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論文の内容の要旨

論文題 目 DSPを用 いた DC-DCコンパ-夕の ロバス ト制御 に関す る研究

近 年 DCIDCコ ンバー タに求 め られ る機能 ･性能 は多様化 し､また高度化 してい

るoしか し制御 系は一般 的 にアナ ログで あ るため要求 され る機能等 に対応で きな

くな って きてい る｡ これ に対 し､DS P等 の高速化 に伴い､制御部のデ ィジタル化

が検討 されて きてい る｡制御部 をデ ィジタル化 す ることで､様 々な装置の要求仕

様 に対応 す るこ とがで きるだけでな く､ロバス ト制御 な どの高度 な制御理論の導

入が期待 され る｡DC -DCコンバータの仕様 は､ス ター トア ップ特性､抵抗負荷急

変時 出力電圧応答特性､入力電圧急変時出力電圧応答特性 について与 え られ､ま

た抵抗負荷 や容量性 負荷及び入力電圧の変動に対 して特性変化 しない こ とが望

まれ る｡このため､高速 かつ ロバス トな制御特性 が必要 とな る｡デ ィジタル制御

系は従来 のアナ ログ系 と同 じp ID制御系が用い られてい るのが現状であ る oPID

制御 は試行錯誤で設計 され､良い ロバス ト特性 を得 るのは困難であ る｡ また､H

∞制御 理論等 によるロバス ト制御器 は高次の制御 系 にな り､制御 アル ゴ リズムが

複雑 にな りや すい｡このため DC-DCコンバータの ように高速動作 す る制御対象 に

は不向 きで あ る｡

本研究では､DC -DCコ ンバータの ロバス ト制御器 として近似的 2自由度制御系

を検討 してい る｡DC -DCコ ンバータに十分 な ロバス ト性 を得 るには､従来 の設計

手法 よ りも高 い近似度 を得 る必要があ る｡スター トア ップ特性 を二次モデル に近

似 した場合 と一次モデル に近似 した場合 のそれぞれ に対 し､十分 な近似度 を得 る

ための設計手法 を明 らか に してい るC得 られたロバス ト制御器 を DSPに実装 して 
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圧応答及び入 力電圧 急変時 出力電圧応答 をシ ミュ レー トし､さ らに､実験 によ り

実用的 に要求 され る仕様 を充分満 たす ことを検 証 してい る｡DC -DCコ ンバー タを

更 に高速かつ高 ロバス トにするには､スイ ッチ ング周波数 を高 くす る必要があ

る｡デ ィジタル PWMジェネ レー タは分解 能 を持 ち､その分解 能はスイ ッチ ング周

波数 を高 くす るほ ど悪 くな るため､デ ィジタル制御 の実用化の重要な課題であ

る｡本研究 ではデ ィジタル PWM分解能 の問題 を解決 す るため､2個 のデ ィジタル 

pwMジェネ レータを用いたパルス合成 回路で､ PWM信号 に設 けた遅れ時間を制

御 す る方法 を提案 してい る｡パル ス合成 回路 に用 いる 2個 の PWMジェネ レータ

各 々の操作量決定 法 について述べ､各操作量は僅 かな演算処理で得 られ ることを

明 らか に して い る｡p wMが内蔵 された DSPに 2個 の操作量演算 アル ゴ リズムを実

装 し､さ らにパル ス合成 回路 を結合 した実験機 を設計 ･製作 し､実験 によ り､出

力電圧 に リップルが生 じることな く､アナ ログ pwMジェネ レー タを用 いた場合 と

ほぼ同様 の出力電圧波形 が得 られ ることを検証 している｡

この論文 は 6章か ら構成 され､ その内容は以下の通 りである｡

第 1章では､序論 であ り､本研究の背景及び 目的 について述べてい る｡

第 2章では､対 象 とす る DC-DCコ ンバータのデ ィジタル化の技術 的課題 と既存

の制御技術 の問題点 について述べている｡

第 3章では､二次 モデル を実現 す る近似 的 2自由度 デ ィジタル制御 系 について

述べ､ そのデ ィジタル制御器 の近似度 を高 めるパ ラメータ決定法 を示 してい る｡

また､ シ ミュ レー シ ョン及び実験 によってその有効性 を検証 してい る0

第 4章では､制御 アル ゴ リズムが よ り簡単 とな る一次モデル を実現す る近似 的 

2自由度制御 系 につ いて述べ､そのデ ィジタル制御器 の近似度 を高 めるパ ラメー

タ決定法 を示 して い る｡また､シ ミュ レー シ ョン及び実験 によって二次モデル実

現 の場合 と同程度 の性能が得 られ ることをを検証 してい る｡

第 5章では､パルス合成技術 を用 いたデ ィジタル PWMジェネ レー タの分解能改

善法 を示 し､シ ミュ レー シ ョンによって､アナ ログ pwMジ ェネ レー タ と同等の分

解能 が得 られ ることを示 してい る｡ また､ DS Pに実装及び結合 して実験 を行い､

実際 にアナ ログ pwMジェネ レータを用いた場合 とほぼ同様 の出力電圧波形 が得

られ ることを確認 している｡

第 6章では､本研究で得 られた結論 をま とめ､さ らに今後 の課題 について述べ

ている｡
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近年 DC-DCコンバータに求め られ る機能 ･性能は多様化 し､また高度化 してい

るo しか し制御系は一般的にアナログであるため要求される機能等 に対応できな

くな って きている｡これに対 し､DS P等 の高速化 に伴 い､制御部のデ ィジタル化が

検討 されてきている｡制御部をデ ィジタル化 することで､様 々な装置の要求仕様

に対応 することがで きるだけでな く､ ロバス ト制御-などの高度な制御理論の導入

が期待 され る｡ DC -DCコンバータの仕様は､スター トア ップ特性､抵抗負荷急変

時出力電圧応答特性､入力電圧急変時出力電圧応答特性 について与え られ､ また

抵抗負荷や容量性負荷及び入力電圧 の変動に対 して特性変化 しないことが望まれ

る｡ このため､高速かつロバス トな制御特性が必要 とな るoデ ィジタル制御系は

従来のアナログ系 と同 じ PID制御系が用い られているのが現状である｡P ID制御は

試行錯誤 で設計 され､高いロバズ ト性 を得 るのは困難であるoまた､H∞制御理論

等によるロバス ト制御器は高次の制御系にな り､制御アルゴ リズムが複雑 にな り

やすい｡このため DCIDCコンバータのように高速動作する制御対象には不向きで

ある｡

本研究では､DC -DCコンバータのロバス ト制御器 として近似的 2自由度制御系を

検討 している｡ DC -DCコンバータに十分なロバス ト性 を得 るには､従来の設計手

法よ りも高 い近似度 を得 る必要があ るoスター トア ップ特性 を二次モデルに近似

した場合 と一次モデルに近似 した場合のそれぞれに対 し､十分な近似度 を得 るた

めの設計手法 を明 らかに しているo得 られたロバス ト制御器を DSPに実装 して 
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圧応答及び入力電圧急変時出力電圧応答 をシ ミュレー トし､さ らに､実験 によ り

実用的 に要求され る仕様 を充分満たすことを検証 している｡DC -DCコンバータを

更に高速かつ高 ロバス トにするには､スイッチング周波数を高 くする必要があ

る｡デ ィジタル PWMジェネ レータは分解能 を持 ち､その分解能はスイッチ ング周

波数 を高 くするはど悪 くなるため､デ ィジタル制御の実用化の重要な課題であ

る｡本研究ではデ ィジタル PWM分解能の問題 を解決するため､2個のデ ィジタル 

PWMジェネ レータを用いたパルス合成回路で､ PWM信号 に設けた遅れ時間を制

御 する方法 を提案 しているCパルス合成回路 に用いる 2個の PWMジェネ レータ

各々の操作量決定法 について述べ､各操作量は僅かな演算処理で得 られることを

明 らか に している｡p wMが内蔵 された DSPに 2個 の操作量演算アルゴ リズムを実

装 し､さらにパルス合成回路 を結合 した実験機 を設計 ･製作 し､実験 によ り､出

力電圧 に リップルが生 じることな く､アナ ログ pwMジェネ レータを用 いた場合 と

ほぼ同様 の出力電圧波形が得 られることを検証 している｡

この論文は 6章か ら構成され､その内容は以下の通 りである｡

第 1章では､序論であ り､本研究の背景及び 目的について述べている0

第 2章では､対象 とする DC-DCコンバータのデ ィジタル化の技術的課題 と既存

の制御技術の問題点について述べている｡

第 3章では､二次モデル を実現する近似的 2自由度デ ィジタル制御系について

述べ､ そのデ ィジタル制御器の近似度 を高めるパラメータ決定法 を示 している｡

また､ シ ミュレーシ ョン及び実験によってその有効性を検証 している0

第 4章では､制御 アルゴ リズムがよ り簡単 となる一次モデル を実現する近似的 

2自由度制御 系について述べ､そのデ ィジタル制御器の近似度 を高めるパ ラメー

タ決定法 を示 している｡また､シ ミュレーション及び実験 によって二次モデル実

現の場合 と同程度の性能が得 られることをを検証 している｡

第 5章では､パルス合成技術 を用いたデ ィジタル PWMジェネ レータの分解能改

善法 を示 し､シ ミュ レーシ ョンによって､アナ ログ pwMジェネ レータと同等の分

解能が得 られ ることを示 している｡また､ DS Pに実装及び結合 して実験 を行い､

実際にアナログ pwMジェネ レ.一夕を用いた場合 とほぼ同様の出力電圧波形が得

られ ることを確認 している｡

上記 内容をまとめた本論文は博士 (工学)の学位請求論文 として､十分な価値

があるもの と認める｡




