
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　接続した負荷に対して電圧・電流を供給する スイッチング電源装置において、
　第１、第２直流電源端子と、
　少なくとも１次側コイル、２次側コイルおよび帰還コイルからなるトランスと、
　電圧および／または電流を検出する検出手段と、
　上記電圧および／または電流を制御するスイッチング素子と、
　上記スイッチング素子に対して負帰還を与える と、
　上記第１及び第２直流電源端子間に上記トランスの１次側コイル、上記スイッチング素
子及び上記 を直列に接続する手段と、
　上記 の を制御する制御手段とからなり、
　上記制御手段は、上記検出手段において、負荷の値が所定値以下と判断できる電圧およ
び／または電流となるときに、上記

発振を抑えるようにしたことを特徴とするスイッチング電源装置。
【請求項２】
　上記検出手段は、２次側に設けられ、
　上記２次側に接続された負荷に対する電圧および／または電流を検出するようにしたこ
とを特徴とする請求項１に記載のスイッチング電源装置。
【請求項３】
　２次側に設けられた上記検出手段から上記

10

20

JP 3883857 B2 2007.2.21

自励型の

可変インピーダンス素子

可変インピーダンス素子
可変インピーダンス素子 インピーダンス

可変インピーダンス素子のインピーダンスを大きくし
て

可変インピーダンス素子のインピーダンスを



ための信号と、安定化させるための信号とを１次側へ供給するようにしたことを
特徴とする請求項 に記載のスイッチング電源装置。
【請求項４】
　上記検出手段は、１次側に設けられ、
　上記 に対する電圧および／または電流を検出するようにしたこ
とを特徴とする請求項１に記載のスイッチング電源装置。
【請求項５】
　上記検出手段は、１次側に設けられ、
　上記 コイルに対する電圧および／または電流を検出するようにしたことを特徴とす
る請求項１に記載のスイッチング電源。
【請求項６】
　上記検出手段は、１次側に設けられ、
　上記スイッチング素子のデューティー比に応じて発生する電圧および／または電流を検
出するようにしたことを特徴とする請求項１に記載のスイッチング電源装置。
【請求項７】
　さらに、安定して動作させる安定化手段を備えたことを特徴とする請求項１に記載のス
イッチング電源装置。
【請求項８】
　第１、第２直流電源端子と、
　少なくとも１次側コイル、２次側コイルおよび帰還コイルからなるトランスと、
　電圧および／または電流を検出する検出手段と、
　上記電圧および／または電流を制御するスイッチング素子と、
　
　上記第１及び第２直流電源端子間に上記 １次側コイル 上記スイチング素子

スイッチング
電源装置の電源制御方法において、
　上記検出手段で電圧および／または電流を検出するステップと、
　上記検出された電圧および／または電流 負荷
の値 か否かを判断するステップと、
　

ステップと
からなることを特徴とする電源制御方法。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
この発明は、負荷の容量が変動しても安定した電圧・電流を出力することができるスイッ
チング電源装置および電源制御方法に関する。
【０００２】
【従来の技術】
従来、スイッチング電源回路には、ＯＳＣ（ Oscillator）の出力でスイッチングされる他
励型のスイッチング電源方式と、ＯＳＣを使用しない自励型のスイッチング電源方式とが
あった。自励型のスイッチング電源方式は、他励型のスイッチング電源方式と比べて安価
に構成することができるが、負荷が小さくなると必ず発振現象が起こっていた。
【０００３】
【発明が解決しようとする課題】
従って、自励型のスイッチング電源方式では、発振現象を抑えるために、効率を悪くして
設計していた。すなわち、最大負荷で高効率になるように設計することができなかった。
【０００４】
従って、この発明の目的は、自励型のスイッチング電源方式であっても、最大負荷で高効
率動作になるように設計して、負荷の容量が変動しても安定して電圧・電流を出力するこ

10

20

30

40

50

(2) JP 3883857 B2 2007.2.21

制御する
２

可変インピーダンス素子

帰還

上記スイッチング素子に対して負帰還を与える可変インピーダンス素子と、
トランスの 、

及び上記可変インピーダンス素子を直列に接続する手段とからなる自励型の

から、スイッチング電源装置に接続された
が所定値以下

上記負荷の値が所定値以下と判断できる電圧および／または電流となるときに、上記可
変インピーダンス素子のインピーダンスを大きくして発振を抑える



とができるスイッチング電源装置および電源制御方法を提供することにある。
【０００５】
【課題を解決するための手段】
　請求項１に記載の発明は、接続した負荷に対して電圧・電流を供給するスイッチング電
源装置において、第１、第２直流電源端子と、少なくとも１次側コイル、２次側コイルお
よび帰還コイルからなるトランスと、電圧および／または電流を検出する検出手段と、電
圧および／または電流を制御するスイッチング素子と、スイッチング素子に対して負帰還
を与える と、第１及び第２直流電源端子間にトランスの１次側コ
イル、スイッチング素子及び を直列に接続する手段と、

の動作／停止を制御する制御手段とからなり、制御手段は、検出手段にお
いて、負荷の値が所定値以下と判断できる電圧および／または電流となるときに、負帰還
を動作させて発振を抑えるようにしたことを特徴とするスイッチング電源装置である。
【０００６】
　請求項 に記載の発明は、第１、第２直流電源端子と、少なくとも１次側コイル、２次
側コイルおよび帰還コイルからなるトランスと、電圧および／または電流を検出する検出
手段と、電圧および／または電流を制御するスイッチング素子と、

第１及び第２直流電源端子間に
１次側コイル スイチング素子

スイッチング電源装置の電源制御方法において、検出手段で電圧および／
または電流を検出するステップと、検出された電圧および／または電流

負荷の値 か否かを判断するステップと、

ステップとからなることを特徴とする電源制
御方法である。
【０００７】
このようにこの発明は、自励型のスイッチング電源に負帰還手段を設け、接続されている
負荷が所定値より小さくなったときにのみ当該負荷手段を動作させるように、負帰還抵抗
を可変とることによって、発振を抑えることができ、負荷の容量が変動しても安定した電
圧・電流を出力することができる。
【０００８】
【発明の実施の形態】
以下、この発明の一実施形態について図面を参照して説明する。なお、各図に亘り同じ機
能を有するものには、同一の参照符号を付し、説明の重複を避ける。図１は、この発明が
適用された第１の実施形態の全体的構成を示す。
【０００９】
入力端子１および２から商用電源が供給される。供給された商用電源は、ダイオードブリ
ッジ３およびコンデンサ４によって整流され、端子５および６を介してトランスＬに供給
される。トランスＬは、１次側コイルＬ１と、２次側コイルＬ２と、帰還コイルＬ３とか
ら構成される。１次側コイルＬ１の一方は、端子５と接続され、その他方は、スイッチン
グ素子７と接続される。帰還コイルＬ３の一方は、スイッチング素子７と接続され、その
他方は、端子６と接続される。また、スイッチング素子７と端子６との間に、負帰還回路
８が設けられる。このスイッチング素子７および負帰還回路８は、帰還回路９によってそ
れぞれの動作が制御される。
【００１０】
２次側コイルＬ２には、ダイオード１１およびコンデンサ１２から構成される整流回路が
設けられる。ダイオード１１のカソードは、端子１５と接続される。２次側コイルＬ２と
コンデンサ１２との接続点は、抵抗１４を介して端子１６と接続される。検出回路１３で
は、端子１５および１６の間から電圧が検出され、抵抗１４の両端から電流が検出される
。検出された電圧・電流が後述するように所定値の場合、帰還回路９へ制御信号が供給さ
れる。帰還回路９に供給される制御信号に応じてスイッチング素子７および負帰還回路８
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は制御される。端子１５および１６には、電子機器などの負荷１７が接続される。
【００１１】
このように、出力される電圧・電流を検出し、その電圧・電流から負荷の値（容量）を算
出して、負荷が所定値より小さくなったときにスイッチング素子７および／または負帰還
回路８をオン／オフとするように制御がなされる。
【００１２】
ここで、トランスＬについて説明する。１次側コイルＬ１と帰還コイルＬ３との巻き数比
は、Ｌ１＜Ｌ３となる。１次側コイルＬ１と２次側コイルＬ２との巻き数比は、スイッチ
ング電源周波数に関係する。同電力で１次側コイルＬ１と２次側コイルＬ２との差がある
ほどスイッチング電源周波数が低くなり、同電力で１次側コイルＬ１と２次側コイルＬ２
との差がないほどスイッチング電源周波数が高くなる。従って、トランスＬおよびスイッ
チング素子７の条件（特性）によって、最大負荷で高効率になるように、最適な巻き線比
を選定する必要がある。
【００１３】
図２には、このスイッチング電源回路の電圧・電流の出力特性の一例として、特性Ａ１を
示す。このスイッチング電源回路の出力電流が電流Ｉ 1より小さい電流値となるときに、
発振現象が起こる。すなわち、無負荷の状態から電流Ｉ 1までの期間（以下、「発振期間
」と称する）、スイッチング電源回路は発振する。この一例では、通常接続されている負
荷の値と比べて負荷の値が半分以下であると判断できる電流を電流Ｉ 1とする。また、負
荷の値が１／３以下であると判断できる電流を電流Ｉ 1としても良い。
【００１４】
この発明が適用された第１の実施形態の概略的構成を図３に示す。検出回路１３において
、発振期間となる電圧・電流が検出されると、安定化帰還信号回路２４へ制御信号が供給
される。安定化帰還信号発生回路２４では、供給された制御信号に応じた安定化帰還信号
が制御信号発生回路２５および電源安定化信号発生回路２６へ供給される。制御信号発生
回路２５では、供給された安定化帰還信号の大きさに応じて負帰還率を変化させるための
制御信号が負帰還回路８へ供給される。負帰還回路８では、供給された制御信号に応じた
負帰還率が設定される。
【００１５】
電源安定化信号発生回路２６では、このスイッチング電源回路を安定化させるために、ス
イッチング素子７へ制御信号が供給される。スイッチング素子７では、供給された制御信
号に応じたスイッチング動作がなされる。スイッチング素子７のスイッチング動作によっ
て、帰還コイルＬ３に流れる電流が制御される。安全検出回路２７では、帰還コイルＬ３
に流れる電流が検出され、検出された電流から安全か否かが判断される。その判断結果に
応じて、制御信号が安全制御回路２８へ供給される。安全制御回路２８では、このスイッ
チング電源回路を安全に動作させるために、スイッチング素子７へその動作を制御する制
御信号が供給される。
【００１６】
このように、安定化帰還信号発生回路２４からの安定化帰還信号の出力が停止されると、
負帰還回路８の負帰還率が自動的に最大となるので、安全保護回路を備えている場合に、
安全保護回路が動作し易くなる。従って、安定化帰還信号発生回路２４が破壊しても負帰
還回路８が動作する。負帰還回路８が動作すると、トランスＬの１次側の動作が安定に動
作するので、安全保護回路も安定に動作する。
【００１７】
また、この図３では、端子５と帰還コイルＬ３との間に、抵抗２１、コンデンサ２２、抵
抗２３が直列に設けられる。抵抗２１とコンデンサ２２との接続点は、スイッチング素子
７と接続される。
【００１８】
そして、この負帰還回路８における負帰還率の変化は、アナログ制御手段と切り替え制御
手段とがある。アナログ制御手段は、一例として図４中に特性Ａ２で示すように、検出さ
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れた電流に応じて負帰還回路８の負帰還抵抗値を変化させる手段である。切り替え制御手
段は、一例として図４中に特性Ａ３で示すように、検出された電流に応じて負帰還回路８
の負帰還抵抗値を段階的に切り替える手段である。この図４に示す特性Ａ２およびＡ３は
、負荷電流に対する負帰還抵抗値の変化を示す。また、一例として、特性Ａ１の最大負荷
における出力は、５Ｗで５００Ω前後となる。
【００１９】
ここで、従来の自励型のスイッチング電源方式では、図５中の特性Ａ４に示すように、最
大でも６５％前後の効率しか得ることができないが、この発明を適用することによって、
５％～１０％の効率を改善することができる。
【００２０】
　この発明が適用された一実施形態の概略的構成の他の例を図 に示す。この図６では、
スイッチング素子７の一例としてＮＰＮ型のトランジスタが使用される。また、負帰還回
路８および検出回路１３は、それぞれの機能がＩＣ（ Integrated Circuit）化されたもの
が使用される。この図６では、負帰還回路８がＩＣ３１とされ、検出回路１３がＩＣ３５
とされる。そして、帰還回路９（安定化帰還信号発生回路２４）の一例としてフォトカプ
ラが使用される。トランスＬの１次側には、フォトカプラのフォトトランジスタ３２ｂが
設けられ、トランスＬの２次側には、フォトカプラの発光ダイオード３２ａが設けられる
。発光ダイオード３２ａのアノードは、抵抗３４および３３を介して端子１５と接続され
、そのカソードは、ＩＣ３５に接続される。端子１５および１６の間には、コンデンサ３
６が設けられる。
【００２１】
この発明で適用される帰還回路を図７を参照して説明する。負帰還回路８の一例として、
可変抵抗４１および４３を設けたものである。可変抵抗４１は、スイッチング素子７のト
ランジスタのエミッタに接続される。いわゆる、エミッタ帰還によって負帰還回路が構成
され、この可変抵抗４１のインピーダンスの値を制御することによって、発振を抑えるこ
とができる。
【００２２】
スイッチング素子７のトランジスタのベースと、負帰還コイルＬ４の一方との間に、コン
デンサ４２および可変抵抗４３とが設けられる。負帰還コイルＬ４の他方は、端子６と接
続される。この負帰還コイルＬ４によって帰還コイルＬ３と１８０度反転した信号を取り
出すことができる。取り出した信号は、可変抵抗４３およびコンデンサ４２を介してスイ
ッチング素子７のトランジスタのベースにかかる。いわゆる、ベース帰還によって負帰還
回路が構成され、この可変抵抗４３のインピーダンスの値を制御することによって、スイ
ッチング電源回路の発振を抑えることができる。
【００２３】
ここで、エミッタ帰還による負帰還回路を説明するためのブロック図を図８Ａに示す。こ
の図８Ａに示すエミッタ帰還による負帰還回路では、検出回路５３において、出力電圧・
出力電流が検出される。検出された出力電圧・出力電流が発振期間であると判断すると、
制御回路５２に所定の信号が供給される。制御回路５２では、供給された所定の信号に応
じて、このスイッチング電源回路が発振しないインピーダンスの値になるような制御信号
が、可変インピーダンス素子５１へ供給される。可変インピーダンス素子５１は、供給さ
れた制御信号に応じたインピーダンスの値に設定される。設定されたインピーダンスの値
によって、スイッチング素子７に負帰還がかかり、スイッチング電源回路の発振を抑える
ことができる。負帰還がかかったスイッチング素子７は、所定の電圧・電流を出力するよ
うに、スイッチングが行われる。
【００２４】
また、ベース帰還による負帰還回路を説明するためのブロック図を図８Ｂに示す。この図
８Ｂに示すベース帰還による負帰還回路では、検出回路５９において、出力電圧・出力電
流が検出される。検出された出力電圧・出力電流からこのスイッチング電源回路が発振す
ると判断すると、負帰還回路５８に所定の信号が供給される。この負帰還回路５８には、
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帰還回路５６を介して供給される信号の位相を位相反転回路５７で１８０度反転された信
号が供給される。負帰還回路５８では、検出回路５９からの所定の信号に基づいて、この
スイッチング電源回路が発振しないように、供給された位相が反転した信号を、スイッチ
ング素子７に負帰還させる。負帰還がかかったスイッチング素子７は、所定の電圧・電流
を出力するように、スイッチングが行われる。
【００２５】
そして、エミッタ帰還の一例を図９に示す。この図９は、スイッチング電源回路の一次側
のみを示したものである。負帰還回路８として、可変抵抗４１のみを使用し、エミッタ帰
還によって、スイッチング電源回路の発振を抑えるようにしたものである。
【００２６】
次に、ベース帰還の第１の例を図１０に示す。この図１０は、スイッチング電源回路の一
次側のみを示したものである。負帰還回路８として、可変抵抗４３のみを使用し、ベース
帰還によって、スイッチング電源回路の発振を抑えるようにしたものである。このとき、
可変抵抗４３のインピーダンスの値を変えるだけでなく、位相反転回路５７に内蔵される
アンプを可変としても良い。
【００２７】
そして、ベース帰還の第２の例を図１１に示す。この図１１は、スイッチング素子７から
帰還コイルＬ３を介して、端子６までの部分を示したものである。スイッチング素子７の
トランジスタのベースに、ＮＰＮ型のトランジスタ６３のコレクタが接続される。トラン
ジスタ６３のコレクタ・ベース間に、コンデンサ２２、抵抗２３および６１が設けられる
。トランジスタ６３のベースと端子６との間に、可変抵抗６２が設けられる。トランジス
タのエミッタと端子６との間に、コンデンサ６５が設けられる。ダイオードの６４のアノ
ードは、トランジスタ６３のエミッタと接続され、そのカソードは、抵抗２３および６１
の接続点に接続される。
【００２８】
この図１１では、可変抵抗６２のインピーダンスの値を制御することによって、トランジ
スタ６３のベースに流れる電流を制御することができるので、スイッチング素子７に負帰
還をかけることができる。
【００２９】
ベース帰還の第３の例を図１２に示す。この図１２は、スイッチング電源回路の一次側の
みを示したものである。スイッチング素子７のトランジスタのベースと、ＮＰＮ型のトラ
ンジスタ７３のコレクタとの間に、コンデンサ７１および抵抗７２が設けられる。トラン
ジスタ７３のベースには、制御回路７５が接続され、そのエミッタには、抵抗７４を介し
て負帰還コイルＬ４の一方が接続される。この負帰還コイルＬ４によって帰還コイルＬ３
と１８０度反転した信号を取り出すことができる。取り出した信号は、制御回路７５によ
ってトランジスタ７３が制御され、スイッチング素子７のトランジスタのベースにかかる
。いわゆる、ベース帰還によって負帰還回路が構成され、このトランジスタ７３のインピ
ーダンスの値を制御することによって、スイッチング電源回路の発振を抑えることができ
る。
【００３０】
ベース帰還の第４の例を図１３に示す。この図１３は、スイッチング素子７から帰還コイ
ルＬ３を介して、端子６までの部分を示したものである。スイッチング素子７のトランジ
スタのベースと、ＮＰＮ型のトランジスタ８２のコレクタとの間に、コンデンサ２２およ
び抵抗８１が設けられる。トランジスタ８３のベースからは、端子８３が導出され、その
エミッタは、ＮＰＮ型のトランジスタ８５のコレクタと接続される。スイッチング素子７
のトランジスタのベースと、トランジスタ８５のベースとの間に、コンデンサ２２、抵抗
２３および８４が設けられる。トランジスタ８５のエミッタ・ベース間には、抵抗８６が
設けられる。ダイオード８７のアノードは、トランジスタ８５のエミッタと接続され、そ
のカソードは、抵抗２３および８４の接続点と接続される。コンデンサ８８は、ダイオー
ド８７のアノードと端子６との間に設けられる。
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【００３１】
この図１３の第４の例では、トランジスタ８５および抵抗８６において、信号の位相を反
転させる。反転させた信号は、スイッチング素子７のトランジスタのベースにかかる。
【００３２】
この発明が適用された第１の実施形態の第１の例を図１４に示す。この第１の実施形態は
、出力される電圧・電流を２次側で検出し、検出された電圧・電流の値に応じてスイッチ
ング素子７に負帰還をかけるものである。
【００３３】
検出回路５３において、出力電圧・出力電流が検出される。検出された出力電圧・出力電
流が発振期間であると判断すると、制御回路５２に所定の信号が供給される。制御回路５
２では、供給された所定の信号に応じて、このスイッチング電源回路が発振しないインピ
ーダンスの値になるような制御信号が、負帰還回路８へ供給される。負帰還回路８は、供
給された制御信号に応じたインピーダンスの値に設定される。設定されたインピーダンス
の値によって、スイッチング素子７に負帰還がかかり、スイッチング電源回路の発振を抑
えることができる。負帰還がかかったスイッチング素子７は、所定の電圧・電流を出力す
るように、スイッチングが行われる。
【００３４】
この第１の実施形態の制御の一例を図１５のフローチャートを参照して説明する。ステッ
プＳ１では、スイッチング素子７の動作が始まり、スイッチング電源回路から電圧・電流
が出力される。ステップＳ２では、このスイッチング電源回路に接続される負荷の値が検
出される。一例として、上述したように出力電圧・出力電流が検出され、接続された負荷
の値が検出される。ステップＳ３では、検出された出力電圧・出力電流が負帰還をかける
必要がある所定の値か否かが判断される。すなわち、検出された出力電圧・出力電流が発
振期間であるか否かが判断され、発振期間であると判断されると、ステップＳ４へ制御が
移り、発振期間でないと判断されると、ステップＳ５へ制御が移る。ステップＳ４では、
スイッチング素子７に負帰還がかかるように、その動作が制御される。ステップＳ５では
、スイッチング素子７に負帰還がかからないように、その動作が制御される。
【００３５】
この発明が適用された第１の実施形態の第２の例を図１６に示す。スイッチング素子７の
トランジスタのエミッタは、抵抗９１を介して端子６と接続される。この抵抗９１は、Ｎ
ＰＮ型のトランジスタ９２のエミッタ・コレクタ間に設けられる。トランジスタ９２のベ
ースは、制御回路９３に接続される。スイッチング素子７のトランジスタのベースは、Ｎ
ＰＮ型のトランジスタ９４のコレクタと接続される。トランジスタ９４のエミッタは、端
子６と接続され、そのベースは、帰還回路９と接続される。そして、電圧検出回路１３ａ
は、端子１５および１６の間に設けられる。電流検出回路１３ｂは、抵抗１４と並列に設
けられる。
【００３６】
その電圧検出回路１３ａでは、端子１５および１６から出力される電圧が検出される。電
流検出回路１３ｂでは、抵抗１４の両端から出力される電流が検出される。帰還回路９で
は、電圧検出回路１３ａおよび電流検出回路１３ｂからの信号に応じて、スイッチング素
子７に負帰還をかける。例えば、検出された電流の値が図１７に示す点Ｐ 1より低い値と
なると、スイッチング素子７に負帰還をかける。この図１７は、横軸に出力される電力Ｐ
（＝ＶＩ）を示し、縦軸には帰還回路９に流れる電流を示す。この図１６では、トランジ
スタ９２のオン／オフを切り替えることによって、抵抗９１に電流を通電させるか否かを
切り替えるようにしている。すなわち、トランジスタ９２のオン／オフによってインピー
ダンスの値を切り替えるようにしている。また、トランジスタ９４は、このスイッチング
電源回路の動作の安定化のために設けられる。
【００３７】
この発明が適用された第１の実施形態の第３の例を図１８に示す。抵抗２３と帰還コイル
Ｌ３との間に、抵抗１０１が設けられる。抵抗２３および１０１の接続点と、ダイオード
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１０２のアノードとが接続される。ダイオード１０２のカソードと端子６との間に、コン
デンサ１０３が設けられ、端子６とトランジスタ９２との間に、抵抗１０４が設けられる
。フォトダイオード３２ｂのコレクタは、ダイオード１０２のカソードと接続され、その
エミッタは、トランジスタ９２のベースと接続される。
【００３８】
ここで、出力負荷の値の変化に対するトランジスタ９２のインピーダンスの値の変化を図
１９の特性Ａ５に示し、出力負荷の値の変化に対するトランジスタ９２のベース電流の値
の変化を図１９の特性Ａ６に示す。また、図１９中の点Ｒ 1は、飽和点（スイッチモード
）である。
【００３９】
この発明が適用された第１の実施形態の第４の例を図２０に示す。この図２０は、スイッ
チング素子７から帰還コイルＬ３を介して、端子６までの部分を示したものである。ＰＮ
Ｐ型のトランジスタ１１１のエミッタは、ダイオード１０２のカソードと接続され、その
コレクタは、トランジスタ９２のベースと接続され、そのベースは、ＮＰＮ型のトランジ
スタ１１２のコレクタと接続される。トランジスタ１１２のエミッタは、ダイオード１０
２のカソードと接続され、トランジスタ１１２のエミッタ・ベース間に抵抗１１３が設け
られる。フォトトランジスタ３２ｂのコレクタは、トランジスタ１１２のベースと接続さ
れ、そのエミッタは、トランジスタ９４のベースと接続される。
【００４０】
ここで、負荷電力の変化に対するインピーダンスの値の変化を図２１の特性Ａ７に示し、
負荷電力の変化に対する電圧・電流の値の変化を図２１の特性Ａ８に示す。この特性Ａ７
は、抵抗９１およびトランジスタ９２からなるインピーダンスである。
【００４１】
この発明が適用された第１の実施形態の第５の例を図２２に示す。この図２２は、スイッ
チング素子７から帰還コイルＬ３を介して、端子６までの部分を示したものである。ＮＰ
Ｎ型のトランジスタ１２５のエミッタと端子６との間に、コンデンサ１２１および抵抗１
２２が設けられる。コンデンサ１２１および抵抗１２２との接続点にトランジスタ１１１
のベースが接続される。トランジスタ１２５のコレクタは、ＮＰＮ型のトランジスタ１２
４のコレクタと接続され、トランジスタ１２５のベースは、トランジスタ１２４のベース
と接続される。トランジスタ１２４のエミッタは、トランジスタ９４のベースと接続され
る。トランジスタ１２４のベースは、フォトトランジスタ３２ｂのエミッタと接続される
。トランジスタ１２４のコレクタは、ダイオード１０２のアノードと接続される。フォト
トランジスタ３２ｂのエミッタと端子６との間に、抵抗１２３が設けられる。
【００４２】
この発明が適用された第１の実施形態の第６の例を図２３に示す。この図２３は、安定化
のための帰還信号と、負帰還制御のための帰還信号とを別々に設けたものである。フォト
カプラ１３１の発光ダイオード１３１ａのアノードは、端子１５と接続され、そのカソー
ドは、検出回路１３と接続される。フォトカプラ１３１のフォトトランジスタ１３１ｂの
コレクタは、ダイオード１０２のカソードと接続され、そのエミッタは、トランジスタ９
２のベースと接続される。フォトカプラ１３２の発光ダイオード１３２ａのアノードは、
端子１５と接続され、そのカソードは、検出回路１３と接続される。フォトカプラ１３２
のフォトトランジスタ１３２ｂのコレクタは、ダイオード１０２のアノードと接続され、
そのエミッタは、トランジスタ９４のベースと接続される。
【００４３】
フォトカプラ１３１は、負帰還制御のための信号を２次側から１次側へ供給するものであ
り、フォトカプラ１３２は、安定化のための信号を２次側から１次側へ供給するものであ
る。
【００４４】
この発明が適用された第２の実施形態の第１の例を図２４に示す。この第２の実施形態は
、帰還回路から電圧・電流を検出し、検出された電圧・電流の値に応じてスイッチング素
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子７に負帰還をかけるものである。すなわち、この第２の実施形態は、負帰還抵抗から電
圧・電流を検出するものである。
【００４５】
スイッチング素子７のトランジスタのエミッタと端子６との間に、抵抗１４１および１４
８が直列に設けられる。抵抗１４１と並列になるようにスイッチ回路１４２は設けられる
。スイッチ回路１４２は、制御回路１４３によって、そのオン／オフが制御される。
【００４６】
抵抗１４１と並列になるように抵抗１４５およびコンデンサ１４６は設けられる。この抵
抗１４５およびコンデンサ１４６は、積分回路を構成する。電流検出回路１４７は、コン
デンサ１４６の両端に接続され、その両端から電流を検出する。検出された電流が図２５
に示すように電流Ｉ 2になると、スイッチ回路１４２をオンとさせるための信号が電流検
出回路１４７から動作回路１４４へ供給される。動作回路１４４は、スイッチ回路１４２
をオンとさせるための信号を制御回路１４３へ供給する。
【００４７】
抵抗１４８と並列になるようにコンデンサ１４９および抵抗１５０は設けられる。このコ
ンデンサ１４９および抵抗１５０は、積分回路を構成する。さらに、電流検出回路１５１
は、コンデンサ１４９の両端に接続され、その両端から電流を検出する。検出された電流
が図２５に示すように電流Ｉ 3になると、スイッチ回路１４２をオフとさせるための信号
が電流検出回路１５１から解除回路１５２へ供給される。解除回路１５２は、スイッチ回
路１４２をオフとするための信号を動作回路１４４へ供給する。信号が供給された動作回
路１４４では、制御回路１４３を介してスイッチ回路１４２をオフとする。
【００４８】
また、この図２４の第１の例では、スイッチ回路１４２がオンになった後、電流Ｉ 3にな
ると、スイッチ回路１４２をオフにするようにしているが、スイッチ回路１４２がオンに
なった後、所定の時間経過後にスイッチ回路１４２をオフにするように設定しても良い。
【００４９】
この発明が適用された第２の実施形態の第２の例を図２６に示す。この図２６は、スイッ
チング素子７から帰還コイルＬ３を介して、端子６までの部分を示したものである。スイ
ッチング素子７のトランジスタのエミッタと端子６との間に、抵抗１６１、１６２および
１４８が直列に設けられる。スイッチ回路１６３は、抵抗１６１と並列になるように設け
られる。抵抗１６４およびコンデンサ１６５は、抵抗１６１および１６２と並列になるよ
うに設けられる。抵抗１６４およびコンデンサ１６５の接続点から端子１６６が導出され
る。また、コンデンサ１４９および抵抗１５０の接続点から端子１６７が導出される。
【００５０】
このとき、抵抗１６１と抵抗１４８との抵抗値の大小関係は、
抵抗１６１＞抵抗１４８
となる。抵抗１６１は負帰還回路８を構成するものであり、スイッチ回路１６３を制御す
るための検出用抵抗は、小電流検出用の抵抗が使用される。
【００５１】
ここで、負帰還回路８の一例を図２７を用いて説明する。この図２７Ａは、スイッチング
素子７のエミッタ帰還の部分のみを示したものである。スイッチング素子７のトランジス
タのエミッタに抵抗１７１が設けられる。その抵抗１７１に並列になるように、スイッチ
回路１７４および抵抗１７２と、スイッチ回路１７５および抵抗１７３と、スイッチ回路
１７６とが設けられる。
【００５２】
スイッチ回路１７４、１７５および１７６をオフとしたときの、抵抗値およびそのときの
負荷電力を図２７Ｂ中にＲ 1 7 1で示す。スイッチ回路１７４をオンとし、スイッチ回路１
７５および１７６をオフとしたときの、抵抗値およびそのときの負荷電力を図２７Ｂ中に
Ｒ 1 7 1 //Ｒ 1 7 2で示す。スイッチ回路１７４および１７５をオンとし、スイッチ回路１７６
をオフとしたときの、抵抗値およびそのときの負荷電力を図２７Ｂ中にＲ 1 7 1 //Ｒ 1 7 2 //Ｒ
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1 7 3で示す。
【００５３】
この第２の実施形態の制御の一例を図２８のフローチャートを参照して説明する。ステッ
プＳ１１では、このスイッチング電源回路の動作が、すなわちスイッチング素子７の動作
が始まり、抵抗１６１に流れる電流が検出される。ステップＳ１２では、検出された電流
がスイッチ回路１６３をオンの状態にする所定の電流か否かが判断される。検出された電
流がスイッチ回路１６３をオンの状態にする所定の電流であると判断されると、ステップ
Ｓ１３へ制御が移り、スイッチ回路１６３をオンの状態にしない、すなわちオフの状態を
保持する電流であると判断されると、ステップＳ１１へ制御が戻る。ステップＳ１３では
、スイッチ回路１６３がオンとされる。
【００５４】
ステップＳ１４では、抵抗１４８に流れる電流が検出される。ステップＳ１５では、検出
された電流は、スイッチ回路１６３をオフの状態にする所定の電流か否かが判断される。
スイッチ回路１６３をオフの状態にする所定の電流であると判断されると、ステップＳ１
６へ制御が移り、スイッチ回路１６３をオフの状態にしない、すなわちオンの状態を保持
する電流であると判断されると、ステップＳ１４へ制御が戻る。ステップＳ１６では、ス
イッチ回路１６３がオフとされる。
【００５５】
この発明が適用された第２の実施形態の第３の例を図２９に示す。この図２９は、スイッ
チング素子７から帰還コイルＬ３を介して、端子６までの部分を示したものである。スイ
ッチング素子７のトランジスタのエミッタと端子６との間に、抵抗１８１および１８２が
直列に設けられる。また、抵抗１８１は、ＮＰＮ型のトランジスタ１８６のエミッタ・コ
レクタ間に、設けられる。トランジスタ１８６のベースは、制御回路１８５と接続される
。電流検出回路１８３では、抵抗１８１に流れる電流が検出される。この電流検出回路１
８３では、図３０に示す電流Ｉ 4が検出されると、トランジスタ１８６のインピーダンス
を低インピーダンスに低下させるように、制御回路１８５からトランジスタ１８６のベー
スに制御信号が供給される。電流検出回路１８４では、抵抗１８２に流れる電流が検出さ
れる。この電流検出回路１８４では、図３０に示す電流Ｉ 5が検出されると、トランジス
タ１８６をオンさせるように、制御回路１８５からトランジスタ１８６のベースに制御信
号が供給される。
【００５６】
この第２の実施形態の制御の一例を図３１のフローチャートを参照して説明する。ステッ
プＳ２１では、このスイッチング電源回路の動作が、すなわちスイッチング素子７の動作
が始まり、電流検出回路１８３において抵抗１８１に流れる電流が検出される。ステップ
Ｓ２２では、検出された電流が所定値、例えば図３０に示す電流Ｉ 4以上か否かが判断さ
れる。検出された電流が電流Ｉ 4以上であると判断されると、ステップＳ２３へ制御が移
り、電流Ｉ 4未満であると判断されると、ステップＳ２１へ制御が戻る。ステップＳ２３
では、トランジスタ１８６のインピーダンスが低インピーダンスになるように制御回路１
８５から制御信号が供給される。
【００５７】
ステップＳ２４では、電流検出回路１８４において抵抗１８２に流れる電流が検出される
。ステップＳ２５では、検出された電流が所定値、例えば図３０に示す電流Ｉ 5以上か否
かが判断される。検出された電流が電流Ｉ 5以上であると判断されると、ステップＳ２５
へ制御が移り、電流Ｉ 5未満であると判断されると、ステップＳ２４へ制御が戻る。ステ
ップＳ２６では、トランジスタ１８６がオンとされる。
【００５８】
ステップＳ２７では、電流検出回路１８３において抵抗１８１に流れる電流が検出される
。ステップＳ２８では、検出された電流が所定値、例えば図３０に示す電流Ｉ 4以下か否
かが判断される。検出された電流が電流Ｉ 4以下であると判断されると、ステップＳ２９
へ制御が移り、電流Ｉ 4未満であると判断されると、ステップＳ２７へ制御が戻る。ステ
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ップＳ２９では、トランジスタ１８６のインピーダンスが低インピーダンスになるように
制御回路１８５から制御信号が供給される。そして、ステップＳ２１へ制御が戻る。
【００５９】
この発明が適用された第３の実施形態の第１の例を図３２に示す。この第３の実施形態は
、３次側コイルＬ３、すなわち帰還コイルＬ３から電圧・電流を検出し、検出された電圧
・電流の値に応じてスイッチング素子７に負帰還をかけるものである。
【００６０】
検出回路１９１は、コンデンサ１０３の両端から電圧・電流を検出する。検出された電圧
・電流に応じて信号が制御回路９３へ供給される。帰還コイルＬ３の電圧・電流の特性を
図３３の特性Ａ８に示す。
【００６１】
この発明が適用された第３の実施形態の第２の例を図３４に示す。この図３４は、スイッ
チング素子７から帰還コイルＬ３を介して、端子６までの部分を示したものである。スイ
ッチング素子７のトランジスタのエミッタと、端子６との間に、抵抗２０１および１４８
が直列に設けられる。抵抗２０１と並列になるように、抵抗２０２およびコンデンサ２０
３と、ＮＰＮ型のトランジスタ２０４および抵抗２０５と、ＮＰＮ型のトランジスタ２０
６とが設けられる。検出回路２０７は、コンデンサ２０３の両端から電圧・電流を検出す
る。トランジスタ２０４のエミッタ・コレクタ間に、抵抗２０１および２０５が設けられ
、そのベースには、制御回路２０８が接続される。トランジスタ２０６のエミッタは、抵
抗２０５を介してトランジスタ２０４のエミッタと接続され、そのコレクタは、トランジ
スタ２０４のコレクタと接続され、そのベースは、制御回路２０８と接続される。
【００６２】
この第３の実施形態の制御の一例を図３５のフローチャートを参照して説明する。ステッ
プＳ３１では、このスイッチング電源回路の動作が、すなわちスイッチング素子７の動作
が始まり、電流検出回路２０７において抵抗２０１に流れる電流が検出される。ステップ
Ｓ３２では、検出された電流が所定値、例えば図３６に示す電流Ｉ 5以上か否かが判断さ
れる。検出された電流が電流Ｉ 5以上であると判断されると、ステップＳ３３へ制御が移
り、電流Ｉ 5未満であると判断されると、ステップＳ３１へ制御が戻る。ステップＳ３３
では、トランジスタ２０４がオンとされる。
【００６３】
ステップＳ３４では、電流検出回路２０７において、並列に設けられた抵抗２０１および
２０５に流れる電流が検出される。ステップＳ３５では、検出された電流が所定値、例え
ば図３６に示す電流Ｉ 6以上か否かが判断される。検出された電流が電流Ｉ 6以上であると
判断されると、ステップＳ３６へ制御が移り、電流Ｉ 6未満であると判断されると、ステ
ップＳ３４へ制御が戻る。ステップＳ３６では、トランジスタ２０６がオンとされる。
【００６４】
ステップＳ３７では、電流検出回路１５１において、抵抗１４８に流れる電流が検出され
る。ステップＳ３８では、検出された電流は、トランジスタ２０６をオフの状態にする所
定の電流か否かが判断される。検出された電流がトランジスタ２０６をオフの状態にする
所定の電流であると判断されると、ステップＳ３９へ制御が移り、トランジスタ２０６を
オフの状態にしない、すなわちオンの状態を保持する電流であると判断されると、ステッ
プＳ３７へ制御が戻る。ステップＳ３９では、トランジスタ２０６がオフとされる。
【００６５】
ステップＳ４０では、電流検出回路２０７において、並列に設けられた抵抗２０１および
２０５に流れる電流が検出される。ステップＳ４１では、検出された電流は、トランジス
タ２０４をオフの状態にする所定の電流か否かが判断される。検出された電流がトランジ
スタ２０４をオフの状態にする所定の電流であると判断されると、ステップＳ４２へ制御
が移り、トランジスタ２０４をオフの状態にしない、すなわちオンの状態を保持する電流
であると判断されると、ステップＳ４０へ制御が戻る。ステップＳ４２では、トランジス
タ２０４がオフとされる。そして、制御はステップＳ３１に戻る。
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【００６６】
この特性の一例として、特性図を図３６に示す。トランジスタ２０４および２０６がオフ
となる場合、
抵抗２０１×電流
となり、その軌跡は特性Ａ１１で示すようになる。そして、トランジスタ２０４がオンと
なり、トランジスタ２０６がオフとなる場合、
（（抵抗２０１・抵抗２０５）／（抵抗２０１＋抵抗２０５））×電流
となり、その軌跡は特性Ａ１２で示すようになる。さらに、トランジスタ２０４および２
０６がオンとなる場合、
抵抗１４８×電流
となり、その軌跡は特性Ａ１３で示すようになる。
【００６７】
これら抵抗２０１および２０５の合成抵抗から形成される負帰還抵抗の値によって、この
スイッチング電源回路から出力される電力（負荷電力）と検出される電圧との関係を図３
７に示す。そして、負帰還抵抗をＲ２０１とする。負帰還抵抗Ｒ２０１＝０のとき、特性
Ａ１４となる。負帰還抵抗Ｒ２０１が小さいとき、例えば２００Ω程度となるとき、すな
わち負帰還率が小さいとき、特性Ａ１５となる。負帰還抵抗Ｒ２０１が大きいとき、例え
ば５００Ω程度となるとき、すなわち負帰還率が大きいとき、特性Ａ１６となる。
【００６８】
この発明が適用された第３の実施形態の第３の例を図３８に示す。この図３８は、ベース
帰還の負帰還回路の一例である。スイッチング素子７のトランジスタのベースと、負帰還
コイルＬ４の一方との間に、コンデンサ４２、スイッチ回路２１２および抵抗２１３とが
直列に設けられる。負帰還コイルＬ４の他方は、端子６と接続される。この負帰還コイル
Ｌ４によって帰還コイルＬ３と１８０度反転した信号を取り出すことができる。取り出し
た信号は、スイッチ回路２１２がオンとなると、抵抗２１３およびコンデンサ４２を介し
てスイッチング素子７のトランジスタのベースにかかる。いわゆる、ベース帰還によって
負帰還回路が構成され、この抵抗２１３のインピーダンスの値を制御することによって、
スイッチング電源回路の発振を抑えることができる。
【００６９】
ダイオード２１１のカソードおよびコンデンサ１０３の接続点から端子２１１が導出され
る。この端子２１１は、帰還コイルＬ３から電圧・電流を検出し、検出された電圧・電流
の値に応じてスイッチング素子７に負帰還をかけるものである。
【００７０】
この発明が適用された第３の実施形態の第４の例を図３９に示す。スイッチング素子７の
トランジスタのエミッタと端子６との間に、抵抗２２１が設けられる。ダイオード２２２
のアノードは、負帰還コイルＬ３の一方と接続され、そのカソードと端子６との間に、コ
ンデンサ２２３および抵抗２２４が並列に設けられる。スイッチング素子７のトランジス
タのベースから端子２２５が導出される。
【００７１】
この発明が適用された第４の実施形態の第１の例を図４０に示す。この第４の実施形態は
、３次側コイルＬ３、すなわち帰還コイルＬ３に発生するパルス幅を検出し、検出された
パルス幅に応じてスイッチング素子７に負帰還をかけるものである。
【００７２】
この図４０は、スイッチング素子７から帰還コイルＬ３を介して、端子６までの部分を示
したものである。ダイオード２３１のアノードは、抵抗２３および帰還コイルＬ３の接続
点と接続され、そのカソードは、抵抗２３２を介して端子６と接続される。ダイオード２
３１のカソードと、ツェナーダイオード２３４のカソードとの間に、抵抗２３３が設けら
れ、ツェナーダイオード２３４のアノードは端子６と接続される。ツェナーダイオード２
３４のカソードとＮＰＮ型のトランジスタ２３７のコレクタとの間に抵抗２３５が設けら
れる。トランジスタ２３７のエミッタは、端子６と接続され、そのベースは、抵抗２３６
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を介して帰還コイルＬ３の一方と接続される。トランジスタ２３７のコレクタと端子６と
の間に、抵抗２３８およびコンデンサ２３９が設けられる。抵抗２３８およびコンデンサ
２３９の接続点は、制御回路９３と接続される。
【００７３】
この第４の実施形態では、安定化させるために用いられているツェナーダイオード２３４
によって、図４１Ａに示すようにパルス状の電圧が発生する。このとき、一例として、図
４１Ｂに示すパルス幅（デューティー比）が検出される。図４１Ｂに示すパルス幅は、図
４２中の特性Ａ１８に示すような逆位相となる。図４１Ｃのパルス幅を検出するようにし
ても良い。この図４１Ｃのパルス幅は、図４１Ｂに示すパルス幅を逆にしたものである。
この図４１Ｃに示すパルス幅は、図４２中の特性Ａ１７に示すような同位相となる。
【００７４】
この一例では、ツェナーダイオード２３４から得られる図４１Ａおよび図４１Ｂに示すパ
ルス状の電圧を用いているが、ツェナーダイオード２３４に限らず、帰還トランスＬ３か
ら得られる図４１Ａおよび図４１Ｂに示すパルス状の電圧を用いるようにしても良い。す
なわち、そのパルス状の電圧を得る部分が問題となるわけではなく、図４１Ａおよび図４
１Ｂに示すパルス状の電圧を得ることかできれば良い。
【００７５】
この発明が適用された第４の実施形態の第２の例を図４３に示す。この図４３は、スイッ
チング素子７から帰還コイルＬ３を介して、端子６までの部分を示したものである。スイ
ッチング素子７のトランジスタのエミッタと、端子６との間に、抵抗２５４が設けられる
。抵抗２３と帰還コイルＬ３との接続点と、端子６との間に、抵抗２４１および２４２が
直列に設けられる。抵抗２４１および２４２の接続点には、ＮＰＮ型のトランジスタ２４
３のベースが接続される。トランジスタ２４３のエミッタは、端子６と接続され、そのコ
レクタは、抵抗２４４および２４５を介してツェナーダイオード２４６のカソードと接続
される。ツェナーダイオード２４６のアノードは、抵抗２３と帰還コイルＬ３との接続点
と接続される。ツェナーダイオード２４６のカソードと端子６との間に、コンデンサ２４
７が設けられる。ツェナーダイオード２４９のカソードは、抵抗２４４および２４５の接
続点と接続され、そのアノードは、端子６と接続される。ツェナーダイオード２４９と並
列になるようにコンデンサ２４８が設けられる。
【００７６】
トランジスタ２４３のコレクタと、端子６との間に、抵抗２５０および２５２が直列に設
けられる。抵抗２５０および２５２の接続点と、端子６との間にコンデンサ２５１が設け
られる。また、抵抗２５０および２５２の接続点から端子２５３が導出される。
【００７７】
ここで、上述したそれぞれの実施形態の特徴を説明する。
第１の実施形態は、２次側に接続された負荷、すなわちその負荷に流れる電流が増加する
方向の検出および負荷、すなわちその負荷に流れる電流が減少する方向の検出を行うこと
ができる。
第２の実施形態は、負帰還抵抗から電流が増加する方向の検出を行い、小さい抵抗、例え
ば抵抗１４８から電流が減少する方向の検出を行うことができる。
第３の実施形態は、負帰還抵抗が大きいとき電流が増加する方向の検出に適している。
この第４の実施形態は、負荷（電流）が増加する方向の検出および負荷が減少する方向、
すなわち電流が減少する方向の検出を行うことができる。
【００７８】
これらの実施形態を組み合わせることによって、より高精度な制御をすることが可能にな
る。例えば、第１および第２の実施形態の組み合わせ、第１および第３の実施形態の組み
合わせ、第１および第４の実施形態の組み合わせ、第２および第３の実施形態の組み合わ
せ、第２および第４の実施形態の組み合わせ、および第３および第４の実施形態の組み合
わせを行うことによって、高精度な制御を行うことができる。また、３つの実施形態を組
み合わせることも可能であり、４つ全ての実施形態を組み合わせることも可能である。
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【００７９】
この実施形態では、スイッチング素子の一例として、トランジスタを使用しているが、こ
れに限らず電界効果トランジスタを使用しても同じ効果を実現することができる。また、
同様なスイッチングが可能なものであればどのようなものを使用しても同じ効果を得るこ
とができる。
【００８０】
この実施形態では、自励型のスイッチング電源に対して負帰還回路を設けるようにしてい
るが、他励型のスイッチング電源に対して負帰還回路を設けるようにしても良い。
【００８１】
【発明の効果】
この発明に依れば、自励型のスイッチング電源回路の１次側に負帰還回路を設け、接続さ
れている負荷が所定値より小さくなったときにのみ当該負荷回路を動作させるように、負
帰還抵抗を可変とすることができるので、安定した出力を供給することができる。また、
バラツキの大きい部品（スイッチング素子、トランス、コンデンサなど）を使用しても、
負帰還抵抗を可変とすることができるので、安定した出力を供給することができる。従っ
て、コストを下げることができる。
【００８２】
この発明に依れば、自励型のスイッチング電源回路の１次側に負帰還回路を設け、接続さ
れている負荷が所定値より小さくなったときにのみ当該負荷回路を動作させるように、負
帰還抵抗を可変とすることによって、最大負荷で高効率動作になるように設計しても、負
荷の容量が変動しても安定して電圧・電流を出力することができる。さらに、従来発生し
ていた発振を抑えることができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】この発明の第１の実施形態の全体的な構成について説明するためのブロック図で
ある。
【図２】この発明の出力電圧・出力電流特性を説明するための特性図である。
【図３】この発明の第１の実施形態の概略的な構成について説明するためのブロック図で
ある。
【図４】この発明の負帰還回路の説明に用いる特性図である。
【図５】この発明により得られる効率を説明するための特性図である。
【図６】この発明の第１の実施形態の概略的な構成の他の例について説明するためのブロ
ック図である。
【図７】この発明で適用される帰還回路の一例の回路図である。
【図８】この発明のエミッタ帰還とベース帰還を説明するための一例のブロック図である
。
【図９】この発明で適用されるエミッタ帰還を説明するための一例の回路図である。
【図１０】この発明で適用されるベース帰還を説明するための第１の例の回路図である。
【図１１】この発明で適用されるベース帰還を説明するための第２の例の回路図である。
【図１２】この発明で適用されるベース帰還を説明するための第３の例の回路図である。
【図１３】この発明で適用されるベース帰還を説明するための第４の例の回路図である。
【図１４】この発明が適用された第１の実施形態の第１の例のブロック図である。
【図１５】この発明が適用された第１の実施形態の制御を説明するためのフローチャート
である。
【図１６】この発明が適用された第１の実施形態の第２の例のブロック図である。
【図１７】この発明の負帰還の説明に用いる特性図である。
【図１８】この発明が適用された第１の実施形態の第３の例の回路図である。
【図１９】この発明の負帰還の説明に用いる特性図である。
【図２０】この発明が適用された第１の実施形態の第４の例の回路図である。
【図２１】この発明の負帰還の説明に用いる特性図である。
【図２２】この発明が適用された第１の実施形態の第５の例の回路図である。
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【図２３】この発明が適用された第１の実施形態の第６の例の回路図である。
【図２４】この発明が適用された第２の実施形態の第１の例の回路図である。
【図２５】この発明に用いられるスイッチ回路の切り替えを説明するための特性図である
。
【図２６】この発明が適用された第２の実施形態の第２の例の回路図である。
【図２７】この発明に用いられる負帰還回路の一例の略線図である。
【図２８】この発明が適用された第２の実施形態の制御を説明するためのフローチャート
である。
【図２９】この発明が適用された第２の実施形態の第３の例の回路図である。
【図３０】この発明が適用された第２の実施形態の第３の例を説明するための特性図であ
る。
【図３１】この発明が適用された第２の実施形態の制御を説明するためのフローチャート
である。
【図３２】この発明が適用された第３の実施形態の第１の例の回路図である。
【図３３】この発明が適用された第３の実施形態を説明するための特性図である。
【図３４】この発明が適用された第３の実施形態の第２の例の回路図である。
【図３５】この発明が適用された第３の実施形態の制御を説明するためのフローチャート
である。
【図３６】この発明が適用された第３の実施形態を説明するための特性図である。
【図３７】この発明が適用された第３の実施形態を説明するための特性図である。
【図３８】この発明が適用された第３の実施形態の第３の例の回路図である。
【図３９】この発明が適用された第３の実施形態の第４の例の回路図である。
【図４０】この発明が適用された第４の実施形態の第１の例の回路図である。
【図４１】この発明が適用された第４の実施形態を説明するための特性図である。
【図４２】この発明が適用された第４の実施形態を説明するための特性図である。
【図４３】この発明が適用された第４の実施形態の第２の例の回路図である。
【符号の説明】
Ｌ・・・トランス、Ｌ１・・・１次側コイル、Ｌ２・・・２次側コイル、Ｌ３・・・帰還
コイル、Ｌ４・・・負帰還コイル、８・・・負帰還回路、１１・・・ダイオード、１２・
・・コンデンサ、１３・・・検出回路、１４・・・抵抗
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【 図 １ 】

【 図 ２ 】

【 図 ３ 】

【 図 ４ 】

【 図 ５ 】

【 図 ６ 】

【 図 ７ 】
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【 図 ８ 】 【 図 ９ 】

【 図 １ ０ 】

【 図 １ １ 】

【 図 １ ２ 】

【 図 １ ３ 】

【 図 １ ４ 】
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【 図 １ ５ 】

【 図 １ ６ 】

【 図 １ ７ 】

【 図 １ ８ 】

【 図 １ ９ 】

【 図 ２ ０ 】

【 図 ２ １ 】

【 図 ２ ２ 】
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【 図 ２ ３ 】 【 図 ２ ４ 】

【 図 ２ ５ 】

【 図 ２ ６ 】

【 図 ２ ７ 】

【 図 ２ ８ 】
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【 図 ２ ９ 】

【 図 ３ ０ 】

【 図 ３ １ 】

【 図 ３ ２ 】

【 図 ３ ３ 】

【 図 ３ ４ 】
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【 図 ３ ５ 】 【 図 ３ ６ 】

【 図 ３ ７ 】

【 図 ３ ８ 】

【 図 ３ ９ 】

【 図 ４ ０ 】

【 図 ４ １ 】
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【 図 ４ ２ 】

【 図 ４ ３ 】
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