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dsPIC® DSC を使用した

電力変換アプリケーションの力率補正

ご注意：この日本語版ドキュメントは、参考資料としてご使用の上、最新情報に
つきましては、必ず英語版オリジナルをご参照いただきますようお願い
します。
はじめに

電源変換アプリケーションの多くで、AC-DC 変換
ステージが AC 電源の直後に実行され、整流後得ら
れる DC 出力が、その後に続くステージで使用され
ます。

正弦波入力とキャパシティブ フィルタをもつ整流
後の電圧源からは、高い振幅の電流パルスが確認で
きます。この電流は、システムに接続される負荷に
かかわらず、短時間で不連続です。

アプリケーションの多くがDC電圧源を必要とする
ため、キャパシティブ フィルタを持つ整流器が必
須となります。しかし、これによって不連続で短時
間の電流スパイクが発生します。このタイプの電流
は、メイン電源から取り出すとネットワーク ロス、
全高調波成分、放射性ノイズがかなり大きくなりま
す。電力レベルが 500 ワットを超えると、これらの
問題がより深刻になります。

電気システムの電力の品質の定量的尺度を提供す
る 2 つの要素が、力率 (PF) と全高調波歪 (THD) で
す。電気システムで消費される有効な電力の量は、
主にシステムの PF で決定されます。

力率を改善するメリットは次のとおりです。

• エネルギーと配電コストを下げる

• 配電での電気システムのロスを減少させる

• 電圧安定度を良くする

• 電力需要に対する供給容量を増やす

このアプリケーション ノートでは、デジタル シグ
ナル コントローラ (DSC)を使用した力率補正 (PFC)
についての考察、設計および実装を中心として 16
ビット固定小数の dsPIC® DSC を使用した PFC のソ
フトウェア実装を詳細に説明します。また、打ち切
り誤差の補償方法についても設計例で説明します。
結論的には、実験および波形からは、PFC コンバー
タのデジタル化は有効であるという結果が得られ
ています。

DCS は低価格で高性能なことから、アナログ - デジ
タル変換 (ADC) やパルス幅変調 (PWM) などの広範
囲の電力用周辺モジュールと組み合わせた電力関
連アプリケーションのデジタル設計に使用され、そ
の開発も簡単で容易です。

PFCのデジタル実装による優位性は次のとおりです。

• 洗練された制御アルゴリズムを容易に実装可能

• 柔軟なソフトウェア変更で特定の顧客ニーズに
適合できる

• 他のアプリケーションとの統合が容易

電力制御システムにおける力率の重要性

PF を理解するには、まず、電力が 2 つの要素を持
つことを知る必要があります。

• 実働あるいは実効電力
• 無効電力

実効電力とは、実際に消費され消費者側で電気メー
ターに記録される電力のことです。それは熱や光や
動きを生成するという実際の働きで、実効電力はキ
ロワット(kW)で表され、電気メーターではキロワッ
ト時 (kWh) で記録されます。

無効電力は、有効な働きはしませんが、誘導モータ
駆動のポンプやファン、溶接機を始めとする工業用
誘導負荷に関連した電磁場を保持し、維持するため
に必要です。無効電力の単位は、キロボルト アン
ペア 無効 (kVAR) で計測されます。

有効電力と無効電力を含む合計の必要電力容量は
皮相電力と呼ばれ、キロボルト アンペア (kVA) とい
う単位が使用されます。

力率は、全皮相電力からみた場合、システムで使用
する有効電力量を求めるパラメータとなります。ま
た、力率はときに経済的節約を示す重要な計測量と
なります。

図 1 に、PFC がある場合とない場合の典型的な電流
波形を示します。
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図 1: PFC がある場合とない場合の電流波形

これらの波形は、PFC が主電源から取り出す入力電
流を改善し、DC バスの電圧リップルを削減できる
ことを示しています。

PFC の目的は、電源への入力を単純な抵抗と同様に
扱えるようにすることです。これにより電力配電シ
ステムをより効率的に運用し、エネルギー消費を改
善できます。 
力率は実効電力を皮相電力で除算した結果に等し
く、式 1 で表されます。

式 1: 力率

比率が一定値からそれた場合は、入力に位相変位
か、高調波歪、あるいは両方が含まれており、いず
れも力率を悪化させます。

システム内で無効電力として失われる残存電力は、
2 つの理由により発生します。

• 電流が電圧に対し位相シフトして変位を発生

• 電流に高調波が含まれていて歪を発生

この 2 つの要素は基本波力率と歪率として定義さ
れ、力率を式 2 で求められます。負荷に対し無効と
なる電圧と電流の間の変位量は「度」で表します。
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力率 = 実効電力 / ボルト×アンペア 
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式 2: 力率

高調波成分

高調波電流は基本波の整数倍の正弦波で、電気ネッ
トワークに対する連続的で定常的な外乱とみなさ
れます。高調波は、電力サージによる過渡ひずみで
発生する電力線障害とは全く異なります。

高調波電流の要因

高調波電流歪の主な要因は次のとおりです。

• 電力設備 ( 整流器、UPS システム、可変周波数
駆動、転炉、サイリスタ システム、スイッチン
グ電源、SCR 制御システム、他 )

• 付属装置 ( 溶接機、アーク炉、水銀灯、他 )
• 可飽和誘導装置 ( 発電機、モータ、トランス、他 )

高調波電流が誘因する問題

高調波電流が誘因する問題には主に次の内容があ
ります。

• 制御システム部品の誤作動

• 高感度電気設備の故障

• サーキットブレーカーのトリップやヒューズの
溶断

• キャパシタ、トランス、モータ、照明用バラス
トその他の異常な温度上昇

• 隣接電気設備への干渉

高調波電流によるこれらの問題解決するには、入力
から取り出された電流を、電圧の波形のように変え
る必要があります。式 2 に、全高調波歪 (THD) を示
します。

PFC は、基本波力率と歪率を改善して、電源から引
き出される実効電力を 大化します。これには、無
効要素によってシステム内で発生するロスを減ら
し、その結果、電力品質とシステムの全体効率が改
善されます。

電力コンバータが電圧源から供給され、かつ供給電
圧に対し電圧コンバータがリニアな抵抗と見なさ
れるようにし、入力電流波形が入力電圧波形をなぞ
るようになります。例えば、図 2 に示すように、入
力電圧 (V) が正弦波なら、入力電流 (I) も同様です。

図 2:

 力率 = 基本波力率×歪率

ここで、

cosφ = 電圧と電流の基本波力率

THD = 全高調波歪

I1 = 基本周波数での電源からの取り出し電流

I2 = 基本周波数の倍での電源からの取り出し電流、以下同様
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電力コンバータを抵抗のようにするには

インダクタやキャパシタなどのリアクタンス受動
素子と、MOSFET や IGBT のような能動スイッチン
グ素子を持ちつつ、コンバータを電源に対して抵抗
と見えるようにする方法について説明します。

まず、PFC は低周波が必要条件であるという事実が
鍵となります。コンバータは、全周波数帯域で抵抗
である必要はありません。高周波リップルを取り除
くために既存のフィルタ技術が使用できます。

コンバータ内の基本素子は、インダクタ (L) とキャ
パシタ (C) で、ゼロ次の素子です。つまり、基本的
特性として、単一サイクル内ではエネルギーを蓄え
られないことを意味します。

• インダクタは電流の急転換はできない。した
がって図 3 のように、周期的電流源とオープン 
スイッチによる開回路を構成する。

• キャパシタは電圧の急転換はできない。した
がって図 4 のように、周期的電圧源とクローズ 
スイッチによる閉回路を構成する。

図 3: 電流の急転換

図 4: 電圧の急転換

アクティブ PFC は、入力電流と出力電圧の両方を
制御する必要があります。電流波形を供給電圧の整
流波形となるようにして、コンバータへの入力が抵
抗として見えるようにします。出力電圧は、電流を
プログラムする信号の平均振幅で制御します。

図 3 と図 4 は、次の結論を導く基本的な特性を示し
ています。

• 2 つの素子、インダクタとキャパシタは、低周波
に対しては抵抗とみなすことができる

• インダクタを流れる電流は、供給電圧をなぞる
ような形にプログラム制御するので、電圧と同
じ波形と仮定できる。これを達成するために異
なる方式が PFC の実装に使用される

AC ラインに使用される抵抗負荷の実効抵抗は、実
負荷の電力要求に応じて徐々に変化します。ライン
電流はライン電圧への比例を保ちますが、比例定数
はライン サイクルを経てゆっくり変化します。
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PFC の方式の理論的背景

DSC ベースのアプリケーションでは、関係するアナ
ログのパラメータと制御ループを、再定義し離散化
することが必要です。こうすることで、既存ハード
ウェアからデジタルへの転換を、より容易に論理的
に実行できます。

PFC の基本機能は、システムから取り出す入力電流
を正弦波とし入力電圧と同相にすることです。図 5
に PFC に必要な要素ブロックと、dsPIC デバイスと
インターフェースする PFC ステージを示します。こ
れは AC-DC コンバータ ステージで、ここで AC 入
力電圧を DC 電圧に変換し、高い入力力率として入
力電流を正弦波に保ちます。ブロック図で示すよう
に、制御アルゴリズムを実装するには 3 つの入力信
号が必要です。

入力整流器が電力周波数の交互電圧を単一側の電
圧に変換します。この整流された電圧がチョッパー
回路に供給され、負荷に対しスムースで一定の DC
出力電圧を生成します。

チョッパ回路は、下記の 3 つの計測フィードバック
信号に基づいて、dsPIC デバイスにより生成された
PWM スイッチング パルスで制御されます。

• 整流後の入力電圧
• 整流後の入力電流
• DC バス電圧

アクティブ PFC のトポロジでは、図 5 のブロック
図をベースとしています。

図 5: 力率補正の要素のブロック図

整流器 チョッパー

整流後の電圧 バス電流 DC 電圧

dsPIC® デジタル シグナル コントローラ

負荷AC 入力

スイッチングパルス
© 2008 Microchip Technology Inc. DS01106A_JP - ページ 5



AN1106
力率補正のトポロジ

昇圧型 PFC 回路

昇圧型コンバータは入力整流電圧より高い電圧を
生成するため、スイッチ (MOSFET) には VOUT の電
圧定格が必要です。図 6 に昇圧型 PFC ステージの
回路を示します。図 7 に昇圧型 PFC の入力電流波
形を示します。

図 6: 昇圧型 PFC

図 7: 昇圧型 PFC の入力電流波形

降圧型 PFC 回路

降圧型 PFC 回路では、出力 DC 電圧は入力整流電圧
より低くなります。大きなフィルタがスイッチング
リップルを減らすために必要となり、この回路では
かなりの力率改善ができます。この場合には、ス
イッチ (MOSFET) は VIN の定格となります。図 8 に
降圧型 PFC ステージの回路を示します。図 9 に、降
圧型 PFC の入力電流波形を示します。

図 8: 降圧型 PFC

図 9: 降圧型 PFC の入力電流波形

昇降圧型 PFC 回路

昇降圧型 PFC 回路では、出力 DC 電圧は、入力整流
電圧より高くも低くもなります。この場合には高い
力率が達成でき、スイッチ (MOSFET) の定格は (VIN
+ VOUT) となります。図 10 に、昇降圧型 PFC の回
路を示し、図 11 に昇降圧型 PFC の入力電流波形を
示します。

図 10: 昇降圧型 PFC

図 11: 昇降圧型 PFC の入力電流波形

入力ライン電圧と出力負荷の種別にかかわらず、降
圧型コンバータと昇降圧型コンバータで取り出され
る電流は常に不連続となります。しかし、昇圧型コ
ンバータの場合には、連続通電モード (CMM) で動作
させれば、取り出される入力電流は常に連続的です。
これが入力電流の高調波の削減に役立ちます。
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dsPIC30F6010A を使用した PFC
このアプリケーション ノートで解説するアプリ
ケーション用に選択したトポロジは、昇圧型 PFC 回
路で、dsPIC30F6010A を使用したデジタル的な実装
です。しかし、PFC ソフトウェア実装はいずれの
dsPICデバイスでも可能です。図12にdsPIC30F6010A
を使用した PFC 実装のブロック図を示します。

dsPIC デバイスからの出力は昇圧型コンバータのス
イッチの駆動パルスだけで、これで、AC ラインに
対しては抵抗負荷に見えるようにしながら、DC バ
スの公称電圧を制御しています。

昇圧型コンバータの出力DC電圧とインダクタを通
る入力電流が、本来アクティブ PFC で制御される 2
つのパラメータです。ここで PFC 用に使用される
技術は、平均電流モード制御です。

平均電流モード制御では、出力電圧は電流信号の振
幅の平均を可変することで制御されます。 
電流信号は、整流後の入力電圧と電圧誤差補正の出
力と電圧フィード フォワード補正出力との積をデ
ジタルに計算して求められます。

整流後の入力電圧は、電流信号が整流後の入力電圧
と同じ波形になるように乗じられます。高い力率に
するためには、電流信号を可能な限り整流後の電圧
波形に近づける必要があります。

電圧フィード フォワード補償は、入力電圧の公称
電圧からの変化に対し補正をするため、一定の出力
電力を維持する不可欠な要素です。

図 12: dsPIC30F6010A を使用した PFC 実装のブロック図
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PFC ソフトウェアの実装

図 13 と図 14 には、力率補正を達成するための 3 つ
の主要ブロックを示します。

図 13: PFC ハードウェア インターフェース

図 14: PFC ソフトウェアの実装
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電流誤差補正

制御ブロックの内側のループは電流ループを形成
しています。電流ループへの入力は、リファレンス
電流信号 IACREF と実際のインダクタ電流 IAC です。
電流誤差補正は、インダクタ電流 IAC がリファレン
ス電流 IACREF を追従し、制御する出力を生成する
よう設計されています。

電流ループは、電圧ループに対してかなり高速に実
行させる必要があります。電流補正の帯域は、入力
周波数の倍となる半波の正弦波の正確なトレース
より高速にします。通常、電流補正の帯域は、ス
イッチング周波数が約 100 kHz の場合、5 kHz から
10 kHz の間とします。ここではスイッチング周波数
を 80 kHz、電流ループの帯域幅を 8 kHz で選択して
います。80 kHz のスイッチング周波数では、コン
ポーネントサイズを 小限に保つよう選択します。

電流コントローラ GI はデューティ サイクルの値を
生成し、適切に変換されたあと、PFC 用 MOSFET
のゲートを駆動します。

電圧誤差補正

制御ブロックの外側のループは、電圧ループを形成
します。電圧ループへの入力は、リファレンス DC
電圧 VDCREF と、実際に検出した出力 DC 電圧です。
電圧誤差補正は、負荷電流 IO や供給電圧 VAC が変
化しても、DC バス出力電圧 VDC をリファレンス値
VDCREF の一定に保つような制御出力を生成するよ
う設計されています。電圧コントローラ GV は、内
側の電流ループに対するリファレンス電流 IACREF
を決定する制御信号を生成します。

出力電圧は、電圧誤差補正により制御されます。入
力電圧が高くなると、VAC と VPI の積が増加し、こ
れによりプログラミング信号が増加します。この信
号を平均電圧信号の二乗で割ると、結果は比例して
減少する電流リファレンス信号となります。

電圧の増加に比例して電流が減少する結果、入力電
力を一定に保ちます。こうして、電圧誤差補正から
のリファレンス制御出力 IACREF が 大のとき、
小の入力電圧から定格出力電力が引き出せるよう
にします。

電圧フィード フォワード補償

電圧が降下するとき、IACREF を決める積 (VAC · VPI)
も比例して減少します。ただし、降下した入力電圧
でも一定の出力電力を維持するため、IACREF 項を比
例させて上昇させる必要があります。入力電圧の
フィード フォワードの目的は、入力ライン電圧の
変換に対して、負荷によって決まる供給電力を一定
に保つことです。補償の値を求めるには、入力ライ
ン電圧の平均値をデジタルで計算し、この平均値を
二乗し、電流誤差補正から引き出された入力リファ
レンス電流を除算することで求められます。

VAC が PFC 回路への整流後の入力電圧だとすると、
入力電圧のフィード フォワード項は式 3 により計
算できます。 

式 3: 平均電圧の計算

「N」の計算は N = T/TS で求められますが、入力ラ
イン周波数、f = 1/T と制御ループ周波数 fs = 1/TS で
計算します。

PFC は 40 kHz の制御ループ周波数で、ADC 割り込
みサービス ルーチン (ISR) 内に実装されています。
40 kHz の制御ループ周波数は、入力電圧を正確に追
跡し、インダクタ電流を正確な波形にするために選
択しています。これに基づくサンプリング時間を、
式 4 に示します。

式 4: サンプリング時間

PFC ソフトウェアは、式 5 に示すように、ライン周
波数範囲を 40 Hz ～ 66 Hz として設計しています。

ここでは

VAC = 瞬時 AC 入力電圧

T = AC i/p 電圧の周波数による周期時間

デジタル表現では、式は離散形式となります。

ここでは

VAC = ith サンプル時の入力電圧

N = サンプル数

アナログ表現では、平均電圧は連続形式となります。

VAVG
1
T
--- VAC td⋅( )

t

t T+( )

∫⋅=

 VAVG⇒ 1
T
--- VAC i( ) TS⋅

i n=

i n T
TS
-----+=

∑⋅=

 VAVG⇒ VAC i( ) 1
T TS⁄
-------------⋅

i n=
∑=

 VAVG⇒
VAC i( )∑
N

----------------------=

TS
1

40kHz
---------------- 1

40000
--------------- 25μs= = =
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式 5: 入力周波数

前述の計算で求めた「N」は式6の範囲内となります。

式 6: サンプル数

ただし、整流後の AC 入力電圧は、ライン周波数の
2 倍となるため、サンプル数は 300 ～ 500 のいずれ
かを示し、ライン周波数は 60 Hz に対する公称値が
333.33 です。

図 15 は、整流後の AC 入力電圧内でサンプル数「N」
をどのように計算するかを示しています ( ゼロクロ
ス点をモニタする必要がある )。
アナログ回路でゼロクロス点をモニタするのは困
難ですが、図 16 に示すような、入力電圧に対する
固定の 小リファレンス点とする方法を使用しま
す。ADC から入力 AC 電圧をサンプルした値が、
VMINREF 以上になるとカウンタをスタートさせ、次
のサイクルで電圧が VMINREF 以下になると停止さ
せます。サンプル数「N」は、この点でのカウント
値から求められます。

図 15: 整流後の AC 電圧

図 16: 平均 AV 電圧の計算

 fMAX⇒ 66Hz TMIN⇒ 15.15ms= =

 fMIN⇒ 40Hz TMAX⇒ 25ms= =

to

NMAX
TMIN

TS
------------ 25ms

25μs
------------- 1000= = =

NMIN
TMAX

TS
------------- 15.15ms

25μs
-------------------- 600= = =

VAC

t

ダイオードVAC ブリッジ 

VAC

t

VAC

VMINREF

T 2TS⁄( ) N=

ダイオード
ブリッジ 
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PFC のデジタル設計

電圧VAC とVDC は分圧回路を使用しADCモジュー
ルに入力して計測します。

電流 IAC は、図 12 のようにシャント抵抗 ( または
ホール効果センサ ) を使用し、その出力電圧を ADC
モジュールに入力して計測します。

ここでは、力率補正のデジタル設計の詳細について
説明します。図 14 に示すブロック図を伝達関数で
書き換えたものが図 17 となります。

図 17: PFC のデジタル設計

表 1 は、PFC のデジタル設計に使用されるシステム
パラメータの一覧です。

kokmxx x
xx x

VERRVDCREF VPI IERR IPI

VCOMP

GV GI δ IPI ko⋅=

VAC VAC k2⋅= IAC IAC k3⋅=

VDC k1⋅

IACREF IACREF km⋅=

電流誤差補正

表 1: システム設計パラメータ

パラメータ 値

出力電力 P = 400 Watt

入力電圧範囲 ( ピーク時 ) VACMIN = 100V, VACMAX = 410V

入力周波数範囲 fMIN= 40 Hz, fMAX = 66 Hz

出力電圧 VDC = 410V

スイッチング周波数 fSW = 80 kHz

デジタル ループのサンプリング周波数 fS = 40 kHz

インダクタンス L = 1.2 mH

出力キャパシタンス CO = 1000 μF  

電圧ループのバンド幅 fBWV = 10 Hz

電流ループのバンド幅 fBWI = 8 kHz

330μF 3⋅( )

注 : 次の設計計算は、上表のいずれかのシステ
ム設計パラメータを変更した場合には再
計算する必要があります。高電力が必要な
場合には、補正定数は後で説明する手順で
概略を計算する必要があります。
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式 7: 定数の計算

表 2、表 3、表 4 は、種々の入力を元の値にした場
合の数値範囲を示しています。

表 3: AC 入力周波数の数値

表 4: DC 出力電圧の数値

注 : ソフトウェアにおけるすべての数値表現
は、固定小数の 1.15 (Q15) 形式としていま
す。0x7FFF を超える定数は、処理できる
適切な数値形式に変換した後、結果出力を
Q15 形式に戻しています。

ゲイン定数 k1、k2、k3、km は次のとおり

最大インダクタ電流

 

IACMAX
2 P⋅
VMIN
------------- 2 400⋅

100
---------------- 8A= = =

k1
1

VDC
---------- 1

410
--------- 0.00244= = =

k3
1

IACMAX
------------------- 1

8
--- 0.125= = =

km
VACMAX
VACMIN
-------------------- 410

100
--------- 4.1= = =

k2
1

VACMAX
-------------------- 1

410
--------- 0.00244= = =

表 2: AC 入力電圧の数値

VAC (RMS) VAC ( ピーク時 ) ADC ( 入力 ) Q15 形式

大値 290 volt 410 volt 5.0 volt 0x7FFF

小値 70 volt 100 volt 1.2069 volt 0x1EE0

標準値 230 volt 325 volt 3.965 volt 0x6560

f fRECT サンプル数 (N)

大値 66 Hz 132 Hz 300

小値 40 Hz 80 Hz 500 

標準値 50 Hz 100 Hz 400

VDC ADC 入力 Q15 形式

標準値 410 volt 4.5 volt 0x7300
DS01106A_JP - ページ 12 © 2008 Microchip Technology Inc.
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電流誤差補正の設計

式 8: 電流誤差補正

ここでは  fz = 800 Hz とし、電流 PI コントローラがゼロ点にある場合かつ

となります。補正項 kci は次の計算式で求められます。

この結果の電流誤差補正は次のとおりです。

比例定数 kpi = 1.177 -> 2410 (Q 11 形式 )
積分定数 kIi = 0.1479 -> 4846 (Q 15 形式 )
補正定数 kci = 0.12566 -> 4117 (Q 15 形式 )

電流誤差補正の伝達関数は次のとおりです。

Tco
1

2πfz
-----------=

kpi 1.777=

kIi
5916.356

40kHz
---------------------- 0.1479= =

GI s( ) 2πfBWI L⋅
k3 VDC⋅

-------------------------
⎝ ⎠
⎜ ⎟
⎛ ⎞ 1 Tco+ s⋅

Tco s⋅
------------------------

⎝ ⎠
⎜ ⎟
⎛ ⎞

⋅=

GI s( ) 2π 8kHz 1.2mH⋅ ⋅
0.125 410⋅

---------------------------------------------
⎝ ⎠
⎜ ⎟
⎛ ⎞ 1 198.94+ 10 6– s⋅

198.94 10 6– s⋅
---------------------------------------------

⎝ ⎠
⎜ ⎟
⎜ ⎟
⎛ ⎞

⋅=

GI s( ) 1.177 1 198.94 10 6– s⋅+

198.94 10 6– s⋅
---------------------------------------------

⎝ ⎠
⎜ ⎟
⎜ ⎟
⎛ ⎞

⋅=

GI s( ) kpi
kIi
s

------ kpi
1 Tco+ s⋅

Tco s⋅
------------------------

⎝ ⎠
⎜ ⎟
⎛ ⎞

⋅=+=

GI s( ) 1.177 5916 356⋅
s

-------------------------+=

kpi
kIi
s

------+=

kci
kIi
kpi
------ 0.12566= =

注 : 電流ループの帯域幅では、電流が、100 Hz
～ 120 Hz の半波正弦波の入力電圧を確実
に追跡できるよう 8 kHz を選択します。電
流補正のゼロ点には、デジタル遅延を考慮
します。したがって、8 kHz の位相交差周
波数であれば、これ以下の周波数に対して
ズレはゼロとします。このアプリケーショ
ンでの電流 PI 補正のゼロ点として、周波
数は 800 Hz を選択しています。
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電圧誤差補正の設計

式 9: 電圧誤差補正

GV s( ) kPV
kIv
s

------+=

GV s( ) kPV
1 Tco s⋅+

Tco s⋅
------------------------⎝ ⎠

⎛ ⎞ 2k2k3
k1km
--------------

VACMAX
VACMIN
--------------------⎝ ⎠

⎛ ⎞2
VDC
Zfcv
------------

1 Tco s⋅+

Tco s⋅
------------------------⎝ ⎠

⎛ ⎞==

Tco
1

2πfz
-----------=

ここでは、 fz = 10 Hz とし、電圧 PI コントローラのゼロ位置としています。

ここでは、Zfcv は、出力キャパシタと、PFC ステージ出力インピーダンスと負荷インピーダンスを並列結
合した等価インピーダンスで次のとおりです。

GV (s) の計算は次のとおりです。

(1)

最大効率で一定の負荷電力を供給するには次の式を計算します。

(2)

式 (2) と式 (1) を使用して、次の計算をします。

この結果の電圧誤差補正は、

比例定数 kpv = 27 -> 27648 (Q 10 形式 )
積分定数 kIv = 0.042411 -> 1390 (Q 15 形式 )
補正定数 kcv = 0.00157 -> 51.47 (Q 15 形式 )

電圧誤差補正の伝達関数は次のとおりです。

補正因子は                                   です。kcv
kIv
kpv
------- 0.00157= =

kIv
1696.46
40kHz

------------------- 0.042411= =

kpv 27=

Zfcv 15.91545=

Zfcv
1

Cs
------ 1

2π 10 1000μF s⋅ ⋅ ⋅
------------------------------------------------= =

Zfcv Zo
1

Cs
------ ZL

1
1
Zo
----- 1

ZL
------ Cs+ +

--------------------------------= =

GV s( ) 420.25
Zfcv

---------------- 1 15.9155 10 3– s⋅+
15.9155 10 3– s⋅

-----------------------------------------------⎝ ⎠
⎛ ⎞=

GV s( ) 27 1 15.9155 10 3–⋅+

15.9155 10 3–⋅
--------------------------------------------

⎝ ⎠
⎜ ⎟
⎛ ⎞

⋅ 27 1696
s

------------+= =

注 : 電圧ループの帯域幅には、10 Hz を選択し
ます。100 Hz ～ 120 Hz に対して低めに設
定し、DC バス電圧への第 2 高調波リップ
ルを除去します。電圧補正ゼロ点は、電圧
ループ帯域幅と同様 10 Hz であるため、デ
ジタル遅延は無視します。
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ソフトウェア実装用のタイミング 
ロジック

タイマ 3 を 80 kHz で動作させ、毎周期毎に ADC の
トリガを生成しています (80 kHz)。ADC の割り込み
は 2 周期ごとに発生します (40 kHz)。
ADC モジュールはチャネル スキャン モードで使用
します。2 つの電圧 VDC と VAC を 1 回おきごとの
トリガでサンプリングし変換し、毎トリガごとに電
流 IAC をサンプリングし変換しています。

dsPIC30F6010Aの次のアナログ チャネルとバッファ
を使用します。

• 初の ADC 割り込みが下記チャネル変換後に発
生する

- AN9 - VDC、DC バス電圧 (ADCBU0)
- AN6 - IAC、インダクタ電流 (ADCBUF3)

• 2 回目の ADC 割り込みが下記チャネル変換後に
発生する

- AN11 - VAC、整流後の電圧 (ADCBUF4)
- AN6 - IAC、インダクタ電流 (ADCBUF7)
アナログ入力AN9とAN11は交互にチャネル
スキャンされる

• 制御ループの任意の時点で下記が読み出せる

- ADCBUF0 が DC バス電圧

- ADCBUF3 と ADCBUF7 がインダクタ電流

- ADCBUF4 が AC 電圧

出力コンペア モジュール OC6 が、PWM モードで
PFC 用 MOSFET のゲートを駆動する PWM パルス
を生成します。出力コンペア モジュール用のタイ
ム ベースは、80 kHzで動作するタイマ3となります。

図 18 のタイミング ロジックで、A/D 割り込み発生
シーケンスによるイベントを示します。

図 18: タイミング ロジック

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

12.5 μs

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 2 3 4 5

タイマ 3
カウンタ

出力コンペア
PWM パルス

ADC への
トリガ イベント

ADC 割り込み
イベント

80 kHz

80 kHz

80 kHz

40 kHz

25 μs 
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ソフトウェア フロー

図 19 に主要なソフトウェア フローを示します。リ
セット後、プログラムの実行が開始されると、全変
数が初期化され、周辺モジュールが構成されます。
制御ループ補償用の PI パラメータ値が定義されま
す。タイマ 3 モジュールが ON に切り替えられ、
80 kHz の周波数で動作を開始し、すべての割り込み
が有効化されます。

ADC モジュールには、タイマ 3 のスペシャル イベ
ント割り込みを待ち、タイマは、周期が一致するご
とに ADC のトリガを生成し、ADC は信号のサンプ
リングと変換を開始します。タイマのトリガによ
り、ADC が電圧と電流のサンプリングと変換を実
行し、その後 ADC 割り込みを発生します。

次に PFCルーチンがADC割り込みサービス ルーチ
ン (ISR) 内で実行されると、電源オン遅延によって、
キャパシタが DC 電圧まで充電されます。電源オン
遅延 ( 約 125 ms) が完了すると、制御ループが実行

を開始します。 電源オン遅延のプロセスの間に、電
圧のサンプルが行われ周波数が計算されます。これ
で、平均電圧が 1 つの電圧サイクルに対応して事前
に有効になっているようになり、平均電圧計算の制
御ループの 初の繰り返しが実行できます。

電圧誤差補正は、DC バス電圧 VDC の計測値を得て
電圧 PI 制御を実行します。入力電圧の平均値は、二
乗と除算のルーチンで、入力 AC 電圧の計測値から
順次実行してフィード フォワード補償の出力をし
ます。この出力は電圧誤差補正の出力と共にリファ
レンス値 IACREF の計算に使用されます。IACREF と
インダクタ電流の計測値が得られたら、電流誤差補
正が電流 PI コントローラを実行して、出力コンペ
ア モジュール用の新たなデューティ サイクルを生
成します。

このプロセスの間に、電圧サンプルが加算され、
EVAC が周期ごとに計算されます。

図 19: ソフトウェア フロー
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ソフトウェアで使用する関数

PFC の各ステージで使用する関数を、表 5 のリスト
に示します。

表 6 のリストの関数が、高電圧ボードの初期化、
GPIO ポートの設定、割り込み優先順位の構成や周
辺の初期化のような補助的な機能の実装のための
関数です。

表 6: 補助関数

表 5: PFC の関数

関数名 説明

calcVsumAndFreq() VSUM と周波数の計算ルーチン

VoltagePIControl() 電圧誤差補正のルーチン

calcIacRef() リファレンス計算ルーチン

CurrentPIControl() 電流誤差補正ルーチン

関数名 説明

SetupBoard() クリアとフォルト リセットのルーチン

SetupPorts() GPIO ポートの初期化ルーチン

InitOutputCompare6() 出力コンペアとタイマ モジュールの構成ルーチン

configADC() ADC モジュールの構成ルーチン

注 : 関数はアセンブリ言語で実装され、C の
ルーチンから呼び出しできます。
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PFC 制御の組み込み

PFC 用のソフトウェアは、まず AC-DC コンバータ
から、一定の DC 電圧と正弦波電流波形が要求され
るアプリケーションのいずれにも使用できるよう
開発されました。

高負荷の要求や高電力レベルでは、アプリケーショ
ンのパラメータの変更が必要になる場合がありま
す。補償ゲインや定数の再調整、高負荷に対する高
い定格のコンポーネントをシステム ハードウェア
に組み込む、などです。

組み込み部分として PFC ステージが使用できるア
プリケーションは次のとおりです。

• モータ制御アプリケーション
• 無停電電源アプリケーション
• スイッチング電源アプリケーション

PFC ソフトウェアは、他のアプリケーションとは共
用できないデバイス周辺モジュールとリソースを
使用しており、ADC モジュールを除いた PFC 実装
では使用しないアナログ チャネルが使用できます。

他のアプリケーションと共用できない周辺モ
ジュールは次のとおりです。

• 出力コンペア – 6 モジュール

このモジュールは、独自のタイムベースで動作
する PWM モードで使用し、通常使用するモー
タ制御や電源に関連するアプリケーションの
スイッチング インバータを始めとしたアプリ
ケーションを駆動するモータ制御(MC) PWMは
使用していません。

• タイマ 3 モジュール

このモジュールは出力コンペア モジュールの
タイムベースとして使用しており、ADC モ
ジュールのトリガ要因にもなります。

• アナログ - デジタル コンバータ

このモジュールはアナログ チャネルの AN6、
AN9、AN11 を使用しており、それぞれ IAC、
VAC、VDC のアナログ信号を変換します。その
他の13チャネルは他のアプリケーションでPFC
と共に組み込み、使用できます。

PFC アプリケーションで使用するリソースは次の
とおりです。

• プログラム メモリ (ROM): 2013 バイト

• データメモリ (RAM): 142 バイト

• プロセッサ速度 : 30 MIPS 
7.37 MHz の外付けクリスタルから生成

• MIPS: dsPIC が 30 MHz で動作している場合
約 10 MIPS を使用
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実験結果および波形

次の図に、波形を示します。これには、インダクタ
電流、DC バス電圧、入力電流、PF 改善と高調波電
流の低減を含むテスト結果が含まれます。この情報
は、PFC 改善の検証と、PFC がない場合のシステム
との比較に使用します。

図 20: PFC なしのインダクタ電流波形
© 2008 Microchip Technology Inc. DS01106A_JP - ページ 19
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図 21: PFC の起動特性

図 22: PFC ありの波形
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図 23: PFC 後の力率結果

図 24: PFC 後の高調波低減結果
© 2008 Microchip Technology Inc. DS01106A_JP - ページ 21
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まとめ

このアプリケーション ノートでは、dsPIC デバイス
を使用して、平均電流モードによる力率補正 (PFC)
の実装方法を解説しました。

dsPIC デバイスには、広範囲の周辺とメモリが供給
されているため、このアプリケーションを組み込め
るようにしてありますが、この他にも、dsPICDEM™
MC1H 3相高電圧電源モジュール(P/N DM300021)お
よび dsPICDEM™ MC1 モータ制御開発ボード
(P/N DM300020) を使用しています。

このアプリケーションで使用したファームウェア
( 付録 A「ソース コード」を参照 ) は、特別な DSP
命令が使えるようにアセンブリ言語で記述されて
います。

MPLAB® IDE と開発ツールを使用すると、開発時の
コード開発およびプログラム デバッグに柔軟なプ
ラットホームが利用できます。

参考文献

•『Digital Control For Power Factor Correction』
著 Manjing Xie、2003 年 6 月発行

•『Topological Issues in Single Phase Power Factor 
Correction』
著 Vlad Grigore、Helsinki University of Technology
2001 年 11 月発行
http://lib.tkk.fi/Diss/2001/isbn9512257351/

•『dsPICDEM™ MC1H 3-Phase High Voltage Power 
Module User's Guide』(DS70096)

•『dsPICDEM™ MC1 Motor Control Development 
Board User's Guide』(DS70098)

•『dsPIC30F Family Reference Manual』(DS70046)

注 : dsPIC33F デバイスを PFC アルゴリズムの
実装に使用する場合には、次の変更が必要
です。

• dsPIC33F デバイスは 40 MIPS で動作し
ます。(40 MHz)
すべてのタイミング関連はこの動作周
波数に合わせて変更します。出力コン
ペア モジュールの周期とデューティ サ
イクルはこの周波数で再計算します。
また、タイマによる ADC トリガ イベ
ントも再計算します。

• dsPIC33F デバイスには、ADC モジュー
ルに DMA が使用でき、すべての ADC
結果が DMA RAM で構成したバッファ
に格納されます。したがって、ADC モ
ジュールの結果が適切なバッファに送
受信できるようDMAコントローラを構
成する必要があります。

• GPIO ポートをデバイスに合わせて互
換性を確認してください。
DS01106A_JP - ページ 22 © 2008 Microchip Technology Inc.
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付録 A: ソース コード

このアプリケーション ノートに関連するすべての
ライブラリおよびソース ファイルは、アーカイブ
ファイル 1 つにまとめてあり、マイクロチップ社の
ウェブサイト (www.microchip.com) からダウンロー
ドできます。
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付録 B: PFC 昇圧型回路用に
選択したハードウェア
コンポーネント

PFC 昇圧型回路の基本的なコンポーネントは次の
とおりです。

• インダクタ
• MOSFET
• ダイオード
• キャパシタ

ここでは、dsPICDEM™ MC1H 3相高圧電源モジュー
ル ( パーツ番号 DM300021) と、そのハードウェアを
開発に使用しました。ハードウェアコンポーネント
とその値に関する詳細は、ユーザーガイドを参照し
てください (「参考文献」を参照 )。
Excel® 形式の PFC コンポーネントの計算器は、任
意の定格電力用のハードウェアコンポーネントに
使用してください。このファイルは、
PFC_component_calculator.xls というファ
イル名で、マイクロチップのウェブサイト
(www.microchip.com) から入手できます。
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