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　電源を起動すると、出力電圧の立ち上がりによる起動時ラッシュ電流が流れます。この電流が大きすぎると、電力を供給して
いる前段の電源回路や電池からの供給電流が過電流状態となり、電圧降下が発生します。最悪ケースでは、供給している電源が
シャットダウンしてしまうなどのトラブルが発生することがあります。こういった問題を回避するために、電源回路はソフトスタート
の機能を持っており、入力での突入電流を減少させる工夫をしています。ソフトスタートには大きく分けて、電圧制御型と電流制
御型があり、各 メ々リットとデメリットがあります。ラッシュ電流の発生原因と各ソフトスタートの違いを説明します。

電源起動時のラッシュ電流はなぜ発生するのか。
　電源が起動し、出力電圧を0Vから設定電圧まで上昇させる間に、電源から出力される電流により、入力でのラッシュ電流が発
生します。この出力電流には、出力に接続された負荷回路に流れる電流もあります。また、電源自体の持っている出力コンデンサ
を設定電圧まで充電するのに必要な電流も、電源ICから出力されます。電源の入力で発生するラッシュ電流の一番大きな要因は、
出力コンデンサへの充電電流を供給するための電流によることが一番大きいことが多く、その次に負荷に流れる電流に起因した
ものとなります。

出力コンデンサの充電に起因するラッシュ電流
　スイッチング周波数の上昇により、出力コンデンサの容量は年々減少してきているので、影響度は減少していますが、まだ大容
量の出力コンデンサを必要とする電源回路は多くあります。また、出力コンデンサだけではなく電源ラインに巨大なコンデンサを
瞬停対策として入れてある場合もあり、電源回路は起動時に、これらの電源ラインに接続されたすべてのコンデンサを、0Vから
設定電圧まで充電する必要があります。例えば、電源ラインに接続されているコンデンサが合計1000µFの3.3Vの電源を考えて
みます。Q＝CVから1000µFを3.3Vまで充電するには、3300µクーロンの電荷が必要です。1Aの定電流充電では電圧の上昇に
3.3msecの時間が必要で、100µsで上昇させるには33Aの充電電流が必要になります。大容量のコンデンサの電圧を高速に立ち
上げるには、非常に大きな電流が必要だということになります。

13章  電源回路のソフトスタートの話  起動時のラッシュ電流

出力電圧の立ち上がりと
入力電流

電源回路を定電流減とした場合の出力コンデンサの電圧上昇

入力電流はコンデンサへの充電電流と
負荷への供給電流の合計となる

入力電流 充電電流 負荷電流

Vout

Iin

充電電流が大きい

充電電流が小さい

Vc ＝ I×T/C

T

Vc

コンデンサへのスイッチON時の
ピーク充電電流は I＝Vin/ESRとな
り、低 ESR時には大きな電流となる



39

　使用している電源回路の過電流制限が3Aで動作するなら、3300µクーロン÷3A＝1.1msec以上の時間をかけて電圧が上昇す
る工夫をしないと、これより高速に電圧を上昇させようとすると、過電流制限回路が動作してしまいます。垂下型電流制限の場合
は、単に電流が制限されて立ち上がり時間が延びるだけですが、フの字型やラッチするタイプの電源の場合は、起動できなくなる
場合があります。過電流制限の動作方式によっては、負荷短絡状態と同様な事態に陥る可能性があることに注意が必要です。

負荷電流に起因するラッシュ電流
　出力コンデンサ以外のラッシュ電流には、負荷の抵抗値が非線形な場合や、負性抵抗の特性によるものがあります。さらに、
多電源で動作する半導体などでの起動時電圧のアンバランスや起動順位による逆電圧状態により定格電流の数倍の電流が流れ
るものがあります。このほか、モーターやソレノイドなど、負荷自体が負性抵抗特性を持っていて起動時ラッシュ電流が流れるも
のや、後段がDC/DCコンバータで定電力負荷として動作し、電圧が低い時ほど電流が増加する状態となっているものもあります。
また、DSPやFPGAなどの多電源で動作するICでは、起動時の電源投入順序により、半導体内部の寄生ダイオードに大きな電
流が流れる場合もあります。

　モーターやソレノイドなどは、電源出力と負荷の間にON/OFFのためのドライバ素子が入っている場合は、電源起動時にはこ
れらの負荷がOFF状態となるようにし、さらに後段がDC/DCコンバータの場合は出力電圧が設定電圧に達するまで後段のス
タートを遅らせるなど、電源起動時に負荷が電流を消費しないような回路構成とします。多くのDSPやFPGAでは、電源投入時
にシーケンス制御などが必須となります。

DC/DCコンバータのソフトスタートの制御方式
　起動時のラッシュ電流を防止するには、負荷電流の対策を取っていても、出力コンデンサへの充電電流は抑制する必要がある
ます。このため、出力電圧の上昇速度を遅らせて、コンデンサへの充電電流がある一定以下となるように制御するソフトスタート
の機能が必須となります。DC/DCコンバータには大きく分けて電圧モードの負帰還制御と電圧モードの負帰還制御があり、さら
に、起動時のソフトスタートの制御方式に電圧モードと電流モードがあります。各 、々メリット・デメリットがありますが、その違い
をよく理解していないと、スタートアップ・シーケンスが必要なFPGAやDSPでの電源設計時に、予定通りに立ち上がらずに、起
動不良が発生することもあります。

止まっているモーターは起電圧がないので、巻き線抵抗だけの短絡状
態となる。スイッチを付けて起動しても、スイッチON時に大きなラッ
シュ電流が流れるので注意が必要。

3.3V

1.2V

3.3Vが遅れて起動

1.2Vが先に起動

多電源の ICで、起動時に電圧立ち上がり順序によっては逆電圧状態と
なり、内部のPN逆バイアスによる絶縁構造が順方向バイアスとなり、
大きな電流が流れてしまう場合があります。
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電圧制御型ソフトスタート
　電源の主なソフトスタートには、電圧制御型ソフトスタートと電流制御型ソフトスタートがあります。電圧制御型のソフトスタート
の制御方式と起動時に発生する問題点や使用上の注意点について説明します。

電圧制御型ソフトスタートのハードウエア
　電圧制御型のソフトスタートでは出力電圧は0Vから直線的に電圧が上昇し、設定電圧に達すると、その電圧でレギュレーショ
ンを行う動作をします。これは、起動時に内部基準電圧自体を0Vからその基準電圧値まで直線的に電圧を上昇させることにより、
出力電圧も直線的に上昇させています。基準電圧回路の内部構造的のイメージは次の図のようになっています。

　ソフトスタート・コンデンサCssを定電流充電すると、コンデンサの電荷Qは時間に比例して増加し、コンデンサの電圧はV＝
Q/Cにより直線的に上昇します。コンデンサの電圧が基準電圧まで上昇すると、基準電圧に切り替わり、それ以降は一定の値で
動作します。電源をDisableすると、ソフトスタート・コンデンサに並列に接続されたFETがONしてコンデンサの電荷が放電され、
次回のEnableでは0Vから起動します。
　基準電圧（Vref）が直線的に上昇するので、DC/DCコンバータの出力電圧（Vo）もVo＝（1+R1/R2）×Vrefで直線的上昇し、そ
の後設定電圧で一定値に制御されます。電圧上昇中の負荷への出力電流は、その時の電圧に対する負荷の状態によるインピー
ダンスに依存します。抵抗負荷なら電圧に比例した電流となるので、低出力電圧時には電流も少なくなりますが、負性抵抗負荷
やモーターが負荷の場合には、低電圧でも大きな電流が流れてしまいます。電圧はゆっくりと上がりますが、電流は制御されてい
ないことに注意が必要です。
　また、電源回路自身の電流については、出力電圧＝出力コンデンサの電圧を一定のペースで電圧上昇させるために、出力コン
デンサには一定値の電流で充電を継続する必要があります。この電流はコンデンサの容量に比例するので、巨大なコンデンサが
付いている場合は、充電電流に電源回路の電流制限値以上の電流が必要となります。その結果として、電流制限の動作による定
電流充電状態で起動してしまい、基準電源の電圧上昇速度より遅い起動となる場合があります。この場合は、過電流制限による
定電流状態で起動しているので、電流制御型ソフトスタートの状態となっています。
　電圧制御方式は、出力電圧を0Vから設定電圧まで一定の時間をかけて、直線的に立ち上げる方法です。電圧が一定のペース
で上昇していますが、電源回路が出力している電流は、出力コンデンサへの定電流充電電流と負荷回路に流れる電流の合計であ
り、どのような電流が実際に流れているかは分かりません。いくら電圧をゆっくりと立ち上げていたとしても、どれだけの電流が
流れているかは測定してみないと分かりません。しかし、少なくともソフトスタートなしで、いきなり出力電圧を設定値まで上昇さ
せるには、電源回路の持つ出力コンデンサへの充電電流だけでも、非常に大きなラッシュ電流となります。効果があるのは間違
いないですが、実際に過電流状態になっていないかは、起動時の電流を測定してみる必要があります。

Vout

Vref

EN

電圧制御型の電圧の立ち上がり 基準電源回路の回路構成のイメージ
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　また、電源を評価する時、電源単体や、電子負荷などでの評価では、起動時に実際に流れる電流を再現できてはいないので、
電源単独では正常動作していても、実負荷と接続する時には注意が必要です。
　特に負荷となる回路の電源ラインに大容量のバルクコンデンサが接続されている場合には、このコンデンサへの充電電流も必
要となりますので、起動時に必要な電流の計算を忘れずに行う必要があります。

ダイオード整流方式と同期整流方式の違い
　出力電圧が0V、つまり出力コンデンサの電荷が0の状態からの起動については、ダイオード整流も同期整流も同じように起動し
ますが、起動後に電源リセットをかけて再起動を行おうとした時、出力にまだ電圧が残っているうちに起動した時の挙動が異な
る場合があります。ダイオード整流の場合、出力電圧を下げる機能はまったくないので、図のように起動後も出力電圧が放電によ
り徐々に下がって行くうちに、ソフトスタートによる出力電圧の方が高くなった時点から、電圧が上昇に転じ、設定電圧まで戻る状
態となります。電源の出力電流は、電圧が上昇に転じた時から流れ出すことになります。出力電圧は0Vに落ちないうちに立ち上
がるので、CPUの異常動作に対して電源リセットをかけても、正常復帰しないことがあります。
　これに対して、同期整流方式のDC/DCコンバータの多くは電流をシンクすることにより、出力電圧を低下させる機能があり、リ
セットにより基準電圧が0Vになると、出力コンデンサから電荷を引き抜き、出力電圧を一度低下させてから、立ち上がる状態とな
りますので、電源リセットを確実にかけることができます。

同期整流方式の再起動時の注意点
　同期整流方式のDC/DCコンバータは、起動時にシンク動作により出力電圧を低下させると書きましたが、出力電源ラインの負荷
側に数1000µFの巨大なコンデンサが接続されていると、DC/DCコンバータはこのコンデンサの電荷も放電しようとして、短時間の
間に全電荷を放電して大電流が逆流することになります。シンク電流の過電流制限が付いている場合は大丈夫ですが、付いてい
ない製品の場合は、この逆流電流によりFETが破壊される可能性があります。電流制限が付いていても、逆流した電流が入力へ
回生して入力電圧が上昇して（この時、降圧コンバータは入力への昇圧コンバータとして動作）、様 な々場所でトラブルが発生するこ
ともあります。逆流によるトラブルを防止するために、同期整流方式でも起動時にはシンクしない（起動時だけダイオード整流と同じ
動作に制御）製品もあります。短時間でのON/OFF/ONの操作では、コンデンサの残留電荷で様 な々トラブルが発生することが
あることを忘れてはいけません。

Vout Vout

0V 0V

EN EN

ダイオード整流方式でのリセット時の電圧立ち上がり 同期整流方式でのリセット時の電圧立ち上がり

放電分しか下がらない 強制放電される
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電流制御型のソフトスタート
　電圧制御型のソフトスタートでは、出力電圧は直線的に立ち上がりますが、出力電流は負荷の状態に依存するので、この電源の
入力電流には制限がかかっていないことになります。起動時には、定常状態の電流より大きな電流が流れることが多いので、電
池駆動の機器では電源ON時のラッシュ電流で電池電圧が低下してしまい、電池にエネルギーが残っているうちに起動できない
ことがあります。電池など供給電源側に容量制限がある場合には電圧制御型ではなく、電流を制御する形式のソフトスタートの
電源が多く使われます。

電流制御のソフトスタートの利点
　電圧制御型のソフトスタートでは、負荷に大容量のコンデンサが付いていると大きな充電電流が流れ、過電流制限が動作する
ことがあります。過電流制限が動作している状態では、過電流制限値による定電流供給で出力が上昇し、出力電圧はソフトスター
ト時間に設定した時間より長い時間かけて上昇します。設計電流を越えた過電流制限値で起動することになり、予定より大きな
入力電流が流れます。このような場合は、ソフトスタートの時間をさらに延ばすことにより回避できますが、負荷容量が予測でき
ない場合は、時間設定では回避できません。こういった場合に有効なのが、電流制御型のソフトスタートです。

　電流制御型ソフトスタートでは、起動直後は電流制限値を小さくして、常に電流制限が動作している定電流供給状態で起動し
ます。電流制限値は出力電圧が上昇するにつれて大きくなり、出力電圧が設定値の50％から90％位で制限が解除されます。この
制御方式により、出力電流は定格電流よりはるかに少ない電流から徐々に増加しながら起動するので、大電流が流れることなく
起動することができます。電源回路への入力電流も少なくなり、高インピーダンスの電源でも起動することが可能になります。

電流制御型ソフトスタートと再起動
　同期整流方式の電圧制御型のソフトスタートでは、出力電圧が残っているうちに再起動すると、出力電圧をシンクして、強制的
に出力電圧を下げてから起動する状態となります。しかし、電流制御型では出力電圧の状態により供給電流制限値を制御してい
るだけなので、同期整流の場合でもシンク動作をしないように設計されており、出力電圧を下げる動作をしません。出力電圧が残っ
ているうちに再起動しても、電流制限値が最低状態からではなく、途中の電流制限値からスタートして、設定電圧まで上昇させる
だけとなります。このために短時間でOFF/ONすると、電圧が低下しないままに電圧が元に戻り、確実な電源リセットがかからな
い場合が発生します。このように、電流制御型のソフトスタートでは出力電圧が0になるまでの時間以上経過してから、再起動す
る必要が発生する場合があります。
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電流制御型のソフトスタートの起動時間
　電圧制御型のソフトスタートでは、設定した基準電圧の立ち上がり時間で出力電圧は上昇するので、シーケンス起動などを行う
場合は、タイミングだけで各電源をEnableするだけでも、起動させることができます。しかし、電流制御型では、大容量の出力コ
ンデンサや電源ラインのコンデンサがあると、その充電電流により起動時間が変化し、起動時間が変わる場合があります。特に、
電解コンデンサなど、長期的には容量の減少が発生するタイプのコンデンサが使用されていると、経年変化による容量減少で起
動時間が短くなり、順次起動の順番が狂ってしまうこともあります。シーケンス起動制御を確実に行う場合は、電圧監視を行い、
電圧での起動確認（パワーグッド信号）によるシーケンス制御を行う必要があります。

電流制御型のソフトスタートと負荷インピーダンス
　電流制御型のソフトスタートは、出力電圧の上昇とともに制限電流は増加します。しかし、起動時に最初から抵抗負荷が付い
ていると、出力電圧の増加につれて負荷電流が増加することになり、電流制御型のソフトスタートが電流を増加させても、増加し
た分の電流は抵抗にも比例して流れ、出力コンデンサの充電電流がその分減少します。定格電圧で最大負荷電流が流れるよう
な抵抗負荷が接続されていると、電流をほとんど消費してしまい、電圧の上昇が遅くなり、電圧立ち上がりに長い時間がかかる場
合があります。
　後段にDC/DCコンバータが接続されていて、出力電圧が設定値に達する前に起動する場合、特に注意が必要です。DC/DC
コンバータは定入力電力として動作するので、入力電圧が低いと、反比例して入力電流が増加します。電源起動後に出力電圧が
上昇を開始して、後段のDC/DCコンバータが起動すると、ソフトスタート中の低電流制限状態で、後段のDC/DCコンバータは入
力電圧が低いので、定格電圧状態より大きな電流を引っ張ります。このため、出力電圧を低下させてしまい、出力電圧が上昇し
ないので、制限電流を増加しない、という悪循環に陥り、電圧が中途半端な電圧で停滞してしまう場合があります。
　後段のDC/DCコンバータの起動遅延やソフトスタートによる入力電流の増加と、前段のDC/DCコンバータの電流増加速度に
注意が必要です。負荷にモーターなどが接続されている場合にも、この状態が発生することがあります。電圧が低いとモーター
は回転を始めませんが、止まっているモーターは巻き線の抵抗だけで短絡している状態となりますから、非常にインピーダンスが
低く、出力電圧が上昇できない状態となります。スイッチ回路を設けて電源が起動してから動作させるか、電圧制御ソフトスター
トの電源を選択します。

電圧制御型と電流制御型のメリット・デメリット
　電圧制御型は何がなんでも設定時間に起動しようとする、というメリットがあります。しかし、負荷によっては予定外の電流を
供給する必要があるので、過電流制限が動作しないように、定格電流に対して供給能力に十分な余裕を持たせる必要があります。
しかし、電流能力を大きくすると、それだけ供給源からは大きな電力を必要とするので、供給側の能力にも十分な余裕を見込む必
要があります。電流制御型は起動不全に陥る可能性があり、負荷とのバランスをよく考えて設計する必要はあります。しかし、予
定外の大電流が流れることはないので、定格電流に対する余裕度を少なく見積もることができ、その分エネルギー供給源の電源
も小さく設計することができます。一般的には、エネルギー供給能力に制限のない商用電源での機器では、電圧制御型が多く使
用され、電力供給能力に制限のある携帯機器では、電流制御型が多く使用されています。
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　積層セラミックコンデンサの容量が年々増加し、100µFの製品も登場してきています。DC/DCコンバータのスイッチング周波
数の上昇により、OSコンやPOS-CAPでは高周波での特性の劣化から、1MHz以上のDC/DCコンバータでは、セラミックコン
デンサだけを使用した電源が標準になろうとしています。しかし、セラミックコンデンサは小型化の要求に対応し、サイズを3216
から2012へ、そして1608へと小型化を進めた結果、電源用のコンデンサとしての能力に問題が発生してきています。問題は、表
記容量と実際に使用する動作条件下での実容量との間に、大きな隔たりが発生していることです。セラミックコンデンサを選択す
る時には、そのコンデンサの実容量がいくらであるかに注意して、選択する必要があります。

セラミックコンデンサの直流バイアス特性と温度特性
　セラミックコンデンサの実用容量を見ると、使用する誘電体によって室温より温度が上下すると、容量が大幅に減少し、さらに
直流電圧を印加すると、電圧の上昇につれて容量が減少していくという特性があります。TIの「初心者のため電源設計セミナー」
でも話されていますが　誘電体がY5VやFの製品です。

　コンデンサの容量は、直流電圧を印加しない0Vバイアス状態
での容量を、交流インピーダンス測定などにより計測を行って規
定していました。このため、106の型番を持ち、10µFという容
量で規定されているコンデンサも、図のように温度を振る、直流
バイアスをかけるなどで、大幅に容量が減少してしまい、2µF程
度の容量まで実容量が減少していました。セミナーのテキストを
作った2006年の時点では、誘電体材質による容量問題だけだっ
たので、「誘電体のタイプと使用電圧/耐圧に注意しましょう」、

「Fは駄目ですよ」という説明をしてきました。

小型化による直流バイアス特性の劣化
　「中級者のための電源設計セミナー」のテキストは2008年に
作られましたが、この間にコンデンサの小型化が進み、直流バイ
アス特性による劣化が進行しました。このセミナーでは、「温度
特性の良いX5RやBの誘電体を使ったとしても、右図のようにサ
イズが小さいほど、印加する電圧により実容量は表記容量より大
幅に小さくなってしまいます。容量の減少を回避するには、大き
なサイズの製品を選択するか、印加電圧の数倍の耐圧を持つ製
品を選択して、直流バイアス特性の影響を少なくする必要があり
ます」という説明に変化しました。

14章  直流バイアス特性によるセラミックコンデンサの実容量の問題

Y5Vの容量－温度 特性 Y5Vの容量－直流電圧印加 特性

X5R 誘電体のコンデンサの実容量特性
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さらなる小型化、1608サイズのセラコンの特性
　2010年になるとセラコンの小型化はさら進行し、1608サイズで10µF/25Vという製品が登場しました。このサイズで高耐圧・大
容量ということで、多くの顧客が使用しましたが、何度もトラブルが発生しました。このコンデンサの電圧容量特性を見ると、右下
図のようになっており、25Vもの耐圧がありながら、5Vで使用すると、容量は半分以下しかありません。使用電圧の2 ～ 3倍の耐
圧マージンを取っていれば、普通は直流バイアス特性による影響を無視できるはずだったのですが、小型化による特性劣化の進
行に伴い、低い電圧から容量の減少が始まっていて、5倍の耐圧を持たせていても足りていませんでした。出力容量の不足から
電源ICの動作が不安定となり、電圧がふらふらして安定しないというトラブルが発生したのでした。電源ICのデータシートに書
いてあるのと同じ106＝10µFを使用しているのに、電源ICが正常に動作していないことから、これは電源ICの問題とされ、コン
デンサが悪いと説明しても、顧客にはなかなか納得していただけませんでした。

　X5Rなどの温度特性の良い誘電体を選択し、十分な耐圧のディレーティングを持たせたとしても、小型パッケージのセラコンの
実容量は定格容量の半分以下しかない場合があります。コンデンサの容量の規定は、直流電圧が0Vでの交流での測定で、公差
の+/-20%もその容量に対してです。このため、3Vを印加するだけで容量は20%減少し、定格電圧の25Vを印加すると-90%以上、
つまり容量が10%未満になってしまいます。このように、表記容量は実際の使用環境での実容量の値を保証しているものではな
いことに、注意する必要があります。
　それに対し、回路設計時に計算された容量は実容量です。例えば、計算結果が8µFだった場合、誤差を見込んで10uF＝106
を選んでいたはずなのに、必要な容量を確保するには、106の型番を持つ公称容量10uFのコンデンサを2個並列に接続して使用
しないと、計算値を満足する容量を確保できないことになります。

　小型化のためにサイズの小さなコンデンサを選択した結果、実容量の不足により動作が異常となり、2個使用するか、公称値が
2倍のコンデンサの選択が必要になります。この場合、かえって基板面積は増加し、トータルコストのアップにもなる可能性があり
ます。セラミックコンデンサを選択する時は、必ず製品ごとの個別データシートかWEBツールなどにより、温度や印加電圧に対す
る容量特性を調べて、実際に使用する環境条件での実容量をよく確認し、電源設計時に必要とされる容量のスペックを満たして
いるかをチェックしてください。
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　電源回路の多くに、過負荷状態や負荷短絡事故などの発生から、回路を保護するための過電流保護回路が内蔵されています。
こうした過電流制限回路には電流の検出方式だけではなく、何を保護するための制限回路かによって、動作方式、応答遅延時間、
保護回路の解除方式などに様 な々違いがあります。このため、使用する電源回路の過電流制限の動作をよく理解して使用する必
要があります。本稿では、過電流制限が動作した時の電源ICの過渡的な動作と、電源ICはどうやって電流値を検出しているか
について解説します。

過電流制限回路の動作する電流と時間
　定格出力電流が1Aの電源の場合、過電流制限の動作する電流は何A程度がよいでしょうか。最大負荷電流1Aに対して1Aで
電流制限がかかり、それ以上は一切、流れないという電流制限値の設定でよいでしょうか。もし1Aの過電流制限を持った回路に
0A→1Aの高速負荷変動が発生すると、どうなるかについて考えてみます。
　電源回路の応答速度は有限で、高速の負荷変動にはリアルタイムに応答できません。図1に示すように、電源回路からの供給
電流IPOWERが遅れて増加する間、負荷へは出力コンデンサからの電荷放電により電流ILOADを供給するので、放電により出力
電圧Voは低下します。電源の供給が増加して1Aになっても、負荷電流が1A消費しているので、増加した供給電流はすべて負
荷が消費してしまい、放電して低下した出力コンデンサの電圧を元に戻すための電流の余裕がなく、出力電圧は下がったままと
なってしまいます。

　過電流制限値>最大負荷電流で設計されている場合、図2に示すように、最大負荷電流の急速な変動があった時の電源回路
の供給電流については、供給電流を負荷電流まで増加させるだけではなく、負荷電流以上まで供給電流を増加させて、過剰な
電流により放電した電荷の分だけ出力コンデンサを充電して、低下した出力電圧を設定値に復帰させます。
　このように、電源回路では低下した電圧の回復のために、最大負荷電流以上の電流を過渡的に供給して出力コンデンサを充電
し、電圧を回復させ、出力電圧が復帰した段階で、供給電流を絞るサーボ制御を行います。これにより、最終的に負荷電流と出
力電流が同じになり、設定電圧で安定している状態となります。

15章  様々な過電流制限の動作と使用上の注意点

図1  最大負荷電流と過電流制限値が同じ場合の応答 図2  供給電流にオーバーシュートが発生して出力電圧が復帰する
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電源回路では、電圧の復帰のために、過渡的に最大負荷電流より大きな供給能力を必要とします。定格最大電流の数10%は、
大きな電流で過電流制限が動作するように設計していないと、最大負荷時の電圧復帰時間が長くなり、過渡応答特性が悪化しま
す。しかし、負荷である電子回路は最低動作電圧の規定があるので、電源回路としてはアンダーシュートによる最低電圧が重要と
なります。つまり、放電して低下していくコンデンサの電圧の低下を止めるまでが重要になります。さらに、電源からの供給電流
をその時の負荷電流まで増加させて、電圧の低下をどこで止められるかという、最低電圧点が最も重要です。その最低電圧でも
回路は動作可能なのですから、その後の電圧の復帰にはいくら時間をかけてもよいことになります。
　図1の状態でも回路的な問題は発生しません。回復時間のスペックにこだわらなければ、大幅に電流供給能力に余裕を見込ま
なくても大丈夫です。但し、電流制限回路の電流検出誤差を見込んで、電流制限の最低値の場合でも、最大負荷電流以上の供
給能力があることが必須となりますので、過電流制限はTyp値ではなく、Min値に注意して設計する必要があります。

電流の検出方式
　過電流制限回路を動作させるには、電流を検出する必要があります。高精度な電流検出を行うには、高精度な電流検出抵抗を
使用し、電流×抵抗値により発生する電圧値で電流を検出する方法と、FETのON抵抗Rdsonを使用し、FETがONしている時
のドレイン・ソース間に発生する電圧VDSからI＝VDS＝÷Rdsonを算出する方法があります。いずれも電圧検出+コンパレータに
よる判定という形式が多くあります。
　電流検出抵抗を使用すると、抵抗の精度による高精度な電流検出が可能ですが、大電流の流れる経路に抵抗を挿入するので、
抵抗で発生する損失に注意する必要があります。検出電圧を高くすると、電圧に比例して損失が増加するので、損失の発生は過
電流検出回路の検出能力に大きく依存することになります。しかし、大電力用の高精度電流検出抵抗はかなり高価な部品です。

　これに対して、スイッチとして使用しているFETのON抵抗により検出する方法は、追加の部品が不必要で、損失の増加もない
ので、コスト的には大きなメリットを持っています。だが、FETのON抵抗は大きな温度特性を持っており、高温になるほど抵抗
値が大きくなります。-40℃から+125℃までの全温度範囲の温度差165℃の変化を考えると、抵抗値は約1.5倍になります。この
ことから、同じスレッショルド電圧で過電流制限のコンパレータを動作させると、抵抗値が最も低く、電流検出値が最小（つまり
過電流制限値最大）の-40℃の時から+125℃までのFETのジャンクション温度の上昇により、電流制限値は2/3の値で動作する
ことになります。FETを内蔵した電源ICには、検出電圧に温度補正をかけてこの温度依存性を小さくした製品もあります。しか
し、FET外付けの場合は、ICでは外部のFETの温度を測定できず、温度特性がそのまま影響するので、電流制限を高精度に
したいアプリケーションには適しません。温度が上昇すると、過電流制限の電流値が低下するので、高温環境下ではFETの温度
上昇は抑制されます。このため、安全性という面での問題が発生しない方向にずれることになりますが、電流供給能力が不足し、
高負荷時に電圧が低下する危険性が増します。また、低温環境では電流制限値が大きくなっているので、大きくなった最大値ま
で電流が流れることになり、低温での短絡事故では、前段の電源容量に注意が必要となります。
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過電流制限値と出力電流
　降圧型のスイッチングDC/DCは、入力電圧からスイッチ
のON/OFFによりインダクタに流れる電流を増減させ、出
力電圧を一定に保つのに必要な電流の制御を行っています。
スイッチやインダクタに流れる電流は直流ではなく、インダク
タリップル電流による交流電流が加算された電流です。この
三角波状に変動する電流のどの部分で電流制限をかけるか
で、制限電流値と制限のかかる出力電流の値が異なります。

＠ピーク電流検出方式
　この方式の多くは、ハイサイドスイッチのFETのON抵抗
×電流を利用して検出しています。ハイサイドスイッチがON
すると、インダクタ電流は増加します。ハイサイドスイッチの
両端に発生する電圧を監視し、コンパレータで設定電流値を
超えるまでインダクタ電流が増加すると、ハイサイドスイッチ
をOFFにしてインダクタ電流がそれ以上増加するのを防止す
ることにより、過電流制限をかけています。インダクタの電
流が設定電流値を超えると、コンパレータがトリップするの
ですが、インダクタピーク電流の値は出力電流値ではないこ
とに注意する必要があります。変動するインダクタ電流の平
均値が出力電流となるので、出力電流は

　　出力電流＝過電流制限値－0.5×インダクタリップル電流
となります。

　過電流制限の動作点は、動作させたい出力電流値より、
Vin、Vout、インダクタンス値、スイッチング周波数により決ま
る、リップル電流の半値だけ高い電流値で、設定する必要が
あります。
　リップル電流が大きいと、同じ過電流制限値でも出力可能
な電流が減少します。FETを内蔵したDC/DCコンバータで
は、内蔵したFETにあわせて最大電流の制限値が固定で設定されている場合が多く、この場合、リップル電流を大きくするほど、
出力可能な最大電流は小さくなります。電池駆動の機器では電池電圧の低下によりリップル電流も変化するので、電池電圧の変
化で電流制限値も変化してしまいます。過渡応答も考慮した最大電流と、使用する電源電圧の全範囲における出力電圧、スイッ
チング周波数、インダクタンス値、電流制限の最小値で最悪値の計算を行い、全域で電流が不足しないかを確認しておく必要が
あります。

図3  インダクタリップル電流と検出点OFF

図4  ピーク電流制限によるスイッチのOFF
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＠アベレージ（平均）電流検出
　この方式では、ハイサイドスイッチのFETのON抵抗×電流
の場合や、インダクタの後に電流検出抵抗を付けるなどして、電
流をモニターします。検出した電流から平均値を算出して、平均
電流＝出力電流による電流制限をかけます。インダクタのピーク
電流方式と異なり、使用する条件により変化するインダクタリッ
プル電流による影響がなく、インダクタ平均電流＝出力電流とな
るので、電流制限値と出力電流制限値が一致します。
　平均電流回路により電流の検出遅延が発生するので、電流制
限の動作応答は遅くなります。しかし、この遅延の結果、負荷回
路でのスイッチ回路などによるラッシュ電流が発生した場合、瞬
間的には過電流制限値を大きく超えた電流の供給が可能となり、
短時間の過負荷に対応した設計を行えます。

＠バレー（ボトム・谷）電流検出
　インダクタ電流のリップル電流の最小値（ボトム）で検出する
方法です。出力電流はピーク検出と逆で、電流制限値より出力
電流の方が大きくなります。インダクタ電流は過電流制限値を超
えて流れますが、次回のスイッチのON（電流の増加）は、スイッ
チONのタイミングで過電流制限値以下まで減少している必要
があり、超えているとスイッチが入りません。結果として、リップ
ル電流の最低電流（ボトム値）は過電流制限値となるので、電流
制限として動作します。但し、インダクタピーク電流は過渡的に
は非常に大きな電流値となることもあるので、電流容量には注意
する必要があります。この過渡的な大電流を流すことから、ラッ
シュ電流のある負荷の電源に適した過電流制限と言えます。
　バレー型の電流制限では、リップル電流が大きいほど、最大
出力電流は増加しますが、同時にインダクタのピーク電流も増加
します。インダクタンス値を小さくして、リップル電流が大きくな
る場合は、ピーク電流を十分に考慮した回路設計とインダクタの
選択が必要です。

過電流制限の開始
　スイッチングの1サイクルごとに、過電流制限が動作して電流制限を行い、次のクロックサイクルではリセットされて再度電流検
出から始まる。これを繰り返すのがパルス・バイ･パルスと呼ばれる制御方式で、このタイプが一般的です。電流検出回路が設
定以上の電流を検出しても、すぐに過電流制限を行いたくない場合もあります。これは前述したように、電源回路は過渡応答時
に大きな電流を流す場合や、コンデンサ負荷の充電電流などのラッシュ電流を流すために、短時間だけ過負荷状態を許容したい
場合があるからです。このために、カウンタが内蔵されていて、例えば16サイクル（クロック）の間は過電流制限を動作させないで、
電流をオーバーシュートさせて出力電圧を保持し、それ以上の長時間にわたり過電流状態が継続した時だけ、電流制限を動作さ
せる機能を持っている場合もあります。

図5  インダクタ電流の平均電流化回路

図6  バレー電流制限の動作
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過電流制限が動作したときの電圧・電流特性
　負荷電流が過電流制限値に達した場合、それ以降どのように電流値に制限をかけるかで、過負荷時の出力電圧-負荷電流特
性に様 な々特性を示します。制限のかけ方を大きく分けると、定電力制御型、定電流制御、電流減少制御の3つになりますが、複
数を組み合わせた場合もあります。

＠定電力制御電圧垂下型
（正式な名称はなく、ヘの字型と言う人もいる）
　AC/DCコンバータでよく使われる電流制限です。過電流制限
があると、異常時に電源回路の焼損事故は防げますが、電源供
給が停止あるいは電圧が低下すると、電子回路は動作不能とな
り異常停止することになります。大本の電源であるAC/DCコン
バータの電源は、負荷回路の動作を維持するためにも、過負荷
状態でもできるだけ電力供給を継続し、動作を継続させること
が要求されます。このことから、負荷電流が定格電流を超えても
できるだけ供給を維持するために、負荷電流の増加に応じて電
圧を低下させる設定にすることが多くあります。但し、多くの場
合、後述のフの字型と組み合わされており、第2の過電流制限値
に達すると、電流を大幅に低下させて、短絡事故などによる大電
流から保護されるように設計されます。

＠定電流制御電圧垂下型
（正式名称ではない、単に垂下型と呼ばれることが多い）
　電流が設定値を超過すると出力電流が定電流状態となり、電
圧が直線的に低下します。出力電圧はその時の負荷抵抗×定電
流値となります。例えば、1Aの電流制限の5Vの電源の場合、負
荷抵抗が∞から5Ωまでの場合は、電流が1A以下なので出力電
圧は5Vです。しかし、負荷抵抗が4Ωになると、電流制限がな
いと5V÷4Ω＝1.25A流れますが、電流制限により出力電圧は4Ω
×1A＝4Vまで低下してします。負荷抵抗がさらに下がると、電
圧は比例して下がり、0Ωのとなると、電圧は0V（1Aは流れてい
る）となります。
　リニアレギュレータで定電流制限の製品ではIin＝Ioutなので、
入力電流は負荷状態にかかわらず電流制限値となります。リニ
アレギュレータで発生する損失は（Vin-Vout）×Ioutなので、Vin
は一定、Ioutが最大の場合、Voutが下がるほど損失が増大し、
過熱保護も必須となります。では、DC/DCコンバータの場合はどうなるかというと、DC/DCコンバータの入力電流はIin＝（Vout
×Iout÷効率）÷Vinとなりますので、Ioutが一定でVoutが低下すると、Vout×Ioutの出力電力が低下し、入力電流も低下します。
出力0Vでは、DC/DCコンバータはVin→0Vの降圧として動作し、出力電力は0Wなので、入力はコンバータで発生する損失電
力による入力電流だけとなります。このため、完全短絡時には入力電流は大幅に減少してしまいます。

図7  電圧低下制御方式の電流制限特性

図8  定電流電圧垂下型の電流制限特性
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＠フォールドバック制御型
（一般的にはフの字型と呼ばれることが多い）
　短絡発生時の2次災害も完全に防止したい時に、好んで使用されま
す。過電流状態となり電流制限が動作して、出力電圧が低下すると、出
力電圧の低下に応じて電流制限値を下げることにより、電流をさらに絞
るという動作をします。ほとんどの場合、この動作により過電流に達す
ると、A点からB点へと急速に移行するので、過電流が発生すると、即
システムのシャットダウンとなります。フの字型には、短絡時（出力0V時）
の電流が0Aまで減少するものと、定格電流の数分の1までしか減少し
ないものがありますが、いずれも保護回路動作中の電源での損失は非
常に少ない状態となりますので、回路の安全性という点では最も安全な
保護回路です。過電流の発生で、即システムがシャットダウンでは問題
が有る場合、タイマーや、カウンタにより遅延をかけることもあります。

過電流制限状態からの復帰、ラッチ型過電流制限の解除
　過電流制限回路には、過電流状態がなくなると電圧が元に戻り、運
転を継続する自動復帰型の電源と、ラッチして負荷の状態が回復して
も、リセット操作を行わないと、動作を開始しないラッチ型があります。
通常、過負荷状態は負荷回路で何らかの異常が発生しないと、過負荷
にはならないので、“異常が発生した回路を、そのまま再起動して運転を
再開することは危険です。このため、そのままシャットダウン状態を継
続して停止させておく。”という考え方があります。さらに、“異常が発生
してシャットダウン状態になっても、異常が解除されれば、機器は自動
的に再起動を行い、できる限り運転を再開させる。”という考え方もあ
ります。当然、アプリケーションの種類や機器の設置環境（街中か山奥
か）によりけりで、機器が停止することの安全などへの影響や、メンテナ
ンスの容易さなどにより、必要とされる動作が異なります。
　への字型や垂下型の電源は、負荷電流が減少して定格電流以下とな
ると、そのまま電圧が復帰する自動復帰型の電源ということになります。
電源電圧の低下で電源監視ICがシステムをリセットすると、短絡状態
が解除されていれば負荷電流が減少するので、電圧が復帰し、その後
システムはリセットからの再起動を行い自動復帰します。これに対して、
フの字型の電流制限では、数分の1まで電流が減少するタイプの場合に
は、それ以下に電流が減少すれば自動復帰しますが、電流値が0まで
減少するタイプの場合は、過電流制限動作がラッチされるので、過負荷
が解除されても自動復帰しません。再起動するには、電源のリセット操
作が必要となります。
　過電流保護の安全対策と自動復帰の両方の要求に応じて、ラッチか
らの自動復帰動作を持った製品もあります。ラッチ動作時、ヒックアッ
プ（しゃっくり）モードという動作モードに入って、停止中に一定の周期で少しだけスイッチングして、出力に電流を供給します。負
荷が短絡していると、出力電圧は上昇しませんが、過負荷状態が解消されていてシステム停止による無負荷状態だと、この電流
により出力コンデンサが充電されて、電圧が上昇します。電圧の上昇がない場合は、短絡状態のままとみなして、ヒックアップモー
ドを継続しますが、電圧の上昇を確認すると、短絡状態が解除されたと認識して、ソフトスタートから起動します。

図9  電流減少型の電流制限特性

図10  過電流制限からの自動復帰電流減少型の電流制限特性
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同期整流でのローサイドFETのシンク過電流制限
　DC/DCコンバータの出力に、数1000µFのバルクキャパシタが接続されていることがあります。このようなアプリケーションに、
同期整流方式のDC/DCコンバータを使用する場合、動作中に短時間のリセットをかけて再起動させると、DC/DCコンバータはソ
フトスタート動作、つまり、0Vから設定電圧まで直線的に電圧を上昇させようとします。しかし、出力には出力電圧に充電された数
1000µFのコンデンサがあるので、起動時にシンク禁止動作機能のない同期整流方式のDC/DCコンバータでは、この電荷をシン
ク動作によって放電してから、電圧を立ち上げようとします（“電源回路のソフトスタートの話”を参照）。このインダクタを逆流した
シンク電流は、DC/DCコンバータのローサイドのFETを流れますが、数1000µFのコンデンサの電荷を完全放電するまでローサイ
ドに電流を流すと、大電流によりローサイドのFETを破壊してしまう場合があります。また、インダクタの逆流電流により、出力電
圧が負電圧まで引っ張られ、負荷のICが負電圧により破壊してしまうという、さらに大きなトラブルに発展することもがあります。

　この問題を解決するために、シンク電流にも過電流制限回路を設けます。シンク電流がある設定値を超えると、一度ローサイド
をオフして、シンク動作を中断します。インダクタの逆流電流は、入力側への昇圧コンバータ動作により、入力コンデンサへの充電
電流となり、エネルギー回生動作を行います。インダクタの電流がなくなると、再度ローサイドをONして、シンク動作を再開します。
出力の電圧が低下するまでこの動作を繰り返し、小さな電流で断続的に放電させることにより、ローサイドFETの破壊や出力で
の負電圧の発生を防止しています。

同期整流での負荷短絡時の過電流制限の動作
　同期整流方式の降圧コンバータは、低出力電圧でも高効率が売り文句になっていますが、パルス･バイ・パルスによるピーク電
流型の過電流制限を持つ電源回路の出力を、完全に0Ωで出力短絡すると、過電流制限が付いていても、ICが壊れる製品がある
ので注意が必要です。

図12  シンクによる回生電流による出力での負電圧の発生
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　例えば、1Aのピーク電流制限で動作する電源の出力を0Ω短絡すると、どのようになるかというと、負荷電流の増加によりハイ
サイドの電流が1Aに達した時に、ハイサイドがOFFとなり、ローサイドがONして、インダクタ電流が出力のループに流れます。
負荷が0Ωだと、1A流れても出力電圧は0Vとなり、インダクタの電流は（インダクタの抵抗+ローサイドスイッチの抵抗）×1Aによ
る抵抗損だけによる電圧で、電流が減少します。この抵抗も非常に小さいと、インダクタ電流はほとんど減少しないまま、次のス
イッチサイクルでハイサイドONとなります。電圧が印加されるので、インダクタ電流が増加しますが、1Aからほとんど電流が減
少していないことから、すぐに過電流制限値の1Aを超えて、過電流制限のコンパレータがトリップして、ハイサイドスイッチをOFF
にします。しかし、過電流制限回路が電流を検出してからハイサイドがOFFになるまでの遅延時間（数10nsec程度）の間に増加
する電流が、ハイサイドOFFの時間に減少した電流より大きいと、インダクタ電流は前回ハイサイドがOFFした時よりも電流が大
きくなっています。この電流はスイッチングごとに増加していきますが、過電流制限値より大きな電流が流れていても、クロックご
とにハイサイドが入り、過電流制限回路が止めるまでの間は、電流が増加します。インダクタ電流の増加に伴う抵抗損の増加によ
り、どこかの電流値でバランスが取れて、電流増加がなくなりますが、過電流制限値をはるかに超えた点でバランスする可能性が
あり、それ以前に大電流による破壊に到ることがあります。

　また、この状態に陥る時は、インダクタには設計電流よりはるかに大きな電流が流れているので、インダクタンスの飽和により、
短時間のハイサイドONによる電流増加が飽和していない時より、大きな電流増加となり、事態をさらに悪化させることになります。
　この問題を解決するには、ローサイドにもソースの過電流制限を設けます。ローサイドの過電流制限はハイサイドと同じか低い
電流値に設定され、過電流状態の間は次のハイサイドのONを禁止するという動作を行います。この動作により、ハイサイドの過
電流制限の動作遅延によりインダクタ電流が過電流制限値を超えて増加している場合、ローサイドON時に電流が制限電流以下
になるまで、ハイサイドONによる電流増加を停止するので、無制限に電流が増加するという事態をなくすることができます。

過電流制限の動作テスト時の注意
　同期整流方式の降圧コンバータでは、ハイサイドの過電流制限+ローサイドのソース過電流制限+ローサイドのシンク過電流制
限という3つの電流制限を持っていれば、安全な過電流保護動作が可能ということになります。しかし、3つの過電流制限をすべ
て持っている電源ICは少ないので、電源の評価時に大きな出力容量がある場合の再起動テストや、0Ωでの完全短絡テストなど
を行う時は、その動作に対応した過電流制限の機能を持っているかを確認する必要があります。シンク動作により発生する問題
は、電源の単独テストでは出力には電源自身の出力コンデンサしかないため発生せず、実機で使用した時には回路の持つコンデ
ンサが接続されて、大きなシンク電流が発生することがあります。また、このシンク電流による回生動作に伴う入力電圧の上昇も
同時に発生するので、入力での耐圧の超過による破壊にも注意する必要があります。

図13  0Ω短絡による過電流制限の動作異常
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　電源の電圧低下によるシステムの暴走などの異常動作を未然に防ぐために、電源電圧を監視し、電源異常を検出した時に、
CPUにリセットをかける、電源起動時に電源電圧が設定値に達するまでの間、CPUの起動を遅らせる、などの動作をさせるIC
が使用されます。一般的にはリセットICと呼ばれ、TIでは電源の監視を行っているということでスーパーバイザー（SVS）と呼ん
でいます。これらのICは、短時間の異常発生時でも、一定の時間のRESET信号を出すためにタイマーを持っていますが、このタ
イマーが電源異常の発生状態によっては一定のリセット時間を発動できない製品も存在するので注意が必要です。

リセット ICのタイマー時間
　リセットICは、基準電源、コンパレータ、タイマー（簡易品ではない場合もある）の3つから構成されており、電圧低下を検出し
た場合にRESETを発動しますが、瞬間的な電圧ドロップが発生した時でも確実なRESETをかけるためには、一定の時間は
RESETを継続するためのタイマーの機能が必要となります。しかし、この遅延時間をどのようにして作っているかによって、遅延
タイマーの時間が不定となる場合があります。そのすべてが確実な動作を保証されているわけではないので、せっかく異常を検
出した時の保険として追加した回路が、役に立たない場合が発生する危険性を知っておく必要があります。

最も簡単なリセット IC

　最も簡単なリセットICではタイマーを内蔵しておらず、プルアップしたリセット出力にコンデンサを追加して、電源が設定値に達
してコンパレータが動作してから、RESET電圧の上昇をCR遅延により遅らせて、RESET遅延を実現しています。このタイプの
リセットICは、安価でもあるので広く使用されています。この回路の問題点はタイマー時間が不安定となることです。起動時には
電源電圧がスレッショルドを超えて出力スイッチがOFFとなりコンデンサへの充電が開始されますが、コンデンサ電圧の立ち上
がりはCR積分電圧となり、どこの電圧でRESETが解除されるかは、CPUのRESET入力ピンのHighスレッショルド電圧に大
きく依存（通常、100%Highが確定する電圧は規定されるが、Low確定電圧とHigh確定電圧の間のどこかでHighになるので、ど
こでHighになるかは不定）します。このため、正確なタイマー時間を設定できません。出力のコンデンサが完全に放電している
電源起動時には、CR積の遅延が動作しますが、問題は電源ラインの瞬停です。瞬停により、コンパレータはトリップし、タイマー
用コンデンサの電荷を放電して、電圧を低下させて、CPUにRESETをかけます。この時コンデンサの電荷を完全放電できてい
れば、タイマーがタイムアップするまでの時間に再現性がありますが、電圧の低下が短時間しか発生しないと、電圧監視コンパレー
タが短時間しかトリップしなくなり、タイマーコンデンサを完全に放電する前に、電圧が回復して、コンデンサの放電が途中で停
止してしまいます。すると、電圧が復帰するまでの時間とRESET出力が発動する時間が短くなり、CPUのリセットを確実に行う
ことができなくなる可能性ができてしまいます。

16章  電源監視 ICのリセット時間
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タイマー制御回路を内蔵したリセット IC

　CRの充電時定数を利用していては、タイマー時間が不安定
で確実性に乏しいので、より正確なタイマー時間を確保するため
に、IC内部に定電流回路を持たせ、タイマーコンデンサを定電
流充電することにより、コンデンサの電圧上昇を直線的にするこ
とができます。また、このコンデンサの電圧をコンパレータで受
けて、RESET出力を発動することにより、タイマーコンデンサの
容量に完全に比例した時間で、0/1の論理電圧レベルでRESET
信号を出力することが可能となります。これにより、より正確な
タイマー時間で動作するRESET信号を作ることが可能となりま
す。しかし、このタイプはシャットダウン状態からの起動や、比
較的長い時間の電圧低下に関しては、確実な動作を行いますが、
電圧低下時間が短い場合は、やはりコンデンサを完全放電でき
ない可能性があり、設定したタイマー時間が確実に発動される
という保証はありません。

確実に動作するタイマー回路を内蔵したリセット IC

　瞬停でのRESET動作の不確実性を排除するために、瞬間的な低電圧を検知しただけでも、タイマーコンデンサの放電を
100% 確実に行うように改善したのが、1994年にリリースされたTLC77xxシリーズです。このICでは電圧監視回路が低電圧を
検出するとトランジスタではなく、サイリスタによりタイマーコンデンサを放電する回路となっています。コンパレータが低電圧を
検出すると、サイリスタのゲートをドライブします。電圧低下が短時間であっても、一度ONしたサイリスタは電流がなくなるまで
ONを継続します。このため、コンデンサの電荷がなくなるまで放電を継続し、完全放電して電流がなくなるとOFFになって、定
電流充電を開始することにより、確実なタイマー時間でのRESET出力を発動することができます。
　2000年頃から、固定タイマー製品が登場しました。固定タイマー品ではタイマー時間を自由に変更することはできませんが、外
付けのタイマーコンデンサが不要となります。しかし、ICの内部には、200mSといった長時間のRCタイマーを構成するだけの大
容量のコンデンサを内蔵できません。この問題に対しては、ICの微細化技術の進歩とアナログ・デジタル回路の混載化によりア
ナログ製品にも多くのロジック回路を内蔵することで、対応が可能となりました。内蔵可能な少容量のコンデンサによる高周波の
発振器と、多段のバイナリー・カウンタを内蔵します。例えば、5KHz（1クロック0.2msec）のオシレータに10段のバイナリー・カウ
ンタを接続して1024カウントすると、200msecを作ることができます。低電圧を検出するとカウンターをリセットし、電圧が復帰し
てから1024発のパルスをカウントする間、RESET信号を継続して出力できますので、確実なタイマー動作が可能となります。
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17章  電圧監視 ICのウォッチドッグ機能

　電圧監視ICはリセットICとも呼ばれ、電源の異常低下などを検出するとシステムにリセットをかけて、暴走事故などを未然に
防ぎます。単に電圧を監視するだけではなくウォッチドッグ機能によりシステムの正常動作をモニターし、異常を検出するとシステ
ムをリセットする機能を持った製品もあります。今回はシステムの正常稼働をモニターするウォッチドッグ（WD）の機能と、プログ
ラム時の注意点を解説します。

ウォッチドッグ（WD）とは
　ウォッチドッグ（番犬、監視者）ICは、システムの正常動作を監視するためにシステムから一定周期の信号をもらい、内蔵したウォッ
チドッグタイマー（WDT）をリセットします。システムが異常動作状態となり、一定時間以内に信号を送れなくなると、WDTがタイ
ムアップするので、RESETを発動してシステムを初期化させます。WDTは20msecから1.6秒の製品があり、CPUはこのタイマー
時間より短い周期で信号を送ることにより、WDTをリセットし続け、システムの正常動作を報告し、運転を継続します。

　WDTのリセットは図1のようにライジングエッジ、フォーリングエッジの両エッジトリガでリセットされるようになっています。こ
れはHigh、またはLowでのレベルリセットの場合、CPUの暴走状態によってはタイマーをリセットするHかLのレベルのまま固定
されて、リセット状態が保持されてしまい、ウォッチドッグタイマーが動作しないことがあるからです。エッジトリガにするとレベル
を変動させるイベントが継続している必要があるので、暴走時に、より確実にRESETを発動させることが可能となります。
　WDに対するタイマーリセット信号はマイコンのIOポートに1Bitの出力ポートを設定し、このポートを一定時間以内に0、1、0、
1と変化させるプログラムを書く必要があります。

ウォッチドッグタイマー（WDT）のリセット処理プログラム時の注意点
　いくらエッジトリガにしてあっても、CPUが暴走している状態に実行されている命令中に、WDTのリセット命令が入っていて、
それが永久ループ状態となっていると、暴走しているにもかかわらずWDTをリセットし続けるので、システムをリセットすることが
できなくなります。WDTをリセットする処理を、どのようにプログラム中に組み込むかを考える必要があります。

1：タイマー割り込み処理でWDTのリセット処理を使わない
　一定の周期以下で定期的にWDTをリセットする必要があるので、タイマー割り込みによるインターバル処理のルーチンに、
WDTのリセット処理を組み込む人がいます。しかし、タイマー割り込みによる割り込み処理は、メインルーチンが暴走していても、
ハード的な割り込み処理として、タイマー起動により一定周期で動作してしまう場合があります。メインルーチンが暴走していても
WDTのリセット処理がタイマーによる一定周期で継続して実行されるので、リセットは発動せず、付いている意味がまったくない
ことになります。

図1  両エッジトリガによるWDTのリセット

注意！8時間に1回以上、
餌をあげないと吠えます。
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2：ウォッチドッグタイマーのリセット処理を分離する
　WDTをリセットするには、WDIにHigh→LowかLow→Highの信号を出力する必
要があります。このために、“ポートを1にセット”、“ポートを0にリセット”、という処理を交
互に繰り返し、0→1→0と出力ポートを変化させるプログラムが考えられますが、この一
連の処理を1つのサブルーチン（関数）の中にいれてしまうのは、問題となる場合がありま
す。CPUが暴走するには様々なケースが考えられますが、そのサブルーチンをコールし
た時のリターンアドレスの喪失、for-ループ処理でのカウンタ異常、While文の異常など
で、このサブルーチンの永久ループ状態となり、暴走が発生することがあります。暴走し
ているのにWDTのリセットはかかり続けることになります。
　これを防止するためには、リセット処理を2つに分離します。WDTリセットは0→1と
1→0の両方のエッジでリセットされるので、High処理とLow処理（これらの処理は単純
に、“出力ポートを1にする”と“出力ポートを0にする”という処理にします）を別々にし、各々
の処理はメインルーチン（プログラム動作時に一定周期で必ず通過する場所）の別々の
場所に置くか、一連のサブルーチンの中にどちらか片方だけを入れておきます。Highと
Lowの処理を分離しておくと、特定のルーチンで永久ループ状態となっても、ポートはHighレベルかLowレベルだけを出力し続
けるので、HighかLowのままで固定されます。これにより、WDTのリセットがかからないので、RESETが発動されることにな
ります（101010でなくても110010となっても時間内に01が変動すればよいので、01の順番は適当でも大丈夫）。

3：システム起動時や割り込み処理での注意点
　プログラム起動時に初期化ルーチンの処理に時間がかかる場合には、メイン処理によ
るWDTリセット処理が動作する前に、WDTがタイムアップしてしまいRESETが発動
され、再起動します。しかし、結局同じ時間でRESETが発動してしまい、永久に起動
できなくなる場合があります。このほか、動作中に重い割り込み処理が入って、割り込
み処理の間WDTのリセット処理ができなくなって、RESETが発動してしまう場合もあ
ります。
　初期化処理に時間が必要な場合は、図3のように初期化ルーチンの中で、WDI用の
I/Oポートの設定を初期化ルーチンの最初の方で行い、初期化ルーチンの途中にWDT
リセット処理を入れておく必要があります。問題は割り込み処理の場合です。メイン
処理でWDTのリセット処理をする直前に割り込みが入ってしまった時や、割り込み処
理が WDタイマーより長い時間が必要なほど長い時間がかかると、割り込み処理中に
WDTがタイムアップしてしまいます。しかし、割り込み処理の中に完結するタイマーリ
セット処理を入れてしまうと、この割り込み処理ルーチンで暴走した時に、永久にタイ
マーリセット処理を行ってしまう危険性がないとは言えません。この場合は、WDTにで
きるだけタイマー時間の長い製品を選択（例えば1.6秒の製品）して、時間を稼ぎ、通常
動作時には数 msec毎にH/L処理を行う状態で使用します。　これ以上の長時間にわ
たってWDIパルスを生成できない状態が予想されるなら、一時的にWDTの動作を停
止させる必要があります。

　ウォッチドッグ（WD）機能を持ったリセットICは、システムに異常が発生した時にリ
セットを発動して、システムを再起動することができますが、一定時間内にウォッチドッグ
タイマー（WDT）のリセットを行う信号を出力し続ける必要があります。CPUの状態によっ
ては、この信号を出し続けることが不可能な状態が発生する場合もあり、WDの動作を
一時的に止めたいというケースが発生することがあります。

図2  H/L処理の分離

図3  初期化ブロックでのH/L処理
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58

WDの動作停止
　CPUの起動時だけではなく、ICEなどを使ったデバッグ時や、プログラムやファームウェアのアップデート時などには、ソフトウェ
アは通常速度では動作しないか停止することになります。すると、WDTのリセット処理も遅延あるいは停止するので、WDはタイ
ムアップしてしまい、CPUにRESETをかけてしまいます。これでは不便なので、WDの動作を一時的に止める必要があります。
このような場合、図4のようにリセット出力にAND論理を入れてRESET信号にマスクしてしまい、システムへのリセット信号を遮
断する方法と、図5のようにEX-ORにより固定クロックによるパルス信号を強制的に注入して、WDTをリセットし続けるという方
法があります。

　図4の方法は電圧監視IC（SVS）の持っている電圧監視機能もなくなってしまい、起動時のリセット動作もなくなるので、起動
シーケンスを組んでいる場合等では、問題が発生するという欠点があります。図5の方式は電源異常時や起動シーケンスには問
題はありませんが、常時パルスを出しているオシレータが必要となります。切り替え動作はスイッチによる手動設定だけではな
く、IOポートからの設定による切り替えも設計可能です。但し、この方法でマスクをかけると、電圧監視ICの出すRESET信号と
WDIに入力されるパルスのタイミングが無関係となり、次項で説明する機能を持った電圧監視ICの場合問題が発生することにな
ります。このため、ICの動作をよく確認した上で設計を行う必要があります。

RESET動作中のWDTリセット入力
　SVSはWDTのタイムアップによりシステムの異常を認識すると、一定の時間だけRESETを発動してシステムを初期化します。
しかし、もしRESET発動中にWDIにパルスが入力されると、RESETしているのにシステムからパルスが入力されるのは異常状
態と判定し、RESETの出力時間が延長される機能を持った電圧監視ICがあります。TPS3820/3/4/8シリーズでは、この機能
によりRESET出力中にWDリセットパルスが継続的に入力されていると、永久にRESETが開放されない状態となります。通常、
RESETが動作しているとCPUは動作停止状態となるので、WDリセットパルスも出るはずはないので、こういった心配は不要な
はずなのですが、もしものことまで考えて異常事態に対応できるように、こういった論理回路が組み込まれています。しかし、こ
の現象は前項のRESET出力にマスクをする回路を付けた場合や、CPUを複数個使用していて、WDIのパルスを作っているCPU
とSVSのRESETが接続されているCPUが別という場合、WDTをモータの停止検出などのミッシングパルス検出に応用しようと
した時などに発生してしまいす。この場合、完全に余計な機能ということになってしまうので、SVSがRESETを発動している間は、
WDIのパルス信号にマスクをかけて、WDIパルスが入力されないようにする必要があります。最も簡単にこの機能を付加させる
のが図6の回路で、N-MOS FETを1個使用したマスク回路の例です。RESETを出力中は、WDIへのパルス入力がFETにより
遮断されます。

図4  リセット信号にマスクをかける 図5  外部からWDI信号を注入する
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ウォッチドッグタイマーのセルフ・リセット機能の付いた電圧監視 IC

　外部にハードウェアを追加しなくても、WDTの動作を一時的に止められる機能を持った製品もあります。ブロックダイアグラム
を見ると、図7の赤丸部分のように、WDIピンに40KΩの抵抗を経由してリセットパルスが供給されている製品です。WDIピンが
オープンになっていると、40KΩの抵抗を経由して自分で周期的にWDTのリセットを行いますので、WDTはタイムアップしませ
ん。WDIピンに論理回路の出力が接続されると、その低い出力インピーダンスにより、WDIピンはHighかLowの論理出力に固
定されるので、40KΩを経由した内部リセット信号は無効となります。論理出力がマイコンのIOポートの場合、多くのマイコンの
IOポートは、電源投入直後の初期状態では高インピーダンスの入力ポートに設定されていることから、起動直後は40KΩを経由し
たセルフ・リセットが動作し、WDTはタイムアップしません。初期化ルーチンによりIOポートが出力に設定された時から、WDI
のポートは低インピーダンスとなり、HighかLowに固定され、WDTがスタートします。ポートをHigh/Lowに変化させてWDT
をリセットし続けますが、WDTの動作を停止させたい時は、IOポートの設定をプルアップなしの高インピーダンスの入力ポート
に設定すると、セルフ・リセットが動作を開始してWDTの動作を停止させることができます。動作モードによりIOポートの設定
を変更するソフトウェア制御か、WDIのラインにスイッチを入れるハードウェア制御のいずれにも対応することができます。

図6  N-MOS FETによるWDI信号のマスク

図7  WD停止機能を持った電源監視 IC



60

　多くのDC/DCコンバータは、一定のスイッチング周波数によるPWMで動作しています。高負荷状態では高効率で動作します
が、軽負荷領域ではスイッチングによる固定損失で、効率が低下してしまいます。近年、電池駆動機器だけではなく、AC電源で
動作する製品でも待機時消費電力の軽減のために、軽負荷効率の高い電源が要求されており、軽軽負荷でも高効率を維持でき
るパルス周波数変調（PFM）制御による電源の需要が高まっています。PFM動作の制御方式とその特徴、使用時の注意点につい
て解説します。

軽負荷でも高効率なPFMモード
　PWM制御方式のDC/DCコンバータは、機器が動作している時の中～高負荷時の効率はよいのですが、待機時などで動作が
停止して軽負荷状態となると、負荷電流の減少でI2Rによる抵抗損はどんどん減少していきます。しかし、一定の周波数でスイッチ
ングを継続しているので、スイッチングによる損失は一定値のまま残ります。軽負荷状態では抵抗損は無視できるほど小さくなるの
で、自己消費電流による損失と、スイッチング損失による一定の損失が発生している状態となります。効率＝出力電力÷（出力電力
+（スイッチング損失+自己消費電力））となり、出力電力が固定損失分と比較して少なくなるにつれ、効率が急激に低下します。
　スイッチング損失は、スイッチング周波数に比例します。負荷電流が少ないということは、定格負荷と同じ回数スイッチングを行っ
てエネルギー供給動作を行わなくても、出力電圧を維持することが可能となります。そこで、できるだけ自己消費電流の少ない回
路とし、中～重負荷時には固定スイッチング周波数によるPWM制御で動作させ、軽負荷状態になると、負荷電流に応じてスイッ
チングの回数を減少させるパルス・周波数変調（PFM）制御に移行することにより、軽負荷時の効率の低下を防止し、広い電流範
囲にわたって高い効率を維持できる電源回路を作ることが可能となります。

PWM動作時とPFM動作時の違い
• スイッチング周波数が負荷電流により変動する
　軽負荷時の効率低下を防ぐために、スイッチング周波数を低下させる必要がありますが、スイッチング周波数の低下が問題と
なる場合があります。PWM動作時は固定スイッチング周波数なので、発生するスイッチング・ノイズの周波数成分は、例えば
500kHzスイッチングでは、ノイズの基本波も500kHzとなり、ノイズの問題があった場合は、特定周波数のフィルタリングで対策
します。しかし、PFM動作時にはスイッチング周波数（1/動作周期）は負荷電流に比例しますので、周波数が数 kHzまで低下す
ることもあります。スイッチングによるノイズの周波数も低下するので、ノイズ周波数は高負荷時の500kHzから軽負荷時の数 kHz
まで、電流値に依存して変化しますので対策が困難となる場合があります。特に、スイッチング周波数が20kHz以下になると可聴
周波数領域に入るので、スイッチングパルス電流･電圧により、インダクタやセラミックコンデンサで物理的な振動による鳴きが発
生し、音響的なノイズが発生することもあります。

18章  PFMモードで動作するDC/DCコンバータ

図1  PFM/PWMモード時の効率対負荷電流
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• PWMの時よりリップル電圧は大きい
　スイッチングが停止している間は、出力コンデンサからの電荷
放電だけとなり、出力電圧は直線的に低下します。次回のスイッ
チングにより、電荷を出力コンデンサに充電して電圧を上昇させ
ます。この結果、出力コンデンサの電圧は短時間の充電による
電圧上昇と、放電による電圧降下による大きな電圧変動が発生
し、これがリップル電圧となってしまいます。負荷電流が変化し
てもスイッチングの周期が変化するだけで、リップル電圧には大
きな変化はありません。1回のスイッチングでできるだけ多くのエネルギーを送り込み、長くスイッチングを停止させた方が高効率
のためにはよいのですが、この結果、PWM動作時の出力電圧の変動（リップル電圧）よりも大きな電圧変動が発生します。1回
のエネルギー量を小さくすれば電圧変動は小さくなりますが、1回あたりのエネルギーが小さいので、保持時間が短くなり、スイッ
チングの周期が短くなります。これにより、周波数が上昇して効率が低下してしまいます。同じ負荷電流の時、発生するリップル
電圧を下げようとすると、スイッチング周期が短くなり、周波数が上がるのでい、効率が低下します。リップル電圧と効率は相反す
る条件となります。

• 平均電圧は少し高くなる場合が多い
　PFM動作時のリップル電圧はPWM動作より大きくなりますが、ほとんどの場合、最低電圧を確保するためにボトム電圧はあ
まり変えずにピーク電圧を高くする方向に制御します。この結果、出力電圧の平均値は少し高い電圧となります。+側の誤差余裕
は少なくなりますので、電圧の設定値への注意が必要です。

• 負荷過渡応答は遅いので、
 待機状態からの回路起動時には要注意
　回路起動により負荷電流が軽負荷状態から高速に増加した
時に、PFM動作での供給電流能力には限界があります。この
ため、動作モードを高速にPWMモードに移行させて、負荷電流
の増加に追従動作させる必要があります。しかし、動作時の消
費電力を最小とするために、PFM動作時にPWM制御の回路
ブロックへの電源供給を停止している製品では、PWM制御回
路ブロックの起動に時間がかかる場合があります。常時起動型
の製品でも、PFM動作時に出力電圧が設定より少し高い電圧
で動作している結果、エラーアンプの出力がマイナス側へ目一杯
の電圧になっていて、PWMパルス幅は0になっています。PWM
動作に移行してからパルス幅を広げるまでの時間が、PWMで
動作している時よりも余分に必要となり、応答時間が増加しま
す。その結果、電流の増加が遅れ、出力電圧が大幅に低下し、
電圧低下による起動不全に陥る場合があります。スタンバイ時
から起動する時の過渡応答能力に注意する必要があります。
　PFM→PWMへの移行時の電圧のアンダーシュートの発生の
問題を軽減するために、PFM動作時に出力電圧を1%ほど高め
に変更する、電圧ポジショニング機能を持った製品があります。
PFM動作時には平均電圧は高めになっていますが、ボトムの電圧を1%ほど高い電圧で制御することにより、アンダーシュート発
生時のボトム電圧も1%高くなるので、低電圧による起動不全が発生する可能性を軽減することができます。

図2  PFM時とPWM時の出力電圧とリップル電圧

図3  モード遷移時の過渡応答特性
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様々なPFM動作の制御方式
　PFM制御と一口に言っても、スイッチングの動作と停止をどのように制御しているかによって、様 な々制御方式があります。TI
の代表的な制御方法を3世代選んで、動作とその特徴を解説します。しかし、世の中にはこれ以外にも多くの制御方式による
PFM制御があります。軽負荷効率、リップル電圧、負荷過渡応答などの要求に応じて、各社様 な々制御方式を開発されています。

第1世代：バンバン制御方式（図4）
　最も古典的な制御方式で、2値のコンパレータを持ち、低い方
の電圧を切ると一定周期でスイッチングを開始して、電圧を上昇
させます。出力電圧が高い方の電圧を超えると、スイッチングを
停止させて電圧が下がるまで待機状態となります。2値の電圧の
間を出力電圧が行き来しますので、板の間をボールがバンバン跳
ねている状態の擬音で、Bang-Bang制御と呼ばれています。ス
イッチングを行っている動作状態と、放電により電圧が低下する
のを監視しているだけの停止状態を行き来することとなります。
ICの内部回路のうち、動作に必要としない回路部分への電源供
給を停止制御することにより、自己消費電流を大幅に低減でき
ます。閾値電圧の上下間に大きな電位差を設けると、スイッチン
グが停止している時間を長く取れるので、効率には有利ですが、
出力電圧のリップル電圧が大きくなるという欠点が発生します。この方式では、リップル電圧は2値の閾値電圧の電位差で決まる
ので、コンデンサやインダクタを大きくしても、動作周期が変化するだけで、リップル電圧は変化しません。このため、リップル電
圧の大きさが問題となっても、対策の方法がないのが欠点でした。また、PWM制御ブロックの電源を停止してしまっているため
に、負荷電流が急激に増加した時に、PWM制御回路の起動遅延などにより、動作モードの遷移に時間がかかり、電流増加に追
従できないで、出力電圧に大きなアンダーシュートが発生することがあるので、軽負荷状態からいきなり最大負荷で起動するよう
なアプリケーションの場合は、注意が必要です。

第2世代：スイッチングスキップ方式（図5）
　CPUの高速化に伴い、CPUの待機状態からの起動による負
荷電流の高速増加に追従させる必要があります。負荷過渡応答
速度を向上させるために、PWM回路の動作を停止させないで、
スイッチングだけを一時的に停止させて、電圧の低下を待ち、電
圧が設定された閾値電圧まで低下すると、スイッチングを再開さ
せて、元の電圧まで回復させるという方法による高速PFM動作
方式が考案されました。PFM制御というよりも、PWM制御の
ままで一時停止にスイッチングを停止させ、スイッチングの回数
を減らして、軽負荷時の効率低下を防ぐという方法です。PWM
制御回路が停止していないので、負荷急増に対してスムーズに
PWM動作による通常動作に移行でき、電圧のアンダーシュート
は少ないのがメリットです。しかし、PWM制御回路が停止して
いないので、スイッチング停止時の自己消費電流が多く、軽負荷
時の効率は少し悪くなってしまいます。

図4  バンバン制御方式によるPFM動作

図5  スイッチング スキップ方式 PFM
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第3世代：シングルパルス方式（図6）
　バンバン制御もスイッチングスキップ方式も、出力電圧は2値
の電圧の間を行き来する状態で動作することから、PWM固定
動作の状態よりも、出力リップル電圧は大きくなってしまいます。
また、インダクタやコンデンサを大きくしても、周期が変化するだ
けで、リップル電圧を小さくできません。PFM動作時のリップ
ル電圧を必要に応じて制御したいという要求から作られたのが、
シングルパルス方式PFMです。この方式ではスレッショルド電
圧は1値で、この電圧を切ると、一定パルス幅のスイッチングを1
回だけ行います。一定のON時間の間にインダクタに流れる電流
はI＝Ton×（Vin-Vout）÷Lとなり、この時のインダクタに保持
されるエネルギー量はE＝0.5×L×I2なので、インダクタンス値
を大きくするほど、1回のエネルギー量が小さくなり、このエネル
ギーによる充電で出力コンデンサの電圧が上昇する値も小さくな
ります。出力コンデンサの容量を大きくしても、電圧上昇は小さ
くなります。但し、L値を大きくすると、同じ負荷電流に対するス
イッチング回数は多くなるので、スイッチング損失は増加し、効率は低下することになります。リップル電圧への要求と効率への
要求のバランスで、好みの設計が可能となります。この制御方式が使用された世代のICでは、IC内部の制御回路にデジタルア
シスト回路が多く盛り込まれており、自己消費電流も低く抑えられ、PFMからPWMへの動作遷移速度も向上し、低出力リップ
ル電圧と高速負荷過渡応答を両立させることが可能となっています。

スイッチングが停止している時の同期整流スイッチの動作とインダクタ電流
　同期整流方式では、PWM動作時にはハイサイドとローサイドのスイッチを交互にON/OFFして、降圧動作をしています。無
負荷状態になってもスイッチングは継続し、インダクタ・リップル電流は流れ続けていますので、軽負荷でもスイッチング損失と
リップル電流による抵抗損により、効率が低下します。PFM動作時ではスイッチング回数を減少させるだけではなく、インダクタ
電流は出力方向へ流すだけで逆流はしないように動作するので、抵抗損も低下しています。逆流を防止するために、ローサイドの
FETに逆電流検出コンパレータが接続されており、スイッチノードが負電圧から正電圧に移行するタイミングを検出し、ローサイ
ドFETをOFFにして逆流を防止しています。このために、同期整流でも両方のスイッチがOFFになる動作となり、VFがほとん
ど0Vのダイオード整流と同じ動作になります。

同期整流でもスイッチング・ノイズは多くなる
　同期整流方式とダイオード整流方式を比較すると、ダイオード整流方式では出力電流がインダクタ・リップル電流の半分以下
に下がった時点で、インダクタ電流が不連続となり、LCフィルタ部分でリンギングが発生してノイズとなります。これに対して、
PWM動作の同期整流方式は無負荷までインダクタ電流を流し続けることができるので、LC部分でのリンギングが発生せず、低
ノイズな電源だといわれています。しかし、同期整流方式でもPFMで動作させると、ダイオード整流と同じ動作となります。この
結果、図6のSW信号に見られるようにリンギングが発生するので、同期整流方式なのに、軽負荷ではPFM動作に移行してノイズ
が発生するという電源になってしまいます。

　PFMモードで動作するICでも、多くの製品は重負荷の状態では、より高速応答が可能な固定周波数のPWMモードに切り替
えて動作しています。軽負荷状態ではPFMで、重負荷状態ではPWMへと負荷状態により動作モードを遷移しながら動作して
いますが、負荷電流の変動に応じて動作モードをどうやって切り替えており、切り替え時にどのような問題が発生する可能性があ
るかを説明します。

図6  シングルパルス方式PFM
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PWM動作からPFM動作への遷移＝重負荷から軽負荷へのモード遷移
　軽負荷でも固定周波数でスイッチングを行っていると、固定損であるスイッチング損失により効率が低下するので、電流に応じ
てスイッチング回数を減らして、固定損を減らす必要があります。では、負荷電流がいくらの時にPFMモードに遷移して、スイッ
チングの間引きを開始するかという問題が出てきます。負荷電流が減少したと判定する一番簡単な方法は、インダクタ電流が連続
モードから不連続モードに移行した時点、つまりインダクタ電流が0になった時を検出する方法です。図7のように、スイッチノード
の電圧がインダクタ電流連続時にはインダクタ電流×ローサイドのON抵抗の電圧だけ負電圧になっていますが、インダクタ電流
が不連続になった時点で0V以上になることを利用します。この方式では、出力電流が例えば1000mAのDC/DCコンバータで、
リップル電流を20%の200mAで設計している場合、負荷電流が100mA以上の時にはインダクタ電流は連続していますが、電流
が100mA未満になると、不連続となり、PFMモードに遷移します。
設計時にインダクタンス値を大きくしてリップル電流を小さくした場合や、電池電源の場合で電池電圧の変動によりリップル電
流が減少すると、PFMに遷移する電流値も下がってしまいます。しかし、PFMへ遷移する電流値が下がると、より低電流まで
PWMで動作し、効率が一度低下してからPFMに遷移するので、効率の谷間ができ、全域で高効率というわけにはいかなくなっ
てしまいます。負荷電流がこの効率の谷間で動作することが多いと、せっかくの高効率PFM動作の意味が軽減してしまいます。
そこで、電流が不連続になることだけではなく、インダクタ電流が一定値以下になったら、PFMモードに遷移するという条件も
ORで持ち、インダクタ電流が連続導通で動作していても、PWM動作では効率が低下を開始する電流値なら、モードを遷移する
ことによる効率の谷間をなくして、全負荷電流域で高効率を実現している製品もあります。

PFM動作からPWM動作への遷移＝軽負荷から重負荷へのモード遷移
　PFMモードの目的は高効率の実現であり、回路消費電流をいかに少なくするかが、大きな目標となります。例えば、負荷電流
が100µAで出力電圧が1.8Vの時、出力電力は180µWしかありません。この時に効率70%を実現するためには効率＝出力電力÷

（出力電力+損失）＝180µW÷（180µW+損失）＝70%となるので、損失を77µWに抑える必要があります。電源電圧が3.7Vの時、
20.8µAの回路消費電流があると、それだけでこの77µWを消費してしまうことになります。超軽負荷領域での効率は、基準電圧
源やコンパレータなどによる回路自己消費電流をいかに低下させるかによって、大きく左右されます。携帯機器用のDC/DCコン
バータでは、スイッチング停止時の自己消費電流を15µA程度にまで低減させることにより、高い効率を可能としていますが、ここ
まで低消費化するために、遅くても低消費なコンパレータが使用されます。
　軽負荷状態では、スイッチングとスイッチングの間は、出力コンデンサからの放電によるゆっくりとした電圧低下しか発生しませ
ん。コンデンサの電圧はΔV＝I×T÷Coで低下するので、出力容量が10µFで、負荷電流が100µAの場合、10mVの電圧低下
が発生するのに10mV＝100µA×T÷10µFよりT＝1msecかかります。電圧低下を検出するコンパレータに数10nsecで動作する
高速コンパレータは不要で、µsオーダーの低消費なコンパレータが使われます。

図7  SWピン電圧による不連続モードの検出
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　しかし、この低速コンパレータにより、負荷回路が休止状態から高速にフルパワー状態に起動して負荷電流が急増すると、問
題が発生します。コンパレータの応答速度が10µSで、負荷電流が急激に1Aまで増加すると、ΔV＝1A×10µS÷10µF＝1Vとなり、
電圧低下を検出した時点で、出力電圧は1V低下してしまうことになります。しかも、コンパレータが電圧低下を検出しても、PFM
モードなのでワンショットでFETをONして、出力電圧を数10mV上昇させるだけのエネルギーしか出力に供給できません。この
ため、その後にさらに電圧低下が発生していくことになります。
　高速な電流増加がある場合には、電圧低下を高速検出して、PFMからPWMに遷移して、電流供給を追従増加させるための
回路がないと、電流増加による電圧低下でCPUが暴走してしまうことになります。通常のPFM動作時には動作しない、少し低
い閾値電圧の高速コンパレータを持たせ、図8のように通常のPFM動作では応答できない負荷急増による電圧低下が発生する
と、高速のコンパレータ2が動作してPWMに遷移させ、負荷電流の増加に高速追従させるといったPWMへの高速切り替え回路
を持たせるなどの工夫が追加されます。こういった回路を内蔵していない電源ICを使用する場合は、ソフトウエアによる対応によ
りCPUの電流が急激に増加しないように、アイドル状態から通常動作モードへ遷移して、処理を開始するまでに遅延などを入れ、
電流増加速度を遅くして追従できるようにする、といった対応が必要となります。

PFMモードで動作している時の安定性
　PWM動作の多くの電源ICは、負帰還制御により出力電圧を一定に保っています。負帰還制御では位相余裕度とゲイン余裕と
いう2つの値により、サーボ制御系の安定性を判定しています。ところが、PFM動作では、1個のコンパレータによるH/Lの2値に
より、動作と停止を繰り返す非線形な01制御を行っており、負帰還による収束制御を行っていません。この結果、負帰還制御とい
う線形制御で使用する位相余裕やゲイン余裕での安定度を判定することはできません。
　負帰還制御では180度位相遅れにより正帰還となるので、発振するという問題がありますが、PFM制御では、電圧が下がれば
ON、上がればOFFという単純制御のために、制御は原理的に安定となります。というか、PFM動作は電圧遅延信号をコンパレー
タというインバータで受けるループ動作となるので、一種の発振器ということになります。負荷電流に依存した周波数で発振して
いる周波数変調の発振器として発振することにより、スイッチング動作しているので、発振しないための安定性条件が満足される
はずはありません。自動的にPFMモードに遷移する電源の位相ゲイン特性を測定する場合は、PFM動作に遷移しないように、
遷移電流以上の負荷電流を流した状態で測定する必要があります。測定中にPFMモードに遷移すると、コンパレータのON/
OFFによるハイゲイン状態となり、ゲインが振り切れて、ゲイン特性も位相特性もまったく測定不能状態となります。動作原理の
まったく異なるものを、異なる理論の測定器で測定することには、何の意味もありませんので、このICは安定性の判定ができない、
といった判断をしてはいけません。

図8  電流急増によるPFMモードからPWMモードへの遷移
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　DC/DCコンバータの効率はη＝出力電力÷入力電力です。この時、　入力電力＝出力電力+損失となります。DC/DCコンバー
タで発生する損失としては、高速でスイッチングすることによるFETでのスイッチング損失、FET、インダクタ、パターン配線の持
つ抵抗に流れる電流によるI2R損、インダクタでのヒステリシス損などによる交流損、電源IC自身の回路の自己消費電流による
損失など、様 な々損失があります。電源変換効率を上げるには、電源回路のどの部分で損失が発生しているかを分析し、各々個
別の対策が必要となります。しかし、そもそも入出力電力が正しく測定できているかに、注意する必要があります。

一般的に行われている効率の測定
　効率測定を行う時によく行われる、一般的だが、実はとっても荒っぽい測定法は、図1のように安定化電源と電子負荷を接続し、
この状態で各機器の表示機の値を読み取り、
　効率＝（電子負荷表示電圧×定電流設定値）÷（安定化電源設定電圧×安定化電源出力電流）
で計算して効率を求めるものです。しかし、安定化電源や電子
負荷の表示する電圧や電流は、どこの電圧で、どんな電流値を
計測したものでしょうか？安定化電源の出力電圧とDC/DCコン
バータの入力電圧、DC/DCコンバータの出力電圧と電子負荷の
測定電圧は、同じ電圧でしょうか？数10cmのワイヤーが持つ抵
抗による損失は、どこに計上されていますか？数%の誤差は簡
単に発生してしまいます。また、より高精度に測定しようとして、
電圧計と電流計を使用して計測を行った場合、さらに誤差を大
きくしてしまう場合があります。

平均電流と実効電流
　電圧や電流を測定する時、変動のない直流電圧や直流電流なら、どんな測定を行っても、1Vは1Vですし、1Aは1Aです。し
かし、DC/DCコンバータの入出力は　直流電圧+リップル電圧　による変動する電圧です。流れている入出力電流もコンデン
サで平滑されていますが、交流の変動成分を持った電流が流れています。電圧に実効電圧と平均電圧があるように、電流にも実
効電流と平均電流があります。パルス状の電流が流れる回路で発生する損失を、部分ごとに分けて測定する時、平均値を使わな
くてはいけない部分と、実効値を使わなければいけない部分があり、間違えると計算結果はまったく異なってしまいます。

パルス電流の簡単なモデルを考えてみます
　10Vの安定化電源から9.9Ωの負荷にデューティ10%で電流を流す、図2のような回路を考えます。スイッチに使用したFETの
ON抵抗を0.1Ωとします。スイッチが入ると流れる電流は電流＝電源電圧÷（スイッチ抵抗+負荷抵抗）＝10V÷（0.1Ω+9.9Ω）＝1A
となります。10Vの電源からは1Aの電流が1/10の時間だけ流れ出します。供給している電力Pinは10V×1A＝10Wの1/10の時
間だけ供給されるので、Pin＝10V×1A×10%＝1Wとなります。負荷抵抗で消費される電力PoはPo＝（1A×1A×9.9Ω）×10%＝
0.99Wとなり、効率はPo/Pinなのでη＝0.99W/1W＝99%となり、スイッチで発生する損失はPloss＝（1A×1A×0.1Ω）×10%＝
0.01Wで、入力電力1Wの1%となります。

19章  DCDCコンバータの効率と損失を測定する時の注意点

図1  DC/DCコンバータの効率測定

図2  パルス電流の時の平均値と実効値
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　では、1Aでデューティ10%の電流の電流値を計算してみると、平均電流は1A×10%の0.1Aとなりますが、実効電流は0.316A
となります。測定に使用した電流計が平均値型の場合は、0.1A、実効値型では0.316Aと、異なる数値となります。平均電流を使
用して計算すると、入力電力はVin×In＝10V×0.1A＝1Wと正しい値となりますが、スイッチでの損失をI2Rで計算するとI×I×
R＝0.1A×0.1A×0.1Ω＝0.001Wとなりますし、負荷抵抗ではI×I×R＝0.1A×0.1A×9.9Ω＝0.099Wになってしまいます。では、
実効値を使用すると、入力電力はVin×In＝10V×0.316A＝3.16Wと大きくなってしまいますが、スイッチ損失はI×I×R＝0.316A
×0.316A×0.1Ω＝0.01Wと正しい値となりますし、負荷抵抗でもI×I×R＝0.316A×0.316A×9.9Ω＝0.99Wとなりますので、正し
い値となります。
　電流が変動する回路の損失や電力を計算する場合には、場所に応じて平均電流と実効電流を使い分けて計算しないと、正し
い計算ができなくなります。では、電圧を測定すると、供給源の電圧は直流なので、実効値でも平均値でも10Vとなります。しかし、
負荷抵抗の両端で発生する平均電圧は0.99Vですが、実効電圧は3.13Vとなります。負荷抵抗で消費されている電力は、実効電
圧×実効電流＝3.13V×0.316A＝0.99Wとなりますが、抵抗負荷に平均電圧や平均電流を使用すると、値が違ってしまいます。パ
ルス電流が流れるDC/DCコンバータでは、平均値と実効値の意味をよく理解して、測定を行う必要があります。

電流計による測定
　電流測定には、卓上型のマルチメータやハンディタイプのデジタルテスタで使われます。しかし、これらの測定器は内蔵された
電流検出抵抗に発生する電圧を測定しています。例えば、FLUKE 87Vの内部検出抵抗は10Aレンジでは0.1Ωで、200mAレン
ジでは2Ωあります。200mAレンジでは、200mA流すと0.4Vの電圧ドロップが発生し、1.0V/10Aの電源の出力電流を測定しよ
うとしても、内部抵抗が0.1Ωあります。このため、図3では1.0Vの出力をテスタで短絡しても、10Aしか流れないということになり
ます。そして、これらのデジタルテスタやマルチメータのほとんどが、平均値しか測定できません。FLUKE 87Vは真の実効値を
測定できるとの記載がありますが、ACの測定だけでパルス（直流+交流）の場合は、平均値しか測定できません。

　DC/DCコンバータは、内部ではスイッチングによりパルス化された電流が流れていますが、入出力のコンデンサにより平滑され
ています。しかし、直流電流+リップル電流の状態で完全な直流電流とはなっていませんし、テスタの内部抵抗による電圧低下を
考慮した測定を行う必要があります。効率測定時の入力電流と出力電流の測定は平均電流でよいので、平均値型電流計で測定
できます。通常のテスタの速度は数10Hz程度で、スイッチング周波数のリップルを含む電流を正しく測定できるかが問題となりま
すが、多くのテスタが2重積分型による測定を行っており、低速でもその間の値を積分して平均値化した値を測定しています。こ
のことから、平均値としては正しい測定ができていることになります。
　放熱設計などで、回路でのI2Rによる発熱を算出する場合には、実効値を求める必要があります。FLUKE 289などの一部の
テスタで、AC+DCの真の実効値が測定可能と書かれたテスタは、パルス波の実効値を測定できますが、帯域が100KHz程度し
かないので、DC/DCコンバータの測定を高精度に行うことはできません。
　低出力電圧で大電流の電源ICの効率を測定しようとする時、出力電流を測定するためにテスタを挿入すると、その内部抵抗に
よる電圧ドロップにより、大きな測定誤差が発生する場合があるだけではなく、電源ラインの高インピーダンス化により、電源回
路が不安定になる場合さえあります。この対策として、電源ラインに低抵抗を挿入して、発生する電圧で測定する方法もありますが、
少ないとはいえ、抵抗による電圧低下と流れる電流の波形により発生する測定誤差に注意して、測定を行う必要があります。

図3  電流計による電圧降下と測定電圧
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電流検出抵抗+デジタルテスタによる電流の測定
　テスタの内部検出抵抗による測定誤差が大きいので、電圧ドロップを軽減する方法として、数10mΩの電流検出抵抗を挿入し
て、抵抗の両端に発生する電圧を測定することにより、I＝E/Rによる電流測定ができます。一般的な電圧計は平均電圧を測定す
るので、測定した電圧÷抵抗値は平均電流を測定していることになります。しかし、RMS電圧の測定器で計測すると、電流の実
効値を測定していることになります。電流に変動がある場合は、実効値と平均値は異なった値を示しますので、目的に応じて測定
器を使い分ける必要があります。また、入力電力は平均電流を、検出抵抗で発生する損失は実効電流を使う必要があります。

電流プローブによる測定
　電流プローブはCT（カレント・トランス）で電線をクランプし、電流を測定します。しかし、電流プローブはインダクタとして作
用するために、高速のスイッチング電流波形を測定すると、そのL成分により高周波での波形がなまります。プローブを入れる前
と測定時の電流波形は、厳密には異なっているということに注意する必要があります。また、電流プローブは電流波形を確認す
るにはよいのですが、0点のずれもあり、電流値を高精度に読み取ることができません。そのため、高精度に効率を測定するとい
う目的には不向きです。しかし、正しい方法で電流を測定しているかを確認するために、電流波形の確認は必要です。

電流検出抵抗+オシロスコープによる電圧波形観測
　電流検出抵抗を挿入する、オシロスコープによる電流波形の観測は、電流プローブと異なり、高域での波形遅延の発生は少な
いのですが、抵抗により電圧低下が発生しますので電力計算への影響が発生します。

DC/DCコンバータの入出力電流と入出力電圧の波形
　DC/DCコンバータの出力にはリップル電圧が発生していますので、完全な直流とは言えませんが、変化量が小さいことから、
電圧計と電流計で測定しても大きな誤差は発生しません。しかし、降圧型DC/DCコンバータの入力ピンでの電流はパルス状とな
り、入力コンデンサと電力供給源のインピーダンスによって発生する入力電圧と入力電流の変動により、入力電力の測定には大き
な誤差が発生することがあります。

降圧型DC/DCコンバータの入力電圧と電流、例えば10Vから1V/10Aを作っている場合
　降圧型のDC/DCコンバータは、ハイサイドのスイッチをVin/Voutの比率でON/OFFさせてパルス状にしたエネルギーを、LCフィ
ルタで直流に戻しています。よって電源回路への流入電流も、スイッチのON/OFFによるパルス状となります。たとえば、10Vから
1V/10Aを作っている場合、図4のようにデューティは1V/10V＝10%となり、スイッチがONした時に、10Aの電流を流してインダクタ
にエネルギーを蓄積します。OFF時には入力電流は0Aとなります。OFF時の90%の時間には、インダクタに蓄積したエネルギー
により、負荷に継続的に10Aを供給します。入力の電流は10%の時間10A、残りの90%の時間0Aで、平均電流は1Aとなります（実
際には変換効率による損失が追加されるので、ON時間は10%より少し多くなり、入力平均電流もその分増加します。）

図4  降圧DCDCコンバータの各部の電流波形
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　このパルス状の電流は入力コンデンサで平滑されるので、元の電源を供給している電流は10A/0Aと変動しているわけではあ
りません。しかし、100%平滑して1Aの直流電流に平滑できるような、ESRとESLが0Ωで、容量が無限大の理想コンデンサは
存在しないので、供給電源からはかなりの変動を伴った、平均値が1Aの電流が流れていることになります。入力コンデンサの種
類（電解コンかセラコンか）、容量、その時の電源の出力電流などにより、入力電流の変動成分は大幅に変動する可能性がありま
す。大きな変動が発生しているかもしれない電流を測定する時には、その電流変動の発生している波形と周波数の電流値を正し
く測定する能力を、測定器が持っているかどうかを、確認しておく必要があります。
　入力コンデンサの容量が十分でなく、さらにESR、ELSが高いほど、このパルス電流を十分に平滑することができなくなり、電
源の入力電圧と電流にリップルが発生します。どれだけの電圧・電流変動が発生するかは、電力供給源、電源供給ライン、コン
デンサのインピーダンスに左右されますが、もし供給側のインピーダンスが非常に低いと、コンデンサに電流が流れなくなり、供
給源からはパルス状の電流が流れることになります。供給側のインピーダンスが高いと、コンデンサの高インピーダンスに応じた
入力電圧リップルが発生することとなります。いずれにせよ、電源に供給される電圧と電流は、スイッチングにより変動している状
態となります。

入力コンデンサの大きさによる入力電流波形の変化の測定
　TPS40060の評価基板は、入力コンデンサに1uFのセラコンを2個と470uFの電解コンデンサを使用しています。Vin＝33V、
Vout＝3.3V（10%デューティ）、Io＝3Aで動作させた時に、470uFのコンデンサの有無で入力電圧・電流波形がどう変化するかを
見てみます。入力平均電流はいずれも0.36Aとなりましたが、入力コンデンサが2uF+470uFの場合は、図5-Aのように、ほぼ平滑
されています。だが、470uFの電解コンデンサを取り除き、入力コンデンサがセラコンだけの2uFしかない状態にすると、入力電
流の波形は図5-Bのように、スイッチング周波数260kHzの正弦波状の電流波形となっています。

　電流がここまで変動すると、測定器の特性と性能によっては、電流の測定値に大きな誤差が発生する可能性が出てきます。負
荷電流が大きく、スイッチングが連続している場合でも、入力電流は高速で大きく変動している可能性があります。さらに、省エ
ネ運転に対応したPFM動作による軽負荷モードを持ったDC/DCコンバータの場合、軽負荷での効率を測定する場合は、スイッ
チング動作が間欠的になるので、入力電流も間欠的となり、測定方法に特に注意しないと、さらに大きな測定誤差が発生すること
があります。

出力電圧
2V/D

ΔV＝400mVPP
ΔV＝800mVPP

Δ I＝100mA Δ I＝600mA

出力電圧
2V/D

入力電圧
200mV/D

入力電圧
500mV/D

入力電流
200mA/D

入力電流
200mA/D

図5-A  Cin＝2uF+470uF Io＝3A、Iin_ave＝0.36A 図5-B  Cin＝2uF、Io＝3A、Iin_ave＝0.36A
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軽負荷動作時のDC/DCコンバータの効率測定
　軽負荷時の効率を向上させるためのPFMモードですが、軽負荷時の効率を正確に測定するのは困難です。軽負荷時の平均
出力電流は数 mA未満の低い電流レベルですが、電源ICはこの電流を連続して流すのではなく、大きな電流を短時間だけ流し、
長い間停止する、を繰り返す間欠運転を行い、平均電流で小さな電流を供給しています。
TPS62260では入力電流は、図6右下のように、スイッチング動作時にはピークで300mA程度の電流が1µsec以下の間に瞬間的
に流し、スイッチング停止持には、ICの無負荷時自己消費電流である15µA程度の電流まで低下するという、間欠運転により電流
が流れます。負荷電流に応じて、このパルス電流の間隔が制御される結果、スイッチング周波数がほぼ負荷電流に比例した周波
数となることから、Pulse Frequency Modulation（PFM）制御と呼ばれます。負荷電流が10mAの時には入力電流はリップルの
ある連続した電流となりますが、1mAの場合、入力電流は電流が0まで下がる間欠電流となります。パルス状の300mAの入力電
流は入力コンデンサにより平滑されますが、10µFのセラコンによる平滑により、図6左下のようにピークで5mA程度の変動する電
流となります。平均電流は0.5mA程度となりますが、直流電流になっているわけではありません。

　この電流と入力ラインのインピーダンスにより、入力電圧がピークで20mV程度低下していますが、それ以外のほとんどの時
間、15µA程度まで電流が減少するので、電圧低下はほとんどなくなり、測定される入力電圧は、ほぼこの電圧となります。しか
し、DC/DCコンバータがスイッチングによりエネルギーを取り込んでいる時の電圧は、電圧が低下している状態の時なので、無
負荷状態の高い電圧×入力電流による入力電力ではなく、低下している電圧×入力電流の積値を時間積分することにより、正しい
入力電力が求められるということになります。ただし、この評価基板での測定では、入力電圧3.6Vに対して電圧低下はピークで
も10mV程度で、最悪値でも10/3600＝0.3%しかないので、誤差として無視してしまっても、大きな影響はありません。しかし、前
述のように、入力コンデンサの容量が規定値より少ない場合は、このパルス電流が十分に平滑されないので、大きな影響が出るこ
とになります。
　図7左は入力コンデンサを2.2µFと1/5まで減少した時、右は入力コンデンサを32µF（10+22）まで増加させた時の入力電圧・
電流波形です。入力コンデンサが2.2µFと少ないと、電流のピーク値は10mAまで、電圧降下は50mVまで増加しています。ピー
クでは1.4%の電圧降下となっていますので、無視できないレベルの誤差が発生しています。測定する電源のPFM動作の方式、
使用する供給電源のインピーダンスや電流計の影響で、この誤差はさらに大きな値となる可能性があります。また、この測定では
低耐圧の降圧コンバータを使用し、入力電圧も3.6Vと低いので、セラミックコンデンサのDCバイアス特性の影響はさほどではあ
りません。しかし、高入力電圧の降圧コンバータの場合で、入力電圧が10Vを超えるような高電圧からの降圧の場合は、入力コ
ンデンサの実容量がカタログ表記容量の数分の1しかない場合があります。それなりの容量を付けたつもりでも、実際には図7左
の状態になっている場合がありますので、注意が必要です。容量を増加させると、電圧・電流のリップルはさらに減少し、より直
流の電圧電流に近づき、より高精度な測定が可能となります。

図6  PFM動作時の入力電圧・電流波形

Cin＝2.2µF Cin＝10µF+22µF＝33µF

図7  PFM動作時の入力コンデンサの容量と入力電流・電圧

20mV

Vout

Vin

Iin5mA
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できるだけ正確な効率の測定方法
　入力にコンデンサを追加接続して、間欠運転により発生するリップル電流を平滑化して、供給電流を直流化して測定することに
より、測定器や電源ラインのインピーダンスの影響で発生する、過渡的な電圧変動による電圧測定誤差を小さくすることができま
す。効率を測定する時には、常に入力コンデンサの追加を行ってから測定することにより、測定誤差を最小とすることができます。
大容量のコンデンサであってもPOS-CAPやOS-CONは電解コンデンサに比べると高周波特性が良いとは言っても、せいぜい
500kHz以下でしか使用できません。PFM動作ではスイッチング周波数のインターバルが広がることにより、スイッチング周波数
が低下していますが、各々のパルスは1µS未満で動作が完結しているので、このパルス電流を平滑するには、1MH以上の特性を
持ったコンデンサを使用する必要があります。図8のように、22µF以下の様 な々容量のセラコンをできるだけ多くの数、並列接続
して、入力フィルタを構成します。

さらなるパルス駆動型の電源
　近年、家電製品の待機電力をできるだけ0Wにしようという省エネへの追求から、このPFM制御という間欠運転制御が、AC/
DCの電源にまで及んでいます。低消費のマイコンでは、リチウムコイン電池だけで1年間動作できるような製品もありますので、
待機時動作電力はµWの領域まで低減できます。しかし、AC/DCのスイッチング電源は、無負荷でも数百mWの電力を消費し
ています。そこで、マイコンが数秒間から数分間動作を継続できる大容量のコンデンサを設け、AC/DCの動作をリモートで停止
させることにより、コンデンサの電荷で動作している間のAC/DCの消費電量を0にできます。
　マイコンはコンデンサの電荷が減少すると、AC/DCを再起動させ、電荷を補充します。こうなると、電源回路への入力電流は
数秒から数分に1回、パルス状に大電流が流れ、インターバルの間はリーク電流程度しか流れないことになり、平均電力を大幅に
減少できます。この状態での効率測定は、前述のコンデンサによる平均化では測定できないので、停止時の微小電力を高精度に
測定、スイッチング動作時はパルス状の大電流を高速高精度に測定して、電力計測を行い、動作割合で平均効率を算出する必要
が出てきます。このことから、高速のADコンバータを搭載したPCを使用した計測システムによる、長周期での測定システムが必
要となります。
　DC/DCコンバータの効率を測定すると、データシートに記載された効率より低い値となり、期待した効率が得られないことが
あります。インダクタなどの周辺部品を変更した結果、損失が増加して、効率が低下する場合もありますが、部品変更を行ってい
ない評価基板を測定しただけで、効率の差が発生することがあります。この差はなぜ発生するのでしょうか。

図8  効率測定時には入力コンデンサを追加して測定する

様々な容量のセラコンを
Vinに最短距離で接続
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データシートに記載された効率カーブと実測時の温度の影響
　電源の効率は使用部品により変わるだけではなく、環境温度や基板温度の影響も受けます。温度の影響を最も受けるのは、
FETのON抵抗（RDSON）による損失です。FETのソースドレイン間の抵抗RdsONは温度の関数となり、図9に示すように、高
温になるほど、抵抗値が上昇します。ディバイスにもよりますが100℃の温度上昇で、20% ～ 40%抵抗が増加します。スイッチで
発生する導通損失はI2×RdsON×ON比率となるので、大電流を流すことによる温度上昇で抵抗値が増加して、発生する損失が
増加し、さらに温度が上昇する、という悪循環が発生してしまい、損失が時間とともに増加して効率が低下していきます。
　このため、手動で時間をかけて効率を測定すると、FETの温度上昇より損失が増加してから、測定を行うこととなり、効率が
悪いデータとなります。計測器と電子負荷をCPU制御による自動測定にすると、短時間で測定することが可能となります。温度
上昇前に測定が完了するので、効率が良いデータとなることがあります。また、評価時の基板と設計した実使用基板でサイズや基
板の構造が異なると、放熱条件が変化して（大抵は実基板の方が小さく温度上昇が大きくなる）、温度上昇が変化し、結果として
効率が変化してしまうことがあります。データシートでの効率グラフは、あくまで特定条件下でこの値を示しましたという一例であ
り、実使用条件では、使用する部品、基板、環境により発生する損失が大幅に変化するので、あくまで参考にしかならないことに
注意して下さい。

インダクタを変更した場合の効率への影響
　インダクタンス値の変更：インダクタンス値を大きくするとインダクタリップル電流が減少し、小さくするとリップル電圧は大きくな
ります。では、効率への影響はというと、同じ外型寸法の場合、図10のようになります。インダクタンス値を大きくすると、巻線の
ターン数を増加させるために、より細くて長い線を巻く必要があります。これにより、銅線の抵抗が増加し、抵抗損が増加するの
で、重負荷時の効率が低下します。軽負荷領域では抵抗の影響は減少し、インダクタリップル電流の減少による交流損失の低下
が抵抗損の増加を上回る状態となると、効率が上昇する場合が多くなります。インダクタンス値を小さくすると、抵抗値の減少か
ら高負荷での効率が上昇し、軽負荷での効率が低下するという傾向が出てきます。

図9  ジャンクション温度対 FETのオン抵抗Rdson

図10  インダクタンス値と効率
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　インダクタのサイズ変更：基板面積や高さの制約から、外形寸法の小さなインダクタに変更されることが、よくあります。インダ
クンス値はそのままで、寸法が小さくするためは、より細い電線を、断面積の小さなコアに巻いて作る結果、直流抵抗が大きくなり、
抵抗損が増加して効率が低下します。軽負荷領域では、抵抗損の増加も、磁束密度の増加もあまり影響しないので、大きな影響
は発生しませんが、負荷電流が大きな領域では、電流によるコア材での磁束密度の増加の結果、ヒステリシス損の増加などによ
るコア損失の増加が発生し、効率が低下します。また、インダクタのサイズが小さくなり、発熱量が増加するということは、インダ
クタ自体の温度上昇も大きくなります。インダクタが高温になると、巻線である銅の抵抗値も上昇するので、抵抗損はさらに増加し
て、さらなる温度上昇という悪循環に陥ります。また、サイズの小さなインダクタはインダクタに流せる最大電流も低下します。電
流の増加によるインダクタンス値の減少が発生し、これによるリップル電流の増加により、コア損も増大しますので、効率低下をさ
らに加速させます。
　直流重畳特性によりインダクタンス値が減少するインダクタ：最近、コア材としてフェライトではなく、メタルを使用したインダク
タが多くなってきました。フェライト系のインダクタとメタル系のインダクタでは、電流に対するインダクタンス値の低下のカーブが
大きく異なります。メタル系は過電流状態でもインダクタンス値が激減しないで、緩やかに低下するため、過負荷状態でも電源の
動作安定を確保できる設計が可能となります。しかし、通常使用領域でも負荷電流によって、インダクタンス値が初期値（電流0
の時の値）の半分以下にまで低下する場合があります。この結果、リップル電流値は2倍以上まで増加するので、高負荷時のイン
ダクタでの損失が増加してしまいます。しかし、高負荷時の低いインダクタンス値で回路設計すると、軽負荷電はインダクタンス値
の増加により損失が軽減するので、軽負荷効率を向上させる設計とすることもできます。

スナバで発生する損失による効率の低下
　基板のアートワークや部品の選択が悪いと、スイッチノードにリンギングが発生して、高電圧のオーバーシュートが発生することが
あります。対策として、スイッチノードにRCスナバを挿入して、リンギングをダンピングさせることができます。スナバのコンデンサ容
量を大きくするほど、リンギングが減少しますが、容量を大きくすることにより、スナバで発生する損失が増加するので、効率に大き
な影響を及ぼすことを忘れてはいけません。スナバで使用されるコンデンサは大きくても数1000pF程度で、これに4.7Ω程度のダ
ンピング抵抗が直列に接続されていますが、この抵抗で損失が発生するということが認識されていないことがよくあります。
　図11に示すように、スイッチングの1サイクルごとに、スイッチノードの電位は電源電圧（Vin）とGNDを行き来するので、スナバの
コンデンサは、Vinまでの充電と0Vまでの放電を繰り返します。Vinまで充電された時、コンデンサにはCVin2/2のエネルギー
が蓄積されますが、この充電を行う時には、スナバに直列に接続された抵抗に充電されたエネルギーと同じCVin2/2の抵抗損が
発生します。スイッチノードがGND電位に低下すると、コンデンサに蓄積されたエネルギーは抵抗を経由してすべて放電されるの
で、抵抗でCVin2/2のエネルギーが消費されます。スイッチングの1サイクルで合計CVin2の損失が抵抗で発生します。損失はス
イッチングの回数だけ発生するので、発生する損失は　CVin2Fswとなります。例えば、スナバのCが1000pF、Vinが24V、Fsw
が1MHzの時は1E10-9×242×1E106＝0.58Wの損失がスナバのダンピング抵抗で発生します。PWM動作の場合、無負荷でもス
イッチングは継続しているので、固定損となり、軽負荷での効率を大幅に低下さます。また、この全損失が抵抗で発生することか
ら、抵抗の許容損失にも注意しないと、抵抗が焼損することがあります。

図11  スイッチングによるスナバのコンデンサの充放電
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そもそも何故、電源ラインに大容量のコンデンサが必要なのか
　DC/DCコンバータの出力の電源ラインには、数多くのパスコンが付けられます。昔はパスコンと言えば0.1µFのセラコンが多く
使用されましたが、CPUやFPGAの高速化に伴い、さらに高周波特性の良い0.01µFや1nF未満へと移行しまいた。これとは別に、
多くの回路ブロックの電源入力部には、100µFクラスのコンデンサを電源ラインに設置していることが多くあります。これは何の
ために付いているのでしょうか。

電源回路の変遷
　DC/DCコンバータのスイッチング周波数は20kHz程
度から始まり、現在では携帯機器用では6MHzという高
速で動作するようになっています。スイッチング速度の上
昇により、インダクタンス値は1µH前後まで小さくなり、
出力コンデンサは数1000µFから数10µFへと減少しまし
た。インダクタンス値の減少はI＝T×V÷Lによるインダ
クタ電流の増加速度を向上させ、高速負荷変動に追従応
答する電源を可能としました。
　これにより、図1に示すように、電源回路の応答遅延の
間、出力電圧を保持するために必要な電荷量を確保でき
るコンデンサの容量を、大幅に減少させることが可能とな
りました。出力コンデンサの容量が数1000µFから数10µFに減少することにより、ESLが大きく、容量抜けの問題のあるアルミ
電解コンデンサから、低ESLの積層セラミックコンデンサへの移行が可能となり、電源の小型化だけではなく、長期的な信頼性
の向上にも、大きな効果がありました。

何故パスコンが必要なのか
　負荷電流の変動が発生すると、出力電圧が変動しま
す。電圧変動を検出したDC/DCコンバータは、負帰還
制御により、負荷電流の変動に追従して、出力電圧を一
定に保とうとします。しかし、負帰還制御には応答遅延
が必ずあり、位相遅れが発生する高域でのゲインを落と
すことにより発振を防止し、安定動作を確保しているた
めに、必ず応答速度が遅くなっています。180度の位相
遅れがインダクタとコンデンサによるLCで発生するので、
Type1型の位相補償ではスイッチング周波数の1/300以
下程度、高速応答型のType3制御でも、スイッチング周
波数の1/10程度のバンド幅が限界となります。スイッチ
ング周波数が100KHzの時代のType1では、バンド幅
は数100Hz程度しかなく、負荷電流の高速変動に対し
て、msec単位での電圧保持が必要であったために、数
1000µFの出力容量が必要でした。

20章  DC/DCコンバータの出力に大容量のパスコンを付けることによる問題の発生

図1  電源の速度と過渡応答時のふるまい

図2  負荷近傍の中、小容量のパスコンの働き
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　ところが、アルミ電解コンデンサは構造的に絶縁体をアルミ箔で挟んで作った長細いコンデンサを巻いて、円筒状に作られてお
り、大きな抵抗成分とインダクタンス成分を持っていました。このために、図2に示すように、高速で電流を取り出そうとしても、抵
抗とインダクタンスによる電圧低下により、アンダーシュートが発生してしまいます。
　この電圧低下をさらに大きくしたのが、電源回路と負荷との間を接続する電源ラインでした。当時は集中型電源が使用されて
いたので、電源は基板の外にあり、電源ユニットと負荷回路はワイヤーハーネス、基板電源端子でのコネクタ接続、コネクタから
負荷への電源バスラインという、総長30cm ～ 50cm程度の経路を通って供給されていました。この配線の持つ抵抗とインダクタ
ンスによる電圧のアンダーシュートが、さらなる電圧低下を発生させてしまい、負荷端では大きな電圧低下が起こっていました。
　これをカバーするために用いられたのが、基板に設置されたESL、ESRの低い100µF程度の小容量電解コンデンサと、負荷近
傍の電源ラインに設けられた小容量のセラコンによるパスコンです。これらのコンデンサにより高速負荷変動の初期電流をここ
から供給し、電源の出力コンデンサからは、より低速となった変動電流を供給するようにして、インダクタンス成分による電圧のア
ンダーシュートの発生を防止していました。

電源 ICから見た追加の負荷容量の影響
　電源ICから見ると、パスコンの容量は出力コンデンサの容量に加算されるので、DC/DCコンバータのLCフィルタのコーナー
周波数は、電源単独での動作時よりも低いコーナー周波数で、動作することになります。しかし、電源ICの出力コンデンサに
1000uFが使用されていた場合、これに各ブロック100µF×10ブロックで合計1000uFのコンデンサが追加されたとしても、コー
ナー周波数は30%程度しか低下しないので、動作点に大きな変動は発生せず、問題にはなりませんでした。
　電源ICの高速化により、出力コンデンサの容量は減少していき、コンデンサ自体も高周波特性の良いコンデンサへと進化し、
ESR、ESLが減少し、電源自体の持つ出力インピーダンスが低下しました。さらにPOL電源となり、電源回路が基板の外から、
オンボードでの実装に変わり、配線長が短くなり、インダクタンス成分が小さくなりました。これらの結果、100uFクラスの中間部
のデカップリングコンデンサは不要となり、電源の持つ数10µFの出力コンデンサの後には、負荷回路のさらなる高速化（数 MHz
のクロックから数100MHzや数GHzへと高速化）に対応した高周波用パスコンとして、自己共振周波数が30MHz程度の0.1µF、
数100MH程度である1nF、さらに負荷直近の小容量のコンデンサによるパスコンの使用による、高速型デカップリングネットワー
クへと変化していきました。
　しかし、電源回路は大容量の出力コンデンサを不要とする高速化を実現しているにもかかわらず、各回路ブロックを設計して
いるエンジニアは電源回路の進化についての認識がないために、長年の経験から、自分の回路ブロックの電源ラインには小容量
の高速用パスコンだけではなく、100µFクラスのバルク・コンデンサを必ずつけてしまいます。この結果、高速電源回路は自身
の出力コンデンサには22µFを使用しているのに、10ブロックの回路に電源を供給している場合、各ブロックのコンデンサにより、
100µF×10＝1000µFのコンデンサが出力に追加接続されている状態となります。この結果、LCフィルタのコーナー周波数が約
1/7になり、様 な々トラブルを引き起こす原因となっている場合があります。

大容量パスコンによる電源の安定性と応答速度の問題
　電源ICの高速化により、出力フィルタのLC値が小さくなってきています。出力コンデンサに22µFしか必要としていない高速
型電源ICの出力ラインに、大容量のバルク・コンデンサが接続されていると、電源ICの挙動はどのような影響を受けるでしょうか。



76

電源回路の負帰還制御に対する影響（応答特性と安定性）
　PWM方式の電源の多くは、出力電圧をパワー段に負帰還をかけて制御を行っています。しかし、出力電圧の応答は、出力LC
フィルタのコーナー周波数を超えると位相が180度遅れるために、制御系の位相・周波数特性が出力LCフィルタのコーナー周波
数に大きく影響を受けます。LCコーナー周波数以上のバンド幅を持たせた負帰還制御において、安定した制御が行われるよう
に位相補償を行い、ゲイン余裕と位相余裕が得られるように位相補償回路の設計が行われます。
　ところが、この位相補償の設計の最初のスタートポイントは、LCフィルタによるコーナー周波数を起点にして、ゼロとポールの
周波数を設定し、エラーアンプ周辺のRCを設計することになります。電源単体で動作させるには、使用するインダクタの値と出
力コンデンサの容量でLCコーナー周波数が設定されますが、実機では電源出力に接続された負荷回路の入力コンデンサが、電
源の出力容量に加算されることになります。合計された出力コンデンサの値が増加すると、LCコーナー周波数は合計出力容量
の1/√倍となります。合計容量が2倍程度なら大きな影響はありません。しかし、仮に出力容量が10µFの電源に1000µFといっ
た100倍の負荷容量が接続されると、コーナー周波数が1/10に低下してしまい、電源としての特性に大幅な影響を及ぼします。
　位相補償回路の設計は、電源単独動作での設計で行なわれ、LCの位相遅延が発生する周波数に合わせて、位相補償を行い
ます。しかし、出力容量の増大によりLCコーナー周波数が低下するので、位相が遅延する周波数も低下してしまい、位相補償を
設計した周波数と異なる低い周波数で、位相遅延が発生してしまいます。この結果、位相補償が正しく機能しなくなります。しか
も、LCフィルタのコーナー周波数の低下は高域のゲインを低下させることから、電源の応答速度が低下してしまいます。
　TPS54218EVM（評価基板）は出力コンデンサに22µFを2個使用していますが、これに2250µF（POS-CAP：220µF×10個
+セラコン10µF×5個）を追加して合計2294µFにすると、位相特性がどうなるかを測定してみました。図3は改造前の特性で、L
＝2.2µH、Co＝44µFでコーナー周波数16.2kHz、位相余裕52
度、ゲイン余裕-20dB、バンド幅44KHzです。コンデンサの追
加により、L＝2.2µH、Co＝2294µFとなり、コーナー周波数が
2.2kHzと低下しているのに、それに合わせた位相補償が行われ
ていないために、図4のようにボーデ線図は変な特性となります。
100Hz ～ 1KHzで一度LCによる位相遅れが発生してから、位
相補償により位相が進んでいます。LCコーナー周波数が低下し
たために、バンド幅も4kHz程度と1/10以下まで低下しています。
高域での位相補償は効いているので、無駄に高域まで位相遅れ
は発生しておらず、位相余裕123度、ゲイン余裕20dBとなってい
ますが、幸い最初の位相遅れでも45°の位相余裕が確保されて
いたので、この状態でも電源の動作は安定していました。バン
ド幅の低下により、応答特性が低下しているのですが、巨大な
出力コンデンサのおかげで、過渡応答時の電圧のアンダーシュー
トも少なく、動作上の問題点は発見できませんでした。出力コン
デンサが設計値より小さくなる場合は、発振に至るなど様 な々問
題が発生しますが、大きくなる分には安定性の問題は発生しにく
いようです（あくまで今回の実験の測定結果であり、すべての条
件で安定するというわけではありません）。
　では、何が問題かと言えば、せっかく小さな出力コンデンサで
動作可能な高速DC/DCコンバータが、巨大な出力容量により低
速動作しかできなくなり、不要な大容量の分だけコストアップにな
るという点です。電解コンデンサの時代には、長期的な容量低下
が発生しても、電源ラインのコンデンサにより容量減少の補完が
行われていましたが、セラコンにはそういった問題は発生しない
ことから、単に無駄が多い設計となっています。さらに、これ以
外にも様 な々問題の原因となります。

図3  TPS54218EVMのボーデ線図

図4  合計容量2294µF時のボーデ線図
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ソフトスタートの起動時間に問題が発生することがあります
　標準出力容量が22µFで、3.3V/1Aの電源のソフトスタートが
1msの場合、電源回路は起動時には22µF の容量を1msecの時
間で3.3Vまで直線的に電圧上昇させます。この間、Q＝IT＝CV
よりI＝CV÷T＝22µF×3.3V÷1ms＝72.6mAの定電流で出力
コンデンサを充電することにより、3.3Vまで直線的に電圧が上昇
します。この電源の出力に合計1000µFのコンデンサが追加され
ていると、ソフトスタートは同じ1msで、電圧を上昇させようとしま
す。合計1022µFの容量を1msで3.3Vまで上昇させるのに必要な
電流は、1022µF×3.3V÷1ms＝3.37Aとなります。1Aの電源な
ので、この電流は供給できず、過電流制限が1.5Aで動作したとす
ると、起動時は図5のように過電流制限の動作による1.5Aの定電
流充電状態となり、電源回路の持つソフトスター時間内には電圧
が上昇せず、T＝CV/I＝1022µF×3.3V÷1.5A＝2.25ms後に電
圧が3.3Vに達する状態となります。電圧の立ち上がりが遅れる
ことにより、シーケンス制御での起動のタイミングに問題が発生
する可能性が出てきます。さらに、起動時に過電流状態が連続し
て発生するので、発熱により過熱保護回路が動作し、シャットダ
ウンしてしまい、起動不全に陥る可能性や、ラッチ型の過電流保
護の場合、過電流により電源がシャットダウンしてしまい、起動で
きなくなる可能性などが出てきます。電源単独では正常に起動す
るのに、実負荷に接続すると、起動不全となってしまいます。こ
の場合は、定格電流以下で起動するように、ソフトスタート時間
をT＝1022µF×3.3V÷1A＝3.4msより長くするなどの、変更が必
要となります。

リセット時の大容量パスコンの電荷放電時に発生する問題
　電源を短時間の間OFFにして再度ONにすると、出力コンデンサの電荷が残ったまま再起動されるので、負荷への供給電圧
が0Vにならないで電圧が元に戻り、負荷回路が電源リセットされなくなります。これを防止するために、ディスエーブル時に出力
コンデンサの電荷を放電させて、出力電圧を0Vに低下させる、出力放電回路を持っている電源ICが多くなってきました。また、
同期整流のICではディスエーブルすると、0Vから設定電圧に上昇させようとして、出力コンデンサの電荷を放電させてから起動
しようとします。この機能を持った電源ICに大容量コンデンサを接続すると、どうなるでしょうか。

図5  過電流制限動作状態での起動



78

放電抵抗による放電制御回路
　TI社のDC/DCコンバータで放電回路を持っている製品の多くは、図6のように、放電制御に出力ピンやSWノードかVoutピ
ンから抵抗経由でGNDに接続する、抵抗放電方式を採用しています。例えば、TPS62065ではSWノードから200Ωの抵抗で
GNDに接続することにより、RC時定数で出力電圧は低下します。放電時間は出力の容量と、放電抵抗値の積値に依存します。
電圧が1/20まで低下する時間はT＝3×RCなので、出力コンデンサが22uFの時はT＝3×200Ω×10µF＝6msecとなります。電
源IC単独で運転する場合はこの時間で電圧が低下しますが、出力ラインにバルク・コンデンサが接続されていると、そのコンデ
ンサの電荷もこの抵抗で放電することになります。時定数を決定するCの値は、電源出力ラインに接続された全てのコンデンサと
の合計容量となるので、100倍の容量の1000µFが追加されていると、放電時間は0.6秒となり、短時間のOFF/ONでは電圧が低
下しないという問題が発生します。

同期整流スイッチによるシンク方式による放電制御
　同期整流方式の電源でのもう一つの方法が、ソフトスタートの逆動作をさせて、基準電圧を一定速度（例えば1msec）で電圧を
低下させることにより、出力電圧をこのペースで低下させる電圧制御により、出力電圧を強制的に0Vへと低下させる方法です。電
源ICの回路シャットダウンは、出力電圧の低下後に行われます。出力電圧の低下時間は基準電圧の低下時間となります。出力容
量や電圧などに依存しない一定の時間で、0Vまで低下させることができるので、タイミング設計では非常に便利な機構です。回
路的には抵抗放電のように熱損が発生せず、図8に示すように、放電電流はインダクタを逆流し、ローサイドスイッチのOFFによ
る昇圧動作で、入力電圧まで昇圧して入力へ戻る、エネルギ回生動作となります。このことから、エネルギ損失も少ない状態で、
出力電圧を低下させることができます。しかし、この方式でも、電源単独での動作であれば問題は発生しませんが、出力に大容
量のコンデンサが接続されていると、問題が発生することがあります。

図7  抵抗放電による出力電圧の低下図6  内蔵された出力電圧放電回路

図8  メインスイッチのシンク動作による出力電圧の放電
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　出力コンデンサが10uFでVoが3.3Vの場合、出力電圧を1msecで0Vまで下げるには、Q＝CVからI＝CV/T＝10µF×3.3V÷
1msec＝33mAの放電電流となります。ところが、電源の出力ラインに、例えば、合計1000uFのコンデンサが接続されていると、
シンクされる電流はI＝1000µF×3.3V÷1msec＝3.3Aという大きな電流となります。この電流がローサイドスイッチに流せる電流
を超過している場合、なんらかのダメージが発生する場合もあります。出力可能な電流以上の電流をシンクすれば、設計以上の
電流によりインダクタが飽和し、L値の低下によりシンク電流はさらなる増加を発生し、スイッチを破壊してしまうことになります。
　この過大電流によるICの破壊を防止するためには、ローサイドスイッチが規定以上の電流をシンクした場合にも、過電流制限
が動作してシンク動作を停止させて、一定以上の電流をシンクさせない機能が必要となります。しかし、この機能を持っていると
出力コンデンサの放電電流が制限されるので、放電時間が予定以上に伸びてしまうという事態が発生します。これにより、放電
時間に制限がある場合は、新たな問題が発生することになります。

放電制御を行っていない場合の同期整流のリセット時の動作
　同期整流法う式では、出力放電制御を行っていない場合でも、リセットに
よりソフトスタートが初期化されると、出力電圧を短時間で0Vまで放電しよ
うとします。逆流電流は前項よりも時間が短い分、大きな電流値となり、電源
単独時でも数 Aまで増大します。大容量コンデンサが付いている場合には、
数10Aの逆電流がローサイドに流れるので、過大電流で焼損する可能性が
発生します。この焼損を防止するために、逆流電流にも過電流制限を持ち電
流制御する製品や、ソフトスタート期間にはシンク動作しない（電圧は下がら
ないので電源リセットは不定となる）機能を持った製品もあります。
　逆流放電により出力コンデンサの電圧が0Vに到達した時、インダクタに
は大きな逆流電流が流れています。シンク停止によりローサイドスイッチが
OFFになりますが、インダクタ電流により昇圧動作が行われ、インダクタ電
流が0になるまで入力側へ電流が流れ、回生動作を行います。この時、インダ
クタ電流が0になるまでの間、コンデンサからの放電が継続することになり、
コンデンサが負に充電されることにより、Voutには負電圧が発生します。こ
の電圧が-0.3Vを超えると、負荷回路のVccでの負電圧の絶対最大定格で
ある-0.3Vを超えることとなります。それにより、インダクタ電流はコンデン
サ経由ではなく、負荷回路のESD保護ダイオードを経由して電流が流れる
状態となります。この電流により負荷のデバイスを破壊する可能性が発生し
ます。シンク動作による強制放電機能を持った、同期整流方式の電源ICを
使用する場合は、リセット時にVoutが-0.3Vを超える電圧まで低下していな
いことを確認しておく必要があります。

図9  シンク動作による出力の負電圧の発生
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シンク型の電荷放電による入力電圧の上昇による問題
　シンク動作による出力放電機能を持った電源ICの出力に、大容量コンデンサが接続されている場合、放電動作時に電源ICの
出力コンデンサだけではなく、出力の電源ラインに接続されているパスコンや各回路ブロックのバルク・コンデンサを合計した大
容量のコンデンサも放電することになります。シンク動作により回生されたエネルギにより、何が起きるかを考察してみます。

回生エネルギによる入力電圧の上昇
　高速DC/DCコンバータの多くは、出力に22µFのセラミックコンデンサ1個程度で動作します。シンク型の出力放電を行うICで
は、ディスエーブル時に基準電圧を直線的に低下させているために、出力電圧も直線的に低下します。これは出力コンデンサか
らは定電流放電を行っていることになります。

　図10のように、22µFの出力コンデンサの電圧が3.3Vの時、1msecで0Vまで放電した時Q＝CVよりI＝CV÷T＝22µF×3.3V
÷1msec＝72.6mAとなり、72.6mAでの定電流放電を行うことになります。この放電電流はインダクタを逆流し、スイッチングに
より昇圧されて入力へとエネルギ回生されます。この昇圧動作時の効率を90%とすると、出力コンデンサのエネルギの90%が入
力コンデンサへと移動します。移動するエネルギ量はE33_22＝0.5×22µF×3.3V×3.3V×90%＝108µJとなります。この電源が
5Vから3.3Vに降圧している場合、入力コンデンサも22µFとすると、5Vに充電されていたので、入力コンデンサの初期エネルギ
量は、E5_22＝0.5×22µF×5V×5V＝275µJ、回生により入力コンデンサのエネルギはE5_22+E33に増加するので、入力コンデ
ンサの電圧は
　　V50＝√2×（E5_22+E33_22）÷22uF＝5.90Vとなり、入力電圧は0.9V上昇します。
　コンデンサの容量が電源IC自身の出力容量だけの場合は、問題とはならない電圧上昇ですが、負荷回路部分に合計1000µF
の大容量のコンデンサが設置されていると、どうなるでしょうか。電源ICは負荷容量に関係なく、出力電圧を1msecで0Vまで落
とす制御を行おうとしますので、放電電流は
　　I＝CV÷T＝（1000µF+22µF）×3.3V÷1msec＝3373mAで、シンク動作することとなります。電源ICが1A程度の製品で、
シンクの過電流制限が付いていないと、この時点で電源ICが壊れる可能性があります。90%の効率で入力の22µFのコンデンサ
に回生されると、入力コンデンサの電圧は
　E33_1022＝0.5×1022µF×3.3V×3.3V×90%＝5008µJのエネルギの追加により、
　　V50_2＝√2×（E5_22+E33_1022）÷22uF＝21.9Vとなります。
　5V系の電源ICの場合、電源電圧の絶対最大定格は7V程度の製品が多いので、高電圧の発生により電源ICが壊れてしまう
ことになります。

図10  シンク動作による出力コンデンサの定電流放電

図11  前段のDC/DCがダイオード整流方式の場合
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　では、現実にここまで電圧が上昇するかは、この電源ICに何が電源を供給しているかに、大きく依存します。図11のように、前
段の電源回路がダイオード整流の場合、出力電圧が後段からの回生動作で電圧上昇しても、出力電圧をシンク動作により下げる
機能はないので、電圧が上昇します。後段から回生されたエネルギは、後段の入力コンデンサと前段の出力コンデンサの両方を
充電する必要があります。前段の出力コンデンサが470µFある場合、合計492µFへの充電となるので、電圧上昇は
　　V50_3＝√2×（E5_492+E3311022）÷（22uF+220uF）＝6.73Vに収まり、耐圧超過を免れることになります。但し、この計算
でもほとんどマージンがない状態ですが、最近の小型セラミックコンデンサはDCバイアス特性により、電圧印加により実容量が
表記容量の数分の1しかない場合もあることに注意する必要があります。実容量の減少により、予想を超えた高電圧が発生する
可能性があります。

　前段が同期整流の電源の場合、後段の回生動作により電圧上昇が生じると、前段の同期整流の電源回路もやはりシンク動作を
行い、回生されたエネルギをさらに前段へと回生して電圧を保持する動作を行います。これにより、後段の電源ICは耐圧オーバー
を回避することができます。但し、同期整流方式の電源でも、軽負荷モードを持っていてPFM動作する場合は、シンク運転を行
いません。使用している電源ICの機能と動作をよく確認する必要があります。回生動作する場合は、後段の電源ICは壊れませ
んが、前段の入力電圧は回生により上昇しますので、前段の電源ICの入力耐圧にも注意が必要となります。しかし、多くの場合、
前段の電源ICはより高い電圧で動作しているので、耐圧の余裕も大きい場合が多く、少々の電圧上昇には耐性があります。

　前段が図12のように基板の外部に設置された絶縁型のAC/DCコンバータの場合、AC/DCのコンバータは遅い応答特性をカ
バーするために数100 ～数1000µFの出力コンデンサを持っており、この容量により電圧上昇が抑制されます。安定化電源などを
使用してこの回路の評価を行う時、安定化電源の種類によっては、小さな出力容量しか持っていない機器もあり、電圧上昇が発
生することがあることに注意が必要です。実機では壊れないのに、評価時には壊れるという現象が発生することになります。安
定化電源によっては、出力電圧が設定より上昇すると、シンクか放電して電圧を維持する機能を持っていることもあります。同じ
基板をテストしていても、環境により故障発生の有無が変化し、壊れる場所も異なることになりますので、故障原因の究明が混乱
する可能性があります。
　対策としては、入力コンデンサの容量を大きくする、図13のように入力にツエナー・ダイオードを追加して電圧上昇をクランプす
る、あるいは回生型の放電機能を持つ電源ICではなく抵抗放電型の電源ICに変更する、などがあります。これにより、シンク動
作による回生エネルギの問題を解決できます。
　しかし、大本の原因は、高速DC/DCの能力に対して、電源ラインに大容量のコンデンサが接続されていることです。この容量
は高速応答型の電源ICには不要なだけではなく、電源ICの制御方式によっては、動作が不安定になる場合があります。高速応
答型の電源ICを使用した場合、電源ラインのパスコンには、100µF～ 47µFの自己共振周波数の低い大容量コンデンサではなく、
数µF ～数100pFの自己共振周波数の高い小容量のセラコンを数10個並列使用し、高周波領域まで広帯域に低インピーダンス
なデカップリング回路に設計する必要があります。

図12  前段がAC/DC電源の場合 図13  ツエナー Diによる保護
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　第15章の“様 な々過電流制限の動作と使用上の注意点”で、同期整流方式の降圧コンバータの出力短絡を行った時の過電流
制限の動作と、谷電流検出方式の短絡電流保護について話しました。この章では、ハイサイドスイッチしか内蔵していないダイオー
ド整流方式の降圧コンバータで出力短絡を行うと、どのような動作状態となり、出力短絡に対する保護動作がどのように行われ
ているかを説明します。

ダイオード整流流降圧コンバータでの
定常動作時のインダクタリップル電流
　ダイオード整流の降圧コンバータでは、スイッチの
ON/OFF時にインダクタ電流は図1のように増減を繰
り返し、定常状態では増加量＝減少量の状態となり、
一定の電流で維持されている状態となります。
　定常状態ではインダクタ電流はONの間に、ΔI＝
ON時間×（Vin-Vout）÷Lの電流が増加し、OFFの
間にΔI＝OFF時間×（Vout+0.4V）÷Lの電流が減
少します。例えば、Vin＝50V、Vout＝5Vの時、ΔI
が等しいので、オンとオフの時間比は5.4：45となり、
ON比率は約5.4/（5.4+45）＝10.7%となります。

過電流制限時の降圧コンバータの動作
　多くの電源ICは、定格負荷電流以上の過電流に対
して回路を保護するために、過電流保護回路を内蔵
しています。図2に示すように、設定以上の電流が検
出されると、スイッチをOFFしてそれ以上の電流を供
給しないようにする、インダクタ電流のピーク電流を
検出してコンパレータをトリップさせる方式が一般的
です。例えば、過電流制限の設定が1.5Aの時、スイッ
チONによりインダクタ電流が増加を開始し、電流値
が1.5Aに達すると過電流制限回路が動作して、ON
比率で決まるON時間より早いタイミングで、スイッチ
がOFFになります。この結果、インダクタのピーク電
流が Ilimとなり、平均出力電流は、出力電流＝ピーク
インダクタ電流-（リップル電流÷2）の定電流状態と
なります。出力電圧はその時の負荷インピーダンスに
より、出力電圧＝負荷インピーダンス×定電流、によ
り垂下します。結果として、その時のONパルス幅は、
低下した出力電圧に応じた、（Vout+0.4）/（Vin+0.4）
の比率によるON_Dutyで動作します。負荷インピー
ダンスがさらに低下し、完全短絡に近づくほど、Voは低下していきますが、Voがある所まで低下して、制御可能な最少ON時間
に達すると、それ以下のVoではピーク電流制限による定電流制御に破綻が発生し、制御不能の状態に陥ります。

21章  ダイオード整流方式の高耐圧降圧コンバータにおける負荷短絡時の過電流制限の動作

図1  定常状態のインダクタ電流の増減

図2  過電流動作時のVoutとON時間の低下
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FETスイッチでの電流検出方法
　FETスイッチによる電流検出は、図3に示すように、スイッチがONの状態でFETに流れる電流×RDSONにより発生する電圧
で電流を検出しています。しかし、スイッチON直後はスイッチノードで発生するリンギングによる大きな電圧変動が発生しており、
FETスイッチのソース・ドレイン間にもノイズが発生します。このことから、過電流制限の誤動作防止のためにON直後にはコン
パレータにマスクが設けられています。過電流検出コンパレータは過電流状態を検出すると、ハイサイドスイッチをOFF にして、
それ以上電流が増加するのを抑制しますが、コンパレータ動作遅延+FETスイッチのターンOFF遅延の後に、インダクタ電流の
増加が停止します。この結果、実際のインダクタピーク電流は設定値（ILIM）より少し大きな値になります。

短絡ンピーダンスが低くなり0Ωに近づくと、降圧コンバータの動作はどうなっていくか
　負荷インピーダンスが低いと出力電圧が低下しますが、DC/DCコンバータはVinをその時のVoutに降圧動作しています。ハイ
サイドスイッチのONデューティはおおよそVout/Vinとなるので、スイッチングON時間は出力電圧（＝負荷インピーダンス）が低いほ
ど短くなっていきます。
　完全短絡して負荷インピーダンスが0Ωの場合、OFF時間でのコンバータの負荷は図4のように整流ダイオードだけとなるので、
出力電力は0Wとなり、コンバータはVinをVfに降圧している降圧コンバータとして動作します。この時に必要なON時間は
　　Ton＝（Vf/Vin）×（1/Fsw）
となり、スイッチング周波数が500KHzでVin＝40V、Vf＝0.4Vの時
　　Ton＝（0.4V/40V）×（1/500K）＝20nsec
と、非常に短いON時間で動作することが必要となります。しかし、電流を検出するにはスイッチをONする必要があり、電流を
検出できるのはマスク時間以後で、過電流を検出してからOFF動作にも遅延があります。このため、合計100nsec（Typ）程度の
時間を必要とし、20nsecの短時間でスイッチをON/OFFすることはできません。この結果、“必要なON時間よりはるかに長い時
間ONしてしまう。”状態となります。

図3  ピークインダクタ電流検出のマスクと動作遅延

図4  完全短絡時の降圧コンバータ
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0Ω短絡すると過電流制限が動作しているのに
インダクタ電流がどんどん増加していく
　負荷短絡の状態では、出力電圧は設定より低いのでコンバー
タは電圧を上昇させようとして、次のクロックでスイッチをONし
ます。ONすることにより、インダクタの電流は増加しますが、
過電流状態の場合でもスイッチは100nsecほど経過しないと
OFFにできません。この間の電流増加量（Vin/L）×最小制御
ON時間が、OFF時間の間に負荷で消費されて減少する電流量

（Vf/L）×OFF時間より多い場合、図5のように電流は増加します。次回のスイッチングでも同じことが繰り返され、過電流状態
なのに、インダクタ電流は際限なく電流増加を続けることになります。これはVinが高く、OFF時間が短い（スイッチング周波数
が高い）時に発生します。過電流制限の機能があっても、正常に動作できないことになります。高入力電圧、高速スイッチングの
場合、過電流保護は短絡保護として動作できない場合があることになります。
　ダイオード整流方式の降圧コンバータを高入力電圧、高速スイッチング周波数で使用している場合に、負荷を0Ω短絡した時に起
きる過電流制限の制御破綻という問題が、どういった使用条件で発生しているのでしょうか。また、制御破綻を回避するために追
加されている様 な々方式の短絡保護回路の動作のメリットとデメリット、および、使用制限条件にはどのようなものがあるでしょうか。

同期整流方式におけるローサイドスイッチによる谷電流検出による過電流制限回路
　同期整流方式では、0Ω短絡を行うと、インダクタ電流の減少はローサイドのON抵抗×電流によるエネルギー消費だけという、
非常に小さな値となり、ハイサイドでの電流検出だけによる過電流制限では破綻してしまいます。このために、ローサイドの同期
整流スイッチに流れる電流を検出して、制限値より高い電流の間は、次のONをスキップするなどによる短絡専用の保護が追加さ
れています。

ハイサイドスイッチでしか電流を検出できない
ダイオード整流方式降圧コンバータ
　ダイオード整流では、0Ω短絡しても0.4Vのダイオード損があることから、同期
整流の場合ほど顕著な破綻には至りません。しかし、ハイサイドスイッチしかな
いので、すでに過電流状態だったとしても、電流を検出するにはハイサイドスイッ
チをONにするしかありません。その結果、電流値を検出している間に、さらに電
流が増加してしまうという状態が発生します。電流検出最小ON時間（検出マス
ク遅延+コンパレータ動作+OFF遅延）の間に増加する電流量が、残りのOFF
時間の間にダイオードのVFにより減少する電流量より大きい時に、電流が制限値
を超えて増加してゆくという制御破綻が発生します。図6に示すように、ON時に
インダクタにはVinが印加され、OFF時間にはVf（0.4V）の電圧で放出するので
　　ON時間×Vin÷L>（1周期の時間－ON時間）×Vf÷L 
の条件の時に、インダクタ電流が増加を続けてしまうことになります。両辺にLを
かけると
　　ON時間×Vin>（1周期の時間－ON時間）×Vf 
となり、インダクタンス値には無関係で、スイッチング周波数、ON時間、VinとVF（約0.4V）により決まります。電流検出時間は
製品により一定となるので、スイッチング周波数とVinが高いほど破綻しやすいことが分かります。最小電流検出時間が100nsec
で、入力電圧が24Vという一般的な条件の場合、
　　100nsec×24V>（1/スイッチング周波数-100nsec）×0.4V
から、164KHz以上の周波数で動作させると、0Ω短絡時に破綻が発生することになります。逆に、50KHzや100KHzでは破綻
は発生しないので、スイッチング周波数が低速だった時代のICでは、このような問題は発生しませんでした。このため、完全短
絡時専用の保護回路は持っていないことがありました。

図6  インダクタへの印加電圧

図5  過電流制限状態なのに毎回電流増加を繰り返す
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高速、高入力耐圧のダイオード整流方式の降圧DC/DCコンバータにおける短絡保護
1：短絡検出をトリガーとしたラッチによる動作停止とヒックアップによる解除
　過電流制限が動作すると、スイッチング動作を停止させるラッチ型の過電流制限を設けることにより、無制限な電流増加が発
生する前に、電源を停止することができます。但し、過電流状態は短絡事故以外でも、通常動作状態での電源起動時、コンデン
サ負荷などへのラッシュ電流の発生時、高速の負荷変動に対する過渡応答時などに短時間の過電流状態が発生するので、過電
流が働いたら、即ラッチして電源停止というわけにはいきません。ある程度の過電流状態を無視できるように、カウンタやタイマー
でラッチへの遅延をかける、ソフトスタート動作中はラッチ動作を禁止する、FBピンの電圧が定常状態の半分以下になっている
時だけ動作させる、などの様 な々ラッチ禁止条件のマスクを組み込み、不用意にラッチが動作して、電源がシャットダウンされな
いような工夫が行われています。
　しかし、マスクをかけすぎると、実際に0Ω短絡が発生した時に、過電流
制限値を超えた大電流が流れてから停止することになり、電源ICにストレ
スが蓄積されることもあります。このため、すべての条件を満足するのは困
難です。ラッチによる電源停止からの復帰は、OFF/ON操作により再起動
させる場合と、自動で再起動させるために、周期的なヒックアップ動作によ
り短絡解除を確認してから起動する、など製品によって方法は様々です。

2：ダイオード電流検出によるONスキップ制御
　ダイオード部分に電流検出回路を設けると、同期整流方式同様に電流が
減少するまでハイサイドスイッチの動作を停止することができ、過電流状態
が一切発生しない完全な短絡保護回路を構成することができます。図7に
示すように、ダイオードのアノードとGND間に電流検出抵抗を挿入します。
ダイオード電流の検出によりハイサイドOFFのまま電流が測定でき、これ
で電流制限をかけることにより、完全な短絡保護動作が可能となります。
この方式は安全確実な動作という大きなメリットがありますが、ローサイド
の電流検出のためにICの回路は複雑となり、ICのピン数も増加すること
から、ICの製造コストは最も高くなってしまいます。電流検出抵抗も高価
なので、価格重視の場合には大きな問題となります。

3：OFF時間延長による短絡時の過電流制限動作
　短絡状態＝FBの電圧が低い、を検出した時にスイッチング周波数を下
げる、あるいはOFF時間を延長することにより、インダクタ電流が減少する
のに十分な時間を確保し、破綻の発生を回避することができます。図8は、
FB電圧の低下を検出するとクロック発生回路に介入し、FBピンの電圧低
下に応じて、アナログ的に延長させるOFF時間のグラフです。次のONの
タイミングを遅らせることにより、VFによるインダクタ電流の低下時間を
確保しています。FBの電圧に応じて、クロック周波数（Fsw）自体をアナロ
グ的に1/5程度まで低下させる製品や、Fswをカウンタで分周して、1/2、
1/4、1/8にデジタル低速化制御を行う製品もあります。しかし、これらの
周波数低下制御方式では、1/8に周波数を低下させても、元の周波数が高
いか、入力電圧が高い場合には、それでもOFF時間が不足することがあ
ります。例えば、最高周波数が2.5MHzと高い製品では、図9のようにVin
とFswの組み合わせにより、使用制限範囲が発生します。使用するVinと
Fswが安全動作領域内（SOA：Safe Operating Area）にあるかを、確認
する必要があります。

図7  ダイオード電流検出方式

図8  FB電圧によるOFF時間延長

図9  Vin-Fswによる使用可能制限
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Vinとスイッチング周波数によるSOAの関係
　安全に使用できるスイッチング周波数の最大値（Fsw_MAX）と最大入力電圧Vin_MAXは
　　Fsw_MAX＝Vf÷（Vin×最小ON時間）またはVin_Max＝Vf÷（Fsw_MAX×最小ON時間）
という制限が発生します。スイッチング周波数とVinの積値に制限が発生するので、Vin対Fswの限界グラフを作ることができま
す。例えば、LM22672という製品は、最大入力電圧44V、設定可能な最大スイッチング周波数1MHzです。最少ON時間は標準
で100nsecですが、この最大値に、Vinの誤差分、周波数の変動分、Vf＝0.4Vのばらつきを加算して、合計+80%の誤差として、
ON時間を180nsecで計算してみます。
　この条件では、図10の左下の青線の左側がSOAとなり、最大Vinと設定可能なFswの範囲に比べて非常に狭い領域でしか、
安全に使用できなくなってしまいます。このために、LM22672はFB電圧の低下により短絡を検出すると、スイッチング周波数を
1/5まで低下させることにより、スイッチング周波数を5倍に上昇可能とし、SOAを緑線まで広げています。

　しかし、これでもVinとFswの全域をカバーできるわけではありません。赤線は全てのパラメータが標準値だった時の限界線
です。ベストケースでは、さらに境界線は右に広がりますので、確実に駄目な領域はそう広くはないのですが、緑線を超えた領域
はグレーゾーンとなります。多くの製品で、周波数低下によるSOAの拡大を行っていますが、周波数を1/5 ～ 1/8倍程度までしか
遅くしていませんので、制限が残ってしまうことが多くあります。もっと遅くすれば、さらにSOAを拡大できます。しかし、これ以
上延ばすと、Vout＝0Vは電源起動時にも発生する条件なので、起動時に短絡と誤認すると、OFF時間の延長が動作してしまい、
電源の起動が遅くなり、起動直後から負荷電流が流れていると電圧が立ち上がらなくなる、などの問題が発生することがありま
す。このため、1/8程度の遅延が限界となります。

図10  Vinとスイッチング周波数によるSOA領域
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SOAを超えるとすぐに破壊に至るのか？
　これはSOAの限界線の最悪ケースを想定した+80%での計算で、
実際にはすべてのパラメータが同時に最悪値になる確率は低く、緑
線を超えているから、すぐに問題が発生するというわけではありませ
ん。例えば、ダイオードのVfは0.4Vで計算されていますが、図11の
ように電流が増加すると、Vfの電圧は大きくなりますので、過電流
制限が正常に動作するSOAが広がります。但し、短絡状態が長時
間継続すると、ダイオードに流れる電流によりダイオードの温度が上
昇し、Vfが低下してしまい、電流増加によるVfの増加分を打ち消し
てしまう場合があります。この場合には、基板の放熱設計が悪いと、
温度上昇が大きくなるので、破綻へと進行してしまう可能性も大きく
なります。
　更に大きな影響を及ぼすのが、短絡ループの持つ銅の抵抗によ
る電圧降下です。短絡ループは、図12のように、パターンの配線とイ
ンダクタの巻線による銅の抵抗を持っており、（配線+インダクタの直
流抵抗）×電流による電圧低下が発生します。配線の抵抗は通常数
mΩしかありませんが、インダクタの抵抗は数10mΩから数100mΩは
ありますので、短絡電流が流れると、かなり大きな電圧が発生しま
す。電圧が増加することにより、インダクタのエネルギー消費が増加
し、SOAが広がります。例えば、インダクタの抵抗が100mΩあり、
5Aの電流が流れると、500mVの電圧低下が発生し、この電圧降
下+ダイオードのVfにより、500mV+400mV＝900mVの電圧でエネ
ルギーが消費されるので、インダクタによる電流減少の増加により、
SOAが広がります。

抵抗成分を考慮したSOA限界算出
　インダクタの直流抵抗と配線パターンの抵抗を考慮した、最高動
作可能周波数 Fsw_MAXの算出式は
　　Fsw_MAX＝FN×（Vf+RL×IoMAX）/（Vin×最小ON応答時）
　　　FN：スイッチング周波数の逓倍数（5倍とか8倍）
　　　RL：インダクタの抵抗（+ 配線の抵抗）
　　　IoMAX：短絡時最大電流
となります。図13に、抵抗による電圧増加により広がるSOAを示し
ます。電圧降下が0.5V発生すると、最悪ケースでの試算でも、かな
り問題の発生する可能性が減少することが分かります。また、設計
定格電流を大きく超えた電流が流れるので、パターンと巻線の銅の
抵抗値が自身の発熱により数10%は増加して、電圧降下を大きくし、
さらにSOAを広げることになります。過電流制限が破綻し、電流が
増加しても、どこかでバランスするので無制限に電流が増加するとい
う事態には至りにくいのですが、別の問題が発生してしまいます。
　SOAの外側の領域の設定で運転している条件で短絡すると、短絡電流は過電流制限値を超えてしまうが、短絡ループの抵抗
による電圧の発生で暴走には至らず、どこかで電流がバランスします。しかし、使用するインダクタの選択によっては暴走してしま
い、最悪ケースではインダクタ、基板の配線、ICなどの焼損事故に至る場合があります。インダクタの電流定格の選択には注意
が必要です。

図12  インダクタと配線の抵抗

図11  ショットキーダイオードのVF-IF、温度特性

図13  抵抗による電圧増加で広がるSOA領域
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過電流によるインダクタの飽和に要注意
　インダクタの選定時、最大出力電流+インダクタリップル電流の
1/2の電流を流すことができるインダクタを選択し、十分なマージ
ンを見込む場合でも、過電流制限の電流を流せる製品を選択しま
す。許容電流が大きいほど大型となり、価格も高くなるので、スペー
スとコストのために、できる限り小型のインダクタを選択するため
です。通常動作時には、最大出力電流をもとに選択したインダク
タで問題なく動作しますが、異常時の過負荷状態では、過電流制
限値まで電流は増加しますので、インダクタには予定以上の電流
が流れてしまいます。
　さらに、SOA領域を超えた条件で動作させていると、過電流
制限値を大きく超えた電流が流れます。許容電流以上の電流が
流れることにより、インダクタは図14のように飽和が進行してしま
います。飽和によりインダクタンス値が低下しても、インダクタンス
値はSOAの計算には関与しないので、SOA領域の境界線が変更
されることはありません。しかし、インダクタが完全飽和に至ると、
L成分がほとんどなくなり、直流抵抗だけになっていまい、図15の
ように、Vin÷（ハイサイドON抵抗+インダクタ直流抵抗）による、
非常に大きな電流が流れます。この電流によりFETスイッチの焼
損、ボンディングワイヤーやインダクタ巻線の溶断などが、発生す
る可能性が出てきます。また、インダクタのピーク電流が非常に大
きな状態で、ハイサイドスイッチがOFFすることから、スイッチノー
ドに非常に大きな負電圧のアンダーシュートとリンギングが発生し
て、スイッチの耐圧破壊を起こす可能性も出てきます。短絡事故
の可能性を考慮した設計を行う場合には、インダクタの電流定格
は電源の過電流制限値以上の製品を選んでおく必要があります。

短絡により発生する制御破綻による大電流の発生を入力ヒューズで保護できるか？
　電源回路の多くは、短絡などの異常事態に備えるために、入力にヒューズが設けられていることが多くあり、保護回路が動作で
きないようなトラブルが発生しても、物理的に遮断することにより焼損事故を回避しています。SOAの領域外で出力の完全短絡
状態が発生すると、短絡ループに流れる電流は制御が破綻しているので、過電流制限値を超えた非常に大きな電流が流れてしま
います。では、この時に入力にどのような電流が流れるでしょうか。入力電流はハイサイドスイッチに流れる電流ということになり
ますが、ONした瞬間には大電流が流れますが、過電流制限回路の動作により、最小電流検出ON時間（100nsec程度）でスイッ
チはOFFとなり、次のスイッチングまでの間（500KHzの場合2µS）、電流は0になります。短時間のパルス電流は入力コンデンサ
から供給され、供給元から入力される電流は平均値となるので、完全短絡時の平均入力電流は短絡電流×最少ON時間÷1周期
の時間となります。
　36Vから12V/6Aの500KHzの電源の場合、最大負荷時の入力電流は2Aちょっととなります。この電源が完全短絡して、過
電流制限値を超えた3倍の18Aが流れていたとします。電流検出最少ON時間が100nsec、周期が2usecなので、平均入力電
流は18A×100nsec÷2usec＝0.9A程度の入力電流となり、通常動作時の最大負荷時より少なくなるので、ヒューズは切れない
ことになります。短絡電流は最大出力の3倍に増大していますので、ハイサイドでの発熱は9倍になります。しかし、ON時間は
36V→12V時の33%から最小ON時間だけの5%に減少しており、9倍×5/33＝136%しか損失が発生しません。このため、3倍の
電流が流れていても、定格負荷時の+36%の発熱増加にとどまるので、過熱保護も動作するかどうか分かりません。しかし、外
部 部品であるインダクタには連続して3倍の電流が流れ、9倍の発熱が発生します。整流ダイオードにも3倍の電流が流れますが、
定常状態では67%の導通比が、短絡時には95%へと約1.5倍に増加することから、3×1.5＝4.5倍の損失が発生し、ダイオードは
非常に高温となってしまいます。

飽和するとL値は急減する

図14  インダクタ電流とインダクタンス値

図15  飽和したLによる短絡
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　ダイオードはICと違い、過熱保護がありません。この状態では電源ICよりも、ダイオードかインダクタが焼損するのが先となる
可能性が大きいことになります。この状態でも入力電流は少ないので、入力ヒューズは切れません。保護のためにヒューズを入れ
る場合、図16のように電源の出力かインダクタに直列に入れる必要があります

電源設計時の対策、SOAを認識した設計を行う
　Vinは使用条件として変更不可能なので、入力電圧の最大値の時でもSOAに入るように、Fswを選択します。SOAの拡大方
法としては、直流抵抗は大きいが、電流容量も大きなインダクタを選択します。短絡ループの持つ抵抗を大きくして、短絡ループ
での抵抗による電圧降下を大きくなるように設計することにより、図17のようにSOAを拡大できます。また、コア材にメタル系の
インダクタを使用すると、過電流時にL値が急激に低下せずに、徐々に低下して、L値が保持されるので、フェライト系のように飽
和による短絡状態になりにくくなります。

外部クロック同期運転動作による問題点
　例えば、LM22676は短絡状態を検出することにより、OFF時間をアナログ的に5倍まで延長して、インダクタ電流減少時間を
増加させる機能を持っており、広いSOAを持ちます。しかし、複数の電源を同じ周波数で動作させるための外部クロック運転を
行うと、問題が発生していまいます。LM22676は外部クロックの入力より同期運転が可能ですが、外部クロックで動作させると、
内部クロックより外部クロックが優先される結果、短絡状態が発生しても、内部クロックの作るOFF時間延長機能が動作せず、
外部クロックとの同期運転を続けてしまいます。この結果、OFF時間が短いままとなり、図17の左下の青線がSOAの境界となっ
てしまいますので、短絡保護はほとんど動作しないことになってしまいます。
　すべての外部クロック同期のICがこの問題を持っているわけではなく、TPS54231では外部クロック動作時にはPLLにより内
部クロックの周波数同期を行っており、短絡時にはこの内部クロックを1/2、1/4、1/8と分周して、OFF時間を確保しています。こ
のため、外部クロック同期による運転時でも、広いSOAを確保しています。製品により制御方式が異なっていますので、製品のデー
タシートで異常時の動作を確認しておく必要があります。

設定周波数を下げる

安全動作領域を広げる

図16  短絡時に切れる保護  ヒューズを入れる場所

図17  Fswの選択とSOA領域の拡大
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22章  低ESR大容量コンデンサを使用した電源の負荷短絡テストで起きること

　電源ICの評価を行う時に、負荷試験の一環として、一般的に過負荷試験や負荷短絡試験による、電源の制御応答特性がテス
トされます。出力コンデンサが電解コンやタンタルコンなどの時代には、出力短絡を行っても、大きな問題は発生しませんでした。
しかし、POS、OS、セラミックなどの低ESRコンデンサが使用されていると、短絡の実施方法によっては、最悪では製品の破壊
に至る事象が発生することがあります。低ESRのコンデンサを短絡した時に発生する物理現象を理解した上で、テストを実施す
る必要があります。

短絡テストの実施方法
　過電流制限機能を持った電源回路の動作確認のために、過負
荷試験や出力短絡テストが行われます。出力短絡を行う場合、図
1のように出力コンデンサ近くでピンセットなどを使用して端子間
の短絡を行うケース、テスタで直接短絡して短絡電流も測定する
ケース、端子から引き出した電線で短絡するケースなどがありま
す。いずれの場合も、低抵抗による短絡により電源からは大電流
が流れた後、過電流制限が動作して、短絡電流はある値に制限さ
れます。
　しかし、短絡直後の数µsecから数10µsecの間に発生する過渡
事象に注目する必要があります。電源回路の出力には数10µFか
ら数1000µFのコンデンサが使用されています。電源の出力を短
絡するということは、このコンデンサを短絡するということです。
電線による0Ω短絡の場合、この短絡ループが持つインピーダン
スが非常に低いので、コンデンサのESRによっては、非常に大き
な電流が流れ、このパルス状の大電流が様 な々過渡事象を引き起
こすことになります。

電線によるコンデンサ単体の短絡電流と端子電圧
　コンデンサの端子間短絡を行うと、電線にはどのような電流が
流れ、出力電圧はどう変化するかを実験してみます。図2のように、
5Vの電源から4.7KΩの抵抗を経由してコンデンサに充電し、充
電されたコンデンサの端子間を総長400mmの電線で短絡させて、
放電電流と端子電圧の変化を見てみます。短絡時に、電源からは
4.7KΩの抵抗により1mA程度の電流しか流れませんので、誤差と
みなせます。

22µF/16Vの電界コンデンサでの短絡試験
　5Vに充電された電界コンデンサを電線で短絡しても、図3の
ようにESRが2.5Ω程度あるので、短絡すると端子電圧は一気に
低下し、短絡電流も2A以下の電流しか流れません。電流はコン
デンサの容量CとコンデンサのESRによるCR時定数で減少し、
200µsec程度の時間でほとんど放電してしまいます。コンデン
サに蓄積されていたエネルギーのほとんどは、コンデンサ内部の
ESRで消費されます。出力電圧がほぼ0Vなので、コンデンサ外
部での消費電力もほぼ0Wとなり、外部への影響がほとんどない
状態になります。

図1  電源モジュールの出力短絡テストの実施方法

図2  コンデンサ単独での端子短絡

図3  22uF/16V 電解コンデンサの短絡
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22µF/6.3Vの積層セラミックでの短絡試験
　5Vに充電されたセラミックコンデンサを電線で短絡すると、図4のように
セラミックコンデンサのESRが数 mΩしかないので、一気に20A前後の電
流が流れます。コンデンサの端子電圧はESRが低いので、ほとんど低下
しないで出力され、放電により、時間とともに低下していきます。流れる電
流により、総長400mmの配線の持つインダクタンスにエネルギーが蓄積さ
れ、共振現象が発生して、電圧が-1.5V程度の負電圧までアンダーシュー
トを発生してから、減衰振動を発生しながら0Vに収束します。
コンデンサのESRが非常に低いので、コンデンサに蓄積されていたエネル
ギーはほとんど損失のないまま、短絡した電線の持つインダクタンスとの間
で共振による受け渡しが行われ、大きな振動電流が流れます。この負電
圧の発生は、ピンセットなどによる短いパスで短絡された場合には、インダ
クタ成分が小さいために共振が小さくなり、発生する負電圧が低下します。

低ESR大容量セラミックコンデンサの短絡により発生する問題
　短絡される大容量セラコンが電源の出力コンデンサであった場合、電源での負荷短絡試験を長い電線で行うと、コンデンサ
には大きな負電圧が発生します。電源のVoutが負電圧まで変動することにより、多くのICの持つ負電圧の絶対最大定格である
-0.3Vを超過した電圧が発生し、回路破壊に至る可能性があります。しかし、これは電源ICの制御によるものではなく、単に低
ESR大容量セラミックコンデンサと短絡したワイヤーのL成分の共振による物理現象ですから、電源ICを変更しても、同じ症状が
発生します。負電圧の発生により電源ICが壊れるかどうかについては、ICの各ピンに内蔵されたESD保護素子の耐性や、内部
回路構成に依存して、電源ICが壊れないという可能性もあります。一方、電源ICの単独テストではなく、最終製品となった実機で、
電源ラインの短絡試験を実施した場合、電源だけではなく、電源ラインに接続された負荷の回路が壊れる可能性があります。
　実機で電線による電源短絡テストを行うと、図5のように、短絡電流が流
れ、共振により電源電圧が負電圧まで低下します。負電圧が発生している
状態で、ピークで10A以上の共振電流が流れています。この負電圧はその
まま負荷回路のVDDに接続されているので、発生する電圧が-0.3Vを超
えると、負荷回路のICの絶対最大定格を超過することになります。多くの
場合、負荷回路の電源ピンはESD保護素子が内蔵されていますが、ESD
保護ダイオードのVfである0.5V ～ 0.7Vよりも大きな電圧が印加されると、
大きな共振電流はESD保護素子に流れてしまい、ESD素子を破壊するこ
とになります。
　この共振は、電線の持つインダクタンスにより発生します。ピンセットな
どの短い導体により短絡した場合には、短絡した導体には高速で非常に
大きなピーク電流が流れることにはなりますが、インダクタ成分がほとんど
ないために、大きな負電圧まで振動するような共振状態は発生せず、回路
を破壊するような事態には至りません。しかし、場合によっては、電源の出
力端子から離れた電源バスラインの先での短絡も、評価しておく必要があ
る場合もあります。このような場合には、電源ラインに負電圧クランプ用の
ショットキー・ダイオードを入れておくと、短絡電流はESD保護素子よりVf
の低いショットキー・ダイオードに流れるので、負荷回路を焼損から防止す
ることができます。
　低ESRコンデンサの短絡試験では、非常に大きな短絡電流が流れることにより、コンデンサと短絡するワイヤーのインダクタン
スで共振を起こし、コンデンサの端子電圧は負電圧までアンダーシュートが発生して、負荷回路にダメージを与える可能性が生ま
れます。では、この時、このコンデンサを出力コンデンサとして使用している降圧型DC/DCコンバータの挙動は、どのような影響
を受けるでしょうか。

図4  22uF/6.3Vのセラコンの短絡

図5  実機での電線による短絡

図6  ショットキーダイオードによる負電圧保護
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DC/DCコンバータの実機でロングワイヤーによる出力短絡試験を行うと何が起きるか
　図7の回路構成の定格出力600mAの同期整流方式の降圧型DC/DCコンバータであるTPS62260を使用して、総長40cmの電
線で出力短絡を行います。短絡した電線には10A程度の電流が流れますが、TPS62260はハイサイドスイッチでのピーク電流制
限と、ローサイドスイッチでの谷電流制限を持った過電流制限を内蔵しており、供給電流は1A程度に制限されます。

　図8は短絡時の出力電圧、SWノード電圧、インダクタ電流の波形です。各イベントが発生するタイミングで、図中に番号を記入
してあります。
　① 出力コンデンサからの放電による電圧低下に応答して、DC/DCコンバータは低下した出力電圧の回復させるために、インダ

クタ電流を増加させて、供給能力を増加します。短絡電流は増加した供給電流よりも大きいので、出力電圧はさらに低下し
ていきます。

　② インダクタ電流はハイサイドの過電流制限値に達し、電流制限が動作してハイサイドスイッチをOFFにし、インダクタ電流が
減少。次のクロックで再びONして電流が増加すると、過電流制限に達して再度OFFを繰り返して、平均インダクタ電流は定
電流状態となります。

　③ コンデンサの放電が継続して、出力電圧が0Vに近づいていくと、インダクタ電流の減少速度が低下し、次のクロックのタイミ
ングでは、まだローサイドの谷電流制限値まで減少しなくなり、ローサイドスイッチでの谷電流制限により、ハイサイドスイッ
チのONがスキップされ、スイッチング周期が延長されます。

　④出力電圧が0Vに達したのち、出力コンデンサと電線のインダクタンスによる共振により、出力電圧が-1V程度まで低下します。
　⑤出力電圧が負電圧になると、スイッチングが停止しているにもかかわらず、インダクタ電流が増加するという現象が発生します。
　⑥ インダクタ電流がローサイドの谷電流検出による過電流制限値を超えているので、ハイサイドスイッチのONスキップは継続

して動作し、スイッチングは停止したままとなります。
　⑦ 電源ICはインダクタ電流が増加しないように、停止制御を行っているにもかかわらず、インダクタ電流は増加を続けます。
　⑧ 出力の負電圧が減少して0Vに近づくと、インダクタ電流の増加は止まり、その後減少に転じます。
　⑨ 出力電圧がほぼ0Vになり、インダクタ電流が谷電流制限値まで減少すると、スイッチングを再開して、インダクタ電流の定電

流制御状態が再開されます。
　⑩ 出力電圧が0Vに収束すると、インダクタ電流の減少ペースが遅くなるので、スイッチングの周期がさらに低下した状態となり、

低スイッチング周波数による、短絡電流の定電流状態が維持されます。

図8  TPS62260 出力インダクティブ短絡時の応答波形図7  600mA 同期整流降圧型DCDCコンバータ回路図
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何故、出力が負電圧の時にインダクタ電流が増加してしまうのか
　出力コンデンサの+端子は、共振により負電圧（例えば-1V）となります。過電流状態では降圧コンバータのスイッチではハイサ
イドはOFF、ローサイドはONとなり、SWノードの電圧はほぼ0Vとなっています。この時インダクタの電圧は左側のSWノードが
0V、右側の出力が-1Vとなり、インダクタには1Vの電圧が印加される状態となります。この結果、インダクタの電流は（1V/インダ
クタンス）×時間の割合で増加します。TPS62290のインダクタは2.2uHなので、1Aの過電流制限に対して1.6Aまで電流が増加
してしまいました。
　今回、この電流では破壊には至りませんでしたが、非常に危険な状態とはいえます。出力が負電圧の状態では、インダクタ電流
は勝手に増加してしまいます。しかし、電源ICはハイサイドスイッチをOFFにすることしか、インダクタ電流の増加を抑える方法
はないので、負電圧によるインダクタ電流の増加を止められません。1回の短絡テストで故障に至らなくても、テストを行うたびに
最大定格以上の過電流状態が発生して、製品にストレスが蓄積されることになります。

　TPS62260には、ローサイドでの谷電流検出によるスイッチング停止機能が付いていましたが、ローサイドでの電流検出機能が
付いていない製品も多くあります。例えば、TPS62090では、ハイサイドによる過電流検出、出力電圧低下時のスイッチング周波
数低下制御、過電流タイマーによるシャットダウンが組み合わされた過電流制限となっています。
　ハイサイドでの電流検出のみの場合、ハイサイドがONしないと、電流検出ができないので、出力の負電圧によるインダクタ電
流の暴走状態でも、ハイサイドのスイッチが入り、電流を検出しようとして、最少時間でハイサイドをON/OFFにするというスイッ
チング動作を行います。短時間とはいえ、インダクタにVin+｜-Vout｜による0V短絡時よりも高い電位差を与えるので、インダクタ
電流をさらに増加させる結果となります。インダクタ電流はさらに増加してインダクタが飽和し、過電流制限値をはるかに超えた
電流が流れてしまいます。この過剰電流がローサイドに流れているタイミングで、ハイサイドのスイッチがONすると、この電流に
さらに大きなローサイドの寄生ダイオードのリカバリ電流が加算された電流が、ハイサイドスイッチに流れます。こうして、大電流
によるストレスが起こり、さらに通常動作時よりはるかに大きなリンギングがSWノードに発生し、ローサイドに高電圧を印加する
こととなり、スイッチが過電流+過電圧により、破壊に至るという危険性が大きくなります。短絡テスト実施時には、電線のインダ
クタンスにより発生する負電圧の危険性を十分に考慮し、低インダクタンスでの短絡により負電圧の発生を抑え、破壊テストになっ
ていないことをしっかりと確認しておく必要があります。

図9  出力負電圧時にインダクタに印加される電圧 図10  ロウサイドに電流制限検出が無い ICで
出力負電圧が発生した時の挙動
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