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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　電源からの直流電力を交流電力に変換して電動機に供給する電力変換回路と前記電源と
を接続する電線の電圧印加点に、交流電圧を印加する検出信号生成部と、
　前記検出信号生成部と前記電圧印加点との間の電圧測定点の電圧を測定する電圧測定部
と、
　前記電動機の制御装置が前記電動機を駆動する指令を出力し、前記指令により前記電力
変換回路が有するスイッチング素子のオン・オフ制御が行われ前記電動機の回転角度が特
定範囲に保持されているときに、前記電圧測定部が測定した前記電圧測定点の電圧に応じ
て、前記電力変換回路から前記電動機の間における漏電の有無を検出する漏電検出部と、
　を含む、車載用電力供給システムの漏電検出装置。
【請求項２】
　電源からの直流電力を交流電力に変換して電動機に供給する電力変換回路と前記電源と
を接続する電線の電圧印加点に、交流電圧を印加する検出信号生成部と、
　前記検出信号生成部と前記電圧印加点との間の電圧測定点の電圧を測定する電圧測定部
と、
　前記電動機の制御装置が前記電動機に回転角度を特定範囲に保持する指令を与えている
ときに、前記電圧測定部が測定した前記電圧測定点の電圧に応じて、前記電力変換回路か
ら前記電動機の間における漏電の有無を検出する漏電検出部と、
　前記制御装置が前記電動機の回転角度を特定範囲に保持する制御をする際の制御周期に
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対応した周波数のノイズを除去するフィルタと、
　を含む、車載用電力供給システムの漏電検出装置。
【請求項３】
　電源からの直流電力を交流電力に変換して電動機に供給する電力変換回路と前記電源と
を接続する電線の電圧印加点に、交流電圧を印加する検出信号生成部と、
　前記検出信号生成部と前記電圧印加点との間の電圧測定点の電圧を測定する電圧測定部
と、
　前記電動機の制御装置が前記電動機に回転角度を特定範囲に保持する指令を与えている
ときに、前記電圧測定部が測定した前記電圧測定点の電圧に応じて、前記電力変換回路か
ら前記電動機の間における漏電の有無を検出する漏電検出部と、を含み、
　前記漏電が検出された場合、高電圧を印加したまま、前記電力変換回路が有するスイッ
チング素子のオン・オフ制御を停止させてから、前記オン・オフ制御を停止したままで漏
電の有無を検出する、
　車載用電力供給システムの漏電検出装置。
【請求項４】
　上部旋回体を旋回させる電動機と、
　電源からの直流電力を交流電力に変換して前記電動機に供給する電力変換回路と、
　請求項１から請求項３のいずれか１項に記載の車載用電力供給システムの漏電検出装置
と、
　を含む、油圧ショベル。
【請求項５】
　前記油圧ショベルは、旋回動作を操作する旋回操作レバーをさらに含み、
　前記漏電検出部は、前記旋回操作レバーが中立位置に戻された後の所定期間に漏電の有
無を検出する、請求項４に記載の油圧ショベル。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、蓄電池の直流電力を電力変換回路で交流電力に変換し、この交流電力を交流
モータに供給する車載用電力供給システムの漏電検出装置及び油圧ショベルに関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、動力の一部または全部を蓄電池から供給される電力で賄うハイブリッド車などの
車両の開発が進められている。このような車両の多くには、インバータのような電力変換
回路を用いて蓄電池の直流電力を交流電力に変換し、この交流電力を交流モータ等の負荷
に供給する電力供給システムが搭載されている。
【０００３】
　電力供給システムに用いられる蓄電池は、高電圧大容量であるため、電気回路の何れか
の箇所で漏電が生じると、車両のメンテナンス作業を行うのに支障をきたすおそれがある
。このため車載用の電力供給システムにおいて、漏電の有無を事前に知り、漏電を発見し
た場合には、速やかに対処することが求められている。
【０００４】
　図４は、従来用いられている車載用電力供給システムの漏電検出装置を示す図である。
このような漏電検出装置については、例えば下記特許文献１及び特許文献２で開示されて
いる。
【０００５】
　図４において、車載用電力供給システムの漏電検出装置は、電力供給システム１０と漏
電検出装置２０とからなる。
【０００６】
　電力供給システム１０は、直流高電圧回路Ａと交流高電圧回路Ｂとからなる。直流高電
圧回路Ａは、直流用の蓄電池１１と、蓄電池１１の正負極に接続される正極電線１３およ
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び負極電線１４と、正極電線１３上および負極電線１４上に設けられたコンタクタ１７ａ
、１７ｂと、コンタクタ１７ａ、１７ｂの後段にあって正極電線１３および負極電線１４
に接続された平滑用のコンデンサ１８とからなる。交流高電圧回路Ｂは、正極電線１３お
よび負極電線１４に接続され、複数のスイッチング素子のオン・オフ切り換えによって直
流電力を交流電力に変換するインバータ回路１２と、交流モータ１５と、インバータ回路
１２と交流モータ１５を接続する複数の交流電線１６とからなる。
【０００７】
　交流モータ１５を駆動するときには、コンタクタ１７ａ、１７ｂは、オンされる。
【０００８】
　インバータ回路１２は、例えば図５で示すＩＧＢＴインバータ回路１２が用いられる。
ＩＧＢＴインバータ回路１２には、６つのＩＧＢＴ素子（スイッチング素子）７６および
対応する６つのダイオード７７で構成された６つのＩＧＢＴ回路７０～７５が設けられて
いる。
【０００９】
　交流モータ１５が三相である場合には、ＩＧＢＴ回路７０、７３、ＩＧＢＴ回路７１、
７４、ＩＧＢＴ回路７２、７５の三組のＩＧＢＴ回路が並列に配置される。ＩＧＢＴ回路
７０、７３の中間点Ｍ１、ＩＧＢＴ回路７１、７４の中間点Ｍ２、ＩＧＢＴ回路７２、７
５の中間点Ｍ３はそれぞれ、交流モータ１５の３つのコイルに接続されている。
【００１０】
　漏電検出装置２０は、蓄電池１１の正極側の正極電線１３上の電圧印加点Ｐに接続され
るコンデンサＣと、コンデンサＣに接続される抵抗Ｒと、正弦波や矩形波等の所定周波数
の交流信号Ｖｓを発振して、抵抗Ｒに交流信号Ｖｓを通電させる発振器２１と、抵抗Ｒと
コンデンサＣとの間の電圧測定点Ｑにおいて電圧レベル（交流電圧の実効値）を測定する
電圧測定部４０とからなる。この電圧測定部４０で、電圧を測定する際には、漏電の有無
を判別するための閾値が設定される。
【００１１】
　図４の漏電検出装置２０における漏電検出処理は、以下のように行われる。負極電線１
４で絶縁が劣化し、漏電が発生した場合を想定する。発振器２１から出力された交流信号
Ｖｓは、抵抗ＲとコンデンサＣを通過して、正極電線１３の印加点Ｐに印加される。
【００１２】
　仮に電力供給システム１０に漏電が無い場合には、電圧測定部４０で測定される電圧実
効値は、発振器２１から出力された交流信号Ｖｓの電圧実効値と略同じであり、設定され
た閾値以上となる。これにより、漏電は無しと判定される。
【００１３】
　一方、電力供給システム１０に漏電が有る場合、つまり負極電線１４に漏電が有る場合
は、負極電線１４と、車体のボディ（アース）との間で、漏電抵抗ｒが発生する。このた
め交流信号Ｖｓの電圧実効値は、抵抗Ｒと漏電抵抗ｒとによって分圧されることになる。
このため電圧測定部４０で測定される電圧実効値は、発振器２１から出力された交流信号
Ｖｓの電圧実効値よりも小さくなり、設定された閾値よりも低くなる。これにより漏電有
りと判定される。このように測定点Ｑにおける電圧を測定し、閾値と比較することによっ
て、漏電の有無を検出することができる。なお、Ｃは浮遊容量である。
【先行技術文献】
【特許文献】
【００１４】
【特許文献１】国際公開第２００７／００７７４９号公報
【特許文献２】特開２００３－２１９５５１号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１５】
　しかしながら、従来の漏電検出装置では、車両稼働中などの高電圧回路に高電圧を印加
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した状態では、電力供給システム１０のうち直流高電圧回路Ａで生じた漏電の検出は誤検
出の恐れなく行えるものの、交流高電圧回路Ｂで生じた漏電の検出を、誤検出の恐れなく
行えなかった。以下、高電圧回路に高電圧を印加した状態では、交流高電圧回路Ｂの漏電
検出を、誤検出の恐れなく行えない理由を、図４、図５を用いて説明する。ここでコンデ
ンサ１８は一般に、漏電検出装置２０のコンデンサＣと比較して容量が大きく、インピー
ダンスが小さい。このため交流信号Ｖｓは、コンデンサ１８を導通可能なので、高電圧部
の正極１３と負極１４の両方に導通できるとして説明する。
【００１６】
　交流高電圧回路Ｂの交流電線１６ａ～１６ｃのいずれかで絶縁が劣化し、漏電が発生す
る場合を想定する。まず高電圧回路に高電圧を印加した状態で、ＩＧＢＴ素子７６のオン
・オフ制御が停止中の場合には、各ＩＧＢＴ素子７６は非導通である。このため交流信号
Ｖｓは各ＩＧＢＴ素子７６を通過することができない。
【００１７】
　さらに高電圧回路に高電圧を印加した状態で、ＩＧＢＴ素子７６のオン・オフ制御が停
止中の場合には、各ダイオード７７は逆バイアス方向に高電圧が印加されて非導通となる
。このため交流信号Ｖｓは各ダイオード７７も通過することができない。このため高電圧
回路に高電圧を印加した状態で、ＩＧＢＴ素子７６のオン・オフ制御が停止中の場合には
、直流高電圧回路Ａは特許文献１の手法にて、漏電検出を誤検出の恐れなく行えるが、交
流高電圧回路Ｂは漏電検出を行うことができない。
【００１８】
　次に高電圧回路に高電圧を印加した状態で、ＩＧＢＴ素子７６のオン・オフ制御が動作
中の場合には、各ＩＧＢＴ素子７６のいずれかが導通となる。また各ダイオード７７も、
還流電流が流れる場合に導通となる。このため交流信号Ｖｓは、交流高電圧回路Ｂに導通
することができる。しかしながら高電圧回路に高電圧を印加した状態で、ＩＧＢＴ素子７
６のオン・オフ制御が動作中の場合には、漏電検出装置２０に大きなノイズが発生する。
このノイズには、周波数や振幅が異なるノイズが複数含まれている。さらに、絶縁状態の
変化により、高電圧回路の各部位におけるインピーダンスが変化すると、各ノイズの振幅
などが変化する。
【００１９】
　このため車両稼働中などの高電圧回路に高電圧を印加した状態では、交流高電圧回路Ｂ
の漏電検出を誤検出の恐れなく実施することは困難であった。しかしながら故障発生時に
、故障の進行を防止するためには、高電圧回路に高電圧を印加した状態でも、交流高電圧
回路Ｂで生じた漏電を誤検出の恐れなく検出する必要がある。
【００２０】
　そこで本発明は、上述した実情に鑑みて提案されたものであり、高電圧回路に高電圧を
印加した状態においても、直流高電圧回路と交流高電圧回路の両方で、安価な回路構成で
誤検出の恐れなく漏電検出を行うことを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００２１】
　本発明は、電源からの電力を交流電力に変換して電動機に供給する電力変換回路と前記
電源とを接続する電線の電圧印加点に、交流電圧を印加する検出信号生成部と、前記検出
信号生成部と前記電圧印加点との間の電圧測定点の電圧を測定する電圧測定部と、前記電
動機の制御装置が前記電動機に回転角度を一定に保持する指令を与えているときに、前記
電圧測定部が測定した前記電圧測定点の電圧に応じて、前記電力変換回路から前記電動機
の間における漏電の有無を検出する漏電検出部と、を含む、車載用電力供給システムの漏
電検出装置である。
【００２２】
　前記制御装置が前記電動機の回転角度を一定に保持する制御をする際の制御周期に対応
した周波数のノイズを除去するフィルタを有することが好ましい。
【発明の効果】
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【００２３】
　本発明は、高電圧回路に高電圧を印加した状態においても、直流高電圧回路と交流高電
圧回路の両方で、安価な回路構成で誤検出の恐れなく漏電検出を行うことができる。
【図面の簡単な説明】
【００２４】
【図１】図１は、実施の形態に係る車載用電力供給システムの漏電検出装置の構成を示す
図である。
【図２】図２は、電子制御ユニットの構成を機能ブロック化して示す図である。
【図３】図３は、実施の形態に係る漏電検出装置およびこの漏電検出装置の漏電検出対象
を示す図である。
【図４】図４は、従来用いられている車載用電力供給システムの漏電検出装置を示す図で
ある。
【図５】図５は、ＩＧＢＴインバータ回路を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００２５】
　以下、本発明の実施の形態について図を参照しながら説明する。
【００２６】
　図１は、実施の形態の構成を示す図である。図１において、車載用電力供給システムの
漏電検出装置は、電力供給システム１０と漏電検出装置３０とからなる。
【００２７】
　図１に示す電力供給システム１０は、負極電線１４にコンタクタ１７ｂが設けられてい
ない点を除き、図４を用いて説明した電力供給システム１０と基本的には同じである。本
実施例において負極電線１４にコンタクタを設けてもよいが、本実施例の漏電検出処理の
際には、正極電線、負極電線に設けられたコンタクタの何れかがオンしている必要がある
。
【００２８】
　電力供給システム１０は、直流高電圧回路Ａと交流高電圧回路Ｂとからなる。直流高電
圧回路Ａは、直流用の蓄電池１１と、蓄電池１１の正負極それぞれに接続される正極電線
１３および負極電線１４と、正極電線１３上に設けられたコンタクタ１７と、コンタクタ
１７の後段にあって正極電線１３および負極電線１４に接続された平滑用のコンデンサ１
８と、コンデンサ１８に並列に接続される直流電圧測定部１９と、同じくコンデンサ１８
に並列に接続され、コンデンサ１８の直流電圧抜きを行う電圧抜き回路２５とからなる。
電圧抜き回路２５は、例えば抵抗およびリレーからなる。
【００２９】
　交流高電圧回路Ｂは、正極電線１３および負極電線１４に接続され、複数のスイッチン
グ素子のオン・オフ切り換えによって直流電力を交流電力に変換するインバータ回路１２
と、交流モータ１５と、インバータ回路１２と交流モータ１５を接続する複数の交流電線
１６とからなる。インバータ回路１２は、電源からの直流電力を交流電力に変換して電動
機である交流モータ１５に供給する電力変換回路である。
【００３０】
　図５に示すように、インバータ回路１２には、６つのＩＧＢＴ素子７６および６つのダ
イオード７７で構成された６つのＩＧＢＴ回路７０～７５が設けられている。交流モータ
１５が三相である場合には、ＩＧＢＴ回路７０、７３と、ＩＧＢＴ回路７１、７４と、Ｉ
ＧＢＴ回路７２、７５の三組が並列に配置される。
【００３１】
　ＩＧＢＴ回路７０、７３の中間点Ｍ１、ＩＧＢＴ回路７１、７４の中間点Ｍ２、ＩＧＢ
Ｔ回路７２、７５の中間点Ｍ３はそれぞれ、交流モータ１５の３つのコイルに接続されて
いる。
【００３２】
　漏電検出装置３０は、蓄電池１１の正極側の正極電線１３上の電圧印加点Ｐに接続され
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るコンデンサＣと、コンデンサＣに接続される抵抗Ｒと、電子制御ユニット５０と、電子
制御ユニットの電源６０と、車両の始動キーの操作に応じてオン・オフされ、電子制御ユ
ニット５０と電源６０を電気的に接続・遮断するスイッチ８０と、電子制御ユニット５０
によってオン・オフ制御され、電子制御ユニット５０と電源６０を電気的に接続・遮断す
るリレー８１とからなる。
【００３３】
　図２は、電子制御ユニット５０の構成を機能ブロック化して示す図である。電子制御ユ
ニット５０は、正弦波や矩形波等の所定周波数の交流信号Ｖｓを発振して、抵抗Ｒに交流
信号Ｖｓを通電させる検出信号生成部５１と、抵抗ＲとコンデンサＣとの間の電圧測定点
Ｑにおいて電圧レベル（交流電圧の実効値）を、フィルタ部５２Ａを介して測定する電圧
測定部５２と、電圧測定部５２で測定された電圧と予め設定された閾値とを比較して漏電
の有無を検出する漏電検出部５３と、ＩＧＢＴインバータ回路１２に設けられた各ＩＧＢ
Ｔ素子（スイッチング素子）７６のオン・オフを制御するスイッチング素子制御部５４と
、コンタクタ１７およびリレー８１のオン・オフを制御するコンタクタ制御部５５とから
なる。電子制御ユニット５０の各部５１～５５の機能は、電子回路またはプログラミング
によって実現される。
【００３４】
　なお、実施例では、コンタクタ１７を、正極電線１３に設けているが、負極電線１４に
設けてもよい。また、実施例では、正極電線１３に、交流電圧Ｖｓを印加する電圧印加点
Ｐを設けているが、負極電線１４に、電圧印加点Ｐを設けてもよい。
【００３５】
　高電圧回路に高電圧を印加した状態で、ＩＧＢＴ素子７６のオン・オフ制御が動作中の
場合に、漏電検出装置３０に大きなノイズが発生する理由と、その解決方法を、図１、図
５を用いて説明する。
【００３６】
　高電圧回路に高電圧を印加した状態で、ＩＧＢＴ素子７６のオン・オフ制御が動作中の
場合には、交流高電圧回路ＢのＭ１～Ｍ３に大きな電圧変動が発生する。この電圧変動が
、絶縁抵抗ｒや浮遊容量ｃなどのインピーダンスと、漏電検出装置３０の抵抗Ｒやコンデ
ンサＣなどのインピーダンスとで分圧された電圧が、漏電検出装置３０にノイズとして発
生する。
【００３７】
　ここで交流高電圧回路ＢのＭ１～Ｍ３の電圧変動は主に、各ＩＧＢＴ素子７６がスイッ
チングされることで発生する。この電圧変動は主に、キャリア周波数（スイッチング周波
数）の成分と、正極電圧と負極電圧の時間比率が変化する周波数、つまり相電流周波数の
成分となる。
【００３８】
　ここでキャリア周波数の電圧変動は、キャリア周波数の制御周期を設計者が任意に決定
できることから、ノイズ周波数と交流信号Ｖｓの周波数の両方を、設計者が任意に決定で
きる。このためフィルタ等により、確実なノイズ対策をすることが可能となる。
【００３９】
　しかしながら相電流周波数の電圧変動は、モータ回転数に比例して周波数が変化する。
このため交流モータ１５が車両の走行や旋回に使用される場合には、ノイズ周波数を設計
者が任意に決定することができない。
【００４０】
　さらに漏電検出を確実に実施するためには、十分な検出時間を確保することが必要とな
るが、漏電発生直後にノイズ対策が可能なモータ回転数が十分に持続するとは限らない。
【００４１】
　これに対して本発明の漏電検出装置は、上述の相電流周波数のノイズに対策するために
以下の手段を採った。
【００４２】
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　車両の走行やハイブリッド油圧ショベルや電動ショベルの旋回に使用される交流モータ
１５では、モータ回転を停止して機械的なブレーキを作動させる前後に、交流モータ１５
の制御装置から回転角度を特定範囲に保持する指令が与えられる。
【００４３】
　この回転角度を特定範囲に保持している期間には、相電流周波数に同期した広域な周波
数のノイズが無くなり、回転角度の制御指令の制御周期に同期した、周波数が一定のノイ
ズと入れ替わる。
【００４４】
　本発明ではこの現象に着目して、回転角度を特定範囲に保持する期間に、高電圧が印加
された状態における、交流高電圧回路Ｂの漏電検出を実施する。
【００４５】
　ここで回転角度の制御指令の制御周期は、設計者が任意に決定できることから、ノイズ
周波数と交流信号Ｖｓの両方を、設計者が任意に設定できる。このためフィルタ部５２Ａ
により、確実なノイズ対策をすることが可能となる。
【００４６】
　さらに回転角度を特定範囲に保持する指令を持続させる時間も、設計者が任意に決定で
きるので、十分な検出時間を確実に確保することが可能となる。
【００４７】
　上述の手段をとることにより、高電圧回路に高電圧を印加した状態においても、交流モ
ータ１５の回転と停止の各サイクルごとに、安定した漏電検出を確実に実施することが可
能となる。
【００４８】
　つぎに、実施の形態の漏電検出の処理手順を図３を用いて説明する。車両稼動中におい
て漏電検出を実施する場合には、まずＩＧＢＴ素子７６のオン・オフ制御が停止中である
か動作中であるのかで場合分けをする。ＩＧＢＴ素子７６のオン・オフ制御の状態は制御
指令をＣＰＵ自身が担うことから容易に判断できる。
【００４９】
　ＩＧＢＴ素子７６のオン・オフ制御が停止中の場合には（ステップＳ１０１；Ｎｏ）、
上述のように、ステップＳ１０５において、直流高電圧側のみを漏電検出する。ＩＧＢＴ
素子７６のオン・オフ制御が動作中の場合には（ステップＳ１０１；Ｙｅｓ）、ステップ
Ｓ１０２において、交流モータ１５の回転角度を特定範囲に保持する指令が出力されてい
るのかで場合分けする。この判定も制御指令をＣＰＵ自身が担うことから容易に判断でき
る。
【００５０】
　回転角度を特定範囲に保持する指令が出力されている場合には（ステップＳ１０２；Ｙ
ｅｓ）、ステップＳ１０３において、直流高電圧側と交流高電圧側の両方を、上述のよう
に漏電検出する。回転角度を特定範囲に保持する指令が出力されていない場合には（ステ
ップＳ１０２；Ｎｏ）、ステップＳ１０４において漏電検出を実行しない。
【００５１】
　なお回転角度を特定範囲に保持する指令が出力されていない場合であっても、例えばモ
ータ回転数がしきい値以上の状態が、一定時間以上持続する場合などの、特定の条件が満
たされた場合については、漏電検出を同様に実施することもできる。
【００５２】
　さらにＩＧＢＴ素子７６のオン・オフ制御が動作中に漏電を検出した場合には、高電圧
回路に高電圧を印加したままＩＧＢＴ素子７６のオン・オフ制御を停止させてから、オン
・オフ制御を停止したまま再度漏電の有無を検出することで、漏電発生箇所が、直流高電
圧回路Ａであるのか、交流高電圧回路Ｂであるのかを診断することもできる。すなわち、
オン・オフ制御を停止したままの状態では、漏電なしと判定された場合には、漏電は交流
高電圧回路Ｂで発生していることがわかる。逆に、オン・オフ制御を停止したままの状態
でも漏電有りと判定された場合には、漏電は直流高電圧回路Ａで発生していることがわか
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る。
【００５３】
　本実施の形態によれば、直流高電圧回路Ａのみならず交流高電圧回路Ｂの漏電の有無を
、車両の稼動中にも検出することができる。これにより、早期に漏電の発生を検出して故
障の進行を防ぐことが可能となる。
【００５４】
　さらに本実施の形態によれば、直流高電圧回路Ａと交流高電圧回路Ｂのいずれかで漏電
が発生したのかを特定することができる。このため漏電箇所を迅速にメンテナンスするこ
とができ、作業効率が高められる。
【００５５】
　また以下に漏電検出の具体的な方法を説明する。高電圧回路で漏電（漏電抵抗ｒ）が発
生していない場合には、電圧測定部５２で測定される電圧測定点Ｑの電圧実効値は、検出
信号生成部５１から出力された交流信号Ｖｓの電圧実効値と略同じであり、漏電検出部５
３で、測定電圧は、設定された閾値以上と判定される。これにより、漏電は無しと判定さ
れる。
【００５６】
　一方、高電圧回路で漏電が有る場合、たとえば負極電線１４に漏電（漏電抵抗ｒ）があ
る場合には、交流信号Ｖｓの電圧実効値は、抵抗Ｒと漏電抵抗ｒとによって分圧される。
このため電圧測定部５２で測定される電圧実効値は、検出信号生成部５１から出力された
交流信号Ｖｓの電圧実効値よりも小さくなり、漏電検出部５３で、測定電圧は、設定され
た閾値よりも低いと判定される。これにより漏電有りと判定される。
【００５７】
　漏電が検出された場合には、車両停止などの必要な措置を実施する。また図示しない表
示装置に、漏電の有無および漏電箇所を表示してもよい。これにより作業者は、迅速に漏
電箇所のメンテナンスを行うことができる。
【００５８】
　加えて以下に具体的なノイズとフィルタについて説明する。交流高電圧回路Ｂの漏電を
検出するためには、漏電検出装置は、検出信号Ｖｓが交流モータ１５側に流れる状態、つ
まり電動機の動作中に漏電を検出する必要がある。ここで電動機の動作中は、電動機を駆
動するためのスイッチング素子のオン・オフによる電圧変動が、電圧変動部－アース間と
、漏電検出用回路－アース間とのインピーダンス比で分圧されることで、電圧測定点Ｑに
大きなノイズが発生する。このとき直流成分は、漏電検出回路のコンデンサＣが除去する
ので、交流成分、すなわち電圧の変動のみがノイズになる。
【００５９】
　ここでノイズには、電動機の回転速度に依存して広範囲に変化する成分が含まれる。ま
た、絶縁の劣化によって、車両の各部分におけるインピーダンスが変化すると、インピー
ダンスの変化に応じてノイズも大幅に変化する。結果として、漏電検出装置が高電圧回路
に高電圧が印加された状態で、電動機の動作中に漏電を検出するにあたっては、ノイズの
対策に大規模な回路および漏電を検出するための複雑なロジックが必要になる。さらに、
電動機の動作条件と絶縁劣化状態との組み合わせが膨大な数になるので、動作確認に必要
な試験も大規模になる。
【００６０】
　ここで電動機の回転角度は、モータ回転を停止して機械的なブレーキを作動させる前後
に、回転角度を特定範囲に保持する指令が与えられる。このときには、前述のようにノイ
ズ周波数が全て設計者が決めた値となり、確実なノイズ対策を、小規模な回路および簡易
なロジックで実施することが可能となる。
【００６１】
　電動機が機械的ブレーキをかける直前などに、回転角度が特定範囲に保持されている場
合、電動機由来のノイズは主に、スイッチング素子をオン・オフする周波数と、回転角度
の制御指令の周波数に比例するノイズとなる。このとき交流信号Ｖｓの周波数と、電動機
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由来のノイズの周波数は、全て設計者が決めることができるので、フィルタ部５２Ａで確
実なノイズ対策をすることができる。
【００６２】
　例えばスイッチング素子のオン・オフ制御の周波数に依存するノイズが１０ｋＨｚ、ま
た電動機の回転角度の制御周波数に依存するノイズが１００Ｈｚとした場合には、交流信
号Ｖｓを５Ｈｚに設定して、フィルタ部５２Ａとしては、周波数が５０Ｈｚ以上のノイズ
をローパスフィルタで除去することで、確実なノイズ対策を実施することが可能となる。
なおノイズは高電圧回路の電圧変動が分圧されて発生するので、ノイズの波高は高電圧回
路の印加電圧以下であり、これを考慮してローパスフィルタに必要な次数を求めることが
できる。
【００６３】
　上述の手法は、特に旋回作業に電動機を使用するハイブリッド油圧ショベルや電動ショ
ベルにおいて、高い改善効果が得られる。ハイブリッド油圧ショベルは、操作装置である
旋回操作レバーの操作に応じて旋回電動機が駆動され、上部旋回体が旋回動作する。旋回
電動機としては、単独で上部旋回体を旋回動作させる形態のものでもよいし、油圧モータ
と連結され、油圧と電力とを併用して上部旋回体を旋回動作させる形態のものでもよい。
【００６４】
　ハイブリッド油圧ショベルは一般に、旋回電動機を長時間連続して使用せず、稼働中に
は、上部旋回体の短時間の旋回と停止とを繰り返す。旋回操作レバーが中立位置に戻され
、旋回を停止した時には、機械的なブレーキである旋回駐車ブレーキを作動させるが、こ
の旋回駐車ブレーキの作動を開始する前後に数秒間、上述の回転角度を特定範囲に保持す
る指令が出力される。この回転角度を特定範囲に保持する指令が与えられているタイミン
グにおいて、漏電検出を実施する場合には、漏電無きことを確認した直後の状態で車両を
稼働することが可能となる。また、旋回電動機を使用する毎に、確実に漏電検出を実施で
きる。その結果、ハイブリッド油圧ショベルでは本発明により、高い改善効果を得ること
ができる。なお、旋回駐車ブレーキの作動を開始する前後の数秒間に漏電検出を実施する
例で説明したが、漏電検出は、旋回操作レバーを中立に戻した後の所定期間であればよく
、ブレーキ作動開始前の所定期間であってもよく、また、ブレーキ作動開始を含む所定期
間であってもよい。
【符号の説明】
【００６５】
１０　電力供給システム
１１　蓄電池
１２　インバータ回路
１５　交流モータ
１６　交流電線
１７　コンタクタ
１８　コンデンサ
１９　直流電圧測定部
２０　漏電検出装置
２１　発振器
２５　回路
３０　漏電検出装置
４０　電圧測定部
５０　電子制御ユニット
５１　検出信号生成部
５２　電圧測定部
５２Ａ　フィルタ部
５３　漏電検出部
５４　スイッチング素子制御部
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