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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　降圧型スイッチングレギュレータとリニアレギュレータが切り替え可能な電源装置の制
御回路であって、
　入力端子と接地間に直列に接続されたスイッチングトランジスタと同期整流用トランジ
スタを含み、２つのトランジスタの接続点の電圧をスイッチング電圧としてスイッチング
レギュレータ出力回路に出力する出力段と、
　前記スイッチングレギュレータ出力回路の出力電圧と所定の基準電圧の誤差に応じた誤
差電圧を生成する誤差増幅器を含み、前記出力電圧が前記基準電圧に近づくように前記誤
差電圧に応じてデューティ比が制御されるパルス幅変調信号を生成するパルス幅変調器と
、
　前記スイッチング電圧が第１しきい値電圧を上回ると前記同期整流用トランジスタをオ
フする強制オフ回路と、
　前記スイッチングトランジスタのオン時間が所定の最小値より長くなるように、前記パ
ルス幅変調信号のデューティ比を制限する最小オン時間設定回路と、
　前記最小オン時間設定回路の出力信号にもとづき、前記スイッチングトランジスタおよ
び前記同期整流用トランジスタのゲート端子に印加すべき第１、第２ゲート電圧を生成す
るドライバ回路と、
　前記誤差電圧にもとづき、前記出力電圧が前記基準電圧より高くなった状態を検出し、
この状態が所定の判定期間継続するとき、前記リニアレギュレータを動作状態とし、前記
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降圧型スイッチングレギュレータを停止状態とするセレクタ回路と、
　を備えることを特徴とする制御回路。
【請求項２】
　前記セレクタ回路は、前記リニアレギュレータを動作状態とした後、所定の軽負荷遷移
期間の経過後に、前記降圧型スイッチングレギュレータを停止状態とすることを特徴とす
る請求項１に記載の制御回路。
【請求項３】
　前記セレクタ回路は、前記誤差電圧を所定の第２しきい値電圧と比較することにより、
前記出力電圧が前記基準電圧より高くなった状態を検出することを特徴とする請求項１に
記載の制御回路。
【請求項４】
　前記セレクタ回路は、
　前記誤差電圧と前記第２しきい値電圧とを比較するコンパレータと、
　前記コンパレータの出力信号が所定レベルとなる時間を測定する時間測定回路と、
　を含み、前記時間測定回路により測定された時間が、前記判定期間となると、前記リニ
アレギュレータを動作状態とし、前記降圧型スイッチングレギュレータを停止状態とする
ことを特徴とする請求項３に記載の制御回路。
【請求項５】
　前記時間測定回路は、前記判定期間が時定数として設定されたデジタルフィルタを含む
ことを特徴とする請求項４に記載の制御回路。
【請求項６】
　前記セレクタ回路は、
　前記リニアレギュレータの出力電流が所定のしきい値電流を超えると、前記降圧型スイ
ッチングレギュレータを動作状態とするとともに、前記リニアレギュレータを停止状態と
する電流監視回路をさらに備えることを特徴とする請求項１または２に記載の制御回路。
【請求項７】
　前記電流監視回路は、前記降圧型スイッチングレギュレータを動作状態とした後、所定
の重負荷遷移期間の経過後に、前記リニアレギュレータを停止状態とすることを特徴とす
る請求項６に記載の制御回路。
【請求項８】
　前記リニアレギュレータは、
　一端が前記入力端子に接続され、他端が前記インダクタの一端に接続された出力トラン
ジスタと、
　前記出力電圧と前記基準電圧が入力され、その出力が前記出力トランジスタの制御端子
に接続される誤差増幅器と、
　を含み、
　前記電流監視回路は、制御端子が前記出力トランジスタと共通に接続された検出トラン
ジスタと、
　前記検出トランジスタの電流経路上に設けられた検出抵抗と、
　前記検出抵抗の電圧降下と、前記しきい値電流に対応した所定の第３しきい値電圧とを
比較するコンパレータと、
　を含むことを特徴とする請求項６に記載の制御回路。
【請求項９】
　前記制御回路は、１つの半導体基板上に一体集積化されることを特徴とする請求項１か
ら８のいずれかに記載の制御回路。
【請求項１０】
　一端が接地された出力キャパシタと、前記出力キャパシタの他端にその一端が接続され
たインダクタとを含むスイッチングレギュレータ出力回路と、
　前記スイッチングレギュレータ出力回路に、スイッチング電圧を供給する請求項１から
８のいずれかに記載の制御回路と、
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　を備え、前記スイッチングレギュレータ出力回路の出力電圧と、前記リニアレギュレー
タの出力電圧とを切り替えて出力することを特徴とする電源装置。
【請求項１１】
　電池電圧を出力する電池と、
　マイコンと、
　前記電池電圧を降圧して前記マイコンに供給する請求項１０に記載の電源装置と、
　を備えることを特徴とする電子機器。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、降圧型スイッチングレギュレータとリニアレギュレータを備える電源装置に
関し、特にその切り替えのための制御技術に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年の携帯電話、ＰＤＡ（Ｐｅｒｓｏｎａｌ　Ｄｉｇｉｔａｌ　Ａｓｓｉｓｔａｎｔ）
、ノート型パーソナルコンピュータなどのさまざまな電子機器に、デジタル信号処理を行
うマイコンが搭載されている。こうしたマイコンの駆動に必要とされる電源電圧は、半導
体製造プロセスの微細化に伴って低下しており、１．５Ｖ以下の低電圧で動作するものが
ある。
　一方、こうした電子機器にはリチウムイオン電池などの電池が電源として搭載される。
リチウムイオン電池から出力される電圧は、３Ｖ～４Ｖ程度であり、この電圧をそのまま
マイコンに供給したのでは、無駄な電力消費が発生するため、降圧型のスイッチングレギ
ュレータや、シリーズレギュレータなどを用いて電池電圧を降圧し、定電圧化してマイコ
ンに供給するのが一般的である。
【０００３】
　降圧型のスイッチングレギュレータは、整流用のダイオードを用いる方式（以下、ダイ
オード整流方式という）と、ダイオードの代わりに、同期整流用トランジスタを用いる方
式（以下、同期整流方式という）が存在する。前者の場合、負荷に流れる負荷電流が低い
ときに高効率が得られるという利点を有するが、制御回路の外部に、インダクタ、出力キ
ャパシタに加えてダイオードが必要となるため、回路面積が大きくなる。後者の場合、負
荷に供給する電流が小さいときの効率は、前者に比べて劣るが、ダイオードの代わりにト
ランジスタを用いるため、ＬＳＩの内部に集積化することができ、周辺部品を含めた回路
面積としては小型化が可能となる。携帯電話などの電子機器において、小型化が要求され
る場合には、整流用トランジスタを用いたスイッチングレギュレータ（以下、同期整流方
式スイッチングレギュレータという）が用いられることが多い。
【０００４】
　ここで、上述の電子機器に用いられるマイコンの消費電流は、動作時と待機時で大きく
変化し、待機時にはわずかな電流しか流れないが、動作時にはある程度の電流が必要とさ
れる。
　たとえば、特許文献１、２には、負荷電流に応じて同期整流方式とダイオード整流方式
とを切り替えるスイッチングレギュレータが開示されている。
【０００５】
【特許文献１】特開２００４－３２８７５号公報
【特許文献２】特開２００２－２５２９７１号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　図１１（ａ）、（ｂ）はそれぞれ、同期整流方式スイッチングレギュレータの重負荷お
よび軽負荷時の電流の時間波形を示す図である。同図において、ＩＬは、インダクタに流
れる電流を、Ｉｏは負荷電流を表しており、インダクタに流れる電流ＩＬの時間平均値が
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負荷電流Ｉｏとなる。図１１（ａ）に示すように、重負荷時においては、負荷電流Ｉｏが
大きいため、インダクタに流れる電流ＩＬは正の値をとり続ける。ところが、図１１（ｂ
）に示すように、軽負荷時において負荷電流Ｉｏが減少すると、インダクタに流れる電流
ＩＬが斜線部のように負となり、インダクタに流れる電流ＩＬの向きが反転する。その結
果、同期整流方式では、軽負荷時において、インダクタから同期整流用トランジスタを介
して接地に対して電流が流れることになる。この電流は、負荷に供給されず、出力キャパ
シタから供給されるものであるため、電力を無駄に消費していることになる。
【０００７】
　この問題を解決するために、インダクタに流れる電流をモニタし、インダクタに流れる
電流の向きが反転すると、同期整流用トランジスタを強制的にオフすることにより、接地
に対して電流が流れるのを防止する技術が知られている。ここで、パルス幅変調信号のデ
ューティ比は、スイッチングトランジスタのオン時間と同期整流用トランジスタのオン時
間の比で定まるため、同期整流用トランジスタが強制的にオフされ、そのオン時間が短く
なると、スイッチングトランジスタのオン時間も短くなる。
【０００８】
　軽負荷時において、スイッチングトランジスタおよび同期整流用トランジスタのオン時
間を短くすることによりスイッチングレギュレータの消費電流は低減するが、スイッチン
グレギュレータのドライバ回路やパルス幅変調器において、電流が消費されるため、さら
なる低消費電流化の余地があった。ここで、一般にリニアレギュレータの効率は、出力電
流が小さい場合、スイッチングレギュレータの効率よりも高くなるため、リニアレギュレ
ータとスイッチングレギュレータと並列に設け、軽負荷時に２つを切り替えることにより
、さらなる効率化を図ることができる。
【０００９】
　本発明はかかる課題に鑑みてなされたものであり、その目的は、降圧型スイッチングレ
ギュレータとリニアレギュレータを備える電源装置において、２つの電源を効率よく切り
替え可能な制御回路の提供にある。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　本発明のある態様は、降圧型スイッチングレギュレータとリニアレギュレータが切り替
え可能な電源装置の制御回路に関する。この制御回路は、入力端子と接地間に直列に接続
されたスイッチングトランジスタと同期整流用トランジスタを含み、２つのトランジスタ
の接続点の電圧をスイッチング電圧としてスイッチングレギュレータ出力回路に出力する
出力段と、スイッチングレギュレータ出力回路の出力電圧が所定の基準電圧に近づくよう
デューティ比が制御されるパルス幅変調信号を生成するパルス幅変調器と、スイッチング
電圧をモニタし、第１しきい値電圧を上回ると同期整流用トランジスタをオフする強制オ
フ回路と、スイッチングトランジスタのオン時間が所定の最小値より長くなるように、パ
ルス幅変調信号のデューティ比を制限する最小オン時間設定回路と、最小オン時間設定回
路の出力信号にもとづき、スイッチングトランジスタおよび同期整流用トランジスタのゲ
ート端子に印加すべき第１、第２ゲート電圧を生成するドライバ回路と、出力電圧と基準
電圧との誤差電圧をモニタし、所定の状態が所定の判定期間継続すると、リニアレギュレ
ータを動作状態とし、降圧型スイッチングレギュレータを停止状態とするセレクタ回路と
、を備える。
【００１１】
　軽負荷時において、インダクタに流れる電流の向きが反転し、スイッチング電圧が第１
しきい値電圧を上回ると、同期整流用トランジスタが強制的にオフされる。パルス幅変調
信号のデューティ比は、スイッチングトランジスタのオン時間と同期整流用トランジスタ
のオン時間の比で定まるため、同期整流用トランジスタが強制的にオフされ、そのオン時
間が短くなると、スイッチングトランジスタのオン時間も短くなる。軽負荷時にスイッチ
ングトランジスタのオン時間を所定の最小値以上に制限すると、出力電圧が上昇し、パル
ス幅変調信号のデューティ比が０となる。セレクタ回路は、この状態が所定の判定期間持
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続したことを検出すると、長期的な軽負荷状態であると判断し、スイッチングレギュレー
タからリニアレギュレータへと切り替える。
　この態様によると、短期的な軽負荷状態においては強制オフ回路による高効率化が図ら
れる一方、長期的な軽負荷状態においては、スイッチングレギュレータを停止し、リニア
レギュレータのみを動作させることにより、電源装置の効率を改善することができる。
【００１２】
　セレクタ回路は、リニアレギュレータを動作状態とした後、所定の軽負荷遷移期間の経
過後に、降圧型スイッチングレギュレータを停止状態としてもよい。
　この場合、リニアレギュレータと降圧型スイッチングレギュレータの両方がオフするの
を防止できるため、負荷回路に所定の基準電圧を安定に供給することができる。
【００１３】
　所定の状態とは、誤差電圧が、所定の第２しきい値電圧より大きい状態であってもよい
。軽負荷時において、最小オン時間設定回路によりスイッチングトランジスタのオン時間
が制限されると、出力電圧が上昇し、基準電圧との誤差電圧が大きくなる。そこで、誤差
電圧と第２しきい値電圧を比較することにより、軽負荷状態を判定することができる。
【００１４】
　セレクタ回路は、誤差電圧と第２しきい値電圧とを比較するコンパレータと、コンパレ
ータの出力信号が所定レベルとなる時間を測定する時間測定回路と、を含み、時間測定回
路により測定された時間が、判定期間となると、リニアレギュレータを動作状態とし、降
圧型スイッチングレギュレータを停止状態としてもよい。
　時間測定回路は、判定期間が時定数として設定されたデジタルフィルタを含んでもよい
。
【００１５】
　セレクタ回路は、リニアレギュレータの出力電流をモニタし、出力電流が所定のしきい
値電流を超えると、降圧型スイッチングレギュレータを動作状態とするとともに、リニア
レギュレータを停止状態とする電流監視回路をさらに備えてもよい。
　リニアレギュレータの出力電流をモニタすることにより、軽負荷状態から重負荷状態へ
遷移すると直ちにスイッチングレギュレータに切り替えることができるため、重負荷状態
の負荷をリニアレギュレータで駆動するのを防止することができ、高効率化を図ることが
できる。
【００１６】
　電流監視回路は、降圧型スイッチングレギュレータを動作状態とした後、所定の重負荷
遷移期間の経過後に、リニアレギュレータを停止状態としてもよい。
　この場合、リニアレギュレータと降圧型スイッチングレギュレータの両方がオフするの
防止できるため、負荷に所定の基準電圧を安定に供給することができる。
【００１７】
　リニアレギュレータは、一端が入力端子に接続され、他端がインダクタの一端に接続さ
れた出力トランジスタと、出力電圧と基準電圧が入力され、その出力が出力トランジスタ
の制御端子に接続される誤差増幅器と、を含んでもよい。電流監視回路は、制御端子が出
力トランジスタと共通に接続された検出トランジスタと、検出トランジスタの電流経路上
に設けられた検出抵抗と、検出抵抗の電圧降下としきい値電流に対応した所定の第３しき
い値電圧とを比較するコンパレータと、を含んでもよい。
【００１８】
　制御回路は、１つの半導体基板上に一体集積化されてもよい。
【００１９】
　本発明の別の態様は、電源装置である。この電源装置は、一端が接地された出力キャパ
シタと、キャパシタの他端にその一端が接続されたインダクタとを含むスイッチングレギ
ュレータ出力回路と、スイッチングレギュレータ出力回路に、スイッチング電圧を供給す
る上述の制御回路と、を備え、スイッチングレギュレータ出力回路の出力電圧と、リニア
レギュレータの出力電圧とを切り替えて出力する。
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【００２０】
　この態様によると、制御回路により、スイッチングレギュレータと、リニアレギュレー
タの出力電圧を負荷の状態に応じて好適に切り替え、電源装置全体の消費電流を低減する
ことができる。
【００２１】
　本発明のさらに別の態様は、電子機器である。この電子機器は、電池電圧を出力する電
池と、マイコンと、電池電圧を降圧してマイコンに供給する上述の電源装置と、を備える
。
【００２２】
　この態様によると、マイコンに流れる電流が変動すると、降圧型スイッチングレギュレ
ータとリニアレギュレータとが好適に切り替えられるため、電池の長寿命化を図ることが
できる。
【００２３】
　なお、以上の構成要素の任意の組合せや本発明の構成要素や表現を方法、装置、システ
ムなどの間で相互に置換したものもまた、本発明の態様として有効である。
【発明の効果】
【００２４】
　本発明に係る電源装置の制御回路によれば、消費電流を低減することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２５】
　図１は、実施の形態に係る降圧型スイッチングレギュレータを搭載した電子機器の構成
を示すブロック図である。電子機器３００は、たとえば携帯電話端末であり、電池３１０
、電源装置３２０、アナログ回路３３０、デジタル回路３４０、マイコン３５０、ＬＥＤ
３６０を含む。
　電池３１０は、たとえばリチウムイオン電池であり、電池電圧Ｖｂａｔとして３～４Ｖ
程度を出力する。
　アナログ回路３３０は、パワーアンプや、アンテナスイッチ、ＬＮＡ（Ｌｏｗ　Ｎｏｉ
ｓｅ　Ａｍｐｌｉｆｉｅｒ）、ミキサやＰＬＬ（Ｐｈａｓｅ　Ｌｏｃｋｅｄ　Ｌｏｏｐ）
などの高周波回路を含み、電源電圧Ｖｃｃ＝３．４Ｖ程度で安定動作する回路ブロックを
含む。また、デジタル回路３４０は、各種ＤＳＰ（Ｄｉｇｉｔａｌ　Ｓｉｇｎａｌ　Ｐｒ
ｏｃｅｓｓｏｒ）などを含み、電源電圧Ｖｄｄ＝３．４Ｖ程度で安定動作する回路ブロッ
クを含む。
　マイコン３５０は、電子機器３００全体を統括的に制御するブロックであり、電源電圧
１．５Ｖで動作する。
　ＬＥＤ３６０は、ＲＧＢ３色のＬＥＤ（Ｌｉｇｈｔ　Ｅｍｉｔｔｉｎｇ　Ｄｉｏｄｅ）
を含み、液晶のバックライトや、照明として用いられ、その駆動には、４Ｖ以上の駆動電
圧が要求される。
【００２６】
　電源装置３２０は、多チャンネルのスイッチング電源であり、各チャンネルごとに、電
池電圧Ｖｂａｔを必要に応じて降圧、または昇圧するスイッチングレギュレータを備え、
アナログ回路３３０、デジタル回路３４０、マイコン３５０、ＬＥＤ３６０に対して適切
な電源電圧を供給する。
　本実施形態に係る電源装置は、たとえば１．５Ｖで動作するマイコン３５０のように、
消費電流が動作状態に応じて変化する負荷に対して、安定な電圧を駆動する用途に好適に
用いられる。以下、本実施の形態に係る電源装置の構成について詳細に説明する。
【００２７】
　図２は、本実施の形態に係る電源装置２００の構成を示す回路図である。この電源装置
２００は、降圧型スイッチングレギュレータ１１０とリニアレギュレータ７０を含み、２
つが切り替え可能となっている。
【００２８】
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　降圧型スイッチングレギュレータ１１０は、同期整流方式の降圧型スイッチングレギュ
レータであり、制御回路１００、スイッチングレギュレータ出力回路１２０を含む。制御
回路１００は、ひとつの半導体基板に集積化されたＬＳＩチップであり、スイッチング素
子として機能するスイッチングトランジスタＭ１、同期整流用トランジスタＭ２は、この
制御回路１００に内蔵される。
【００２９】
　スイッチングレギュレータ出力回路１２０は、インダクタＬ１、出力キャパシタＣ１を
含む。出力キャパシタＣ１は一端が接地され、他端がインダクタＬ１の一端に接続される
。インダクタＬ１の他端は、制御回路１００と接続され、制御回路１００から出力される
スイッチング電圧Ｖｓｗが印加される。
【００３０】
　この降圧型スイッチングレギュレータ１１０は、制御回路１００によってインダクタＬ
１に流れる電流を制御し、出力キャパシタＣ１に電荷を充電することにより電池電圧Ｖｂ
ａｔを降圧し、出力キャパシタＣ１に現れる電圧を負荷回路ＲＬに供給する。本実施の形
態において、負荷回路ＲＬは、図１のマイコン３５０に相当する。
　以下、負荷回路ＲＬに供給される電圧を出力電圧Ｖｏｕｔ、負荷回路ＲＬに流れる電流
を負荷電流Ｉｏ、インダクタＬ１に流れる電流をＩＬという。また、インダクタＬ１に流
れる電流ＩＬは、負荷回路ＲＬに向かって流れる向きを正方向とする。
【００３１】
　制御回路１００は、入力・出力端子として、入力端子１０２、スイッチング端子１０４
、電圧帰還端子１０６を備える。入力端子１０２には電池３１０が接続され、入力電圧と
して電池電圧Ｖｂａｔが入力される。また、スイッチング端子１０４は、インダクタＬ１
に接続され、制御回路１００の内部で生成したスイッチング電圧Ｖｓｗを出力する。また
、電圧帰還端子１０６は、負荷回路ＲＬに印加される出力電圧Ｖｏｕｔが帰還される端子
である。
【００３２】
　制御回路１００は、ドライバ回路１０、ＰＷＭ制御部２０、強制オフ回路５０、最小オ
ン時間設定回路６０、リニアレギュレータ７０、セレクタ回路８０、スイッチングトラン
ジスタＭ１、同期整流用トランジスタＭ２を含む。
【００３３】
　スイッチングトランジスタＭ１は、ＰチャンネルＭＯＳトランジスタであって、ソース
端子は入力端子１０２に接続され、ドレイン端子はスイッチング端子１０４に接続される
。スイッチングトランジスタＭ１のバックゲート端子はソース端子と接続され、バックゲ
ート端子とドレイン端子間には、ボディダイオード（寄生ダイオード）Ｄ１が存在する。
　同期整流用トランジスタＭ２は、ＮチャンネルＭＯＳトランジスタであって、ソース端
子は接地され、ドレイン端子はスイッチングトランジスタＭ１のドレイン端子およびスイ
ッチング端子１０４と接続される。また、同期整流用トランジスタＭ２のバックゲート端
子は接地されている。同期整流用トランジスタＭ２のバックゲート端子とドレイン端子間
には、ボディダイオードＤ２が存在する。
【００３４】
　スイッチングトランジスタＭ１、同期整流用トランジスタＭ２は、電池電圧Ｖｂａｔが
印加される入力端子１０２と接地間に直列に接続されており、２つのトランジスタの接続
点の電圧を、スイッチング電圧Ｖｓｗとして本制御回路１００の外部にスイッチング端子
１０４を介して接続されるインダクタＬ１の一端に印加する。
【００３５】
　ＰＷＭ制御部２０は、降圧型スイッチングレギュレータ１１０の出力電圧Ｖｏｕｔが所
定の基準電圧に近づくように、スイッチングトランジスタＭ１および同期整流用トランジ
スタＭ２のオン時間のデューティ比を制御するパルス幅変調器であって、第１パルス幅変
調信号（以下、第１ＰＷＭ信号Ｖｐｗｍ１という）を生成する。ＰＷＭ制御部２０には、
降圧型スイッチングレギュレータ１１０の出力電圧Ｖｏｕｔが、電圧帰還端子１０６を介
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して入力される。
【００３６】
　抵抗Ｒ１、Ｒ２は、この出力電圧Ｖｏｕｔを分圧し、Ｒ２／（Ｒ１＋Ｒ２）倍した出力
電圧Ｖｏｕｔ’を誤差増幅器２２の反転入力端子へと出力する。誤差増幅器２２の非反転
入力端子には基準電圧Ｖｒｅｆが入力されており、出力電圧Ｖｏｕｔ’および基準電圧Ｖ
ｒｅｆの誤差を増幅し、誤差電圧Ｖｅｒｒとして出力する。抵抗Ｒ３およびキャパシタＣ
３は、誤差増幅器２２とともに積分回路を構成し、出力電圧Ｖｏｕｔ’の高周波成分は、
この積分回路によって除去される。
【００３７】
　発振器２６は、所定の周波数で発振し、三角波またはのこぎり波状の周期電圧Ｖｏｓｃ
を出力する。第１コンパレータ２４は、周期電圧Ｖｏｓｃと誤差電圧Ｖｅｒｒとを比較し
、Ｖｏｓｃ＜Ｖｅｒｒのときハイレベルを、Ｖｏｓｃ＞Ｖｅｒｒのときローレベルとなる
第１ＰＷＭ信号Ｖｐｗｍ１を出力する。この第１ＰＷＭ信号Ｖｐｗｍ１は、周期時間が一
定で、出力電圧Ｖｏｕｔ’に応じてハイレベルとローレベルの期間が変化するパルス幅変
調された信号となる。
【００３８】
　最小オン時間設定回路６０は、スイッチングトランジスタＭ１のオン時間が所定の最小
値より長くなるように、第１ＰＷＭ信号Ｖｐｗｍ１のデューティ比を制限した第２ＰＷＭ
信号Ｖｐｗｍ２をドライバ回路１０へと出力する。詳しくは後述するが、最小オン時間設
定回路６０は、第１ＰＷＭ信号Ｖｐｗｍ１のハイレベルの時間が最小値より長いときには
、そのまま出力し、第１ＰＷＭ信号Ｖｐｗｍ１のハイレベルの時間が最小値より短いとき
には、ハイレベルの時間を、その最小値に設定して出力する。
【００３９】
　ドライバ回路１０は、最小オン時間設定回路６０から出力される第２ＰＷＭ信号Ｖｐｗ
ｍ２にもとづき、スイッチングトランジスタＭ１のゲート端子に印加すべき第１ゲート電
圧Ｖｇ１と、同期整流用トランジスタＭ２のゲート端子に印加すべき第２ゲート電圧Ｖｇ
２と、を生成する。スイッチングトランジスタＭ１は、第１ゲート電圧Ｖｇ１がローレベ
ルのときがオンし、ハイレベルのときオフする。同期整流用トランジスタＭ２は、第２ゲ
ート電圧Ｖｇ２がハイレベルのときオンし、ローレベルのときオフする。
【００４０】
　ドライバ回路１０は、スイッチングトランジスタＭ１、同期整流用トランジスタＭ２が
それぞれオンする時間の比を、第２ＰＷＭ信号Ｖｐｗｍ２のハイレベルとローレベルのデ
ューティ比にもとづいて設定し、２つのトランジスタを交互にオンオフさせる。スイッチ
ングトランジスタＭ１、同期整流用トランジスタＭ２が同時にオンして貫通電流が流れる
のを防止するため、ドライバ回路１０は、第１ゲート電圧Ｖｇ１がハイレベル、第２ゲー
ト電圧Ｖｇ２がローレベルとなる期間（デッドタイム）を各周期ごとに設ける。ドライバ
回路１０の構成については後述する。
【００４１】
　強制オフ回路５０は、電圧モニタ回路５２および強制オフスイッチＳＷ１を含む。この
強制オフ回路５０は、スイッチング電圧Ｖｓｗをモニタし、所定のしきい値電圧を上回る
と同期整流用トランジスタＭ２をオフする。本実施の形態において、しきい値電圧は接地
電位に設定される。
　電圧モニタ回路５２は、スイッチング電圧Ｖｓｗと接地電位（０Ｖ）とを比較し、Ｖｓ
ｗ＞０のとき、検出信号Ｖｓｅｎｓをハイレベルとし、Ｖｓｗ＜０のとき、検出信号Ｖｓ
ｅｎｓをローレベルとする。
【００４２】
　強制オフスイッチＳＷ１は、ドライバ回路１０と同期整流用トランジスタＭ２のゲート
端子間に設けられ、電圧モニタ回路５２から出力される検出信号Ｖｓｅｎｓにもとづいて
、同期整流用トランジスタＭ２のゲート端子に印加すべき第２ゲート電圧Ｖｇ２’を出力
する。この第２ゲート電圧Ｖｇ２’は、電圧モニタ回路５２から出力される検出信号Ｖｓ
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ｅｎｓがハイレベルの期間、ローレベルとなり、検出信号Ｖｓｅｎｓがローレベルの期間
、第２ゲート電圧Ｖｇ２がそのまま出力される。
【００４３】
　図３は、強制オフ回路５０の内部構成を示す回路図である。電圧モニタ回路５２は、比
較部３０、ラッチ回路４０を含む。
　比較部３０には、スイッチング電圧Ｖｓｗが入力される。比較部３０は、スイッチング
電圧Ｖｓｗと接地電位とを比較し、スイッチング電圧Ｖｓｗが接地電位を上回るとハイレ
ベルの比較信号Ｖｃｍｐを出力する。比較部３０は、レベルシフト回路３２、第２コンパ
レータ３４を含む。
【００４４】
　レベルシフト回路３２は、ＰＮＰ型の第１、第２バイポーラトランジスタＱ１、Ｑ２を
含み、それぞれのベース端子に、スイッチング電圧Ｖｓｗおよび接地電位ＧＮＤが入力さ
れる。各バイポーラトランジスタＱ１、Ｑ２のコレクタ端子は接地されており、そのエミ
ッタ端子からは、スイッチング電圧Ｖｓｗおよび接地電位が順方向電圧Ｖｆ＝０．７Ｖ程
度、正方向にレベルシフトされた電圧が出力される。
　第２コンパレータ３４の非反転入力端子は、第１バイポーラトランジスタＱ１のエミッ
タ端子が接続され、反転入力端子には、第２バイポーラトランジスタＱ２のエミッタ端子
が接続される。この第２コンパレータ３４は、レベルシフト回路３２によりレベルシフト
されたスイッチング電圧Ｖｓｗと接地電位（０Ｖ）とを比較し、Ｖｓｗ＞０Ｖのときハイ
レベルを、Ｖｓｗ＜０Ｖのときローレベルを出力する。
【００４５】
　ラッチ回路４０には、ドライバ回路１０から出力される第２ゲート電圧Ｖｇ２と、比較
部３０から出力される比較信号Ｖｃｍｐが入力される。このラッチ回路４０は、同期整流
用トランジスタＭ２がオンすべき期間、すなわち、ドライバ回路１０から出力される第２
ゲート電圧Ｖｇ２がハイレベルの期間にアクティブとなり、比較部３０から出力される比
較信号Ｖｃｍｐをラッチし、ラッチした信号を検出信号Ｖｓｅｎｓとして出力する。また
、ラッチ回路４０は、第２ゲート電圧Ｖｇ２がハイレベルからローレベルとなると、ラッ
チした検出結果をリセットする。
【００４６】
　ラッチ回路４０は、Ｄフリップフロップ４２およびＯＲゲート４４を含む。Ｄフリップ
フロップ４２のセット端子およびデータ端子には、ハイレベルに対応する電源電圧Ｖｄｄ
が入力され、リセット端子には第２ゲート電圧Ｖｇ２が入力される。
　また、Ｄフリップフロップ４２のクロック端子には、比較部３０から出力される比較信
号Ｖｃｍｐが入力される。このラッチ回路４０は、第２ゲート電圧Ｖｇ２がハイレベルの
期間に、比較信号Ｖｃｍｐがハイレベルとなると、出力端子からハイレベルの出力信号Ｖ
ｑを出力する。
　ＯＲゲート４４には、比較部３０から出力される比較信号ＶｃｍｐおよびＤフリップフ
ロップ４２の出力信号Ｖｑが入力され、２つの信号の論理和を検出信号Ｖｓｅｎｓとして
強制オフスイッチＳＷ１に出力する。なお、ＯＲゲート４４を設けずに、Ｄフリップフロ
ップ４２の出力信号Ｖｑを強制オフスイッチＳＷ１に直接出力してもよい。
【００４７】
　強制オフスイッチＳＷ１は、インバータ５４、ＮＯＲゲート５６を含む。インバータ５
４の入力端子には、ドライバ回路１０から出力される第２ゲート電圧Ｖｇ２が入力される
。インバータ５４は、第２ゲート電圧Ｖｇ２を反転し、ＮＯＲゲート５６の第１の入力端
子へ出力する。ＮＯＲゲート５６の第２の入力端子にはラッチ回路４０から出力される検
出信号Ｖｓｅｎｓが入力される。強制オフスイッチＳＷ１は、ＮＯＲゲート５６の出力信
号を第２ゲート電圧Ｖｇ２’として出力する。
【００４８】
　このように構成した強制オフスイッチＳＷ１によれば、第２ゲート電圧Ｖｇ２がハイレ
ベルで、かつ、検出信号Ｖｓｅｎｓがローレベルの期間のみ、同期整流用トランジスタＭ
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２のゲート端子に実際に印加される第２ゲート電圧Ｖｇ２’がハイレベルとなり、同期整
流用トランジスタＭ２がオンとなる。一方、それ以外の期間では第２ゲート電圧Ｖｇ２’
がローレベルとなり、同期整流用トランジスタＭ２はオフとなる。
【００４９】
　図４は、最小オン時間設定回路６０およびドライバ回路１０の構成を示す回路図である
。最小オン時間設定回路６０は、Ｄフリップフロップ６２、ＯＲゲート６４、第３コンパ
レータ６６を含み、第１ゲート電圧Ｖｇ１および第１ＰＷＭ信号Ｖｐｗｍ１が入力される
。第３コンパレータ６６は、第１ゲート電圧Ｖｇ１と所定のしきい値電圧Ｖｔｈ１を比較
し、Ｖｇ１＞Ｖｔｈ１のときハイレベル、Ｖｇ１＜Ｖｔｈ１のときローレベルとなる第１
信号ＳＩＧ１を出力する。
【００５０】
　Ｄフリップフロップ６２のデータ端子およびセット端子には、電源電圧Ｖｄｄが入力さ
れ、クロック端子には第１ＰＷＭ信号Ｖｐｗｍ１が入力され、リセット端子には第３コン
パレータ６６から出力される第１信号ＳＩＧ１が入力される。すなわち、Ｄフリップフロ
ップ６２は、第１ＰＷＭ信号Ｖｐｗｍ１によりセットされ、第３コンパレータ６６の出力
信号ＳＩＧ１によりリセットされる。ＯＲゲート６４は、Ｄフリップフロップ６２から出
力される第２信号ＳＩＧ２と、第１ＰＷＭ信号Ｖｐｗｍ１の論理和を生成する。ＯＲゲー
ト６４の出力は、第２ＰＷＭ信号Ｖｐｗｍ２としてドライバ回路１０へと出力される。
【００５１】
　ドライバ回路１０は、第１インバータＩＮＶ１、第２インバータＩＮＶ２、第３インバ
ータＩＮＶ３、第４インバータＩＮＶ４、第５インバータＩＮＶ５、第６インバータＩＮ
Ｖ６を含み、最小オン時間設定回路６０から出力される第２ＰＷＭ信号Ｖｐｗｍ２にもと
づき、第１ゲート電圧Ｖｇ１、第２ゲート電圧Ｖｇ２を生成する。
　第５インバータＩＮＶ５は、第２ＰＷＭ信号Ｖｐｗｍ２を反転した第３信号ＳＩＧ３を
出力する。第５インバータＩＮＶ５から出力される第３信号ＳＩＧ３は、第１インバータ
ＩＮＶ１および第６インバータＩＮＶ６に出力される。
【００５２】
　第１インバータＩＮＶ１、第２インバータＩＮＶ２は、第１ゲート電圧Ｖｇ１を生成す
る。第１インバータＩＮＶ１、第２インバータＩＮＶ２は、最小オン時間設定回路６０の
出力信号である第２ＰＷＭ信号Ｖｐｗｍ２の一方のエッジを遅延して第１ゲート電圧Ｖｇ
１を生成する第１遅延回路である。
【００５３】
　第１インバータＩＮＶ１は、トランジスタＭ１０、Ｍ１１、抵抗Ｒ１０、キャパシタＣ
１０を含む。トランジスタＭ１０、抵抗Ｒ１０、トランジスタＭ１１は、電源電圧Ｖｄｄ
と接地電位間に直列に接続される。キャパシタＣ１０は、トランジスタＭ１１と並列に設
けられる。第１インバータＩＮＶ１の出力信号を第４信号ＳＩＧ４という。
　第２インバータＩＮＶ２は、電源電圧Ｖｄｄと接地電位間に直列に接続されたトランジ
スタＭ１２、抵抗Ｒ１２、トランジスタＭ１３を含む。第２インバータＩＮＶ２は、第４
信号ＳＩＧ４を反転し、第１ゲート電圧Ｖｇ１として出力する。
【００５４】
　第４信号ＳＩＧ４は、第３信号ＳＩＧ３がハイレベルからローレベルに変化すると、抵
抗Ｒ１０およびキャパシタＣ１０で決められるＣＲ時定数に従って上昇する。第４信号Ｓ
ＩＧ４が第２インバータＩＮＶ２のしきい値電圧Ｖｔｈ２に達すると、第２インバータＩ
ＮＶ２の出力である第１ゲート電圧Ｖｇ１は、ハイレベルからローレベルに遷移する。
　すなわち、第１インバータＩＮＶ１、第２インバータＩＮＶ２は、遅延回路として機能
する。その結果、第１ゲート電圧Ｖｇ１は、第３信号ＳＩＧ３ひいては第２ＰＷＭ信号Ｖ
ｐｗｍ２が変化してから遅延時間ΔＴ１経過後に変化する。
【００５５】
　第６インバータＩＮＶ６、第３インバータＩＮＶ３、第４インバータＩＮＶ４により第
２ゲート電圧Ｖｇ２が生成される。
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　第６インバータＩＮＶ６は、第５インバータＩＮＶ５から出力される第３信号ＳＩＧ３
を反転して第５信号ＳＩＧ５を生成し、第３インバータＩＮＶ３へと出力する。
　第３インバータＩＮＶ３は、トランジスタＭ１４、Ｍ１５、抵抗Ｒ１４、キャパシタＣ
１２を含み、第１インバータＩＮＶ１と同様に構成される。すなわち、第３インバータＩ
ＮＶ３は、第５信号ＳＩＧ５を反転し、遅延して得られる第６信号ＳＩＧ６を、第４イン
バータＩＮＶ４へと出力する。第４インバータＩＮＶ４は、第６信号ＳＩＧ６を反転して
第２ゲート電圧Ｖｇ２を生成する。
【００５６】
　第１インバータＩＮＶ１、第２インバータＩＮＶ２と同様に、第３インバータＩＮＶ３
、第４インバータＩＮＶ４も、遅延回路として機能する。第３インバータＩＮＶ３、第４
インバータＩＮＶ４により生成される遅延時間をΔＴ２とする。
　第１インバータＩＮＶ１から第４インバータＩＮＶ４により生成される遅延時間ΔＴ１
、ΔＴ２は、スイッチングトランジスタＭ１、同期整流用トランジスタＭ２がいずれもオ
ンしないデッドタイムとなる。
【００５７】
　また、ドライバ回路１０は、第１ゲート電圧Ｖｇ１を所定の時定数をもって変化させる
時定数回路を含む。この時定数回路は、第２インバータＩＮＶ２と、スイッチングトラン
ジスタＭ１のゲート容量と、を含んで構成される。
【００５８】
　第１ゲート電圧Ｖｇ１がハイレベルからローレベルに切り替わり、スイッチングトラン
ジスタＭ１がオフからオンになるときに、スイッチングトランジスタＭ１のゲート容量か
ら、抵抗Ｒ１２およびトランジスタＭ１３を介して電流が引き抜かれる。このとき、抵抗
Ｒ１２とスイッチングトランジスタＭ１のゲート容量がＣＲ時定数回路を構成するため、
第１ゲート電圧Ｖｇ１を時定数を持って変化させることができる。時定数の値は、抵抗Ｒ
１２の抵抗値により調節することができる。
【００５９】
　図２に戻る。リニアレギュレータ７０は、出力トランジスタＭ３、誤差増幅器７２を含
み、制御回路１００へ入力される電池電圧Ｖｂａｔを降圧して出力する。出力トランジス
タＭ３はＰチャンネルのＭＯＳトランジスタであって、ソース端子が入力端子１０２に接
続され、電池電圧Ｖｂａｔが印加されている。出力トランジスタＭ３のドレイン端子は、
スイッチング端子１０４に接続され、制御端子であるゲート端子には誤差増幅器７２の出
力信号が入力される。誤差増幅器７２の反転入力端子、非反転入力端子にはそれぞれ基準
電圧Ｖｒｅｆおよび出力電圧Ｖｏｕｔ’が入力される。この出力電圧Ｖｏｕｔ’は、電源
装置２００の出力電圧ＶｏｕｔがＰＷＭ制御部２０の第１抵抗Ｒ１、第２抵抗Ｒ２により
分圧された電圧である。
【００６０】
　リニアレギュレータ７０は、イネーブル端子を備え、イネーブル信号ＬＤＯＥＮがハイ
レベルのとき動作状態となる。また、リニアレギュレータ７０は、イネーブル信号ＬＤＯ
ＥＮがローレベルのとき、誤差増幅器７２がオフされて停止状態となり、消費電流が低減
される。
【００６１】
　セレクタ回路８０は、ＰＷＭ制御部２０で生成される出力電圧Ｖｏｕｔ’と基準電圧Ｖ
ｒｅｆとの誤差電圧Ｖｅｒｒをモニタし、所定の状態が所定の判定期間（以下、第１期間
Ｔｐ１という）継続すると、リニアレギュレータ７０を動作状態とし、降圧型スイッチン
グレギュレータを停止状態とする。第１期間Ｔｐ１は、数ｍｓ～１００ｍｓ程度に設定す
る。セレクタ回路８０は、コンパレータ８２、デジタルフィルタ８４、ステートマシン８
６、電流監視回路９０を含む。
【００６２】
　コンパレータ８２は、誤差電圧Ｖｅｒｒと所定のしきい値電圧Ｖｔｈ３を比較し、Ｖｅ
ｒｒ＜Ｖｔｈ３のときハイレベル、Ｖｅｒｒ＞Ｖｔｈ３のときローレベルとなる第７信号
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ＳＩＧ７を出力する。この第７信号ＳＩＧ７は、デジタルフィルタ８４に入力される。デ
ジタルフィルタ８４は、第７信号ＳＩＧ７がハイレベルとなる時間を測定する時間測定回
路である。このデジタルフィルタ８４の時定数は、上記第１期間Ｔｐ１に設定される。デ
ジタルフィルタ８４から出力される第８信号ＳＩＧ８は、第７信号ＳＩＧ７がローレベル
からハイレベルに遷移した後、第１期間Ｔｐ１経過後にハイレベルとなる。
【００６３】
　ステートマシン８６には、デジタルフィルタ８４から出力される第８信号ＳＩＧ８が入
力される。ステートマシン８６は、第８信号ＳＩＧ８がハイレベルとなると、リニアレギ
ュレータ７０のイネーブル信号ＬＤＯＥＮをハイレベルとし、リニアレギュレータ７０を
動作状態とする。
【００６４】
　また、ステートマシン８６は、イネーブル信号ＬＤＯＥＮをハイレベルとしてから所定
の軽負荷遷移期間（以下、第２期間Ｔｐ２という）の経過後に、スイッチングレギュレー
タのイネーブル信号ＤＣＤＣＥＮをローレベルとし、スイッチングレギュレータを停止状
態とする。
【００６５】
　電流監視回路９０は、リニアレギュレータ７０の出力電流をモニタし、出力電流が所定
のしきい値電流を超えると、降圧型スイッチングレギュレータ１１０を動作状態とすると
ともに、リニアレギュレータ７０を停止状態とする。電流監視回路９０は、制御端子であ
るゲート端子が出力トランジスタＭ３と共通に接続された検出トランジスタＭ４と、検出
トランジスタＭ４の電流経路上に設けられた検出抵抗Ｒ４と、検出抵抗Ｒ４の電圧降下を
モニタするコンパレータ８８を含む。
【００６６】
　リニアレギュレータ７０の動作状態において、負荷電流Ｉｏが増加すると、出力トラン
ジスタＭ３の出力電流が増加する。出力トランジスタＭ３と検出トランジスタＭ４は、ゲ
ート端子およびソース端子が共通に接続されるため、検出トランジスタＭ４には、負荷電
流Ｉｏに応じた電流が流れる。検出抵抗Ｒ４は、検出トランジスタＭ４に流れる電流を電
圧に変換する。コンパレータ８８から出力される第９信号ＳＩＧ９は、ステートマシン８
６に入力されており、検出抵抗Ｒ４の電圧降下がしきい値電圧Ｖｔｈ４を超えると、ハイ
レベルとなる。
【００６７】
　ステートマシン８６は、コンパレータ８８の出力信号ＳＩＧ９がハイレベルとなると、
イネーブル信号ＤＣＤＣＥＮをハイレベルとし、降圧型スイッチングレギュレータ１１０
を動作状態とする。ステートマシン８６は、降圧型スイッチングレギュレータ１１０を動
作状態とした後、所定の重負荷遷移期間（以下、第３期間Ｔｐ３という）の経過後に、イ
ネーブル信号ＬＤＯＥＮをローレベルとし、リニアレギュレータ７０を停止状態とする。
【００６８】
　以下、本実施の形態に係る制御回路１００の動作を説明する。
　図５は、本実施の形態に係る制御回路１００の動作状態を示すタイムチャートである。
図５のタイムチャートは、負荷電流Ｉｏが小さい軽負荷時の動作を説明するものであり、
同期整流用トランジスタＭ２を介してインダクタＬ１に流れる電流ＩＬが、ある時刻にお
いて０Ａとなる場合の動作を表している。
　スイッチングトランジスタＭ１は、第１ゲート電圧Ｖｇ１がハイレベルのときオフし、
ローレベルのときオンする。すなわち、図中、Ｔｏｎ１で示されるのは、スイッチングト
ランジスタＭ１がオンの期間である。
【００６９】
　第２ゲート電圧Ｖｇ２は、ドライバ回路１０により生成された同期整流用トランジスタ
Ｍ２に印加すべき電圧を示している。また、図中、第２ゲート電圧Ｖｇ２’は、実際に同
期整流用トランジスタＭ２のゲート端子に印加される電圧を示している。同期整流用トラ
ンジスタＭ２は、第２ゲート電圧Ｖｇ２’がハイレベルのときオンし、ローレベルのとき
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オフする。図中、Ｔｏｎ２で示されるのは、同期整流用トランジスタＭ２がオンの期間で
ある。また、図中Ｔｄで示すのは、スイッチングトランジスタＭ１、同期整流用トランジ
スタＭ２がいずれもオンしないデッドタイムである。
【００７０】
　上述したように、ドライバ回路１０と、同期整流用トランジスタＭ２の間には、強制オ
フスイッチＳＷ１が設けられており、ラッチ回路４０から出力される検出信号Ｖｓｅｎｓ
がローレベルの期間、入力される第２ゲート電圧Ｖｇ２を第２ゲート電圧Ｖｇ２’として
そのまま出力する。また、検出信号Ｖｓｅｎｓがハイレベルの期間、同期整流用トランジ
スタＭ２のゲート電圧Ｖｇ２’は、ドライバ回路１０から出力されるゲート電圧Ｖｇ２の
値に関わらずローレベルとなり、同期整流用トランジスタＭ２は強制的にオフとなる。
【００７１】
　時刻Ｔ０～Ｔ１の期間、スイッチングトランジスタＭ１がオン、同期整流用トランジス
タＭ２がオフとなっている。時刻Ｔ１に、スイッチングトランジスタＭ１の第１ゲート電
圧Ｖｇ１がハイレベルとなり、スイッチングトランジスタＭ１がオフとなる。その後、時
刻Ｔ１～Ｔ２のデッドタイムの期間、スイッチングトランジスタＭ１、同期整流用トラン
ジスタＭ２はいずれもオフとなる。時刻Ｔ１にスイッチングトランジスタＭ１がオフにな
ると、それまでインダクタＬ１に流れていた電流がスイッチングトランジスタＭ１から供
給されなくなる。
【００７２】
　ここで、インダクタＬ１に流れる電流ＩＬは連続でなければならない。いま、同期整流
用トランジスタＭ２のバックゲート端子は接地されており、バックゲート端子とドレイン
端子間には、図２に示すボディダイオードＤ２が存在する。したがって、時刻Ｔ１にスイ
ッチングトランジスタＭ１がオフされてから、時刻Ｔ２に同期整流用トランジスタＭ２が
オンするまでの期間、インダクタＬ１には、このボディダイオードＤ２を介して電流が供
給される。この間、スイッチング端子１０４には、接地電位０Ｖからダイオードの順方向
電圧Ｖｆ＝０．７Ｖだけ低いスイッチング電圧Ｖｓｗが現れる。
【００７３】
　時刻Ｔ２において、第２ゲート電圧Ｖｇ２はローレベルからハイレベルに変化する。こ
のとき、検出電圧Ｖｓｅｎｓはローレベルであるため、強制オフスイッチＳＷ１の出力で
ある第２ゲート電圧Ｖｇ２’はハイレベルとなり、同期整流用トランジスタＭ２がオンす
る。同期整流用トランジスタＭ２がオンすることにより、同期整流用トランジスタＭ２の
ボディダイオードＤ２を介してインダクタＬ１に流れていた電流は、同期整流用トランジ
スタＭ２のドレイン電流として供給される。
【００７４】
　この同期整流用トランジスタＭ２のドレイン電流がインダクタＬ１を介して出力キャパ
シタＣ１に流れることにより、出力キャパシタＣ１の出力電圧Ｖｏｕｔは徐々に上昇する
。この間、インダクタＬ１に、同期整流用トランジスタＭ２から出力キャパシタＣ１に向
かって流れる電流は徐々に減少する。同期整流用トランジスタＭ２を介してインダクタＬ
１に流れる電流ＩＬが時間とともに減少すると、同期整流用トランジスタＭ２のドレイン
ソース間電圧は徐々に低下していくため、スイッチング電圧Ｖｓｗは徐々に上昇し、接地
電位０Ｖに近づいていく。
【００７５】
　やがて時刻Ｔ３に、インダクタＬ１に流れる電流ＩＬが０Ａとなると、同期整流用トラ
ンジスタＭ２のドレインソース間電圧は０Ｖとなるため、スイッチング電圧Ｖｓｗは０Ｖ
となる。このとき、比較部３０から出力される比較信号Ｖｃｍｐはローレベルからハイレ
ベルに切り替わる。比較信号Ｖｃｍｐがハイレベルとなると、ラッチ回路４０から出力さ
れる検出信号Ｖｓｅｎｓもハイレベルとなる。その結果、強制オフスイッチＳＷ１によっ
て同期整流用トランジスタＭ２のゲート電圧Ｖｇ２’はローレベルに固定され、同期整流
用トランジスタＭ２はオフとなる。
【００７６】
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　また、Ｄフリップフロップ４２のクロック端子にハイレベルの比較信号Ｖｃｍｐが入力
されると、Ｄフリップフロップ４２の出力信号Ｖｑはハイレベルとなる。Ｄフリップフロ
ップ４２のデータ端子にはハイレベルが入力されているため、Ｄフリップフロップ４２の
出力信号Ｖｑは、次にリセットされるまでの間、ハイレベルに保たれる。こうしてＤフリ
ップフロップ４２を含むラッチ回路４０は、比較部３０から出力される比較信号Ｖｃｍｐ
をラッチする。
【００７７】
　時刻Ｔ３に第２ゲート電圧Ｖｇ２’がローレベルとなると、スイッチングトランジスタ
Ｍ１、同期整流用トランジスタＭ２がともにオフとなり、ハイインピーダンス状態となる
。このとき、インダクタＬ１によって電圧の振動が誘起され、スイッチング電圧Ｖｓｗは
、図５に示すように大きくスイングする。このとき、スイッチング電圧Ｖｓｗが接地電位
０Ｖを跨いで変動すると、比較信号Ｖｃｍｐもハイレベルとローレベルが切り替わること
になる。
【００７８】
　ここで、上述のように、本実施の形態に係る制御回路１００では、比較部３０からの比
較信号ＶｃｍｐおよびＤフリップフロップ４２の出力信号Ｖｑの論理和にもとづいて、強
制オフスイッチＳＷ１を制御している。したがって、比較信号Ｖｃｍｐの信号レベルが変
動しても、Ｄフリップフロップ４２の出力信号Ｖｑはハイレベルにラッチされているため
、ＯＲゲート４４の出力、すなわち検出信号Ｖｓｅｎｓはハイレベルのままとなる。その
結果、スイッチング電圧Ｖｓｗの変動にかかわらず、同期整流用トランジスタＭ２をオフ
し続けることができる。
【００７９】
　時刻Ｔ４に、ドライバ回路１０は、第２ゲート電圧Ｖｇ２をローレベルに切り替える。
第２ゲート電圧Ｖｇ２がローレベルとなると、Ｄフリップフロップ４２はリセットされ、
その出力信号Ｖｑはローレベルとなる。その後、時刻Ｔ５に第１ゲート電圧Ｖｇ１がロー
レベルとなり、スイッチングトランジスタＭ１がオンする。
【００８０】
　本実施の形態に係る制御回路１００は、軽負荷時において、時刻Ｔ０～Ｔ５を一周期と
して、この動作を繰り返すことにより、電池電圧Ｖｂａｔを降圧し、所望の出力電圧Ｖｏ
ｕｔを負荷回路ＲＬに対して供給する。
　ここで、降圧型スイッチングレギュレータ１１０の出力電圧Ｖｏｕｔは、スイッチング
トランジスタＭ１および同期整流用トランジスタＭ２のオン時間の比にもとづいて決定さ
れる。したがって、軽負荷時において、同期整流用トランジスタＭ２が強制的にオフされ
ると、同期整流用トランジスタＭ２のオン時間Ｔｏｎ２が短くなると、それに伴ってスイ
ッチングトランジスタＭ１のオン時間Ｔｏｎ１も短くなる。
【００８１】
　図６は、軽負荷時における電源装置２００の動作状態を示す時間波形図であり、最小オ
ン時間設定回路６０を動作させなかった場合の電圧、電流波形を示す図である。このとき
、最小オン時間設定回路６０は、入力された第１ＰＷＭ信号Ｖｐｗｍ１を第２ＰＷＭ信号
Ｖｐｗｍ２としてそのまま出力する。時刻Ｔ０～Ｔ１の重負荷状態において、第１ゲート
電圧Ｖｇ１、第２ゲート電圧Ｖｇ２は、第２ＰＷＭ信号Ｖｐｗｍ２にもとづき交互にハイ
レベルとローレベルを繰り返す。上述したように、第１ゲート電圧Ｖｇ１は第２ＰＷＭ信
号Ｖｐｗｍ２がローレベルからハイレベルに切り替わってから遅延時間ΔＴ１経過後にロ
ーレベルとなる。また、第２ゲート電圧Ｖｇ２は、第２ＰＷＭ信号Ｖｐｗｍ２がハイレベ
ルからローレベルに切り替わってから遅延時間ΔＴ２経過後にハイレベルとなる。
　図中、ΔＴ１、ΔＴ２の期間は、スイッチングトランジスタＭ１、同期整流用トランジ
スタＭ２がいずれもオフとなるデッドタイムであり、図５のＴｄに相当する。また、上述
したように、第２インバータＩＮＶ２には、抵抗Ｒ１２が設けられているため、第１ゲー
ト電圧Ｖｇ１は、所定の時定数をもって低下していく。
【００８２】
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　時刻Ｔ１に負荷電流Ｉｏが減少し、軽負荷状態となる。インダクタＬ１に流れる電流Ｉ
Ｌが負になると、強制オフ回路５０により、同期整流用トランジスタＭ２が強制的にオフ
状態とされる。軽負荷状態においては、第２ゲート電圧Ｖｇ２’がハイレベルとなる期間
、すなわち同期整流用トランジスタＭ２のオン時間Ｔｏｎ２は、第１ＰＷＭ信号Ｖｐｗｍ
１がローレベルの期間に比べて短くなる。
【００８３】
　ここで、降圧型スイッチングレギュレータ１１０の出力電圧Ｖｏｕｔは、スイッチング
トランジスタＭ１および同期整流用トランジスタＭ２のオン時間の比にもとづいて決定さ
れる。制御回路１００は、出力電圧Ｖｏｕｔが一定値に保たれるように帰還制御を行って
おり、同期整流用トランジスタＭ２のオン時間Ｔｏｎ２が短くなるに従って、スイッチン
グトランジスタＭ１のオン時間Ｔｏｎ１も徐々に短くなっていく。図６の時刻Ｔ１以降は
、この様子を示している。
【００８４】
　スイッチングトランジスタＭ１のオン時間Ｔｏｎ１、すなわち第１ゲート電圧Ｖｇ１が
ローレベルの時間は徐々に短くなっていき、第１ゲート電圧Ｖｇ１の振幅が小さくなって
いく。第１ゲート電圧Ｖｇ１の振幅が小さくなると、スイッチングトランジスタＭ１がオ
ンしない状態となり、やがてスイッチングトランジスタＭ１がオフのまま、第１ゲート電
圧Ｖｇ１がわずかに変動する状態となる。第１ゲート電圧Ｖｇ１が変化するためには、ス
イッチングトランジスタＭ１のゲート容量を充放電する必要があるため、無駄なゲートド
ライブ電流を消費することになる。
【００８５】
　本実施の形態に係る制御回路１００は、この無駄な電流を好適に低減することができる
。図７は、軽負荷時における本実施の形態に係る電源装置２００の動作状態を示す時間波
形図であり、最小オン時間設定回路６０を動作させたときの電圧波形を示す図である。
【００８６】
　図６の最小オン時間設定回路６０を設けない場合と同様、時刻Ｔ１以降の軽負荷状態に
おいて、同期整流用トランジスタＭ２が強制的にオフされ、スイッチングトランジスタＭ
１のオン時間が徐々に短くなっていく。上述したように、最小オン時間設定回路６０は、
スイッチングトランジスタＭ１のオン時間が所定の最小値より長くなるように、第１ＰＷ
Ｍ信号Ｖｐｗｍ１のデューティ比を制限した第２ＰＷＭ信号Ｖｐｗｍ２をドライバ回路１
０へと出力する。そのため、スイッチングトランジスタＭ１のオン時間は、図中Ｔｍｉｎ
で示される最小値以下にならないよう制限される。
【００８７】
　スイッチングトランジスタＭ１のオン時間が、ＰＷＭ制御部２０から出力される第１Ｐ
ＷＭ信号Ｖｐｗｍ１より長く設定されると、降圧型スイッチングレギュレータ１１０の出
力電圧Ｖｏｕｔは上昇する一方、誤差電圧Ｖｅｒｒは低下することになる。その結果、Ｖ
ｅｒｒ＜Ｖｏｓｃとなり、第１ＰＷＭ信号Ｖｐｍｗ１はローレベルとなる。第１ＰＷＭ信
号Ｖｐｗｍ１がローレベルとなると、スイッチングトランジスタＭ１のゲートに印加され
る第１ゲート電圧Ｖｇ１はハイレベルに固定される。
【００８８】
　このように、本実施の形態に係る電源装置２００によれば、スイッチングトランジスタ
Ｍ１のオン時間に最小値Ｔｍｉｎを設定することにより、軽負荷時において、第１ＰＷＭ
信号Ｖｐｗｍ１が完全にローレベルとなる状態を実現することができる。その結果、スイ
ッチングトランジスタＭ１がオフしたままの状態で、第１ゲート電圧Ｖｇ１が変動するの
を抑制することができ、ドライバ回路１０において、スイッチングトランジスタＭ１のゲ
ート容量を充放電するための電流を低減することができる。
【００８９】
　その後、負荷電流Ｉｏによって出力キャパシタＣ１の電荷が放電され、出力電圧Ｖｏｕ
ｔが低下していくと、誤差電圧Ｖｅｒｒが上昇していき、再びスイッチング動作が再開さ
れる。
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【００９０】
　図８は、軽負荷時において、最小オン時間設定回路６０がスイッチングトランジスタＭ
１のオン時間を制限する様子を示す図である。図８は、図７における時刻Ｔ１以降のある
期間を拡大して示している。
　図８において、時刻Ｔ１にＶｏｓｃ＜Ｖｅｒｒとなり、第１ＰＷＭ信号Ｖｐｗｍ１がハ
イレベルとなる。第１ＰＷＭ信号Ｖｐｗｍ１がハイレベルになると、Ｄフリップフロップ
６２の出力である第２信号ＳＩＧ２はハイレベルとなる。このとき、ＯＲゲート６４から
出力される第２ＰＷＭ信号Ｖｐｗｍ２もハイレベルとなる。
【００９１】
　第２ＰＷＭ信号Ｖｐｗｍ２がハイレベルとなると、第３信号ＳＩＧ３がローレベルとな
り、第１インバータＩＮＶ１の出力である第４信号ＳＩＧ４がＣＲ時定数をもって徐々に
上昇する。時刻Ｔ２に、第４信号ＳＩＧ４が、第２インバータＩＮＶ２のしきい値電圧Ｖ
ｔｈ２に達すると、第１ゲート電圧Ｖｇ１はハイレベルからローレベルとなる。図中、Δ
Ｔ１で示すのが、第１インバータＩＮＶ１、第２インバータＩＮＶ２により生成される遅
延時間である。また、第２インバータＩＮＶ２に設けられた抵抗Ｒ１２と、スイッチング
トランジスタＭ１のゲート容量でＣＲ時定数回路が形成されるため、第１ゲート電圧Ｖｇ
１は、ある傾きをもって降下していく。
【００９２】
　時刻Ｔ３に、Ｖｇ１＜Ｖｄｄ－Ｖｔとなり、スイッチングトランジスタＭ１のゲートソ
ース間電圧（Ｖｄｄ－Ｖｇ１）が、ＭＯＳＦＥＴのしきい値電圧Ｖｔを上回ると、スイッ
チングトランジスタＭ１がオンする。
　時刻Ｔ４に、第１ゲート電圧Ｖｇ１が第３コンパレータ６６のしきい値電圧Ｖｔｈ１ま
で降下すると、第３コンパレータ６６から出力される第１信号ＳＩＧ１により、Ｄフリッ
プフロップ６２がリセットされ、第２信号ＳＩＧ２がローレベルとなる。このとき、第２
ＰＷＭ信号Ｖｐｗｍ２もローレベルとなる。第２ＰＷＭ信号Ｖｐｗｍ２がローレベルとな
ると、第１ゲート電圧Ｖｇ１はハイレベルとなり、スイッチングトランジスタＭ１はオフ
する。
【００９３】
　すなわち、スイッチングトランジスタＭ１は、第１ゲート電圧Ｖｇ１が（Ｖｄｄ－Ｖｔ
）まで降下した時刻Ｔ３から、しきい値電圧Ｖｔｈ１に達する時刻Ｔ４までの期間オンと
なる。したがって、軽負荷時におけるスイッチングトランジスタＭ１のオン時間は、第１
ゲート電圧Ｖｇ１がしきい値電圧Ｖｔｈ１まで低下するまでの時間τに依存する。時間τ
は、第３コンパレータ６６のしきい値電圧Ｖｔｈ１および第２インバータＩＮＶ２の抵抗
Ｒ１２により調節することができる。
【００９４】
　図８に示されるように、スイッチングトランジスタＭ１のオン時間は、最小オン時間設
定回路６０によって、図中Ｔｍｉｎで示される最小値以上となるように制限されることに
なる。
【００９５】
　図９は、重負荷時における最小オン時間設定回路６０の状態を示す動作波形図である。
重負荷時においては、図８に示した軽負荷時と異なり、第１ＰＷＭ信号Ｖｐｗｍ１のハイ
レベルの期間が十分に長い。ここで、ＯＲゲート６４の出力である第２ＰＷＭ信号Ｖｐｗ
ｍ２は、この第１ＰＷＭ信号Ｖｐｗｍ１と、Ｄフリップフロップ６２の出力である第２信
号ＳＩＧ２の論理和であり、重負荷時において、第２ＰＷＭ信号Ｖｐｗｍ２のハイレベル
の期間は、最小オン時間設定回路６０において設定される最小値Ｔｍｉｎよりも長い。そ
のため、重負荷状態において、第２ＰＷＭ信号Ｖｐｗｍ２と第１ＰＷＭ信号Ｖｐｗｍ１の
ハイレベルの期間は一致し、最小オン時間設定回路６０は第１ＰＷＭ信号Ｖｐｗｍ１をそ
のまま出力することができる。
【００９６】
　このように、本実施の形態に係る制御回路１００によれば、軽負荷状態において、スイ



(17) JP 4751105 B2 2011.8.17

10

20

30

40

50

ッチングトランジスタＭ１のオン時間の最小値を設定することにより、第１ゲート電圧Ｖ
ｇ１が小さな振幅で変動するのを防止し、消費電流を低減することができる。
　また、この制御回路１００は、強制オフ回路５０にラッチ回路４０を備えており、スイ
ッチング電圧Ｖｓｗが０Ｖより大きくなったときハイレベルとなる比較信号Ｖｃｍｐをラ
ッチする。その結果、スイッチング電圧Ｖｓｗが０Ｖを跨いで変動する場合においても、
強制オフスイッチＳＷ１の出力は切り替えられず、同期整流用トランジスタＭ２はオフ状
態を保ち続けることができ、安定な降圧動作を行うことができる。
【００９７】
　図１０は、軽負荷時が長時間持続したときの制御回路１００の動作波形を示す図である
。図１０は、上から、負荷電流Ｉｏ、誤差電圧Ｖｅｒｒおよび周期電圧Ｖｏｓｃ、コンパ
レータ８２の出力である第７信号ＳＩＧ７、リニアレギュレータ７０のイネーブル信号Ｌ
ＤＯＥＮ、スイッチングレギュレータのイネーブル信号ＤＣＤＣＥＮ、コンパレータ８８
の出力である第９信号ＳＩＧ９を示す。時刻Ｔ０から時刻Ｔ１は、通常の負荷電流Ｉｏが
流れている。時刻Ｔ１に負荷電流が減少し、軽負荷状態となる。軽負荷状態となると、上
述の図７に示したように、同期整流用トランジスタＭ２のオン時間Ｔｏｎ２が徐々に短く
なる。それにともなってスイッチングトランジスタＭ１のオン時間Ｔｏｎ１も短くなり、
最小時間Ｔｍｉｎとなる。その後、誤差電圧Ｖｅｒｒが低下しスイッチング動作が停止す
る。
【００９８】
　誤差電圧Ｖｅｒｒが低下し、コンパレータ８２に設定されたしきい値電圧Ｖｔｈ３を下
回る時刻Ｔ２に、コンパレータ８２の出力信号ＳＩＧ７はハイレベルになる。その後、軽
負荷状態が持続し、第７信号ＳＩＧ７がハイレベルとなってから、第１期間Ｔｐ１経過後
の時刻Ｔ３に、デジタルフィルタ８４の出力である第８信号ＳＩＧ８がハイレベルとなる
。時刻Ｔ３に、ステートマシン８６は、イネーブル信号ＬＤＯＥＮをハイレベルとし、リ
ニアレギュレータ７０を動作状態とする。時刻Ｔ３から、第２期間Ｔｐ２経過後の時刻Ｔ
４に、ステートマシン８６は、イネーブル信号ＤＣＤＣＥＮをローレベルとし、降圧型ス
イッチングレギュレータ１１０を停止状態とする。
【００９９】
　時刻Ｔ５に負荷回路ＲＬが待機状態から復帰し、負荷電流Ｉｏが増加する。負荷電流Ｉ
ｏが増加すると、リニアレギュレータ７０の出力電流が増えるため、電流監視回路９０の
検出トランジスタＭ４に流れる電流も増加し、コンパレータ８８の出力である第９信号Ｓ
ＩＧ９がハイレベルとなる。第９信号ＳＩＧ９がハイレベルとなると、ステートマシン８
６は直ちにイネーブル信号ＤＣＤＣＥＮをハイレベルとして降圧型スイッチングレギュレ
ータ１１０を動作状態に切り替える。時刻Ｔ５から所定の第３期間Ｔｐ３経過後の時刻Ｔ
６に、ステートマシン８６は、リニアレギュレータ７０を停止状態とする。リニアレギュ
レータ７０が停止状態となると、その出力電流は減少し、第９信号ＳＩＧ９はローレベル
となる。その後、誤差電圧Ｖｅｒｒがしきい値電圧Ｖｔｈ３を超えると、第９信号ＳＩＧ
９はローレベルとなる。
【０１００】
　このように、本実施の形態に係る電源装置２００によれば、通常の負荷状態から軽負荷
状態に移行し、軽負荷状態が持続すると、降圧型スイッチングレギュレータ１１０からリ
ニアレギュレータ７０に切り替えられる。軽負荷状態においては、リニアレギュレータ７
０の効率の方が高いため、消費電流を低減することができる。さらに、降圧型スイッチン
グレギュレータ１１０からリニアレギュレータ７０に切り替える際に、リニアレギュレー
タ７０を動作状態とした後、所定の第２期間Ｔｐ２経過後に降圧型スイッチングレギュレ
ータ１１０を停止状態とするため、切り替えの際に、電源装置２００の出力電圧Ｖｏｕｔ
が不安定となるのを防止することができる。
【０１０１】
　また、軽負荷状態から通常の負荷状態に戻る際には、リニアレギュレータ７０の出力電
流をモニタし、所定のしきい値電流を超えると直ちに降圧型スイッチングレギュレータ１
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１０を動作状態とすることにより、リニアレギュレータ７０に大きな電流が流れて効率が
悪化するのを好適に防止することができる。また、降圧型スイッチングレギュレータ１１
０が動作状態となってから、リニアレギュレータ７０を停止状態とするまでの間に、第３
期間Ｔｐ３を設けることにより、電源装置２００の出力電圧Ｖｏｕｔが不安定となるのを
防止することができる。
【０１０２】
　上記実施の形態は例示であり、それらの各構成要素や各処理プロセスの組合せにいろい
ろな変形例が可能なこと、またそうした変形例も本発明の範囲にあることは当業者に理解
されるところである。
【０１０３】
　実施の形態では、制御回路１００を含む電源装置２００により駆動される負荷回路とし
てマイコンを例に説明したが、これには限定されず、負荷電流が減少し、軽負荷状態で動
作するさまざまな負荷回路に対して、駆動電圧を供給することができる。
【０１０４】
　実施の形態では、制御回路１００がひとつのＬＳＩに一体集積化される場合について説
明したが、これには限定されず、一部の構成要素がＬＳＩの外部にディスクリート素子あ
るいはチップ部品として設けられ、あるいは複数のＬＳＩにより構成されてもよい。
【０１０５】
　また、本実施の形態において、ハイレベル、ローレベルの論理値の設定は一例であって
、インバータなどによって適宜反転させることにより自由に変更することが可能である。
【図面の簡単な説明】
【０１０６】
【図１】実施の形態に係る降圧型スイッチングレギュレータを搭載した電子機器の構成を
示すブロック図である。
【図２】実施の形態に係る電源装置の構成を示す回路図である。
【図３】強制オフ回路の内部構成を示す回路図である。
【図４】最小オン時間設定回路およびドライバ回路の構成を示す回路図である。
【図５】図２の電源装置の動作状態を示すタイムチャートである。
【図６】軽負荷時における図２の電源装置の動作状態を示す時間波形図であり、最小オン
時間設定回路を動作させない場合の電圧および電流波形を示す図である。
【図７】軽負荷時における図２の電源装置の動作状態を示す時間波形図であり、最小オン
時間設定回路を動作させた場合の電圧および電流波形を示す図である。
【図８】軽負荷時において、最小オン時間設定回路がスイッチングトランジスタのオン時
間を制限する様子を示す図である。
【図９】重負荷時における最小オン時間設定回路の状態を示す動作波形図である。
【図１０】軽負荷時が長時間持続したときの電源装置の動作波形を示す図である。
【図１１】図１１（ａ）、（ｂ）はそれぞれ、同期整流方式スイッチングレギュレータの
重負荷および軽負荷時の電流の時間波形を示す図である。
【符号の説明】
【０１０７】
　１００　制御回路、　１０２　入力端子、　１１０　降圧型スイッチングレギュレータ
、　１２０　スイッチングレギュレータ出力回路、　２００　電源装置、　１０　ドライ
バ回路、　２２　誤差増幅器、　６０　最小オン時間設定回路、　７０　リニアレギュレ
ータ、　７２　誤差増幅器、　８０　セレクタ回路、　８２　コンパレータ、　８４　デ
ジタルフィルタ、　８６　ステートマシン、　８８　コンパレータ、　９０　電流監視回
路、　Ｍ３　出力トランジスタ、　Ｍ４　検出トランジスタ、　Ｒ４　検出抵抗、　Ｌ１
　インダクタ、　Ｃ１　出力キャパシタ、　Ｍ１　スイッチングトランジスタ、　Ｍ２　
同期整流用トランジスタ、　３００　電子機器、　３１０　電池、　３２０　電源装置、
　３５０　マイコン、　Ｖｅｒｒ　誤差電圧、　Ｖｓｗ　スイッチング電圧、　Ｖｇ１　
第１ゲート電圧、　Ｖｇ２　第２ゲート電圧。
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