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まえがき

インバータ・サーボに代表されるパワーエレクトロニク

ス応用機器（以下，パワエレ応用機器という）は，生産性

の向上，省エネルギー化などに対応するため，生産工場か

ら一般家庭に至るまで幅広く使用されている。

これらの機器は，今後さらなる普及が見込まれるが，そ

の反面，これらの機器から発生するノイズが他の機器へ与

える影響について懸念されている。

これらの機器から発生するノイズは，①電源系統へ流出

する電源高調波電流（以下，電源高調波という），②機器

の主電源端子から発生する妨害電圧（以下，主電源端子妨

害電圧という），③機器自体から発生する電磁放射妨害の

電界強度成分（以下，電磁放射妨害波という）の 3とおり

に大別できる。さらにこれらのノイズは各種ガイドライン

などで規制されている。
（1）～（3）

本稿では，これらのノイズの抑制技術の一端を紹介する。

ノイズ抑制技術

２.１ 電源高調波の抑制

多くのパワエレ応用機器の主回路には交流電圧を直流電

圧に変換するための順変換器としてコンデンサインプット

形ダイオード整流回路が使用されている。図１ に単相回

路での順変換器部を示す。この図で電源から流れる電流は，

リアクトル，単相全波整流器を通り平滑コンデンサを充電

する。このとき，流れる電流と電源端子間電圧を図１ に

示す。この図のように，電源に流れる電流はひずみ波とな

る。このひずみ波は，この電源と同一系統に接続される他

の機器に過熱，騒音，振動などの影響を及ぼす懸念がある。

よって，このひずみ波電流，いわゆる電源高調波を抑制す

ることが必要となる。抑制方法としては，リアクトルの接

続や PWM（パルス幅変調）コンバータの使用がある。

図２に電源高調波抑制方式の一例を示す。この方式では，

系統電流を直接制御するので系統電流センサが必要となり，

コンバータの制御回路と電流検出器との絶縁が必要となる。
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図１　コンデンサインプット形ダイオード整流回路の構成と動

作波形
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図２　系統電流センサ付単相PWMコンバータの回路構成
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そのため，回路構成が複雑となり信頼性が下がるなどの要

因となった。

ここでは，系統電流センサを用いずに電源高調波を規制

値以下に抑制する方式を紹介する。

図３ に系統電流センサレス単相 PWMコンバータの回

路図を，図３ にその動作波形を示す。この動作波形から

分かるように電源高調波規制値を満足する。この方式の特

色は，系統電流センサの代わりに直流電流センサを用いる

ことで，主回路との絶縁を不要としている。

この系統電流センサレス単相 PWMコンバータの動作

原理を簡単に説明する。

電源高調波を低減するには，電源と同相な正弦波電流を

流せばよい。つまり，電源電圧にリアクトルでの電圧降下

分を加算した正弦波電圧をコンバータ入力電圧として発生

すればよい。具体的には，コンバータ出力電力とリアクト

ルのリアクタンスとから，電源力率を 1とする正弦波電圧

を演算する。そして，演算により求めた電圧をコンバー

タ入力電圧として発生させると定常状態で系統電流は正弦

波状になる。

２.２ 主電源端子妨害電圧の抑制

パワエレ応用機器が発生する主電源端子妨害電圧は，機

器の主回路に使用している半導体スイッチング素子がオン

オフすることで高調波電流が機器から系統電源へ流れるこ

とで発生する。詳細な発生メカニズムは技術報告書などに

ある
（4）

。ここでは，その発生メカニズムを簡単に説明する。

半導体スイッチング素子がオンオフすることで流れる高

調波電流は，機器を構成する電気部品の漂遊インダクタン

スや漂遊キャパシタンスに，半導体スイッチング素子がオ

ンオフするときに発生する電圧変化（以下，dv/dtという）

を印加することで流れる。つまり，この高調波電流は半導

体スイッチング素子の dv/dt に依存している。よって，

dv/dtを小さくすればこの高調波電流は減少し，主電源端

子妨害電圧を抑制することができる。

このためには，主回路に使用している半導体素子，具体

的には IGBT素子の dv/dtを小さくすればよい。ここで

は，dv/dtを小さくするゲート駆動回路を紹介する。

図４ に受動素子のみによるゲート駆動回路，図４ に

能動素子を使用したゲート駆動回路を示す。これらのゲー

ト駆動回路で IGBT素子を駆動したときのターンオフ時の

動作波形を図５，図６に示す。図５は，図４ の回路構成

で切換スイッチ（SW3）によりゲート電流値を変えたと

きの dv/dtの違いを，図６は，図４ の回路構成で，切換

スイッチ（SW3，SW4）をオフした場合とオンオフ判別

回路に従い作動させた場合とでの dv/dtの違いを示して

いる。これらの動作波形から分かるように，ゲート駆動条

件により dv/dtを抑制できることが分かる。以下，これ

らの駆動法の動作を説明する。

（b）

（a）
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まず，IGBTの dv/dtはゲート抵抗値に依存することが

知られている。一般にゲート抵抗値を大きくすると，dv/dt

は小さくなる傾向がある。この特性を利用して dv/dtを

抑制する。図４ の回路構成はあらかじめ外部からスイッ

チ（SW3）でゲート抵抗値を切り換えてから駆動する方

法である。この方法の特色は，スイッチ（SW3）を切り

換えることでゲート電流の大きさを変えられるようにした

点にある。そのため，少ない部品点数でゲート駆動回路を

構成できる。その反面，dv/dtを小さくすることはできる

が dv/dtが大きいときのスイッチング損失と比べ dv/dt

を小さくしたときのスイッチング損失が大きくなるという

短所を持ち合わせている。この方法は，発生ノイズを抑制

するのに，スイッチング回数（周波数）を低減してもよい

用途への応用ができる。

前述の方法を発展させた方式が図４ に示す回路構成で

ある。この方式は，IGBTモジュール内の IGBTチップと

モジュール端子台間の配線インダクタンスを利用して電流

変化をとらえ，オンオフ時のゲート抵抗値およびゲート電

圧を抑制することで dv/dtを小さくし，かつスイッチン

グ損失を抑えることができる
（4）

。

２.３ 電磁放射妨害波の抑制

パワエレ応用機器から発生する電磁放射妨害波は，主電

源端子妨害電圧と同様に，機器から系統電源などへ流れる

高調波電流に起因する。主電源端子妨害電圧に比べ周波数

帯域が高いため電磁波となり，機器から放射されてしまう。

詳細な発生メカニズムは技術報告書などにある
（4）

。

インバータ・サーボアンプで電磁放射妨害波の主な発生

源は，これら機器の主回路や制御回路用電源として使用す

るスイッチング電源で使用している半導体スイッチング素

子のオンオフ時に発生する。前者の抑制法は２.２節で述べ

たとおりである。ここでは後者の抑制法を述べる。これら

のスイッチング電源はコストパフォーマンスの関係から一

般にフライバック形 DC-DC コンバータ（以下，DC-DC

コンバータという）が採用されている。このDC-DCコン

バータから発生する電磁放射妨害波を抑制するには，主ス

イッチの dv/dtを小さくすればよい。また主スイッチに

使用している素子は，たいてい IGBTもしくはMOSFET

などである。これらの素子の dv/dtを小さくするには前

節同様ゲート抵抗値を大きくすればよいが，当然のことな

がらスイッチング損失の増加が見込まれ，効率の低下や素

子の冷却体が大きくなることなどが予想される。さらに，

スイッチング時間が長くなるため高い周波数によるスイッ

チングが困難となる。その結果，DC-DCコンバータに使

用しているパルストランスの体格が大きくなる。

ここでは，共振現象を利用したDC-DCコンバータを紹

介する。図７ に新方式DC-DCコンバータの回路構成を，

図７ に従来方式と新方式による放射電界強度測定結果を

示す。図７ から分かるように，新方式では約 15 dB（35

MHz 付近にて）電磁波が減っている。次に，この新方式

DC-DCコンバータの動作を簡単に説明する。

図８に新方式の動作チャートを示す。この図において，

パルストランスのリセット（モードⅢ）が終了し，共振現

（b）

（b）

（a）

（b）

（a）
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象はパルストランスの一次インダクタンスと共振用コンデ

ンサとで起きる（モードⅣ）。素子電圧は，この共振現象

で決まる dv/dtで低減していき，この共振現象の谷の点

で，ターンオンさせればターンオン時の dv/dtは共振現

象を利用しない場合に比べ小さくできる。かつ，スイッチ

ング損失はゼロ電圧スイッチングとなれば原理的には発生

しない。次にターンオフ時はこの共振コンデンサがスナバ

として動作するので，ターンオフ時の dv/dtは小さくで

きる。かつ，ターンオフ時の素子電流はスナバへ転流する

ので，スイッチング損失は原理的にはゼロとなる。よって，

スイッチング損失を増加させずに，dv/dtを小さくするこ

とが可能となる。

あとがき

以上，電力変換器の低ノイズ化技術の紹介をした。今後

ますます，これらの機器は社会の隅々まで普及していくと

思われ，各種ノイズ規制も強化されると思われる。

よって，今後も市場が要求する低ノイズ化技術の研究・

開発をタイムリーに進めていく所存である。
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