
JP 6348907 B2 2018.6.27

10

20

(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　それぞれが、電源から第１の入力を受信し、そしてその出力として被スイッチＡＣ出力
電力信号を生じるように構成された、２以上の被スイッチ逆変換器を有する逆変換器段と
、
　前記逆変換器段の２以上の被スイッチ逆変換器のそれぞれから被スイッチＡＣ出力電力
信号を受信し、前記被スイッチＡＣ出力電力信号を成形し、そして、それぞれが出力とし
て成形電力信号を生じるように結合され、基本動作周波数を有する、２以上の変換段と、
　前記２以上の変換段から成形電力信号を受信し、そして前記成形電力信号をＤＣ出力電
力信号へ変換するように結合された整流器段と、
　前記逆変換器段の２以上の被スイッチ逆変換器を前記被スイッチＡＣ出力電力信号の目
的周波数で動作させ、前記被スイッチＡＣ出力電力信号を第一の振幅で生成させる第一の
モードと、前記逆変換器段の２以上の被スイッチ逆変換器を前記被スイッチＡＣ出力電力
信号の目的周波数とは異なる周波数で動作させ、前記被スイッチＡＣ出力電力信号を第二
の振幅で生成させる第二のモードであって、前記第二の振幅は前記第一の振幅とは異なる
、第一のモードと第二のモードで電力変換器を動作させるように結合されているコントロ
ーラ回路と、
　を備える電力変換器。
【請求項２】
　電源から第１の入力を受信し、その出力で被スイッチＡＣ出力電力信号を生じるように
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構成された２以上の被スイッチ逆変換器を有する逆変換器段と、
　前記逆変換器段から被スイッチＡＣ出力電力信号を受信し、前記被スイッチＡＣ出力電
力信号を成形し、そして成形電力信号を生じるように結合され、基本動作周波数を有する
変換段と、
　前記変換段から成形電力信号を受信し、そして前記成形電力信号をＤＣ出力電力信号へ
変換するように結合された２以上の被スイッチ逆変換器を有する整流器段と、
　前記逆変換器段の２以上の被スイッチ逆変換器を前記被スイッチＡＣ出力電力信号の目
的周波数で動作させ、前記被スイッチＡＣ出力電力信号を第一の振幅で生成させる第一の
モードと、前記逆変換器段の２以上の被スイッチ逆変換器を前記被スイッチＡＣ出力電力
信号の目的周波数とは異なる周波数で動作させ、前記被スイッチＡＣ出力電力信号を第二
の振幅で生成させる第二のモードであって、前記第二の振幅は前記第一の振幅とは異なる
、第一のモードと第二のモードで電力変換器を動作するように結合されているコントロー
ラ回路と、
　を備える電力変換器。
【請求項３】
　前記コントローラ回路は、可変周波数逓倍器モードにおいて前記整流器段の前記２以上
の被スイッチ逆変換器の１以上を動作しながら、基本モードにおいて前記整流器段の前記
２以上の被スイッチ逆変換器の１以上を動作するように構成されている、請求項２に記載
の電力変換器。
【請求項４】
　前記コントローラ回路は、前記変換段の基本動作周波数または前記変換段の基本動作周
波数の調波のひとつと対応するスイッチング周波数で前記逆変換器段および前記整流器段
の少なくともいずれかひとつを動作させることにより、可変周波数逓倍器モードにおいて
前記電力変換器を動作させる、請求項３に記載の電力変換器。
【請求項５】
　前記変換段の基本動作周波数または前記変換段の基本動作周波数の調波のひとつに対応
するスイッチング周波数で前記逆変換器段および前記整流器段の少なくともいずれかひと
つを動作させることは、エネルギーを増加または減少して混合するように前記逆変換器段
および前記整流器段の少なくともいずれかひとつを動作させることを含む、請求項４に記
載の電力変換器。
【請求項６】
　前記コントローラ回路は、可変周波数逓倍器モードにおいて前記逆変換器段および前記
整流器段のすくなくともいずれかひとつを駆動するように構成されている、請求項２から
５の何れか一項に記載の電力変換器。
【請求項７】
　前記コントローラ回路は、可変周波数逓倍器モードにおいて前記逆変換器段および前記
整流器段の少なくともひとつを動作することにより、可変周波数逓倍器モードにおいて前
記電力変換器を動作するように構成されている、請求項２から６の何れか一項に記載の電
力変換器。
【請求項８】
　前記コントローラ回路は、前記変換段の基本動作周波数に対応する周波数で前記逆変換
器段の２以上の被スイッチ逆変換器の１以上を、そして可変周波数逓倍器モードに対応す
る周波数で前記逆変換器段の２以上の被スイッチ逆変換器の１以上を動作するように構成
されている、請求項３から７の何れか一項に記載の電力変換器。
【請求項９】
　前記コントローラ回路は、前記変換段の基本動作周波数の倍数である周波数で前記逆変
換器段の２以上の被スイッチ逆変換器の少なくともひとつをスイッチングすることにより
、前記可変周波数逓倍器モードにおいて前記電力変換器を動作するように構成されている
、請求項３から８の何れか一項に記載の電力変換器。
【請求項１０】
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　前記コントローラ回路は、前記逆変換器段の出力で調波動作周波数を補強するデューテ
ィサイクルにおける前記逆変換器段の２以上の被スイッチ逆変換器の少なくともひとつを
スイッチングすることにより、前記可変周波数逓倍器モードにおいて前記電力変換器を動
作するように構成されている、請求項３から９の何れか一項に記載の電力変換器。
【請求項１１】
　前記コントローラ回路は、前記逆変換器段の２以上の被スイッチ逆変換器のスイッチン
グ間の時間遅れを追加すること、前記整流器段における前記２以上の被スイッチ逆変換器
のスイッチング間の時間遅れを追加すること、のいずれか１以上の追加により、前記可変
周波数逓倍器モードにおいて前記電力変換器を動作するように構成されている、請求項３
から１０の何れか一項に記載の電力変換器。
【請求項１２】
　前記コントローラ回路は、電力が前記変換段を通り伝導される周波数を変えること無く
、前記逆変換器段および前記整流器段の少なくともひとつのスイッチング周波数とデュー
ティ比が変化するように、前記変換段の基本動作周波数または前記変換段の基本動作周波
数の調波のひとつに対応するスイッチング周波数で前記逆変換器段および前記整流器段の
少なくともひとつを動作するように構成されている、請求項２から１１の何れか一項に記
載の電力変換器。
【請求項１３】
　前記逆変換器段は、積重ね（スタック）逆変換器を含む、請求項１から１２の何れか一
項に記載の電力変換器。
【請求項１４】
　前記逆変換器段の２以上の被スイッチ逆変換器の少なくともいくつかは、異なるモード
において動作されるように構成されている、請求項１から１３の何れか一項に記載の電力
変換器。
【請求項１５】
　前記変換段は、電圧レベル変換を実行し、波形成形動作を実行し、電気絶縁を提供し、
またはそれらの組み合わせを提供することによりことにより出力電力信号を成形するよう
に構成されている、請求項１から１４の何れか一項に記載の電力変換器。
【請求項１６】
　前記コントローラ回路は、周波数二倍動作モードを達成するために、所望の出力周波数
の半分である基本動作周波数で前記逆変換器段の２以上の被スイッチ逆変換器の少なくと
もひとつを動作する、請求項１から１５の何れか一項に記載の電力変換器。
【発明の詳細な説明】
【背景技術】
【０００１】
　[0001] 技術上良く知られているように、パワーエレクトロニクスはエネルギー課題に
取り組むためのキーの技術である。これらの拡大した使用と結合されるパワーエレクトロ
ニクスの性能の改良は電気消費における劇的な減少（ある推定値ではほぼ２０－３０％）
へと導くことができる。しかし、このような電気消費を達成するには、既存のシステムよ
りも小さい且つ低価格でありながら増加した効率を有するシステムを要求する。このよう
なパワーエレクトロニクスはエネルギー消費を減少すること（負荷と電源の改良された能
力と効率を経て）および電気グリッド自体の効率を改良（例えば、力率の改善を経て）す
ることの両方が重要である。現在、グリッドーインターフェースレベルの効率は典型的に
は全負荷で約７０－８０％の範囲である。さらに、この効率は、典型的には減少した負荷
では急速に落ち、平均効率は、損失と同じく、７０％―９０％よりも低くなる。例えば、
電源は、電気製品が消費する全エネルギーの２０－７０％の計算を失うと推定される。同
様に、乏しい力率が商業ビルにおけるエネルギー消費のほぼ２．８％に間接的に責任を負
うと推定される。このため、改良されたピークおよび平均効率、より大きな採用と利用を
可能にするために、改良された力率および減少した大きさ、重量および価格を有するパワ
ーエレクトロニクスを提供することが必要である。
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【０００２】
　[000２]このような改良がされるひとつのエリアは、高電圧ＤＣまたはＡＣ入力（即ち
、グリッドースケール電圧）と低電圧ＤＣ出力間のインターフェースを電源に提供するこ
とである。これは、ＡＣグリッドからコンピュータ、電子デバイスおよびＬＥＤ発光のよ
うなＤＣ負荷へのエネルギーの供給を含み、電気エネルギーの大量の使用および実質的な
エネルギーが現実に失われる場所の両方を含む。国内の電気エネルギー利用の２８パーセ
ントより上は、フロントエンドを備えた電源電子デバイスを含む、「雑多な多方面にわた
る」負荷である。さらに、電気負荷にいくエネルギーの百分率は他の負荷の割合の２倍に
増大する。全米国エネルギー消費の丁度４パーセントが大部分は乏しい平均電源効率によ
り、電気負荷の電源損失に見出される。さらに、ほとんどの電源における力率補正の不足
が正に本質的である付加的な間接（システムレベルの）損失を生じる。これはエネルギー
の膨大な浪費と不要な放出の発生を示している。
【０００３】
　[0003]改良された電力変換器は、ＤＣ入力システムのために重要である。ＤＣ配電（通
常、３８０Ｖ　ＤＣ）は、より高い効率、力率補正のより有効な管理、配備される回復可
能な電源およびエネルギーストレージを提供するので、商業ビルおよびデータセンタにお
けるＡＣ配電に対する選択肢と時々考えられている。例えば、初期の実演では、３８０Ｖ
　ＤＣ配電アーキテクチャーはデータセンタにおける２０８Ｖ　標準ＡＣ配電に関してほ
ぼ１５パーセントのエネルギー節約となった。これは、ＤＣ配電システムにおいて要求さ
れるより高い配電電圧とより少ない電圧変換段に依っている。
【０００４】
　[0004]ＤＣ配電の効果は、少なくとも部分的には、ＤＣ－ＤＣ変換器（コンバータ）に
より、３８０Ｖ（実際には２６０Ｖ－４１０Ｖ）から照明および電子負荷に必要なより低
い電圧へ変換することに依る。このようなアーキテクチャーが最初に配備されることが期
待されているＤＣ配電データセンタにおいて、３８０Ｖ　ＤＣ電源は各「ラック」（例え
ば、複数の設備モジュールを設けるためのフレームまたはエンクロージャー）に置かれる
ＤＣ－ＤＣ変換器を使用する１２Ｖに変換されてサーバに電力を供給することが必要であ
ろう。このようなアーキテクチャーにおけるコストを減少するために、例えば高効率変換
器（例えば、９７％且つそれ以上の効率を有する変換器）が必要となろう。
【０００５】
　[0005] 高電圧ＤＣまたはＡＣ電源から低電圧ＤＣ負荷へエネルギーを伝える高性能電
力変換器は、ＡＣグリッド（例えば、２５０Ｖ　ＡＣまで）と、ＤＣ配電システム（２６
０－４１０Ｖ　ＤＣ）と、数ボルトから数十ボルトの出力電圧に一致する入力電圧により
、非常に低い平均効率で９０－９５％（５－１０パーセントの損失）までの効率を達成し
ている。より大きい効率、力率、そして高電圧ＤＣまたはＡＣ電源から低電圧ＤＣ負荷へ
エネルギーを伝える電力変換器の小型化を達成する技術は、高入力電圧および大きな電圧
転換因子は大きな半導体スイッチと磁気鉄心の損失（例えば、変圧器およびインダクタ）
を招くので、設計が困難であり、広い動作範囲の入力電圧（例えば、１．６：１またはそ
れ以上）と電力（例えば、１０：１またはそれ以上）の場所は多くの設計技術を強いてい
る。
【０００６】
　[0006]被スイッチ変換器（スイッチトコンバータ）内に高効率電力変換を達成するため
のひとつの技術は、ゼロ電圧スイッチング（ＺＶＳ）を使用することを含み、そこではト
ランジスタ電圧は、トランジスタがオンまたはオフする時にゼロに接近するよう強いられ
る。ソフトスイッチングが無いと、トランジスタのスイッチング損失は、変換器の効率を
減少し、そして電力密度を制限する。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　[0007]不運なことに、有効なソフトスイッチング回路は特別の動作条件下で非常に高い
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効率を達成できるが、広く変動する入力電圧と電力レベルに渡る動作要求を考慮すると、
性能は大きく低下する傾向にある。特に、従来の回路設計および制御方法では、電力が最
大から減少しそして入力電圧が公称から変動するので所望の回路波形（例えば、ＺＶＳ／
ＺＣＳスイッチング、最小伝導電流等）を維持することは困難である。
【０００８】
　[0008]例えば、共振ソフト被スイッチ（スイッチト）逆変換器（インバータ、例えば、
直列、並列、直並列、ＬＬＣコンバータ、等）を制御するひとつの技術は、変換器のスイ
ッチング周波数を変調することにより出力電圧が負荷と入力電圧変動にかかわらず調整さ
れる、周波数制御技術である。高電圧レベルで重要なＺＶＳスイッチングを達成するため
の誘導負荷の要求のために、電力は、スイッチング損失を激化するスイッチング周波数を
増加することによりこのような変換器において低下される。広い周波数動作はまた、磁気
構成要素およびＥＭＩフィルタの設計をさらに困難にする。さらに共振タンクのデザイン
により、変換器における循環電流は電力を戻すことなく電力変換効率を減少する。
【０００９】
　[0009]固定周波数でブリッジ変換器に適用できる代わりの方法は、多重逆変換器（イン
バータ）レッグの相対タイミングが制御電力に対して変調される、移相（位相シフト）制
御である。しかし、移相制御を使用する従来の全ブリッジ共振変換器は、出力電力を減少
するために２つのレッグが異なる位相であるのでスイッチングの時間に２つの逆変換器の
レッグ間の非対称電流レベルを受ける。この結果、進み変換器レッグにおけるトランジス
タが大きな電流でターンオフを開始する。また、位相の相違は増加するので、遅れ変換器
レッグにおけるトランジスタはＺＶＳターンオン能力を失う。これらの要因は余分の損失
になり、部分負荷により低い変換効率へと導き、結局、乏しい設計変更となる。
【００１０】
　[0010]非対称のクランプモード制御および非対称のパルス幅制御のような、他の固定周
波数制御技術がまた、発展してきた。しかし、これらの技術はまた、出力電力が減少する
のでゼロ電圧スイッチング（ＺＶＳ）能力を失う。そこで、それらはまた、広い負荷範囲
にまたがる高効率を維持しない。広い入力電圧および電力範囲にわたり動作する時に減少
した損失を提供でき、大きな降下電圧変換を提供できる回路設計および関連する制御に対
する明らかな要請がある。
【００１１】
　[0011]周波数逓倍回路が極めて高い周波数ＲＦアプリケーションにおいて使用でき、時
には被スイッチモード逆変換器および電力増幅器において使用される。周波数逓倍逆変換
器の出力電力は要求されるデバイス定格に関して本質的に低いので、周波数逓倍回路は典
型的にはＤＣ－ＤＣ変換器においては使用されない。
【課題を解決するための手段】
【００１２】
　[0012]本趣旨に従うと、以下に述べられるシステムおよび技術は、電源からＤＣ電力を
受け取るために構成された２以上の被スイッチ（スイッチト）逆変換器を有する逆変換器
段を含み、被スイッチＡＣ出力電力信号を生成する。変換段が前記逆変換器段から前記被
スイッチＡＣ出力電力信号を受信するために結合され、前記出力電力信号を成形し、成形
電力信号を生成し、前記変換段は基本動作周波数を有する。２以上の被スイッチ逆変換器
を有する整流器段が前記成形電力信号を受信するように結合され、そして前記成形電力信
号をＤＣ出力信号へ変換する。コントローラ回路は可変周波数逓倍モードにおいて前記逆
変換器および／または整流器を動作するように構成されている。
【００１３】
　[0013]この特定の配列により、可変周波数逓倍（ＶＦＸ）電力変換器が提供される。基
本スイッチ周波数モードおよび調波スイッチ周波数モードの両方で動作できる逆変換器段
および／または整流器段を有する電力変換器を提供することにより、ＶＦＸ電力変換器は
、広い負荷範囲に跨る先行技術の電力変換器の効率特性よりも高い、同じ負荷範囲に跨る
効率特性を備えて提供される。さらに、一実施形態において、広い入力電圧および電力範
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囲において動作する時に、以下に述べられるＶＦＸ変換器は、同じ広い入力電圧および電
力範囲に渡って動作する先行技術電力変換器の損失特性と比較して減少される損失特性を
備えて提供される。さらになお、一実施形態において、以下に述べられるＶＦＸ変換器は
また、先行技術の電力変換器の降下電圧変換と比較して比較的大きい降下電圧変換を提供
できる。
【００１４】
　[0014]別の実施形態において、ＤＣ－ＤＣ電力変換器は、その入力においてＤＣ電力を
受け、その出力において被スイッチ（スイッチト）ＡＣ出力電力信号を生じるように構成
された２以上の被スイッチ（スイッチト）逆変換器を備えた逆変換器段を含む。変換段は
、逆変換器段出力から被スイッチ出力電力信号を受信し、そしてこの出力電力信号を成形
してその出力に成形電力信号を生じる。２以上の被スイッチ逆変換器を有する整流器段は
その入力に成形電力信号を受信し、そしてその出力に成形電力信号をＤＣ出力電力信号に
変換する。コントローラ回路は、可変周波数逓倍モードにおいて電力変換器を動作するよ
うに結合され、逆変換器段または整流器段における被スイッチ逆変換器の少なくともひと
つは、電力変換器により生成された基本周波数の調波である周波数を有する出力信号とな
る周波数またはデューティサイクルでスイッチされる。いくつかの実施形態において、逆
変換器段と整流器段の両方における被スイッチ逆変換器の少なくともひとつは、調波周波
数またはデューティサイクルでスイッチされる。
【００１５】
　[0015]この特定の配列において、多重動作モードを可能とする電力変換器が提供される
。基本のスイッチング周波数を使用して逆変換器をスイッチングすることにより、電力変
換器は、最大出力電圧（または電力）モードを提供するよう動作する。調波のスイッチン
グ周波数を使用して逆変換器をスイッチングすることにより、電力変換器はより低い電力
動作モードに入る。逆変換器段と整流器段の何れかまたは両方は、電力変換器の所望の全
ての動作モードを達成するために多重モードで動作できることが理解されたい。
【００１６】
　[0016]前述の特徴は、次の図面の記述からより十分に理解され得る。図面は、開示され
た技術を説明し且つ理解することを意図している。全ての可能な実施形態を例示し且つ記
述することは時には実際的ではなくまたは不可能であるから、提供される図面は１以上の
例示的な実施形態を描いている。従って、図面は、ここに記述される趣旨の範囲、システ
ム、回路および技術に制限することを意図するものではなく、制限するものとして構成さ
れているものではない。図面中の同じ番号は同じ要素を示している。
【図面の簡単な説明】
【００１７】
【図１】[0017]図１は可変周波数逓倍（ＶＦＸ）電力変換器のブロック図である。
【図２】[0018]図２は多重逆変換器を有するＶＦＸ電力変換器のブロック図である。
【図３】[0019]図３は図１または図２の電力変換器と同じまたは同様である電力変換器の
段として使用される逆変換器の概略図である。
【図４】[0020] 図４は、図３の逆変換器と同じまたは同様な逆変換器のスイッチを動作
する一連のスイッチング信号のための振幅対時間のプロットである。
【図５】[0021]図５は、逆変換器の出力信号振幅対逆変換器のスイッチングデューティサ
イクルのプロットである。
【図６Ａ】[0022]図６Ａは変換器の出力のグラフである。
【図６Ｂ】図６Ｂは変換器の出力のグラフである。
【図７】[0023]図７はスタックされた変換器を有する電力変換器概略図である。
【図８Ａ】[0024]図８Ａは逆変換器の入力および出力信号のグラフである。
【図８Ｂ】図８Ｂは逆変換器の入力および出力信号のグラフである。
【図９】[0025]図９は共振タンク回路を有する電力変換器回路の概略図である。
【図１０】[0026]図１０は一対の共振タンク回路を有する電力変換器回路の概略図である
。
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【図１１】[0027] [0028]図１１は半波整流器回路の概略図であり、半波整流器回路に関
連する一連の波形である。
【図１２Ａ】[0029]図１２Ａは整流器回路の一連の概略図である。
【図１２Ｂ】図１２Ｂは整流器回路の一連の概略図である。
【図１２Ｃ】[0030]図１２Ｃは図１２Ａと図１２Ｂの整流器回路に関連する波形のプロッ
トである。
【発明を実施するための形態】
【００１８】
　[0031]ＶＦＸ電力変換器の概念、システムおよび技術を述べる前に、いくつかの予備的
な概念および用語が説明される。先行技術の電力変換器と比較して比較的高い効率を有す
る可変周波数逓倍（ＶＦＸ）電力変換器（時には以下では「電力変換器」またはさらに簡
単に「変換器」として参照される）を提供するための概念、システムおよび技術が図に関
連して以下に説明される。以下に使用されるように、用語「電気グリッド」（またはさら
に簡単には「グリッド」）は供給者から消費者へ電気的に配達するための相互接続された
ネットワークを参照しており、任意の特定の物理的レイアウトまたは幅を示唆するものと
受け取るべきではない。このため、以下に使用されるように、用語「グリッド」は、完全
に陸地の電気ネットワーク、広域伝送ネットワークを参照でき、またはローカルのユーテ
ィリティーの伝送グリッドまたは配電グリッドのようなサブネットワークを記述するため
に使用できる。
【００１９】
　[0032]図１を参照すると、可変周波数逓倍（ＶＦＸ）電力変換器（コンバータ）１００
がここに示され、逆変換器（インバータ）段１０２に対応する第１の段、変換段１０８に
対応する第２の段、整流器段１１２に対応する第３の段を備えた３つの段を含む。
【００２０】
　[0033]一実施形態において、逆変換器段１０２は、その入力にＤＣ入力信号１０４を受
け、そしてその出力に中間ＡＣ出力信号１０６を提供する。変換段１０８は、その入力に
ＡＣ出力信号１０６を受信し、そして電圧変換、電気的絶縁、波形成形等を提供すること
を含むがこれに制限されない１以上の方法でＡＣ出力信号１０６を変換または動作してそ
の出力にＡＣ出力信号１１０を提供する。整流器段１１２は、その入力にＡＣ出力信号１
１０を受信し、そしてデータセンタ内のサーバのような電子デバイスまたは他のＤＣ負荷
に電力を提供することを含むがこれに制限されない各種の方法で利用に適したＤＣ出力信
号１１４へＡＣ出力信号１１０を変換する。
【００２１】
　[0034]コントローラ回路１１６は、逆変換器段１０２および／または整流器段１１２に
結合されている。コントローラ回路１１６は、逆変換段１０２および／または整流器段１
１２のスイッチング動作を制御するように構成されている。以下に議論されるように、逆
変換器段１０２は、ＤＣ入力信号１０４をＡＣ出力信号１０６へ変換するよう共同作用的
に動作可能な１以上のスイッチを含む。同様に、整流器段１１２は、ＡＣ信号１１０をＤ
Ｃ出力信号１１４へ戻し変換するよう共同作用的に動作可能な１以上のスイッチを含む。
コントローラ回路１１６はこれらのスイッチの動作およびタイミングを制御するように結
合されている。
【００２２】
　[0035]コントローラ回路１１６は、入力信号１０４の電力または電圧および出力信号１
１４の所望の出力電力または電圧に依存して、各種の周波数で逆変換器段１０２および／
または整流器段１１２を制御することができる。ＤＣ／ＤＣ変換器が示されているが、入
力および／または出力ポートに整流および／または逆変換段の追加により、変換器１００
はまた、ＡＣ／ＤＣ、ＤＣ／ＡＣまたはＡＣ／ＡＣ変換器として機能することができる。
【００２３】
　[0036]変換器１００はまた、電圧の広い動作範囲（例えば、大きな降下変換のような大
きな変換率、および要求された変換率における大きな変動）および電力の広い動作範囲を
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通して動作可能である。特に、動作周波数、デューティサイクル、および／または逆変換
器１０２および／または整流器１１２の他のタイミングを変化することにより、変換器１
００が異なる入力電圧または電力、出力電圧または電力等で動作している時に、コントロ
ーラ１１６は、変換器１００の動作モードを変更して変換器１００の効率を増加すること
ができる。実際、変換器１００は動作モードをコントローラ１１６の「シフトギヤ」に変
えて異なる入力および出力電圧を補償し、変換器１００の高効率動作が維持され得る範囲
に増加できる。
【００２４】
　[0037]一実施形態において、コントローラ１１６は、電力が変換段１０８を通り伝達さ
れる主周波数を変えることなしに、変換器１００の動作モードを変えることができる。換
言すれば、コントローラ１１６は、逆変換器１０４の基本周波数の整数倍である調波周波
数で逆変換器１０４を動作でき、および／または変換段１０８または整流器段１１２の基
本周波数の整数倍の調波周波数である周波数で変換段１０８を動作できる。整流器段１１
２の動作周波数を変えることにより、変換器１００はまた、望ましいアプリケーションに
おいて整流器段１１２を介して自然な降下電圧変換を提供でき、変換段１０８に関連した
負荷量および電力損失を減少できる。
【００２５】
　[0038]図２を参照すると、上述された変換器１００と同じまたは同様の変換器１００ｂ
は多重逆変換器回路（２つの例示の逆変換回路２００と２０２が図２の例示の実施形態に
示されている）を備えた逆変換器段１０２を含む。２つの逆変換回路が示されているが、
逆変換器段１０２は、設計に要求されるか所望の性能特性に合うような１、２またはそれ
以上の逆変換器回路を含むことができる。当業者は、ここの記載を読んだ後では、逆変換
器段１０２に含まれる逆変換器の数の選択方法を理解できるであろう。同様に、整流器段
１１２は多重整流器回路２０４と２０６を含む。２つの整流器回路が示されているが、整
流器段１１２は、所望の１、２またはそれ以上の整流器回路を含むことができる。当業者
はまた、ここの記載を読んだ後では、整流器段１１２に含まれる整流器の数の選択方法を
理解できるであろう。
【００２６】
　[0039]逆変換器回路２００と２０２、および整流器回路２０４と２０６は、以下に議論
されるように、制御端子を有する内部スイッチング素子（またはさらに簡単には「スイッ
チ」）を含む。幾つかの実施形態において、これらのスイッチは、１以上の電界効果トラ
ンジスタ（ＦＥＴ）により実現される。コントローラ１１６は、スイッチの動作を制御す
るためにスイッチング素子制御端子（例えば、ＦＥＴのゲート）に結合できる。実施形態
において、コントローラ１１６は、逆変換器２０２のスイッチング動作から独立して逆変
換器２００のスイッチング動作を制御でき、そして整流器２０６のスイッチング動作と独
立して整流器２０４のスイッチング動作を制御できる。例えば、コントローラ１１６は、
ひとつの周波数またはデューティサイクルで逆変換器２００を動作でき、同時に別の周波
数および／またはデューティサイクルで逆変換器２０２を動作することができる。勿論、
コントローラ１１６は、所望ならば、同じ周波数およびデューティサイクルで逆変換器２
００と２０２を動作することができる。同じ概念が整流器２０４と２０６に適用され、コ
ントローラ１１６は互いから独立して整流器２０４と２０６を動作できる。
【００２７】
　[0040]変換段１０８は、いわゆるインピーダンス制御ネットワーク（ＩＣＮ）を含む。
しかし、他の種類の変換段がまた、デュアル・アクティブ・ブリッジシステムにおいて使
用されるような共振変換ネットワークおよび／または誘導変圧器ネットワークを含んで使
用され得る。変換段１０８は、動作範囲を跨るトランジスタの瞬時のゼロ電圧スイッチン
グ（ＺＶＳ）とゼロ近似の電流スイッチング（ＺＣＳ）を維持して応力とスイッチング損
失を減少する（および理想的に最小化する）ために動作波形を成形し、そして高効率と電
力密度の両方を備えて実現されるように変換器１００ｂを動作可能にする。例示の変換器
１００ｂは、インピーダンス制御ネットワークを内蔵するものとして示されているが、可
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変周波数逓倍コントローラ１１６、逆変換段１０２、および／または整流器段１１２は、
直列共振変換器、並列共振変換器、直列／並列共振変換器、ＬＬＣ変換器、およびブリッ
ジ変換器および関連する変形（さらに複雑な逆変換器または整流器構造）を含む他の共振
および非共振電力変換器、ダブルエンディド（double-ended）順方向変換器等を含んでい
る、他の変換器システムに含まれ得ることが理解されるであろう。
【００２８】
　[0041]逆変換器回路２００と２０２は、図２の例示的実施形態において並列構成に結合
されて示されているが、逆変換器段１０２内の逆変換器回路は、直列、並列、または直列
と並列接続の組み合わせで結合できることを理解されたい。同様に、整流器段１１２内の
整流器回路は、直列、並列、または直列と並列接続の組み合わせで結合できる。
【００２９】
　[0042]上述したように、変換器１００と１００ｂは、逆変換器および／または整流器の
周波数逓倍動作モードを使用し、入力電力または電圧、および出力電力または電圧の広い
動作範囲に渡って高効率性能を維持する。
【００３０】
　[0043]ひとつの実施形態において、変換器１００と１００ｂは、逆変換器および／また
は整流器の追加の動作モードを使用し、減少した出力電圧および／または出力電力条件ま
たは高入力電圧条件に関係するように、動作範囲を増加する。この文脈では、周波数逓倍
が変換器の有効動作範囲を拡張し、そしてその性能を改善（例えば、低電力且つ低出力電
圧）するために使用できる。
【００３１】
　[0044]この概念を例示するために、図３は、逆変換回路２００および２０２と同じか類
似している、例示的な逆変換回路３００を示している。逆変換回路３００は、入力電圧Ｖ

ＩＮ，ＴＯＴは積重ね（スタック）コンデンサ３０２と３０４に跨る２つの公称上等しい
値ＶＤＣ（ここにＶＤＣは約０．５ＶＩＮ，ＴＯＴに公称では等しい）に分配されるので
積重ね（スタック）ブリッジ逆変換器として参照される。コンデンサ３０４と３０６に跨
る電圧は、受動的に、またはスイッチ３０８－３１４の動作を制御できる、コントローラ
１１６による能動制御を通して維持できる。図３に示されるエネルギー貯蔵およびスイッ
チング素子構成要素（半導体素子でもよい）は、合計バス電圧の半分に理想的には割り当
てられる。逆変換器出力電圧ＶＯが負荷ネットワークへの入力（例えば、変換段１０８へ
の入力）を表す素子３０２に跨って示されている。２つの半ブリッジ（並列入力ポートを
備えた）を含む従来の全ブリッジ逆変換器構成がまた使用できる。逆向きに駆動されるこ
とに注意されたい（即ち、ＡＣ電流に関して適正なタイミングにより、端子３１６に入力
電圧を提供し、端子３１８に出力電力信号を生成する）。この構成はまた積重ね（スタッ
ク）ブリッジ整流器として動作できる。
【００３２】
　[0045]動作において、入力電圧Ｖｉｎは、０．５ＶＩＮ，ＴＯＴ（即ち、ＶＤＣ＝０．
５ＶＩＮ，ＴＯＴ）に対応する電圧レベルＶＤＣを有して理想的に提供される各半ブリッ
ジにより、２つに分離される。並列した入力を備えた２つの半ブリッジを含む従来の全ブ
リッジ逆変換器がまた使用できることに気が付かれたい。構成された半ブリッジ逆変換器
の基本スイッチング期間を制御することにより、底部半分３２０と頂部半分３２２ブリッ
ジ逆変換器のデューティ比Ｄ１とＤ２と、それらの間の時間遅れΔｔに加えて、逆変換回
路３００は、負荷ネットワーク（図示されていない）を駆動するために必要とされる周波
数ｆ０（動作期間Ｔ０＝１／ｆ０）で所望の特性を有する出力波形Ｖ０（ｔ）を生成でき
る。逆変換器システムは、逆変換器基本スイッチング周波数ｆＡ＝１／ＴＡ（即ち、積重
ね（スタック）ブリッジ逆変換器が周波数逓倍器として動作されるように）の倍数（即ち
、調波）である出力周波数ｆ０を合成するように制御される。さらに、動作点の適当な選
択により、ソフトスイッチングと他の所望の動作特性を保持しながら、動作においていわ
ゆる「ギヤシフト」を提供する、逓倍率を変えることができる。
【００３３】
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　[0046]ここで図４を参照すると、図３の逆変換器回路３００の半ブリッジ３２０または
３２２のひとつのフーリエ解析を例示するグラフである。このグラフは、デューティ比Ｄ
により動作期間ＴＡ当たり１パルスで動作する半ブリッジのひとつの出力を例示している
。波形は、時間遅れが無く、時間に等しいものとして示されている。付加的な遅れΔｔが
追加できる。
【００３４】
　[0047]構成された半ブリッジが、図４に例示されるように、一様な動作波形をもちデュ
ーティ比Ｄ１と期間ＴＡで動作されるならば、半ブリッジ出力電圧波形は次のフーリエ級
数のように表される。
【００３５】
　[0048]
【００３６】
【数１】

【００３７】
　[0049]図５を参照し、デューティ比の関数（２・Ｖｄｃ√πの最大に正規化されている
）としてこの波形の基本および調波の振幅が示されている。半ブリッジ逆変換器のデュー
ティ比、遅れおよびスイッチング期間は、異なる動作モードに展開するために選択できる
。
【００３８】
　[0050]半ブリッジ間の半サイクルの遅れΔｔ＝０．５と理想的なデューティ比Ｄ１＝Ｄ

２＝０．５により、所望の出力周波数（例えば、ＴＡ＝Ｔ０）で逆変換器を動作させるこ
とは、図６Ａに示すような出力波形になる。これは、「基本モード」動作としてこの出願
に参照されている、当業者が利用する通常の逆変換器動作である。しかし、半ブリッジ逆
変換器が所望の出力（例えば、ＴＡ＝２・Ｔ０；Ｄ１＝０．２５；Ｄ２＝０．７５；そし
てΔｔ＝０）の半分である基本周波数で動作されるならば、「周波数二倍器」動作モード
が達成されて図２Ｂの出力波形ＶＯを生じる。この動作点は、基本の半ブリッジ波形をキ
ャンセルし、その第２の調波（図５を参照）を増強する。結局、図６Ｂの出力波形は、図
６Ａの出力波形として同じ周波数ｆ０であるが半分の出力振幅を有することができ、そし
てレート（ゲーティングおよびスイッチング損失）の半分でスイッチングする個別のトラ
ンジスタを備える。負荷付ネットワーク（例えば、ｆ０での誘導負荷を備えた）は、正に
基本モードにおいて、各遷移で個々のトランジスタに対しソフトスイッチングの機会を与
える。この方法で操作されると、逆変換器は逓倍率（この場合は１および２）を変えるこ
とで周波数逓倍器として動作する。可変周波数逓倍器（ＶＦＸ）動作により提供される柔
軟性は、他のシステム動作特性を保存しながら、電力および電圧において広い範囲に効率
的に及ぶために貴重である。
【００３９】
　[0051]図７を参照すると、上述した変換器回路と同じか類似している、共振変換器回路
７００は、また積重ねられている一対の積重ね(スタック)ブリッジ７０２と７０４を含む
。これは、高電圧入力用の低電圧装置を利用する利益がある。多くのオプションにおいて
、この回路は有効動作範囲を拡張するための逓倍器モード（周波数二倍器および四倍器モ
ードを含む）と同様に、基本モードにおいて動作できる。
【００４０】
　[0052]図８Ａと８Ｂを参照すると、変換器７００の動作を表す波形が示されている。波
形８０２ａと８０２ｂは、変換器の整流された出力電流を表している。点線８０４ａと８
０４ｂは、変換器の平均出力電流を表している。波形８０６ａと８０６ｂは、ひとつの逆
変換器スイッチを跨る電圧を示し、正弦波形８０８ａと８０８ｂは、コンバイナー・ネッ
トワークの関連するブランチを通る電流を示している。図８Ａと８Ｂは、変換器７００の
２つの動作モードを例示している。図８Ａにおいて、全ての４つの半ブリッジ逆変換器ス
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イッチングは、５００ｋＨｚで５０％デューティ比でスイッチングし、図８Ｂにおいて、
２つの逆変換器は、２５パーセントデューティ比でスイッチングし、そして他の２つは２
５０ｋＨｚで７５パーセントデューティ比でスイッチングする。第２のモードは、例えば
、波形８０２ａと８０４ａに比較して波形８０２ｂと８０４ｂの減少した高さにより理解
されるように、低出力電力で高効率の維持を助ける電圧の自動的降下を提供する。
【００４１】
　[0053]上記例示は、インピーダンス制御ネットワーク（ＩＣＮ）変換器システムに適用
される場合に拡張できる。ＩＣＮは、スイッチ数を減少し、および／または追加の逓倍器
動作モードを達成するために使用できる。
【００４２】
　[0054] 例えば図９を参照すると、ＩＣＮ変換器９００（上述した変換器回路と同じま
たは類似してもよい）は、逆変換器９０２と９０４を含む。逆変換器９０２と９０４は、
図１のコントローラ１１６のような、コントローラによりＶＦＸ構成において動作できる
。換言すれば、逆変換器９０２と９０４は、基本周波数とデューティサイクル比（即ち、
基本モードにおいて）、または基本周波数とデューティサイクルの倍数である周波数とデ
ューティサイクルで動作できる。逆変換器９０２と９０４は、コントローラ１１６により
同じ周波数で動作でき、または異なる周波数で動作できる。
【００４３】
　[0055]基本モードにおいて、半ブリッジ逆変換器９０２と９０４は、前に述べたように
、Ｄ＝０．５の移相制御のもとで所望の周波数ｆ０で動作する。逓倍器モードにおいて、
コントローラ１１６は、所望の出力周波数（第２の調波成分を最大化する、Ｄ１＝０．２
５とＤ２＝０．７５により）の半分で半ブリッジ逆変換器を動作する。この場合、半ブリ
ッジ逆変換器の基本出力成分の部分相殺が達成される（ＩＣＮ制御要求により）。これは
、ＩＣＮネットワーク９０６のフィルタリング性質により実行されて不所望の基本成分を
減衰する。動作において、ｆ０／２における出力の周波数成分は、逓倍器モードにおける
システムの動作範囲を通じて無視できる影響を有する。このため、逆変換器の周波数およ
び／またはデューティサイクルを変えることにより、回路は、より低い出力電力、スイッ
チング損失、および広い範囲の入力電圧と電力および出力電圧と電力におよぶ電導損失で
動作できる。
【００４４】
　[0056]また逓倍器動作モードを実現することが可能である。例えば、基本および二倍モ
ードに加え、例えば図７に示される変換器７００が、ｆ０より下の成分に軽減するために
直接の相殺とフィルタリングの組み合わせを使用し、周波数四倍モード（基本周波数の１
／４で動作される各半ブリッジにより）においてコントローラ１１６により動作できる。
代わりに、頂部ブリッジ７０２と底部ブリッジ７０４は互いに関して移相され、移相ブリ
ッジであるが各積重ねブリッジ用の基本および二倍モード間のモードを切り換える追加の
能力を備えて等価な波形を提供する。
【００４５】
　[0057]周波数とデューティサイクルおよび／または変換器のオンとオフをバーストする
ことに替えてまたはそれに加えて、逆変換器間の移相を制御することにより変換器の出力
電力を制御することをまた可能にする。この場合、無損失コンバイナ（例えば、図１の変
換段）は、図９に示すように、逆変換器の近似抵抗負荷をなお維持するインピーダンス制
御ネットワークを形成する、抵抗圧縮ネットワークにより議論される。このコンバイナＲ
ＣＮインピーダンス制御ネットワークにより、２つの逆変換器によりみられるサセプタン
スは、図１０に示すように、出力電力の関数として一定であり、公称入力および出力電圧
に対し負で（即ち誘導）且つ任意に小さくされ得る。入力および出力電圧はその公称値か
ら変わるので、サセプタンスは僅かに変わるが、コンバイナＲＣＮインピーダンス制御ネ
ットワーク無しの変動よりも非常に小さい。ここで、逆変換器によりみられるアドミタン
スは、公称入力および出力電圧で全出力電力範囲に渡って全く導電性であり、入力および
出力電圧における適切な広い変動を通じて主に導電性にされている。
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【００４６】
　[0058]ＶＦＸ逆変換器段を備えた追加の動作モードのアベイラビリティは、広い入力お
よび出力電力範囲に渡って有効な動作を動作可能にする。さらに、より低い合成された駆
動電圧は逓倍器モードにおいて使用され得るので、この技術は、増加した入力電圧範囲ま
たは出力電圧範囲に跨って効率よく動作するように適用できる。
【００４７】
　[0059]図１０を参照すると、上述の逆変換器はここではＤＣからＡＣへ変換するものと
して示されているが、逆変換器構成はまた、もし後方向に駆動されるならばＡＣからＤＣ
へ変換する（即ち、ＶＦＸ整流器を形成する）ように使用できることまたが理解されよう
。逆変換器の可変周波数逓倍作用から生じる動作モードの変化は、このためＤＣ－ＤＣ変
換器の整流器部分に適用できる。ＶＦＸ逆変換器構成および整流器構成は、なお広い動作
範囲を得るために共に対となる（例えば、二重能動ブリッジまたは積重ねブリッジまたは
二重積重ねブリッジ構成において、または図１０のようなＩＣＮ変換システムにおいて）
ことができる。これは、異なる動作モードにおいて逆変換器部分および整流器部分を動作
することにより達成できる。
【００４８】
　[0060]例えば、図１０における変換器回路１０００は、逆変換器段と整流器段を含む。
逆変換器段は、逆変換器１００６と逆変換器１００８を備えた積重ね逆変換器構成を含む
。整流器段は、逆変換器１０１０と逆変換器１０１２を含む。一実施形態において、コン
トローラ（例えば、図１のコントローラ１１６）は、上述したように、基本周波数とデュ
ーティサイクル、または基本周波数とデューティサイクルの倍数で逆変換器段の逆変換器
１００６と１００８を動作できる。コントローラはまた、上述したように、同じモードま
たは互いに異なるモードで逆変換器１００６と１００８を動作できる。
【００４９】
　[0061]同様に、コントローラは、上述したように、基本周波数とデューティサイクル、
または基本周波数とデューティサイクルの倍数で整流器段の逆変換器１０１０と１０１２
を動作できる。コントローラはまた、上述したように、同じモードまたは互いに異なるモ
ードで逆変換器１００６と１００８を動作できる。
【００５０】
　[0062]一実施形態において、整流器段は、図１１に示されるような半ブリッジ整流器と
して実現でき、追加の電圧降下を提供して図１１Ａの関連する波形により変換段における
負荷量を減少する。
【００５１】
　[0063]図１２Ａと１２Ｂは、図１１の等価な半ブリッジ整流器に比較して追加的な２段
階降下のファクターを提供できる、被スイッチコンデンサ整流器を例示している。これは
、低電圧デバイス（即ち、出力電圧に対してのみ定格されている）とゲート駆動回路によ
り達成される。図１２Ａと１２Ｂに関連する波形の種類が図１２Ｃに例示されている。
【００５２】
　[0064]いくつかの例示的な実施形態において、逆変換構成と整流器構成の動作モードは
、自然の電圧または電力降下を提供できる。図８Ａと８Ｂに関して上述したように、基本
周波数および／またはデューティサイクル以外の周波数および／またはデューティサイク
ルで１以上の逆変換器を動作することは、逆変換器の出力に電圧降下を生じる。このため
、コントローラ回路は、基本動作モード以外の可変周波数逓倍器モードにおいて１以上の
逆変換器を動作することにより、逆変換器１００６と１００８を備えた整流器段の出力電
圧を降下することができる。
【００５３】
　[0065]実施形態において、コントローラは、可変周波数モードにおける逆変換器段にお
ける１以上の逆変換器、および／または可変周波数モードにおける整流器段における１以
上の逆変換器を動作することができる。そうすることにより、変換器回路は、所望のアプ
リケーションに応じて、広い範囲の入力電圧と電力そして出力電圧と電力を通じて高い効
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率を達成することができる。
【００５４】
　[0066]この特許の主題である各種の概念、構成および技術を例示する助けになる好適な
実施形態を述べてきたが、当業者にはこれらの概念、構成および技術を含む他の実施形態
が使用できることは明らかであろう。従って、本特許の範囲は、既述の実施形態に制限さ
れるべきではなく、請求項の趣旨および範囲によってのみ制限されるべきであることが提
示される。ここに引用される全ての参照は、全体として参照によりここに含まれている。

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】 【図６Ａ】

【図６Ｂ】
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【図７】 【図８Ａ】

【図８Ｂ】 【図９】
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【図１０】 【図１１】

【図１２Ａ】

【図１２Ｂ】

【図１２Ｃ】
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