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はじめに 
 
シンプルで低消費電力の絶縁型ハウスキーピング電源が必要であるが、市販のブ

リックやモジュールは購入したくないという経験はありませんか？これを製作す

るか購入するかの判断は多くの要因によって決まりますが、簡易性、ソリュー

ションのサイズ、コストおよび性能がこの判断に大きく影響します。医療用シス

テムをはじめとするいくつかのアプリケーションでは、入力-出力間が絶縁されて

いる電源が必要とされます。 
 
医療機器でとりわけ絶縁型電源を必要とする理由の 1 つは、ノイズの多い電源電

圧からグランドを分離する為。検診用カメラ、歯科医療機器、睡眠およびバイタ

ルサインのモニタに使用されているディスプレイは、ノイズの多い電源電圧の悪

影響を受ける恐れがあります。絶縁型電源ではグランドが分離されており、ディ

スプレイに障害を起こすノイズを除去することができます。 
 
CT スキャン、血液ガス電解質分析装置、一部の超音波システムのような大型の医

療用システムでは、通常、様々な機能を実現するために複数の PC 基板による分

散型電源アーキテクチャを採用しており、システム全体に通常 24V または 48V の

バス電圧を供給します。分散型電源アーキテクチャでは一般に信頼性を高め安全

性を保証するため、バス電圧からサブシステムの動作電圧への絶縁型 DC/DC 変換

を必要とします。このタイプのバス電圧には大きな電流を供給する能力があるの

で、短絡フォルト状態で発生する障害を防ぐために絶縁が必要となります。 

 
図 1. 1 次側出力電圧検出を行う LT8300 フライバック・コンバータ 



絶縁型 DC/DC アプリケーションでは長年、フライバック・コンバータが広く使用

されてきました。ただし、フライバック•コンバータは必ずしも設計者の第一の選

択肢ではありませんでした。電源の設計者は、設計しやすいからではなく、低消

費電力の絶縁要件に対応するため、やむを得ずフライバック・コンバータを選択

しています。フライバック・コンバータの制御ループには、よく知られた右半平

面のゼロによる安定性の課題があり、この問題はフォトカプラの伝播遅延、経時

変化および利得変動によってますます複雑になります。 
 
さらに、フライバック・コンバータは、トランスの設計に非常に多くの時間を要

し、既製のトランスの選択は一般に限られているため、カスタムのトランスが必

要となる可能性があることから、作業は一層複雑になります。電力変換テクノロ

ジーの 近の進歩により、低消費電力の絶縁型コンバータの設計が非常に簡単に

なりました。リニアテクノロジーの新製品 LT8300 絶縁型フライバック・コン

バータは、これらのフライバックの設計上の多くの課題を解決します。 
 
シンプルなフライバック・デバイスの設計 
 
LT8300 は、フォトカプラ、2 次側リファレンス電圧、およびパワー・トランスか

らの余分な 3 次巻線を不要にする一方で、絶縁バリアをまたぐ唯一の部品である

パワー・トランスにより、1 次側と 2 次側の間の絶縁を維持します。LT8300 は、

フライバックの 1 次側スイッチング・ノードの波形によって出力電圧を検出する

1 次側検出手法を採用しています。スイッチのオフ期間の間、出力ダイオードと通

して出力に電流が供給され、出力電圧はフライバック・トランスの 1 次側に反映

されます。スイッチ・ノードの電圧の大きさは、入力電圧とトランスの 1 次側に

反映された出力電圧の和になります。LT8300 はこの電圧を利用し制御します。 
この出力電圧帰還手法により、入力、負荷、温度の全範囲にわたって全レギュ

レーションが±5%以下になります。外付け部品がわずか 7 個の LT8300 を使った

フライバック・コンバータの回路を図 1 に示します。 
 
LT8300 は小型 5 ピン SOT-23 パッケージで供給され、直列ドロッピング抵抗を使

用せずにデバイスに直接印加可能な 5V～100V の入力電圧を受け入れます。高電

圧 LDO を内蔵し、SOT-23 パッケージのピン 4(SW)とピン 5(Vin)の間隔を拡張し

ているので、高い入力電圧で確実に動作することができます。その上、内蔵の

260mA、150V DMOS パワースイッチにより、 大約 2W の出力電力を供給可能

です。 
 
さらに、LT8300 は軽負荷時に低リップルの Burst Mode®動作を行います。この機

能は、静止電流をわずか 330µA まで低減し、携帯機器等のスリープ・モード時の

バッテリの動作時間を延ばします。その他の機能には、内部ソフトスタート、低

電圧ロックアウトなどがあります。出力電圧の設定に必要なものはトランスの巻

数比と 1 本の外付け抵抗だけです。 



1 次側出力電圧検出 
 
絶縁型コンバータの出力電圧検出は、一般にフォトカプラと 2 次側リファレンス

電圧を必要とします。フォトカプラは、絶縁バリアを維持しながら、光リンクを

介して出力電圧帰還信号を伝達します。ただし、フォトカプラの伝達率は温度と

経時によって変化し、精度が低下します。また、フォトカプラは線形性に個体ば

らつきが有り、回路間に異なる利得/位相特性を生じる可能性があります。フォト

カプラの代わりに、電圧帰還に追加のトランス巻線を採用したフライバック設計

を使って帰還ループを閉じることもできます。ただし、このトランス巻線を追加

することによってトランスのサイズとコストが増えます。 
 
LT8300 は、トランスの 1 次側の出力電圧を検出することにより、フォトカプラや

追加のトランス巻線を不要にします。出力電圧は図 2 に示すように、パワー・ト

ランジスタのオフ期間に 1 次側スイッチング・ノード波形で正確に測定されます。

ここで、N はトランスの巻数比、VINは入力電圧、VCは 大クランプ電圧です。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
図 2. 標準的なスイッチ・ノード波形 

 
 
バウンダリ・モード動作によるコンバータ・サイズの縮小とレギュレーションの

改善 
 
LT8300 フライバック・コンバータは、2 次側電流がゼロまで減少した直後に内部

スイッチをオンし、スイッチ電流が予め規定された電流制限値に達するとオフし

ます。このように、このデバイスは常に連続導通モードと不連続導通モードの変

わり目で動作します。このモードは一般にバウンダリ・モードまたは臨界導通

モードと呼ばれています。 
 
バウンダリ・モード制御は、可変周波数、電流モードのスイッチング方式で動作

します。内部パワースイッチがオンすると、プリセットされた電流制限の設定値

に達するまでトランス電流が増加します。SW ピンの電圧は、出力電圧をトラン

スの 2 次対 1 次の巻数比で割った電圧に入力電圧を加えた電圧まで上昇します。

ダイオードを流れる 2 次側電流がゼロまで減少すると、SW ピンの電圧が VINを下



回ります。内部 DCM コンパレータがこの現象を検出してスイッチをオンに戻すこ

とにより、このサイクルが繰り返されます。 
 
バウンダリ・モードでは各サイクルの終了時に 2 次側電流をゼロに戻すので、寄

生抵抗の電圧降下によって負荷レギュレーションの誤差が生じることはありませ

ん。さらに、1 次側フライバック・スイッチは常にゼロ電流でオンするので、出力

ダイオードに逆回復損失が生じません。このように電力損失が低減されることに

より、フライバック・コンバータを比較的高いスイッチング周波数で動作させる

ことができるので、低周波数の代替設計と比べてトランスのサイズが小さくなり

ます。SW の電圧および電流と出力ダイオードの電流を図 3 に示します。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
図 3. バウンダリ・モードのフライバック・コンバータの波形 

 
1 次側に反映された出力電圧は常にダイオード電流がゼロになった時点でサンプリ

ングされるので、バウンダリ・モード動作での負荷レギュレーションは非常に良

好です。図 4 に示すように、LT8300 の負荷レギュレーションは標準で±2%以内で

す。 
 

 
 
図 4. 図 1 の回路の負荷レギュレーション曲線と入力レギュレーション曲線 



トランスの選択と設計に関する検討事項 
 
トランスの仕様と設計は、LT8300 をうまく利用する上で、 も重要な部分です。

高周波絶縁型電源トランスの設計に関する一般的な注意点である、漏れインダク

タンスが小さく密結合である等の注意点に加えて、トランスの巻数比を厳密に管

理する必要があります。トランスの 2 次側の電圧は 1 次側でサンプリングされる

電圧から推定されるので、トランスの巻数比を厳密に管理して安定した出力電圧

を確保する必要があります。 
 
リニアテクノロジーは、主要な磁気部品メーカと共同で LT8300 と共に使用する

ために予め設計されたフライバック・トランスの製造にあたってきました。表 1
は Wurth Elektronik、スミダ電機および BH Electronics 各社から提供されている推

奨トランスの一部です。全製品のリストは LT8300 のデータシートに掲載されて

います。これらのトランスは通常、1 次側と 2 次側の間で 1 分間、1,500VAC のブ

レークダウン電圧に耐えます。さらに高いブレークダウン電圧に耐えるトランス

やカスタムのトランスを使用することもできます。 
 
ターゲット・アプリケーション 販売元 製品番号 

48V から 3.3V/0.51A、24V から 3.3V/0.37A、12Vから
3.3V/0.24A 

Wurth Elektronik  750312367 

48V から 5V/0.29A、24Vから 5V/0.22A、12V から

5V/0.15A 

Wurth Elektronik  750312365 

48V から 24V/67mA、24V から 24V/50mA、12V から

24V/33mA 

Wurth Elektronik  750312559 

48V から 5V/0.29A、24Vから 5V/0.22A、12V から

5V/0.15A 
スミダ電機 10396‐T024 

48V から 12V/67mA、24V から 12V/50mA、12V から

12V/33mA 

48V から 15V/62mA、24V から 15V/44mA、12V から
15V/28mA 

スミダ電機 10396‐T028 

48V から 3.3V/0.42A、24V から 3.3V/0.32A、12Vから
3.3V/0.22A 

48V から 5V/0.38A、24Vから 5V/0.27A、12V から

5V/0.17A 

BH Electronics  L10‐0116 

 
表 1 – LT8300 の既製トランス 

 
LT8300 の回路は、LTspiceソフトウェアの無償提供版 http://www.linear-
tech.co.jp/LTspice をダウンロードすることにより、表 1 に記載されたトランス

のいずれかを使ってモデル化できます。このシミュレーションにより実際に近い

結果が生成されるため、このようなコンバータの設計がより簡単になり、デザイ

ンを確認することができます。シミュレーション回路には、回路起動時の挙動と、

入力電圧が異なる場合の負荷ステップに対する挙動が含まれています。回路に変

更を加えて、性能に対する影響を容易に調べることも可能です。 
 

http://www.linear-tech.co.jp/LTspice
http://www.linear-tech.co.jp/LTspice


まとめ 
 
絶縁型電源は、医療用システムにおいてノイズの多い電源電圧を除去するのに使

用可能であり、安全性を高めた動作のために分散型電源アーキテクチャにも必要

とされています。LT8300 をベースにした回路は、フォトカプラや 2 次側リファレ

ンス電圧、パワー・トランスの追加の 3 次巻線が不要となるため、絶縁型フライ

バック・コンバータの設計を簡素化します。このデバイスは、絶縁バリアをまた

ぐわずか 1 個の部品を使うだけで 1 次側と 2 次側の間の絶縁を維持します。あら

かじめ設計された既製のトランスを容易に入手できるので、カスタム・トランス

は不要です。LT8300 は 5V～100V の入力電圧範囲で動作し、 大 2W の電力を出

力するので、医療用、産業用、テレコムおよびデータコムなど広範囲のアプリ

ケーションに 適です。 


