
JP 4692263 B2 2011.6.1

10

20

(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　回転電機と、
　前記回転電機の駆動制御を行なうパワー制御ユニットと、
　前記回転電機と前記パワー制御ユニットとを電気的に接続するための接続部材と、
　前記回転電機および前記パワー制御ユニットを収容するケースと、
　前記回転電機の潤滑および冷却を行なう潤滑油の循環機構とを備え、
　前記接続部材は、
　前記ケースと一体的に設けられ、前記パワー制御ユニットから前記回転電機を駆動する
駆動電流を供給するための電力線と前記回転電機とを電気的に接続するための端子台と、
　前記端子台と一体的に設けられ、前記駆動電流を検出する電流センサとを含み、
　前記端子台は、
　一方端が前記電力線の端子に結合され、他方端が前記回転電機のステータコイルからの
引出し線の端子に結合される導電部材と、
　前記導電部材を封止する封止部材とを含み、
　前記電流センサは、前記導電部材と一体化されて前記封止部材により封止され、前記導
電部材に通電される前記駆動電流を検出するように構成され、
　前記循環機構は、前記端子台に前記潤滑油をかけることによって前記端子台を冷却する
ように配された循環経路を含む、車両の駆動装置。
【請求項２】
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　前記ケースは、前記循環経路上の下流に配置されたオイルパンを含み、
　前記循環機構は、前記回転電機の回転に応じて前記オイルパンから前記潤滑油を汲み上
げて前記循環経路の前記接続部材の上流部に送る機構を含む、請求項１に記載の車両の駆
動装置。
【請求項３】
　前記循環機構は、
　前記潤滑油に浸漬され、前記回転電機の回転に応じて回転するギヤと、
　前記ギヤの掻き揚げる前記潤滑油を受け止めて前記接続部材の上流部に送るオイルキャ
ッチ板とを含む、請求項２に記載の車両の駆動装置。
【請求項４】
　前記循環機構は、
　前記回転電機の回転に応じて前記オイルパンから前記潤滑油を汲み上げて前記循環経路
の前記接続部材の上流部に送るポンプ機構を含む、請求項２に記載の車両の駆動装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この発明は、車両の駆動装置に関し、特にインバータとモータを１つのケースに収めた
車両の駆動装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　現状のハイブリッド車は、インバータの大きな箱型ケースがあり、それがシャーシに固
定されその下にモータケース（トランスアクスル）が配置されるという構成をとっている
ものが多い。なるべく多くの車種に搭載することができるハイブリッド車両の駆動装置に
ついて考慮すると、ケースが２個の構成であると車種ごとにその配置が最適化されること
になり部品の共通化が図りにくい。
【０００３】
　本来、組合せて動作することが必要なユニットは１つのケースに収めて一体化してしま
うことが望ましい。特開２００４－２１５３５５号公報（特許文献１）には、モータとイ
ンバータとを一体化したハイブリッド車両の駆動装置が開示されている。
【０００４】
　詳細には、特許文献１の電動駆動装置は、電動機を備える駆動装置の制御ユニット部が
駆動装置に取り付られて一体化される。制御ユニット部のうちのパワーユニットは、駆動
モータの駆動手段としての駆動モータ用インバータと、発電機を駆動するための発電機用
インバータとからなるインバータユニットを包含する。インバータユニットは、スイッチ
ング素子パワーモジュールとそれを搭載するフレームとで構成され、フレームの一方側に
おいて、パワーモジュールからの３相交流パワーラインと駆動モータおよび発電機のステ
ータの３相コイルとが連結部材としての端子により連結される。
【０００５】
　以上の構成において、駆動モータ用インバータおよび発電機用インバータは、制御装置
からのＰＷＭ（パルス幅変調）信号に基づいてスイッチング制御され、力行時にはバッテ
リからの直流電流をＵ，Ｖ，Ｗ各相の電流に変換し、各電流を３相交流パワーラインを経
て駆動用モータまたは発電機の３相コイルへ送る。また、発電または回生時には、駆動用
モータまたは発電機の３相コイルに発生するＵ，Ｖ，Ｗ各相の電流を３相交流パワーライ
ンを経て供給され、これを直流電流に変換してバッテリへ送る。
【０００６】
　なお、このような駆動用モータおよび発電機用モータの駆動制御は、３相交流パワーラ
インを流れる電流は各相ごとに設けられた電流センサにより検出されて制御ユニットに出
力されるＵ，Ｖ，Ｗ各相の電流に基づいて実行される。
【特許文献１】特開２００４－２１５３５５号公報
【特許文献２】特開２０００－３２４６６７号公報



(3) JP 4692263 B2 2011.6.1

10

20

30

40

50

【特許文献３】特開平１０－９７８７９号公報
【特許文献４】特開２００２－１４１０５４号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　上述したように、特許文献１の電動駆動装置においてモータの駆動制御を行なうために
は、各相のモータ駆動電流を検出するための電流センサの搭載が必須となる。そのため、
モータとインバータとを１つのケースに一体化した場合には、ケース内部において電流セ
ンサの配置スペースを確保する必要性が生じてくる。たとえば電流センサをモータおよび
インバータから離れた位置に設けたときには、ケース内の限られた空間に３相交流パワー
ラインを引き回すこととなる。これでは、モータとインバータとを一体化して両者間の配
線長を短くしたことのメリットが失われてしまう。
【０００８】
　したがって、モータとインバータとを一体化するにあたっては、配線長の短縮と電流セ
ンサの配置スペースの確保との両立が要求される。なお、特許文献１は、電流センサの具
体的な搭載構造については開示していない。
【０００９】
　この発明の目的は、インバータが短い配線長で一体化され、かつ、モータ駆動電流を検
出する電流センサの配置スペースの確保が可能な車両の駆動装置を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　この発明によれば、車両の駆動装置は、回転電機と、回転電機の駆動制御を行なうパワ
ー制御ユニットと、回転電機とパワー制御ユニットとを電気的に接続するための接続部材
と、回転電機およびパワー制御ユニットを収容するケースとを備える。接続部材は、ケー
スと一体的に設けられ、パワー制御ユニットから回転電機を駆動する駆動電流を供給する
ための電力線と回転電機とを電気的に接続するための端子台と、端子台と一体的に設けら
れ、駆動電流を検出する電流センサとを含む。
【００１１】
　上記の車両の駆動装置によれば、回転電機とパワー制御ユニットとの一体化において共
に必要とされる端子台と電流センサとを一体化することにより、電力線の配線長の短縮と
電流センサの設置スペースの確保との両立を図ることができる。
【００１２】
　好ましくは、端子台は、一方端が電力線の端子に結合され、他方端が回転電機のステー
タコイルからの引出し線の端子に結合される導電部材と、導電部材を封止する封止部材と
を含む。電流センサは、導電部材と一体化されて封止部材により封止され、導電部材に通
電される駆動電流を検出する。
【００１３】
　上記の車両の駆動装置によれば、端子台の外形を構成する封止部材の内部に電流センサ
を設けることにより、電力線の配線長の短縮と電流センサの設置スペースの確保との両立
を図ることができる。
【００１４】
　好ましくは、車両の駆動装置は、回転電機の潤滑および冷却を行なう潤滑油の循環機構
をさらに備える。循環機構は、接続部材が潤滑油との熱交換に冷却されるように配される
。
【００１５】
　上記の車両の駆動装置によれば、回転電機で発生した熱がステータコイルからの引出し
線を伝搬して接続部材に蓄えられるのが防止される。これにより、電力線の配線長の短縮
を維持しつつ、電流センサを端子台と一体化したことによる熱的影響から電流センサを保
護することができる。
【００１６】
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　好ましくは、ケースは、循環経路上の下流に配置されたオイルパンを含む。循環機構は
、回転電機の回転に応じてオイルパンから潤滑油を汲み上げて循環経路の接続部材の上流
部に送る機構を含む。
【００１７】
　上記の車両の駆動装置によれば、回転電機から接続部材に伝わった熱を潤滑油に効率良
く放熱させることができる。
【００１８】
　好ましくは、循環機構は、潤滑油に浸漬され、回転電機の回転に応じて回転するギヤと
、ギヤの掻き揚げる潤滑油を受け止めて接続部材の上流部に送るオイルキャッチ板とを含
む。
【００１９】
　上記の車両の駆動装置によれば、潤滑油を効果的に接続部材に接触させることができる
ため、冷却効率を高めることができる。
【００２０】
　好ましくは、循環機構は、回転電機の回転に応じてオイルパンから潤滑油を汲み上げて
循環経路の接続部材の上流部に送るポンプ機構を含む。
【００２１】
　上記の車両の駆動装置によれば、オイルパンから汲み上げられた潤滑油を効果的に接続
部材に接触させることができるため、冷却効率を高めることができる。
【発明の効果】
【００２２】
　本発明によれば、回転電機とパワー制御ユニットとの一体化において共に必要とされる
端子台と電流センサとを一体化することにより、電力線の配線長の短縮と電流センサの設
置スペースの確保との両立を図ることができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２３】
　以下、本発明の実施の形態について図面を参照しながら詳細に説明する。なお、図中同
一または相当部分には同一符号を付してその説明は繰返さない。
【００２４】
　［車両の構成要素の説明］
　図１は、本発明の実施の形態に係るハイブリッド車両１００のモータジェネレータ制御
に関する構成を示す回路図である。
【００２５】
　図１を参照して、車両１００は、電池ユニット４０と、駆動装置２０と、制御装置３０
と、図示しないエンジンおよび車輪とを含む。
【００２６】
　駆動装置２０は、モータジェネレータＭＧ１，ＭＧ２と、動力分割機構ＰＳＤと、減速
機ＲＤと、モータジェネレータＭＧ１，ＭＧ２の制御を行なうパワー制御ユニット２１と
を備える。
【００２７】
　動力分割機構ＰＳＤは、基本的には、エンジン４とモータジェネレータＭＧ１，ＭＧ２
に結合されてこれらの間で動力を分配する機構である。たとえば動力分割機構としてはサ
ンギヤ、プラネタリキャリヤ、リングギヤの３つの回転軸を有する遊星歯車機構を用いる
ことができる。
【００２８】
　動力分割機構ＰＳＤの２つの回転軸がエンジン４、モータジェネレータＭＧ１の各回転
軸にそれぞれ接続され、他の１つの回転軸は減速機ＲＤに接続される。動力分割機構ＰＳ
Ｄと一体化された減速機ＲＤによってモータジェネレータＭＧ２の回転は減速されて動力
分割機構ＰＳＤに伝達される。
【００２９】
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　なお減速機の回転軸は、後に説明するように図示しない減速ギヤやディファレンシャル
ギヤによって車輪に結合されている。
【００３０】
　電池ユニット４０には端子４１，４２が設けられている。また駆動装置２０には端子４
３，４４が設けられている。車両１００は、さらに、端子４１と端子４３とを結ぶパワー
ケーブル６と、端子４２と端子４４とを結ぶパワーケーブル８とを含む。
【００３１】
　電池ユニット４０は、バッテリＢと、バッテリＢの負極と端子４２との間に接続される
システムメインリレーＳＭＲ３と、バッテリＢの正極と端子４１との間に接続されるシス
テムメインリレーＳＭＲ２と、バッテリＢの正極と端子４１との間に直列に接続される、
システムメインリレーＳＭＲ１および制限抵抗Ｒとを含む。システムメインリレーＳＭＲ
１～ＳＭＲ３は、制御装置３０から与えられる制御信号ＳＥに応じて導通／非導通状態が
制御される。
【００３２】
　電池ユニット４０は、さらに、バッテリＢの端子間の電圧ＶＢを測定する電圧センサ１
０と、バッテリＢに流れる電流ＩＢを検知する電流センサ１１とを含む。
【００３３】
　バッテリＢとしては、ニッケル水素、リチウムイオン等の二次電池や燃料電池などを用
いることができる。また、バッテリＢに代わる蓄電装置として電気二重層コンデンサ等の
大容量キャパシタを用いることもできる。
【００３４】
　パワー制御ユニット２１は、モータジェネレータＭＧ１，ＭＧ２にそれぞれ対応して設
けられるインバータ２２，１４と、インバータ２２，１４に共通して設けられる昇圧コン
バータ１２とを含む。
【００３５】
　昇圧コンバータ１２は、端子４３，４４間の電圧を昇圧する。インバータ１４は、昇圧
コンバータ１２から与えられる直流電圧を三相交流に変換してモータジェネレータＭＧ２
に出力する。
【００３６】
　昇圧コンバータ１２は、一方端が端子４３に接続されるリアクトルＬ１と、昇圧後の電
圧ＶＨを出力する昇圧コンバータ１２の出力端子間に直列に接続されるＩＧＢＴ素子Ｑ１
，Ｑ２と、ＩＧＢＴ素子Ｑ１，Ｑ２にそれぞれ並列に接続されるダイオードＤ１，Ｄ２と
、平滑用コンデンサＣ２とを含む。平滑用コンデンサＣ２は、昇圧コンバータ１２によっ
て昇圧された電圧を平滑化する。
【００３７】
　リアクトルＬ１の他方端はＩＧＢＴ素子Ｑ１のエミッタおよびＩＧＢＴ素子Ｑ２のコレ
クタに接続される。ダイオードＤ１のカソードはＩＧＢＴ素子Ｑ１のコレクタと接続され
、ダイオードＤ１のアノードはＩＧＢＴ素子Ｑ１のエミッタと接続される。ダイオードＤ
２のカソードはＩＧＢＴ素子Ｑ２のコレクタと接続され、ダイオードＤ２のアノードはＩ
ＧＢＴ素子Ｑ２のエミッタと接続される。
【００３８】
　インバータ１４は車輪を駆動するモータジェネレータＭＧ２に対して昇圧コンバータ１
２の出力する直流電圧を三相交流に変換して出力する。またインバータ１４は、回生制動
に伴い、モータジェネレータＭＧ２において発電された電力を昇圧コンバータ１２に戻す
。このとき昇圧コンバータ１２は降圧回路として動作するように制御装置３０によって制
御される。
【００３９】
　インバータ１４は、Ｕ相アーム１５と、Ｖ相アーム１６と、Ｗ相アーム１７とを含む。
Ｕ相アーム１５，Ｖ相アーム１６，およびＷ相アーム１７は、昇圧コンバータ１２の出力
ライン間に並列に接続される。
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【００４０】
　Ｕ相アーム１５は、直列接続されたＩＧＢＴ素子Ｑ３，Ｑ４と、ＩＧＢＴ素子Ｑ３，Ｑ
４とそれぞれ並列に接続されるダイオードＤ３，Ｄ４とを含む。ダイオードＤ３のカソー
ドはＩＧＢＴ素子Ｑ３のコレクタと接続され、ダイオードＤ３のアノードはＩＧＢＴ素子
Ｑ３のエミッタと接続される。ダイオードＤ４のカソードはＩＧＢＴ素子Ｑ４のコレクタ
と接続され、ダイオードＤ４のアノードはＩＧＢＴ素子Ｑ４のエミッタと接続される。
【００４１】
　Ｖ相アーム１６は、直列接続されたＩＧＢＴ素子Ｑ５，Ｑ６と、ＩＧＢＴ素子Ｑ５，Ｑ
６とそれぞれ並列に接続されるダイオードＤ５，Ｄ６とを含む。ダイオードＤ５のカソー
ドはＩＧＢＴ素子Ｑ５のコレクタと接続され、ダイオードＤ５のアノードはＩＧＢＴ素子
Ｑ５のエミッタと接続される。ダイオードＤ６のカソードはＩＧＢＴ素子Ｑ６のコレクタ
と接続され、ダイオードＤ６のアノードはＩＧＢＴ素子Ｑ６のエミッタと接続される。
【００４２】
　Ｗ相アーム１７は、直列接続されたＩＧＢＴ素子Ｑ７，Ｑ８と、ＩＧＢＴ素子Ｑ７，Ｑ
８とそれぞれ並列に接続されるダイオードＤ７，Ｄ８とを含む。ダイオードＤ７のカソー
ドはＩＧＢＴ素子Ｑ７のコレクタと接続され、ダイオードＤ７のアノードはＩＧＢＴ素子
Ｑ７のエミッタと接続される。ダイオードＤ８のカソードはＩＧＢＴ素子Ｑ８のコレクタ
と接続され、ダイオードＤ８のアノードはＩＧＢＴ素子Ｑ８のエミッタと接続される。
【００４３】
　各相アームの中間点は、モータジェネレータＭＧ２の各相コイルの各相端に接続されて
いる。すなわち、モータジェネレータＭＧ２は、三相の永久磁石同期モータであり、Ｕ，
Ｖ，Ｗ相の３つのコイルは各々一方端が中性点に共に接続されている。そして、Ｕ相コイ
ルの他方端がＩＧＢＴ素子Ｑ３，Ｑ４の接続ノードに接続される。またＶ相コイルの他方
端がＩＧＢＴ素子Ｑ５，Ｑ６の接続ノードに接続される。またＷ相コイルの他方端がＩＧ
ＢＴ素子Ｑ７，Ｑ８の接続ノードに接続される。
【００４４】
　電流センサ２４は、モータジェネレータＭＧ２に流れる電流をモータ電流値ＭＣＲＴ２
として検出し、モータ電流値ＭＣＲＴ２を制御装置３０へ出力する。
【００４５】
　インバータ２２は、昇圧コンバータ１２に対してインバータ１４と並列的に接続される
。インバータ２２は、モータジェネレータＭＧ１に対して昇圧コンバータ１２の出力する
直流電圧を三相交流に変換して出力する。インバータ２２は、昇圧コンバータ１２から昇
圧された電圧を受けてたとえばエンジンを始動させるためにモータジェネレータＭＧ１を
駆動する。
【００４６】
　また、インバータ２２は、エンジンのクランクシャフトから伝達される回転トルクによ
ってモータジェネレータＭＧ１で発電された電力を昇圧コンバータ１２に戻す。このとき
昇圧コンバータ１２は降圧回路として動作するように制御装置３０によって制御される。
【００４７】
　インバータ２２の内部の構成は、図示しないがインバータ１４と同様であり、詳細な説
明は繰返さない。
【００４８】
　制御装置３０は、トルク指令値ＴＲ１，ＴＲ２、モータ回転数ＭＲＮ１，ＭＲＮ２、電
圧ＶＢ，ＶＬ，ＶＨ、電流ＩＢの各値、モータ電流値ＭＣＲＴ１，ＭＣＲＴ２および起動
信号ＩＧＯＮを受ける。
【００４９】
　ここで、トルク指令値ＴＲ１，モータ回転数ＭＲＮ１およびモータ電流値ＭＣＲＴ１は
モータジェネレータＭＧ１に関するものであり、トルク指令値ＴＲ２，モータ回転数ＭＲ
Ｎ２およびモータ電流値ＭＣＲＴ２はモータジェネレータＭＧ２に関するものである。
【００５０】
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　また、電圧ＶＢはバッテリＢの電圧であり、電流ＩＢは、バッテリＢに流れる電流であ
る。電圧ＶＬは昇圧コンバータ１２の昇圧前電圧であり、電圧ＶＨは昇圧コンバータ１２
の昇圧後電圧である。
【００５１】
　そして制御装置３０は、昇圧コンバータ１２に対して昇圧指示を行なう制御信号ＰＷＵ
，降圧指示を行なう制御信号ＰＷＤおよび動作禁止を指示する信号ＣＳＤＮを出力する。
【００５２】
　さらに、制御装置３０は、インバータ１４に対して昇圧コンバータ１２の出力である直
流電圧をモータジェネレータＭＧ２を駆動するための交流電圧に変換する駆動指示ＰＷＭ
Ｉ２と、モータジェネレータＭＧ２で発電された交流電圧を直流電圧に変換して昇圧コン
バータ１２側に戻す回生指示ＰＷＭＣ２とを出力する。
【００５３】
　同様に制御装置３０は、インバータ２２に対して直流電圧をモータジェネレータＭＧ１
を駆動するための交流電圧に変換する駆動指示ＰＷＭＩ１と、モータジェネレータＭＧ１
で発電された交流電圧を直流電圧に変換して昇圧コンバータ１２側に戻す回生指示ＰＷＭ
Ｃ１とを出力する。
【００５４】
　図２は、図１における動力分割機構ＰＳＤおよび減速機ＲＤの詳細を説明するための模
式図である。
【００５５】
　図２を参照して、この車両駆動装置は、モータジェネレータＭＧ２と、モータジェネレ
ータＭＧ２の回転軸に接続される減速機ＲＤと、減速機ＲＤで減速された回転軸の回転に
応じて回転する車軸と、エンジン４と、モータジェネレータＭＧ１と、減速機ＲＤとエン
ジン４とモータジェネレータＭＧ１との間で動力分配を行なう動力分割機構ＰＳＤとを備
える。減速機ＲＤは、モータジェネレータＭＧ２から動力分割機構ＰＳＤへの減速比が、
たとえば２倍以上である。
【００５６】
　エンジン４のクランクシャフト５０とモータジェネレータＭＧ１のロータ３２とモータ
ジェネレータＭＧ２のロータ３７とは同じ軸を中心に回転する。
【００５７】
　動力分割機構ＰＳＤは、図２に示す例ではプラネタリギヤであり、クランクシャフト５
０に軸中心を貫通された中空のサンギヤ軸に結合されたサンギヤ５１と、クランクシャフ
ト５０と同軸上を回転可能に支持されているリングギヤ５２と、サンギヤ５１とリングギ
ヤ５２との間に配置され、サンギヤ５１の外周を自転しながら公転するピニオンギヤ５３
と、クランクシャフト５０の端部に結合され各ピニオンギヤ５３の回転軸を支持するプラ
ネタリキャリヤ５４とを含む。
【００５８】
　動力分割機構ＰＳＤは、サンギヤ５１に結合されたサンギヤ軸と、リングギヤ５２に結
合されたリングギヤケースおよびプラネタリキャリヤ５４に結合されたクランクシャフト
５０の３軸が動力の入出力軸とされる。そしてこの３軸のうちいずれか２軸へ入出力され
る動力が決定されると、残りの１軸に入出力される動力は他の２軸へ入出力される動力に
基づいて定まる。
【００５９】
　動力の取出用のカウンタドライブギヤ７０がリングギヤケースの外側に設けられ、リン
グギヤ５２と一体的に回転する。カウンタドライブギヤ７０は、減速ギヤＲＧに接続され
ている。そしてカウンタドライブギヤ７０と減速ギヤＲＧとの間で動力の伝達がなされる
。減速ギヤＲＧはディファレンシャルギヤＤＥＦを駆動する。また、下り坂等では車輪の
回転がディファレンシャルギヤＤＥＦに伝達され、減速ギヤＲＧはディファレンシャルギ
ヤＤＥＦによって駆動される。
【００６０】
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　モータジェネレータＭＧ１は、回転磁界を形成するステータ３１と、ステータ３１内部
に配置され複数個の永久磁石が埋め込まれているロータ３２とを含む。ステータ３１は、
ステータコア３３と、ステータコア３３に巻回される三相コイル３４とを含む。ロータ３
２は、動力分割機構ＰＳＤのサンギヤ５１と一体的に回転するサンギヤ軸に結合されてい
る。ステータコア３３は、電磁鋼板の薄板を積層して形成されており、図示しないケース
に固定されている。
【００６１】
　モータジェネレータＭＧ１は、ロータ３２に埋め込まれた永久磁石による磁界と三相コ
イル３４によって形成される磁界との相互作用によりロータ３２を回転駆動する電動機と
して動作する。またモータジェネレータＭＧ１は、永久磁石による磁界とロータ３２の回
転との相互作用により三相コイル３４の両端に起電力を生じさせる発電機としても動作す
る。
【００６２】
　モータジェネレータＭＧ２は、回転磁界を形成するステータ３６と、ステータ３１内部
に配置され複数個の永久磁石が埋め込まれたロータ３７とを含む。ステータ３６は、ステ
ータコア３８と、ステータコア３８に巻回される三相コイル３９とを含む。
【００６３】
　ロータ３７は、動力分割機構ＰＳＤのリングギヤ５２と一体的に回転するリングギヤケ
ースに減速機ＲＤによって結合されている。ステータコア３８は、たとえば電磁鋼板の薄
板を積層して形成されており、図示しないケースに固定されている。
【００６４】
　モータジェネレータＭＧ２は、永久磁石による磁界とロータ３７の回転との相互作用に
より三相コイル３９の両端に起電力を生じさせる発電機としても動作する。またモータジ
ェネレータＭＧ２は、永久磁石による磁界と三相コイル３９によって形成される磁界との
相互作用によりロータ３７を回転駆動する電動機として動作する。
【００６５】
　減速機ＲＤは、プラネタリギヤの回転要素の一つであるプラネタリキャリヤ６６が車両
駆動装置のケースに固定された構造により減速を行なう。すなわち、減速機ＲＤは、ロー
タ３７のシャフトに結合されたサンギヤ６２と、リングギヤ５２と一体的に回転するリン
グギヤ６８と、リングギヤ６８およびサンギヤ６２に噛み合いサンギヤ６２の回転をリン
グギヤ６８に伝達するピニオンギヤ６４とを含む。
【００６６】
　たとえば、サンギヤ６２の歯数に対しリングギヤ６８の歯数を２倍以上にすることによ
り、減速比を２倍以上にすることができる。
【００６７】
　図３は、本発明の実施の形態に係るハイブリッド車両の駆動装置２０の外観を示す斜視
図である。
【００６８】
　図４は、駆動装置２０の平面図である。
　図３、図４を参照して、駆動装置２０のケースは、ケース１０４とケース１０２とに分
割可能に構成されている。ケース１０４は主としてモータジェネレータＭＧ１を収容する
部分であり、ケース１０２は、主としてモータジェネレータＭＧ２およびパワー制御ユニ
ットを収容する部分である。
【００６９】
　ケース１０４にはフランジ１０６が形成され、ケース１０２にはフランジ１０５が形成
され、フランジ１０６とフランジ１０５とがボルト等で固定されることにより、ケース１
０４とケース１０２とが一体化される。
【００７０】
　ケース１０２にはパワー制御ユニットを組付けるための開口部１０８が設けられている
。この開口部１０８の内部左側部分（車両進行方向側）にはコンデンサＣ２が収容され、
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中央部分にはパワー素子基板１２０と端子台１１６，１１８とが収容され、右側部分には
リアクトルＬ１とが収容されている。なお、この開口部１０８は車両搭載状態においては
蓋により閉じられている。また、コンデンサＣ２を右側に、リアクトルＬ１を左側に収容
するように入れ換えても良い。
【００７１】
　つまり、リアクトルＬ１はモータジェネレータＭＧ１およびＭＧ２の回転軸の一方側に
配置され、コンデンサＣ２は回転軸の他方側に配置されている。そしてコンデンサＣ２と
リアクトルＬ１との間の領域にパワー素子基板１２０が配置されている。パワー素子基板
１２０の下方にはモータジェネレータＭＧ２が配置されている。
【００７２】
　なお、本発明の実施の形態では、リアクトルＬ１をケース１０２に収容したときの構成
を説明するが、必ずしも本構成に限定されず、リアクトルＬ１をケース１０２の外部に配
置した構成としても良い。
【００７３】
　パワー素子基板１２０にはモータジェネレータＭＧ１を制御するインバータ２２と、モ
ータジェネレータＭＧ２を制御するインバータ１４と、昇圧コンバータのアーム部１３と
が搭載されている。
【００７４】
　インバータ１４とインバータ２２との間の領域には上下に重ねて配置された電源用バス
バーが設けられている。インバータ１４のＵ相アーム１５、Ｖ相アーム１６、Ｗ相アーム
１７からはそれぞれ１本ずつのバスバーがモータジェネレータＭＧ２のステータコイルに
つながる端子台１１６に向けて設けられている。同様にインバータ２２からも３本のバス
バーがモータジェネレータＭＧ１のステータコイルにつながる端子台１１８に向けて設け
られている。
【００７５】
　パワー素子基板１２０は高温になるためこれを冷却するためにパワー素子基板１２０の
下には通水路が設けられており、通水路への冷却水入口１１４と冷却水出口１１２とがケ
ース１０２に設けられている。なお、この入口や出口などは、たとえば、ケース１０２に
対し、フランジ部１０６，１０５を貫通させてユニオンナット等を打ち込んで構成される
。
【００７６】
　図１の電池ユニット４０から端子４３，４４にパワーケーブルを介して与えられた電圧
はリアクトルＬ１およびアーム部１３を含む昇圧コンバータ１２によって昇圧されコンデ
ンサＣ２によって平滑化されてインバータ１４および２２に供給される。
【００７７】
　このように昇圧コンバータ１２を用いて電池電圧を昇圧して用いることによりバッテリ
電圧を２００Ｖ程度に低減しつつ、かつモータジェネレータを５００Ｖを超える高電圧で
駆動することが可能となり、電力供給を小電流で行なうことにより電気損失を抑制しかつ
モータの高出力を実現することができる。
【００７８】
　駆動装置２０として、インバータ１４，２２およびモータジェネレータＭＧ１，ＭＧ２
に加えて、昇圧コンバータ１２も含めて一体化する場合には、比較的大きな部品であるリ
アクトルＬ１およびコンデンサＣ２の配置場所が問題となる。
【００７９】
　図５は、駆動装置２０を図４のＸ１方向から見た側面図である。
　図５を参照して、ケース１０２にはモータジェネレータ組付け用および保守用の開口部
１０９が設けられており、この開口部１０９は車両搭載状態においては蓋により閉じられ
ている。
【００８０】
　開口部１０９の内部にはモータジェネレータＭＧ２が配置されている。Ｕ，Ｖ，Ｗ相の
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バスバーが接続されるステータ３６の内部にロータ３７が配置されている。ロータ３７の
中央部分には中空のシャフト６０が見えている。
【００８１】
　図５に示すように、ケース１０２のパワー制御ユニット２１を収容する収容室にはモー
タジェネレータＭＧ２のステータ３６が大きく食い込んでいるので、モータジェネレータ
ＭＧ２の一方側にはリアクトルＬ１が配置され他方側にはコンデンサＣ２が配置され、大
型部品を効率よく収容している。このため、コンパクトな車両の駆動装置が実現できてい
る。
【００８２】
　図６は、図４のＶＩ－ＶＩ断面における断面図である。
　図６を参照して、モータジェネレータＭＧ２の断面およびパワー制御ユニット２１を収
容する収容室の断面が示されている。
【００８３】
　このハイブリッド車両の駆動装置は、同軸上に各ロータの回転中心軸が配置されるモー
タジェネレータＭＧ２およびＭＧ２の奥に配置されるモータジェネレータＭＧ１と、クラ
ンクシャフトの回転中心軸と同軸上にかつモータジェネレータＭＧ１およびＭＧ２の間に
配置される動力分割機構と、モータジェネレータＭＧ１，ＭＧ２の制御を行なうパワー制
御ユニット２１とを備える。パワー制御ユニット２１は、モータジェネレータＭＧ２の回
転中心軸に対し、少なくとも一方側にリアクトルＬ１が他方側に平滑用コンデンサＣ２が
分割配置される。モータジェネレータＭＧ１，ＭＧ２、動力分割機構、およびパワー制御
ユニット２１は、金属製のケースに収容されて一体化されている。
【００８４】
　モータジェネレータＭＧ２の潤滑油がパワー素子基板１２０側に漏れ出ないようにケー
ス１０２には２つの空間を仕切る仕切り壁部２００が設けられている。この仕切り壁部２
００の上面部分にはパワー素子基板１２０を冷却するための水路１２２が設けられ、この
水路１２２は先に説明した冷却水入口１１４および冷却水出口１１２と連通している。
【００８５】
　端子４４からはバスバー１２８によってマイナス側の電源電位がパワー素子基板１２０
に伝達される。また端子４３からは図示しないが他のバスバーによってリアクトルＬ１に
対して正の電源電位が伝達される。
【００８６】
　なおこのパワー制御ユニットを収容する収容室には減速ギヤの回転軸１３０を支持する
部分が食い込んでいる。
【００８７】
　モータジェネレータＭＧ２の断面部分について説明すると、ステータ３６のコイル３９
の巻回部分がステータ内周側に見えており、さらにその内周にはロータ３７、ケースの隔
壁２０２およびロータの中空のシャフト６０が見えている。
【００８８】
　図７は、図４のＸ２方向から駆動装置２０を見た側面図である。図７において、パワー
素子基板の上部にパワー素子を制御する制御基板１２１が配置されている。
【００８９】
　図８は、図４のＶＩＩＩ－ＶＩＩＩにおける断面図である。
　図７、図８を参照して、エンジンのクランクシャフト５０はダンパー１２４に接続され
、ダンパー１２４の出力軸は動力分割機構ＰＳＤに接続される。
【００９０】
　エンジンが配置される側からはダンパー１２４、モータジェネレータＭＧ１、動力分割
機構ＰＳＤ、減速機ＲＤおよびモータジェネレータＭＧ２の順で、同一の回転軸上に並ん
でこれらが配置されている。モータジェネレータＭＧ１のロータ３２のシャフトは中空で
あり、この中空部分にダンパー１２４からの出力軸が貫通している。
【００９１】
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　モータジェネレータＭＧ１のロータ３２のシャフトは、動力分割機構ＰＳＤ側にサンギ
ヤ５１とスプライン嵌合されている。ダンパー１２４のシャフトは、プラネタリキャリヤ
５４と結合されている。プラネタリキャリヤ５４は、ピニオンギヤ５３の回転軸をダンパ
ー１２４のシャフトの周りに回転自在に支持する。ピニオンギヤ５３は、サンギヤ５１お
よびリングギヤケースの内周に形成された図２のリングギヤ５２と噛み合う。
【００９２】
　またモータジェネレータＭＧ２のシャフト６０の減速機ＲＤ側は、サンギヤ６２とスプ
ライン嵌合されている。減速機ＲＤのプラネタリキャリヤ６６は、ケース１０２の隔壁２
０２に固定されている。プラネタリキャリヤ６６は、ピニオンギヤ６４の回転軸を支持す
る。ピニオンギヤ６４は、サンギヤ６２およびリングギヤケースの内周に形成された図２
のリングギヤ６８と噛み合う。
【００９３】
　図８を見ればわかるように、モータジェネレータＭＧ１およびダンパー１２４はケース
１０４の図右方向の開口部１１１から組付けることができ、モータジェネレータＭＧ２は
ケース１０２の左方向の開口部１０９から組付けることができ、減速機ＲＤおよび動力分
割機構ＰＳＤはフランジ１０５，１０６の合わせ面から組付けることができる。
【００９４】
　ケース１０２の開口部１０９は、潤滑油が漏れないように蓋７１および液状ガスケット
等で密閉される。ケース１０４の開口部１１１の奥には蓋７２が設けられ、モータジェネ
レータＭＧ１を収容する空間は潤滑油が漏れないように液状ガスケット等やオイルシール
８１によって密閉される。
【００９５】
　モータジェネレータＭＧ１のロータ３２のシャフトは、蓋７２との間に設けられたボー
ルベアリング７８および隔壁２０３との間に設けられたボールベアリング７７によって回
転自在に支持されている。ロータ３２のシャフトは中空であり、ダンパー１２４のシャフ
トがその内部を貫通している。ロータ３２のシャフトとダンパー１２４のシャフトの間に
はニードルベアリング７９，８０が設けられている。
【００９６】
　モータジェネレータＭＧ２のロータ３７のシャフトは、蓋７１との間に設けられたボー
ルベアリング７３および隔壁２０２との間に設けられたボールベアリング７４によって回
転自在に支持されている。
【００９７】
　減速機ＲＤのリングギヤと動力分割機構ＰＳＤのリングギヤがともに内周に刻まれたリ
ングギヤケースは、隔壁２０２との間に設けられたボールベアリング７５および隔壁２０
３との間に設けられたボールベアリング７６によって、回転自在に支持されている。
【００９８】
　パワー制御ユニット２１を収容する収容室とモータジェネレータＭＧ２を収容する収容
室とはケース１０２の隔壁２０２で隔てられているが、その一部は端子台１１６が挿入さ
れる貫通孔でつながっている。この端子台１１６にはモータジェネレータＭＧ２のステー
タコイルのバスバーが一方側に接続され、インバータ１４のバスバーが他方側に接続され
る。そしてこれらのバスバーを電気的に接続可能なように、端子台１１６の内部には導電
部材が通されている。つまり端子台１１６は、モータジェネレータＭＧ２側からの潤滑油
分を通さないでかつ電気を通すように構成されている。
【００９９】
　同様に、端子台１１８によって、パワー制御ユニット２１が収容される空間とモータジ
ェネレータＭＧ１が収容される空間とが、電気を通しかつ潤滑油分を通さない状態で接続
されている。
【０１００】
　なお、図示は省略するが、モータジェネレータＭＧ１，ＭＧ２のステータ下部にはオイ
ルパンが設けられている。
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【０１０１】
　図９は、図４のＩＸ－ＩＸにおける断面を示した断面図である。
　図９を参照して、パワー制御ユニット２１を収容する収容室においてはリアクトルＬ１
の断面が示されている。リアクトルＬ１は、たとえば電磁鋼板が積層されたコアにコイル
が巻回された構造を有する。
【０１０２】
　そしてリアクトルＬ１に近接して、図６で示された減速ギヤＲＧの回転軸１３０が配置
され、減速ギヤＲＧのカウンタドリブンギヤ１３２が中央部に示される。このカウンタド
リブンギヤ１３２は図２のカウンタドライブギヤ７０と噛み合う。そしてこのカウンタド
リブンギヤ１３２の同軸上にファイナルドライブギヤ１３３が設けられ、これに噛み合う
ファイナルドリブンギヤであるディファレンシャルギヤＤＥＦがその下方に示されている
。
【０１０３】
　［端子台の説明］
　図１０は、図８の端子台１１６の外観を示す斜視図である。
【０１０４】
　図１１は、図１０のＡ－Ａにおける断面図である。なお、図８の端子台１１８について
も、端子台１１６と同様の構成からなる。
【０１０５】
　図１０を参照して、端子台１１６は、モータジェネレータＭＧ２の１相あたりのステー
タコイルを１単位として、Ｕ，Ｖ，Ｗ相の各々に対応して３単位が並列に配置される。
【０１０６】
　具体的には、端子台１１６は、一方側にインバータ１４のＵ相アーム１５からのバスバ
ー５００Ｕが接続され、かつ、他方側にモータジェネレータＭＧ２のＵ相のステータコイ
ルにつながるバスバー５０２Ｕが接続された封止部材５１６Ｕと、一方側にインバータ１
４のＶ相アーム１６からのバスバー５００Ｖが接続され、かつ、他方側にモータジェネレ
ータＭＧ２のＶ相のステータコイルにつながるバスバー５０２Ｖが接続された封止部材５
１６Ｖと、一方側にインバータ１４のＷ相アーム１７からのバスバー５００Ｗが接続され
、かつ、他方側にモータジェネレータＭＧ２のＷ相のステータコイルにつながるバスバー
５０２Ｗが接続された封止部材５１６Ｗとを含む。
【０１０７】
　封止部材５１６Ｕ，５１６Ｖ，５１６Ｗは、絶縁性樹脂からなり、図１０に示すように
一体化して成形され、単一の端子台１１６を構成する。
【０１０８】
　そして、封止部材（たとえば５１６Ｕ）は、図１１に示すように、導電部材５１４Ｕを
封止する。このとき、導電部材５１４Ｕの一方端および他方端を含む部分については、絶
縁性樹脂で覆うことなく剥き出し状態となるように封止することとする。
【０１０９】
　導電部材５１４Ｕは、一方端がナット５１０Ｕによってバスバー５００Ｕに接続され、
他方端がナット５１２Ｕによってバスバー５０２Ｕに接続される。なお、図示は省略する
が、他の封止部材５１６Ｖ，５１６Ｗも同様に、両端にバスバーがそれぞれ接続された導
電部材を封止している。
【０１１０】
　このような構成とすることにより、端子台１１６においては、インバータ１４のＵ相ア
ーム１５、Ｖ相アーム１６、Ｗ相アーム１７からのバスバー５００Ｕ，５００Ｖ，５００
Ｗと、モータジェネレータＭＧ２のＵ，Ｖ，Ｗ相のステータコイルからのバスバー５２０
Ｕ，５０２Ｖ，５０２Ｗとがそれぞれ導電部材を介して電気的に接続される。これによれ
ば、インバータ１４とモータジェネレータＭＧ２とを短い配線長により接続することが可
能となる。その結果、車両の駆動装置の更なるコンパクト化を図ることができる。
【０１１１】



(13) JP 4692263 B2 2011.6.1

10

20

30

40

50

　さらに、本発明の実施の形態における端子台１１６は、封止部材５１６Ｕ，５１６Ｖ，
５１６Ｗにより封止された電流センサ２４を含むことを特徴的な構成とする。すなわち、
電流センサ２４は、端子台１１６と一体化されて配置される。
【０１１２】
　詳細には、図１１に示すように、電流センサ２４は、導電部材５１４Ｕに設けられ、こ
れと一体化されて封止部材５１６Ｕにより封止される。図１２は、図１１のＢ－Ｂにおけ
る断面図である。
【０１１３】
　図１２を参照して、電流センサ２４は、たとえば導電部材５１６Ｕを周囲に配された環
状のコア２４０と、コア２４０の切欠部分に配されたホール素子２４２とからなる。
【０１１４】
　ホール素子２４２は、図示しない入出力端子を有しており、発生した起電力に応じた出
力信号を出力端子を介して制御装置（図示せず）へと出力する。制御装置は、ホール素子
２４２からの出力信号に基づいてＵ相のモータ電流値を検出する。
【０１１５】
　より具体的には、導電部材５１４Ｕにインバータ１４のＵ相アーム１５からのモータ電
流が流れると、コア２４０には、その電流量に応じた磁界が環状に発生する。このとき、
コア２４０の切欠部分に配置されるホール素子２４２は、コア２４０を還流する磁束量に
応じた起電力を発生し、その発生した起電力に応じた信号を出力する。ホール素子２４２
からの出力信号は、図示しない制御装置へ入力されると、その大きさからモータ電流が導
出される。
【０１１６】
　なお、図示は省略するが、モータジェネレータＭＧ１を流れるモータ電流を検出するた
めの電流センサ２５についても同様に、端子台１１８と一体化されて封止される。また、
電流センサ２４は、図１２の構成に限定されるものではなく、形状あるいは電流検出の方
式は種々に変更可能である。
【０１１７】
　以上のように、本発明の実施の形態によれば、インバータとモータジェネレータとを接
続するための端子台１１６，１１８に電流センサ２４，２５をそれぞれ一体化したことに
より、配線長の短縮と電流センサの配置スペースの確保とを両立させることができる。
【０１１８】
　その反面、モータジェネレータを駆動するときにモータジェネレータで発生した熱を受
けて端子台１１６，１１８が高温となると、各々に内蔵される電流センサ２４，２５が熱
により故障する可能性が生じる。
【０１１９】
　そこで、本発明の実施の形態による車両の駆動装置は、電流センサ２４，２５を過熱か
ら保護するために、端子台１１６，１１８を冷却する構成とする。端子台１１６，１１８
の冷却は、以下に示すように、モータジェネレータＭＧ１，ＭＧ２を潤滑および冷却する
ための潤滑油を用いて行なうこととする。以下に、車両の駆動装置の冷却系について詳細
に説明する。
【０１２０】
　［冷却系の説明］
　図１３は、モータジェネレータＭＧ１，ＭＧ２を潤滑および冷却する潤滑油の循環経路
を示した断面図である。
【０１２１】
　図１３を参照して、モータジェネレータＭＧ２を収容する収容室とパワー制御ユニット
２１を収容する収容室との境界部分と、減速ギヤＲＧおよびディファレンシャルギヤＤＥ
Ｆを収容する部分の各ケース部分断面が示されている。
【０１２２】
　図１４は、図１３のＸＩＶ‐ＸＩＶにおける部分断面図である。
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　図１３、図１４を参照して、ケース１０２にはパワー制御ユニット２１を収容する収容
室とモータジェネレータＭＧ２を収容する収容室との２つの空間を仕切る障壁２００が設
けられている。この障壁２００の上面部分にはパワー制御ユニット２１を冷却するための
水路１２２が設けられる。
【０１２３】
　そして、障壁２００の一部にはオイル通路３７６が設けられる。オイル通路３７６は、
水路１２２とモータジェネレータＭＧ２を収容する収容室との間であって、端子台１１６
，１１８に接するように配される。オイル通路３７６は、オイル溜り３７０およびモータ
ジェネレータＭＧ２の収容室と連通している。
【０１２４】
　潤滑油は、ケース底部にオイルレベルＯＬまで貯蔵されている。このケース底部はオイ
ルパンに該当する。なお、ケース底部に別途オイルパンを取り付けるような構造にしても
良い。ロータ３７の回転等に応じて図２のカウンタドライブギヤ７０が回転される。カウ
ンタドライブギヤ７０によってカウンタドリブンギヤ１３２が回転され、カウンタドリブ
ンギヤ１３２の回転に応じてディファレンシャルギヤＤＥＦが回転する。
【０１２５】
　すると図１３の矢印に示すようにディファレンシャルギヤＤＥＦが潤滑油をはね上げる
。ケースの上部にはオイルキャッチ板３８６が設けられており、ディファレンシャルギヤ
ＤＥＦによって掻き揚げられた潤滑油はオイル溜り３７０に溜められる。オイル溜り３７
０は、潤滑油の循環経路において端子台１１６，１１８よりも上流部に位置する。オイル
溜り３７０にはオイル出口３７２が設けられており、オイル出口３７２は、図１４に示す
ようにオイル通路３７６へのオイル入口３７４に通じている。
【０１２６】
　オイル通路３７６には端子台１１６，１１８が配されている。これにより、モータジェ
ネレータＭＧ２のステータコイルのバスバーから端子台１１６に伝えられ、端子台１１６
に蓄積された熱は、潤滑油に放熱される。同様に、モータジェネレータＭＧ１のステータ
コイルのバスバーから端子台１１８に伝えられ、端子台１１８に蓄積された熱は、潤滑油
に放熱される。その後潤滑油は、障壁２００に設けられたオイル出口３８０を通りステー
タ３６の上部に注がれる。そして、潤滑油はステータ３６の外周に沿って流れ、再びケー
スの底部に戻される。
【０１２７】
　以上に説明したように、モータジェネレータを駆動するときにモータジェネレータで発
生した熱を受けて高温となる端子台１１６，１１８を、潤滑油を利用して冷却する。これ
により、端子台１１６，１１８に蓄積された熱により電流センサ２４，２５が故障するの
を防止することができる。
【０１２８】
　したがって、インバータの冷却水の経路を大型化しなくても端子台の冷却が可能となり
、重心を低くできるとともに、省スペース化さらには設計配置の自由度を向上させること
ができる。
【０１２９】
　なお、図１３および図１４のディファレンシャルギヤＤＥＦおよびオイルキャッチ板３
８６が、この発明による車両の駆動装置における「潤滑油の循環機構」に相当し、オイル
溜り３７０およびオイル通路３７６が、この発明による車両の駆動装置における「潤滑油
の循環経路」の一部に相当する。
【０１３０】
　また、「潤滑油の循環機構」のうちディファレンシャルギヤＤＥＦが、「回転電機の回
転に応じてオイルパンから潤滑油を汲み上げて循環経路の接続部材の上流部に送る機構」
に相当する。
【０１３１】
　図１５は、モータジェネレータＭＧ１，ＭＧ２を潤滑および冷却する潤滑油の循環経路
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の第２の例を示した断面図である。
【０１３２】
　図１６は、図１５のＸＶＩ－ＸＶＩにおける部分断面図である。
　図１５、図１６に示すように、ディファレンシャルギヤＤＥＦによって掻き揚げられた
オイルは、カウンタドリブンギヤ１３２の潤滑を行なう。その後、カウンタドリブンギヤ
１３２によってその潤滑油の一部は、さらにはね上げられてオイルキャッチ板３８６Ａに
よって受け止められ、オイル溜り３７０Ａに溜められる。オイル溜り３７０Ａは、潤滑油
の循環経路において端子台１１６，１１８よりも上流部に位置する。
【０１３３】
　オイル溜り３７０Ａに設けられたオイル出口３７２Ａは、図１６に示すようにオイル入
口３７４に通じており、端子台１１６，１１８から潤滑油に放熱される。その後、潤滑油
はオイル出口３８０からステータ３６の上部に注がれステータ３６の外壁を通じて再び潤
滑油はケース底部に戻される。
【０１３４】
　図１５および図１６に示した変形例では、ディファレンシャルギヤＤＥＦ、カウンタド
リブンギヤ１３２およびオイルキャッチ板３８６Ａが「潤滑油の循環機構」に相当し、オ
イル溜り３７０Ａおよびオイル通路３７６が「潤滑油の循環経路」の一部に相当する。
【０１３５】
　また、「潤滑油の循環機構」のうちディファレンシャルギヤＤＥＦおよびカウンタドリ
ブンギヤ１３２Ａが、「回転電機の回転に応じてオイルパンから潤滑油を汲み上げて循環
経路の接続部材の上流部に送る機構」に相当する。
【０１３６】
　図１５および図１６に示した変形例でも図１３および図１４に示した例と同様の効果を
得ることができる。
【０１３７】
　図１７は、モータジェネレータＭＧ１，ＭＧ２を潤滑および冷却する潤滑油の循環経路
の第３の例を示した断面図である。
【０１３８】
　図１８は、図１７のＸＶＩＩＩ－ＸＶＩＩＩにおける部分断面図である。
　図１７、図１８を参照して、このオイル循環経路の第３の例では、トロコイド式のオイ
ルポンプ４００を設けてケース底部のオイルパンから潤滑油を汲み上げてオイル通路４０
７に送出する。オイル通路４０７の出口は、潤滑油の循環経路において端子台１１６，１
１８よりも上流部に位置する。
【０１３９】
　オイルポンプ４００は、ディファレンシャルギヤＤＥＦに噛み合う駆動ギヤ４０２と、
駆動ギヤ４０２と軸が結合され共に回転するインナーロータ４０４と、インナーロータ４
０４と内側の歯が噛み合うアウターロータ４０６とを含む。
【０１４０】
　オイル通路４０７の出口は、図１８に示すようにオイル入口３７４と通じており、端子
台１１６，１１８から熱が放熱される。その後潤滑油は、オイル出口３８０からステータ
３６の上部に注がれ、ステータ３６の外壁を通じて再びケース底部のオイルパンに戻され
る。
【０１４１】
　図１７および図１８に示した変形例では、オイルポンプ４００が「潤滑油の循環機構」
における「回転電機の回転に応じてオイルパンから潤滑油を汲み上げて循環経路の接続部
材の上流部に送る機構」に相当し、オイル通路４０７，３７６が「潤滑油の循環経路」の
一部に相当する。
【０１４２】
　図１７および図１８に示した変形例でも図１３および図１４に示した例と同様の効果を
得ることができる。
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【０１４３】
　以上説明したように、本発明の実施の形態によれば、モータジェネレータからの熱によ
り端子台が過熱されるのを防止できる。したがって、内蔵される電流センサを熱故障から
確実に保護することができる。
【０１４４】
　また、モータジェネレータの潤滑油を利用して端子台を冷却する構成とすれば、パワー
制御ユニットの冷却系の増設が不要となるため、駆動装置の小型化、省スペース化が可能
となる。これにより、ハイブリッド車両の駆動装置を車両に搭載した場合に重心を低く保
つことが可能となり、従来に比べて車両の走行性能を向上させることが可能となる。さら
に、エンジンルーム内の省スペース化を図ることができる。
【０１４５】
　なお、本実施の形態においては、端子台の冷却を油冷系とした構成を示したが、油冷系
と水冷系とを併用させてもよい。また、本実施の形態においては、ハイブリッド車両に本
願発明を適用した例を説明したが、本願発明はこれに限定されず、たとえば電気自動車や
燃料電池自動車等にも適用することができる。
【０１４６】
　今回開示された実施の形態はすべての点で例示であって制限的なものではないと考えら
れるべきである。本発明の範囲は上記した説明ではなくて特許請求の範囲によって示され
、特許請求の範囲と均等の意味および範囲内でのすべての変更が含まれることが意図され
る。
【図面の簡単な説明】
【０１４７】
【図１】本発明の実施の形態に係るハイブリッド車両のモータジェネレータ制御に関する
構成を示す回路図である。
【図２】図１における動力分割機構および減速機の詳細を説明するための模式図である。
【図３】本発明の実施の形態に係るハイブリッド車両の駆動装置の外観を示す斜視図であ
る。
【図４】駆動装置の平面図である。
【図５】駆動装置を図４のＸ１方向から見た側面図である。
【図６】図４のＶＩ－ＶＩ断面における断面図である。
【図７】図４のＸ２方向から駆動装置を見た側面図である。
【図８】図４のＶＩＩＩ－ＶＩＩＩにおける断面図である。
【図９】図４のＩＸ－ＩＸにおける断面を示した断面図である。
【図１０】図８の端子台１１６の外観を示す斜視図である。
【図１１】図１０のＡ－Ａにおける断面図である。
【図１２】図１１のＢ－Ｂにおける断面図である。
【図１３】モータジェネレータを潤滑および冷却する潤滑油の循環経路を示した断面図で
ある。
【図１４】図１３のＸＩＶ‐ＸＩＶにおける部分断面図である。
【図１５】モータジェネレータを潤滑および冷却する潤滑油の循環経路の第２の例を示し
た断面図である。
【図１６】図１５のＸＶＩ－ＸＶＩにおける部分断面図である。
【図１７】モータジェネレータを潤滑および冷却する潤滑油の循環経路の第３の例を示し
た断面図である。
【図１８】図１４のＸＶＩＩＩ－ＸＶＩＩＩにおける部分断面図である。
【符号の説明】
【０１４８】
　４　エンジン、６，８　パワーケーブル、１０　電圧センサ、１１　電流センサ、１２
　昇圧コンバータ、１３　アーム部、１４，２２　インバータ、１５　Ｕ相アーム、１６
　Ｖ相アーム、１７　Ｗ相アーム、２０　駆動装置、２１　パワー制御ユニット、２４　
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電流センサ、３０　制御装置、３１，３６　ステータ、３２，３７　ロータ、３３，３８
　ステータコア、３４，３９　三相コイル、４０　電池ユニット、４１～４４　端子、５
０　クランクシャフト、５１，６２　サンギヤ、５２，６８　リングギヤ、５３，６４　
ピニオンギヤ、５４，６６　プラネタリキャリヤ、６０　シャフト、７０　カウンタドラ
イブギヤ、７１，７２　蓋、７３～７８　ボールベアリング、７９，８０　ニードルベア
リング、８１　オイルシール、１００　ハイブリッド車両、１０２，１０４　ケース、１
０５，１０６　フランジ、１０８，１０９，１１１　開口部、１１２　冷却水出口、１１
４　冷却水入口、１１６，１１８　端子台、１２０　パワー素子基板、１２１　制御基板
、１２２　水路、１２４　ダンパー、１２８　バスバー、１３０　回転軸、１３２，１３
２Ａ　カウンタドリブンギヤ、１３３　ファイナルドライブギヤ、２００　壁部、２０２
，２０３　隔壁、２４０　コア、２４２　ホール素子、３７２，３７２Ａ　オイル出口、
３７４　オイル入口、３７６，４０７　オイル通路、３８０　オイル出口、３８６，３８
６Ａ　オイルキャッチ板、４００　オイルポンプ、４０２　駆動ギヤ、４０４　インナー
ロータ、４０６　アウターロータ、５００Ｕ，５００Ｖ，５００Ｗ，５０２Ｕ，５０２Ｖ
，５０２Ｗ　バスバー、５１０Ｕ，５１０Ｖ，５１０Ｗ，５１２Ｕ，５１２Ｖ，５１２Ｗ
　ナット、５１４Ｕ，５１４Ｖ，５１４Ｗ　導電部材、５１６Ｕ，５１６Ｖ，５１６Ｗ　
封止部材、Ｂ　バッテリ、Ｃ２　コンデンサ、Ｄ１～Ｄ８　ダイオード、ＤＥＦ　ディフ
ァレンシャルギヤ、Ｌ１　リアクトル、ＭＧ１，ＭＧ２　モータジェネレータ、ＰＳＤ　
動力分割機構、Ｑ１～Ｑ８　ＩＧＢＴ素子、Ｒ　制限抵抗、ＲＤ　減速機、ＲＧ　減速ギ
ヤ、ＳＭＲ１～ＳＭＲ３　システムメインリレー。

【図１】 【図２】

【図３】
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【図６】 【図７】
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【図８】 【図９】

【図１０】

【図１１】

【図１２】
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【図１５】 【図１６】
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