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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　交流電源の交流電圧を整流回路で整流した整流電圧を昇圧リアクトルとスイッチとの直
列回路に入力して前記スイッチによりオン／オフして前記交流電源の力率を改善するとと
もに、整流平滑回路により直流の出力電圧を得る力率改善回路であって、
　前記整流回路又は前記スイッチに流れる電流を検出する電流検出手段と、
　前記出力電圧と所定の基準電圧との誤差を増幅して誤差電圧を生成する誤差電圧生成手
段と、
　前記誤差電圧生成手段で生成された誤差電圧と三角波信号とを比較し、該誤差電圧に応
じてパルス幅が変化する第１パルス信号を生成する第１パルス幅変調手段と、
　前記第１パルス幅変調手段からの第１パルス信号に応じて、前記電流検出手段で検出さ
れた電流に比例した電圧を変調させる変調手段と、
　前記変調手段によって変調された電圧の高周波成分を除去して平滑化するフィルタ手段
と、
　前記フィルタ手段の出力と三角波信号とを比較し、該出力と（１－Ｄ（デューティーサ
イクル））とが比例するようにパルス幅が変化する第２パルス信号を生成し、該第２パル
ス信号を前記スイッチに印加して前記出力電圧を所定電圧に制御する第２パルス幅変調手
段と、
を有することを特徴とする力率改善回路。
【請求項２】
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　前記変調手段は、前記第１パルス幅変調手段からの第１パルス信号がゲートに印加され
ることによりオン／オフして前記電流検出手段で検出された電流に比例した電圧をパルス
変調させるＭＯＳＦＥＴを有することを特徴とする請求項１記載の力率改善回路。
【請求項３】
　前記変調手段は、前記第１パルス幅変調手段からの第１パルス信号がアノードに印加さ
れることによりオン／オフして前記電流検出手段で検出された電流に比例した電圧をパル
ス変調させるダイオードを有することを特徴とする請求項１記載の力率改善回路。
【請求項４】
　交流電源の交流電圧を整流回路で整流した整流電圧を昇圧リアクトルとスイッチとの直
列回路に入力して前記スイッチによりオン／オフして前記交流電源の力率を改善するとと
もに、整流平滑回路により直流の出力電圧を得る力率改善回路であって、
　前記整流回路又は前記スイッチに流れる電流を検出する電流検出手段と、
　前記出力電圧と所定の基準電圧との誤差を増幅して誤差電圧を生成する誤差電圧生成手
段と、
　前記電流検出手段で検出された電流に比例した電圧と三角波信号とを比較し、該電圧に
応じてパルス幅が変化する第１パルス信号を生成する第１パルス幅変調手段と、
　前記第１パルス幅変調手段からの第１パルス信号に応じて、前記誤差電圧生成手段で生
成された電圧を変調させる変調手段と、
　前記変調手段で変調された電圧の高周波成分を除去して平滑化するフィルタ手段と、
　前記フィルタ手段の出力と三角波信号とを比較し、該出力と（１－Ｄ（デューティーサ
イクル））とが比例するようにパルス幅が変化する第２パルス信号を生成し、該第２パル
ス信号を前記スイッチに印加して前記出力電圧を所定電圧に制御する第２パルス幅変調手
段と、
を有することを特徴とする力率改善回路。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、簡単で安価な力率改善回路に関し、特にその制御回路を構成する技術に関す
る。
【背景技術】
【０００２】
　図８に従来の力率改善回路の構成図を示す（特許文献１）。図８に示す力率改善回路に
おいて、交流電源Ｖａｃの交流電圧を整流する全波整流回路Ｂの出力両端Ｐ１及びＰ２に
は、昇圧リアクトルＬ１とＭＯＳＦＥＴ等からなるスイッチＱ１と電流検出抵抗Ｒｓｈか
らなる直列回路が接続されている。スイッチＱ１の両端（ドレイン－ソース間）には、ダ
イオードＤｏと平滑コンデンサＣｏとからなる直列回路が接続され、平滑コンデンサＣｏ
の両端には、負荷Ｒｏが接続されている。ダイオードＤｏと平滑コンデンサＣｏとで整流
平滑回路を構成している。スイッチＱ１は、制御回路１０のＰＷＭ制御によりオン／オフ
するようになっている。
【０００３】
　電流検出抵抗Ｒｓｈは、全波整流回路Ｂの負極側出力端Ｐ２とスイッチＱ１の一端及び
平滑コンデンサＣｏの一端との間に接続され、全波整流回路Ｂに流れる入力電流を検出す
る。
【０００４】
　制御回路１０は、出力電圧検出オペアンプ１１、乗算器１２０、電流検出オペアンプ１
３０、パルス幅変調器１４０を有して構成される。
【０００５】
　出力電圧検出オペアンプ１１は、平滑コンデンサＣｏの電圧と所定の基準電圧Ｖｒｅｆ
との誤差を増幅し、誤差電圧を生成して乗算器１２０に出力する。乗算器１２０は、出力
電圧検出オペアンプ１１からの誤差電圧と全波整流回路Ｂの正極側出力端Ｐ１からの全波
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整流電圧とを乗算して乗算出力電圧を電流検出オペアンプ１３０に出力する。
【０００６】
　電流検出オペアンプ１３０は、電流検出抵抗Ｒｓｈで検出された入力電流に比例した電
圧と乗算器１２０からの乗算出力電圧との誤差を増幅し、誤差電圧を生成してこの誤差電
圧を入力信号としてパルス幅変調器１４０に出力する。
【０００７】
　パルス幅変調器１４０は、その内部で生成される三角波信号と電流検出オペアンプ１３
０からの入力信号とを比較する。そして、入力信号の値が三角波信号の値以上のときに例
えばオンで、入力信号の値が三角波信号の値未満のときに例えばオフとなるパルス信号を
生成し、該パルス信号をスイッチＱ１のゲートに印加する。
【０００８】
　交流電源Ｖａｃからの入力電圧（交流電圧）を全波整流回路Ｂで整流した全波整流電圧
は、半サイクル毎に正弦波の形をしている。乗算器１２０は、全波整流回路Ｂからの半サ
イクル正弦波電圧を入力し、また、出力電圧検出オペアンプ１１からの誤差電圧を入力し
、この２つの電圧を乗算することにより正弦波の大きさを変えて出力する。電流検出オペ
アンプ１３０は、乗算器１２０からの半サイクル正弦波電圧と入力電流によって発生した
電流検出抵抗Ｒｓｈに比例した電圧とを比較して、入力電流が半サイクルの正弦波になる
ように制御している。これにより、電流検出抵抗Ｒｓｈに流れる入力電流を半サイクル毎
に交流電源Ｖａｃの入力電圧と相似形の正弦波にすることができるので、力率を改善でき
る。
【０００９】
　次に、このように構成された力率改善回路の動作を説明する。まず、スイッチＱ１がオ
ンすると、Ｂ→Ｌ１→Ｑ１→Ｒｓｈ→Ｂに電流が流れる。この電流は、時間の経過ととも
に直線的に増大していく。
【００１０】
　次に、スイッチＱ１は、オン状態からオフ状態に変わるとき、昇圧リアクトルＬ１に誘
起された電圧によりスイッチＱ１の電圧が上昇する。また、スイッチＱ１がオフとなるた
め、スイッチＱ１に流れる電流は零になる。また、Ｌ１→Ｄｏ→Ｃｏで電流が流れて、負
荷Ｒｏに電力が供給される。
【００１１】
　なお、従来の力率改善回路の関連技術として例えば、特許文献２がある。
【特許文献１】特開２０００－３７０７２号（図５）
【特許文献２】特開平３－２８４１６８号（第１図）
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１２】
　しかしながら、図８に示す昇圧型の力率改善回路は、（１）電流検出抵抗Ｒｓｈで電流
を検出して、電流検出オペアンプ１３０、パルス幅変調器１４０を通り、スイッチＱ１を
ＰＷＭ制御して、電流をコントロールするループ、（２）平滑コンデンサＣｏの出力電圧
を検出して出力電圧検出オペアンプ１１、乗算器１２０、電流検出オペアンプ１３０、パ
ルス幅変調器１４０を通ってスイッチＱ１を制御し出力電圧をコントロールするループ、
（３）全波整流回路Ｂからの電圧を検出して乗算器１２０、パルス幅変調器１４０を通っ
てスイッチＱ１を制御し出力電圧をコントロールするループの３つの負帰還ループを有し
ている。このため、力率改善回路の部品点数も多く、力率改善回路を安定に制御すること
が困難である。また、力率改善回路の部品点数が多いため、回路の調整が複雑化している
。
【００１３】
　本発明は、力率を改善でき、しかも、負帰還ループを減らすことにより回路を安定に制
御できる力率改善回路を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
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【００１４】
　本発明は上述した課題を解決するために以下の構成とした。請求項１の発明は、交流電
源の交流電圧を整流回路で整流した整流電圧を昇圧リアクトルとスイッチとの直列回路に
入力して前記スイッチによりオン／オフして前記交流電源の力率を改善するとともに、整
流平滑回路により直流の出力電圧を得る力率改善回路であって、前記整流回路又は前記ス
イッチに流れる電流を検出する電流検出手段と、前記出力電圧と所定の基準電圧との誤差
を増幅して誤差電圧を生成する誤差電圧生成手段と、前記誤差電圧生成手段で生成された
誤差電圧と三角波信号とを比較し、該誤差電圧に応じてパルス幅が変化する第１パルス信
号を生成する第１パルス幅変調手段と、前記第１パルス幅変調手段からの第１パルス信号
に応じて、前記電流検出手段で検出された電流に比例した電圧を変調させる変調手段と、
前記変調手段によって変調された電圧の高周波成分を除去して平滑化するフィルタ手段と
、前記フィルタ手段の出力と三角波信号とを比較し、該出力と（１－Ｄ（デューティーサ
イクル））とが比例するようにパルス幅が変化する第２パルス信号を生成し、該第２パル
ス信号を前記スイッチに印加して前記出力電圧を所定電圧に制御する第２パルス幅変調手
段とを有することを特徴とする。
【００１５】
　請求項１の発明によれば、変調手段は、誤差電圧生成手段からの誤差電圧（直流電圧）
と三角波信号とを比較し、該誤差電圧に応じてパルス幅が変化する第１パルス信号に応じ
て、電流検出手段により検出された電流に比例した電圧（半サイクルの正弦波電圧）をパ
ルス変調させ、さらにフィルタ手段で平滑化することにより、入力と相似形の半サイクル
の正弦波の出力電圧を第２パルス幅変調手段に出力する。第２パルス幅変調手段は、フィ
ルタ手段の出力と三角波信号とを比較し、該出力と（１－Ｄ（デューティーサイクル））
とが比例するようにパルス幅が変化する第２パルス信号を生成し、該第２パルス信号をス
イッチに印加して出力電圧を所定電圧に制御する。即ち、入力電流波形と第２パルス幅変
調手段の入力電圧波形とが相似形となるので、力率を改善することができる。また、負帰
還ループを減らすことができるため、回路を安定に制御できる。
【００１６】
　請求項２の発明は、請求項１記載の力率改善回路において、前記変調手段は、前記第１
パルス幅変調手段からの第１パルス信号がゲートに印加されることによりオン／オフして
前記電流検出手段で検出された電流に比例した電圧をパルス変調させるＭＯＳＦＥＴを有
することを特徴とする。
【００１７】
　請求項３の発明は、請求項１記載の力率改善回路において、前記変調手段は、前記第１
パルス幅変調手段からの第１パルス信号がアノードに印加されることによりオン／オフし
て前記電流検出手段で検出された電流に比例した電圧をパルス変調させるダイオードを有
することを特徴とする。
【００１８】
　請求項４の発明は、交流電源の交流電圧を整流回路で整流した整流電圧を昇圧リアクト
ルとスイッチとの直列回路に入力して前記スイッチによりオン／オフして前記交流電源の
力率を改善するとともに、整流平滑回路により直流の出力電圧を得る力率改善回路であっ
て、前記整流回路又は前記スイッチに流れる電流を検出する電流検出手段と、前記出力電
圧と所定の基準電圧との誤差を増幅して誤差電圧を生成する誤差電圧生成手段と、前記電
流検出手段で検出された電流に比例した電圧と三角波信号とを比較し、該電圧に応じてパ
ルス幅が変化する第１パルス信号を生成する第１パルス幅変調手段と、前記第１パルス幅
変調手段からの第１パルス信号に応じて、前記誤差電圧生成手段で生成された電圧を変調
させる変調手段と、前記変調手段で変調された電圧の高周波成分を除去して平滑化するフ
ィルタ手段と、前記フィルタ手段の出力と三角波信号とを比較し、該出力と（１－Ｄ（デ
ューティーサイクル））とが比例するようにパルス幅が変化する第２パルス信号を生成し
、該第２パルス信号を前記スイッチに印加して前記出力電圧を所定電圧に制御する第２パ
ルス幅変調手段と、を有することを特徴とする。
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【００１９】
　請求項４の発明によれば、変調手段は、電流検出手段により検出された電流に比例した
電圧（半サイクルの正弦波電圧）と三角波信号とを比較し、該電圧に応じてパルス幅が変
化する第１パルス信号に応じて、誤差電圧生成手段からの誤差電圧（直流電圧）をパルス
変調させ、さらにフィルタ手段で平滑化することにより、入力と相似形の半サイクルの正
弦波の出力電圧を第２パルス幅変調手段に出力する。第２パルス幅変調手段は、フィルタ
手段の出力と三角波信号とを比較し、該出力と（１－Ｄ（デューティーサイクル））とが
比例するようにパルス幅が変化する第２パルス信号を生成し、該第２パルス信号をスイッ
チに印加して出力電圧を所定電圧に制御する。従って、請求項１記載の発明と同様の効果
が得られる。
【発明の効果】
【００２０】
　本発明によれば、力率を改善でき、しかも負帰還ループを減らすことにより回路を安定
に制御できる力率改善回路を提供できる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２１】
　以下、本発明に係る力率改善回路の実施の形態を図面を参照して詳細に説明する。
【実施例１】
【００２２】
　図１に示す実施例１の力率改善回路は、図８に示す従来の力率改善回路に対して、制御
回路１０ａの構成のみが異なる。なお、図１に示すその他の構成は、図８に示す構成と同
一であるので、同一部分には同一符号を付し、その詳細な説明は省略する。
【００２３】
　制御回路１０ａは、出力電圧検出オペアンプ１１、第１パルス幅変調器１２、ローパス
フィルタ１３、第２パルス幅変調器１４、補助スイッチＱ２及び抵抗Ｒ１から構成されて
いる。
【００２４】
　出力電圧検出オペアンプ１１は、本発明の誤差電圧生成手段に対応し、平滑コンデンサ
Ｃｏの電圧と所定の基準電圧Ｖｒｅｆとの誤差を増幅して誤差電圧を生成し、第１パルス
幅変調器１２に出力する。
【００２５】
　第１パルス幅変調器１２は、本発明の第１パルス幅変調手段に対応し、その内部で生成
される三角波信号と出力電圧検出オペアンプ１１からの入力信号（誤差電圧）とを比較し
、入力信号の値が三角波信号の値以上のときに例えばオンで、入力信号の値が三角波信号
の値未満のときに例えばオフとなる第１パルス信号を生成する。第１パルス幅変調器１２
で生成された第１パルス信号は、補助スイッチＱ２のゲートに印加される。
【００２６】
　図２は第１パルス幅変調器１２の詳細な構成を示す図である。第１パルス幅変調器１２
は、三角波信号を発生する三角波発振器１２１と、この三角波発振器１２１からの三角波
信号を非反転入力端子（＋）に入力し、出力電圧検出オペアンプ１１からの入力信号（誤
差電圧）を反転入力端子（－）に入力するコンパレータ１２２とから構成されている。コ
ンパレータ１２２は、図３の「出力１」に示すように、三角波信号の値が入力信号の値以
上のときに例えばオン（Ｈレベル）で、三角波信号の値が入力信号の値未満のときに例え
ばオフ（Ｌレベル、例えばゼロ）となる第１パルス信号を生成して出力する。
【００２７】
　補助スイッチＱ２と抵抗Ｒ１は本発明の変調手段に対応する。補助スイッチＱ２は、Ｍ
ＯＳＦＥＴ等から構成されている。補助スイッチＱ２のドレインは、抵抗Ｒ１を介して、
全波整流回路Ｂの負極側出力端Ｐ２と電流検出抵抗Ｒｓｈとの接続点に接続されており、
補助スイッチＱ２のソースは接地されている。補助スイッチＱ２は、第１パルス幅変調器
１２からの第１パルス信号に応じてオン／オフすることにより、電流検出抵抗Ｒｓｈで検
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出した入力電流に比例した電圧をスイッチング（パルス変調）してローパスフィルタ１３
に出力する。
【００２８】
　ローパスフィルタ１３は、本発明のフィルタ手段に対応し、補助スイッチＱ２から供給
されるスイッチングされた電圧から高周波成分を除去する。これにより、スイッチングに
よって離散的になった電圧波形が平滑化され、スイッチングの間隔に応じた振幅レベルを
有する電圧波形が得られる。
【００２９】
　第２パルス幅変調器１４は、本発明の第２パルス幅変調手段に対応し、図２に示す第１
パルス幅変調器１２と同様の構成を有する。第２パルス幅変調器１４内のコンパレータ１
２２は、三角波発振器１２１からの三角波信号を非反転入力端子（＋）に入力し、ローパ
スフィルタ１３の出力を入力信号として反転入力端子（－）に入力し、三角波信号の値が
入力信号の値以上のときに例えばオン（Ｈレベル）で、三角波信号の値が入力信号の値未
満のときに例えばオフ（Ｌレベル、例えばゼロ）となる第２パルス信号を生成し、該第２
パルス信号をスイッチＱ１のゲートに印加して平滑コンデンサＣｏの出力電圧を所定電圧
に制御する。
【００３０】
　図４は第２パルス幅変調器１４の入出力特性の例を示す図である。図４（ａ）は第２パ
ルス幅変調器１４の入力電圧ＥｓとデューティーサイクルＤが比例関係になっている第２
パルス幅変調器１４の入出力特性であり、Ｅs＝Ｄの関係になる。図４（ｂ）は入力電圧
ＥｓとデューティーサイクルＤとがＥs＝１－Ｄの関係になっている第２パルス幅変調器
１４の入出力特性を示す。
【００３１】
　第２パルス幅変調器１４では、入出力波形は、図３の「出力１」のような波形になり、
第２パルス幅変調器１４の入出力特性は図４（ａ）のような特性になる。
【００３２】
　また、コンパレータ１２２は、入力信号の値が三角波信号の値以上のときに例えばオン
で、入力信号の値が三角波信号の値未満のときに例えばオフとなる第２パルス信号を生成
し、該第２パルス信号をスイッチＱ１のゲートに印加して平滑コンデンサＣｏの出力電圧
を所定電圧に制御しても良い。即ち、図２に示すコンパレータ１２２の入力端子の「＋」
と「－」を逆に接続すると、出力電圧は反転し、入出力波形は、図３の「出力２」のよう
な波形になり、入出力特性は図４（ｂ）のような特性になる。
【００３３】
　次に、実施例１の力率改善回路の動作原理について説明する。ここでは、制御回路１０
ａの動作を主に説明する。
【００３４】
　まず、昇圧リアクトルＬ１の電流が連続して流れているものとし、スイッチＱ１がオン
しているデューティーサイクル（スイッチＱ１のスイッチング周期をＴ１とし、スイッチ
Ｑ１のオン時間をＴ２とすると、オン時比率Ｔ２／Ｔ１に相当する。）をＤ１とすると、
全波整流回路Ｂの両端電圧である入力電圧Ｅｉと、負荷Ｒｏの両端電圧である出力電圧Ｅ
ｏとの関係は、Ｅｏ／Ｅｉ＝１／（１－Ｄ１）となる。
【００３５】
　また、第２パルス幅変調器１４の特性が図３に示すような特性であるとし、第２パルス
幅変調器１４の入力電圧をＥｓとすると、Ｅｓ＝１－Ｄ１であるので、Ｅｓ＝１－Ｄ１＝
Ｅｉ／Ｅｏとなる。
【００３６】
　出力電圧Ｅｏは、直流でほぼ一定値であり、入力電圧Ｅｉが半サイクルの正弦波である
ので、入力電圧Ｅｓは半サイクルの正弦波となる。即ち、入力電圧Ｅｓは、ローパスフィ
ルタ１３の出力であり、ローパスフィルタ１３には、電流検出抵抗Ｒｓｈに流れる入力電
流に応じた電圧が入力されている。このため、電流検出抵抗Ｒｓｈに流れる入力電流に応
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じた電圧も半サイクルの正弦波となる。従って、電流検出抵抗Ｒｓｈに流れる入力電流は
、入力電圧Ｅｉと比例して半サイクルの正弦波となるため、力率を改善することができる
。
【００３７】
　更に詳細に説明すると、全波整流回路Ｂの両端電圧である入力電圧Ｅｉと、負荷Ｒｏの
両端電圧である出力電圧Ｅｏとの関係は、下記式（１）で表される。
【００３８】
　Eo=Ei/(1-D1)・・・（１）
　よって、
　1-D1=Ei/Eo・・・（２）
となる。
【００３９】
　また、電流検出抵抗Ｒｓｈに流れる入力電流をＩｉｎ、電流検出抵抗をＲｓｈ、補助ス
イッチＱ２のデューティーサイクルをＤ２、ローパスフィルタ１３のゲインをＧｆとする
と、下記式（３）が成り立つ。
【００４０】
　Iin×Rsh×(1-D2)×Gf=1-D1・・・（３）
　上記式（１）及び（３）より、
　Iin×Rsh×(1-D2)×Gf=Ei/Eo・・・（４）
となる。よって、
　Rsh×(1-D2)×Gf×Eo=Ei/Iin・・・（５）
となる。
【００４１】
　ここで、式（５）の右辺「Ei/Iin」は、入力側からの見かけ上の負荷抵抗Ｒｉｎと見な
すことができるから、
　Rin=(1-D2)×Gf×Eo×Rsh・・・（６）
となり、出力電圧に応じてデューティーサイクルＤ２を変えることによって出力電圧を安
定化して入力側から見た見かけ上のインピーダンスを純抵抗と同等にできるため、力率を
「１」にすることができる。
【００４２】
　次に、力率改善回路の全体の動作を図５に示す各部の波形を参照しながら説明する。図
５において、交流電源Ｖａｃの入力電圧Ｖｉ、交流電源Ｖａｃの入力電流Ｉｉ、電流検出
抵抗Ｒｓｈに流れる電流ＩRsh、補助スイッチＱ２のドレイン－ソース間の電圧Ｑ２ｖ、
ローパスフィルタ１３のフィルタ出力Ｆｉｖを示している。
【００４３】
　まず、交流電源Ｖａｃの正弦波の入力電圧Ｖｉが入力されると、正弦波の入力電流Ｉｉ
が流れる。そして、交流電源Ｖａｃの入力電圧Ｖｉが全波整流回路Ｂで整流されて全波整
流電圧Ｅｉが出力される。
【００４４】
　次に、スイッチＱ１をオンすると、Ｂ→Ｌ１→Ｑ１→Ｒｓｈ→Ｂと電流が流れる。次に
、スイッチＱ１は、オン状態からオフ状態に変わるとき、昇圧リアクトルＬ１に誘起され
た電圧によりスイッチＱ１の電圧が上昇する。また、スイッチＱ１がオフとなるため、ス
イッチＱ１に流れる電流は零になる。また、Ｌ１→Ｄｏ→Ｃｏで電流が流れて、負荷Ｒｏ
に電力が供給される。
【００４５】
　このようにスイッチＱ１を所定のスイッチング周波数でオン／オフすることにより、電
流検出抵抗Ｒｓｈの両端には、図５に示すように、半サイクルの正弦波電流ＩRshが流れ
る。これにより、補助スイッチＱ２のドレインには、電流検出抵抗Ｒｓｈで検出した入力
電流に比例した電圧が入力される。
【００４６】
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　一方、出力電圧検出オペアンプ１１は、平滑コンデンサＣｏの電圧と所定の基準電圧Ｖ
ｒｅｆとの誤差を増幅して誤差電圧を生成し、第１パルス幅変調器１２に出力する。第１
パルス幅変調器１２は、出力電圧検出オペアンプ１１からの誤差電圧の値に応じてパルス
幅が制御された第１パルス信号を補助スイッチＱ２のゲートに出力する。
【００４７】
　補助スイッチＱ２は、第１パルス幅変調器１２からの第１パルス信号でオン／オフして
、電流検出抵抗Ｒｓｈで検出した入力電流に比例した電圧をスイッチングする。このため
、補助スイッチＱ２の電圧Ｑ２ｖは、図５に示すように、電流検出抵抗Ｒｓｈで検出した
入力電流に比例した電圧をスイッチングした電圧波形となり、ローパスフィルタ１３に供
給される。
【００４８】
　ローパスフィルタ１３は、スイッチングされた電圧の高周波成分を除去して平滑化し、
図５に示すように、入力と相似形の半サイクルの正弦波であって、スイッチングの間隔に
応じて振幅レベルが制御されたフィルタ出力Ｆｉｖを出力する。次に、ローパスフィルタ
１３のフィルタ出力Ｆｉｖは、第２パルス幅変調器１４に入力されて第２パルス信号のパ
ルス幅が制御される。
【００４９】
　このように実施例１の力率改善回路によれば、力率を改善できるとともに、負帰還ルー
プは、（１）電流検出抵抗Ｒｓｈで電流を検出して、補助スイッチＱ２、ローパスフィル
タ１３、第２パルス幅変調器１４を通り、スイッチＱ１をＰＷＭ制御して、電流をコント
ロールするループ、（２）平滑コンデンサＣｏの出力電圧を検出して出力電圧検出オペア
ンプ１１、第１パルス幅変調器１２、補助スイッチＱ３、ローパスフィルタ１３及び第２
パルス幅変調器１４を通ってスイッチＱ１を制御し出力電圧をコントロールするループの
２つとなり、負帰還ループを１つ減らすことができるため、このループに起因する制御回
路１０ａの不安定さもなくなり、２ループで回路を安定に制御できる。
【実施例２】
【００５０】
　図６は実施例２の力率改善回路を示す構成図である。図６において、制御回路１０ｂは
、出力電圧検出オペアンプ１１、第１パルス幅変調器１２、ローパスフィルタ１３、第２
パルス幅変調器１４、補助スイッチＱ２及び抵抗Ｒ２から構成されている。
【００５１】
　出力電圧検出オペアンプ１１は、平滑コンデンサＣｏの電圧と所定の基準電圧Ｖｒｅｆ
との誤差を増幅して誤差電圧を生成し、生成した誤差電圧を抵抗Ｒ２を介してローパスフ
ィルタ１３に出力する。
【００５２】
　第１パルス幅変調器１２は、その内部で生成される三角波信号と入力信号（電流検出抵
抗Ｒｓｈに流れる電流に比例した電圧）とを比較し、入力信号の値が三角波信号の値以上
のときに例えばオンで、入力信号の値が三角波信号の値未満のときに例えばオフとなる第
１パルス信号を生成する。第１パルス幅変調器１２で生成された第１パルス信号は、補助
スイッチＱ２のゲートに印加される。第１パルス幅変調器１２の詳細な構成は、図２を参
照して説明した実施例１のそれと同じである。
【００５３】
　補助スイッチＱ２と抵抗Ｒ２は本発明の変調手段に対応する。補助スイッチＱ２のドレ
インは、ローパスフィルタ１３の入力端と抵抗Ｒ２との接続点に接続されており、ソース
は接地されている。補助スイッチＱ２は、第１パルス幅変調器１２からの第１パルス信号
に応じてオン／オフすることにより、出力電圧検出オペアンプ１１で検出された誤差電圧
をスイッチング（パルス変調）してローパスフィルタ１３に出力する。第２パルス幅変調
器１４の詳細な構成は、図２を参照して説明した実施例１のそれと同じである。
【００５４】
　次に、実施例２の力率改善回路の動作原理について説明する。ここでは、制御回路１０
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ｂの動作を主に説明する。
【００５５】
　まず、昇圧リアクトルＬ１の電流が連続して流れているものとし、スイッチＱ１がオン
しているデューティーサイクルをＤ１とすると、全波整流回路Ｂの両端電圧である入力電
圧Ｅｉと、負荷Ｒｏの両端電圧である出力電圧Ｅｏとの関係は、Ｅｏ／Ｅｉ＝１／（１－
Ｄ１）となる。
【００５６】
　また、第２パルス幅変調器１４の特性が図３に示すような特性であるとし、第２パルス
幅変調器１４の入力電圧をＥｓとすると、Ｅｓ＝１－Ｄ１であるので、Ｅｓ＝１－Ｄ１＝
Ｅｉ／Ｅｏとなる。
【００５７】
　出力電圧Ｅｏは、直流でほぼ一定値であり、入力電圧Ｅｉが半サイクルの正弦波である
ので、入力電圧Ｅｓが半サイクルの正弦波となる。即ち、入力電圧Ｅｓは、ローパスフィ
ルタ１３の出力であり、ローパスフィルタ１３には、出力電圧検出オペアンプ１１で検出
された誤差電圧が入力されている。このため、電流検出抵抗Ｒｓｈに流れる入力電流に応
じた電圧も半サイクルの正弦波となる。従って、電流検出抵抗Ｒｓｈに流れる入力電流は
、入力電圧Ｅｉと比例して半サイクルの正弦波となるため、力率を改善することができる
。
【００５８】
　更に詳細に説明すると、全波整流回路Ｂの両端電圧である入力電圧Ｅｉと、負荷Ｒｏの
両端電圧である出力電圧Ｅｏとの関係は、下記式（７）で表される。
【００５９】
　Eo=Ei/(1-D1)・・・（７）
　よって、
　1-D1=Ei/Eo・・・（８）
となる。
【００６０】
　また、電流検出抵抗Ｒｓｈに流れる入力電流をＩｉｎ、電流検出抵抗をＲｓｈ、補助ス
イッチＱ２のデューティーサイクルをＤ２、第１パルス幅変調器１２のゲインをＧ２、ロ
ーパスフィルタ１３のゲインをＧｆ、出力電圧検出オペアンプ１１からの誤差電圧をＥｄ
ｅｔとすると、下記式（９）及び（１０）が成り立つ。
【００６１】
　Iin×Rsh×G2=1-D2・・・（９）
　Edet×(1-D2)×Gf=1-D1・・・（１０）
　上記式（９）及び（１０）より、
　Edet×(1-D2)×Gf=Ei/Eo・・・（１１）
となる。上記式（１０）及び（１１）より、
　Edet×Eo×Rsh×G2×Gf=Ei/Iin・・・（１２）
　ここで、式（１２）の右辺「Ei/Iin」は、入力側からの見かけ上の負荷抵抗Ｒｉｎと見
なすことができるから、
　Rin=Edet×Eo×Rsh×G2×Gf・・・（１３）
となり、出力電圧検出オペアンプ１１からの誤差電圧Ｅｄｅｔを変えることによって出力
電圧を安定化して入力側から見た見かけ上のインピーダンスを純抵抗と同等にできるため
、力率を「１」にすることができる。
【００６２】
　なお、力率改善回路の全体の動作は、実施例１のそれと略同じであるので説明を省略す
る。
【００６３】
　以上説明したように、実施例２の力率改善回路によれば、実施例１の力率改善回路と同
様に、力率を改善できるとともに、負帰還ループを１つ減らすことができるため、このル
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ープに起因する制御回路１０ｂの不安定さもなくなり、２ループで回路を安定に制御でき
る。
【実施例３】
【００６４】
　図７は実施例３の力率改善回路を示す構成図である。図７に示す力率改善回路は、図１
に示した実施例１の力率改善回路における補助スイッチＱ２をダイオードＤｓで置き換え
たものである。以下では、実施例１と異なる部分についてのみ説明する。
【００６５】
　制御回路１０ｃは、出力電圧検出オペアンプ１１、第１パルス幅変調器１２、ローパス
フィルタ１３、第２パルス幅変調器１４、ダイオードＤｓ及び抵抗Ｒ１から構成されてい
る。
【００６６】
　ダイオードＤｓと抵抗Ｒ１は本発明の変調手段に対応する。ダイオードＤｓは、順方向
電圧降下が電流検出抵抗Ｒｓｈで検出した入力電流に比例した電圧に対して無視できる程
度に小さいものが使用される。ダイオードＤｓのアノードは、抵抗Ｒ１を介して全波整流
回路Ｂの負極側出力端Ｐ２と電流検出抵抗Ｒｓｈとの接続点及びローパスフィルタ１３の
入力端に接続されており、カソードは、第１パルス幅変調器１２の出力端に接続されてい
る。ダイオードＤｓは、第１パルス幅変調器１２からの第１パルス信号に応じてオン／オ
フする。これにより、実施例１と同様に、電流検出抵抗Ｒｓｈで検出した入力電流に比例
した電圧をスイッチング（パルス変調）してローパスフィルタ１３に出力される。
【００６７】
　以上説明したように、実施例３の力率改善回路によれば、実施例１の力率改善回路と同
様の効果に加え、補助スイッチＱ２の代わりにダイオードＤｓを用いたので、力率改善回
路を簡単且つ安価に構成できる。
【００６８】
　なお、本発明は、実施例１乃至実施例３に限定されるものではない。電流検出は、入力
電流（交流電源電流）だけでなく、ＦＥＴ等のスイッチの電流や整流ダイオードの電流で
も可能であり、その電流の平均値やピーク値や実効値などで検出しても良い。この場合、
入力電流が正確な正弦波にならない場合もあるが、高調波規制の規格値はクリアできる値
にすることができる。
【００６９】
　電流検出手段として抵抗を用いたが、電流をホール素子で検出し、検出された電流に比
例した電圧を出力する電流検出器を用いてもよい。
【００７０】
　また、第１パルス幅変調器１２及び第２パルス幅変調器１４は、周波数固定のパルス幅
変調だけでなく、例えばオン幅一定のオフ幅制御でも、オフ幅が一定でオン幅が変化する
オン幅制御でも、オン幅とオフ幅と周波数とも変化するようなものでも、オンとオフの比
率が変化するものであれば良い。
【産業上の利用可能性】
【００７１】
　本発明は、ＡＣ－ＤＣ変換型の電源回路に適用可能である。
【図面の簡単な説明】
【００７２】
【図１】本発明の実施例１の力率改善回路を示す構成図である。
【図２】実施例１の力率改善回路内の制御回路に設けられたパルス幅変調器を示す構成図
である。
【図３】パルス幅変調器の入出力波形を示す図である。
【図４】パルス幅変調器の入出力特性の１例を示す図である。
【図５】実施例１の力率改善回路の各部の波形を示す図である。
【図６】本発明の実施例２の力率改善回路を示す構成図である。
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【図７】本発明の実施例３の力率改善回路を示す構成図である。
【図８】従来の力率改善回路の構成図である。
【符号の説明】
【００７３】
Ｖａｃ　交流電源
Ｂ　全波整流回路
１０，１０ａ～１０ｃ　制御回路
１１　出力電圧検出オペアンプ（誤差電圧生成手段）
１２　第１パルス幅変調器（第１パルス幅変調手段）
１３　ローパスフィルタ（フィルタ手段）
１４　第２パルス幅変調器（第２パルス幅変調手段）
１２０　乗算器
１３０　電流検出オペアンプ
１４０　パルス幅変調器
１２１　三角波発振器
１２２　コンパレータ
Ｑ１　スイッチ
Ｑ２　補助スイッチ
Ｄｏ　ダイオード
Ｄｓ　ダイオード
Ｌ１　昇圧リアクトル
Ｃｏ　平滑コンデンサ
Ｒ１，Ｒ２　抵抗
Ｒｏ　負荷
Ｒｓｈ　電流検出抵抗（電流検出手段）
【図１】 【図２】

【図３】
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【図６】 【図７】
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