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まえがき

携帯電話機，携帯情報端末を代表とする携帯電子機器に

搭載される内部電源装置には，小型・軽量化とバッテリー

による長時間動作が求められ続けている。

また近年，携帯電子機器用バッテリーの主流となってい

るリチウムイオン二次電池の出力が 3.6 V であるのに対し，

LSI の電源電圧は加工微細化に伴い低下傾向にあり，現在

では 2V以下が主流となりつつある。この電圧変換比の拡

大により電源回路の変換効率がクローズアップされ，この

点で有利なスイッチングレギュレータの果たす役割が広がっ

ている。しかしながら，従来の 3端子レギュレータに比べ

ると，スイッチングレギュレータは外形寸法が大きく，さ

らなる小型化，薄型化が必要となっている。

富士電機では，このような携帯電子機器の市場要求にこ

たえる，リチウムイオン二次電池対応の超小型，薄型のス

イッチング方式DC-DCコンバータの開発を進めている。

その駆動用の ICを開発したので，ここにその概要を紹介

する。

開発品の概要

この DC-DCコンバータ用 IC は携帯電子機器のスイッ

チングレギュレータの駆動用に開発したもので単一出力で

ある。電圧制御は PWM（Pulse Width Modulation）方式

を採用し，以下の特徴を持つ。

スイッチング周波数：1～ 6MHz

スイッチング素子として nチャネルおよび pチャネ

ルの高耐圧DMOS（Double Diffused MOS）FET各１

個を内蔵

同期整流方式での動作対応が可能

動作入力電圧範囲：2.5 ～ 6.5 V

各種変換モードに対応（降圧型，昇圧型）

各種保護機能を内蔵

この IC は，MHz オーダーの高い周波数でスイッチン

グを行うため，DC-DCコンバータの回路構成に必要な受

動素子を小型化することが可能となる。また，スイッチン

グ素子を内蔵し，同期整流方式での動作が可能であるため，

ディスクリートの半導体部品の外付けが不要となり，DC-

DCコンバータ回路全体としての小型化，薄型化を可能と

している。表１にこの ICの定格を示す。

内部回路

回路構成は図１のとおりである。制御部の基本回路は

CMOS（Complementary MOS）デバイスを用いており，

出力部のスイッチング素子は，DMOSデバイスを用いて

いる。

ここでは主な回路ブロックについて説明する。

３.１ 内蔵MOSFET

出力部にスイッチング素子としてnチャネルDMOSFET

（以下，NDMOS と略す）と pチャネル DMOSFET（以

下，PDMOSと略す）を各 1個内蔵している。これらは，

耐圧が 30Vであり，最大 1Aの電流の駆動が可能である。

オン抵抗はNDMOSが 0.4Ω，PDMOSが 0.45Ωである。
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表１　ICの定格 

電　源　電　圧　範　囲 

出　　力　　電　　流 

動　作　温　度　範　囲 

保　存　温　度　範　囲 

発　振　周　波　数 

過 電 流 検 知 電 流 

過 熱 保 護 動 作 温 度 

低 電 圧 検 知 電 圧 

基　　準　　電　　圧 

消費電流（3MHz動作）＊ 

待 機 時 消 費 電 流 

＊ MOSFETドライバの駆動電流を含む。 

絶
対
最
大
定
格 

電
気
的
特
性 

項　目 定　格（標準値） 

2.5～6.5V 

1.0A 

－20～＋85℃ 

－40～＋125℃ 

1.0～6.0MHz 

1.25A 

125℃ 

2.5V 

1.0V，1.2V 

3.0mA 

20  A
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一般的にMOSFETはスイッチング周波数の高周波化に

伴い，スイッチング損失が増大する傾向がある。そこで富

士電機では，このスイッチング損失を低減するため，ND

MOSおよび PDMOSのゲート電極配線の構造を改良し，

ゲート抵抗の低減を図った。これにより，スイッチング時

のドレイン電圧およびドレイン電流の立上り・下降のスピー

ドを高速化し，MHz オーダーでのスイッチングに対応可

能な低損失のスイッチング素子を実現した（図２に

PDMOSの改良前後のターンオフ波形を示す）。

３.２ MOSFET駆動回路

主にMOSFETドライバ，デッドタイム調整回路および

演算回路で構成される。MOSFET ドライバは，内蔵

DMOSFETの高周波駆動を可能にし，かつ消費電流を抑

えるために回路方式の改良と駆動能力の最適化を行った。

200 pF の容量を 5ns で充放電する能力を有する。

デッドタイム調整回路は降圧型コンバータを同期整流方

式で動作させる場合において，PDMOS と NDMOS のオ

ンオフ交互切換時にターンオフ遅延により発生する貫通電

流を防止するための回路である。この ICでは，変換効率

を最適化するためにデッドタイム（主スイッチのオフ信号

に対する同期整流スイッチオン信号の強制遅延時間設定）

を 10 ns に最適化している。

３.３ 基本動作部（誤差増幅器，PWMコンパレータ）

スイッチング周波数の高周波化に適した PWM制御を

採用しており，出力電圧を誤差増幅器に帰還し，その出力

を PWMコンパレータにてパルス信号に変換し，これを

スイッチング素子の駆動信号としている。誤差増幅器の帯

域幅は 10MHz 以上あり，また PWMコンパレータの出力

遅延時間は 30 ns と小さく，共に 10MHz までの制御に対

応する能力がある。

３.４ 三角波発振器

三角波発振器の発振周波数を基本周波数とし，温度補償

された内蔵電流源からタイミングコンデンサへの充放電を

行うことで動作する。RT端子に接続する抵抗により１

MHzから 6MHz までの発振周波数の設定が可能である。

３.５ 保護回路

保護機能として，回路起動時の突入電流を防止するソフ

トスタート回路，昇圧型回路動作においてスイッチング素

子のオン持続を防止する最大デューティ制限，IC の電源

電圧の低下を検出して誤動作を防止する低電圧検出回路の

ほか，負荷短絡保護回路，過電流保護回路，過熱保護回路

を内蔵している。

応用回路例

図３に示すように，その接続方法により，降圧型，同期

整流降圧型，昇圧型のDC-DCコンバータの構成が可能で

ある。図４は降圧型のDC-DCコンバータ回路モジュール

の実装例の写真である。構成部品は IC，入出力平滑コン

デンサ（Ci，Co），SBD（Schottkey Barrier Diode），IC

調整用抵抗（R1）とコンデンサ（C1，C2），およびインダ

クタ（L）であり，回路構成に必要な調整部品の削減が図

られている。また富士電機では，従来のDC-DCコンバー

タ回路の構成部品中で最も占有体積の大きかったインダク

タを薄膜プロセスで形成可能にし，IC チップ上に一体形

成する技術を開発した。これらにより，出力 1Wクラス
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図２　PDMOSのターンオフ波形
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図１　ICの回路構成（回路ブロック図）
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の DC-DCコンバータモジュールで，外形寸法 9× 10 ×

1.8（mm），出力電力密度 6.2W/cm3（外付け部品不要）

と超小型のサイズを実現している。

あとがき

電源回路の超小型化・軽量化・薄型化を狙った高周波

DC-DCコンバータ用 ICの開発概要を紹介した。

富士電機では，この高周波スイッチングでの PWM制

御技術をベースに，今後さらなる拡大が期待される携帯機

器市場のニーズにおこたえするとともに，技術革新のお手

伝いをさせていただき，情報通信分野をはじめ電子機器の

発展に貢献していく所存である。
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図４　DC-DCコンバータの実装例
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図３　DC-DCコンバータの構成例
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