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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
入力信号を受信し、スイッチされた出力信号を供給する増幅器においてスイッチタイミン
グ誤差を有する少なくとも一つのパワースイッチの出力を線形化する方法であって、
前記入力信号を立上りパルスと立下りパルスの二状態を有する補償パルス（以下、二状態
補償パルス波形という）を使用して変調することによって補償された複合波形を生成する
ステップを含み、前記変調は前記入力信号に基づいて前記補償された複合波形のパルス幅
を決定するものであり、
前記補償された複合波形をスイッチタイミング誤差を有する前記少なくとも一つのパワー
スイッチを通過させることによって前記スイッチタイミング誤差のコモンモード消去を行
って前記スイッチされた出力信号を供給するステップを含む方法。
【請求項２】
前記二状態補償波形が、メモリ内のルックアップテーブルにアクセスすることによって生
成されるパルス幅を有する、請求の範囲第１項に記載の方法。
【請求項３】
変調によって誘導されたひずみを決定し、前記変調によって誘導されたひずみは前記入力
信号を前記二状態補償パルス波形で変調することにより誘導されたひずみを含み、前記入
力信号に前記変調によって誘導されたひずみの逆を加えることによって前記入力信号を事
前補償するステップをさらに含む、請求の範囲第１項に記載の方法。
【請求項４】
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前記変調によって誘導されたひずみの前記逆を決定するために使用される係数が、ルック
アップテーブルに記憶される、請求の範囲第３項に記載の方法。
【請求項５】
前記少なくとも一つのパワースイッチが複数のパワースイッチを含み、前記方法が、
前記複数のパワースイッチの個々のパワースイッチのオフとオンが行われるタイミングと
順序を制御して前記複数のスイッチによって制御される電源両端間のいずれかの期間の短
絡を実質的になくすステップをさらに含む、請求の範囲第１項に記載の方法。
【請求項６】
前記少なくとも一つのパワースイッチが複数のパワースイッチを含み、前記方法が、
前記入力信号の一部を処理して固定長と固定周波数を有するオーバサンプリングされた入
力信号を生成するステップと、
前記複数のパワースイッチの個々のパワースイッチのターンオフとターンオンが行われる
タイミングと順序を制御して、前記複数のスイッチによって制御される電源両端間のいず
れかの期間の短絡を実質的になくすステップとをさらに含む、請求の範囲第１項に記載の
方法。
【請求項７】
前記複数のパワースイッチの個々のパワースイッチのターンオフとターンオンを行うタイ
ミングと順序を制御する前記ステップが、高速デジタルクロックを使用してタイミングお
よび前記順序を制御するステップを含み、前記高速デジタルクロックが前記オーバサンプ
リングされた入力信号の前記固定周波数と同期する、請求の範囲第６項に記載の方法。
【請求項８】
前記少なくとも一つのパワースイッチが複数のパワースイッチを含み、前記複数のパワー
スイッチの各パワースイッチがエンハンスメントモードＭＯＳＦＥＴを含む、請求の範囲
第１項に記載の方法。
【請求項９】
入力信号を受信し、第一のモードと第二のモードと第三のモードとを含む複数の出力モー
ドを有し、スイッチされた出力信号を供給する三状態デジタルスイッチング増幅器であっ
て、
前記入力信号を受信し、立上りパルスと立下りパルスの二状態を有する補償パルス（以下
、二状態補償パルス波形という）を使用して前記入力信号を変調することによって前記入
力信号を処理して補償された複合波形を生成するデジタル信号プロセッサを含み、前記変
調は前記入力信号に基づいて前記補償された複合波形のパルス幅を決定するものであり、
スイッチタイミング誤差を含み、前記第一のモードと前記第二のモードと前記第三のモー
ドとの間でスイッチングを行い、前記デジタル信号プロセッサから前記補償された複合波
形を受信し、前記第一のモードと前記第二のモードと前記第三のモードとのうちの少なく
とも一つのモードで前記補償された複合波形を出力して前記スイッチタイミング誤差が実
質的にない前記スイッチされた出力信号を供給する少なくとも一つのパワースイッチとを
含む三状態デジタルスイッチング増幅器。
【請求項１０】
前記二状態補償波形が、メモリ内のルックアップテーブルにアクセスすることによって生
成されるパルス幅を有する、請求の範囲第９項に記載の三状態デジタルスイッチング増幅
器。
【請求項１１】
前記デジタル信号プロセッサが、変調誘導ひずみを決定し、前記変調誘導ひずみの逆を前
記入力信号に加えることによって前記入力信号を事前補償する事前補償機構を含む、請求
の範囲第９項に記載の三状態デジタルスイッチング増幅器。
【請求項１２】
前記デジタル信号プロセッサがアクセスすることができるメモリをさらに含み、前記変調
誘導ひずみの前記逆を決定するために使用される係数が、前記メモリ内のルックアップテ
ーブルに記憶される、請求の範囲第１１項に記載の三状態デジタルスイッチング増幅器。
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【請求項１３】
前記少なくとも一つのパワースイッチが複数のパワースイッチを含み、前記増幅器が前記
複数のパワースイッチと通信して前記複数のパワースイッチの個々のパワースイッチのオ
フとオンが行われるタイミングと順序を制御して、前記複数のスイッチによって制御され
る電源両端間の短絡を実質的に防ぐ同期化およびタイミング制御機構をさらに含む、請求
の範囲第９項に記載の三状態デジタルスイッチング増幅器。
【請求項１４】
前記デジタル信号プロセッサが、前記入力信号の一部を処理して固定長と固定周波数とを
有するオーバサンプリングされた入力信号を生成する入力オーバサンプリング機構を含み
、前記複数のパワースイッチと通信して前記複数のパワースイッチの個々のパワースイッ
チのオフとオンが行われるタイミングと順序を制御して前記複数のスイッチによって制御
される電源両端間のいずれかの期間の短絡を実質的に防ぐ同期化およびタイミング制御機
構をさらに含む、請求の範囲第９項に記載の三状態デジタルスイッチング増幅器。
【請求項１５】
高速デジタルクロックを使用してタイミングおよび前記順序を制御し、前記高速デジタル
クロックが前記オーバサンプリングされた入力信号の前記固定周波数と同期する、請求の
範囲第１４項に記載の三状態デジタルスイッチング増幅器。
【請求項１６】
前記少なくとも一つのパワースイッチが複数のパワースイッチを含み、前記複数のパワー
スイッチの各パワースイッチがエンハンスメントモードＭＯＳＦＥＴを含む、請求の範囲
第９項に記載の三状態デジタルスイッチング増幅器。

【発明の詳細な説明】
発明の分野
本発明は、一般にパワースイッチング増幅器に関し、さらに詳細には、スイッチング増幅
器中の三状態パワースイッチへの小さい入力信号の線形化のための全デジタル方法および
装置に関する。
発明の背景
アナログ増幅器の欠点はよく知られており、それらの欠陥を克服する多数の機構が当技術
分野において実施されている。特に、アナログ増幅器の不十分な効率を克服する努力は、
比較的効率の高いスイッチング増幅器の開発をもたらした。しかしながら、スイッチング
増幅器は、望ましくないひずみなしに小さい信号を処理する際の問題を含めて、それ自体
の欠陥を有する。特に、二進スイッチング増幅器は、変調搬送周波数が増幅された信号か
ら除去されるときに小さい出力信号中にリプルをもたらすことが知られている。
二進スイッチング増幅器の性能に改善を加える機構では、より多くの出力スイッチング状
態を実施する必要があった。二進スイッチング増幅器の従来の二出力状態は補足され、知
られている第三の（「三値」）出力スイッチング状態および第四の（「四値」）出力スイ
ッチング状態を実施するスイッチング増幅器によって性能が改善されている。例えば、本
発明の譲受人によって所有され、かつ参照により本発明の一部となる米国特許出願第５０
７７５３９号（「’５３９特許」）には、スイッチング増幅器への小さい信号入力に影響
を及ぼすひずみを克服するために増幅器設計中に実施される三値スイッチング動作モード
および四値スイッチング動作モードが記載されている。
三値モード波形または三状態モード波形は、ゼロ、正または負の極性の個別の振幅を含む
パルスの刻時幅および極性として入力信号振幅情報を与える。三値技法によれば、信号情
報は、正または負の極性の適切な幅のパルスに直接変換される。
しかしながら、前掲の特許に開示されている三値モードの実施形態は、オーディオ増幅器
用途またはサーボモータ増幅器用途におけるその使用を妨げる誤差発生源を含んでいる。
この誤差発生源は、特に入力信号がゼロを通過するとき、小さい入力信号に対する出力伝
達関数中の非線形性のために出力信号ひずみをもたらす。小さい入力信号の場合、電源ス
イッチング回路によってもたらされる出力信号の有限の立上り時間および立下り時間のた
めに性能劣化がもたらされる。これらのスイッチ時間は、信号ひずみをもたらす非線形利
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得特性を生成する、大きさが減少する信号から引かれた固定の大きさの誤差を表す。
三状態実施形態の非線形挙動を克服するために、従来技術では、特にゼロを通過する出力
遷移を線形化するために四状態を導入することが知られている。小さい入力信号の場合、
前掲の特許に詳細に説明されている四状態または四値実施形態は、アナログ増幅器を使用
して、ゼロを通過する線形遷移に影響を与える。この第四出力状態は、三値スイッチング
とともに線形アナログ増幅器を使用して、小さい信号性能を線形化する。信号が所定の大
きさよりも小さい場合、負荷は線形アナログ増幅器に切り替えられ、三値パワースイッチ
はディスエーブルになる。大きさがしきい値よりも大きい場合、パワースイッチはイネー
ブルになり、負荷は線形増幅器から切り離される。この折衷解決策はある利点をもたらす
が、二値実施形態および三値実施形態のように特定の欠点を有する。
当技術分野において知られている三値技法および四値技法は、アナログ入力信号を受け入
れる。それらのアナログ実施形態では、線形アナログ増幅器とのインタフェースをとる信
号変換手段を必要としない。それらの実施形態では、すべての信号処理は、アナログ手段
を使用する。すなわち、アナログ回路を使用して、小さい信号に対して信号変換、パルス
幅変調制御、および出力線形化を実施する。
従来技術によるアナログ手段を使用して、所望の性能特性を有するスイッチング増幅器を
構成することの一つの大きな欠点は、アナログ実施形態がコスト効果が最大ではないこと
である。含まれるアナログ回路の性質は、回路の一部がアナログ回路の他の部分との統合
のための互換性がないようなものである。例えば、高速コンパレータ回路は、モノリシッ
ク集積回路上への高精度サンプリング回路との集積が安価または容易に行えない。したが
って、高性能目的は当技術分野において知れているアナログ実施形態によってほぼ得られ
るが、そのような実施形態は、コンパクトな超大規模集積回路を使用して、経済的にアナ
ログ設計を実施することができないので、大きな経済上の不利益を有する。コストの低減
および個々の回路構成要素の集積は困難であり、回路を複数のアナログ特定用途集積回路
（ＡＳＩＣ）に分割する必要がある。したがって、論理上、回路をモノリシック集積回路
中で容易にかつ経済的に構成することができない場合、そのような非集積的構成を実施す
るためにより多くのスペースが必要になる。
さらに、デジタルオーディオ媒体、ＣＤ－ＲＯＭ、デジタル制御システムなどの出力から
の信号など、本来デジタルである増幅器入力信号の場合、アナログ従来技術は、アナログ
スイッチング増幅器実施形態とのインタフェースをとる信号変換回路を必要とする。増幅
器の前段にあるインタフェース回路は、性能を劣化させ、さらにシステムコストに負担を
かける。
さらに、四値実施形態の第四の状態中で使用されるアナログ増幅器の設計制約は厳しく、
複数のパラメータを三状態増幅器に一致させる必要がある。第四の状態にスイッチインさ
れたアナログ増幅器の伝達関数が三値出力に一致しなければならないことが重要である。
また、三値増幅器および四値モード用のアナログ増幅器の出力インピーダンスが一致しな
ければならない。したがって、パラメータの不一致は、従来技術の増幅器中で出力信号の
ひずみをもたらす。四値状態アナログ増幅器のスイッチングインおよびスイッチングアウ
トによってもたらされる雑音によって性能がさらに劣化する。第四の状態中で必要とされ
るアナログ増幅器はまた、追加の構成要素を備える必要があり、システムコストを著しく
増大させる。
同様に、従来技術において知られているデジタルスイッチング増幅器は、様々な不利な態
様を有する。デジタル領域内で十分に実施される従来技術の増幅器は、アナログ実施形態
の場合と同様に、低レベル入力信号の場合に信号劣化およびひずみを受ける。従来技術で
は、それぞれＡｕｄｉｏ　Ｅｎｇｉｎｅｅｒｉｎｇ　Ｓｏｃｉｅｔｙから出版されている
二つのＡｕｄｉｏ　Ｅｎｇｉｎｅｅｒｉｎｇ　Ｓｏｃｉｅｔｙの論文、すなわちｔｈｅ　
８９ｔｈ　Ｃｏｎｖｅｎｔｉｏｎ　ｏｆ　Ａｕｄｉｏ　Ｅｎｇｉｎｅｅｒｉｎｇ　Ｓｏｃ
ｉｅｔｙ、１９９０、Ｌｏｓ　Ａｎｇｅｌｅｓ、Ｐｒｅｐｒｉｎｔ＃２９６０においてＲ
．Ｅ．Ｈｉｏｒｎｓ、Ｊ．Ｍ．ＧｏｌｄｂｅｒｇおよびＭ．Ｂ．Ｓａｎｄｌｅｒによって
提示された「ＲＥＡＬＩＺＩＮＧＡＮ　ＡＬＬ　ＤＩＧＩＴＡＬ　ＰＯＷＥＲ　ＡＭＰＬ
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ＩＦＩＥＲ」、およびｔｈｅ　８９ｔｈ　Ｃｏｎｖｅｎｔｉｏｎ　ｏｆ　Ａｕｄｉｏ　Ｅ
ｎｇｉｎｅｅｒｉｎｇ　Ｓｏｃｉｅｔｙ、１９９０、Ｌｏｓ　Ａｎｇｅｌｅｓ、Ｐｒｅｐ
ｒｉｎｔ＃２９５９においてＪ．Ｍ．ＧｏｌｄｂｅｒｇおよびＭ．Ｂ．Ｓａｎｄｌｅｒに
よって提示された「ＮＥＷ　ＲＥＳＵＬＴＳ　ＩＮＰＷＭ　ＦＯＲ　ＤＩＧＩＴＡＬ　Ｐ
ＯＷＥＲ　ＡＭＰＬＩＦＩＣＡＴＩＯＮ」で示唆されているように、高性能目的は全デジ
タル実施形態によって理論上達成可能であることが理解できる。しかしながら、それらの
論文で言及されているように、「パワースイッチが非理想的なことはこのシミュレーショ
ンに含まれないことに留意されたい」。現実は、全デジタル増幅器の理論上達成可能な性
能は、負荷と相互作用するパワースイッチの性能によって漸近的に制限されることを示す
。これまで現実のパワースイッチの非線形性は、全デジタルスイッチング増幅器実施形態
において真に高性能および高忠実度の達成に対する大きな障害を示した。
発明の概要
本発明は、パワースイッチの線形化が三つの状態のみを使用して達成される全デジタルス
イッチング増幅器を提供する。
本発明によれば、全デジタル実施形態において、小さい固定の幅の二状態補償パルス波形
をオーバサンプリングされた主入力パルスの立上りまたは立下りに加え、補償された複合
波形をもたらす。この補償パルスは、スイッチ時間誤差のコモンモード消去を実施するこ
とによってパワースイッチからの出力を線形化する。補償パルスを含む複合波形は、実行
中すなわちリアルタイムで計算するのではなく、メモリ中に記憶されたルックアップテー
ブルから出力されるすべてのパルス幅組合せを得る計算上効率的な形で実施される。
変調レベルまたは変調指数に依存するパルス搬送波または搬送波とも呼ばれる補償パルス
によってもたらされる高調波ひずみを補正する補正機構が実施される。高調波ひずみは、
補正機構がオーバサンプリングされた入力信号に変調誘導ひずみの逆を加えることによっ
て補正される。補正機構は、三状態パワースイッチの性能を線形化するために小さい搬送
波を加えるために使用される変調方式によってもたらされるひずみの積がゼロになるよう
に入力信号振幅情報の前処理を実施する。
補正機構は、オーバサンプリングされた入力信号への変調誘導ひずみの逆の印加を容易に
するデジタル信号処理（ＤＳＰ）を使用して実施される。補正機構が誘導ひずみ補正を計
算するために必要な係数は、入力信号の推定振幅によって参照されるルックアップテーブ
ルから導出される。
さらに本発明によれば、パワースイッチの不感帯のデジタルタイミング制御が実施される
。デジタル不感帯制御は、パワースイッチＨブリッジ中の個々のスイッチがターンオンお
よびターンオフされるタイミングおよびシーケンスの確度を保証し、それによりブリッジ
の片側の上側スイッチならびに下側スイッチがどちらも同時にターンオンする状況を防ぐ
。正確なデジタルタイミングは、ブレークビフォアメークスイッチタイミングを適切に順
序付けし、電源の両端間の短絡を防ぐ。また、本発明による全デジタル設計では、スイッ
チ時間誤差の共通モード消去によってパワースイッチからの出力を線形化するためにパル
ス幅変調波形を生成するべく使用される高速クロックを使用して、パワースイッチ用に必
要とされる必要な不感帯タイミング遅延をもたらすタイミング基準を与え、はるかに安定
なスイッチング状況をもたらすことができる。
さらに、全デジタルオーディオ増幅器実施形態では、いずれのスイッチもターンオンされ
ない短い周期を与えることによって、主パルスと補償パルスとの間のゼロ電圧スイッチ遷
移を達成するように各個々のスイッチのタイミングを適切に調整することができる。従来
のブリッジは、ターンオンすべき二つの交番スイッチの本体ソースドレイン間ダイオード
中を電流が流れ続け、ダイオードが順方向バイアス状態になるようにエンハンスメントモ
ードＭＯＳＦＥＴを使用して実施される。ダイオードが順方向バイアス状態になっている
とき、オフスイッチの両端間の電圧は実質上ゼロであり、よりきれいなターンオンが可能
になる。
本発明の全デジタル増幅器信号処理回路の特徴は、一つまたは二つの全デジタル特定用途
集積回路中の低コスト実施形態を含む。パワースイッチング増幅器の実施形態のスペース
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要件は、従来技術の三値構成または四値構成よりも十分に軽減される。三値出力モードの
利点は、二進スイッチングの小さい信号の線形性利点を示すデジタルスイッチング増幅器
においてもたらされる。本発明による補償三値デジタルスイッチング増幅器は、同じ性能
の二進実施形態に対して変調器クロック速度は二分の一でよく、変調器クロック速度を理
想的な（かつより経済的な）大きさに制限することができるので固有の製造コスト利点を
有する。変調器クロック速度は、処理に使用されるデジタル集積回路技術内で必要とされ
る精度によって決定される製造コストに対する大きな影響を表す。したがって、本発明に
よれば、パワースイッチの性能に一致するオーバサンプリング比、ノイズシェーパの次数
、および変調タイプを使用し、かつコストを最小限に抑えながら高度の集積を可能にする
ことが利点である。
また、パワー伝達の見地から大きな性能利点がある。出力の三値ゼロパワー状態中に負荷
の短絡によって可能になる効果的な増幅器ダンピングは、優れた動的制動を与える。出力
回路が出力信号に比例して主にパワーを消費するので、補償三値スイッチング動作によっ
てより効率的な動作が与えられる。補償三値変調は、最小のパワーが搬送波によって使用
されるので、全体的な高い効率に寄与する搬送波抑制によく似ている。あらゆるスイッチ
増幅器に関連するＥＭＩ／ＲＦＩ放出は、高周波エネルギーが最小限に抑えられるので少
なくなる。Ｈブリッジスイッチ構成中でエンハンスメントモードＭＯＳＦＥＴを使用すれ
ば、全デジタル増幅器実施形態に関連して、より高い効率、より速いスイッチング速度、
およびＥＭＩの少ないよりきれいな出力が得られる。補償三値変調パワー出力信号は、特
にリプルの大きさが信号性能を最も劣化させる低いレベルで、フィルタリングされた出力
において最小のリプルをもたらす。
高忠実度オーディオ増幅器用途では、低いパワー損失は、増幅器のコスト、サイズおよび
重量、および関連する電源のコスト、サイズおよび重量の低減の点で大きな利点をもたら
す。サイズおよび重量の低減は、製造コストおよび流通コストの低減をもたらす。
【図面の簡単な説明】
本発明の上記その他の特徴は、添付の図面とともに行った以下の詳細な説明を読めばより
よく理解できよう。
第１Ａ図および第１Ｂ図は、それぞれ従来技術において理解される理想的なアナログ三値
増幅器信号波形およびデジタル三値増幅器信号波形を示す図である。
第２Ａ図、第２Ｂ図、および第２Ｃ図は、それぞれ理想的なスイッチコマンドパルス、実
際のスイッチの立上り時間および立下り時間特性の結果としてひずみ、かつ中心のずれた
第２Ａ図のコマンドパルス、および第２Ｂ図のひずんだパルスから生じた中心のずれた実
効パルスを示す図である。
第３Ａ図、第３Ｂ図、および第３Ｃ図は、それぞれ従来技術の三値増幅器の理想的なパル
ス波形、実際のパルス波形および実効パルス波形を示す図である。
第４図は、従来技術において知られている純粋な三値スイッチング増幅器の小さい信号に
おける非線形性を示すグラフである。
第５図は、パワースイッチング要素の理想的でない立上り時間および立下り時間によって
もたらされる非線形性を克服する本発明による補償三値出力スイッチング増幅器中で使用
される最小パルスおよび逆位相補償パルスを示す図である。
第６Ａ図および第６Ｂ図は、第５図の補償パルスおよびコマンド信号の前または後に導入
される補償パルスによって与えられる消去エネルギーを示す図である。
第７図は、本発明による補償三値スイッチング出力の出力の実質的な線形性を示すグラフ
である。
第８Ａ図および第８Ｂ図は、本発明による補償三値スイッチング増幅器の実施形態の概略
的ブロック図である。
第９Ａ図、第９Ｂ図、第９Ｃ図、および第９Ｄ図は、それぞれ第８Ａ図および第８Ｂ図の
補償三値スイッチング増幅器の入力信号、スイッチコマンド信号、スイッチ出力信号、お
よびフィルタリングされた出力信号の図である。
第１０図は、本発明によるデジタルスイッチング増幅器のより具体的な実施形態の図であ
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る。
第１１図は、第１０図の増幅器のデジタル信号プロセッサで実施される機能要素の概略ブ
ロック図である。
第１１Ａ図は、第１０図の増幅器のデジタル信号プロセッサで実施される補間フィルタの
信号流れ図である。
第１１Ｂ図は、第１０図の増幅器のデジタル信号プロセッサの補正機構で実施される高調
波補償流れ図である。
第１１Ｃ図は、第１０図の増幅器のデジタル信号プロセッサで実施されるノイズシェーパ
の信号流れ図である。
第１２図は、第１０図の増幅器で実施される振幅／時間変換器パルス幅論理回路のブロッ
ク図である。
第１３Ａ図および第１３Ｂ図は、それぞれ本発明によるオーディオパワー増幅器実施形態
のブロック図および広範なレイアウトである。
詳細な説明
本発明を理解するために、全デジタル三値多重状態スイッチング増幅器の全体的な性能に
影響を及ぼす実際的な考察について手短に論じることが有用である。一般に、増幅器回路
は、デジタル信号処理制御セクションとパワー適用セクションの二つのセクションに分割
される。信号処理内では、性能を決定する特性は、オーバサンプリング比、ノイズシェー
ピング次数、パルス幅変調タイプ、および変調器クロック速度である。パワーセクション
内では、性能は、変調入力コマンドに応答する、パワースイッチの出力振幅／時間積の理
想的な線形単調挙動への近似度によって決定される。
第１Ａ図の場合と同様に、ゼロを通過するアナログ等価信号を再生する理想的な三値増幅
器の場合、増幅器からのパルスは、第１Ｂ図に示すように完全に正方形になり、その幅が
無限小的に小さくなるにつれてゼロまで減少する。デジタル三値増幅器を実施する際の主
要な問題は、現実のパワースイッチデバイスは理想的な波形をもたらさず、充電および放
電を必要とする寄生リアクタンス（キャパシタンスおよびインダクタンス）のためにひず
んだパルスをもたらすことである。この挙動は、大きい非線形性誤差発生源に起因する。
第２Ａ図に示すように、通常のコマンドパルスは、スイッチ要素の有限の立上り時間およ
び立下り時間によってひずまされる。このひずみは、第２Ｂ図に示すように台形パルスと
してモデル化できる。
第２Ｂ図に示すように、理想的でないパルスの一つのアーチファクトは、パルスエネルギ
ーの実効時間中心の変化である。実効パルスは、第２Ｃ図に示すように、理想的でないス
イッチの立上り時間および立下り時間の時間ならびに形状の関数としてシフトされる。
前掲の「’５３９特許」に開示されているように、本明細書の第３Ａ図に示すようにパル
ス幅が小さくなるにつれて、第３Ｂ図に示すようにその実効幅は時間とともに非線形にな
る。パルス幅が時間がたって減少するにつれて、伝達されたエネルギーは、時間間隔の線
形関数ではなくなるが、立上り時間および立下り時間ならびにパルス幅の関数になる。実
効パルス振幅は、第３Ｃ図に示すように維持されない。このため、出力利得がパルス幅の
関数として変化する。理想的でない挙動は、知られている三値増幅器実施形態における振
幅／時間変換に悪影響を及ぼし、小さい信号およびゼロクロスオーバにおいて非線形性を
もたらす。これを、第４図の小さい入力信号用のパワースイッチの非線形利得特性のグラ
フに示す。非線形性しきい値は、パワースイッチの立上り時間および立下り時間が信号パ
ルスの幅よりも大きくなり、ダンピングする振幅の三角形パルス（例えば第３Ｂ図）をも
たらしたときに現れる。非線形性は、クラスＢアナログ増幅器におけるそれと同じクロス
オーバひずみをもたらす。
本発明による全デジタルスイッチング増幅器の一実施形態では、理想的でないスイッチに
よってもたらされる非線形性は、実効出力パルスエネルギーが出力スイッチ要素の理想的
でない立上り時間および立下り時間によって低下しないように最小出力パルス幅を設定す
ることによって補償される。実効パルス形状は、台形のままであり、三角形にはならない
。出力において理想的でないスイッチ立上り時間および立下り時間の影響を補償するため
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に、最小出力パルスを再度同じフレーム中で反対の位相で負荷に加えて、第５図に示され
るような波形を再生する。
この波形の結果は、正味ゼロのエネルギーがフレーム中に負荷に伝達されることである。
最小パルスおよび補償パルスが互いのフレームの一部分内に加えられ、かつ外部の影響に
よる電源電圧または負荷特性の変化がフレーム速度よりもはるかに遅い速度で起こったと
き、補償はスイッチの外部の要因に依存しない。補償は、異なる要素が異なる立上り時間
および立下り時間を有するのでスイッチ要素の整合に依存する。同じタイプの別個のスイ
ッチ要素またはスイッチのモノリシック構成の場合、これらの差は最小である。補償はま
た、信号プロセッサからのワードを出力パルス幅に変換するために使用されるスイッチド
ライバおよび論理回路のタイミング特性に依存する。正および負のパルスをもたらす際の
差を最小限に抑えるためにこれらの要素のタイミング特性に対する慎重な考慮がなされて
いる。単一のフレームの時間中、残っている差は不変であると考えられ、補償の性能に影
響を及ぼさない。二つのパルス間の正味の残留差は、ゼロ出力の固定のずれをもたらす。
このずれは、元のデジタルデータから引くことによって補償されるが、一般に時間や温度
など外部の影響によるずれの変化と同様に、ほとんどの用途にとって無視できる。
信号が加えられた場合、得られた実効パルス幅は、命令された時間インクリメントにのみ
依存する。したがって、出力解像度は、パルス幅の連続的制御を実施するために延長する
ことができる相対的インクリメントを制御する能力によってのみ制限される。
第６Ａ図および第６Ｂ図に、それぞれ理想的なパルスコマンドから導出された負および正
の補償された出力を示す。最小パルスおよび補償パルスによって与えられた消去は、理想
的な命令された幅にのみ依存する正味の実効エネルギーを残す。本発明によれば、以下で
より詳細に論じるように、変調コマンド、すなわち最小パルスおよび補償パルスは、実行
中に計算されるのではなく、パルスコマンドテーブル中に記憶される。ノイズシェーパの
出力は、パルスコマンドテーブルを指示する。補償パルスの印加によってもたらされた実
質的に線形の出力を第７図に示す。
実効パルス、すなわち補償されたパルスのエネルギー中心は、命令されたパルス幅、およ
び補償パルスが所望の極性の前に印加されるのか、それとも所望の極性の後に印加される
のかの関数であることに留意されたい。補償パルスの追加のために変調エネルギー中心が
シフトするのを防ぐために、デジタル信号処理（ＤＳＰ）を使用して、出力の新しいエネ
ルギー中心を計算し、もたらされるかもしれない高調波ひずみを事前に補償する。ＤＳＰ
は、適切な場合フレーム中でもっと前かまたはもっと後で出力パルスの開始を実施する。
結局、パルスコマンドテーブルに事前に補償された遅延ワードをプリロードすることが計
算上より効率的である。本発明によるそのような事前補償は、負荷が非常に再現性の高い
スピーカを備えている増幅器用途など、非常に高い性能が望まれる場合にのみ必要である
。
補償された三値オーディオパワー増幅器の特定の実施形態を一般に第８Ａ図に示し、様々
な段階における入力信号の一部（例えば七つのサンプルフレーム）を第９Ａ図、第９Ｂ図
、第９Ｃ図および第９Ｄ図に示す。図示の全デジタルスイッチング増幅器の実施形態は、
パルスコード変調（ＰＣＭ）デジタル入力信号を受信する入力オーバサンプリングフィル
タ２０を含む。ＰＣＭデジタル入力は、当技術分野において知られているように、まずデ
ジタル補間フィルタを使用してオーバサンプリングされる。オーバサンプリングされたＰ
ＣＭデータは、量子化誤差を周波数成形するマルチビットノイズシェーパ２２に供給され
、所与の信号対雑音要件に対して信号ワード長の短縮を可能にする。信号ワード長の短縮
は、オーバサンプリング比、信号ワード長、および変調タイプが所要の変調器クロック速
度を決定するので重要である。ノイズシェーパ２２および入力オーバサンプリングフィル
タ２０の特定の実施形態については、どちらもデジタル信号プロセッサ集積回路中で実施
されるので以下でより詳細に説明する。
第９Ａ図に示されるようなオーバサンプリングされた入力信号は、入力信号の振幅を表す
デジタル信号、または二進ワードから構成される。信号処理は、オーバサンプリングされ
たノイズシェーピングされたＰＣＭデータが振幅／時間変換器２４（すなわち第８Ａ図の
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「Ａ」）に加えられると継続する。振幅／時間変換器２４は、オーバサンプリングされた
入力コマンド（第９Ａ図）に応答して、第９Ｂ図に示すように、変調器クロック周期の整
数倍である規則的タイミングマーカを中心とした可変幅パルスをもたらす（すなわち第８
Ａ図の「Ｂ」）。入力信号が所定の大きさよりも小さい場合、信号とともに小さい搬送波
がもたらされる（第９Ｂ図のサンプルフレーム２から６）。搬送波は、第９Ｃ図に示され
るパワースイッチ２６の立上り時間の非理想的部分および立下り時間の非理想的部分を補
償する。搬送波の正および負のエネルギーは相殺され、入力信号がゼロを通過するときに
出力パワースイッチ２６を線形化する効果を有する。搬送波パルス幅はスイッチ時間より
も大きくなるように命令されるので、搬送波の導入は（第３Ｂ図に関して論じたような）
非常に小さい信号における三角形パルスの生成を防ぐ。搬送波の存在はまた、正の出力勾
配と負の出力勾配との間のゼロオフセットの差をなくし（第４図）、ゼロを通過する単調
線形応答をもたらす（第７図）。
入力信号が所定の大きさよりも大きい場合、変調信号は、十分に搬送波抑制される。しか
しながら、より低いレベルの信号入力に対して小さい搬送波を導入した場合、第９Ｄ図に
示すように、増幅器のフィルタリングされた出力（すなわち第８Ａ図の「Ｄ」）において
リプルの大きさがごくわずかに大きくなる。それにもかかわらず、そのようなリプルは、
二進スイッチ出力中に存在するものとほぼ同じ大きさのリプル増大ではない。小さい搬送
波は、出力パワースイッチの振幅／時間積の利得勾配線形性を大幅に改善する。これは、
ごくわずかに高いリプルの結果をはるかに上回る利点である。
振幅／時間変換器２４からのコマンドパルスは、スイッチ駆動論理回路２８に加えられて
、個々のスイッチ２６がフィルタ３０および負荷３２を電源３４に接続することを可能に
する。フィルタ３０は、搬送波およびその高調波のコモンモードフィルタリングを実施す
る。負荷３２は、４～８オームのオーディオトランスデューサである。第８Ａ図の実施形
態では、電源３４は、同位相または位相外で接続することができるユニポーラ電源である
。本明細書で説明した補償三値動作に従うスイッチ駆動論理回路２８はまた、フィルタ３
０および負荷３２の両端間に短絡回路を接続するようにスイッチ２６を構成することがで
きる。フィルタリングされたスイッチング出力信号は、第９Ｄ図に示すように、若干のリ
プルが存在するにもかかわらず、より大きいパワーで入力信号の変換を実質的に反復する
。
第８Ｂ図に示される代替実施形態は、パワーが負荷に供給される形だけが第８Ａ図の実施
形態と異なる。第８Ｂ図の実施形態は、離散的三値モード、すなわちゼロ振幅、正振幅お
よび負振幅をつくり出すために三つのスイッチ４０、４２、４４およびバイポーラ電源４
６を組み込んでいる。スイッチ４０のみを閉じることによって正のパワーが負荷に伝達さ
れ、またスイッチ４２のみを閉じることによって負のパワーが伝達される。負荷は、スイ
ッチ４４のみを閉じることによってゼロパワーにダンピングする。この代替実施形態の利
点を次に示す。
１）パワーを伝達するのに一つのスイッチを閉じるだけでよいので、効率が高くなる。
２）より高い出力パワーを得るために増幅器をブリッジすることができる。
３）平衡フィルタが不要であるので、出力フィルタの複雑さが低減する。
この手法の欠点は、バイポーラ電源に対する要件およびそのコスト、サイズ、および複雑
さである。
所望の性能基準に応じて、設計中にすでに存在するハードウェアをより十分に利用する補
足的信号処理、例えばＤＳＰによって、上記で説明した基本的増幅器アーキテクチャを向
上させることができる。変調性能について考えるとき、変調変数から分析的に予測するこ
とができるスイッチ出力を線形化するプロセスに固有のいくつかの高調波関係にあるひず
み積が存在する。したがって、これらの積は、本発明によるオーディオ増幅器のより具体
的な実施形態に関して以下で説明するように、反転ひずみプロファイルを有するように信
号振幅を事前配置することによって、すなわち変調を導入する前に信号を事前にひずませ
ることによってゼロにすることができる。
第１０図に示されるより具体的な実施形態では、デジタルスイッチング増幅器は、二進数
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によって示される個別の振幅が固定のサンプリング時間間隔を置いて処理されるパルスコ
ード変調（ＰＣＭ）デジタル入力フォーマットを受け入れる。標準のインタフェース、例
えば、ＡＥＳ／ＥＢＵ、Ｓ／ＰＤＩＦ、Ｉ2Ｓシリアルなどは、適切なデジタルフォーマ
ット変換によって調整される。
第１０図に示される増幅器の特定の実施形態は、デジタル信号処理（ＤＳＰ）５０を使用
して、デジタルＰＣＭ入力情報をコード化時間変調フォーマットになるように調整される
。最初に、デジタル増幅器は、アナログ波形を表すＰＣＭデジタルデータストリーム、例
えば４４．１ｋＨｚにおける１６ビットワードをＤＳＰ　５０を使用して、パルス幅変調
（ＰＷＭ）ストリームに変換する。ＤＳＰ　５０は、入力オーバサンプリング補間フィル
タ（第８Ａ図の２０）、マルチビットノイズシェーパ（第８Ａ図の２２）、変調ひずみ事
前補償、または高調波ひずみを補正する補正機構、およびＰＷＭ制御を実施するように構
成される。
ノイズシェーパと組み合わされたオーバサンプリング補間フィルタは、信号の量子化雑音
のスペクトルを修正し、所要の帯域幅内の雑音の床を小さくする役目をする。信号は補間
され、サンプル速度が上がり、その中に雑音を配置すべきスペア帯域幅を与える。マルチ
ビットノイズシェーパは、量子化装置のまわりでフィードバックを使用して、量子化雑音
のスペクトルを周波数成形する。これにより、ノイズシェーパは、細かく量子化された入
力から導出されたオーバサンプリングレートでより粗く量子化された出力をもたらし、同
時に注目する周波数帯域内で細かく量子化された解像度を維持する。
上記で論じ、かつ以下で第１０図の振幅／時間変換器パルス幅論理回路５２に関してより
詳細に論じるデジタル増幅器出力を線形化するために開発された変調手法は、変調レベル
または変調指数に依存する高調波ひずみをもたらす。ＤＳＰは、変調ひずみ事前補償、ま
たは高調波ひずみを補正する補正機構を実施する。ＤＳＰは、変調誘導ひずみの逆を測定
し、オーバサンプリングされた信号に加える。ＤＳＰが変調ひずみ事前補償を実施するた
めに必要な係数は、入力信号の推定振幅によって参照されるルックアップテーブルから導
出される。
次に第１０図から第１２図を参照すると、４４．１ｋＨｚ、１６ビットワードは、ＤＳＰ
のシリアル入力を介して読み取られる。ワードが読み取られた後、処理を開始する割込み
が発生する。以下に記載するＤＳＰを構成するコードは、初期設定時に８ビット双方向バ
ス５３を介して読取り専用メモリ（ＲＯＭ）５１からロードされる。初期設定後の処理中
の最初の段は、有限インパルス応答（ＦＩＲ）低域通過補間フィルタおよび線形補間を使
用して、データサンプルを増大させる。これは３５２．８ｋＨｚの１６ビット信号、また
は八倍（×８）オーバサンプリングされた信号をもたらす。
ＦＩＲフィルタおよび線形補間（第１１図の６２）を使用して、４４．１ｋＨｚ、１６ビ
ット信号を八倍オーバサンプリングされた３５２．８ｋＨｚ信号に変換する。ＦＩＲフィ
ルタは、サンプル速度変換を行うために信号処理中に広く使用される（例えば、参照によ
り本発明の一部となるＬ．ＲａｂｉｎｅｒおよびＢ．Ｇｏｌｄ、ＴＨＥＯＲＹ　ＡＮＤ　
ＡＰＰＬＩＣＡＴＩＯＮ　ＯＦ　ＤＩＧＩＴＡＬ　ＳＩＧＮＡＬ　ＰＲＯＣＥＳＳＩＮＧ
、Ｐｒｅｎｔｉｓｓ－Ｈａｌｌ、１９７５参照）。
このフィルタの畳込み式は

上式で、Ｎはｈ（ｋ）中のフィルタ係数または「タップ」の番号であり、ｗ（ｍ－ｋ）は
入力ｘ（ｎ）の速度拡大バージョンであり、またｗ（ｍ－ｋ）は
ｍ－ｋ＝０、±Ｌ、±２Ｌ、．．．、の場合は、

、そうでない場合はゼロによってｘ（ｎ）に関連付けられる。
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二つの基本的設計手法を使用して、ＦＩＲフィルタ係数を計算する。第一の手法は「ウィ
ンドウ」設計であり、第二の手法はイクイリプル設計である。ウィンドウ設計の係数は、
ウィンドウ関数にサイン関数を掛けることによって計算される。例えば、

によって与えられる正規化四項ブラックマン－ハリスウィンドウを使用すると、
フィルタ係数は

となる。
上式で、ｆｃはフィルタ遮断周波数であり、ｆｓはフィルタサンプリング周波数であり、
またｓｉｎｃ（ｘ）＝ｓｉｎ（ｘ）／ｘが成り立つ。
イクイリプル係数は、計算技法（例えば、Ｒｅｍｅｚ交換アルゴリズム）を使用して計算
される。これらの設計は、帯域通過リプルとフィルタロールオフおよび阻止帯域ダンピン
グとの兼ね合いをとる。急峻なロールオフは、帯域通過リプルを犠牲にすれば達成するこ
とができる。標準のウィンドウ設計は、帯域通過リプルをもたらさない（計算効果は無視
する）が、同じ数のフィルタタップを仮定すれば制限された阻止帯域ダンピングおよびロ
ールオフを有する。
ＦＩＲフィルタ性能は、使用されるタップの数の関数である。イクイリプル設計の場合、
タップの数を多くすればロールオフが急峻になり、また帯域通過リプルが小さくなる。し
たがって、フィルタタップの数と使用可能な計算スループットとの兼ね合いをとらなけれ
ばならない。
本明細書に記載のデジタル増幅器用の補間手法は、二倍線形補間とともに四倍ＦＩＲ補間
フィルタを使用して、八倍オーバサンプリング出力を得る。イクイリプル設計中、計算上
の簡単さおよびフレキシビリティのために単一段のウィンドウフィルタを選択した。上記
で識別されたアルゴリズムを実施して、２２ｋＨｚの遮断周波数を有する１２０タップ四
倍補間フィルタの係数を計算した。
この例示的な実施形態では、アナログデバイス社のＡＤＳＰ－２１０１デジタル信号プロ
セッサなどのＤＳＰを使用して、上で論じた入力オーバサンプリング補間（ＦＩＲ）フィ
ルタ、および以下で論じるマルチビットノイズシェーパおよび変調ひずみ事前補償または
補正機構を実施する。
プロセッサは、次の機能を含む。
計算ユニット。１６ビット演算／論理ユニット（ＡＬＵ）、４０ビット乗算器／累算器（
ＭＡＣ）、および３２ビットバレルシフタ。
データアドレス発生器およびプログラムシーケンサ。二重オペランドフェッチに対してシ
ングルサイクル条件分岐および同時アドレス指定を支持する専用アドレス発生器を与える
。
シリアルポート。二つの二重バッファシリアルポート。
ＤＳＰ機能の実施形態は、固定小数点計算ユニットおよびデータアドレス発生器を使用し
て実施する。
ＡＤＳＰ－２１０１　ＤＳＰは、信号処理用に設計されたものであり、アドレス発生器と
ともにＭＡＣ命令を使用して、非常に効率的にＦＩＲフィルタ処理を実施する。ＦＩＲフ
ィルタは、入力データを長さ（ｎ＿ｔａｐｓ／Ｌ）の円形バッファ中に記憶することによ
って実施される。ただし、ｎ＿ｔａｐｓはフィルタタップの数であり、ＬはＦＩＲオーバ
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サンプリングレート（例えば４）である。その場合、ループは、各出力をもたらすために
Ｌ回実行される。ＭＡＣ動作を使用して、ＦＩＲ係数に入力データバッファを掛け、累積
する。ＡＤＳＰ　ＭＡＣ命令を次に示す。
mr=mr+mx0*my0(ss),mx0-dm(i2,m1),my0=pm(i6,m6);
上式で、ｍｒは４０ビット累算器（３２ビット、うち８ビットはオーバフロー用）であり
、レジスタｍｘ０およびｍｙ０は円形バッファから得られた入力バッファおよびＦＩＲ係
数の現在値である。バッファは、ｍ１およびｍ６のステップインクリメントでインデック
スレジスタｉ２およびｉ６を使用してアドレス指定される。この組み合わされた命令は、
次のレジスタの自動ローディングを可能にする。この手法は、非常に効率的なＦＩＲフィ
ルタ実施形態を与える。
ＦＩＲフィルタの流れ図を第１１Ａ図に示す。入力信号は、データ間をゼロで充填するこ
とによってＬレートまで変換される。記憶された入力バッファは、乗算および加算ととも
に離散的演算子（ｚ）を使用して、Ｌｘのサンプルレートでフィルタ出力を得るものとし
て示されている。
線形補間を使用して、八倍の最終的なオーバサンプリングレート（Ｆｓ）を得る。増幅器
の単一のチャネルを実施するために必要な命令の数を表Ｉに記載する。

この場合も、本明細書で論じるように、スイッチが非理想的なことに対してデジタル増幅
器出力を線形化するために開発された手法は、変調レベルまたは変調指数に依存する高調
波ひずみをもたらす。この誤差を補償するために、高調波ひずみ事前補償補正機構（第１
１図の６４）を開発し、ＤＳＰ中で実施して、変調誘導ひずみの逆を測定し、オーバサン
プリングされた信号に加えた。前に示したように、ＤＳＰが変調ひずみ事前補償を実施す
るために必要な係数は、入力信号の推定振幅によって参照されるルックアップテーブル（
第１１図の６６）から導出される。
補正機構は、変調方式によってもたらされるひずみ積がゼロになるように信号入力振幅情
報の事前処理を実施する。実際、入力振幅情報は、変調によってもたらされる出力信号ひ
ずみに従って補正される。出力信号ひずみは、サンプルフレームに対する搬送波の大きさ
幅に比例する。出力信号ひずみはまた、変調されたパルスの変化率（すなわち入力信号の
周波数）に比例する。この変調誘導ひずみは、入力信号に対して偶数高調波関係を有する
。スイッチ立上り時間および立下り時間に対する線形化によってもたらされる偶数高調波
ひずみは次式によって特徴付けられる。

偶数高調波ひずみは、変調指数（Ｍ）および信号周波数ωに対して線形である。また、振
幅は、高調波に比例して減少する（すなわち、第四高調波は第二高調波の二分の一である
）。定数Ｋωは、補償パルスサイズの関数である。増幅器設計のトレードオフでは、クロ
スオーバひずみを防ぎ、かつ所要の線形性をもたらすために十分に大きく、かつ高調波ひ
ずみを最小限に抑えるために十分に小さい補償パルスを選択した。
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補償パルスによってもたらされる高調波ひずみの形が分かったので、入力を修正すること
によってそれを除去することができる。上式中の第一項（すなわち第二高調波）は次のよ
うに縮減される。
H(M,ω)=M・Kω(CP)・ω・sin(2・ω・t)
補償信号を生成するために、次の関係式を使用する。
sin(2・ω・t)=2・sin(ω・t)・cos(ω・t)
入力信号
a=Asin(ω・t)
を仮定し、その導関数をとると、

を得る。
入力に導関数を掛け、倍率を考慮すると、補償信号が得られる。入力は次のように補正さ
れる。

この手法は、第四高調波および第六高調波をなくすためにさらに拡大することができる。
補償パルスひずみ式中の最初の三つの項を使用すると、次式が得られる。

補償式は、入力、導関数および入力信号の積分を組み合わせることによって得られる。入
力の積分（ｉａ）は次式によって表される。

初期条件を差し引き、振幅の二乗のマイナスで割り、導関数に積分を掛けることによって
、次式を得る。

この式を三項式中に代入すると、次式によって与えられる補償式が得られる。

この式を実施するために、入力信号導関数（ｄａ／ｄｔ）、積分（ｉａ）、振幅（Ａ）、
および積分初期条件（Ｃ）をデジタルデータから計算する。導関数は、補間されたデータ
信号の時間インクリメントで割った単純な差を使用して計算する。積分の初期条件は、積
分信号のＤＣを得る低域通過フィルタを使用して決定する。入力信号振幅は、整流された
入力信号を低域通過フィルタにかけ、適切にスケーリングすることによって計算する。
また、以下で論じるパルス幅変調方式によってもたらされたひずみを補正するために使用
される補正機構をＡＤＳＰ－２１０１　ＤＳＰ上で実施する。上の表Ｉには、第二高調波
補償を実施する命令の数が記載されている。拡大された高調波補償方法の信号流れ図を第
１１Ｂ図に示す。伝達関数項は、便宜上ラプラスで示してある。これらの伝達関数は、Ｄ
ＳＰコード中の離散的領域内で実施される。
これもＤＳＰ中で実施されるマルチビットノイズシェーパ（第１１図の６８）を使用して
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、１６ビット信号を、２４ビット出力ルックアップテーブルを指すために使用される８ビ
ット出力に変換することによってもたらされる雑音およびひずみを克服する。増幅器出力
は、システムのクロック速度で制御される三値（プラス、マイナス、およびゼロ）ＰＷＭ
方式に基づいている。八倍オーバサンプリングシステムの場合、３３．８６８８ＭＨｚク
ロックを使用して、９６制御値を有するフレーム幅、または約＋／－６．６ビットの同等
物を得る。この大きい量子化レベルのために、ノイズシェーパを使用して、オーディオ帯
域幅の外側の雑音をシフトする。
この設計に使用されるノイズシェーパは、次式

の形をしている。上式で、ｚは離散的演算子であり、ｎはノイズシェーパの次数である。
三次ノイズシェーパを増幅器設計用に選択した。これは、ベース雑音および高調波ひずみ
をノイズシェーピング次数に比較した感度分析に基づいている。補償パルスによってもた
らされた偶数高調波ひずみは、ノイズシェーパ次数の関数ではないことに留意されたい。
しかしながら、第三高調波は、ノイズシェーパ次数の強い関数である。次数を３よりも大
きくすればこの高調波の大きな減少は得られない。
ＡＤＳＰ－２１０１　ＤＳＰ上で実施され、かつほぼ同じバンド内雑音性能とともに１６
ビット補間値を８ビット値に変換するために使用されるノイズシェーパは、第１１Ｃ図の
信号流れ図として示される。量子化プロセスは分割として示される。量子化の残りは、ノ
イズシェーパ中のフィードバックとして与えられる。この動作を実施するために使用され
る命令の数もオーバサンプリングレートの関数として表Ｉに記載されている。
第１１図に示されるノイズシェーパの出力を使用して、変調コマンドを生成するパルスコ
マンドテーブル７０を指示する。テーブルは、遅延コマンド、第一のパルス幅コマンド、
および第二のパルス幅コマンドを表す２４ビットワードを含んでいる。これらは、増幅器
制御論理回路が可能な＋／－９１増幅器レベル間で変化する出力をもたらすために使用さ
れる。この実施形態では、四つのパルス幅量子化クロックサイクルがローディング用に使
用され、一つのパルス幅量子化クロックサイクルがマージン用に使用されることに留意さ
れたい。ハードウェア実施形態では、クロック制御下で搬送波において９６のレベルをつ
くり出すことができる。
遅延コマンド、第一のパルス幅コマンド、および第二のパルス幅コマンドを表す２４ビッ
トワード、すなわちＤＳＰから出力されるコード化時間情報はさらに、補償された三値パ
ルス幅変調（ＰＷＭ）駆動信号をもたらす振幅／時間変換器パルス幅論理回路５２（第１
０図）によって処理される。第１０図に示すように、ＤＳＰは、ＤＳＰからの大きいオー
バヘッドをかけずに最小時間内に最大情報を出力する便利かつ効率的な手段として使用さ
れる並列プログラムメモリデータ（ＰＭＤ）上に２４ビットワードを出力する。
ルックアップテーブル中にコード化された２４ビットワードは、所望の三値波形に関連す
る遅延時間、信号パルスの幅時間、および補償パルスの幅時間に関する情報を与える。２
４ビットワードは、ＤＳＰのＰＭＤバス上に置かれ、第１２図に詳細に示される振幅／時
間変換器パルス幅論理回路（第１０図の５２）に加えられる。コード化時間情報は、高速
パルス幅変調器クロック（ＰＷＣＬＫ）のインクリメントとして表される。ＤＳＰ　５０
からの遅延情報は、パルス幅論理回路５２がパルスエネルギーを調心するために使用され
、信号振幅に依存する。ＤＳＰ　５０からの信号パルス幅情報は、パルス幅論理回路５２
が、増幅器の出力からの所望のパワーを決定するために使用する。ＤＳＰ　５０からの補
償パルス幅情報は、パルス幅論理回路５２が小さい信号に対してパワースイッチを線形化
するために使用される。
第１２図に示すように、ＰＭＤバスは、それぞれ遅延時間、信号パルス、および補償パル
スごとに一つある三つの８ビット同期プリセット可能二進ダウンカウンタにマッピングさ
れる。第１２図には、フレキシビリティを得るためにこの実施形態において使用される８
ビットカウンタが示されている。しかしながら、カウンタの実際のサイズ要件は、パルス
幅クロック、フレームレート、およびデータフォーマットによって決定される。８未満の
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ビットが実施される用途では、使用されるカウンタは、それに応じて寸法決定される。第
１２図に示される実施形態では、論理機能は、ダウンカウンタのみを必要とする符号付き
大きさ二進フォーマットに対して実施される。４４．１ＫＨｚ入力データ速度、３５２．
８ＫＨｚフレームレートを与える入力データの八倍オーバサンプリング、および３３．８
６８８ＭＨｚパルス幅変調クロックを使用する増幅器の例示的な実施形態では、サンプル
フレームは、信号パルス幅用に７ビット、＋極性用に１ビットを必要とする９６個のクロ
ック周期に分割される。最大遅延時間は、６ビットを必要とするサンプルフレームの二分
の一である。補償パルス幅は、三角形パルスにならないように、出力パワースイッチの立
上り時間および立下り時間によって決定される。例えば、２５ナノ秒の代表的な立上り時
間および立下り時間を仮定すれば、三つのクロック周期の補償パルス幅は、２ビットのみ
を必要とする良好な小さな信号の線形性をもたらす。
カウンタはすべて、ＤＳＰから出されたコマンド信号によって同期的にロードされる。カ
ウンタは１フレーム時間ごとにプリセットされ、ゼロにデクリメントされる。ＤＳＰはこ
の動作のタイミングを制御する。パルス幅変調クロックの同期とカウンタのロードを行う
ための配慮がなされる。カウンタの出力値は３個のゼロカウント検出器を含むゼロカウン
ト検出回路の入力に供給される。この回路の動作は、カウンタの出力がゼロにデクリメン
トされているときにのみ論理「１」を出力する。３個のゼロカウント検出器からの出力値
と信号パルスカウンタからの符号ビットが「三状態波形発生論理回路」に供給される。波
形発生論理回路は組合せ論理回路を使用して、３個のゼロカウント検出器からの出力値と
信号パルス符号ビットを組み合わせて四つの出力制御信号ＡＨＯ、ＡＬＯ、ＢＬＯ、およ
びＢＨＯを生成する。
さらに、同期回路がパワースイッチのブレークビフォアメークを行うのに必要な遅延タイ
ミングを発生する。概して、ブレークビフォアメークの時間安定性は、これらの時間遅延
をアナログ技法を使用して発生させた場合よりもパルス幅変調クロックと同期して発生さ
せた場合に飛躍的に向上する。論理回路は、カウンタのイネーブルシーケンスを制御する
出力信号も発生する。
カウンタと、ゼロ検出回路と、三状態波形発生論理回路とを含む振幅／時間変換器パルス
幅論理回路５２の動作は以下の通りである。電源投入リセット後、カウントゼロ検出回路
からの三つの出力値はすべて論理「１」であり、すべてのカウンタがディスエーブルにさ
れる。ＤＳＰからロードコマンドが出された後、ＰＭＤバスからのデータによってカウン
タ出力値がプリセットされ、カウントゼロ検出器の状態を変化させる。カウンタのロード
の直後に、遅延カウンタがイネーブルにされ、パルス幅クロックのインクリメントで遅延
時間をカウントダウンする。遅延カウンタが（ゼロカウントで）終了すると、カウントゼ
ロ検出器が遅延カウンタをディスエーブルにし、それと同時に、信号パルス符号ビットの
極性に応じて信号パルスカウンタまたは補償パルスカウンタをイネーブルにする。信号パ
ルスの符号が正（論理「０」）の場合、信号パルスカウンタはイネーブルになり、信号パ
ルスの符号が負（論理「１」）の場合、補償パルスカウンタがイネーブルになる。同様に
して、この中間カウンタはゼロにデクリメントし、対応するカウントゼロ検出器の状態を
変化させる。中間カウンタがディスエーブルになり、最後に残ったカウンタがイネーブル
になって、同様にゼロにデクリメントする。カウンタがすべて終了すると、ＤＳＰから次
のロードコマンドが出されてＰＭＤワードがラッチされるまでディスエーブル状態を維持
する。
遅延カウントゼロ検出器と中間カウンタの検出器との遷移の間のタイミング差によって、
最初のパルスの時間幅が決まる。同様に、中間カウンタの検出器と最後のカウンタの検出
器との遷移の間のタイミング差によって第二のパルスの時間幅が決まる。波形発生論理回
路の内部で二つの中間信号が発生される。Ｈブリッジ符号信号（Ｈ＿ＳＩＧＮ）（第１２
図に記載の式を参照）によって、信号パルス符号ビットと、信号パルスカウンタおよび補
償パルスカウンタの検出器出力値の状態とに応じて、Ｈブリッジによって伝達されるパワ
ーの極性が決まる。遅延後に、信号パルスの符号が正であって信号パルスカウンタがデク
リメントされる場合、Ｈブリッジの極性は正（Ｈ＿ＳＩＧＮ＝「０」）である。信号パル
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スカウンタが終了し、補償パルスカウンタがデクリメントされる場合、Ｈブリッジの符号
は負（Ｈ＿ＳＩＧＮ＝「１」）である。逆に、信号パルスの符号が負で補償パルスカウン
タがデクリメントする場合、Ｈブリッジの符号は正である。補償パルスカウンタが完了し
、信号パルスカウンタがデクリメントする場合、Ｈブリッジの符号は負である。Ｈブリッ
ジ制御信号（Ｈ＿ＣＴＬ）（第１２図に記載の式を参照）によって、ダンピング状態から
二つのパワー状態のいずれかに遷移する時点が決まる。ダンピング状態は、遅延時間中と
配電後に、すべてのカウンタが終了していると開始される。
Ｈブリッジ制御出力ＡＨＯ．Ｑ、ＡＬＯ．Ｑ、ＢＬＯ．Ｑ、およびＢＨＯ．Ｑは、二つの
中間信号Ｈ＿ＳＩＧＮとＨ＿ＣＴＬの組合せである（第１２図に記載の式参照）。ブリッ
ジ制御出力端子における論理「１」によって、対応するパワースイッチがオンになる。正
のパワーを供給するには、ＡＨＯとＢＬＯ（第１２図に示す式と制御信号出力を参照）の
みをオンにする。負のパワーを供給するには、ＢＨＯとＡＬＯ（第１２図に示す式と制御
信号出力を参照）のみをオンにする。ダンピング状態にするには、ＡＬＯとＢＬＯ（第１
２図に示す式と制御信号出力を参照）のみをオンにする。これらの論理出力制御信号は、
Ｈａｒｒｉｓ　Ｓｅｍｉｃｏｎｄｕｃｔｏｒ，Ｉｎｃ．のＨＩＰ４０８１Ａなど知られて
いるフルブリッジドライバ集積回路（「Ｈ－ブリッジドライバ回路）に必要な入力信号と
整合し、その仕様書は参照により本明細書に組み込まれる。
パルス幅タイミングスキューを最小限にし、不感帯タイミング制御を行うために、波形発
生論理回路出力ＡＨＯ、ＡＬＯ、ＢＬＯ、およびＢＨＯは、Ｈブリッジドライバ回路の入
力端子に供給される前にパルス幅変調クロックと再同期される。不感帯制御は、ブリッジ
の一方の側にある上部スイッチと下部スイッチの両方が短時間であっても同時にオンにな
って電源両端間に短絡が発生する状態が起こらないようにＨブリッジ内の個々のスイッチ
のターンオンとターンオフを行うシーケンスを指す。従来の技術では、高速のクロックが
ないため、ブレークビフォアメークスイッチングのタイミングを適切に順序づけるために
アナログ技法を使用して短い（数十ナノ秒）遅延を生じさせてきた。このような技法の経
験的観察により、これらの不感帯タイミング遅延はかなり変化し、それによってパルス幅
誤差が生じてスイッチの出力線形性に悪影響を及ぼすことがわかっている。
本発明による全デジタル増幅器の設計は高速クロック（ＰＷＣＬＫ）の使用に依存してパ
ルス幅変調波形を発生させるため、同じタイミング基準を使用してパワースイッチに必要
な不感帯タイミング遅延を発生させることができ、はるかに安定した状況が生じる。した
がって、波形発生論理回路出力信号ＡＨＯ、ＡＬＯ、ＢＬＯ、およびＢＨＯは、Ｈブリッ
ジドライバ回路の入力端子に供給される前にパルス幅変調クロック（ＰＷＣＬＫ）と同期
させられる。この技法を使用すると、パワースイッチの線形性の大幅な向上が実証された
。
振幅／時間変換器パルス幅論理回路からの制御出力信号ＡＨＯ．Ｑ、ＡＬＯ．Ｑ、ＢＬＯ
．Ｑ、およびＢＨＯ．Ｑが、第１０図に示すようにＨＩＰ４０８１Ａ　Ｈブリッジドライ
バ回路５４の制御入力端子に供給される。ＨＩＰ４０８１Ａ回路は、始動および不足電圧
保護とプログラム可能な不感帯制御機能を備えるモノリシック、高周波、中電圧、Ｎチャ
ネルのＭＯＳＦＥＴ　Ｈブリッジドライバである。このドライバは、きわめて短時間にＭ
ＯＳＦＥＴゲート寄生容量の充電と放電を行うために必要な電流駆動機能を有する。この
ドライバは、HarrisのＲＰＦ１４Ｎ０５およびＲＰＮ２５Ｎ０５トランジスタなどのいく
つかの電源ＭＯＳＦＥＴスイッチ５６や、Ｔｅｘａｓ　Ｉｎｓｔｒｕｍｅｎｔｓ，Ｉｎｃ
．のＴＰＩＣ５４０４集積フルブリッジトランジスタアレイにも正常に適応した。
本発明による全デジタル増幅器でＨブリッジドライバ回路のプログラム可能機能を使用し
て、個々のスイッチのタイミングを適切に調整してどのスイッチもオンにならない短い期
間を設けることによって主パルスと補償パルスとの間のゼロ電圧スイッチ遷移を実現する
ことができる。前述のように、最小限のドライバ遅延を設定し、デジタル制御を使用する
ことによって、線形性に大幅な向上が達成される。出力フィルタと負荷は誘導性であるた
め、回路を流れる電流は一方向に流れ続けようとする。ブリッジにエンハンスメントモー
ドＭＯＳＦＥＴを使用すると、電流は交互にオンにする二つのスイッチの本体ソース－ド
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レインダイオードを流れ続け、それによってダイオードが順方向バイアス状態になる。ダ
イオードに順方向バイアスが加えられた場合、スイッチ両端の電圧は－０．７Ｖ（十分に
ゼロに近い）であり、オンになるように指示することができる。エンハンスメントモード
ＭＯＳＦＥＴを使用しない場合、外部ダイオードを付加することができる。この技法によ
って、本発明による全デジタル増幅器の実施形態において、効率が向上し、スイッチング
速度が高速化し、ＥＭＩが少ない、よりきれいな出力信号になる。
パワーＨブリッジドライバ回路５４からの二つの出力信号が、受動ＬＣバターワース低域
フィルタ５８（第１０図）の入力端子に供給される。この低域フィルタは搬送波周波数（
すなわちフレーム周波数）付近の信号の小さい搬送波と高調波のコモンモードフィルタリ
ングを行うように設計されている。このフィルタは、４～８オームの負荷との最小限の相
互作用、オーディオ帯域における線形位相での平坦な振幅応答、群遅延、および受容可能
な搬送波抑圧のために最適化されている。このオーディオ実施形態では、低域フィルタの
後に、増幅器の出力信号の最終的トランスデューサであるスピーカ６０が接続される。
本発明によるデジタル信号処理は、第１３Ａ図に示すように全デジタルステレオまたはマ
ルチチャネル高忠実度オーディオ増幅器で実施することができる。
前述のように、アナログパワー増幅器にはスイッチモード離散状態パワー増幅器の開発の
要因となったいくつかの欠点がある。所与のパワー出力、特に比較的高い振幅レベルでは
、アナログ増幅器は、ひずみのない増幅のために能動素子を線形領域にバイアスさせる必
要があることが主な原因で効率が悪い。能動素子で消費されるパワーが大きいため、その
結果としての増幅器効率は低い。さらに、アナログ増幅器の低効率の結果、受動的機械熱
交換器の必要と、無駄なエネルギー需要に対応するためのより大型の電源の必要のために
、大きさと重量に関する不利が生じる。パワー処理要素は電流容量が大きく、動作温度範
囲が広い大きな構成要素であるためと、機械熱交換器自体が増幅器の予算全体のかなりの
部分を占めるため、低効率の結果としてコストが高くなる。
さらに、入力信号の発生源がデジタルである場合、入力形式に基本的に互換性がなく、中
間変換が必要なため、アナログ増幅器には追加の欠点がある。この変換によって、増幅器
の複雑さとコストが増大し、信号劣化が生じることが多い。オーディオの録音、処理、お
よび再生がますますデジタルの領域に進むにつれて、この変換の不利益はますます顕著に
なり、入力信号が基本的にデジタルである経済的な高忠実度増幅器が必要になる。
経済的で効率の高い高忠実度スイッチモード増幅器は、第８Ａ図、第８Ｂ図、および第１
０図ないし第１２図に関して以下に述べるアーキテクチャと概念を用いて実施することが
できる。本発明による補償型三値全デジタル増幅器の第三のダンピングされたパワー状態
は、高忠実度オーディオ応用分野において特に重要である。いずれの供給接続も不要な時
間中、すなわち第三の状態の間は、実質的にパワー消費はなく、両方のスピーカ端子が互
いに接続され、それによって負荷にとってすぐれた増幅器ダンピングが実現される。出力
スイッチは前記で詳述した補正（および前処理）機構によって「理想化」され、増幅器の
入力信号によって時変調されたデジタルコマンドに応答してイネーブルになる。フィルタ
リングされ、時変調された出力信号によって、負荷トランスデューサでアナログ出力が得
られる。このアナログ出力はデジタルオーディオ入力信号の増幅された複製である。
第１３Ａ図および第１３Ｂ図に図示する全デジタルオーディオ増幅器は、パーソナルコン
ピュータのマルチメディア市場などの状況で有用である。この増幅器はパーソナルコンピ
ュータのＩＳＡバススロットに収容されるように構成されたフィンガ２１０を有し、その
電源をコンピュータの内部電源からとるように構成されている。この増幅器はアナログ入
力端子２１２と標準Ｉ2Ｓシリアルデジタル入力端子２１４を備える。
信号処理は、ステレオアナログ／デジタル変換器２１６への入力から開始される。このＡ
／Ｄ変換器は、４４．１ＫＨｚの出力サンプリング周波数および１６ビットの出力ワード
長用に構成された既製のユニポーラ直流５Ｖ電源シグマ／デルタオーバサンプリング変換
器である。Ａ／Ｄ変換器のアナログ入力信号はＡＣ結合され、フィルタリングされ、それ
によってエイリアシング誤差を最小限にし、その出力がデジタル信号プロセッサ２１８の
シリアル入力端子に入力される。このデジタル信号プロセッサ２１８は、第８Ａ図および
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第８Ｂ図、および第１０図ないし第１２図の実施形態に関して前述したＤＳＰと同じ装置
とすることができ、同じように機能する。
ＤＳＰは６０ナノ秒命令サイクル（１６．６７ＭＩＰＳ）を実行し、１Ｋワードのオンチ
ッププログラムメモリＲＡＭを有し、５１２ワードのオンチップデータメモリＲＡＭを有
し、２個の二重バッファシリアルポート（ＳＰＯＲＴＯおよび１）を有する。ＤＳＰの機
能は、６４ＫのＥＰＲＯＭ２２０内に記憶されたコードで表され、主として入力オーバサ
ンプリング補間、ノイズシェーピング、およびパルス幅変調制御の三つの信号処理機能を
実行する。
２０ＫＨｚのオーディオ帯域幅のナイキスト基準を満たす４４．１ＫＨｚでサンプリング
されたデータの場合、ＰＷＭ技法を使用して１６ビット品質の増幅器性能を達成するのに
ほぼ３ＧＨｚの量子化クロックレートが必要になることが、比較的単純な計算によってわ
かり、その結果、そのような増幅器は非現実的になる。しかし、オーバサンプリングノイ
ズシェーパを使用して、他の場所の雑音を犠牲にして必要な帯域幅内の信号の量子化雑音
のスペクトルを変更することができる。この技法によって、オーバサンプリングノイズシ
ェーパへの精細に量子化されたηビット入力を可能にし、ノイズシェーパからより粗く量
子化されたη’ビットの出力を、オーバサンプリングレートで、オーディオ帯域幅内のη
ビット分解能で、生じさせることができる。ステレオ増幅器用のＤＳＰの性能制約の範囲
内で、６Ｘオーバサンプリングされた三次ノイズシェーピングアルゴリズムが開発され、
この応用分野だけでなく前述の応用分野でも実施されている。
３３．８６８８ＭＨｚの量子化クロックレートを選定し、オーバサンプリングレートで実
効８ビット制御（７ビット幅＋１ビット極性）が得られた。このアルゴリズムを使用した
増幅器の理論上の信号対雑音性能はオーディオ帯域内で－７３．８ｄＢであり、１２ビッ
ト以上に相当する。これは厳密にはハイエンド性能ではないが、これはマルチメディアの
コスト目的には適合する。ステレオ増幅器はより高速性能のＤＳＰを使用し、より高いオ
ーバサンプリングおよび量子化クロックレートを使用して実施することもでき、理論的に
はオーディオ帯域内で１６ビットの実効信号対雑音性能、－９６．３ｄＢが達成される。
オーバサンプリングノイズシェーパの後に、信号処理は前述のようにパルス幅変調機能に
進む。情報が幅だけでなく、周期的に発生するパルスの極性によっても表されるため、こ
の変調タイプは補償型三値出力アーキテクチャと整合する。選定したＤＳＰは量子化クロ
ックレートで時間を制御することができないため、プロセッサのプログラムメモリデータ
（ＰＭＤ）バス２２２から左右のチャネル遅延、極性、および幅情報をコード化する出力
コマンドワードを発行する。次にＤＳＰのＰＭＤバスが複合プログラマブルロジックデバ
イス２２４の入力端子に結合される。
ＣＰＬＤ２２４は、システムプログラマビリティと、４０００個のゲートと、４８個のＩ
／Ｏピンと、１４４個のレジスタと、６０ＭＨｚのｆmax定格とを特徴とする。ＣＰＬＤ
２２４の機能は、コマンドをＰＷＭアルゴリズムから、他の実施形態に関して前述したよ
うに量子化クロック周期の整数倍の周期的タイミング間隔を中心として厳密に規定された
幅のパルスにデコードすることである。
ＤＳＰ２１８からのＰＭＤバス２２２出力はＣＰＬＤ２２４への入力端子でラッチされ、
前述のＰＭＤバスの場合と同様に、パルス遅延と幅の適切な値がカウンタにロードされる
。カウンタは空になるまでクロック制御され、論理出力はカウンタが開始されると設定さ
れ、カウンタが終了するとリセットされる。論理出力は、タイミングスキューが除去され
、各チャネルに設けられているパワースイッチドライバ２２６の入力端子に送られる。
前記と同様に、パワースイッチドライバは、始動および不足電圧保護とプログラム可能な
不感帯制御機能を備えるモノリシック、高周波、中電圧、ＮチャネルのＭＯＳＦＥＴ　Ｈ
ブリッジドライブＩＣである。これらのドライバは、論理レベル入力から４個のＮチャネ
ル装置の独立制御を行うことができる。ドライバの出力はパワースイッチ２２８に合わせ
て構成されている。
パワースイッチ２２８は、Ｈブリッジに構成されたモノリシックＮチャネルパワーＭＯＳ
ＦＥＴトランジスタアレイである。これらのスイッチは、６０Ｖの降伏定格、１スイッチ
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当たり０．３Ωのオン抵抗、２Ａの直流電流、１０Ａの最大定格電流、誘導負荷のフライ
バック保護機能を備える。パワースイッチは、低コスト、小型サイズ、および応用分野へ
の適合特性を備えるように選定した。この装置は三値動作の的確さを示すものである。５
０ワットのオーディオ増幅器（ダイナミック音楽入力によって駆動される４Ωへの２４Ｖ
ＤＣのパワー供給）のためのパワー出力段ステージ全体が一つの１６ピンＤＩＰ内に含ま
れている。スイッチは４～８Ωの負荷を駆動し、良好なパフォーマンスを達成すると評価
された。Ｈブリッジパワースイッチからの出力は出力アナログ低域フィルタ２３０に合わ
せて構成されている。
出力フィルタ２３０は、オーディオ帯域幅より上に設定された１オクターブ当たり２４ｄ
Ｂ勾配を使用する受動ＬＣ型バターワース低域フィルタである。これらのフィルタは、４
～８Ωの負荷との最小相互作用のために設計され、構成要素のサイズ、オーディオ帯域内
の線形位相での平坦な振幅応答、群遅延、および受容可能な搬送波抑圧のために最適化さ
れている。低域フィルタ２３０の後に、増幅器の出力であるスピーカ負荷が接続されてい
る。
マルチメディアＰＣ応用分野に固有の装置仕様は別として、第１３Ａ図および第１３Ｂ図
に示す実施形態は前述の実施形態の機能と基本的に同じである。五つの基本構成要素であ
る初期設定、オーバサンプリングフィルタ、高調波補償、ノイズシェーピングおよび出力
論理が実施される。基本的機能要素については前記で詳述したため、以下ではそれぞれに
ついて簡単に述べる。
電源投入初期設定時に、従来技術で知られているように、プログラム変数およびアレイポ
インタが初期設定され、ＤＳＰシリアルポートがセットアップされる。シリアルポートは
４個の１６ビットワードを読み取る自動バッファフォーマットを使用するように初期設定
される。自動バッファモードによって、シリアルポートは、４４．１ｋＨｚで４８ビット
のデータを受信した後で割込みを生成する。この割り込みを使用して、初期設定が完了し
た後で信号処理が開始される。
最初の信号処理タスクはオーバサンプリングフィルタによって行われる。マルチタップオ
ーバサンプリングＦＩＲを使用して、読み取られた１６ビットの線形ＰＣＭデータからＮ
個のサンプルを生成する。ＦＩＲ係数は、サンプリングイメージを減衰させている間に全
オーディオ帯域幅（２０ｋＨｚ）を含む低域フィルタを生じさせるように計算した。タッ
プ数は装置のスループット能力に合わせて最大化した。
通常は、前述のように、オーバサンプリングフィルタからのＮ個のサンプルには、線形化
出力パルスおよび変調方式によって生じる高調波ひずみの事前補償が含まれることになる
。これは、前述の単一チャネル実施態様を使用して第二高調波について行い、示した。こ
のＰＣ応用分野および設計のコストとパフォーマンスの制約のために、ここで説明するス
テレオバージョンでは高調波補償は実施しなかった。しかし、当業者なら、コストとパフ
ォーマンス上の配慮がそれほど制約されていない場合には、本発明により高調波補償を実
施することができることがわかるであろう。
オーバサンプリングされたデータを三次ノイズシェーパを介して処理し、１６ビットのデ
ータを出力量子化レベルまで低減する。この処理によって量子化雑音がオーディオ帯域幅
の外側にシフトする。ノイズシェーパの出力データ点を、出力論理回路がアクセスする環
状バッファアレイに記憶する。二重バッファ方式を使用して同時のアレイ読取りおよび書
込みを防止する。
ＤＳＰタイマ割り込みを使用して、出力論理を４４．１ｋＨｚサイクル当たりＮ回実行す
る。出力論理を実行した後は、ＤＳＰは通常の処理に戻る。ＤＳＰタイマは初期設定時に
セットアップされ、４４．１ｋＨｚサイクルにロックされる。
出力論理はノイズシェーパの出力を使用して、変調カウンタを実施するデータアレイにア
クセスする。このカウンタデータアレイの中央を指すようにポインタが設定される。この
ポインタはノイズシェーパ出力の値によってシフトされる。次にこのアレイ要素は外部プ
ログラムメモリへの書出しによって出力される。カウンタデータは２４ビット幅であり、
遅延カウンタと、第一のパルスカウンタと、第二のパルスカウンタとを含む。これらのカ
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ウンタは４４．１ｋＨｚサイクル当たりＮ個のフレームの各フレーム中に増幅器の出力レ
ベルを制御する。前述のように、遅延カウンタはゼロ状態を示し、第一および第二のカウ
ンタの符号は正または負の出力を示す。
前の実施形態では単一のチャネルのみを示し、第１３Ａ図の実施形態では二つのチャネル
またはステレオ応用分野を示したが、本発明により実施された全デジタル増幅器は１、２
、４、またはＮ個のチャネル動作のいずれに対しても実施可能であることがわかるであろ
う。
本発明について、スイッチング増幅器、より具体的にはオーディオ増幅器の実施形態で図
示し、説明したが、上述の本発明は、サーボモータ増幅器や合成ＡＣ電源など他の多くの
応用分野でも実施可能であることがわかるであろう。
さらに、本明細書に記載の信号処理はコード方式ＤＳＰとして実施されているという事実
に関わらず、本発明による信号処理は特定用途向け集積回路における結線方式またはコー
ド方式要素あるいはその両方として、あるいは、マイクロプロセッサなどで実行されるプ
ロセスとしても実施することができることがわかるであろう。
上記では、事前補償ルックアップテーブルを使用してパワースイッチの出力の非線形性を
補償したが、信号プロセッサの時間分解能が十分なレベルである場合には、パワースイッ
チのゼロクロス遷移を直接モデリングすることも可能であることがわかるであろう。
本明細書の実施形態ではＤＳＰから情報を出力する２４ビットＰＭＤバスについて説明し
たが、当業者ならシリアルインタフェースなどの他のインタフェースも実施することがで
きることがわかるであろう。さらに、回路分割によっては２４ビット以下または２４ビッ
ト以上を必要とする他のコード化出力形式が可能である。
以上、本発明について実施形態に関して説明したが、本発明の精神および範囲から逸脱す
ることなく、本発明の態様および詳細には上記およびその他の様々な変更、省略、および
追加を加えることができることがわかるであろう。

【図１Ａ】

【図１Ｂ】

【図２】

【図３】



(21) JP 4212647 B2 2009.1.21

【図４】 【図５】

【図６】

【図７】 【図８Ａ】



(22) JP 4212647 B2 2009.1.21

【図８Ｂ】 【図９Ａ】

【図９Ｂ】
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