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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　制御信号に応じて第１電圧をコンデンサにより昇圧して第２電圧を生成する第１、第２
チャージポンプ回路を備える半導体集積回路と、
　電流供給能力向上モードにおいて、前記コンデンサとして前記第１、第２チャージポン
プ回路のそれぞれに接続される第１、第２ポンピングコンデンサと、外付部品点数削減モ
ードにおいて、前記コンデンサとして前記第１、第２チャージポンプ回路に共有して接続
される共有ポンピングコンデンサとを備える外付部品と
を具備し、
　前記半導体集積回路は、
　前記電流供給能力向上モードにおいて、前記制御信号として位相が異なる第１、第２制
御信号をそれぞれ前記第１、第２チャージポンプ回路に出力し、前記外付部品点数削減モ
ードにおいて、前記制御信号として位相が同じ同相制御信号を前記第１、第２チャージポ
ンプ回路に出力する選択回路
を更に備える昇圧電源回路。
【請求項２】
　前記外付部品点数削減モードにおいて、
　前記半導体集積回路は、
　前記第１、第２チャージポンプ回路を含むＮ個（Ｎは３以上の整数）のチャージポンプ
回路
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を更に備え、
　前記共有ポンピングコンデンサは、前記Ｎ個のチャージポンプ回路に共有して接続され
、
　前記選択回路は、前記同相制御信号を前記Ｎ個のチャージポンプ回路に出力する
請求項１に記載の昇圧電源回路。
【請求項３】
　前記電流供給能力向上モードは、電流供給能力確保・外付部品点数削減モードを含み、
　前記電流能力確保・外付部品点数削減モードにおいて、
　前記第１、第２チャージポンプ回路は、それぞれ、Ｐ、Ｑ個（Ｐ、Ｑはそれぞれ２以上
の整数）のチャージポンプ回路を備え、
　前記第１、第２ポンピングコンデンサは、それぞれ前記Ｐ、Ｑ個のチャージポンプ回路
に共有して接続され、
　前記選択回路は、前記第１、第２制御信号をそれぞれ前記第１、第２チャージポンプ回
路に出力する
請求項１又は２に記載の昇圧電源回路。
【請求項４】
　前記電流供給能力向上モードにおいて、
　前記半導体集積回路は、
　前記第１、第２チャージポンプ回路を含むＭ個（Ｍは３以上の整数）のチャージポンプ
回路
を更に備え、
　前記外付部品は、
　前記第１、第２ポンピングコンデンサを含み、前記Ｍ個のチャージポンプ回路のそれぞ
れに接続されるＭ個のポンピングコンデンサ
を更に備え、
　前記選択回路は、位相が異なるＭ個の制御信号をそれぞれ前記Ｍ個のチャージポンプ回
路に出力する
請求項１～３のいずれかに記載の昇圧電源回路。
【請求項５】
　前記外付部品は、
　前記半導体集積回路からの前記第２電圧を平滑して第３電圧として出力回路に供給する
ための平滑コンデンサ
を更に備える請求項１～４のいずれかに記載の昇圧電源回路。
【請求項６】
　前記出力回路は、複数の画素がマトリクス状に配置された表示部と、前記表示部の複数
の行のそれぞれに接続された複数のゲート線と、前記表示部の複数の列のそれぞれに接続
された複数のデータ線とを含み、
　前記半導体集積回路は、外部から表示データを取り込んで前記表示部に表示するドライ
バＩＣであり、
　前記第３電圧は、前記複数のゲート線のうちの選択ゲート線に供給される
請求項５に記載の昇圧電源回路。
【請求項７】
　前記出力回路は、複数のメモリセルと冗長メモリセル群とを備えるメモリ部と、前記複
数のメモリセルのうちの不良メモリセル群から前記冗長メモリセル群にそれぞれに置き換
えるためのアンチヒューズ群を備えるヒューズ回路とを含み、
　前記半導体集積回路は、前記メモリ部にデータの読み書きを行なうドライバＩＣであり
、
　前記第３電圧は、前記アンチヒューズ群のうちの選択アンチヒューズに供給される
請求項５に記載の昇圧電源回路。
【発明の詳細な説明】
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【技術分野】
【０００１】
　本発明は、昇圧電源回路に関し、特に、電源電圧よりも高い電圧を必要とする半導体装
置に適用される昇圧電源回路に関する。
【背景技術】
【０００２】
　半導体装置の内部回路では、電源電圧よりも高い電圧を必要とする場合がある。この場
合、電源電圧よりも高い電圧を半導体装置の内部回路に供給するための昇圧電源回路が用
いられる。その昇圧電源回路としては、例えば特開平９－１６３７２１号公報（特許文献
１）に記載されている。
【０００３】
　特許文献１に記載された昇圧電源回路では、電圧を発生する第１、第２ドライブ回路を
それぞれ第１、第２チャージポンプ回路に接続し、第１、第２チャージポンプ回路の出力
を共通にする（相補構成にする）。これにより、２つのチャージポンプ回路が電圧リプル
を互いに打ち消しあいながら動作するため、出力電圧に現れるリプルを抑制し、安定した
電圧を供給することができる。
【０００４】
　昇圧電源回路が必要とされる例として、電源電圧よりも高い電圧をワード線に印加する
場合が挙げられる。また、電源電圧よりも高い電圧をアンチヒューズに印加する場合が挙
げられる。これについて説明する。
【０００５】
　図１は、従来の昇圧電源回路の構成を示している。
【０００６】
従来の昇圧電源回路は、半導体集積回路１０５と、外付部品１０６と、出力回路７とを具
備している。
【０００７】
　半導体集積回路１０５は、コントロール回路１０１と、チャージポンプ回路１０３－１
、１０３－２とを具備している。
　コントロール回路１０１は、チャージポンプ回路１０３－１、１０３－２に接続されて
いる。
　チャージポンプ回路１０３－１、１０３－２には、電源電圧ＶＤＤが印加される。チャ
ージポンプ回路１０３－１は、電圧出力端子Ｏｕｔ１と、出力端子Ｃ１＋、Ｃ１－とを備
えている。チャージポンプ回路１０３－２は、電圧出力端子Ｏｕｔ２と、出力端子Ｃ２＋
、Ｃ２－とを備えている。
【０００８】
　外付部品１０６は、平滑コンデンサＣ０と、ポンピングコンデンサＣ１、Ｃ２とを具備
している。
　平滑コンデンサＣ０は、正電極と、負電極とを備えている。その負電極には、電源電圧
ＶＤＤよりも低い基準電圧としてコモン電圧Ｖｃｏｍが印加される。その正電極は、チャ
ージポンプ回路１０３－１の電圧出力端子Ｏｕｔ１と、チャージポンプ回路１０３－２の
電圧出力端子Ｏｕｔ２とに接続され、出力回路７に接続されている。
　ポンピングコンデンサＣ１は、正電極と、負電極とを備えている。その正電極、負電極
は、それぞれ、チャージポンプ回路１０３－１の出力端子Ｃ１＋、Ｃ１－に接続されてい
る。
　ポンピングコンデンサＣ２は、正電極と、負電極とを備えている。その正電極、負電極
は、それぞれ、チャージポンプ回路１０３－２の出力端子Ｃ２＋、Ｃ２－に接続されてい
る。
【０００９】
　コントロール回路１０１は、２個のチャージポンプ回路１０３－１、１０３－２をそれ
ぞれ相補的に動作させるように、位相が異なる制御信号Ｃｎｔ１、Ｃｎｔ２をそれぞれチ
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ャージポンプ回路１０３－１、１０３－２に出力する。例えば、制御信号Ｃｎｔ２は、制
御信号Ｃｎｔ１に対して逆相の制御信号である。
　チャージポンプ回路１０３－１、１０３－２は、それぞれ、制御信号Ｃｎｔ１、Ｃｎｔ
２に応じて第１電圧（電源電圧ＶＤＤ）をポンピングコンデンサＣ１、Ｃ２により昇圧し
て第２電圧ＶＤＤ２を生成する。その第２電圧ＶＤＤ２は、平滑コンデンサＣ０により平
滑されて第３電圧として出力回路７に供給される。
【００１０】
　制御信号Ｃｎｔ１の信号レベルがロー（Ｌ）レベルであり、制御信号Ｃｎｔ２の信号レ
ベルがハイ（Ｈ）レベルである。この場合、チャージポンプ回路１０３－１は、コモン電
圧Ｖｃｏｍを出力端子Ｃ１－に印加し、第１電圧ＶＤＤを出力端子Ｃ１＋に印加し、その
第１電圧ＶＤＤ（＝ＶＤＤ－Ｖｃｏｍ）に対応する電荷をポンピングコンデンサＣ１に蓄
積する。また、ポンピングコンデンサＣ２には第１電圧ＶＤＤに対応する電荷が蓄積され
、チャージポンプ回路１０３－２は、その第１電圧ＶＤＤを出力端子Ｃ２－に印加し、そ
の第１電圧ＶＤＤに、電源電圧ＶＤＤを加算した第２電圧ＶＤＤ２を出力端子Ｃ２＋に印
加する。チャージポンプ回路１０３－２は、第２電圧ＶＤＤ２を電圧出力端子Ｏｕｔ２に
出力し、その第２電圧ＶＤＤ２は、平滑コンデンサＣ０により平滑されて第３電圧として
出力回路７に供給される。
【００１１】
　制御信号Ｃｎｔ２の信号レベルがＬレベルであり、制御信号Ｃｎｔ１の信号レベルがＨ
ｉレベルである。この場合、チャージポンプ回路１０３－２は、コモン電圧Ｖｃｏｍを出
力端子Ｃ２－に印加し、第１電圧ＶＤＤを出力端子Ｃ２＋に印加し、その第１電圧ＶＤＤ
（＝ＶＤＤ－Ｖｃｏｍ）に対応する電荷をポンピングコンデンサＣ２に蓄積する。また、
ポンピングコンデンサＣ１には第１電圧ＶＤＤに対応する電荷が蓄積され、チャージポン
プ回路１０３－１は、その第１電圧ＶＤＤを出力端子Ｃ１－に印加し、その第１電圧ＶＤ
Ｄに、電源電圧ＶＤＤを加算した第２電圧ＶＤＤ２を出力端子Ｃ１＋に印加する。チャー
ジポンプ回路１０３－１は、第２電圧ＶＤＤ２を電圧出力端子Ｏｕｔ１に出力し、その第
２電圧ＶＤＤ２は、平滑コンデンサＣ０により平滑されて第３電圧として出力回路７に供
給される。
【００１２】
　出力回路７は、複数の画素がマトリクス状に配置された表示部と、表示部の複数の行の
それぞれに接続された複数のゲート線と、表示部の複数の列のそれぞれに接続された複数
のデータ線とを含んでいる。この場合、半導体集積回路１０５は、外部から表示データを
取り込んで表示部に表示するドライバＩＣであり、上記の第３電圧は、複数のゲート線の
うちの選択ゲート線に供給される。
【００１３】
　または、出力回路７は、複数のメモリセルと冗長メモリセル群とを備えるメモリ部と、
複数のメモリセルのうちの不良メモリセル群から冗長メモリセル群にそれぞれに置き換え
るためのアンチヒューズ群を備えるヒューズ回路とを含んでいる。この場合、半導体集積
回路１０５は、メモリ部にデータの読み書きを行なうドライバＩＣであり、上記の第３電
圧は、アンチヒューズ群のうちの選択アンチヒューズに供給される。
【００１４】
　このように、上記の昇圧電源回路は、電源電圧よりも高い電圧をワード線に印加したり
、電源電圧よりも高い電圧をアンチヒューズに印加したりすることができる。
【００１５】
　また、上記の昇圧電源回路は、外付け部品として２個のポンピングコンデンサＣ１、Ｃ
２がそれぞれ接続された２個のチャージポンプ回路１０３－１、１０３－２をそれぞれ相
補的に動作させる。これにより、上記の昇圧電源回路では、外付け部品として１個のポン
ピングコンデンサＣ１が接続された１個のチャージポンプ回路１０３－１を動作させる場
合に比べて、高い電流供給能力を得ることができる。
【００１６】



(5) JP 4873552 B2 2012.2.8

10

20

30

40

50

　表示部やメモリ部の多様化に伴い、昇圧電源回路に対する要求も多様化している。昇圧
電源回路に対する要求としては、
（Ａ）電流供給能力を優先すること
（Ｂ）低コストを優先すること
が挙げられる。
　（Ａ）の場合、上述のように、外付け部品としてポンピングコンデンサを増やすことに
より、高い電流供給能力を得ることができる。
　（Ｂ）の場合、外付け部品としてポンピングコンデンサを削減することにより、コスト
を削減することができる。
【００１７】
【特許文献１】特開平９－１６３７２１号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１８】
　上述のように、昇圧電源回路では、外付け部品を増やすことにより電流供給能力の向上
させ、外付け部品を削減することによりコストを削減している。このため、電流供給能力
の向上と、外付け部品点数の削減との両立は実現できない。
【００１９】
　例えば、図２に示されるように、外付け部品としてポンピングコンデンサＣ２を削減す
ることにより、コストを削減する場合について考える。この場合、動作可能な２個のチャ
ージポンプ回路１０３－１、１０３－２のうちの、外付け部品としてポンピングコンデン
サＣ１に接続された１個のチャージポンプ回路１０３－１しか有効にならないため、電流
供給能力が小さくなる、という問題が生じる。
【００２０】
　したがって、（Ａ）電流供給能力を優先する場合も（Ｂ）低コストを優先する場合にも
対応できることが望まれる。
【課題を解決するための手段】
【００２１】
　以下に、［発明を実施するための最良の形態］で使用する番号・符号を用いて、課題を
解決するための手段を説明する。これらの番号・符号は、［特許請求の範囲］の記載と［
発明を実施するための最良の形態］の記載との対応関係を明らかにするために付加された
ものであるが、［特許請求の範囲］に記載されている発明の技術的範囲の解釈に用いては
ならない。
【００２２】
　本発明の昇圧電源回路は、半導体集積回路（５）と、外付部品（６）とを具備している
。
　前記半導体集積回路（５）は、第１、第２チャージポンプ回路（３－１、３－２）と、
選択回路（２）とを備えている。
　前記外付部品（６）は、電流供給能力向上モード（Ｍｏｄｅ“Ｈ”）において、第１、
第２ポンピングコンデンサ（Ｃ１、Ｃ２）を備えている。または、前記外付部品（６）は
、外付部品点数削減モード（Ｍｏｄｅ“Ｌ”）において、共有ポンピングコンデンサ（Ｃ
）を備えている。
　前記第１、第２チャージポンプ回路（３－１、３－２）は、制御信号（Ｃｎｔ＿Ａ、Ｃ
ｎｔ＿Ｂ）に応じて第１電圧（第１電源電圧）をコンデンサにより昇圧して第２電圧を生
成する。
　前記電流供給能力向上モード（Ｍｏｄｅ“Ｈ”）において、前記第１、第２ポンピング
コンデンサ（Ｃ１、Ｃ２）は、前記コンデンサとして前記第１、第２チャージポンプ回路
（３－１、３－２）のそれぞれに接続される。この場合、前記選択回路（２）は、前記制
御信号として位相が異なる第１、第２制御信号｛Ｃｎｔ＿Ａ（Ｃｎｔ＿１）、Ｃｎｔ＿Ｂ
（Ｃｎｔ＿２）｝をそれぞれ前記第１、第２チャージポンプ回路（３－１、３－２）に出
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力する。
　前記外付部品点数削減モード（Ｍｏｄｅ“Ｌ”）において、前記共有ポンピングコンデ
ンサ（Ｃ）は、前記コンデンサとして前記第１、第２チャージポンプ回路（３－１、３－
２）に共有して接続される。この場合、前記選択回路（２）は、前記制御信号として位相
が同じ同相制御信号｛Ｃｎｔ＿Ａ（Ｃｎｔ＿１）、Ｃｎｔ＿Ｂ（Ｃｎｔ＿１）｝を前記第
１、第２チャージポンプ回路（３－１、３－２）に出力する。
【発明の効果】
【００２３】
　以上により、本発明の昇圧電源回路は、（Ａ）電流供給能力を優先する場合も（Ｂ）低
コストを優先する場合にも対応できる。
　そこで、本発明の昇圧電源回路は、（Ａ）電流供給能力向上モードにおいて、外付け部
品として２個のポンピングコンデンサ（Ｃ１、Ｃ２）がそれぞれ接続された２個のチャー
ジポンプ回路（３－１、３－２）をそれぞれ相補的に動作させる。これにより、本発明の
昇圧電源回路では、（Ａ）電流供給能力向上モードにおいて、外付け部品として１個のポ
ンピングコンデンサ（Ｃ１）が接続された１個のチャージポンプ回路（３－１）を動作さ
せる場合に比べて、高い電流供給能力を得ることができる。
　また、本発明の昇圧電源回路は、（Ｂ）外付部品点数削減モードにおいて、外付け部品
として１個の共有ポンピングコンデンサ（Ｃ１）が接続された２個のチャージポンプ回路
（４－１、４－２）を同相で動作させる。これにより、本発明の昇圧電源回路では、（Ｂ
）外付部品点数削減モードにおいて、外付け部品としてポンピングコンデンサを削減する
ことにより、（Ａ）電流供給能力向上モードを実行する場合に比べて、コストを削減する
ことができる。
　また、本発明の昇圧電源回路は、（Ｂ）外付部品点数削減モードにおいて、共有ポンピ
ングコンデンサ（Ｃ１）はチャージポンプ回路（４－１）に接続され、チャージポンプ回
路（４－１、４－２）は同相で動作される。この時に寄生抵抗の影響を低減するために、
共有ポンピングコンデンサ（Ｃ１）をチャージポンプ回路（４－２）に接続することによ
り、チャージポンプ回路（４－２）の未使用端子間をショートする。このように、本発明
の昇圧電源回路では、（Ｂ）外付部品点数削減モードにおいて、２個のチャージポンプ回
路（４－１、４－２）を同相で動作させることにより、（Ａ）電流供給能力向上モードを
実行する場合に比べて、寄生抵抗の影響を低減させることができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２４】
　以下に添付図面を参照して、本発明の昇圧電源回路について詳細に説明する。
【００２５】
　（第１実施形態）
　本発明の昇圧電源回路では、
（Ａ）電流供給能力を優先すること
（Ｂ）低コストを優先すること
の両方を実現することができる。
　（Ａ）の場合、外付け部品としてポンピングコンデンサを増やすことにより、高い電流
供給能力を得るために、後述の電流供給能力向上モードが実行される。
　（Ｂ）の場合、外付け部品としてポンピングコンデンサを削減することにより、コスト
を削減するために、後述の外付部品点数削減モードが実行される。
【００２６】
　図３、図４は、本発明の第１実施形態による昇圧電源回路の構成として、それぞれ、（
Ａ）電流供給能力向上モード、（Ｂ）外付部品点数削減モードにおける回路構成を示して
いる。
　本発明の第１実施形態による昇圧電源回路は、半導体集積回路５と、外付部品６と、出
力回路７とを具備している。
【００２７】
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　半導体集積回路５は、コントロール回路１と、選択回路２とを具備している。コントロ
ール回路１は、選択回路２に接続されている。
【００２８】
　図３に示されるように、（Ａ）電流供給能力向上モードにおいて、半導体集積回路５は
、更に、チャージポンプ回路３－１、３－２を具備している。
　選択回路２は、チャージポンプ回路３－１、３－２に接続されている。
　チャージポンプ回路３－１、３－２には、電源電圧ＶＤＤが印加される。チャージポン
プ回路３－１は、電圧出力端子Ｏｕｔ１と、出力端子Ｃ１＋、Ｃ１－とを備えている。チ
ャージポンプ回路３－２は、電圧出力端子Ｏｕｔ２と、出力端子Ｃ２＋、Ｃ２－とを備え
ている。
【００２９】
　外付部品６は、平滑コンデンサＣ０を具備している。
　平滑コンデンサＣ０は、正電極と、負電極とを備えている。その負電極には、電源電圧
ＶＤＤよりも低い基準電圧としてコモン電圧Ｖｃｏｍが印加される。その正電極は、上記
の電圧出力端子Ｏｕｔ１、Ｏｕｔ２と、出力回路７とに接続されている。
【００３０】
　（Ａ）電流供給能力向上モードにおいて、外付部品６は、更に、ポンピングコンデンサ
Ｃ１、Ｃ２を具備している。
　ポンピングコンデンサＣ１は、正電極と、負電極とを備えている。その正電極、負電極
は、それぞれ、チャージポンプ回路３－１の出力端子Ｃ１＋、Ｃ１－に接続されている。
　ポンピングコンデンサＣ２は、正電極と、負電極とを備えている。その正電極、負電極
は、それぞれ、チャージポンプ回路３－２の出力端子Ｃ２＋、Ｃ２－に接続されている。
【００３１】
　後述するが、（Ａ）電流供給能力向上モードにおいて、チャージポンプ回路３－１、３
－２はそれぞれ相補的に動作される。
【００３２】
　図４に示されるように、（Ｂ）外付部品点数削減モードにおいて、半導体集積回路５は
、更に、上記のチャージポンプ回路３－１、３－２に代えて、チャージポンプ回路４－１
、４－２を具備している。チャージポンプ回路４－１、４－２は、チャージポンプ回路３
－１、３－２と同じ機能である。
　選択回路２は、チャージポンプ回路４－１、４－２に接続されている。
　チャージポンプ回路４－１、４－２には、電源電圧ＶＤＤが印加される。チャージポン
プ回路４－１は、電圧出力端子Ｏｕｔ１と、出力端子Ｃ１＋、Ｃ１－とを備えている。チ
ャージポンプ回路４－２は、電圧出力端子Ｏｕｔ２と、出力端子Ｃ２＋、Ｃ２－とを備え
ている。
【００３３】
　（Ｂ）外付部品点数削減モードにおいて、外付部品６は、更に、ポンピングコンデンサ
Ｃ１、Ｃ２に代えて、共有ポンピングコンデンサＣ１を具備している。即ち、外付部品と
して、ポンピングコンデンサＣ２を削減している。
　共有ポンピングコンデンサＣ１は、正電極と、負電極とを備え、その正電極、負電極は
、それぞれ、チャージポンプ回路３－１の出力端子Ｃ１＋、Ｃ１－に接続されている。こ
のように、共有ポンピングコンデンサＣ１は、チャージポンプ回路４－１、４－２に共有
して接続される。
【００３４】
　後述するが、（Ｂ）外付部品点数削減モードにおいて、チャージポンプ回路４－１、４
－２は同相で動作される。そのため、共有ポンピングコンデンサＣ１の正電極、負電極を
それぞれチャージポンプ回路４－２の出力端子Ｃ２＋、Ｃ２－に接続することにより、チ
ャージポンプ回路４－２の未使用端子間をショートする。２個のチャージポンプ回路４－
１、４－２を同相で動作させることにより、２個のチャージポンプ回路３－１、３－２を
交互に動作させることに対して、寄生抵抗の影響を低減させることができる。
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【００３５】
　選択回路２は、外部からのモード信号Ｍｏｄｅに従って、（Ａ）電流供給能力向上モー
ド、又は、（Ｂ）外付部品点数削減モードを実行する。次に、これらのモードが実行され
るときの動作について説明する。
【００３６】
　図５は、本発明の第１実施形態による昇圧電源回路の動作として、（Ｂ）外付部品点数
削減モード、（Ａ）電流供給能力向上モードにおけるタイミングチャートを示している。
【００３７】
　まず、（Ａ）電流供給能力向上モードについて説明する。
【００３８】
　コントロール回路１は、チャージポンプ回路３－１、３－２にそれぞれ供給するための
制御信号Ｃｎｔ１、Ｃｎｔ２を選択回路２に出力する。制御信号Ｃｎｔ１、Ｃｎｔ２は、
それぞれ位相が異なり、例えば、制御信号Ｃｎｔ２は、制御信号Ｃｎｔ１に対して逆相で
ある。選択回路２は、コントロール回路１からの制御信号Ｃｎｔ１、Ｃｎｔ２を入力する
。
【００３９】
　図５に示されるように、例えば、モード信号Ｍｏｄｅの信号レベルがＨレベルである。
この場合、選択回路２は、（Ａ）電流供給能力向上モードの実行として、コントロール回
路１からの制御信号Ｃｎｔ１、Ｃｎｔ２をそれぞれ異相制御信号Ｃｎｔ＿Ａ、Ｃｎｔ＿Ｂ
とし、それぞれチャージポンプ回路３－１、３－２に出力する。異相制御信号Ｃｎｔ＿Ａ
（Ｃｎｔ１）、Ｃｎｔ＿Ｂ（Ｃｎｔ２）は、２個のチャージポンプ回路３－１、３－２を
それぞれ相補的に動作させるための制御信号である。
【００４０】
　（Ａ）電流供給能力向上モードにおいて、チャージポンプ回路３－１、３－２は、それ
ぞれ、異相制御信号Ｃｎｔ＿Ａ（Ｃｎｔ１）、Ｃｎｔ＿Ｂ（Ｃｎｔ２）に応じて第１電圧
（電源電圧ＶＤＤ）をポンピングコンデンサＣ１、Ｃ２により昇圧して第２電圧ＶＤＤ２
を生成する。その第２電圧ＶＤＤ２は、平滑コンデンサＣ０により平滑されて第３電圧と
して出力回路７に供給される。
【００４１】
　（Ａ）電流供給能力向上モードにおいて、例えば、異相制御信号Ｃｎｔ＿Ａ（Ｃｎｔ１
）の信号レベルがロー（Ｌ）レベルであり、異相制御信号Ｃｎｔ＿Ｂ（Ｃｎｔ２）の信号
レベルがハイ（Ｈ）レベルである。この場合、チャージポンプ回路３－１は、コモン電圧
Ｖｃｏｍを出力端子Ｃ１－に印加し、第１電圧ＶＤＤを出力端子Ｃ１＋に印加し、その第
１電圧ＶＤＤ（＝ＶＤＤ－Ｖｃｏｍ）に対応する電荷をポンピングコンデンサＣ１に蓄積
する。また、ポンピングコンデンサＣ２には第１電圧ＶＤＤに対応する電荷が蓄積され、
チャージポンプ回路３－２は、その第１電圧ＶＤＤを出力端子Ｃ２－に印加し、その第１
電圧ＶＤＤに、電源電圧ＶＤＤを加算した第２電圧ＶＤＤ２を出力端子Ｃ２＋に印加する
。チャージポンプ回路３－２は、第２電圧ＶＤＤ２を電圧出力端子Ｏｕｔ２に出力し、そ
の第２電圧ＶＤＤ２は、平滑コンデンサＣ０により平滑されて第３電圧として出力回路７
に供給される。
【００４２】
　（Ａ）電流供給能力向上モードにおいて、例えば、異相制御信号Ｃｎｔ＿Ｂ（Ｃｎｔ２
）の信号レベルがＬレベルであり、異相制御信号Ｃｎｔ＿Ａ（Ｃｎｔ１）の信号レベルが
Ｈレベルである。この場合、チャージポンプ回路３－２は、コモン電圧Ｖｃｏｍを出力端
子Ｃ２－に印加し、第１電圧ＶＤＤを出力端子Ｃ２＋に印加し、その第１電圧ＶＤＤ（＝
ＶＤＤ－Ｖｃｏｍ）に対応する電荷をポンピングコンデンサＣ２に蓄積する。また、ポン
ピングコンデンサＣ１には第１電圧ＶＤＤに対応する電荷が蓄積され、チャージポンプ回
路３－１は、その第１電圧ＶＤＤを出力端子Ｃ１－に印加し、その第１電圧ＶＤＤに、電
源電圧ＶＤＤを加算した第２電圧ＶＤＤ２を出力端子Ｃ１＋に印加する。チャージポンプ
回路３－１は、第２電圧ＶＤＤ２を電圧出力端子Ｏｕｔ１に出力し、その第２電圧ＶＤＤ
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２は、平滑コンデンサＣ０により平滑されて第３電圧として出力回路７に供給される。
【００４３】
　次に、（Ｂ）外付部品点数削減モードについて説明する。
【００４４】
　コントロール回路１は、チャージポンプ回路４－１、４－２にそれぞれ供給するための
制御信号Ｃｎｔ１、Ｃｎｔ２を選択回路２に出力する。制御信号Ｃｎｔ１、Ｃｎｔ２は、
それぞれ位相が異なり、例えば、制御信号Ｃｎｔ２は、制御信号Ｃｎｔ１に対して逆相で
ある。選択回路２は、コントロール回路１からの制御信号Ｃｎｔ１、Ｃｎｔ２を入力する
。
【００４５】
　図５に示されるように、例えば、モード信号Ｍｏｄｅの信号レベルがＬレベルである。
この場合、選択回路２は、（Ｂ）外付部品点数削減モードの実行として、コントロール回
路１からの制御信号Ｃｎｔ１を同相制御信号Ｃｎｔ＿Ａ、Ｃｎｔ＿Ｂとし、それぞれチャ
ージポンプ回路４－１、４－２に出力する。同相制御信号Ｃｎｔ＿Ａ、Ｃｎｔ＿Ｂ（Ｃｎ
ｔ１）は、２個のチャージポンプ回路４－１、４－２を同相で動作させるための制御信号
である。
【００４６】
　（Ｂ）外付部品点数削減モードにおいて、チャージポンプ回路４－１、４－２は、それ
ぞれ、同相制御信号Ｃｎｔ＿Ａ、Ｃｎｔ＿Ｂ（Ｃｎｔ１）に応じて第１電圧（電源電圧Ｖ
ＤＤ）を共有ポンピングコンデンサＣ１により昇圧して第２電圧ＶＤＤ２を生成する。そ
の第２電圧ＶＤＤ２は、平滑コンデンサＣ０により平滑されて第３電圧として出力回路７
に供給される。
【００４７】
　（Ｂ）外付部品点数削減モードにおいて、例えば、同相制御信号Ｃｎｔ＿Ａ、Ｃｎｔ＿
Ｂ（Ｃｎｔ１）の信号レベルがＬレベルである。この場合、チャージポンプ回路４－１、
４－２は、それぞれ、コモン電圧Ｖｃｏｍを出力端子Ｃ１－、Ｃ２－に印加し、第１電圧
ＶＤＤを出力端子Ｃ１＋、Ｃ２＋に印加し、その第１電圧ＶＤＤ（＝ＶＤＤ－Ｖｃｏｍ）
に対応する電荷を共有ポンピングコンデンサＣ１に蓄積する。
【００４８】
　（Ｂ）外付部品点数削減モードにおいて、例えば、同相制御信号Ｃｎｔ＿Ａ、Ｃｎｔ＿
Ｂ（Ｃｎｔ１）の信号レベルがＨレベルである。この場合、共有ポンピングコンデンサＣ
１には第１電圧ＶＤＤに対応する電荷が蓄積され、チャージポンプ回路４－１、４－２は
、それぞれ、その第１電圧ＶＤＤを出力端子Ｃ１－、Ｃ２－に印加し、その第１電圧ＶＤ
Ｄに、電源電圧ＶＤＤを加算した第２電圧ＶＤＤ２を出力端子Ｃ１＋、Ｃ２＋に印加する
。チャージポンプ回路４－１、４－２は、それぞれ、第２電圧ＶＤＤ２を電圧出力端子Ｏ
ｕｔ１、Ｏｕｔ２に出力し、その第２電圧ＶＤＤ２は、平滑コンデンサＣ０により平滑さ
れて第３電圧として出力回路７に供給される。
【００４９】
　出力回路７は、複数の画素がマトリクス状に配置された表示部と、表示部の複数の行の
それぞれに接続された複数のゲート線と、表示部の複数の列のそれぞれに接続された複数
のデータ線とを含んでいる。この場合、半導体集積回路５は、外部から表示データを取り
込んで表示部に表示するドライバＩＣであり、上記の第３電圧は、複数のゲート線のうち
の選択ゲート線に供給される。
【００５０】
　または、出力回路７は、複数のメモリセルと冗長メモリセル群とを備えるメモリ部と、
複数のメモリセルのうちの不良メモリセル群から冗長メモリセル群にそれぞれに置き換え
るためのアンチヒューズ群を備えるヒューズ回路とを含んでいる。この場合、半導体集積
回路５は、メモリ部にデータの読み書きを行なうドライバＩＣであり、上記の第３電圧は
、アンチヒューズ群のうちの選択アンチヒューズに供給される。
【００５１】
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　このように、本発明の第１実施形態による昇圧電源回路は、電源電圧よりも高い電圧を
ワード線に印加したり、電源電圧よりも高い電圧をアンチヒューズに印加したりすること
ができる。
【００５２】
　また、本発明の第１実施形態による昇圧電源回路は、（Ａ）電流供給能力向上モードに
おいて、外付け部品として２個のポンピングコンデンサＣ１、Ｃ２がそれぞれ接続された
２個のチャージポンプ回路３－１、３－２をそれぞれ相補的に動作させる。これにより、
第１実施形態による昇圧電源回路では、（Ａ）電流供給能力向上モードにおいて、外付け
部品として１個のポンピングコンデンサＣ１が接続された１個のチャージポンプ回路３－
１を動作させる場合に比べて、高い電流供給能力を得ることができる。
【００５３】
　また、本発明の第１実施形態による昇圧電源回路は、（Ｂ）外付部品点数削減モードに
おいて、外付け部品として１個の共有ポンピングコンデンサＣ１が接続された２個のチャ
ージポンプ回路４－１、４－２を同相で動作させる。これにより、第１実施形態による昇
圧電源回路では、（Ｂ）外付部品点数削減モードにおいて、外付け部品としてポンピング
コンデンサを削減することにより、（Ａ）電流供給能力向上モードを実行する場合に比べ
て、コストを削減することができる。
【００５４】
　また、本発明の第１実施形態による昇圧電源回路は、（Ｂ）外付部品点数削減モードに
おいて、共有ポンピングコンデンサＣ１の正電極、負電極はそれぞれチャージポンプ回路
４－１の出力端子Ｃ１＋、Ｃ１－に接続され、チャージポンプ回路４－１、４－２は同相
で動作される。この時に寄生抵抗の影響を低減するために、共有ポンピングコンデンサＣ
１の正電極、負電極をそれぞれチャージポンプ回路４－２の出力端子Ｃ２＋、Ｃ２－に接
続することにより、チャージポンプ回路４－２の未使用端子間をショートする。このよう
に、第１実施形態による昇圧電源回路では、（Ｂ）外付部品点数削減モードにおいて、２
個のチャージポンプ回路４－１、４－２を同相で動作させることにより、（Ａ）電流供給
能力向上モードを実行する場合に比べて、寄生抵抗の影響を低減させることができる。
【００５５】
　以上の説明により、本発明の第１実施形態による昇圧電源回路は、（Ａ）電流供給能力
を優先する場合も（Ｂ）低コストを優先する場合にも対応できる。
【００５６】
　（第２実施形態）
　本発明の第２実施形態による昇圧電源回路では、上述の第１実施形態と重複する説明を
省略する。
【００５７】
　本発明の第１実施形態による昇圧電源回路では、半導体集積回路５が２個のチャージポ
ンプ回路３－１、３－２を具備し、それに対して、（Ａ）電流供給能力向上モード、又は
、（Ｂ）外付部品点数削減モードを実行する場合について説明した。
　本発明の第２実施形態による昇圧電源回路では、半導体集積回路５が３個以上のチャー
ジポンプ回路を具備しているとき、それに対して、（Ａ）電流供給能力向上モード、又は
、（Ｂ）外付部品点数削減モードを実行する場合について説明する。この場合、（Ａ）電
流供給能力向上モードは、（Ａ－１）電流供給能力向上・外付部品点数対応モードと、（
Ａ－２）電流能力確保・外付部品点数削減モードとを含んでいる。
【００５８】
　図６、図７、図８は、本発明の第２実施形態による昇圧電源回路の構成として、それぞ
れ、（Ａ－１）電流供給能力向上・外付部品点数対応モード、（Ａ－２）電流供給能力確
保・外付部品点数削減モード、（Ｂ）外付部品点数削減モードにおける回路構成を示して
いる。
【００５９】
　図６に示されるように、（Ａ－１）電流供給能力向上・外付部品点数対応モードにおい
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て、半導体集積回路５は、更に、チャージポンプ回路３－１、３－２を含むＭ個（Ｍは３
以上の整数）のチャージポンプ回路を具備している。ここで、Ｍを３とし、Ｍ個のチャー
ジポンプ回路をそれぞれチャージポンプ回路３－１～３－４と称する。
　選択回路２は、チャージポンプ回路３－１～３－４に接続されている。
　チャージポンプ回路３－１～３－４には、電源電圧ＶＤＤが印加される。チャージポン
プ回路３－１は、電圧出力端子Ｏｕｔ１と、出力端子Ｃ１＋、Ｃ１－とを備えている。チ
ャージポンプ回路３－２は、電圧出力端子Ｏｕｔ２と、出力端子Ｃ２＋、Ｃ２－とを備え
ている。チャージポンプ回路３－３は、電圧出力端子Ｏｕｔ３と、出力端子Ｃ３＋、Ｃ３
－とを備えている。チャージポンプ回路３－４は、電圧出力端子Ｏｕｔ４と、出力端子Ｃ
４＋、Ｃ４－とを備えている。
【００６０】
　外付部品６は、平滑コンデンサＣ０を具備している。
　平滑コンデンサＣ０は、正電極と、負電極とを備えている。その負電極には、電源電圧
ＶＤＤよりも低い基準電圧としてコモン電圧Ｖｃｏｍが印加される。その正電極は、上記
の電圧出力端子Ｏｕｔ１～Ｏｕｔ４と、出力回路７とに接続されている。
【００６１】
　（Ａ－１）電流供給能力向上・外付部品点数対応モードにおいて、外付部品６は、更に
、ポンピングコンデンサＣ１、Ｃ２を含むＭ個のチャージポンプ回路を具備している。こ
こで、Ｍを３とし、Ｍ個のポンピングコンデンサをそれぞれポンピングコンデンサＣ１～
Ｃ４と称する。
　ポンピングコンデンサＣ１は、正電極と、負電極とを備えている。その正電極、負電極
は、それぞれ、チャージポンプ回路３－１の出力端子Ｃ１＋、Ｃ１－に接続されている。
　ポンピングコンデンサＣ２は、正電極と、負電極とを備えている。その正電極、負電極
は、それぞれ、チャージポンプ回路３－２の出力端子Ｃ２＋、Ｃ２－に接続されている。
　ポンピングコンデンサＣ３は、正電極と、負電極とを備えている。その正電極、負電極
は、それぞれ、チャージポンプ回路３－３の出力端子Ｃ３＋、Ｃ３－に接続されている。
　ポンピングコンデンサＣ４は、正電極と、負電極とを備えている。その正電極、負電極
は、それぞれ、チャージポンプ回路３－４の出力端子Ｃ４＋、Ｃ４－に接続されている。
【００６２】
　後述するが、（Ａ－１）電流供給能力向上・外付部品点数対応モードにおいて、チャー
ジポンプ回路３－１～３－４はそれぞれ相補的に動作される。
【００６３】
　図７に示されるように、（Ａ－２）電流能力確保・外付部品点数削減モードにおいて、
チャージポンプ回路３－１、３－２は、それぞれ、Ｐ、Ｑ個（Ｐ、Ｑはそれぞれ２以上の
整数）のチャージポンプ回路を備えている。ここで、Ｐ、Ｑを２とし、Ｐ個のチャージポ
ンプ回路をそれぞれチャージポンプ回路５－１、５－２と称し、Ｑ個のチャージポンプ回
路をそれぞれチャージポンプ回路５－３、５－３と称する。
　選択回路２は、チャージポンプ回路５－１～５－４に接続されている。
　チャージポンプ回路５－１～５－４には、電源電圧ＶＤＤが印加される。チャージポン
プ回路５－１は、電圧出力端子Ｏｕｔ１と、出力端子Ｃ１＋、Ｃ１－とを備えている。チ
ャージポンプ回路５－２は、電圧出力端子Ｏｕｔ２と、出力端子Ｃ２＋、Ｃ２－とを備え
ている。チャージポンプ回路５－３は、電圧出力端子Ｏｕｔ３と、出力端子Ｃ３＋、Ｃ３
－とを備えている。チャージポンプ回路５－４は、電圧出力端子Ｏｕｔ４と、出力端子Ｃ
４＋、Ｃ４－とを備えている。
【００６４】
　（Ａ－２）電流能力確保・外付部品点数削減モードにおいて、外付部品６は、更に、ポ
ンピングコンデンサＣ１～Ｃ４に代えて、共有ポンピングコンデンサとしてポンピングコ
ンデンサＣ１、Ｃ２を具備している。
　共有ポンピングコンデンサＣ１は、正電極と、負電極とを備え、その正電極、負電極は
、それぞれ、チャージポンプ回路５－１の出力端子Ｃ１＋、Ｃ１－に接続されている。共
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有ポンピングコンデンサＣ２は、正電極と、負電極とを備え、その正電極、負電極は、そ
れぞれ、チャージポンプ回路５－３の出力端子Ｃ３＋、Ｃ３－に接続されている。このよ
うに、共有ポンピングコンデンサＣ１、Ｃ２は、上記のチャージポンプ回路３－１（５－
１、５－２）、３－２（５－３、５－４）に共有して接続される。
【００６５】
　後述するが、（Ａ－２）電流能力確保・外付部品点数削減モードにおいて、チャージポ
ンプ回路５－１、５－２は同相で動作され、チャージポンプ回路５－３、５－４は同相で
動作される。そのため、共有ポンピングコンデンサＣ１の正電極、負電極をそれぞれチャ
ージポンプ回路５－２の出力端子Ｃ２＋、Ｃ２－に接続することにより、チャージポンプ
回路５－２の未使用端子間をショートする。また、共有ポンピングコンデンサＣ２の正電
極、負電極をそれぞれチャージポンプ回路５－４の出力端子Ｃ４＋、Ｃ４－に接続するこ
とにより、チャージポンプ回路５－４の未使用端子間をショートする。チャージポンプ回
路５－１、５－２と、チャージポンプ回路５－３、５－４とを同相で動作させることによ
り、チャージポンプ回路３－１～３－４をそれぞれ相補的に動作させることに対して、寄
生抵抗の影響を低減させることができる。
【００６６】
　図８に示されるように、（Ａ－２）電流能力確保・外付部品点数削減モードにおいて、
半導体集積回路５は、更に、チャージポンプ回路４－１、４－２を含むＮ個（Ｎは３以上
の整数）のチャージポンプ回路を具備している。ここで、Ｎを３とし、Ｎ個のチャージポ
ンプ回路をそれぞれチャージポンプ回路４－１～４－４と称する。
　選択回路２は、チャージポンプ回路４－１～４－４に接続されている。
　チャージポンプ回路４－１～４－４には、電源電圧ＶＤＤが印加される。チャージポン
プ回路４－１は、電圧出力端子Ｏｕｔ１と、出力端子Ｃ１＋、Ｃ１－とを備えている。チ
ャージポンプ回路４－２は、電圧出力端子Ｏｕｔ２と、出力端子Ｃ２＋、Ｃ２－とを備え
ている。チャージポンプ回路４－３は、電圧出力端子Ｏｕｔ３と、出力端子Ｃ３＋、Ｃ３
－とを備えている。チャージポンプ回路４－４は、電圧出力端子Ｏｕｔ４と、出力端子Ｃ
４＋、Ｃ４－とを備えている。
【００６７】
　（Ｂ）外付部品点数削減モードにおいて、外付部品６は、更に、ポンピングコンデンサ
Ｃ１～Ｃ４又は共有ポンピングコンデンサＣ１、Ｃ２に代えて、共有ポンピングコンデン
サＣ１を具備している。即ち、外付部品として、ポンピングコンデンサＣ２～Ｃ４又は共
有ポンピングコンデンサＣ２を削減している。
　共有ポンピングコンデンサＣ１は、正電極と、負電極とを備え、その正電極、負電極は
、それぞれ、チャージポンプ回路４－１の出力端子Ｃ１＋、Ｃ１－に接続されている。こ
のように、共有ポンピングコンデンサＣ１は、チャージポンプ回路４－１～４－４に共有
して接続される。
【００６８】
　後述するが、（Ｂ）外付部品点数削減モードにおいて、チャージポンプ回路４－１～４
－４は同相で動作される。そのため、共有ポンピングコンデンサＣ１の正電極、負電極を
それぞれチャージポンプ回路４－２の出力端子Ｃ２＋、Ｃ２－に接続することにより、チ
ャージポンプ回路４－２の未使用端子間をショートする。また、共有ポンピングコンデン
サＣ１の正電極、負電極をそれぞれチャージポンプ回路４－３の出力端子Ｃ３＋、Ｃ３－
に接続することにより、チャージポンプ回路４－３の未使用端子間をショートする。また
、共有ポンピングコンデンサＣ１の正電極、負電極をそれぞれチャージポンプ回路４－４
の出力端子Ｃ４＋、Ｃ４－に接続することにより、チャージポンプ回路４－４の未使用端
子間をショートする。４個のチャージポンプ回路４－１～４－４を同相で動作させること
により、４個のチャージポンプ回路３－１～３－４を相補的に動作させることに対して、
寄生抵抗の影響を低減させることができる。
【００６９】
　選択回路２は、外部からのモード信号Ｍｏｄｅとして、モード信号Ｍｏｄｅ０、Ｍｏｄ
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ｅ１に従って、（Ａ－１）電流供給能力向上・外付部品点数対応モード、（Ａ－２）電流
供給能力確保・外付部品点数削減モード、（Ｂ）外付部品点数削減モードのいずれかを実
行する。次に、これらのモードが実行されるときの動作について説明する。
【００７０】
　図９は、本発明の第２実施形態による昇圧電源回路の動作として、（Ｂ）外付部品点数
削減モード、（Ａ－２）電流供給能力確保・外付部品点数削減モード、（Ａ－１）電流供
給能力向上・外付部品点数対応モードにおけるタイミングチャートを示している。
【００７１】
　まず、（Ａ－１）電流供給能力向上・外付部品点数対応モードについて説明する。
【００７２】
　コントロール回路１は、チャージポンプ回路３－１、３－２、３－３、３－４にそれぞ
れ供給するための制御信号Ｃｎｔ１、Ｃｎｔ２、Ｃｎｔ３、Ｃｎｔ４を選択回路２に出力
する。例えば、制御信号Ｃｎｔ１、Ｃｎｔ２、Ｃｎｔ３、Ｃｎｔ４は、この順に１／４周
期ずつ位相が異なる。選択回路２は、コントロール回路１からの制御信号Ｃｎｔ１～Ｃｎ
ｔ４を入力する。
【００７３】
　図９に示されるように、例えば、モード信号Ｍｏｄｅ０の信号レベルに関わらず、モー
ド信号Ｍｏｄｅ１の信号レベルがＨレベルである。この場合、選択回路２は、（Ａ－１）
電流供給能力向上・外付部品点数対応モードの実行として、コントロール回路１からの制
御信号Ｃｎｔ１、Ｃｎｔ２、Ｃｎｔ３、Ｃｎｔ４をそれぞれ異相制御信号Ｃｎｔ＿Ａ、Ｃ
ｎｔ＿Ｂ、Ｃｎｔ＿Ｃ、Ｃｎｔ＿Ｄとし、それぞれチャージポンプ回路３－１、３－２、
３－３、３－４に出力する。異相制御信号Ｃｎｔ＿Ａ（Ｃｎｔ１）、Ｃｎｔ＿Ｂ（Ｃｎｔ
２）、Ｃｎｔ＿Ｃ（Ｃｎｔ３）、Ｃｎｔ＿Ｄ（Ｃｎｔ４）は、４個のチャージポンプ回路
３－１、３－２、３－３、３－４をそれぞれ相補的に動作させるための制御信号である。
【００７４】
　（Ａ－１）電流供給能力向上・外付部品点数対応モードにおいて、チャージポンプ回路
３－１、３－２、３－３、３－４は、それぞれ、異相制御信号Ｃｎｔ＿Ａ（Ｃｎｔ１）、
Ｃｎｔ＿Ｂ（Ｃｎｔ２）、Ｃｎｔ＿Ｃ（Ｃｎｔ３）、Ｃｎｔ＿Ｄ（Ｃｎｔ４）に応じて第
１電圧ＶＤＤをポンピングコンデンサＣ１、Ｃ２、Ｃ３、Ｃ４により昇圧して第２電圧Ｖ
ＤＤ２を生成する。その第２電圧ＶＤＤ２は、平滑コンデンサＣ０により平滑されて第３
電圧として出力回路７に供給される。
【００７５】
　次に、（Ａ－２）電流供給能力確保・外付部品点数削減モードについて説明する。
【００７６】
　コントロール回路１は、チャージポンプ回路５－１、５－２、５－３、５－４にそれぞ
れ供給するための制御信号Ｃｎｔ１、Ｃｎｔ２、Ｃｎｔ３、Ｃｎｔ４を選択回路２に出力
する。例えば、制御信号Ｃｎｔ１、Ｃｎｔ２、Ｃｎｔ３、Ｃｎｔ４は、この順に１／４周
期ずつ位相が異なる。選択回路２は、コントロール回路１からの制御信号Ｃｎｔ１～Ｃｎ
ｔ４を入力する。
【００７７】
　図９に示されるように、例えば、モード信号Ｍｏｄｅ０の信号レベルがＬレベルであり
、モード信号Ｍｏｄｅ１の信号レベルがＨレベルである。この場合、選択回路２は、（Ａ
－２）電流供給能力確保・外付部品点数削減モードの実行として、コントロール回路１か
らの制御信号Ｃｎｔ１を同相制御信号Ｃｎｔ＿Ａ、Ｃｎｔ＿Ｂとし、それぞれチャージポ
ンプ回路５－１、５－２に出力する。また、選択回路２は、コントロール回路１からの制
御信号Ｃｎｔ３を同相制御信号Ｃｎｔ＿Ｃ、Ｃｎｔ＿Ｄとし、それぞれチャージポンプ回
路５－３、５－４に出力する。同相制御信号Ｃｎｔ＿Ａ、Ｃｎｔ＿Ｂ（Ｃｎｔ１）は、２
個のチャージポンプ回路５－１、５－２を同相で動作させるための制御信号であり、同相
制御信号Ｃｎｔ＿Ｃ、Ｃｎｔ＿Ｄ（Ｃｎｔ３）は、２個のチャージポンプ回路５－３、５
－４を同相で動作させるための制御信号である。
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【００７８】
　（Ａ－２）電流供給能力確保・外付部品点数削減モードにおいて、チャージポンプ回路
５－１、５－２は、それぞれ、同相制御信号Ｃｎｔ＿Ａ、Ｃｎｔ＿Ｂ（Ｃｎｔ１）に応じ
て第１電圧ＶＤＤを共有ポンピングコンデンサＣ１により昇圧して第２電圧ＶＤＤ２を生
成する。また、チャージポンプ回路５－３、５－４は、それぞれ、同相制御信号Ｃｎｔ＿
Ｃ、Ｃｎｔ＿Ｄ（Ｃｎｔ３）に応じて第１電圧ＶＤＤを共有ポンピングコンデンサＣ２に
より昇圧して第２電圧ＶＤＤ２を生成する。その第２電圧ＶＤＤ２は、平滑コンデンサＣ
０により平滑されて第３電圧として出力回路７に供給される。
【００７９】
　次に、（Ｂ）外付部品点数削減モードについて説明する。
【００８０】
　コントロール回路１は、チャージポンプ回路４－１、４－２、４－３、４－４にそれぞ
れ供給するための制御信号Ｃｎｔ１、Ｃｎｔ２、Ｃｎｔ３、Ｃｎｔ４を選択回路２に出力
する。例えば、制御信号Ｃｎｔ１、Ｃｎｔ２、Ｃｎｔ３、Ｃｎｔ４は、この順に１／４周
期ずつ位相が異なる。選択回路２は、コントロール回路１からの制御信号Ｃｎｔ１～Ｃｎ
ｔ４を入力する。
【００８１】
　図９に示されるように、例えば、モード信号Ｍｏｄｅ０、Ｍｏｄｅ１の信号レベルがＬ
レベルである。この場合、選択回路２は、（Ｂ）外付部品点数削減モードの実行として、
コントロール回路１からの制御信号Ｃｎｔ１を同相制御信号Ｃｎｔ＿Ａ、Ｃｎｔ＿Ｂ、Ｃ
ｎｔ＿Ｃ、Ｃｎｔ＿Ｄとし、それぞれチャージポンプ回路４－１、４－２、４－３、４－
４に出力する。同相制御信号Ｃｎｔ＿Ａ、Ｃｎｔ＿Ｂ、Ｃｎｔ＿Ｃ、Ｃｎｔ＿Ｄ（Ｃｎｔ
１）は、４個のチャージポンプ回路４－１、４－２、４－３、４－４を同相で動作させる
ための制御信号である。
【００８２】
　（Ｂ）外付部品点数削減モードにおいて、チャージポンプ回路４－１、４－２、４－３
、４－４は、それぞれ、同相制御信号Ｃｎｔ＿Ａ、Ｃｎｔ＿Ｂ、Ｃｎｔ＿Ｃ、Ｃｎｔ＿Ｄ
（Ｃｎｔ１）に応じて第１電圧ＶＤＤを共有ポンピングコンデンサＣ１により昇圧して第
２電圧ＶＤＤ２を生成する。その第２電圧ＶＤＤ２は、平滑コンデンサＣ０により平滑さ
れて第３電圧として出力回路７に供給される。
【００８３】
　本発明の第２実施形態による昇圧電源回路は、（Ａ－１）電流供給能力向上・外付部品
点数対応モードにおいて、外付け部品として２個のポンピングコンデンサＣ１、Ｃ２、Ｃ
３、Ｃ４がそれぞれ接続された４個のチャージポンプ回路３－１、３－２、３－３、３－
４をそれぞれ相補的に動作させる。これにより、第２実施形態による昇圧電源回路では、
（Ａ－１）電流供給能力向上・外付部品点数対応モードにおいて、前述の（Ａ）電流供給
能力向上モードを実行する場合に比べて、高い電流供給能力を得ることができる。
【００８４】
　また、本発明の第２実施形態による昇圧電源回路は、（Ａ－２）電流供給能力確保・外
付部品点数削減モードにおいて、外付け部品として共有ポンピングコンデンサＣ１が接続
された２個のチャージポンプ回路５－１、５－２を同相で動作させ、外付け部品として共
有ポンピングコンデンサＣ２が接続された２個のチャージポンプ回路５－３、５－４を同
相で動作させる。また、チャージポンプ回路５－１、５－２と、チャージポンプ回路５－
３、５－４とをそれぞれ相補的に動作させる。これにより、第２実施形態による昇圧電源
回路では、（Ａ－２）電流供給能力確保・外付部品点数削減モードにおいて、（Ａ－１）
電流供給能力向上・外付部品点数対応モードを実行する場合に比べて、外付け部品として
ポンピングコンデンサを削減することにより、コストを削減することができる上に、電流
供給能力を確保することができる。
【００８５】
　また、本発明の第２実施形態による昇圧電源回路は、（Ａ－２）電流供給能力確保・外
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付部品点数削減モードにおいて、共有ポンピングコンデンサＣ１の正電極、負電極はそれ
ぞれチャージポンプ回路５－１の出力端子Ｃ１＋、Ｃ１－に接続され、チャージポンプ回
路５－１、５－２は同相で動作される。共有ポンピングコンデンサＣ２の正電極、負電極
はそれぞれチャージポンプ回路５－３の出力端子Ｃ３＋、Ｃ３－に接続され、チャージポ
ンプ回路５－３、５－４は同相で動作される。この時に寄生抵抗の影響を低減するために
、共有ポンピングコンデンサＣ１の正電極、負電極をそれぞれチャージポンプ回路５－２
の出力端子Ｃ２＋、Ｃ２－に接続することにより、チャージポンプ回路５－２の未使用端
子間をショートする。また、共有ポンピングコンデンサＣ２の正電極、負電極をそれぞれ
チャージポンプ回路５－４の出力端子Ｃ４＋、Ｃ４－に接続することにより、チャージポ
ンプ回路５－４の未使用端子間をショートする。このように、第２実施形態による昇圧電
源回路では、（Ａ－２）電流供給能力確保・外付部品点数削減モードにおいて、チャージ
ポンプ回路５－１、５－２と、チャージポンプ回路５－３、５－４とを同相で動作させる
ことにより、（Ａ－１）電流供給能力向上・外付部品点数対応モードを実行する場合に比
べて、寄生抵抗の影響を低減させることができる。
【００８６】
　また、本発明の第２実施形態による昇圧電源回路は、（Ｂ）外付部品点数削減モードに
おいて、外付け部品として１個の共有ポンピングコンデンサＣ１が接続された４個のチャ
ージポンプ回路４－１、４－２、４－３、４－４を同相で動作させる。これにより、第２
実施形態による昇圧電源回路では、外付け部品としてポンピングコンデンサを削減するこ
とにより、コストを削減することができる。
【００８７】
　また、本発明の第２実施形態による昇圧電源回路は、（Ｂ）外付部品点数削減モードに
おいて、共有ポンピングコンデンサＣ１の正電極、負電極はそれぞれチャージポンプ回路
４－１の出力端子Ｃ１＋、Ｃ１－に接続され、チャージポンプ回路４－１、４－２、４－
３、４－４は同相で動作される。この時に寄生抵抗の影響を低減するために、共有ポンピ
ングコンデンサＣ１の正電極、負電極をそれぞれチャージポンプ回路４－２、４－３、４
－４の出力端子Ｃ２＋、Ｃ２－に接続することにより、チャージポンプ回路４－２、４－
３、４－４の未使用端子間をショートする。このように、第２実施形態による昇圧電源回
路では、（Ｂ）外付部品点数削減モードにおいて、４個のチャージポンプ回路４－１、４
－２、４－３、４－４を同相で動作させることにより、（Ａ－１）電流供給能力向上・外
付部品点数対応モードを実行する場合に比べて、寄生抵抗の影響を低減させることができ
る。
【図面の簡単な説明】
【００８８】
【図１】図１は、従来の昇圧電源回路の構成を示している。
【図２】図２は、従来の昇圧電源回路の問題点を説明するための図である。
【図３】図３は、本発明の昇圧電源回路の構成として、（Ａ）電流供給能力向上モードに
おける回路構成を示している。（第１実施形態）
【図４】図４は、本発明の昇圧電源回路の構成として、（Ｂ）外付部品点数削減モードに
おける回路構成を示している。（第１実施形態）
【図５】図５は、本発明の昇圧電源回路の動作として、（Ｂ）外付部品点数削減モード、
（Ａ）電流供給能力向上モードにおけるタイミングチャートを示している。（第１実施形
態）
【図６】図６は、本発明の昇圧電源回路の構成として、（Ａ－１）電流供給能力向上・外
付部品点数対応モードにおける回路構成を示している。（第２実施形態）
【図７】図７は、本発明の昇圧電源回路の構成として、（Ａ－２）電流供給能力確保・外
付部品点数削減モードにおける回路構成を示している。（第２実施形態）
【図８】図８は、本発明の昇圧電源回路の構成として、（Ｂ）外付部品点数削減モードに
おける回路構成を示している。（第２実施形態）
【図９】図９は、本発明の昇圧電源回路の動作として、（Ｂ）外付部品点数削減モード、
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（Ａ－２）電流供給能力確保・外付部品点数削減モード、（Ａ－１）電流供給能力向上・
外付部品点数対応モードにおけるタイミングチャートを示している（第２実施形態）。
【符号の説明】
【００８９】
　　１　　コントロール回路
　　２　　選択回路
　　３－１～３－４　　チャージポンプ回路
　　４－１～４－４　　チャージポンプ回路
　　５　　半導体集積回路（ドライバＩＣ）
　　６　　外付部品
　　７　　出力回路
１０１　　コントロール回路
１０３－１、１０３－２　　チャージポンプ回路
１０５　　半導体集積回路（ドライバＩＣ）
１０６　　外付部品
Ｃ０　　平滑コンデンサ
Ｃ　　ポンピングコンデンサ（共有ポンピングコンデンサ）
Ｃ１～Ｃ４　　ポンピングコンデンサ
Ｃｎｔ１～Ｃｎｔ４　　制御信号
Ｃｎｔ＿Ａ～Ｃｎｔ＿Ｄ　　制御信号

【図１】 【図２】



(17) JP 4873552 B2 2012.2.8

【図３】 【図４】

【図５】 【図６】
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【図９】



(19) JP 4873552 B2 2012.2.8

10

フロントページの続き

(56)参考文献  特開平０８－１４９８０２（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２０００－１３７５３３（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００６－０９４６７０（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開平０９－０１７８７８（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開平０９－１６３７２１（ＪＰ，Ａ）　　　

(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
              Ｈ０２Ｍ　３／００－３／４４


	biblio-graphic-data
	claims
	description
	drawings
	overflow

