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まえがき

電力系統，産業プラント，電気鉄道などの分野に適用さ

れる変換装置は，高圧・大容量となることが多い。例えば，

直流送電では数百kV，数百MWクラスが普通であり，無

効電力補償装置が数十～100 MVAクラスなど，いわば，

巨大パワーをエレクトロニクス技術で変換・制御する領域

といえる。

この分野に適用する変換装置には，小型・低コストと

いった工業製品としての普遍的要求とともに，装置が大規

模であるため，より高い信頼性が要求される。また，大電

力を扱うことから，わずかな効率の差がランニングコスト

に大きく響くことになるため，高効率であることが要件に

なる。高調波の発生など反作用も極力抑制され，その影響

も事前の詳細検討が必要である。さらに，装置を有効に運

用するための高機能化が要求され，装置自身のインテリ

ジェント化も必要となっている。

以上のさまざまな要求にこたえる要素技術としては，ま

ず電力用半導体デバイスとその適用技術が挙げられる。パ

ワーエレクトロニクスとしてはいわば重厚長大のこの分野

では，これまでデバイスとしてサイリスタが主流を占めて

きた。これに対して最近では，高性能な IGBT（Insulated

Gate Bipolar Transistor）が広く用いられるようになり，

その範囲は電力分野へと拡大されようとしている。デバイ

スの適用技術も高度化が進み，デバイス駆動回路，冷却や

スタック配線構造に新しい技術が導入されている。また，

装置の高機能化を実現する制御装置技術も近年のプロセッ

サの進歩と相まって，かつてのアナログ制御装置から大き

く変貌を遂げている。さらに，この大容量装置の実系統で

の性能予測・評価に不可欠な解析技術も目的に応じた計算

手法が導き出され，その有効性を増している。

以下，これら大容量パワーエレクトロニクスを支える要

素技術について，現状と今後の動向を述べる。

平型 IGBTと直列技術

本章では，高圧・大容量分野における最新デバイスとそ

の適用技術について紹介する。

２.１ 平型 IGBT

富士電機は，2.5kV/1.8kA平型 IGBT（EMB1805RM-25）

を量産化し，さらに 4.5 kV/2 kAデバイス（EMB2001
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図１　平型 IGBTの外観

（a）EMB1805RM-25 （b）EMB2001RM-45
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RM-45）を開発して，電気鉄道や産業，電力系統など各

種の高圧・大容量変換装置への適用を推進している。平型

IGBTの外観を図１，特性を表１に示す。従来，高圧・大

容量の自励式電力変換装置には，GTO（Gate Turn-Off

thyristor）が主に用いられてきた。GTOは，高耐圧・大

容量化が比較的容易であり，高信頼性，低熱抵抗特性など

大きな利点がある反面，スナバ回路やゲート駆動回路が大

型化する欠点があった。前述の平型 IGBTは，スナバ回路

やゲート駆動回路が小さくてすむ IGBTの使いやすさとと

もに，GTOと同様の圧接平型構造により，両面冷却が可

能であることから半導体チップの電流密度を上げられ，ま

た主電流部にワイヤボンディングを用いないため，デバイ

スの小型化および長期信頼性を特長としている。

２.２ 直列接続の課題と回路方式

所定の電圧・電流定格の半導体デバイスを用いて，電

力・産業用に要求される変換装置の高圧・大容量化を果た

すには，半導体デバイスの直列・並列接続が必要となる。

特に，半導体デバイスの直列接続には以下の問題がある。

直列接続された各デバイス間の電圧分担不平衡

各デバイス間にスイッチングタイミング差が生じた場合，

各デバイスの電圧分担が不平衡になり，特定のデバイスの

電圧責務が過大となり，素子破壊に至る可能性がある。

ゲート駆動電源の大型化

ゲート駆動回路の電源は，通常，絶縁トランスを用いて

低圧側から供給される。しかし，半導体デバイスを直列接

続し変換装置の高圧化を図ると，ゲート駆動回路と低圧側

電源の間に高耐圧の絶縁が必要となり，電源供給回路が大

型化する。

富士電機は，上記の問題を解決するために，直列接続さ

れた各デバイスの電圧分担をゲート駆動技術により均一化

するアクティブゲート制御と，主回路から非絶縁でゲート

駆動回路に電源を供給する自己給電方式を開発した。図２

に，これらの機能を内蔵したゲート駆動回路の構成を示す。

アクティブゲート制御は，直列接続した各素子電圧を分

圧抵抗によりゲート駆動回路にて検出し，設定した電圧値

を超える電圧不平衡が発生した場合に，ゲート電圧制御に

より一時的にデバイスを活性領域でオン状態とし，電圧分

担不平衡を均一化させるものである。

自己給電回路では，メインデバイスの両端電圧から分圧

抵抗を介して電力を取り込み，これを DC-DCコンバータ

によってゲート駆動に必要な電圧に変換している。GTO

の駆動電力が数百Wであるのに対し，IGBTの駆動電力

は数W程度と非常に小さいため，自己給電方式が適用で

き，低圧側から給電する場合に比べ電源回路が小型となる。

また，自己給電入力部に過電圧防止回路を設けることによ

り，主回路電圧が広範囲に変動しても，ゲート駆動回路が

過電圧破壊することなく，安定なゲート駆動電力を供給で

きる。

２.３ 試作器試験結果

2.5 kV/1.8 kA 平型 IGBT（EMB1805RM-25）の４直列

実規模水冷スタックを試作し，検証試験を行った。図３に

（2）

（1）
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図２　平型 IGBT直列接続用ゲート駆動回路の構成
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図３　試作器の回路構成と外観
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試作器の回路構成と外観を示す。試作器は，2レベルイン

バータの 1 相分であり，上下アームはそれぞれ平型 IGBT

４個を直列に接続している。図４に，直流電圧EDC=5,200 V，

素子電流 Ic=1,800Aでのターンオフ時の素子電圧波形を示

す。Q24 素子のみ他の 3 素子よりも 400 ns 早くターンオ

フしているが，アクティブゲート制御により素子電圧不平

衡が抑制されていることが分かる。

２.４ 素子・回路技術における今後の展開

IGBTは，今後も高耐圧・大電流化が進み，現在サイリ

スタ系素子が使われている直流送電などの電力基幹系統装

置へも本格的に適用されていくものと予想される。このた

め，スナバ回路なしに素子を多数個直列接続し，電力系統

に直接連系するなど，高信頼でより小型化・低コスト化が

図れる要素技術開発が重要になる。

大容量スタック技術

電力・産業分野の変換装置を構成する大容量スタックで

は，高圧・大電流に対する絶縁，冷却，配線などのスタッ

ク構造技術が装置の小型化・高信頼性のために特に重要と

なる。以下に富士電機の取組みの一端を紹介する。

３.１ 冷却技術

大容量変換装置では，大きな冷却性能を得るために，平

型素子の両面を水冷ヒートシンクで冷却する場合が多い。

冷媒としては，一般的に空気・油・水があるが，表２の熱

伝導率の比較をみれば，圧倒的に水が有利であることが分

かる。

実際には，純水を用いており，イオン交換樹脂を備えた

閉鎖回路で冷却回路を構成し，純水の抵抗率を規定値以上

に保っている。また，安定な熱抵抗を得るために素子と

ヒートシンクを一括して規定圧力で加圧している。この場

合，低熱抵抗のヒートシンクを実現することはもちろんで

あるが，素子の発熱・冷却の繰返しにおいても安定した加

圧力を維持することも重要である。特に，平型 IGBTは，

パッケージの中に運転モードにより発熱パターンが変わる

IGBTチップと FWD（Free Wheeling Diode）チップの

２種類のチップを内蔵するため，これらを一括して圧接す

ることを考慮してスタックを設計する必要がある。

図５は平型 IGBTスタックにおいて，一連の熱応力解析

を行う際にまず実施するヒートシンク熱解析結果の一例で

ある。この場合，IGBTに電流が集中する運転パターンと

FWDに集中するパターンとの双方を解析している。この

ようなシミュレーションを通じて，過大な面圧や圧力抜け

の有無をチェックするとともに，加圧の均一性を入念に評

価し，スタック設計に反映している。

３.２ 低インダクタンス配線技術

最近の高圧・大容量装置では，IGBTが広く用いられる
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ようになってきたが，これはサイリスタに比べ，スイッチ

ング動作が速いため，電流変化に伴って配線インダクタン

ス上に発生する電圧が素子自身に大きな責務を与える。一

方で，急激な電流変化を抑える働きを配線インダクタンス

に期待する場合もあり，単にインダクタンスを低減するだ

けでなく，最適化する必要がある。そこで，高圧回路にお

いてもラミネートバーを採用し，配線のインダクタンスを

低減させるとともに，シミュレーションにより，回路のイ

ンダクタンスを精度よく求められるようにしている。

図６にインバータ直流回路構成部の電流密度分布解析例

を示す。この結果から，回路インダクタンスが求められる

ようになっている。

３.３ 絶縁技術

低インダクタンスを実現するためには，配線をラミネー

ト構造とし，正側・負側のバー間距離を小さくする必要が

ある。このため，高電圧の装置においては，絶縁，特にコ

ロナ放電に対する配慮が必要である。電極間距離によって

異なるが，概略 20 kV/cmの電界強度を超えるとコロナ放

電が発生するため，特に電界強度の高くなるラミネート

バー端部において注意が必要である。

これに対しては，図７に示すような電界強度のシミュ

レーションを行い，ラミネートバー端部の形状を設計して

いる。また，シミュレーションだけでは判定が困難な場合

には，実際にモデル形状によりコロナ開始電圧の測定を行

い，設計指針としている。

３.４ 大電流技術

富士電機は，電解整流器の分野において，最大出力電流

が 100 kAを超えるクラスまで，数多くの大電流変換装置

の実績を有している。そのスタック技術としては，３.１節

に述べた冷却技術のほかに，以下の技術が必要となる。

３.４.１ 素子並列技術

素子を多数並列接続したスタックでは，素子の特性のば

らつきのほかに，そのスタックが構造的に持っているイン

ダクタンスも，各並列素子間の電流バランスに大きな影響

を与える。そこで，前述のとおり構造上のインダクタンス

をシミュレーションで求め，電流バランスのシミュレー

ションに反映している。その際，定常状態での電流だけで

なく，転流時の電流変化も考慮している。また，富士電機

独自の技術である「同相逆並列接続」は，構造面からイン

ダクタンスを減らす働きがあり，電流バランスの改善に大

きく寄与している。この詳細は，本特集号の別稿「アルミ

電解用整流装置（Sフォーマ）」を参照されたい。

３.４.２ ローカルヒートに対する技術

「同相逆並列接続」は，逆向きの電流を流すことにより

電流がつくる磁界をキャンセルするため，ローカルヒート

の低減にも多大な効果がある。ただし，構造をより簡略化

するために，数十 kA以下の装置においては採用しない場

合もある。この場合には，構造各部のローカルヒート解析

を詳細に行っている。「同相逆並列接続」を採用しない場

合の変圧器と整流器との接続ダクト部（変圧器のタンク壁

を含む）におけるシミュレーションの例を図８に示す。

このような解析によって各部位の発生損失を求め，問題と

なるローカルヒートの対策案を導いている。

３.４.３ 電磁機械振動に対する技術

平行している二つの導体に電流が流れると，その電流に

よる磁界のために，同方向の電流では吸引力が，逆方向の

電流では反発力が働く。大容量のスタックにおいては，こ

の電磁機械力が問題となるため振動解析を実施している。

この詳細も，本特集号の別稿「アルミ電解用整流装置（S

フォーマ）」にて説明しているので参照願いたい。
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制御技術

４.１ 制御装置に望まれる機能・性能

電力・産業分野に適用されるパワーエレクトロニクス用

制御装置に対しては，その制御対象である電力変換装置の

特性と，それらが用いられる形態とから，以下のような機

能・性能が要求される。

演算の高速化

最新の制御理論や電力システム理論の応用を目的として

制御演算が複雑になる一方，最近のパワーデバイス技術の

進歩によりスイッチング周波数が高くなっている。このた

め，制御演算や PWM（Pulse Width Modulation）演算を

高速化してむだ時間を短縮する必要がある。

多様なプラント仕様への対応

プラントごとに仕様が大きく異なる大容量変換装置では，

仕様の多様性に容易に対応できなければならない。また，

電源高調波や他の機器への電磁妨害を抑制するために，パ

ワーデバイスのスイッチングを最適化するなど，細かな対

策が必要になる。

ソフトウェア開発の効率向上

複雑で膨大なソフトウェアの製作・保守は困難であるの

みならず，機能・性能の向上に支障をきたす。このため，

生産性・保守性の高いソフトウェア開発環境が不可欠であ

る。

稼動率の向上

大容量電力変換器が使用されるプラントは社会システ

ム・産業システムの基盤を構成することが多く，安定で高

い稼動率が要求される。そのためには，信頼性が高く，故

障率が低いだけでなく，万一の故障発生時にも速やかな事

後保全ができるような診断・解析支援機能が必要である。

４.２ 制御装置開発のコンセプト

前記のような要求事項を実現するための制御装置の開発

コンセプトと特長を以下に述べる。基本的なシステム構成

を図９に，プログラミングツールの表示画面の例を図 に

それぞれ示す。

最新のマイクロエレクトロニクス技術の導入

全体制御用の 64ビット RISC（Reduced Instruction Set

Computer）プロセッサと，主として変換器制御用の 32ビッ

ト DSP（Digital Signal Processor）との２種類の浮動小数

点演算プロセッサを採用した。これらのプロセッサは並列

動作し，入出力モジュールの共有化や相互バックアップも

可能である。プロセッサや論理デバイスの進歩に即応した

部分的なグレードアップを容易にするため，プロセッサと

その周辺回路をモジュール構造とした。

機能の集約とフレキシビリティの共存

アナログ入出力，ディジタル入出力，パルス分配，など

の各機能モジュールごとにハードウェアを完結し，モ

ジュール内の結合度を高めている。モジュール相互間は高

速シリアル伝送によって結合し，物理的にも論理的にも自

由に配置可能にしている。また，変換器制御の要（かなめ）

であるパルス分配部分は，多様なゲートパルス生成の要求

にこたえられるように，専用プロセッサと FPGA（Field

Programmable Gate Array）で構成している。さらに，

外部インタフェース用に PCMCIA（Personal Computer

Memory Card International Association）標準スロットを

準備し，市販の汎用インタフェースも利用できる。

ソフトウェア開発の自動化

制御系 CADツールとして広く使用されている MAT

LAB
〈注１〉

/Simulink
〈注２〉

で設計・シミュレーション検証を行ったプ

ログラムから，制御装置内プロセッサ用の実行コードを自

（3）

（2）

（1）

１０

（4）

（3）

（2）

（1）
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図９　制御システムの基本構成
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動生成する EDA（Electronic Design Automation）環境

を構築した。この EDA環境により，シミュレーションか

ら実行コードまでの首尾一貫性を保ち，ソフトウェアの信

頼性・視認性を高めるとともに，機能の追加・削減などの

仕様変更に迅速に対応できるようにしている。

RAS 機能の充実

RAS（Reliability，Availability，Serviceability）機能と

は信頼性・稼動率・保守性を高めるために組み入れる機能

である。この制御装置では，システムソフトウェアを用い

たハードウェアの自己診断機能を用いて，電源投入時およ

び運転中の診断ができる。また，プロセッサ間の相互監視

機能や入出力モジュールの共有化により，故障の発生した

プロセッサに代わって，システムを安全に停止したり，一

部機能を停止したうえで縮退運転を行うこともできる。さ

らに，アナログ信号，ディジタル信号，ゲートパルス（指

令と返送）信号の変化を 1μsの分解能で記録でき，トリ

ガ事象発生前後の詳細な情報を用いた動作解析を容易にし

ている。

〈注１〉MATLAB：米国The MathWorks, Inc.の登録商標

〈注２〉Simulink：米国The MathWorks, Inc.の登録商標

４.３ 適用事例

この制御システムを適用した揚水発電所向けサイリスタ

始動装置用制御装置の外観を図 に示す。この詳細につい

ては，本特集号の別稿「揚水発電電動機用始動装置」を参

照されたい。

また図 は，自励式無効電力補償装置に適用した場合の

構成を示している。従来の制御システムに比べて，プリン

ト基板枚数で 1/3，シェルフ幅で 1/2に小型化されている。

４.４ 制御技術における今後の展開

この制御システムは，前記のとおり揚水発電所向けサイ

リスタ始動装置に適用されるほか，静止形周波数変換器や

無効電力補償装置など電力・産業分野で広く適用が予定さ

れている。ここで用いられている要素技術（入出力信号や

ゲートパルス信号のシリアル伝送，ソフトウェア開発のた

めの EDA 環境利用，ヒューマンインタフェース機能，

RAS 機能など）は，他のパワーエレクトロニクス制御装

置に取り入れられて，製品の機能・性能・操作性の向上に

資すると期待される。

１２

１１

（4）
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図１０　プログラミングツール画面

（a）プログラミング画面

（b）トレースデータ表示画面
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図１２　自励式無効電力補償装置用制御構成

図１１　揚水発電所向けサイリスタ始動装置用制御装置の外観
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さらに，ドッグイヤーといわれるプロセッサの急速な高

性能化を迅速に取り込んでいくことはもちろん，入出力，

パルス分配，ゲート駆動といった各モジュールのインテリ

ジェント化（自律化）や，故障診断技術・冗長システム構

成技術の導入による高信頼度化，プラントインタフェース

の拡充，などにより制御装置を継続的に発展させていく計

画である。

変換器・系統解析技術

５.１ 変換器・系統解析の特徴

電力系統の制御に適用されている変換装置はもちろんの

こと，需要家負荷機器に適用されている電力変換装置に対

しても，それらが電力系統において適切に動作することを

確認し，系統および負荷機器へ及ぼす系統現象を検討する

必要がある。富士電機では，従来から変換装置を含む系統

解析に，ハイブリッドシミュレータと，独自開発プログラ

ムや汎用プログラムなどの系統解析プログラムを利用して

いる。通常の系統解析プログラムでは，送配電線上での事

故に対する故障計算や，発電機などの制御動特性を考慮し

た安定度計算などが主流であり，これらの解析では，実効

値電圧・電流や電力潮流などの電気量を実効値ベースで

扱っている。しかしながら，スイッチングにより生成され

る電圧や電流が大きく影響する変換装置を含む系統解析で

は，むしろ波形瞬時値を扱うことを要求されるため，小さ

な演算刻みによる膨大な計算時間が必要となり，多くの計

算コストを要することになる。このため，変換装置や変換

装置周辺の系統などを適切にモデル化し，問題に則した系
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表３　自励式変換装置解析におけるモデル化手法�

インバータ主回路，PWM制御部の実現方法� 原理図�

（１）スイッチングモデル�
　スイッチングモデルは，インバータ主回路をスイッチ素子
の組合せで模擬する方法である。このモデルは，回路を忠実
に模擬できる利点があるものの，演算刻みの最大値は，精度
にもよるが搬送波周波数の数百倍になるため，搬送波周波数
によっては膨大な計算時間を必要とする。系統への高調波の
影響や変換装置の瞬時制御動作が影響する解析の場合，この
ような詳細モデルが必要となる。�

（２）方形波テーブルモデル�
　方形波テーブルモデルは，各スイッチ状態により決まる直
流側電圧と交流側電圧の関係式を定義し，空間ベクトルによ
りインバータ出力電圧を得る。このモデルは，インバータ主
回路を簡略化するため，スイッチングモデルに比べ計算時間
が短縮できるが，それでも，演算刻みの最大値は，搬送波周
波数により決まるため，搬送波周波数によっては大きな計算
時間を必要とする。�

（３）基本波モデル�
　インバータ方形波出力電圧の基本波成分近傍の現象を解析
する場合，PWM部分は無視でき，信号波を端子電圧として
模擬できる。これが基本波モデルであり，装置の制御動作の
結果が正弦波の振幅・位相と周波数のみが影響する系統現象
に適用できる。�
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統解析が求められる。

５.２ 解析の現状と今後の課題

表３に，富士電機で用いられている系統解析用の３種類

のモデル化手法を示す。送配電線を分布定数で模擬する

サージ解析とは異なり，電力系統や他の機器を考慮した系

統解析では，スイッチングデバイスの動作を理想スイッチ

として扱うことにより達成している〔表３ スイッチング

モデル〕。また，そのスイッチング状態を自在に制御でき

る自励式変換装置では，そのスイッチング結果を系統の電

流にかかわらず定義し，計算時間を短縮することで，負荷

制御などの解析を実施している〔表３ 方形波テーブルモ

デル〕。さらに，高調波フィルタなどによりスイッチング

や高調波現象が吸収されたものとして，単独運転検出機能

検証などの長時間の解析を行っている〔表３ 基本波モデ

ル〕。

今後は，設計段階ではもちろんのこと，顧客へのシステ

ム提案の場面で系統・変換器解析技術の重要度が増し，一

層の効率的な系統解析が必要となっていくものと考える。

あとがき

電力・産業分野に適用される変換装置の代表的な要素技

術について，富士電機の現状と今後の展開について述べた。

この分野では，実負荷等価試験や長期信頼性試験などの試

験評価技術をはじめ，製造技術，輸送技術など，実際には

ほかにも多くの技術に支えられていることを付け加えてお

く。

パワーエレクトロニクスは，環境，エネルギーといった

21世紀にわれわれが解決すべき課題にこたえる技術である。

今回紹介した要素技術は，その根幹となるものであり，今

後も積極的に開発を推進していく所存である。
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