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まえがき

ごみ焼却施設から発生する焼却灰および飛灰の溶融・固

形化設備である灰溶融設備は，一般廃棄物の最終処分場の

延命化対策設備として，生活環境保全上の重要性をさらに

増してきている。

溶融方式には，燃焼方式，直流プラズマアーク方式，抵

抗加熱方式などさまざまな方式が採用されており，各方式

とも独自の特長を持っている。これらの方式のうち，直流

プラズマアーク方式の電源としては従来，サイリスタ整流

器を使用した直流電源装置が採用されていたが，今回ダイ

オード整流器と IGBT（Insulated Gate Bipolar Transistor）

を使用したチョッパ回路の組合せから成る灰溶融炉用直流

電源装置を開発した。

本稿では，灰溶融直流プラズマアーク炉電源用としての

チョッパ方式の全体システム，IGBTチョッパ回路につい

て記述する。

全体システム

２.１ プラズマアーク式灰溶融設備の特徴

設備の特徴としては以下が挙げられる。

連続運転が可能である。

設備不具合による長期操業停止が社会に及ぼす影響は大

きく，産業用設備以上の高信頼性が要求される。

風冷式冷却方式が好まれる。

大電流電源の冷却方式として，産業分野においては冷却

水を使用した方式が主流であるが，公共設備の場合，冷却

水を使用した電気設備の経験が少なかったことから風冷式

が好まれる傾向にある。

最大出力電圧は定格電圧の約２倍が必要となる。

溶融熱源として使用しているアーク電流は炉内状況の変

化によりランダムに変化する。操業効率を高めるためには

アーク電流を一定に制御することが必要であり，高速応答

制御が求められる。また，図１に示すとおり，定格運転ポ

イント（低電圧・大電流）に対しアーク切れ寸前には高電

圧・小電流の特性が要求されるため，電源装置の最大出力

電圧は定格電圧の約 2倍が必要となる。

２.２ チョッパ方式の選定理由

従来，灰溶融設備に用いられる整流器はサイリスタ式で

あった。しかし２.１節で述べた特徴ゆえに大きな力率改善

設備を必要とし，設置スペースの増大，コストの増加，効

率の低下を招いていた。チョッパシステムを採用すること

により，これらの点を大きく改善することができた。

表１に従来方式であるサイリスタ式との比較を示す。

チョッパ方式の特長は次のとおりである。

操業力率が高い

サイリスタ方式は整流機能と電流制御機能を同一サイリ

スタで行っているため，負荷変動に対する制御余裕を考慮

した出力とする必要があり，定常時の操業力率が 65～

75 ％程度となる。このためプラント設備の要求する力率

とするには力率改善コンデンサを設置する必要がある。こ

れに対し，チョッパ方式は 40 ～ 100 ％の出力電圧範囲で

高力率運転（95 ％以上）が可能であり，力率改善コンデ

ンサが不要となる。これによって設置スペース縮小が図れ

る。

高調波発生量が少ない

チョッパ方式の場合，整流器用変圧器を適切に選定すれ
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図１　負荷から要求される電源出力特性
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ば７次以上の高調波発生量はサイリスタ整流器に比べ小さ

くすることができる。また整流器を多重化することにより，

低次高調波はキャンセルされ極小とすることができる。

さらにサイリスタ方式では位相制御を行っているため，

相間点弧角誤差により非理論高調波が発生するが，ダイ

オード整流器は理論高調波のみの発生となる。このため，

プラント内の電源系統に接続されるコンデンサの過負荷解

析は理論高調波のみを対象とすればよく，正確な予測がで

きる。

高速制御が可能である

サイリスタ方式の場合，制御周波数は 360Hz（60Hz 地

区）であるが，チョッパ方式では IGBTを使用しているた

め 2 kHz 以上の高速制御が可能であり，より高精度のアー

ク電流制御ができる。

２.３ 主回路構成

図２に主回路システム構成を示す。

整流回路は位相巻線付き整流器用変圧器とダイオード整

流器から構成し，総合24相整流としている。チョッパ回路

には IGBTを採用した。さらにアークの安定化のため直流

出力側に直流リアクトルを設置している。また，上位 6.6

kV 回路には負荷開閉用回路と並列に初期充電回路を設け，

変圧器の励磁突入電流とコンデンサへの突入電流の軽減を

図っている。整流器用変圧器から直流リアクトルまでの機

器はすべて同一のキュービクル内に収納しており，コンパ

クト化を追求した電源装置となっている。

本装置の外観を図３に示す。

２.４ システム検討の要点

チョッパ方式の回路構成・機器仕様を決定するにあたり，

特に重要な事項は以下である。

直流リアクトル定数の決定

プラズマアーク炉では，炉内状況の変化により短絡現象

が発生する。サイリスタ方式の場合，短絡過電流時はパル
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スシフトし，逆電圧印加によって減流させることが可能で

ある。しかしチョッパ方式の場合は，負荷回路の定数から

決まる減衰特性で電流が減少するだけで抑制機能がない。

直流リアクトルの定数決定にあたってはアークの安定化と

短絡時の電流減衰特性がフリーホイーリングダイオードに

与える責務を考慮した値とする必要がある。

整流器用変圧器のインピーダンス決定

操業力率は出力状態により若干変化するが，基本的には

系統側電源容量と整流器用変圧器の漏れインピーダンスに

依存する。図４に12相チョッパシステムの力率特性を示す。

整流器用変圧器インピーダンスを決定するにあたっては，

①力率，②短絡耐量，③高調波発生量を勘案する必要があ

る。通常 6～ 7％を選定する。

初期充電回路

コンデンサインプット形整流器の場合，上位の遮断器を

投入すると整流器用変圧器の励磁突入電流にコンデンサへ

の突入電流が重畳して流れ，整流器用変圧器巻線の機械的

損傷とダイオード素子破損の恐れがある。この防止のため，

初期充電回路を設ける。

IGBTチョッパ

灰溶融用電源システムのハードウェア技術の中心が 10

kA超級の大容量チョッパ部である。

本章ではこのチョッパの構成について記述する。

３.１ ユニットの構成

図２で示した灰溶融設備用電源に使用するチョッパユ

ニットの外観を図５に示す。

チョッパユニットの定格出力電流は 2,600 Aで，650A

定格の IGBTスタックを４並列で構成している。IGBTモ

ジュールを８並列接続して一つのスタックを構成しており，

合計128個の IGBTモジュールが並列に接続される。この

ため，素子間の電流分担の均一化，スタック-ユニット間

の横流電流抑制に配慮した設計をする必要がある。

これには以下で対応をしている。

™スタック内８並列モジュール間の VCE，VFの均一化

（スタック内の電流分担の均一化）

™スタック間ブスバーの対称構造

（スタック間の電流分担の均一化）

™ユニット ACR（Automatic Current Regulator）間の

同期運転

（スタック間の電流分担の均一化）

™ユニット間直流リアクトルの設置

（スタック間の横流電流抑制）

また灰溶融炉は連続操業のため，故障時復旧の容易性が

要求される。

このため，万一の素子故障時にはスタック前後の断路器

で故障部位を切り離し，短時間での運転再開を可能として

いる。

３.２ IGBTスタック

チョッパ回路に用いる IGBTスタックの外観を図６，諸

元を表２に示す。

灰溶融炉はアーク炉電流・電圧特性により，定格運転時

には通流率が 50 ％程度となり，電流リプルが最大になる。

このため，直流中間コンデンサは高リプル耐量を持つフィ

ルムコンデンサとし，高信頼性・長寿命化を実現した。さ
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図５　チョッパユニットの外観
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らに，高耐圧モジュール（1,400 V，300A）の適用および

回路インダクタンスの低減を図り，スナバレス化を行った。

以下に詳細を述べる。

直流回路インダクタンス低減

従来，半導体素子がターンオフする際に回路中のインダ

クタンスに蓄積されたエネルギーにより誘起される跳上り

電圧（ΔV）を，スナバ回路で吸収していた。

今回，このスナバ回路をなくして回路の簡素化を図るた

め，チョッパ用途に合わせた構造のラミネートバーを新開

発した。これは，P，Nブスバーをきわめて近接配置させ

ることでインダクタンスを極小化するとともに，大電流に

よるブスバー近傍筐体（きょうたい）のローカルヒートを

抑制できる。

回路動作図を図７，実態図を図８に示す。互いに逆向き

の電流（Ic）を流すバーを近接配置とし，磁気的結合を良

くするとインダクタンスは低減される。ここで，負荷側の

N端子は電源側の N端子と共用させることもできるが，

N端子を負荷側にも設けることで，P，Nバー全体を近接

配置させることができる。これによりブスバーからの漏れ

磁束を低減することができ，この結果スタックを構成する

筐体のローカルヒートを防止している。

３.３ 冷却技術

冷却方式としては，スタックごとに小型ファンで冷却す

る方法（個別ファン方式）と，複数のスタックを風洞によ

り並列にし１台の大型ファンで冷却する方法（一括ファン

方式）がある。

先に述べたように灰溶融炉は連続運転を行うため，ファ

ンの信頼性，メンテナンス性の観点から管理の容易な一括

ファン方式を適用した。本方式の場合，並列スタック間の

圧力損失を等しくし，風洞部の圧力損失を低くする必要が

（1）
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ある。しかし，小型化の要求から風洞部を物理的に大きく

することはできない。このため熱流体解析を使い詳細な冷

却回路の設計を行い，最適な形状を決定した。

さらに，冷却フィンの前後に風洞を取り付けることで流

れる風を整流させ，スタック間の風量の均一化を実現した。

図９に解析結果を示す。この解析結果は風速を色で表し

ており，冷却フィン部の風速がスタック内，スタック間と

も同じ色となることから，均一な風速であることが分かる。

３.４ 制　御

プラズマアーク炉は，電流が減少（アークが切れようと）

すると負荷電圧が上昇する特性を持つ。このとき，負荷電

圧以上の電圧を極間に印加しアーク切れが生じないよう制

御を行う。本制御では，ACR出力に負荷電圧を加える電

圧帰還高速制御を行う。また先に述べたように並列ユニッ

ト間の横流を防ぐため，並列チョッパユニット間は光絶縁

された同期信号により IGBTの点弧パルスの同期を行う。

なお，故障復旧時，故障スタックの断路器動作信号を受

け，ACRは自動で減流運転を行う方式としている。

あとがき

灰溶融用直流プラズマアーク炉にチョッパを適用した電

源システムについて紹介した。

今回のチョッパ方式はダイオード整流器との組合せであ

るが，力率・高調波の問題をさらに追求すると自励式コン

バータとの組合せも考えられる。今後とも個別プラントの

事情に合わせた，最適なシステムを提案・提供できるよう，

一層の努力をしていく所存である。
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解　説 理論高調波

半導体素子が開閉動作を行うことにより不可避的に

生じる高調波で，利用される状況から正しく発生が予

想されるものを指す。

これに対して，素子ごとに点弧のタイミングに狂い

があったり，モータ回転子の偏心により負荷インピー

ダンスが動揺したりすることによる，予期せぬ高調波

を非理論高調波という。一般に原因の特定が難しいう

え，特定できたとしても元を断つ形での解決は不可能

に近い。
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