
AN1114
スイッチング電源 (SMPS) のトポロジ ( パート 1)

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、 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

電子機器の小型化、軽量化、高効率化が進むにつ
れ、業界内のスイッチング電源 (SMPS) 開発にも加
速が見られます。ここでは、SMPS の実装において、
も使用頻度の高いトポロジを紹介していきます。

本アプリケーション ノートは、2 部構成の 初のも
ので、種々の SMPS トポロジの基本について説明し
ます。また、トポロジのアプリケーションや、それ
ぞれの長短所についても詳細に解説します。本アプ
リケーション ノートでは、ユーザーが前提とする
アプリケーションに対し、適切なトポロジを選定す
るガイドラインを提供し、さらに、前提とする SMPS
の設計に必要とされる電気電子部品の選定に有用
な情報を提供します。

なぜ SMPS なのか

スイッチング電源の背景となる主な考え方を理解
するにあたって、図 1 に示す DC-DC コンバータの
概念的な説明で容易に理解できると思います。ここ
では負荷 RL に定電圧 VOUT が供給されるものとし、
それが一次側の電圧源VINから引き出されるものと
します。図 1 では、出力電圧 VOUT は直列抵抗 (RS)
かシャント電流 (IS)を可変することにより安定化で
きます。

RS を一定にして IS を可変し VOUT を制御する場合
には、コンバータ内部で電力損失が発生します。こ
のタイプのコンバータはシャント制御型レギュ
レータと呼ばれています。コンバータ内部の電力損
失は式 1 で表されます。ここでの電力損失はたとえ
IS がゼロになってもなくなりません。

図 1: DC-DC コンバータ 

式 1: シャント型レギュレータの電力損失

しかし、IS をゼロで RS を可変して出力電圧 VOUT
を制御すると、コンバータ内部で発生する理想的な
電力損失を式 2 で表すことができます。

式 2: シリーズ型レギュレータの電力損失

このタイプのコンバータはシリーズ制御型レギュ
レータと呼ばれています。このコンバータ内部の理
想的な電力損失は、直列抵抗 RS の値に依存し、こ
の抵抗は、出力電圧 VOUT と負荷電流 IOUT の制御に
必要とされます。もし、RS の値がゼロか無限大で
あれば、コンバータ内部の理想的電力損失はゼロと
なります。シリーズ制御型レギュレータのこの特徴
こそ SMPS の考え方の基となるもので、このときの
変換損失を 少として効率を 大化します。

SMPS では、直列要素 RS は半導体スイッチに置き
換えられます。これは ON の状態では非常に低抵抗
となり ( 少の電導損失 )、OFF 状態では非常に高
い抵抗となります ( 通電を遮断 )。インダクタやキャ
パシタなどの損失のない受動部品を使用したロー
パス フィルタが半導体スイッチの後に配置されて、
一定の DC 出力電圧を供給します。

スイッチング電源に実装される半導体スイッチは、
高い周波数 (50 kHz から数 MHz) で連続的にオンオ
フを切り替えることで、入力の電気的エネルギーを
受動部品を通して出力に伝達します。出力電圧は、
デューティ サイクルや、周波数、半導体デバイス
の遷移周期の位相を可変することで制御されます。
受動部品の大きさは、スイッチング周波数に反比例
するため、スイッチング周波数を高めれば、磁性体
やキャパシタを小型化できます。

高い周波数のスイッチングは、電力密度を上げられ
るという大きなメリットがありますが、逆にコン
バータの内部損失と、電気ノイズが増加します。
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SMPS のトポロジの選定

通常SMPSの実装に使用されるトポロジを紹介しま
す。いずれのトポロジも、仕様にしたがって動作さ
せることができますが、それぞれのトポロジには、
個別の特徴があり、ある特定のアプリケーションに
対して 適となります。設計に 適なトポロジを選
定するためには、それぞれのトポロジの基本動作
や、長所短所、複雑性、使用範囲などを知ること、
また、下記に示す要素が 適なトポロジ選定に必要
です。

a) 範囲全体の入力において、出力電圧が入力を
上回るか下回るか

b) いくつの出力が必要か

c) 入出力の誘電体絶縁が必要か

d) 入出力電圧が非常に高いか

e) 入出力電流が非常に大きいか

f) トランスの一次側に加わる 大電圧はいくら
か、 大のデューティ サイクルはどれくらいか

要素 (a) により電源のトポロジが降圧か昇圧か、昇
降圧タイプかが決まります。要素 (b) と (c) により
トランスが必要かどうか、が決まります。電源の信
頼性は要素 (d)、(e)、(f) に対し、適したトポロジを
選定するかどうかに依存します。

降圧型コンバータ

降圧型コンバータは、その名前のとおり、入力電圧
より低い平均出力電圧のみ生成します。降圧型コン
バータの基本の回路とスイッチング波形を図2に示
します。

降圧型コンバータでは、スイッチ (Q1) が入力電圧
VIN に対し直列に配置されます。入力源 VIN はス
イッチと、インダクタおよびキャパシタで構成され
たローパス フィルタを通して出力に接続されてい
ます。

定常動作状態では、スイッチが ON となる周期 TON
時は、入力がインダクタ (L) と同様に出力にも供給
されます。TON 期間には、図 2 (C) に示すように、
インダクタ電流はスイッチを通して流れ、インダク
タにはVINとVOUTの電位差が順方向に加わります。
したがって、インダクタ電流 IL は、図 2 (E) のよう
に現在値 IL1 から IL2 までリニアに上昇します。

TOFF 期間には、スイッチは OFF となりますが、イ
ンダクタ内に蓄えられたエネルギーが負荷電流を
流し続けるため、インダクタ電流は同じ方向に流れ
続けます。Q1 が OFF 期間 (TOFF) には、ダイオード
D1がインダクタ電流の電路となりますので、フリー
ホイール ダイオードと呼ばれます。この TOFF 期間
には、図 2 (C) に示すように、出力電圧 VOUT がイ
ンダクタに逆方向に加わります。

したがって、インダクタ電流は、図 2 (E) のように
現在値 IL2 から IL1 まで下降します。
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図 2: 降圧型コンバータ 

連続通電モード

インダクタ電流は連続で、スイッチング周期 (TS) 内
でゼロになることはありません。したがって、この
動作モードは連続通電モードと呼ばれています。連
続通電モードでは、入出力電圧の関係を式 3 に示し
ます。ここで、D はデューティ サイクルと呼ばれ、
式 4 に示します。

式 3: 降圧型コンバータの VOUT/VIN の関係

式 4: デューティ サイクル

出力電圧の入力電圧に対する比率が 0.1 を下回る場
合には、通常は 2 段階の降圧型コンバータが適切
で、2 つの降圧動作で電圧を降圧することになりま
す。降圧型コンバータが連続、非連続にかかわら
ず、入力電流は図 2 (D) のように常に非連続となり
ます。このため他のトポロジに対してより大きな電
磁的妨害 (EMI) を発生します。
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電流モード制御

降圧型コンバータを設計する際、常にインダクタと
キャパシタの大きさの選定がトレードオフとなり
ます。

インダクタ値を大きくすれば、または磁気コアへの
巻数を多くすれば、出力キャパシタによるリップル
電流は少なくなりますが ( 大負荷で 10% 以下 )、
インダクタでの損失が増加します。また、リップル
電流が少ないということは、電流モード制御の実装
が不可能となってしまいます(電流モード制御技術の
詳細については「制御方式」を参照してください )。
したがって、コンバータ内の負荷変動特性が悪化す
る場合があります。

インダクタ値を小さくするとリップル電流が増え
ます。これが電流モード制御をより組み込みやすく
し、結果的にコンバータの負荷変動特性が改善され
ます。しかし、リップル電流が大きいと、ピーク
ピークの出力リップル電圧要求を満足するため、よ
り等価直列抵抗 (ESR)の低い出力キャパシタが必要
となります。一般的に、電流モード制御を実装する
ためには、インダクタのリップル電流が少なくとも

大負荷電流時の 30% 必要と言われています。

フィード フォワード制御

降圧型コンバータでは、入力電圧のフィード フォ
ワード制御を組み込むことで、入力電圧変化による
出力電圧への影響を 小限にできます。入力電圧を
検出するデジタル制御であれば、フィード フォワー
ド制御の組み込みは、アナログ制御方式に比べて簡
単に実行できます。フィード フォワード制御方式
では、デジタル コントローラが入力電圧の変化を
検出すると、ただちに入力変動の影響が実際に出力
に現れる前に適切な適応動作を実行します。

同期式降圧型コンバータ

必要とされる出力電流が大きい場合には、フリーホ
イール ダイオード D1 での電力ロスが増えるため、
可能な 小出力電圧が制限されます。大電流による
損失を減らし、より低い出力電圧とするためには、
フリーホイール ダイオードを非常にON抵抗RDSON
の低い MOSFET に置き換えます。この MOSFET を
降圧用MOSFETと同期させてオンオフさせるため、
このトポロジを同期式降圧型コンバータと呼んで
います。この同期させた MOSFET のために、降圧
スイッチのゲート駆動信号を反転させたゲート駆
動信号が必要となります。

ここで MOSFET は両方向に通電します。つまり、同
期させる MOSFET は、インダクタ電流がゼロにな
ると、軽い負荷のため、ただちにターンオフしなけ
ればならないことになります。そうでない場合、出
力 LC 共振回路が理由でインダクタに逆向きの電流
が流れてしまいます ( ゼロになったあと )。このた
め、同期 MOSFET は出力キャパシタの負荷として
働き、MOSFET の RDSON ( オン状態の抵抗 ) でエネ
ルギーを損失させ、非連続モードの動作での電力損

失を増加させることになります ( インダクタ電流は
1 サイクル内でゼロになる )。この状態は、中程度の
負荷で設計した降圧型コンバータのインダクタを、
無負荷か軽負荷で動作させる場合に発生します。こ
の場合、同期させる MOSFET はインダクタ電流が
ゼロになった後ただちに OFF に切り替わらず、出力
電圧が安定化限界より下がってしまいます。

多相同期式降圧型コンバータ

単一の同期式降圧型コンバータでは、低電圧の出力
の場合、約 35 アンペア以上の負荷電流を取り出す
設計は通常実用的ではありません。負荷電流が 35
～ 40 アンペア以上必要な場合には、さらに 1 つ以
上のコンバータを並列接続して負荷に供給します。

入出力キャパシタを 小化するためには、すべての
並列コンバータ同じタイムベースで動作させ、各コ
ンバータのスイッチングを前より一定の時間 / 位相
だけ遅らせて開始するようにします。このタイプの
コンバータは多相同期式降圧型コンバータと呼ば
れています。図 3 には、多相同期式降圧型コンバー
タの各区間でのゲートパルスのタイミング関係と、
コンバータによる入力電流を示します。一定の時間
/ 位相が周期時間 /n または 300/n で表されており、
ここで「n」は並列接続されたコンバータの数を示
しています。

入出力キャパシタの設計は、各コンバータのスイッ
チング周波数に並列接続されたコンバータの数の
積に基づきます。出力キャパシタに現れるリップル
電流は、n 分の 1 に減少されます。図 3 (E) に示す
ように、多相同期式降圧型コンバータに現れる入力
電流は、連続で、図 2 (D) で示される単一のコンバー
タの場合に比べ、より少ないリップル電流となりま
す。したがって、多相同期式降圧型コンバータの場
合には、より小型の入力キャパシタで要求仕様を満
たすことができます。 
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図 3: 多相同期式降圧型コンバータ 
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昇圧型コンバータ

昇圧型コンバータはその名前の意味するとおり、入
力電圧より高い出力平均電圧のみ生成します。昇圧
型コンバータの基本回路とスイッチング波形を図 4
に示します。

昇圧型コンバータでは、インダクタ (L)が入力源VIN
に直列に配置されます。入力源からインダクタとダ
イオード D1 を通して出力が送り出されます。定常
動作状態では、TON 期間の間スイッチ Q1 が ON し、
入力からインダクタにエネルギーを供給します。

TON 期間中は、図 4 (C) に示すように、インダクタ
電流 (IL) がスイッチを経由して流れ、入力電圧 VIN
がインダクタに順方向に加わります。したがって、
図 4 (D) に示すように、インダクタ電流は現在値 IL1

から IL2 までリニアに上昇します。この TON 期間中
は、負荷電流 IOUT は出力キャパシタ CO から供給さ
れます。出力キャパシタの値は、TON 期間の間負荷
に電流を供給し、それによって出力電圧が仕様の
小値より下がらないよう十分大きくしなければな
りません。

スイッチが OFF の TOFF 期間中は、インダクタに蓄
えられたエネルギーと、入力源の VIN により負荷に
エネルギーが供給されるため、インダクタ電流は同
じ方向に流れ続けます。Q1 が OFF の間 (TOFF) は、
ダイオード D1 がインダクタ電流の出力キャパシタ
への電路を形成します。この TOFF 期間中は、図 4
(C) に示すように、インダクタ電流はダイオードを
流れ、VIN と VOUT 間の電位差がインダクタに逆方
向に加わります。したがって、図 4 (D) に示すよう
に、インダクタ電流は現在値 IL2 から IL1 まで減少
します。

連続通電モード

図 4 (D) に示すように、インダクタ電流は連続で、
1スイッチング サイクル (TS)内でゼロになることは
ありません。したがって、この方式は連続通電モー
ドと呼ばれ、入力と出力の電圧の関係は式 5 で表さ
れます。

図 4: 昇圧型コンバータ
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式 5: VOUT/VIN の関係

出力コンデンサのリップル電流の 2 乗平均平方根
(RMS) は、式 6 で計算できます。これは図 4 (D) の波
形から考えれば計算できます。TOFF 期間中は、脈動
電流 ID1 が出力キャパシタ内に流れ込み、一定の負
荷電流 (IOUT) が出力キャパシタから流れ出します。

式 6: キャパシタのリップル RMS 電流 

式 5 によれば、VOUT/VIN 比は、理想的にはデュー
ティ サイクルが 1 に近づくと非常に高くなります。
しかしながら、理想的な特性とは異なり、図 5 のよ
うに、VOUT/VIN はデューティ サイクルが 1 に近づ
くと下がってしまいます。これはスイッチの使用方
法が不適切で、部品内に寄生要素が発生し、インダ
クタ、キャパシタ、半導体に損失を発生させてし
まっているからです。

図 5: 昇圧形コンバータにおける VOUT/VIN と
デューティ サイクル

力率補正

昇圧型コンバータを連続通電モードで動作させる
場合、入力電圧源から引き出される電流は、図 4
(D) のように連続的でスムーズです。この特性によ
り、昇圧型コンバータは、力率補正 (PFC) 用に活用
すると理想的です。力率 (PF) は全電流高調波歪係
数 (THD) と基本波力率 (DF) の積で求められます。
したがって、PFC では、コンバータに流れる入力電
流は、入力電流の THD が 1 に近づくよう連続的で
平坦である必要があります。さらに、基本波力率が
1 に近づくよう、入力電流を、入力の正弦波の電圧
波形に合わせる必要があります。

フォワード型コンバータ

フォワード型コンバータはトランス絶縁コンバー
タで、基本的な降圧型コンバータのトポロジに基づ
いています。基本的な回路とスイッチング波形を図
6 に示します。

フォワード型コンバータでは、スイッチ (Q1) はト
ランス (T1) の一次側に直列に接続されています。ス
イッチはトランスの一次巻線に脈動電圧を生成し
ます。トランスは一次側を降圧する場合と、入力電
圧源 VIN と出力電圧 VOUT を絶縁する際にも使用さ
れます。定常動作状態では、TON 期間でスイッチが
ON となり、巻線の点が付いた方が、点が付いてい
ない方に対し正となります。したがって、ダイオー
ド D1 は順方向バイアスとなり、D2 と D3 は逆バイ
アスとなります。

入力電圧 VIN がトランスの一次側に加わるため、図
6 (D) に示すように、磁化電流 IM が初期値ゼロから

終電圧までVIN/LMの傾きでリニアに上昇します。
ここで LM は一次巻線の磁化インダクタンスです。
一次巻線を流れる電流の総和は、この磁化電流と一
次側により誘起されるインダクタ電流 (IL)の和にな
ります。この全電流が TON 期間に MOSFET に流れ
ます。D2 に加わる電圧は、入力電圧にトランスの
巻数比 (NS/NP) を乗じたものになります。フォワー
ド型コンバータの場合には、TON 期間にインダクタ
L に加わる順方向の電圧は、トランスの損失とダイ
オードの順方向電圧降下を無視すると、式 7 で求め
られます。

式 7: インダクタに加わる順方向電圧

損失エネルギー

ON 期間の終わりで、スイッチが OFF にターンオフ
するとき、磁気コアに蓄えられたエネルギーを流す
電路がなくなります。このエネルギー消費対策には
多くの方法があります。そのうちのひとつを図 6 に
示します。この方法では、磁気コアに蓄えられた磁
束は、NR 巻線の点がある側に負電圧を引き起こし、
これによりダイオードD3が順方向にバイアスされ、
巻線に蓄えられた磁化電流をリセットします。この
ため、NR 巻線はリセット巻線と呼ばれています。
OFF 期間中の磁化電流のリセットは、飽和を避ける
ため重要な働きです。

TOFF 期間中は、スイッチが OFF でインダクタ電流
(IL) は同じ方向に流れ続け、その間インダクタに蓄
えられたエネルギーが負荷電流 IOUTを供給します。

VOUT
VIN

1 D–( )
------------------=

IRIPPLERMS ID1( )2 IOUT( )2–=

ここで、

ID1RMS = ID1 の RMS 値

IRIPPLERMS = キャパシタのリップル RMS 電流

IOUT = 出力 DC 電流

1

2
3

4
5
6
7

理想

0.25 0.5 0.75 1

実際

デューティサイクル = D

VOUT/VIN
VL VIN

NS
NP
------- VOUT–⋅ L

IL∆

t∆
--------⋅= =
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図 6: フォワード型コンバータ
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ダイオード D2 はフリーホイール ダイオードと呼ば
れ、Q1 が OFF 期間 (TOFF) の間インダクタ電流の電
路となります。この TOFF 期間中は、出力電圧 VOUT
がインダクタに逆方向に加わります。連続通電モー
ド動作の出力電圧と入力電圧の関係は、式 8 で表さ
れます。ここで D はデューティ サイクルです。

式 8: フォワード型コンバータの VOUT/VIN
の関係

磁化の制御

スイッチが OFF に切り替わるとき、ダイオード D1

が逆バイアスになり、IM は二次側に流れなくなり
ます。したがって、図 6 (A と D) のように、磁化電
流はトランスのリセット巻線により消去されてし
まいます。

誘起された磁化電流 I3 はリセット巻線 NR とダイ
オード D3 を通って入力源の方に流れます。I3 が流
れるインターバル TM の間に、LM と同じようにト
ランスの一次側に加わる電圧は、式 9 となります。

式 9: 一次側の誘起電圧

トランスが完全に消磁されるまでの時間は、1 サイ
クル時間の間に、LM に加わる電圧の時間積分がゼ
ロにならなければならいことから求められます。
TM の 大値は、図 6 に示すように、トランスが次
のサイクルが始まる前に完全に消磁するのにかか
る時間となり、それは TOFF に等しくなります。し
たがって、一次側とリセット巻線のそれぞれの巻数
が NP と NR であるフォワード型コンバータの、
ディーティ サイクルの 大値と、スイッチ (Q1) に
加わる 大のドレイン - ソース間遮断電圧 (VDS) は
式 10 で求められます。

式 10: デューティ サイクルと VDS の 大値

次のサイクルが始まる前に完全に消磁するための
TM/TS の 大値は (1-D) に等しいので、フォワード
型コンバータの 大のデューティ比は、式 10 で求
められます。

式 10 から、一次巻線の巻数が NP で、リセット巻線
の巻数 NR と等しいとき、スイッチは 大 50% の
デューティ サイクルとなり、スイッチの遮断電圧
は、入力電圧の倍に等しくなります。デューティ サ
イクルの実用的な限界は 45% ほどで、スイッチの
遮断電圧の 大は、部品の非直線性やトランスの
リーケージ インダクタンスにより入力電圧の 2 倍
より高くなります。

式 11: フライバック トランス内の蓄積磁化
エネルギー

NR を NP より小さくすると、 大デューティ サイ
クル DMAX を 50% 以上にできます。しかし、スイッ
チに加わる 大遮断電圧ストレスは、式 10 に示し
た DMAX と VDS のように、2 • VIN より高くなりま
す。NR を NP より大きくすれば、DMAX は 50% 未
満になりますが、式 10 に示した DMAX と VDS のよ
うに、スイッチの 大遮断電圧は 2 • VIN より低く
なります。

リセット巻線と一次巻き線間の絶縁耐圧はそれほ
ど不可欠ではないため、この 2 つの巻線をバイファ
イラ巻きとして、リーケージ インダクタンスを
小にすることができます。リセット巻線は磁化電流
を流すだけに必要なので、一次巻線に比べ細い巻線
のみを必要とします。

VIN
NS
NP
------- VOUT–⋅⎝ ⎠

⎛ ⎞ TON VOUT TOFF⋅=⋅

VOUT VIN
NS
NP
-------⎝ ⎠
⎛ ⎞ D⋅ ⋅=

NP
NR
-------⎝ ⎠
⎛ ⎞ VIN⋅

 

1 DMAX–( )
NR
NP
-------⎝ ⎠
⎛ ⎞ DMAX⋅=

DMAX
1

1
NR
NP
-------⎝ ⎠
⎛ ⎞+⎝ ⎠

⎛ ⎞
---------------------------=

VDS VIN VIN
NP
NR
-------⎝ ⎠
⎛ ⎞⋅+=

EP = ジュール 

IPK = アンペア

LM = ヘンリー

ここで、

EP
1
2
--- IPK( )2 LM⋅ ⋅=

IPK
VIN TON⋅( )

LM
----------------------------=
© 2008 Microchip Technology Inc. DS01114A_JP - ページ 9



AN1114

トランスのコアを消磁するためには、トランスのリ
セット巻線の代わりに、トランス間にゼナー ダイ
オードまたは RC スナバ回路を使用することもでき
ます。

磁性を十分に使用できないということは、 大
デューティ サイクルが制限され、スイッチに高電
圧ストレスが加わるため、フォワード型コンバータ
は、単独で安価な電源のような出力電力 (150 ワッ
トまで ) に適しています。フォワード型コンバータ
は出力インダクタ電流に脈動が無いため、非常に高
い負荷電流 (>15A) を必要とするアプリケーション
に適しています。フォワード型コンバータは、出力
インダクタがあり、高電圧 (>30V)のアプリケーショ
ンでは、高電圧に耐える大きなインダクタが必要と
なるので制限されてしまいます。

効率の向上

フォワード型コンバータの効率は、スイッチ、トラ
ンス、出力ダイオード整流、出力インダクタという
4 つの大きな損失要素のため、同程度の出力電力の
他のトポロジに比べ低くなっています。

効率を上げるには、出力ダイオードの代わりに同期
式 MOSFET が使用できます。MOSFET は図 7 に示
すように、トランス二次側の別巻線か同じ巻線によ
り自己駆動とすることができます。

図 7: 同期整流

負荷変動特性の改善と電流モード制御の組み込み
には、「降圧型コンバータ」で説明したように、出
力インダクタの値を小さくすることと、出力電圧
リップルの仕様を満足させるため、よりよい出力
キャパシタを必要とします。複数出力でのフォワー
ド型コンバータでは、相互負荷安定度の条件を向上
させるため、連結インダクタが使用されます。

2 スイッチ フォワード型コンバータ

フォワード型コンバータでのスイッチへの 大電
圧負荷は、図 8 に示すように、トランスの一次巻線
に直列にもう一つのスイッチ (Q2) を設けることで、
入力電圧と等値まで制限できます。この結果のコン
バータは 2 スイッチ フォワード型コンバータと呼
ばれています。2 スイッチ フォワード型コンバータ
の基本回路とスイッチング波形を図 8 に示します。

スイッチ Q1 と Q2 は、図 8 (B と C) に示すように、
同じゲート駆動信号で制御されます。定常動作状態
では、TON 期間中でスイッチ Q1 と Q2 が ON の場
合、入力電圧 VIN がトランスの一次側に加わりま
す。TON 期間中は、磁化電流と出力インダクタによ
る誘導電流を加えたものが、トランスの一次側とス
イッチ Q1 と Q2 に流れます。

ON 期間の終わりで、スイッチがターンオフすると
き、磁気コアに蓄えられた磁束がトランスの一次巻
線に逆向きの電圧を引き起こし、これがダイオード
D1 と D2 を順方向にバイアスし、コアをリセットす
るよう磁化電流の電路を供給します。図 8 (D) に示
すように、電圧 VIN が逆向きにトランス一次巻線に
加わります。トランス T1 のリーケージ インダクタ
ンスが無いとすると、NP に加わる電圧は VIN と等
しくなり、スイッチの 大遮断電圧も VIN に等しく
なります。磁化電流がゼロになると、ダイオード D1

と D2 は逆向きにバイアスされ、スイッチング周期
の残りの期間ゼロに維持します。2 スイッチ フォ
ワード型コンバータの二次側の動作は先に説明し
たフィード フォワード コンバータと同じです。

アプリケーションの課題

スイッチの遮断電圧を下げることで、設計者は、よ
り低い電圧のMOSFETを選定して設計できるように
なります。したがって、2 スイッチ フォワード型コ
ンバータは、350 ワット程度の出力電力まで使用で
きます。ピークの出力電流が 350 ワット以上になる
と、MOSFETの電力損失の扱いが現実的でなくなり、
不完全な磁気利用となるため、トランスが大きくな
ります ( 図 9 参照 )。このため、2 スイッチ フォワー
ド型コンバータは出力電力が、150 ワットから 350
ワットの範囲のアプリケーションに適しています。

Q1
G

S

D

D S

GQ2
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図 8: 2 スイッチ フォワード型コンバータ
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図 9: 単一スイッチ コンバータのトランスの
BH 曲線

フライバック コンバータ (FBT)
フライバック コンバータ (FBT) は、基本的な昇降
圧型トポロジのトランス絶縁方式のコンバータで
す。基本の回路とスイッチング波形を図 10 に示し
ます。 
フライバック コンバータでは、スイッチ (Q1) はト
ランス (T1) の一次側に直列に接続されています。ト
ランスはスイッチのON期間にエネルギーを蓄積す
るためと、入力電圧 VIN と出力電圧 VOUT を絶縁す
るために使用されます。

定常動作状態では、TON 期間でスイッチが ON のと
き、巻線の点が付いた側が、点が付いていない側に
比べ正側になります。TON 期間中は、ダイオード D1

は逆バイアスとなり、トランスはインダクタとして
働きます。このインダクタの値はトランス一次側の
磁化インダクタンス LM に等しく、入力電圧源 VIN
から磁化エネルギー ( 式 11 参照 ) を蓄積します。し
たがって、トランス一次側の電流 ( 磁化電流 IM) は、
図 10 (D) に示したように、初期値 I1 から IPK までリ
ニアに上昇します。

ダイオード D1 が逆バイアスされることにより、負
荷電流 (IOUT) は出力キャパシタ (CO) から供給され
ます。出力キャパシタの値は、TON 期間の間、出力
電圧の 大降下電圧仕様以内で、負荷電流を供給で
きるよう十分に大きくする必要があります。

式 12: フライバック コンバータの VOUT/VIN
の関係

TON期間の 後で、スイッチがターンオフするとき、
トランスの磁化電流は同じ方向に流れます。磁化電
流はトランス巻線の点が付いた側に、点が付いてな
い側に対し負の電圧を引き起こします。ダイオード
D1 が順方向にバイアスされてトランスの二次側電
圧を出力電圧に等しくクランプします。

フライバック トランスの一次側に蓄積されたエネ
ルギーは、フライバック動作により二次側に伝達さ
れます。この蓄積エネルギーが負荷と出力キャパシ
タ充電用のエネルギーを供給します。トランスの磁
化電流は、スイッチがターンオフして瞬時には変化
できません。一次側の電流が二次側に伝達され、二
次側電流の振幅が一次側電流とトランスの巻数比
NP/NS を乗じた値となります。

蓄積リーケージ エネルギーの解消

ON 期間の 後で、スイッチがターンオフするとき、
フライバック トランスの磁気コアに蓄積された
リーケージ エネルギーを解消するための電路があ
りません。このリーケージ エネルギーを解消させ
る方法は複数あります。そのひとつに、図 10 のよ
うな D2 と RS、CS で構成したスナバ回路がありま
す。この方法では、コアに蓄積されたリーケージ フ
ラックスは、一次巻線の点の付いていない側に正電
圧を引き起こし、これがダイオード D2 を順方向に
バイアスし、コア内に蓄積されたリーケージ エネ
ルギーの電路を提供し、二次側の巻線電圧を安全な
値にクランプします。このプロセスの間に、CS が
フライバック オーバーシュートと呼ばれる二次側
に誘起されるフライバック電圧より少し高い電圧
まで充電されます。残りのフライバック エネルギー
は抵抗 RS で消費されます。定常状態で、他の条件
が一定とすれば、クランプ電圧は、直接 RS に比例
します。フライバック オーバーシュートは、フラ
イバック動作中にさらに電圧を追加させ、二次側の
リーケージ インダクタンス電流を駆動します。こ
うして急激に二次側電流が増加することで、フライ
バック トランスの効率を改善します。

連続通電モード

図 10 (D) に示す波形は、フライバック コンバータ
の連続通電モード動作を表しています。連続通電
モードでは、フライバック トランスのコアが不完
全な消磁によるものとなります。コアの磁束は、ON
期間の間に初期磁束 (0) から磁束 (PK) までリニアに
上昇します。定常状態では、TON 期間のコア磁束の
変化は、TOFF 期間の磁束の変化に等しくなります。

∆B

B

H

BSAT

VOUT
VIN

-------------
NS
NP
-------⎝ ⎠
⎛ ⎞ D

1 D–( )
------------------⎝ ⎠
⎛ ⎞⋅=

ここで、

D = フライバック スイッチのデューティ サイクル
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これは飽和を避けるためには重要なことです。定常
状態と連続動作での入力出力電圧の関係は、式 12
で求められます。

図 10: フライバック型コンバータ 
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連続通電モード動作の間、デューティ サイクルは
コンバータにかかる負荷と無関係となり、DC 入力
電圧に対し一定となります。しかし、実際の状態で
は、負荷によってトランス内の損失や出力ダイオー
ド D2 の損失が増加します。連続通電モードにおい
ても、出力電圧を一定に保つためには、一定の DC
入力においても、わずかにデューティ サイクルは
変化します。

一次側の巻線に二次側の誘起電圧があることと、ト
ランス コア内のリーケージ蓄積エネルギーにより、
スイッチの 大電圧ストレス VDS は式 13 で求めら
れます。フライバック コンバータを単独電源用の
汎用入力として使う場合には、二次側の誘起電圧が
180V で、トランスのリーケージ蓄積エネルギーに
よるリーケージ スパイクが20%とした場合、スイッ
チ電圧定格は 700V にすべきです。

式 13: フライバック コンバータの 大 VDS

キャパシタの選定

図 10 (E) に示すような脈動電流 ID1 が流れ、DC 負
荷電流がキャパシタから出力されますが、これらは
フライバック コンバータの出力キャパシタの大き
なストレスとなります。フライバック コンバータ
では、出力キャパシタの選定は、式 6 で表される
キャパシタに現れる 大リップル RMS 電流と、
大ピークピーク出力電圧リップル仕様に基づいて
実行されます。出力電圧ピークピークのリップル
は、キャパシタに現れるリップル電流と等価直列抵
抗 (ESR) に依存しています。キャパシタの ESR と
リップル電流は、キャパシタ内部の発熱を引き起こ
し、製品寿命に影響します。したがって、温度上昇
と出力電圧リップル要求仕様を満足するようにす
るキャパシタの選定は、リップル電流定格と ESR の
値に大きく依存します。出力リップル電流が高い場
合には、1 個の大きなキャパシタを配置するより、
もうひとつ並列にキャパシタを配置することを推
奨します。これらのキャパシタは、ダイオードのカ
ソード端子から等しい距離に配置し、各キャパシタ
が電流を等分するようにします。

エアー ギャップ

フライバック トランスで、スループット許容値を
増加し、磁気飽和を回避するには、トランスのコア
の縁にエアー ギャップを挿入します。このエアー
ギャップはコア材の飽和磁束密度 (BSAT) の値を変
更するわけではありません。しかし、図 11 に示す
ように、飽和に到達する磁界密度 H を増加させ、定

在磁束密度 BR を減少させます。したがって、エアー
ギャップはデルタ BH の動作範囲を広げ、フライ
バック トランスのスループットを増加させます。

図 11: フライバック トランスのエアー 
ギャップに対する BH 曲線

フライバック トポロジの利点

フライバック トポロジは出力電力が 大 5から 150
ワットの安価な電源に多く使用されます。フライ
バック トポロジは出力インダクタを使用しないた
め、コストとサイズを低減でき、同様にフライバッ
ク コンバータ内部の損失も低減できます。400V 以
上の高い出力電圧で、15 ～ 20 ワットまでの低い出
力電力の供給に 適です。出力インダクタとフライ
ホイール ダイオード (フォワード型コンバータでは
必要 ) が無いということが、フライバック コンバー
タ トポロジを高い出力電圧のアプリケーションに

適です。

フライバック コンバータで、出力が 1 出力より多
いときは、入力電圧や負荷の変化に対しフォワード
型コンバータの場合より優れた出力電圧が互いに
追従します。これは、出力インダクタがなく、出力
キャパシタがトランスの二次側に直接接続され、ス
イッチのターンオフ期間中(TOFF)は電圧源として働
くためです。

アプリケーションの課題

同じ出力電力レベルの場合、出力電流が 12 ～ 15 ア
ンペア以上要求されると、出力キャパシタに現れる
RMS のピーク ピークのリップル電流が非常に大き
くなり、非現実的なものとなってしまいます。した
がって、出力電流の要求が高いアプリケーションの
場合には、フライバック トポロジに比べ、フォワー
ド型コンバータ トポロジの使用が適切です。

 
VDS VIN VCLAMP VLEAKAGE+ +=

ここで、

VCLAMP = スナバ回路 (D2、R2、C2) に加わる電圧

VLEAKAGE = リーケージ エネルギーによるリーケージ 
スパイク電圧

BSAT

∆BAC

∆H ∆H

H

B

( エアー ギャップ )エアー ギャップなし
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プッシュプル型コンバータ

プッシュプル型コンバータは、基本的なフォワード
トポロジに基づく、トランス絶縁コンバータです。
基本回路とスイッチング波形を図 12 に示します。

高電圧DCがトランスのセンタータップの一次側を
通して、2 つのスイッチ、Q1、Q2 により半サイクル
ごとに交互にスイッチングされます。これらのス
イッチによりトランスの一次側巻線に脈動電圧を
生成します。トランスは一次側電圧をステップ ダ
ウンさせるのと、入力電圧源 VIN と出力電圧 VOUT
間の絶縁に使用されます。 
プッシュプル型コンバータに使用されるトランス
は、センタータップをもつ一次側と、やはりセン
タータップをもつ二次側で構成されています。ス
イッチの Q1 と Q2 は、制御回路で駆動され、両方の
スイッチが同じ大きさで逆の磁束をトランスのコ
アに生成します。
© 2008 Microchip Technology Inc. DS01114A_JP - ページ 15
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定常動作状態では、Q1 が ON となる TON 期間の場
合は、巻線の点が付いている方が、点が付いていな
い方に対し正となります。ダイオード D5 は逆バイ
アスとなり、ダイオード D6 は順方向バイアスとな
ります。こうして、ダイオード D6 が出力インダク
タ電流 IL を、トランスの二次巻線 NS2 に流す電路
を提供します。トランスの一次側巻線 NP1 に入力電
圧 VIN が加えられることにより、一次側の誘起電圧

がトランスの二次側に現れます。トランス二次側と
出力電圧 VOUT の電位差がインダクタ L に順方向に
加わります。したがって、インダクタ電流 IL は、図
12 (E)に示したように初期値 IL1 から IL2 までリニア
に上昇します。この TON 期間中に、入力電圧がトラ
ンス一次側 NP1 に加わることで、図 13 に示したよ
うに、コアの磁束密度が初期値 B1 から B2 まで変化
します。

図 12: プッシュプル型コンバータ
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(A) = プッシュプル型コンバータ

(B) = MOSFET Q1 のゲート パルス

(C) = MOSFET Q1 のドレイン - ソース間電圧 VDS

(D) = MOSFET Q1 と Q2 に流れる電流

(E) = 出力インダクタ電流
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TON 期間の 後で、スイッチ Q1 がターンオフし、
その後のスイッチング周期 TS の間 OFF 状態を維持
します。スイッチ Q2 は、図 12 に示したように、ス
イッチング周期の半分 TS/2 過ぎにターンオンしま
す。こうして TOFF 期間中は両方のスイッチ (Q1 と
Q2) が OFF となります。スイッチ Q1 がターンオフ
するとき、スイッチのボディ ダイオードが、トラ
ンスの一次側に蓄積されたリーケージ エネルギー
の電路となり、出力整流ダイオード D5 が順方向バ
イアスとなります。ダイオード D5 が順方向バイア
スとなることにより、トランスの二次側巻線 NS1 を
通してインダクタ電流の半分を流し、のこりの半分
のインダクタ電流は、ダイオード D6 によりトラン
スの二次巻線 NS2 を通して流れます。この結果、二
次巻線 NS1 と NS2 の巻数が同数と仮定すると、トラ
ンスの二次側には等しくかつ逆向きの電圧が加わ
ります。したがって、TOFF 期間に二次側に加わる
実際の電圧はゼロとなり、トランス コアの磁束密
度の値を 終のB2の一定に保ちます。両方のスイッ
チが OFF のときは、出力電圧 VOUT がインダクタ L
に逆方向に加わります。こうして、インダクタ電流
IL は、図 12 (E) に示すように初期値 IL2 から IL1 ま
でリニアに減少します。

磁気飽和の回避

TS/2 期間の後、スイッチ Q2 がターンオンするとき、
ダイオード D6 が逆バイアスとなり、全インダクタ
電流がダイオード D5 とトランスの二次巻線 NS1 を
流れ始めます。この TON 期間中は、スイッチ Q2 が
ターンオンし、入力電圧 VIN がトランスの一次側
NP2 に逆方向に加わるので、点の付いた側が点の付
いてない方に対し負となります。

入力電圧がトランスの一次 NP2 に加わることで、コ
アの磁束密度の値は、図 13 に示すように初期値 B2

から B1 まで変化します。一次側巻線 NP1 の巻き数
が NP2 と等しく、かつ二次巻線 NS1 の巻き数が NS2

と等しいと仮定すれば、両方のスイッチの TON 期間
を同じとなり、トランスのコアの磁気飽和を回避し
ます。TON 期間後に図 12 に示すように、Q2 がター
ンオフし、続く周期 TS 間は OFF 状態を維持します。

図 13: プッシュプル トランスの BH 曲線

スイッチの電圧定格

どのスイッチの TON 期間中も、電圧 VIN がトランス
一次側の半分に加わり、トランスの一次巻線のもう
半分に同等の電圧を誘起します。この結果、入力電
圧の 2 倍がスイッチに加わります。したがって、
プッシュプル型コンバータに使用するスイッチは、
少なくとも 大入力電圧の2倍の定格でなければな
りません。実用的には、リーケージ スパイクや過
度特性のため、電圧定格は理論上の計算値より 20%
程度大きくすべきです。汎用入力電圧の場合には、
スイッチの定格は、264 × 1.414 × 2 × 1.2 = 895 と
なり、900 ボルトのスイッチが必要になります。

VOUT/VIN の関係

定常状態で連続通電モード動作の場合、入出力電圧
の関係は式 14 で求められます。ここで D はスイッ
チのデューティ サイクルです。

式 14: プッシュプル型コンバータの
VOUT/VIN の関係

∆B

B

H

BSAT

B2

B1

BSAT

VOUT VIN
NS
NP
-------⎝ ⎠
⎛ ⎞ 2 D⋅ ⋅ ⋅=

D
TON
TS

----------=
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磁気アンバランスの低減

両方の一次巻線で生成される磁束が異なると、DC
磁束がスイッチング サイクルごとに加算され、す
ぐ飽和にいたってしまいます。この磁気アンバラン
スは、両方のスイッチの TON 時間の不一致や、一次
の NP1 と NP2 および二次の NS1 と NS2 の巻き数の不
一致、さらに出力ダイオード D5 と D6 の順方向電圧
降下の不一致により発生します。このアンバランス
状態は、ゲート駆動回路を十分に考慮した上で選定
し、ON 状態の抵抗が正の温度係数 (PTC) のスイッ
チング デバイスを使用し、トランス コアにエアー
ギャップを設け、Q1 と Q2 を切り替える TON の周期
の決定にピーク電流モード制御を使用することで
改善できます。

図 14 では、定常動作状態でのコアの磁気アンバラ
ンス状態が、2 つのスイッチ Q1 と Q2 の電流波形か
ら判別できます。両方のスイッチの電流波形が、図
14 (A) のように、対称で、同じ大きさであれば、コ
アの磁束流はバランスがとれており、トランスの安
全領域で動作していることになります。しかし、両
方のスイッチの電流波形が、図 14 (B) のように非対
称で、ピークの電流の大きさが等しくない場合に
は、コア内の磁束流がアンバランスであることにな
りますが、それでもまだ BH ループの安全領域内で
動作しています。片方のスイッチの電流波形が図 14
(C) のように上面凹型になると、これは磁気コア内
に大きな磁束流の不等があり、磁気 BH ループが飽
和に近いことを意味しています。磁界密度 H がわず
かに増加すると、磁化インダクタンスが減少し、磁
化電流が大きく増加してスイッチやトランスに損
傷を与えることになります。

磁束倍加と電圧時間クランプ

このようなシステムで、早めにスイッチが ON にな
る場合や、負荷が変動した時に、磁束密度は B1 や
B2 からではなく、ゼロから開始してしまい、この
瞬間の有効磁束流が、定常状態のときの通常値の半
分になってしまいます。これを「磁束倍加」と呼ん
でいます。駆動制御回路はこの状態を検知し、コア
が正常動作状態に戻るまで、アプリケーションを広
い駆動パルスから保護します。これを「電圧時間ク
ランプ」と呼んでいます。

銅利用率

プッシュプル トランスはセンター タップの一次側
が必要で、各巻線は交互電力パルスによりアクティ
ブ化されます。つまり一次側銅は 50% の利用率に
しかならないということです。未使用分の銅は、ボ
ビンのスペースを使用するとともに、一次側のリー
ケージ インダクタンスを増加させてしまいます。セ
ンタータップの一次はバイファイラ巻きとします
が、これが隣接巻線に大きな AC 電圧を引き起こし
てしまいます。

アプリケーションの課題

スイッチへの高圧 (2 × VIN) のストレスと、トラン
ス一次の 50% の利用率のため、入力電圧がヨーロッ
パ、アジアの場合や、汎用範囲 (90 VAC ～ 230 VAC)
の場合、あるいは、前段の整流で PFC が行われる
場合には、プッシュプル トポロジは適切ではあり
ません。スイッチング サイクルごとに片方のスイッ
チだけが ON になり、全入力電圧がトランス一次側
にかかり、磁気コアの利用は不完全となります。
プッシュプル トポロジは、US 規格の 110 VAC 直接
入力の単独 SMPS や、500 ワットまでの電力定格の
低電圧入力 DC-DC 絶縁型コンバータに 適です。

図 14: プッシュプル型コンバータのスイッチ電流
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IQ1 IQ2 IQ1 IQ2
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t
(A) = 等しい電圧と時間で一次側に加わる場合 
(B) = 異なる電圧と時間で一次側に加わるが、まだ安全領域の場合

(C) = 大きくアンバランスな電圧と時間で二次側に加わり、コアが飽和に近い場合
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貫通電流の回避

プッシュプル型コンバータでは、両方のスイッチを
同時にターンオンとすることはできません。両方の
スイッチを同時に ON とすると、等しくかつ逆向き
の磁束がトランス コアに生成され、トランスの動
作は実行されず、巻線はショートしたように振舞い
ます。この状態では、入力源 VIN とグランド間が非
常に低いインピーダンスとなり、スイッチに非常に
大きな貫通電流が流れて破壊される場合がありま
す。この貫通電流を避けるため、図 15 のようにイ
ンダクタをトランス一次側と入力源の間に配置し
ます。こうしたコンバータを電流源プッシュプル型
コンバータと呼んでいます。両方のスイッチが ON
となると、一次側に加わる電圧はゼロになり、入力
電流が流れはじめ、インダクタにエネルギーを蓄え
ます。2 つの内の片方だけのスイッチが ON になる
と、入力電圧とインダクタの蓄積エネルギーが出力
段にエネルギーを供給します。

連続通電モードの入出力電圧の関係は、式 15 で表
されます。

式 15: 電流源プッシュプル型コンバータの
VOUT/VIN の関係

図 15: 電流引き込み型プッシュプル型
コンバータ

ハーフ ブリッジ型コンバータ

ハーフブリッジ型コンバータは、基本的なフォワー
ド型トポロジに基づくトランス絶縁型のコンバー
タです。図 16 に基本回路とスイッチング波形を示
します。

スイッチ Q1 と Q2 がブリッジの片側を構成し、残り
の半分はキャパシタ C3 と C4 で構成されます。この
ため、ハーフ ブリッジ型コンバータと呼ばれてい
ます。

スイッチ Q1 と Q2 はトランスの一次側に脈動 AC 電
圧を生成します。トランスは、脈動の一次電圧をス
テップ ダウンするためと、入力源 VIN と出力電圧
の絶縁に使用されます。定常動作状態では、キャパ
シタ C3 と C4 は等しい電圧に充電されるので、C3 と
C4 の接続部では入力電圧の半分の電圧まで充電さ
れます。

TON 期間でスイッチ Q1 が ON になると、一次側の
点が付いた側が正の VIN に接続され、キャパシタ C4

の電圧 (VC4) がトランスの一次側に加わります。こ
れにより、図 16 (C) に示したように、スイッチ Q1

が ON の時は、入力電圧 VIN の半分が一次側に加わ
ります。ダイオード D4 は逆バイアスとなり、ダイ
オード D3 は順方向バイアスとなって、全インダク
タ電流を二次側巻線 NS1 に流します。一次側電圧に
より二次側 NS1 に誘起された電圧と出力電圧 VOUT
の電位差が出力インダクタ L に順方向に加わりま
す。したがって、インダクタ電流 IL は、図 16 (E) に
示すように、現在値 IL1 から IL2 までリニアに上昇
します。この TON 期間中は二次側の誘起電流と一次
側の磁化電流の和がスイッチ Q1 に流れます。この
TON期間中は、一次側に順方向の電圧が加わるので、
スイッチ Q1 が ON のときは、コアの磁束密度は、
初期値 B1 から B2 まで図 13 のように変化します。

TON 期間の 後で、スイッチ Q1 がターンオフし、
スイッチング周期 TS の残りの期間 OFF を維持しま
す。図 16 (B) に示したように、スイッチング周期の
1/2 の後、スイッチ Q2 がターンオンします。これに
よりTOFF期間は両方のスイッチがOFFとなります。

スイッチ Q1 がターンオフすると、スイッチ Q2 のボ
ディ ダイオードがトランス一次側に蓄積された
リーケージ エネルギーの電路となって、出力整流
ダイオード D4 が順方向バイアスとなります。D4 が
逆バイアスになると、図 16 (E) に示したように、イ
ンダクタ電流の半分をトランスの二次側 NS2 に流
し、インダクタ電流の残りの半分がダイオード D3

によりトランス二次側 NS1 に流されます。このよう
にして、二次巻線 NS1 と NS2 の両方とも巻数が同数
と仮定すれば、等しくかつ逆向きの電圧がトランス
の二次側に加わります。この結果、TOFF 期間に二
次側に加わる正味の電圧はゼロとなり、トランス コ
ア内の磁束密度を値 B2 の一定値に保ちます。

両方のスイッチが OFF の時は、出力電圧 VOUT がイ
ンダクタ L に逆方向に加わります。したがって、イ
ンダクタ電流 IL は、図 16 (E) に示したように初期
値 IL2 から IL1 までリニアに減少します。スイッチ
Q1 と Q2 のボディ ダイオードが、トランスのリー
ケージ エネルギーの電路となります。

VOUT
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-------⎝ ⎠
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-------------------------⎝ ⎠
⎛ ⎞⋅=
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NP2
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NS2

NS1

NP1 = NP2 = NP
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D6
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TS/2 期間の後、スイッチ Q2 がターンオンするとき、
一次側の点が付いた方が VIN の負側に接続され、
キャパシタ C3 に加わる電圧 (VC3) がトランス一次
側に加わります。したがって、スイッチ Q2 が ON
のとき、図 16 (C) に示したように入力電圧 VIN の半
分が一次側に逆方向に加わります。コアの磁束密度
の値は、初期値 B2 から B1 まで図 13 のように変化
します。二次側の巻線 NS1 の巻き数が NS2 と同じ
で、トランス コアの飽和していないと仮定すれば、

両方のスイッチの TON 期間は等しいことになりま
す。図 16 (B) のように、TON 期間後 Q2 がターンオ
フし、TS の残りの期間そのまま維持されます。TON
期間でどちらかのスイッチがターンオンするとき、
もう片方のスイッチに全入力電圧VINが影響するこ
とに注意してください。 

図 16: ハーフ ブリッジ型コンバータ
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(A) = ハーフ ブリッジ型コンバータ

(B) = Q1 のゲート パルス波形

(C) = トランス一次側に加わる電圧

(D) = スイッチ Q1 と Q2 に流れる電流

(E) = 出力インダクタとダイオード D4 の電流
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等価トランス

等価トランスのモデルを図 17 に示します。TOFF 期
間中は、両方のスイッチが OFF で、理想的にはダ
イオードD3とダイオードD4に流れる二次側電流は
等しくなるはずです。しかし、実際には、磁化電流
IM がゼロにならないため、ID3 と ID4 は等しくなり
ません。

この磁化電流 IM(t) は、図 17 に示すように、トラ
ンス一次側を流れるか、二次側のいずれかの側に流
れるか、あるいは 3 つすべての巻線に分散して流れ
ます。

図 17: トランスの等価モデル

磁化電流の分散の仕方は、スイッチとダイオードの
I-V 特性と、トランス巻線のリーケージに依存しま
す。トランスのリーケージは無視できるとし、両方
のダイオードが同じ I-V 特性を持つとすれば、ダイ
オードD3 とD4 に流れる電流は式 16で表されます。

式 16: 出力ダイオードと磁化電流の関係

DC 遮断用キャパシタ

小さなDC遮断用のキャパシタがトランス一次側に
直列に挿入され、トランス コアの DC 磁束を阻止し
ています。DC 遮断用キャパシタの値は、式 17 で求
められます。

式 17: DC 遮断用キャパシタ

貫通電流の防止

TON 期間にスイッチQ1とQ2 により生成される磁束
が等しくないと、ハーフ ブリッジ型コンバータも
トランス コアの磁気アンバランスを引き起こしま
す。飽和を回避するため、スイッチ Q1 と Q2 の TON
期間の決定にピーク電流モード制御技術が使用さ
れます。トランス一次側からの貫通電流を防止する
ため、2 つのスイッチにデッド タイム付きの 大値
が 45% のデューティ サイクルが使用されます。

アプリケーションの課題

磁気を完全に利用すると、いずれのスイッチへの
大ストレス電圧も VIN に等しくなります。しかし、
TON 期間で、いずれかのスイッチが ON となった場
合、入力電圧の半分しか一次側に加わりません。し
たがって、プッシュプル型コンバータと同等の電力
まで改善するには、2 倍の一次側スイッチ電流を必
要とします。こうすることで、ハーフ ブリッジ型
トポロジは500ワットまでのアプリケーションに
適となります。 これは、ヨーロッパやアジア地域の
230 VAC の配電の場合に特に有用です。ハーフ ブ
リッジ コンバータの定格電力は、前段で PFC を使
用すると、650 ～ 700 ワットまであげられます。ス
イッチのピークの一次側電流と OFF 状態への遷移
時の電圧ストレスによって、ハーフ ブリッジ型コ
ンバータ トポロジの実際の 大有効出力電力が決
定されます。

I1(t)

D4

NP

NS2

NS1

D3

id3

ID4

トランス等価モデル

I1’(t)

IM(t)

VP

+

-
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for IM(t)<< i(t)

I1 0=

ID3 0.5 i t( ) 0.5 n⋅( )– IM t( )⋅ ⋅=

ID3 ID4 0.5 i t( )⋅= =

ID4 0.5 i t( ) 0.5 n⋅( )– IM t( )⋅ ⋅=
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V∆
----------------------------------------=

ここで、

TONMAX = いずれかの MOSFET の 大 ON 時間

IPRIM = 大一次電流

∆V = DC 遮断用キャパシタによる一次電圧の降下許容

電圧
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ハーフ ブリッジ共振型コンバータ

磁気部品とヒート シンクが全体システム体積の
80%以上を占めるため、スイッチング周波数を高め、
効率を高めるという2つの方法が、電力密度とSMPS
外形の改善策となります。しかし、この 2 つを同時
に実行するのは容易ではありません。スイッチング
周波数を高めると (100 kHz 以上 )、受動部品の体積
は減らせますが、結果として効率が悪化します。ま
た、寄生要素による高い EMI ノイズが、高いスイッ
チング周波数を阻むことになります。そして、高速
のスイッチング損失により効率が悪化し、ダイオー
ドの逆回復がデバイスに電圧のオーバーシュート
やリンギングを誘因する可能性があります。

改善テクニック

SMPS を高効率かつ高いスイッチング周波数に保
ち、高い電力密度で小型に設計するには、次のテク
ニックによる改善が必要です。

磁気部品の大きさは、磁気損失で制限されます。よ
り良い磁性体を使用することで、磁性体のサイズは
大幅に減少できます。また、CoolMOS™ のような半
導体スイッチング デバイスを使用すると、ショッ
トキー ダイオードの半導体損失が削減できます。そ
して、これを発熱要件に応用すると、ヒート シン
クの大きさおよび数量が低減できます。

より進化したアクティブ、パッシブの部品実装、例
えば、キャパシタの磁性体内への一体化や、出力イ
ンダクタの絶縁トランスへの一体化、トランス巻線
に直列インダクタが必要な場合には、リーケージ イ
ンダクタンスを利用することが効率的です。また、
より進化した電力トポロジを使用することで、高周
波でのスイッチング損失が削減できます。

共振トポロジ

共振技術が半導体デバイス内のスイッチング損失
の改善に使用されます。代表的な共振トポロジは次
のとおりです。

• 直列共振型コンバータ
• 並列共振型コンバータ
• LLC 共振型コンバータ

初の 2 つのトポロジは、広範囲の入力電圧や広い
出力負荷変動には 適化できません。LLC 共振型コ
ンバータは、広い入力電圧範囲でスイッチング損失
を減らし、高い入力電圧で循環エネルギーを 小化
できます。ターンオフ損失もスイッチを流れるター
ンオフ電流を減らし、ゼロ電圧切り替え (ZVS) で
小化でき、ひいてはターンオン損失も取り除くこと
ができます。したがって、LLC 共振型コンバータは、
高い入力電圧変化の範囲でも、高いスイッチング周
波数でのスイッチング損失が問題になりません。

直列共振型コンバータ

直列共振型コンバータ (SRC) では、図 18 のように
共振タンク素子 ( インダクタ LR とキャパシタ CR)
は、トランス一次側に直列に接続されます。

図 18: 直列共振型コンバータ 

共振タンクは一次側電流を正弦波形にし、スイッチ
の遷移中にスイッチに流れる電流を減らすことで、
スイッチング損失を削減できます。電力 MOSFET
では、ゼロ電圧スイッチングが、ゼロ電流スイッチ
ングにおいて適しています。したがって、図 19 に
示すように、このタイプのコンバータで ZVS を実
現するには、動作スイッチング周波数を共振タンク
周波数より高くする方がよいということになりま
す。負荷が軽いとき (Q = 0)、出力安定度を保つため
の動作周波数は、非常に高くなります。

図 19: DC 特性

低入力電圧の場合は、コンバータは共振周波数前後
で動作します。入力電圧が上昇するにつれ、図 20
に示すように、コンバータはより高い周波数となり
共振周波数から遠ざかるため、循環エネルギーが共
振タンク内に次第に増加します。
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図 20: 電流と電圧の波形

この解析結果から、前段の DC-DC コンバータとし
て直列共振コンバータを選定するのは不適切であ
ることがわかります。問題となるのは主に、軽負荷
時の安定度、高い循環エネルギー、さらに入力電圧
が高い時のターンオフ電流です。

並列共振型コンバータ (PRC)
並列共振型コンバータ (PRC) では、共振タンク素子
のキャパシタ CR が、図 21 に示すようにトランスの
一次側と並列に接続されます。SRC と同様、動作ス
イッチング周波数は共振タンク周波数より高く設
計されます。

図 21: 並列共振型コンバータ

SRC と比較すると、図 22 に示すように軽負荷時
(Q = ∞) の動作範囲がさらに狭くなります。

図 22: DC 特性 

図 23: 電流と電圧の波形

並列共振型コンバータでは、負荷が共振キャパシタ
と並列に接続されるため、負荷が無い場合でも、共
振タンクが入力に対し非常に小さなインピーダン
スとなるため、非常に高い循環エネルギーを引き起
こしてしまいます。上記解析により、並列共振型コ
ンバータは、前段の DC-DC コンバータとして選定
すべきではないと結論づけられます。主要な問題
は、高い循環エネルギーと、高い入力電圧条件のと
きのターンオフ電流が多いことです。
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LLC 共振型コンバータ

LLC 共振型コンバータでは、図 24 に示すように、
共振タンク素子 ( インダクタ LR とキャパシタ CR)
がトランス一次側に直列に接続され、さらに、共振
インダクタ LM がトランス一次側に並列に接続され
ます。

LLC 共振型コンバータは、トランスの磁化インダク
タンスがもう一つの共振周波数を生成するために
使われ、この周波数は、共振タンク LR と CR のそ
れに比べ著しく低い周波数となっています。LLC 共
振コンバータは、共振タンク LR と CR より高い周
波数のスイッチング周波数で動作するよう設計さ
れます。

LLC 共振型コンバータのメリットは、軽負荷時のス
イッチング周波数範囲が狭いことと、負荷なしでも
ZVS が可能なことです。さらに、図 25 に示すよう
に、DC ゲイン特性が特に優れているため、LLC 共
振型コンバータは、前段の DC-DC アプリケーショ
ンとして理想的です。2 つの共振周波数は式 18 で
求められます。 初の共振周波数は LR と CR で決
定され、もう片方の共振周波数は LR、CR、LM で決
定されます。

図 24: ハーフブリッジ LLC 共振型コンバータ

式 18: LLC 共振周波数

図 25: LLC 共振型コンバータの DC 特性
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LLC 共振型コンバータの動作

LLC 共振型コンバータの動作は、2 つのインターバ
ルに分割できます。 初のインターバルでは、イン
ダクタ LR はキャパシタ CR と共振し、インダクタ
LM は出力電圧にクランプされます。LR と CR の共
振は、LR 共振電流が LM 電流に等しくなると停止し
ます。LM が共振へ影響後、2 つ目のインターバル
が開始されます。このインターバルの間は、共振素
子はCR と LM が直列に接続された LR に変化します
( 図 26 (B) の平坦な領域 )。したがって、LLC 共振
型コンバータは、インターバルごとに共振周波数が
異なるため、多重共振型コンバータとなります。

LLC 共振型コンバータの動作詳細は、図 26 に示す
ように、3 つのモードに分割されます。t = t0 の初期
状態から、LLC 共振型コンバータの動作説明が始ま
り、1 電力伝達サイクルで終了します。これはス
イッチ Q2 が導通して共振タンクが負荷に電力を届
け終わると開始されます。図 26 (B) に示すように、
インダクタを流れる共振電流 (Q2が導通していると
き ) は負となります。

• モード 1: t0 < t < t1 (Q2 は t = t0 でターンオフ ) 
このモードでは、共振インダクタに蓄積された
エネルギーがスイッチ Q1 の出力キャパシタを
ゼロ電位まで放電させます。スイッチのボディ
ダイオードが共振インダクタ電流 LR の電路と
なり、これがスイッチ Q1 の ZVS 条件を生成し
ます。Q1 のゲート信号は、Q1 のボディ ダイ
オードが導通を開始してから加えるようにし
ます。

• モード 2: t1 < t < t2
このモードは、図 26 (B) に示したように、イン
ダクタ電流が正になると開始されます。モード
1 の間はスイッチ Q1 がターンオンしているの
で、電流はスイッチ Q1 を通って流れます。出
力整流ダイオード D1 は、順方向バイアスとな
り、トランスの電圧は出力電圧 VOUT にクラン
プされます。一次側に誘起される二次側の電圧
は LM の一定値にクランプされますので、この
期間では、共振には影響しません。このモード
は、図 26 (C) に示すように、LR 電流が LM 電流
に等しくなり、出力電流がゼロになると終了し
ます。

• モード 3: t2 < t < t3
このモードは、インダクタ電流 LR と LM が等
しく、出力電流がゼロになり、両方の出力整流
器が逆バイアスになった場合です。この期間で
は、LM は共振に寄与し、共振タンク CR と LR
は、LM と直列構成となります。このモードは、
スイッチQ1がOFFに切り替わると終了します。

図 26 (B) に示すように、スイッチ Q1 は、ピーク電
流に比べ、非常に小さな電流値の場合にターンオフ
します。ZVS は磁化電流に依存し、負荷電流には依
存しません。この磁化電流は、スイッチのターンオ
フ電流にもなり、ほぼゼロのターンオフ損失を達成
するために制御されます。次の半サイクルの動作
は、これまでの説明と同様です。

図 26: LLC 共鳴型コンバータ

td = Dead time
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(A) = LLC 共鳴型コンバータのゲート パルス
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フルブリッジ コンバータ

フルブリッジ コンバータは、トランス絶縁型降圧コ
ンバータです。基本回路とスイッチング波形を図 27
に示します。コンバータの構成が H 文字のように見
えるので、H ブリッジ コンバータとも呼ばれます。

基本動作

トランスの一次側は、スイッチ Q1、Q4 と Q3、Q2 で
構成された 2 本の足に接続されています。スイッチ
Q1、Q2 と Q3、Q4 は脈動の AC 電圧をトランス一次
側に生成します。トランスは脈動の一次側電圧のス
テップダウンと、入力電圧源と出力電圧 VOUT の絶
縁に使用されます。ハーフブリッジ トポロジの場
合は、スイッチの電圧負荷は VIN となります。しか
し、いずれかのスイッチが ON の場合、トランス一
次側に加わる電圧は、入力電圧の半分となります
が、そのかわり、スイッチの電流は 2 倍になりま
す。プッシュプル トポロジでは、いずれかのスイッ
チが ON の場合、トランス一次側に加わる電圧は、
全入力電圧となります。しかし、スイッチへの電圧

負荷は入力電圧の 2 倍となります。この条件から、
両方のトポロジとも高電力 (>500 ワット ) のアプリ
ケーションには適していません。

フルブリッジ コンバータの構成は、ハーフブリッ
ジの電圧特性を保持し、かつ、プッシュプル トポ
ロジの電流特性を保持しています。対角にあるス
イッチ ペア、Q1、Q2 と Q3、Q4 を選定したスイッ
チング周波数で交互に切り替えます。定常動作状態
では、TON 期間に対角のスイッチ ペア Q1、Q2 が ON
となり、巻線の点が付いた方が、点の付いていない
方に対して正となります。ダイオード D4 は逆バイ
アスとなり、ダイオード D3 は順方向バイアスとな
り二次巻線 NS1 に全負荷電流を通します。入力電圧
が、トランス一次側間に加わるため、スイッチに
は、励起された負荷電流とトランス一次側の磁化電
流の和が流れます。コアの磁束密度は、初期値 B1

から B2 へ図 13 に示すように変化します。二次側に
励起された一次側電圧と、出力電圧の電位差が、イ
ンダクタ L に順方向に加わります。

図 27: フルブリッジ /H ブリッジ型位相シフト ZVT コンバータ
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ON 期間の 後でスイッチ ペア Q1、Q2 がターンオ
フし、その後、スイッチング周期 TS の残りの時間
OFF を維持している間、図 27 (B および C) に示す
ように、スイッチ ペア Q3、Q4 がスイッチング周期
の半分のところでターンオンします。したがって、
TOFF期間の間は4つのスイッチすべてがOFFとなっ
ています。

スイッチペア Q1、Q2 がターンオフすると、スイッ
チ ペア Q3、Q4 のボディ ダイオードがトランス一次
側に蓄積されたリーケージ エネルギーの電路とな
ります。出力整流ダイオード D4 が、順方向バイア
スとなり、インダクタ電流の半分をトランス二次側
NS2 に通します。インダクタ電流のあとの半分は、
図 27 (D) に示したように、ダイオード D3 によりト
ランス二次側 NS1 に通されます。したがって、TOFF
期間にトランス二次側に加わる正味の電圧は、ハー
フブリッジ トポロジで説明したようにゼロとなり
ます。これで、トランス コア内の磁束密度が 終
の値 B2 の一定に保持されます ( 図 15 参照 )。両方
のスイッチが OFF の時、出力電圧 VOUT がインダク
タ L に逆方向に加わります。

時間周期 TS/2 の後、対角のスイッチ Q3、Q4 が TON
期間だけターンオンし、巻線の点を付けた側が、点
が付いていない方に対し負となります。ダイオード
D3 が逆バイアスとなり、ダイオード D4 が順方向バ
イアスとなります。ダイオード D4 が全負荷電流を
二次側巻線 NS2 に通します。入力電圧がトランス一
次側間に加わるため、スイッチには励起された負荷
電流とトランス一次側の磁化電流の和が流れます。
入力電圧がトランスに逆方向に加わるため、コアの
磁束密度は、図 13 のように初期値 B2 から B1 に変
化します。二次側に励起した一次側電圧と出力電圧
の電位差が、インダクタ L に順方向に加わります。

二次巻線 NS1 の巻き数が NS2 に等しく、かつ、トラ
ンス コアの磁気飽和が無いと仮定すれば、両方の
スイッチペア Q1、Q2 と Q3、Q4 の TON の周期は同
じとなります。スイッチ Q3、Q4 が ON となってい
る TON 期間の後に、ターンオフし、図 27 (B) のよ
うに、周期 TS の残りの時間 OFF を維持します。い
ずれかの対角のスイッチがターンオンとなってい
る TON 期間では、全入力電圧 VIN がもう一方のス
イッチに加わります。

連続通電モードの動作では、入出力電圧の関係は、
式 19 で表されます。

式 19: フルブリッジ コンバータの VOUT/VIN
の関係

アプリケーションの課題

どのスイッチの 大電圧ストレスも VIN となり、磁
気コアと銅は完全利用となりますので、この組み合
わせが、フルブリッジ コンバータを、高入力電圧
で高電力範囲 (<1000ワット )のSMPSのアプリケー
ションに 適としています。

フルブリッジ コンバータ

フルブリッジ コンバータでは 4 個のスイッチが使
われていますので、スイッチング デバイスによる
損失が多くなります。1000 ワット以上の出力電力
が必要なアプリケーションでは、スイッチング デ
バイスによる損失でフルブリッジ コンバータは現
実的ではなくなります。

MOSFET の伝導損失は良質の MOSFET を使用する
ことで削減でき、スイッチング損失は、ZVS ( ター
ンオン時のゼロ電圧切り替え ) か、ZCS ( ターンオ
フ時のゼロ電流切り替え ) のいずれか、あるいは両
方の技術を使うことで減らすことができます。ZCS
を行うために入力電流を正弦波状にすると、高電圧
のアプリケーションでは、MOSFET を流れるピーク
および RMS の電流が増加します。MOSFET には
ZVS 技術の方が適しています。

フルブリッジ /H ブリッジ位相シフト ZVT 技術

位相シフト ZVT 技術を使ったフルブリッジ コン
バータは、H ブリッジ位相シフト ZVT トポロジと
呼ばれています。このトポロジでは、MOSFET の寄
生出力キャパシタと、スイッチング トランスのリー
ケージ インダクタンスが、ターンオン遷移時に
MOSFET に加わる電圧をゼロにするための共振タ
ンク回路として使用されます。位相シフト ZVT と
単純なフルブリッジ トポロジの動作の間には 2 つ
の大きな違いがあります。位相シフトZVTコンバー
タでは、対角のスイッチの両方のゲート駆動パルス
が位相シフトされています。さらに、ブリッジ回路
の両側の半分が、デューティ サイクルが 50% で固
定の相補のゲート パルスで駆動されます。2 つの
ハーフ ブリッジのスイッチング回路のゲート駆動
間の位相差が、一次側から二次側への電力の流れを
制御し、結果的にこれが実質のデューティ サイク
ルとなります。

電力は対角のスイッチが ON になったとき、二次側
に伝達されます。両方の足にある上または下のス
イッチが同時に ON になると、一次側はゼロ電圧と
なります。したがって、この期間では電力は全く二
次側には伝達されません。適切な対角のスイッチが
ターンオフし、一次側電流がそれぞれの MOSFET
の出力キャパシタを通して流れることにより、ス
イッチのドレイン電圧が入力電圧の反対側の値に
移動します。これで MOSFET のターンオン時のゼ
ロ電圧交差が行われ、ON 時のゼロ電圧切り替えが
できることになります。これは、十分な循環電流が
流れ、インダクタの蓄積エネルギーが、対応する
MOSFET の出力キャパシタを充放電できるとき可

VOUT 2 VIN
NS
NP
-------⎝ ⎠
⎛ ⎞ D⋅ ⋅ ⋅=
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能になります。図 28 に必要なゲート パルスと、ス
イッチとトランスに加わる電圧と電流の波形を示
します。

図 28: 必要なゲート パルスと一次側の電圧と電流
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時間インターバル

位相シフト ZVT の動作は、異なる時間インターバ
ルに分割されます。ここでは、トランスが負荷に電
力を分配し、一次側に流れる電流が IPK、対角のス
イッチ Q1、Q2 が ON で、t = t0 の場合に Q2 がター
ンオフすると仮定します。

• インターバル 1: t0 < t < t1
スイッチ Q2 がターンオフし、右側の足が共振
遷移を開始します。一次側電流は、共振インダ
クタ LLK により一定に保たれます。この一次側
電流によりスイッチ Q2 の出力キャパシタ
(COSS2) が入力電圧 VIN まで充電され、Q3 の出
力キャパシタ (COSS3) は放電してゼロ電位とな
ります。これで Q3 はターンオンする前にゼロ
電圧交差が行われ、その結果ゼロ電圧切り替え
が実行されます。この遷移の間、トランス一次
側電圧は、VIN からゼロまで減少し、一次側か
らは出力に電力を供給しません。出力インダク
タに蓄積されたインダクティブ エネルギーと
一次側のゼロ クロスにより両方の出力整流器
が負荷電流を等分します。

• インターバル 2: t1 < t < t2
COSS2 が VIN まで充電した後、一次側電流が Q3

のボディ ダイオードを通して流れ始めます。こ
れで Q3 は t1 後ならいつでもターンオンするこ
とができるようになり、ゼロ電圧のターンオン
遷移が行われることになります。

• インターバル 3: t2 < t < 3
t = t2 では Q1 がターンオフしており、一次側は
共振インダクタ LLK により保持されていまし
た。さらに、t = t2 では、損失があるため、IP は
一次側ピーク電流 IPK よりやや低くなります。
一次側共振電流がスイッチ Q1 の出力キャパシ
タ (COSS1) を入力電圧 VIN まで充電し、スイッ
チQ4の出力キャパシタ (COSS4)をゼロ電位まで
放電させますので、これで Q4 のゼロ電圧ター
ンオン切り替えが可能となります。この遷移の
間は、一次電流はゼロまで下がります。左側の
足のスイッチの ZVS は、共振インダクタに蓄
積されたエネルギーと、一次側スイッチの伝導
損失およびトランス巻線の損失に依存します。
この左側の足の遷移は、トランスに蓄積された
リーケージ エネルギーに依存しますが、リー
ケージ エネルギーが ZVS には十分で無い場合
には、外付けの直列インダクタが必要になりま
す。こうして、Q4 がターンオンし、電圧 VIN が
逆方向に一次側に加わります。

• インターバル 4: t3 < t < t4
2 つの対角のスイッチ Q3、Q4 が ON になり、全
入力電圧が一次側に加わります。この期間で
は、磁化電流と二次側電流により誘起された一
次側電流の和が、スイッチに流れます。正確な
対角スイッチの ON 時間 TON は入力電圧、トラ
ンス巻線比、出力電圧に依存します。対角ス
イッチの TON 期間後、Q3 がターンオフします。

このようにして、Q3 がターンオフしたとき、ひと
つのスイッチング サイクルが完了します。一次側
電流が COSS3 を入力電圧の電位まで充電し、COSS2

をゼロ電位まで放電させます。こうしてスイッチQ2

の ZVS ができることになります。同様の解析が次
の半サイクルで必要となります。

ZVT の達成

図 27 (A) に示す H ブリッジ位相シフト ZVT コン
バータで、遷移時間が 長となるのは、左側の足が

小の負荷電流で、入力電圧が 大の場合、 短の
遷移時間となるのは、右側の足が 大負荷電流で入
力電圧が 小の場合です。したがって、全スイッチ
の ZVT を達成するには、十分なインダクティブ エ
ネルギーが蓄積され、指定された時間内に MOSFET
の出力キャパシタを充放電する必要があります。イ
ンダクタに蓄積されるエネルギーは、式 20 で表さ
れる遷移に必要とされるキャパシティブ エネル
ギーを上回る必要があります。MOSFET の出力キャ
パシタは、加えられるドレイン - ソース電圧が変わ
ると変化します。そこで、MOSFET の出力キャパシ
タは、式から求めた出力キャパシタに 4/3 を乗じた
ものを使用します。

式 20: 共振素子 LR と CR の関係

0.5 LR IPRIMIN
2 CR> VINMAX

2⋅ ⋅ ⋅

LR IPRIMIN
2 CR> VINMAX

2⋅ ⋅

ここで、

LR = 等価リーケージ インダクタ

CR = 充放電に必要な等価キャパシタ

= 2 個のスイッチの出力キャパシタと寄生容量の並列
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制御方式

すべてのコンバータの出力電圧は、入力電圧、
デューティ サイクル、負荷電流の関数で、コンバー
タ回路の部品の値も同様です。出力電圧は、入力電
圧、負荷電流、コンバータ回路パラメータ値が変化
しても一定に維持する必要があります。単独電源の
場合には、入力電圧は 90 VAC から 264 VAC まで、入
力周波数も 47 Hz から 63 Hz まで変化し、DC 入力
供給は標準値から -25% ～ +50% 変動し、負荷電流
は負荷無しから全負荷まで変化します。負荷は、ゼ
ロから 50% までステップ状に、この逆に変化する
場合もあります。コンバータ回路部品には許容誤差
があります。変動するとしても、出力電圧はある限
度内に収まることが望ましく、負帰還もなく、単一
固定のデューティ値で実現するのは非現実的です。
出力電圧をある許容限度内に保つようデューティ
サイクルを制御する基本的な方式として電圧モー
ド制御と電流制御モードの 2 種類があります。

電圧モード制御

電圧モード制御では、出力電圧を計測し、リファレ
ンス値 ( 希望する電圧値 ) と比較します。そして、誤
差を図 29 のように補償ブロックで処理し、次の
デューティ サイクル値を生成します。このモードは
1 個の制御ループのみ影響するため、設計も解析も
容易です。ただし、この制御方式では、入力あるい
は負荷の変化を出力電圧が変化する前に検知し、
フィードバック ループで補正する必要があります。
したがって、応答が遅く、遷移応答 ( ステップ負荷
変動 ) は理想的とはいえません。改善するには、こ
の制御の枠組みに入力電圧のフィード フォワード
を加え、入力電圧変動の出力への影響を減らします。

図 29: 電圧モード制御
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電流モード制御

電流制御モードでは、図 30 に示すような、2 つの
フィードバック ループを必要とし、制御目的で 2 つ
のパラメータを計測して制御します。出力電圧は出
力キャパシタか負荷端 ( リモート センシング ) で計
測します。また、出力インダクタ / 一次側スイッチ
電流も計測します。

電流モード制御では、まず、出力電圧をリファレン
ス電圧 ( 希望する出力電圧 ) と比較します。誤差を
補償ブロックで処理し、電流ループへのリファレン
ス信号を生成します。次に、この電流リファレンス
を計測電流と比較します。電圧補償ブロックで生成
されたリファレンスと、実際の入力電流値との比較
誤差を電流補償ブロックで処理します。これで出力

電圧を許容限界内に維持するために必要なデュー
ティ サイクルを生成します。電流制御モードでは
回路電流を検出するため、出力負荷電流や入力電圧
の変化が、出力電圧に影響する前に補正することが
できます。

入力電圧に左右される入力電流を検出することは、
本来のフィード フォワード特性が実行されている
ことになります。電流モード制御は、プッシュプル
やブリッジ コンバータに対しては、入力電流の対称
性を提供し、並列接続の多重型コンバータに対して
は、あらかじめ電流制限特性と負荷分担特性を提供
することになります。また、内部電流ループがある
ことで、ステップ負荷変動や遷移応答を改善します。

図 30: 電流モード制御

表 1: 制御方式と特徴

モード コンバータ 速度 説明

電圧 降圧、フォワード 低速 出力短絡保護、パルス毎の保護はない

電流 昇圧、フライバック、プッシュプル、
ハーフとフルブリッジ

高速 出力短絡保護と OC 保護、パルス電流保護
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電力ダイオード

電力ダイオードは、遮断状態から通電状態、あるい
はその逆の変化には有限の時間がかかります。状態
の変化に要する時間、および遷移時のダイオードの
電流や電圧の変化は、回路に影響を及ぼします。波
形 ( 電圧と電流 ) や遷移時間は、ダイオード固有の
特性です。

特性

図 31 に電力ダイオードでの遷移期間中の電圧と電
流の変化の様子を示します。期間 t1 中は、順方向
電圧が上昇し、逆電圧が解除されることにより、空
乏領域に空間電荷が蓄積されます。期間 t2 では、ダ
イオードの順方向電流のため、ドリフト領域に過剰
キャリアが運ばれ、安定状態値で安定します。ダイ
オードに大きな ∆I/∆t が加えられると、ドリフト領
域やシリコンウェハーのインダクタンスや、取り付
けたボンディング ワイアによるオーム抵抗により、
電圧のオーバーシュートが発生します。

ターンオフ遷移時と期間 t3 では、図 31 に示すよう
に、ドリフト領域に蓄積された過剰キャリアが、期
間 t4 で逆バイアスされる前に取り除かれます。こ
の空乏層の再結合プロセスは、かなりの電荷を逆バ
イアス電圧から取り出します。ドリフト領域ダイ
オードに過剰キャリアがある限り順方向バイアス
となります。

t4 の後、ジャンクションは逆バイアスされ、t4 期間
の後、ダイオード電流は負にはならず、急降下して
t5 後にはゼロになります。

逆回復電流が t4 の 後で 大値となります。大部
分の電力回路構成で、このダイオードの逆回復電流
はターンオンする次のMOSFETを通って流れます。
したがって、MOSFET 電流定格を定める場合には、
このダイオードの逆回復電流も加えなければなり
ません。

ショットキー ダイオードは、多数キャリアのデバイ
スで、少数キャリアは蓄積されません。したがって、
ショットキー ダイオードは、ターンオン／オフが
PN 接合の電力ダイオードより高速です。またショッ
トキー ダイオードは、スイッチング特性の改善と、
半導体に直接接触する薄膜金属フィルムにより、ダ
イオードの順方向電圧降下を改善します。

ショットキー ダイオードの順方向電圧降下は、0.3
～ 0.4V で、他の同等のシリコン電力ダイオードに
比べ、逆電流が大きくなります。しかしながら物理
的な理由で、ショットキー ダイオードのブレーク
ダウン電圧は、現状では 150 ～ 200V 以上にはでき
ません。ターンオフ時には、逆回復電流がなく、蓄
積電荷もありません。ドリフト領域のオーム抵抗は
PN 接合ダイオードよりかなり小さく、その結果デ
バイスのターンオン時の電圧オーバーシュートが
小さくなります。

回路内のダイオードの総合損失は、式 21 で求めら
れ、順方向電圧降下損失と、逆回復損失、逆リーク
電流損失が含まれます。

図 31: 電力ダイオードのスイッチング特性

QRR = IRR • TRR/2 
0

VF
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VON

t
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~ ~
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t

~ ~
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式 21: ダイオードの損失

MOSFET

SMPS トポロジのスイッチング素子としては、かな
りの大電流に対応し、高い逆遮断電圧、非常に低い
ON 抵抗で、高速スイッチング能力が高い MOSFET
が理想的です。

MOSFET は多数キャリアで電圧駆動型のデバイス
です。これに対し、バイポーラ接合型トランジスタ
(BJT) は、少数キャリアで電流駆動型のデバイスで
す。MOSFET の ON 状態の抵抗には理論上の限界は
なく、ON 状態の損失は BJT よりはるかに少なくな
ります。MOSFET のオンオフ スイッチング時間は、
デバイス内にキー電荷量があるかないかに依存し、
この制御電荷量の注出入に必要な時間に等しくな
ります。

多数キャリアデバイスでは、制御用電荷の総量は、
等価な少数キャリアのデバイスに比べはるかに少
なくなります。この理由により、多数電荷キャリア
デバイスは少数キャリアデバイスより高速にター
ンオン、オフします。MOSFET は正の温度係数の
ON 抵抗を持っていますので、多くの電流を流すた
め、多数の小型デバイスが容易に並列接続できま
す。図 32 は MOSFET の等価回路図で、寄生キャパ
シタとボディ ダイオードを含みます。

図 32: MOSFET

ドレイン - ソース間電圧と電流のターンオン時ス
イッチング波形を、ゲート - ソース間電圧と共に
図 33 に示します。ドレイン電流の変化率は、ゲー
ト - ソース間のキャパシタがゲート駆動回路で充
電する比率に依存します。

ゲート キャパシタを VGTH ( ゲート スレッショルド
電圧 ) まで充電するのに必要な時間は、ターンオン
遅延 (td) と呼ばれています。この場合、t = t0 でゲー

ト駆動電圧がゼロから VG まで上昇し、ゲート抵抗
RG を通して MOSFETのゲートを駆動すると仮定し
ています。

CGS が VGTH まで充電された後、ドレイン電流がゼ
ロから定格値まで上昇を始めます。この期間中は、
ゲート電流がキャパシタ CGS と CGD の両方を充電
します。ドレイン電流 (ID) が定格値 (ID) になるまで
は、ドレイン - ソース間電圧は、VDS に維持されま
す。ドレイン電流が定格値「ID」になるまでに必要
な時間は、図 33 に示したように電流立ち上がり時
間 TRI と呼ばれます。ドレイン電流が ID になると、
図 33 に示したように、VGS が VGSID にクランプさ
れ、全ゲート電流が CGD に流れ充電を開始します。
このため、ドレイン - ソース間の電圧が降下します。
VDS の変化割合は、式 22 で求められます。

式 22: VDS の変化割合

VDS は 2 つのインターバルの間に VD から VDSON ま
で降下します。1 つ目のインターバルはアクティブ
領域と呼ばれ、2 つ目は過度抵抗領域と呼ばれてい
ます。MOSFET が抵抗領域に入ると、ゲート - ソー
ス間電圧が VG に向けて上昇を始め、同時に、ゲー
ト電流はゼロまで減衰します。実際のシステムで
は、フリーホイール ダイオードが多少逆回復電流
IRR を持っています。ドレイン電流の上昇期間中に、
ドレイン電流は ID ＋ IRR まで上昇し、それから VDS
が VDSON まで下降を開始します。逆回復電流がゼ
ロになった後、ID は LD にクランプされます。

MOSFET がターンオフするときのシーケンスは逆
となります。 初にゲート - ソース間電圧が VGSID
まで降下し、それから図 34 に示すように、ドレイ
ン - ソース間電圧が VDS まで上昇を開始します。ド
レイン - ソース間電圧が定格値 VDS に到達すると、
ドレイン電流がゼロに向けて下降を開始し、図 34
に示すようにゲート - ソース間電圧とゲート電流が
ゼロに向けて減少します。ゲート - ソース間電圧が
VGSID まで到達するまでの時間は、ターンオフ遅延
と呼ばれています。

PLOSS VF IFAVG 0.5 t5 VR IREC F IREVAVG VR⋅+⋅ ⋅ ⋅ ⋅+⋅=

ここで、

PLOSS = 全ダイオード損失

VF = 順方向電圧降下

IFAVG = 平均順方向電流

VR = ダイオードに加わる逆遮断電圧

IREC = ピークの逆回復電流

ゲート (G)

ドレイン (D)

ソース (S)

CGD CDS

CGS

IGATE
VG VGSID–( )

RG
---------------------------------=

VDS∆
t∆

-------------
IG

CGD
-----------=
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MOSFET の損失

MOSFET には 3 タイプの損失があります。伝導損
失、スイッチング損失、ゲート充電損失です。低い
周波数では、伝導損失が支配的となりますが、100
kHz ～ 150 kHz 内の周波数でスイッチングを開始す
ると、スイッチング損失とゲート充電損失が電力損
失の多くを占めるようになります。電力回路におけ
る MOSFET の総合損失は式 23 で求められます。

伝導損失

伝導損失は MOSFET の ON 状態の抵抗 (RDSON) に
依存し、RDSON が低い MOSFET を選定することで
減らすことができます。

スイッチング損失

MOSFET のスイッチング損失は、VDS と ID の波形
で、図33と図34の影で示した部分の面積と、MOSFET
のターンオフ時に寄生出力キャパシタCDSに蓄積さ
れた電荷から求められます。MOSFET のスイッチン
グ損失は、CDS キャパシタが小さい MOSFET を選定
し、さらに、電流 ID と電圧 VDS の波形をシフトし
て、遷移中の重複期間を短くすることで減らすこと
ができます。

ゲート充電損失

ゲート充電損失は、スイッチング サイクル毎に、
ゲートのキャパシタンスを充電しては、電荷をグラ
ンドに放出するために発生します。

アプリケーションの課題

RDSON の低いデバイスは、大きなゲートキャパシタ
ンスを持っているため、ドライバは大きなゲート
キャパシタンスを充電しなければなりません。それ
はつまり、ターンオンとターンオフに長い時間がか
かることを意味し、結果としてより多くのスイッチ
ング損失となります。スイッチング損失を減らすた
めに高速スイッチングとするという一般的な法則
は、∆V/∆t と ∆I/∆t が高くなるため多くの高周波ノ
イズを発生します。このため、EMI フィルタの大き
さが大きくなる要因となります。

MOSFET の安全動作領域 (SOA) は 大ドレイン電
流 IDMAX と、内部接合部温度 TJ とブレークダウン
電圧BVDS定格で決定されます。MOSFETには IGBT
の場合のような2次のブレークダウン電圧はありま
せんので、MOSFET の SOA は逆方向も同じとなり
ます。さらに、MOSFET は同じ RDSON のまま両方
向に導通させることができます。

MOSFET ドライバの選定では、そのドライバが、
MOSFET のゲートを仕様時間内にターンオン、オフ
するのに必要な 大ピーク電流を、出すことも引き
込むこともできるかどうかに留意する必要があり
ます。MOSFET のゲートは、デバイスをターンオン
する場合には大電流を必要とし、それ以外は低電流
レベルで高いゲート-ソース間電圧を必要とします。 

式 23: MOSFET の損失

 
PSW IDRMS

2 RDSON 0.5 VDS ID TRISE TFALL+( ) fSW 0.5 VDS
2 CDS fSW QGTOTAL VG fSW⋅ ⋅+⋅ ⋅ ⋅+⋅ ⋅ ⋅ ⋅+⋅=

ここで、

IDRMS = ドレイン RMS 電流

TRISE = 立ち上がり時間

TFALL = 立下り時間

fSW = スイッチング周波数

QGTOTAL = 全ゲート電荷

CDS = MOSFET 出力キャパシタ

VDS = ドレイン - ソース間電圧

ID = ドレイン電流

VG = ゲート電圧

RDSON = MOSFET の ON 状態の抵抗
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図 33: MOSFET のターンオン時の特性

図 34: MOSFET のターンオフ時の特性
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スナバ

半導体デバイスに定格を超えたストレスがかかる
問題を解決するには、基本的に 2 つの方法がありま
す。定格がより大きく、ストレス レベルに合った
デバイスに置き換えるか、スナバ回路を追加して、
ストレスを安全なレベルまで下げるかです。いずれ
のオプションも、コストと高い定格デバイスによる
有効性、スナバ回路に使用する部品のコスト、コン
ポーネントの増加による複雑性のトレードオフと
なります。

スナバ回路は通常、ターンオフ時にデバイスに電圧
が加わる場合の電圧上昇率 (∆V/∆t) を制限するか、
ターンオン時にデバイスに電流が流れる場合の電
流上昇率 (∆I/∆t) を制限するのに使用されます。図
35 に、使用頻度の高いスナバ回路を示し、これは、
単一スイッチの電源コンバータ アプリケーション
で、ターンオフ時の ∆V/∆t を制限し、MOSFET に加
わる電圧を遮断するために、トランス一次側に接続
されます。

図 35 (A) に示す RCD スナバの簡易設計は、まず、ス
イッチングのリンギングを無視できるよう十分の
大きさの CS を選定し、その次に、VS ( キャパシタ
CS に加わる電圧 ) での RS の電力消費が、式 24 で求
められるリーケージ インダクタンスによるスイッ
チング損失に等しくなるように RS を選定します。

図 35: ターンオフ時用スナバ

式 24: スナバ用抵抗の選定

図 36 に示すのは、一般的なターンオフ用スナバ回
路で、∆V/∆t を制限し、MOSFET のスイッチング損
失の減少に使用されます。MOSFET がターンオフす
るとき、あるピーク電流が CS に流れ始め、これが
ドレイン電圧の上昇を遅延させ、ターンオフ時の
VDS と ID の重複領域を減少させます。CS は 少の
TON 時間内に完全に放電させる必要があるため、使
用可能な CS の 大値を制限します。これを式 25 で
求めることができます。

式 25: スナバ用キャパシタ

MOSFET が OFF に切り替わるとき、CS は電圧 VS
まで充電されます。スイッチング サイクルごとに
スナバ抵抗で消費されるエネルギーは式 26 で求め
られます。

式 26: スナバの電力損失

図 36: MOSFET のターンオフ時用スナバ

VINVINVIN

111

Q

(A)(B)

ここで、

I = MOSFET が OFF に切り替わる直前のトランス一次側

に流れる電流

LLK = トランスのリーケージ インダクタンス

VS
2

RS
-------- 0.5 LLK I2 fSW⋅ ⋅ ⋅=

ここで、

RS = スナバ用抵抗

CS = スナバ用キャパシタ

TONMIN = スイッチの 少 ON 時間

CS
TONMIN

4 RS⋅
--------------------=

PRS 0.5 VS
2 CS fSW⋅ ⋅ ⋅=

ここで、

VS = スナバ キャパシタに加わる電圧

fSW = スイッチング周波数

CS

RSDS

Q
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磁性体の設計

この章ではSMPSアプリケーションに使用する磁性
体の設計の基本について解説します。電源の仕様に
適なトポロジを選定した後、次の選定はスイッチ

ング周波数とトランス コアの大きさの決定です。こ
れを実行するには、 大有効電力とトランスの各パ
ラメータ、つまり磁気コア面積、磁化長、ウィンド
ウ面積、ボビン面積、ピークの磁束密度、コイルの
電流密度などとの数値的な関係を知る必要があり
ます。

磁気損失にはヒステリシスと渦電流の2つの種類が
あります。フェライトは高い電気的抵抗を持ち、通
常はヒステリシス損失も渦電流損失もわずかです。
このため、フェライトはスイッチング周波数 10 kHz
～ 1 MHz で使用する場合に適しています。

表 2 は、高周波トランスやインダクタの設計に使用
される磁性体材料の長短所を一覧にしたものです。

表 2: 磁性体材料と特性

材料 長所 短所

フェライト 高い透磁率なので高いインダクタンスを生成
するのに使用され、透磁率は磁束密度に対し
比較的一定で、種々の周波数で電力損失が
少になるよう種々のフェライトがある。一般
的に電力トランスに使用される

フェライトを飽和させるのは難しい

モリブデン
パーマロイ
MPP

容易に飽和する。異なる透磁率で広範囲の種
類がある。一般的に電力インダクタに使用さ
れる

フェライトより損失がかなり多い

砂鉄 種々の透磁率があり、MPP より安価。一般的
にコストが重要なところで電力インダクタに
使用される

飽和は MPP よりやや難しい。砂鉄のインダ
クタ コアは MPP やフェライトよりやや大型
となる
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トランスの設計

トランスのサイズは多くのパラメータに依存しま
す。例えばコア損失、銅損、冷却効率、絶縁、コア
形状、 大スループット電力などです。コア損失
は、磁束密度の振幅とコア サイズが大きくなると
増加します。銅損は、磁束密度と寸法が小さくなる
と増加します。100 kHz 前後で使用する場合は、効
率はコア損失が 40 ～ 45% で、銅損が 55 ～ 60% の
とき 大となります。

トランス設計の 初のステップは、コアとボビンの
大きさを決定することです。コアの電力定格は、コ
ア ウィンドウ面積とコアの断面積の積 (面積積と呼
ばれている ) に関係し、コア メーカから提供されて
います。

ウィンドウ面積は、一次巻線で使われ、一次側面積
係数 KP と一次側利用率 KU から求められます。コ
ア形状と面積積と電力出力の数値的な関係は式 27
で求められます。

式 27: コア形状と電力出力の関係

数値関係がわかると面積積のコア サイズが選定で
きます。一次側の巻数は式 28 で求められます。

式 28: トランス一次側の巻数

センター タップ型トランスの二次側の巻数は式 29
で求められます。

式 29: トランス二次側の巻数

実際のアプリケーションでトランスをテストする
場合、全体性能を改善するためには精密な調整が必
要となります。そのトランスで、コアでの電力損失
が銅損 ( 一次側、二次側合わせて ) より大きい場合、
巻き数を減らす必要があります。こうすることで磁
束密度が増加します。次に、コア損失が銅損に比べ
非常に少ない場合は、巻き数を増やす必要があり、
これで磁束密度を減らして全体の損失 ( コア損失と
銅損の和 ) を 適化します。一次側、二次側の巻線
面積は損失に比例します。二次巻線が多重化されて
いる場合は、巻線面積は銅損に比例します。

ここで、

AE = コア断面積

AW = コアウィンドウ面積

AP = 面積積

PIN = 電力入力 = 電力出力

DMAX = スイッチの 大デューティ サイクル

K = KP • KU • KT = 全銅利用率

J = 一次側の電流密度

fSW = スイッチング周波数

B = ON 中の磁束密度の変化

KT = RMS 電流と一次側平均電流の比率

AP AE AW⋅ PIN
DMAX

K J fSW ∆B⋅ ⋅ ⋅( )
----------------------------------------- 108 CM

4⋅ ⋅= =

NP VINMIN
TONMAX
AE B∆⋅( )

-----------------------⋅=

NS VO
NP

VINMIN 2 DMAX⋅ ⋅( )
--------------------------------------------------⋅=
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インダクタの設計

インダクタはコアに単一の巻線を持った磁性体部
品で、通常 DC 電流に比べ、わずかな AC リップル
を含む DC 電流を通します。電力インダクタに使用
する形状の多くはトロイダル型です。

電力インダクタの設計では、DC バイアスに必要な
インダクタンスと、DC 電流の値の 2 つのパラメー
タが必要です。次の手順でコア サイズを選定し、必
要な巻き数を求めます。この設計例は、メーカ提供
の磁性体 ( 図 37 参照 ) の MPP コア選定図に基づい
ています。

1. インダクタに必要なエネルギー蓄積量を計算
する。メーカ提供のデータでは、L × I2 によっ
て、E = L × I2 を計算する。ここで L はインダ
クタンス値で I はインダクタを流れる DC 電流
である。つまり、3 アンペア DC で 500 µH のイ
ンダクタンスなら、E = 4.5 mJ となる。

2. 図 37 のコア選定図に E の値をおく。グラフは
メーカーから提供。この座標の交点から、 初
に交差するコア サイズが出る。ここで、透磁率
125µ の座標を通して、 小のコアには 55310
MPP コアを使用できる。

3. コア メーカから与えられるAL値から巻き数を
計算。

4. メーカーから提供される磁性体データから、エ
ルステッドで磁束強度を計算。

5. 透磁率と DC バイアス曲線から初期透磁率の割
合を決定。

6. 初期透磁率の値から、実際に必要な巻き数を計
算。

式 30: インダクタの巻き数 

図 37: エネルギー対コア サイズ

N
LREQUIRED 106⋅
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キャパシタの選定

入力の大容量キャパシタは、主に電源として必要な
立ち上がり時間と、キャパシタのリップル RMS 電
流定格に依存し、出力キャパシタは、 大動作 RMS
電流と、スイッチング周波数、寿命、使用するコン
バータのタイプに依存します。

出力キャパシタの等価直列抵抗 (ESR) は直接出力
リップル電圧とキャパシタの寿命に影響します。図
38 に出力キャパシタに加わる電圧と電流の波形を
示しますが、出力負荷電流 IOUT を中心にして、∆I
のリップル振幅を持っています。∆I とキャパシタの
ESR の積が、出力電圧にのるピーク ピークのリッ
プル電圧 ∆V となります。

キャパシタの寿命は、温度が定格値より 10 度下が
るごとに 2 倍となります。例えば、キャパシタの定
格が 105°C で 5000 時間だとすると、寿命スパンは
5000 × 24 となり、65°C の動作温度では 80,000 時間
となります。

表 3 にキャパシタのタイプと通常使われるアプリ
ケーションを示します。

図 38: インダクタ電流と出力キャパシタの電圧波形 

VOUT

IOUT

IOUT

∆I

∆V

表 3: キャパシタと用途

キャパシタ アプリケーション例

アルミ電解 通常コンバータの入出力に使用され、大容量が必要で大きさが余り重要
ではない箇所に使用

タンタル 通常コンバータの出力に使われ、高いリップル電流 RMS 定格が必要で、
低 ESR のキャパシタで、大きさと実装寸法が非常に小さいことが必要な
箇所に使用される。通常 SMD パッケージを使用

セラミック、多層セラミック 信号やタイミング用に使用される。
ノイズ フィルタ用として電解と並列にして使用

フィルム、ポリプロピレン 通常 X や Y キャパシタのような安全保護アプリケーションで使用される
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SMPS における電磁的妨害 (EMI)
電源の設計において、仕様を満足する電源を設計し
ようとしたとき遭遇する難題として、EMI あるいは
EMCと呼ばれる制限があります。本アプリケーショ
ン ノートでは、EMI の実用面に焦点を当てて解説
します。

ノイズには、伝導によるものと放射によるものの 2
つのタイプがあります。主な相違点は、伝導ノイズ
は導体を流れ、放射ノイズは導体に依存しません。

実例

PCB 配置と配線を改善すれば、放射ノイズが減少し
ます。高周波電流ループは短くします。より対線を
導体として使用します。エアー ギャップを持つト
ランスとインダクタは、放射磁界の少ないものを選
別します。実例では、すべての信号の配線とリター
ン パスを互いにできる限り近くすることによって、
信号レベルは信号配線で形成されるループ面積に
直接比例します。さらに、実装する箱の材料には金
属を使用します。

伝導ノイズには 2 種類あります。差動モードノイズ
は、図 39 (A) に示すように、方側の電力線から流れ
出し、もう片方に戻るノイズです。差動モード電流
は負荷にエネルギーを供給します。同相モード ノ
イズは、図 39 (B) に示すように、両方の電力線に同
時に流れます。同相モード電流はエネルギーを供給
しません。

図 39: 同相と差動モードノイズ

回路の同相モード電流を計測するためには、図 40
(A) に示したように、両方の配線の周りに電流プ
ローブを配置します。次に、電流プローブ内に電力
線を通し、図 40 (B) のようにリターン パス側をね
じると、差動モード電流を計測する配置となりま
す。同相モード電流が 300 kHz で 100 µA、差動モー
ド電流が 1 mA と計測したとすると、比は 1:10 で
す。300 kHz での全ノイズ電圧の計測値が、
101 ∆BµV = 110000 µV = 110 mV とすれば、100 mV
の差動ノイズと 10 mV の同相ノイズが含まれてい
ることになります。

図 40: 同相と差動モード ノイズの計測 

ノイズ発生の共通要因

図 41 は、ノイズ発生の共通要因を示しています。
伝導電気ノイズは、主に高周波スイッチング素子と
グランド パターン間に寄生する静電結合と電磁結
合により発生します。

同相モード ノイズの主な発生源は下記です。 
• MOSFET の高い ∆V/∆t のスイッチング

• 高周波スイッチング トランス

• 出力整流器の逆回復

差動ノイズは、入力電解キャパシタと入力の大容量
キャパシタに並列接続した大きなデカップリング
キャパシタにより抑制できます。同相モード電流
は、トランスの絶縁リーケージと寄生の結合により
アース グランドに生成されます。グランド リーケー
ジ電流 ( フィルタ キャパシタ CY1 と CY2 による ) の
大値は、監督官庁により制限されています。
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ノイズ低減手法

図 41 に示した寄生キャパシタ CP1 から CP5 は、グ
ランド ラインに対し同相ノイズを発生します。ノ
イズを低減するには、トランスにファラデースク
リーンを適用し、入力DCラインにリターンします。

スイッチング デバイスのヒート シンクはノイズ発
生源の一つです。したがって、絶縁パッドを使用し
て、MOSFET とヒート シンクの間の寄生キャパシ
タを減らします。

すべての高電圧部品はグランド パターンから絶縁
します。

EMI フィルタのインダクタを 小化するために、大
きな値のデカップリング キャパシタを使用します。

高い ∆V/∆t と ∆I/∆t により発生するノイズを減らす
ために、スナバ回路をスイッチング デバイスに並
列に追加します。

高い透磁率のコアが同相モード インダクタに使用
すると、高い同相モード インダクタンスが提供さ
れます。こうして、できる限り小さなコアにライン

入力電流を流します。同相インダクタの巻線は、物
理的に分離しており、ボビンも 2 つの部分に分離さ
せています。こうすることで安全要求に適合させ、
かつ 2 つの巻線間にリーケージ インダクタンスを
持たせています。このリーケージ インダクタンス
が、差動ノイズの抑制をうながします。

同相インダクタの自己共振周波数を可能な限り高
め、良好な高周波除去特性を維持させます。これに
対応して、巻線間キャパシタンスはできる限り低く
します。また、巻線間キャパシタンスを回避するた
め、高い透磁率のフェライトの単層のトロイダル コ
アを使用して、2 つの巻線間の巻き数を 1 回か 2 回
異なるようにし、差動ノイズのためのリーケージ イ
ンダクタンスを生成させます。

インダクタの値を決定するには、フィルタ キャパ
シタのみの場合のシステムの 大ノイズ電圧を計
測し、その周波数でノイズを受け入れ可能なレベル
に必要なインダクタ値を決定します。同相インダク
タによる損失は、銅損だけで、コアのインダクタや
表皮効果によるものは無視できます。

図 41: 同相と差動モード ノイズの要因

X- キャパシタ

CY1 CY2

CP3
CP5

ダイオード

Y- キャパシタ
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まとめ

適切な SMPS トポロジは、入力電圧と出力電力、出
力電流により選定できます ( 表 4 参照 )。
トポロジの選択は、コストや大きさなどを含む電源
の要求仕様や、設計者の個人的な経験により異なり
ます。

表 4: SMPS トポロジの選定ガイドライン

入力電圧 出力電力 適切なトポロジ

汎用入力 (90 ～ 264) VAC Po < 150 ワット、負荷電流 < 10A フライバック型、フォワード型

汎用入力 (90 ～ 264) VAC Po < 150 ワット、負荷電流 > 10A フォワード型

汎用入力 (90 ～ 264) VAC 150 ワット < Po > 350 2 スイッチ フォワード型、ハーフ ブリッジ型、
プッシュプル型

汎用入力 (90 ～ 264) VAC Po < 500 ワット ハーフ ブリッジ型、プッシュプル型

VIN > 350 VDC Po < 750 ワット ハーフ ブリッジ型

VIN < 200 VDC Po < 500 ワット プッシュプル型

VIN > 350 VDC 500 < Po > 1000 ワット フル ブリッジ型

VIN > 350 VDC Po > 1000 ワット ZVT フルブリッジ型

VIN > 350 VDC Po > 2000 ワット 1 つ以上の ZVT フル ブリッジ型の並列
1 つ以上の ZVT フル ブリッジ型の交互型
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付録 A: 用語解説

2 スイッチ フォワード型コンバータ

スイッチの逆遮断電圧を減らすためにトランス一
次側を直列にして使われる

H ブリッジ位相シフト ZVT 型コンバータ

フルブリッジ型コンバータで、H ブリッジ位相シフ
ト ZVT と呼ばれる位相シフト ZVT 技術を使ってい
る。このトポロジでは、MOSFET の寄生出力キャパ
シタとスイッチング トランスのリーケージ インダ
クタンスが、MOSFET のターンオン時のゼロ電圧交
差を行うための共振タンク回路として使用する

H ブリッジ コンバータ

フルブリッジ コンバータを参照

LLC 共振型コンバータ

スイッチング損失を減らすためと、出力電力の流れ
で決まる、2 つの足のゲート駆動パルスの位相シフ
トのために使用する LC タンク回路を持つフルブ
リッジ コンバータ

一定の出力電圧

システム内のいかなるパラメータ変動に対しても
出力電圧を安定化する動作モード

降圧型コンバータ

基本的な SMPS トポロジで、スイッチが入力電圧を
刻んでできたパルスを平均化 LC フィルタに通し、
入力より低い出力電圧を生成する

昇圧型コンバータ

基本的な SMPS トポロジで、スイッチが ON の時、
エネルギーをインダクタに蓄積し、スイッチが OFF
の時、出力に伝達します。非安定化入力電圧をより
高い電圧の安定化出力に変換する

スイッチ モード 電源 (SMPS)
受動部品とともにスイッチング デバイスを使用し
て電流れを処理する電源の技術

スナバ

SMPS でピークの電圧、電流、∆V/∆t、∆I/∆t を制限
することで、部品のストレスを軽減するために使わ
れるアクティブまたはパッシブ、消散または再生用
の部品または回路のこと

全高調波歪 (THD)
信号の全高調波歪、THD とは存在する高調波歪の
測定値のことで、全高調波の電力の合計と、基本部
の電力との比で定義される

直列共振型コンバータ (SRC)
共振用キャパシタCと負荷が直列に接続されるハー
フ ブリッジ コンバータ

電圧モード制御

出力電圧を制御するため1重のループを使用する制
御方式

電磁的妨害 (EMI)
伝導あるいは放射により SMPS から発生し、電気的
ノイズとして現れる好ましくないエネルギー

電流モード制御

2 重ループ回路を使って PWM 動作を調整する制御
方式

電力ダイオード

電力ダイオードは単方向の半導体スイッチで、1 つ
の PN 接合で構成される。電力ダイオードは大電流
を通すことができ、一般的に OFF 状態での高圧の
逆バイアス電圧を可能としている

ハーフ ブリッジ LLC 共振型コンバータ

SMPS ハーフ ブリッジトポロジで、インダクタ L と
キャパシタCで構成された共振タンクが直列になっ
ていて、これが別の共振周波数を生成してトランス
の磁化インダクタンスを生成する

ハーフ ブリッジ共振型コンバータ

MOSFET 内のスイッチング損失を減らすために LC
共振タンクを使ったハーフ ブリッジ コンバータ

ハーフ ブリッジ コンバータ

SMPS トポロジで、フルブリッジ コンバータと似
て、2 個のスイッチのみ使用。残りの 2 個はキャパ
シタに置き換える

バイポーラ接合型トランジスタ (BJT)
BJT は 3 端子デバイスで、ドープした半導体材料か
ら成り、増幅やスイッチング用途に使用される
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ファラデー シールド

トランスの入出力巻線間の電気的シールド。これに
より一次側と二次側の結合容量を減らし、その結果
出力の同相モードのノイズを低減する

フィード フォワード

環境の変化に対して応答し、システムを望ましい状
態に維持するシステムを示す用語。または、計測さ
れた外乱に対し既定の方法で応答するという
フィード フォワード動作を示すシステムのことで、
フィード バック システムに対比する

フォワード コンバータ

降圧派生型 SMPS トポロジで、スイッチングトラン
ジスタが ON の時に、エネルギーがトランス巻線の
二次側と負荷に伝達される

プッシュプル コンバータ

通常センター タップのトランスと、交互にオンオ
フする 2個のスイッチが使用される SMPSトポロジ

フライバック コンバータ (FBT)
絶縁型昇降圧 SMPS トポロジで、 初のスイッチン
グ サイクルではエネルギーをトランスの磁化イン
ダクタンスとして蓄積し、次の 2 つ目のサイクル
で、次の段の同じようなハーフ ブリッジ共振型コ
ンバータの二次巻線に伝達する。これが共振タンク
用キャパシタCを介して直列に接続された負荷に伝
達される

フルブリッジ コンバータ

SMPS のトポロジで、4 個のスイッチがブリッジ構
成で接続され、トランスの一次側を駆動する。これ
は H ブリッジ コンバータとも呼ばれる

並列共振型コンバータ (PRC)
負荷が共振タンク用のキャパシタCと並列に接続さ
れるハーフ ブリッジ共振型コンバータ

力率制御 (PFC)
PFC とは、力率を 1 より小さくする電気的負荷の好
ましくない影響を是正する技術
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