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設計ガイドと検討事項

はじめに
LinkSwitch™-4 ファミリーの IC により、フォトカプラ及び二次側制御回路が
不要となり、低電力 CV/CC (定電圧/定電流) チャージャー/アダプタの設計
は、従来より大幅に簡素化されました。LinkSwitch-4 ファミリーの適応型 BJT
ドライブ技術は、ベース及びエミッタ スイッチングを組み合わせて使用する
ことで、スイッチングの性能を高め、効率を改善し、より広範な逆バイアス安
全動作領域 (RBSOA)のマージン各種の低コスト BJT の使用が可能です。こ
のデバイスには0%～100%の負荷範囲において、効率を改善し、5V設計に
おいて過渡応答時の出力電圧が4.3Vを上回る応答性を実現します。さらに
30 mW 未満の無負荷時待機電力の要求を満たすため、擬似共振スイッチン
グのマルチモード PWM/PFM コントローラが組み込まれています。

性能面の特長
• ダイナミック ベース ドライブ技術により、BJT スイッチング特性を動的に
最適化することで 低コストなBJTが使用可能

• BJT の RBSOA を拡張
• ゲインが小さいBJTでも使用可能
• トランスのインダクタンス公差を補正
• 入力電圧変動を補正
• 出力ケーブルの電圧降下を補正
• 外付け部品の温度変動を補正
• 独自のトリミング技術により、高精度な IC パラメータ公差を実現
• 周波数を最大 65 kHz にしてトランスを小型化
• 最低ピーク電流を選択することが可能、負荷過渡応答を改善

優れた保護/安全特性
• 単一異常による出力過電圧及び短絡保護
• 過熱保護

EcoSmart™ － 高エネルギー効率
• 最適化された擬似共振スイッチング PWM/PFM 制御によって DoE 6 及
び CoC V5 2016 に適合

• 230 VAC 入力時に 30 mW 未満の無負荷時待機電力

グリーン パッケージ
• ハロゲン化合物不使用、RoHS 指令適合パッケージ

応用例
• 携帯電話、コードレス電話、PDA、MP3 プレーヤー、携帯用オーディオ機
器、アダプタなどで使用する充電器。

LinkSwitch-4 ファミリー
定格 2 W ～ 18 W のパワー領域をカバーする 4 つの主要なファミリー グ
ループがあり、これらは SOT23-6 または SO-8 パッケージを使用します。グ
ループはさらに、0%、3% 及び 6% のケーブル電圧降下補正に分類され
ます。

LNK43xxx と LNK4x15D デバイスに BJT 損失を低減するためベースドライ
ブ機能が最適化されております。たとえば、LNK4322S は >TO251パッケー
ジ 13005 の代わりに TO92パッケージ 13003 BJT を使用して 5W を出力
し、熱的に安全 な状態を維持することができます。ノイズが多い環境での
UVP フォール ドバックの誤動作を回避するため、LNK43x3 には低出力電圧
が検出された後のデバウンス遅延があります。

図 1.    LinkSwitch-4 パッケージ

LNK4xx3D 及び LNK4xx4D SO-8 パッケージでは SUPPLEMENTARY BASE
DRIVE (SBD) ピン及び BASE DRIVE (BD) ピンが入れ替わっていることに
注意してください。これは、充電器/アダプタの信頼性を確保するためです。そ
うしないと、10 W 定格のLNK40X3D が 15 W の LNK40X4D 設計で動作す
るようになります。製造最終試験に合格する可能性があり、市場で過負荷状
態が継続されると問題が発生する可能性があります。

出力電力テーブル

製品3、4

85 ～ 265 VAC

機能5 アダプタ1

オープン フレーム2

LNK43x2S 13003 ドライブ 5 W

LNK40x2S STD 6.5 W

LNK40x3S STD 8 W

LNK4323S STD 8 W

LNK40x3D STD 10 W

LNK4323D STD 10 W

LNK40x4D STD 15 W

LNK4114D Easy Start 15 W

LNK4214D Easy Start + 一定電力 15 W

LNK4115D Easy Start 18 W

LNK4215D Easy Start + 一定電力 18 W

テーブル 1.    出力電力に基づく LinkSwtich-4 選択テーブル
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適用範囲
このアプリケーション ノートは、LinkSwitch-4 ファミリーのデバイスを使用
して絶縁型の AC-DC フライバック電源を設計する技術者向けに作成され
たものです。エンジニアが主要部品を素早く選択し、適切なトランスの設計
を行えるようにガイドラインを提供します。このアプリケーション ノートで
は、作業を簡素化するため、PI Expert 設計ソフトウェア スイートの一部で
ある PIXls の設計計算シートを直接参照しています。

基本的な回路構成
図 2 の回路には、LinkSwitch-4 を使用して設計されたフライバック電源の
基本構成を示します。LinkSwitch-4 の高度な集積化により、外付け部品を
極力減らすことができ、すべての用途に対して共通の回路構成にて対応す
ることが出来ます。たとえば、出力電源レベルが異なる場合は一部の回路
部品で異なる値が必要になる場合がありますが、回路構成に変更は発生
しません。例外は、SO-8 パッケージ部品に使用されているオプションの SBD 
抵抗です。これは、より電力の大きな設計で利用できるベース ドライブ電
流をパッケージの消費電力を増やすことなく増加させます。

回路図の特徴
•  RIN は、ターンオン時及び過渡サージ状態での突入電流を制限します。
• CIN1、CIN2 及び LFILT は、AC 電源に加わるスイッチング ノイズを低減する
フィルタを実現し、コンデンサは整流された AC電圧の谷部分でコンバー
タに電力を供給するためのエネルギーを蓄積します。  

•  RHT には起動電流が流れます。この電流は BJT によって増幅され、 
EMITTER DRIVER (ED) 及び VOLTAGE SUPPLY (VCC) ピンを介して 
CVCC を充電します。

•  RCS は正の一次ピーク電流を負電圧に変換します。これは PRIMARY 
CURRENT SENSE (CS) ピンによって検出されます。検出時、サイクル・

バイ・サイクルのピーク一次電流を制御し、それによって出力電力制御、
一次電流制限を行い、またトランス巻数比により、最大出力電流制限を
設定します。

•  RCS2 は ESD の影響を低減します。強く推奨します、LNK40x2S の部品
で必ずしも必要なわけではありません。ただし、その他デバイスでは、 
4 つの最小一次電流レベルの 1 つを設定して無負荷時の動作を制御
します。

•  RSBD は SO-8 パッケージ部品でのみ使用されます。パッケージの電力消
費を著しく増加させることなく、より大電力の設計において、ベースドラ
イブ電流を増加させま。

•  T1 はフライバック型トランスです。これは一次巻線にエネルギーを蓄
え、二次巻線とバイアス巻線に供給します。ここには表示されていません
が、通常は EMI を低減するための追加のシールド巻線があります。

•  バイアス ダイオード及び CVCC はコントローラ IC に動作用電力を供給
します。

•  バイアス巻線は、二次巻線の出力電圧レベルを検出するためにも使用
されます。

•  FEEDBACK (FB) ピンの正電圧に対して、RFB1、RFB2 及び二次巻線とバイ
アス巻線の巻数比が出力電圧を設定します。

•  負電圧に対して、FEEDBACK ピンは仮想的にはゼロ電位となり、電流を 
RFB1 に流出させることによって 0 V に保持されます。これは、CIN2 の HT 
電圧を表す電圧に電圧変換されます。これは入力低電圧検出、停止検
出及び BJT 非飽和検出を提供するために使用されます。

•  ROUT は、無負荷時の動作を制御するためのダミー負荷です。

このアプリケーション ノートのほか、Switch-4 の設計例レポート (DER) の
リンクも参照してください。PI Expert のダウンロード、設計例レポート、及
びこのドキュメントのアップデートの詳細については、www.power.com を
参照してください。

図 2.    標準の LinkSwitch-4 回路方式
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クイック スタート
すぐに設計を開始するには、次の情報を使用してトランスを迅速に設計し、
最初のプロトタイプの部品を選択します。PIXls 計算シートの列 [B] の灰
色のセルに入力する必要がある情報は、次に説明するものだけです。灰色
のセルにはエントリーが太字になっているものがあります。これらのセルに
はドロップダウンの選択項目があります。選択が無効の場合、情報または
警告テキストが列 [C] 及び [D] に表示され、エラーの説明が列 [H] に表
示されます。他のパラメータ及びコンポーネント値は自動的に計算されま
す。計算シートのセル位置を角括弧の中 ([参照セル]) に示します。

空のスプレッドシートに示されたデフォルトの設計は、ケーブル補正が 6% 
で標準のユニバーサル AC 入力電圧範囲を備えた 5 V、2 A アダプタ向け
です。灰色のセルはすべて空白です。ただし、太字のドロップダウン選択項
目のセルは、デフォルトのアダプタの適切な項目に設定されます。デフォル
ト値は列 [E] 及び [F] に表示されます。列 [B] に入力した値は、列 [E] 及
び [F] の対応するセルに転送され、計算に使用されます。

値を列 [B] に入力する必要があるのは、列 [E] のデフォルト値と異なる場
合のみです。

•  非標準の AC 入力電圧範囲が必要な場合は、必要に応じて [B3、B4、B5] 
セルに VACMIN、VACMAX 及び fL の値を入力します。

•  出力電圧の定格値 (該当する場合はケーブル端)、VO [B6] を入力し 
ます。

•  出力ダイオードの順方向電圧降下を入力します (標準のショットキーの
値、VD [B8] と異なる場合)。

•  最小必要出力電流値、IO [B9] を入力します。セル [E10] が ICC に対し
て推奨される最小 CC 値で更新されていることに注意してください。図 4 
を参照。

•  必要な CC 限界、ICC [B10] を入力します (推奨される最小 I [E10] よ
り高い場合)。図 4 を参照。

•  効率予測値、η [B12] を入力します。適用可能な効率基準の目標値を使
用します。

•  [B19] のドロップ ダウン選択メニューを使用して希望のケーブル補正
を選択します。PCB の出力電圧、VO_PCB は [E7] で指定します。

•  推奨される最小整流コンデンサ値 (CIN1 + CIN2) は [E13] で指定します。
より大きな値、または標準値を使用する場合は、その合計値を [B13] に
入力します。 

• セル [E11] の「定格出力電力」の値を使用し、ページ 1 の表 1 を使用
して、正しい LinkSwitch-4 デバイスを選択します。[B18] のドロップ ダ
ウン選択メニューを使用してそのデバイスを選択します。

•  BJT タイプの TS13003 及び TS13005 は、出力電力に基づいて自動選択
されます。異なる BJT を使用するには、PART_NUMBER、HFE_STARTUP  
(低電流ゲイン)、HFE (高電流ゲイン) 及び VSWMAX (VCBO) を 
[B24,B25,B26,B27] に入力します。

•  [B35] のドロップ ダウン選択メニューを使用して「AUTO」を選択します。
最適なコア、ボビン及びパラメータはセル [E35 – E43] に自動的に入力
されます。

•  効率を最適化するには出力電圧の代替である跳ね返り電圧、VOR を 
[B49] に入力します。デフォルトは 100 V です。異なる値を試みる間
に、KCRMV [E65] の値の変化を観察し、0.95 ～ 0.98 の範囲になるよう
にします。同時に、VCRMV-VMIN [E56-E57] が 15 V 未満であることを
確認します。ただし、VCRMV の値は高いほど良好です。VOR がデフォル

トの 100 V のままであれば、スプレッドシートは合理的な計算結果を示
します。

•  VOR 値 [B49] をスイープしながら [B50] の二次巻線のターン数を固
定すると、さらに最適化の可能性が高くなります。

•  デフォルトの一次インダクタンス公差は 10% で、代替値を [B88] に入
力することができます。交差を厳しくすると、量産時の平均効率が改善さ
れます。

•  デフォルトの一次側巻線層数の数は 3 [E98] です。一次電流密度 [E103] 
が 3.8 Amp/mm2 の場合、[B98] への入力により 2 まで下げることがで
きます。10 Amp/mm2 より大きい場合は、4 などの値に増やします。巻線
層の数を減らすと漏れインダクタンスが改善され、したがって効率も向
上します。

•  デフォルトの計算されたバイアス巻線の巻線数、NB [E105] は、最低の
無負荷時電力を達成する無負荷時バイアス電圧、VB_NOLOAD [E107] 
の提供に基づきます。ただし、起動に影響する場合があるので、VB_NO-
LOAD [B107] に 8 ～ 9 の範囲の値を入力します。NB は再計算されま
す。VB_NOLOAD_MEASURED [E109] の値の範囲が 8 ～ 9 V であるこ
とを確認してください。この範囲にない場合は、[B107] の値を調整し、
再確認してください。  

• 二次巻線層を1つにすることで、効率は最適化されますが、出力電圧が
高いために二次巻線の線径が細すぎて現実的ではない場合 (DIAS 
[E120])、LS [B116] に値を入力することで層数を増やすことができま
す。スプレッドシートは、ボビンの幅を埋める 3 層絶縁電線のサイズを
計算します。このサイズは [E116] で与えられた層の整数です。

•  低電圧設計で、特に大電力でコア サイズが大きい場合、ワイヤが太す
ぎて実現出来ません。二次巻線の並列本数を増やすことで、ワイヤの太
さは現実的な値まで減少し、漏れインダクタンスも減少して効率が改善
されます。複数のコンダクタを使用する場合は、Filars [B117] に値を入
力し、新たに計算されたワイヤ サイズ、DIAS [E120] を再確認してくだ
さい。

•  0.10 (10%) 以外の値が必要な場合は、SWITCH_DERATING [B126] 
に BJT 電圧ディレーティング係数を入力します。

•  VCS_MIN [B135] のドロップ ダウン選択メニューを使用して無負荷時
のピーク一次電流の最小値を設定します。これは RCS のピーク mV に 
よって表されます。LNK40X2S デバイスの場合は 88 mV のみを選択し、 
1 kW の値は RCS2 のフィルタに使用します。その他のデバイスでは、初
回の作製に最小値 (56 mV) を選択します。

•  アプリケーションで、無負荷状態から部分負荷または最大負荷への過渡
機能が必要な場合、USB 充電器アプリケーションと同様に出力電圧が
最小値を下回ることができない場合は、CBIAS [E138] の値をチェック
し、2 mF を超える場合は [B138] に値「2」を入力します。DELTA_BIAS 
[E139] が 1.6 V 未満であることを確認します。

•  抵抗負荷での起動に必要な出力コンデンサの計算: LOAD_TYPE [B141] 
のドロップ ダウン選択メニューを使用して「抵抗負荷」を選択します。ス
プレッドシートは、回路の起動時 (すなわち CBIAS の充電が切れる前) 
の出力キャパシタンスの最大値を計算します。

• 起動時の CC 負荷の場合、[B141] を使用して「CCLoad」を選択します。
デフォルトの起動時 CC 負荷電流は、(CC リミット値ではなく) 定格出力
電流 IO の 75% です。別の値を指定する場合は、ICC_STARTUP [B142] 
に入力します。

•  推奨される出力キャパシタンス値を希望の値に丸める必要がある場合
は、COUT_FINAL [B145] に値を入力します。

http://www.power.com
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USB 充電器の場合のように無負荷状態から部分負荷または最大負荷への
過渡ステップが必要な場合:

•  ロード ステップ値を、I_LOADSTEP [B148] に入力します (定格出力電
流と異なる場合)。

•  無負荷状態から部分負荷または最大負荷への過渡試験中に許可され
る最小負荷電圧を V_UNDERSHOOT [B149] に入力します。

•  [E154] の FSW_NOLOAD 値が [E150] の FSW_UNDERSHOOT より大
きいことを確認してください。大きくない場合は、VCS_MIN [B135] によ
り小さな値を選択します。すでに最小の設定になっている場合、または 
LNK40x2S デバイスが使用されている場合は、条件に適合するまで 
R_PRELOAD [B152] の値を下げます。

•  無負荷時の電力仕様、P_NOLOAD_TOTAL [E174] に適合していること
を確認します。適合していない場合は、VCS_MIN [B135] (LNK40X2S 
ではない) により高い値を選択し、FSW_NOLOAD>FSWUNDERSHOOT 
を再度確認して、無負荷時の電力要件に適合していることを確認しま
す。LNK40X2S を使用している場合は、R_PRELOAD[B152] の値を最大 
2 倍まで増やすことができます。

過渡ステップ要件がない場合:
•  FSW_NOLOAD の値が 1 kHz ～ 2 kHz の範囲になり、同時に無負荷時
仕様に適合する VCS_MIN [B135] 及び R_PRELOAD [B153] の値を選
択します。

•  起動時間が 1 秒でない場合は、その最大許容値を STARTUP_TIME 
[B156] に入力します。または、R_STARTUP [B157] に望ましい値を入力
します。結果の起動時間の新しい値は STARTUP_TIME_FINAL [E158] 
で指定します。

Supplementary Base Drive
抵抗 RSBD は SO-8 パッケージ デバイスで使用され、より大電力のアプリ
ケーション (7.5 W ～ 18 W) に追加のベース ドライブを供給します。標準
設計の場合、値は 390 W ～ 220 W の範囲になり、EasyStart 機能を使用
するアプリケーションの場合は 120 W になります。正しい値が選択されて
いるかを確認するには「設計試験」のセクションを参照してください。

設計の部品の値は以下を参照してください:

CIN1 + CIN2, CIN [E13]
選択したデバイス － [E20]
Q1 BJT － [E24]
T1 コア － [E35]
T1 ボビン － [C37]
T1 一次巻線 － [E51]
T1 一次巻線層数 － [E98]
T1 一次巻線径 － [E101, E102]
T1 二次巻線数 － [E50]
T1 二次巻線層数 － [E116]
T1 二次ファイラー数 － [E117]
T1 二次巻線径 － [E120, E121]
T1 バイアス巻線数 － [E106]
T1 コア ギャップ － [E93]
CVCC、バイアス コンデンサ値 － [E138]
合計出力容量 COUT、[E145]
出力容量リップル － [E81]
ROUT ダミー負荷 － [E152]
RHT 起動抵抗 － [E157]
RFB1 上側のフィードバック抵抗 － [E161]
RFB2 下側のフィードバック抵抗 － [E162]
RCS 電流センス抵抗 － [E74]
RCS2 VCSMIN 設定抵抗 － [E136]
バイアス ダイオード VRRM － [E129] 通常は 1N4148
DOUT VRRM － [E128]
DOUT ピーク電流 － [E79]
DOUT RMS 電流 － [E780] 

さらに有用なデータについてはスプレッドシートを調べてください。
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IC 及び BJT 選択

トランス コア、
ボビン、巻数

整流コンデンサ選択

電力範囲、CDC

コア タイプ、サイズ、
材料 

 

計算: 巻き数、
一次インダクタンス、

ピーク電流など

二次側波形パラメータ 

バイアス巻線パラメータ

PCB レイアウト

必要なバイアス電圧の
バイアス巻数 

スイッチング周波数と
負荷の評価

コレクタ電圧 (100%、
50%、0% 負荷時)  

試験及びトラブル
シューティング

機能に関する考慮事項

EMC に関する考慮事項

温度に関する注意事項

AUX 電圧対負荷

起動 / 負荷プルアップ

効率

無負荷時電力

リップル

熱設計

最大負荷時の
最小 HT 決定

アプリケーションの
指定パラメータ

顧客 / データ シート
定義済み前提条件

生成される HT、一次
及び二次条件

最小 HT 電圧、
動作停止 HT 電圧

トランス構造 巻線ゲージ、層数、
ファイラー

効率改善のための
巻線比の最適化 VOR、NS、NP

ピーク、RMS 二次側
電流及び COUT
リップル電流

ピーク一次電流

電流センス抵抗値

追加パラメータ

バイアス コンデンサ
出力コンデンサ

負荷ステップ アンダー
シュート

ダミー負荷
起動

フィードバック抵抗

無負荷時電力予測

PI-7977-012417

図 3.    設計のフロー チャート

ステップ バイ ステップ形式の設計手順
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PIXls 設計スプレッドシートを使用するための一般的なガイダンス
PIXls 計算シートの列 [B] の灰色のセルに入力する必要がある情報は、次
に説明するものだけです。灰色のセルにはすでにエントリーが太字になっ
ているものがあります。これらのセルにはドロップダウンの選択項目があり
ます。選択が無効の場合、情報または警告テキストが列 [C] 及び [D] に表
示され、エラーの説明が列 [H] に表示されます。他のパラメータ及びコン
ポーネント値は自動的に計算されます。計算シートのセル位置を角括弧の
中 ([参照セル]) に示します。

空のスプレッドシートに示されたデフォルトの設計は、ケーブル補正が 6% 
で標準のユニバーサル AC 入力電圧範囲を備えた 5 V、2 A アダプタ向け
です。灰色のセルはすべて空白です。ただし、太字のドロップダウン選択項
目のセルは、デフォルトのアダプタの適切な項目に設定されます。デフォル
ト値は列 [E] 及び [F] に表示されます。列 [B] に入力した値は、列 [E] 及
び [F] の対応するセルに転送され、計算に使用されます。

データがすべて入力されるまで、計算された部品の値などを読み取らない
でください。

値を列 [B] に入力する必要があるのは、列 [E] のデフォルト値と異なる場
合のみです。

ステップ 1 － アプリケーション変数 VACMIN、VACMAX、ƒL、VO、VD、 
     IO、ICC、η の入力 

AC 入力電圧範囲、VACMIN、VACMAX

表 2 を参照して一般的な選択項目の入力電圧を決定するか、アプリケー
ション仕様の値を [B3, B4] に入力します。

注: AC 入力ではなく DC 入力を使用する設計では、設計計算シートの灰
色のオーバーライド セルに直接 DC 入力電圧の最小値と最大値、VMIN 
[B57]、及び VMAX [B58] を入力します (図 5 参照)。

入力周波数、ƒL

標準的な入力周波数は、ユニバーサルまたは単一 100 VAC 入力では  
50 Hz、単一 115 VAC 入力では 60 Hz、単一 230 VAC 入力では 50 Hz で
す。これらの値は、最小値ではなく標準的な周波数を示しています。ほとん
どのアプリケーションでは、この値により適切な設計マージン全体が決まり
ます。条件が極めて厳しい場合の設計、または製品の仕様によっては、これ
らの数値を 6% (47 Hz または 56 Hz) まで低減できます。半波整流には  
F /2 を使用します。DC 入力については、VMIN [B57] セルと VMAX [B58] セ
ルに電圧を直接入力します。

定格出力電圧、VO (V)
CV/CC の設計の場合も CV のみの設計の場合も、V は定格出力電流が流
れるケーブル端で測定される定格出力電圧です。出力電流の公差は ±5% 
です (初期公差、及びデータシートのジャンクション温度範囲を含みます)。

出力ダイオードの順方向電圧降下、VD (V)
出力ダイオードの平均の順方向電圧降下を入力します。ショットキー ダイ
オードに 0.4 V、PN 接合ダイオードに 0.7 V を使用します(特定のダイオー
ドのデータを取得できない場合)。VD のデフォルト値は 0.4 V です。

最小出力電流、IO (A)
これは定格電流で、VI 曲線が減少する電圧 CC の特性に従って変化する
前に、銘板電圧で供給されなければなりません。これは、効率の測定を行う
出力電流レベルです。図 4 を参照。

 
CC モード電流出力レベル、ICC (A)
CC モードでは、出力電流は ICC 値に調整されます。調整された値には全体
で 7% の誤差があるため、スプレッドシートは自動的にデフォルトのレベ
ルを IO + 8% に設定します。[B10] に値を入力することで、ICC をより高い
レベルに設定することができます。値をより高くすることで CC領域 または
高容量性の負荷での起動が可能になります。ICC < IO+ 20% に設定するこ
とを推奨します。そうでないと、効率は著しく低下します。

電源効率、η
出力ケーブル端で測定した電源全体のエネルギー効率の見積値を入力し
ます (該当する場合)。実際には、適用可能な省エネ基準値を使用します。
完成した電源がこの効率の値に適合しない場合、一部の部品に過剰なス
トレスが生じている可能性があります。いずれにしても、設計が効率の仕様
を満たすことができなかったので、量産向けとして受け入れるには修正が
必要です。

入力容量合計、CIN

これは、VACMIN で整流コンデンサから流れる最大電力、コンバータが効率
的に動作するための最小許容整流コンデンサ電圧 (VMIN)、すなわち定格 
80 V、及びライン周波数 (FL) から計算されます。[E13] で計算される値 
([B13] は空白) は、必要な最小容量です。[B13] により大きな値を入力し
て最も近い標準値に丸めるか、コンバータの動作効率を AC 入力電圧範
囲よりも大きな値に設定します。CIN の合計値を 2 つのほぼ同等の値、CIN1 
と CIN2 に分割し、入力 pi フィルタを提供します。少なくとも CIN2 を低 ESR 
タイプにすることを推奨します。

以下の方程式を使用して必要な最小容量を計算することができます:

arccos

C C
F V V

P

V
V
2

2

( )
IN IN

L MIN ACMIN MIN

O

ACMIN

MIN

1 2 2 2# #
#

#

$
h

+
-

-
^

c
^h

m
h

コンデンサの公差を許容するために大きな値を使用します。

テーブル 2.    全世界の標準的な入力電圧範囲

図 4.    パラメータ位置が示されている VI カーブ

定格入力電圧 (VAC) VACMIN VACMAX

100/115 85 132

230 195 265

ユニバーサル 85 265

VOUT

IOUT

100%

100%

0

PI
-8

10
8-

09
21

16

VO [B6]

IO [B9]

ICC [B10]
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BJT 出力電力

TS13005 最大 15 W

TS13003 最大 5 W

テーブル 4.    推奨 BJT

図 5.    設計計算シートの「アプリケーション変数」セクション

図 6.    LinkSwitch-4 及び BJT の選択

ステップ 2 – LinkSwitch-4 選択項目の入力
出力ケーブル電圧降下補正オプションの選択
[B19] のドロップ ダウン選択メニューから、出力ケーブルの出力電圧低下
の割合に最も適したケーブル補正オプションを選択します。たとえば、ケー
ブル インピーダンスが 150 mW の 5 V、2 A LNK40x4D 設計では、-0.3 V 
のケーブル電圧降下があります。 出力電圧の (ケーブル端での) 望ましい
定格値が 5 V の場合、これは 6% の電圧低下を表します。この場合、+6% 
補正を選択して誤差を最小限に抑えます。0%、3%、または 6% を選択す
ることができます。

正しい LinkSwitch-4 部品の選択
セル [E11] の「定格出力電力」の値を使用し、ページ 1 の表 1 を使用し
て、正しい LinkSwitch-4 デバイスを選択します。[B18] のドロップ ダウン
選択メニューを使用してそのデバイスを選択します。完全な部品番号は 
[E20] で指定します。

標準の LinkSwitch-4 デバイスの最大負荷スイッチング周波数は 65 kHz 
です。

BJT 選択の入力
BJT タイプの TS13003 (最大 5 W) 及び TS13005 (最大 18 W) は、出力
電力に基づいて自動選択されます。クランプレスの設計や、AC 入力電圧が
高い場合 (たとえば 420 VAC) など、特殊な状況では 800 V 及び 900 V 
の定格 TS13003 部品があります。異なる BJT を使用するには、PART_
NUMBER、HFE_STARTUP (低電流ゲイン)、HFE (高電流ゲイン) 及び 
VSWMAX (VCBO) を [B24,B25,B26,B27] に入力します。

出力電力テーブル

製品3、4

85 ～ 265 VAC

機能5 アダプタ1

オープン フレーム2

LNK43x2S 13003 ドライブ 5 W

LNK40x2S STD 6.5 W

LNK40x3S STD 8 W

LNK4323S STD 8 W

LNK40x3D STD 10 W

LNK4323D STD 10 W

LNK40x4D STD 15 W

LNK4114D Easy Start 15 W

LNK4214D Easy Start + 一定電力 15 W

LNK4115D Easy Start 18 W

LNK4215D Easy Start + 一定電力 18 W

テーブル 3.    電力別、及び最大 BJT エミッタ電流 (一次電流) 別の LinkSwitch-4 部 
                品の選択テーブル

アプリケーション変数の入力 デザイン タイトル
VACMIN 90 V 最小 AC 入力電圧
VACMAX 265 V 最大 AC 入力電圧
fL 50 Hz AC 主電源周波数
VO 5.00 V ケーブル端の出力電圧
VO_PCB 5.30 V PCB の出力電圧ケーブル補正選択による変更
VD 0.40 V 出力巻線ダイオードの順方向電圧降下
IO 2.00 A 完全負荷時の定格電流。すべての波形の定格計算に使用
ICC 2.16 A CC 設定ポイント。IO+7% 以上でなければならない。RCS に影響
PO 10.60 W ケーブル電圧降下補正を含む定格出力電力。IO から計算
n 0.80 %/100 エネルギー効率予測値
CIN 20.0 μF 入力整流コンデンサの合計容量

LINKSWTCH-4 変数の入力
LinkSwitch-4 LNK40X4D LNK-4 を選択
ケーブル電圧降下補正のオプション 6% 6% ケーブル電圧降下補正のレベルを選択

DEVICE LNK4024D 選択したケーブル電圧降下を持つ特定の部品番号の詳細な例補正のオプ 
ション

FSW 65000 Hz LinkSwitch-4 標準スイッチング周波数
ILIM_MAX 1.10 A エミッタ ピン シンク 電流の最大値
トランジスタ
PART_NUMBER TS13005 現在のアプリケーションのサンプル トランジスタ
HFE_STARTUP 12 無負荷時及び起動時の最小 DC 電流ゲイン起動遅延に影響
HFE 25 負荷過渡の最小 DC 電流ゲイン
VSWMAX 700 V ブレークダウン電圧

V_CGND_ON 3.0 V BJT + LNK-4 オン状態のコレクタとグランド間の電圧 (適切な情報を取得で
きない場合は 3V)
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ステップ 3 － 出力電力に基づくコア及びボビンの選択、及び  
      AE、LE、AL、BW、M の入力

これらのシンボルは、コア実効断面積 AE (cm
2)、コア実効パス長 LE (cm)、

ギャップ無しコア実効インダクタンス AL (nH/Turn2)、ボビン幅 BW (mm)、
及び安全マージン幅 M (mm) を表します。

これらの電力レベルではトランスのサイズが小さくなるため、二次巻線に
は一般に 3 層絶縁電線が使用されます。したがって安全マージン幅は使
用されず、デフォルト設定の「0」のままになります。安全マージンの方法が
好ましく、標準ワイヤが使用される場合は、安全マージンの幅を入力しま
す。スプレッドシートはこの値を 2 倍にし、ボビンの幅 (BW) から差し引い
て、有効なボビン幅または巻線幅 (BWE) を計算します。ユニバーサル入力
設計では、一般に 6.2 mm のマージン合計が必要で、[B42] に 3.1 mm を
入力する必要があります。スプレッドシートは、BWE の値を使用して、利用可
能なボビン幅を埋めて漏れインダクタンスを最小限にするために必要なワ
イヤ径を計算します。

3 層絶縁電線を使用する設計であっても、必要な安全沿面距離を確保す
るために小さいマージンを入力する必要がある場合もあります。通常、コア 
サイズに対して多くのボビンが存在し、機械的に占める空間はそれぞれ違
います。設計の要件については、ボビンのデータシートを参照するか、安全
の専門家またはトランスの製造元にご相談ください。マージンにより巻線
に使用できる面積が減るため、コアが小さいトランスの場合には、マージン
の構造が適切でない場合があります。マージンの入力後に 3 よりも大きな
一次側巻線層数 (L) が必要な場合、もっと大きなコアを選択するか、3 層
絶縁電線を使用してマージン無しの設計に切り替えます。

[B35] のドロップ ダウン選択メニューを使用して「AUTO」が選択された場
合、スプレッドシートは、AE によりピーク磁束密度制限に適合する最小コア 
サイズを選択します。ユーザーは、一般に使用されるコアのドロップ ダウン 
リストから別のコアを選択できます (テーブル 6 参照)。テーブル 5 はコア
サイズと電力容量の概要です。

ユーザーが望むコアがリストにない場合は、適切なパラメータを [B36 -  
B42] に入力することができます。

図 7.    トランス用コア選択

トランス コアのサイズ

EE10 EF32

EF12.6 EFD15

EE13 EFD25

E24/25 EFD30

EE16 EI16

EE19 EI19

EE22 EI22

EEL16 EI25

EE16W EI28

EEL19 EI30

EEL22 EI35

EE25 EI40

EEL25 EPC17

EEL28 EPC19

EER28 EPC25

EER28L EPC30

EER35 ETD29

EER40 ETD34

EES16 ETD39

EF16 EE42/21/15

EF20 EE55/28/21

EF25 EF32

EF30

テーブル 5.    LinkSwitch-4 設計で一般的に使用されるサイズの出力電力容量

テーブル 6.    LinkSwitch-4 PIXls 計算シートで提供されるコアのリスト

コア サイズ 出力電力容量

EF12.6 3.3 W

EE13 3.3 W

EE16 6.1 W

EF20 10 W

コア タイプ EPC17 EPC17 コア タイプ
カスタム コア (オプション) カスタム コアを使用する場合は、ここに部品番号を入力
ボビン P/N: BEPC-17-1110CPH
AE 0.23 cm^2 コア実効断面積
LE 4.02 cm コア実効磁路長
AL 1150 nH/T^2 ギャップ無しコア実効インダクタンス
BW 9.55 mm ボビンの物理的巻線幅
M 0 mm 安全マージン幅 (一次から二次までの沿面距離の半分)
BWE 9.6 mm 実効ボビン幅

トランス コア/構成に関する変数の入力
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ステップ 4 － 跳ね返り電圧と二次巻線の選択
これらは、コンバータが最大負荷の状態で動作する場合の効率と最小 DC 
整流コンデンサ電圧に影響する主要な最適化要因です。スプレッドシート
は合理的に最適化された設計を作成しますが、さらに改善する余地もあり
ます。効率を最適化するには、出力電圧の代替である跳ね返り電圧、VOR 
を [B49] に入力します。デフォルトは 100 V です。異なる値を試みる間
に、KCRMV [E65] の値の変化を観察し、0.95 ～ 0.98 の範囲になるように
します (ただし 0.945 ～ 1.05 の範囲も許容されます)。同時に、VCRMV-
VMIN [E56-E57] が 15 V 未満であることを確認します。 VCRMV の値が大
きいほど効率は改善されます。その場合、ICC と VO での出力に約 2 倍の
入力周波数リッ プルが発生します(最大電力ポイント)。VOR 値 [B49] を
スイープしながら [B50] の二次巻線のターン数固定すると、さらに最適化
の可能性が高くなります。

デフォルトの一次インダクタンス公差は 10 % で、代替値を [B88] に入力
することができます。交差を厳しくすると、量産時の平均効率が改善され 
ます。

F_RES はアプリケーション内にあるトランスの不連続領域におけるリンギン
グ周波数であり、BJT コレクタ キャパシタンス及びスナバ キャパシタンス
の影響が含まれます。他に参照できる値がない場合は、デフォルト値の 
400 kHz を使用します。アプリケーションをテストしたら、真の数値を入力
して、必要に応じてさらに最適化を実行することができます。通常、アプリ 
ケーションで F_RES の値を小さくすると悪影響が発生しますが、測定可能
な効果を得るには、-25% のように値を非常に小さくする必要があります。

図 8.    VOR 及び二次巻線の選択 - 主な最適化値

図 9.    DC 入力パラメータの入力及び VCRMV 最適化で表示される値

図 10.    一次波形パラメータ及び KCRMV 最適化で表示される値

図 11.    二次波形の設計

主電源最適化の入力
巻数と比率
VOR 100.00 V 跳ね返り電圧。VCRMV を目的の値にするためにゴール シークを使用
NS 6 二次巻線数。VOR と一緒に上下に調整すると、効率が上がることがある
NP 105 一次巻線数

DC 入力電圧パラメータ
VCRMV 94 V CRMV 時、最大 LP 公差時の Vbulk。値が大きいほど、通常は効率的

VMIN 82.6 V VACMIN 時の整流コンデンサ内の電圧。容量及び負荷から計算する場合は 
空白にする

VMAX 375 V 最大 DC 入力電圧
VBROWN 51 V レギュレーションから外れた整流電圧

一次側波形のパラメータ
F_RES 400 kHz 一次側で予測される共振周波数 (180<Ftrf<1200)
KCRMV 0.95 一次側スイッチ オフ時間と二次側導通時間に最初のバレー時間を加えた値の比率
IRMS 0.25 A 一次 RMS 電流 (負荷 =IO、VMIN で計算)
IP 0.60 A ピーク一次電流 (負荷 =IO、VMIN で計算)
IOCP 0.79 A

IAVG 0.16 A 平均一次電流 (負荷 =IO、VMIN で計算)
IP_CRMV 0.56 A Vin=Vcrm の場合は Ipeak
F_CRMV 65000 Hz Vin=Vcrm の場合は Fsw
FVMIN 62410 Hz VMIN の場合は Fsw。65kHz より大きい場合は、周波数低減モード
VCS_VMIN 0.273 V VMIN 時及び負荷 = IO の場合は Vcs_pk
RCS 0.453 Ω 計算された RCS 値。Icc 及び VOR と共に変化

パルスバイパルスのカレントリミット。負荷過渡が大きい場合、及び停止時にこのモード
になる

二次側波形のパラメータ
ISP 10.53 A ピーク二次電流 (VMIN 時)
ISRMS 3.67 A 二次 RMS 電流 (VMIN 時)
IRIPPLE 3.08 A 出力コンデンサの RMS リップル電流 (VMIN 時)
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ステップ 5 － トランスのコア パラメータ
デフォルト時のピーク コア磁束は 3900 ガウスに設定されています。ユー
ザーが選択したコア材料に異なる値が必要な場合は、[B86] に入力し 
ます。

一次インダクタンスのデフォルトの公差は ±10% です。公差を厳しくする
と、量産時の平均的な効率が改善されます。代替値を [B88] に入力するこ
とができます。

ステップ 6 － トランス一次巻線の設計パラメータ
一次巻線層のデフォルト数は 3 です。ただし、電流密度が低いことを [H103] 
が示す場合は、[B98] に 2 または 1 と入力してワイヤ径を小さくすること

ができます。一次巻線の層数が少ないほど、漏れインダクタンスは低くなり
ます。ただし、二次巻線を 2 つの一次巻線で挟んだサンドイッチ構造にす
ると、漏れインダクタンスを最小にすることができます。その場合トランス
の構造はより複雑になります。

電流密度が高いことを [H103] が示す場合は、[B98] により大きな値を入
力する必要があります。一次巻線の数が 3 を超えると、一次から二次への
漏れインダクタンスが高くなり、BJT への高電圧ストレスが生じるか、クラン
プ/スナバ損失が増加します。その場合、二次巻線を一次巻線層の間に挟
む必要があります。

図 12.    トランス コア動作パラメータ

図 13.    トランス一次設計パラメータ

トランス コアのパラメータ

BP 3900 Gauss 最大 IOCP 時及び最大 LP 時におけるピーク磁束密度3900 ガウス。BP が小
さいと、効率が下がることがある

LP 1099 μH 公称一次インダクタンス

LP 公差 10 一次側インダクタンスの公差。公差が小さいほど、量産時の平均効率は上 
がる

ALG 100 nH/T^2 ギャップ コア実効インダクタンス
BM 2763 Gauss PO、VMIN、LP での最大磁束密度 (BM < 3000)
BAC 1381 Gauss コア損失曲線の AC 磁束密度 (0.5 × ピーク トゥ ピーク)
ur 1614 ギャップ無しコアの相対透磁率
LG 0.26 mm ギャップ長 (Lg > 0.1 mm)

L 3.0 一次巻線層数
OD 0.25 mm 一層に巻線可能な絶縁を含む最大一次巻線の線径
INS 0.05 mm 合計絶縁厚の予測値 (= 2 × フィルム厚)
DIA 0.20 mm 導体の線径
AWG 33 AWG 一次ワイヤ ゲージ (端数は切り捨てて次に小さい標準 AWG 値にしたもの)
一次電流密度 (J) 5.23 Amps/mm^2 一次巻線電流密度 (3.8 < J < 10)
バイアス/フィードバック巻線
NB 9 巻数 バイアス/フィードバック巻線の推奨巻線数
VDB 0.70 V バイアス巻線ダイオード順方向電圧降下
VB_NOLOAD 7.40 V 無負荷時に必要な最小バイアス電圧
PB_NOLOAD 4.14 mW 無負荷時に予測されるバイアス巻線の消費電力
VB_NOLOAD_MEASURED 7.40 V 無負荷時に測定されるバイアス電圧

トランス一次側設計パラメータ
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テーブル 7.    推奨されるバイアス回路ダイオード

ステップ 7 － バイアス/フィードバック巻線の設計パラメータ
バイアス/フィードバック巻線は、その名が示すように、2 つの機能を実行し
ます。第 1 に、起動後、コントローラに電力を供給します。第 2 に、出力電
圧及び整流コンデンサ電圧をモニタするためのフィードバック信号を供給
します。

起動時に、コントローラには VCC コンデンサ CVCC に充電された電力が供給
されます。CVCC の電圧が VVCC(SLEEP)、すなわち 4.5 V になる前に、バイアス巻
線の出力電圧が VVCC(SLEEP)+VDB を超えなければなりません。起動時のバイ
アス巻線からの電圧は二次巻線の電圧に関係し、二次巻線の電圧は出力
コンデンサの電圧に関係します。出力コンデンサは 0 V から VOUT まで充
電されます。このように、バイアス巻線の数を増やすと、高出力キャパシタン
スまたは定電流負荷を簡単に起動することができますが、無負荷時の電力
は高くなります。反対に、バイアス巻線の数を減らすと、出力キャパシタンス
または定電流負荷の起動能力が低下しますが、無負荷時の電力は低くな
ります。理想のスタート ポイントは、無負荷時の VCC 電圧の値を 8 V ～ 9 V 
の範囲にすることで、最小値は 7 V となります。VCC の無負荷レベルは二次
巻線及びバイアス巻線の巻数比によって決定されます。一方、負荷が適用
された VCC レベルは、漏れインダクタンスによるトランスエネルギーによっ
て上昇しますが、実際の計算には使用できません。実際のした設計で VCC 
レベルをチェックします。具体的には、最大 AC 入力電圧時、及び最大負荷
または起動時の VCC が 16.5 V を超えていないことを確認します。

N
V

V V
V

NBIAS
CC No Load

OUT DOUT

DBIAS
S#= +

+-^ h

バイアス回路ダイオードはシリコン ジャンクション デバイスにする必要が
あります。ショットキーは逆方向の漏れが多く、起動を妨げる可能性があり
ます。スプレッドシートには、バイアス回路ダイオードのデフォルトの順方
向電圧降下として 0.7 V が入力されます。これはシリコン ジャンクション ダ
イオードに適した値です。必要に応じて、代替値を [B106] に入力すること
ができます。

デフォルトで、スプレッドシートは整数の巻数ごとに最低 7V を提供するバ
イアス巻線の必要な数を計算します。計算された巻線の数は [E105] で与
えられ、結果の VCC レベル (無負荷時) は [E109] で与えられます。すでに
述べたように 8 V ～ 9 V の範囲が推奨されるので、[B107] に「8」と入力し
ます。スプレッドシートは巻線の数を再計算して、最低 8 V のレベルを実現
します。 改訂されたバイアス巻線の数は [E105] で与えられ、実際の VCC 
レベル (無負荷時) は [E109] で与えられます。

CC 負荷または高出力キャパシタンスなど、起動条件が厳しいアプリケー 
ションの場合は、より高いターゲット VCC の値 (たとえば 9 V) を [B107] に
入力することができます。ただし、[E108] に示すバイアス巻線の電力はバ
イアス電圧とともに上昇することに注意してください。[E174] の無負荷時
の推定電力が仕様の範囲内であることを確認します。完成した設計の VCC 
レベルをチェックします。具体的には、最大 AC 入力電圧時、及び最大負荷
または起動時の VCC が 16.5 V を超えていないことを確認します。  

バイアス回路ダイオードの選択
ほとんどの状況では、1N4148 が適切です。より多くの漏れエネルギーから
の影響を低減する必要がある場合、起動を支援するには、より高電流の超
高速シリコン ダイオードを使用することができます。バイアス ダイオード
の最大逆電圧は [E129] で計算されます。適切な部品を選択する前に、こ
の値にマージンを加えます。表 7 に推奨される部品を示します。

V V N
N V2DBIAS MAX ACMAX

P

A
CC MAX#= +^ ^h h

ここで、VCC(MAX) = 16.5 V のワーストケースです。

タイプ TRR (ns) VRRM (V) VFD (V) IF (A)

1N4148 4 75 1.0 0.15

1N4933 50 50 1.0 1.0

SF11G 35 50 1.0 2.0

UF4001 50 50 1.0 2.0

BYV27-50 25 50 1.0 2.0

UG1A 25 50 1.0 3.0

ES1A 35 50 1.0 3.0

STTH1R02 15 200 1.0 3.0
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ステップ 8 － 二次巻線の設計パラメータ
一般に、二次巻線に使用される巻線層の数は 1 つですが、出力電圧の高
い設計または巻線領域の非常に狭いボビンの場合は、さらに増やす必要
があります。ただし、層の数を増やすことは、漏れインダクタンスが増加し、
効率が低下する可能性があることを意味します。

スプレッドシートのデフォルトは 1 層で、計算された二次巻線の数でボビン
幅を埋めるのに必要なワイヤ径を計算します。

ワイヤ径を太くするためにさらに多くの層が必要な場合は、[B116] に値を
入力します。

ボビン幅の広い低電圧設計の場合、ボビン幅を埋めるために必要なワイ
ヤは、ボビンで簡単に巻線ができないほどの厚さになります。この問題を緩
和するために、二次巻線を互いに並行に配置した複数のファイラー (スト
ランド) 巻線を行うことができます。スプレッドシートは、ワイヤ径を現実的
な値に保つために必要な、推奨されるファイラーの数を計算し、[E117] に
表示します。スプレッドシートのターゲットの制限は外径約 1 mm ですが、 
[B117] に必要なファイラーの数を入力することにより、ワイヤ径の値を増
減させることができます。  

有効なボビン幅、巻線、層及びファイラーの数に基づいて、二次巻線の最
大外径が計算されます。カスタムの値を [B118] に入力することができま
すが、これは層またはファイラーの数を再計算するものではありません。こ

れは [E120] のベア コンダクタ径を再計算し、二次巻線の電流密度に対す
る影響を調査するのに役立ちます。

利用可能な 3 層絶縁電線に見られるように、デフォルトの二次巻線絶縁厚
さは 0.1 mm です。この値を 2 倍にすると、 [E119] のボビンの絶縁に必
要な領域を求めることができます。[B119] にカスタムの値 (2 x 絶縁厚さ) 
を入力することができます。[E120] にはベア コンダクタ径が表示されま
す。これを使用して、最も近い有効な径を選択することができます。たとえ

ば、例に示す値 0.56 mm は、標準径の 0.55 mm に切り捨てることができ
ます。[E121] には、切り捨てられた最も近い AWG 標準ワイヤ ゲージの値
が表示されます。AWG サイズのワイヤを使用する場合は、切り捨て後の 
AWG サイズが最適サイズよりも大幅に小さな値でないこと、及びボビンの
幅を埋めないことを確認します。値が著しく減少する場合は、[B50]の値に
巻数を追加し、推奨される AWG サイズが最適な径に近くなることを確認
します。次に、一次巻線の結果を再チェックします。[B49] の跳ね返り電圧 
VOR にわずかな調整を加えることにより、ボビン巻線の幅を埋める一次巻
線を最適化することができます。

二次巻線の電流密度は、[E122] で与えられます。最大負荷でのトランスの
温度上昇を制限するため、目標値は 10 未満にする必要があります。値が 
3.8 未満の場合は、より小さなトランスで対応できる場合があります。ただ
し、これを決定するのも一次巻線パラメータです。

図 14.    トランス二次設計パラメータ

LS 1.0 二次巻線層数
FilarS 2 並列二次巻線数
ODS 0.76 mm 一層に巻線可能な絶縁を含む最大二次巻線の線径
INSS 0.20 mm 合計絶縁厚の予測値 (= 2 × フィルム厚)
DIAS 0.56 mm 導体の線径
AWGS 24 AWG 二次ワイヤ ゲージ (端数は切り捨てて次に小さい標準 AWG 値にしたもの)
二次電流密度 (J) 7.56 Amps/mm^2 巻線電流密度 (3.8 < J < 10)

トランスの二次側設計パラメータ

http://www.power.com


Rev. A 01/17

13

アプリケーション ノートAN-69

www.power.com 

テーブル 8.    LinkSwitch-4 設計に使用できる推奨二次側ダイオードのリスト

シリーズ番号 タイプ VR 範囲 (V) IF (A) パッケージ メーカー
1N5817 ～ 1N5819 ショットキー              20-40 1 リードタイプ Vishay

SB120 ～ SB1100 ショットキー               20-100 1 リードタイプ Vishay

11DQ50 ～ 11DQ60 ショットキー              50-60 1 リードタイプ Vishay

1N5820 ～ 1N5822 ショットキー              20-40 3 リードタイプ Vishay

MBR320 ～ MBR360 ショットキー              20-60 3 リードタイプ Vishay

SB320 ～ SB360 ショットキー              20-60 3 リードタイプ Vishay

SB520 ～ SB560 ショットキー              20-60 5 リードタイプ Vishay

MBR1045 ショットキー              35/45 10 リードタイプ Vishay

UF4002 ～ UF4006 超高速              100-600 1 リードタイプ Vishay

UF5401 ～ UF5408 超高速              100-800 3 リードタイプ Vishay

MUR820 ～ MUR860 超高速              200-600 8 リードタイプ Vishay

BYW29-50 ～ BYW29-300 超高速              50-200 8 リードタイプ/SMD Vishay

ESA1A ～ ES1D 超高速              50-200 1 SMD Vishay

ES2A ～ ES2D 超高速              50-200 2 SMD Vishay

SL12 ～ SL23 ショットキー (低 VF) 20-30 1 SMD Vishay

SL22 ～ SL23 ショットキー (低 VF) 20-30 2 SMD Vishay

SL42 ～ SL44 ショットキー (低 VF) 20-30 4 SMD Vishay

SBR1045SD1 ショットキー (低 VF) 45 10 リードタイプ ダイオード

SL42 ～ SL4 ショットキー (低 VF) 20-30 4 SMD Vishay

SBR1045SP5 ショットキー (低 VF) 45 10 SMD ダイオード

図 15.    電圧ストレス パラメータ

ステップ 9 － 電圧ストレス パラメータ

デフォルトの BJT スイッチ ディレーティング係数は [E126] に 10% とし
て与えられます。必要に応じて [B126] にカスタム値を入力します。[E127] 
は、最大整流コンデンサ電圧、VOR に基づいたスイッチング BJT の最大コ
レクタ電圧及び漏れインダクタンス スパイクの推定値を示します。これが
許可される最大 BJT コレクタ電圧を超える場合は、警告が [C127] に表示
されます。警告が与えられる場合は、BJT ディレーティング係数が正しいこ
とを確認します。正しい場合は、より高い VCBO を持つ BJT を選択します。

二次側ダイオードの最大逆電圧は [E128] で計算されます。適切な部品を
選択する前に、この値にマージンを加えます。5 V など出力電圧の低い設
計では出力ダイオードの順電圧降下が効率に大きく影響するため、通常
は、目標の効率 (定格出力電流の 10 倍より大きい) を達成するために高
電流の部品を選択します。

電圧ストレス パラメータ
SWITCH_DERATING 0.10 %/100 スイッチに必要なディレーティング係数
VCOLLECTOR 605 V 最大コレクタ電圧の予測値 (漏れインダクタンスの効果を含む)
PIVS 27 V 出力ダイオードの最大ピーク逆電圧
PIVB 49 V バイアスダイオードの最大ピーク逆電圧
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ステップ 10 － 追加のパラメータ
バイアス コンデンサ － CVCC

バイアス コンデンサには 3 つの目的があります:

1.  起動時、エネルギーを蓄積する。バイアス コンデンサは、バイアス巻線
が十分な電圧を生成するまでコントローラに電力を供給します。これ
は、コントローラに電力を供給するための出力コンデンサ上の電圧に
よって制限されます。

2.  特にスイッチング周波数が低い無負荷状態の場合に、スイッチング サ
イクル間でエネルギーを蓄積し、コントローラに電力を供給する。

3.  無負荷時のスイッチング周波数発振器のタイミング メカニズムの一部
を形成する。

出力容量が大きい状態で簡単に起動できるよう、バイアス コンデンサの値
を大きくすることができます。ただし、これはセラミック タイプのコンデンサ
でなければなりません。電解コンデンサは漏れの危険があり、特に老朽化
にともない起動を妨げる可能性があります。VCC ピン上のリップル電圧が
ゼロ負荷のスイッチング周波数で 50 mV 未満になるほどバイアス コン 
デンサを大きくしてはなりません。リップルがゼロ負荷時に 50 mV 未満に
なると、コントローラはスイッチング及び電源サイクルを停止します。ゼロ
負荷時にトランスが放電してスイッチング サイクルの次の状態に移行する
ときに、VCC のステップを検出しなければなりません。

設計に、USB 充電器の設計のようなゼロ負荷状態から部分負荷または最
大負荷への過渡要件があり、出力電圧が指定の下限値を下回ることがで
きない場合は、バイアス コンデンサの値が 2 mF を超えないようにする必
要があります。バイアス コンデンサの値を大きくすると、コンデンサの放電
曲線が非常に緩やかになります。この曲線の電圧をレベルシフトしたもの
がIC内部で使用され、内部スイッチング周波数オシレータのコンデンサ充
電電圧と交差して次のスイッチング サイクルを開始します。交差の角度が
浅すぎる場合、熱雑音によってトリガ ポイントの予測が難しくなるため、ゼ
ロ負荷時の周波数が不安定になります。平均周波数ではゼロ負荷時の出
力電圧が仕様の範囲内となりますが、最小周波数が発生すると過渡負荷
によって出力電圧が許容される最小値を下回ります (過渡のタイミングが
低周波数サイクルに一致する場合)。

バイアス コンデンサのリップルは、1.6 V を超えないようにします。 スイッ
チング サイクル中に VCC の低下が 1.6 V を超えると、余分な最小一次電
流パルスが発生します。これによってバイアス コンデンサが再充電される

ので、VCC が誤ってスリープ レベルとなり電源のリセット サイクルが発生す
る場合があります。これが頻繁に発生すると、出力電圧が上昇して仕様の
上限を超える場合があります。

スプレッドシートは、100 mV のリップル [E139] を与えるためにバイアス 
コンデンサのサイズを計算します。代替値は [B138] に入力することがで
き、新しいリップル レベル (Delta_Vbias) は [E139] で与えられます。

ゼロ負荷のコレクタ ピーク電流
VCS_MIN は、コントローラが RCS 抵抗に設定することができる最小ピーク電
圧です。これは最小一次電流を設定し、したがってスイッチング サイクルごと
の最小エネルギーを設定します。LNK4xx3x、LNK4x14D 及び LNK4x15D デ
バイスには、4 つの設定可能な個別のレベル、すなわち 58 mV、73 mV、 
94 mV、及び 127 mV があります。これらは抵抗 RCS2 によって設定され、そ
れぞれ 100 W、270 W、470 W または 1 kW になります。他の値は使用する
ことができません。VCS_MIN には中間値はありません。LNK40x2S デバイ
スには VCS_MIN のレベルは88 mVのみ です。

VCS_MIN は回路のゼロ負荷での動作、特にゼロ負荷でのスイッチング周
波数を制御するために使用されます。VCS_MIN レベルが高いほど、ゼロ負
荷時のスイッチング周波数が小さくなり、ゼロ負荷時の電力が低下します。
ただし、ゼロ負荷時のスイッチング周波数が低いほど、出力コンデンサを
大きくしなければなりません (ゼロ負荷時の過渡要件がある場合)。出力コン
デンサを大きくするには、バイアス コンデンサを大きくする必要があります
が。この状況では 2 mF より大きくすることはできません。

[E154] で求めるように、1 kHz と 2 kHz の間でのゼロ負荷時のスイッチン
グ周波数を目標値にする必要があります。[B145] のドロップ ダウン選択
テーブルを使用して必要な VCS_MIN を選択します。RCS2 の必要な値を 
[E136] に示します。周波数が高いほど、起動してゼロ負荷時の過渡要件に
適合するのが容易になりますが、ゼロ負荷時の電力が大きくなります。

ダミー負荷抵抗 ROUT

R_PRELOAD (ROUT) の値を使用し、[B152] に値を入力することによりゼロ
負荷時のスイッチング周波数 [E154] を整えることができます。ダミー負荷
消費電力 [E153] は、無負荷時のバイアス巻線電力 [E108] より小さくなら
ないようにします。これによって、量産時のゼロ負荷での動作を一定に保つ
ことができます。

図 16.  バイアス コンデンサの選択

図 18.    ダミー 負荷抵抗の選択

図 17.    無負荷時ピーク コレクタ電流の選択

バイアス コンデンサ

CBIAS
5.38 uF

DELTAV_BIAS 100 mV 無負荷時の VCC コンデンサの電圧リップル (必要な範囲: 0.05 V ～ 1.6 V

バイアス コンデンサは 2 uF よりも大きい。この場合、過渡応答は予測不能になるこ
とがある。過渡応答を改善して安定させるには、コンデンサ値を 2 uF 未満に維持する

無負荷時のコレクタ ピーク電流

VCS_MIN 73 73 mV 無負荷時のピーク電流をドライブ。無負荷時の周波数及び消費電力、 
0 ～ 100% の負荷ステップに影響

RCS2 270 Ω VCS_MIN を設定するための抵抗

ダミー負荷及び無負荷

R_PRELOAD 5620 Ω
ダミー 負荷抵抗 (1%)。FSW_NOLOAD、無負荷時消費電力、 
0 ～ 100% の負荷ステップ DIP に影響

P_PRELOAD 4.4 mW 無負荷時のダミー負荷抵抗の消費電力

FSW_NOLOAD 1116 Hz 無負荷時の推定スイッチング周波数。VCS_MIN 及び R_PRELOAD を使用
して調整
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出力コンデンサ COUT

スプレッドシートは、回路の起動時の出力コンデンサの最大サイズを計算
します。これは主に、バイアス コンデンサ [E138] のサイズに従います。こ
のコンデンサは、起動時にコントローラに電力を供給する必要があり、二次
巻線とバイアス巻線の比率を決定します。これを選択して、起動時の定電
流負荷、または [B141] のドロップ ダウン選択メニューによる抵抗負荷の
ための計算を行うことができます。起動時の定電流負荷のレベルは [B142] 
に設定することができます。デフォルトのレベルは IO の 75% [E9] です。
抵抗負荷は IO [E9] を得るために必要な値と同じになり、選択されたケー
ブル補正 [E19] が意味するすべてのケーブル抵抗を含みます。

計算では、一次から二次への漏れインダクタンスの影響は考慮されません。
バイアス巻線の電圧は漏れインダクタンスによって上昇し、 [E144] で与え
られるものよりも大きな出力キャパシタンスが可能になります。量産前に最
終設計品を完全にテストする場合、[B145] に入力する値は [E144] の値よ
りも 25% 高くするのが妥当です。

出力コンデンサの定格は、十分な電流リップル容量 (すなわち [E81] 以
上) を持つように設定する必要があります。リップル要件に適合させるため
にコンデンサの値を単純に増やすことはしないでください。起動時に問題
が発生する場合があり、キャパシタンスが [E145] を超えることができなく
なります。定格電圧のより高いコンデンサを選択すると、リップル電流の定
格も高くなります。コンデンサの電圧は ≥1.2 × VO_PCB になるように選択
します。

負荷ステップとアンダーシュート
このセクションでは、ゼロ負荷時の過渡応答を評価します。重要なことは、 
[E154] のゼロ負荷時スイッチング周波数を [E150] で与えられた最小 
アンダーシュート スイッチング周波数より大きくすることです。そのために
は、VCS_MIN [B135]、COUT_FINAL [B145 via E144] 及び ROUT [B152] 
を調整します。ロード ステップ電流のパラメータは [B148] に入力し、最小
アンダーシュート電圧は [B149] に設定します。

ゼロ負荷時のスイッチング周波数要件は、一次側のセンシング フライバッ
ク コンバータの動作によって決まります。コントローラはフライバック電圧
が下がった肩の部分で出力電圧を検出します。負荷過渡が放電期間の直
後に発生する場合、次のスイッチング サイクルが出力電圧の降下を測定
するまで出力コンデンサは放電されます。そのため、出力が大きく低下しな
い場合は、出力のサンプリングをそれに十分に対応した頻度で行う必要が
あります。

起動
[B156] に許容される起動時間を入力します。デフォルトは 1 秒です。スプ
レッドシートは、バイアス コンデンサ CVCC を 0 から「動作電圧」である 
VCC(RUN) まで充電するのに必要な電流から起動抵抗のサイズを計算し、そ
れを BJT の低電流ゲインで除算し、ピンの漏れ電流を加算します。

[E157] の値を最も近い基準値に丸めて、その値を [B157] に入力します。
起動時間の推定値は [E158] で与えられます。

図 19.    出力コンデンサの選択

図 20.    負荷ステップ及びアンダーシュートのパラメータ

図 21.    起動抵抗の値

出力コンデンサ

LOAD_TYPE
抵抗負荷 抵抗負荷 起動抵抗の負荷タイプを選択。任意の標準動作条件下で適切に起動するた

めの最大出力容量を予測する場合に便利

ICC_STARTUP 1.50 A 抵抗起動の計算には使用しない

R_LOAD 2.65 Ω 負荷及びケーブルをシミュレートするために PCB の端に配置された同等な
抵抗負荷

COUT_ADVISED 2281 uF 適切な起動及び安定性を保証するための最大 Cout
COUT_FINAL 2281 uF 電源二次側の合計出力容量

負荷ステップ及びアンダーシュート
RCABLE_EST 0.150 Ω 充電器ケーブルの予測抵抗
I_LOADSTEP 2.00 A 無負荷からの最大電流負荷までに必要なステップ
V_UNDERSHOOT 3.70 V 最大負荷ステップ中に許容されるアンダーシュート
FSW_UNDERSHOOT 877 Hz アンダーシュート要件を満たすための無負荷時の最小周波数

起動
STARTUP_TIME 1.00 秒 目標とする起動遅延時間
R_STARTUP 14.70 MOhm 起動抵抗 (デフォルトの計算では、目標とする起動に標準抵抗を使用すると想定)
STARTUP_TIME_FINAL 1.00 秒 抵抗値 Rstartup を想定する場合の最終起動時間
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フィードバック抵抗
RFB1 は、コントローラが実行し続けるための起動時の最小 HT 電圧を設定
します。デフォルトは root(2) × VACMIN の 73% で、通常はほとんどの設計
に使用可能です。ただし、特別な状況では [B160] に代替値を入力するこ
とができます。また、停止レベルを設定します。これはこの値の 43% です。

RFB2 は、RFB1 とともに出力電圧を設定し、[E162] で計算されます。2 つの抵
抗を直列に配置して RFB1 を構成することができます。1 つの抵抗の値を高
くして、もう 1 つの抵抗の値を低くします。低い方の値を調整して、正確な

出力電圧を得ることができます。実際には、出力ダイオードの電圧降下の
高電流値が使用されるので、スプレッドシートの結果では出力電圧が多少
高くなる傾向があります。しかし、電源ICは二次放電電流が 0 となる部分
で、出力電圧を検出します。

ステップ 11 － 無負荷時電力の評価機能
ここでは、すべての無負荷時損失を計算して、その合計から無負荷時の電
力推定値を求めます。目標を 27 mW に設定すると、実際の設計では 30 mW 
となり、適度な余裕が得られます。

図 22.    フィードバック抵抗の値

図 23.    無負荷時電力の予測値

フィードバック抵抗
V_UV+ 92.9 V 電源起動時の DC 電圧
RFB1 7500 Ω 上部フィードバック抵抗の初期予測値 (標準値、1% 公差を使用)
RFB2 2370 Ω 下部フィードバック抵抗の初期予測値 (標準値、1% 公差を使用)

無負荷時電力評価機能
EFF_NOLOAD 0.60 %/100 無負荷時の予測効率 (適切なデータを取得できない場合は 0.6)
VAC_INPUT 230 V 無負荷時電力予測時の AC 入力電圧
PB_NOLOAD 4.1 mW 無負荷時に予測されるバイアス巻線の消費電力
P_PRELOAD 4.4 mW 無負荷時のダミー負荷抵抗の消費電力
P_STARTUPRES 7.2 mW 起動抵抗の消費エネルギー
PSW 6.6 mW スイッチ及びクランプの電力損失
P_NOLOAD_TOTAL 28 mW 無負荷時の予測消費電力。Vcs_min の影響を受ける
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ステップ 12 － 結果のチェック
すべての変数が入力されたので、結果を評価することができます。

1. 入力された値及びオプションが正しいことを確認します。
2. コア ギャップ [E93] が製造可能であることを確認します (一般には 

>0.1 mm)。 そうでない場合は、二次巻線 [B50] の数を増やすことで
同じインダクタンスのギャップを大きくするか、磁束密度 [B86] を小さ
くしてインダクタンスを下げ、トランスを再度最適化します。

3. 一次電流密度 [E103] をチェックします。低い場合は、層数 [B98] を減
らします。これにより、漏れインダクタンスが減り、効率が改善されます。

4. 一次電流密度が高すぎる場合は、層数を増やします。
5. 無負荷時のバイアス電圧 [E107] が 8 V ～ 9 V の範囲であることを
確認します。電圧を下げると無負荷時電力が増加し、電圧を上げると
厳しい負荷特性でも起動できるようになります。

6. 二次ワイヤ径が太すぎず、使用するボビンに巻き付けるのに適したサ
イズであることを確認します。太すぎる場合は、ファイラー [B117] を増
やします。その結果二次電流密度 [E122] が高くなった場合は、層数 
[B116] を増やします。あるいは、単純に 1 つのファイラーのワイヤサ
イズを小さくして、直径が許容範囲に収まるようにします。この場合、ボ
ビンの巻線領域の幅が完全に埋められず、漏れインダクタンスが増え
ますが、これは許容できます。二次巻線をボビン幅全体に均等に広げ
るスペース巻きにより、漏れインダクタンスの増加を抑えることができ
ます。

7. ピーク時コレクタ電圧 [E127] がディレーティングされた最大レベルよ
り小さいことを確認します。

8. 出力ダイオードに適用された PIV [E128] が選択された出力ダイオー
ドのディレーティングされた電圧定格未満であることを確認します。

9. バイアス ダイオードに適用された PIV [E129] が選択されたバイアス 
ダイオードのディレーティングされた電圧定格未満であることを確認し
ます。

10. 選択された出力コンデンサの高周波リップル電流定格を、二次 RMS 
電流 [E81] と照合します。

11. 無負荷時のバイアス電圧デルタ [E139] が 50 mV ～ 1.6 V の範囲に
あることを確認します。 数百 mV になる傾向があります。

12. 設計に対して無負荷時の過渡テストを実施する場合、[E150] < [E154] 
になることを確認します。[E154] が推定値である場合は、この関係を
試作の回路上でテスト及び検証しなければなりません。

設計の部品の値は以下を参照してください:

CIN1 + CIN2, CIN ........................................................................[E13]
選択したデバイス .....................................................................[E20]
Q1 BJT  ...................................................................................[E24]
T1 コア  ...................................................................................[E35]
T1 ボビン  ................................................................................[C37]
T1 一次巻線 ............................................................................[E51]
T1 一次巻線層数  .....................................................................[E98]
T1 一次巻線径  .............................................................[E101, E102]
T1 二次巻線数  ........................................................................[E50]
T1 二次巻線層数  ................................................................... [E116]
T1 二次ファイラー数  .............................................................. [E117]
T1 二次巻線径  .............................................................[E120, E121]
T1 バイアス巻線数  ................................................................ [E106]
T1 コア ギャップ  ......................................................................[E93]
CVCC、バイアス コンデンサ値  .................................................... [E138]
合計出力容量 COUT .................................................................  [E145]
出力容量リップル  .....................................................................[E81]
ROUT ダミー負荷  ..................................................................... [E152]
RHT 起動抵抗  ......................................................................... [E157]
RFB1 上側のフィードバック抵抗  ................................................. [E161]
RFB2 下側のフィードバック抵抗  ................................................. [E162]
RCS 電流センス抵抗  ..................................................................[E74]
RCS2 VCSMIN 設定抵抗  ............................................................... [E136]
バイアス ダイオード VRRM  .................................[E129] 通常は 1N4148
DOUT VRRM  ............................................................................... [E128]
DOUT ピーク電流  .......................................................................[E79]
DOUT RMS 電流  ...................................................................... [E780]

さらに必要なデータについてはスプレッドシートを参照して下さい。
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ステップ 13 － その他回路の部品選択

推奨される入力回路を図 24 に示します。入力回路は、ヒューズ素子 (RF1)、
入力整流 (DIN1-4)、及びライン フィルタ回路 (CIN1 CIN2 LIN1 及び LIN2) で構
成されます。

ヒューズ部分はヒューズ自体かヒューズ抵抗です。突入電流のリミット ス 
イッチにヒューズ抵抗が選ばれている場合、難燃性タイプを使います。

ディファレンシャル入力電圧サージの要件によっては、巻線タイプが必要
になることがあります。VAC が電源に繰り返し印加された場合の突入電流
によって破損することがあるので、金属タイプまたはカーボン フィルム タ
イプは使用しないでください。10 W、2 W は標準値です。

CIN1 及び CIN2 はほぼ同等の値で、入力 pi フィルタを提供します。少なくと
も CIN2 を低 ESR タイプにすることを推奨します。

LIN1 は 220 mH から 2.2 mH の範囲になるようにします。電流定格はおよ
そ以下のとおりです:

               
IL C V

P
40 10IN IN

HT(MIN)

OUT
1

3
2# #= +^ h

インダクタの電流定格は指定された温度上昇を考慮したものですが、これ
は、規定されている電流値（低）の90%まで低下するレベルとなります。イン
ダクタは定格よりも低い平均電流で動作しますが、インダクタが飽和し、 
インダクタンス値が低下することでフィルタ機能が低下します。このことを
理解しておくことは重要です。

利用可能な最大のインダクタ値を使用することが必ずしも最良の EMI 結
果をもたらすとは限りません。インダクタには自己共振周波数 (SRF) があ
り、これはインダクタの値とともに低下する傾向があります。大きな値のイン
ダクタには、スイッチングによって生成された周波数の 1 つと一致する SRF 
があり、これは最小の減衰効果をもたらします。インダクタの値を下げる
と、SRF はセンシティブな周波数帯を外れ、良好な EMI 結果を得ることが
できます。あるいは、抵抗をインダクタと並行に配置して SRF を減衰するこ
とができます。4.7 kW 程度であれば十分です。

LIN2 はオプションで、EMI 放射が高い (>20 Mhz) 場合に役に立ちます。こ
れは通常小さな値の SMT フェライト ビーズ インダクタで、100 MHz での
インピーダンスは 150 W から 1000 W になります。

一次側クランプ部品
DC1: 1N4007 / FR107、1 A、1000 V
RC1: 100 W – 300 W
CC1: 220 pF – 1000 pF 500 V
RC1: 330 KW - 680 KW

図 25 に示すクランプの配置は、LinkSwitch-4 の設計に適しています。ピー
クコレクタ電圧を <(VCBO × ディレーティング係数) に維持したまま、CC1 の
値を最小化し、RC2 を最大化します。CC1 の値を大きくすると、クランプ電圧

図 24.    入力回路

が安定するまでの時間が長くなるため出力リップル電圧が高くなります。そ
の結果、特に低負荷時には、フィードバック巻線のサンプリング電圧に影響
を与えます。RCD 設計の開始ポイントとしては、RC2 の値を 470 KW にし
て、CC1 を 470 pF、RC1 を 100 W にすることを推奨します。起動時を含むす
べての入力及び負荷条件において、ピーク時コレクタ電圧が (VCBO × ディ
レーティング係数) 未満であることを確認します。

クランプ ダイオードの選択は、様々なパフォーマンス係数及びコストに 
対してどの重み付けが与えられるかによって決まります。顧客は通常、 
LinkSwitch-4 デバイスで対応可能な出力レベル及びアプリケーション  
タイプで最低のコストを望みます。これは、低コストの 1N4007 低速リカバ
リー型ダイオードを使用することを意味します。図 25 から、低速リカバリー
型ダイオードはリンギング周波数が低く、安定化までの時間が短いことが
わかります。これは EMI を低減するのに役立ちます。

スナバ部品の選定は、無負荷時電力、無負荷時周波数、無負荷時出力電圧
の安定性、ピーク時のコレクタ電圧、効率及び EMI に影響します。

CC1 の値を下げると、クランプでのエネルギー損失が低減し、無負荷時のス
イッチング周波数が下がるため、無負荷時電力が低下します。マイナスの
影響としてはピーク時のコレクタ電圧が増加し、EMI 放射量が増えることで
すが、設定された制限の範囲内であれば、無負荷時の電力を制御すること
になります。

図 25.    一次クランプ部品及び FEEDBACK ピン電圧のダイオード回復時間の効果
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Supplementary Base Drive
抵抗 RSBD は SO-8 パッケージ デバイスで使用され、パッケージの放熱を
増大させずにより大電力のアプリケーション (7.5 W ～ 18 W) に追加の 
ベース ドライブを提供します。

標準設計の場合、値は 220 W ～ 390 W の範囲になり、EasyStart 機能を
使用するアプリケーションの場合は 100 W ～ 150 W になります。正しい値
が選択されているかを確認するには「ステップ 15 – 初回の起動及びトラ
ブルシューティング」を参照してください。

出力ダイオード スナバ
アプリケーションによっては、出力ダイオード スナバを考慮することを推奨
します。これは必須ではありませんが、EMI抑制に効果があります。スナバ
は直列に配置された抵抗とコンデンサで構成され、出力ダイオードに並行
に配置されます。スナバは動作中にエネルギーを消費し、効率を低下させ
ます。そのため、EMC 要件を満たすために必要な最小限のスナバのみを使
用することを推奨します。スタート ポイントとしては、10 W 抵抗を1 nF のセ
ラミック コンデンサと直列に配置することを推奨します。ガイドとして、コン
デンサの電圧定格は出力ダイオードの電圧定格以上にします。

電流センス抵抗 RCS

場合によっては、望ましい最大出力電流 (すなわち VI 曲線の定電流領域
の位置) を得るために RCS [E74] の値を調整する必要があります。これは、
バイアス巻線、一次クランプ及びコア損失によって、二次側へ流れるはず
のエネルギーに影響するためです。計算には公称の補正係数があります
が、必要な補正量は電力レベルとトランスの設計によって異なります。望ま
しい電流レベルを得るために値を調整した後は、特定の設計の量産段階
でその値は大きく変化しません。設計を一元化するためのいくつかの項目
を実践する必要があります。それにより、必要に応じた部品の公差を適用
し、量産時の設計を仕様の範囲に収めることができます。

VCS(MIN) 設定抵抗 RCS2

LNK4xx2S 部品では、この抵抗を VCS(MIN) に設定する必要はありませんが、 
ESD 耐性を強化するためには 1 kW 抵抗を含める必要があります。

電圧フィードバック抵抗 RFB1

RFB1 を SMT にする場合は、サイズを少なくとも 0805 にし、可能であれば 
2 つを直列に配置します。ESD 印加時は、この抵抗に大きな電圧がかかる
場合があり、抵抗が損傷する可能性があります。

ステップ 14 － トランスの構成
トランスの設計のスタート ポイントは、必ずしも同じではありません。それ
は、動作周波数やトランスのサイズなどの制約によって変わります。トラン
スはほぼすべての設計に関する考慮事項と関連するため、隔離した環境で
トランスを設計することは不可能です。これらの関連を維持するためには
常に検討及び確認が必要で、電源の設計を通して受け入れ可能な妥協案
を取り入れるためにトランスの設計は何度も繰り返す必要があります。

効率を最大化するには、可能な限り断面積の大きなコアを使用します。ま
た、巻線領域の幅が二次巻線を実装するのに十分であることを確認しま
す。一の二次巻線で完全に巻幅を埋めるこが重要です。12 V設計では、同
じ電力レベルでも 5 V 設計よりも広い巻幅が必要です。

共通の LinkSwitch-4 トランスの構成
単純な 3 巻線のトランス構造は、最大 18 W のすべての LinkSwitch-4 設
計に適合するように開発されています。 一次から二次への漏れインダクタン
スを最小化してコンバータ性能を最適化するには、7.5 W 以上で、フォイル 
スクリーンを含む、二次巻線をサンドイッチ構造にした巻線数が 5 のより
複雑な構造を使用する必要があります。ただし、アプリケーションによって
は、5 巻線構造が 3 巻線設計よりも優れているという保証はありません。コ
スト及び製造の簡易さを考慮すると、3 巻線トランスの設計から開始するこ
とを推奨します。

伝導 EMI は、シールド巻線の巻線のターン数を変更することで最適化さ
れます。LinkSwitch-4 コントローラへの電力を供給することを目的としてい
るので、バイアス巻線の巻線のターン数は変わりません。これはバイアス
巻線とシールド巻線が不均衡である、すなわち反対方向に巻き付けられて
いることで、シールド効果を生み出しています。最良のバランスは巻数が 
±2 の範囲で得られます。最適なバランスを得るために、1ターン未満の巻
線をシールド巻線に使用することができます。

BJT はパワー MOSFET よりもスイッチング時の立ち上がりが緩やかなた
め、一次巻線とコアの間のコアキャンセレーション巻線は不要です。これは
コレクタ ノードに対して大きなキャパシタンスを付加することになり、効率
及び無負荷時電力を低下させます。

ワイヤ サイズは、各巻層がボビンの巻線幅を完全に埋めるようになるもの
を選択します。最適な EMI の放射性能を得るためにシールド巻線のターン
数を1つまたは2つ追加するまたは減らし調整されます。

一次の Z 巻線によって、各層の終端が開始側と接するようにしてから次の
巻線を開始すると、層間のキャパシタンスの効果を減らして、無負荷時電力
を著しく下げることができます。

不要な層のテープは、漏れインダクタンスを増加させ、効率を下げるので
使用しないでください。

単純な 3 巻線トランス
3 巻線トランスは、最初に一次巻線が巻き付けられます。このとき、コレクタ 
ノード ピンがスタート位置になり、二次側からの後に続く一次巻線層によ
ってスクリーニングされます。

2 つ目の巻線はバイアス巻線とシールド巻線を組み合わせたもので、トライ
ファイラ (3 本のストランド) として巻き付けられます。バイアス巻線とシー
ルド巻線の電位は互いに反対方向になるように配置されます。平均的に、ト
ライファイラ巻線には実質的な静電電圧の変化が発生しない傾向があり、
不完全ではあるもののフォイル スクリーンのように作用します。バイアス巻
線には 2 本のより線が使用され、シールド巻線には 1 本のより線が使用さ
れます。巻線を入れ替えてバランスシールドを向上させたり、最大負荷での 
VCC が大きすぎる場合は値を小さくすることができます。

3 つ目の巻線は二次巻線で、3 層絶縁線が使用されます。  

コア材料との接点は錫めっきを施した銅線を用いて、+HT に接続され 
ます。
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図 26.    3 巻線トランスの構造 

図 27.    5 巻線トランスの構造

5 巻線トランス
5 巻線トランスは、最初に一次巻線が巻き付けられます。このとき、コレクタ 
ノード ピンが巻き始めとなり、上段の二次巻線は一次巻線層によってスク
リーニングされます。

2 つ目の巻線は銅板で、ボビンの巻線領域の幅と同じ幅を持っています。
巻線が短絡しないよう、銅版の両端がテープで絶縁されるようにします。こ
れは、バイアス巻線の GROUND ピンに接続されます。

3 つ目の巻線は二次巻線で、3 層絶縁線が使用されます。

4 つ目の巻線はバイアス巻線とシールド巻線を組み合わせたもので、トラ
イファイラ (3 本のストランド) として巻き付けられます。バイアス巻線とシ

ールド巻線の電位は互いに反対方向になるように配置されます。平均的
に、トライファイラ巻線には実質的な静電電圧の変化が発生しない傾向が
あり、不完全ではあるもののフォイル スクリーンのように作用します。バイ
アス巻線には 2 本のより線が使用され、シールド巻線には 1 本のより線
が使用されます。巻線を入れ替えてシールドバランスを向上させたり、最大
負荷での VCC が高すぎる場合は値を小さくすることができます。

5 つ目の巻線は、一次巻線の残りの部分です。

コア材料との接点は錫めっきを施した銅線を用いて、+HT と接続されます。
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図 28.    スター ポイントの接地方法

ステップ 14 － PCB レイアウトのガイドライン
適切なレイアウトを実施すると次のメリットがあります: 

•  低 EMI の実現
•  良好な ESD 耐性
•  熱最適化
•  製造に適した設計

配線のためのいくつかの単純で適切な手順とガイドラインを以下に示し 
ます:

•  パターン幅は、流れる電流にとって適切なサイズであること
•  パターン間の電圧の相違に応じてトラックの間隔を決める
•  配線は、できるだけ短くする
•  クリティカル パスを優先する: 値の大きい順 (高電流、高周波数、高 
電圧)

•  幅の薄いパターンはボードのエッジから離す
•  パターンは接続パッドの中心に接続する

機能についての注意事項
スイッチングループ (信号経路と接地) は、放射 EMI の潜在的な発生源に
なります。電流の変動が高速で大きくなるにつれて、放射 EMI レベルが高
くなります。また、ループによって囲まれた領域が大きくなるほど、 EMI の
レベルが高くなります。後者は適切な PCB の設計により解決できる場合が
あります。設計が不適切な場合、現実的な問題が発生します。重要なこと
は、電流のループを短くして、行きと戻りのパターンを互いに近づけること
です。そうすることによって、ループの面積と放射を少なくすることができ 
ます。

重要な接続 
•  フィードバック抵抗 RFB2 と LinkSwitch-4 GROUND ピン間のパターン
は、性能の低下を避けるためにできるだけ短くする必要があります。CVCC 
の再充電電流及び GROUND からの一次電流は、GND トラッキングで
の電圧降下が発生しないようにしなければなりません。そうしない
と、RFB2 の GND 接続により FEEDBACK ピンの電圧と干渉します。

•  FEEDBACK ピンのインピーダンスは非常に高くなっています。その結
果、FEEDBACK ピンの波形は、一次 BJT スイッチからの寄生容量性カッ
プリングによって簡単に歪みます。PCB をレイアウトする場合、スイッチ
とフィードバック ノード間の浮遊容量を最小限にすることが重要です。
これは、RFB1 及び RFB2 抵抗を FEEDBACK ピンの隣に配置し、領域内の 
FB ノードを小さくすることで達成できます。

•  BJT ベース及びエミッタから IC の BD と ED ピンまでのパターンの長さ
は、EMI 性能の低下を避けるためにできるだけ短くする必要があります。

•  トランスと BJT コレクタ間のトラックはできるだけ短くして、全体の面積
をできるだけ小さくする必要があります。一次クランプ回路がある場合
は、ダイオードのアノードを抵抗 RC1 ではなくコレクタに接続し、高 dv/dt 
のノード領域を最小化する必要があります。

•  電流センス抵抗 RCS は電源をプログラムして、必要な定電流を実現しま
す。接続はできるだけ小さくして、パターンはできるだけ広くします。RCS 
の抵抗は小さいので、いかなるパターン抵抗も電源の動作に影響しま
す。 RCS と CIN2 及び RCS2 間には専用のトラックを使用します。図 29 に
ノードを示します。

•  RCS2 は IC の CS ピンに十分に近づけて配置します。
•  IC の接地にすべての接地された部品へのスター ポイントを使用する
と、EMC 及び回路の性能が向上します。図 28 を参照してください。バイ
アス巻線 DBIAS 及び CVCC2 はそれぞれ閉ループを形成し、その GND が
スター ポイントに接続されます。

VCC

GND

FBCS
DBIAS

高電流ループ– 
エリアを最小化
して放射エミッ
ションを削減

CVCC2

RFB1

cVCC1

CIN
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RCS
RFB2
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•  一次電流ループ (図 30) は適度な振幅と高速エッジを持ち、低インピー
ダンス (短くて広い) のパスが必要なため、できるだけ小さくする必要が
あります。閉じた領域をできるだけ小さくすることにより、インピーダンス
と EMI を低く抑えることができます。

•  BJT のスイッチング動作及び VCC コンデンサの再充電により発生する 
EMI を下げるため、VCC 電力レールを十分に切り離す必要があります。
図 31 を参照してください。通常、2 つの VCC コンデンサが必要で、値は 
[E138] で与えられます。DBIAS 及び CVCC2 は、トランスのバイアス巻線の
すぐ近くに配置し、バイアス コンデンサの再充電電流に対する非常に
短いループを形成するようにします。これによって放射 RF EMC を著し
く下げることができます。CVCC1 は、IC の VCC 及び GROUND ピンにでき
るだけ近づける必要があります。

図 29.    チップの GND、RCS、RCS2、CIN2 接続

図 30.    一次電流のループ

• コンデンサを1つだけで使用すると、 IC をトランスのバイアス巻線ピン
に近づける必要があり、そのように配置することは困難です。

•  出力電流パスでは出力ダイオードからの電流が出力電解コンデンサに
よって平滑化され、DC 出力を生成し、EMI を下げます。高振幅と高速ス
イッチング電圧及び電流が存在するため、トランス、ダイオード、コンデン
サからのループはできるだけ小さくする必要があります。二次側のスナ
バ ループを小さくすることを推奨します。二次側及び出力ダイオードの
アノード ノードのトラック領域は、高 dv/dt からの容量性カップリングを
最小限に抑えるためできるだけ小さくする必要があります。スルー ホー
ル出力ダイオードを使用して PCB に対して垂直に取り付ける場合、本
体のアノードの終端を PCB に隣接させ、カソードの終端の端子リード 
ループを出力コンデンサの +VE トラックに接続します。この方法はダイ
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図 31.    VCC 及びバイアス電流のループ

図 32.    BJT コレクタ ノードからの音鳴りの影響を受けやすい入力部品及びパターン

オードの熱冷却に最適ではありません。カソード側に印加される AC リッ
プル電圧はわずかであるため、カソード側ではパターンは大きくなるこ
とがあります。カソード側はヒートシンクとして機能することができます
が、パターンに達する前に、カソードのリードに沿ってダイオードの熱が
流れるようになっています。最適な妥協点を判別するには、試験が必要
になることがあります。SMT ダイオードでは、この問題が発生しません。

•  一次側クランプ回路では、ループ エリアを狭くすることで EMC が小さく
なります。部品をトランスの一次側ピンに近い位置に配置してください。

•  容量性カップリングを小さくして、EMC を改善するには、音鳴りの大きい
パス (図 32 では赤で表示) を入力ループ (緑で表示) から離れた位置
に配置します。特に、BJT を入力ダイオード LIN1 及び RIN から離すように
してください。BJT コレクタ ノードは音鳴りが最大です。

• EMI 伝導放射を小さくするときは、Y コンデンサが有効です (特に、 
10 MHz 以上の帯域)。電力レベルが 10 W 以上の場合は、Y コンデン
サを使用すると効果があります。ただし、壁面アダプタには低い値のみ
を使用してください (約 470 pF 以下)。漏れ電流によって、望ましくない
軽度の感電が発生するリスクがあります。Y コンデンサはトランスの一次
側の +HT ピンから二次側出力の –VE に接続する必要があります (図33 
を参照)。Y コンデンサは、一次巻線から二次巻線に容量結合されたトラ
ンスを経由して、一次側へループ バックするための高周波電流パスと
なります。Yコンデンサにより、高周波電流がEMI装置(LISN)を介して入
力側へ戻ることを防げます。Y コンデンサを流れる電流は LISN で測定
されないため、測定値は小さくなります。
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•  図 34 に、一部の設計で効果を発揮する可能性のある代替の Y コンデン
サ接続及び出力ダイオードの配置を示します。

温度に関する注意事項
密閉型電源の温度管理は困難です。PCB は通常は片面であり、ホット ス 
ポットから熱を伝導して放出するための銅成分が多く含まれていません。
密閉されたプラスチック筐体内では、対流がほとんど発生しません。以下を
検討してください。

•  基板の銅の量を増やす (EMC に関する一部の考慮事項とは逆)。
•  高温部品を他の部品から遠ざける。
•  2 oz/in2 の銅を使用する。
•  両面基板を使用する。

最も高温になる可能性が高い部品は、BJT 及び出力ダイオードです。

BJT の温度管理
LinkSwitch-4 では、導通損失及びスイッチング損失が大幅に低下するよう
な方法で BJT をドライブします。ただし、温度管理は引き続き重要です。 
EMC を適正化するには、BJT をトランス及び入力コンデンサの近くに配置
する必要がありますが、これらの部品も動作時に熱を発します。BJT 本体を
他の部品と接触させないでください。コレクタ ノードは EMI が小さくなるよ

う物理的に小型化する必要がありますが、パターンを使用して BJT の熱をト
ランスに放出することができます。基本パターン及びエミッタパターンをワイ
ドにして、BJT の熱を PCB サブストレートに放出することができます。

GND ピンの銅含有量を大きくします。これらのピン、特に消費電力が大き
い SO8 パッケージ部品のピンは、チップの熱を外部に放出する働きがあり
ます。

出力ダイオードの温度管理
出力ダイオードは大量の電力を消費します。出力ダイオードを配置する場
合は、次の点を考慮してください。

•  トランスの二次側とダイオード (通常はアノード) 間の接続には高周波
電圧が印加されているため、浮遊容量とラジエーション EMI を抑えるに
はスイッチングループを小さくする必要があります。

•  トランスはダイオードのヒートシンクとして機能することがあるため、パ
ターンは短くします。

•  アキシャル ダイオードのリードが長いと、ダイと PCB 間の熱抵抗が大き
くなります。ダイオードをフラットに配置すると、リードの合計長が短くな
ります。

•  ダイオードの DC 側 (通常はカソード) に接続された基板は銅の量が多
く、ラジエーション EMI が小さいため、ヒートシンクとして使用できるこ
とがあります。

ESD に関する考慮事項
ESD 用の PCB レイアウトでは、出力の ESD 過渡電流の発生源から、主電
源を介してグランドに至るまでの間、インピーダンスを小さくする必要があ
ります。トランス絶縁は、サージに対するインピーダンスがスパーク ギャッ
プよりも大きくなければなりません。スパーク ギャップはトランス絶縁より
も先にブレーク ダウンする必要があります。

スパーク ギャップによって、ESD のすべてのエネルギーが制御回路から流
出しなくなるわけではありません。ESD 放電は、インピーダンスが低く、dv/
dt が非常に大きいです。二次巻線、バイアス巻線、コアキャンセレーション
巻線、及び一次巻線間に容量があると、二次側から一次側トラッキングに  
(特にトランスの GND ピン及び +HT ピンから) 高電流が流れます。また、
スパーク ギャップがブレーク ダウンすると、トランス容量が放電して、逆方
向に高電流が流れます。回路は方向によって影響の受けやすさが異なるこ
とがあるため、最初の放電の影響がなかった場合も、スパーク ギャップが
ブレークダウンして障害を引き起こすことがあります。

図 33.    Y コンデンサの接続

図 34.    代替 Y コンデンサの接続
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PCB からスパーク ギャップを経由してグランドに至るまでのインピーダン
スは、可能な限り最小にする必要があります。

•  スパーク ギャップのポイント間の距離を最小にして、これを超えないよ
うにする必要があります。

•  お客様によっては、基板の溝を利用して 4.6 mm のギャップを実現でき
ることがあります。PCB を設計する前に、お客様で確認してください。規
格では 6.4 mm となっています。  

•  スパーク ギャップには、できる限り出力に近い位置から、できる限り主
終端に近い位置まで、短いワイド パターンが必要になります。

•  また、整流ブリッジの DC 側でなく、AC 側の AC 端子に直接接続する必
要があります。入力サージ制限抵抗を経由しないようにしてください。

•  一次/二次間の沿面距離 (PCB の表面を通る経路) は、スパーク ギャッ
プを経由する最短経路である必要があります。

•  スパーク ギャップの長さと、それ以外の一次/二次間沿面距離の差が大
きいほど、良好になります。

•  スパーク ギャップ端子は、スパーク過電圧が最小となる方向に設定す
る必要があります。  

•  出力コンデンサからコアまでのように、空中を通る放電パスを考慮に入
れてください。一般的なパスは、二次端子からコアまでです。コアは通
常、問題となる可能性がない +HT に接続されますが、EMI のために 
チップ GND に接続される場合があり、これによって障害が引き起こされ
ることがあります。

•  はんだフィレットと同一面になるようにスルーホール部品のリードを切
断して、尖っている点をなくし、望ましくないパスに沿ってスパークが発
生しないようにします。

•  入力フィルタ インダクタ LIN1 及び LIN2 では、ESD 発生中のインダクタの
損傷を防ぐために、一点型の短いスパーク ギャップをこれらと並列に配
置する必要がありま(特に Y コンデンサを使用している場合)。このス 
パーク ギャップは、PCB レイアウト ルールで許容される最小のギャップ 
(0.25 mm など) にすることができます。ギャップの各側にスパークポイン
トを 1つずつ配置し、インダクタ全体に与える容量を最小にして、フィル
タリング効果を削減できるようにする必要があります。

•  チップ GND のパターンに沿って大電流が流れる可能性があるため。 
GND パターン レイアウトのガイダンスに従うことが重要です。

•  1 kW の LNK4xx2S 設計には、必ず RCS2 を使用してください。それによ
り、一次 CURRENT SENSE ピンが ESD からある程度保護されるように
なります。

•  1.2 W の DBIAS と直列に、値の低い抵抗を配置します。こうすること
で、ESD 耐性が大幅に向上します。また、約 50 mV/W の無負荷時出力
電圧が若干上昇するという二次的効果もあります。抵抗が大きいほど、
上昇幅は大きくなります。

•  お客様によっては、最大で 20 kV を超える ESD 耐性が必要になります
が、実現は困難な場合があります。BASE DRIVE ピンと EMITTER DRIVE 
ピンの間に 100 pF/220 pF の追加コンデンサを配置すると、耐性が上
がることがあります。電源ICにグリッチが発生してリスタート サイクルが
開始することがありますが、大きなテスト電圧でも壊滅的な障害になら
ないことが必要です。

ステップ 15 － 初期起動とトラブルシューティング
安全規格
オフライン電源 (特に開発段階の場合) には、感電、高温、火災や煙などの
危険が伴うことがあります。これらの電源は、能力のある、経験豊富な担当
者のみが操作及び使用するようにしてください。特に、次の点に注意する必
要があります。

•  主電力を印加する前に、テストするユニットに設計上及び組立上のエ 
ラーがないか確認します。

•  テスト中のユニットには、適切な絶縁トランス及びスライダックを介して
電力を供給する必要があります。

•  通常の動作条件及び異常な動作条件の両方で危険な電圧が発生し 
ます。

•  高電圧部品と低電圧部品間を絶縁しても、安全に絶縁されないことがあ
ります。

•  すべての接続は有効かつ危険であると認識する必要があります。
•  回路を変更するか、はんだごてを当てることによって部品を追加または
削除する前に、整流コンデンサを完全に放電することが重要です。また、 
CVCC コンデンサも完全に放電する必要があります。CVCC コンデンサを充
電したり、電源IC のピンまたは関連部品にはんだごてを当てたりする
と、電源IC が損傷することがあります。これは、コンデンサの残留電荷に
よって生じる通常の感電の危険とは別に発生します。

テスト ポイントを接続して、オシロスコープ プローブを以下に接続します。

1.  コレクタ ノード (HV x100 プローブ 50 V/div. DC を使用、GND クリッ
プをチップ GND ノードに接続)。

2. VCC ノード (5 V/div. DC を使用、GND クリップをチップ GND ノード
に接続)。

3.  –HT/RCS ノード (分かりやすいように反転された 20 mV/div DC を使
用、GND クリップをチップ GND ノードに接続)。正確な波形を得るに
は、RCS にループ エリアの小さい RF タイプ接続を使用する必要があ
ります。

DMM または測定値が表示される AC 電源を使用して AC を監視し、DMM 
または電子負荷を使用して出力を監視します。

ゼロ AC 電圧入力及び無負荷に設定します。オシロスコープをオートモー
ド及び 10 ms/div 時間軸に設定します。

標準設計を想定します。
AC 電源をオンにして、電圧を 約 40 VAC まで上げます。
コレクタ ノードは √2 x AC 入力の値まで上げる必要があります。
VCC は VCC(RUN) まで徐々に上昇した後、短時間で放電して VCC(SLEEP) まで下
がり、その後もう一度徐々に上昇するという動作を繰り返します。出力はゼ
ロ ボルトのままです。

VCC が 0.7 V 以下の場合は、電源IC が正しく実装されていることを確認し
てください。EMITTER DRIVE ピンの電圧を測定します。この電圧が 0.7 V 
以下で、VCC レベルを上回っている場合、電源ICは損傷していて交換する
必要があります。

オシロスコープを標準掃引に切り替えて、VCC ノード チャンネルの -VE エッ
ジからトリガします。また、VCC(RUN) 未満の場合のみトリガするようにレベル
を設定します。VCC が下がり始める場所を拡大して、コレクタのパルスと 
VRCS のパルスを特定します。

表示された波形は、図 35 のようになります。

図 35.    VIN が UVLO レベルを下回っている場合の起動時の波形 
         CH1 = コレクタ ノード、CH2 = VRCS、CH3 = VCC
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次の一連の現象が発生します。
1.  VCC が VCC(RUN) (最大 13.5 V) まで上昇します。
2.  LinkSwitch-4 が起動し、初期化され、高電流 IVCC(RUN) が流れて、CVCC 
が放電を開始します。

3.  初期化後、1 つのパルスが送信されます (プローブ パルス)。このパル
スは、一次/バイアス巻線の巻線比と抵抗 RFB1 の値を使用して +HT 
の電圧レベルを測定します。

4.  AC/HT レベルが UVLO 未満になると、プローブ パルスは約 600 ns 
後に終了します。

5.  パルスはこれ以上送信されず、VCC は放電によって VCC(SLEEP) (最大 4.5 V) 
まで下がります。

6.  LinkSwitch-4 はスリープ状態になり、VCC は再上昇して、サイクルが繰
り返されます。

AC 電源を最大 90 VAC まで上昇させると、回路は動作を継続して、出力電
圧は目的のレベルまで上昇します。

VIN/HT が UVLO レベルを超えている場合にプローブ パルスを比較する
には、AC 電源をオフにして、整流コンデンサ及び VCC コンデンサを放電し
て、オシロスコープをワンショットに設定します。AC 電源をオンにすると、オ
シロスコープはプローブ パルス付近でトリガされます。表示された波形
は、図 36 のようになります。

BJT の ON 時間は最大 1.8 ms まで上昇し、VRCS は RCS2 によって設定され
た VCS(MIN) レベル、または LNK40X2S の部品によって設定された単一レベ
ルに到達します。UVLO レベルを超えると、VCS(MIN) スレッシュホールドによ
ってプローブ パルスは終了します。今回は、プローブ パルスが終了してか
ら出力電圧が設計レベルに達するまで、回路は最大周波数でスイッチング

を継続します。コンデンサに充電し、電源IC に電力を供給するのに必要な
電圧がバイアス巻線で生成されるまで、LinkSwitch-4 には CVCC コンデン
サから電力が供給されます。図 37 及び図 38 を参照してください。

VCC 電圧は無負荷時に 8 V ～ 9 V になるように設計されています。ただし、 
負荷時または起動時に出力に電流を供給する場合に、出力容量が充電さ
れていると、一次電流が増大して、漏れインダクタンスに蓄積されるエネル
ギーが増えます。このエネルギーはバイアス巻線に取り込まれますが、バイ
アス巻線は一次巻線に密接に結合されているため、VCC が無負荷時レベル
を超えて上昇するようになります。

VCC が 16 V を超えて上昇しないよう注意する必要があります。そうしない
と、電源ICが損傷することがあります。

バイアス巻線電圧は、二次/バイアスの巻線比によって出力電圧に関連付
けられています。最初は、出力容量の電荷がゼロであるため、出力電圧は
ゼロです。バイアス巻線によってチップに給電するために必要な電圧が生
成されるレベルまで出力電圧が上昇するには、しばらく時間がかかります。
無負荷状態で起動した場合、生成されたすべての出力電流 (ICC) が出力 
コンデンサに充電されるため、出力電圧は短時間で上昇し、バイアス巻線
は電源ICへ給電できるレベルにすぐに到達します。この期間中に、CVCC の
電圧は約 5 V しか低下しません。

最大負荷時に起動すると (特に CC 負荷時)、出力容量の充電時間は大幅
に長くなります。出力コンデンサに充電するために使用できる電流が ICC – 
ILOAD のみになるためです。このため、バイアス巻線が電力を供給できるよ
うになるまでの VCC の下げ幅が大きくなります (図 38 を参照)。VCC が 
VCC(SLEEP) まで低下することが可能な場合、電源ICはスイッチングを停止し、
起動プロセスが再開しますが、回路は完全には起動しなくなる可能性があ
ります。この問題を回避するには、起動中に VCC が 6 V を下回らないこと、
または絶対的な最小値である 5.5 V 以上で、製造公差が小さいことを確認
します。

起動時の容量負荷が大きい場合も、同じリスクが生じます。

起動時の問題が発生した場合は、次の手順を実行します。

1.  出力コンデンサを小さくします。同サイズの場合、定格電圧が上がり、
電解コンデンサの ESR 及び電流定格が維持されます。無負荷時過渡
電流の仕様がある場合は、VCS(MIN) を小さくして補正します (無負荷時
周波数を上げます)。

2.  設計の最大電流 ICC の値を大きくして、出力の充電時間を短縮します。
3.  CVCC の値を大きくしたとしても、2.2 u を超えないようにします。
4.  EasyStart 機能を備えた LNK40x4D を使用します。

無負荷時電力
無負荷時電力 30 mW という目標は、設計ツール及び「Z」巻線一次側で推
奨される部品の値を使用すると、通常は簡単に実現できます。

図 36.    VIN が UVLO レベルを上回っている場合の起動時の波形 
          CH1 = コレクタ ノード、CH2 = VRCS、CH3 = VCC  

図 37. 無負荷時起動の詳細  

図 38.    最大負荷での起動  
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マージンが不十分な場合、またはUSB ダイナミック過渡応答に適合するこ
とによって無負荷時電力レベルが上昇する場合は、最適化が必要になるこ
とがあります。

無負荷時電力を改善するには、次の手順を実行することができます。
1.	 起動抵抗を大きくします。30 MW は、1 秒未満の高速起動を行う場合
に一般に使用されますが、ユニバーサル入力アプリケーションの場合
は製造全体を通して 40 MW でも問題なく動作します。40 MW を超え
ると、高温時に BASE DRIVE ピンに漏れが生じ、問題を引き起こすこ
とがあります。

2. 一次側クランプ/スナバ部品の損失を小さくします。低速なクランプ ダ
イオード (1N4007) を使用している場合は、コンデンサの値を小さくす
ると良いです。こうすると、無負荷時周波数が小さくなります。

3.  ダミー負荷抵抗の値を大きくします。理想的なのは、ダミー負荷の消
費電力を IC の消費電力と同じにすることです。こうすると、製品のバラ
つきがある場合も、無負荷時出力電圧が目的のレベルに制御されます。
漏れインダクタンスが 25 または 50% 上昇しても、無負荷時出力電圧
の上昇は抑えられます。

(2) と (3) は無負荷時周波数が低下する一因となりますが、これは、230 VAC 
で主に発生するスイッチング損失を低減することを意味し、無負荷時電力
を低下させます。ただし、USB 過渡応答の性能は低下する可能性がありま
す。LNK40x3/4 デバイスでは、低レベルの VCS(MIN) を選択することにより、
無負荷時周波数及び USB 過渡応答の性能を元に戻すことができます。無
負荷時周波数は再び上昇しますが、サイクルあたりの消費電力は減少して
います。

製造前試験を入念に行って、これらの変化が設計上の安全推奨値から外
れた場合に適合するかどうかを確認する必要があります。

SBD 抵抗チェック
図 46 に示すように、標準設計において SBD 抵抗値が適切な場合、BASE 
DRIVE ピン電圧の監視中に期間 t3 ～ t4 が表示されます。この期間は、 
ベース ドライブ期間の終点方向へのわずかなステップ ダウンとして表示
され、ユニバーサル入力設計では 90 VAC ～ 240 VAC の範囲に存在しま
す。240 VAC を超えると、この期間は減少してゼロになることがありますが、
これは良好な状態であり、致命的ではありません。図 50 に示すように、 
EasyStart を使用する設計の場合に、EasyStart がすべての入力電圧で機
能して効果を得るためには、最大 264 VAC まで t3 – t4 が表示される必要
があります。

初回基本設計チェック リスト
•  設計仕様を満たしているか確認します (VI 曲線、無負荷時電力、効率、
起動時間)。

•  最大負荷時、及び入力電圧最大時と最小時に、部品の温度を確認します。
•  ICC の最大負荷で、ピーク CS 電圧は VCS(MAX) の約 70 ～ 85% になる必
要があります。

•  入力電圧が最大及び最小の場合において最大電力時、負荷過渡時、及
び起動時の RCS 電圧波形を調べて、トランスの飽和を示す兆候がない
か確認します。

•  最大入力電圧において最大負荷時、負荷過渡時、及び起動時のピーク 
コレクタ電圧を確認します。

•  出力及びバイアス ダイオードの最大逆電圧ストレスを確認します。
•  RCS が短絡されている場合、及び短絡されていない場合の、最大入力電
圧時の短絡出力電流を確認します。

•  RCS が短絡されている場合の最大入力電圧時の無負荷時出力電圧を確
認します。

• 無負荷時の AUX 電圧のピークは 6.5 V を超えている必要があります。
•  最大出力電力及び最大入力電圧時の AUX 電圧を確認します。
•  回路からトランスが取り外されている状態でスパーク ギャップがフラッ
シュオーバーする時点の ESD 電圧はいくらですか?PCB はスパーク ギ
ャップ以外のポイントでフラッシュオーバーしますか?

•  一次側ピンと二次側ピンが短絡されている回路の外側で試験した場合、
一次側と二次側の間でトランスがフラッシュオーバーする時点の ESD 
電圧はいくらですか?この値は PCB スパーク ギャップの ESD ブレーク
ダウン電圧よりも大きいですか?

LinkSwitch-4 機能説明
FEEDBACK ピン
トランス電圧を監視するには、バイアス (フィードバック) 巻線電圧を分割
して、FB ノードに信号を送ります。この信号には、BJT の電圧レギュレー 
ション、電流レギュレーション、バレー スイッチング、及び保護に必要なす
べての情報が含まれています。

1.  入力電圧 (VHT)。
2.  コレクタ電圧。
3.  アイドル リング電圧のピーク及びバレー。
4.  出力ダイオードの前の出力電圧。
5. 充電時間 (一次側導通)。
6.  放電時間 (二次側導通)。

バイアス巻線電圧が負の値になると、内部回路から、FEEDBACK ピンをゼロ
ボルトに保持するために電流が流出します。FEEDBACK ピンからの流出電流
は、上側フィードバック抵抗 RFB1 の電流に対応します。下側フィードバック
抵抗 RFB2 の電流はゼロです。FEEDBACK ピンからの流出電流は、スケール
された整流電圧を表す正の電圧に内部で変換されます。

図 39.    バイアス巻線フィードバックの波形 

図 40.    VE 入力時に FEEDBACK ピンをゼロ ボルトに保持する内部仮想グランド  
         電流 
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コントローラは FB ソース電流を測定して一次側の電圧を判別し、IFBHT(LO) 
と IFBHT(START) の 2 つのスレッシュホールドを適用します。

IFBHT(LO) は、一次側電圧が小さすぎて標準動作を維持できなくなる可能性
があるスレッシュホールドです。異常が原因で FEEDBACK ピンがフィード
バック巻線に接続されていないことを示す場合もあります。検出された場
合、一次側スイッチへのドライブは無効になるため、VCC は小さくなります。 
VCC が VCC(LOW) まで下がると、コントローラは新しいスイッチング サイクル
を要求しますが、主電源の低電力状態によって打ち消されます。したがっ
て、電圧は引き続き VCC(SLEEP) まで下がり、コントローラはスリープ状態にな
って再起動サイクルが開始されます。

IFBHT(START) は、起動サイクルの安全を維持して、出力電圧がスムーズにムラ
なく上昇するために必要な高い HT 電圧レベルを実現するために、最初の
パルス (プローブ パルス) で使用されます。

一次側でこれらのスレッシュホールドと等しくなる実際の電圧レベルは、一
次側/バイアス巻線比及び RFB1 の値によって制御されます。

HT 停止電圧を想定します。

/V R I N NHTLO FB FBHT LO P B1# #= ^ h

AC 入力開始電圧を計算するには、次の式を使用します。

/V R I N N2INSTART FB FBHT START P B1# # #= ^ h

FEEDBACK ピンによる出力電圧の測定
出力電圧を正確に測定するには、二次側電流がゼロ付近まで低下する二次
側放電期間の終了時に、フィードバック波形をサンプリングします (図 42)。
このポイントを検出することにより、出力ダイオードの抵抗、二次側巻線、ト
ラッキング、及び出力コンデンサ ESR に関連付けられた抵抗電圧降下の影
響は受けません。。

このポイント (「ニー ポイント」) を検出するには、スロープ検出器を使用
します。入力信号の dv/dt がスロープ検出器の値と等しい場合はいつで
も、フィードバック波形がサンプリングされます。

漏れインダクタンスによってリンギングが発生している場合も、スロープ 
検出器がトリガされるたびにサンプルは取得され、各サンプルによって以
前のサンプルが上書きされます。フィードバック波形が 0 V を通過する 
(FEEDBACK ピン電圧から現在の電圧に移行する) 前に取得された直前の
サンプルが、この時点の出力電圧を決定する際に使用されます。

正しいゼロ クロス ポイントで動作していることを確認するために、ブラン 
キング時間 tFBBL が用意されています。これにより、リングがゼロを通過して
誤った最終サンプル検出を引き起こす可能性がある場合に、漏れインダク
タンス リンギングの影響を無効にすることができます。無負荷時条件下で
は、二次側放電時間が tFBBL を超えないことが重要であるため、正しいゼロ 
クロス ポイントにはブランキングが適用されません (図 43)。これは設計ソ
フトウェアによって確認することが出来ます。

選択された VCS(MIN) のレベルや、定電流モードである割合が大きいかどう
かに応じて、tFBBL にさまざまな値が設定されます。

 
出力電圧は次の式によって決まります。

V V R
R R

N
N

OUTCV FB REG
FB

FB FB

B

S

2

1 2# #= +
^ h

RFB1 は停止電圧及び起動電圧の設定に使用され、RFB2 は出力電圧の設定
に使用されます。

図 41.    -VE 入力時のフィードバック巻線電圧の波形及び FEEDBACK ピンの電流 
 

図 42.    フィードバック巻線の電圧の基準ポイント

図 44.    FEEDBACK ピンのブランキング時間 tFBBL

図 43.    ニー ポイントのスロープ検出
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電圧制御ループの目的は、VFB(REG) (約 1.98 V) でサンプリング値を維持す
ることです (データ シートを参照)。

R
R V

V N
N V

FB
FB FB REG

OUT(CV)
S

B
FB REG

2
1#

#
=

-

(

(

)

)

RFB1 の値をわずかに変更して、出力電圧を微調整することができます。

FEEDBACK ピン (つまりオープン回路の RFB1 または短絡回路の RFB2、ある
いはオープン回路のトラッキング) 上に信号がない場合、スイッチングは
停止し、回路は信号不在が原因で生じる起動サイクル (ヒックアップ) を継
続的に実行します。

疑似共振スイッチング
一次側スイッチがオンになるのは、その電圧がリンギングして最小値 (電
圧バレー、疑似共振スイッチング) になった場合のみです。この状態になる
と、EMI 及びスイッチのターンオン損失は低減します。ここでもスロープ検
出器を使用して、FEEDBACK ピン信号のアイドル リング バレーを検出しま
す。アイドリングが既に無く、バレー検出出来ない場合は、次のスイッチン
グ サイクルが開始します。

ケーブル補正 
ケーブル補正は細かく修正されます。コントローラは VFB 及び VFB(REG) の補
正中に生成された電圧制御信号を変更して、ケーブルの出力電圧降下を
補正するために必要な調整を行います。ケーブル補正の設定値は VI 出力
カーブの右上 (CC 電流設定)で正確になりますが、通常、その値はラベル
の定格電流より小さくなります。

VOLTAGE SUPPLY ピン
VCC ピンは内部回路に電力を供給します。論理回路及びアナログ回路に
電力を供給する超低消費電力の直列レギュレータがあります。BJT をドラ
イブする定電流源には、VCC ピンから直接電流が供給されます。超低消費
電力レギュレータはあまり高速でないため、CVCC を介して VCC ピンを 
GROUND ピンに非常に近い位置でデカップリングすることが重要です。

VCC ピンには、コントローラに対して特定の操作を要求するスレッシュホー
ルドがいくつかあります。
1.  VVCC(SLEEP): If VCC が VVCC(SLEEP) より小さい場合、コントローラはスイッ 
チングを停止してスリープ モードになり、VOLTAGE SUPPLY ピンを経
由する電流が数 mA (IVCC(SLEEP)) まで低下します。

2.  VVCC(RUN): スリープ モードの場合に、VCC が VVCC(RUN) まで上昇すると、 
コントローラは初期化され、VOLTAGE SUPPLY ピンの電流が IVCC(RUN) 
に上昇して、プローブ パルスが送信されます (起動シーケンスに関す
るセクション及び手順 15「初期起動」を参照)。

3.  VVCC(LOW): コントローラが動作モードの場合に、VCC 電圧が VVCC(LOW) ま
で低下すると、送信済みのパルスに重ならないという条件で、追加の
スイッチング パルスが直ちに送信されます。この機能は、高負荷から
無負荷への過渡応答特性を改善します。出力電圧はわずかにオーバー
シュートして、設計上の無負荷時周波数より小さい周波数が設定され
ます。この周波数の期間は非常に長くなることがあるため、VCC 電圧 
は安定した無負荷時状況よりも低い値まで低下します。VCC 電圧が 
VVCC(SLEEP) まで低下して、シャットダウン及び電源サイクルのシーケンス
が発生しないようにするために、追加の無負荷タイプのパルスが送信
されます。このパルスによって CVCC が変更され、シャットダウンが防止
されます。この操作には、出力電圧のオーバーシュートからの回復時間
が若干長くなるという二次的効果がありますが、少なくともスイッチン
グ操作は継続され、電源サイクル時のグリッチは回避されます。

4.  ∆VVCC(PFM): 無負荷時動作中は、スイッチング サイクル中の CVCC の充電
と放電が原因で発生する VCC 電圧のピーク値と最小値の差を表しま
す。スイッチング サイクルの次の段階に進むには、無負荷動作中に CVCC 
電圧の 50 mV 以上の上昇が検出される必要があります。検出されな

い場合は、スイッチングが停止し、VCC が低下して、電源サイクル シー
ケンスが発生します。VCC が 1.6 V 低下した場合は、VCC が VVCC(LOW) ま
で低下した場合と同様に追加スイッチング パルスが送信されます。こ
の動作は、VCC が VVCC(LOW) より大きい場合も発生します。

CURRENT SENSE ピン
CURRENT SENSE ピンには 2 つの機能があります。
1. 初期化モードでは、起動時に CURRENT SENSE ピンから定電流を供
給して RCS2 の値を測定し、2 ビット ADC で生成された電圧を測定しま
す。これにより、4 つの可能な値のうちの 1 つが検出され、内部レジス
タの VCS(MIN) が選択されたレベルに設定されます。抵抗の有効値、及
び VCS(MIN) の対応するレベルについては、データ シートを参照してく
ださい。

 LNK40X2S 部品では VCS(MIN) が特定のレベルに固定されているため、
このルーチンは実行されません。ただし、ESD 保護対策として、1 kW 
の値の RCS2 を使用して下さい。

2.  CURRENT SENSE ピンは CS 抵抗 RCS の –VE 電圧を測定します。この電
圧は、一次側電流によって生じた RCS の電圧降下が原因で発生します。

 この電圧は内部でスケールされ、コントローラ電圧及び過電流保護ス
レッシュホールド (VCS(OCP)) と比較されて、スイッチング BJT がオフに
なる時期が判別されます。過電圧検出スレッシュホールドに達すると、
内部伝搬遅延が原因で BJT がオフになるまで若干の遅延が生じます 
(tCS(OFF))。これにより、モニタされた OCP レベルが予測値よりも大きく
なり、その時点の HT 電圧に依存するようになります。逆に、RCS の電圧
が制御電圧に応じて決まる場合は、制御フィードバック ループによっ
て遅延が補正されるため、モニタされた RCS 電圧は予測値とまったく
同じになります。通常のレギュレーションでは、RCS の最大電圧値は 
VCS(MAX) に制限されています。これは、低 HT 電圧での過渡時または動
作時に最大電力制限として機能します。過渡電力制限は、VOUT × ICC と
いう定常状態回路の電力制限よりも一般に大きくなることに注意して
ください。

 CURRENT SENSE ピンのリーディング エッジ ブランキング時間 tCS(B) 
が存在するため、浮遊容量に電荷が蓄積しても、BJT が誤ってオフに
なることはありません。

RCS 抵抗がオープン回路である場合、一次側電流は GROUND ピンと 
CURRENT SENSE ピンの間の内部 ESD 保護ダイオードを経由して流れま
す。CURRENT SENSE ピンの電圧は OCP または制御電圧によって決まる
レベルに極めて短時間に到達し、スイッチング BJT はオフになります。これ
により一次側に生成されるエネルギーは非常にわずかであるため、無負荷
時の出力電圧は正しくなる可能性がありますが、負荷が加わると出力電圧
は低下します。

RCS 抵抗が短絡されているか、CURRENT SENSE ピンとの接続が起動時に
オープン回路になっている場合、コントローラは起動しません。プローブ 
パルスが送信され、直ちにスリープ モードになります。その後、再起動が試
行されて、ヒックアップが発生します。出力に負荷がない場合、出力コンデン
サはブリード (ダミー負荷) 抵抗の値及びヒックアップ率に応じて決まるレ
ベルまで充電されます。コントローラが適切にウェイクアップしないため、
出力過電圧保護はアクティブになりません。

コントローラは、通常の動作時に RCS が短絡されているのか、それとも接
続がオープン回路であるのかを検出することができます。そのためには、 
FEEDBACK ピン信号でスイッチング BJT の非飽和を検出します。事前に設
定された期間この状態が続いた場合、コントローラはスリープ モードにな
ります。事前設定された期間が経過する前に出力電圧が出力過電圧スレッ
シュホールドに到達した場合、コントローラはスリープ モードになります。

RCS が短絡されている場合の出力電圧を予測することは困難なため、無負
荷時と最大入力電圧時に測定しておく必要があります。
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CURRENT SENSE ピンの平均電圧を使用した定電流の
制御
コントローラは RCS の平均電圧をモニタします。これは、回路の最大出力
電流を制御する場合にこれをします。電流制御ループの目的は、平均電圧
を VCS(CC) に制限することです。この制限に達する前は電圧制御ループが主
に使用されますが、制限を超えると、電流制御ループが主に使用されます。

 
Average primary current R

V
_ _

CS

CS(CC)=

したがって、トランスの一次側と二次側巻線比を使用して、次のような式に
なります。

I N
N V

ROUT(CC)
S

P CS CC

CS
=

^ h

ただし、VCC 電源及び一次側クランプはトランスのエネルギーを消費する
ため、実際の回路はこの計算値よりも値が若干小さくなります。この値は 
RCS でトリミングできます。設計が修正された後も、この誤差は量産された
製品全体でほぼ一定となります。したがって、設計のためのトリミングを行
った後、最大出力電流は量産された製品全体で一貫性が保たれます。

EMITTER DRIVE ピン
EMITTER DRIVE ピンは内部でプルダウン MOSFET に接続されています。
これにより、スイッチング サイクルの「充電」期間中にスイッチング BJT エ
ミッタと GND が接続されます。この MOSFET には、大幅な電力損失を引
き起こすことなく、ピーク一次電流を導通する機能が必要です。また、1 対
の ESD 保護ダイオードもあり、1 つは GROUND ピンと EMITTER DRIVE 
ピンを、もう 1 つは EMITTER DRIVE ピンと VOLTAGE SUPPLY ピンを接
続します。この 2 番目のダイオードは、EMITTER DRIVE ピンから VOLTAGE 
SUPPLY ピンに BJT のエミッタ ブートストラップ電流を送信してコンデン
サ CVCC を充電するために、起動サイクル中に使用されます。

このピンのスイッチングは BASE DRIVE ピンと同期しているため、BJT を
安全に、かつ制御された方法で高速にスイッチングできます (図 45 及び
図 46 を参照)。

BASE DRIVE ピン
BASE DRIVE ピンはスイッチング BJT ベースを介して電流を供給して、そ
れを短時間でオンにしますが、充電量は、BJT を飽和状態に維持しながら
短時間で電源をオフにするのに必要な量に限られます。EMITTER DRIVE 
ピンと同様にプルダウン MOSFET がありますが、これは BJT をオフにする
ために使用されます。EMITTER DRIVE ピンの MOSFET がオフの場合、一
次電流は BJT ベースを通るため、プルダウン MOSFET にもピーク一次電
流を導通する機能が必要です。これにより BJT をオフにする時間が短縮さ
れます。

ベース ドライブ サイクルには 4 つの段階があります (図 45 及び図 46 
を参照)。
1.  「フォース オン パルス」(振幅 IF(ON)、期間 tF(ON)) という短期間の大き
なベース電流が流れる初期レベル。

2.  出力電流要求に基づいてベース ドライブが制御されるレベル及び期
間。このレベルは制御電圧に比例します。期間は、ベースをローに引き
下げてからコレクタが約 30 V 上昇するまでの期間を約 100 ns に維
持することを目的としたフィードバック ループによって制御されます。 
SO-8 パッケージ デバイスを使用して高電力設計を行う場合は、 
SUPPLEMENTARY BASE DRIVE ピンを介して SBD 抵抗から追加電流
を供給することができます。

3.  BASE DRIVE ピンが高インピーダンスになり、BJT がベース領域に格
納されている電荷を消費して一次電流を導通する期間です。

4.  BASE DRIVE ピンはローに引き下げられて、BJT をオフにします。 
EMITTER DRIVE ピンは同時に高インピーダンスになります。

図 45.    簡略化されたベース ドライブ回路 

図 46.    BJT スイッチング サイクルの波形 
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このドライブ回路により、幅広い BJT HFE 特性を最小の電力損失で効率
的にドライブできます。このドライブは本来「共通ベース」で行われるた
め、BJT のRBSOA 全体を使用できます。つまり、VCEO 定格ではなく VCBO 定
格が主に使用されます。

•  (t1 – t2) フォース オン パルス (「fon」)。
•  (t2 – t3)  可変適応型ベース ドライブ。
•  (t3 – t4) BJT ストレージ時間。
•  (t4)  BASE DRIVE ピンが GND に低下して、エミッタがリ 

  リースされる。
•  (t4 – t5) VCE 立ち上がり時間、BJT がオフになる。

SUPPLEMENTARY BASE DRIVE ピン
SO-8 パッケージの LinkSwitch-4 部品には SUPPLEMENTARY BASE 
DRIVE ピンがあります。SUPPLEMENTARY BASE DRIVE ピンと VCC 電源は
抵抗で接続されています。図 46 の t2 ～ t3 の期間中に SUPPLEMENTARY 
BASE DRIVE ピンは BASE DRIVE ピンに接続されているため、高電力設計
ではベース ドライブ電流が上昇します。この方法の利点は、SBD 抵抗で消
費される電力が SO-8 パッケージの外部となり、パッケージの発熱は内部 
ED スイッチが影響します。

起動シーケンス
低消費電力で、追加部品が不要な高速起動を行うために、BJT のゲインを
使用してブートストラップ抵抗 RHT の消費電力が最小化されています。図 47 
を参照。

起動サイクルの動作。
1.  IRHT = VHT / RHT。
2.  IB = IRHT-IBD(SLEEP)。この回路は BJT の HFE によって増幅されて、IE にな
ります。

3.  IE が内部 ESD 保護ダイオードを通って EMITTER DRIVE ピンに流入
し、VOLTAGE SUPPLY ピンから外部に送られますが、IVCC(SLEEP) が差し
引かれて ICVCC になります。

4.  ICVCC によって CVCC が充電されて VCC(RUN) になります。

初期起動プロセスの期間に影響する重要なパラメータ (VCC(RUN) に到達す
るまでの期間など) は、IRHT 及び IBD(SLEEP) のパラメータです。RHT が大きくな
りすぎて無負荷時電力を低減できない場合は、IRHT – IBD(SLEEP) の値が非常
に小さくなって、VCC が VCC(RUN) に到達できなくなる、または 10 s かかるこ
とがあります。

VCC が VVCC(RUN) に到達すると、短いベース ドライブ パルスが送信され、そ
の間、FEEDBACK ピンから供給される電流によって FB の電圧が GND 電
位に保持されます。この電流は、整流された主電源電圧、一次側と補助の
巻線比、及び抵抗 RFB1 に応じて変わります。この電流を測定することによ
り、コントローラは整流された主電源入力電圧を、起動の次の段階に進む
ためのスレッシュホールドと比較することができます。

入力電圧が小さすぎる場合 (IFB < IFBHT(START))、コントローラはこれ以上ドラ
イブ パルスを送信しません。VCC 電圧は VVCC(SLEEP) まで放電され、起動シー
ケンスが繰り返されます。

入力電圧が十分に大きい場合 (IFB > IFBHT(START))、コントローラは動作モー
ドになり、追加のドライブ パルスが送信されます。スムーズな起動 (VOUT の
ムラのない上昇) を実現するには、CVCC の値を IC に電力供給できるくら
い大きくして (初期化モードと動作モードの最初の数サイクルの間)、その
状態をトランス バイアス巻線から十分な電力が供給されるまで維持する
必要があります。

詳細については、「図15 － 初期起動とトラブルシューティング」を参照して
ください。

スイッチング周波数とパルス幅変調
コントローラはスイッチング周波数とピーク一次電流 (PWM) を変調して、
出力電力を制御します。指定された出力に設定された VCS スレッシュホー
ルドは、制御電圧に比例します。スイッチング周波数は、VCS(MIN) 及び回路の
無負荷時待機電力によって設定された最小スイッチング周波数から、制御
電圧が最大で 70% になる最大スイッチング周波数 (65 kHz) まで、制御
電圧と共に上昇します。この関係は 図49 に示されています。緑の線は、X 
軸の制御電圧と、右側の Y 軸の BJT がオフになる RCS の電圧 (または 
CURRENT SENSE ピン – VCS) の関係を示します。青の線は、制御電圧と、
左側の Y 軸のスイッチング周波数の関係を示します。VCTRL(FL) は 、最大電
力ポイントとなる、VI カーブの右上の制御電圧です。CURRENT SENSE  
ピン電圧は VCS(MAXACT)、スイッチング周波数は FMAX になります。通常は、 
VCS(MAXACT) が VCS(MAX) の 85% になるように設計を計算します。こうすると、 
FMAX の分布の中央に動作周波数が配置されるため、FMAX 未満の場合、イン
ダクタンス及び他の部品の公差内では最大負荷スイッチングが発生しま
せん。また、適切な過渡応答を得るために必要なマージンが、VCTRL(FL) / 
VCS(MAXACT) と VCTRL(MAX) / VCS(MAX) の間の値になります。最大負荷時に FMAX で
の動作が保証されるため、製造全体で EMI 放射の一貫性がさらに高まり
ます。ただし、この「中央を下げる」設計では、最大周波数が得られない可
能性があります。一次側インダクタンスを大きくすると、ピーク一次電流が

図 47.    起動回路 

図 48.    起動時の VOLTAGE SUPPLY ピン 
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低下し、それによって一次抵抗損失が下がるため、効率が改善されます。こ
れにより、最大負荷時の動作ポイントは図 49 の左側、VCS(MAX) の 70 ～ 
75% 付近に移動します。この場合、さらに多くの試験を行って、部品公差に
製造のバラつきがある場合も動作時の仕様が満たされることを検証する
必要があります。

PI Expert は高効率を目的とする傾向があるため、VCTRL(FL) 動作ポイントは 
VCTRL(MAX) の 85% の左側になることがあります。

EasyStart の機能
一部のアダプタ設計、特にネットワーク機器用の設計では、約 3000 mF の
大きな追加容量を出力に接続した状態で動作させる必要があります。これ
は、一般にこれらのアダプタが 12 V 出力であり、起動するのが非常に困難
であるためです。最大電流 (CC 電流) がラベル出力電流に 7% を加えた
値になっている標準設計の場合、ラベル負荷電流で容量をラベル電圧ま
で充電するには長い時間がかかります。この場合、バイアス巻線が CVCC を
再充電するのに必要な電圧になるまで IC に電力を供給するには、CVCC を
大きな値 (数 10 mF) にする必要があります。また、最大電流を定格負荷電
流よりも大幅に大きい値にすることもできます。ただし、トランスを高電流で
動作させるには、少なくともトランスのサイズを極端に大きくする必要があ
るため、コストがかかります。

LNK4x14D 及び LNK4x15D では EasyStart 機能が有効なため、CVCC の
標準値を使用しながら、起動時の出力容量を大きくすることができます。起
動時に充電できる出力コンデンサのサイズは、このための許容時間によっ
てのみ制限されます。

EasyStart 機能は BD 及び ED スイッチング サイクルのタイミングを変更
し、図 46 及び 50 の期間 t3 ～ t4 (BJT ストレージ時間) の間 EMITTER 
DRIVE ピンのプルダウンがオフになるようにします。BJT エミッタと CVCC の
間に追加の高速な低電圧ダイオードが接続されているため (図 51 を参
照)、エミッタが CVCC 電圧レベルまで上昇すると、エミッタ電流が CVCC に流
入して充電します。EasyStart がアクティブになるのは、VCC が 6 V 未満の
場合に限られるためです。したがって、バイアス巻線が VCC への電力供給
を開始していて、通常の設計レベルである 8 V より大きい電圧が維持され
ている場合、EasyStart 機能は再びアクティブにならず、効率や無負荷時電
力といった性能に影響を及ぼしません。

図 49.    制御電圧、スイッチング周波数、及び VCS スレッシュホールドの関係 

図 50.    EasyStart 機能のために変更されたベース ドライブ及びエミッタ ドライブ 
        のタイミング 

追加ダイオードに必要な条件は 20 V 以上の低電圧にすることのみであ
り、最小 AC 入力電圧でのデューティ サイクル中に発生するピーク一次電
流をサポートする必要があります。ESD1 または UF4001 タイプが適してい
ます。

EasyStart の動作を強化するには、図 49 の期間 t3 ～ t4 を最大化して、 
RSBD を 100 W ～150 W まで小さくする必要があります。こうすると、ベース
領域への充電が高速化され、t2 ～ t3 期間が短縮されて、t3 ～ t4 が延長さ
れます。

この技術の制限事項は、ユニバーサル入力設計で高入力電圧時の効果が
薄れることです。期間 t1 ～ t3 は起動中にほぼ一定となりますが、期間全体 
t1 ～ t5 は短縮されて HT 電圧が増大するため、CVCC の再充電時間 t3 – t4 
は短縮されます。これは一般に 240 VAC では有効なままですが、264 VAC 
では小さくなることがあります。EMITTER DRIVE ピン及び VOLTAGE 
SUPPLY ピンを監視すると、高入力電圧時の EasyStart の効果を測定でき
ます。

困難が生じた場合は、RSBD を 100 W まで下げるか、一次インダクタンス及
び最小入力電圧を大きくします。
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図 51.    EasyStart 機能用の追加のダイオードが示された回路図 

図 52.    標準の LNK4214D 及び LNK4215D CP 出力特性  

過熱シャットダウン
LinkSwitch-4 には過熱シャットダウン機能があります。IC のジャンクション
温度が TSD (約 140 ºC) を超えると、チップはシャットダウンしてスイッチン
グを停止します。温度が TSD(H) だけ低下すると、チップは再起動し、標準の
起動サイクルを実行して継続します。  

一定電力 (CP) オプション
EasyStart の他にも、LNK4214D 及び LNK4215D デバイスの VI カーブに
は一定電力のセクションがあります (図 52 を参照)。この機能は、大容量
負荷 (5000 mF、12 V 時) での起動を改善するためのものです。起動時に、
トランスの巻線比、RCS の値、及びデバイス パラメータ VCC(SC) の値によっ
て、VI 特性の一定電力 (CC) プルアップ設定ポイント (図 52 の右下) が
設定されます。LNK4214D 及び LNK4215D の VCC(SC) の値は LNK4014D 
及び LNK4115D と比べて約 75% 大きいため、指定したトランス及び RCS 

値に対して、CC レベル IOUT(EXT) は標準の CV/CC VI カーブ部分よりも約 
75% 大きくなります。このため、起動電流の 75% が出力容量に追加で流
入し、正常な高速起動をサポートします。出力電圧の上昇時に、コントロー
ラは設計上の CV レベルの約 50% を超えるまで CC モードで制御しま
す。その後、電圧が設計上の CV 設定ポイントに到達して CV モード レギュ
レーションに変更されるまで、コントローラは電力制限 (CP) モードで動作
します。このポイントの IOUT である IOUT(CP) は IOUT(EXT) の 57% よりも大きく
なります。正確な軌跡は、HT レベル (主電源入力レベル) にある程度依存
します。この原因は、VI カーブの CP セクション中にコントローラがオープン 
ループ モードで動作するため、つまり、このセクション中は CP セクション
における効率変動によってフィードバックが無効になり、主電源入力レベ
ルが不正確になるためです。したがって、設計に対応する単一の CP カー
ブはありませんが、実際のカーブの両端に最小カーブと最大カーブが存在
します。図 52 の低主電源と高主電源の IOUTCP(TYP) を参照してください。一
定電力の値は最大負荷時のスイッチング周波数パラメータ FSW、一次イン
ダクタンス、ピーク一次電流 (デバイス パラメータ VCS(MAX) を RCS の値で 
割った値)、及び変換効率によって設定されます。CP セクションではオープン
ループ モードで動作するため、一次インダクタンスの公差、スイッチング周
波数、RCS、VCS(MAX)、及び VCSCC が VI カーブの CP セクションの精度に大き
な影響を与えます。CP アプリケーションの設計を行う場合は、この点を考
慮する必要があります。

一次インダクタンスの公差は ±5% 以下にする必要があります。FSW の公
差は ±7%、VCSCC は ±2%、VCS(MAX) は ±5.5%です。RCS は ±1% 以下にす
る必要があります。
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最初に、LinkSwitch-4 PIXls ツールを使用して、CV/CC のトランス及び部
品の値が CV/CP 回路と同等になるように 設計します。重要な考慮事項は、
ラベル出力電圧時に少なくとも仕様上のラベル出力電流を負荷に供給で
きる機能を CV/CP 回路に装備することです。つまり、部品公差にバラつき
がある場合でも、図 52 の IOUTCP(MIN) はラベル電流以上になる必要がありま
す。これは、最悪でも 15.5% の許容値が必要であることを意味します。実
際は、チップ内のパラメータ公差に安全上のマージンが設けられていて、
最悪時の値は同じ基板上で得られるという統計があるため、必要な許容値
は 10% になります。

ラベル出力電流に 10% を加えた値を [B10] に入力します。または、上記の 
CV/CC 設計手順に従います。こうすると、ラベル電流までの範囲で効率的に
動作するトランス及び部品セットが生成され、標準の CV/CC LinkSwitch-4 
が使用されている場合、CV から CC への移行ポイントが正しいレベルに
なります。

LNK4214D 及び LNK4215D は VCSCC に合わせて値が変更されています。
回路が CC 状態になる前に電力制限された CP 状態に到達して、図 52 に
示された VI カーブが実現されるよう、この値は引き上げられています。必
要になるのは、VO の時点で [B10] に入力した電流 (ICC) が出力から供給
されている場合に、VCS(MAX) に到達できるように RCS 値を新たに設定するこ
とです。この値は次の式から計算できます。

R
I V G

L V F Eff
2 1

CS
CC O CAB

P CSMAX SW OUT
2

# #

# # #
=

+^ h
最大出力電流 IOUTEXT は次の式から計算できます。

I N R
V

OUTTEXT
CS

CSCC#=

デバイス 最小 標準 最大 単位

一次電流検出スレッ 
シュホールド 
(CC 動作 VCSCC の場合)

LNK4115D、LNK4214D、LNK4215D は除く -62 -60.8 -59.6

mV
LNK4115D のみ -68

LNK4214D のみ -105

LNK4215D のみ -119

数式の記号の意味は次のとおりです。
LP  = 標準の一次インダクタンス (ヘンリー)。
VCS(MAX)  = LinkSwitch-4 デバイスの VCS(MAX) (ボルト)、通常は 0.36 V。
FSW  = LinkSwitch-4 の最大スイッチング周波数 (Hz)、通常は  
  65000 Hz。
EffOUT  = 一次から二次出力への変換効率の予測値。測定から他の値を 
  取得できない場合、デフォルト値は 0.9。
ICC  = ラベル定格出力電流にマージン (通常は +10%) を加えた値。
VO  = ラベル出力電圧。
GCAB  = ICC における設計上のケーブル補正 (3% の場合は 0.03)。
N  = トランスの一次側二次側巻線比
VCSCC  = 該当する LinkSwitch-4 デバイスの定電流制御基準レベル  
  (ボルト)。

EffOUT の予測値が原因で、CV から CP へのコーナー ポイントの正しい位
置を取得するには、計算された RCS 値をトリミングしなければならないこと
があります。

目的の IO を確実に実現するために、最小及び最大一次インダクタンス用
のギャップを設けたトランスを使用して生成された VI カーブをチェックす
ることをお勧めします。

出力ダイオードの定格を確認します。使用法によっては、起動中に限り、出
力電流を CV/CC 設計よりも 75% 大きくできることがあります。

CP 部分には EasyStart 機能があるため、EasyStart ダイオードを使用する
必要があります。そうしないと、LinkSwitch-4 は損傷します。 
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