　　Ｚ        　　　　　

(72)発明者  ザカリー・ブリンダック
            アメリカ合衆国、ペンシルバニア州、エリー、イースト・レイク・ロード、２９０１番
(72)発明者  ヘンリー・ヤング
            アメリカ合衆国、ペンシルバニア州、エリー、イースト・レイク・ロード、２９０１番
(72)発明者  シオドア・ブラウン
            アメリカ合衆国、ペンシルバニア州、エリー、イースト・レイク・ロード、２９０１番
(72)発明者  ショーン・チレッセン
            アメリカ合衆国、ペンシルバニア州、エリー、イースト・レイク・ロード、２９０１番
(72)発明者  マーク・マーフィー
            アメリカ合衆国、ペンシルバニア州、エリー、イースト・レイク・ロード、２９０１番
Ｆターム(参考) 3D202 AA07  EE21 
　　　　 　　  5E322 AA01  AA07  AB01  AB02  AB06  AB08  BA01  DA04  EA10  FA01 
　　　　 　　        FA04 
　　　　 　　  5F136 BA01  DA26  DA27  FA02  FA03  GA13 
　　　　 　　  5H125 AA01  AA12  AC08  FF23 



(23) JP 2015-164180 A 2015.9.10

【外国語明細書】
2015164180000001.pdf


	biblio-graphic-data
	abstract
	claims
	description
	drawings
	overflow
	foreign-language-body

