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(57)【要約】
【課題】電流出力の立ち上がり及び立ち下がり特性を改
善し、短いパルスで電流出力を駆動でき、電流出力をし
ないオフ時のリーク電流を低減させ、消費電力の低減を
実現できるチャージポンプ及びそれを用いたＰＬＬ回路
を実現する。
【解決手段】アップ信号またはダウン信号に応じて、チ
ャージ電流またはディスチャージ電流を出力し、電流を
出力しないオフ時に第３のトランジスタ（ＰＣ，ＮＣ）
を導通させることにより、第２のトランジスタ（ＰＡ，
ＮＡ）のゲート−ソース間に逆バイアス電圧を印加して
、リーク電流の低減を実現でき、また、アップ信号また
はダウン信号に応じて、第２または第３のトランジスタ
を切り替えるとき、制御信号のタイミングを適宜制御し
、第２と第３のトランジスタが同時に導通することを回
避でき、チャージポンプの出力端子から電荷の放出また
は注入を防止でき、ＶＣＯの発振周波数の安定性を向上
できる。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
有効期間に第１のレベルに保持され、上記有効期間以外に第２のレベルに保持される入力
信号に応じて、上記有効期間に応じた期間に電流を出力するチャージポンプであって、
第１の電源と出力端子間に直列接続されている第１のトランジスタと第２のトランジスタ
と、
上記第１と第２のトランジスタの接続点と第２の電源との間に接続されている第３のトラ
ンジスタと、
上記入力信号に応じて、上記有効期間に応じた期間において上記第１のトランジスタを導
通させ、それ以外に上記第１のトランジスタを遮断させる第１の制御信号を生成し、第１
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のトランジスタの制御端子に印加し、
上記第１のトランジスタの導通よりも先に上記第２のトランジスタを導通させ、上記第１
のトランジスタの遮断よりも後に上記第２のトランジスタを遮断させ、かつ、導通時に所
望の出力電流を流れるレベルに保持される第２の制御信号を生成し、上記第２のトランジ
スタの制御端子に印加し、
上記第２のトランジスタが導通する前に上記第３のトランジスタを遮断させ、上記第２の
トランジスタが遮断する後に上記第３のトランジスタを導通させる第３の制御信号を生成
し、上記第３のトランジスタの制御端子に印加する制御信号生成回路と
を有するチャージポンプ。
【請求項２】
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上記制御信号生成回路において、上記入力信号を所定の遅延時間だけ遅延させて出力する
バッファと、
上記入力信号と上記バッファの出力信号に応じて、論理演算を行う論理ゲートとを有し、
上記バッファの出力に応じて、上記第１の制御信号が生成され、上記論理ゲートの出力に
応じて、上記第２の制御信号が生成される
請求項１記載のチャージポンプ。
【請求項３】
上記制御信号生成回路において、上記入力信号より位相が進んでいる予備入力信号に応じ
て上記第３の制御信号のレベルを切り替え、上記第３のトランジスタを遮断させ、上記第
２の制御信号に応じて上記第３の制御信号のレベルを切り替え、上記第３のトランジスタ
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を導通させる
請求項２記載のチャージポンプ。
【請求項４】
基準クロック信号と比較対象クロック信号との位相差に応じて、位相差信号を発生する位
相比較回路と、上記位相差信号に応じた電流を出力するチャージポンプと、上記チャージ
ポンプの出力電流に応じて生成された制御信号に応じて所定の発振周波数で発振し、発振
信号に応じて上記比較対象クロック信号を生成して上記位相比較回路に出力する発振回路
とを有するＰＬＬ回路であって、
ＰＬＬ回路がロック状態にあるか否かを検出するロック状態検出回路と、
第１の電源と出力端子間に直列接続されている第１のトランジスタと第２のトランジスタ
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と、上記第１と第２のトランジスタの接続点と第２の電源との間に接続されている第３の
トランジスタとを含む上記チャージポンプにおいて、
上記ロック状態検出回路によってＰＬＬ回路がロック状態にあると検出されたとき、上記
位相差信号の有効期間に応じた期間において上記第１のトランジスタを導通させ、それ以
外に当該第１のトランジスタを遮断させる第１の制御信号を上記位相差信号に応じて生成
し、第１のトランジスタの制御端子に印加し、
上記第１のトランジスタの導通よりも先に上記第２のトランジスタを導通させ、上記第１
のトランジスタの遮断よりも後に上記第２のトランジスタを遮断させ、かつ、導通時に所
望の出力電流を流れるレベルに保持される第２の制御信号を生成し、上記第２のトランジ
スタの制御端子に印加し、
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上記第２のトランジスタの導通よりも先に上記第３のトランジスタを遮断させ、上記第２
のトランジスタの遮断よりも後に上記第３のトランジスタを導通させる第３の制御信号を
生成し、上記第３のトランジスタの制御端子に印加する制御信号生成回路と
を有するＰＬＬ回路。
【請求項５】
上記チャージポンプにおいて、上記位相差信号が入力されていない期間において、上記第
３のトランジスタが導通状態に保持され、上記第２のトランジスタのゲート−ソース間に
逆バイアス電圧が印加される
請求項４記載のＰＬＬ回路。
【請求項６】
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基準クロック信号と比較対象クロック信号の位相差を比較し、上記基準クロック信号と上
記比較対象クロック信号との位相差に応じて、アップ信号またはダウン信号を出力する位
相比較回路と、
上記アップ信号またはダウン信号に応じて、ＰＬＬ回路がロック状態にあるか否かを検出
するロック状態検出回路と、
上記アップ信号またはダウン信号に応じてチャージ電流またはディスチャージ電流を出力
端子に出力するチャージポンプと、
上記チャージポンプの出力端子に接続され、上記チャージポンプの出力電流に応じて制御
信号を出力するフィルタと、
上記制御信号に応じて、所望の周波数で発振信号を発生し、当該発振信号に応じた信号を
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上記比較対象クロック信号として上記位相比較回路に出力する発振回路と
を有するＰＬＬ回路であって、
上記チャージポンプは、
電源端子と上記出力端子との間に直列接続されている第１導電型の第１と第２のトランジ
スタと、上記第１と第２のトランジスタの接続点と基準電位との間に接続されている第３
のトランジスタと、
上記アップ信号を受けて、当該アップ信号の有効期間に応じて上記第１のトランジスタを
導通させ、上記有効期間以外に上記第１のトランジスタを遮断させる第１のチャージ制御
信号を生成して上記第１のトランジスタの制御端子に印加し、上記第２のトランジスタを
上記第１のトランジスタが導通するよりも先に導通させ、上記第１のトランジスタが遮断
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するよりも後に遮断させ、かつ導通時に所望のチャージ電流を上記出力端子に出力する第
２のチャージ制御信号を生成し、上記第２のトランジスタの制御端子に印加し、上記第３
のトランジスタを上記第２のトランジスタが導通するよりも先に遮断させ、上記第２のト
ランジスタが遮断するよりも後に導通させる第３のチャージ制御信号を生成し、上記第３
のトランジスタの制御端子に印加する第１の制御信号生成回路と、
上記基準電位と上記出力端子との間に直列接続されている第２導電型の第４と第５のトラ
ンジスタと、上記第４と第５のトランジスタの接続点と上記電源端子との間に接続されて
いる第６のトランジスタと、
上記ダウン信号を受けて、当該ダウン信号の有効期間に応じて上記第４のトランジスタを
導通させ、上記有効期間以外に上記第４のトランジスタを遮断させる第１のディスチャー
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ジ制御信号を生成して上記第４のトランジスタの制御端子に印加し、上記第５のトランジ
スタを上記第４のトランジスタが導通するよりも先に導通させ、上記第４のトランジスタ
が遮断するよりも後に遮断させ、かつ導通時に所望のディスチャージ電流を上記出力端子
に出力する第２のディスチャージ制御信号を生成し、上記第５のトランジスタの制御端子
に印加し、上記第６のトランジスタを上記第５のトランジスタが導通するよりも先に遮断
させ、上記第５のトランジスタが遮断するよりも後に導通させる第３のディスチャージ制
御信号を生成し、上記第６のトランジスタの制御端子に印加する第２の制御信号生成回路
と
を有するＰＬＬ回路。
【請求項７】
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上記アップ信号が入力されていない期間において、上記第３のトランジスタが導通状態に
保持され、上記第２のトランジスタのゲート−ソース間に逆バイアス電圧が印加される
請求項６記載のＰＬＬ回路。
【請求項８】
上記ダウン信号が入力されていない期間において、上記第６のトランジスタが導通状態に
保持され、上記第５のトランジスタのゲート−ソース間に逆バイアス電圧が印加される
請求項６記載のＰＬＬ回路。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
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本発明は、チャージポンプ及びチャージポンプを用いたＰＬＬ回路、例えば、無線通信装
置において局部発振信号を発生するＰＬＬ回路及びそれに用いられるチャージポンプに関
するものである。
【０００２】
【従来の技術】
チャージポンプのオフ時のリーク電流はチャージポンプの出力信号の電圧変動を引き起し
、ＰＬＬ回路の発振周波数の変動を引き起こす原因の一つになっている。このため、オフ
時のリーク電流の低減がチャージポンプ回路に要求される重要な特性である。近年、半導
体の微細化に伴って電源電圧が低下し、低電圧で動作するためにトランジスタのしきい値
電圧を低くすることが必要となる。これによりトランジスタのオフ時のリーク電流が増加
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傾向にある。
【０００３】
図８は、従来のチャージポンプの一例を示している。図示のように、このチャージポンプ
は、ｎＭＯＳトランジスタＮＴ１，ＮＴ２，ＮＴ３及びｐＭＯＳトランジスタＰＴ１，Ｐ
Ｔ２，ＰＴ３によって構成されている。トランジスタＮＴ２とＮＴ３が差動対を構成し、
トランジスタＮＴ１は、トランジスタＮＴ２とＮＴ３のソース同士の接続点と接地電位と
の間に接続され、当該差動対に電流を供給する。トランジスタＰＴ２とＰＴ３も差動対を
構成し、トランジスタＰＴ１は、トランジスタＰＴ２とＰＴ３のソース同士の接続点と電
源電圧ＶCCの供給端子との間に接続され、当該差動対に電流を供給する。
【０００４】

30

上述したチャージポンプにおいて、トランジスタＮＴ２とＮＴ３からなる差動対により、
ダウン信号ＤＮ及びその論理反転信号ＤＮＸに応じて、出力端子ＯＵＴにディスチャージ
電流ＩDNを出力する。即ち、ダウン信号ＤＮ及びその論理反転信号ＤＮＸに応じて、出力
端子ＯＵＴから接地電位ＧＮＤに流れる引き込み電流がＩDNが発生する。一方、トランジ
スタＰＴ２とＰＴ３からなる差動対により、アップ信号ＵＰ及びその論理反転信号ＵＰＸ
に応じて、出力端子ＯＵＴにチャージ電流ＩUPを出力する。
【０００５】
上述したチャージポンプにおいて、ディスチャージ電流ＩDNの電流値は、トランジスタＮ
Ｔ１のゲートに印加されるバイアス電圧ＶＮによって制御され、チャージ電流ＩUPの電流
値は、トランジスタＰＴ１のゲートに印加されるバイアス電圧ＶＰによって制御される。

40

また、ディスチャージ電流ＩDNとチャージ電流ＩUPのタイミングは、上述したように、そ
れぞれダウン信号ＤＮ及びアップ信号ＵＰによって制御される。
【０００６】
上述したチャージポンプにおいて、アップ信号ＵＰ及びその論理反転信号ＵＰＸ、並びに
ダウン信号ＤＮ及びその論理反転信号ＤＮＸの振幅を大きくすることにより、オフ時のリ
ーク電流の低減を図れる。しかし、オフ時にもトランジスタＮＴ３とＰＴ３にそれぞれ電
流ＩDNと電流ＩUPが流れるので、消費電流が大きいという問題があり、さらに、ダウン信
号ＤＮ及びその論理反転信号ＤＮＸに応じてトランジスタＮＴ２とＮＴ３を切り替えると
き、またはアップ信号ＵＰ及びその論理反転信号ＵＰＸに応じてトランジスタＰＴ２とＰ
Ｔ３を切り替えるとき、差動対を構成する両方のトランジスタがオンしてしまう。このた
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め、例えば、ダウン信号ＤＮ及びその論理反転信号ＤＮＸが切り替わるとき、トランジス
タＮＴ２とＮＴ３両方がオンするので、出力端子ＯＵＴと電源電圧ＶCCの供給側が短絡し
てしまい、出力端子ＯＵＴに電荷が流入してしまう。一方、アップ信号ＵＰ及びその論理
反転信号ＵＰＸが切り替わるとき、トランジスタＰＴ２とＰＴ３両方がオンするので、出
力端子ＯＵＴと接地電位ＧＮＤが短絡してしまい、出力端子ＯＵＴから電荷が流出してし
まう。
【０００７】
上述したダウン信号ＤＮ及びアップ信号ＵＰの切り替えによる電荷の流入または流出に応
じて、チャージポンプの出力端子ＯＵＴに接続されているキャパシタの端子電圧ＶC が変
化するので、この端子電圧ＶC によって制御される電圧制御発振器の発振周波数が所望の

10

値からずれてしまう。
【０００８】
上述した問題を回避するため、図９に示すチャージポンプが提案されている。図示のよう
に、本例のチャージポンプでは、バッファアンプＡＭＰ１が設けられている。バッファア
ンプＡＭＰ１の正の入力端子がトランジスタＮＴ２とＰＴ２のドレイン同士の接続点に接
続され、その出力端子と負の入力端子が、トランジスタＮＴ３とＰＴ３のドレイン同士の
接続点Ａに接続されている。
【０００９】
即ち、このチャージポンプにおいて、バッファアンプＡＭＰ１が電圧フォロワを構成して
いる。これによって、バッファアンプＡＭＰ１の出力端子Ａがその正の入力端子と同じ電
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圧に保持されている。このため、ダウン信号ＤＮ及びその論理反転信号ＤＮＸに応じてト
ランジスタを切り替えるとき、またはアップ信号ＵＰ及びその論理反転信号ＵＰＸに応じ
てトランジスタを切り替えるとき、端子Ａから出力端子ＯＵＴへの電荷の流入または流出
を防ぐことができる。
【００１０】
しかし、図９に示すチャージポンプにおいて、オフ時にもトランジスタＮＴ３とＰＴ３に
電流ＩDNと電流ＩUPが流れるので、消費電流が大きいという問題が改善されていない。ま
た、電流ＩDNと電流ＩUP以上の出力がを要するバッファアンプＡＭＰ１を必要とするため
、さらに消費電力が増大し、また、回路の規模が大きくなるという問題がある。
【００１１】
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【特許文献１】
特開２００１−１７７４００号公報
【特許文献２】
特開２０００−２６９８０８号公報
【非特許文献１】
"A PLL Generator with 5 ｔ o 110MHzof Lock Range for Microprocessors",IEEE Journa
l of solid‑state circuits,vol.127,no.11,november 1992,pp.1599‑1607
【００１２】
【発明が解決しようとする課題】
上述した従来のチャージポンプにおけるオフ時のリーク電流を低減するため、様々な工夫
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が施されていた。例えば、特許文献２に開示されているチャージポンプにおいて、電流出
力をしないとき、トランジスタにバックバイアス電圧を印加することにより、オフ時のリ
ーク電流の低減を図っていた。
例えば、図８に示す回路を例として、ディスチャージ電流ＩDNを発生するｎＭＯＳトラン
ジスタ側では、電流ＩDNを出力しないとき、トランジスタＮＴ１とＮＴ２のゲートにロー
レベル、例えば、接地電位レベルの信号を印加し、トランジスタＮＴ３のゲートにハイレ
ベル、例えば、電源電圧ＶCCレベルの信号を印加する。これによって、差動対を形成して
いるトランジスタＮＴ２とＮＴ３のソース同士の接続点がハイレベル、例えば、電源電圧
ＶCCよりトランジスタＮＴ３のゲート−ソース間電圧Ｖgs分だけ低い電圧（ＶCC−Ｖgs）
に保持される。このため、トランジスタＮＴ２にバックバイアス電圧が印加され、オフ時
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のリーク電流が低減される。
【００１３】
しかし、実際にディスチャージ電流ＩDNの出力タイミングを決定する信号は、トランジス
タＮＴ２のゲートに印加される駆動信号であり、この駆動信号は、アナログの振幅情報を
含んだスイッチング制御信号であり、その振幅によって電流ＩDNの電流値が決まる。一般
には、この駆動信号を急峻に立ち上げることが困難である。その理由は、トランジスタＮ
Ｔ２のゲートには、ゲート容量のほか、負荷容量に応じた容量も付くので、トランジスタ
ＮＴ２のゲートを駆動するには、通常よりも大きな駆動能力を必要とする。さらに、この
駆動信号は、ロジック信号ではなく、振幅情報も必要とするアナログ信号であるため、駆
動能力を高めやすいロジックのバッファ回路などを使用できないからである。
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【００１４】
なお、図８に示すチャージポンプでは、ディスチャージ電流ＩDNを発生するｎＭＯＳトラ
ンジスタ側だけではなく、チャージ電流ＩUPを発生するｐＭＯＳトランジスタ側も同じく
、トランジスタＰＴ２のゲートに印加する駆動信号は、振幅情報をもつアナログ信号であ
り、その駆動能力の制限で急峻な立ち上がりが困難である。
【００１５】
上述した原因で、トランジスタＮＴ２のゲートに印加する駆動信号の立ち上がり特性が悪
く、幅の短いパルス信号で駆動することができなくなる。このため、チャージポンプの出
力端子ＯＵＴに接続され、チャージポンプの出力電流を受けて制御信号ＳC を発生し、こ
の制御信号ＳC を用いて電圧制御発振器（ＶＣＯ）の発振周波数を制御するＰＬＬ回路で
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は、制御信号ＳC の精度が低下し、発振周波数を高精度で制御することができなくなると
いう不利益がある。
【００１６】
本発明は、かかる事情に鑑みてなされたものであり、その目的は、電流出力の立ち上がり
及び立ち下がり特性を改善し、短いパルスで電流出力を駆動でき、かつ電流出力をしない
オフ時のリーク電流を低減させ、消費電力の低減を実現できるチャージポンプ及びそれを
用いたＰＬＬ回路を提供することにある。
【００１７】
【課題を解決するための手段】
上記目的を達成するため、本発明のチャージポンプは、有効期間に第１のレベルに保持さ
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れ、上記有効期間以外に第２のレベルに保持される入力信号に応じて、上記有効期間に応
じた期間に電流を出力するチャージポンプであって、第１の電源と出力端子間に直列接続
されている第１のトランジスタと第２のトランジスタと、上記第１と第２のトランジスタ
の接続点と第２の電源との間に接続されている第３のトランジスタと、上記入力信号に応
じて、上記有効期間に応じた期間において上記第１のトランジスタを導通させ、それ以外
に上記第１のトランジスタを遮断させる第１の制御信号を生成し、第１のトランジスタの
制御端子に印加し、上記第１のトランジスタの導通よりも先に上記第２のトランジスタを
導通させ、上記第１のトランジスタの遮断よりも後に上記第２のトランジスタを遮断させ
、かつ、導通時に所望の出力電流を流れるレベルに保持される第２の制御信号を生成し、
上記第２のトランジスタの制御端子に印加し、上記第２のトランジスタが導通する前に上
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記第３のトランジスタを遮断させ、上記第２のトランジスタが遮断する後に上記第３のト
ランジスタを導通させる第３の制御信号を生成し、上記第３のトランジスタの制御端子に
印加する制御信号生成回路とを有する。
【００１８】
また、本発明のＰＬＬ回路は、基準クロック信号と比較対象クロック信号との位相差に応
じて、位相差信号を発生する位相比較回路と、上記位相差信号に応じた電流を出力するチ
ャージポンプと、上記チャージポンプの出力電流に応じて生成された制御信号に応じて所
定の発振周波数で発振し、発振信号に応じて上記比較対象クロック信号を生成して上記位
相比較回路に出力する発振回路とを有するＰＬＬ回路であって、ＰＬＬ回路がロック状態
にあるか否かを検出するロック状態検出回路と、第１の電源と出力端子間に直列接続され
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ている第１のトランジスタと第２のトランジスタと、上記第１と第２のトランジスタの接
続点と第２の電源との間に接続されている第３のトランジスタとを含む上記チャージポン
プにおいて、上記ロック状態検出回路によってＰＬＬ回路がロック状態にあると検出され
たとき、上記位相差信号の有効期間に応じた期間において上記第１のトランジスタを導通
させ、それ以外に当該第１のトランジスタを遮断させる第１の制御信号を上記位相差信号
に応じて生成し、第１のトランジスタの制御端子に印加し、上記第１のトランジスタの導
通よりも先に上記第２のトランジスタを導通させ、上記第１のトランジスタの遮断よりも
後に上記第２のトランジスタを遮断させ、かつ、導通時に所望の出力電流を流れるレベル
に保持される第２の制御信号を生成し、上記第２のトランジスタの制御端子に印加し、上
記第２のトランジスタの導通よりも先に上記第３のトランジスタを遮断させ、上記第２の
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トランジスタの遮断よりも後に上記第３のトランジスタを導通させる第３の制御信号を生
成し、上記第３のトランジスタの制御端子に印加する制御信号生成回路とを有する。
【００１９】
さらに、本発明のＰＬＬ回路は、基準クロック信号と比較対象クロック信号の位相差を比
較し、上記基準クロック信号と上記比較対象クロック信号との位相差に応じて、アップ信
号またはダウン信号を出力する位相比較回路と、上記アップ信号またはダウン信号に応じ
て、ＰＬＬ回路がロック状態にあるか否かを検出するロック状態検出回路と、上記アップ
信号またはダウン信号に応じてチャージ電流またはディスチャージ電流を出力端子に出力
するチャージポンプと、上記チャージポンプの出力端子に接続され、上記チャージポンプ
の出力電流に応じて制御信号を出力するフィルタと、上記制御信号に応じて、所望の周波
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数で発振信号を発生し、当該発振信号に応じて生成した信号を上記比較対象クロック信号
として上記位相比較回路に出力する発振回路とを有するＰＬＬ回路であって、上記チャー
ジポンプは、電源端子と上記出力端子との間に直列接続されている第１導電型の第１と第
２のトランジスタと、上記第１と第２のトランジスタの接続点と基準電位との間に接続さ
れている第３のトランジスタと、上記アップ信号を受けて、当該アップ信号の有効期間に
応じて上記第１のトランジスタを導通させ、上記有効期間以外に上記第１のトランジスタ
を遮断させる第１のチャージ制御信号を生成して上記第１のトランジスタの制御端子に印
加し、上記第２のトランジスタを上記第１のトランジスタが導通するよりも先に導通させ
、上記第１のトランジスタが遮断するよりも後に遮断させ、かつ導通時に所望のチャージ
電流を上記出力端子に出力する第２のチャージ制御信号を生成し、上記第２のトランジス
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タの制御端子に印加し、上記第３のトランジスタを上記第２のトランジスタが導通するよ
りも先に遮断させ、上記第２のトランジスタが遮断するよりも後に導通させる第３のチャ
ージ制御信号を生成し、上記第３のトランジスタの制御端子に印加する第１の制御信号生
成回路と、上記基準電位と上記出力端子との間に直列接続されている第２導電型の第４と
第５のトランジスタと、上記第４と第５のトランジスタの接続点と上記電源端子との間に
接続されている第６のトランジスタと、上記ダウン信号を受けて、当該ダウン信号の有効
期間に応じて上記第４のトランジスタを導通させ、上記有効期間以外に上記第４のトラン
ジスタを遮断させる第１のディスチャージ制御信号を生成して上記第４のトランジスタの
制御端子に印加し、上記第５のトランジスタを上記第４のトランジスタが導通するよりも
先に導通させ、上記第４のトランジスタが遮断するよりも後に遮断させ、かつ導通時に所
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望のディスチャージ電流を上記出力端子に出力する第２のディスチャージ制御信号を生成
し、上記第５のトランジスタの制御端子に印加し、上記第６のトランジスタを上記第５の
トランジスタが導通するよりも先に遮断させ、上記第５のトランジスタが遮断するよりも
後に導通させる第３のディスチャージ制御信号を生成し、上記第６のトランジスタの制御
端子に印加する第２の制御信号生成回路とを有する。
【００２０】
また、本発明では、好適には、上記アップ信号が入力されていない期間において、上記第
３のトランジスタが導通状態に保持され、上記第２のトランジスタのゲート−ソース間に
逆バイアス電圧が印加される。
【００２１】
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また、本発明では、好適には、上記ダウン信号が入力されていない期間において、上記第
６のトランジスタが導通状態に保持され、上記第５のトランジスタのゲート−ソース間に
逆バイアス電圧が印加される。
【００２２】
本発明によれば、チャージポンプにおいて、位相比較回路によって出力されるアップ信号
またはダウン信号に応じて、チャージ電流またはディスチャージ電流を出力する。アップ
信号及びダウン信号が出力されていないオフ時に、第３のトランジスタを導通させること
により、第２のトランジスタのゲート−ソース間に逆バイアス電圧を印加して、リーク電
流の低減をはかる。
また、アップ信号またはダウン信号に応じて、第２または第３のトランジスタを切り替え
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るとき、制御信号のタイミングを適宜制御することによって、例えば、第２のトランジス
タが導通するよりも先に第３のトランジスタを遮断させ、第２のトランジスタを遮断する
よりも後に第３のトランジスタを導通させることによって第２と第３のトランジスタが同
時に導通することを回避でき、チャージポンプの出力端子から電荷の放出または注入を防
止でき、ＶＣＯの発振周波数の安定性を向上できる。
さらに、チャージポンプによって出力されるチャージ電流とディスチャージ電流のタイミ
ングを第１のトランジスタに印加されるロック信号により制御することで、駆動能力を大
きく確保でき、出力電流の立ち上がり及び立ち下がりエッジを急峻に制御でき、ＶＣＯの
発振周波数を高精度で制御可能である。
【００２３】
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【発明の実施の形態】
第１実施形態
図１は本発明に係るチャージポンプの第１の実施形態を示す回路図である。
図示のように、本実施形態のチャージポンプは、ｎＭＯＳトランジスタＮＡ，ＮＢ，ＮＣ
、ｐＭＯＳトランジスタＰＡ，ＰＢ，ＰＣ、及び制御信号発生回路１０と２０によって構
成されている。
【００２４】
トランジスタＰＢとＰＡは、電源電圧ＶCCの端子とチャージポンプの出力端子ＯＵＴとの
間に直列接続されている。即ち、トランジスタＰＢのソースが電源電圧ＶCCが供給されて
いる端子に接続され、ドレインがトランジスタＰＡのソースに接続されている。トランジ
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スタＰＡのドレインが出力端子ＯＵＴに接続されている。トランジスタＰＣのソースがト
ランジスタＰＢのドレインとトランジスタＰＡのソースとの接続点Ｎ１に接続され、ドレ
インが接地されている。
【００２５】
トランジスタＰＡのゲートに制御信号発生回路１０によって出力されるアナログ制御信号
ＳPAが印加され、トランジスタＰＢのゲートに制御信号発生回路１０によって出力される
制御信号Ｓ１B が印加され、トランジスタＰＣのゲートに制御信号発生回路１０によって
出力される制御信号Ｓ１C が印加される。
【００２６】
トランジスタＮＡとＮＢは、出力端子ＯＵＴと接地電位との間に直列接続されている。即
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ち、トランジスタＮＡのドレインが出力端子ＯＵＴに接続され、ソースがトランジスタＮ
Ｂのドレインに接続されている。トランジスタＮＢのソースが接地されている。トランジ
スタＮＣのソースがトランジスタＮＡのソースとトランジスタＮＢのドレインとの接続点
Ｎ２に接続され、ドレインが電源電圧ＶCCが供給されている端子に接続されている。
【００２７】
トランジスタＮＡのゲートに、制御信号発生回路２０によって出力されるアナログ制御信
号ＳNAが印加され、トランジスタＮＢのゲートに、制御信号発生回路２０によって出力さ
れる制御信号Ｓ２B が印加され、トランジスタＮＣのゲートに、制御信号発生回路２０に
よって出力される制御信号Ｓ２C が印加される。
【００２８】
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次に、制御信号発生回路１０と２０の構成について説明する。
図２は、制御信号発生回路１０の一構成例を示す回路図である。
図２に示すように、制御信号発生回路１０は、ＡＮＤゲート１１、バッファ１２，１３、
ＯＲゲート１４、インバータ１５、Ｄフリップフロップ１６，１７、及びインバータ１８
，１９によって構成されている。
【００２９】
ＡＮＤゲート１１には、ＰＬＬ回路に設けられているロック検出回路のロック検出信号Ｌ
ＫＤＴと、予備分周クロック信号ＰＶＣＫが入力される。なお、ロック検出信号ＬＫＤＴ
は、ＰＬＬ回路がロック状態にあるとき活性化され、例えば、ハイレベルに保持され、そ
れ以外にローレベルに保持される。予備分周クロック信号ＰＶＣＫは、ＰＬＬ回路に設け
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られている分周回路によって生成され、分周クロック信号ＶＣＫより、例えば、電圧制御
発振器（ＶＣＯ）の発振信号の一周期分だけ速く出力されるパルス信号である。
ＡＮＤゲート１１の出力信号がＤフリップフロップ１７のクロック入力端子に入力されて
いる。
【００３０】
バッファ１２と１３は縦続接続されている。バッファ１２の入力端子にアップ信号ＵＰが
入力される。
ＯＲゲート１４の一方の端子にバッファ１３の出力信号が入力され、他方の入力端子にア
ップ信号ＵＰが入力される。
ＯＲゲート１４の出力信号がインバータ１５によって反転され、Ｄフリップフロップ１６
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のクロック入力端子に入力される。
【００３１】
Ｄフリップフロップ１６の出力端子Ｑからの出力信号がＤフリップフロップ１７のリセッ
ト端子に入力され、Ｄフリップフロップ１７の出力端子Ｑからの出力信号がインバータ１
８によって反転され、Ｄフリップフロップ１６のリセット端子に入力される。
【００３２】
図２に示すように、制御信号発生回路１０において、インバータ１５から制御信号Ｓ１A
が出力され、バッファ１２の出力信号がインバータ１９によって反転され、制御信号Ｓ１
B

として出力される。Ｄフリップフロップ１７の出力端子Ｑからの出力信号が制御信号Ｓ

１C として出力される。また、制御信号Ｓ１A に応じてアナログ制御信号ＳPAが生成され
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る。
【００３３】
以下、制御信号発生回路１０の動作について説明する。
制御信号発生回路１０は、ＰＬＬ回路がロック状態にあるとき、即ち、ロック検出信号Ｌ
ＫＤＴがハイレベルのとき制御信号Ｓ１C を出力する。それ以外のとき、ＡＮＤゲート１
１の出力信号がローレベルに保持されるため、Ｄフリップフロップ１７が動作せず、制御
信号Ｓ１C がリセット状態のローレベルに保持される。このとき、アップ信号ＵＰに応じ
て制御信号Ｓ１A とＳ１B が生成される。即ち、ＰＬＬ回路がロック状態に達していない
とき、制御信号ＳPAとＳ１B が出力され、これらに応じたＶＣＯの発振周波数が制御され
る。
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【００３４】
図３は、ロック状態に達したときの制御信号発生回路１０の動作を示す波形図である。以
下、図２及び図３を参照しつつ、制御信号発生回路１０の動作を説明する。
予備分周信号ＰＶＣＫがハイレベルに立ち上がると、ＡＮＤゲート１１の出力信号が立ち
上がり、これに応じて、図３（Ｆ）に示すように、Ｄフリップフロップ１７の出力、即ち
、制御信号Ｓ１C がローレベルからハイレベルに変わる。
【００３５】
次に、図３（Ｇ）に示すように、アップ信号ＵＰの立ち上がりよりバッファ１２の遅延時
間だけ遅れて、制御信号Ｓ１B がハイレベルからローレベルに切り替わる。
バッファ１３により、バッファ１２の出力信号がさらに遅延される。即ち、２段のバッフ
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ァ１２と１３によって遅延されたアップ信号ＵＰともとのアップ信号ＵＰがともにＯＲゲ
ート１４に入力される。
【００３６】
このため、ＯＲゲート１４によって、制御信号Ｓ１B よりも幅が広いパルス信号が出力さ
れる。さらに、ＯＲゲート１４の出力信号がインバータ１５によって反転され、Ｄフリッ
プフロップ１６のクロック入力端子に入力される。
なお、インバータ１５の出力は、制御信号Ｓ１A として取り出される。図３（Ｈ）には、
制御信号Ｓ１A の波形を示している。さらに、制御信号Ｓ１A に応じて、図３（Ｉ）に示
すように所定の振幅をもつアナログ制御信号ＳPAが生成される。当該アナログ制御信号Ｓ
P A

の振幅に応じてチャージ電流ＩUPの電流値が制御される。

10

【００３７】
インバータ１５の出力の立ち上がりエッジに応じて、Ｄフリップフロップ１６の出力がハ
イレベルに切り替わり、これに応じてＤフリップフロップ１７がリセットされる。即ち、
制御信号Ｓ１C がハイレベルからローレベルに立ち下がる（図３（Ｆ））。
【００３８】
上述したように、制御信号発生回路１０によって、ＰＬＬ回路に設けられている分周器か
らの予備分周信号ＰＶＣＫ及び位相比較回路からのアップ信号ＵＰに応じて、制御信号Ｓ
１A ，Ｓ１B 及びＳ１C がそれぞれ発生される。制御信号Ｓ１B とＳ１C は、図１に示す
チャージポンプのトランジスタＰＢとＰＣのゲートに印加され、制御信号Ｓ１A に応じて
、所望の振幅を持つアナログ制御信号ＳPAが生成され、トランジスタＰＡのゲートに印加

20

される。これに応じて、チャージポンプは、アップ信号ＵＰの有効期間中、即ち、アップ
信号ＵＰがハイレベルに保持されている間、トランジスタＰＡのゲートに印加されるアナ
ログ制御信号ＳPAの振幅に応じたチャージ電流ＩUPを出力端子ＯＵＴに出力する。
【００３９】
次に、図４を参照しつつ、制御信号発生回路２０の構成について説明する。
図４は、制御信号発生回路２０の一構成例を示す回路図である。
図４に示すように、制御信号発生回路２０は、ＡＮＤゲート２１、バッファ２２，２３、
ＯＲゲート２４、インバータ２５、Ｄフリップフロップ２６，２７、及びインバータ２８
によって構成されている。
【００４０】
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ＡＮＤゲート２１には、ロック検出信号ＬＫＤＴと予備分周信号ＰＶＣＫが入力される。
ＡＮＤゲート２１の出力信号がＤフリップフロップ２７のクロック入力端子に入力されて
いる。
【００４１】
バッファ２２と２３は縦続接続されている。バッファ２２の入力端子にダウン信号ＤＮが
入力される。
ＯＲゲート２４の一方の端子にバッファ２３の出力信号が入力され、他方の入力端子にダ
ウン信号ＤＮが入力される。
ＯＲゲート２４の出力信号がインバータ２５によって反転され、Ｄフリップフロップ２６
のクロック入力端子に入力される。
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【００４２】
Ｄフリップフロップ２６の出力端子Ｑからの出力信号がＤフリップフロップ２７のリセッ
ト端子に入力され、Ｄフリップフロップ２７の出力端子Ｑからの出力信号がインバータ２
８によって反転され、Ｄフリップフロップ２６のリセット端子に入力される。
【００４３】
図４に示すように、制御信号発生回路２０において、ＯＲゲート２４から制御信号Ｓ２A
が出力され、バッファ２２から制御信号Ｓ２B が出力される。Ｄフリップフロップ２７の
出力信号の反転信号、即ち、インバータ２８の出力信号Ｓが制御信号Ｓ２C として出力さ
れる。また、制御信号Ｓ２A に応じて、アナログ制御信号ＳNAが生成される。
【００４４】
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以下、制御信号発生回路２０の動作について説明する。
制御信号発生回路２０は、図２に示す制御信号発生回路１０と同様に、ＰＬＬ回路がロッ
ク状態に達したとき、即ち、ロック検出信号ＬＫＤＴがハイレベルのとき制御信号Ｓ２C
を出力する。それ以外のとき、ＡＮＤゲート２１の出力信号がローレベルに保持されるた
め、Ｄフリップフロップ２７が動作せず、制御信号Ｓ２C がリセット状態のハイレベルに
保持される。
【００４５】
図５は、制御信号発生回路２０の動作を示す波形図である。以下、図４及び図５を参照し
つつ、制御信号発生回路２０の動作を説明する。
予備分周信号ＰＶＣＫがハイレベルに立ち上がると、ＡＮＤゲート２１の出力信号が立ち

10

上がり、これに応じて、Ｄフリップフロップ２７の出力信号がリセット状態のローレベル
からハイレベルに立ち上がる。これに応じて、図５（Ｆ）に示すように、インバータ２８
の出力信号、即ち、制御信号Ｓ２C がハイレベルからローレベルに変わる。
【００４６】
次に、図５（Ｇ）に示すように、ダウン信号ＤＮの立ち上がりよりバッファ２２の遅延時
間だけ遅れて、制御信号Ｓ２B がローレベルからハイレベルに切り替わる。
バッファ２３により、バッファ２２の出力信号がさらに遅延される。即ち、２段のバッフ
ァ２２と２３によって遅延されたダウン信号ＤＮともとのダウン信号ＤＮがともにＯＲゲ
ート２４に入力される。
【００４７】
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このため、ＯＲゲート２４によって、制御信号Ｓ２B よりも幅が広いパルス信号が出力さ
れ、さらにＯＲゲート２４の出力信号がインバータ２５によって反転され、Ｄフリップフ
ロップ２６のクロック入力端子に入力される。
なお、ＯＲゲート２４の出力は、制御信号Ｓ２A として取り出される。図５（Ｈ）には、
制御信号Ｓ２A の波形を示している。さらに、制御信号Ｓ２A に応じて、図５（Ｉ）に示
すように所定の振幅をもつアナログ制御信号ＳNAが生成される。当該アナログ制御信号Ｓ
N A

の振幅に応じて、ディスチャージ電流ＩDNの電流値が制御される。

【００４８】
インバータ２５の出力の立ち上がりエッジに応じて、Ｄフリップフロップ２６の出力がハ
イレベルに切り替わり、Ｄフリップフロップ２７がリセットされ、その出力信号がハイレ
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ベルからローレベルに立ち下がる。これに応じて、図５（Ｆ）に示すように、インバータ
２８の出力信号、即ち制御信号Ｓ２C がローレベルからハイレベルに立ち上がる。
【００４９】
上述したように、制御信号発生回路２０によって、予備分周信号ＰＶＣＫ及びダウン信号
ＤＮに応じて、制御信号Ｓ２A ，Ｓ２B 及びＳ２C がそれぞれ発生される。制御信号Ｓ２
B

とＳ２C は、図１に示すチャージポンプのトランジスタＮＢとＮＣのゲートに印加され

、制御信号Ｓ２A に応じて、所望の振幅を持つアナログ制御信号ＳNAが生成され、トラン
ジスタＮＡのゲートに印加される。これに応じて、チャージポンプは、ダウン信号ＤＮの
有効期間中、即ち、ダウン信号ＤＮがハイレベルに保持されている間、トランジスタＮＡ
のゲートに印加されるアナログ制御信号ＳNAの振幅に応じたディスチャージ電流ＩDNを出
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力端子ＯＵＴに出力する。
【００５０】
本実施形態のチャージポンプにおいて、上述した制御信号発生回路１０と２０によって、
位相比較回路によって生成されたアップ信号ＵＰ及びダウン信号ＤＮに応じて、チャージ
電流ＩUP及びディスチャージ電流ＩDNをそれぞれ生成し、出力端子ＯＵＴに出力する。
【００５１】
次に、本実施形態のチャージポンプの全体の動作について説明する。
上述したとおり、本実施形態のチャージポンプは、アップ信号ＵＰ及びダウン信号ＤＮに
応じて、チャージ電流ＩUP及びディスチャージ電流ＩDNを出力する。
ここで、まず、アップ信号ＵＰに応じてチャージ電流ＩUPを出力する部分の動作について
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説明する。
【００５２】
図３の波形図に示すように、アップ信号ＵＰが有効期間以外のとき、即ち、アップ信号Ｕ
Ｐがローレベルのとき、制御信号Ｓ１A とＳ１B がハイレベル、制御信号Ｓ１C がローレ
ベルにそれぞれ保持されている。また、制御信号Ｓ１A に応じて生成されているアナログ
制御信号ＳPAがほぼ電源電圧ＶCCに保持される。このため、チャージポンプにおいて、ト
ランジスタＰＣが導通し、トランジスタＰＡとＰＢが遮断する。遮断状態にあるトランジ
スタＰＡのソース電圧はほぼ接地電位ＧＮＤに保持され、ゲート電圧がほぼ電源電圧ＶC

C

に保持されているので、トランジスタＰＡのゲート−ソース間に逆バイアス電圧が印加さ
れる。このため、トランジスタＰＡのリーク電流がゼロバイアス、即ちＶGS＝０の場合に

10

較べて低減される。
【００５３】
次に、アップ信号ＵＰの立ち上がりエッジより前に、予備分周クロック信号ＰＶＣＫが出
力される。これに応じて、制御信号Ｓ１C がローレベルからハイレベルに立ち上がり、ト
ランジスタＰＣが導通状態から遮断状態に切り替わる。
【００５４】
次に、アップ信号ＵＰが立ち上がり、所定の期間においてハイレベルに保持される。ここ
で、アップ信号ＵＰがハイレベルの期間を有効期間という。
図３に示すように、アップ信号ＵＰが立ち上がるに従って、制御信号Ｓ１A とＳ１B が順
次ローレベルに切り替わる。制御信号Ｓ１A に応じて、所定の振幅のアナログ制御信号Ｓ
P A

20

が出力される。そして、制御信号Ｓ１B がローレベルに切り替わったとき、トランジス

タＰＢとＰＡがともに導通状態にあり、電源電圧ＶCCの端子から出力端子ＯＵＴまでに電
流経路が形成されるので、出力端子ＯＵＴにチャージ電流ＩUPが出力される。なお、チャ
ージ電流ＩUPの電流値が、トランジスタＰＡのゲートに印加されるアナログ制御信号ＳP

A

のレベルにより決まる。
【００５５】
アップ信号ＵＰが有効期間を経過したのち、ローレベルに切り替わる。これに応じて、制
御信号Ｓ１B がハイレベルに切り替わり、続いて制御信号Ｓ１A もハイレベルに切り替わ
る。これに応じて、アナログ制御信号ＳPAがハイレベル、例えば、電源電圧ＶCCに近いレ
ベルに保持される。従って、アップ信号ＵＰが有効期間を過ぎたあと、トランジスタＰＢ
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とＰＡが順次遮断状態に切り替わる。
【００５６】
次に、制御信号Ｓ１A の立ち上がりエッジに従って、制御信号Ｓ１C がハイレベルからロ
ーレベルに切り替わる。これに応じて、トランジスタＰＣが遮断状態から導通状態に切り
替わる。
【００５７】
上述したように、アップ信号ＵＰに応じてチャージ電流ＩUPを出力する動作において、ト
ランジスタＰＡが導通状態に切り替える前にトランジスタＰＣが遮断状態に切り替わり、
また、トランジスタＰＡが遮断状態に切り替った後にトランジスタＰＣが導通状態に切り
替わる。即ち、トランジスタの切り替え動作において、トランジスタＰＡとＰＣが同時に
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導通状態になることが回避され、出力端子ＯＵＴから電荷の流出を防止できる。これによ
って、トランジスタの切り替えによるローパスフィルタにおけるキャパシタの端子電圧の
変動を抑制でき、ＶＣＯの発振周波数の変動を抑制できる。
【００５８】
また、チャージ電流ＩUPの出力タイミングは、トランジスタＰＢのゲートに印加される制
御信号Ｓ１B によって決まる。当該制御信号Ｓ１B は、大振幅のロジック信号であり、そ
の駆動能力が大きくとれるので、チャージ電流ＩUPの立ち上がり及び立ち下がりエッジを
急峻にすることができ、これによってチャージ電流ＩUPのパルス幅を小さくでき、より高
精度で制御信号の電圧レベルを制御でき、よってＶＣＯの発振周波数を高精度で制御する
ことができる。
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【００５９】
次に、ダウン信号ＤＮに応じてディスチャージ電流ＩDNの出力動作について説明する。
ダウン信号ＤＮは、アップ信号ＵＰと同様に所定の有効期間においてハイレベルに保持さ
れる。チャージポンプは、ダウン信号ＤＮの有効期間に応じて、ディスチャージ電流ＩD

N

を発生する。なお、ディスチャージ電流ＩDNは、チャージポンプの出力端子ＯＵＴからの
引き込み電流である。
【００６０】
図５にの波形図に示すように、ダウン信号ＤＮが有効期間以外のとき、即ち、ダウン信号
ＤＮがローレベルのとき、制御信号Ｓ２A とＳ２B がローレベルに保持され、制御信号Ｓ
２C がハイレベルに保持される。また、制御信号Ｓ２A に応じて生成されているアナログ

10

制御信号ＳNAがほぼ接地電位ＧＮＤに保持される。このため、トランジスタＮＣが導通し
、トランジスタＮＡとＮＢが遮断する。また、遮断状態にあるトランジスタＮＡのソース
電圧がほぼ電源電圧ＶCCに保持され、ゲート電圧が接地電位ＧＮＤに保持されているので
、トランジスタＮＡのゲート−ソース間に逆バイアス電圧が印加される。このため、その
リーク電流がゼロバイアス、即ち、ＶGS＝０の場合に較べて低減される。
【００６１】
次に、ダウン信号ＤＮの立ち上がりエッジより前に、予備分周クロック信号ＰＶＣＫが出
力される。これに応じて、制御信号Ｓ２C がハイレベルからローレベルに切り替わり、ト
ランジスタＮＣが導通状態から遮断状態に切り替わる。
【００６２】

20

次に、ダウン信号ＤＮが立ち上がり、有効期間においてハイレベルに保持される。
図５に示すように、ダウン信号ＤＮの立ち上がりに従って、制御信号Ｓ２A とＳ２B が順
次ハイレベルに切り替わる。また、制御信号Ｓ２A に応じて、所定の振幅をもつアナログ
制御信号ＳNAが出力される。そして、制御信号Ｓ２B がハイレベルに切り替わったとき、
トランジスタＮＢとＮＡがともに導通状態にあり、チャージポンプの出力端子ＯＵＴから
接地電位ＧＮＤまでに電流経路が形成されるので、出力端子ＯＵＴからディスチャージ電
流ＩDNが引き込まれる。なお、ディスチャージ電流ＩDNの電流値が、トランジスタＮＡの
ゲートに印加されるアナログ制御信号ＳNAのレベルにより決まる。
【００６３】
ダウン信号ＤＮが有効期間を経過したのち、ローレベルに切り替わる。これに応じて、制
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御信号Ｓ２B がローレベルに切り替わり、続いて制御信号Ｓ２A もローレベルに切り替わ
る。アナログ制御信号ＳNAがローレベル、例えば、ほぼ接地電位に保持される。このため
、ダウン信号ＤＮが有効期間を経過したときトランジスタＮＢとＮＡが順次遮断状態に切
り替わる。
【００６４】
次に、制御信号Ｓ２A の立ち下がりエッジに従って、制御信号Ｓ２C がローレベルからハ
イレベルに切り替わる。これに応じて、トランジスタＮＣが遮断状態から導通状態に切り
替わる。
【００６５】
上述したように、ダウン信号ＤＮに応じてディスチャージ電流ＩDNを出力する動作におい
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て、トランジスタＮＡが導通状態に切り替える前にトランジスタＮＣが遮断状態に切り替
わり、また、トランジスタＮＡが遮断状態に切り替った後にトランジスタＮＣが導通状態
に切り替わる。即ち、トランジスタの切り替え動作において、トランジスタＮＡとＮＣが
同時に導通状態になることが回避され、出力端子ＯＵＴに電荷の注入を防止できる。これ
によって、トランジスタの切り替えによるローパスフィルタにおけるキャパシタの端子電
圧の変動を抑制でき、ＶＣＯの発振周波数の変動を抑制できる。
【００６６】
また、ディスチャージ電流ＩDNの出力タイミングは、トランジスタＮＢのゲートに印加さ
れる制御信号Ｓ２B によって決まる。当該制御信号Ｓ２B は、大振幅のロジック信号であ
り、その駆動能力が大きくとれるので、ディスチャージ電流ＩDNの立ち上がり及び立ち下
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がりエッジを急峻にすることができ、これによってディスチャージ電流ＩDNのパルス幅を
小さくでき、より高精度で制御信号の電圧レベルを制御でき、よってＶＣＯの発振周波数
を高精度で制御することができる。
【００６７】
以上説明したように、本実施形態のチャージポンプによれば、位相比較回路からのアップ
信号ＵＰ及びダウン信号ＤＮに応じて、チャージ電流ＩUP及びディスチャージ電流ＩDNを
発生し、アップ信号ＵＰ及びダウン信号ＤＮの何れも出力されていないオフ時に、トラン
ジスタＰＣとトランジスタＮＣを導通させることにより、トランジスタＰＡのソース電圧
をゲート電圧より低く保持し、また、トランジスタＮＡのソース電圧をゲート電圧より高
く保持することにより、トランジスタＰＡとＮＡのゲート−ソース間が逆バイアスされ、

10

リーク電流を低減できる。また、アップ信号ＵＰまたはダウン信号ＤＮに応じてトランジ
スタを切り替えるとき、切り替えのタイミングを適宜制御することにより、トランジスタ
ＰＡとＰＣを同時に導通する状態、またはトランジスタＮＡとＮＣが同時に導通する状態
が回避され、トランジスタの切り替えによる出力端子ＯＵＴの電荷の流出または注入を回
避でき、ＶＣＯに供給する制御電圧の変動を抑制でき、よってＶＣＯの発振周波数の変動
を抑制できる。また、本実施形態のチャージポンプにおいて、チャージ電流ＩUP及びディ
スチャージ電流ＩDNの出力タイミングは、それぞれトランジスタＰＢ及びＮＢのゲートに
印加する大振幅のロジック制御信号により制御される。このため、トランジスタのゲート
駆動能力を容易に高めることができ、チャージ電流ＩUP及びディスチャージ電流ＩDNの立
ち上がり及び立ち下がりエッジを急峻にすることができ、よって出力電流のパルス幅を小
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さくでき、ＶＣＯの発振周波数を高精度で制御することができる。
【００６８】
第２実施形態
図６は本発明に係るチャージポンプの第２の実施形態を示す回路図である。
図示のように、本実施形態のチャージポンプ回路は、制御信号発生回路１０Ａと２０Ａ、
及びｐＭＯＳトランジスタＰＡ，ＰＢ，ＰＤ、ｎＭＯＳトランジスタＮＡ，ＮＢ，ＮＤに
よって構成されている。
【００６９】
図１に示す本発明のチャージポンプの第１の実施形態に較べて、本実施形態のチャージポ
ンプでは、ｐＭＯＳトランジスタＰＣの代わりにｎＭＯＳトランジスタＮＤが用いられ、
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または、ｎＭＯＳトランジスタＮＣの代わりにｐＭＯＳトランジスタＰＤが用いられてい
る。
【００７０】
図６に示すように、トランジスタＮＤにおいて、ドレインがトランジスタＰＢのドレイン
とトランジスタＰＡのソースとの接続点Ｎ１に接続され、ソースが接地されている。トラ
ンジスタＮＤのゲートに制御信号発生回路１０Ａによって出力された制御信号Ｓ１D が印
加される。
一方、トランジスタＰＤにおいては、ソースが電源電圧ＶCCが供給される端子に接続され
、ドレインがトランジスタＮＡのソースとトランジスタＮＢのドレインの接続点Ｎ２に接
続されている。また、トランジスタＰＤのゲートには、制御信号発生回路２０Ａによって

40

出力される制御信号Ｓ２D が印加される。
【００７１】
また、本実施形態のチャージポンプにおいて、制御信号発生回路１０Ａによって出力され
る制御信号Ｓ１D は、上述した第１の実施形態の制御信号発生回路１０が出力する制御信
号Ｓ１C の論理反転信号であり、制御信号発生回路２０Ａによって出力される制御信号Ｓ
２D は、第１の実施形態の制御信号発生回路２０が出力する制御信号Ｓ２C の論理反転信
号である。
【００７２】
本実施形態のチャージポンプにおいて、上述した構成の違いを除けば、図１に示す本発明
の第１の実施形態のチャージポンプとほぼ同じである。このため、本実施形態のチャージ
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ポンプは、第１の実施形態のチャージポンプと同じように動作し、アップ信号ＵＰまたは
ダウン信号ＤＮに応じて、出力端子ＯＵＴにチャージ電流ＩUPまたはディスチャージ電流
ＩDNを出力する。
【００７３】
また、制御信号発生回路１０Ａ及び２０Ａにおいて、アップ信号ＵＰ及びダウン信号ＤＮ
が出力されていないオフ時に、トランジスタＰＡ，ＰＢを遮断させ、トランジスタＮＤを
導通させる制御信号を出力し、また、トランジスタＮＡ，ＮＢを遮断させ、トランジスタ
ＰＤを導通させる制御信号を出力する。このため、例えば、トランジスタＰＡにおいて、
ソース電圧が接地電位ＧＮＤに保持され、ゲート電圧がほぼ電源電圧ＶCCに保持されるの
で、ゲート−ソース間が逆バイアスされ、リーク電流を大幅に低減できる。同様に、トラ

10

ンジスタＮＡにおいて、ソース電圧がほぼ電源電圧ＶCCに保持され、ゲート電圧が接地電
位ＧＮＤに保持されるので、ゲート−ソース間が逆バイアスされ、リーク電流を大幅に低
減できる。
【００７４】
また、本実施形態において、オフ時にトランジスタＮＡのソース電圧がｐＭＯＳトランジ
スタＰＤによってほぼ電源電圧ＶCCレベルまで持ち上げられる。一方、第１の実施形態の
チャージポンプにおいて、トランジスタＮＡのソース電圧は、ｎＭＯＳトランジスタＮＣ
によって持ち上げられるため、ソース電圧が電源電圧ＶCCよりトランジスタＮＣのしきい
値電圧分低下する。このため、本実施形態のチャージポンプにおいてオフ時にトランジス
タＮＡのソース電圧を第１の実施形態のチャージポンプに較べて高めに保持でき、リーク
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電流を抑制する効果が向上する。
【００７５】
さらに、本実施形態において、アップ信号ＵＰ及びダウン信号ＤＮに応じて、チャージ電
流ＩUP及びディスチャージ電流ＩDNを出力する切り替えのとき、制御信号発生回路１０Ａ
及び２０Ａによって、所定のタイミングで適宜制御信号を生成することにより、トランジ
スタＰＡとＮＤが同時に導通することが回避され、出力端子ＯＵＴからの電荷の放出を防
止でき、また、トランジスタＮＡとＰ手Ｉが同時に導通することが回避され、出力端子Ｏ
ＵＴに電荷が注入されることが防止できる。このため、切り替えによるＶＣＯの制御信号
の電圧レベルの変動を抑制でき、ＶＣＯの発振周波数の変動を抑制できる。
【００７６】
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第２実施形態
図７は本発明に係るＰＬＬ回路の一実施形態を示す構成図である。
図示のように、本実施形態のＰＬＬ回路は、位相周波数比較回路１００、ロック検出回路
１１０、チャージポンプ１２０、ループフィルタ１３０、ＶＣＯ１４０及び分周器１５０
を有している。
【００７７】
以下、本実施形態のＰＬＬ回路の各構成部分について説明する。
位相周波数比較回路１００は、基準クロック信号ＲＣＫと分周器１５０から出力される分
周クロック信号ＶＣＫとの位相及び周波数を比較し、当該比較の結果、基準クロック信号
ＲＣＫと分周クロック信号ＶＣＫとの位相差に応じて、アップ信号ＵＰまたはダウン信号
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ＤＮを出力する。
【００７８】
ロック検出回路１１０は、位相周波数比較回路１００からのアップ信号ＵＰ及びダウン信
号ＤＮに応じて、ＰＬＬ回路がロック状態にあるか否かを検出し、検出の結果、ＰＬＬ回
路がロック状態にあるとき、ロック検出信号ＬＫＤＴを活性化し、例えば、ハイレベルに
設定する。なお、ロック検出信号ＬＫＤＴがチャージポンプ１２０に出力される。
【００７９】
チャージポンプ１２０は、位相周波数比較回路１００からのアップ信号ＵＰ、ダウン信号
ＤＮ及びロック検出回路１１０からのロック検出信号ＬＫＤＴに応じて、チャージ電流Ｉ
U P

またはディスチャージ電流ＩDNを出力する。
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チャージポンプ１２０は、上述した本発明の第１または第２の実施形態のチャージポンプ
によって構成されている。
【００８０】
ループフィルタ１３０は、図７に示すように、例えば、チャージポンプの出力端子と接地
電位ＧＮＤとの間に縦続接続されている抵抗素子Ｒ及びキャパシタＣによって構成されて
いる。ループフィルタ１３０において、キャパシタＣは、チャージポンプ１２０から出力
されるチャージ電流ＩUP及びディスチャージ電流ＩDNに応じて充電または放電し、制御電
圧ＶC を発生してＶＣＯ１４０に出力する。
【００８１】
なお、図７は、ループフィルタの一構成例を示したに過ぎず、ループフィルタは、他の種
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々の構成を有するが、抵抗素子ＲとキャパシタＣを含むローパスフィルタはその基本的な
構成である。そして、キャパシタＣがチャージポンプ１２０の出力電流に応じて充放電す
ることによって、制御電圧ＶC を発生し、これに基づいてＶＣＯ１４０の発振周波数を制
御する点では、共通している。
【００８２】
ＶＣＯ１４０は、ループフィルタ１３０によって生成した制御電圧ＶC に応じて発振周波
数が制御される。当該発振周波数でクロック信号ＣＫを生成し、分周器１５０に供給する
。
【００８３】
分周器１５０は、ＶＣＯ１４０からのクロック信号ＣＫを所定の分周比Ｎで分周し、分周
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クロック信号ＶＣＫを位相周波数比較回路１００に出力する。また、分周器１５０は、分
周クロック信号ＶＣＫより、位相がわずかに進んでいる予備分周クロック信号ＰＶＣＫを
生成し、チャージポンプ１２０に供給する。
予備分周クロック信号ＰＶＣＫは、例えば、分周クロック信号ＶＣＫより、クロック信号
ＣＫの１周期分だけ位相が進んでいるパルス信号である。例えば、分周器１５０の分周比
がＮであるとき、予備分周クロック信号ＰＶＣＫは、分周クロック信号ＶＣＫより、π／
Ｎだけ位相が進む。
【００８４】
次に、上述した構成を有するＰＬＬ回路の動作について説明する。
位相周波数比較回路１００において、基準クロック信号ＲＣＫと分周クロック信号ＶＣＫ
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の位相、周波数を比較し、これらのクロック信号の位相差に応じてアップ信号ＵＰまたは
ダウン信号ＤＮが出力される。
【００８５】
ロック検出回路１１０において、位相周波数比較回路１００により出力されたアップ信号
ＵＰまたはダウン信号ＤＮに応じて、ＰＬＬ回路がロック状態にあるか否かについて判断
が行われる。当該判断の結果、ＰＬＬ回路がロック状態にあるとき、ロック検出信号ＬＫ
ＤＴが活性化される。
チャージポンプ１２０では、アップ信号ＵＰまたはダウン信号ＤＮに応じてチャージ電流
ＩUPまたはディスチャージ電流ＩDNが出力される。
【００８６】
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本実施形態のＰＬＬ回路において、ロック検出回路１１０による検出の結果、ＰＬＬ回路
がロック状態にある場合、チャージポンプ１２０は、図３及び図５の波形図に示すように
、予備分周信号ＰＶＣＫ及びアップ信号ＵＰまたはダウン信号ＤＮに応じて、制御信号発
生回路によって生成した制御信号に応じてトランジスタの切り替えが行われる。その結果
、アップ信号ＵＰ及びダウン信号ＤＮが出力されていないオフ時のリーク電流が低減され
る。また、オフ時の制御電圧ＶCのレベル変動が抑制され、ＶＣＯ１４０の発振周波数の
変動が抑制される。
【００８７】
一方、ＰＬＬ回路がロック状態に達していないとき、チャージポンプ１２０は、制御信号
Ｓ１C またはＳ２C を出力しない。この場合、例えば、図１に示すチャージポンプにおい
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て、トランジスタＰＣとＮＣが遮断状態に保持され、アップ信号ＵＰまたはダウン信号Ｄ
Ｎに応じて、トランジスタＰＡ，ＰＢ及びトランジスタＮＡ，ＮＢが導通または遮断状態
に制御され、チャージ電流ＩUPまたはディスチャージ電流ＩDNが出力端子ＯＵＴに供給さ
れる。これに応じて、ループフィルタ１３０によって、チャージポンプ１２０の出力電流
に応じて制御電圧ＶC が発生され、これに応じてＶＣＯ１４０において発振周波数が制御
され、そして、分周器１５０からの分周クロック信号ＶＣＫと基準クロック信号ＲＣＫの
位相及び周波数がほぼ一致するようになったとき、ＰＬＬ回路がロック状態に入る。
【００８８】
上述したように、本実施形態のＰＬＬ回路によれば、ロック状態に達していない場合、チ
ャージポンプ１２０によって位相周波数比較回路１００からのアップ信号ＵＰまたはダウ
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ン信号ＤＮに応じて、チャージ電流ＩUPまたはディスチャージ電流ＩDNが生成される。こ
れに応じて、ループフィルタ１３０によって制御電圧ＶC が出力し、ＶＣＯ１４０の発振
周波数が制御される。このため、分周器１５０から出力される分周クロック信号ＶＣＫと
基準クロック信号ＲＣＫとの位相差及び周波数の差が収束するように、ＰＬＬ回路におい
てフィードバック制御が行われ、ＰＬＬ回路がロック状態に達したとき制御が安定化する
。そして、ロック状態に達したあと、チャージポンプ１２０において図３及び図５に示す
ように動作し、オフ時のリーク電流の発生が抑制され、制御電圧ＶC の安定性、及びＶＣ
Ｏ１４０の発振周波数の安定性を改善できる。また、チャージ電流ＩUP及びディスチャー
ジ電流ＩDNのパルス幅を小さく制御することができ、ＶＣＯ１４０の発振周波数を高精度
で制御可能である。
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【００８９】
【発明の効果】
以上説明したように、本発明のチャージポンプ及びそれを用いて構成されたＰＬＬ回路に
よれば、アップ信号及びダウン信号が出力されていないオフ時に、電流出力用トランジス
タのソース−ゲート間に逆バイアス電圧をかけることによって、オフ時のリーク電流を低
減でき、ＶＣＯの発振周波数の安定性を改善できる。一方、アップ信号及びダウン信号に
応じて電流出力トランジスタを切り替えるとき、それぞれのトランジスタの切り替えタイ
ミングを適宜制御することによって、切り替えによるチャージポンプ出力端子の電荷の注
入または放出を防止でき、制御電圧の変動を抑制し、ＶＣＯの発振周波数の変動を抑制で
きる。
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さらに、本発明のチャージポンプによれば、電流出力のタイミングは、電流出力用トラン
ジスタの制御端子に印加されるロック信号によって制御されるので、出力電流の立ち上が
りまたは立ち下がりエッジを急峻にすることができ、電流パルスの幅を小さくでき、これ
に従ってＶＣＯの発振周波数を高精度で制御できる利点がある。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明に係るチャージポンプの第１の実施形態を示す回路図である。
【図２】チャージポンプを構成する制御信号発生回路１０の構成を示す回路図である。
【図３】制御信号発生回路１０の動作を示す波形図である。
【図４】チャージポンプを構成する制御信号発生回路２０の構成を示す回路図である。
【図５】制御信号発生回路２０の動作を示す波形図である。
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【図６】本発明に係るチャージポンプの第２の実施形態を示す回路図である。
【図７】本発明に係るＰＬＬ回路の一構成例を示すブロック図である。
【図８】従来のチャージポンプの一構成例を示す回路図である。
【図９】従来のチャージポンプの他の構成例を示す回路図である。
【符号の説明】
１０，１０Ａ，２０，２０Ａ…制御信号発生回路、
１００…位相周波数比較回路、１１０…ロック検出回路、
１２０…チャージポンプ、１３０…ループフィルタ、
１４０…ＶＣＯ、１５０…分周器、
ＶCC…電源電圧、ＧＮＤ…接地電位。
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