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　まえがき

　モータ駆動用インバータの普及に伴い，クレーン用途を

中心にポンプ・コンベヤ・押出し機などの分野でも大容量
モータが駆動できるインバータの要求がますます強くなっ

ている。今回，一般産業用インバータとして実績のある

「FRENIC5000VG7Sシリーズ」「FRENIC5000G11S/P11S
シリーズ」および PWM（Pulse Width Modulation）コン

バータ「RHC-Cシリーズ」に対応した大容量電力変換器
を開発したので，その概要を紹介する。

　大容量電力変換器の特徴

2.1　各電力変換器の容量拡大

　今回開発した 2種類の大容量電力変換器の外観を図

1，図 2に示す。図 1は整流ダイオード，電解コンデンサ，

ヒューズ，IGBT（Insulated Gate Bipolar Transistor）を

内蔵したユニットタイプの変換器である。図 2は 1相分の

電解コンデンサ，ヒューズ，IGBTを収納したスタックタ

イプの変換器であり，図 3はこのスタックタイプの変換器
を収納した PWMコンバータ盤とインバータ盤である。

　従来製品では，ユニットタイプの定トルク負荷用変換器
で 400 kW，二乗低減トルク負荷用変換器で 500 kW，ス

タックタイプでは 630 kWが単器の最大容量であったが，

これらの最大容量を表１の範囲まで拡大した。

　なお，表１に示す製品群は，従来から発売されている下
位容量と同一の制御方式，機能・性能を有しているため，

一貫したシステム構築が可能である。

2.2　単器対応による小型化

　従来，表１に示す容量範囲のモータを駆動する場合，2
台のインバータを並列接続運転して対応してきた。今回の

容量の拡大により，単器での対応が可能となり，大幅な小
型化を実現した。特にユニットタイプの変換器では，従来，

630 kWのモータを駆動するために，315 kWクラスの変換
器を 2台使用していたが，今回開発した 630 kWのユニッ

トを適用することにより，据付け面積を 70％に抑えるこ

とが可能である。

　また，630 kWのモータを駆動するユニットとしても，

業界最小クラスの外形寸法を実現している。

2.3　安全規格への対応

　今回開発した大容量電力変換器では，北米の火災や事故
に関する安全規格「UL/cUL規格」を取得している。また，

この変換器では，下位容量と同一の保護機能に加え，各相
の IGBTごとに直流ヒューズを設け，万一の事故に対して

も，その波及を極力抑える構成としている。

2.4　メンテナンス性の向上

（1）　ユニットタイプ

　大容量電力変換器では，多くの電気部品を並列接続して 
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図1　ユニットタイプの大容量電力変換器
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使用するため，接続する導体の種類も非常に多くなり，

オーバホール作業に時間を要する。今回開発したユニット

タイプの変換器では，相ごとの導体共通化や一体化により，

従来の最大容量ユニットと比較して，接続導体の種類を約
30％低減している。

（2）　スタックタイプ

　スタックタイプの変換器では，収納盤内の配線作業を簡
単にするため，直流端子を天井部，入出力端子を下部に配
置する構成とした。また，スタック下部には図 4に示すよ

うにキャスタを取り付けており，専用リフタを使用するこ

とで，スタック交換を容易に行うことが可能である。

　なお，従来のスタックタイプの変換器では，収納盤側に

冷却ファンや，電流検出器を設置する構成としていたため，

盤設計的にこれら外付け機器の設置に対する配慮が必要で

あった。今回開発した図 4のスタックでは，盤構成の簡素
化を目的として，スタック内部に冷却ファン，電流検出器
などの主要部品をすべて内蔵する完結型とした。

　主回路並列接続技術

3.1　配線インダクタンスの均一化と低減

　大容量電力変換器では，多数の IGBTや電解コンデンサ

などの電気部品を並列接続して使用するが，小型で信頼性
の高い変換器を構成するためには，各部品間を接続する導
体インダクタンスの均一化と，インダクタンスの低減が必
要である。これらの課題を解決するために，図 5に示すよ

うな電磁界解析シミュレーションを行い，最適な導体構成
を採用した。今回開発した大容量電力変換器では，電解
コンデンサから IGBTまでのインダクタンスを従来製品の
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図2　スタックタイプの大容量電力変換器
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表1　各種変換器の容量拡大

回路構成
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図4　大容量スタックタイプの構成
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1/5程度まで低減し，さらに各 IGBTまでの導体のインダ

クタンスを＋－ 5％以内に均一化した。

　この並列接続技術により，ユニットタイプの変換器では

1,200V/400Aの IGBTを 8並列接続，スタックタイプの

変換器では 12並列接続で構成している。

3.2　IGBT電流集中の改善

　並列接続した IGBTの電流アンバランスには，IGBTが

導通している状態での定常的なアンバランスと，スイッチ

ング動作における過渡的なアンバランスがある。前者は導
体インダクタンスの均一化や IGBTの飽和電圧特性を管理
することで改善されるが，後者のアンバランスを改善する

ためには，ゲート駆動回路条件や他の IGBT特性について

も管理が必要となる。

　大容量電力変換器に使用した IGBTでは，従来の特性管
理項目に対して，過渡的な電流アンバランスを抑制するた

めの管理項目を追加し，ゲート駆動条件に対しても IGBT
特性に合わせた最適化を図っている。これらの改善により，

スイッチング動作時における過渡的なアンバランスを抑制
し，並列接続時の IGBT電流利用率を向上させている。

　図 6（a）は最悪条件を想定し，並列接続した IGBTの中に

意図的に 1個だけ特性の異なる IGBTを入れ，ターンオフ

時の電流波形を測定したものであり，ターンオフ動作過程
で大きな電流増加が発生している。図 6（b）は IGBT特性を

そろえた場合の試験結果である。両者の波形から，IGBT
特性の管理を行うことにより，過渡的な電流集中が改善さ

れることが分かる。

　大容量電力変換器の並列接続システム

　800 kWを超えるモータを駆動する場合，複数台の大容
量電力変換器による並列運転システムが必要となる。今回，

複数台の PWMコンバータによる並列システム「トランス

レス結合」と複数台インバータによる並列システム「リア

クトル結合」を開発したので，以下に概要を紹介する。 

4.1　並列接続システムの特徴

　図 7に大容量並列接続システムの構成例を示す。

（1）　ユニット間横流の低減
　複数台ユニットを光通信にて接続し，各ユニットは

PWMスイッチングを高精度に同期させることで，ユニッ

ト間に流れる横流の発生要因を低減した。この改善により，

横流の抑制に必要なリアクトルの小型化を図った。 
（2）　負荷分担の改善
　複数台ユニットを光通信にて接続し，マスタ・スレーブ

ユニット間の電流実効値と位相を高速に同期させることで

良好な負荷分担を実現した。

（3）　並列－単器の切換運転
　並列接続システムでは，並列－単器の切換運転が可能で

ある。トランスレス結合では，万一の故障に備え，故障し
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図5　各導体の電磁解析シミュレーション
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図6　IGBTターンオフ時電流集中の改善
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た PWMコンバータを切り離し，緊急対応として単器運
転するシステムへの応用が可能である。また，リアクトル

結合では，モータ切換機能を併用したシステムにも対応可
能である。

4.2　トランスレス結合

　並列接続システムを適用することにより，従来 PWM
コンバータの並列運転をする場合に必要であった電源側の

絶縁トランスが不要となる。

　図 8に PWMコンバータ 3台によるトランスレス結合運
転時の入力電流波形を示す。各ユニットの入力電流には大
きな横流成分や脈動成分がなく，絶縁トランスを使用して

いない並列接続システムでも，良好な電流分担を確保する

ことが可能である。

　図 9は，PWMスイッチングによって発生するキャリヤ

周波数成分の電流脈動が確認できるよう，図 8を拡大し

たものである。3台の入力電流波形を比較しても，脈動の

ピークが発生するタイミングは一致しており，脈動の振幅
も同程度の大きさになっていることから，各ユニットの

PWMスイッチングが良好に同期していることが分かる。

4.3　リアクトル結合

　従来，インバータの多重化システムとしては，モータを

多重巻線とし，巻線ごとにインバータを設けるシステムを

採用していたが，並列接続システムを適用することにより，

単巻線のモータにも対応が可能となる。

　図 にベクトル制御インバータ 2台による，リアクトル

結合運転時の出力電流波形の例を示す。この図では，2台
のインバータ出力電流を重ねて表示しているが横流成分も

なく，きわめて良好な電流負荷分担を得ている。

　あとがき

　大容量電力変換器の概要と並列接続システムについて紹
介した。今後もこれらの技術をさらに発展させ，信頼性の

高い大容量電力変換器の開発を行うとともに，環境面に配
慮した製品開発にも注力し，市場の要求に応えていく所存
である。
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図7　大容量並列接続システムの構成例
　　　（トランスレス・リアクトル結合）
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図8　トランスレス結合S相電流波形例
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図10　リアクトル結合U相電流波形例
　     　（FRN37VG 7S-2× 2 並列）
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