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(57)【要約】
【課題】単相インバータや直流コンデンサの構成部品に
、各相において個体差が存在しても、三相電圧の平衡化
が可能となる電力変換装置を得ることを目的とする。
【解決手段】単相インバータ直流電圧バランス制御回路
４１は、各相の電圧センサ２８で検出した電圧と電流セ
ンサ２５で検出した電流とを入力し、三相の単相インバ
ータを一つの三相電源と考えた場合に零相電圧成分に相
当する電圧指令を平衡化電圧指令として演算する。そし
て、電圧指令演算回路４７でこの零相電圧成分を各相の
単相インバータ２６の電圧指令に重畳する。零相電圧は
各相で同じであるが、電流は各相で位相が異なるため、
零相電圧成分により各相の単相インバータ２６に生じる
有効電力は異なり、各相の直流コンデンサ２７の電圧を
個別に変化させることができ各相の電圧が平衡する。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
三相各相毎に設けられた直流コンデンサ、スイッチング素子からなり上記各相直流コンデ
ンサの直流電圧を交流電圧に変換しその交流出力端が三相交流線路の各相に直列に接続さ
れた単相インバータ、および所定の三相電圧指令に基づき上記各相単相インバータのスイ
ッチング素子を制御する電圧制御手段を備えた電力変換装置において、
　上記各相単相インバータによる三相出力電圧の基本波零相成分を含む平衡化電圧指令を
作成しこの平衡化電圧指令を上記所定の三相電圧指令に重畳させることにより上記各相直
流コンデンサの直流電圧を平衡させる直流電圧バランス制御手段を備えたことを特徴とす
る電力変換装置。
【請求項２】
上記直流電圧バランス制御手段は、上記各相直流コンデンサの直流電圧を検出する電圧セ
ンサ、この電圧センサからの上記各相直流コンデンサの直流電圧検出値の平均値を演算す
る平均値演算回路、この平均値演算回路からの平均値と上記電圧センサからの検出値との
偏差に三相交流信号を三相各相毎に乗算する乗算器、および上記各相乗算器からの乗算値
を加算する加算器を備え、上記加算器の出力から上記平衡化電圧指令を作成することを特
徴とする請求項１記載の電力変換装置。
【請求項３】
三相各相毎に設けられた直流コンデンサ、スイッチング素子からなり上記各相直流コンデ
ンサの直流電圧を交流電圧に変換しその交流出力端が三相交流線路の各相に直列に接続さ
れた単相インバータ、および所定の三相電圧指令に基づき上記各相単相インバータのスイ
ッチング素子を制御する電圧制御手段を備えた電力変換装置において、
　上記各相直流コンデンサの直流電圧を検出する電圧センサ、この電圧センサからの上記
各相直流コンデンサの直流電圧検出値の平均値を演算する平均値演算回路、この平均値演
算回路からの平均値と上記電圧センサからの検出値との偏差に三相交流信号を三相各相毎
に乗算する乗算器、および上記各相偏差の絶対値が最大の相を選択し、当該最大の相に係
る上記乗算器の出力から平衡化電圧指令を作成する切替回路を備え、上記平衡化電圧指令
を上記所定の三相電圧指令に重畳させることにより上記各相直流コンデンサの直流電圧を
平衡させる直流電圧バランス制御手段を備えたことを特徴とする電力変換装置。
【請求項４】
上記各相単相インバータの交流出力端に流れる電流を検出する電流センサを備え、上記電
流センサからの三相電流検出値を上記三相交流信号とすることを特徴とする請求項２また
は３に記載の電力変換装置。
【請求項５】
上記各相単相インバータの交流出力端が接続された上記三相交流線路の電圧を検出する電
圧センサを備え、上記電圧センサからの三相電圧検出値を上記三相交流信号とすることを
特徴とする請求項２または３に記載の電力変換装置。
【請求項６】
上記各相単相インバータが接続された上記三相交流線路のそれぞれ一端に三相交流電源が
接続され他端にダイオード素子からなり三相交流電圧を直流電圧に変換するコンバータと
このコンバータからの直流電圧が供給される平滑用コンデンサと負荷とが接続される場合
、
　上記各相単相インバータの交流出力端に流れる電流を検出する電流センサを備え、上記
各相直流コンデンサの直流電圧の検出平均値が所定値に追従するとともに、上記平滑用コ
ンデンサの電圧を維持するよう作成される各相電流指令値に上記電流センサからの三相電
流検出値が追従するよう、上記所定の三相電圧指令を設定するようにしたことを特徴とす
る請求項１ないし５のいずれか１項に記載の電力変換装置。
【請求項７】
上記各相単相インバータが接続された上記三相交流線路のそれぞれ一端に直流電圧源とス
イッチング素子からなり上記直流電圧源の直流電圧を三相交流電圧に変換する三相インバ
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ータとが接続され他端に三相交流負荷が接続され、上記三相インバータと上記各相単相イ
ンバータとの合成出力で上記三相交流負荷に供給する電圧を所定の負荷電圧値に追従させ
る場合、
　上記三相インバータは、上記所定の負荷電圧値に設定した電圧指令に基づき出力電圧を
制御し、上記各相単相インバータの上記所定の三相電圧指令は、上記所定の負荷電圧値か
ら上記三相インバータの出力電圧を減算した値に設定したことを特徴とする請求項１ない
し５のいずれか１項に記載の電力変換装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この発明は、直流コンデンサとその交流出力端が三相交流線路の各相に直列に接続され
た単相インバータとで構成される電力変換装置に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　この種の装置として、例えば、特許文献１には、図１６に示す電力変換装置が紹介され
ている。図において、三相の系統電源１に系統インピーダンス２を介して非線形負荷３が
接続されている。この非線形負荷３は、整流器６と平滑用コンデンサ７と負荷抵抗８とか
ら構成されている。そして、この非線形負荷３からの電流高調波を低減するため、系統イ
ンピーダンス２と非線形負荷３との間の三相交流線路の各相に直列に直列形アクティブフ
ィルタ４が接続されている。この直列形アクティブフィルタ４は、直流コンデンサ１０と
単相ＰＷＭインバータ９とスイッチングリップル抑制用リアクトル１１と高周波フィルタ
用コンデンサ１２と高周波フィルタ用抵抗１３とから構成されている。
【０００３】
　図１７は、同装置の制御回路の構成を示す。図において、系統電源１から直列形アクテ
ィブフィルタ４に流れ込む電源電流Ｉｓから電源電流高調波成分検出回路１４により電源
電流高調波成分ＩＳｈを検出し、これをＫ倍回路１５に入力しゲインＫ倍して高調波電圧
分指令信号Ｖｈとして加算器１６に出力する。上記指令信号Ｖｈにより電源電流の高調波
分が零になるように単相ＰＷＭインバータ９の電圧制御が行われる。
　減算器１７は、直流電圧指令Ｖｄｃ

＊と直流コンデンサ１０の直流コンデンサ電圧Ｖｄ

ｃとを入力し、その差を比例積分回路１８に出力する。比例積分回路１８が出力するΔＶ

ｄｃと系統電源電圧Ｖｓとの積を直流電圧分指令信号Ｖ０として加算器１６に出力する。
上記指令信号Ｖ０により直流コンデンサ１０の直流電圧が一定に制御される。
【０００４】
【特許文献１】特開平４－３３４９３０号公報（段落０００９～００１２、図１、２参照
）
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　従来の電力変換装置は以上のように構成されているので、単相ＰＷＭインバータ９に生
じる損失等により直流コンデンサ１０の電圧が減少するが、単相ＰＷＭインバータ９を構
成する部品の個体差による損失のばらつきや、直流コンデンサ１０の静電容量の個体差に
より、減算器１７の出力である、直流電圧指令Ｖｄｃ

＊と直流コンデンサ電圧Ｖｄｃとの
偏差は各相で異なる値となる。すなわち、直流電圧分指令信号Ｖ０は各相で異なる値とな
り、系統電源１の電圧が三相平衡電圧であったとしても整流器６に印加される電圧には不
平衡が生じる。よって電源電流Ｉｓに不平衡を生じさせる原因となる。
【０００６】
　この発明は以上のような従来の問題点を解消するためなされたもので、たとえ、単相イ
ンバータや直流コンデンサの構成部品に、各相において個体差が存在しても、三相電圧の
平衡化が可能となる電力変換装置を得ることを目的とする。
【課題を解決するための手段】
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【０００７】
　この発明に係る電力変換装置は、三相各相毎に設けられた直流コンデンサ、スイッチン
グ素子からなり各相直流コンデンサの直流電圧を交流電圧に変換しその交流出力端が三相
交流線路の各相に直列に接続された単相インバータ、および所定の三相電圧指令に基づき
各相単相インバータのスイッチング素子を制御する電圧制御手段を備えた電力変換装置に
おいて、
　各相単相インバータによる三相出力電圧の基本波零相成分を含む平衡化電圧指令を作成
しこの平衡化電圧指令を所定の三相電圧指令に重畳させることにより各相直流コンデンサ
の直流電圧を平衡させる直流電圧バランス制御手段を備えたものである。
【０００８】
　また、この発明に係る電力変換装置は、三相各相毎に設けられた直流コンデンサ、スイ
ッチング素子からなり各相直流コンデンサの直流電圧を交流電圧に変換しその交流出力端
が三相交流線路の各相に直列に接続された単相インバータ、および所定の三相電圧指令に
基づき各相単相インバータのスイッチング素子を制御する電圧制御手段を備えた電力変換
装置において、
　各相直流コンデンサの直流電圧を検出する電圧センサ、この電圧センサからの各相直流
コンデンサの直流電圧検出値の平均値を演算する平均値演算回路、この平均値演算回路か
らの平均値と電圧センサからの検出値との偏差に三相交流信号を三相各相毎に乗算する乗
算器、および各相偏差の絶対値が最大の相を選択し、当該最大の相に係る乗算器の出力か
ら平衡化電圧指令を作成する切替回路を備え、平衡化電圧指令を所定の三相電圧指令に重
畳させることにより各相直流コンデンサの直流電圧を平衡させる直流電圧バランス制御手
段を備えたものである。
【発明の効果】
【０００９】
　この発明は以上のように、単相インバータの三相電圧指令に平衡化電圧指令を重畳させ
るので、この平衡化電圧指令の重畳により、三相電圧を平衡化させる方向に各相直流コン
デンサに有効電力が生じ、各相直流コンデンサの電圧が増減して三相電圧が平衡する。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１０】
実施の形態１．
　図１は本発明の実施の形態１による電力変換装置を示す図である。図において、非線形
負荷となる三相コンバータ２９の直流側には、平滑用コンデンサ３０と負荷３２とが並列
に接続されている。三相コンバータ２９の交流側と系統電源１とを接続する三相交流線路
の各相には、直列に単相インバータ２６及びスイッチングリップル抑制用リアクトル２３
が接続されている。単相インバータ２６の直流側には直流コンデンサ２７が接続されてい
る。系統インピーダンス２は系統電源１の電力系統のインピーダンスを表している。
　三相コンバータ２９は、図２のようにダイオード５０で構成された整流回路である。ま
た、単相インバータ２６は、図３のように、ＩＧＢＴ、ＭＯＳＦＥＴ等のスイッチング素
子６０とダイオード６１とを逆並列に接続して構成された回路である。
【００１１】
　以上で説明した主回路構成を有する電力変換装置において、単相インバータ２６のスイ
ッチング素子６０のオンオフを制御して直流コンデンサ２７を制御する電圧制御手段の構
成動作について以下に詳細に説明する。この直流コンデンサ２７の電圧制御は、大きくは
、主として後述する電流制御回路４６が担う、電流センサ２５からの電流検出値を所定の
指令値に追従させる制御、および後述する単相インバータ直流電圧バランス制御回路４１
と電圧指令演算回路４７とで担い本願発明の主要部でもある、各相の直流コンデンサ２７
の電圧を平衡化させる制御とが存在するが、先ず、前者の制御について説明する。
【００１２】
　前者の制御は、電流検出値を所定の指令値に追従させる制御であるが、この場合でも、
単相インバータ２６の直流コンデンサ２７の電圧および三相コンバータ２９の平滑用コン
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デンサ３０の電圧は、ほぼ所定の範囲に保つことが望ましいので、電流制御回路４６の前
段に、単相インバータ直流電圧指令値で動作する単相インバータ直流電圧全体制御回路４
４および三相コンバータ直流電圧指令で動作する三相コンバータ直流電圧制御回路４５を
備えている。以下、この制御系の上流から順次説明するものとする。
【００１３】
　図４は、単相インバータ直流電圧全体制御回路４４の内部構成を示す図である。単相イ
ンバータ直流電圧全体制御回路４４では、電圧センサ２８で検出した各相の直流コンデン
サ２７の電圧を平均値演算回路９０に入力し、三相の直流コンデンサ２７の平均電圧を求
める。この平均電圧と単相インバータ直流電圧指令値との偏差を減算器９１で求め、制御
器９２に入力する。制御器９２は一般的なＰＩ制御などで構成する。制御器９２からは三
相コンバータ直流電圧指令を補正する値を出力する。
【００１４】
　ここで、単相インバータ直流電圧全体制御回路４４で作成する三相コンバータ直流電圧
指令補正について説明する。
　後述する電流制御回路４６は、三相コンバータ２９に流入する電流を、電圧センサ２４
で検出される電圧に同期した正弦波電流に制御する。このとき単相インバータ２６から、
電圧センサ２４で検出する電圧の基本波成分を含む電圧を出力すると、単相インバータ２
６に有効電力が生じ、直流コンデンサ２７が充電または放電される。電圧センサ２４が検
出する電圧は、系統電源１の電圧と系統インピーダンス２による電圧降下とで決まるが、
系統インピーダンス２に流れる電流は負荷３２の消費電力に依存するため自由に変更でき
ない。よって単相インバータ２６から出力される電圧の基本波成分を変更するためには、
三相コンバータ２９の相電圧を変更する必要がある。しかし、三相コンバータ２９はダイ
オードによって構成されており、相電圧を変更するためには直流コンデンサ３０の電圧を
変更する必要がある。よって直流コンデンサ２７の電圧を電圧センサ２８で検出し、その
検出電圧を単相インバータ直流電圧全体制御回路４４に入力する。そして、単相インバー
タ直流電圧全体制御回路４４は、直流コンデンサ３０の電圧補正値を出力し、後段の三相
コンバータ直流電圧制御回路４５に入力して直流コンデンサ３０の電圧指令値を変更する
。
【００１５】
　図５は、三相コンバータ直流電圧制御回路４５の内部構成を示す図である。三相コンバ
ータ直流電圧制御回路４５では、三相コンバータ直流電圧指令から、単相インバータ直流
電圧全体制御回路４４が出力する三相コンバータ直流電圧補正を減算した値と、電圧セン
サ３１により検出した平滑用コンデンサ３０の直流電圧とから減算器１００により両者の
偏差を求め、これを制御器１０１に入力し、電流指令を出力する。制御器１０１はＰＩ制
御などの一般的な制御器などで構成する。
【００１６】
　電圧位相検出回路４３は、電圧センサ２４が出力する電圧検出値から電圧位相の演算を
行う。電圧位相検出回路４３は、電圧センサ２４が検出した電圧波形から位相を求めるこ
とができるものであればどのようなものでもよい。
【００１７】
　電流制御回路４６は、三相コンバータ直流電圧制御回路４５が出力する電流指令と、電
流センサ２５が出力する電流検出値、電圧位相検出回路４３が出力する電圧位相信号に基
づき電流制御を行い、スイッチングリップル抑制用リアクトル２３に電流を流すことによ
って生じる電圧降下を補償する電圧に相当する電圧指令を出力する。
　図６は、電流制御回路４６の内部構成を示す図である。三相コンバータ直流電圧制御回
路４５が出力する電流指令を実効値や波高値のような値とすると、電圧位相検出回路４３
が出力する電圧位相から、瞬時指令演算回路１１０により力率１となる瞬時電流指令を演
算する。この瞬時電流指令と電流センサ２５で検出した電流との偏差を減算器１１１で演
算し、制御器１１２により電圧指令を演算する。
【００１８】
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　図７は、図６とは異なる構成を採用した電流制御回路４６Ａの内部構成を示す図である
。電流制御回路４６Ａは、ｄｑ座標軸上で電流制御を行うものであり、ここで、ｑ軸は電
圧に同期回転し、ｄ軸は９０°進みで回転するとする。電流制御回路４６Ａは、三相コン
バータ直流電圧制御回路４５が出力する電流指令をｑ軸の電流指令としｄ軸電流指令を０
とすることで力率１となる電流制御を行うことが出来る。図７では、電流センサ２５で検
出した電流検出値及び電圧位相検出回路４３で演算した電圧位相を三相・ｄｑ変換回路１
２０に入力し、ｄｑ座標軸上の値に変換を行う。減算器１２１は、三相コンバータ直流電
圧制御回路４５が出力するｑ軸電流指令から三相・ｄｑ変換回路１２０が出力するｑ軸電
流を減算して両者の偏差を求め制御器１２３に入力する。制御器１２３は、ＰＩ制御等の
一般的な制御器で構成する。ｄ軸も同様に、減算器１２２が、ｄ軸電流指令から三相・ｄ
ｑ変換回路１２０が出力するｄ軸電流を減算して両者の偏差を求め制御器１２４に入力す
る。制御器１２４は、ＰＩ制御等の一般的な制御器で構成する。ｄｑ・三相変換回路１２
５は、制御器１２３、制御器１２４の出力及び電圧位相検出回路４３が演算した電圧位相
を入力し、三相の電圧指令に変換する。
【００１９】
　図８は、電圧指令演算回路４７の内部構成を示す図である。電圧指令演算回路４７は、
電流制御回路４６からの三相電圧指令に基づき単相インバータ２６の電圧指令の演算を行
う。ＰＷＭ回路４８は、電圧指令演算回路４７からの電圧指令を入力してＰＷＭ制御し、
単相インバータ２６のスイッチング素子６０を駆動する。
　ところで、単相インバータ２６が出力する電圧は、電圧センサ２４が検出した電圧から
、三相コンバータ２９の相電圧及びスイッチングリップル抑制用リアクトル２３による電
圧降下を差し引いた電圧であることから、電圧指令演算回路４７は、図８に示すように、
電圧センサ２４が出力する検出電圧と、後述する三相コンバータ相電圧推定回路４２で演
算した三相コンバータ２９の相電圧計算値とを、減算器１３０および１３１を経て入力す
る。
　更に、電圧指令演算回路４７は、単相インバータ２６の直流コンデンサ２７の各相電圧
を平衡化させるため、後述する単相インバータ直流電圧バランス制御回路４１で演算する
、平衡化電圧指令である単相インバータ零相電圧指令を加算器１３２を経て入力する。
【００２０】
　三相コンバータ相電圧推定回路４２では、電圧センサ２４が出力する検出電圧値と、電
圧センサ３１が出力する検出電圧値から三相コンバータ２９の相電圧を推定する演算を行
う。
　三相コンバータ２９では、電流の方向によって導通するダイオードが決まるので、電流
センサ２５で検出する電流値と電圧センサ３１が検出する電圧値とから、三相コンバータ
２９の相電圧を推定することができる。力率が１になるように制御を行う場合は、電流の
代わりに電圧センサ２４で検出する電圧や電圧位相検出回路４３で演算する電圧位相から
三相コンバータ２９の相電圧を演算することも可能である。
【００２１】
　図９は、三相コンバータ相電圧推定回路４２の内部構成を示す図である。各相の符号判
定回路８１は、電圧センサ２４が出力する検出電圧値を入力する。符号判定回路８１は、
入力された電圧信号が正の場合１を出力し、負の場合－１を出力するものとする。各相の
乗算器８２は、電圧センサ３１が出力する電圧にゲイン８０により０．５をかけたものと
、符号判定回路８１の出力とを入力し両者を乗算することにより、平滑用コンデンサ３０
の中性点から見た場合の、三相コンバータ２９の相電圧を求める。この相電圧は、電圧セ
ンサ２４で検出する電圧が正の場合、平滑用コンデンサ３０の電圧の０．５倍となり、電
圧センサ２４で検出する電圧が負の場合、平滑用コンデンサ３０の電圧の－０．５倍とな
る。この相電圧は零相成分を含んでおり、これを基準に単相インバータ２６の制御を行う
と、単相インバータ２６は三相コンバータ２９の零相電圧を打ち消す電圧成分を含む電圧
を出力する必要があるので、その分、単相インバータ２６に必要な出力容量が大きくなる
。
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【００２２】
　よって、三相コンバータ２９の相電圧の推定値から零相成分を消去する。加算器８４は
、乗算器８２が出力する三相分の相電圧を加算する。ゲイン８５は、加算器８４からの出
力に１／３を掛けることで三相コンバータ２９の相電圧に含まれる零相電圧を求める。各
相の減算器８３は、乗算器８２からの三相コンバータ２９の相電圧からゲイン８５による
零相電圧を減算し、相電圧から零相電圧を除去した値を求める。よって、三相コンバータ
相電圧推定回路４２からの出力としては、乗算器８２の出力を三相コンバータ２９の相電
圧として出力してもよいが、零相分を除去した減算器８３の出力を三相コンバータ２９の
相電圧とした方が単相インバータ２６が出力する電圧が小さくて済む。
【００２３】
　なお、三相コンバータ２９の電圧波形パターンは決まっているので、電圧位相から容易
に電圧値が推定できる。よって、電圧パターンを記憶装置に記憶しておき、電圧位相から
電圧を推定する方法など、他の方法で三相コンバータ２９の相電圧を推定してもよい。更
に、三相コンバータ２９の交流側に電圧センサを設け、検出した電圧を三相コンバータ相
電圧として用いる方法を採用してもよい。
【００２４】
　以上までに説明した制御内容により、系統電源１から三相コンバータ２９に流入する電
流を電流指令値に追従させ負荷３２によって消費される電力を供給し、平滑用コンデンサ
３０および直流コンデンサ２７の三相平均電圧を制御することができる。
【００２５】
　ところが、三相コンバータ２９の相電圧は各相とも同じ電圧値になるため、各相を構成
する部品などの個体差によって生じる誤差を補償できない。この誤差によって各相の直流
コンデンサ２７の電圧差が拡大していくと、過電圧により保護回路が動作する等の問題が
生じる。よって、直流コンデンサ２７の電圧を三相間で同じ電圧に保つ必要がある。
【００２６】
　次に、各相の直流コンデンサ２７の電圧を平衡させるための単相インバータ零相電圧指
令を作成する単相インバータ直流電圧バランス制御回路４１について述べる。
　図１０は、単相インバータ直流電圧バランス制御回路４１の内部構成を示す図である。
単相インバータ直流電圧バランス制御回路４１では、三相の単相インバータを一つの三相
電源と考えた場合に零相電圧成分に相当する電圧指令を演算する。そして、この零相電圧
成分を各相の単相インバータ２６の電圧指令に重畳する。零相電圧は各相で同じであるが
、電流は各相で位相が異なるため、零相電圧成分により各相の単相インバータ２６に生じ
る有効電力は異なり、各相の直流コンデンサ２７の電圧を個別に変化させることができる
。また、零相電圧成分を重畳しても零相電圧は線間電圧には影響を与えないので三相コン
バータ２９の線間電圧には影響がない。
【００２７】
　図１０において、平均値演算回路７０は、各相の電圧センサ２８で検出した電圧を入力
し、それらの平均値を演算する。各相の減算器７１は、平均値演算回路７０で演算した平
均値と各相の電圧センサ２８で検出した電圧との偏差を演算する。各相の乗算器７３は、
各相の減算器７１の出力に、三相交流信号として電流センサ２５で検出した電流を乗算す
る。加算器７４は、各相の乗算器７３からの出力の和を求める。この和を制御器７２に入
力する。制御器７２はＰＩ制御などの一般的な制御器で構成できる。
　制御器７２からの出力を単相インバータ直流電圧バランス制御回路４１から出力し、電
圧指令演算回路４７で三相の単相インバータ２６の電圧指令に重畳させ、各相の単相イン
バータ２６から零相電圧を出力する。
【００２８】
　次に、図１０の構成で、各相の単相インバータ２６に生じている有効電力について考え
る。
　電流センサ２５で検出される電流を、ｕ、ｖ、ｗ相の各相について以下のように表され
るとする。
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【００２９】
【数１】

【００３０】
　電圧センサ２８で検出される電圧を、ｕ、ｖ、ｗ相の各相についてＶｓｄｕ、Ｖｓｄｖ

、Ｖｓｄｗとする。また、電圧センサ２８で検出される電圧の三相分の平均値をＶｓｄａ

ｖとする。制御器７２がＫ（ｓ）という伝達関数で表されるとすると、制御器７２からの
出力である単相インバータ零相電圧指令ｖｓｚは以下のように表される。
【００３１】

【数２】

【００３２】
　そして、出力電圧零相成分によるｕ相の単相インバータ２６の瞬時電力ｐｓｕは以下の
ように表される。
【００３３】

【数３】

【００３４】
　この式から出力電圧零相成分によるｕ相の単相インバータ２６の有効電力Ｐｓｕを考え
ると以下の通りとなる。
【００３５】

【数４】
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【００３６】
　ｖ、ｗ相についても同様に計算していくと以下の通りとなる。
【００３７】
【数５】

【００３８】
　上式から分かるように、図１０の単相インバータ直流電圧バランス制御回路４１で演算
された単相インバータ零相電圧指令を、図８の電圧指令演算回路４７の加算器１３２を経
て単相インバータ２６の三相電圧指令に重畳させることにより、各相の直流コンデンサ２
７の電圧がそれぞれＶｓｄａｖに収束する制御が行われる。
【００３９】
　以上では、三相電圧指令に重畳させる平衡化電圧指令として、図１０の回路で演算され
る単相インバータ零相電圧指令を採用したが、以下の構成としてもよい。
　この変形例は、図示は省略するが、図１０の加算器７４を、以下に示す切替回路７４Ａ
に替えたものである。
　即ち、切替回路７４Ａは、ＶｓｄａｖとＶｓｄｕ，Ｖｓｄｖ，Ｖｓｄｗとの偏差の絶対
値を比較して偏差の絶対値が最大の相を選択し、平衡化電圧指令として出力する。例えば
、ｕ相が偏差最大である場合を考えると（２）（３）式が以下のようになる。
【００４０】

【数６】

【００４１】
　この式からｕ相の単相インバータ２６の有効電力Ｐｓｕを考えると以下の通りとなる。
【００４２】
【数７】

【００４３】
　ｖ、ｗ相についても同様に計算していくと以下の通りとなる。
【００４４】
【数８】

【００４５】
　上式から、図１０で、加算器７４の部分を、ＶｓｄａｖとＶｓｄｕ，Ｖｓｄｖ，Ｖｓｄ

ｗとの偏差の絶対値を比較して偏差の絶対値が最大の相を選択する切替回路７４Ａとした
構成の場合は、直流コンデンサ２７の電圧の平均値との偏差が最も大きい相の直流コンデ
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電圧値は、偏差が最も大きい相の直流コンデンサ２７の電圧値に速やかに近づいていくよ
う制御される。よって最終的には三相の直流コンデンサ２７の電圧値が平衡する。
【００４６】
　なお、図１０の構成では、各相乗算器７３でＶｓｄａｖとＶｓｄｕ，Ｖｓｄｖ，Ｖｓｄ

ｗとの偏差に乗算する三相交流信号として電流センサ２５で検出した電流信号を使用した
が、電流を高力率になるよう制御する場合は電流信号の代わりに、電圧センサ２４で検出
した電圧信号を使用する構成とすることもできる。
　また、電流を電圧基本波と同じ周波数の正弦波になるように制御している場合、有効電
力を生じるためには出力電圧零相成分に電圧基本波と同じ周波数成分を含んでいればよい
。よって、図１０のように出力電圧零相成分が正弦波となる構成だけでなく、出力電圧零
相成分を電圧基本波と同じ周波数の矩形波、三角波等の波形とする構成を採用してもよい
。
【００４７】
　更に、以上の説明では、図１０の単相インバータ直流電圧バランス制御回路４１におい
て、三相交流信号として使用した電流センサ２５からの検出電流は、（１）式に示すよう
に、三相平衡電流としているが、負荷３２が不平衡負荷のため検出電流に逆相成分が含ま
れる場合も、以上の場合と同様、各相の直流コンデンサ２７の電圧を均一にすることが出
来る。以下、この場合の現象を説明する。
【００４８】
　逆相電流が流れる場合、電流センサ２５で検出された電流は以下の形で表すことができ
る。
【００４９】
【数９】

【００５０】
　この式ではＩ１は電流の正相成分の実効値を表し、Ｉ２は電流の逆相成分の実効値を表
している。電圧センサ２８で検出される電圧をｕ、ｖ、ｗ相の各相についてＶｓｄｕ、Ｖ

ｓｄｖ、Ｖｓｄｗとする。また、電圧センサ２８で検出される電圧の三相分の平均値をＶ

ｓｄａｖとする。
　制御器７２がＫ（ｓ）という伝達関数で表されるとし、制御器７２からの出力である単
相インバータ零相電圧指令ｖｓｚは以下のように表される。
【００５１】
【数１０】

【００５２】
　これが出力電圧零相成分として各相の単相インバータ２６の出力電圧指令に重畳される
。
　出力電圧零相成分によるｕ相の単相インバータ２６の瞬時電力ｐｓｕは以下のように表
される。
【００５３】
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【数１１】

【００５４】
　ここで、ｉｓｕｉｓｕ、ｉｓｖｉｓｕ、ｉｓｗｉｓｕについて考えると以下の通りとな
る。
【００５５】
【数１２】

【００５６】
　（１７）（１８）（１９）（２０）式から、出力電圧零相成分によるｕ相の単相インバ
ータ２６の有効電力Ｐｓｕは以下のように表される。
【００５７】

【数１３】

【００５８】
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　ｖ、ｗ相についても同様に計算していくと以下の通りとなる。
【００５９】
【数１４】

【００６０】
　上式から、検出電流に逆相成分が含まれる場合も、各相の単相インバータ２６の出力電
圧指令に単相インバータ零相電圧指令を加えることで直流コンデンサ２７の電圧はＶｓｄ

ａｖに収束する制御が行われることがわかる。
【００６１】
　また、検出電流に逆相成分が含まれる場合も、図１０の変形例として、加算器７４に代
わってＶｓｄａｖとＶｓｄｕ，Ｖｓｄｖ，Ｖｓｄｗとの偏差の絶対値を比較し、偏差の絶
対値が最大の相を選択する切替回路７４Ａを使用して平衡化電圧指令を作成することが出
来る。
　例えば、ｕ相が偏差最大である場合を考えると、単相インバータ直流電圧バランス制御
回路４１の出力であるｖｓｚ、ｕ相の単相インバータ２６の瞬時電力ｐｓｕ、および有効
電力Ｐｓｕは、それぞれ以下の通りとなる。
【００６２】

【数１５】

【００６３】
　ｖ相、ｗ相についても同様の計算を行うと以下の通りとなる。
【００６４】
【数１６】

【００６５】
　上式から、図１０で、加算器７４を、ＶｓｄａｖとＶｓｄｕ，Ｖｓｄｖ，Ｖｓｄｗとの
偏差の絶対値を比較し、偏差の絶対値が最大の相を選択する切替回路７４Ａとした構成の
場合、検出電流に逆相電流が含まれていても、直流コンデンサ２７の電圧の平均値との偏
差が最も大きい相の直流コンデンサ２７の電圧値は平均値に収束し、他相の直流コンデン
サ２７の電圧値は、偏差が最も大きい相の直流コンデンサ２７の電圧値に近づいていくよ
う制御されるので、最終的には三相の直流コンデンサ２７の電圧値が平衡することになる
。
【００６６】
　なお、三相コンバータ２９は図２のようなものだけでなく、ダイオードに逆並列にＩＧ
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ＢＴのようなスイッチング素子を接続して回生できるようにした回路でも構わない。　ま
た、三相コンバータ２９にＰＷＭコンバータを適用することもでき、その場合は、三相コ
ンバータ相電圧推定回路４２をＰＷＭコンバータの電圧波形が推定できるものに変更する
か、三相コンバータ２９の交流側に電圧センサを設けて実測した電圧を用いれば、上記で
説明したと同様の単相インバータ直流電圧バランス制御が可能である。
　さらに、三相コンバータ２９は、３レベルコンバータや、直流回路を共通化して単相フ
ルブリッジ回路を三相分組み合わせた回路としても構わない。
【００６７】
　以上のように、単相インバータ２６の零相電圧により単相インバータ直流電圧バランス
制御を行う構成とすることにより、三相コンバータ２９の線間電圧に影響を与えることな
く各相直流コンデンサ２７の電圧を平衡させることができる。
【００６８】
実施の形態２．
　単相インバータ直流バランス制御を用いた電力変換装置の別の実施例を、この発明の実
施の形態２として以下に説明する。
　この場合の構成を図１１に示す。図において、直流電圧源１４０には、直流コンデンサ
１４１と三相インバータ１４２とが並列に接続されている。三相インバータ１４２の交流
出力側と負荷１４８とを接続する三相交流線路の各相には、単相インバータ１４３とスイ
ッチングリップル抑制用リアクトル１４６とが直列に接続されている。
【００６９】
　単相インバータ１４３の構成は、図１２のようにスイッチング素子１９０とダイオード
１９１とを逆並列に接続して構成した単相フルブリッジのインバータである。また、三相
インバータ１４２の回路は、図１３のようにスイッチング素子１８０とダイオード１８１
とを逆並列に接続して構成した三相フルブリッジのインバータである。
【００７０】
　ここで、三相インバータ１４２は、スイッチングによる損失低減のため１周期あたりの
スイッチング回数を少なくして、粗い電圧パルスを出力するものとする。よって三相イン
バータ１４２が出力する電圧に含まれる高調波成分は大きくなる。単相インバータ１４３
は、三相インバータ１４２の高調波を補正する役割を持ち、三相インバータ１４２よりス
イッチング回数が多く、細かい電圧パルスを出力するものとする。
　このような三相インバータ１４２と単相インバータ１４３とを組み合わせると、負荷１
４８に印加される電圧に含まれる高調波成分は小さく、三相インバータ１４２、単相イン
バータ１４３、負荷１４８を流れる電流に含まれる高調波成分を小さくすることができる
。
【００７１】
　単相インバータ１４３が、高調波電圧のみを出力するものとすれば、電流がほぼ基本波
の正弦波と見なせる場合、単相インバータ１４３が出力する有効電力は０と見なせる。よ
って直流コンデンサ１４４の電圧は、高調波による振動を無視すると、一定に保たれてい
る。
　また、単相インバータ１４３が出力する電圧に基本波成分を含んでいる場合でも、電流
に対して進みや遅れの電圧基本波ならば、単相インバータ１４３は無効電力のみを出力す
ることになるので、直流コンデンサ１４４の電圧を一定に保つことができる。
【００７２】
　しかし、実際はスイッチングなどによって生じる損失によって直流コンデンサ１４４の
電圧は低下する。また、電流に含まれる微少な高調波成分と、出力電圧の高調波によって
有効電力が生じると、直流コンデンサ１４４の電圧が変動する。他にも負荷１４８が変動
すると、制御遅れから直流コンデンサ１４４の電圧が変動することがある。
　そこで、この実施の形態２においても、先の実施の形態１と同様、他の制御と同時に、
単相インバータ１４３の各相直流コンデンサ１４４の電圧を平衡化させる直流電圧バラン
ス制御を採用している。
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【００７３】
　以下、図１１の主回路構成を有する電力変換装置において、単相インバータ１４３のス
イッチング素子１９０のオンオフを制御して直流コンデンサ１４４を制御する電圧制御手
段の構成動作について以下に説明する。
　先ず、制御系の最上位に位置するインバータ全体制御回路１５０は、三相インバータ１
４２及び単相インバータ１４３を合わせた電圧指令を出力する。このインバータ全体制御
回路１５０で作成する電圧指令としては、例えば、電流センサ１４７で検出される電流値
に基づき、所望の力率となる電圧値を設定するようにすることも出来る。この電圧指令を
個別インバータ出力電圧パルス作成回路１５１に入力する。
　単相インバータ直流電圧全体制御回路１４９は、先の実施の形態１における単相インバ
ータ直流電圧全体制御回路４４と同等のもので、電圧センサ１４５で検出した各相の直流
コンデンサ１４４の電圧を入力し、これら三相の直流コンデンサ１４４の平均電圧を求め
る。そして、この平均電圧と単相インバータ直流電圧指令値との偏差に基づき、三相イン
バータ出力電圧指令補正を出力する。この単相インバータ直流電圧全体制御回路１４９に
より、三相の直流コンデンサ１４４の平均電圧を与えられた指令値に保つ制御がなされる
。
【００７４】
　図１４に示す単相インバータ直流電圧バランス制御回路１５２は、先の実施の形態１に
おける単相インバータ直流電圧バランス制御回路４１と同等のもので、細部の説明は重複
するので省略するが、各相の電圧センサ１４５で検出した電圧と三相交流信号として電流
センサ１４７で検出した電流とを入力し、後段の個別インバータ出力電圧パルス作成回路
１５１で単相インバータ１４３の電圧指令に重畳させる平衡化電圧指令を作成する。
　なお、先の実施の形態１で説明したように、図１４の加算器１７４に替えて、直流コン
デンサ１４４の各相電圧と各相平均値との偏差の絶対値を比較して偏差の絶対値が最大の
相を選択し、平衡化電圧指令として出力する切替回路１７４Ａを採用するようにしてもよ
い。
　また、電流を電圧基本波と同じ周波数の正弦波になるように制御している場合、有効電
力を生じるためには出力電圧零相成分に電圧基本波と同じ周波数成分を含んでいればよい
。よって、図１４のように出力電圧零相成分が正弦波となる構成だけでなく、出力電圧零
相成分を電圧基本波と同じ周波数の矩形波、三角波等の波形とする構成を採用してもよい
。
【００７５】
　図１５は、個別インバータ出力電圧パルス作成回路１５１の内部構成を示す図である。
図において、三相インバータ瞬時電圧指令作成回路１６０は、インバータ全体制御回路１
５０から入力された電圧指令と単相インバータ直流電圧全体制御回路１４９から入力され
た出力電圧指令補正から、三相インバータ１４２が出力する瞬時電圧指令を演算する。Ｐ
ＷＭ回路１６１は、三相インバータ瞬時電圧指令作成回路１６０からの電圧指令を入力し
てＰＷＭ制御し、三相インバータ１４２のスイッチング素子１８０を駆動する。
　単相インバータ瞬時電圧指令作成回路１６２は、インバータ全体制御回路１５０から入
力された電圧指令とＰＷＭ回路１６１で演算した三相インバータ１４２が出力する電圧パ
ルスとから、単相インバータ１４３が出力する瞬時電圧指令を演算する。加算器１６３は
、単相インバータ瞬時電圧指令作成回路１６２からの電圧指令に単相インバータ直流電圧
バランス制御回路１５２からの平衡化電圧指令を加算する。ＰＷＭ回路１６４は、加算器
１６３からの電圧指令を入力してＰＷＭ制御し、単相インバータ１４３のスイッチング素
子１９０を駆動する。
【００７６】
　このような構成とすることにより、三相インバータ１４２は、インバータ全体制御回路
１５０からの電圧指令に基づく電圧に加えて、単相インバータ直流電圧全体制御回路１４
９からの出力電圧指令補正分を出力し、単相インバータ１４３は、三相インバータ１４２
の高調波電圧を補正するための高調波電圧を出力する。これらの制御により、負荷１４８
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に印加される電圧は、インバータ全体制御回路１５０から出力される電圧指令と同じ電圧
となり、直流コンデンサ１４４の電圧平均値は一定に保たれる。
【００７７】
　更に、単相インバータ１４３の電圧指令には、単相インバータ直流電圧バランス制御回
路１５２からの平衡化電圧指令が重畳されているので、負荷１４８へ出力する線間電圧に
影響を及ぼすことなく、各相の直流コンデンサ１４４の電圧が平衡する。
【００７８】
　図１１の回路では、三相インバータ１４２の１周期当たりのパルス数を少なくして三相
インバータ１４２のスイッチングに伴う損失を減少させ、単相インバータ１４３の直流電
圧を三相インバータ１４２の直流電圧より小さくし、１回のスイッチングによる損失を小
さくし、パルス数を多くして三相インバータ１４２の高調波電圧を補正する制御を行うが
、特に、三相インバータ１４２の１周期当たりのパルス数が極端に少なく三相インバータ
１４２の制御特性が悪い場合、また、個別インバータ出力電圧パルス作成回路１５１の演
算を行う演算装置の演算周期が大きい場合、更に、直流コンデンサ１４４の静電容量が小
さく直流コンデンサ１４４の電圧が変動しやすい場合などには、各相の直流コンデンサ１
４４の電圧が不平衡、不安定になることがあり、直流コンデンサ１４４が過電圧となり保
護回路が動作する可能性がある。
　このような場合にも、単相インバータ直流電圧バランス制御回路１５２を設けており、
単相インバータ１４３は三相インバータ１４２より電圧が低くパルス数が多いので電圧調
整を速く細かく行うことができ、直流コンデンサ１４４の電圧が各相平衡し安定性が増す
効果がある。
【００７９】
　なお、この実施の形態２では、電力変換装置が負荷に電力を供給する場合について記述
しているが、負荷側からの電力回生も同じ構成で可能であり、負荷１４８の代わりに交流
電源に接続してコンバータとして使用することも可能である。
　また、三相インバータ１４２は、図１３のようなものだけではなく、３レベルインバー
タや単相インバータを３つ組み合わせた回路でもかまわない。
【００８０】
　以上のように、単相インバータ１４３の零相電圧により単相インバータ直流電圧バラン
ス制御を行う構成することにより、負荷１４８の線間電圧に影響を与えず各相のコンデン
サ電圧を平衡させることができ、三相インバータ１４２より出力電圧を細かく調整できる
単相インバータ１４３を用いて単相インバータ直流電圧の安定性を増すことができる。
【図面の簡単な説明】
【００８１】
【図１】本発明の実施の形態１による電力変換装置を示す図である。
【図２】図１の三相コンバータ２９の回路構成図である。
【図３】図１の単相インバータ２６の回路構成図である。
【図４】図１の単相インバータ直流電圧全体制御回路４４の内部構成を示す図である。
【図５】図１の三相コンバータ直流電圧制御回路４５の内部構成を示す図である。
【図６】図１の電流制御回路４６の内部構成を示す図である。
【図７】図６の変形例である電流制御回路４６Ａを示す図である。
【図８】図１の電圧指令演算回路４７の内部構成を示す図である。
【図９】図１の三相コンバータ相電圧推定回路４２の内部構成を示す図である。
【図１０】図１の単相インバータ直流電圧バランス制御回路４１の内部構成を示す図であ
る。
【図１１】本発明の実施の形態２による電力変換装置を示す図である。
【図１２】図１１の単相インバータ１４３の回路構成図である。
【図１３】図１１の三相インバータ１４２の回路構成図である。
【図１４】図１１の単相インバータ直流電圧バランス制御回路１５２の内部構成を示す図
である。



(16) JP 2008-306805 A 2008.12.18

10

20

【図１５】図１１の個別インバータ出力電圧パルス作成回路１５１の内部構成を示す図で
ある。
【図１６】従来の電力変換装置を示す図である。
【図１７】図１６の単相ＰＷＭインバータ９の制御回路を示す図である。
【符号の説明】
【００８２】
　１　系統電源、２４　電圧センサ、２５　電流センサ、２６　単相インバータ、
２７　直流コンデンサ、２８　電圧センサ、２９　三相コンバータ、
３０　平滑用コンデンサ、３１　電圧センサ、３２　負荷、
４１　単相インバータ直流電圧バランス制御回路、
４２　三相コンバータ相電圧推定回路、４３　電圧位相検出回路、
４４　単相インバータ直流電圧全体制御回路、４５　三相コンバータ直流電圧制御回路、
４６，４６Ａ　電流制御回路、４７　電圧指令演算回路、４８　ＰＷＭ回路、
５０　ダイオード、６０　スイッチング素子、６１　ダイオード、
７０　平均値演算回路、７１　減算器、７２　制御器、７３　乗算器、７４　加算器、
１４０　直流電圧源、１４１　直流コンデンサ、１４２　三相インバータ、
１４３　単相インバータ、１４４　直流コンデンサ、１４５　電圧センサ、
１４７　電流センサ、１４８　負荷、１４９　単相インバータ直流電圧全体制御回路、
１５０　インバータ全体制御回路、１５１　個別インバータ出力電圧パルス作成回路、
１５２　単相インバータ直流電圧バランス制御回路、
１６０　三相インバータ瞬時電圧指令作成回路、１６１　ＰＷＭ回路、
１６２　単相インバータ瞬時電圧指令作成回路、１６４　ＰＷＭ回路、
１７０　平均値演算回路、１７１　減算器、１７２　制御器、１７３　乗算器、
１７４　加算器、１８０　スイッチング素子、１８１　ダイオード、
１９０　スイッチング素子、１９１　ダイオード。
【図１】 【図２】

【図３】

【図４】
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【図５】

【図６】

【図７】

【図８】 【図９】
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【図１２】

【図１３】

【図１４】
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【図１７】
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