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まえがき

電力変換装置である汎用インバータは一般産業装置の高

機能化，省エネルギー化，省力化などに適した製品であり，

市場規模も年々伸長を続けている。

これは，汎用インバータの小形化，低価格化，高性能化，

高信頼性化などによるものである。とりわけ，小形化は目

を見張るものがあり，図１に示すように汎用インバータが

初めて市場に展開されてから現在に至るまで 1/10 以下の

体積となった。このことが汎用インバータの用途拡大に大

いに貢献している。

本稿では，富士電機が培ってきた代表的な小形化要素技

術についてその概要を述べる。

制御回路の小形化技術

２.１ 1チップMPUの開発

汎用インバータが出始めた当初は，すべての機能をハー

ドウェアで実現していたため，制御基板の専有面積はかな

り大きくなっていた。その後，マイクロプロセッサ

（MPU）を導入，ソフトウェアで汎用インバータの処理の

ほとんどを行い，PWM発生部やその他のソフトウェアで

処理速度が足らない部分はハードウェアで実現することに

より，シンプルなハードウェア構成で高機能な汎用イン

バータの実現を可能とした。さらに，従来はMPU＋ASIC

（特殊用途向け IC）で制御回路を構成してきたが，LSI プ

ロセス技術もミクロンオーダーからサブミクロンオーダー

の集積技術が開発され，1チップで汎用インバータの制御

が可能となった。これにより，MPU＋ ASIC の構成に比

べ，約 1/2 以下の実装面積で済むようになった。

汎用インバータの小形化技術
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図１　汎用インバータ小形化の変遷
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図２　電圧・電流検出方式（非絶縁）

図３　小形汎用インバータの制御基板の外観



汎用インバータの小形化技術

２.２ 検出回路の小形化

主回路の電流や直流中間回路電圧の検出はすべて絶縁変

換器を通して行われていた。現在の小形汎用インバータは，

図２に示すように検出する電圧や電流を直接MPUのA-D

コンバータに入力可能なように，MPU自体を直流中間回

路の Nラインに接続する非絶縁方式を採用した。この方

式により，絶縁変換器やそれに付随して必要な絶縁電源が

不要となり，さらに，電圧や電流検出のインタフェースが

分圧回路やシャント抵抗などのシンプルな回路になるので

大幅な小形化が可能となった。

２.３ 制御回路の実装技術

ベアの IC チップを直接プリント基板に実装する COB

（Chip On Board）技術を導入することにより，MPUやア

ナログ IC周辺の高密度実装を実現している。COBは，単

に実装面積の縮小だけでなく，実装高さを低くすることが

可能で，制御プリント基板を積層するとさらにコンパクト

化が図れる。図３に COB技術を用いた制御基板の外観を

示す。内部では 2枚のプリント基板が積層され，74.5 ×

65 × 13（mm）サイズで小形汎用インバータの制御回路

のすべてが構成されている。

制御電源回路・ゲート駆動回路の小形化

従来の制御電源は図４のように，コンバータの出力であ

る直流電源から DC-DCコンバータで，MPUなどのディ

ジタル回路を駆動する 5V電源，上アーム IGBTや下アー

ム IGBTを駆動する多数の電源を構成し，おのおのの電源

は互いに絶縁されていた。また，ゲート駆動回路は，MPU

からPWM信号をホトカプラを通して伝達し，6個の IGBT

を制御していた。これらの回路を小形化するには各部品の

小形化はもちろんのこと，各回路の役割を明確にして共通

化を図ることが重要である。

３.１ 制御電源数の削減，ゲート駆動 ICの採用

当初，DC-DCコンバータのスイッチング素子にはトラ

ンジスタを採用していたが，これをMOSFETに置き換え，

スイッチング周波数を数十 kHz から百数十 kHz に上げる

ことで，変圧器のコアの小形化や各制御電源の平滑用コン

デンサの容量低減を可能にした。しかし，そのままでは汎

用インバータに必要とされる制御電源の種類が多く，ス

イッチング周波数を上げた分に見合うだけの変圧器ボビン

の小形化には至らなかった。そこで図５のように，従来は

互いに絶縁していた変圧器の一次側，5V電源，IGBT上

下アーム電源のグラウンドを共通電位とすることでボビン

のピン数を削減し，変圧器を小形化した。さらに，3種類

の上アーム電位と 1種類の下アーム電位がおのおのチップ

内部で絶縁された構造のゲート駆動 IC を採用し，6個の

ホトカプラを削減した。

３.２ 固体コンデンサの採用

制御電源平滑用コンデンサとして，アルミニウム電解コ

ンデンサが一般的であるが，基板上の他の部品に対し，面

積，体積とも大きく，無駄な空間を作っている。汎用イン

バータの小形化を実現するには汎用インバータ内の空間を

有効活用することが重要で，寸法の小さなコンデンサが要

求される。また，コンデンサの置かれる周囲温度は，汎用

インバータとしての最悪条件で 80 ～ 85 ℃であり，このよ

うな高温下においても寿命をアルミニウム電解コンデンサ
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図４　従来の制御電源・ゲート駆動回路の構成
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並みにする必要がある。この要求に対応するため，コンデ

ンサ寸法および等価直列抵抗（ESR）が小さく，許容リプ

ル電流の大きな固体コンデンサを採用した。表１は同等の

性能を出したときの固体コンデンサとアルミニウム電解コ

ンデンサとの容量，寸法比較表である。

以上のように，部品自体の小形化や部品（特にホトカプ

ラなど絶縁のために外形の大きな部品）点数の削減により，

制御電源回路，ゲート駆動回路の基板面積を従来の約 1/2

に縮小した。

主回路の小形化技術

汎用インバータの小形化に不可欠な部品として富士電機

独自の金属基板を開発しており，その背景や構造と特性，

メリットについて以下に述べる。

４.１ 複合金属基板開発の背景

汎用インバータの変換効率は 95 ％程度であり，残りの

5％は発生損失で，熱として最終的には外気に逃がす必要

がある。小形化を実現するためには，この発生損失を低減

するか，冷却効率を上げるかがポイントとなる。近年では，

パワー半導体の動向として低損失素子が出現しているもの

の，損失と相反する関係にある汎用インバータからの発生

ノイズの抑制や高速スイッチングによる低騒音化が市場要

求となっているため，発生損失の低減は容易には見込めな

い。また，小形化のために部品の実装密度を上げようとす

ると，単位面積あたりの発熱量が増大し，部品の最高許容

温度を超える部品が出てくるため問題となる。これらの課

題を解決するには，汎用インバータの発生熱を効率よく放

熱できる低熱抵抗で，高密度実装が可能な基板の開発が必

要である。

IGBTや整流ダイオードなど損失の大きな部品は熱抵抗

の小さな絶縁層を有する基板に，制御電源回路部品や制御

回路部品など比較的損失が少ない箇所は浮遊容量の影響を

小さくするため低誘電率化を優先させた絶縁層を有する基

板に実装することが望ましい。小形化のため，またコスト

的メリットを引き出すため，これら性質の異なる絶縁層を

1枚の金属基板にしたものが複合金属基板である。

４.２ 複合金属基板の構造・特性

複合金属基板は図６に示すように 1枚の金属ベース上に

2種類の特性の異なる絶縁材料を平面的に配置し，その上

に銅はくを載せて真空加熱プレスにて製作される。この絶

縁材料は，フィラーの充てん量を 75 ％以上にして低熱抵

抗化を優先させた絶縁層 Aと，フィラーの充てん量を

0％として低誘電率化を優先させた絶縁層 Bから構成され

る。複合金属基板の代表的な特性を表２に示す。金属基板

ではそのベースがアース電位となるのが通常であり，金属

基板上の銅はくパターンとの絶縁破壊電圧は，実際にかか

る最高電圧の 10 倍程度をマージンとして 10 kV 以上とし

ている。

４.３ 複合金属基板のメリット

複合金属基板はガラスエポキシ基板に対して熱抵抗が大

幅に低いことから，以下のメリットが挙げられる。

実装部品の容量低減が可能

熱抵抗を比べると，金属基板（絶縁層 Bの場合）はガ

ラスエポキシ基板の約 1/4 であるため，従来 1Wの抵抗

を使用していた場合でも 1/4Wの抵抗で十分になり，高

（1）
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図５　小形化のための制御電源・ゲート駆動回路の構成

表１　固体コンデンサとアルミニウム電解コンデンサとの比較 

　　　　　　　分　類 
項　目　　 

固体コンデンサ 

1

アルミニウム 
電解コンデンサ 

スイッチング周波数：100 kHz

コンデンサ容量比 

1

33

6体 積 比  
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密度実装が実現できた。

パターン幅の縮小が可能

実装部品以外に基板表面のパターンから発生する熱によ

る温度上昇が低減できるため，同じ幅，同じ厚みのパター

ンであれば許容電流を大きくとれる。逆に，電流が同じで

あれば，パターン幅を小さくすることができる。

冷却フィンの小形化
（2）

金属基板以外に，汎用インバータ内で発生する熱を効率

よく放熱させる部品として冷却フィンがある。小形汎用イ

ンバータにおいては，冷却フィンの放熱性能がその外形サ

イズを大きく左右する。

従来は，アルミニウムをダイキャストで成形した冷却

フィンが使用されるのが一般的であった。しかし，ダイ

キャストでは，

金型強度の点でリブの長さに制限がある。

流動性の点から肉厚を薄くできない。

などの制約があり，小形で放熱効率のよい冷却フィンの製

作が困難であった。これらの問題を解決するため，かしめ

技術を応用した冷却フィンを開発した。図７にかしめフィ

ンの構造を示す。かしめフィンは，薄いアルミニウムの板

材を冷却フィンのベース材にかしめていくことにより，

フィンの全体の放熱面積を大幅に向上させることができる。

この冷却フィンの採用により，従来のダイキャストフィ

ンに対して，体積で 41 ％，質量で 57 ％に小形軽量化する

ことができた。

あとがき

以上，電力変換装置である汎用インバータの小形化技術

について，その概要を紹介した。今後，さらに市場規模を

拡大させるには汎用インバータの小形化・低価格化は必要

不可欠なアイテムであり，前章までに述べた技術をさらに

発展させ，ユーザーの期待にこたえていく所存である。
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表２　複合金属基板の代表特性 

　　　　　　分　類 
項　目　　　　 

14 

100

絶縁層B 
（電源，制御部） 

絶縁層A 
（パワー部） 

10 kV 以上 

＊熱抵抗と誘電率は各絶縁材料との比率を示す。 

絶縁破壊電圧 

熱 抵 抗
 

誘 電 率  

100 

65

＊ 

＊ 
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