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AN-9752 

新世代フェアチャイルドパワースイッチ（FPS™） FSBシリーズ 

デザインガイドライン 

 

1. 概要 

FSBシリーズは待機時および無負荷時の電力消費を大幅に削減

し、世界の待機電力規制に適合するフェアチャイルドの先進テク

ノロジーmWSaver™ を採用した次世代のグリーンモードFPS™

（フェアチャイルド パワースイッチ）です。最新の電流モードパル

ス幅変調 (PWM)回路およびアバランシェ耐量の高い 700V 

SenseFET をシングルパッケージに統合し、補助電源の設計にお

いて従来のソリューションと比べ、待機時エネルギー効率の向

上、小型化、高品質、そして、システムコストの低減を実現してい

ます。図 1に標準的なアプリケーション回路を示します。 

このアプリケーションノートは FSBシリーズが持つ二つのユニーク

な機能、AX-CAP®放電回路と可変ピーク電流制限、に焦点を当

て、設計上考慮すべき事項について解説します。初めにAX-

CAP®放電回路の動作原理を説明し、ワーストケースにおける放

電時間の求め方を紹介します。次に、定電力制御の実現方法と

IPK端子による過電力保護(OPP)回路の適正なレベル設定の方

法について説明します。 

FSBシリーズを単出力のスタンバイ用補助電源に応用する場合の

設計手順はフェアチャイルドのアプリケーションノートAN-8024

に、トランス設計、部品選定、フィードバックループ設計、そして最

大効率を引き出すヒント等を対象として詳しく説明されています。 

マルチ出力のアプリケーションに関してはフェアチャイルドのアプ

リケーションノートAN-4137をご参照ください。 
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図 1. 標準的アプリケーション回路 

 

日本語アプリケーションノートはあくまでも参考資料として提供されています。 

製品のご検討およびご採用に際しましては、必ず最新の英文アプリケーションノート 

でのご確認をお願いいたします。 

http://www.fairchildsemi.com/an/AN/AN-8024.pdf
http://www.fairchildsemi.com/an/AN/AN-8024.pdf
http://www.fairchildsemi.com/an/AN/AN-4137.pdf
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2.  AX-CAP® テクノロジー  

AX-CAP®放電回路は、無負荷および軽負荷時に業界最高レベ

ルの低電力消費を実現し、最新のENERGY STAR規格および 

2013年ErP 待機電力標準(ATX、またはLCD TV用電源において

0.25W負荷で電力消費0.5W以下)を満たすフェアチャイルドセミ

コンダクターのmWSaver™ テクノロジーの一部です。 

スイッチング電源(SMPS)のフロントエンドに挿入されるEMIフィル

ターは一般的に図 2に示すようにACライン電圧をまたぐ形でコン

デンサーが接続されます。 ほとんどの安全規格、たとえば UL 

1950および IEC61010-1では、電源プラグがコンセントから抜かれ

た後、コンデンサーが、ある決められた時間以内に安全なレベル

まで放電されることを要求しています。 
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図 2. EMI除去ラインフィルター標準回路 

 UL1950：0.1 µF以上のコンデンサー両端の電圧はtype-Aの

機器では1秒以内、また、type-Bの機器では10秒以内にピーク

AC入力電圧の37% までにそれぞれ減少しなければならない。 

 IEC61010-1：電源プラグはコンセントから抜いた後 5秒経過し

たところで危険(電流が流れ得る状態)であってはならない。 

1秒以内の放電時間を満足させる為、放電抵抗は式 (1) を満たす

必要があります。X-コンデンサーと並列に接続される放電抵抗に

よる電力損失は式 (2)で表せます。 
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表 1に定格出力と有効なX-コンデンサーの標準値、および放電

抵抗による電力損失との関係を示します。出力レベルが増加する

につれ、EMIフィルターコンデンサーは増加する傾向にあることか

ら、同じ放電時間を保つためには放電抵抗はより小さな値にする

必要があります。 このことは一般的に高出力アプリケーションにお

いて電力消費の更なる増加に結び付きます。 即ち、高出力アプ

リケーションでは放電抵抗による電力消費が待機電力消費の主

要な原因となります。 

表 1. 異なる定格の電源システムにおける 

放電抵抗の電力損失 

有効 

 X-CAP値 
標準定格出力 放電抵抗 

放電抵抗による

電力損失 

240 VAC ; 
tDIS=1 s 

250 nF 20~50 W 4 MΩ 14.4 mW 

500 nF 50~100 W 2 MΩ 28.8 mW 

1 µF 100~200 W 1 MΩ 57.6 mW 

2 µF 200~400 W 500 kΩ 115.2 mW 

4 µF 400~800 W 250 kΩ 230.4 mW 

8 µF 800~1,600 W 125 kΩ 460.8 mW 

新規のAX-CAP®放電技術はフェアチャイルドセミコンダクター独

自のmWSaver™テクノロジーの一部であり、安全基準を満たすと

同時にX-コンデンサーを省略する目的で開発されました。 

2.1  ソリューション 

図 3に標準的なアプリケーション回路およびAX-CAP®テクノ

ロジーの内部ブロック図を示します。デバイスは電源プラグ

がコンセントから抜かれた時にのみ動作し、フィルターコンデンサ

ーを放電します。AX-CAP®放電回路は通常動作時はオフしてい

るため、EMIフィルターによる電力消費は実質的にゼロです。通

常動作時、ライン高電圧に接続される外付け抵抗(RHV)および内

部抵抗(RLS)で構成される分圧回路とスイッチによりX-コンデ

ンサー電圧が検出されます。このスイッチ付き分圧回路は回

路自身で消費される電力を最小にするため、オン期間が非常

に短いパルス幅でドライブされます。  
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図 3. FSBシリーズ AX-CAP

®
 回路内部接続 

AX-CAP®放電回路はX-コンデンサー電圧のゼロクロスをチェック

することによりライン電圧の切断を検出します。通常動作時、X-コ

ンデンサーの電圧値は電源が接続されている限りゼロまで下が

り、これを繰り返します。電源プラグがコンセントから抜かれると、

ブリッジ整流回路は逆バイアスになるため、X-コンデンサーからの

放電経路はスイッチ付き分圧回路だけとなります。従って、図 4に

示すように、X-コンデンサーの放電は非常にゆっくりとした速度に

なります。 そこで、デバウンス期間を経過した後でもX-コンデンサ

ー電圧がピークAC入力電圧の半分より大きい場合、FSBシリーズ

電源ライン

の切断を 

検出 
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は放電モードに移行し、分圧回路はスイッチをオンにして継続的

に放電経路を提供します。 
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図 4. 電源プラグが抜かれた時のHV端子動作波形 

2.2  ワーストケースの解析 

電源プラグを抜いてからの放電時間は式(3)および式(4)により次

のように求められます： 
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ここで： 

VDIS-ST 放電モードに移行する X‐コンデンサーの電圧レベ

ル 

VDIS-EN 安全基準を満たす X‐コンデンサーの電圧レベル(ピ

ーク AC電圧の 37%) 

tAC-OFF AX-CAP®放電回路によるライン電圧検出の為のデ

バウンス期間 

tS-TIME HV 端子 サンプリング期間 

tS-CYCLE HV端子 サンプリングレート 

FSBシリーズのワーストケース（VCX=373 V）における放電時間

は、VDIS-EN=138 Vとして、表 2に示すような値になります。ここで、 

tAC-OFF=160 ms、 tS-TIME=20 µs、および tS-CYCLE=960µsです。RHV 

はAC入力電圧の値に依存して決められますので、ワーストケース

は図 5に示すような結果になります。 

表 2.  異なるX-コンデンサー値に対する 

ワーストケース放電時間 @264VAC 入力 

X-Cap 
(µF) 

0.10 0.22 0.47 0.68 1.00 2.20 3.30 4.70 

全入力電圧範囲 (85 VAC ~ 264 VAC) ; RHV=200 kΩ 

tDIS (s) 0.18 0.20 0.25 0.29 0.36 0.59 0.81 1.09 

高入力電圧範囲 (170 VAC ~ 264 VAC) ; RHV=400 kΩ 

tDIS (s) 0.20 0.24 0.34 0.43 0.55 1.03 1.47 2.03 

 

 

図 5. FSBシリーズ 放電時間ワーストケース解析 

3.  可変ピーク電流制限  

3.1  定電力制御 

ライン電圧の大きさに関わらず出力電力を一定に制御する為、サ

ンプル＆ホールドを用いた特殊な電流制限回路を採用していま

す。電流制限レベルは、図 6に示すように特定の傾きを持った電

流制限レベル設定波形に従ってサンプリングされゲートドライブ

信号の立下りタイミングでホールドされます。サンプリングされた

電流制限レベルは次のスイッチングサイクルで使われます。サン

プル＆ホールド回路を使用することで、電流モード動作における

サブハーモニック発振を防ぐことが出来ます。 

電流制限レベルはデューティが大きくなるに従いその値も大きく

なり、また逆に、デューティが小さくなると電流制限レベルも小さく

なります。これにより、ハイラインAC入力の場合デューティはロー

ラインに比べ小さいため、電流制限レベルは小さくなります。従っ

て、広い範囲の入力電圧に対し、最大出力電力を一定に制御す

ることができます。 

IDS
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図 6. デューティによる電流制限レベルの変化 
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3.2  可変電流制限  

ピーク電流制限レベルはIPK端子に接続される抵抗により調整可

能です。内部で50 µAの電流源がIPK端子に接続されており、こ

れにより、外付けされる抵抗の両端に電圧が発生します。IPK端

子に生じるこの電圧が電流制限レベルを決定します。IPK端子の

電圧値は上限および下限がそれぞれ3V、1.5Vでクランプされる

ため、IPK端子に接続する抵抗値は30kΩ～60kΩの間にすること

を推奨します。 

図 7にピーク電流制限レベルILMTとPWMターンオン時間との関

係を示します。また、ピーク電流のスレッシホールド・レベルを表 3

にまとめて示します。 電流制限レベルの上限および下限、ILMT-

FL、ILMT-VA はそれぞれ、次式により求めることが出来ます： 
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図 7. ILMT vs. PWMターンオン時間  

表 3. ILMT スレッシホールドレベル 

ILMT-FL-H 

FSB117H 0.80 A 

FSB127H 1.00 A 

FSB147H 1.50 A 

ILMT-VA-H 

FSB117H 0.60 A 

FSB127H 0.75 A 

FSB147H 1.13 A 

ILMT-FL-L 

FSB117H 0.40 A 

FSB127H 0.50 A 

FSB147H 0.75 A 

ILMT-VA-L 

FSB117H 0.30 A 

FSB127H 0.38 A 

FSB147H 0.57 A 

3.3  過電力保護-OPP 

IPK端子のレベルを決める際、まず次の式で与えられる出力の過

電力保護レベルPoを決める必要があります： 
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ここで、VBulk は入力バルク電圧、ton はPWMターンオン時間、 

Lm はトランスの一次側インダクタンス、FS はスイッチング周波

数、そしてη はOPPレベルで推定される電力効率です。  

従って、 ILMT は次式により求められます： 
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トランスの仕様が与えられると、PWMターンオン時間は以下

のように決まります(AN-8024参照)： 
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ここで、Np およびNsはそれぞれ、一次側、二次側の巻線数、Vo 

は出力電圧です。 

また、 ILMT は次式で表すことが出来ます： 
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式(10)を満たすために、tonは4µs 以下でなければならないことに

注意してください。VIPK は次のように求まります。  
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ここで、AはILMT-FL-H、BはILMT-VA-H、CはILMT-FL-L、そして、D

はILMT-VA-L をそれぞれ表し、それらは表 3に示してあります。  

従って、 IPK ピンに接続される抵抗値は次式で決まります： 

50

IPK
IPK

V
R 

 

(12) 

IPK端子のクランプ電圧のハイ側、ロー側がそれぞれ3V、1.5Vで

あるため、RIPK の値は30kΩ ～60kΩにすることを推奨します。 

 

次サイクルの 

電流制限レベル 

 

次サイクルの 
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http://www.fairchildsemi.com/an/AN/AN-8024.pdf
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Appendix: FSBシリーズ設計例  

 

アプリケーション デバイス名 出力 入力電圧 出力電圧 過電力保護 (OPP) 

ATX 

スタンバイ電源 
FSB127H 10 W 85 ~ 265 VAC 5 V 15 W 

 

1. システム仕様 

出力電圧 (Vo) 5 V 

過電力保護 (OPP) 15 W 

スイッチング周波数 (Fs) 100 kHz 

推定電力効率 (η) 75 % 

 

2. トランス仕様 

一次側巻線数 (Np) 106 T 

二次側巻線数 (Ns) 8 T 

一次側インダクタンス (Lm) 1.2 mH 

PWM ターンオン時間 @85VAC (ton) 3.55 µs 

ピーク電流制限レベル (ILMT) 0.646  A 

 

3. 電流制限スレッシホールド 

フラットレベル（上限） @VIPK=3 V (ILMT-FL-H) 1.00 A 

バレーレベル（下限） @VIPK=3 V (ILMT-VA-H) 0.75 A 

フラットレベル（上限） @ VIPK=1.5 V (ILMT-FL-L) 0.50 A 

バレーレベル（下限） @VIPK=1.5 V (ILMT-VA-L) 0.38 A 

IPK 端子電圧 (VIPK) 1.997 V 

電流制限フラットレベル (ILMT-FL) 0.666 A 

電流制限バレーレベル (ILMT-VA) 0.503 A 

 

4. FSB127H 過電力保護 

AC入力電圧 (VAC) 90 115 132 180 230 264 V 

過電力保護レベル (Po) 15.1 15.0 14.9 14.5 14.1 13.9 W 
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参考資料 

AN-4137 — Design Guidelines for Offline Flyback Converters Using FPS™ 

AN-8024 — Applying Fairchild Power Switch (FPS™) FSBH-Series to Standby Auxiliary Power Supply  

FSB127H / FSB147H — mWSaver™ Fairchild Power Switch (FPS™) Datasheet, Fairchild Semiconductor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注意事項 

フェアチャイルドセミコンダクタは、本書に記載したすべての製品に対して、信頼性、機能、及びデザインを改善する為に予告なしに変更する権利を所有

しています。また、フェアチャイルドは ここに記載した製品或いは回路の使用及び応用に起因するいかなる債務を負うものではなく、また、当社の特許権

または第三者の権利に基づくライセンスを許諾するものではありません。 

 

生命維持装置への使用について 

フェアチャイルドセミコンダクタの製品はフェアチャイルドセミコンダクタコーポレーション社長の書面による承諾がない限り生命維持装置または生命維持

システム内の重要な部品に使用することは認められていません。 

 
ここで、 

 

1. 生命維持装置または生命維持システムとは、(a) 外科的に体内に埋め込ま

れて使用されることを意図したもの、(b) 生命を維持或いは支持するもの、

(c) ラベルに表示された使用法に従って適切に使用された場合にその不

具合が使用者に重大な損傷をもたらすことが合理的に予想されるもの、を

いいます。 

2. 重要な部品とは、生命維持装置或いは生命維持システム内のあらゆる部

品を指し、これらの不具合が生命維持装置或いは生命維持システムの不

具合の原因に、またはその安全性および効果に影響を及ぼす原因になる

ものと合理的に予想されるものをいいます。 

 
 

 

http://www.fairchildsemi.com/an/AN/AN-4137.pdf
http://www.fairchildsemi.com/an/AN/AN-8024.pdf
http://www.fairchildsemi.com/ds/FS/FSB127H.pdf
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