
ッチング期間のスイッチング損失

Psw,オン期間に発生する飽和損失

Ps｡t,オフ期間の漏れ損失Pleakの

合計?, Ps｡.とPi｡｡kは高周波化に

よって増加しません.
章バイポーラ･トランジスタの場合はPsw

-V｡s x I｡･ (1/6･t｡｡ + 1/2･t｡′`) ･f

共振形の原理

スイッチング期間にVDSあるい

はI｡のいずれか一方をゼロにすれ

ばPswもゼロになります.スイッチ

素子と負荷を含む閉回路にL Cを

追加することにより第2図a)のよう

に一方を円弧状に丸めます.この方

式が共振形T,ソフトスイッチング

スイッチング電源のスイッチング

周波数を高くする目的は,平滑用の

コイルとコンデンサの形状を小さく

するためです.周波数fを10倍に

するとコイルのインタクタンス値

L　コンデンサのキャパシタンス値

Cが1/10でも同じ平滑効果が得ら

れます. L値, C値が小さくて済む

ので形状も小さくできます.しかし,

fを高くするとスイッチ素子の損失

が培え,その発熱が小形化を馬路7し

ます.

スイッチング損失

パワーMOS-FETのスイッチン

グ過程を第1図に示します.ドレイ

シーソース間電圧VDSま

たはドレイン電流IDの
一方が大きくなると他方　電圧γ

が小さくなります.この

関係はハードスイッチン

グと呼ばれ,スイッチン

グ損失Pswはfに比例

します.

Psw*-1/6･V｡s

xID･ (ton

+toff) ･f

ただし, t｡爪はターンオン時

間, (.(,はターンオフ時間

なお,スイッチ素子内

で発生する損失にはスイ

64

電流i

L性負荷の電流位相は遅れ

C性負荷の電流位相は進む

とも呼ばれます.

スイッチ素子に流れる電流が円弧

状になる場合を電流共振形,スイッ

チ素子に印加される電圧が円弧状に

なる場合は電圧共振形と呼ばれま

す.スイッチング期間に一方が0だ

から, Pswも0になります.しかし,

追加したコイルまたはコンデンサの

内部損失力功口わるので　スイッチン

グ電顔全体の効率力涌くなるとは限

りません.

円弧を描く共振形は上蹄離す大きい

L Cを必要とします. ㌔ Cを小さ

くすると第2図b)のように,特定周

波数で振動(リンギング)する波形に

なります.見栄えは悪いもののソフ

負荷の入力電力は入力電圧,電流

と力学cosOできまる

P-Vr.m s.X Ir.血.S.Xcos O

(第1図〉

負荷インピーダンスとカ率の関係

ラ　ジオ技術
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トスイッチングであり, Pswを抑制

する効果はおなじです.ハードスイ

ッチングに比べdv/db di/dtが小

さい(スイッチングの速さが遅い)

ので電磁ノイズも低くなります.

ZVSコンバータ

ZVS (Zero-Voltage-Switching)は

パワーMOS-FETのドレイン-ソ

ース間寄生容量Cossを共振素子と

して利用する,ソフトスイッチング

の一方式です.第3図に大電力用の

トランス絶縁形ZVSコンバータを

示します.第4回に示すタイミング

でQ,～Q.をオン,オフすると出力ト

ランスの1次側にZero-Voltage-

Switching出力が得られます.i,,

LRlはそれぞれトランスの1次側,

2次側の漏れインタクタンスです.

高周波動作にもかかわらずdi/db

dv/dtが小さいので素子に与えるス

トレスは少なく,信頼性は向上しま

す.

軽負荷時や印が幅迫力合低い場合,

リカバリ時間tnが長くなる(ダイ

オードへの印加電圧が400VとI

JUN. 2004

(第2図)整流回路の構成と消費電流の波形

アクティ撤フィルタはスイッチン妬駒)機能を含む

｢ ~ - ~一丁二二二二二二

i= �� �� 白�

入力 粕傭囲�b� ��tﾒ��xﾎB�＼ ��～ ●OC i ー 

臆 剽ﾍ節度検出 定化 �2�

也 安 

アクティブ高調波フィルタの機能　　　一能のスイッチン須鞠)機能

(第3図〉アクティブ寓語波フィルタの制微輔輔を

Vでは10倍も異なる)ことを踏ま

え, ZVS方式の高周波化にはtmが

短く,ゲート-ドレイン間容量C｡ss

の少ないパワーMOSTETを選択

する必要があります.

電流電圧共振形電源

パワー素子のスイッチング損の低

減には,電流電圧の少なくとも一

方の共振動作で十分ですが,他方の

(共振動作でない)スイッチングの速

さdi/dtまたはdv/dtはノイズを

発生させる要因になります.スイッ

チ素子周りの配線インタクタンス

L　ストレ容量Cにより生ずる過渡

電圧(L･di/dt) ,過渡電流(C･ dv/dt)

カキ外部に漏れる可能性があります,

ヤマハのPS (power stream)電源

は電流と電圧の双方を共振させるオ

ーディオ用スイッチング電源です.

第5図に回路例軍費を示します.ハ
ーフブリッジの出力段スイッチ素子

Sl, S2と並列のコンデンサ1500

pFがオフ時の端子電圧の変化を円
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分を拡大する(b,c)

一一一一④一一

二一一一一②一一一一
帯

正の半サイクルに対する
スイッチングの概念

(a)スイッチングの概念

電流リップルは小さいが

ダイオードは高速タイプ

が必要

ピンク電流値が大きいが

ダイオードのリカバリ短

絡は生じをい

(b)固定周波方式(他励発振)　(c)可変周波方式(白励発振)

昇庄形(ブースト)コンバータを構成する

1.1mH～10mH39 備d�ﾂ�%f�CC���

AC90-280-68TBOH ��ふ�#�ｶﾆ騙�34ｴ挽�
一一一一､皿ノi ミう ー_一一_-A 2.7K′2WL主 i.5:4.7K 剌� ��TDA48625 躍vTHH善 倅��

t<i tl ��ﾉ:#���ｸ羽�

･TJ壮Z や一夕によるクロック発生 

霧2120擾-C9-cMOSインノ 
ルタ　　　　　　　　　始動時浦助電源

弧状にします(すなわち電圧共振させ

ます).

ハーフブリッジ出力段の中点と電

源平滑コンデンサ間のL2とC2

がスイッチ素子に流れる電流を円弧

状にします(電流共振させます). Ll

はトランスTlの1次巻線の自己

インタクタンス, L2は漏れインタ

クタンスです. Sl, S2のベースに

接続される10ケ余りのネットワー

クが電流と電圧の双方を確実に共振

させるタイミングを作ります.

自励発振方式ですが,電源電圧が

66

変動しても周波数があまり変化しな

いよう工夫されています潰.周波数

が｢股の共振形電源に比べ1桁低い

40 kHz程度に選ばれているのは,

出力素子にバイポーラ･トランジス

タを採用するためでしょう.

通常,スイッチング電源の出力素

子にパワーMOS-FETを用います

が, ACラインで動作する高耐圧素

子の場合,原理的にバイポーラトラ

ンジスタの方が飽和損失は少なくな

ります.さらに,ハードスイッチン

グに不可欠のフライホイールグイオ

-ドを必要としないことは,ダイオ

ードを内蔵するパワーMOS-FET

のメリットの1つを笑わせます.

一見すると,トランス2次巻線に

よる自励発振および駆動,バイポー

ラトランジスタの出力段,そして低

いスイッチング周波数など設計に旧

さを感じさせますが,オーディオ機

器用電源に対するメーカーの明確な

主張と自信が窺われます.
青書特許2722869号より引用
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