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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　外部から入力された制御信号Ｓｃに応じて、入力電圧Ｖｄｄを所定の定電圧Ｖ１に変換
して出力する定電圧回路において、
　前記制御信号Ｓｃに応じて、入力電圧Ｖｄｄを所定の定電圧Ｖ１に変換して出力する定
電圧発生回路部と、
　前記定電圧Ｖ１を出力する該定電圧発生回路部の出力端に接続された第１コンデンサと
、
　該第１コンデンサの充電を行う第２コンデンサと、
　前記制御信号Ｓｃに応じて該第２コンデンサの充放電制御を行うスイッチ回路部と、
を備え、
　前記スイッチ回路部は、前記制御信号Ｓｃによって定電圧発生回路部が所定の定電圧Ｖ
１の出力を停止する場合、第２コンデンサに前記入力電圧Ｖｄｄを印加して第２コンデン
サの充電を行うと共に第２コンデンサの第１コンデンサへの放電を遮断し、前記制御信号
Ｓｃによって定電圧発生回路部が所定の定電圧Ｖ１の出力を開始する場合、第２コンデン
サへの前記入力電圧Ｖｄｄの印加を遮断すると共に第２コンデンサに充電された電荷を第
１コンデンサに放電して第１コンデンサの充電を行い、
　前記第１コンデンサ及び第２コンデンサは、前記第１コンデンサの静電容量Ｃ１と第２
コンデンサの静電容量Ｃ２が、
　Ｖｄｄ／Ｖ１＝（Ｃ１＋Ｃ２）／Ｃ２



(2) JP 4473669 B2 2010.6.2

10

20

30

40

50

の関係を有することを特徴とする定電圧回路。
【請求項２】
　前記定電圧発生回路部は、前記制御信号Ｓｃによって所定の定電圧Ｖ１の出力を停止す
る場合、第１コンデンサに充電された電荷を放電させることを特徴とする請求項１記載の
定電圧回路。
【請求項３】
　前記スイッチ回路部は、
　前記制御信号Ｓｃに応じて第２コンデンサを入力電圧Ｖｄｄで充電する第１スイッチ回
路と、
　前記制御信号Ｓｃに応じて第１コンデンサを第２コンデンサの電圧で充電する第２スイ
ッチ回路と、
を備えることを特徴とする請求項１又は２記載の定電圧回路。
【請求項４】
　前記第１コンデンサ及び第２コンデンサは、定電圧発生回路部から出力された定電圧に
重畳するノイズを除去するためのノイズ防止用コンデンサであることを特徴とする請求項
１、２又は３記載の定電圧回路。
【請求項５】
　前記定電圧発生回路部、第１コンデンサ、第２コンデンサ及びスイッチ回路部は、１つ
のＩＣに集積されることを特徴とする請求項１、２、３又は４記載の定電圧回路。
【請求項６】
　外部から入力された制御信号Ｓｃに応じて、入力電圧Ｖｄｄを所定の定電圧Ｖ１に変換
して出力する定電圧回路からの該定電圧Ｖ１を電流に変換して定電流を生成し出力する定
電流源において、
　前記定電圧回路は、
　前記制御信号Ｓｃに応じて、入力電圧Ｖｄｄを所定の定電圧Ｖ１に変換して出力する定
電圧発生回路部と、
　前記定電圧Ｖ１を出力する該定電圧発生回路部の出力端に接続された第１コンデンサと
、
　該第１コンデンサの充電を行う第２コンデンサと、
　前記制御信号Ｓｃに応じて該第２コンデンサの充放電制御を行うスイッチ回路部と、
を備え、
　前記スイッチ回路部は、前記制御信号Ｓｃによって定電圧発生回路部が所定の定電圧Ｖ
１の出力を停止する場合、第２コンデンサに前記入力電圧Ｖｄｄを印加して第２コンデン
サの充電を行うと共に第２コンデンサの第１コンデンサへの放電を遮断し、前記制御信号
Ｓｃによって定電圧発生回路部が所定の定電圧Ｖ１の出力を開始する場合、第２コンデン
サへの前記入力電圧Ｖｄｄの印加を遮断すると共に第２コンデンサに充電された電荷を第
１コンデンサに放電して第１コンデンサの充電を行い、
　前記第１コンデンサ及び第２コンデンサは、前記第１コンデンサの静電容量Ｃ１と第２
コンデンサの静電容量Ｃ２が、
　Ｖｄｄ／Ｖ１＝（Ｃ１＋Ｃ２）／Ｃ２
の関係を有することを特徴とする定電流源。
【請求項７】
　前記定電圧発生回路部は、前記制御信号Ｓｃによって所定の定電圧Ｖ１の出力を停止す
る場合、第１コンデンサに充電された電荷を放電させることを特徴とする請求項６記載の
定電流源。
【請求項８】
　前記スイッチ回路部は、
　前記制御信号Ｓｃに応じて第２コンデンサを入力電圧Ｖｄｄで充電する第１スイッチ回
路と、
　前記制御信号Ｓｃに応じて第１コンデンサを第２コンデンサの電圧で充電する第２スイ
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ッチ回路と、
を備えることを特徴とする請求項６又は７記載の定電流源。
【請求項９】
　前記第１コンデンサ及び第２コンデンサは、定電圧発生回路部から出力された定電圧に
重畳するノイズを除去するためのノイズ防止用コンデンサであることを特徴とする請求項
６、７又は８記載の定電流源。
【請求項１０】
　前記定電流源は、１つのＩＣに集積されることを特徴とする請求項６、７、８又は９記
載の定電流源。
【請求項１１】
　外部から入力された制御信号Ｓｃに応じて、入力電圧Ｖｄｄを所定の定電圧Ｖ１に変換
して出力する定電圧回路からの該定電圧Ｖ１を電流に変換して定電流を生成して増幅回路
のバイアス電流の供給を行う定電流源を備えた増幅器において、
　前記定電圧回路は、
　前記制御信号Ｓｃに応じて、入力電圧Ｖｄｄを所定の定電圧Ｖ１に変換して出力する定
電圧発生回路部と、
　前記定電圧Ｖ１を出力する該定電圧発生回路部の出力端に接続された第１コンデンサと
、
　該第１コンデンサの充電を行う第２コンデンサと、
　前記制御信号Ｓｃに応じて該第２コンデンサの充放電制御を行うスイッチ回路部と、
を備え、
　前記スイッチ回路部は、前記制御信号Ｓｃによって定電圧発生回路部が所定の定電圧Ｖ
１の出力を停止する場合、第２コンデンサに前記入力電圧Ｖｄｄを印加して第２コンデン
サの充電を行うと共に第２コンデンサの第１コンデンサへの放電を遮断し、前記制御信号
Ｓｃによって定電圧発生回路部が所定の定電圧Ｖ１の出力を開始する場合、第２コンデン
サへの前記入力電圧Ｖｄｄの印加を遮断すると共に第２コンデンサに充電された電荷を第
１コンデンサに放電して第１コンデンサの充電を行い、
　前記第１コンデンサ及び第２コンデンサは、前記第１コンデンサの静電容量Ｃ１と第２
コンデンサの静電容量Ｃ２が、
　Ｖｄｄ／Ｖ１＝（Ｃ１＋Ｃ２）／Ｃ２
の関係を有することを特徴とする増幅器。
【請求項１２】
　前記定電圧発生回路部は、前記制御信号Ｓｃによって所定の定電圧Ｖ１の出力を停止す
る場合、第１コンデンサに充電された電荷を放電させることを特徴とする請求項１１記載
の増幅器。
【請求項１３】
　前記スイッチ回路部は、
　前記制御信号Ｓｃに応じて第２コンデンサを入力電圧Ｖｄｄで充電する第１スイッチ回
路と、
　前記制御信号Ｓｃに応じて第１コンデンサを第２コンデンサの電圧で充電する第２スイ
ッチ回路と、
を備えることを特徴とする請求項１１又は１２記載の増幅器。
【請求項１４】
　前記第１コンデンサ及び第２コンデンサは、定電圧発生回路部から出力された定電圧に
重畳するノイズを除去するためのノイズ防止用コンデンサであることを特徴とする請求項
１１、１２又は１３記載の増幅器。
【請求項１５】
　前記増幅回路は、差動対を有する差動増幅回路であり、前記定電流源は、該差動対にバ
イス電流を供給することを特徴とする請求項１１、１２、１３又は１４記載の増幅器。
【請求項１６】
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　前記増幅器は、１つのＩＣに集積されることを特徴とする請求項１１、１２、１３、１
４又は１５記載の増幅器。
【請求項１７】
　外部から入力された制御信号Ｓｃに応じて、入力電圧Ｖｄｄを所定の定電圧Ｖ１に変換
して出力する定電圧回路からの該定電圧Ｖ１を電流に変換して定電流を生成して増幅回路
のバイアス電流の供給を行う定電流源を有し、出力端子の電圧が所定の電圧になるように
、入力端子と該出力端子に接続されたトランジスタの動作制御を行う増幅器を備えた、前
記入力端子に入力された電圧を所定の電圧に変換して前記出力端子から出力する電源回路
において、
　前記定電圧回路は、
　前記制御信号Ｓｃに応じて、入力電圧Ｖｄｄを所定の定電圧Ｖ１に変換して出力する定
電圧発生回路部と、
　前記定電圧Ｖ１を出力する該定電圧発生回路部の出力端に接続された第１コンデンサと
、
　該第１コンデンサの充電を行う第２コンデンサと、
　前記制御信号Ｓｃに応じて該第２コンデンサの充放電制御を行うスイッチ回路部と、
を備え、
　前記スイッチ回路部は、前記制御信号Ｓｃによって定電圧発生回路部が所定の定電圧Ｖ
１の出力を停止する場合、第２コンデンサに前記入力電圧Ｖｄｄを印加して第２コンデン
サの充電を行うと共に第２コンデンサの第１コンデンサへの放電を遮断し、前記制御信号
Ｓｃによって定電圧発生回路部が所定の定電圧Ｖ１の出力を開始する場合、第２コンデン
サへの前記入力電圧Ｖｄｄの印加を遮断すると共に第２コンデンサに充電された電荷を第
１コンデンサに放電して第１コンデンサの充電を行い、
　前記第１コンデンサ及び第２コンデンサは、前記第１コンデンサの静電容量Ｃ１と第２
コンデンサの静電容量Ｃ２が、
　Ｖｄｄ／Ｖ１＝（Ｃ１＋Ｃ２）／Ｃ２
の関係を有することを特徴とする電源回路。
【請求項１８】
　前記定電圧発生回路部は、前記制御信号Ｓｃによって所定の定電圧Ｖ１の出力を停止す
る場合、第１コンデンサに充電された電荷を放電させることを特徴とする請求項１７記載
の電源回路。
【請求項１９】
　前記スイッチ回路部は、
　前記制御信号Ｓｃに応じて第２コンデンサを入力電圧Ｖｄｄで充電する第１スイッチ回
路と、
　前記制御信号Ｓｃに応じて第１コンデンサを第２コンデンサの電圧で充電する第２スイ
ッチ回路と、
を備えることを特徴とする請求項１７又は１８記載の電源回路。
【請求項２０】
　前記第１コンデンサ及び第２コンデンサは、定電圧発生回路部から出力された定電圧に
重畳するノイズを除去するためのノイズ防止用コンデンサであることを特徴とする請求項
１７、１８又は１９記載の電源回路。
【請求項２１】
　前記増幅回路は、差動対を有する差動増幅回路であり、前記定電流源は、該差動対にバ
イス電流を供給することを特徴とする請求項１７、１８、１９又は２０記載の電源回路。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、定電圧回路、その定電圧回路を使用した定電流源、増幅器及び電源回路に関
し、特にノイズ防止用コンデンサの充電時間を短縮することができる定電圧回路に関する
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。
【背景技術】
【０００２】
　近年、環境対策上からも省エネルギーが求められている。携帯電話やデジタルカメラ等
の電池を使用する機器においては、電池寿命を延ばすという観点からも、機器内で消費す
る電力の削減は重要度を増している。その結果、機器内で使用する増幅回路のバイアス電
流や、基準電圧発生回路等の定電圧回路での消費電流は極めて小さくなってきている。そ
の影響で、回路自体がノイズの影響を受けやすくなってきており、回路の要所にノイズ吸
収用のコンデンサを配置している。
　図７は、外部からの制御信号Ｓｃに応じて作動し所定の定電圧Ｖ１を生成して出力する
定電圧回路の例を示した概略図であり、定電圧回路１００の出力端にノイズ対策用のコン
デンサ１０２が設けられている。
【０００３】
　なお、定電圧電源回路にノイズ除去用コンデンサを使用し、該ノイズ除去用コンデンサ
を急速充電する例として図８で示すような回路があった（例えば、特許文献１参照）。
【特許文献１】実公平４－２６８９９号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかし、図７で示した定電圧回路１００で使用されている電流が極めて小さいため、ノ
イズ対策用コンデンサ１０２を所定の電圧まで充電するのに時間がかかり、定電圧回路１
００の出力電圧が所定の定電圧Ｖ１になるまでに時間がかかるという問題があった。また
、図８で示した定電圧電源回路の場合、ノイズ除去用コンデンサＣ１０が所定の電圧、す
なわちツェナーダイオードＤ１の電圧Ｖｚに到達したことを検出する回路が必要であった
。
【０００５】
　本発明は、上記のような問題を解決するためになされたものであり、ノイズ防止用コン
デンサの充電電圧を検出することなく、該ノイズ防止用コンデンサを急速に充電すること
ができ、出力電圧が所定の定電圧になるまでの時間を短縮することができる定電圧回路、
その定電圧回路を使用した定電流源、増幅器及び電源回路を得ることを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　この発明に係る定電圧回路は、外部から入力された制御信号Ｓｃに応じて、入力電圧Ｖ
ｄｄを所定の定電圧Ｖ１に変換して出力する定電圧回路において、
　前記制御信号Ｓｃに応じて、入力電圧Ｖｄｄを所定の定電圧Ｖ１に変換して出力する定
電圧発生回路部と、
　前記定電圧Ｖ１を出力する該定電圧発生回路部の出力端に接続された第１コンデンサと
、
　該第１コンデンサの充電を行う第２コンデンサと、
　前記制御信号Ｓｃに応じて該第２コンデンサの充放電制御を行うスイッチ回路部と、
を備え、
　前記スイッチ回路部は、前記制御信号Ｓｃによって定電圧発生回路部が所定の定電圧Ｖ
１の出力を停止する場合、第２コンデンサに前記入力電圧Ｖｄｄを印加して第２コンデン
サの充電を行うと共に第２コンデンサの第１コンデンサへの放電を遮断し、前記制御信号
Ｓｃによって定電圧発生回路部が所定の定電圧Ｖ１の出力を開始する場合、第２コンデン
サへの前記入力電圧Ｖｄｄの印加を遮断すると共に第２コンデンサに充電された電荷を第
１コンデンサに放電して第１コンデンサの充電を行い、
　前記第１コンデンサ及び第２コンデンサは、前記第１コンデンサの静電容量Ｃ１と第２
コンデンサの静電容量Ｃ２が、
　Ｖｄｄ／Ｖ１＝（Ｃ１＋Ｃ２）／Ｃ２
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の関係を有するものである。
【０００７】
　また、前記定電圧発生回路部は、前記制御信号Ｓｃによって所定の定電圧Ｖ１の出力を
停止する場合、第１コンデンサに充電された電荷を放電させるようにした。
【０００８】
　具体的には、前記スイッチ回路部は、
　前記制御信号Ｓｃに応じて第２コンデンサを入力電圧Ｖｄｄで充電する第１スイッチ回
路と、
　前記制御信号Ｓｃに応じて第１コンデンサを第２コンデンサの電圧で充電する第２スイ
ッチ回路と、
を備えるようにした。
【０００９】
　また、前記第１コンデンサ及び第２コンデンサは、定電圧発生回路部から出力された定
電圧に重畳するノイズを除去するためのノイズ防止用コンデンサであるようにした。
【００１１】
　また、前記定電圧発生回路部、第１コンデンサ、第２コンデンサ及びスイッチ回路部は
、１つのＩＣに集積されるようにしてもよい。
【００１２】
　また、この発明に係る定電流源は、外部から入力された制御信号Ｓｃに応じて、入力電
圧Ｖｄｄを所定の定電圧Ｖ１に変換して出力する定電圧回路からの該定電圧Ｖ１を電流に
変換して定電流を生成し出力する定電流源において、
　前記定電圧回路は、
　前記制御信号Ｓｃに応じて、入力電圧Ｖｄｄを所定の定電圧Ｖ１に変換して出力する定
電圧発生回路部と、
　前記定電圧Ｖ１を出力する該定電圧発生回路部の出力端に接続された第１コンデンサと
、
　該第１コンデンサの充電を行う第２コンデンサと、
　前記制御信号Ｓｃに応じて該第２コンデンサの充放電制御を行うスイッチ回路部と、
を備え、
　前記スイッチ回路部は、前記制御信号Ｓｃによって定電圧発生回路部が所定の定電圧Ｖ
１の出力を停止する場合、第２コンデンサに前記入力電圧Ｖｄｄを印加して第２コンデン
サの充電を行うと共に第２コンデンサの第１コンデンサへの放電を遮断し、前記制御信号
Ｓｃによって定電圧発生回路部が所定の定電圧Ｖ１の出力を開始する場合、第２コンデン
サへの前記入力電圧Ｖｄｄの印加を遮断すると共に第２コンデンサに充電された電荷を第
１コンデンサに放電して第１コンデンサの充電を行い、
　前記第１コンデンサ及び第２コンデンサは、前記第１コンデンサの静電容量Ｃ１と第２
コンデンサの静電容量Ｃ２が、
　Ｖｄｄ／Ｖ１＝（Ｃ１＋Ｃ２）／Ｃ２
の関係を有するものである。
【００１３】
　また、前記定電圧発生回路部は、前記制御信号Ｓｃによって所定の定電圧Ｖ１の出力を
停止する場合、第１コンデンサに充電された電荷を放電させるようにした。
【００１４】
　具体的には、前記スイッチ回路部は、
　前記制御信号Ｓｃに応じて第２コンデンサを入力電圧Ｖｄｄで充電する第１スイッチ回
路と、
　前記制御信号Ｓｃに応じて第１コンデンサを第２コンデンサの電圧で充電する第２スイ
ッチ回路と、
を備えるようにした。
【００１５】
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　また、前記第１コンデンサ及び第２コンデンサは、定電圧発生回路部から出力された定
電圧に重畳するノイズを除去するためのノイズ防止用コンデンサであるようにした。
【００１７】
　前記定電流源は、１つのＩＣに集積されるようにしてもよい。
【００１８】
　また、本発明に係る増幅器は、外部から入力された制御信号Ｓｃに応じて、入力電圧Ｖ
ｄｄを所定の定電圧Ｖ１に変換して出力する定電圧回路からの該定電圧Ｖ１を電流に変換
して定電流を生成して増幅回路のバイアス電流の供給を行う定電流源を備えた増幅器にお
いて、
　前記定電圧回路は、
　前記制御信号Ｓｃに応じて、入力電圧Ｖｄｄを所定の定電圧Ｖ１に変換して出力する定
電圧発生回路部と、
　前記定電圧Ｖ１を出力する該定電圧発生回路部の出力端に接続された第１コンデンサと
、
　該第１コンデンサの充電を行う第２コンデンサと、
　前記制御信号Ｓｃに応じて該第２コンデンサの充放電制御を行うスイッチ回路部と、
を備え、
　前記スイッチ回路部は、前記制御信号Ｓｃによって定電圧発生回路部が所定の定電圧Ｖ
１の出力を停止する場合、第２コンデンサに前記入力電圧Ｖｄｄを印加して第２コンデン
サの充電を行うと共に第２コンデンサの第１コンデンサへの放電を遮断し、前記制御信号
Ｓｃによって定電圧発生回路部が所定の定電圧Ｖ１の出力を開始する場合、第２コンデン
サへの前記入力電圧Ｖｄｄの印加を遮断すると共に第２コンデンサに充電された電荷を第
１コンデンサに放電して第１コンデンサの充電を行い、
　前記第１コンデンサ及び第２コンデンサは、前記第１コンデンサの静電容量Ｃ１と第２
コンデンサの静電容量Ｃ２が、
　Ｖｄｄ／Ｖ１＝（Ｃ１＋Ｃ２）／Ｃ２
の関係を有するものである。
【００１９】
　また、前記定電圧発生回路部は、前記制御信号Ｓｃによって所定の定電圧Ｖ１の出力を
停止する場合、第１コンデンサに充電された電荷を放電させるようにした。
【００２０】
　具体的には、前記スイッチ回路部は、
　前記制御信号Ｓｃに応じて第２コンデンサを入力電圧Ｖｄｄで充電する第１スイッチ回
路と、
　前記制御信号Ｓｃに応じて第１コンデンサを第２コンデンサの電圧で充電する第２スイ
ッチ回路と、
を備えるようにした。
【００２１】
　また、前記第１コンデンサ及び第２コンデンサは、定電圧発生回路部から出力された定
電圧に重畳するノイズを除去するためのノイズ防止用コンデンサであるようにした。
【００２３】
　前記増幅器は、１つのＩＣに集積されるようにしてもよい。
【００２４】
　また、この発明に係る電源回路は、外部から入力された制御信号Ｓｃに応じて、入力電
圧Ｖｄｄを所定の定電圧Ｖ１に変換して出力する定電圧回路からの該定電圧Ｖ１を電流に
変換して定電流を生成して増幅回路のバイアス電流の供給を行う定電流源を有し、出力端
子の電圧が所定の電圧になるように、入力端子と該出力端子に接続されたトランジスタの
動作制御を行う増幅器を備えた、前記入力端子に入力された電圧を所定の電圧に変換して
前記出力端子から出力する電源回路において、
　前記定電圧回路は、
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　前記制御信号Ｓｃに応じて、入力電圧Ｖｄｄを所定の定電圧Ｖ１に変換して出力する定
電圧発生回路部と、
　前記定電圧Ｖ１を出力する該定電圧発生回路部の出力端に接続された第１コンデンサと
、
　該第１コンデンサの充電を行う第２コンデンサと、
　前記制御信号Ｓｃに応じて該第２コンデンサの充放電制御を行うスイッチ回路部と、
を備え、
　前記スイッチ回路部は、前記制御信号Ｓｃによって定電圧発生回路部が所定の定電圧Ｖ
１の出力を停止する場合、第２コンデンサに前記入力電圧Ｖｄｄを印加して第２コンデン
サの充電を行うと共に第２コンデンサの第１コンデンサへの放電を遮断し、前記制御信号
Ｓｃによって定電圧発生回路部が所定の定電圧Ｖ１の出力を開始する場合、第２コンデン
サへの前記入力電圧Ｖｄｄの印加を遮断すると共に第２コンデンサに充電された電荷を第
１コンデンサに放電して第１コンデンサの充電を行い、
　前記第１コンデンサ及び第２コンデンサは、前記第１コンデンサの静電容量Ｃ１と第２
コンデンサの静電容量Ｃ２が、
　Ｖｄｄ／Ｖ１＝（Ｃ１＋Ｃ２）／Ｃ２
の関係を有するものである。
【００２５】
　また、前記定電圧発生回路部は、前記制御信号Ｓｃによって所定の定電圧Ｖ１の出力を
停止する場合、第１コンデンサに充電された電荷を放電させるようにした。
【００２６】
　具体的には、前記スイッチ回路部は、
　前記制御信号Ｓｃに応じて第２コンデンサを入力電圧Ｖｄｄで充電する第１スイッチ回
路と、
　前記制御信号Ｓｃに応じて第１コンデンサを第２コンデンサの電圧で充電する第２スイ
ッチ回路と、
を備えるようにした。
【００２７】
　また、前記第１コンデンサ及び第２コンデンサは、定電圧発生回路部から出力された定
電圧に重畳するノイズを除去するためのノイズ防止用コンデンサであるようにした。
【発明の効果】
【００２９】
　本発明の定電圧回路、その定電圧回路を使用した定電流源、増幅器及び電源回路によれ
ば、前記スイッチ回路部は、前記制御信号Ｓｃによって定電圧発生回路部が所定の定電圧
Ｖ１の出力を停止する場合、第２コンデンサに前記入力電圧Ｖｄｄを印加して第２コンデ
ンサの充電を行うと共に第２コンデンサの第１コンデンサへの放電を遮断し、前記制御信
号Ｓｃによって定電圧発生回路部が所定の定電圧Ｖ１の出力を開始する場合、第２コンデ
ンサへの前記入力電圧Ｖｄｄの印加を遮断すると共に第２コンデンサの電圧を第１コンデ
ンサに印加して第１コンデンサの充電を行うようにした。このことから、第１コンデンサ
と第２コンデンサの静電容量と充電時の電圧の関係を所定の関係に設定することによって
、第１コンデンサの充電電圧を検出することなく、第１コンデンサの電圧を所望の電圧ま
で急速充電することができるため、回路に悪影響を与える電圧検出手段が不要となり、更
にノイズ防止用コンデンサの急速充電が行え、定電圧回路の出力電圧の立ち上がり時間及
び該定電圧回路を使用した回路が安定するまでの時間を大幅に短縮することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００３０】
　次に、図面に示す実施の形態に基づいて、本発明を詳細に説明する。
第１の実施の形態．
　図１は、本発明の第１の実施の形態における定電圧回路の構成例を示した概略図である
。
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　図１において、定電圧回路１は、電源電圧である入力電圧Ｖｄｄから所定の定電圧Ｖ１
を生成して出力電圧Ｖｏ１として出力端子ＯＵＴから出力する。
　定電圧回路１は、所定の定電圧Ｖ１を生成して出力電圧Ｖｏ１として出力する定電圧発
生回路部２と、ノイズ防止用コンデンサＣ１，Ｃ２と、スイッチＳＷ１，ＳＷ２とで構成
されている。定電圧発生回路部２の出力端は出力端子ＯＵＴに接続され、出力端子ＯＵＴ
と接地電圧との間にコンデンサＣ１が接続されている。なお、コンデンサＣ１は第１コン
デンサを、コンデンサＣ２は第２コンデンサを、スイッチＳＷ１及びＳＷ２はスイッチ回
路部をそれぞれなす。また、スイッチＳＷ１は第１スイッチ回路部を、スイッチＳＷ２は
第２スイッチ回路部をそれぞれなす。
【００３１】
　また、入力電圧Ｖｄｄと出力端子ＯＵＴとの間にはスイッチＳＷ１及びＳＷ２が直列に
接続され、スイッチＳＷ１とスイッチＳＷ２との接続部と接地電圧との間にはコンデンサ
Ｃ２が接続されている。また、定電圧発生回路部２、スイッチＳＷ１及びＳＷ２には外部
からの制御信号Ｓｃがそれぞれ入力されており、定電圧発生回路部２は、制御信号Ｓｃに
応じて出力電圧Ｖｏ１の出力制御が行われ、スイッチＳＷ１及びＳＷ２は、制御信号Ｓｃ
によってスイッチング制御される。例えば、制御信号Ｓｃがハイレベルになると、定電圧
発生回路部２は定電圧Ｖ１を生成して出力し、スイッチＳＷ１はオフして遮断状態になる
と共にスイッチＳＷ２はオンして導通状態になる。また、制御信号Ｓｃがローレベルにな
ると、定電圧発生回路部２の出力端はほぼ接地電圧となり、スイッチＳＷ１はオンして導
通状態になると共にスイッチＳＷ２はオフして遮断状態になる。
【００３２】
　このような構成において、制御信号Ｓｃがローレベルのとき、定電圧発生回路部２の出
力端は、ほぼ接地電圧になることからコンデンサＣ１の電荷は放電される。また、スイッ
チＳＷ１がオンしてスイッチＳＷ２がオフすることから、コンデンサＣ２は入力電圧Ｖｄ
ｄまで急速に充電される。次に、制御信号Ｓｃがハイレベルになると、コンデンサＣ１は
定電圧発生回路部２から出力される定電圧Ｖ１まで充電されるが、定電圧発生回路部２の
出力電流が小さいことからコンデンサＣ１を充電するのに時間を要し、出力端子ＯＵＴが
定電圧Ｖ１になるまで時間がかかる。しかし、スイッチＳＷ１がオフすると共にスイッチ
ＳＷ２がオンすることから、コンデンサＣ１は、コンデンサＣ２からも充電され急速に充
電される。
【００３３】
　ここで、コンデンサＣ２の静電容量をＣ２、制御信号Ｓｃがローレベルのときのコンデ
ンサＣ２の電圧をＶ２（＝Ｖｄｄ）、コンデンサＣ１の静電容量をＣ１としたとき、下記
（１）式を満たすように設定することにより、コンデンサＣ２からコンデンサＣ１への充
電が完了したときのコンデンサＣ１の電圧を、前記した定電圧Ｖ１とほぼ等しくすること
ができる。
　Ｖ２／Ｖ１＝（Ｃ１＋Ｃ２）／Ｃ２………………（１）
【００３４】
　このようにして、制御信号Ｓｃがローレベルからハイレベルになったときに、出力端子
ＯＵＴを急速に定電圧Ｖ１にすることができる。また、出力端子ＯＵＴから定電圧Ｖ１を
出力するとき、出力端子ＯＵＴと接地電圧との間にはコンデンサＣ１及びＣ２が並列に接
続される。このことから、コンデンサＣ１及びＣ２の合成容量をノイズ防止用として使用
していた従来のコンデンサの容量と同じになるようにすれば、バイパスコンデンサとして
の特性も変わることはない。
【００３５】
　図２は、図１で示した定電圧回路１の具体的な回路例を示した図である。
　図２において、定電圧回路１は、電流源ｉ１、ＰＭＯＳトランジスタＭ１，Ｍ５，Ｍ７
、ＮＭＯＳトランジスタＭ２～Ｍ４，Ｍ８、インバータＩＮＶ１及びコンデンサＣ１，Ｃ
２で構成されている。ＰＭＯＳトランジスタＭ５，Ｍ７は、電流源ｉ１から供給された電
流の方向を反転させる第１のカレントミラー回路を形成している。ＰＭＯＳトランジスタ
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Ｍ５及びＭ７の各ソースは入力電圧Ｖｄｄにそれぞれ接続され、ＰＭＯＳトランジスタＭ
７及びＭ５の各ゲートは接続され、該接続部はＰＭＯＳトランジスタＭ７のドレインに接
続されている。ＰＭＯＳトランジスタＭ７のドレインとＮＭＯＳトランジスタＭ８のドレ
インとの間には電流源ｉ１が接続され、ＮＭＯＳトランジスタＭ８のソースは接地電圧に
接続され、ＮＭＯＳトランジスタＭ８のゲートには制御信号Ｓｃが入力されている。
【００３６】
　ＰＭＯＳトランジスタＭ５のドレインは、ＮＭＯＳトランジスタＭ２のドレインが接続
され、該接続部Ａと接地電圧との間には、コンデンサＣ２が接続されると共にＮＭＯＳト
ランジスタＭ２及びＭ３の直列回路が接続されている。また、入力電圧Ｖｄｄと接続部Ａ
との間にはＰＭＯＳトランジスタＭ１が接続されている。ＮＭＯＳトランジスタＭ２とＭ
３との接続部をＢとすると、該接続部Ｂは出力端子ＯＵＴに接続され、接続部Ｂと接地電
圧との間にはＮＭＯＳトランジスタＭ４とコンデンサＣ１が並列に接続されている。ＰＭ
ＯＳトランジスタＭ１及びＮＭＯＳトランジスタＭ２の各ゲートには制御信号Ｓｃがそれ
ぞれ入力され、ＮＭＯＳトランジスタＭ３には、インバータＩＮＶ１を介して制御信号Ｓ
ｃが入力されている。
【００３７】
　このような構成において、ＰＭＯＳトランジスタＭ１が図１のスイッチＳＷ１をなし、
ＮＭＯＳトランジスタＭ２が図１のスイッチＳＷ２をなし、電流源ｉ１、ＰＭＯＳトラン
ジスタＭ５，Ｍ７、ＮＭＯＳトランジスタＭ２～Ｍ４，Ｍ８及びインバータＩＮＶ１が図
１の定電圧発生回路部２をなしている。すなわち、定電圧発生回路部２を構成するＮＭＯ
ＳトランジスタＭ２は、図１のスイッチＳＷ２をもなしている。制御信号Ｓｃがハイレベ
ルのとき定電圧発生回路部２は作動し、制御信号Ｓｃがローレベルのとき定電圧発生回路
部２はスリープ状態になって定電圧Ｖ１の出力を停止する。
【００３８】
　ここで、制御信号Ｓｃがローレベルのときについて説明する。
　制御信号Ｓｃがローレベルになると、ＮＭＯＳトランジスタＭ２及びＭ８がそれぞれオ
フし、ＰＭＯＳトランジスタＭ１及びＮＭＯＳトランジスタＭ３がそれぞれオンする。こ
のため、ＮＭＯＳトランジスタＭ３がオンすることによって接続部Ｂはほぼ接地電圧にな
り、コンデンサＣ１の電荷がＮＭＯＳトランジスタＭ３を介して放電される。また、ＮＭ
ＯＳトランジスタＭ８がオフすることから第１のカレントミラー回路の入力端をなすＰＭ
ＯＳトランジスタＭ７のドレインに電流が供給されなくなり、第１のカレントミラー回路
の出力端をなすＰＭＯＳトランジスタＭ５のドレインから電流が出力されなくなる。更に
、ＮＭＯＳトランジスタＭ２がオフすることから、接続部Ａと接続部Ｂとの接続が遮断さ
れる。
【００３９】
　このような状態でＰＭＯＳトランジスタＭ１がオンすることから、コンデンサＣ２は、
入力電圧Ｖｄｄまで急速に充電される。なお、コンデンサＣ２を急速充電すする必要がな
い場合は、ＰＭＯＳトランジスタＭ１及びＮＭＯＳトランジスタＭ８を削除し、ＰＭＯＳ
トランジスタＭ７のドレインと接地電圧との間に定電流源ｉ１を接続するようにしてもよ
い。この場合、コンデンサＣ２は、常時オンするＰＭＯＳトランジスタＭ５によって入力
電圧Ｖｄｄまで定電流で充電される。このように、制御信号Ｓｃがローレベルの場合は、
定電圧発生回路部２に動作電流が流れないようにすると共に、コンデンサＣ２が入力電圧
Ｖｄｄまで急速に充電される。
【００４０】
　次に、制御信号Ｓｃがハイレベルになった場合の動作について説明する。
　制御信号Ｓｃがハイレベルになると、ＮＭＯＳトランジスタＭ２及びＭ８がそれぞれオ
ンし、ＰＭＯＳトランジスタＭ１及びＮＭＯＳトランジスタＭ３がそれぞれオフする。こ
のため、ＮＭＯＳトランジスタＭ３がオフすることによってコンデンサＣ１の放電が停止
し、ＮＭＯＳトランジスタＭ８がオンすることから第１のカレントミラー回路の入力端を
なすＰＭＯＳトランジスタＭ７のドレインに電流が供給され、第１のカレントミラー回路
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の出力端をなすＰＭＯＳトランジスタＭ５のドレインから電流が出力される。
【００４１】
　ＰＭＯＳトランジスタＭ５のゲートには、入力電圧Ｖｄｄを基準電圧とした固定電圧Ｖ
ｒ１が印加される。更に、ＮＭＯＳトランジスタＭ２がオンすることから、接続部Ａと接
続部Ｂが接続される。このような状態でＰＭＯＳトランジスタＭ１がオフすることから入
力電圧Ｖｄｄまで充電されたコンデンサＣ２が放電し、コンデンサＣ１は、コンデンサＣ
２の放電によって急速に充電される。前記（１）式が成り立つように設定することにより
、コンデンサＣ２からコンデンサＣ１への充電が完了したときのコンデンサＣ１の電圧を
、前記した電圧Ｖ１とほぼ等しくすることができる。
【００４２】
　なお、ＮＭＯＳトランジスタＭ４のゲート電圧、すなわち出力電圧Ｖｏ１の電圧値Ｖ１
は、ＮＭＯＳトランジスタＭ４のドレイン電流となる第１のカレントミラー回路のＰＭＯ
ＳトランジスタＭ５から出力される電流値と、ＮＭＯＳトランジスタＭ４のゲート電圧－
ドレイン電流特性で自動的に決まる値であり、コンデンサＣ１の充電電圧の上限はＮＭＯ
ＳトランジスタＭ４のゲート電圧である出力電圧Ｖｏ１（＝Ｖ１）によって規制される。
コンデンサＣ１の電圧が電圧値Ｖ１に達すると、出力電圧Ｖｏ１は電圧Ｖ１で一定になる
。
【００４３】
　このように、コンデンサＣ１及びＣ２における各静電容量と充電時の各電圧Ｖ１，Ｖ２
を前記（１）式が成り立つように設定することにより、コンデンサＣ１の充電電圧を検出
することなく、目的とする電圧Ｖ１までコンデンサＣ１を急速に充電することができるよ
うになる。このため、回路に悪影響を与える電圧検出手段を用いることなくノイズ防止用
コンデンサＣ１の急速充電を行うことができる。更に、入力電圧Ｖｄｄは電源電圧と異な
る任意の電圧を出力する定電圧源から供給される電圧であってもよい。この場合、前記（
１）式を用いる場合は、Ｖ２を該定電圧源から供給される電圧にすればよい。
【００４４】
　次に、図３は、図１で示した定電圧回路１の他の具体的な回路例を示した図である。な
お、図３では、図２と同じもの又は同様のものは同じ符号で示している。
　図３において、定電圧回路１は、所定の基準電圧Ｖｒ２を生成して出力する基準電圧源
１１、ＰＭＯＳトランジスタＭ１、ＮＭＯＳトランジスタＭ２，Ｍ３、コンデンサＣ１，
Ｃ２、インバータＩＮＶ１及び抵抗Ｒ１，Ｒ２で構成されている。基準電圧Ｖｒ２とＮＭ
ＯＳトランジスタＭ２のドレインとの間には抵抗Ｒ２が接続され、抵抗Ｒ２とＮＭＯＳト
ランジスタＭ２のドレインとの接続部をＡとする。
【００４５】
　基準電圧Ｖｒ２と接続部Ａとの間にはＰＭＯＳトランジスタＭ１が接続され、接続部Ａ
と接地電圧との間にはコンデンサＣ２が接続されている。また、接続部Ａと接地電圧との
間には、ＮＭＯＳトランジスタＭ２及びＭ３が直列に接続され、ＮＭＯＳトランジスタＭ
２とＭ３との接続部をＢとする。該接続部Ｂは出力端子ＯＵＴに接続され、接続部Ｂと接
地電圧との間には抵抗Ｒ１とコンデンサＣ１が並列に接続されている。ＰＭＯＳトランジ
スタＭ１及びＮＭＯＳトランジスタＭ２の各ゲートには制御信号Ｓｃがそれぞれ入力され
、ＮＭＯＳトランジスタＭ３には、インバータＩＮＶ１を介して制御信号Ｓｃが入力され
ている。
【００４６】
　このような構成において、ＰＭＯＳトランジスタＭ１が図１のスイッチＳＷ１をなし、
ＮＭＯＳトランジスタＭ２が図１のスイッチＳＷ２をなし、基準電圧源１１、ＮＭＯＳト
ランジスタＭ２，Ｍ３、インバータＩＮＶ１及び抵抗Ｒ１，Ｒ２が図１の定電圧発生回路
部２をなしている。すなわち、定電圧発生回路部２を構成するＮＭＯＳトランジスタＭ２
は、図１のスイッチＳＷ２をもなしている。また、基準電圧Ｖｒ２は、図１の入力電圧Ｖ
ｄｄに相当するが、基準電圧源１１が入力電圧Ｖｄｄから基準電圧Ｖｒ２を生成して出力
するようにしてもよい。制御信号Ｓｃがハイレベルのとき定電圧発生回路部２は作動し、



(12) JP 4473669 B2 2010.6.2

10

20

30

40

50

制御信号Ｓｃがローレベルのとき定電圧発生回路部２はスリープ状態になって定電圧Ｖ１
の出力を停止する。
【００４７】
　ここで、制御信号Ｓｃがローレベルのときについて説明する。
　制御信号Ｓｃがローレベルになると、ＮＭＯＳトランジスタＭ２がオフし、ＰＭＯＳト
ランジスタＭ１及びＮＭＯＳトランジスタＭ３がそれぞれオンする。このため、ＮＭＯＳ
トランジスタＭ３がオンすることによって接続部Ｂはほぼ接地電圧になり、コンデンサＣ
１の電荷がＮＭＯＳトランジスタＭ３を介して放電される。また、ＮＭＯＳトランジスタ
Ｍ２がオフすることから、接続部Ａと接続部Ｂとの接続、すなわち抵抗Ｒ２と抵抗Ｒ１と
の接続が遮断され、基準電圧源１１から抵抗Ｒ２を介して抵抗Ｒ１に流れる電流を遮断し
ている。このような状態でＰＭＯＳトランジスタＭ１がオンすることから、コンデンサＣ
２は、基準電圧Ｖｒ２まで急速に充電される。
【００４８】
　このように、制御信号Ｓｃがローレベルの場合は、定電圧発生回路部２に動作電流が流
れないようにすると共に、コンデンサＣ２が基準電圧Ｖｒ２まで急速に充電される。なお
、コンデンサＣ２へは抵抗Ｒ２を介しても充電を行うことができるため、制御信号Ｓｃが
ローレベルになるスリープ状態時にコンデンサＣ２を急速充電する必要がない場合は、Ｐ
ＭＯＳトランジスタＭ１はなくてもよい。このように、制御信号Ｓｃがローレベルの場合
は、抵抗Ｒ２と抵抗Ｒ１に流れる電流を遮断すると共に、コンデンサＣ２を基準電圧Ｖｒ
２まで充電させる。
【００４９】
　次に、制御信号Ｓｃがハイレベルになった場合の動作について説明する。
　制御信号Ｓｃがハイレベルになると、ＮＭＯＳトランジスタＭ２がオンし、ＰＭＯＳト
ランジスタＭ１及びＮＭＯＳトランジスタＭ３がそれぞれオフする。このため、ＮＭＯＳ
トランジスタＭ３がオフすることによってコンデンサＣ１の放電が停止し、ＮＭＯＳトラ
ンジスタＭ２がオンすることから、接続部Ａと接続部Ｂが接続される。このような状態で
ＰＭＯＳトランジスタＭ１がオフすることから基準電圧Ｖｒ２まで充電されたコンデンサ
Ｃ２が放電し、コンデンサＣ１は、コンデンサＣ２の放電によって急速に充電される。
【００５０】
　前記（１）式が成り立つように設定することにより、コンデンサＣ２からコンデンサＣ
１への充電が完了したときのコンデンサＣ１の電圧を、前記した定電圧Ｖ１とほぼ等しく
することができる。なお、定電圧発生回路部２が作動状態であるときのコンデンサＣ１の
充電電圧の上限は、抵抗Ｒ１の電圧降下と同じ電圧であり、基準電圧Ｖｒ２及び抵抗Ｒ１
，Ｒ２によって規制される。なお、基準電圧Ｖｒ２は出力電圧Ｖｏ１の基準になる電圧で
、安定度が満足できれば基準電圧Ｖｒ２の代わりに入力電圧Ｖｄｄを使用してもよい。
【００５１】
　このように、図３においても、コンデンサＣ１及びＣ２における各静電容量と充電時の
各電圧Ｖ１，Ｖ２を前記（１）式が成り立つように設定することにより、コンデンサＣ１
の充電電圧を検出することなく、目的とする電圧Ｖ１までコンデンサＣ１を急速に充電す
ることができるようになる。このため、回路に悪影響を与える電圧検出手段を用いること
なくノイズ防止用コンデンサＣ１の急速充電を行うことができ、出力電圧Ｖｏの立ち上が
り時間を大幅に短縮することができる。
【００５２】
　次に、図４は、定電圧回路１を差動増幅回路にバイアス電流を供給する電流源に使用し
て、増幅器、例えば誤差増幅器に適用した場合を示した回路図であり、リニアレギュレー
タの場合を例にして示している。なお、図４では、図２の定電圧回路１を使用した場合を
例にして示している。
　図４において、リニアレギュレータ２０は、入力端子ＩＮ１に入力された電圧Ｖｄｄを
所定の電圧に変換して出力電圧Ｖｏｕｔを生成し出力端子ＯＵＴ１から出力する。
【００５３】



(13) JP 4473669 B2 2010.6.2

10

20

30

40

50

　リニアレギュレータ２０は、所定の基準電圧Ｖｒ３を生成して出力する基準電圧発生回
路２１と、出力電圧Ｖｏｕｔを分圧して分圧電圧Ｖｄ１を生成し出力する出力電圧検出用
の抵抗２２，２３と、ゲートに入力される信号に応じて出力端子ＯＵＴ１に出力する電流
の制御を行って出力電圧Ｖｏｕｔの制御を行うＰＭＯＳトランジスタからなる電圧制御ト
ランジスタＭ２１と、分圧電圧Ｖｄ１が基準電圧Ｖｒ３になるように電圧制御トランジス
タＭ２１の動作制御を行う誤差増幅器２４とを備えている。
【００５４】
　誤差増幅器２４は、ＮＭＯＳトランジスタＭ２２～Ｍ２４、ＰＭＯＳトランジスタＭ２
５，Ｍ２６及び定電圧回路１で構成されている。ＮＭＯＳトランジスタＭ２２及びＭ２３
は差動対をなし、ＰＭＯＳトランジスタＭ２５及びＭ２６はカレントミラー回路を形成し
て該差動対の負荷をなしている。ＰＭＯＳトランジスタＭ２５及びＭ２６において、各ソ
ースは入力端子ＩＮ１（Ｖｄｄ）にそれぞれ接続され、各ゲートは接続され該接続部はＰ
ＭＯＳトランジスタＭ２５のドレインに接続されている。ＰＭＯＳトランジスタＭ２５の
ドレインはＮＭＯＳトランジスタＭ２２のドレインに、ＰＭＯＳトランジスタＭ２６のド
レインはＮＭＯＳトランジスタＭ２３のドレインにそれぞれ接続されている。
【００５５】
　ＮＭＯＳトランジスタＭ２２及びＭ２３の各ソースは接続され、該接続部と接地電圧と
の間にＮＭＯＳトランジスタＭ２４が接続されている。基準電圧発生回路２１は、入力電
圧Ｖｄｄを電源にして作動し、ＮＭＯＳトランジスタＭ２３のゲートには基準電圧Ｖｒ３
が入力され、ＮＭＯＳトランジスタＭ２４のゲートには定電圧回路１からの定電圧Ｖ１が
入力され、ＮＭＯＳトランジスタＭ２４及び定電圧回路１は定電流源をなす。ＮＭＯＳト
ランジスタＭ２２のゲートには、分圧電圧Ｖｄ１が入力され、ＰＭＯＳトランジスタＭ２
６とＮＭＯＳトランジスタＭ２３との接続部は、電圧制御トランジスタＭ２１のゲートに
接続されている。このような構成において、誤差増幅器２４は、分圧電圧Ｖｄ１が基準電
圧Ｖｒ３になるように電圧制御トランジスタＭ２１の動作制御を行い、電圧制御トランジ
スタＭ２１から出力される電流を制御する。
　なお、図４では、図２の定電圧回路１を使用した場合を示したが、図３の定電圧回路１
を使用した場合、図４は図５のようになる。
【００５６】
　一方、スイッチングレギュレータの場合は、図６のようになり、図６では降圧型のスイ
ッチングレギュレータを例にして示している。なお、図６では、図４と同じもの又は同様
のものは同じ符号で示している。
　図６において、降圧型のスイッチングレギュレータ３０は、入力端子ＩＮ１に入力され
た入力電圧Ｖｄｄを所定の電圧に変換して出力端子ＯＵＴ１から出力する。
　スイッチングレギュレータ３０は、入力端子ＩＮ１に入力された入力電圧Ｖｄｄの出力
制御を行うＰＭＯＳトランジスタからなるスイッチングトランジスタＭ３１と、ＮＭＯＳ
トランジスタからなる同期整流用トランジスタＭ３２と、平滑用のインダクタＬ及びコン
デンサＣと、出力端子ＯＵＴ１から出力される電圧Ｖｏｕｔを分圧して分圧電圧Ｖｄ１を
生成し出力する出力電圧検出用の抵抗２２，２３とを備えている。
【００５７】
　また、スイッチングレギュレータ３０は、所定の基準電圧Ｖｒ３を生成して出力する基
準電圧発生回路３１と、前記分圧電圧Ｖｄ１と該基準電圧Ｖｒ３との電圧比較を行い、該
比較結果に応じた電圧Ｖｅｒを生成して出力する誤差増幅器２４と、所定の周波数の三角
波信号ＴＷを生成して出力する三角波発生回路３２と、該誤差増幅器２４の出力電圧Ｖｅ
ｒと三角波信号ＴＷからスイッチングトランジスタＭ３１及び同期整流用トランジスタＭ
３２に対してＰＷＭ制御を行ってスイッチングトランジスタＭ３１及び同期整流用トラン
ジスタＭ３２のスイッチング制御を行うＰＷＭ制御回路３３とを備えている。
【００５８】
　一方、ＰＷＭ制御回路３３は、誤差増幅器２４の出力電圧Ｖｅｒと三角波発生回路３２
らの三角波信号ＴＷからＰＷＭ制御を行うためのパルス信号Ｓｐｗを生成して出力するＰ
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ＷＭ回路３４と、該ＰＷＭ回路３４からのパルス信号Ｓｐｗに応じて、スイッチングトラ
ンジスタＭ３１のスイッチング制御を行うための制御信号ＰＤと同期整流用トランジスタ
Ｍ３２のスイッチング制御を行うための制御信号ＮＤをそれぞれ生成してスイッチングト
ランジスタＭ３１及び同期整流用トランジスタＭ３２をそれぞれ駆動するドライブ回路３
５とを備えている。
【００５９】
　入力端子ＩＮ１と接地電圧との間には、スイッチングトランジスタＭ３１と同期整流用
トランジスタＭ３２が直列に接続され、スイッチングトランジスタＭ３１と同期整流用ト
ランジスタＭ３２との接続部と出力端子ＯＵＴ１との間にはインダクタＬが接続され、出
力端子ＯＵＴ１と接地電圧との間には、コンデンサＣが接続されると共に抵抗２２と抵抗
２３の直列回路が接続されている。抵抗２２と抵抗２３との接続部は、誤差増幅器２４の
反転入力端に接続され、誤差増幅器２４の非反転入力端には基準電圧Ｖｒ３が入力されて
いる。
【００６０】
　誤差増幅器２４の出力電圧Ｖｅｒは、ＰＷＭ回路３４をなすコンパレータの反転入力端
に出力され、三角波発生回路３２からの三角波信号ＴＷは、ＰＷＭ回路３４をなすコンパ
レータの非反転入力端に出力される。ＰＷＭ回路３４からのパルス信号Ｓｐｗはドライブ
回路３５に出力される。ドライブ回路３５は、スイッチングトランジスタＭ３１のスイッ
チング制御を行うための制御信号ＰＤをスイッチングトランジスタＭ３１のゲートに出力
し、同期整流用トランジスタＭ３２のスイッチング制御を行うための制御信号ＮＤを同期
整流用トランジスタＭ３２のゲートに出力する。
【００６１】
　このような構成において、スイッチングトランジスタＭ３１がスイッチング動作を行い
、スイッチングトランジスタＭ３１がオンしたときに、インダクタＬに電流が供給される
。このとき、同期整流用トランジスタＭ３２はオフしている。スイッチングトランジスタ
Ｍ３１がオフすると、同期整流用トランジスタＭ３２がオンし、インダクタＬに蓄えられ
ていたエネルギーが同期整流用トランジスタＭ３２を通して放出される。このとき発生し
た電流は、コンデンサＣで平滑されて出力端子ＯＵＴ１から出力される。また、出力端子
ＯＵＴ１から出力される出力電圧Ｖｏｕｔは、出力電圧検出用の抵抗２２と２３で分圧さ
れ、該分圧電圧Ｖｄ１が誤差増幅器２４の反転入力端に入力されている。
【００６２】
　スイッチングレギュレータ３０の出力電圧Ｖｏｕｔが大きくなると、誤差増幅器２４の
出力電圧が低下し、ＰＷＭ回路３４からのパルス信号Ｓｐｗのデューティサイクルは小さ
くなる。その結果、スイッチングトランジスタＭ３１がオンする時間が短くなり、スイッ
チングレギュレータ３０の出力電圧Ｖｏｕｔが低下するように制御される。スイッチング
レギュレータ３０の出力電圧Ｖｏｕｔが小さくなると、前記と逆の動作を行い、結果とし
てスイッチングレギュレータ３０の出力電圧Ｖｏｕｔが一定になるように制御される。
【００６３】
　なお、図４及び図５の基準電圧発生回路２１及び図６の基準電圧発生回路３１に、図１
から図３で示した定電圧回路１をそれぞれ使用してもよく、この場合、基準電圧発生回路
２１及び３１からそれぞれ出力される基準電圧Ｖｒ３は、定電圧回路１の出力電圧Ｖｏ１
になる。また、図４から図６では、定電圧回路１を使用した増幅器として誤差増幅器を例
にして説明したが、本発明はこれに限定するものではなく、定電流バイアスの供給が必要
な増幅器全般や、基準電圧の入力を備えた増幅器全般に適用するものである。
【００６４】
　このように、本第１の実施の形態における定電圧回路は、制御信号Ｓｃがローレベルの
とき、スイッチＳＷ１がオンしてスイッチＳＷ２がオフすることから、コンデンサＣ１の
電荷が放電されると共にコンデンサＣ２が電圧Ｖｄｄまで急速に充電され、制御信号Ｓｃ
がハイレベルになると、スイッチＳＷ１がオフすると共にスイッチＳＷ２がオンし、コン
デンサＣ１が、コンデンサＣ２から急速に充電されるようにした。このことから、ノイズ
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防止用コンデンサの充電電圧を検出することなく、該ノイズ防止用コンデンサを急速に充
電することができ、出力電圧が所定の定電圧になるまでの時間を短縮することができる。
【図面の簡単な説明】
【００６５】
【図１】本発明の第１の実施の形態における定電圧回路の構成例を示した概略図である。
【図２】図１で示した定電圧回路１の具体的な回路例を示した図である。
【図３】図１で示した定電圧回路１の他の具体的な回路例を示した図である。
【図４】図２の定電圧回路１を誤差増幅器に使用した例を示した回路図である。
【図５】図３の定電圧回路１を誤差増幅器に使用した他の例を示した回路図である。
【図６】定電圧回路１を使用した誤差増幅器の他の使用例を示した図である。
【図７】従来の定電圧回路の例を示した概略図である。
【図８】従来の定電圧電源回路の例を示した図である。
【符号の説明】
【００６６】
　１　定電圧回路
　２　定電圧発生回路部
　１１　基準電圧源
　２０　リニアレギュレータ
　３０　スイッチングレギュレータ
　２１，３１　基準電圧発生回路
　２２，２３　出力電圧検出用の抵抗
　２４　誤差増幅器
　３２　三角波発生回路
　３３　ＰＷＭ制御回路
　３４　ＰＷＭ回路
　３５　ドライブ回路
　Ｃ１，Ｃ２　ノイズ防止用コンデンサ
　ＳＷ１，ＳＷ２　スイッチ
　ｉ１　電流源
　Ｍ１，Ｍ５，Ｍ７，Ｍ２５，Ｍ２６　ＰＭＯＳトランジスタ
　Ｍ２～Ｍ４，Ｍ８，Ｍ２２～Ｍ２４　ＮＭＯＳトランジスタ
　ＩＮＶ１　インバータ
　Ｒ１，Ｒ２　抵抗
　Ｍ２１　電圧制御トランジスタ
　Ｍ３１　スイッチングトランジスタ
　Ｍ３２　同期整流用トランジスタ
　Ｌ　インダクタ
　Ｃ　コンデンサ
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