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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　直流電圧を所定のスイッチング周波数（ｆＳＷ）でスイッチングすることで交流電圧を
発生する少なくとも１つのスイッチング回路と、
　前記スイッチング回路からの交流電圧を低域通過ろ波することで直流電圧に変換して負
荷に出力するフィルタ回路とを備えた電力変換装置において、
　前記フィルタ回路は、
　前記スイッチング回路からの交流電圧のうち第１の周波数成分のノイズをバイパスする
第１のバイパスコンデンサと、
　前記スイッチング回路からの交流電圧のうち、前記第１の周波数成分よりも低い第２の
周波数成分のノイズをバイパスする第２のバイパスコンデンサと、
　前記第１のバイパスコンデンサと前記第２のバイパスコンデンサとの間に挿入された少
なくとも１つのインダクタとを備え、
　前記インダクタのインダクタンス（Ｌ）は、前記フィルタ回路による共振周波数（ｆｒ

）が前記インダクタの挿入により前記スイッチング周波数（ｆＳＷ）の複数倍未満になる
ように設定されたことを特徴とする電力変換装置。
【請求項２】
　前記第１のバイパスコンデンサのキャパシタンスをＣ１とし、
　前記第２のバイパスコンデンサのキャパシタンスをＣ２とし、
　前記スイッチング周波数（ｆＳＷ）と前記共振周波数（ｆｒ）とは、複数Ｎとして次式
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のように設定される
【数１】

ことを特徴とする請求項１に記載の電力変換装置。
【請求項３】
　前記インダクタは、配線インダクタと、実装インダクタと、実装コイルとのうちの少な
くとも１つを含むことを特徴とする請求項１又は２に記載の電力変換装置。
【請求項４】
　前記インダクタは、コモンモードチョークコイル（ＣＭＣ）の漏れインダクタ、又は、
コモンモードチョークコイル（ＣＭＣ）を構成する少なくとも２つのインダクタを含むこ
とを特徴とする請求項１～３のうちのいずれか１つ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、例えばＤＣ／ＤＣ変換装置などの電力変換装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　スイッチング素子をオン／オフ制御することで電力変換を行う電力変換装置では、一般
的に、２０ｋＨｚ以上とされているスイッチング周波数においてスイッチング制御を行う
ために、スイッチング素子のオン／オフに起因した高い周波数のスイッチングノイズが発
生する。これにより、電子機器の誤動作又は機能停止などの障害が発生するという問題が
あった。
【０００３】
　例えば、特許文献１に開示された従来例１に係る電力変換装置１０１の構成を図９に示
す。図９において、電力変換装置１０１は、電源フィルタ回路１１０と、電圧変換回路１
２０とを備えて構成される。ここで、電源フィルタ回路１１０は、コンデンサ１１１ａか
らなる第１のフィルタ回路１１１と、コンデンサ１１２ａと抵抗１１２ｂの直列回路から
なる第２のフィルタ回路１１２とが並列に接続されて構成される。また、電圧変換回路１
２０は、スイッチング素子１２１ａ，１２１ｂからなるスイッチング回路１２１と、コイ
ル１２２ａとコンデンサ１２２ｂからなるローパスフィルタ１２２とを備えて構成される
。
【０００４】
　従来技術に係る電力変換装置において、寄生インダクタンスの影響により、出力に高周
波リンギングノイズ（１００ＭＨｚ～数１００ＭＨｚ）が周波数帯域で発生することが知
られている。図９の従来例１に係る電力変換装置では、高周波ノイズを低減するために、
大容量のバルクコンデンサ１１１ａからなる第１のフィルタ回路１１１と、ノイズ対策用
の小容量コンデンサ１１２ａを有する第２のフィルタ回路１１２とを付加することで、駆
動パルス信号の安定化を図りつつ、高周波ノイズを低減している。
【０００５】
　また、特許文献２に開示された従来例２に係る電力変換装置では、スイッチング回路の
後段に設けられた高周波用バイパスコンデンサと低周波用バイパスコンデンサとの間を比
較的小さいインダクタンスで接続し、これにより、スイッチングノイズの比較的小さい高
周波領域で動作させることを特徴としている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
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【特許文献１】特開２０１４－１０３８４２号公報
【特許文献２】特許第６２０７７５１号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　しかしながら、従来例２では、高周波用バイパスコンデンサと低周波用バイパスコンデ
ンサとの間に必然的に配線による寄生インダクタンス（以下、配線インダクタンスという
）が存在する。このため、これらＬＣ回路により共振現象が発生する。
【０００８】
　図１０は本発明の課題を説明するための共振周波数ｆｒと配線インダクタンスとの関係
を示すグラフである。図１０に示すように、共振周波数ｆｒがスイッチング周波数ｆＳＷ

からその上限ｆｒｍａｘに向かって変化するにつれて、配線インダクタンスが低下する。
しかし、当該共振周波数ｆｒとスイッチング周波数ｆＳＷとが一致した場合に、スイッチ
ングノイズが共振現象によりさらに増幅されるという問題点があった。
【０００９】
　また、今後、次世代パワーデバイスにより高周波化が進み、高周波領域でのノイズレベ
ルがさらに増加することが予測される。
【００１０】
　本発明の目的は以上の問題点を解決し、従来技術に比較して、電力変換装置におけるス
イッチングノイズを確実に低減することができる電力変換装置を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　本発明の一態様に係る電力変換装置は、
　直流電圧を所定のスイッチング周波数（ｆＳＷ）でスイッチングすることで交流電圧を
発生する少なくとも１つのスイッチング回路と、
　前記スイッチング回路からの交流電圧を低域通過ろ波することで直流電圧に変換して負
荷に出力するフィルタ回路とを備えた電力変換装置において、
　前記フィルタ回路は、
　前記スイッチング回路からの交流電圧のうち第１の周波数成分のノイズをバイパスする
第１のバイパスコンデンサと、
　前記スイッチング回路からの交流電圧のうち、前記第１の周波数成分よりも低い第２の
周波数成分のノイズをバイパスする第２のバイパスコンデンサと、
　前記第１のバイパスコンデンサと前記第２のバイパスコンデンサとの間に挿入された少
なくとも１つのインダクタとを備え、
　前記インダクタのインダクタンス（Ｌ）は、前記フィルタ回路による共振周波数（ｆｒ

）が前記インダクタの挿入により前記スイッチング周波数（ｆＳＷ）の複数倍未満になる
ように設定されたことを特徴とする。
【発明の効果】
【００１２】
　従って、本発明に係る電力変換装置によれば、回路構成の複雑化を回避し、従来技術に
比較して電力変換装置におけるスイッチングノイズを確実に低減しかつ高い効率で動作さ
せることができる。
【図面の簡単な説明】
【００１３】
【図１Ａ】実施形態１に係る電力変換装置の構成例を示す回路図である。
【図１Ｂ】実施形態１の変形例に係る電力変換装置の構成例を示す回路図である。
【図２】実施形態２に係る昇圧機能を有する非同期型電力変換装置の構成例を示す回路図
である。
【図３】実施形態３に係る昇圧機能を有する同期型電力変換装置の構成例を示す回路図で
ある。
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【図４】実施形態４に係る昇圧機能を有する同期型電力変換装置の構成例を示す回路図で
ある。
【図５】実施形態５に係る昇圧機能を有する同期型電力変換装置の構成例を示す回路図で
ある。
【図６】図３の電力変換装置のシミュレーション結果であって、効率Ｅｆ及び実効電流の
リップルＩｅの周波数特性を示すグラフである。
【図７】図３の電力変換装置のシミュレーション結果であって、共振周波数ｆｒがスイッ
チング周波数ｆＳＷの２倍（１４０ｋＨｚ）に一致しないときの各動作信号波形を示すタ
イミングチャートである。
【図８】図３の電力変換装置のシミュレーション結果であって、共振周波数ｆｒがスイッ
チング周波数ｆＳＷの２倍（１４０ｋＨｚ）に一致したときの各動作信号波形を示すタイ
ミングチャートである。
【図９】従来例１に係る電力変換装置の構成を示す回路図である。
【図１０】本発明の課題を説明するための共振周波数ｆｒと配線インダクタンスとの関係
を示すグラフである。
【図１１】従来例１に係る電力変換装置の課題を示すスイッチングノイズの周波数特性を
示すグラフである。
【図１２】本実施形態に係る、課題を解決する手段により得られる作用効果を示すスイッ
チングノイズの周波数特性を示すグラフである。
【発明を実施するための形態】
【００１４】
　以下、本発明に係る実施形態について図面を参照して説明する。なお、以下の各実施形
態において、同様の構成要素については同一の符号を付している。
【００１５】
実施形態１．
　図１Ａは実施形態１に係る電力変換装置の構成例を示す回路図である。図１Ａにおいて
、実施形態１に係る電力変換装置は、直流電圧源１１と、負荷１５との間に挿入される。
当該電力変換装置は、スイッチング回路１０と、フィルタ回路３０とを備えて構成される
。スイッチング回路１０は、直流電圧源１１からの直流電圧を所定のスイッチング周波数
（ｆＳＷ）でスイッチングすることで交流電圧を発生してフィルタ回路３０に出力する。
次いで、フィルタ回路３０は、スイッチング回路からの交流電圧を低域通過ろ波すること
で直流電圧に変換して負荷１５に出力する。
【００１６】
　スイッチング回路１０は、直流電圧をスイッチングするスイッチング素子と、スイッチ
ング素子を所定のデューティ比でオン／オフ制御で駆動するための駆動信号を発生する制
御回路２０とを備えて構成される。
【００１７】
　フィルタ回路３０は、バイパスコンデンサ１２，１３と、インダクタ１４Ａ，１４Ｂと
を備えて構成される。スイッチング回路１０からの交流電圧はバイパスコンデンサ１２の
両端に印加され、バイパスコンデンサ１２の一端はインダクタ１４Ａを介してバイパスコ
ンデンサ１３の一端に接続され、バイパスコンデンサ１２の他端はインダクタ１４Ｂを介
してバイパスコンデンサ１３の他端に接続される。ここで、バイパスコンデンサ１２は、
スイッチング回路１０からの交流電圧のうち第１の周波数成分（比較的高い周波数成分）
のスイッチングノイズをバイパスする。バイパスコンデンサ１３は、スイッチング回路１
０からの交流電圧のうち、前記第１の周波数成分よりも低い第２の周波数成分（比較的低
い周波数成分）のノイズをバイパスする。インダクタ１４Ａ，１４Ｂの合成インダクタン
ス（Ｌ）は、フィルタ回路３０による共振周波数ｆｒがインダクタ１４Ａ，１４Ｂの挿入
によりスイッチング周波数ｆＳＷの複数倍未満になるように設定される。
【００１８】
　すなわち、本実施形態では、バイパスコンデンサ１２のキャパシタンスをＣ１とし、バ



(5) JP 6973316 B2 2021.11.24

10

20

30

40

50

イパスコンデンサ１３のキャパシタンスをＣ２としたとき、スイッチング周波数ｆＳＷと
共振周波数（ｆｒ）とは次式のように設定される。
【００１９】
【数１】

【００２０】
　ここで、Ｎは２以上の整数又は自然数であり、すなわち、複数である。本実施形態にお
いて、２つのインダクタ１４Ａ，１４Ｂのうちの１つのインダクタを削除してもよい。ま
た、インダクタ１４Ａ，１４Ｂは、配線インダクタと、実装インダクタと、実装コイルと
のうちの少なくとも１つであってもよい。
【００２１】
　以上のように構成された電力変換装置において、バイパスコンデンサ１２，１３は、電
力変換装置が動作するときに、直流電圧源１１の直流電圧が変動することを回避すること
を目的として、スイッチング回路１０負荷１５との間の電源ラインと、グラウンドライン
との間に接続される。ここで、バイパスコンデンサ１２はスイッチング回路１０から発生
する高周波スイッチングノイズ成分を還流させる役割を有し、バイパスコンデンサ１３は
低周波スイッチングノイズ成分を還流させる役割を有する。インダクタ１４Ａ，１４Ｂは
、バイパスコンデンサ１２，１３間の共振周波数を低減させる役割を有する。なお、バイ
パスコンデンサ１２，１３はそれぞれ容量を満足するために、複数のコンデンサを並列、
または直列接続したものでもよい。
【００２２】
　以上説明したように、本実施形態に係る電力変換装置によれば、回路構成の複雑化を回
避し、従来技術に比較して電力変換装置におけるスイッチングノイズを確実に低減しかつ
高い効率で動作させることができる。ここで、挿入するコンデンサとして比較的小さいリ
ップルの部品を選択することができ、また、インダクタを挿入することで過電流を抑制で
き、スイッチング素子の放熱体を従来技術に比較して小さくできる。
【００２３】
　なお、実施形態１の変形例は、実施形態２～５にも適用できる。
【００２４】
実施形態１の変形例．
　図１Ｂは実施形態１の変形例に係る電力変換装置の構成例を示す回路図である。図１Ｂ
の電力変換装置は、図１Ａの電力変換装置に比較して、以下の点が異なる。
（１）１個のスイッチング回路１０に代えて、複数Ｍ個のスイッチング回路１０－１～１
０－Ｍを備える。各スイッチング回路１０－１～１０－Ｍはそれぞれ、スイッチング素子
を駆動する駆動信号を発生する制御回路２０－１～２０－Ｍをそれぞれ別々に備えてもよ
いし、１つの制御回路で複数のスイッチング回路１０－１～１０－Ｍの各スイッチング素
子を駆動してもよい。
【００２５】
　以上のように構成された実施形態１の変形例に係る電力変換装置は、実施形態１に係る
電力変換装置と同様の作用効果を有する。
【００２６】
実施形態２．
　図２は実施形態２に係る昇圧機能を有する非同期型電力変換装置の構成例を示す回路図
である。実施形態２に係る電力変換装置は、図１の電力変換装置に比較して、スイッチン
グ回路１０の回路構成を詳細に示すものであり、相違点のみを以下に説明する。
【００２７】
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　図２において、スイッチング回路１０は、昇圧用リアクトル１６と、例えばＭＯＳＦＥ
Ｔ、ＩＧＢＴ等で構成されるスイッチング素子Ｑ１と、ダイオードＤ１と、制御回路２０
とを備えて構成される。直流電圧源１１からの直流電圧はリアクトル１６を介してスイッ
チング素子Ｑ１のドレイン・ソースの両端に印加され、スイッチング素子Ｑ１のドレイン
はダイオードＤ１を介してバイパスコンデンサ１２の一端に接続される。制御回路２０は
、スイッチング素子Ｑ１を所定のデューティ比でオン／オフ制御で駆動するための駆動信
号Ｓ１を発生してスイッチング素子Ｑ１のゲートに印加する。
【００２８】
　以上のように構成された実施形態２に係る電力変換装置は、非同期型昇圧機能を有する
ことを除き、実施形態１に係る電力変換装置と同様の作用効果を有する。
【００２９】
実施形態３．
　図３は実施形態３に係る昇圧機能を有する同期型電力変換装置の構成例を示す回路図で
ある。実施形態３に係る電力変換装置は、図２の電力変換装置に比較して、以下の相違点
を有する。
（１）スイッチング回路１０に代えて、スイッチング回路１０Ａを備える。
（２）スイッチング回路１０Ａは、昇圧用リアクトル１６と、例えばＭＯＳＦＥＴ、ＩＧ
ＢＴ等で構成されるスイッチング素子Ｑ１，Ｑ２と、制御回路２０Ａとを備えて構成され
る。
【００３０】
　図３において、直流電圧源１１からの直流電圧はリアクトル１６を介してスイッチング
素子Ｑ１のドレイン・ソースの両端に印加され、スイッチング素子Ｑ１のドレインはスイ
ッチング素子Ｑ２のソース及びドレインを介してバイパスコンデンサ１２の一端に接続さ
れる。制御回路２０Ａは、スイッチング素子Ｑ１，Ｑ２を所定のデューティ比でかつ互い
に異なる期間で同期してオン／オフ制御で駆動するための駆動信号Ｓ１，Ｓ２を発生して
スイッチング素子Ｑ１のゲートに印加する。
【００３１】
　以上のように構成された実施形態３に係る電力変換装置は、同期型昇圧機能を有するこ
とを除いて、実施形態２に係る電力変換装置と同様の作用効果を有する。
【００３２】
実施形態４．
　図４は実施形態４に係る昇圧機能を有する同期型電力変換装置の構成例を示す回路図で
ある。実施形態４に係る電力変換装置は、図３の電力変換装置に比較して、以下の相違点
を有する。
（１）インダクタ１４Ａに代えて、コモンモードチョークコイル（ＣＭＣ）１７の第１の
インダクタＬ１を備える。
（２）インダクタ１４Ｂに代えて、コモンモードチョークコイル（ＣＭＣ）１７の第２の
インダクタＬ２を備える。
【００３３】
　ここで、コモンモードチョークコイル（ＣＭＣ）１７は特にコモンモードノイズを除去
するために設けられる。なお、コモンモードチョークコイル（ＣＭＣ）１７に代えて、２
つのインダクタＬ１，Ｌ２であってもよい。また、２つのインダクタＬ１，Ｌ２は、コモ
ンモードチョークコイル（ＣＭＣ）の漏れインダクタンスを含んでもよい。
【００３４】
　以上のように構成された実施形態４に係る電力変換装置は、同期型昇圧機能を有するこ
とを除いて、実施形態２に係る電力変換装置と同様の作用効果を有する。
【００３５】
実施形態５．
　図５は実施形態５に係る昇圧機能を有する同期型電力変換装置の構成例を示す回路図で
ある。実施形態５に係る電力変換装置は、図４の電力変換装置に比較して、以下の相違点
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を有する。
（１）直流電圧源１１と並列に接続されたバイパスコンデンサ１８をさらに備える。
（２）バイパスコンデンサ１３の他端は、所定のしきい値電流以上の電流が流れたときに
切断されるヒューズ１９を介して負荷１５の接地側に接続される。
（３）バイパスコンデンサ１８の接地側他端は、コモンモードチョークコイル（ＣＭＣ）
１７の第２のインダクタＬ２を介して、バイパスコンデンサ１３とヒューズ１９の接続点
に接続される。
【００３６】
　以上のように構成された電力変換装置において、ヒューズ１９を追加することで、バイ
パスコンデンサ１３，１８の過電流を抑制することができる。コモンモードチョークコイ
ル（ＣＭＣ）１７を設けることで、当該コモンモードチョークコイル（ＣＭＣ）１７に係
るインダクタＬ１，Ｌ２と、各バイパスコンデンサ１２，１３との組み合わせで構成され
る共振回路の共振周波数を低減させることができる。本実施形態のその他の作用効果は、
実施形態４と同様である。
【実施例】
【００３７】
　図６は図３の電力変換装置のシミュレーション結果であって、効率Ｅｆ及び実効電流の
リップルＩｅの周波数特性を示すグラフである。本発明者らは、図３の実施形態３に係る
電力変換装置の回路構成を用いて、回路シミュレータ（ソフト名：Ｓｉｍｅｔｒｉｘ）を
用いて共振抑制の効果を確認するためのシミュレーションを行った。以下の表１にそのシ
ミュレーション条件を示す。
【００３８】
［表１］
――――――――――――――――――――――――――――――
　　項目　　　　　　　　　　　数値
――――――――――――――――――――――――――――――
直流電圧源１１の電圧　　　　１００Ｖ
スイッチング周波数ｆＳＷ　　　７０ｋＨｚ
バイパスコンデンサ１２　　　２．２μＦ
バイパスコンデンサ１３　　　１３１μＦ
インダクタ１４Ａ，１４Ｂ　　０．２１～２８．８μＨ（可変）
負荷１５　　　　　　　　　　６８．２Ω
――――――――――――――――――――――――――――――
【００３９】
　インダクタ１４Ａ，１４Ｂの合成インダクタンス値を変更することで、共振周波数ｆｒ

を変更した。共振周波数ｆｒをスイッチング周波数ｆＳＷの複数倍未満にすることで、リ
ップルＩｅの低減、及び効率Ｅｆの向上の確認を行った。図７から明らかなように、ｆｒ

＝ｆＳＷのときは、効率Ｅｆが低下し、実効電流のリップルＩｅが増大していることがわ
かり、ｆｒ＜ｆＳＷにすることで、ｆｒ＝ｆＳＷのときに比較して、効率Ｅｆが向上し、
実効電流のリップルＩｅが低下していることがわかる。
【００４０】
　図７は図３の電力変換装置のシミュレーション結果であって、共振周波数ｆｒがスイッ
チング周波数ｆＳＷの２倍（１４０ｋＨｚ）に一致しないときの各動作信号波形を示すタ
イミングチャートである。また、図８は図３の電力変換装置のシミュレーション結果であ
って、共振周波数ｆｒがスイッチング周波数ｆＳＷの２倍（１４０ｋＨｚ）に一致したと
きの各動作信号波形を示すタイミングチャートである。図８から明らかなように、共振周
波数ｆｒがスイッチング周波数ｆＳＷの２倍（１４０ｋＨｚ）に一致したとき、リップル
電流及びリップル電圧が増大していることが分かる。これに対して、共振周波数ｆｒがス
イッチング周波数ｆＳＷの２倍（１４０ｋＨｚ）に一致しないとき、リップル電流及びリ
ップル電圧が減少していることが分かる。
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【００４１】
従来例１との比較．
　図１１は従来例１に係る電力変換装置の課題を示すスイッチングノイズの周波数特性を
示すグラフであり、図１２は本実施形態に係る、課題を解決する手段により得られる作用
効果を示すスイッチングノイズの周波数特性を示すグラフである。
【００４２】
　図１１の従来例１に係る電力変換装置では、パワースイッチング素子に、複数のＩＧＢ
Ｔを使用しており、スイッチング周波数は２０ｋＨｚであって比較的低周波である。従来
例１では、２つのバイパスコンデンサ間を比較的低インダクタで接続し、当該低インダク
タンスのインダクタによりノイズレベルの小さい高周波領域で動作させている。
【００４３】
　しかしながら、従来例１に係る電力変換装置において、スイッチング回路のスイッチン
グ素子として、次世代パワー半導体スイッチング素子（ＳｉＣ又はＧａＮ）を用いて高周
波することで、電力変換装置の小型化及び高効率化を実現できる。しかし、高周波化に伴
い、スイッチング周波数をバイパスコンデンサ間の共振周波数と一致する可能性があり、
リップルの増加、効率の悪化、寿命の低減につながる。
【００４４】
　特に、スイッチング回路１０Ａ，１０Bにおいて、スイッチング回路１０内のスイッチ
ング素子が誤動作した場合、バイパスコンデンサ１２，１３から過電流が流れる可能性が
ある。本実施形態では、従来技術に比較して共振周波数が低く従来技術に比較して大容量
のバイパスコンデンサ１３の前段において、従来技術に比較して大きなインダクタンスを
有するインダクタ１４Ａ，１４Ｂを配置しているため、過電流抑制の効果が得られる。こ
れに対して、従来例では、インダクタのインダクタンスは本実施形態に比較して小さいた
め過電流抑制効果は小さい。
【００４５】
　これに対して、実施形態１～４によれば、図１２に示すように、インダクタのインダク
タンスの増加により共振周波数ｆｒをスイッチング周波数ｆＳＷの複数倍未満にすること
で、スイッチングノイズが発生しないスイッチング周波数ｆＳＷで駆動させることができ
る。これに対して、従来例２では、インダクタンスの減少により共振周波数ｆｒをスイッ
チング周波数ｆＳＷの複数倍より大きくすることで、ノイズレベルの小さいスイッチング
周波数ｆＳＷで駆動している。今後、次世代パワーデバイスを用いてスイッチング素子を
構成することにより電力変換装置の高周波化が進み、高周波領域においてノイズレベルが
増大するが、本実施形態の構成を用いることで、将来的に、ノイズレベルの小さい低周波
領域へ移行することでこれらの課題を解決できる。
【産業上の利用可能性】
【００４６】
　以上詳述したように、本発明に係る電力変換装置によれば、回路構成の複雑化を回避し
、従来技術に比較して電力変換装置におけるスイッチングノイズを確実に低減しかつ高い
効率で動作させることができる。ここで、挿入するコンデンサとして比較的小さいリップ
ルの部品を選択することができ、また、インダクタを挿入することで過電流を抑制でき、
スイッチング素子の放熱体を従来技術に比較して小さくできる。
【符号の説明】
【００４７】
１０，１０－１～１０－Ｍ，１０Ａ　スイッチング回路
１１　直流電圧源
１２，１３　バイパスコンデンサ
１４Ａ，１４Ｂ　インダクタ
１５　負荷
１６　インダクタ
１７　コモンモードチョークコイル（ＣＭＣ）
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１８　バイパスコンデンサ
１９　ヒューズ
２０，２０－１～２０－Ｍ，２０Ａ　制御回路
３０，３０Ａ，３０Ｂ　フィルタ回路
Ｄ１　ダイオード
Ｌ１，Ｌ２　インダクタ
Ｑ１～Ｑ４　スイッチング素子

【図１Ａ】 【図１Ｂ】
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【図２】

【図３】

【図４】

【図５】 【図６】
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【図７】 【図８】

【図９】 【図１０】
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【図１１】 【図１２】
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