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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】複数の電源における所望の電源から負荷に電源
電圧を供給できる電源切替回路を提供する。
【解決手段】Ｐ型基板の場合、ＡＣアダプタ１０２また
は電池１０３と負荷１０５との間にＰ型ＭＯＳでなくて
Ｎ型ＭＯＳが設けられるので、ＡＣアダプタ１０２また
は電池１０３と負荷１０５との間に寄生ダイオードが存
在せず、寄生ダイオードによる電流経路は存在しなくな
る。よって、ＡＣアダプタ１０２及び電池１０３が電源
切替回路１０１に接続される場合、Ｎ型ＭＯＳ１０７が
オフし、電池１０３と負荷１０５との間の電流経路が完
全に遮断され、Ｎ型ＭＯＳ１０６がオンするので、電池
１０３は負荷１０５に電源電圧を供給できなくなり、Ａ
Ｃアダプタ１０２だけが負荷１０５に電源電圧を供給で
きるようになる。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　負荷に供給される電源電圧を切り替える電源切替回路において、
　第一電源を接続するための端子に設けられ、前記第一電源が電源切替回路に接続された
ことを検知すると、検知信号を出力する第一電源検知回路と、
　第一導電型基板に形成され、ドレインが前記第一電源を接続するための端子に設けられ
、ソースが前記負荷を接続するための端子に設けられ、前記検出信号が出力されるとオン
して前記第一電源の電源電圧を前記負荷に供給し、前記検出信号が出力されないとオフす
る第一の第二導電型ＭＯＳと、
　前記第一導電型基板に形成され、ドレインが第二電源を接続するための端子に設けられ
、ソースが前記負荷を接続するための端子に設けられ、前記検出信号が出力されるとオフ
し、前記検出信号が出力されないとオンして前記第二電源の電源電圧を前記負荷に供給す
る第二の第二導電型ＭＯＳと、
　を備えることを特徴とする電源切替回路。
【請求項２】
　アノードが前記第一電源を接続するための端子に設けられ、カソードが昇圧回路の入力
端子に設けられる第一整流素子と、
　アノードが前記第二電源を接続するための端子に設けられ、カソードが前記昇圧回路の
入力端子に設けられる第二整流素子と、
　前記第一電源の電源電圧と前記第二電源の電源電圧との中の高い電源電圧に基づいて昇
圧動作を行い、昇圧電圧を出力する前記昇圧回路と、
　前記昇圧電圧に基づき、前記第一の第二導電型ＭＯＳを制御する第一レベルシフタと、
　前記昇圧電圧に基づき、前記第二の第二導電型ＭＯＳを制御する第二レベルシフタと、
　をさらに備えることを特徴とする請求項１記載の電源切替回路。
【請求項３】
　前記第二電源の電源電圧と前記負荷に供給される電源電圧とを比較するコンパレータ、
　をさらに備えることを特徴とする請求項１記載の電源切替回路。
【請求項４】
　前記第一電源を接続するための端子に設けられ、前記第一電源を接続するための端子を
プルダウンするためのプルダウン回路、
　をさらに備えることを特徴とする請求項１記載の電源切替回路。
　
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、負荷に供給される電源電圧を切り替える電源切替回路に関する。
【背景技術】
【０００２】
　電源がＡＣアダプタと電池との２系統存在する場合、電池の電源電圧よりも高い電源電
圧を供給するＡＣアダプタ、及び、電池が電源切替回路を介して負荷に接続されると、電
源電圧はＡＣアダプタから負荷に供給されることがある。この時、電源切替回路の整流ダ
イオードにより、ＡＣアダプタから電池に電流が流れないようにする。また、電池だけが
電源切替回路を介して負荷に接続されると、電源電圧は電池から負荷に供給される。
【０００３】
　しかし、電源電圧が整流ダイオードの順方向電圧分電圧降下するので、電力損失が発生
してしまう。
【０００４】
　ここで、図４に示すように、整流ダイオードでなくてＰ型ＭＯＳを使用し、ＡＣアダプ
タ２３と負荷２８との間にＰ型ＭＯＳＭ１を設け、電池２０と負荷２８との間にＰ型ＭＯ
ＳＭ２を設ける電源切替回路が提案されている（例えば、特許文献１参照）。
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【特許文献１】特開２００６－２５４６７２号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかし、Ｐ型基板の場合、Ｐ型ＭＯＳに寄生ダイオードが存在するので、ＡＣアダプタ
２３の電源電圧と電池２０の電源電圧との中の高い電源電圧が負荷２８に供給されてしま
う。
【０００６】
　本発明は、上記課題に鑑みてなされ、複数の電源における所望の電源から負荷に電源電
圧を供給できる電源切替回路を提供する。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明は、上記課題を解決するため、負荷に供給される電源電圧を切り替える電源切替
回路において、第一電源を接続するための端子に設けられ、前記第一電源が電源切替回路
に接続されたことを検知すると、検知信号を出力する第一電源検知回路と、第一導電型基
板に形成され、ドレインが前記第一電源を接続するための端子に設けられ、ソースが前記
負荷を接続するための端子に設けられ、前記検出信号が出力されるとオンして前記第一電
源の電源電圧を前記負荷に供給し、前記検出信号が出力されないとオフする第一の第二導
電型ＭＯＳと、前記第一導電型基板に形成され、ドレインが第二電源を接続するための端
子に設けられ、ソースが前記負荷を接続するための端子に設けられ、前記検出信号が出力
されるとオフし、前記検出信号が出力されないとオンして前記第二電源の電源電圧を前記
負荷に供給する第二の第二導電型ＭＯＳと、を備えることを特徴とする電源切替回路を提
供する。
【発明の効果】
【０００８】
　本発明では、第一導電型基板の場合、第一電源または第二電源と負荷との間に第一導電
型ＭＯＳでなくて第二導電型ＭＯＳが設けられるので、第一電源または第二電源と負荷と
の間に寄生ダイオードが存在せず、寄生ダイオードによる電流経路は存在しなくなる。
【０００９】
　よって、第一電源及び第二電源が電源切替回路に接続される場合、第二の第二導電型Ｍ
ＯＳがオフし、第二電源と負荷との間の電流経路が完全に遮断され、第一の第二導電型Ｍ
ＯＳがオンするので、第二電源は負荷に電源電圧を供給できなくなり、第一電源だけが負
荷に電源電圧を供給できるようになり、複数の電源における所望の電源から負荷に電源電
圧が供給される。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１０】
　以下、本発明の実施形態を、図面を参照して説明する。
【００１１】
　［第一実施形態］
　まず、第一実施形態の電源切替回路の構成について説明する。図１は、第一実施形態の
電源切替回路を示す図である。
【００１２】
　ここで、電源切替回路１０１は、Ｐ型基板に形成されている。
【００１３】
　電源切替回路１０１は、Ｎ型ＭＯＳ１０６～１０７、レベルシフタ１０８～１０９、ダ
イオード１１０～１１１、ＡＣアダプタ検知回路１１２、制御回路１１３及び昇圧回路１
１４を備えている。また、ＡＣアダプタ１０２は、電源切替回路１０１に接続されること
がある。また、電池１０３、容量１０４及び負荷１０５は、電源切替回路１０１に接続さ
れる。
【００１４】
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　ＡＣアダプタ１０２を接続するための端子は、Ｎ型ＭＯＳ１０６のドレイン、ダイオー
ド１１０のアノード及びＡＣアダプタ検知回路１１２の入力端子に接続されている。電池
１０３を接続するための端子は、Ｎ型ＭＯＳ１０７のドレイン及びダイオード１１１のア
ノードに接続されている。Ｎ型ＭＯＳ１０６は、ゲートがレベルシフタ１０８の出力端子
に接続され、ソースが負荷１０５を接続するための端子に接続されている。Ｎ型ＭＯＳ１
０７は、ゲートがレベルシフタ１０９の出力端子に接続され、ソースが負荷１０５を接続
するための端子に接続されている。ＡＣアダプタ検知回路１１２は、出力端子が制御回路
１１３の第一入力端子に接続されている。ダイオード１１０～１１１は、カソードが昇圧
回路１１４の入力端子及び制御回路１１３の電源端子に接続されている。昇圧回路１１４
は、出力端子が容量１０４に接続されている。レベルシフタ１０８は、電源端子が昇圧回
路１１４の出力端子に接続され、入力端子が制御回路１１３の第一出力端子に接続されて
いる。レベルシフタ１０９は、電源端子が昇圧回路１１４の出力端子に接続され、入力端
子が制御回路１１３の第二出力端子に接続されている。
【００１５】
　次に、第一実施形態の電源切替回路の動作について説明する。
【００１６】
　＜ＡＣアダプタ１０２及び電池１０３が電源切替回路１０１に接続される場合＞
　ＡＣアダプタ検知回路１１２は、ＡＣアダプタ１０２が電源切替回路１０１に接続され
たことを検知すると、検知信号を制御回路１１３に出力する。すると、制御回路１１３は
、ハイ信号をレベルシフタ１０８に出力し、ロー信号をレベルシフタ１０９に出力する。
レベルシフタ１０８は、ハイ信号を昇圧電圧及び容量１０４に蓄積された電荷に基づいて
レベルシフトし、レベルシフトされたハイ信号をＮ型ＭＯＳ１０６のゲートに出力する。
よって、Ｎ型ＭＯＳ１０６はオンし、ＡＣアダプタ１０２の電源電圧は負荷１０５に供給
される。レベルシフタ１０９は、ロー信号をＮ型ＭＯＳ１０７のゲートに出力する。よっ
て、Ｎ型ＭＯＳ１０７はオフし、電池１０３の電源電圧は負荷１０５に供給されない。
【００１７】
　ＡＣアダプタ１０２の電源電圧と電池１０３の電源電圧との中の高い電源電圧が、ダイ
オード１１０またはダイオード１１１を介して昇圧回路１１４に出力される。ここで出力
された電源電圧による電流は、ダイオード１１０またはダイオード１１１によってＡＣア
ダプタ１０２または電池１０３に流れない。昇圧回路１１４は、ここで出力された電源電
圧に基づいて昇圧動作を行い、昇圧電圧をレベルシフタ１０８～１０９に出力する。また
、昇圧回路１１４は、昇圧電圧を容量１０４に出力し、容量１０４に電荷を蓄積させる。
【００１８】
　＜電池１０３だけが電源切替回路１０１に接続される場合＞
　ＡＣアダプタ検知回路１１２は、ＡＣアダプタ１０２が電源切替回路１０１に接続され
なかったことを検知し、検知信号を制御回路１１３に出力する。すると、制御回路１１３
は、ロー信号をレベルシフタ１０８に出力し、ハイ信号をレベルシフタ１０９に出力する
。レベルシフタ１０８は、ロー信号をＮ型ＭＯＳ１０６のゲートに出力する。よって、Ｎ
型ＭＯＳ１０６はオフする。レベルシフタ１０９は、ハイ信号を昇圧電圧及び容量１０４
に蓄積された電荷に基づいてレベルシフトし、レベルシフトされたハイ信号をＮ型ＭＯＳ
１０７のゲートに出力する。よって、Ｎ型ＭＯＳ１０７はオンし、電池１０３の電源電圧
は負荷１０５に供給される。
【００１９】
　電池１０３の電源電圧が、ダイオード１１１を介して昇圧回路１１４に出力される。こ
こで出力された電源電圧による電流は、ダイオード１１０によってＡＣアダプタ１０２を
接続するための端子に流れない。昇圧回路１１４は、ここで出力された電源電圧に基づい
て昇圧動作を行い、昇圧電圧をレベルシフタ１０８～１０９に出力する。また、昇圧回路
１１４は、昇圧電圧を容量１０４に出力し、容量１０４に電荷を蓄積させる。
【００２０】
　ここで、制御回路１１３は、Ｎ型ＭＯＳ１０６をオフしてからＮ型ＭＯＳ１０７をオン
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するまでの間及びＮ型ＭＯＳ１０７をオフしてからＮ型ＭＯＳ１０６をオンするまでの間
に遅延時間が存在するよう回路設計されている。よって、Ｎ型ＭＯＳ１０６～１０７は同
時にオンしないので、ＡＣアダプタ１０２と電池１０３とはショートせず、例えば、ＡＣ
アダプタ１０２は電池１０３を充電しない。また、昇圧電圧が所定電圧になると、昇圧回
路１１４は昇圧動作を停止するので、電力損失が少なくなる。
【００２１】
　また、レベルシフタ１０８及びＮ型ＭＯＳ１０６において、レベルシフトされたハイ信
号は、ＡＣアダプタ１０２の電源電圧（ドレイン電圧）にＮ型ＭＯＳ１０６の閾値電圧を
加算した電圧以上の電圧である。よって、Ｎ型ＭＯＳ１０６のゲート電圧がＡＣアダプタ
１０２の電源電圧でなくてレベルシフトされたハイ信号であるので、Ｎ型ＭＯＳ１０６が
オンし、Ｎ型ＭＯＳ１０６のソース電圧とドレイン電圧とがほぼ等しくなっても、Ｎ型Ｍ
ＯＳ１０６のゲート・ソース間電圧が確保される。よって、Ｎ型ＭＯＳ１０６のソースと
ドレインとの間で電圧降下がほとんど発生せず、ＡＣアダプタ１０２の電源電圧がほとん
ど電圧降下しないで負荷１０５に供給される。よって、電力損失が少なくなる。レベルシ
フタ１０９及びＮ型ＭＯＳ１０７も同様である。
【００２２】
　このようにすると、Ｐ型基板の場合、ＡＣアダプタ１０２または電池１０３と負荷１０
５との間にＰ型ＭＯＳでなくてＮ型ＭＯＳが設けられるので、ＡＣアダプタ１０２または
電池１０３と負荷１０５との間に寄生ダイオードが存在せず、寄生ダイオードによる電流
経路は存在しなくなる。よって、ＡＣアダプタ１０２及び電池１０３が電源切替回路１０
１に接続される場合、Ｎ型ＭＯＳ１０７がオフし、電池１０３と負荷１０５との間の電流
経路が完全に遮断され、Ｎ型ＭＯＳ１０６がオンするので、電池１０３は負荷１０５に電
源電圧を供給できなくなり、ＡＣアダプタ１０２だけが負荷１０５に電源電圧を供給でき
るようになり、複数の電源における所望の電源から負荷１０５に電源電圧が供給される。
また、電池１０３の寿命が長くなる。
【００２３】
　また、寄生ダイオードによる電流経路は存在しなくなる。よって、寄生ダイオードに電
流が流れることによって寄生バイポーラがオンすることがなくなり、寄生バイポーラによ
る電力損失がなくなる。
【００２４】
　また、Ｎ型ＭＯＳ１０６またはＮ型ＭＯＳ１０７がオンする場合、Ｎ型ＭＯＳ１０６ま
たは１０７のゲートに大きな寄生容量が存在しても、寄生容量が容量１０４に蓄積された
電荷によって充電されるので、昇圧回路１１４から出力された昇圧電圧は寄生容量によっ
てほとんど低下しない。
【００２５】
　なお、電源切替回路１０１はＮ型基板上に形成され、Ｎ型ＭＯＳ１０６～１０７はＰ型
ＭＯＳに変更されてもよい。
【００２６】
　また、Ｎ型ＭＯＳ１０６～１０７のドライブ能力が大きくなると、その分、Ｎ型ＭＯＳ
１０６～１０７のオン抵抗は小さくなり、Ｎ型ＭＯＳ１０６～１０７での電力損失が少な
くなる。
【００２７】
　また、容量１０４は、電源切替回路１０１を搭載する半導体装置内部に設けられてもよ
いし、その半導体装置外部に設けられてもよい。
【００２８】
　［第二実施形態］
　次に、第二実施形態の電源切替回路の構成について説明する。図２は、第二実施形態の
電源切替回路を示す図である。
【００２９】
　第二実施形態の電源切替回路は、第一実施形態の電源切替回路と比較されると、コンパ
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レータ２１５が追加されている。
【００３０】
　コンパレータ２１５は、電源端子がダイオード１１０～１１１のカソードに接続され、
非反転入力端子がＮ型ＭＯＳ１０７のドレインに接続され、反転入力端子がＮ型ＭＯＳ１
０７のソースに接続され、出力端子が制御回路１１３の第二入力端子に接続されている。
【００３１】
　次に、第二実施形態の電源切替回路の動作について説明する。
【００３２】
　＜電池１０３だけが電源切替回路１０１に接続される場合＞
　コンパレータ２１５は、電池１０３の電源電圧（ドレイン電圧）と負荷１０５に供給さ
れる電源電圧（ソース電圧）とを比較する。ソース電圧がドレイン電圧以上である場合、
コンパレータ２１５はＮ型ＭＯＳ１０７がオフするよう制御回路１１３を制御し、ソース
電圧がドレイン電圧未満である場合、コンパレータ２１５はＮ型ＭＯＳ１０７がオンする
よう制御回路１１３を制御する。
【００３３】
　このようにすると、電源安定用コンデンサ（図示せず）が負荷１０５内部に搭載され、
ＡＣアダプタ１０２の電源電圧が電池１０３の電源電圧よりも高く、ＡＣアダプタ１０２
の電源電圧に基づいた電荷が電源安定用コンデンサに蓄積する場合、ＡＣアダプタ１０２
が電源切替回路１０１から外され、電池１０３だけが電源切替回路１０１に接続されると
、Ｎ型ＭＯＳ１０７において負荷１０５に供給される電源電圧（ソース電圧）が電池１０
３の電源電圧（ドレイン電圧）よりも高くなるが、Ｎ型ＭＯＳ１０７がオフするので、電
池１０３が充電されない。
【００３４】
　［第三実施形態］
　次に、第三実施形態の電源切替回路の構成について説明する。図３は、第三実施形態の
電源切替回路を示す図である。
【００３５】
　第三実施形態の電源切替回路は、第一実施形態の電源切替回路と比較されると、プルダ
ウン回路３１６が追加されている。
【００３６】
　プルダウン回路３１６は、電源端子がＡＣアダプタ１０２を接続するための端子に接続
され、出力端子が制御回路１１３の第二入力端子に接続されている。
【００３７】
　次に、第三実施形態の電源切替回路の動作について説明する。
【００３８】
　＜電池１０３だけが電源切替回路１０１に接続される場合＞
　ここで、ノイズやリーク電流が、ＡＣアダプタ１０２を接続するための端子に発生する
と、ＡＣアダプタ検知回路１１２は、ＡＣアダプタ１０２が電源切替回路１０１に接続さ
れていないにも関わらず接続されたことを誤検知し、検知信号を制御回路１１３に出力し
てしまう。すると、Ｎ型ＭＯＳ１０６はオンし、Ｎ型ＭＯＳ１０７はオフしてしまう。こ
の時、実際には、ＡＣアダプタ１０２が電源切替回路１０１に接続されていないので、負
荷１０５に電源電圧が供給されず、負荷１０５の動作が停止してしまう。つまり、電源切
替回路１０１が誤作動してしまう。
【００３９】
　しかし、ノイズやリーク電流が、ＡＣアダプタ１０２を接続するための端子に発生して
も、プルダウン回路３１６によってＡＣアダプタ１０２を接続するための端子はプルダウ
ンされる。よって、ＡＣアダプタ検知回路１１２は、ＡＣアダプタ１０２が接続されたこ
とを誤検知しない。
【００４０】
　このようにすると、ＡＣアダプタ検知回路１１２はＡＣアダプタ１０２が接続されたこ
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とを誤検知しないので、電源切替回路１０１が誤作動しない。
【００４１】
　なお、ＡＣアダプタ１０２が電源切替回路１０１に接続されても、プルダウン回路３１
６の放電能力はＡＣアダプタ１０２の電源供給能力より十分小さいので、ＡＣアダプタ１
０２の電源電圧が負荷１０５に十分供給される。
【００４２】
　また、プルダウン回路３１６がスイッチ回路（図示せず）等を搭載するようにし、ＡＣ
アダプタ１０２が電源切替回路１０１から外されると、プルダウン回路３１６がプルダウ
ン動作し、ＡＣアダプタ１０２が電源切替回路１０１に接続されると、プルダウン回路３
１６がプルダウン動作を停止するようにしてもよい。すると、ＡＣアダプタ１０２が電源
切替回路１０１に接続される場合、プルダウン回路３１６による放電が無くなるので、電
力損失が少なくなる。
【図面の簡単な説明】
【００４３】
【図１】第一実施形態の電源切替回路を示す図である。
【図２】第二実施形態の電源切替回路を示す図である。
【図３】第三実施形態の電源切替回路を示す図である。
【図４】従来の電源切替回路を示す図である。
【符号の説明】
【００４４】
１０１……電源切替回路　１０６～１０７……Ｎ型ＭＯＳ　１０８～１０９……レベルシ
フタ　１１０～１１１……ダイオード　１１２……ＡＣアダプタ検知回路　１１３……制
御回路　１１４……昇圧回路　１０２……ＡＣアダプタ　１０３……電池　１０４……容
量　１０５……負荷

【図１】

【図２】

【図３】
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