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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　前面開口を有し、内部を電力変換装置収納室にした筐体状のボックス本体と、
　該ボックス本体の前記前面開口を開閉する扉と、
　前記ボックス本体の側板の少なくとも一方の内側に配置されて、前記ボックス本体の底
板に形成された吸気口から取り入れた空気を前記側板に形成された排気口から前記ボック
ス本体の外へ排気する排気ファンと、
　前記排気口を外部から覆う排気カバーと、
を備え、
　前記排気カバーは、
　前記排気口の周囲を囲う周壁と、
　該周壁の上壁部から下方に向かうにしたがって側板から離れる傾斜壁部と、
　該傾斜壁部の下縁から前記周壁の底壁部にわたって前記側板と平行な縦壁部と、
　前記周壁の前記底壁部に形成された少なくとも一つ以上の第１排気孔と、
　前記縦壁部に形成された第２排気孔と、
　該第２排気孔の下縁から上方に向かうにしたがって前記第２排気孔から離れる上向き傾
斜の排気ガイドと、
　前記排気口を覆うように前記排気カバーの内部に配置されたフィルタ部材と、
を備え、
　前記排気ガイドは、前記第２排気孔の下縁から連続する切り越しによって前記縦壁部と
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一体に形成され、
　前記排気ガイドの先端には延長部材が設けられている
ことを特徴とする電力変換ユニット。
【請求項２】
　前面開口を有し、内部を電力変換装置収納室にした筐体状のボックス本体と、
　該ボックス本体の前記前面開口を開閉する扉と、
　前記ボックス本体の側板の少なくとも一方の内側に配置されて、前記ボックス本体の底
板に形成された吸気口から取り入れた空気を前記側板に形成された排気口から前記ボック
ス本体の外へ排気する排気ファンと、
　前記排気口を外部から覆う排気カバーと、
を備え、
　前記排気カバーは、
　前記排気口の周囲を囲う周壁と、
　該周壁の上壁部から下方に向かうにしたがって側板から離れる傾斜壁部と、
　該傾斜壁部の下縁から前記周壁の底壁部にわたって前記側板と平行な縦壁部と、
　前記周壁の前記底壁部に形成された少なくとも一つ以上の第１排気孔と、
　前記縦壁部に形成された第２排気孔と、
　該第２排気孔の下縁から上方に向かうにしたがって前記第２排気孔から離れる上向き傾
斜の排気ガイドと、
　前記排気口を覆うように前記排気カバーの内部に配置されたフィルタ部材と、
を備え、
　前記フィルタ部材は前記底壁部から着脱可能に配置され、
　前記第１排気孔は前記フィルタ部材と前記縦壁部との間に形成され、
　前記第２排気孔は前記排気ファンよりも下方に形成され、
　前記排気ガイドは、前記第２排気孔の下縁から連続する切り越しによって前記縦壁部と
一体に形成され、
　前記排気ガイドの先端には延長部材が設けられている
ことを特徴とする電力変換ユニット。
【請求項３】
　前面開口を有し、内部を電力変換装置収納室にした筐体状のボックス本体と、
　該ボックス本体の前記前面開口を開閉する扉と、
　前記ボックス本体の側板の少なくとも一方の内側に配置されて、前記ボックス本体の底
板に形成された吸気口から取り入れた空気を前記側板に形成された排気口から前記ボック
ス本体の外へ排気する排気ファンと、
　前記排気口を外部から覆う排気カバーと、
を備え、
　前記排気カバーは、
　前記排気口の周囲を囲う周壁と、
　該周壁の上壁部から下方に向かうにしたがって側板から離れる傾斜壁部と、
　該傾斜壁部の下縁から前記周壁の底壁部にわたって前記側板と平行な縦壁部と、
　前記周壁の前記底壁部に形成された少なくとも一つ以上の第１排気孔と、
　前記縦壁部に形成された第２排気孔と、
　該第２排気孔の下縁から上方に向かうにしたがって前記第２排気孔から離れる上向き傾
斜の排気ガイドと、
　前記排気口を覆うように前記排気カバーの内部に配置されたフィルタ部材と、
を備え、
　前記排気ガイドは、前記縦壁部の内壁面に接合された別部材から構成されているととも
に、前記第２排気孔の長軸方向に沿う幅よりも幅広に形成されている
ことを特徴とする電力変換ユニット。
【請求項４】
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　前面開口を有し、内部を電力変換装置収納室にした筐体状のボックス本体と、
　該ボックス本体の前記前面開口を開閉する扉と、
　前記ボックス本体の側板の少なくとも一方の内側に配置されて、前記ボックス本体の底
板に形成された吸気口から取り入れた空気を前記側板に形成された排気口から前記ボック
ス本体の外へ排気する排気ファンと、
　前記排気口を外部から覆う排気カバーと、
を備え、
　前記排気カバーは、
　前記排気口の周囲を囲う周壁と、
　該周壁の上壁部から下方に向かうにしたがって側板から離れる傾斜壁部と、
　該傾斜壁部の下縁から前記周壁の底壁部にわたって前記側板と平行な縦壁部と、
　前記周壁の前記底壁部に形成された少なくとも一つ以上の第１排気孔と、
　前記縦壁部に形成された第２排気孔と、
　該第２排気孔の下縁から上方に向かうにしたがって前記第２排気孔から離れる上向き傾
斜の排気ガイドと、
　前記排気口を覆うように前記排気カバーの内部に配置されたフィルタ部材と、
を備え、
　前記フィルタ部材は前記底壁部から着脱可能に配置され、
　前記第１排気孔は前記フィルタ部材と前記縦壁部との間に形成され、
　前記第２排気孔は前記排気ファンよりも下方に形成され、
　前記排気ガイドは、前記縦壁部の内壁面に接合された別部材から構成されているととも
に、前記第２排気孔の長軸方向に沿う幅よりも幅広に形成されている
ことを特徴とする電力変換ユニット。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、太陽光発電システムに使用される電力変換装置を収納して電力変換装置の稼
動に伴う冷却を可能とした筐体状の収納ボックスを備えた電力変換ユニットに関する。
【背景技術】
【０００２】
　太陽光発電システムは、環境負荷が小さく資源を制約できるため、地球温暖化の基とな
る二酸化炭素を含む排出ガスによる環境汚染やエネルギー資源の枯渇などの地球的規模の
課題対策として開発が進み、商業ビルや公共施設のみならず、一般家庭への設置も普及し
つつある。
【０００３】
　この太陽光発電システムは、一般的に太陽の光により太陽電池モジュールが発電した直
流電力を、電力変換装置で交流電力に変換して使用される。そして、建築物の構築と同時
に発電システムを装備する場合には、配線とともに電力変換装置が屋内に配置されること
が多い。
【０００４】
　しかしながら、既築建物にリフォームとして発電システムを設ける時、又は、賃貸用集
合住宅に設置する際には、配線の都合上から電力変換装置を屋外に設置せざるを得ない場
合がある。
【０００５】
　この際、電力変換装置は電子部品等を搭載しているために屋内設置専用として構成され
ており、そのまま屋外に設置して稼動させることはできない。そのため、風雨に耐え得る
仕様を備えた電力変換ユニットを特別に設計製造することが考えられるが、電力変換装置
の品種が増えてコストが増大する。
【０００６】
　そこで、前面開口を有して電力変換装置を収容する筐体状のボックス本体と、前面開口
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を密閉する扉と、によって収納ボックスを構成するとともに、電力変換装置の稼動にとも
なう廃熱が可能となるように吸排気部を設けた電力変換ユニットにより、屋外に設置する
電力変換装置を風雨から保護するものが知られている（例えば、特許文献１参照）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００７】
【特許文献１】特開２００６－０６６８１９号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　ところが、上述した電力変換ユニットにあっては、収納ボックス内の内気をファンによ
って排気する際に、収納ボックスの側壁に形成された排気口（ファン取り付け孔）の外側
をフードによって覆い、排気をフードの下方開口から排気している。
【０００９】
　したがって、このように排気口を単に覆っているだけのフードでは、砂、埃、雨水等が
収納ボックスの内部に入り易いという問題が生じていた。
【００１０】
　なお、一般的な電気機器等における排気構造には、例えば、ファンの背面（上流側）や
正面（下流側）にフィルタを設置する構成のものが周知であるが、上述した電力変換ユニ
ットのような屋外に設置した場合には、砂、埃、雨水等についても、単にフィルタをファ
ンの背面や正面に配置しただけでは収納ボックスの内部に入り込んでしまい易いという新
たな問題が発生してしまう。
【００１１】
　また、屋外に設置した場合には、フィルタの清掃や交換といったメンテナンスが屋内電
子機器等に比べて頻繁に行なう必要があるが、一般的な電子機器等のように筐体内部に配
置したフィルタでは、高温化（例えば、５０～６０℃）した電力変換装置や配線コード等
が存在していることから、技術者によらなければフィルタのメンテナンスを行なうことが
できず、保守管理費用が高騰してしまうという問題も発生してしまう。
【００１２】
　そこで、上述したような排気口をフード等を併用することが考えられるが、下方に開放
した単なるフードではフィルタの存在により排気効率が低下してしまい、電力変換装置の
冷却効果が下がってしまう。
【００１３】
　そこで、本発明は、排気効率の低下を抑制しつつ、砂、埃、雨水等が電力変換装置収納
室に入り難くすることができる電力変換ユニット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】
【００１４】
　上記課題を解決するため、本発明の電力変換ユニットは、前面開口を有し、内部を電力
変換装置収納室にした筐体状のボックス本体と、該ボックス本体の前記前面開口を開閉す
る扉と、前記ボックス本体の側板の少なくとも一方の内側に配置されて、前記ボックス本
体の底板に形成された吸気口から取り入れた空気を前記側板に形成された排気口から前記
ボックス本体の外へ排気する排気ファンと、前記排気口を外部から覆う排気カバーと、を
備え、前記排気カバーは、前記排気口の周囲を囲う周壁と、該周壁の上壁部から下方に向
かうにしたがって側板から離れる傾斜壁部と、該傾斜壁部の下縁から前記周壁の底壁部に
わたって前記側板と平行な縦壁部と、前記周壁の前記底壁部に形成された少なくとも一つ
以上の第１排気孔と、前記縦壁部に形成された第２排気孔と、該第２排気孔の下縁から上
方に向かうにしたがって前記第２排気孔から離れる上向き傾斜の排気ガイドと、前記排気
口を覆うように前記排気カバーの内部に配置されたフィルタ部材と、を備え、前記排気ガ
イドは、前記第２排気孔の下縁から連続する切り越しによって前記縦壁部と一体に形成さ
れ、前記排気ガイドの先端には延長部材が設けられていることを特徴とする。
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【００１５】
　本発明の電力変換ユニットによれば、排気効率の低下を抑制しつつ、砂、埃、雨水等が
電力変換装置収納室に入り難くすることができる。
【００１６】
　また、本発明の電力変換ユニットは、前記フィルタ部材には板状のものが用いられてい
るとともに前記底壁部から着脱可能に配置され、前記第１排気孔は前記フィルタ部材と前
記縦壁部との間に形成されていることを特徴とする。
【００１７】
　本発明の電力変換ユニットによれば、フィルタ部材のメンテナンスを容易に行なうこと
ができる。
【００１８】
　また、本発明の電力変換ユニットは、前記フィルタ部材は、金網製のフィルタと、通気
性を有するフィルタと、の２層構造であることを特徴とする。
【００１９】
　本発明の電力変換ユニットによれば、外部からの虫の進入及び雨水等の入り込みを抑制
することができる。
【００２０】
　また、本発明の電力変換ユニットは、前記第２排気孔は前記排気ファンよりも下方に形
成されていることを特徴とする。
【００２１】
　本発明の電力変換ユニットによれば、排気ファンによる排気を効率良く行なうことがで
きる。
【００２２】
　また、本発明の電力変換ユニットは、前記排気ガイドは、前記第２排気孔の下縁から連
続する切り越しによって前記縦壁部と一体に形成されていることを特徴とする。
【００２３】
　本発明の電力変換ユニットによれば、簡素な構成で容易に排気ガイドを形成することが
できる。
【００２４】
　また、本発明の電力変換ユニットは、前記排気ガイドの先端には延長部材が設けられて
いることを特徴とする。
【００２５】
　本発明の電力変換ユニットによれば、排気ガイドを延長することによって排気効率を向
上することができるうえ、第２排気孔からの虫や雨水等の入り込みを抑制することができ
る。
【００２６】
　また、本発明の電力変換ユニットは、前記排気ガイドは、前記縦壁部の内壁面に接合さ
れた別部材から構成されているとともに、前記第２排気孔の長軸方向に沿う幅よりも幅広
に形成されていることを特徴とする。
【００２７】
　本発明の電力変換ユニットによれば、排気ガイドを任意の長さに調整することが可能と
なるうえ、第２排気孔からの虫や雨水等の入り込みを抑制することができる。
【００２８】
　また、本発明の電力変換ユニットは、前記傾斜壁部と前記縦壁部との境界線は前記排気
ファンの中心よりも下方に位置していることを特徴とする。
【００２９】
　本発明の電力変換ユニットによれば、傾斜壁部による排気のガイド機能を容易に確保す
ることができる。
【発明の効果】
【００３０】
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　本発明の電力変換ユニットは、排気効率の低下を抑制しつつ、砂、埃、雨水等が電力変
換装置収納室に入り難くすることができる。
【図面の簡単な説明】
【００３１】
【図１】本発明の一実施形態に係る電力変換ユニットを利用した住宅用太陽光発電システ
ムの説明図である。
【図２】本発明の一実施形態に係る電力変換ユニットを示し、（Ａ）は電力変換ユニット
の正面図、（Ｂ）は扉を取り外した状態の電力変換ユニットの概略の正面図である。
【図３】本発明の一実施形態に係る電力変換ユニットを示し、扉を取り外した状態の電力
変換ユニットの概略の斜視図である。
【図４】本発明の一実施形態に係る電力変換ユニットを示し、電力変換ユニットの概略の
縦断面図である。
【図５】本発明の一実施形態に係る電力変換ユニットに適用される吸気部を示し、（Ａ）
は吸気部の斜視図、（Ｂ）は吸気部の断面図である。
【図６】本発明の一実施形態に係る電力変換ユニットに適用される変形例の吸気部を示し
、（Ａ）は変形例１の吸気部の断面図、（Ｂ）は変形例２の吸気部の断面図である。
【図７】本発明の一実施形態に係る電力変換ユニットに適用される排気部を示し、（Ａ）
は排気部の正面図、（Ｂ）は吸気部の斜視図である。
【図８】本発明の一実施形態に係る電力変換ユニットに適用される排気部の断面図である
。
【図９】本発明の一実施形態に係る電力変換ユニットに適用される変形例１の排気部の断
面図である。
【図１０】本発明の一実施形態に係る電力変換ユニットに適用される変形例２吸気部を示
し、（Ａ）は吸気部の正面図、（Ｂ）は吸気部の斜視図である。
【図１１】本発明の一実施形態に係る電力変換ユニットに適用される変形例２の吸気部の
断面図である。
【発明を実施するための形態】
【００３２】
　次に、本発明の一実施形態に係る電力変換ユニットについて、住宅用太陽光発電システ
ムに適用し、図面を参照して説明する。尚、以下に示す実施形態は本発明の電力変換ユニ
ットにおける好適な具体例であり、技術的に好ましい種々の限定を付している場合もある
が、本発明の技術範囲は、特に本発明を限定する記載がない限り、これらの態様に限定さ
れるものではない。また、以下に示す実施形態における構成要素は適宜、既存の構成要素
等との置き換えが可能であり、かつ、他の既存の構成要素との組合せを含む様々なバリエ
ーションが可能である。したがって、以下に示す実施形態の記載をもって、特許請求の範
囲に記載された発明の内容を限定するものではない。
【００３３】
　図１は本発明の一実施形態に係る電力変換ユニットを利用した住宅用太陽光発電システ
ムの説明図、図２は本発明の一実施形態に係る電力変換ユニットを示し、図２（Ａ）は電
力変換ユニットの正面図、図２（Ｂ）は扉を取り外した状態の電力変換ユニットの概略の
正面図、図３は本発明の一実施形態に係る電力変換ユニットを示し、扉を取り外した状態
の電力変換ユニットの概略の斜視図、図４は本発明の一実施形態に係る電力変換ユニット
を示し、電力変換ユニットの概略の縦断面図、図５は本発明の一実施形態に係る電力変換
ユニットに適用される吸気部を示し、図５（Ａ）は吸気部の斜視図、図５（Ｂ）は吸気部
の断面図、図６は本発明の一実施形態に係る電力変換ユニットに適用される変形例の吸気
部を示し、図６（Ａ）は変形例１の吸気部の断面図、図６（Ｂ）は変形例２の吸気部の断
面図、図７は本発明の一実施形態に係る電力変換ユニットに適用される排気部を示し、図
７（Ａ）は排気部の正面図、図７（Ｂ）は吸気部の斜視図、図８は本発明の一実施形態に
係る電力変換ユニットに適用される排気部の断面図、図９は本発明の一実施形態に係る電
力変換ユニットに適用される変形例１の排気部の断面図、図１０は本発明の一実施形態に
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係る電力変換ユニットに適用される変形例２吸気部を示し、図１０（Ａ）は吸気部の正面
図、図１０（Ｂ）は吸気部の斜視図、図１１は本発明の一実施形態に係る電力変換ユニッ
トに適用される変形例２の吸気部の断面図である。
【００３４】
　図１において、本発明の一実施形態に係る電力変換ユニット１は、パワーコンディショ
ナと称される電力変換装置２が収納ボックス１０に収容されている。なお、収納ボックス
１０は、一般家屋で代表される建物Ｈの外壁ＨＡに沿って取り付けられる屋外設置式であ
る場合と、建物Ｈの内壁（図示せず）に沿って取り付けられる屋内設置式である場合のい
ずれにも適用可能であるが、以下に示す実施形態では、本発明に係る効果が大きい前者の
屋外設置式について記載する。この際、例えば、粉塵等の発生が多い工場等にあっては、
屋内設置の場合であっても、本発明に係る効果は大きい。
【００３５】
　電力変換ユニット１は、建物Ｈの屋根や屋上に設置した太陽電池モジュールＰＶにより
太陽の光エネルギーから変換された直流電流が発電電力として第１電路３から電力変換装
置２に入力される。電力変換装置２は、その発電電力を交流電力に変換して第２電路４か
ら建物Ｈの室内等に設置した分電盤６へ電力供給し、住宅内の家電製品（図示せず）等の
負荷に分配される。また、分電盤６は電力計７を経由して商用系統５に接続され、電力会
社との契約により、例えば、昼間の余った電力は電力会社に売電（売り）し、天候の悪い
日や夜間など発電力が少なかったり、発電しないときは、不足分だけ今まで通り、電力会
社から買電（買い）する、所謂系統連携システムを構成している。
【００３６】
　電力変換装置２は、上述した太陽電池モジュールＰＶにより太陽の光エネルギーから変
換された直流電流を交流電流に変換する機能を有するほか、逆流の防止や落雷等による突
発的過電流（サージ）の吸収作用を含め、住宅用太陽光発電システム全体の運転をコント
ロールしている。また、電力変換装置２は、内部に各種の電子部品を搭載しており、作動
中これらが発熱して高温化する。そこで、空冷方式により作動中の温度を規格値以下（例
えば、５０℃以下）に維持して、動作の信頼性を確保し、機械の寿命を延ばしている。
【００３７】
　収納ボックス１０は、図２乃至図４に示すように、上板１１Ａ、背板１１Ｂ、左側板１
１Ｃ、右側板１１Ｄ、及び底板１１Ｅで囲まれた電力変換装置収納室１１Ｑを有するとと
もに、前面開口１１Ｐを形成したボックス本体１１と、前面開口１１Ｐを開閉する扉１２
を備えている。上述した電力変換装置２は、電力変換装置収納室１１Ｑの中央上部付近に
収容されている。また、電力変換装置収納室１１Ｑには、電気系統部２０と、底板１１Ｅ
に外部空気を取り入れるように吸気口１１Ｆを形成した吸気部３０と、左側板１１Ｃ及び
右側板１１Ｄの両内壁面（何れか一方でも良い）の上部に配置された排気ファン１３から
内気を排気する排気部４０と、が配置されている。図示例では、排気ファン１３は左側板
１１Ｃ及び右側板１１Ｄに矩形状の排気口１１Ｇが形成（図３では一方の右側板１１Ｄに
形成された排気口１１Ｇのみ図示）されている。
【００３８】
　電力変換装置２は、太陽電池モジュールＰＶが発電する発電電力を交流電力に変換する
ための所要の電気回路部が収容されており、左側板１１Ｃと右側板１１Ｄとの略中央配置
となるように排気ファン１３よりも内側位置において、左側板１１Ｃ及び右側板１１Ｄか
ら略等間隔に離間する状態で背板１１Ｂに固定されている。この際、電力変換装置２の電
気回路部から発生する熱を集めて放出するためのヒートシンク構造からなる放熱部２Ｈが
、電力変換装置２と背板１１Ｂとの間に配置されている。ヒートシンク構造からなる放熱
部２Ｈは、左右に所定間隔を存して並列配置した複数の放熱フィン構成である。
【００３９】
　この際、排気ファン１３の運転によって形成される空気流が、放熱部２Ｈの放熱フィン
の相互間隔部を良好に流れるように、放熱部２Ｈは背板１１Ｂの内面に沿って配置されて
いる。したがって、各放熱フィンは上下方向に延在しており、排気ファン１３の運転によ
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って形成される空気流は、各放熱フィンの間を抜けるように下方から上方へと流れる。
【００４０】
　電気系統部２０は、所要の配線を接続するための配線用端子台２１を備えている。収納
ボックス１０の底板１１Ｅには、図３に示すように、太陽電池モジュールＰＶが発電する
発電電力が電力変換装置２の端子部（図示せず）へ供給される入力ラインである第１電路
３の配線コード（図示せず）が貫通する入力側配線孔１１Ｈが形成されている。また、収
納ボックス１０の底板１１Ｅには、電力変換装置２の端子部から出力される交流電力を端
子台２１を経由して分電盤６へ出力する出力ラインである第２電路４の配線コード（図示
せず）が貫通する出力側配線孔１１Ｊが形成されている。また、電気系統部２０は、端子
台２１の温度を検出する端子台温度検出器（例えば、温度ヒューズ）２２と、この端子台
温度検出器２２の検出に基づいて第１電路３及び第２電路４のいずれか一方又は両方を遮
断する電磁リレー式の開閉器２３と、電力変換装置収納室１１Ｑの温度（内気温度）を検
知して排気ファン１３の運転制御（電力供給制御）を行うための温度制御部１４として分
岐端子台２４と温度スイッチ２５とを備えている。
【００４１】
　排気ファン１３は、温度スイッチ２５によって収納ボックス１０の内気温度が所定以上
の高温となったことを検出すると、電力供給されて駆動する。また、排気ファン１３は、
温度スイッチ２５によって収納ボックス１０の内気温度が所定以下の低温となったことを
検出すると、電力供給を停止して駆動停止する。これにより、収納ボックス１０の内気温
度を所定温度範囲に維持して、電力変換装置２の放熱部２Ｈによる放熱効果を維持しつつ
電力変換装置２の電気回路を保護する。また、収納ボックス１０の内気の温度を所定温度
範囲に維持することにより、端子台２１、開閉器２３、分岐端子台２４及びこれらに接続
される配線の保護も行なうことができる。本実施の形態では、排気ファン１３は、矩形の
筐体形状を呈して空気の流通を可能としたファンケース１５と、翼形状のファン本体１６
と、ファン本体１６を回転駆動させる駆動モータ１７と、を備えている。なお、本実施の
形態においては、排気ファン１３には、空気（内気）の抵抗となるフィルタ等の防塵機能
は設けていない。
【００４２】
　吸気部３０は、吸気口１１Ｆから吸い込んだ外気を電力変換装置収納室１１Ｑへと導入
する吸気ダクト３１と、吸気ダクト３１の吸気方向下流端に配置されたフィルタ部材３２
と、を備えている。
【００４３】
　吸気ダクト３１は、吸気口１１Ｆからの高さが低い吸気方向を基準として（以下、上流
・下流に関して同様）上流側上面３３と、吸気口１１Ｆからの高さが高い下流側上面３４
と、で連続した階段状に形成されている。また、上述した吸気口１１Ｆは、上流側上面３
３と対向して形成されている。なお、底板１１Ｅには、吸気口１１Ｆを覆うように金網状
の防虫フィルタ３５が設けられている。
【００４４】
　下流側上面３４には、吸気口１１Ｆから取り入れた外気を電力変換装置収納室１１Ｑに
導入する排出口３１Ａが形成されている。本実施の形態においては、下流側上面３４に形
成された開口３４ａにフィルタ部材３２を配置しており、上述した排出口３１Ａはこのフ
ィルタ部材３２に形成されている。
【００４５】
　フィルタ部材３２は、開口３４ａを塞ぐように下流側上面３４に螺子固定（図示せず）
された着脱可能なフレーム３６と、フレーム３６に保持された金網製の防虫フィルタ３７
と、フレーム３６に保持された通気性を有する防塵フィルタ３８と、を備えている。これ
により、防虫フィルタ３７により、吸気口１１Ｆから吸気ダクト３１の内部に進入した虫
が電力変換装置収納室１１Ｑにまで進入することを抑制することができる。また、吸気口
１１Ｆから吸気ダクト３１の内部に入り込んだ雨水や塵埃等は、吸気口１１Ｆと対向する
上流側上面３３の内面でそれ以上の進入が阻止されるが、突風等の発生によってそれ以上
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の入り込みが発生した場合であっても、防塵フィルタ３８によって電力変換装置収納室１
１Ｑにまで入り込むことを抑制することができる。
【００４６】
　したがって。吸気口１１Ｆから上流側上面３３までの高さＨ１よりも、上流側上面３３
から下流側上面３４までの高さＨ２の方を高くすることが望ましい。
【００４７】
　ところで、図６（Ａ），（Ｂ）に示すように、吸気ダクト３１の内側、例えば、上流側
上面３３の内壁面付近に、吸気口１１Ｆから排出口３１Ａに至る屈曲した吸気経路３１Ｂ
の一部を遮るように突出した仕切板３９を設けても良い。この際、仕切板３９と下流側上
面３４の内壁面との間には隙間Ｓが形成される。なお、仕切板３９は、上流側上面３３と
同様に水平で良いが、特に限定されるものではない。この際、仕切板３９の突出端は、開
口３４ａの開口縁部と同じか突出しないのが好ましいが（例えば、図６（Ａ）参照）、こ
れらは、電力変換ユニット１の設置環境、例えば、収納ボックス１０の設置高さ（地上高
）や、周囲環境（例えば、豪雪地帯等）等を考慮して適宜採用することができる。また、
吸気口１１Ｆの形状・大きさ・数は図示例のものに限定されるものではなく、例えば、矩
形・真円・楕円・小判型等の形状のものを、単独又は複数（種類や大きさを異ならせた組
み合わを含む）に形成することができる。
【００４８】
　排気部４０は、図７及び図８に示すように、排気口１１Ｇを外部から覆うように側板１
１Ｃ，１１Ｄの外面に固定された排気カバー４１を備えている。また、排気カバー４１は
、排気口１１Ｇの周囲を囲う周壁４２と、周壁４２の上壁部４２ａから下方に向かうにし
たがって側板１１Ｃ，１１Ｄから離れる傾斜壁部４３と、傾斜壁部４３の下縁から底壁部
４２ｂにわたって側板１１Ｃ，１１Ｄと平行な縦壁部４４と、周壁４２の底壁部４２ｂに
形成された少なくとも一つ以上の排気孔（第１排気孔）４２ｃと、縦壁部４４に略水平に
延在して形成された複数の排気長孔（第２排気孔）４４ａと、排気長孔４４ａの内壁面側
下縁から上方に向かうにしたがって排気長孔４４ａから離れる上向き傾斜の排気ガイド４
５と、排気口１１Ｇを覆うように排気カバー４１の内部に配置されたフィルタ部材４６と
、を備えている。
【００４９】
　排気孔４２ｃはフィルタ部材４６と縦壁部４４との間に形成されている。なお、排気長
孔４４ａは、図９に示すように、その最上位に位置するものが排気ファン１３の下側ライ
ンＰ１よりも下方に形成するのが好ましいが、排気能力を考慮して、排気ファン１３の下
側に掛かっても良い。また、傾斜壁部４３と縦壁部４４との境界は、傾斜壁部４３による
排気ガイド機能を考慮すると、排気ファン１３の回転中心Ｐ２よりも下方に位置している
のが望ましい。また、排気孔４２ｃの形状・大きさ・数は図示例のものに限定されるもの
ではなく、例えば、矩形・真円・楕円・小判型等の形状のものを、単独又は複数（種類や
大きさを異ならせた組み合わを含む）に形成することができる。
【００５０】
　排気ガイド４５は、排気長孔４４ａの下縁から連続する切り越しによって縦壁部４４と
一体に形成されている。なお、排気ガイド４５の先端に延長部材を設け、正面視において
排気長孔４４ａの裏面側が排気ガイド４５とその延長部材とによって覆われるように構成
しても良い。この際、延長部材には単なる板状の金属プレート等を用い、排気ガイド４５
の先端に溶接等によって固定しても良いし、下側（一つ以上）の排気ガイド４５に設けた
り、下側と上側とで延長方向（上向き突出方向）の長さを変えても良い。これらは、電力
変換ユニット１の設置環境、例えば、収納ボックス１０の設置高さ（地上高）や、周囲環
境（例えば、豪雪地帯等）等を考慮して適宜採用することができる。
【００５１】
　また、排気ガイド４５は、図１０及び図１１に示すように、縦壁部４４の内壁面に接合
された別部材から構成しても良い。この際、排気ガイド４５は、排気長孔４４ａの長軸方
向に沿う幅よりも幅広に形成することにより、縦壁部４４と排気長孔４４ａとの幅方向の
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間に隙間が存在せず、雨水対策、防塵対策等に有効とすることができる。なお、排気長孔
４４ａにおいても（特に、図１０，図１１の場合）、その形状・大きさ・数は図示例のも
のに限定されるものではなく、例えば、矩形・真円・楕円・小判型等の形状のものを、単
独又は複数（種類や大きさを異ならせた組み合わを含む）に形成することができる。また
、この別部材から構成される排気ガイド４５を用いて、図１０（Ａ）に示すように、正面
視において排気長孔４４ａの裏面側が排気ガイド４５によって覆われるように構成しても
良い（最下段の排気ガイド４５のみ破線で図示）。
【００５２】
　フィルタ部材４６は、底壁部４２ｂから挿入されて螺子止め（図示せず）により着脱可
能とされたホルダ４７と、ホルダ４７に保持された金網製の防虫フィルタ４８と、ホルダ
４７に保持された通気性を有する防塵フィルタ４９と、を備えている。これにより、防虫
フィルタ４８により、排気孔４２ｃや排気長孔４４ａから排気カバー４１の内部に進入し
た虫が電力変換装置収納室１１Ｑにまで進入することを抑制することができる。また、排
気孔４２ｃや排気長孔４４ａから排気カバー４１の内部に入り込んだ雨水や塵埃等は防塵
フィルタ４９によって電力変換装置収納室１１Ｑにまで入り込むことを抑制することがで
きる。
【００５３】
　ところで、本実施の形態では、フィルタ部材４６を排気ファン１３の排気方向下流側に
配置すると共に、排気カバー４１の底壁部４２ｂと縦壁部４４とに複数の排気孔４２ｃ及
び複数の排気長孔４４ａを設けたことにより、排気効率の低下を抑制することができる。
【００５４】
　このように、本実施の形態においては、温度スイッチ２５が高温環境下であることを検
出して排気ファン１３が駆動すると、吸気口１１Ｆから外気が導入され、屈曲した吸気経
路３１Ｂを経てフィルタ部材３２の排出口３１Ａから電力変換装置収納室１１Ｑへと冷却
用の外気が導入される。
【００５５】
　この際、排気ファン１３の駆動に関わらず、吸気ダクト３１の内部に虫や雨水等の入り
込みが抑制されている。また、排気ファン１３が駆動していたり、暴風雨等の激しい雨風
が発生していた場合であっても、階段状の各上面３３，３４により屈曲した吸気経路３１
Ｂにより雨水等の入り込みが抑制され、さらに、フィルタ部材３２の存在により、電力変
換装置収納室１１Ｑへの入り込みが効率良く阻止される。
【００５６】
　そして、ヒートシンク構造からなる放熱部２Ｈを冷却した内気は、排気ファン１３によ
り排気口１１Ｇから排気カバー４１を経由して、排気孔４２ｃ又は排気長孔４４ａから排
気される。
【００５７】
　この際、排気カバー４１には、フィルタ部材４６が配置されているが、排気カバー４１
の底壁部４２ｃと縦壁部４４とに形成された各複数の排気孔４２ｃ及び排気長孔４４ａに
よって排気経路が及び排気開口面積が確保されていることから、排気効率の圧力損失を最
小限とすることができる。
【符号の説明】
【００５８】
　　　Ｈ…建物
　　ＨＡ…外壁
　　ＰＶ…太陽電池モジュール
　　　１…電力変換ユニット
　　２…電力変換装置
　　　２Ｈ…放熱部
　　３…第１電路
　　４…第２電路
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　　５…商用系統
　　６…分電盤
　　７…電力計
　１０…収納ボックス
　１１…ボックス本体
　　　１１Ａ…上板
　　　１１Ｂ…背板
　　　１１Ｃ…左側板
　　　１１Ｄ…右側板
　　　１１Ｅ…底板
　　　１１Ｆ…吸気口
　　　１１Ｇ…排気口
　　　１１Ｈ…入力側配線孔
　　　１１Ｊ…出力側配線孔
　　　１１Ｐ…前面開口
　　　１１Ｑ…電力変換装置収納室
　１２…扉
　１３…排気ファン
　１４…温度制御部
　１５…ファンケース
　１６…ファン本体
　１７…駆動モータ
　２０…電気系統部
　２１…配線用端子台
　２２…端子台温度検出器
　２３…開閉器
　２４…分岐端子台
　２５…温度スイッチ
　３０…吸気部
　３１…吸気ダクト
　　　３１Ａ…排出口
　　　３１Ｂ…吸気経路
　３２…フィルタ部材
　３３…上流側上面
　３４…下流側上面
　　　３４ａ…開口
　３５…防虫フィルタ
　３６…フレーム
　３７…防虫フィルタ
　３８…防塵フィルタ
　３９…仕切板
　４０…排気部
　４１…排気カバー
　４２…周壁
　　　４２ａ…上壁部
　　　４２ｂ…底壁部
　　　４２ｃ…排気孔（第１排気孔）
　４３…傾斜壁部
　４４…縦壁部
　　　４４ａ…排気長孔（第２排気孔）
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　４５…排気ガイド
　４６…フィルタ部材
　４７…ホルダ
　４８…防虫フィルタ
　４９…防塵フィルタ

【図１】 【図２】
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