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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
電源電圧が入力される電源端子と、前記電源端子に接続されるスイッチ回路と、キャパシ
タとインダクタとを備え、当該スイッチ回路に接続されて該スイッチ回路からの出力を平
滑化して第１の電圧を出力する平滑化回路と、を備えたスイッチングレギュレータと、前
記スイッチングレギュレータに接続され、前記第１の電圧又は前記電源が入力されて第２
の電圧を出力するシリーズレギュレータであって、前記スイッチ回路と前記平滑化回路と
該シリーズレギュレータとがこの順番で直列に接続される当該シリーズレギュレータと、
一端が前記電源端子に接続され、他端が前記スイッチングレギュレータと前記シリーズレ
ギュレータとの間に接続されて当該シリーズレギュレータに前記電源電圧を供給する切替
部と、前記シリーズレギュレータから前記第２の電圧を出力させる動作状態と該スイッチ
ングレギュレータと該シリーズレギュレータとを休止させる休止状態とを制御する制御信
号を出力する制御部であって、当該動作状態中に前記電源電圧を測定し、該測定結果に基
づいて該休止状態時の前記切替部のオンオフ制御を行う切替信号を出力する当該制御部と
、を有することを特徴とする電源回路。
【請求項２】
請求項１に記載の電源回路において、前記制御部は、前記休止状態から前記動作状態へ移
行するときに前記休止状態時に出力された前記切替信号に基づきその後前記スイッチング
レギュレータと前記シリーズレギュレータそれぞれのオンオフ制御を行う動作信号を出力
することを特徴とする電源回路。
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【請求項３】
請求項１又は請求項２に記載の電源回路において、前記制御部は、測定した前記電源電圧
が所定の電圧値より大きい場合には前記切替部をオフとし、該所定の電圧値以下の場合に
は該切替部をオンとして前記休止状態へ移行する切替信号を出力することを特徴とする電
源回路。
【請求項４】
請求項２に記載の電源回路において、前記制御部は、前記休止状態から前記動作状態へ移
行するときに、測定した前記電源電圧が所定の電圧値より大きい場合には、前記スイッチ
ングレギュレータ及び前記シリーズレギュレータを起動させ、該所定の電圧値以下の場合
には該スイッチングレギュレータを休止させかつ該シリーズレギュレータを起動させる前
記動作信号を出力することを特徴とする電源回路。
【請求項５】
請求項１乃至請求項４のいずれか１項に記載の電源回路において、前記スイッチングレギ
ュレータの前記スイッチ回路は、ソース電極及びドレイン電極が前記電源端子及び前記イ
ンダクタに接続された第１導電型の第１のトランジスタと、ソース電極及びドレイン電極
が接地電位と前記インダクタとに接続された、前記第１導電型とは異なる第２導電型の第
２のトランジスタと、前記第１のトランジスタのゲート電極及び前記第２のトランジスタ
のゲート電極を制御するパルス発生回路と、第１の基準電圧と前記平滑化回路からの前記
第１の電圧とが入力され、該基準電圧と該第１の電圧との比較結果を前記パルス発生回路
へ出力する比較回路と、を備え、前記制御部は、前記パルス発生回路に前記制御信号を出
力して前記スイッチングレギュレータの制御を行うことを特徴とする電源回路。
【請求項６】
請求項１乃至請求項５のいずれか１項に記載の電源回路において、前記シリーズレギュレ
ータは、前記スイッチングレギュレータ及び前記切替部に接続され、前記第２の電圧を出
力する出力トランジスタと、第２の基準電圧と前記第２の電圧とが入力され、前記出力ト
ランジスタのゲート電極に制御電圧を出力する演算増幅器と、を備え、前記制御部は、前
記演算増幅器に前記制御信号を出力して前記シリーズレギュレータの制御を行うことを特
徴とする電源回路。
【請求項７】
電源電圧が入力される電源端子と、前記電源端子に接続されるスイッチ回路と、キャパシ
タとインダクタとを備え、当該スイッチ回路に接続されて該スイッチ回路からの出力を平
滑化して第１の電圧を出力する平滑化回路と、を備えたスイッチングレギュレータと、前
記スイッチングレギュレータに接続され、前記第１の電圧又は前記電源が入力されて第２
の電圧を出力するシリーズレギュレータであって、前記スイッチ回路と前記平滑化回路と
該シリーズレギュレータとがこの順番で直列に接続される当該シリーズレギュレータと、
一端が前記電源端子に接続され、他端が前記スイッチングレギュレータと前記シリーズレ
ギュレータとの間に接続されて当該シリーズレギュレータに前記電源電圧を供給する切替
部と、を有する電源回路の制御方法であって、動作状態にあるときに前記電源電圧を測定
し、前記動作状態から休止状態へ移行する場合に、測定された前記電源電圧と所定の電圧
とを比較し、該所定の電圧より大きい場合には、前記スイッチングレギュレータと前記シ
リーズレギュレータとを休止状態とするとともに前記切替部をオフとし、該所定の電圧以
下の場合には該スイッチングレギュレータと該シリーズレギュレータとを休止状態とする
とともに前記切替部をオンとして該休止状態へ移行することを特徴とする電源回路の制御
方法。               
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
本発明は、電源回路及びその制御方法に関し、特に無線通信ＬＳＩなどに用いられる電源
回路及びその制御方法に関するものである。
【背景技術】
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【０００２】
従来、無線通信などに用いられるＬＳＩ（集積回路）においては、電源回路を設け、供給
される電圧の変動や雑音を除去して、内部回路に一定電圧かつ雑音の少ない出力電圧を提
供している。そして、このような出力電圧を供給するための電源回路としては、スイッチ
素子とインダクタ・キャパシタとで構成される降圧型のスイッチングレギュレータ、演算
増幅器とリニア動作の出力トランジスタとで構成されるシリーズレギュレータが知られて
いる。
【０００３】
電池などを電源として動作する通信機器などにおいては、広い範囲の電源電圧に対して動
作することが望ましいが、スイッチングレギュレータは、電源から供給される電源電圧を
必要に応じてインダクタ・キャパシタに出力して出力電圧に変換するため、電力のロスが
少ないという利点があるものの電源電圧が低下してくると変換効率が低下したりスイッチ
ング動作自体ができなくなったりするなど、電源電圧から入力される好適な電圧範囲が狭
い。
【０００４】
一方、シリーズレギュレータは、広い電圧範囲に対応でき、出力トランジスタを細かく制
御することが可能であることから好適な出力電圧を得ることができるが、電源電圧が高い
場合には出力電圧まで電圧降下させるために電力を熱に変換する必要があり電力損失が大
きい。
【０００５】
双方の特徴を生かして、電力の無駄が少なく、かつ広い範囲の電源電圧に対応可能な電源
回路として、スイッチングレギュレータとシリーズレギュレータとを並列又は直列に接続
した構成の電源装置が提案されている（例えば、特許文献１、２、及び３参照。）。
【０００６】
特許文献１では、スイッチングレギュレータとシリーズレギュレータとを並列に構成し、
制御信号によりいずれかに切り替えて使用することが開示されている。
【０００７】
特許文献２では、スイッチングレギュレータとシリーズレギュレータとを直列に接続し、
スイッチングレギュレータとシリーズレギュレータと用いて出力電圧を生成するか、シリ
ーズレギュレータのみを用いて出力電圧を生成するかを電源電圧に応じて切り替えること
が開示されている。
【０００８】
特許文献３では、スイッチングレギュレータとシリーズレギュレータとを直列に接続し、
スタンバイモードと通常モードとを備えた電源回路について、スタンバイモードのときに
電圧平滑用コンデンサに電源電圧を供給し、通常モードへ復帰する際の立ち上がりを短時
間とすることが開示されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００９】
【特許文献１】特開２００３－２１６２４７号公報
【特許文献２】特開平５－２３６６５０号公報
【特許文献３】特開２００９－１７７９０９号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１０】
特許文献１では、スイッチングレギュレータとシリーズレギュレータとを並列に接続し、
いずれかに切り替えて出力電圧を生成するため、切り替え時のノイズが大きくなってしま
う。また、特許文献２及び特許文献３のように、スイッチングレギュレータとシリーズレ
ギュレータとを直列に接続してスイッチングレギュレータとシリーズレギュレータとの動
作をそれぞれ制御することで出力電圧を生成する場合には、並列に接続した場合のような
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切り替え時のノイズは低減されるが、消費電力を抑えつつ立ち上がり時間を短くすること
ができる無線通信用の電源回路を得ることが困難であった。
【００１１】
また、無線通信などに用いられるＬＳＩにおいては、電源として例えばリチウムボタン電
池などが用いられ、その電源電圧は１．６Ｖ～３．６Ｖ程度の範囲となっており、このよ
うな無線通信用のＬＳＩでは低消費電力化のため間欠的に動作する必要がある。そのため
、休止状態と動作状態とを繰り返すことで省電力化を図っているが、このようなＬＳＩで
は、休止状態時の方が長いため休止状態時の消費電力を抑えつつ立ち上がり時間を短くす
ることが大変重要となっている。
【００１２】
例えば、特許文献３では、平滑化用のコンデンサをスタンバイ時にも電源電位に維持する
ことを開示しているが、かかるコンデンサの電位を電源電位に維持したとしても電源電位
まで電荷を供給しまた動作時にもシリーズレギュレータの電圧範囲まで電荷を放出するこ
とから電力を消費するため省電力化の観点からは充分ではなかった。また、スタンバイ状
態でのコンデンサの電位はスイッチングレギュレータが通常動作しているときのコンデン
サの電位とは大きく異なる電位に制御されることから、スタンバイ状態から通常動作に移
行するときにはコンデンサに蓄積されている電圧を適切な範囲になるまで調整する必要が
あるため、立ち上がり時間を短くする観点からも充分ではなかった。
【００１３】
本発明は、このような課題を解決するために提案されたものであり、消費電力を抑えつつ
立ち上がり時間を短くすることができる電源回路及び電源回路の制御方法を提供すること
を目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１４】
上記目的を達成するために、本発明の電源回路は、電源電圧が入力される電源端子と、前
記電源端子に接続されるスイッチ回路と、キャパシタとインダクタとを備え、当該スイッ
チ回路に接続されて該スイッチ回路からの出力を平滑化して第１の電圧を出力する平滑化
回路と、を備えたスイッチングレギュレータと、前記スイッチングレギュレータに接続さ
れ、前記第１の電圧又は前記電源が入力されて第２の電圧を出力するシリーズレギュレー
タであって、前記スイッチ回路と前記平滑化回路と該シリーズレギュレータとがこの順番
で直列に接続される当該シリーズレギュレータと、一端が前記電源端子に接続され、他端
が前記スイッチングレギュレータと前記シリーズレギュレータとの間に接続されて当該シ
リーズレギュレータに前記電源電圧を供給する切替部と、前記シリーズレギュレータから
前記第２の電圧を出力させる動作状態と該スイッチングレギュレータと該シリーズレギュ
レータとを休止させる休止状態とを制御する制御信号を出力する制御部であって、当該動
作状態中に前記電源電圧を測定し、該測定結果に基づいて該休止状態時の前記切替部のオ
ンオフ制御を行う切替信号を出力する当該制御部と、を有する。
【００１５】
また、本発明の電源回路の制御方法は、電源電圧が入力される電源端子と、前記電源端子
に接続されるスイッチ回路と、キャパシタとインダクタとを備え、当該スイッチ回路に接
続されて該スイッチ回路からの出力を平滑化して第１の電圧を出力する平滑化回路と、を
備えたスイッチングレギュレータと、前記スイッチングレギュレータに接続され、前記第
１の電圧又は前記電源が入力されて第２の電圧を出力するシリーズレギュレータであって
、前記スイッチ回路と前記平滑化回路と該シリーズレギュレータとがこの順番で直列に接
続される当該シリーズレギュレータと、一端が前記電源端子に接続され、他端が前記スイ
ッチングレギュレータと前記シリーズレギュレータとの間に接続されて当該シリーズレギ
ュレータに前記電源電圧を供給する切替部と、を有する電源回路の制御方法であって、動
作状態にあるときに前記電源電圧を測定し、前記動作状態から休止状態へ移行する場合に
、測定された前記電源電圧と所定の電圧とを比較し、該所定の電圧より大きい場合には、
前記スイッチングレギュレータと前記シリーズレギュレータとを休止状態とするとともに



(5) JP 6352733 B2 2018.7.4

10

20

30

40

50

前記切替部をオフとし、該所定の電圧以下の場合には該スイッチングレギュレータと該シ
リーズレギュレータとを休止状態とするとともに前記切替部をオンとして該休止状態へ移
行する。
【発明の効果】
【００１６】
本発明の電源回路及び電源回路の制御方法によれば、電源回路の消費電力を抑えつつ立ち
上がり時間を短くすることができる、という効果を奏する。
【図面の簡単な説明】
【００１７】
【図１】本発明の電源回路に関するブロック図である。
【図２】本発明の電源回路に関する回路図である。
【図３】本発明の出力電圧を説明する図である。
【発明を実施するための形態】
【００１８】
以下、本発明の実施の形態を、図面を参照しつつ詳細に説明する。
【００１９】
［第１の実施の形態］
【００２０】
図１は、本発明の電源回路に関するブロック図である。電源回路１は、電源電圧を供給す
る電源１０と、電源１０が入力される電源端子２０と、電源端子２０に接続される電源電
圧測定部３０と、電源端子２０に接続されるスイッチ回路４０及びスイッチ回路４０に接
続される平滑化回路５０とを有するスイッチングレギュレータ６０と、スイッチングレギ
ュレータ６０に接続されるシリーズレギュレータ７０と、一端が電源端子２０に、他端が
スイッチングレギュレータ６０及びシリーズレギュレータ７０の間に接続される切替回路
８０と、スイッチングレギュレータ６０、シリーズレギュレータ７０、及び切替回路８０
を制御する制御部９０と、シリーズレギュレータ７０からの出力電圧が供給される無線通
信回路１００を有している。
【００２１】
電源１０は、例えばリチウムボタン電池などが用いられ、本実施の形態では電源端子２０
に１．６Ｖ～３．６Ｖの範囲の電源電圧を供給している。
【００２２】
電源端子２０は、電源１０からの電源電圧を受けるものであって、電源電圧測定部３０、
スイッチングレギュレータ６０、及び切替回路８０に接続されている。
【００２３】
電源電圧測定部３０は、電源端子２０に接続されて制御部９０からの信号に応じて電源電
圧を測定し、その結果を制御部９０へ出力するものである。電源電圧測定部３０は、例え
ばＡＤコンバータなど１ｍＡ程度の消費電力の大きい回路により構成され、シリーズレギ
ュレータ７０からの出力電圧の供給を受けて動作を行うものである。
【００２４】
スイッチングレギュレータ６０は、電源端子２０に接続されたスイッチ回路４０と、スイ
ッチ回路に接続された平滑化回路５０とにより構成され、電源１０からの電源電圧を例え
ば１．５Ｖ程度に降圧する機能を有している。
【００２５】
シリーズレギュレータ７０は、スイッチングレギュレータ６０の平滑化回路５０に接続さ
れている。シリーズレギュレータ７０は電源電圧又はスイッチングレギュレータ６０から
出力される電圧を例えば１．２Ｖ程度に降圧する機能を有している。
【００２６】
切替回路８０は、一端が電源端子２０に接続されており、他端がスイッチングレギュレー
タ６０の平滑化回路５０とシリーズレギュレータ７０との間に接続されている。切替回路
８０は、電源電圧に応じてスイッチングレギュレータ６０を経由せずに電源電圧をシリー
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ズレギュレータ７０に供給することを可能とするものであり、制御部９０から出力される
切替信号により制御される。
【００２７】
制御部９０は、電源電圧測定部３０に接続され、スイッチングレギュレータ６０、シリー
ズレギュレータ７０、及び切替回路８０にそれぞれ制御信号及び切替信号を出力する。
【００２８】
無線通信回路１００は、シリーズレギュレータ７０からの出力電圧が供給され、無線通信
を行う負荷回路である。本実施の形態に用いられる無線通信回路１００は、他の無線通信
機器と無線により信号を送信、受信或いは送受信するためのものである。
【００２９】
図２は、図１の電源回路におけるスイッチングレギュレータ６０、シリーズレギュレータ
７０、及び切替回路８０の一部を回路図に置き換えたものである。
【００３０】
スイッチングレギュレータ６０のスイッチ回路４０は一端が電源端子２０に接続され、他
端がインダクタＬ１に接続されるＰＭＯＳトランジスタ４１と、一端がＰＭＯＳトランジ
スタ４１の他端に接続され、他端が接地されるＮＭＯＳトランジスタ４２と、ＰＭＯＳト
ランジスタ４１及びＮＭＯＳトランジスタ４２を制御するパルス波をこれらのゲート電極
に出力するパルス発生回路４３と、平滑化回路５０から出力される電圧及び第１の基準電
圧が入力され、これらの電圧を比較し差分をパルス発生回路４３に出力する電圧比較回路
４４と、電圧比較回路４４に第１の基準電圧を供給する第１の基準電圧回路４５と、を有
する。また、平滑化回路５０は、ＰＭＯＳトラン
ジスタ４１の他端に接続されるインダクタＬ１と、一端がインダクタＬ１に接続され、他
端が接地されているキャパシタＣ１とを有する。インダクタＬ１としては例えば１０μＨ
程度のインダクタンスを有し、キャパシタＣ１としては１０μＦ程度のキャパシタンスを
有する。
【００３１】
スイッチングレギュレータ６０は、第１の基準電圧と平滑化回路５０からの出力とを電圧
比較回路４４にて比較し、パルス発生回路４３にてパルス波を生成してＰＭＯＳトランジ
スタ４１及びＮＭＯＳトランジスタ４２をオンオフさせることで一定の出力電圧が得られ
るように動作するものである。スイッチングレギュレータ６０は、休止状態のときには制
御部９０からの信号に基づきＰＭＯＳトランジスタ４１及びＮＭＯＳトランジスタ４２の
双方をオフとするようパルス発生回路４３からそれぞれのトランジスタへ信号を供給する
ことで休止状態となる。
【００３２】
また、シリーズレギュレータ７０は、一端がインダクタＬ１及びキャパシタＣ１に接続さ
れ、他端が無線通信回路１００に接続されるＰＭＯＳトランジスタ７１と、ＰＭＯＳトラ
ンジスタ７１の他端からの出力と第２の基準電圧が入力され、ＰＭＯＳトランジスタ７１
のゲート電極に接続する演算増幅器７２と、演算増幅器７２に第２の基準電圧を供給する
第２の基準電圧回路７３と、を有する。シリーズレギュレータは上述のように１．２Ｖ程
度の出力電圧を出力し、無線通信回路１００の動作時には１０ｍＡ程度の電流を供給する
。
【００３３】
シリーズレギュレータ７０は、ＰＭＯＳトランジスタ７１からの出力と第２の基準電圧と
を演算増幅器７２にて比較し、ＰＭＯＳトランジスタ７１のゲート電圧を制御することで
一定の出力電圧が得られるように動作するものである。シリーズレギュレータ７０は、休
止状態のときには制御部９０からの信号に基づきＰＭＯＳトランジスタ７１をオフにする
よう演算増幅器７２からＰＭＯＳトランジスタ７１へ信号を供給することで休止状態とな
る。
【００３４】
切替回路８０は、ＰＭＯＳトランジスタ８１により構成される。このＰＭＯＳトランジス
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タ８１は制御部９０からの信号に応じてオンオフ動作を行い、シリーズレギュレータ７０
へ電源電圧を供給するか否かが制御される。
【００３５】
本実施の形態における電源回路１の動作について図２、図３を用いて説明する。
【００３６】
無線通信回路１００は、常に無線通信を行っているのではなく、一定期間の動作状態と休
止状態とを繰り返しており、休止状態から動作状態へ移行する立ち上がり期間、無線通信
回路の通信期間、動作状態から休止状態へ移行する立ち下がり期間を短くすることで消費
電力の少ない休止状態をできる限り長く確保し低消費電力化を図っている。
【００３７】
動作開始時の動作状態として第１の動作状態においては、休止状態に移行する前に電源電
圧を測定する。電源電圧が所定の電圧よりも大きい場合には、切替回路８０はオフに制御
され、スイッチングレギュレータ６０、シリーズレギュレータ７０を動作させることで出
力電圧を無線通信回路１００に供給する。また、第２の動作状態として、所定の電圧より
も小さい場合には、切替回路８０はオンに制御され、スイッチングレギュレータ６０を休
止させ、シリーズレギュレータ７０を動作させることで電源電圧を直接シリーズレギュレ
ータ７０に供給して出力電圧を無線通信回路１００に供給する。これら第１の動作状態と
第２の動作状態とは動作状態中に切り替えるのではなく、一定期間の間はいずれかの動作
状態のままで動作を行う。なお、所定の電圧は例えば電源電圧に対する割合として満充電
状態から放電が終わるまでの期間に対して６割の期間にあたる電圧などとして設定しても
良く、スイッチングレギュレータの動作範囲から逆算して所定電圧を設定しても良い。本
実施の形態ではスイッチングレギュレータ６０の動作範囲から設定して例えば２．２Ｖと
して説明する。
【００３８】
休止状態においては、第１の休止状態として、電源電圧が所定の電圧よりも大きい場合に
は、切替回路８０はオフに制御され、スイッチングレギュレータ６０及びシリーズレギュ
レータ７０を休止させることで休止状態となる。また、第２の休止状態として、所定の電
圧よりも小さい場合には、切替回路８０はオンに制御され、スイッチングレギュレータ６
０及びシリーズレギュレータ７０を休止させることで休止状態となる。
【００３９】
本実施の形態における電源回路１について、電源電圧が充分に充電された状態から徐々に
放電されて電源電圧が低下していくときのこれら動作状態と休止状態との制御について説
明する。
【００４０】
図３（ｄ）に示すように、電源電圧が３．６Ｖの時は、所定の電圧である２．２Ｖよりも
大きい電圧であるため、図３（ａ）、図３（ｂ）、図３（ｄ）に示すように、第１の動作
状態にて一定期間動作し、出力電圧を出力している。この一定期間が経過する前に、電源
電圧測定部３０により電源電圧を測定し、測定結果を制御部９０へ出力する。電源電圧測
定部３０は、前述のように例えばＡＤコンバータを構成として含むため、その動作に１ｍ
Ａ程度の電流量が必要となり、消費電力が大きく出力電圧により動作する。このため、電
源電圧測定部３０も電源回路１が休止状態のときには動作を休止している。また、図３（
ｃ）に示すようにキャパシタＣ１についてはスイッチングレギュレータ６０の出力電圧に
応じた電位が蓄積される。
【００４１】
制御部９０では、図３（ａ）、図３（ｂ）、図３（ｄ）に示すように、電源電圧測定部３
０からの電源電圧の測定結果と所定の電圧とを比較し、所定の電圧よりも大きい電圧であ
る場合には、第１の休止状態、すなわち、切替回路８０をオフに制御してスイッチングレ
ギュレータ６０及びシリーズレギュレータ７０を休止させる。また、第１の休止状態から
動作状態に移行する場合についてもこの時点で電源電圧が所定の電圧より大きい電圧であ
ることから、第１の動作状態に移行するよう、言い換えれば一定期間の休止状態が経過し
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たのちに切替回路８０をオフにし、スイッチングレギュレータ６０とシリーズレギュレー
タ７０とを動作させるように切替信号及び制御信号を出力するよう予め設定したうえで第
１の休止状態へ移行する。
【００４２】
このように動作することで、休止状態のときにスイッチ回路４０のＰＭＯＳトランジスタ
４１及びＮＭＯＳトランジスタ４２をオフとし、スイッチングレギュレータ７０のＰＭＯ
Ｓトランジスタ７１をオフとし、切替回路８０のＰＭＯＳトランジスタ８１をオフとして
休止状態になるため、平滑化回路５０におけるキャパシタＣ１はいずれの経路からも切断
された状態となり動作状態時に蓄積された電荷をそのまま保存して休止状態となる。その
後第１の休止状態から動作状態へ復帰するため、キャパシタＣ１の電荷は動作時のまま保
存されていることから動作開始時にキャパシタＣ１を充電する期間を必要とせずに効率的
に動作状態へ復帰することができ、立ち上がり速度を短くすることができる。また、予め
動作状態へ移行するときに第１の動作状態へ移行することを設定していることからも、動
作状態へ移行する場合に電源電圧測定回路などを立ち上げた後に電源電圧の状態を確認し
て動作状態へ移行するなどの工程を経ることなく動作状態へ移行するため立ち上がり速度
を短くすることができる。なお、図３（ｃ）に示すように休止状態中のキャパシタＣ１の
容量が減少しているが、これはキャパシタＣ１の容量が動作状態から休止状態へ移行した
ばかりのときよりも休止状態から動作状態へ移行したときの方がわずかに電荷量が減少し
ていることを誇張して示したものである。
【００４３】
第１の動作状態にて動作しているときに、電源電圧が放電により低下し電源電圧測定部３
０からの測定結果が所定の電圧よりも低くなった場合には、第２の休止状態、すなわち切
替回路８０をオンに制御してスイッチングレギュレータ６０及びシリーズレギュレータ７
０を休止させた休止状態に移行する。また、第２の休止状態から動作状態に移行する場合
についてもこの時点で電源電圧が所定の電圧より小さい電圧であることから、第２の動作
状態に移行するよう、言い換えれば一定期間の休止状態が経過したのちに切替回路をオン
にし、スイッチングレギュレータ６０を休止させシリーズレギュレータ７０を動作させる
ように切替信号及び制御信号を出力するよう予め設定したうえで第２の休止状態へ移行す
る。
【００４４】
このように動作することで、休止状態から動作状態に移行するときに予め第２の動作状態
へ移行するよう設定しているため、動作状態へ移行する場合に電源電圧測定回路などを立
ち上げた後に電源電圧の状態を確認して動作状態へ移行するなどの工程を経ることなく動
作状態へ移行するため立ち上がり速度を短くすることができる。また、キャパシタＣ１を
電源電圧に接続することで電荷を保持する構成とし、立ち上がり速度を向上させている。
キャパシタＣ１を電源電圧によって保持する場合には、その後動作状態に移行したときに
シリーズレギュレータ７０へ入力する適切な電圧までの差分が生じていないため、電源電
圧が低下してきた場合にはその損失がなくなることから立ち上がり速度の向上を図ること
ができる。
【００４５】
なお、第２の動作状態にて動作しているときについても、制御部９０は電源電圧測定部３
０からの測定結果と所定の電圧とを比較しており、電源電圧が充電などにより所定の電圧
よりも高くなった場合には、制御部９０により電源回路１は第１の休止状態へ移行する。
また、この時点での電源電圧が所定の電圧よりも高いため第１の休止状態から第１の動作
状態へ移行する。また、第２の動作状態にて動作しているときに、電源電圧が所定の電圧
よりも低くなった場合には、制御部９０により電源回路１は第２の休止状態へ移行する。
また同様に第２の休止状態から第２の動作状態へ移行する。
【００４６】
このようにして、電源電圧の値に応じて休止状態及びその後の動作状態を制御することで
休止状態から動作状態への立ち上がり速度を短くするとともに消費電力を少なくすること
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【００４７】
なお、上記実施の形態で説明した電源回路等の構成、各動作等は一例であり、本発明の趣
旨を逸脱しない範囲内において種々の変更が可能であることはいうまでもない。たとえば
電池を取り付けたときなどの無線通信機器の最初の起動時には、スイッチングレギュレー
タ６０の調整を行うために、第２の動作状態にて立ち上げることとし、スイッチングレギ
ュレータ６０が立ちあがったのちに電源電圧を測定することで次の休止状態を判定し、休
止状態に移行するよう制御回路９０を設定しても良い。また、例えば最初の起動時に必ず
第１の動作状態にて立ち上がることとし、電源電圧を測定してから休止状態へ移行するよ
う制御回路９０を設定しても良い。また、待機状態が長時間に及ぶ場合には、電池電圧の
変動が大きくなることから制御部９０にタイマー部などを設け、一定時間動作状態に移行
しない場合には、待機状態の経過時間に基づいて動作状態へ移行するよう設定しても良い
。さらに、第１の動作状態での所定の電圧と第２の動作状態での所定の電圧とを異ならせ
る、例えば第１の動作状態での所定の電圧の方が第２の動作状態での所定の電圧よりも小
さく設定することで、状態遷移にヒステリシスを持たせ、所定の電圧付近での第１の動作
状態と第２の動作状態との振動的な遷移を防止することも可能である。また、第１の動作
状態から休止状態を経て第２の動作状態に移行した場合、一定期間状態遷移を禁止するよ
う制御部に設けたタイマーにより制御を行うこととしても良い。
【符号の説明】
【００４８】
１          電源回路１０        電源２０        電源端子３０        電源電圧測定
部４０        スイッチ回路５０        平滑化回路６０        スイッチングレギュレ
ータ７０        シリーズレギュレータ８０        切替回路９０        制御部１００
      無線通信回路 

【図１】

【図２】

【図３】
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