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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　第１の金属部材と、
　この第１の金属部材と接合して冷媒が流通する空間を形成した第２の金属部材と、
　前記第１の金属部材に前記空間の内部に突出して形成された凹部に収納された発熱電気
部品本体と、を備え、
　前記凹部は、離間して一対形成されており、
　それぞれの前記凹部間は、前記冷媒の往路と復路とを区分けする壁で接続されており、
　前記空間内と連通した流入配管から流入した前記冷媒は、前記往路及び前記復路を通り
、前記空間内と連通した流出配管から外部に流出することを特徴とする電力変換装置。
【請求項２】
　前記第１の金属部材は、前記凹部を形成した平面に高周波スイッチング動作を行う半導
体部品が搭載されていることを特徴とする請求項１に記載の電力変換装置。
【請求項３】
　前記発熱電気部品本体及び前記半導体部品は、それぞれの端子の先端部が前記平面に対
して垂直方向に延出していることを特徴とする請求項２に記載の電力変換装置。
【請求項４】
　前記平面に対向して、回路基板が配設されており、この回路基板には、前記端子が電気
的に接続されていることを特徴とする請求項３に記載の電力変換装置。
【請求項５】
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　前記発熱電気部品本体は、前記凹部に充填された絶縁樹脂により凹部内に固定されてい
ることを特徴とする請求項１～４の何れか１項に記載の電力変換装置。
【請求項６】
　前記発熱電気部品本体は、前記発熱電気部品本体を保持した樹脂ホルダにより、前記凹
部の中心に位置決めされていることを特徴とする請求項１～５の何れか１項に記載の電力
変換装置。
【請求項７】
　前記電力変換装置は、車載用電力変換装置であり、
　一方の前記凹部には、前記発熱電気部品本体であるリアクトル本体が収納されており、
　他方の前記凹部には、前記発熱電気部品本体であるトランス本体が収納されていること
を特徴とする請求項１～６の何れか１項に記載の電力変換装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この発明は、例えばプラグインハイブリッド車、電気自動車等に搭載され、ＡＣ入力電
源を直流に変換して高電圧バッテリに充電する充電器や、高電圧バッテリの電圧を、１２
Ｖ系電圧に変換して補機バッテリを充電するＤＣＤＣコンバータ等の電力変換装置に関す
る。
【背景技術】
【０００２】
　従来、車載用電力変換装置に組み込まれたトランス、リアクトル等の発熱電気部品は、
金属ケースに発熱電気部品を収納し、絶縁伝熱シートを介して別の冷却部品に接合されて
、冷却されている（例えば、特許文献１参照）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２００２－５０５２７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、上記構成の車載用電力変換装置の場合、部品点数が多い上に、発熱電気
部品で発生した熱は、金属ケース、絶縁伝熱シートを介して冷却部品に伝熱されるために
、熱伝達経路が長く熱抵抗が大きくなり、また放熱面が発熱電気部品の収納された金属に
形成されたフィンと、金属ケースの底面のみからであり、放熱面積も小さく、放熱性能が
悪いという問題点があった。
　また、フィンから放熱される熱により、装置内部の温度が上昇するという問題点があっ
た。
【０００５】
　この発明は、かかる問題点を解決することを課題とするものであって、発熱電気部品の
放熱性が向上するとともに、部品点数が削減されて組立性も向上した電力変換装置を得る
ことを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　この発明に係る電力変換装置は、第１の金属部材と、この第１の金属部材と接合して冷
媒が流通する空間を形成した第２の金属部材と、前記第１の金属部材に前記空間の内部に
突出して形成された凹部に収納された発熱電気部品本体とを備え、前記凹部は、離間して
一対形成されており、それぞれの前記凹部間は、前記冷媒の往路と復路とを区分けする壁
で接続されており、前記空間内と連通した流入配管から流入した前記冷媒は、前記往路及
び前記復路を通り、前記空間内と連通した流出配管から外部に流出するようになっている
。
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【発明の効果】
【０００７】
　この発明に係る電力変換装置によれば、発熱電気部品本体は、第１の金属部品の凹部に
埋設されることで、凹部を介して冷媒が流通する空間で周囲が囲まれることになり、放熱
面積が増大し、発熱電気部品本体の放熱性を向上できる。
　しかも、第１の金属部品の凹部がそれぞれ発熱電気部品本体を収納した、発熱電気部品
の容器を兼ねているので、部品点数が削減されるとともに、冷媒と、発熱電気部品本体と
の間の熱伝達経路が短縮化され、熱抵抗値に低減される。
【図面の簡単な説明】
【０００８】
【図１】この発明の実施の形態１の車載用電力変換装置の主要部を示す平断面図である。
【図２】図１の車載用電力変換装置のＩＩ－ＩＩ線に沿った矢視断面図である。
【図３】図１の車載用電力変換装置を示す分解斜視図である。
【図４】この発明の実施の形態２の車載用電力変換装置を示す側断面図である。
【図５】図４の車載用電力変換装置の主要部を示す分解斜視図である。
【発明を実施するための形態】
【０００９】
　以下、この発明の各実施の形態の車載用電力変換装置を図に基づいて説明するが、各図
において、同一、または相当部材、部位については同一符号を付して説明する。
　実施の形態１．
　図１はこの発明の実施の形態１の車載用電力変換装置（以下、電力変換装置と呼ぶ。）
の主要部（回路基板２０の下側）を示す平断面図、図２は図１のものに回路基板２０及び
カバー２５を加えた電力変装置をＩＩ－ＩＩ線に沿って切断したときの矢視断面図、図３
は図１の電力変換装置を示す分解斜視図である。
　この発明の電力変換装置は、プラグインハイブリッド車、電気自動車等に搭載され、Ａ
Ｃ入力電源を直流に変換して高電圧バッテリに充電する充電器や、高電圧バッテリの電圧
を、１２Ｖ系電圧に変換して補機バッテリを充電するＤＣＤＣコンバータ等の電力変換装
置である。
　この電力変換装置では、上側が開放した、第２の金属部材であるアルミニウム製のケー
ス１は、内部が第１の壁２で２分割されている。第１の壁２で区画された一方の第１の空
間Ａには、コンデンサ３が収納されている。他方の第２の空間Ｂは、第１の金属部材であ
るアルミニウム製の蓋４で覆われて密閉された空間を形成している。
【００１０】
　蓋４には、互いに離間して第１の凹部５及び第２の凹部６が形成されている。第１の凹
部５には、発熱電気部品本体であるリアクトル本体７が収納されている。第２の凹部６に
は、コア４０及びコイル４１を有する、発熱電気部品本体であるトランス本体８が収納さ
れている。
　第１の凹部５内には、シリコン等の樹脂である絶縁樹脂１０が充填されてリアクトル本
体７が固定されている。
　このリアクトル本体７は、樹脂ホルダ９で保持されているとともに、樹脂ホルダ９の脚
部４４が蓋４の溝部４５に嵌着されて第１の凹部５の中心に位置決めされている。
　第２の凹部６内のトランス本体８は、樹脂ホルダ（図示せず）により、第２の凹部６の
中心に位置決めされ、また第２の凹部６内に充填されたシリコン等の樹脂である絶縁樹脂
１１で固定されている。
　第１の凹部５と第２の凹部６との間であって、蓋４の平面４３には、互いに対向した高
周波スイッチング動作を行う複数の半導体部品１２が放熱シート４２を介して固定ねじ１
３で固定されている。
【００１１】
　蓋４の裏面側には、第１の凹部５と第２の凹部６とを接続した第２の壁１４が形成され
ており、この第２の壁１４により、第２の空間Ｂ内にＵ字状の冷媒通路５０が形成されて
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いる。
　ケース１の側面には、流入配管１５の先端部が貫通しており、この流入配管１５を通じ
て第２の空間Ｂには、冷媒であるエチレングリコール液が流入する。また、ケース１の側
面には、流出配管１６の先端部が貫通しており、この流出配管１６を通じて第２の空間Ｂ
内のエチレングリコール液が外部に流出する。
【００１２】
　リアクトル本体７のリアクトル端子１７、トランス本体８のトランス端子１８及び半導
体部品１２の半導体端子１９は、それぞれの先端部が蓋４の平面４３に対して垂直方向に
延出して、回路基板２０に裏側面から挿入されて半田付けやレーザ溶接等で接合されてい
る。
　回路基板２０は、図２に示すように、蓋４の表面から垂直方向に延設された第１のボス
２１、ケース１の表面から垂直方向に延設された第２のボス２２に固定ねじ２３で固定さ
れている。なお、図１及び図３では、第１のボス２１及び第２のボス２２は、省略されて
いる。
　回路基板２０の上側には、カバー２５が設けられている。このカバー２５は、その周縁
部の固定ねじ２４で、ケース１及び蓋４に固定されている。
【００１３】
　この電力変換装置では、第１の金属部材である蓋４には、第２の空間Ｂに突出した一対
の第１の凹部５及び第２の凹部６が形成されており、それぞれ第１の凹部５内には発熱電
気部品本体であるリアクトル本体７が収納され、第２の凹部６内には発熱電気部品本体で
あるトランス本体８が収納されている。
　この第２の空間Ｂ内には、流入配管１５から冷媒であるエチレングリコール液が流入し
、冷媒通路５０を通過して流出配管１６から外部に流出する。
　従って、リアクトル本体７及びトランス本体８は、周囲が熱伝導性の高いアルミニウム
製の蓋４の凹部５，６を介してエチレングリコール液で囲まれているので、放熱面積が充
分に確保され、しかもエチレングリコール液は流動しており、熱伝達が増加するので、効
率よく放熱される。
【００１４】
　また、第１の凹部５内のリアクトル本体７、第２の凹部６内のトランス本体８は、それ
ぞれ充填された絶縁樹脂１０，１１で簡単に固定されて、しかも蓋４の一部がそれぞれリ
アクトル本体７、トランス本体８を収納した、リアクトル、トランスの容器を兼ねている
ので、部品点数が削減されるとともに、エチレングリコール液と、リアクトル本体７、ト
ランス本体８との間の熱伝達経路が短縮化され、熱抵抗値に低減される。
【００１５】
　また、第１の凹部５及び第２の凹部６を有する蓋４は、その表面側の平面４３に高周波
スイッチング動作を行う複数の半導体部品１２が搭載されているので、それだけ回路基板
２０上の電気部品の実装面積を縮小することができる。
　また、半導体部品１２が搭載された蓋４の裏側は、第２の空間Ｂであり、半導体部品１
２は、この第２の空間Ｂ内を流通するエチレングリコール液を通じて効率よく放熱される
ので、回路基板２０上の他の電気部品への熱干渉をより抑制することができ、電力変換装
置を小型化することができる。
【００１６】
　また、第１の凹部５内のリアクトル本体７、第２の凹部６内のトランス本体８は、それ
ぞれ樹脂ホルダ９により、それぞれの凹部５，６の中心に簡単に位置決めされるので、組
立て作業性が向上する。
【００１７】
　また、リアクトル本体７のリアクトル端子１７、トランス本体８のトランス端子１８及
び半導体部品１２の半導体端子１９は、それぞれの先端部が蓋４の平面４３から垂直方向
に延出しているので、回路基板２０との組付性や組付信頼性が向上する。
　また、リアクトル本体７のリアクトル端子１７、トランス本体８のトランス端子１８及
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び半導体部品１２の半導体端子１９を直接回路基板２０に組付けることで、部品点数が削
減できるとともに、大電流が流れる配線の距離を最短化できる。
　これにより、熱損失、及び高周波駆動する際に発生する、電気的なノイズの回路基板２
０への影響を抑制することができる。
【００１８】
　また、リアクトル本体７を蓋４の第１の凹部５に埋設する方向、トランス本体８を蓋４
の第２の凹部６に埋設する方向は、半導体部品１２を蓋４の平面４３に搭載する方向と同
一であり、リアクトル本体７に付設した樹脂ホルダ９、トランス本体８に付設した樹脂ホ
ルダ（図示せず）と相俟って、回路基板２０に対する位置決めが容易となる。
　これにより、組付性が向上する。
【００１９】
　また、第２の空間Ｂ内では、第１の凹部５と第２の凹部６とが第２の壁１４で接続され
ており、エチレングリコール液は、流入配管１５から入り、流出配管１６を通じて流出し
ており、第１の凹部５に埋設されたリアクトル本体７、第２の凹部６に埋設されたトラン
ス本体８は、往路及び復路を流通するエチレングリコール液により確実に冷却される。
【００２０】
　実施の形態２．
　図４はこの発明の実施の形態２の電力変換装置を示す側断面図、図５は図４の分解斜視
図である。
　この発明の電力変換装置では、第１の金属部材であるアルミニウム製のケース３０は、
第１の空間Ａ内にコンデンサ３が収納された底部３２及び上側に突出した突出部３１を有
している。ケース３０の突出部３１の底面は、第２の金属部材であるアルミニウム製の蓋
３５で覆われており、突出部３１の内部の第２の空間Ｂは、この蓋３５により密閉されて
いる。
【００２１】
　突出部３１には、互いに離間して第１の凹部３３及び第２の凹部３４が形成されている
。第１の凹部３３には、リアクトル本体７が収納されている。第２の凹部３４には、コア
４０及びコイル４１を有するトランス本体８が収納されている。
　第１の凹部３３内のリアクトル本体７は、樹脂ホルダ９により、第１の凹部３３の中心
に位置決めされ、また第１の凹部３３内に充填された絶縁樹脂１０により固定されている
。
　第２の凹部３４内のトランス本体８は、樹脂ホルダ（図示せず）により、第２の凹部３
４の中心に位置決めされ、また第２の凹部３４内に充填された絶縁樹脂により固定されて
いる。
　ケース３０の突出部３１の表面には、放熱シート（図示せず）を介して複数の半導体部
品１２が固定ねじ１３で固定されている。
　突出部３１の内部の第２の空間Ｂには、第１の凹部３３と第２の凹部３４とを接続する
壁（図示せず）が形成されており、この壁により、突出部３１の内部の第２の空間Ｂには
Ｕ字状の冷媒通路５０が形成されている。
　他の構成は、実施の形態１の電力変換装置と同じである。
【００２２】
　上記実施の形態では、リアクトル本体７及びトランス本体８は、それぞれの外周が冷媒
であるエチレングリコール液が流通する第２の空間Ｂで囲まれており、リアクトル本体７
及びトランス本体８の放熱面積を大きく確保することができる。
　また、第１の凹部３３及び第２の凹部３４を形成した表面側の平面４３に、半導体部品
１２が搭載されており、半導体部品１２の熱は、放熱シート及びケース３０の平面４３を
通じてエチレングリコール液に伝達されて放熱され、半導体部品１２の放熱性が向上する
。
【００２３】
　また、半導体部品１２、リアクトル本体７、トランス本体８及びコンデンサ３は、ケー
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液は、ケース３０の外側の蓋３５で閉ざされているので、ケース３０と蓋３５との接合部
から第２の空間Ｂ内のエチレングリコール液が洩れても電力変換装置の内部に流入するよ
うなことはない。
　従って、半導体部品１２、リアクトル本体７、トランス本体８、コンデンサ３等にエチ
レングリコール液が付着してショート、導線不良等の不具合が生じるのを回避することが
できる。
【００２４】
　なお、冷媒としてエチレングリコール液を用いたが、これは一例であり、例えば冷媒と
して空気を用いてもよい。
　また、冷媒通路５０は、第２の空間Ｂ内にＵ字路であるが、一方向に冷媒が流れるＩ通
路であってもよい。
【符号の説明】
【００２５】
　１　ケース（第２の金属部材）、２　第１の壁、３　コンデンサ、４　蓋（第１の金属
部材）、５，３３　第１の凹部、６，３４　第２の凹部、７　リアクトル本体、８　トラ
ンス本体、９　樹脂ホルダ、１０，１１　絶縁樹脂、１２　半導体部品、１３，２３，２
４　固定ねじ、１４　第２の壁、１５　流入配管、１６　流出配管、１７　リアクトル端
子、１８　トランス端子、１９　半導体端子、２０　回路基板、２１，２２　ボス、２５
　カバー、３０　ケース（第１の金属部材）、３１　突出部、３２　底部、３５　蓋（第
２の金属部材）、４０　コア、４１　コイル、４２　放熱シート、４３　平面、４４　脚
部、４５　溝部、５０　冷媒通路、Ａ　第１の空間、Ｂ　第２の空間。

【図１】 【図２】
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【図５】
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