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VFD および UPS の性能を
最大限に発揮させるには
可変周波数駆動 (VFD) システムまたは無停電電源装置 (UPS) を導
入しようとするときに、またはすでにこれらの装置が設置済みであって
も、装置の性能を最大限に発揮させるには、関連する電源品質パラメー
ターをモニターしなければなりません。それらの装置では、測定対象
とする電源品質パラメーターや測定を行うタイミングを決定する際に
は、受電電力から短いパルスの電流が引き込まれるときに、このタイ
プの装置で発生する可能性のある電源品質の問題について理解してお
く必要があります。VFD や UPS といったシステムでは、電源の品質
に問題があると、その影響を受けやすいだけでなく、それらの装置で
発生した高調波電流が配電システムに逆流する場合もあります。

そのため、装置を設置する前に、電
源品質を十分にモニターして、メー
カーの仕様に合った電力が装置に供
給されていることを確認しておかな
ければなりません。必要なデータを
収集して、装置のメーカーに提示で
きれば、メーカーでは、高調波を解
析し、配電系統に逆流する高調波電
流を制限するためのフィルターを設
計できます。さらに、システムの運
用中に電源品質をモニターすれば、
配電系統に設定された高調波歪みの
制限値を超えないように、VFD また
は UPS を動作させることもできます。
また、モニタリング・データを活用
することで、実際に設置を行う前に、
適切な電力容量が確保されているこ
とを確認できます。
VFD または UPS を設置する前に、
VFD または UPS に電力を供給する給
電器または分岐回路上で電源品質パ
ラメーターを測定します。測定デー
タをメーカーの仕様と比較して、仕
様を満たしていることを確認します
( 将来基準データとして再利用できる
ように、記録したデータを保存する
のを忘れないでください )。

たとえば、次の例はあるメーカーの
入力電力要件を示しています。
• 入力電圧 : +10 % ～ -10 %
• 周波数 : 60 Hz (± 5 Hz)
• 最大サグ電圧ライドスルーは、
0 % (1 サイクル )、最大 60 %
(10 サイクル )。
• 全負荷での最小遅れ力率は 0.92
で、公称入力電圧仕様に対して、
電圧スウェル ( 受電電圧が高すぎ
る ) があると、過電圧障害が発生
する場合がある。電圧ディップは、 ながら、その場で直ちに受電電力を
低電圧障害の原因になる場合が多 チェックできます。
く、VFD または UPS がシャット・ • メイン・メニューから "Volt/Amps/
ダウンしてしまう。
Hertz" を選択し、電圧および周波
数がそれぞれ仕様の ± 10 % と
以上のようなメーカー仕様を満たす
± 5 Hz の範囲内であることを確認
ために、電源品質アナライザー / レ
します ( 図 1 を参照 )。
コーダーを使用して、データのモニ
タリングと記録を行います。一定期 • メイン・メニューから "Power and
Energy" を選択し、変位力率 (DPF)
間のデータを記録することで、プラン
が仕様を満たしていることを確認
トのサイクル全体の電力品質の状態
します。DPF が基本周波数の力率
が明らかになります。データを PC に
であるのに対して、PF では高調波
ダウンロードし、そこで解析を行うこ
が考慮されます。通常、メーカー
ともできます。ただし、Fluke 435-II
の仕様には DPF が適用されます
電力品質アナライザーなど、ロガー
( 図 3 を参照 )。
とアナライザーの機能を合わせ持つ
ツールを使用すれば、 記録を行い

• 必須ではないとしても、他の電源
に由来する高調波歪みがすでに
システムに発生していないか、受
電電力をモニターしておくのもよ
い考えです。多くの場合、電源障
害 による影 響を最小にするため
に、VFD または UPS には専用の
電源を割り当てる、といった判断
が必要になります。設置を行う前
に、そのような判断ができるよう
に、高調波データを記録しておく
とよいでしょう。もちろん、将来比
較に使用できるように、そのデー
タは保存しておきます。

流電力 (DC) に変換する処理が行わ
れています。さらに、その DC のオ
ン / オフを正確に切り替えることで、
可変電圧 / 可変周波数波形を生成し
ています。UPS システムの場合、限
界負荷を超えないように、基本周波
数に従って、" クリーン " な電力を供
給します。VFD の場合には、AC モー
ターの速度に合わせて、周波数およ
び電圧が変化します。多くの VFD/
UPS システムでは、整流回路によっ
て、AC から DC への変換が行われて
います。整流回路の出力部には、コ
ンデンサーが配置されています。ス
• ロギングが完了したら、メイン・ イッチング電源には、このコンデン
サーから電力が引き出されます。
メニューの "Dips and Swells" を
選択して、ディップがメーカーの
コンデンサーは、電力線から ( 整流
仕様を超過していないことを確認
回路を通して ) 電流を引き込み、正
します。観測されたディップにつ
/ 負の半周期のピーク値まで充電し
いては、"Events" テーブルを使用
ます。短い電流パルスが引き込まれ
して、ディップの振幅と期間を測
るため、電圧降下が起こります。そ
定します ( 図 2 を参照 )。
の結果、受電する正弦波のパルス・
トップの平坦化が起こります。また、
使用している装置に特有の条件を十
整流回路によって、高調波電流が発
分に意識してください。たとえば、ス
生します。これらの高調波電流が配
タティック UPS システムの場合、受
電システムに逆流することで、配電
電電力に関して、他にもいくつかの
システムの正弦波電圧 / 電流波形に
要件があります。許容可能な電圧の
歪みが生じます。
範囲はメーカーによって異なり、また
公称電圧の 30 % でも使用は可能で
それでは、こうした問題にエンジニ
すが、一部の装置では、公称電圧を
アはどのように対処すればよいでしょ
15 % 下回ると、バッテリーの充電が
うか？VFD や UPS の始動時には、
停止する可能性があります。そのた
高調波歪みを監視して、制限値を超
め、メーカーの仕様を参照して、装
過している場合には、対処しなけれ
置の限界値を十分に把握しておき
ばなりません。前述したように、装
ます。
置のメーカーに情報を提示すれば、
メーカーでは高調波調査を実施し、
VFD または UPS が実際に稼動する
VFD または UPS の動作中に発生す
ようになると、さらに別の電源品質
る高調波歪みを制限するフィルタを
の問題に対処しなくてはなりません。
設計できます。
エンジニアや技術者は、VFD また
は UPS で発生する高調波や、その
高調波フィルターを設置し、システ
結果配電システムに生じる全高調波
ムを稼動させたら、次は VFD また
歪み (THD) という新たな問題を監視
は UPS で発生する高調波歪みの監
し、解決するための方法を知ってお
視と記録を行います。IEEE 規格の推
く必要があります。まず、歪みが生
奨事項は、共通結合点 (PCC: point
じる仕組みについて知らなければな
of common coupling) に基づいてい
りません。次に、THD を測定するポ
るため、システムにおいても、この
イントを正しく決定できなければなり
ポイントでセットアップおよびモニ
ません。さらに、配電電圧の正弦波
ターを行います。通常、VFD または
の歪みに基づいて、限界値を設定す
UPS の負荷フィーダーが、電源によっ
る必要もあります。
て通電されたバスから離れる地点が
PCC となります。
VFD およびスタティック UPS システム
では、受電した交流電力 (AC) を直
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図 1. Fluke 435-II のメイン・メニューで "Volt/Amps/Hertz" を選択し、
Vrms と Hz を観測している。何らかの不整合が見られないか、すべて
のパラメーターをチェックしなければならない。メーカー仕様を満たし
ているかという点については、特に重点的に確認する必要がある。

図 2. "Dips and Swells" 機能を使用すると、電圧変動データを記録し
た後に、イベント・テーブルを選択し、ディップ / スウェルを詳細に解
析できる。イベントのタイプ ( ディップまたはスウェル )、到達した電圧
レベル、そのレベルでの経過時間、および変化の方向 ( 上方または下
方 ) などを確認する。

図 3. メイン・メニューの "Power and Energy" を選択して、変位力率
(DPF) を観測している。これにより、VFD に供給される電力が仕様を満
たしているかどうかを確認できる。メーカーが力率の考慮を指定してい
ないかぎり、DPF を使用する。指定されている場合には、PF の読み値
を使用する。kVAR の行に表示されている誘導コイルのマークは、遅
れ力率であることを示している。

たとえば、VFD または UPS で発生し
た 高 調 波 の 影 響 を 測 定 するに は、
PCC で Fluke 435-II をセットアップし
て、メイン・メニューの "Harmonics"
を 選 択 し ま す。 高 調 波 グ ラ フ に
60 Hz の基本周波数を基準とした、
それぞれの高調波電流の振幅が表示
されます。VFD または UPS のドライ
ブまたは整流回路のタイプに基づい
て、特定の高調波周波数で振幅が大
きくなることを想定しておく必要があ
ります。例 :

高調波グラフで高調波周波数が期待
通りの値を示しており、特別な異常
がないことを確認したら、"Meter" 機
能を選択して、電圧の全高調波歪み
を表示します。THD は 5 % 以内で
なければなりません ( 図 4 を参照 )。
制 限 値 を 超 過して いる 場 合 に は、
THD が許容制限値の範囲内になるよ
うに、適切な対策を検討します。た
とえば、高調波フィルター、絶縁変
圧器を設置したり、別のフィーダー
または分岐回路に接続する、といっ
た措置が考えられます。

• 6 パルス駆動の場合は、5 次、
7 次、11 次、13 次などの高調波
モニタリング、特に PCC でのモニタ
周波数で、大きな高調波が発生す
リングは、全体的、長期的な視点に
る可能性が高い。
立って行われるものである、というこ
• 18 パルス駆動の場合は、17 次、 とに注意してください。装置を設置
19 次、35 次、37 次などの高調
した段階で、良好な条件を確立でき
波周波数で、大きな高調波が発生 たとしても、そこで終わりではありま
する可能性が高い。
せん。定期的なモニタリングを実施
• スイッチング電源の場合は、3 次、 することで、電力系全体の状態を詳
5 次、7 次、9 次などの高調波周 細に把握できます。たとえば、全体
波数で、大きな高調波が発生する における最大デマンドを評価します。
長期的には大きく変化する可能性が
可能性が高い。
あり、新しいデバイスや負荷が導入
いずれの場合も、高調波の次数が高 されると、それまでは VFD や UPS
くなるにしたがって、高調波の振幅 にクリーンな電力が供給されていた
は小さくなるはずです。ただし、高 としても、何らかの影響が及ぶ可能
調波グラフで観測された高調波周波 性があります。
数において異常な振幅が見られない
か、十分に注意する必要があります。 VFD や UPS の設置、運用、メンテ
その場合、システムで力率補正キャ ナンスを行う際には、それらの装置
パシターが使用されているために、 に良質でクリーンな信頼性の高い電
VFD または UPS の高調波によって共 力が供給されるように必要な対策を
鳴現象が発生している可能性があり 講じ、配電システムに逆流される高
ます。危険な状態を回避できるよう 調波歪みが最小限に抑えられるよう
に、必要な対策を講じなければなり にしなければなりません。電源品質
アナライザーを使用すれば、機器の
ません。

図 4. 高調波バー・グラフを表示し、Fluke 435-II で高調波テーブルを
選択して、全高調波歪み (THD) が IEEE 519-1992 の推奨値の範囲内
(PCC で測定。5% 以下 ) であることを確認する。

設置前、起動時、さらに稼動状態に
おいても、主要な電源品質パラメー
タをモニターし、記録できます。技
術者やエンジニアは、 装置のメー
カーの協力を仰ぎながら、観測され
た電源品質データを活用して、VFD
や UPS の性能を最大限に引き出す、
という最終的な目標を実現できます。
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