
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
アナログ入力信号をΔΣ変調し、その変調信号に応答して電源からの予め定める定電圧を
スイッチングし、そのスイッチング出力をローパスフィルタによってアナログ変換して出
力することで、前記アナログ入力信号を高効率に電力増幅するようにしたΔΣ変調を用い
るスイッチング増幅器において、
ΔΣ変調部分を、
前記アナログ入力信号を高次積分し、各積分器の出力を相互に加算して出力する積分器・
加算器群と、
前記積分器・加算器群からの出力を量子化する量子化器と、
前記量子化器の量子化結果に応答して前記定電圧をスイッチングする前記スイッチング回
路と、
前記スイッチング回路のスイッチング出力を前記積分器・加算器群の入力側へフィードバ
ック 第１のフィードバックル
ープとを含んで構成し、
前記ローパスフィルタの出力を前記積分器・加算器群の入力側へフィードバック

第２のフィードバック
ループをさらに備えることを特徴とするΔΣ変調を用いるスイッチング増幅器。
【請求項２】
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し、量子化誤差およびスイッチングノイズを抑制するための

し、ロー
パスフィルタのＬ，Ｃ成分による出力波形の歪みを補償するための

前記第２のフィードバックループは、減衰器と、前記ローパスフィルタの位相特性を相殺



。
【請求項３】

。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、音声信号に対して好適に実施され、該音声信号などのアナログ信号を高効率で
増幅することができるΔΣ変調を用いるスイッチング増幅器に関する。
【０００２】
【従来の技術】
前記ΔΣ変調によって得られる１ビット信号は、後述する積分器や加算器の係数を適宜選
択することによって、有効周波数帯域を広くしたり、またはダイナミックレンジを広くし
たりするなどの、音源等に合わせた周波数特性を設定できるという優れた特徴を有してい
る。このため、ＣＤ（コンパクトディスク）やＤＶＤ（デジタルビデオディスク）の新し
い規格では、この１ビット信号が採用され、本年から製品化が始まろうとしている。
【０００３】
一方、前記ΔΣ変調によって得られる１ビット信号は、上述のような音声信号の記録や、
機器間の伝送にあたって使用されるだけでなく、前記１ビット信号をそのまま半導体電力
増幅素子に入力し、得られた大電圧のスイッチングパルスにローパスフィルタを通過させ
るだけで、電力増幅された復調アナログ音声信号を得ることもできる。しかも、前記半導
体電力増幅素子は、従来の増幅器のように、その線形域（不飽和域）が使用されるのでは
なく、非線形域（飽和域）で使用されるので、このようなΔΣ変調を用いるスイッチング
増幅器は、極めて高効率に電力増幅を行うことができるという利点を有しており、製品化
が目前に迫っている。
【０００４】
図３は、典型的な従来技術のΔΣ変調を用いるスイッチング増幅器１の電気的構成を示す
ブロック図である。アナログ信号源２からのアナログの入力音声信号は、該スイッチング
増幅器１に入力され、まず前記ΔΣ変調回路３によって、１ビットデジタル信号に変換さ
れる。
【０００５】
前記ΔΣ変調回路３は、たとえばこの図３で示すように、入力されたアナログ音声信号を
順次積分してゆく縦続接続された高次の積分器と、各積分器からの出力を相互に加算する
加算器とを備えて構成される積分器・加算器群４と、前記積分器・加算器群４の前記加算
器からの出力を１ビット信号に量子化する量子化器５と、後述する定電圧スイッチ９から
の大電圧のパルス信号を減衰する減衰器６と、減衰器６からフィードバックされるパルス
信号を前記入力アナログ音声信号から減算する加算器８とを備えて構成されている。これ
によって、量子化器５からの１ビット信号が入力アナログ音声信号に対応したものとなる
ように、フィードバック制御が実現されている。
【０００６】
前記量子化器５からの１ビット信号は、定電圧スイッチ９に与えられ、作成された前記１
ビット信号に対応した所定の定電圧のパルス信号は、ローパスフィルタ１０でアナログ音
声信号に復調された後出力され、スピーカ１１によって音響化される。
【０００７】
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する特性を有する位相補償回路とによって構成されることを特徴とする請求項１に記載の
ΔΣ変調を用いるスイッチング増幅器

前記位相補償回路は、
　オペアンプと、
　このオペアンプの非反転および反転のそれぞれの入力端に前記ローパスフィルタの出力
を与える２つの入力抵抗と、
　出力を前記反転の入力端に帰還する帰還抵抗と、
　前記非反転の入力端を接地する位相補償用のコンデンサとを備えて構成されていること
を特徴とする請求項２に記載のスイッチング増幅器



このように構成されるスイッチング増幅器１は、従来の増幅器のように半導体電力増幅素
子の線形域（不飽和域）を使用するのではなく、定電圧スイッチ９に使用される前記半導
体電力増幅素子を非線形域（飽和域）で使用するので、極めて高効率に電力増幅を行うこ
とができるという利点を有している。
【０００８】
【発明が解決しようとする課題】
上述のように構成されるスイッチング増幅器１において、前記入力アナログ音声信号は、
たとえば図４（ａ）で示され、これに対応した前記１ビット信号は、図４（ｂ）で示され
る。したがって、前記ローパスフィルタ１０は、大振幅で、前記図４（ｂ）で示されるよ
うなパルス信号を、前記図４（ａ）で示されるようなアナログ信号に復調および高調波除
去する必要があり、たとえば図５で示されるように、多段のＬ（コイル）およびＣ（コン
デンサ）で構成される。
【０００９】
しかしながら、ＬおよびＣでは、図５において破線で示されるように、電流量が大きくな
る（波高値が高くなる）程、歪みが発生し易くなり、出力アナログ音声信号に誤差が含ま
れることになる。このため、１００〔ｄＢ〕を超えるようなダイナミックレンジを有する
ΔΣ変調信号が、アナログ復調されると、前記ダイナミックレンジが数十〔ｄＢ〕も狭く
なってしまうことがある。
【００１０】
本発明の目的は、歪みを抑制することができるΔΣ変調を用いるスイッチング増幅器を提
供することである。
【００１１】
【課題を解決するための手段】

スイッチング増幅器は、アナログ入力信号をΔΣ変調し、
その変調信号に応答して電源からの予め定める定電圧をスイッチングし、そのスイッチン
グ出力をローパスフィルタによってアナログ変換して出力することで、前記アナログ入力
信号を高効率に電力増幅するようにしたΔΣ変調を用いるスイッチング増幅器において、
ΔΣ変調部分を、前記アナログ入力信号を高次積分し、各積分器の出力を相互に加算して
出力する積分器・加算器群と、前記積分器・加算器群からの出力を量子化する量子化器と
、前記量子化器の量子化結果に応答して前記定電圧をスイッチングする前記スイッチング
回路と、前記スイッチング回路のスイッチング出力を前記積分器・加算器群の入力側へフ
ィードバックする第１のフィードバックループとを含んで構成し、前記ローパスフィルタ
の出力を前記積分器・加算器群の入力側へフィードバックする第２のフィードバックルー
プをさらに備えることを特徴とする。
【００１２】
上記の構成によれば、ΔΣ変調を用いるスイッチング増幅器において、スイッチング回路
をΔΣ変調部分に含めて第１のフィードバックループを形成することによって、量子化誤
差およびスイッチングによるノイズのフィードバックを実現し、さらにローパスフィルタ
の出力を第２のフィードバックループでフィードバックすることによって、ローパスフィ
ルタのＬ，Ｃ成分による歪みのフィードバックも実現する。
【００１３】
したがって、ローパスフィルタによる歪みも補償することができる。
【００１４】
また、 スイッチング増幅器は、ΔΣ変調ループがアナログ
入力信号をΔΣ変調し、その変調信号に応答してスイッチング回路が電源からの予め定め
る定電圧をスイッチングし、そのスイッチング出力をローパスフィルタによってアナログ
変換して出力することで、前記アナログ入力信号を高効率に電力増幅するようにしたΔΣ
変調を用いるスイッチング増幅器において、前記ΔΣ変調ループとは個別に、前記ローパ
スフィルタの出力を前記積分器・加算器群の入力側へフィードバックする第２のフィード
バックループをさらに備えることを特徴とする。
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本発明のΔΣ変調を用いる第１

本発明のΔΣ変調を用いる第２



【００１５】
上記の構成によれば、ΔΣ変調を用いるスイッチング増幅器において、ΔΣ変調ループに
よる量子化誤差のフィードバックループとともに、ローパスフィルタのＬ，Ｃ成分による
歪みをフィードバックする第２のフィードバックループをさらに設ける。
【００１６】
したがって、ローパスフィルタによる歪みも補償することができる。
【００１７】
さらにまた、 スイッチング増幅器では、前記第２のフィードバッ
クループは、減衰器と、前記ローパスフィルタの位相特性を相殺する特性を有する位相補
償回路とによって構成
【００１８】
上記の構成によれば、第２のフィードバックループに、前記ローパスフィルタから出力さ
れる大振幅に増幅された出力の入力信号レベルへのマッチングを行う減衰器とともに、ロ
ーパスフィルタのＬ，Ｃ成分による位相シフトを相殺する位相補償回路を設ける。
【００１９】
したがって、前記位相シフトを補償した正確なフィードバックを行うことができる。
【００２０】
【発明の実施の形態】
本発明の実施の一形態について、図１および前記図５に基づいて説明すれば以下のとおり
である。
【００２１】
図１は、本発明の実施の一形態のΔΣ変調を用いるスイッチング増幅器２１の電気的構成
を示すブロック図である。アナログ信号源２２からの入力アナログ音声信号は、該スイッ
チング増幅器２１のΔΣ変調ループ２３内に入力されると、積分器・加算器群２４に与え
られる。積分器・加算器群２４は、大略的に、たとえば７次の積分器と、各積分器からの
出力を相互に加算する加算器となどを備えて構成され、該積分器・加算器群２４からの出
力は、量子化器２５に入力される。量子化器２５は、前記積分器・加算器群２４からの出
力を予め定める基準値でレベル弁別し、１ビット信号を作成する。前記１ビット信号は、
定電圧スイッチ２６に入力され、作成された該１ビット信号に対応した所定の定電圧のパ
ルス信号は、ローパスフィルタ２７でアナログ音声信号に復調された後出力され、スピー
カ２８によって音響化される。前記定電圧スイッチ２６内の半導体電力増幅素子は飽和域
で動作し、こうして該スイッチング増幅器２１は、入力アナログ音声信号を高効率に電力
増幅する。
【００２２】
前記ΔΣ変調ループ２３内において、前記定電圧スイッチ２６の出力はまた、遅延器２９
および大振幅の前記パルス信号を入力信号レベルにマッチングさせる減衰器３０とを備え
て構成される第１のフィードバックループ３１を介して、前記積分器・加算器群２４の入
力側に介在された加算器３２に与えられ、前記入力アナログ音声信号から減算される。
【００２３】
これによって、量子化器２５による量子化誤差および定電圧スイッチ２６のスイッチング
によるノイズのフィードバックを実現し、前記量子化誤差およびスイッチングノイズの抑
制が図られている。
【００２４】
さらに注目すべきは、本発明では、ローパスフィルタ２７の出力も、該ローパスフィルタ
２７のＬ，Ｃ成分による位相シフトを相殺する特性を有する位相補償回路３３と、大振幅
の前記ローパスフィルタ２７の出力を入力信号レベルにマッチングさせる減衰器３４とを
備えて構成される第２のフィードバックループ３５を介して、前記積分器・加算器群２４
の入力側に介在された加算器３６に与えられ、前記入力アナログ音声信号から減算される
。
【００２５】
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上記した第１および第２

されていてもよい。



前記位相補償回路３３は、前記ローパスフィルタ２７の出力を直接フィードバックすると
、該ローパスフィルタ２７の前記Ｌ，Ｃ成分によって信号が帯域制限される際に生じる前
記位相シフト（遅れ）によって、全体の振幅周波数特性が乱れてしまうことを補償するた
めに設けられ、たとえばオペアンプと、その非反転および反転のそれぞれの入力端に前記
ローパスフィルタ２７の出力を与える２つの入力抵抗Ｒ１，Ｒ２と、出力を前記反転の入
力端に帰還する帰還抵抗Ｒ３と、前記非反転の入力端を接地する位相補償用のコンデンサ
Ｃとを備えて構成することができる。
【００２６】
上記のように構成した場合、Ｒ２＝Ｒ３とすると、入力信号ｅｉと出力信号ｅｏとの間に
、
ｅｏ＝｛（１－ｊωＣＲ１）／（１＋ｊωＣＲ１）｝ｅｉ
の関係を持たせることができる。
【００２７】
これによって、該ローパスフィルタ２７のＬ，Ｃ成分によって発生する前記図５において
破線で示すような大振幅時の歪みのフィードバックも実現することができ、そのような歪
みも補償することができる。また、そのような歪み補償のためのフィードバックにあたっ
て、該ローパスフィルタ２７による位相シフトも位相補償回路３３で相殺することができ
、該位相シフトを補償した正確なフィードバックを行うこともできる。
【００２８】
本発明の実施の他の形態について、図２に基づいて説明すれば以下のとおりである。
【００２９】
図２は、本発明の実施の他の形態のΔΣ変調を用いるスイッチング増幅器４１の電気的構
成を示すブロック図である。このスイッチング増幅器４１は、前述のスイッチング増幅器
２１に類似し、対応する部分には同一の参照符号を付してその説明を省略する。注目すべ
きは、このスイッチング増幅器４１では、定電圧スイッチ２６がΔΣ変調ループ４２から
別体で設けられていることである。
【００３０】
したがって、前記ΔΣ変調ループ４２内では、量子化器２５からの出力が、遅延器２９を
備えて構成される第１のフィードバックループ４３を介して、加算器３２から前記積分器
・加算器群２４の入力側にフィードバックされている。
【００３１】
このように構成することによって、定電圧スイッチ２６をユーザの所望とするパワーに応
じて選択可能にし、残余の構成を共用化することができる。
【００３２】
すなわち、本発明は、入力アナログ音声信号をΔΣ変調して得られた変調信号に応答して
定電圧をスイッチングし、そのスイッチング出力をローパスフィルタ２７によってアナロ
グ変換して出力するようにしたΔΣ変調を用いるスイッチング増幅器２１，４１において
、ローパスフィルタ２７の出力を第２のフィードバックループ３５を介して、入力側にフ
ィードバックすることによって、ローパスフィルタ２７に大振幅時に発生する歪みを補償
するものであり、ΔΣ変調ループ２３，４２の構成に係わらず、広く実施することができ
る。したがって、また、量子化器２５も、２値量子化だけでなく、多値に量子化を行う構
成であってもよいことは言うまでもない。
【００３３】
【発明の効果】

スイッチング増幅器は、以上のように、ΔΣ変調を用いる
スイッチング増幅器において、スイッチング回路をΔΣ変調部分に含めて第１のフィード
バックループを形成することによって、量子化誤差およびスイッチングによるノイズのフ
ィードバックを実現するとともに、さらにローパスフィルタの出力を第２のフィードバッ
クループでフィードバックする。
【００３４】
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本発明のΔΣ変調を用いる第１



それゆえ、ローパスフィルタのＬ，Ｃ成分による歪みも補償することができる。
【００３５】
また、 スイッチング増幅器は、以上のように、ΔΣ変調を
用いるスイッチング増幅器において、ΔΣ変調ループによる量子化誤差のフィードバック
ループとともに、ローパスフィルタのＬ，Ｃ成分による歪みをフィードバックする第２の
フィードバックループをさらに設ける。
【００３６】
それゆえ、ローパスフィルタのＬ，Ｃ成分によるによる歪みも補償することができる。
【００３７】
さらにまた、 スイッチング増幅器は、前記第２のフィードバック
ループを、大振幅のローパスフィルタ出力を入力信号レベルにマッチングさせる減衰器と
、前記ローパスフィルタのＬ，Ｃ成分による位相シフトを相殺する特性を有する位相補償
回路とによって構成 。
【００３８】
それゆえ、前記位相シフトを補償した正確なフィードバックを行うことができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の実施の一形態のΔΣ変調を用いるスイッチング増幅器の電気的構成を示
すブロック図である。
【図２】本発明の実施の他の形態のΔΣ変調を用いるスイッチング増幅器の電気的構成を
示すブロック図である。
【図３】典型的な従来技術のΔΣ変調を用いるスイッチング増幅器の電気的構成を示すブ
ロック図である。
【図４】ΔΣ変調を用いるスイッチング増幅器の動作を説明するための波形図である。
【図５】ΔΣ変調を用いるスイッチング増幅器におけるローパスフィルタの一構成例を示
す電気回路図である。
【符号の説明】
２１，４１　　スイッチング増幅器
２２　　アナログ信号源
２３　　ΔΣ変調ループ（ΔΣ変調部分）
２４　　積分器・加算器群
２５　　量子化器
２６　　定電圧スイッチ
２７　　ローパスフィルタ
２８　　スピーカ
２９　　遅延器
３０，３４　　減衰器
３１，４３　　第１のフィードバックループ
３２，３６　　加算器
３３　　位相補償回路
３５　　第２のフィードバックループ
４２　　ΔΣ変調ループ

10

20

30

40

(6) JP 3549042 B2 2004.8.4

本発明のΔΣ変調を用いる第２

上記した第１および第２

してもよい
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