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平地研究室技術メモ No.20100323 

DC/DC コンバータの超高速制御方式 
（読んでほしい人：パワエレ初心者） 

2010/3/23 舞鶴高専 平地克也 

 

 定電圧制御されたDC/DCコンバータは入力電圧が変動してもフィードバック制御で出力電圧を一

定の値に保つことができるが、入力電圧が急変すれば出力電圧も一時的に変動する。一時的な変動の

大きさと継続時間はなるべく小さいことが望ましい。定電圧制御回路の応答速度を速くすれば変動の

大きさと継続時間を抑制することができるが、応答速度は安定性とトレードオフの関係にある。高速

応答を実現させると安定性が損なわれて、特定の条件でハンチングが発生することもある。 

 今回の技術メモでは入力電圧の変動に対してフィードフォワード制御で出力電圧を定電圧制御す

る方法を提案する。この制御方法によれば DC/DC コンバータの安定性を損なうことなく、超高速制

御を実現することができる。 

 

■従来の制御方式 

 図１に DC/DC コンバータの主回路、図２に定電圧制御回路を示す。主回路は図１では降圧チョッ

パの場合を記載しているが、フォワード型、ブリッジ形、プッシュプル型などどのようなタイプでも

以下の議論は成立する。定電圧制御回路では出力電圧 vout を基準電圧 Vref と比較して増幅し、誤差

電圧 verを作り、ver を鋸歯状波 vt で変調して Tr のゲート駆動波形（PWM 波形）を得ている。電源

電圧 vinが変化した場合は次のようにフィードバック制御が働いて定電圧を維持する。 

 

vin上昇→vout 上昇→ver 低下→PWM 波形の通流率低下→Tr の通流率低下→vout 低下 

vin低下→vout 低下→ver 上昇→PWM 波形の通流率増加→Tr の通流率増加→vout 増加 

 

よって、vinが上昇した場合は一時的に vout も上昇するが、すぐに低下して元の値に復帰する。逆に

vinが低下した場合は一時的に vout も低下するが、すぐに上昇して元の値に復帰する。 

 このように図２の制御回路を使用すれば入力電圧の変動に対しても出力電圧は定電圧を保つこと

ができるが、入力電圧が急変した場合は出力電圧の一時的な変動はまぬがれない。一時的な変動の大

きさと継続時間は主回路のL とC の値および制御回路の OPamp の応答速度と C1の値によって変化

する。 
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■提案する制御方式 

 図３に提案する制御方式を示す。従来の制御方式では鋸歯状波 vt は常に一定のピーク値を持って

いたのに対し、提案方式では vt のピーク値を入力電圧 vinに比例して変化させている。vinが 10V か

ら 20V に変化した場合は vt のピーク値は 2 倍になる。この場合、図から明かなように ver が一定で

あっても自動的に PWM 波形の通流率は 1/2 に変化する。したがって、この方式では電源電圧が急変

した場合は ver が変化することなく自動的にスイッチ素子の通流率は 1/2 になり、出力電圧は定電圧

が保たれる。 

図４に vt 発生回路を示す。従来方式(a)では定電流回路でコンデンサを充電し、リセットパルスで

定期的にコンデンサを放電することにより鋸歯状波 vt を作っている(1)。この方法では vt のピーク値

は常に一定の値になる。提案方式(b)ではコンデンサを定電流ではなく、入力電圧 vinに比例した電流

で充電している。この方式を使えば図３のように vinに比例したピーク値を持つ鋸歯状波を発生させ

ることができる。しかしながら、vinに比例した電流を作る回路はやや複雑になる。そこで（c）の簡

易型を提案する。コンデンサ C2 を抵抗 R5 を介して直接 vin で充電している。この回路では vt のピ

ーク値は vinに完全には比例しないが、おおむね比例する波形を得ることができる。 

図３ 提案する制御方式 

 

       (a) 従来方式          (b) 提案方式      (c) 提案方式（簡易型） 

図４ 鋸歯状波 vt 発生回路 
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■実験結果 

 従来方式と提案方式の比較実験を行った。主回路に図１の降圧チョッパ、定電圧制御回路に図２の

回路を使用した。鋸歯状波発生回路は従来方式では図４(a)、提案方式では図４(c)の回路を使った。

主な部品定数と仕様は次の通りである。なお、提案方式の効果を分かり易くするために C1はかなり

大きな値を使って応答を遅くしている。 

 

  部品定数：L＝420μH、C＝1000μF、C1＝10μF、C2＝1000pF、R5＝56kΩ 

  仕様：vin＝12V±2V、vout＝5V、iout＝5A、動作周波数＝24kHz 

 

 図５～図８に入力電圧が 10V から 14V に急変した場合の各部の波形を示す。左の写真が従来方式、

右の写真が提案方式である。次のことが確認できる。 

 

・提案方式では鋸歯状波 vt のピーク値は入力電圧 vinにほぼ比例して変化する。 

・提案方式では vinが変化しても誤差電圧 ver はほとんど変化しない。 

・提案方式では vinが急変しても出力電圧 vout はほとんど変化しない。 

 

 図９～図１２に入力電圧が 14V から 10V に急変した場合の各部の波形を示す。図５～図８の場合

と同じく上記３項目が確認できる。よって、提案方式を使うと入力電圧の急変に対して超高速で出力

電圧の定電圧制御が実現できていると言える。 

 

■入力電圧急増時の波形（入力電圧 vin 10V→14V） 

 

左：従来方式               右：提案方式 

  

図５ 入力電圧 vin急増時の出力電圧 vout の変化   時間軸：5msec/div 

 

従来方式（左）では入力電圧急増と同時に出力電圧に大きなオーバーシュートが発生している。提案

方式（右）では出力電圧はほとんど変化していない。 

 

vin（5V/div） vin（5V/div） 

vout（2V/div） vout（2V/div） 
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図６ 入力電圧 vin急増時の鋸歯状波 vt の変化   時間軸：5msec/div 

 

従来方式（左）では入力電圧が変化しても鋸歯状波 vt は変化しない。提案方式（右）では入力電圧

に比例して鋸歯状波のピーク値が変化している。 

 

  

図７ 図６の時間軸拡大波形    時間軸：50μsec/div 

 

提案方式では入力電圧の変化にほぼ比例して鋸歯状波のピーク値が変化していることが分かる。 

従来方式では変調波発生回路に定電流回路を使っているので鋸歯状波はリニアに立ち上がっている

が、提案方式では抵抗を介して入力電圧でコンデンサを充電して鋸歯状波を作っている（図４(c)）

のでやや歪んだ鋸歯状波となっている。 

  

図８ 入力電圧 vin急増時の誤差電圧 ver の変化   時間軸：5msec/div 
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従来方式（左）では入力電圧が急増すると出力電圧がオーバーシュートする。そこで、フィードバッ

ク制御によりパルス幅を小さくして出力電圧を下げるために誤差電圧 ver が低下している。提案方式

（右）では入力電圧が急増すると変調波も急増してパルス幅が減少するので出力電圧はほとんど変化

しない。よって、誤差電圧もほとんど変化していない。 

 

■入力電圧急減時の波形（入力電圧 vin 14V→10V） 

 

左：従来方式               右：提案方式 

  

図９ 入力電圧 vin急減時の出力電圧 vout の変化   時間軸：5msec/div 

 

従来方式（左）では入力電圧低下と同時に出力電圧に大きなアンダーシュートが発生している。提案

方式（右）では出力電圧はほとんど変化していない。 

 

  

図１０ 入力電圧 vin急減時の鋸歯状波 vt の変化   時間軸：5msec/div 

 

従来方式（左）では入力電圧が変化しても鋸歯状波は変化しない。提案方式（右）では入力電圧に比

例して変調波のピーク値が変化している。 

 

vin（5V/div） vin（5V/div） 

vout（2V/div） vout（2V/div） 
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図１１ 図１０の時間軸拡大波形    時間軸：50μsec/div 

 

提案方式では入力電圧の変化にほぼ比例して鋸歯状波（変調波）のピーク値が変化していることが分

かる。 

 

  

図１２ 入力電圧 vin急減時の誤差電圧 verの変化   時間軸：5msec/div 

 

図４と同様に提案方式では ver はほとんど変化していない。 

 

Ｐ．Ｓ． 

提案方式は学会発表を予定していたのだが、発表前に、この方式は実は公知の技術であることが判明

し（例えば文献(2)）、学会発表は中止した。なお、本研究成果は舞鶴高専平地研究室専攻科 2008 年

度卒業生和田良の卒業研究の一部である。 
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