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(57)【要約】
【課題】ノイズ電流をより効率的に低減できる電力変換
装置を提供すること。
【解決手段】スイッチング素子２０を内蔵した半導体モ
ジュール２と、一対のバスバー３と、平滑コンデンサ４
と、フィルタコンデンサ５とを備える。バスバー３は、
直流電源８と半導体モジュール２とを接続している。平
滑コンデンサ４とフィルタコンデンサ５とは、それぞれ
一対のバスバー３に接続している。一対のバスバー３は
、所定間隔をおいて対向配置されている。フィルタコン
デンサ５は、平滑コンデンサ４よりも静電容量が小さい
。フィルタコンデンサ５は、平滑コンデンサ４よりも、
半導体モジュール２までの電流経路長が短い。フィルタ
コンデンサ５は、一対のバスバー３に隣り合う位置に配
されている。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　直流電源（８）から供給される直流電力を交流電力に変換する電力変換装置（１）であ
って、
　スイッチング素子（２０）を内蔵した半導体モジュール（２）と、
　上記直流電源の正電極と上記半導体モジュールとを接続する正極バスバー（３P）と、
上記直流電源の負電極と上記半導体モジュールとを接続する負極バスバー（３N）との、
一対のバスバー（３）と、
　該一対のバスバーに接続し、上記半導体モジュールに加わる直流電圧を平滑化する平滑
コンデンサ（４）と、
　該平滑コンデンサよりも静電容量が小さく、上記一対のバスバーに接続し、上記半導体
モジュールから発生するノイズ電流を除去するフィルタコンデンサ（５）とを備え、
　上記一対のバスバーは、該バスバーの厚さ方向に所定間隔をおいて互いに対向しており
、
　上記フィルタコンデンサは、上記平滑コンデンサよりも、上記半導体モジュールまでの
電流経路長が短く、
　上記フィルタコンデンサは、上記一対のバスバーに隣り合う位置に配されている、電力
変換装置。
【請求項２】
　上記交流電力によって交流モータを駆動するよう構成され、該交流モータの界磁巻線（
８１１）に界磁電流を流すための界磁回路（７１）をさらに備え、該界磁回路は、上記正
極バスバーのうち、上記フィルタコンデンサとの接続部と、上記半導体モジュールとの接
続部との間の部位に電気接続している、請求項１に記載の電力変換装置。
【請求項３】
　上記半導体モジュールの動作制御を行う制御回路（７２）をさらに備え、該制御回路は
、上記正極バスバーのうち、上記フィルタコンデンサとの接続部と、上記半導体モジュー
ルとの接続部との間の部位に電気接続している、請求項１又は２に記載の電力変換装置。
【請求項４】
　上記半導体モジュールと上記一対のバスバーと上記平滑コンデンサとを収容するケース
（６）をさらに備え、該ケースの壁部（６１）に上記フィルタコンデンサがインサートさ
れている、請求項１～３のいずれか一項に記載の電力変換装置。
【請求項５】
　上記半導体モジュールと上記一対のバスバーと上記平滑コンデンサとを収容するさらに
ケースを備え、該ケースの収容空間（Ｓ）内に上記フィルタコンデンサを収容してある、
請求項１～３のいずれか一項に記載の電力変換装置。
【請求項６】
　上記収容空間を封止部材（６９）によって充填してある、請求項５に記載の電力変換装
置。
【請求項７】
　上記半導体モジュールと上記一対のバスバーと上記平滑コンデンサとを収容するケース
をさらに備え、該ケースの外側に上記フィルタコンデンサが配されている、請求項１～３
のいずれか一項に記載の電力変換装置。
【請求項８】
　上記半導体モジュールは、上記スイッチング素子から発生する熱を放熱する放熱器（２
９）を備え、該放熱器と上記平滑コンデンサとの間に上記フィルタコンデンサが配されて
いる、請求項１～７のいずれか一項に記載の電力変換装置。
【請求項９】
　上記スイッチング素子によって、第１電力変換回路（１０A）と第２電力変換回路（１
０B）との少なくとも２つの電力変換回路（１０）が構成されており、上記フィルタコン
デンサとして、上記第１電力変換回路から発生するノイズ電流を除去する第１フィルタコ
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ンデンサ（５A）と、上記第２電力変換回路から発生するノイズ電流を除去する第２フィ
ルタコンデンサ（５B）とを備える、請求項１～８のいずれか１項に記載の電力変換装置
。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、スイッチング素子を内蔵した半導体モジュールと、一対のバスバーと、フィ
ルタコンデンサとを備える電力変換装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　直流電力を交流電力に変換する電力変換装置として、スイッチング素子を内蔵した半導
体モジュールと、該半導体モジュールと直流電源とを電気接続する一対のバスバーとを備
えるものが知られている（下記特許文献１参照）。この電力変換装置では、上記一対のバ
スバーに平滑コンデンサとフィルタコンデンサとを接続してある。平滑コンデンサは、半
導体モジュールに加わる直流電圧を平滑化するために設けられている。また、フィルタコ
ンデンサは、半導体モジュールから発生するノイズ電流を除去するために設けられている
。
【０００３】
　上記電力変換装置では、フィルタコンデンサの高周波インピーダンスを、平滑コンデン
サと同等以下にしている。このようにすると、高周波のノイズ電流がフィルタコンデンサ
に流れやすくなる。これにより、高周波のノイズ電流を効率的に除去しようとしている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２００４－２５４３５５号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかしながら、上記電力変換装置は、高周波のノイズ電流を充分に除去できない可能性
があった。すなわち、上記電力変換装置では、フィルタコンデンサがバスバーから離れた
位置に配されることがあり、フィルタコンデンサとバスバーとを接続する配線等に大きな
インダクタンスＬが寄生する可能性がある。そのため、ノイズ電流の周波数ｆが高くなる
と、上記配線等のインピーダンスＺ（＝２πｆＬ）が大きくなり、このノイズ電流がフィ
ルタコンデンサへ流れにくくなる。したがって、周波数ｆが高いノイズ電流を除去しにく
い。
【０００６】
　本発明は、かかる課題に鑑みてなされたものであり、高周波のノイズ電流をより効率的
に低減できる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】
【０００７】
　本発明の一態様は、直流電源（８）から供給される直流電力を交流電力に変換する電力
変換装置（１）であって、
　スイッチング素子（２０）を内蔵した半導体モジュール（２）と、
　上記直流電源の正電極と上記半導体モジュールとを接続する正極バスバー（３P）と、
上記直流電源の負電極と上記半導体モジュールとを接続する負極バスバー（３N）との、
一対のバスバー（３）と、
　該一対のバスバーに接続し、上記半導体モジュールに加わる直流電圧を平滑化する平滑
コンデンサ（４）と、
　該平滑コンデンサよりも静電容量が小さく、上記一対のバスバーに接続し、上記半導体
モジュールから発生するノイズ電流を除去するフィルタコンデンサ（５）とを備え、
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　上記一対のバスバーは、該バスバーの厚さ方向に所定間隔をおいて互いに対向しており
、
　上記フィルタコンデンサは、上記平滑コンデンサよりも、上記半導体モジュールまでの
電流経路長が短く、
　上記フィルタコンデンサは、上記一対のバスバーに隣り合う位置に配されている、電力
変換装置にある。
【発明の効果】
【０００８】
　上記電力変換装置では、フィルタコンデンサを、上記一対のバスバーに隣り合う位置に
配置してある。
　そのため、フィルタコンデンサとバスバーとの間に大きなインダクタンスＬが寄生する
ことを抑制できる。したがって、周波数ｆが高いノイズ電流に対しても、フィルタコンデ
ンサとバスバーとの間に寄生するインピーダンスＺ（＝２πｆＬ）を充分に低減でき、こ
のノイズ電流をフィルタコンデンサへ流しやすくなる。そのため、周波数ｆが高いノイズ
電流を除去しやすい。
【０００９】
　また、上記構成を採用すると、フィルタコンデンサによってノイズ電流を容易に除去で
きるため、フィルタコンデンサとして、静電容量の小さなものを用いることができる。し
たがって、サイズの小さなフィルタコンデンサを用いることができ、電力変換装置を小型
化しやすい。
【００１０】
　また、上記電力変換装置では、一対のバスバーを、所定間隔をおいて対向配置してある
。
　そのため、個々のバスバーから発生する磁界を互いに打消し合わせることができ、一対
のバスバーに寄生するインダクタンスを小さくすることができる。したがって、バスバー
のうち、半導体モジュールとフィルタコンデンサとの間に存在する部位に、大きなインダ
クタンスが寄生しにくくなり、この部位のインピーダンスを低減できる。そのため、半導
体モジュールから発生したノイズ電流をフィルタコンデンサへ流しやすくなり、ノイズ電
流を効果的に除去できる。
【００１１】
　以上のごとく、本態様によれば、高周波のノイズ電流をより効率的に低減できる電力変
換装置を提供することができる。
　なお、特許請求の範囲及び課題を解決する手段に記載した括弧内の符号は、後述する実
施形態に記載の具体的手段との対応関係を示すものであり、本発明の技術的範囲を限定す
るものではない。
【図面の簡単な説明】
【００１２】
【図１】実施形態１における、放熱器側から見た電力変換装置の斜視図。
【図２】実施形態１における、電力変換装置の内部の斜視図。
【図３】実施形態１における、電力変換装置の要部拡大斜視図。
【図４】図３のIV矢視図。
【図５】実施形態１における、オルタネータ側から見た電力変換装置の斜視図であって、
封止部材を除いたもの。
【図６】実施形態１における、電力変換装置の要部拡大平面図。
【図７】図６のVII-VII断面図。
【図８】図６のVIII-VIII断面図。
【図９】実施形態１における、電力変換装置の回路図。
【図１０】実施形態１における、電力変換装置及びオルタネータの側面図。
【図１１】実施形態１における、フィルタコンデンサの配置位置を変更した電力変換装置
の要部拡大平面図。
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【図１２】実施形態１における、コンデンサ基板に複数のフィルタコンデンサを搭載した
電力変換装置の要部拡大斜視図。
【図１３】実施形態２における、オルタネータ側から見た電力変換装置の斜視図。
【図１４】実施形態２における、電力変換装置の回路図。
【図１５】実施形態３における、電力変換装置の要部拡大断面図。
【図１６】実施形態４における、電力変換装置の斜視図。
【発明を実施するための形態】
【００１３】
（実施形態１）
　上記電力変換装置に係る実施形態について、図１～図１２を参照して説明する。本形態
の電力変換装置１は、直流電源８（図９参照）から供給される直流電力を交流電力に変換
するために用いられる。図５、図９に示すごとく、電力変換装置１は、半導体モジュール
２と、一対のバスバー３（３P，３N）と、平滑コンデンサ４と、フィルタコンデンサ５と
を備える。半導体モジュール２は、スイッチング素子２０を内蔵している。
【００１４】
　バスバー３には、正極バスバー３Pと負極バスバー３Nとがある。正極バスバー３Pは、
直流電源８の正電極と半導体モジュール２とを接続している。負極バスバー３Nは、直流
電源８の負電極と半導体モジュール２とを接続している。
【００１５】
　平滑コンデンサ４及びフィルタコンデンサ５は、一対のバスバー３（３P，３N）に接続
している。平滑コンデンサ４によって、半導体モジュール２に加わる直流電圧を平滑化し
ている。フィルタコンデンサ５は、半導体モジュール２から発生するノイズ電流を除去す
るために設けられている。フィルタコンデンサ５の静電容量は、平滑コンデンサ４よりも
小さい。
【００１６】
　図２～図７に示すごとく、一対のバスバー３は、該バスバー３の厚さ方向に所定間隔を
おいて対向配置されている。フィルタコンデンサ５は、平滑コンデンサ４よりも、半導体
モジュール２までの電流経路長が短い。
　フィルタコンデンサ５は、一対のバスバー３に隣り合う位置に配されている。
【００１７】
　図１０に示すごとく、本形態の電力変換装置１は、車両のオルタネータ８１（交流モー
タ）に取り付けられている。オルタネータ８１は、ベルト８１２を介して図示しないエン
ジンに接続している。このエンジンの駆動力を用いてオルタネータ８１を回転させ、発電
する。そして、得られた交流電力を、上記スイッチング素子２０（図９参照）を用いて整
流し、直流電源８を充電するよう構成されている。
【００１８】
　また、エンジンを始動する際には、電力変換装置１を用いて、直流電源８の直流電力を
交流電力に変換する。そして、得られた交流電力を用いて、オルタネータ８１を回転させ
る。これにより、エンジンを始動させる。
【００１９】
　図５、図９に示すごとく、本形態の電力変換装置１は、３個の半導体モジュール２（２

A～２C）を備える。個々の半導体モジュール２は、４個のスイッチング素子２０（ＭＯＳ
ＦＥＴ）を内蔵している。第１半導体モジュール２Aに含まれる４個のスイッチング素子
２０と、第２半導体モジュール２Bに含まれる２個のスイッチング素子２０とによって、
第１電力変換回路１０Aを構成している。また、第２半導体モジュール２Bに含まれる残り
の２個のスイッチング素子２０と、第３半導体モジュール２Cに含まれる４個のスイッチ
ング素子２０とによって、第２電力変換回路１０Bを構成している。個々の電力変換回路
１０は、３本の交流出力端子２８を備える。これらの交流出力端子２８は、オルタネータ
８１に接続している。
【００２０】
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　図５、図９に示すごとく、バスバー３には、第１電力変換回路１０Aを構成する第１部
分３１と、第２電力変換回路１０Bを構成する第２部分３２とがある。第１部分３１と第
２部分３２それぞれに、平滑コンデンサ４が設けられている。また、第１部分３１に、フ
ィルタコンデンサ５が設けられている。本形態では、平滑コンデンサ４として、電解コン
デンサを用いている。また、フィルタコンデンサ５として、セラミックコンデンサを用い
ている。
【００２１】
　第１部分３１と第２部分３２とは、互いに接続している。また、図１、図２に示すごと
く、正極バスバー３Pには、正極接続端子３７Pが形成されている。この正極接続端子３７

Pを、直流電源８の正電極に接続してある。同様に、図５に示すごとく、負極バスバー３N

には、負極接続端子３７Nが形成されている。この負極接続端子３７Nを、直流電源８の負
電極およびＧＮＤに接続してある。
【００２２】
　また、図９に示すごとく、電力変換装置１は、界磁回路７１を備える。界磁回路７１は
、オルタネータ８１の界磁巻線８１１に界磁電流を流し、磁界を発生させるための回路で
ある。界磁巻線８１１から発生した磁界は、オルタネータ８１内のコイル（図示しない）
に作用する。界磁回路７１は、４個のＭＯＳＦＥＴ７９からなる。これら４個のＭＯＳＦ
ＥＴ７９のうち２個のＭＯＳＦＥＴ７９A，７９Dをオンすることにより、界磁巻線８１１
に界磁電流を流す。これによって、上記磁界を発生させている。
【００２３】
　また、図９に示すごとく、回路基板７には制御回路７２が形成されている。制御回路７
２は、スイッチング素子２０及び界磁回路７１の動作制御を行うための回路である。上記
界磁回路７１および制御回路７２は、正極バスバー３Pの、後述する基板接続部３９に接
続している。
【００２４】
　また、図１、図５に示すごとく、本形態の電力変換装置１は、ケース６を備える。ケー
ス６は、外壁部６１Oと、内壁部６１Iと、載置壁部６２とを備える。この載置壁部６２に
、半導体モジュール２を載置してある。外壁部６１Oと内壁部６１Iとの間には、環状の収
容空間Ｓが形成されている。この収容空間Ｓに、スイッチング素子２０、バスバー３、平
滑コンデンサ４、フィルタコンデンサ５等を収容してある。収容空間Ｓは、エポキシ樹脂
等からなる封止部材６９（図７、図８参照）によって充填されている。
【００２５】
　図１、図２に示すごとく、半導体モジュール２は、スイッチング素子２０から発生した
熱を放熱するための放熱器２９（フィン）を備える。放熱器２９は、ケース６から突出し
ている。放熱器２９は、オルタネータ８１（図１０参照）を配置した側とは反対側に配さ
れている。
【００２６】
　図３、図４に示すごとく、フィルタコンデンサ５は、バスバー３に隣り合う位置に配さ
れている。フィルタコンデンサ５は、バスバー３のコンデンサ接続部３６に接続している
。フィルタコンデンサ５は、バスバー３のうち、コンデンサ接続部３６を形成した部位３
６０の、厚さ方向（Ｘ方向）において、当該部位３６０に隣り合う位置に配されている。
【００２７】
　図５、図６に示すごとく、半導体モジュール２は、上記スイッチング素子２０を内蔵し
た本体部２１と、該本体部２１から突出した直流入力端子２７と、交流出力端子２８と、
制御端子２６とを備える。交流出力端子２８は、上述したように、オルタネータ８１に接
続している。また、制御端子２６は、回路基板７（図７、図８参照）に接続している。
【００２８】
　図６に示すごとく、直流入力端子２７は、バスバー３のモジュール接続部３５に接続し
ている。正極バスバー３Pのうち、フィルタコンデンサ５との接続部（コンデンサ接続部
３６）と上記モジュール接続部３５との間の部位に、基板接続部３９が形成されている。
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図８に示すごとく、この基板接続部３９を、回路基板７に接続している。これにより、回
路基板７に形成した界磁回路７１及び制御回路７２に駆動電力を供給している。
【００２９】
　本形態の作用効果について説明する。本形態では図３、図４に示すごとく、フィルタコ
ンデンサ５を、一対のバスバー３（３P，３N）に隣り合う位置に配置してある。
　そのため、フィルタコンデンサ５とバスバー３との間（例えば配線５１）に、大きなイ
ンダクタンスＬが寄生することを抑制できる。したがって、周波数ｆが高いノイズ電流に
対しても、フィルタコンデンサ５とバスバー３との間に寄生するインピーダンスＺ（＝２
πｆＬ）を充分に低減でき、このノイズ電流をフィルタコンデンサ５へ流しやすくなる。
そのため、周波数ｆが高いノイズ電流を除去しやすい。
【００３０】
　また、上記構成を採用すると、フィルタコンデンサ５によってノイズ電流を容易に除去
できるため、フィルタコンデンサ５として、静電容量の小さなものを用いることができる
。したがって、サイズの小さなフィルタコンデンサ５を用いることができ、電力変換装置
１を小型化しやすい。
【００３１】
　また、本形態では一対のバスバー３を、所定間隔をおいて対向配置してある。
　そのため、個々のバスバー３から発生する磁界を互いに打消し合わせることができ、一
対のバスバー３に寄生するインダクタンスを小さくすることができる。したがって、バス
バー３のうち、半導体モジュール２とフィルタコンデンサ５との間に存在する部位に、大
きなインダクタンスが寄生しにくくなり、この部位のインピーダンスＺを低減できる。そ
のため、半導体モジュール２から発生したノイズ電流をフィルタコンデンサ５へ流しやす
くなり、ノイズ電流を効率的に除去できる。
【００３２】
　また、図９に示すごとく、本形態の電力変換装置１は、界磁回路７１が形成された回路
基板７を備える。図６、図８に示すごとく、界磁回路７１は、正極バスバー３Pのうち、
フィルタコンデンサ５との接続部（コンデンサ接続部３６）と、半導体モジュール２との
接続部（モジュール接続部３５）との間の部位に接続している。
　このようにすると、界磁回路７１から発生したノイズ電流を、フィルタコンデンサ５に
よって除去することができ、このノイズ電流が正極接続端子３７Pから外部へ漏出するこ
とを抑制できる。
【００３３】
　また、上記回路基板７には、半導体モジュール２の動作制御をする制御回路７２も形成
されている。制御回路７２は、界磁回路７１と同様に、正極バスバー３Pのうちコンデン
サ接続部３６とモジュール接続部３５との間の部位に接続している。
　このようにすると、制御回路７２から発生したノイズ電流を、フィルタコンデンサ５に
よって除去することができ、このノイズ電流が正極接続端子３７Pから外部へ漏出するこ
とを抑制できる。
【００３４】
　また、図１、図５に示すごとく、本形態の電力変換装置１は、ケース６を備える。この
ケース６の収容空間Ｓに、半導体モジュール２と一対のバスバー３と平滑コンデンサ４と
を収容してある。また、上記収容空間Ｓには、フィルタコンデンサ５も収容してある。
　このようにすると、ケース６によって、フィルタコンデンサ５等の防水性を確保するこ
とができる。
【００３５】
　また、図７、図８に示すごとく、本形態では収容空間Ｓを、封止部材６９によって充填
してある。
　そのため、封止部材６９によって、フィルタコンデンサ５等の防水性をより高めること
ができる。上述したように、本形態の電力変換装置１は、車載用のオルタネータ８１に取
り付けられている。そのため電力変換装置１は、被水しやすい環境に配されている。した
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がって、ケース６や封止部材６９によって、フィルタコンデンサ５等の防水性を高めたこ
とによる効果は大きい。
【００３６】
　以上のごとく、本形態によれば、ノイズ電流をより効率的に低減できる電力変換装置を
提供することができる。
【００３７】
　なお、本形態では、図４、図７に示すごとく、フィルタコンデンサ５を、Ｘ方向におい
てバスバー３に隣り合う位置に配置したが、本発明はこれに限るものではない。すなわち
、図１１に示すごとく、フィルタコンデンサ５を、Ｚ方向（オルタネータ８１と電力変換
装置１との並び方向：図１０参照）においてバスバー３に隣り合う位置に配置してもよい
。
【００３８】
　また、図４に示すごとく、本形態では、フィルタコンデンサ５を直接、バスバー３に接
続したが、本発明はこれに限るものではない。すなわち、図１２に示すごとく、フィルタ
コンデンサ５をコンデンサ基板５９に搭載し、このコンデンサ基板５９から突出する接続
ピン５９０を、バスバー３に接続してもよい。また、図１２の例では、２個のフィルタコ
ンデンサ５を直列に接続してあるが、並列接続してもよく、１個のフィルタコンデンサ５
のみをコンデンサ基板５９に搭載してもよい。
【００３９】
　以下の実施形態においては、図面に用いた符号のうち、実施形態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、実施形態１と同様の構成要素等を表す。
【００４０】
（実施形態２）
　本形態は、フィルタコンデンサ５の数を変更した例である。図１３、図１４に示すごと
く、本形態では、実施形態１と同様に、第１電力変換回路１０Aと第２電力変換回路１０B

とを構成してある。本形態では、フィルタコンデンサ５として、第１電力変換回路１０A

から発生するノイズ電流を除去する第１フィルタコンデンサ５Aと、第２電力変換回路１
０Bから発生するノイズ電流を除去する第２フィルタコンデンサ５Bとを備える。これらの
フィルタコンデンサ５A，５Bは、図１３に示すごとく、それぞれ一対のバスバー３に隣り
合う位置に配されている。
【００４１】
　本形態の作用効果を説明する。本形態の電力変換装置１は、２個のフィルタコンデンサ
５A，５Bを備えるため、ノイズ電流をより効率的に除去することができる。
　その他、実施形態１と同様の構成および作用効果を備える。
【００４２】
（実施形態３）
　本形態は、フィルタコンデンサ５の配置位置を変更した例である。図１５に示すごとく
、本形態の電力変換装置１は、実施形態１と同様に、ケース６を備える。ケース６は樹脂
製である。本形態ではフィルタコンデンサ５を、ケース６の壁部６１（内壁部６１I）に
インサートしてある。
【００４３】
　上記構成にすると、フィルタコンデンサ５の防水性能をより高めることができる。
　その他、実施形態１と同様の構成および作用効果を備える。
【００４４】
（実施形態４）
　本形態は、フィルタコンデンサ５の配置位置を変更した例である。図１６に示すごとく
、本形態では、フィルタコンデンサ５を、ケース６の外側に配置してある。フィルタコン
デンサ５は、実施形態１と同様に、バスバー３に隣り合う位置に配されている。フィルタ
コンデンサ５とバスバー３との間に、ケース６の内壁部６１Iが介在している。また、フ
ィルタコンデンサ５は、半導体モジュール２の放熱器２９と、平滑コンデンサ４との間に
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【００４５】
　本形態の作用効果について説明する。上述したように、本形態では、フィルタコンデン
サ５をケース６の外側に配置してある。
　そのため、フィルタコンデンサ５が故障した場合に、容易に取り換えることができる。
【００４６】
　また、本形態では、放熱器２９と平滑コンデンサ４との間にフィルタコンデンサ５を配
置してある。
　このようにすると、放熱器２９と平滑コンデンサ４との間の空間を有効活用でき、電力
変換装置１を小型化することができる。
　その他、実施形態１と同様の構成および作用効果を備える。
【符号の説明】
【００４７】
　１　電力変換装置
　２　半導体モジュール
２０　スイッチング素子
　３P　正極バスバー
　３N　負極バスバー
　３　バスバー
　４　平滑コンデンサ
　５　フィルタコンデンサ
　８　直流電源

【図１】 【図２】
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【図７】 【図８】

【図９】 【図１０】



(12) JP 2019-88137 A 2019.6.6

【図１１】 【図１２】

【図１３】 【図１４】
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