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1 はじめに
　年々厳しくなる各国の環境規制に対応する為、
PHV（Plug-in Hybrid Vehicle）のラインナップ拡
充が求められる。’17/2月に国内販売が開始され
た新型プリウスPHVは、世界トップレベルの環境
性能を実現しつつ、EV走行性能を大幅に向上させ
ている。
　今回、この新型プリウスPHV向けに要となる充
電システムの構成部品として、小型/高効率の車載
充電器を開発したので、その概要について紹介す
る。車載充電器とは家庭用の交流電源（AC）を直流
電圧（DC）に変換し、走行用高圧バッテリーを充
電するユニットである。

2 製品の特徴
　車載充電器は日米欧の普通充電インフラに適合
させるため、AC100VからAC240Vの入力電圧に
対応可能な設計としている（表1）。

写真1 新型プリウスPHV外観
Photo1 Appearance of New Prius PHV

写真2 充電中車両
Photo2 New Prius PHV

under Charging

写真3 車載充電器
Photo3 On-Board Charger

　また、搭載自由度の観点から空冷システムを採
用したことにより、後席下の搭載が可能となり、車
室/荷室空間やエンジンルームに影響を与えるこ
となく搭載できている。
　さらに従来は別体であった「充電制御のECU」
と、「充電中の補機12V系の電力を供給するDC/
DCコンバーター」を一体化し高機能化を実現し
ている（図1）。

　充電性能としては、従来品に比べバッテリーへ
の充電出力を約1.7倍に高め、さらにACからDC
への変換ロスを、最小限にする独自の制御方式を
採用することで、充電効率を向上させた。

表1 車載充電器仕様
Table1 Specification of On-Board Charger
入力電圧 86～264Vrms
出力電圧 149～396V
最大入力電流 16.9Arms
最大電力 3.3kW
冷却方法 空冷
性能保証温度範囲 −30～60℃

【充電器の搭載位置】

【充電システム概要】

電力の流れ

【充電器の構造・機能】

充電ECU

インフラ電源

高圧電池

リヤシート

充
電
器補機ユニット

DC/DC

図1 搭載位置と充電システム概要
Fig.1 Installation Place and System Outline of Charging System

　また、従来品に比べ約50％の小型化を実現し、
車両搭載性向上にも貢献している。
　さらに、親子連携充電スタンドや壁掛け充電設
備など、充電インフラ製品の開発で培った知見を
活かし、入力電圧の規格外波形など各国の電源事
情に左右されない、安定した充電を実現した。

3 充電時間の短縮と効率向上
1）充電時間短縮
　新型プリウスPHVに搭載の充電システムでは、
充電器の出力アップ（2kW→3.3kW）と充電器単
体及び充電システムの効率向上によりEV走行距
離の大幅延長（26.4km→68.2km）にもかかわら
ず、充電時間約2時間20分で走行用バッテリーを
満充電にすることが可能である。
　また充電方式と充電時間を表2に示す。お客様
の使用環境に合わせた充電方式を選択できる。

2）効率向上
　この充電器はDC/DC変換部のトランス巻数比
の最適化、低損失パワーデバイス（SuperJunction-
MOS）の採用による定常損失の低減、ZVS（Zero 
Volt Switching）方式による素子のスイッチング
損失低減によって、充電器単体としての電力変換
効率を従来の89%から95%へと大きく向上した。
また充電中の補機電力供給用の小容量DC/DCコ
ンバーターの採用によって、補機電力消費の大き
いPCU（Power Control Unit）及びPCU内蔵のメ
インのDC/DCコンバーターの充電中の起動を不
要とした為、充電システム全体としても従来比8%
アップの93%と高い充電効率を達成できた（図2、
図3）。

表2 充電時間
Table2 Charging Time

充電方式 充電時間
普通充電　200V/16A 約2時間20分（満充電）
普通充電　100V/6A 約14時間（満充電）
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図2 効率向上
Fig.2 Improvement of Efficiency

4 小型化、出力密度向上
1）構成部品の小型化
　この充電器は、DC/DC変換部、力率改善部の作
動周波数を従来品より高周波化することで、コイ
ル、トランスの体格を低減し、パワーデバイスに対
しては汎用素子（ディスクリート）をモジュール化
することによって体格の低減をおこなった。

【従来】
システム効率 85%

システム効率 93%（＋8%）
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図3 充電時のシステム効率向上
Fig.3 Improvement of System Efficiency
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図4 充電器パワー部の従来品と開発品の比較
Fig.4 Comparison of Main Power Devices with Former Model

表3 主要部品体格
Table3 Volume of Main Power Devices

各部位体格 新型品（従来比）

コイル 0.15L（42%減）

トランス 0.15L（28%減）

パワーデバイス 0.054L（18%減）
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要　旨 　次世代環境車の主力となる新型プリウスPHV向けに、小型、高効率の車載充電器を開発したので、その概要について
紹介する。

キーワード：新型プリウスPHV、車載充電器、小型、高効率

Abstract 　We have developed a small and high-efficient on-board Charger for New Purius PHV as the main eco-
friendly car in next era, and this article describes the outline of this development.
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2）構造の見直し
　構造の見直しにより、組付け作業性を悪化させ
る事無くデッドスペースの削減を実現した。
（1）アルミケースの2ピース化
　基板固定の為のボスのスペース削減、外壁を
別ピース化により、側壁部と部品間の作業隙間
を最小化しつつ上部からの組立時のアクセス性
を向上した。

（2）電気部品接続をネジ締結から抵抗溶接へ変更
　抵抗溶接化で、1箇所当りの接続部占有面積
を約1/2に削減した。合計18箇所の接続部小型
化を実施した。

3）冷却性能の向上
　出力密度を上げる事の背反として熱性能の悪化
が発生する為、小型化/出力密度向上と同時に冷却
性能の向上を図った（図7）。
　方策としては、熱的に厳しい部品（トランス、パ
ワー素子）の放熱性能の向上。全体構造として、冷
却ファンの風路幅拡大と風量最適配分を熱シミュ
レーションを用いて実施した。
　最終的には、試作品のベンチ及び実車での確認
によりオーバーヒートが無いことを確認した。

図5 アルミケース2ピース化
Fig.5 Aluminium Case with Two Pieces Structure

図6 ネジ締結→抵抗溶接への変更
Fig.6 Changes from Screw Fastening to Resistance Welding

　以上により熱性能を満足しつつ、充電器ASSY
としての体格を従来品から50%以上低減し、出力
密度を4.8倍にすることができた。

5 電源ロバスト性向上
　この充電器では制御方式を変更し､入力電源（イ
ンフラ）変動に対する動作領域を向上させ、従来よ
りも対応可能な規格外の入力電源波形の数を増や
した。

　従来品は、矩形波波形入力時、過電流が流れ充電
器停止する場合あったが、開発品では充電器自身が
電流波形を制御し過電流を防止する制御とした。
　これによりインフラ電源を選ばず充電可能とな
り、ユーザーの利便性を向上させた。

項目

発
熱
部
品

1）
トランス

風路・
フィン

：風路

2）
パワー
素子

・部品上下のアルミケースで
コアを両面冷却

・モジュール内の
高放熱薄型
絶縁層で素子熱を
アルミケースに放熱

・パワー素子
モジュール化による
部品配置改善で
風路幅拡大/
風量最適配分

アルミケース（下）

コア

PFCコイル

トランス

金属基板（銅）

専用パワーモジュール

アルミ
ケース

高放熱薄型絶縁層
t=120μm

全
体
構
造

冷却方策

図7 冷却性能の改善方策
Fig.7 Improving Method of Coolability
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図8 規格外波形への対応
Fig.8 Matching of Irregular Wave-form
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図9 制御方式の変更
Fig.9 Change of Control Method

7 まとめ
　 今 回 の 開 発 で は、PHV車 種 展 開 を 見 据 え、
TNGA開発を推進し、「小型化」、「充電システム
簡素化」による、コスト低減を達成。今後プリウス
PHV以外の派生車向けへも本充電器を展開して
いく予定です。
　また、この開発ではトヨタ自動車様のプロジェ
クト表彰、技術開発賞を受賞。TNGA開発に基づく
低コスト設計が認められ、部品部門では当社初と
なるトヨタ様の原価改善優秀賞受賞（エンジン事
業部と協業）に大きく貢献することができました。
　最後に、本開発に当り多大なご指導・ご協力を頂
きましたトヨタ自動車㈱様をはじめとする社内外
の関係部署の皆様に深く感謝いたします。

■ 著 者 紹 介 ■
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図10 充電ECUの一体化
Fig.10 Integration of Charger ECU

6 充電ECUの高機能化
　従来は他社製別体の充電ECUを、充電器へ内蔵
することで機電一体による充電器の高機能化を実
現した（図10）。充電ECUでは基本機能である充電
制御のほか、車両の付加価値向上を実現する各種
機能を実装しており、新型プリウスPHVの商品力
向上に貢献している。

　その他、ダイアグ機能（故障診断）、プログラム書
換え機能をECUに搭載することにより市場不具
合の早期発見、早期対応も可能とした。
　また、充電システムを簡素化することで、システ
ムコストを大幅に削減することができ、車両の原
価改善にも貢献した。
　今回のECU開発では、ソフトウェアの開発効率
化および品質向上のため評価の自動化を進めてお
り、自動車メーカ・サプライヤを主な対象とした
ツールカンファレンスにおいて自動化事例として
対外発表を予定している。

表4 充電ECU搭載機能
Table4 Feature with Charger ECU

機能名 内容

AC充電制御 充電インフラや車両内ECUと協調
して充電を実行する

タイマー充電制御 ユーザが予約設定した時刻に充電
を開始もしくは完了する

インジケータ制御 電池残量や充電時の状態表示に車
両搭載のインジケータを駆動する

リッドロック制御 充電リッドや充電コネクタのロッ
ク/アンロックを制御する

AC給電制御 ACインバータを制御して車両高圧
バッテリからAC100Vを給電する

表示制御 充電状態をディスプレイに通知し
てエネルギーフローを表示する

新型プリウスPHV向け車載充電器の開発

　電動車両の開発が活発化し、充電器に対するお客様の小型化、高効率化が強く要望されている状況で開発
がスタートしました。
　当初は、小型化と高効率を両立させるため、回路方式の変更で対応していましたが、目標達成が困難な状
態でした。そこで構造を見直し、ケース分割、抵抗溶接を導入することを決めました。また、システムコスト
低減のためにECUを内蔵することも実施しました。
　これらの開発要素を取り入れるため、多くの部署をまたがる開発となりました。本当に関連部署との調整
や仕様の整合性を確実に実施することができるのか不安な点が多々ありましたが、全部署が目標達成のた
めに協力体制を整えていただき、号口を迎えることができました。
　今後もさらなる小型化を目指し、よりお客様に貢献できる充電システム開発に取り組みたいと思います。

開発の経緯と開発者の思い




