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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　第１の端子と第２の端子の間に結合された、電流制限閾値を有するスイッチと、
　スイッチに結合され、スイッチに流れる電流を電流制限閾値に応答して制御する制御回
路と、
　制御回路およびレギュレータの制御端子に結合された制御端子レギュレータ回路とを備
え、制御端子が内部供給電流を含む制御端子電流を受け取るべく結合され、レギュレータ
回路が、制御端子電流からシャント・レギュレータ電流を引き出すべく制御端子に結合さ
れたシャント・レギュレータを備え、シャント・レギュレータ電流が内部供給電流を超過
した制御端子電流であり、また、シャント・レギュレータ電流の増加に応じて電流制限閾
値が大きくなる、レギュレータ。
【請求項２】
　制御端子が、フィードバック端子とレギュレータの供給端子が結合した端子であり、フ
ィードバック端子および供給端子がレギュレータの内部で接続されている、請求項１に記
載のレギュレータ。
【請求項３】
　制御端子が、フィードバック端子とレギュレータの供給端子が結合した端子であり、フ
ィードバック端子および供給端子が外部接続された、請求項１に記載のレギュレータ。
【請求項４】
　レギュレータがモノリシック・チップ内に含まれた、請求項１に記載のレギュレータ。
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【請求項５】
　電力スイッチが金属酸化物半導体電界効果トランジスタ（ＭＯＳＦＥＴ）からなる、請
求項１に記載のレギュレータ。
【請求項６】
　スイッチがバイポーラ接合トランジスタからなる、請求項１に記載のレギュレータ。
【請求項７】
　レギュレータがスイッチング電源内に含まれた、請求項１に記載のレギュレータ。
【請求項８】
　レギュレータが、ほぼ一定の出力電圧特性と主出力電流特性を備えたスイッチング電源
内に含まれた、請求項１に記載のレギュレータ。
【請求項９】
　第１の端子と第２の端子の間に結合され、電流制限閾値を有するスイッチと、
　スイッチに結合され、スイッチに流れる電流を電流制限閾値に応答してフィードバック
制御するための制御回路と、
　制御回路およびレギュレータの制御端子に結合された制御端子レギュレータ回路とを備
え、制御端子が、内部供給電流およびフィードバック電流を含む制御端子電流を受け取る
べく結合され、フィードバック電流の増加に応じて電流制限閾値が大きくなる、レギュレ
ータ。
【請求項１０】
　レギュレータがモノリシック・チップ内に含まれた、請求項９に記載のレギュレータ。
【請求項１１】
　スイッチが金属酸化物半導体電界効果トランジスタ（ＭＯＳＦＥＴ）からなる、請求項
９に記載のレギュレータ。
【請求項１２】
　スイッチがバイポーラ接合トランジスタからなる、請求項９に記載のレギュレータ。
【請求項１３】
　レギュレータがスイッチング電源内に含まれた、請求項９に記載のレギュレータ。
【請求項１４】
　レギュレータが、ほぼ一定の出力電圧特性と主出力電流特性を備えたスイッチング電源
内に含まれた、請求項９に記載のレギュレータ。
【請求項１５】
　電源の出力レベルを調整する方法であって、
　フィードバック電流および内部供給電流を含んだ制御端子電流を受け取るステップと、
　電力スイッチの電流制限閾値に応答して、電力スイッチに流れる電流をイネーブルおよ
びディスエーブルするステップと、
　電源の出力電流特性をほぼ一定に維持するように、フィードバック電流に応答して、電
力スイッチの電流制限閾値を調整するステップとを含む、方法。
【請求項１６】
　フィードバック電流を決定するように、内部供給電流を超過した制御端子電流を決定す
るステップをさらに含む、請求項１５に記載の方法。
【請求項１７】
　フィードバック電流の増加に応答して電流制限閾値を大きくするステップをさらに含む
、請求項１５に記載の方法。
【請求項１８】
　フィードバック電流の増加に応答して電流制限閾値を小さくするステップをさらに含む
、請求項１５に記載の方法。
【請求項１９】
　フィードバック電流に応答して、ほぼ一定の出力電圧を維持するステップをさらに含む
、請求項１５に記載の方法。
【請求項２０】
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　第１の端子と第２の端子の間に結合された電力スイッチと、
　電力スイッチを制御するように結合された制御回路と、
　制御端子電流を受け取るように制御回路および制御端子に結合された制御端子レギュレ
ータ回路とを備え、制御端子電流が電源レギュレータのための内部供給電流を含み、制御
端子電流がフィードバック電流をさらに含み、電力スイッチの電流制限閾値がフィードバ
ック電流に応答して調整され、また、制御回路がほぼ一定の電源出力電圧特性および電源
出力電流特性を提供するように、フィードバック電流に応答して電力スイッチをフィード
バック制御するようになされた、電源レギュレータ。
【請求項２１】
　制御端子レギュレータ回路、第１の端子および制御端子に結合された、制御端子を所定
の定電圧レベルに維持するようになされた充電回路をさらに備えた、請求項２０に記載の
電源レギュレータ。
【請求項２２】
　制御端子、制御端子レギュレータ回路および制御回路に結合された、フィードバック信
号に応答して電流制限閾値を調整するようになされた電流制限調整回路をさらに備えた、
請求項２０に記載の電源レギュレータ。
【請求項２３】
　電流制限閾値がフィードバック電流の増加と共に大きくなる請求項２０に記載の電源レ
ギュレータ。
【請求項２４】
　電流制限閾値がフィードバック電流の増加と共に小さくなる、請求項２０に記載の電源
レギュレータ。
【請求項２５】
　制御端子レギュレータ回路が、制御端子に結合されたシャント・レギュレータを備え、
シャント・レギュレータ電流がシャント・レギュレータを流れるようになされ、また、シ
ャント・レギュレータ電流が内部供給電流を超過した制御端子電流であり、シャント・レ
ギュレータ電流がフィードバック電流を含む、請求項２０に記載の電源レギュレータ。
【請求項２６】
　電力スイッチが金属酸化物半導体電界効果トランジスタ（ＭＯＳＦＥＴ）を備え、第１
の端子がドレイン端子であり、また、第２の端子がソース端子である、請求項２０に記載
の電源レギュレータ。
【請求項２７】
　電力スイッチがバイポーラ接合トランジスタを備えた、請求項２０に記載の電源レギュ
レータ。
【発明の詳細な説明】
【関連出願】
【０００１】
（関連出願の相互引用）
　本出願は、２００２年１月１７日出願の「Ｍｅｔｈｏｄ　Ａｎｄ　Ａｐｐａｒａｔｕｓ
　Ｆｏｒ　Ｍａｉｎｔａｉｎｉｎｇ　Ａｎ　Ａｐｐｒｏｘｉｍａｔｅ　Ｃｏｎｓｔａｎｔ
　Ｃｕｒｒｅｎｔ　Ｏｕｔｐｕｔ　Ｃｈａｒａｃｔｅｒｉｓｔｉｃ　Ｉｎ　Ａ　Ｓｗｉｔ
ｃｈｅｄ　Ｍｏｄｅ　Ｐｏｗｅｒ　Ｓｕｐｐｌｙ」という名称の米国仮出願第６０／３５
０，１５８号の優先権を主張するものである。
【技術分野】
【０００２】
　本発明は一般に電源に関し、より詳細にはスイッチ・モード電源に関する。
【背景技術】
【０００３】
　多くの電子デバイス・アプリケーション、とりわけ低電力オフライン・アダプタ／充電
器市場においては、ほぼ一定の電圧出力特性／定電流出力特性が必要である。定出力電流
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特性および定出力電圧特性を提供している公知のスイッチ・モード電源回路には、通常、
電源の二次側（すなわち出力側）に、出力電圧および電流をセンスし、かつ、フィードバ
ック信号を生成する回路が使用されている。フィードバック信号は、通常、光結合器コン
ポーネントを介して、電源の一次側のレギュレータ回路に帰還されている。このフィード
バック信号を使用して、一次スイッチのスイッチングが制御され、必要な電源出力特性を
提供している。
【０００４】
　定出力電流を維持する特定の機能は、通常、出力負荷に直列に接続された二次電流セン
ス抵抗を使用して達成されている。この二次電流センス抵抗は、二次電流センス抵抗を流
れる電流に比例した電圧信号を提供している。この電圧信号を使用して、電力スイッチの
制御に使用されるフィードバック信号を提供している。
【０００５】
　ほぼ一定の出力電流を得るための他の技法は、電源の一次側の電源変圧器補助巻線から
、電源の出力電圧に関する情報を得る方法である。この情報を使用して、一次レギュレー
タ回路に必要なあらゆる供給電流に無関係に、一次スイッチ電流制限閾値を調整している
。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　ほぼ一定の電流出力特性を維持するレギュレータ回路を提案する。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　一態様では、開示するレギュレータ回路により、電流制限閾値を有するスイッチが制御
される。シャント・レギュレータ電流がレギュレータの内部供給電流の内部消費を超過し
た制御端子電流となるように、レギュレータの供給端子とフィードバック端子とが制御端
子として１つに接続されている。スイッチの電流制限閾値がシャント・レギュレータ電流
の関数として変化する。一実施態様では、供給端子とフィードバック端子がレギュレータ
の外部で接続されている。他の実施態様では、供給端子とフィードバック端子は、レギュ
レータの内部で接続されている。一実施態様では、スイッチの電流制限閾値は、シャント
・レギュレータ電流の増加と共に大きくなる。他の実施態様では、スイッチの電流制限閾
値がシャント・レギュレータ電流の増加と共に小さくなる。一実施態様では、スイッチと
レギュレータがモノリシック・チップ上に統合されている。一実施態様では、スイッチは
金属酸化物電界効果トランジスタ（ＭＯＳＦＥＴ）である。他の実施態様では、スイッチ
はバイポーラ・トランジスタである。一実施態様では、レギュレータがスイッチング電源
内で使用される。一実施態様では、レギュレータは、ほぼ一定の出力電圧特性と主出力電
流特性を備えたスイッチング電源内で使用される。
【０００８】
　他の態様では、開示するレギュレータ回路により、電流制限閾値を有するスイッチが制
御される。レギュレータ回路の制御入力部は、レギュレータ回路が消費する内部供給電流
とフィードバック電流の合計である電流を受け取る。スイッチの電流制限閾値は、フィー
ドバック電流の関数として変化する。一実施態様では、スイッチの電流制限閾値がフィー
ドバック電流の増加と共に大きくなる。他の実施態様では、スイッチの電流制限閾値がフ
ィードバック電流の増加と共に小さくなる。一実施態様では、スイッチとレギュレータが
モノリシック・チップ上に統合されている。一実施態様では、スイッチはＭＯＳＦＥＴで
ある。他の実施態様では、スイッチはバイポーラ・トランジスタである。一実施態様では
、レギュレータがスイッチング電源内で使用される。他の実施態様では、レギュレータは
、ほぼ一定の出力電圧特性と主出力電流特性を備えたスイッチング電源内で使用される。
本発明の他の特徴および利点については、以下に示す詳細な説明および図から明らかにな
るであろう。
【０００９】
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　添付の図は、本発明の詳細を、何ら制限されることのない例として示したものである。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１０】
　レギュレータ回路を使用してほぼ一定の電流出力特性を維持する方法および装置の実施
形態を開示する。以下の説明においては、本発明を完全に理解させるために、多数の特定
の詳細が示されている。しかしながら、本発明を実践するために特定の詳細を使用する必
要がないことについては、当分野の技術者には明らかであろう。したがって本発明を明確
にするために、よく知られている材料あるいは方法については、その詳細は省略されてい
る。
【００１１】
　本明細書全体を通して参照されている「一実施形態」は、その実施形態に関連して記述
されている特定の特徴、構造あるいは特性が、本発明の少なくとも１つの実施形態に含ま
れていることを意味している。したがって、本明細書のさまざまな部分に出現する「一実
施形態では」という語句は、必ずしも同じ実施形態をすべて指しているわけではない。ま
た、特定の特徴、構造あるいは特性を、任意の適切な方法で、１つまたは複数の実施形態
の中に結合させることも可能である。
【００１２】
　本発明の教示によるさまざまな実施形態は、光結合器などのソースからの二次フィード
バックを必要とすることなく、ほぼ一定の電圧出力特性／定電流出力特性を提供する電源
レギュレータを対象としている。以下に示すように、実施形態には、このほぼ一定の電圧
出力特性／定電流出力特性を維持するために、制御電流の関数として電力スイッチのデュ
ーティ・サイクルや電流制限を調整する方法が含まれている。また、本発明の教示による
実施形態には、フィードバック電流とレギュレータ回路のための内部供給電流の両方を結
合した制御電流から、電源出力電圧に関するフィードバック情報を得るレギュレータ回路
が含まれている。
【００１３】
　一実施形態では、ほぼ一定の電圧出力特性／定電流出力特性を生成する本発明の教示に
よる方法には、電力スイッチの電流制限閾値およびデューティ・サイクルを、レギュレー
タ回路が受け取る制御電流の関数として調整するステップが含まれている。レギュレータ
の動作モードは制御電流のレベルによって決定される。より低い制御電流レベルでは、レ
ギュレータはほぼ一定の出力電流を維持する。一実施形態では、これは、制御電流の増加
に応じて、スイッチの電流制限閾値を大きくすることによって実行されている。より高い
制御電流レベルでは、レギュレータは、デューティ・サイクルを小さくすることによって
ほぼ一定の出力電圧を維持する。
【００１４】
　一実施形態では、変圧器の巻数比を乗じた出力電圧に一次まで等しい反射電圧からフィ
ードバック情報を得ている。一実施形態では、反射電圧は、エネルギー伝達エレメントの
両端間で、二次側から一次側へ反射する電圧である。反射電圧情報は、制御電流に変換さ
れ、レギュレータの制御端子に渡される。レギュレータには、制御端子を形成するように
、レギュレータの内部または外部のいずれかで接続された供給端子とフィードバック端子
が含まれている。
【００１５】
　一実施形態では、フィードバック端子には、供給端子に必要なチップ・レギュレータが
消費する内部供給電流を超過した制御端子の制御電流に応答するシャント・レギュレータ
が含まれている。比較器を備えた電流制限回路を使用して、レギュレータ内の電力スイッ
チの電流制限が設定される。電流制限はシャント・レギュレータ電流に応答する。一実施
形態では、ほぼ一定の電源出力電流特性を提供するように、シャント・レギュレータ電流
の増加に応じて電流制限閾値が大きくなる。スイッチ・モード電源の反射電圧は、スイッ
チ・モード電源の出力電圧に対して直線的に変化しないため、一実施形態では、異なる電
流制限勾配が、異なるシャント・レギュレータ電流レベルで存在している。電流制限は、
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１つまたは複数のシャント・レギュレータ電流ポイントで、１つまたは複数の異なるシャ
ント・レギュレータ電流比率を含む。
【００１６】
　既に言及したように、ほぼ一定の出力電流特性を維持するための電流制限閾値は、より
低い制御電流レベルにおいてのみ調整される。より高い制御電流レベルにおいては、レギ
ュレータは、閾値を超過したシャント・レギュレータ電流に基づいてデューティ・サイク
ルを調整することにより、ほぼ一定の出力電圧を維持している。シャント・レギュレータ
電流は、チップが消費する内部供給電流を超過した制御電流である。シャント・レギュレ
ータ電流は、基準抵抗の両端間の電圧レベルに変換され、デューティ・サイクルを調整す
るために使用される。基準抵抗の両端間の電圧レベルは、基準抵抗の両端間の電圧レベル
がシャント・レギュレータ電流に比例した増加を開始するポイントにシャント・レギュレ
ータ電流の閾値が達するまでは実質的にゼロである。
【００１７】
　図１は、本発明の教示による、ほぼ一定の電圧出力特性と定電流出力特性を有するスイ
ッチング電源の一実施形態を示したものである。フィードバック情報が電源レギュレータ
１５０の制御端子に提供されている。また、電源レギュレータ１５０は、ドレイン端子と
ソース端子の間に接続された電力スイッチを備えている。制御端子の電流は、ＤＣ出力部
１００の電圧に応答する抵抗１３５の両端間の電圧に比例している。動作に関しては、電
力スイッチのデューティ・サイクルに基づいて、電力スイッチに流れる電流がイネーブル
され、また、ディスエーブルされる。一実施形態では、電源レギュレータ１５０は、抵抗
１３５の両端間の電圧が閾値より大きくなり、ＤＣ出力部１００が電圧調整モードになる
と、電力スイッチのデューティ・サイクルを小さくする。この電源レギュレータ１５０は
、抵抗１３５の両端間の電圧が閾値より小さくなると、電力スイッチの電流制限閾値を小
さくする。一実施形態では、抵抗１３５の両端間の電圧の関数として電流制限閾値を小さ
くし、それにより、出力負荷電流をほぼ一定に維持している。したがって、負荷電流は、
電源レギュレータ１５０内の電力スイッチの電流制限閾値によって制御されている。
【００１８】
　図に示す実施形態では、コンデンサ１７５は、レギュレータのバイパス・コンデンサで
あり、また、コンデンサ１４０は、エネルギー伝達エレメント１２０の両端間で、二次側
１１５から一次側１２５へ反射する反射電圧のための蓄積エレメントである。反射電圧は
、電力スイッチがオフ状態にある場合、サイクルごとにダイオード１３０を介して供給さ
れる。また、ダイオード１３０およびコンデンサ１４０は、電源レギュレータ１５０内の
電力スイッチを保護するための電圧ク傾斜として作用している。エネルギー伝達エレメン
ト１２０の二次側１１５では、スイッチされたエネルギーを整流器１１０が整流し、また
、蓄積エレメント１０５が、ＤＣ出力部１００で利用することができるエネルギーを蓄積
している。
【００１９】
　図２は、エネルギー伝達エレメント２２０が、電源レギュレータ１５０への制御電流を
生成するための別のフィードバック／バイアス巻線を有する本発明の教示によるスイッチ
ング電源の他の実施形態を示したものである。この電源は、ほぼ一定の電圧出力特性と定
電流出力特性を有している。フィードバック情報は、電源レギュレータ１５０の制御端子
に提供される。また、電源レギュレータは、ドレイン端子とソース端子の間に接続された
電力スイッチを含んでいる。制御端子の電流は、ＤＣ出力部２００の電圧に応答する抵抗
２３５の両端間の電圧に比例している。一実施形態では、ＤＣ出力部２００が電圧調整モ
ードであり、抵抗２３５の両端間の電圧が閾値より大きくなると、電源レギュレータ１５
０は、電力スイッチのデューティ・サイクルを小さくする。この電源レギュレータ１５０
は、抵抗２３５の両端間の電圧が閾値より小さくなると、電力スイッチの電流制限閾値を
小さくする。電流制限閾値は、抵抗２３５の両端間の電圧の関数として小さくなり、それ
により、出力負荷電流をほぼ一定に維持している。したがって、負荷電流は、電源レギュ
レータ１５０内の電力スイッチの電流制限閾値によって制御されている。コンデンサ２７
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５は、レギュレータのバイパス蓄積エレメントであり、また、コンデンサ２７０は、エネ
ルギー伝達エレメント２２０を横切って、二次側２１５からフィードバック／バイアス巻
線へ反射する反射電圧のための蓄積エレメントである。反射電圧は、電力スイッチがオフ
状態にある場合、サイクルごとにダイオード２３０を介して供給される。ダイオード２６
０、コンデンサ２４０および抵抗２４５は、電源レギュレータ１５０内の電力スイッチを
保護するための電圧ク傾斜として作用している。エネルギー伝達エレメント２２０の二次
側２１５では、スイッチされたエネルギーを整流器２１０が整流し、また、ＤＣ出力部２
００で利用することができるエネルギーを蓄積エレメント２０５に蓄積している。
【００２０】
　図３は、本発明の教示による、ほぼ一定の電圧出力特性と定電流出力特性を有するスイ
ッチング電源のさらに他の実施形態を示したものである。フィードバック情報は、電源レ
ギュレータ１５０の制御端子に提供されている。また、電源レギュレータ１５０は、ドレ
イン端子とソース端子の間に接続された電力スイッチを含んでいる。一実施形態では、電
源レギュレータ１５０の制御端子の電流は抵抗３３５の両端間の電圧に比例する。この抵
抗３３５の両端間の電圧は、ＤＣ出力部３００の電圧に比例する。一実施形態では、電源
レギュレータ１５０は、ＤＣ出力部３００が電圧調整モードで、抵抗３３５の両端間の電
圧が閾値より大きくなると、電力スイッチのデューティ・サイクルを小さくする。この電
源レギュレータ１５０は、抵抗３３５の両端間の電圧が小さくなると、電力スイッチの電
流制限閾値を小さくする。電流制限閾値は、抵抗３３５の両端間の電圧の関数として小さ
くなり、それにより、出力負荷電流をほぼ一定に制御している。コンデンサ３７５は、レ
ギュレータのバイパス蓄積エレメントであり、また、コンデンサ３７０は、ダイオード３
３０を介して帰還されるＤＣ出力部３００の電圧のための蓄積エレメントである。誘導性
エネルギー伝達エレメント３８０の一方の側で、伝達されたエネルギーが蓄積エレメント
３０５に蓄積され、それをＤＣ出力部３００で利用する。誘導性エネルギー伝達エレメン
ト３８０は、サイクルの、電源レギュレータ１５０がドレインとソースの間に電流を導く
アクティブ部分でエネルギーを蓄積している。蓄積されたエネルギーは、サイクルの非ア
クティブ部分で、ダイオード３６０を介してノード３１０に渡される。
【００２１】
　図４は、本発明の教示によるスイッチ・モード電源内の電源レギュレータ１５０の伝達
関数の一実施形態を示したものである。曲線４００は、制御端子電流４１０を関数とした
電力スイッチの電流制限特性の一実施形態を示している。このグラフの左側部分４２０は
特性の定出力電流部分に関係している。一実施形態では、ほぼ一定の出力電流を維持する
ために、電流制限閾値は、制御端子電流の関数として徐々に傾斜している。既に説明した
ように、制御電流に対する電流制限閾値の勾配は必ずしも一定ではない。制御端子電流の
さまざまなポイントにさまざまな勾配が存在している。曲線４３０は、制御端子電流４１
０を関数としてデューティ・サイクルをプロットしたものである。右側部分は、特性の定
出力電圧セクション４４０に関係している。この曲線から分かるように、デューティ・サ
イクルは、制御電流が制御電流閾値を超えた場合にのみ減少している。デューティ・サイ
クルが約２％未満になると、周波数減少領域４５０に入り、スイッチング周波数が小さく
なる。
【００２２】
　図５は、実施例として図１、２および３に示す、本発明の教示による電源レギュレータ
１５０の一実施形態のブロック図である。一実施形態では、電源レギュレータ１５０は、
モノリシック・チップ中に組み込まれている。他の実施形態では、たとえば電力スイッチ
５４７など、電源レギュレータ１５０のいくつかの機能が外部に含まれていることを理解
されたい。一実施形態では、電源レギュレータ１５０はスイッチング電源内に含まれてい
る。図に示す実施形態から分かるように、電源レギュレータ１５０は、制御端子５４５、
ドレイン端子５４１およびソース端子５４３の３つの端子を備えている。また、電源レギ
ュレータ１５０は、充電回路５０３、制御端子レギュレータ回路５０９、電流制限調整ブ
ロック５１１、電力スイッチ５４７および電力スイッチ制御回路５４９を備えている。制
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御端子レギュレータ回路５０９および充電回路５０３は、制御端子５４５を所定の定電圧
レベルに維持している。また、制御端子レギュレータ回路５０９は、制御端子５４５から
の制御電流に基づいてフィードバックを受け取り、受け取ったフィードバックを、制御回
路５４９のデューティ・サイクルおよび電流制限調整回路５１１の電流制限閾値を調整す
るために送信される信号に変換している。制御端子５４５からの制御電流を使用して、電
流制限閾値およびその勾配の両方が調整される。デューティ・サイクル調整の開始は、制
御電流閾値によって制御されている。制御回路５４９は、電力スイッチ５４７のスイッチ
ング開始のタイミングを決定している。スイッチングの終了は、制御端子５４５からの制
御電流の大きさによって制御され、動作領域に応じて、制御回路５４９によって制限され
るデューティ・サイクルまたは制御回路５４９によって終結される電流制限閾値のいずれ
かである。電力スイッチ５４７の電流レベルに関する情報は、ドレイン端子５４１から制
御回路５４９の電流制限回路に帰還される。
【００２３】
　図６は、本発明の教示による電源レギュレータ１５０の一実施形態を略図で示したもの
である。電力スイッチ５４７は、ドレイン端子５４１とソース端子５４３の間に結合され
ている。一実施形態では、ソース端子５４３は接地に結合されている。制御端子レギュレ
ータ回路５０９は信号６４４を介して制御回路５４９に結合されている。一実施形態では
、制御端子５４５は、電源レギュレータ１５０のすべてのブロックに内部供給電流および
フィードバック電流を提供する結合電気端子である。実際に、図に示す実施形態では、制
御端子５４５は、内部供給電流を受け取るための供給端子と、フィードバック電流を受け
取るためのフィードバック端子の両方の役割を果たしている。図に示す実施形態では、フ
ィードバック端子および供給端子が、電源レギュレータ１５０の内部で接続され、結合電
気端子である制御端子５４５を形成していることが理解されよう。他の実施形態では、電
源レギュレータ１５０の外部で接続されたフィードバック端子および供給端子が、同様に
結合電気端子である制御端子５４５を形成していることが理解されよう。一実施形態では
、制御端子レギュレータ回路５０９は、比較器６３９、抵抗６３３、６３５および６３７
、ならびにトランジスタ６４１および６４３を備えたシャント・レギュレータ・ブロック
を備えている。
【００２４】
　電源レギュレータ１５０の電流制限機能は、比較器６７１、リーディングエッジ・ブラ
ンキング回路６６７およびＡＮＤゲート６６１によって提供されている。制御電流がデュ
ーティ・サイクル調整閾値未満になると、制御電流によって電流制限閾値が調整される。
トランジスタ６９４および６４３によって形成される電流ミラーは、シャント・レギュレ
ータ電流をミラーしており、したがって電流制限閾値の調整に利用することができる。た
とえば、一実施形態では、電流制限閾値は、シャント・レギュレータ電流すなわちフィー
ドバック電流の増加と共に大きくなる。他の実施形態では、電流制限閾値は、シャント・
レギュレータ電流すなわちフィードバック電流の増加と共に小さくなる。この調整は、制
御端子電流がチップの内部供給電流を超過すると直ちに開始される。トランジスタ６４３
を流れるこの超過電流が、シャント・レギュレータ電流すなわちフィードバック電流であ
る。トランジスタ６９４を流れる電流が増加すると、トランジスタ６９６を流れる電流が
同じ量だけ増加する。電流制限調整回路５１１のトランジスタ６８６を流れる電流は、ト
ランジスタ６９６を流れる電流と共に直線的に増加する。固有電流制限は電流源６８０に
よって設定されている。制御電流がチップの内部供給電流未満である場合、この固有電流
制限が電力スイッチの電流制限閾値である。制御電流がチップの内部供給電流を超過する
と、トランジスタ６８６を流れる電流が、制御端子電流に対して増加する。トランジスタ
６８６が電流源６８０と並列に接続されているため、制御電流のこの増加によって電流制
限閾値が大きくなる。電流制限閾値のこの増加は、この動作領域において、出力電流がほ
ぼ一定のレベルに維持されるように設計されている。反射電圧と出力電圧の関係に非直線
性が存在し、かつ、電力スイッチのドレイン電流と電源の出力電流の間に非直線性が存在
しているため、さまざまな制御電流値に対してさまざまな勾配が必要である。制御電流を
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関数とした電流制限閾値曲線のさまざまなポイントに対するこれらのさまざまな勾配は、
理論的には相殺回路を介して得ることができる。この相殺回路は、トランジスタ６９２、
６９０、６８８および電流源６８４からなっている。トランジスタ６９２を流れる電流も
、制御電流に対して直線的に増加する。そのために、トランジスタ６９２を流れる電流が
、電流源６８４によって設定される閾値を超えて増加すると、トランジスタ６９０を流れ
る電流が増加し、その結果、トランジスタ６８８を流れる電流が増加する。この閾値は、
制御電流が、電流制限閾値の勾配を制御電流を関数として調整するための制御電流レベル
を超過した場合に設定される（図４のＩCL４６０）。トランジスタ６８８は、この閾値を
超えると、電流制限閾値の勾配を制御電流の関数として所望のレベルに調整するために必
要な量の追加電流を導くように設計されている。
【００２５】
　一実施形態では、シャント・レギュレータ・ブロックを使用して、制御端子５４５の制
御端子調整電圧が維持されている。一実施形態では、制御端子調整電圧が約５．７ボルト
である。シャント・レギュレータ電流閾値を超過した、制御端子へ流入する電流に反比例
したデューティ・サイクルで電力スイッチをドライブすることにより、パルス幅変調器が
電圧モード制御を実施している。シャント・レギュレータ電流は、チップの内部供給電流
を超過した制御端子電流である。シャント・レギュレータ電流は、トランジスタ６４１お
よび６４３を通って流れる。トランジスタ６４３および６４７は、電流ミラーを形成して
いる。シャント・レギュレータ電流が電流源６４５によって設定される閾値を超過すると
、フィードバック信号が電力スイッチ５４７のデューティ・サイクルの調整を開始する。
抵抗６１０を流れる電流は、電流源６４５によって設定されるシャント・レギュレータ電
流閾値に到達するまで、実質的にゼロである。このフィードバック電流信号は、トランジ
スタ６４７を使用して抽出される。制御回路５４９の比較器６５７の負の入力部の電圧は
抽出されたフィードバック電圧信号６４４である。この抽出フィードバック電圧６４４は
、電流源６４５閾値を超過したシャント・レギュレータ電流信号に基づいてデューティ・
サイクルを調整している。シャント・レギュレータ電流が電流源６４５閾値未満になると
、比較器６５７の負の入力部の電圧はハイを維持し、比較器６５７の出力はローを維持す
る。シャント・レギュレータを流れる電流が増加すると、比較器６５７の負の入力部の電
圧は直線的に減少する。比較器６５７の出力は、シャント・レギュレータ電流によって決
定されるサイクルの間、ハイである。比較器６５７の出力がハイになると、ＯＲゲート６
５９の出力がハイになり、ラッチ６６３をリセットする。この回路は、ゼロ制御電流から
デューティ・サイクルが減少する制御電流閾値（図４のＩDCS４７０）まで、デューティ
・サイクルをほぼ一定に維持している。制御電流がＩDCSを超えると、電力スイッチ５４
７のデューティ・サイクルが、制御電流の関数として減少し、定出力電圧が維持される。
【００２６】
　したがって、このレギュレータを利用した電源は、制御端子電流がＩDCS未満になると
、ほぼ一定の出力電流特性を示し、また、制御端子電流がＩDCSを超えると、ほぼ一定の
出力電圧特性を示すことになる。中間動作領域は定電力領域であり、可能な限り最小にし
なければならない。
【００２７】
　パワーアップ時に、結合電気制御端子５４５の両端間の電圧が制御端子調整電圧（たと
えば、５．７ボルト）に達すると、トランジスタ６２９がターン・オンし、インバータ６
０９の入力をハイに引っ張る。それによりインバータ６０９の出力がローになり、ＮＡＮ
Ｄゲート６１１および６１３からなるラッチがセットされる。ＮＡＮＤゲート６１３の出
力がローになり、インバータ６１５の出力がハイになる。トランジスタ６０５のゲートが
ハイに引っ張られてトランジスタ６０５がターン・オンし、それによりトランジスタ６０
１のゲートがローに引っ張られ、充電回路５０３の高電圧電流源がターン・オフする。一
実施形態では、充電回路５０３の高電圧電流源にトランジスタ６０１が含まれている。
【００２８】
　一実施形態では、ＮＡＮＤゲート６１３の出力は、自動再始動カウンタ６２５にも結合
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されている。ＮＡＮＤゲート６１３の出力がローになると、自動再始動カウンタ６２５の
出力がハイになってＮＡＮＤゲート６６５がイネーブルされ、したがって、インバータ６
６９の出力を介して電力スイッチ５４７のスイッチがイネーブルされる。一実施形態では
、電力スイッチ５４７は、ドレイン端子５４１とソース端子５４３の間に、接合電界効果
トランジスタ（ＪＦＥＴ）６７５に直列に結合された電力ＭＯＳＦＥＴ６７３を備えてい
る。他の実施形態では、たとえば、バイポーラ接合トランジスタまたは他の適切なタイプ
の電力スイッチなど、他のタイプのトランジスタ技術を使用して電力スイッチ５４７が実
現されることを理解されたい。
【００２９】
　一実施形態では、制御端子レギュレータ回路５０９の制御端子調整電圧は５．７ボルト
に設定される。一実施形態では、コンデンサが制御端子５４５に外部接続される。電力ス
イッチ５４７がスイッチングを開始すると、充電回路５０３を必要とすることなく、制御
端子５４５の電圧が徐々に降下する。この電圧降下は、電源の出力がその調整値に達する
まで継続される。
【００３０】
　たとえば、出力の短絡または開放ループなどの故障状態の下では、制御端子５４５に結
合されている外部コンデンサが４．７Ｖに放電し、比較器６２７の出力がローになって、
ＮＡＮＤゲート６１１および６１３からなるラッチがリセットされる。また、インバータ
６１５の出力がローになり、トランジスタ６０５がターン・オフする。それにより充電回
路５０３がイネーブルされ、制御端子５４５に結合されている外部コンデンサが充電され
る。また、自動再始動カウンタ６２５の出力がローになり、電力スイッチ５４７のスイッ
チングがディスエーブルされる。一実施形態では、自動再始動カウンタ６２５は、出力が
再度イネーブルされるまでの間に、たとえば８サイクルの放電／充電を計数するように設
計されている。
【００３１】
　図７は、本発明の教示による電源の一実施形態の出力電流と出力電圧の間の典型的な関
係をグラフで示したものである。曲線７００から分かるように、本発明の教示による電源
の一実施形態は、ほぼ一定の出力電流特性およびほぼ一定の出力電圧特性を示している。
つまり、出力電流が増加すると、出力電流が出力電流閾値に到達するまでほぼ一定の出力
電圧が維持される。出力電流が出力電流閾値に近づくと、出力電圧の降下に対してほぼ一
定の出力電流が維持されるため、出力電圧が小さくなる。グラフに示すように、出力電流
は、一定の出力電圧未満に減少し、あるいは折り返される。本発明によるさまざまな実施
形態のほぼ一定の出力電圧特性およびほぼ一定の出力電流特性が、電池充電器アプリケー
ション等に適していることを理解されたい。
【図面の簡単な説明】
【００３２】
【図１】本発明の教示による、ほぼ一定の電圧出力特性と定電流出力特性を有する電源の
一実施形態を示す回路図である。
【図２】エネルギー伝達エレメントが、レギュレータへの制御電流を生成するための個別
のフィードバック／バイアス巻線を有する、本発明の教示による電源の他の実施形態を示
す回路図である。
【図３】本発明の教示による、ほぼ一定の電圧出力特性と定電流出力特性を有する電源の
さらに他の実施形態を示す回路図である。
【図４】本発明の教示によるスイッチ・モード電源内のレギュレータ回路の伝達関数の一
実施形態を示すグラフである。
【図５】図１、２および３に示す、本発明の教示によるレギュレータ回路の一実施形態の
ブロック図である。
【図６】本発明の教示による電源レギュレータ回路の一実施形態を示す略図である。
【図７】本発明の教示による電源の一実施形態の出力電流と出力電圧の間の典型的な関係
を示すグラフである。
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