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(57)【要約】
【課題】モータ駆動システムを構成するフィルムキャパ
シタの冷却が十分なされるようにしたハイブリッド電気
自動車用発熱部品冷却構造体の提供。
【解決手段】ハイブリッド電気自動車においてインバー
タを含むモータ駆動システムの主要発熱部品を冷却させ
るためのものであって、互いに異なる発熱部品が装着さ
れる放熱部を共有し、放熱部の内部には冷却媒体の流れ
を可能にする流路が形成され、放熱部はパワーモジュー
ル、インダクタ、及びフィルムキャパシタを含む発熱部
品における放出熱を冷却媒体に伝達するための熱伝達経
路を形成している。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ハイブリッド電気自動車におけるインバータを含むモータ駆動システムの発熱部品を冷
却させるためのハイブリッド電気自動車用発熱部品冷却構造体であって、
　互いに異なる前記発熱部品が、装着される放熱部を共有し、
　前記放熱部の内部には、冷却媒体の流れを可能にする流路が形成され、
　前記放熱部は、パワーモジュール、インダクタ、及びフィルムキャパシタを含む前記発
熱部品における放出熱を、前記冷却媒体に伝達するための熱伝達経路を形成していること
を特徴とするハイブリッド電気自動車用発熱部品冷却構造体。
【請求項２】
　前記パワーモジュール及び前記インダクタにおける放出熱を、前記冷却媒体に伝達する
ための熱伝達経路と、前記フィルムキャパシタにおける放出熱を、前記冷却媒体に伝達す
るための熱伝達経路とが、互いに反対方向であることを特徴とする請求項１に記載のハイ
ブリッド電気自動車用発熱部品冷却構造体。
【請求項３】
　前記放熱部は、一方の面に前記パワーモジュールと前記インダクタを配置し、他方の面
に前記フィルムキャパシタを配置して構成されていることを特徴とする請求項１に記載の
ハイブリッド電気自動車用発熱部品冷却構造体。
【請求項４】
　前記放熱部は、前記流路を形成する放熱板と、前記放熱板に結合して前記流路を覆うカ
バー部材とを含んで構成されていることを特徴とする請求項１に記載のハイブリッド電気
自動車用発熱部品冷却構造体。
【請求項５】
　前記放熱部は、前記放熱板の平面上に前記パワーモジュールと前記インダクタを配置し
、前記カバー部材の平面上に前記フィルムキャパシタを配置して構成されていることを特
徴とする請求項４に記載のハイブリッド電気自動車用発熱部品冷却構造体。
【請求項６】
　前記放熱板の前記流路はジグザグ形態で形成され、多数のリブの間に形成されているこ
とを特徴とする請求項４に記載のハイブリッド電気自動車用発熱部品冷却構造体。
【請求項７】
　前記放熱部は、前記パワーモジュールと前記インダクタをカバーリングするインバータ
ハウジングと連結していることを特徴とする請求項１に記載のハイブリッド電気自動車用
発熱部品冷却構造体。
【請求項８】
　前記カバー部材は、前記フィルムキャパシタのケースとして構成されていることを特徴
とする請求項４に記載のハイブリッド電気自動車用発熱部品冷却構造体。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　　本発明はハイブリッド自動車または電気、燃料電池自動車の発熱部品の冷却構造体に
係り、更に詳しくは、インバータ等モータ駆動システムの主要発熱部品を冷却させるため
の冷却構造体に関する。
【背景技術】
【０００２】
　最近、クリーンエネルギーに対する関心が高まるなかで、内燃機関自動車に代わる未来
型自動車としてハイブリッド自動車または電気、燃料電池自動車などが脚光を浴びている
。
　ハイブリッド自動車または電気、燃料電池自動車は、動力源としてエンジンと高出力モ
ータが用いられ、バッテリーまたは電池からの高電圧の直流電源を、Ｕ、Ｖ、Ｗ相の三相
交流電源に変換させるインバータを用いたモータ駆動システムを採用している。
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【０００３】
　このようなモータ駆動システムは、作動時に熱を発生する発熱部品として、パワーモジ
ュール、インダクタ、フィルムキャパシタ等を備えている。
　なかでも、パワーモジュールとインダクタは、発熱が最も激しく、車両の出力増大や燃
費向上のためにモータの出力を増大させると、これらの発熱は更に激しいものとなる。
【０００４】
　また、主要発熱部品の中でもフィルムキャパシタは、高い耐電圧性と耐久寿命を有する
という長所を有しているが、用いられる内部フィルムセルが高温に弱いという欠点も有し
ている。
【０００５】
　従来、このようなモータ駆動システムでは、発熱部品の冷却のために、冷却水を流す水
冷式構造の放熱部にパワーモジュールとインダクタを装着して冷却することを行っている
（特許文献１）。そして、フィルムキャパシタについては、放熱部とは別にハウジングの
内壁面に装着されている。
　上記従来システムでの主要発熱部品の冷却は、パワーモジュールとインダクタで発生す
る熱を放熱部で除去し、フィルムキャパシタで発生する熱については、ハウジングを介し
てエンジンルームに放熱することでなされている。
【０００６】
　このような従来の冷却方法では、パワーモジュールとインダクタは、放熱部において冷
却されるので、熱による劣化が防止され耐久寿命を増大させることができるが、フィルム
キャパシタについては、エンジンルームへの放熱による冷却であり、放熱部の冷却水の温
度よりもエンジンルームの温度が高いため、冷却が十分なされているとはいえなかった。
　特に、フィルムキャパシタは、リップル電流によって発熱し、電流が増加すると発熱が
更に激しくなるにも拘わらず、従来は、十分な冷却構造が設けられていない状況であった
。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００７】
【特許文献１】特開２００４－３４３８４５号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　本発明は上記問題点に鑑みてなされたものであって、本発明の目的は、モータ駆動シス
テムを構成するフィルムキャパシタの冷却が十分なされるようにしたハイブリッド電気自
動車用発熱部品冷却構造体を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　上記目的を達成するために、本発明のハイブリッド電気自動車用発熱部品冷却構造体は
、ハイブリッド電気自動車においてインバータを含むモータ駆動システムの主要発熱部品
を冷却するためのものであって、互いに異なる発熱部品が装着される放熱部を含んで、そ
れぞれの発熱部品が放熱部を共有し、放熱部の内部には冷却媒体の流れを可能にする流路
が形成され、放熱部にはパワーモジュール、インダクタ、及びフィルムキャパシタを含む
発熱部品の放出熱を冷却媒体に伝えるための熱伝達経路が形成されているものである。
【００１０】
　また、本発明のハイブリッド電気自動車用発熱部品冷却構造体は、放熱部に対するパワ
ーモジュール及びインダクタの熱伝達経路と、フィルムキャパシタの熱伝達経路が互いに
反対方向でなされてもよく、放熱部は、一方の面にパワーモジュールとインダクタを配置
し、他方の面にフィルムキャパシタを配置して構成されていてもよい。
【００１１】
　また、本発明のハイブリッド電気自動車用発熱部品冷却構造体は、放熱部が、流路を形
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成する放熱板と、放熱板に結合して流路を覆うカバー部材とを含んで構成され、放熱板の
平面上にパワーモジュールとインダクタを配置し、カバー部材の平面上にフィルムキャパ
シタを配置して構成されているのが好ましく、放熱板の流路はジグザグ形態で形成され、
多数のリブの間に形成されていることが好ましい。
【００１２】
　また、本発明のハイブリッド電気自動車用発熱部品冷却構造体は、放熱部がパワーモジ
ュールとインダクタをカバーリングするインバータハウジングと連結していてもよく、カ
バー部材は、フィルムキャパシタのケースとして構成されていてもよい。
【発明の効果】
【００１３】
　本発明によれば、モータ駆動システムの作動時に、発熱部品であるパワーモジュール、
インダクタ、及びフィルムキャパシタの何れについても、発生する熱を冷却水等の冷却媒
体によって冷却するので、フィルムキャパシタの動作環境温度をエンジンルームの温度よ
りも相対的に低い温度とすることができ、フィルムキャパシタの熱履歴を緩和し、優れた
耐久寿命を維持することができる。
【００１４】
　また、本発明によれば、パワーモジュール、インダクタを冷却する放熱部に、フィルム
キャパシタを装着する構成であるため、モータ駆動システム全体の冷却効率を向上させる
ことができ、フィルムキャパシタを含むインバータの容量を増大させ、商品性と車両性能
についての両面を改善することができる。
【００１５】
　更にまた、本発明によれば、放熱部の一方の面にパワーモジュールとインダクタを装着
し、他方の面にフィルムキャパシタを装着するため、フィルムキャパシタを冷却するため
の別途の放熱構造を必要とせず、モータ駆動システムのサイズを小さく保ち、重量を低減
することができ、部品重量の低減による車両の燃費改善、製造コストの低減に寄与するこ
とができる。
【図面の簡単な説明】
【００１６】
【図１】本発明の一実施形態に係るハイブリッド電気自動車用発熱部品冷却構造体を概略
的に示すブロック構成図である。
【図２】本発明の一実施形態に係るハイブリッド電気自動車用発熱部品冷却構造体に用い
られる放熱部の分解斜視図である。
【図３】本発明の他の実施形態に係るハイブリッド電気自動車用発熱部品冷却構造体の概
略図である。
【００１７】
　上記図面は本発明の実施形態を説明するために参照するものに過ぎず、本発明の技術的
な思想は、上記図面に限定されるものではない。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１８】
　以下、本発明の好ましい実施形態について図面を参照して詳述するが、本発明は多様に
相違した形態で実現することができ、ここで説明する実施形態に限定されるものではない
。
　また、図面においては、本発明の好ましい実施形態について明確に説明するために不必
要な部分は省略し、明細書全体に渡って同一または類似する構成要素については同一の符
号を付与した。
【００１９】
　更にまた、図面に示した各構成部材の大きさ及び厚さは、説明の便宜のために任意に示
したものであり、本発明は必ずしも図面に示されたものに限定されるものではなく、多様
な部分及び領域を明確に表現するために厚さを拡大して示してある。
【００２０】
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　図１は、本発明の一実施形態に係るハイブリッド電気自動車用発熱部品冷却構造体を概
略的に示す、ブロック構成図である。
　図１に示す本発明の一実施形態に係る発熱部品冷却構造体１００は、動力源としてエン
ジンと高出力モータを用いるハイブリッド自動車または電気、燃料電池自動車に適用可能
である。
【００２１】
　本実施形態は、本発明に係る発熱部品冷却構造体１００が、通常のハイブリッド電気自
動車に適用された例である。
　このようなハイブリッド電気自動車には、高出力モータを制御するためのモータ駆動シ
ステムが搭載されているが、このようなモータ駆動システムの例として、バッテリーや電
池などの高電圧の直流電源を、Ｕ、Ｖ、Ｗ相の３相交流電源に変換させるインバータが挙
げられる。
【００２２】
　インバータは、一般に、昇圧器などの電力変換スイッチング素子からなるパワーモジュ
ール１１と、モータを駆動動力発生源として作動させインバータの出力電圧をフィルタリ
ングするインダクタ１２と、パワーモジュール１１によるリップル電流を吸収するための
フィルムキャパシタ１３等で構成されている。
　フィルムキャパシタ１３は、インバータスイッチング時に発生するリップル電流を吸収
して、インバータＤＣ入力電圧の急激な変動を抑制する平滑作用を行う役目を果たすが、
このことはインバータの正常な動作を可能にし、高電圧バッテリーまたは電池の耐久寿命
を増大させることにつながる。
【００２３】
　本発明の一実施形態に係るハイブリッド電気自動車用発熱部品冷却構造体１００は、イ
ンバータを構成する発熱部品、すなわち、パワーモジュール１１、インダクタ１２、フィ
ルムキャパシタ１３などで発生する熱を、冷却するためのものである。
　本実施形態に係る発熱部品冷却構造体１００は、パワーモジュール１１とインダクタ１
２を冷却させることはもちろん、内部フィルムセルが温度に弱いフィルムキャパシタ１３
も効果的に冷却させることができる構造からなる。
【００２４】
　このために、本発明の一実施形態に係るハイブリッド電気自動車用発熱部品冷却構造体
１００は、パワーモジュール１１、インダクタ１２、フィルムキャパシタ１３の発熱部品
を冷却水などの冷却媒体によって冷却することができる放熱部３０を含んでいる。
　本実施形態において、放熱部３０には、パワーモジュール１１、インダクタ１２、フィ
ルムキャパシタ１３が装着され、これらの発熱部品が冷却媒体を共有することができる構
成となっている。
【００２５】
　このような放熱部３０は、内部に冷却媒体の流れを可能にする流路３１を形成する冷却
プレートが備えられ、パワーモジュール１１、インダクタ１２、フィルムキャパシタ１３
の発熱部品で発生する熱を冷却媒体に伝達するための熱伝達経路ＨＲ１、ＨＲ２を形成し
ている。
【００２６】
　放熱部３０は、熱伝導率と放熱性能に優れたアルミニウム合金などの素材で形成され、
別途に製作された後、図に示すようにインバータハウジング４１の開放端部に、固定、設
置される。また、図には示していないが、放熱部３０は、インバータハウジング４１と一
体型構造で構成されてもよい。
【００２７】
　ここで、放熱部３０は、一方の面にパワーモジュール１１とインダクタ１２を配置し、
他方の面にフィルムキャパシタ１３を配置することで、冷却媒体によってこれらの発熱部
品を冷却することができる。
【００２８】
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　上述では冷却媒体は冷却水からなるが、冷却水以外の他の冷却媒体の適用も可能である
。以下、冷却媒体として冷却水が用いられる構造を例示して説明する。冷却水は車両の冷
却系統システムから供給を受けてもよく、以下ではこれについての詳細な説明は省略する
。
【００２９】
　本実施形態において、放熱部３０は、流路３１を形成する放熱板５１と、この放熱板５
１に結合して流路３１を覆うカバー部材６１とを含んで構成される。
　放熱板５１は、アルミニウム合金などの金属素材で形成され、所定の幅を有するプレー
ト形態で備えられ、その上面には冷却媒体の流れを可能にする流路３１を形成している。
【００３０】
　ここで、放熱板５１は、図２に示すように、放熱板５１の上面に対して流路３１がジグ
ザグ形態で構成されてもよく、その流路３１は多数のリブ（当業界では通常「放熱板」と
する）５３の間に形成されてもよい。
　また、カバー部材６１は、放熱板５１と同じ素材で形成され、放熱板５１の上面に結合
させ、リブ５３を介して流路３１を形成してもよい。
【００３１】
　放熱板５１とカバー部材６１の間には、気密保持のためのガスケットとしてシーリング
パッド（図示せず）を設置してもよく、放熱板５１とカバー部材６１は、ボルトなどの締
結手段によって一体に締結されていてもよい。
　また、放熱板５１とカバー部材６１からなる放熱部３０には、冷却媒体を流路３１に流
入させるための流入口（図示せず）と、流路３１を経て排出させるための排出口（図示せ
ず）が形成されている。
【００３２】
　このような放熱部３０において、発熱部品であるパワーモジュール１１とインダクタ１
２は、放熱板５１の平面（図面において上部面）上に配置することができ、フィルムキャ
パシタ１３は、カバー部材６１の平面（図面において下部面）上に配置されてもよい。
【００３３】
　ここで、パワーモジュール１１とインダクタ１２は、インバータハウジング４１の開放
端部に固定設置されて、インバータハウジング４１によってカバーリングされていること
が好ましい。
　この場合、パワーモジュール１１とインダクタ１２は、放熱板５１の面にボルト締結し
てよく、フィルムキャパシタ１３もカバー部材６１の面にボルト締結してよい。
【００３４】
　本実施形態に係る放熱部３０は、パワーモジュール１１、インダクタ１２、及びフィル
ムキャパシタ１３で発生する熱を冷却媒体に伝達するための熱伝達経路ＨＲ１、ＨＲ２を
形成しているが、冷却媒体に対する熱伝達は、パワーモジュール１１とインダクタ１２か
らの熱伝達と、フィルムキャパシタ１３からの熱伝達が、互いに反対方向になされるのが
よい。
【００３５】
　また、本発明の他の実施形態に係る放熱部３０のカバー部材６１は、図３に示すように
、フィルムキャパシタ１３のケース１５として形成されている。
　すなわち、フィルムキャパシタ１３のケース１５は、単位セルを収納できる収納空間を
有し、その収納空間を覆うカバーが放熱部３０のカバー部材６１である構成となっている
。
【００３６】
　以下、上記構成の本発明の実施形態に係るハイブリッド電気自動車用発熱部品冷却構造
体１００の作用について、図１～３を参照しながら詳細に説明する。
【００３７】
　本実施形態では、パワーモジュール１１とインダクタ１２は放熱部３０の放熱板５１の
平面上に装着され、フィルムキャパシタ１３は放熱部３０の他方の面であるカバー部材６
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１の平面上に装着され、パワーモジュール１１とインダクタ１２は、インバータハウジン
グ４１によってカバーリングされている。
　パワーモジュール１１、インダクタ１２、及びフィルムキャパシタ１３は、発熱部品で
あり、モータ駆動システムの作動時に熱を発生する。
【００３８】
　本実施形態では、放熱部３０の流入口（図示せず）より冷却媒体が供給され、その冷却
媒体は、放熱板５１の流路３１を流れ、排出口（図示せず）から排出されて連続的に循環
する。
【００３９】
　前記過程において、冷却媒体が放熱部３０の内部で流路３１を循環することにより、パ
ワーモジュール１１とインダクタ１２で発生する熱は、流路３１を循環する冷却媒体によ
り冷却される。
　パワーモジュール１１とインダクタ１２で発生する熱は、放熱板５１からカバー部材６
１に向かう方向の熱伝達経路ＨＲ１で、大部分の熱が冷却媒体に伝えられる。
【００４０】
　また、フィルムキャパシタ１３で発生する熱は、流路３１を循環する冷却媒体との熱交
換により冷却され、カバー部材６１から放熱板５１に向かう方向の熱伝達経路ＨＲ２で、
大部分の熱が冷却媒体に伝えられる。
　本実施形態では、このようにして、モータ駆動システムの作動時に発熱する部品である
パワーモジュール１１、インダクタ１２、及びフィルムキャパシタ１３で発生する熱が、
冷却水等の冷却媒体によって冷却される。
【００４１】
　上記のようにモータ駆動システムの発熱部品を冷却することにより、本実施形態では、
従来技術とは異なり、フィルムキャパシタ１３の動作環境温度を、エンジンルームの温度
よりも相対的に低い温度とすることができ、フィルムキャパシタ１３の熱履歴を緩和し、
優れた耐久寿命を維持することができる。
【００４２】
　本実施形態によれば、パワーモジュール１１とインダクタ１２を放熱部３０によって冷
却できることはもちろん、その放熱部３０にフィルムキャパシタ１３を装着する構成とす
ることで、併せてフィルムキャパシタ１３も冷却し、モータ駆動システム全体の冷却効率
を向上させることができる。
【００４３】
　そして、本実施形態によれば、フィルムキャパシタ１３の周囲環境温度を、エンジンル
ームの温度ではなく冷却媒体の温度とするので、モータ駆動システム全体の冷却効果を高
めることができるため、フィルムキャパシタを含むインバータの容量を増大させ、商品性
と車両性能についての両面を改善することができる。
【００４４】
　また、本実施形態によれば、放熱部３０の一方の面にパワーモジュール１１とインダク
タ１２を装着し、他方の面にフィルムキャパシタ１３を装着するため、フィルムキャパシ
タ１３を冷却するための別途の放熱構造を必要とせず、モータ駆動システムのサイズを小
さく保ち、重量を軽減させることができ、車両の燃費改善、製造コストの低減に寄与させ
ることができる。
【００４５】
　以上、本発明の好ましい実施形態について説明したが、本発明はこれに限定されるもの
ではなく、特許請求の範囲と発明の詳細な説明及び添付した図面の範囲内で多様に変形し
て実施することが可能であり、これも本発明の範囲に属することは当然である。
【符号の説明】
【００４６】
　　１１：パワーモジュール
　　１２：インダクタ
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　　１３：フィルムキャパシタ
　　１５：ケース
　　３０：放熱部
　　３１：流路
　　４１：インバータハウジング
　　５１：放熱板
　　５３：リブ
　　６１：カバー部材
　　ＨＲ１、ＨＲ２：熱伝達経路

【図１】 【図２】
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【図３】
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