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まえがき

100 kHzから数百kHzの高周波電源の用途として，一般

的なものに誘導加熱分野がある。誘導加熱とは，コイルに

流れる電流によって作られた交番磁界を導電性の被加熱物

に印加し，それにより誘起される渦電流と被加熱物の抵抗

で発生するジュール損で，被加熱物を加熱するものである。

産業応用例には，薄鋼板加熱，焼入れ，電縫管溶接などが

あり，それらに使用する高周波電源は，現在も多くの需要

がある。

100 kHzから数百kHzの高周波電源には，以前は真空管

式の発振器を用いていた。近年，高速スイッチングに適し

ている MOSFET（Metal-Oxide-Semiconductor Field Ef-

fect Transistor）素子を使用したインバータの登場により，

電源の体積は約 1/4となって省スペース化が達成され，効

率も約 75 ％から 96 ％（定格時）に大きく向上し，省エネ

ルギー化，生産性向上が図られている。

富士電機では，早くから平型 500 V，240 A MOSFET

とそれを組み込んだ20～100 kWスタックを使用した高周

波電源を製品展開している。

本稿では，新たに開発した大容量平型 500 V，500 A

MOSFETとそれを組み込んだ 125 kWスタックを，鉄鋼

生産ラインの薄鋼板加熱電源用 1,000 kW，150 kHz 高周波

電源に適用し，製品化したので報告する。

また，最近の電縫管溶接用電源，プラズマ加熱への高周

波電源応用および高周波放電を使った金属蒸着用フィルム

の表面処理への応用についても併せて紹介する。

1,000 kW，150 kHz 高周波電源

２.１ 大容量平型500 V，500 A MOSFET

図１に現行 500 V，240 A MOSFETと大容量 500 V，

500 A MOSFETの外観を，表１に仕様を示す。大容量

MOSFETは，現行MOSFETと同様に富士電機独自の高

周波に適した低インダクタンスな薄型形状で，両者の外形

寸法は同じであるが，現行MOSFETと比較して性能は大

幅に向上している。

大容量平型MOSFETの特長を以下に記す。

定格電流倍増

MOSFETチップを変更して，オン抵抗を 1/2に，チッ

プのチャネル -ケース間の熱抵抗を 1/3にすることで，通

流時の発生損失を小さくし，かつ冷却性能を向上させてい

る。この結果，同一寸法で，定格電流は 240Aから 500A

へ 2 倍以上に増えている。
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図１　現行MOSFETと大容量MOSFETの外観

現行MOSFET
（500 V，240 A）

大容量MOSFET
（500 V，500 A）

表１　現行 MOSFET と大容量 MOSFET の仕様�

分　類�

項　目�

定 格 電 流 �

定 格 電 圧 �

オン抵抗比�

熱 抵 抗 比 �
（チャネル-ケース間）�

外 形 寸 法 �

現　行�
MOSFET

500 V

厚さ13×縦71×横52（mm）�

大容量�
MOSFET

240 A�

�

1�

1

500 A�

�

1/2�

1/3
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低インダクタンス化

MOSFET素子の構造を変更し，高周波で使用する場合

に重要な要素の一つである配線の低インダクタンス化を

行っている。これは，現行MOSFETと同様の 500 kHzま

での適用も考慮に入れて行われている。

現行部品との互換性確保

現行MOSFETと同じ寸法であるため，125 kWスタッ

クには現行スタック部品を転用することができ，125 kW

スタック全体として製作納期の短縮かつ低コストを可能に

している。

２.２ 125 kWスタック

図２に単器容量 125 kWスタックの外観を，表２に現行

100 kWスタックと 125 kWスタックの仕様を示す。125

kWスタックは，現行 100 kWスタックの形状を受け継い

でいるが，MOSFET素子の冷却構造やゲートドライブユ

ニット（GDU），中間コンデンサ，冷却水用ホース接続継

手などを大幅に変更している。

本スタックの特長を以下に記す。

出力電力 25 ％アップ

MOSFET素子だけでなく，スタックでもMOSFET素

子冷却箇所の熱抵抗低減設計を行った結果，現行 100 kW

スタックと比較して，MOSFET素子１個あたりのチャネ

ル -冷却水間の熱抵抗を 1/3にしている。これにより，1

アームの並列素子数を減らしているにもかかわらず，出力

電流を増やし，出力電力 25 ％アップを実現した。

小型・軽量化

GDU取付箇所およびホース接続継手の変更，ならびに

中間コンデンサの高密度実装などスタック内を見直すこと

により，現行 100 kWスタックと比較して，寸法は幅が 10

mm，奥行が 100mm短くなって容量比 80 ％に小さくな

り，質量は 56 kgから 34 kgへ 60％に軽くなり，小型・

軽量化を実現した。

信頼性向上

スタック構造も低インダクタンスにした結果，MOS

FET素子とあわせて，スイッチング時の振動を抑えるこ

とによりノイズレベルを下げ，また跳上り電圧を低くし素

子特性を向上させることができている。

２.３ 1,000 kW，150 kHz インバータ

図３に 1,000 kW, 150 kHzインバータ盤の外観を示す。

今回開発した 125 kWスタックを８並列接続し，1,000 kW

出力を可能としている。これは，薄鋼板加熱用高周波電源

として使用される。

図４に 1,000 kW，150 kHz 高周波電源の主回路構成概略

図を示す。整流器には，ダイオードブリッジを使用し，高

周波出力部の 125 kWスタックは，単相出力電圧型フルブ

リッジ構成で，電圧型インバータの逆並列ダイオードに

MOSFET素子の寄生ダイオードを用いている。また，各

スタックの出力には，電流検出器と各スタックの電流バラ

ンサを兼ねる高周波 CT（HFCT：High Frequency Cur-

rent Transformer）が接続されている。
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図２　125 kWスタックの外観

図３　1,000 kW，150 kHz インバータ盤の外観

表２　現行 100 kW スタックと 125 kW スタックの仕様�

分　類�

項　目�

現行100 kW�
スタック�

125 kW�
スタック�

定　格�
出　力�
（単相）�

冷　却�

入　力（三相）�

電　力�

電　圧�

周波数�

方　式�

寸　法�
〔幅×高さ×奥行〕（mm）�
（容量比）�

質　量�
（比率）�

1素子あたりの�
熱抵抗比�

（チャネル-冷却水間）�

190×380×650�
（100％）�

180×380×550�
（80％）�

1 1/3

～500 kHz ～150 kHz

100 kW�
�

220 V，50/60 Hz

水冷（純水循環方式）�

±300 Vp-p（方形波）�

125 kW

56 kg�
（100％）�

34 kg�
（60％）�
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負荷回路には，高出力周波数の大電流を流すため，負荷

を低インピーダンスにし，かつ負荷力率を改善する目的で，

直列または並列共振回路が用いられる。富士電機では，

MOSFETインバータ型高周波電源には，直列共振回路を

用いており，負荷回路の共振コンデンサと加熱用コイルを

直列に接続している。

図５に各スタックの運転中および停止時の電流波形例を

示す。各スタックの電流は一つの波形のように重なり合っ

ており，HFCTの電流バランス機能によって各スタックの

電流がバランスしていることが確認できる。

図６に 1,000 kW，150 kHzインバータの出力電圧・電流

波形例を示す。MOSFET素子およびスタックの低インダ

クタンス化により，電圧波形は跳上り電圧が低くかつ振動

減衰が速い，電流波形はひずみが少ない，両者ともに良好

な波形が得られている。

さらに，より大容量化の検討も進めており，上述した主

回路構成の複数台組合せなどにより，2,000 kW，200 kHz

までのインバータ構成が可能である。

最近のMOSFETインバータ型高周波電源

および応用例

表３に現行のMOSFETインバータの標準系列と仕様を

示す。

３.１ 電縫管溶接用ＣＴレス電源

図７ に示すように，電縫管溶接用の従来電源では，溶

接用コイルに大電流が必要などの理由から，共振コンデン

サの後段に電流変成器（CT）が接続されていた。最近で

は，図７ に示すような CTを省略した CTレス電源が一

般的になっている。図８にそのコンパクトな外観を示す。

CTレス電源の特長は以下のとおりである。

低い耐圧設計，容易なメンテナンス

CT一次側の最大十数 kVの高電圧部がないため，高耐

圧の絶縁が必要ない。また，絶縁破壊も少なく，メンテナ
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図４　1,000 kW，150 kHz 高周波電源の主回路構成概略図
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図６　1,000 kW，150 kHz インバータの出力電圧・電流波

形例

表３　MOSFETインバータの標準系列と仕様�

出　力�
（単相）�

冷　却�

入　力（三相）�

項　目� 仕　様�

220 V ± 5％（非接地電源）�

電圧型インバータ�

直列共振回路�

10～500 kHz�

電力制御�

10～100％�

水冷（純水循環方式）�

5～35℃�

インバータ方式�

負　荷　回　路�

電　　　　　力�

電　　　　　圧�

周 　 波 　 数�

制　御　方　式�

調　整　範　囲�

方　　　　　式�

冷　却　水　温�

20 kW�

30 kW�

50 kW�

75 kW

100 kW�

200 kW�

300 kW�

400 kW

500 kW�

600 kW�

800 kW�

1,000 kW

±300 Vp-p（方形波）�
±150 Vp-p�
（方形波）�
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ンスが容易で，絶縁破壊時のサージ電圧による機器への悪

影響がない。

効率向上，小型化

電力損失の大きい（約 30 ％）空心の CTがないため，

効率を 20 ％程度向上し，また小型にすることができる。

３.２ ICP廃樹脂高減容システム

図９に ICP（Inductively Coupled Plasma）廃樹脂高減

容システムのプラズマ発生原理を示す。高周波電源には，

出力周波数 450 kHzのインバータを用いており，コイルに

流れる電流によって発生した磁界と鎖交して電界が生じ，

それによってプラズマが発生する。図 にプラズマ発生部

の外観（プラズマ発生中）を示す。

本システムは，原子力発電所の水浄化系で使用された放

射性イオン交換樹脂を，プラズマで高温・活性化された酸

素により酸化分解し，減容処理するものである。本システ

ムでは，1/20の高減容が可能で，廃棄物として加工され

た後埋設される（現在，確認試験実施中）。

３.３ 金属蒸着用フィルムの表面処理

金属を蒸着するフィルムは，無声放電により表面を粗く

して凹凸を持たせ，蒸着しやすくする必要がある。図 に

フィルムの表面処理の原理図を示す。このシステムにも富

士電機の高周波電源が用いられており，ローラによって移

動するフィルムの表裏に電極を配置し，無声放電させるも

のである。

表面を処理したプラスチックフィルムに，亜鉛，アルミ

ニウムなどを蒸着したものは，コンデンサの電極（蒸着膜

巻回形コンデンサ）やアルミはくの気密性とプラスチック

の強度を併せ持った高機能フィルムとして，スナック菓子
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図９　ICP廃樹脂高減容システムのプラズマ発生原理
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図１１　金属蒸着用フィルムの表面処理の原理図

図１０　プラズマ発生部の外観（プラズマ発生中）

図８　電縫管溶接用CTレス電源の外観
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などの食品包装用材料などに用いられている。

また，このようなフィルムの表面処理は，印刷インクの

濡れ性を良くするためにも利用されている。

あとがき

富士電機では，以前からMOSFET素子を使用した数十

kHz ～ 500 kHzの高周波電源の開発を行い，さまざまな

分野向けの製品化を行ってきた。現在，大容量平型 500V，

500A MOSFETとそれを組み込んだ 125 kWスタックの

開発，製品化，新しい高周波電源システムの適用および環

境用途を含む高周波電源の応用範囲拡大を進めている。

今後，125 kWスタックの高出力周波数化を行い，より

広範囲な負荷に対応させ，高性能で，信頼性の高い製品の

供給を進めていく所存である。また，さらなる大容量，高

出力周波数電源の開発を通じて，高周波回路およびその応

用分野の発展に貢献したい。
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