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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数のアームをブリッジ接続してなり、前記各アームには複数の半導体素子からなる電
力変換素子を直列接続し、前記各電力変換素子にスナバ回路を並列に接続して電力変換器
の主回路を構成し、前記主回路をキュービクル枠と前記キュービクル枠に配設するキュー
ビクル板を備えたキュービクル内に収納すると共に、前記キュービクル内に備えた冷却フ
ァンにより発生する冷却風で前記主回路を冷却する風冷式電力変換装置において、
　前記キュービクルは、前記キュービクル板における下部側の側壁には外気を内部に取り
込む吸気口を有し、かつ前記キュービクル板における上部側の側壁に内部の空気を外部に
排気する排気口を有し、前記キュービクル内部の前記排気口近くに前記冷却ファンを有し
、内部の前記吸気口の有る側に電力変換素子スタックユニットを収納する電力変換素子収
納室を形成すると共に、内部の前記冷却ファンの有る側にスナバ回路ユニットを収納する
スナバ回路収納室を形成してなり、
　前記電力変換素子収納室内には、前記電力変換素子のうち少なくとも１アームを構成す
る複数の電力変換素子を一つのスタックとして結合し、かつこのスタックを電力変換素子
スタックユニット枠に組み込んだ電力変換素子スタックユニットを、前記キュービクル枠
から引出し可能に収納し、
　前記スナバ回路収納室には、前記各アームの前記電力変換素子に並列に接続されるスナ
バ回路のうち少なくとも１アームを構成する複数のスナバ回路を一つのスナバ回路ユニッ
ト枠に組み込んだスナバ回路ユニットを、前記キュービクル枠から引出し可能に収納し、
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　前記冷却ファンにより発生する冷却風で、最初に前記電力変換素子収納室内に有る電力
変換素子スタックユニットを冷却し、次にスナバ回路収納室内に有るスナバ回路ユニット
を冷却するようにしたことを特徴とする風冷式電力変換装置。
【請求項２】
　複数のアームをブリッジ接続してなり、前記各アームには複数の半導体素子からなる電
力変換素子を直列接続し、前記各電力変換素子に各々スナバ回路を並列に接続し、かつ前
記アームの交流接続点に交流リアクトルを接続して電力変換器の主回路を構成し、前記主
回路を、キュービクル枠と前記キュービクル枠に配設するキュービクル板を備えたキュー
ビクル内に収納すると共に、前記キュービクル内に備えた冷却ファンにより発生する冷却
風で前記主回路を冷却し、かつ前記電力変換素子を制御するための制御電気用品を備えた
風冷式電力変換装置において、
　前記キュービクルは、前記キュービクル板における下部側の側壁に外気を内部に取り込
む吸気口を有し、かつ前記キュービクル板における上部側の側壁に内部の空気を外部に排
気する排気口を有し、前記キュービクルにおける内部の前記排気口近くに前記冷却ファン
を有し、前記キュービクル内部の前記吸気口の有る側に電力変換素子スタックユニットを
収納する電力変換素子収納室を形成すると共に、前記キュービクル内部の前記冷却ファン
の有る側にスナバ回路ユニットを収納するスナバ回路収納室を形成してなり、
　前記電力変換素子収納室内には、前記電力変換素子のうち少なくとも１アームを構成す
る複数の電力変換素子を一つのスタックとして結合し、かつこのスタックを電力変換素子
スタックユニット枠に組み込んだ電力変換素子スタックユニットを、前記キュービクル枠
から引出し可能に収納し、
　前記スナバ回路収納室には、前記各アームの前記電力変換素子に並列に接続されるスナ
バ回路のうち少なくとも１アームを構成する複数のスナバ回路を一つのスナバ回路ユニッ
ト枠に組み込んだスナバ回路ユニットを前記キュービクル枠から引出し可能に収納し、
　前記キュービクル内の前記冷却ファンの設置されている部分に前記交流リアクトルを収
納すると共に、前記キュービクル内の前記電力変換素子収納室の下部に前記制御電気用品
を収納し、
　前記冷却ファンにより発生する冷却風で、最初に前記電力変換素子収納室内に有る電力
変換素子スタックユニットを冷却し、次にスナバ回路収納室内に有るスナバ回路ユニット
を冷却するようにしたことを特徴とする風冷式電力変換装置。
【請求項３】
　前記キュービクル内であって、前記電力変換素子収納室と前記スナバ回路収納室の間に
、
前記電力変換素子スタックユニットに有し、前記電力変換素子自身を冷却するため、各電
力変換素子に有する冷却フィンに対応する位置に、前記冷却ファンで発生する冷却風を通
す複数の冷却空気通風孔をそれぞれ形成してなる冷却風仕切り板を設けたことを特徴とす
る請求項１又は２記載の風冷式電力変換装置。
【請求項４】
　前記電力変換素子スタックユニットの底面側であって、前記キュービクル内の前記キュ
ービクル枠上を転動するローラを設け、前記電力変換素子スタックユニットを前記キュー
ビクル外部に引き出す際の支援部材となるようにしたことを特徴とする請求項１～３のい
ずれか一つに記載の風冷式電力変換装置。
【請求項５】
　スナバ回路ユニットの底面側であって、前記キュービクル内のスナバ回路収納室の前記
キュービクル枠上を滑る滑り部材を設け、前記スナバ回路ユニットを前記キュービクル外
部に引き出す際の支援部材となるようにしたことを特徴とする請求項１～３のいずれか一
つに記載の風冷式電力変換装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
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　本発明は、複数のアームをブリッジ接続してなり、前記各アームには複数の半導体素子
からなる電力変換素子を直列接続し、各電力変換素子にスナバ回路を並列に接続して電力
変換器、例えばインバータ、コンバータ等の主回路を構成し、主回路をキュービクル内に
収納すると共に、キュービクル内に備えた冷却ファンにより発生する冷却風で主回路を冷
却する風冷式電力変換装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、風冷式の電力変換装置として特許文献１、２、３に記載されたものがある。特許
文献１には、盤内に収められた電力変換器の冷却効果を高めて電力変換器の出力容量を増
大させるために、次のように構成した点が記載されている。すなわち、盤内の区画室の上
部に電力変換器を設置し、この電力変換器の背面側に電力変換器の冷却フィンを包み天井
の排気口へ通じる風洞と天井の排気口へ連通した排気通風路とを設け、さらに区画室上面
と電力変換器との間にそれぞれ区画室から吸引し風洞へ送風する電力変換器冷却用冷却フ
ァンと排気通路へ送風するトランス冷却用冷却ファンとを並列して設けると共に、トラン
ス冷却用冷却ファンの送風の一部が風洞へ送られるように風洞の下方の開口をトランス冷
却用冷却ファンの一部に被るように拡げるようにしたものである。
【０００３】
　特許文献２には、変圧器装置の上に無停電電源装置を積み重ねた配置にする場合でも、
装置の信頼性を低下させずに変圧器の寸法が大きくなるのを回避できるようにするため、
次のように構成した点が記載されている。すなわち、変圧器冷却ファンを収納した変圧器
装置箱の上に、電力変換器冷却ファンを収納した無停電電源装置箱を積み重ね、電力変換
器冷却ファンの運転で、変圧器装置箱に収納した各種変圧器を冷却できるように、無停電
電源装置箱の底板の吸気孔と変圧器装置箱の天井部の排気孔とを一致した位置に開口させ
たものである。
【０００４】
　特許文献３には、キュービクル内に収納している複数の電力変換器を直列で冷却する際
の冷却ファンの寿命を短縮させず、制御回路用冷却ファンを省略できるようにするため、
次のように構成した点が記載されている。すなわち、複数組の電力変換器と、該各電力変
換器を制御する制御回路とを仕切板で分離して設置し、電力変換器用冷却ファンの吸気側
に複数の電力変換器の略半数設置し、残余の電力変換器は電力変換器用冷却ファンの排気
側に設置したものである。
【特許文献１】特開２００６－８７２６９
【特許文献２】特開２０００－２２８５９３
【特許文献３】特開２００４－３６４３７２
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかしながら、上記特許文献１、２、３においては抵抗、コンデンサは、ある程度取付
けの作業性で装置内に実装されるも大型の主回路用品の実装で余剰盤内の空間に実装され
ており、装置の容量に限界があり、取付場所を固定した場合、盤が拡大化するため装置容
量の制限をうけてしまう。また、上記特許文献１、２、３においては電力変換器の電流容
量によっては主回路用品の外形寸法が変更になるため、余剰な空間に個々の電気用品を実
装しなければならず、取付位置が固定できないことがある。
【０００６】
　本発明は、装置サイズの縮小化を図り、装置容量に関係無く、内部実装が可能となる風
冷式電力変換装置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】
【０００７】
　前記目的を達成するために、請求項１に対応する発明は、複数のアームをブリッジ接続
してなり、前記各アームには複数の半導体素子からなる電力変換素子を直列接続し、前記
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各電力変換素子にスナバ回路を並列に接続して電力変換器の主回路を構成し、前記主回路
をキュービクル枠と前記キュービクル枠に配設するキュービクル板を備えたキュービクル
内に収納すると共に、前記キュービクル内に備えた冷却ファンにより発生する冷却風で前
記主回路を冷却する風冷式電力変換装置において、前記キュービクルは、前記キュービク
ル板における下部側の側壁には外気を内部に取り込む吸気口を有し、かつ前記キュービク
ル板における上部側の側壁に内部の空気を外部に排気する排気口を有し、前記キュービク
ル内部の前記排気口近くに前記冷却ファンを有し、内部の前記吸気口の有る側に電力変換
素子スタックユニットを収納する電力変換素子収納室を形成すると共に、内部の前記冷却
ファンの有る側にスナバ回路ユニットを収納するスナバ回路収納室を形成してなり、前記
電力変換素子収納室内には、前記電力変換素子のうち少なくとも１アームを構成する複数
の電力変換素子を一つのスタックとして結合し、かつこのスタックを電力変換素子スタッ
クユニット枠に組み込んだ電力変換素子スタックユニットを、前記キュービクル枠から引
出し可能に収納し、前記スナバ回路収納室には、前記各アームの前記電力変換素子に並列
に接続されるスナバ回路のうち少なくとも１アームを構成する複数のスナバ回路を一つの
スナバ回路ユニット枠に組み込んだスナバ回路ユニットを、前記キュービクル枠から引出
し可能に収納し、前記冷却ファンにより発生する冷却風で、最初に前記電力変換素子収納
室内に有る電力変換素子スタックユニットを冷却し、次にスナバ回路収納室内に有るスナ
バ回路ユニットを冷却するようにした風冷式電力変換装置である。
【０００８】
　前記目的を達成するために、請求項２に対応する発明は、複数のアームをブリッジ接続
してなり、前記各アームには複数の半導体素子からなる電力変換素子を直列接続し、前記
各電力変換素子に各々スナバ回路を並列に接続し、かつ前記アームの交流接続点に交流リ
アクトルを接続して電力変換器の主回路を構成し、前記主回路を、キュービクル枠と前記
キュービクル枠に配設するキュービクル板を備えたキュービクル内に収納すると共に、前
記キュービクル内に備えた冷却ファンにより発生する冷却風で前記主回路を冷却し、かつ
前記電力変換素子を制御するための制御電気用品を備えた風冷式電力変換装置において、
前記キュービクルは、前記キュービクル板における下部側の側壁に外気を内部に取り込む
吸気口を有し、かつ前記キュービクル板における上部側の側壁に内部の空気を外部に排気
する排気口を有し、前記キュービクルにおける内部の前記排気口近くに前記冷却ファンを
有し、前記キュービクル内部の前記吸気口の有る側に電力変換素子スタックユニットを収
納する電力変換素子収納室を形成すると共に、前記キュービクル内部の前記冷却ファンの
有る側にスナバ回路ユニットを収納するスナバ回路収納室を形成してなり、前記電力変換
素子収納室内には、前記電力変換素子のうち少なくとも１アームを構成する複数の電力変
換素子を一つのスタックとして結合し、かつこのスタックを電力変換素子スタックユニッ
ト枠に組み込んだ電力変換素子スタックユニットを、前記キュービクル枠から引出し可能
に収納し、前記スナバ回路収納室には、前記各アームの前記電力変換素子に並列に接続さ
れるスナバ回路のうち少なくとも１アームを構成する複数のスナバ回路を一つのスナバ回
路ユニット枠に組み込んだスナバ回路ユニットを前記キュービクル枠から引出し可能に収
納し、前記キュービクル内の前記冷却ファンの設置されている部分に前記交流リアクトル
を収納すると共に、前記キュービクル内の前記電力変換素子収納室の下部に前記制御電気
用品を収納し、前記冷却ファンにより発生する冷却風で、最初に前記電力変換素子収納室
内に有る電力変換素子スタックユニットを冷却し、次にスナバ回路収納室内に有るスナバ
回路ユニットを冷却するようにした風冷式電力変換装置である。
【発明の効果】
【０００９】
　本発明によれば、キュービクル内の下部側及び上部側にそれぞれ吸気口及び排気口を形
成し、かつキュービクル内の排気口近くに冷却ファンを配設し、冷却ファンにより発生す
る同一の冷却風の流れの中で、最初に温度上昇限度の低い電力変換素子スタックを冷却し
、次に温度上昇限度の高いスナバ回路ユニットを冷却するように構成したので、装置サイ
ズの縮小化を図り、装置容量に関係無く、標準化の実装設計が可能で、冷却構造を標準化
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することができる風冷式電力変換装置を提供することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１０】
　以下、本発明の風冷式電力変換装置の実施形態について図面を参照して説明する。
【００１１】
　始めに、電力変換器例えばコンバータと、インバータの主回路について、図１を参照し
て説明する。図１は、三相交流電源系統ＡＣからの交流電力を遮断器ＣＢ１、ＣＢ２、Ｃ
Ｂ３、降圧変圧器ＴＲを介してコンバータ２により直流電力に変換し、この変換された直
流電力をインバータ３により交流電力に変換して負荷例えば三相交流電動機Ｍに供給され
るようになっている。
【００１２】
　コンバータ２の主回路は、複数例えば３個のアーム２１、２２、２３をブリッジ接続し
てなり、アーム２１、２２、２３のうち例えばアーム２１には複数例えば４個の半導体素
子からなる電力変換素子Ｓ１、Ｓ２、Ｓ３、Ｓ４、例えばＩＧＢＴを直列接続し、電力変
換素子Ｓ１に、スナバ抵抗Ｒ１とスナバコンデンサＣ１の直列回路に分圧抵抗Ｂ１を並列
接続してなるスナバ回路を並列に接続し、同様に電力変換素子Ｓ２にはスナバ抵抗Ｒ２と
スナバコンデンサＣ２と分圧抵抗Ｂ２からなるスナバ回路、同様に電力変換素子Ｓ３には
スナバ抵抗Ｒ３とスナバコンデンサＣ３と分圧抵抗Ｂ３からなるスナバ回路、同様に電力
変換素子Ｓ４にはスナバ抵抗Ｒ４とスナバコンデンサＣ４と分圧抵抗Ｂ４からなるスナバ
回路を並列に接続したものである。
【００１３】
　アーム２２及び２３には、電力変換素子Ｓ５、Ｓ６、Ｓ７、Ｓ８及びＳ９、Ｓ１０、Ｓ
１１、Ｓ１２を接続し、アーム２２の電力変換素子Ｓ５、Ｓ６、Ｓ７、Ｓ８にはそれぞれ
スナバ抵抗とスナバコンデンサと分圧抵抗からなるサーバ回路を接続し、これらのサーバ
回路の総称を２５とし、またアーム２３の電力変換素子Ｓ９、Ｓ１０、Ｓ１１、Ｓ１２に
はそれぞれスナバ抵抗とスナバコンデンサと分圧抵抗からなるサーバ回路を接続し、これ
らのサーバ回路の総称を２６としている。なお、スナバ抵抗はＲ５～Ｒ１２、スナバコン
デンサはＣ５～Ｃ１２、分圧抵抗はＢ５～Ｂ１２である。
【００１４】
　図１では、アーム２１、２２、２３毎の電力変換素子Ｓ１～Ｓ４、Ｓ５～Ｓ８、Ｓ９～
Ｓ１２にそれぞれ接続され、１点鎖線で囲まれたサーバ回路の総称を２４、２５、２６と
している。
【００１５】
　インバータ３も以上述べたコンバータ２と同様に構成し、インバータ３とコンバータ２
の接続点に直流リアクトルＤＣＬを接続し、インバータ３の出力端子と三相交流電動機Ｍ
の入力端子間に交流リアクトルＡＣＬ４とスイッチＳＷ１の直列回路、同様に交流リアク
トルＡＣＬ５とスイッチＳＷ５の直列回路、同様に交流リアクトルＡＣＬ６とスイッチＳ
Ｗ６の直列回路を接続している。なお、ＣＢ４、ＣＢ５、ＣＢ６は遮断器である。
【００１６】
　図２は図１のアーム２１の電力変換素子Ｓ１～Ｓ４にそれぞれ接続された１アーム分の
スナバ回路（図１の一点鎖線で囲まれた部分）２４のスナバ回路ユニット５を示す斜視図
である。
【００１７】
　図３及び図４は、例えば図１のアーム２１に接続されている電力変換素子Ｓ１～Ｓ４の
スタックユニット４の平面図及び正面図である。
【００１８】
　図５、図６及び図７は、本発明の風冷式電力変換装置の実施形態を示す正面図、側面図
及び斜視図であり、図５、図６及び図７は、いずれもキュービクル枠にキュービクル板を
装着していない状態を示している。
【００１９】
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　この発明の前提は、前述した電力変換器例えばコンバータ２の主回路の各アーム２１、
２２、２３毎に接続した電力変換素子をそれぞれスタックとして結合した電力変換素子ス
タックユニットと、各アーム２１、２２、２３毎に接続した電力変換素子に各々並列に接
続したスナバ回路を同一枠に結合してなるスナバ回路ユニットを、キュービクル１内の電
力変換素子収納室１７及びスナバ回路収納室１６に引き出し可能に収納することである。
【００２０】
　キュービクル１は、キュービクル枠１１とキュービクル枠１１に配設するキュービクル
板１２を備えたものであり、キュービクル１の下部側の側壁を構成するキュービクル板に
は外気を内部に取り込む吸気口１３を有し、かつキュービクルの上部側の側壁を構成する
キュービクル板には内部の空気を外部に排気する排気口１４を有し、キュービクル１にお
ける内部の排気口近くに冷却ファン１５を有し、キュービクル内部の吸気口の有る側に電
力変換素子収納室１７を形成すると共に、キュービクル１内部の冷却ファン１５の有る側
にスナバ回路収納室１６を形成したものである。
【００２１】
　電力変換素子収納室１７内には、電力変換素子のうち少なくとも１アームを構成する複
数の電力変換素子を一つのスタックとして結合し、かつこのスタックを電力変換素子スタ
ックユニット枠に組み込んだ電力変換素子スタックユニット４を、キュービクル枠１１を
載置固定し、電力変換素子スタックユニット４の保守点検時には載置固定している電力変
換素子スタックユニット４をキュービクル枠１１からキュービクル枠１１から引出し可能
に収納したものである。
【００２２】
　電力変換素子スタックユニット４は、平型半導体素子４４と、平型半導体素子４４の対
向する平面にそれぞれ放熱フィン４３を有する例えば４個の電力変換素子（図１のＳ１、
Ｓ２、Ｓ３、Ｓ４）と、これらの電力変換素子を貫通するように設けた加圧ボルト４５と
、加圧ボルト４５の一端部に形成されている雄ネジ（図示せず）に螺合するように雌ネジ
（図示せず）が形成された押え板４８（Ｒ）と、加圧ボルト４５の他端部が貫通し加圧ボ
ルト４５を回転可能にする押え板４８（Ｌ）と、加圧ボルト４５の外周側であって押え板
４８（Ｌ）と電力変換素子の放熱フィン４３の間に軸方向に移動可能に設けられた加圧板
４９と、加圧ボルト４５の外周側であって加圧板４９と放熱フィン４３の間に配設され加
圧ボルト４５の加圧力を均一にするためのボール４６と、加圧ボルト４５の外周側であっ
て押え板４８（Ｌ）の間に配設され素子相互間の接触圧を調整するため及び加圧ボルト４
５の熱膨張を吸収するための複数枚例えば５枚の皿バネ４７と、電力変換素子とスナバ回
路を接続するスナバ回路配線端子３６と、電力変換素子のアーム２１、２２、２３の相互
間を接続する接続導体３５と、このような素子スタックを載置固定するための２個の素子
スタック架台（素子スタックフレーム）４１と、素子スタック架台４１にそれぞれ取付け
られ、キュービクル枠１１から電力変換素子スタックユニット４を容易に引き出すことが
できるように設けられたローラ３４と、各素子スタック架台４１の軸方向端部にそれぞれ
載置固定した碍子３９と、各碍子３９に素子スタックを載置固定するための一端部が押え
板４８（Ｒ）、４８（Ｌ）に固定されたＬ字型の保持具３７とを備えている。
【００２３】
　スナバ回路収納室１６には、各アームの電力変換素子に並列に接続されるスナバ回路の
うち少なくとも１アームを構成する複数のスナバ回路を一つのスナバ回路ユニット枠に組
み込んだスナバ回路ユニット５をキュービクル枠１１を載置固定し、スナバ回路ユニット
５の保守点検時には載置固定しているスナバ回路ユニット５をキュービクル枠１１から引
出し可能に収納したものである。
【００２４】
　スナバ回路ユニット５は、アーム２１に接続しスナバ回路を構成するスナバ抵抗Ｒ１～
Ｒ４、スナバコンデンサＣ１～Ｃ４、分圧抵抗Ｂ１～Ｂ４を組み込むためのものであって
、断面Ｌ字状の枠材を複数個、締結部材により組合わせて内部に直方体の空間が形成され
るようにし、枠材の一部にスナバ抵抗取付部と、スナバコンデンサ取付部と、分圧抵抗取
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付部と、接続導体取付部を有したスナバ回路ユニット枠５１と、スナバ抵抗取付部に碍子
付取付部材を介して取付られるスナバ抵抗Ｒ１～Ｒ４と、スナバコンデンサ取付部に取付
られるスナバコンデンサＣ１～Ｃ４と、分圧抵抗取付部に取付けられる分圧抵抗Ｂ１～Ｂ
４と、スナバ回路ユニット枠５１の外側に接続され、スナバ回路を構成する部品相互を接
続する際に使用する絶縁物からなるケーブルサポート（配線接続具）５４と、接続導体取
付部に取付けられ電力変換素子と交流リアクトルＡＣＬに接続するための接続導体５５と
、
スナバ回路ユニット枠５１をキュービクル枠１１に挿入した際にキュービクル枠１１と接
する底面に固定されスナバ回路ユニット枠５１をキュービクル枠１１から容易に引き出せ
るようにするためのすべり部材５３とを備えている。
【００２５】
　そして、キュービクル１内の冷却ファン１５の設置されている部分に図１で示したコン
バータ２の交流入力端子に接続された交流リアクトルＡＣＬｌ、ＡＣＬ２、ＡＣＬ３を収
納すると共に、キュービクル１内の電力変換素子収納室１７の下部に、コンバータ２を構
成する各電力変換素子を制御するためのパルス電源を含む制御電気用品６を収納したもの
である。
【００２６】
　このような構成により、冷却ファン１５により発生する冷却風で、最初に電力変換素子
収納室内に有る温度上昇限度（温度上昇しきい値）の低い電力変換素子スタックユニット
４を冷却し、次にスナバ回路収納室内に有る温度上昇限度（温度上昇しきい値）の高いス
ナバ回路ユニット５を冷却することができる。
【００２７】
　以上述べた本発明の風冷式電力変換装置の実施形態によれば、キュービクル内の下部側
及び上部側にそれぞれ吸気口及び排気口を形成し、かつキュービクル内の排気口近くに冷
却ファンを配設し、冷却ファンにより発生する同一の冷却風の流れの中で、最初に電力変
換素子スタックを冷却し、次にスナバ回路ユニットを冷却するように構成したので、装置
サイズの縮小化を図り、装置容量に関係無く、標準化の実装設計が可能で、冷却構造を標
準化することができる。
【００２８】
　また、キュービクル内であって、電力変換素子収納室とスナバ回路収納室の間に、電力
変換素子スタックユニットに有し、電力変換素子自身を冷却するため、各電力変換素子に
有する冷却フィンに対応する位置に、前記冷却ファンで発生する冷却風を通す複数の冷却
空気通風孔をそれぞれ形成してなる冷却風仕切り板を設けたので、電力変換素子スタック
ユニット、特に電力変換素子自身を確実に冷却することができる。
【００２９】
　さらに、電力変換素子スタックユニット４の底面側であって、キュービクル内のキュー
ビクル枠上を転動するローラ３４を設けたので、電力変換素子スタックユニットをキュー
ビクル外部に容易に引き出すことができる。
【００３０】
　また、スナバ回路ユニットの底面側であって、キュービクル内のスナバ回路収納室のキ
ュービクル枠上を滑る滑り部材５３を設けたので、スナバ回路ユニット５をキュービクル
外部に容易に引き出すことができる。
【００３１】
　（変形例）
　前述の実施形態ではキュービクル枠の外側にキュービクル板を貼ったキュービクル内部
の排気口近くに冷却ファンを２台配設したものを例に挙げたが、キュービクル内部の冷却
ファンの台数を増やしたり、キュービクル外部の吸気口に外気をキュービクル内部に強制
的送り込む冷却ファンを設けるようにしてもよい。
【００３２】
　前述の実施形態では、キュービクル１内の冷却ファン１５の設置されている部分に、図
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１の交流リアクトルＡＣＬｌ、ＡＣＬ２、ＡＣＬ３を収納すると共に、キュービクル１内
の電力変換素子収納室１７の下部に、コンバータ２を構成する各電力変換素子を制御する
ためのパルス電源を含む制御電気用品６を収納した例について説明したが、これらは用途
等によってはキュービクル１内の任意の空間に配置してもよい。
【図面の簡単な説明】
【００３３】
【図１】本発明の風冷式電力変換装置の電力変換器の主回路を示す図。
【図２】本発明の風冷式電力変換装置のスナバ回路ユニットの一例を示す斜視図。
【図３】本発明の風冷式電力変換装置の電力変換素子スタックユニットの平面図。
【図４】本発明の風冷式電力変換装置の電力変換素子スタックユニットの正面図。
【図５】本発明の風冷式電力変換装置の概略構成を示す正面図。
【図６】本発明の風冷式電力変換装置の概略構成を示す側面図。
【図７】本発明の風冷式電力変換装置の概略構成を示す斜視図。
【符号の説明】
【００３４】
　Ｓ１～Ｓ１２…電力変換素子、Ｒ１～Ｒ１２…スナバ抵抗、Ｂ１～Ｂ１２…分圧抵抗、
Ｃ１～Ｃ１２…スナバコンデンサ、ＡＣＬ…交流リアクトル、１…キュービクル、２…コ
ンバータ、３…インバータ、４…電力変換素子スタックユニット、５…スナバ回路ユニッ
ト、６…制御電気用品、１１…キュービクル枠、１２…キュービクル板、１３…吸気口、
１４…排気口、１５…冷却ファン、１６…スナバ回路収納室、１７…電力変換素子収納室
、２１～２３…アーム。

【図１】 【図２】
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