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リバーシブルインダイレクトマトリックスコンバータの
出力電流制御法
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Output Current Control Method for Reversible Indirect Matrix Converter (R-IMC)
Kenta Matsuoka＊, Hitoshi Haga, (Nagaoka University of Technology)
The reversible indirect matrix converter (R-IMC) can expand the voltage transfer ratio. However, the output
current control method which is required for motor drive has not been established. This paper proposes a method
to control the output current in buck and boost modes and a mode transition method. In the buck mode, damping
control is used to control the output current as in the general IMC control method. In the boost mode, the output
current is controlled by making an input current command from the output current command based on the
relationship between the input and output power. A protection circuit is used to mode transition in order to prevent
surge generation when the reactor is released. The simulation results show that the output current can be
controlled in both modes and that mode transition is also possible.
キーワード：リバーシブルインダイレクトマトリックスコンバータ，マトリックスコンバータ，出力電流制御，モー
ド切り替え
(Reversible indirect matrix converter, matrix converter, output current control, mode transition)

1. はじめに
マトリックスコンバータ(MC)は大容量のエネルギー蓄積

る。しかし IMC とは逆に 1.155 未満の電圧を出力できな

要素を持たず，交流―交流直接変換を実現するため，Back

い。よって，発電機等の可変入力電圧源がない限り，モータ

to back(BTB)システムと比較して小型，長寿命，軽量化の点

始動や，低速度運転に対応できないと考えられる。

で有利である他，モータドライブおよび回生動作も可能で

著者らはこれまでに IMC と RMC の両方の動作を実現す

あることが示されている(1)。しかし，MC は整流器とインバ

る，リバーシブルインダイレクトマトリックスコンバータ

ータそれぞれの出力の関係から，電圧利用率が 0.866 に制

(R-IMC)を提案している(4)。R-IMC は入力リアクトルを昇圧

限される。これにより，MC のモータドライブ用途では，

リアクトルとして利用するため，ZMC と比較してリアクト

BTB システムと同等の出力電力を得る場合，出力電流を増

ル数を減少できる。また，IMC の動作が可能であるため，

加させて対応する必要があり，スイッチング素子を通過す

モータ始動および低速度駆動も可能である。R-IMC でモー

る際の導通損や，モータ銅損が増加する。

タドライブを達成するには出力電流制御が必要であるが，

これらの解決法として，Z ソースマトリックスコンバータ

今までに，検討は行われていない。よって本論文では降圧モ

(ZMC)やリバースマトリックスコンバータ(RMC)などの昇

ード，昇圧モードにおける出力電流制御を主目的に検討を

圧形の MC が提案されている(2)(3)。 ZMC は主にインダク

行う。また，両動作のモード切り替え法についてもサージ抑

タ，コンデンサ，スイッチから構成される Z ソースネット

制を念頭に検討を行い，シミュレーション結果を確認した

ワークを有している。これにより，大容量化，短寿命化が欠

ため，報告する。

点となる。インダイレクトマトリックスコンバータ(IMC)は
整流器段とインバータ段で構成され，それぞれ電流形整流

2. 提案回路構成

器(CSR)と電圧形インバータ(VSI)で制御する。一方で RMC

図 1 および図 2 に提案回路構成を示す。R-IMC は従来の

は IMC のトポロジを入れ替えて昇圧動作実現する。従って

インダイレクトマトリックスコンバータ(IMC)とリバーシ

整流器段は電圧形整流器(VSR)，インバータ段は電流形イン

ブルマトリックスコンバータ(RMC)を組み合わせた構成と

バータ(CSI)で制御する。これにより，昇圧動作を実現でき

なる。電圧形と電流形の動作を両段で実現するため，双方
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図 1 降圧モード時の出力電流制御ブロック図
Fig.1 Circuit and block diagram at buck mode
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図 2 昇圧モード時の出力電流制御ブロック図
Fig.2 Circuit and block diagram at boost mode
ク電圧を𝑒𝑑𝑐𝑝 ，𝑒𝑑𝑐𝑝 とすると，入力電圧と直流リンク電圧の
向スイッチを用いる。両段の入力端と出力端には，放電回路
用の 3 相ダイオードブリッジと電解コンデンサ，保護回路

関係式は式(1)，直流リンクと出力電圧の関係式は式(2)で求

を接続する。この回路は降圧モードと昇圧モードの切り替

まる。

え時に発生するサージ吸収に用いる。内部の変換回路の構

𝑣𝑟
𝑒𝑑𝑐𝑝
𝑆𝑟𝑝 𝑆𝑠𝑝 𝑆𝑡𝑝
[𝑒 ] = [
] [𝑣𝑠 ] ∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙ (1)
𝑆𝑟𝑛 𝑆𝑠𝑛 𝑆𝑡𝑛 𝑣
𝑑𝑐𝑛
𝑡

造に干渉しないため，ダイレクトマトリックスコンバータ
などの直接電力変換器への転用も期待できる。入力フィル
タコンデンサと出力フィルタコンデンサには入力段と出力
段と同様に双方向スイッチを構成する。これは，降圧モード
時，昇圧モード時で回路構成を切り替えるためである。

<3･2> 降圧モードの出力電流制御法

3. 出力電流制御法

降圧モードの制御ブロック図を図 1 に示す。出力電流制

R-IMC には降圧モードと昇圧モードの 2 種類があるた
め，それぞれに出力電流制御法を用意する必要がある。
<3･1> マトリックスコンバータの制御
提案回路はマトリックスコンバータの仮想 AC/DC/AC 方
式をもとに，制御を行う(5)。式(1),(2)に

𝑆𝑢𝑝 𝑆𝑢𝑛
𝑣𝑢
𝑒𝑑𝑐𝑝
𝑣
[ 𝑣 ] = [ 𝑆𝑣𝑝 𝑆𝑣𝑛 ] [𝑒 ] ∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙ (2)
𝑑𝑐𝑛
𝑣𝑡
𝑆𝑤𝑝 𝑆𝑤𝑛

IMC のスイッチン

グパターンを示す。電源中性点電位を基準とした直流リン

御は通常の IMC の出力電流制御と同様に考えるため主回動
作は，電流形整流器(CSR)と電圧形インバータ(VSI)となる。
それぞれの最大出力電圧より，電圧利用率は 0.866 に制限
される。通常，IMC の回路構成では入力 LC フィルタの LC
共振を抑制するため，ダンピング抵抗を用いることが多い。
しかし，R-IMC においては昇圧モードの動作に影響を与え
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るため，ダンピング抵抗を用いることはできない。よって，
出力電流フィードバックに統合するダンピング制御を用い
る(6)。このとき，入力側コンデンサをオン，出力側コンデン

をオンにする。
④

𝑆𝑠𝑛𝑏 をオフにする。
Buck mode

Boost mode

Buck mode

サはオフとなる。制御ブロック図を図 1 に示す。出力電流
指令に PI 制御ブロックを通じて出力電圧指令値を作成す
る。入力の LC フィルタ共振抑制のため，出力電流の応答値
にダンピング制御を加える。
<3･3> 昇圧モードの出力電流制御法
昇圧モードは電圧形整流器(VSR)および，電流形インバー
タ(CSI)で構成される。それぞれで出力可能な最小電圧より，
電圧利用率は 1.155 以上に制限される。昇圧モード時，入力
側コンデンサをオフ，出力側コンデンサをオンする。これに
より，入力側リアクトルは昇圧リアクトルとして，出力側コ
ンデンサは出力フィルタとして動作する。電流形インバー
タを制御し出力電流制御しようとする場合, R-IMC におい
ては直流リンク部にリアクトルがなく，直流電流源とみな
せない。従って CSI 単体での独立した出力電流制御は難し

図 3 モード切り替え手順

い。そこで，R-IMC の昇圧モードでは電圧形整流器(VSR)で

Fig.3 Mode transition from back to boost mode.

入力電流制御を行い，CSI に供給する電流値を制御する。
CSI は位相角のみを制御する。昇圧モードの制御ブロック

4. シミュレーション結果

図を図 2 に示す。VSR には入力電圧指令，CSI には出力電

シミュレーション条件を表 1 に示す。負荷は RL 負荷と

流指令が必要である。よって PI 制御は入力段の入力電流制

している。降圧モードのシミュレーション結果を図 4 に示

御，出力段の出力相電圧制御，出力電流制御の 3 重のルー

す。指令値は 2A である。出力電流は指令値に追従している

プで構成する。式(3)に出力電流指令，入力電流指令の関係

ことが確認できる。昇圧モードのシミュレーション結果を

式を示す。マトリックスコンバータは直流リンクに電解コ

図 5 に示す。指令値は 7A である。同様に出力電流が指令値

ンデンサなどのエネルギー蓄積要素を持たないため，入出

に追従していることが確認できる。降圧モードから昇圧モ

力の電力の関係は一定に保たれる。これにより電圧制御の

ード，昇圧モードから降圧モードへのモード切り替えシミ

∗
CSI 電流指令𝑖𝑐𝑠𝑖
と出力相電圧𝑣𝑐 ，入力相電圧𝑣𝑖𝑛 から，VSR

ュレーション結果を図 6 に示す。切り替えの閾値は降圧モ

の入力電流指令𝑖𝑖𝑛 を生成できる。以上より，出力電流制御と

ードと昇圧モードそれぞれで出力できない電圧利用率 1.0

入力電流制御の両立が可能である。
∗
∗
𝑣𝑑_𝑐 ∗ 𝑖𝑑_𝑐𝑠𝑖
+ 𝑣𝑞_𝑐 ∗ 𝑖𝑞_𝑐𝑠𝑖
i∗𝑑_𝑖𝑛 =
∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙ (3)
𝑣𝑑_𝑖𝑛

の値としている。それぞれ 2A から 6A, その後，6A から

<3･4> 放電回路を用いたモード切り替え
従来法ではモード切り替えを行う際，入力コンデンサSr−t
と出力コンデンサ𝑆𝑢−𝑤 の同時オンを避けるため，対応策と
して，両モードへの切り替え時にデットタイム𝑡𝑑 を挿入し入
出力コンデンサが両方オフとなる区間を生成する (7)。しか
し，両モードオフ期間において，降圧モード時は CSR，昇
圧モード時は CSI の動作時にゼロベクトル区間が相当する
場合，入力インダクタおよび出力インダクタにおいて開放
状態が発生し，サージが生じる。よって，3 相ダイオードブ
リッジと電解コンデンサ，保護回路で構成される放電回路
を設ける。この放電回路を用いることで，切り替え時のリア
クトル開放状態発生による放電経路を確保する。図 3 にモ
ード切り替え手順を示す。閾値𝑖𝑡ℎ に到達する時，降圧モード
から昇圧モードに切り替える場合の動作切り替え手順は以
下の通りである。
①

保護回路の𝑆𝑠𝑛𝑏 をオンにする。

②

入力コンデンサスイッチ𝑆𝑟−𝑡 をオフする。

③

デットタイム区間後，出力コンデンサスイッチ𝑆𝑢−𝑤

2A へ指令値をステップ状に変化させている。切り替わり時
のサージ電圧はおよそ 0.5 kV に抑制可能であることのほ
か，どちらのモードへの遷移も可能であることを確認した。
表 1 シミュレーションパラメータ
Table 1
Simulation parameters
Input voltage
𝑣𝑔𝑟𝑖𝑑
Input frequency
𝑓𝑖𝑛
Carrier frequency
𝑓𝑐
Input inductance
𝐿𝑖𝑛
Input capacitor
𝐶𝑖𝑛
Proportional gain for
input current control at
boost mode

200 V
50 Hz
20 kHz
2 mH
20 μF
125.66

Integration gain for
input current control at
boost mode

0.026

Proportional gain and
Integration gain for
output current control
at buck mode

6.28

Integration gain for
output voltage control
at boost mode

𝐾𝑝𝑣𝑐_𝑐𝑠𝑖
Proportional gain for
output voltage control at
boost mode

𝐾𝑝𝑐𝑐_𝑐𝑠𝑖

10 μF
40 Hz
37.5 Ω
5 mH
5.3 A
394784

𝐾𝑖𝑐𝑐_𝑣𝑠𝑟

𝐾𝑝𝑐𝑐_𝑐𝑠𝑟
Proportional gain for
output voltage control at
boost mode

Output capacitor
𝐶𝑜𝑢𝑡
Output frequency
𝑓𝑜𝑢𝑡
Load resistance
𝑅𝑙𝑜𝑎𝑑
Load inductance
𝐿𝑙𝑜𝑎𝑑
Threshold
current 𝑖𝑡ℎ

25.33,
197392

𝐾𝑝𝑐𝑐_𝑣𝑠𝑖 , 𝐾𝑖𝑐𝑐_𝑣𝑠𝑖
235.62

𝐾𝑖𝑐𝑐_𝑣𝑠𝑟
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5. まとめ
本論文では R-IMC の出力電流制御法及び，モード切り替
え法を提案した。降圧モード時，ダンピング抵抗の使用を避
けるため，ダンピング制御を用いて，出力電流制御を行っ
た。昇圧モード時，マトリックスコンバータの入出力電力一
定の関係より，出力電流指令値から入力電流指令を生成し，
出力電流を制御する手法を提案した。モード切り替え法で
は，インダクタ開放時のサージ抑制をする，放電回路を用い
たモード切り替え法を提案した。両モードにおける出力電
流制御は可能であり，モード切り替え時のサージ抑制も可
能であることをシミュレーションで確認した。

文
図 4 出力電流指令 2A 時の降圧モード動作
Fig.4 Output current command 2A at buck mode

図 5 出力電流指令 7A 時の昇圧モード動作
Fig.5 Output current command 7A at boost mode

図 6 モード切り替え動作
Fig.6 Mode transition buck to boost mode and boost to
buck mode
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