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IEG丁 応用電力変換装置 (電動機駆動用 IEG丁 インバータ

丁OSVERT― /s650W及び無効電力補償装置 :自励式 SVCS)

株式会社東芝

東京都港区

1.機器の概要

数千 kW以上の電力変換装置、とくに自励式電力変換装置には従来 GTO(Gate

Turn―Off thyristor)が 使用され、PWll(Pulse Width Modulation)制 御技術によ

り電源や負荷への高調波の低減と、電源力率制御が可能な電力変換装置が広 く適

用されてきた。frTOは高電圧で大電流の制御が容易で、大容量電力変換装置に適

したパワー半導体素 f・ であるが、素子のオン・オフ動作には、スナバ回路および

アノードリアクトル回路を必要とし、これら回路で電力損失が発生していた。こ

の損失改善のため電力回生回路を設けているが、回路部;■ の増加により装置の大

型化、経済性、信頼性に課題があった。

当社ではこれらの課題に対 し、1997年 に世界に先駆け、GTOに 替わる電力変換

装置用の MOSゲ ー ト型パ ワー半導体素 子 IEGT(Iniection Enhanced Gate

Transistor)を 開発 し、2000年 に電動機駆動用 IECITイ ンバータ (TOSVERT― μ/

s650W)(写真 1)、 および 2001年 に無効電力補償装置 (自 励式 SVCS)(図 1、 写

真 2)の製品開発を完了した。これら2機種の IEGT応用電力変換装置は、世界最

大容量の MOSゲー ト型パワー素子を使用した変換装置であり、電動機駆動用では

単機 8,000kW,4並 列で 30,000kW級 の同期電動機の駆動が可能で、無効電力補償

装置では、21,000kⅧ の無効電力制御が可能である。両装置とも従来 制0式に比

較し大幅な省エネルギー化を達成 し、それぞれ 1台当り、電動機駆動用 IEGTイ ン

バータでは年間 126万 kWh、 無効電力補償装置では年間 276万 kWhの省エネルギ

ーを達成 した。

無効電力補償装置では、旧設備を IEGT式装置に置き換えたことにより、実操業

度の向上と無効電力補償装置の省エネルギー効果を合わせ、年間 3,000万 円の経

済性効果が出ている。
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写真 1 電動機駆動用インバータ 写真 2 無効電力補償装置

I王シにコンテ
・ンサハ・ンク

写真 3 1EGTと ゲー ト基板

2.機器の技術的特徴および効果

2.1 技術的特徴

(1)次 陛代パワー素子 IEGT採 用

と新型ゲー トLEl路
図 1 無効電力補償装置の主回路構成

従来 IGBTの最大電圧は 2k～

2.5kV程度であり、同一の技術で 4.5kVへの高圧化を図ると、オン電圧が大き

くなるため、通電時の損失が過人になる問題があった。当社は、この問題に対

し独自の解決方法である「電子注人促進方法Jを考案 し、従来の IGBT並 のオン

電圧特性を持つ新 しい高圧半導体素子 (IEGT)を 開発製品化 した。この IECrT

は、GTO並 の高電圧耐量と IGBTの MOSゲー ト型高速動作の両方を可能にした、

次世代型パワー半導体素子である。写真 3に 4.5kV-4kAの IEGT素子とそのゲ

ー ト駆動基板を示す。ゲー ト回路部品数はMOSゲー ト型のため GTO比 1/3に 削

減でき、ゲー ト回路の消費電力を 1/200以下に低減とともに、ゲー ト基板の外

形が 1/3に なり信頼性も大幅に向上 した。
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(2)主 回路構成の大幅な簡素化

従来の CTTOイ ンバータと、今回開発 した IEGTイ ンバータそれぞれの 1相分の

回路構成を図 2に 示す。GTOで はターンオフ時に印加される電圧立ち Lが り

dv/dtを 抑制するために、充放電タイプのスナバ回路 (コ ンデンサ、ダイオー

ドと抵抗で構成)と 、ターンオン時の電流立ち上がりdi/dtを抑制するアノー

ドリアクトルを必要とするため、これらの回路で電力損失が発生していた。こ

の損失を低減するため、スナバ回路の電力を直流回路へ回生する回路を設けて、

効率改善を実施 してきたが、回生回路の部品の増加により、装置の大型化、経

済性、信頼性の低 }・ が問題になることがあった。IEGTは 、素
「

自身の歯/dtお

よび di/dt耐 量が CITOよ り約 10倍高いので、素子個別のスナバ回路と、各アー

ムに設けるアノー ドリアクトル (比)を 一挙に削除し、部Iマ l点数を 40%へ削減

できた。

吟 : 3kV3 3kV

イ固男」スナハ

図 2 電動機駆動用インバータ回路 (1相分)

2.2 効果

(1)電動機駆動用 IEGTイ ンバータの効果

定格 100%運転での損失はGTO装置より

60%低減でき、効率は 2%向 上する。

8,000kW負 荷では 160kWの 損失低減によ

り、稼働率 90%の場合では、年間に 160kW

×8,760h× 0。 9=126万 kWhの省エネルギ
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―効果がある。既に稼動中の 20台の合計では 2,520万 kWhの 省エネルギーとな

る。これは金額で約 2.5億円の経済効果である。また、変換装置の主回路部品

点数を大幅に削減できた結果、装置据付面積をGTO装置比 55%へ小型化するこ

とが可能となった。

(2)無効電力補償装置 (自 励式 SVCS)の 効果

装置効率の 1.5%向 上と、2111VA× 1.5%=315kWの 損失低減により、年間では

315kW× 8,760h=276万 k鴨 の省エネルギー効果がある。現在稼動中の 3台合計

では、828万 kWhの 省エネルギー効果となる。実際に、アーク炉設備では実操

業度の向 11と 、無効電力補償装置の省エネルギー効果を合わせたランニングコ

ス トは、従来研0装置と比較 し年間 3,000万 円の経済効果が出ている。装置据

付面積も、GTO装置比 73%へ と小型化することができた。

3.用途

電動機駆動用インバータの代表的な用途は鉄鋼圧廷機駆動用であり、すでに 30

台納入した。主な納入先は、国内外の鉄鋼会社の圧延プラントエ場である。また、

無効電力補償装置は、 4台納入済であり、アーク炉や工場設備の発生する無効電

力の変動を抑制し、クリーンな電源環境を作 り出すことが可能である。これら2

機種以外にも、すでに 50Hz/60Hz周波数変換装置と鉄道分野などにも納入済であ

る。IEGT応用の電力変換装置は、CITOと 比較して大幅に小型・高効率が実現でき

るので、今後新設はもとより、既存設備の各種電源装置や大型ファン、ポンプ、

コンプレッサなどを駆動する、省エネルギーインバータなどの応用分野に幅広 く

適用が可能である。

表 1 現在稼動中の装置の 1年間の経済効果のまとめ

機種

経済効果

従来装置

(G丁0式 )

電動機駆動用

IEGTインハ―゙タ

無効電力補償装置

(IEG丁 式 )

年間省エネルギー効果

(稼動中の台数)

OkWh 2520フラkWh

(稼動 20台 )

828アテkWh

(稼動 3台 )

ラスンク
゛
コストの節減* 0円 年 2.5億円 年 83百万円

据付面積/MVA 100% 55% 73%

*印 :2002/12現在稼動中の台数 を 10円/kWhで 算出
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