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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　双方向に導通可能な第１、第２スイッチング素子が直列接続された第１アームと、
　双方向に導通可能な第３、第４スイッチング素子が直列接続された第２アームと、
　交流の入力電源と直列に設けられ、前記第１アームの中点と前記第２アームの中点との
間に入力電圧を供給する第１インダクタと、
　前記第１、第２アームが、前記第１及び第３スイッチング素子側の一端同士、第２及び
第４スイッチング素子側の一端同士が各々接続され、その一対の接続点の間に設けられた
第１コンデンサ及び第２インダクタの直列回路と、
　前記第２インダクタの一端に接続され、前記第２インダクタに発生する矩形電圧のうち
、前記第１乃至４スイッチング素子のうちの何れかがオフしているときに発生する電圧を
整流して出力する整流素子と、
　前記第２インダクタの他の一端と前記整流素子の出力との間に接続され、前記整流素子
の出力を平滑して直流の出力電圧を生成する第２コンデンサと、
　前記出力電圧が所定の値に安定化されるように前記各スイッチング素子をオン・オフ制
御するスイッチング制御回路とを備え、
　前記スイッチング制御回路は、
　前記入力電圧の前記第２アームに向けて接続された側が高電位になる正の期間は、前記
第２、第３スイッチング素子をオンに固定した状態で、前記第１、第４スイッチング素子
を同位相でオン・オフしつつ、前記オン・オフ制御を行い、
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　前記入力電圧の前記第１アームに向けて接続された側が高電位になる負の期間は、前記
第１、第４スイッチング素子をオンに固定した状態で、前記第２、第３スイッチング素子
を同位相でオン・オフしつつ、前記オン・オフ制御を行うことを特徴とするスイッチング
電源装置。
【請求項２】
　第１スイッチングダイオードと、一端が前記第１スイッチングダイオードのアノードに
接続された双方向に導通可能な第２スイッチング素子とで構成された第１アームと、
　第３スイッチングダイオードと、一端が前記第３スイッチングダイオードのアノードに
接続された双方向に導通可能な第４スイッチング素子とで構成された第２アームと、
　交流の入力電源と直列に設けられ、前記第１アームの中点と前記第２アームの中点との
間に入力電圧を供給する第１インダクタと、
　前記第１、第２アームが、第１及び第３スイッチングダイオード側の一端同士、第２及
び第４スイッチング素子側の一端同士が各々接続され、その一対の接続点の間に設けられ
た第５スイッチング素子と、
　前記第５スイッチング素子の両端に接続された第１コンデンサ及び第２インダクタの直
列回路と、
　前記第２インダクタの一端に接続され、前記第２インダクタに発生する矩形電圧のうち
、前記第５スイッチング素子がオフしたときに発生する電圧を整流して出力する整流素子
と、
　前記第２インダクタの他の一端と前記整流素子の出力との間に接続され、前記整流素子
の出力を平滑して直流の出力電圧を生成する第２コンデンサと、
　前記出力電圧が所定の値に安定化されるように前記各スイッチング素子をオン・オフ制
御するスイッチング制御回路とを備え、
　前記スイッチング制御回路は、
　前記入力電圧の前記第２アームに向けて接続された側が高電位になる正の期間は、前記
第２スイッチング素子をオンに固定した状態で、前記第４、第５スイッチング素子を同位
相でオン・オフしつつ、前記オン・オフ制御を行い、
　前記入力電圧の前記第１アームに向けて接続された側が高電位になる負の期間は、前記
第４スイッチング素子をオンに固定した状態で、前記第２、第５スイッチング素子を同位
相でオン・オフしつつ、前記オン・オフ制御を行うことを特徴とするスイッチング電源装
置。
【請求項３】
　前記第１スイッチングダイオードが第６スイッチング素子に、前記第３スイッチングダ
イオードが第７スイッチング素子に置き換えられ、
　前記スイッチング制御回路は、
　前記入力電圧の前記第２アームに向けて接続された側が高電位になる正の期間は、前記
第６スイッチング素子をオフに固定した状態で、第７スイッチング素子を第５スイッチン
グ素子と逆位相にオン・オフさせ、
　前記入力電圧の前記第１アームに向けて接続された側が高電位になる負の期間は、前記
第７スイッチング素子をオフに固定した状態で、前記第６スイッチング素子を前記第５ス
イッチング素子と逆位相にオン・オフさせる請求項２記載のスイッチング電源装置。
【請求項４】
　前記第１インダクタは、互いに結合した複数の巻線を有したコモンモード・インダクタ
の漏れインダクタンスで構成されている請求項１乃至３のいずれか記載のスイッチング電
源装置。
【請求項５】
　前記スイッチング制御回路は、前記オン・オフ制御に加えて、前記入力電源から流れ込
む入力電流波形を整形して力率が改善されるように前記各スイッチング素子のオン・オフ
を制御する請求項１乃至３のいずれか記載のスイッチング電源装置。
【請求項６】
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　前記整流素子はスイッチング素子で構成され、
　前記スイッチング制御回路は、
　前記入力電圧の前記第２アームに向けて接続された側が高電位になる正の期間は、前記
整流素子を前記第４スイッチング素子と逆位相にオン・オフさせ、
　前記入力電圧の前記第１アームに向けて接続された側が高電位になる負の期間は、前記
整流素子を前記第２スイッチング素子と逆位相にオン・オフさせる請求項１乃至３のいず
れか記載のスイッチング電源装置。
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この発明は、交流の入力電圧を所定の直流電圧に変換するスイッチング電源装置に関す
る。
【背景技術】
【０００２】
　一般的なＤＣ－ＤＣコンバータは、正・負に変化する交流の入力電圧が印加されると正
常に動作することができない。そこで、交流入力用のスイッチング電源装置は、正・負に
変化する入力電圧を正方向の脈流電圧に変換するためにブリッジ整流器を設け、その後段
にＤＣ－ＤＣコンバータを配置して構成される場合が多い。例えば、図１０（ａ）に示す
スイッチング電源装置１０は、４個のダイオードで成るブリッジ整流器１２と、昇圧イン
ダクタ１４ａ、主スイッチング素子１４ｂ、整流素子１４ｃ及び平滑コンデンサ１４ｄで
成る周知の昇圧チョッパ回路１４とで構成されたものであり、従来から、力率改善用のス
イッチング電源装置に広く使用されている。また、図１０（ｂ）に示すスイッチング電源
装置１６は、ブリッジ整流器１２と周知のＳＥＰＩＣ（Ｓｉｎｇｌｅ－Ｅｎｄｅｄ　Ｐｒ
ｉｍａｒｙ　Ｉｎｄｕｃｔａｎｃｅ　Ｃｏｎｖｅｒｔｅｒ）回路１８とを備えたものであ
る。ＳＥＰＩＣ回路１８は、特許文献１に開示されているように、スイッチングトランジ
スタをパルス幅制御することにより、昇圧または降圧した直流電圧を自在に出力するＤＣ
－ＤＣコンバータである。
【０００３】
　一方、ブリッジ整流器を有さない交流入力用のスイッチング電源装置も提案されている
。例えば、特許文献２に開示されているように、２組の昇圧チョッパ回路が出力平滑コン
デンサを供用する形態で設けられた力率改善用のブリッジレス・ブースト・コンバータが
ある。このブリッジレス・ブースト・コンバータは、２組の昇圧チョッパ回路の各入力端
子の間に交流の入力電圧が供給され、一方の昇圧チョッパ回路は、入力電圧が正の期間だ
け昇圧動作を行い、他方の昇圧チョッパ回路は、入力電圧が負の期間だけ昇圧動作を行う
よう制御される。従って、入力電圧が正の期間と負の期間を通して入力電圧を昇圧し、所
定の直流電圧を出力することができる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２００６－３４０４３２号公報
【特許文献２】ＵＳ２００６／００１９８１７２号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　従来の図１０に示すスイッチング電源装置１０，１６は、ブリッジ整流器１２の存在に
より、ダイオード２個分の順方向電圧で大きな導通損失が常に発生し、電源装置の高効率
化を妨げていた。
【０００６】
　また、従来のスイッチング電源装置１０と特許文献２のブリッジレス・ブースト・コン
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バータは、入力電圧を昇圧する動作しかできず、出力電圧が入力電圧以上の高い電圧に変
換されるため、後段に接続される負荷（電子機器、ＤＣ－ＤＣコンバータ等）の負担が増
すという問題があった。例えば、負荷がＤＣ－ＤＣコンバータの場合、内部の絶縁性を強
化するために外形が大型化したり、内部のスイッチング素子として導通抵抗が大きい高耐
圧部品を選択せざるを得なくなってＤＣ－ＤＣコンバータの効率が低下する等の問題が生
じる。また、ブリッジレス・ブースト・コンバータにおいても、特に入力電圧と出力電圧
の差が大きい場合は、昇圧チョッパ回路の電力損失が大きくなってしまう。
【０００７】
　さらに、従来のスイッチング電源装置１０と特許文献２のブリッジレス・ブースト・コ
ンバータは、入力投入時、ブリッジ整流器１２、昇圧インダクタ１４ａ、整流素子１４ｃ
、平滑コンデンサ１４ｄの経路に突入電流が流れ、大容量の平滑コンデンサ１４ｄを急速
に充電する動作を行う。この突入電流が過大になると入力電源である配電設備の負担にな
るので、突入電流制限用の回路手段を別途設けなければならず、構成が複雑化し装置の外
形も大型化するという問題があった。
【０００８】
　この発明は、上記背景技術に鑑みて成されたもので、入力電圧を昇圧または降圧した直
流電圧を自在に出力でき、回路構成がシンプルで損失も小さいスイッチング電源装置を提
供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　この発明は、双方向に導通可能なトランジスタ等の第１、第２スイッチング素子が直列
接続された第１アームと、双方向に導通可能なトランジスタ等の第３、第４スイッチング
素子が直列接続された第２アームと、交流の入力電源と直列に設けられ、前記第１アーム
の中点と前記第２アームの中点との間に入力電圧を供給する第１インダクタと、前記第１
、第２アームが、前記第１及び第３スイッチング素子側の一端同士、第２及び第４スイッ
チング素子側の一端同士が各々接続され、その一対の接続点の間に設けられた第１コンデ
ンサ及び第２インダクタの直列回路と、前記第２インダクタの一端に接続され、前記第２
インダクタに発生する矩形電圧のうち、前記第１乃至第４スイッチング素子のうちの何れ
かがオフしているときに発生する電圧を整流して出力する整流素子と、前記第２インダク
タの他の一端と前記整流素子の出力との間に接続され、前記整流素子の出力を平滑して直
流の出力電圧を生成する第２コンデンサと、前記出力電圧が所定の値に安定化されるよう
に前記各スイッチング素子をオン・オフ制御するスイッチング制御回路とを備え、前記ス
イッチング制御回路は、前記入力電圧の前記第２アームに向けて接続された側が高電位に
なる正の期間は、前記第２、第３スイッチング素子をオンに固定した状態で、前記第１、
第４スイッチング素子を同位相でオン・オフしつつ、前記オン・オフ制御を行い、前記入
力電圧の前記第１アームに向けて接続された側が高電位になる負の期間は、前記第１、第
４スイッチング素子をオンに固定した状態で、前記第２、第３スイッチング素子を同位相
でオン・オフしつつ、前記オン・オフ制御を行うスイッチング電源装置である。
【００１０】
　さらに、この発明は、第１スイッチングダイオードと、一端が前記第１スイッチングダ
イオードのアノードに接続された双方向に導通可能なトランジスタ等の第２スイッチング
素子とで構成された第１アームと、第３スイッチングダイオードと、一端が前記第３スイ
ッチングダイオードのアノードに接続された双方向に導通可能なトランジスタ等の第４ス
イッチング素子とで構成された第２アームと、交流の入力電源と直列に設けられ、前記第
１アームの中点と前記第２アームの中点との間に入力電圧を供給する第１インダクタと、
前記第１、第２アームが、第１及び第３スイッチングダイオード側の一端同士、第２及び
第４スイッチング素子側の一端同士が各々接続され、その一対の接続点の間に設けられた
トランジスタ等の第５スイッチング素子と、前記第５スイッチング素子の両端に接続され
た第１コンデンサ及び第２インダクタの直列回路と、前記第２インダクタの一端に接続さ
れ、前記第２インダクタに発生する矩形電圧のうち、前記第５スイッチング素子がオフし
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たときに発生する電圧を整流して出力する整流素子と、前記第２インダクタの他の一端と
前記整流素子の出力との間に接続され、前記整流素子の出力を平滑して直流の出力電圧を
生成する第２コンデンサと、前記出力電圧が所定の値に安定化されるように前記各スイッ
チング素子をオン・オフ制御するスイッチング制御回路とを備え、
前記スイッチング制御回路は、前記入力電圧の前記第２アームに向けて接続された側が高
電位になる正の期間は、前記第２スイッチング素子をオンに固定した状態で、前記第４、
第５スイッチング素子を同位相でオン・オフしつつ、前記オン・オフ制御を行い、前記入
力電圧の前記第１アームに向けて接続された側が高電位になる負の期間は、前記第４スイ
ッチング素子をオンに固定した状態で、前記第２、第５スイッチング素子を同位相でオン
・オフしつつ、前記オン・オフ制御を行うスイッチング電源装置である。
【００１１】
　前記第１インダクタは、互いに結合した複数の巻線を有したコモンモード・インダクタ
の漏れインダクタンスで構成されていてもよい。
【００１２】
　また、前記スイッチング制御回路は、前記オン・オフ制御に加えて、前記入力電源から
流れ込む入力電流波形を整形して力率が改善されるように前記各スイッチングトランジス
タのオン・オフを制御するものである。
【００１３】
　また、前記整流素子はトランジスタ等のスイッチング素子で構成され、前記スイッチン
グ制御回路は、前記入力電圧の前記第２アームに向けて接続された側が高電位になる正の
期間は、前記整流素子を前記第４スイッチング素子と逆位相にオン・オフさせ、前記入力
電圧の前記第１アームに向けて接続された側が高電位になる負の期間は、前記整流素子を
前記第２スイッチング素子と逆位相にオン・オフさせる構成にしてもよい。
【発明の効果】
【００１４】
　この発明のスイッチング電源装置は、各スイッチング素子がオン・オフ動作することに
より、交流の入力電圧の正の期間と負の期間を通して入力電圧を昇圧又は降圧し、所定の
直流電圧を自在に出力することができる。
【００１５】
　また、従来はブリッジ整流器で大きな導通損失が生じていたが、それを大幅に低減する
ことができる。さらに、従来の昇圧チョッパ回路の構成を有するスイッチング電源装置に
必要であった突入電流制限回路を省略することができるので、部品点数が減り装置の小型
化にも寄与する。
【００１６】
　また、スイッチング制御回路に入力電流波形を成形する機能を付加すれば、力率改善型
のスイッチング電源装置を容易に構成することができる。
【００１７】
　さらに、整流素子を導通損失が小さいスイッチング素子で構成し、スイッチング制御回
路で駆動する構成にすれば、整流素子としてダイオード等を用いる一般的な構成よりも、
さらに損失を低減することができる
【図面の簡単な説明】
【００１８】
【図１】この発明の第一の実施形態のスイッチング電源装置を示す回路図である。
【図２】第一の実施形態のスイッチング電源装置の動作を示すタイムチャートである。
【図３】図２の期間Ｔ１を拡大したタイムチャート（ａ）、期間Ｔ１ａの動作を説明する
等価回路（ｂ）、期間Ｔ１ｂの動作を説明する等価回路（ｃ）である。
【図４】図２の期間Ｔ２を拡大したタイムチャート（ａ）、期間Ｔ２ａの動作を説明する
等価回路（ｂ）、期間Ｔ２ｂの動作を説明する等価回路（ｃ）である。
【図５】この発明の第二の実施形態のスイッチング電源装置を示す回路図である。
【図６】第二の実施形態のスイッチング電源装置の動作を示すタイムチャートである。
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【図７】図６の期間Ｔ３を拡大したタイムチャート（ａ）、期間Ｔ３ａの動作を説明する
等価回路（ｂ）、期間Ｔ３ｂの動作を説明する等価回路（ｃ）である。
【図８】図６の期間Ｔ４を拡大したタイムチャート（ａ）、期間Ｔ４ａの動作を説明する
等価回路（ｂ）、期間Ｔ４ｂの動作を説明する等価回路（ｃ）である。
【図９】第１インダクタの変形例を示す回路図である。
【図１０】ブリッジ整流器を備えた従来のスイッチング電源装置を示す回路図（ａ），（
ｂ）である。
【発明を実施するための形態】
【００１９】
　以下、この発明のスイッチング電源回路の第一の実施形態について、図１～図４に基づ
いて説明する。この実施形態のスイッチング電源装置２０は、入力端２２ａ，２２ｂの間
に商用電源２４が接続され、交流の入力電圧Ｖｉを直流の出力電圧Ｖｏに変換し、出力端
２３ａ，２３ｂの間に接続された負荷２６に電力を供給する装置である。まず、スイッチ
ング電源装置２０の構成について、図１を用いて説明する。
【００２０】
　スイッチング電源装置２０は、第１スイッチングトランジスタ２８と第２スイッチング
トランジスタ３０との直列回路である第１アーム３２を備えている。ここでは、第１、第
２スイッチングトランジスタ２８，３０は、オン状態で双方向に電流を流し得るＮ－ｃｈ
のＭＯＳ型ＦＥＴであり、第１スイッチングトランジスタ２８のソースに第２スイッチン
グトランジスタ３０のドレインが接続されている。
【００２１】
　同様に、第３スイッチングトランジスタ３４と第４スイッチングトランジスタ３６との
直列回路である第２アーム３８が設けられている。第３、第４スイッチングトランジスタ
３４，３６も、Ｎ－ｃｈのＭＯＳ型ＦＥＴであり、第３スイッチングトランジスタ３４の
ソースに第４スイッチングトランジスタ３６のドレインが接続されている。
【００２２】
　入力電圧Ｖｉが供給される一対の入力端は、入力端２２ａが第１インダクタ４０を介し
て第２アーム３８の中点に接続され、入力端２２ｂは、第１アーム３２の中点に接続され
ている。
【００２３】
　第１、第２アーム３２，３８は、第１、第３スイッチングトランジスタ２８，３４のド
レイン同士が互いに接続され、第２、第４スイッチングトランジスタ３０，３６のソース
同士が互いに接続され、その一対の接続点の間に、第１コンデンサ４２及び第２インダク
タ４４の直列回路が設けられている。第２インダクタ４４の第１コンデンサ４２側の一端
には、高速スイッチングが可能なファスト・リカバリ・ダイオードである整流素子４６の
アノードが接続されている。第２インダクタ４４の両端には、第１～第４スイッチングト
ランジスタ２８，３０，３４，３６のオン・オフによって、正方向及び負方向に振幅する
略矩形の電圧が発生するが、整流素子４６は、この矩形電圧のうちの、第１コンデンサ４
２側の一端が高電位になったときの電圧を整流して出力する。
【００２４】
　第２インダクタ４４の第４スイッチングトランジスタ３６側の一端と整流素子４６のカ
ソードとの間には、第２コンデンサ４８が設けられている。第２コンデンサ４８は、整流
素子４６の出力を平滑して自己の両端に直流の出力電圧Ｖｏを発生させ、出力端２３ａ，
２３ｂに接続された負荷２６に電圧を供給する。
【００２５】
　さらに、スイッチング電源装置２０は、各スイッチングトランジスタ２８，３０，３４
，３６のオン・オフを制御するため、図示しないスイッチング制御回路を備えている。ス
イッチング制御回路は、入力電圧Ｖｉが振幅して入力端２２ａ側が高電位になる正の期間
Ｔ（＋）は、第２、第３スイッチングトランジスタ３０，３４をオンに固定した状態で、
第１、第４スイッチングトランジスタ２８，３６を同位相でオン・オフしつつ、そのオン
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・オフの時間を可変調整する。一方、入力電圧Ｖｉが振幅して入力端２２ｂ側が高電位に
なる負の期間Ｔ（－）は、第１、第４スイッチングトランジスタ２８，３６をオンに固定
し他状態で、第２、第３スイッチングトランジスタ３０，３４を同位相でオン・オフしつ
つ、そのオン・オフの時間を可変調整する。このスイッチング制御回路は、出力電圧Ｖｏ
が所定の目標値に安定化されるように各スイッチングトランジスタのオン・オフの時間を
決定する。また、力率改善の機能を実現するため、商用電源２４から流れ込む入力電流波
形を入力電圧Ｖｉ波形と相似形になるように整形することも考慮して上記オン・オフの時
間を決定する。ただし、力率改善の機能が不要な場合は、スイッチング制御回路を、出力
電圧Ｖｏの安定化のみを考慮して上記オン・オフの時間を決定するようにして、構成を簡
単化することも可能である。
【００２６】
　次に、スイッチング電源装置２０の動作について、図２～図４に基づいて説明する。こ
こで、図３（ｂ），（ｃ）、図４（ｂ），（ｃ）の等価回路では、第１～第４スイッチン
グトランジスタ２８，３０，３４，３６を、それぞれスイッチＱ２８，Ｑ３０，Ｑ３４，
Ｑ３６で表してある。また、図２、図３（ａ）、図４（ａ）のタイムチャートでは、スイ
ッチＱ２８，Ｑ３０，Ｑ３４，Ｑ３６のオン・オフのロジックをハイレベル又はローレベ
ルで表してあり、これは、図示しないスイッチング制御回路が第１～第４スイッチングト
ランジスタ２８，３０，３４，３６の各ゲート・ソース間に向けて出力する駆動パルスに
置き換えて見ることができる。また、電流Ｉ４０，Ｉ４４は、それぞれ第１、第２インダ
クタ４０，４４に流れる電流である。また、動作説明の便宜のため、スイッチＱ２８，Ｑ
３０，Ｑ３４，Ｑ３６、整流素子４６が導通したとき、各素子に生じる電圧降下は十分に
小さく、無視できるものとする。
【００２７】
　図２の正の期間Ｔ（＋）は、スイッチＱ３０、Ｑ３４がオンに固定された状態で、スイ
ッチＱ２８，Ｑ３６が同位相でオン・オフし、そのオン・オフの時間が制御されている。
【００２８】
　正の期間Ｔ（＋）の中の期間Ｔ１の時間軸を拡大すると、図３（ａ）のタイムチャート
ように表される。期間Ｔ１ａに入ると、スイッチＱ３０、Ｑ３４はオンに固定されたまま
、スイッチＱ２８，Ｑ３６がオンに転じる。すると、図３（ｂ）に示すように、商用電源
２４、第１インダクタ４０、スイッチＱ３６、スイッチＱ３０の経路、及び、商用電源２
４、第１インダクタ４０、スイッチＱ３４、スイッチＱ２８の経路で電流Ｉ４０が流れ、
第１インダクタ４０の両端を入力電圧Ｖｉ相当の電圧に固定した状態で第１インダクタ４
０に励磁エネルギーが蓄積される。また、第２コンデンサ４２の両端には、期間Ｔ１ａに
入る前から入力電圧Ｖｉ相当の電圧が蓄えられており、期間Ｔ２ａに入ると、第２コンデ
ンサ４２、スイッチＱ３４、スイッチＱ３６、第２インダクタ４４の経路、及び、第２コ
ンデンサ４２、スイッチＱ２８、スイッチＱ３０、第２インダクタ４４の経路で電流Ｉ４
４が流れ、第２インダクタ４４の両端を入力電圧Ｖｉ相当の電圧に固定した状態で第２イ
ンダクタ４４に励磁エネルギーが蓄積される。また、負荷２６に流れる出力電流は、第２
コンデンサ４８が供給する。
【００２９】
　期間Ｔ１ｂに入ると、スイッチＱ３０、Ｑ３４はオンに固定されたまま、スイッチＱ２
８，Ｑ３６がオフに転じる。すると、図３（ｃ）に示すように、商用電源２４、第１イン
ダクタ４０、スイッチＱ３４、第１コンデンサ４２、整流素子４６、第２コンデンサ４８
及び負荷２６の並列回路、スイッチＱ３０、の経路で電流Ｉ４０が流れ、商用電源２４か
ら負荷２６に向けて出力電流を供給する。このとき、第１インダクタ４０は、その両端が
出力電圧Ｖｏ相当の電圧に固定された状態で、期間Ｔ１ａに蓄積された励磁エネルギーを
負荷２６に向けて放出する動作を行う。また、第２インダクタ４４、整流素子４６、第２
コンデンサ４８及び負荷２６の並列回路、の経路で電流Ｉ４４が流れ、第２インダクタ４
４が、その両端を出力電圧Ｖｏ相当の電圧に固定された状態で、期間Ｔ１ａに蓄積された
励磁エネルギーを負荷２６に向けて放出する。
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【００３０】
　正の期間Ｔ（＋）は上述した期間Ｔ１ａ、Ｔ１ｂの動作を繰り返すが、その後、負の期
間Ｔ（－）に入ると、図２に示すように動作が変化する。
【００３１】
　負の期間Ｔ（－）の中の期間Ｔ２の時間軸を拡大すると、図４（ａ）のタイムチャート
ように表される。期間Ｔ２ａに入ると、スイッチＱ２８、Ｑ３６はオンに固定されたまま
、スイッチＱ３０，Ｑ３４がオンに転じる。すると、図４（ｂ）に示すように、商用電源
２４、スイッチＱ３０、スイッチＱ３６、第１インダクタ４０、の経路で電流Ｉ４０が流
れ、第１インダクタ４０の両端を入力電圧Ｖｉ相当の電圧に固定した状態で第１インダク
タ４０に励磁エネルギーを蓄積する。また、第２コンデンサ４２の両端には、期間Ｔ２ａ
に入る前から入力電圧Ｖｉ相当の電圧が蓄えられており、期間Ｔ１ａに入ると、第２コン
デンサ４２、スイッチＱ３４、スイッチＱ３６、第２インダクタ４４の経路、及び、第２
コンデンサ４２、スイッチＱ２８、スイッチＱ３０、第２インダクタ４４の経路で電流Ｉ
４４が流れ、第２インダクタ４４の両端を入力電圧Ｖｉ相当の電圧に固定した状態で第２
インダクタ４４に励磁エネルギーを蓄積する。また、負荷２６に流れる出力電流は、第２
コンデンサ４８が供給する。
【００３２】
　期間Ｔ２ｂに入ると、スイッチＱ２８、Ｑ３６はオンに固定されたまま、スイッチＱ３
０，Ｑ３４がオフに転じる。すると、図４（ｃ）に示すように、商用電源２４、スイッチ
Ｑ２８、第１コンデンサ４２、整流素子４６、第２コンデンサ４８及び負荷２６の並列回
路、スイッチＱ３６、第１インダクタ４０、の経路で電流Ｉ４０が流れ、商用電源２４か
ら負荷２６に向けて出力電流を供給する。このとき、第１インダクタ４０は、その両端が
出力電圧Ｖｏ相当の電圧に固定された状態で、期間Ｔ２ａに蓄えられた励磁エネルギーを
負荷２６に向けて放出する動作を行う。また、第２インダクタ４４、整流素子４６、第２
コンデンサ４８及び負荷２６の並列回路、の経路で電流Ｉ４４が流れ、第２インダクタ４
４は、その両端が出力電圧Ｖｏ相当の電圧に固定された状態で、期間Ｔ１ａに蓄えられた
励磁エネルギーを負荷２６に向けて放出する。
【００３３】
　負の期間Ｔ（－）は上述した期間Ｔ２ａ、Ｔ２ｂの動作を繰り返し、その後、正の期間
Ｔ（＋）に入ると、上述した期間Ｔ１ａ，Ｔ１ｂの動作に変化する。
【００３４】
　スイッチング電源装置２０のスイッチング制御回路は、出力電圧Ｖｏを目標値に安定化
し、同時に力率も改善するという観点から、期間Ｔ１ａ，Ｔ１ｂ，Ｔ２ａ，Ｔ２ｂの長さ
（時間）を決定する。さらに、ここでは、ダイオードである整流素子４６のリカバリ特性
に起因する不具合の発生を回避するため、期間Ｔ１ａ，Ｔ２ａは一定時間に固定され、期
間Ｔ１ｂ，Ｔ２ｂは、期間Ｔ１ａ，Ｔ２ａの開始時及び期間Ｔ１ｂ，Ｔ２ｂの終了時に電
流Ｉ４０，Ｉ４４がゼロになるように決定する。
【００３５】
　このような電流臨界モードで動作する場合は式（１）、式（２）のような関係式が成立
するので、式（２）に基づいて期間Ｔ１ａ，Ｔ１ｂ，Ｔ２ａ，Ｔ２ｂの長さを可変調整し
、出力電圧Ｖｏを所定の目標値に安定化する制御を行う。
【数１】
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【数２】

【００３６】
なお、スイッチング制御回路の動作モードは、電流臨界モードに代えて、電流連続モード
や電流不連続モード等であってもよい。ただし、出力電圧Ｖｏと各スイッチのオン・オフ
の時間との関係は、電流連続モードの場合には上記の式（２）と同様の関係式に従って、
電流不連続モードの場合には式（２）と異なる固有の関係式に従って、出力電圧Ｖｏが安
定化されることになる。
【００３７】
　以上説明したように、スイッチング電源装置２０は、各スイッチングトランジスタ２８
，３０，３４，３６がオン・オフ動作することにより、交流の入力電圧Ｖｉの正の期間Ｔ
（＋）と負の期間Ｔ（－）を通して入力電圧Ｖｉを昇圧又は降圧し、所定の出力電圧Ｖｏ
を自在に出力することができる。
【００３８】
　また、従来のスイッチング電源装置１０，１６では、ブリッジ整流器１２のダイオード
で順方向電圧によって、ダイオード２個分の大きな導通損失が生じていたが、第一の実施
形態のスイッチング電源装置２０では、ブリッジ整流器１２が省略され、それに相当する
働きを、導通抵抗が小さいＭＯＳ型ＦＥＴで成るスイッチングトランジスタ２８，３０，
３４，３６が行うので、損失を大幅に低減することができる。
【００３９】
　また、スイッチング電源装置２０は、入力投入時に商用電源２４から大容量の第２コン
デンサ４８に向けて突入電流が流れる経路に、比較的小容量の第１コンデンサ４２が配置
されているので、過大な突入電流が発生する心配がない。従って、各スイッチングトラン
ジスタのサージ電流耐量について格段の配慮をする必要がないので部品選択の自由度が高
くなり、さらに、従来のスイッチング電源装置１０等に付加される突入電流制限回路を省
略することができる。
【００４０】
　次に、この発明のスイッチング電源回路の第二の実施形態について、図５～図８に基づ
いて説明する。ここで、上記のスイッチング電源装置２０と同様の構成は、同一の符号を
付して説明する。第二の実施形態のスイッチング電源装置５０は、上記スイッチング電源
装置２０と同様に、交流の入力電圧Ｖｉを直流の出力電圧Ｖｏに変換すると共に、力率改
善動作を行う装置である。まず、スイッチング電源装置５０の構成について、図５を用い
て説明する。
【００４１】
　スイッチング電源装置５０は、第１スイッチングダイオード５２と第２スイッチングト
ランジスタ３０との直列回路である第１アーム５４を備えている。第１スイッチングダイ
オード５２は、高速スイッチングが可能なファスト・リカバリ・ダイオードであり、第２
スイッチングトランジスタ３０は、オン状態で双方向に電流を流し得るＮ－ｃｈのＭＯＳ
型ＦＥＴであり、第１スイッチングダイオード５２のアノードに第２スイッチングトラン
ジスタ３０のドレインが接続されている。
【００４２】
　同様に、第３スイッチングダイオード５６と第４スイッチングトランジスタ３６の直列
回路である第２アーム５８が設けられている。第３スイッチングダイオード５６は、ファ
スト・リカバリ・ダイオードであり、第４スイッチングトランジスタ３６はＮ－ｃｈのＭ
ＯＳ型ＦＥＴであり、第３スイッチングダイオード５６のアノードに第４スイッチングト
ランジスタ３０のドレインが接続されている。
【００４３】
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　入力電圧Ｖｉが供給される一対の入力端は、入力端２２ａが第１インダクタ４０を介し
て第２アーム５８の中点に接続され、入力端２２ｂは、第１アーム５４の中点に接続され
ている。
【００４４】
　第１、第２アーム５４，５８は、第１、第３スイッチングダイオード５２，５６のカソ
ード同士が互いに接続され、第２、第４スイッチングトランジスタ３０，３６のソース同
士が互いに接続され、その一対の接続点の間に、第５スイッチングトランジスタ６０が設
けられている。第５スイッチングトランジスタ６０はＮ－ｃｈのＭＯＳ型ＦＥＴであり、
第１、第３スイッチングダイオード５２，５６の側にドレインが、第２，第４スイッチン
グトランジスタ３０，３６の側にソースが接続されている。なお、第５スイッチングトラ
ンジスタ６０は、ドレインからソースの向きにのみに導通可能な他の種類のトランジスタ
素子であってもよい。
【００４５】
　第５スイッチングトランジスタの両端には、第１コンデンサ４２及び第２インダクタ４
４の直列回路が設けられている。第２インダクタ４４の第１コンデンサ４２側の一端には
、高速スイッチングが可能なファスト・リカバリ・ダイオードである整流素子４６のアノ
ードが接続されている。第２インダクタ４４の両端には、第２、第４、第５スイッチング
トランジスタ３０，３６，６０のオン・オフによって、正方向及び負方向に振幅する略矩
形の電圧が発生するが、整流素子４６は、この矩形電圧のうちの、第１コンデンサ４２側
の一端が高電位になったときの電圧を整流して出力する。
【００４６】
　第２インダクタ４４の第５スイッチングトランジスタ６０側の一端と整流素子４６のカ
ソードとの間には、第２コンデンサ４８が設けられている。第２コンデンサ４８は、整流
素子４６の出力を平滑して自己の両端に直流の出力電圧Ｖｏを発生させ、出力端２３ａ，
２３ｂに接続された負荷２６に電圧を供給する。
【００４７】
　さらに、スイッチング電源装置５０は、各スイッチングトランジスタ３０，３６，６０
のオン・オフを制御するため、図示しないスイッチング制御回路を備えている。このスイ
ッチング制御回路は、入力電圧Ｖｉが振幅して入力端２２ａ側が高電位になる正の期間Ｔ
（＋）は、第２スイッチングトランジスタ３０をオンに固定した状態で、第４、第５スイ
ッチングトランジスタ３６，６０を同位相でオン・オフしつつ、そのオン・オフの時間を
可変調整する。一方、入力電圧Ｖｉが振幅して入力端２２ｂ側が高電位になる負の期間Ｔ
（－）は、第４スイッチングトランジスタ３６をオンに固定した状態で、第２、第５スイ
ッチングトランジスタ３０，６０を同位相でオン・オフしつつ、そのオン・オフの時間を
可変調整する。
【００４８】
　このスイッチング制御回路は、出力電圧Ｖｏが所定の目標値に安定化されるように各ス
イッチングトランジスタのオン・オフの時間を決定する。また、力率改善の機能を実現す
るため、商用電源２４から流れ込む入力電流波形を入力電圧Ｖｉ波形と相似形になるよう
に整形することも考慮して上記オン・オフの時間を決定する。
【００４９】
　次に、スイッチング電源装置５０の動作について、図６～図８に基づいて説明する。こ
こで、図７（ｂ），（ｃ）、図８（ｂ），（ｃ）の等価回路では、第２，第４，第５スイ
ッチングトランジスタ３０，３６，６０を、スイッチＱ３０，Ｑ３６，Ｑ６０で表してあ
る。また、図６、図７（ａ）、図８（ａ）のタイムチャートでは、スイッチＱ３０，Ｑ３
６，Ｑ６０のオン・オフのロジックをハイレベル又はローレベルで表してあり、これは、
図示しないスイッチング制御回路が、第２、第４、第５スイッチングトランジスタ３０，
３６，６０の各ゲート・ソース間に向けて出力する駆動パルスに置き換えて見ることがで
きる。また、電流Ｉ４０，Ｉ４４は、それぞれ第１、第２インダクタ４０，４４に流れる
電流である。また、動作説明の便宜のため、スイッチングダイオード５２，５６、スイッ
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チＱ３０，Ｑ３６，Ｑ６０、整流素子４６が導通したとき、各素子に生じる電圧降下は十
分に小さく、無視できるものとする。
【００５０】
　図６の正の期間Ｔ（＋）は、スイッチＱ３０がオンに固定された状態で、スイッチＱ２
８，Ｑ３６が同位相でオン・オフし、そのオン・オフの時間が制御されている。
【００５１】
　正の期間Ｔ（＋）の中の期間Ｔ３の時間軸を拡大すると、図７（ａ）のタイムチャート
ように表される。期間Ｔ３ａに入ると、スイッチＱ３０はオンに固定されたまま、スイッ
チＱ３６，Ｑ６０がオンに転じる。すると、図７（ｂ）に示すように、商用電源２４、第
１インダクタ４０、スイッチＱ３６、スイッチＱ３０、の経路で電流Ｉ４０が流れ、第１
インダクタ４０の両端を入力電圧Ｖｉ相当の電圧に固定した状態で第１インダクタ４０に
励磁エネルギーが蓄積される。また、第２コンデンサ４２の両端には、期間Ｔ３ａに入る
前から入力電圧Ｖｉ相当の電圧が蓄えられており、期間Ｔ３ａに入ると、第２コンデンサ
４２、スイッチＱ６０、第２インダクタ４４、の経路で電流Ｉ４４が流れ、第２インダク
タ４４の両端を入力電圧Ｖｉ相当の電圧に固定した状態で第２インダクタ４４に励磁エネ
ルギーが蓄積される。また、負荷２６に流れる出力電流は、第２コンデンサ４８が供給す
る。
【００５２】
　期間Ｔ３ｂに入ると、スイッチＱ３０はオンに固定されたまま、スイッチＱ３６，Ｑ６
０がオフに転じる。すると、図７（ｃ）に示すように、商用電源２４、第１インダクタ４
０、第３スイッチングダイオード５６、第１コンデンサ４２、整流素子４６、第２コンデ
ンサ４８及び負荷２６の並列回路、スイッチＱ３０、の経路で電流Ｉ４０が流れ、商用電
源２４から負荷２６に向けて出力電流を供給する。このとき、第１インダクタ４０は、そ
の両端が出力電圧Ｖｏ相当の電圧に固定された状態で、期間Ｔ３ａに蓄積された励磁エネ
ルギーを負荷２６に向けて放出する動作を行う。また、第２インダクタ４４、整流素子４
６、第２コンデンサ４８及び負荷２６の並列回路、の経路で電流Ｉ４４が流れ、第２イン
ダクタ４４は、その両端が出力電圧Ｖｏ相当の電圧に固定された状態で、期間Ｔ３ａに蓄
積された励磁エネルギーを負荷２６に向けて放出する。
【００５３】
　正の期間Ｔ（＋）は上述した期間Ｔ３ａ、Ｔ３ｂの動作を繰り返すが、負の期間Ｔ（－
）に入ると、図６に示すように動作が変化する。
【００５４】
　負の期間Ｔ（－）の中の期間Ｔ４の時間軸を拡大すると、図８（ａ）のタイムチャート
ように表される。期間Ｔ４ａに入ると、スイッチＱ３６はオンに固定されたまま、スイッ
チＱ３０，Ｑ６０がオンに転じる。すると、図８（ｂ）に示すように、商用電源２４、ス
イッチＱ３０、スイッチＱ３６、第１インダクタ４０、の経路で電流Ｉ４０が流れ、第１
インダクタ４０の両端を入力電圧Ｖｉ相当の電圧に固定した状態で第１インダクタ４０に
励磁エネルギーが蓄積される。また、第２コンデンサ４２の両端には、期間Ｔ４ａに入る
前から入力電圧Ｖｉ相当の電圧が蓄えられており、期間Ｔ４ａに入ると、スイッチＱ６０
第２インダクタ４４、の経路で電流Ｉ４４が流れ、第２インダクタ４４の両端を入力電圧
Ｖｉ相当の電圧に固定した状態で第２インダクタ４４に励磁エネルギーが蓄積される。ま
た、負荷２６に流れる出力電流は、第２コンデンサ４８が供給する。
【００５５】
　期間Ｔ２ｂに入ると、スイッチＱ３６はオンに固定されたまま、スイッチＱ３０，Ｑ６
０がオフに転じる。すると、図８（ｃ）に示すように、商用電源２４、第１スイッチング
ダイオード５２、第１コンデンサ４２、整流素子４６、第２コンデンサ４８及び負荷２６
の並列回路、スイッチＱ３６、第１インダクタ４０、の経路で電流Ｉ４０が流れ、商用電
源２４から負荷２６に向けて出力電流を供給する。このとき、第１インダクタ４０は、そ
の両端が出力電圧Ｖｏ相当の電圧に固定された状態で、期間Ｔ４ａに蓄積された励磁エネ
ルギーを負荷２６に向けて放出する動作を行う。また、第２インダクタ４４、整流素子４
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６、第２コンデンサ４８及び負荷２６の並列回路、の経路で電流Ｉ４４が流れ、第２イン
ダクタ４４が、その両端を出力電圧Ｖｏ相当の電圧に固定された状態で、期間Ｔ４ａに蓄
積された励磁エネルギーを負荷２６に向けて放出する。
【００５６】
　負の期間Ｔ（－）は上述した期間Ｔ４ａ、Ｔ４ｂの動作を繰り返し、その後、正の期間
Ｔ（＋）に入ると、上述した期間Ｔ１ａ，Ｔ１ｂの動作に戻る。
【００５７】
　スイッチング電源装置５０のスイッチング制御回路は、出力電圧Ｖｏを目標値に安定化
し、同時に力率も改善するという観点から、期間Ｔ１ａ，Ｔ１ｂ，Ｔ２ａ，Ｔ２ｂの長さ
（時間）を決定する。さらに、ここでは、ダイオードである整流素子４６や第１、第３ス
イッチングダイオードのリカバリ特性に起因する不具合の発生を回避するため、期間Ｔ３
ａ，Ｔ４ａは一定時間に固定され、期間Ｔ３ｂ，Ｔ２ｂは、期間Ｔ３ａ，Ｔ４ａの開始時
及び期間Ｔ３ｂ，Ｔ４ｂの終了時に電流Ｉ４０，Ｉ４４がゼロになるように決定される。
すなわち、電流臨界モードで動作させ、上記の式（１）、式（２）に基づいて期間Ｔ３ａ
，Ｔ３ｂ，Ｔ４ａ，Ｔ４ｂの長さを可変調整し、出力電圧Ｖｏを所定の目標値に安定化す
る制御を行う。
【００５８】
　以上説明したように、スイッチング電源装置５０は、上記のスイッチング電源装置２０
と同様に、入力電圧Ｖｉの正の期間Ｔ（＋）と負の期間Ｔ（－）を通して入力電圧Ｖｉを
昇圧又は降圧し、所定の出力電圧Ｖｏを自在に出力することができる。特に、上記スイッ
チング電源装置２０に比べ、オン・オフの時間を制御しなければならないスイッチングト
ランジスタの数が４つから３つに削減され、しかも、３つのスイッチングトランジスタの
ソースが共通電位になっているので、スイッチング制御回路が各スイッチングトランジス
タのゲート・ソース間に向けて駆動パルスを出力する回路部分を、非常にシンプルに構成
することができるという利点がある。
【００５９】
　また、例えば従来のスイッチング電源装置１６では、ブリッジ整流器１２のダイオード
で順方向電圧によって、ダイオード４本分の大きな導通損失が生じていたが、第２実施形
態のスイッチング電源装置５０では、ブリッジ整流器１２を構成する４本のダイオードの
うちの２本に相当する働きを、導通抵抗が小さいＭＯＳ型ＦＥＴであるスイッチングトラ
ンジスタ３０，３６が行うので、その分の導通損失を低減することができる。
【００６０】
　なお、この発明のスイッチング電源装置は、上記の実施形態に限定されるものではない
。例えば、第１インダクタは、図９に示すように、互いに結合した複数の巻線を有したコ
モンモード・インダクタ６２の漏れインダクタンスを利用し、１つの部品で電力変換の機
能とコモンモードノイズ低減の機能を兼用させてもよい。
【００６１】
　また、第１インダクタ又は第２インダクタに磁気結合した別巻線を設け、その別巻線の
出力に整流平滑回路を設けることによって、入力電源から絶縁された直流電圧であって、
スイッチング制御回路によって制御された出力電圧を得る構成を付加してもよい。
【００６２】
　また、ダイオードを用いた整流素子を、導通抵抗の小さなトランジスタ等のスイッチン
グ素子で構成し、この整流素子も合わせてスイッチング制御回路によってオン・オフ制御
する同期整流の構成にすれば、整流素子の損失をも低減することができる。その場合、ス
イッチング制御回路は、入力電圧の正の期間は、整流素子を第４スイッチング素子と逆位
相にオン・オフさせ、入力電圧の負の期間は、整流素子を第２スイッチング素子と逆位相
にオン・オフさせる駆動パルスを出力すれば、上記スイッチング電源２０，５０と同様の
動作を行うことができる。
【００６３】
　同様に、上記スイッチング電源装置５０の第１、第３スイッチングダイオードを、導通
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ッチング素子も合わせてスイッチング制御回路によってオン・オフ制御する構成にすれば
、さらに損失を低減できる等の利点がある。その場合、スイッチング制御回路は、入力電
圧の正の期間は、第６スイッチング素子をオフに固定した状態で第７スイッチング素子を
第５スイッチング素子と逆位相にオン・オフさせ、入力電圧の負の期間は、第７スイッチ
ング素子をオフに固定した状態で前記第６スイッチング素子を第５スイッチング素子と逆
位相にオン・オフさせる駆動パルスを出力すれば、上記スイッチング電源５０と同様の動
作を行うことができる。
【００６４】
　また、第１、第２、第３、第４スイッチング素子は、ＭＯＳ型ＦＥＴの他、双方向に導
通可能なトライアックや電磁リレー等を使用することができる。また、第５、６、７スイ
ッチング素子、上記同期整流用のスイッチング素子は、少なくとも一方向に導通可能なも
のであればよく、バイポーラトランジスタ、ＭＯＳ型ＦＥＴ、サイリスタ、トライアック
、ＧＴＯ（Ｇａｔｅ　Ｔｕｒｎ　Ｏｆｆ　Ｔｈｙｒｉｓｔｏｒ）、電磁リレー等を使用す
ることができる。
【符号の説明】
【００６５】
２０，５０　スイッチング電源装置
２２ａ，２２ｂ　入力端
２３ａ，２３ｂ　出力端
２８　第１スイッチングトランジスタ
３０　第２スイッチングトランジスタ
３２，５４　第１アーム
３４　第３スイッチングトランジスタ
３６　第４スイッチングトランジスタ
３８，５８　第２アーム
４０　第１インダクタ
４２　第１コンデンサ
４４　第２インダクタ
４６　整流素子
４８　第２コンデンサ
５２　第１スイッチングダイオード
５６　第３スイッチングダイオード
６０　第５スイッチングトランジスタ
Ｑ２８，Ｑ３０，Ｑ３４，Ｑ３６，Ｑ６０　スイッチ
Ｖｉ　入力電圧
Ｖｏ　出力電圧
 



(14) JP 5501857 B2 2014.5.28

【図１】 【図２】

【図３】 【図４】



(15) JP 5501857 B2 2014.5.28

【図５】 【図６】

【図７】 【図８】



(16) JP 5501857 B2 2014.5.28

【図９】 【図１０】



(17) JP 5501857 B2 2014.5.28

10

フロントページの続き

(56)参考文献  特開２００９－１７１６３９（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００５－１１０４３４（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００５－２７８３９９（ＪＰ，Ａ）　　　
              特表２００９－５４３５３２（ＪＰ，Ａ）　　　

(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
              Ｈ０２Ｍ　　　７／１２　　　　
              Ｈ０２Ｍ　　　３／１５５　　　


	biblio-graphic-data
	claims
	description
	drawings
	overflow

