AND9133/D
NCP108xを使用した回路設計と
PCBレイアウトのガイドライン
はじめに

NCP108x は ､ パ ワ ー ・ オ ー バ ・ イ ー サ ネ ッ ト
(Power-over-Ethernet、PoE)インタフェースとDC-DC
コントローラを統合した製品で、PoE実装に要する
BOM (Bill Of Materials、部品表)を削減できます。
ただし、DC−DCコンバータの設計は必ずしも容易で
はなく、EMC (Electromagnetic Compatibility、電磁両
立性)とEMI (Electromagnetic Interference、電磁干渉)
に関連して見落としがちな誤りが多く存在すること
を考えると、特にその傾向があります。規制試験に
よって、コンバータ設計が原因で規制の許容値を上
回る電磁波が放射されることが明らかになる場合が
よくあります。この資料では、これらの試験に合格
できる電源を製作するためのガイドラインをいくつ
か掲載します。
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APPLICATION NOTE
• 絶縁境界を横切る地点で、小容量(1 nFまたは

•

•

回路設計と部品の選択

規制試験に合格するPCBを設計するには、EMC問
題が後付けで解決できるものではなく、回路設計を
開始する段階から存在しており、考慮が必要である
という意識が求められます。多くの場合、設計の初
期段階で小さな対策を講じないと、後の段階になっ
て大掛かりで費用がかかる修正策が必要になります
。例えば、ケーブルにフェライト・ビーズ・クラン
プを取り付ける作業は､PCB上に小型のフェライト・
ビーズを実装しておけば回避できたはずです｡
回路図を作成し、部品を選択する段階で実施できる
対策はいくつかあります。
• 入力コネクタ側で、Bob-Smith製などの終端ネット
ワークを使用してイーサネット接続を適切に終端
します。
• 入力コモン・モード・チョークを使用します。
• シールド型のRJ-45コネクタを使用します。
統合コネクタを使用することもできます。コネク
タにはコモン・モード・チョーク、イーサネット
・トランス、Bob-Smith製ネットワークが内蔵され
ています。よりコンパクトな設計を実現できるの
で望ましい製品です。
• DC/DCコンバータの入力と出力にLCフィルタを使
用します。
• すべてのスイッチング部品にスナバを割り当てま
す。フライバック・コンバータを設計するときス
ナバは必須ですが、他のトポロジを使用する場合
でもメリットがあります。
• スイッチング用電界効果トランジスタ(FET)のゲー
トより手前に小さな値の抵抗を挿入して、スイッ
チング・エッジの立ち上がり時間を制限します。
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2.2 nF)のブリッジ・コンデンサをl個使用します。
このコンデンサは定格が2 kV以上の製品にする必
要があります。
DC/DCコンバータの入力ラインと出力ラインにフ
ェライト・ビーズを使用します。これらのフェラ
イト・ビーズが不要な場合は、0 Wの抵抗に置き
換えることができます。
DC/DCコンバータ全体を覆うシールド・ボックス
が必要になる可能性を予測します。
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Figure 1. Bob Smith Termination for
Power-over-Ethernet Circuits
PCBレイアウトと部品の配置

製品の設計工程で、EMC問題を回避するための最
も重要な時期は、PCBレイアウト中です。電流ルー
プや放射を発生させるスタブを回避するために細心
の注意を払ってください。以下に、後になって問題
が発生するリスクを低減するための注意点を示しま
す。
• 可能な場合は、4層基板を使用します。この手法
により、大面積のグランド・プレーンと電源プレ
ーンを確保でき、その結果、帰線電流が自由に流
れることができ､電流ループの縮小に役立ちます｡
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• 銅製のグランド・プレーンを使用し、各層の外側
•
•

•
•

•
•
•

• NCP108xは、PoE側のVPORTNを指すローカル・

を銅製のグランド・パターンで囲みます。
外側を囲むグランド・パターンとグランド・プレ
ーンはビアを使用して一定の間隔で相互接続しま
す。
グランド・プレーンと電源プレーンは、プレーン
を使用する場所付近にのみ存在することが望まれ
ます。出力グランド・レイヤと電源レイヤは、イ
ーサネット入力またはコンバータ1次側の下に存
在してはなりません。
入力側で、グランド・シールドとしてBob-Smith
製などの終端用仮想グランドを使用します。
高周波信号や大電流信号を伝達するパスでは、
信号トレースと帰線トレースをペアにします。可
能な場合は、信号パスのすぐ下に帰線パスを取り
回します。dv/dtやdi/dtの大きい信号、つまり単位
時間あたりの電圧変動や電流変動の大きい信号に
関連するループは、できるだけ小型化します。
すべてのトレースの長さを最小限に抑え、電源ト
レースとスイッチングが発生するトレースの長さ
を抑えることを優先します。
電源トレースは、できるだけ太くする必要があり
ます。
部品の配置は電力の流れに基づいてを決定するこ
とが必要です。トレース長を最小限に抑え、ノイ
ズの大きい複数のラインを局所的に近接させるた
めに、同じ機能に属する部品をグループ化して配
置してください。ある流れに属する部品から、
別の流れに属する部品に信号クロスオーバが生じ
ないようにします。

•

•

•

•

•

グランド・プレーンと、コネクタ側のRTNを指す
ローカル・グランド・プレーンに接続します。
露出したパッドはVPORTNに接続します。
スナバは、できるだけスイッチング部品の近くに
配置します。同様に、TVSとデカップリング・コ
ンデンサは、入力コネクタと出力コネクタのでき
るだけ近くに配置します。
バルク入力/出力コンデンサは、スイッチング部品
の近くに配置し、コンデンサ、トランジスタ、
トランスで形成される電流ループができるだけコ
ンパクトになるようにします。出力フィルタはバ
ルク出力コンデンサの近くに配置します。
電源ラインとスイッチング・ラインを、敏感な低
電圧ラインからある程度離してください。可能で
あれば、それらのライン間にグランド・プレーン
のセクションを予測してください。これによりノ
イズ結合が防止されます。製品に適用される安全
基準に適合する方法で間隔を設けてください。
スイッチング・ノードに関連する銅パターンは、
グランド・プレーンやパターン上に配置したシー
ルド済み部品を使用して、できるだけシールドす
る必要があります。
部品にヒートシンクを追加するときは、部品のう
ち最もノイズ量が少ない側(インダクタの出力ピン
など)に配置します。あらゆる状況下で冷却に十分
な最少量の銅を使用して、露出した放射面積を小
さくしてください。
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