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装置を提供する。



明 細 書

電源装置及びこれを用いた磁気共鳴イメージング装置

技術分野

０００ 本発明は電源装置に係わり、特に高電圧、大電流が要求される磁気共鳴ィメージ

ング装置 (以下、 R 装置とレづ) の静磁場、傾斜磁場、高周波磁場の発生に必要な

各種電源に好適な電源装置及びこれを用ぃたMR 装置に関する。

背景技術

０００2] MR 装置は、静磁場中に置かれた検査対象に高周波磁場をパルス状に印加し、検

査対象から発生する核磁気共鳴信号を検出し、この検出信号を基にスペクトルや画

像を形成するものである。

このMR 装置には、磁場発生コィルとして、静磁場を発生する超電導コィル、静磁

場に重畳される傾斜磁場を発生するための傾斜磁場コィル、さらに高周波磁場を発

生するための高周波コィルが備えられてぃる。

これら磁場発生コィルには、所定の強度の磁場を発生するために、そこに給電する

電流の大きさとそのタィミングが制御可能な電源装置が備えられる。

０００3」 このよぅなMR 装置では、静磁場や傾斜磁場や高周波磁場の磁場強度が最終的に

得られる画像上のノィズや撮影時間に大きく影響する。

また、短時間で診断に有用な画像を得るためにMR 装置の磁場電源としては、該磁

場を発生する磁場コィルに流す電流は、立ち上がり、立ち下がり時間が短く、立ち上

がり後に該電流のリップルや変動のなぃ高安定、高精度の電源装置が要求される。

０００ 」4 特に、最近では撮影を高速化して撮影時間の短縮を図ることが要求され、傾斜磁

場の観点から撮影を高速化するには、従来にも増してパルス状傾斜磁場の強度を大

きくし、立ち上がり、立ち下がり時間をさらに短縮しなければならなぃ。

そのためには、傾斜磁場コィルには大きな電流を短ぃ立ち上がり、立ち下がり時間

で供給する必要があり、傾斜磁場コィルの電源としては、概ね電流が 3００A ～4００(

A 、電圧が2０００(V) 程度の大電流、高電圧のものが要求される。

０００ 」5 例えば、特開平7 313489号公報は、このよぅな要求に答える大電流、高電圧を出



力出来る R 装置の傾斜磁場電源装置を開示している。この傾斜磁場電源装置は

、多段に直列接続されたそれぞれ出力電圧の異なる直流電圧電源と、これら直流電

圧電源に接続されたマルチレベルダイオードクランプ型PW インバータから構成さ

れており、このマルチレベルダイオードクランプ型PW インバータの出力側には、

R 装置の傾斜磁場コイルと R 装置のシーケンザから出力される傾斜磁場コイルに

流す電流の指令信号を線形的に増巾してコイル電流を形成し、その電流を傾斜磁

場コイルに供給可能なリニアアンプとの直列接続体が接続されている。

０００ 」6 しかし、特開平7 313489号公報は、傾斜磁場電源装置を構成する多段に直列接

続されたそれぞれの直流電圧電源の回路構成については全く言及していない。

また、多段に直列接続されたそれぞれの直列電圧電源を構成するために、例えば

、特開平5 59893 号公報記載のフルブリッジインバータ回路を用いると、トランジ

スタ及びダイオードが8組以上必要になり、回路が大型化する問題があった。

本発明の目的は、その出力端に R 装置の傾斜磁場コイル等が負荷として接続さ

れるマルチレベルダイオードクランプ型PW インバータに必要な多段 (複数段 ) に

直列接続された直流電圧電源を、比較的簡単な回路で構成し、さらに当該電源の損

失を抑えて、小型で高精度の高電圧、大電流の電源装置及びそれを用いた R 装

置を提供することである。

発明の開示

０００7」 上記 目的は、以下の手段によって達成される。

( )複数の直流電圧源を直列に接続した直流電圧電源手段と、この直流電圧電源

手段の直流電圧を電源とするマルチレベルインバータによる電流増幅手段と、この

電流増幅手段の出力に負荷が接続され該負荷に流れる電流を電流指令値になるよ

ぅに前記電流増巾手段を制御する電流制御手段とを備えた電源装置であって、前記

直流電圧電源手段は、商用交流電源電圧を直流電圧に変換し、この変換された直

流電圧を昇圧する交流一直流変換昇圧手段と、この手段で昇圧された直流電圧を

交流電圧に変換する直流一交流変換手段と、この変換手段で変換された交流電圧

を絶縁して昇圧する複数の絶縁変圧器と、該変圧器の出力電圧を直流に変換し平

滑して得られる直流電圧を直列接続して構成する。



このように構成された電源装置では、交流一直流変換昇圧手段により商用交流電

源電圧を全波整流して得られる電圧よりも高い電圧に昇圧し、この昇圧された直流電

圧を直流一交流変換手段で交流電圧に変換して、これらの交流電圧を変圧器で絶

縁して昇圧し、さらに平滑して直流電圧を直列接続して直流電圧電源を得る構成で

あるので、半導体スイッチを用いた上記交流一直流変換昇圧手段及び直流一交流

変換手段の動作周波数を2０kHz程度に高周波化することによって、上記絶縁変圧器

や平滑手段は非常に小型なものとなり、これによって上記直流電圧電源手段を商用

交流電源と絶縁された小型で安価なものとすることができる。

０００8] (2)前記直流一交流変換手段は、半導体スイッチとこの半導体スイッチに逆並列に

接続されたダイオードとによるスイッチ手段を二つ直列に接続して構成されたアーム

を少なくとも三つを並列に接続し、これら複数アームのぅちの少なくとも一つのアーム

を共通にして、該共通アームと前記残りのアームとで構成された二組以上のフルブリ

ッジインバータ回路と、各フルブリッジバータ回路の前記共通アーム中のそれぞれの

半導体スイッチに対して残りのアームの対向する半導体スイッチに導通位相差を与

えて制御する位相差制御手段とを備え、この位相差制御手段により前記共通アーム

の半導体スイッチの導通位相に対して前記残りのアームの半導体スイッチの導通位

相を遅れ位相及び または進み位相とする。

前記直流一交流変換手段 (実施形態の位相シフトインバータ回路 7，6０ 7０に対応)

は、複数のアームで二組以上のフルブリッジインバータ回路を構成し、前記共通アー

ムの半導体スイッチの導通位相に対して前記残りのアームの半導体スイッチの導通

位相を遅れ位相及び または進み位相に制御するので、前記半導体スイッチの数が

少なく、しかも半導体スイッチの損失も低減できるので、小型の直流一交流変換手段

を構成できる。

０００9] (3) 前記位相差制御手段 (実施形態の第2のスイッチング制御装置7m 6０k)は、さら

に前直流電圧電源手段の直流電圧を検出する直流電圧検出手段を備え、この手段

で検出した検出値と第 の目標電圧指令値(実施形態の第2の電圧指令値22b、第3

の電圧指令値22d に対応)との差が零となるよぅに前記フルブリッジインバータ回路の

位相差をフィードバッ夕制御する。



これによって、上記前記直流電圧電源手段の直流電圧は変動のない安定した電源

電圧となり、これを直流電源とする上記マルチレベルインバータにより、負荷には立ち

上がりが速く、安定な電流を供給することができる。

００1０] (4)前記交流一直流変換昇圧手段は、前記商用交流電源電圧を直流に変換する

手段と、この手段で変換された直流電圧を昇圧する昇圧型チョッパ回路 (実施形態の

昇圧型チョッパ回路6に対応)と、このチョッパ回路の半導体スイッチの導通比率を制

御する導通比率制御手段とを備えて成る。

と非導通則間の比率)をスイッチング制御することによって任意の電圧に昇圧すること

ができる。

また、前記導通比率制御手段は、さらに前記昇圧型チョッパ回路の出力電圧を検

出する手段を備え、この手段で検出した検出値と第2の目標電圧指令値(実施形態の

第 の電圧指令 22aに対応 )との差が零となるように前記半導体スイッチの導通比率

をフィードバック制御しても良い。

このように制御することによって、チョッパ一回路の出力電圧の変動を阻止し、前記

商用交流電源電圧の変動やその他の要因による前記直流一交流変換手段への入

力直流電源電圧を一定の電圧に保持することができ、前記直流一交流変換手段を

安定に動作 せることができる。

００ 」
11 (5) また、前記交流一直流変換昇圧手段の別の態様は、複数対の半導体スイッチ

が並列接続されたブリッジ回路と前記複数対のそれぞれの半導体スイッチに逆並列

に接続されたタイオードと、前記ブリッジ回路の交流入力端と前記商用交流電源間

に接続されたリアクトルと、前記半導体スイッチをパルス幅変調制御するパルス幅変

調制御手段とを備えて成る(実施形態の第4の交流一直流変換器8０に対応し、この中

のパルス幅変調制御手段は第4のスイッチング制御装置8０に対応 )。

上記パルス幅変調制御手段は、さらに前記交流一直流変換昇圧手段の出力電圧

を検出する手段を備え、この手段で検出した検出値と第3の目標電圧指令値(実施形

態の第1の電圧指令 E22a に対応)との差が零となるよぅに前記半導体スイッチの導通

パルス幅をフィードバッ夕制御する。



そして、上記パルス幅変調制御手段は、さらに前記商用交流電源の相電圧と相電

流を検出する手段を備え、前記相電圧と相電流の位相が一致するよぅに制御する。

このような交流一直流変換昇圧手段を用いることによって、上記(4)の交流一直流変

換昇圧手段と同じ電圧に昇圧することができ、また回路構成要素も少なくなる。さらに

力率が改善されて皮相電力が小さくなり、半導体スイッチに流れる電流は小さくて済

芭と共に前記商用交流電源設備の容量も低減することができる。

００12] (6) 複数の直流電圧源を直列に接続した直流電圧電源手段と、この直流電圧電源

手段の直流電圧を電源とするマルチレベルインバータによる電流増幅手段と、この

電流増幅手段の出力に負荷が接続され該負荷に流れる電流を電流指令値になるよ

ぅに上記電流増巾手段を制御する電流制御手段とを備えた電源装置を用いた R

装置であって、上記負荷は R 装置の磁場発生用コイルとし、 R 装置の電源装

置としては上記㈲～(5)を用いる。

このように構成された磁場発生用コイルの電源装置は、商用交流電源と絶縁された

高精度の高電圧、大電流のものとすることができ、これによってパルス状傾斜磁場の

強度は大きく、立ち上がり、立ち下がり時間の短い磁場とすることができるので、 R

装置の撮影を高速化して撮影時間の短縮ィビを図ることができる。

図面の簡単な説明

００13] 図 本発明電源装置の第1の実施形態による回路構成図であって、その負荷として

MR 装置の傾斜磁場コイルに適用されている。

図 」2 図 に示した第1の実施形態による電源装置中の位相シフトインバータ回路の

詳細図。

図3」図2に示した位相シフトインバータ回路の第 の制御方法による動作説明図。

図 」4 図2に示した位相シフトインバータ回路の第2の制御方法による動作説明図。

図5」図2に示した位相シフトインバータ回路の第3の制御方法による動作説明図。

」図6 本発明電源装置の第2の実施形熊によるその要部回路構成図であって、その

負荷としてMR 装置の傾斜磁場コイルに適用されている。

図7」本発明電源装置の第3の実施形熊によるその要部回路構成図であって、その

負荷としてMR 装置の傾斜磁場コイルに適用されている。



図8」本発明電源装置の第4の実施形熊によるその要部回路構成図であって、その

負荷としてのMR 装置の傾斜磁場コイルに適用されている。

発明を実施するための最良の形態

００ 」14 以下、本発明に係る電源装置及びそれを用いた磁気共鳴イメージング装置の好ま

、実施の形態についで添付図面を用いて詳細に説明する。

図1は、本発明電源装置の第 の実施形態によるMR 装置の傾斜磁場電源装置の

回路構成図である。

この傾斜磁場電源装置2は、三相交流電源3から電力の供給を受け、負荷である傾

斜磁場コイル1に電流を供給するよぅに構成され、三相交流電源3 に接続されて三相

交流電圧を直流電圧に変換する第1の交流 直流変換器4 と、この交流一直流変換

器4の出力側に接続されて直流電圧を平滑ィビする第 の平滑コンヂンサ5 と、この第1

の平滑コンヂンサ5 に接続されて平滑化された直流電圧を所定の直流電圧に昇圧す

る直流一直流変換器 (以下、昇圧型チョッパ回路と呼ぶ)6と、この昇圧型チョッパ回路

6の出力側に接続されて昇圧された直流電圧を二つの単相交流電圧に変換する3つ

のアームで構成された直流 交流変換器 (以下、位相シフトインバータ回路と呼ぶ)7と

、この位相シフトインバータ回路 7の出力側に接続されて二つの単相交流電圧をそれ

ぞれ互いに絶縁する二つの絶縁変圧器8，9と、該変圧器8，9の二次側にそれぞれ

接続されて絶縁された二つの交流電圧を直流電流に変換する第2の交流一直流変

換器 1０及び第3の交流一直流変換器皿と、これらの変換された直流電圧を平滑化す

る第2の平滑コンデンザ 12及び第3の平滑コンデンザ 3から成る交流・直流昇圧変換

部 (二つの直流電圧Vdc 及びVdc2 を生成する) 14と、この交流・直流昇圧変換部 14

からの二つの直流電圧を受電し、傾斜磁場コイル のX軸コイル15、Y軸コイル16及び

Z軸コイル17にそれぞれ電流を供給する3レベルのマルチレベルPWM(P se W d h

Mod a on、以下、PW Mと略称)インバータ回路 18でそれぞれ構成された電流増幅

器 19 2０ 2 とを備えて構成される。

００ 」
15 昇圧型チョッパ回路 6は、前記第1の交流一直流変換器4で三相交流電源3の三相

交流電圧を直流電圧に変換して得られる電圧よりも高い電圧に昇圧するためのもの

で、リアクトル6aと、絶縁ゲート型バイポーラトランジスタ( nsu a ed Ga e B po a T ans



s o 以下 GBTと略称)を用いた半導体スイッチ6bと、この半導体スイッチ6bに逆並列

に接続されたタイオード6cと、第4の平滑コンヂンサ6 と、この平滑コンヂンサ6dの電

圧Vdccを検出する第 の電圧検出器6eと、MR 装置のシーケンサ22から出力される

第 の電圧指令値22a と前記第1の電圧検出器6eで検出した電圧Vdccとが一致する

よぅに前記半導体スイッチ6bをスイッチング制御する第1のスイッチング制御装置6 と

を備えて図示のよぅに構成される。

なお、69は前記スイッチング制御装置6肋、ら出力されるスイッチング制御信号を所

定の値に増幅して前記半導体スイッチ6bを駆動する回路である。

００ 」
16 このよぅな構成の昇圧型チョッパ回路6は、半導体スイッチ6bを所定の周瑚で導通、

非導通にさせて前記第1の平滑コンデンサ5で平滑された直流電圧を昇圧するもので

、前記半導体スイッチ6bを導通にすると、第1の平滑コンデンサ5 リアクトル6a 半導

体スイッチ6bの回路が形成され、前記リアクトル6aに電流が流れて該リアクトル6aに電

磁エネルギーが蓄積される。

この状熊から前記半導体スイッチ6bを非導通にすると、前記リアクトル6aに蓄積され

た電磁エネルギーはダイオード6hを介して第4の平滑コンデンサ6dに充電される。

この動作、すなわち半導体スイッチ6bを所定の周期で導通、非導通にスイッチング

制御することによって第4の平滑コンヂンサ6dに前記第1の平滑コンデンサ5の電圧、

すなわち三相交流電源3の電圧を全波整流して得られる電圧以上に昇圧することが

でき、MR 装置のシーケンサ22から出力される第1の電圧指令 と前記第1の電圧

検出器6eで検出した検出値とが一致するよぅに第1のスイッチング制御装置6托前記

半導体スイッチ6bをスイッチング制御する。

そして、上記昇圧型チョッパ回路 6の出力電圧である前記第4の平滑コンデンサ6d

の電圧、すなわち前記位相シフトインバータ回路 7への入力直流電源電圧Vdccは、

前述したよぅに前記半導体スイッチ6bを所定の周則で導通、非導通にスイッチング制

御することによって任意の電圧に昇圧することができる。

００17」 位相シフトインバータ回路 7は、GBTを用いた半導体スイッチ7aと7b及びこれらに逆

並列に接続されたダイオード7c 7dとから成るアーム1と、半導体スイッチ7e と7f及びこ

れらに逆並列に接続されたダイオード79 7 とから成るアーム2と、半導体スイッチ7止



7 及びこれらに逆並列に接続されたダイオード7k 7 とから成るアーム3と、そしてこれ

らの半導体スイッチをスイッチング制御する第2のスイッチング制御装置7mとで構成さ

れ、前記アーム1とアーム2とで第 のフルブリッジインバータ回路を構成し、アーム吐
アーム3とで第2のフルブリッジインバータ回路を構成する。

すなわち、前記アーム1を前記第1のフルブリッジインバータ回路と第2のフルブリッ

ジインバータ回路で共用するもので、これによってフルブリッジインバータ回路を構成

するアーム数は四つから三つとなり、半導体スイッチ数の低減を図ることができる。な

お、7n～7 sは前記第2のスイッチング制御装置7mから出力されるスイッチング制御信

号を所定の値に増幅して前記半導体スイッチ7a 7b 7e 7f 7 7 を駆動する回路で

ある。

」００18 前記第1及び第2のフルフリッジインバータ回路の出力交流電圧の制御には、特開

昭63 19０556 号公報に開示されている位相シフトPWM(P se W d h Mod a on)帝 徒

による位相差制御技術を用いて、前記アーム1とアーム2の位相差制御により第1の交

流出力電圧Va を制御し、前記アーム1とアーム3の位相差制御により第2の交流出

力電圧Vac2を制御する。

」００19 図2は、上記図1の位相シフトインバータ回路 7の第2のスイッチング制御装置7mの

ブロック構成図をアーム1、アーム2、アーム3、駆動回路 7n～7s及び交流・直流昇圧

変換部 14と共に示したもので、本発明の要部の一つである位相シフトインバータ回路

7の制御動作を、図3，図4，図5に示す半導体スイッチ7a 7 7 7 7 7 の動作タ

イミングと出力電圧Vac ，Vac2の関係を用いて詳細に説明する。

」００2０ 図2において、第2のスイッチング制御装置7mは、後述の交流・直流昇圧変換部 14

の出力電圧である直流高電圧Vdc ，Vdc2 とMR 装置のシーケンサ22からの第2の電

圧指令値22bとが一致するよぅに制御するための制御信号を生成する位相差PWM制

御信号生成部7m 1と、前記アーム1の半導体スイッチ7a 7bに対してアーム2の半導

体スイッチ7e 7fの導通位相を遅れ位相とする第 の位相シフト部 7m2及び前記アー

ム1の半導体スイッチ7a 7bに対してアーム3の半導体スイッチ7 7 の導通位相を遅

れ位相又は進み位相とする第2の位相シフト部7m3とで構成される。

」００2 1 図3は、前記位相シフトインバータ回路 7の第 の制御方法による制御タイミング図で



、各半導体スイッチのゲート信号(Ga e gna )、半導体スイッチに印加される電圧(Vo

age )、半導体スイッチに流れる電流 (C en )及びこの位相シフトインバータ回路 7か

らの出力電圧Vac ，Vac2を示した図である。

」００22 この第 の制御方法は、第1及び第2のフルブリッジインバータ回路に共通なアーム1

の半導体スイッチ7a 7bの導通位相に対して、アーム2の半導体スイッチ7e 7fとアー

ム3の半導体スイッチ7 7 の導通位相を遅れ位相差 め ，め 2により出力電圧を制御

するとレづもので、図2に示した第2のスイッチング制御装置7mの位相差PW 制御信

号発生部7m 1で生成した制御信号を第 の位相シフト部7m2で遅れ位相差 め 1で生

成して、この制御信号でアーム2の半導体スイッチ7 e，7陸導通制御し、前記位相差P

WM制御信号発生部 7m 1で生成した制御信号を第2の位相シフト部 7m3で遅れ位相

差 め 2で生成して、この制御信号でアーム3の半導体スイッチ7 7 を導通制御し、2つ

の交流出力電圧Vac とVac2をそれぞれ独立に制御するものである。

すなわち、第1のフルブリッジインバータ回路を構成するアーム1の半導体スイッチ7

aに対してアーム2の半導体スイッチ7 の導通位相をめ 1だけ遅れさせ、前記アーム1

。の半導体スイッチ7aから位相が ０ 遅れたアーム1の半導体スイッチ7bに対しては

アーム2の半導体スイッチ7eの導通位相をめ 1だけ遅れさせ、該遅れ位相差 め を電
。気角０から18０ まで可変とすることによって第1の交流出力電圧Va を０から最大電

圧までの間で任意の交流電圧に可変とすることができる。

００2 3」 なお、アーム2の半導体スイッチ7肋 非導通になると、負荷のインダクタンスの存在

により、これまで直流電源V cc アーム1の半導体スイッチ7a 絶縁変圧器8 アーム2

の半導体スイッチ7仰回路で流れていた電流は、アーム2の半導体スイッチ7 eと逆並

列に接続されたダイオード79に移り(以下、これを転流と呼ぶ)、負荷に流れていた電

流は、アーム2の半導体スイッチ7eの逆並列ダイオード79 アーム1の半導体スイッチ7

a 絶縁変圧器8の回路で流れ続け、この電流はアーム1の半導体スイッチ7bが導通し

て半導体スイッチ7aが非導通になるタイミングで零となる。

」００24 また、アーム2の半導体スイッチ7eが非導通になると、直流電源Vdcc アーム2の半

導体スイッチ7e 絶縁変圧器8 アーム1の半導体スイッチ7bの回路で流れていた電流

は、アーム2の半導体スイッチ7fと逆並列に接続されたダイオード7hに転流し、負荷に



流れていた電流は、アーム2の半導体スイッチ7fの逆並列タイオード7h 絶縁変圧器8

アーム1の半導体スイッチ7bの回路で流れ続け、この電流はアーム1の半導体スイッ

チ7aが導通して半導体スイッチ7bが非導通になるタイミングで零となる。

００25」 このように、図3に示した半導体スイッチ7eの電流 e 7fの電流 fにおける負の部分の

電流は、半導体スイッチ7e及び7fと逆並列に接続されたダイオード79 7 に流れる電

流であり、前記半導体スイッチ7e及び7fには正の電流のみが流れる。

００26 上記と同様に、第2のフルブリッジインバータ回路を構成するアーム1の半導体スイ

ッチ7aに対してアーム3の半導体スイッチ の導通位相をめ 2だけ遅れさせ、前記ア
。ーム1の半導体スイッチ7aから位相が 18０ 遅れたアーム1の半導体スイッチ7bに対し

てはアーム3の半導体スイッチ の導通位相をめ 2だけ遅れさせ、該遅れ位相差 め 2

。を電気角０から18０ まで可変とすることによって第2の交流出力電圧Vac2を0から最

大電圧までの間で任意の交流電圧に可変とすることができる。

なお、上記アーム1とアーム2で構成される第1のフルブリッジインバータ回路と同様

に、図3に示した半導体スイッチ の電流 、半導体7 の電流 における負の部分の電

流は、半導体スイッチ 及び と逆並列に接続されたダイオード7k 7 に流れる電流

であり、前記半導体スイッチ 及び7 には正の電流のみが流れる。

００27」 以上のように上記第1の制御方法では、アーム1の半導体スイッチ7aには、アーム2

の半導体スイッチ7fに流れる電流とアーム3の半導体スイッチ7 に流れる電流と、アー

ム2の半導体スイッチ7eと逆並列に接続されたダイオード79に流れる電流とアーム3の

半導体スイッチ と逆並列に接続されたダイオード7hに流れる電流の和の電流 aが

流れ、アーム1の半導体スイッチ7bには、アーム2の半導体スイッチ7eとアーム3の半

導体スイッチ に流れる電流と、アーム2の半導体スイッチ7fと逆並列に接続されたダ

イオード7hとアーム3の半導体スイッチ と逆並列に接続されたダイオード7 に流れる

電流の和の電流 bが流れる。

」００28 このように、アーム1の半導体スイッチ7a 7bには、アーム2の半導体スイッチ7e 7fと

アーム3の半導体スイッチ7 7 に流れる電流及びこれらの半導体スイッチと逆並列に

接続されたダイオード79 7 と7k 7 に流れる電流の和の電流が流れるが、前記アー

ム1の半導体スイッチ7a 7bのスイッチング時には、図示のように、該半導体スイッチ7



a，7bにそれぞれ流れている電流 a bおよび電圧は零に近い値であり、このため半

導体スイッチ7a 7bにはほとんどスイッチング損失は発生しない。

従って、上記のよぅにアーム1の半導体スイッチ7a 7b には他のアームの半導体スイ

ッチよりも多くの電流は流れるが、周波数の商いPWM制御における半導体スイッチの

損失の多くはスイッチング損失が占めているので、アーム1の半導体スイッチ7a 7bの

損失は導通損失のみを考慮すれば良い。

これに対して、アーム2及びアーム3の半導体スイソチは、スイッチング損失は発生

するが、流れる電流は小さいのでスイッチング損失も小さなものとなる。

」００2 9 この結果、上記第1の制御方法では、アーム1の半導体スイッチと他のアームの半導

体スイッチで発生する損失は分散される。

すなわち、アーム 1の半導体スイッチは導通損失、他のアームの半導体スイッチはス

イッチング損失に重点を置いてインバータ回路を実装すれば良い。

また、図示していないが、一般に半導体スイッチには、スイッチング時に発生するサ

ージ電圧を抑制するためにコンデンサと抵抗等から成るサージ電圧抑制手段を設け

るが、上記第1の制御方法では、スイッチング損失が発生するアーム2及びアーム3の

半導体スイッチのみにサージ電圧抑制手段を設け、スイッチング損失がほとんど発生

しないアーム1の半導体スイッチには前記サージ電圧抑制手段は設けないよぅにする

ことにより実装を簡素なものとすることができる。

さらに、各アームの半導体スイッチで発生する損失の特徴を考慮して、例えば、スイ

ッチング損失が発生するアーム2とアーム3の半導体スイッチには高速の半導体スイッ

チを選択し、アーム1の半導体スイッチには導通損失の小さいものを選択するよぅに

することにより、損失、発熱を効果的に抑制することができ、位相シフトインバータ回

路の実装を小型で簡素なものにすることが可能となる。

００3０」 図4は、前記位相シフトインバータ回路 7の第2の制御方法による制御タイミング図で

、各半導体スイッチのゲート信号(Ga e gna )、半導体スイッチに印加される電圧(Vo

age )、半導体スイッチに流れる電流 (C en )及びこの位相シフトインバータ回路 7の

出力電圧Va Vac2を示した図である。

００3 この第2の制御方法は、第1及び第2のフルブリッジインバータ回路に共通なアーム1



の半導体スイッチ7a 7bの導通位相に対して、アーム2の半導体スイッチ7e 7fの導通

位相を遅れ位相差 め で出力電圧を制御し、アーム3の半導体スイッチ7 7 の導通

位相を進み位相差 め 2により出力電圧を制御するというもので、図2に示した第2のス

の位相シフト部7m2で遅れ位相差 め 1を生成して、この制御信号でアーム2の半導体

スイッチ7e，7畦導通制御し、前記位相差PWM制御信号発生部 7m 1で生成した制御

信号を第2の位相シフト生成部7m3で進み位相差 め 2を生成して、この制御信号でア

ーム3の半導体スイッチ7 7 を導通制御し、2つの交流出力電圧Va とVac2をそれ

ぞれ独立に制御するものである。

すなわち、第1のフルブリッジインバータ回路を構成するアーム の半導体スイッチ7

aに対してアーム2の半導体スイッチ7 の導通位相をめ 1だけ遅れさせ、前記アーム
。の半導体スイッチ7aから位相が 18０ 遅れたアーム の半導体スイッチ7bに対しては

アーム2の半導体スイッチ7eの導通位相をめ 1だけ遅れさせ、該遅れ位相差 め を電
。気角０から18０ まで可変とすることによって第1の交流出力電圧Vac を０から最大電

圧までの間で任意の交流電圧に可変とすることができる。

００3 」2 なお、アーム2の半導体スイッチ7肋 非導通になると、変圧器のインダクタンスの存

在により、これまで直流電源V cc アーム1の半導体スイッチ7a 絶縁変圧器8 アーム

2の半導体スイッチ7仰回路で流れていた電流は、アーム2の半導体スイッチ7eと逆並

列に接続されたダイオード79に転流し、負荷に流れていた電流は、アーム2の半導体

スイッチ7eの逆並列タイオード79 アーム1の半導体スイッチ7a 絶縁変圧器8の回路

で流れ続け、この電流はアーム1の半導体スイッチ7bが導通して半導体スイッチ7aが

非導通になるタイミングで零となる。

」００33 また、アーム2の半導体スイッチ7eが非導通になると、直流電源Vdcc アーム2の半

導体スイッチ7e 絶縁変圧器8 アーム1の半導体スイッチ7bの回路で流れていた電流

は、アーム2の半導体スイッチ7fと逆並列に接続されたダイオード7hに転流し、負荷に

流れていた電流は、アーム2の半導体スイッチ7仰逆並列ダイオード7h 絶縁変圧器8

アーム の半導体スイッチ7bの回路で流れ続け、この電流はアーム の半導体スイッ

チ7aが導通して半導体スイッチ7bが非導通になるタイミングで零となる。



００3 」4 このように、図4に示した半導体スイッチ7eの電流 e、半導体スイッチ7fの電流 fにお

ける負の部分の電流は、半導体スイッチ7e及び半導体スイッチ7fと逆並列に接続され

たダイオード79 7 に流れる電流であり、前記半導体スイッチ7e及び7fには正の電流

のみが流れる。

００35」 一方、第2のフルブリッジインバータ回路は、該回路を構成するアーム1の半導体ス

イッチ7aに対してアーム3の半導体スイッチ7 の導通位相をめ 2だけ進ませ、アーム1

。の半導体スイッチ7aから位相が 18０ 遅れたアーム1の半導体スイッチ7bに対しては

アーム3の半導体スイッチ7 の導通位相をめ 2だけ進ませ、該進み位相差 め 2を電気
。角０から18０ まで可変とすることによって第2の交流出力電圧Vac2を0から最大電圧

までの間で任意の交流電圧に可変とするものである。

００3 」6 このように動作する第2のフルブリッジインバータ回路においては、上記第1の制御

方法とは異なり、アーム3の半導体スイッチ7 よりも先にアーム1の半導体スイッチ7aが

非導通になるので、負荷に流れていた電流はアーム1の半導体スイッチ7bの逆並列

ダイオード7 に転流して、アーム3の半導体スイッチ7 絶縁変圧器9 アーム1の半導

体スイッチ7bの逆並列ダイオード7dの回路で流れ続け、この電流はアーム1の半導体

スイッチ7bにゲート信号が入力されてもアーム3の半導体スイッチ7 が導通するまで漸

次減少し、前記半導体スイッチ が導通する前に零となる。

前記第2のフルブリッジインバータ回路のアーム3の半導体スイッチ7 に流れる電流

についても上記と同様に動作し、アーム3の半導体スイッチ7 よりも先にアーム1の半

導体スイッチ7bが非導通になるので、負荷に流れていた電流はアーム1の半導体スイ

ッチ7aの逆並列ダイオード7cに転流して、アーム3の半導体スイッチ7 絶縁変圧器9

アーム1の半導体スイッチ7aの逆並列ダイオード7cの回路で流れ続け、この電流はア

ーム1の半導体スイッチ7aにゲート信号が入力されてもアーム3の半導体スイッチ7 が

導通するまで漸次減少し、前記半導体スイッチ7 が導通する前に零となる。

００37」 このように、アーム1の半導体スイッチの導通位相に対して、アーム3の半導体スイソ

チの導通位相を進み位相とすることにより、アーム1の半導体スイッチ7a 7bの逆並列

ダイオード7c 7dに電流が流れる期間が生じるが、アーム3の半導体スイッチ7 7 の

逆並列ダイオード7k 7 には電流が流れる期間が生じることなく、各半導体スイッチに



は図4に示すような電流が流れる。

００3 」8 この第2の制御方法において、アーム2の損失は第1の制御方法と同じであるが、ア

ーム1では第 の制御方法に比べてスイッチング損失は大きく、導通損失は少ない。

アーム3では第 の制御方法と同じ電流で、さらにスイッチング損失が発生しないので

、全体的に損失の少ない制御方法と言える。

００3 」9 図5は、前記位相シフトインバータ回路 7の第3の制御方法による制御タイミング図で

、各半導体スイッチのゲート信号(Ga e gna )、半導体スイッチに印加される電圧(Vo

age )、半導体スイッチに流れる電流 (C en )及びこの位相シフトイシ イター回路 7

の出力電圧Vac ，Vac2を示した図である。

」００4０ この第3の制御方法は、第1及び第2のフルブリッジインバータ回路に共通なアーム1

の半導体スイッチ7a 7bの導通位相に対して、アーム2の半導体スイッチ7e 7fの導通

位相を進み位相差 め 1で制御し、アーム3の半導体スイッチ7 7 の導通位相も進み

位相差 め 2で出力電圧を制御するというもので、図2に示した第2のスイッチング制御

部7m2で進み位相差 め を生成して、この制御信号でアーム2の半導体スイッチ7 e 7f

を導通制御し、前記位相差PWM 御信号発生部 7m 1で生成した制御信号を第2の

位相シフト生成部 7m3で進み位相差 め 2を生成して、この制御信号でアーム3の半導

体スイッチ7 7 を導通制御し、2つの交流出力電圧Vac とVac2をそれぞれ独立に制

御するものである。

すなわち、第1のフルブリッジインバータ回路を構成するアーム1の半導体スイッチ7

aに対してアーム2の半導体スイッチ7 の導通位相をめ 1だけ進ませ、前記アーム1の
。半導体スイッチ7aから位相が 18０ 遅れたアーム1の半導体スイッチ7bに対してはア

ーム2の半導体スイッチ7 eの導通位相をめ だけ進ませ、該進み位相差 め 1を電気角
。

0から18０ まで可変とすることによって第1の交流出力電圧Va を0から最大電圧ま

での間で任意の交流電圧に可変とすることができる。

００4 このよぅに動作する第1のフルブリッジインバータ回路においては、上記第1及び第2

の制御方法とは異なり、アーム2の半導体スイッチ7吐りも先にアーム1の半導体ス小ソ

チ7aが非導通になるので、負荷に流れていた電流はアーム1の半導体スイッチ7bの



逆並列ダイオード7dに転流して、アーム2の半導体スイッチ7 アーム1の半導体スイッ

チ7bの逆並列タイオード7d 絶縁変圧器8の回路で流れ続け、この電流はアーム1の

半導体スイッチ7bにゲート信号が入力されてもアーム3の半導体スイッチ7eが導通す

るまで漸次減少し、前記半導体スイッチ7eが導通する前に零となる。

同様に、アーム2の半導体スイッチ7eよりも先にアーム1の半導体スイッチ7bが非導

通になるので、負荷に流れていた電流はアーム1の半導体スイッチ7aの逆並列ダイオ

ード7cに転流して、アーム1の半導体スイッチ7aの逆並列ダイオード7c アーム2の半

導体スイッチ7e 絶縁変圧器8の回路で流れ続け、この電流はアーム1の半導体スイソ

チ7aにゲート信号が入力されてもアーム2の半導体スイッチ7助 導通するまで漸次減

少し、前記半導体スイッチ7肋 導通する前に零となる。

」００42 前記第2のフルブリッジインバータ回路のアーム1とアーム3についても、上記第1の

フルブリッジインバータ回路と同様に動作し、各半導体スイッチには図5に示すような

電流が流れる。

００43」 このように、アーム1の半導体スイッチの導通位相に対して、アーム2の半導体スイッ

チ7e 7 の逆並列ダイオード79 7 及びアーム3の半導体スイッチの導通位相を進み位

相とすることにより、アーム1の半導体スイッチ7a 7bの逆並列タイオード7c 7dに電

流が流れる期間が生じるが、アーム2及びアーム3の半導体スイッチ7 7 の逆並列ダ

イオード7k 7 には電流が流れる期間が生じない。

したがって、アーム1ではスイッチング損失は発生し、また電流が大きい。それに対

して、アーム2及びアーム3では電流が小さく、スイッチング損失が発生しない。アーム

のスイッチに損失を集中させる制御方法である。

」００44 以上のように、二つのフルブリッジインバータ回路を三つのアームで構成することに

より、半導体スイッチの数が少なく、かつ半導体スイッチを駆動する回路や配線数な

ども少なくて済む。

また、スイッチング損失と導通損失からなる半導体スイッチの損失は、アームによっ
て異なるので、スイッチング損失が発生しないアームの半導体スイッチはサージ電圧

抑制手段は不要であり、導通損失の多いアームの半導体スイッチには導通損失の小

さい半導体スイッチを選択するなどして、各アームの半導体スイッチごとに発生する



損失を考慮した放熱実装 (半導体スイッチの冷却のためのヒートシンクやフイン、空冷

ファン等の実装)、サージ電圧抑制手段の最少ィロ及び半導体スイッチの選択の適正

化によりインバータ回路を小型で安価にものとすることができる。

００45」 交流・直流昇圧変換部 14は、上記位相シフトインバータ回路 7で二つの単相交流電

圧Va とVac2に変換された電圧を絶縁変圧器8と9に入力し、これら絶縁変圧器8，9

の出力電圧を第2，第3の交流 直流変換器(全波整流器) 1０，皿でそれぞれ直流電

圧に変換し、さらに第2の平滑コンデンザ 2と第3の平滑コンデンザ 3とで平滑して後

述の電流増幅器 19 2０ 2 の直流電源電圧Vdc ，Vdc2を得るもので、これによって

前記三相交流電源3と絶縁することができる。

」００46 前記2つの直流電源電圧Vd Vdc2は、これらを直列に接続して後述のマルチレ

ベルPWMインバータ回路 18の直流高電圧電源とするものであるので、前記Vdc と d

c2は同じ値にする必要がある。

このため、前記Vdc とVdc2を絶縁して検出できる絶縁電圧検出器 12a 13aを設け、

これらの検出器で検出した検出値とMR 装置のシーケンサ22から出力される第2の電

圧指令 とが一致するよぅに前記第2のスイッチング制御装置7mで前記位相シフ

トインバータ回路 7の半導体スイッチ7a 7b 7e 7f 7 7 をスイッチング制御する。

そして、上記の位相シフトインバータ回路 7の動作周波数を高くすれば(2０kHz程度)

、前記交流・直流昇圧変換部 14の絶縁変圧器8，9を小型、安価なものとすることがで

きる。

００47」 電流増幅器 19 2０ 2 は，それぞれ3レベルのマルチレベルPWMインバータ回路 1

8で構成され、該マルチレベルPWMインバータ回路 18から負荷である傾斜磁場コイ

ル のX軸コイル15、Y軸コイル16及びZ軸コイル17にそれぞれ電流を供給する。

」００48 前記マルチレベルPWMインバータ回路 18から負荷である傾斜磁場コイル のX軸コ

イル15，Y軸コイル16及びZ軸コイル17には、前記直流電源電圧Vdc ，Vdc2を電源(

Vd =Vdc2二E )として、0レベル、 2 レベル、そして最大レベルEの3レベルの電

圧をMR 装置のシーケンザ22からの電流指令値22c 22c2 22c3 により切り替えられ

て印加される。

００49」 電流増幅器 19は、それぞれ直列に接続された入力の直流電圧源である第2の平滑



コンデンサ(電圧Vdcl)12 と第3の平滑コンデンサ(電圧Vdc2)13に並列に接続された

マルチレベルPWMインバータ回路 18と、このマルチレベルPWMインバータ回路 18の

出力側にX軸コイル15が接続され、電流増幅器 19の出力電流 (傾斜磁場コイル15に

流れる電流)を検出する電流検出器23と、MR 装置のシーケンザ22からの電流指令

値22c 1と前記電流検出器23の出力である電流検出値とを入力し、両者の差が零に

なるよぅにマルチレベルPWMインバータ回路 18を駆動制御するスイッチング制御装

置18qとを備えて構成される。

なお、18 ～8pはスイッチング制御装置18qから出力されるスイッチング制御信号を

所定の値に増幅してマルチレベルPW インバータ回路 18のアーム24～27の各半

導体スイッチ18a 8bを駆動する回路である。

００5 」０ 電流増幅器2０も同一構成で、マルチレベルPWMインバータ回路 18の出力側にY軸

コイル16が接続され、電流増幅器2０の出力電流を検出する電流検出器23と、電流指

令 22c2 と前記電流検出器23の電流検出値とを入力し、両者の差が零となるように

そのマルチレベルPWMインバータ回路 18を駆動制御するスイッチング制御装置18q

とを備えて構成される。

００5 また電流増幅器2 1も同一構成で、マルチレベルPWMインバータ回路 18の出力側

に2軸コイル17が接続され、電流増幅器2 1の出力電流を検出する電流検出器23と、

電流指令値22c3 と前記電流増幅器23の電流検出値とを入力し、両者の差が零となる

よぅにそのマルチレベルPWMインバータ回路 18を駆動制御するスイッチング制御装

置18qとを備えて構成される。

００52] 3レベルのマルチレベルPWMインバータ回路 18では、その入力に直流電圧源E (電

圧，Vdc Vdc2) oを接続し、その出力端子A，Bに任意の電圧波形を出カするよぅ

に構成している。

また、この3レベルPWMインバータ回路 18では、直流電圧源E E 間の直流電圧を2

分 ( 2)しており、2対の GBTによる半導体スイッチ18a 18bおよびそれぞれに逆並

列接続したダイオード18c 18dを直列に接続した4組のアーム24～27を有し、前記4

組のアームをフルブリッジ接続している。

そして、第2の平滑コンデンサ 2と第3の平滑コンデンサ 3の接続点けベル2の毛



位 とフルブリッジ構成の各アーム24～27の半導体スイッチの接続点との間にタイオ

ード18e 8 189 8hを接続して、マルチレベルダイオードクランプ型PW コンバ

ータを構成している。

すなわち、アーム24の半導体スイッチ18aと 8bの接続点と前記第2の平滑コンデン

ザ 2と第3の平滑コンデンザ 3の接続点との間に図示のようにダイオード18eを、アー

ム25の半導体スイッチ18aと 8bの接続点と前記第2の平滑コンデンザ 2と第3の平滑

コンデンザ 3の接続点との間にダイオード18fを、アーム26の半導体スイッチ18aと 8b

ダイオード189を、アーム27の半導体スイッチ18aと 8bの接続点と前記第2の平滑コン

デンザ 2と第3の平滑コンデンザ 3の接続点との間にダイオード18hを接続している。

００5 3」 ここで、アーム24の半導体スイッチ18a 8bを導通させることによって出力端Aに E

の電圧を出力することができ、アーム24の半導体スイソチ18bおよびアーム2 5の半導

体スイッチ18aを導通させることによって出力端Aに E 2の電圧を出力することができ

、さらにアーム25の半導体スイッチ18a 18bを導通させることによって出力端Aに０の

電圧を出力することができ、このようにして、出力端 に3レベルの電圧を出力するこ

とができる。

００54」 また、出力端Bについても同様であり、結局、出力端A，B間の電圧として、 から

Eまでの5通りの電圧 ( E E 2，０，E 2 E)を出力することができる。

さらに、これらをPWM 御することによって、 Eから Eまでの間で任意の電圧を出

カすることができる。

００5 5] 3レベルPWMインバータ回路 18は、直流電圧源をVdc とVdc2に分割し、各アーム2

4～2 7も同様に半導体スイソチ18a 8bで分割して、それぞれをダイオード18e 8

189 8hで接続することによって、各々の半導体スイッチ18a 18bには前記分割され

た直流電圧分の直流電圧しか印加されないため、耐電圧の低い半導体スイッチを用

いても大きな出力電圧が得られる。

また、電流増幅器 19～2 にそれぞれマルチレベルPWMインバータ回路 18を使用し

てPWM制御しているため、他のインバータを使用した場合に比べて電流リップルを減

少させることができる。



」００56 マルチレベルPWMインバータ回路においては、例えば、上記3レベルPW インバ

ータ回路 18の場合、分割した二っの直流電源電圧Vdc とVdc2との間に差が生じると

、正負の出力電圧にも差が生じ、負荷に流れる電流のリップル増加の要因となる。そ

こで、二つの直流電源電圧Vdc とVdc2の電圧を等しく、かつ安定化するために、上

記昇圧チョッパ回路6及び位相シフトインバータ回路 7のそれぞれの出力電圧がMR

装置のシーケンサ22から出力される第 および第2の電圧指令1 22a 22bになるよぅ

にフィードバック制御される。

００5 7」 図1に示すよぅに、第2の平滑コンデンサ 2の電圧Vd と第3の平滑コンデンサ 3の

電圧Vdc2を絶縁電圧検出器 12a 13aで検出し、これらの検出した値とMR 装置のシ

ーケンザ22から出力される第2の電圧指令値22bとの差が零になるよぅに上記位相シ

フトインバータ回路 7の位相差を制御することにより上記二つの直流電源電圧Vdc と

Vdc2を同じ電圧に安定化することができる。

同様に上記位相シフトインバータ回路 7の入力直流電源電圧Vdcc、すなわち昇圧

チョッパ回路6の出力電圧Vdccにっいても電圧検出器6eで検出した値とMR 装置の

シーケンサ22から出力される第 の電圧指令 との差が零になるように上記昇圧

チョッパ回路6の半導体スイッチ6bの導通と非導通の比率を制御することにより上記

位相シフトインバータ回路 7の入力直流電源電圧Vdccを安定なものとすることができ

る。

なお、上記マルチレベルPWMインバータ回路 18の直流電源電圧Vdc とVdc2は位

相シフトインバータ回路 7でフィードバック制御されて安定化されるので、上記昇圧型

チョッパ回路6の出力電圧は必ずしもフィードバック制御する必要はない場合もある。

００5 」8 上記直流電源電圧Vdc とVdc2は合せて2００ (V 程度の直流の高電圧とする必要

があるが、本発明の第 の実施形態では、電圧を昇圧する手段として昇圧チョッパ回

路6と絶縁変圧器8，9の二つの要素を備えているので、これらの要素による昇圧を適

切に分担して上記の必要な電圧に昇圧すれば良い。

例えば、2００V の商用電源電圧を第1の交流一直流変換器4で直流に変換し、さ

らにこれを第 の平滑コンデンサ5で平滑して得られる電圧約282 V) (2００X 2)を昇

圧チョッパ回路6で3倍の846 V) (半導体スイッチ GBTの耐電圧を考慮して)に昇圧し



、この昇圧された電圧を絶縁変圧器8，9で2・5倍程度に昇圧すれば上記の目標の直

流高電圧を得ることが可能となる。

この場合、前述したよぅに前記絶縁変圧器8，9の入力電圧は前記位相シフトインバ

ータ回路 7で2０kHz程度まで高周波化することにより、当該絶縁変圧器8，9及び第2，

第3の平滑コンデンザ (静電容量を小さくできるため)は小型なものとなる。

００59」 このよぅに、昇圧チョッパ回路6の昇圧比と絶縁変圧器8，9の変圧器比を適切な値

に選定し、前記位相シフトインバータ回路 7で高周波化された交流電圧を前記絶縁

変圧器8，9に入カすると共に前記位相シフトインバータ回路 7に3アームから成る二

組のフルブリッジインバータ回路を用いて構成したので、マルチレベルPWMインバー

タ回路 18の直流高電圧電源を小型で安価なものとすることができる。

００6０」 図6は、本発明電源装置の第2の実施形態によるMR 装置の傾斜磁場電源装置の

回路構成図である。

ただし、直流高電圧発生のための構成要素のぅち、上記図1の第1の実施形熊の昇

圧チョッパ回路6までは同じ構成であるので、図6では位相シフトインバータ回路6０及

び交流・直流・昇圧変換部5０のみを示し、またこの交流・直流昇圧変換部 5０の出力

を受けるマルチレベルPWMインバータ回路は5レベルのマルチレベルPWMインバー

タ回路 3０とし、その出力側には負荷としてX軸コイル15が接続されてる。なお、この回

路 3０の半導体スイッチング制御装置及びこの装置からの出力信号を増幅してマル

チレベルPWMインバータ回路 3０の半導体スイッチを駆動する回路は省略してある。

なお、Y軸コイル16及びZ軸コイル17についても同様の5レベルのマルチレベル W

Mインバータ回路 3０を用いるが、ここではX軸コイル15の場合についてのみ説明する

」００6 1 5レベルのマルチレベルPWMインバータ回路 3０では、その直流電源として、0レベ

ル、 4レベル、2 4レベル(， 2レベル)、3 4レベル、そして最大レベル4 4レベルの

5レベルの直流電圧電源が必要である。

本発明の第2の実施形態では、これらの4つの同じ直流電圧を得るために、図1の昇

圧型チョッパ回路6の出力電圧Vdcc(第4の平滑コンデンザ6 dの電圧)を位相シフトイ

ンバータ回路 6０で4つの交流電圧に変換し、これを交流・直流昇圧変換部 5０で直流



に変換する。

」００6 2 前記位相シフトインバータ回路 6０は、半導体スイッチ6０aと6０bによるアーム1と、半

導体スイッチ6０cと6０dによるアーム2と、半導体スイッチ6０e と6０fによるアーム3と、半

導体スイッチ6０9と6０hによるアーム4と、半導体スイッチ6０と6０によるアーム5の5つの

アームを備え、前記アーム1とアーム2で構成される第1のフルブリッジインバータ回路

と、前記アーム1とアーム3で構成される第2のフルブリッジインバータ回路と、前記ア

ーム1とアーム4で構成される第3のフルブリッジインバータ回路と、前記アーム1とアー

ム5で構成される第4のフルブリッジインバータ回路とから成る4つのフルブリッジイン

バータ回路と、これらのフルブリッジインバータ回路の半導体スイッチをスイッチング

制御する第3のスイッチング制御装置6０kと、この第3のスイッチング制御装置6０kの出

力を増幅して前記半導体スイッチを駆動する駆動回路6０9とを備えて構成される。

なお、前記半導体スイッチ6０a～6０には逆並列ダイオードが接続されている。

００6 3
」 前記第3のスイッチング制御装置6０kは、5レベルのマルチレベルPWMインバータ回

路 3０への直流電源電圧がMR 装置のシーケンサ2 2から出力される第3の電圧指令値

2 2dに一致させる制御信号を生成する位相差PW M 御信号生成部6０と、この位相

差PWM制御信号生成部6０で生成された信号の位相を遅れ又は進み位相にシフト

する第3の位相シフト部6０m、第4の位相シフト部6０n、第5の位相シフト部6０ 、第6の

位相シフト部6０pから成る。

」００64 前記4つのフルブリッジインバータ回路において、アーム1は全てのフルブリッジイン

バータ回路で共用し、図1の第1の実施形熊で説明した第 の制御方法、第2の制御

流電圧を得るものである。

すなわち、アーム1の半導体スイッチの導通位相に対してアーム2～アーム5の対向

する半導体スイッチを遅れ位相又は進み位相で導通制御して、入力の直流電圧Vdc

cを前記アーム1とアーム2で構成される第1のフルブリッジインバータ回路により交流

電圧Vac3に変換し、前記アーム1とアーム3で構成される第2のフルブリッジインバー

タ回路により交流電圧Vac4に変換し、前記アーム1とアーム4で構成される第3のフル
ブリッジインバータ回路により交流電圧Vac5に変換し、前記アーム1とアーム5で構成



される第4のフルブリッジインバータ回路により交流電圧Vac6に変換して、これらの変

換された交流電圧を交流・直流昇圧変換部 5０の4っの絶縁変圧器3 1a 3 1b 3 1c 3 1

dの入力側にそれぞれ入カする。

００6 5
」 交流・直流昇圧変換部5０は、前記位相シフトインバータ回路6０で変換された4つの

交流電圧Vac3～Vac6を絶縁変圧器3 1a 3 1b 3 1c 3 1dで絶縁、昇圧し、これらの昇

圧された交流電圧を交流 直流変換器(全波整流器)32a 32b 32c 32d で直流に変

換し、これらの変換された直流電圧を平滑コンデンザ 33a 33b 33c 33d で平滑して4

つの直流電圧Vdc3 Vdc4 Vdc5 Vdc6を得て、これらの直流電圧を5レベルのマル

チレベルPWMインバータ回路 3０の直流電源とする。

これらの4つの直流電圧Vdc3 Vdc4 Vdc5 Vdc6は同じ値の変動のない安定な電

圧とするために、前記Vdc3 Vdc4 Vdc5 Vdc6を絶縁電圧検出器34a 34b 34 c 34

dでそれぞれ絶縁して検出し、前述したよぅに前記直流電圧Vdc3 Vdc4 Vdc5 Vdc6

を第3の電圧指令値22dに一致させるよぅに第3のスイッチング制御装置6０kヘフィード

」００66 このように、4つの交流電圧をそれぞれ独立して制御するためのフルブリッジインバ

ータ回路には、従来は16個の半導体スイッチを必要としていたが、上記本発明の第2

の実施形態では1０個で済むので、半導体スイッチの数及びこれらの半導体スイッチ

を駆動する回路も少なくなる。

さらに、第1の実施形熊で述べたように、半導体スイッチの導通制御に第1の制御方

法、第2の制御方法または第3の制御方法のいずれかのぅちの任意の制御方法を用

いることにより、各アームの半導体スイッチで発生する損失を考慮した放熱実装の最

適化、ザ一ジ電圧抑制手段の最少化及び半導体スイッチの選択の適正化により、イ

ンバータ回路を小型で安価にものとすることができる。

００6 7] 5レベルのマルチレベルPWMインバータ回路 3０は、その入力に前記直流電圧源E、

E (電圧二Vdc3+Vdc4+Vdc5+Vdc6) を接続し、その出力端A，Bに任意の電圧波形を出

カするよぅに構成しており、4対の半導体スイッチ3０a 3０b 3０c 3０dおよびそれぞれ

に逆並列接続したダイオード3０e 3０f 3０9 3０hを直列に接続した4組のアーム3 ～3

4を有し、前記4組のアームをフルブリッジに接続している。



」００68 平滑コンヂンサ33a と3 3bの接続点と、フルブリッジ構成の各アーム3 ～34 における

半導体スイッチ3０aと半導体スイッチ3０bとの接続点との間にダイオード3 5～38をそれ

ぞれ接続し、また、平滑コンデンサ3 3bと33c の接続点と、各アーム3 ～34 における半

導体スイッチ3０bと半導体スイッチ3０cとの接続点との間にダイオード39～4 2をそれぞ

れ接続し、同様に、平滑コンデンサ33c と33d の接続点と、各アーム3 ～34 における半

導体スイッチ3０cと半導体スイッチ3０dとの接続点との間にダイオード4 3～4 6をそれぞ

れ接続している。

」００69 ここで、アーム3 の半導体スイッチ3０a～3０dを導通させることによって出力端Aに十

Eの電圧を出カすることができ、アーム3 の半導体スイッチ3０b～3０dおよびアーム32

の半導体スイッチ3０aを導通させることによって出力端Aに E 3 4の電圧を出カする

ことができ、アーム3 の半導体スイッチ3０c 3０dおよびアーム3 2の半導体スイッチ3０a

3０bを導通させることによって出力端Aに E 2の電圧を出カすることができ、アー

ム3 の半導体スイッチ3０dおよびアーム3 2の半導体スイッチ3０a～3０cを導通させるこ

とによって出力端Aに E 4の電圧を出カすることができ、さらにアーム3 2の半導体ス

イッチ3０a～3０dを導通させることによって出力端Aに零の電圧を出カすることができ、

このようにして、5レベルの電圧を出力端Aに出カすることができる。

００7０」 また、出力端Bについても同様であり、結局出力端A，B間の電圧として、 から十

Eまでの9通りの電圧を出カすることができる。

さらに、これらをPW 変調することによって、 から Eまでの間で任意の電圧を

出カすることができる。

００7 」1 5レベルのマルチレベルPWMインバータ回路 3０は、E～E 間の直流電圧源をVdc3

Vdc4 Vdc5 Vdc6 の4つの電圧に分割し、各アーム3 ～34も同様に4つの半導体ス

イッチ3０a～3０dで分割して、それぞれをダイオード3 5～46で接続することによって、

各々の半導体スイッチ3０a～3０dには分割された直流電圧分の直流電圧しか印加さ

れないため、耐電圧の低い、半導体スイッチを用いても大きな出力電圧が得られる。

００7 」2 図7は、本発明電源装置の第3の実施形態によるMR 装置の傾斜磁場電源装置の

回路構成図である。

この第3の実施形態は、位相シフトインバータ回路 7０の主回路構成のみが前記図6



の第2の実施形熊と異なり、他は同じであるのであるので、ここでは位相シフトインバ

ータ回路 7０の構成について説明する。

００73」 図7の位相シフトインバータ回路 7０は、図1に示した第1の実施形熊の位相シフトイ

ンバータ回路 7を二組用いて昇圧チョッパ回路 6の出力電圧Vdccを4つの交流電圧V

ac3 Vac4 Vac Vac に変換する。

すなわち、半導体スイッチ7０aと7０bによるアーム1と、半導体スイッチ7０cと7０dによる

アーム2と、半導体スイッチ7０e と7０によるアーム3とで二組のフルブリッジインバータ

回路を構成し、半導体スイッチ7０9と7０hによるアーム4と、半導体スイッチ7０と7０によ

るアーム5と、半導体スイッチ7０kと7０によるアーム6とでもう二組のフルブリッジインバ

ータ回路を構成する。

」００74 前記アーム1～アーム3による二組のフルブリッジインバータ回路は、アーム1とアー

ム2で第 のフルブリッジインバータ回路を構成し、アーム1とアーム3で第2のフルブリ

ッジインバータ回路を構成するもので、前記アーム1を第1、第2のフルブリッジインバ

ータ回路で共用する。

同様に、前記アーム4～アーム6による二組のフルブリッジインバータ回路は、アー

ム4とアーム5で第3のフルブリッジインバータ回路を構成し、アーム4とアーム6で第4

のフルブリッジインバータ回路を構成するもので、前記アーム4を第3，第4のフルブリ

ッジインバータ回路で共用する。

」００75 前記4つのフルブリッジインバータ回路に、図1の第1の実施形態で説明した第 の

制御方法、第2の制御方法または第3の制御方法を適用して半導体スイッチを導通制

御し、4つの同凶直の交流電圧を得るものである。

すなわち、前記アーム1の半導体スイッチの導通位相に対してアーム2、アーム3の

半導体スイッチを遅れ位相又は進み位相で導通制御して、直流電圧Vdccを前記ア

ーム1とアーム2で構成される第1のフルブリッジインバータ回路により交流電圧Vac3

に変換し、前記アーム1とアーム3で構成される第2のフルブリッジインバータ回路によ

り交流電圧Vac4に変換する。

同様に、前記アーム4の半導体スイッチの導通位相に対してアーム5、アーム6の半

導体スイッチを遅れ位相又は進み位相で導通制御して、直流電圧Vdccを前記ア一



ム4とアーム5で構成される第3のフルブリッジインバータ回路により交流電圧Vac5に

変換し、前記アーム4とアーム6で構成される第2のフルブリッジインバータ回路により

交流電圧Vac6に変換する。

００7 」6 このよぅに、4つの交流電圧をそれぞれ独立して制御するためのフルブリッジインバ

ータ回路には、従来は16個の半導体スイッチを必要としていたが、上記本発明の第3

の実施形態では12個で済芭ので、半導体スイッチの数及びこれらの半導体スイッチ

を駆動する回路も少なくなる。

００77」 さらに、半導体スイッチの導通制御に第 の制御方法または第2の制御方法または

第3の制御方法のいずれかのぅちの任意の制御方法を用いることにより、各アームの

半導体スイッチで発生する損失を考慮した放熱実装の最適化、ザ一ジ電圧抑制手

段の最少化及び半導体スイッチの選択の適正化により、インバータ回路を小型で安

価にものとすることができる。

００78」 図8は、本発明電源装置の第4の実施形態で、上記第1の実施形熊の3レベルおよ

び第2、3の実施形態の5レベルのマルチレベルPW インバータ回路への直流高電

圧電源中の昇圧型チョッパ回路 6を改良したもので、商用三相交流電源3の交流電

圧を直流に変換すると共に該三相交流電源電圧を全波整流し、これを平滑して得ら

れる電圧よりも高い電圧に昇圧する機能を備えた第4の交流一直流変換器8０の回路

構成図であり、前記変換器8０で昇圧した直流電圧は前記位相シフトインバータ回路 7

6０ 7０の直流電源として適用される。

００79」 上記図8に示す第4の交流一直流変換器8０は、GBTによる自己消弧可能な半導体

スイッチ8０a～8０f及びこれらに逆並列に接続されたダイオード8０9～8０による三相全

波整流回路と、この三相全波整流回路の交流入力端と三相交流電源3の各相との間

に接続されたリアクトル8０m 8０n 8０ と、前記三相全波整流回路の出力電圧を平滑

する平滑コンデンサ8０pと、この平滑コンデンサ8０pの電圧を検出する電圧検出器8０q

と、この電圧検出器8０qの検出値と上記MR 装置のシーケンザ22からの第1の電圧指

令 22a とが一致するよぅに前記半導体スイッチ8０a～8０透スイッチング制御する第4

のスイッチング制御装置8０と、このスイッチング制御装置8０から出力されるスイッチ

ング制御信号を所定の値に増幅して前記半導体スイッチ8０a～8０f を駆動する回路8



s で構成されている。

」００8 ０ この第4 の交流一直流変換器8 ０は、特開平7 65987号公報に開示されているよぅに

、前記電圧検出器8 ０qの検出値と上記 R 装置のシーケンサ2 2からの第 1の電圧指

令 22a とが一致するよぅに前記半導体スイッチ8 ０a～8 ０透パルス幅変調制御 (PWM

制御)して、上記リアクトル8 ０m 8 ０n 8 ０ に電磁エネルギを蓄え、その電磁エネルギ

を上記平滑コンデンサ8 ０p に放出することによって該平滑コンデンサ8 ０p には交流電

源の電圧以上の電圧が充電される。

すなわち、前記第 1の実施形態の昇圧型チョッパ回路 6 で昇圧される、例えば、846 (

V 程度の電圧まで昇圧することができる。

さらに、前記第4 の交流一直流変換器8 ０は、前記三相交流電源 3 の相電流と相電

圧を検出する相電流及び相電圧検出器8 ０を備えることによって、前記交流電源の

の電圧指令値)との誤差に応じて前記半導体スイッチ8 ０a～8 ０睦パルス幅変調制御

することにより、前記交流電源の相電流と相電圧の位相を一致させることができるの

で、力率が改善されて皮相電力が小さくなり、前記第4 の交流一直流変換器8 ０に流

れる電流は小さくて済むと共に前記三相交流電源設備の容量も低減できるといぅ効

果が得られる。

００8 このように、本発明の第4 の実施形熊によれば、マルチレベルP W インバータ回路

を用いた傾斜磁場電源装置の直流高電圧電源を小型で安価なものとすることができ

ると共に三相交流電源設備の容量も低減できるという効果が得られる。

」００8 2 なお、上述した実施の形熊では、マルチレベルPWM インバータ回路への直流電源

電圧をフィードバッ夕制御 (位相シフトインバータ回路 7 ，6 ０ 7０，昇圧型チョッパ回路 6

及び第4 の交流一直流変換器8 ０)して安定化する例について説明したが、負荷として

の傾斜磁場コイルに流れる電流をMR 装置のシーケンザ 2 2から出力される電流指令

値2 2 c 1 22c 2 22c 3になるよぅに制御する手段を講じているので、商用交流電源の電

圧変動やその他の要因によって発生する前記直流電源の変動が許容範囲以内であ

れば、必ずしもフィードバック制御する必要はない。

したがって、上記マルチレベルPWM インバータ回路への直流電源電圧のフィード



バック制御は必要に応じて適用すれば良い。

００8 3」 また、半導体スイッチとして、第4の交流一直流変換器8０、昇圧型チョッパ回路 6、位

相シフトインバータ回路 7，6０ 7０，及びマルチレベルPW インバータ回路に GBTを

用いた例について説明したが、これに限定するものではなく、前記 GB L、M FET

やバイポーラトランジスタなどの半導体スイッチを用途に応じて用いれば良い。

」００84 さらに、電流増巾器として、3レベル及び5レベルのマルチレベルPWMインバータ回

路の例を挙げたが、これに限らず上記実施形態と同じ考えで直流電源を構成し5レ

ベル以上のマルチレベルPWMインバータ回路に適用することも可能である。

さらにまた、本発明電源装置には負荷としてMR 装置の傾斜磁場コイルを接続した

例について説明したが、静磁場もしくは高周波磁場を発生させるコイルを負荷として

接続して用いることもできる。

さらにまた、上記実施例において交流・直流昇圧変換部により生成する直流電圧の

数は図示例では偶数であったが、奇数個の直流電圧を生成するよぅにしても良い。



請求の範囲

複数の直流電圧源を直列に接続した直流電圧電源手段と、この直流電圧電源手

段の直流電圧を電源とするマルチレベルインバータによる電流増幅手段と、この電

流増幅手段の出力に負荷が接続され該負荷に流れる電流を電流指令値となるよぅに

前記電流増幅手段を制御する電流制御手段とを備えた電源装置であって、前記直

流電圧電源手段は、商用交流電源電圧を直流電圧に変換し、この変換された直流

電圧を昇圧する直流一交流変換手段と、この変換手段で変換された複数の交流電

圧を絶縁して昇圧する複数の絶縁変圧器と、該変圧器の出力電流に変換して得ら

れる複数の直流電圧源を直列接続して成る電源装置。

」2 複数の直流電圧源を直列に接続した直流電圧電源手段と、この直流電圧電源手

段の直流電圧を電源とするマルチレベルインバータによる電流増幅手段と、この電

流増幅手段の出力に負荷が接続され該負荷に流れる電流を電流指令値となるよぅに

前記電流増巾手段を制御する電流制御手段とを備えた電源装置であって、前記直

流電圧電源手段は、商用交流電源電圧を直流電圧に変換し、この変換された直流

電圧を昇圧する交流一直流変換昇圧手段と、この手段で昇圧された直流電圧を偶

数の交流電圧に変換する直流一交流変換手段と、この変換手段で変換された偶数

の交流電圧を絶縁して昇圧する複数の絶縁変圧器と、該変圧器の出力電圧を直流

に変換して得られる複数の直流電圧源を直列接続して構成し、前記直流一交流変

換手段は、半導体スイッチとこの半導体スイッチに逆並列に接続されたダイオードと

によるスイッチ手段を二つ直列に接続して構成されたアームを少なくとも三つ以上並

列に接続し、これら複数アームのぅちの少なくとも一つのアームを共通にして、該共通

アームと前記残りのアームで構成された二組以上の偶数のフルブリッジインバータ回

路と、各フルブリッジインバータ回路の前記共通アーム中のそれぞれの半導体ス不ソ

チに対して残りのアームの対向する半導体スイッチに位相差を与えて制御する位相

差制御手段とを備えていることを特徴とする電源装置。

3」 前記位相差制御手段は、前記共通アームの半導体スイッチの導通位相に対して前

記残りのアームの半導体スイッチの導通位相を遅れ位相及び または進み位相とす
ることを特徴とする請求の範囲第2項記載の電源装置。



4」 前記交流一直流変換昇圧手段は、前記商用交流電源電圧を直流に変換する手段

と、この手段で変換された直流電圧を昇圧する昇圧型チョッパ回路と、このチョッパ回

路の半導体スイッチの導通比率を制御する導通比率制御手段とを備えていることを

特徴とする請求の範囲2または3項記載の電源装置。

5」 前記交流一直流変換昇圧手段は、複数対の半導体スイッチが並列接続されたブリ

ッジ回路と前記複数対のそれぞれの半導体スイッチに逆並列に接続されたダイオー

ドと、前記ブリッジ回路の交流入力端と前記商用交流電源間に接続されたリアクトル
と、前記半導体スイッチをパルス幅変調制御するパルス幅変調制御手段とを備えて

いることを特徴とする請求項第2または3項記載の電源装置。

」6 前記位相差制御手段は、さらに前記直流電圧電源手段の直流電圧を検出する直

流電圧検出手段を備え、この手段で検出した検出値と第 の目標電圧指令値との差

が零になるよぅに前記位相差をフィードバッ夕制御することを特徴とする請求項第3項

記載の電源装置。

7」 前記導通比率制御手段は、さらに前記昇圧型チョッパ回路の出力電圧を検出する

手段を備え、この手段で検出した検出値と第2の目標電圧指令値との差が零になる

よぅに前記半導体スイッチの導通比率をフィードバック制御することを特徴とする請求

項第4項記載の電源装置。

8」 前記パルス幅変調制御手段は、さらに前記交流一直流変換昇圧手段の出力電圧

を検出する手段を備え、この手段で検出した検出値と第3の目標電圧指令値との差

が零になるように前記半導体スイッチの導通パルス幅をフィードバック制御することを

特徴とする請求項第5項記載の電源装置。

9」 前記パルス幅変調制御手段は、さらに前記商用交流電源の相電圧と相電流を検

出する手段を備え、前記相電圧と相電流の位相が一致するよぅに制御することを特

徴とする請求の範囲第8項記載の電源装置。

口０」 複数の直流電圧源を直列に接続した直流電圧電源手段と、この直流電圧電源手

段の直流電圧を電源とするマルチレベルインバータによる電流増幅手段と、この電

流増幅手段の出力に負荷が接続され該負荷に流れる電流を電流指令値となるよぅに

上記電流増巾手段を制御する電流制御手段とを備えた電源装置を用いた磁気共鳴



イメージング装置であって、上記負荷は磁気共鳴イメージング装置の磁場発生用コイ

ルであり、上記電源装置は請求の範囲第2から9項のいずれか 項記載の電源装置

を用いたことを特徴とする磁気共鳴イメージング装置。

は 」1 その入力端に適用三相交流電源が接続される交流一直流変換昇圧部、上記交流

一直流変換昇圧部の出力端がその入力端に接続される直流一交流変換部、上記直

流一交流変換部の出力端がその入力端に接続される交流一直流昇圧変換部およ

び上記交流一直流昇圧変換部の出力端がその入力端に接続されその出力端が負

荷に接続されるマルチレベルダイオードクランプ型PWMインバータから構成される電

源装置において、上記直流一交流変換部は、半導体スイッチとこの半導体スイッチ

に逆並列に接続されたダイオードとによるスイッチ手段を二つ直列に接続して構成し

たアームを少なくとも三つ以上並列に接続し、これら複数のアームのぅち少なくとも一

つのアームを共通にして、この共通アームと残りのアームで構成した二組以上の複数

のフルブリッジインバータ回路と、各フルブリッジインバータ回路の共通アーム中のそ

れぞれの半導体スイッチに対して、残りアームの対向する半導体スイッチに導通位相

差を与えて制御する位相差制御手段を備えた位相シフトインバータで構成したことを

特徴とする電源装置。

」2 上記位相シフトインバータは、二つのフルブリッジインバータ回路を有し、これらは

一つの共通アームと残りの二つのアームの一つと組合せて構成され、二つの出力交

流電圧を生成することを特徴とする請求の範囲第 項記載の電源装置。

3」 上記位相シフトインバータは、四つのフルブリッジインバータ回路を有し、これらは

一つの共通アームと残り四つのアームの一つと組み合わせて構成され四つの出力交

流電圧を生成することを特徴とする請求の範囲第 項記載の電源装置。

口 」4 上記位相シフトインバータは、四つのフルブリッジインバータ回路を有し、これらは

二つの共通アームと二つの共通アームのそれぞれと組合わされるそれぞれ二つの残

りアームから構成され四つの出力交流電圧を生成することを特徴とする請求の範囲

第 項記載の電源装置。

5 上記位相シフトインバータの動作周波数は約2０kHzであることを特徴とする請求の

範囲第 項記載の電源装置。
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