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まえがき

パワーエレクトロニクス機器はパワートランジスタや

IGBT（Insulated Gate Bipolar Transistor），マイクロプ

ロセッサなどの新しい技術を取り入れながら高性能化の道

を歩んできた。最近は IT（Information Technology），

FA（Factory Automation），HA（Home Automation）

といった流れに乗って，従来からパワーエレクトロニクス

機器が使われている工場，交通機関，電力系統，オフィス，

商店では統合管理が進み，家庭においては「IH」（Induc-

tion Heating）や「インバータ」の語を冠した電気製品が

増加している。

パワーエレクトロニクスの基本的機能は，エレクトロニ

クス制御による電気エネルギーのコントロール，変換（電

圧，電流，周波数，波形），他のエネルギー形態への変換

（電磁気，アクチュエータ，高周波加熱など）である（図

１）。そのため，情報化社会における高速で正確な電気エ

ネルギーの管理・制御機能を果たすことが期待される。

本稿では，パワーエレクトロニクスの動向と富士電機に

おける研究開発状況について述べる。

パワーエレクトロニクスの現状と課題

パワーエレクトロニクス機器は，半導体のオンオフによ

るスイッチ動作を行うので基本的に低損失を特徴とする。

この反面，スイッチングによる電磁的な障害の発生源とも

なり得るため，長所を伸ばし短所を改善することが必要で

ある。また，制御は大きなピーク電力を発生させる高速制

御から省エネルギー運転までの幅広い自由度を持っている

ので，状況に応じて適切に運用されることが望ましい。そ

こで，これからは環境を含めた周囲との調和を多角的に保

ちながら，性能・機能をより高度化する技術の方向性と尺

度を明確にすることが必要と思われる。

資源消費の削減と環境負荷の軽減

大ざっぱな数字ではあるが，20 年でパワーエレクトロ

ニクス機器の体積は約 1/10，質量は 1/5に低減している。

一方，消費エネルギーや CO2の削減への対応については，

素子や回路の損失低減から，省エネルギー運転，回生エネ

ルギーの回収といった取組みがなされている。これらの継

続的な効果拡大には，低損失の回路方式，新パワーデバイ

スといった部分最適化手法とそれによる小型軽量化に加え，

システム運用面での最適化を図る新技術が望まれる。

ノイズや高調波の規制

パワーデバイスのスイッチングによるノイズや高調波を

抑える回路とノイズを外部に漏らさせない構造は，他の機

器への障害を防ぐ重要なポイントである。近年，EMC

（Electromagnetic Compatibility）についての規格化が進

み，国際電気標準の IEC 規格では 150 kHz ～ 30MHz 帯

域の雑音端子電圧（伝導ノイズ）を規定値以下とする指令

が出されている。国内においても IECの指令に沿った

「高圧需要家ガイドライン」と「家電・汎用品高調波抑制対

策ガイドライン」が 1994 年に制定され，自主規制に入っ

ている。また，国内の情報処理機器については，VCCI

（情報処理装置等電波障害自主規制協議会）にて電磁波放

射による電波障害を起こさないようにする自主規制がある。

これらに対応する電磁的にクリーンな機器を実現するには，

電源高調波や雑音端子電圧を抑える高度の回路・構造技術
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図１　パワーエレクトロニクスの要素技術と製品群
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が必須である。

新しい価値の追求

これからの情報化社会においては電気エネルギーやモー

ションの制御と ITとが密接に融合した先端的新機能の創

造や，装置性能水準の高度化によって，より一層貢献度を

高めることができると考える。

現状においても，数十MVAの無効電力制御を高速制御

する IGBT式 SVC（Static Var Compensator），高速CPU

に低圧大電流を供給する高速電源，また，精密機械を nm

オーダー制御するサーボなど，驚くべき性能の機器が次々

と実用化されている。

パワーデバイスの適用技術

パワーエレクトロニクス機器に必須のキーパーツはパ

ワーデバイスである。図２に示すごとく，パワーデバイス

はサイリスタに始まり，バイポーラトランジスタや GTO

（Gate Turn Off thyristor）を経て，現在は IGBTへと移

行している。IGBTは高圧・大容量化が比較的容易なため，

サイリスタや GTOとの置換えも射程内とされているが，

優位差を多角的につけることも重要になってくる。以下に

パワーデバイスの適用技術に関する取組みを紹介する。

３.１ 新パワーデバイスの適用技術

富士電機では新デバイスとして FS-IGBT（Field Stop

IGBT）と逆阻止 IGBTの 2 種を開発している。その成果

を受けて，現在，適用技術の確立を進めている。

FS-IGBT

FS-IGBTは従来に比べて大幅な順方向電圧降下の低減

と高速化を図ったデバイスである（本特集号の別稿「大容

量 6 in 1 IGBTモジュールの適用技術」の図５参照）。電流

密度を高くとれる IGBTチップと入出力端子を最適配置し

たことで，設置面積が従来比 1/2の薄型パッケージ化が図

られている。高性能の冷却フィンと組み合わせたインバー

タスタックの試作評価では，損失が従来比約 2割減となる

結果が得られており，インバータや電源機器の大幅な小型

化が期待できる。

逆阻止 IGBT

逆阻止 IGBTは逆耐圧を持つまったく新しい素子である。

これまでの IGBTは逆耐圧を持っておらず，順方向だけの

開閉能力に限定されていた。そのため，サイリスタ整流器

のようにシンプルだが逆電圧のかかる回路方式には適して

いなかった。開発された逆阻止 IGBTは，順方向電圧降下

を増すことなく，独特の耐圧構造にて逆耐圧を持たせるこ

とに成功している。この逆阻止 IGBTを二つ逆並列に接続

すると，理想スイッチに近い高速で低損失の双方向スイッ

チを構成できる（本特集号の別稿「逆阻止 IGBTの適用技

術」の図４参照）。新しいパワーデバイスは新しい技術の

源泉であり，逆阻止 IGBTの登場によって，AC-AC直接

変換をはじめとする新しい回路方式の展開が期待できる。

３.２ パッケージ内部の観測技術

複数チップを実装している大容量パワーデバイスにおい

て，信頼性確保は大きな課題の一つである。パッケージ内

に複数実装されている IGBTチップは，構造や配置などに

よる動作条件の違いを極力抑え，均等な負荷分担とするよ

うに設計されている。しかし，より厳しい条件での負荷分

担を確認しようとすると，狭く高電磁界のパッケージ内に

おける各チップの電流測定は容易ではなく，小型で高速性

と精度を備えるセンサも得がたかった。そこで今回，図３

に示すとおり，圧接構造素子組込み用の微小なセンサを開

発し，素子への影響なしにチップ電流を詳細に観測するこ

とに成功した。また，これによって全域で正常に負荷が分

担されることも裏づけられた。本測定技術を基に，大容量

パワーデバイスの性能・信頼性向上を図れるものと考える。

技術の動向と取組み

電源およびドライブ分野と回路・制御・情報の各要素技

術の大まかな関係を図４にまとめてみた。電源分野では，

低ノイズ，高力率，低高調波，高効率が機器の指標となっ

ているため，回路技術に重点が置かれている。特に小容量
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図２　パワーデバイスの変遷
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図３　電流センサの原理と外観
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では最低限の部品点数での実現が重要である。一方，ドラ

イブ分野では，省エネルギー運転，チューニングによる省

力化，状態推定や同定による高性能化といった運用や制御

に重点がある。なお，IGBTの直並列接続技術が大容量化

における共通の課題である。

これらの要素技術や応用についての取組みを以下に紹介

する。

４.１ 電源分野の取組み

４.１.１ ノイズ・高調波・損失低減

ソフトスイッチングは回路の共振を利用して掲記の課題

を解決する技術であり，特にスイッチング周波数の高い小

型電源に適している。また，最近クローズアップされてい

る問題には待機電力削減がある。これに対してはバースト

発振による間欠運転にてトップクラスの低待機電力化技術

を確立している。

以上の複雑な要求を満たしつつ小容量の回路を再現性よ

く実現するには集積化が有効であり，富士電機ではすでに

スイッチング電源用 ICを製品化している。図５に ICの外

観を示す。

数百～数 kWクラスの電源は，サーバや通信機器など

を対象とすることが多い。そのため，システムを効率よく

安定に運用できるように，高精度と高効率，高力率，低高

調波であることが望まれる。これらを同時に達成できる原

理的に優れた変換回路として，富士電機では，本特集号の

別稿「AC-DC変換回路技術」の図１に示す方式を提案し

ている（図６に回路構成と装置の外観を示す）。

４.１.２ 新しい応用

最近の生産設備や情報処理に使用される装置にはきわめ

て安定な電源環境を要求するものがあり，瞬時電圧低下が

発生するとトラブルや歩留り低下など，大きな影響がある。

また，従来使われている UPS（Uninterruptible Power

Supply）では，瞬時電圧低下の頻度が高いと充放電の繰

り返しでバッテリーが急速に劣化する問題があった。そこ

で富士電機では，瞬時電圧低下に特化した瞬時電圧低下対

策装置を製品化した。図７ がその原理である。

図７ の UPSにおけるバッテリーの代わりに大容量コン

デンサをエネルギー蓄積要素として用いているので，信頼

性が高く長期にわたってメンテナンスが不要であり，電源

品質改善に大きく寄与できるものと考える。

４.２ ドライブシステムの取組み

モータドライブ分野の主な機器としてインバータとサー

ボの制御関連技術を紹介する。

４.２.１ インバータ制御技術

インバータは誘導機または永久磁石同期機に対応する機

種が開発されている。誘導機については，ベクトル制御，

速度センサレスベクトル制御，V/f制御とその発展型であ

るトルクベクトル制御が，専用モータ，汎用モータから高

圧モータまでのバリエーションをそろえて実用に供されて

いる。永久磁石同期機ドライブにおいても，富士電機では

ベクトル制御および V/f制御を実用化している。取扱い

が簡便な V/f制御は，高効率制御の実現で省エネルギー

駆動に適し，しかも速度センサレスベクトル制御と比較し

て遜色（そんしょく）のない制御性能を実現している（本

特集号の別稿「永久磁石同期電動機のセンサレス制御技術」

の図６参照）。

４.２.２ サーボの新機能

高速・高精度用途に使用されるサーボシステムでは，二

つの取組みを行っている。第一はサーボアンプの性能向上

である。高速位置決めと制振制御は，サーボを組み込んだ

（a）

（b）

443（5）

富士時報 Vol.75 No.8 2002

ソフト 
スイッチング 

マルチレベル 
変換器 

省エネルギー 
運転 

情報化 

高性能 
変換器 

高速 
制御 

推定・ 
同定 

チュー 
ニング 

アドバン 
スト制御 

制御技術 

回路技術 

素子 
直並列 

電
源
分
野 

ド
ラ
イ
ブ
分
野 

低ノ
イズ
， 

低損
失 

高力
率，
 

低高
調波
 

メンテナンス，サービス シス
テム
制御
， 

プラ
ント
制御
， 

メン
テナ
ンス
，サ
ービ
ス 

高性
能 

低損失
 

省力化
 

高応答 

高応答 

大容量化 

大容
量化
 

低サージ， 高圧化 

図４　要素技術と電源およびドライブ分野の関係

図５　スイッチング電源用 IC
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図６　ワールドワイド対応三相AC-DC電源
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装置の性能を引き出す要となっている。第二は装置組込み

調整時に用いる支援ツールである。ツールに搭載したマシ

ンアナライズ機能は，組込み対象の装置が持つ複雑な機械

振動モードを解析することができる。図８はサーボシステ

ムと支援ツールの組合せ例である。従来は装置に複雑な機

械振動があると多大な調整時間を要していたが，支援ツー

ルを使用すると，振動抑制制御の適切かつ速やかな調整が

可能になる。さらに今後，機械系伝達関数の同定精度が向

上すれば，サーボの無調整化まで期待が持てる。

４.３ 大容量化技術

電力系統のフリッカ補償や無効電力補償，あるいは大型

モータ駆動に用いる大容量変換器では，パワーデバイスを

直並列接続して必要な装置容量を実現しなければならない。

従来の直列技術では，サイリスタ，GTOや IGBTに電圧

を均等に分担させる機能を抵抗やスナバ回路で実現してい

た。この方法は抵抗などによる損失が大きく，しかも低

キャリヤ周波数・低スイッチング速度としてバランスを維

持せざるを得ない欠点があり，装置の小型化・高性能化を

阻む要因であった。今回，富士電機では，この問題を克服

できる新しい直列技術を開発した。ゲート駆動にバランス

用コアを挿入する簡素な構成であり，しかも IGBTの増幅

作用によって自動的にバランスする性質を持つので，高

キャリヤ周波数による高性能化に有効と思われる。図９は

多直列回路をインバータに適用した場合の基本構成である。

あとがき

以上，パワーエレクトロニクスにおける研究開発の取組

みの概要について紹介した。今後とも，さまざまなニーズ

の実現と環境やエネルギー問題に貢献する新技術の迅速な

開発を図るべく，技術力を結集し高めていく所存である。
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図８　FALDIC-βと支援システム
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図９　多直列回路の基本構成
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