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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　電力変換回路（１０）を外部機器に電気的に接続するための外部端子（２）に接続した
ノイズフィルタ（１）であって、
　２個のコンデンサ（３ａ，３ｂ）と、
　グランドに接続した金属製の筐体（４）とを備え、
　上記２個のコンデンサ(３ａ，３ｂ)は上記筐体（４）に収容されており、
　上記２個のコンデンサ（３ａ，３ｂ）は、一方の電極（３１）が上記外部端子（２）に
それぞれ電気的に接続し、他方の電極（３２）が上記筐体（４）にそれぞれ電気的に接続
しており、
　上記２個のコンデンサ（３ａ，３ｂ）と上記外部端子（２）と上記筐体（４）とによっ
て、電流が流れるループ（Ｌ）が形成され、
　上記ループ（Ｌ）内には、上記電力変換回路（１０）の一部から発生した交流磁界の磁
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、
　上記磁束が上記第１領域（Ｓ１）を貫くことにより上記ループ（Ｌ）に第１誘導ノイズ
電流（Ｉ１）が誘起され、上記磁束が上記第２領域（Ｓ２）を貫くことにより、上記ルー
プ（Ｌ）に、上記第１誘導ノイズ電流（Ｉ１）とは逆向きに流れる第２誘導ノイズ電流（
Ｉ２）が誘起されるよう構成してあることを特徴とするノイズフィルタ（１）。
【請求項２】
　請求項１に記載のノイズフィルタ（１）において、上記第１誘導ノイズ電流（Ｉ１）と
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上記第２誘導ノイズ電流（Ｉ２）との大きさの比である電流比（Ｉ１／Ｉ２）は０．８～
１．２であることを特徴とするノイズフィルタ（１）。
【請求項３】
　請求項２に記載のノイズフィルタ（１）において、上記電流比（Ｉ１／Ｉ２）は０．９
～１．１であることを特徴とするノイズフィルタ（１）。
【請求項４】
　請求項１～請求項３のいずれか１項に記載のノイズフィルタ（１）において、個々の上
記コンデンサ（３ａ，３ｂ）の上記電極（３１，３２）は導線（６）に接続しており、該
導線（６）を介して、上記コンデンサ（３ａ，３ｂ）を上記外部端子（２）および上記筐
体（４）に電気的に接続してあることを特徴とするノイズフィルタ（１）。
【請求項５】
　請求項１～請求項４のいずれか１項に記載のノイズフィルタ（１）において、上記２個
のコンデンサ（３ａ，３ｂ）はプリント基板（１４）に固定され、上記筐体（４）の底面
（４８）から該底面（４８）の法線方向に２本の金属製の支柱（４１，４２）が突出し、
該支柱（４１，４２）によって上記プリント基板（１４）を支持しており、かつ該支柱（
４１，４２）が上記ループ（Ｌ）の一部をなしていることを特徴とするノイズフィルタ（
１）。
【請求項６】
　請求項５に記載のノイズフィルタ（１）において、上記交流磁界の発生源となる交流電
流（ｉ）は上記法線方向に流れており、該法線方向から見たときに、上記交流電流（ｉ）
が流れる部位である交流磁界発生部（７）から上記２本の支柱（４１，４２）までの距離
（ｒ１，ｒ２）がそれぞれ等しいことを特徴とするノイズフィルタ（１）。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、２個のコンデンサを備えるノイズフィルタに関する。
【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
るためのノイズフィルタを備えるものがある（下記特許文献１参照）。ノイズフィルタは
、電力変換装置の入力端子や出力端子に接続されており、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除去したり、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除去したりする。ノイズフィルタは、コンデンサや
コイル等の電子部品と、これらの電子部品を接続する配線等からなる。
【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、上記ノイズフィルタは、上記コンデンサや、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、電力変換回路には交流電流
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、電力変換回路において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ノイズフィルタが望まれている。
【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
入しにくいノイズフィルタを提供しようとするものである。
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【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本発明の一態様は、電力変換回路を外部機器に電気的に接続するための外部端子に接続
したノイズフィルタであって、
　２個のコンデンサと、
　グランドに接続した金属製の筐体とを備え、
　上記２個のコンデンサは上記筐体に収容されており、
　上記２個のコンデンサは、一方の電極が上記外部端子にそれぞれ電気的に接続し、他方
の電極が上記筐体にそれぞれ電気的に接続しており、
　上記２個のコンデンサと上記外部端子と上記筐体とによって、電流が流れるループが形
成され、
　上記ループ内には、上記電力変換回路の一部から発生した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、
　上記磁束が上記第１領域を貫くことにより上記ループに第１誘導ノイズ電流が誘起され
、上記磁束が上記第２領域を貫くことにより、上記ループに、上記第１誘導ノイズ電流と
は逆向きに流れる第２誘導ノイズ電流が誘起されるよう構成してあることを特徴とするノ
イズフィルタにある（請求項１）。
【発明の効果】
【０００７】
　上記ノイズフィルタにおいては、上記２個のコンデンサと外部端子と上記筐体とによっ
て、電流が流れる上記ループを形成してある。そして、電力変換回路の一部から発生した
交流磁界の磁束が、ループ内の上記２つの領域をそれぞれ貫くように構成してある。磁束
が上記第１領域を貫くことにより、ループに第１誘導ノイズ電流が発生し、磁束が上記第
２領域を貫くことにより、ループに第２誘導ノイズ電流が発生する。これら２つの誘導ノ
イズ電流（第１誘導ノイズ電流および第２誘導ノイズ電流）は、ループを互いに逆向きに
流れるように発生する。
　そのため、ループに誘導ノイズ電流が発生しても、上記２つの誘導ノイズ電流は互いに
逆向きに流れるため、打ち消し合って弱まる。したがって、外部端子に大きな誘導ノイズ
電流が混入しにくくなる。
【０００８】
　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ノイ
ズフィルタを提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【０００９】
【図１】実施例１における、電力変換装置の平面図。
【図２】図１の要部拡大図。
【図３】図２のIII-III断面図。
【図４】実施例１における、交流磁界と誘導ノイズ電流との関係を説明するための図。
【図５】図２のV-V断面図。
【図６】実施例１における、筐体及びダイオードモジュールの平面図。
【図７】図５のVII-VII断面図。
【図８】図５のVIII-VIII断面図。
【図９】実施例１における、電力変換装置の回路図。
【図１０】実施例２における、電力変換装置の要部拡大図。
【図１１】図１０のXI-XI断面図。
【図１２】実施例３における、電力変換装置の平面図。
【図１３】実施例４における、信号端子の概念図。
【図１４】実施例５における、電力変換装置の平面図。
【図１５】実施例６における、電力変換装置の平面図。
【図１６】実施例７における、電力変換装置の平面図。
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【図１７】実施例８における、電力変換装置の平面図。
【発明を実施するための形態】
【００１０】
　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モジュールの出力端
子や、チョークコイル、トランス等がある。
【００１１】
　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。
【００１２】
　また、上記第１誘導ノイズ電流と上記第２誘導ノイズ電流との大きさの比である電流比
は０．８～１．２であることが好ましい（請求項２）。
　この場合には、互いに反対向きに流れる２つの誘導ノイズ電流の大きさが略同じである
ため、この２つの誘導ノイズ電流が打消し合った後の、残余の誘導ノイズ電流を小さくす
ることができる。そのため、外部端子に混入する誘導ノイズ電流を減少させることができ
る。
【００１３】
　また、上記電流比は０．９～１．１であることが好ましい（請求項３）。
　この場合には、外部端子に混入する誘導ノイズ電流を、さらに低減することができる。
【００１４】
　また、個々の上記コンデンサの上記電極は導線に接続しており、該導線を介して、上記
コンデンサを上記外部端子および上記筐体に電気的に接続してあることが好ましい（請求
項４）。
　この場合には、導線によって、ループの面積を大きくすることができる。そのため、交
流磁界の磁束が、ループ内の２つの領域をそれぞれ貫きやすくなる。したがってループに
、互いに反対向きに流れる２つの誘導ノイズ電流が発生しやすくなり、これら２つの誘導
ノイズ電流を互いに打消し合わせて弱めやすくなる。
【００１５】
　また、上記２個のコンデンサはプリント基板に固定され、上記筐体の底面から該底面の
法線方向に２本の金属製の支柱が突出し、該支柱によって上記プリント基板を支持してお
り、かつ該支柱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５）。
　この場合には、支柱によって、ループの面積を大きくすることができる。そのため、交
流磁界の磁束が、ループ内の２つの領域をそれぞれ貫きやすくなる。したがってループに
、互いに反対向きに流れる２つの誘導ノイズ電流が発生しやすくなり、これら２つの誘導
ノイズ電流を互いに打消し合わせて弱めやすくなる。
　また、上述のようにコンデンサをプリント基板に固定すると、プリント基板に形成した
配線を使って、コンデンサを外部端子や筐体に容易に電気接続することが可能になる。
　また、上記構成では、プリント基板を支持するための支柱を使ってループを構成してい
るため、プリント基板を支持するための支柱と、ループ形成用の支柱とを分ける必要がな
くなる。そのため、支柱の数を減らすことができ、筐体の構造を簡素にすることができる
。
【００１６】
　また、上記交流磁界の発生源となる交流電流は上記法線方向に流れており、該法線方向
から見たときに、上記交流電流が流れる部位である交流磁界発生部から上記２本の支柱ま
での距離がそれぞれ等しいことが好ましい（請求項６）。
　この場合には、ループに、互いに反対方向に流れる２つの誘導ノイズ電流を発生させや
すくなる。すなわち、上記交流電流は上記法線方向に流れるため、交流磁界は、この法線
方向に流れる交流電流を中心とした円筒状になる。そのため磁束が、ループ内の２つの領
域をそれぞれ貫きやすくなる。また、上記法線方向から見たときに、交流磁界発生部から
２本の支柱までの距離をそれぞれ等しくしてあるため、第１領域を貫く磁束の量と、第２
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領域を貫く磁束の量とを殆ど同じにすることができる。そのため、２つの誘導ノイズ電流
の強さを略同じにすることができ、これらを互いに打消し合わせた後の、残余の誘導ノイ
ズ電流を弱くすることが可能になる。
【実施例】
【００１７】
（実施例１）
　上記ノイズフィルタに係る実施例について、図１～図９を用いて説明する。図１に示す
ごとく、本例のノイズフィルタ１は、電力変換回路１０の外部端子２に接続している。ノ
イズフィルタ１は、２個のコンデンサ３（３ａ，３ｂ）と、グランドに接続した金属製の
筐体４とを備える。２個のコンデンサ３は、筐体４内に収容されている。図２、図３に示
すごとく、２個のコンデンサ３ａ，３ｂは、一方の電極３１が外部端子２にそれぞれ電気
的に接続し、他方の電極３２が筐体４にそれぞれ電気的に接続している。筐体４は図１に
示すごとく、底壁４０と、該底壁４０から立設する側壁４９とを備える。電力変換回路１
０を構成する電子部品は、底壁４０に固定されている。図３に示すごとく、２個のコンデ
ンサ３ａ，３ｂと外部端子２と筐体４とによって、電流が流れるループＬが形成されてい
る。
【００１８】
　図３に示すごとく、ループＬ内には、電力変換回路１０の一部（交流磁界発生部７）か
ら発生した交流磁界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。磁束Φが第１領域Ｓ１を貫くことによりループＬに第１誘導ノイズ電流Ｉ
１が誘起される。また、磁束Φが第２領域Ｓ２を貫くことにより、ループＬに、第１誘導
ノイズ電流Ｉ１とは逆向きに流れる第２誘導ノイズ電流Ｉ２が誘起される。
【００１９】
　本例の電力変換回路１０は降圧回路（図９参照）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。
【００２０】
　図１に示すごとく、電力変換装置１１は、外部端子２として、出力端子２ａと、入力端
子２ｂと、信号端子２ｃとを備える。本例では、これら３つの外部端子２（２ａ～２ｃ）
のうち、出力端子２ａのみにノイズフィルタ１を接続してある。
【００２１】
　図１、図３に示すごとく、本例ではコンデンサ３を、プリント基板１４に固定している
。そして、２本の金属製の支柱４１，４２によってプリント基板１４を支持している。支
柱４１，４２は、筐体４の底面４８から該底面４８の法線方向（Ｚ方向）にそれぞれ突出
している。プリント基板１４は、ボルト５によって支柱４１，４２に固定されている。ま
た、外部端子２は、プリント基板１４上に載置されている。
【００２２】
　図２に示すごとく、コンデンサ３ａ，３ｂの一方の電極３１は、配線６を介して、外部
端子２に接続している。配線６は、プリント基板１４の表面にパターン形成したものであ
る。また、コンデンサ３の他方の電極３２は、配線６と、ボルト５とを介して、支柱４１
，４２に電気接続している。配線６は直線状に延びている。２個のコンデンサ３ａ，３ｂ
と、配線６と、外部端子２と、ボルト５と、支柱４１，４２と、筐体４とによって、上記
ループＬが形成されている。
【００２３】
　本例のノイズフィルタ１は、コンデンサ３ａ，３ｂの他に、フィルタコイル１８を備え
る（図９参照）。本例のノイズフィルタ１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
。
　なお、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って構成してある。
【００２４】
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　図２に示すごとく、ノイズフィルタ１の近傍には、交流磁界Ｈが発生する部位（交流磁
界発生部７）がある。本例では、後述するダイオードモジュール１５の出力端子１５１か
ら、交流磁界Ｈが発生している。
【００２５】
　図３に示すごとく、ダイオードモジュール１５の出力端子１５１には、交流電流ｉがＺ
方向に流れている。図２に示すごとく、交流磁界Ｈは、Ｚ方向に流れる交流電流ｉを中心
とした円筒状になる。
【００２６】
　このように、交流磁界Ｈの磁束Φは円筒状になるため、図２、図３に示すごとく、磁束
Φは、ループＬ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。図４
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
流磁界発生部７に近い側である近傍側ＩＮから、ループＬよりも交流磁界発生部７から遠
い側である遠方側ＯＵＴへ貫く。また、磁束Φは、他方の領域を、上記遠方側ＯＵＴから
上記近傍側ＩＮへ貫く。つまり、磁束Φは常に、２つの領域Ｓ１，Ｓ２をそれぞれ互いに
逆向きに貫く。そのため、ループＬに発生する第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。
【００２７】
　すなわち、ある瞬間において、磁束Φは図４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（外部端子２の突出方向）成分Φｘ１は、上記遠方側ＯＵＴか
ら上記近傍側ＩＮに向かっている。この成分Φｘ１の変化を妨げるように、ループＬに第
１誘導ノイズ電流Ｉ１が発生する。
【００２８】
　また、第２領域Ｓ２を貫く磁束Φ２のＸ方向成分Φｘ２は、上記近傍側ＩＮから上記遠
方側ＯＵＴへ向かっている。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Ｉ２が発生する。
【００２９】
　交流磁界Ｈは交互に向きが変わるが、このように向きが変わっても、磁束Φ１のＸ方向
成分Φｘ１と、磁束Φ２のＸ方向成分Φｘ２は、常に互いに反対側を向く。そのため、第
１誘導ノイズ電流Ｉ１と第２誘導ノイズ電流Ｉ２は、常に互いに逆向きに流れる。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。
【００３０】
　また、図２に示すごとく、本例の導線６は、Ｘ方向とＺ方向との双方に直交する方向（
Ｙ方向）に直線状に延びている。そして、Ｚ方向から見たときに、交流磁界発生部７から
一方のボルト５ａまでの距離ｒ１と、交流磁界発生部７から他方のボルト５ｂまでの距離
ｒ２とが等しくなっている。すなわち、２つのボルト５ａ，５ｂを結ぶ線分の垂直二等分
線上に、交流磁界発生部７が位置している。これにより、上記２つの領域Ｓ１,Ｓ２をそ
れぞれ貫く磁束Φの量を等しくし、ループＬに誘起される２つの誘導ノイズ電流Ｉ１，Ｉ
２の強さが等しくなるようにしている。具体的には、本例では、２つの誘導ノイズ電流Ｉ
１，Ｉ２の強さの比である電流比Ｉ１／Ｉ２が０．８～１．２になるようにしてある。
【００３１】
　図９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、プ
リント基板１４（制御回路）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。ＭＯＳモジュール１６は４個のＭＯＳ素子１６０を内蔵している。これら４個
のＭＯＳ素子１６０によって、Ｈブリッジ回路を構成してある。
【００３２】
　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は筐体４、すなわちグランドに接続している。
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【００３３】
　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の出力端子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。
【００３４】
　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
ってノイズフィルタ１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は筐体４に接続している。電力変換回路
１０ではＭＯＳ素子１６０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、ノイズフィルタ１を使って除去している。
【００３５】
　一方、図５、図７に示すごとく、本例では、筐体４の底面４８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を載置してある。
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１２０とからなる。チョークコイル１２の入力端子１２５は、図７に示すごとく、巻線
部１２０からＸ方向に突出し、その先端部１２５ａがＺ方向に折り曲げられている。
【００３６】
　また、図６、図７に示すごとく、ダイオードモジュール１５の出力端子１５１は、封止
部１５９からＸ方向に突出し、その先端部１５１ａがＺ方向に折り曲げられている。図７
に示すごとく、ダイオードモジュール１５の出力端子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、溶接してある。
【００３７】
　このように、ダイオードモジュール１５の出力端子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。この出力端子１
５１の周囲に、交流磁界Ｈが発生する。
【００３８】
　また、図５、図８に示すごとく、チョークコイル１２の出力端子１２６は、巻線部１２
０からＸ方向に延出している。この出力端子１２６に、外部端子２（出力端子２ａ）を重
ね合わせて溶接してある。
【００３９】
　本例の作用効果について説明する。本例のノイズフィルタ１においては、２個のコンデ
ンサ３と外部端子２と筐体４とによって、電流が流れるループＬを形成してある。そして
、電力変換回路１０の一部から発生した交流磁界Ｈの磁束Φが、ループＬ内の２つの領域
Ｓ１,Ｓ２をそれぞれ貫くように構成してある。磁束Φが第１領域Ｓ１を貫くことにより
、ループＬに第１誘導ノイズ電流Ｉ１が発生し、磁束Φが第２領域Ｓ２を貫くことにより
、ループＬに第２誘導ノイズ電流Ｉ２が発生する。これら２つの誘導ノイズ電流Ｉ１，Ｉ
２は、ループＬを互いに逆向きに流れるように発生する。
　そのため、ループＬに誘導ノイズ電流が発生しても、これら２つの誘導ノイズ電流Ｉ１
，Ｉ２は互いに逆向きに流れるため、打ち消し合って弱まる。したがって、外部端子２に
大きな誘導ノイズ電流が混入しにくくなる。
【００４０】
　また、本例では、２つの誘導ノイズ電流Ｉ１，Ｉ２の強さの比である電流比Ｉ１／Ｉ２
は０．８～１．２である。
　したがって、互いに反対向きに流れる２つの誘導ノイズ電流Ｉ１，Ｉ２の大きさが略同
じであるため、この２つの誘導ノイズ電流Ｉ１，Ｉ２が打消し合った後の、残余の誘導ノ
イズ電流を小さくすることができる。そのため、外部端子２に混入する誘導ノイズ電流を
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減少させることができる。
【００４１】
　また、図２に示すごとく、個々のコンデンサ３ａ，３ｂの電極３１，３２は導線６に接
続している。この導線６を介して、コンデンサ３ａ，３ｂを外部端子２および筐体４に電
気的に接続してある。
　そのため、導線６によって、ループＬの面積を大きくすることができる。したがって、
交流磁界Ｈの磁束Φが、ループＬ内の２つの領域Ｓ１，Ｓ２をそれぞれ貫きやすくなる。
そのためループＬに、互いに反対向きに流れる２つの誘導ノイズ電流Ｉ１，Ｉ２が発生し
やすくなり、これら２つの誘導ノイズ電流Ｉ１，Ｉ２を互いに打消し合わせて弱めやすく
なる。
【００４２】
　また、図３に示すごとく、本例では、筐体４の底面４８から突出した支柱４１，４２が
、ループＬの一部をなしている。
　そのため、支柱４１，４２によって、ループＬの面積を大きくすることができる。した
がって、交流磁界Ｈの磁束Φが、ループＬ内の２つの領域Ｓ１，Ｓ２をそれぞれ貫きやす
くなる。そのためループＬに、互いに反対向きに流れる２つの誘導ノイズ電流Ｉ１，Ｉ２
が発生しやすくなり、これら２つの誘導ノイズ電流Ｉ１，Ｉ２を互いに打消し合わせて弱
めやすくなる。
【００４３】
　また、図２に示すごとく、本例では、コンデンサ３をプリント基板１４に固定してある
。そのため、プリント基板にパターン形成した導線６を使って、コンデンサ３を外部端子
２や筐体４に容易に電気接続することができる。
【００４４】
　また、本例では図３に示すごとく、プリント基板１４を支持するための支柱４１，４２
を使ってループＬを構成している。そのため、プリント基板１４を支持するための支柱４
１，４２と、ループＬ形成用の支柱とを別々にする必要がなくなる。そのため、支柱４１
，４２の数を減らすことができ、筐体４の構造を簡素にすることができる。
【００４５】
　また、本例では図３に示すごとく、交流磁界Ｈの発生源となる交流電流ｉはＺ方向に流
れている。したがって、交流磁界Ｈは、この交流電流ｉを中心とした円筒状になる。その
ため磁束Φが、ループＬ内の２つの領域Ｓ１，Ｓ２をそれぞれ貫きやすくなる。これによ
り、ループＬに、互いに反対方向に流れる２つの誘導ノイズ電流Ｉ１，Ｉ２を発生させや
すくなる。
【００４６】
　また、本例では図２に示すごとく、Ｚ方向から見たときの、交流磁界発生部７から２本
の支柱４１，４２までの距離ｒ１，ｒ２をそれぞれ等しくしてある。そのため、第１領域
Ｓ１を貫く磁束Φの量と、第２領域Ｓ２を貫く磁束Φの量とを、殆ど同じにすることがで
きる。そのため、２つの誘導ノイズ電流Ｉ１，Ｉ２の強さを略同じにすることができ、こ
れらを互いに打消し合わせた後の、残余の誘導ノイズ電流を弱くすることが可能になる。
【００４７】
　以上のごとく、本例によれば、大きな誘導ノイズ電流が外部端子に混入しにくいノイズ
フィルタを提供することができる。
【００４８】
　なお、上記電流比Ｉ１／Ｉ２は、０．５～１．５としてもよく、また、０．８～１．２
程度の範囲であれば、外部端子２に混入する誘導ノイズ電流を、実質的に問題にならない
程度まで減少させることができる。なお、理想では電流比Ｉ１／Ｉ２が１．０になること
が最も望ましいが、実際に実装する上では、電流比Ｉ１／Ｉ２は、０．９～１．１である
ことが望ましい。
【００４９】
　また、本例では２個のコンデンサ３ａ，３ｂを用いたが、３個以上のコンデンサ３を用
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いてもよい。例えば、２個のコンデンサ３ａ，３ｂのそれぞれに、別のコンデンサを並列
接続してもよい。
【００５０】
　また、個々のコンデンサセル３ａ，３ｂは、それぞれ１個のコンデンサセルを使って構
成することもできるし、複数個のコンデンサセルを使って構成することもできる。
【００５１】
（実施例２）
　本例は、ループＬの構造を変更した例である。図１０、図１１に示すごとく、本例では
ループＬに導線６が含まれていない。本例では、コンデンサ３ａ，３ｂの一方の電極３１
が外部端子２に直接、接続している。また、プリント基板１４には金属製の接続部材１４
０が埋め込まれており、筐体４の底面４８から突出した２本の支柱４１，４２が、この接
続部材１４０に接触している。コンデンサ３ａ，３ｂの他方の電極３２は、接続部材１４
０に接続している。そして、コンデンサ３ａ，３ｂと、外部端子２と、接続部材１４０と
、支柱４１，４２と、筐体４とによって、電流が流れるループＬを構成してある。また、
本例では図１０に示すごとく、電力変換回路１０内に交流磁界発生部７が存在しており、
この交流磁界発生部７から２個のコンデンサ３ａ，３ｂまでの距離がそれぞれ等しくなっ
ている。
【００５２】
　また、ループＬ内には、第１領域Ｓ１と第２領域Ｓ２との２つの領域がある。交流磁界
Ｈの磁束Φは、２つの領域Ｓ１，Ｓ２をそれぞれ貫く。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Ｉ１，Ｉ２が発生するよう構成してある。
【００５３】
　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。
【００５４】
（実施例３）
　本例は図１２に示すごとく、電力変換装置１１にノイズフィルタ１を２個設けた例であ
る。本例では、出力端子２ａに第１ノイズフィルタ１ａを接続し、入力端子２ｂに第２ノ
イズフィルタ１ｂを接続してある。また、本例では、プリント基板１４上に入力端子２ｂ
を載置し、このプリント基板１４に２個のコンデンサ３ｃ，３ｄを固定してある。そして
、コンデンサ３ｃ，３ｄの一方の電極３１をそれぞれ入力端子２ｂに接続し、他方の電極
３２をそれぞれ筐体４に接続してある。コンデンサ３ｃ，３ｄと、入力端子２ｂと、筐体
４とによって、電流が流れるループＬ（第２ループＬｂ）が形成されている。
【００５５】
　本例では実施例１と同様に、筐体４の底面４８から金属製の支柱（図示しない）が突出
しており、この支柱がボルト５に電気的に接続している。また、コンデンサ３ｃ，３ｄの
他方の電極３２とボルト５とは、導線６を介して接続している。コンデンサ３ｃ，３ｄの
一方の電極３１と入力端子２ｂとも、導線６を介して接続している。
【００５６】
　第２ノイズフィルタ１ｂは、外部から入力端子２ｂを介して電力変換回路１０に入る伝
導ノイズ電流を、グランド（筐体４）に逃がす働きをしている。また、第２ノイズフィル
タ１ｂの近傍に位置するＭＯＳモジュール１６から、交流磁界Ｈが発生している。この交
流磁界Ｈの磁束Φが、ループＬ内の２つの領域Ｓ３，Ｓ４をそれぞれ貫く。これにより、
第２ループＬｂに、互いに反対方向に流れる２つの誘導ノイズ電流Ｉ３，Ｉ４が発生する
よう構成してある。この２つの誘導ノイズ電流Ｉ３，Ｉ４は互いに打ち消し合って弱まる
。そのため、入力端子２ｂから大きな誘導ノイズ電流が外部に出にくい。
【００５７】
　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
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等を表す。
【００５８】
（実施例４）
　本例は、ノイズフィルタ１を形成する部位を変更した例である。図１３に示すごとく、
本例では、プリント基板１４の信号線２ｃにノイズフィルタ１（第３ノイズフィルタ１ｃ
）を接続した。すなわち、第３ノイズフィルタ１ｃを構成する２個のコンデンサ３（３ｅ
，３ｄ）の、一方の電極３１を信号線２ｃに接続し、他方の電極３２を筐体４（図示しな
い）に電気接続した。そして、２個のコンデンサ３ｅ，３ｄと、信号線２ｃと、筐体４と
によって、電流が流れるループＬ（第３ループＬｃ）を形成した。
【００５９】
　信号線２ｃは、プリント基板１４のコネクタ１４０から、プリント基板１４の内部へ延
びている。外部機器からこの信号線２ｃへ制御信号を送ることにより、ＭＯＳ素子１６０
（図９参照）のオンオフ動作等を制御している。
【００６０】
　交流磁界Ｈの磁束Φは、第３ループＬｃ内の２つの領域Ｓ５，Ｓ６をそれぞれ貫く。こ
れにより、第３ループＬｃに、互いに逆向きに流れる２つの誘導ノイズ電流Ｉ５，Ｉ６が
発生するよう構成してある。この２つの誘導ノイズ電流Ｉ５，Ｉ６は互いに弱め合う。し
たがって、信号線２ｃから外部機器へ大きな誘導ノイズ電流が出にくい。
【００６１】
　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。
【００６２】
（実施例５）
　本例は、チョークコイル１２の形状を変更した例である。図１４に示すごとく、本例の
チョークコイル１２は、巻線部１２０と、該巻線部１２０を取り囲むコア１２１とを有す
る。コア１２１は軟磁性体からなる。巻線部１２０の一部１２９が、コア１２１から露出
している。この露出した部分１２９から交流磁界Ｈが発生し、その交流磁界Ｈの磁束Φが
、ループＬ内の２つの領域Ｓ１，Ｓ２をそれぞれ貫くよう構成してある。
【００６３】
　チョークコイル１２の巻線部１２０のうち、コア１２１から露出している部分１２９は
特に強い交流磁界Ｈを発生する。このように強い交流磁界Ｈが発生する場合でも、本例で
は外部端子２に大きな誘導ノイズ電流が混入しにくい。すなわち、本例では、交流磁界Ｈ
の磁束Φが、ループＬ内の２つの領域Ｓ１，Ｓ２をそれぞれ貫き、ループＬに互いに反対
方向に流れる２つの誘導ノイズ電流Ｉ１，Ｉ２が発生するよう構成してある。そのため、
強い交流磁界Ｈが発生しても、ループＬに誘起した２つの誘導ノイズ電流Ｉ１，Ｉ２を互
いに打ち消し合わせることができ、外部端子２に大きな誘導ノイズ電流Ｉが混入すること
を抑制できる。
【００６４】
　なお、トランス１３から交流磁界Ｈが発生してもよい。トランス１３はトランス巻線部
１３０（一次コイル１３０ａ及び二次コイル１３０ｂ）と、該トランス巻線部１３０を取
り囲むトランス用コア１３１とを有する。トランス巻線部１３０の一部１３５がトランス
用コア１３１から露出している。この露出した部分１３５から交流磁界Ｈが発生し、その
交流磁界Ｈの磁束Φが、ループＬ内の２つの領域Ｓ１，Ｓ２をそれぞれ貫くようにしても
よい。
【００６５】
　トランス巻線部１３０のうち、トランス用コア１３１から露出している部分１３５は特
に強い交流磁界Ｈを発生する。このように強い交流磁界Ｈが発生する場合でも、本例では
外部端子２に大きな誘導ノイズ電流が混入しにくい。すなわち、本例では、交流磁界Ｈの
磁束Φが、ループＬ内の２つの領域Ｓ１，Ｓ２をそれぞれ貫き、ループＬに互いに反対方
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向に流れる２つの誘導ノイズ電流Ｉ１，Ｉ２が発生するよう構成してある。そのため、強
い交流磁界Ｈが発生しても、ループＬに誘起した２つの誘導ノイズ電流Ｉ１，Ｉ２を互い
に打ち消し合わせることができ、外部端子２に大きな誘導ノイズ電流Ｉが混入することを
抑制できる。
【００６６】
　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。
【００６７】
（実施例６）
　本例は、コンデンサ３の構造を変更した例である。図１５に示すごとく、本例のコンデ
ンサ３ａ，３ｂは、互いに直列に接続した２個の小コンデンサ３５によって構成されてい
る。このように２個の小コンデンサ３５を直列接続すると、どちらか一方の小コンデンサ
３５がショート故障した時でも、他方の小コンデンサ３５によって正常な機能を発揮する
ことが可能となる。そのため、故障に強くなるというメリットがある。また、３個以上の
小コンデンサ３５を直列接続して、個々のコンデンサ３ａ，３ｂを構成してもよい。
【００６８】
　同様に、複数の小コンデンサ３５を並列接続して、個々のコンデンサ３ａ，３ｂを形成
してもよい。この場合には、コンデンサ３ａ，３ｂの全体の静電容量を大きくすることが
できるため、インピーダンスを小さくでき、ノイズ電流をグランドへ流しやすくなる。
【００６９】
　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。
【００７０】
（実施例７）
　本例は、コンデンサ３の構造を変更した例である。図１６に示すごとく、本例では複数
の小コンデンサ３５を直列接続して小コンデンサ群３００，３０１を形成してある。そし
て、２つの小コンデンサ群３００，３０１を並列接続することにより、個々のコンデンサ
３ａ，３ｂを構成してある。すなわち、１つのコンデンサ３は、合計４個の小コンデンサ
３５からなる。
【００７１】
　このようにすると、小コンデンサ３５を直列接続してあるため、ショート故障に強くな
る。また、小コンデンサ群３００，３０１を並列接続してあるため、全体の静電容量を増
やすことができ、ノイズ電流をグランドに流しやすくなる。
【００７２】
　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。
【００７３】
（実施例８）
　本例は、外部端子２の構造を変更した例である。図１７に示すごとく、本例の外部端子
２は第１部分２８と第２部分２９とを有する。第１部分２８は筐体４内に設けられており
、この第１部分２８にコンデンサ３ａ，３ｂが電気接続している。筐体４には開口部４５
０を形成してあり、この開口部４５０に第２部分２９を挿通してある。第１部分２８と第
２部分２９とは、螺子２７によって接続されている。また、第２部分２９の先端部２９０
に、外部機器を接続するようになっている。
【００７４】
　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
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等を表す。
【符号の説明】
【００７５】
　１　ノイズフィルタ
１０　電力変換回路
　２　外部端子
　３　コンデンサ
　３１　一方の電極
　３２　他方の電極
　４　筐体
　Ｉ１　第１誘導ノイズ電流
　Ｉ２　第２誘導ノイズ電流
　Ｌ　ループ
　Ｓ１　第１領域
　Ｓ２　第２領域

【図１】 【図２】
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