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■概要
前回と前々回の平地研究室技術メモ(1)(2) では単相入力の高力率コンバータのリアクトル電流不連
続モード制御方式を紹介しました。今回はまず３相入力の不連続モード制御方式を紹介し、次に不連
続モード制御の最大の欠点である大きなピーク電流の影響を検討します。最後に不連続モードの研究
開発動向を説明します。
■３相入力リアクトル電流不連続モード制御高力率コンバータ
平地研究室技術メモ No.20120531(2)で単相入力の昇圧チョッパ型リアクトル電流不連続モード制
御高力率コンバータを紹介しましたが、同じ原理で３相入力の高力率コンバータも実現することがで
きます。図１に回路図を示します。Q1 が ON すると全波整流ダイオード D1 を介して 3 相が全て短
絡されることになるので Q1 が ON の時の等価回路は図２のようになります。図２から明かなように
各相のリアクトル LR、LS、LT にはそれぞれ R、S、T の相電圧が印加されます。したがって、Q1
の ON 時間を一定とすれば各リアクトルのピーク電流は各相の相電圧に比例します。図３にシミュ
レーション結果を示します(3)。各相のリアクトル電流のピーク値が正弦波状に変化していることが分
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かります。なお、図１の回路は普通は数 10kHz で動作させますが、シミュレーションでは波形の形
状を明確に確認できるように 2kHz で動作させています。
図３の波形から Cin で高周波成分が除去されて入力電流 Iin となります。Iin はおおむね正弦波の
波形となりますが、単相入力の昇圧チョッパ型リアクトル電流不連続モード制御高力率コンバータと
同様に完全な正弦波にはなりません。３相入力では単に高調波のガイドラインを満足するだけではな
く、さらに高いレベルの高調波抑制が要求されることが多いので図１の回路よりもさらに高調波を抑
制できる回路方式が研究されています（例えば(3)(4)(5)）
。また、リアクトル電流のピーク値を抑制
するための回路方式も検討されています（例えば(6)(7)）
。
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加するか検討します。
図４(a)に比較用いる電流波形を示
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IGBT は電流が小さい領域では FET より電圧降下が大ですが、 図５ 計算に用いた素子の V-I 特性
電流が増加しても電圧降下はあまり増大しないので図４(c)の
ように不連続モードでの電力損失の増加はかなり抑制されます。
以上の計算結果から次のことが言えるでしょう。
① スイッチ素子に FET を用いると不連続モードでの導通損失は非常に大であり、容量の大きな電
源装置には使用できない。容量が小で電力効率に対する要求が厳しくない場合のみ使用できる。
例：数 10W 程度の充電器など
② スイッチ素子に IGBT を用いると不連続モードでの導通損失の増加はかなり抑制される。
しかし、
IGBT を用いるのは電力効率に対する要求の厳しい容量の大きな電源に限られるので不連続モー
ド２のような電流波形では使用できないだろう。
③ IGBT を用いて不連続モード１の波形なら容量の大きな電源装置でも使用できる可能性がある。
よって、容量の比較的大きな電源装置（数 kW 程度）でも境界モード制御なら使用できる可能性
がある。
■リアクトル電流不連続モード制御高力率コンバータの研究開発動向
リアクトル電流不連続モード制御の高力率コンバータは 1990 年代に広く研究されました。カナダ
の Concordia 大学の P.D.Ziogas や Vienna 大学の J.W.Kolar などが特に沢山の論文を残しています
（例えば文献(4)(8)(9)(10)）
。日本でも沢山の大学や企業で研究されました（例えば文献(11)〜(23)）。
当時はリアクトル電流連続モード制御高力率コンバータの専用制御 IC の種類が少なく、また高価
であったので不連続モード制御は制御回路を簡略化できることに大きな魅力がありました。しかしそ
の後、単相入力の分野では連続モード用専用制御 IC が各種市販されるようになり、価格も大幅に低
下しました。今日では 100 円程度で入手できます。その結果現在では単相入力の高力率コンバータ
は「昇圧チョッパ型でリアクトル電流連続モード制御で専用の制御 IC を使用する」
、という方法が
主流となっています。また、境界モード制御は制御回路が複雑になるので昔はあまり好まれませんで
したが、現在では専用の制御 IC が安価に市販されており、小容量の分野で多数使用されています。
通常の不連続モード制御は最近はあまり使用されてないようです。
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3 相入力では連続モード制御の適切な制御 IC がないので、不連続モードでの制御回路の簡略化は
今でも魅力的ですが、３相入力の電源は全て容量が大きい（通常数 kW 以上）ので電流のピーク値
が大きくなることが致命的な欠点となります。また、３相入力では高調波電流の抑制が単にガイドラ
インを満足するだけではなく、さらに高いレベル（例えば高調波含有率 5％以下）を求められる場合
が多く、図１のような通常の不連続モード制御では不十分となります。そこで 1990 年代に電流のピ
ーク値抑制と高調波の低減を目的として多数の研究が行われました（例えば文献(3)〜(7)）
。しかしな
がら目標を適切にクリアした実用的な回路方式は開発されませんでした。私も当時は電源メーカーに
勤務しており、この分野の研究を行いましたが(3)、実用化には到りませんでした。現在では３相入力
の高力率コンバータはいわゆる PWM コンバータが定番の回路方式となっています。
（PWM コンバ
ータ：スイッチ素子を 6 ヶ使用、電流連続モード制御、多くはマイコンで制御）
また、電流連続モード、不連続モード共に 1990 年代にはソフトスイッチングの回路方式が多数研
究されました（例えば文献(11)〜(16)）
。しかし、実用化例はほとんどないと思われます。高力率コン
バータはソフトスイッチングの不得意分野に該当します(24)(25)。
高力率コンバータは 1990 年代に広く研究されましたが、2000 年代は徐々に減少し、現在では一
段落したような状況になっています。今の時点で振り返れば、これまでに非常に多数提案された新し
い回路方式のうち実用化されたものはごく一部です。現在広く使用されている回路方式は昇圧チョッ
パ型連続モード制御や PWM コンバータなど昔からあったオーソドックスなものがほとんどのよう
です。多くの研究者の努力は一見無駄になったように思えますが、今後の変化は予測できません。自
動車がパワエレ製品になりつつあるように、パワエレの応用分野はますます広がっています。1990
年代の不連続モード制御の技術も新たな分野で再登場するかもしれません。
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