
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ノコギリ波を生成するノコギリ波発生装置であって、
　所定の周波数を持つ基準信号を生成する基準信号生成手段と、
　前記基準信号生成手段によって生成された前記基準信号の周波数に基づいて、ノコギリ
波を形成するノコギリ波形成手段と、
　前記基準信号の周波数の変動に応じて、前記ノコギリ波形成手段によって形成された前
記ノコギリ波の傾きであるΔＶ／ｔを自動で補正する補正手段と
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を備え、
　前記補正手段は、前記ノコギリ波形成手段によって形成されたノコギリ波の電圧値と予
め設定された電圧値とを比較する電圧比較器を備え、
　前記ノコギリ波形成手段は、定電流を出力する定電流回路と、前記定電流回路の出力電
流を充電するコンデンサと、前記コンデンサに充電された電荷を放電する半導体素子とを
備え、
　前記電圧比較器の出力信号に基づいて、前記半導体素子のオン／オフ信号を出力して、
前記コンデンサに充電された電荷の放電タイミングを制御するノコギリ波放電パルス手段
を更に備え、
　前記ノコギリ波放電パルス手段は、前記ノコギリ波の電圧値が前記予め設定された電圧
値を超えたとき、前記電圧比較器の出力信号を保持し、その保持した信号を出力するエッ
ジ記憶部と、前記エッジ記憶部の出力信号を所定時間遅延させて出力する遅延回路と、前
記エッジ記憶部の出力信号と前記遅延回路の反転出力信号との論理積を出力するＡＮＤ回



ことを特徴とするノコギリ
波発生装置。
【請求項２】
　前記半導体素子は、ＩＧＦＥＴである請求項 に記載のノコギリ波発生装置。
【請求項３】
　前記補正手段 によって生成された前記基準信号の立ち上がり
の位相と前記電圧比較器の出力信号の位相とを比較する位相比較器と、
　前記位相比較器の出力信号の高域成分をカットし、それによって得られた信号を前記ノ
コギリ波形成手段に帰還するローパスフィルタとを備える請求項１ に記載のノコギ
リ波発生装置。
【請求項４】
　前記位相比較器は、前記電圧比較器の出力信号の位相が前記基準信号の立ち上がりの位
相よりも速い場合には、前記ノコギリ波の傾きであるΔＶ／ｔを小さくするようにＬｏｗ
レベルの信号を出力し、前記電圧比較器の出力信号の位相が前記基準信号の立ち上がりの
位相よりも遅い場合には、前記ノコギリ波の傾きであるΔＶ／ｔを大きくするようにＨｉ
ｇｈレベルの信号を出力する請求項 に記載のノコギリ波発生装置。
【請求項５】
　前記 は、ＰＬＬ回路から構成される源周波数発生部と、該源周波数発
生部の出力に基づいて、前記基準信号を生成する周波数発生部とを含む請求項 又は に
記載のノコギリ波発生装置。
【請求項６】
　前記定電流回路は、前記ローパスフィルタの出力信号に基づいて、出力する電流量を制
御可能である請求項 乃至 のいずれかに記載のノコギリ波発生装置。
【請求項７】
　前記定電流回路は、ドレイン電流の定電流特性を用いるための第２のＦＥＴと、前記第
２のＦＥＴのドレイン電流の制御用に、前記第２のＦＥＴのソース電極側に接続して設け
られた第 のＦＥＴとから構成され、
　前記第１のＦＥＴのゲート電極は、前記定電流回路の出力電流量を制御するために、前
記ローパスフィルタの出力側に接続され、前記第２のＦＥＴのゲート電極及び前記第１の
ＦＥＴのドレイン電極は、一定の電圧値を前記定電流回路に供給する電圧源に接続される
請求項 乃至 のいずれかに記載のノコギリ波発生装置。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
　本発明は、ノコギリ波発生装 関し、より詳細には、ＰＷＭ駆動装置やＰＷＭ表示装
置などで用いられるノコギリ波発生装 関する。
【０００２】
【従来の技術】
　従来のノコギリ波発生装置では、水晶振動子などの固定発振周波数を利用して所望の基
準周波数の信号を作り、その所望の基準周波数の信号を用いて、ノコギリ波を発生（生成
）させていた。図 及び図 を参照して、従来のノコギリ波発生装置２の構成を概略的
に説明する。
　図 は、従来のノコギリ波発生装置２の概略的なブロック図である。図 に示すように
、従来のノコギリ波発生装置２は、水晶振動子などを用いて所定の値に固定された基準周
波数を発生させる固定周波数発生部３と、その基準周波数に基づいてノコギリ波を生成す
るノコギリ波発生部４とを備えている。このように、従来のノコギリ波発生装置２では、
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路とを備え、
　前記ノコギリ波の電圧値が前記予め設定された電圧値を超えたとき、前記ＡＮＤ回路か
ら前記遅延回路での遅延分の時間幅を持つパルス信号が出力され、該パルス信号により、
前記遅延回路での遅延分に相当する期間、前記半導体素子がオンし、該期間に、前記コン
デンサに充電されている電荷が放電されるよう構成されている

１

は、前記基準信号生成手段

又は２

３

基準信号生成手段
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その負荷としてピエゾ効果を利用する圧電素子（ピエゾ素子）などを用いること、すなわ
ち、共振点が変動する負荷を駆動することを考慮していないため、このような固定周波数
発生部３が用いられていた。
【０００３】
　図 は、図 に示すノコギリ波発生部４の１つの回路構成例を示す回路図である。こ
の図 に示すように、ノコギリ波発生部４は、手動（マニュアル）でその抵抗値を変更
可能な可変抵抗素子４Ｒと、手動で所定の静電容量を持つ１つのコンデンサに設定（切り
替え）可能な複数のコンデンサ４Ｃを含む。なお、このノコギリ波発生部４の回路では、
可変抵抗素子４Ｒの抵抗値を変更することによりノコギリ波の傾きを含む形状を変更可能
であり、複数のコンデンサ４Ｃを切り替えることによりノコギリ波の周期（立ち上がりか
ら立ち下がりまでの期間）を変更可能である。
【０００４】
このように生成されたノコギリ波は、例えば、ＰＷＭ駆動装置やＰＷＭ表示装置などＰＷ
Ｍ制御が行われる装置で利用されている（例えば、特許文献１参照）。ＰＷＭ制御は、ノ
コギリ波の電圧波形と所定の電圧値とを電圧比較器により比較して、各種装置の駆動を制
御する所定のＤＵＴＹ（デューティー）比の信号を出力し、それらの装置をオン／オフ制
御するものである。
なお、この特許文献１では、共振周波数を利用した楕円振動パーツフィーダの駆動制御方
法が記載されており、可変周波数電源を用いて共振点を追尾制御している（特許文献１の
図６参照）。
【０００５】
【特許文献１】
特開平１１－１８０５２９号公報
【０００６】
【発明が解決しようとする課題】
しかしながら、従来のノコギリ波発生装置では、共振点を用いた駆動装置においてＰＷＭ
制御を行う場合、共振周波数が変動するためにノコギリ波を形成することができなかった
。
すなわち、ＰＷＭ制御は共振駆動装置の共振周波数により生成されたノコギリ波を用いて
いたが、共振周波数が変動するために、所定のデューティー比で安定することがなく、デ
ューティー比が常に変動してしまうという問題があった。
また、ＰＷＭ制御を行うための共振周波数が常に変動してしまうために、ＰＷＭ制御の基
準となる一定の形状に安定したノコギリ波を形成させることができないという問題もあっ
た。
【０００７】
　したがって、上記課題を解決するために、本発明の目的は、共振周波数が常に変動する
ピエゾ素子を用いた駆動装置をＰＷＭ制御する場合や、共振周波数を任意に変動してＰＷ
Ｍ制御を行う場合でも、共振周波数の変動に応じたノコギリ波を安定的に供給することが
できるノコギリ波発生装 提供することにある。
【０００８】
【課題を解決するための手段】
　上記課題を解決するために、本発明の一態様において、本発明のノコギリ波発生装置は
、ノコギリ波を生成するノコギリ波発生装置であって、
　所定の周波数を持つ基準信号を生成する基準信号生成手段と、
　前記基準信号生成手段によって生成された前記基準信号の周波数に基づいて、ノコギリ
波を形成するノコギリ波形成手段と、
　前記基準信号の周波数の変動に応じて、前記ノコギリ波形成手段によって形成された前
記ノコギリ波の傾きであるΔＶ／ｔを自動で補正する補正手段と
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１０ ９
１０

置を

を備え、
　前記補正手段は、前記ノコギリ波形成手段によって形成されたノコギリ波の電圧値と予
め設定された電圧値とを比較する電圧比較器を備え、



ことを特徴とする。

【０００９】
本発明のノコギリ波発生装置によれば、所定の周波数を持つ基準信号が基準信号生成手段
によって生成され、ノコギリ波形成手段は、この所定の周波数に基づいて、ノコギリ波を
形成し、補正手段は、このように形成されたノコギリ波の傾きであるΔＶ／ｔを自動で補
正する。したがって、本発明のノコギリ波発生装置によって、共振周波数が常に変動する
ピエゾ素子を用いた駆動装置をＰＷＭ制御する場合や、共振周波数を任意に変動してＰＷ
Ｍ制御を行う場合でも、共振周波数の変動に応じたノコギリ波を安定的に供給することが
できる。
【００１０】
　ここで、好ましくは、前記補正手段 によって生成された前記
基準信号の立ち上がりの位相と前記電圧比較器の出力信号の位相とを比較する位相比較器
と、
　前記位相比較器の出力信号の高域成分をカットし、それによって得られた信号を前記ノ
コギリ波形成手段に帰還するローパスフィルタとを備えている。
【００１１】
また、好ましくは、前記位相比較器は、前記電圧比較器の出力信号の位相が前記基準信号
の立ち上がりの位相よりも速い場合には、前記ノコギリ波の傾きであるΔＶ／ｔを小さく
するようにＬｏｗレベルの信号を出力し、前記電圧比較器の出力信号の位相が前記基準信
号の立ち上がりの位相よりも遅い場合には、前記ノコギリ波の傾きであるΔＶ／ｔを大き
くするようにＨｉｇｈレベルの信号を出力する。
【００１２】
　さらに、好ましくは、前記 は、ＰＬＬ回路から構成される源周波数発
生部と、該源周波数発生部の出力に基づいて、前記基準信号を生成する周波数発生部とを
含んで構成される。
　この場合、前記ＰＬＬ回路は、ピエゾ素子を共振素子として用いられてもよい。
【００１３】
　 前記定電流回路は、前記ローパスフィルタの出力信号に基づいて、出力す
る電流量を制御可能である。
【００１４】
　また、好ましくは、前記定電流回路は、ドレイン電流の定電流特性を用いるための第２
のＦＥＴと、前記第２のＦＥＴのドレイン電流の制御用に、前記第２のＦＥＴのソース電
極側に接続して設けられた第 のＦＥＴとから構成され、
　前記第１のＦＥＴのゲート電極は、前記定電流回路の出力電流量を制御するために、前
記ローパスフィルタの出力側に接続され、前記第２のＦＥＴのゲート電極及び前記第１の
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　前記ノコギリ波形成手段は、定電流を出力する定電流回路と、前記定電流回路の出力電
流を充電するコンデンサと、前記コンデンサに充電された電荷を放電する半導体素子とを
備え、
　前記電圧比較器の出力信号に基づいて、前記半導体素子のオン／オフ信号を出力して、
前記コンデンサに充電された電荷の放電タイミングを制御するノコギリ波放電パルス手段
を更に備え、
　前記ノコギリ波放電パルス手段は、前記ノコギリ波の電圧値が前記予め設定された電圧
値を超えたとき、前記電圧比較器の出力信号を保持し、その保持した信号を出力するエッ
ジ記憶部と、前記エッジ記憶部の出力信号を所定時間遅延させて出力する遅延回路と、前
記エッジ記憶部の出力信号と前記遅延回路の反転出力信号との論理積を出力するＡＮＤ回
路とを備え、
　前記ノコギリ波の電圧値が前記予め設定された電圧値を超えたとき、前記ＡＮＤ回路か
ら前記遅延回路での遅延分の時間幅を持つパルス信号が出力され、該パルス信号により、
前記遅延回路での遅延分に相当する期間、前記半導体素子がオンし、該期間に、前記コン
デンサに充電されている電荷が放電されるよう構成されている
　ここで、前記半導体素子は、ＩＧＦＥＴであってもよい。

は、前記基準信号生成手段

基準信号生成手段

好ましくは、

１



ＦＥＴのドレイン電極は、一定の電圧値を前記定電流回路に供給する電圧源に接続されて
いる。
【００２０】
【発明の実施の形態】
　以下、図１～図８を参照して本発明に係るノコギリ波発生装 好適な実施形態を詳細
に説明する。なお、この実施形態は例示として挙げるものであり、これにより本発明の内
容を限定的に解釈すべきではない。
　まず、本発明のノコギリ波発生装置１の構成を説明する。図１は、本発明のノコギリ波
発生装置１の主要部（回路構成図）を示す概略的なブロック図である。この図１において
、本発明のノコギリ波発生装置１は、源周波数発生部１０と、周波数発生部２０と、ノコ
ギリ波形成部（ノコギリ波形成手段）３０と、ノコギリ波放電パルス回路（ノコギリ波放
電パルス手段）４０と、増幅器５０と、電圧比較器６０と、位相比較器７０と、ローパス
フィルタ（ＬＰＦ）８０とを備えている。また、ノコギリ波発生装置１は、デジタル／ア
ナログコンバータ（ＤＡＣ）９１と、このＤＡＣ９１、源周波数発生部１０、及び周波数
発生部２０に接続され、これらを制御するＣＰＵ９０とを備えている。以下、図２～図５
のブロック図を用いて、各構成要素について詳細に説明する。
【００２１】
源周波数発生部１０は、本実施形態では、水晶振動子（発振子）を含むＰＬＬ（ Phase Lo
ck Loop）回路として構成される。しかしながら、本発明はこれに限定されず、その発振
周波数が安定しているならば、他の発振子を用いるＰＬＬ回路を利用してもよい。外乱な
どにより基準周波数が変動してしまう場合においても、本発明のノコギリ波発生装置１は
、安定したノコギリ波を出力できるため有効に利用できる。
【００２２】
図２は、図１に示すノコギリ波発生装置１の源周波数発生部１０を概略的に示すブロック
図である。この図２に示すように、源周波数発生部１０は、水晶振動子１０１と、基準周
波数発生部１０２と、１／Ｍ分周器１０３と、位相比較器１０４と、ＬＰＦ１０５と、電
圧制御発振器（ＶＣＯ： Voltage Controlled Oscillator）１０６と、１／Ｎ分周器１０
７とを備える。なお、１／Ｍ分周器１０３及び１／Ｎ分周器１０７は、その分周比である
Ｍ、Ｎの値をＣＰＵ９０によって制御される。このように、源周波数発生部１０は、２つ
の分周器１０３、１０７の分周比Ｍ、Ｎの値を適宜変更して所望の源周波数の信号を生成
し、その信号を周波数発生部２０に出力する。
【００２３】
すなわち、水晶振動子１０１によって発振された周波数（発振周波数）に基づいて、基準
周波数発生部１０２から出力された所定の周波数を持つ信号は、１／Ｍ分周器１０３によ
ってその周波数が１／Ｍ倍に分周され、位相比較器１０４の１つの入力端子に入力される
。源周波数発生部１０の出力、すなわち、ＶＣＯ１０６の出力信号がフィードバック（帰
還）ループにより１／Ｎ分周器１０７に入力され、１／Ｎ分周器１０７によってその周波
数が１／Ｎ倍に分周されたＶＣＯ１０６の出力信号が、位相比較器１０４のもう１つの入
力端子に入力される。
【００２４】
位相比較器１０４は、上記２つの入力信号の位相（すなわち、周波数）を比較し、その比
較信号（比較結果）をＬＰＦ１０５に出力する。ＶＣＯ１０６は、ＬＰＦ１０５によって
高域除去された比較信号に基づいて、その出力信号を調整し、最終的に、基準周波数発生
部１０２によって生成された（出力された）信号の周波数のＮ／Ｍ倍の周波数を持つ信号
が、周波数発生部２０に出力される。
【００２５】
図３は、図１に示すノコギリ波発生装置１の周波数発生部２０を概略的に示すブロック図
である。この図３に示すように、周波数発生部２０は、Ｈ期間形成部２０１と、Ｌ期間形
成部２０２とから構成されている。Ｈ期間形成部２０１及びＬ期間形成部２０２は、ＣＰ
Ｕ９０に制御され、それによって、周波数発生部２０は、所定の周波数を有する基準信号
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を位相比較器７０の１つの入力端子に出力する。
【００２６】
ここで、負荷としてピエゾ効果を利用する圧電素子（ピエゾ素子）を用いる場合における
共振周波数特性について説明する。図８は、圧電素子（ピエゾ素子）の共振周波数特性を
示すグラフである。この図８に示すように、負荷として利用されるピエゾ素子は、共振周
波数領域に共振点（共振周波数：ｆｃ）を有している。この共振点は、物理的（物性的）
に決まるものであり、例えば、共振周波数が常に変動するピエゾ素子を用いた駆動装置な
どでは、ロータの形状や摩耗状態、湿度、あるいは負荷特性などによって変動してしまう
。
【００２７】
なお、本発明のノコギリ波発生装置１がピエゾ素子を負荷として駆動させる場合には、ピ
エゾ素子を駆動制御する駆動信号の周波数、すなわち、上記図８の共振周波数と、本発明
のノコギリ波発生装置の出力信号であるノコギリ波出力信号の周波数とが一致していなけ
ればＰＷＭ制御を正確に行うことができないので、ノコギリ波発生装置１は、共振周波数
の変動に応じて、上述の源周波数発生部１０から出力する基準信号の周波数を変動させな
ければならない。このとき、ピエゾ素子の共振周波数が変動したという信号を受けたＣＰ
Ｕ９０は、源周波数発生部１０の１／Ｍ分周器１０３及び１／Ｎ分周器１０７の分周率を
適宜設定変更して、源周波数発生部１０の出力信号の周波数を調整している。
このように、本発明のノコギリ波発生装置１は、負荷側の共振周波数の変動に応じて、源
周波数発生部１０の出力信号の周波数を任意に変更するとともに、周波数発生部２０のＨ
期間及びＬ期間をＣＰＵ９０の制御により変更することによって、駆動信号の周波数を任
意に設定することができる。
【００２８】
図４は、図１に示すノコギリ波発生装置１のノコギリ波形成部３０を概略的に示すブロッ
ク図である。この図４に示すように、ノコギリ波形成部３０は、第１のＦＥＴ３０１と、
第２のＦＥＴ３０２と、抵抗素子３０３と、コンデンサ３０４と、絶縁ゲート形電界効果
トランジスタ（ＩＧＦＥＴ）（半導体素子）３０５と、（理想）電圧源３０６とを備えて
いる。
【００２９】
第１のＦＥＴ３０１のゲート電極は、ＬＰＦ８０の出力側に接続され、第１のＦＥＴ３０
１のソース電極及びドレイン電極は、それぞれ、第２のＦＥＴ３０２のソース電極及び電
圧源３０６に接続される。
第２のＦＥＴ３０２のゲート電極は、第１のＦＥＴ３０１のドレイン電極及び電圧源３０
６に接続される。また、第２のＦＥＴ３０２のドレイン電極は、抵抗素子３０３及びコン
デンサ３０４の一方の端子に接続されるとともに、増幅器５０にも接続される。なお、コ
ンデンサ３０４及びＩＧＦＥＴ３０５の他端は、接地（アース）される。
【００３０】
そして、第１及び第２のＦＥＴ３０１、３０２は、ＬＰＦ８０の出力信号に基づいて、所
定の定電流ＩＤ を出力する定電流回路３１０を構成する。この定電流回路３１０は、電圧
源３０６から印加される電圧によって第２のＦＥＴ３０２のドレイン電流の最大値が決定
されるが、ＬＰＦ８０の出力信号（電圧値）に基づいて第２のＦＥＴのドレイン電流の電
流量をその最大値以下の範囲で上昇あるいは下降させることによって、その出力する電流
量ＩＤ を制御可能である。（本実施形態では、図示及び詳細な説明を省略しているが、Ｌ
ＰＦ８０の出力信号は、定電流回路の出力電流量を制御する電流制御装置の制御信号と考
えることもできる。この場合も同様に、この制御信号によって定電流回路３１０が出力す
る電流量ＩＤ を制御可能である。）すなわち、ＬＰＦ８０の出力信号がＨｉｇｈレベルの
場合、そのＨｉｇｈレベルの継続時間に応じて第１のＦＥＴ３０１のゲート電極に印加さ
れる電圧が上昇し、それに応じて、第２のＦＥＴ３０２のソース－ドレイン間に流れるド
レイン電流が増加する。これとは逆に、ＬＰＦ８０の出力信号がＬｏｗレベルの場合、そ
のＬｏｗレベルの継続時間に応じて第１のＦＥＴ３０１のゲート電極に印加される電圧が
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降下し、それに応じて、第２のＦＥＴ３０２のソース－ドレイン間に流れるドレイン電流
が減少する。
【００３１】
ＩＧＦＥＴ３０５は、ＩＧＦＥＴ３０５のゲート電極に接続されたノコギリ波放電パルス
回路４０の出力信号に基づいて、オン／オフ制御され、ＩＧＦＥＴ３０５がオフのとき、
すなわち、ＩＧＦＥＴ３０５のドレイン電流が流れないとき、所定の定電流が定電流回路
３１０からコンデンサ３０４に流入し、コンデンサ３０４はリニアに充電される（電荷：
Ｑ＝ＩＤ ×ｔ）。コンデンサ３０４の電極間の電位差（Ｖ＝Ｑ／Ｃ，Ｃはコンデンサ３０
４の静電容量）は、そのままノコギリ波形成部３０の出力信号となり、この出力信号は、
傾きがΔＶ／ｔの直線（ノコギリ波の一部）を形成する。
【００３２】
所定時間経過後にＩＧＦＥＴ３０５がオンすると、コンデンサ３０４に充電されていた電
荷が抵抗素子３０３及びＩＧＦＥＴ３０５を介して瞬間的に放電され（放電電流：Ｉ d i s c

h a r g e）、出力信号（電圧信号）は０となる。このような制御が連続的に行われることに
より、ノコギリ波出力信号が形成される。そのノコギリ波出力信号は、増幅器５０に出力
される。増幅器５０によって増幅されたノコギリ波出力信号は、このノコギリ波発生装置
１の出力信号（すなわち、ノコギリ波出力信号）となる。
電圧比較器６０は、上記増幅器５０の出力電圧信号（以下、「ノコギリ波出力電圧信号」
という）と、ＤＡＣ９１の出力電圧信号（所定の電圧信号）とを比較し、ノコギリ波出力
電圧信号が所定の電圧信号よりも大きいときに、ノコギリ波放電パルス回路４０及び位相
比較器７０にＨｉｇｈレベルを出力する。
【００３３】
図５は、図１に示すノコギリ波発生装置１のノコギリ波放電パルス回路４０を概略的に示
すブロック図である。この図５に示すように、ノコギリ波放電パルス回路４０は、エッジ
記憶部４０１と、遅延（ DELAY）回路４０２と、エッジ記憶部４０１の出力信号と遅延回
路４０２の反転出力信号とを乗算するＡＮＤ回路４０３とから構成される。ノコギリ波放
電パルス回路４０は、電圧比較器６０の出力信号に基づいて、ノコギリ波形成部３０にお
いて形成されるノコギリ波のエッジを形成するための信号を出力する。
【００３４】
実際には、源周波数発生部１０の出力信号をクロック信号として、電圧比較器６０の出力
信号がＨｉｇｈのとき、すなわち、ノコギリ波出力信号（電圧信号）が所定の電圧値を超
えたとき、そのＨｉｇｈ信号が入力されたエッジ記憶部４０１は、そのＨｉｇｈレベルの
信号を保持し、その信号を遅延回路４０２とＡＮＤ回路４０３に出力する。遅延回路４０
２は、入力されたＨｉｇｈレベルの信号を所定時間だけ遅延させて出力する。そして、Ａ
ＮＤ回路４０３は、エッジ記憶部４０１の出力信号と遅延回路４０２の反転された出力信
号とを乗算し、上記所定時間の幅を持つパルス信号を出力する。このパルス信号がノコギ
リ波放電パルス回路４０の出力信号となる。
【００３５】
位相比較器７０は、周波数発生部２０から入力された基準信号の位相と、電圧比較器６０
から入力された電圧比較信号の位相とを比較する。そして、位相比較器７０は、基準信号
の周波数に対して電圧比較信号の周波数が速い場合には、２つの信号の位相の遅れ分に相
当する時間だけＬｏｗレベルの信号をＬＰＦ８０に出力し、基準信号の周波数に対して電
圧比較信号の周波数が遅い場合には、２つの信号の位相の進み分に相当する時間だけＨｉ
ｇｈレベルの信号をＬＰＦ８０に出力する。
【００３６】
ＬＰＦ８０は、位相比較器７０から入力された位相比較信号の高域成分を除去し、上述の
ように、除去した信号をノコギリ波形成部３０の第１のＦＥＴ３０１のゲート電極に出力
する。
なお、源周波数発生部１０と、周波数発生部２０とによって、基準信号生成手段が構成さ
れ、電圧比較器６０と、位相比較器７０と、ローパスフィルタ８０とによって、補正手段
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が構成される。
【００３７】
次に、図６及び図７のタイミングチャートを参照して、本発明のノコギリ波発生装置の一
実施形態における動作を説明する。図６は、図１に示すノコギリ波発生装置１の源周波数
発生部１０、周波数発生部２０及びノコギリ波放電パルス回路４０の出力信号、並びに、
ノコギリ波発生装置１の出力信号を概略的に示すタイミングチャートである。
【００３８】
このタイミングチャートでは、図の上から順に、源周波数発生部１０の出力信号（図６（
Ａ））、周波数発生部２０の出力信号（基準信号）（図６（Ｂ））、ノコギリ波放電パル
ス回路４０の出力信号（図６（Ｃ））、ノコギリ波形成部３０の３つのパターンの出力（
ノコギリ波出力信号）（図６（Ｄ）～（Ｆ））が示される。
なお、図６（Ｄ）～（Ｆ）に示す上記３つのパターンは、定電流回路３１０からコンデン
サ３０４に入力される電流値が所定の値よりも大きい場合、小さい場合、及び、同一の場
合におけるノコギリ波出力信号を示している。
【００３９】
このタイミングチャートに示すように、ノコギリ波放電パルス回路４０の出力信号は、周
波数発生部２０の出力信号である方形波の立ち上がりに同期してパルスを発生している。
そして、このパルス信号に同期して、ノコギリ波形成部３０のコンデンサ３０４に充電さ
れた電荷が放電され、ノコギリ波形成部３０の出力信号であるノコギリ波出力信号は立ち
下がる（出力電圧が０になる）。
【００４０】
また、図６（Ｄ）に示すように、定電流回路３１０の出力電流値が所定値よりも大きい場
合、コンデンサ３０４に流入する電流量が大きくなり、ノコギリ波の傾きΔＶ／ｔが大き
くなるために、形成されるノコギリ波は、所定のタイミング（周波数発生部２０の出力信
号の立ち上がりのタイミング）よりも早くコンデンサ３０４が完全に充電されて立ち上が
り、その後、ノコギリ波放電パルス回路４０から出力されたパルス信号に同期して立ち下
がるまで概ね一定値（電圧源３０６の出力電圧値）で落ち着く（すなわち、ノコギリ波の
傾きΔＶ／ｔが概ね０となる）。
【００４１】
逆に、図６（Ｅ）に示すように、定電流回路３１０の出力電流値が所定値よりも小さい場
合、ノコギリ波の傾きΔＶ／ｔが小さくなるために、形成されるノコギリ波は、所定のタ
イミングになってもコンデンサ３０４が十分に充電されず、傾きΔＶ／ｔが小さいなだら
かなものとなる。この場合、ノコギリ波の頂部の高さが低いため、ノコギリ波と所定の電
圧値とを比較して駆動を制御するＰＷＭ制御などに用いるのにあまり適さない。
図６（Ｆ）に示すように、ノコギリ波の傾きΔＶ／ｔ及びノコギリ波放電パルスの発生タ
イミングが好ましい状態では、ノコギリ波形成部３０は、きれいなノコギリ波信号を出力
する。
【００４２】
次いで、図７のタイミングチャートを用いて、各構成要素の出力信号の関係を詳細に説明
する。図７は、図６に示すタイミングチャートの拡大図に対応する、電圧比較器６０及び
位相比較器７０の出力信号を概略的に示すタイミングチャートである。
このタイミングチャートでは、図の上から順に、源周波数発生部１０の出力信号（図７（
Ａ））、周波数発生部２０の出力信号（基準信号）（図７（Ｂ））、ノコギリ波形成部３
０の出力信号（ノコギリ波出力信号）（図７（Ｃ））、電圧比較器６０の出力信号（図７
（Ｄ））、ノコギリ波放電パルス回路４０の出力信号（図７（Ｅ））、位相比較器７０の
出力信号（図７（Ｆ））が示される。
【００４３】
図７（Ｃ）に示す基準線ＤＡＣは、ＤＡＣ９１から電圧比較器６０に入力される基準電圧
値である。ノコギリ波出力信号の出力値がこの基準電圧値と等しくなったときに、電圧比
較器６０は、パルスを出力する（図７（Ｄ））。この電圧比較器６０から出力されるパル
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スに同期して、ノコギリ波放電パルス回路４０は、Ｈｉｇｈレベルの信号を出力し、遅延
回路４０２によって遅延された所定時間だけそのＨｉｇｈレベルの出力を持続する（図７
（Ｅ））。
【００４４】
ノコギリ波放電パルス回路４０がＨｉｇｈレベルの信号を出力している間、ノコギリ波形
成部３０のＩＧＦＥＴ３０５はオンされており、コンデンサ３０４に充電された電荷が急
速に放電される（図７（Ｃ））。
なお、遅延回路４０２により遅延される時間、すなわち、ノコギリ波放電パルス回路４０
の出力がＨｉｇｈレベルである時間は、コンデンサ３０４の静電容量及び抵抗素子３０３
の抵抗値などを考慮し、適宜設定される。
【００４５】
以下、図７に示すタイミングチャートの時系列に従って、本実施形態におけるノコギリ波
発生の動作を説明する。
源周波数発生部１０の出力信号を上述の方法で分周し、周波数発生部２０の出力信号を得
る。この周波数発生部２０の出力信号は、一定の周期（周波数）を持つ方形波である（図
７（Ｂ））。ノコギリ波出力信号の出力値がＤＡＣ９１の基準電圧値と等しくなると（図
７（Ｃ））、電圧比較器６０がそのタイミングに合わせてパルスを出力する（図７（Ｄ）
）。
【００４６】
電圧比較器６０のパルス信号がノコギリ波放電パルス回路４０に入力されると、遅延回路
４０２の設定により、ノコギリ波放電パルス回路４０は、パルス信号のタイミングから所
定時間Ｈｉｇｈレベルの信号を出力する（図７（Ｅ））。
それと同時に、位相比較器７０は、基準信号である方形波（周波数発生部２０の出力信号
）の立ち上がりのタイミングと電圧比較器６０のパルス信号の出力されるタイミングとを
比較する。最初のノコギリ波出力信号では、電圧比較器６０の出力タイミングが基準信号
の立ち上がりタイミングよりも速いので、位相比較器７０は、ノコギリ波の傾きΔＶ／ｔ
を小さくするように、すなわち、コンデンサ３０４へ流入する電流量を小さくするように
、ＬＰＦ８０を介して、それらの時間差に対応する時間だけＬｏｗレベルの信号をノコギ
リ波形成部３０に出力する（図７（Ｆ））。
【００４７】
このＬＰＦ８０の出力信号により、第１のＦＥＴ３０１のゲート電極に印加される電圧が
所定値だけ下がり、定電流回路３１０の出力電流が低下する。これにより、図７（Ｃ）の
二番目のノコギリ波に示すように、ノコギリ波の傾きが小さくなり、ノコギリ波出力信号
とＤＡＣ９１の基準電圧信号が等しくなるタイミングを遅らせる。
【００４８】
同様にして、図７（Ｃ）に示すように、二番目のノコギリ波でも電圧比較器６０の出力タ
イミングが周波数発生部２０の基準信号の立ち上がりタイミングよりも速いので、位相比
較器７０は、ＬＰＦ８０を介して、その時間差に対応する時間だけＬｏｗレベルの信号を
ノコギリ波形成部３０に出力する。それにより、出力されるノコギリ波の傾きが更に小さ
くなり、ノコギリ波出力信号とＤＡＣ９１の基準電圧信号が等しくなるタイミングを更に
遅らせる。
【００４９】
三番目のノコギリ波では、上記のようにノコギリ波出力信号とＤＡＣ９１の基準電圧信号
が等しくなるタイミングが遅らされたことにより、今度は周波数発生部２０の基準信号の
立ち上がりタイミングが電圧比較器６０の出力タイミングよりも速くなっているので、位
相比較器７０は、今までとは逆に、その時間差に対応する時間だけＨｉｇｈレベルの信号
を出力する（図７（Ｆ））。それにより、出力されるノコギリ波の傾きが今度は大きくな
り、ノコギリ波出力信号とＤＡＣ９１の基準電圧信号が等しくなるタイミングを進ませる
。
【００５０】
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また、四番目のノコギリ波では、また逆に、電圧比較器６０の出力タイミングが周波数発
生部２０の基準信号の立ち上がりタイミングよりも速くなってしまうので、位相比較器７
０は、ＬＰＦ８０を介して、その時間差に対応する時間だけＬｏｗレベルの信号をノコギ
リ波形成部３０に出力する。それにより、出力されるノコギリ波の傾きが小さくなり、ノ
コギリ波出力信号とＤＡＣ９１の基準電圧信号が等しくなるタイミングを遅らせる。
最終的に、五番目のノコギリ波のように、電圧比較器６０の出力タイミングと周波数発生
部２０の基準信号の立ち上がりタイミングとが一致し、これ以降、ノコギリ波形成部３０
、すなわち、本発明のノコギリ波発生装置１は、良好なノコギリ波出力信号を出力（形成
）することができる。
【００５１】
このように、本発明では、任意の周波数を持つ信号を発生することができる源周波数発生
部１０及び源周波数発生部１０の出力信号の周波数を任意の周波数に可変設定できる周波
数発生部２０において任意の周波数を持つ基準信号を生成し、生成された基準信号に基づ
いて、ノコギリ波形成部においてノコギリ波を形成し、位相比較器７０において、形成さ
れたノコギリ波の頂部と基準信号の立ち上がりとを位相比較し、その位相比較の結果に基
づいて該ノコギリ波の傾きであるΔＶ／ｔを自動で補正している。
【００５２】
また、この傾きΔＶ／ｔの自動補正の工程では、電圧比較器６０において、形成されたノ
コギリ波の電圧値が予め設定された電圧値に到達したときにパルス信号を生成し、位相比
較器７０において、前記基準信号の立ち上がりの位相と前記パルス信号の位相とを比較し
て、前記パルス信号の位相が前記基準信号の立ち上がりの位相よりも速い場合には、第１
のＦＥＴ３０１のゲート電圧を小さくすることによりコンデンサ３０４に流入する電流量
を小さくして、前記ノコギリ波の傾きであるΔＶ／ｔを小さくし、前記パルス信号の位相
が前記基準信号の立ち上がりの位相よりも遅い場合には、第１のＦＥＴ３０１のゲート電
圧を大きくすることによりコンデンサ３０４に流入する電流量を大きくして、前記ノコギ
リ波の傾きであるΔＶ／ｔを大きくするように補正されるように構成される。
【００５３】
　以上のように、本発明の一実施形態におけるノコギリ波発生装置１及びノコギリ波発生
方法によれば、ノコギリ波形成部３０から出力されるノコギリ波の立ち下がりのタイミン
グと周波数発生部２０から出力される基準信号の立ち上がりのタイミングとを位相比較器
７０によって比較し、その比較結果に基づいて、所定の信号をノコギリ波形成部３０に帰
還（フィードバック）し、定電流回路３１０の出力電流を調整することにより、形成され
たノコギリ波の傾きΔＶ／ｔを調整することができる。
　したがって、本発明のノコギリ波発生装置 よって、共振周波数が常に変動するピエ
ゾ素子を用いた駆動装置をＰＷＭ制御する場合や、共振周波数を任意に変動してＰＷＭ制
御を行う場合でも、共振周波数の変動に応じたノコギリ波を安定的に供給する（出力する
）ことができる。
【００５４】
なお、本実施形態では、基準周波数発生部１０２から発生（出力）される基準周波数の信
号が負荷のピエゾ素子の共振周波数の変動に応じて設定変更する場合について説明したが
、本発明はこのような場合に限らず、何らかの外乱によってノコギリ波形成部３０から出
力されるノコギリ波出力信号に歪みなどが発生した場合においても適用可能である。
本実施形態では、周波数発生部２０は、源周波数発生部１０から出力される信号の周波数
をＨ期間形成部２０１及びＬ期間形成部２０２を用いて分周しているが、本発明はこれに
限定されず、分周器などを用いて構成されてもよい。
以上、本発明のノコギリ波発生装置を図示の各実施形態に基づいて説明したが、本発明は
、これに限定されるものではなく、ノコギリ波発生装置を構成する各部は、同様の機能を
発揮し得る任意の構成のものと置換することができる。また、本発明のノコギリ波発生装
置に、任意の構成物が付加されていてもよい。
【図面の簡単な説明】
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【図１】　本発明のノコギリ波発生装置の主要部（回路構成図）を示す概略的なブロック
図である。
【図２】　図１に示すノコギリ波発生装置の源周波数発生部を概略的に示すブロック図で
ある。
【図３】　図１に示すノコギリ波発生装置の周波数発生部を概略的に示すブロック図であ
る。
【図４】　図１に示すノコギリ波発生装置のノコギリ波形成部を概略的に示すブロック図
である。
【図５】　図１に示すノコギリ波発生装置のノコギリ波放電パルス回路を概略的に示すブ
ロック図である。
【図６】　図１に示すノコギリ波発生装置の源周波数発生部、周波数発生部及びノコギリ
波放電パルス回路の出力信号、並びに、ノコギリ波発生装置の出力信号を概略的に示すタ
イミングチャートである。
【図７】　図６に示すタイミングチャートの拡大図に対応する電圧比較器及び位相比較器
の出力信号を概略的に示すタイミングチャートである。
【図８】　圧電素子（ピエゾ発振子）の共振周波数特性を示すグラフである。
【図９】　従来のノコギリ波発生装置の概略的なブロック図である。
【図１０】　図９に示すノコギリ波発生部の１つの回路構成例を示す回路図である。
【符号の説明】
１……ノコギリ波発生装置　１０……源周波数発生部　１０１……水晶振動子１０２……
基準周波数発生部　１０３……分周器　１０４……位相比較器　１０５……ＬＰＦ　１０
６……ＶＣＯ　１０７……分周器　２０……周波数発生部２０１……Ｈ期間形成部　２０
２……Ｌ期間形成部　３０……ノコギリ波形成部　３０１……第１のＦＥＴ　３０２……
第２のＦＥＴ　３０３……抵抗素子　３０４……コンデンサ　３０５……ＩＧＦＥＴ　３
０６……電圧源　３１０……定電流回路　４０……ノコギリ波放電パルス回路　４０１…
…エッジ記憶部　４０２……遅延回路　４０３……ＡＮＤ回路　５０……増幅器　６０…
…電圧比較器　７０……位相比較器　８０……ＬＰＦ　９０……ＣＰＵ　９１……ＤＡＣ
　２……従来のノコギリ波発生装置　３……従来の固定周波数発生部　４……従来のノコ
ギリ波発生部
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【 図 １ 】 【 図 ２ 】

【 図 ３ 】

【 図 ４ 】

【 図 ５ 】

【 図 ６ 】
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【 図 ７ 】 【 図 ８ 】

【 図 ９ 】

【 図 １ ０ 】
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