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トランスレス無効電力補償装置（STATCOM）の制御方法
Control method of a transformer-less Static synchronous Compensator （STATCOM）

　Recently, renewable energy including solar power and wind power have been rapidly introduced in utility 
distribution systems. As a result, a problem that distribution feeder voltage surpass appropriate level is occurring. To 
solve this problem, Transformer less STATCOM, which is able to adjust distribution feeder voltage continuously, fast 
response, small-size is currently noticed.
　In this paper, the proposed circuit of STATCOM is configured from each cells with a different DC voltage and 
switching frequency by each stage. Then, the cells are configured a Full-bridge inverter and a capacitor for the DC 
power supply. Output current control of the STATCOM is performed using an output voltage vector in each stage 
which consists of cells. As a result, the harmonic content included in the output voltage of STATCOM could be 
reduced. It was confirmed by a simulation that it can be compensated unbalanced three phase voltages.

唐木　隆行
Takayuki Karaki

大森　洋一
Yoichi Ohmori

今柳田　明夫
Akio Imayanagita

１．まえがき

近年，地球環境問題に伴い，再生可能エネルギーの普及が
急速に進んできている。しかしながら，再生可能エネルギー
システムは，自然条件によって発電出力が左右されることや，
発電電力が消費する電力よりも大きいときに発生する逆潮流
によって，系統電圧が適正範囲を逸脱することが問題となっ
ている。
この問題を解決するために，無効電力を制御して高速かつ，
連続的に系統電圧を調整する無効電力補償装置
（STATCOM）が注目されている。そのなかでも，装置の小
型化を目的として，配電系統に直接連系するトランスレス
STATCOMのさまざまな研究がされている［1］～［6］。
特に，連系リアクトルを小型化するためにコンデンサを
DC電源とする単相フルブリッジインバータを一つのセルと
して，該セルを各相でカスケード接続させることで多段化し，
各段のセルのDC電圧とスイッチング周波数が異なる変換器
を持つ構成が提案されている［4］～［6］。
この変換器の回路構成は，DC電圧が高いセルは低いスイッ
チング周波数でスイッチングする。その一方で，DC電圧が
低いセルは高いスイッチング周波数でスイッチングを行うこ
とで，スイッチング損失と高調波成分の抑制を行っている。
文献［4］では，変換器全体の出力相電圧を指令値の正弦波状に
制御する方式を適用している。
これに対して，本レポートでは，変換器の回路構成は同一
であるが，中性点電位を変動させて変換器全体の出力線間電
圧を指令値の正弦波状に制御するような方式を提案する。
提案方式において，回路の理論的な解析，およびシミュレー
ションによって回路の基本的な動作の確認や配電系統への不
平衡負荷接続時の三相電圧不平衡補償動作について確認した
ので報告する。

２．従来方式の回路構成と制御法

２．１　トランスを介したSTATCOM

図１にトランスを介したSTATCOMの構成を示す。6.6kV
の系統からトランスを介して降圧し，変換器に接続される。
この変換器は，三相インバータ単体での構成や電流を分担さ
せるために三相インバータを並列に設置する構成などが例と
して挙げられる。
この構成は，回路構成や制御が比較的簡単で，系統電圧の

三相不平衡電圧補償もしやすいといった利点がある。しかし，
大型のトランスを使用することにより装置全体が大型化して
しまい，住宅街などの人口密集地には設置しづらいといった
問題がある。また，トランスを介しての連系は励磁電流損が
定常損失として発生するため，駆動率が低いSTATCOMの
ような装置では，余剰な損失となることも問題として挙げら
れる。

２．２　トランスレスSTATCOM

図２に小型化するために，トランスを介さずに系統に直接
連系するトランスレスSTATCOMの構成を示す。本構成の
変換器は，コンデンサをDC電源とする単相フルブリッジイ
ンバータを１セルとして，各相にN段数分のセルをカスケー
ド接続した回路構成を持つ。この構成のトランスレス
STATCOMの方式は，大きく分けて二つある。
一つ目は，全セルのDC電圧とスイッチング周波数を同一

とする方式である。相電圧を制御する場合，セルDC電圧Vdc

は以下の式より求められる。ここでVmaxは変換器全体の出力
線間電圧最大値，Nはセルの段数である。

� ����������������（1）

セルの段数を３段，Vmaxを6.6kVと仮定すると，セルDC電
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圧Vdcは，1796Vとなる。
この方式は各段のセルが360/N度の位相差を持つキャリア
でそれぞれPWM変調を行うことで，各相の出力電圧が１セ
ルDC電圧分の電圧変動幅を持つ２N＋１レベルのマルチレ
ベル波形となる。
しかし，この方式では多段セル数が多いと部品点数の増加
による安全率の低下が問題として挙げられる。その一方で，
安全率を向上させるために多段セル数を少なくすると，１セ
ルに必要なDC電圧が高くなり，高耐圧のスイッチング素子
を選定する必要がある。また，セルDC電圧の増加に伴い，
出力電圧の高調波電圧が大きくなる。この問題を防ぐために
は，各セルのスイッチング周波数を上げる必要がある。しか
しながら，一般に高耐圧のスイッチング素子のスイッチング
損失は大きくなるため，変換器全体の損失が増大するといっ
た問題がある。本レポートでは，この方式を従来方式１と定
義する。
一方，二つ目は，各段でセルDC電圧が異なる方式である。
ここで，前述のように一般に高耐圧のスイッチング素子のス
イッチング損失は大きくなる。そのため，DC電圧が高いセ
ルは，低いスイッチング周波数でスイッチングさせて，DC
電圧が低いセルは，高いスイッチング周波数でスイッチング
させることで，変換器全体の損失と高調波電圧を抑制するこ
とができる。
文献［4］では，変換器全体の出力相電圧を正弦波状となるよ
うに制御することで，DC電圧が低いセルのDC電圧分の電圧
変動幅を持つマルチレベル波形を出力する。つまり，低圧セ
ルのスイッチング周波数を増加させるだけで，出力電圧の高
調波電圧を低減することが可能である。本レポートでは，こ
の方式を従来方式２と定義する。
文献［4］の変換器の構成では，セル数が３段で，セルDC電

圧が高い順からVH，VM，VLとするそれぞれの関係は以下の
式で表せる。

��������������������（2）

また，変換器全体の出力線間電圧最大値Vmaxとの関係は，

� �����������（3）

と表せる。したがって，従来方式１と同様にVmaxを6.6kV
とすると，出力電圧の高調波電圧を最も低減させるためにVL

が最低限必要な電圧となるように設計すると，各セル群の
DC電圧はそれぞれ，VH = 3593V，VM = 1198V，VL = 599V
となる。

３．提案方式の回路構成

本レポートの提案方式は，図２の段数を３段（N＝３）とし
た回路構成で，従来方式２のように各段でセルDC電圧とス
イッチング周波数がそれぞれ異なる方式である。ここで，セ
ルDC電圧が高い三相のセル段から高圧セル群，中圧セル群，
低圧セル群とする。従来方式２と異なる点は，出力電圧の制
御方法である。

図３に段数を３段（N＝３）としたときの各方式での各セル
の出力電圧vo1，2，3とその合成である変換器全体の出力相電圧
voの波形例を示す。図３に示されるように，従来方式１と
２は，相電圧を正弦波状に制御している。その一方で，提案
方式は中性点電位を変動させて，線間電圧を正弦波状に制御
していることが確認できる。
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■ 図1 トランスを介したSTATCOMの構成
Fig.1   Circuit of STATCOM with a transformer

■ 図2 トランスレスSTATCOMの構成
Fig.2   Circuit of STATCOM without a transformer
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図４に各セル群（高圧セル群，中圧セル群，低圧セル群）が
それぞれ出力できる電圧ベクトルを示す。ここで，α軸は系
統電圧のU相方向成分であり，β軸はα軸と直交した成分で
ある。図より，各セル群が出力できる電圧ベクトルは，19種
類存在する。各セル群の出力電圧ベクトルをそれぞれvH（高
圧），vM（中圧），�vL（低圧）とすると変換器全体の出力電圧ベ
クトルvsは，

� ��������������（4）
のように各セル群の出力電圧ベクトルの和で表される。こ
こで，vsが出力できるベクトルが電圧ベクトル空間を隙間無
く埋めるためには，各セル群の図４中の赤丸電圧ベクトルの
大きさをそれぞれVHx，VMx，VLxとすると，

�����������������（5）

の条件が必要となる。この時，VHx，VMx，VLxはそれぞれ，

������������������������（6）
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■図３ 各方式での波形例比較
Fig.3  Compared with the waveform
          of each method(N=3)

■ 図3 各方式での波形例比較（N=3）
Fig.3   Compared with the waveform of each method (N=3)

■ 図4 各セル群の電圧ベクトル 
（括弧内は左からU, V, W相セル出力電圧極性）

Fig.4   Voltage vectors of each stage
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で表される。ここで，�VH，VM，VLは�各セル群のDC電圧で
ある。従来方式２と同様に，VLを最小とするには式（5）の不
等号を等号にすればよく，その場合の変換器最大出力電圧
Vmaxは

…………………………………………………………… （７）

となる。なお，�VHx，VMx，VLxの関係によって，Vmaxの式は
異なる。よって，Vmaxを6.6kVとすると各セル群のDC電圧は
それぞれ，VH = 3883V，VM = 970V，VL = 324Vとなる。
よって，提案方式は従来方式２に比べて各セル群で最も
DC電圧が低いVLが小さくなるため，変換器出力電圧の高調
波電圧が小さくなる。

４．提案方式の制御法

図５に提案方式の全体制御ブロック図を示す。系統電圧v

を検出して，PLLにより系統電圧位相θを得る。系統電圧方
向成分が有効成分であり，それと直交する成分が無効成分と
なる。有効および無効電流指令生成器出力（idr,� iqr）から，
STATCOM出力端のLRCフィルタ電流を補正する項（icfd,�
icfq）と不平衡電圧を補償する項（idh,� iqh）を補正した電流指

令にSTATCOM電流 icをdq座標変換して得られた各成分
（icd,�icq）が追従するように，dq電圧指令（vcdr,�vcqr）を電流
制御器が出力する。スイッチング信号選択およびキャリア比
較器は，変換器全体（STATCOM）の出力電圧が電圧指令
（vcdr,�vcqr）を静止座標に変換した電圧に一致するようにス
イッチング信号選択とキャリア比較を行う。その際に各セル
DC電圧が指令に追従するようにする。以下で，各ブロック
図の詳細な説明を行う。

４．１　無効電流指令

無効電力制御として，以下の三つの制御モードがあり，要
求に応じて制御モードは切り替えられる。
⑴　固定出力モード
⑵　系統電圧一定モード
⑶　変電所側力率一定モード
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■ 図5 全体制御ブロック図
Fig.5   Control block diagram

■ 図6 不平衡補償電流ブロック図
Fig.6   Control block diagram of current to compensate for the 

unbalanced
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それぞれのモードにおいて，任意の無効電力，任意の系統
電圧，任意の力率にとなるような無効電流指令となる。

４．２　有効電流指令

有効電流指令は，低圧セル群のDC電圧が指令値に追従す
るように，PI増幅して求められる。

４．３　不平衡補償電流

図６に不平衡補償電流生成器のブロック図を示す。不平衡
補償電流生成器は，系統電圧の三相不平衡を抑制するために
系統に接続される不平衡負荷を起因とする系統の不平衡電流
成分を打ち消すような電流指令を生成する。
まず，系統電圧のdq成分�（vd ,�vq）から，それぞれの移動平

均値（vdm ,�vqm）を引くことで系統周波数の２倍の周波数で変
動している系統の不平衡電圧成分（vdh ,�vqh）が抽出される。そ
れを逆方向に系統周波数で回転しているγδ軸に変換するこ
とで，不平衡電圧成分を直流量にする。不平衡成分以外の高
調波成分を除去するために時定数Tfのフィルタをとおす。不
平衡電圧成分（vγhf ,�vδhf）とそれを抑制するための不平衡補償
電流成分（iγh ,� iδh）とは系統のインピーダンスに相当するだけ
の位相差があるので，その位相差を補正するために電流位相
変換器で系統インピーダンスの位相相当だけ位相を進める。
なお，前述の進み位相が，実際値と一致していなくてもPI増
幅で自動的に補正されるので問題はない。その後，PI増幅で

γδ座標上の電流成分（iγh ,� iδh）が得られる。それらを正方向に
系統周波数で回転しているdq座標成分に変換して不平衡補
償電流成分（idh ,�iqh）が生成される。
なお，不平衡補償電流によっては，各セルのDC電圧制御
が困難となる場合があるので，無効電流指令等に応じた制限
値でiγh ,�iδhは制限される。

４．４　スイッチング信号およびキャリア比較器

４．４．１　電圧ベクトル選択

図７にスイッチング信号選択およびキャリア比較ブロック
図を示す。まずdq軸の電圧指令（vdr ,�vqr）を以下の式で静止座
標であるαβ軸に座標変換する。

� ������������（8）

式（4）に示されるように，αβ軸の電圧指令ベクトルvrと高
圧セル群の出力電圧ベクトルVHSと中圧セル群の出力電圧ベ
クトルVMSと低圧セル群の出力電圧ベクトルVLrのベクトル和
を一致するようにすることで電圧指令どおりに出力できる。
各セル群のDC電圧補正器は，各DC電圧がそれぞれの指令

値に追従するように電圧指令ベクトルを補正したベクトルや
零相電圧を生成する。高圧や中圧の電圧ベクトル選択器では，
入力である各電圧指令ベクトル（VHr ,�VMr）に対して，図４で
示される19種類の電圧ベクトルから最も近い電圧ベクトルを
選択する。高圧や中圧のスイッチング選択器は，選択された
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■ 図7 スイッチング信号生成ブロック図
Fig.7   Control block diagram of switching signals

■ 図8 U相高圧セル群の出力電圧とU相電流波形例
Fig.8   Example waveform of U-phase output current and 

output voltage of the High voltage cells
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各出力電圧ベクトル（VHS ,�VMS）に対応するスイッチング状態
を選択して，高圧や中圧セル群のスイッチング信号を出力す
る。低圧電圧ベクトルVLrは，低圧電圧DC補正出力の零相電
圧を使って各相の電圧指令となり，キャリア比較されて低圧
セル群の各スイッチング信号となる。

４．４．２　各セル群のDC電圧制御

高圧セル群のDC電圧制御に係る電圧ベクトル補正につい
て説明する。図８に，横軸を系統電圧位相θとしてU相の高
圧セルの出力電圧とSTATCOMのU相電流の波形例を示す。
STATCOMはほとんど無効電流しか流さないことと，変換
器出力電圧と系統電圧との位相差はほとんど０であることか
ら，U相電流 iuは原点をとおる実線となり，U相電圧vuHは縦
軸に線対称な実線となる。セルのコンデンサに流入する電力
はiu * vuHなので，電源半周期の電力の積分値は０となり，コ
ンデンサ電圧はリップルはあるものの増減しないことにな
る。つまり，例えばコンデンサ電圧が指令値よりも高すぎた
場合は，図８のvuHを破線のように少しずらせばよい。そう
すると放電電力が充電電力よりも大きくなってコンデンサ電
圧を減少させて指令に近づけることができる。一方，逆方向
に電圧波形をずらすと，コンデンサ電圧を増加させることが
できる。
ここでは，高圧セル群の各相セルDC電圧とその指令値と
の偏差をΔVHU,�ΔVHV,�ΔVHWとすると，高圧補正電圧ベクト
ル（ΔVHα ,�ΔVHβ）は以下の式で求めている。

������������������������（9）

ここで，KHは制御ゲイン，GU,�GV,�GwはSTATCOM電流 ic
の各相電流の単位正弦波である。
なお，不平衡補償電流を流した場合は，図８の破線で示さ
れている電流波形がより原点からずれるため，式（9）の補正
ベクトルだけでは不十分な場合がある。そのため，不平衡補
償電流によって発生する各相電流の位相ずれ分だけ電圧指令
ベクトルを回転させる補正も行っている。
次に，中圧セル群のDC電圧制御に係る補正について説明
する。高圧セル群と同様に，中圧セル群の各相セルDC電圧
とその指令値との偏差をΔVMU ,�ΔVMV,�ΔVMWとすると，中
圧電圧補正ベクトル（ΔVMα ,�ΔVMβ）は以下の式で求められ
る。

����������������������� （10）

ここで，KMは制御ゲインである。
なお，不平衡補償電流を流した場合は，高圧セル群と同様

に式（10）の補正ベクトルだけでは不十分な場合がある。ここ
で，高圧セルの場合は選択される可能性がないため触れな
かったが，図４の零ベクトルを除く内部の６つの電圧ベクト
ルには２種類のスイッチング状態が存在する。それらの電圧
ベクトルが選択された場合に，下記の評価関数が大きい方の
スイッチング状態を選択する。

���（11）

ここでVuom ,�Vvom ,�Vwomは，選択されたスイッチング状態で
の中圧セル群の各相セル出力電圧である。つまり，DC電圧制
御効果の最も高いスイッチング状態を選択することとなる。
最後に，低圧セル群のDC電圧制御に係る補正について説

明する。低圧セル群の各相セルDC電圧バランスを，各相電
圧指令に零相電圧vzを加算することで制御している。低圧セ
ル群の各相セルDC電圧とその指令値との偏差をΔVLU ,�
ΔVLV ,�ΔVLWとすると，零相電圧vzは，

����� �（12）

で求められる。ここで，KZは制御ゲインである。

５．シミュレーション結果

図９に基本的なシミュレーションの条件を示す。ここで，
各セル群のDC電圧が３章で求めた値と異なる理由を説明す
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■ 図9 シミュレーション条件
Fig.9   Simulation conditions
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る。高圧セル群は，6.5kV-IGBTを適用するとして，サージ
電圧を考慮して耐圧の２/３の4400Vまでにリプル電圧も考
慮して抑えるためにVH = 4000Vとした。また，中圧セル群
と低圧セル群は，系統電圧変動±10%とリアクトル電圧降下
分を考慮したVmaxと（4）,�（5）式を満たす値に決める必要があ
る。また，前述の４．３節でも示したように不平衡を補償し
ようとすると，低圧セル群の電圧指令が不平衡となり，過変

調を起こす。そのため，低圧セル群の変調率に対して，ある
程度の電圧余裕が必要であることより決めている。
なお，fsは各セル群のスイッチング周波数を表しており，

中圧セル群のスイッチング周波数は，動作条件によって変動
するため500Hz程度と表記している。

図10（a）にシミュレーション結果を示す。条件として，無
効電力指令Qrを０kvar�→�300kvar�→�-300kvarのように変
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（a）固定出力モード （b）系統電圧一定モード

（c）変電所側力率一定モード （d）三相不平衡電圧補償(固定出力モード)

■ 図10 シミュレーション結果
Fig.10   Simulation results
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化させている。その結果，任意で設定した無効電力指令Qr
に応じたdq軸のSTATCOM電流 id,� iqが出力されているこ
とが確認できる。また，無効電力指令Qrを可変させても
STATCOM内の各セル群の各相セルDC電圧は，系統１周期
の平均電圧では指令値どおりに一定である。今回の条件の最
大無効電力範囲がQmax＝±300kVar時には，系統電圧を約
±300V程度可変可能であることを確認した。

図10（b）に系統電圧一定モードでのシミュレーション結
果を示す。条件として，系統電圧指令を6600V�→�6500V�→�
6200Vのように変化させている。その結果，�指令値どおりに
系統電圧が制御されていることが確認できる。

図10（c）に力率一定モードでのシミュレーション結果を
示す。条件として，力率指令を100%→98%→90%のように変
化させている。その結果，指令値どおりの力率となっている
ことが確認できる。

図10（d）に固定出力モード時での不平衡補償動作につい
てのシミュレーション結果を示す。不平衡補償動作は，制御
モードに関係なく可能であるが，ここでは，固定出力モード
での場合としている。条件として，負荷のVW間にRL直列
回路を不平衡負荷として挿入している。この不平衡負荷をそ
れぞれRx,�LxとしてRx＝0Ω，Lx＝0H�（不平衡負荷なし）�
→�Rx＝500Ω，Lx＝0.5H�（不平衡負荷A）�→�Rx = 2000Ω，
Lx = 0.5H�（不平衡負荷B）のように不平衡負荷を変更させて
いる。ここで，無効電力指令値Qrは300kvarである。不平衡
補償動作させることで系統電圧の三相不平衡率vunが減少し
ていることが確認できる。なお，vunは，系統１周期ごとの
系統１周期における系統電圧の逆相分の積算値Vnsumに対す
る正相分の積算値Vpsumの割合である。不平衡負荷Bのとき，
三相不平率が０付近まで減少しないのは，不平衡補償電流の
制限によるものである。

6．むすび

出力電圧制御に電圧ベクトル選択方式を適用したトランス
レスSTATCOMが提案された。提案方式を用いることによ
り，低圧セルのDC電圧を低く抑えることが可能であること
から，スイッチング周波数を上げることなく出力電圧の高調
波電圧を低減できることが示された。
また各セル群の電圧ベクトルを示し，不平衡電圧補償も考

慮した電流制御と各セルのDC電圧制御を行うべく，それら
電圧ベクトルの選択方法が示された。
そして，制御の妥当性がシミュレーションで確認された。
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