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(57)【要約】
【課題】リアクトル電流を検出する電流センサの応答遅
れの個体差によらず、より精度良くリアクトル電流を検
出することが可能なコンバータ制御装置を提供する。
【解決手段】リアクトル電流検知手段２３０は、発振手
段２１０から供給される三角波の谷、及び山（すなわち
、三角波の最大変化ポイント）の時点でリアクトル電流
を検知し、これを平均リアクトル電流導出手段２４０に
出力する。平均リアクトル電流導出手段２４０は、リア
クトル電流検知手段２３０から供給される、三角波の谷
の時点で検知されるリアクトル電流Ｉｄａと三角波の山
の時点で検知されるリアクトル電流Ｉｍｏの対（例えば
、リアクトル電流ｉｄａ－１とリアクトル電流Ｉｍｏ－
１）を平均化することで、平均リアクトル電流Ｉａｖｅ
－１～Ｉａｖｅ－ｋを導出する。
【選択図】図３
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　燃料電池に接続されるリアクトルと、前記リアクトルに流れるリアクトル電流を制御す
るスイッチとを備えたコンバータを制御するコンバータ制御装置であって、
　所定周波数の三角波を発生する発振器と、
　前記三角波に同期した変化を示すリアクトル電流が得られるように、前記スイッチのオ
ン、オフを切り換えるためのゲート信号を生成する生成回路と、
　前記三角波の山と谷の時点で、前記リアクトル電流を検出する電流センサと、
　前記山の時点で検出されるリアクトル電流と、前記谷の時点で検出されるリアクトル電
流との平均値を導出するリアクトル電流導出手段と
　を具備するコンバータ制御装置。
【請求項２】
　前記生成回路は、前記三角波の谷から山へ向かう略中間地点で前記スイッチをオフから
オンに切り換えるゲート信号を生成する一方、前記三角波の山から谷へ向かう略中間地点
で前記スイッチをオンからオフに切り換えるゲート信号を生成する、請求項１に記載のコ
ンバータ制御装置。
【請求項３】
　一端が前記燃料電池の高電位側の端子に接続された主リアクトルと、
　一端が前記主リアクトルの他端に接続され、他端が前記燃料電池の低電位側の端子に接
続された、スイッチングを行う主スイッチと、
　カソードが前記主リアクトルの他端に接続された第一ダイオードと、
　前記第一ダイオードのアノードと前記主スイッチの他端との間に設けられた平滑コンデ
ンサとを有する主昇圧回路と、
　前記主スイッチに並列に接続され、かつ前記主リアクトルの他端と前記燃料電池の低電
位側の端子に接続された、第二ダイオードとスナバコンデンサとを含む第一直列接続体と
、
　前記第二ダイオードと前記スナバコンデンサとの接続部位と前記主リアクトルの一端と
の間に接続された、第三ダイオードと補助リアクトルと前記補助スイッチとを含む第二直
列接続体とを有する補助回路とを備えたソフトスイッチングコンバータを制御するコンバ
ータ制御装置であって、
　所定周波数の三角波を発生する発振器と、
　前記三角波に同期した変化を示す主リアクトルのリアクトル電流が得られるように、前
記主スイッチのオン、オフを切り換えるためのゲート信号を生成する生成回路と、
　前記三角波の山と谷の時点で、前記リアクトル電流を検出する電流センサと、
　前記山の時点で検出されるリアクトル電流と、前記谷の時点で検出されるリアクトル電
流との平均値を導出するリアクトル電流導出手段と
　を具備するコンバータ制御装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　自動車等に搭載される燃料電池システムにおいては、燃料電池の発電能力を超える急な
負荷の変化等に対応するため、動力源として燃料電池とバッテリとを備えたハイブリッド
型の燃料電池システムが種々提案されている。
【０００２】
　ハイブリッド型の燃料電池システムにおいては、燃料電池の出力電圧等をＤＣ－ＤＣコ
ンバータで制御している。このような制御を行うＤＣ－ＤＣコンバータとしては、パワー
トランジスタ、ＩＧＢＴ、ＦＥＴ等のスイッチング素子をＰＷＭ動作させて電圧の変換を
行う形式のものが広く利用されている。一般的なＤＣ－ＤＣコンバータにおいては、スイ
ッチング素子を駆動するためのデューティ指令は、リアクトルに流れる電流（リアクトル
電流）の値や、出力電圧の値を用いるフィードバック系のＰＩ（Proportional Integral
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）制御によって導出される（例えば、特許文献１参照）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２００５－１７６５６７号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　ところで、このようなＤＣ－ＤＣコンバータでは、リアクトル電流を検知するための電
流センサが設けられているが、かかる電流センサには応答遅れが存在する。このため、従
来は電流センサの応答遅れを見込んでリアクトル電流の検出タイミングを一律に決定して
いたが、電流センサの応答遅れには個体差があるため、例えば複数の相から構成される多
相ＤＣ－ＤＣコンバータについては、各相の電流センサの応答遅れの相違により精度よく
リアクトル電流を検知することができない、という問題があった。
【０００５】
　本発明は以上説明した事情を鑑みてなされたものであり、リアクトル電流を検出する電
流センサの応答遅れの個体差によらず、より精度良くリアクトル電流を検出することが可
能なコンバータ制御装置を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　上記課題を解決するため、本発明に係るコンバータ制御装置は、燃料電池に接続される
リアクトルと、前記リアクトルに流れるリアクトル電流を制御するスイッチとを備えたコ
ンバータを制御するコンバータ制御装置であって、所定周波数の三角波を発生する発振器
と、前記三角波に同期した変化を示すリアクトル電流が得られるように、前記スイッチの
オン、オフを切り換えるためのゲート信号を生成する生成回路と、前記三角波の山と谷の
時点で、前記リアクトル電流を検出する電流センサと、前記山の時点で検出されるリアク
トル電流と、前記谷の時点で検出されるリアクトル電流との平均値を導出するリアクトル
電流導出手段とを具備することを特徴とする。
【０００７】
　かかる構成によれば、三角波の谷の時点でリアクトル電流を検知するとともに、三角波
の山の時点でリアクトル電流を検知し、これら両リアクトル電流の対を平均化することで
（図４等参照）、たとえ電流センサの応答遅れにばらつき（例えば、電流センサの個体差
など）が生じていたとしても、このばらつきの影響度を抑制することができ、結果として
精度の高いリアクトル電流の検出が可能となる。
【０００８】
　ここで、上記構成にあっては、前記生成回路は、前記三角波の谷から山へ向かう略中間
地点で前記スイッチをオフからオンに切り換えるゲート信号を生成する一方、前記三角波
の山から谷へ向かう略中間地点で前記スイッチをオンからオフに切り換えるゲート信号を
生成する態様が好ましい。
【０００９】
　また、本発明に係る別のコンバータ制御装置は、一端が前記燃料電池の高電位側の端子
に接続された主リアクトルと、一端が前記主リアクトルの他端に接続され、他端が前記燃
料電池の低電位側の端子に接続された、スイッチングを行う主スイッチと、カソードが前
記主リアクトルの他端に接続された第一ダイオードと、前記第一ダイオードのアノードと
前記主スイッチの他端との間に設けられた平滑コンデンサとを有する主昇圧回路と、前記
主スイッチに並列に接続され、かつ前記主リアクトルの他端と前記燃料電池の低電位側の
端子に接続された、第二ダイオードとスナバコンデンサとを含む第一直列接続体と、前記
第二ダイオードと前記スナバコンデンサとの接続部位と前記主リアクトルの一端との間に
接続された、第三ダイオードと補助リアクトルと前記補助スイッチとを含む第二直列接続
体とを有する補助回路とを備えたソフトスイッチングコンバータを制御するコンバータ制
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御装置であって、所定周波数の三角波を発生する発振器と、前記三角波に同期した変化を
示す主リアクトルのリアクトル電流が得られるように、前記主スイッチのオン、オフを切
り換えるためのゲート信号を生成する生成回路と、前記三角波の山と谷の時点で、前記リ
アクトル電流を検出する電流センサと、前記山の時点で検出されるリアクトル電流と、前
記谷の時点で検出されるリアクトル電流との平均値を導出するリアクトル電流導出手段と
を具備することを特徴とする。
【発明の効果】
【００１０】
　本発明によれば、リアクトル電流を検出する電流センサの応答遅れの個体差によらず、
より精度良くリアクトル電流を検出することが可能となる。
【図面の簡単な説明】
【００１１】
【図１】第１実施形態に係るハイブリッド燃料電池システムの構成を示す図である。
【図２】同実施形態に係る各相コンバータの回路構成を示す図である。
【図３】同実施形態に係るリアクトル電流導出機能を示す機能ブロック図である。
【図４】同実施形態に係る三角波、ゲート信号、リアクトル電流、電流センサの出力信号
の関係をあらわすタイミングチャートである。
【図５】従来技術に係る三角波、ゲート信号、リアクトル電流、電流センサの出力信号の
関係をあらわすタイミングチャートである。
【図６】第２実施形態に係る多相ＦＣソフトスイッチングコンバータの回路構成を示す図
である。
【図７】同実施形態に係る多相ＦＣソフトスイッチングコンバータの一相分の回路構成を
示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００１２】
Ａ．第１実施形態
　以下、各図を参照しながら本発明に係わる実施形態について説明する。
　図１は本実施形態に係る車両に搭載されたＦＣＨＶシステムの構成を示す。なお、以下
の説明では車両の一例として燃料電池自動車（ＦＣＨＶ；Fuel Cell Hybrid Vehicle）を
想定するが、電気自動車などにも適用可能である。また、車両のみならず各種移動体（例
えば、船舶や飛行機、ロボットなど）や定置型電源、さらには携帯型の燃料電池システム
にも適用可能である。
【００１３】
＜システムの全体構成＞
　ＦＣＨＶシステム１００は、燃料電池１１０とインバータ１４０の間にＦＣコンバータ
２５００が設けられるとともに、バッテリ１２０とインバータ１４０の間にＤＣ／ＤＣコ
ンバータ（以下、バッテリコンバータ）１８０が設けられている。
【００１４】
　燃料電池１１０は、複数の単位セルを直列に積層してなる固体高分子電解質型セルスタ
ックである。燃料電池１１０には、燃料電池１１０の出力電圧Ｖｆｃｍｅｓを検出するた
めの電圧センサＶ０、及び出力電流Ｉｆｃｍｅｓを検出するための電流センサＩ０が取り
付けられている。燃料電池１１０においては、アノード極において（１）式の酸化反応が
生じ、カソード極において（２）式の還元反応が生じ、燃料電池１１０全体としては（３
）式の起電反応が生じる。
【００１５】
　Ｈ2 → ２Ｈ+＋２ｅ- ・・・（１）
　（１／２）Ｏ2＋２Ｈ+＋２ｅ- → Ｈ2Ｏ ・・・（２）
　Ｈ2＋（１／２）Ｏ2 → Ｈ2Ｏ ・・・（３）
【００１６】
　単位セルは、高分子電解質膜等を燃料極及び空気極の二つの電極で挟み込んだＭＥＡを
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燃料ガスと酸化ガスとを供給するためのセパレータで挟み込んだ構造を有している。アノ
ード極はアノード極用触媒層を多孔質支持層上に設けてあり、カソード極はカソード極用
触媒層を多孔質支持層上に設けてある。
【００１７】
　燃料電池１１０には、燃料ガスをアノード極に供給する系統、酸化ガスをカソード極に
供給する系統、及び冷却液を提供する系統（いずれも図示略）が設けられており、コント
ローラ１６０からの制御信号に応じて、燃料ガスの供給量や酸化ガスの供給量を制御する
ことにより、所望の電力を発電することが可能となっている。
【００１８】
　ＦＣコンバータ２５００は、燃料電池１１０の出力電圧Ｖｆｃｍｅｓを制御する役割を
担っている。本実施形態に係るＦＣコンバータ（多相ＤＣ－ＤＣコンバータ）２５００は
、図１に示すように、Ｕ相コンバータ２０ａ、Ｖ相コンバータ２０ｂ、Ｗ相コンバータ２
０ｃの三相を並列に接続した構成を有しており、例えば負荷の要求電力などに応じてＵ相
のみを使用した一相駆動、Ｕ相とＶ相を使用した二相駆動、Ｕ相とＶ相とＷ相を使用した
三相駆動といった駆動相の切換え制御が行われる。なお、以下の説明において、Ｕ相コン
バータ２０ａ、Ｖ相コンバータ２０ｂ、Ｗ相コンバータ２０ｃを特に区別する必要がない
場合には、単に各相コンバータ２０と呼ぶ。
【００１９】
　このＦＣコンバータ２５００により、燃料電池１１０の出力電圧Ｖｆｃｍｅｓが目標出
力に応じた電圧となるように制御する。ここで、ＦＣコンバータ２５００の入力電流Ｉｆ
ｃｍｅｓは、図１に示すように電流センサ２５１０により検出され、また入力電圧Ｖｆｃ
ｍｅｓは電圧センサ２５２０により検出される。また、各相のリアクトルに流れる電流（
以下、リアクトル電流）は、電流センサ２６１０ａ～２６１０ｃによって検出される。具
体的には、Ｕ相のリアクトル電流は電流センサ２６１０ａによって検出され、Ｖ相のリア
クトル電流は電流センサ２６１０ｂによって検出され、Ｗ相のリアクトル電流は電流セン
サ２６１０ｃによって検出される。なお、Ｕ相の電流センサ２６１０ａ、Ｖ相の電流セン
サ２６１０ｂ、Ｗ相の電流センサ２６１０ｃを特に区別する必要がない場合には、単に電
流センサ２６１０と呼ぶ。
【００２０】
　図２は、各相コンバータ２０（すなわち、ＦＣコンバータ２５００の１相分）の回路を
抜き出した負荷駆動回路の構成図である。なお、以下の説明では、各相コンバータ２０に
入力される昇圧前の電圧を入力電圧Ｖｉｎと呼び、各相コンバータ２０から出力される昇
圧後の電圧を出力電圧Ｖｏｕｔと呼ぶ。
【００２１】
　図２に示すように、各相コンバータ２０は、リアクトルＬ１と、整流用のダイオードＤ
１と、ＩＧＢＴ（Insulated Gate Bipolar Transistor）などからなるスイッチング素子
ＳＷ１とを備えている。リアクトルＬ１は、その一端が燃料電池１１０の出力端（図示略
）に接続され、他端がスイッチング素子ＳＷ１のコレクタに接続されている。ここで、リ
アクトルＬ１に流れる電流は、前述したように各相のリアクトル電流を検知する電流セン
サ２６１０によって検知される。スイッチング素子ＳＷ１は、インバータ１４０の電源ラ
インとアースラインの間に接続されている。具体的には、スイッチング素子ＳＷ１のコレ
クタが電源ラインに接続され、エミッタがアースラインに接続されている。かかる構成に
おいて、まず、スイッチＳＷ１をＯＮにすると、燃料電池１１０→インダクタＬ１→スイ
ッチＳＷ１へと電流が流れ、このときインダクタＬ１が直流励磁されて磁気エネルギが蓄
積される。
【００２２】
　続いてスイッチＳＷ１をＯＦＦにすると、インダクタＬ１に蓄積された磁気エネルギに
よる誘導電圧が燃料電池１１０のＦＣ電圧（入力電圧Ｖｉｎ）に重畳され、入力電圧Ｖｉ
ｎよりも高い作動電圧（出力電圧Ｖｏｕｔ）がインダクタＬ１から出力されるとともに、
ダイオードＤ１を介して出力電流が出力される。コントローラ１６０は、このスイッチＳ
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Ｗ１のＯＮ／ＯＦＦのデューティ比（後述）を適宜変更することで、所望の出力電圧Ｖｏ
ｕｔを得る。
【００２３】
　図１に戻り、バッテリ１２０は、負荷１３０に対して燃料電池１１０と並列に接続され
ており、余剰電力の貯蔵源、回生制動時の回生エネルギ貯蔵源、燃料電池車両の加速又は
減速に伴う負荷変動時のエネルギバッファとして機能する。バッテリ１２０としては、例
えば、ニッケル・カドミウム蓄電池、ニッケル・水素蓄電池、リチウム二次電池等の二次
電池が利用される。
【００２４】
　バッテリコンバータ１８０は、インバータ１４０の入力電圧を制御する役割を担ってお
り、例えばＦＣコンバータ２５００と同様の回路構成を有している。なお、バッテリコン
バータ１８０として昇圧型のコンバータを採用しても良いが、これに代えて昇圧動作およ
び降圧動作が可能な昇降圧型のコンバータを採用しても良く、インバータ１４０の入力電
圧の制御が可能なあらゆる構成を採用することができる。
【００２５】
　インバータ１４０は、例えばパルス幅変調方式で駆動されるＰＷＭインバータであり、
コントローラ１６０からの制御指令に従って、燃料電池１１０またはバッテリ１２０から
出力される直流電力を三相交流電力に変換して、トラクションモータ１３１の回転トルク
を制御する。
【００２６】
　トラクションモータ１３１は、本車両の主動力となるものであり、減速時には回生電力
を発生するようにもなっている。ディファレンシャル１３２は減速装置であり、トラクシ
ョンモータ１３１の高速回転を所定の回転数に減速し、タイヤ１３３が設けられたシャフ
トを回転させる。シャフトには図示せぬ車輪速センサ等が設けられ、これにより当該車両
の車速等が検知される。なお、本実施形態では、燃料電池１１０から供給される電力を受
けて動作可能な全ての機器（トラクションモータ１３１、ディファレンシャル１３２を含
む）を負荷１３０と総称している。
【００２７】
　コントローラ１６０は、ＦＣＨＶシステム１００の制御用のコンピュータシステムであ
り、例えばＣＰＵ、ＲＡＭ、ＲＯＭ等を備えている。コントローラ１６０は、センサ群１
７０から供給される各種の信号（例えば、アクセル開度をあらわす信号や車速をあらわす
信号、燃料電池１１０の出力電流や出力端子電圧をあらわす信号など）を入力して、負荷
１３０の要求電力（すなわち、システム全体の要求電力）を求める。
【００２８】
　負荷１３０の要求電力は、例えば車両走行電力と補機電力との合計値である。補機電力
には車載補機類（加湿器、エアコンプレッサ、水素ポンプ、及び冷却水循環ポンプ等）で
消費される電力、車両走行に必要な装置（変速機、車輪制御装置、操舵装置、及び懸架装
置等）で消費される電力、乗員空間内に配設される装置（空調装置、照明器具、及びオー
ディオ等）で消費される電力などが含まれる。
【００２９】
　そして、コントローラ（コンバータ制御装置）１６０は、燃料電池１１０とバッテリ１
２０とのそれぞれの出力電力の配分を決定し、発電指令値を演算する。コントローラ１６
０は、燃料電池１１０及びバッテリ１２０に対する要求電力を求めると、これらの要求電
力が得られるようにＦＣコンバータ２５００及びバッテリコンバータ１８０の動作を制御
する。
【００３０】
　図３はコントローラ１６０などによって実現されるリアクトル電流導出機能を示すブロ
ック図であり、図４は本実施形態に係る三角波、ゲート信号、リアクトル電流、電流セン
サの出力信号の関係をあらわすタイミングチャートである。
【００３１】
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　発振手段（発振器）２１０は、基準となる所定周波数の三角波を発振し、これをゲート
信号生成回路２２０、リアクトル電流検知手段２３０などに出力する。
　ゲート信号生成回路（生成回路）２２０は、三角波と同様な変化を示すリアクトル電流
が得られるように、ゲート信号の生成を行う。詳述すると、ゲート信号生成回路２２０は
、図４に示すように、発振手段２１０から供給される三角波の谷から山へ向かう略中間点
でタイマ割り込みを行い、スイッチＳＷ１をオフからオンに切り換えるゲート信号（ゲー
トオン信号）の生成を行う一方、発振手段２１０から供給される三角波の山から谷へ向か
う略中間点でタイマ割り込みを行い、スイッチＳＷ１をオフからオンに切り換えるゲート
信号（ゲートオフ信号）の生成を行う。
【００３２】
　リアクトル電流検知手段（電流検知手段）２３０は、発振手段２１０から供給される三
角波の谷、及び山（すなわち、三角波の最大変化ポイント）の時点でリアクトル電流を検
知し、これを平均リアクトル電流導出手段２４０に出力する。なお、図４では、三角波の
谷の時点で検知されるリアクトル電流をＩｄａ－１～Ｉｄａ－ｋ（ｋ≧２）、三角波の山
の時点で検知されるリアクトル電流Ｉｍｏ－１～Ｉｍｏ－ｋであらわす。
【００３３】
　平均リアクトル電流導出手段（リアクトル電流導出手段）２４０は、リアクトル電流検
知手段２３０から供給される、三角波の谷の時点で検知されるリアクトル電流Ｉｄａと三
角波の山の時点で検知されるリアクトル電流Ｉｍｏの対（例えば、リアクトル電流ｉｄａ
－１とリアクトル電流Ｉｍｏ－１）を平均化することで、平均リアクトル電流Ｉａｖｅ－
１～Ｉａｖｅ－ｋを導出する。なお、このように検知されたリアクトル電流は、フィード
バック、フィードフォワード制御などに用いられる。
【００３４】
　ここで、図５は従来例に係る三角波、ゲート信号、リアクトル電流、電流センサの出力
信号の関係をあらわすタイミングチャートである。
　図５に示すように、リアクトル電流と電流センサ２６１０の出力信号との間には、電流
センサ２６１０に起因した応答遅れｄが存在する。
【００３５】
　従来、リアクトル電流の平均値を得るために、この電流センサ２６１０の応答遅れｄを
見越して、応答遅れ分だけ早いタイミングで電流センサ２６１０の出力信号を読み取って
いたが、かかる構成では、電流センサの応答遅れのばらつき（例えば、電流センサの個体
差など）に対応することができず、精度よくリアクトル電流（ここでは、リアクトル電流
の平均値）を検知することができないという問題があった。
【００３６】
　これに対し、図４に示すように、三角波の谷の時点でリアクトル電流Ｉｄａを検知する
とともに、三角波の山の時点でリアクトル電流Ｉｍｏを検知し、これら両リアクトル電流
の対（例えば、リアクトル電流ｉｄａ－１とリアクトル電流Ｉｍｏ－１）を平均化するこ
とで、たとえ電流センサの応答遅れにばらつき（例えば、電流センサの個体差など）が生
じていたとしても、このばらつきの影響度を抑制することができ、結果として精度の高い
リアクトル電流の検出が可能となる。
【００３７】
Ｂ．第２実施形態
　上述した本実施形態では、ＤＣ－ＤＣコンバータとしてＩＧＢＴ等のスイッチング素子
をＰＷＭ動作させて電圧の変換を行う形式のものを想定したが、これに限定する趣旨では
ない。周知のとおり、ＤＣ－ＤＣコンバータは、電子機器の省電力化、小型化及び高性能
化に伴い、一層の低損失、高効率及び低ノイズ化が望まれており、特に、ＰＷＭ動作に伴
うスイッチング損失やスイッチングサージの低減が望まれている。
【００３８】
　このようなスイッチング損失、スイッチングサージを低減させる技術のひとつにソフト
スイッチング技術がある。ここで、ソフトスイッチングは、ＺＶＳ(Zero Voltage Switch
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ing)又はＺＣＳ(Zero Current Switching)を実現するためのスイッチング方式であり、例
えばインダクタ、スイッチング素子、ダイオードを備えた一般的な昇降圧型ＤＣ－ＤＣコ
ンバータに、スイッチング損失を低減させる補助回路を付加したもの（いわゆるソフトス
イッチングコンバータ）によって実現される。本変形例では、燃料電池１１０の電圧を制
御するＤＣ－ＤＣコンバータとして多相のソフトスイッチングコンバータ（以下、多相Ｆ
Ｃソフトスイッチングコンバータ）を採用した場合について説明する。
【００３９】
　図６は、多相ＦＣソフトスイッチングコンバータ２５０の回路構成を示す図である。
　多相ＦＣソフトスイッチングコンバータ２５０は、Ｕ相コンバータ１５０ａ、Ｖ相コン
バータ１５０ｂ、Ｗ相コンバータ１５０ｃのほか、フリーホイール回路３２ｃ（ここでは
フリーホイールダイオードＤ６）を備えて構成されている。なお、以下の説明においてＦ
Ｃソフトスイッチングコンバータ２５０を構成する１相分のコンバータを特に区別する必
要がない場合には、単にソフトスイッチングコンバータ１５０と呼ぶ。また、ＦＣソフト
スイッチングコンバータ１５０に入力される昇圧前の電圧をコンバータ入力電圧Ｖｉｎと
呼び、ＦＣソフトスイッチングコンバータ１５０から出力される昇圧後の電圧をコンバー
タ出力電圧Ｖｏｕｔと呼ぶ。
【００４０】
　図７は、多相ＦＣソフトスイッチングコンバータ２５０を構成する１相分（例えばＵ相
）の回路構成を示す図である。
　ＦＣソフトスイッチングコンバータ１５０は、昇圧動作を行うための主昇圧回路１２ａ
と、ソフトスイッチング動作を行うための補助回路１２ｂとを備えて構成されている。
　主昇圧回路１２ａは、ＩＧＢＴ（Insulated Gate Bipolar Transistor）などからなる
メインスイッチＳ１とダイオードＤ４で構成されるスイッチング回路のスイッチ動作によ
って、コイルＬ１に蓄えられたエネルギを負荷１３０にダイオードＤ５を介して解放する
ことで燃料電池２２の出力電圧を昇圧する。
【００４１】
　詳述すると、コイル（リアクトル）Ｌ１の一端が燃料電池２２の高電位側の端子に接続
され、メインスイッチＳ１の一端の極がコイルＬ１の他端に接続され、メインスイッチＳ
１の他端の極が燃料電池２２の低電位側の端子に接続されている。また、ダイオードＤ５
のカソード端子がコイルＬ１の他端に接続され、さらに、平滑コンデンサとして機能する
コンデンサＣ３は、ダイオードＤ５のアノード端子とメインスイッチＳ１の他端との間に
接続されている。主昇圧回路１２ａには、燃料電池２２側に平滑コンデンサＣ１が設けら
れており、これにより燃料電池２２の出力電流のリップルを低減することが可能となる。
【００４２】
　ここで、燃料電池１１０の高電位側の端子とコイルＬ１との間には、コイルＬ１に流れ
る電流（すなわちリアクトル電流）を検知するための電流センサ２６１０が設けられてい
る。また、コンデンサＣ３にかかる電圧ＶＨは、ＦＣソフトスイッチングコンバータ１５
０のコンバータ出力電圧Ｖｏｕｔとなり、平滑コンデンサＣ１にかかる電圧ＶＬは、燃料
電池２２の出力電圧であってＦＣソフトスイッチングコンバータ１５０のコンバータ入力
電圧Ｖｉｎとなる。
【００４３】
　補助回路１２ｂには、メインスイッチＳ１に並列に接続された、ダイオードＤ３とこの
ダイオードＤ３に直列に接続されたスナバコンデンサＣ２とを含む第１直列接続体が含ま
れている。第１直列接続体は、ダイオードＤ３のカソード端子がコイルＬ１の他端に接続
され、ダイオードＤ３のアノード端子がスナバコンデンサＣ２の一端に接続されている。
さらに、スナバコンデンサＣ２の他端は、燃料電池２２の低電位側の端子に接続されてい
る。
【００４４】
　さらに、補助回路１２ｂには、ダイオードＤ２と、補助スイッチＳ２及びダイオードＤ
１で構成されるスイッチング回路と、誘導素子であるコイルＬ２とが直列に接続された第
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直列接続体のダイオードＤ３とスナバコンデンサＣ２との接続部位に接続されている。さ
らに、ダイオードＤ２のカソード端子が補助スイッチＳ２の一端の極に接続されている。
また、補助スイッチＳ２の他端は、各相に共通のコイルＬ２の一端側に接続され、コイル
Ｌ２の他端側は燃料電池２２の高電位側の端子に接続されている。
【００４５】
　このように構成されるＦＣソフトスイッチングコンバータ１５０においては、コントロ
ーラ１６０がメインスイッチＳ１のスイッチングデューティー比を調整することで、ＦＣ
ソフトスイッチングコンバータ１５０による昇圧比、すなわちコンバータ入力電圧Ｖｉｎ
に対するコンバータ出力電圧Ｖｏｕｔの比が制御される。また、メインスイッチＳ１のス
イッチング動作において補助回路１２ｂの補助スイッチＳ２のスイッチング動作を介在さ
せることで、ソフトスイッチングが実現される。
【００４６】
　本実施形態も上述した第１実施形態と同様、コントローラ１６０が、三角波の谷の時点
でメインスイッチＬ１に流れるリアクトル電流Ｉｄａを検知するとともに、三角波の山の
時点でメインスイッチＬ１に流れるリアクトル電流Ｉｍｏを検知し、これら両リアクトル
電流の対（例えば、リアクトル電流ｉｄａ－１とリアクトル電流Ｉｍｏ－１）を平均化す
ることで、精度の高いリアクトル電流の検出が可能となる。
【００４７】
　なお、以上説明した各実施形態では、複数の相を備えた多相コンバータの制御装置を例
に説明したが、かかる構成に限定する趣旨ではなく、単相コンバータの制御装置について
も同様に適用可能である。
【符号の説明】
【００４８】
２０ａ…Ｕ相コンバータ、２０ｂ…Ｖ相コンバータ、２０ｃ…Ｗ相コンバータ、１００…
ＦＣＨＶシステム、１１０…燃料電池、１２０…バッテリ、１３０…負荷、１４０…イン
バータ、２５００…ＦＣコンバータ、２６１０ａ，２６１０ｂ，２６１０ｃ…電流センサ
、１６０…コントローラ、２１０…発振手段、２２０…ゲート信号生成回路、２３０…リ
アクトル電流検知手段、２４０…平均リアクトル電流導出手段、１７０…センサ群、１８
０…バッテリコンバータ、２５０…ＦＣソフトスイッチングコンバータ、Ｓ１…メインス
イッチ、Ｓ２…補助スイッチ、Ｃ１,Ｃ３…平滑コンデンサ、Ｃ２…スナバコンデンサ、
Ｌ１,Ｌ２,…コイル、Ｄ１,Ｄ２,Ｄ３,Ｄ４,Ｄ５…ダイオード、Ｄ６…フリーホイールダ
イオード。



(10) JP 2010-288366 A 2010.12.24

【図１】 【図２】

【図３】 【図４】



(11) JP 2010-288366 A 2010.12.24

【図５】 【図６】

【図７】



(12) JP 2010-288366 A 2010.12.24

フロントページの続き

Ｆターム(参考) 5H026 AA06 
　　　　 　　  5H027 AA06  KK56  MM26 
　　　　 　　  5H730 AA04  AS04  BB14  BB57  DD02  FD51  FF02  FG05 


	biblio-graphic-data
	abstract
	claims
	description
	drawings
	overflow

