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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　電力変換回路（１０）と、
　該電力変換回路（１０）を構成する電子部品を収容し、グランドに接続した金属製のケ
ース（４）と、
　上記電力変換回路（４）を外部機器に接続するための外部端子（２）と、
　該外部端子（２）に電気接続した少なくとも２個のコンデンサ（３ａ，３ｂ）とを備え
、
　上記ケース（４）に貫通孔（４３）が形成され、上記外部端子（２）を上記貫通孔（４
３）に挿通してあり、
　上記２個のコンデンサ（３ａ，３ｂ）は上記ケース（４）の外側に設けられ、個々の上
記コンデンサ（３ａ，３ｂ）は、一方の電極（３１）が上記外部端子（２）に電気的に接
続し、他方の電極（３２）が上記ケース（４）に電気的に接続し、
　上記２個のコンデンサ（３ａ，３ｂ）と上記外部端子（２）と上記ケース（４）とによ
って、電流が流れるループ（Ｌ）が形成され、
　上記電力変換回路（１０）の一部から交流磁界が発生しており、
　上記ループ（Ｌ）内には、上記交流磁界の磁束がそれぞれ貫く、第１領域（Ｓ１）と第
２領域（Ｓ２）との２つの領域があり、
　上記磁束は、上記２つの領域（Ｓ１，Ｓ２）のうち一方の上記領域を、上記ループ（Ｌ
）よりも上記交流磁界の発生源（７）に近い側である近傍側（ＩＮ）から、上記ループ（
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Ｌ）よりも上記発生源（７）から遠い側である遠方側（ＯＵＴ）へ貫き、他方の上記領域
を、上記遠方側（ＯＵＴ）から上記近傍側（ＩＮ）へ貫くよう構成されていることを特徴
とする電力変換装置（１）。
【請求項２】
　請求項１に記載の電力変換装置（１）において、上記外部端子（２）の突出方向から見
たときに、上記２個のコンデンサ（３ａ，３ｂ）の間に上記外部端子（２）が位置してい
ることを特徴とする電力変換装置（１）。
【請求項３】
　請求項１又は請求項２に記載の電力変換装置（１）において、絶縁材料からなり上記ケ
ース（４）の外側から上記貫通孔（４３）を塞ぐ蓋部材（５）を備え、該蓋部材（５）に
上記外部端子（２）の一部と上記２個のコンデンサ（３ａ，３ｂ）とを封止してあること
を特徴とする電力変換装置（１）。
【請求項４】
　請求項３に記載の電力変換装置（１）において、上記蓋部材（５）はボルト（５０）に
よって上記ケース（４）に固定されており、該ボルト（５）が上記ループ（Ｌ）の一部を
なしていることを特徴とする電力変換装置（１）。
【請求項５】
　請求項１～請求項４のいずれか１項に記載の電力変換装置（１）において、上記コンデ
ンサ（３ａ，３ｂ）の上記電極（３１，３２）は導電性部材（６）に接続しており、該導
電性部材（６）を介して、上記コンデンサ（３ａ，３ｂ）を上記外部端子（２）および上
記ケース（４）に電気接続してあることを特徴とする電力変換装置（１）。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、電力変換回路と、コンデンサとを備えた電力変換装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　例えば直流電圧を昇圧したり降圧したりする電力変換装置として、ノイズ電流を除去す
るためのコンデンサを備えたものがある（下記特許文献１参照）。コンデンサは、電力変
換装置の入力端子や出力端子と、グランドとの間に接続されており、外部機器から入力端
子を介して電力変換装置内へ伝わるノイズ電流をグランドへ逃がしたり、電力変換装置内
から発生し出力端子を介して外部機器へ伝わるノイズ電流をグランドへ逃がしたりする。
コンデンサには、コイルや配線等が接続している。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２０１２－１３５１７５号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかしながら、上記電力変換装置は、コンデンサ自身や、該コンデンサに接続した配線
から、新たにノイズ電流が発生することがある。すなわち、電力変換装置内には交流電流
が流れる部位があり、この交流電流の周囲に交流磁界が発生する。交流磁界がコンデンサ
や配線等に鎖交すると、新たにノイズ電流（誘導ノイズ電流）が発生し、これが外部端子
を通って外部に出てしまう。そのため、装置内で交流磁界が生じても、大きな誘導ノイズ
電流が外部端子に混入しにくい電力変換装置が望まれている。
【０００５】
　本発明は、かかる背景に鑑みてなされたもので、大きな誘導ノイズ電流が外部端子に混
入しにくい電力変換装置を提供しようとするものである。
【課題を解決するための手段】
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【０００６】
　本発明の一態様は、電力変換回路と、
　該電力変換回路を構成する電子部品を収容し、グランドに接続した金属製のケースと、
　上記電力変換回路を外部機器に接続するための外部端子と、
　該外部端子に電気接続した少なくとも２個のコンデンサとを備え、
　上記ケースに貫通孔が形成され、上記外部端子を上記貫通孔に挿通してあり、
　上記２個のコンデンサは上記ケースの外側に設けられ、個々の上記コンデンサは、一方
の電極が上記外部端子に電気的に接続し、他方の電極が上記ケースに電気的に接続し、
　上記２個のコンデンサと上記外部端子と上記ケースとによって、電流が流れるループが
形成され、
　上記電力変換回路の一部から交流磁界が発生しており、
　上記ループ内には、上記交流磁界の磁束がそれぞれ貫く、第１領域と第２領域との２つ
の領域があり、
　上記磁束は、上記２つの領域のうち一方の上記領域を、上記ループよりも上記交流磁界
の発生源に近い側である近傍側から、上記ループよりも上記発生源から遠い側である遠方
側へ貫き、他方の上記領域を、上記遠方側から上記近傍側へ貫くよう構成されていること
を特徴とする電力変換装置にある（請求項１）。
【発明の効果】
【０００７】
　上記電力変換装置においては、２個のコンデンサと外部端子とケースとによって上記ル
ープを形成してある。そして、交流磁界の磁束が、ループ内の上記２つの領域のうち一方
の領域を上記近傍側から上記遠方側へ貫き、他方の領域を上記遠方側から上記近傍側へ貫
くよう構成してある。つまり、磁束が、２つの領域をそれぞれ逆向きに貫くよう構成して
ある。
　磁束がループ内の上記一方の領域を貫くと、ループに誘導ノイズ電流が発生し、磁束が
上記他方の領域を貫くと、ループに別の誘導ノイズ電流が発生する。磁束は、２つの領域
をそれぞれ逆向きに貫くため、上記２つの誘導ノイズ電流は、ループを互いに逆向きに流
れる。そのため、これら２つの誘導ノイズ電流は互いに打ち消し合い、弱め合う。したが
って、外部端子に大きな誘導ノイズ電流が混入することを抑制できる。
【０００８】
　また、上記電力変換装置では、２個のコンデンサをケースの外側に配置し、このコンデ
ンサと外部端子とケースとを使って、上記ループを形成してある。そのため、電力変換回
路の一部（発生源）から発生した磁束を、ケース自体によって遮蔽することができる。し
たがって、ループ内の上記２つの領域を貫く磁束の量を低減しやすい。そのため、ループ
に発生する上記誘導ノイズ電流の大きさを小さくすることができる。また、たとえ上記貫
通孔から磁束が漏れてループ内の上記２つの領域を貫いたとしても、上述したように、磁
束がこの２つの領域を互いに逆向きに貫くよう構成してあるため、ループには、２つの誘
導ノイズ電流が互いに逆向きに流れるように発生し、打ち消し合って弱まる。そのため、
外部端子に大きな誘導ノイズ電流が混入しにくい。
【０００９】
　以上のごとく、本発明によれば、大きな誘導ノイズ電流が外部端子に混入しにくい電力
変換装置を提供することができる。
【００１０】
　なお、上記「交流磁界」とは、交流成分に直流成分が重畳した磁界も含まれるものとす
る。すなわち、「交流磁界」の中心値は０（Ａ／ｍ）でなくてもよい。同様に、後述する
「交流電流」も、交流成分に直流成分が重畳した電流も含まれるものとする。すなわち、
「交流電流」の中心値は０（Ａ）でなくてもよい。
【図面の簡単な説明】
【００１１】
【図１】実施例１における、電力変換装置の断面図。
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【図２】図１の要部拡大図。
【図３】実施例１における、電力変換装置の全体斜視図。
【図４】図１のIV矢視図。
【図５】実施例１における、ループを貫く磁束の向きと誘導ノイズ電流との関係を説明す
るための図。
【図６】図２のVI-VI断面図。
【図７】図２のVII-VII断面図。
【図８】実施例１における、電力変換装置の回路図。
【図９】実施例２における、電力変換装置の要部拡大図。
【図１０】実施例３における、電力変換装置の要部拡大図。
【図１１】実施例４における、電力変換装置の断面図。
【図１２】実施例５における、電力変換装置の側面図。
【図１３】実施例６における、電力変換装置の側面図。
【発明を実施するための形態】
【００１２】
　なお、上記交流磁界の発生源には、例えば、電力変換回路内のダイオードや、チョーク
コイル、トランス等がある。
【００１３】
　また、上記電力変換回路は、例えば、高圧直流電源の電圧を降圧する降圧回路とするこ
とができる。そして、降圧した直流電圧を使って、低圧直流電源を充電するよう構成する
ことができる。
【００１４】
　また、上記外部端子の突出方向から見たときに、上記２個のコンデンサの間に上記外部
端子が位置していることが好ましい（請求項２）。
　この場合には、ループの面積を大きくすることができ、ループ内の２つの領域（第１領
域および第２領域）をそれぞれ貫く磁束の量を等しくしやすくなる。そのため、ループに
発生する２つの誘導ノイズ電流の大きさを等しくしやすくなり、大きな誘導ノイズ電流が
外部端子に混入することをより防止しやすくなる。
【００１５】
　また、絶縁材料からなり上記ケースの外側から上記貫通孔を塞ぐ蓋部材を備え、該蓋部
材に上記外部端子の一部と上記２個のコンデンサとを封止してあることが好ましい（請求
項３）。
　この場合には、２個のコンデンサと外部端子とが蓋部材に封止され、一体化しているた
め、部品点数を低減することができる。また、２個のコンデンサを外部端子の近傍に配置
できるため、コンデンサと外部端子との間に生じる寄生インダクタンスを小さくすること
ができる。したがって、例えば電力変換回路内において伝導ノイズ電流が発生したときに
、この伝導ノイズ電流がコンデンサを通ってグランド（すなわち、ケース）に流れやすく
なる。
【００１６】
　また、上記蓋部材はボルトによって上記ケースに固定されており、該ボルトが上記ルー
プの一部をなしていることが好ましい（請求項４）。
　この場合には、蓋部材を固定するためのボルトと、ループを構成するためのボルトとを
別部材にする必要がなくなる。そのため、部品点数を低減することが可能になる。
【００１７】
　また、上記コンデンサの上記電極は導電性部材に接続しており、該導電性部材を介して
、上記コンデンサを上記外部端子および上記ケースに電気接続してあることが好ましい（
請求項５）。
　この場合には、導電性部材の形状を工夫することによって、第１領域と第２領域の形状
を容易に調整することができる。そのため、第１領域と第２領域とをそれぞれ貫通する磁
束の量を等しくしやすくなる。したがって、ループに発生する２つの誘導ノイズ電流の大
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きさを等しくしやすくなり、大きな誘導ノイズ電流が外部端子に混入することをより防止
しやすくなる。
【実施例】
【００１８】
（実施例１）
　上記電力変換装置に係る実施例について、図１～図８を用いて説明する。図１、図２に
示すごとく、本例の電力変換装置１は、電力変換回路１０と、金属製のケース４と、外部
端子２と、２個のコンデンサ３（３ａ，３ｂ）とを備える。ケース４はグランドに接続し
ている（図８参照）。電力変換回路１０を構成する電子部品は、ケース４に収容されてい
る。ケース４は、底壁４１と、該底壁４１から立設する側壁４２とを有する。底壁４１に
、電力変換回路１０を構成する上記電子部品を固定してある。外部端子２は、電力変換回
路１０を外部機器に接続するために設けられている。２個のコンデンサ３ａ，３ｂは、外
部端子２に電気的に接続している。
【００１９】
　ケース４の側壁４２には貫通孔４３が形成されている。この貫通孔４３に、外部端子２
を挿通してある。
　図２に示すごとく、２個のコンデンサ３はケース４の外側に設けられている。個々のコ
ンデンサ３は、一方の電極３１が外部端子２に電気的に接続し、他方の電極３２がケース
４に電気的に接続している。
　図４に示すごとく、２個のコンデンサ３ａ，３ｂと外部端子２とケース４とによって、
電流が流れるループＬ（Ｌ１，Ｌ２）を形成してある。
【００２０】
　電力変換回路１０の一部（発生源７：図２参照）から交流磁界Ｈが発生している。ルー
プＬ内には、交流磁界Ｈの磁束Φがそれぞれ貫く、第１領域Ｓ１と第２領域Ｓ２との２つ
の領域がある。
　図５に示すごとく、磁束Φは、２つの領域Ｓ１，Ｓ２のうち一方の領域を、ループＬよ
りも交流磁界Ｈの発生源７に近い側である近傍側ＩＮから、ループＬよりも発生源７から
遠い側である遠方側ＯＵＴへ貫き、他方の領域を、遠方側ＯＵＴから近傍側ＩＮへ貫くよ
う構成されている。
【００２１】
　本例の電力変換回路１０は降圧回路（図８参照）である。この降圧回路を用いて、高圧
直流電源８の直流電圧を降圧し、低圧直流電源８０を充電するよう構成してある。
【００２２】
　図１に示すごとく、本例の電力変換装置１は、外部端子２として、出力端子２ａと、入
力端子２ｂとを備える。本例では、これら２つの外部端子２（２ａ，２ｂ）のうち、出力
端子２ａのみに２個のコンデンサ３ａ，３ｂを接続し、ループＬを構成してある。
【００２３】
　図２に示すごとく、本例の電力変換装置１は、絶縁材料からなる蓋部材５を備える。こ
の蓋部材５を使って、ケース４の貫通孔４３をケース外側から塞いでいる。蓋部材５には
、２個のコンデンサ３ａ，３ｂが封止されている。また、蓋部材５に、外部端子２の突出
方向（Ｘ方向）における該外部端子２の中央部２００を封止してある。図４に示すごとく
、Ｘ方向から見ると、２個のコンデンサ３ａ，３ｂの間に外部端子２が位置している。
【００２４】
　図２に示すごとく、蓋部材５にはボルト挿通孔５０１が形成され、ケース４の側壁４２
には雌螺子部４９０が形成されている。ボルト５０をボルト挿通孔５０１に挿入し、雌螺
子部４９０に螺合することにより、蓋部材５を側壁４２に締結してある。ボルト５０は、
上記ループＬの一部をなしている。
【００２５】
　また、蓋部材５には、バスバー等の導電性部材６を封止してある。コンデンサ３の電極
３１，３２は、導電性部材６に接続している。コンデンサ３の一方の電極３１は、導電性
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部材６を介して、外部端子２に電気的に接続している。また、コンデンサ３の他方の電極
３２は、導電性部材６と接続端子６６とボルト５０とを介して、ケース４に電気的に接続
している。
【００２６】
　図４に示すごとく、外部端子２と、２個のコンデンサ３ａ，３ｂと、導電性部材６と、
ボルト５０と、ケース４の側壁４２とによって、電流が流れるループＬが形成されている
。本例では、第１ループＬ１と第２ループＬ２との２つのループＬを形成してある。第１
ループＬ１では、電流は、側壁４２のうちコンデンサ３ａ，３ｂに対して底壁４１側に位
置する部位４９９を流れる。また、第２ループＬ２では、電流は、側壁４２のうちコンデ
ンサ３ａ，３ｂに対してケース開口部４２０側に位置する部位４９８を流れる。
【００２７】
　図３に示すごとく、外部端子２は円柱状を呈しており、その表面に螺子山を形成してあ
る。外部端子２にケーブル５０８を取り付け、このケーブル５０８を介して、外部端子２
を外部機器（図示しない）に電気接続するようになっている。ケーブル５０８には丸端子
５０９を設けてある。この丸端子５０９を外部端子２に外嵌し、ナット５０７を外部端子
２に螺合する。これにより、ケーブル５０８を外部端子２に接続するよう構成されている
。
【００２８】
　図２、図８に示すごとく、本例では、コンデンサ３ａ，３ｂとフィルタコイル１８とに
よって、フィルタ回路１１を構成してある。このフィルタ回路１１によって、電力変換回
路１０内において発生した伝導ノイズ電流を除去し、出力端子２ａに伝導ノイズ電流が混
入しないようにしている。
　上記フィルタコイル１８は、軟磁性体からなるフィルタ用コア１８０によって、外部端
子２ａの一部を取り囲むことにより構成してある。なお、外部端子２ａに他の導電部材（
図示しない）を接続し、この導電部材をフィルタ用コア１８０で取り囲むことにより、フ
ィルタコイル１８を構成してもよい。
【００２９】
　図２に示すごとく、外部端子２の近傍には、交流磁界Ｈの発生源７がある。本例では、
後述するダイオードモジュール１５のリード１５１から、交流磁界Ｈが発生している。
【００３０】
　図６に示すごとく、ダイオードモジュール１５のリード１５１には、交流電流ｉが、底
壁４１の厚さ方向（Ｚ方向）に流れている。この交流電流ｉによって、リード１５１の周
囲に交流磁界Ｈが発生する。図２に示すごとく、交流磁界Ｈの一部は、側壁４２の貫通孔
４３からケース外に漏出している。そのため図２、図４に示すごとく、交流磁界Ｈの磁束
Φは、第１ループＬ１内の２つの領域Ｓ１，Ｓ２を貫く。同様に、磁束Φは、第２ループ
Ｌ１内の２つの領域Ｓ１’，Ｓ２’をも貫く。
【００３１】
　図４、図５に示すごとく、第１領域Ｓ１と第２領域Ｓ２とで、磁束Φが貫く向きが異な
っている。ある瞬間において、第１領域Ｓ１には、磁束Φは上記近傍側ＩＮから上記遠方
側ＯＵＴへ貫き、第２領域Ｓ２には、磁束Φは遠方側ＯＵＴから近傍側ＩＮへ貫く。磁束
Φが第１領域Ｓ１を貫くことによって第１ループＬ１に第１誘導ノイズ電流Ｉ１が発生し
、磁束Φが第２領域Ｓ２を貫くことによって第１ループＬ１に第２誘導ノイズ電流Ｉ２が
発生する。上述したように、第１領域Ｓ１と第２領域Ｓ２とでは、磁束Φが貫く向きが逆
であるため、第１誘導ノイズ電流Ｉ１と第２誘導ノイズ電流Ｉ２とは、互いに向きが逆に
なる。
【００３２】
　すなわち、ある瞬間において、磁束Φは図５に示すようにループＬを貫く。第１領域Ｓ
１を貫く磁束Φ１のＸ方向成分Φｘ１は、ループＬから遠方側ＯＵＴに向かっている。こ
の成分Φｘ１の変化を妨げるように、第１ループＬ１に第１誘導ノイズ電流Ｉ１が発生す
る。
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【００３３】
　また、第２領域Ｓ２を貫く磁束Φ２のＸ方向成分Φｘ２は、ループＬから近傍側ＩＮに
向かっている。この成分Φｘ２の変化を妨げるように、ループＬに第２誘導ノイズ電流Ｉ
２が発生する。
【００３４】
　交流磁界Ｈは交互に向きが逆になるが、このように向きが逆になっても、磁束Φ１のＸ
方向成分Φｘ１と、磁束Φ２のＸ方向成分Φｘ２とは、常に互いに反対側を向く。そのた
め、上記２つの誘導ノイズ電流Ｉ１，Ｉ２も、互いに向きが逆になる。したがって、この
２つの誘導ノイズ電流Ｉ１，Ｉ２は互いに打ち消し合う。
【００３５】
　また、第２ループＬ２（図４参照）にも、第１ループＬ１と同様に、互いに逆向きに流
れる２つの誘導ノイズ電流が発生する。第２ループＬ２に発生する誘導ノイズ電流は、図
示を省略する。
【００３６】
　図８に示すごとく、本例の電力変換回路１０は、ＭＯＳモジュール１６と、トランス１
３と、ダイオードモジュール１５と、チョークコイル１２と、平滑コンデンサ１７と、制
御回路基板１４とを備える。ＭＯＳモジュール１６は高圧直流電源８に接続している。Ｍ
ＯＳモジュール１６は４個のＭＯＳＦＥＴ１６０を内蔵している。これら４個のＭＯＳＦ
ＥＴ１６０によって、Ｈブリッジ回路を構成してある。
【００３７】
　ＭＯＳモジュール１６の出力端子はトランス１３の一次コイル１３０ａに接続している
。このトランス１３によって、高圧直流電源８の電圧を降圧している。トランス１３の二
次コイル１３０ｂの出力端子１３８は、ダイオードモジュール１５に接続している。また
、トランス１３のセンタータップ１３９はケース４、すなわちグランドに接続してある。
【００３８】
　ダイオードモジュール１５には２個のダイオード１５０が設けられている。この２個の
ダイオード１５０を使って、トランス１３の出力電圧を整流している。ダイオードモジュ
ール１５のリード１５１は、チョークコイル１２に接続している。また、チョークコイル
１２の出力端子１２６は、平滑コンデンサ１７及びフィルタコイル１８に接続している。
上記チョークコイル１２と平滑コンデンサ１７は、上記ダイオードモジュール１５によっ
て整流した波形を平滑化するために設けられている。
【００３９】
　上述したように、本例では、フィルタコイル１８と２個のコンデンサ３ａ，３ｂとによ
ってフィルタ回路１１を構成してある。コンデンサ３ａ，３ｂの一方の電極３１は外部端
子２（出力端子２ａ）に接続し、他方の電極３２はケース４に接続している。電力変換回
路１０ではＭＯＳＦＥＴ１６０をスイッチング動作させているため、この動作に伴って、
電力変換回路１０内に伝導ノイズ電流が発生する。この伝導ノイズ電流が出力端子２ａを
通って外部に出ないように、フィルタ回路１１を使って除去している。
【００４０】
　一方、図６に示すごとく、本例では、ケース４の底壁４１にダイオードモジュール１５
を載置し、このダイオードモジュール１５上にチョークコイル１２を配置してある。チョ
ークコイル１２は、軟磁性体からなるコア１２１と、該コア１２１内に配された巻線部１
２０とからなる。チョークコイル１２の入力端子１２５は、巻線部１２０からＸ方向に突
出しており、その先端部１２５ａはＺ方向に折り曲げられている。
【００４１】
　また、図６に示すごとく、ダイオードモジュール１５のリード１５１は、封止部１５９
からＸ方向に突出しており、その先端部１５１ａはＺ方向に折り曲げられている。本例で
は、ダイオードモジュール１５のリード１５１の先端部１５１ａと、チョークコイル１２
の入力端子１２５の先端部１２５ａとを重ね合わせ、接続してある。
【００４２】
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　このように、ダイオードモジュール１５のリード１５１はＺ方向に延びているため、ダ
イオードモジュール１５の出力電流（交流電流ｉ）はＺ方向に流れる。このリード１５１
の周囲に、交流磁界Ｈが発生する。
【００４３】
　また、図７に示すごとく、チョークコイル１２の出力端子１２６は、巻線部１２０から
Ｘ方向に延出している。この出力端子１２６に、バスバー２０９を重ね合わせて接続して
ある。図１に示すごとく、このバスバー２０９に、外部端子２ａを接続してある。
【００４４】
　本例の作用効果について説明する。本例では図４、図５に示すごとく、２個のコンデン
サ３ａ，３ｂと外部端子２とケース４とによってループＬを形成してある。そして、交流
磁界Ｈの磁束Φが、ループＬ内の上記２つの領域Ｓ１，Ｓ２のうち一方の領域を近傍側Ｉ
Ｎから遠方側ＯＵＴへ貫き、他方の領域を遠方側ＯＵＴから近傍側ＩＮへ貫くよう構成し
てある。つまり、磁束Φが、２つの領域Ｓ１，Ｓ２をそれぞれ逆向きに貫くよう構成して
ある。
　磁束ΦがループＬ内の一方の領域を貫くと、ループＬに誘導ノイズ電流が発生し、磁束
Φが他方の領域を貫くと、ループに別の誘導ノイズ電流が発生する。磁束Φは、２つの領
域Ｓ１，Ｓ２をそれぞれ逆向きに貫くため、この２つの誘導ノイズ電流Ｉ１，Ｉ２は、ル
ープを互いに逆向きに流れる。そのため、これら２つの誘導ノイズ電流Ｉ１，Ｉ２は互い
に打ち消し合い、弱め合う。したがって、外部端子２に大きな誘導ノイズ電流が混入する
ことを抑制できる。
【００４５】
　また、本例では、２個のコンデンサ３ａ，３ｂをケース４の外側に配置し、このコンデ
ンサ３ａ，３ｂと外部端子２とケース４とを使って、ループＬを形成してある。そのため
、発生源７から発生した磁束Φを、ケース４自体によって遮蔽することができる。したが
って、ループＬ内の上記２つの領域Ｓ１，Ｓ２を貫く磁束Φの量を低減しやすい。そのた
め、ループＬに発生する誘導ノイズ電流Ｉ１，Ｉ２の大きさを小さくすることができる。
また、たとえ貫通孔４３から磁束Φが漏れてループＬ内の２つの領域Ｓ１，Ｓ２を貫いた
としても、上述したように、本例では磁束Φがこの２つの領域Ｓ１，Ｓ２を互いに逆向き
に貫くよう構成してあるため、ループＬには、２つの誘導ノイズ電流Ｉ１，Ｉ２が互いに
逆向きに流れるように発生し、打ち消し合って弱め合う。そのため、外部端子２に大きな
誘導ノイズ電流が混入しにくい。
【００４６】
　また、図４に示すごとく、本例ではＸ方向から見たときに、２個のコンデンサ３の間に
外部端子２が位置している。
　そのため、ループＬの面積を大きくすることができ、ループＬ内の２つの領域（第１領
域Ｓ１および第２領域Ｓ２）をそれぞれ貫く磁束Φの量を等しくしやすくなる。そのため
、ループＬに発生する２つの誘導ノイズ電流Ｉ１，Ｉ２の大きさを等しくしやすくなり、
大きな誘導ノイズ電流が外部端子に混入することをより防止しやすくなる。
【００４７】
　また、図２に示すごとく、本例の電力変換装置１は、絶縁材料からなりケース４の外側
から貫通孔４３を塞ぐ蓋部材５を備える。この蓋部材５に、外部端子２の一部と２個のコ
ンデンサ３とを封止してある。
　このようにすると、２個のコンデンサ３ａ，３ｂと外部端子２とが蓋部材５に封止され
、一体化しているため、部品点数を低減することができる。また、２個のコンデンサ３ａ
，３ｂを外部端子２の近傍に配置できるため、コンデンサ３ａ，３ｂと外部端子２との間
に生じる寄生インダクタンスを小さくすることができる。したがって、例えば電力変換回
路１０において伝導ノイズ電流が発生したときに、この伝導ノイズ電流がコンデンサ３を
通ってグランド（すなわち、ケース４）に流れやすくなる。
【００４８】
　また、図２に示すごとく、本例の蓋部材５はボルト５０によってケース４に固定されて
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いる。このボルト５０がループＬの一部をなしている。
　そのため、蓋部材５を固定するためのボルト５０と、ループＬを構成するためのボルト
５０とを別部材にする必要がなくなる。したがって、部品点数を低減することが可能にな
る。
【００４９】
　また、本例では図２に示すごとく、コンデンサ３の電極３１，３２は導電性部材６に接
続している。この導電性部材６を介して、コンデンサ３を外部端子２およびケース４に電
気接続してある。
　そのため、導電性部材６の形状を工夫することによって、第１領域Ｓ１と第２領域Ｓ２
の形状を容易に調整することができる。そのため、第１領域Ｓ１と第２領域Ｓ２とをそれ
ぞれ貫通する磁束Φの量を等しくしやすくなる。したがって、ループＬに発生する２つの
誘導ノイズ電流Ｉ１，Ｉ２の大きさを等しくしやすくなり、大きな誘導ノイズ電流が外部
端子２に混入することをより防止しやすくなる。
【００５０】
　以上のごとく、本発明によれば、大きな誘導ノイズ電流が外部端子に混入しにくい電力
変換装置を提供することができる。
【００５１】
　なお、本例では図１に示すごとく、ケース４の側壁４２に貫通孔４３を形成してあるが
、必ずしも側壁４２に形成する必要はなく、底壁４１に形成してもよい。この場合、側壁
４２は必ずしも必要ではない。
【００５２】
　また、本例では図８に示すごとく、フルブリッジ型のＤＣ－ＤＣコンバータを構成して
いるが、フォワード型やハーフブリッジ型等、他のタイプのＤＣ－ＤＣコンバータを構成
してもよい。
【００５３】
（実施例２）
　本例は、蓋部材５の内部構造を変更した例である。図９に示すごとく、本例のコンデン
サ３ａ，３ｂは、電極３１，３２としてリード部３１０，３２０を備える。リード部３１
０，３２０は、コンデンサ本体部３００から延出しており、コンデンサ本体部３００と一
体になっている。一方の電極３１を構成するリード部３１０は、外部端子２に直接、接続
している。また、他方の電極３２を構成するリード部３２０は、接続端子６６とボルト５
０とを介して、ケース４に電気的に接続している。
【００５４】
　本例では導電性部材６を備えていないため、実施例１と比べて、蓋部材５を構成する部
品の数を少なくすることができる。そのため、蓋部材５の製造コストを低減できる。
【００５５】
　その他は、実施例１と同様である。また、本例に関する図面に用いた符号のうち、実施
例１において用いた符号と同一のものは、特に示さない限り、実施例１と同様の構成要素
等を表す。
【００５６】
（実施例３）
　本例は、コンデンサ３ａ，３ｂおよび導電性部材６の構造を変更した例である。図１０
に示すごとく、本例では、コンデンサ３ａ，３ｂおよび導電性部材６を蓋部材５に封止し
ていない。コンデンサ３ａ，３ｂは端子状の電極３１，３２を備える。また、本例では、
導電性部材６としてバスバー６ａ，６ｂを用いている。コンデンサ３ａ，３ｂの一方の電
極３１は、導電性部材６（バスバー６ａ）を介して、外部端子２に接続している。また、
コンデンサ３ａ，３ｂの他方の電極３２は、導電性部材６（バスバー６ｂ）を介して、ケ
ース４に電気的に接続している。バスバー６ｂは、ボルト６０によって、ケース４に締結
されている。
【００５７】
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　このようにすると、コンデンサ３ａ，３ｂおよび導電性部材６を、貫通孔４３からより
遠い位置に配置できる。そのため、ループＬを貫く磁束Φの量を低減でき、ループＬに発
生する誘導ノイズ電流の大きさを低減できる。
【００５８】
　その他は、実施例１と同様である。また、本例に関する図面に用いた符号のうち、実施
例１において用いた符号と同一のものは、特に示さない限り、実施例１と同様の構成要素
等を表す。
【００５９】
（実施例４）
　本例は図１１に示すごとく、出力端子２ａだけでなく、入力端子２ｂにも２個のコンデ
ンサ３（３ｃ，３ｄ）を接続し、ループＬ（第３ループＬ３及び第４ループＬ４）を形成
した例である。同図に示すごとく、本例では、ケース４の側壁４２に２個の貫通孔４３（
第１貫通孔４３ａ及び第２貫通孔４３ｂ）を形成してある。そして、第１貫通孔４３ａに
出力端子２ａを挿通し、第２貫通孔４３ｂに入力端子２ｂを挿通している。また、第１貫
通孔４３ａに第１蓋部材５ａを取り付け、第２貫通孔４３ｂに第２蓋部材５ｂを取り付け
てある。第２蓋部材５ｂには２個のコンデンサ３ｃ，３ｄを封止してある。コンデンサ３
ｃ，３ｄの一方の電極３１は、導電性部材６を介して入力端子２ｂに電気的に接続してい
る。また、他方の電極３２は、導電性部材６と、接続端子６６と、ボルト５０とを介して
、ケース４に電気的に接続している。そして、コンデンサ３ｃ，３ｄと入力端子２ｂとケ
ース４とによって、電流が流れるループＬを形成してある。ループＬは、実施例１と同様
に２個（第３ループＬ３及び第４ループＬ４）形成される。個々のループＬには、磁束Φ
が貫く２つの領域（第１領域Ｓ１及び第２領域Ｓ２）がある。
【００６０】
　本例では、上記２個のコンデンサ３ｃ，３ｄによって、入力フィルタ回路１１５を形成
してある。この入力フィルタ回路１１５を使って、外部機器から入力端子２ｂを介して電
力変換回路１０へ流れる伝導ノイズ電流を除去している。
【００６１】
　入力端子２ｂの近傍にはＭＯＳモジュール１６を設けてある。ＭＯＳモジュール１６内
のＭＯＳＦＥＴ（図８参照）をスイッチング動作すると、交流磁界Ｈが発生する。つまり
、本例ではＭＯＳモジュール１６が、交流磁界Ｈの発生源７になっている。交流磁界Ｈの
磁束Φは、ループＬの第１領域Ｓ１と第２領域Ｓ２とを、互いに逆向きに貫く。これによ
り、ループＬに、互いに逆向きに流れる２つの誘導ノイズ電流が発生し、互いに打ち消し
合うようにしてある。そのため、入力端子２ｂの近傍に交流磁界Ｈの発生源７が存在して
いても、入力端子２ｂには大きな誘導ノイズ電流が混入しにくい。
【００６２】
　その他は、実施例１と同様である。また、本例に関する図面に用いた符号のうち、実施
例１において用いた符号と同一のものは、特に示さない限り、実施例１と同様の構成要素
等を表す。
【００６３】
（実施例５）
　本例は、コンデンサ３の数を変更した例である。図１２に示すごとく、本例では、２つ
のコンデンサ３ａ，３ｂに、それぞれ別のコンデンサ３ｃ，３ｄを並列接続してある。こ
のようにすると、コンデンサ３の、全体の静電容量を大きくすることができる。
【００６４】
　その他は、実施例１と同様である。また、本例に関する図面に用いた符号のうち、実施
例１において用いた符号と同一のものは、特に示さない限り、実施例１と同様の構成要素
等を表す。
【００６５】
（実施例６）
　本例は、コンデンサ３の構成を変更した例である。図１３に示すごとく、本例では、図
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１３に示すごとく、２個のコンデンサセル３９を直列接続して、１個のコンデンサ３（３
ａ，３ｂ）を構成してある。
【００６６】
　このようにすると、２個のコンデンサセル３９のうち一方がショート故障した場合でも
、他方のコンデンサセル３９によって、正常な機能を発揮させることが可能になる。
【００６７】
　なお、本例では２個のコンデンサセル３９を直列接続しているが、３個以上のコンデン
サセル３９を直列接続してもよい。
【００６８】
　その他は、実施例１と同様である。また、本例に関する図面に用いた符号のうち、実施
例１において用いた符号と同一のものは、特に示さない限り、実施例１と同様の構成要素
等を表す。
【符号の説明】
【００６９】
　１　電力変換装置
　１０　電力変換回路
　２　外部端子
　３ａ，３ｂ　コンデンサ
　４　ケース
　７　（交流磁界の）発生源
　４３　貫通孔
　ＩＮ　近傍側
　Ｌ　ループ
　ＯＵＴ　遠方側
　Ｓ１　第１領域
　Ｓ２　第２領域
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