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DC/DCコンバータへの
インダクタ導入ガイド

はじめに
DC/DC コンバータの設計の出発点は、インダクタンス対
電圧の基本的な関係です。

各記号は以下を表します。
 L ：インダクタンス（単位：H）
 I ：ピーク電流（単位：A）
 VL ：インダクタ全体にわたる電圧
 di ：リップル電流（電流変動）
 dt ：電圧印加時間
 E ：エネルギー（単位：ジュール）
次に、目指す用途における電圧を確認します。
Vin > Voutの場合は降圧コンバータを選択します。

Vin < Voutの場合は昇圧コンバータを選択します。

必要なインダクタンス値は以下の要素によって決まります。
 ・　出力電圧
 ・　入力電圧（最大）
 ・　スイッチング周波数（ICおよび EMI）
 ・　最大リップル電流
コンバータの出力電流の値（Iout）は、インダクタの最大定
格電流未満となるようにします。

設計上のインダクタ電流およびピーク電流の値は、以下の
関係に基づきます。

インダクタ電流（交流成分）と出力電流（直流成分）の比が、
電流リプル比（rcr）となります。

スイッチング周波数
このようなインダクタの一般的なスイッチング周波数は
30kHz から 1MHz です。その中でも 300 から 500kHz
帯域がスイッチング周波数として多く使用されており、ス
イッチング周波数が高くなるにつれ、インダクタの寸法は
小さくなります。

DC/DCコンバータから出力される電流は交流成分を含み、
出力コンデンサを通過します。電流の交流成分が発するリッ
プル電圧は、出力コンデンサの ESRによって決まります。

インダクタンス値
要求されるインダクタンス値が減少すると、発生するリップ
ル電流の値も減少します。低いリップル電流は低いリップ
ル電圧を生じるため、所定の出力電圧に比してより高い
ESR 値のコンデンサが使用できます。

一般的に、rcrは 0.25 から 0.4 となるように設定されます。
低い rcr を選ぶことでインダクタンスは高くなる一方、出力
キャパシタにとってはより低い RMS 電流が有利となります。
さらに、rcrの値はインダクタの物理的な寸法に影響します。

降圧コンバータ用インダクタの選定
インダクタ選定には以下の公式を用います。

VD ダイオードによる電圧降下（ショットキーバリアダイオー
ドの場合、最大 0.5V）

Vinは想定される最大電圧です。
ここでは要求値として以下を想定します。

備考：rcrの選択は、連続モードの動作開始点に影響します。

METCOM のデータシート内の品番 MPX1D0840L470
は、47μHとなっています。

続いて、要件を満たす入力コンデンサおよび出力コンデン
サの選定に移ることができます。推定 ESR が 120ｍΩであ
ることにご注意ください。

昇圧コンバータ用インダクタの選定
インダクタ選定には以下の公式を用います。

VD ダイオードによる電圧降下（ショットキーバリアダイオー
ドの場合、最大 0.5V）

Vinは想定される最小電圧です。
ここでは要求値として以下を想定します。

備考：rcrの選択は、連続モードの動作開始点に影響します。

METCOM のデータシート内の品番 MPX1D0530L150
は、15μHとなっています。

続いて、要件を満たす入力コンデンサおよび出力コンデン
サの選定に移ることができます。推定 ESR が 1０0ｍΩであ
ることにご注意ください。

設計上の条件に合うケースサイズを探す際には、以下のグラフが便利です。

前述のブーストコンバータ用インダクタの例では、0.5Aで 15μHの特性をもつインダクタが必要となりました。
図４から、その 15μHという特性を満たすインダクタには4種類のケースサイズがあることがわかります。
ケースサイズの選択には、冷却の必要性や設計上の空間的制約が影響します。
前述の例については必要となる飽和電流値に応じて5ｘ5mmから8ｘ8mmのケースサイズ、および数種類の高さが適合します。

METCOM パワーインダクタ、MPX シリーズは、安定したインダクタンスと電流許容量等の基本特性を保ちながら、設計要求
に柔軟に応じるケースサイズをご用意しています。
さらに幅広い製品からお選び頂けるよう、MPX シリーズの製品ラインナップは今後も拡大していきます。より詳しい製品情報は
www.kemet.com/metcomにてご提供しております。

免責事項
本カタログに記載されている品名・仕様は、改良のために予告無く変更、あるいは製造を中止する事があります。ご使用に際し
ては、必ず納入仕様書をご請求の上、内容をご確認下さい。

本カタログの記述内容は、部品単体での特性、品質を保証する物です。使用に際しては、使用する製品に実装された状態で、
必ず評価・確認を行って下さい。

本カタログに記載されている特性、定格、使用範囲を逸脱して使用された結果発生した不具合につきましては、保証致しかねま
すのでご了承下さい。

本カタログの製品は、一般的な電子機器への使用を意図しています。きわめて高度な信頼性が要求され、製品の不具合により
直接人命に係わる様な機器、装置への使用を検討される場合は、事前に弊社販売窓口までご相談下さい。

製品の品質・信頼性の向上には万全を期しておりますが、誤った使用方法により人身事故・火災事故・社会的損失を生じる恐れ
があります。使用方法についてご不明な点がありましたら、弊社営業窓口までご相談下さい。

本製品を使用したことにより、第三者の工業所有権に関わる問題が発生した場合、弊社製品の構造、製法に係わるもの以外に
つきましては、弊社はその責を負いませんので、ご了承下さい。

本カタログの記載内容は2020年 1月現在の物です。

ⒸTOKIN Corporation・www.tokin.com
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