DC/DC コンバータの出力短絡試験で
発生するトラブル
超低 ESR 積層セラミック・コンデンサが発生する問題
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電源 IC の評価時に行う短絡テストによる破壊の発生
電源 IC 評価時
過負荷試験として過電流保護の動作確認

⇒ 電子負荷による VI 特性の測定

機器内への金属片の混入などによる電源ラインのハードショート時の安全性確認 ⇒ 負荷短絡試験
短絡の方法によっては電源 IC の破壊に至る場合がある

実機基板での短絡試験を行った場合、電源供給されている
負荷回路側で破壊が発生する可能性もある

電源出力短絡テスト

バチ!!

短絡の方法によって破壊が発生する場合としない場合がある
原因が電源 IC の過電流保護機能の問題では無い場合が多い
短絡に使用したワイヤーや基板のパターンの持つインダクタン
ス成分による物理現象の発生が原因となるケースが多い
電源基板
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電源 IC で使用されるコンデンサの低 ESR 化
Vo

I

Vc

電解コンデンサ
ESR：数 100m Ω～数 Ω

→

POS-CAP/OS-CON →
ESR:10mΩ～数 100mΩ

積層セラミック
ESR：10mΩ 以下

Vo = Vc – I x ESR

積層セラミック・コンデンサでは低 ESR 化が進行

2000 年には 10μF で 20mΩ 程度あった ESR が 3mΩ 以下といった超低 ESR 化
出力コンに使用した場合、リップル電圧の低下と過渡応答時の電圧低下が減少
⇒ 応答特性の遅い電源 IC の性能をカバー
従来のコンデンサでは起きなかった現象が発生し、思いもかけないトラブルが発生
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電解コンデンサ、POS-CAP、セラミック・コンデンサを
ループ状のワイヤで短絡した時の端子電圧と短絡電流
• ある程度の長さを持ったワイヤーで短絡を発生させた時、短絡したワイヤーには
どの様な電流が流れ、出力電圧はどう変化するのか？
• まずは電源 IC が接続されていないコンデンサに設定電圧まで充電を行い、
コンデンサ単体で端子間短絡を発生させた時にどうなるかを実験。
コンデンサの短絡放電時の電圧・電流特性の測定

安定化電源

3.6KΩ の抵抗を経由してコンデンサを充電
端子間を 30cm の長いワイヤーで短絡
放電電流と端子電圧を観測

30cm の長い
ワイヤーで短絡
コンデンサ
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22μF/16V の電解コンデンサでの短絡試験
V=3.3V 時

V=5.0V 時
40usec/Div

40usec/Div

2.5Ω
1V/Div

1V/Div

0V -

0V -

22μF
500mA/Div

500mA/Div

0A -

0A -

電圧は一気に +0.5V まで低下
その後 0V へ

電圧は一気に +0.3V まで低下
その後 0V へ

IP=1.7A の後電流が減少

IP=1.1A の後電流が減少

約 200usec で減少

約 200usec で減少

コンデンサの ESR が 2.5Ω 程度
あるので、短絡すると一気に電圧
が低下し短絡電流も 2A 以下の
電流しか流れない。
＊短絡してもこの程度の電流しか流れない
1A の過渡応答には全く対応できないので、
10 倍以上の容量にして ESR を 1/10 以下
にする必要がある。
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47μF の POS-CAP での短絡試験
V=5.0V 時

V=3.3V 時
20mΩ

10usec/Div

10usec/Div

1V/Div

1V/Div

ワイヤーの
R成分
と
L成分

0V -

0V -

10A/Div

10A/Div

0A -

0A -

電圧は 10μS 程で低下するが
0V を超えて -1.0V まで低下
その後 0V に戻る。
IP=23A の電流が流れた後減少
して少し逆流後、0 に

電圧は 10μS 程で低下するが
0V を超えて -0.4V まで低下
その後 0V に戻る。
IP=15A の電流が流れた後減少
して少し逆流後、0 に

コンデンサの ESR が 50mΩ 程
度しかないので 20A 前後流れる。
配線のインダクタンスとの共振現
象が発生し電圧が負電圧まで
アンダーシュートして減衰振動を
発生しながら 0 に収束。
ロングワイヤーのインダクタンスと
コンデンサとの共振により
負電圧と逆流電流が発生する。
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22μF/6.3Vの積層セラミックでの短絡試験
V=5.0V 時

V=3.3V 時
10usec/Div

10usec/Div

10mΩ
1V/Div

1V/Div

ワイヤーの
R成分
と
L成分

0V 0V 10A/Div

5A/Div

0A -

コンデンサの ESR が 10mΩ 以下
しかないので 15A 前後流れる。

0A -

電圧は 10μS 程で低下するが
0V を超えて -1.5V まで低下
その後減衰振動して 0V に

電圧は 10μS 程で低下するが
0V を超えて-1.0Vまで低下
その後減衰振動して 0V に

IP=18A の電流が流れ、その
後逆流して減衰振動して 0 に

IP=13A の電流が流れ、その
後逆流して減衰振動して 0 に

配線のインダクタンスとの共振が
発生、低 ESR により Q 値が大き
く、振幅も増大し負電圧まで大きく
アンダーシュートする
ロングワイヤーのインダクタンスと
コンデンサとの共振により
大きな負電圧と逆電流を伴う減衰
振動が発生する。
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ESR が低いと短絡したワイヤーのインダクタンスとのLC共振で
ダンピングされないので、負電圧までアンダーシュートが発生
• コンデンサ端子短絡によりコンデンサの C とワイヤーの
L による LC 共振回路を構成

長い
ワイヤーの
R成分
と
L成分

⇒ コンデンサに蓄積されていた電荷をエネルギー源
として共振振動が発生
• 共振振動でコンデンサは負電圧まで充電
⇒ 低 ESR セラコンでは Q 値が高い LC 共振回路
となり、ピーク電圧は高くなる
• 短絡するワイヤーが短いと L 成分が小さく、ピーク電流
は更に増大

⇒ ESR で発生する導通損の増大によりエネルギ
減衰が急速に発生して早期に振動が収束

短い
ワイヤーの
R成分
と
L成分
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同期整流降圧型 DC/DC コンバータでの出力短絡時の動作
出力コンデンサ端子間を最短短絡
最短距離
で短絡

Vo

TPS62260 600mA
ハイサイド過電流検出
ピーク電流制限
ロウサイド過電流制限
バレー電流制限

出力は 10uF の積層セラミックコンデン
サ、ピン間短距離ショートにより電圧は
スムーズに低下。
TPS62260 は 1A(Typ) のピーク電流
制限により、ハイサイド ON 時インダク
タ電流が 1A を超えていると OFF

0V -

SW

IL

ローサイドの電流制限も 1A で、インダ
クタ電流が 1A 未満に下がるまでハイ
サイド・スイッチの ON を停止
短絡保護動作によりインダクタ電流は
定電流状態となり、短絡電流も一定値
を維持。
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同期整流降圧型 DC/DC コンバータでの出力短絡時の動作
出力端子を 30cm 程のワイヤーで短絡
30cmの
ワイヤーで短絡

30cm のワイヤーによる共振で出力電圧が -1V
程度までアンダーシュートが発生
＊この時コンデンサとワイヤー間では 10A 級の
短絡電流が流れている

Vo
0V -

SW

I lim -

1A の過電流制限が動作してローサイド ON のまま
スイッチングを停止してインダクタ電流の減少を待つ
スイッチングが停止しているにも関わらずインダクタ
電流が増加
出力の負電圧が減少するとインダクタ電流の増加は
止まり、その後電流の減少を開始

IL

インダクタ電流が 1A まで減少するとスイッチングを
再開して定電流状態が再開
10

スイッチングしていない＝ハイサイドスイッチが ON していないのに
インダクタ電流が増加する
3.3V

3.3V
↓

LC 共振による
負電圧の発生

0V -

5.0V

出力短絡
による
LC 共振

I lim -

出力コンデンサ
の＋端子は共
振により負電圧
（-1V） となる。

SWノードは
ハイサイドは
OFF,ローサ
イドは ON
なのでほぼ
0V となる

2.2uH のイン
ダクタは左が
0V、右が -1V
となり入力側
が 1V 高くなる

インダクタの電流は
(負電圧/2.2μH)×時間
で電流が増加する。

1A の過電流制限
値に対して 2A 近く
まで電流が増加し
てしまう

破壊には至らなかったが
設計想定外の事態となっている
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実基板でロングワイヤーによる短絡試験を行うと何が起きるか
• 製品回路が実装されている実基板でロングワイヤーによる短絡
テストを行う
• 共振により出力電圧が負電圧まで低下

• この共振電流はピークで 10A 級の電流が流れている
• Vout の負電圧はそのまま製品回路の VDD に供給される
⇒ 負荷回路の VDD ピンに内蔵されたESD保護素子に -1V を
印加
• 大きな共振電流が流れるループを 0.5V～0.7V の電圧でクランプ
⇒ ループ電流は ESD 保護素子に流れる
⇒ ESD 素子を破壊する可能性大

• この時電源 IC は保護動作により動作を停止
• 電源 IC には共振により発生している物理現象の防止は不可能
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出力コンデンサの端子間短距離短絡の場合や
基板の低インダクタンス電源ラインではピーク電圧は低くなる
• 30cm クラスのロングワイヤーによる出力ショートの場合は、
ワイヤーのインダクタンス (1mm あたり 1nH 程度とすると 300nH
程度) 低 ESR のコンデンサと低抵抗の電線による LC 共振の発生
が原因
⇒ いずれも低抵抗なのでQ値の高い共振回路となる
• LC 共振が起きなければ負電圧の発生も無く、インダクタ電流の無
制限な増加という事態に至らないために、トラブルの発生には至ら
ない

• 出力での LC 共振による負電圧が発生した時、電源 IC の保護動作
ではインダクタ電流の増加と負電圧の発生を抑える方法はない
• 短絡テストに長いワイヤーを使用していなくても、コンデンサから離
れた Vcc ラインと GND で短絡するとパターンの持つインダクタンス
成分により、同様な事象が発生する可能性がある
• 短絡テスト時には、配線の持つインダクタンス成分の影響で予想も
しない事態が起きる可能性がある、ということを念頭にテストを実施

30cm のワイヤのインダクタンス実測

480 nH

平行線にして小面積化
⇒ インダクタンス減少
240 nH

円による最大面積
⇒ インダクタンス最大

ツイストして最小化
⇒ インダクタンス最小
Vcc

負荷
回路

電源
回路

GND
VccとGNDでループ ⇒ インダクタンス大
Vcc

電源
回路

裏面GND

負荷
回路

内層/裏面にVccに沿うGND ⇒ インダクタンス小
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入力コンデンサがセラミック・コンデンサの場合は
電源投入時に要注意
入力コンデンサにセラミック・コンデンサを使用している時、外部から電源供給す
る時にも共振による問題が発生することがある

22uF
ESR 3mΩ

Io

入力コン：セラミック・コンデンサ 22uF/ESR3mΩ、安定化電源出力：5.0V
30cm の電線 2 本で電源基板に接続
＊ 総長 60cm のケーブルのループインダクタンス：500nH～1μH
安定化電源側電圧 Vo、セラミックコンデンサ側電圧 Vin、電流 Io を測定

電源
IC

Vo は 5V から電流急増による 2V の低下後、6.5V まで上昇後、5V に収束
Vin は電荷 0 のコンデンサによる短絡で 0V に、充電により 0V から上昇を開始、
配線の持つインダクタンスとの共振により供給電圧の 5V を大きく超えた 8.4V ま
で上昇、その後、LC 共振は減衰振動となり 5V へと収束
Io は配線のインダクタンスにより 0A から徐々に増加、10A まで増加後、
減少に転じ、LC 共振の減衰振動後 0A に収束

5V 入力用に設計されている電源 IC の絶対最大定格（耐圧）は 7V 程度しかない
ことが多く、Vin が高電圧になった時点で破壊される可能性が大きい

Vo

5.0V -

6.5V

Vin

5.0V -

8.4V

0V 0A -

Io

10A

4us/Div
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低 ESR、セラミック・コンデンサと配線・パターンの L との
LC 共振によるトラブルの発生を軽減する方法
電源回路の入出力で発生する LC 共振により、電源 IC の絶対最大定格を
超える電圧や電流が発生 ⇒ 破壊に至ることがある

LC共振回路をダンピングさせる

定格内での使用条件における破壊のため解析依頼に出すが、過電流か
過電圧による破壊としか判定できない
セラコンの低 ESR と電線の L による高い Q 値となる LC 共振回路に起因
⇒ 共振電圧を下げるには Q 値を下げる必要
⇒ コンデンサの ESR を高くする ⇒ 電源特性を低下させることになる
セラミック・コンデンサ C1 に異なる容量・ESR の C2 を並列接続
⇒ 共振電流を ESR の高いループに分流させることにより、共振振動を阻害
ダンピングさせて電圧の低下と収束も早める

Vin

C2 に使用するコンデンサは比較的 ESR の高いタンタル・コンデンサや OS
コンを使用して、C1 の 3 倍程度、ESR は 50mΩ～100mΩ を選択します
セラコンしか使えない場合は、C1 の 10 倍程度の容量を使用して L<<C とし
てピーク電圧を低下させる
⇒ 電源評価基板の入力コンデンサの例

セラコン
47uF/10V

セラコン
4.7uF/6.3V
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まとめ
• 出力コンデンサの ESR が大きい時には、出力短絡試験や電源投入時に大電流や
LC 共振による高電圧が発生しなかった。
• ESR が非常に小さな大容量積層セラミック・コンデンサの登場で、コンデンサへからの放電
電流や充電電流が大きくなっただけではなく、配線のインダクタンスとの LC 共振により
高電圧が発生する状態となってきている。
• 電線や基板のパターンは、インダクタンス成分を必ず持つ。 少し多めに見積もって
1mm あたり 1nH はあると考え、100㎜ あると 100nH 程度のインダクタとみなして、配線
やアートワークを考える必要がある。
• スイッチング速度の上昇から電源回路も高周波回路となってきており、使用するインダクタ
も数 μH から数 100nH の桁へと小さくなってきている。配線の持つ ｎH のインダクタンスが
回路に与える影響も大きくなってきている。

• 基板間のワイヤーや部品間のパターン配線が全てインダクタに見えるような視点を持ち、
回路図に書かれていない寄生成分に注意を払って設計する事が必要。
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