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まえがき

汎用インバータに代表される可変速駆動装置は，高性能

化，小形軽量化，そして低価格化が日進月歩のごとく進ん

でいる。これは，パワーデバイス，制御方式とそれを実現

する制御デバイス，さらには冷却や実装技術といったさま

ざまな技術の向上によって成し遂げられているが，イン

バータ部の主回路に関しては発売以来，大きな変革なしに

現在に至っている。

一方，特に電源高調波の問題を解決するために，従来の

ダイオード整流回路に力率改善リアクトルを付加すること

や，高力率コンバータの採用が要求されており，可変速駆

動装置全体としての主回路はますます複雑化する傾向にあ

る。

富士電機では，将来の可変速駆動装置の新しい主回路を

めざした技術開発を行っており，本稿では，新しい電力変

換回路やそのための解析技術を紹介する。

直接変換回路の解析法とその適用例

２.１ 直接変換回路の特徴

三相－三相直接変換回路適用の狙いは次のとおりである。

入力電源電流の高力率化

主回路の通過素子数低減による定常損失の減少

直流中間部の部品不要による小形軽量化

図１は，直接変換回路の代表的回路であるマトリックス

コンバータ
（1）

の基本構成を示す回路である。この回路は，

双方向性スイッチを 1相あたり 3個，計 9個使用している。

直接変換回路では，入力電源電圧波形を直接裁断し出力電

圧波形として利用する。したがって，三相の出力端子にお

いて，他の相とは独立に入力側端子を選択可能なので，マ

トリックスコンバータは，入力電源電流制御と出力電圧制

御に関し，三相－三相直接変換回路の最大の自由度を有し

ている。

２.２ 直接変換回路の解析法

図１に示す回路のマトリックスコンバータは，双方向性

スイッチを必要とするため，各種変形回路が考案されてい

る。また，マトリックスコンバータの機能を制限すること

によって使用素子数を低減する回路も提案されている。こ

のため，提案される各種直接変換回路に対し，その回路の

有する制御性能を同一の定義によって比較することは困難

であり，統一的な解析法は十分に整備されていない。そこ

で，富士電機では，直接変換回路の研究を進めるにあたり，

各種回路の制御性能を評価するための解析法
（2）

を確立した。

この解析法では，図２のように，直接変換回路の入力線

間電圧と出力線間電圧の関係を，スイッチマトリックス S

（n，m）を用いて定義する。三相－三相変換の場合は，S

は式 のように 3行 3列の行列となる。（1）

（3）

（2）

（1）
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図１　マトリックスコンバータの回路
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図２　直接変換回路のシステム構成
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………………………………

Sの各要素は各スイッチのスイッチング関数により表記

され，スイッチング関数は入力の線間電圧と出力の線間電

圧によって決まる全電流経路上のスイッチから定義する。

続いて，出力電圧を瞬時空間電圧ベクトルを用いて表現

することにより，直接変換回路の入力電源電圧と出力電圧

との関係が明確となる。式 は出力電圧の瞬時空間ベクト

ルの演算を示している。

…………

式 は，図１に示したマトリックスコンバータのスイッ

チマトリックスを示しており，図３はある電源電圧位相に

おける出力電圧の瞬時空間ベクトルを示している。

…………

出力 1相あたり 3とおりのスイッチの選択が可能なので，

星印で示す 27 とおりのベクトルが存在する。また，図３

中の円は電源電圧ベクトルの軌跡を示している。破線は出

力電圧ベクトルの外側を結んだ線であり，この範囲内の電

圧は PWMによって平均的に出力可能であり，これに内接

する円は，低次高調波の発生なしに出力可能な最大電圧の

軌跡を示している。

２.３ 解析法の適用例

図４は，図１に示したマトリックスコンバータの回路か

らスイッチ 3個を取り去った回路である。この回路は入力

に対し，2個直列に接続した双方向性スイッチを各線間に

デルタ結線することからデルタコンバータ
（3）

と呼ぶ。この解

析法をデルタコンバータに適用し，その動作の解析例を以

下に述べる。

式 は，デルタコンバータのスイッチマトリックスを示

しており，図５はある電源位相での出力電圧の瞬時空間ベ

クトルとPWMによって出力可能な電圧範囲を示している。

…………………………

この回路は，出力の三相ごとに二つのスイッチがあるた

め，出力電圧ベクトルは 8とおりであり，任意周波数は出

力できないが振幅の制御が可能である。さらに，同様の手

法を用いて入力電流に関する瞬時空間ベクトルを求めると，

入力電流の位相を制御可能な範囲が解析可能となる。これ

らの結果から，デルタコンバータは，120 °までの遅れ進

み負荷に対し，電源電流の力率を 1に制御しつつ，出力電

圧の振幅が制御可能な VVCF（Variable Voltage Con-

stant Frequency）回路であることから，誘導電動機の始

動電流低減と力率改善を行う装置への適用が期待される。

直接リンク形変換回路

３.１ 回路構成

図１に示した回路のマトリックスコンバータは，双方向

スイッチを必要とし，そのスイッチに付加されるスナバ回

路は交流スナバとなる。そこで，富士電機では，汎用

IGBT モジュールとインバータ装置に広く採用されている
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図３　マトリックスコンバータの瞬時空間ベクトル
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図５　デルタコンバータの瞬時空間ベクトル
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図４　デルタコンバータの回路
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直流スナバ（RCDスナバ，Cスナバ）を適用した直流ク

ランプ形双方向スイッチ回路
（4）

を基本構成とする直接リンク

形変換回路
（5）

を開発した。

図６に，この回路の主回路構成を示す。なお，この回路

は，出力電圧の瞬時空間ベクトルが図３のマトリックスコ

ンバータと等しいので，マトリックスコンバータと同等の

機能を有しており，入力電流制御と出力電圧制御の両立が

可能である。

３.２ 実験結果

図７に，三相 200V 入力，2.2 kW（4極）の汎用電動機

を，キャリヤ周波数 16 kHz にて駆動した場合の出力電圧

電流波形を示す。電動機に印加される電圧波形は入力電圧

が直接裁断，分配されているため，ピーク値は三相全波の

軌跡を描いているが，出力電流は実用上問題のない程度の

正弦波状の電流波形が得られている。

新方式単相高力率変換回路

単相入力の小容量インバータにおいても，「家電・汎用

品高調波抑制対策ガイドライン」によって，装置の発生す

る高調波が規制される。単相入力回路は，入力周波数の 2

倍の電力リプルを吸収するために，三相入力回路に比べて

直流中間コンデンサの容量を大きくするので，力率改善用

リアクトルのインダクタンス値も大きいものが使用される。

そのため，装置の小形化と電源電流のより完全な正弦波化

を狙った PWMコンバータの適用が期待されており，電

源回生機能を要求される場合はフルブリッジ形の PWM

コンバータが使用される。富士電機では，PWMコンバー

タの小形化・低コスト化を実現する新方式の単相高力率コ

ンバータを開発
（6）

したので，以下においてその概要を紹介す

る。

４.１ 回路構成と動作原理

図８に，開発したフルブリッジ形の新方式単相高力率変

換回路の回路構成を示す。この回路は，従来のフルブリッ

ジ形の PWMコンバータと同等の機能を有しており，電

源電流の正弦波化と電源回生を実現する。回路の特徴は，

単相電源端子の一方がコンバータ部の上下アームの中点に

接続され，他方はインバータで駆動される電動機の固定子

巻線の中性点に接続されている。したがって，単相電源電

流は，電動機の零相電流として直流中間部へ電力を供給す

る。

この回路の動作原理を説明する。まず，負荷である三相

電動機の制御は，従来と同様に三相 PWMインバータの

線間電圧を制御することによって行われる。一方，電源電

流は，インバータの零相成分を制御することによって実現

するので，インバータの 2種類の零電圧ベクトルを使い分

けることで制御される。これにより，この回路は従来のフ

ルブリッジ形 PWMコンバータ回路とまったく同一の機

能を実現しつつ，コンバータ部において一組の上下アーム

を省略することができる。また，スイッチング用に必要と

されるリアクトルを負荷電動機の漏れリアクタンスで代用

することができ，装置の小形化・低コスト化が可能となる。
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４.２ 実験結果

三相 200V 入力，750W（4 極）の汎用電動機を，単相

100 Ｖ入力の新方式単相高力率変換回路と組み合わせて可

変速駆動を行った場合の実験結果を図９に示す。実験は，

直流中間電圧を 380V まで昇圧し，600 Ｖ耐圧の IGBTを

キャリヤ周波数 10 kHz で動作させ，出力周波数 33Hz を

指令している。インバータの出力電流波形 iu は，50Hz の

電源電流と 33Hz の電動機駆動用電流が重畳したひずみ電

流となっているが，電動機の中性点を流れる電源電流 isは

正弦波状の電流となっている。インバータ出力電流から電

源電流の 1/3 を差し引いた電動機を駆動するための電流は，

ほぼ正弦波状の電流となっており，電動機駆動に大きな外

乱なしで電源電流の制御が行われている。

あとがき

可変速駆動装置の新しい電力変換回路技術として，三

相－三相直接変換回路の解析法，具体的回路としてデルタ

コンバータと直接リンク形変換回路，そして，新方式の単

相高力率変換回路を紹介した。富士電機では，さらなる新

回路技術の開発を積極的に行い，今後も，社会のニーズに

こたえた製品を提供していく所存である。
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図９　新方式単相高力率変換回路の電圧電流波形
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