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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　降圧回路又は昇圧回路が接続され、前記降圧回路又は前記昇圧回路の出力電圧が入力さ
れるＤＣ－ＤＣコンバータの制御回路であって、
　基準電圧と前記出力電圧との差電圧に応じた出力信号を出力する増幅器と、
　前記増幅器の出力信号又はデューティ設定信号と、三角波とを比較する第一のＰＷＭ比
較器と、
　前記増幅器の出力信号と、前記三角波とを比較する第二のＰＷＭ比較器と、
　切替え信号を生成する切替え信号生成回路と、
　前記切替え信号に応じて、前記第一のＰＷＭ比較器の出力信号を第一の出力端子に出力
するとともに前記第二のＰＷＭ比較器の出力信号を第二の出力端子に出力する状態と、前
記第一のＰＷＭ比較器の出力信号を前記第二の出力端子に出力するとともに前記第二のＰ
ＷＭ比較器の出力信号を前記第一の出力端子に出力する状態とを切替えるスイッチ回路と
を備え、
　前記デューティ設定信号は、前記降圧回路に接続されるときには前記三角波の最大値よ
り高い電圧に設定されるとともに、前記昇圧回路に接続されるときには前記三角波の最大
値より低い電圧に設定され、
　前記切替え信号生成回路は、前記デューティ設定信号の電圧に基づいて前記切替え信号
を生成することを特徴とするＤＣ－ＤＣコンバータの制御回路。
【請求項２】
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　前記切替え信号生成回路は、前記デューティ設定信号と基準電圧とを比較して前記切替
え信号を生成することを特徴とする請求項１に記載のＤＣ－ＤＣコンバータの制御回路。
【請求項３】
　前記切替え信号生成回路は、前記デューティ設定信号と前記三角波の最大値とを比較し
て前記切替え信号を生成することを特徴とする請求項１に記載のＤＣ－ＤＣコンバータの
制御回路。
【請求項４】
　外部から入力されるデジタル設定信号に基づいて、前記デューティ設定信号を生成する
デューティ設定信号生成部を備えたことを特徴とする請求項２又は３に記載のＤＣ－ＤＣ
コンバータの制御回路。
【請求項５】
　前記デューティ設定信号生成部は、前記デジタル設定信号が入力されるデコーダ回路と
、該デコーダ回路によってデコードされたデコード信号に基づいて前記デューティ設定信
号を生成するアナログ電圧生成部とを備えることを特徴とする請求項４に記載のＤＣ－Ｄ
Ｃコンバータの制御回路。
【請求項６】
　前記降圧回路又は昇圧回路の入力電圧と前記出力電圧とを比較する比較器と、該比較器
の出力信号に基づいて前記デューティ設定信号を生成するアナログ電圧生成部とを備える
ことを特徴とする請求項２又は３に記載のＤＣ－ＤＣコンバータの制御回路。
【請求項７】
　前記増幅器の出力信号を高電位側にシフトして前記第二のＰＷＭ比較器に出力する電圧
シフト回路を備えることを特徴とする請求項１乃至６のいずれか一項に記載のＤＣ－ＤＣ
コンバータの制御回路。
【請求項８】
　前記第一のＰＷＭ比較器の出力信号が入力される第一のインバータ回路、及び前記第二
のＰＷＭ比較器の出力信号が入力される第二のインバータ回路を備え、
前記第一のＰＷＭ比較器の出力信号は、前記第一のインバータ回路を介して前記第一の出
力端子に出力され、前記第二のＰＷＭ比較器の出力信号は、前記第二のインバータ回路を
介して前記第二の出力端子に出力されることを特徴とする請求項１乃至７のいずれか一項
に記載のＤＣ－ＤＣコンバータの制御回路。
【請求項９】
　請求項１乃至８のいずれか一項に記載のＤＣ－ＤＣコンバータの制御回路と、該制御回
路に接続される昇圧回路又は降圧回路とを備えたことを特徴とするＤＣ－ＤＣコンバータ
。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
この発明は、各種電子機器に使用されるＤＣ－ＤＣコンバータに関するものである。
【０００２】
ＤＣ－ＤＣコンバータの一種類として、制御部に降圧回路を接続することにより、電源電
圧より低電圧の直流電圧を出力可能とし、制御部に昇圧回路を接続することにより電源電
圧より高電圧の直流電圧を出力可能としたものがある。このようなＤＣ－ＤＣコンバータ
では、昇圧動作と降圧動作とを切り替えるために外部から切替え信号が入力される。この
ため、切替え信号を入力するための外部端子が必要であり、ＤＣ－ＤＣコンバータの小型
化を妨げる要因となっている。
【０００３】
【従来の技術】
図７に示す降圧型ＤＣ－ＤＣコンバータは、１チップの半導体集積回路装置上に搭載され
た制御回路１と、複数の外付け素子で構成される降圧回路２とから構成され、制御回路１
の制御に基づく降圧回路２の動作により、降圧回路２は入力電圧Ｖinを降圧した直流電圧
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Ｖoを出力する。
【０００４】
前記制御回路１は、前記降圧回路２の出力電圧Ｖoが誤差検出用増幅器３のマイナス側入
力端子に入力され、誤差検出用増幅器３のプラス側入力端子には基準電圧ＶR1が入力され
る。
【０００５】
そして、誤差検出用増幅器３は出力電圧Ｖoと基準電圧ＶR1との差電圧を増幅した出力信
号を、第一のＰＷＭ比較器４の第一のプラス側入力端子に出力する。
前記第一のＰＷＭ比較器４の第二のプラス側入力端子には、直流電圧であるデューティ設
定信号ＤＴＣが入力される。また、前記第一のＰＷＭ比較器４のマイナス側入力端子には
、発振回路から出力される三角波ＶＣＴが入力される。
【０００６】
第一のＰＷＭ比較器４は誤差検出用増幅器３の出力信号と、デューティ設定信号ＤＴＣの
うち、電圧が低い方の信号と三角波ＶＣＴとを比較する。そして、第一のＰＷＭ比較器４
は三角波ＶＣＴの各周期において、三角波ＶＣＴの電圧レベルの方が高くなる期間では、
Ｌレベルの出力信号ＳＧ１を出力し、三角波ＶＣＴの電圧レベルの方が低くなる期間では
、Ｈレベルの出力信号ＳＧ１を出力する。
【０００７】
前記誤差検出用増幅器３の出力信号は、電圧シフト回路５で高電位側にシフトされた状態
で、第二のＰＷＭ比較器６のプラス側入力端子に入力される。また、前記第二のＰＷＭ比
較器６のマイナス側入力端子には、前記三角波ＶＣＴが入力される。
【０００８】
第二のＰＷＭ比較器６は誤差検出用増幅器３の出力信号と、三角波ＶＣＴとを比較する。
そして、第二のＰＷＭ比較器６は三角波ＶＣＴの各周期において、三角波ＶＣＴの電圧レ
ベルの方が高くなる期間では、Ｌレベルの出力信号ＳＧ２を出力し、三角波ＶＣＴの電圧
レベルの方が低くなる期間では、Ｈレベルの出力信号ＳＧ２を出力する。
【０００９】
前記第一のＰＷＭ比較器４の出力信号ＳＧ１は、スイッチ回路８ｂに入力されるとともに
、インバータ回路７ａを介してスイッチ回路８ａに入力される。また、前記第二のＰＷＭ
比較器６の出力信号ＳＧ２は、スイッチ回路８ａに入力されるとともに、インバータ回路
７ｂを介してスイッチ回路８ｂに入力される。
【００１０】
前記スイッチ回路８ａ，８ｂには、外部から端子Ｔを経て切替え信号ＣＨが入力される。
そして、切替え信号ＣＨがＬレベルとなると、スイッチ回路８ａはインバータ回路７ａの
出力信号を駆動回路９ａに出力し、スイッチ回路８ｂはインバータ回路７ｂの出力信号を
駆動回路９ｂに出力する。
【００１１】
前記駆動回路９ａは、電源Ｖcc及びグランドＧＮＤを電源として動作し、前記駆動回路９
ｂは電源ＶDD及びグランドＧＮＤを電源として動作する。なお、電源Ｖccは電源ＶDDより
高電圧であるが、同一電圧でもよい。
【００１２】
前記駆動回路９ａの出力信号ｏｕｔ１は、前記降圧回路２を構成するＰチャネルＭＯＳト
ランジスタＴr1のゲートに入力され、前記駆動回路９ｂの出力信号ｏｕｔ２は、前記降圧
回路２を構成するＮチャネルＭＯＳトランジスタＴr2のゲートに入力される。
【００１３】
そして、制御回路１の動作により前記トランジスタＴr1，Ｔr2は交互にオンされる。
前記降圧回路２は、前記トランジスタＴr1，Ｔr2、ダイオードＤ１、コイルＬ１及び容量
Ｃ１から構成され、トランジスタＴr1，Ｔr2が交互にオンされることにより、入力電圧Ｖ
inを降圧した直流出力電圧Ｖoを出力する。
【００１４】
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上記のような降圧型ＤＣ－ＤＣコンバータでは、図９に示すように、デューティ設定信号
ＤＴＣは三角波ＣＴの最大値より高いレベルに設定される。そして、降圧回路２の出力電
圧Ｖoが低くなると、第一及び第二のＰＷＭ比較器４，６の出力信号ＳＧ１，ＳＧ２のＨ
レベルのデューティが長くなるため、トランジスタＴr1のオン時間が長くなり、トランジ
スタＴr2のオン時間が短くなる。この結果、降圧回路２の出力電圧Ｖoが上昇する。
【００１５】
また、降圧回路２の出力電圧Ｖoが高くなると、第一及び第二のＰＷＭ比較器４，６の出
力信号ＳＧ１，ＳＧ２のＨレベルのデューティが短くなるため、トランジスタＴr1のオン
時間が短くなり、トランジスタＴr2のオン時間が長くなる。この結果、降圧回路２の出力
電圧Ｖoが低下する。
【００１６】
図８は、前記制御回路１で昇圧回路１０を駆動することにより、入力電圧Ｖinを昇圧した
出力電圧Ｖoを出力可能とした昇圧型ＤＣ－ＤＣコンバータを示す。昇圧型ＤＣ－ＤＣコ
ンバータでは、前記制御回路１にＨレベルの切替え信号ＣＨが入力される。そして、Ｈレ
ベルの切替え信号ＣＨにより、スイッチ回路８ａでは第二のＰＷＭ比較器６の出力信号を
駆動回路９ａに出力し、スイッチ回路８ｂでは第一のＰＷＭ比較器４の出力信号を駆動回
路９ｂに出力する。
【００１７】
駆動回路９ａの出力信号は、ＰチャネルＭＯＳトランジスタＴr3のゲートに入力され、駆
動回路９ｂの出力信号はＮチャネルＭＯＳトランジスタＴr4のゲートに入力される。
【００１８】
そして、制御回路１の動作によりトランジスタＴr3，Ｔr4が交互にオンされる。
昇圧回路１０は、前記トランジスタＴr3，Ｔr4と、コイルＬ２と、ダイオードＤ２と、容
量Ｃ２とから構成され、トランジスタＴr3，Ｔr4が交互にオンされることにより、入力電
圧Ｖinを昇圧した出力電圧Ｖoを出力する。
【００１９】
上記のような昇圧型ＤＣ－ＤＣコンバータでは、図１０に示すように、デューティ設定信
号ＤＴＣは三角波ＣＴの最大値より低いレベル、詳しくは三角波ＣＴの振幅の７０パーセ
ント程度に設定される。
【００２０】
そして、昇圧回路１０の出力電圧Ｖoが低くなると、第一及び第二のＰＷＭ比較器４，６
の出力信号ＳＧ１，ＳＧ２のＨレベルのデューティが長くなるため、トランジスタＴr3の
オン時間が短くなり、トランジスタＴr4のオン時間が長くなる。この結果、昇圧回路１０
の出力電圧Ｖoが上昇する。
【００２１】
また、昇圧回路１０の出力電圧Ｖoが高くなると、第一及び第二のＰＷＭ比較器４，６の
出力信号ＳＧ１，ＳＧ２のＨレベルのデューティが短くなるため、トランジスタＴr3のオ
ン時間が長くなり、トランジスタＴr4のオン時間が短くなる。この結果、昇圧回路１０の
出力電圧Ｖoが低下する。
【００２２】
上記のような昇圧動作時において、昇圧回路１０の負荷の増大により出力電圧Ｖoが低下
すると、第一のＰＷＭ比較器４の出力信号ＳＧ１のＨレベルのデューティが長くなり、ト
ランジスタＴr4のオン時間が長くなる。
【００２３】
このとき、デューティ設定信号ＤＴＣは三角波ＣＴの最大値の７０パーセント程度に設定
されているので、トランジスタＴr4がオンし続けることはない。従って、過電流によるト
ランジスタＴr4の破壊が未然に防止される。
【００２４】
図１１は、前記制御回路１を１チップ上に２系統備えた２チャンネルの制御部を示す。
この制御部において、ソフトスタート回路１３はＤＣ－ＤＣコンバータの起動時に昇圧回
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路１０あるいは降圧回路２をソフトスタート動作させる。比較器１１ａ，１１ｂと、ＡＮ
Ｄ回路１２ａ～１２ｄ及び出力ショート検知回路１４は、ＤＣ－ＤＣコンバータの負荷回
路において短絡が生じた時、昇圧動作あるいは降圧動作を停止させるように動作する。
【００２５】
また、発振器１５は前記三角波ＣＴを生成し、基準電圧発生回路１６は基準電圧ＶR１，
ＶR3を生成する。
上記のような２チャンネル構成の制御部では、各チャンネル毎にスイッチ切替え信号ＣＨ
を入力するための外部端子が必要となり、計１８ピンの外部端子が必要となる。
【００２６】
【発明が解決しようとする課題】
上記のようなＤＣ－ＤＣコンバータの制御回路１では、昇圧動作と降圧動作を切替えるた
めの切替え信号ＣＨを外部から入力する必要があり、その切替え信号ＣＨを入力するため
の外部端子が必要となる。
【００２７】
従って、制御回路１を搭載するチップの端子数が増大し、チップの小型化を図る上で問題
となる。
また、同一チップ上に複数の制御回路を搭載して、多チャンネル化を図るにつれて、切替
え信号ＣＨを入力するための外部端子数が増大するため、チップを小型化することができ
ないという問題点がある。
【００２８】
この発明の目的は、外部端子数を削減し得るＤＣ－ＤＣコンバータを提供することにある
。
【００２９】
【課題を解決するための手段】
　図１は本発明の原理を説明するための原理説明図である。すなわち、スイッチ回路８に
入力される切替え信号ＣＨにより、該スイッチ回路８に入力される降圧動作制御信号ＤＣ
と、昇圧動作制御信号ＵＣとが切替えられて出力される。出力信号ｏｕｔのデューティを
制御するデューティ設定信号ＤＴＣに基づいて、前記切替え信号ＣＨを生成する切替え信
号生成回路２６が備えられる。
【００３０】
　請求項１に記載の発明は、降圧回路又は昇圧回路が接続され、前記降圧回路又は前記昇
圧回路の出力電圧が入力されるＤＣ－ＤＣコンバータの制御回路であって、基準電圧と前
記出力電圧との差電圧に応じた出力信号を出力する増幅器と、前記増幅器の出力信号又は
デューティ設定信号と、三角波とを比較する第一のＰＷＭ比較器と、前記増幅器の出力信
号と、前記三角波とを比較する第二のＰＷＭ比較器と、切替え信号を生成する切替え信号
生成回路と、前記切替え信号に応じて、前記第一のＰＷＭ比較器の出力信号を第一の出力
端子に出力するとともに前記第二のＰＷＭ比較器の出力信号を第二の出力端子に出力する
状態と、前記第一のＰＷＭ比較器の出力信号を前記第二の出力端子に出力するとともに前
記第二のＰＷＭ比較器の出力信号を前記第一の出力端子に出力する状態とを切替えるスイ
ッチ回路とを備え、前記デューティ設定信号は、前記降圧回路に接続されるときには前記
三角波の最大値より高い電圧に設定されるとともに、前記昇圧回路に接続されるときには
前記三角波の最大値より低い電圧に設定され、前記切替え信号生成回路は、前記デューテ
ィ設定信号の電圧に基づいて前記切替え信号を生成する。
【００３１】
【発明の実施の形態】
（第一の実施の形態）
図２は、この発明を具体化したＤＣ－ＤＣコンバータの制御回路の第一の実施の形態を示
す。
【００３２】
この実施の形態の制御回路２１ａは、前記従来例の制御回路１の構成に比較器２２を加え
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たものであり、他の同一構成部分は同一符号を付して詳細な説明を省略する。
【００３３】
比較器２２のプラス側入力端子には前記デューティ設定信号ＤＴＣが入力され、マイナス
側入力端子には基準電圧ＶR２が入力される。
前記デューティ設定信号ＤＴＣは、前記従来例と同様に、制御回路２１ａに前記降圧回路
２が接続されるときには、三角波ＣＴの最大値以上のレベルが入力される。
【００３４】
また、制御回路２１ａに前記昇圧回路１０が接続されるときには、三角波ＣＴの最大値の
約７０％のレベルが入力される。
前記基準電圧ＶR２は、三角波ＣＴの最大値と、最大値の７０％のレベルとの中間レベル
に設定されている。従って、降圧回路２が接続されるとき、比較器２２の出力信号はＨレ
ベルとなり、昇圧回路１０が接続されるとき、比較器２２の出力信号はＬレベルとなる。
そして、比較器２２の出力信号が切替え信号ＣＨとしてスイッチ回路８ａ，８ｂに入力さ
れ、スイッチ回路８ａ，８ｂは、前記従来例と同様に動作する。
【００３５】
上記のように構成された制御回路２１ａでは、出力端子ｏｕｔ１，ｏｕｔ２に降圧回路２
が接続され、デューティ設定信号ＤＴＣとして三角波ＣＴの最大値以上のレベルが入力さ
れると、比較器２２から出力される切替え信号ＣＨがＨレベルとなる。
【００３６】
すると、インバータ回路７ａの出力信号が駆動回路９ａに入力され、インバータ回路７ｂ
の出力信号が駆動回路９ｂに入力される。従って、制御回路２１ａは前記従来例と同様に
動作する。
【００３７】
また、出力端子ｏｕｔ１，ｏｕｔ２に昇圧回路１０が接続され、デューティ設定信号ＤＴ
Ｃとして三角波ＣＴの最大値の７０％のレベルが入力されると、比較器２２の出力信号が
Ｌレベルとなる。
【００３８】
すると、第一のＰＷＭ比較器４の出力信号ＳＧ１が駆動回路９ｂに入力され、第二のＰＷ
Ｍ比較器６の出力信号ＳＧ２が駆動回路９ａに入力される。従って、制御回路２１ａは前
記従来例と同様に動作する。
【００３９】
上記のように構成されたＤＣ－ＤＣコンバータでは、次に示す作用効果を得ることができ
る。
（１）デューティ設定信号ＤＴＣに基づいてスイッチ回路８ａ，８ｂを制御することによ
り、降圧回路の制御と、昇圧回路の制御とを切替えることができる。
（２）スイッチ回路８ａ，８ｂを制御するための切替え信号ＣＨを外部から入力する必要
がないので、外部端子数を削減することができる。
（第二の実施の形態）
図３は、第二の実施の形態を示す。この実施の形態の制御回路２１ｂは、外部から入力さ
れるデジタルデータに基づいてデューティ設定信号ＤＴＣを生成する構成としたものであ
り、その他の構成は前記第一の実施の形態と同様である。
【００４０】
すなわち、デコーダ回路２３には外部からデューティ設定信号ＤＴＣを生成するための複
数ビットのデジタル設定信号ＤＧが入力される。デコーダ回路２３は、デジタル設定信号
ＤＧをデコードしたデコード信号をアナログ電圧生成部２４に出力する。
【００４１】
アナログ電圧生成部２４は、例えば抵抗ラダー回路を構成する各抵抗の端子電圧をスイッ
チ回路を介して共通の出力端子に出力し、各スイッチ回路を前記デコード信号で開閉制御
することにより、アナログ信号であるデューティ設定信号ＤＴＣを生成する。
【００４２】
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デューティ設定信号ＤＴＣは、前記第一の実施の形態と同様に、降圧回路が接続される時
には、三角波ＣＴの最大値以上の電圧レベルに設定され、昇圧回路が接続されるときには
、三角波ＣＴの最大値の約７０％の電圧レベルに設定される。
【００４３】
そして、デューティ設定信号ＤＴＣは、前記第一の実施の形態と同様に、比較器２２に入
力され、その比較器２２の出力信号ＣＨに基づいてスイッチ回路８ａ，８ｂが制御される
。
【００４４】
このように構成された制御回路２１ｂでは、前記第一の実施の形態と同様な作用効果を得
ることができる。
（第三の実施の形態）
図４は、第三の実施の形態を示す。この実施の形態の制御回路２１ｃは、前記第二の実施
の形態のアナログ電圧生成部２４を降圧回路若しくは昇圧回路の入力電圧Ｖinと出力電圧
Ｖoとの比較結果に基づいて制御する構成としたものであり、その他の構成は、第二の実
施の形態と同様である。
【００４５】
すなわち、入力電圧Ｖinと出力電圧Ｖoとが比較器２５に入力され、その比較器２５の出
力信号がアナログ電圧生成部２４に入力される。
前記比較器２５は、降圧回路の出力電圧Ｖoが入力されると、Ｌレベルの出力信号を出力
し、昇圧回路の出力電圧Ｖoが入力されると、Ｈレベルの出力信号を出力する。
【００４６】
アナログ電圧生成部２４は、Ｌレベルの入力信号に基づいて、降圧回路のためのデューテ
ィ設定電圧ＤＴＣを生成して出力する。また、Ｈレベルの入力信号に基づいて、昇圧回路
のためのデューティ設定信号ＤＴＣを生成して出力する。
【００４７】
上記のような構成により、入力電圧Ｖinと出力電圧Ｖoとを入力することにより、スイッ
チ回路８ａ，８ｂを切替えるための切替え信号ＣＨを外部から入力することなく、降圧動
作と昇圧動作とを切替えるためのスイッチ回路８ａ，８ｂの切替え動作を行うことができ
る。
（第四の実施の形態）
図５は、第四の実施の形態を示す。この実施の形態の制御回路２１ｄでは、比較器２２の
マイナス側入力端子に三角波ＣＴの最大値の電圧レベルＶＣＴＭが入力され、その他の構
成は第一の実施の形態あるいは第二の実施の形態と同様である。
【００４８】
なお、デューティ設定信号ＤＴＣは、第一の実施の形態と同様に外部から入力するか、あ
るいは第二の実施の形態と同様に外部から入力される設定信号に基づいて、内部で生成す
る構成のいずれでもよい。
【００４９】
また、降圧動作時のデューティ設定信号ＤＴＣは三角波ＣＴの最大値ＶＣＴＭを越える電
圧レベルに設定する。
このような構成により、前記第一及び第二の実施の形態と同様な作用効果を得ることがで
きる。
（第五の実施の形態）
図６は、第五の実施の形態を示す。この実施の形態は、図１１に示す従来例の制御回路を
前記第一の実施の形態で開示した制御回路２１ａに置き換えた構成である。
【００５０】
このような構成により、前記従来例では必要であったスイッチ回路８ａ，８ｂの切替え信
号ＣＨを入力するための外部端子を省略することができるので、外部端子を前記従来例に
対し２ピン削減することができる。
【００５１】
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数をさらに増大させることができる。
また、デューティ設定信号ＤＴＣを切替えることにより、２チャンネルの降圧型ＤＣ－Ｄ
Ｃコンバータあるいは２チャンネルの昇圧型ＤＣ－ＤＣコンバータを構成することができ
る。
【００５２】
さらに、各制御回路２１ａをそれぞれ独立したデューティ設定信号ＤＴＣを入力すれば、
一方を降圧型、他方を昇圧型として動作させたり、双方を降圧型あるいは昇圧型として動
作させることもできる。
【００５３】
上記実施の形態は、次に示すように変更することもできる。
・第一～第三の実施の形態において、降圧制御時及び昇圧制御時のデューティ設定信号Ｄ
ＴＣの電圧レベルは、三角波ＣＴの最大値に対し１００パーセントと、７０パーセント以
外の値としてもよい。そのとき、基準電圧ＶR２の値は、デューティ設定信号に対応して
適宜設定する必要がある。
【００５４】
【発明の効果】
以上詳述したように、この発明は外部端子数を削減し得るＤＣ－ＤＣコンバータを提供す
ることができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】　本発明の原理説明図である。
【図２】　第一の実施の形態を示す回路図である。
【図３】　第二の実施の形態を示す回路図である。
【図４】　第三の実施の形態を示す回路図である。
【図５】　第四の実施の形態を示す回路図である。
【図６】　第五の実施の形態を示す回路図である。
【図７】　従来例を示す回路図である。
【図８】　従来例を示す回路図である。
【図９】　降圧動作時のデューティ設定信号と三角波の電圧レベルを示す説明図である。
【図１０】　昇圧動作時のデューティ設定信号と三角波の電圧レベルを示す説明図である
。
【図１１】　従来例を示す回路図である。
【符号の説明】
８　　　　スイッチ回路
２６　　　切替え信号生成回路
ＣＨ　　　切替え信号
ＤＣ　　　降圧動作制御信号
ＵＣ　　　昇圧動作制御信号
ｏｕｔ　　　出力信号
ＤＴＣ　　　デューティ設定信号
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