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(57)【要約】
　レギュレータ回路（２００）は、出力ノードの出力電
圧の大きさを検出し、検出結果を示すフィードバック電
圧を出力する電圧検出回路部（１０）と、基準電圧と前
記フィードバック電圧とを比較して比較結果の電圧を出
力する誤差増幅回路部（１１）と、前記誤差増幅回路部
の出力に応じて前記出力ノードに出力電流を供給する出
力回路部（１２）と、前記出力電流の大きさを検出する
電流検出回路部（１６）と、前記出力ノードに出力バイ
アス電流を供給し、前記電流検出回路部の検出結果に基
づき、前記出力バイアス電流を増加または減少させる電
流バイアス回路部（１５）とを備える。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　出力ノードの出力電圧の大きさを検出し、検出結果を示すフィードバック電圧を出力す
る電圧検出回路部と、
　基準電圧と前記フィードバック電圧とを比較して比較結果の電圧を出力する誤差増幅回
路部と、
　前記誤差増幅回路部の出力に応じて前記出力ノードに出力電流を供給する出力回路部と
、
　前記出力電流の大きさを検出する電流検出回路部と、
　前記出力ノードに出力バイアス電流を供給し、前記電流検出回路部の検出結果に基づき
、前記出力バイアス電流を増加または減少させる電流バイアス回路部とを備える
レギュレータ回路。
【請求項２】
　前記電流バイアス回路部は、
　前記電流検出回路部の検出結果が前記出力電流の増加を示すと、前記出力バイアス電流
を減少させ、
　前記電流検出回路部の検出結果が前記出力電流の減少を示すと、前記出力バイアス電流
を増加させる
請求項１記載のレギュレータ回路。
【請求項３】
　前記電流検出回路部は、前記出力電流に比例する検出電流を出力し、
　前記電流バイアス回路部は、定電流を流す電流源を有し、
　前記電流源を流れる前記定電流は、
　前記検出電流又は前記検出電流に比例する第１の電流と、
　前記出力バイアス電流又は前記出力バイアス電流に比例する第２の電流と、
　の和である
請求項１又は２記載のレギュレータ回路。
【請求項４】
　前記電流検出回路部は、前記出力電流の大きさを示すデジタル検出信号を出力し、
　前記電流バイアス回路部は、少なくとも１つのバイアスパスを有し、
　前記少なくとも１つのバイアスパスのそれぞれは、所定の電流値に設定された電流源と
、前記電流源に直列に接続されたスイッチとを有し、
　前記電流バイアス回路部は、前記デジタル検出信号の変化に応じて、オン状態の前記ス
イッチの数を変えることで、
　前記出力電流が増加すると、前記出力バイアス電流を減少させ、
　前記出力電流が減少すると、前記出力バイアス電流を増加させる
請求項２記載のレギュレータ回路。
【請求項５】
　前記電流源を流れる前記定電流は、前記第１の電流と前記第２の電流との和であり、
　前記電流バイアス回路部は、
　前記検出電流が入力され前記第１の電流を出力する第１のカレントミラー部と、
　前記第２の電流が入力され前記出力バイアス電流を出力する第２のカレントミラー部と
を備える
請求項３記載のレギュレータ回路。
【請求項６】
　前記電流源を流れる前記定電流は、前記検出電流と前記第２の電流との和であり、
　前記電流バイアス回路部は、
　前記第２の電流を入力し、前記第２の電流に比例するミラー電流を出力し、前記出力ノ
ードに接続され、前記第２の電流と前記ミラー電流との和を前記出力バイアス電流として
前記出力ノードに供給するカレントミラー部を備える
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請求項３記載のレギュレータ回路。
【請求項７】
　前記電流バイアス回路部は、
　前記電流検出回路部から前記電流源に前記検出電流を伝達する配線に挿入され、前記出
力電圧を超えないように、前記配線のうち前記電流源側の配線部分の電圧を制限するクラ
ンプ回路部を備える
請求項６記載のレギュレータ回路。
【請求項８】
　前記電流バイアス回路部は、
　任意の電源ノード又は接地ノードが接続される第１の端子と第２の端子を有する第１の
電流源と、
　入力に前記電流検出回路部の出力が接続され、出力に前記第１の電流源の前記第２の端
子が接続される第１のカレントミラー部と、
　入力に前記第１の電流源の前記第２の端子が接続され、出力に前記出力ノードが接続さ
れる第２のカレントミラー部と、
を備える
請求項１又は２記載のレギュレータ回路。
【請求項９】
　前記電流バイアス回路部は、
　任意の電源ノード又は接地ノードが接続される第３の端子と前記電流検出回路部の出力
が接続される第４の端子を有する第２の電流源と、
　入力に前記第２の電流源の前記第４の端子が接続され、出力に任意の電源ノード又は接
地ノードが接続され、ソースに前記出力ノードが接続されるカレントミラー部と、
を備える
請求項１又は２記載のレギュレータ回路。
【請求項１０】
　前記電流バイアス回路部は、
　前記電流検出回路部の出力が接続される第１の入力と、前記出力ノードが接続される第
２の入力と、前記第２の電流源の前記第４の端子及び前記カレントミラー部の入力が接続
される第１の出力とを有し、
　前記第１の出力の電位を制限するクランプ回路部をさらに備える
請求項９記載のレギュレータ回路。
【請求項１１】
　前記電流検出回路部は、電流駆動能力が異なる点を除き前記出力回路部と同じ構成を含
む回路であり、前記誤差増幅回路部の出力に応じて、出力電流の大きさに比例する検出電
流を出力する
請求項１乃至１０のいずれか１項記載のレギュレータ回路。
【請求項１２】
　前記電流検出回路部は、前記出力回路部と並列に設ける
請求項１乃至１０のいずれか１項記載のレギュレータ回路。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本開示は、レギュレータ回路に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来のレギュレータ回路について説明する。図１２Ａは、特許文献１に示された従来の
レギュレータ回路の構成を示す図である。レギュレータ回路の出力段のＰＭＯＳトランジ
スタ２０２は、負荷に十分な電流を供給する。バイアス電圧Vbiasは、環境に依存するこ
となくＮＭＯＳトランジスタ２０４を飽和領域で動作させる。
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【０００３】
　図１２Ｂは、図１２Ａのレギュレータ回路の負荷電流に対する出力電圧の特性を示す図
である。ＮＭＯＳトランジスタ２０４が飽和領域で動作するので、負荷電流の変化に対す
る出力電圧の変動は比較的小さくなっている。
【０００４】
　前述の通り、特許文献１に示された従来のレギュレータ回路は、出力ＶＲＥＧに、飽和
領域で動作するＮＭＯＳトランジスタ２０４を設け、一定の出力バイアス電流を流すこと
で、出力電流の最小値を上げ、負荷電流の変化に対する出力電圧変動を抑制している。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】米国特許第８３７８６５４号明細書
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　しかし、特許文献１に示された従来のレギュレータ回路では、負荷電流に依らず、一定
の出力バイアス電流を流す為、負荷電流が大きくなると、出力バイアス電流を流さない場
合に比べて、出力電圧の低下が大きくなるという課題がある。
【０００７】
　本開示は、上記課題に鑑みてなされ、負荷電流の変化に対する出力電圧の変動を抑制す
ると共に、負荷電流が大きい場合にも、出力電圧の低下を抑制できるレギュレータ回路を
提供する。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　上記課題を解決するため、本開示の一態様におけるレギュレータ回路は、出力ノードの
出力電圧の大きさを検出し、検出結果を示すフィードバック電圧を出力する電圧検出回路
部と、基準電圧と前記フィードバック電圧とを比較して比較結果の電圧を出力する誤差増
幅回路部と、前記誤差増幅回路部の出力に応じて前記出力ノードに出力電流を供給する出
力回路部と、前記出力電流の大きさを検出する電流検出回路部と、前記出力ノードに出力
バイアス電流を供給し、前記電流検出回路部の検出結果に基づき、前記出力バイアス電流
を増加または減少させる電流バイアス回路部とを備える。
【発明の効果】
【０００９】
　本開示のレギュレータ回路は、負荷電流の変化に対する出力電圧の変動を抑制すると共
に、負荷電流が大きい場合にも、出力電圧の低下を抑制することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１０】
【図１】図１は、第１の実施形態のレギュレータ回路の構成例および周辺の回路を示す図
である。
【図２】図２は、第１及び第２の実施形態のレギュレータ回路の特性例を示す図である。
【図３】図３は、第１及び第２の実施形態のレギュレータ回路の特性例の別例を示す図で
ある。
【図４】図４は、第２の実施形態のレギュレータ回路の構成例および周辺の回路を示す図
である。
【図５】図５は、第３の実施形態のレギュレータ回路の構成例および周辺の回路を示す図
である。
【図６】図６は、第３の実施形態のレギュレータ回路の特性例を示す図である。
【図７】図７は、適用可能なクランプ回路部の別例を示す図である。
【図８】図８は、第４の実施形態のレギュレータ回路の構成例および周辺の回路を示す図
である。
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【図９】図９は、ＡＤ変換回路部の構成例を示す図である。
【図１０】図１０は、第４の実施形態のレギュレータ回路の特性例を示す図である。
【図１１】図１１は、第５の実施形態のレギュレータ回路の構成例および周辺の回路を示
す図である。
【図１２Ａ】図１２Ａは、特許文献１に示された従来のレギュレータ回路を示す図である
。
【図１２Ｂ】図１２Ｂは、特許文献１に示された従来のレギュレータの特性を示す図であ
る。
【図１３】図１３は、従来のレギュレータ回路の特性を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００１１】
　（本発明の基礎となった知見）
　本発明者らは、「背景技術」の欄において記載した、レギュレータ回路に関し、以下の
問題が生じることを見出した。
【００１２】
　図１３は、図１２Ａに示された従来のレギュレータ回路の特性例を示す図である。同図
上段は、従来のレギュレータ回路の負荷電流と出力電圧との関係を示す。同図下段は、負
荷電流と出力バイアス電流との関係を示す図である。
【００１３】
　図１３上段において、実線はＮＭＯＳトランジスタ２０４により、出力ＶＲＥＧから一
定の出力バイアス電流Ｉｂｉａｓを流した場合（つまりＩｂｉａｓ＝ＩＬ０）の特性を示
す。一方、破線はＮＭＯＳトランジスタ２０４により、出力ＶＲＥＧから出力バイアス電
流Ｉｂｉａｓを流さない場合（つまりＩｂｉａｓ＝０）の特性を示している。
【００１４】
　ＰＭＯＳトランジスタ２０２に流れる出力電流Ｉｏｕｔは、下記（１）式となる。ただ
し、抵抗Ｒ１および抵抗Ｒ２に流れる電流をＩｒｄｉｖ、出力ＶＲＥＧに接続された負荷
に流れる負荷電流をＩｌｏａｄとする。
【００１５】
　Ｉｏｕｔ＝Ｉｒｄｉｖ＋Ｉｂｉａｓ＋Ｉｌｏａｄ　・・・（１）
　ＰＭＯＳトランジスタ２０２は、式（１）で表される出力電流Ｉｏｕｔが最大の時にも
電流が供給できるサイズに設定される。
【００１６】
　図１２Ａのレギュレータ回路は、オペアンプの出力電圧で、ＰＭＯＳトランジスタ２０
２の出力電流Ｉｏｕｔを制御し、出力電圧の変動を抑制するように動作する。一般にＰＭ
ＯＳトランジスタ２０２の電流供給能力は、電源ノードＶＤＤの電圧とオペアンプの出力
電圧の差の２乗に比例する。その為、図１３に示すように、ＰＭＯＳトランジスタ２０２
の出力電流の最大値と最小値の差（変化量）が大きく、この時の最小値が小さいほど、Ｐ
ＭＯＳトランジスタ２０２の出力電圧の変動は大きくなる。
【００１７】
　上記（１）式からも明らかなように、電流Ｉｏｕｔの一部として、負荷電流Ｉｌｏａｄ
に加えて、出力バイアス電流Ｉｂｉａｓを流すことは、出力バイアス電流Ｉｂｉａｓを流
さない場合（Ｉｂｉａｓ＝０）において負荷電流Ｉｌｏａｄを増加させることと実質的に
等価である。その為、出力バイアス電流Ｉｂｉａｓを流した場合の特性（ｂ）は、出力バ
イアス電流Ｉｂｉａｓを流さない場合の特性（ａ）を負荷電流Ｉｌｏａｄの軸に対して左
方向に、流した出力バイアス電流Ｉｂｉａｓ（＝ＩＬ０）の分だけ平行シフトした特性に
なる。また、出力バイアス電流Ｉｂｉａｓを流した場合の出力電圧変動幅（Ｂ）は、出力
バイアス電流Ｉｂｉａｓを流さない場合の出力電圧変動幅（Ａ）よりも小さくなる。
【００１８】
　従来のレギュレータ回路では、負荷電流Ｉｌｏａｄに依らず、一定の出力バイアス電流
Ｉｂｉａｓを流す為、図１３から分かるように、負荷電流Ｉｌｏａｄが大きくなると、出
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力バイアス電流Ｉｂｉａｓを流さない場合に比べて、出力電圧の低下が大きくなるという
課題がある。
【００１９】
　このような問題を解決するために、本開示の一態様に係るレギュレータ回路は、出力ノ
ードの出力電圧の大きさを検出し、検出結果を示すフィードバック電圧を出力する電圧検
出回路部と、基準電圧と前記フィードバック電圧とを比較して比較結果の電圧を出力する
誤差増幅回路部と、前記誤差増幅回路部の出力に応じて前記出力ノードに出力電流を供給
する出力回路部と、前記出力電流の大きさを検出する電流検出回路部と、前記出力ノード
に出力バイアス電流を供給し、前記電流検出回路部の検出結果に基づき、前記出力バイア
ス電流を増加または減少させる電流バイアス回路部とを備える。
【００２０】
　これにより、負荷電流の変化に対する出力電圧の変動を抑制すると共に、負荷電流が大
きい場合にも、出力電圧の低下を抑制することができる。
【００２１】
　例えば、レギュレータ回路は、出力回路部に流れる出力電流の大きさを電流検出回路部
で検出し、検出結果に基づいて、検出電流の増加に応じて出力バイアス電流を減少させ、
検出電流の減少に応じて出力バイアス電流を増加させるように制御する。これにより、出
力回路部に流れる出力電流の変動を抑制できる。その結果、負荷電流の変動に対する出力
電圧の変動を小さくすることができると共に、負荷電流が大きくなった場合は出力バイア
ス電流を流さないようにできる為、出力電圧の低下を抑制することができる。
【００２２】
　以下、本開示の実施形態について、図面を参照して説明する。
【００２３】
　（第１の実施形態）
　図１は、第１の実施形態のレギュレータ回路２００の構成例および周辺の回路を示す図
である。
【００２４】
　同図のレギュレータ回路２００は、電圧検出回路部１０、誤差増幅回路部１１、出力回
路部１２、電流バイアス回路部１５、および電流検出回路部１６を備える。また、同図に
は周辺回路として容量部１３および負荷回路部１４を記載してある。容量部１３は容量Ｃ
１から構成され、出力ノードＶＯＵＴのＡＣ変動を抑制する為に設けられるものである。
負荷回路部１４は負荷回路Ｌ１から構成され、出力ノードＶＯＵＴから流れ出す方向に負
荷電流Ｉｌｏａｄが流れる。
【００２５】
　出力ノードＶＯＵＴの出力電圧ＶＯＵＴに応じてフィードバック電圧ＶＦＢを出力する
電圧検出回路部１０と、基準電圧ＶＲＥＦと電圧検出回路部１０のフィードバック電圧Ｖ
ＦＢとの比較結果の電圧ＶＰを出力する誤差増幅回路部１１と、誤差増幅回路部１１の出
力電圧ＶＰに応じて出力ノードＶＯＵＴに出力電流Ｉｏｕｔを供給する出力回路部１２と
、出力回路部１２の出力電流Ｉｏｕｔをモニタし、出力電流Ｉｏｕｔに応じた検出電流Ｉ
ｄｅｔを出力する電流検出回路部１６と、電流検出回路部１６の検出電流Ｉｄｅｔに応じ
て出力バイアス電流Ｉｂｉａｓを増加または減少させる電流バイアス回路部１５とを備え
ている。
【００２６】
　電圧検出回路部１０は、出力ノードＶＯＵＴと接地ノードとの間に直列に接続された抵
抗Ｒ１及びＲ２で構成され、出力ノードの出力電圧ＶＯＵＴの大きさを検出し、検出結果
を示すフィードバック電圧ＶＦＢを出力する。フィードバック電圧ＶＦＢは抵抗Ｒ１とＲ
２の接続点から取り出される。
【００２７】
　誤差増幅回路部１１は、反転入力端子に基準電圧ＶＲＥＦが、非反転入力端子にフィー
ドバック電圧ＶＦＢが入力され、基準電圧ＶＲＥＦとフィードバック電圧ＶＦＢとを比較
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して比較結果の電圧ＶＰを出力する。また、電源ノードＶＤＤの電圧によって駆動される
。
【００２８】
　出力回路部１２は、ＰＭＯＳトランジスタＰ１から構成され、誤差増幅回路部１１の出
力に応じて前記出力ノードに出力電流を供給する。ＰＭＯＳトランジスタＰ１のゲートは
誤差増幅回路部１１の出力ＶＰに、ソースは電源ノードＶＤＤに、ドレインは出力ノード
ＶＯＵＴに接続される。ＰＭＯＳトランジスタＰ１は、誤差増幅回路部１１の出力である
電圧ＶＰに応じて出力ノードＶＯＵＴに出力電流Ｉｏｕｔを供給する。すなわち、出力回
路部１２は、電圧検出回路部１０の出力であるフィードバック電圧ＶＦＢが基準電圧ＶＲ
ＥＦよりも高い場合、誤差増幅回路部１１の出力電圧ＶＰが高くなる。出力電圧ＶＰが高
くなると出力回路部１２のＰＭＯＳトランジスタＰ１のゲート電圧が高くなる。これによ
り、出力回路部１２は、ＰＭＯＳトランジスタＰ１の駆動能力が減少し、出力電圧ＶＯＵ
Ｔが低くなるように動作する。一方、フィードバック電圧ＶＦＢが基準電圧ＶＲＥＦより
も低い場合、上記と逆の動作により、出力電圧ＶＯＵＴは高くなるように動作する。した
がって、出力回路部１２は、出力電圧ＶＯＵＴが一定になるように、より正確には出力電
圧ＶＯＵＴの変動を抑制するように動作する。
【００２９】
　電流検出回路部１６は、ＰＭＯＳトランジスタＰ２から構成され、出力回路部１２によ
る出力電流の大きさを検出する。ＰＭＯＳトランジスタＰ２のゲートは誤差増幅回路部１
１の出力ＶＰに、ソースは電源ノードＶＤＤに、ドレインはノードＶＭに接続される。こ
れにより、電流検出回路部１６は、出力回路部１２の出力電流Ｉｏｕｔに応じた検出電流
Ｉｄｅｔを出力する。ここで、出力回路部１２のＰＭＯＳトランジスタＰ１と電流検出回
路部１６のＰＭＯＳトランジスタＰ２のサイズ比を、ｋ：１とすると、ＰＭＯＳトランジ
スタＰ１、Ｐ２が飽和領域で動作する時、検出電流Ｉｄｅｔと出力電流Ｉｏｕｔの関係は
下記（２）式となる。
【００３０】
　Ｉｄｅｔ＝（１／ｋ）×Ｉｏｕｔ　・・・（２）
　つまり、検出電流Ｉｄｅｔは、出力電流Ｉｏｕｔに比例し、出力電流Ｉｏｕｔの（１／
ｋ）倍である。
【００３１】
　電流バイアス回路部１５は、出力ノードＶＯＵＴから可変の出力バイアス電流Ｉｂｉａ
ｓを流し、電流検出回路部１６の検出結果に基づき、出力バイアス電流Ｉｂｉａｓを増加
または減少させる。たとえば、電流バイアス回路部１５は、電流検出回路部１６の検出結
果が出力電流Ｉｏｕｔの増加を示すと、出力バイアス電流Ｉｂｉａｓを減少させ、電流検
出回路部１６の検出結果が出力電流Ｉｏｕｔの減少を示すと、出力バイアス電流Ｉｂｉａ
ｓを増加させる。
【００３２】
　具体的には、電流バイアス回路部１５は、第１の電流源Ｉ１、第１のカレントミラー部
１００、及び、第２のカレントミラー部１０１から構成される。第１の電流源Ｉ１の第１
の端子は電源ノードＶＤＤに、第２の端子はノードＶＳに接続されている。第１のカレン
トミラー部１００の入力はノードＶＭに、出力はノードＶＳに接続されている。第２のカ
レントミラー部１０１の入力はノードＶＳに、出力は出力ノードＶＯＵＴに接続されてい
る。
【００３３】
　したがって、電流バイアス回路部１５は、電流検出回路部１６の検出電流Ｉｄｅｔがノ
ードＶＭを介して電流バイアス回路部１５に入力され、出力ノードＶＯＵＴに出力バイア
ス電流Ｉｂｉａｓをシンク電流として出力する。
【００３４】
　ここでは第１の電流源Ｉ１の第１の端子は電源ノードＶＤＤに接続されているが、誤差
増幅回路部１１、出力回路部１２、及び、電流検出回路部１６で使用される電源ノードＶ
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ＤＤと必ずしも同一である必要はなく、異なる電圧の電源ノードに接続されてもよい。誤
差増幅回路部１１、出力回路部１２、及び、電流検出回路部１６で使用される電源ノード
ＶＤＤの電圧が比較的高い場合、第１の電流源Ｉ１の第１の端子に接続される電源ノード
に、電源ノードＶＤＤより低い電圧を用いることで、レギュレータ回路２００の消費電力
を減らすことができる。
【００３５】
　第１のカレントミラー部１００は、ＮＭＯＳトランジスタＮ１とＮ２から構成され、Ｎ
ＭＯＳトランジスタＮ１は、ゲートとドレインを共通とし、ノードＶＭ（入力）に接続さ
れ、ソースは接地ノードに接続される。一方、ＮＭＯＳトランジスタＮ２は、ゲートをＮ
ＭＯＳトランジスタＮ１のゲートと共通であるノードＶＭに接続され、ドレインはノード
ＶＳ（出力）に、ソースは接地ノードに接続される。ここで、ＮＭＯＳトランジスタＮ１
とＮ２のサイズ比を、１：ｍとすると、ＮＭＯＳトランジスタＮ２が飽和領域で動作する
時、ＮＭＯＳトランジスタＮ２に流れる電流ＩＮ２と検出電流Ｉｄｅｔの関係は下記（３
）式となる。
【００３６】
　ＩＮ２＝ｍ×Ｉｄｅｔ　・・・（３）
　このように、第１のカレントミラー部１００は、検出電流Ｉｄｅｔを入力し、検出電流
Ｉｄｅｔに比例する第１の電流ＩＮ２を出力する。
【００３７】
　第２のカレントミラー部１０１は、ＮＭＯＳトランジスタＮ３とＮ４から構成され、Ｎ
ＭＯＳトランジスタＮ３は、ゲートとドレインを共通とし、ノードＶＳ（入力）に接続さ
れ、ソースは接地ノードに接続される。一方、ＮＭＯＳトランジスタＮ４は、ゲートをＮ
ＭＯＳトランジスタＮ３のゲートと共通であるノードＶＳに接続され、ドレインは出力ノ
ードＶＯＵＴ（出力）に、ソースは接地ノードに接続される。ここで、ＮＭＯＳトランジ
スタＮ３とＮ４のサイズ比を、１：ｎとすると、ＮＭＯＳトランジスタＮ４が飽和領域で
動作する時、ＮＭＯＳトランジスタＮ３に流れる電流ＩＮ３と出力バイアス電流Ｉｂｉａ
ｓの関係は下記（４）式となる。
【００３８】
　Ｉｂｉａｓ＝ｎ×ＩＮ３　・・・（４）
　このように、第２のカレントミラー部１０１は、第２の電流ＩＮ３を入力し、出力バイ
アス電流Ｉｂｉａｓを出力する。上記（４）式に示すように、第２の電流ＩＮ３と出力バ
イアス電流Ｉｂｉａｓは比例関係にある。
【００３９】
　また、ノードＶＳにおける電流の関係は、第１の電流源Ｉ１に流れる電流をＩ１とする
と、下記（５）式となる。
【００４０】
　Ｉ１＝ＩＮ２＋ＩＮ３　・・・（５）
　上記（３）式～（５）式より、下記（６）式を得る。
【００４１】
　Ｉ１＝ｍ×Ｉｄｅｔ＋（１／ｎ）×Ｉｂｉａｓ　・・・（６）
　上記（６）式は、左辺は、第１の電流源Ｉ１の電流Ｉ１であり、右辺は、検出電流Ｉｄ
ｅｔに比例する第１の電流と出力バイアス電流Ｉｂｉａｓに比例する第２の電流の和であ
る。つまり、電流バイアス回路部１５は、第１の電流源Ｉ１の電流Ｉ１が任意の一定値に
おいて、検出電流Ｉｄｅｔに比例する第１の電流と出力バイアス電流Ｉｂｉａｓに比例す
る第２の電流の和が等しくなるように動作する。その結果、検出電流Ｉｄｅｔが増加する
と、出力バイアス電流Ｉｂｉａｓは減少し、検出電流Ｉｄｅｔが減少すると、出力バイア
ス電流Ｉｂｉａｓは増加する。
【００４２】
　ここでは第１の電流源Ｉ１の電流Ｉ１を任意の一定値としているが、レギュレータ回路
２００の動作モード（電源電圧、負荷電流、出力電圧等の切り替え等）に応じて、異なる
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任意の一定値に設定してもよい。こうすれば、レギュレータ回路２００の仕様、用途に応
じて、不要な電流消費を削減することが可能である。
【００４３】
　レギュレータ回路２００は、上記のように構成される為、ＰＭＯＳトランジスタＰ１、
Ｐ２及びＮＭＯＳトランジスタＮ１、Ｎ２、Ｎ３、Ｎ４が飽和領域で動作する範囲におい
て、上記（１）式～（６）式を満たす。
【００４４】
　上記（１）式～（６）式から出力バイアス電流Ｉｂｉａｓは下記（７）式で表すことが
でき、したがって、出力バイアス電流Ｉｂｉａｓの負荷電流Ｉｌｏａｄ依存性は、トラン
ジスタサイズ比（ｋ，ｍ，ｎ）、第１の電流源Ｉ１の電流Ｉ１、電圧検出回路部１０に流
れる電流Ｉｒｄｉｖによって調整可能である。
【００４５】
　Ｉｂｉａｓ＝（ｎ×（Ｉ１－（ｍ／ｋ）×（Ｉｌｏａｄ＋Ｉｒｄｉｖ）））／（１＋（
ｍ×ｎ）／ｋ）　・・・（７）
　次に、レギュレータ回路２００の動作について、図２及び図３を参照しながら説明する
。図２は、第１の実施形態のレギュレータ回路２００の特性例を示す図であり、図３は、
その別例を示す図である。
【００４６】
　図２及び図３において、実線で示した特性例１、２は、第１の実施形態に示すレギュレ
ータ回路２００の電流バイアス回路部１５により、出力ノードＶＯＵＴから出力バイアス
電流Ｉｂｉａｓを流した場合の出力電圧および出力バイアス電流の特性を示す。一方、破
線は前述の従来のレギュレータ回路のＮＭＯＳトランジスタ２０４により、出力ＶＲＥＧ
から一定の出力バイアス電流Ｉｂｉａｓを流した場合の出力電圧および出力バイアス電流
の特性を示している。
【００４７】
　なお、図２及び図３における実線の特性例１、２は、上記（７）式における設計パラメ
ータであるトランジスタサイズ比（ｋ，ｍ，ｎ）、第１の電流源Ｉ１の電流Ｉ１、及び、
電圧検出回路部１０に流れる電流Ｉｒｄｉｖを異なる設定とした特性例を示す。破線は、
図２及び図３共に、比較の為、同じ従来のレギュレータ回路の特性を示している。
【００４８】
　図２は無負荷時（Ｉｌｏａｄ＝０）の時の出力バイアス電流Ｉｂｉａｓを従来のレギュ
レータ回路のＮＭＯＳトランジスタ２０４の出力バイアス電流Ｉｂｉａｓと一致させた場
合の特性を示している。したがって、無負荷時（Ｉｌｏａｄ＝０）の出力電圧ＶＯＵＴは
、従来のレギュレータ回路と同等のレベルとなる。負荷電流Ｉｌｏａｄが増加すると、出
力回路部１２のＰＭＯＳトランジスタＰ１に流れる電流Ｉｏｕｔが増加する為、これに応
じて、上記（２）式に示すように、電流検出回路部１６のＰＭＯＳトランジスタＰ２に流
れる検出電流Ｉｄｅｔも増加する。
【００４９】
　検出電流Ｉｄｅｔは、電流バイアス回路部１５に入力され、第１のカレントミラー部１
００において、ＮＭＯＳトランジスタＮ２が飽和領域で動作するノードＶＳの電圧範囲で
は、上記（３）式に示すように、ＮＭＯＳトランジスタＮ２に流れる電流ＩＮ２が生成さ
れる。第１の電流源Ｉ１によってノードＶＳに流入する電流Ｉ１のうち、ＮＭＯＳトラン
ジスタＮ２によって電流ＩＮ２がノードＶＳから流出し、上記（５）式を満たすように、
残りが第２のカレントミラー部１０１に入力され、ＮＭＯＳトランジスタＮ３に流れる電
流ＩＮ３としてノードＶＳから流出する。第２のカレントミラー部１０１において、電流
ＩＮ３は、上記（４）式に示す出力バイアス電流Ｉｂｉａｓを生成し、出力ノードＶＯＵ
Ｔに対するシンク電流となる。
【００５０】
　したがって、負荷電流Ｉｌｏａｄが増加し、検出電流Ｉｄｅｔを介して、電流ＩＮ２が
増加すると、上記（５）式に示すように、ノードＶＳにおいて、第１の電流源Ｉ１の電流
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Ｉ１による流入量に対して、電流ＩＮ２による流出量の割合が増加し、電流ＩＮ３による
流出量が減少する為、上記（４）式に示すように、出力バイアス電流Ｉｂｉａｓも合わせ
て減少する。ノードＶＳの電圧は、電流ＩＮ２の増加で低下し、ノードＶＳの電圧がＮＭ
ＯＳトランジスタＮ３及びＮ４の閾値電圧以下になると、ＮＭＯＳトランジスタＮ３及び
Ｎ４はサブスレッショルド領域で動作し、電流ＩＮ３及び出力バイアス電流Ｉｂｉａｓが
減少する。ノードＶＳの電圧の低下でＮＭＯＳトランジスタＮ２が線形領域で動作するよ
うになると、ノードＶＳの電圧は接地電圧に近づいていき、電流ＩＮ３及び出力バイアス
電流Ｉｂｉａｓは、ほぼゼロとなる為、出力電圧ＶＯＵＴの低下を回避することができる
。
【００５１】
　なお、電流ＩＮ２の増加によるノードＶＳの電圧の低下で、ＮＭＯＳトランジスタＮ２
が線形領域に入ると、電流ＩＮ２は上記（３）式を満たさなくなり、ノードＶＳと接地ノ
ードとの間を、ノードＶＭの電圧のゲート－ソース間電圧及びノードＶＳの電圧のドレイ
ン－ソース間電圧でバイアスされたＮＭＯＳトランジスタＮ２のオン抵抗を介して流れる
電流と等しく、前述の通り、ノードＶＳの電圧の低下で、ＮＭＯＳトランジスタＮ３はサ
ブスレッショルド領域で動作するようになり、ＮＭＯＳトランジスタＮ３に流れる電流が
減少する為、ＮＭＯＳトランジスタＮ２が線形領域で動作するようになると、電流ＩＮ２
は、第１の電流源Ｉ１の電流Ｉ１とほぼ等しくなる。
【００５２】
　図２において、出力バイアス電流Ｉｂｉａｓがほぼゼロとなる負荷電流Ｉｌｏａｄ（＝
ＩＬ１）より大きな負荷電流Ｉｌｏａｄでは、出力バイアス電流Ｉｂｉａｓはゼロであり
、出力電圧ＶＯＵＴと負荷電流Ｉｌｏａｄの関係は、従来のレギュレータ回路の出力バイ
アス電流Ｉｂｉａｓがゼロの時の特性と同等になる。
【００５３】
　前述の動作は、上記（１）式の右辺に示す負荷電流Ｉｌｏａｄが増加すると、出力バイ
アス電流Ｉｂｉａｓが減少する為、上記（１）式の左辺の出力電流Ｉｏｕｔの変化が抑制
される為、出力電圧ＶＯＵＴの変動を小さくできる。
【００５４】
　一方、負荷電流Ｉｌｏａｄが大きい状態から減少すると、出力回路部１２のＰＭＯＳト
ランジスタＰ１に流れる出力電流Ｉｏｕｔが減少することで、上記（２）式に応じ、電流
検出回路部１６のＰＭＯＳトランジスタＰ２に流れる検出電流Ｉｄｅｔが減少する。つま
り、電流バイアス回路部１５の第１のカレントミラー部１００のＮＭＯＳトランジスタＮ
１に入力される電流が減少する為、ノードＶＭの電圧が低下し、これに伴い、ＮＭＯＳト
ランジスタＮ２のオン抵抗が上昇する。ＮＭＯＳトランジスタＮ２のオン抵抗の上昇は、
ノードＶＳの電圧を上昇させる。ノードＶＳの電圧が、ＮＭＯＳトランジスタＮ２が飽和
領域で動作する電圧に到達すると、電流ＩＮ２は上記（３）式を満たす。電流バイアス回
路部１５の第２のカレントミラー部１０１のＮＭＯＳトランジスタＮ３及びＮ４の閾値電
圧よりもノードＶＳの電圧が高くなると、ＮＭＯＳトランジスタＮ３に流れる電流ＩＮ３
が徐々に大きくなる。電流ＩＮ２の減少に応じて、上記（５）式を満たすように、電流Ｉ
Ｎ３が増加し、上記（４）式を満たすように、出力バイアス電流Ｉｂｉａｓが増加する。
【００５５】
　負荷電流Ｉｌｏａｄがゼロになると、図２に示す無負荷時（Ｉｌｏａｄ＝０）の出力バ
イアス電流Ｉｂｉａｓを従来のレギュレータ回路の出力バイアス電流Ｉｂｉａｓ（＝ＩＬ
０）と同等に設定している場合、レギュレータ回路２００の出力電圧ＶＯＵＴは、従来の
レギュレータ回路と同等のレベルとなる。
【００５６】
　図３は、無負荷時（Ｉｌｏａｄ＝０）の時の出力バイアス電流Ｉｂｉａｓを従来のレギ
ュレータ回路のＮＭＯＳトランジスタ２０４の出力バイアス電流Ｉｂｉａｓ（＝ＩＬ０）
よりも大きくなるように設定し、負荷電流Ｉｌｏａｄが最大（＝ＩＬ３）となる時に出力
バイアス電流Ｉｂｉａｓがゼロになるように設定した場合の特性例である。
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【００５７】
　上記（７）式からも明らかなように前述の設計パラメータ（ｋ，ｍ，ｎ，Ｉ１，Ｉｒｄ
ｉｖ）を変更することで、無負荷時の出力バイアス電流Ｉｂｉａｓ、負荷電流Ｉｌｏａｄ
変化に対する出力バイアス電流Ｉｂｉａｓの変化量（出力バイアス電流―負荷電流特性に
おける傾き）、出力バイアス電流Ｉｂｉａｓがゼロとなる負荷電流Ｉｌｏａｄを調整する
ことができる。なお、出力バイアス電流―負荷電流特性の調整に際して、必ずしも上記（
７）式における前述の設計パラメータ（ｋ，ｍ，ｎ，Ｉ１，Ｉｒｄｉｖ）のすべてを変更
する必要はない。
【００５８】
　図３の出力電圧ＶＯＵＴと負荷電流Ｉｌｏａｄの関係に示すように、無負荷時（Ｉｌｏ
ａｄ＝０）の時の出力バイアス電流Ｉｂｉａｓを電流ＩＬ０よりも大きくすることで、無
負荷時の出力電圧ＶＯＵＴは、従来のレギュレータ回路の出力電圧のレベルよりも低い値
に設定できる。一方、負荷電流Ｉｌｏａｄが最大（＝ＩＬ３）となる時の出力バイアス電
流Ｉｂｉａｓをゼロとすることで、出力バイアス電流Ｉｂｉａｓによる出力電圧ＶＯＵＴ
の低下を回避できる為、負荷電流Ｉｌｏａｄの変化に対する出力電圧ＶＯＵＴの変動は図
２の特性例に比べ、更に小さくすることができる。
【００５９】
　なお、出力バイアス電流Ｉｂｉａｓが電流ＩＬ０となる負荷電流Ｉｌｏａｄ（＝ＩＬ２
）において、出力電圧ＶＯＵＴは従来のレギュレータ回路の出力電圧と同等のレベルにな
る。
【００６０】
　なお、負荷電流Ｉｌｏａｄの増減に伴うレギュレータ回路２００の動作は図２の場合と
同様である為、省略する。
【００６１】
　前述の通り、負荷電流Ｉｌｏａｄの変化に対して、出力電圧ＶＯＵＴの変動を抑制する
ことができると共に、負荷電流Ｉｌｏａｄが大きい時にも出力電圧ＶＯＵＴの低下を回避
することができる。
【００６２】
　以上説明してきたように第１の実施形態におけるレギュレータ回路２００は、出力ノー
ドの出力電圧の大きさを検出し、検出結果を示すフィードバック電圧を出力する電圧検出
回路部１０と、基準電圧とフィードバック電圧とを比較して比較結果の電圧を出力する誤
差増幅回路部１１と、誤差増幅回路部１１の出力に応じて出力ノードに出力電流を供給す
る出力回路部１２と、出力電流の大きさを検出する電流検出回路部１６と、出力ノードに
出力バイアス電流を供給し、電流検出回路部１６の検出結果に基づき、出力バイアス電流
を増加または減少させる電流バイアス回路部１５とを備える。
【００６３】
　これによれば、負荷電流の変化に対する出力電圧の変動を抑制すると共に、負荷電流が
大きい場合にも、出力電圧の低下を抑制することができる。
【００６４】
　ここで、電流バイアス回路部１５は、電流検出回路部１６の検出結果が出力電流の増加
を示すと、出力バイアス電流を減少させ、電流検出回路部１６の検出結果が出力電流の減
少を示すと、出力バイアス電流を増加させてもよい。
【００６５】
　出力電流の増減に応じて出力バイアス電流を減増させることによって、負荷電流の変化
に対する出力電圧の変動を抑制すると共に、負荷電流が大きい場合にも、出力電圧の低下
を抑制することができる。
【００６６】
　ここで、電流検出回路部１６は、出力電流に比例する検出電流を出力し、電流バイアス
回路部１５は、定電流を流す電流源Ｉ１を有し、電流源Ｉ１を流れる定電流は、検出電流
又は検出電流に比例する第１の電流と、出力バイアス電流又は出力バイアス電流に比例す
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る第２の電流との和であってもよい。
【００６７】
　これによれば、定電流を流す電流源を用いた簡単な回路によって、出力バイアス電流の
増減を容易に制御することができる。
【００６８】
　ここで、電流源Ｉ１を流れる定電流は、第１の電流と第２の電流との和であり、電流バ
イアス回路部１５は、検出電流が入力され第１の電流を出力する第１のカレントミラー部
１００と、第２の電流が入力され出力バイアス電流を出力する第２のカレントミラー部１
０１とを備えてもよい。
【００６９】
　これによれば、電流源、第１および第２のカレントミラー部の組み合わせにより、電流
バイアス回路部１５が構成される。電流バイアス回路部１５に接続される電源ノードの電
圧を適切に設定することによって、レギュレータ回路の消費電力を抑制することができる
。
【００７０】
　ここで、電流バイアス回路部１５は、任意の電源ノード又は接地ノードが接続される第
１の端子と第２の端子を有する第１の電流源Ｉ１と、入力に電流検出回路部１６の出力が
接続され、出力に第１の電流源Ｉ１の第２の端子が接続される第１のカレントミラー部１
００と、入力に第１の電流源Ｉ１の第２の端子が接続され、出力に出力ノードが接続され
る第２のカレントミラー部１０１とを備えてもよい。
【００７１】
　これによれば、電流バイアス回路部１５に接続される電源ノードの電圧を適切に設定す
ることによって、レギュレータ回路の消費電力を抑制することができる。
【００７２】
　ここで、電流検出回路部１６は、電流駆動能力が異なる点を除き出力回路部１２と同じ
構成を含む回路であり、誤差増幅回路部１１の出力に応じて、出力電流の大きさに比例す
る検出電流を出力してもよい。
【００７３】
　これによれば、電流検出回路部１６は、式（２）に示したように、出力電流と比例する
検出電流を容易に生成することができる。また、電流検出回路部１６を、出力回路部１２
に直列に接続された電流検出用の抵抗として構成する場合と比べて、動作下限電圧の上昇
を抑えることができる。
【００７４】
　ここで、電流検出回路部１６は、出力回路部１２と並列に設けてもよい。
【００７５】
　これによれば、電流検出回路部１６を、出力回路部１２に直列に接続された電流検出用
の抵抗として構成する場合と比べて、動作下限電圧の上昇を抑えることができる。
【００７６】
　（第２の実施形態）
　図４は第２の実施形態のレギュレータ回路２００の構成例および周辺の回路を示す図で
ある。図４において、前述した第１の実施形態のレギュレータ回路２００と同一機能の構
成要素には同一の符号を付けて、その詳細な説明を省略する。ここでは構成の異なる部分
のみを説明する。
【００７７】
　図４に示すレギュレータ回路２００は、図１に示すレギュレータ回路２００の電流バイ
アス回路部１５を図４に示す電流バイアス回路部１５に置き換えたものであり、これ以外
は同一の構成である。
【００７８】
　第２の実施形態における電流バイアス回路部１５は、第２の電流源Ｉ２及び第３のカレ
ントミラー部１０２から構成され、入力は電流検出回路部１６の出力であるノードＶＭに
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接続され、出力は出力ノードＶＯＵＴに接続される。
【００７９】
　電流バイアス回路部１５は、電流検出回路部１６の検出電流ＩｄｅｔがノードＶＭを介
して電流バイアス回路部１５に入力され、出力ノードＶＯＵＴにシンク電流として出力バ
イアス電流Ｉｂｉａｓを出力する。
【００８０】
　第２の電流源Ｉ２は、第３の端子が接地ノードに、第４の端子が電流検出回路部１６の
出力であるノードＶＭに接続され、第３のカレントミラー部１０２は、入力がノードＶＭ
に、出力が接地ノードに接続され、ソースが出力ノードＶＯＵＴに接続される。
【００８１】
　第３のカレントミラー部１０２は、ＰＭＯＳトランジスタＰ３とＰ４から構成され、Ｐ
ＭＯＳトランジスタＰ３は、ゲートとドレインを共通とし、ノードＶＭ（入力）に接続さ
れ、ソースは出力ノードＶＯＵＴ（ソース）に接続される。一方、ＰＭＯＳトランジスタ
Ｐ４は、ゲートをＰＭＯＳトランジスタＰ３のゲートと共通であるノードＶＭに接続され
ドレインは接地ノード（出力）に、ソースは出力ノードＶＯＵＴ（ソース）に接続される
。
【００８２】
　なお、ＰＭＯＳトランジスタＰ３及びＰ４の基板ノードの電圧は、出力電圧ＶＯＵＴ以
上、電源ノードＶＤＤの電圧以下の範囲で、ノードＶＭの電圧よりも低くならない電圧に
設定することが好ましい。また、特に、出力電圧ＶＯＵＴが広範囲において可変である場
合、ＰＭＯＳトランジスタＰ３及びＰ４の基板ノードの電圧は、出力電圧ＶＯＵＴのレベ
ルに応じて、出力電圧ＶＯＵＴが低い時は低い電圧に、出力電圧ＶＯＵＴが高い時は高い
電圧に切り換えて動作させることが好ましい。また、ＰＭＯＳトランジスタＰ３及びＰ４
の基板ノードの接続は、電源ノードＶＤＤ又は出力ノードＶＯＵＴとしてもよい。
【００８３】
　ここで、ＰＭＯＳトランジスタＰ３とＰ４のサイズ比を、１：ｐとすると、ＰＭＯＳト
ランジスタＰ４が飽和領域で動作する時、ＰＭＯＳトランジスタＰ３に流れる電流ＩＰ３
とＰＭＯＳトランジスタＰ４に流れる電流ＩＰ４の関係は下記（８）式となる。
【００８４】
　ＩＰ４＝ｐ×ＩＰ３　・・・（８）
　また、出力バイアス電流Ｉｂｉａｓは、ＰＭＯＳトランジスタＰ３とＰＭＯＳトランジ
スタＰ４に流れる電流の和である為、下記（９）式を得る。
【００８５】
　Ｉｂｉａｓ＝ＩＰ３＋ＩＰ４　・・・（９）
　また、ノードＶＭにおける電流の関係から、検出電流Ｉｄｅｔと第２の電流源Ｉ２に流
れる電流Ｉ２とＰＭＯＳトランジスタＰ３に流れる電流ＩＰ３の関係は下記（１０）式と
なる。
【００８６】
　Ｉ２＝Ｉｄｅｔ＋ＩＰ３　・・・（１０）
　したがって、上記（８）～（１０）式より、検出電流Ｉｄｅｔと出力バイアス電流Ｉｂ
ｉａｓとの関係は下記（１１）式となる。
【００８７】
　Ｉ２＝Ｉｄｅｔ＋Ｉｂｉａｓ／（１＋ｐ）　・・・（１１）
　上記（１１）式は、左辺は、第２の電流源Ｉ２の電流Ｉ２であり、右辺は、検出電流Ｉ
ｄｅｔと出力バイアス電流Ｉｂｉａｓに比例する第２の電流の和である。つまり、電流バ
イアス回路部１５は、第２の電流源Ｉ２の電流Ｉ２が任意の一定値において、検出電流Ｉ
ｄｅｔと出力バイアス電流Ｉｂｉａｓに比例する第２の電流の和が等しくなるように動作
する。
【００８８】
　なお、ここでは第２の電流源Ｉ２の電流Ｉ２を任意の一定値としているが、レギュレー
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タ回路２００の動作モード（電源電圧、負荷電流、出力電圧等の切り替え等）に応じて、
異なる任意の一定値に設定することで、レギュレータ回路２００の仕様、用途に応じて、
不要な電流消費を削減することが可能である。
【００８９】
　レギュレータ回路２００は、上記のように構成される為、上記（１）式、（２）式、及
び、（８）式～（１１）式を満たす。
【００９０】
　したがって、上記（１）式、（２）式、及び、（８）式～（１１）式から、出力バイア
ス電流Ｉｂｉａｓは下記（１２）式で表すことができ、出力バイアス電流Ｉｂｉａｓの負
荷電流Ｉｌｏａｄ依存性は、トランジスタサイズ比（ｋ，ｐ）、第２の電流源Ｉ２の電流
Ｉ２、電圧検出回路部１０に流れる電流Ｉｒｄｉｖによって調整可能である。
【００９１】
　Ｉｂｉａｓ＝（（１＋ｐ）／（１＋ｋ＋ｐ））×（ｋ×Ｉ２－Ｉｒｄｉｖ－Ｉｌｏａｄ
）　・・・（１２）
　次に、レギュレータ回路２００の動作について、電流バイアス回路部１５以外について
は第１の実施形態と同様である為、電流バイアス回路部１５の動作を中心に説明する。
【００９２】
　負荷電流Ｉｌｏａｄの増加に伴い、検出電流Ｉｄｅｔが増加すると、第２の電流源Ｉ２
の電流Ｉ２は任意の一定値である為、上記（１０）式を満たすように、ノードＶＭの電圧
が上昇することで、ＰＭＯＳトランジスタＰ３のゲート－ソース間電圧が減少し、ＰＭＯ
ＳトランジスタＰ３に流れる電流ＩＰ３が減少する。出力バイアス電流Ｉｂｉａｓは、上
記（９）式に示すように、ＰＭＯＳトランジスタＰ４のゲートがＰＭＯＳトランジスタＰ
３と共通である為、トランジスタサイズ比に応じた電流（ＩＰ４＝ｐ×ＩＰ３）をＰＭＯ
ＳトランジスタＰ３に流れる電流ＩＰ３と合わせて出力ノードＶＯＵＴからシンク電流と
して流す。検出電流Ｉｄｅｔがさらに増加し、出力電圧ＶＯＵＴとノードＶＭの電圧との
差がＰＭＯＳトランジスタＰ３及びＰ４の閾値電圧以下になると、ＰＭＯＳトランジスタ
Ｐ３及びＰ４はサブスレッショルド領域で動作する為、ほぼオフ状態となり、出力バイア
ス電流Ｉｂｉａｓはほぼゼロとなる。ノードＶＭの電圧が出力電圧ＶＯＵＴに到達すると
、ＰＭＯＳトランジスタＰ３及びＰ４はオフし、出力バイアス電流Ｉｂｉａｓはゼロとな
る。一方、負荷電流Ｉｌｏａｄが減少していくと、検出電流Ｉｄｅｔが減少する為、ノー
ドＶＭの電圧が低下していく。これに伴い、ＰＭＯＳトランジスタＰ３のゲート－ソース
間電圧が大きくなり、電流ＩＰ３及び電流ＩＰ４の増加で出力バイアス電流Ｉｂｉａｓが
増加する。
【００９３】
　無負荷時の出力電圧ＶＯＵＴのレベルは、負荷電流Ｉｌｏａｄがゼロの時の出力バイア
ス電流Ｉｂｉａｓの設定に応じて決まる為、無負荷時（Ｉｌｏａｄ＝０）の出力バイアス
電流Ｉｂｉａｓを第１の実施形態と同様に設定し、負荷電流が最大となる時の出力バイア
ス電流をゼロに設定すれば、第１の実施形態と同様の出力電圧ＶＯＵＴの変動を得ること
ができる。
【００９４】
　したがって、第１の実施形態と同様に、負荷電流Ｉｌｏａｄの変化に対して、出力電圧
ＶＯＵＴの変動を抑制することができると共に、負荷電流Ｉｌｏａｄが大きい時にも出力
電圧ＶＯＵＴの低下を回避することができる。
【００９５】
　また更に、前述の通り、電流バイアス回路部１５を第２の電流源Ｉ２及び第３のカレン
トミラー部１０２で構成している為、第１の実施形態の構成に対して、素子数を削減でき
、面積の削減が可能である。
【００９６】
　また、第３のカレントミラー部１０２のソースを出力ノードＶＯＵＴとしている為、検
出電流Ｉｄｅｔ以外の不要な電流消費がなく、第１の実施形態の構成に対して、消費電流



(15) JP WO2017/164197 A1 2017.9.28

10

20

30

40

50

の削減が可能である。
【００９７】
　以上説明してきたように、第２の実施形態におけるレギュレータ回路２００において電
流検出回路部１６は、電流検出回路部１６は、出力電流に比例する検出電流を出力し、電
流バイアス回路部１５は、定電流を流す電流源Ｉ２を有し、電流源Ｉ２を流れる定電流は
、検出電流又は検出電流に比例する第１の電流と、出力バイアス電流又は出力バイアス電
流に比例する第２の電流との和である。
【００９８】
　ここで、電流源を流れる定電流は、検出電流と第２の電流との和であり、電流バイアス
回路部１５は、第２の電流を入力し、第２の電流に比例するミラー電流を出力し、出力ノ
ードに接続され、第２の電流とミラー電流との和を出力バイアス電流として出力ノードに
供給するカレントミラー部１０２を備えてもよい。
【００９９】
　これによれば、電流バイアス回路部１５は、電流源とカレントミラー部の組み合わせに
より構成される。この電流バイアス回路部１５は、第１の実施形態と比べて、素子数を削
減でき、ＩＣ内での回路面積の削減が可能である。
【０１００】
　ここで、電流バイアス回路部１５は、任意の電源ノード又は接地ノードが接続される第
３の端子と電流検出回路部の出力が接続される第４の端子を有する第２の電流源Ｉ２と、
入力に第２の電流源の第４の端子が接続され、出力に任意の電源ノード又は接地ノードが
接続され、ソースに出力ノードが接続されるカレントミラー部１０２と、を備えてもよい
。
【０１０１】
　これによれば、電流バイアス回路部１５は、第１の実施形態と比べて、素子数を削減で
き、ＩＣ内での回路面積の削減が可能である。
【０１０２】
　（第３の実施形態）
　図５は第３の実施形態のレギュレータ回路２００の構成例および周辺の回路を示す図で
ある。図４において、前述した第２の実施形態のレギュレータ回路２００と同一機能の構
成要素には同一の符号を付けて、その詳細な説明を省略する。ここでは構成の異なる部分
のみを説明する。
【０１０３】
　図５に示すレギュレータ回路２００は、図４に示すレギュレータ回路２００の電流バイ
アス回路部１５を図５に示す電流バイアス回路部１５に置き換えたものであり、これ以外
は同一の構成である。
【０１０４】
　第３の実施形態における電流バイアス回路部１５は、第２の電流源Ｉ２、第３のカレン
トミラー部１０２、及び、クランプ回路部１７から構成され、第２の実施形態における電
流バイアス回路部１５に対して、更にクランプ回路部１７を設けた構成である。入力は電
流検出回路部１６の出力であるノードＶＭに接続され、出力は出力ノードＶＯＵＴに接続
される。
【０１０５】
　電流バイアス回路部１５は、電流検出回路部１６の検出電流ＩｄｅｔがノードＶＭを介
して電流バイアス回路部１５に入力され、出力ノードＶＯＵＴにシンク電流として出力バ
イアス電流Ｉｂｉａｓを出力する。
【０１０６】
　第２の電流源Ｉ２は、第３の端子が接地ノードに、第４の端子がノードＶＣに接続され
、第３のカレントミラー部１０２は、入力がノードＶＣに、出力が接地ノードに接続され
、ソースが出力ノードＶＯＵＴに接続される。クランプ回路部１７は、第１の入力が電流
検出回路部１６の出力であるノードＶＭに接続され、第２の入力が出力ノードＶＯＵＴに
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接続され、第１の出力がノードＶＣに接続される。
【０１０７】
　第３のカレントミラー部１０２は、ＰＭＯＳトランジスタＰ３とＰ４から構成され、Ｐ
ＭＯＳトランジスタＰ３は、ゲートとドレインを共通とし、ノードＶＣ（入力）に接続さ
れ、ソースは出力ノードＶＯＵＴ（ソース）に接続される。一方、ＰＭＯＳトランジスタ
Ｐ４は、ゲートをＰＭＯＳトランジスタＰ３のゲートと共通であるノードＶＣに接続され
、ドレインは接地ノード（出力）に、ソースは出力ノードＶＯＵＴ（ソース）に接続され
る。
【０１０８】
　クランプ回路部１７は、ＮＭＯＳトランジスタＮ５から構成され、第１の入力はＮＭＯ
ＳトランジスタＮ５のドレインに、第２の入力はＮＭＯＳトランジスタＮ５のゲートに、
第１の出力はＮＭＯＳトランジスタＮ５のソースに接続される。
【０１０９】
　電源ノードＶＤＤの電圧と出力電圧ＶＯＵＴとの差が大きい場合、又は、出力電圧ＶＯ
ＵＴが可変であり、低い電圧から高い電圧までを出力する場合（電源ノードＶＤＤの電圧
と出力電圧ＶＯＵＴとの差が小さい場合と大きい場合が混在する場合）に、第３のカレン
トミラー部１０２のＰＭＯＳトランジスタＰ３及びＰ４の基板ノードを電源ノードＶＤＤ
に接続すると、基板バイアス効果による閾値電圧の上昇で、電流バイアス回路部１５が動
作可能な出力電圧ＶＯＵＴのレベルが上がってしまい、出力電圧ＶＯＵＴの下限電圧が制
限されるという問題がある。一方、第３のカレントミラー部１０２のＰＭＯＳトランジス
タＰ３及びＰ４の基板ノードを出力ノードＶＯＵＴに接続した場合、検出電流Ｉｄｅｔの
増加でＰＭＯＳトランジスタＰ３のドレイン電圧が上昇し、出力ノードＶＯＵＴの出力電
圧ＶＯＵＴを超えると、ＰＭＯＳトランジスタＰ３のドレイン－基板ノード間で順バイア
スが発生し、出力ノードＶＯＵＴに電流が流入する。ＰＭＯＳトランジスタＰ３がＰ型基
板上のＮ型ウェル内に形成されている場合、ＰＭＯＳトランジスタＰ３のドレイン－基板
ノード（Ｎ型ウェル）－Ｐ型基板で寄生バイポーラトランジスタが形成される。寄生バイ
ポーラトランジスタが動作すると、Ｐ型基板に電流が流入する為、Ｐ型基板電位の上昇に
よるラッチアップ等が懸念され、レイアウトでのケアが必要となるという問題がある。
【０１１０】
　クランプ回路部１７は、上記の課題を解決するために設けられるものであり、第３のカ
レントミラー部１０２のＰＭＯＳトランジスタＰ３及びＰ４の基板ノードを出力ノードＶ
ＯＵＴに接続し、出力電圧ＶＯＵＴに設定した場合でもノードＶＣの電圧（ＰＭＯＳトラ
ンジスタＰ３のドレイン電圧）が出力電圧ＶＯＵＴを超えないように制限する。
【０１１１】
　レギュレータ回路２００は、上記のように構成される為、ＮＭＯＳトランジスタＮ５に
流れる電流ＩＮ５は、検出電流Ｉｄｅｔと等しく、第２の実施形態と同様に、上記（１）
式、（２）式、及び、（８）式～（１２）式を満たし、出力バイアス電流Ｉｂｉａｓの負
荷電流Ｉｌｏａｄ依存性は、トランジスタサイズ比（ｋ，ｐ）、第２の電流源Ｉ２の電流
Ｉ２、電圧検出回路部１０に流れる電流Ｉｒｄｉｖによって調整可能である。
【０１１２】
　次に、レギュレータ回路２００の動作について、電流バイアス回路部１５のクランプ回
路部１７以外については第２の実施形態と同様である為、電流バイアス回路部１５におけ
るクランプ回路部１７の動作、作用を中心に説明する。
【０１１３】
　図６は、第３の実施形態のレギュレータ回路２００の特性例を示す図である。図６にお
いて、実線は第３の実施形態に示すレギュレータ回路２００の電流バイアス回路部１５に
より、出力ノードＶＯＵＴから出力バイアス電流Ｉｂｉａｓを流した場合の特性を示して
おり、一方、破線は前述の従来のレギュレータ回路のＮＭＯＳトランジスタ２０４により
、出力ＶＲＥＧから一定の出力バイアス電流Ｉｂｉａｓ（＝ＩＬ０）を流した場合の特性
を示している。
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【０１１４】
　負荷電流Ｉｌｏａｄの増加に伴い、検出電流Ｉｄｅｔが増加すると、ノードＶＭ及びノ
ードＶＣの電圧が上昇する。ノードＶＣの上昇により、ＰＭＯＳトランジスタＰ３及びＰ
４のゲート－ソース間電圧（出力電圧ＶＯＵＴとノードＶＣの電圧との差）が小さくなり
、ＰＭＯＳトランジスタＰ３に流れる電流ＩＰ３が減少する。これに応じて、ＰＭＯＳト
ランジスタＰ４に流れる電流ＩＰ４も減少し、出力バイアス電流Ｉｂｉａｓが減少する。
ノードＶＣの電圧の上昇は、同時にＮＭＯＳトランジスタＮ５のゲート－ソース電圧も減
少させる。ノードＶＣの電圧は、ＮＭＯＳトランジスタＮ５のゲート電圧である出力電圧
ＶＯＵＴ－Ｖｔ（ＮＭＯＳトランジスタＮ５の閾値電圧）で制限され、上記（１０）式を
満たす最大電圧で制限される。したがって、これ以上（負荷電流Ｉｌｏａｄ＝ＩＬ４）に
負荷電流Ｉｌｏａｄが増加しても、ノードＶＣの電圧は上昇せず、検出電流Ｉｄｅｔは飽
和する。検出電流Ｉｄｅｔが飽和し、一定となる為、上記（１１）式に示すように、第２
の電流源Ｉ２の電流Ｉ２、飽和した検出電流Ｉｄｅｔ、及び、トランジスタサイズ比（ｐ
）によって決まる一定の出力バイアス電流Ｉｂｉａｓが流れることになる。また、以後の
負荷電流Ｉｌｏａｄの増加で出力電圧ＶＯＵＴが低下すると、ＮＭＯＳトランジスタＮ５
のゲート－ソース間電圧を保つように、ノードＶＣの電圧は合わせて低下するが、この時
、同時に、ＰＭＯＳトランジスタＰ３及びＰ４のゲート－ソース間電圧も保たれる為、出
力バイアス電流Ｉｂｉａｓは一定のままとなる。
【０１１５】
　ノードＶＣの電圧は、クランプ回路部１７のＮＭＯＳトランジスタＮ５で電圧が制限さ
れた状態において、出力電圧ＶＯＵＴまで到達しない為、図６に示すように、無負荷時の
出力バイアス電流Ｉｂｉａｓ（＝ＩＬ０）より小さいが、負荷電流Ｉｌｏａｄが大きい時
にも一定の出力バイアス電流Ｉｂｉａｓを流すことになり、出力電圧ＶＯＵＴの低下が生
じる。
【０１１６】
　一方、負荷電流Ｉｌｏａｄが減少する場合は、上記と逆の動作となり、検出電流Ｉｄｅ
ｔが検出可能なレベルまで低下するまでは、出力バイアス電流Ｉｂｉａｓは一定のままで
あり、検出可能なレベルに到達すると、検出電流Ｉｄｅｔの減少に伴い、ノードＶＭ及び
ノードＶＣの電圧が低下し、ノードＶＣの電圧の低下に伴って、ＰＭＯＳトランジスタＰ
３及びＰ４のゲート－ソース間電圧が大きくなり、出力バイアス電流Ｉｂｉａｓが増加す
る。
【０１１７】
　無負荷時の出力電圧ＶＯＵＴのレベルは、負荷電流Ｉｌｏａｄがゼロの時の出力バイア
ス電流Ｉｂｉａｓの設定に応じて決まる為、無負荷時（Ｉｌｏａｄ＝０）の出力バイアス
電流Ｉｂｉａｓを第１の実施形態と同様に設定すれば、第１の実施形態と同様の出力電圧
ＶＯＵＴを得ることができる。一方、負荷電流が最大となる時の出力バイアス電流は、前
述の通り、上記（１１）式に示す飽和した検出電流Ｉｄｅｔ、第２の電流源Ｉ２の電流Ｉ
２、及び、トランジスタサイズ比（ｐ）に応じた一定の電流が流れる為、出力バイアス電
流値に応じた出力電圧ＶＯＵＴの低下が発生するが、従来のレギュレータ回路に比べ、出
力電圧の低下を抑制することができる。
【０１１８】
　したがって、負荷電流Ｉｌｏａｄの変化に対して、出力電圧ＶＯＵＴの変動を抑制する
ことができると共に、負荷電流が大きい時にも出力電圧ＶＯＵＴの低下を抑制することが
できる。
【０１１９】
　なお、上記ではクランプ回路部１７は、ＮＭＯＳトランジスタＮ５を用いた構成で説明
したが、ノードＶＣの制限電圧をＰＭＯＳトランジスタＰ３及びＰ４がサブスレッショル
ド領域で動作する電圧レベル又は出力電圧ＶＯＵＴとする回路をクランプ回路部１７に用
いることで、負荷電流Ｉｌｏａｄが大きい時の出力バイアス電流Ｉｂｉａｓをほぼゼロ又
はゼロとすることができ、出力電圧ＶＯＵＴの低下を回避することが可能である。
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【０１２０】
　図７はクランプ回路部１７に適用可能である別の回路構成例である。図７に示すクラン
プ回路部１７の構成を用いることで、負荷電流が大きい時に出力バイアス電流をゼロとす
ることができ、このように構成してもよい。
【０１２１】
　図７のクランプ回路部１７の構成及び動作は一般的な技術である為、詳細な説明は省略
するが、第３の実施形態に適用した場合の接続構成及び利点についてのみ以下に説明する
。
【０１２２】
　図７に示すクランプ回路部１７は、ＮＭＯＳトランジスタＮ５とオペアンプＯＰ１から
構成され、第１の入力（ノードＶＭ）にＮＭＯＳトランジスタＮ５のドレインを、第２の
入力（出力ノードＶＯＵＴ）にオペアンプＯＰ１の非反転入力端子を、第１の出力（ノー
ドＶＣ）にオペアンプの反転入力端子及びＮＭＯＳトランジスタＮ５のソースを接続する
。上記の構成により、ノードＶＣの電圧を出力ノードＶＯＵＴの出力電圧ＶＯＵＴで制限
することができる為、負荷電流Ｉｌｏａｄが大きくなった時に出力バイアス電流Ｉｂｉａ
ｓをゼロにすることができ、出力電圧ＶＯＵＴの低下を回避することができる。
【０１２３】
　以上説明してきたように、第３の実施形態におけるレギュレータ回路２００において電
流検出回路部１６は、出力電流に比例する検出電流を出力し、電流バイアス回路部１５は
、定電流を流す電流源Ｉ２を有し、電流源Ｉ２を流れる定電流は、検出電流又は検出電流
に比例する第１の電流と、出力バイアス電流又は出力バイアス電流に比例する第２の電流
との和である。
【０１２４】
　ここで、電流源を流れる定電流は、検出電流と第２の電流との和であり、電流バイアス
回路部１５は、第２の電流を入力し、第２の電流に比例するミラー電流を出力し、出力ノ
ードに接続され、第２の電流とミラー電流との和を出力バイアス電流として出力ノードに
供給するカレントミラー部１０２を備えてもよい。
【０１２５】
　ここで、電流バイアス回路部１５は、電流検出回路部１６から電流源に検出電流を伝達
する配線に挿入され、出力電圧を超えないように、配線のうち電流源側の配線部分の電圧
を制限するクランプ回路部１７を備えてもよい。
【０１２６】
　これによれば、出力電圧ＶＯＵＴの下限電圧の制限を緩和することができる。また、ノ
ードＶＣの電圧が出力電圧ＶＯＵＴを超えないようにすることができる為、寄生バイポー
ラトランジスタに起因するラッチアップによる誤動作を防ぐことができる。
【０１２７】
　ここで、電流バイアス回路部１５は、電流検出回路部１６の出力が接続される第１の入
力と、出力ノードが接続される第２の入力と、第２の電流源の第４の端子及びカレントミ
ラー部１０２の入力が接続される第１の出力とを有し、第１の出力の電位を制限するクラ
ンプ回路部１７をさらに備えてもよい。
【０１２８】
　これによれば、出力電圧ＶＯＵＴの下限電圧の制限を緩和することができる。また、ノ
ードＶＣの電圧が出力電圧ＶＯＵＴを超えないようにすることができる為、寄生バイポー
ラトランジスタに起因するラッチアップによる誤動作を防ぐことができる。
【０１２９】
　なお、上記では、電流バイアス回路部１５の第３のカレントミラー部１０２がＰＭＯＳ
トランジスタで構成され、クランプ回路部１７がＮＭＯＳトランジスタで構成される場合
を説明したが、後述の第５の実施形態で示すように、本実施形態においても同様に、ＰＭ
ＯＳトランジスタをＮＭＯＳトランジスタで、ＮＭＯＳトランジスタをＰＭＯＳトランジ
スタで置き換えた形で構成することもできる。この場合、第３のカレントミラー部１０２
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を構成するＮＭＯＳトランジスタのソースは出力ノードＶＯＵＴに接続され、基板ノード
も同様に出力ノードＶＯＵＴに接続することが可能である。クランプ回路部１７を構成す
るＰＭＯＳトランジスタのゲートをＶＯＵＴに接続することで、第３のカレントミラー部
１０２の入力と共通ノードとなるＰＭＯＳトランジスタのソースを出力電圧ＶＯＵＴ＋Ｖ
ｔ（ＰＭＯＳトランジスタの閾値電圧）に制限することができ、ＮＭＯＳトランジスタの
ドレイン－基板ノード間の順バイアスを防ぐことができる。つまり、クランプ回路部１７
は第１の出力の電位が出力電圧ＶＯＵＴを下回らないように制御するように動作し、ＰＭ
ＯＳトランジスタをＮＭＯＳトランジスタで、ＮＭＯＳトランジスタをＰＭＯＳトランジ
スタで置き換えた形で構成した場合には、出力電圧を超えないとは、出力電圧を下回らな
いということを意味している。
【０１３０】
　（第４の実施形態）
　図８は第４の実施形態のレギュレータ回路２００の構成例および周辺の回路を示す図で
ある。図１において、前述した第１の実施形態のレギュレータ回路２００と同一機能の構
成要素には同一の符号を付けて、その詳細な説明を省略する。ここでは構成の異なる部分
のみを説明する。
【０１３１】
　図８に示すレギュレータ回路２００は、図１に示すレギュレータ回路２００の電流バイ
アス回路部１５を図８に示す電流バイアス回路部１５に置き換え、図１に示すレギュレー
タ回路２００の電流検出回路部１６を図８に示す電流検出回路部１６に置き換えたもので
あり、これ以外は同一の構成である。
【０１３２】
　第４の実施形態における電流バイアス回路部１５は、ｎ個（ｎは１以上の整数）のバイ
アスパス１９から構成され、入力は電流検出回路部１６の出力に接続され、ｎ個のバイア
スパス１９の各々のオン、オフを切り換えるｎビットの信号Ｓｉｇが入力され、ｎビット
の信号Ｓｉｇはｎ個のバイアスパスに対して１対１で割り当てられ、出力はｎ個のバイア
スパス１９の第１の端子が出力ノードＶＯＵＴに接続され、ｎ個のバイアスパス１９の第
２の端子は接地ノードに接続される。
【０１３３】
　バイアスパス１９は、第１の端子にスイッチＳＷｎ（ｎは１以上の整数）が接続され、
スイッチＳＷｎと直列に所定の電流値に設定された電流源ＩＢｎ（ｎは１以上の整数）が
接続され、第２の端子に電流源ＩＢｎの他方の端子が接続され、接地される。スイッチＳ
Ｗｎはｎビットの入力信号Ｓｉｇの内のいずれかの１ビットによって制御され、"Ｌ"でオ
ンし、"Ｈ"でオフするように構成される。電流源ＩＢｎに設定される所定の電流値は、無
負荷時に設定する出力バイアス電流Ｉｂｉａｓ（＝ＩＬ０）に対して、１／ｎの電流値に
設定される。したがって、バイアスパス１９は、入力信号Ｓｉｇの対応するビットが"Ｌ"
状態になると、スイッチＳＷｎがオンし、出力ノードＶＯＵＴから（ＩＬ０／ｎ）に相当
する出力バイアス電流を流す、また、入力信号Ｓｉｇの対応するビットが"Ｈ"状態になる
と、スイッチＳＷｎはオフし、出力ノードＶＯＵＴから出力バイアス電流を流さなくなる
ように動作する。
【０１３４】
　第４の実施形態における電流検出回路部１６は、ＰＭＯＳトランジスタＰ２及びＡＤ変
換回路部１８から構成される。
【０１３５】
　ＰＭＯＳトランジスタＰ２は、ゲートに誤差増幅回路部１１の出力ＶＰが接続され、ソ
ースに電源ノードＶＤＤが接続され、ドレインにＡＤ変換回路部１８の入力（ノードＶＭ
）が接続され、ＰＭＯＳトランジスタＰ２に流れる検出電流ＩｄｅｔをＡＤ変換回路部１
８へ出力する。ここで、ＰＭＯＳトランジスタＰ２と出力回路部１２のＰＭＯＳトランジ
スタＰ１のトランジスタサイズ比を、第１の実施形態と同様であるとすると、上記（２）
式を満足する。
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【０１３６】
　ＡＤ変換回路部１８は、入力にＰＭＯＳトランジスタＰ２のドレイン（ノードＶＭ）が
接続され、入力された検出電流Ｉｄｅｔの電流量に対して、ＡＤ変換を行い、検出電流Ｉ
ｄｅｔの電流値が大きいほど、"Ｈ"出力の数が多くなるｎビットの信号Ｓｉｇを電流バイ
アス回路部１５へ出力する。
【０１３７】
　図９は、ＡＤ変換回路部１８の回路構成例である。図９に示すようにＡＤ変換回路部１
８の入力（ノードＶＭ）から接地ノード間に（ｎ＋１）個の直列接続した抵抗Ｒｄ１～Ｒ
ｄ（Ｎ＋１）とｎ個のコンパレータ３００で構成することができる。（ｎ＋１）個の抵抗
間のｎ個の接続点に対して、ｎ個のコンパレータ３００を用いて基準電圧ＶＲＥＦＡとの
電圧比較を行うことで検出電流Ｉｄｅｔの大小をｎビットのデジタル信号で表現すること
が可能である。抵抗間の接続点の電位が基準電圧ＶＲＥＦＡより高い場合に、コンパレー
タ３００が"Ｈ"出力するものとすると、検出電流Ｉｄｅｔの電流値が大きいほど、ｎビッ
トの信号Ｓｉｇの"Ｈ"状態の数が多くなる。逆に検出電流Ｉｄｅｔの電流値が小さいほど
、ｎビットの信号Ｓｉｇの"Ｈ"状態の数が少なくなる。ＡＤ変換回路部１８については、
一般的な技術である為、これ以上の詳細な説明は省略する。
【０１３８】
　次に、第４の実施形態におけるレギュレータ回路２００の動作について説明する。図１
０は、第４の実施形態のレギュレータ回路２００の特性例を示す図である。
【０１３９】
　図１０において、実線は第４の実施形態に示すレギュレータ回路２００の特性例を示し
ており、一方、破線は前述の従来のレギュレータ回路のＮＭＯＳトランジスタ２０４によ
り、出力ＶＲＥＧから一定の出力バイアス電流Ｉｂｉａｓ（＝ＩＬ０）を流した場合の特
性例を示している。
【０１４０】
　なお、電流バイアス回路部１５及び電流検出回路部１６以外は、前述の他の実施形態と
同様である為、説明を省略する。
【０１４１】
　図８に示すレギュレータ回路２００は、前述のように構成される為、負荷電流Ｉｌｏａ
ｄが増加すると、上記（２）式に応じて、検出電流Ｉｄｅｔが増加する。検出電流Ｉｄｅ
ｔの増加に伴い、ＡＤ変換回路部１８から出力されるｎビットの信号Ｓｉｇの"Ｈ"出力ビ
ットが増加する。信号Ｓｉｇが電流バイアス回路部１５に入力され、"Ｈ"状態のビット数
に応じた数のバイアスパス１９がオフし、出力バイアス電流Ｉｂｉａｓが減少する。この
時の出力バイアス電流Ｉｂｉａｓは、"Ｌ"状態のビット数をｑとすると、（ｑ／ｎ）×Ｉ
Ｌ０となる。負荷電流Ｉｌｏａｄの増加による検出電流Ｉｄｅｔの増加に伴い、ＡＤ変換
回路部１８からの"Ｈ"出力のビット数が増加すると、図１０の出力バイアス電流と負荷電
流の関係に示すように、出力バイアス電流は１個のバイアスパスの電流値（ＩＬ０／ｎ）
毎の階段状に減少していく。一方、負荷電流Ｉｌｏａｄが減少すると、検出電流Ｉｄｅｔ
も減少し、これに応じて、ＡＤ変換回路部１８からの"Ｈ"出力のビット数が減少すると、
出力バイアス電流は１個のバイアスパスの電流値（ＩＬ０／ｎ）毎に階段状に増加するよ
うに動作する。ＡＤ変換回路部１８の分解能が大きいほど、出力バイアス電流のステップ
段差は小さくなる。
【０１４２】
　上記は、無負荷時の出力バイアス電流を従来のレギュレータ回路のＮＭＯＳトランジス
タ２０４により、出力ＶＲＥＧから一定の出力バイアス電流（＝ＩＬ０）と合わせた場合
について説明をしているが、無負荷時の出力バイアス電流は、任意に設定可能である。
【０１４３】
　前述の通り、無負荷時には、従来同様の出力バイアス電流（＝ＩＬ０）とすることで、
従来同様の出力電圧を得ることができ、負荷電流が大きい場合には、すべてのバイアスパ
ス１９をオフすることで、出力バイアス電流をゼロにすることができる為、負荷電流の変
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化に対する出力電圧ＶＯＵＴの変動を抑制することができると共に、負荷電流が大きい時
にも出力電圧の低下を回避することができる。
【０１４４】
　なお、電流源ＩＢ１～ＩＢｎに設定される電流値は、必ずしも無負荷時に設定する出力
バイアス電流の１／ｎに限定するものではなく、要求される仕様・特性に応じて、適宜、
ステップ間に重み付けをするなど自由に設定してもよい。
【０１４５】
　以上説明してきたように、第４の実施形態において電流検出回路部１６は、出力電流の
大きさを示すデジタル検出信号を出力し、電流バイアス回路部１５は、少なくとも１つの
バイアスパス１９を有し、少なくとも１つのバイアスパス１９のそれぞれは、所定の電流
値に設定された電流源と、電流源に直列に接続されたスイッチとを有し、電流バイアス回
路部１５は、デジタル検出信号の変化に応じて、オン状態のスイッチの数を変えることで
、出力電流が増加すると、出力バイアス電流を減少させ、出力電流が減少すると、出力バ
イアス電流を増加させてもよい。
【０１４６】
　これによれば、デジタル検出信号の変化に応じて出力バイアス電流を減少または増加さ
せる。出力バイアス電流の大きさと精度は、バイアスパス１９の電流源ＩＢｎの電流値、
ＡＤ変換回路部１８の分解能、及び、オン状態のスイッチの数に応じて定まるので、電流
値の設計を容易にし、容易に出力バイアス電流の制御の精度を高めることができ、出力電
圧精度を向上できる。
【０１４７】
　（第５の実施形態）
　図１１は第５の実施形態のレギュレータ回路２００の構成例および周辺の回路を示す図
である。
【０１４８】
　図１１に示すレギュレータ回路２００は、出力ノードＶＯＵＴの出力電圧ＶＯＵＴに応
じてフィードバック電圧ＶＦＢを出力する電圧検出回路部１０と、基準電圧ＶＲＥＦと電
圧検出回路部１０の出力電圧ＶＦＢとの比較結果の電圧ＶＰを出力する誤差増幅回路部１
１と、誤差増幅回路部１１の出力電圧ＶＰに応じて出力ノードＶＯＵＴに出力電流Ｉｏｕ
ｔを供給する出力回路部１２と、出力回路部１２の出力電流Ｉｏｕｔをモニタし、出力電
流Ｉｏｕｔに応じた検出電流Ｉｄｅｔを出力する電流検出回路部１６と、電流検出回路部
１６の検出電流Ｉｄｅｔに応じて出力バイアス電流Ｉｂｉａｓを制御する電流バイアス回
路部１５とを備えている。
【０１４９】
　第５の実施形態は、第１の実施形態のＰＭＯＳトランジスタをＮＭＯＳトランジスタで
、ＮＭＯＳトランジスタをＰＭＯＳトランジスタで置き換えた形で構成したものであり、
出力電流Ｉｏｕｔは出力ノードＶＯＵＴに対してシンク電流となり、出力バイアス電流は
ソース電流となる。
【０１５０】
　電圧検出回路部１０及び誤差増幅回路部１１については、前述した従来のレギュレータ
回路と同一機能の構成要素である為、詳細な説明を省略する。
【０１５１】
　出力回路部１２は、ＮＭＯＳトランジスタＮ１１から構成され、ＮＭＯＳトランジスタ
Ｎ１１のゲートは誤差増幅回路部１１の出力ＶＰに、ソースは接地ノードに、ドレインは
出力ノードＶＯＵＴに接続され、誤差増幅回路部１１の出力電圧ＶＰに応じて出力ノード
ＶＯＵＴに電流Ｉｏｕｔをシンク電流として供給する。
【０１５２】
　電流検出回路部１６は、ＮＭＯＳトランジスタＮ１２から構成され、ＮＭＯＳトランジ
スタＮ１２のゲートは誤差増幅回路部１１の出力ＶＰに、ソースは接地ノードに、ドレイ
ンはノードＶＭに接続され、出力回路部１２の出力電流Ｉｏｕｔに応じた検出電流Ｉｄｅ
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ｔを出力する。ここで、出力回路部１２のＮＭＯＳトランジスタＮ１１と電流検出回路部
１６のＮＭＯＳトランジスタＮ１２のサイズ比を、ｋ：１とすると、ＮＭＯＳトランジス
タＮ１１、Ｎ１２が飽和領域で動作する時、検出電流Ｉｄｅｔと出力電流Ｉｏｕｔの関係
は上記（２）式を満足する。
【０１５３】
　電流バイアス回路部１５は、第１の電流源Ｉ１１、第１のカレントミラー部１０３、及
び、第２のカレントミラー部１０４から構成される。第１の電流源Ｉ１１は、第１の端子
が接地ノードに、第２の端子がノードＶＳに接続され、第１のカレントミラー部１０３は
、入力がノードＶＭに、出力がノードＶＳに接続され、第２のカレントミラー部１０４は
、入力がノードＶＳに、出力が出力ノードＶＯＵＴに接続される。
【０１５４】
　したがって、電流バイアス回路部１５は、電流検出回路部１６の検出電流Ｉｄｅｔがノ
ードＶＭを介して電流バイアス回路部１５に入力され、出力ノードＶＯＵＴにソース電流
として出力バイアス電流Ｉｂｉａｓを出力する。
【０１５５】
　第１のカレントミラー部１０３は、ＰＭＯＳトランジスタＰ１１とＰ１２から構成され
、ＰＭＯＳトランジスタＰ１１は、ゲートとドレインを共通とし、ノードＶＭ（入力）に
接続され、ソースは電源ノードＶＤＤに接続される。一方、ＰＭＯＳトランジスタＰ１２
は、ゲートをＰＭＯＳトランジスタＰ１１のゲートと共通であるノードＶＭに接続され、
ドレインはノードＶＳ（出力）に、ソースは電源ノードＶＤＤに接続される。ここで、Ｐ
ＭＯＳトランジスタＰ１１とＰ１２のサイズ比を、１：ｍとすると、ＰＭＯＳトランジス
タＰ１２が飽和領域で動作する時、ＰＭＯＳトランジスタＰ１２に流れる電流ＩＰ１２と
検出電流Ｉｄｅｔの関係は下記（１３）式となる。これは第１の実施形態における上記（
３）式に相当する。
【０１５６】
　ＩＰ１２＝ｍ×Ｉｄｅｔ　・・・（１３）
　第２のカレントミラー部１０４は、ＰＭＯＳトランジスタＰ１３とＰ１４から構成され
、ＰＭＯＳトランジスタＰ１３は、ゲートとドレインを共通とし、ノードＶＳ（入力）に
接続され、ソースは電源ノードＶＤＤに接続される。一方、ＰＭＯＳトランジスタＰ１４
は、ゲートをＰＭＯＳトランジスタＰ１３のゲートと共通であるノードＶＳに接続され、
ドレインは出力ノードＶＯＵＴ（出力）に、ソースは電源ノードＶＤＤに接続される。こ
こで、ＰＭＯＳトランジスタＰ１３とＰ１４のサイズ比を、１：ｎとすると、ＰＭＯＳト
ランジスタＰ１４が飽和領域で動作する時、ＰＭＯＳトランジスタＰ１３に流れる電流Ｉ
Ｐ１３と出力バイアス電流Ｉｂｉａｓの関係は下記（１４）式となる。これは第１の実施
形態における上記（４）式に相当する。
【０１５７】
　Ｉｂｉａｓ＝ｎ×ＩＰ１３　・・・（１４）
　また、ノードＶＳにおける電流の関係は、第１の電流源Ｉ１１に流れる電流をＩ１１と
すると、下記（１５）式となる。これは第１の実施形態における上記（５）式に相当する
。
【０１５８】
　Ｉ１１＝ＩＰ１２＋ＩＰ１３　・・・（１５）
　上記（１３）式～（１５）式より、下記（１６）式を得る。これは第１の実施形態にお
ける上記（６）式に相当する。
【０１５９】
　Ｉ１１＝ｍ×Ｉｄｅｔ＋（１／ｎ）×Ｉｂｉａｓ　・・・（１６）
　上記（１６）式は、左辺は、第１の電流源Ｉ１１の電流Ｉ１１であり、右辺は、検出電
流Ｉｄｅｔに比例する第１の電流と出力バイアス電流Ｉｂｉａｓに比例する第２の電流の
和である。つまり、電流バイアス回路部１５は、第１の電流源Ｉ１１の電流Ｉ１１が任意
の一定値において、検出電流Ｉｄｅｔに比例する第１の電流と出力バイアス電流Ｉｂｉａ
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ｓに比例する第２の電流の和が等しくなるように動作する。
【０１６０】
　また、レギュレータ回路２００の出力ノードＶＯＵＴには、容量部１３と負荷回路部１
４とが接続されている。容量部１３は容量Ｃ１から構成され、出力ノードＶＯＵＴのＡＣ
変動を抑制する為に設けられるものである。負荷回路部１４は負荷回路Ｌ１１から構成さ
れ、出力ノードＶＯＵＴに流れ込む向きに負荷電流Ｉｌｏａｄが流れる。
【０１６１】
　なお、ここでは第１の電流源Ｉ１１の電流Ｉ１１を任意の一定値としているが、レギュ
レータ回路２００の動作モード（電源電圧、負荷電流、出力電圧等の切り替え等）に応じ
て、異なる任意の一定値に設定することで、レギュレータ回路２００の仕様、用途に応じ
て、不要な電流消費を削減することが可能である。
【０１６２】
　なお、ここでは第１のカレントミラー部１０３及び第２のカレントミラー部１０４のＰ
ＭＯＳトランジスタＰ１１～Ｐ１４のソースを電源ノードＶＤＤとしているが、誤差増幅
回路部１１で使用される電源ノードＶＤＤと必ずしも同一である必要はなく、異なる電圧
の電源ノードに接続してもよい。出力電圧ＶＯＵＴに応じて、誤差増幅回路部１１で使用
される電源ノードＶＤＤの電圧を低く設定し、第１のカレントミラー部１０３及び第２の
カレントミラー部１０４のＰＭＯＳトランジスタＰ１１～Ｐ１４のソースに接続される電
源ノードに高い電圧を用いる、又は、電源ノードを逆の電圧関係にすることで、レギュレ
ータ回路２００の消費電力を減らすことができる。
【０１６３】
　なお、図１１に示す負荷回路部１４の負荷回路Ｌ１１に接続されている電源ノードＶＤ
Ｄは、必ずしも第１のカレントミラー部１０３及び第２のカレントミラー部１０４のＰＭ
ＯＳトランジスタＰ１１～Ｐ１４のソースに接続されている電源ノードＶＤＤ及び誤差増
幅回路部１１で使用される電源ノードＶＤＤと同じ電源ノードである必要はなく、異なる
電源ノード及び電圧でもよい。
【０１６４】
　レギュレータ回路２００は、上記のように構成される為、出力ノードＶＯＵＴにおける
電流の関係から下記（１７）式であり、ＮＭＯＳトランジスタＮ１１、Ｎ１２及びＰＭＯ
ＳトランジスタＰ１１、Ｐ１２、Ｐ１３、Ｐ１４が飽和領域で動作する範囲において、上
記（２）式及び上記（１３）式～（１７）式を満たす。なお、下記（１７）式は、第１の
実施形態における上記（１）式に相当する。
【０１６５】
　Ｉｏｕｔ＝Ｉｂｉａｓ＋Ｉｌｏａｄ－Ｉｒｄｉｖ　・・・（１７）
　したがって、上記（２）式及び上記（１３）式～（１７）式から出力バイアス電流Ｉｂ
ｉａｓは下記（１８）式で表すことができ、出力バイアス電流Ｉｂｉａｓの負荷電流Ｉｌ
ｏａｄ依存性は、トランジスタサイズ比（ｋ，ｍ，ｎ）、第１の電流源Ｉ１１の電流Ｉ１
１、及び、電圧検出回路部１０に流れる電流Ｉｒｄｉｖによって調整可能である。これは
第１の実施形態における上記（７）式に相当する。上記（７）式と比較すると分かるよう
に、電流Ｉｒｄｉｖの符号が反転している。これは第１の実施形態において、出力バイア
ス電流Ｉｂｉａｓ、電流Ｉｒｄｉｖ、及び、負荷電流Ｉｌｏａｄは、いずれも出力ノード
ＶＯＵＴに対して、シンク電流として働き、出力電流Ｉｏｕｔは、出力ノードＶＯＵＴに
対して、ソース電流として働いていたのに対して、第５の実施形態においては、出力電流
Ｉｏｕｔ、出力電流Ｉｂｉａｓ、負荷電流Ｉｌｏａｄは、いずれも第１の実施形態に対し
て、電流の向きが逆になっている（つまり、シンク電流及びソース電流として働くものが
入れ替わっている）が、電流Ｉｒｄｉｖは第１の実施形態と同様にシンク電流として働く
為、符号の反転が生じている。しかし、負荷電流Ｉｌｏａｄの変化に対して出力バイアス
電流Ｉｂｉａｓが変化する方向は変わらず、負荷電流Ｉｌｏａｄが増加すると、出力バイ
アス電流Ｉｂｉａｓが減少するように動作する。本質的に、第１の実施形態と同様の動作
をすることが分かる。
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【０１６６】
　Ｉｂｉａｓ＝（ｎ×（Ｉ１１－（ｍ／ｋ）×（Ｉｌｏａｄ－Ｉｒｄｉｖ）））／（１＋
（ｍ×ｎ）／ｋ）　・・・（１８）
　レギュレータ回路２００の動作は、前述の通り、電流の向きに違いがあるが、第１の実
施形態と本質的に同様である為、動作に差がある点のみに着目し、説明する。
【０１６７】
　負荷電流Ｉｌｏａｄが増加すると、出力回路部１２のＮＭＯＳトランジスタＮ１１に流
れる電流Ｉｏｕｔが増加する為、これに応じて、上記（２）式に示すように、電流検出回
路部１６のＮＭＯＳトランジスタＮ１２に流れる検出電流Ｉｄｅｔも増加する。検出電流
Ｉｄｅｔは、電流バイアス回路部１５に入力され、第１のカレントミラー部１０３におい
て、ＰＭＯＳトランジスタＰ１２が飽和領域で動作するノードＶＳの電圧範囲では、上記
（１３）式に示すように、ＰＭＯＳトランジスタＰ１２に流れる電流ＩＰ１２が生成され
る。第１の電流源Ｉ１１によってノードＶＳから流出する電流Ｉ１１のうち、ＰＭＯＳト
ランジスタＰ１２によって電流ＩＰ１２がノードＶＳに流入し、上記（１５）式を満たす
ように、残りが第２のカレントミラー部１０４に入力され、ＰＭＯＳトランジスタＰ１３
に流れる電流ＩＰ１３としてノードＶＳに流入する。第２のカレントミラー部１０３にお
いて、電流ＩＰ１３により、上記（１４）式に示すように出力バイアス電流Ｉｂｉａｓが
生成され、出力ノードＶＯＵＴに対するソース電流となる。
【０１６８】
　したがって、負荷電流Ｉｌｏａｄが増加し、検出電流Ｉｄｅｔを介して、電流ＩＰ１２
が増加すると、上記（１５）式に示すように、ノードＶＳにおいて、第１の電流源Ｉ１１
の電流Ｉ１１による流出量に対して、電流ＩＰ１２による流入量の割合が増加し、電流Ｉ
Ｐ１３による流入量が減少する為、上記（１４）式に示すように、出力バイアス電流Ｉｂ
ｉａｓも合わせて減少する。ノードＶＳの電圧は、電流ＩＰ１２の増加で上昇し、ノード
ＶＳの電圧と電源ノードＶＤＤの電圧の差がＰＭＯＳトランジスタＰ１３及びＰ１４の閾
値電圧以下になると、ＰＭＯＳトランジスタＰ１３及びＰ１４はサブスレッショルド領域
で動作し、電流ＩＰ１３及び出力バイアス電流Ｉｂｉａｓが減少する。ノードＶＳの電圧
の上昇でＰＭＯＳトランジスタＰ１２が線形領域で動作するようになると、ノードＶＳの
電圧は電源ノードＶＤＤの電圧に近づいていき、電流ＩＰ１３及び出力バイアス電流Ｉｂ
ｉａｓは、ほぼゼロとなる為、負荷電流Ｉｌｏａｄが大きい時、出力電圧ＶＯＵＴの上昇
を回避することができる。
【０１６９】
　ここで、出力電圧ＶＯＵＴの上昇と記述したが、第５の実施形態では、前述の通り、出
力電流Ｉｏｕｔと負荷電流Ｉｌｏａｄの電流の向きが第１の実施形態とは逆の関係である
為、出力電圧ＶＯＵＴの変動の方向も逆となり、低下ではなく、上昇となる。本質的には
、負荷電流Ｉｌｏａｄが大きい時に、出力バイアス電流Ｉｂｉａｓによる出力回路部１２
での損失を低減することであり、同様である。
【０１７０】
　なお、電流ＩＰ１２の増加によるノードＶＳの電圧の上昇で、ＰＭＯＳトランジスタＰ
１２が線形領域に入ると、電流ＩＰ１２は上記（１３）式を満たさなくなり、ノードＶＳ
と電源ノードＶＤＤとの間を、ノードＶＭの電圧と電源ノードＶＤＤの電圧との差のゲー
ト－ソース間電圧及びノードＶＳの電圧と電源ノードＶＤＤの電圧との差のドレイン－ソ
ース間電圧でバイアスされたＰＭＯＳトランジスタＰ１２のオン抵抗を介して流れる電流
と等しく、前述の通り、ノードＶＳの電圧の上昇で、ＰＭＯＳトランジスタＰ１３はサブ
スレッショルド領域で動作するようになり、ＰＭＯＳトランジスタＰ１３に流れる電流が
減少する為、ＰＭＯＳトランジスタＰ１２が線形領域で動作するようになると、電流ＩＰ
１２は、第１の電流源Ｉ１１の電流Ｉ１１とほぼ等しくなる。
【０１７１】
　前述の動作は、上記（１７）式の右辺に示す負荷電流Ｉｌｏａｄが増加すると、出力バ
イアス電流Ｉｂｉａｓが減少する為、上記（１７）式の左辺の出力電流Ｉｏｕｔの変化が
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抑制される。したがって、出力電圧ＶＯＵＴの変動が小さくできる。
【０１７２】
　一方、負荷電流Ｉｌｏａｄが大きい状態から減少すると、出力回路部１２のＮＭＯＳト
ランジスタＮ１１に流れる出力電流Ｉｏｕｔが減少することで、上記（２）式に応じ、電
流検出回路部１６のＮＭＯＳトランジスタＮ１２に流れる検出電流Ｉｄｅｔが減少する。
つまり、電流バイアス回路部１５の第１のカレントミラー部１０３のＰＭＯＳトランジス
タＰ１１に入力される電流が減少する為、ノードＶＭの電圧が上昇し、これに伴い、ＰＭ
ＯＳトランジスタＰ１２のオン抵抗が上昇する。ＰＭＯＳトランジスタＰ１２のオン抵抗
の上昇は、ノードＶＳの電圧を低下させる。ノードＶＳの電圧が、ＰＭＯＳトランジスタ
Ｐ１２が飽和領域で動作する電圧に到達すると、電流ＩＰ１２は上記（１３）式を満たす
。電流バイアス回路部１５の第２のカレントミラー部１０４のＰＭＯＳトランジスタＰ１
３及びＰ１４の閾値電圧よりもノードＶＳの電圧と電源ノードＶＤＤの電圧との差が高く
なると、ＰＭＯＳトランジスタＰ１３に流れる電流ＩＰ１３が徐々に大きくなる。電流Ｉ
Ｐ１２の減少に応じて、上記（１５）式を満たすように、電流ＩＰ１３が増加し、上記（
１４）式を満たすように、出力バイアス電流Ｉｂｉａｓが増加する。
【０１７３】
　上記（１８）式からも明らかなように前述の設計パラメータ（ｋ，ｍ，ｎ，Ｉ１１，Ｉ
ｒｄｉｖ）を変更することで、無負荷時の出力バイアス電流Ｉｂｉａｓ、負荷電流Ｉｌｏ
ａｄ変化に対する出力バイアス電流Ｉｂｉａｓの変化量（出力バイアス電流―負荷電流特
性における傾き）、出力バイアス電流Ｉｂｉａｓがゼロとなる負荷電流Ｉｌｏａｄを調整
することができる。なお、出力バイアス電流―負荷電流特性の調整に際して、必ずしも上
記（１８）式における前述の設計パラメータ（ｋ，ｍ，ｎ，Ｉ１，Ｉｒｄｉｖ）のすべて
を変更する必要はない。
【０１７４】
　前述の説明の通り、第５の実施形態では、電流の向きや電圧の変化方向等に違いがある
ものの、本質的には第１の実施形態と同様であり、負荷電流Ｉｌｏａｄに対する出力バイ
アス電流Ｉｂｉａｓの関係からも明らかであるが、負荷電流Ｉｌｏａｄの変化による出力
電圧ＶＯＵＴの変動を抑制すると共に、負荷電流Ｉｌｏａｄが大きい場合でも出力電圧Ｖ
ＯＵＴの上昇を回避することが可能である。
【０１７５】
　なお、第２、第３、及び、第４の実施形態に対しても、前述の第１の実施形態と第５の
実施形態との関係と同様に、ＰＭＯＳトランジスタとＮＭＯＳトランジスタを置き換えた
回路構成で同様の効果を実現することが可能である。
【０１７６】
　前述の各実施形態において、電流検出回路部１６は、例えば、出力回路部１２に対して
直列に抵抗を接続し、その両端の電位差をトランジスタで受けて、検出電流に変換する構
成でも実現は可能であるが、電源ノードＶＤＤの電圧と出力電圧ＶＯＵＴの電位差が小さ
い場合、負荷電流が大きくなると、レギュレータ回路２００の電圧出力経路（具体的には
、出力回路部１２に対して直列に接続した抵抗）での電圧降下によって動作下限電圧が上
がるという問題がある。
【０１７７】
　上記各実施形態において電流検出回路部１６は、電流駆動能力が異なる点を除き出力回
路部１２と同じ構成を含む回路であり、誤差増幅回路部１１の出力に応じて、出力電流の
大きさに比例する検出電流を出力する。電流検出回路部１６は、例えば、電源ノードＶＤ
Ｄに対して、出力回路部１２のＰＭＯＳトランジスタＰ１と並列に接続するＰＭＯＳトラ
ンジスタＰ２により構成される。電流バイアス回路部１５で負荷電流が大きい時に出力バ
イアス電流をゼロとすることで、電源ノードＶＤＤの電圧と出力電圧ＶＯＵＴの電位差が
小さい時にも、出力電圧の変動を抑制し、出力電圧の低下を回避すると共に、不要な出力
トランジスタサイズの増加なく、動作下限電圧の上昇を回避できる。
【０１７８】
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　前述の通り、負荷電流が小さい時に、出力バイアス電流を流し、負荷電流が大きくなる
と、出力バイアス電流を減少させ、出力電流の変動を抑制するように制御することで、負
荷電流の変化に対する出力電圧の変動を抑制することができる為、出力電圧の変動を抑制
する他に、従来技術に比べ、以下の利点がある。
【０１７９】
　負荷電流が最大となる時に出力バイアス電流を減少させる為、負荷電流による出力電圧
の低下を抑制すると共に、最大消費電流を抑制することができる。
【０１８０】
　負荷電流が最大となる時の出力電圧の低下量を従来技術と同等にする場合、出力トラン
ジスタサイズを小さくすることができ、面積を削減することができる。
【０１８１】
　出力トランジスタサイズを小さくすることで、寄生容量を削減でき、かつ、負荷電流の
変化に対して出力電流の変動が小さくなるように制御する為、負荷電流の変化に対する出
力トランジスタのゲート電圧の変化を抑制することができ、応答速度を改善できる。
【０１８２】
　なお、前述の各実施形態における回路構成、信号論理、及び、所定の電流値の設定は、
あくまで一例を示すものであり、これに限定するものではない。
【０１８３】
　以上、本開示に係るレギュレータ回路について、実施の形態に基づいて説明したが、本
開示は、実施の形態に限定されるものではない。本開示の主旨を逸脱しない限り、当業者
が思いつく各種変形を本実施の形態に施したものや、実施の形態及び変形例における一部
の構成要素を任意に組み合わせて構築される別の形態も、本開示の範囲内に含まれる。
【産業上の利用可能性】
【０１８４】
　本開示は、一般にＬＤＯ（Low Drop Out）レギュレータ回路の他、ｅＤＲＡＭ（embedd
ed Random Access Memory）、フラッシュメモリ、ＲｅＲＡＭ（Resistive Random Access
 Memory）等の半導体記憶装置で使用されるレギュレータ回路に適用可能であり、特に出
力電圧に高精度が要求される用途で有用である。
【符号の説明】
【０１８５】
１０　電圧検出回路部
１１　誤差増幅回路部
１２　出力回路部
１３　容量部
１４　負荷回路部
１５　電流バイアス回路部
１６　電流検出回路部
１７　クランプ回路部
１８　ＡＤ変換回路部
１９　バイアスパス
１００、１０３　第１のカレントミラー部
１０１、１０４　第２のカレントミラー部
１０２　第３のカレントミラー部
２００　レギュレータ回路
３００　コンパレータ
Ｐ１～Ｐ４、Ｐ１１～Ｐ１４　ＰＭＯＳトランジスタ
Ｎ１～Ｎ６、Ｎ１１、Ｎ１２　ＮＭＯＳトランジスタ
Ｒ１、Ｒ２、Ｒｄ１～Ｒｄ（Ｎ＋１）　抵抗
Ｃ１　容量
Ｌ１、Ｌ１１　負荷回路
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Ｉ１、Ｉ１１　第１の電流源
Ｉ２　第２の電流源
ＩＢ１～ＩＢｎ　電流源
ＳＷ１～ＳＷｎ　スイッチ
ＯＰ１　オペアンプ

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】 【図６】

【図７】



(29) JP WO2017/164197 A1 2017.9.28

【図８】 【図９】

【図１０】 【図１１】
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【図１２Ａ】

【図１２Ｂ】

【図１３】

【手続補正書】
【提出日】平成30年7月17日(2018.7.17)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　出力ノードの出力電圧の大きさを検出し、検出結果を示すフィードバック電圧を出力す
る電圧検出回路部と、
　基準電圧と前記フィードバック電圧とを比較して比較結果の電圧を出力する誤差増幅回
路部と、
　前記誤差増幅回路部の出力に応じて前記出力ノードに出力電流を供給する出力回路部と
、
　前記出力電流の大きさを検出する電流検出回路部と、
　前記出力ノードに出力バイアス電流を供給し、前記電流検出回路部の検出結果に基づき
、前記出力バイアス電流を増加または減少させる電流バイアス回路部とを備え、
　前記電流検出回路部は、前記出力電流に比例する検出電流を出力し、
　前記電流バイアス回路部は、定電流を流す電流源を有し、
　前記電流源を流れる前記定電流は、
　前記検出電流又は前記検出電流に比例する第１の電流と、
　前記出力バイアス電流又は前記出力バイアス電流に比例する第２の電流と、
　の和である
レギュレータ回路。
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【請求項２】
　前記電流源を流れる前記定電流は、前記第１の電流と前記第２の電流との和であり、
　前記電流バイアス回路部は、
　前記検出電流が入力され前記第１の電流を出力する第１のカレントミラー部と、
　前記第２の電流が入力され前記出力バイアス電流を出力する第２のカレントミラー部と
を備える
請求項１記載のレギュレータ回路。
【請求項３】
　前記電流源を流れる前記定電流は、前記検出電流と前記第２の電流との和であり、
　前記電流バイアス回路部は、
　前記第２の電流を入力し、前記第２の電流に比例するミラー電流を出力し、前記出力ノ
ードに接続され、前記第２の電流と前記ミラー電流との和を前記出力バイアス電流として
前記出力ノードに供給するカレントミラー部を備える
請求項１記載のレギュレータ回路。
【請求項４】
　前記電流バイアス回路部は、
　前記電流検出回路部から前記電流源に前記検出電流を伝達する配線に挿入され、前記出
力電圧を超えないように、前記配線のうち前記電流源側の配線部分の電圧を制限するクラ
ンプ回路部を備える
請求項３記載のレギュレータ回路。
【請求項５】
　出力ノードの出力電圧の大きさを検出し、検出結果を示すフィードバック電圧を出力す
る電圧検出回路部と、
　基準電圧と前記フィードバック電圧とを比較して比較結果の電圧を出力する誤差増幅回
路部と、
　前記誤差増幅回路部の出力に応じて前記出力ノードに出力電流を供給する出力回路部と
、
　前記出力電流の大きさを検出する電流検出回路部と、
　前記出力ノードに出力バイアス電流を供給し、前記電流検出回路部の検出結果に基づき
、前記出力バイアス電流を増加または減少させる電流バイアス回路部とを備え、
　前記電流バイアス回路部は、
　任意の電源ノード又は接地ノードが接続される第１の端子と第２の端子を有する第１の
電流源と、
　入力に前記電流検出回路部の出力が接続され、出力に前記第１の電流源の前記第２の端
子が接続される第１のカレントミラー部と、
　入力に前記第１の電流源の前記第２の端子が接続され、出力に前記出力ノードが接続さ
れる第２のカレントミラー部と、
を備える
レギュレータ回路。
【請求項６】
　出力ノードの出力電圧の大きさを検出し、検出結果を示すフィードバック電圧を出力す
る電圧検出回路部と、
　基準電圧と前記フィードバック電圧とを比較して比較結果の電圧を出力する誤差増幅回
路部と、
　前記誤差増幅回路部の出力に応じて前記出力ノードに出力電流を供給する出力回路部と
、
　前記出力電流の大きさを検出する電流検出回路部と、
　前記出力ノードに出力バイアス電流を供給し、前記電流検出回路部の検出結果に基づき
、前記出力バイアス電流を増加または減少させる電流バイアス回路部とを備え、
　前記電流バイアス回路部は、
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　任意の電源ノード又は接地ノードが接続される第３の端子と前記電流検出回路部の出力
が接続される第４の端子を有する第２の電流源と、
　入力に前記第２の電流源の前記第４の端子が接続され、出力に任意の電源ノード又は接
地ノードが接続され、ソースに前記出力ノードが接続されるカレントミラー部と、
を備える
レギュレータ回路。
【請求項７】
　前記電流バイアス回路部は、
　前記電流検出回路部の出力が接続される第１の入力と、前記出力ノードが接続される第
２の入力と、前記第２の電流源の前記第４の端子及び前記カレントミラー部の入力が接続
される第１の出力とを有し、
　前記第１の出力の電位を制限するクランプ回路部をさらに備える
請求項６記載のレギュレータ回路。
【請求項８】
　前記電流検出回路部は、電流駆動能力が異なる点を除き前記出力回路部と同じ構成を含
む回路であり、前記誤差増幅回路部の出力に応じて、出力電流の大きさに比例する検出電
流を出力する
請求項１乃至７のいずれか１項記載のレギュレータ回路。
【請求項９】
　前記電流検出回路部は、前記出力回路部と並列に設ける
請求項１乃至７のいずれか１項記載のレギュレータ回路。
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