TND6278JP/D
Rev. 6, October − 2021



オプション

© Semiconductor Components Industries, LLC, 2019

October, 2021 − Rev. 6

1

Publication Order Number:
TND6278JP/D

 − 
ション
Prepared by:

オプ

$率は、& 要'(ライン電流とライン電が*相
でないは1未満)と歪み要'(ライン電流が正波
でないは1未満)の積になります。
PF + cos(f) @ cos(q)

益業者から 給される電$のライン電は適
+に,-された,限波電であると./されます
が、次%を0照すると、電$需要が1/の、
ライン電流がPFに2比3することがすぐに4かり
ます。

Joel Turchi
Applications Engineer

：

のをするは、
が で
たながされるようになってきました。
えば、80 PLUSのと、Bronze、Silver、Gold
などのへの[1]により、デスクトップや
サーバのメーカ$%は、&'なソリューションへ
の,り-みを.られています。ここで/になるの
は、012(PFC)ステージとEMIフィルタを-み7
わせて89すると、:ラインにおいて<=>の?
7に、@00の5%〜8%をABすることです。
CD'に、EFするデバイスはの<0で
GH'にIJすることはなく、<0でのIJは
KLMにとどまります。したがって、'にN
0をOPするために、｢グリーン｣は<=>L
のだけをターゲットにしているわけではありま
せん。このSのは、TU'をVWするため
のXレベル、または<=>の20%、50%、100%
といった=>[\における]をすることに
よって、OのIJ^に_`するabがcくなっ
ています。
そのde、<=>、f=>、g=>Lの]
が、,り-むべき/なポイントになります。ij
ではkに、lい=>mnにわたってをop
するとqLに、コストをopするうえで、どのよ
うなrstがuにvつかをwxします。yに、
マルチモードアプローチが、=>mnにわたって
どのようにをXpすることができるかをwx
します。に、アーキテクチャのを します
が、ブリッジレスとインタリーブの$アプローチに
します。これらのソリューションでVWできる
のを、lいラインを89する300 W
アプリケーションで]します。

I line,rms +

ここで、cos(f)とcos(q)はそれぞれ&
'です。

P in,avg
V line,rms @ PF

(eq. 3)

したがって、$率比が5い、配電網に要な
リアクティブ電流が流れていることを示9していま
す。eq. 3が:調しているように、このような;は
ラインrms電流につながり、通損がするこ
とになります。また、この;はコンセントで負荷
>が)け?ることができる電$も,限する結果にな
ります。3えば、PF = 0.5の、ラインrms電流は
PFが1のときの2@になるので、/格16 Aの電気ソケ
ットからき込むことができる電$が1/2に,限され
ます。
1般に$率補正(PFC)標準として知られるEN61000
−3−2規格は、ライン電源からき込む電流のD調
波歪み(THD)を最EFすることを目的として発行さ
れたものです。"用G、法Hが規/する最I調波
振Jは、2次調波から40 次調波までをK象にし
ています。EN 61000−3−2の規/にえて、PFのL様
はEnergy StarのようなM種規格の1部になってお
り、$率補正の用を1般FするのにIきく貢献し
ています。Nの規格は、O$電流が > 16 A (3え
ば、EN 61000−3−12)のアプリケーションSけ、また
は航空機のような特/のアプリケーションSけで
す｡
アクティブソリューションは、これらの規,に適
するための最も#果的なU段です。Figure 2に示す
ように、PFCプリレギュレータはO$ブリッジとバ
ルクコンデンサの間に挿Oします。この]間ステー
ジは、/電を^$すると*時に、ライン電源から
正波電流をき込むように設計されています。
"際は、このタイプのコンバータは_牢かつ"装が
`易であるという理由から、昇(すなわち、ブース
ト)構aが採用されます。このトポロジではO$電
より^$電がい要があります。これが汎用ラ
イン電源条dで、^$e/Fレベルが1般に400 Vg
hに設/される理由です。

はじめに
益業者からのライン電源は正波電の 給
ですが、ライン電流の 状と 相は負荷によって異
なります。負荷がリアクタンス素を用している
、電流の 相シフトが生じます。線 負荷の
、調波電流が要に環する で流れ、
通損のをき起こします。
その結果、ライン電流で 相シフトと歪みの 方
が発生する、複素!の"数で表現できる有#
電$も、次%のとおり歪みや& 要'の(を)け
ます。
P in,avg + V line,rms @ I line,rms @ cos(f) @ cos(q)

(eq. 2)

(eq. 1)

要'と歪み要
Figure 1. Power Factor Corrected Power Converter
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この追ステージの採用により、より狭い範iの
O$電を 給することで、メインのダウンストリ
ームコンバータの設計を簡素Fできます。また、
電DCリンク(バルク)コンデンサにより、ホール
ドアップ時間要dを満たすと*時に、昇コンバー
タのO$電流がパルス状ではなくなるので、EMIフ
ィルタリングが`易になります。ただし、すでに説
明したように、最新の電源にとって#率はr要な要
dとなっています。PFCプリコンバータは､現sのL
様を満たすために軽減する要がある損が発生す
るtです。Figure 2に、オンセミ製NCP1654でu
する、vいライン電源電範iにKwする300 Wの
PFCステージの#率特xを示します[2]。1般的に、
PFC昇コンバータの#率は5ラインにおいてyF
します。[3]は、#率チャートは1般的に]間負荷レ
ベルをピークとする釣鐘曲線 状になると説明して
います。この]間レベルの 点から負荷がIきくな
ると通損が}'で、#率は~々に5します。
また軽負荷>では、1/の損とスイッチング損
が}'で#率が5くなります。[4]。

•

Figure 2. Efficiency over the Load Range of the
NCP1654 Evaluation Board

のように2種 の損を確認することができま
す。
• 第1に、負荷がIきくなると通損がしま
す。この損の1部は、ほぼO$電$に比3しま
す。1般的にその}'になるのは、h述するO$
ブリッジなどにあるダイオードの 方S電で
す。このはO$電$にKしてほぼ1/の比率に
なるので、このが#率にぼす(はD負荷範
iにわたって1/です。Nの損は、O$電流の
2 に比3するので、ライン電レベルが1/の
、電$の2 に比3することになります。
この損は、電流パスにsするすべての抵
抗、すなわちEMIフィルタの生抵抗、昇イン
ダクタのAC抵抗、MOSFETのオン抵抗、電流セン
ス抵抗、またはバルクコンデンサの等直抵
抗、の消費で aされています。これらの損が
#率にぼす負の(は、O$電$の2 に比
3し、負荷がIきくなるとIJにします。
Figure 2に示すように通、5ラインで負荷がIき

いと#率が5します。にEMIフィルタの
4を除すると、これらの損はインダクタ電流
リップルにIきくします。
第にスイッチング損はのように aされ
ています。
♦ 電流がパワースイッチから昇ダイオードに、
またはその逆方Sに遷移するときのエネルギー
損。これらの損は、整流される電流のIき
さとスイッチング波数に比3します。また、
理.的なa4(生 電`量およびダイオー
ドのリカバリに要な電流電荷 ・SR > Qrr )が}
'で発生する遷移の遅にもします。これ
らの損は電流に比3し、スイッチング波数
が1/の、負荷範iにわたって#率にほぼ
1/の(をぼします。CrMの、軽負荷
条dのはスイッチング波数がくなるた
め、この(はIJにyFします。
♦ スイッチングモードの電$送を管理するのに
要なエネルギーで、rにスイッチングセルの
整流に起'します。これらの損は、[4]では
1/損という で表現されており、整流さ
れる電流から独立しています。3えば、パワー
スイッチをuするのに要な電$は、1の
MOSFETをK象にする、Pdrive = VCC V Qg V
fSW で表現できます。ここで、VCC はMOSFETの
ゲートにされる電、Qg はゲートをVCC ま
で電するのに要な計ゲート電荷、fsw はス
イッチング波数です。また、MOSFETの^$
`量を放電する際のターンオンに起'する損
は、特/の,-が適用されるは、
理電流に無関です。このように、この損
は負荷から独立していると考えることができま
す。その結果、この損がぼす(は、最I
負荷時は1般にEさくなり、軽負荷時はかなり
することになります。臨界通モード 路
などを用して、軽負荷時にスイッチング波
数がIきくなる、この#率5はさらにy
Fします。これらの損は負荷にKして1/で
はなく、電$/格がEさいにむしろIす
ることになるからです。
♦ 磁¡損はある程¢の範iまで、連続通モー
ド(CCM)または臨界通モード(CrM)でg述し
たカテゴリの1部に4 することができます。
Steinmetzの%(PC = k ⋅ fSWa ⋅ (DB)b)は、この損
が磁界のスイングとスイッチング波数のみに
することを示しており、CCMのはこれ
らは 方とも1/で、CrMのはその派生
が¤いに打ち消しあう¥Sがあるからです。

これらの損にKして、PFCコントローラが永続
的に消費する電$(VCC 消費)と、電センシング
路など、様々なバイアス電流に起'する消費電$を
算することができます。これらの損は、に
5電$のときにい#率比が要なに¦にな
る§能xがあります。
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これらのu¬モードに関する詳細は[5]に記載され
ています。これらのモードの最適な用方法は、
降のセクションにて#率¸ で説明します。CrMは
最I300 Wの用途についてごく1般的に用されて
います。eでrDS (on ) のEさいパワースイッチがO
U§能なため､電$範iが拡Iされる¥Sにありま
す｡ここでは、CrMをデフォルトu¬モードとして
用します。

PFC昇コンバータの最I負荷時の損は、rに
#率が最もyFする最5ライン電で考¨する要
があります。熱管理と電$素の選択は、これらの
(によってIきく©ªされます。したがって、g
述の概要に示した#率5の要'に«づくと、軽負
荷時はスイッチング損を,-する要があるのに
Kし、最I負荷で5ラインのは通損を抑,
する要があります。
降のセクションでは、この目標を達aするため
のu¬を最適Fするうえで、PFCの,-方%とアー
キテクチャがどのように®立つかを説明します。

A. モードの
Figure 4に、CrM PFCのインダクタ電流サイクルを
示します。インダクタ電流は、望ましい!ºの2
@までG昇しそこから降して0になると直ぐに、
»び正方SにG昇します。
このPFCステージは、?¼した電流½角波の振J
を調整し、インダクタの!º電流が望ましい角¢に
なるようにします。EMIフィルタはフィルタリング
機能を"行します。
インダクタのピーク電流は次のようになります。

1チャネルPFCでのな"#モード
Figure 3に、PFCステージにおける«本的な,-方
%を要約します。
• 連続通モード(CCM)では、パワースイッチのタ
ーンオン時の損を犠牲にしてインダクタ電流リ
ップルを,限します。CCMは、¯来から°/スイ
ッチング波数でu¬し、1般的に300 WGの
アプリケーションで用されます。
• 臨界通モード(CrM)では、インダクタ電流が0に
達すると新しいスイッチングサイクルが開±され
ます。その結果、CrMでは速リカバリかつター
ンオン損を生じるtrr がないダイオードの要x
が5します。N方、スイッチング波数は本質
的に§&であり、電流リップルもIきくなりま
す。CrMは、照明やNのE電$アプリケーション
でごく1般的に用されています。CrMコントロ
ーラは簡素でeです。
• 波数クランプ臨界通モード(FCCrM)は、CrM
路のスイッチング波数の拡散を限/するため
に、オンセミがOした方%です。最I波数ク
ランプは、コンバータが軽負荷/ラインゼロ³´µ
近でのu¬時に、連続通モード(DCM)を:,
します。この 路がない､CrMのスイッチング
波数はクランプのG限スレッショルドをG る
ことになるので、¶然スイッチング損がし
ます。ライン電流が適+な 状を維持するよう
に、DCMが生aするデッドタイムを補·するため
の 路が追されます。

I L,pk + i L,pk(t) +

v in(t) @ t on

(eq. 4)

L

ラインの瞬時電流はIL ,pk をピークとする½角
!ºです。したがって、
I line(t) + ǂi L(t)ǃ

T

SW

+

i L,pk(t)
2

+

v in(t) @ t on
L

の

(eq. 5)

%5から、½角 の振Jと電流の 状を,-する2
つの¯来¾の方法をき^すことができます。
• 正波«準¿Àを生aし、この正波の 状に追
¯するように、インダクタのピーク電流を:,的
に,-します。これは電流モードのアプローチで
す。
• 1/オン時間の指示。これは電モードのアプロ
ーチです。
[6]に記載するとおり、どちらのもe/Fルー
プのÁÂJを狭く設/するので、その^$は緩やか
に&Fする¿Àになり、ラインサイクルのÃ期
では1/とみなすことができます。次に、この^$
を用してオンタイムを,-するか、O$電の1
部と 算して、正波«準¿Àを生aすることがで
きます。

Figure 4. Switching Sequences of a Critical
Conduction Mode PFC Stage
Figure 3. Operating Mode Overview
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B. DCMIJ：い えか?
[7]は、µ的な 路を追しない､CrM PFC
ステージのスイッチング波数をクランプすると、
ライン電流がIきく歪むと説明しています。
オンセミはNCP1612やNCP1632のようなコントロー
ラをすでにいくつかリリースしており、独自 路が
組み込まれています。"用G、これらのコントロー
ラはgのスイッチングサイクルで生aされたデッド
タイムを検知し、そのO$に«づいてオンタイムを
長くするので、1つのスイッチング期にわたる電
流の!ºは、CrMを用すると*程¢のに
とどまります。
これをFigure 6に示します。*じライン電流を維持
するのに要があるのは、CrMのピーク電流である
(IL,pk )CrM であり､DCMのはそれよりIきい(IL,pk )
DCM が要になります。

CrMは簡素かつ_牢なだけでなく、IきなÄ点は
ターンオン損が最Eになることです。第1に、電
流が0になった時点で､昇ダイオードが自然に開
路になります。したがって、¡配な逆 Å電荷(Qrr )
がsしません。さらに、インダクタ電流が0に達
しても、その直hにパワースイッチがターンオンす
ることはありません。Çわりに、[7]に詳述するよう
に、閉 路になるまでにtd 、標準で数百ナノ秒(ns)の
遅が生じます。この遅の間、インダクタとスイ
ッチングノード集]`量で構aされる発振 路が、
O$電µ近でパワースイッチ電の振Jを aし
ます。Figure 5に示すように、5点に達してtd の終Ê
時に､パワースイッチを閉 路にします。したがっ
て、瞬時O$電が(Vout /2)よりいとき5点電は
(2 vin (t) − Vout )というEさなになるので、ターンオ
ン損は最Eになります。
(vin (t) < Vout /2)の、さらにゼロ電スイッチン
グを"現できます。

i line(t) +

vDS (t)
vin(t)

iQ (t)

2

+

(I L,pk) DCM
2

@

t on,DCM ) t demag,DCM

(eq. 7)

T SW,DCM

ここで、
• ton,DCM は、考¨しているDCMサイクルのオンタイ
ムです。
• tdemag,DCM は、ton,DCM にKwする減磁 相です。
• tSW,DCM は、DCMのスイッチング期です。

td

iD (t)

(I L,pk) CrM

Valley turn on

(I )
Lpk
,

(I )
Lpk
,

DCM

CrM

dead−time

t onCrM
,

Figure 5. Valley Turn-on of the MOSFET
(Measured on the NCP1612 Evaluation Board)

•

•

CrM Operation

1方、CrMにはにËな点が2つあります。
インダクタ電流リップルがIきいので、O^$電
流フィルタのÌ積がIきくなります。また、この
リップルは昇コンバータでのrms電流の発
生と、インダクタでの銅線/コア損のIもÍ
Îします。この結果、コスト#率が,限され、ソ
リューションの"用的用途はI電$アプリケーシ
ョンに限/されます。
スイッチング波数は§&で、特に軽負荷条d
でいレベルに達する§能xがあるので、このモ
ードでは#率が&Fします。次%で、ライン電
とO$電$の関数の で、スイッチング波数の
簡略Fした%を示します(ただし、5点に達するま
での遅は無視)。
f SW(t) +

V in,rms

2

2 @ L @ P in,avg

ǒ

@ 1*

Ǔ

v in(t)
V out

t demagCrM
,
tSWCrM
,

t onDCM
,

tdemagDCM
,
tSW ,DCM

DCM Operation

Figure 6. Power Switch Current in CrM (Left)
and DCM (Right)

このシステムは、ライン電源のÃ期で、CrM
(通は正波のG>)とDCM(通はライン電源のゼ
ロクロスµ近)の間で+り替えることができ、u¬に
連続が生じずPFの5もないというÍÎで自Ñ適
w¾であることに注Íしてください。¸純に言え
ば、DCMサイクルはオンタイムの比率がIきくな
り、デッドタイムがsしないときはそのCrM持続
期間を Åすることになります。このオンセミ独自
の方%を、波数クランプ臨界通モード(FCCrM)
とÒんでいます。このモードは、負荷の関数として
スイッチング波数を~々に5させる(NCP1631)
、電流,-の波数フォールドバック(NCP1611/2)、
または5点スイッチング波数フォールドバック(N
CP1602/22)など、様々な波数フォールドバックモ
ードに関連µけることができます。
Figure 6に示す電流の 状は、DCMモードを用
すると通損がIきくなることを示9していま

(eq. 6)

次のセクションで説明するように、軽負荷条d
でスイッチング波数がG昇すると、#率はIJに
5します。残Ïながら、この5を緩Ðできるの
は、I¾インダクタを用するのみです。
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す。[8]は、スイッチング波数をクランプする、ま
たはきげる(波数フォールドバック)と、逆#
果になる§能xがあることを示しています。コンバ
ータがCrMでu¬する、"用G最適な波数5
減は、スイッチング損と通損との比率です。
これがÍÎするのは、aが(fSW,CrM‘ over fSW,DCM )と
いう比率に等しいと/することです。ここで、
fSW,DCM はDCMのスイッチング波数、fSW,CrM はCrM
が維持されていたのスイッチング波数です。
この、aの最適なは、次のとおりです。
(P SW) CrM
(P cond) CrM

(eq. 8)

Near the top
of the line
sinusoid

ここで、(PSW )CrM と(PCOND )CrM はそれぞれCrMでu
¬したのPFCステージのスイッチング損と
通損です。ただし、スイッチング損はÓ測が難
しいため、理論的かつ精¢にaopt を見つけるのは
Ô難です。いずれにしても、通損はO$電流と
の積で aされるので、O$電流は波数フォール
ドバックを,-するための適+なÕÖです。
これらの#率に関する検討 に¯い、オンセミ
はいわゆる電流,-波数フォールドバック(CCFF)
でPFC昇ステージをuするためのパーツ(NCP16
11/2/5/6)をリリースしました。このモードでは、ラ
イン電流がプログラムされたをG ると、PFCス
テージは¯来の臨界通モードでu¬します。2K
に、電流がプリセットレベルを る、ライン
電流が0に5するとスイッチング波数は約20 kHz
にSかって5します。
Figure 7に、CCFFがスイッチング波数を5減させ
る方法を示します。このØのプロットは、NCP1612
評ボードを用して?¼したものです[9]。ライン
電流がEさくなりラインのゼロクロスに近づく
と、 路はデッドタイムをきばします。最h
に、CCFFの昇ステージは、ライン電流がIきい条
dではCrMでu¬することをÍØしているので、
ライン電流が減Úするとコントローラは連続通
モードu¬にOります。ところで、DCMであって
も、最適な省電$を"現できるようにドレイン−ソ
ース間電が5点に達するまで、MOSFETのターン
オンがきÛばされます。
Figure 8は、NCP1612評ボードを用して?¼
し[9]で詳述されるデータを示しています。ここで
は、CCFFの#率と*じボードを純粋なCrM 路とし
てu¬させた(NCP1612のCCFF機能を禁止する
方法による)の#率とを比較しています。さらに、
NCP1612は電流がにEさい、ラインのゼロ
クロスµ近でサイクルをスキップすることができま
す(緑線)。この#率比は、vい電$範i(最I負荷の
5%〜100%)にわたり、5ラインとラインの 方で
測/したものです。CCFF#率曲線のª>は、¯来の
CrM PFCステージにÜています。©>においては、
#率はスイッチング損のためにCCFFu¬の結果と
して波数が»¢G昇を開±する&曲点に達するま
で、通5します。g述したとおり、CCFFはライ
ン電流がプリセットレベルを ったとき、瞬時ラ

Intermediate
level of the
line sinusoid

Near the line
zero crossing

Efficiency (%)

Figure 7. Operation @ 230 V, 160 W Near the Line
Zero Crossing of the NCP1612 Evaluation Board.
The MOSFET Drain-source Voltage is in Red, the
Blue Trace Showing the MOSFET Current
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a opt +

イン電流の関数としてスイッチング波数を直線的
に5させます。CCFFのスレッショルドは、5ライ
ンではラインの最I電流の約20%に、またライン
では45%近くに設/されていました｡このことは､
Figure 8で見られるg述の&曲点で確認できます。
したがって、CCFFは5ラインでは負荷が20%の
ときの#率をIJにSGさせると*時に、ライン電
が230 Vの、Ä点が目に見える で明確になり
±めるのは負荷が50%を った時点です。
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Figure 8. Efficiency over the Load Range at Lowand High-line Conditions

そのため、波数フォールドバックは、軽負荷#
率をSGさせるためのに有#なU段です。
スイッチング波数の,-がに示すNの2つの
r要なÄ点を"現することに注Íしてください。
• パワースイッチの,-チェインでの播遅と
いスイッチング波数のために、CrM PFCステ
ージは1般的に、最のライン電レベルでu¬
している、負荷の20%のときは連続u¬
を維持できません。Çわりに、バーストモードu
¬に移行します。この結果、§聴ノイズが発生す
る§能xがあり、ボードはTHDL様試に格し
ない§能xもあります。Figure 8に、スイッチング
波数を5減してこの,約にKする方法を示し
ます。したがって、波数フォールドバックおよ

www.onsemi.jp
6

•

• EMIフィルタリングが`易
• コンデンサへのストレスの5減と発熱の5減

び特にCCFF 路には、に5い電$レベルまで
e/したu¬を維持できる特長があることに注Í
してください。
波数クランプまたは波数フォールドバックを
用しない、軽負荷時または]負荷時であっ
ても#率をSGさせるß1の方法は、CrMのスイ
ッチング波数を5減するためにインダクタを
Iきくすることです(%6で示すように、スイッチ
ング波数はLに2比3する)。"際は、"によ
って明らかになっているのは、純粋なCrM PFCス
テージに要なインダクタのIきさは、(45 mH.W
/(Pin ,avg )max )(つまり、ライン電がvいアプリケ
ーションで150 W電源の300 mH)、または波
数がクランプされる、(30 mH.W/(Pin ,avg )max )
(つまり、ライン電がvいアプリケーションで*
じ150 W電源の200 mH)を るでà4
なことです。13として、NCP1631をvいライン
電の300 W評ボードと組みわせ、PQ26/20、
150 mHのインダクタを用してu¬させることが
できます[10]。

ǂIL,rmsǃ

T SW

+

DI L

+

Ǹ3

2

Ǹ3

ǂIL,rmsǃ

@ i in(t)

T SW

+

Ǹ

DI L

i in(t) 2 )

+ i in(t) @

ǒ Ǔ

Ǹ

1)

1
12

2

2

3

@

+

ǒ Ǔ
DI L

2

i in(t)

Figure 9. Reducing the Current Ripple to Lower its
rms Value

ここで、g述のとおり5点でパワースイッチが閉
じ、(vin (t) < Vout /2)の、さらにゼロ電スイッチ
ングも"現§能になるので、CrMでターンオン損
が最Eになります。Iきな追ターンオン損が生
じるほか、 Åの遅い昇ダイオードを用する
に特にこのことが¶てはまるCCMでは、このよう
なÄ点を"現できる機äは皆無です。
したがって、[11]によるとターンオン損を最E
が
Fするために、trr の短いダイオードのâã
くなります。この、M数をのように算/
できます。
• Å昇ダイオードの損：

C. の:
ここまでに、5ラインで最I負荷の、通損
がIきな¦をもたらすことを目にしてきまし
た。最適なソリューションは、抵抗のIきさを,限
することや、 路の部áにおける電降を,限す
ることです。ここで、Figure 2に示す5ラインで負荷
がIきいときの#率5を軽減するために、rに
要なのは抵抗x損を5減することです。この損
はO$電$の2 関数の でIします。そのた
め、13としてEMIチョークの直抵抗を5減しよ
うとすることやrDS (on ) のEさいMOSFETを用する
ことにはÍÎがあります。
特/の電$レベルを超えると、このようなソリュ
ーションは"用的でコストもかさむようになり、
連続通モードがâãされます。1般的な目eとし
て、この電$レベルは300 Wと表現されることがよ
くありますが、最新部áを採用すればもうÚしIき
い電$までKwできる§能xがあります｡ただし､
CCMのÄ点は、Figure 9に示すとおり昇コンバー
タを環するrms電流を減らすインダクタ電流リ
ップルを5減することです。リップルを5減する
と、のようなNのいくつかのÄ点も¼られま
す。

pD +

ǒ

VF @ IL @ t1
2

)

V F @ I RRM @ t A
2

)

V OUT @ I RRM @ tB
6

Ǔ

(eq. 9)

@ fSW

• パワースイッチのターンオン損：
p Q,on + V OUT @

ǒ

ǒ

IL @ t1 ) 2 @ tA ) tB
2

Ǔ

ǒ

I RRM @ 3 @ tA ) 2 @ t B
)

6

Ǔ

Ǔ

@ f SW

(eq. 10)

ここで、IRRM 、tA 、tB は、のパラメータであ
り、Figure 10でもØ示しています。
• IRRM はダイオードの逆 Å電流です。
• tA はダイオードの電流ゼロクロス時点からピーク
逆電流までの時間です。
• tB はピーク逆電流からダイオードが"際に開 路
になるまでの時間です。
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• tA とtB の計が逆 Å時間になります。
tRR (tRR = tA + tB )。

•

•

"用G、DCMはラインのゼロクロスµ近で発生す
る§能xがく、CrMは正波の 点で発生する
§能xがくなります。
負荷がに軽い、DCMの期間クランプが
し(最Eスイッチング期間が長くなると、波数
フォールドバックが:,される)、1般的にライン
のÃ期DÌでDCMを用することになります。
負荷がIきい条dでは、電流サイクルがCCM期
間(CCMスイッチング波数が65 kHzの、約
15 ms)より長い、 路はCCMに移行します。
路はサイクル¸ でCCMを終Êすることができ
ます。数ラインサイクルのブランキング時間の間
に、電流サイクルがCCM期間より長くないことが
検^されるまで、この 路は永続的にCCMでu¬
します。言い換えると、DCM/CrMモードにÅæす
るほど負荷が減Úするまで、 路はラインのÃ
期DÌにわたってCCMにとどまります。

Figure 11. The Mode is Selected Based on the
Switching Current Duration (Tclamp is the DCM
Period Clamp, Tramp is the Switching CCM Period)

Figure 10. CCM Power Switch Turn-on Sequence

G記の説明から言えるのは、インダクタの選択を
通じて、それを超えると 路がCCMに移行する特/
の電$レベルを設/できるということです。%11
は、CrMのスイッチング波数を瞬時ライン電の
関数として表しています。ライン正波の 点に注
目すると、次のようになります。

D. マルチモードst
マルチモードソリューションの狙いは、M通モ
ードのÄ点を組みわせ、D負荷範iにわたって
#率の"現を試みることです。
• 軽負荷時のDCM
• 負荷がIきく5ラインのはCCM。この、
ライン電が5いためO$電流がIきくなり、
PFCがCrMでu¬していたときはインダクタの電
流リップルDIL が過¢にIきくなります。
• それのはCrM

V in,rms @ ǒV out * Ǹ2 @ V in,rmsǓ
2

f SW |

v in(t)+Ǹ2@V in,rms

+

2 @ L @ P in,avg @ V out

(eq. 11)

次いで、(Pin,transition )という電$を算^できます。
この電$をG った、ライン正波の 点で、
Gで計算したスイッチング波数が最EでCCMスイ
ッチング波数の(fCCM )まで5します。ある程
¢のヒステリシス確èを目的とし、システムヒステ
リシスを"現するために、"際はfCCM の80%をター
ゲットにすることになります。

オンセミは、のu¬モードにKwする
NCP1618をリリースしました。
• 路はデフォルトではCrMでu¬します。
• プリセットした期間(3えば、125 kHzのDCM波
数を用しているは、DCMの期クランプは
8 ms)より電流サイクルが短い、 路はDCM
でu¬します。この、5点が検^されるまで
ターンオンが遅れるためスイッチングサイクルは
プリセットした期間よりわずかに長くなります
(Figure 11の©>の3)。
• CrMとDCMの間の遷移は、サイクル¸ で管理で
きるので 路はラインのÃ期でDCMからCrM
に、またはその逆に遷移することができます。

V in,rms @ ǒV out * Ǹ2 @ V in,rmsǓ
2

L+

2 @ 80% @ f CCM @ P in,transition @ V out

(eq. 12)

3えば、fCCM = 65 kHzでPin,transition = 300 Wをター
ゲットにする、1の180 mHインダクタを選択
することになります。
V in,rms @ ǒV out * Ǹ2 @ V in,rmsǓ
2

L+
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2 @ 80% @ f CCM @ P in,transition @ V out

(eq. 13)

'(チャネルのインタリーブ
2チャネルのインタリーブPFCコンバータは、¤い
に異なる 相でu¬する2のéPFCステージで構
aされます。Mêステージを｢相｣、｢チャネル｣、
｢レッグ｣､または｢ブランチ｣という用語でÒびます｡
Figure 12に、オンセミ[12]のNCP1632を用してu
するインタリーブPFCを簡略Fした 路Øを示しま
す。
インタリーブの第1のÄ点は、Iきな1のPFCス
テージのÇわりに、2のEさなPFCステージを設計
することで、モジュラー¾アプローチを提 できる
ことです。インタリーブソリューションでは要な
部á点数はえますが、部áはE¾でよりëくの標
準áを用できます。このような特ìから、このソ
リューションは、LCD TVのように部áのさが重
要となるフラットパネルにとって最適な選択肢にな
ります。
Vin

Branch 1

IL1

I(in
ILtot

Figure 13. A Large Part of the Input Ripple Cancels

Figure 14に、vいライン電を)けOれる300 Wア
プリケーションにおいて、^$への電$ 給にイン
タリーブ %がもたらすÄ点を示します。^$rms
電流が減Úすると、バルクコンデンサの発熱がEさ
くなりアプリケーションの¿xがSGします。
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Acline
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ID ( tot
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Figure 14. Comparison of the Bulk Capacitor rms
Current in a 300 W Application

LOAD

さらに、O$電流が適+にバランスされている
、Mチャネルは計電$のÃ4を理することに
なります。したがって、Mêブランチのサイズと
コストはそれにwじて最EFでき、損も2つのチ
ャネル間で4担されます。そのため、ホットスポッ
トが発生する§能xも5します。3えば、インタ
リーブPFCの ステージは計2の昇ダイオード
を要としますが、Mダイオードが消費する損は
1チャネルPFCの¸1昇ダイオードに比べるとÃ4
で済みます。さらに、この負荷4担はコストñ減に
®立つもあります。1チャネルPFCが®íを果た
すためにコストのいTO220整流òを要とする
でも、2のeなアキシャルダイオードを用
して*じことができるアプリケーションもsしま
す。
ブランチを追すれば、通損および電流リッ
プルをさらに5減することができます｡3えば､CCM
コントローラFAN9673 [14]は、3チャネルインタリー
ブPFCをuし、Mブランチ間に120¢の 相´をí
り¶てるように設計されています。
この理由から、1見したところこのアプローチ
は、¯来の1チャネルソリューションよりも複雑で
コストになるようにóえますが、"際には300 W
をG る電$/格の、きわめてコスト#率が
く#率的でもあります。13を挙げると、3チャネ
ルインタリーブを採用すると、部á点数はして
もM部áはE¾になるので、薄¾ 状が要なLCD

Figure 12. 2-channel Interleaved PFC Stage

また、2のチャネルが¤いに異なる 相で適+に
u¬する、êブランチによって生aされるス
イッチング波数リップル電流のëくの部4は、
EMIフィルタおよびバルクコンデンサで算す
ると¤いに打ち消されます。その結果、EMIフィル
タリングがに`易になり、バルクコンデンサに
流れるrms電流もIJに減Úします。したがって、
インタリーブは2つの相間で®íを4担することに
より、CrMの電$範iが拡îされます。この方法で
O$電流リップルを5減し､バルクコンデンサのrms
電流を最EFすることができます[13]。3えば、
Figure 13は、2チャネルCrMインタリーブPFCを採用
したにMチャネルがïい込むO$電流を示して
います(赤線はチャネル1､緑線はチャネル2にKw)。
0から±まり、ピークに達するまでG昇を続け、
そのhは直線的に0にðります。したがって、それ
らのリップルがIきくなりrmsもIきくなるた
め、CrMアプローチの電$範iが,限されます。
ただし、これら2つの電流は¤いに相が異なるた
め、O$レールからïい込まれる計電流のリップ
ルはにEさく、"際にはCCMu¬ 路がïい込
む電流にÜています。Figure 15に、ラインピーク電
が^$電の50%の、O$電流がヒステ
リシスCCM PFCのO$電流に Üしていることを示
します。^$>でも*様なÄ点が¼られます。
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流パスに挿Oされます。残Ïながら、これらの部
áには 方S電がsし通損が生じます。
ブリッジから見た電流の!ºはライン!º電流
です。
O$!º電流を考¨すると、[15]はダイオードブ
リッジ損を表す次%を提示しています。

RVやプラズマTVのようなアプリケーションにとっ
て良ôな選択肢になります。

P bridge + 2 @ V f @ ǂI bridgeǃ

T

line

^ 2 @ Vf @

2 Ǹ2 @ P out
h @ p @ V in,rms

(eq. 14)

ここで、
• Pout は^$電$です。
• hは#率です。
• Vin,rms はrmsライン電です。
Figure 15. Low-line (Vin,pk < Vout /2), Peak,Valley
and Input Current of a CrM Interleaved PFC

"際のところ、インタリーブを採用すると2つのチ
ャネル間でPFCの®íを4担し、O$リップル電流
の5減とバルクコンデンサrms電流の5減により、
CrMの電$範iが拡Iされます。目eとして、
に#率的なCrM PFCステージがvいライン電範i
で最I300 WにKwできる、に#率的なイ
ンタリーブPFCステージはvいライン電範iで最
I600 WにKwできます。部áの継続した改õを通
じて、この電$スレッショルドがG昇する¥Sにあ
ります。ここまでの説明はrにCrMベースソリュー
ションでインタリーブを採用したのÄ点でし
た。複数のCCMチャネルをインタリーブ構aにした
も*様のÄ点が¼られます。

Figure 17. Typical Bridgeless Efficiency Gain over
the Load Range @ 90-V (Left) and 265-V (Right) Line
Voltages

最hに、Mダイオードの 方S電が850 mV、
最 E ラ イ ンrms レ ベ ル が90 V と  / し た   、
(Vin,rms )LL = 90 V、次の結果になります。
P bridge ^ 2 @ 0.85 @

ブリッジレスオプション
Figure 16に、通はEMIフィルタとPFCステージの
間に挿Oするダイオードブリッジを示します。この
ブリッジはライン電を整流し、整流済み正波O
$電をPFCステージに 給します。

2 Ǹ2 @ P out
h @ p @ 90

@

ǒV in,rmsǓ

LL

V in,rms

(eq. 15)

または、
P bridge ^ 1.7% @

P out
h

@

ǒV in,rmsǓ

LL

V in,rms

(eq. 16)

ここで、(Vin ,rms )LL はラインrms電の最Eレベルで
す。
言い換えると、%16はO$ブリッジの消費電$が
ライン振Jに2比3し、そのためラインでは消費
電$が減Úすることを表しています。3えば、ライ
ン電が90 V rmsのはO$ブリッジがO$電$
の約1.7%を消費する状況で、265 V rmsのは約
0.6%で済みます。Figure 17に示すように、ダイオー
ドのVF 電が通電流から)ける(があまりIき
くないと/すると、この比率はD負荷範iにわた
って、おおむね*じ水準にとどまります。そのため
ダイオードブリッジの通損が}'で、D負荷範
iにわたってIJな#率5が生じるほか、アプリ
ケーションの¿xに(をぼすIきなホットス
ポットの1つにもなります。したがって、これらの
ダイオードを 方とも、またはÚなくとも1を電

Figure 16. The Input Current Flows through Two
Diodes

この構造を採用した結果、O$電流は2のダイ
オードを通過したh、PFC昇によって理され
ます(ラインの最öのÃ期ではFigure 16の赤矢が
示すD1 とD4 を通過し、ラインの残りのÃ期では
Figure 16の緑矢が示すD2とD3を通過)。"際のとこ
ろ、ブリッジのうち2のダイオードが永続的に電
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流パスから除することに:い関¡を抱くことにな
ります。G、ブリッジレスアプローチの背景とな
るu機について説明しました。

す。ダイオードD 2 はオフになり、｢PH2｣という
PFCステージにO$される整流済み正波を扱い
ます。このも、O$電と昇ステージが¯
来どおりグランドを«準とする¯来¾のPFCを1
用していることになります。

223アプローチ
[16]に詳述するように、｢«本的な｣デュアル昇
オプションまたは有望なトーテムポールアプローチ
から、いくつかの"現§能なソリューションをÄ用
できます。ここでは、"装の`易さから2昇ソリ
ューションに注目します。Figure 18に、[17]で最ö
に提案されたブリッジレスソリューションを示しま
す。2のPFCステージがéu¬し、1がライン
の1組の端から電$ 給を)け、もう1はライン
のêの端から電$ 給を)けます。このオプショ
ンはD波整流òを省略できますが、ラインの負>端
はラインのÃ期にwじて、D1またはD2いずれか
のダイオード経由でアプリケーショングランドに接
続されたままです。したがって、2のブランチが
éu¬している、というÍÎでこのソリューショ
ンは2昇PFCとみなすことができます。
• Ã波にわたりラインの端｢PH1 ｣がい電であ
る間、ダイオードD1はオフで、D2はPFCグランド
をラインの負の端(｢PH2｣)に接続します。したが
って、D2 は｢PH2 PFCステージ｣ブランチをグラン
ドに接続します。その結果、このステージはア
クティブになり、｢PH1 PFCステージ｣がD電$を
理します。
• ラインの第2Ã期にわたり(｢PH2 ｣がい電で
ある間)、｢PH2 PFCステージ｣ブランチがu¬し、
｢PH1 PFCステージ｣はどのO$電にも接続され
ずアクティブになります。
«“PH1”
PH1 »
PFC
PFC
stage
Stage

PH1
Ac Line

+
Ac Line

PH2

−

DRV

D2

a) terminal PH1 is the high one

−
Ac Line

PH1

PH2 PFC stage
PH2

+

D1

DRV

b) terminal PH2 is the high one

Figure 19. Equivalent Schematic for the Two
Half-waves

また、2昇構造は特/のコントローラを要とし
ないという点にも注目する要があります。2の
ブランチが用するMOSFETはどちらもグランドを
«準としており、アイドルフェーズの間も永続的に
uできます。
アクティブ状;のMOSFETのボディダイオード
が、êのæ線経路で電流を 給することに注Íして
ください。ライン波数でインダクタンスが aす
るインピーダンスはEさく、2のダイオードがé
u¬して電流を4担することになります。そのた
め、電流検^には1般的に電流センストランスを
用するなど､特êな注Íを払う要があります[15]。

« “PH2”
PH2 »
PFC
PFC
Stage
stage

PH2
DRV

D2

PH1 PFC stage
PH1

D1

インタリーブPFC6ブリッジレスPFC
ライン電範iがvい2の300 W PFCステージを
Figure 20で比較しています。
これら2枚のボードはそれぞれ1のFCCrMドラ
イ バ で , - さ れ ま す(NCP1605 は ブ リ ッ ジ レ ス 、
NCP1631はインタリーブ)。
したがって、インダクタを設計する際に、最もス
トレスのIきい状況ではCrMでu¬し、軽負荷時や
ラインのゼロクロスµ近ではDCMを用してスイッ
チング波数を,限するよう考¨する要がありま
す。波数がクランプされるため、]負荷時に過÷
な波数レベルを 避する目的でインダクタを過÷
なサイズにする要はありません。
これ ら2 枚 の ボー ド は* じ O $ブ リ ッ ジ、 * じ
MOSFET (1は250 mW､もう1は99 mWのrDS (on )
MOSFETをブランチごとに用)、*じ昇ダイオー
ド(アキシャル超速MUR550)、および*じ2.9°C/W

Figure 18. 2 Boost Architecture

Figure 19に、これら2つのÃ波ごとの等 路を示
します。
このブリッジレス構造は電流パスから1のダイオ
ードをなくしたので、#率が改õしました。
この構造のêの興Î深い特ìは､アクティブなPFC
ステージが¯来¾PFC昇と*様のu¬をすること
です。
• ｢PH1｣端が正電のとき(Figure 19a0照)、ダイ
オードD1は開 路になり、D2はæ線経路として機
能します。｢PH1｣PFCステージのO$電は、グ
ランドを«準とする整流済み正波です。
• 残りのÃ波にわたり(Figure 19b0照)、｢PH1｣端
が正電のとき、D1 はæ線経路として機能しま
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ヒートシンクを採用しています。また、これら2枚
のボードはEMIフィルタでも*様の部áをø通で
用しています。ただし、インタリーブPFCの方がO
$電流のリップルが減Úしており、´u¬uモード
でのフィルタリングはに`易になっています｡
NCP1605とNCP1631はどちらも、部15 V電源から
電$ 給を)けています。

インタリーブPFCがPQ26/20、150 mHインダクタを採
用しているのにKし、2昇ブリッジレスアプリケ
ーションは、よりIきいPQ32/20、115 mHチョーク
を搭載しています。
整xを維持する目的で、2のコントローラが搭
載しているスタンバイ管理機能(NCP1605のソフトス
キップモードとNCP1631の波数フォールドバック)
は無#にされており、D電$範iにわたってMコン
セプトで"現される°有の#率特xを!に比較す
ることができます。
これら2つのシステム間でúû的な損4析を行う
のはÔ難です。ただし、[18]は、*じ波数範iで
u¬するように設計された2つのオプションで、
Üするスイッチング損が発生することを示して
います。
また[18]は、Mシステムが通損に関する1つの
IきなÄ点をもたらすことも:調しています。
• g述したように、2昇ブリッジレスPFCは電流パ
スのダイオード14の損を節約します。
• インタリーブPFCはO$電流を2のブランチ間で
º等に4íするのにKし､ブリッジレスPFCは*時
に1のブランチだけがアクティブになり､DO$
電流を扱います。インタリーブPFCのMMOSFET
に流れるrms電流は、2昇ブリッジレスPFCのア
クティブMOSFETに流れるrms電流の2@です。
その結果、インタリーブPFCのMMOSFETの通
損は、セミブリッジレスのアクティブMOSFET
の通損の4@に達します。ここで、インタリ
ーブアプリケーションで2のMOSFETがéu¬
しているため、2昇ブリッジレスで通損が1
箇tで発生するのにKし、インタリーブではその
2@の箇tで通損が発生することになりま
す。これはインタリーブPFCの明確なÄ点です。
*じ組みわせのMOSFETを用する、イン
タリーブソリューションのに通損は1/2に
なります。

Figure 20. Pictures of the Two Boards: Interleaved
PFC (Left) and Bridgeless PFC (Right)

2昇ブリッジレスソリューションでは、バルクコ
ンデンサにシングルチャネルPFCと*じrms電流が流
れますが、インタリーブ方%ではこの電流がEさく
なります(2.1 Aではなく1.3 A)。 方のアプリケーシ
ョンで*じストレスを発生させるために、セミブリ
ッジレスステージは1の220 mF/450 Vコンデンサを
採用しているのにKし、インタリーブボードは1
の100 mF/450 Vを"装しています。
もう1つのIきな違いはインダクタの選択です。2
昇ブリッジレスのMインダクタは、ラインのÃ
期にわたってD電$を担¶するのにKし、インタリ
ーブPFCのは2のインダクタが永続的にそれぞ
れÃ4の電$を担¶します。したがって、電流スト
レスはブリッジレスの方がIきくなります。
どちらのソリューションでも、Mブランチで波
数クランプは130 kHzに設/されます。その目的で、
ǒP condǓ

ȡ4 @ r
+ 2 @ȧ
3
Ȣ

2

V in,rms

2

P out

DS(on)

Interleaved

ǒ Ǔ
2@h

@
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@

ǒ

1*

8 Ǹ2 @ V in,rms
3p @ V out

ȣ
Ǔȧ
Ȥ

(eq. 17)

これから次%をくことができます。
ǒP condǓ
Bridgeless
ǒP condǓ
+
Interleaved

2

ブリッジレスPFCで節減した負荷電$の1部は、
ライン振Jに2比3します。したがって、230 V rms
の、Ä点は限/的ですが、ずしも無視できる
Iきさではありません(約0.25%)。インタリーブPFC
の、節減量は比の2 に比3します(ラインのD
電振Jにわたる電$)。したがって、このの節
減量も最I負荷時にごくわずかで、軽負荷時には皆
無です。

(eq. 18)

方のアプローチで、昇ダイオードが*様の電
$を消費するという"を`易に確認できました。
最hに、 方のアプリケーションでインダクタ、
バルクコンデンサ、EMIフィルタで生じる損が等
しいと/した、どのアプローチも#率でâ
であると結論µけることができます。
簡¸に言うと、2昇ブリッジレスアプローチは^
$電$を«準として*じ比率で節減を"現でき、そ
の結果、最I負荷時と軽負荷時でほぼ*じ#率改õ
を達aできます。5ライン(90 V rms)のは0.85%
近くのですが、ライン(270 V rms)のは節減
Jが約0.3%に縮Eします。
インタリーブPFCの電$節減量は､(Pout over Vin,rms )
の2 に比3します。したがって、この節減量が最
Iに達するのは最もストレスがIきい条d(最I負
荷、5ライン)であり、負荷の減Úまたはライン振J
のG昇にüって節減量はý速に減Úします。
部áサイズやボードのþ却システムの規模を決め
るときに、最もストレスがIきいこれらの条dを考
¨する要があります。ほかに、ブリッジレスとイ
ンタリーブのMオプションが*じ節減量を"現する
状況で、MOSFETのオン抵抗(rDS(on))を算^すること
ができます。300 Wアプリケーションの"で¼ら
れた、410 mWの抵抗は、110°C時の250 mWという
MOSFETのオン抵抗に比較的近いです(250 mW
は、25°C時のrDS (on ) で、この抵抗は温時の抵抗
に1.8をかけたです)。Figure 21はこのことを裏µ
けており、このØは最I負荷時に250 mWのMOSFET
を用してもブリッジレスにÄ点がないことを示し
ています。
言い換えると、rDS (on ) がIきいMOSFET を用
すると、インタリーブソリューションと比較した
のブリッジレスのÄ点が打ち消されてしまいま
す。1方､rDS (on ) がEさいMOSFETを用すると､
MOSFETの通損が占めるíが縮Eするので、
¯来¾PFCステージのO$ダイオードブリッジで消
費されていた電$のÃ4を節減することにより、
最I負荷時の#率のÄ点を¼ることができます。

Figure 22. Efficiency Comparison @ 230 V rms

Figure 22でこのことを確認できます。
©>は最も抵抗のIきいMOSFET (250 mWの
rDS (on ))を用した"であり、ª>で最EのrDS (on )
(99 mW)を用しました。いずれのも、ブリッ
ジレスオプションがより#率的であり、軽負荷時に
その´がいっそう著になることが4かりました。
インタリーブPFCのx能は、rDS(on)が最EのMOSFET
を用した方がyく、特に軽負荷時にそれが¶ては
まりました。この結果は、これまで無視してきた`
量xターンオン損で説明できます。MOSFETがタ
ーンオンすると、MOSFETはドレインに生して
いる`量に蓄積されたエネルギーを放散します。
rDS (on ) が最EのMOSFETを用すると、^$`量が
Iきくなります(130 pFと63 pF)。インタリーブPFC
が2のブランチをéにスイッチングu¬させて
いるのにKし、セミブリッジレスは*時に1チャネ
ルのみu¬します。その結果、インタリーブPFCの
方が(がIきくなります。
結論として、2昇ブリッジレス構造は5ラインに
おいて最も#率的と考えられます。rDS (on ) がEさい
MOSFETを用するは、特にこのことが¶ては
まります。この、¯来¾PFCステージのO$ダ
イオードブリッジが消費していた電$のÃ4を節減
することによって、Iきな#率Gのâ xが¼られ
ます。Nの組みわせの、インタリーブPFCに
比べて、ブリッジレスのÄ点はそれほどIきくあり
ません。
ライン電がG昇すると、ブリッジレスのÄ点が
à4¼られなくなることに注Íしてください。"用
G、ブリッジレスはライン振Jを5くできるアプリ
ケーションでの用を検討すのが適+です。
すでに説明したように、ブリッジレスのÄ点はラ
イン電にしますが、#率の改õ比率はD負荷
範iにわたってほぼ*程¢のにとどまります。
したがって、軽負荷時のx能もSGします。
明らかに、ブリッジレスアプローチはより複雑で
です。したがって、¯来¾ソリューションでは
達a§能な#率を目標とするアプリケーションに

Figure 21. Efficiency Comparison @ 90 V rms
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ついて、このアプローチを考¨するがあるよう
にóえます。ëÚ#率は落ちますが、インタリーブ
PFCはよりE¾でコスト#率にâれたソリューショ
ンです。

[5]

78
CrMは、E電$のにvく採用されている#率
的なソリューションです。特に、瞬時ライン電が
^$電の50%のときに、5点スイッチングや
さらにゼロ電スイッチングを提 します。ただ
し、この方%のIきな短tは、スイッチング波数
の&uJがIきく、特に軽負荷時の#率に(を
ぼす(スイッチング損がIきい)ことにあります。
したがって、E電$で#率を目標にするは、
波数クランプおよび波数5減U法が要になり
ます。
さらに、]負荷時や軽負荷時のスイッチング波
数を,限したりい#率比を維持するために、イン
ダクタンスを過÷サイズにする要がないため、
波数クランプはインダクタのサイズとコストを最
適Fするのに®立ちます。
O$電流リップルが過¢にIきくなるような電$
レベルの、インタリーブ方%のマルチチャネル
アプローチを用しない限り、CrMでこの状況にK
しようとすると経済的にÄなので、連続通モ
ードが要になります。
CrMとCCMの 方で、インタリーブ方%を採用す
るとモジュラー¾のアプローチを"現できます。部
á点数はëくなりますが、部áがE¾になり熱管理
も`易になります。このオプションを採用すると、
CrMでKwできる電$範iがvくなるか、またはr
に電流リップルをIJに減Úさせることによって、
CCMソリューションの#率を改õできます。
ブリッジレスソリューションはコストを要します
が、特に5ラインにおいてさらに#率を改õできま
す。D電$範iにわたって#率改õがほぼ*じ水準
にとどまるのも注目にする点です。#率L様を達
aできない、このU法が検討すべき究極のソリ
ューションとなる§能xがあります。
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