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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　電圧入力端子とインダクタンス素子の一方の端子との間に接続された降圧用の第１のス
イッチング回路と、
　前記インダクタンス素子の他方の端子と電圧出力端子との間に接続された昇圧用の第２
のスイッチング回路と、
　前記電圧出力端子に得られる出力電圧またはこれを抵抗分圧して得られる分圧電圧を所
定の基準電圧と比較し、その差分を一定の増幅率で増幅して誤差電圧を生成する誤差増幅
器と、
　前記インダクタンス素子を流れるインダクタ電流を検出し、前記インダクタ電流に対応
する電流センス信号を生成する電流センス回路と、
　前記誤差電圧に応じた第１のトップピークレベルおよび第１のボトムピークレベルと前
記出力電圧に応じた第１の傾きとを有する第１の可変三角波信号と、前記誤差電圧に応じ
た第２のトップピークレベルおよび第２のボトムピークレベルと前記電圧入力端子に入力
される入力電圧に応じた第２の傾きとを有する第２の可変三角波信号とを生成する可変三
角波生成回路と、
　前記電流センス信号の電圧レベルと前記第１の可変三角波信号の電圧レベルとを比較し
て、その高低関係に応じて前記第１のスイッチング回路を制御する第１のスイッチング制
御回路と、
　前記電流センス信号の電圧レベルと前記第２の可変三角波信号の電圧レベルとを比較し
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て、その高低関係に応じて前記第２のスイッチング回路を制御する第２のスイッチング制
御回路と
　を有する昇降圧型スイッチングレギュレータ。
【請求項２】
　前記出力電圧に対する定電圧フィードバックループの周波数伝達関数を調整するための
位相補償回路を有する、請求項１に記載の昇降圧型スイッチングレギュレータ。
【請求項３】
　前記位相補償回路が積分回路からなる、請求項２に記載の昇降圧型スイッチングレギュ
レータ。
【請求項４】
　前記位相補償回路が１個の抵抗と１個のコンデンサとからなる、請求項３に記載の昇降
圧型スイッチングレギュレータ。
【請求項５】
　前記位相補償回路が、前記誤差増幅器の出力端子と基準電圧端子との間に接続される、
請求項３または請求項４に記載の昇降圧型スイッチングレギュレータ。
【請求項６】
　前記可変三角波生成回路が、
　一定周波数のクロックを発生する発振回路と、
　前記クロックに同期し、前記出力電圧に比例した第１の傾きを有する第１の基準三角波
信号を発生する第１の基準三角波発生回路と、
　前記クロックに同期し、前記入力電圧に比例した第２の傾きを有する第２の基準三角波
信号を発生する第２の基準三角波発生回路と、
　前記誤差電圧と前記第１の基準三角波信号とを第１の演算処理にかけて前記第１の可変
三角波信号を生成する第１の演算回路と、
　前記誤差電圧と前記入力電圧と前記出力電圧と前記第２の基準三角波信号とを第２の演
算処理にかけて前記第２の可変三角波信号を生成する第２の演算回路と
　を有する請求項１～５のいずれか一項に記載の昇降圧型スイッチングレギュレータ。
【請求項７】
　前記第１の演算回路が、前記誤差電圧から前記第１の基準三角波信号を減じてその差を
表す第１の差信号を生成する第１の減算回路を有し、前記第１の差信号を前記第１の可変
三角波信号として出力する、請求項６に記載の昇降圧型スイッチングレギュレータ。
【請求項８】
　前記第２の演算回路が、前記入力電圧と前記出力電圧とを加え合わせてその和を表す第
１の和信号を生成する第１の加算回路と、前記第１の和信号に所定の定数を乗じてその積
を表す積信号を生成する乗算回路と、前記誤差電圧から前記積信号を減じてその差を表す
第２の差信号を生成する第２の減算回路と、前記第２の差信号と前記第２の基準三角波信
号とを加え合わせてその和を表す第２の和信号を生成する第２の加算回路とを有し、前記
第２の和信号を前記第２の可変三角波信号として出力する、請求項６または請求項７に記
載の昇降圧型スイッチングレギュレータ。
【請求項９】
　前記定数は、前記クロックの周期を前記インダクタンス素子のインダクタンスで割った
値を有する、請求項８に記載の昇降圧型スイッチングレギュレータ。　
【請求項１０】
　前記第１および第２の演算回路はそれぞれアナログ演算回路である、請求項６～９のい
ずれか一項に記載の昇降圧型スイッチングレギュレータ。
【請求項１１】
　前記第１の可変三角波信号の傾きは負であり、前記第２の可変三角波信号の傾きは正で
ある、請求項１～１０のいずれか一項に記載の昇降圧型スイッチングレギュレータ。
【請求項１２】
　前記第１の可変三角波信号の第１のボトムピークレベルと前記第２の可変三角波信号の
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第２のトップピークレベルとが一致または近似する、請求項１～１１のいずれか一項に記
載の昇降圧型スイッチングレギュレータ。
【請求項１３】
　前記電流センス回路が、前記電圧入力端子と前記電圧出力端子と前記インダクタンス素
子の両端子に接続されている、請求項１～１２のいずれか一項に記載の昇降圧型スイッチ
ングレギュレータ。
【請求項１４】
　前記電流センス信号が、前記インダクタ電流の瞬時値に比例する電圧レベルを有する、
請求項１～１３のいずれか一項に記載の昇降圧型スイッチングレギュレータ。
【請求項１５】
　前記第１のスイッチング回路が、基準電圧端子と前記インダクタンス素子の一方の端子
との間に接続された第１のスイッチング素子と、前記電圧入力端子と前記インダクタンス
素子の一方の端子との間に接続された第２のスイッチング素子とを有し、
　前記第１のスイッチング制御回路が、前記電流センス信号の電圧レベルが前記第１の可
変三角波信号の電圧レベルと交わるときに前記第１のスイッチング回路にスイッチング動
作を行わせ、各スイッチングサイクルを開始してから前記電流センス信号の電圧レベルが
前記第１の可変三角波信号の電圧レベルと交わるまでの前期の期間中は前記第１のスイッ
チング素子をオフ、前記第２のスイッチング素子をオンにし、前記電流センス信号の電圧
レベルが前記第１の可変三角波信号の電圧レベルと交わってから当該スイッチングサイク
ルが終了するまでの後期の期間中は前記第１のスイッチング素子をオン、前記第２のスイ
ッチング素子をオフにする、
　請求項１～１４のいずれか一項に記載の昇降圧型スイッチングレギュレータ。
【請求項１６】
　前記第２のスイッチング回路が、基準電圧端子と前記インダクタンス素子の他方の端子
と間に接続された第３のスイッチング素子と、前記電圧出力端子と前記インダクタンス素
子の他方の端子との間に接続された第４のスイッチング素子とを有し、
　前記第２のスイッチング制御回路が、前記電流センス信号の電圧レベルが前記第２の可
変三角波信号の電圧レベルと交わるときに前記第２のスイッチング回路にスイッチング動
作を行わせ、各スイッチングサイクルを開始してから前記電流センス信号の電圧レベルが
前記第２の可変三角波信号の電圧レベルと交わるまでの前期の期間中は前記第３のスイッ
チング素子をオフ、前記第４のスイッチング素子をオンにし、前記電流センス信号の電圧
レベルが前記第２の可変三角波信号の電圧レベルと交わってから当該スイッチングサイク
ルが終了するまでの後期の期間中は前記第３のスイッチング素子をオン、前記第４のスイ
ッチング素子をオフにする、
　請求項１～１５のいずれか一項に記載の昇降圧型スイッチングレギュレータ。
【請求項１７】
　電圧入力端子とインダクタンス素子の一方の端子との間に接続された降圧用の第１のス
イッチング回路と、
　前記インダクタンス素子の他方の端子と電圧出力端子との間に接続された昇圧用の第２
のスイッチング回路と、
　前記電圧入力端子に入力される入力電圧と、前記電圧出力端子に得られる出力電圧と、
前記インダクタンス素子を流れるインダクタ電流とを検出し、それらの検出値に基づいて
、前記出力電圧を所望の設定電圧に保つように、前記第１のスイッチング回路または前記
第２のスイッチング回路のいずれか片方を選択的に一定の周波数でスイッチング動作させ
るとともに、それぞれのスイッチング動作におけるデューティを制御する制御回路と、
　を有し、
　前記制御回路が、前記出力電圧に依存した傾きを有する第１の比較用信号と、前記入力
電圧に依存した傾きを有する第２の比較用信号とを生成し、
　前記第１の比較用信号と前記第２の比較用信号とが互いに同期しており、
　前記第１の比較用信号の傾きと前記第２の比較用信号の傾きとが互いに逆の関係にあり
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、
　前記第１の比較用信号と前記インダクタ電流に応じた電圧信号との比較結果に応じて前
記第１のスイッチング回路のスイッチング動作が制御され、
　前記第２の比較用信号と前記インダクタ電流に応じた電圧信号との比較結果に応じて前
記第２のスイッチング回路のスイッチング動作が制御される、
　昇降圧型スイッチングレギュレータ。
【請求項１８】
　前記電圧出力端子と基準電圧端子との間に接続される出力コンデンサを有する、請求項
１～１７のいずれか一項に記載の昇降圧型スイッチングレギュレータ。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、入力するＤＣ（直流）電力を任意のＤＣ（直流）電力に変換するスイッチン
グレギュレータに係わり、特に入力電圧に依存せずに一定の出力電圧が得られる昇降圧型
のスイッチングレギュレータに関する。
【背景技術】
【０００２】
　スイッチングレギュレータは、半導体のスイッチング素子を用いる小型・軽量・高効率
の直流電源であり、電子機器等に広く利用されており、近年、小型・軽量・高効率の要求
が高くなっている。スイッチングレギュレータの基本原理は、スイッチング素子を高周波
数でオン・オフさせて、オン期間とオフ期間の比率つまりデューティ比を可変制御して、
直流の出力電圧を一定レベルに維持するものである。いわゆる非絶縁型またはチョッパ方
式のスイッチングレギュレータには、入力電圧よりも高い出力電圧が得られる昇圧型、入
力電圧よりも低い出力電圧が得られる降圧型、入力電圧に依存せず一定の出力電圧が得ら
れる昇降圧型の３種類がある。
【０００３】
　近年、携帯型の電子機器では、バッテリの使用電圧範囲が広くなっており、たとえば、
負荷に定格値３Ｖの電源電圧を供給するのにバッテリ電圧を満充電時の４Ｖから２．５Ｖ
まで使用するようなアプリケーションが増えてきている。この種のアプリケーションには
昇圧型と降圧型を兼ねる昇降圧型スイッチングレギュレータが好適に使用される。
【０００４】
　図１４に、従来の代表的な昇降圧型スイッチングレギュレータの回路構成を示す。
【０００５】
　この昇降圧型スイッチングレギュレータは、一対の降圧用トランジスタＭ1，Ｍ2、一対
の昇圧用トランジスタＭ3，Ｍ4、インダクタンスコイル１００、出力コンデンサＣoおよ
び制御回路１０２で構成されている。
【０００６】
　より詳しくは、インダクタンスコイル１００の両端子がノードＮa，Ｎbにそれぞれ接続
されている。そして、グランド電位の基準電圧端子（ＶSS）とノードＮaとの間にＮＭＯ
ＳトランジスタＭ1が接続され、電圧入力端子１０４とノードＮaとの間にＰＭＯＳトラン
ジスタＭ2が接続されている。また、グランド電位の基準電圧端子（ＶSS）とノードＮbと
の間にＮＭＯＳトランジスタＭ3が接続され、電圧出力端子１０５とノードＮbとの間にＰ
ＭＯＳトランジスタＭ4が接続されている。電圧出力端子１０５とグランド電位の基準電
圧端子（ＶSS）との間に出力コンデンサＣoが接続されている。電圧入力端子１０４はた
とえば１次電池または２次電池（図示せず）に接続され、電圧出力端子１０５は任意の負
荷回路（図示せず）に接続される。
【０００７】
　制御回路１０２は、降圧動作を行うときは、電圧出力端子１０５に対して定常的に昇圧
用トランジスタＭ3，Ｍ4をスルー状態に保ち、つまりＰＭＯＳトランジスタＭ4をオン状
態、ＮＭＯＳトランジスタＭ3をオフ状態に保ち、降圧用トランジスタＭ1，Ｍ2を各スイ
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ッチングサイクル毎に可変のデューティでオン、オフさせる。また、昇圧動作を行うとき
は、電圧入力端子１０４に対して定常的に降圧用トランジスタＭ1，Ｍ2をスルー状態に保
ち、つまりＰＭＯＳトランジスタＭ2をオン状態、ＮＭＯＳトランジスタＭ1をオフ状態に
保ち、昇圧用トランジスタＭ3，Ｍ4を各スイッチングサイクル毎に可変のデューティでオ
ン、オフさせるようになっている。
【０００８】
　制御回路１０２は、電圧出力端子１０５から出力電圧Ｖoをフィードバックして誤差電
圧Ｖerrを生成する電圧フィードバック回路１０６と、誤差電圧Ｖerrに対する比較基準波
として降圧動作用の三角波信号Ｖrp1および昇圧用の三角波信号Ｖrp2を生成する比較基準
波生成回路１０８とを有している。
【０００９】
　電圧フィードバック回路１０６は、出力電圧Ｖoを分圧抵抗１１０，１１２により一定
の比率で分圧し、分圧電圧Ｖfbを演算増幅器からなる誤差増幅回路１１４で基準電圧Ｖre

fと比較し、その差分を一定の増幅率で増幅して、誤差電圧Ｖerrを生成する。ここで、誤
差増幅回路１１４には、電圧フィードバックループの周波数伝達関数（応答特性）を調整
するための位相補償回路１１６が接続されている。この位相補償回路１１６は、３つのコ
ンデンサ１１８，１２０，１２２と３つの抵抗１２４，１２６，１２８とで構成されてい
る。
【００１０】
　比較基準波生成回路１０８は、一定周波数のクロックＣＫを発振出力する発振回路１３
０と、クロックＣＫに同期した一定の傾きおよび一定の振幅を有する第１の三角波信号Ｖ

rp1を発生する三角波発生回路１３２と、第１の三角波信号Ｖrp1の電圧レベルを上記振幅
に相当する一定量だけ上方にシフトしてこれを第２の三角波信号Ｖrp2とするレベル変換
回路１３４とで構成されている。
【００１１】
　さらに、制御回路１０２には、誤差電圧Ｖerrを第１の三角波信号Ｖrp1と比較して、そ
の高低関係に応じた二値信号を降圧動作用のＰＷＭ（Pulse Width Modulation）スイッチ
ング信号Ｖpwm1として出力する第１のコンパレータ１３６と、その降圧動作用のＰＷＭス
イッチング信号Ｖpwm1に応動して降圧用のトランジスタＭ1，Ｍ2をスイッチング駆動する
降圧用駆動回路１３８とが設けられている。また、誤差電圧Ｖerrを第２の三角波信号Ｖr

p2と比較して、その高低関係に応じた二値信号を昇圧動作用のＰＷＭスイッチング信号Ｖ

pwm2として出力する第２のコンパレータ１４０と、その昇圧動作用のＰＷＭスイッチング
信号Ｖpwm2に応動して昇圧用のトランジスタＭ3，Ｍ4をスイッチング駆動する昇圧用駆動
回路１４２とが設けられている。
【００１２】
　図１５に、この昇降圧型スイッチングレギュレータにおける動作を波形図で示す。
【００１３】
　入力電圧Ｖiが出力電圧Ｖoよりも高いとき、すなわち、降圧動作モードにおいては、誤
差増幅器１１４より出力される誤差電圧Ｖerrのレベルは比較的低く、クロックＣＫで規
定される各スイッチングサイクルにおいて誤差電圧Ｖerrは第１の三角波信号Ｖrp1とだけ
交差し、第２の三角波信号Ｖrp2とは交差しない。
【００１４】
　この場合、各スイッチングサイクルが開始してから誤差電圧Ｖerrが第１の三角波信号
Ｖrp1と交差するまでの前期の期間中は、Ｖerr＞Ｖrp1であり、第１のコンパレータ１３
６の出力つまりＰＷＭスイッチング信号Ｖpwm1がＨレベルで、降圧用トランジスタＭ1，
Ｍ2がそれぞれオフ状態、オン状態になる。そして、誤差電圧Ｖerrが第１の三角波信号Ｖ

rp1と交差してから当該スイッチングサイクルが終了するまでの後期の期間中は、Ｖerr＜
Ｖrp1となり、ＰＷＭスイッチング信号Ｖpwm1がＬレベルで、降圧用トランジスタＭ1，Ｍ

2がそれぞれオン状態、オフ状態になる。一方、第２のコンパレータ１４０の出力つまり
ＰＷＭスイッチング信号Ｖpwm2はスイッチングサイクルの全期間を通じてＨレベルであり
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、昇圧用トランジスタＭ3，Ｍ4はそれぞれオフ状態、オン状態を保つ。
【００１５】
　入力電圧Ｖiが低下するにつれて、フィードバック制御によって誤差電圧Ｖerrのレベル
は上昇し、各スイッチングサイクルにおけるトランジスタＭ2のオン時間の比率つまりデ
ューティが増大する。そして、誤差電圧Ｖerrのレベルが第１の三角波信号Ｖrp1とはもは
や交差しなくなると降圧動作は止まり、第２の三角波信号Ｖrp2と交差するようになると
昇圧動作が行われる。
【００１６】
　昇圧動作モードでは、各スイッチングサイクルが開始してから誤差電圧Ｖerrが第２の
三角波信号Ｖrp2と交差するまでの前期の期間中は、Ｖerr＞Ｖrp2であり、第２のコンパ
レータ１４０の出力つまりＰＷＭスイッチング信号Ｖpwm2がＬレベルで、昇圧用トランジ
スタＭ3，Ｍ4がそれぞれオン状態、オフ状態になる。そして、誤差電圧Ｖerrが第２の三
角波信号Ｖrp2と交差してから当該スイッチングサイクルが終了するまでの後期の期間中
は、Ｖerr＜Ｖrp1となり、ＰＷＭスイッチング信号Ｖpwm2がＨレベルで、昇圧用トランジ
スタＭ3，Ｍ4がそれぞれオフ状態、オン状態になる。一方、第１のコンパレータ１３６の
出力つまりＰＷＭスイッチング信号Ｖpwm1はスイッチングサイクルの全期間を通じてＨレ
ベルであり、昇圧用トランジスタＭ1，Ｍ2はそれぞれオフ状態、オン状態を保つ。昇圧動
作モードでも、入力電圧Ｖiが低下するにつれて、フィードバック制御によって誤差電圧
Ｖerrのレベルが上昇し、各スイッチングサイクルにおけるトランジスタＭ3のオン時間の
比率つまりデューティが増大する。
【特許文献１】特開２００５－１１０４６８
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１７】
　近年、Ｌiイオン電池などの２次電池からＤＣ－ＤＣ変換を通じて得られる電源電圧で
動作する電子機器向けに昇降圧型スイッチングレギュレータの需要が高まっている。一方
で、上記のように２次電池の使用電圧範囲が広範囲になりつつあることから、昇降圧型ス
イッチングレギュレータは、安定かつ高速の応答特性を求められ、大電流負荷にも対応で
きる出力特性を要求されてきている。また、一般的に、昇降圧型スイッチングレギュレー
タは、昇圧動作を行うときは、降圧動作とは異なって定電圧フィードバックループの周波
数特性において位相が１８０°遅れることから、降圧動作時よりも発振しやすく動作が不
安定になりやすく、この点を解消できる技術が求められている。
【００１８】
　このような要求条件に対して、上記の昇降型スイッチングレギュレータ（図１４）は、
位相補償回路１１６の回路構成および定数設定によって対応しており、図示の例では位相
補償回路１１６が３つのコンデンサ１１８，１２０，１２２と３つの抵抗１２４，１２６
，１２８とを有し、周波数伝達特性において２つの零点と２つの極を有する電圧フィード
バック回路が構成されている。
【００１９】
　しかしながら、そのように位相補償回路１１６の回路素子が多いと、単純にコストが高
くなるだけでなく、周波数伝達関数がさらに高次化し、降圧から昇圧までの広い出力電圧
範囲の全域で動作を安定させるための最適定数を位相補償回路１１６で設定することは非
常に困難である。この課題に対して、降圧動作用および昇圧動作用にそれぞれ個別の位相
補償回路を設けて、個々の位相補償回路の定数設定を容易化する技法が提案されている。
しかし、この技法は、位相補償回路が複数に増えることで回路規模がさらに大きくなり、
半導体チップサイズおよびコストの著しい増大を来たすという不利点がある。
【００２０】
　本発明は、上記のような従来技術の問題点に鑑みてなされたものであって、広範囲な動
作条件の下で複雑・大規模・高コストな位相補償回路を要することなく安定、高速、高効
率の定電圧出力動作を行える昇降型スイッチングレギュレータを提供することを目的とす
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る。
【課題を解決するための手段】
【００２１】
　上記の目的を達成するために、本発明の第１の観点における昇降圧型スイッチングレギ
ュレータは、電圧入力端子とインダクタンス素子の一方の端子との間に接続された降圧用
の第１のスイッチング回路と、前記インダクタンス素子の他方の端子と電圧出力端子との
間に接続された昇圧用の第２のスイッチング回路と、前記電圧出力端子に得られる出力電
圧またはこれを抵抗分圧して得られる分圧電圧を所定の基準電圧と比較し、その差分を一
定の増幅率で増幅して誤差電圧を生成する誤差増幅器と、前記インダクタンス素子を流れ
るインダクタ電流を検出し、前記インダクタ電流に対応する電流センス信号を生成する電
流センス回路と、前記誤差電圧に応じた第１のトップピークレベルおよび第１のボトムピ
ークレベルと前記出力電圧に応じた第１の傾きとを有する第１の可変三角波信号と、前記
誤差電圧に応じた第２のトップピークレベルおよび第２のボトムピークレベルと前記電圧
入力端子に入力される入力電圧に応じた第２の傾きとを有する第２の可変三角波信号とを
出力する可変三角波発生回路と、前記電流センス信号の電圧レベルと前記第１の可変三角
波信号の電圧レベルとを比較して、その高低関係に応じて前記第１のスイッチング回路を
制御する第１のスイッチング制御回路と、前記電流センス信号の電圧レベルと前記第２の
可変三角波信号の電圧レベルとを比較して、その高低関係に応じて前記第２のスイッチン
グ回路を制御する第２のスイッチング制御回路とを有する。
【００２２】
　また、本発明の第２の観点における昇降圧型スイッチングレギュレータは、電圧入力端
子とインダクタンス素子の一方の端子との間に接続された降圧用の第１のスイッチング回
路と、前記インダクタンス素子の他方の端子と電圧出力端子との間に接続された昇圧用の
第２のスイッチング回路と、前記電圧入力端子に入力される入力電圧と、前記電圧出力端
子に得られる出力電圧と、前記インダクタンス素子を流れるインダクタ電流とを検出し、
それらの検出値に基づいて、前記出力電圧を所望の設定電圧に保つように、前記第１のス
イッチング回路または前記第２のスイッチング回路のいずれか片方を選択的に一定の周波
数でスイッチング動作させるとともに、それぞれのスイッチング動作におけるデューティ
を制御する制御回路とを有する。
【００２３】
　本発明の昇降圧型スイッチングレギュレータにおいては、好ましくは、電圧出力端子と
基準電圧端子との間に出力コンデンサが接続され、出力電圧に対する定電圧フィードバッ
クループの周波数伝達関数を調整するための位相補償回路が設けられる。
【００２４】
　本発明の昇降型スイッチングレギュレータは、インダクタンス素子を流れるインダクタ
電流に応じて、つまり電流モードで降圧動作または昇圧動作を行う。このような電流モー
ド方式によれば、周波数特性において２次の極が低周波と高周波の２つの極に分離され、
位相補償回路は簡単な積分回路で足り、典型的には１個の抵抗と１個のコンデンサとから
なる積分回路を用いて安定かつ高速の定電圧出力動作を行うことが可能である。
【００２５】
　また、降圧動作から昇圧動作への遷移、あるいは昇圧動作から降圧動作への遷移を持続
的なスイッチング動作の中でスムースに行えるとともに、入力電圧と出力電圧が接近した
状態では、降圧用および昇圧用スイッチング回路のスイッチング動作がすべて停止しスイ
ッチング損失の無い高効率の定電圧出力動作（スルー動作）を行うことができる。
【００２６】
　本発明の好適な一態様において、前記可変三角波生成回路は、前記一定周波数のクロッ
クを発生する発振回路と、前記クロックに同期し、前記出力電圧に比例した第１の傾きを
有する第１の一次三角波信号を発生する第１の一次三角波発生回路と、クロックに同期し
、前記入力電圧に比例した第２の傾きを有する第２の一次三角波信号を発生する第２の一
次三角波発生回路と、前記誤差電圧と前記第１の一次三角波信号とを第１の演算処理にか
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けて前記第１の可変三角波信号を生成する第１の演算回路と、前記誤差電圧と前記入力電
圧と前記出力電圧と前記第２の一次三角波信号とを第２の演算処理にかけて前記第２の可
変三角波信号を生成する第２の演算回路とを有する。
【００２７】
　この場合、好適な一態様として、第１の演算回路は、アナログ演算回路として構成され
てよく、誤差電圧から第１の一次三角波信号を減じてその差を表す第１の差信号を生成す
る第１の減算回路を有し、第１の差信号を第１の可変三角波信号として出力する。
【００２８】
　また、第２の演算回路は、アナログ演算回路として構成されてよく、入力電圧と出力電
圧とを加え合わせてその和を表す第１の和信号を生成する第１の加算回路と、第１の和信
号に所定の定数（たとえばクロックの周期を前記インダクタンス素子のインダクタンスで
割った値）を乗じてその積を表す積信号を生成する乗算回路と、誤差電圧から積信号を減
じてその差を表す第２の差信号を生成する第２の減算回路と、第２の差信号と第２の一次
三角波信号とを加え合わせてその和を表す第２の和信号を生成する第２の加算回路とを有
し、第２の和信号を第２の可変三角波信号として出力する。
【００２９】
　本発明の好適な一態様においては、第１の可変三角波信号の傾きは負であり、第２の可
変三角波信号の傾きは正であり、第１の可変三角波信号の第１のボトムピークレベルと第
２の可変三角波信号の第２のトップピークレベルとが一致または近似する。
【００３０】
　本発明の好適な一態様において、電流センス回路は、電圧入力端子と電圧出力端子とイ
ンダクタンス素子の両端子に接続され、たとえば電流ミラー回路を用いてインダクタ電流
を検出する。電流センス回路より生成される電流センス信号は、インダクタ電流の瞬時値
に比例する電圧レベルを有する。
【００３１】
　本発明の好適な一態様においては、第１のスイッチング回路が、基準電圧端子とインダ
クタンス素子の一方の端子との間に接続された第１のスイッチング素子と、電圧入力端子
とインダクタンス素子の一方の端子との間に接続された第２のスイッチング素子とを有す
る。そして、第１のスイッチング制御回路が、電流センス信号の電圧レベルが第１の可変
三角波信号の電圧レベルと交わるときに第１のスイッチング回路にスイッチング動作を行
わせ、各スイッチングサイクルを開始してから電流センス信号の電圧レベルが第１の可変
三角波信号の電圧レベルと交わるまでの前期の期間中は第１のスイッチング素子をオフ、
第２のスイッチング素子をオンにし、電流センス信号の電圧レベルが第１の可変三角波信
号の電圧レベルと交わってから当該スイッチングサイクルが終了するまでの後期の期間中
は第１のスイッチング素子をオン、第２のスイッチング素子をオフにする。
【００３２】
　また、第２のスイッチング回路が、基準電圧端子とインダクタンス素子の他方の端子と
間に接続された第３のスイッチング素子と、電圧出力端子とインダクタンス素子の他方の
端子との間に接続された第４のスイッチング素子とを有する。そして、第２のスイッチン
グ制御回路が、電流センス信号の電圧レベルが第２の可変三角波信号の電圧レベルと交わ
るときに第２のスイッチング回路にスイッチング動作を行わせ、各スイッチングサイクル
を開始してから電流センス信号の電圧レベルが第２の可変三角波信号の電圧レベルと交わ
るまでの前期の期間中は第３のスイッチング素子をオフ、第４のスイッチング素子をオン
にし、電流センス信号の電圧レベルが第２の可変三角波信号の電圧レベルと交わってから
当該スイッチングサイクルが終了するまでの後期の期間中は第３のスイッチング素子をオ
ン、第４のスイッチング素子をオフにする。
【発明の効果】
【００３３】
　本発明の昇降圧型スイッチングレギュレータによれば、上記のような構成および作用に
より、広範囲な動作条件の下で複雑・大規模・高コストな位相補償回路を要することなく
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安定、高速、高効率の定電圧出力動作を行うことができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００３４】
　以下、図１～図１３を参照して、本発明の好適な実施形態を説明する。
【００３５】
　図１に、本発明の好適な一実施形態における昇降圧型スイッチングレギュレータの回路
構成を示す。
【００３６】
　この昇降圧型スイッチングレギュレータは、一対の降圧用トランジスタＭ1，Ｍ2、一対
の昇圧用トランジスタＭ3，Ｍ4、インダクタンスコイル１０、出力コンデンサＣoおよび
制御回路１２で構成されている。
【００３７】
　より詳しくは、インダクタンスコイル１０の両端子がノードＮa，Ｎbにそれぞれ接続さ
れている。そして、グランド電位の基準電圧端子（ＶSS）とノードＮaとの間にＮＭＯＳ
トランジスタＭ1が接続され、電圧入力端子１４とノードＮaとの間にＰＭＯＳトランジス
タＭ2が接続されている。また、グランド電位の基準電圧端子（ＶSS）とノードＮbとの間
にＮＭＯＳトランジスタＭ3が接続され、電圧出力端子１５とノードＮbとの間にＰＭＯＳ
トランジスタＭ4が接続されている。電圧出力端子１５とグランド電位の基準電圧端子（
ＶSS）との間に出力コンデンサＣoが接続されている。電圧入力端子１４はたとえば１次
電池または２次電池（図示せず）に接続され、電圧出力端子１５は任意の負荷回路（図示
せず）に接続される。
【００３８】
　この昇降圧型スイッチングレギュレータは、１次電池または２次電池より電圧入力端子
１４に入力される入力電圧Ｖiの電圧レベルに応じて、入力電圧Ｖiよりも低い定格の出力
電圧Ｖoを生成する降圧動作、入力電圧Ｖiをそのまま定格の出力電圧Ｖoとして出力する
スルー動作、または入力電圧Ｖiよりも高い定格の出力電圧Ｖoを生成する昇圧動作のいず
れかを自動的に選択するように構成されている。
【００３９】
　制御回路１２は、降圧用の駆動回路１６および昇圧用の駆動回路１８を有している。降
圧動作では、昇圧用駆動回路１８により定常的に昇圧用トランジスタＭ3，Ｍ4をそれぞれ
オフ状態、オン状態に保ち、降圧用駆動回路１６により降圧用トランジスタＭ1，Ｍ2を各
スイッチングサイクル毎に可変のデューティでオン、オフさせるようになっている。スル
ー動作では、降圧用駆動回路１６により定常的に降圧用トランジスタＭ1，Ｍ2をそれぞれ
オフ状態、オン状態に保つとともに、昇圧用駆動回路１８により定常的に昇圧用トランジ
スタＭ3，Ｍ4をそれぞれオフ状態、オン状態に保つようになっている。また、昇圧動作で
は、降圧用駆動回路１６により定常的に降圧用トランジスタＭ1，Ｍ2をそれぞれオフ状態
、オン状態に保ち、昇圧用駆動回路１８により昇圧用トランジスタＭ3，Ｍ4を各スイッチ
ングサイクル毎に可変のデューティでオン、オフさせるようになっている。
【００４０】
　制御回路１２は、降圧用トランジスタＭ1，Ｍ2および昇圧用トランジスタＭ3，Ｍ4に対
して上記のような定電圧のＰＷＭ制御を行うために、出力電圧フィードバック回路２０、
インダクタ電流センス回路２２、可変三角波生成回路２４、スイッチング制御回路２６，
２８を有している。
【００４１】
　出力電圧フィードバック回路２０は、分圧回路３０、誤差増幅回路３２および位相補償
回路３４で構成されている。分圧回路３０は、抵抗３６，３８からなり、電圧出力端子１
５からの出力電圧Ｖoを抵抗３６，３８の抵抗値に応じた一定の比率で分圧する。誤差増
幅回路３２は、演算増幅器からなり、分圧回路３０からの分圧電圧Ｖfbを基準電圧発生回
路３５からの所定の基準電圧Ｖrefと比較し、その差分を一定の増幅率で増幅して、誤差
電圧Ｖerrを生成する。位相補償回路３４は、誤差増幅回路３２の出力端子とグランド電
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位の基準電圧端子（Ｖss）との間に直列に接続された抵抗４０およびコンデンサ４２から
なり、定電圧フィードバックループの周波数伝達関数の調整（安定化）のために、特に周
波数伝達関数において極を外すために用いられる。
【００４２】
　可変三角波生成回路２４は、発振回路４４、一次三角波発生回路４６，４８およびアナ
ログ演算回路５０を有し、入力電圧Ｖiおよび出力電圧Ｖoが変化しない定常（平衡）状態
において、図５に模式的に示すように、出力電圧ＶOに比例した負の傾き（－Ｖo／Ｌ）を
有する第１の可変三角波信号（二次三角波信号）ＶRP1と、入力電圧Ｖiに比例した正の傾
き（Ｖi／Ｌ）を有する第２の可変三角波信号（二次三角波信号）ＶRP2とを出力する。こ
こで、係数のＬはインダクタンスコイル１０のインダクタンスである。また、第１および
第２の可変三角波信号ＶRP1，ＶRP2のそれぞれの傾きは、入力電圧Ｖi、出力電圧Ｖoが変
化すると、その変化に応じてそれぞれ変化する。
【００４３】
　発振回路４４は、スイッチングサイクルＴSを規定する一定周波数のクロックＣＫを発
生する。一方の一次三角波発生回路４６は、発振回路４４からのクロックＣＫと電圧出力
端子１５からの出力電圧Ｖoとを入力し、出力電圧Ｖoに比例した正の傾き（Ｖo／Ｌ）を
有する第１の一次三角波信号ＶS1を発生する。他方の一次三角波発生回路４８は、発振回
路４４からのクロックＣＫと電圧入力端子１４からの入力電圧Ｖiとを入力し、入力電圧
Ｖiに比例した正の傾き（Ｖi／Ｌ）を有する第２の一次三角波信号ＶS2を発生する。
【００４４】
　図２に、第１および第２の一次三角波信号ＶS1，ＶS2の波形を示す。両信号ＶS1，ＶS2

の周期ＴSは、クロックＣＫの周期と一致し、ＰＷＭ制御のスイッチングサイクルに相当
する。両信号ＶS1，ＶS2のピークレベルはそれぞれＶo＊ＴS／Ｌ、Ｖi＊ＴS／Ｌである。
【００４５】
　ここで、第２の一次三角波信号ＶS2は、入力電圧Ｖiがバッテリ（１次電池または２次
電池）の消耗度に応じて経時的に低下するため、図３に示すように、傾き（Ｖi／Ｌ）お
よびピークレベル（Ｖi＊ＴS／Ｌ）が経時的に減少または低下するという特質がある。一
方、第１の一次三角波信号ＶS1の方は、出力電圧Ｖoが入力電圧Ｖiの変化に拘わらず定格
値付近に維持されるので、傾き（Ｖo／Ｌ）およびピークレベルＰ1（Ｖo＊ＴS／Ｌ）のい
ずれも経時的に安定している、つまり殆ど変化しないという特質がある。
【００４６】
　アナログ演算回路５０は、誤差増幅回路３２からの誤差電圧Ｖerrと、一次三角波発生
回路４６，４８からの一次三角波信号ＶS1，ＶS2と、電圧入力端子１４からの入力電圧Ｖ

iと、電圧出力端子１５からの出力電圧Ｖoとを入力し、それらの入力信号を所定のアナロ
グ演算処理にかけて、上記第１および第２の可変三角波信号（二次三角波信号）ＶRP1，
ＶRP2を生成する。
【００４７】
　図４に、アナログ演算回路５０の回路構成例を示す。このアナログ演算回路５０は、減
算回路５２で誤差電圧Ｖerrと一次三角波信号ＶS1との差をアナログ演算し、その差信号
（Ｖerr－ＶS1）を第１の可変三角波信号ＶRP1として出力する。また、加算回路５４で入
力電圧Ｖiと出力電圧Ｖoとの和をアナログ演算し、乗算回路５６で和信号（Ｖi＋Ｖo）と
定数ＴS／Ｌとの積をアナログ演算し、減算回路５８で誤差電圧Ｖerrと積信号（Ｖi＋Ｖo

）＊ＴS／Ｌとの差をアナログ演算し、加算回路５４で差信号{Ｖerr－（Ｖi＋Ｖo）＊ＴS

／Ｌ}と一次三角波信号ＶS2との和をアナログ演算し、その和信号［{Ｖerr－（Ｖi＋Ｖo

）＊ＴS／Ｌ}＋ＶS2］を第２の可変三角波信号ＶRP2として出力する。
【００４８】
　図５に、第１および第２の可変三角波信号ＶRP1，ＶRP2の波形を示す。両信号ＶRP1，
ＶRP2は、クロックサイクルＴSで同期している。第１の可変三角波信号ＶRP1は、入力電
圧Ｖi、出力電圧Ｖoが変化しない定常状態のとき、傾きが－Ｖo／Ｌ、トップピークレベ
ルがＶerr、ボトムピークレベルが（Ｖerr－Ｖo＊ＴS／Ｌ）である。第２の可変三角波信
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号ＶRP2は、入力電圧Ｖi、出力電圧Ｖoが変化しない定常状態のとき、傾きがＶi／Ｌ、ト
ップピークレベルが（Ｖerr－Ｖo＊ＴS／Ｌ）、ボトムピークレベルが{Ｖerr－（Ｖi＋Ｖ

o）＊ＴS／Ｌ}である。
【００４９】
　図５に示すように、各クロックサイクルの終了時において、第１の可変三角波信号ＶRP

1のボトムピークレベルと第２の可変三角波信号ＶRP2のトップピークレベルはどちらも（
Ｖerr－Ｖo＊ＴS／Ｌ）であり、理想的には一致する。
【００５０】
　また、第１および第２の可変三角波信号ＶRP1，ＶRP2はすべてのピークレベルにおいて
誤差電圧Ｖerrを共通または基準因子としている。したがって、誤差電圧Ｖerrが変化して
も、その変化量に基づく両信号ＶRP1，ＶRP2のトップピークレベルおよびボトムピークレ
ベルの変化量はすべて同一である。通常、バッテリ（１次電池または２次電池）の消耗に
より入力電圧Ｖiが低下するにつれて、フィードバック制御に起因して、誤差電圧Ｖerrは
次第に上昇する。その中で、第２の可変三角波信号ＶRP2の方は、入力電圧Ｖiが低下する
につれて、図６に示すように、傾き（Ｖi／Ｌ）が段々と減少し、ボトムピークレベル{Ｖ

err－（Ｖi＋Ｖo）＊ＴS／Ｌ}は段々と上昇する。上述のように、第１および第２の三角
波信号ＶRP1，ＶRP2は、誤差電圧Ｖerrを基準因子としているため、出力電圧Ｖoの変化に
伴って誤差電圧Ｖerrが変化すると、その変化に応じて第１および第２の三角波信号ＶRP1

，ＶRP2の傾きが変化する。
【００５１】
　上記のようにして可変三角波生成回路２４より生成される第１および第２の可変三角波
信号ＶRP1，ＶRP2は、第１および第２のスイッチング制御回路２６，２８にそれぞれ与え
られる。
【００５２】
　インダクタ電流センス回路２２は、インダクタコイル１０の両端子、電圧入力端子１４
および電圧出力端子１５に接続されており、たとえば電流ミラー回路（図示せず）を用い
てインダクタコイル１０を流れるインダクタ電流ＩLを検出し、インダクタ電流ＩLの瞬時
値に比例する電圧信号を電流センス信号Ｖisnsとして出力する。この電流センス信号Ｖis

nsは、第１および第２のスイッチング制御回路２６，２８に与えられる。
【００５３】
　第１のスイッチング制御回路２６は、コンパレータ６２とＳＲラッチ回路（フリップフ
ロップ）６４とからなる。コンパレータ６２は、その正極側入力端子（＋）に電流センス
信号Ｖisnsを入力するとともに、その負極側入力端子（－）に第１の可変三角波信号ＶRP

1を入力し、両入力信号Ｖisns，ＶRP1の電圧レベルを比較して、Ｖisns＜ＶRP1のときは
論理値Ｌの出力信号を発生し、Ｖisns≧ＶRP1のときは論理値Ｈの出力信号を発生するよ
うになっている。ＳＲラッチ回路６４は、リセット入力端子（Ｒ）に発振回路４４からの
クロックＣＫを入力し、セット入力端子（Ｓ）にコンパレータ６２の出力信号を入力する
。ＳＲラッチ回路６４の出力信号は、第１のＰＷＭスイッチング信号ＶPWM1として降圧用
駆動回路１６に与えられる。
【００５４】
　第２のスイッチング制御回路２８は、コンパレータ６６とＳＲラッチ回路６８とからな
る。コンパレータ６６は、その負極側入力端子（－）に電流センス信号Ｖisnsを入力する
とともに、その正極側入力端子（＋）に第２の可変三角波信号ＶRP2を入力し、両入力信
号Ｖisns，ＶRP2の電圧レベルを比較して、Ｖisns＞ＶRP1のときは論理値Ｌの出力信号を
発生し、Ｖisns≦ＶRP1のときは論理値Ｈの出力信号を発生するようになっている。ＳＲ
ラッチ回路６８は、リセット入力端子（Ｒ）に発振回路４４からのクロックＣＫを入力し
、セット入力端子（Ｓ）にコンパレータ６６の出力信号を入力する。ＳＲラッチ回路６８
の出力信号は、第２のＰＷＭスイッチング信号ＶPWM2として昇圧用駆動回路１８に与えら
れる。
【００５５】
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　次に、図７～図１１につき、この実施形態における昇降圧型スイッチングレギュレータ
の作用を説明する。
【００５６】
　図７に、この昇降圧型スイッチングレギュレータにおいて降圧動作が行われるときの各
部の波形を示す。クロックＣＫの立ち上がりで、つまりスイッチングサイクルの開始で、
第１および第２のスイッチング制御回路２６，２８のＳＲラッチ回路６４，６８がそれぞ
れリセットされ、第１および第２のＰＷＭスイッチング信号ＶPWM1，ＶPWM2はそれぞれ強
制的にＬレベルにリセットされる。これにより、降圧用トランジスタ［Ｍ1，Ｍ2］はＭ1

がオフし、Ｍ2がオンする。昇圧用トランジスタ［Ｍ3，Ｍ4］はＭ3がオフし、Ｍ4がオン
する。電流センス信号Ｖisnsは、インダクタ電流ＩLの初期値に対応した値、つまり第１
の可変三角波信号ＶRP1のボトムピークレベルでもあり第２の可変三角波信号ＶRP2のトッ
プピークレベルでもある基準レベル（Ｖerr－Ｖo＊ＴS／Ｌ）の値をとる。
【００５７】
　入力電圧Ｖiが定格の出力電圧Ｖoよりもまだ高いときは、トランジスタＭ2，Ｍ4が同時
にオンすると、インダクタンスコイル１０を流れるインダクタ電流ＩLの電流値が（Ｖi－
Ｖo）／Ｌの変化率で増大し、電流センス信号Ｖisnaの電圧レベルも（Ｖi－Ｖo）／Ｌの
傾きを持ちながらリニアに上昇する。
【００５８】
　こうして、当該スイッチングサイクルにおいて、基準レベル（Ｖerr－Ｖo＊ＴS／Ｌ）
から（Ｖi－Ｖo）／Ｌの正の傾きで上昇する電流センス信号Ｖisnsの電圧レベルと、トッ
プピークレベル（Ｖerr）から－Ｖo／Ｌの負の傾きで下降する第１の可変三角波信号ＶRP

1の電圧レベルとが一致または交差するタイミングｔAが必ず到来する。このタイミングｔ

Aが来た時に、第１のスイッチング制御回路２６ではコンパレータ６２の出力信号がＨレ
ベルになってＳＲラッチ回路６４がセットされ、第１のＰＷＭスイッチング信号ＶPWM1が
それまでのＬレベルからＨレベルに変わり、降圧用トランジスタ［Ｍ1，Ｍ2］はＭ1がオ
ンし、Ｍ2がオフする。
【００５９】
　Ｍ1がオンし、Ｍ2がオフすると、インダクタンスコイル１０のノードＮa側の端子はグ
ランド電位の基準電圧端子（ＶSS）に接続され、インダクタンスコイル１０を流れるイン
ダクタ電流ＩLは－Ｖo／Ｌの変化率で減少し、電流センス信号Ｖisnsも－Ｖo／Ｌの傾き
を持ちながら第１の可変三角波信号ＶRP1と一緒に（重なったまま）降下する。
【００６０】
　一方、第２のスイッチング制御回路２８では、クロックＣＫの立ち上がりでＳＲラッチ
回路６８がリセットされてからコンパレータ６６の出力信号はＬレベルのまま変わらない
。このため、昇圧用トランジスタ［Ｍ3，Ｍ4］は、Ｍ3がオフ状態を維持し、Ｍ4がオン状
態を維持する。
【００６１】
　こうして、当該スイッチングサイクルの終了間際には、電流センス信号Ｖisnsは第１の
可変三角波信号ＶRP1と一緒に基準レベル（Ｖerr－Ｖo＊ＴS／Ｌ）に戻る。直後に、次の
クロックＣＫが立ち上がると、ＳＲラッチ回路６４，６８がリセットされ、上記と同様の
動作が最初から繰り返される。
【００６２】
　上記のように経時的にはバッテリの消耗により入力電圧Ｖiが次第に低下する反面、出
力電圧Ｖoは定格値付近に安定に保持される。しかし、瞬時的には、逆に、入力電圧Ｖiが
大体一定で、出力電圧Ｖoが細かく変動する。
【００６３】
　図８に、降圧動作における１サイクル単位の瞬時的な動作を示す。図示の例は、負荷電
流が増大して出力電圧ＶoがδＶoだけ（ただし、δＶo＞０）下がる際のスイッチングサ
イクルにおける各部の波形を示す。なお、出力電圧ＶoがδＶoだけ変化すると、その変化
に応答して誤差電圧ＶerrもδＶerrだけ変化するが、δＶoとδＶerrとの関係はδＶo≪
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δＶerrとなる。これは、誤差電圧Ｖerrが、出力電圧Ｖoの分圧電圧Ｖfbと基準電圧Ｖref

との差分を誤差増幅回路３２で増幅したものであるためである。
【００６４】
　出力電圧Ｖoが一定（定常状態）の場合、誤差電圧Ｖerrは変化せず、図示のように、第
１の可変三角波信号ＶRP1のトップピークレベルはＶerrのままであり、その降下する傾き
は－Ｖo／Ｌである。また、電流センス信号Ｖisnsの上昇する傾きは（Ｖi－Ｖo）／Ｌで
あり、第１の三角波信号ＶRP1と電流センス信号Ｖisnsとは図中のＡ点で交叉し、１サイ
クル中におけるＡ点までの期間ＴAがトランジスタＭ1，Ｍ2のオンオフ時間を規定する。
電流センス信号Ｖisnsの波形はインダクタ電流ＩLの波形に対応しており、インダクタ電
流ＩLは、Ａ点に至るまでリニアに上昇し、Ａ点を過ぎるとリニアに減少する。
【００６５】
　出力電圧Ｖoが降下し、誤差電圧Ｖerrが１サイクル中にδＶerrだけ上昇する場合を考
える。このとき、第１の可変三角波信号ＶRP1’のトップピークレベルは、図示のように
、１サイクル中においてＶerrからＶerr＋δＶerrに変化し、ボトムピークレベルは（Ｖe

rr－Ｖo・Ｔs／Ｌ）（点Ｑ）から{Ｖerr＋δＶerr－（Ｖo－δＶo）・Ｔs／Ｌ}（点Ｑ’
）に変化する。これに伴い、第１の可変三角波信号ＶRP1’の降下する傾きは、－（Ｖo－
δＶo）／Ｌ＋δＶerr／Ｔsに変化する。また、電流センス信号Ｖisns’の上昇する傾き
は（Ｖi－Ｖo＋δＶo）／Ｌとなり、第１の三角波信号ＶRP1’と電流センス信号Ｖisns’
とはＡ’点で交叉する。図から明らかなように、時間軸上で、Ａ’点はＡ点よりも右側に
シフトしており、このシフト量（ＴA’－ＴA）だけトランジスタＭ2のオン時間が長くな
り、インダクタ電流ＩL’が増加する。
【００６６】
　このように、出力電圧ＶoがδＶoだけ降下すると、１サイクル中のトランジスタＭ2の
オン時間が長くなり、１サイクル中のインダクタ電流が増加し、その増加分だけ出力コン
デンサＣoに供給される電流が増加するため、出力電圧をＶoに戻そうとするフィードバッ
ク制御がかかることになる。
【００６７】
　出力電圧ＶoがδＶoだけ上昇する場合には、各部の変化の方向が上記と逆になり、出力
電圧をδＶoだけ下げようとするフィードバック制御が行われることになる。
【００６８】
　なお、バッテリの消耗により入力電圧Ｖiが経時的に低下するにつれて、図９に示すよ
うに、スイッチングサイクルの開始直後に電流センス信号Ｖisnsの電圧レベルが上昇する
傾き（Ｖi－Ｖo）／Ｌは減少し、それに伴って第１の可変三角波信号ＶRP1と交差するま
での時間ＴA（トランジスタＭ2のオン時間）が長くなる。そして、入力電圧Ｖiが出力電
圧Ｖoの定格値まで下がると、電流センス信号Ｖisnsの傾き（Ｖi－Ｖo）／Ｌが零で、Ｔc

＝ＴS、デューティ１００％に至り、その時点で降圧動作からスルー動作に移行する。
【００６９】
　図１０に、スルー動作における各部の波形を示す。スルー動作においても、降圧動作の
ときと同様に、クロックＣＫの立ち上がりで第１および第２のスイッチング制御回路２６
，２８のＳＲラッチ回路６４，６８がリセットされ、降圧用トランジスタ［Ｍ1，Ｍ2］は
Ｍ1がオフ、Ｍ2がオンし、昇圧用トランジスタ［Ｍ3，Ｍ4］はＭ3がオフ、Ｍ4がオンする
。電流センス信号Ｖisnsは基準レベル（Ｖerr－Ｖo＊ＴS／Ｌ）の初期値をとる。
【００７０】
　しかし、Ｖi＝Ｖoであるときは、トランジスタＭ2，Ｍ4が同時にオンしても、インダク
タンスコイル１０を流れるインダクタ電流ＩLは負荷電流と一致し、増加も減少もせず、
電流センス信号Ｖisnsは傾きが零のままで初期値の電圧レベルを維持する。このため、電
流センス信号Ｖisnsが第１の可変三角波信号ＶRP1とは交差しないまま（第２の可変三角
波信号ＶRP2とも交差しないまま）、当該スイッチングサイクルの期間が終了する。
【００７１】
　こうして、Ｖi＝Ｖoの状態が続く間は、降圧用トランジスタ［Ｍ1，Ｍ2］はＭ1がオフ
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状態、Ｍ2がオン状態を維持し、昇圧用トランジスタ［Ｍ3，Ｍ4］はＭ3がオフ状態、Ｍ4

がオン状態を維持する。そして、入力電圧Ｖiが出力電圧Ｖoの定格値よりも低くなると、
スルー動作から昇圧動作に移行する。
【００７２】
　図１１に、この昇降圧型スイッチングレギュレータにおいて昇圧動作が行われるときの
各部の波形を示す。昇圧動作のときも、スイッチングサイクル開始時の初期状態は降圧動
作およびスルー動作と同じである。すなわち、クロックＣＫの立ち上がりで、ＳＲラッチ
回路６４，６８がリセットされ、降圧用トランジスタ［Ｍ1，Ｍ2］はＭ1がオフ、Ｍ2がオ
ンし、昇圧用トランジスタ［Ｍ3，Ｍ4］はＭ3がオフ、Ｍ4がオンする。電流センス信号Ｖ

isnsは基準レベル（Ｖerr－Ｖo＊ＴS／Ｌ）の初期値をとる。しかし、トランジスタＭ2，
Ｍ4が同時にオンすると、インダクタンスコイル１０の両端子の電圧（Ｖi，Ｖo）がＶi＜
Ｖoであるため、インダクタ電流ＩLは（Ｖi－Ｖo）／Ｌの変化率で減少し、電流センス信
号Ｖisnsの電圧レベルも（Ｖi－Ｖo）／Ｌの負の傾きで下降する。
【００７３】
　こうして、当該スイッチングサイクルにおいて、基準レベル（Ｖerr－Ｖo＊ＴS／Ｌ）
から（Ｖi－Ｖo）／Ｌの負の傾きで下降する電流センス信号Ｖisnsの電圧レベルと、ボト
ムピークレベル{Ｖerr－（Ｖi＋Ｖo）＊ＴS／Ｌ}からＶi／Ｌの正の傾きで上昇する第２
の可変三角波信号ＶRP2の電圧レベルとが一致または交差するタイミングｔBが必ず到来す
る。このタイミングｔBが来た時に、第２のスイッチング制御回路２８ではコンパレータ
６６の出力信号がＨレベルになってＳＲラッチ回路６８がセットされ、第２のＰＷＭスイ
ッチング信号ＶPWM2がそれまでのＬレベルからＨレベルに変わり、昇圧用トランジスタ［
Ｍ3，Ｍ4］はＭ3がオンし、Ｍ4がオフする。
【００７４】
　Ｍ3がオンし、Ｍ4がオフすると、インダクタンスコイル１０のノードＮb側の端子はグ
ランド電位の基準電圧端子（ＶSS）に接続され、インダクタンスコイル１０を流れるイン
ダクタ電流ＩLはＶi／Ｌの変化率で増大し、電流センス信号ＶisnsもＶi／Ｌの傾きを持
ちながら第２の可変三角波信号ＶRP2と一緒に（重なったまま）上昇する。
【００７５】
　一方、第１のスイッチング制御回路２６では、クロックＣＫの立ち上がりでＳＲラッチ
回路６４がリセットされてからコンパレータ６２の出力信号はＬレベルのまま変わらない
。このため、降圧用トランジスタ［Ｍ1，Ｍ2］は、Ｍ1がオフ状態を持続し、Ｍ2がオン状
態を持続する。
【００７６】
　こうして、当該スイッチングサイクルの終了間際には、電流センス信号Ｖisnsは第２の
可変三角波信号ＶRP1と一緒に基準レベル（Ｖerr－Ｖo＊ＴS／Ｌ）に戻る。直後に、次の
クロックＣＫが立ち上がると、ＳＲラッチ回路６４，６８がリセットされ、上記と同様の
動作が最初から繰り返される。
【００７７】
　図１２に、昇圧動作における１サイクル単位の瞬時的な動作を示す。図示の例は、負荷
電流が増大して出力電圧ＶoがδＶoだけ（ただし、δＶo＞０）下がる際のスイッチング
サイクルにおける各部の波形を示す。
【００７８】
　出力電圧Ｖoが一定（定常状態）の場合、誤差電圧Ｖerrは変化せず、図示のように、第
２の可変三角波信号ＶRP2のトップピークレベルは（Ｖerr－Ｖo・Ｔs／Ｌ）のままであり
、その上昇する傾きはＶi／Ｌである。また、電流センス信号Ｖisnsの降下する傾きは（
Ｖi－Ｖo）／Ｌであり、第２の三角波信号ＶRP2と電流センス信号Ｖisnsとは図中のＢ点
で交叉し、１サイクル中におけるＢ点までの期間ＴBがトランジスタＭ3，Ｍ4のオンオフ
時間を規定する。電流センス信号Ｖisnsの波形はインダクタ電流ＩLの波形に対応してお
り、インダクタ電流ＩLは、Ｂ点に至るまでリニアに降下し、Ｂ点を過ぎるとリニアに上
昇する。
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【００７９】
　出力電圧Ｖoが降下し、誤差電圧Ｖerrが１サイクル中にδＶerrだけ上昇する場合を考
える。このとき、第２の可変三角波信号ＶRP2’のトップピークレベルは、図示のように
、１サイクル中において（Ｖerr－Ｖo・Ｔs／Ｌ）（点Ｑ）から{Ｖerr＋δＶerr－（Ｖo

－δＶo）・Ｔs／Ｌ}（点Ｑ’）に変化し、ボトムピークレベルは{Ｖerr－（Ｖi＋Ｖo）
・Ｔs／Ｌ}（点Ｒ）から{Ｖerr＋δＶerr－（Ｖi＋Ｖo－δＶo）・Ｔs／Ｌ}（点Ｒ’）に
変化する。これに伴い、第２の可変三角波信号ＶRP2’の上昇する傾きは、Ｖi／Ｌ＋δＶ

err／Ｔsに変化する。また、電流センス信号Ｖisns’の降下する傾きは（Ｖi－Ｖo＋δＶ

o）／Ｌとなり、第２の三角波信号ＶRP2’と電流センス信号Ｖisns’とはＢ’点で交叉す
る。図から明らかなように、時間軸上で、Ｂ’点はＢ点よりも左側にシフトしており、こ
のシフト量（ＴB’－ＴB）だけトランジスタＭ4のオン時間が短くなり、インダクタ電流
ＩL’が増加する。
【００８０】
　このように、昇圧動作においても、出力電圧ＶoがδＶoだけ降下すると、１サイクル中
のトランジスタＭ4のオン時間が短くなり、１サイクル中のインダクタ電流が増加し、そ
の増加分だけ出力コンデンサＣoに供給される電流が増加するため、出力電圧をＶoに戻そ
うとするフィードバック制御がかかることになる。
【００８１】
　出力電圧ＶoがδＶoだけ上昇する場合には、各部の変化の方向が上記と逆になり、出力
電圧をδＶoだけ下げようとするフィードバック制御が行われることになる。
【００８２】
　図１３に示すように、スルー動作から昇圧動作に移行して間もない頃は、スイッチング
サイクルの開始直後に電流センス信号Ｖisnsの電圧レベルが下降する傾き（Ｖi－Ｖo）／
Ｌは小さく、電流センス信号Ｖisnsが第２の可変三角波信号ＶRP2と交差してから当該ス
イッチングサイクルが終了するまでの時間ＴB（トランジスタＭ3のオン時間）は短い。し
かし、バッテリの消耗により入力電圧Ｖiがさらに低下すると、電流センス信号Ｖisnsの
負の傾き（Ｖi－Ｖo）／Ｌが増大し、トランジスタＭ3のオン時間（ＴB）が長くなる。
【００８３】
　そして、入力電圧Ｖiが所定の下限値まで下がると、当該電子機器に備わっている所定
の電圧監視回路（図示せず）が作動してアラームを出し、あるいは当該電子機器の動作が
止まり、ユーザに二次電池の再充電を促すようになっている。なお、入力電圧Ｖiが出力
電圧Ｖoの定格値よりも低いレベルから高いレベルまで上昇するときは、上記の作用とは
逆方向に昇圧動作からスルー動作を経て降圧動作に移行することになる。
【００８４】
　上記したように、この実施形態における昇降型スイッチングレギュレータは、電圧入力
端子１４に入力される入力電圧Ｖiと、電圧出力端子１５に得られる出力電圧Ｖoと、イン
ダクタンス素子１０を流れるインダクタ電流ＩLとを検出またはフィードバックし、制御
回路１２が、それらの検出値またはフィードバック値に基づいて、出力電圧Ｖoを所望の
定格電圧に保つように、降圧用トランジスタ［Ｍ1，Ｍ2］または昇圧用トランジスタ［Ｍ

3，Ｍ4］のいずれか片方を選択的に一定の周波数でスイッチング動作させるとともに、そ
れぞれのスイッチング動作におけるデューティを制御するようにしている。
【００８５】
　インダクタ電流ＩLに応じて、つまり電流モードで降圧動作または昇圧動作を行うスイ
ッチングレギュレータは、その周波数特性においてインダクタンスコイル１０と出力コン
デンサＣoとによって生成される２次の極が低周波と高周波の２つの極に分離されるため
に、位相補償回路には積分回路のみが必要とされ、電圧モード（電圧のみに応じて降圧動
作または昇圧動作を行う方式）で必要とされる複雑な位相補償ネットワークを必要としな
い。
【００８６】
　半導体集積回路として製作されるスイッチングレギュレータにおいて位相補償に必要な
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抵抗およびキャパシタの数が多いと、スイッチングレギュレータを搭載する半導体チップ
のサイズを増大させ、コストの上昇を招く。上述したように、電圧モードの昇降圧型スイ
ッチングレギュレータで一般的に用いられている位相補償回路（図１４）は抵抗を３つ、
キャパシタを３つ使用する。これに対して、上記実施形態の昇降圧型スイッチングレギュ
レータ（図１）は、１個の抵抗４０と１個のキャパシタ４２とを使用するだけの簡単な積
分回路（位相補償回路）３４で安定かつ高速に降圧動作および昇圧動作を行うことができ
る。
【００８７】
　また、１個の抵抗４０と１個のキャパシタ４２とで構成される積分回路（位相補償回路
）３４の定数は、降圧動作および昇圧動作のいずれにも同じパラメータで対応することが
できる。このことによって、半導体チップのサイズ縮小化およびコスト低減が可能となる
だけでなく、広範囲な動作条件下で安定した定電圧出力動作を提供することができる。
【００８８】
　しかも、上記実施形態の昇降圧型スイッチングレギュレータ（図１）は、降圧動作から
昇圧動作への遷移、あるいは昇圧動作から降圧動作への遷移を持続的なスイッチング動作
の中でスムースに行えるため、ＤＣ－ＤＣコンバータ方式の切り換えを安定かつ高速に行
うことができる。さらに、入力電圧Ｖiと出力電圧Ｖoが接近した状態では、降圧用トラン
ジスタ［Ｍ1，Ｍ2］および昇圧用トランジスタ［Ｍ3，Ｍ4］のスイッチング動作がすべて
停止し、スイッチング損失の無い高効率の定電圧出力動作（スルー動作）が可能である。
【００８９】
　以上、本発明の好適な実施形態について説明したが、本発明は上記した実施形態に限定
されるものではなく、その技術思想の範囲内で種々の変形が可能である。
【００９０】
　たとえば、上記した実施形態では降圧用および昇圧用のスイッチング回路をそれぞれト
ランジスタ［Ｍ1，Ｍ2］，［Ｍ3，Ｍ4］で構成したが、たとえば降圧用スイッチング回路
のトランジスタＭ1あるいは昇圧用のスイッチング回路のトランジスタＭ4をダイオードに
置き換える構成も可能である。また、位相補償回路３４の回路構成も種種の変形が可能で
あり、位相補償回路３４を誤差増幅回路３２の前段に接続してもよい。
【００９１】
　インダクタ電流センス回路２２においてインダクタ電流ＩLを検出するための手段は任
意であり、たとえばインダクタンスコイル１０に電流検出用の抵抗素子を直列接続するこ
とも可能である。また、インダクタ電流ＩLと電流センス信号Ｖisnsとの対応関係に一定
の係数または定数を用いてもよい。
【図面の簡単な説明】
【００９２】
【図１】本発明の一実施形態における昇降圧型スイッチングレギュレータの回路構成を示
す回路図である。
【図２】上記昇降圧型スイッチングレギュレータにおける第１および第２の一次三角波信
号の波形を示す波形図である。
【図３】上記昇降圧型スイッチングレギュレータにおいて入力電圧の低下に応じて第２の
一次三角波信号の傾きが経時的に変化する様子を示す図である。
【図４】上記昇降圧型スイッチングレギュレータにおけるアナログ演算回路の回路構成を
示すブロック図である。
【図５】上記昇降圧型スイッチングレギュレータにおける第１および第２の可変三角波信
号の波形を示す波形図である。
【図６】上記昇降圧型スイッチングレギュレータにおいて入力電圧の低下に応じて第２の
可変三角波信号の傾きおよびボトムピークレベルが経時的に変化する様子を示す図である
。
【図７】上記昇降圧型スイッチングレギュレータにおいて降圧動作が行われるときの各部
の波形を示す波形図である。
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【図８】降圧動作において入力電圧の低下に応じて各部の波形が変化する様子を示す図で
ある。
【図９】降圧動作において出力電圧が瞬時的に変動したときの各部の波形の変化を示す図
である。
【図１０】上記昇降圧型スイッチングレギュレータにおいてスルー動作が行われるときの
各部の波形を示す波形図である。
【図１１】上記昇降圧型スイッチングレギュレータにおいて昇圧動作が行われるときの各
部の波形を示す波形図である。
【図１２】昇圧動作において出力電圧が瞬時的に変動したときの各部の波形の変化を示す
図である。
【図１３】昇圧動作において入力電圧の低下に応じて各部の波形が変化する様子を示す図
である。
【図１４】従来の代表的な昇降圧型スイッチングレギュレータの回路構成を示す回路図で
ある。
【図１５】上記従来の昇降圧型スイッチングレギュレータにおける動作を説明するための
波形図である。
【符号の説明】
【００９３】
　　１０　　インダクタンスコイル
　　１２　　制御回路
　　１４　　電圧入力端子
　　１５　　電圧出力端子
　　１６　　降圧用駆動回路
　　１８　　昇圧用駆動回路
　　２０　　電圧フィードバック回路
　　２２　　インダクタ電流センス回路
　　２４　　可変三角波生成回路
　　２６，２８　　スイッチング制御回路
　　３０　　分圧回路
　　３２　　誤差増幅回路
　　３４　　位相補償回路
　　４４　　発振回路
　　４６，４８　　一次三角波発生回路
　　５０　　アナログ演算回路
　　６２，６６　　コンパレータ
　　６４，６８　　ＳＲラッチ回路
　　Ｍ1，Ｍ2　　降圧用トランジスタ
　　Ｍ3，Ｍ4　　昇圧用トランジスタ
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