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(57)【要約】
【課題】筐体の内部への雨水等の水分の侵入を抑制する
ことが可能な屋外盤を提供する。
【解決手段】この屋外盤１００は、内部に半導体電力変
換器１を格納した筐体２と、筐体２の側面２０側に設け
られ、外気を吸気する吸気口３と、筐体２の側面２１側
に設けられ、吸気口３から吸気された外気を排気する排
気口４と、吸気口３と排気口４との間に設けられ、吸気
された外気が通過するように設けられた風路６と、風路
６の内部に設けられ、吸気された外気によって半導体電
力変換器１を冷却する冷却フィン５と、吸気口３からの
水分の侵入を抑制する吸気口側防水構造部７と、を備え
る。
【選択図】図３
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　内部に電力変換器を格納した筐体と、
　前記筐体の一方側面側に設けられ、外気を吸気する吸気口と、
　前記筐体の他方側面側に設けられ、前記吸気口から吸気された外気を排気する排気口と
、
　前記吸気口と前記排気口との間に設けられ、前記吸気された外気が通過するように設け
られた風路と、
　前記風路の内部に設けられ、前記吸気された外気によって前記電力変換器を冷却する放
熱部材と、
前記吸気口からの水分の侵入を抑制する吸気口側防水構造部と、を備える、屋外盤。
【請求項２】
　前記吸気口側防水構造部は、前記筐体に対して前記一方側面の外側に突出するとともに
前記吸気口を一体的に含む第１吸気口側防水ダクトと、前記第１吸気口側防水ダクト内に
前記吸気口から侵入した水分が前記第１吸気口側防水ダクト内へ移動するのを遮るように
設けられた吸気口側防水板とを含む、請求項１に記載の屋外盤。
【請求項３】
　前記吸気口は、前記第１吸気口側防水ダクトの下面に設けられ、
　前記吸気口側防水板は、前記吸気口から侵入した水分が上方へ移動するのを遮るように
配置されている、請求項２に記載の屋外盤。
【請求項４】
　前記吸気口側防水構造部は、前記第１吸気口側防水ダクトの前記筐体に対して前記一方
側面の内部側に隣接して配置された第２吸気口側防水ダクトと、前記第２吸気口側防水ダ
クトの内部に設けられ、前記吸気された外気を前記排気口に送風する冷却ファンと、を含
み、
　前記第２吸気口側防水ダクトは、前記吸気口から侵入した水分が前記吸気口側に向かっ
て移動するように傾斜する吸気口側傾斜面が底面に設けられている、請求項２または３に
記載の屋外盤。
【請求項５】
　前記第１吸気口側防水ダクトと前記第２吸気口側防水ダクトとの間の第１壁部には、前
記吸気口側傾斜面に沿って移動した水分が前記第１吸気口側防水ダクト側に通過可能な第
１孔部が設けられている、請求項４に記載の屋外盤。
【請求項６】
　前記筐体に対して前記他方側面の外側に突出するとともに前記排気口を一体的に含む第
１排気口側防水ダクトと、前記第１排気口側防水ダクト内に前記排気口から侵入した水分
の前記筐体内への移動を遮るように設けられた排気口側防水板とを含む排気口側防水構造
部をさらに備える、請求項１～５のいずれか１項に記載の屋外盤。
【請求項７】
　前記排気口は、前記第１排気口側防水ダクトの下面に設けられ、
　前記排気口側防水板は、前記排気口から侵入した水分が上方へ移動するのを遮るように
配置されている、請求項６に記載の屋外盤。
【請求項８】
　前記排気口側防水構造部は、前記第１排気口側防水ダクトの前記筐体に対して前記他方
側面の内側に隣接して配置された第２排気口側防水ダクトを含み、
　前記第２排気口側防水ダクトは、前記第２排気口側防水ダクト内に侵入した水分が前記
排気口側に向かって移動するように傾斜する排気口側傾斜面が底面に設けられている、請
求項６または７に記載の屋外盤。
【請求項９】
　前記第１排気口側防水ダクトと前記第２排気口側防水ダクトとの間の第２壁部には、前
記排気口側傾斜面に沿って移動した水分が前記第１排気口側防水ダクト側に通過可能な第
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２孔部が設けられている、請求項８に記載の屋外盤。
【請求項１０】
　前記吸気口側防水構造部は、前記筐体の前記一方側面側に設けられた吸気口側防水ダク
トを含み、
　前記排気口側防水構造部は、前記筐体の前記一方側面側に対向する前記他方側面側に設
けられた排気口側防水ダクトを含み、
　前記吸気口側防水ダクト、前記排気口側防水ダクト、および、前記風路の各々は、前記
筐体の上部近傍に位置している、請求項６～９のいずれか１項に記載の屋外盤。
【請求項１１】
　前記風路は、略直線状に形成されている、請求項１０に記載の屋外盤。
【請求項１２】
　前記一方側面または前記他方側面と直交する方向から見て、前記吸気口側防水ダクトお
よび前記排気口側防水ダクトは、前記吸気口側防水ダクトおよび前記排気口側防水ダクト
の少なくとも一部が重なるように配置されている、請求項１１に記載の屋外盤。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この発明は、屋外盤に関し、特に、吸気口および排気口を備える屋外盤に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、吸気口および排気口を備える屋外盤が知られている（たとえば、特許文献１参照
）。
【０００３】
　上記特許文献１の屋外盤は、筐体の内部に半導体応用装置を収容している。上記屋外盤
の内部は、上記半導体応用装置の主回路部を冷却するための冷却部が収容される主冷却室
と、主回路部を制御するための制御部が収容される補助冷却室とに分離されている。主冷
却室には、外部から空気を取り込む第１吸気孔と、外部へ空気を排出する第１排気孔とが
設けられている。補助冷却室には、外部から空気を取り込む第２吸気孔と、外部へ空気を
排出する第２排気孔とが設けられている。第１吸気口および第２吸気口の各々は、屋外盤
の筐体の側面に設けられ、筐体の外面に露出している。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２００３－１９８１６９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、上記特許文献１に記載の屋外盤では、第１吸気口および第２吸気口の各
々が、屋外盤の筐体の側面に設けられ、筐体の外面に露出しているため、雨水等の水分が
、第１吸気口および第２吸気口の各々を介して屋外盤の筐体の内部に侵入するという問題
点がある。
【０００６】
　この発明は、上記のような課題を解決するためになされたものであり、この発明の１つ
の目的は、筐体の内部への雨水等の水分の侵入を抑制することが可能な屋外盤を提供する
ことである。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　上記目的を達成するために、この発明の一の局面による屋外盤は、内部に電力変換器を
格納した筐体と、筐体の一方側面側に設けられ、外気を吸気する吸気口と、筐体の他方側
面側に設けられ、吸気口から吸気された外気を排気する排気口と、吸気口と排気口との間
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に設けられ、吸気された外気が通過するように設けられた風路と、風路の内部に設けられ
、吸気された外気によって電力変換器を冷却する放熱部材と、吸気口からの水分の侵入を
抑制する吸気口側防水構造部と、を備える。
【０００８】
　この発明の一の局面による屋外盤では、上記のように、吸気口からの水分の侵入を抑制
する吸気口側防水構造部を設けることによって、筐体の内部への雨水等の水分の侵入を吸
気口側防水構造部により抑制することができる。
【０００９】
　上記一の局面による屋外盤において、好ましくは、吸気口側防水構造部は、筐体に対し
て一方側面の外側に突出するとともに吸気口を一体的に含む第１吸気口側防水ダクトと、
第１吸気口側防水ダクト内に吸気口から侵入した水分が第１吸気口側防水ダクト内へ移動
するのを遮るように設けられた吸気口側防水板とを含む。このように構成すれば、吸気口
から第１吸気口側防水ダクト内へ雨水等の水分が侵入した場合に、吸気口側防水板により
、水分が筐体内へ侵入するのを確実に抑制することができる。
【００１０】
　この場合、好ましくは、吸気口は、第１吸気口側防水ダクトの下面に設けられ、吸気口
側防水板は、吸気口から侵入した水分が上方へ移動するのを遮るように配置されている。
このように構成すれば、吸気口が第１吸気口側防水ダクトの下面に設けられていることに
より、雨水等の水分が吸気口から第１吸気口側防水ダクト内に侵入するのを抑制すること
ができる。また、雨水等の水分が、吸気口を通り下方から第１吸気口側防水ダクト内へ侵
入した場合でも、吸気口側防水板により、水分が上方へ移動して筐体内へ侵入するのを効
果的に抑制することができる。
【００１１】
　上記吸気口側防水構造部が第１吸気口側防水ダクトを含む屋外盤において、好ましくは
、吸気口側防水構造部は、第１吸気口側防水ダクトの筐体に対して一方側面の内部側に隣
接して配置された第２吸気口側防水ダクトと、第２吸気口側防水ダクトの内部に設けられ
、吸気された外気を排気口に送風する冷却ファンと、を含み、第２吸気口側防水ダクトは
、吸気口から侵入した水分が吸気口側に向かって移動するように傾斜する吸気口側傾斜面
が底面に設けられている。このように構成すれば、雨水等の水分が第２吸気口側防水ダク
ト内に侵入した場合に、第２吸気口側防水ダクトの底面に設けられた吸気口側傾斜面によ
り水分を吸気口側へ移動させることができるので、水分が排気口側に侵入するのを容易に
抑制することができる。
【００１２】
　また、冷却ファンが放熱部材に対して吸気口側に設けられていることによって、放熱部
材を通ることにより比較的高温になった外気が、冷却ファンを通ることを抑制することが
できる。その結果、冷却ファンの劣化を抑制することができる。ここで、冷却ファンが放
熱部材に対して吸気口側に設けられていることに起因して、吸気口側の圧力が減少し、雨
水等の水分が吸気口から吸い込まれ易くなる。したがって、吸気口側防水構造部を設ける
ことは、冷却ファンを放熱部材に対して吸気口側に設ける場合に、筐体内への水分の侵入
を抑制することに特に有効である。
【００１３】
　この場合、好ましくは、第１吸気口側防水ダクトと第２吸気口側防水ダクトとの間の第
１壁部には、吸気口側傾斜面に沿って移動した水分が第１吸気口側防水ダクト側に通過可
能な第１孔部が設けられている。このように構成すれば、第２吸気口側防水ダクト内に侵
入した水分を、第１孔部を介して容易に第１吸気口側防水ダクト側に戻すことができる。
【００１４】
　上記一の局面による屋外盤において、好ましくは、筐体に対して他方側面の外側に突出
するとともに排気口を一体的に含む第１排気口側防水ダクトと、第１排気口側防水ダクト
内に、排気口から侵入した水分の筐体内への移動を遮るように設けられた排気口側防水板
とを含む排気口側防水構造部をさらに備える。このように構成すれば、排気口から第１排
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気口側防水ダクト内へ雨水等の水分が侵入した場合に、排気口側防水板により、水分が筐
体内へ侵入するのを容易に抑制することができる。
【００１５】
　この場合、好ましくは、排気口は、第１排気口側防水ダクトの下面に設けられ、排気口
側防水板は、排気口から侵入した水分が上方へ移動するのを遮るように配置されている。
このように構成すれば、排気口が第１排気口側防水ダクトの下面に設けられていることに
より、雨水等の水分が排気口から第１排気口側防水ダクト内に侵入するのを抑制すること
ができる。また、雨水等の水分が、排気口を通り下方から第１排気口側防水ダクト内へ侵
入した場合でも、排気口側防水板により、水分が上方へ移動して筐体内へ侵入するのを効
果的に抑制することができる。
【００１６】
　上記排気口側防水構造部が第１排気口側防水ダクトを含む屋外盤において、好ましくは
、排気口側防水構造部は、第１排気口側防水ダクトの筐体に対して他方側面の内側に隣接
して配置された第２排気口側防水ダクトを含み、第２排気口側防水ダクトは、第２排気口
側防水ダクト内に侵入した水分が排気口側に向かって移動するように傾斜する排気口側傾
斜面が底面に設けられている。このように構成すれば、雨水等の水分が第２排気口側防水
ダクト内に侵入した場合に、第２排気口側防水ダクトの底面に設けられた排気口側傾斜面
により水分を排気口側へ移動させることができるので、水分が吸気口側に侵入するのを容
易に抑制することができる。
【００１７】
　この場合、好ましくは、第１排気口側防水ダクトと第２排気口側防水ダクトとの間の第
２壁部には、排気口側傾斜面に沿って移動した水分が第１排気口側防水ダクト側に通過可
能な第２孔部が設けられている。このように構成すれば、第２排気口側防水ダクト内に侵
入した水分を、第２孔部を介して容易に第１排気口側防水ダクト側に戻すことができる。
【００１８】
　上記排気口側防水構造部をさらに備える屋外盤において、好ましくは、吸気口側防水構
造部は、筐体の一方側面側に設けられた吸気口側防水ダクトを含み、排気口側防水構造部
は、筐体の一方側面側に対向する他方側面側に設けられた排気口側防水ダクトを含み、吸
気口側防水ダクト、排気口側防水ダクト、および、風路の各々は、筐体の上部近傍に位置
している。このように構成すれば、吸気口側防水ダクトと排気口側防水ダクトとが互いに
対向する側面に設けられていることによって、排気口から排気される比較的高温の空気が
、吸気口から吸気されるのを容易に抑制することができる。その結果、吸気口から吸気さ
れた外気による冷却効率の低下を抑制することができる。
【００１９】
　また、吸気口側防水ダクト、排気口側防水ダクト、および、風路の各々を、筐体の上部
近傍に位置させることによって、吸気口側防水ダクトおよび排気口側防水ダクトの各々か
ら、地面の埃、ごみ、および、雪等が侵入するのを抑制することができる。これにより、
屋外盤のメンテナンスを行う回数を低減することができるとともに、屋外盤の稼働時間を
向上させることができる。
【００２０】
　この場合、好ましくは、風路は、略直線状に形成されている。このように構成すれば、
風路を通る外気の圧力損失を抑制することができる。その結果、圧力損失による冷却効率
の低下を抑制することができる。これにより、外気温度の高い場所でも、十分な冷却効率
を確保することができる。
【００２１】
　また、風路が略直線状に形成されていることによって、風路の長さを比較的小さくする
ことができるので、冷却ファンを小型化させることができるとともに、冷却ファンの個数
の増加を抑制することができる。また、風路が略直線状ではなく屈曲または湾曲している
ような場合には、外気を導風するために、ダクトを設けて風路を構成する必要があるのに
対し、風路が略直線状である場合には、ダクトを設けて風路を構成する必要がない。これ
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により、屋外盤の外形が大型化するのを抑制することができるとともに、部品点数の増加
を抑制することができる。
【００２２】
　上記風路が略直線状に形成されている屋外盤において、好ましくは、一方側面または他
方側面と直交する方向から見て、吸気口側防水ダクトおよび排気口側防水ダクトは、吸気
口側防水ダクトおよび排気口側防水ダクトの少なくとも一部が重なるように配置されてい
る。このように構成すれば、風路が、一方側面または他方側面に対して略垂直に延びるよ
うに設けられるので、風路の長さをさらに小さくすることができる。これにより、冷却フ
ァンをより小型化させることができるとともに、冷却ファンの個数の増加をより抑制する
ことができる。
【発明の効果】
【００２３】
　本発明によれば、上記のように、筐体の内部への雨水等の水分の侵入を抑制することが
できる。
【図面の簡単な説明】
【００２４】
【図１】本発明の一実施形態による屋外盤の斜視図である。
【図２】図１の２００－２００線に沿った断面斜視図である。
【図３】図１の２００－２００線に沿った断面概略図である。
【図４】本発明の一実施形態による屋外盤の第１孔部を説明するための図である。
【図５】本発明の一実施形態による屋外盤の冷却ファンの近傍の構成を説明するための図
である。
【図６】本発明の一実施形態による屋外盤の第２孔部を説明するための図である。
【発明を実施するための形態】
【００２５】
　以下、本発明を具体化した実施形態を図面に基づいて説明する。
【００２６】
　［実施形態］
　図１～図６を参照して、本実施形態による屋外盤１００の構成について説明する。
【００２７】
　（屋外盤の構成）
　まず、図１を参照して、屋外盤１００の概略の構成について説明する。図１に示すよう
に、屋外盤１００は、ＩＧＢＴ（Ｉｎｓｕｌａｔｅｄ　Ｇａｔｅ　Ｂｉｐｏｌａｒ　Ｔｒ
ａｎｓｉｓｔｏｒ）等により構成される半導体電力変換器１（図２参照）を格納した筐体
２を含む。また、筐体２には、内部機器１０１（図３参照）が格納されている。また、筐
体２は、略直方体形状を有している。具体的には、筐体２は、Ｘ方向の幅Ｗ１が、Ｙ方向
の幅Ｗ２、および、Ｚ方向の高さｈの各々よりも小さい直方体形状を有している。なお、
半導体電力変換器１は、特許請求の範囲の「電力変換器」の一例である。
【００２８】
　屋外盤１００のＺ１方向側の端部には、屋根１０２が筐体２を覆うように配置されてい
る。
【００２９】
　図２に示すように、屋外盤１００は、外気を吸気する吸気口３（図２参照）を備える。
吸気口３は、筐体２のＸ１方向側の側面２０側に設けられている。なお、側面２０は、特
許請求の範囲の「一方側面」の一例である。
【００３０】
　図２に示すように、屋外盤１００は、吸気口３から吸気された外気を排気する排気口４
を備える。排気口４は、筐体２の側面２０に対向する側面２１（図３参照）側に設けられ
ている。なお、側面２１は、特許請求の範囲の「他方側面」の一例である。
【００３１】
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　屋外盤１００は、筐体２の内部に設けられている冷却フィン５を備える。冷却フィン５
は、また、屋外盤１００は、吸気口３と排気口４との間に設けられる風路６を備える。ま
た、風路６は、吸気口３から吸気された外気が通過するように設けられている。また、冷
却フィン５は、風路６（後述する内部風路６０）の内部に設けられ、吸気口３から吸気さ
れた外気によって半導体電力変換器１を冷却する。また、半導体電力変換器１は、冷却フ
ィン５のＺ２方向の下面に配置されている。すなわち、外気が冷却フィン５を通過する際
に、冷却フィン５が冷却され、熱伝導によって冷却フィン５の下部に配置されている半導
体電力変換器１が冷却される。なお、冷却フィン５は、特許請求の範囲の「放熱部材」の
一例である。
【００３２】
　ここで、本実施形態では、図３に示すように、屋外盤１００は、吸気口３からの水分の
侵入を抑制する吸気口側防水構造部７を備える。具体的には、吸気口側防水構造部７は、
筐体２に対して側面２０の外側（Ｘ１方向側）に突出する吸気口側防水ダクト７０を含む
。また、吸気口側防水ダクト７０は、吸気口３を一体的に含む。詳細には、吸気口３は、
吸気口側防水ダクト７０の下面（Ｚ２方向の面）に設けられている。すなわち、外気は、
吸気口３を通り、下方（Ｚ２方向）から吸気口側防水ダクト７０に取り込まれる。なお、
吸気口３は、屋外盤１００が設置されている床面１０３に略平行に設けられている。また
、吸気口３には、金網（図示せず）が設けられている。これにより、埃および大粒の雨水
等が、吸気口３から侵入するのを抑制することが可能である。なお、吸気口側防水ダクト
７０は、特許請求の範囲の「第１吸気口側防水ダクト」および「吸気口側防水ダクト」の
一例である。なお、図３では、吸気口３を点線で表している。
【００３３】
　また、図１に示すように、屋外盤１００の側面２０側には、吸気口側防水ダクト７０（
吸気口側防水構造部７（図３参照））が２つ設けられている。２つの吸気口側防水ダクト
７０（吸気口側防水構造部７）は、Ｙ方向に沿って隣接して配置されている。なお、図１
には図示していないが、２つの後述する排気口側防水ダクト９０（排気口側防水構造部９
（図３参照））も、側面２１側において、２つの吸気口側防水ダクト７０（吸気口側防水
構造部７）と対向するようにＹ方向に沿って隣接して配置されている。
【００３４】
　また、本実施形態では、図３に示すように、吸気口側防水構造部７は、吸気口３から侵
入した水分が吸気口側防水ダクト７０内へ移動するのを遮るように設けられた吸気口側防
水板７１を含む。すなわち、吸気口側防水板７１は、吸気口３から侵入した水分が上方（
Ｚ１方向への移動）へ移動するのを遮るように配置されている。
【００３５】
　具体的には、吸気口側防水板７１は、吸気口側防水ダクト７０内に突出するように設け
られている。詳細には、吸気口側防水板７１は、吸気口側防水ダクト７０と、後述する吸
気口側防水ダクト７２との間の壁部７３の上端部（Ｚ１方向の端部）からＸ１方向に突出
している。また、吸気口側防水板７１は、壁部７３の上端部からＸ１方向側に沿って下方
（Ｚ２方向側）に傾斜（斜め下方に傾斜）している。また、平面視において、吸気口側防
水板７１は、吸気口３の一部と重なるように設けられている。具体的には、平面視におい
て、吸気口側防水板７１と、吸気口３のＸ２方向側とが重なっている。なお、壁部７３は
、特許請求の範囲の「第１壁部」の一例である。
【００３６】
　また、吸気口側防水ダクト７０の上面７０ａは、Ｘ１方向に沿って下方（Ｚ２方向）に
傾斜（斜め下方に傾斜）している。
【００３７】
　吸気口側防水構造部７は、吸気口３から吸気された外気を排気口４に送風する冷却ファ
ン８を含む。冷却ファン８は、Ｙ方向に沿って、隣接して３つ（図５参照）配置されてい
る。
【００３８】
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　また、本実施形態では、吸気口側防水構造部７は、冷却ファン８が内部に設けられる吸
気口側防水ダクト７２を含む。吸気口側防水ダクト７２は、吸気口側防水ダクト７０の筐
体２に対して側面２０の内部側（Ｘ２方向側）に隣接して配置されている。なお、吸気口
側防水板７１の上方（Ｚ１方向側）に、吸気口側防水ダクト７０と吸気口側防水ダクト７
２とを連通する吸気口側開口部７４が設けられている。なお、吸気口側防水ダクト７２は
、特許請求の範囲の「第２吸気口側防水ダクト」および「吸気口側防水ダクト」の一例で
ある。なお、図３では、吸気口側開口部７４を点線で表している。
【００３９】
　また、吸気口側防水ダクト７２は、吸気口３から侵入した水分が吸気口３側（Ｘ１方向
側）に向かって移動するように傾斜する吸気口側傾斜面７５が底面に設けられている。
【００４０】
　詳細には、吸気口側傾斜面７５は、吸気口３側（Ｘ１方向）に向かって下方（Ｚ２方向
）に傾斜（斜め下方に傾斜）している。これにより、吸気口側防水ダクト７２に侵入し、
底面（吸気口側傾斜面７５）に落下した液滴は、吸気口側傾斜面７５の傾斜に沿ってＸ１
方向に移動する。
【００４１】
　また、本実施形態では、図４に示すように、壁部７３には、吸気口側傾斜面７５に沿っ
て下方に移動した水分が吸気口側防水ダクト７０側に通過可能な孔部７６が設けられてい
る。具体的には、壁部７３の下端部（Ｚ２方向の端部）に、略円形状の孔部７６が設けら
れている。孔部７６は、Ｙ方向に沿って、略等間隔に複数設けられている。吸気口側防水
ダクト７０に入った水分は、孔部７６を通り、吸気口３から排出される。孔部７６は、冷
却ファン８の吸引力により水分が逆流してこないように、吸気口側開口部７４の開口面積
に応じて開口面積、開口形状等を調節してもよい。なお、孔部７６は、特許請求の範囲の
「第１孔部」の一例である。
【００４２】
　また、図３に示すように、吸気口側防水ダクト７２には、冷却ファン８の近傍で、かつ
、冷却ファン８に対してＸ１方向側に仕切り板７７が設けられている。具体的には、図５
に示すように、冷却ファン８をＸ１方向から見て、一対の仕切り板７７が３つの冷却ファ
ン８をＹ１方向およびＹ２方向から挟むように配置されている。仕切り板７７により、冷
却ファン８によって風路６（後述する内部風路６０）側に送風された外気が、吸気口側防
水ダクト７０側（Ｘ１方向）に戻されることを抑制することが可能である。
【００４３】
　また、本実施形態では、図３に示すように、屋外盤１００は、排気口４からの水分の侵
入を抑制する排気口側防水構造部９を備える。具体的には、排気口側防水構造部９は、筐
体２に対して側面２１の外側（Ｘ２方向側）に突出する排気口側防水ダクト９０を含む。
また、排気口側防水ダクト９０は、排気口４を一体的に含む。詳細には、排気口４は、排
気口側防水ダクト９０の下面（Ｚ２方向側の面）に設けられている。すなわち、風路６を
通った外気は、排気口４を通り、下方（Ｚ２方向側）に排気される。なお、排気口４は、
屋外盤１００が設置されている床面１０３に略平行に設けられている。また、排気口４に
は、金網（図示せず）が設けられている。これにより、埃および大粒の雨水等が、排気口
４から侵入するのを抑制することが可能である。なお、排気口側防水ダクト９０は、特許
請求の範囲の「第１排気口側防水ダクト」および「排気口側防水ダクト」の一例である。
なお、図３では、排気口４を点線で表している。
【００４４】
　また、本実施形態では、排気口側防水構造部９は、排気口４から侵入した水分の筐体２
内への移動を遮るように設けられた排気口側防水板９１を含む。すなわち、排気口側防水
板９１は、排気口４から侵入した水分が上方（Ｚ１方向側への移動）へ移動するのを遮る
ように配置されている。
【００４５】
　具体的には、排気口側防水板９１は、排気口側防水ダクト９０内に突出するように設け
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られている。詳細には、排気口側防水板９１は、排気口側防水ダクト９０と、後述する排
気口側防水ダクト９２との間の壁部９３の上端部（Ｚ１方向側の端部）からＸ２方向側に
突出している。また、排気口側防水板９１は、壁部９３の上端部からＸ２方向側に向かっ
て下方（Ｚ２方向側）に傾斜（斜め下方に傾斜）している。また、平面視において、排気
口側防水板９１は、排気口４の一部と重なるように設けられている。具体的には、平面視
において、排気口側防水板９１と、排気口４のＸ１方向側とが重なっている。なお、壁部
９３は、特許請求の範囲の「第２壁部」の一例である。
【００４６】
　また、排気口側防水ダクト９０の上面９０ａは、Ｘ２方向側に沿って下方（Ｚ２方向側
）に傾斜（斜め下方に傾斜）している。
【００４７】
　また、本実施形態では、排気口側防水構造部９は、排気口側防水ダクト９２を含む。排
気口側防水ダクト９２は、排気口側防水ダクト９０の筐体２に対して側面２１の内側（Ｘ
１方向側）に隣接して配置されている。なお、排気口側防水板９１の上方（Ｚ１方向側）
に、排気口側防水ダクト９０と排気口側防水ダクト９２とを連通する排気口側開口部９４
が設けられている。なお、排気口側防水ダクト９２は、特許請求の範囲の「第２排気口側
防水ダクト」および「排気口側防水ダクト」の一例である。なお、図３では、排気口側開
口部９４を点線で表している。
【００４８】
　また、排気口側防水ダクト９２は、排気口側防水ダクト９２内に侵入した水分が排気口
４側（Ｘ２方向側）に向かって移動するように傾斜する排気口側傾斜面９５が底面に設け
られている。
【００４９】
　詳細には、排気口側傾斜面９５は、排気口４側（Ｘ１方向側）に向かって下方（Ｚ２方
向側）に傾斜している。これにより、排気口側防水ダクト９２に侵入し、底面（排気口側
傾斜面９５）に落下した液滴は、排気口側傾斜面９５の傾斜に沿ってＸ２方向側に移動す
る。
【００５０】
　また、本実施形態では、図６に示すように、壁部９３には、排気口側傾斜面９５に沿っ
て下方に移動した水分が排気口側防水ダクト９０側に通過可能な孔部９６が設けられてい
る。具体的には、壁部９３の下端部（Ｚ２方向側の端部）に、略円形状の孔部９６が設け
られている。孔部９６は、Ｙ方向に沿って、略等間隔に複数設けられている。孔部９６を
通り、排気口側防水ダクト９０に入った水分は、排気口４から排出される。なお、孔部７
６（図４参照）の大きさと、孔部９６の大きさは略等しい。また、孔部７６の数と、孔部
９６の数は等しい。なお、孔部９６は、特許請求の範囲の「第２孔部」の一例である。
【００５１】
　また、本実施形態では、図３に示すように、吸気口側防水ダクト７０、吸気口側防水ダ
クト７２、排気口側防水ダクト９０、排気口側防水ダクト９２、および、風路６の各々は
、筐体２の上部近傍に位置している。具体的には、吸気口側防水ダクト７０、吸気口側防
水ダクト７２、排気口側防水ダクト９０、排気口側防水ダクト９２、および、風路６の各
々は、筐体２のＺ方向の中心より上方（Ｚ１方向側）に位置している。
【００５２】
　また、本実施形態では、風路６は、略直線状に形成されている。具体的には、風路６は
、吸気口側防水ダクト７２と排気口側防水ダクト９２との間に設けられ、略直線状に形成
されている内部風路６０を含む。また、風路６は、吸気口側防水ダクト７０の吸気口３か
ら内部風路６０へ外気を導くように設けられる吸気口側風路６１を含む。また、風路６は
、内部風路６０から排気口側防水ダクト９０の排気口４へ外気を導くように設けられる排
気口側風路６２を含む。
【００５３】
　具体的には、吸気口側風路６１は、吸気口３、吸気口側防水ダクト７０、吸気口側開口



(10) JP 2018-174254 A 2018.11.8

10

20

30

40

50

部７４、吸気口側防水ダクト７２の順で外気が通過する風路である。すなわち、吸気口側
風路６１を通る外気は、吸気口３からＺ１方向側に移動した後に、Ｘ１方向側に移動し、
内部風路６０に導かれる。また、排気口側風路６２は、排気口側防水ダクト９２、排気口
側開口部９４、排気口側防水ダクト９０、排気口４の順で外気が通過する風路である。す
なわち、排気口側風路６２を通る外気は、内部風路６０からＸ１方向側に移動した後に、
Ｚ２方向側に移動し、排気口４から排出される。また、内部風路６０は、Ｘ方向に沿って
略直線状に延びている。
【００５４】
　また、内部風路６０と吸気口側防水ダクト７２と間には段差部１０４が設けられている
。なお、段差部１０４を設けずに、内部風路６０と吸気口側防水ダクト７２とをなだらか
に接続してもよい。
【００５５】
　また、本実施形態では、側面２０または側面２１と直交する方向（Ｘ方向）から見て、
吸気口側防水ダクト７０、吸気口側防水ダクト７２、排気口側防水ダクト９０、および、
排気口側防水ダクト９２は、吸気口側防水ダクト７０、吸気口側防水ダクト７２、排気口
側防水ダクト９０、および、排気口側防水ダクト９２の少なくとも一部が重なるように配
置されている。具体的には、Ｘ方向から見て、少なくとも一部の領域において、吸気口側
防水ダクト７０、吸気口側防水ダクト７２、排気口側防水ダクト９０、および、排気口側
防水ダクト９２の４つ全てが重なっている。
【００５６】
　（本実施形態の効果）
　本実施形態では、以下のような効果を得ることができる。
【００５７】
　本実施形態では、上記のように、吸気口３からの水分の侵入を抑制する吸気口側防水構
造部７を備えるように、屋外盤１００を構成する。これにより、吸気口３からの水分の侵
入を抑制する吸気口側防水構造部７を設けることによって、筐体２の内部への雨水等の水
分の侵入を吸気口側防水構造部７により抑制することができる。
【００５８】
　また、本実施形態では、上記のように、吸気口側防水構造部７が、筐体２に対して側面
２０の外側に突出するとともに吸気口３を一体的に含む吸気口側防水ダクト７０と、吸気
口側防水ダクト７０内に、吸気口３から侵入した水分が吸気口側防水ダクト７０内へ移動
するのを遮るように設けられた吸気口側防水板７１とを含むように、屋外盤１００を構成
する。これにより、吸気口３から吸気口側防水ダクト７０内へ雨水等の水分が侵入した場
合に、吸気口側防水板７１により、水分が上方へ移動して筐体２内へ侵入するのを確実に
抑制することができる。
【００５９】
　また、本実施形態では、上記のように、吸気口３が、吸気口側防水ダクト７０の下面に
設けられ、吸気口側防水板７１が、吸気口３から侵入した水分が上方へ移動するのを遮る
ように配置されるように、屋外盤１００を構成する。これにより、吸気口３が吸気口側防
水ダクト７０の下面に設けられていることにより、雨水等の水分が吸気口３から吸気口側
防水ダクト７０内に侵入するのを抑制することができる。また、雨水等の水分が、吸気口
３を通り下方から吸気口側防水ダクト７０内へ侵入した場合でも、吸気口側防水板７１に
より、水分が筐体２内へ侵入するのを効果的に抑制することができる。
【００６０】
　また、本実施形態では、上記のように、吸気口側防水構造部７が、吸気口側防水ダクト
７０の筐体２に対して側面２０の内部側に隣接して配置された吸気口側防水ダクト７２と
、吸気口側防水ダクト７２の内部に設けられ、吸気された外気を排気口４に送風する冷却
ファン８と、を含む。そして、吸気口側防水ダクト７２が、吸気口３から侵入した水分が
吸気口３側に向かって移動するように傾斜する吸気口側傾斜面７５が底面に設けられるよ
うに、屋外盤１００を構成する。これにより、雨水等の水分が吸気口側防水ダクト７２内
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に侵入した場合に、吸気口側防水ダクト７２の底面に設けられた吸気口側傾斜面７５によ
り水分を吸気口３側へ移動させることができるので、水分が排気口４側に侵入するのを容
易に抑制することができる。
【００６１】
　ここで、冷却ファン８が冷却フィン５に対して吸気口３側に設けられていることに起因
して、冷却フィン５を通ることにより比較的高温になった外気が、冷却ファン８を通るこ
とを抑制することができる。その結果、冷却ファン８の劣化を抑制することができる。ま
た、冷却ファン８が冷却フィン５に対して吸気口３側に設けられていることによって、吸
気口３側の圧力が減少し、雨水等の水分が吸気口３から吸い込まれ易くなる。したがって
、吸気口側防水構造部７を設けることは、冷却ファン８を冷却フィン５に対して吸気口３
側に設ける場合に、筐体２内への水分の侵入を抑制することに特に有効である。
【００６２】
　また、本実施形態では、上記のように、吸気口側防水ダクト７０と吸気口側防水ダクト
７２との間の壁部７３に、吸気口側傾斜面７５に沿って移動した水分が吸気口側防水ダク
ト７０側に通過可能な孔部７６が設けられるように、屋外盤１００を構成する。これによ
り、吸気口側防水ダクト７２内に侵入した水分を、孔部７６を介して容易に吸気口側防水
ダクト７０側に戻すことができる。
【００６３】
　また、本実施形態では、上記のように、筐体２に対して側面２１の外側に突出するとと
もに排気口４を一体的に含む排気口側防水ダクト９０と、排気口側防水ダクト９０内に、
排気口４から侵入した水分の筐体２内への移動を遮るように設けられた排気口側防水板９
１とを含む排気口側防水構造部９をさらに備えるように、屋外盤１００を構成する。これ
により、排気口４から排気口側防水ダクト９０内へ雨水等の水分が侵入した場合に、排気
口側防水板９１により、水分が上方へ移動して筐体２内へ侵入するのを容易に抑制するこ
とができる。
【００６４】
　また、本実施形態では、上記のように、排気口４が、排気口側防水ダクト９０の下面に
設けられ、排気口側防水板９１が、排気口４から侵入した水分が上方へ移動するのを遮る
ように配置されるように、屋外盤１００を構成する。これにより、排気口４が排気口側防
水ダクト９０の下面に設けられていることにより、雨水等の水分が排気口４から排気口側
防水ダクト９０内に侵入するのを抑制することができる。また、雨水等の水分が、排気口
４を通り下方から排気口側防水ダクト９０内へ侵入した場合でも、排気口側防水板９１に
より、水分が筐体２内へ侵入するのを効果的に抑制することができる。
【００６５】
　また、本実施形態では、上記のように、排気口側防水構造部９が、排気口側防水ダクト
９０の筐体２に対して側面２１の内側に隣接して配置された排気口側防水ダクト９２を含
む。そして、排気口側防水ダクト９２が、排気口側防水ダクト９２内に侵入した水分が排
気口４側に向かって移動するように傾斜する排気口側傾斜面９５が底面に設けられるよう
に、屋外盤１００を構成する。そして、排気口側傾斜面９５が、排気口側防水ダクト９２
の底面により構成されるように、屋外盤１００を構成する。これにより、雨水等の水分が
排気口側防水ダクト９２内に侵入した場合に、排気口側防水ダクト９２の底面に設けられ
た排気口側傾斜面９５により水分を排気口４側へ移動させることができるので、水分が吸
気口３側に侵入するのを容易に抑制することができる。
【００６６】
　また、本実施形態では、上記のように、排気口側防水ダクト９０と排気口側防水ダクト
９２との間の壁部９３に、排気口側傾斜面９５に沿って下方に移動した水分が排気口側防
水ダクト９０側に通過可能な孔部９６が設けられるように、屋外盤１００を構成する。こ
れにより、排気口側防水ダクト９２内に侵入した水分を、孔部９６を介して容易に排気口
側防水ダクト９０側に戻すことができる。
【００６７】
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　また、本実施形態では、上記のように、吸気口側防水構造部７が、筐体２の側面２０側
に設けられた吸気口側防水ダクト７０および吸気口側防水ダクト７２を含み、排気口側防
水構造部９が、筐体２の側面２０側に対向する側面２１側に設けられた排気口側防水ダク
ト９０および排気口側防水ダクト９２を含む。そして、吸気口側防水ダクト７０、吸気口
側防水ダクト７２、排気口側防水ダクト９０、排気口側防水ダクト９２、および、風路６
の各々が、筐体２の上部近傍に位置するように、屋外盤１００を構成する。これにより、
吸気口側防水ダクト７０および吸気口側防水ダクト７２と、排気口側防水ダクト９０およ
び排気口側防水ダクト９２とが互いに対向する側面に設けられていることによって、排気
口４から排気される比較的高温の空気が、吸気口３から吸気されるのを容易に抑制するこ
とができる。この場合、吸気口側防水ダクト７０、吸気口側防水ダクト７２、排気口側防
水ダクト９０、および、排気口側防水ダクト９２の各々を筐体２の上部近傍に位置させる
ことにより、吸気口側防水ダクト７０、吸気口側防水ダクト７２、排気口側防水ダクト９
０、および、排気口側防水ダクト９２の各々を比較的近くに配置させた場合でも、排気口
４からの空気が吸気口３から吸気されるのを抑制することができる。その結果、吸気口３
から吸気された外気による冷却効率の低下を抑制することができる。
【００６８】
　また、吸気口側防水ダクト７０、吸気口側防水ダクト７２、排気口側防水ダクト９０、
排気口側防水ダクト９２、および、風路６の各々を、筐体２の上部近傍に位置させること
によって、吸気口側防水ダクト７０および排気口側防水ダクト９０の各々から、地面（床
面１０３）の埃、ごみ、および、雪等が侵入するのを抑制することができる。これにより
、屋外盤１００のメンテナンスを行う回数を低減することができるとともに、屋外盤１０
０の稼働時間を向上させることができる。
【００６９】
　また、本実施形態では、上記のように、風路６が、略直線状に形成されるように、屋外
盤１００を構成する。これにより、風路６を通る外気の圧力損失を抑制することができる
。その結果、圧力損失による冷却効率の低下を抑制することができる。これにより、外気
温度の高い場所でも、十分な冷却効率を確保することができる。
【００７０】
　また、風路６が略直線状に形成されていることによって、風路６の長さを比較的小さく
することができるので、冷却ファン８を小型化させることができるとともに、冷却ファン
８の個数の増加を抑制することができる。また、風路６が略直線状ではなく屈曲または湾
曲しているような場合には、外気を導風するために、ダクトを設けて風路６を構成する必
要があるのに対し、風路６が略直線状である場合には、ダクトを設けて風路６を構成する
必要がないので、屋外盤１００の外形が大型化するのを抑制することができるとともに、
部品点数の増加を抑制することができる。
【００７１】
　また、本実施形態では、上記のように、側面２０または側面２１と直交する方向から見
て、吸気口側防水ダクト７０、吸気口側防水ダクト７２、排気口側防水ダクト９０、およ
び、排気口側防水ダクト９２が、吸気口側防水ダクト７０、吸気口側防水ダクト７２、排
気口側防水ダクト９０、および、排気口側防水ダクト９２の少なくとも一部が重なるよう
に配置され、屋外盤１００を構成する。これにより、風路６が、側面２０または側面２１
に対して略垂直に延びるように設けられるので、風路６の長さをさらに小さくすることが
できる。これにより、冷却ファン８をより小型化させることができるとともに、冷却ファ
ン８の個数の増加をより抑制することができる。
【００７２】
　［変形例］
　なお、今回開示された実施形態は、すべての点で例示であって制限的なものではないと
考えられるべきである。本発明の範囲は、上記した実施形態の説明ではなく特許請求の範
囲によって示され、さらに特許請求の範囲と均等の意味および範囲内でのすべての変更（
変形例）が含まれる。
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【００７３】
　たとえば、上記実施形態では、吸気口側防水構造部７は一方側面（側面２０）側に設け
られ、排気口側防水構造部９は一方側面（側面２０）側とは反対側の他方側面（側面２１
）側に設けられる構成の例を示したが、本発明はこれに限られない。たとえば、排気口側
防水構造部９が、筐体２の一方側面（側面２０）と隣接する側面側に設けられていてもよ
い。この場合、内部風路６０は、略直線状ではなく、平面視においてＬ字状に形成される
。
【００７４】
　また、上記実施形態では、冷却ファン８が３つ設けられる例を示したが、本発明はこれ
に限られない。たとえば、冷却ファン８が１つ、２つ、または、４つ以上設けられていて
もよい。また、複数の冷却ファン８が、Ｚ方向に沿って隣接するように配置されていても
よい。
【００７５】
　また、上記実施形態では、第１孔部（孔部７６）の大きさと、第２孔部（孔部９６）の
大きさは略等しい例を示したが、本発明はこれに限られない。たとえば、第１孔部（孔部
７６）の大きさが、第２孔部（孔部９６）の大きさよりも大きくてもよい。また、第１孔
部（孔部７６）の大きさが、第２孔部（孔部９６）の大きさよりも小さくてもよい。
【００７６】
　また、上記実施形態では、第１孔部（孔部７６）の数と、第２孔部（孔部９６）の数は
等しい例を示したが、本発明はこれに限られない。たとえば、第１孔部（孔部７６）の数
が、第２孔部（孔部９６）の数よりも多くてもよい。また、第１孔部（孔部７６）の数が
、第２孔部（孔部９６）の数よりも少なくてもよい。
【００７７】
　また、上記実施形態では、第１孔部（孔部７６）および第２孔部（孔部９６）は略円形
状を有する例を示したが、本発明はこれに限られない。たとえば、第１孔部（孔部７６）
および第２孔部（孔部９６）は円形状以外の形状（たとえばスリット形状）を有していて
もよい。
【００７８】
　また、上記実施形態では、吸気口側防水板７１および排気口側防水板９１の各々は、下
方に傾斜している例を示したが、本発明はこれに限られない。たとえば、吸気口側防水板
７１および排気口側防水板９１の各々は、上方に傾斜していてもよい。
【００７９】
　また、上記実施形態では、吸気口側防水ダクト（吸気口側防水ダクト７０および吸気口
側防水ダクト７２）および排気口側防水ダクト（排気口側防水ダクト９０および排気口側
防水ダクト９２）の両方が設けられる構成の例を示したが、本発明はこれに限られない。
たとえば、吸気口側防水ダクト（吸気口側防水ダクト７０および吸気口側防水ダクト７２
）のみが設けられていてもよい。
【００８０】
　また、上記実施形態では、第１吸気口側防水ダクト（吸気口側防水ダクト７０）および
第２吸気口側防水ダクト（吸気口側防水ダクト７２）の両方が設けられている構成の例を
示したが、本発明はこれに限られない。たとえば、第１吸気口側防水ダクト（吸気口側防
水ダクト７０）および第２吸気口側防水ダクト（吸気口側防水ダクト７２）のいずれか一
方のみが設けられていてもよい。
【００８１】
　また、上記実施形態では、第１排気口側防水ダクト（排気口側防水ダクト９０）および
第２排気口側防水ダクト（排気口側防水ダクト９２）の両方が設けられている構成の例を
示したが、本発明はこれに限られない。たとえば、第１排気口側防水ダクト（排気口側防
水ダクト９０）および第２排気口側防水ダクト（排気口側防水ダクト９２）のいずれか一
方のみが設けられていてもよい。
【符号の説明】
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　１　半導体電力変換器（電力変換器）
　２　筐体
　３　吸気口
　４　排気口
　５　冷却フィン（放熱部材）
　６　風路
　７　吸気口側防水構造部
　８　冷却ファン
　９　排気口側防水構造部
　２０　側面（一方側面）
　２１　側面（他方側面）
　６０　内部風路
　６１　吸気口側風路
　６２　排気口側風路
　７０　吸気口側防水ダクト（第１吸気口側防水ダクト）（吸気口側防水ダクト）
　７１　吸気口側防水板
　７２　吸気口側防水ダクト（第２吸気口側防水ダクト）（吸気口側防水ダクト）
　７３　壁部（第１壁部）
　７５　吸気口側傾斜面
　７６　孔部（第１孔部）
　９０　排気口側防水ダクト（第１排気口側防水ダクト）（排気口側防水ダクト）
　９１　排気口側防水板
　９２　排気口側防水ダクト（第２排気口側防水ダクト）（排気口側防水ダクト）
　９３　壁部（第２壁部）
　９５　排気口側傾斜面
　９６　孔部（第２孔部）
　１００　屋外盤
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【図１】 【図２】

【図３】

【図４】

【図５】

【図６】
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【手続補正書】
【提出日】平成29年9月4日(2017.9.4)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　内部に電力変換器を格納した筐体と、
　前記筐体の一方側面側に設けられ、外気を吸気する吸気口と、
　前記筐体の他方側面側に設けられ、前記吸気口から吸気された外気を排気する排気口と
、
　前記吸気口と前記排気口との間に設けられ、前記吸気された外気が通過するように設け
られた風路と、
　前記風路の内部に設けられ、前記吸気された外気によって前記電力変換器を冷却する放
熱部材と、
　前記吸気口からの水分の侵入を抑制する吸気口側防水構造部と、を備え、
　前記吸気口側防水構造部は、前記筐体に対して前記一方側面の外側に突出するとともに
前記吸気口を一体的に含む第１吸気口側防水ダクトと、前記第１吸気口側防水ダクトの前
記筐体に対して前記一方側面の内部側に隣接して配置された第２吸気口側防水ダクトと、
を含み、
　前記第２吸気口側防水ダクトには、前記吸気口から侵入した水分が前記吸気口が設けら
れる前記第１吸気口側防水ダクトの下面に向かって移動するように傾斜する吸気口側傾斜
面が前記第２吸気口側防水ダクトの底面に設けられている、屋外盤。
【請求項２】
　前記吸気口側防水構造部は、前記第１吸気口側防水ダクト内に前記吸気口から侵入した
水分が前記第１吸気口側防水ダクト内へ移動するのを遮るように設けられた吸気口側防水
板を含む、請求項１に記載の屋外盤。
【請求項３】
　前記吸気口側防水板は、前記吸気口から侵入した水分が上方へ移動するのを遮るように
配置されている、請求項２に記載の屋外盤。
【請求項４】
　前記吸気口側防水構造部は、前記第２吸気口側防水ダクトの内部に設けられ、前記吸気
された外気を前記排気口に送風する冷却ファンを含む、請求項１～３のいずれか１項に記
載の屋外盤。
【請求項５】
　前記第１吸気口側防水ダクトと前記第２吸気口側防水ダクトとの間の第１壁部には、前
記吸気口側傾斜面に沿って移動した水分が前記第１吸気口側防水ダクト側に通過可能な第
１孔部が設けられている、請求項１～４のいずれか１項に記載の屋外盤。
【請求項６】
　前記筐体に対して前記他方側面の外側に突出するとともに前記排気口を一体的に含む第
１排気口側防水ダクトと、前記第１排気口側防水ダクト内に前記排気口から侵入した水分
の前記筐体内への移動を遮るように設けられた排気口側防水板とを含む排気口側防水構造
部をさらに備える、請求項１～５のいずれか１項に記載の屋外盤。
【請求項７】
　前記排気口は、前記第１排気口側防水ダクトの下面に設けられ、
　前記排気口側防水板は、前記排気口から侵入した水分が上方へ移動するのを遮るように
配置されている、請求項６に記載の屋外盤。
【請求項８】
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　前記排気口側防水構造部は、前記第１排気口側防水ダクトの前記筐体に対して前記他方
側面の内側に隣接して配置された第２排気口側防水ダクトを含み、
　前記第２排気口側防水ダクトは、前記第２排気口側防水ダクト内に侵入した水分が前記
排気口側に向かって移動するように傾斜する排気口側傾斜面が底面に設けられている、請
求項６または７に記載の屋外盤。
【請求項９】
　前記第１排気口側防水ダクトと前記第２排気口側防水ダクトとの間の第２壁部には、前
記排気口側傾斜面に沿って移動した水分が前記第１排気口側防水ダクト側に通過可能な第
２孔部が設けられている、請求項８に記載の屋外盤。
【請求項１０】
　前記吸気口側防水構造部は、前記筐体の前記一方側面側に設けられた吸気口側防水ダク
トを含み、
　前記排気口側防水構造部は、前記筐体の前記一方側面側に対向する前記他方側面側に設
けられた排気口側防水ダクトを含み、
　前記吸気口側防水ダクト、前記排気口側防水ダクト、および、前記風路の各々は、前記
筐体の上部近傍に位置している、請求項６～９のいずれか１項に記載の屋外盤。
【請求項１１】
　前記風路は、略直線状に形成されている、請求項１０に記載の屋外盤。
【請求項１２】
　前記一方側面または前記他方側面と直交する方向から見て、前記吸気口側防水ダクトお
よび前記排気口側防水ダクトは、前記吸気口側防水ダクトおよび前記排気口側防水ダクト
の少なくとも一部が重なるように配置されている、請求項１１に記載の屋外盤。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００７
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００７】
　上記目的を達成するために、この発明の一の局面による屋外盤は、内部に電力変換器を
格納した筐体と、筐体の一方側面側に設けられ、外気を吸気する吸気口と、筐体の他方側
面側に設けられ、吸気口から吸気された外気を排気する排気口と、吸気口と排気口との間
に設けられ、吸気された外気が通過するように設けられた風路と、風路の内部に設けられ
、吸気された外気によって電力変換器を冷却する放熱部材と、吸気口からの水分の侵入を
抑制する吸気口側防水構造部と、を備え、吸気口側防水構造部は、筐体に対して一方側面
の外側に突出するとともに吸気口を一体的に含む第１吸気口側防水ダクトと、第１吸気口
側防水ダクトの筐体に対して一方側面の内部側に隣接して配置された第２吸気口側防水ダ
クトと、を含み、第２吸気口側防水ダクトには、吸気口から侵入した水分が吸気口が設け
られる第１吸気口側防水ダクトの下面に向かって移動するように傾斜する吸気口側傾斜面
が第２吸気口側防水ダクトの底面に設けられている。
【手続補正３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００９
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００９】
　上記一の局面による屋外盤において、好ましくは、吸気口側防水構造部は、第１吸気口
側防水ダクト内に吸気口から侵入した水分が第１吸気口側防水ダクト内へ移動するのを遮
るように設けられた吸気口側防水板を含む。このように構成すれば、吸気口から第１吸気
口側防水ダクト内へ雨水等の水分が侵入した場合に、吸気口側防水板により、水分が筐体
内へ侵入するのを確実に抑制することができる。
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【手続補正４】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１０
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１０】
　この場合、好ましくは、吸気口側防水板は、吸気口から侵入した水分が上方へ移動する
のを遮るように配置されている。このように構成すれば、吸気口が第１吸気口側防水ダク
トの下面に設けられていることにより、雨水等の水分が吸気口から第１吸気口側防水ダク
ト内に侵入するのを抑制することができる。また、雨水等の水分が、吸気口を通り下方か
ら第１吸気口側防水ダクト内へ侵入した場合でも、吸気口側防水板により、水分が上方へ
移動して筐体内へ侵入するのを効果的に抑制することができる。
【手続補正５】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１１
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１１】
　上記一の局面による屋外盤において、好ましくは、吸気口側防水構造部は、第２吸気口
側防水ダクトの内部に設けられ、吸気された外気を排気口に送風する冷却ファンを含む。
このように構成すれば、雨水等の水分が第２吸気口側防水ダクト内に侵入した場合に、第
２吸気口側防水ダクトの底面に設けられた吸気口側傾斜面により水分を吸気口側へ移動さ
せることができるので、水分が排気口側に侵入するのを容易に抑制することができる。
【手続補正６】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１３
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１３】
　上記一の局面による屋外盤において、好ましくは、第１吸気口側防水ダクトと第２吸気
口側防水ダクトとの間の第１壁部には、吸気口側傾斜面に沿って移動した水分が第１吸気
口側防水ダクト側に通過可能な第１孔部が設けられている。このように構成すれば、第２
吸気口側防水ダクト内に侵入した水分を、第１孔部を介して容易に第１吸気口側防水ダク
ト側に戻すことができる。
【手続補正７】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００８０
【補正方法】削除
【補正の内容】
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