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　まえがき

　従来，環境改善・省エネルギー目的の交流可変速駆動設
備導入は，低圧電動機と低圧インバータによるシステム

が先行してきたが，近年高圧電動機の可変速制御が普及し

てきている。これは高圧電動機を直接可変速制御できる高
圧インバータの出現が大きい。高圧インバータはパワーエ

レクトロニクス応用製品の中では比較的新しく，世界的に

見ても製品化されてまだ 10年たっていない。富士電機は

1999年に発売し，2006年末時点で国内・海外ユーザーに

300台以上納入している。

　本稿では，富士電機の可変速駆動システムのうち高圧イ

ンバータについて紹介する。

　概　要

　高圧インバータ「FRENIC4600FM5」（図 1）は，イン

バータの出力側に変圧器を設けずに電圧 3.3 kVまたは

6.6 kVを直接出力することが可能で，高圧電動機をダイレ

クトに可変速制御できるインバータである。

　インバータ出力に変圧器を設けないことで，装置の総合
効率を高くすることができ（約 97%），より省エネルギー

に貢献することができる。

　容量範囲は，3.3 kV系で 280〜 3,750 kVA，6.6 kV系で

560〜 7,500 kVAをシリーズ化し，ファン，ポンプ，ブロ

ワ，圧縮機，押出機，ミキサ，短絡試験機などの多用途に

適用している。仕様を表１に示す。

　特　徴

3.1　主回路構成

　単相インバータ（インバータセル）を多直列に接続して，

それらをスター結線構成にして三相高電圧が出力可能な構
成としている〔図 2（a）〕。インバータセルは，ダイオード

整流器と IGBT（Insulated Gate Bipolar Transitor）イン

バータで構成し，セルの総数が少なく出力の電圧レベル数

が多くなるように単相 3レベルインバータ方式〔図 2（b）〕
を採用している。2レベルインバータ方式に対してセルの

総数を 2/3〜 1/2にしている。

（1）　3.3 kV系
　各相のインバータセル数が 2直列で計 6台のセルにより

主回路を構成している。インバータ盤を小型化するため

に，400 kVA以下ではセルの絶縁構造を見直し，セルを

2 in 1構造としてセル数を計 3台としている。

（2）　6.6 kV系
　各相のインバータセル数が 4直列で計 12台（800 kVA
以下では 2 in 1構造として計 6台）のセルにより主回路
を構成している。

3.2　PWM制御

　各インバータセルは，5レベルの電圧が出力可能であ

る。3.3 kV系インバータの場合にはセルを 2直列の構成と

しているために出力電圧が 9レベル，6.6 kV系インバータ

の場合にはセルを 4直列の構成としているために出力電圧
が 17レベルとなる。出力電圧のレベル数は他社インバー

図1　400kVA高圧インバータの外観
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タと比べ最も多く，電圧サージの最も低いインバータで

ある。インバータ出力電圧のひずみによる電動機高調波
電流および電動機端子に発生するサージ電圧を低減するた

めに，インバータ出力電圧の変化量がセル直流電圧 1段
分となるように独自のマルチレベル PWM（Pulse Width 
Modulation）制御を行っている。これにより，既設の商
用電源駆動の電動機に対しても出力サージフィルタなどを

設置することなく適用可能としている。

3.3　電源系統への配慮

　インバータの入力側に設置される変圧器の二次側の巻線
間に位相差を持たせる構成とすることで，入力電流高調
波の低減を図っている。整流相数を業界最多である 36相

表1　高圧インバータFRENIC4600FM5の仕様

項　目

電圧：±10%（相間アンバランス 2%以内）周波数：±5%

三相　200/220V　50/60Hz

電圧：±10%　周波数：±5%

簡易センサレスベクトル制御付きV/f一定制御

0.2Hz～50/60Hz（オプション～200Hz）

空冷（天井ファンによる強制風冷）

定格電流の125%，1min

50/60Hz

3kVシリーズ 6kVシリーズ

三相　3,000/3,300V　50/60Hz 三相　6,000/6,600V　50/60Hz

280装置容量（kVA）

出力電圧（V）

定格電流（A）

過負荷定格

定格周波数

許容電源範囲

最大適用電動機
（kW）

相数・電圧・
　　　　周波数

許容電源範囲

制御方式

冷却方式

相数・電圧・
　　　　周波数

出力周波数制御
　　　　　範囲

400 550 825 1,250 1,875 2,500 3,750 560 800 1,100 1,650 2,500 3,750 5,000 7,500

225 300 450 670 1,060 1,600 2,150 3,200 450 670 900 1,400 2,100 3,250 4,400 6,400

49 70 96 144 218 328 437 656 49 70 96 144 218 328 437 656

出力定格

入力電源
（主電源）

制御・
　　構造

制御電源

3,300 6,600

表2　高調波電流含有率（実負荷試験での測定例）

次　数

実測値
（%）

ガイド
ライン
（%）

5 7 11 13 17 19 23 25 35 37

4.00 2.86 1.83 1.49 1.14 1.02 0.87 0.80 0.80 0.80

0.58 1.0 0.20 0.32 0.75 0.54 0.06 0.24 0.58 0.27

入力電流

入力電圧

2ms

図3　電源側電流電圧波形

インバータ
セル

インバータ
セル

インバータ
セル

インバータ
セル

インバータ
セル

インバータ
セル

（a）主回路構成（3.3kV） （b）インバータセル回路構成

三相　AC3,300V

CTR

図2　主回路構成とインバータセルの回路構成
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整流相当とすることによって，入力フィルタなどの高調波
対策機器を設置することなく，高調波ガイドラインを業界
トップレベルでクリアしている（表 2）。また，インバー

タ入力はダイオード整流器を採用しており，電源力率は

0.95以上となり，力率改善コンデンサなどの設置を不要と

している（図 3）。

3.4　商用同期投入・解列機能

　商用固定速運転用の数百 kWから数千 kWまでの高圧
電動機を起動する場合，始動電流による系統電圧の低下が

問題となることがある。高圧インバータをスタータとして

使用することによって対策することを可能とした。高圧イ

ンバータにより商用周波数まで加速した後，高圧インバー

タの出力電圧の位相および振幅を商用電源と一致させ，商
用遮断器を投入してからインバータ出力遮断器を開放する

無瞬断切換を行うことによって商用遮断器投入時の電源変
動を抑制している（図 4）。また，商用運転からインバー

タ運転への同期解列機能も備えているため，負荷の状態に

よる商用運転とインバータ可変速運転の切換を行うことに

より装置効率のより一層の向上が可能となる。例えば，複
数台の電動機を順次 1台の高圧インバータにより起動し，

起動完了後ショックレスで商用電源に同期投入する応用例
を実現した。また，同期電動機駆動用への展開も行ってお

り，10MW級電動機のスタータに適用している。同期電
動機用スタータ制御，同期投入 /解列制御を適用した例を，

図 5に示す。

3.5　瞬時停電対応

　ユーザーから，瞬時停電発生時でも運転継続したいとの

要求が多くあるが，本インバータでは無停電電源なしで，

制御電源用のオプション機器を追加することにより最大
1.2秒間の瞬時停電に対してインバータ運転を継続するこ

とが可能である。系統電源の瞬時停電を検出した場合には，

インバータセル内の直流回路の電圧低下を抑制するために

減速運転を行い，系統電源復帰後に再加速を行って，瞬時
停電発生前の運転速度に復帰する。

3.6　フリーラン起動機能

　瞬時停電発生時や負荷機械の影響でフリーラン状態と

なっている電動機を速度センサなしで起動させる要求が多
くある。電動機のインピーダンス特性は電動機回転周波数
によって変化することが知られている。電動機にトリガ電
圧を印加した場合に電動機に流れる電流から回転周波数を

サーチし，インバータの出力周波数をサーチした回転周波
数と同期させる独自の方式を用いることによって，フリー

122（24）

インバータ電圧系統電圧

インバータ電圧系統電圧

インバータ電圧系統電圧

位相合わせ中

同期完了

遮断器ラップ中

図4　同期投入・解列時波形

【同期電動機用スタータ適用例】

三相　6.6kV

高圧インバータ
5,000kVA

SM

4,700kW 1,000kW13,000kW

PG

【同期投入解列適用例】

三相　3.0kV

PG IM

1,000kW

IMSM PG

高圧インバータ
1,875kVA

1,800kW

【ベクトル制御適用例】

三相　3.3kV

IM

高圧インバータ
2,500kVA

図5　各種回路図
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ラン中の電動機をショックレスで起動することを可能にし

ている（図 6）。

3.7　各種制御方式に対応

　高圧インバータはファン・ポンプなどの 2乗低減負荷設
備に適用される場合が多いが，このような用途には簡易セ

ンサレスベクトル制御機能付き V/f一定制御を適用して

いる。また，高起動トルク（100%以上）や高い速度制御
精度（＋－ 0.01%）が要求される用途に対応するために，速
度センサ付きベクトル制御機能を搭載した装置もシリーズ

化している。さらに，同期電動機駆動用として位置センサ

付きベクトル制御機能を搭載した装置もシリーズ化してい

る。ベクトル制御を適用した例を，図 5に示した。

　今後の取組み

　高圧インバータは，今後も活発な導入が続くと見込まれ

ている。富士電機は，市場ニーズに応えるべく次の開発を

進めている。

（1）　コンパクト化：小スペースへの設置可能
　ファン・ポンプなどの 2乗低減負荷用途に特化し，イン

バータ盤寸法を大幅に小型化（業界最小）させた新シリー

ズの製品化を行っている。容量系列は以下のとおりである。

™  3.3 kV系インバータ　390〜 5,250 kVA
™  6.6 kV系インバータ　780〜 10,500 kVA
（2）　11 kV級直接駆動：海外ニーズへの対応
　3.3 kV系，6.6 kV系出力高圧インバータで実績のあるイ

ンバータセルを使用し，インバータセルの直列接続数を増
やすことにより，11 kV級電動機をダイレクトに可変速制
御することを可能としている。

　容量系列は 1,180 kVA，1,680 kVA，2,310 kVAである。

　あとがき

　高圧インバータについて紹介した。近年，環境問題への

関心が世界的に高まっており，高圧電動機の可変速制御に

よる省エネルギーシステムは一層増えると予想される。富
士電機はこれまでの技術と経験を生かし，社会に貢献でき

る製品を提供し続けていく所存である。
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図6　フリーラン再起動動作
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