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(57)【要約】
【課題】耐振動性を確保しつつ、衝撃を吸収するバスバ
ー構造およびインバータ一体型電動圧縮機を提供する。
【解決手段】圧縮機と、この圧縮機を駆動させるための
電動モータと、高圧電源から直流電力を交流電力に変換
してモータに給電するインバータ装置１３と、圧縮機、
電動モータ、インバータ装置１３が収容されるハウジン
グ２と、を有するインバータ一体型電動圧縮機に用いら
れ、インバータ装置１３は、回路基板と電気部品から構
成され、回路基板と電気部品を接続配線するための絶縁
樹脂が施されたバスバー構造において、バスバー構造は
、絶縁樹脂にて一体成形される本体部２１と、絶縁樹脂
から露出した外部接続部２２から構成され、外部接続部
２２は、本体部２１に対して屈曲して延在する屈曲延在
部２３を有し、屈曲延在部２３の一部に、バスバー構造
の振動を吸収させるための弾性部２８が形成されている
。
【選択図】図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
圧縮機と、
　該圧縮機を駆動させるための電動モータと、
　高圧電源から直流電力を交流電力に変換して前記モータに給電するインバータ装置と、
　前記圧縮機、前記電動モータ、前記インバータ装置が収容されるハウジングと、を有す
るインバータ一体型電動圧縮機に用いられ、
　前記インバータ装置は、回路基板と電気部品から構成され、前記回路基板と前記電気部
品を接続配線するための絶縁樹脂が施されたバスバー構造において、
　前記バスバー構造は、前記絶縁樹脂にて一体成形される本体部と、前記絶縁樹脂から露
出した外部接続部から構成され、前記外部接続部は、前記本体部に対して屈曲して延在す
る屈曲延在部を有し、前記屈曲延在部の一部に、前記バスバー構造の振動を吸収させるた
めの弾性部が形成されていることを特徴とするバスバー構造。
【請求項２】
　前記屈曲延在部は、前記バスバー構造に衝撃が加わった際に、前記屈曲延在部の破断を
開始するための破断開始部が、前記屈曲延在部の一部に形成されていることを特徴とする
請求項１に記載のバスバー構造。
【請求項３】
　前記弾性部は、前記屈曲延在部の幅方向に亘って、円弧状に突出されて形成されている
ことを特徴とする請求項１に記載のバスバー構造。
【請求項４】
　前記破断開始部は、前記屈曲延在部の幅方向の中心部に向かって、前記屈曲延在部の幅
方向の一部の幅を小さくするように形成されていることを特徴とする請求項２に記載のバ
スバー構造。
【請求項５】
　前記破断開始部は、前記屈曲延在部の前記幅方向の前記中心部に向かって、前記屈曲延
在部の両端部対称位置に、Ｖ字形状の切り欠きにて形成されていることを特徴とする請求
項４に記載のバスバー構造。
【請求項６】
　圧縮機と、
　該圧縮機を駆動させるための電動モータと、
　高圧電源から直流電力を交流電力に変換して前記電動モータに給電するインバータ装置
と、
　前記圧縮機、前記電動モータ、前記インバータ装置が収容されるハウジングと、から構
成されるインバータ一体型電動圧縮機において、
　前記インバータ装置は、回路基板と電気部品から構成され、前記回路基板と前記電気部
品とを接続配線するためのバスバー構造が、請求項１から請求項５のいずれかに記載のバ
スバー構造とされることを特徴とするインバータ一体型電動圧縮機。
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、特に車両用空気調和装置に用いられて好適なバスバー構造およびインバータ
一体型電動圧縮機に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　近年、車両用の空気調和装置に適用される圧縮機として、電動モータを動力源とする電
動圧縮機が採用されている。この電動圧縮機として、ハウジングにインバータ収容部が設
けられ、このインバータ収容部に、高圧電源からの直流電力を三相交流電力に変換して電
動モータに給電を行うインバータ装置を組み込んだインバータ一体型電動圧縮機が実用に
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供されている。このインバータ装置は、例えば、特許文献１および２に開示されているよ
うに、インバータ回路を構成する電力スイッチング素子、平滑コンデンサ、制御回路を備
えたプリント回路基板を有し、更に、外部の直流電源やモータ部に接続するためのコネク
タ部を備えている。これらの各構成要素は、バスバー内蔵プレートにより配線、接続され
ている。そして、このバスバー内蔵プレートは、複数のバスバーを樹脂インサート成形に
より一体化されて絶縁が確保されつつ、ハウジングの周壁外周面に固定されてバスバーア
センブリとして用いられている。（特許文献１および２参照）
【０００３】
　また、特許文献３に開示されているように、一般に、バスバー構造は、導電性金属から
なる複数のバスバーと、合成樹脂製の絶縁基材とを積層させる構造となっている。このバ
スバー積層体から、接続片がバスバー積層体の水平方向に突設され、バスバー同士や、各
種電気部品と溶接接合されて、配線、接続されることとなっている。一方、特許文献４に
開示されているように、絶縁基材が施されていない架橋形状のバスバーもある。
【０００４】
【特許文献１】特許第３８２７１５８号公報
【特許文献２】特許第３７６０８８７号公報
【特許文献３】特開２００２－２８１６４３号公報
【特許文献４】特開２００４－８０８７３号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　ところで、車両用の空気調和装置のインバータ一体型電動圧縮機に適用されるバスバー
においては、走行中の車両の揺れやエンジン自体の振動を受けることとなる。これに対し
て、バスバーは上述した各特許文献に開示されているように、ハウジングの外周壁面に一
体化されて、耐振動性を確保してバスバーの疲労破壊を防止する構造となっている。更に
、車両衝突時の衝撃でバスバーの配線位置がずれてしまうことによる電気的短絡も防止で
きるようになっている。
【０００６】
　しかしながら、インバータ装置における各種電気部品の配置構成は必ずしも一様ではな
く、バスバーをハウジング外周面と一体成形できないこともある。このような場合、一般
的なバスバーとして、特許文献３に開示されている絶縁樹脂にて一体成形された部分から
突出された接続片を有するバスバーや特許文献４に開示されているバスバーを用いること
となる。このようなバスバー構造では、車両やエンジン自体の振動による影響をそのまま
受けてしまい、バスバーが疲労破壊されてインバータ装置の不具合を引き起こし、インバ
ータ一体型電動圧縮機の故障が懸念される。また、車両が衝突事故を起こした場合、イン
バータ装置の収容部が破損し、電気部品の短絡が生じる可能性がある。短絡が生じてしま
うと、電気部品に大電流が流れて発熱し、車両火災等の二次災害に繋がるおそれもある。
この場合、ヒューズを即破断して導通を切ることで火災が防止されるが、正常にヒューズ
が破断されないことも考えられ、また、ヒューズが設置されていない場合は、導通を切る
ための対策を別途行う必要があった。
一方、バスバーの板厚を厚くすることも考えられるが、バスバー全体の板厚が厚くなり、
バスバー全体が大きくなってしまうため、設置スペースの観点から好ましくない。
【０００７】
　本発明は、このような事情に鑑みてなされたものであって、バスバーの板厚を厚くする
ことなく、振動に耐えうる構造であって耐振動性を確保しつつ、衝撃を受けた際には、そ
の衝撃を吸収するバスバー構造およびインバータ一体型電動圧縮機を提供することを目的
とする。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　上記課題を解決するために、本発明のバスバー構造は以下の手段を採用する。
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すなわち、本発明にかかるバスバー構造は、圧縮機と、該圧縮機を駆動させるための電動
モータと、高圧電源から直流電力を交流電力に変換して前記モータに給電するインバータ
装置と、前記圧縮機、前記電動モータ、前記インバータ装置が収容されるハウジングとを
有するインバータ一体型電動圧縮機に用いられ、前記インバータ装置は、回路基板と電気
部品から構成され、前記回路基板と前記電気部品を接続配線するための絶縁樹脂が施され
たバスバー構造において、前記バスバー構造は、前記絶縁樹脂にて一体成形される本体部
と、前記絶縁樹脂から露出した外部接続部から構成され、前記外部接続部は、前記本体部
に対して屈曲して延在する屈曲延在部を有し、前記屈曲延在部の一部に、前記バスバー構
造の振動を吸収させるための弾性部が形成されていることを特徴とする。
【０００９】
　本発明によれば、特に、車両用空気調和装置のインバータ一体型電動圧縮機に適用され
る場合、車両走行時の揺れの影響やエンジン自体の振動の影響を受けた場合であっても、
絶縁樹脂にて一体成形される本体部と、絶縁樹脂から露出した外部接続部から構成され、
この外部接続部は、本体部に対して屈曲して延在する屈曲延在部を有し、屈曲延在部の一
部に、バスバーの振動を吸収させるための弾性部が形成されているため、車両の揺れやエ
ンジン自体の振動が、この弾性部により吸収される。したがって、バスバーの疲労破壊を
防止することができる。
【００１０】
　さらに、本発明のバスバー構造では、上述した屈曲延在部は、前記バスバー構造に衝撃
が加わった際に、前記屈曲延在部の破断を開始するための破断開始部が、前記屈曲延在部
の一部に形成されていることを特徴とする。
【００１１】
　本発明によれば、車両の衝突事故により、インバータ装置の収容部が衝撃を受けた場合
であっても、衝撃荷重を屈曲延在部に集中させて、屈曲延在部の破断を開始するための破
断開始部が形成されているため、この破断開始部から屈曲延在部の破断を開始させること
ができる。したがって、バスバーが破断されて電流の導通が切られることで車両衝突時の
インバータ装置の電気部品の短絡を防止することができる。
【００１２】
　さらに、本発明のバスバー構造では、上述した弾性部は、前記屈曲延在部の幅方向に亘
って、円弧状に突出されて形成されていることを特徴とする。
【００１３】
　本発明によれば、上述した弾性部は、屈曲延在部の幅方向に亘って、円弧状に突出され
て形成されているため、車両走行時の揺れやエンジン自体の振動による上下方向の揺動や
左右方向の揺動を、この突出した円弧状の弾性部によって効果的に吸収することができる
。したがって、バスバーの振動による疲労破壊を防止することができる。また、屈曲延在
部の一部を円弧状に突出させるのみであるため、簡便な構造であり加工も容易である。
【００１４】
　さらに本発明のバスバー構造では、上述した破断開始部は、前記屈曲延在部の幅方向の
中心部に向かって、前記屈曲延在部の幅方向の一部の幅を小さくするように形成されてい
ることを特徴とする。
【００１５】
　本発明によれば、車両の衝突事故等により、インバータ装置の収容部が衝撃を受けた場
合であっても、上述した破断開始部は、屈曲延在部の幅方向の中心部に向かって、屈曲延
在部の幅方向の一部の幅を小さくするように形成されているので、幅が小さくなっている
部分に衝撃荷重が集中して、この破断開始部から屈曲延在部の破断を開始させることがで
きる。したがって、バスバーが破断されて電流の導通が切られることで、車両衝突時のイ
ンバータ装置の電気部品の短絡を防止することができる。また、屈曲延在部の一部の幅を
小さくするのみでよいため簡便な構造で加工も容易である。
【００１６】
　さらに、本発明のバスバー構造では、上述した破断開始部は、前記屈曲延在部の前記幅
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方向の前記中心部に向かって、前記屈曲延在部の両端部対称位置に、Ｖ字形状の切り欠き
にて形成されていることを特徴とする。
【００１７】
　本発明によれば、上述した破断開始部は、屈曲延在部の幅方向の中心部に向かって、屈
曲延在部の両端部対称位置に、Ｖ字形状の切り欠きにて形成されているため、簡便な構造
で加工も容易である。さらに、車両の進行方向に対する電動圧縮機の設置向きに応じて、
このＶ字形状の切り欠きの向きを合わせることで、バスバーが衝撃を受けた際に、Ｖ字形
状の切り欠きに衝撃荷重が集中されて、より確実に屈曲延在部を破断させることがきる。
したがって、バスバーが確実に破断されて電流の導通が切られることで、車両衝突事故に
よるインバータ装置破損時の電気部品の短絡をより一層防止できる。
【００１８】
　さらに、本発明のインバータ一体型電動圧縮機は、圧縮機と、該圧縮機を駆動させるた
めの電動モータと、高圧電源から直流電力を交流電力に変換して前記電動モータに給電す
るインバータ装置と、前記圧縮機、前記電動モータ、前記インバータ装置が収容されるハ
ウジングと、から構成されるインバータ一体型電動圧縮機において、前記インバータ装置
は、回路基板と電気部品から構成され、前記回路基板と前記電気部品とを接続配線するた
めの前記バスバー構造が、上述したいずれかのバスバー構造とされることを特徴とする。
【００１９】
　本発明によれば、特に車両用空気調和装置に用いられて好適で、上述したバスバー構造
が組み込まれたインバータ一体型電動圧縮機によれば、車両走行時の揺れの影響やエンジ
ン自体の振動の影響を受けた場合であっても、バスバーの破損に伴うインバータ一体型電
動圧縮機の故障を防止することで、インバータ一体型電動圧縮機の信頼性が向上する。さ
らに、車両事故によって、インバータ装置が破損した場合であっても、インバータ一体型
電動圧縮機の損傷を低減できる。
【発明の効果】
【００２０】
　本発明のバスバー構造によると、車両走行時の揺れの影響やエンジン自体の振動の影響
を受けた場合であっても、簡便な構造で、この揺れや振動を効果的に吸収することができ
る。したがって、疲労破壊等によるバスバーの破損が防止されて、インバータ装置の故障
等の不具合を防止することができる。さらに、車両衝突事故によりインバータ装置の収容
部が破損された場合であっても、バスバーの屈曲延在部の破断を確実に行うことができる
。したがって、ヒューズの有無に係わらず、バスバーを確実に破断して電流の導通を切り
、インバータ装置の電気部品の短絡による車両火災等の二次災害を防止することができる
。
　また、本発明のインバータ一体型電動圧縮機によると、特に車両用空気調和装置に用い
られることが好適であって、本発明のバスバーが組み込まれたインバータ一体型電動圧縮
機では、車両走行時の揺れの影響やエンジン自体の振動の影響を受けた場合であっても、
バスバーの破損に伴うインバータ一体型電動圧縮機の故障を防止する。さらに、車両事故
によって、インバータ装置が破損した場合であっても、インバータ一体型電動圧縮機の損
傷を低減できる。したがって、インバータ一体型電動圧縮機の信頼性が向上するとともに
、車両事故時の損傷を低減して、車両火災等の二次災害を防止することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２１】
　以下に、本発明の実施形態について、図面を参照して説明する。
［第一実施形態］
　以下、本発明の第一実施形態について、図１ないし図３を用いて説明する。
　図１には、本発明の第一実施形態に係るインバータ一体型電動圧縮機１の分解斜視図が
示されている。インバータ一体型電動圧縮機１は、その外殻を構成するハウジング２を有
する。ハウジング２は電動モータ（図示なし）が収容されるモータハウジング３と、圧縮
機（図示なし）が収容される圧縮機ハウジング４とが一体に固定されることにより構成さ
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れる。このモータハウジング３および圧縮機ハウジング４は、アルミダイカスト製とされ
ている。
【００２２】
　モータハウジング３および圧縮機ハウジング４内に収容設置される電動モータ（図示な
し）および圧縮機（図示なし）は、モータ軸を介して連結され、電動モータの回転によっ
て圧縮機が駆動される。モータハウジング３の後端側には、吸入ポート５が設けられてお
り、この吸入ポート５からモータハウジング３内に吸入された低圧冷媒ガスは、電動モー
タの周りを流通して圧縮機に吸い込まれて圧縮される。圧縮機により圧縮された高温高圧
の冷媒ガスは、圧縮機ハウジング４内に吐出された後、圧縮機ハウジング４の前端部側に
設けられている吐出ポート（図示なし）から外部へと吐出される構成となっている。
【００２３】
　モータハウジング３の外周面上部には、ボックス形状のインバータ収容部７が一体成形
されている。インバータ収容部７は、その上面が開放された所定高さの周囲壁により囲わ
れたボックス構造を有する（図１参照）。このインバータ収容部７の側面には、２つの電
源ケーブル取り出し口８ａ、８ｂが設けられるとともに、インバータ収容部７の内部には
、モータ端子取り付け孔９および金属プレート用放熱面１５が設けられる他、図示省略の
電源ケーブルが接続される直流電力用のＰ－Ｎ端子、金属プレート用設置ボス部およびＣ
ＰＵ基板用設置ボス部等が設けられている。また、インバータ収容部７には、モータ端子
取り付け孔９に取り付けられるモータ端子１０、ヘッドキャパシタ１１、インダクタ１２
、インバータ装置１３等が収容設置され、その上面は蓋部材１４がネジ止め固定されるこ
とによって覆われる構成とされている。
【００２４】
　インバータ装置１３は、図１に示されるように、インバータ収容部７の放熱面１５に接
触されて四隅がボス部等に固定設置され、ヒートシンクとして機能するアルミ合金製の金
属プレート１６と、この金属プレート１６上に設置される図示省略の電力スイッチング素
子（以下「ＩＧＢＴ」；（Ｉｎｓｕｌａｔｅｄ　Ｇａｔｅ　Ｂｉｐｏｌａｒ　Ｔｒａｎｓ
ｉｓｔｏｒ）という。）を動作させるパワー系制御回路が実装され、金属プレート１６上
のボス部に設置されるパワー基板１７と、ＣＰＵ等の低電圧で動作する素子を有する回路
が実装され、四隅がボス部等に固定設置されるＣＰＵ基板１８と、インバータ装置１３の
配線をなす複数のバスバーを有し、各バスバーを絶縁材である樹脂インサート成形により
一体化したバスバーアセンブリ１９を備えている。
【００２５】
　バスバーアセンブリ１９は、図示省略ＩＧＢＴと直流電力のＰ－Ｎ端子とを接続するＰ
－ＮバスバーやＩＧＢＴとモータ端子１０とを接続する複数のバスバーを、インサート樹
脂により一体成形して一部品としたものである。このバスバーアセンブリ１９は、直流電
力のＰ－Ｎ端子およびモータ端子１０に対向するようにＬ字形状に構成され、パワー基板
１７の隣接する二辺に沿って、インバータ収容部７にビス２０により一体的に固定される
構造とされている。（図１参照）
【００２６】
　図２に、バスバーアセンブリ１９の斜視図が示されている。このバスバーアセンブリ１
９は、絶縁樹脂にて一体成形されている本体部２１と、本体部２１から絶縁樹脂から露出
した外部接続部２２が突出されて構成されている。この外部接続部２２は、本体部２１の
下方側（図１のパワー基板１７側）に向かって、本体部２１に対して略直角方向に屈曲し
て延在した屈曲延在部２３を有している。屈曲延在部２３から更に本体部２１に対して平
行に略直角に屈曲された先端部２４が設けられている形状とされている。この先端部２４
は、図示省略のＰ－Ｎ端子にボルトダウンにて接続される。図１に示すように、外部接続
部２５および２６はインダクタ１２に接続される。外部接続部２７は、ヘッドキャパシタ
１６に接続される。なお、絶縁樹脂から露出した導電性金属である外部接続部２２の材料
は、通常、黄銅が用いられ、ニッケルメッキが施されている。または、冷間圧延鋼板で錫
メッキが施されているものであってもよい。
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【００２７】
　図３に、図２に示された屈曲延在部２３の拡大図が示されている。図３の右側がバスバ
ー本体部２１側である。図２および図３に示されるように、外部接続部２２から本体部２
１に対して略直角に屈曲して延在した屈曲延在部２３の途中に、平面視した場合に、屈曲
延在部２３の幅方向に亘って、円弧形状に突出されて形成された弾性部２８が設けられて
いる。さらに、その途中には、屈曲延在部２３の幅方向の中心に向かって、屈曲延在部２
３の一部の幅が小さくされた破断開始部２９が形成されている。
なお、本実施形態の破断開始部２９は、屈曲延在部２３の幅方向の中心部に向かって、屈
曲延在部２３の両端部における対称位置に、Ｖ字形状の切り欠きが形成された一例である
。同図に示されるように、この弾性部２８と破断開始部２９は、屈曲延在部２３の途中に
並列に設けられる構成とされている。
【００２８】
　以上説明の構成により、本実施形態によると以下の作用効果を奏する。
　車両が走行する際に発生する車体の揺れに伴い、インバータ一体型電動圧縮機１も揺れ
の影響がある。また、エンジン駆動中は、エンジン自体の振動により、インバータ一体型
電動圧縮機１が振動する場合がある。インバータ一体型電動圧縮機１に揺れや振動が発生
した際には、当然インバータ装置１３やインバータ収容部７にも揺れや振動の影響を伴う
。図３に示されるように、屈曲延在部２３の一部に、弾性部２８が、平面視した場合に、
円弧状に突出されて形成されていることにより、この揺れや振動が弾性部２８によって吸
収されることとなる。この結果、絶縁樹脂から露出した外部接続部２２および屈曲延在部
２３、先端部２４の疲労破壊が防止されて、バスバーアセンブリ１９の損傷を防止すると
ともに、インバータ装置１３における故障等の不具合を防止することができる。
【００２９】
　さらに、車両が衝突事故を起こした際に、インバータ収容部７が破損されてしまった場
合、図３に示すように、屈曲延在部２３の幅方向の中心部に向かって、屈曲延在部２３の
両端部対称位置に、Ｖ字形状の切り欠きにて形成されている破断開始部２９が形成されて
いることにより、バスバーアセンブリ１９に衝撃が加わっても、このＶ字形状の切り欠き
部分に衝撃荷重が集中されて、屈曲延在部２３が破断されることとなる。この結果、ヒュ
ーズ設置の有無に係わらず、屈曲延在部２３を破断開始部２９から確実に破断することで
、バスバーアセンブリ１９に流れる電流の導通を切ることができるため、インバータ装置
１３の電気部品の短絡が防止でき、車両火災等の二次災害を防ぐことができる。
【００３０】
［第二実施形態］
　次に、本発明の第二実施形態について、図を用いて説明する。
　図４に、第一実施形態のバスバー構造を採用したインバータ一体型電動圧縮機１の車両
搭載時の平面図が示されている。
　本実施形態では、例えば、インバータ一体型電動圧縮機１は、モータハウジング３の後
端側の下部に設けられた取り付け脚６（図１参照）と、圧縮機ハウジング４の前端側およ
び上部側に取り付け脚（図示なし）を有しており、これらの３箇所に設けられた取り付け
脚を介して、図示省略の車両走行用エンジンの側壁に設置されたブラケットにボルトによ
り固定設置されて搭載されている。
【００３１】
図４（ａ）に示されるように、上述した第一実施形態のバスバー構造を採用したインバー
タ一体型電動圧縮機１が、車両３０のエンジンルーム３１の左側寄りに、矢印３２の車両
進行方向に対して水平方向に縦置きに配置されている。この時、図３に示されるバスバー
アセンブリ１９の屈曲延在部２３に設けられている破断開始部２９であるＶ字状の切り欠
きにおいて、同図に示されるＹ軸方向の向きが、図４（ａ）に示されるＹ軸方向の向きと
同方向となるように設置されている。
一方、図４（ｂ）は、上述した第一実施形態のバスバー構造を採用したインバータ一体型
電動圧縮機１が、車両３０のエンジンルーム３１の左側寄りに、矢印３２の車両進行方向
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きに配置された場合であっても、図３に示されるバスバーアセンブリ１９の屈曲延在部２
３に設けられている破断開始部２９であるＶ字状の切り欠きは、同図に示されるＹ軸方向
の向きが、図４（ａ）に示されるＹ軸方向の向きと同方向となるように設置されることと
なる。
【００３２】
　以上説明の構成により、本実施形態によると以下の作用効果を奏する。
　車両３０が事故により前方から衝撃を受けた際、図４（ａ）（ｂ）に示されるエンジン
ルーム３１内においては、走行用エンジン（図示なし）やインバータ一体型電動圧縮機１
が、その衝撃を受けて破損されてしまう可能性がある。
　本実施形態では、図３に示されるバスバーアセンブリ１９の屈曲延在部２３の一部に設
けられた破断開始部２９である切り欠きの向きの配置を、図３および図４に示される車両
の進行方向である矢印３２に対して水平方向であるＹ軸方向がそれぞれ同方向となるよう
にインバータ装置１３内に配置されている。このため、車両事故によるインバータ収容部
７が破損された場合であっても、破断開始部２９である切り欠きが車両進行と同方向に設
置されているため、この切り欠きから破断が開始されて、屈曲延在部２３の破断が促進さ
れる。したがって、屈曲延在部２３を破断開始部２９から確実に破断することで、バスバ
ーアセンブリ１９に流れる電流の導通を切ることができるため、各種電気部品の短絡が防
止でき、インバータ一体型電動圧縮機の損傷を低減して車両火災等の二次災害を防止する
ことができる。
【図面の簡単な説明】
【００３３】
【図１】本発明の一実施形態にかかるインバータ一体型電動圧縮機１の分解斜視図である
。
【図２】本発明の一実施形態にかかるバスバーアセンブリの側面図である。
【図３】バスバーアセンブリの屈曲延在部の拡大図である。
【図４】本発明の一実施形態にかかるインバータ一体型電動圧縮機の車両配置方向を示す
平面図である。
【符号の説明】
【００３４】
１　インバータ一体型電動圧縮機
２　ハウジング
３　モータハウジング
４　圧縮機ハウジング
７　インバータ収容部
１１　ヘッドキャパシタ
１２　インダクタ
１３　インバータ装置
１４　蓋部材
１９　バスバーアセンブリ
２１　バスバー本体部
２２，２５，２６，２７　外部接続部
２３　屈曲部延在部
２４　先端部
２８　弾性部
２９　破断開始部
３０　車両
３１　エンジンルーム
３２　エナメル線
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