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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　カスケード接続された複数のセルを備える電力変換装置において、前記各セルに主回路
から電力を供給する自給電源と、中央制御装置と前記セルを制御するセル制御装置とを備
え、該セル制御装置の電源を前記自給電源から供給することを特徴とする電力変換装置。
【請求項２】
　カスケード接続された複数のセルを備える電力変換装置において、前記各セルに主回路
から電力を供給する自給電源を備え、
　前記セルは、スイッチング素子と直流コンデンサから構成された主回路と、
　前記直流コンデンサの電圧を検出する直流電圧センサと、
　前記中央制御装置からの信号を受信し、前記セル制御装置は前記スイッチング素子のゲ
ートパルスを生成し、
　前記セル制御装置からのゲートパルスを受信し、スイッチング素子をオン・オフさせる
ゲートドライバとを備え、
　前記自給電源は前記セル制御装置とゲートドライバに電源を供給することを特徴とする
電力変換装置。
【請求項３】
　カスケード接続された複数のセルを備える電力変換装置において、前記各セルに主回路
から電力を供給する自給電源を備え、前記中央制御装置と各セル制御装置は光ファイバー
ケーブルでデイジーチェーン接続されていることを特徴とする電力変換装置。
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【請求項４】
　カスケード接続された複数のセルを備える電力変換装置において、前記各セルに主回路
から電力を供給する自給電源を備え、前記中央制御装置と各セル制御装置は光ファイバー
ケーブルでスター結線接続されていることを特徴とする電力変換装置。
【請求項５】
　カスケード接続された複数のセルを備える電力変換装置において、前記各セルに主回路
から電力を供給する自給電源を備え、前記セルの主回路は、スイッチング素子と直流コン
デンサを備え、前記セルの前記直流コンデンサまたはスイッチング素子が故障したことを
判別する信号を中央制御装置とセル制御装置間で通信することを特徴とする電力変換装置
。
【請求項６】
　カスケード接続された複数のセルを備える電力変換装置において、前記各セルに主回路
から電力を供給する自給電源を備え、前記中央制御装置は前記セル制御装置と通信ができ
なくなったことをもって、該セルの直流コンデンサまたはスイッチング素子の故障と判定
することを特徴とする電力変換装置。
【請求項７】
　カスケード接続された複数のセルを備える電力変換装置において、前記各セルに主回路
から電力を供給する自給電源を備え、前記自給電源は複数の分圧用給電コンデンサからな
る直列体と、前記各分圧用給電コンデンサの電圧を調整する電圧調整回路を備え、該各電
圧調整回路の出力が並列に接続されたことを特徴とする電力変換装置。
【請求項８】
　請求項７の電力変換装置において、前記電圧調整回路は、各分圧用給電コンデンサの電
圧を検出して、前記各電圧調整回路の出力を調整する機能を備えたことを特徴とする電力
変換装置。
【請求項９】
　カスケード接続された複数のセルを備える電力変換装置において、前記各セルに主回路
から電力を供給する自給電源を備え、
　前記自給電源は電力を蓄積する給電コンデンサと、
　該給電コンデンサの放電を防止する放電防止ダイオードと、
　前記主回路から前記自給電源に流れ込む電流を制限する制限抵抗と、
　前記給電コンデンサの電圧を一定に制御する電圧制限手段と、
　前記給電コンデンサの電圧を調整する電圧調整回路を備えたことを特徴とする電力変換
装置。
【請求項１０】
　カスケード接続された複数のセルを備える電力変換装置において、前記各セルに主回路
から電力を供給する自給電源を備え、前記電圧調整回路は複数の出力端子を備え、該電圧
調整回路の出力端子と並列にバックアップコンデンサを接続し、該バックアップコンデン
サの放電時定数に差をつけたことを特徴とする電力変換装置。
【請求項１１】
　カスケード接続された複数のセルを備える電力変換装置において、前記各セルに主回路
から電力を供給する自給電源を備え、前記セルの出力端子にノーマリーオンの短絡スイッ
チを接続し、前記短絡スイッチの駆動電力を前記自給電源から供給することを特徴とする
電力変換装置。
【請求項１２】
　請求項３に記載の電力変換装置において、前記中央制御装置は、各セルのうち一つが故
障した場合、該故障したセルを特定する手段を備え、該故障したセル以外のセルに各セル
のセル制御装置と中央制御装置との間の通信の伝送遅延時間をバランスさせる信号を伝送
することを特徴とする電力変換装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
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【０００１】
　本発明は、単位変換器を複数カスケード接続させた電力変換器に係り、前記単位変換器
の異常を検出する技術に関する。
【背景技術】
【０００２】
　モジュラー・マルチレベルコンバータ（ＭＭＣ）および、カスケード・マルチモジュラ
ーコンバータ（ＣＭＣ）は、Insulated Gate Bipolar Transistor（ＩＧＢＴ）などのオ
ン・オフ制御可能なスイッチング素子を使用し、前記スイッチング素子の耐圧以上の電圧
を出力できる回路方式であり、直流送電システム（ＨＶＤＣ）や無効電力補償装置（ＳＴ
ＡＴＣＯＭ），モータドライブインバータなどへの応用が期待されている回路方式である
。
【０００３】
　〔非特許文献１〕は、ＭＭＣの回路方式について開示している。
【０００４】
　〔非特許文献１〕によれば、ＭＭＣは、複数の単位変換器（以下、セルと呼ぶことにす
る）を直列（カスケード）接続して構成されている。各セルは、例えば双方向チョッパ回
路であり、スイッチング素子と直流コンデンサを備えている。各セルは、少なくとも２端
子を介して外部と接続しており、前記２端子間の電圧を、該セルの有する直流コンデンサ
の電圧か、または零に制御できる。
【０００５】
　各セルをＰＷＭ制御している場合、各セルに与える三角波キャリアの位相を適切にシフ
トすることによって、ＭＭＣの出力電圧波形をマルチレベル波形にできる。これによって
、２レベル変換器に比較して高調波成分を低減できる。
【０００６】
　ＭＭＣの特徴として、各セルが自セルの制御を行うセル制御装置を持ち、前記セル制御
装置は全セルの制御を行う中央制御装置と通信を行う点が挙げられる。
【先行技術文献】
【非特許文献】
【０００７】
【非特許文献１】萩原誠・赤木泰文：「モジュラー・マルチレベル変換器（ＭＭＣ）のＰ
ＷＭ制御法と動作検証」、電気学会論文誌Ｄ、１２８巻７号、ｐｐ.９５７－９６５。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　前述のようにＭＭＣを制御する場合、複数のセルと中央制御装置間で通信を行う必要が
ある。セル数が増大するにしたがって、通信の情報量および情報処理の負荷が増大する。
通信の情報量および情報処理の負荷が増大し、演算周期内に必要な演算が完了しない場合
、正常な制御ができない。
【０００９】
　よって、各セルと中央制御装置間を通信する情報量を低減することが求められる。
【００１０】
　本発明の目的は、半導体スイッチング素子を用いたセルをカスケード状に接続して構成
される電力変換装置において、各セルと中央制御装置との間で通信する情報量を低減する
ことを課題とするものである。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　前記目的を達成するために、カスケード接続された複数のセルを備える電力変換装置に
おいて、前記各セルに主回路から電力を供給する自給電源と、中央制御装置と前記セルを
制御するセル制御装置とを備え、該セル制御装置の電源を前記自給電源から供給するよう
に構成する。
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【００１２】
　あるいは、カスケード接続された複数のセルを備える電力変換装置において、前記各セ
ルに主回路から電力を供給する自給電源を備え、前記セルは、スイッチング素子と直流コ
ンデンサから構成された主回路と、前記直流コンデンサの電圧を検出する直流電圧センサ
と、前記中央制御装置からの信号を受信し、前記セル制御装置は前記スイッチング素子の
ゲートパルスを生成し、前記セル制御装置からのゲートパルスを受信し、スイッチング素
子をオン・オフさせるゲートドライバとを備え、前記自給電源は前記セル制御装置とゲー
トドライバに電源を供給するように構成する。
【００１３】
　あるいは、カスケード接続された複数のセルを備える電力変換装置において、前記各セ
ルに主回路から電力を供給する自給電源を備え、前記中央制御装置と各セル制御装置は光
ファイバーケーブルでデイジーチェーン接続されているように構成する。
【００１４】
　あるいは、カスケード接続された複数のセルを備える電力変換装置において、前記各セ
ルに主回路から電力を供給する自給電源を備えた、前記中央制御装置と各セル制御装置は
光ファイバーケーブルでスター結線接続されているように構成する。
【００１５】
　あるいは、カスケード接続された複数のセルを備える電力変換装置において、前記各セ
ルに主回路から電力を供給する自給電源を備え、前記セルの主回路は、スイッチング素子
と直流コンデンサを備え、前記セルの前記直流コンデンサまたはスイッチング素子が故障
したことを判別する信号を中央制御装置とセル制御装置間で通信するように構成する。
【００１６】
　あるいは、カスケード接続された複数のセルを備える電力変換装置において、前記各セ
ルに主回路から電力を供給する自給電源を備え、前記中央制御装置は前記セル制御装置と
通信ができなくなったことをもって、該セルの直流コンデンサまたはスイッチング素子の
故障と判定することを特徴とするように構成する。
【００１７】
　あるいは、カスケード接続された複数のセルを備える電力変換装置において、前記各セ
ルに主回路から電力を供給する自給電源を備え、前記自給電源は複数の分圧用給電コンデ
ンサからなる直列体と、前記各分圧用給電コンデンサの電圧を調整する電圧調整回路を備
え、該各電圧調整回路の出力が並列に接続されたように構成する。
【００１８】
　あるいは、カスケード接続された複数のセルを備える電力変換装置において、前記各セ
ルに主回路から電力を供給する自給電源を備え、前記自給電源は電力を蓄積する給電コン
デンサと、該給電コンデンサの放電を防止する放電防止ダイオードと、前記主回路から前
記自給電源に流れ込む電流を制限する制限抵抗と、前記給電コンデンサの電圧を一定に制
御する電圧制限手段と、前記給電コンデンサの電圧を調整する電圧調整回路を備えるよう
に構成する。
【００１９】
　あるいは、カスケード接続された複数のセルを備える電力変換装置において、前記各セ
ルに主回路から電力を供給する自給電源を備え、前記電圧調整回路は複数の出力端子を備
え、該電圧調整回路の出力端子と並列にバックアップコンデンサを接続し、該バックアッ
プコンデンサの放電時定数に差をつけるように構成する。
【００２０】
　あるいは、カスケード接続された複数のセルを備える電力変換装置において、前記各セ
ルに主回路から電力を供給する自給電源を備え、前記セルの出力端子にノーマリーオンの
短絡スイッチを接続し、前記短絡スイッチの駆動電力を前記自給電源から供給するように
構成する。
【発明の効果】
【００２７】



(5) JP 5378274 B2 2013.12.25

10

20

30

40

50

　各セル主要部品の故障ビットを設けなくても、複数のセルをカスケード状に接続して構
成される電力変換装置において、各セルのセル制御装置の電力を主回路から供給すること
により、各セルの主要部品が故障した時に該当セルのセル制御装置と通信ができなくなる
ことにより、該当セルが故障したことを中央制御装置が認識することができる。
【００２８】
　これにより、本発明は、半導体スイッチング素子を用いたセルをカスケード状に接続し
て構成される電力変換装置において、各セルと中央制御装置との間で通信する情報量を低
減することが実現できる。
【図面の簡単な説明】
【００２９】
【図１】本発明の第１の実施形態を示す電力変換装置の回路図。
【図２】本発明の第１の実施形態を示すセルの回路図。
【図３】本発明の第２の実施形態を示す電力変換装置の回路図。
【図４】本発明の第３の実施形態を示すセルの回路図。
【図５】本発明の第４の実施形態を示す自給電源の回路図。
【図６】本発明の第５の実施形態を示す自給電源の回路図。
【図７】本発明の第６の実施形態を示す電圧調整回路の回路図。
【発明を実施するための形態】
【００３０】
　以下、本発明の実施例を図面を用いて説明する。
【実施例１】
【００３１】
　本発明を実施する第一の形態について説明する。
【００３２】
　実施例１では、セルを構成する直流コンデンサの故障の故障ビットを中央制御装置に送
信しなくとも直流コンデンサの故障を検出することを実現したものである。
【００３３】
　以下、図１，図２を用いて実施例１の構成について述べる。
【００３４】
　本実施例では、各セル１０５の構成がチョッパセルであると仮定する。ただし、本発明
は、フルブリッジセルにも適用可能である。
【００３５】
　また、本実施例では、本発明の電力変換装置１０３として三相電力系統に連系する三相
ＭＭＣを取り上げる。ただし、本発明は、単相系統に連系する単相ＭＭＣや、モータを駆
動するＭＭＣにも適用可能である。
【００３６】
　また、本発明はカスケード・マルチレベル変換器（ＣＭＣ）にも適用可能である。
【００３７】
　電力変換装置１０３は、変圧器１０２を介して三相電力系統１０１に連系している。
【００３８】
　電力変換装置１０３のＵ点，Ｖ点，Ｗ点は、変圧器１０２の２次側に接続されている。
【００３９】
　また、電力変換装置１０３のＰ点とＮ点の間に、負荷装置１１２を接続している。
【００４０】
　本実施例における電力変換装置１０３は、三相電力系統１０１と交流電力の授受を行う
。
【００４１】
　また、電力変換装置１０３は、負荷装置１１２と直流電力授受を行う。ここで、負荷装
置１１２は、直流負荷，モータドライブインバータの直流リンク，直流電源などを代表し
て示したものである。
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【００４２】
　本実施例では、三相電力系統１０１の相電圧をそれぞれＶＲ，ＶＳ，ＶＴと呼ぶことに
する。変圧器１０２の２次側を流れる各相の電流をそれぞれＩＵ，ＩＶ，ＩＷと呼ぶこと
にする。
【００４３】
　本実施例では、変圧器１０２の２次側（電力変換装置１０３が接続している側）の中性
点は、接地されているものとして説明する。
【００４４】
　電力変換装置１０３は、複数のセル１０５をカスケード接続して構成されている。
【００４５】
　詳細は後述するが、各セル１０５は、直流コンデンサを備えた双方向チョッパ回路であ
る（図２参照）。各セル１０５は、少なくとも２端子を介して外部回路と接続しており、
前記２端子の間の電圧を、直流コンデンサ電圧か、または零に制御できる。
【００４６】
　本実施例では、前記２端子の間の電圧を、セルの出力電圧またはセル電圧と呼ぶことに
する。
【００４７】
　図１に示すように、１つまたは複数のセル１０５をカスケード接続して構成した回路を
、変換器アーム１０４と呼ぶ。本実施例では、１つの変換器アーム１０４がＮ個のセル１
０５を含んでいるとする。また、各変換器アーム１０４を流れる電流をアーム電流と呼ぶ
ことにし、図１の通り、ＩＵＨ，ＩＶＨ，ＩＷＨ，ＩＵＬ，ＩＶＬ，ＩＷＬと定義するこ
とにする。
【００４８】
　電力変換装置１０３は、６つの変換器アーム１０４と６つのリアクトル１０６を、図１
に示すように接続することによって構成されている。
【００４９】
　中央制御装置１０７は、電力変換装置１０３全体を制御する。中央制御装置１０７は図
１中にＧＮＤ点で表わした接地点に接地された電位にある。
【００５０】
　交流電圧センサ１０８は、系統相電圧ＶＲ，ＶＳ，ＶＴを検出し、その瞬時値信号を中
央制御装置１０７に伝送する。
【００５１】
　また、電流センサ１０９は、各アーム電流ＩＵＨ，ＩＶＨ，ＩＷＨ，ＩＵＬ，ＩＶＬ，
ＩＷＬを検出し、その瞬時値信号を中央制御装置１０７に伝送する。
【００５２】
　中央制御装置１０７は、一つまたは二つの光トランシーバ１１０を備えており、各光ト
ランシーバ１１０は光ファイバーケーブル１１１を介して、各セルのセル制御装置２０４
と通信する。
【００５３】
　中央制御装置１０７は、系統相電圧ＶＲ，ＶＳ，ＶＴ，アーム電流ＩＵＨ，ＩＶＨ，Ｉ
ＷＨ，ＩＵＬ，ＩＶＬ，ＩＷＬを検出し、これらの情報に基づいて、各セル１０５に送信
する出力電圧指令値を決定し、前記出力電圧指令値を各セル１０５に送信する。中央制御
装置１０７はこの一連の動作を大略一定周期で行う。この周期を制御周期と呼ぶことにす
る。
【００５４】
　中央制御装置１０７は、上記の一連の動作を行うことにより、アーム電流ＩＵＨ，ＩＶ
Ｈ，ＩＷＨ，ＩＵＬ，ＩＶＬ，ＩＷＬを制御することで、三相電力系統１０１と電力を授
受する。
【００５５】
　中央制御装置１０７は、光トランシーバ１１０と光ファイバーケーブル１１１を介して
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、各セルのセル制御装置２０４に出力電圧指令値を送信する。
【００５６】
　また、本実施例では、前記セル制御装置２０４は、２つの光トランシーバ２０５を備え
ており、前記中央制御装置１０７、または隣接する他のセル制御装置２０４と光ファイバ
ーケーブル１１１を介して通信している。
【００５７】
　また、本実施例の各セル制御装置２０４は、次のセル制御装置２０４または、中央制御
装置１０７との通信が完了した時点で前のセル制御装置または中央制御装置へ通信が完了
したことを伝える機能及び、次のセル制御装置２０４または、中央制御装置１０７との通
信が完了しない場合は逆回りで、通信できなかったことを伝える機能を有する。
【００５８】
　また、前記セル制御装置２０４は、前記中央制御装置１０７、または隣接するほかのセ
ル制御装置２０４と光ファイバーケーブル１１１を介して送られてきた自セル１０５の出
力電圧指令値および、自セルの直流コンデンサ２０３の電圧ＶＣの情報をもとにスイッチ
ング素子２０、と２０２のためのゲートパルスを生成する。
【００５９】
　また、本実施例において、セル台数が６Ｎである場合、第６Ｎセルが送信した光シリア
ル信号フレームは、中央制御装置１０７に戻される。
【００６０】
　次に、図２を用いて、セル１０５の構成を説明する。
【００６１】
　セル１０５の主回路は、ハイサイド・スイッチング素子２０１，ローサイド・スイッチ
ング素子２０２，直流コンデンサ２０３とからなる双方向チョッパ回路である。直流コン
デンサ２０３の電圧をＶＣと呼ぶことにする。ただし、直流コンデンサ２０３は電池など
の直流電圧源でもよい。
【００６２】
　また、ハイサイド・スイッチング素子２０１とローサイド・スイッチング素子２０２を
総称して、スイッチング素子と呼ぶことにする。
【００６３】
　本実施例では、スイッチング素子２０１，２０２とをＩＧＢＴとしているが、本発明は
スイッチング素子２０１，２０２がGate－Turn－Off Thysistor（ＧＴＯ），Ｇate－Comm
utated Turn－off Thyristor（ＧＣＴ），Metal－Oxide－Semiconductor Field－Effect 
Transistor（ＭＯＳＦＥＴ）、その他のオン・オフ制御素子の場合にも適用可能である。
【００６４】
　各セル１０５はセル制御装置２０４，自給電源２０８を備えており、セル制御装置２０
４は光トランシーバ２０５と光ファイバーケーブル１１１を介して隣接する他のセル１０
５のセル制御装置２０４または中央制御装置１０７と接続する。
【００６５】
　本発明は、セル制御装置２０４に電源を供給する自給電源２０８を備えていることが特
徴であり、その効果については後述する。
【００６６】
　セル制御装置２０４は、スイッチング素子２０１，２０２を駆動するためのゲートパル
スを生成し、これをゲートドライバ２０６に送信する。
【００６７】
　ゲートドライバ２０６は、スイッチング素子２０１，２０２のゲート・エミッタ間に適
切な電圧を印加し、スイッチング素子２０１，２０２をターンオンまたはターンオフさせ
る。
【００６８】
　直流電圧センサ２０７は直流コンデンサ電圧ＶＣを検出し、その瞬時値信号をセル制御
装置２０４に伝送する。
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【００６９】
　各セル制御装置２０４の電位は、各セル２０４のローサイド・スイッチング素子２０２
のエミッタ端子と同電位であり、図２ではこの点をＧ（ＣＥＬＬ）点で表わしている。
【００７０】
　また、前記セル制御装置２０４は、前記中央制御装置１０７から光ファイバーケーブル
１１１を介して送られてきた自セル１０５の出力電圧指令値、および、自セルの直流コン
デンサ２０３の電圧ＶＣの情報をもとにスイッチング素子２０１，２０２のためのゲート
パルスを生成する。
【００７１】
　また、自給電源２０８は、直流コンデンサ２０３と並列に接続され、前記セル制御装置
２０４に電源を供給する。また、前記自給電源２０８は、ゲートドライバ２０６に電源を
供給してもよい。また、前記自給電源２０８は直流コンデンサ２０３から電力を供給され
るので電圧ＶＣがある電圧（Ｖｍ）以下になると動作を停止する。
【００７２】
　本実施例では、中央制御装置からの信号が各セル制御装置とシリアルに通信されるため
、通信する信号の情報量に比例して信号伝送遅延時間が蓄積される。１制御周期内に全セ
ルの信号処理が完了しない場合、前記電力変換器１０３を正常に制御できなくなる。その
ため、通信する信号の情報量を削減することは非常に重要である。
【００７３】
　以下に、本実施例における信号の伝送遅れについて述べる。
【００７４】
　本実施例では、光ファイバーケーブルをデイジーチェーン接続しているため、あるセル
制御装置２０４が隣接する他のセル制御装置２０４に信号を伝送するまでに遅延時間が生
じる。
【００７５】
　全てのセルは光ファイバーケーブルを用いてデイジーチェーン接続されているため、中
央制御装置１０７から遠いセルでは、セル間の信号伝送の遅延が蓄積する。したがって、
中央制御装置１０７から各セルへ制御信号が伝達されるまでの遅延時間は、セル毎に異な
る。
【００７６】
　したがって、デイジーチェーン接続に起因してセル毎に異なる遅延時間のバランスを確
保することが重要である。
【００７７】
　ここで、セル番号を定義する。セル番号は、各セル１０５のセル制御装置２０４がその
内部に保存している情報である。
【００７８】
　セル番号とは、中央制御装置１０７から該セル１０５までの、光ファイバーケーブル１
１１～１１４によるデイジーチェーン接続の順番である。そのセル番号がＫであるセル１
０５を第Ｋセルと呼ぶことにする。第Ｋセルは、中央制御装置１０７からＫ番目に情報を
受信するセルである。
【００７９】
　以下、遅延バランス時間ＴＢについて説明する。
【００８０】
　遅延バランス時間ＴＢとは、中央制御装置１０７から各セル１０５への信号伝送遅延時
間を大略等しくするための時間であり、セル毎に異なる値をもつ。
【００８１】
　実施例１では、中央制御装置１０７から送信された光シリアル信号は、６Ｎ台のセル１
０５を通り、再び中央制御装置１０７に戻される。
【００８２】
　したがって、中央制御装置１０７は、６Ｎ台のセルを光シリアル信号が通過する時間（
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全遅延時間）ＴＤを計測できる。
【００８３】
　例えば、中央制御装置１０７および各セル制御装置２０４の初期化時において、中央制
御装置１０７が遅延時間測定のための試験用光シリアル信号フレームを使用して全遅延時
間ＴＤを計測し、ＴＤのディジタル値を、全セルに光シリアル伝送することができる。
【００８４】
　これにより、全てのセル１０５は、全セル（６Ｎ台）分の全遅延時間ＴＤの情報を持っ
ている。また、各セルは、自セルが第何セルかという情報（セル番号Ｋ）を持っている。
【００８５】
　ここで、第Ｋセルの遅延バランス時間をＴＢ（Ｋ）とすると、ＴＢ（Ｋ）を次式で与え
ることにより、中央制御装置１０７から各セル１０５への信号伝送遅延時間を大略等しく
することができる。
〔式１〕
　　ＴＢ（Ｋ）＝（１－Ｋ／６Ｎ）・ＴＤ
【００８６】
　次に、本発明の効果を説明する。本発明は、自給電源２０８を用いてセル制御装置２０
４に電力を供給することで、中央制御装置１０７で直流コンデンサの以上信号を設けなく
ても故障を検出できることが特徴である。以下詳細に説明する。
【００８７】
　以下では１例として、各セル１０５のうち１つのセル、例えばＨ番目のセルの直流コン
デンサ電圧が低下した場合の故障検出法について述べる。
【００８８】
　Ｈ番目のセルの直流コンデンサ電圧が低下し、一定電圧（Ｖｍ）を下回ると前記自給電
源２０８が、前記セル制御装置２０４に電力が供給できなくなる。
【００８９】
　前記セル制御装置２０４は電力が供給されないため、中央制御装置１０７または、隣接
する他のセル制御装置との通信ができなくなる。
【００９０】
　このため、Ｈ番目のセル制御装置はＨ－１番目のセル制御装置、または中央制御装置に
通信が完了したことを伝えることができない。よって、Ｈ－１番目のセル制御装置は、Ｈ
番目のセル制御装置が通信できなかったことを逆周りに各セル制御装置を介して中央制御
装置１０７へ伝達する。
【００９１】
　中央制御装置１０７は、Ｈ番目のセル制御装置と通信できなかったことを検知したこと
で、Ｈ番目のセル制御装置の直流コンデンサの異常と判定することができる。
【００９２】
　よって、直流電圧の状態を通信によって常に監視する必要がなく、通信ビットの有効活
用ができる。
【００９３】
　さらに、本実施例では、中央制御装置１０７が光トランシーバを２つ備えている場合、
中央制御装置１０７は通常の順番による通信（１から６Ｎ番目のセルへの通信）とは逆周
りの通信（６Ｎ番目から１番目のセルへの通信）を実施することで、１台セルが停止した
場合でも、セル段数に冗長性を持たせておくことで運転継続が可能である。
【００９４】
　以下に、本実施例における、１台セルが停止した場合における運転継続方法について述
べる。
【００９５】
　１台セルが停止した場合、双方向（１番目から６Ｎ番目および６Ｎ番目から１番目のセ
ルへの通信の２通り）に通信していれば、停止したセル以外の各セルへの通信は可能であ
る。
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【００９６】
　ただし、全台が運転している場合と１台セルが停止した場合の遅延バランス時間ＴＢが
異なる。
【００９７】
　そのため、中央制御装置は、Ｈ番目のセルが停止したことを検知したときに各セルの遅
延バランス時間を再度設定する。
【００９８】
　例えば、Ｈ番目のセルが停止した場合、全台が運転していた場合の遅延バランス時間を
ＴＢとした場合、順方向から通信を行うＫ番目のセル（１からＨ－１番目のセル）の遅延
バランス時間ＴＢ１（Ｋ）は、式２の値にすることにより、中央制御装置１０７から各セ
ル１０５への信号伝送遅延時間を大略等しくすることができる。
〔式２〕
　　ＴＢ１（Ｋ）＝｛２（Ｈ－１）－Ｋ｝・ＴＤ／６Ｎ
【００９９】
　また、逆方向からの通信を行うＫ番目のセル（Ｈ＋１から６Ｎ番目のセル）の遅延バラ
ンス時間ＴＢ２（Ｋ）は、式３の値にすることにより、中央制御装置１０７から各セル１
０５への信号伝送遅延時間を大略等しくすることができる。
〔式３〕
　　ＴＢ２（Ｋ）＝｛１８Ｎ－２（Ｈ＋１）－Ｋ｝・ＴＤ／６Ｎ
【０１００】
　また、短絡スイッチ２０９をセルの出力に並列に接続し、前記短絡スイッチの駆動電力
を前記自給電源２０８から供給すればよい。
【０１０１】
　短絡スイッチ２０９は、前記セル１０５が故障した場合、前記セル１０５の出力を短絡
する手段であり、前記自給電源２０８から駆動電力がない場合、前記セル１０５の出力を
短絡するノーマリーオンのスイッチである。
【０１０２】
　前記自給電源２０８が停止すると、前記短絡スイッチ２０９によって異常セルの出力は
短絡されるため、セルの段数に冗長性を持たせておくことで、セルが故障してもシステム
として運転継続させることも可能である。
【０１０３】
　また、本実施例のその他の効果として、セル制御装置２０４およびゲートドライバ２０
６の電力を主回路から供給できるため、絶縁トランスなどによって対地電位との絶縁を取
る必要がなく、セルの小型・軽量化できる。この効果は、前述した故障ビットの有無の構
成とは関係しない。
【実施例２】
【０１０４】
　本発明を実施する第２の形態について説明する。実施例１では中央制御装置と各セル制
御装置の通信を数珠繋ぎ、いわゆるデイジーチェーン方式であったが、実施例２では図３
に示すように中央制御装置は、個別に各セル制御装置と通信を行う、いわゆるスター結線
方式であることが異なる。
【０１０５】
　以下では、実施例２の構成において、実施例１の構成と異なる部分についてのみ説明す
る。
【０１０６】
　図３は、本発明の第２の実施形態を表した回路図である。
【０１０７】
　中央制御装置１０７は、６Ｎ個光トランシーバ１１０を備えており、光トランシーバ１
１０から光ファイバーケーブル１１１を介して、各セル１０５に出力電圧指令値を送信す
る。
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【０１０８】
　本実施例では、中央制御装置１０７から各セルのセル制御装置２０４へは、パラレルで
信号を伝送するため、必要な光トランシーバの数が増加する。本実施例の電力変換装置３
０３に適用することで、信号の情報量を削減できるため、信号処理能力が低い安価な光ト
ランシーバを使用できるため、装置の低コスト化が図れる。
【０１０９】
　次に、本発明の効果について説明する。本実施例でも、自給電源２０８を用いてセル制
御装置２０４に電力を供給することで、セルの直流コンデンサの異常を中央制御装置で信
号を設けなくても、故障を検出できる。以下より詳細に説明する。
【０１１０】
　各セル１０５のうち１つのセルの直流コンデンサ電圧ＶＣが低下した場合を例にとり説
明する（以後、直流コンデンサ電圧が低下したセル１０５を異常セルと呼ぶ）。
【０１１１】
　異常セルの直流コンデンサ電圧ＶＣが低下し、Ｖｍを下回ると前記自給電源２０８が停
止し、前記セル制御装置２０４に電力が供給できなくなる。
【０１１２】
　前記セル制御装置２０４は電力が供給されないため、中央制御装置１０７との通信がで
きなくなる。
【０１１３】
　中央制御装置１０７は、異常セルと通信ができなくなった時点で異常セルの直流コンデ
ンサが異常だと判定することができる。
【０１１４】
　中央制御装置１０７は、直流コンデンサの異常を通信によって常に監視する必要がなく
、通信ビットの有効活用ができる。
【０１１５】
　また、短絡スイッチ２０９をセルの出力に並列に接続し、前記短絡スイッチの駆動電力
を前記自給電源２０８から供給することで、１台セルが停止した場合に前記自給電源２０
８から駆動電力が供給されなくなるため、前記セル１０５の出力が短絡され、１台セルが
故障してもシステムとして運転継続させることも可能である。
【０１１６】
　本実施例では、各セル１０５としてチョッパセルを取り上げたが、本発明は、フルブリ
ッジセルにも適用可能である。
【０１１７】
　また、本実施例では、電力変換装置１０３として三相電力系統に連系する三相ＭＭＣを
取り上げたが、本発明は、単相系統に連系する単相ＭＭＣや、モータを駆動するＭＭＣに
も適用可能である。
【０１１８】
　また、本発明はカスケード・マルチレベル変換器（ＣＭＣ）にも適用可能である。
【０１１９】
　そして、本実施例のその他の効果として、セル制御装置２０４およびゲートドライバ２
０６の電力を主回路から供給できるため、絶縁トランスなどによって対地電位との絶縁を
取る必要がなく、セルの小型・軽量化できる。この効果は、前述した故障ビットの有無の
構成とは関係しない。
【実施例３】
【０１２０】
　本発明を実施する第３の形態について説明する。実施例１では、セル制御装置の駆動電
力を各セルの直流コンデンサから自給電源を介して供給していたが、本実施例では、スイ
ッチング素子に印加される電圧から自給電源を介して供給しているところが異なる。
【０１２１】
　以下では、実施例３の構成において、実施例１の構成と異なる部分についてのみ説明す
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る。
【０１２２】
　図４は、本発明の第３の実施形態を表した回路図である。
【０１２３】
　ハイサイド・スイッチング素子２０１およびローサイド・スイッチング素子２０２は、
両スイッチング素子がＯＦＦ状態のときはＶＣ／２、片方のスイッチング素子がＯＮ状態
のときは、ＶＣと大略零のパルス状の電圧が印加される。
【０１２４】
　自給電源４０１は、ハイサイド・スイッチング素子２０１に印加する電圧を利用して電
力を供給する。また、自給電源４０２は、ローサイド・スイッチング素子２０２に印加す
る電圧を利用して電力を供給する。
【０１２５】
　自給電源４０１は、ハイサイド・スイッチング素子２０１を駆動するゲートドライバ４
０３に電力を供給する。
【０１２６】
　自給電源４０２は、ローサイド・スイッチング素子２０２を駆動するゲートドライバ４
０４，セル制御装置２０４および短絡スイッチ２０９に電力を供給する。
【０１２７】
　次に、本実施例においても本特許の特徴である自給電源からセル制御装置へ電力を供給
することで、通信で常時監視することなくセルのスイッチング素子の異常を検知できるこ
とについて述べる。
【０１２８】
　各セル１０５のローサイド・スイッチング素子２０２が短絡故障した場合について述べ
る（以後、スイッチング素子が故障したセル１０５を故障セルと呼ぶ）。
【０１２９】
　故障セルのローサイド・スイッチング素子２０２が短絡故障するとローサイド・スイッ
チング素子には電圧が印加されず、前記自給電源４０２は停止し、前記セル制御装置２０
４に電力が供給できなくなる。
【０１３０】
　前記セル制御装置２０４は電力が供給されなくなるため、中央制御装置１０７との通信
ができなくなる。
【０１３１】
　中央制御装置１０７は、通信ができなくなった時点で故障セルをローサイド・スイッチ
ング素子故障だと判定することができる。
【０１３２】
　また、セル制御装置２０４の電力を、ハイサイド・スイッチング素子２０１に印加する
電圧を利用して電力を供給する自給電源４０１から供給すると、ハイサイド・スイッチン
グ素子が短絡故障をした場合、自給電源４０１が停止し、前記セル制御装置２０４に電力
が供給されなくなるため、中央制御装置１０７との通信ができなくなるため、中央制御装
置１０７は、通信ができなくなった時点で故障セルをハイサイド・スイッチング素子故障
だと判定することができる。
【０１３３】
　上記のように、中央制御装置１０７は、ハイサイド・スイッチング素子２０１または、
ローサイド・スイッチング素子２０２の異常を通信によって常に監視する必要がなく、通
信ビットの有効活用ができる。
【０１３４】
　また、セルが故障した場合でも、本実施例の電力変換装置の運転を継続させる場合は、
短絡スイッチ２０９をセルの出力に並列に接続し、前記短絡スイッチの駆動電力を前記自
給電源４０１または前記自給電源４０２から供給すればよい。
【０１３５】
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　短絡スイッチ２０９は、前記セル１０５が故障した場合、前記セル１０５の出力を短絡
する手段であり、前記自給電源４０１または４０２から駆動電力がない場合、前記セル１
０５の出力を短絡するノーマリーオンのスイッチである。
【０１３６】
　前記自給電源４０１または前記自給電源４０２が停止すると、前記短絡スイッチ２０９
によって異常セルの出力は短絡されるため、セルの段数に冗長性を持たせておくことで、
セルが故障してもシステムとして運転継続させることも可能である。
【０１３７】
　本実施例では、各セル１０５としてチョッパセルを取り上げたが、本発明は、フルブリ
ッジセルにも適用可能である。
【０１３８】
　また、本実施例では、電力変換装置１０３として三相電力系統に連系する三相ＭＭＣを
取り上げたが、本発明は、単相系統に連系する単相ＭＭＣや、モータを駆動するＭＭＣに
も適用可能である。
【０１３９】
　また、本発明はカスケード・マルチレベル変換器（ＣＭＣ）にも適用可能である。そし
て、本実施例のその他の効果として、セル制御装置２０４およびゲートドライバ４０３ま
たは４０４の電力を主回路から供給できるため、絶縁トランスなどによって対地電位との
絶縁を取る必要がなく、セルの小型・軽量化できる。尚、この効果は、前述した故障ビッ
トの有無の構成とは関係しない
【実施例４】
【０１４０】
　本発明を実施する第４の形態について説明する。本実施例は、実施例１，実施例２また
は実施例３で用いる自給電源の１例である。
【０１４１】
　本実施例を実施例１，実施例２または実施例３に適用することで、セルを構成する直流
コンデンサの異常またはスイッチング素子の故障ビットを中央制御装置に送信しなくとも
検出できる。
【０１４２】
　図５は、本発明の第４の実施形態を表した回路図である。
【０１４３】
　まず、本発明の特徴であるセル制御装置に主回路から電力を供給できることを特徴とし
て自給電源５００の構成について説明する。自給電源５００は、入力端子５０１と５０２
の間に放電防止ダイオード５０３，制限抵抗５０４および給電コンデンサ５０５の直列体
を接続する。前記給電コンデンサに並列にツェナーダイオードなどの電圧制限手段５０６
および電圧調整回路５０７が接続される。電圧調整回路５０７の出力は、出力端子５０８
および５０９に接続される。
【０１４４】
　次に自給電源５００の動作を説明する。
【０１４５】
　構成や用途によるが、入力端子５０１，５０２には、数百Ｖから数千Ｖの直流電圧また
はパルス状の電圧が印加され、給電コンデンサ５０５を充電する。放電防止ダイオード５
０３は前記給電コンデンサ５０５に充電された電荷が放電するのを防ぐ。ただし、実施例
１または実施例２のように入力電圧が概略一定とみなせる場合は削減することもできる。
【０１４６】
　前記給電コンデンサ５０５の電圧ＶＣＱが一定以上の電圧Ｖlimになると電圧制限手段
５０６が動作し、給電コンデンサ５０５の電圧を概ね一定に制限する。電圧制限手段５０
６が動作し給電コンデンサ５０５の電圧ＶＣＱが概ね一定になると、電圧調整回路５０７
が動作する。電圧調整回路は給電コンデンサ５０５の電圧ＶＣＱを負荷が必要な電圧に変
換し、出力端子５０８，５０９に出力する。
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【０１４７】
　本発明の自給電源５００は、入力端子５０１，５０２に印加される電圧ＶinがＶlim以
下になると、給電コンデンサ５０５の電圧ＶＣＱを一定にならず電圧調整回路５０７が動
作を停止し、出力端子５０８，５０９には電圧が出力されない。
【０１４８】
　実施例１，実施例２または実施例３のセル制御装置２０４に電力が供給されなくなるた
め、中央制御装置１０７と通信できなくなる。
【０１４９】
　中央制御装置１０７は通信できなくなったことを認識すると、直流コンデンサ２０３，
ハイサイド・スイッチング素子２０１、またはローサイド・スイッチング素子２０２の異
常と判定する。
【０１５０】
　上記のように、中央制御装置１０７は、直流コンデンサ２０３またはスイッチング素子
２０１，２０２の異常を通信によって常に監視する必要がなく、通信ビットの有効活用が
できる。
【０１５１】
　また、本実施例のその他の効果として、セル制御装置およびゲートドライバの電力を主
回路から供給できるため、絶縁トランスなどによって対地電位との絶縁を取る必要がなく
、セルの小型・軽量化できる。尚、この効果は、前述した故障ビットの有無の構成とは関
係しない。
【実施例５】
【０１５２】
　本発明を実施する第５の形態について説明する。本実施例は、実施例１または実施例２
で用いる自給電源の１例である。
【０１５３】
　本実施例を実施例１または実施例に適用することで、セルを構成する直流コンデンサの
故障ビットを中央制御装置に送信しなくとも検出できる。
【０１５４】
　また、本実施例では実施例４で用いた制限抵抗による損失がなくなるため、低損失で電
力を供給できる。
【０１５５】
　図６は、本発明の第５の実施形態を表した回路図である。
【０１５６】
　また、本実施例は、本発明の特徴であるセル制御装置に主回路から電力を供給できる自
給電源において、自給電源を構成する各電圧調整回路の出力を並列にして各電圧調整回路
の出力バランスさせることにより、分圧給電コンデンサの電圧バランスを一定に保つこと
ができ、実施例４で必要であった制限抵抗が削減できることが特徴である。
【０１５７】
　まず、自給電源６００の構成を説明する。自給電源６００は、入力端子６０１と６０２
の間に複数の分圧給電コンデンサ６０３の直列体が接続される。前記各分圧給電コンデン
サ６０３にはそれぞれ電圧調整回路６０４が接続される。前記各電圧調整回路６０４の出
力は、それぞれ並列に接続され、出力端子５０８，５０９に接続される。
【０１５８】
　次に、本発明の自給電源６００の動作を説明する。
【０１５９】
　入力端子６０１，６０２に印加される電圧Ｖinを分圧給電コンデンサ６０３により分圧
する。前記各電圧調整回路６０４は、前記各分圧給電コンデンサ６０３の電圧をゲートド
ライバやセル制御装置などの負荷が必要とする電圧に変換し、各電圧調整回路６０４の出
力端子を並列に接続し、出力端子６０５，６０６にから電力を供給する。ただし、電圧調
整回路６０４は入力電圧が一定以下（Ｖmin）になると出力を停止する機能を有する。
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【０１６０】
　各電圧調整回路６０４は出力を並列に接続しているため、前記各電圧調整回路６０４の
出力は概ね等しくなり、前記分圧給電コンデンサ６０３の電圧は互いに概ね等しくなる。
【０１６１】
　また、図６には図示していないが、各分圧給電コンデンサ６０３の電圧を検出し、各電
圧調整回路６０４の出力を調整することにより、各分圧給電コンデンサ６０３の電圧バラ
ンスをとることもできる。
【０１６２】
　本発明の自給電源６００は、入力端子６０１，６０２に印加される電圧が低下し、各分
圧給電コンデンサの電圧がＶmin以下になると、電圧調整回路６０４が動作を停止し、出
力端子６０５，６０６から電力は供給されなくなる。
【０１６３】
　よって、実施例１，実施例２のセル制御装置２０４に電力が供給されなくなるため、中
央制御装置１０７と通信できなくなる。
【０１６４】
　中央制御装置１０７は通信できなくなったことを認識すると、直流コンデンサ２０３の
異常と判定する。
【０１６５】
　上記のように、中央制御装置１０７は、直流コンデンサ２０３異常を通信によって常に
監視する必要がなく、通信ビットの有効活用ができる。
【０１６６】
　また、本実施例のその他の効果として、セル制御装置およびゲートドライバの電力を主
回路から供給できるため、絶縁トランスなどによって対地電位との絶縁を取る必要がなく
、セルの小型・軽量化できる。尚、この効果は、前述した故障ビットの有無の構成とは関
係しない。
【実施例６】
【０１６７】
　本発明を実施する第６の形態について説明する。本実施例は、実施例４または実施例５
で用いる電圧調整回路の変形である。
【０１６８】
　本実施例を実施例４または実施例５に適用することで、電圧調整回路が停止する際にゲ
ートドライバが誤パルスを出力する可能性を低減することができる。
【０１６９】
　図７は、本発明の第６の実施形態を表した回路図である。
【０１７０】
　また、本実施例は、本発明の特徴であるセル制御装置へ主回路から電力を供給できる自
給電源を含むセルにおいて、ゲートドライバの方がセル制御装置よりも先に停止するよう
に電圧調整回路の各出力に接続する各バックアップコンデンサの静電容量を決定すること
が特徴である。
【０１７１】
　まず、本実施例の構成を説明する。電圧調整回路７０３からゲートドライバへ電力を供
給する出力端子７０６，７０８との間に並列にバックアップコンデンサ７０４を、電圧調
整回路７０３からセル制御装置へ電力を供給する出力端子７０７，７０８との間に並列に
バックアップコンデンサ７０５を接続する。
【０１７２】
　次に、本実施例の動作を説明する。電圧調整回路７０３は、入力端子７０１，７０２に
印加される電圧をゲートドライバ及びセル制御装置が必要な電圧に変換し、ゲートドライ
バには出力端子７０６，７０８を介して、セル制御装置には出力端子７０７，７０８を介
して電力を供給する。バックアップコンデンサ７０４，７０５の静電容量を下記のように
選ぶことで、電圧調整回路７０３が停止した場合、ゲートドライバをセル制御装置よりも
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イッチング素子を誤点弧させなくすることができる。
【０１７３】
　ゲートドライバに出力する電圧をＶＧＤ、消費する電力をＰＧＤ、セル制御装置に出力
する電圧をＶＣＣ、消費する電力をＰＣＣとすると、バックアップコンデンサ７０４およ
び７０５の静電容量ＣＧＤ，ＣＣＣは式５の関係を満たすようにすれば、バックアップコ
ンデンサ７０４の電圧の方がバックアップコンデンサ７０５の電圧より先に低下する。
〔式５〕
　　ＣＧＤ＜［｛ＰＧＤ・（ＶＣＣ）2｝／ＰＣＣ・（ＶＧＤ）2］・ＣＣＣ
【０１７４】
　以上のように、各バックアップコンデンサの静電容量を決定することにより、電圧調整
回路７０３が停止した場合、ゲートドライバをセル制御装置よりも先に停止させることが
でき、スイッチング素子が誤点弧することを防ぐことができる。
【産業上の利用可能性】
【０１７５】
　本発明は、交流電力をいったん直流電力に変換する無効電力補償装置（ＳＶＣ，ＳＴＡ
ＴＣＯＭ）やモータドライブ用電力変換装置，直流送電システム（ＨＶＤＣ）などの電力
変換器を用いる機器に適用することが可能である。
【符号の説明】
【０１７６】
１０１　三相電力系統
１０２　変圧器
１０３，３０３　電力変換装置
１０４　変換器アーム
１０５　セル（単位変換器）
１０６　リアクトル
１０７　中央制御装置
１０８　交流電圧センサ
１０９　電流センサ
１１０，２０５　光トランシーバ
１１１　光ファイバーケーブル
１１２　負荷装置
２０１　ハイサイド・スイッチング素子
２０２　ローサイド・スイッチング素子
２０３　直流コンデンサ
２０４　セル制御装置
２０６，４０３，４０４　ゲートドライバ
２０７　直流電圧センサ
２０８，４０１，４０２，５００，６００　自給電源
２０９　短絡スイッチ
５０１，５０２，６０１，６０２，７０１，７０２　入力端子
５０３　放電防止ダイオード
５０４　制限抵抗
５０５　給電コンデンサ
５０６　電圧制限手段
５０７，６０４，７０３　電圧調整回路
５０８，５０９，６０５，７０６，７０７，７０８　出力端子
６０３　分圧給電コンデンサ
７０４，７０５　バックアップコンデンサ
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