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直並列連続切替チョッパとフルSiC素子を適用した
高周波絶縁型補助電源装置
High frequency isolation type auxiliary power supply
applied series-parallel continuously regulated chopper and Full-SiC power device
The current Auxiliary Power Supply（APS）for railway vehicles is directly connected with catenary through LC
filter. For this reason, breakdown voltage of switching devices must be high considering catenary voltage changes.
On the other hand, low voltage switching devices have better characteristics about low losses and high frequency
operation. Therefore, step-down converter is inserted between LC filter and inverter to avoid catenary voltage
changes and to apply low voltage switching devices.
The authors have proposed a Series-parallel continuously regulated chopper（proposed chopper）. This paper
reports the development of a 100kVA APS prototype for a 750V catenary voltage using the proposed chopper and
Full-SiC power device. Compared with the commercial frequency isolation type APS, the prototype APS was 8times
larger on a volume basis and 3.8 times larger on a mass basis, thus making it smaller and lighter. In addition, due to
the effects of the proposed chopper and Full-SiC power device, a APS efficiency of up to 96.6% was obtained, and
with respect to input voltage fluctuations were within 0.5%.
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この課題に対して，変圧器は使用周波数が高いほど小型・

鉄道車両用補助電源装置
（Auxiliary Power Supply
（APS）・

軽量化できるため，出力電圧を生成するインバータの前段に，

Static Inverter（SIV）以下，APSと呼ぶ。）は，車室内の照明・

高周波インバータと変圧器・整流器を組み合わせた高周波絶

表示器具や空調などに電源供給する役割を果たしており，架

縁DC-DCコンバータを用いる方式（以下，高周波絶縁方式と

線からの電力を電気的に絶縁して適切な電圧・周波数に変換

する。）が用いられてきた。

する機能を有している。現在主流となっているAPSの構成と

高周波絶縁方式のAPSへの適用に関する検討，および現車

して，架線からの直流電力を三相交流電力に変換するイン

［7］
への適用事例は従来から存在したが，
新幹線［5］や低床LRV［6］
，

バータと入力側・出力側のLCフィルタ，絶縁用の変圧器に

APM［8］，HSST［9］などの特に小型化・軽量化が求められる用途

よる直接変換・商用周波絶縁方式が用いられている［1］［2］。

に限られていた。

近年，SiCパワーデバイスが注目されており，スイッチン

その一因として，従来のSi-IGBTを用いた方式ではスイッ

グ損失がシリコンによるIGBT
（以下，Si-IGBTと呼ぶ。）に比

チング周波数の向上に限界があり，スイッチング周波数をよ

べ低減できること，高温動作が可能なことから，走行制御用

り高く取ることで変圧器が小型になるメリットよりも，回路

の電力変換器
（VVVFインバータ）への適用事例が多数あり，

構成が複雑になるうえ，半導体素子のスイッチング損失も増

高温動作や素子損失の低減により冷却器・装置の小型化を

加し，より高い冷却能力が必要になるデメリットが上回って

［3］

図った事例 や，フィルタリアクトル・主電動機との組み合
［4］

わせによる，駆動システム全体での効率改善を図った事例

いたことが挙げられる。
そこで，高周波絶縁方式にSiC-MOSFETとSiC-SBDを組

が報告されている。一方，APSに対してSiCパワーデバイス

み合わせたフルSiCパワーモジュール（以下，フルSiC素子と

の適用を考えた場合，

する。）を適用し，低スイッチング損失特性を活かすことで，

・スイッチング周波数をそのままにして，素子損失の低減を

素子損失増加を抑えつつ変圧器印加電圧をより高周波化する
ことで，APS全体のさらなる小型・軽量化が可能となる。

図ることによる冷却系の簡素化
・スイッチング周波数の向上による出力側LCフィルタの小
型・軽量化

本稿では，これまで提案してきた直並列連続切替チョッパ［10］
（以下，直並列チョッパとする。
）と低耐圧フルSiC素子を適用

により，小型・軽量化が可能となる。しかし，最も後段にあ

した，入力電圧750V，容量100kVAの高周波絶縁APSを試作

る出力変圧器に対しては，商用周波の電圧が印加されること

した。各種特性を測定することにより，フルSiC素子と高周

から，大幅な小型・軽量化は困難であった。

波絶縁方式の適用による効果を確認したので報告する。
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２．直並列連続切替チョッパの構成と動作

次に，直並列チョッパの動作モードについて図2に示す。

これまで提案してきた直並列チョッパの構成を図1に示

なお，モードの後ろの数字はSW1 ～ SW4の状態を示してお

す。本回路は，スイッチを2個直列接続した2組のレグに対し

り，
“1”が導通状態を，
“0”が非導通状態を示している。SW1

それぞれ並列に出力を接続し，その間を2つのリアクトルで

とSW2，SW3とSW4をそれぞれ同時に導通させないことを

接続する構成である。直並列チョッパを高周波絶縁APSに対

考慮した4種類が使用可能である。

して適用する利点は下記の2点となる。

このうち，モード1は負荷を並列に接続するモード，モー

・スイッチング素子に印加される電圧は入力電圧ではなく出

ド2は負荷を直列に接続するモードとなる。モード1とモード

力電圧に依存するため，出力電圧を一定に保つことで，ス

2の比率を変化させることで，入力電圧変動を抑制し一定の

イッチング素子に低耐圧素子を適用することができる。

出力電圧が得られる。

・高周波絶縁APSに適用する場合は，1レグを直並列チョッ

入力電圧変動に対する直並列チョッパの動作について説明

パに，残り2レグをフルブリッジ単相インバータとするこ

する。まず，入力電圧の変動範囲を500Vと1000Vとした場合

とで，三相インバータと同一の構成で実現可能となる。

における直並列チョッパの動作を図3（a）・（b）に示す。ここ
で，直並列チョッパの出力電圧指令値は入力電圧の最低値に
合わせるため500Vとする。
入 力 電 圧 が500Vの 場 合 は，SW1とSW4の 通 流 率 を1に，
SW2とSW3の通流率を0として，2個の負荷を入力に対して
並列接続の状態にする。また，入力電圧が1000Vの場合は，
SW1とSW4の通流率を0に，SW2とSW3の通流率を0として，
2個の負荷を入力に対して直列接続の状態にする。
次に，変動範囲の間の電圧に対する直並列チョッパの動作
を図3（c）～（e）に示す。例えば，入力電圧750Vの場合は直

■ 図1 直並列連続切替チョッパの回路構成
Fig.1 Circuit

configuration of Series-parallel
continuously regulated chopper

列状態と並列状態の比率を0.5ずつに，入力電圧625Vの場合
は，直列状態の比率を0.25，並列状態の比率を0.75とし，入
力電圧875Vの場合は，直列状態の比率を0.75，並列状態の比
率を0.25とする。

■ 図2 動作モードと電流経路
Fig.2 Operation

mode and current path
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■ 図3 入力電圧に応じた直並列チョッパの動作
Fig.3 Operation

of series-parallel continuously regulated chopper according to input voltage

■ 図4 出力電圧に応じたAPSの構成方法
Fig.4 Circuit

configuration of APS according to output voltage
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以上より，スイッチング1周期における直列状態と並列状
態の比率を入力電圧に合わせて変更することで，出力電圧を
一定に保つことができる。
以上の検討を踏まえたAPSの具体的な構成を図4にそれぞ
れ示す。出力電圧が400V ～ 440Vの場合は，整流器を直列接
続し三相インバータのDCリンク電圧を700Vとする。出力電
圧が400V ～ 440Vの場合は，整流器を直列接続して，三相イ
ンバータのDCリンク電圧を700Vとする。すべてのスイッチ
ング素子に1200V耐圧の素子が使用できる。
３．試作APSの概要と各種特性
３．１

試作APSの概要（RG4087-A-M）
■ 図5 試作したAPSの外観
Fig.5 Appearance of prototype APS

まず，今回製作した試作機（以下，試作APSと呼ぶ。）の仕
様を表1に，装置の外観を図5にそれぞれ示す。低床型LRV
の屋根上設置を想定し構成した。

■ 表2 適用したSiC素子の仕様
Table2 Specification of applied SiC power device

■ 表1 試作したAPSの仕様
Table1 Specification

of equipment
項

直並列
チョッパ
高周波
インバータ

使用箇所

目

仕

様

整流器

定格入力電圧

DC750V

素子耐圧

1200V

1200V

1200V

電圧変動範囲

DC500V-DC1000V

定格電流

300A

400A

800A

出力電圧

三相AC400V 60Hz

内部構成

負荷容量

100kVA 力率0.85

2in1
SiC-MOSFET

2in1
SiC-SBD

2in1
SiC-MOSFET

寸法

1800mm×900mm×400mm

スイッチング
周波数

20kHz

質量

500kg

HF-TR
FILTER

（20kHz）

REC
FILTER

HF-INV

OUT-INV

FILTER

REC

（a）従来 APS
HF-INV
FILTER

HF-TR

REC

CHOP

FILTER
HF-INV

HF-TR

REC

（b）試作 APS
■ 図6 試作したAPSの構成
Fig.6 Circuit

configuration of prototype APS
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図6に従来の高周波絶縁APSと試作APSの回路構成を，表
2に使用素子をそれぞれ示す。従来APSでは1次側の高周波

■ 表3 パワー密度の比較
Table3 High-frequency transformer
装置全体

インバータが架線に直接接続されていたため，1700V耐圧の
素子を使用しなければならなかったが，提案APSでは高周波
インバータの前段にチョッパを挿入し架線電圧変動を抑えた
こと，
かつチョッパに前述の直並列チョッパを用いることで，
1次側のすべてのスイッチング素子に対して1200V耐圧のフ
ルSiC素子が適用可能となった。
３．２

従来APS
（商用周波絶縁）
従来APS
（高周波絶縁）
試作APS

パワー密度の比較

３．３

変圧器

容積
ベース

質量
ベース

容積
ベース

質量
ベース

1

1

1

1

1.7

1.1

8.1

8.4

8.0

3.8

15.4

21.7

装置の電力損失・効率の評価

表3に，装置全体と変圧器単体に対する，商用周波絶縁方

試作APSに対し，直並列チョッパの入力から三相ACフィ

式による従来APSを1としたときの容積ベース（
［kVA/l］）と

ルタの出力までの効率を測定した。図8
（a）に出力負荷容量

質量ベース
（
［kVA/kg］
）のパワー密度の比を示す。商用周波

に対する効率特性を示す。このうち，入力電圧950V・定格

絶縁方式と装置全体について比較した場合，容積ベースで

負荷において最高効率96.6%が得られた。

8倍，質量ベースで3.8倍となった。

また，図8（b）に定格負荷容量において，入力電圧を変動

さらに，変圧器についても比較すると，商用周波絶縁方式

させた場合の効率特性を示す。入力電圧が高いほど効率がよ

の従来APSに対して，試作APSは容積ベースで15.4倍，質量

く，入力電圧変動に対しても効率の変動は0.5%以内となり，

ベースで21.7倍となった。図7に定格電圧・出力容量におけ

直並列チョッパ部のみ損失が変化し，後段の変換器が最適化

る高周波変圧器の1次側電圧・電流波形をそれぞれ示すが，

されたことによる効果が確認できる。

変圧器に印加する電圧を20kHzとすることで，変圧器が小型
化・軽量化でき，その効果が装置全体に表れていることが分
かる。
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（b）入力電圧変動特性

（b）1次側電流
■ 図7 高周波トランス各部の電圧・電流波形
Fig.7 Voltage and current waveform of high
frequency transformer

600

■ 図8 装置入出力効率
Fig.8 Efficiency characteristics of proposed APS
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図9に定格入力電圧・定格負荷での半導体損失の内訳を示
す。出力容量が4倍になったにもかかわらず，全体の損失が
40%低減できていることが分かる。その内訳について，導通
損失は約2倍に増加しているが，出力電力容量が4倍になって
いることを考慮すると増加幅は小さいといえる。その一方，
スイッチング損失については装置全体で78%低減となった。
特に高周波インバータについては，スイッチング周波数を
20kHzとしたにもかかわらず，スイッチング損失が86%低減
できており，SiC素子の低スイッチング損失特性の効果が大
幅に表れていることが確認できる。

80

Power loss [%]

81%
18%

Swithcing
loss

50
40
30

41%

20
10
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■ 図9 従来APSと試作APSの素子損失の比較
Fig.9 Comparison

of switching device loss between
conventional APS and proposed APS

［9］畠山卓也・草野研作・土嶺好生・花岡幸司・村井宗信：
「東
部丘陵線（リニモ）車両用電気品」，東洋電機技報110号，
2004年9月，pp.28-32

４．結論

［10］森雄生，中村将之，牧島信吾，上園恵一：「直並列連続

本稿では，これまで提案してきた直並列連続切替チョッパ
とフルSiC素子を適用した，入力電圧750V，容量100kVAの

切替チョッパの提案」東洋電機技報131号，2015年4月，
pp.15-22

高周波絶縁APSを試作し，各種特性の評価を行い，SiC素子
と高周波絶縁方式の適用による効果を確認した。
パワー密度の比較では，商用周波絶縁方式の従来APSと比
較して，装置全体で容積ベース8倍，質量ベース3.8倍となり，
小型・軽量化を実現した。この要因として，フルSiC素子の
低スイッチング損失特性を活かすことで，変圧器に印加する
電圧の周波数を20kHzとし，従来の高周波絶縁APSよりも向
上させたことによる。高周波変圧器のパワー密度を容積ベー
ス1.9倍，質量ベース2.6倍とすることで，これも小型・軽量
化に寄与している。
装置効率については最高で96.6%となった。この要因とし
て，低耐圧フルSiC素子の低スイッチング損失特性を活かす
ことで，高周波インバータの損失を大幅に減少させ，出力容
量を4倍としたにもかかわらず，素子損失を40%低減した。
また，直並列チョッパの効果により，電圧変動に対しても，
装置効率の変動を0.5%以内に抑えられた。
今後は製品化に向けた検討を行う予定である。
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