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技術論文� 昇圧コンバータの完全追従制御を目指した基礎研究

昇圧コンバータの完全追従制御を目指した基礎研究
A Research of Boost Converter for perfect tracking control

Boost converters are widely used in Industry. On the other hand, further performance improvement is desired by 
improving the output voltage response of the boost converter. However, boost converters are known to be non-
minimum phase systems and their control is not straightforward. The authors extended preactuated feedforward 
control that can achieve perfect tracking control for linear time-invariant non-minimum phase system. The 
feedforward controller is composed of a non-casual filter, multirate feedforward, and an interpolation algorithm. 
Moreover, a linear parameter varying reference model is applied to generate reference voltage for feedback control. 
By this two-degrees of freedom control structure, the tracking performance and disturbance suppression 
performance can be designed independently. The effectiveness of the proposed control is verified through 
experiments and simulations.

１．まえがき

産業界において昇圧コンバータは広く使われている［1］-［7］。
ここで昇圧コンバータとは直流電圧入力の直流電圧電源のこ
とを指し，当社の製品ではVF66CHやCH66がそれにあたる。
本研究の目的は，昇圧コンバータにおいて完全追従制御を達
成し，昇圧コンバータの出力電圧目標値応答を向上させるこ
とである。昇圧コンバータは，Duty比から出力電圧の特性
について，非線形でかつ非最小位相系であることが知られて
いる。そのため，Dutyをステップ状に変化させると，電圧
が逆応答（アンダーシュート）を起こしてしまう。昇圧コン
バータの出力電圧にリンギングやオーバーシュートあるいは
アンダーシュートがあると，出力電圧が安定するまでに時間
がかかったり，給電されるデバイスに不具合が生じたりする
可能性がある。

線形な非最小位相系に対して完全追従制御を達成するに
は，共同研究者である大西が考案したPPTC（Preactuated 
perfect tracking control）が有効である［8］-［10］。PPTCを用い
れば，指令値の軌道が既知でなければならないという制約が
あるものの，非最小位相系に対してアンダーシュートを起こ
すことなく，完全追従制御を達成することができた。しかし
ながら，PPTCでは制御対象の伝達関数は線形かつ時不変の
系である必要があった。ところが昇圧コンバータの伝達関数
はDuty比により特性が変化する非線形系であり，そのまま
ではPPTCを適用できないという問題がある。

そこで，本研究では非線形系に適用するため，PPTCを拡
張したフィードフォワード制御（以下，FF制御）を提案する。
提案法は，二つのFF制御器（PPTC）と一つの補償器から構
成されており，一定期間の未来の要求される出力電圧指令値
の軌道を使って，昇圧コンバータの指令値（Duty）を生成す
る。さらにフィードバック制御（以下，FB制御）にPID制御

を用いる。一般に，指令に対する目標応答性能の向上には
FF制御が大きく寄与し，制御対象の出力に生じる外乱の抑
制や，制御に用いたモデルの誤差の抑制などにはFB制御が
大きく寄与する。

これまでに，PPTCを用いずに簡易な演算を用いるFF制
御とPID制御によるFB制御を組み合わせた2自由度制御によ
る昇圧コンバータの出力電圧目標追従制御があった。提案法
では，厳密な完全追従制御は達成できないものの，従来より
も出力電圧の追従性能が向上したことを実験とシミュレー
ションにより確認した。本論文の2章では，PPTCとFB制御
に用いられる昇圧コンバータの規範モデルとして，線形パラ
メータ変動モデル（Linear Parameter Varying model: LPV 
model）の導出と，制御の難しさの原因となる特性を示す。3
章では本研究が提案する2自由度制御の設計について述べる。
4章では一部の実験結果とシミュレーション結果を述べる。5
章ではまとめを述べる。

２．昇圧コンバータのモデル化

本章では，提案法の設計に必要な昇圧コンバータのモデル
化の理論について述べる。そのために，状態空間平均化法［5］ 

［11］を用いて昇圧コンバータをモデル化する。状態空間平均
化法は，システム中に存在するスイッチにより複数の状態が
周期的に切り換わるシステムに対し，その動作を連続な状態
空間モデルとして扱う近似方法である。状態空間平均化法に
よってモデル化された昇圧コンバータモデルは，その微小な
動作点である平衡点周りにおいては近似的に線形と扱える。
しかしながら動作点がその平衡点から大きくずれた場合は構
築したモデルの正しさは失われるため，適宜平衡点を更新し
て昇圧コンバータの線形近似モデルを逐次再計算する必要が
ある。
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■ 図１ 昇圧コンバータ回路図

Fig.1 Circuit schematic of boost converter

状態空間平均化法は，システムの状態の切り換え周期に対
して十分長い時間に対する振る舞いを記述するのに有力であ
り，1周期の間の各状態を取る時間長のおのおのの状態空間
の加重平均を取る。昇圧コンバータの回路図を図１に示す。
昇圧コンバータでのパラメータとして，コイルのインダクタ
ンスL，コイルの直列抵抗 rL，コンデンサの容量C，負荷抵
抗R，電源電圧Viを考慮した。昇圧型コンバータの動作状態
はスイッチング素子のON, OFF により2状態をとる。

状態変数および出力変数を出力電圧Voコイル電流 ILの
x = y = ( IL ,Vo )T とする。入力変数Viとする。また昇圧コンバー
タのスイッチング素子のオン・デューティ比をDとする。以
上により，状態方程式（1），（2）式を得る。

,

1

1 1

0

1 0
0 1

 （1）

0

1 0
0 1  （2）

この時，

, 1 0
0 1

 （3）

である。このモデルは，Duty比Dをスケジューリングパラ
メータとする，線形パラメータ変動モデルと呼ばれる非線形
モデルである。この状態方程式を，昇圧コンバータの規範モ
デルとして用いる。

つぎに平衡点の近傍におけるモデルの線形化を行う。出力
電圧，コイル電流の平衡点をXe = ( iLe,Voe )T，そのときのデュー

ティ比をDeとおく。平衡点においては状態変数の変化量が0
であるため，（1）式にて x = Xe , f ( Xe,Vi ) = 0  とおいて，（4），

（5）式

 （4）
 （5）

を得る。これより，

 （6）

を得る。ここで，De は本来2 通りの値をとるが,  0 ≦ De ≦ 
1 かつ値が小さい方を選択する。（6）式により，出力電圧に
対応するデューティを求めることができる。また，（4），（5）
式を（1-De）について整理して，

 （7）

 （8）

を得る。（7），（8）式より，平衡点のデューティ比Deを基にし
て昇圧コンバータの静特性を表すことができる。デューティ
比の変化に対する出力電圧，コイル電流の応答は非線形であ
ることが分かる。
（7），（8）式より，定常状態の動作点(De,Vi,Voe,ILe)を求める

ことができる。以上により，平衡点近傍において線形化され
た昇圧コンバータの伝達関数を導出する。D(t ) = De+ΔD(t )，
x(t ) = Xe+Δx(t ) を， （1），（2）式に代入して，

 （9）

 （10）

を得る。（9），（10）式をLaplace変換することで，ΔDに関す
る小信号伝達関数として

 （11）

を得る。（11）式のうち，出力電圧に対応する部分を書き出 
すと
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 （12）

ここで，ΔDはDの小信号であることを意味する。また，そ
の零点zはz = {(1-De)2 R - rL }/L となり，De < 1 -   にお
いて正である。零点の実部が正である系を非最小位相系とい
い，その出力応答にアンダーシュートを生じることが知られ
ており，軌道追従制御が難しい系であることがわかる。

Dの変動について（12）式の伝達関数をプロットした様子を
図２に示す。Dの変動に対しDC ゲインの大きさやゲインの
ピークを取る点が大きく変化するので，線形制御理論では扱
いにくい系であることが分かる。

３．LPV規範モデルを用いた２自由度制御

本章では提案する2自由度制御の設計について述べる。昇
圧コンバータの規範モデルを用いた2自由度制御器のブロッ
ク線図を図３に示し，フィードバックする信号を直接目標値
と突き合わせる形の2自由度制御器を図４に示す。なお，図

４はこれまでに提案されてきた2自由度制御器の例であり，
図３に示すものが提案する新たな2自由度制御器である。図
中においてVref は昇圧コンバータの出力電圧指令値である。

まず，提案するFF制御器の指令値の軌道の生成方法につ
いて説明する。

Pnは，昇圧コンバータのLPV規範モデルであり，（12）式に
て示した伝達関数によって表されるものである。図３に示す
ように，規範モデルを用意してその出力と出力電圧のFBを
突き合わせることで，FB制御に用いる出力電圧の誤差信号
ΔV が，FF 制御で除くことのできない規範モデルPnとプラ
ントのモデル化誤差と外乱に起因するものの二つのみとなる
ため，FF制御による目標値追従性能と，FB制御による外乱・
モデル化誤差抑圧性能を独立に設計することができる。

まず出力電圧FF 制御器の設計について述べる。提案手法
では，多項式によるなめらかな電圧指令値を想定する。電圧
の指令値の多項式軌道vr (t) = antn+・・・+a0の設計は，多項
式の次数n（nは奇数），立ち上がり時間Trを設定し，境界条件
として

 
■ 図２ 昇圧コンバータの伝達関数

Fig.2  Variation of small signal transfer function of the output 
voltage of the boost converter

■ 図３ 提案する昇圧コンバータの２自由度制御系
Fig.3 Proposed 2DOF control of boost converter

■ 図４ 従来の昇圧コンバータの２自由度制御系
Fig.4 Conventional 2DOF control of boost converter

を満たすように求める。ただしvr
(k) (t) はvr (t)のk階導関数で

ある。
次に提案するFF制御器の演算内容について説明する。前

述したように昇圧コンバータの伝達関数はLPVモデルで表
されるため，単純にPPTCを用いてFF制御器を構成できな
い。そこで，昇圧コンバータの伝達関数において，その平衡
点を指令値の軌道の始点に着目したモデルと，その平衡点を
指令値の軌道の終点に着目したモデルの二つにおいてPPTC
を施し，それらによって生成された二つの演算結果を内挿し，
新たなFF制御器の出力とする手法を提案する。以下にその
演算内容について説明する。（12）式において，電圧変化の始
点vr (0) = Vstartとした場合のPPTC演算結果D1を求める。その
場合の（12）式中の変数Dは以下の演算によって求められる
Dstartによって置き換える。
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 （13）

さらに（12）式において，電圧変化の始点 vr (Tr ) = Vend とし
た場合のPPTC演算結果D2を求める。このPPTC演算では

（13）式のVstart を Vendに置き換えて演算する。仮にD1のみに
よってFF制御を昇圧コンバータに施すと出力電圧の逆応答
は解消されるが，出力電圧の過渡応答の終わりに生じるオー
バーシュートが解消されないという問題がある。逆にこの
オーバーシュートを解消するために目標の軌道の最終値付近
の平衡点を用いて目標の軌道D2を求めてFF制御を施すと，
昇圧コンバータの出力電圧応答のはじめに生じる逆応答が解
消されない。そこでD1，D2のそれぞれの基準となるデュー
ティ比Dstart ，Dend からの距離を重みとした内挿として新たに
デューティ比の軌道を生成し，FF制御器の出力とする。た
だし，D1 ，D2をそのまま演算に用いると昇圧コンバータの
指令値応答に定常偏差が生じる。この定常誤差の原因は昇圧
コンバータの小信号モデルにおいて用いた変数Dstart ，Dendが
平衡点からずれておりモデル化誤差が生じるためである。そ
こで定常値が一致するよう，D1，D2を定数倍したD1，D2に
対して，以下の内挿演算を行う。

 （14）

この演算による軌道生成の概念を説明したものを図５に示
す。新しく演算された軌道D(t)は，その立ち上がりから半ば
にかけてはD1に値が近い。一方，軌道の終盤にかけては，そ
の軌道はD2に値が近いものとなっている。これにより，昇圧
コンバータのDuty指令が，幅広い動作領域で追従性能の高
い指令値となっていることが期待される。

次にFB制御について述べる。FB制御器は（15）式のPID制
御器を考える。

 （15）

ここで（12）式を以下のようにおく。この時，平衡点は電圧
変化の始点に合わせてVstartを用いることにする。

 （16）

（15）式と（16）式によって構成される閉ループの特性多項式
（分母多項式）はDp Dc+Np Ncで記述され，閉ループにおける
カットオフ角周波数ωoとすると，これを任意に定めて，

 （17）

を解く，極配置設計によるPID制御器の各係数 Kp ,Ki ,Kd ,τdを
求める。

■ 図５ Dutyの指令値の軌道の概念図
Fig.5 Concept of Duty reference of Tracking

４．実験およびシミュレーション

本章では，実験およびシミュレーションによって提案法の
有効性を検証する。表１に実験とシミュレーションに用いた
昇圧コンバータの仕様を示す。

まず，提案するFF 制御のみの場合について実機実験を
行った結果を図６（a）,（b）に示す。図６（a）,（b）に示したよ
うに，制御入力を負時間から印加する（Preactuation）ことに
より，事前にインダクタにエネルギーがチャージされ，結果
としてアンダーシュートが減少していることが分かる。一方
で，モデル化誤差の影響により，提案するFF制御だけでは
出力電圧が指令値（15V）に対して定常誤差が発生している。
このような外乱やモデル化誤差は実機においては必ず現れる
問題であるからFB制御による補償が必要となる。

次に，FB制御を導入するためにLPV規範モデルが必要で
あることを示す。2自由度制御の利点は，目標値追従特性と
外乱抑圧特性を独立に設計できることである。そのために，
LPV規範モデルを用いて，モデル化誤差・外乱がないとした
場合の出力応答を計算し，その演算結果を新たな指令値とし，
その指令値を用いて昇圧コンバータの出力をFB制御する。

図７（a）,（b）,（c）に，昇圧コンバータの目標値応答につい
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て，FB制御器の組み方に着目したシミュレーション結果を
示す。FF制御は，（8）式を用いて定常値となるDuty指令を
ステップ状に生成した単純なものを用いる。FBを用いない
例をFF制御のみ，LPV規範モデルを用いずにFB制御を用い
た2自由度制御を施した例を従来2DoF制御，LPV規範モデル
を用いて指令値を整形し2自由度制御を用いた例を提案2DoF
制御，として示す。FF制御のみを用いた場合とLPV規範モ
デルを用いた提案2DoF制御の結果が一致していることから，
この場合のFB制御が目標値応答に干渉していないことがわ
かる。一方で，LPV規範モデルを用いずに2DoF制御すると
FB制御が目標値応答に干渉し，結果が劣化していることが
わかる。よって，LPV規範モデルで指令値を整形することの
必要性が示された。さらに図８（a）,（b）,（c）に，モデル化誤
差がある場合の，昇圧コンバータの出力電圧の指令値追従シ
ミュレーション結果を示す。コイルの等価直列抵抗のノミナ
ル値を真値の0.1 Ω から0.05Ω とすることで，モデル化誤差
を与えた。提案法では，アンダーシュートが少ないことから，
提案するFF 制御が有効に働いていることがわかる。なおか
つ，FB制御の働きにより，出力電圧の定常偏差が生じてい
ないことがわかる。また，モデル化誤差の影響として，FF
制御器の出力するデューティ指令値が適正な値も小さい値と
なっているが，FB制御器がその誤差を補償するように後か
ら動いている。なお，この場合の提案するFF制御とは，（14）
式を用いたものである。以上により，提案するLPV規範モデ
ルを用いた2自由度制御系の有効性が示された。

■ 表１ シミュレーションおよび実験における昇圧
Table1  Condition of numerical simulation and experimental 

verification

昇圧コンバータの仕様 値

コイルのインダクタンス　L 400 μH

コイルの等価直列抵抗　rL 0.1 Ω

出力コンデンサ　C 89 μF

負荷抵抗　R 10 Ω

入力電圧　Vi 5 V

出力電圧の最終値 (初期値)　Vo 15 V (10V)

スイッチング周波数 10 kHz

FB制御の極 1000 rad/s
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■ 図６  昇圧コンバータのフィードフォワード制御による出力電
圧応答の実験結果

Fig.6  Experimental result of FF reference tracking control of 
boost converter with FF only 
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■ 図７  規範モデルの有無による昇圧コンバータの2自由度制御
の出力応答シミュレーション結果

Fig.7  Simulation results of reference tracking control with 
2DOF control of Boost converter with or without LPV 
model 
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■ 図８  パラメータ誤差がある場合の提案する昇圧コンバータの
出力応答シミュレーション結果

Fig.8  Simulation results of reference tracking control with 
proposed 2DOF control
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５.　むすび

本稿では，昇圧コンバータの精密な出力電圧目標値追従制
御を行うために，新しい2自由度制御系を提案した。昇圧コ
ンバータは，1） 非線形でかつ2） 非最小位相系であるという，
二つの課題がある。本稿の提案は，1） 非線形系性について，
始点と終点のそれぞれで線形近似したモデルを用意し，内挿
することで幅広い動作領域で追従性の高いDuty指令値を生
成し，2） 非最小位相系について，指令値が印加される以前
にDutyを変化させることにより，昇圧コンバータで広く知
られる出力電圧のアンダーシュート（逆ブレ）抑制する，とい
う特長がある。さらに，FF制御とFB制御の双方を用いる2
自由度制御器の設計において，FB制御に突き合わせる電圧
指令値を，LPV規範モデルを用いて生成することにより，目
標値追従特性と外乱抑圧特性・モデル化誤差抑圧を独立して
設計する手法を提案した。提案手法の有効性は，シミュレー
ションおよび実験により確かめられた。

昇圧コンバータの応用先において，未来の指令値が既知で
あ る か， 遅 れ た 追 従 が 許 さ れ る 応 用 先 で あ れ ば，
Preactuationにより電圧アンダーシュートを抑圧させること
ができることが示された。
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