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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　直流入力電圧を供給する直流電圧入力手段と、
インダクタンス手段と、
　前記インダクタンス手段に断続的に電圧を供給するために前記直流電圧入力手段と前記
インダクタンス手段との間に接続され且つ前記直流入力電圧を断続する主スイッチを有し
ている断続電圧供給手段と、
　前記主スイッチの制御端子に接続され且つ前記主スイッチをオンオフ制御する機能を有
しているスイッチ制御回路と、
直流電圧を出力する対の直流電圧出力端子と、
前記対の直流電圧出力端子間に接続された平滑コンデンサと、
前記インダクタンス手段と平滑コンデンサとの直列回路に対して並列に接続された同期整
流用スイッチと、
　前記同期整流用スイッチに並列接続された寄生又は個別の整流ダイオードと、
　前記同期整流用スイッチの制御端子に接続された同期整流制御回路と
を備えたスイッチング電源装置であって、
　前記同期整流制御回路は、
　前記同期整流用スイッチのオン期間を決定するための同期整流期間決定用コンデンサと
、
　前記同期整流期間決定用コンデンサに接続され且つ前記同期整流期間決定用コンデンサ
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に対して前記主スイッチのオン期間に前記インダクタンス手段の電圧に対応した値の充電
電流を供給する機能を有している第１の電流源と、
　前記同期整流期間決定用コンデンサに接続され且つ前記直流出力電圧に対応した値の放
電電流を流す機能を有している第２の電流源と、
　前記主スイッチのオンオフ状態を示す信号が得られる箇所に接続され且つ前記同期整流
用スイッチの導通許容期間を検出する機能を有している導通許容期間検出手段と、
前記同期整流期間決定用コンデンサと前記導通許容期間検出手段と前記同期整流用スイッ
チの制御端子とに接続され且つ前記同期整流期間決定用コンデンサの電圧が所定基準値よ
りも高いか否かを判定する機能及び前記同期整流期間決定用コンデンサの電圧が前記所定
基準値よりも高いと同時に前記導通許容期間である時に前記同期整流用スイッチのオン制
御パルスを形成して前記同期整流用スイッチの制御端子に供給する機能を有している比較
及びパルス形成回路と
を備えていることを特徴とするスイッチング電源装置。
【請求項２】
前記インダクタンス手段は１次巻線と２次巻線とを有するトランスであり、
前記断続電圧供給手段は前記直流電圧入力手段と前記１次巻線との間に接続された主スイ
ッチであり、
前記同期整流用スイッチは前記２次巻線から前記平滑コンデンサに至る電流通路に直列に
接続されており、
前記整流ダイオードは前記主スイッチのオン期間に前記２次巻線に誘起する電圧で逆バイ
アスされる方向性を有していることを特徴とする請求項１記載のスイッチング電源装置。
【請求項３】
前記断続電圧供給手段は、前記直流電圧入力手段に接続された１次巻線と、この１次巻線
に電磁結合された２次巻線と、前記直流電圧入力手段と前記１次巻線との間に接続された
主スイッチと、前記２次巻線から前記平滑コンデンサに至る電流通路に直列に接続され且
つ前記主スイッチのオン期間に前記２次巻線に誘起する電圧で導通する方向性を有してい
る整流素子とから成り、
前記インダクタンス手段は前記２次巻線から前記平滑コンデンサに至る電流通路に直列に
接続された平滑インダクタであり、
前記同期整流用スイッチは前記平滑インダクタと前記平滑コンデンサとの直列回路に対し
て並列に接続され且つ前記２次巻線に前記整流素子を介して並列に接続されていることを
特徴とする請求項１記載のスイッチング電源装置。
【請求項４】
前記インダクタンス手段は前記直流電圧入力手段から前記平滑コンデンサに至る電流通路
に直列に接続され平滑インダクタであり、
前記断続電圧供給手段は、前記直流電圧入力手段と前記平滑インダクタとの間に接続され
た主スイッチであり、
前記同期整流用スイッチは前記平滑インダクタを介して前記平滑コンデンサに並列に接続
されていることを特徴とする請求項１記載のスイッチング電源装置。
【請求項５】
　更に、前記第２の電流源による前記同期整流期間決定用コンデンサの放電を前記主スイ
ッチのオン期間に禁止する放電禁止手段を有することを特徴とする請求項１乃至４のいず
れかに記載のスイッチング電源装置。
【請求項６】
　前記第１の電流源は前記主スイッチのオン期間に前記同期整流期間決定用コンデンサに
第１の電流（Ｉ１）を供給するものであり、
　前記第２の電流源は前記主スイッチのオフ期間に前記同期整流期間決定用コンデンサを
放電させるための第２の電流（Ｉ２）を流すものであり、
　前記第１の電流（Ｉ１）と前記第２の電流（Ｉ２）との比（Ｉ１／Ｉ２）が、前記主ス
イッチのオン期間における前記インダクタンス手段の電圧（Ｖ２）に前記対の直流電圧出
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力端子間の出力電圧（Ｖｏ）を加算した値（Ｖ２＋Ｖｏ）と前記出力電圧（Ｖｏ）との比
｛（Ｖ２＋Ｖｏ）／Ｖｏ｝に等しいことを特徴とする請求項５記載のスイッチング電源装
置。
【請求項７】
　前記第１の電流源は前記主スイッチのオン期間に前記同期整流期間決定用コンデンサに
第１の電流（Ｉ１）を供給するものであり、
　前記第２の電流源は前記主スイッチのオフ期間に前記同期整流期間決定用コンデンサを
放電させるための第２の電流（Ｉ２）を流すものであり、
　前記第１の電流（Ｉ１）と前記第２の電流（Ｉ２）との比（Ｉ１／Ｉ２）が、前記主ス
イッチのオン期間における前記同期整流用スイッチの対の主端子間の電圧（Ｖｄｓ）から
所定のレベルシフト電圧（Ｖｚ）を減算した値（Ｖｄｓ－Ｖｚ）と前記出力電圧（Ｖｏ）
との比｛（Ｖｄｓ－Ｖｚ）／Ｖｏ｝に等しいことを特徴とする請求項５記載のスイッチン
グ電源装置。
【請求項８】
　前記第１の電流源は前記主スイッチのオン期間に前記同期整流期間決定用コンデンサに
第１の電流（Ｉ１）を供給するものであり、
　前記第２の電流源は前記主スイッチのオフ期間に前記同期整流期間決定用コンデンサを
放電させるための第２の電流（Ｉ２）を流すものであり、
　前記第１の電流（Ｉ１）と前記第２の電流（Ｉ２）との比（Ｉ１／Ｉ２）が、前記主ス
イッチのオン期間における前記前記インダクタンス手段の対の端子間の電圧（Ｖ２）と前
記出力電圧（Ｖｏ）との比（Ｖ２／Ｖｏ）に等しいことを特徴とする請求項５記載のスイ
ッチング電源装置。
【請求項９】
　前記第１の電流源は前記主スイッチのオン期間に前記同期整流期間決定用コンデンサと
前記第２の電流源との組合せに第１の電流（Ｉ１）を供給するものであり、
　前記第２の電流源は前記主スイッチのオン期間とオフ期間との両方において前記同期整
流期間決定用コンデンサを放電させるための第２の電流（Ｉ２）を流すものであり、
　前記第１の電流（Ｉ１）から前記第２の電流（Ｉ２）を減算した値（Ｉ１－Ｉ２）と前
記第２の電流（Ｉ２）との比｛（Ｉ１－Ｉ２）／Ｉ２｝が、前記主スイッチのオン期間に
おける前記同期整流用スイッチの対の主端子間の電圧（Ｖｄｓ）から前記対の直流電圧出
力端子間の出力電圧（Ｖｏ）を減算した値（Ｖｄｓ－Ｖｏ）と前記出力電圧（Ｖｏ）との
比｛（Ｖｄｓ－Ｖｏ）／Ｖｏ｝に等しいことを特徴とする請求項１記載のスイッチング電
源装置。
【請求項１０】
　前記第１の電流源は第１のカレントミラー回路であり、前記第２の電流源は第２のカレ
ントミラー回路であることを特徴とする請求項１乃至９のいずれかに記載のスイッチング
電源装置。
【請求項１１】
　前記第１の電流源は、
　前記同期整流用スイッチの一方の主端子に接続されたエミッタと前記同期整流期間決定
用コンデンサの一端に接続されたコレクタとを有する第１のトランジスタと、
　前記第１のトランジスタのエミッタに接続されたエミッタと前記第１のトランジスタの
ベースに接続されたベース及びコレクタとを有する第２のトランジスタと、
　前記第２のトランジスタのコレクタと前記同期整流用スイッチの他方の主端子との間に
接続された第１のコレクタ抵抗と、
から成ることを特徴とする請求項６記載のスイッチング電源装置。
【請求項１２】
　前記第１の電流源は、
　前記同期整流用スイッチの一方の主端子に接続されたエミッタと前記同期整流期間決定
用コンデンサの一端に接続されたコレクタとを有する第１のトランジスタと、
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　前記第１のトランジスタのエミッタに接続されたエミッタと前記第１のトランジスタの
ベースに接続されたベース及びコレクタとを有する第２のトランジスタと、
　前記第２のトランジスタのコレクタと前記同期整流用スイッチの他方の主端子との間に
接続された第１のコレクタ抵抗と、
　前記同期整流用スイッチの一方の主端子と前記第１のトランジスタのエミッタの間に接
続され且つ前記出力電圧（Ｖｏ）と同一のツエナー電圧を有しているツエナーダイオード
と
から成ることを特徴とする請求項７記載のスイッチング電源装置。
【請求項１３】
　前記第１の電流源は、
前記同期整流用スイッチの一方の主端子に接続されたエミッタと前記同期整流期間決定用
コンデンサの一端に接続されたコレクタとを有する第１のトランジスタと、
前記第１のトランジスタのエミッタに接続されたエミッタと前記第１のトランジスタのベ
ースにそれぞれ接続されたベース及びコレクタとを有する第２のトランジスタと、
前記第２のトランジスタのコレクタに接続された一端と前記対の直流電圧出力端子の一方
に接続された他端とを有する第１のコレクタ抵抗と
から成ることを特徴とする請求項８記載のスイッチング電源装置。
【請求項１４】
　前記第２の電流源は、
前記平滑コンデンサの一端に接続されたエミッタと前記同期整流期間決定用コンデンサの
一端に接続されコレクタとを有する第３のトランジスタと、
前記平滑コンデンサの一端に接続されたエミッタと前記第３のトランジスタのベースにそ
れぞれ接続されたベース及びコレクタとを有する第４のトランジスタと、
前記平滑コンデンサの他端と前記第４のトランジスタのコレクタとの間に接続された第２
のコレクタ抵抗と
から成ることを特徴とする請求項１乃至１３のいずれかに記載のスイッチング電源装置。
【請求項１５】
　前記放電禁止手段は、
前記同期整流期間決定用コンデンサの一端と前記第３のトランジスタのコレクタとの間に
接続された選択放電用ダイオードと、
前記同期整流用スイッチの一方の主端子と前記第３のトランジスタのコレクタとの間に接
続されたバイアス用ダイオードと
から成ることを特徴とする請求項１４記載のスイッチング電源装置。
【請求項１６】
　前記放電禁止手段は、
前記第４のトランジスタに並列に接続された放電阻止用スイッチと、
前記主スイッチのオン期間に前記放電阻止用スイッチをオン制御する放電阻止制御回路と
から成ることを特徴とする請求項１４記載のスイッチング電源装置。
【請求項１７】
　前記第１の電流源は、
　前記同期整流用スイッチの一方の主端子に接続されたエミッタと前記同期整流期間決定
用コンデンサの一端に接続されたコレクタとを有する第１のトランジスタと、
　前記第１のトランジスタのエミッタに接続されたエミッタと前記第１のトランジスタの
ベースに接続されたベース及びコレクタとを有する第２のトランジスタと、
　前記第２のトランジスタのコレクタと前記同期整流用スイッチの他方の主端子との間に
接続された第１のコレクタ抵抗とから成り、
前記第２の電流源は、
前記平滑コンデンサの一端に接続されたエミッタと前記同期整流期間決定用コンデンサの
一端に接続されコレクタとを有する第３のトランジスタと、
前記平滑コンデンサの一端に接続されたエミッタと前記第３のトランジスタのベースにそ
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れぞれ接続されたベース及びコレクタとを有する第４のトランジスタと、
前記平滑コンデンサの他端と前記第４のトランジスタのコレクタとの間に接続された第２
のコレクタ抵抗とから成ることを特徴とする請求項９記載のスイッチング電源装置。
【請求項１８】
　更に、前記同期整流期間決定用コンデンサに並列に接続された放電調整用抵抗を有して
いることを特徴とする請求項１乃至１７のいずれかに記載のスイッチング電源装置。
【請求項１９】
前記導通許容期間検出手段は、前記同期整流用スイッチの１対の主端子間の電圧を検出す
る手段であることを特徴とする請求項１乃至１８のいずれかに記載のスイッチング電源装
置。
【請求項２０】
　前記比較及びパルス形成回路は、
　前記所定電圧値として所定の基準電圧を与える基準電圧源と、
　前記同期整流期間決定用コンデンサに接続された第１の入力端子と前記基準電圧源に接
続された第２の入力端子とを有する比較器と、
　前記導通許容期間検出手段に接続された第１の入力端子と前記比較器に接続された第２
の入力端子とを有し、前記導通許容期間検出手段の出力が前記主スイッチのオフを示し且
つ前記同期整流期間決定用コンデンサの電圧が前記基準電圧よりも高いことを示す出力が
前記比較器から得られている時に前記同期整流用スイッチにオン制御パルスを供給する論
理回路と
から成ることを特徴とする請求項１乃至１９のいずれかに記載のスイッチング電源装置。
【請求項２１】
　前記比較及びパルス形成回路は、
　前記所定基準値として機能するしきい値を有し且つ前記同期整流期間決定用コンデンサ
の電圧が前記しきい値よりも高い時に第１のレベルの出力を発生し、前記同期整流期間決
定用コンデンサの電圧が前記しきい値よりも低い時に第２のレベルの出力を発生する第１
の論理回路と、
　前記導通許容期間検出手段に接続された第１の入力端子と前記第１の論理回路に接続さ
れた第２の入力端子とを有し、前記導通許容期間検出手段の出力が前記主スイッチのオフ
を示し同時に前記第１の論理回路が前記第１のレベルの出力を発生している時に前記同期
整流用スイッチにオン制御パルスを供給する第２の論理回路と
から成ることを特徴とする請求項１乃至１９のいずれかに記載のスイッチング電源装置。
【請求項２２】
　前記同期整流制御回路は、半導体集積回路から成ることを特徴とする請求項１乃至２１
のいずれかに記載のスイッチング電源装置。
【請求項２３】
　前記同期整流用スイッチと前記整流ダイオードと前記同期整流制御回路とは、同一の包
囲体に収容されていることを特徴とする請求項１乃至２２のいずれかに記載のスイッチン
グ電源装置。
【請求項２４】
　直流入力電圧を供給する直流電圧入力手段と、
インダクタンス手段と、
　前記インダクタンス手段に断続的に電圧を供給するために前記直流電圧入力手段と前記
インダクタンス手段との間に接続され且つ前記直流入力電圧を断続する主スイッチを有し
ている断続電圧供給手段と、
　前記主スイッチの制御端子に接続され且つ前記主スイッチをオンオフ制御する機能を有
しているスイッチ制御回路と、
直流電圧を出力する対の直流電圧出力端子と、
前記対の直流電圧出力端子間に接続された平滑コンデンサと、
前記インダクタンス手段と平滑コンデンサとの直列回路に対して並列に接続された同期整
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流用スイッチと、
　前記同期整流用スイッチに並列接続された寄生又は個別の整流ダイオードと、
　前記同期整流用スイッチの制御端子に接続された同期整流制御回路と
を備えたスイッチング電源装置であって、
　前記同期整流制御回路は、
　前記同期整流用スイッチのオン期間を決定するための同期整流期間決定用コンデンサと
、
　前記同期整流期間決定用コンデンサに接続され且つ前記主スイッチのオン期間に前記同
期整流期間決定用コンデンサを充電する機能を有している充電回路と、
　前記同期整流期間決定用コンデンサに接続され且つ前記同期整流期間決定用コンデンサ
の放電電流を流す機能を有している放電回路と、
　前記主スイッチのオンオフ状態を示す信号が得られる箇所に接続され且つ前記同期整流
用スイッチの導通許容期間を検出する機能を有している導通許容期間検出手段と、
前記同期整流期間決定用コンデンサと前記導通許容期間検出手段と前記同期整流用スイッ
チの制御端子とに接続され且つ前記同期整流期間決定用コンデンサの電圧が所定基準値よ
りも高いか否かを判定する機能及び前記同期整流期間決定用コンデンサの電圧が前記所定
基準値よりも高いと同時に前記導通許容期間である時に前記同期整流用スイッチのオン制
御パルスを形成して前記同期整流用スイッチの制御端子に供給する機能を有している比較
及びパルス形成回路と、
前記同期整流期間決定用コンデンサに並列に接続された強制放電用スイッチと、
前記同期整流用スイッチのオン制御終了時点又は前記主スイッチのオン制御開始時点に同
期して強制放電用スイッチを所定時間だけオン制御する制御回路と
を備えていることを特徴とするスイッチング電源装置。
【請求項２５】
　直流入力電圧を供給する直流電圧入力手段と、
インダクタンス手段と、
　前記インダクタンス手段に断続的に電圧を供給するために前記直流電圧入力手段と前記
インダクタンス手段との間に接続され且つ前記直流入力電圧を断続する主スイッチを有し
ている断続電圧供給手段と、
　前記主スイッチの制御端子に接続され且つ前記主スイッチをオンオフ制御する機能を有
しているスイッチ制御回路と、
直流電圧を出力する対の直流電圧出力端子と、
前記対の直流電圧出力端子間に接続された平滑コンデンサと、
前記インダクタンス手段と平滑コンデンサとの直列回路に対して並列に接続された同期整
流用スイッチと、
　前記同期整流用スイッチに並列接続された寄生又は個別の整流ダイオードと、
　前記同期整流用スイッチのオン期間を決定するための同期整流期間決定用コンデンサと
、
　前記同期整流期間決定用コンデンサに接続され且つ前記主スイッチのオン期間に前記同
期整流期間決定用コンデンサを充電する機能を有している充電回路と、
　前記同期整流期間決定用コンデンサに接続され且つ前記同期整流期間決定用コンデンサ
の放電電流を流す機能を有している放電回路と、
　前記主スイッチのオンオフ状態を示す信号が得られる箇所に接続され且つ前記同期整流
用スイッチの導通許容期間を検出する機能を有している導通許容期間検出手段と、
前記同期整流期間決定用コンデンサと前記導通許容期間検出手段と前記同期整流用スイッ
チの制御端子とに接続され且つ前記同期整流期間決定用コンデンサの電圧が所定基準値よ
りも高いか否かを判定する機能及び前記同期整流期間決定用コンデンサの電圧が前記所定
基準値よりも高いと同時に前記導通許容期間である時に前記同期整流用スイッチのオン制
御パルスを形成して前記同期整流用スイッチの制御端子に供給する機能及び前記対の直流
電圧出力端子間に接続された負荷が定格負荷よりも低く設定された所定負荷レベルよりも
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低いか否かを判定する機能と前記負荷が前記所定負荷レベルよりも低い時に前記同期整流
用スイッチのオン制御を禁止する機能を有している比較及びパルス形成回路と
を備えていることを特徴とするスイッチング電源装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は同期整流回路を有するスイッチング電源装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　フライバック型ＤＣ－ＤＣ変換回路を含む典型的なスイッチング電源装置は、対の直流
電源端子と、１次巻線及び２次巻線を有するトランスと、対の直流電源端子間に１次巻線
を介して接続された主スイッチと、２次巻線に整流ダイオードを介して接続された平滑コ
ンデンサとから成る。
【０００３】
　上記スイッチング電源装置において、主スイッチをＰＷＭパルスでオン・オフ制御する
と、対の直流電源端子間の電圧が断続され、主スイッチのオン期間にトランスにエネルギ
ーが蓄積され、オフ期間にトランスからエネルギーが放出される。２次巻線に接続された
整流ダイオードは主スイッチのオフ期間に導通して平滑コンデンサに充電電流が流れる。
【０００４】
　ところで、２次巻線に接続された整流ダイオードに例えば約０．８Ｖの電圧降下が生じ
、電力損失が生じる。この整流ダイオードにおける電力損失及び電圧降下を低減するため
に整流ダイオードに並列に同期整流用スイッチを接続し、整流ダイオードの導通期間に同
期整流用スイッチをオンにする技術が例えば特開平９－１６３７３６号公報等で知られて
いる。バイポーラトランジスタ、電界効果トランジスタ等から成る同期整流用スイッチを
使用すると、ここでの電圧降下は整流ダイオードよりも低い例えば約０．２Ｖとなり、ト
ランスの２次側における電圧降下及び電力損失を低減することができる。
【０００５】
　しかし、時間幅が入力電圧及び負荷の変動に応じて変化する整流ダイオードの導通期間
に合せて正確且つ容易に整流用スイッチをオン制御することが困難であった。また、負荷
急変等でスイッチング電源装置の出力電圧が急に低下すると、出力電圧の帰還制御によっ
て主スイッチのオン時間幅が急激に大きくなり、主スイッチのオン期間と同期整流用スイ
ッチのオン期間との重なりが生じる虞れがある。このような状態が生じると、ノイズの発
生及び回路素子の破壊等が生じる虞れがある。
　なお、この種の問題は、フライバック型ＤＣ－ＤＣ変換回路に限ることなく、フォワー
ド型ＤＣ－ＤＣ変換回路、チョッパ型変換回路等のスイッチング電源装置においても生じ
る。
【特許文献１】特開平９－１６３７３６号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　従って、本発明が解決しようとする課題は、同期整流用スイッチの最適制御を正確且つ
容易に行うことができない点であり、本発明の目的は上記課題を解決することができるス
イッチング電源装置を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　上記課題を解決するための本発明は、
直流入力電圧を供給する直流電圧入力手段と、
インダクタンス手段と、
　前記インダクタンス手段に断続的に電圧を供給するために前記直流電圧入力手段と前記
インダクタンス手段との間に接続され且つ前記直流入力電圧を断続する主スイッチを有し
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ている断続電圧供給手段と、
　前記主スイッチの制御端子に接続され且つ前記主スイッチをオンオフ制御する機能を有
しているスイッチ制御回路と、
直流電圧を出力する対の直流電圧出力端子と、
前記対の直流電圧出力端子間に接続された平滑コンデンサと、
前記インダクタンス手段と平滑コンデンサとの直列回路に対して並列に接続された同期整
流用スイッチと、
　前記同期整流用スイッチに並列接続された寄生又は個別の整流ダイオードと、
　前記同期整流用スイッチの制御端子に接続された同期整流制御回路と
を備えたスイッチング電源装置であって、
　前記同期整流制御回路は、
　前記同期整流用スイッチのオン期間を決定するための同期整流期間決定用コンデンサと
、
　前記同期整流期間決定用コンデンサに接続され且つ前記同期整流期間決定用コンデンサ
に対して前記主スイッチのオン期間に前記インダクタンス手段の電圧に対応した値の充電
電流を供給する機能を有している第１の電流源と、
　前記同期整流期間決定用コンデンサに接続され且つ前記直流出力電圧に対応した値の放
電電流を流す機能を有している第２の電流源と、
　前記主スイッチのオンオフ状態を示す信号が得られる箇所に接続され且つ前記同期整流
用スイッチの導通許容期間を検出する機能を有している導通許容期間検出手段と、
前記同期整流期間決定用コンデンサと前記導通許容期間検出手段と前記同期整流用スイッ
チの制御端子とに接続され且つ前記同期整流期間決定用コンデンサの電圧が所定基準値よ
りも高いか否かを判定する機能及び前記同期整流期間決定用コンデンサの電圧が前記所定
基準値よりも高いと同時に前記導通許容期間である時に前記同期整流用スイッチのオン制
御パルスを形成して前記同期整流用スイッチの制御端子に供給する機能を有している比較
及びパルス形成回路と
を備えていることを特徴とするスイッチング電源装置に係わるものである。
　本発明における前記インダクタンス手段の電圧に対応した値の充電電流とは、前記イン
ダクタンス手段の電圧が所定値よりも高くなった時に大きくなり、前記インダクタンス手
段の電圧が所定値よりも低くなった時に小さくなるように変化する充電電流を意味する。
要するに、本発明における前記インダクタンス手段の電圧に対応した値の充電電流とは、
前記インダクタンス手段の電圧の変化に従って変化する充電電流を意味する。また、前記
インダクタンス手段の電圧とは、例えばトランスの２次巻線の電圧又は平滑インダクタの
電圧を意味する。また、本発明における前記直流出力電圧に対応した値の放電電流とは、
前記直流出力電圧が定格直流出力電圧よりも高くなった時に大きくなり、前記直流出力電
圧が定格直流出力電圧よりも低くなった時に小さくなるように変化する放電電流を意味す
る。要するに、本発明における前記直流出力電圧に対応した値の放電電流とは、前記直流
出力電圧の変化に従って変化する放電電流を意味する。
【０００８】
　なお、請求項２に示すように、前記インダクタンス手段は１次巻線と２次巻線とを有す
るトランスであり、前記断続電圧供給手段は前記直流電圧入力手段と前記１次巻線との間
に接続された主スイッチであり、前記同期整流用スイッチは前記２次巻線から前記平滑コ
ンデンサに至る電流通路に直列に接続されており、前記整流ダイオードは前記主スイッチ
のオン期間に前記２次巻線に誘起する電圧で逆バイアスされる方向性を有していることが
望ましい。
また、請求項３に示すように、前記断続電圧供給手段は、前記直流電圧入力手段に接続さ
れた１次巻線と、この１次巻線に電磁結合された２次巻線と、前記直流電圧入力手段と前
記１次巻線との間に接続された主スイッチと、前記２次巻線から前記平滑コンデンサに至
る電流通路に直列に接続され且つ前記主スイッチのオン期間に前記２次巻線に誘起する電
圧で導通する方向性を有している整流素子とから成り、前記インダクタンス手段は前記２
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次巻線から前記平滑コンデンサに至る電流通路に直列に接続され平滑インダクタであり、
前記同期整流用スイッチは前記平滑インダクタと前記平滑コンデンサとの直列回路に対し
て並列に接続され且つ前記２次巻線に前記整流素子を介して並列に接続されていることが
望ましい。
また、請求項４に示すように、前記インダクタンス手段は前記直流電圧入力手段から前記
平滑コンデンサに至る電流通路に直列に接続された平滑インダクタであり、前記断続電圧
供給手段は、前記直流電圧入力手段と前記平滑インダクタとの間に接続された主スイッチ
であり、前記同期整流用スイッチは前記平滑インダクタを介して前記平滑コンデンサに並
列に接続されていることが望ましい。
　また、請求項５に示すように、更に、前記第２の電流源による前記同期整流期間決定用
コンデンサの放電を前記主スイッチのオン期間に禁止する放電禁止手段を有することが望
ましい。
　また、請求項６に示すように、前記第１の電流源は前記主スイッチのオン期間に前記同
期整流期間決定用コンデンサに第１の電流（Ｉ１）を供給するものであり、前記第２の電
流源は前記主スイッチのオフ期間に前記同期整流期間決定用コンデンサを放電させるため
の第２の電流（Ｉ２）を流すものであり、前記第１の電流（Ｉ１）と前記第２の電流（Ｉ
２）との比（Ｉ１／Ｉ２）が、前記主スイッチのオン期間における前記インダクタンス手
段の電圧（Ｖ２）に前記対の直流電圧出力端子間の出力電圧（Ｖｏ）を加算した値（Ｖ２
＋Ｖｏ）と前記出力電圧（Ｖｏ）との比｛（Ｖ２＋Ｖｏ）／Ｖｏ｝に等しいことが望まし
い。
　また、請求項７に示すように、前記第１の電流源は前記主スイッチのオン期間に前記同
期整流期間決定用コンデンサに第１の電流（Ｉ１）を供給するものであり、前記第２の電
流源は前記主スイッチのオフ期間に前記同期整流期間決定用コンデンサを放電させるため
の第２の電流（Ｉ２）を流すものであり、前記第１の電流（Ｉ１）と前記第２の電流（Ｉ
２）との比（Ｉ１／Ｉ２）が、前記主スイッチのオン期間における前記同期整流用スイッ
チの対の主端子間の電圧（Ｖｄｓ）から所定のレベルシフト電圧（Ｖｚ）を減算した値（
Ｖｄｓ－Ｖｚ）と前記出力電圧（Ｖｏ）との比｛（Ｖｄｓ－Ｖｚ）／Ｖｏ｝に等しいこと
が望ましい。
　また、請求項８に示すように、前記第１の電流源は前記主スイッチのオン期間に前記同
期整流期間決定用コンデンサに第１の電流（Ｉ１）を供給するものであり、前記第２の電
流源は前記主スイッチのオフ期間に前記同期整流期間決定用コンデンサを放電させるため
の第２の電流（Ｉ２）を流すものであり、前記第１の電流（Ｉ１）と前記第２の電流（Ｉ
２）との比（Ｉ１／Ｉ２）が、前記主スイッチのオン期間における前記前記インダクタン
ス手段の対の端子間の電圧（Ｖ２）と前記出力電圧（Ｖｏ）との比（Ｖ２／Ｖｏ）に等し
いことが望ましい。
　また、請求項９に示すように、前記第１の電流源は前記主スイッチのオン期間に前記同
期整流期間決定用コンデンサと前記第２の電流源との組合せに第１の電流（Ｉ１）を供給
するものであり、前記第２の電流源は前記主スイッチのオン期間とオフ期間との両方にお
いて前記同期整流期間決定用コンデンサを放電させるための第２の電流（Ｉ２）を流すも
のであり、前記第１の電流（Ｉ１）から前記第２の電流（Ｉ２）を減算した値（Ｉ１－Ｉ
２）と前記第２の電流（Ｉ２）との比｛（Ｉ１－Ｉ２）／Ｉ２｝が、前記主スイッチのオ
ン期間における前記同期整流用スイッチの対の主端子間の電圧（Ｖｄｓ）から前記対の直
流電圧出力端子間の出力電圧（Ｖｏ）を減算した値（Ｖｄｓ－Ｖｏ）と前記出力電圧（Ｖ
ｏ）との比｛（Ｖｄｓ－Ｖｏ）／Ｖｏ｝に等しいことが望ましい。
　また、請求項１０に示すように、前記第１の電流源は第１のカレントミラー回路であり
、前記第２の電流源は第２のカレントミラー回路であることが望ましい。
　また、請求項１１に示すように、前記第１の電流源は、前記同期整流用スイッチの一方
の主端子に接続されたエミッタと前記同期整流期間決定用コンデンサの一端に接続された
コレクタとを有する第１のトランジスタと、前記第１のトランジスタのエミッタに接続さ
れたエミッタと前記第１のトランジスタのベースに接続されたベース及びコレクタとを有
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する第２のトランジスタと、前記第２のトランジスタのコレクタと前記同期整流用スイッ
チの他方の主端子との間に接続された第１のコレクタ抵抗とから成ることが望ましい。
　また、請求項１２に示すように、前記第１の電流源は、前記同期整流用スイッチの一方
の主端子に接続されたエミッタと前記同期整流期間決定用コンデンサの一端に接続された
コレクタとを有する第１のトランジスタと、前記第１のトランジスタのエミッタに接続さ
れたエミッタと前記第１のトランジスタのベースに接続されたベース及びコレクタとを有
する第２のトランジスタと、前記第２のトランジスタのコレクタと前記同期整流用スイッ
チの他方の主端子との間に接続された第１のコレクタ抵抗と、前記同期整流用スイッチの
一方の主端子と前記第１のトランジスタのエミッタの間に接続され且つ前記出力電圧（Ｖ
ｏ）と同一のツエナー電圧を有しているツエナーダイオードとから成ることが望ましい。
　また、請求項１３に示すように、前記第１の電流源は、前記同期整流用スイッチの一方
の主端子に接続されたエミッタと前記同期整流期間決定用コンデンサの一端に接続された
コレクタとを有する第１のトランジスタと、前記第１のトランジスタのエミッタに接続さ
れたエミッタと前記第１のトランジスタのベースにそれぞれ接続されたベース及びコレク
タとを有する第２のトランジスタと、前記第２のトランジスタのコレクタに接続された一
端と前記対の直流電圧出力端子の一方に接続された他端とを有する第１のコレクタ抵抗と
から成ることが望ましい。
　また、請求項１４に示すように、前記第２の電流源は、前記平滑コンデンサの一端に接
続されたエミッタと前記同期整流期間決定用コンデンサの一端に接続されコレクタとを有
する第３のトランジスタと、前記平滑コンデンサの一端に接続されたエミッタと前記第３
のトランジスタのベースにそれぞれ接続されたベース及びコレクタとを有する第４のトラ
ンジスタと、前記平滑コンデンサの他端と前記第４のトランジスタのコレクタとの間に接
続された第２のコレクタ抵抗とから成ることが望ましい。
　また、請求項１５に示すように、請求項５の前記放電禁止手段は、前記同期整流期間決
定用コンデンサの一端と前記第３のトランジスタのコレクタとの間に接続された選択放電
用ダイオードと、前記同期整流用スイッチの一方の主端子と前記第３のトランジスタのコ
レクタとの間に接続されたバイアス用ダイオードとから成ることが望ましい。
　また、請求項１６に示すように、前記放電禁止手段は、前記第４のトランジスタに並列
に接続された放電阻止用スイッチと、前記主スイッチのオン期間に前記放電阻止用スイッ
チをオン制御する放電阻止制御回路とから成ることが望ましい。
　また、請求項１７に示すように、前記第１の電流源は、前記同期整流用スイッチの一方
の主端子に接続されたエミッタと前記同期整流期間決定用コンデンサの一端に接続された
コレクタとを有する第１のトランジスタと、前記第１のトランジスタのエミッタに接続さ
れたエミッタと前記第１のトランジスタのベースに接続されたベース及びコレクタとを有
する第２のトランジスタと、前記第２のトランジスタのコレクタと前記同期整流用スイッ
チの他方の主端子との間に接続された第１のコレクタ抵抗とから成り、前記第２の電流源
は、前記平滑コンデンサの一端に接続されたエミッタと前記同期整流期間決定用コンデン
サの一端に接続されコレクタとを有する第３のトランジスタと、前記平滑コンデンサの一
端に接続されたエミッタと前記第３のトランジスタのベースにそれぞれ接続されたベース
及びコレクタとを有する第４のトランジスタと、前記平滑コンデンサの他端と前記第４の
トランジスタのコレクタとの間に接続された第２のコレクタ抵抗とから成ることが望まし
い。
　また、請求項１８に示すように、更に、前記同期整流期間決定用コンデンサに並列に接
続された放電調整用抵抗を有していることが望ましい。
また、請求項１９に示すように、前記導通許容期間検出手段は、前記同期整流用スイッチ
の１対の主端子間の電圧を検出する手段であることが望ましい。
　また、請求項２０に示すように、前記比較及びパルス形成回路は、前記所定電圧値とし
て所定の基準電圧を与える基準電圧源と、前記同期整流期間決定用コンデンサに接続され
た第１の入力端子と前記基準電圧源に接続された第２の入力端子とを有する比較器と、前
記導通許容期間検出手段に接続された第１の入力端子と前記比較器に接続された第２の入
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力端子とを有し、前記導通許容期間検出手段の出力が前記主スイッチのオフを示し且つ前
記同期整流期間決定用コンデンサの電圧が前記基準電圧よりも高いことを示す出力が前記
比較器から得られている時に前記同期整流用スイッチにオン制御パルスを供給する論理回
路とから成ることが望ましい。
　また、請求項２１に示すように、前記比較及びパルス形成回路は、前記所定基準値とし
て機能するしきい値を有し且つ前記同期整流期間決定用コンデンサの電圧が前記しきい値
よりも高い時に第１のレベルの出力を発生し、前記同期整流期間決定用コンデンサの電圧
が前記しきい値よりも低い時に第２のレベルの出力を発生する第１の論理回路と、前記導
通許容期間検出手段に接続された第１の入力端子と前記第１の論理回路に接続された第２
の入力端子とを有し、前記導通許容期間検出手段の出力が前記主スイッチのオフを示し同
時に前記第１の論理回路が前記第１のレベルの出力を発生している時に前記同期整流用ス
イッチにオン制御パルスを供給する第２の論理回路とから成ることが望ましい。
　また、請求項２２に示すように、前記同期整流制御回路は、半導体集積回路から成るこ
とが望ましい。
　また、請求項２３に示すように、前記同期整流用スイッチと前記整流ダイオードと前記
同期整流制御回路とは、同一の包囲体に収容されていることが望ましい。
　また、請求項２４に示す本願の別の発明は、直流入力電圧を供給する直流電圧入力手段
と、インダクタンス手段と、前記インダクタンス手段に断続的に電圧を供給するために前
記直流電圧入力手段と前記インダクタンス手段との間に接続され且つ前記直流入力電圧を
断続する主スイッチを有している断続電圧供給手段と、前記主スイッチの制御端子に接続
され且つ前記主スイッチをオンオフ制御する機能を有しているスイッチ制御回路と、直流
電圧を出力する対の直流電圧出力端子と、前記対の直流電圧出力端子間に接続された平滑
コンデンサと、前記インダクタンス手段と平滑コンデンサとの直列回路に対して並列に接
続された同期整流用スイッチと、前記同期整流用スイッチに並列接続された寄生又は個別
の整流ダイオードと、前記同期整流用スイッチの制御端子に接続された同期整流制御回路
とを備えたスイッチング電源装置であって、前記同期整流制御回路は、前記同期整流用ス
イッチのオン期間を決定するための同期整流期間決定用コンデンサと、前記同期整流期間
決定用コンデンサに接続され且つ前記主スイッチのオン期間に前記同期整流期間決定用コ
ンデンサを充電する機能を有している充電回路と、前記同期整流期間決定用コンデンサに
接続され且つ前記同期整流期間決定用コンデンサの放電電流を流す機能を有している放電
回路と、前記主スイッチのオンオフ状態を示す信号が得られる箇所に接続され且つ前記同
期整流用スイッチの導通許容期間を検出する機能を有している導通許容期間検出手段と、
前記同期整流期間決定用コンデンサと前記導通許容期間検出手段と前記同期整流用スイッ
チの制御端子とに接続され且つ前記同期整流期間決定用コンデンサの電圧が所定基準値よ
りも高いか否かを判定する機能及び前記同期整流期間決定用コンデンサの電圧が前記所定
基準値よりも高いと同時に前記導通許容期間である時に前記同期整流用スイッチのオン制
御パルスを形成して前記同期整流用スイッチの制御端子に供給する機能を有している比較
及びパルス形成回路と、前記同期整流期間決定用コンデンサに並列に接続された強制放電
用スイッチと、前記同期整流用スイッチのオン制御終了時点又は前記主スイッチのオン制
御開始時点に同期して強制放電用スイッチを所定時間だけオン制御する制御回路とを備え
ていることを特徴とするスイッチング電源装置に係わるものである。
また、請求項２５に示す本願の更に別の発明は、直流入力電圧を供給する直流電圧入力手
段と、インダクタンス手段と、前記インダクタンス手段に断続的に電圧を供給するために
前記直流電圧入力手段と前記インダクタンス手段との間に接続され且つ前記直流入力電圧
を断続する主スイッチを有している断続電圧供給手段と、前記主スイッチの制御端子に接
続され且つ前記主スイッチをオンオフ制御する機能を有しているスイッチ制御回路と、直
流電圧を出力する対の直流電圧出力端子と、前記対の直流電圧出力端子間に接続された平
滑コンデンサと、前記インダクタンス手段と平滑コンデンサとの直列回路に対して並列に
接続された同期整流用スイッチと、前記同期整流用スイッチに並列接続された寄生又は個
別の整流ダイオードと、前記同期整流用スイッチのオン期間を決定するための同期整流期
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間決定用コンデンサと、前記同期整流期間決定用コンデンサに接続され且つ前記主スイッ
チのオン期間に前記同期整流期間決定用コンデンサを充電する機能を有している充電回路
と、前記同期整流期間決定用コンデンサに接続され且つ前記同期整流期間決定用コンデン
サの放電電流を流す機能を有している放電回路と、前記主スイッチのオンオフ状態を示す
信号が得られる箇所に接続され且つ前記同期整流用スイッチの導通許容期間を検出する機
能を有している導通許容期間検出手段と、前記同期整流期間決定用コンデンサと前記導通
許容期間検出手段と前記同期整流用スイッチの制御端子とに接続され且つ前記同期整流期
間決定用コンデンサの電圧が所定基準値よりも高いか否かを判定する機能及び前記同期整
流期間決定用コンデンサの電圧が前記所定基準値よりも高いと同時に前記導通許容期間で
ある時に前記同期整流用スイッチのオン制御パルスを形成して前記同期整流用スイッチの
制御端子に供給する機能及び前記対の直流電圧出力端子間に接続された負荷が定格負荷よ
りも低く設定された所定負荷レベルよりも低いか否かを判定する機能と前記負荷が前記所
定負荷レベルよりも低い時に前記同期整流用スイッチのオン制御を禁止する機能を有して
いる比較及びパルス形成回路とを備えていることを特徴とするスイッチング電源装置に係
わるものである。
【発明の効果】
【０００９】
　請求項１～２３の発明は、前記同期整流用スイッチのオン期間を決定するための同期整
流期間決定用コンデンサと、前記同期整流期間決定用コンデンサに接続され且つ前記同期
整流期間決定用コンデンサに対して前記主スイッチのオン期間に前記インダクタンス手段
の電圧に対応した値の充電電流を供給する機能を有している第１の電流源と、前記同期整
流期間決定用コンデンサに接続され且つ前記直流出力電圧に対応した値の放電電流を流す
機能を有している第２の電流源とを有して前記同期整流用スイッチのオン期間を決定して
いるので、主スイッチのオンオフによるインダクタンス手段のエネルギーの蓄積時間と放
出時間との比と、前記同期整流期間決定用コンデンサの充電時間と放電時間との比の対応
関係を容易且つ正確に設定することができ、同期整流用スイッチの理想的なオン期間を設
定することができる。即ち同期整流用スイッチのオン期間をインダクタンス手段のエネル
ギー放出期間にほぼ一致させて同期整流による効率向上の効果を最大限に得ることができ
、且つ同期整流用スイッチと主スイッチとが同時にオン状態になることによるノイズ発生
、回路の破壊等の弊害を抑制することができる。
また、請求項６～９の発明によれば、同期整流期間決定用コンデンサの最適条件での充電
及び放電を容易に行うことが可能になる。
また、請求項１１、１２、１３の発明によれば、同期整流期間決定用コンデンサの最適条
件での充電を容易に行うことが可能になる。
また、請求項１４の発明によれば、同期整流期間決定用コンデンサの所望の放電電流を容
易且つ正確に流すことができる。
また、請求項１５、１６の発明によれば、主スイッチのオン期間における同期整流期間決
定用コンデンサの放電禁止を容易に達成することができる。
　また、請求項１９の発明によれば、同期整流用スイッチの導通許容期間を容易に検出す
ることができる。
また、請求項２０、２１の発明によれば、比較及びパルス形成回路を簡単に構成すること
ができる。
また、請求項１１～２１の発明によれば、同期整流制御回路は特別な調整回路を含んでい
ないので、半導体集積化を容易に達成できる。
また、請求項２２の発明によれば、同期整流制御回路の集積化によって同期整流回路の部
品点数を減らすこと、及び同期整流制御回路を構成する複数の回路素子（例えばトランジ
スタ）の特性を揃えることができる。
　また、請求項２３の発明によれば、同期整流制御回路と同期整流用スイッチと整流ダイ
オードとの一体化によって同期整流回路の部品点数を減らすことができる。
　また、請求項２４の発明によれば、同期整流期間決定用コンデンサの放電を確実に達成
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し、同期整流期間決定用コンデンサの電圧と主スイッチのオン期間とを良好に対応させる
ことができる。
　また、請求項２５の発明によれば、軽負荷時において同期整流用スイッチを駆動しない
ことにより、同期整流用スイッチの駆動による電力損失がなくなり、軽負荷時の効率が向
上する。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１０】
　次に、図１～図１３を参照して本発明の実施形態を説明する。
【実施例１】
【００１１】
　図１に示す本発明に従う実施例１のフライバック型ＤＣ－ＤＣ変換器から成るスイッチ
ング電源装置は、直流電源１に接続された直流電圧入力手段としての対の直流電源端子１
ａ、１ｂと、インダクタンス手段としてのトランス２と、断続電圧供給手段としての主ス
イッチＱ1 と、同期整流回路３と、平滑コンデンサＣo と、負荷４が接続された対の直流
出力端子４ａ、４ｂと、スイッチ制御回路５とから成る。
【００１２】
　直流電源１は商用交流電源に接続された整流平滑回路又は電池等で構成され、対の直流
電源端子１ａ、１ｂに直流入力電圧Ｖｉｎを供給する。
【００１３】
　インダクタンス手段としてのトランス２は磁気コア６にそれぞれ巻き回され且つ相互に
電磁結合された１次巻線Ｎ1 と２次巻線Ｎ2 とから成る。この実施例では黒丸で示すよう
に１次及び２次巻線Ｎ1 、Ｎ2 は互いに逆の極性を有する。図示は省略されているが、ト
ランス２は、スイッチ制御回路５の電源回路を形成するための３次巻線を有する。１次巻
線Ｎ1 は主スイッチＱ1 を介して対の直流電源端子１ａ、１ｂ間に接続されている。１次
巻線Ｎ1 は第１の巻数Ｎp を有し且つインダクタンスＬp を有する。２次巻線Ｎ2 は第２
の巻数Ｎs を有し且つインダクタンスＬs を有する。２次巻線Ｎ2 の一端は平滑回路とし
ての平滑コンデンサＣo の一端及び一方の直流出力端子４ａに接続され、他端は同期整流
回路３を介して平滑コンデンサＣo の他端及び他方の直流出力端子４ｂに接続されている
。
【００１４】
　断続電圧供給手段としての主スイッチＱ1 は絶縁ゲート型電界効果トランジスタから成
る。しかし、主スイッチＱ1 をバイポーラトランジスタ、ＩＧＢＴ等の別の半導体スイッ
チとすることができる。主スイッチＱ1 の第１の主端子としてのドレインは１次巻線Ｎ1 
に接続され、第２の主端子としてのソースはグランド側の直流電源端子１ｂに接続されて
いる。従って、主スイッチＱ1 は直流入力電圧を断続してトランス２に断続的に電圧を供
給する。
【００１５】
　同期整流回路３は、大別して絶縁ゲート型電界効果トランジスタから成る同期整流素子
Ｑ2 と半導体集積回路構成の同期整流制御回路７とから成る。同期整流素子Ｑ2 と同期整
流制御回路７とは同一の包囲体即ちパッケージに収容されている。なお、同期整流素子Ｑ
2 と同期整流制御回路７とを同一の半導体集積回路とすることもできる。
【００１６】
　同期整流素子Ｑ2 は、同期整流用スイッチ８とこれに並列に接続されたダイオードＤo 
とから成る。同期整流用スイッチ８は絶縁ゲート型電界効果トランジスタ（ＦＥＴ）の本
体部であって、一方の主端子としてのドレイン電極と他方の主端子としてのソース電極と
制御端子としてのゲート電極とを有して２次巻線Ｎ2 と負側の直流出力端子４ｂとの間の
ラインに直列に接続されている。ダイオードＤo は絶縁ゲート型電界効果トランジスタか
ら成る同期整流素子Ｑ2 の寄生ダイオード即ちボデイダイオードであり、同期整流用スイ
ッチ８と同一のシリコン等の半導体基板内に形成されている。このダイオードＤo をＦＥ
Ｔ構成の同期整流用スイッチ８と別体構成の個別ダイオードとすることもできる。また、
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同期整流素子Ｑ2 又は同期整流用スイッチ８をバイポーラトランジスタ、ＩＧＢＴ等の別
の半導体スイッチとすることができる。同期整流素子Ｑ2 がシリコン半導体で構成されて
いる場合には、同期整流用スイッチ８のオン時の電圧降下電圧は例えば約０．２Ｖであり
、ダイオードＤo のオン時の電圧降下は同期整流用スイッチ８よりも高い例えば約０．８
Ｖである。従って、同期整流用スイッチ８をオン状態にして２次巻線Ｎ2 の電圧を整流す
ると、ダイオードＤo のみの場合に比べて電圧降下及び電力損失が小さくなる。
【００１７】
　同期整流制御回路７は、同期整流素子Ｑ2 の同期整流用スイッチ８をオン制御するため
のものであって、同期整流期間決定用コンデンサＣ1 （以下、単にコンデンサＣ1 という
）と、充電回路としての第１の電流源９と、放電回路としての第２の電流源１０と、放電
禁止手段としてのスイッチ１１と、パルス形成回路１２とから成る。
【００１８】
概略的に示されている第１の電流源９は、２次巻線Ｎ2 の他端即ち同期整流素子Ｑ2 のド
レインとコンデンサＣ1 の一端との間に接続され、第２の電流源１０は、放電禁止手段と
してのスイッチ１１を介してコンデンサＣ1 に並列に接続されている。コンデンサＣ1 の
他端はグランド側の直流出力端子４ｂに接続されている。本実施例では、コンデンサＣ1 
の放電時間Ｔd′とトランス２の蓄積エネルギーの放出時間Ｔdとが同一又はほぼ同一にな
るように第１及び第２の電流源９、１０の第１及び第２の電流Ｉ1 、Ｉ2 の値が設定され
ている。コンデンサＣ1 の充電電流を第１の電流源９から供給し、放電電流を第２の電流
源１０に従って流すことによって上記放電時間Ｔd′と上記放出時間Ｔdとを同一にするこ
とを容易且つ正確に達成できる。コンデンサＣ1 の放電時間Ｔd′にほぼ一致するように
同期整流用スイッチ８をオン制御すると、トランス２のエネルギー放出時間Ｔdにほぼ一
致して同期整流用スイッチ８をオン動作させることになり、同期整流用スイッチ８による
電力損失低減効果を最大限に得ることができる。
【００１９】
　コンデンサＣ1 の放電経路のスイッチ１１を主スイッチＱ1 のオフ期間Ｔoff のみにオ
ンにするように構成した場合において、放電時間Ｔd′と放出時間Ｔdとを同一にするため
に第１及び第２の電流Ｉ1 、Ｉ2 を次式の関係を有するように設定することが望ましい。
　　Ｉ1 ＝｛（Ｎs Ｖin）／（Ｎp Ｖｏ）｝Ｉ2 　
＝（Ｖ２／Ｖｏ）Ｉ2　　　　　　・・・（１）式
ここで、Ｖ２はインダクタンス手段としてのトランス２の２次巻線Ｎ２の電圧を示す。
【００２０】
　もし、スイッチ１１が常にオン状態にあると仮定すれば、放電時間Ｔd′と放出時間Ｔd
とを一致させるために第１及び第２の電流Ｉ1 、Ｉ2 を次式に示すように設定する。
　　Ｉ1 ＝｛（Ｎs Ｖin＋Ｎp Ｖo ）／Ｎp Ｖo ｝Ｉ2 ・・・（２）式
スイッチ１１が常にオン状態の時の動作の詳細は図１０を参照して後述する。
【００２１】
上記（１）式が成立することが望ましいことを次に説明する。
主スイッチＱ1 のオン期間Ｔonにおけるトランス２の蓄積エネルギーＷs は次式で示すこ
とができる。
　　Ｗs ＝（Ｖin2 ／２Ｌp ）Ｔon2 　・・・（３）式
　主スイッチＱ1 のオフ期間における蓄積エネルギーＷs の放出時間Ｔd は次式で示すこ
とができる。
　　Ｔd ＝｛（Ｎs Ｖin）／（Ｎp Ｖo） ｝Ｔon　・・・（４）式
【００２２】
　コンデンサＣ1 の充電時間は主スイッチＱ1 のオン期間Ｔonと同一である。コンデンサ
Ｃ1 の放電時間Ｔd ′は次式で示すことができる。
　　Ｔd ′＝（Ｖc1×Ｃ）／Ｉ2 ・・・（５）式
　スイッチ１１が主スイッチＱ1 のオフ期間Ｔoff のみにオンにされる場合には第１の電
流Ｉ1の全てがコンデンサC1の充電電流となるので、コンデンサC1の電圧Ｖc1はＶc1＝（
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Ｉ1 ×Ｔon）／Ｃで示めされる。このＶc1を示す式を上記Ｔd ′の式に代入すると、次式
になる。
　　Ｔd ′＝（Ｉ1 ／Ｉ2 ）Ｔon　・・・（６）式
【００２３】
　トランス２のエネルギーの蓄積時間即ち主スイッチＱ1 のオン時間Ｔonとトランス２の
エネルギー放出時間Ｔd との比Ｔon／Ｔd とコンデンサＣ1 の充電時間Ｔonと放電時間Ｔ
d ′との比Ｔon／Ｔd ′が等しいことが理想であるので、次式の成立が望ましい。
　　Ｔon／［｛（Ｎs Ｖin）／（Ｎp Ｖo ）｝Ｔon］
　　　　＝Ｔon／｛（Ｉ1 ／Ｉ2 ）Ｔon｝　・・・（７）式
　この（７）式を第１の電流Ｉ1 を示す式に整理すると、前述した（１）式と同一の次式
が得られる。
　　Ｉ1 ＝｛（Ｎs Ｖin）／（Ｎp Ｖo ）｝Ｉ2 　・・・（８）式
　また、第１の電流Ｉ1と第２の電流Ｉ2との比を次式で示すことができる。
　　Ｉ1／Ｉ2＝｛（Ｎs Ｖin）／（Ｎp Ｖo ）｝
＝Ｖ２／Ｖｏ　　　　　　　・・・・・・（９）式
　従って、第１の電流Ｉ1 と第２の電流Ｉ2 とを（８）式又は（９）式に示すように設定
すると、理想的な同期整流期間を得ることができる。
【００２４】
　（１）式と同一の（８）式において、１次及び２次巻線Ｎ1 、Ｎ2 の巻数Ｎp 、Ｎs は
一定であり、且つ入力電圧Ｖinと出力電圧Ｖo とが一定であると仮定すると、第１及び第
２の電流Ｉ1 、Ｉ2 の比Ｉ1 ／Ｉ2 を（Ｎs Ｖin）／（Ｎp Ｖo ）に設定すると理想的な
同期整流期間を得ることができる。第１及び第２の電流Ｉ1 、Ｉ2 は定電流源構成の第１
及び第２の電流源９、１０から供給されるので、所望の同期整流期間を容易且つ正確に得
ることができる。第１及び第２の電流源９、１０の詳細は後述する。
【００２５】
　図１のパルス形成回路１２は、大別して導通許容期間検出手段１３と比較及びパルス形
成回路１４とから成り、同期整流用スイッチ８を駆動するためのパルスを形成する。
【００２６】
　導通許容期間検出手段１３は同期整流用スイッチ８の導通を許容する期間を検出するも
のであって、図１の実施例では主スイッチＱ1 のオフ期間を示す信号を検出するために同
期整流素子Ｑ2 のドレイン・ソース間に導体１８、１９を介して接続された第１及び第２
の分圧抵抗１５、１６の直列回路と、分圧出力を得るための分圧導体１７とから成る。従
って、第１及び第２の分圧抵抗１５、１６の相互接続点に接続された分圧導体１７に同期
整流素子Ｑ2 のドレイン・ソース間電圧に比例した電圧が得られる。同期整流素子Ｑ2 の
ドレイン・ソース間電圧は、主スイッチＱ1 のオンオフに従って変化するので、導通許容
期間検出手段１３を主スイッチＱ1 のオンオフ検出手段と呼ぶこともできる。
　主スイッチＱ1 のオン期間において、２次巻線Ｎ2 の電圧と平滑コンデンサＣo の電圧
との和の電圧が同期整流素子Ｑ2 に印加され、この電圧が第１及び第２の電圧分圧用抵抗
１５、１６で分割され、分圧導体１７が高レベル電位になる。他方、主スイッチＱ1 のオ
フ期間において、同期整流素子Ｑ2 は導通状態になるので、ドレイン・ソース間電圧は低
くなり、分圧導体１７が低レベル電位になる。これにより、主スイッチＱ1 のオン期間と
オフ期間とに対応して変化する電位を有するスイッチ状態信号が分圧導体１７に得られる
。分圧導体１７のスイッチ状態信号は整流用スイッチ８の導通許容期間を示す。
【００２７】
　比較及びパルス形成回路１４は、比較及び導通期間決定回路と呼ぶこともできるもので
あって、同期整流期間決定用コンデンサＣ1と導通許容期間検出手段１３と同期整流用ス
イッチ８の制御端子とに接続されている。この比較及びパルス形成回路１４は、同期整流
期間決定用コンデンサの電圧が所定基準値も高いか否かを判定する機能、及び同期整流期
間決定用コンデンサＣ1の電圧が所定基準値も高いと同時に導通許容期間である時に同期
整流用スイッチ８のオン制御パルスを形成して同期整流用スイッチ８の制御端子に供給す
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る機能を有している。図１の比較及びパルス形成回路１４は比較器２０と基準電圧源２１
と否定論理和回路即ちＮＯＲ回路２２とから成る。比較器２０の一方の入力端子はコンデ
ンサＣ1 の一端に接続され、他方の入力端子は基準電圧源２１に接続されている。基準電
圧源２１はコンデンサＣ1 の最低電圧（グランド）又はこれよりも僅かに高い基準電圧Ｖ
r を与える。この基準電圧Ｖrの値は定格負荷時のコンデンサＣ1 の電圧Ｖc1の最大値の
０～２０％の範囲であるこが望ましい。比較器２０は図３（Ｅ）に示すようにコンデンサ
Ｃ1 の電圧Ｖc1と基準電圧Ｖr とを比較し、コンデンサＣ1 の電圧Ｖc1が基準電圧Ｖr よ
りも低い期間ｔ2 ～ｔ4 に図３（Ｆ）に示すように高レベルの出力Ｖ20を発生する。同期
整流用スイッチ８のオン期間はインダクタンス手段としてのトランス２のエネルギー放出
時間Ｔｄの好ましくは８０～１００パーセント、より好ましくは９０～１００パーセント
である。
【００２８】
　ＮＯＲ回路２２は、同期整流用スイッチ８のオン期間を決定し、オン期間に対応するパ
ルスを形成するためのものであって、この一方の入力端子は比較器２０に接続され、他方
の入力端子は分圧導体１７に接続されている。ＮＯＲ回路２２は２つの入力端子が同時に
低レベル（論理の０）になった時にのみ高レベル（論理の１）を出力する。従って、図３
のｔ1 ～ｔ2 期間に示すように、主スイッチＱ1 のオフ期間Ｔoff 中であると同時に比較
器２０の出力Ｖ20が低レベルの時にＮＯＲ回路２２の出力Ｖ22が図３（Ｇ）に示すように
高レベルとなり、同期整流用スイッチ８がオン制御される。
　なお、図示は省略されているが、比較器２０及びＮＯＲ回路２２はこれ等を駆動するた
めの周知の直流電源に接続されている。また、ＮＯＲ回路２２が周知の駆動回路を含むも
のとして示されている。勿論、周知の駆動回路を独立に設け、この駆動回路をＮＯＲ回路
２２と同期整流素子Ｑ2 のゲートとの間に接続することもできる。
【００２９】
　図１の充電回路としての第１の電流源９は、コンデンサC1に対して主スイッチQ1のオン
期間に直流入力電圧Vinに対応した値、即ちインダクタンス手段としてのトランス２の２
次巻線Ｎ２の電圧Ｖ２に対応した値の充電電流を供給する機能を有している。この第１の
電流源９は、カレントミラー回路と呼ぶことができるものであって、図２に詳しく示すよ
うにｐｎｐ型の第１及び第２のトランジスタＱ11、Ｑ12と第１のコレクタ抵抗Ｒ1と逆流
阻止用の第１及び第２のダイオードＤ1 、Ｄ2 と電圧源としてのツエナーダイオード２３
とから成る。第１のトランジスタＱ11のエミッタは第１のダイオードＤ1 とツエナーダイ
オード２３と導体１８とを介して同期整流素子Ｑ2 のドレイン電極（第１の主端子）に接
続されている。第１のトランジスタＱ1 のコレクタは第２のダイオードＤ2 を介してコン
デンサＣ1 の一端に接続されている。第２のトランジスタＱ12のエミッタはカレントミラ
ー回路を形成するために第１のトランジスタＱ11のエミッタに接続されている。第２のト
ランジスタＱ12のコレクタは第１のコレクタ抵抗Ｒ1 と導体１９とを介して同期整流素子
Ｑ2 のソース電極（第２の主端子）に接続されている。第１及び第２のトランジスタＱ11
、Ｑ12のベースは互いに接続され且つ第２のトランジスタＱ12のコレクタに接続されてい
る。ツエナーダイオード２３は（８）式を成立させるために第１の電流Ｉ1 を入力電圧Ｖ
inに比例させるためのものであって、平滑コンデンサＣo の出力電圧Ｖo と同一のツエナ
ー電圧Ｖz を有し、同期整流素子Ｑ2のドレン・ソース間電圧Ｖｄｓ＝Ｖ２＋Ｖｏから所
定のレベルシフト電圧としてのツエナー電圧Ｖｚを減算する機能を有する。主スイッチＱ
1 のオン期間において第１のコレクタ抵抗Ｒ1 には、２次巻線Ｎ2 の電圧Ｖ2 と出力電圧
Ｖo との加算値からツエナーダイオード２３の電圧Ｖz と第１のダイオードＤ1 の順方向
電圧ＶF と第２のトランジスタＱ12のコレクタ・ソース間電圧ＶCEとを引いた電圧即ちＶ
2 ＋Ｖo －Ｖz －ＶF －ＶCEが印加される。ここで、Ｖz ＝Ｖo に設定されていれば、第
１のコレクタ抵抗Ｒ1 の電圧はＶ2 －ＶF －ＶCEとなる。ＶF 、ＶCEはＶ2 に比べて極め
て小さいので、これを無視すると、第１の抵抗Ｒ1 の電圧はＶ2 となり、ここに流れる電
流はＶ2 ／Ｒ1 になる。２次巻線Ｎ2 の電圧Ｖ2 はＶ2 ＝Ｖin（Ｎs ／Ｎp ）であって、
入力電圧Ｖinに比例しているので、第１のコレクタ抵抗Ｒ1 を流れる電流は入力電圧Ｖin
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に比例する。第１及び第２のトランジスタＱ11、Ｑ12はカレントミラー回路を構成してい
るので、第１のトランジスタＱ11のコレクタを流れる第１の電流Ｉ1 は第１のコレクタ抵
抗Ｒ1 を流れる電流と同一であって、次式で示すことができる。
Ｉ1 ＝Ｖ2 ／Ｒ1 
＝Ｖin（Ｎs ／Ｎp ）／Ｒ1 　　・・・（１０）式
従って、第１の電流Ｉ1 は入力電圧Ｖinに比例した値を有する。
【００３０】
　もし、電圧源としてのツエナーダイオード２３が設けられていない時には、主スイッチ
Ｑ1 のオン期間において第１のコレクタ抵抗Ｒ1 に印加される電圧は、
　　Ｖ2 ＋Ｖo －ＶF －ＶCE

となり、第１のコレクタ抵抗Ｒ1 を流れる電流及び第１のトランジスタＱ11のコレクタを
流れる第１の電流Ｉ1 を次式で示すことができる。
　　Ｉ1 ＝（Ｖ2 ＋Ｖo －ＶF －ＶCE）／Ｒ1 　・・・（１１）式
　ここで、ＶF 及びＶCEはＶ2　に比べて十分に小さいので、これらを無視すると、次式
が成立する。
　　Ｉ1 ＝（Ｖ2 ＋Ｖo ）／Ｒ1 
　この第１の電流Ｉ1 の値はツエナーダイオード２３を設ける場合に比べてＶo が含まれ
ているので、Ｉ1 ／Ｉ2 を設定する時にＶo を考慮しなければならないが、Ｉ1 ／Ｉ2 の
設定を不可能にするものではない。従って、回路構成の簡略化が要求される時にはツエナ
ーダイオード２３を省くことができる。
【００３１】
　放電回路としての第２の電流源１０は、コンデンサC1に接続され且つ対の直流出力端子
４ａ、４ｂの直流出力電圧Voに対応した値の放電電流を流す機能を有する。この第２の電
流源１０は、第２のカレントミラー回路と呼ぶこともできるものであって、ｎｐｎ型の第
３及び第４のトランジスタＱ13、Ｑ14と、第２の抵抗Ｒ2 とから成る。第３のトランジス
タＱ13のコレクタは図１のスイッチ１１と同一の機能を有する選択放電用ダイオード１１
ａを介してコンデンサＣ1 の一端に接続されている。第３のトランジスタＱ13のエミッタ
は導体１９を介して同期整流素子Ｑ2 のソース電極及び負側の直流出力端子４ｂに接続さ
れている。第４のトランジスタＱ14のコレクタは第２のコレクタ抵抗Ｒ2 を介して正側の
直流出力端子４ａに接続されている。第４のトランジスタＱ14のエミッタは導体１９を介
して同期整流素子Ｑ2 のソース電極及び負側の直流出力端子４ｂに接続されている。第３
及び第４のトランジスタＱ13、Ｑ14のベースは互いに接続され且つ第４のトランジスタＱ
14のコレクタに接続されている。
【００３２】
　図１のコンデンサC1の放電を主スイッチQ1のオン期間に禁止する手段としてのスイッチ
１１と同一の機能を得るために、図２に選択放電用ダイオード１１ａとバイアス用ダイオ
ード１１ｂとが設けられている。バイアス用ダイオード１１ｂは主スイッチＱ1 のオフ期
間にのみ選択放電用ダイオード１１ａをオン状態にするためのものであり、このアノード
は導体１８を介して同期整流素子Ｑ2 のドレイン電極に接続され、カソードは選択放電用
ダイオード１１ａのカソードに接続されている。主スイッチＱ1 のオン期間には、出力電
圧Ｖo と２次巻線Ｎ2 の電圧Ｖ2 との和によってバイアス用ダイオード１１ｂが順方向バ
イアスされ、選択放電用ダイオード１１ａのカソード電位がコンデンサＣ1 の電圧Ｖc1よ
りも高いＶ2 ＋Ｖo －ＶF になり、選択放電用ダイオード１１ａが逆バイアス状態になり
、放電電流が流れない。なお、上記ＶF はバイアス用ダイオード１１ｂの順方向電圧であ
る。
【００３３】
　第２の電流源１０の第２のコレクタ抵抗Ｒ2 には、出力電圧Ｖo から第４のトランジス
タＱ14のコレクタ・エミッタ間電圧ＶCEを差し引いた電圧Ｖo －ＶCEが印加され、この第
２のコレクタ抵抗Ｒ2に（Ｖo －ＶCE）／Ｒ2に従う電流が流れる。第４のトランジスタＱ
14のコレクタ・エミッタ間電圧ＶCEは出力電圧Ｖo に比べて極めて小さい値であるので、
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これを無視すると、第２のコレクタ抵抗Ｒ2 にＶo ／Ｒ2 の電流が流れる。第３及び第４
のトランジスタＱ13、Ｑ14はカレントミラー回路を構成しているので、第３のトランジス
タＱ13のコレクタに流れる第２の電流Ｉ2 は第４のトランジスタＱ14のコレクタ電流と同
一になる。従って、第２の電流Ｉ2をＩ2＝Ｖｏ／Ｒ2で示すことができ、コンデンサＣ1の
放電電流が出力電圧Ｖｏに比例して流れる。
【００３４】
　第１の電流源９にツエナーダイオード２３を設ける場合には、第１及び第２の電流Ｉ1 
、Ｉ2 の比Ｉ1 ／Ｉ2 をＶF 、ＶCEを無視して概略的に次式で示すことができる。
　　Ｉ1 ／Ｉ2 ＝｛Ｖin（Ｎs ／Ｎp ）／Ｒ1｝／（Ｖo ／Ｒ2 ）
　　　　　　　＝（Ｎs ／Ｎp ）×（Ｒ2 ／Ｒ1 ）×（Ｖin／Ｖo ）
　　　　　　　＝｛（Ｎs Ｖin）／（Ｎp Ｖo ）｝（Ｒ2 ／Ｒ1 ）
＝（Ｖ２／Ｖｏ）（Ｒ2 ／Ｒ1 ）　　・・・（１２）式
　上記（１２）式においてＲ1 ＝Ｒ2 に設定すれば、（１２）式は前述の（９）式と同一
になり、理想的な同期整流期間を容易且つ正確に得ることができる。
【００３５】
　もし、ツエナーダイオード２３が設けられていない場合には、ＶF 、ＶCEを無視すると
、第１の電流Ｉ1 は前述の（１１）式に従って次式で示すことができる。
　　Ｉ1 ＝（Ｖ2 ＋Ｖo ）／Ｒ1 
　　　　＝［｛（Ｎs ／Ｎp ）Ｖin｝＋Ｖo ］／Ｒ1
　　　　＝Ｖｄｓ／Ｒ１
　　　　＝（Ｖ２＋Ｖｏ）／Ｒ１
　一方、前述したように主スイッチＱ1 のオン時間Ｔonとトランス２のエネルギー放出時
間Ｔd との比Ｔon／Ｔd とコンデンサＣ1 の充電時間Ｔonと放電時間Ｔd ′との比Ｔon／
Ｔd ′とが等しいこと、即ちＴon／Ｔd ＝Ｔon／Ｔd ′であること、が理想である。前述
の（７）～（１２）式と同様な手法に従って、Ｔon／Ｔd ＝Ｔon／Ｔd ′を満足するため
のＲ1 とＲ2 との関係を求めると、次式が得られる。
　　Ｒ1 ＝［１＋｛（Ｎs Ｖin）／（Ｎp Ｖo）｝］Ｒ2 ・・・（１３）式
　ツエナーダイオード２３を設けない場合において、入力電圧Ｖin、出力電圧Ｖo が一定
であれば、これ等を定数とみなすことができるので、第１及び第２のコレクタ抵抗Ｒ1 、
Ｒ2 の理想的な比を容易に設定できる。
【００３６】
　次に、図１のスイッチ制御回路５を説明する。このスイッチ制御回路５は、帰還信号形
成回路５ａと鋸波発生器５ｂと比較器５ｃとを有し、周知の方法で主スイッチＱ1 のため
のＰＷＭ（パルス幅変調）制御信号Ｖg を形成するものである。帰還信号形成回路５ａは
ライン２４、２５によって直流出力端子４ａ、４ｂに接続され、出力電圧Ｖｏを所望値に
保つための帰還制御信号を形成する。帰還制御信号は対の直流出力端子４ａ、４ｂ間の電
圧を示す信号であり、この実施例では直流出力端子４ａ、４ｂ間の出力電圧Ｖｏに比例し
た電圧信号である。勿論、帰還信号として出力電圧Ｖｏに反比例する電圧を帰還信号とす
ることもできる。
　キャリア波発生器としての鋸波発生器５ｂは例えば２０～１００kHz の高い繰返し周波
数で鋸波を発生する。この鋸波発生器５ｂを三角波発生器に置き換えることもできる。比
較器５ｃの負入力端子は帰還信号形成回路５ａに接続され、正入力端子は鋸波発生器５ｂ
に接続されている。従って、比較器５ｃからは鋸波が帰還信号よりも高い時に高レベルパ
ルスが発生する。比較器５ｃの出力ライン２６は主スイッチＱ1 の制御端子即ちゲートに
接続されている。なお、ＰＷＭパルスから成る制御信号Ｖg は主スイッチＱ1 のゲートと
ソースとの間に印加される。従って、図１で比較器５ｃと主スイッチＱ1 のソースとの接
続は省略されている。図３（Ａ）にスイッチ制御回路５から出力するＰＷＭパルスから成
る制御信号Ｖg が示されている。主スイッチＱ1 は図３（Ａ）の制御信号Ｖg の高レベル
期間にオンになり、低レベル期間にオフになる。
【００３７】
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　図１ではスイッチ制御回路５が直流出力端子４ａ、４ｂに接続されているが、この代り
にトランス２の３次巻線等に接続することができる。要するに、帰還信号形成回路５ａの
接続箇所は、直流出力端子４ａ、４ｂの出力電圧に比例する電圧を示す部分であればどこ
でもよい。また、帰還信号形成回路５ａの中に周知の光結合伝送路を含めることができる
。
【００３８】
　次に、図１のスイッチング電源装置の動作を図３を参照して説明する。図１の主スイッ
チＱ1 のオン期間には、１次巻線Ｎ1 に直流電源１の電圧が印加され、１次巻線Ｎ1及び
主スイッチＱ1に図３（C）に示す電流Idが流れる。この時、同期整流素子Ｑ2 の同期整流
用スイッチ８及びダイオードＤo は非導通であるので、トランス２にエネルギーが蓄積さ
れる。平滑コンデンサＣo が既に充電されていると仮定すると、図３の例えばｔ3 ～ｔ5 
に示す主スイッチＱ1 のオン期間Ｔonに、２次巻線Ｎ2 の電圧Ｖ2 と平滑コンデンサＣo 
の出力電圧Ｖo との和の電圧に相当する図３（B）に示す同期整流素子Ｑ2の対の主端子間
電圧Vdsに基づいてコンデンサＣ1 が充電され、図３（Ｅ）に示すようにこの電圧Ｖc1が
傾斜を有して増大する。既に説明したように図２に示すようにツエナーダイオード２３が
設けられている場合にはＶ2＋Ｖo－Vzに比例した第１の電流I1でコンデンサＣ1 が充電さ
れ、ツエナーダイオード２３が設けられていない場合にはＶ2＋Ｖoに比例した第１の電流
I1でコンデンサＣ1 が充電される。コンデンサＣ1 の電圧Ｖc1が図３のｔ4 時点で基準電
圧Ｖr を横切ると、比較器２０の出力が図３（Ｆ）に示すように高レベルから低レベルに
転換する。
【００３９】
　主スイッチＱ1 が図３のｔ5 時点でターンオフすると、トランス２の蓄積エネルギーの
放出が生じ、２次巻線Ｎ2 にオン時と逆の方向の電圧が誘起し、２次巻線Ｎ2 と平滑コン
デンサＣo と同期整流素子Ｑ2 とから成る経路で図３（Ｄ）に示す電流Ｉs が流れる。同
期整流素子Ｑ2 はダイオードＤo を含んでいるので、同期整流用スイッチ８のオン・オフ
に拘らず電流Ｉs を流すことができる。この主スイッチＱ1 のオフ期間Ｔoff には、同期
整流素子Ｑ2 の両端子間電圧即ちドレイン・ソース間電圧Ｖdsは零又は零近傍の低い値に
なる。このため、ＮＯＲ回路２２の両入力が低レベルとなり、ＮＯＲ回路２２の出力Ｖ22
が図３（Ｇ）に示すように高レベルとなり、同期整流素子Ｑ2 の制御端子Ｇ（ゲート）と
ソースＳとの間に高レベル信号が印加され、同期整流用スイッチ８がオンになる。これに
より、同期整流素子Ｑ2 のソースＳからドレインＤに向って電流Ｉsが流れる。
【００４０】
　主スイッチＱ1 のオフ期間には、上述のように同期整流素子Ｑ2 の両端子間電圧が零又
は低い値になるので、コンデンサＣ1 の充電電流の供給が停止し、コンデンサＣ1 の電荷
は第２の電流源１０を介して所定の放電時定数を有して放電し、コンデンサＣ1 の電圧Ｖ
c1は図３（Ｅ）のｔ1 ～ｔ2 ′及びｔ5 ～ｔ6 ′に示すように傾斜を有して低下する。コ
ンデンサＣ1 の電圧Ｖc1がｔ2 及びｔ6 に示すように基準電圧Ｖr を横切ると、比較器２
０の出力が低レベルから高レベルに転換し、これにより、ＮＯＲ回路２２の出力Ｖ22が高
レベルから低レベルに転換し、同期整流用スイッチ８のオン制御が終了する。同期整流用
スイッチ８のオン制御が終了しても電流Ｉs はダイオードＤo を通って流れる。電流Ｉs 
はダイオードＤo のみを流れる時間は極めて短く且つその電流の値が小さいので、ダイオ
ードＤo が破壊することはない。
【００４１】
　本実施例は次の効果を有する。
　（１）　定電流化特性を有している第１及び第２の電流源９、１０によってコンデンサ
Ｃ1 を充電し且つ放電させるので、主スイッチＱ1 のオン・オフによるトランス２のエネ
ルギーの蓄積時間と放出時間との比と、コンデンサＣ1 の充電時間と放電時間との比の対
応関係を容易且つ正確に設定することができ、同期整流用スイッチ８の理想的なオン期間
を設定することができる。即ち同期整流用スイッチ８のオン期間をトランス２のエネルギ
ー放出期間にほぼ一致させて同期整流による効率向上の効果を最大限に得ることができ、
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且つ同期整流用スイッチ８と主スイッチＱ1 とが同時にオン状態になることによるノイズ
発生、回路の破壊等の弊害等を抑制することができる。
　（２）　図２の回路では第１及び第２の電流源９、１０がカレントミラー回路であるの
で、第１及び第２の電流Ｉ１，Ｉ２を所望の比率に容易且つ正確に設定することができる
。
（３）　図２の回路では出力電圧Ｖoと同一の電圧Ｖｚを有するツエナーダイオード２３
が設けられているので、出力電圧Ｖoが一定の場合には第１及び第２のコレクタ抵抗Ｒ1 
、Ｒ2 の値を同一にすることによって同期整流用スイッチ８の理想的オン期間が設定され
る。
　（４）　図２の回路では選択放電用ダイオード１１ａとバイアス用ダイオード１１ｂと
が主スイッチQ1のオン期間にコンデンサC1の放電を禁止する手段として機能するので、主
スイッチQ1のオン期間におけるコンデンサC1の放電禁止を容易に達成できる。
（５）　図２の回路ではダイオードＤ１，Ｄ２が設けられているので、コンデンサC1の不
要な放電を禁止しすることができる。
（６）　同期整流制御回路７は特別な調整回路を含んでいないので、半導体集積化を容易
に達成できる。
　（７）　同期整流制御回路７が半導体集積化されているので、同期整流制御回路７の部
品点数が１つとなり、コストの低減が可能になる。また、同一の半導体基板にカレントミ
ラー回路を構成する第１及び第２のトランジスタＱ11、Ｑ12が形成されるので、これ等の
特性を容易に揃えることができ、所望の電流を正確に流すことができる。同様に、同一の
半導体基板にカレントミラー回路を構成する第３及び第４のトランジスタＱ13、Ｑ14が形
成されるので、これ等の特性を容易に揃えることができ、所望の電流を正確に流すことが
できる。
（８）　同期整流制御回路７と同期整流素子Ｑ2 とが同一の包囲体即ちパッケージに収容
されているので、同期整流回路３が一部品となり、部品点数及びコストの増大を抑えるこ
とができる。
（９）　ＮＯＲ回路２２を使用して同期整流用スイッチ８のオン期間を決定しているので
、同期整流用スイッチ８の不要期間のオンを確実に防ぐことができる。
【実施例２】
【００４２】
　次に、図４に示す実施例２に従うスイッチング電源装置を説明する。但し、図４及び後
述する図５～図１６において図１及び図２と実質的に同一の部分には同一の符号を付して
その説明を省略する。また、図４～図１６の説明において図１及び図３を参照する。
【００４３】
　図４のスイッチング電源装置は変形された同期整流回路３ａを有する他は、図１及び図
２と同一に形成されている。また、図４の変形された同期整流回路３ａは、変形された同
期整流制御回路７ａの他は図２と同一に形成されている。
【００４４】
　図４の同期整流制御回路７ａは、変形された第１の電流源９ａの他は図２と同一に形成
されている。図４の第１の電流源９ａにおける第１のコレクタ抵抗Ｒ1 は第２のトランジ
スタＱ12のコレクタと２次巻線の一端との間に接続されている。図４の第１の電流源９ａ
は、ツエナーダイオード２３が省かれ且つ第１のコレクタ抵抗Ｒ1 の接続箇所が変更され
ている点を除いて図２と同一に形成されている。この変形された第１の電流源９ａは出力
電圧Ｖoの変化に無関係にコンデンサＣ１を最適に充電する機能を有する。即ち、図２の
ツエナーダイオード２３の電圧Ｖｚは固定であって出力電圧Ｖoの変化に追従して変化し
ない。従って、図２の回路では、出力電圧Ｖoが変化した時にコンデンサＣ１に最適な充
電電流を供給することができない。これに対し、図４の第１の電流源９ａは、出力電圧Ｖ
oの変化に無関係に最適な充電電流をコンデンサＣ１に供給する。
【００４５】
　次に、図４の第１の電流源９ａによって出力電圧Ｖoの変化に無関係に最適な充電電流
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をコンデンサＣ１に供給することができることを詳しく説明する。第１のコレクタ抵抗Ｒ
1 には、第１のダイオードＤ1 と第２のトランジスタＱ12とを介して２次巻線Ｎ2 の電圧
Ｖ2 が印加される。従って、第１のコレクタ抵抗Ｒ1 に流れる電流を（Ｖ2 －ＶF －ＶCE

）／Ｒ1 で示すことができる。第１及び第２のトランジスタＱ11、Ｑ12はカレントミラー
回路を構成しているので、第１のトランジスタＱ11のコレクタに流れる電流Ｉ1 は第１の
コレクタ抵抗Ｒ1 に流れる電流と同一になり、次式で示すことができる。
　　Ｉ1 ＝（Ｖ2 －ＶF －ＶCE）／Ｒ1 
　　　　＝｛Ｖin（Ｎs ／Ｎp ）－ＶF －ＶCE｝／Ｒ1 
　第１のダイオードＤ1 の順方向電圧ＶF 及び第２のトランジスタＱ12のコレクタ・エミ
ッタ間電圧ＶCEは２次巻線Ｎ2 の電圧Ｖ2に比べて十分に小さいので、これらを無視する
と、第１の電流Ｉ1 は次式で示される。
　　Ｉ1 ＝Ｖ２／Ｒ１
＝Ｖin （Ｎs ／Ｎp ）／Ｒ1 　・・・（１４）式
　この（１４）式は前述の（１０）式と同一であり、出力電圧Ｖoに無関係の値を有する
。従って、図４の実施例２によれば、出力電圧Ｖoの変化に無関係に最適な同期整流期間
を得ることができる。また、ツエナーダイオード２３を使用しないので、この分だけコス
トの低減を図ることができる。なお、図４の実施例２においても、第１及び第２の抵抗Ｒ
１，Ｒ２の値を同じＲ１＝Ｒ２に設定することによって第１及び第２の電流Ｉ１，Ｉ２の
理想的関係
　Ｉ１／Ｉ２＝Ｖ２／Ｖｏ
が得られる。
【実施例３】
【００４６】
　図５に示す実施例３のスイッチング電源装置は、変形された同期整流回路３ｂの他は図
１、図２及び図４と同一に構成されている。また、図５の同期整流回路３ｂは変形された
同期整流制御回路７ｂの他は図４と同一に形成されている。
【００４７】
　図５の同期整流制御回路７ｂは、図４の選択放電用ダイオード１１ａとバイアス用ダイ
オード１１ｂを省き、この代りに放電禁止手段として２つの分圧用抵抗３１、３２と比較
器３３と基準電圧源３４と放電制御用スイッチＱ5 とを設け、この他は図４と同一に形成
したものである。
【００４８】
　図５において第３のトランジスタＱ13はコンデンサＣ1 に対して直接に並列接続されて
いる。第３及び第４のトランジスタＱ13、Ｑ14を主スイッチＱ1 のオフ期間のみにオンに
するためにＦＥＴから成る放電制御スイッチＱ5 が第４のトランジスタＱ14に並列に接続
されている。主スイッチＱ1 のオン期間判定用の比較器３３の正入力端子は２つの分圧用
抵抗３１、３２の分圧点に接続され、負入力端子は基準電圧源３４に接続されている。分
圧用抵抗３１、３２の直列回路は導体１８、１９を介して同期整流素子Ｑ2 のドレイン・
ソース間に接続されている。従って、図３（Ｂ）に示すように主スイッチＱ1 のオン期間
Ｔonに同期整流素子Ｑ2 のドレイン・ソース間電圧Ｖdsが高レベルになると、分圧用抵抗
３１、３２の分圧点から高レベル信号が比較器３３に入力する。基準電圧源３４の基準電
圧Ｖ34は主スイッチＱ1 のオン期間に分圧抵抗３１、３２から得られる分圧信号の値より
も低く設定されているので、比較器３３の出力は主スイッチＱ1 のオン期間Ｔonで高レベ
ル、オフ期間Ｔoff に低レベルになる。比較器３３の出力端子は放電制御用スイッチＱ5 
の制御端子（ゲート）に接続されているので、主スイッチＱ1 のオン期間に放電制御用ス
イッチＱ5 がオンになり、第３及び第４のトランジスタＱ13、Ｑ14のオンが禁止され且つ
コンデンサＣ1の放電が禁止される。この結果、第３及び第４のトランジスタＱ13、Ｑ14
は主スイッチＱ1 のオフ期間Ｔoff のみに導通して第２の電流Ｉ2 を流す。
【００４９】
　この実施例では比較器３３の入力のために分圧用抵抗３１、３２を独立に設けたが、こ
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の分圧用抵抗３１、３２を省いて導通許容期間検出手段１３の分圧抵抗１５、１６の分圧
点を比較器３３の正入力端子に接続することができる。また、比較器３３を省き、この代
りに図１のスイッチ制御回路５の出力を図５の放電制御用スイッチＱ5 の制御端子に供給
することもできる。要するに、放電制御用スイッチＱ5 の制御回路は、分圧抵抗３１、３
２と比較器３３と基準電圧源３４に限定されるものでなく、主スイッチＱ1 のオン期間Ｔ
onに放電制御用スイッチＱ5 をオンにすることができるものであればどのような回路でも
よい。
【００５０】
　図５の実施例３の放電制御用スイッチＱ5 は図４の選択放電用ダイオード１１ａと同一
の機能を有するので、図４の実施例２と同一の効果を有する。なお、図５の放電制御用ス
イッチＱ5 に相当するものを図１のスイッチ１１の代り及び図２の選択放電用ダイオーダ
１１ａ の代りに設けることもできる。
【実施例４】
【００５１】
　図６に示す実施例４のスイッチング電源装置は、変形された同期整流回路３ｃの他は図
１、図２及び５と同一に形成されている。また、図６の変形された同期整流制御回路７ｃ
は図５のコンデンサＣ1 に並列に放電抵抗Ｒd を付加し、この他は図５の同期整流制御回
路７ｂと同一に形成されている。図６の放電抵抗Ｒd は出力電圧Ｖo が異常に低下した時
にコンデンサＣ1 の放電が主スイッチＱ1 のオフ期間Ｔoff 内に終了しないことを防ぐた
めに設けられている。図１に示すように出力電圧Ｖo を帰還制御するスイッチ制御回路５
が設けられている状態で対の直流出力端子４ａ、４ｂ間がインピーダンスショート状態に
なると、スイッチ制御回路５が主スイッチQ1のオン幅を制限するように働いて出力電圧Vo
が異常に低下する。また、図１には示されていない周知の過電流保護回路が働いた時にも
出力電圧Voが異常に低下する。このように出力電圧Voが低下すると、この低下を補うため
に主スイッチQ1のオン期間Ton が正常負荷時よりも長くなる。この結果、コンデンサC1の
電圧Vc1のピーク値が大きくなる。他方、上述のように出力電圧Voが低下すると、第２の
電流源１０の第４のトランジスタQ14のベース・エミッタ間電圧VBEが、低下した出力電圧
Voに対して無視できなくなる。この結果、（９）式が成り立たなくなり、主スイッチQ1の
オフ期間中にコンデンサC1の放電が終了しない事態が発生する虞がある。そこで図６の実
施例４では放電用抵抗Rdにある程度放電電流を流してコンデンサC１の放電時間が異常に
長くなるのを防いでいる。この放電用抵抗Rdに流れる電流はVc1／Rdで定義される。この
ため異常のために主スイッチQ1のオン時間が長くなり、コンデンサC1の電圧が高くなった
時には放電用抵抗Rdの電流は比較的大きいが、正常時にはコンデンサC1の電圧Vc1が低い
ので、放電用抵抗Rdの電流も異常時に比べて大幅に小さくなり、コンデンサC1の放電への
影響が少ない。
【００５２】
　図６の実施例４は放電用抵抗Ｒd を除いて図５と同一であるので、図５の実施例３と同
一の効果を得ることができる。なお、図６の放電用抵抗Ｒd と同様なものを、図１、図２
及び図４のコンデンサＣ1 に対しても並列に接続することができる。
【実施例５】
【００５３】
　図７の実施例５のスイッチング電源装置は、変形された同期整流回路３ｄの他は図１、
図２及び図５と同一に形成されている。また、図７の同期整流回路３ｄは変形された同期
整流制御回路７ｄの他は図５と同一に形成されている。
【００５４】
　図７の同期整流制御回路７ｄは、変形された第１の電流源９ｂを設け、且つ強制放電用
スイッチ４０と強制放電用論理回路４１とを設けた他は、図５の同期整流制御回路７ｂと
同一に形成されている。
【００５５】
　図７の第１の電流源９ｂは、図５の第１の電流源９ａの第１のダイオードＤ1 の代りに
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第１のエミッタ抵抗Ｒ11を接続し、第２のトランジスタＱ12のエミッタを図５において第
１のトランジスタＱ11のエミッタに接続した代りに第２のエミッタ抵抗Ｒ12と導体１８と
を介して同期整流素子Ｑ2 のドレイン電極に接続し、この他は図５の第１の電流源９ａと
同一に形成したものに相当する。
　図７において主スイッチ素子Q1のオン期間Tonに流れる第１の電流源９bの第１のトラン
ジスタQ11のコレクタを流れる第１の電流I1は、VF、VCEを無視して次式で示すことができ
る。
　I１ = 〔R１２／｛R１１(R１２＋R１)｝〕×（Nｓ／Np）Vin
第２の電流源１０の第３のトランジスタQ13のコレクタを流れる第２の電流I2は、図４の
第２の実施例と同様にI2＝Vo／R2となるので、第１及び第２の電流I１、I２の比I１／I2
は、
　　I１／I２＝〔R１２R２／｛R１１(R１２+R１)｝〕×（Ns Vin／（NpVo） 
上記式において、R2＝R12／｛R11（R12+R1）｝と設定すれば、前述の（９）式と同一にな
り、理想的な同期整流を容易且つ正確に得ることができる。
なお、図７の第１の電流源９ｂを図２の第１の電流源９又は図４～図６の第１の電流源９
ａの代わりに接続することもできる。
【００５６】
　電界効果トランジスタで示された強制放電用スイッチ４０は、コンデンサＣ1 に並列に
接続されている。強制放電制御回路としての論理回路４１はインヒビットＡＮＤゲートか
ら成り、比較器２０の出力端子に接続された非反転入力端子と、２つの分圧抵抗１５、１
６の分圧点に接続された反転入力端子と、強制放電用スイッチ４０の制御端子（ゲート）
に接続された出力端子とを有する。周知のようにインヒビットＡＮＤゲートから成る論理
回路４１は反転入力端子が論理の０即ち低レベルの時にのみ非反転入力端子の信号と同一
論理の出力を送出する。なお、論理回路４１をＡＮＤゲートとし、分圧抵抗１５、１６の
分圧点とＡＮＤゲートの一方の入力端子との間にＮＯＴ回路を接続することができる。
【００５７】
　論理回路４１は図３のｔ3 ～ｔ4 に示す図３（Ｂ）の同期整流素子Ｑ2 のドレイン・ソ
ース間電圧Ｖdsが低レベルであり且つ図３（Ｆ）に示す比較器２０の出力Ｖ20が高レベル
の時に高レベルの出力を発生する。従って、強制放電用スイッチ４０が図３のｔ2 ～ｔ4 
期間にオン状態になり、コンデンサＣ1 の電荷が強制的に放出される。これは同期整流素
子Ｑ2 のオフと同時にコンデンサＣ1 が強制的に放電されることを意味する。これにより
、主スイッチＱ1 のオン期間Ｔonの開始時点においてコンデンサＣ1 の電荷が零であり、
この状態から充電が開始することを意味する。このため、コンデンサＣ1 の充電量と主ス
イッチＱ1 のオン時間Ｔonの対応関係が正確になる。コンデンサＣ1 の強制放電回路は、
トランス２の電流が不連続モードから連続モードに転換した時に対応するために設けられ
ている。即ち、図３の例では主スイッチＱ1 のオフ期間Ｔoff 中にトランス２の蓄積エネ
ルギーの放出が終了しているが、主スイッチＱ1 が一定周波数でオン・オフ制御されてい
る場合において、負荷の条件によってはトランス２の蓄積エネルギーの放出が終了する前
に主スイッチＱ1 がオン制御され、トランス２の電流が連続的に流れる連続モードになる
ことがある。図７の強制放電回路が設けられていない場合において、例えば図３のｔ2 ～
ｔ2 ′に示すようにコンデンサＣ1 に電荷が残っている状態で主スイッチＱ1 がオン制御
されると、この状態からコンデンサＣ1 が再び充電される。これにより、トランス２のエ
ネルギーの蓄積時間及び放出時間とコンデンサＣ1 の充電時間及び放電時間との対応関係
が悪化し、同期整流期間の最適化を図ることができなくなる。
【００５８】
　図７の実施例５は、図１～図６の実施例１～４と同一の効果を有する他に、上述した強
制放電回路の効果を有する。
　なお、強制放電用スイッチ４０及び論理回路４１とから成る強制放電回路を図１、図２
、図４、図５及び図６の同期整流制御回路７、７ａ、７ｂ、７ｃに付加することができる
。
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　また、図７の第１及び第２の電流源９ｂ、１０を定電流特性を有するカレントミラー回
路以外の充電回路及び放電回路に置き換えた同期整流制御回路において図７と同様な強制
放電回路を設けることができる。
　また、比較器２０と同一の機能を有する別の比較器を設け、比較器２０の出力の代りに
この別の比較器の出力を論理回路４１に送ることができる。
　また、比較器２０の出力を論理回路４１に送る代りに放電制御用比較器３３の出力を反
転して論理回路４１に送ることができる。
　また、論理回路４１の反転入力端子を放電制御用の分圧抵抗３１、３２の分圧点に接続
すること、又は図１のスイッチ制御回路５の出力ラインに接続することができる。
【実施例６】
【００５９】
　次に、図８及び図９を参照して実施例６のスイッチング電源装置を説明する。図８の実
施例６のスイッチング電源装置は、変形された同期整流回路３ｅの他は図１、及び図２及
び図７と同一に形成されている。また、図８の同期整流回路３ｅは変形された同期整流制
御回路７ｅの他は図７と同一に形成されている。図８の同期整流制御回路７ｅは、図７の
強制放電用論理回路４１の代りに強制放電制御回路としてパルス形成回路４１ａを設け、
この他は図７の同期整流制御回路７ｄと同一に形成したものである。
【００６０】
図９には図８の実施例６のスイッチング電源装置の各部の状態が図３と同様に示されてい
る。但し、図９（F）に図３（F）のV20の代わりに強制放電用論理回路４１の出力V41aが
示されている。
【００６１】
　図８のパルス形成回路４１ａは、主スイッチＱ1 のオフ終了時点即ちオン開始時点に同
期してオン期間Ｔonよりも十分に短い時間幅のパルスを形成して強制放電用スイッチ４０
に供給するものである。このため、パルス形成回路４１ａは分圧用抵抗１５、１６の分圧
点に接続され、図９（Ｆ）のｔ2 ～ｔ3 に示すように主スイッチＱ1 のオン開始時点ｔ2 
に同期してオン期間Ｔoｎよりも十分に短いに微小幅パルスを発生する。このパルス形成
回路４１ａはオン開始時点ｔ2 でトリガされるタイマ又は微分回路等で形成することがで
きる。強制放電用スイッチ４０はパルス形成回路４１ａのパルスに応答してオン状態にな
り、コンデンサＣ1 を強制放電させる。
【００６２】
　図８の実施例６によれば、図９（Ｅ）に示すようにコンデンサＣ1 の電圧Ｖc1が主スイ
ッチＱ1 のオフ期間Ｔoff に基準電圧Ｖr を横切らない場合であっても、コンデンサＣ1 
を強制放電させることができる。従って、実施例６によっても実施例５と同様な効果を得
ることができる。
　なお、図８のパルス形成回路４１ａと強制放電用スイッチ４０とから成る強制放電回路
を、図１、図２、図４～図６の回路に付加することもできる。また、図８のパルス形成回
路４１ａの入力端子を分圧抵抗３１、３２の分圧点に接続すること、又は図１のスイッチ
制御回路５の出力ライン２６に接続することもできる。また、図８において、第１及び第
２の電流源９ｂ、１０の代りに定電流特性を有さない充電回路及び放電回路を設けること
ができる。
【実施例７】
【００６３】
　図１０に示す実施例７のスイッチング電源装置は、変形された同期整流回路３ｆの他は
図１と同一に形成されている。また、図１０の同期整流回路３ｆは、変形された同期整流
制御回路７ｆの他は図２と同一に構成されている。また、図１０の同期整流回路７ｆは、
変形された第１の電流源９ｃを設け、選択放電用スイッチ１１a及びバイアス用ダイオー
ド１１ｂを省いた他は図２と同一に構成されている。
【００６４】
　図１０の第１の電流源９cは図２の第１の電流源９からツェナーダイオード２３を省い
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たものに相当する。図１０の第２の電流源１０の第３のトランジスタQ13はコンデンサC1
に直接に並列接続されている。
【００６５】
　図１０の第１の電流源９ｃから供給する第１の電流I1は前述の（１１）式と同一であっ
て次のように示すことができる。
　　I１＝（V２＋Vo） ／R１=｛（VinNs／Np）＋Vo｝／R１
　第２の電流源１０の第２の電流I2は次式で示すことができる。
　　I２ ＝　Vo／R２
　第１の電流源７ｃの第１の電流I1の一部が第２の電流１０に流れるので、コンデンサC1
の充電電流Icは次式で示すことができる。
　Ic 　= I１ －I２　＝〔｛（Vin Ns ／Np）＋Vo｝／R１ 〕－Vo／R２
　従って、R1 =R2に設定すると充電電流Iｃ は次式で示される。
　Ic　＝（Vin Ns／Np） ／Ｒ１　　　・・・（１５）式
この（１５）式の充電電流Ｉｃは（１０）式における第1の電流I1と同様にコンデンサC1
の充電電流であり、（１０）式と同様に出力電圧Ｖｏに無関係な値を有する。要するに、
図１０の回路では、
　　（Ｉ１－Ｉ２）／Ｉ２＝Ｉｃ／Ｉ２
　　　　　　　　　　　　＝（Ｖｄｓ―Ｖｏ）／Ｖｏ
　　　　　　　　　　　　＝Ｖ２／Ｖｏ
が成立している。従って、図１０の実施例７によっても図４～図８の実施例と同一の効果
を得ることができる。
【００６６】
　なお、図１０の回路に図７及び図８の強制放電用スイッチ４０及びこの制御回路を付加
することができる。
【実施例８】
【００６７】
　図１１に示す実施例８のスイッチグ電源装置は、変形された同期整流回路３ｇの他は図
１と同一に構成されている。図１１の同期整流回路３ｇは変形された同期整流制御回路７
gの他は図５と同一に形成されている。図１１の同期整流制御回路７ｇは、変形されたパ
ルス形成回路１２a の他は図５と同一に形成されている。図１１のパルス形成回路１２a
は変形された比較及びパルス形成回路１４´の他は図５と同一に形成されている。
【００６８】
図１１の比較及びパルス形成回路１４´は、図５の比較及びパルス形成回路１４に軽負荷
判定用比較器５０と軽負荷判定用基準電圧５１とRSフリップフロップ５２とを付加し、こ
の他は図５と同一に形成したものである。従って、図１１の同期整流制御回路７ｇは、同
期整流用スイッチ８を主スイッチQ1のオフ期間にオン制御する機能と、対の直流電圧出力
端子４ａ，４ｂ間に接続された負荷４が定格負荷よりも低く設定された所定負荷レベルよ
りも低いか否かを判定する機能と、負荷４が前記所定負荷レベルよりも低い時に同期整流
用スイッチ８のオン制御を禁止する機能とを有している。
【００６９】
　追加された比較器５０と基準電圧源５１とRSフリップフロップ５２とは、対の直流電源
端子４a、５ｂ間に接続される負荷が定格負荷（正常負荷）よりも大幅に軽い状態にある
か否かを判定し、軽い負荷状態の時に同期整流用スイッチ８のオン駆動を禁止するために
使用されている。軽負荷の時に同期整流用スイッチ８のオン駆動を禁止すると、スイッチ
ング電源装置の軽負荷時の効率が向上する。即ち、同期整流用スイッチ８をオン駆動する
と、既に説明したように２次巻線N2の出力側のダイオードＤｏにおける電力損失が低減す
る。しかし、定格負荷よりも軽い負荷時２次側の電流は定格負荷時の２次側電流よりも小
さくなり、同期整流用スイッチ８による電力損失の低減量も小さくなる。他方、同期整流
用スイッチ８の駆動機能を有するものとして示されているNOR回路２２によって同期整流
スイッチ８をオン駆動する時に電力損失が生じる。このオン駆動時の電力損失は負荷の変



(26) JP 4126558 B2 2008.7.30

10

20

30

40

50

化に拘らずほぼ一定である。このため、軽負荷になると、同期整流用スイッチ８の駆動に
よる電力損失量が同期整流用スイッチ８に基づく損失低減量よりも大きくなる。そこで、
図１１の実施例８では、同期整流用スイッチ８の駆動が軽負荷時に禁止されている。
【００７０】
　次に、図１１の軽負荷時の同期整流用スイッチ８の駆動禁止回路を詳しく説明する。図
１１の軽負荷判定用比較器５０の正入力端子はコンデンサC1に接続され、負入力端子は所
定軽負荷を示す基準電圧源５１に接続されている。基準電圧源５１の基準電圧V51は図３
（E）で鎖線で示すように正常負荷時のコンデンサC1の電圧Vc1の最大値と同期整流用基準
電圧源２１の基準電圧Vr との間であり且つ軽負荷時のコンデンサＣ１の電圧Ｖｃ１の最
大値よりも高い値に設定されている。この基準電圧源５１の基準電圧V51の好ましい値は
正常負荷時即ち定格負荷時の電圧Vc1の最大値の５～３０％である。この基準電圧源５１
の基準電圧V51は、同期整流用スイッチ８の駆動による電力損失の軽減量と同期整流用ス
イッチ８の駆動によって生じる電力損失量とが等しくなる負荷量の時のコンデンサＣ１の
電圧Ｖｃ１の最大値に等しいことが望ましい。RSフリップフロップ５２のセット入力端子
Sは同期整流期間決定用比較器２０に接続され、リセット入力端子Rは軽負荷判定用比較器
５０に接続され、出力端子QはNOR回路２２に接続されている。
【００７１】
　コンデンサC1の電圧Vc1は図１の主スイッチQ1のオン時間幅に比例する。他方、負荷４
が軽くなると、主スイッチQ1のオン時間幅が正常負荷時よりも狭くなる。従って、軽負荷
時にはコンデンサC1の電圧が低くなる。負荷４が軽いためにコンデンサC1の電圧Vc1の最
大値が基準電圧V51よりも低くなると、比較器５０の出力は連続的に低レベルになり、RS
フリップフロップをリセットすることが不可能になる。このため、RSフリップフロップ５
２は同期整流用比較器２０の出力でセットされた状態を維持し、RSフリップフロップ５２
の出力が連続的に高レベルになる。このため、軽負荷時にはNOR回路２２の出力が連続的
に低レベルになり、同期整流用スイッチ８のオン駆動が禁止される。
【００７２】
　なお、正常負荷時にはコンデンサC1の電圧Vc1が基準電圧V51を横切ることによって比較
器５０から高レベルのリセットパルスが発生し、RSフリップフロップ５２がリセットされ
るために比較器２０の出力にRSフリップフロップ５２が応答し、図１の実施例１と同様に
同期整流用スイッチ８のオン駆動が可能になる。従って、図１１の実施例８では、正常負
荷時の同期整流用スイッチ８の駆動と軽負荷時における駆動禁止とを比較的簡単な回路に
よって達成することができる。
【００７３】
　軽負荷判定手段を図１１の回路以外の構成にすることができる。例えば、コンデンサC1
の電圧Vc1を比較器５０に入力される代わりに負荷４の大きさの切換えに連動させて軽負
荷モードであることを示す信号を発生させる手段を設け、軽負荷モード時に低レベルの信
号を比較器５０に入力させることができる。また、比較器５０を省き、軽負荷モードを示
す信号をRSフリップフロップ５２のリセット端子に直接に入力させることができる。
【００７４】
　図１１におけるRSフリップフロップ５２の代わりにNOR回路２２の図示されていない電
源ライン、又はNOR回路２２の出力段に駆動回路を設ける場合にはこの電源ラインにスイ
ッチを接続し、このスイッチを軽負荷時にオフにすることによって同期整理流用スイッチ
８のオン駆動を禁止することができる。
　また、比較器５０と基準電圧源51とRSフリップフロップ５２とを設ける代わりに図１、
図２、図４、図５、図６、図７、図８、及び図１０の比較器２０に周知のヒステリシスを
持たせることができる。この場合、比較器２０のヒステリシスの下側トリガレベルを図３
（Ｅ）の基準電圧Ｖｒに設定し、上側トリガレベルを基準電圧Ｖｒと正常時のコンデンサ
Ｃ１の電圧Ｖｃ１の最大値との間の図３（Ｅ）の基準電圧Ｖ５１に設定する。なお、基準
電圧Ｖ５１は軽負荷時のコンデンサＣ１の電圧Ｖｃ１の最大値よりも高い値を有する。軽
負荷のためにコンデンサＣ１の電圧Ｖｃ１の最大値が基準電圧Ｖ５１に達しない時には、
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比較器２０から連続的に高レベル信号が出力し、ＮＯＲ回路２２の出力が連続的に低レベ
ルになり、同期整流用スイッチ８のオン駆動を禁止することができる。従って、比較器２
０にヒステリシスを持たせることにより図１１の回路と同一の効果を得ることができる。
ヒステリシス動作における前記下側トリガレベルとは、ヒステリシスを有する比較器２０
の入力がその下側トリガレベルをハイレベル側からロウレベル側に横切った時に比較器２
０の出力が変化するレベルを意味し、また、前記上側トリガレベルとは、比較器２０の入
力がその上側トリガレベルをロウレベル側からハイレベル側に横切った時に比較器２０の
出力が変化するレベルを意味する。　　
【００７５】
　図１１における放電回路１０aは、図５の第２の電流源１０、抵抗３１、３２、比較器
３３、基準電圧源３４、及びスイッチQ5を含むものとして示されている。
【００７６】
　図１１の基準電圧源５１とRSフリップフロップ５２とから成る軽負荷時に同期整流を禁
止する手段、又はこれと同様な機能を有するものを図１、図２、図４、図６、図７、図８
、図１０の回路にも適用可能である。
【実施例９】
【００７７】
　図１２は実施例９のスイッチング電源装置の２次巻線Ｎ2及びこの出力側回路を示す。
この実施例９のスイッチング電源装置の１次側回路は図１と同一である。実施例９のスイ
ッチング電源装置は、フォワード型ＤＣ－ＤＣ変換器に構成されており、図１２の２次巻
線Ｎ2 の極性は図１と逆に設定されている。２次巻線Ｎ2は整流ダイオード６０と平滑回
路３ｈと平滑コンデンサＣｏとを介して直流出力端子４ａ，４ｂに接続されている。図１
２では平滑コンデンサＣｏが平滑回路３ｈの外に示されているが、勿論平滑回路３ｈに含
めることもできる。
【００７８】
　図１２の平滑回路は、２次巻線Ｎ2 と平滑コンデンサＣo との間のラインに直列に接続
されたインダクタＬ１ と、このインダクタＬ１ と平滑コンデンサＣo とに対して並列に
接続された同期整流素子Ｑ2と、同期整流制御回路７ｄとからなる。同期整流素子Ｑ2は一
般に転流用整流素子又はフライホイール用素子又は平滑用整流素子と呼ばれものであるが
、前述の実施例との対応関係を明確にするために、図１２においてもＱ2を同期整流素子
と呼ぶことにする。
【００７９】
図１２の同期整流素子Ｑ2は実施例１～８と同一の構成を有し、整流素子としてのダイオ
ード６０を介して２次巻線Ｎ2に並列に接続されている。図１２の同期整流制御回路７ｄ
は図７で同一の参照符号で示すものと同一に構成されている。
【００８０】
整流ダイオード６０は主スイッチＱ1 のオン期間に導通するので、主スイッチＱ1 のオン
期間にインダクタＬ１ にエネルギーが蓄積される。周知のようにインダクタＬ１ に蓄積
されたエネルギーは、インダクタＬ１ と平滑コンデンサＣoと同期整流素子Ｑ2 とから成
る経路で放出される。図１２の同期整流素子Ｑ2がインダクタＬ１ の蓄積エネルギーの放
出期間に導通する動作は、実施例１～８においてトランス２の蓄積エネルギーの放出期間
に同期整流素子Ｑ2が導通する動作と同一である。インダクタＬ１を基準にすると、主ス
イッチＱ1とトランス２とダイオード６０から成る回路を、インダクタＬ１に断続的に電
圧を供給するための断続電圧供給手段又は断続電圧供給スイッチイング手段と呼ぶことが
できる。
【００８１】
　図１２の同期整流制御回路７ｄは図７と同一に構成されているので、インダクタＬ１ 
の蓄積エネルギーの放出期間にほぼ一致するように同期整流素子Ｑ2の同期整流用スイッ
チ８をオン駆動することが可能になり、同期整流用スイッチ８の最適駆動が可能になり、
平滑回路３ｈにおける電力損失が低減する。
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【００８２】
即ち、主スイッチQ1のオン期間に２次巻線N2の電圧V2と出力電圧Voとの差の電圧V2－Voが
インダクタL1 に印加され、インダクタL1のインダクタン値をLとすれば、インダクタL1に
｛（V2－Vo）2／２L｝Tonのエネルギーが蓄積される。このエネルギーは、主スイッチQ1
のオフ期間に同期整流素子Q2を通して次式で示す時間Tdで放出される。
Td＝｛（V2－Vo）／Vo｝Ton
図１２のコンデンサC１は、ダイオードD1、D2のVF、トランジスタQ11、Q12のVCEを無視す
ると、次式で示す第１の電流I1によって定電流充電される。
　　I1＝（V2－Vo）／R1　　　　
コンデンサC1の電圧Vc1の最高値は次の通りである。　　
　　Vc1＝（V2－Vo）Ton ／（R１C1）
主スイッチQ1のオフ期間にコンデンサC1は次式で示す第２の電流I2によって放電される。
　　I2　＝　Vo／R2
抵抗R1とR2とを同一値に設定した時のコンデンサC1の放電時間Td´は次式で示すことがで
きる。
　　Td´＝C3 Vc３／I2 
=｛（V2－Vo）／Vo｝Ton
　このコンデンサC1の放電時間はインダクタL1の蓄積エネルギーの放出時間Tdと同一であ
る。従って、実施例９において抵抗R1とR2とを同一値に設定すれば、実施例１～８と同様
に同期整流用スイッチ８を最適時間だけオンにすることができる。一般にはインダクタL1
に連続的に電流が流れるが、強制放電用スイッチ４０によってコンデンサC1を一周期毎に
放電させるので、コンデンサC1の充放電時間をインダクタL1の電流の変化分のみに対応さ
せることができる。
【００８３】
　なお、図１２の同期整流制御回路７ｄを図１、図４、図５、図６、図８、図１０及び１
１の同期整流制御回路７、７ｂ、７ｃ、７ｅ、７ｆ、７ｇに置き換えることができる。
【実施例１０】
【００８４】
図１３は実施例１０のチョッパ型スイッチング電源装置を示す。このスイッチング電源装
置では、断続電圧供給手段としての主スイッチＱ1 が直流電源端子１ａと出力端子４ａと
の間に直列に接続され、スイッチ制御回路５´から出力される制御信号によってオン・オ
フ制御される。主スイッチＱ1 の出力側に図１２と同一の平滑回路３ｈと平滑コンデンサ
Ｃｏを介して直流出力端子４ａ，４ｂが接続されている。図１３の回路では平滑回路３ｈ
に直流電源端子１ａ，１ｂの入力電圧Ｖｉｎが主スイッチＱ1で断続されて入力する。従
って、平滑インダクタＬ１を基準にすると、主スイッチＱ1を、インダクタＬ１に断続的
に電圧を供給するための断続電圧供給手段又は断続電圧供給スイッチイング手段と呼ぶこ
とができる。
　図１３の回路の同期整流用スイッチ８は、図１２の２次巻線Ｎ２の電圧Ｖ２を平滑イン
ダクタＬ１の電圧に置き換えたと等価に動作し、実施例９と同一の効果を得ることができ
る。
【００８５】
　なお、図１３の同期整流制御回路７ｄを図１、図４、図５、図６、図８、図１０及び１
１の同期整流制御回路７、７ｂ、７ｃ、７ｅ、７ｆ、７ｇに置き換えることができる。
【００８６】
　本発明は上述の実施例に限定されるものでなく、例えば次の変形が可能なものである。
　（１）　図１４に示すように図１、図２、図４～図１３の比較及びパルス形成回路１４
における比較器２０と基準電圧源２１の代りに、図１４に示すＮＯＴ回路２０ａを設ける
ことができる。図１４のＮＯＴ回路２０ａは基準電圧Ｖr と同様の値のしきい値を有して
コンデンサＣ1 の電圧Ｖc1を２値の波形に整形し、図３（Ｆ）と同様なパルスを出力する
。
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　（２）　図１４の変形された比較及びパルス形成回路１４ａに示すように前述した各実
施例のＮＯＲ回路２２の代りに入力反転ＡＮＤ回路２２ａを設けることができる。
　（３）　図１５の変形された比較及びパルス形成回路１４ｂに示すように、図１４のＮ
ＯＴ回路２０ａの代りにコンデンサＣ1 にそれぞれ接続された２入力NＯＲ回路２０ｂを
設けることができる。NＯＲ回路２０ｂの２つの入力を短絡すると、ＮＯＴ回路と同一に
機能する。
　（４）　図１６の変形された比較及びパルス形成回路１４ｃに示すように図１の比較器
２０、基準電圧源２１及びＮＯＲ回路２２の代わりにＮＯＴ回路２２ｂ、ＡＮＤ回路２０
ｃを設けることができる。ＡＮＤ回路２０ｃの一方の入力端子はＮＯＴ回路２２ｂを介し
て分圧導体１７に接続され、他方の入力端子はコンデンサＣ1 に接続されている。ＡＮＤ
回路２０ｃのコンデンサに接続された入力端子は図１の基準電圧Ｖr に相当するしきい値
を有してコンデンサＣ1 の電圧Ｖc1を波形整形すると同時にＮＯＴ回路２２ｂの出力との
論理積出力を発生する。
（５）　周知の昇圧型のＤＣ－ＤＣコンバータ等の別のスイッチング電源装置にも本発明
を適応することができる。
（６）　図７及び図８の第１及び第２のエミッタ抵抗Ｒ１１，Ｒ１２を省くことができる
。
【産業上の利用可能性】
【００８７】
本発明は直流電源装置に利用することが可能のものである。
【図面の簡単な説明】
【００８８】
【図１】本発明に従う実施例１のスイッチング電源装置を示す回路図である。
【図２】図１のトランスの２次側を詳しく示す回路である。
【図３】図１の各部の状態を示す波形図である。
【図４】本発明に従う実施例２のスイッチング電源装置の一部を図２と同様に示す回路図
である。
【図５】本発明に従う実施例３のスイッチング電源装置の一部を図２と同様に示す回路図
である。
【図６】本発明に従う実施例４のスイッチング電源装置の一部を図２と同様に示す回路図
である。
【図７】本発明に従う実施例５のスイッチング電源装置の一部を図２と同様に示す回路図
である。
【図８】本発明に従う実施例６のスイッチング電源装置の一部を図２と同様に示す回路図
である。
【図９】実施例６のスイッチング電源装置の各部の状態を図３と同様に示す回路図である
。
【図１０】本発明に従う実施例７のスイッチング電源装置の一部を図２と同様に示す回路
図である。
【図１１】本発明に従う実施例８のスイッチング電源装置の一部を図２と同様に示す回路
図である。
【図１２】本発明に従う実施例９のスイッチング電源装置の一部を図２と同様に示す回路
図である。
【図１３】本発明に従う実施例１０のスイッチング電源装置を示す回路図である。
【図１４】変形例の比較及びパルス形成回路を示す回路図である。
【図１５】別の変形例の比較及びパルス形成回路を示す回路図である。
【図１６】更に別の変形例の比較及びパルス形成回路を示す回路図である。
【符号の説明】
【００８９】
　１　直流電源
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　２　トランス
　３、３ａ～３ｈ　同期整流回路
　４ａ、４ｂ　直流出力端子
　５　スイッチ制御回路
　７～７ｇ　同期整流制御回路
　８　同期整流用スイッチ
　９　第１の電流源
　１０　第２の電流源
　１１　スイッチ
　１２　パルス形成回路
　１３　導電許容期間検出手段
　１４　比較及びパルス形成回路
　１５　分圧抵抗
　１６　分圧抵抗
　２０　比較器
　２１　基準電圧源
　２２　ＮＯＲ回路
　Ｑ1　主スイッチ
　Ｑ2　同期整流素子
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