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LM338
5A電圧可変型レギュレータ

概要
　LM338シリーズの可変型 3端子正電圧レギュレータは、出力電圧範
囲 1.2Vから 32Vで、5Aを超える電流を供給することができます。使
用法はいたって簡単で、2個の抵抗だけで出力電圧を設定することがで
きます。細心の回路設計によって、多くの電源ICに比べて、抜群のロー
ド・レギュレーションとライン・レギュレーションを実現しています。
LM338は、標準 3端子トランジスタ・パッケージで提供されます。
　LM338は、時間依存型電流制限機能というユニークな機能を備えて
います。この電流制限機能によって、12Aまでのピーク電流を短時間
の間レギュレータから出力することができます。これによって、
LM338を重いトランジェント負荷に使用することが可能になり、全負
荷状態での起動を高速化できます。負荷の状態に応じて、電流制限値
が、レギュレータを保護するための安全値まで減少させます。また、熱
的過負荷保護機能およびパワー・トランジスタのセーフエリア保護機能
を搭載しています。過負荷保護機能は、仮に調整端子が誤って接続さ
れていない場合でも動作します。
　通常、ICが入力フィルタ・コンデンサから6インチ以上離れていない
限り、コンデンサは必要ありません。6インチ以上離れている場合に
は、入力バイパス・コンデンサが必要です。出力コンデンサを追加する
と、トランジェント応答特性を改善できます。調整端子にバイパス・コ
ンデンサを付加すると、レギュレータのリップル除去率を改善できま
す。

　固定レギュレータICやディスクリート部品の代わりに使用する場合
のほかに、LM338は、広い範囲の各種アプリケーションに応用できま
す。レギュレータは“フローティング状態”になっており、入出力電圧
差だけを監視しているので、入出力電圧差が最大定格を超えない限り、
すなわち出力を短絡させない限り、数 100ボルトの電源をレギュレー
トすることができます。LM338は、TO－ 220プラスチック・パッケー
ジで供給されます。LM338の動作温度範囲は0℃≦TJ≦＋125℃です。

特長
■ 7Aのピーク出力電流を保証
■ 5Aの出力電流を保証
■ 最低 1.2Vの出力電圧まで設定可能
■ サーマル・レギュレーションを保証
■ 温度に対して一定の電流制限
■ 出力短絡保護

アプリケーション
■ 可変出力電源
■ 定電流レギュレータ
■ バッテリ・チャージャ

ピン配置図（詳細については、Physical Dimensionの項を参照）
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絶対最大定格 (Note 1)

本データシートには軍用・航空宇宙用の規格は記載されていません。
関連する電気的信頼性試験方法の規格を参照下さい。

消費電力 内部制限
入出力電圧差 ＋ 40V、－ 0.3V
保存温度 － 65℃～＋ 150℃

リード温度
　プラスチック・パッケージ(ハンダ付け、4秒) 260℃
ESD耐性 TBD

動作温度範囲

LM338 0℃≦TJ＋≦125℃

電気的特性
　標準文字で示されている規格値は TJ＝ 25℃の場合で、太字で示されている規格値は全動作温度範囲に適用されます。特記のない限り、
VIN－VOUT＝ 5V、IOUT＝ 10mAです。(Note 2)

Note 1：絶対最大定格とは、ICに破壊が発生する可能性のある制限値をいいます。動作定格とは、ICが機能する条件を示しますが、特定の性
能限界を保証するものではありません。保証規格と試験条件については、「電気的特性」を参照下さい。

Note 2：これらの規格値は、消費電力25Wまでの場合に適用されます。入力－出力電圧差 15Vまでの場合、消費電力はこれらの値が保証され
ます。電圧差が 15Vを超える場合には、消費電力は内部保護回路によって制限されます。すべての制限値(MinおよびMax)はナショ
ナル セミコンダクター社の AOQL(平均出荷品質レベル)で保証されます。

Note 3：レギュレーションは、低デューティ・サイクルのパルス試験によって、一定の接合部温度において測定されます。温度上昇の影響によ
る出力電圧の変化は、サーマル・レギュレーションの規格範囲の中でカバーされています。
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Typical Performance Characteristices
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Typical Performance Characteristics （つづき）

アプリケーション・ヒント

　動作時、LM338は出力とADJ端子との間に公称値1.25Vの基準電圧、
VREFを発生します。この基準電圧はプログラム抵抗R1の両端に印加さ
れ、電圧値が一定なので、一定の電流 I1が出力設定用抵抗R2に流れ、
出力電圧は次の式で与えられます。
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アプリケーション・ヒント（つづき）

　ADJ端子から出力される50µAの電流(IADJ)は誤差項を表すので、
LM338はこのIADJが最小になるように、またライン電圧および負荷が
変動してもほとんど変わらないように設計されています。このために、
すべての待機時消費電流は、最小負荷電流の一部となります。出力で
の負荷が不足した場合、出力は大きくなります。

外付けコンデンサ
　入力バイパス・コンデンサの使用が推奨されます。ほとんどのアプリ
ケーションに対して0.1µFのセラミック・コンデンサまたは1µFの固体
タンタル・コンデンサを入力に接続するのが適切なバイパス法です。こ
のデバイスは出力端子にコンデンサを接続しているとき、入力バイパ
スされていないと動作が不安定になりますが、上述のコンデンサの付
加により問題を解決できます。
　A D J 端子をグランドへコンデンサでバイパスすることにより
LM338のリップル除去率を改善することができます。このバイパス・
コンデンサは出力電圧の増加とともにリップルが増幅されるのを防ぎ
ます。10µFのバイパス・コンデンサによって、任意の出力電圧において
75dBのリップル除去率が得られます。120Hz以上の周波数においては
20µF以上に容量値を大きくしてもリップル除去率はそれほど改善され
ません。バイパス・コンデンサを使用する場合、コンデンサがIC内部の
低電流パスを通して放電し、デバイスが破壊されるのを防ぐために保
護ダイオードが必要になる場合があります。
　一般に最適なコンデンサは固体タンタル・コンデンサです。固体タン
タル・コンデンサは高周波においても低インピーダンスを保持します。
コンデンサの構造により、1µFの固体タンタル・コンデンサと高周波で
等しい効果を得るには約 25µFのアルミニウム電解コンデンサが必要
です。セラミック・コンデンサの高周波特性は良好ですが、種類によっ
ては 0.5MHz付近の周波数においては容量値が大きく減少することが
あります。このため、0.01µFのセラミック・コンデンサは0.1µFのセラ
ミック・コンデンサよりもバイパス・コンデンサとして機能が優れてい
ることがあります。
　LM338は出力コンデンサがなくても動作が安定しますが、多くの帰
還回路と同様に、外付けコンデンサのある値によっては大きなリンギ
ングを発生する可能性があります。リンギングは500pF～5000pFの間
の値で発生します。出力に 1µFの固体タンタル(または 25µFのアルミ
ニウム電解)コンデンサを付加することによってこの問題が抑制され、
動作が安定します。

ロード・レギュレーション
　LM338は極めて良好なロード・レギュレーションを備えていますが、
最高の性能を得るにためにはいくつかの注意が必要です。ADJ端子と
出力端子との間に接続される電流設定用抵抗(通常は240Ω)は負荷の
近くではなく、レギュレータの出力に直接接続する必要があります。
これによって実質的に基準電圧と直列に接続されている配線抵抗に基
因するライン電圧降下による、レギュレーション劣化を防止します。
たとえば、レギュレータと負荷との間に0.05Ωの抵抗を接続した15V
のレギュレータの場合、ロード・レギュレーションはライン抵抗のため
に0.05Ω× ILの影響を受けます。設定抵抗が負荷の近くに接続されて
いた場合、その実行ライン抵抗は 0.05Ω(1＋R2/R1)となり、この場合
では 11.5倍悪くなります。
　Fig. 2にレギュレータと240Ω設定抵抗との間にある抵抗の影響を示
します。

　R2のグランド側は負荷のグランドの近くに接続し、リモート・グラ
ンド・センシングによってロード・レギュレーションを改善できます。

保護ダイオード
　ICレギュレータに外付けコンデンサを接続するとき、IC内部の低電
流ポイントを通じてレギュレータへコンデンサが放電するのを防ぐた
めに保護ダイオードを付加する必要がある場合があります。20µFのコ
ンデンサのほとんどは内部直列抵抗が十分小さいので、短絡したとき
に20Aものスパイク電流が流れます。このサージは短時間しか発生し
ませんが、ICの部品を破壊するのに十分なエネルギーがあります。
　出力コンデンサがレギュレータに接続されていて、入力が短絡され
たとき、出力コンデンサはレギュレータの出力へ放電します。放電電
流はコンデンサの容量、レギュレータの出力電圧、およびVINの減少速
度によって変わります。LM338では、この放電パスに対し25Aのサー
ジ電流を問題なく流すことができる大きな接合部を持っています。他
のタイプの正電圧レギュレータではこのようには動作しません。100µF
以下の出力コンデンサで、出力電圧が15V以下の場合、ダイオードを
接続する必要はありません。
　ADJ端子に接続されたバイパス・コンデンサはIC内部の低電流の接
合部を通じて放電する可能性があります。入力または出力のいずれか
が短絡されときに放電されます。LM338の内部には、50Ωの抵抗があ
り、これによってピーク充電電流が制限されます。出力電圧が25V以
下で容量値が10µFの場合保護ダイオードは不要です。出力が25V以上
で出力コンデンサの値が大きい場合に使用する、保護ダイオード付き
のLM338の応用回路例を Fig. 3に示します。
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アプリケーション・ヒント（つづき）
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代表的なアプリケーション

高入出力電圧差の条件では、最大出力電流を供給できません。
† オプション―トランジェント応答特性を改善します。1µF～1000µFの
アルミニウムまたはタンタル電解コンデンサを接続する方法は出力イ
ンピーダンスおよびトランジェント除去率を改善するためによく使用
されます。

* デバイスの位置がフィルタ・コンデンサから6インチ以上離れている場
合に必要です。



8http://www.national.com

等価回路
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代表的なアプリケーション（つづき）

*  R1両端で 3.75に調整

†  固体タンタル・コンデンサ
*  出力がグランドに短絡された場合C1から放電します。

*  最大出力電圧VOUTに設定
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*  最小負荷＝100mA

**最小出力 ≈1.2V

代表的なアプリケーション（つづき）
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高入出力電圧差の条件では、最大出力電流を供給できません。

代表的なアプリケーション（つづき）



12http://www.national.com

†  最小負荷＝ 10mA
*  全出力＝± 100mV以内

代表的なアプリケーション（つづき）
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代表的なアプリケーション（つづき）

帯域幅≧ 100kHz
ひずみ率≦ 0.1%

* RS―チャージャの出力インピーダンス
を設定します。
RSによって、バッテリの充電速度を遅くすることが可能です。

**入力トランジェントを除去するために、コンデンサ値を
1000µFにすることが推奨されます。
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代表的なアプリケーション（つづき）

*最大充電電流を 3Aに設定します。
**入力トランジェントを除去するために、コンデンサの値 1000µFに
することがを推奨されます。
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NOTE
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　本資料に掲載されているすべての回路の使用に起因する第三者の特許権その他の権利侵害に関して、弊社ではその責を負いません。また掲載内容
は予告無く変更されることがありますのでご了承下さい。

生命維持装置への使用について
　弊社の製品はナショナル セミコンダクター社の書面による許可なくしては、生命維持用の装置またはシステム内の重要な部品として使用す
ることはできません。

1. 生命維持用の装置またはシステムとは（a）体内に外科的に使用さ
れることを意図されたもの、または（b）生命を維持あるいは支持す
るものをいい、ラベルにより表示される使用法に従って適切に使用
された場合に、これの不具合が使用者に身体的障害を与えると予想
されるものをいいます。

2. 重要な部品とは、生命維持にかかわる装置またはシステム内のすべ
ての部品をいい、これの不具合が生命維持用の装置またはシステム
の不具合の原因となりそれらの安全性や機能に影響を及ぼすことが
予想されるものをいいます。

ナショナル セミコンダクター ジャパン株式会社
本　社／〒 135-0042　東京都江東区木場 2-17-16　TEL.(03)5639-7300

製品に関するお問い合わせはカスタマ・レスポン
ス・センタのフリーダイヤルまでご連絡ください。

フリーダイヤル�

0120-666-116

ち
き
ゅう
にやさしい

みどりをまも
る

この紙は再生紙を使用しています�

http://www.nsjk.co.jp/

外形寸法図 特記のない限り inches(millimeters)


