
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
ＭＯＳパワートランジスタと前記ＭＯＳパワートランジスタを制御する制御回路とがＣＭ
ＯＳプロセスで形成されて１チップ化されているＣＭＯＳレギュレータＩＣチップと、
バイポーラパワートランジスタと前記バイポーラパワートランジスタを制御する制御回路
とがバイポーラプロセスで形成されて１チップ化されているバイポーラレギュレータＩＣ
チップと、
リードフレームと、
前記リードフレームを封止する樹脂と、
を備え、
前記ＣＭＯＳレギュレータＩＣチップと前記バイポーラレギュレータＩＣチップとが前記
リードフレームのチップ搭載部に横設されることを特徴とする多出力直流安定化電源装置
。
【請求項２】
前記チップ搭載部における前記ＣＭＯＳレギュレータＩＣチップの搭載領域と前記チップ
搭載部における前記バイポーラレギュレータＩＣチップの搭載領域とが同一平面上になら
ないように、前記チップ搭載部に段差を設ける請求項１に記載の多出力直流安定化電源装
置。
【請求項３】
前記チップ搭載部のチップが接着される面を上として、より下側にある前記チップ搭載部
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のチップ接着面に対向する面を前記樹脂で覆わずに露出させる請求項２に記載の多出力直
流安定化電源装置。
【請求項４】
前記ＣＭＯＳレギュレータＩＣチップと前記バイポーラレギュレータＩＣチップの少なく
とも一つが絶縁性の接着材によって前記リードフレームのチップ搭載部に接着されている
請求項１～３のいずれか に記載の多出力直流安定化電源装置。
【請求項５】
ＭＯＳパワートランジスタと前記ＭＯＳパワートランジスタを制御する制御回路とがＣＭ
ＯＳプロセスで形成されて１チップ化されているＣＭＯＳレギュレータＩＣチップと、
バイポーラパワートランジスタと前記バイポーラパワートランジスタを制御する制御回路
とがバイポーラプロセスで形成されて１チップ化されているバイポーラレギュレータＩＣ
チップと、
リードフレームと、
前記リードフレームを封止する樹脂と、
を備え、
前記ＣＭＯＳレギュレータＩＣチップと前記バイポーラレギュレータＩＣチップのうち一
方のチップが第１の接着材によって前記リードフレームのチップ搭載部上に接着され、他
方のチップが第２の接着材によって前記一方のチップの上に接着されることを特徴とする
多出力直流安定化電源装置。
【請求項６】
前記バイポーラレギュレータＩＣチップの出力のオン／オフを切り替える切替回路を備え
る請求項１～５のいずれか に記載の多出力直流安定化電源装置。
【請求項７】
入力電流を検出し、その検出結果に応じて前記ＣＭＯＳレギュレータＩＣチップと前記バ
イポーラレギュレータＩＣチップのうち一方の出力をオンにして、他方の出力をオフにす
る出力選択回路を備える請求項１～５のいずれか に記載の多出力直流安定化装置。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、直流安定化電源装置に関するものである。特に、多出力直流安定化電源装置に
関するものである。
【０００２】
【従来の技術】
従来の単出力シリーズレギュレータの一回路構成を図８に示す。図８のシリーズレギュレ
ータは、バイポーラプロセスで形成されたＰＮＰ型パワートランジスタ８１及び制御用Ｉ
Ｃ８２を１チップに搭載している。図８のシリーズレギュレータは、出力電圧Ｖｏが予め
設定した出力電圧値になるようにパワートランジスタ８１のベース電流を制御用ＩＣ８２
で制御し、安定な直流電圧を出力する装置である。誤差増幅器８５が、基準電圧回路８６
から出力される基準電圧と、パワートランジスタ８１及び制御用ＩＣ８２を搭載するチッ
プに内蔵または外付される抵抗８３及び８４で出力電圧Ｖｏを分圧した調整電圧とを比較
して、その比較結果に応じてパワートランジスタ８１のベース電流を調整して、パワート
ランジスタ８１のコレクタ電流を制御し、出力電圧Ｖｏを安定化させている。
【０００３】
また、図８のシリーズレギュレータは、制御用ＩＣ８２内に過電流保護回路や過熱保護回
路等の保護回路８７を備えている。保護回路８７は、過電流時やシリーズレギュレータ内
の温度上昇時にパワートランジスタ８１を制御し、シリーズレギュレータを保護している
。
【０００４】
シリーズレギュレータは上述したバイポーラプロセスで形成されたもの（以下、バイポー
ラレギュレータという）が主流であったが、ＩＣチップの小型化や低消費電力性の点でバ
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イポーラレギュレータよりも優れているＣＭＯＳ（ Complementary Metal Oxide Semicond
uctor）プロセスで形成されたもの（以下、ＣＭＯＳレギュレータという）の需要が近年
非常に増加傾向にある。ここで、従来の単出力ＣＭＯＳレギュレータの一回路構成を図９
に示す。図９のシリーズレギュレータは、ＣＭＯＳプロセスで形成されたＰチャネル型Ｍ
ＯＳパワートランジスタ９１及び制御用ＩＣ９２を１チップに搭載している。図９のシリ
ーズレギュレータは、出力電圧Ｖｏが予め設定した出力電圧値になるようにパワートラン
ジスタ９１のゲート電流を制御用ＩＣ９２で制御し、安定な直流電圧を出力する装置であ
る。誤差増幅器９５が、基準電圧回路９６から出力される基準電圧と、パワートランジス
タ９１及び制御用ＩＣ９２を搭載するチップに内蔵または外付される抵抗８３及び８４で
出力電圧Ｖｏを分圧した調整電圧とを比較して、その比較結果に応じてパワートランジス
タ９１のゲート電流を調整して、パワートランジスタ９１のドレイン電流を制御し、出力
電圧Ｖｏを安定化させている。
【０００５】
なお、図９のシリーズレギュレータは通常パッケージ化され、その内部構造の上面図は図
１０に示すようになる。パワートランジスタ９１（図９参照）及び制御用ＩＣ９２（図９
参照）を搭載しているＣＭＯＳレギュレータＩＣチップ１０１が絶縁性の接着材１０２に
よってリードフレームのチップ搭載部１０３ａ上に接着される。ＣＭＯＳレギュレータＩ
Ｃチップ１０１の入力電圧用パット及び出力電圧用パットがそれぞれ金線（Ａｕ  wire）
等のボンディングワイヤ１０４によってリードフレームの端子部１０３ｂに接続され、Ｃ
ＭＯＳレギュレータＩＣチップ１０１のグランド用パットが金線（Ａｕ  wire）等のボン
ディングワイヤ１０４によってリードフレームのチップ搭載部１０３ａに接続される。そ
して、樹脂１０５が、ＣＭＯＳレギュレータＩＣチップ１０１、接着材１０２、リードフ
レーム、ボンディングワイヤ１０４を覆ってパッケージ化している。
【０００６】
ＣＭＯＳレギュレータは、上述したようにＩＣチップの小型化や低消費電力性の点で優れ
ているが、負荷電流の増加に比例してドレイン－ソース間電圧差が増大するという特性が
あり、負荷電流が大きくなると、入力－出力間の電圧差が大きくなり、損失が増大する。
このことから、大電流用レギュレータとしては、大電流時の損失が少ないバイポーラレギ
ュレータが現在でも非常に多く用いられている。
【０００７】
また、最近では小型化が容易なＣＭＯＳレギュレータを用いた２出力電圧以上を備えた多
出力直流安定化電源装置が多く登場している。このような多出力直流安定化電源装置のほ
とんどは、ＣＭＯＳの特徴を生かした小電流負荷用の複数のレギュレータを１チップにし
、多出力化する構成である。多出力直流安定化電源装置の他の構成としては、スイッチン
グレギュレータの制御ＩＣと小電流のＣＭＯＳシリーズレギュレータを１チップ化して多
出力化する構成が挙げられる。いずれの多出力直流安定化電源装置もＣＭＯＳプロセスを
用いてＩＣの１チップ化が可能であるというメリットを生かした製品である。
【０００８】
【特許文献１】
特開平６－１２０４１８号公報
【特許文献２】
実開平１－１３５７４６号公報
【０００９】
【発明が解決しようとする課題】
しかし、ＣＭＯＳレギュレータは上述したように大電流になるほど入出力間電圧差が大き
くなって損失が大きくなるために、大電流用途には不向きであり、ＣＭＯＳ型ＩＣで大電
流用も含めての１チップ化することは非常に困難である。このため、従来の多出力直流安
定化電源装置では大電流を扱うことができず、大電流用レギュレータについては各負荷ご
とに個別にバイポーラレギュレータの単出力品で対応するしかなかった。
【００１０】
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本発明は、上記の問題点に鑑み、小型化を図ることができるとともに、出力電流が大きい
場合でも損失を小さくすることができる多出力直流安定化電源装置を提供することを目的
とする。
【００１１】
【課題を解決するための手段】
上記目的を達成するために、本発明に係る多出力直流安定化電源装置においては、ＭＯＳ
パワートランジスタと前記ＭＯＳパワートランジスタを制御する制御回路とがＣＭＯＳプ
ロセスで形成されて１チップ化されているＣＭＯＳレギュレータＩＣチップと、バイポー
ラパワートランジスタと前記バイポーラパワートランジスタを制御する制御回路とがバイ
ポーラプロセスで形成されて１チップ化されているバイポーラレギュレータＩＣチップと
、リードフレームと、前記リードフレームを封止する樹脂と、を備え、前記ＣＭＯＳレギ
ュレータＩＣチップと前記バイポーラレギュレータＩＣチップとが前記リードフレームの
チップ搭載部に横設される構成とする。
【００１２】
このような構成によると、ＣＭＯＳレギュレータＩＣチップとバイポーラレギュレータＩ
Ｃチップとが同一のリードフレームに搭載されるので、別々にパッケージされた単出力Ｃ
ＭＯＳレギュレータと単出力バイポーラレギュレータとを用いるよりも小型化を図ること
ができる。また、バイポーラレギュレータＩＣチップを備えているので、バイポーラレギ
ュレータＩＣチップを大電流用レギュレータとして用いることで、出力電流が大きい場合
でも損失を小さくすることができる。
【００１３】
また、前記チップ搭載部における前記ＣＭＯＳレギュレータＩＣチップの搭載領域と前記
チップ搭載部における前記バイポーラレギュレータＩＣチップの搭載領域とが同一平面上
にならないように、前記チップ搭載部に段差を設けてもよい。
【００１４】
このような構成にすると、リードフレームのチップ搭載部を平面にしている場合に比べて
リードフレームのチップ搭載部と樹脂との密着性が向上する。また、リードフレームのチ
ップ搭載部に段差を設けているので、ＣＭＯＳレギュレータＩＣチップのダイボンド領域
とバイポーラレギュレータＩＣチップのダイボンド領域とを明確に区分することができ、
ダイボンド位置のばらつきでずれが生じても、ＣＭＯＳレギュレータＩＣチップとバイポ
ーラレギュレータＩＣチップとの距離を保つことが可能となる。また、リードフレームの
チップ搭載部に段差を設けることによって、一方のチップを接着する接着材が他方のチッ
プに流れ込むおそれを低減することができるので、ＣＭＯＳレギュレータＩＣチップをチ
ップ搭載部に接着する接着材とバイポーラレギュレータＩＣチップをチップ搭載部に接着
する接着材とが互いに異なる種類の接着材である場合に好適である。
【００１５】
さらに、前記チップ搭載部のチップが接着される面を上として、より下側にある前記チッ
プ搭載部のチップ接着面に対向する面を前記樹脂で覆わずに露出させるようにしてもよい
。
【００１６】
このような構造にすると、より下側にあるチップ搭載部のチップ接着面に接着されるレギ
ュレータＩＣチップにおいて発生する熱の外部への放熱性を良くすることができる。
【００１７】
また、上記いずれかの構成の多出力直流安定化電源装置において、前記ＣＭＯＳレギュレ
ータＩＣチップと前記バイポーラレギュレータＩＣチップの少なくとも一つが絶縁性の接
着材によって前記リードフレームのチップ搭載部に接着されることが好ましい。
【００１８】
これにより、ＣＭＯＳレギュレータＩＣチップの裏面電極とバイポーラレギュレータＩＣ
チップの裏面電極とを絶縁することができ、ＣＭＯＳレギュレータＩＣチップの裏面電極
の電位とバイポーラレギュレータＩＣチップの裏面電極の電位とを互いに異なる設定にす
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ることができる。なお、ＣＭＯＳレギュレータＩＣチップをチップ搭載部に接着する接着
材、バイポーラレギュレータＩＣチップをチップ搭載部に接着する接着材ともに絶縁性の
接着材を用いた場合は接着材塗布装置１台で対応できるので、接着材を２種類使用する場
合に比べて製造装置や製造工程の簡略化を図ることができる。
【００１９】
また、上記目的を達成するために、本発明に係る多出力直流安定化電源装置においては、
ＭＯＳパワートランジスタと前記ＭＯＳパワートランジスタを制御する制御回路とがＣＭ
ＯＳプロセスで形成されて１チップ化されているＣＭＯＳレギュレータＩＣチップと、バ
イポーラパワートランジスタと前記バイポーラパワートランジスタを制御する制御回路と
がバイポーラプロセスで形成されて１チップ化されているバイポーラレギュレータＩＣチ
ップと、リードフレームと、前記リードフレームを封止する樹脂と、を備え、前記ＣＭＯ
ＳレギュレータＩＣチップと前記バイポーラレギュレータＩＣチップのうち一方のチップ
が第１の接着材によって前記リードフレームのチップ搭載部上に接着され、他方のチップ
が第２の接着材によって前記一方のチップの上に接着される構成とする。
【００２０】
このような構成によると、ＣＭＯＳレギュレータＩＣチップとバイポーラレギュレータＩ
Ｃチップとが同一のリードフレームに搭載されるので、別々にパッケージされた単出力Ｃ
ＭＯＳレギュレータと単出力バイポーラレギュレータとを用いるよりも小型化を図ること
ができる。また、バイポーラレギュレータＩＣチップを備えているので、バイポーラレギ
ュレータＩＣチップを大電流用レギュレータとして用いることで、出力電流が大きい場合
でも損失を小さくすることができる。さらに、二つのレギュレータＩＣチップを縦に段積
みしているので、二つのレギュレータＩＣチップをリードフレームのチップ搭載部に横設
する構成に比べて平面方向のサイズを小さくすることができる。
【００２１】
また、上記いずれかの構成の多出力直流安定化電源装置において、前記バイポーラレギュ
レータＩＣチップの出力のオン／オフを切り替える切替回路を備えてもよく、入力電流を
検出し、その検出結果に応じて前記ＣＭＯＳレギュレータＩＣチップと前記バイポーラレ
ギュレータＩＣチップのうち一方の出力をオンにして、他方の出力をオフにする出力選択
回路を備えてもよい。
【００２２】
これにより、バイポーラレギュレータＩＣチップの出力をオフにすることができるので、
バイポーラレギュレータにおける微少電流による損失を減らすことができる。
【００２３】
【発明の実施の形態】
以下に本発明の一実施形態について図面を参照して説明する。まず、本発明に係る第一実
施形態の多出力直流安定化電源装置について説明する。図１は本発明に係る第一実施形態
の多出力直流安定化電源装置の内部構造を示す上面図である。図１の多出力直流安定化電
源装置は、ＣＭＯＳレギュレータＩＣチップ１と、バイポーラレギュレータＩＣチップ２
と、チップ搭載部３ａ及び端子部３ｂから成るリードフレームと、これらをパッケージ化
するための樹脂４と、を備えている。なお、ＣＭＯＳレギュレータＩＣチップとは、ＭＯ
Ｓパワートランジスタと前記ＭＯＳパワートランジスタを制御する制御回路とがＣＭＯＳ
プロセスで形成されて１チップ化されているものをいい、バイポーラレギュレータＩＣチ
ップとは、バイポーラパワートランジスタと前記バイポーラパワートランジスタを制御す
る制御回路とがバイポーラプロセスで形成されて１チップ化されているものをいう。
【００２４】
ＣＭＯＳレギュレータＩＣチップ１は接着材５を介してチップ搭載部３ａ上に接着され、
バイポーラレギュレータＩＣチップ２は接着材６を介してチップ搭載部３ａ上に接着され
る。ＣＭＯＳレギュレータＩＣチップ１の裏面電極はグランドと絶縁する必要があるのに
対してバイポーラレギュレータＩＣチップ２の裏面電極はグランドに接続する必要がある
。このため、ＣＭＯＳレギュレータＩＣチップ１の裏面電極とバイポーラレギュレータＩ
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Ｃチップ２の裏面電極とを絶縁する必要がある。したがって、ＣＭＯＳレギュレータＩＣ
チップ１の接着材５とバイポーラ型レギュレータＩＣチップの接着材６の少なくとも一つ
は絶縁性のものを用いるようにする。ＣＭＯＳレギュレータＩＣチップ１の入力電圧用パ
ット及び出力電圧用パットがそれぞれ金線（Ａｕ  wire）等のボンディングワイヤ７によ
ってリードフレームの端子部３ｂに接続され、ＣＭＯＳレギュレータＩＣチップ１のグラ
ンド用パットが金線（Ａｕ  wire）等のボンディングワイヤ７によってリードフレームの
チップ搭載部３ａに接続される。また、バイポーラレギュレータＩＣチップ２の入力電圧
用パット及び出力電圧用パットがそれぞれ金線（Ａｕ  wire）等のボンディングワイヤ７
によってリードフレームの端子部３ｂに接続される。
【００２５】
続いて、本発明に係る第一実施形態の多出力直流安定化電源装置の回路構成について図２
を参照して説明する。
【００２６】
本発明に係る第一実施形態の多出力直流安定化電源装置は、ＣＭＯＳプロセスで形成され
たＰチャネル型ＭＯＳパワートランジスタ１１及び制御用ＩＣ１２と抵抗１３及び１４と
をＣＭＯＳレギュレータＩＣチップ１（図１参照）に搭載している。なお、抵抗１３及び
１４がＣＭＯＳレギュレータＩＣチップ１に外付けされる構成であっても構わない。ＣＭ
ＯＳレギュレータＩＣチップ１は、出力電圧Ｖｏ１が予め設定した出力電圧値になるよう
にパワートランジスタ１１のゲート電流を制御用ＩＣ１２で制御し、入力した入力電圧Ｖ
ｉｎを安定な直流電圧である出力電圧Ｖｏ１に変換して出力する。誤差増幅器１５が、基
準電圧回路１６から出力される基準電圧と、抵抗１３及び１４で出力電圧Ｖｏ１を分圧し
た調整電圧とを比較して、その比較結果に応じてパワートランジスタ１１のゲート電流を
調整して、パワートランジスタ１１のドレイン電流を制御し、出力電圧Ｖｏ１を安定化さ
せる。また、ＣＭＯＳレギュレータＩＣチップ１は、制御用ＩＣ１２内に過電流保護回路
や過熱保護回路等の保護回路１７を備えている。保護回路１７は、過電流時やレギュレー
タ内の温度上昇時にパワートランジスタ１１を制御し、ＣＭＯＳレギュレータＩＣチップ
１を保護している。
【００２７】
また、本発明に係る第一実施形態の多出力直流安定化電源装置は、バイポーラプロセスで
形成されたＰＮＰ型パワートランジスタ２１及び制御用ＩＣ２２と抵抗２３及び２４とを
バイポーラレギュレータＩＣチップ２（図１参照）に搭載している。なお、抵抗２３及び
２４がバイポーラレギュレータＩＣチップ２に外付けされる構成であっても構わない。バ
イポーラレギュレータＩＣチップ２は、出力電圧Ｖｏ２が予め設定した出力電圧値になる
ようにパワートランジスタ２１のベース電流を制御用ＩＣ２２で制御し、入力した入力電
圧Ｖｉｎを安定な直流電圧である出力電圧Ｖｏ２に変換して出力する。誤差増幅器２５が
、基準電圧回路２６から出力される基準電圧と、抵抗２３及び２４で出力電圧Ｖｏ２を分
圧した調整電圧とを比較して、その比較結果に応じてパワートランジスタ２１のゲート電
流を調整して、パワートランジスタ２１のコレクタ電流を制御し、出力電圧Ｖｏ２を安定
化させる。また、バイポーラレギュレータＩＣチップ２は、制御用ＩＣ２２内に過電流保
護回路や過熱保護回路等の保護回路２７を備えている。保護回路２７は、過電流時やレギ
ュレータ内の温度上昇時にパワートランジスタ２１を制御し、バイポーラレギュレータＩ
Ｃチップ２を保護している。
【００２８】
本発明に係る第一実施形態の多出力直流安定化電源装置は、ＣＭＯＳレギュレータＩＣチ
ップ１とバイポーラレギュレータＩＣチップ２とを同一のリードフレームに搭載している
ので、別々にパッケージされた単出力ＣＭＯＳレギュレータと単出力バイポーラレギュレ
ータとを用いるよりも小型化を図ることができる。また、本発明に係る第一実施形態の多
出力直流安定化電源装置は、バイポーラレギュレータＩＣチップ２を備えているので、バ
イポーラレギュレータＩＣチップ２を大電流用レギュレータとして用いることで、出力電
流が大きい場合でも損失を小さくすることができる。
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【００２９】
次に、本発明に係る第二実施形態の多出力直流安定化電源装置について説明する。図３は
、本発明に係る第二実施形態の多出力直流安定化電源装置の内部構造を示す斜視図である
。なお、図３において図１と同一に部分には同一の符号を付し、詳細な説明を省略する。
図３の多出力直流安定化電源装置は、リードフレームのチップ搭載部３ａに段差を設け、
ＣＭＯＳレギュレータＩＣチップ１のダイボンド領域とバイポーラレギュレータＩＣチッ
プ２のダイボンド領域とが同一平面上にならないようにした構造である。
【００３０】
このようにリードフレームのチップ搭載部３ａに段差を設けると、リードフレームのチッ
プ搭載部３ａを平面にしている場合に比べてリードフレームのチップ搭載部３ａと樹脂４
との密着性が向上する。また、リードフレームのチップ搭載部３ａに段差を設けることで
ＣＭＯＳレギュレータＩＣチップ１のダイボンド領域とバイポーラレギュレータＩＣチッ
プ２のダイボンド領域とを明確に区分することができ、ダイボンド位置のばらつきでずれ
が生じても、ＣＭＯＳレギュレータＩＣチップ１とバイポーラレギュレータＩＣチップ２
との距離を保つことが可能となる。また、リードフレームのチップ搭載部３ａに段差を設
けることによって、一方のチップを接着する接着材が他方のチップに流れ込むおそれを低
減することができるので、本実施形態は接着材５と接着材６とが互いに異なる種類の接着
材である場合に好適である。
【００３１】
なお、第二実施形態の多出力直流安定化電源装置の回路構成は第一実施形態の多出力直流
安定化電源装置と同様であるので、説明を省略する。
【００３２】
次に、本発明に係る第三実施形態の多出力直流安定化電源装置について説明する。図４（
ａ）は、本発明に係る第三実施形態の多出力直流安定化電源装置の内部構造を示す側面図
である。また、図４（ｂ）は、本発明に係る第三実施形態の多出力直流安定化電源装置の
底面図である。なお、図４において図３と同一に部分には同一の符号を付し、詳細な説明
を省略する。本発明に係る第三実施形態の多出力直流安定化電源装置は、本発明に係る第
二実施形態の多出力直流安定化電源装置と同様にリードフレームのチップ搭載部３ａに段
差が設けられた構造である。また、本発明に係る第三実施形態の多出力直流安定化電源装
置は、チップ搭載部３ａのチップが接着される面を上として、より下側にあるチップ搭載
部３ａのチップ接着面に対向する面を樹脂４で覆わずに露出させる構造である。このよう
な構造にすると、より下側にあるチップ搭載部３ａのチップ接着面に接着されるレギュレ
ータＩＣチップにおいて発生する熱の外部への放熱性が良くなる。
【００３３】
特にシリーズレギュレータでは負荷電流が大きくなるとレギュレータＩＣチップの発熱が
多くなるため、より下側にあるチップ搭載部３ａのチップ接着面に接着されるレギュレー
タＩＣチップを図４に示すように大電流用のバイポーラレギュレータＩＣチップ２にする
とよい。しかしながら、小電流用のＣＭＯＳレギュレータＩＣチップ１でも熱は発生する
ため、場合によっては（例えば、バイポーラレギュレータＩＣチップ２は短時間しか使用
されずＣＭＯＳレギュレータＩＣチップ１が長時間使用される場合）、より下側にあるチ
ップ搭載部３ａのチップ接着面に接着されるレギュレータＩＣチップをＣＭＯＳレギュレ
ータＩＣチップ１にしてもよい。
【００３４】
なお、第三実施形態の多出力直流安定化電源装置の回路構成は第一実施形態の多出力直流
安定化電源装置と同様であるので、説明を省略する。
【００３５】
上述した第一実施形態～第三実施形態におけるＩＣチップの接着材について説明する。上
述したようにＣＭＯＳレギュレータＩＣチップ１の裏面電極とバイポーラレギュレータＩ
Ｃチップ２の裏面電極とは絶縁されている必要があるため、ＣＭＯＳレギュレータＩＣチ
ップ１の接着材とバイポーラレギュレータＩＣチップ２の接着材の少なくとも一つは絶縁
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性のものを用いるようにする。
【００３６】
一般に、リードフレームのチップ搭載部３ａはグランドとする場合が多い。リードフレー
ムのチップ搭載部３ａをグランドとした場合、ＣＭＯレギュレータＩＣチップ１の裏面電
極はグランドでなく、バイポーラレギュレータＩＣチップ２の裏面電極はグランドである
ため、ＣＭＯＳレギュレータＩＣチップ１の接着材５に絶縁性の接着材を用い、バイポー
ラレギュレータＩＣチップ２の接着材６に導電性の接着材（例えば、Ａｇペースト）を用
いる。
【００３７】
また、リードフレームのチップ搭載部３ａの電位をＶｏとする場合は、ＣＭＯＳレギュレ
ータＩＣチップ１の接着材５に導電性の接着材を用いることが可能である。一方、バイポ
ーラレギュレータＩＣチップ２の裏面電極はグランドであるので、バイポーラレギュレー
タＩＣチップ２の接着材６に絶縁性の接着材を用いる。
【００３８】
また、リードフレームのチップ搭載部３ａの電位をグランドやＶｏ以外にする場合は、Ｃ
ＭＯＳレギュレータＩＣチップ１の接着材５、バイポーラレギュレータＩＣチップ２の接
着材６ともに絶縁性の接着材を用いる。この場合接着材塗布装置１台で対応できるので、
接着材を２種類使用する場合に比べて製造装置や製造工程の簡略化を図ることができる。
なお、この場合ＣＭＯＳレギュレータＩＣチップ１がＶｏ用パットを備え、バイポーラレ
ギュレータＩＣチップ２がグランド用パットを備え、これらのパットが金線（Ａｕ  wire
）等のボンディングワイヤによってリードフレームの端子部３ａに接続されるようにする
。
【００３９】
次に、本発明に係る第四実施形態の多出力直流安定化電源装置について説明する。図５（
ａ）は、本発明に係る第四実施形態の多出力直流安定化電源装置の内部構造を示す上面図
である。また、図５（ｂ）は、本発明に係る第四実施形態の多出力直流安定化電源装置の
内部構造を示す側面図である。なお、図５において図１と同一に部分には同一の符号を付
し詳細な説明を省略する。
【００４０】
本発明に係る第四実施形態の多出力直流安定化電源装置は、チップ搭載部３ａのチップが
接着される面を上として、ＣＭＯＳレギュレータＩＣチップ１とバイポーラレギュレータ
ＩＣチップ２とを縦に段積みする構造である。通常バイポーラレギュレータＩＣチップ２
の方がＣＭＯＳレギュレータＩＣチップ１に比べてチップサイズが大きいので、バイポー
ラレギュレータＩＣチップ２の裏面をリードフレームのチップ搭載部３ａに導電性の接着
材６にて接着し、バイポーラレギュレータＩＣチップ２の表面に絶縁性の接着材５を塗布
し、そこにＣＭＯＳレギュレータＩＣチップ１の裏面を接着した構造となる。なお、ＣＭ
ＯＳレギュレータＩＣチップ１によって隠れることがないように、バイポーラレギュレー
タＩＣチップ２のパッドをチップの周縁近傍に配置する。本発明に係る第四実施形態の多
出力直流安定化電源装置は、レギュレータＩＣチップを縦に段積みしているので、レギュ
レータＩＣチップを横に配置している第一～第三実施形態の多出力直流安定化電源装置に
比べて平面方向のサイズを小さくすることができる。
【００４１】
なお、第四実施形態の多出力直流安定化電源装置の回路構成は第一実施形態の多出力直流
安定化電源装置と同様であるので、説明を省略する。
【００４２】
ところで、バイポーラレギュレータは大電流時の損失が少ないという利点を有するものの
小電流時、例えば無負荷状態の場合でも数ｍＡ少なくとも数１００μＡ程度の電流が常時
流れている。この微少電流による損失を減らすために小電流時にバイポーラレギュレータ
の出力を停止する機能を付加してもよい。小電流時にバイポーラレギュレータの出力を停
止する機能を付加した場合の多出力直流安定化電源装置の回路構成を図６に示す。なお、
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図６において図２と同一の部分には同一の符号を付し詳細な説明を省略する。
【００４３】
図６に示す回路回路構成は、図２の回路構成にＯＮ／ＯＦＦ制御回路３１、電流検出用抵
抗３２、及びスイッチ３３を付加した構成である。ＯＮ／ＯＦＦ制御回路３１は制御用Ｉ
Ｃ１２内に設けられる。また、電流検出用抵抗３２がパワートランジスタ２１と直流安定
化電圧Ｖｏ２を出力する端子との間に設けられる。さらに、スイッチ３３の一端が入力電
圧Ｖｉｎを入力する端子とパワートランジスタ１１と制御用ＩＣ１２への電力供給ライン
とに接続され、スイッチ３３の他端がパワートランジスタ２１と制御用ＩＣ２２への電力
供給ラインとに接続される。
【００４４】
ＯＮ／ＯＦＦ制御回路３１は電流検出用抵抗３２の両端電圧からバイポーラレギュレータ
ＩＣチップ２の出力電流を検出し、バイポーラレギュレータＩＣチップ２の出力電流が所
定値未満である場合は、スイッチ３３をオフにし、バイポーラレギュレータＩＣチップ２
への電源供給を停止させる。これにより、バイポーラレギュレータＩＣチップ２の出力が
オフになるので、バイポーラレギュレータにおける微少電流による損失を減らすことがで
きる。なお、バイポーラレギュレータＩＣチップ２への電源供給を再開させる方法として
は、例えばＯＮ／ＯＦＦ制御回路３１が、外部からリセット信号を受け取ると、電流検出
用抵抗３２の両端電圧の値にかかわずスイッチ３３をオンにする構成が挙げられる。
【００４５】
また、バイポーラレギュレータにおける微少電流による損失を減らすために、本発明に係
る多出力直流安定化電源装置を図７に示す回路構成にしてもよい。なお、図７において図
２と同一の部分には同一の符号を付し詳細な説明を省略する。
【００４６】
図７に示す回路回路構成は、図２の回路構成にＯＮ／ＯＦＦ制御回路３４、電流検出用抵
抗３５、スイッチ３６、及びスイッチ３７を付加した構成である。ＯＮ／ＯＦＦ制御回路
３４は制御用ＩＣ１２内に設けられる。また、電流検出用抵抗３５の一端が入力電圧Ｖｉ
ｎを入力する端子に接続され、電流検出用抵抗３５の他端がスイッチ３６の一端、スイッ
チ３７の一端、及びＯＮ／ＯＦＦ制御回路３４への電力供給ラインに接続される。スイッ
チ３６の他端がパワートランジスタ１１と制御用ＩＣ１２への電力供給ラインとに接続さ
れ、スイッチ３７の他端がパワートランジスタ２１と制御用ＩＣ２２への電力供給ライン
とに接続される。
【００４７】
この回路構成は、ＣＭＯＳレギュレータから出力される直流安定化電圧Ｖｏ１とバイポー
ラレギュレータから出力される直流安定化電圧Ｖｏ２とが同一の値であり、同一の負荷に
選択的に供給される場合に有効である。ＯＮ／ＯＦＦ制御回路３４は電流検出用抵抗３５
の両端電圧から入力電流を検出し、入力電流が所定値未満である場合は、スイッチ３６を
オンにし、スイッチ３７をオフにする。これにより、バイポーラレギュレータＩＣチップ
２の出力がオフになるので、バイポーラレギュレータにおける微少電流による損失を減ら
すことができる。また、ＯＮ／ＯＦＦ制御回路３４は、入力電流が所定値以上である場合
は、スイッチ３６をオフにし、スイッチ３７をオンにする。これにより、バイポーラレギ
ュレータＩＣチップ２を大電流用レギュレータとして用いることができ、出力電流が大き
い場合でも損失を小さくすることができる。
【００４８】
【発明の効果】
本発明によると、小型化を図ることができるとともに、出力電流が大きい場合でも損失を
小さくすることができる多出力直流安定化電源装置を実現することができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】　本発明に係る第一実施形態の多出力直流安定化電源装置の内部構造を示す上面
図である。
【図２】　図１の多出力直流安定化電源装置の回路構成を示す図である。
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【図３】　本発明に係る第二実施形態の多出力直流安定化電源装置の内部構造を示す斜視
図である。
【図４】　本発明に係る第三実施形態の多出力直流安定化電源装置の底面図及び内部構造
を示す側面図である。
【図５】　本発明に係る第四実施形態の多出力直流安定化電源装置の内部構造を示す上面
図及び側面図である。
【図６】　本発明に係る多出力直流安定化電源装置の他の回路構成を示す図である。
【図７】　本発明に係る多出力直流安定化電源装置のさらに他の回路構成を示す図である
。
【図８】　従来の単出力シリーズレギュレータの一回路構成を示す図である。
【図９】　従来の単出力ＣＭＯＳシリーズレギュレータの一回路構成を示す図である。
【図１０】　図９のシリーズレギュレータの内部構造を示す上面図である。
【符号の説明】
１　ＣＭＯＳレギュレータＩＣチップ
２　バイポーラレギュレータＩＣチップ
３ａ　チップ搭載部
４　樹脂
５、６　接着材
３１、３４　ＯＮ／ＯＦＦ制御回路
３２、３５　電流検出用抵抗
３３、３６、３７　スイッチ
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【 図 ４ 】

【 図 ５ 】

【 図 ６ 】

【 図 ７ 】

【 図 ８ 】

【 図 ９ 】

【 図 １ ０ 】
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