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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
第１の直流電源と第２の直流電源との間の双方向の電力伝送を行うＤＣ／ＤＣコンバータ
において、
それぞれ２端子構造の第１の巻線および第２の巻線を有するトランスと、複数の半導体ス
イッチング素子を有して上記第１の直流電源と上記トランスの上記第１の巻線との間に接
続されて、直流／交流間で電力変換する第１のコンバータ部と、複数の半導体スイッチン
グ素子を有して上記第２の直流電源と上記トランスの上記第２の巻線との間に接続されて
、直流／交流間で電力変換する第２のコンバータ部と、上記第１、第２のコンバータ部内
の上記各半導体スイッチング素子を駆動制御して上記第１、第２のコンバータ部を制御す
る制御回路とを備え、
上記第１、第２のコンバータ部は、それぞれ２つのブリッジ回路によるフルブリッジ回路
で構成され、上記各半導体スイッチング素子に並列接続されたコンデンサと、交流入出力
線に接続された第１、第２のリアクトルとを有し、
上記制御回路は、
　上記第１の直流電源から上記第２の直流電源への電力伝送時に、上記第１のリアクトル
を利用して上記第１のコンバータ部内の上記各半導体スイッチング素子がゼロ電圧スイッ
チングするように制御すると共に、
　上記トランスの上記第２の巻線に発生する電圧より上記第２の直流電源の電圧が高い場
合には、上記第１のコンバータ部が上記トランスの上記第１の巻線に電圧印加している期
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間に、上記第２のコンバータ部の正側の２つの半導体スイッチング素子を共にオン、ある
いは負側の２つの半導体スイッチング素子を共にオンして上記第２のリアクトルを励磁さ
せることで上記第２のコンバータ部が昇圧動作するように制御し、
　上記第２の直流電源から上記第１の直流電源への電力伝送時に、上記第２のリアクトル
を利用して上記第２のコンバータ部内の上記各半導体スイッチング素子がゼロ電圧スイッ
チングするように制御すると共に、
　上記トランスの上記第１の巻線に発生する電圧より上記第１の直流電源の電圧が高い場
合には、上記第２のコンバータ部が上記トランスの上記第２の巻線に電圧印加している期
間に、上記第１のコンバータ部の正側の２つの半導体スイッチング素子を共にオン、ある
いは負側の２つの半導体スイッチング素子を共にオンして上記第１のリアクトルを励磁さ
せることで上記第１のコンバータ部が昇圧動作するように制御する、
ＤＣ／ＤＣコンバータ。
【請求項２】
上記制御回路は、
　上記第１の直流電源から上記第２の直流電源への電力伝送時に、上記トランスの上記第
２の巻線に発生する電圧より上記第２の直流電源の電圧が高く、上記第２のコンバータ部
が昇圧動作するように制御するときに、上記トランスの上記第１の巻線に電圧が印加され
る時間が予め設定した最大時間となるように上記第１のコンバータ部を制御し、
　上記第２の直流電源から上記第１の直流電源への電力伝送時に、上記トランスの上記第
１の巻線に発生する電圧より上記第１の直流電源の電圧が高く、上記第１のコンバータ部
が昇圧動作するように制御するときに、上記トランスの上記第２の巻線に電圧が印加され
る時間が予め設定した最大時間となるように上記第２のコンバータ部を制御する、
請求項１に記載のＤＣ／ＤＣコンバータ。
【請求項３】
上記各最大時間は、上記第１、第２のコンバータ部内の上記各半導体スイッチング素子が
上記ゼロ電圧スイッチングする為の時間に基づいて設定される、
請求項２に記載のＤＣ／ＤＣコンバータ。
【請求項４】
上記制御回路は、
　上記第１、第２のコンバータ部を構成する上記フルブリッジ回路の各ブリッジ回路の正
側の半導体スイッチング素子および負側の半導体スイッチング素子を、短絡防止時間を無
視すると、それぞれ５０％のオン時間比率として同位相逆極性の駆動信号で制御し、
　上記第１のコンバータ部内の一方のブリッジ回路の正側／負側のいずれかの半導体スイ
ッチング素子である第１の基準素子と、上記第２のコンバータ部内の一方のブリッジ回路
の正側／負側のいずれかの半導体スイッチング素子である第２の基準素子とを、同位相の
駆動信号で制御する、
請求項１から請求項３のいずれか１項に記載のＤＣ／ＤＣコンバータ。
【請求項５】
第１の直流電源と第２の直流電源との間の双方向の電力伝送を行うＤＣ／ＤＣコンバータ
において、
トランスと、複数の半導体スイッチング素子を有して上記第１の直流電源と上記トランス
の第１の巻線との間に接続されて、直流／交流間で電力変換する第１のコンバータ部と、
複数の半導体スイッチング素子を有して上記第２の直流電源と上記トランスの第２の巻線
との間に接続されて、直流／交流間で電力変換する第２のコンバータ部と、上記第１、第
２のコンバータ部内の上記各半導体スイッチング素子を駆動制御して上記第１、第２のコ
ンバータ部を制御する制御回路とを備え、
上記第１、第２のコンバータ部は、それぞれ２つのブリッジ回路によるフルブリッジ回路
で構成され、上記各半導体スイッチング素子に並列接続されたコンデンサと、交流入出力
線に接続された第１、第２のリアクトルとを有し、
上記制御回路は、



(3) JP 5762617 B2 2015.8.12

10

20

30

40

50

　上記第１の直流電源から上記第２の直流電源への電力伝送時に、上記第１のリアクトル
を利用して上記第１のコンバータ部内の上記各半導体スイッチング素子がゼロ電圧スイッ
チングするように制御すると共に、上記トランスの上記第２の巻線に発生する電圧より上
記第２の直流電源の電圧が高い場合には、上記第２のリアクトルを用いて上記第２のコン
バータ部が昇圧動作するように制御し、
　上記第２の直流電源から上記第１の直流電源への電力伝送時に、上記第２のリアクトル
を利用して上記第２のコンバータ部内の上記各半導体スイッチング素子がゼロ電圧スイッ
チングするように制御すると共に、上記トランスの上記第１の巻線に発生する電圧より上
記第１の直流電源の電圧が高い場合には、上記第１のリアクトルを用いて上記第１のコン
バータ部が昇圧動作するように制御し、
　上記第１、第２のコンバータ部を構成する上記フルブリッジ回路の各ブリッジ回路の正
側の半導体スイッチング素子および負側の半導体スイッチング素子を、短絡防止時間を無
視すると、それぞれ５０％のオン時間比率として、上記第１のコンバータ部内の一方のブ
リッジ回路の正側／負側のいずれかの半導体スイッチング素子である第１の基準素子と、
上記第２のコンバータ部内の一方のブリッジ回路の正側／負側のいずれかの半導体スイッ
チング素子である第２の基準素子とを、同位相の駆動信号で制御し、
　上記第１のコンバータ部内で上記第１の基準素子と対角の関係にある半導体スイッチン
グ素子が上記第１の基準素子と共にオンする第１の対角オン時間、および、上記第２のコ
ンバータ部内で上記第２の基準素子と対角の関係にある半導体スイッチング素子が上記第
２の基準素子と共にオンする第２の対角オン時間が、共に設定された最大オン時間になる
点を基準点とし、
　上記第１の直流電源から上記第２の直流電源への電力伝送の制御量を上記基準点より増
大するときは、上記第１の対角オン時間を上記最大オン時間に保持すると共に、上記第２
の対角オン時間を減少させ、上記第１の直流電源から上記第２の直流電源への電力伝送の
制御量を上記基準点より減少するときは、上記第２の対角オン時間を上記最大オン時間に
保持すると共に、上記第１の対角オン時間を減少させるように上記第１、第２のコンバー
タ部を制御して、上記第１の直流電源と上記第２の直流電源との間で双方向の電力伝送を
行う、
ＤＣ／ＤＣコンバータ。
【請求項６】
上記最大オン時間は、上記第１、第２のコンバータ部内の上記各半導体スイッチング素子
が上記ゼロ電圧スイッチングする為の時間に基づいて設定される、
請求項５に記載のＤＣ／ＤＣコンバータ。
【請求項７】
第１の直流電源と第２の直流電源との間の双方向の電力伝送を行うＤＣ／ＤＣコンバータ
において、
それぞれ２端子構造の第１の巻線および第２の巻線を有するトランスと、複数の半導体ス
イッチング素子を有して上記第１の直流電源と上記トランスの上記第１の巻線との間に接
続されて、直流／交流間で電力変換する第１のコンバータ部と、複数の半導体スイッチン
グ素子を有して上記第２の直流電源と上記トランスの上記第２の巻線との間に接続されて
、直流／交流間で電力変換する第２のコンバータ部と、上記第１、第２のコンバータ部内
の上記各半導体スイッチング素子を駆動制御して上記第１、第２のコンバータ部を制御す
る制御回路とを備え、
上記第１、第２のコンバータ部は、それぞれ２つのブリッジ回路によるフルブリッジ回路
で構成され、上記各半導体スイッチング素子に並列接続されたコンデンサと、交流入出力
線に接続された第１、第２のリアクトルとを有し、
上記制御回路は、
　上記第１の直流電源から上記第２の直流電源への電力伝送時に、上記第１のリアクトル
を利用して上記第１のコンバータ部内の上記各半導体スイッチング素子がゼロ電圧スイッ
チングするように制御すると共に、上記トランスの上記第２の巻線に発生する電圧より上
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記第２の直流電源の電圧が高い場合には、上記第２のリアクトルを用いて上記第２のコン
バータ部が昇圧動作するように制御し、
　上記第２の直流電源から上記第１の直流電源への電力伝送時に、上記第２のリアクトル
を利用して上記第２のコンバータ部内の上記各半導体スイッチング素子がゼロ電圧スイッ
チングするように制御すると共に、上記トランスの上記第１の巻線に発生する電圧より上
記第１の直流電源の電圧が高い場合には、上記第１のリアクトルを用いて上記第１のコン
バータ部が昇圧動作するように制御し、
　上記第１、第２のコンバータ部を構成する上記フルブリッジ回路の各ブリッジ回路の正
側の半導体スイッチング素子および負側の半導体スイッチング素子を、短絡防止時間を無
視すると、それぞれ５０％のオン時間比率として同位相逆極性の駆動信号で制御し、上記
第１のコンバータ部内の一方のブリッジ回路の正側／負側のいずれかの半導体スイッチン
グ素子である第１の基準素子と、上記第２のコンバータ部内の一方のブリッジ回路の正側
／負側のいずれかの半導体スイッチング素子である第２の基準素子とを、同位相の駆動信
号で制御し、
　上記第１のコンバータ部内で上記第１の基準素子と対角の関係にある半導体スイッチン
グ素子が上記第１の基準素子と共にオンする第１の対角オン時間と、上記第２のコンバー
タ部内で上記第２の基準素子と対角の関係にある半導体スイッチング素子が上記第２の基
準素子と共にオンする第２の対角オン時間との２種の対角オン時間の内、一方を設定値に
固定し、他方を該設定値以下で増減させて、上記第１の直流電源と上記第２の直流電源と
の間の電力伝送の制御量を変化させ、該制御量の基準点を境にして上記２種の対角オン時
間を入れ替えて、上記第１、第２のコンバータ部を制御することで上記第１の直流電源と
上記第２の直流電源との間で双方向の電力伝送を行う、
ＤＣ／ＤＣコンバータ。
【請求項８】
上記制御回路は、
　上記第１の直流電源あるいは上記第２の直流電源の電圧を電圧指令値から減算した差分
をフィードバックして、上記第１、第２の直流電源間に流れる電流の電流指令値を作成し
、上記電流指令値の極性に応じて上記第１、第２の直流電源間の電力伝送方向を切り替え
ると共に、上記第１のコンバータ部の上記第１の対角オン時間、あるいは上記第２のコン
バータ部の上記第２の対角オン時間を調整する、
ことを特徴とする請求項５から請求項７のいずれか１項に記載のＤＣ/ＤＣコンバータ。
【請求項９】
上記制御回路は、
　上記第１の直流電源から上記第２の直流電源への電力伝送時に、上記第２の直流電源の
電圧を電圧指令値から減算した第１の差分の極性が正の場合には、上記第２の直流電源へ
の電力伝送方向を保持して上記第２のコンバータ部の上記第２の対角オン時間を調整し、
上記第１の差分が負になると上記第１の直流電源への電力伝送方向に切り替えて上記第１
のコンバータ部の上記第１の対角オン時間を調整し、
　上記第２の直流電源から上記第１の直流電源への電力伝送時に、上記第１の直流電源の
電圧を電圧指令値から減算した第２の差分の極性が正の場合には、上記第１の直流電源へ
の電力伝送方向を保持して上記第１のコンバータ部の上記第１の対角オン時間を調整し、
上記第２の差分が負になると上記第２の直流電源への電力伝送方向に切り替えて上記第２
のコンバータ部の上記第２の対角オン時間を調整する、
請求項８に記載のＤＣ/ＤＣコンバータ。
【請求項１０】
上記第１、第２のリアクトルの一方、あるいは双方を、上記トランスの漏れインダクタン
スで構成する、
請求項１から請求項９のいずれか１項に記載のＤＣ／ＤＣコンバータ。
【請求項１１】
上記第１、第２の直流電源の一方あるいは双方をバッテリで構成し、上記第１の直流電源
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と上記第２の直流電源との間の双方向の電力伝送を行うことで上記バッテリの充放電を行
う、
請求項１から請求項１０のいずれか１項に記載のＤＣ／ＤＣコンバータ。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この発明は、トランスによって一次側と二次側とが絶縁されたＤＣ／ＤＣコンバータに
関し、特に、２つの直流電源の間で双方向に電力伝送可能なＤＣ／ＤＣコンバータに関す
るものである。
【背景技術】
【０００２】
　従来の双方向ＤＣ／ＤＣコンバータは、トランスの１次巻線の一端及び第１電圧正極端
子間に介挿した第１スイッチと、１次巻線の一端及び第１電圧負極端子間に介挿した第２
スイッチと、１次巻線の他端及び第１電圧の正極端子間に介挿した第３スイッチと、１次
巻線の他端と第１電圧負極端子間に介挿した第４スイッチと、コイルと、コイルの一端及
び第２電圧正極端子間に介挿した第５スイッチと、コイルの一端及び第２電圧負極端子間
に介挿した第６スイッチと、２次巻線の一端及びコイルの他端間に介挿した第７スイッチ
と、２次巻線の一端及び第２電圧負極端子間に介挿した第８スイッチと、２次巻線の他端
及びコイルの他端間に介挿した第９スイッチと、２次巻線の他端及び第２電圧負極端子間
に介挿した第１０スイッチを有する（例えば、特許文献１参照）。
【０００３】
　また、従来の別例による双方向ＤＣ／ＤＣコンバータは、第１の電源に接続された電圧
型フルブリッジ回路と第２の電源に接続された電流型スイッチング回路とを接続するトラ
ンスを備えている。そして、電圧型フルブリッジ回路の各スイッチング素子にはスナバコ
ンデンサがそれぞれ接続され、トランスの一次巻き線と共振リアクトルと共振コンデンサ
とが直列接続される。また、スイッチング素子とクランプコンデンサとで構成した電圧ク
ランプ回路が電流型スイッチング回路に接続される（例えば、特許文献２参照）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２００９－１７７９４０号公報
【特許文献２】特開２００９－５５７４７号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　上記特許文献１のような双方向ＤＣ／ＤＣコンバータにおいては、トランスの両側にス
イッチング回路を配置し、二次側のスイッチング回路の後段に昇圧チョッパ回路を別途設
けて、一次側、二次側の電圧およびトランスの巻き線比によって設定できない電圧範囲に
ついては、昇圧チョッパ回路が昇圧動作して目標電圧に調整していた。このため、昇圧チ
ョッパ回路の分、部品点数の増加と損失が増加するという問題点があった。
　また、上記特許文献２では、ゼロ電圧スイッチングを用いた制御によりスイッチング損
失を低減するものであるが、電力移行方向が逆転した際には、ゼロ電圧スイッチングがで
きずスイッチング損失が増大してしまうという問題点があった。
　さらに、特許文献１、２においては、一次側と二次側とで構成が異なるため、電力伝送
方向が逆転しても制御を単に逆転させることはできず、制御切り替えまでの時間遅れによ
って、出力電圧が過大に上昇したり、下降したり安定な出力を得ることが困難であった。
【０００６】
　この発明は、上記のような問題点を解消するために成されたものであって、別途昇圧回
路を設けることなく、簡易な回路構成で広い電圧範囲で双方向に電力伝送でき、しかも低
損失化を同時に実現できるＤＣ／ＤＣコンバータを提供することを目的とする。さらに、
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電力伝送方向の変化や急峻な負荷変動に対しても、速やかに追従して安定的に出力する制
御が可能になることを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　この発明に係るＤＣ／ＤＣコンバータは、第１の直流電源と第２の直流電源との間の双
方向の電力伝送を行う。該ＤＣ／ＤＣコンバータは、それぞれ２端子構造の第１の巻線お
よび第２の巻線を有するトランスと、複数の半導体スイッチング素子を有して上記第１の
直流電源と上記トランスの上記第１の巻線との間に接続されて、直流／交流間で電力変換
する第１のコンバータ部と、複数の半導体スイッチング素子を有して上記第２の直流電源
と上記トランスの上記第２の巻線との間に接続されて、直流／交流間で電力変換する第２
のコンバータ部と、上記第１、第２のコンバータ部内の上記各半導体スイッチング素子を
駆動制御して上記第１、第２のコンバータ部を制御する制御回路とを備える。上記第１、
第２のコンバータ部は、それぞれ２つのブリッジ回路によるフルブリッジ回路で構成され
、上記各半導体スイッチング素子に並列接続されたコンデンサと、交流入出力線に接続さ
れた第１、第２のリアクトルとを有する。そして、上記制御回路は、上記第１の直流電源
から上記第２の直流電源への電力伝送時に、上記第１のリアクトルを利用して上記第１の
コンバータ部内の上記各半導体スイッチング素子がゼロ電圧スイッチングするように制御
すると共に、上記トランスの上記第２の巻線に発生する電圧より上記第２の直流電源の電
圧が高い場合には、上記第１のコンバータ部が上記トランスの上記第１の巻線に電圧印加
している期間に、上記第２のコンバータ部の正側の２つの半導体スイッチング素子を共に
オン、あるいは負側の２つの半導体スイッチング素子を共にオンして上記第２のリアクト
ルを励磁させることで上記第２のコンバータ部が昇圧動作するように制御する。また、上
記第２の直流電源から上記第１の直流電源への電力伝送時に、上記第２のリアクトルを利
用して上記第２のコンバータ部内の上記各半導体スイッチング素子がゼロ電圧スイッチン
グするように制御すると共に、上記トランスの上記第１の巻線に発生する電圧より上記第
１の直流電源の電圧が高い場合には、上記第２のコンバータ部が上記トランスの上記第２
の巻線に電圧印加している期間に、上記第１のコンバータ部の正側の２つの半導体スイッ
チング素子を共にオン、あるいは負側の２つの半導体スイッチング素子を共にオンして上
記第１のリアクトルを励磁させることで上記第１のコンバータ部が昇圧動作するように制
御するものである。
【０００８】
　またこの発明に係るＤＣ／ＤＣコンバータは、第１の直流電源と第２の直流電源との間
の双方向の電力伝送を行う。該ＤＣ／ＤＣコンバータは、トランスと、複数の半導体スイ
ッチング素子を有して上記第１の直流電源と上記トランスの第１の巻線との間に接続され
て、直流／交流間で電力変換する第１のコンバータ部と、複数の半導体スイッチング素子
を有して上記第２の直流電源と上記トランスの第２の巻線との間に接続されて、直流／交
流間で電力変換する第２のコンバータ部と、上記第１、第２のコンバータ部内の上記各半
導体スイッチング素子を駆動制御して上記第１、第２のコンバータ部を制御する制御回路
とを備える。上記第１、第２のコンバータ部は、それぞれ２つのブリッジ回路によるフル
ブリッジ回路で構成され、上記各半導体スイッチング素子に並列接続されたコンデンサと
、交流入出力線に接続された第１、第２のリアクトルとを有する。そして、上記制御回路
は、上記第１の直流電源から上記第２の直流電源への電力伝送時に、上記第１のリアクト
ルを利用して上記第１のコンバータ部内の上記各半導体スイッチング素子がゼロ電圧スイ
ッチングするように制御すると共に、上記トランスの上記第２の巻線に発生する電圧より
上記第２の直流電源の電圧が高い場合には、上記第２のリアクトルを用いて上記第２のコ
ンバータ部が昇圧動作するように制御し、上記第２の直流電源から上記第１の直流電源へ
の電力伝送時に、上記第２のリアクトルを利用して上記第２のコンバータ部内の上記各半
導体スイッチング素子がゼロ電圧スイッチングするように制御すると共に、上記トランス
の上記第１の巻線に発生する電圧より上記第１の直流電源の電圧が高い場合には、上記第
１のリアクトルを用いて上記第１のコンバータ部が昇圧動作するように制御する。また、
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上記第１、第２のコンバータ部を構成する上記フルブリッジ回路の各ブリッジ回路の正側
の半導体スイッチング素子および負側の半導体スイッチング素子を、短絡防止時間を無視
すると、それぞれ５０％のオン時間比率として、上記第１のコンバータ部内の一方のブリ
ッジ回路の正側／負側のいずれかの半導体スイッチング素子である第１の基準素子と、上
記第２のコンバータ部内の一方のブリッジ回路の正側／負側のいずれかの半導体スイッチ
ング素子である第２の基準素子とを、同位相の駆動信号で制御する。さらに、上記第１の
コンバータ部内で上記第１の基準素子と対角の関係にある半導体スイッチング素子が上記
第１の基準素子と共にオンする第１の対角オン時間、および、上記第２のコンバータ部内
で上記第２の基準素子と対角の関係にある半導体スイッチング素子が上記第２の基準素子
と共にオンする第２の対角オン時間が、共に設定された最大オン時間になる点を基準点と
し、上記第１の直流電源から上記第２の直流電源への電力伝送の制御量を上記基準点より
増大するときは、上記第１の対角オン時間を上記最大オン時間に保持すると共に、上記第
２の対角オン時間を減少させ、上記第１の直流電源から上記第２の直流電源への電力伝送
の制御量を上記基準点より減少するときは、上記第２の対角オン時間を上記最大オン時間
に保持すると共に、上記第１の対角オン時間を減少させるように上記第１、第２のコンバ
ータ部を制御して、上記第１の直流電源と上記第２の直流電源との間で双方向の電力伝送
を行うものである。
【０００９】
　またこの発明に係るＤＣ／ＤＣコンバータは、第１の直流電源と第２の直流電源との間
の双方向の電力伝送を行う。該ＤＣ／ＤＣコンバータは、それぞれ２端子構造の第１の巻
線および第２の巻線を有するトランスと、複数の半導体スイッチング素子を有して上記第
１の直流電源と上記トランスの上記第１の巻線との間に接続されて、直流／交流間で電力
変換する第１のコンバータ部と、複数の半導体スイッチング素子を有して上記第２の直流
電源と上記トランスの上記第２の巻線との間に接続されて、直流／交流間で電力変換する
第２のコンバータ部と、上記第１、第２のコンバータ部内の上記各半導体スイッチング素
子を駆動制御して上記第１、第２のコンバータ部を制御する制御回路とを備える。上記第
１、第２のコンバータ部は、それぞれ２つのブリッジ回路によるフルブリッジ回路で構成
され、上記各半導体スイッチング素子に並列接続されたコンデンサと、交流入出力線に接
続された第１、第２のリアクトルとを有する。そして、上記制御回路は、上記第１の直流
電源から上記第２の直流電源への電力伝送時に、上記第１のリアクトルを利用して上記第
１のコンバータ部内の上記各半導体スイッチング素子がゼロ電圧スイッチングするように
制御すると共に、上記トランスの上記第２の巻線に発生する電圧より上記第２の直流電源
の電圧が高い場合には、上記第２のリアクトルを用いて上記第２のコンバータ部が昇圧動
作するように制御し、上記第２の直流電源から上記第１の直流電源への電力伝送時に、上
記第２のリアクトルを利用して上記第２のコンバータ部内の上記各半導体スイッチング素
子がゼロ電圧スイッチングするように制御すると共に、上記トランスの上記第１の巻線に
発生する電圧より上記第１の直流電源の電圧が高い場合には、上記第１のリアクトルを用
いて上記第１のコンバータ部が昇圧動作するように制御する。また、上記第１、第２のコ
ンバータ部を構成する上記フルブリッジ回路の各ブリッジ回路の正側の半導体スイッチン
グ素子および負側の半導体スイッチング素子を、短絡防止時間を無視すると、それぞれ５
０％のオン時間比率として同位相逆極性の駆動信号で制御し、上記第１のコンバータ部内
の一方のブリッジ回路の正側／負側のいずれかの半導体スイッチング素子である第１の基
準素子と、上記第２のコンバータ部内の一方のブリッジ回路の正側／負側のいずれかの半
導体スイッチング素子である第２の基準素子とを、同位相の駆動信号で制御する。さらに
、上記第１のコンバータ部内で上記第１の基準素子と対角の関係にある半導体スイッチン
グ素子が上記第１の基準素子と共にオンする第１の対角オン時間と、上記第２のコンバー
タ部内で上記第２の基準素子と対角の関係にある半導体スイッチング素子が上記第２の基
準素子と共にオンする第２の対角オン時間との２種の対角オン時間の内、一方を設定値に
固定し、他方を該設定値以下で増減させて、上記第１の直流電源と上記第２の直流電源と
の間の電力伝送の制御量を変化させ、該制御量の基準点を境にして上記２種の対角オン時
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間を入れ替えて、上記第１、第２のコンバータ部を制御することで上記第１の直流電源と
上記第２の直流電源との間で双方向の電力伝送を行うものである。
【発明の効果】
【００１０】
　この発明に係るＤＣ／ＤＣコンバータによると、簡易な回路構成で広い電圧範囲で双方
向に電力伝送できる。また、電力伝送方向に依らずゼロ電圧スイッチングが可能になると
共に、部品点数が少ないことにより損失低減が図れる。
　さらに、トランスを挟んで対称な回路構成となるため、簡素な制御で双方向の電力伝送
が可能になる。
【図面の簡単な説明】
【００１１】
【図１】この発明の実施の形態１によるバッテリ充放電装置の回路構成図である。
【図２】この発明の実施の形態１によるバッテリ充放電装置の充電時の制御ブロック図で
ある。
【図３】この発明の実施の形態１によるバッテリ充放電装置の駆動信号波形図である。
【図４】この発明の実施の形態１によるバッテリ充放電装置の充電動作を説明する図であ
る。
【図５】この発明の実施の形態１によるバッテリ充放電装置の充電動作を説明する図であ
る。
【図６】この発明の実施の形態１によるバッテリ充放電装置の充電動作を説明する図であ
る。
【図７】この発明の実施の形態１によるバッテリ充放電装置の充電動作を説明する図であ
る。
【図８】この発明の実施の形態１によるバッテリ充放電装置の充電動作を説明する図であ
る。
【図９】この発明の実施の形態１によるバッテリ充放電装置の充電動作を説明する図であ
る。
【図１０】この発明の実施の形態１によるバッテリ充放電装置の放電時の制御ブロック図
である。
【図１１】この発明の実施の形態１によるバッテリ充放電装置の放電動作を説明する図で
ある。
【図１２】この発明の実施の形態１による２つのスイッチング回路の駆動信号における対
角オン時間の関係を示す図である。
【図１３】この発明の実施の形態１によるバッテリ充放電装置の充電時の駆動信号波形図
である。
【図１４】この発明の実施の形態１によるバッテリ充放電装置の放電時の駆動信号波形図
である。
【図１５】この発明の実施の形態１によるバッテリ充放電装置の放電時の別例による制御
ブロック図である。
【図１６】この発明の実施の形態２によるバッテリ充放電装置の充電時の駆動信号波形図
である。
【図１７】この発明の実施の形態２によるバッテリ充放電装置の充電動作を説明する図で
ある。
【図１８】この発明の実施の形態２によるバッテリ充放電装置の充電動作を説明する図で
ある。
【図１９】この発明の実施の形態５による直流電源充放電装置の回路構成図である。
【図２０】この発明の実施の形態５による直流電源充放電装置の制御ブロック図である。
【発明を実施するための形態】
【００１２】
実施の形態１．
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　以下、この発明の実施の形態１について説明する。
　図１は、この発明の実施の形態１によるＤＣ／ＤＣコンバータとしてのバッテリ充放電
装置の回路構成を示した図である。図に示すように、バッテリ充放電装置は、第１の直流
電源としての直流電源１と第２の直流電源としてのバッテリ２との間で双方向の電力変換
によるバッテリ２の充放電を行うものである。
　バッテリ充放電装置は、主回路となるＤＣ／ＤＣコンバータ回路１００と制御回路１５
とを備える。ＤＣ／ＤＣコンバータ回路１００は、直流電源１に並列に接続された第１の
平滑コンデンサ３と、第１のコンバータ部としての第１のスイッチング回路４と、絶縁さ
れたトランスとしての高周波トランス８と、第２のコンバータ部としての第２のスイッチ
ング回路１０と、バッテリ２に並列に接続された第２の平滑コンデンサ１１とを備える。
【００１３】
　第１のスイッチング回路４は、それぞれダイオードが逆並列接続されたＩＧＢＴあるい
はＭＯＳＦＥＴ等から成る複数の半導体スイッチング素子５ａ～５ｄを有するフルブリッ
ジ回路で、直流側が第１の平滑コンデンサ３に、交流側が高周波トランス８の第１の巻線
８ａに接続されて、直流／交流間の双方向の電力変換を行う。また、第１のスイッチング
回路４は、各半導体スイッチング素子５ａ～５ｄのスイッチング時の素子の両端電圧がほ
ぼゼロ電圧にできるゼロ電圧スイッチング回路であり、各半導体スイッチング素子５ａ～
５ｄにはそれぞれ並列にコンデンサ６ａ～６ｄが接続される。また、半導体スイッチング
素子５ａ～５ｄと高周波トランス８との間の交流入出力線には第１のリアクトル７が接続
され、第１のリアクトル７と第１の巻線８ａとが直列接続される。
【００１４】
　第２のスイッチング回路１０は、それぞれダイオードが逆並列接続されたＩＧＢＴある
いはＭＯＳＦＥＴ等から成る複数の半導体スイッチング素子１２ａ～１２ｄを有するフル
ブリッジ回路で、直流側が第２の平滑コンデンサ１１に、交流側が高周波トランス８の第
２の巻線８ｂに接続されて、直流／交流間の双方向の電力変換を行う。また、第２のスイ
ッチング回路１０は、各半導体スイッチング素子１２ａ～１２ｄのスイッチング時の素子
の両端電圧がほぼゼロ電圧にできるゼロ電圧スイッチング回路であり、各半導体スイッチ
ング素子１２ａ～１２ｄにはそれぞれ並列にコンデンサ１３ａ～１３ｄが接続される。ま
た、半導体スイッチング素子１２ａ～１２ｄと高周波トランス８との間の交流入出力線に
は第２のリアクトル９が接続され、第２のリアクトル９と第２の巻線８ｂとが直列接続さ
れる。
【００１５】
　また、第２の平滑コンデンサ１１とバッテリ２との間には、バッテリ２の充電電流ｉ（
矢印の向きを正とする電流）を検出する電流センサ１４が設置され、そのセンシングされ
た出力が制御回路１５に入力される。さらに、第１の平滑コンデンサ３の電圧ｖを検出す
る電圧センサ１６が設置され、そのセンシングされた出力が制御回路１５に入力される。
制御回路１５では、入力された電流ｉ、電圧ｖの値に基づいて、第１、第２のスイッチン
グ回路４、１０の各半導体スイッチング素子５ａ～５ｄ、１２ａ～１２ｄをスイッチング
制御する駆動信号Ｇ－５、Ｇ－１２を生成して第１、第２のスイッチング回路４、１０を
駆動制御する。
【００１６】
　次に、バッテリ充放電装置の動作について以下に説明する。
　図２は、直流電源１からバッテリ２への電力伝送、即ちバッテリ２を充電する場合の制
御ブロック図である。ＤＣ／ＤＣコンバータ回路１００の出力電流である充電電流ｉは、
電流センサ１４で検出されて制御回路１５に入力される。図に示すように、制御回路１５
では、入力された充電電流ｉを充電電流指令値ｉ＊と比較し、差分をフィードバックして
第１のスイッチング回路４および第２のスイッチング回路１０の出力ＤＵＴＹを決定し、
各半導体スイッチング素子５ａ～５ｄ、１２ａ～１２ｄの駆動信号Ｇ－５、Ｇ－１２を決
定する。
　また、直流電源１に並列接続された第１の平滑コンデンサ３の電圧は、直流電源１の電
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圧と同じ直流電圧となる。
【００１７】
　図３は、第１のスイッチング回路４、第２のスイッチング回路１０の各半導体スイッチ
ング素子５ａ～５ｄ、１２ａ～１２ｄの駆動信号Ｇ－５（Ｇ－５ａ～Ｇ－５ｄ）、Ｇ－１
２（Ｇ－１２ａ～Ｇ－１２ｄ）の波形を示す。図に示すように、第１のスイッチング回路
４内の半導体スイッチング素子５ａと、第２のスイッチング回路１０内の半導体スイッチ
ング素子１２ｄとは、駆動信号の位相を一致させている。この場合、半導体スイッチング
素子５ａが第１の基準素子、半導体スイッチング素子１２ｄが第２の基準素子となる。
　また、半導体スイッチング素子５ａ（第１の基準素子）と対角の関係にある半導体スイ
ッチング素子５ｄが半導体スイッチング素子５ａと同時にオンしている期間を第１の対角
オン時間ｔ１、半導体スイッチング素子１２ｄ（第２の基準素子）と対角の関係にある半
導体スイッチング素子１２ａが半導体スイッチング素子１２ｄと同時にオンしている期間
を第２の対角オン時間ｔ２、周期をＴとおく。
　なお、２つ以上の半導体スイッチング素子が共にオンしている状態のことを、ここでは
同時オンと称する。
【００１８】
　半導体スイッチング素子５ａ、５ｂの駆動信号Ｇ－５ａ、Ｇ－５ｄは、それぞれ同じオ
ン時間幅でその位相が１８０°反転した波形となっている。同様に、駆動信号Ｇ－５ｃ、
Ｇ－５ｄは、それぞれ同じオン時間幅でその位相が１８０°反転した波形となっている。
駆動信号Ｇ－１２ａ、Ｇ－１２ｂについても、また駆動信号Ｇ－１２ｃ、Ｇ－１２ｄにつ
いても同様である。それぞれ２つのブリッジ回路を有するフルブリッジ回路である第１、
第２のスイッチング回路４、１０の各ブリッジ回路を構成する正側（高電圧側）の半導体
スイッチング素子５ａ、５ｃ、１２ａ、１２ｃおよび負側（低電圧側）の半導体スイッチ
ング素子５ｂ、５ｄ、１２ｂ、１２ｄは、それぞれ５０％のオン時間比率で制御される。
なお、５０％のオン時間比率というのは、正側の半導体スイッチング素子と負側の半導体
スイッチング素子との同時オンを防止する為に設定された短絡防止時間を無視したもので
、実際には、一方がオフした後、設定された短絡防止時間の経過後に他方がオンする。そ
して、各半導体スイッチング素子５ａ～５ｄ、１２ａ～１２ｄがゼロ電圧スイッチングす
るように、短絡防止時間の間に各半導体スイッチング素子５ａ～５ｄ、１２ａ～１２ｄに
並列接続されたコンデンサ６ａ～６ｄ、１３ａ～１３ｄの電圧が第１、第２の平滑コンデ
ンサ３、１１の電圧まで増加する、あるいはゼロ電圧近辺まで低下するように設定されて
いる。
【００１９】
　直流電源１の電圧をＶ１とすると、第１のスイッチング回路４は、半導体スイッチング
素子５ａ、５ｄが同時オンする期間（第１の対角オン時間）ｔ１に電圧Ｖ１の正のパルス
を、半導体スイッチング素子５ｂ、５ｃが同時オンする期間ｔ１ａに電圧（－Ｖ１）の負
のパルスを出力して、高周波トランス８の第１の巻線８ａに印加する。高周波トランス８
の第１の巻線８ａと第２の巻線８ｂとの巻線比をＮ１：Ｎ２とすると、この時、高周波ト
ランス８の第２の巻線８ｂには、（±Ｖ１）×Ｎ２／Ｎ１の電圧が印加される。
【００２０】
　図３および図４～図９に基づいて、一周期内のＤＣ／ＤＣコンバータ回路１００の動作
を以下に示す。なお、バッテリ２の電圧は、第２の巻線８ｂに発生する電圧より高いもの
とする。
　時刻ａ１において、第１のスイッチング回路４では半導体スイッチング素子５ａがオン
状態で、半導体スイッチング素子５ｃをオフした後、半導体スイッチング素子５ｄをオン
することにより、半導体スイッチング素子５ａ、５ｄが同時オンすると、第１の平滑コン
デンサ３→半導体スイッチング素子５ａ→第１のリアクトル７→第１の巻線８ａ→半導体
スイッチング素子５ｄ→第１の平滑コンデンサ３の経路で電流が流れる。これにより、高
周波トランス８の第１の巻線８ａには正の電圧が印加され、第２の巻線８ｂに正電圧が発
生する。また、半導体スイッチング素子５ｃ、５ｄのスイッチングは半導体スイッチング
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素子５ａがオン状態で行い、半導体スイッチング素子５ｃ、５ｄに並列接続されたコンデ
ンサ６ｃ、６ｄが充放電されることにより半導体スイッチング素子５ｃ、５ｄはゼロ電圧
スイッチングとなる。
　また、第２のスイッチング回路１０では、半導体スイッチング素子１２ｂ、１２ｄが同
時オンしており、第２の巻線８ｂ→第２のリアクトル９→半導体スイッチング素子１２ｂ
→半導体スイッチング素子１２ｄ→第２の巻線８ｂの経路で電流が流れ、第２のリアクト
ル９が励磁される（図４）。
【００２１】
　時刻ａ２において、第２のスイッチング回路１０では半導体スイッチング素子１２ｂを
オフした後、半導体スイッチング素子１２ａをオンして、第２の巻線８ｂ→第２のリアク
トル９→半導体スイッチング素子１２ａ→第２の平滑コンデンサ１１→半導体スイッチン
グ素子１２ｄ→第２の巻線８ｂの経路で電流が流れ、第２のリアクトル９の励磁エネルギ
を第２の平滑コンデンサ１１に供給する。この時、半導体スイッチング素子１２ａ、１２
ｂのスイッチングは半導体スイッチング素子１２ｄがオン状態で行い、半導体スイッチン
グ素子１２ａ、１２ｂはそれぞれ並列接続されたコンデンサ１３ａ、１３ｂの影響でゼロ
電圧スイッチングとなる（図５）。なお、半導体スイッチング素子１２ａの逆並列ダイオ
ードによって第２の平滑コンデンサ１１に接続されるため、半導体スイッチング素子１２
ａはオンしなくても、整流は可能となる。
【００２２】
　時刻ａ３において、第１、第２のスイッチング回路４、１０では、半導体スイッチング
素子５ａ、１２ｄが同じタイミングでオフした後、半導体スイッチング素子５ｂ、１２ｃ
が同じタイミングでオンする。高周波トランス８の第１の巻線８ａ側の第１のスイッチン
グ回路４が、第１のリアクトル７→第１の巻線８ａ→半導体スイッチング素子５ｄ→半導
体スイッチング素子５ｂ→第１のリアクトル７の経路で電流が環流し、第１の巻線８ａに
電圧印加が無い状態となる。これにより第２の巻線８ｂ側の第２のスイッチング回路１０
では、第２のリアクトル９→半導体スイッチング素子１２ａ→半導体スイッチング素子１
２ｃ→第２の巻線８ｂ→第２のリアクトル９の経路で、第２のリアクトル９に流れる電流
が還流して第２の巻線８ｂにも流れる。またこの時、第１のスイッチング回路４では、半
導体スイッチング素子５ａ、５ｂのスイッチングは半導体スイッチング素子５ｄがオン状
態で行い、半導体スイッチング素子５ａ、５ｂはそれぞれ並列接続されたコンデンサ６ａ
、６ｂの影響でゼロ電圧スイッチングとなる（図６）。
【００２３】
　時刻ａ４において、第１のスイッチング回路４では、半導体スイッチング素子５ｄをオ
フした後、半導体スイッチング素子５ｃをオンすることにより、半導体スイッチング素子
５ｂ、５ｃが同時オンし、第１の平滑コンデンサ３→半導体スイッチング素子５ｃ→第１
の巻線８ａ→第１のリアクトル７→半導体スイッチング素子５ｂ→第１の平滑コンデンサ
３の経路で電流が流れる。これにより、高周波トランス８の第１の巻線８ａには負の電圧
が印加され、第２の巻線８ｂに負電圧が発生する。また、半導体スイッチング素子５ｃ、
５ｄのスイッチングは半導体スイッチング素子５ｂがオン状態で行い、半導体スイッチン
グ素子５ｃ、５ｄはそれぞれ並列接続されたコンデンサ６ｃ、６ｄの影響でゼロ電圧スイ
ッチングとなる。
　また、第２のスイッチング回路１０では、半導体スイッチング素子１２ａ、１２ｃが同
時オンしており、第２の巻線８ｂ→半導体スイッチング素子１２ｃ→半導体スイッチング
素子１２ａ→第２のリアクトル９→第２の巻線８ｂの経路で電流が流れ、第２のリアクト
ル９が逆極性に励磁される（図７）。
【００２４】
　時刻ａ５において、第２のスイッチング回路１０では半導体スイッチング素子１２ａを
オフした後、半導体スイッチング素子１２ｂをオンして、第２の巻線８ｂ→半導体スイッ
チング素子１２ｃ→第２の平滑コンデンサ１１→半導体スイッチング素子１２ｂ→第２の
リアクトル９→第２の巻線８ｂの経路で電流が流れ、第２のリアクトル９の励磁エネルギ
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を第２の平滑コンデンサ１１に供給する。この時、半導体スイッチング素子１２ａ、１２
ｂのスイッチングは半導体スイッチング素子１２ｃがオン状態で行い、半導体スイッチン
グ素子１２ａ、１２ｂはそれぞれ並列接続されたコンデンサ１３ａ、１３ｂの影響でゼロ
電圧スイッチングとなる（図８）。なお、半導体スイッチング素子１２ｂの逆並列ダイオ
ードによって第２の平滑コンデンサ１１に接続されるため、半導体スイッチング素子１２
ｂはオンしなくても、整流は可能となる。
【００２５】
　時刻ａ６（＝ａ０）において、第１、第２のスイッチング回路４では、半導体スイッチ
ング素子５ｂ、１２ｃが同じタイミングでオフした後、半導体スイッチング素子５ａ、１
２ｄが同じタイミングでオンする。高周波トランス８の第１の巻線８ａ側の第１のスイッ
チング回路４が、第１のリアクトル７→半導体スイッチング素子５ａ→半導体スイッチン
グ素子５ｃ→第１の巻線８ａ→第１のリアクトル７の経路で電流が還流し、第１の巻線８
ａに電圧印加が無い状態となる。これにより第２の巻線８ｂ側の第２のスイッチング回路
１０では、第２のリアクトル９→第２の巻線８ｂ→半導体スイッチング素子１２ｄ→半導
体スイッチング素子１２ｂ→第２のリアクトル９の経路で、第２のリアクトル９に流れる
電流が還流して第２の巻線８ｂにも流れる。またこの時、第１のスイッチング回路４では
、半導体スイッチング素子５ａ、５ｂのスイッチングは半導体スイッチング素子５ｃがオ
ン状態で行い、半導体スイッチング素子５ａ、５ｂはそれぞれ並列接続されたコンデンサ
６ａ、６ｂの影響でゼロ電圧スイッチングとなる（図９）。
　次いで時刻ａ１（＝ａ７）の制御に戻る。
【００２６】
　このような一連の制御（ａ１～ａ６）を繰り返すことによって、高周波トランス８の第
２の巻線８ｂに発生する電圧を昇圧してバッテリ２に電力を供給する。その際、第２のス
イッチング回路１０では、高周波トランス８に電圧印加されている期間（ｔ１、ｔ１ａ）
内に第２のリアクトル９を励磁する期間を設け、即ち、第２のリアクトル９を昇圧リアク
トルに用いて昇圧動作する。
　また、高周波トランス８の一次側の第１のスイッチング回路４における各半導体スイッ
チング素子５ａ～５ｄのスイッチングは、コンデンサ６ａ～６ｄおよび第１のリアクトル
７の作用で、全てゼロ電圧スイッチングとなる。なお、二次側の第２のスイッチング回路
１０のスイッチングは、一部がゼロ電圧スイッチングとなる。
【００２７】
　次にバッテリ２から直流電源１に電力伝送する場合について説明する。
　図１０は、バッテリ２から直流電源１への電力伝送、即ちバッテリ２を放電する場合の
制御ブロック図である。この場合、ＤＣ／ＤＣコンバータ回路１００は、直流電源１に出
力しており、第１の平滑コンデンサ３の電圧ｖが出力電圧となる。この出力電圧ｖは、電
圧センサ１６で検出されて制御回路１５に入力される。図に示すように、制御回路１５で
は、入力された出力電圧ｖを出力電圧指令値ｖ＊と比較し、差分をフィードバックして第
１のスイッチング回路４および第２のスイッチング回路１０の出力ＤＵＴＹを決定し、各
半導体スイッチング素子５ａ～５ｄ、１２ａ～１２ｄの駆動信号Ｇ－５、Ｇ－１２を決定
する。
【００２８】
　バッテリ２から電力供給される場合には、直流電源１から電力供給される場合の逆方向
動作となるため、バッテリ２に並列に接続された第２の平滑コンデンサ１１はバッテリ２
の電圧と同じ直流電圧となる。
　図１１に示すように、第２のスイッチング回路１０では、半導体スイッチング素子１２
ａ、１２ｄが同時オンすると、第２の平滑コンデンサ１１→半導体スイッチング素子１２
ａ→第２のリアクトル９→第２の巻線８ｂ→半導体スイッチング素子１２ｄ→第２の平滑
コンデンサ１１の経路で電流が流れる。これにより、高周波トランス８の第２の巻線８ｂ
には正の電圧が印加され、第１の巻線８ａに正電圧が発生する。
　また、第１のスイッチング回路４では、半導体スイッチング素子５ｂ、５ｄが同時オン
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しており、第１の巻線８ａ→第１のリアクトル７→半導体スイッチング素子５ｂ→半導体
スイッチング素子５ｄ→第１の巻線８ａの経路で電流が流れ、第１のリアクトル７が励磁
される。
【００２９】
　図１１に示す状態は、直流電源１からバッテリ２への電力伝送時の図４の状態と、第１
、第２のスイッチング回路４、１０を逆にしたものである。ＤＣ／ＤＣコンバータ回路１
００は、高周波トランス８を挟んで第１、第２のスイッチング回路４、１０をトランス８
を中心に対称に構成しており、バッテリ２から直流電源１に電力伝送する場合は、直流電
源１からバッテリ２へ電力伝送する場合と、第１、第２のスイッチング回路４、１０の駆
動信号Ｇ－５、Ｇ－１２を逆に用いて制御することで、同様に電力伝送が行える。なお、
駆動信号Ｇ－５、Ｇ－１２を逆に用いて制御するとは、半導体スイッチング素子５ａに対
して半導体スイッチング素子１２ｄ、半導体スイッチング素子５ｂに対して半導体スイッ
チング素子１２ｃ、半導体スイッチング素子５ｃに対して半導体スイッチング素子１２ｂ
、半導体スイッチング素子５ｄに対して半導体スイッチング素子１２ａというようにそれ
ぞれ対応する半導体スイッチング素子を決めて、対応する半導体スイッチング素子同士で
スイッチング制御パターンを逆にすることである。そして、高周波トランス８の第１の巻
線８ａに発生する電圧を昇圧して直流電源１に電力を供給する。
【００３０】
　この場合、第１のスイッチング回路４では、高周波トランス８に電圧印加されている期
間内に第１のリアクトル７を励磁する期間を設け、即ち、第１のリアクトル７を昇圧リア
クトルに用いて昇圧動作する。
　また、高周波トランス８の一次側となる第２のスイッチング回路１０における各半導体
スイッチング素子１２ａ～１２ｄのスイッチングは、コンデンサ１３ａ～１３ｄおよび第
２のリアクトル９の作用で、全てゼロ電圧スイッチングとなる。なお、二次側の第１のス
イッチング回路４のスイッチングは、一部がゼロ電圧スイッチングとなる。
【００３１】
　次に、半導体スイッチング素子５ａ（第１の基準素子）と半導体スイッチング素子５ｄ
とが同時オンする第１の対角オン時間ｔ１と、半導体スイッチング素子１２ｄ（第２の基
準素子）と半導体スイッチング素子１２ａが同時オンする第２の対角オン時間ｔ２とにつ
いて、以下に説明する。
　直流電源１からバッテリ２を充電する制御では、高周波トランス８の第１の巻線８ａか
ら第２の巻線８ｂに電力移行されて第２の巻線８ｂに電圧が発生している期間は、半導体
スイッチング素子５ａ、５ｄの同時オンする期間（第１の対角オン時間ｔ１）、および半
導体スイッチング素子５ｂ、５ｃの同時オンする期間（ｔ１ａ）である。この期間を出来
る限り長くすることで、第１のスイッチング回路４および第２のスイッチング回路１０の
還流期間に関わる損失を低減することが可能となる。
【００３２】
　このため、直流電源１からバッテリ２に電力伝送する制御では、高周波トランス８の第
１の巻線８ａに電圧が印加される期間が最大となるように、第１の対角オン時間ｔ１を設
定する。即ち、第１の対角オン時間ｔ１を最大オン時間ｔｍａｘに設定する。この最大オ
ン時間ｔｍａｘは、第１のスイッチング回路４の各半導体スイッチング素子５ａ～５ｄが
ゼロ電圧スイッチングする為に要する時間に基づいて設定する。なお、半導体スイッチン
グ素子５ｂ、５ｃの同時オンする期間（ｔ１ａ）は第１の対角オン時間ｔ１に等しい為、
この期間も最大オン時間ｔｍａｘに設定される。
　逆に、バッテリ２から直流電源１に電力伝送する制御では、高周波トランス８の第２の
巻線８ｂに電圧が印加される期間が最大となるように、半導体スイッチング素子１２ａ、
１２ｄの同時オンする第２の対角オン時間ｔ２を設定する。即ち、第２の対角オン時間ｔ
２を最大オン時間ｔｍａｘに設定する。このとき、半導体スイッチング素子１２ｂ、１２
ｃの同時オンする期間（ｔ２ａ）も最大オン時間ｔｍａｘに設定される。
【００３３】



(14) JP 5762617 B2 2015.8.12

10

20

30

40

50

　制御回路１５は、第１の対角オン時間ｔ１と第２の対角オン時間ｔ２とが所定の関係を
満たすように各半導体スイッチング素子５ａ～５ｄ、１２ａ～１２ｄの駆動信号Ｇ－５、
Ｇ－１２を生成する。図１２は、第１の対角オン時間ｔ１と第２の対角オン時間ｔ２との
関係を示した図である。図において、第１の対角オン時間ｔ１は実線で、第２の対角オン
時間ｔ２は点線で示す。図中のＡは、直流電源１、バッテリ２間で伝送される電力が例え
ば０の基準点Ａで、基準点Ａより右側に、直流電源１からバッテリ２への電力伝送を示し
、基準点Ａより左側にバッテリ２から直流電源１への電力伝送を示す。また、この基準点
Ａは、第１の対角オン時間ｔ１と第２の対角オン時間ｔ２とが共に最大オン時間ｔｍａｘ
となる点である。図１２に示すように、制御回路１５は、直流電源１からバッテリ２への
電力移行量を増加させる方向への制御量に依存して、第１の対角オン時間ｔ１と第２の対
角オン時間ｔ２とを変化させる。
【００３４】
　直流電源１からバッテリ２に電力伝送する場合、第１の対角オン時間ｔ１が最大オン時
間ｔｍａｘ以下であれば、例えば図２で示されたフィードバック制御の結果を受けて、第
１の対角オン時間ｔ１を調整するために、第１のスイッチング回路４の半導体スイッチン
グ素子５ｃ、５ｄを駆動する位相を制御する。この時、第２のスイッチング回路１０では
第２の対角オン時間ｔ２が最大オン時間ｔｍａｘとなるように半導体スイッチング素子１
２ａ、１２ｂを駆動する位相を制御する。第１の対角オン時間ｔ１が最大オン時間ｔｍａ
ｘとなり、フィードバック制御により更に出力の増加が必要な場合には、図１３に示すよ
うに、ｔ１＝ｔｍａｘを維持したまま、第２の対角オン時間ｔ２を減少させるように第２
のスイッチング回路１０の半導体スイッチング素子１２ａ、１２ｂを駆動する位相を調整
する。
【００３５】
　また、バッテリ２から直流電源１に電力伝送する場合についても同様で、第２の対角オ
ン時間ｔ２が最大オン時間ｔｍａｘ以下であれば、例えば図１０で示されたフィードバッ
ク制御の結果を受けて、第２の対角オン時間ｔ２を調整するために、第２のスイッチング
回路１０の半導体スイッチング素子１２ａ、１２ｂを駆動する位相を制御する。この時、
第１のスイッチング回路４では第１の対角オン時間ｔ１が最大オン時間ｔｍａｘとなるよ
うに半導体スイッチング素子５ｃ、５ｄを駆動する位相を制御する。第２の対角オン時間
ｔ２が最大オン時間ｔｍａｘとなり、フィードバック制御により更に出力の増加が必要な
場合には、図１４に示すように、ｔ２＝ｔｍａｘを維持したまま、第１の対角オン時間ｔ
１を減少させるように第１のスイッチング回路４の半導体スイッチング素子５ｃ、５ｄを
駆動する位相を調整する。
【００３６】
　このように、制御回路１５は、第１のスイッチング回路４の半導体スイッチング素子５
ａと第２のスイッチング回路１０の半導体スイッチング素子１２ｄとを同位相の駆動信号
Ｇ－５ａ、Ｇ－１２ｄで駆動し、第１の対角オン時間ｔ１を変化させる時は、半導体スイ
ッチング素子５ｃ、５ｄを駆動する位相を制御し、第２の対角オン時間ｔ２を変化させる
時は、半導体スイッチング素子１２ａ、１２ｂを駆動する位相を制御して行う。
　そして、電力の伝送方向によらず、直流電源１からバッテリ２への電力移行量を増加さ
せる方向への制御量に依存して、第１の対角オン時間ｔ１、第２の対角オン時間ｔ２を、
設定された関係（図１２にて示した関係）を満たすように変化させる。これにより、電力
伝送方向に依らず、同じ駆動制御法にてＤＣ／ＤＣコンバータ回路１００を制御して双方
向電力変換を行うことが可能となる。これにより、簡素な制御で双方向電力変換動作の実
現が可能となる。
【００３７】
　また、第１、第２のスイッチング回路４、１０は、各半導体スイッチング素子５ａ～５
ｄ、１２ａ～１２ｄがゼロ電圧スイッチング可能に構成され、高周波トランス８の一次側
となる時に、ゼロ電圧スイッチングとなるように制御される。そして、ゼロ電圧スイッチ
ングに作用した第１、第２のリアクトル７、９を、高周波トランス８の二次側となるとき
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には、昇圧リアクトルとして動作させる。これにより、別途昇圧回路を設けることなく、
二次側のスイッチング回路の昇圧動作により昇圧できる。
　例えば、直流電源１からバッテリ２への電力伝送時では、高周波トランス８の第２の巻
線８ｂに発生する電圧を、第２のリアクトル９と第２のスイッチング回路１０と第２の平
滑コンデンサ１１によって昇圧回路を形成することで、第２の巻線８ｂに発生する電圧よ
りもバッテリ２の電圧が高い場合にも、バッテリ２を充電することが可能となる。
　このため簡易な回路構成で広い電圧範囲で双方向に電力伝送できる。また、電力伝送方
向に依らずゼロ電圧スイッチングが可能になると共に、部品点数が少ないことにより損失
低減が図れる。
【００３８】
　なお、高周波トランス８の巻数比、および第１、第２のリアクトル７、９は、直流電源
１とバッテリ２との各電圧範囲に応じてそれぞれ最適な設計が可能である。
【００３９】
　また、バッテリ２から直流電源１に電力伝送する際に、上記実施の形態では、直流電源
１への出力電圧ｖを出力電圧指令値ｖ＊に追従するようにフィードバック制御したが、以
下に示す制御でも良い。図１５に示すように、出力電圧指令値ｖ＊と出力電圧ｖとの差分
をフィードバックして、バッテリ２の放電電流指令値（－ｉ）＊を作成する。そして、電
流センサ１４で検出されるバッテリ２の充電電流ｉを符号反転した放電電流（－ｉ）が放
電電流指令値（－ｉ）＊に一致するようにフィードバック制御によって第１、第２のスイ
ッチング回路の出力ＤＵＴＹを決定しても良い。
【００４０】
　具体的には、出力電圧指令値ｖ＊から出力電圧ｖを減算した差分が正の場合、極性を正
として放電電流指令値（－ｉ）＊を作成する。放電電流指令値が正とは、バッテリ２から
直流電源１の方向に、電力伝送方向を保持している状態を指している。そしてバッテリ２
から直流電源１への放電電流（－ｉ）が放電電流指令値（－ｉ）＊に一致するように、第
１のスイッチング回路４の第１の対角ＯＮ時間ｔ１を調整する。このとき第２のスイッチ
ング回路１０の第２の対角ＯＮ時間ｔ２は最大オン時間ｔｍａｘに維持される。
　出力電圧指令値ｖ＊から出力電圧ｖを減算した差分が負の場合、極性を負として放電電
流指令値（－ｉ）＊を作成する。放電電流指令値が負とは、電力伝送方向を切り替えて、
直流電源１からバッテリ２の方向になった状態を指している。そして放電電流（－ｉ）が
放電電流指令値（－ｉ）＊に一致するように、第２のスイッチング回路１０の第２の対角
ＯＮ時間ｔ２を調整する。このとき第１のスイッチング回路４の第１の対角ＯＮ時間ｔ１
は最大オン時間ｔｍａｘに維持される。
　これにより、制御回路１５は、直流電源１とバッテリ２の間に流れる充放電電流±ｉの
みに基づいて、図１２で示す双方向の制御を実現することが可能となる。なお、図１２に
おける、直流電源１からバッテリ２への電力移行量を増加させる方向への制御量は充電電
流ｉとなる。
【００４１】
　このように、充放電電流±ｉのみに基づく制御では、以下のような効果が得られる。例
えばバッテリ２から直流電源１側に電力供給している際に、直流電源１に接続される負荷
が急に小さくなった場合、直流電源１側の出力電圧が上昇する。この時、出力電圧指令値
ｖ＊と出力電圧ｖとの差分がマイナスとなり、バッテリ２の放電電流指令値（－ｉ）＊も
マイナス、すなわちバッテリ２を充電する側の指令値に変化し、直流電源１の過電圧分の
エネルギをバッテリ２に充電するような電流指令値となる。そして、これに追従するよう
に電流を制御することによって、電流（電力）伝送方向の逆転に対しても制御方法を変更
すること無く、一貫した制御で動作を継続することができる。これにより、負荷急変の場
合にも安定に動作を継続することが可能となる。
【００４２】
　また、図１２で示す第１の対角オン時間ｔ１と第２の対角オン時間ｔ２との関係を用い
て制御すると、例えば直流電源１からバッテリ２への電力伝送時に、基準点Ａになって、
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さらに移行電力量を減少させる時、第１の対角オン時間ｔ１が減少するように制御され、
第１のスイッチング回路４が降圧制御される。また、バッテリ２から直流電源１への電力
伝送時に、基準点Ａになって、さらに移行電力量を減少させる時、第２の対角オン時間ｔ
２が減少するように制御され、第２のスイッチング回路１０が降圧制御される。
　このように、電流（電力）伝送方向、さらには昇圧、降圧に依らず、制御方法を変更す
ること無く、一貫した制御で動作を継続することができる。
【００４３】
　また、上記説明では、第１のスイッチング回路４の半導体スイッチング素子５ａと第２
のスイッチング回路１０の半導体スイッチング素子１２ｄとを同位相の駆動信号Ｇ－５ａ
、Ｇ－１２ｄで駆動するものとしたが、これは半導体スイッチング素子５ｂと半導体スイ
ッチング素子１２ｃとを同位相の駆動信号Ｇ－５ｂ、Ｇ－１２ｃで駆動する事と同じ事で
ある。また、同位相の駆動信号で駆動する第１の基準素子と第２の基準素子は、他の組み
合わせでも良く、例えば、半導体スイッチング素子５ｃと半導体スイッチング素子１２ｂ
との組み合わせ、あるいは半導体スイッチング素子５ｄと半導体スイッチング素子１２ａ
との組み合わせでも良く、同様の効果を得ることができる。
【００４４】
実施の形態２．
　上記実施の形態１では、第１のスイッチング回路４の半導体スイッチング素子５ａと第
２のスイッチング回路１０の半導体スイッチング素子１２ｄとを同位相の駆動信号で制御
したが、その他の制御について以下に説明する。なお、バッテリ充放電装置の回路構成は
、上記実施の形態１と同様である。
　図１６は、この実施の形態２による第１のスイッチング回路４、第２のスイッチング回
路１０の各半導体スイッチング素子５ａ～５ｄ、１２ａ～１２ｄの駆動信号Ｇ－５（Ｇ－
５ａ～Ｇ－５ｄ）、Ｇ－１２（Ｇ－１２ａ～Ｇ－１２ｄ）の波形を示す。
【００４５】
　上記実施の形態１と同様に、第１、第２のスイッチング回路４、１０の各ブリッジ回路
を構成する正側の半導体スイッチング素子および負側の半導体スイッチング素子は、短絡
防止時間を無視すると、それぞれ５０％のオン時間比率で制御される。また、各半導体ス
イッチング素子５ａ～５ｄ、１２ａ～１２ｄがゼロ電圧スイッチングするように、短絡防
止時間の間に各半導体スイッチング素子５ａ～５ｄ、１２ａ～１２ｄに並列接続されたコ
ンデンサ６ａ～６ｄ、１３ａ～１３ｄの電圧が第１、第２の平滑コンデンサ３、１１の電
圧まで増加する、あるいはゼロ電圧近辺まで低下するように設定されている。
【００４６】
　直流電源１の電圧をＶ１とすると、第１のスイッチング回路４は、半導体スイッチング
素子５ａ、５ｄが同時オンする期間（第１の対角オン時間）ｔ１に電圧Ｖ１の正のパルス
を、半導体スイッチング素子５ｂ、５ｃが同時オンする期間ｔ１ａに電圧（－Ｖ１）の負
のパルスを出力して、高周波トランス８の第１の巻線８ａに印加する。高周波トランス８
の第１の巻線８ａと第２の巻線８ｂとの巻線比をＮ１：Ｎ２と、この時、高周波トランス
８の第２の巻線８ｂには、（±Ｖ１）×Ｎ２／Ｎ１の電圧が印加される。図１６に示す第
１のスイッチング回路４の出力電圧波形は、第１の巻線８ａに印加される電圧であるが、
大きさを無視すると第２の巻線８ｂに発生する電圧と同様である。
【００４７】
　直流電源１からバッテリ２への電力伝送において、上記実施の形態１の図２で示した場
合と同様に、制御回路１５が、入力された充電電流ｉを充電電流指令値ｉ＊と比較し、差
分をフィードバックして第１のスイッチング回路４および第２のスイッチング回路１０の
出力ＤＵＴＹを決定し、各半導体スイッチング素子５ａ～５ｄ、１２ａ～１２ｄの駆動信
号Ｇ－５、Ｇ－１２を決定する。
　一周期内のＤＣ／ＤＣコンバータ回路１００の動作を以下に示す。なお、バッテリ２の
電圧は、第２の巻線８ｂに発生する電圧より高いものとする。
【００４８】
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　時刻ｂ１は、上記実施の形態１の時刻ａ１と同様の制御で、第１のスイッチング回路４
では半導体スイッチング素子５ａがオン状態で、半導体スイッチング素子５ｃをオフした
後、半導体スイッチング素子５ｄをオンすることにより、半導体スイッチング素子５ａ、
５ｄが同時オンする。また、第２のスイッチング回路１０では、半導体スイッチング素子
１２ｂ、１２ｄが同時オンしている。これにより、図４に示す電流経路で電流が流れ、高
周波トランス８の第１の巻線８ａには正の電圧が印加され、第２の巻線８ｂに正電圧が発
生し、第２のリアクトル９が励磁される。
【００４９】
　時刻ｂ２は、上記実施の形態１の時刻ａ２と同様の制御で、第２のスイッチング回路１
０では半導体スイッチング素子１２ｂをオフした後、半導体スイッチング素子１２ａをオ
ンする。これにより、図５に示す電流経路で電流が流れ、第２のリアクトル９の励磁エネ
ルギを第２の平滑コンデンサ１１に供給する。
【００５０】
　時刻ｂ３において、第１のスイッチング回路４では、半導体スイッチング素子５ａがオ
フした後、半導体スイッチング素子５ｂがオンする。これにより、図１７に示す電流経路
で電流が流れ、高周波トランス８の第１の巻線８ａ側の第１のスイッチング回路４が、第
１のリアクトル７→第１の巻線８ａ→半導体スイッチング素子５ｄ→半導体スイッチング
素子５ｂ→第１のリアクトル７の経路で電流が環流し、第１の巻線８ａに電圧印加が無い
状態となる。
【００５１】
　時刻ｂ４において、第２のスイッチング回路４では、半導体スイッチング素子１２ｄが
オフした後、半導体スイッチング素子１２ｃがオンする。これにより、図６に示す電流経
路で電流が流れ、第２の巻線８ｂ側の第２のスイッチング回路１０では、第２のリアクト
ル９→半導体スイッチング素子１２ａ→半導体スイッチング素子１２ｃ→第２の巻線８ｂ
→第２のリアクトル９の経路で、第２のリアクトル９に流れる電流が還流して第２の巻線
８ｂにも流れる。
【００５２】
　時刻ｂ５は、上記実施の形態１の時刻ａ４と同様の制御で、第１のスイッチング回路４
では、半導体スイッチング素子５ｄをオフした後、半導体スイッチング素子５ｃをオンす
ることにより、半導体スイッチング素子５ｂ、５ｃが同時オンする。また、第２のスイッ
チング回路１０では、半導体スイッチング素子１２ａ、１２ｃが同時オンしている。これ
により、図７に示す電流経路で電流が流れ、高周波トランス８の第１の巻線８ａには負の
電圧が印加され、第２の巻線８ｂに負電圧が発生し、第２のリアクトル９が逆極性に励磁
される。
【００５３】
　時刻ｂ６は、上記実施の形態１の時刻ａ５と同様の制御で、第２のスイッチング回路１
０では半導体スイッチング素子１２ａをオフした後、半導体スイッチング素子１２ｂをオ
ンする。これにより、図８に示す電流経路で電流が流れ、第２のリアクトル９の励磁エネ
ルギを第２の平滑コンデンサ１１に供給する。
【００５４】
　時刻ｂ７において、第１のスイッチング回路４では、半導体スイッチング素子５ｂがオ
フした後、半導体スイッチング素子５ａがオンする。これにより、図１８に示す電流経路
で電流が流れ、高周波トランス８の第１の巻線８ａ側の第１のスイッチング回路４が、第
１のリアクトル７→半導体スイッチング素子５ａ→半導体スイッチング素子５ｃ→第１の
巻線８ａ→第１のリアクトル７の経路で電流が還流し、第１の巻線８ａに電圧印加が無い
状態となる。
【００５５】
　時刻ｂ８において、第２のスイッチング回路４では、半導体スイッチング素子１２ｃが
オフした後、半導体スイッチング素子１２ｄがオンする。これにより、図９に示す電流経
路で電流が流れ、第２の巻線８ｂ側の第２のスイッチング回路１０では、第２のリアクト
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ル９→第２の巻線８ｂ→半導体スイッチング素子１２ｄ→半導体スイッチング素子１２ｂ
→第２のリアクトル９の経路で、第２のリアクトル９に流れる電流が還流して第２の巻線
８ｂにも流れる。
　次いで時刻ｂ１（＝ａ９）の制御に戻る。
【００５６】
　このような一連の制御（ｂ１～ｂ８）を繰り返すことによって、高周波トランス８の第
２の巻線８ｂに発生する電圧を昇圧してバッテリ２に電力を供給する。制御回路１５は、
第１、第２のスイッチング回路４、１０の出力ＤＵＴＹを決定して制御する際、第１のス
イッチング回路４内で対角の関係にある２つの半導体スイッチング素子が同時オンする対
角オン時間ｔ１（＝ｔ１ａ）と、第２のスイッチング回路１０内で対角の関係にある２つ
の半導体スイッチング素子が同時オンする対角オン時間ｔ２とを決定し、さらに、高周波
トランス８に電圧印加されている期間（ｔ１、ｔ１ａ）内に第２のリアクトル９を励磁す
る期間（時刻ｂ１～ｂ２、時刻ｂ５～ｂ６）を設けるように制御する。これにより、第２
のスイッチング回路１０は、第２のリアクトル９を昇圧リアクトルに用いて昇圧動作する
。
【００５７】
　また、この実施の形態２においても、上記実施の形態１と同様に、高周波トランス８の
一次側の第１のスイッチング回路４における各半導体スイッチング素子５ａ～５ｄのスイ
ッチングは、コンデンサ６ａ～６ｄおよび第１のリアクトル７の作用で、全てゼロ電圧ス
イッチングとなり、二次側の第２のスイッチング回路１０のスイッチングは、一部がゼロ
電圧スイッチングとなる。
【００５８】
　次にバッテリ２から直流電源１に電力伝送する場合について説明する。上記実施の形態
１の図１０で示した場合と同様に、制御回路１５が、入力された出力電圧ｖを出力電圧指
令値ｖ＊と比較し、差分をフィードバックして第１のスイッチング回路４および第２のス
イッチング回路１０の出力ＤＵＴＹを決定し、各半導体スイッチング素子５ａ～５ｄ、１
２ａ～１２ｄの駆動信号Ｇ－５、Ｇ－１２を決定する。
　ＤＣ／ＤＣコンバータ回路１００は、高周波トランス８を挟んで第１、第２のスイッチ
ング回路４、１０を対称に構成しており、バッテリ２から直流電源１に電力伝送する場合
は、直流電源１からバッテリ２へ電力伝送する場合と、第１、第２のスイッチング回路４
、１０の駆動信号Ｇ－５、Ｇ－１２を逆に用いて制御することで、同様に電力伝送が行え
る。そして、高周波トランス８の第１の巻線８ａに発生する電圧を昇圧して直流電源１に
電力を供給する。
【００５９】
　そして、第１のスイッチング回路４では、高周波トランス８に電圧印加されている期間
内に第１のリアクトル７を励磁する期間を設け、即ち、第１のリアクトル７を昇圧リアク
トルに用いて昇圧動作する。
　また、高周波トランス８の一次側となる第２のスイッチング回路１０における各半導体
スイッチング素子１２ａ～１２ｄのスイッチングは、コンデンサ１３ａ～１３ｄおよび第
２のリアクトル９の作用で、全てゼロ電圧スイッチングとなり、二次側の第１のスイッチ
ング回路４のスイッチングは、一部がゼロ電圧スイッチングとなる。
【００６０】
　この実施の形態においても、高周波トランス８の一次側の巻線から二次側の巻線に電力
移行される期間を出来る限り長くすることで、第１のスイッチング回路４および第２のス
イッチング回路１０の還流期間に関わる損失を低減することが可能となる。
　このため、直流電源１からバッテリ２に電力伝送する制御では、高周波トランス８の第
１の巻線８ａに電圧が印加される期間、即ち、対角オン時間ｔ１が予め設定した最大時間
になるように第１のスイッチング回路４を制御する。また、バッテリ２から直流電源１に
電力伝送する制御では、高周波トランス８の第２の巻線８ｂに電圧が印加される期間、即
ち、対角オン時間ｔ２が予め設定した最大時間となるように第２のスイッチング回路１０
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を制御する。
　対角オン時間ｔ１、ｔ２が最大となる時間は、各半導体スイッチング素子５ａ～５ｄ、
１２ａ～１２ｄがゼロ電圧スイッチングする為に要する時間に基づいて設定する。
【００６１】
　以上のように、第１、第２のスイッチング回路４、１０は、各半導体スイッチング素子
５ａ～５ｄ、１２ａ～１２ｄがゼロ電圧スイッチング可能に構成され、高周波トランス８
の一次側となる時に、ゼロ電圧スイッチングとなるように制御される。そして、ゼロ電圧
スイッチングに作用した第１、第２のリアクトル７、９を、高周波トランス８の二次側と
なるときには、昇圧リアクトルとして動作させる。これにより、別途昇圧回路を設けるこ
となく、二次側のスイッチング回路の昇圧動作により昇圧できる。
　例えば、直流電源１からバッテリ２への電力伝送時では、高周波トランス８の第２の巻
線８ｂに発生する電圧を、第２のリアクトル９と第２のスイッチング回路１０と第２の平
滑コンデンサ１１によって昇圧回路を形成することで、第２の巻線８ｂに発生する電圧よ
りもバッテリ２の電圧が高い場合にも、バッテリ２を充電することが可能となる。
　このため簡易な回路構成で広い電圧範囲で双方向に電力伝送できる。また、電力伝送方
向に依らずゼロ電圧スイッチングが可能になると共に、部品点数が少ないことにより損失
低減が図れる。
【００６２】
実施の形態３．
　上記実施の形態２では、バッテリ充放電装置は、高周波トランス８の巻線に発生する電
圧よりも高い電圧を出力する場合について説明したが、この実施の形態では、出力電圧が
高周波トランス８の巻線に発生する電圧よりも低い場合について説明する。
　まず、直流電源１からバッテリ２へ電力伝送する場合、第２のスイッチング回路１０内
の半導体スイッチング素子１２ａ～１２ｄは全てオフ状態とする。この時、第１のスイッ
チング回路４の半導体スイッチング素子５ａ、５ｄを同時オンすると、図５に示すものと
同様に、高周波トランス８の第１の巻線８ａ側には、第１の平滑コンデンサ３→半導体ス
イッチング素子５ａ→第１のリアクトル７→第１の巻線８ａ→半導体スイッチング素子５
ｄ→第１の平滑コンデンサ３の経路で電流が流れ、電力が伝送される。この時、高周波ト
ランス８の第２の巻線８ｂ側には、第２の巻線８ｂ→第２のリアクトル９→半導体スイッ
チング素子１２ａの逆並列ダイオード→第２の平滑コンデンサ１１→半導体スイッチング
素子１２ｄの逆並列ダイオード→第２の巻線８ｂの経路で電流が流れる。
【００６３】
　次に、第１のスイッチング回路４では、半導体スイッチング素子５ａがオフした後、半
導体スイッチング素子５ｂをオンすると、図１７に示すものと同様に、高周波トランス８
の第１の巻線８ａ側には、第１のリアクトル７→第１の巻線８ａ→半導体スイッチング素
子５ｄ→半導体スイッチング素子５ｂ→第１のリアクトル７の経路で電流が流れる。この
時、高周波トランス８の第２の巻線８ｂ側には、第２のリアクトル９→半導体スイッチン
グ素子１２ａの逆並列ダイオード→第２の平滑コンデンサ１１→半導体スイッチング素子
１２ｄの逆並列ダイオード→第２の巻線８ｂ→第２のリアクトル９の経路で電流が流れる
。そして、第２のリアクトル９に流れる電流がゼロになると、高周波トランス８の第２の
巻線８ｂ側の電流は無くなる。
【００６４】
　次に、第１のスイッチング回路４では、半導体スイッチング素子５ｄをオフした後、半
導体スイッチング素子５ｃをオンすると、図８に示すものと同様に、高周波トランス８の
第１の巻線８ａ側には、第１の平滑コンデンサ３→半導体スイッチング素子５ｃ→第１の
巻線８ａ→第１のリアクトル７→半導体スイッチング素子５ｂ→第１の平滑コンデンサ３
の経路で電流が流れ、電力が伝送される。この時、高周波トランス８の第２の巻線８ｂ側
には、第２の巻線８ｂ→半導体スイッチング素子１２ｃの逆並列ダイオード→第１の平滑
コンデンサ１１→半導体スイッチング素子１２ｂの逆並列ダイオード→第２のリアクトル
９→第２の巻線８ｂの経路で電流が流れる。
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【００６５】
　次に、第１のスイッチング回路４では、半導体スイッチング素子５ｂがオフした後、半
導体スイッチング素子５ａをオンすると、図１８に示すものと同様に、高周波トランス８
の第１の巻線８ａ側には、第１のリアクトル７→半導体スイッチング素子５ａ→半導体ス
イッチング素子５ｃ→第１の巻線８ａ→第１のリアクトル７の経路で電流が流れる。この
時、高周波トランス８の第２の巻線８ｂ側については、電流経路は変化せず、第２のリア
クトル９に流れる電流がゼロになると、第２の巻線８ｂ側の電流は無くなる。
【００６６】
　以上の一連の動作を繰り返すことによって、第２のスイッチング回路１０は整流動作を
行い、直流電源１からバッテリ２へ電力伝送を行う。バッテリ２の充電電流ｉの制御は、
第１のスイッチング回路４内で対角の関係にある２つの半導体スイッチング素子５ａ、５
ｄ（５ｂ、５ｃ）が同時オンする対角オン時間のＤＵＴＹを制御することによって実現す
る。
　一方、バッテリ２から直流電源１へ電力伝送する場合、上記の動作と逆方向となり、第
２のスイッチング回路１０内で対角の関係にある２つの半導体スイッチング素子１２ａ、
１２ｄ（１２ｂ、１２ｃ）が同時オンする対角オン時間のＤＵＴＹを制御し、第１のスイ
ッチング回路４は整流動作を行うことによって実現する。
【００６７】
　このようにＤＣ／ＤＣコンバータ回路１００が動作することによって、高周波トランス
８の二次側の巻線８ｂ（８ａ）に発生する電圧よりも低い電圧で電力伝送する場合に、二
次側のスイッチング回路１０（４）の各半導体スイッチング素子１２ａ～１２ｄ（５ａ～
５ｄ）の駆動信号を止める事が出来、制御の簡素化が実現できる。
　また、この実施の形態においても、第１、第２のスイッチング回路４、１０は、各半導
体スイッチング素子５ａ～５ｄ、１２ａ～１２ｄがゼロ電圧スイッチング可能に構成され
、高周波トランス８の一次側となる時に、ゼロ電圧スイッチングとなるように制御される
。
【００６８】
　また、二次側の巻線８ｂ（８ａ）に発生する電圧よりも高い電圧での電力伝送を所望す
るときに、上記実施の形態２の制御を用い、二次側の巻線８ｂ（８ａ）に発生する電圧よ
りも低い電圧での電力伝送を所望するときに、この実施の形態の制御を用いることにより
、簡易な回路構成で広い電圧範囲で双方向に電力伝送できる。また、電力伝送方向に依ら
ずゼロ電圧スイッチングが可能になると共に、部品点数が少ないことにより損失低減が図
れる。
【００６９】
実施の形態４．
　上記実施の形態３では高周波トランス８の二次側のスイッチング回路１０（４）は、半
導体スイッチング素子１２ａ～１２ｄ（５ａ～５ｄ）を全てオフして整流動作を行ってい
たが、高周波トランス８に発生する巻線電圧に合わせて、二次側のスイッチング回路１０
（４）の半導体スイッチング素子１２ａ～１２ｄ（５ａ～５ｄ）をオンさせても良い。な
お、この場合、半導体スイッチング素子５ａ～５ｄ（１２ａ～１２ｄ）はＭＯＳＦＥＴ等
、双方向導通する素子を用いる。
【００７０】
　直流電源１からバッテリ２への電力伝送時には、高周波トランス８の第１の巻線８ａに
電圧印加するタイミングに同期させて第２のスイッチング回路１０内の各半導体スイッチ
ング素子１２ａ～１２ｄを制御して第２のスイッチング回路１０を整流動作させる。また
、バッテリ２から直流電源１への電力伝送時には、高周波トランス８の第２の巻線８ｂに
電圧印加するタイミングに同期させて第１のスイッチング回路４内の各半導体スイッチン
グ素子５ａ～５ｄを制御して第１のスイッチング回路４を整流動作させる。
　各半導体スイッチング素子５ａ～５ｄ、１２ａ～１２ｄを、例えばＭＯＳＦＥＴにて構
成すると、導通時の両端電圧は、逆並列ダイオードのオン電圧よりも低い。このため、上
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記のような同期整流動作によりＭＯＳＦＥＴ側を電流が流れるため、導通損失を低減する
ことが可能となる。
【００７１】
実施の形態５．
　上記実施の形態１では、第２の直流電源にバッテリ２を用い、バッテリ２から直流電源
１への電力伝送時においてのみ、直流電源１を電圧制御しており、その際、直流電源１へ
の出力電圧指令値から出力電圧を差し引いた偏差の極性に応じて、バッテリ２の放電電流
指令値の極性を切り替える制御が適用可能であった。このような制御は、直流電源１から
第２の直流電源への電力電送においても適用でき、この実施の形態５では、双方向の電力
電送において、電力を受電する側の直流電源の電圧制御を行う。
【００７２】
　図１９は、この発明の実施の形態５によるＤＣ／ＤＣコンバータとしての直流電源充放
電装置の回路構成を示した図である。図に示すように、直流電源充放電装置は、第１の直
流電源としての直流電源１と第２の直流電源２ａとの間で双方向の電力変換による電力伝
送を行うもので、主回路となるＤＣ／ＤＣコンバータ回路１００と制御回路１５ａを備え
る。ＤＣ／ＤＣコンバータ回路１００の構成は実施の形態１と同様である。
【００７３】
　また、第２の平滑コンデンサ１１と第２の直流電源２ａとの間には、第２の直流電源２
ａへの充電電流ｉ（矢印の向きを正とする電流）を検出する電流センサ１４が設置され、
第１、第２の平滑コンデンサ３、１１の各電圧Ｖ１、Ｖ２を検出する各電圧センサ１６、
１７が設置される。そして、各センサ１４、１６、１７のセンシングされた出力が制御回
路１５ａに入力される。制御回路１５ａでは、入力された電流ｉ、電圧Ｖ１、Ｖ２の値に
基づいて、第１、第２のスイッチング回路４、１０の各半導体スイッチング素子５ａ～５
ｄ、１２ａ～１２ｄをスイッチング制御する駆動信号Ｇ－５、Ｇ－１２を生成して第１、
第２のスイッチング回路４、１０を駆動制御する。
　なお、第１の平滑コンデンサ３の電圧は直流電源１の電圧と同等であり、第２の平滑コ
ンデンサ１１の電圧は第２の直流電源２ａの電圧と同等である。
【００７４】
　図２０は、直流電源充放電装置の制御ブロック図であり、特に図２０（ａ）は第２の直
流電源２ａから直流電源１へ電力伝送する制御を示し、図２０（ｂ）は直流電源１から第
２の直流電源２ａへ電力伝送する制御を示す。
　なお、フィードバック制御様式が上記実施の形態１と異なるのみで、各第１、第２のス
イッチング回路４、１０の周期的な基本の制御は、図３～図１４で示した上記実施の形態
１のものと同様である。
【００７５】
　第２の直流電源２ａから直流電源１へ電力伝送する制御では、図２０（ａ）に示すよう
に、直流電源１の電圧Ｖ１を出力電圧として、出力電圧指令値Ｖ１＊から出力電圧Ｖ１を
減算した差分が正の場合、極性を正として第２の直流電源２ａの放電電流指令値（－ｉ）
＊を作成する。放電電流指令値が正とは、第２の直流電源２ａから直流電源１の方向に、
電力伝送方向を保持している状態を指している。そして第２の直流電源２ａから直流電源
１への放電電流（－ｉ）が放電電流指令値（－ｉ）＊に一致するように、第１のスイッチ
ング回路４の第１の対角ＯＮ時間ｔ１を調整する。このとき第２のスイッチング回路１０
の第２の対角ＯＮ時間ｔ２は最大オン時間ｔｍａｘに維持される。
【００７６】
　出力電圧指令値Ｖ１＊から出力電圧Ｖ１を減算した差分が負の場合、極性を負として放
電電流指令値（－ｉ）＊を作成する。放電電流指令値が負とは、電力伝送方向を切り替え
て、直流電源１から第２の直流電源２ａへの方向になった状態を指している。そして放電
電流（－ｉ）が放電電流指令値（－ｉ）＊に一致するように、第２のスイッチング回路１
０の第２の対角ＯＮ時間ｔ２を調整する。このとき第１のスイッチング回路４の第１の対
角ＯＮ時間ｔ１は最大オン時間ｔｍａｘに維持される。
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　これにより、制御回路１５ａは、直流電源１と第２の直流電源２ａとの間に流れる充放
電電流±ｉのみに基づいて、図１２で示す双方向の制御を実現することが可能となる。
【００７７】
　次に、直流電源１から第２の直流電源２ａへ電力伝送する制御では、図２０（ｂ）に示
すように、第２の直流電源２ａの電圧Ｖ２を出力電圧として、出力電圧指令値Ｖ２＊から
出力電圧Ｖ２を減算した差分が正の場合、極性を正として第２の直流電源２ａへの充電電
流指令値ｉ＊を作成する。充電電流指令値が正とは、直流電源１から第２の直流電源２ａ
への方向に、電力伝送方向を保持している状態を指している。そして第２の直流電源２ａ
への充電電流ｉが充電電流指令値ｉ＊に一致するように、第２のスイッチング回路１０の
第２の対角ＯＮ時間ｔ２を調整する。このとき第１のスイッチング回路４の第１の対角Ｏ
Ｎ時間ｔ１は最大オン時間ｔｍａｘに維持される。
【００７８】
　出力電圧指令値Ｖ２＊から出力電圧Ｖ２を減算した差分が負の場合、極性を負として充
電電流指令値ｉ＊を作成する。充電電流指令値が負とは、電力伝送方向を切り替えて、第
２の直流電源２ａから直流電源１への方向になった状態を指している。そして充電電流ｉ
が充電電流指令値ｉ＊に一致するように、第１のスイッチング回路４の第１の対角ＯＮ時
間ｔ１を調整する。このとき第２のスイッチング回路１０の第２の対角ＯＮ時間ｔ２は最
大オン時間ｔｍａｘに維持される。
　これにより、制御回路１５ａは、直流電源１と第２の直流電源２ａとの間に流れる充放
電電流±ｉのみに基づいて、図１２で示す双方向の制御を実現することが可能となる。
　なお、図１２における、直流電源１からバッテリ２への電力移行量を増加させる方向へ
の制御量は、この実施の形態では充電電流ｉとなる。
【００７９】
　この実施の形態では、直流電源１、第２の直流電源２ａの双方に対して電圧制御を行う
機能を有し、電力伝送方向によらず一貫した制御で動作を継続することができる。そして
、充放電電流±ｉの電流指令値の極性を切り替えることで、電力伝送方向のシームレスな
切替を行うことができる。これにより、負荷急変などの場合にも早い応答で、安定に動作
を継続することができる。
【００８０】
実施の形態６．
　上記実施の形態１～５においては、第１、第２のリアクトル７、９を個別に設置したが
、これらの少なくとも一方を高周波トランス８の漏れインダクタンスで兼ねる事でも同様
の効果を得ることが可能となる。これにより、構成部品の削減が可能となり、簡素な構成
で双方向動作が実現できる。
【００８１】
　また、上記実施の形態１～４では一方の直流電源（第２の直流電源）にバッテリ２を用
いたがこれに限るものではない。さらにまた第１、第２の直流電源の双方をバッテリで構
成しても良い。
【００８２】
　なお、この発明は、発明の範囲内において、各実施の形態を自由に組み合わせたり、各
実施の形態を適宜、変形、省略することが可能である。
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