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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ＤＣ／ＤＣコンバータの制御回路であって、
　前記ＤＣ／ＤＣコンバータは、
　１次巻線および２次巻線を有するトランスと、
　トランスの１次巻線の電流経路上に設けられたスイッチングトランジスタと、
　前記スイッチングトランジスタの経路上に設けられた検出抵抗と、
　を有しており、
　前記制御回路は、
　前記ＤＣ／ＤＣコンバータの出力電圧に応じたフィードバック電圧を受けるフィードバ
ック端子と、
　前記検出抵抗に生ずる検出電圧を受ける電流検出端子と、
　前記フィードバック電圧および前記検出電圧の少なくとも一方を増幅、減衰させ、およ
び／またはレベルシフトさせ、かつその利得および／またはシフト量が可変に構成された
変換回路と、
　前記変換回路を経た前記フィードバック電圧と前記検出電圧にもとづいて、前記ＤＣ／
ＤＣコンバータの出力電圧が目標値に近づくようにパルス変調されるパルス信号を生成す
るパルス変調器と、
　前記パルス信号にもとづいて前記スイッチングトランジスタを駆動するドライバと、
　前記スイッチングトランジスタがスイッチングするスイッチング期間と、前記スイッチ
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ングトランジスタがオフに固定される停止期間を制御するバースト制御回路と、
　前記変換回路の利得および／またはシフト量を変化させるゲインコントローラと、
　を備え、
　前記ゲインコントローラは、前記フィードバック電圧にもとづいて、前記変換回路を制
御することを特徴とする制御回路。
【請求項２】
　前記ゲインコントローラは、通常状態において前記変換回路を第１状態とし、前記フィ
ードバック電圧が所定の第１しきい値まで低下すると、前記変換回路を第２状態とし、前
記フィードバック電圧が前記第１しきい値より大きい第２しきい値まで増大すると、前記
変換回路を前記第１状態に戻すことを特徴とする請求項１に記載の制御回路。
【請求項３】
　前記ゲインコントローラは、前記フィードバック電圧が前記第２しきい値まで増大する
と、ある期間、前記変換回路を第３状態とし、その後、前記変換回路を前記第１状態に戻
すことを特徴とする請求項２に記載の制御回路。
【請求項４】
　前記バースト制御回路は、少なくとも前記フィードバック電圧にもとづいて、前記スイ
ッチング期間と前記停止期間を制御することを特徴とする請求項１から３のいずれかに記
載の制御回路。
【請求項５】
　前記バースト制御回路は、前記フィードバック電圧が所定の第３しきい値より低くなる
と、前記スイッチングトランジスタのスイッチングを停止させ、前記スイッチングトラン
ジスタが停止した状態で、前記フィードバック電圧が所定の第４しきい値より高くなると
、前記スイッチングトランジスタのスイッチングを再開させることを特徴とする請求項４
に記載の制御回路。
【請求項６】
　前記ゲインコントローラは、通常状態において前記変換回路を第１状態とし、前記フィ
ードバック電圧が所定の第１しきい値まで低下すると、前記変換回路を第２状態とし、
　前記バースト制御回路は、前記フィードバック電圧が所定の第３しきい値より低くなる
と、前記スイッチングトランジスタのスイッチングを停止させ、
　前記第１しきい値と前記第３しきい値は等しいことを特徴とする請求項１から５のいず
れかに記載の制御回路。
【請求項７】
　ＤＣ／ＤＣコンバータの制御回路であって、
　前記ＤＣ／ＤＣコンバータは、
　１次巻線および２次巻線を有するトランスと、
　トランスの１次巻線の電流経路上に設けられたスイッチングトランジスタと、
　前記スイッチングトランジスタの経路上に設けられた検出抵抗と、
　を有しており、
　前記制御回路は、
　前記ＤＣ／ＤＣコンバータの出力電圧に応じたフィードバック電圧を受けるフィードバ
ック端子と、
　前記検出抵抗に生ずる検出電圧を受ける電流検出端子と、
　前記フィードバック電圧および前記検出電圧の少なくとも一方を増幅、減衰させ、およ
び／またはレベルシフトさせ、かつその利得および／またはシフト量が可変に構成された
変換回路と、
　前記変換回路を経た前記フィードバック電圧と前記検出電圧にもとづいて、前記ＤＣ／
ＤＣコンバータの出力電圧が目標値に近づくようにパルス変調されるパルス信号を生成す
るパルス変調器と、
　前記パルス信号にもとづいて前記スイッチングトランジスタを駆動するドライバと、
　前記スイッチングトランジスタがスイッチングするスイッチング期間と、前記スイッチ
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ングトランジスタがオフに固定される停止期間を制御するバースト制御回路と、
　前記変換回路の利得および／またはシフト量を変化させるゲインコントローラと、
　を備え、
　前記ゲインコントローラは、通常状態において前記変換回路を第１状態とし、前記フィ
ードバック電圧が所定の第１しきい値まで低下すると、前記変換回路を第２状態とし、
　前記バースト制御回路は、前記フィードバック電圧が所定の第３しきい値より低くなる
と、前記スイッチングトランジスタのスイッチングを停止させ、
　前記第１しきい値と前記第３しきい値は等しいことを特徴とする制御回路。
【請求項８】
　前記変換回路は、前記検出電圧を可変の利得で増幅するアンプを含み、
　前記ゲインコントローラは、前記アンプの利得を制御することを特徴とする請求項１か
ら７のいずれかに記載の制御回路。
【請求項９】
　前記変換回路は、前記検出電圧を可変の利得で減衰する減衰回路を含み、
　前記ゲインコントローラは、前記減衰回路の利得を制御することを特徴とする請求項１
から７のいずれかに記載の制御回路。
【請求項１０】
　前記パルス変調器は、
　前記変換回路を経た前記検出電圧が、前記変換回路を経た前記フィードバック電圧に達
するとアサートされるリセット信号を生成するリセット信号生成部と、
　セット信号を生成するセット信号生成部と、
　前記セット信号がアサートされると、前記スイッチングトランジスタのオンに対応する
オンレベルに遷移し、前記リセット信号がアサートされると前記スイッチングトランジス
タのオフに対応するオフレベルに遷移する前記パルス信号を生成するフリップフロップと
、
　を含むことを特徴とする請求項１から９のいずれかに記載の制御回路。
【請求項１１】
　前記セット信号生成部は、所定の周期で前記セット信号をアサートすることを特徴とす
る請求項１０に記載の制御回路。
【請求項１２】
　前記セット信号生成部は、前記リセット信号がアサートされてから所定のオフ時間経過
後に前記セット信号をアサートすることを特徴とする請求項１０に記載の制御回路。
【請求項１３】
　前記セット信号生成部は、前記トランスに蓄えられたエネルギーが実質的にゼロになる
と、前記セット信号をアサートすることを特徴とする請求項１０に記載の制御回路。
【請求項１４】
　前記トランスは、１次側に設けられた補助巻線をさらに有し、
　前記制御回路は、前記補助巻線の一端の電圧が入力される補助端子をさらに備え、
　前記セット信号生成部は、（i）前記補助端子の電圧を所定のしきい値電圧と比較し、
前記補助端子の電圧が前記しきい値電圧とクロスするたびにアサートされるボトム検出信
号を生成し、（ii）前記ボトム検出信号のアサートされる回数が、カウント設定値に達す
るたびに前記セット信号をアサートすることを特徴とする請求項１０に記載の制御回路。
【請求項１５】
　前記トランスは、１次側に設けられた補助巻線をさらに有し、
　前記制御回路は、前記補助巻線の一端の電圧が入力される補助端子をさらに備え、
　前記セット信号生成部は、（i）前記補助端子の電圧を所定のしきい値電圧と比較し、
前記補助端子の電圧が前記しきい値電圧とクロスするたびにアサートされるボトム検出信
号を生成し、（ii）前記ボトム検出信号がアサートされてから、所定時間経過後に前記セ
ット信号をアサートすることを特徴とする請求項１０に記載の制御回路。
【請求項１６】
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　前記ゲインコントローラは、通常状態において前記変換回路の利得が第１利得である第
１状態とし、前記フィードバック電圧が所定の第１しきい値まで低下すると、前記変換回
路の利得が前記第１利得よりも大きい第２利得である第２状態とし、前記フィードバック
電圧が前記第１しきい値より大きい第２しきい値まで増大すると、ある期間、前記変換回
路の利得が前記第１利得より大きく前記第２利得より小さい第３利得である第３状態とし
、その後、前記変換回路を前記第１状態に戻すことを特徴とする請求項１または７に記載
の制御回路。
【請求項１７】
　前記ゲインコントローラは、前記フィードバック端子に入力される前記フィードバック
電圧を前記第１しきい値および前記第２しきい値と比較するヒステリシスコンパレータを
含み、
　前記ヒステリシスコンパレータの出力に応じて、前記変換回路の利得および／またはシ
フト量が変化することを特徴とする請求項２または３に記載の制御回路。
【請求項１８】
　ひとつの半導体基板上に一体集積化されることを特徴とする請求項１から１７のいずれ
かに記載の制御回路。
【請求項１９】
　１次巻線、２次巻線および補助巻線を有するトランスと、
　前記トランスの１次巻線と接続されるスイッチングトランジスタと、
　アノードが前記２次巻線と接続される第１ダイオードと、
　一端が接地され、他端が前記第１ダイオードのカソードと接続された第１出力キャパシ
タと、
　アノードが前記補助巻線と接続される第２ダイオードと、
　一端が接地され、他端が前記第２ダイオードのカソードと接続された第２出力キャパシ
タと、
　前記第１出力キャパシタに生ずる出力電圧に応じたフィードバック電圧を生成するフィ
ードバック回路と、
　前記フィードバック電圧を受け、前記スイッチングトランジスタをスイッチングする請
求項１から１８のいずれかに記載の制御回路と、
　を備えることを特徴とするＤＣ／ＤＣコンバータ。
【請求項２０】
　前記フィードバック回路は、
　前記出力電圧を分圧した電圧と所定の目標値の誤差がゼロとなるようにレベルが調節さ
れるフィードバック信号を生成するシャントレギュレータと、
　その１次側の発光素子が前記フィードバック信号によって制御されるフォトカプラと、
　を含み、前記フォトカプラの２次側の受光素子に生ずる信号が、前記フィードバック電
圧として前記制御回路に供給されることを特徴とする請求項１９に記載のＤＣ／ＤＣコン
バータ。
【請求項２１】
　商用交流電圧をフィルタリングするフィルタと、
　前記フィルタの出力電圧を全波整流するダイオード整流回路と、
　前記ダイオード整流回路の出力電圧を平滑化し、直流入力電圧を生成する平滑キャパシ
タと、
　前記直流入力電圧を降圧し、負荷に供給する請求項１９または２０に記載のＤＣ／ＤＣ
コンバータと、
　を備えることを特徴とする電源装置。
【請求項２２】
　負荷と、
　商用交流電圧をフィルタリングするフィルタと、
　前記フィルタの出力電圧を全波整流するダイオード整流回路と、
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　前記ダイオード整流回路の出力電圧を平滑化し、直流入力電圧を生成する平滑キャパシ
タと、
　前記直流入力電圧を降圧し、前記負荷に供給する請求項１９または２０に記載のＤＣ／
ＤＣコンバータと、
　を備えることを特徴とする電子機器。
【請求項２３】
　商用交流電圧をフィルタリングするフィルタと、
　前記フィルタの出力電圧を全波整流するダイオード整流回路と、
　前記ダイオード整流回路の出力電圧を平滑化し、直流入力電圧を生成する平滑キャパシ
タと、
　前記直流入力電圧を降圧し、直流出力電圧を生成する請求項１９または２０に記載のＤ
Ｃ／ＤＣコンバータと、
　を備えることを特徴とする電源アダプタ。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、ＤＣ／ＤＣコンバータに関する。
【背景技術】
【０００２】
　テレビや冷蔵庫をはじめとするさまざまな家電製品は、外部からの商用交流電力を受け
て動作する。ラップトップ型コンピュータ、携帯電話端末やＰＤＡ（Personal Digital A
ssistants）をはじめとする電子機器も、商用交流電力によって動作可能であり、あるい
は商用交流電力によって、機器に内蔵の電池を充電可能となっている。こうした家電製品
や電子機器（以下、電子機器と総称する）には、商用交流電圧をＡＣ／ＤＣ（交流／直流
）変換する電源装置（インバータ、ＡＣ／ＤＣコンバータともいう）が内蔵され、あるい
はインバータは、電子機器の外部の電源アダプタ（ＡＣアダプタ）に内蔵される。
【０００３】
　図１は、インバータの基本構成を示すブロック図である。インバータ１００ｒは主とし
てヒューズ１０２、入力キャパシタＣｉ、フィルタ１０４、ダイオード整流回路１０６、
平滑キャパシタＣｓおよびＤＣ／ＤＣコンバータ１１０ｒを備える。
【０００４】
　商用交流電圧ＶＡＣは、ヒューズ１０２および入力キャパシタＣｉを介してフィルタ１
０４に入力される。フィルタ１０４は、商用交流電圧ＶＡＣのノイズを除去する。ダイオ
ード整流回路１０６は、商用交流電圧ＶＡＣを全波整流するダイオードブリッジ回路であ
る。ダイオード整流回路１０６の出力電圧は、平滑キャパシタＣｓによって平滑化され、
直流電圧ＶＩＮに変換される。
【０００５】
　絶縁型のＤＣ／ＤＣコンバータ（フライバックコンバータ）１１０ｒは、入力端子Ｐ１
に直流電圧ＶＩＮを受け、それを降圧して、目標値に安定化された出力電圧ＶＯＵＴを出
力端子Ｐ２に接続される負荷（不図示）に供給する。
【０００６】
　ＤＣ／ＤＣコンバータ１１０ｒは、制御回路２ｒ、スイッチングトランジスタＭ１、出
力回路２００、フィードバック回路２１０を備える。出力回路２００は、トランスＴ１、
第１ダイオードＤ１、第１出力キャパシタＣｏ１、検出抵抗ＲＳ、第１ダイオードＤ１、
第２出力キャパシタＣｏ２を含む。出力回路２００のトポロジーは一般的なものであるた
め、説明を省略する。
【０００７】
　スイッチングトランジスタＭ１がスイッチングすることにより、入力電圧ＶＩＮが降圧
され、出力電圧ＶＯＵＴが生成される。そして制御回路２ｒは、スイッチングトランジス
タＭ１のスイッチングのデューティ比を調節することにより、出力電圧ＶＯＵＴを目標値
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に安定化させるとともに、トランスＴ１の１次巻線Ｗ１に流れるコイル電流Ｉｐを制御す
る。
【０００８】
　検出抵抗ＲＳは、トランスＴ１の１次巻線Ｗ１およびスイッチングトランジスタＭ１と
直列に設けられる。検出抵抗ＲＳには、１次巻線Ｗ１およびスイッチングトランジスタＭ
１に流れる電流Ｉｐに比例した電圧降下（検出電圧）ＶＣＳが発生する。制御回路２ｒは
、検出電圧ＶＣＳにもとづいて、１次巻線Ｗ１に流れる電流Ｉｐを制御する。
【０００９】
　フィードバック回路２１０は、出力電圧ＶＯＵＴに応じたフィードバック電圧ＶＦＢを
生成し、制御回路２ｒのフィードバック端子（ＦＢ端子）に供給する。フィードバック回
路２１０は、シャントレギュレータ２１２およびフォトカプラ２１４を含む。シャントレ
ギュレータ２１２は、出力電圧ＶＯＵＴと所定の目標値の誤差がゼロとなるようにレベル
が調節されるフィードバック信号Ｓ１１を生成し、フォトカプラ２１４の発光ダイオード
に供給する。フォトカプラ２１４のフォトトランジスタ（あるいはフォトトランジスタ）
は、発光ダイオードからの光信号Ｓ１２を、フィードバック信号Ｓ１１に応じたフィード
バック電圧ＶＦＢに変換する。
【００１０】
　トランスＴ１の１次側には、１次巻線Ｗ１に加えて補助巻線Ｗ３が設けられる。補助巻
線Ｗ３、第２ダイオードＤ２、第２出力キャパシタＣｏ２は、第２のＤＣ／ＤＣコンバー
タを形成する。スイッチングトランジスタＭ１のスイッチングに応じて、第２出力キャパ
シタＣｏ２には、直流電圧ＶＣＣが発生する。直流電圧ＶＣＣは、制御回路２ｒの電源端
子ＶＣＣ（ＶＣＣ端子）に供給される。
【００１１】
　制御回路２ｒは、パルス変調器を含む。制御回路２ｒは、スイッチングトランジスタＭ
１のオンに対応するオンレベルと、スイッチングトランジスタＭ１のオフに対応するオフ
レベルを、繰り返すパルス信号（スイッチング出力）ＳＯＵＴを生成する。そして制御回
路２ｒは、スイッチング出力ＳＯＵＴをスイッチングトランジスタＭ１のゲートに供給す
る。スイッチング出力ＳＯＵＴのデューティ比が調節されることにより、出力電圧ＶＯＵ

Ｔが目標値に安定化される。
【００１２】
　図１の制御回路２ｒは、電流モードの変調器（不図示）を含む。図２は、本発明者が検
討した制御回路２ｒの構成を示す回路図である。制御回路２ｒは、パルス変調器１０、ド
ライバ２０、ブランキング回路４０、バースト制御回路５０、分圧回路８０を備える。分
圧回路８０は、フィードバック電圧ＶＦＢを所定の分圧比（たとえば１／４倍）で分圧す
る。この分圧比は、重負荷状態において、負荷に十分な電力を供給できるように定められ
る。
【００１３】
　ブランキング回路４０は、検出電圧ＶＣＳのノイズを除去するために設けられる。具体
的には、スイッチングトランジスタＭ１がオンした直後、所定のブランク期間の間、検出
信号ＶＣＳをマスクする。ブランキング回路４０は省略してもよい。
【００１４】
　パルス変調器１０は、ブランキング回路４０を経た検出電圧ＶＣＳ’と分圧回路８０に
より分圧されたフィードバック電圧ＶＦＢ’にもとづき、パルス信号ＳＰＷＭを生成する
。パルス変調器１０は、オシレータ１２、コンパレータ１４、ＳＲフリップフロップ１６
を含む。オシレータ１２は所定の周期でアサート（たとえばハイレベル）されるセット信
号ＳＳＥＴを生成し、ＳＲフリップフロップ１６のセット端子（Ｓ）に入力する。コンパ
レータ１４は、スイッチングトランジスタＭ１のオン期間において、検出電圧ＶＣＳ’が
、フィードバック電圧ＶＦＢ’と所定の上限電圧ＶＬＩＭ１のうち低い方に達すると、リ
セット信号ＳＲＥＳＥＴをアサート（ハイレベル）し、フリップフロップ１６のリセット
端子（Ｒ）に出力する。ＳＲフリップフロップ１６の出力であるパルス信号ＳＰＷＭは、
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セット信号ＳＳＥＴがアサートされるたびに、スイッチングトランジスタＭ１のオンレベ
ル（ハイレベル）に、リセット信号ＳＲＥＳＥＴがアサートされるたびに、オフレベルに
遷移する。
【００１５】
　ドライバ２０は、パルス信号ＳＰＷＭにもとづいてスイッチングトランジスタＭ１をス
イッチングする。
【００１６】
　軽負荷状態において、ＤＣ／ＤＣコンバータ１１０は、消費電力を低減して効率を高め
るために、スイッチングトランジスタＭ１を間欠動作（バースト動作）させる。具体的に
は、スイッチングトランジスタＭ１がスイッチング動作するスイッチング期間と、スイッ
チングトランジスタＭ１がオフ状態を維持する停止期間を交互に繰り返す。
【００１７】
　バースト制御回路５０は、ＤＣ／ＤＣコンバータ１１０の軽負荷状態を検出し、バース
ト動作を制御するために設けられる。出力端子Ｐ２に接続される負荷が軽い、つまり出力
電流が小さい軽負荷状態では、出力電圧ＶＯＵＴが上昇し、フィードバック電圧ＶＦＢが
低下する。バースト制御回路５０は、フィードバック電圧ＶＦＢを所定の第１バーストし
きい値ＶＢＵＲＳＴ１と比較し、フィードバック電圧ＶＦＢが第１バーストしきい値ＶＢ

ＵＲＳＴ１まで低下すると、軽負荷検出信号Ｓ＿ＢＵＲＳＴをアサート（たとえばハイレ
ベル）する。またバースト制御回路５０は、フィードバック電圧ＶＦＢが軽負荷検出信号
Ｓ＿ＢＵＲＳＴがアサートされた状態で、フィードバック電圧ＶＦＢが第２バーストしき
い値ＶＢＵＲＳＴ２に達すると、軽負荷検出信号Ｓ＿ＢＵＲＳＴをネゲート（たとえばロ
ーレベル）する。軽負荷検出信号Ｓ＿ＢＵＲＳＴがアサートされる間、パルス変調器１０
は、パルス信号ＳＰＷＭをオフレベルに固定し、スイッチングトランジスタＭ１のスイッ
チングを停止する。
【００１８】
　図３は、制御回路２ｒにおける、フィードバック電圧ＶＦＢと検出電圧ＶＣＳのピーク
値ＶＣＳ＿ＰＥＡＫの関係を示す図である。図２の制御回路２ｒでは分圧回路８０によっ
て１／４倍に分圧されたフィードバック電圧ＶＦＢ’と検出電圧ＶＣＳが比較される。し
たがって検出電圧ＶＣＳのピーク値は、フィードバック電圧ＶＦＢの１／４倍となる。検
出電圧ＶＣＳのピーク値ＶＣＳ＿ＰＥＡＫは、フィードバック電圧ＶＦＢのレベルにかか
わらず、上限電圧ＶＬＩＭ１にてクランプされ、したがってコイル電流Ｉｐも上限電流Ｖ

ＬＩＭ１に応じた上限電流ＩＬＩＭ１に制限される。
【００１９】
　図７（ａ）は、ＤＣ／ＤＣコンバータ１１０ｒの軽負荷状態の動作を示す波形図である
。時刻Ａ～Ｂは、スイッチングトランジスタＭ１のスイッチング期間であり、スイッチン
グ出力ＳＯＵＴがハイレベルのとき、スイッチングトランジスタＭ１がオンする。スイッ
チングトランジスタＭ１がオンすると、スイッチングトランジスタＭ１および１次巻線Ｗ
１に電流Ｉｐが流れ始める。この電流Ｉｐは、時間とともに一定の傾きで増大し、それに
ともない検出電圧ＶＣＳも増大する。この期間、トランスＴ１にエネルギーが蓄えられる
。そして、コイル電流Ｉｐが、フィードバック電圧ＶＦＢに応じたピーク値に達すると、
スイッチングトランジスタＭ１がオフする。
【００２０】
　スイッチングトランジスタＭ１がオフすると、トランスＴ１の２次巻線Ｗ２およびダイ
オードＤ１を介して充電電流が流れ、出力キャパシタＣｏ１が充電され、出力電圧ＶＯＵ

Ｔが増大する。この充電電流によってトランスＴ１に蓄えられたエネルギーが放出される
。スイッチング期間Ａ－Ｂにおいてはこの動作が繰り返される。
【００２１】
　スイッチング期間Ａ－Ｂにおいて、出力電圧ＶＯＵＴが増大すると、フィードバック電
圧ＶＦＢが低下する。そしてフィードバック電圧ＶＦＢが第１バーストしきい値ＶＢＵＲ

ＳＴ１に低下すると、停止期間Ｂ－Ｃとなる。時刻Ｃにフィードバック電圧ＶＦＢが第２
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バーストしきい値ＶＢＵＲＳＴ２に達すると、スイッチング期間となり、スイッチングト
ランジスタＭ１のスイッチングが再開する。図７（ａ）には、ＶＢＵＲＳＴ１＝ＶＢＵＲ

ＳＴ２の場合が示される。
【００２２】
　以上がＤＣ／ＤＣコンバータ１１０ｒの動作である。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００２３】
　本発明者は、ＤＣ／ＤＣコンバータ１１０ｒについて検討した結果、以下の課題を認識
するに至った。軽負荷モードでは、フィードバック電圧ＶＦＢおよび検出電圧ＶＣＳは、
図３に矢印を付した範囲を往復する。上述のように、分圧回路８０の分圧比は、重負荷状
態を想定して定められる。その結果、軽負荷状態における検出電圧ＶＣＳのピーク値、つ
まり、スイッチングトランジスタＭ１に流れる電流Ｉｐのピーク値が過大となる。バース
ト動作中に停止期間からスイッチング期間に遷移した直後の電流Ｉｐが大きくなると、ト
ランスの磁束密度の変動が大きくなり、トランスの音鳴りが発生する。
【００２４】
　加えて、スイッチングトランジスタＭ１に流れる電流Ｉｐのピーク値が大きいと、スイ
ッチング動作の１サイクル当りにトランスＴ１に蓄えられるエネルギーが大きくなり、バ
ースト動作時の出力電圧ＶＯＵＴのリップル幅が大きくなるという問題もある。
【００２５】
　なお、これら問題および問題が発生するメカニズムを当業者の一般的な認識としてとら
えてはならず、本発明者が独自に認識したものである。
【００２６】
　本発明は係る課題に鑑みてなされたものであり、そのある態様の例示的な目的のひとつ
は、トランスの音鳴りを抑制し、および／または、出力電圧のリップルを抑制可能なＤＣ
／ＤＣコンバータの提供にある。
【課題を解決するための手段】
【００２７】
　本発明のある態様は、ＤＣ／ＤＣコンバータの制御回路に関する。ＤＣ／ＤＣコンバー
タは、１次巻線および２次巻線を有するトランスと、トランスの１次巻線の電流経路上に
設けられたスイッチングトランジスタと、スイッチングトランジスタの経路上に設けられ
た検出抵抗と、を有する。制御回路は、ＤＣ／ＤＣコンバータの出力電圧に応じたフィー
ドバック電圧を受けるフィードバック端子と、検出抵抗に生ずる検出電圧を受ける電流検
出端子と、フィードバック電圧および検出電圧の少なくとも一方を増幅、減衰させ、およ
び／またはレベルシフトさせ、かつその利得および／またはシフト量が可変に構成された
変換回路と、変換回路を経たフィードバック電圧と検出電圧にもとづいて、ＤＣ／ＤＣコ
ンバータの出力電圧が目標値に近づくようにパルス変調されるパルス信号を生成するパル
ス変調器と、パルス信号にもとづいてスイッチングトランジスタを駆動するドライバと、
スイッチングトランジスタがスイッチングするスイッチング期間と、スイッチングトラン
ジスタがオフに固定される停止期間を制御するバースト制御回路と、変換回路の利得およ
び／またはシフト量を変化させるゲインコントローラと、を備える。
【００２８】
　この態様によると、変換回路の利得および／またはシフト量を変化させることにより、
軽負荷状態における、検出電圧のピーク値、すなわりスイッチングトランジスタに流れる
電流のピーク値を、中、重負荷状態に比べて小さくすることができる。これにより、トラ
ンスの音鳴りを抑制し、および／または、出力電圧のリップルを小さくできる。
　なお、本明細書において、「利得」とは、１より大きい場合（増幅）のみならず、１よ
り小さい場合（減衰）も含む。
【００２９】
　ゲインコントローラは、フィードバック電圧にもとづいて、変換回路を制御してもよい
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。
　フィードバック電圧を参照することにより、軽負荷状態を検出することができる。
【００３０】
　ゲインコントローラは、通常状態において変換回路を第１状態とし、フィードバック電
圧が所定の第１しきい値まで低下すると、変換回路を第２状態とし、フィードバック電圧
が第１しきい値より大きい第２しきい値まで増大すると、変換回路を第１状態に戻しても
よい。
　この場合、負荷がある程度軽くなると、第２状態に遷移させることにより、トランスの
音鳴りを抑制し、および／または、出力電圧のリップルを小さくできる。そして、その後
、フィードバック電圧がある程度大きくなると、すなわち負荷がある程度重くなると、第
１状態に戻すことにより、トランスに十分なエネルギーを供給することができる。
【００３１】
　バースト制御回路は、少なくともフィードバック電圧にもとづいて、スイッチング期間
と停止期間を制御してもよい。
　バースト制御回路は、フィードバック電圧が所定の第３しきい値より低くなると、スイ
ッチングトランジスタのスイッチングを停止させ、スイッチングトランジスタが停止した
状態で、フィードバック電圧が所定の第４しきい値より高くなると、スイッチングトラン
ジスタのスイッチングを再開させてもよい。
【００３２】
　ゲインコントローラは、通常状態において変換回路を第１状態とし、フィードバック電
圧が所定の第１しきい値まで低下すると、変換回路を第２状態としてもよい。バースト制
御回路は、フィードバック電圧が所定の第３しきい値より低くなると、スイッチングトラ
ンジスタのスイッチングを停止させてもよい。第１しきい値と第３しきい値は等しくても
よい。
　この場合、軽負荷状態が検出され、バースト動作に移行すると、変換回路を第２状態に
遷移させることができる。
【００３３】
　ゲインコントローラは、フィードバック電圧が第２しきい値まで増大すると、ある期間
、変換回路を第３状態とし、その後、変換回路を第１状態としてもよい。
【００３４】
　変換回路は、検出電圧を可変の利得で増幅するアンプを含んでもよい。ゲインコントロ
ーラは、アンプの利得を制御してもよい。
【００３５】
　変換回路は、検出電圧を可変の利得で減衰する減衰回路を含んでもよい。ゲインコント
ローラは、減衰回路の利得を制御してもよい。
【００３６】
　パルス変調器は、変換回路を経た検出電圧が、変換回路を経たフィードバック電圧に達
するとアサートされるリセット信号を生成するリセット信号生成部と、セット信号を生成
するセット信号生成部と、セット信号がアサートされると、スイッチングトランジスタの
オンに対応するオンレベルに遷移し、リセット信号がアサートされるとスイッチングトラ
ンジスタのオフに対応するオフレベルに遷移するパルス信号を生成するフリップフロップ
と、を含んでもよい。
【００３７】
　セット信号生成部は、所定の周期でセット信号をアサートしてもよい。
【００３８】
　セット信号生成部は、リセット信号がアサートされてから所定のオフ時間経過後にセッ
ト信号をアサートしてもよい。
【００３９】
　セット信号生成部は、トランスに蓄えられたエネルギーが実質的にゼロになると、セッ
ト信号をアサートしてもよい。
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【００４０】
　トランスは、１次側に設けられた補助巻線をさらに有してもよい。制御回路は、補助巻
線の一端の電圧が入力される補助端子をさらに備えてもよい。セット信号生成部は、（i
）補助端子の電圧を所定のしきい値電圧と比較し、補助端子の電圧がしきい値電圧とクロ
スするたびにアサートされるボトム検出信号を生成し、（ii）ボトム検出信号のアサート
される回数が、ある設定値に達するたびにセット信号をアサートしてもよい。
【００４１】
　トランスは、１次側に設けられた補助巻線をさらに有してもよい。制御回路は、補助巻
線の一端の電圧が入力される補助端子をさらに備えてもよい。セット信号生成部は、（i
）補助端子の電圧を所定のしきい値電圧と比較し、補助端子の電圧がしきい値電圧とクロ
スするたびにアサートされるボトム検出信号を生成し、（ii）ボトム検出信号がアサート
されてから、所定時間経過後にセット信号をアサートしてもよい。
【００４２】
　制御回路は、ひとつの半導体基板上に一体集積化されてもよい。
　「一体集積化」とは、回路の構成要素のすべてが半導体基板上に形成される場合や、回
路の主要構成要素が一体集積化される場合が含まれ、回路定数の調節用に一部の抵抗やキ
ャパシタなどが半導体基板の外部に設けられていてもよい。
制御回路を１つのＩＣ（Integrated Circuit）として集積化することにより、回路面積を
削減することができるとともに、回路素子の特性を均一に保つことができる。
【００４３】
　本発明の別の態様は、ＤＣ／ＤＣコンバータに関する。ＤＣ／ＤＣコンバータは、１次
巻線、２次巻線および補助巻線を有するトランスと、トランスの１次巻線と接続されるス
イッチングトランジスタと、アノードが２次巻線と接続される第１ダイオードと、一端が
接地され、他端が第１ダイオードのカソードと接続された第１出力キャパシタと、アノー
ドが補助巻線と接続される第２ダイオードと、一端が接地され、他端が第２ダイオードの
カソードと接続された第２出力キャパシタと、第１出力キャパシタに生ずる出力電圧に応
じたフィードバック電圧を生成するフィードバック回路と、フィードバック電圧を受け、
スイッチングトランジスタをスイッチングする上述のいずれかの制御回路と、を備えても
よい。
【００４４】
　フィードバック回路は、出力電圧を分圧した電圧と所定の目標値の誤差がゼロとなるよ
うにレベルが調節されるフィードバック信号を生成するシャントレギュレータと、その１
次側の発光素子がフィードバック信号によって制御されるフォトカプラと、を含み、フォ
トカプラの２次側の受光素子に生ずる信号が、フィードバック電圧として制御回路に供給
されてもよい。
【００４５】
　本発明の別の態様は電源装置に関する。電源装置は、商用交流電圧をフィルタリングす
るフィルタと、フィルタの出力電圧を全波整流するダイオード整流回路と、ダイオード整
流回路の出力電圧を平滑化し、直流入力電圧を生成する平滑キャパシタと、直流入力電圧
を降圧し、負荷に供給する上述のＤＣ／ＤＣコンバータと、を備えてもよい。
【００４６】
　本発明の別の態様は電子機器に関する。電子機器は、負荷と、商用交流電圧をフィルタ
リングするフィルタと、フィルタの出力電圧を全波整流するダイオード整流回路と、ダイ
オード整流回路の出力電圧を平滑化し、直流入力電圧を生成する平滑キャパシタと、直流
入力電圧を降圧し、負荷に供給する上述のＤＣ／ＤＣコンバータと、を備えてもよい。
【００４７】
　本発明の別の態様は電源アダプタに関する。電源アダプタは、商用交流電圧をフィルタ
リングするフィルタと、フィルタの出力電圧を全波整流するダイオード整流回路と、ダイ
オード整流回路の出力電圧を平滑化し、直流入力電圧を生成する平滑キャパシタと、直流
入力電圧を降圧し、直流出力電圧を生成する上述のＤＣ／ＤＣコンバータと、を備えても
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よい。
【００４８】
　なお、以上の構成要素の任意の組み合わせや本発明の構成要素や表現を、方法、装置、
システムなどの間で相互に置換したものもまた、本発明の態様として有効である。
【発明の効果】
【００４９】
　本発明のある態様によれば、さまざまな環境において使用できる。
【図面の簡単な説明】
【００５０】
【図１】インバータの基本構成を示すブロック図である。
【図２】本発明者が検討した制御回路の構成を示す回路図である。
【図３】制御回路における、フィードバック電圧ＶＦＢと検出電圧ＶＣＳのピーク値ＶＣ

Ｓ＿ＰＥＡＫの関係を示す図である。
【図４】実施の形態に係る制御回路の構成を示す回路図である。
【図５】図４の制御回路における、フィードバック電圧ＶＦＢと検出電圧ＶＣＳのピーク
値ＶＣＳ＿ＰＥＡＫの関係を示す図である。
【図６】図４の制御回路を備えるＤＣ／ＤＣコンバータの動作を示す波形図である。
【図７】図７（ａ）は、ＤＣ／ＤＣコンバータの軽負荷状態の動作を示す波形図であり、
図７（ｂ）は、図４の制御回路を備えるＤＣ／ＤＣコンバータの軽負荷状態の動作を示す
波形図である。
【図８】インバータを備えるＡＣアダプタを示す図である。
【図９】図９（ａ）、（ｂ）は、インバータを備える電子機器を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００５１】
　以下、本発明を好適な実施の形態をもとに図面を参照しながら説明する。各図面に示さ
れる同一または同等の構成要素、部材、処理には、同一の符号を付するものとし、適宜重
複した説明は省略する。また、実施の形態は、発明を限定するものではなく例示であって
、実施の形態に記述されるすべての特徴やその組み合わせは、必ずしも発明の本質的なも
のであるとは限らない。
【００５２】
　本明細書において、「部材Ａが、部材Ｂと接続された状態」とは、部材Ａと部材Ｂが物
理的に直接的に接続される場合や、部材Ａと部材Ｂが、電気的な接続状態に影響を及ぼさ
ない他の部材を介して間接的に接続される場合も含む。
　同様に、「部材Ｃが、部材Ａと部材Ｂの間に設けられた状態」とは、部材Ａと部材Ｃ、
あるいは部材Ｂと部材Ｃが直接的に接続される場合のほか、電気的な接続状態に影響を及
ぼさない他の部材を介して間接的に接続される場合も含む。
【００５３】
　図４は、実施の形態に係る制御回路２の構成を示す回路図である。制御回路２は図１に
示すＤＣ／ＤＣコンバータ１１０に利用される。
【００５４】
　図１に示すように、ＤＣ／ＤＣコンバータ１１０は、制御回路２、スイッチングトラン
ジスタＭ１、検出抵抗ＲＳ、出力回路２００、フィードバック回路２１０を備える。制御
回路２の構成を除いて、図１と同様であるため、説明は省略する。
【００５５】
　以下、制御回路２の構成を説明する。
　制御回路２は、ひとつの半導体基板上に一体集積化された機能ＩＣであり、図１に示す
ように、補助端子（ＺＴ端子）、ＦＢ端子、ＣＳ端子、ＧＮＤ端子、ＯＵＴ端子、ＶＣＣ
端子、ＶＨ端子を有する。図４には、ＦＢ端子、ＯＵＴ端子、ＣＳ端子のみが示され、残
りの端子は省略される。
【００５６】
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　制御回路２は、ＣＳ端子の検出電圧ＶＣＳおよびＦＢ端子のフィードバック電圧ＶＦＢ

にもとづいて、ＤＣ／ＤＣコンバータ１１０のスイッチングトランジスタＭ１のスイッチ
ングのデューティ比を調節することにより、直流出力電圧ＶＯＵＴを目標レベルに安定化
する。なお、スイッチングトランジスタＭ１は制御回路２に集積化されてもよい。
【００５７】
　制御回路２は、パルス変調器１０、ドライバ２０、ブランキング回路４０、バースト制
御回路５０、ゲインコントローラ６０、を備える。
【００５８】
　ブランキング回路４０は、検出電圧ＶＣＳのノイズを除去するために設けられる。具体
的には、スイッチングトランジスタＭ１がオンした直後、所定のブランク期間の間、検出
信号ＶＣＳをマスクする。ブランキング回路４０は省略してもよい。
【００５９】
　変換回路３０は、フィードバック電圧ＶＦＢおよび検出電圧ＶＣＳの少なくとも一方を
増幅、減衰させ、および／またはレベルシフトさせる。変換回路３０は、複数の状態が切
りかえ可能に構成され、状態ごとに、その利得および／またはシフト量が個別に設定とな
っている。つまり変換回路３０の利得および／またはシフト量は可変である。本実施の形
態では、フィードバック電圧ＶＦＢおよび検出電圧ＶＣＳの少なくとも一方を増幅／減衰
させる場合を説明する。フィードバック電圧ＶＦＢおよび検出電圧ＶＣＳの少なくとも一
方をシフトさせる場合については、後述の変形例で説明する。
【００６０】
　たとえば変換回路３０は、分圧回路３２およびアンプ３４を含む。分圧回路３２は、フ
ィードバック電圧ＶＦＢを所定の分圧比Ｒ１２／（Ｒ１１＋Ｒ１２）で分圧する。つまり
フィードバック電圧ＶＦＢに対する利得αＦＢは、Ｒ１２／（Ｒ１１＋Ｒ１２）である。
本実施の形態では、αＦＢ＝１／４とする。
【００６１】
　アンプ３４は、検出電圧ＶＣＳを可変の利得αＣＳで増幅する。アンプ３４の利得αＣ

Ｓは、少なくとも２値で切りかえ可能に構成される。本実施の形態では、利得αＣＳは第
１の値αＣＳ１（＝１）、第２の値αＣＳ２（＝４）、第３の値αＣＳ３（＝２）の３値
で切りかえ可能となっている。
【００６２】
　以下、アンプ３４の利得αＣＳが第１の値αＣＳ１のときを第１状態φ１、第２の値α

ＣＳ２のときを第２状態φ２、第３の値αＣＳ３のときを第３状態φ３とする。また、フ
ィードバック電圧ＶＦＢに対する利得αＦＢと、検出電圧ＶＣＳに対する利得αＣＳの比
を、変換比αＦＢ／αＣＳと称する。
【００６３】
　この場合、変換回路３０は、変換比αＦＢ／αＣＳが、複数の値で切りかえ可能である
と把握できる。具体的には第１状態φ１においてαＦＢ／αＣＳ１＝１／４、第２状態φ
２においてαＦＢ／αＣＳ２＝１／１６、第３状態φ３においてαＦＢ／αＣＳ３＝１／
８である。
【００６４】
　第１状態φ１の変換比αＦＢ／αＣＳ１は、重負荷状態において、負荷に十分な電力を
供給できるように定められる。一方、第２状態φ２の変換比αＦＢ／αＣＳ２は、軽負荷
状態において、トランスＴ１の音鳴りが抑制され、および／または、出力電圧ＶＯＵＴの
リップルが小さくように定められる。
【００６５】
　パルス変調器１０は、変換回路３０を経たフィードバック電圧ＶＦＢ’と検出電圧ＶＣ

Ｓ’にもとづいて、ＤＣ／ＤＣコンバータ１１０の出力電圧ＶＯＵＴが目標値に近づくよ
うにパルス変調されるパルス信号ＳＰＷＭを生成する。パルス変調器１０は、いわゆるピ
ーク電流モードの変調器である。
【００６６】
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　パルス変調器１０の構成は特に限定されず、公知の技術を利用すればよい。たとえばパ
ルス変調器１０は、セット信号生成部１２、リセット信号生成部１４、ＳＲフリップフロ
ップ１６を含む。
【００６７】
　リセット信号生成部１４は、変換回路３０を経た検出電圧ＶＣＳ’が、変換回路３０を
経たフィードバック電圧ＶＦＢに達するとアサートされるリセット信号ＳＲＥＳＥＴを生
成する。たとえばリセット信号生成部１４は、検出電圧ＶＣＳ’を、フィードバック電圧
ＶＦＢ’と上限電圧ＶＬＩＭ１のうち低い方と比較し、検出電圧ＶＣＳ’の方が高くなる
と、リセット信号ＳＲＥＳＥＴをアサート（ハイレベル）する。
【００６８】
　セット信号生成部１２は、セット信号ＳＳＥＴを生成する。たとえばセット信号生成部
１２は、所定の周期ごとにセット信号ＳＳＥＴをアサート（ハイレベル）するオシレータ
を含んでもよい。
【００６９】
　あるいは、セット信号生成部１２は、リセット信号ＳＲＥＳＥＴがアサートされてから
所定のオフ時間ＴＯＦＦ経過後にセット信号ＳＳＥＴをアサートしてもよい。
【００７０】
　あるいはセット信号生成部１２は、トランスＴ１に蓄えられたエネルギーが実質的にゼ
ロになると、セット信号ＳＳＥＴをアサートしてもよい（疑似共振制御という）。
【００７１】
　疑似共振制御において、ある実施例では、セット信号生成部１２は、コンパレータとカ
ウンタで構成してもよい。ＺＴ端子には、補助巻線Ｗ３の一端の電圧が分圧して入力され
る。コンパレータは、ＺＴ端子に入力される補助巻線Ｗ３の一端の電圧を、所定のしきい
値電圧と比較し、補助端子の電圧がしきい値電圧とクロスするたびにコンパレータによっ
てボトム検出信号をアサートする。カウンタは、ボトム検出信号がアサートされた回数が
ある設定値に達すると、セット信号ＳＳＥＴをアサートしてもよい。
【００７２】
　疑似共振制御において、別の実施例では、セット信号生成部１２は、コンパレータとタ
イマー回路で構成してもよい。コンパレータは、（i）補助端子の電圧を所定のしきい値
電圧と比較し、補助端子の電圧がしきい値電圧とクロスするたびにアサートされるボトム
検出信号を生成する。タイマー回路は、（ii）ボトム検出信号がアサートされてから、所
定時間経過後にセット信号ＳＳＥＴをアサートする。
【００７３】
　セット信号生成部１２により生成されたセット信号ＳＳＥＴは、ＳＲフリップフロップ
１６のセット端子（Ｓ）に入力される。ＳＲフリップフロップ１６の出力であるパルス信
号ＳＰＷＭは、セット信号ＳＳＥＴがアサートされると、スイッチングトランジスタのオ
ンに対応するオンレベル（ハイレベル）に遷移し、リセット信号ＳＲＥＳＥＴがアサート
されるとスイッチングトランジスタのオフに対応するオフレベル（ローレベル）に遷移す
る。
【００７４】
　ドライバ２０は、パルス信号ＳＰＷＭにもとづいて、ＯＵＴ端子に接続されるスイッチ
ングトランジスタＭ１を駆動する。
【００７５】
　バースト制御回路５０は、軽負荷状態を検出する。たとえばバースト制御回路５０は、
フィードバック電圧ＶＦＢを所定の第１バーストしきい値（第３しきい値ともいう）ＶＢ

ＵＲＳＴ１と比較するコンパレータを含む。バースト制御回路５０は、フィードバック電
圧ＶＦＢが第３しきい値ＶＢＵＲＳＴ１より低くなると、軽負荷検出信号Ｓ＿ＢＵＲＳＴ
をアサート（たとえばハイレベル）する。パルス変調器１０は、軽負荷検出信号Ｓ＿ＢＵ
ＲＳＴがアサートされると、パルス信号ＳＰＷＭをオフレベル（ローレベル）に固定し、
スイッチングトランジスタＭ１のスイッチングを停止する。
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【００７６】
　またバースト制御回路５０は、フィードバック電圧ＶＦＢを所定の第２バーストしきい
値（第４しきい値ともいう）ＶＢＵＲＳＴ２と比較する。バースト制御回路５０は、フィ
ードバック電圧ＶＦＢが第４しきい値ＶＢＵＲＳＴ２より高くなると、軽負荷検出信号Ｓ
＿ＢＵＲＳＴをネゲート（たとえばローレベル）する。本実施の形態において、第４しき
い値ＶＢＵＲＳＴ２は、第３しきい値ＶＢＵＲＳＴ１より高く設定される。この場合、バ
ースト制御回路５０は、ヒステリシスコンパレータを用いて構成してもよい。
【００７７】
　ゲインコントローラ６０は、上述した変換回路３０の利得および／またはシフト量を変
化させる。すなわち、ゲインコントローラ６０は、変換回路３０の状態を制御する。
【００７８】
　より具体的には、ゲインコントローラ６０は、フィードバック電圧ＶＦＢにもとづいて
、変換回路３０を制御する。たとえばゲインコントローラ６０は、フィードバック電圧Ｖ

ＦＢを少なくともひとつの所定のしきい値と比較するコンパレータを含む。ゲインコント
ローラ６０は、負荷電流がある程度流れる通常状態（中負荷～重負荷）において、変換回
路３０を第１状態φ１に設定する。ゲインコントローラ６０は、フィードバック電圧ＶＦ

Ｂが所定の第１しきい値ＶＴＨ１まで低下すると、変換回路３０を第２状態φ２とする。
その後、ゲインコントローラ６０は、フィードバック電圧ＶＦＢが第１しきい値ＶＴＨ１

より大きい第２しきい値ＶＴＨ２まで増大すると、変換回路３０を第１状態φ１に戻す。
【００７９】
　本実施の形態において、第１しきい値ＶＴＨ１と第３しきい値ＶＢＵＲＳＴ１は等しい
。すなわち、軽負荷状態が検出され、バースト動作に移行すると同時に、ゲインコントロ
ーラ６０は、変換回路３０を第２状態φ２とする。
【００８０】
　ゲインコントローラ６０は、フィードバック電圧ＶＦＢとしきい値ＶＴＨ１、ＶＴＨ２

の比較結果に応じた制御信号Ｓ＿ＧＡＩＮを生成する。変換回路３０の状態は、制御信号
Ｓ＿ＧＡＩＮに応じて切りかえられる。ゲインコントローラ６０は、２つのしきい値ＶＴ

Ｈ１、ＶＴＨ２を有するヒステリシスコンパレータで構成してもよい。
【００８１】
　より好ましくは、ゲインコントローラ６０は、フィードバック電圧ＶＦＢが第２しきい
値ＶＴＨ２まで増大すると、ある期間、具体的には数百μ～数ｍｓの間（たとえば５００
μｓ）、変換回路３０を第３状態φ３とし、その後、変換回路３０を第２状態φ２とする
。
【００８２】
　以上が制御回路２の構成である。続いてその動作を説明する。図５は、図４の制御回路
２における、フィードバック電圧ＶＦＢと検出電圧ＶＣＳのピーク値ＶＣＳ＿ＰＥＡＫの
関係を示す図である。
　第１状態φ１では、ＶＣＳ＿ＰＥＡＫ＝ＶＦＢ×αＦＢ／αＣＳ１＝ＶＦＢ×１／４が
成り立つ。
【００８３】
　フィードバック電圧ＶＦＢが第３しきい値ＶＢＵＲＳＴ１まで低下すると、軽負荷状態
が検出され、バースト動作に移行する。それと同時に、変換回路３０は第２状態φ２に切
りかえられる。第２状態φ２では、ＶＣＳ＿ＰＥＡＫ＝ＶＦＢ×αＦＢ／αＣＳ２＝ＶＦ

Ｂ×１／１６が成り立つ。第２状態φ２において、フィードバック電圧ＶＦＢが第２しき
い値ＶＴＨ２まで増大すると、第１状態φ１に戻る。
【００８４】
　図６は、図４の制御回路２を備えるＤＣ／ＤＣコンバータ１１０の動作を示す波形図で
ある。時刻Ａ以前に、ＤＣ／ＤＣコンバータ１１０は通常状態で動作しており、変換回路
３０は第１状態φ１であり、変換比αＦＢ／αＣＳは１／４である。
【００８５】
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　時刻Ａに負荷が軽くなり、フィードバック電圧ＶＦＢが低下し始める。時刻Ｂにフィー
ドバック電圧ＶＦＢが第３しきい値ＶＢＵＲＳＴ１まで低下すると、スイッチングが停止
する。それと同時に、変換回路３０が第２状態φ２となり、変換比αＦＢ／αＣＳが１／
１６となる。
【００８６】
　期間Ａ～ＢのスイッチングトランジスタＭ１のスイッチングによって、出力電圧ＶＯＵ

Ｔ（不図示）が上昇し、これによりフィードバック電圧ＶＦＢは低下する。時刻Ｂ以降、
スイッチングトランジスタＭ１のスイッチングが停止すると、出力電圧ＶＯＵＴが低下し
、フィードバック電圧ＶＦＢが上昇する。時刻Ｄにフィードバック電圧ＶＦＢが第４しき
い値ＶＢＵＲＳＴ２まで上昇すると、スイッチング期間となる。その後、時刻Ｌまでの間
、バースト動作が持続する。この間、変換回路３０も第２状態φ２に保たれる。
【００８７】
　時刻Ｍに、負荷が重くなる。負荷が重くなると、出力電圧ＶＯＵＴが低下し、フィード
バック電圧ＶＦＢが増大し始める。時刻Ｎにフィードバック電圧ＶＦＢが第４しきい値Ｖ

ＢＵＲＳＴ２を超える。続く時刻ｔＯに、フィードバック電圧ＶＦＢが第２しきい値ＶＴ

Ｈ２に達すると、所定時間Ｏ～Ｐ（５００μｓ）、変換回路３０が第３状態φ３となり、
変換比αＦＢ／αＣＳが１／８となり、時刻Ｐに変換回路３０が第１状態φ１となり、変
換比αＦＢ／αＣＳが１／４となる。
【００８８】
　図７（ｂ）は、図４の制御回路２を備えるＤＣ／ＤＣコンバータ１１０の軽負荷状態の
動作を示す波形図である。図４の制御回路２では、軽負荷状態において変換比αＦＢ／α

ＣＳの値が小さくなるため、その値が固定される図７（ａ）に比べて、検出電圧ＶＣＳの
ピーク値、すなわち電流Ｉｐのピーク値を低減することができる。
【００８９】
　その結果、トランスＴ１の磁束密度の変動を抑制でき、ひいては音鳴りを抑制すること
ができる。また、図７（ｂ）に示すように、検出電圧ＶＣＳ（コイル電流Ｉｐ）の振幅が
小さくなるため、バースト動作中の１回のスイッチング期間で出力キャパシタＣｏ１に供
給される電流が小さくなる。その結果、出力電圧ＶＯＵＴのリップルを小さくできる。
【００９０】
　また、第２状態φ２から第１状態φ１に戻すときに、変換比αＦＢ／αＣＳの変動が大
きすぎると、第１状態φ１と第２状態φ２の間を往復して系が不安定になるの恐れがある
。この場合には、第３状態φ３を挿入することにより、系を安定化することができる。
【００９１】
　続いて、ＤＣ／ＤＣコンバータ１１０の用途を説明する。
【００９２】
　ＤＣ／ＤＣコンバータ１１０は、図１に示すインバータ（電源装置）１００に好適に利
用できる。そして、インバータ１００は、ＡＣアダプタや電子機器の電源ブロックに好適
に利用される。
【００９３】
　図８は、インバータ１００を備えるＡＣアダプタ８００を示す図である。ＡＣアダプタ
８００は、プラグ８０２、筐体８０４、コネクタ８０６を備える。プラグ８０２は、図示
しないコンセントから商用交流電圧ＶＡＣを受ける。インバータ１００は、筐体８０４内
に実装される。インバータ１００により生成された直流出力電圧ＶＯＵＴは、コネクタ８
０６から電子機器８１０に供給される。電子機器８１０は、ノートＰＣ、デジタルカメラ
、デジタルビデオカメラ、携帯電話、携帯オーディオプレイヤなどが例示される。
【００９４】
　図９（ａ）、（ｂ）は、インバータ１００を備える電子機器９００を示す図である。図
９（ａ）、（ｂ）の電子機器９００はディスプレイ装置であるが、電子機器９００の種類
は特に限定されず、オーディオ機器、冷蔵庫、洗濯機、掃除機など、電源装置を内蔵する
機器であればよい。
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　プラグ９０２、図示しないコンセントから商用交流電圧ＶＡＣを受ける。インバータ１
００は、筐体８０４内に実装される。インバータ１００により生成された直流出力電圧Ｖ

ＯＵＴは、同じ筐体９０４内に搭載される、マイコン、ＤＳＰ（Digital Signal Process
or）、電源回路、照明機器、アナログ回路、デジタル回路などの負荷に供給される。
【００９５】
　以上、本発明について、実施の形態をもとに説明した。この実施の形態は例示であり、
それらの各構成要素や各処理プロセスの組み合わせにいろいろな変形例が可能なこと、ま
たそうした変形例も本発明の範囲にあることは当業者に理解されるところである。以下、
こうした変形例について説明する。
【００９６】
（第１の変形例）
　実施の形態では、アンプ３４の利得を変化させる場合を説明したが本発明はそれに限定
されない。たとえば、アンプ３４の利得に代えて、またはそれに加えて、分圧回路３２の
分圧比を可変とし、分圧回路３２の分圧比（つまり利得αＦＢ）を変化させることにより
、変換比αＦＢ／αＣＳを制御してもよい。たとえば、アンプ３４の利得を１倍に固定し
ておき（アンプは省略できる）、第１状態φ１において分圧比αＦＢを第１の値（１／４
倍）とし、第２状態φ２において分圧比αＦＢを第２の値（１／１６倍）としてもよい。
【００９７】
（第２の変形例）
　また変換回路３０は、フィードバック電圧ＶＦＢおよび検出電圧ＶＣＳの少なくとも一
方をシフトさせるレベルシフト回路を含んでもよい。たとえば検出電圧ＶＣＳの経路上に
レベルシフト回路を設け、第２状態φ２において、第１状態φ１よりも検出電圧ＶＣＳを
高電位側にシフトさせてもよい。これによっても、バースト動作中に、コイル電流Ｉｐの
ピーク電流を低減できる。この場合、アンプ３４は省略してもよい。
【００９８】
　あるいは、フィードバック電圧ＶＦＢの経路上にレベルシフト回路を設け、第２状態φ
２において、第１状態φ１よりもフィードバック電圧ＶＦＢを低電位側にシフトさせても
よい。これによっても、バースト動作中に、コイル電流Ｉｐのピーク電流を低減できる。
【００９９】
　あるいは、リセット信号生成部１４であるコンパレータの入力オフセット電圧を意図的
に変化させることにより、フィードバック電圧ＶＦＢと検出電圧ＶＣＳを相対的にシフト
させてもよい。
【０１００】
　シフトと、利得の制御は併用してもよい。
【０１０１】
（第３の変形例）
　実施の形態では、シャントレギュレータ（誤差増幅器）２１２がトランスＴ１の２次側
に設けられる場合を説明したが、この誤差増幅器は、１次側に設けてもよく、さらには制
御回路２に内蔵してもよい。
【０１０２】
（第４の変形例）
　バースト制御回路５０の構成は、上述のそれには限定されず、バースト動作を制御可能
な公知の他の技術を用いてもよい。
【０１０３】
（第５の変形例）
　実施の形態では、第１状態φ１と第２状態φ２を切りかえる場合を説明したが本発明は
それに限定されず、より多くの状態を切りかえ可能としてもよい。この場合、負荷電流の
大きさに応じて、電流のピーク値を段階的に変化させることができる。
【０１０４】
（第６の変形例）
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　実施の形態で説明した回路は、各信号のアサートをハイレベル、ネゲートをローレベル
に割り当てた正論理（ハイアクティブ）系で構成されるが、それらを負論理系で構成して
もよいし、正論理系と負論理系を組み合わせて構成してもよい。
【０１０５】
　実施の形態にもとづき、具体的な語句を用いて本発明を説明したが、実施の形態は、本
発明の原理、応用を示しているにすぎず、実施の形態には、請求の範囲に規定された本発
明の思想を逸脱しない範囲において、多くの変形例や配置の変更が認められる。
【符号の説明】
【０１０６】
Ｐ１…入力端子、Ｐ２…出力端子、Ｃｏ１…第１出力キャパシタ、Ｃｏ２…第２出力キャ
パシタ、Ｄ１…第１ダイオード、Ｄ２…第２ダイオード、Ｔ１…トランス、Ｗ１…１次巻
線、Ｗ２…２次巻線、Ｗ３…補助巻線、Ｍ１…スイッチングトランジスタ、ＲＳ…検出抵
抗、１００…インバータ、１０２…ヒューズ、Ｃｉ…入力キャパシタ、１０４…フィルタ
、１０６…ダイオード整流回路、Ｃｓ…平滑キャパシタ、１１０…ＤＣ／ＤＣコンバータ
、２…制御回路、２００…出力回路、２１０…フィードバック回路、２１２…シャントレ
ギュレータ、２１４…フォトカプラ、１０…パルス変調器、１２…セット信号生成部、１
４…リセット信号生成部、１６…ＳＲフリップフロップ、２０…ドライバ、３０…変換回
路、３２…分圧回路、３４…アンプ、４０…ブランキング回路、５０…バースト制御回路
、６０…ゲインコントローラ、７０…アンプ、８０…分圧回路、８００…ＡＣアダプタ、
８０２…プラグ、８０４…筐体、８０６…コネクタ、８１０，９００…電子機器、９０２
…プラグ、９０４…筐体。

【図１】 【図２】
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