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(57)【要約】
【課題】１種類の出力帯の交流機によって仕向地毎の発
電機出力仕様を満足できるようにするとともに、負荷変
動に応じて発電機出力電圧を自動調整可能とする。
【解決手段】インバータ式発動発電機１は、交流機３と
、整流器５１と、昇降圧ＤＣ－ＤＣコンバータ５２と、
インバータ５３とを有する。交流機３の出力電圧を基準
電圧と比較する比較部１２を有する。制御部８は、比較
部１２での比較により、交流機３の出力電圧が基準電圧
より大きい場合は、ＤＣ－ＤＣコンバータ５２を降圧動
作させ、交流機３の出力電圧が基準電圧より小さい場合
は、ＤＣ－ＤＣコンバータ５２を昇圧動作させる。制御
部８が、交流機３の出力電圧が基準電圧と等しいときに
、ＤＣ－ＤＣコンバータ５２をデューティ比調整範囲の
中間値で駆動するとともに、昇圧動作時はデューティ比
を中間値から大きくし、降圧動作時はデューティ比を中
間値から小さくするＰＷＭ制御を行う。
【選択図】図４
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　エンジンで駆動される交流機と、該交流機の出力を整流する整流器と、該整流器から出
力された直流電圧を電圧変換するＤＣ－ＤＣコンバータと、該ＤＣ－ＤＣコンバータの出
力を交流に変換して発電機出力とするインバータとを有するインバータ式発動発電機にお
いて、
　前記ＤＣ－ＤＣコンバータが、入力電圧を昇圧または降圧して出力する昇降圧ＤＣ－Ｄ
Ｃコンバータであり、
　前記交流機の出力電圧を基準電圧と比較する比較手段と、
　前記比較手段の比較により、前記交流機の出力電圧が基準電圧より大きい場合は前記Ｄ
Ｃ－ＤＣコンバータを降圧動作させ、前記交流機の出力電圧が基準電圧より小さい場合は
前記ＤＣ－ＤＣコンバータを昇圧動作させる制御手段とを備えていることを特徴とするイ
ンバータ式発動発電機。
【請求項２】
　前記ＤＣ－ＤＣコンバータが、入力電圧を昇圧または降圧させて出力するためのスイッ
チング素子を有し、
　前記制御手段が、前記交流機の出力電圧が基準電圧と等しいときに、前記スイッチング
素子をデューティ比調整範囲の中間値で駆動するように設定しておき、デューティ比を中
間値から大きくすることによって昇圧動作を行う一方、デューティ比を中間値から小さく
することによって降圧動作を行うように構成されているＰＷＭ制御手段を有していること
を特徴とする請求項１記載のインバータ式発動発電機。
【請求項３】
　前記基準電圧が、所定発電機出力電圧範囲のうちの一つに設定され、
　前記交流機として前記所定発電機出力電圧範囲の中間値に相当する定格出力電圧のもの
が選択されていることを特徴とする請求項２記載のインバータ式発動発電機。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、インバータ式発動発電機に関するものであり、特に、発動機（つまり、エン
ジン）で駆動されるオルタネータ（交流機）の出力電圧に依存しないで、広い範囲の発電
機出力電圧を得ることができると同時に、負荷の増大時に発電出力を絞らないようにする
ことができるインバータ式発動発電機に関する。
【背景技術】
【０００２】
　エンジンで駆動される交流機からの交流三相出力電圧を直流電圧に変換する整流器と、
整流器の直流出力を交流出力電圧に変換するインバータとを有し、インバータからの交流
出力電圧によって電力供給するインバータ式発電機が知られる。前記整流器としては、ダ
イオードとサイリスタとを用いる混合ブリッジ回路や、全波整流器と降圧または昇圧レギ
ュレータとを用いる方式が知られる。ハイブリッド式発動発電機において、混合ブリッジ
回路を用いたものが特許文献１に記載されている。また、太陽電池から供給される直流電
圧を昇圧することができるチョッパ回路５を有する発電機が特許文献２に記載されている
。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特許第３９１９２７号公報
【特許文献２】特開平９－１６３６２６号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
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　インバータ式発動発電機は仕向地（国）毎に必要とされる出力電圧をインバータによっ
て得ることができるので、同期式発電機と比べて都合がよい。しかし、インバータの制御
範囲が交流機の出力電圧に依存するため、予め仕向地に応じた電圧を出力できる交流機を
用意しておく必要があった。
【０００５】
　また、交流機は出力電圧が負荷の大きさ（負荷電流）に対応して低下する垂下特性を有
しているので、負荷変動による瞬間的に出力電圧が変動することがある。したがって、負
荷変動に対して出力電圧が低下するのに対応するため、定格点（定格電流）を高めること
が考えられる。しかし、この場合、高負荷域では都合がよいが、軽負荷域では定格電流を
得るための電圧目標値と交流機の出力電圧との差（電位差）が大きくなる。この電位差は
全て熱エネルギとして失われるので、できる限り、電位差を小さくすることが望まれる。
【０００６】
　また、過負荷によるエンジンストールを招かないように、過負荷領域で発電機出力を絞
るようにインバータを制御する過負荷モードを設けることも行われている。
【０００７】
　このように、インバータ式発動発電機において、仕向地毎に出力電圧仕様が異なる交流
機を予め用意しなければならないし、過負荷に応じて発電機出力を絞るインバータ制御が
必要であるという課題があった。
【０００８】
　本発明の目的は、上記課題に対して、出力仕様が１種類の交流機を用いて仕向地の所定
電圧に対応でき、かつインバータによる発電機出力の抑制制御も不要にすることができる
インバータ式発動発電機を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　前記目的を達成するための本発明は、エンジンで駆動される交流機と、該交流機の出力
を整流する整流器と、該整流器から出力された直流電圧を電圧変換するＤＣ－ＤＣコンバ
ータと、該ＤＣ－ＤＣコンバータの出力を交流に変換して発電機出力とするインバータと
を有するインバータ式発動発電機において、前記ＤＣ－ＤＣコンバータが、入力電圧を昇
圧または降圧して出力する昇降圧ＤＣ－ＤＣコンバータであり、前記交流機の出力電圧を
基準電圧と比較する比較手段と、前記比較手段の比較により、前記交流機の出力電圧が基
準電圧より大きい場合は前記ＤＣ－ＤＣコンバータを降圧動作させ、前記交流機の出力電
圧が基準電圧より小さい場合は前記ＤＣ－ＤＣコンバータを昇圧動作させる制御手段とを
備えている点に第１の特徴がある。
【００１０】
　また、本発明は、前記ＤＣ－ＤＣコンバータが、入力電圧を昇圧または降圧させて出力
するためのスイッチング素子を有し、前記制御手段が、前記交流機の出力電圧が基準電圧
と等しいときに、前記スイッチング素子をデューティ比調整範囲の中間値で駆動するよう
に設定しておき、デューティ比を中間値から大きくすることによって昇圧動作を行う一方
、デューティ比を中間値から小さくすることによって降圧動作を行うように構成されてい
るＰＷＭ制御手段を有している点に第２の特徴がある。
【００１１】
　また、本発明は、前記基準電圧が、所定発電機出力電圧範囲のうちの一つに設定され、
　前記交流機として前記所定発電機出力電圧範囲の中間値に相当する定格出力電圧のもの
が選択されている点に第３の特徴がある。
【発明の効果】
【００１２】
　上記特徴を有する本発明によれば、基準電圧に対する交流機の出力電圧の大小に従って
、昇降圧ＤＣ－ＤＣコンバータを降圧または昇圧動作させることができるので、交流機の
出力電圧に拘わらず、基準電圧として設定した電圧値の発電機出力を得ることができる。
【００１３】
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　例えば、第３の特徴を有する本発明では、所定発電機出力電圧範囲のうちで設定された
基準値に従って、昇降圧コンバータを降圧または昇圧動作させられるので、仕向地によっ
て異なる電圧仕様に対して、１種類の出力電圧仕様を有する交流機を用意するだけで対応
することができる。
【００１４】
　また、負荷電流に対して出力電圧が垂下特性を有する交流機では、負荷が増大すること
によって交流機の出力電圧が変化し、基準電圧に対する交流機の出力電圧との大小関係が
変化する。したがって、この変化に応じて昇降圧コンバータが動作して発電機出力電圧が
増減し、負荷の増大に対応することができる。
【００１５】
　また、第２の特徴を有する本発明によれば、昇降圧ＤＣ－ＤＣコンバータのデューティ
比を増減させることによって、降圧動作または昇圧動作を任意に切り替えることができる
ので、制御が簡単である。
【図面の簡単な説明】
【００１６】
【図１】本発明の一実施形態に係るインバータ式発動発電機のシステム構成を示すブロッ
ク図である。
【図２】図１に示したインバータ式発動発電機の動作説明図である。
【図３】図１に示したインバータ式発動発電機の過負荷時の動作説明図である。
【図４】インバータ式発動発電機の制御機能を示すブロック図である。
【発明を実施するための形態】
【００１７】
　以下、図面を参照して本発明の一実施形態を説明する。図１は、本発明の一実施形態に
係るインバータ式発動発電機のシステム構成図である。図１において、インバータ式発動
発電機１は、エンジン２に連結され、エンジン２によって駆動される交流機（オルタネー
タ）３を有する。交流機３は、例えば３相の多極磁石発電機からなる。交流機３の出力側
は、出力制御装置５に接続される。出力制御装置５は、整流器５１、昇降圧コンバータ５
２、インバータ５３、および波形成形回路５４からなる。
【００１８】
　整流器５１は、ダイオードＤ１、Ｄ２、Ｄ３、ならびにＤ４、Ｄ５、Ｄ６からなる全波
整流ブリッジ回路である。交流機３の３相巻線３ＵはダイオードＤ１とＤ４との結合部に
、３相巻線３ＶはダイオードＤ２とＤ５との結合点、３相巻線３ＷはダイオードＤ３とＤ
６との結合部にそれぞれ接続される。
【００１９】
　昇降圧コンバータ５２は、入力された直流電圧を昇圧または降圧する電圧変換回路であ
り、スイッチング素子（ＦＥＴ）Ｑ１、チョークコイルＬ３、ダイオードＤ７を含み、入
力側および出力側にそれぞれコンデンサＣ１、Ｃ２が並列接続される。インバータ５３は
、４つのＦＥＴＱ２、Ｑ３、Ｑ４およびＱ５をブリッジ接続してなる。波形成形回路５４
はコイルＬ１、Ｌ２とコンデンサＣ３とからなる。
【００２０】
　昇降圧コンバータ５２のＦＥＴＱ１とインバータ５３のＦＥＴＱ２～Ｑ５は、制御部８
によってＰＷＭ制御される。昇降圧コンバータ５２は入力される直流電圧を昇圧または降
圧する。インバータ５３は、入力電圧を所定周波数の交流電圧に変換して波形成形回路５
４に入力する。波形成形回路５４は、発電機出力を外部に取り出すための出力端子（例え
ば、コンセント）６に接続される。コンセント６には負荷７が接続される。
【００２１】
　昇降圧コンバータ５２の動作を説明する。ＦＥＴＱ１は、制御部８からのＰＷＭ信号に
より、該ＰＷＭ信号のデューティ比（オン時間／オン・オフ周期）に従って駆動される。
ＦＥＴＱ１がオンの時間は、整流器５１の入力電圧による電流が、ダイオードＤ７および
ＦＥＴＱ１を通じて流れる。チョークコイルＬ３およびコンデンサＣ２には、ＦＥＴＱ１
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がオンの時間に電荷が蓄積される。そして、ＦＥＴＱ１がオフになると、チョークコイル
Ｌ３およびコンデンサＣ２に蓄積されている電荷による電位が整流器５１からの入力電圧
に加わり、負荷７には昇圧された電圧が印加される。
【００２２】
　昇降圧コンバータ５２デューティ比と昇圧比との関係は、次の式で表される。出力電圧
＝デューティ比×入力電圧／（１－デューティ比）…式１。式１により、昇降圧コンバー
タ５２は、デューティ比が５０％以上の領域では昇圧動作、デューティ比が５０％未満で
は降圧動作をする。
【００２３】
　そこで、交流機３の出力電圧が、想定される発電機出力電圧範囲のほぼ中間の値になる
ように交流機３を設定しておく。例えば、発電機出力電圧範囲が交流１００ボルト～２３
０ボルトと想定した場合、整流器５１の出力として１４１ボルトから３２０ボルトの電圧
を出力できるように、例えば、ほぼ中間電圧の１６５ボルトが整流器５１から得られる出
力電圧仕様に交流機３を設定しておく。そして、発電機出力として交流１００ボルトを要
求される場合、デューティ比５０％未満（例えば３０％）で昇降圧コンバータ５２を駆動
して１６５ボルトの入力電圧を１４１ボルトに降圧する。また、発電機出力として交流２
３０ボルトを要求される場合、昇降圧コンバータ５２をデューティ比５０％以上（例えば
８０％）で駆動して、１６５ボルトの入力電圧を３２０ボルトに昇圧する。
【００２４】
　この昇降圧コンバータ５２の動作の一例を図２に示す。図２に示すように、交流機３は
、負荷電流と出力電圧との関係が負荷電流に対して交流機３の出力電圧が低下する垂下特
性を有する。定格出力が１６５ボルト（整流器５１の出力は２３０ボルト）である交流機
３の出力特性に対して、２３０ボルト系の発電機出力電圧を得るためには、昇降圧コンバ
ータ５２を昇圧動作させて２３０ボルトの出力電圧を得る。一方、１００ボルト系の発電
機出力電圧を得るためには、昇降圧コンバータ５２を降圧動作させて１００ボルトの出力
電圧を得る。出力特性Ａは垂下特性を有しているので、昇圧のためのＦＥＴＱ１のデュー
ティ比は、負荷電流と共に大きくし、降圧のためのＦＥＴＱ１のデューティ比は負荷電流
と共に小さくする。
【００２５】
　図３は、負荷に応じた昇降圧コンバータ５２の動作を示す図である。図３において、垂
下特性Ｂの交流機３では、定格点（定格電流）を超える負荷電流が流れた場合、出力電圧
は低下するので、定格点より大きい負荷電流では、昇降圧コンバータ５２に昇圧動作を行
わせる。一方、定格点（定格電流）未満の負荷電流が流れた場合、出力電圧は上昇するの
で、定格点より小さい負荷電流に対しては、昇降圧コンバータ５２に降圧動作を行わせる
。
【００２６】
　図４は、制御部８の要部機能を示すブロック図である。制御部８の機能は、マイクロコ
ンピュータによって実現できる。図４において、制御部８は、出力電圧検出部１０、基準
電圧格納部１１、比較部１２、デューティ比設定部１３およびドライバ１４を有する。出
力電圧検出部１０は、交流機３の交流出力について２相間の電圧を検出する。基準電圧格
納部１１には、予め、要求される発電機出力電圧値を設定しておく。比較部１２は、検出
された交流機３の出力電圧と基準電圧値とを比較し、基準電圧値に対する出力電圧の大小
を比較結果として出力する。
【００２７】
　デューティ比設定部１３は、比較結果が、基準電圧値より出力電圧値の方が小さいこと
を示す場合、デューティ比を５０％以上に設定し、ドライバ１４にＦＥＴＱ１の駆動指示
を与える。ドライバ１４は、駆動指示に従って昇降圧コンバータ５２のＦＥＴＱ１を駆動
する。これによって、昇降圧コンバータ５２の出力電圧は上昇する。
【００２８】
　交流機３の出力電圧が基準電圧値より大きくなれば、デューティ比設定部１３は、デュ



(6) JP 2011-234485 A 2011.11.17

10

20

30

40

ーティ比を５０％未満に設定し、ドライバ１４にＦＥＴＱ１の駆動指示を与える。ドライ
バ１４は、駆動指示に従って昇降圧コンバータ５２のＦＥＴＱ１を駆動する。これによっ
て、昇降圧コンバータ５２の出力電圧は低下する。
【００２９】
　例えば、発電機出力電圧として１００ボルトが要求される場合、基準電圧値として１０
０ボルトを設定し、発電機出力電圧として２３０ボルトが要求される場合、基準電圧値と
して２３０ボルトを設定する。
【００３０】
　そして、交流機３として、定格出力電圧値が１００ボルトと２３０ボルトの中間近くの
もの（例えば、１６５ボルト出力仕様のもの）を用意する。
【００３１】
　これにより、例えば、仕向地の商用電圧が１００ボルトであれば、デューティ比を５０
％未満にして昇降圧コンバータ５２を降圧動作させ、商用電圧が２３０ボルトであれば、
デューティ比２を５０％以上にして昇降圧コンバータ５２を降圧動作させる。
【００３２】
　こうして、仕向地の商用電圧等、要求される発電機出力電圧と交流機３の定格出力電圧
とに基づいて昇降圧コンバータ５２を昇圧または降圧動作させ、１種類の出力帯をもつ交
流機により幅広い発電機出力電圧を得ることができる。
【００３３】
　また、交流機３は負荷電流に対して垂下特性であるため、負荷が過大になると、交流機
３の出力電圧が低下する。昇降圧コンバータ５２が昇圧動作中に負荷電流が増大した場合
は、この負荷電流増大分に対応して交流機３の出力電圧は低下するので、デューティ比５
０％以上での駆動が促進される。一方、昇降圧コンバータ５２が降圧動作中に負荷電流が
増大した場合は、この負荷電流増大分に対応して交流機３の出力電圧は低下するので、デ
ューティ比５０％未満の駆動では、負荷電流の増大に対応できない。そこで、降圧動作中
に交流機３の出力電圧の低下が認識されると、デューティ比を５０％以上にして、昇圧動
作に切り替える。発電機出力電圧が高められることによって負荷電流は低減し、この結果
、垂下特性の交流機３の出力電圧は増大する。したがって、発電機出力を絞ることなく負
荷７に電力供給することができる。
【００３４】
　このように、交流機３の出力電圧と基準電圧値との関連に基づいて、昇降圧コンバータ
５２のデューティ比を変化させることにより、出力端子６（コンセント）には、要求され
る発電機電圧を出力することができる。
【００３５】
　上述のように、本実施形態によれば、１種類の出力電圧仕様を有する交流機３によって
各国向けの発電機電圧を出力することができるし、過負荷に対しても適切に対応すること
ができる。
【００３６】
　本発明を、実施例に従って説明したが、本発明はこの実施例に限定されず、特許請求の
範囲に記載した事項と周知技術に基づいて変形が可能である。例えば、本実施形態の昇降
圧コンバータ５２は、電力供給源としてエンジン駆動される交流機３を備えるだけでなく
、バッテリを第２の電力供給源として備えるハイブリッド式発動発電機にも適用すること
ができる。
【符号の説明】
【００３７】
　１…インバータ式発動発電機、　２…エンジン、　３…交流機、　５…出力制御装置、
　７…負荷、　８…制御部、　１０…出力電圧検出部、　１１…定格電圧格納部、　１２
…比較部、　１３…デューティ比設定部、　１４…ドライバ、　５２…昇降圧コンバータ
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【手続補正書】
【提出日】平成23年4月1日(2011.4.1)
【手続補正１】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００３
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００３】
【特許文献１】特許第３９４１９２７号公報
【特許文献２】特開平９－１６３６２６号公報
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００５
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００５】
　また、交流機は出力電圧が負荷の大きさ（負荷電流）に対応して低下する垂下特性を有
しているので、負荷変動により瞬間的に出力電圧が変動することがある。したがって、負
荷変動に対して出力電圧が低下するのに対応して、定格点（定格電流）を高めることが考
えられる。しかし、この場合、高負荷域では都合がよいが、軽負荷域では定格電流を得る
ための電圧目標値と交流機の出力電圧との差（電位差）が大きくなる。この電位差は全て
熱エネルギとして失われるので、できる限り、電位差を小さくすることが望まれる。
【手続補正３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２２
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００２２】
　昇降圧コンバータの５２デューティ比と昇圧比との関係は、次の式で表される。出力電
圧＝デューティ比×入力電圧／（１－デューティ比）…式１。式１により、昇降圧コンバ
ータ５２は、デューティ比が５０％以上の領域では昇圧動作、デューティ比が５０％未満
では降圧動作をする。
【手続補正４】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００３１
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００３１】
　これにより、例えば、仕向地の商用電圧が１００ボルトであれば、デューティ比を５０
％未満にして昇降圧コンバータ５２を降圧動作させ、商用電圧が２３０ボルトであれば、
デューティ比２を５０％以上にして昇降圧コンバータ５２を昇圧動作させる。
【手続補正５】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００３７
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００３７】
　１…インバータ式発動発電機、　２…エンジン、　３…交流機、　５…出力制御装置、
　７…負荷、　８…制御部、　１０…出力電圧検出部、　１１…基準電圧格納部、　１２
…比較部、　１３…デューティ比設定部、　１４…ドライバ、　５２…昇降圧コンバータ
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【手続補正６】
【補正対象書類名】図面
【補正対象項目名】図２
【補正方法】変更
【補正の内容】
【図２】

【手続補正７】
【補正対象書類名】図面
【補正対象項目名】図３
【補正方法】変更
【補正の内容】

【図３】
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