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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　系統電圧の位相を検知して前記系統電圧に同期し且つ前記系統電圧の定格値を有する基
準正弦波を作成すること、
　前記基準正弦波のピーク付近の第１の位相区間では前記基準正弦波の絶対値を１よりも
小さな正の数を乗じ、且つ、前記基準正弦波の前記第１の位相区間以外の第２の位相区間
では前記基準正弦波の絶対値からオフセット値を差し引いた波形を電圧低下検出波形とす
ること、
　前記系統電圧の絶対値と前記電圧低下検出波形とを比較し、前記系統電圧の絶対値が前
記電圧低下検出波形の電圧値よりも小さいときに前記系統電圧が低下したと判断して電圧
低下検出信号を出力することを特徴とする波形比較による電圧低下検出方法。
【請求項２】
　系統電圧の位相を検知して前記系統電圧に同期し且つ前記系統電圧の定格値を有する基
準正弦波を作成すること、
　前記基準正弦波のピーク付近の第１の位相区間では前記基準正弦波の絶対値から第１の
オフセット値を差し引き、且つ、前記基準正弦波の前記第１の位相区間以外の第２の位相
区間では前記基準正弦波の絶対値から前記第１のオフセット値よりも大きな第２のオフセ
ット値を差し引いた波形を電圧低下検出波形とすること、
　前記系統電圧の絶対値と前記電圧低下検出波形とを比較し、前記系統電圧の絶対値が前
記電圧低下検出波形の電圧値よりも小さいときに前記系統電圧が低下したと判断して電圧
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低下検出信号を出力することを特徴とする波形比較による電圧低下検出方法。
【請求項３】
　系統電圧の位相を検知して前記系統電圧に同期し且つ前記系統電圧の定格値を有する基
準正弦波を作成すること、
　数値の異なる複数のオフセット値を設定するとともに前記基準正弦波を複数の位相区間
に分け、前記基準正弦波のピーク付近の位相区間では最小のオフセット値を前記基準正弦
波の絶対値から差し引き、且つ、その他の位相区間では前記ピークから遠い位相区間ほど
大きなオフセット値を前記基準正弦波の絶対値から差し引いた波形を電圧低下検出波形と
すること、
　前記系統電圧の絶対値と前記電圧低下検出波形とを比較し、前記系統電圧の絶対値が前
記電圧低下検出波形の電圧値よりも小さいときに前記系統電圧が低下したと判断して電圧
低下検出信号を出力することを特徴とする波形比較による電圧低下検出方法。
【請求項４】
　系統電圧の位相を検知して、波形比較を行なう時点よりも前の複数の系統電圧波形の平
均波形を作成すること、
　前記平均波形の絶対値を１よりも小さな正の数を乗じた波形を電圧低下検出波形とする
こと、
　前記系統電圧の絶対値と前記電圧低下検出波形とを比較し、前記系統電圧の絶対値が前
記電圧低下検出波形の電圧値よりも小さいときに前記系統電圧が低下したと判断して電圧
低下検出信号を出力することを特徴とする波形比較による電圧低下検出方法。
【請求項５】
　系統電圧の位相を検知して、波形比較を行なう時点よりも前の複数の系統電圧波形の平
均波形を作成すること、
　前記平均波形の絶対値からオフセット値を差し引いた波形を電圧低下検出波形とするこ
と、
　前記系統電圧の絶対値と前記電圧低下検出波形とを比較し、前記系統電圧の絶対値が前
記電圧低下検出波形の電圧値よりも小さいときに前記系統電圧が低下したと判断して、電
圧低下検出信号を出力することを特徴とする波形比較による電圧低下検出方法。
【請求項６】
　系統電圧の位相を検知して、波形比較を行なう時点よりも前の複数の系統電圧波形の平
均波形を作成すること、
　前記平均波形のピーク付近の第１の位相区間では前記平均波形の絶対値を１よりも小さ
な正の数を乗じ、且つ、前記平均波形の前記第１の位相区間以外の第２の位相区間では前
記平均波形の絶対値からオフセット値を差し引いた波形を電圧低下検出波形とすること、
　前記系統電圧の絶対値と前記電圧低下検出波形とを比較し、前記系統電圧の絶対値が前
記電圧低下検出波形の電圧値よりも小さいときに前記系統電圧が低下したと判断して電圧
低下検出信号を出力することを特徴とする波形比較による電圧低下検出方法。
【請求項７】
　系統電圧の位相を検知して、波形比較を行なう時点よりも前の複数の系統電圧波形の平
均波形を作成すること、
　前記平均波形のピーク付近の第１の位相区間では前記平均波形の絶対値から第１のオフ
セット値を差し引き、且つ、前記平均波形の前記第１の位相区間以外の第２の位相区間で
は前記平均波形の絶対値から前記第１のオフセット値よりも大きな第２のオフセット値を
差し引いた波形を電圧低下検出波形とすること、
　前記系統電圧の絶対値と前記電圧低下検出波形とを比較し、前記系統電圧の絶対値が前
記電圧低下検出波形の電圧値よりも小さいときに前記系統電圧が低下したと判断して電圧
低下検出信号を出力することを特徴とする波形比較による電圧低下検出方法。
【請求項８】
　系統電圧の位相を検知して、波形比較を行なう時点よりも前の複数の系統電圧波形の平
均波形を作成すること、
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　数値の異なる複数のオフセット値を設定するとともに前記平均波形を複数の位相区間に
分け、前記平均波形のピーク付近の位相区間では最小のオフセット値を前記平均波形の絶
対値から差し引き、且つ、その他の位相区間ではピークから遠い位相区間ほど大きなオフ
セット値を前記平均波形の絶対値から差し引いた波形を電圧低下検出波形とすること、
　前記系統電圧の絶対値と前記電圧低下検出波形とを比較し、前記系統電圧の絶対値が前
記電圧低下検出波形の電圧値よりも小さいときに前記系統電圧が低下したと判断して電圧
低下検出信号を出力することを特徴とする波形比較による電圧低下検出方法。
【請求項９】
　請求項４に記載の波形比較による電圧低下検出方法において、
　前記電圧低下検出波形のゼロクロス付近の位相区間を不感帯とし、これらの位相区間に
おいては前記系統電圧の低下を検出しないことを特徴とする波形比較による電圧低下検出
方法。
【請求項１０】
　請求項１～９の何れか１項に記載の波形比較による電圧低下検出方法において、
　前記１よりも小さな正の数、前記オフセット値、又は、前記１よりも小さな正の数及び
前記オフセット値の値を代えて、複数の電圧低下検出波形を作成すること、
　前記複数の電圧低下検出波形のうちの電圧低下レベルの大きい電圧低下検出波形ほど制
定時間を短く設定し、
　前記系統電圧の絶対値と前記複数の電圧低下検出波形とをそれぞれ比較して、前記系統
電圧の絶対値が前記複数の電圧低下検出波形の電圧値よりも小さい状態がそれぞれの制定
時間継続したときに前記系統電圧が低下したと判断して電圧低下検出信号を出力すること
を特徴とする波形比較による電圧低下検出方法。
【請求項１１】
　系統電圧の位相を検知して前記系統電圧に同期し且つ前記系統電圧の定格値を有する基
準正弦波を作成すること、
　前記基準正弦波の絶対値を１よりも小さな正の数を乗じた波形を電圧低下検出波形とす
ること、
　前記系統電圧の絶対値と前記電圧低下検出波形とを比較し、前記系統電圧の絶対値が前
記電圧低下検出波形の電圧値よりも小さいときに前記系統電圧が低下したと判断して電圧
低下検出信号を出力することを特徴とする波形比較による電圧低下検出方法において、
　前記電圧低下検出波形のゼロクロス付近の位相区間を不感帯とし、これらの位相区間に
おいては前記系統電圧の低下を検出しないことを特徴とする波形比較による電圧低下検出
方法。
【請求項１２】
　系統電圧の位相を検知して前記系統電圧に同期し且つ前記系統電圧の定格値を有する基
準正弦波を作成すること、
　前記基準正弦波の絶対値を１よりも小さな正の数を乗じた波形を電圧低下検出波形とす
ること、
　前記系統電圧の絶対値と前記電圧低下検出波形とを比較し、前記系統電圧の絶対値が前
記電圧低下検出波形の電圧値よりも小さいときに前記系統電圧が低下したと判断して電圧
低下検出信号を出力することを特徴とする波形比較による電圧低下検出方法において、
　前記１よりも小さな正の数の値を代えて、複数の電圧低下検出波形を作成すること、
　前記複数の電圧低下検出波形のうちの電圧低下レベルの大きい電圧低下検出波形ほど制
定時間を短く設定し、
　前記系統電圧の絶対値と前記複数の電圧低下検出波形とをそれぞれ比較して、前記系統
電圧の絶対値が前記複数の電圧低下検出波形の電圧値よりも小さい状態がそれぞれの制定
時間継続したときに前記系統電圧が低下したと判断して電圧低下検出信号を出力すること
を特徴とする波形比較による電圧低下検出方法。
【請求項１３】
　系統電圧の位相を検知して前記系統電圧に同期し且つ前記系統電圧の定格値を有する基
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準正弦波を作成すること、
　前記基準正弦波の絶対値からオフセット値を差し引いた波形を電圧低下検出波形とする
こと、
　前記系統電圧の絶対値と前記電圧低下検出波形とを比較し、前記系統電圧の絶対値が前
記電圧低下検出波形の電圧値よりも小さいときに前記系統電圧が低下したと判断して電圧
低下検出信号を出力することを特徴とする波形比較による電圧低下検出方法において、
　前記オフセット値の値を代えて、複数の電圧低下検出波形を作成すること、
　前記複数の電圧低下検出波形のうちの電圧低下レベルの大きい電圧低下検出波形ほど制
定時間を短く設定し、
　前記系統電圧の絶対値と前記複数の電圧低下検出波形とをそれぞれ比較して、前記系統
電圧の絶対値が前記複数の電圧低下検出波形の電圧値よりも小さい状態がそれぞれの制定
時間継続したときに前記系統電圧が低下したと判断して電圧低下検出信号を出力すること
を特徴とする波形比較による電圧低下検出方法。
【請求項１４】
　系統電圧の位相を検知する位相検知手段と、
　この位相検知手段の位相検知信号に基づき、前記系統電圧に同期し且つ前記系統電圧の
定格値を有する基準正弦波を作成する基準正弦波作成手段と、
　前記基準正弦波のピーク付近の第１の位相区間では前記基準正弦波の絶対値を１よりも
小さな正の数を乗じ、且つ、前記基準正弦波の前記第１の位相区間以外の第２の位相区間
では前記基準正弦波の絶対値からオフセット値を差し引いた波形を電圧低下検出波形とす
る電圧低下検出波形作成手段と、
　前記系統電圧を検知して前記系統電圧の絶対値を演算する絶対値演算手段と、
　前記系統電圧の絶対値と前記電圧低下検出波形とを比較する波形比較手段と、
　この波形比較手段による波形比較結果に基づき、前記系統電圧の絶対値が前記電圧低下
検出波形の電圧値よりも小さいときに前記系統電圧が低下したと判断して電圧低下検出信
号を出力する電圧低下判定手段とを有することを特徴とする波形比較による電圧低下検出
装置。
【請求項１５】
　系統電圧の位相を検知する位相検知手段と、
　この位相検知手段の位相検知信号に基づき、前記系統電圧に同期し且つ前記系統電圧の
定格値を有する基準正弦波を作成する基準正弦波作成手段と、
　前記基準正弦波のピーク付近の第１の位相区間では前記基準正弦波の絶対値から第１の
オフセット値を差し引き、且つ、前記基準正弦波の前記第１の位相区間以外の第２の位相
区間では前記基準正弦波の絶対値から前記第１のオフセット値よりも大きな第２のオフセ
ット値を差し引いた波形を電圧低下検出波形とする電圧低下検出波形作成手段と、
　前記系統電圧を検知して前記系統電圧の絶対値を演算する絶対値演算手段と、
　前記系統電圧の絶対値と前記電圧低下検出波形とを比較する波形比較手段と、
　この波形比較手段による波形比較結果に基づき、前記系統電圧の絶対値が前記電圧低下
検出波形の電圧値よりも小さいときに前記系統電圧が低下したと判断して電圧低下検出信
号を出力する電圧低下判定手段とを有することを特徴とする波形比較による電圧低下検出
装置。
【請求項１６】
　系統電圧の位相を検知する位相検知手段と、
　この位相検知手段の位相検知信号に基づき、前記系統電圧に同期し且つ前記系統電圧の
定格値を有する基準正弦波を作成する基準正弦波作成手段と、
　数値の異なる複数のオフセット値を設定するとともに前記基準正弦波を複数の位相区間
に分け、前記基準正弦波のピーク付近の位相区間では前記基準正弦波の絶対値から最小の
オフセット値を差し引き、且つ、その他の位相区間では前記ピークから遠い位相区間ほど
大きなオフセット値を差し引いた波形を電圧低下検出波形とする電圧低下検出波形作成手
段と、
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　前記系統電圧を検知して前記系統電圧の絶対値を演算する絶対値演算手段と、
　前記系統電圧の絶対値と前記電圧低下検出波形とを比較する波形比較手段と、
　この波形比較手段による波形比較結果に基づき、前記系統電圧の絶対値が前記電圧低下
検出波形の電圧値よりも小さいときに前記系統電圧が低下したと判断して電圧低下検出信
号を出力する電圧低下判定手段とを有することを特徴とする波形比較による電圧低下検出
装置。
【請求項１７】
　系統電圧の位相を検知する位相検知手段と、
　この位相検知手段の位相検知信号に基づき、波形比較を行なう時点よりも前の複数の系
統電圧波形の平均波形を作成する平均波形作成手段と、
　前記平均波形の絶対値を１よりも小さな正の数を乗じた波形を電圧低下検出波形とする
電圧低下検出波形作成手段と、
　前記系統電圧を検知して前記系統電圧の絶対値を演算する絶対値演算手段と、
　前記系統電圧の絶対値と前記電圧低下検出波形とを比較する波形比較手段と、
　この波形比較手段による波形比較結果に基づき、前記系統電圧の絶対値が前記電圧低下
検出波形の電圧値よりも小さいときに前記系統電圧が低下したと判断して電圧低下検出信
号を出力する電圧低下判定手段とを有することを特徴とする波形比較による電圧低下検出
装置。
【請求項１８】
　系統電圧の位相を検知する位相検知手段と、
　この位相検知手段の位相検知信号に基づき、波形比較を行なう時点よりも前の複数の系
統電圧波形の平均波形を作成する平均波形作成手段と、
　前記平均波形の絶対値からオフセット値を差し引いた波形を電圧低下検出波形とする電
圧低下検出波形作成手段と、
　前記系統電圧を検知して前記系統電圧の絶対値を演算する絶対値演算手段と、
　前記系統電圧の絶対値と前記電圧低下検出波形とを比較する波形比較手段と、
　この波形比較手段による波形比較結果に基づき、前記系統電圧の絶対値が前記電圧低下
検出波形の電圧値よりも小さいときに前記系統電圧が低下したと判断して電圧低下検出信
号を出力する電圧低下判定手段とを有することを特徴とする波形比較による電圧低下検出
装置。
【請求項１９】
　系統電圧の位相を検知する位相検知手段と、
　この位相検知手段の位相検知信号に基づき、波形比較を行なう時点よりも前の複数の系
統電圧波形の平均波形を作成する平均波形作成手段と、
　前記平均波形のピーク付近の第１の位相区間では前記平均波形の絶対値を１よりも小さ
な正の数を乗じ、且つ、前記平均波形の前記第１の位相区間以外の第２の位相区間では前
記平均波形の絶対値からオフセット値を差し引いた波形を電圧低下検出波形とする電圧低
下検出波形作成手段と、
　前記系統電圧を検知して前記系統電圧の絶対値を演算する絶対値演算手段と、
　前記系統電圧の絶対値と前記電圧低下検出波形とを比較する波形比較手段と、
　この波形比較手段による波形比較結果に基づき、前記系統電圧の絶対値が前記電圧低下
検出波形の電圧値よりも小さいときに前記系統電圧が低下したと判断して電圧低下検出信
号を出力する電圧低下判定手段とを有することを特徴とする波形比較による電圧低下検出
装置。
【請求項２０】
　系統電圧の位相を検知する位相検知手段と、
　この位相検知手段の位相検知信号に基づき、波形比較を行なう時点よりも前の複数の系
統電圧波形の平均波形を作成する平均波形作成手段と、
　前記平均波形のピーク付近の第１の位相区間では前記平均波形の絶対値から第１のオフ
セット値を差し引き、且つ、前記平均波形の前記第１の位相区間以外の第２の位相区間で
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は前記平均波形の絶対値から前記第１のオフセット値よりも大きな第２のオフセット値を
差し引いた波形を電圧低下検出波形とする電圧低下検出波形作成手段と、
　前記系統電圧を検知して前記系統電圧の絶対値を演算する絶対値演算手段と、
　前記系統電圧の絶対値と前記電圧低下検出波形とを比較する波形比較手段と、
　この波形比較手段による波形比較結果に基づき、前記系統電圧の絶対値が前記電圧低下
検出波形の電圧値よりも小さいときに前記系統電圧が低下したと判断して電圧低下検出信
号を出力する電圧低下判定手段とを有することを特徴とする波形比較による電圧低下検出
装置。
【請求項２１】
　系統電圧の位相を検知する位相検知手段と、
　この位相検知手段の位相検知信号に基づき、波形比較を行なう時点よりも前の複数の系
統電圧波形の平均波形を作成する平均波形作成手段と、
　数値の異なる複数のオフセット値を設定するとともに前記平均波形を複数の位相区間に
分け、前記平均波形のピーク付近の位相区間では前記平均波形の絶対値から最小のオフセ
ット値を差し引き、且つ、その他の位相区間ではピークから遠い位相区間ほど大きなオフ
セット値を差し引いた波形を電圧低下検出波形とする電圧低下検出波形作成手段と、
　前記系統電圧を検知して前記系統電圧の絶対値を演算する絶対値演算手段と、
　前記系統電圧の絶対値と前記電圧低下検出波形とを比較する波形比較手段と、
　この波形比較手段による波形比較結果に基づき、前記系統電圧の絶対値が前記電圧低下
検出波形の電圧値よりも小さいときに前記系統電圧が低下したと判断して電圧低下検出信
号を出力する電圧低下判定手段とを有することを特徴とする波形比較による電圧低下検出
装置。
【請求項２２】
　請求項１７に記載の波形比較による電圧低下検出装置において、
　前記電圧低下判定手段では、前記電圧低下検出波形のゼロクロス付近の位相区間を不感
帯とし、これらの位相区間においては前記系統電圧の低下を検出しないことを特徴とする
波形比較による電圧低下検出装置。
【請求項２３】
　請求項１４～２２の何れか１項に記載の波形比較による電圧低下検出装置において、
　前記電圧低下検出波形作成手段では、前記１よりも小さな正の数、前記オフセット値、
又は、前記１よりも小さな正の数及び前記オフセット値の値を代えて、複数の電圧低下検
出波形を作成すること、
　前記波形比較手段では、前記の系統電圧の絶対値と前記複数の電圧低下検出波形とをそ
れぞれ比較すること、
　前記電圧低下判定手段では、前記複数の電圧低下検出波形のうちの電圧低下レベルの大
きい電圧低下検出波形ほど短く設定された制定時間を有し、前記波形比較手段による波形
比較結果に基づき、前記の系統電圧の絶対値が前記複数の電圧低下検出波形の電圧値より
も小さい状態がそれぞれの制定時間継続したときに前記系統電圧が低下したと判断して電
圧低下検出信号を出力することを特徴とする波形比較による電圧低下検出装置。
【請求項２４】
　系統電圧の位相を検知する位相検知手段と、
　この位相検知手段の位相検知信号に基づいて、前記系統電圧に同期し且つ前記系統電圧
の定格値を有する基準正弦波を作成する基準正弦波作成手段と、
　前記基準正弦波の絶対値を１よりも小さな正の数を乗じた波形を電圧低下検出波形とす
る電圧低下検出波形作成手段と、
　前記系統電圧を検知して前記系統電圧の絶対値を演算する絶対値演算手段と、
　前記系統電圧の絶対値と前記電圧低下検出波形とを比較する波形比較手段と、
　この波形比較手段による波形比較結果に基づき、前記系統電圧の絶対値が前記電圧低下
検出波形の電圧値よりも小さいときに前記系統電圧が低下したと判断して電圧低下検出信
号を出力する電圧低下判定手段とを有することを特徴とする波形比較による電圧低下検出
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装置において、
　前記電圧低下判定手段では、前記電圧低下検出波形のゼロクロス付近の位相区間を不感
帯とし、これらの位相区間においては前記系統電圧の低下を検出しないことを特徴とする
波形比較による電圧低下検出装置。
【請求項２５】
　系統電圧の位相を検知する位相検知手段と、
　この位相検知手段の位相検知信号に基づいて、前記系統電圧に同期し且つ前記系統電圧
の定格値を有する基準正弦波を作成する基準正弦波作成手段と、
　前記基準正弦波の絶対値を１よりも小さな正の数を乗じた波形を電圧低下検出波形とす
る電圧低下検出波形作成手段と、
　前記系統電圧を検知して前記系統電圧の絶対値を演算する絶対値演算手段と、
　前記系統電圧の絶対値と前記電圧低下検出波形とを比較する波形比較手段と、
　この波形比較手段による波形比較結果に基づき、前記系統電圧の絶対値が前記電圧低下
検出波形の電圧値よりも小さいときに前記系統電圧が低下したと判断して電圧低下検出信
号を出力する電圧低下判定手段とを有することを特徴とする波形比較による電圧低下検出
装置において、
　前記電圧低下検出波形作成手段では、前記１よりも小さな正の数の値を代えて、複数の
電圧低下検出波形を作成すること、
　前記波形比較手段では、前記の系統電圧の絶対値と前記複数の電圧低下検出波形とをそ
れぞれ比較すること、
　前記電圧低下判定手段では、前記複数の電圧低下検出波形のうちの電圧低下レベルの大
きい電圧低下検出波形ほど短く設定された制定時間を有し、前記波形比較手段による波形
比較結果に基づき、前記の系統電圧の絶対値が前記複数の電圧低下検出波形の電圧値より
も小さい状態がそれぞれの制定時間継続したときに前記系統電圧が低下したと判断して電
圧低下検出信号を出力することを特徴とする波形比較による電圧低下検出装置。
【請求項２６】
　系統電圧の位相を検知する位相検知手段と、
　この位相検知手段の位相検知信号に基づき、前記系統電圧に同期し且つ前記系統電圧の
定格値を有する基準正弦波を作成する基準正弦波作成手段と、
　前記基準正弦波の絶対値からオフセット値を差し引いた波形を電圧低下検出波形とする
電圧低下検出波形作成手段と、
　前記系統電圧を検知して前記系統電圧の絶対値を演算する絶対値演算手段と、
　前記系統電圧の絶対値と前記電圧低下検出波形とを比較する波形比較手段と、
　この波形比較手段による波形比較結果に基づき、前記系統電圧の絶対値が前記電圧低下
検出波形の電圧値よりも小さいときに前記系統電圧が低下したと判断して電圧低下検出信
号を出力する電圧低下判定手段とを有することを特徴とする波形比較による電圧低下検出
装置において、
　前記電圧低下検出波形作成手段では、前記オフセット値の値を代えて、複数の電圧低下
検出波形を作成すること、
　前記波形比較手段では、前記の系統電圧の絶対値と前記複数の電圧低下検出波形とをそ
れぞれ比較すること、
　前記電圧低下判定手段では、前記複数の電圧低下検出波形のうちの電圧低下レベルの大
きい電圧低下検出波形ほど短く設定された制定時間を有し、前記波形比較手段による波形
比較結果に基づき、前記の系統電圧の絶対値が前記複数の電圧低下検出波形の電圧値より
も小さい状態がそれぞれの制定時間継続したときに前記系統電圧が低下したと判断して電
圧低下検出信号を出力することを特徴とする波形比較による電圧低下検出装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は波形比較による電圧低下検出方法及び装置に関する。
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【背景技術】
【０００２】
　瞬低補償装置や無停電電源装置において、負荷側に安定した電源を供給するためには系
統電圧の低下を瞬時に且つ正確に検出することが重要である。図１１は従来の電圧低下検
出装置の構成を示すブロック図である。同図に示すように、従来の電圧低下検出装置はダ
イオード整流回路１とフィルタ２とコンパレータ３とを有している。
【０００３】
　ダイオード整流回路１では商用電源系統の系統電圧（交流）を検出し、この系統電圧を
整流して直流電圧とする。フィルタ２ではダイオード整流回路１で整流された直流電圧を
フィルタ処理する。そして、コンパレータ３ではフィルタ２でフィルタ処理された直流電
圧と、予め設定された電圧低下検出しきい値とを比較して、前記直流電圧が前記電圧低下
しきい値よりも小さいときに前記系統電圧が低下したと判断して電圧低下検出信号を出力
する。
【０００４】
【特許文献１】特開平５－１８８０９４号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかしながら、上記従来の電圧低下検出装置では、ダイオード整流回路１で整流された
直流電圧のリップルが大きいためにフィルタ２でフィルタ処理をしなければならず、この
フィルタ処理のためにコンパレータ３での電圧低下検出が遅れてしまう。系統電圧が三相
交流電圧の場合、ダイオード整流回路１で整流される直流電圧のリップルは３００Ｈｚ（
系統電圧の周波数が５０Ｈｚの場合）であり、このリップルをおさえるためにフィルタ２
でフィルタ処理を行うと、数十ｍｓの応答時間の遅れ（電圧低下検出の遅れ）を生じてし
まう。
【０００６】
　従って、本発明は上記の事情に鑑み、電圧低下検出の遅れを低減することができ、また
、電圧低下の誤検出を防止することができる波形比較による電圧低下検出方法及び装置を
提供することを課題とする。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　上記課題を解決する第１発明の波形比較による電圧低下検出方法は、系統電圧の位相を
検知して前記系統電圧に同期し且つ前記系統電圧の定格値を有する基準正弦波を作成する
こと、
　前記基準正弦波のピーク付近の第１の位相区間では前記基準正弦波の絶対値を１よりも
小さな正の数を乗じ、且つ、前記基準正弦波の前記第１の位相区間以外の第２の位相区間
では前記基準正弦波の絶対値からオフセット値を差し引いた波形を電圧低下検出波形とす
ること、
　前記系統電圧の絶対値と前記電圧低下検出波形とを比較し、前記系統電圧の絶対値が前
記電圧低下検出波形の電圧値よりも小さいときに前記系統電圧が低下したと判断して電圧
低下検出信号を出力することを特徴とする。
【００１０】
　また、第２発明の波形比較による電圧低下検出方法は、系統電圧の位相を検知して前記
系統電圧に同期し且つ前記系統電圧の定格値を有する基準正弦波を作成すること、
　前記基準正弦波のピーク付近の第１の位相区間では前記基準正弦波の絶対値から第１の
オフセット値を差し引き、且つ、前記基準正弦波の前記第１の位相区間以外の第２の位相
区間では前記基準正弦波の絶対値から前記第１のオフセット値よりも大きな第２のオフセ
ット値を差し引いた波形を電圧低下検出波形とすること、
　前記系統電圧の絶対値と前記電圧低下検出波形とを比較し、前記系統電圧の絶対値が前
記電圧低下検出波形の電圧値よりも小さいときに前記系統電圧が低下したと判断して電圧
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低下検出信号を出力することを特徴とする。
【００１１】
　また、第３発明の波形比較による電圧低下検出方法は、系統電圧の位相を検知して前記
系統電圧に同期し且つ前記系統電圧の定格値を有する基準正弦波を作成すること、
　数値の異なる複数のオフセット値を設定するとともに前記基準正弦波を複数の位相区間
に分け、前記基準正弦波のピーク付近の位相区間では最小のオフセット値を前記基準正弦
波の絶対値から差し引き、且つ、その他の位相区間では前記ピークから遠い位相区間ほど
大きなオフセット値を前記基準正弦波の絶対値から差し引いた波形を電圧低下検出波形と
すること、
　前記系統電圧の絶対値と前記電圧低下検出波形とを比較し、前記系統電圧の絶対値が前
記電圧低下検出波形の電圧値よりも小さいときに前記系統電圧が低下したと判断して電圧
低下検出信号を出力することを特徴とする。
【００１２】
　また、第４発明の波形比較による電圧低下検出方法は、系統電圧の位相を検知して、波
形比較を行なう時点よりも前の複数の系統電圧波形の平均波形を作成すること、
　前記平均波形の絶対値を１よりも小さな正の数を乗じた波形を電圧低下検出波形とする
こと、
　前記系統電圧の絶対値と前記電圧低下検出波形とを比較し、前記系統電圧の絶対値が前
記電圧低下検出波形の電圧値よりも小さいときに前記系統電圧が低下したと判断して電圧
低下検出信号を出力することを特徴とする。
【００１３】
　また、第５発明の波形比較による電圧低下検出方法は、系統電圧の位相を検知して、波
形比較を行なう時点よりも前の複数の系統電圧波形の平均波形を作成すること、
　前記平均波形の絶対値からオフセット値を差し引いた波形を電圧低下検出波形とするこ
と、
　前記系統電圧の絶対値と前記電圧低下検出波形とを比較し、前記系統電圧の絶対値が前
記電圧低下検出波形の電圧値よりも小さいときに前記系統電圧が低下したと判断して、電
圧低下検出信号を出力することを特徴とする。
【００１４】
　また、第６発明の波形比較による電圧低下検出方法は、系統電圧の位相を検知して、波
形比較を行なう時点よりも前の複数の系統電圧波形の平均波形を作成すること、
　前記平均波形のピーク付近の第１の位相区間では前記平均波形の絶対値を１よりも小さ
な正の数を乗じ、且つ、前記平均波形の前記第１の位相区間以外の第２の位相区間では前
記平均波形の絶対値からオフセット値を差し引いた波形を電圧低下検出波形とすること、
　前記系統電圧の絶対値と前記電圧低下検出波形とを比較し、前記系統電圧の絶対値が前
記電圧低下検出波形の電圧値よりも小さいときに前記系統電圧が低下したと判断して電圧
低下検出信号を出力することを特徴とする。
【００１５】
　また、第７発明の波形比較による電圧低下検出方法は、系統電圧の位相を検知して、波
形比較を行なう時点よりも前の複数の系統電圧波形の平均波形を作成すること、
　前記平均波形のピーク付近の第１の位相区間では前記平均波形の絶対値から第１のオフ
セット値を差し引き、且つ、前記平均波形の前記第１の位相区間以外の第２の位相区間で
は前記平均波形の絶対値から前記第１のオフセット値よりも大きな第２のオフセット値を
差し引いた波形を電圧低下検出波形とすること、
　前記系統電圧の絶対値と前記電圧低下検出波形とを比較し、前記系統電圧の絶対値が前
記電圧低下検出波形の電圧値よりも小さいときに前記系統電圧が低下したと判断して電圧
低下検出信号を出力することを特徴とする。
【００１６】
　また、第８発明の波形比較による電圧低下検出方法は、系統電圧の位相を検知して、波
形比較を行なう時点よりも前の複数の系統電圧波形の平均波形を作成すること、
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　数値の異なる複数のオフセット値を設定するとともに前記平均波形を複数の位相区間に
分け、前記平均波形のピーク付近の位相区間では最小のオフセット値を前記平均波形の絶
対値から差し引き、且つ、その他の位相区間ではピークから遠い位相区間ほど大きなオフ
セット値を前記平均波形の絶対値から差し引いた波形を電圧低下検出波形とすること、
　前記系統電圧の絶対値と前記電圧低下検出波形とを比較し、前記系統電圧の絶対値が前
記電圧低下検出波形の電圧値よりも小さいときに前記系統電圧が低下したと判断して電圧
低下検出信号を出力することを特徴とする。
【００１７】
　また、第９発明の波形比較による電圧低下検出方法は、第４発明の波形比較による電圧
低下検出方法において、
　前記電圧低下検出波形のゼロクロス付近の位相区間を不感帯とし、これらの位相区間に
おいては前記系統電圧の低下を検出しないことを特徴とする。
【００１９】
　また、第１０発明の波形比較による電圧低下検出方法は、第１～第９発明の何れかの波
形比較による電圧低下検出方法において、
　前記１よりも小さな正の数、前記オフセット値、又は、前記１よりも小さな正の数及び
前記オフセット値の値を代えて、複数の電圧低下検出波形を作成すること、
　前記複数の電圧低下検出波形のうちの電圧低下レベルの大きい電圧低下検出波形ほど制
定時間を短く設定し、
　前記系統電圧の絶対値と前記複数の電圧低下検出波形とをそれぞれ比較して、前記系統
電圧の絶対値が前記複数の電圧低下検出波形の電圧値よりも小さい状態がそれぞれの制定
時間継続したときに前記系統電圧が低下したと判断して電圧低下検出信号を出力すること
を特徴とする。
　また、第１１発明の波形比較による電圧低下検出方法は、系統電圧の位相を検知して前
記系統電圧に同期し且つ前記系統電圧の定格値を有する基準正弦波を作成すること、
　前記基準正弦波の絶対値を１よりも小さな正の数を乗じた波形を電圧低下検出波形とす
ること、
　前記系統電圧の絶対値と前記電圧低下検出波形とを比較し、前記系統電圧の絶対値が前
記電圧低下検出波形の電圧値よりも小さいときに前記系統電圧が低下したと判断して電圧
低下検出信号を出力することを特徴とする波形比較による電圧低下検出方法において、
　前記電圧低下検出波形のゼロクロス付近の位相区間を不感帯とし、これらの位相区間に
おいては前記系統電圧の低下を検出しないことを特徴とする。
　また、第１２発明の波形比較による電圧低下検出方法は、系統電圧の位相を検知して前
記系統電圧に同期し且つ前記系統電圧の定格値を有する基準正弦波を作成すること、
　前記基準正弦波の絶対値を１よりも小さな正の数を乗じた波形を電圧低下検出波形とす
ること、
　前記系統電圧の絶対値と前記電圧低下検出波形とを比較し、前記系統電圧の絶対値が前
記電圧低下検出波形の電圧値よりも小さいときに前記系統電圧が低下したと判断して電圧
低下検出信号を出力することを特徴とする波形比較による電圧低下検出方法において、
　前記１よりも小さな正の数の値を代えて、複数の電圧低下検出波形を作成すること、
　前記複数の電圧低下検出波形のうちの電圧低下レベルの大きい電圧低下検出波形ほど制
定時間を短く設定し、
　前記系統電圧の絶対値と前記複数の電圧低下検出波形とをそれぞれ比較して、前記系統
電圧の絶対値が前記複数の電圧低下検出波形の電圧値よりも小さい状態がそれぞれの制定
時間継続したときに前記系統電圧が低下したと判断して電圧低下検出信号を出力すること
を特徴とする。
　また、第１３発明の波形比較による電圧低下検出方法は、系統電圧の位相を検知して前
記系統電圧に同期し且つ前記系統電圧の定格値を有する基準正弦波を作成すること、
　前記基準正弦波の絶対値からオフセット値を差し引いた波形を電圧低下検出波形とする
こと、
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　前記系統電圧の絶対値と前記電圧低下検出波形とを比較し、前記系統電圧の絶対値が前
記電圧低下検出波形の電圧値よりも小さいときに前記系統電圧が低下したと判断して電圧
低下検出信号を出力することを特徴とする波形比較による電圧低下検出方法において、
　前記オフセット値の値を代えて、複数の電圧低下検出波形を作成すること、
　前記複数の電圧低下検出波形のうちの電圧低下レベルの大きい電圧低下検出波形ほど制
定時間を短く設定し、
　前記系統電圧の絶対値と前記複数の電圧低下検出波形とをそれぞれ比較して、前記系統
電圧の絶対値が前記複数の電圧低下検出波形の電圧値よりも小さい状態がそれぞれの制定
時間継続したときに前記系統電圧が低下したと判断して電圧低下検出信号を出力すること
を特徴とする。
【００２２】
　また、第１４発明の波形比較による電圧低下検出装置は、系統電圧の位相を検知する位
相検知手段と、
　この位相検知手段の位相検知信号に基づき、前記系統電圧に同期し且つ前記系統電圧の
定格値を有する基準正弦波を作成する基準正弦波作成手段と、
　前記基準正弦波のピーク付近の第１の位相区間では前記基準正弦波の絶対値を１よりも
小さな正の数を乗じ、且つ、前記基準正弦波の前記第１の位相区間以外の第２の位相区間
では前記基準正弦波の絶対値からオフセット値を差し引いた波形を電圧低下検出波形とす
る電圧低下検出波形作成手段と、
　前記系統電圧を検知して前記系統電圧の絶対値を演算する絶対値演算手段と、
　前記系統電圧の絶対値と前記電圧低下検出波形とを比較する波形比較手段と、
　この波形比較手段による波形比較結果に基づき、前記系統電圧の絶対値が前記電圧低下
検出波形の電圧値よりも小さいときに前記系統電圧が低下したと判断して電圧低下検出信
号を出力する電圧低下判定手段とを有することを特徴とする。
【００２３】
　また、第１５発明の波形比較による電圧低下検出装置は、系統電圧の位相を検知する位
相検知手段と、
　この位相検知手段の位相検知信号に基づき、前記系統電圧に同期し且つ前記系統電圧の
定格値を有する基準正弦波を作成する基準正弦波作成手段と、
　前記基準正弦波のピーク付近の第１の位相区間では前記基準正弦波の絶対値から第１の
オフセット値を差し引き、且つ、前記基準正弦波の前記第１の位相区間以外の第２の位相
区間では前記基準正弦波の絶対値から前記第１のオフセット値よりも大きな第２のオフセ
ット値を差し引いた波形を電圧低下検出波形とする電圧低下検出波形作成手段と、
　前記系統電圧を検知して前記系統電圧の絶対値を演算する絶対値演算手段と、
　前記系統電圧の絶対値と前記電圧低下検出波形とを比較する波形比較手段と、
　この波形比較手段による波形比較結果に基づき、前記系統電圧の絶対値が前記電圧低下
検出波形の電圧値よりも小さいときに前記系統電圧が低下したと判断して電圧低下検出信
号を出力する電圧低下判定手段とを有することを特徴とする。
【００２４】
　また、第１６発明の波形比較による電圧低下検出装置は、系統電圧の位相を検知する位
相検知手段と、
　この位相検知手段の位相検知信号に基づき、前記系統電圧に同期し且つ前記系統電圧の
定格値を有する基準正弦波を作成する基準正弦波作成手段と、
　数値の異なる複数のオフセット値を設定するとともに前記基準正弦波を複数の位相区間
に分け、前記基準正弦波のピーク付近の位相区間では前記基準正弦波の絶対値から最小の
オフセット値を差し引き、且つ、その他の位相区間では前記ピークから遠い位相区間ほど
大きなオフセット値を差し引いた波形を電圧低下検出波形とする電圧低下検出波形作成手
段と、
　前記系統電圧を検知して前記系統電圧の絶対値を演算する絶対値演算手段と、
　前記系統電圧の絶対値と前記電圧低下検出波形とを比較する波形比較手段と、
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　この波形比較手段による波形比較結果に基づき、前記系統電圧の絶対値が前記電圧低下
検出波形の電圧値よりも小さいときに前記系統電圧が低下したと判断して電圧低下検出信
号を出力する電圧低下判定手段とを有することを特徴とする。
【００２５】
　また、第１７発明の波形比較による電圧低下検出装置は、系統電圧の位相を検知する位
相検知手段と、
　この位相検知手段の位相検知信号に基づき、波形比較を行なう時点よりも前の複数の系
統電圧波形の平均波形を作成する平均波形作成手段と、
　前記平均波形の絶対値を１よりも小さな正の数を乗じた波形を電圧低下検出波形とする
電圧低下検出波形作成手段と、
　前記系統電圧を検知して前記系統電圧の絶対値を演算する絶対値演算手段と、
　前記系統電圧の絶対値と前記電圧低下検出波形とを比較する波形比較手段と、
　この波形比較手段による波形比較結果に基づき、前記系統電圧の絶対値が前記電圧低下
検出波形の電圧値よりも小さいときに前記系統電圧が低下したと判断して電圧低下検出信
号を出力する電圧低下判定手段とを有することを特徴とする。
【００２６】
　また、第１８発明の波形比較による電圧低下検出装置は、系統電圧の位相を検知する位
相検知手段と、
　この位相検知手段の位相検知信号に基づき、波形比較を行なう時点よりも前の複数の系
統電圧波形の平均波形を作成する平均波形作成手段と、
　前記平均波形の絶対値からオフセット値を差し引いた波形を電圧低下検出波形とする電
圧低下検出波形作成手段と、
　前記系統電圧を検知して前記系統電圧の絶対値を演算する絶対値演算手段と、
　前記系統電圧の絶対値と前記電圧低下検出波形とを比較する波形比較手段と、
　この波形比較手段による波形比較結果に基づき、前記系統電圧の絶対値が前記電圧低下
検出波形の電圧値よりも小さいときに前記系統電圧が低下したと判断して電圧低下検出信
号を出力する電圧低下判定手段とを有することを特徴とする。
【００２７】
　また、第１９発明の波形比較による電圧低下検出装置は、系統電圧の位相を検知する位
相検知手段と、
　この位相検知手段の位相検知信号に基づき、波形比較を行なう時点よりも前の複数の系
統電圧波形の平均波形を作成する平均波形作成手段と、
　前記平均波形のピーク付近の第１の位相区間では前記平均波形の絶対値を１よりも小さ
な正の数を乗じ、且つ、前記平均波形の前記第１の位相区間以外の第２の位相区間では前
記平均波形の絶対値からオフセット値を差し引いた波形を電圧低下検出波形とする電圧低
下検出波形作成手段と、
　前記系統電圧を検知して前記系統電圧の絶対値を演算する絶対値演算手段と、
　前記系統電圧の絶対値と前記電圧低下検出波形とを比較する波形比較手段と、
　この波形比較手段による波形比較結果に基づき、前記系統電圧の絶対値が前記電圧低下
検出波形の電圧値よりも小さいときに前記系統電圧が低下したと判断して電圧低下検出信
号を出力する電圧低下判定手段とを有することを特徴とする。
【００２８】
　また、第２０発明の波形比較による電圧低下検出装置は、系統電圧の位相を検知する位
相検知手段と、
　この位相検知手段の位相検知信号に基づき、波形比較を行なう時点よりも前の複数の系
統電圧波形の平均波形を作成する平均波形作成手段と、
　前記平均波形のピーク付近の第１の位相区間では前記平均波形の絶対値から第１のオフ
セット値を差し引き、且つ、前記平均波形の前記第１の位相区間以外の第２の位相区間で
は前記平均波形の絶対値から前記第１のオフセット値よりも大きな第２のオフセット値を
差し引いた波形を電圧低下検出波形とする電圧低下検出波形作成手段と、
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　前記系統電圧を検知して前記系統電圧の絶対値を演算する絶対値演算手段と、
　前記系統電圧の絶対値と前記電圧低下検出波形とを比較する波形比較手段と、
　この波形比較手段による波形比較結果に基づき、前記系統電圧の絶対値が前記電圧低下
検出波形の電圧値よりも小さいときに前記系統電圧が低下したと判断して電圧低下検出信
号を出力する電圧低下判定手段とを有することを特徴とする。
【００２９】
　また、第２１発明の波形比較による電圧低下検出装置は、系統電圧の位相を検知する位
相検知手段と、
　この位相検知手段の位相検知信号に基づき、波形比較を行なう時点よりも前の複数の系
統電圧波形の平均波形を作成する平均波形作成手段と、
　数値の異なる複数のオフセット値を設定するとともに前記平均波形を複数の位相区間に
分け、前記平均波形のピーク付近の位相区間では前記平均波形の絶対値から最小のオフセ
ット値を差し引き、且つ、その他の位相区間ではピークから遠い位相区間ほど大きなオフ
セット値を差し引いた波形を電圧低下検出波形とする電圧低下検出波形作成手段と、
　前記系統電圧を検知して前記系統電圧の絶対値を演算する絶対値演算手段と、
　前記系統電圧の絶対値と前記電圧低下検出波形とを比較する波形比較手段と、
　この波形比較手段による波形比較結果に基づき、前記系統電圧の絶対値が前記電圧低下
検出波形の電圧値よりも小さいときに前記系統電圧が低下したと判断して電圧低下検出信
号を出力する電圧低下判定手段とを有することを特徴とする。
【００３０】
　また、第２２発明の波形比較による電圧低下検出装置は、第１７発明の波形比較による
電圧低下検出装置において、
　前記電圧低下判定手段では、前記電圧低下検出波形のゼロクロス付近の位相区間を不感
帯とし、これらの位相区間においては前記系統電圧の低下を検出しないことを特徴とする
。
【００３２】
　また、第２３発明の波形比較による電圧低下検出装置は、第１４～第２２発明の何れか
の波形比較による電圧低下検出装置において、
　前記電圧低下検出波形作成手段では、前記１よりも小さな正の数、前記オフセット値、
又は、前記１よりも小さな正の数及び前記オフセット値の値を代えて、複数の電圧低下検
出波形を作成すること、
　前記波形比較手段では、前記の系統電圧の絶対値と前記複数の電圧低下検出波形とをそ
れぞれ比較すること、
　前記電圧低下判定手段では、前記複数の電圧低下検出波形のうちの電圧低下レベルの大
きい電圧低下検出波形ほど短く設定された制定時間を有し、前記波形比較手段による波形
比較結果に基づき、前記の系統電圧の絶対値が前記複数の電圧低下検出波形の電圧値より
も小さい状態がそれぞれの制定時間継続したときに前記系統電圧が低下したと判断して電
圧低下検出信号を出力することを特徴とする。
　また、第２４発明の波形比較による電圧低下検出装置は、系統電圧の位相を検知する位
相検知手段と、
　この位相検知手段の位相検知信号に基づいて、前記系統電圧に同期し且つ前記系統電圧
の定格値を有する基準正弦波を作成する基準正弦波作成手段と、
　前記基準正弦波の絶対値を１よりも小さな正の数を乗じた波形を電圧低下検出波形とす
る電圧低下検出波形作成手段と、
　前記系統電圧を検知して前記系統電圧の絶対値を演算する絶対値演算手段と、
　前記系統電圧の絶対値と前記電圧低下検出波形とを比較する波形比較手段と、
　この波形比較手段による波形比較結果に基づき、前記系統電圧の絶対値が前記電圧低下
検出波形の電圧値よりも小さいときに前記系統電圧が低下したと判断して電圧低下検出信
号を出力する電圧低下判定手段とを有することを特徴とする波形比較による電圧低下検出
装置において、
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　前記電圧低下判定手段では、前記電圧低下検出波形のゼロクロス付近の位相区間を不感
帯とし、これらの位相区間においては前記系統電圧の低下を検出しないことを特徴とする
。
　また、第２５発明の波形比較による電圧低下検出装置は、系統電圧の位相を検知する位
相検知手段と、
　この位相検知手段の位相検知信号に基づいて、前記系統電圧に同期し且つ前記系統電圧
の定格値を有する基準正弦波を作成する基準正弦波作成手段と、
　前記基準正弦波の絶対値を１よりも小さな正の数を乗じた波形を電圧低下検出波形とす
る電圧低下検出波形作成手段と、
　前記系統電圧を検知して前記系統電圧の絶対値を演算する絶対値演算手段と、
　前記系統電圧の絶対値と前記電圧低下検出波形とを比較する波形比較手段と、
　この波形比較手段による波形比較結果に基づき、前記系統電圧の絶対値が前記電圧低下
検出波形の電圧値よりも小さいときに前記系統電圧が低下したと判断して電圧低下検出信
号を出力する電圧低下判定手段とを有することを特徴とする波形比較による電圧低下検出
装置において、
　前記電圧低下検出波形作成手段では、前記１よりも小さな正の数の値を代えて、複数の
電圧低下検出波形を作成すること、
　前記波形比較手段では、前記の系統電圧の絶対値と前記複数の電圧低下検出波形とをそ
れぞれ比較すること、
　前記電圧低下判定手段では、前記複数の電圧低下検出波形のうちの電圧低下レベルの大
きい電圧低下検出波形ほど短く設定された制定時間を有し、前記波形比較手段による波形
比較結果に基づき、前記の系統電圧の絶対値が前記複数の電圧低下検出波形の電圧値より
も小さい状態がそれぞれの制定時間継続したときに前記系統電圧が低下したと判断して電
圧低下検出信号を出力することを特徴とする。
　また、第２６発明の波形比較による電圧低下検出装置は、系統電圧の位相を検知する位
相検知手段と、
　この位相検知手段の位相検知信号に基づき、前記系統電圧に同期し且つ前記系統電圧の
定格値を有する基準正弦波を作成する基準正弦波作成手段と、
　前記基準正弦波の絶対値からオフセット値を差し引いた波形を電圧低下検出波形とする
電圧低下検出波形作成手段と、
　前記系統電圧を検知して前記系統電圧の絶対値を演算する絶対値演算手段と、
　前記系統電圧の絶対値と前記電圧低下検出波形とを比較する波形比較手段と、
　この波形比較手段による波形比較結果に基づき、前記系統電圧の絶対値が前記電圧低下
検出波形の電圧値よりも小さいときに前記系統電圧が低下したと判断して電圧低下検出信
号を出力する電圧低下判定手段とを有することを特徴とする波形比較による電圧低下検出
装置において、
　前記電圧低下検出波形作成手段では、前記オフセット値の値を代えて、複数の電圧低下
検出波形を作成すること、
　前記波形比較手段では、前記の系統電圧の絶対値と前記複数の電圧低下検出波形とをそ
れぞれ比較すること、
　前記電圧低下判定手段では、前記複数の電圧低下検出波形のうちの電圧低下レベルの大
きい電圧低下検出波形ほど短く設定された制定時間を有し、前記波形比較手段による波形
比較結果に基づき、前記の系統電圧の絶対値が前記複数の電圧低下検出波形の電圧値より
も小さい状態がそれぞれの制定時間継続したときに前記系統電圧が低下したと判断して電
圧低下検出信号を出力することを特徴とする。
【発明の効果】
【００３３】
　第１～第２６発明の何れの波形比較による電圧低下検出方法及び装置においても、系統
電圧の絶対値と電圧低下検出波形とを比較し、系統電圧の絶対値が電圧低下検出波形の電
圧値よりも小さいときに系統電圧が低下したと判断して電圧低下検出信号を出力するため
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、即ち、波形比較によって電圧低下検出を行うため、従来のようにフィルタを用いて直流
電圧をフィルタ処理する必要がなく、電圧低下検出の遅れを低減することができる。
【００３６】
　また、第１又は第１４発明の波形比較による電圧低下検出方法又は装置によれば、基準
正弦波のピーク付近の第１の位相区間では基準正弦波の絶対値を１よりも小さな正の数を
乗じ、且つ、基準正弦波の第１の位相区間以外の第２の位相区間では基準正弦波の絶対値
からオフセット値を差し引いた波形を電圧低下検出波形とするため、第１の位相区間での
正確な電圧低下検出と、第２の位相区間での電圧低下の誤検出防止とを図ることができる
。つまり、第１又は第１４発明の波形比較による電圧低下検出方法又は装置では、電圧低
下の影響が大きい部分（ピーク付近）ではより正確な電圧低下検出を行うことができ、電
圧低下の影響の小さい部分では電圧低下の誤検出を防止することができる。
【００３７】
　また、第２又は第１５発明の波形比較による電圧低下検出方法又は装置によれば、基準
正弦波のピーク付近の第１の位相区間では基準正弦波の絶対値から第１のオフセット値を
差し引き、且つ、基準正弦波の第１の位相区間以外の第２の位相区間では基準正弦波の絶
対値から第１のオフセット値よりも大きな第２のオフセット値を差し引いた波形を電圧低
下検出波形とするため、電圧低下検出波形のゼロクロス付近での電圧低下の誤検出が生じ
にくくなる。
【００３８】
　また、第３又は第１６発明の波形比較による電圧低下検出方法又は装置によれば、数値
の異なる複数のオフセット値を設定するとともに基準正弦波を複数の位相区間に分け、基
準正弦波のピーク付近の位相区間では最小のオフセット値を基準正弦波の絶対値から差し
引き、且つ、その他の位相区間ではピークから遠い位相区間ほど大きなオフセット値を基
準正弦波の絶対値から差し引いた波形を電圧低下検出波形とするため、第２又は第１５発
明の波形比較による電圧低下検出方法又は装置と同様に電圧低下検出波形のゼロクロス付
近での電圧低下の誤検出が生じにくくなり、しかも電圧低下検出レベルの設定を、より精
細に行うことができる。
【００３９】
　また、第４又は第１７発明の波形比較による電圧低下検出方法又は装置によれば、複数
の系統電圧波形の平均波形の絶対値を１よりも小さな正の数を乗じた波形を電圧低下検出
波形とするため、定常的に系統電圧波形が歪んでいても、電圧低下の誤検出を防止するこ
とができる。即ち、定常的に系統電圧波形が歪んでいる場合には、第１～第３発明又は第
１４～第１６発明の波形比較による電圧低下検出方法及び装置に比べて更に第４又は第１
５発明の波形比較による電圧低下検出方法又は装置では、波形（電圧）の歪んだ部分でも
電圧低下の誤検出が生じにくくなる。
【００４０】
　また、第５又は第１８発明の波形比較による電圧低下検出方法又は装置によれば、複数
の系統電圧波形の平均波形の絶対値からオフセット値を差し引いた波形を電圧低下検出波
形とするため、第４又は第１７発明の波形比較による電圧低下検出方法又は装置と同様に
定常的に系統電圧波形が歪んでいても、電圧低下の誤検出を防止することができ、しかも
、第４又は第１７発明の波形比較による電圧低下検出方法又は装置に比べて更にノイズな
どがある場合であっても、電圧低下検出波形のゼロクロス付近での電圧低下の誤検出が生
じにくくなる。
【００４１】
　第６又は第１９発明の波形比較による電圧低下検出方法又は装置によれば、複数の系統
電圧波形の平均波形のピーク付近の第１の位相区間では平均波形の絶対値を１よりも小さ
な正の数を乗じ、且つ、平均波形の前記第１の位相区間以外の第２の位相区間では平均波
形の絶対値からオフセット値を差し引いた波形を電圧低下検出波形とするため、第１の位
相区間での正確な電圧低下検出と、第２の位相区間での電圧低下の誤検出防止とを図るこ
とができる。
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【００４２】
　第７又は第２０発明の波形比較による電圧低下検出方法又は装置によれば、複数の系統
電圧波形の平均波形のピーク付近の第１の位相区間では平均波形の絶対値から第１のオフ
セット値を差し引き、且つ、平均波形の前記第１の位相区間以外の第２の位相区間では平
均波形の絶対値から第１のオフセット値よりも大きな第２のオフセット値を差し引いた波
形を電圧低下検出波形とするため、第５又は第１８発明の波形比較による電圧低下検出方
法又は装置に比べて更に電圧低下検出波形のゼロクロス付近での電圧低下の誤検出が生じ
にくくなる。
【００４３】
　第８又は第２１発明の波形比較による電圧低下検出方法又は装置によれば、数値の異な
る複数のオフセット値を設定するとともに平均波形を複数の位相区間に分け、平均波形の
ピーク付近の位相区間では最小のオフセット値を平均波形の絶対値から差し引き、且つ、
その他の位相区間ではピークから遠い位相区間ほど大きなオフセット値を平均波形の絶対
値から差し引いた波形を電圧低下検出波形とするため、第７又は第２０発明の波形比較に
よる電圧低下検出方法又は装置と同様に電圧低下検出波形のゼロクロス付近での電圧低下
の誤検出が生じにくくなり、しかも電圧低下検出レベルの設定を、より精細に行うことが
できる。
【００４４】
　第９，第１１，第２１又は第２４発明の波形比較による電圧低下検出方法又は装置によ
れば、電圧低下検出波形のゼロクロス付近の位相区間を不感帯とし、これらの位相区間に
おいては系統電圧の低下を検出しないため、ゼロクロス付近での電圧低下の誤検出を確実
に防止することができる。
【００４６】
　第１０，第１２，第１３，第２３、第２５，又は第２６発明の波形比較による電圧低下
検出方法又は装置によれば、電圧低下レベルの大きい電圧低下検出波形ほど制定時間を短
く設定し、系統電圧の絶対値と各電圧低下検出波形とをそれぞれ比較して、系統電圧の絶
対値が各電圧低下検出波形の電圧値よりも小さい状態がそれぞれの制定時間継続したとき
に系統電圧が低下したと判断して電圧低下検出信号を出力するため、ノイズなどによる電
圧低下の誤検出を防止することができ、しかも、電圧低下レベルの大きい電圧低下検出波
形に対しては制定時間による電圧低下検出の遅れが低減されて、より迅速な電圧低下検出
が可能となる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００４７】
　以下、本発明の実施の形態例を図面に基づき詳細に説明する。
【００４８】
　＜参考例１＞
　図１は本発明の参考例１に係る波形比較による電圧低下検出装置の構成を示すブロック
図、図２は系統電圧の絶対値と電圧低下検出波形の例を示す図である。
【００４９】
　図１に示すように、本参考例１の電圧低下検出装置は位相検知手段としてのＰＬＬ（ph
ase locked loop）装置１１と、基準正弦波作成手段としての基準正弦波作成装置１２と
、電圧低下検出波形作成手段としての電圧低下検出波形作成装置１３と、波形比較手段と
しての波形比較装置１４と、絶対値演算手段としての絶対値演算装置１５と、電圧低下判
定手段としての電圧低下判定装置１６とを有している。
【００５０】
　ＰＬＬ装置１１では商用電源系統などの交流の系統電圧（以下、単に系統電圧という）
の位相を検知する。基準正弦波作成装置１２では、ＰＬＬ装置１１の位相検知信号に基づ
き、系統電圧に同期し且つ系統電圧の定格値を有する基準正弦波を作成する。そして、電
圧低下検出波形作成装置１３では、この系統電圧に同期した基準正弦波から電圧低下検出
波形を作成する。即ち、電圧低下検出波形作成装置１３では、前記基準正弦波の絶対値を
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演算し、この基準正弦波の絶対値を１よりも小さな正の数を乗じた波形を電圧低下検出波
形とする。一方、絶対値演算装置１５では系統電圧を検知して系統電圧の絶対値を演算す
る。
【００５１】
　図２には系統電圧の絶対値と、電圧低下検出波形の具体例（概念図）を示す。図２の横
軸は位相（ｄｅｇ）、縦軸は系統電圧値（定格の系統電圧のピーク値を１として規格化し
た値で表している）である（他の図３～図５，図７～図１０も同様）。そして、図２に実
線で示す波形が絶対値演算装置１５で演算した系統電圧の絶対値であり、一点鎖線で示す
波形が電圧低下検出波形作成装置１３で作成した電圧低下検出波形である。この電圧低下
検出波形は系統電圧に同期し且つ系統電圧の定格値を有する基準正弦波の絶対値の９０％
の大きさの波形である。即ち、この電圧低下検出波形は基準正弦波の絶対値に０．９を乗
じることによって作成した波形である。
【００５２】
　次に、図１に示す波形比較装置１４では電圧低下検出波形作成装置１３で作成した電圧
低下検出波形と、絶対値演算装置１５で演算した系統電圧の絶対値とを比較する。即ち、
波形比較装置１４では電圧低下検出波形と系統電圧の絶対値の波形との波形比較（瞬時値
比較）を行う。
【００５３】
　そして、電圧低下判定装置１６では、波形比較装置１４による波形比較結果に基づき、
系統電圧の絶対値が電圧低下検出波形の電圧値よりも小さいときに系統電圧が低下したと
判断して電圧低下検出信号を出力する。しかも、電圧低下判定装置１６では、系統電圧の
絶対値が電圧低下検出波形の電圧値よりも小さい状態が数ｍｓ（例えば１ｍｓ）継続した
ときに系統電圧が低下したと判断する。このように系統電圧の絶対値が電圧低下検出波形
の電圧値よりも小さくなった時点で直ぐに系統電圧が低下したと判断するのではなく、数
ｍｓ待ってから系統電圧が低下したと判断するのは、系統電圧の検知信号のノイズなどに
よる誤検出を防止するためである。この待ち時間を、以後、制定時間と呼ぶ。
【００５４】
　以上のように本参考例１によれば、系統電圧の絶対値と電圧低下検出波形とを比較し、
系統電圧の絶対値が電圧低下検出波形の電圧値よりも小さいときに系統電圧が低下したと
判断して電圧低下検出信号を出力するため、即ち、波形比較によって電圧低下検出を行う
ため、従来のようにフィルタを用いて直流電圧をフィルタ処理する必要がなく、電圧低下
検出の遅れを低減することができる。しかも、系統電圧の絶対値が電圧低下検出波形の電
圧値よりも小さい状態が制定時間継続したときに系統電圧が低下したと判断して電圧低下
検出信号を出力するため、ノイズなどによる電圧低下の誤検出を防止することができる。
【００５５】
　また、本参考例１によれば、基準正弦波の絶対値を１よりも小さな正の数を乗じた波形
を電圧低下検出波形とするため、正確な電圧低下検出を行うことができる。例えば１０％
の電圧低下を検出したい場合、系統電圧の９０％の波形（基準正弦波の絶対値に０．９を
乗じた波形）を電圧低下検出波形とすれば、どの位相でも１０％低下は１０％低下として
検出することができる。
【００５６】
　＜参考例２＞
　本参考例２の波形比較による電圧低下検出装置は、上記参考例１の電圧低下検出装置と
同様に図１に示す構成を有しており、電圧低下検出波形作成装置１３における電圧低下検
出波形の作成機能が上記参考例１と異なる他は上記参考例１と同様である。従って、ここ
では図１及び図３に基づき、電圧低下検出波形作成装置１３について詳述し、その他の構
成については、ここでの詳細な説明を省略する（上記参考例１参照）。
【００５７】
　電圧低下検出波形作成装置１３では、基準正弦波作成装置１２で作成された基準正弦波
の絶対値を演算し、この基準正弦波の絶対値からオフセット値を差し引いた波形を電圧低
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下検出波形とする。オフセット値としては、例えば基準正弦波のピーク値（即ち定格の系
統電圧のピーク値）の１０％とする。
【００５８】
　図３には系統電圧の絶対値と、電圧低下検出波形の具体例（概念図）を示す。図３に実
線で示す波形が絶対値演算装置１５で演算した系統電圧の絶対値であり、一点鎖線で示す
波形が電圧低下検出波形作成装置１３で作成した電圧低下検出波形である。この電圧低下
検出波形は系統電圧に同期し且つ系統電圧の定格値を有する基準正弦波の絶対値からオフ
セット値として０．１（前記ピーク値の１０％に相当）を差し引いた波形である。
【００５９】
　本参考例２でも、上記参考例１と同様の効果が得られる。即ち、系統電圧の絶対値と電
圧低下検出波形とを比較し、系統電圧の絶対値が電圧低下検出波形の電圧値よりも小さい
ときに系統電圧が低下したと判断して電圧低下検出信号を出力するため（波形比較によっ
て電圧低下検出を行うため）、従来のようにフィルタを用いて直流電圧をフィルタ処理す
る必要がなく、電圧低下検出の遅れを低減することができる。しかも、系統電圧の絶対値
が電圧低下検出波形の電圧値よりも小さい状態が制定時間継続したときに系統電圧が低下
したと判断して電圧低下検出信号を出力するため、ノイズなどによる電圧低下の誤検出を
防止することができる。
【００６０】
　そして更に本参考例２によれば、基準正弦波の絶対値からオフセット値を差し引いた波
形を電圧低下検出波形とするため、電圧低下検出波形のゼロクロス付近（０ｄｅｇ付近、
１８０ｄｅｇ付近及び３６０ｄｅｇ付近）での電圧低下の誤検出が少なくなる。つまり、
上記参考例１に比べて本参考例２では、電圧低下検出波形のゼロクロス付近（図２のＡ部
分）でも系統電圧の絶対値と電圧低下検出波形の電圧値との差が比較的大きくなるため、
ノイズなどがある場合であっても電圧低下の誤検出が更に生じにくくなる。
【００６１】
　＜実施の形態例１＞
　本実施の形態例１の波形比較による電圧低下検出装置は、上記参考例１の電圧低下検出
装置と同様に図１に示す構成を有しており、電圧低下検出波形作成装置１３における電圧
低下検出波形の作成機能が上記参考例１と異なる他は上記参考例１と同様である。従って
、ここでは図１及び図４に基づき、電圧低下検出波形作成装置１３について詳述し、その
他の構成については、ここでの詳細な説明を省略する（上記参考例１参照）。
【００６２】
　電圧低下検出波形作成装置１３では、基準正弦波作成装置１２で作成された基準正弦波
の絶対値を演算する。そして、電圧低下検出波形作成装置１３では、基準正弦波のピーク
付近の第１の位相区間では上記参考例１と同様に基準正弦波の絶対値を１よりも小さな正
の数（例えば０．９）を乗じ、且つ、基準正弦波の前記第１の位相区間以外の第２の位相
区間では上記参考例２と同様に基準正弦波の絶対値からオフセット値（例えば基準正弦波
のピーク値の１０％）を差し引いた波形を電圧低下検出波形とする。第１の位相区間は基
準正弦波のピークの位相（９０ｄｅｇ、２７０ｄｅｇ）を含むその前後の位相区間であり
、例えば６０ｄｅｇ～１２０ｄｅｇ及び２４０ｄｅｇ～３００ｄｅｇの各位相区間とする
。この場合、第２の位相区間は０ｄｅｇ～６０ｄｅｇ（６０ｄｅｇは含まず）、１２０ｄ
ｅｇ（１２０ｄｅｇは含まず）～２４０ｄｅｇ（２４０ｄｅｇは含まず）、３００ｄｅｇ
（３００ｄｅｇは含まず）～３６０ｄｅｇの各位相区間となる。
【００６３】
　図４には系統電圧の絶対値と、電圧低下検出波形の具体例（概念図）を示す。図４に実
線で示す波形が絶対値演算装置１５で演算した系統電圧の絶対値であり、一点鎖線で示す
波形が電圧低下検出波形作成装置１３で作成した電圧低下検出波形である。この電圧低下
検出波形は基準正弦波のピーク付近の第１の位相区間では基準正弦波の絶対値に０．９を
乗じ、且つ、基準正弦波の前記第１の位相区間以外の第２の位相区間では基準正弦波の絶
対値からオフセット値として０．１（前記ピーク値の１０％に相当）を差し引いた波形で
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ある。なお、ここでは第１の位相区間を３０ｄｅｇ～１５０ｄｅｇ及び２１０ｄｅｇ～３
３０ｄｅｇの各位相区間とし、第２の位相区間を０ｄｅｇ～３０ｄｅｇ（３０ｄｅｇは含
まず）、１５０ｄｅｇ（１５０ｄｅｇは含まず）～２１０ｄｅｇ（２１０ｄｅｇは含まず
）、３３０ｄｅｇ（３３０ｄｅｇは含まず）～３６０ｄｅｇの各位相区間とした場合を例
示している。
【００６４】
　本実施の形態例１でも、上記参考例１と同様の効果が得られる。即ち、系統電圧の絶対
値と電圧低下検出波形とを比較し、系統電圧の絶対値が電圧低下検出波形の電圧値よりも
小さいときに系統電圧が低下したと判断して電圧低下検出信号を出力するため（波形比較
によって電圧低下検出を行うため）、従来のようにフィルタを用いて直流電圧をフィルタ
処理する必要がなく、電圧低下検出の遅れを低減することができる。しかも、系統電圧の
絶対値が電圧低下検出波形の電圧値よりも小さい状態が制定時間継続したときに系統電圧
が低下したと判断して電圧低下検出信号を出力するため、ノイズなどによる電圧低下の誤
検出を防止することができる。
【００６５】
　そして更に本実施の形態例１によれば、基準正弦波のピーク付近の第１の位相区間では
基準正弦波の絶対値を１よりも小さな正の数を乗じ、且つ、基準正弦波の第１の位相区間
以外の第２の位相区間では基準正弦波の絶対値からオフセット値を差し引いた波形を電圧
低下検出波形とするため、第１の位相区間での正確な電圧低下検出と、第２の位相区間で
の電圧低下の誤検出防止とを図ることができる。つまり、上記参考例２に比べて本実施の
形態例１では、電圧低下の影響が大きい部分（ピーク付近：位相９０ｄｅｇ、２７０ｄｅ
ｇ付近）ではより正確な電圧低下検出を行うことができ、電圧低下の影響の小さい部分で
は電圧低下の誤検出を防止することができる。
【００６６】
　＜実施の形態例２＞
　本実施の形態例２の波形比較による電圧低下検出装置は、上記参考例１の電圧低下検出
装置と同様に図１に示す構成を有しており、電圧低下検出波形作成装置１３における電圧
低下検出波形の作成機能が上記参考例１と異なる他は上記参考例１と同様である。従って
、ここでは図１及び図５に基づき、電圧低下検出波形作成装置１３について詳述し、その
他の構成については、ここでの詳細な説明を省略する（上記参考例１参照）。
【００６７】
　電圧低下検出波形作成装置１３では、基準正弦波作成装置１２で作成された基準正弦波
の絶対値を演算する。そして、電圧低下検出波形作成装置１３では、基準正弦波のピーク
付近の第１の位相区間では基準正弦波の絶対値から第１のオフセット値（例えば基準正弦
波のピーク値の１０％）を差し引き、且つ、基準正弦波の前記第１の位相区間以外の第２
の位相区間では基準正弦波の絶対値から前記第１のオフセット値よりも大きな第２のオフ
セット値（例えば基準正弦波のピーク値の２０％）を差し引いた波形を電圧低下検出波形
とする。第１の位相区間は基準正弦波のピークの位相（９０ｄｅｇ、２７０ｄｅｇ）を含
むその前後の位相区間であり、例えば６０ｄｅｇ～１２０ｄｅｇ及び２４０ｄｅｇ～３０
０ｄｅｇの各位相区間とする。この場合、第２の位相区間は０ｄｅｇ～６０ｄｅｇ（６０
ｄｅｇは含まず）、１２０ｄｅｇ（１２０ｄｅｇは含まず）～２４０ｄｅｇ（２４０ｄｅ
ｇは含まず）、３００ｄｅｇ（３００ｄｅｇは含まず）～３６０ｄｅｇの各位相区間とな
る。
【００６８】
　図５には系統電圧の絶対値と、電圧低下検出波形の具体例（概念図）を示す。図５に実
線で示す波形が絶対値演算装置１５で演算した系統電圧の絶対値であり、一点鎖線で示す
波形が電圧低下検出波形作成装置１３で作成した電圧低下検出波形である。この電圧低下
検出波形は基準正弦波のピーク付近の第１の位相区間では基準正弦波の絶対値から第１の
オフセット値として０．１（前記ピーク値の１０％に相当）を差し引き、且つ、基準正弦
波の前記第１の位相区間以外の第２の位相区間では基準正弦波の絶対値から第２のオフセ
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ット値として０．２（前記ピーク値の２０％に相当）を差し引いた波形である。なお、こ
こでは第１の位相区間を３０ｄｅｇ～１５０ｄｅｇ及び２１０ｄｅｇ～３３０ｄｅｇの各
位相区間とし、第２の位相区間を０ｄｅｇ～３０ｄｅｇ（３０ｄｅｇは含まず）、１５０
ｄｅｇ（１５０ｄｅｇは含まず）～２１０ｄｅｇ（２１０ｄｅｇは含まず）、３３０ｄｅ
ｇ（３３０ｄｅｇは含まず）～３６０ｄｅｇの各位相区間とした場合を例示している。
【００６９】
　但し、オフセット値の変化は上記のような２段に限定するものではなく、例えば３段や
４段などでもよく、何段にしても構わない。つまり、この場合には電圧低下検出波形作成
装置１３では、数値の異なる複数（例えば３段であれば３つ）のオフセット値を設定する
とともに基準正弦波を複数（例えば３段であれば９つ）の位相区間に分け（勿論、これら
の位相区間のうちの１つは基準正弦波のピーク付近の位相区間とする）、基準正弦波のピ
ーク付近の位相区間では基準正弦波の絶対値から最小のオフセット値を差し引き、且つ、
その他の位相区間では前記ピーク（９０ｄｅｇ、２７０ｄｅｇ）から遠い位相区間ほど大
きな数値のオフセット値を差し引いた波形を電圧低下検出波形とする。３段の例では、オ
フセット値として例えば基準正弦波のピーク値の１０％、１５％、２０％の３つを設定し
、位相区間として例えば０ｄｅｇ～３０ｄｅｇ（３０ｄｅｇは含まず）の位相区間Ａと、
３０ｄｅｇ～６０ｄｅｇ（６０ｄｅｇは含まず）の位相区間Ｂと、６０ｄｅｇ～１２０ｄ
ｅｇの位相区間Ｃと、１２０ｄｅｇ（１２０ｄｅｇは含まず）～１５０ｄｅｇの位相区間
Ｄと、１５０ｄｅｇ（１５０ｄｅｇは含まず）～２１０ｄｅｇ（２１０ｄｅｇは含まず）
の位相区間Ｅと、２１０ｄｅｇ～２４０ｄｅｇ（２４０ｄｅｇは含まず）の位相区間Ｆと
、２４０ｄｅｇ～３００ｄｅｇの位相区間Ｇと、３００ｄｅｇ（３００ｄｅｇは含まず）
～３３０ｄｅｇの位相区間Ｈと、３３０ｄｅｇ（３３０ｄｅｇは含まず）～３６０ｄｅｇ
の位相区間Ｉとを設定する。そして、基準正弦波の絶対値から、位相区間Ｃ，Ｇでは１０
％のオフセット値、位相区間Ｂ，Ｄ，Ｆ，Ｈでは１５％のオフセット値、位相区間Ａ，Ｅ
，Ｉでは２０％のオフセット値をそれぞれ差し引いた波形を電圧低下検出波形とする。
【００７０】
　本実施の形態例２でも、上記参考例１と同様の効果が得られる。即ち、系統電圧の絶対
値と電圧低下検出波形とを比較し、系統電圧の絶対値が電圧低下検出波形の電圧値よりも
小さいときに系統電圧が低下したと判断して電圧低下検出信号を出力するため（波形比較
によって電圧低下検出を行うため）、従来のようにフィルタを用いて直流電圧をフィルタ
処理する必要がなく、電圧低下検出の遅れを低減することができる。しかも、系統電圧の
絶対値が電圧低下検出波形の電圧値よりも小さい状態が制定時間継続したときに系統電圧
が低下したと判断して電圧低下検出信号を出力するため、ノイズなどによる電圧低下の誤
検出を防止することができる。
【００７１】
　そして更に本実施の形態例２によれば、基準正弦波のピーク付近の第１の位相区間では
基準正弦波の絶対値から第１のオフセット値を差し引き、且つ、基準正弦波の第１の位相
区間以外の第２の位相区間では基準正弦波の絶対値から第１のオフセット値よりも大きな
第２のオフセット値を差し引いた波形を電圧低下検出波形とするため、上記参考例２に比
べて更に電圧低下検出波形のゼロクロス付近での電圧低下の誤検出が生じにくくなる。
【００７２】
　また、数値の異なる複数のオフセット値を設定するとともに基準正弦波を複数の位相区
間に分け、基準正弦波のピーク付近の位相区間では最小のオフセット値を基準正弦波の絶
対値から差し引き、且つ、その他の位相区間ではピークから遠い位相区間ほど大きなオフ
セット値を基準正弦波の絶対値から差し引いた波形を電圧低下検出波形とする場合には、
上記の場合と同様に電圧低下検出波形のゼロクロス付近での電圧低下の誤検出が生じにく
くなり、しかも電圧低下検出レベルの設定を、より精細に行うことができる。
【００７３】
　＜実施の形態例３＞
　図６は本発明の実施の形態例３に係る波形比較による電圧低下検出装置の構成を示すブ
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ロック図、図７は系統電圧の絶対値と電圧低下検出波形の例を示す図である。
【００７４】
　図６に示すように、本実施の形態例３の電圧低下検出装置は位相検知手段としてのＰＬ
Ｌ装置２１と、平均波形作成手段としての平均波形作成装置２２と、電圧低下検出波形作
成手段としての電圧低下検出波形作成装置２３と、波形比較手段としての波形比較装置２
４と、絶対値演算手段としての絶対値演算装置２５と、電圧低下判定手段としての電圧低
下判定装置２６とを有している。
【００７５】
　ＰＬＬ装置２１では商用電源系統などの交流の系統電圧（以下、単に系統電圧という）
の位相を検知する。平均波形作成装置２２では、ＰＬＬ装置２１の位相検知信号に基づき
、複数（例えば数十波形分）の系統電圧波形の平均波形（複数の系統電圧波形の各位相ご
とに電圧値を平均した波形）を作成する。即ち、過去（波形比較を行う時点よりも前）の
系統電圧波形の平均波形を作成する。そして、電圧低下検出波形作成装置２３では、この
系統電圧の平均波形から電圧低下検出波形を作成する。即ち、電圧低下検出波形作成装置
２３では、系統電圧の平均波形の絶対値を演算し、この平均波形の絶対値を１よりも小さ
な正の数を乗じた波形を電圧低下検出波形とする。一方、絶対値演算装置２５では系統電
圧を検知して系統電圧の絶対値を演算する。
【００７６】
　図７には系統電圧の絶対値と、電圧低下検出波形の具体例（概念図）を示す。図７に実
線で示す波形が絶対値演算装置２５で演算した系統電圧の絶対値であり、一点鎖線で示す
波形が電圧低下検出波形作成装置２３で作成した電圧低下検出波形である。この電圧低下
検出波形は系統電圧波形の平均波形の絶対値の９０％の大きさの波形である。即ち、この
電圧低下検出波形は系統電圧波形の平均波形の絶対値に０．９を乗じることによって作成
した波形である。
【００７７】
　次に、図６に示す波形比較装置２４では電圧低下検出波形作成装置２３で作成した電圧
低下検出波形と、絶対値演算装置２５で演算した系統電圧の絶対値とを比較する。即ち、
波形比較装置２４では電圧低下検出波形と系統電圧の絶対値の波形との波形比較（瞬時値
比較）を行う。
【００７８】
　そして、電圧低下判定装置２６では、波形比較装置２４による波形比較結果に基づき、
系統電圧の絶対値が前記電圧低下検出波形の電圧値よりも小さいときに系統電圧が低下し
たと判断して電圧低下検出信号を出力する。しかも、電圧低下判定装置２６では、系統電
圧の絶対値が電圧低下検出波形の電圧値よりも小さい状態が制定時間として設定した数ｍ
ｓ（例えば１ｍｓ）継続したときに系統電圧が低下したと判断する。
【００７９】
　本実施の形態例３でも、上記参考例１と同様の効果が得られる。即ち、系統電圧の絶対
値と電圧低下検出波形とを比較し、系統電圧の絶対値が電圧低下検出波形の電圧値よりも
小さいときに系統電圧が低下したと判断して電圧低下検出信号を出力するため（波形比較
によって電圧低下検出を行うため）、従来のようにフィルタを用いて直流電圧をフィルタ
処理する必要がなく、電圧低下検出の遅れを低減することができる。しかも、系統電圧の
絶対値が電圧低下検出波形の電圧値よりも小さい状態が制定時間継続したときに系統電圧
が低下したと判断して電圧低下検出信号を出力するため、ノイズなどによる電圧低下の誤
検出を防止することができる。
【００８０】
　そして更に本実施の形態例３によれば、複数の系統電圧波形の平均波形の絶対値を１よ
りも小さな正の数を乗じた波形を電圧低下検出波形とするため、定常的に系統電圧波形が
歪んでいても、電圧低下の誤検出を防止することができる。即ち、定常的に系統電圧波形
が歪んでいる場合、上記参考例１，２、実施の形態例１，２に比べて更に本実施の形態例
３では、波形（電圧）の歪んだ部分（例えば図７のＢ部分）でも電圧低下の誤検出が生じ
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にくくなる。
【００８１】
　＜実施の形態例４＞
　本実施の形態例４の波形比較による電圧低下検出装置は、上記実施の形態例３の電圧低
下検出装置と同様に図６に示す構成を有しており、電圧低下検出波形作成装置２３におけ
る電圧低下検出波形の作成機能が上記実施の形態例３と異なる他は上記実施の形態例３と
同様である。従って、ここでは図６及び図８に基づき、電圧低下検出波形作成装置２３に
ついて詳述し、その他の構成については、ここでの詳細な説明を省略する（上記実施の形
態例３参照）。
【００８２】
　電圧低下検出波形作成装置２３では、平均波形作成装置２２で作成された系統電圧波形
の平均波形の絶対値を演算し、この平均波形の絶対値からオフセット値を差し引いた波形
を電圧低下検出波形とする。オフセット値としては、例えば平均波形のピーク値の１０％
とする。
【００８３】
　図８には系統電圧の絶対値と、電圧低下検出波形の具体例（概念図）を示す。図８に実
線で示す波形が絶対値演算装置２５で演算した系統電圧の絶対値であり、一点鎖線で示す
波形が電圧低下検出波形作成装置２３で作成した電圧低下検出波形である。この電圧低下
検出波形は系統電圧波形の平均波形の絶対値からオフセット値として０．１（前記ピーク
値の１０％に相当）を差し引いた波形である。
【００８４】
　本実施の形態例４でも、上記参考例１と同様の効果が得られる。即ち、系統電圧の絶対
値と電圧低下検出波形とを比較し、系統電圧の絶対値が電圧低下検出波形の電圧値よりも
小さいときに系統電圧が低下したと判断して電圧低下検出信号を出力するため（波形比較
によって電圧低下検出を行うため）、従来のようにフィルタを用いて直流電圧をフィルタ
処理する必要がなく、電圧低下検出の遅れを低減することができる。しかも、系統電圧の
絶対値が電圧低下検出波形の電圧値よりも小さい状態が制定時間継続したときに系統電圧
が低下したと判断して電圧低下検出信号を出力するため、ノイズなどによる電圧低下の誤
検出を防止することができる。
【００８５】
　そして更に本実施の形態例４によれば、複数の系統電圧波形の平均波形の絶対値からオ
フセット値を差し引いた波形を電圧低下検出波形とするため、上記実施の形態例３と同様
に定常的に系統電圧波形が歪んでいても、電圧低下の誤検出を防止することができ、しか
も、上記実施の形態例３に比べて更にノイズなどがある場合であっても、電圧低下検出波
形のゼロクロス付近での電圧低下の誤検出が生じにくくなる。
【００８６】
　＜実施の形態例５＞
　本実施の形態例５の波形比較による電圧低下検出装置は、上記実施の形態例３の電圧低
下検出装置と同様に図６に示す構成を有しており、電圧低下検出波形作成装置２３におけ
る電圧低下検出波形の作成機能が上記実施の形態例３と異なる他は上記実施の形態例３と
同様である。従って、ここでは図６に基づき、電圧低下検出波形作成装置２３について詳
述し、その他の構成については、ここでの詳細な説明を省略する（上記実施の形態例３参
照）。
【００８７】
　電圧低下検出波形作成装置２３では、平均波形作成装置２２で作成された系統電圧波形
の平均波形の絶対値を演算する。そして、電圧低下検出波形作成装置２３では、平均波形
のピーク付近（９０ｄｅｇ付近及び２７０ｄｅｇ付近）の第１の位相区間では上記実施の
形態例３と同様に基準正弦波の絶対値を１よりも小さな正の数（例えば０．９）を乗じ、
且つ、平均波形の前記第１の位相区間以外の第２の位相区間では上記実施の形態例４と同
様に平均波形の絶対値からオフセット値（例えば平均波形のピーク値の１０％）を差し引
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いた波形を電圧低下検出波形とする。第１の位相区間は平均波形の位相９０ｄｅｇ、２７
０ｄｅｇを含むその前後の位相区間であり、例えば６０ｄｅｇ～１２０ｄｅｇ及び２４０
ｄｅｇ～３００ｄｅｇの各位相区間とする。この場合、第２の位相区間は０ｄｅｇ～６０
ｄｅｇ（６０ｄｅｇは含まず）、１２０ｄｅｇ（１２０ｄｅｇは含まず）～２４０ｄｅｇ
（２４０ｄｅｇは含まず）、３００ｄｅｇ（３００ｄｅｇは含まず）～３６０ｄｅｇの各
位相区間となる。
【００８８】
　本実施の形態例５でも、上記参考例１と同様の効果が得られる。即ち、系統電圧の絶対
値と電圧低下検出波形とを比較し、系統電圧の絶対値が電圧低下検出波形の電圧値よりも
小さいときに系統電圧が低下したと判断して電圧低下検出信号を出力するため（波形比較
によって電圧低下検出を行うため）、従来のようにフィルタを用いて直流電圧をフィルタ
処理する必要がなく、電圧低下検出の遅れを低減することができる。しかも、系統電圧の
絶対値が電圧低下検出波形の電圧値よりも小さい状態が制定時間継続したときに系統電圧
が低下したと判断して電圧低下検出信号を出力するため、ノイズなどによる電圧低下の誤
検出を防止することができる。
【００８９】
　そして更に本実施の形態例５によれば、複数の系統電圧波形の平均波形のピーク付近（
９０ｄｅｇ付近及び２７０ｄｅｇ付近）の第１の位相区間では平均波形の絶対値を１より
も小さな正の数を乗じ、且つ、平均波形の前記第１の位相区間以外の第２の位相区間では
平均波形の絶対値からオフセット値を差し引いた波形を電圧低下検出波形とするため、第
１の位相区間での正確な電圧低下検出と、第２の位相区間での電圧低下の誤検出防止とを
図ることができる。
【００９０】
　＜実施の形態例６＞
　本実施の形態例６の波形比較による電圧低下検出装置は、上記実施の形態例３の電圧低
下検出装置と同様に図６に示す構成を有しており、電圧低下検出波形作成装置２３におけ
る電圧低下検出波形の作成機能が上記実施の形態例３と異なる他は上記実施の形態例３と
同様である。従って、ここでは図６に基づき、電圧低下検出波形作成装置２３について詳
述し、その他の構成については、ここでの詳細な説明を省略する（上記実施の形態例３参
照）。
【００９１】
　電圧低下検出波形作成装置２３では、平均波形作成装置２２で作成された系統電圧波形
の平均波形の絶対値を演算する。そして、電圧低下検出波形作成装置２３では、平均波形
のピーク付近（９０ｄｅｇ付近及び２７０ｄｅｇ付近）の第１の位相区間では平均波形の
絶対値から第１のオフセット値（例えば平均波形のピーク値の１０％）を差し引き、且つ
、平均波形の前記第１の位相区間以外の第２の位相区間では平均波形の絶対値から前記第
１のオフセット値よりも大きな第２のオフセット値（例えば平均波形のピーク値の２０％
）を差し引いた波形を電圧低下検出波形とする。第１の位相区間は平均波形の位相９０ｄ
ｅｇ、２７０ｄｅｇを含むその前後の位相区間であり、例えば６０ｄｅｇ～１２０ｄｅｇ
及び２４０ｄｅｇ～３００ｄｅｇの各位相区間とする。この場合、第２の位相区間は０ｄ
ｅｇ～６０ｄｅｇ（６０ｄｅｇは含まず）、１２０ｄｅｇ（１２０ｄｅｇは含まず）～２
４０ｄｅｇ（２４０ｄｅｇは含まず）、３００ｄｅｇ（３００ｄｅｇは含まず）～３６０
ｄｅｇの各位相区間となる。
【００９２】
　但し、オフセット値の変化は上記のような２段に限定するものではなく、例えば３段や
４段などでもよく、何段にしても構わない。つまり、この場合には電圧低下検出波形作成
装置２３では、数値の異なる複数（例えば３段であれば３つ）のオフセット値を設定する
とともに平均波形を複数（例えば３段であれば９つ）の位相区間に分け（勿論、これらの
位相区間のうちの１つは平均波形のピーク付近（９０ｄｅｇ付近及び２７０ｄｅｇ付近）
の位相区間とする）、平均波形のピーク付近（９０ｄｅｇ付近及び２７０ｄｅｇ付近）の
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位相区間では平均波形の絶対値から最小のオフセット値を差し引き、且つ、他の位相区間
ではピーク（９０ｄｅｇ、２７０ｄｅｇ）から遠い位相区間ほど大きな数値のオフセット
値を差し引いた波形を電圧低下検出波形とする。３段の例では、オフセット値として例え
ば基準正弦波のピーク値の１０％、１５％、２０％の３つを設定し、位相区間として例え
ば０ｄｅｇ～３０ｄｅｇ（３０ｄｅｇは含まず）の位相区間Ａと、３０ｄｅｇ～６０ｄｅ
ｇ（６０ｄｅｇは含まず）の位相区間Ｂと、６０ｄｅｇ～１２０ｄｅｇの位相区間Ｃと、
１２０ｄｅｇ（１２０ｄｅｇは含まず）～１５０ｄｅｇの位相区間Ｄと、１５０ｄｅｇ（
１５０ｄｅｇは含まず）～２１０ｄｅｇ（２１０ｄｅｇは含まず）の位相区間Ｅと、２１
０ｄｅｇ～２４０ｄｅｇ（２４０ｄｅｇは含まず）の位相区間Ｆと、２４０ｄｅｇ～３０
０ｄｅｇの位相区間Ｇと、３００ｄｅｇ（３００ｄｅｇは含まず）～３３０ｄｅｇの位相
区間Ｈと、３３０ｄｅｇ（３３０ｄｅｇは含まず）～３６０ｄｅｇの位相区間Ｉとを設定
する。そして、平均波形の絶対値から、位相区間Ｃ，Ｇでは１０％のオフセット値、位相
区間Ｂ，Ｄ，Ｆ，Ｈでは１５％のオフセット値、位相区間Ａ，Ｅ，Ｉでは２０％のオフセ
ット値をそれぞれ差し引いた波形を電圧低下検出波形とする。
【００９３】
　本実施の形態例６でも、上記参考例１と同様の効果が得られる。即ち、系統電圧の絶対
値と電圧低下検出波形とを比較し、系統電圧の絶対値が電圧低下検出波形の電圧値よりも
小さいときに系統電圧が低下したと判断して電圧低下検出信号を出力するため（波形比較
によって電圧低下検出を行うため）、従来のようにフィルタを用いて直流電圧をフィルタ
処理する必要がなく、電圧低下検出の遅れを低減することができる。しかも、系統電圧の
絶対値が電圧低下検出波形の電圧値よりも小さい状態が制定時間継続したときに系統電圧
が低下したと判断して電圧低下検出信号を出力するため、ノイズなどによる電圧低下の誤
検出を防止することができる。
【００９４】
　そして更に本実施の形態例６によれば、複数の系統電圧波形の平均波形のピーク付近（
９０ｄｅｇ付近及び２７０ｄｅｇ付近）の第１の位相区間では平均波形の絶対値から第１
のオフセット値を差し引き、且つ、平均波形の前記第１の位相区間以外の第２の位相区間
では平均波形の絶対値から第１のオフセット値よりも大きな第２のオフセット値を差し引
いた波形を電圧低下検出波形とするため、上記実施の形態例４に比べて更に電圧低下検出
波形のゼロクロス付近での電圧低下の誤検出が生じにくくなる。
【００９５】
　また、数値の異なる複数のオフセット値を設定するとともに平均波形を複数の位相区間
に分け、平均波形のピーク付近（９０ｄｅｇ付近及び２７０ｄｅｇ付近）の位相区間では
最小のオフセット値を平均波形の絶対値から差し引き、且つ、その他の位相区間ではピー
ク（９０ｄｅｇ、２７０ｄｅｇ）から遠い位相区間ほど大きなオフセット値を平均波形の
絶対値から差し引いた波形を電圧低下検出波形とする場合には、上記の場合と同様に電圧
低下検出波形のゼロクロス付近での電圧低下の誤検出が生じにくくなり、しかも電圧低下
検出レベルの設定を、より精細に行うことができる。
【００９６】
　＜実施の形態例７＞
　本実施の形態例７の波形比較による電圧低下検出装置は、上記参考例１又は実施の形態
例３の電圧低下検出装置と同様に図１又は図６に示す構成を有しており、電圧低下判定装
置１６又は２６の機能が一部（不感帯を設定する点）追加されている他は上記参考例１又
は実施の形態例３と同様である。従って、ここでは図１，図６及び図９に基づき、電圧低
下判定装置１６，２６の追加機能について詳述し、その他の構成については、ここでの詳
細な説明を省略する（上記参考例１、実施の形態例３参照）。
【００９７】
　電圧低下検出波形作成装置１６又は２６では、電圧低下検出波形のゼロクロス付近（０
ｄｅｇ付近、１８０ｄｅｇ付近及び３６０ｄｅｇ付近）の位相区間を不感帯とし、これら
の位相区間（不感帯）においては系統電圧の低下を検出しない（系統電圧の絶対値が電圧
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低下検出波形の電圧値より小さくても系統電圧が低下したと判断しない）。
【００９８】
　図９には系統電圧の絶対値と、電圧低下検出波形と、不感帯の具体例（概念図）を示す
。図９に実線で示す波形は絶対値演算装置１５で演算した系統電圧の絶対値であり、一点
鎖線で示す波形は電圧低下検出波形作成装置１３で作成した電圧低下検出波形である（こ
こでは一例として上記参考例１と同様して作成した電圧低下検出波形を例示している）。
そして、電圧低下検出波形のゼロクロス付近（０ｄｅｇ付近、１８０ｄｅｇ付近及び３６
０ｄｅｇ付近）の位相区間（不感帯）として、図示例では０ｄｅｇ～３０ｄｅｇの位相区
間（不感帯）と、１５０ｄｅｇ～２１０ｄｅｇの位相区間（不感帯）と、３３０ｄｅｇ～
３６０ｄｅｇの位相区間（不感帯）とを、それぞれ設定している。
【００９９】
　本実施の形態例７でも、上記参考例１と同様の効果が得られる。即ち、系統電圧の絶対
値と電圧低下検出波形とを比較し、系統電圧の絶対値が電圧低下検出波形の電圧値よりも
小さいときに系統電圧が低下したと判断して電圧低下検出信号を出力するため（波形比較
によって電圧低下検出を行うため）、従来のようにフィルタを用いて直流電圧をフィルタ
処理する必要がなく、電圧低下検出の遅れを低減することができる。しかも、系統電圧の
絶対値が電圧低下検出波形の電圧値よりも小さい状態が制定時間継続したときに系統電圧
が低下したと判断して電圧低下検出信号を出力するため、ノイズなどによる電圧低下の誤
検出を防止することができる。
【０１００】
　そして更に本実施の形態例７によれば、電圧低下検出波形のゼロクロス付近（０ｄｅｇ
付近、１８０ｄｅｇ付近及び３６０ｄｅｇ付近）の位相区間を不感帯とし、これらの位相
区間においては系統電圧の低下を検出しないため、ゼロクロス付近（０ｄｅｇ付近、１８
０ｄｅｇ付近及び３６０ｄｅｇ付近）での電圧低下の誤検出を確実に防止することができ
る。
【０１０１】
　＜実施の形態例８＞
　本実施の形態例８の波形比較による電圧低下検出装置は、上記参考例１，２、実施の形
態例１～７の何れかの電圧低下検出装置と同様に図１又は図６に示す構成を有しており、
電圧低下検出波形作成装置１３又は２３、波形比較装置１４又は２４、電圧低下判定装置
１６又は２６の機能が一部（電圧低下レベルの異なる複数の電圧低下検出波形を設定して
各電圧低下検出波形ごとに異なる制定時間を設定する点：詳細後述）追加されている他は
上記参考例１，２、実施の形態例１～７の何れかと同様である。従って、ここでは図１，
図５及び図１０に基づき、電圧低下検出波形作成装置１３，２３、波形比較装置１４，２
４、電圧低下判定装置１６，２６の追加機能について詳述し、その他の構成については、
ここでの詳細な説明を省略する（上記参考例１，２、実施の形態例１～７参照）。
【０１０２】
　電圧低下検出波形作成装置１３又は２３では、１よりも小さな正の数（上記参考例１、
実施の形態例３と同様の場合）、オフセット値（上記参考例２、実施の形態例２，４，６
と同様の場合）、又は、１よりも小さな正の数及び前記オフセット値（上記実施の形態例
１，５と同様の場合）の値を代えて、複数の電圧低下検出波形を作成する。波形比較装置
１４又は２４では、絶対値演算装置１５又は２５で演算した系統電圧の絶対値と、電圧低
下検出波形作成装置１３又は２３で作成した各電圧低下検出波形とをそれぞれ比較する。
【０１０３】
　そして、電圧低下判定装置１６又は２６では、電圧低下レベルの大きい電圧低下検出波
形ほど短く設定された制定時間を有し、波形比較装置１４又は２４による波形比較結果に
基づき、前記の系統電圧の絶対値が各電圧低下検出波形の電圧値よりも小さい状態がそれ
ぞれの制定時間継続したときに系統電圧が低下したと判断して、電圧低下検出信号を出力
する。
【０１０４】
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　図１０には系統電圧の絶対値と、電圧低下検出波形の具体例（概念図）を示す。図１０
に実線で示す波形は絶対値演算装置１５で演算した系統電圧の絶対値であり、一点鎖線及
び二点鎖線で示す波形は電圧低下検出波形作成装置１３で作成した電圧低下レベルの異な
る２つの電圧低下検出波形（基準正弦波の絶対値の９０％と８０％の大きさの波形）であ
る。即ち、ここでは一例として上記参考例１と同様して作成した電圧低下検出波形を例示
しており、一点鎖線の波形が基準正弦波の絶対値に０．９を乗じた第１の電圧低下検出波
形、二点鎖線の波形が基準正弦波の絶対値に０．８を乗じた第２の電圧低下検出波形であ
る。そして、電圧低下レベルが小さい（電圧レベルが高い）第１の電圧低下検出波形に対
しては比較的長い制定時間（例えば１．０ｍｓ）とし、電圧低下レベルが大きい（電圧レ
ベルが低い）第２の電圧低下検出波形に対しては比較的短い制定時間（例えば０．５ｍｓ
）とする。つまり、電圧低下レベルが小さい（電圧レベルが高い）第１の電圧低下検出波
形の場合にはノイズなどによる誤検出の可能性が高いため、制定時間を長くする一方、電
圧の低下レベルが大きい（電圧レベルが低い）第２の電圧低下検出波形の場合にはノイズ
などによる誤検出の可能性が低いため、制定時間を短くして検出遅れの短縮を図っている
。
【０１０５】
　本実施の形態例１０でも、上記参考例１と同様の効果が得られる。即ち、系統電圧の絶
対値と電圧低下検出波形とを比較し、系統電圧の絶対値が電圧低下検出波形の電圧値より
も小さいときに系統電圧が低下したと判断して電圧低下検出信号を出力するため（波形比
較によって電圧低下検出を行うため）、従来のようにフィルタを用いて直流電圧をフィル
タ処理する必要がなく、電圧低下検出の遅れを低減することができる。しかも、系統電圧
の絶対値が電圧低下検出波形の電圧値よりも小さい状態が制定時間継続したときに系統電
圧が低下したと判断して電圧低下検出信号を出力するため、ノイズなどによる電圧低下の
誤検出を防止することができる。
【０１０６】
　そして更に本実施の形態例８によれば、電圧低下レベルの大きい電圧低下検出波形ほど
制定時間を短く設定し、系統電圧の絶対値と各電圧低下検出波形とをそれぞれ比較して、
系統電圧の絶対値が各電圧低下検出波形の電圧値よりも小さい状態がそれぞれの制定時間
継続したときに系統電圧が低下したと判断して電圧低下検出信号を出力するため、ノイズ
などによる電圧低下の誤検出を防止することができ、しかも、電圧低下レベルの大きい電
圧低下検出波形に対しては制定時間による電圧低下検出の遅れが低減されて、より迅速な
電圧低下検出が可能となる。
【０１０７】
　なお、参考例１，２、本発明（実施の形態例１～８）の波形比較による電圧低下検出方
法及び装置は、系統電圧が単相交流の場合と三相交流の場合の何れの電圧低下検出にも適
用することができ、三相交流の場合には全ての相の系統電圧に対して電圧低下検出を行う
だけでなく、何れかの相の系統電圧に対してだけ電圧低下検出を行うようにしてもよい。
【０１０８】
　また、参考例１，２、本発明（実施の形態例１～８）の波形比較による電圧低下検出方
法及び装置では、電圧低下検出波形作成手段（電圧低下検出波形作成装置１３，２３）に
おいて作成する電圧低下検出波形の長さは１波長分に限らず、複数波長分であってもよい
。
【産業上の利用可能性】
【０１０９】
　本発明は波形比較による電圧低下検出方法及び装置に関するものであり、単相交流や三
相交流の瞬時電圧低下（所謂瞬低）や停電などにおける系統電圧の低下を検出する場合に
適用して有用なものである。
【図面の簡単な説明】
【０１１０】
【図１】本発明の参考例１に係る波形比較による電圧低下検出装置の構成を示すブロック
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図である。
【図２】系統電圧の絶対値と電圧低下検出波形の例を示す図である。
【図３】系統電圧の絶対値と電圧低下検出波形の例を示す図である。
【図４】系統電圧の絶対値と電圧低下検出波形の例を示す図である。
【図５】系統電圧の絶対値と電圧低下検出波形の例を示す図である。
【図６】本発明の実施の形態例３に係る波形比較による電圧低下検出装置の構成を示すブ
ロック図である。
【図７】系統電圧の絶対値と電圧低下検出波形の例を示す図である。
【図８】系統電圧の絶対値と電圧低下検出波形の例を示す図である。
【図９】系統電圧の絶対値と電圧低下検出波形と不感帯の例を示す図である。
【図１０】系統電圧の絶対値と電圧低下検出波形の例を示す図である。
【図１１】従来の電圧低下検出装置の構成を示すブロック図である。
【符号の説明】
【０１１１】
　１１　ＰＬＬ装置
　１２　基準正弦波作成装置
　１３　電圧低下検出波形作成装置
　１４　波形比較装置
　１５　絶対値演算装置
　１６　電圧低下判定装置
　２１　ＰＬＬ装置
　２２　平均波形作成装置
　２３　電圧低下検出波形作成装置
　２４　波形比較装置
　２５　絶対値演算装置
　２６　電圧低下判定装置
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