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富士電機では，業界最高クラスの性能を持つ「FRENIC-VG シリーズ」に，690 V 系列のスタックタイプを用意している。
船舶や海外の化学プラント，鉱業，水処理設備などでの需要が多く，これまで 90 〜 315 kW の容量であった 690 V 系列に，
355 〜 450 kW の容量をラインアップに追加した。低損失の SiC ハイブリッドモジュールを搭載することで大容量化に伴う
製品の大型化を抑制し，製品の幅寸法を 220 mm に維持している。また，複数台のスタックの並列接続により，2,700 kW

特集

までの多巻線モータの駆動や，ダイレクトパラ接続方式による 1,200 kW までの大容量単巻線モータの駆動を可能にした。
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Fuji Electric oﬀers 690-V stack type of the“FRENIC-VG Series”that has the highest-level performance in the industry. The 690-V
inverters have seen high demand from the marine industry, overseas chemical plants, mining and water treatment facilities and their conventional capacities were between 90 and 315 kW. Now capacities from 355 to 450 kW have been added to the lineup. Incorporating a SiC hybrid
module with low power dissipation prevents the product from becoming larger due to capacity enlargement, and keeps the product width to
220 mm. Connecting multiple stacks in parallel makes it possible to drive multi-winding motors up to 2,700 kW. Having a direct parallel connection enables large-capacity single-winding motors to be driven up to 1,200 kW.

まえがき
近年，鉄鋼プラントや大型クレーンなどの大規模設備で
使われるインバータに対して，大容量化や高応答・高精度
化の要求が高まるとともに，設置や交換作業などのメンテ
ナンス性の向上と省スペース化が求められている。
こうしたニーズに応えるため，業界最高クラスの性能を
⑴

持つ「FRENIC-VG シリーズ」のラインアップに，400 V
系列のスタックタイプを 2012 年度に加えた。また，船舶
や海外の化学プラント，鉱業，水処理設備などで需要が
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SiC ハイブリッドモジュール
355 〜 450 kW の容量の 690 V スタックに搭載した SiC
ハイブリッドモジュールは，SiC-SBD（Schottky Barrier
Diode） と Si-IGBT（Insulated Gate Bipolar Transistor）
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で構成している。これは，富士電機製 1,700 V 耐圧 SiCSBD チップと第 6 世代「V シリーズ」IGBT チップを使
用したものである。SiC ハイブリッドモジュールの外観お
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SiC ハイブリッドモジュールの特徴

SiC ハイブリッドモジュールは，少数キャリアの注入が
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モジュールのトータル発生損失

トータル発生損失は 28% 低減され，装置の小型化や容量
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の拡大が可能となる。

OA

.

：250 A/diV

C

SiC ハイブリッドモジュールの適用における課題と
対策
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SiC ハイブリッドモジュールは，Si モジュールよりも高
逆回復電流 rr：小

速でスイッチングを行う。そのため，デバイスを並列に接
続した場合に電流の分担を適切にして，動作の安定化を図
る必要がある。さらに，インダクタンスの低減と均等化を
：400 ns/div

行い，インピーダンスのマッチングを行うことで発振現象
を抑えて EMC の低ノイズ化を図る必要がある。
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EN61800-3 の放射ノイズをクリアするため，次の施策を
行った。
SiC ハイブリッドモジュールは高速でスイッチングする
ため，インバータから発生する放射ノイズは増加する。従
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やインバータの出力ケーブルに零相リアクトル（コモン
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ハイブリッドモジュールの逆回復電流が大幅に小さくなっ
低

ている。さらに逆回復電流の低減は，対向アーム IGBT の
ターンオン損失 E on の低減にもつながる。
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に，450 kW スタックに搭載した場合の Si モジュー

ルと SiC ハイブリッドモジュールのトータル発生損失の
比較を示す。SiC ハイブリッドモジュールの P rr は，Si モ
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ジュールに比べて約 85 % 低減し，P on は約 45 % 低減する。
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イブリッドモジュールを新たに搭載した単機容量 355 〜
450 kW のインバータを追加して，90 〜 450 kW の範囲の

バイパスコンデンサ

インバータをそろえた。モータのさらなる大出力化に対応
する場合には，巻線分割を行った大容量多巻線モータを使
用するか，スタックを並列に接続することで出力容量を拡
大する。
FRENIC-VG では，最大 6 巻線までの多巻線モータを
駆動することができ，2,700 kW までの容量に対応が可能
である。また，限流用リアクトルを使用せずにスタックを
並列で接続することで大容量単巻線モータを駆動できるダ
イレクトパラ接続方式にも対応している。このダイレクト
パラ接続方式は，図

SiC ハイブリッドモジュール

に示すように，最大 3 台のスタック

をモータ端子部で並列接続することで，1,200 kW までの
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SiC ハイブリッドモジュールに接続したバイパスコンデン

大容量単巻線モータの駆動が可能である。

サ

なお，各スタック間の出力電圧の誤差により，誤差電流
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（横流）が生じる。従来は，限流用リアクトルを挿入する
モードリアクトル）を挿入することで行っていた。しかし，

ことで横流を抑えていた。FRENIC-VG では，制御ソフ

このようなインバータの外部での対策は，SiC ハイブリッ

トウェアによる横流抑制制御を適用することにより，限流

ドモジュールの適用で増加した放射ノイズに対しては低減

用リアクトルを不要にした。この横流抑制制御と出力動力

効果が十分ではない。
一方で放射ノイズは，ノイズ電流が流れるループ（放射
光通信リンク

面積）の大きさに比例するので，このループを小さくする
ためにノイズ源の近傍で対策を行うと効果的である。そこ
で，FRENIC-VG スタックシリーズでは，ノイズ源であ
る SiC ハイブリッドモジュールの直近に，周波数特性の
良いバイパスコンデンサを並列に接続して放射ノイズを低
。
減した（図 ）

690V 系列インバータ「FRENIC-VG スタッ
クシリーズ」
.
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スタックの並列接続方式
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線の内部インダクタンスにより，スタックの並列接続を可

タを選択できる。

能としている。
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直流配電による省スペース化

直流部分でコンバータ部とインバータ部を分離した構成
.

としているため，直流母線間のエネルギー授受を目的とし

スタックタイプの特徴

⑴

た直流配電によるマルチドライブの構成が可能となる。こ

製品の幅寸法の統一
690 V 系列インバータの FRENIC-VG スタックシリー

れによってコンバータ容量の削減や，大容量システムの構

ズは，スタック幅を 220 mm に統一し，盤への収納性を高

築が容易になり，盤の省スペース化が実現できる。

めることにより，省スペース化とトータルコストダウンを
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メンテナンス性の向上

重要設備では，トラブル発生時や設備更新時などにおい

可能にした。
特に，355 〜 450 kW のスタックについては，

章で述

べたとおり，SiC ハイブリッドモジュールを搭載すること

て，インバータの交換に必要な作業時間の短縮が求められ
ている。
スタックタイプでは，キャスターによる引出し構造や交

低減している。これにより，モジュールの冷却体部分の容

換用リフターを準備することにより，従来のユニットタイ

積を従来のままとし，スタック幅を 220 mm に維持するこ

プと比較して大幅な作業時間の短縮を実現している。

とができた。

あとがき

250 kW のスタックを 2 並列で構成する必要があった。SiC

SiC ハイブリッドモジュールを搭載した 690 V 系列イン

ハイブリッドモジュールを搭載した 450 kW スタックであ

バータ「FRENIC-VG スタックシリーズ」について述べた。

れば，スタックは 1 台だけで駆動できるので，盤の小型化

今後は，ダイレクトパラ接続方式において，横流抑制制

に大きく貢献できる。

御の制御ソフトウェアを拡張して並列接続数を増やすこと
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により，690 V 系列インバータシステムの適用分野を拡大

用途に応じたコンバータの選択
オールインワンのユニットタイプと異なり，スタックタ

していく所存である。

イプではコンバータ部とインバータ部を別々のスタックに
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従来，690 V 系列の 450 kW のインバータを構築するに
は， 図 0 に示すように，ダイレクトパラ接続によって
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により，Si モジュールに比べてトータル発生損失を 28 %
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