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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
高電圧値と該高電圧値より低い低電圧値との間で変化する第１クロック電圧に同期して
動作し、前記第１クロック電圧が高電圧値のときオフ状態であって、前記第１クロック電
圧が低電圧値のときにオン状態となる前記第１クロック電圧がゲートに印加する第１PMOS
トランジスタと、
前記第１クロック電圧と相反関係にある第２クロック電圧に同期して動作し、前記第２
クロック電圧が高電圧値のときにオフ状態であって、前記第２クロック電圧が低電圧値の
ときオン状態となる前記第２クロック電圧がゲートに印加する第２PMOSトランジスタと、
補助コンデンサと、
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前記第１PMOSトランジスタがオフ状態で、前記第２PMOSトランジスタがオン状態となる
ときに、供給電圧によって前記第２PMOSトランジスタを通して前記補助コンデンサを充電
させる補助充電回路と、
前記第１PMOSトランジスタがオン状態で、前記第２PMOSトランジスタがオフ状態となる
ときに、前記供給電圧によって充電された前記補助コンデンサを介し、前記第２クロック
電圧に対応する電圧によって前記第１PMOSトランジスタを通して後段の回路に電圧を供給
する昇圧充電回路と、を有する個別昇圧回路。
【請求項２】
前記第１PMOSトランジスタのソースが前記後段の回路に接続され、
前記第２PMOSトランジスタのソースが、前記補助コンデンサに接続されるとともに、前
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記第１PMOSトランジスタのドレインに接続され、
前記第２PMOSトランジスタのドレインが前記供給電圧の電源に接続され、
前記補助充電回路は、前記電源から前記第２PMOSトランジスタのドレインを通ってソー
スを抜けて前記補助コンデンサに至る回路を含み、
前記昇圧充電回路は、前記補助コンデンサから前記第１PMOSトランジスタのドレインを
通ってソースを抜けて前記後段の回路に至る回路を含む、請求項１記載の個別昇圧回路。
【請求項３】
前記補助コンデンサを通して前記第２クロック電圧を前記第２PMOSトランジスタのゲー
トに印加させる回路を有する、請求項２記載の個別昇圧回路。
【請求項４】
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第１基準クロック電圧から前記第１PMOSトランジスタのゲートに前記第１クロック電圧
として印加されるクロック電圧を生成する第１クロックバッファ回路と、
前記第１基準クロック電圧と相反関係にある第２基準クロック電圧から前記第２PMOSト
ランジスタのゲートに前記第２クロック電圧として印加されるクロック電圧を生成する第
２クロックバッファ回路と、を有する請求項２記載の個別昇圧回路。
【請求項５】
第１PMOSトランジスタと、
第２PMOSトランジスタと、
補助コンデンサと、
後段の回路と、
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を備え、
前記第１PMOSトランジスタのソースが前記後段の回路に接続され、
前記第２PMOSトランジスタのゲート及びソースが、前記補助コンデンサに接続されると
ともに、前記第１PMOSトランジスタのドレインに接続され、
前記第２PMOSトランジスタのドレインは供給電圧の電源に接続され、
前記第１PMOSトランジスタのゲートと、前記補助コンデンサとは、相反関係にある第１
クロック電圧及び第２クロック電圧にそれぞれ接続される、
個別昇圧回路。
【請求項６】
前記第１PMOSトランジスタのｐ型基板内のｎウェルが、前記後段の回路に接続され、
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前記第２PMOSトランジスタのｐ型基板のｎウェルが、前記補助コンデンサに接続される
、請求項５記載の個別昇圧回路。
【請求項７】
高電圧値と該高電圧値より低い低電圧値との間で変化する第１クロック電圧に同期して
動作し、前記第１クロック電圧が高電圧値のときにオフ状態であって、前記第１クロック
電圧が低電圧値のときにオン状態となる、第１スイッチングトランジスタ及び第４スイッ
チングトランジスタと、
前記第１クロック電圧と相反関係にある第２クロック電圧に同期して動作し、前記第２
クロック電圧が高電圧値のときにオフ状態であって、前記第２クロック電圧が低電圧値の
ときにオン状態となる、第２スイッチングトランジスタ及び第３スイッチングトランジス
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タと、
第１補助コンデンサと、
第２補助コンデンサと、
前記第２スイッチングトランジスタがオフ状態で、前記第４スイッチングトランジスタ
がオン状態となるときに、供給電圧によって前記第４スイッチングトランジスタを通して
前記第１補助コンデンサを充電させる第１補助充電回路と、
前記第２スイッチングトランジスタがオン状態で、前記第４スイッチングトランジスタ
がオフ状態となるときに、前記供給電圧によって充電された前記第１補助コンデンサを介
し、前記第１クロック電圧に対応する電圧によって前記第２スイッチングトランジスタを
通して後段の回路に電圧を供給する第１昇圧充電回路と、
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第１スイッチングトランジスタがオフ状態で、前記第３スイッチングトランジスタがオ
ン状態となるときに、前記供給電圧によって前記第３スイッチングトランジスタを通して
前記第２補助コンデンサを充電させる第２補助充電回路と、
前記第１スイッチングトランジスタがオン状態で、前記第３スイッチングトランジスタ
がオフ状態となるときに、前記供給電圧によって充電された前記第２補助コンデンサを介
し、前記第２クロック電圧に対応する電圧によって前記第１スイッチングトランジスタを
通して前記後段の回路に電圧を供給する第２昇圧充電回路と、を有する個別昇圧回路。
【請求項８】
前記第１スイッチングトランジスタは、前記第１クロック電圧がゲートに印加する第１
PMOSトランジスタであり、前記第２スイッチングトランジスタは、前記第２クロック電圧
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がゲートに印加する第２PMOSトランジスタであり、前記第３スイッチングトランジスタは
、前記第２クロック電圧がゲートに印加する第３PMOSトランジスタであり、前記第４スイ
ッチングトランジスタは、前記第１クロック電圧がゲートに印加する第４PMOSトランジス
タである、請求項７記載の個別昇圧回路。
【請求項９】
前記第１PMOSトランジスタのソースが後段の回路に接続され、
前記第２PMOSトランジスタのソースが前記後段の回路に接続され、
前記第３PMOSトランジスタのソースが、前記第２補助コンデンサに接続されるとともに
、前記第１PMOSトランジスタのドレインに接続され、
前記第４PMOSトランジスタのソースが、前記第１補助コンデンサに接続されるとともに
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、前記第２PMOSトランジスタのドレインに接続され、
前記第１補助充電回路は、前記供給電圧の電源から前記第４PMOSトランジスタのドレイ
ンを通ってソースを抜けて前記第１補助コンデンサに至る回路を含み、
前記第２補助充電回路は、前記電源から前記第３PMOSトランジスタのドレインを通って
ソースを抜けて前記第２補助コンデンサに至る回路を含み、
前記第１昇圧充電回路は、前記第１補助コンデンサから、前記第２PMOSトランジスタの
ドレインを通ってソースを抜けて前記後段の回路に至る回路を含み、
前記第２昇圧充電回路は、前記第２補助コンデンサから、前記第１PMOSトランジスタの
ドレインを通ってソースを抜けて前記後段の回路に至る回路を含む、請求項８記載の個別
昇圧回路。
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【請求項１０】
前記第１補助コンデンサを通して前記第１クロック電圧を前記第１PMOSトランジスタの
ゲート及び前記第４PMOSトランジスタのゲートに印加させる回路を有する、請求項８また
は９記載の個別昇圧回路。
【請求項１１】
前記第２補助コンデンサを通して前記第２クロック電圧を前記第２PMOSトランジスタの
ゲート及び前記第３PMOSトランジスタのゲートに印加させる回路を有する、請求項８乃至
１０のいずれかに記載の個別昇圧回路。
【請求項１２】
第１基準クロック電圧から前記第１PMOSトランジスタのゲートに前記第１クロック電圧
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として印加されるクロック電圧を生成する第１クロックバッファ回路と、
前記第１基準クロック電圧から前記第３PMOSトランジスタのゲートに前記第２クロック
電圧として印加されるクロック電圧を生成する第２クロックバッファ回路と、
前記第１基準クロック電圧と相反関係にある第２基準クロック電圧から前記第２PMOSト
ランジスタのゲートに前記第２クロック電圧として印加されるクロック電圧を生成する第
３クロックバッファ回路と、
前記第２基準クロック電圧から前記第４PMOSトランジスタのゲートに前記第１クロック
電圧として印加されるクロック電圧を生成する第４クロックバッファ回路と、を有する請
求項８または９記載の個別昇圧回路。
【請求項１３】
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前記第１昇圧充電回路は、前記供給電圧によって充電された前記第１補助コンデンサを
介し、前記第１基準クロック電圧によって前記第２PMOSトランジスタを通して前記後段の
回路に電圧を供給する回路を含む、請求項１２記載の個別昇圧回路。
【請求項１４】
前記第２昇圧充電回路は、前記供給電圧によって充電された前記第２補助コンデンサを
介し、前記第２基準クロック電圧によって前記第１PMOSトランジスタを通して前記後段の
回路に電圧を供給する回路を含む、請求項１２または１３記載の個別昇圧回路。
【請求項１５】
第１PMOSトランジスタと、
第２PMOSトランジスタと、
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第３PMOSトランジスタと、
第４PMOSトランジスタと、
第１補助コンデンサと、
第２補助コンデンサと、
を備え、
前記第１PMOSトランジスタのソースが後段の回路に接続され、
前記第２PMOSトランジスタのソースが前記後段の回路に接続され、
前記第３PMOSトランジスタのゲート及びソースが、前記第２PMOSトランジスタのゲート
及び前記第２補助コンデンサに接続されるとともに、前記第１PMOSトランジスタのドレイ
ンに接続され、
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前記第４PMOSトランジスタのソースが、前記第１PMOSトランジスタのゲート及び第１補
助コンデンサに接続されるとともに、前記第２PMOSトランジスタのドレインに接続され、
前記第３PMOSトランジスタのドレイン及び前記第４PMOSトランジスタのドレインは供給
電圧の電源に接続され、
前記第１補助コンデンサ及び前記第２補助コンデンサは、相反関係にある第１クロック
電圧及び第２クロック電圧にそれぞれ接続される、個別昇圧回路。
【請求項１６】
前記第１PMOSトランジスタのｐ型基板のｎウェルは、前記後段の回路に接続され、
前記第２PMOSトランジスタのｐ型基板のｎウェルは、前記後段の回路に接続され、
前記第３PMOSトランジスタのｐ型基板のｎウェルは、前記第２補助コンデンサに接続さ
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れ、
前記第４PMOSトランジスタのｐ型基板のｎウェルは、前記第１補助コンデンサに接続さ
れる、請求項１５記載の個別昇圧回路。
【請求項１７】
直列的に接続される複数段の個別昇圧回路を有する昇圧回路であって、
前記複数段の個別昇圧回路のそれぞれは、請求項１乃至６のいずれかに記載の個別昇圧
回路を含み、
初段の個別昇圧回路は、外部電源の電源電圧が前記供給電圧として入力し、初段以外の
各段の個別昇圧回路は、前段の前記個別昇圧回路における前記後段の回路に電圧を前記供
給電圧として入力する、昇圧回路。
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【請求項１８】
前記複数段の個別昇圧回路のそれぞれは、請求項４記載の個別昇圧回路を含み、
初段以外の各段の個別昇圧回路の前記第１クロックバッファ回路は、前段の個別昇圧回
路における前記第１クロックバッファ回路からのクロック電圧を前記第１基準クロック電
圧として入力し、
初段以外の各段の個別昇圧回路の前記第２クロックバッファ回路は、前段の個別昇圧回
路における前記第２クロックバッファ回路からのクロック電圧を前記第２基準クロック電
圧として入力する、請求項１７記載の昇圧回路。
【請求項１９】
直列的に接続される複数段の個別昇圧回路を有する昇圧回路であって、
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前記複数段の個別昇圧回路のそれぞれは、請求項７乃至１６のいずれかに記載の個別昇
圧回路を含み、
初段の個別昇圧回路は、外部電源の電源電圧を前記供給電圧として入力し、初段以外の
各段の個別昇圧回路は、前段の前記個別昇圧回路における前記後段の回路に充電された電
圧を前記供給電圧として入力する、昇圧回路。
【請求項２０】
前記複数段の個別昇圧回路のそれぞれは、請求項１２乃至１４のいずれかに記載の個別
昇圧回路を含み、
初段以外の各段の個別昇圧回路の前記第１クロックバッファ回路及び前記第２クロック
バッファ回路は、前段の個別昇圧回路における前記第１クロックバッファ回路からのクロ
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ック電圧を、前記第１基準クロック電圧として入力し、
初段以外の各段の個別昇圧回路の前記第３クロックバッファ回路及び前記第４クロック
バッファ回路は、前段の個別昇圧回路における前記第３クロックバッファ回路からのクロ
ック電圧を第２基準クロック電圧として入力する、請求項１９記載の昇圧回路。
【請求項２１】
請求項１乃至１６のいずれかに記載の個別昇圧回路を含む昇圧回路、または、請求項１
７乃至２０のいずれかに記載の昇圧回路と、
前記昇圧回路からの電圧供給により動作する動作回路と、を有する電子機器。
20
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
本発明は、個別昇圧回路、その個別昇圧回路を用いた昇圧回路、及びその昇圧回路を搭
載した電子機器に関する。
【背景技術】
【０００２】
特許文献１には、種々のタイプのチャージポンプ回路（昇圧回路）が開示されている。
これらいずれのタイプのチャージポンプ回路も、複数段の個別昇圧回路が直列的に接続さ
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れた構成となっている。このようなチャージポンプ回路では、各段の個別昇圧回路におけ
る一又は複数のスイッチングトランジスタ（電荷転送スイッチ）のクロック電圧によるオ
ン、オフ動作により、ポンプコンデンサ（昇圧コンデンサ）への充電と、そのポンプコン
デンサの充電電圧のクロック電圧による昇圧、更に、昇圧後の電圧の前記ポンプコンデン
サから次段の昇圧回路への転送とが順次繰り返し行われる。これにより、各段の個別昇圧
回路におけるポンプコンデンサでの充電電圧が、当該チャージポンプ回路に対する入力電
圧VINから順次後段にいくほど上昇していき、最終段の個別昇圧回路では、そのポンプコ
ンデンサには前記入力電圧VINより高い電圧が蓄積（蓄電）される。そして、このような
チャージポンプ回路（昇圧回路）を搭載した電子機器では、最終段の個別昇圧回路におけ
るポンプコンデンサの充電電圧を電源電圧として利用することができる。
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【０００３】
このようなチャージポンプ回路（昇圧回路）によれば、コイル等を用いることなく昇圧
が可能であるので、一般的に小型化することが可能であり、その結果、電子機器の小型化
に寄与することができる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２０１５−１２６５９５号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
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【０００５】
ところで、人などの動物の体内に入れて動作させる小型電子機器（飲み込み型デバイス
）が提案されている（例えば、特表２０１０−５０８２９３号公報参照）。また、このよ
うな小型電子機器の電源として、例えば、胃液（胃酸）を電解液として２つの電極を備え
たボルダ電池（以下、胃酸電池という）を用いることも提案されている（例えば、特開２
０１７−１２０６８４号公報参照）。そして、胃酸電池の出力電圧が微弱（例えば、１．
３V）であるので、比較的高い電圧で動作する動作回路を含む前記小型機器では、その動
作電圧に適した大きさの電源電圧（例えば、３V〜６V）を得るために、前述したチャージ
ポンプ回路（昇圧回路）を用いて前記胃酸電池で発生される電圧を昇圧することが考えら
れる。
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【０００６】
また、前記胃酸電池を搭載した電子機器を胃内だけではなく、電解液となる胃酸が存在
しない他の器官内、例えば、腸内でも動作させることが考えられる。このような場合、更
に、チャージポンプ回路（昇圧回路）の昇圧により得られた電圧をコンデンサに蓄積（蓄
電）させておく必要がある。このため、電子機器が胃内に存在している間に、胃酸電池で
発生する電圧をできるだけ早く目標の電圧まで昇圧させて、その昇圧で得られた電圧をコ
ンデンサに蓄積（蓄電）させることが重要である。
【０００７】
上述したように、複数段の個別昇圧回路から構成される昇圧回路（チャージポンプ回路
）を人などの動物の体内に入れて動作させる小型電子機器（飲み込み型デバイス）に搭載
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させることを想定すると、昇圧回路自体が小型化され得ること、及び昇圧回路を構成する
複数段の個別昇圧回路のそれぞれにおいて確実に目標の電圧まで昇圧できることが重要で
ある。
【０００８】
本発明は、上述したような事情に鑑みてなされたもので、微弱な電源電圧からより確実
に目標となる電圧まで昇圧できる個別昇圧回路を提供するものである。
【０００９】
また、本発明は、前記個別昇圧回路を複数個用いて、小型化され得るとともに、微弱な
電源電圧からより確実に最終目標となる出力電圧を得ることのできる昇圧回路を提供する
ものである。
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【００１０】
また、本発明は、上記昇圧回路を搭載して、確実に動作し得る電子機器を提供するもの
である。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
本発明に係る個別昇圧回路は、高電圧値と該高電圧値より低い低電圧値との間で変化す
る第１クロック電圧に同期して動作し、前記第１クロック電圧が高電圧値のときオフ状態
であって、前記第１クロック電圧が低電圧値のときにオン状態となる第１スイッチングト
ランジスタと、前記第１クロック電圧と相反関係にある第２クロック電圧に同期して動作
し、前記第２クロック電圧が高電圧値のときにオフ状態であって、前記第２クロック電圧
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が低電圧値のときオン状態となる第２スイッチングトランジスタと、補助コンデンサと、
前記第１スイッチングトランジスタがオフ状態で、前記第２スイッチングトランジスタが
オン状態となるときに、供給電圧によって前記第２スイッチングトランジスタを通して前
記補助コンデンサを充電させる補助充電回路と、前記第１スイッチングトランジスタがオ
ン状態で、前記第２スイッチングトランジスタがオフ状態となるときに、前記供給電圧に
よって充電された前記補助コンデンサを介し、前記第２クロック電圧に対応する電圧によ
って前記第１スイッチングトランジスタを通して後段の回路に電圧を供給する昇圧充電回
路と、を有する構成となる。
【００１２】
このような構成により、第１クロック電圧が高電圧値であって、第２クロック電圧が低
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電圧値であると、第１スイッチングトランジスタがオフ状態で、第２スイッチングトラン
ジスタがオン状態になる。この状態では、補助充電回路により、オン状態の前記第２スイ
ッチングトランジスタを通した供給電圧による前記補助コンデンサへの充電が行われる。
一方、第１クロック電圧が低電圧値であって、第２クロック電圧が高電圧値であると、第
１スイッチングトランジスタがオン状態で、第２スイッチングトランジスタがオフ状態に
なる。この状態では、昇圧充電回路により、オン状態の前記第１スイッチングトランジス
タを通した、前記供給電圧により既に充電された前記補助コンデンサを介した前記第２ク
ロック電圧（高電圧値）に対応する電圧による前記後段の回路への電圧供給が行われる。
【００１３】
そして、相反関係にある第１クロック電圧及び第２クロック電圧のそれぞれが高電圧値
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と低電圧値とを繰り返す過程で、第１スイッチングトランジスタの上述したオン、オフ動
作、及びそのオン、オフ動作に相反した、第２スイッチングトランジスタのオフ、オンの
動作により、補助コンデンサへの供給電圧と、その充電された補助コンデンサを通した第
２クロック電圧（高電圧値）に対応した電圧による後段の回路への電圧供給とが、交互に
繰り返し行われる。それにより、後段の回路に昇圧コンデンサが接続されていれば、その
充電電圧が徐々に上昇していく（昇圧）。
【００１４】
昇圧充電回路が昇圧コンデンサを充電させるための第２クロック電圧に対応する電圧は
、第２クロック電圧（高電圧値）そのものであっても、第２クロック電圧そのものではな
く、昇圧コンデンサへの充電タイミングにおいて第２クロック電圧の高電圧値に対応する
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電圧値を提供する他のクロック電圧であってもよい。
【００１５】
本発明に係る個別昇圧回路において、前記第１スイッチングトランジスタは、前記第１
クロック電圧がゲートに印加する第１PMOSトランジスタであり、前記第２スイッチングト
ランジスタは、前記第２クロック電圧がゲートに印加する第２PMOSトランジスタである、
構成とすることができる。
【００１６】
相補型MOS（CMOS）の汎用の作製技術では、ｐ型基板上に回路が作製されるが、NMOSト
ランジスタで構成する場合、基板効果は不可避であるが、このような構成により、第１ス
イッチングトランジスタ及び第２スイッチングトランジスタのそれぞれが、ｐ型基板内の
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ｎウェル上に形成されるPMOSトランジスタであるので、基板効果を抑制することができ、
微弱なクロック電圧であっても確実にオン、オフ動作することができる。また、PMOSトラ
ンジスタでのみ構成するので、プロセスコストの上昇なしに、基板効果影響を受けない回
路を構成することができる点でも有利である。
基板効果の抑制は、特に、飲み込み型デバイス等の小型電子機器においては、微小なク
ロック電圧で制御する必要があるため、重要である。
【００１７】
本発明に係る個別昇圧回路は、前記第１PMOSトランジスタのソースが前記後段の回路に
接続され、前記第２PMOSトランジスタのソースが、前記補助コンデンサに接続されるとと
もに、前記第１PMOSトランジスタのドレインに接続され、前記第２PMOSトランジスタのド
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レインが前記供給電圧の電源に接続され、前記補助充電回路は、前記電源から前記第２PM
OSトランジスタのドレインを通ってソースを抜けて前記補助コンデンサに至る回路を含み
、前記昇圧充電回路は、前記補助コンデンサから前記第１PMOSトランジスタのドレインを
通ってソースを抜けて前記後段の回路に至る回路を含む、構成とすることができる。
【００１８】
このような構成により、第１クロック電圧が高電圧値で、第１PMOSトランジスタがオフ
状態であって、第２クロック電圧が低電圧値で、第２PMOSトランジスタがオン状態である
と、供給電圧の電源から第２PMOSトランジスタのドレインを通ってソースに抜けて補助コ
ンデンサに至る回路（補助充電回路）により、供給電圧による第２PMOSトランジスタを通
した前記補助コンデンサへの充電が行われる。一方、第１クロック電圧が低電圧値で、第
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１PMOSトランジスタがオン状態であって、第２クロック電圧が高電圧値で、第２PMOSトラ
ンジスタがオフ状態であると、前記補助コンデンサから前記第１PMOSトランジスタのドレ
インを通ってソースを抜けて前記後段回路、例えば昇圧コンデンサに至る回路（昇圧充電
回路）により、第１PMOSトランジスタを通した、既に充電されている補助コンデンサを介
した前記第２クロック電圧（高電圧値）に対応する電圧による昇圧コンデンサへの充電が
行われる。
【００１９】
本発明に係る個別昇圧回路において、前記補助コンデンサを通して前記第２クロック電
圧を前記第２PMOSトランジスタのゲートに印加させる回路を有する、構成とすることがで
きる。
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【００２０】
このような構成により、補助コンデンサを介して、第２クロック電圧による第２PMOSト
ランジスタのオン、オフ動作と、第２クロック電圧（高電圧値）による昇圧コンデンサへ
の第１PMOSトランジスタを通した充電との双方を行うことができる。
【００２１】
本発明に係る個別昇圧回路において、第１基準クロック電圧から前記第１PMOSトランジ
スタのゲートに前記第１クロック電圧として印加されるクロック電圧を生成する第１クロ
ックバッファ回路と、前記第１基準クロック電圧と相反関係にある第２基準クロック電圧
から前記第２PMOSトランジスタのゲートに前記第２クロック電圧として印加されるクロッ
ク電圧を生成する第２クロックバッファ回路と、を有する構成とすることができる。
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【００２２】
このような構成により、第１基準クロック電圧から第１クロックバッファ回路により第
１クロック電圧として生成されるクロック電圧が増強されることによって第１PMOSトラン
ジスタを確実にオン、オフ動作させるとともに、第１基準クロック電圧と相反関係にある
第２基準クロック電圧から第２クロックバッファ回路により第２クロック電圧として生成
されるクロック電圧が増強されることによって第２PMOSトランジスタを確実にオン、オフ
動作させることができる。その結果、電源電圧からの確実な昇圧が可能になる。
【００２３】
本発明に係る個別昇圧回路は、別の観点から、第１PMOSトランジスタと、第２PMOSトラ
ンジスタと、補助コンデンサと、後段の回路と、を備え、前記第１PMOSトランジスタのソ
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ースが前記後段の回路に接続され、前記第２PMOSトランジスタのゲート及びソースが、前
記第２補助コンデンサに接続されるとともに、前記第１PMOSトランジスタのドレインに接
続され、前記第２PMOSトランジスタのドレインは供給電圧の電源に接続され、前記第１PM
OSトランジスタのゲートと、前記補助コンデンサとは、相反関係にある第１クロック電圧
及び第２クロック電圧にそれぞれ接続される、構成となる。
【００２４】
このような構成により、上述した基板効果を抑制し、昇圧が可能な個別昇圧回路を得る
ことができる。
【００２５】
本発明に係る個別昇圧回路において、前記第１PMOSトランジスタのｐ型基板内のｎウェ
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ルが、前記後段の回路に接続され、前記第２PMOSトランジスタのｐ型基板内のｎウェルが
、前記コンデンサに接続される、構成とすることが望ましい。
【００２６】
このような構成により、各々のPMOSトランジスタのｐ型基板内のｎウェルは、回路中の
ユニット内において、最も高い電位となる位置に接続されることになる。このように接続
することにより、ジャンクションリークをなくし、スイッチングトランジスタとしてのPM
OSトランジスタの動作を確実に行うことができる。
【００２７】
本発明に係る個別昇圧回路は、高電圧値と該高電圧値より低い低電圧値との間で変化す
る第１クロック電圧に同期して動作し、前記第１クロック電圧が高電圧値のときにオフ状
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態であって、前記第１クロック電圧が低電圧値のときにオン状態となる、第１スイッチン
グトランジスタ及び第４スイッチングトランジスタと、前記第１クロック電圧と相反関係
にある第２クロック電圧に同期して動作し、前記第２クロック電圧が高電圧値のときにオ
フ状態であって、前記第２クロック電圧が低電圧値のときにオン状態となる、第２スイッ
チングトランジスタ及び第３スイッチングトランジスタと、第１補助コンデンサと、第２
補助コンデンサと、前記第２スイッチングトランジスタがオフ状態で、前記第４スイッチ
ングトランジスタがオン状態となるときに、供給電圧によって前記第４スイッチングトラ
ンジスタを通して前記第１補助コンデンサを充電させる第１補助充電回路と、前記第２ス
イッチングトランジスタがオン状態で、前記第４スイッチングトランジスタがオフ状態と
なるときに、前記供給電圧によって充電された前記第１補助コンデンサを介し、前記第１
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クロック電圧に対応する電圧によって前記第２スイッチングトランジスタを通して後段の
回路に電圧を供給する第１昇圧充電回路と、第１スイッチングトランジスタがオフ状態で
、前記第３スイッチングトランジスタがオン状態となるときに、前記供給電圧によって前
記第３スイッチングトランジスタを通して前記第２補助コンデンサを充電させる第２補助
充電回路と、前記第１スイッチングトランジスタがオン状態で、前記第３スイッチングト
ランジスタがオフ状態となるときに、前記供給電圧によって充電された前記第２補助コン
デンサを介し、前記第２クロック電圧に対応する電圧によって前記第１スイッチングトラ
ンジスタを通して前記後段の回路に電圧を供給する第２昇圧充電回路と、を有する構成と
なる。
【００２８】
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このような構成により、第１クロック電圧が高電圧値であって、該第１クロック電圧と
相反関係にある第２クロック電圧が低電圧値であると、第１スイッチングトランジスタ及
び第４スイッチングトランジスタがオフ状態で、第２スイッチングトランジスタ及び第３
スイッチングトランジスタがオン状態となる。この状態では、第２補助充電回路により、
オン状態の第３スイッチングトランジスタを通した、供給電圧による第２補助コンデンサ
への充電が行われる。また、同時に、第１昇圧充電回路により、オン状態の第２スイッチ
ングトランジスタを通した、すでに充電されている第１補助コンデンサを介した前記第１
クロック電圧（高電圧値）に対応した電圧による後段の回路への電圧供給が行われる。
【００２９】
一方、第１クロック電圧が低電圧値であって第２クロック電圧値が高電圧値であると、
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第１スイッチングトランジスタ及び第４スイッチングトランジスタがオン状態で、第２ス
イッチングトランジスタ及び第３スイッチングトランジスタがオフ状態となる。この状態
では、第１補助充電回路により、前記後段の回路のために放電された第１補助コンデンサ
に対する、オン状態の第４スイッチングトランジスタを通した、供給電圧による充電が行
われる。また、同時に、第２昇圧充電回路により、オン状態の第１スイッチングトランジ
スタを通した、前記供給電圧により既に充電された前記第２補助コンデンサを介した前記
第２クロック電圧（高電圧値）に対応した電圧による後段の回路への電圧供給が行われる
。
【００３０】
上述したように、相反関係にある第１クロック電圧及び第２クロック電圧のそれぞれが
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高電圧値と低電圧値とを繰り返す過程で、第１スイッチングトランジスタ及び第４スイッ
チングトランジスタのオン、オフの動作、及び、それらのオン、オフ動作に相反した、第
２スイッチングトランジスタ及び第３スイッチングトランジスタのオフ、オン動作が行わ
れる。それら第１スイッチングトランジスタ〜第４スイッチングトランジスタのオン、オ
フ動作により、第２補助コンデンサへの供給電圧による充電、及び充電されている第１補
助コンデンサを通した第１クロック電圧（高電圧値）に対応した電圧による後段の回路へ
の電圧供給と、放電された前記第１補助コンデンサへの供給電圧による充電、及び前記充
電されている第２補助コンデンサを通した第２クロック電圧（高電圧値）に対応した電圧
による後段の回路への電圧供給とが、交互に繰り返し行われる。それにより、後段の回路
に昇圧コンデンサが接続されている場合には、その充電電圧が徐々に上昇していく（昇圧
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）。特に、供給電圧により交互に充電される第１補助コンデンサ及び第２補助コンデンサ
のいずれか一方の補助コンデンサへの充電が行われているときに、充電が完了している他
方の補助コンデンサからの昇圧コンデンサへの充電が行われるので、昇圧コンデンサの充
電電圧を効率的に上昇（昇圧）させることができる。
【００３１】
第１昇圧充電回路が後段の回路に電圧を供給するための第１クロック電圧に対応する電
圧は、第１クロック電圧（高電圧値）そのものであっても、第１クロック電圧そのもので
はなく、後段の回路への電圧供給タイミングにおいて第１クロック電圧の高電圧値に対応
する電圧値を提供する他のクロック電圧であってもよい。また、第２昇圧充電回路が後段
の回路への電圧供給を行うための第２クロック電圧に対応する電圧についても同様である
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。
【００３２】
本発明に係る個別昇圧回路において、前記第１スイッチングトランジスタは、前記第１
クロック電圧がゲートに印加する第１PMOSトランジスタであり、前記第２スイッチングト
ランジスタは、前記第２クロック電圧がゲートに印加する第２PMOSトランジスタであり、
前記第３スイッチングトランジスタは、前記第２クロック電圧がゲートに印加する第３PM
OSトランジスタであり、前記第４スイッチングトランジスタは、前記第１クロック電圧が
ゲートに印加する第４PMOSトランジスタである、構成とすることができる。
【００３３】
このような構成により、第１スイッチングトランジスタ、第２スイッチングトランジス
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タ、第３スイッチングトランジスタ及び第４スイッチングトランジスタのそれぞれが、ｐ
型基板内のｎウェルに形成されるPMOSトランジスタであるので、上述したように、基板効
果を抑制することができ、微弱なクロック電圧であっても確実にオン、オフ動作すること
ができる。
【００３４】
本発明に係る個別昇圧回路において、前記第１PMOSトランジスタのソースが後段の回路
に接続され、前記第２PMOSトランジスタのソースが前記後段の回路に接続され、前記第３
PMOSトランジスタのソースが、前記第２補助コンデンサに接続されるとともに、前記第１
PMOSトランジスタのドレインに接続され、前記第４PMOSトランジスタのソースが、前記第
１補助コンデンサに接続されるとともに、前記第２PMOSトランジスタのドレインに接続さ
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れ、前記第１補助充電回路は、前記供給電圧の電源から前記第４PMOSトランジスタのドレ
インを通ってソースを抜けて前記第１補助コンデンサに至る回路を含み、前記第２補助充
電回路は、前記電源から前記第３PMOSトランジスタのドレインを通ってソースを抜けて前
記第２補助コンデンサに至る回路を含み、前記第１昇圧充電回路は、前記第１補助コンデ
ンサから、前記第２PMOSトランジスタのドレインを通ってソースを抜けて前記後段の回路
に至る回路を含み、前記第２昇圧充電回路は、前記第２補助コンデンサから、前記第１PM
OSトランジスタのドレインを通ってソースを抜けて前記後段の回路に至る回路を含む、構
成とすることができる。
【００３５】
このような構成により、第１クロック電圧が高電圧値で、第１PMOSトランジスタ及び第
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４PMOSトランジスタがオフ状態であって、第２クロック電圧が低電圧値で、第２PMOSトラ
ンジスタ及び第３PMOSトランジスタがオン状態であると、供給電圧の電源から第３PMOSト
ランジスタのドレインを通ってソースを抜けて第２補助コンデンサに至る回路（第２補助
充電回路）により、供給電圧による第３PMOSトランジスタを通した第２補助コンデンサへ
の充電が行われる。また、同時に、第１補助コンデンサから第２PMOSトランジスタのドレ
インを通ってソースを抜けて後段の回路に至る回路（第１昇圧充電回路）によって、第２
PMOSトランジスタを通した、既に充電されている第１補助コンデンサを介した第１クロッ
ク電圧（高電圧値）に対応する電圧による後段の回路への電圧供給が行われる。
【００３６】
一方、第１クロック電圧が低電圧値で、第１PMOSトランジスタ及び第４PMOSトランジス
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タがオン状態であって、第２クロック電圧が高電圧値で、第２PMOSトランジスタ及び第３
PMOSトランジスタがオフ状態であると、供給電圧の電源から前記第４PMOSトランジスタの
ドレインを通ってソースを抜けて前記第１補助コンデンサに至る回路（第１補助充電回路
）により、前記後段の回路への電圧供給のために放電された第１補助コンデンサに対する
、第４PMOSトランジスタを通した、前記供給電圧による充電が行われる。また、同時に、
前記第２補助コンデンサから、第１PMOSトランジスタのドレインを通ってソースを抜けて
前記昇圧コンデンサに至る回路（第２昇圧充電回路）により、第１PMOSトランジスタを通
した、前記供給電圧により既に充電された前記第２補助コンデンサを介した前記第２クロ
ック電圧（高電圧値）に対応する電圧による後段の回路への電圧供給が行われる。
【００３７】
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本発明に係る個別昇圧回路において、前記第１補助コンデンサを通して前記第１クロッ
ク電圧を前記第１PMOSトランジスタのゲート及び前記第４PMOSトランジスタのゲートに印
加させる回路を有する、構成とすることができる。
【００３８】
このような構成により、第１補助コンデンサを介して、第１クロック電圧による第１PM
OSトランジスタ及び第４PMOSトランジスタのオン、オフ駆動と、第１クロック電圧（高電
圧値）による後段の回路への第２PMOSトランジスタを通した電圧供給との双方を行うこと
ができる。
【００３９】
本発明に係る個別昇圧回路において、前記第２補助コンデンサを通して前記第２クロッ
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ク電圧を前記第２PMOSトランジスタのゲート及び前記第３PMOSトランジスタのゲートに印
加させる回路を有する、構成とすることができる。
【００４０】
このような構成により、第２補助コンデンサを介して、第２クロック電圧による第２PM
OSトランジスタ及び第３PMOSトランジスタのオン、オフ駆動と、第２クロック電圧（高電
圧値）による後段の回路への第１PMOSトランジスタを通した電圧供給との双方を行うこと
ができる。
【００４１】
本発明に係る個別昇圧回路において、第１基準クロック電圧から前記第１PMOSトランジ
スタのゲートに前記第１クロック電圧として印加されるクロック電圧を生成する第１クロ
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ックバッファ回路と、前記第１基準クロック電圧から前記第３PMOSトランジスタのゲート
に前記第２クロック電圧として印加されるクロック電圧を生成する第２クロックバッファ
回路と、前記第１基準クロック電圧と相反関係にある第２基準クロック電圧から前記第２
PMOSトランジスタのゲートに前記第２クロック電圧として印加されるクロック電圧を生成
する第３クロックバッファ回路と、前記第２基準クロック電圧から前記第４PMOSトランジ
スタのゲートに前記第１クロック電圧として印加されるクロック電圧を生成する第４クロ
ックバッファ回路と、を有する構成とすることができる。
【００４２】
このような構成により、第１基準クロック電圧から第１クロックバッファ回路及び第２
クロックバッファ回路によって生成される相反関係にある第１クロック電圧及び第２クロ
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ック電圧としての２つのクロック電圧によって、第１PMOSトランジスタ及び第３PMOSトラ
ンジスタを確実にオン、オフ駆動させることができる。また、前記第１基準クロック電圧
と相反関係にある第２基準クロック電圧から第３クロックバッファ回路及び第４クロック
バッファ回路によって生成される相反関係にある第１クロック電圧及び第２クロック電圧
としての２つのクロック電圧によって、第２PMOSトランジスタ及び第４PMOSトランジスタ
を確実にオン、オフ駆動させることができる。その結果、供給電圧からの確実な昇圧が可
能になる。
【００４３】
本発明に係る個別昇圧回路において、前記第１昇圧充電回路は、前記供給電圧によって
充電された前記第１補助コンデンサを介し、前記第１基準クロック電圧によって前記第２
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PMOSトランジスタを通して前記後段の回路に電圧を供給する回路を含む、構成とすること
ができる。
【００４４】
このような構成により、第１補助コンデンサを介して、第１クロック電圧に対応した電
圧としての前記第１基準クロック電圧（高電圧値）による後段の回路への第２PMOSトラン
ジスタを通した電圧供給が行われる。
【００４５】
本発明に係る昇圧回路において、前記第２昇圧充電回路は、前記供給電圧によって充電
された前記第２補助コンデンサを介し、前記第２基準クロック電圧によって前記第１PMOS
トランジスタを通して前記後段の回路に電圧供給する回路を含む、構成とすることができ
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る。
【００４６】
このような構成により、第２補助コンデンサを介して、第２クロック電圧に対応した電
圧としての前記第２基準クロック電圧（高電圧値）による後段の回路への第１PMOSトラン
ジスタを通した電圧供給との双方を行うことができる。
【００４７】
本発明に係る昇圧回路は、別の観点から、第１PMOSトランジスタと、第２PMOSトランジ
スタと、第３PMOSトランジスタと、第４PMOSトランジスタと、第１補助コンデンサと、第
２補助コンデンサと、を備え、前記第１PMOSトランジスタのソースが後段の回路に接続さ
れ、前記第２PMOSトランジスタのソースが前記後段の回路に接続され、前記第３PMOSトラ
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ンジスタのゲート及びソースが、前記第２PMOSトランジスタのゲート及び前記第２補助コ
ンデンサに接続されるとともに、前記第１PMOSトランジスタのドレインに接続され、前記
第４PMOSトランジスタのソースが、前記第１PMOSトランジスタのゲート及び第１補助コン
デンサに接続されるとともに、前記第２PMOSトランジスタのドレインに接続され、前記第
３PMOSトランジスタのドレイン及び前記第４PMOSトランジスタのドレインは供給電圧の電
源に接続され、前記第１補助コンデンサ及び前記第２補助コンデンサは、相反関係にある
第１クロック電圧及び第２クロック電圧にそれぞれ接続される、構成となる。
【００４８】
このような構成により、上述した基板効果を抑制し、昇圧が可能な昇圧回路を得ること
ができる。
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【００４９】
本発明に係る個別昇圧回路において、前記第１PMOSトランジスタのｐ型基板内のｎウェ
ルは、前記後段の回路に接続され、前記第２PMOSトランジスタのｐ型基板内のｎウェルは
、前記後段の回路に接続され、前記第３PMOSトランジスタのｐ型基板内のｎウェルは、前
記第２補助コンデンサに接続され、前記第４PMOSトランジスタのｐ型基板内のｎウェルは
、前記第１補助コンデンサに接続される、構成とすることが望ましい。
【００５０】
このような構成により、各々のPMOSトランジスタのｐ型基板内のｎウェルは、回路中の
ユニット内において、最も高い電位となる位置に接続されることになる。このように接続
することにより、ジャンクションリークをなくし、スイッチングトランジスタとしてのPM
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OSトランジスタの動作を確実に行うことができる。
【００５１】
本発明に係る昇圧回路は、直列的に接続される複数段の個別昇圧回路を有する昇圧回路
であって、前記複数段の個別昇圧回路のそれぞれは、前述した２つのスイッチングトラン
ジスタ（第１スイッチングトランジスタ、第２スイッチングトランジスタ）を備えている
いずれかの個別昇圧回路を含み、初段は外部電源の電源電圧を前記供給電圧として入力し
、初段以外の各段の個別昇圧回路は、前段の前記個別昇圧回路における前記後段の回路に
充電された電圧を前記供給電圧として入力する、構成となる。
【００５２】
このような構成によれば、各段の個別昇圧回路における後段の回路に、例えば昇圧コン
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デンサを設けると、そこに充電保持される電圧を外部電源の電源電圧から徐々に増大（昇
圧）させることができる。そして、最終段の個別昇圧回路における昇圧コンデンサに充電
保持された電圧を当該昇圧回路の出力電圧として利用することができる。
【００５３】
本発明に係る昇圧回路において、前記複数段の個別昇圧回路のそれぞれは、特に前述し
た第１クロックバッファ回路及び第２クロックバッファ回路を有する個別昇圧回路を含み
、初段以外の各段の個別昇圧回路の前記第１クロックバッファ回路は、前段の個別昇圧回
路における前記第１クロックバッファ回路からのクロック電圧を前記第１基準クロック電
圧として入力し、初段以外の各段の個別昇圧回路の前記第２クロックバッファ回路は、前
段の個別昇圧回路における前記第２クロックバッファ回路からのクロック電圧を前記第２
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基準クロック電圧として入力する、構成とすることができる。
【００５４】
このような構成により、複数段の個別昇圧回路において、第１PMOSトランジスタをオン
、オフ動作させる第１クロック電圧としてのクロック電圧のもとになる第１基準クロック
電圧が、前段の第１クロックバッファ回路で増強されたものとなり、第２PMOSトランジス
タをオン、オフ動作させる第２クロック電圧としてのクロック電圧のもとになる第２基準
クロック電圧が、前段の第２クロックバッファ回路で増強され得たものとなるので、各段
の個別昇圧回路における第１PMOSトランジスタ及び第２PMOSトランジスタをより確実にオ
ン、オフ動作させることができるようになる。
【００５５】
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また、本発明に係る昇圧回路は、直列的に接続される複数段の個別昇圧回路を有する昇
圧回路であって、前記複数段の個別昇圧回路のそれぞれは、前述した４つのスイッチング
トランジスタ（第１スイッチングトランジスタ、第２スイッチングトランジスタ、第２ス
イッチングトランジスタ、第４スイッチングトランジスタ）を備えているいずれかの個別
昇圧回路を含み、初段は外部電源の電源電圧を前記供給電圧として入力し、初段以外の各
段の個別昇圧回路は、前段の前記個別昇圧回路における前記後段の回路に充電された電圧
を前記供給電圧として入力する、構成となる。
【００５６】
このような構成でも、上述した昇圧回路と同様に、各段の個別昇圧回路における後段の
回路に、例えば昇圧コンデンサを設けると、そこに充電保持される電圧を外部電源の電源
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電圧から徐々に増大（昇圧）させることができる。そして、最終段の個別昇圧回路におけ
る昇圧コンデンサに充電保持された電圧を当該昇圧回路の出力電圧として利用することが
できる。
【００５７】
本発明に係る昇圧回路において、前記複数段の個別昇圧回路のそれぞれは、特に前述し
た第１クロックバッファ回路、第２クロックバッファ回路、第３クロックバッファ回路及
び第４クロックバッファ回路を有する昇圧回路を含み、初段以外の各段の個別昇圧回路の
前記第１クロックバッファ回路及び前記第２クロックバッファ回路は、前段の個別昇圧回
路における前記第１クロックバッファ回路からのクロック電圧を、前記第１基準クロック
電圧として入力し、初段以外の各段の個別昇圧回路の前記第３クロックバッファ回路及び

40

前記第４クロックバッファ回路は、前段の個別昇圧回路における前記第３クロックバッフ
ァ回路からのクロック電圧を第２基準クロック電圧として入力する、構成とすることがで
きる。
【００５８】
このような構成により、複数段の個別昇圧回路において、第１PMOSトランジスタをオン
、オフ動作させる第１クロック電圧としてのクロック電圧及び第３PMOSトランジスタをオ
ン、オフ動作させる第２クロック電圧としてのクロック電圧のもとになる第１基準クロッ
ク電圧が、前段の第１クロックバッファ回路で増強されたものとなるとともに、第２PMOS
トランジスタをオンオフ動作させる第２クロック電圧としてのクロック電圧及び第４PMOS
トランジスタをオン、オフ動作させる第１クロック電圧としてのクロック電圧のもとにな
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る第２基準クロック電圧が、前段の第３クロックバッファ回路で増強されたものとなるの
で、各段の個別昇圧回路における第１PMOSトランジスタ、第２PMOSトランジスタ、第３PM
OSトランジスタ及び第４PMOSトランジスタのそれぞれを確実にオン、オフ動作させること
ができるようになる。
【００５９】
また、本発明に係る電子機器は、上述したいずれかの個別昇圧回路を含む昇圧回路、ま
たは、上述したいずれかの昇圧回路と、前記昇圧回路からの電圧供給により動作する動作
回路と、を有する構成となる。
【００６０】
このような構成により、微弱な電源電圧の外部電源を用いて、より高い供給電圧の必要

10

な動作回路が動作するようになる。
【発明の効果】
【００６１】
本発明に係る個別昇圧回路によれば、補助コンデンサへの電源電圧による充電と、充電
された補助コンデンサを介した第２クロック電圧に対応する電圧による昇圧コンデンサへ
の充電とが、交互に繰り返し行われることにより、昇圧コンデンサの充電電圧が徐々に上
昇して目標となる電圧に達するようになるので、微弱な供給電圧からより確実に前記目標
となる電圧まで昇圧することができるようになる。
【００６２】
また、本発明に係る個別昇圧回路によれば、第２補助コンデンサへの供給電圧による充
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電、及び既に充電されている状態の第１補助コンデンサを介した第１クロック電圧に対応
する電圧による昇圧コンデンサへの充電と、放電された第１補助コンデンサへの供給電圧
による充電及び既に充電された状態の第２補助コンデンサを介した第２クロック電圧に対
応するによる昇圧コンデンサへの充電とが、交互に繰り返し行われることにより、昇圧コ
ンデンサの充電電圧が徐々に上昇して目標となる電圧に達するようになるので、微弱な電
源電圧からより確実に前記目標となる電圧まで昇圧することができる。また、第１補助コ
ンデンサからと第２補助コンデンサからの２系統から昇圧コンデンサへの充電が交互に行
われるので、より効率的に昇圧コンデンサの充電電圧を昇圧することができる。
【００６３】
本発明に係る昇圧回路によれば、複数段の個別昇圧回路のそれぞれが、確実に目標とな
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る電圧まで昇圧することができるので、微弱な電源電圧から確実に最終目標となる出力電
圧を得ることができるとともに、ロスを考慮して設けるべき個別昇圧回路を減らすこと、
または、なくすことができ、より小型化できる。
【００６４】
本発明に係る電子機器によれば、微弱な電源電圧から確実に最終目標となる出力電圧を
得ることができる昇圧回路を搭載しているので、その出力電圧によって確実に動作し得る
ようになる。
【図面の簡単な説明】
【００６５】
【図１】図１は、本発明の実施の形態に係る電子機器の構成を示すブロック図である。

40

【図２】図２は、図１に示す電子機器に用いられる、本発明の第１の実施の形態に係る昇
圧回路を示す回路図である。
【図３Ａ】図３Ａは、図２に示す昇圧回路における初段の個別昇圧回路を示す回路図（そ
の１）である。
【図３Ｂ】図３Ｂは、図２に示す昇圧回路における初段の個別昇圧回路を示す回路図（そ
の２）である。
【図４】図４は、初段の個別昇圧回路における各部の電圧の変化を示すタイミングチャー
トである。
【図５】図５は、初段の個別昇圧回路における昇圧コンデンサに蓄積される電圧の特性を
示すグラフ図である。
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【図６Ａ】図６Ａは、初段から最終段の個別昇圧回路のそれぞれにおける昇圧コンデンサ
に蓄積される電圧の特性を示すシミュレーショングラフ図である。
【図６Ｂ】図６Ｂは、図６Ａの部分Ａを拡大して示す図である。
【図７】本発明の第２の実施の形態に係る昇圧回路を示す回路図である。
【図８Ａ】図８Ａは、図７に示す昇圧回路における初段の個別昇圧回路を示す回路図（そ
の１）である。
【図８Ｂ】図８Ｂは、図７に示す昇圧回路における初段の個別昇圧回路を示す回路図（そ
の２）である。
【図９】図９は、初段の個別昇圧回路における各部の電圧の変化を示すタイミングチャー
トである。
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【図１０】図１０は、初段の個別昇圧回路における昇圧コンデンサに蓄積される電圧の特
性を示すグラフ図である。
【図１１】図１１は、初段から最終段の個別昇圧回路のそれぞれにおける昇圧コンデンサ
に蓄積される電圧の特性を示すシミュレーショングラフ図である。
【図１２】図１２は、本発明の第３の実施の形態に係る昇圧回路を示す回路図である。
【図１３Ａ】図１３Ａは、図１２に示す昇圧回路における初段の個別昇圧回路を示す回路
図（その１）である。
【図１３Ｂ】図１３Ｂは、図１２に示す昇圧回路における初段の個別昇圧回路を示す回路
図（その２）である。
【発明を実施するための形態】
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【００６６】
以下、本発明の実施の形態について図面を用いて説明する。
【００６７】
本発明の実施の形態に係る昇圧回路が搭載される電子機器は、図１に示すように構成さ
れる。この電子機器は、人等の動物の体内に入って動作する、所謂、飲み込み型デバイス
である。
【００６８】
図１において、この電子機器（飲み込み型デバイス）は、電源部２０と、電源部２０か
らの給電によって動作する動作回路３０とを有する。電源部２０は、胃酸電池（外部電源
）１０を構成するPt（白金）電極１１ａとMg（マグネシウム）電極１１ｂとが接続されて
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おり、胃液（胃酸）中においてPt電極（正極）１１ａとMg電極（負極）１１ｂとの間で発
生する電圧（外部電源からの電源電圧）を昇圧して動作回路３０に供給する。電源部２０
は、昇圧回路２１、発振器２２、及び蓄電用コンデンサ２３を有している。昇圧回路２１
は、詳細については後述するが、直列的に接続される複数段の個別昇圧回路を備えており
、胃酸電池１０のPt電極１１aとMg電極１１bとの間で発生した微弱な電圧を、発振器２２
からの相反関係にある２つのクロック電圧に同期して順次昇圧させていく。昇圧回路２１
の最終段の個別昇圧回路にて得られる電圧は、蓄電用コンデンサ２３に蓄積（蓄電）され
る。電源部２０における蓄電用コンデンサ２３に蓄積された電圧が、電源部２０からの電
源電圧として動作回路３０に印加される。
【００６９】

40

動作回路３０は、電源部２０（昇圧回路２１を含む）からの給電を受けて、例えば、動
物の器官内において種々の生体情報を取得して体外に送信する動作を行う電子回路であり
、センサ３１、マイクロコンピュータ３２、通信キャリア生成用発振器３３、シーケンサ
３４、データバッファ３５、符号化器３６、変調器３７及び送信信号出力部（送信機）３
８を備えている。なお、動作回路３０の各部の詳細な構成及び動作についての説明は、省
略する。
【００７０】
本発明の第１の実施の形態に係る昇圧回路である前述した昇圧回路２１の構成について
、図２、図３Ａ及び図３Ｂを参照して詳細に説明する。
【００７１】
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昇圧回路２１は、図２に示すように、複数段（この場合、４段）の個別昇圧回路２１ａ
、２１ｂ、２１ｃ、２１ｄが直列的に接続された構成となっている。個別昇圧回路２１ａ
、２１ｂ、２１ｃ、２１ｄのそれぞれには、発振器２２（図１参照）から、高電圧値と該
高電圧値より低い低電圧値との間で変化する第１クロック電圧CLK1（ＶCLK1）と、この第
１クロック電圧CLK1（ＶCLK1）と相反関係にある第２クロック電圧CLK2（ＶCLK2）とが供
給される。個別昇圧回路２１ａ、２１ｂ、２１ｃ、２１ｄのそれぞれは、第１クロック電
圧CLK1（ＶCLK1）及び第２クロック電圧CLK2（ＶCLK2）に同期して動作する。
【００７２】
初段の個別昇圧回路２１ａは、図２とともに図３Ａ及び図３Ｂに示すように、第１PMOS
トランジスタＭＰ1（第１スイッチングトランジスタ）、第２PMOSトランジスタＭＰ2（第
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２スイッチングトランジスタ）、第１コンデンサＣ1、第２コンデンサＣ2（補助コンデン
サ）及び昇圧コンデンサＣbtを有している。そして、この初段の個別昇圧回路２１ａには
、第１クロック電圧CLK1（ＶCLK1）及び第２クロック電圧CLK2（ＶCLK2）の他、胃酸電池
１０からの出力電圧（電源電圧：例えば、１．３Ｖ）が供給電圧として供給される。なお
、第１コンデンサＣ１は回路の安定化のため設けているが、設けなくても動作上問題なく
、必須の構成要素ではない。ここでは、第１コンデンサＣ１を設けた状態で、説明をする
。
【００７３】
第１PMOSトランジスタＭＰ1のｐ型基板内のｎウェルとソースとの接続点が、他端が接
地された昇圧コンデンサＣbtの一端に接続されている。本発明では、ｐ型基板内の図２の
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太い破線に囲まれた領域にｎウェルが形成されている。（図２では、簡略のため、初段の
み示しているが、後段も同様にｎウェルが形成されている。）ｎウェルは、他のｎウェル
とは電気的に独立（絶縁）されている。なお、本発明では、ｐ型基板内のｎウェルに接続
される側をソースとする。本発明の回路では、PMOSのソース側、ドレイン側は本質的なも
のではなく、ここでは、理解を助けるための便宜的な呼び方である。第２PMOSトランジス
タＭＰ2のｐ型基板内のｎウェルとソースとの接続点が、第２コンデンサＣ2の一端に接続
されるとともに、第１PMOSトランジスタＭＰ1のドレインに接続されている。また、第１
コンデンサＣ1の一端が第１PMOSトランジスタＭＰ1のゲートに接続されるとともに、第１
コンデンサＣ1の他端には第１クロック電圧CLK1（ＶCLK1）が入力する。よって、第１ク
ロック電圧CLK1（ＶCLK1）は、第１コンデンサＣ1を通して第１PMOSトランジスタＭＰ1の
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ゲートに印加する。前述した第２PMOSトランジスタＭＰ2のｐ型基板内のｎウェルとソー
スとの接続点が接続される第２コンデンサＣ2の一端が第２PMOSトランジスタＭＰ2のゲー
トに接続されるとともに、第２コンデンサＣ2の他端には第２クロック電圧CLK2（ＶCLK2
）が入力する。よって、第２クロック電圧CLK2（ＶCLK2）は、第２コンデンサＣ2を通し
て第２PMOSトランジスタＭＰ2のゲートに印加する。
【００７４】
また、第１PMOSトランジスタＭＰ1のｐ型基板内のｎウェル、第２PMOSトランジスタＭ
Ｐ2のｐ型基板内のｎウェルは、回路中のユニット内において、最も高い電位となる位置
に接続されている。PMOSトランジスタを安定的に動作させるには、ｐ型基板内のｎウェル
の電位がソースの電位と同等か、より高い必要があるが、上述した接続により、ｐ型基板
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内のｎウェルの電位がソースの電位と同等の状態が維持されるようになり、ジャンクショ
ンリークをなくし、PMOSトランジスタの動作を確実に行うことができる。
【００７５】
上述した回路構成において、図３Ａに示すように、胃酸電池１０（外部電源）から第２
PMOSトランジスタＭＰ2のドレインを通ってソースを抜けて第２コンデンサＣ2（補助コン
デンサ）に至る回路（破線参照）が、補助充電回路２１１として形成される。この補助充
電回路２１１は、第１クロック電圧CLK1（ＶCLK1）が高電圧値、第２クロック電圧CLK2（
ＶCLK2）が低電圧値であって、第１PMOSトランジスタＭＰ1がオフ状態で、第２PMOSトラ
ンジスタＭＰ2がオン状態であるときに、胃酸電池１０からの電圧（電源電圧）によって
第２PMOSトランジスタＭＰ2を通して第２コンデンサＣ2を充電させる。また、図３Ｂに示
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すように、第２コンデンサＣ2から第１PMOSトランジスタＭＰ1のドレインを通ってソース
を抜けて昇圧コンデンサＣbtに至る回路（破線参照）が、昇圧充電回路２１２として形成
される。この昇圧充電回路２１２は、第１クロック電圧CLK1（ＶCLK1）が低電圧値、第２
クロック電圧CLK2（ＶCLK2）が高電圧値であって、第１PMOSトランジスタＭＰ1がオン状
態で、第２PMOSトランジスタＭＰ2がオフ状態であるときに、前述したように胃酸電池１
０の電圧によって充電された第２コンデンサＣ2を介し、第２クロック電圧CLK2（ＶCLK2
：高電圧値）によって第１PMOSトランジスタＭＰ1を通して昇圧コンデンサＣbtを充電さ
せる。
【００７６】
図４に示すタイミングチャートを参照しつつ、個別昇圧回路２１ａの動作について説明
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する。なお、図４は、胃酸電池１０の出力電圧（電源電圧：例えば、１．３Ｖ）から昇圧
が繰り返されている過程における、昇圧開始時から９０μｓ以降について示している。
【００７７】
相反関係にある第１クロック電圧CLK1（ＶCLK1）と第２クロック電圧CLK2（ＶCLK2）と
が高電圧値（例えば、１．３Ｖ）と低電圧値（例えば、略０Ｖ）との間で繰り返し変化し
ている。この過程で、第１クロック電圧CLK1（ＶCLK1）が高電圧値であって、第２クロッ
ク電圧CLK2（ＶCLK2）が低電圧値であると（例えば、ｔ1のタイミング参照）、第１PMOS
トランジスタＭＰ1がオフ状態で、第２PMOSトランジスタＭＰ2がオン状態になる。この状
態では、図３Ａに示す補助充電回路２１１により、オン状態の第２PMOSトランジスタＭＰ
2を通した胃酸電池１０の出力電圧（１．３Ｖ）による第２コンデンサＣ2（補助コンデン

20

サ）への充電が行われる。これにより、第２コンデンサＣ2の充電電圧ＶINSIDEは、徐々
に上昇する（例えば、約０．８Ｖに達する）。
【００７８】
次に、第１クロック電圧CLK1（ＶCLK1）が低電圧値に、第２クロック電圧CLK2（ＶCLK2
）が高電圧値に、それぞれ切り換わると（例えば、ｔ2のタイミング参照）、第１PMOSト
ランジスタＭＰ1がオン状態に、第２PMOSトランジスタＭＰ2がオフ状態に、それぞれ切り
換わる。この切り換わり後の状態では、図３Ｂに示す昇圧充電回路２１２により、オン状
態の第１PMOSトランジスタＭＰ1を通した、前述したように既に充電された第２コンデン
サC2を介した第２クロック電圧CLK2（ＶCLK2：高電圧値＝１．３Ｖ）による昇圧コンデン
サＣbtへの充電が行われる。これにより、第２コンデンサＣ2の充電電圧ＶINSIDEが、第

30

２クロック電圧CLK2（ＶCLK2）の高電圧値（１．３Ｖ）への立ち上がりによって一気に上
昇した（かさ上げされた：例えば、約２．１Ｖ）後、昇圧コンデンサＣbtへの充電のため
の放電によって徐々に低下するとともに、昇圧コンデンサＣbtの充電電圧Ｖ1が徐々に上
昇する。
【００７９】
そして、再び第１クロック電圧CLK1（ＶCLK1）が高電圧値に、第２クロック電圧CLK2（
ＶCLK2）が低電圧値に、それぞれ切り換わると、第２クロック電圧CLK2（ＶCLK2）の低電
圧値への立下りによって、第２コンデンサＣ2の充電電圧ＶINSIDEが急激に低下した後、
前述したのと同様に、補助充電回路２１１により、再び第２コンデンサＣ2への胃酸電池
１０の出力電圧（１．３Ｖ）による充電がオン状態の第２PMOSトランジスタＭＰ2を通し
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て行われる（図３Ａ参照）。これにより、前述したように一気に低下した第２コンデンサ
Ｃ2の充電電圧ＶINSIDEが徐々に上昇する（例えば、約０．８Ｖに達する）。
【００８０】
その後、第１クロック電圧CLK1（ＶCLK1）が低電圧値に、第２クロック電圧CLK2（ＶCL
K2）が高電圧値に、それぞれ切り換わると、前述したのと同様に、図３Ｂに示す昇圧充電

回路２１２により、オン状態の第１PMOSトランジスタＭＰ1を通した、既に充電された第
２コンデンサC2を介した第２クロック電圧CLK2（ＶCLK2：高電圧値＝１．３Ｖ）による昇
圧コンデンサＣbtへの充電が行われる。これにより、昇圧コンデンサＣbtの充電電圧Ｖ1
が更に徐々に上昇する。
【００８１】
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以後、第１クロック電圧CLK1（ＶCLK1）及び第２クロック電圧CLK2（ＶCLK2）のそれぞ
れが高電圧値と低電圧値とを繰り返す過程で、第１PMOSトランジスタＭＰ1の上述したオ
ン、オフ動作、及びそのオン、オフ動作に相反した、第２PMOSトランジスタＭＰ2のオフ
、オンの動作により、第２コンデンサＣ2（補助コンデンサ）への胃酸電池１０からの出
力電圧による充電と、その充電された第２コンデンサＣ2を介した第２クロック電圧CLK2
（ＶCLK2：高電圧値）による昇圧コンデンサＣbtへの充電とが、交互に繰り返し行われる
。それにより、昇圧コンデンサＣbtの充電電圧Ｖ1が、第１クロック電圧CLK1（ＶCLK1）
及び第２クロック電圧CLK2（ＶCLK2）それぞれの電気的特性（電圧値、周波数等）、及び
第２コンデンサＣ2（補助コンデンサ）及び昇圧コンデンサＣbtそれぞれの電気的特性（
容量値等）に基づいた特性をもって、徐々に上昇していく（昇圧）。具体的には、例えば
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、図５に示す特性Ｑに従って昇圧コンデンサＣbtの充電電圧Ｖ1がある値（目標の電圧値
）まで上昇する。
【００８２】
なお、個別昇圧回路２１ａの昇圧により到達する電圧（図５の特性参照）は、入力する
外部電源の電源電圧（胃酸電池１０の出力電圧）の２倍程度が限度である。
【００８３】
上述したような個別昇圧回路２１ａによれば、第２コンデンサＣ2（補助コンデンサ）
への胃酸電池１０の出力電圧（電源電圧）による充電と、充電されている状態の第２コン
デンサＣ2（補助コンデンサ）を介した第２クロック電圧CLK2（ＶCLK2：高電圧値）によ
る昇圧コンデンサＣbtへの充電とが、交互に繰り返し行われることにより、昇圧コンデン
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サＣbtの充電電圧ＶINSIDEが徐々に（一気ではなく）上昇して目標となる電圧に達するよ
うになるので、胃酸電池１０の微弱な出力電圧（電源電圧）からより確実に前記目標とな
る電圧まで昇圧することができるようになる。
【００８４】
また、個別昇圧回路２１ａを構成する第１スイッチングトランジスタ及び第２スイッチ
ングトランジスタのそれぞれが、ｐ型基板内のｎウェルに形成されるPMOSトランジスタＭ
Ｐ1、ＭＰ2で構成されているので、基板効果を抑制することができ、微弱なクロック電圧
であっても、確実にオン、オフ動作することができる。その結果、胃酸電池１０の微弱な
出力電圧から更に確実に目標となる電圧まで昇圧させることができる。
【００８５】
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図２に戻って、直列的に接続される４段の個別昇圧回路２１ａ、２１ｂ、２１ｃ、２１
ｄを有する昇圧回路２１では、前述した初段の個別昇圧回路２１ａ以外の個別昇圧回路２
１ｂ、２１ｃ、２１ｄのそれぞれもまた、第１PMOSトランジスタＭＰ1（第１スイッチン
グトランジスタ）、第２PMOSトランジスタＭＰ2（第２スイッチングトランジスタ）、第
１コンデンサＣ1、第２コンデンサＣ2（補助コンデンサ）、及び昇圧コンデンサＣbtを有
し、前述した初段の個別昇圧回路２１ａと同じ回路構成になっている。そして、初段の個
別昇圧回路２１ａの他端が接地された昇圧コンデンサＣbtの一端が２段目の個別昇圧回路
２１ｂの第２PMOSトランジスタＭＰ2のドレインに接続され、２段目の個別昇圧回路２１
ｂの昇圧コンデンサＣbtの同一端が３段目の個別昇圧回路２１ｃの第２PMOSトランジスタ
ＭＰ2のドレインに接続され、更に、３段目の個別昇圧回路２１ｃの昇圧コンデンサＣbt
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の同一端が４段目の個別昇圧回路２１ｄの第２PMOSトランジスタＭＰ2のドレインに接続
されている。即ち、初段の個別昇圧回路２１ａ以外の個別昇圧回路２１ｂ、２１ｃ、２１
ｄのそれぞれは、前段の個別昇圧回路における昇圧コンデンサＣbtに充電された電圧を、
昇圧の対象となる、供給電圧として入力している。なお、最終段の個別昇圧回路２１ｄに
おける昇圧コンデンサＣbtは、図１に示す蓄電用コンデンサ２３に対応する。
【００８６】
このような昇圧回路２１では、初段の個別昇圧回路２１ａが、前述したように、第１ク
ロック電圧CLK1（ＶCLK1）及び第２クロック電圧CLK2（ＶCLK2）に同期して、胃酸電池１
０の出力電圧（外部電源の電源電圧）を昇圧して昇圧コンデンサＣbtに充電し、更に、初
段の個別昇圧回路２１ａ以外の個別昇圧回路２１ｂ、２１ｃ、２１ｄのそれぞれが、初段
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の個別昇圧回路２１ａと同様に、第１クロック電圧CLK1（ＶCLK1）及び第２クロック電圧
CLK2（ＶCLK2）に同期して、前段の個別昇圧回路の昇圧コンデンサＣbtの充電電圧を昇圧
して自段の昇圧コンデンサＣbtに充電する。これにより、各段の個別昇圧回路２１ａ、２
１ｂ、２１ｃ、２１ｄにおける昇圧コンデンサＣbtに充電保持される電圧（充電電圧）は
、胃酸電池１０の出力電圧から、徐々に増大（昇圧）していく。その様子をシミュレーシ
ョンしたものを図６Ａに示す。図２に示す各段の電位Ｖ1、Ｖ2、Ｖ3、Ｖ4の具体的な結果
について述べると、初段の個別昇圧回路２１ａの昇圧コンデンサＣbtの充電電圧Ｖ1が特
性Ｑ1に従って上昇し、２段目の個別昇圧回路２１ｂの昇圧コンデンサＣbtの充電電圧Ｖ2
が特性Ｑ2に従って上昇し、３段目の個別昇圧回路２１ｃの昇圧コンデンサＣbtの充電電
圧が特性Ｑ3に従って上昇し、最終段の個別昇圧回路２１ｄの昇圧コンデンサＣbt（蓄電
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用コンデンサ２３）の充電電圧Ｖ4が特性Ｑ4従って上昇する。このように、各段の個別昇
圧回路２１ａ、２１ｂ、２１ｃ、２１ｄの昇圧コンデンサＣbtの到達充電電圧は、後段の
個別昇圧回路になるほど高くなり、最終段の個別昇圧回路２１ｄにおける昇圧コンデンサ
Ｃbt（蓄電用コンデンサ２３）に充電保持された電圧が、胃酸電池１０の出力電圧から数
倍にまで昇圧される。そして、その昇圧によって得られた（蓄電用コンデンサ２３に保持
された）電圧が、当該昇圧回路２１の出力電圧（電源部２０の出力電圧）として、動作回
路３０に印加される（図１参照）。
【００８７】
なお、図６Ａにおいて、各特性Ｑ1、Ｑ2、Ｑ3、Ｑ4は、電圧が、クロックに合わせ激し
く変動を繰り返しながら上昇しているため、電圧が太い幅の線のようにあらわされている
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。図６Ａの部分Ａを拡大したものを図６Ｂに示す。図６Ｂでは、各特性Ｑ1、Ｑ2、Ｑ3、
Ｑ4は、クロックに応じ激しく変動を繰り返しながら上昇することが明確に理解できる。
これは、本発明の昇圧回路は、各段において、昇圧コンデンサＣbtに充電された電圧が次
段に供給されることで放電されることが、規則的に連続して行われるためであるが、図２
の昇圧回路２１のように、２個のトランジスタで構成した場合、図６Ａに示すように、変
動が大きいのは、２つのクロック電圧に同期して、１つの補助コンデンサ（第２コンデン
サＣ2）でしか昇圧コンデンサＣbtに電荷を流入させることができず、また、一部の電圧
がリーク電圧となるためと考えられる。
【００８８】
ただし、図２の昇圧回路２１は２個のPMOSトランジスタだけでも、各特性Ｑ1、Ｑ2、Ｑ
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3、Ｑ4は、各段において、２倍程度の昇圧を行うことができるものであり、小型の昇圧回
路を構成するのに適している。
【００８９】
上述したような昇圧回路２１によれば、４段の個別昇圧回路２１ａ、２１ｂ、２１ｃ、
２１ｄのそれぞれが、確実に目標となる電圧まで昇圧することができるので、胃酸電池１
０の微弱な出力電圧（例えば、１．３Ｖ）からその数倍にもなる最終目標となる出力電圧
（例えば、４．３Ｖ程度（図６参照）））を確実に得ることができる。また、各段の個別
昇圧回路２１ａ、２１ｂ、２１ｃ、２１ｄが確実に目標となる電圧まで昇圧することがで
きるので、ロスを考慮して設けるべき個別昇圧回路を減らす（省く）ことができ、その昇
圧回路２１の小型化を図ることができる。
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【００９０】
上述した昇圧回路２１に代えて、電子機器（図１参照）に搭載される本発明の第２の実
施の形態に係る昇圧回路は、図７、図８Ａ及び図８Ｂに示すように構成される。
【００９１】
この昇圧回路２５は、前述した第１の実施の形態（図２参照）に係る昇圧回路２１と同
様に、図７に示すように、４段の個別昇圧回路２５ａ、２５ｂ、２５ｃ、２５ｄが直列的
に接続された構成となっている。そして、各段の個別昇圧回路２５ａ、２５ｂ、２５ｃ、
２５ｄには第１クロック電圧CLK1（ＶCLK1）とそれに相反する第２クロック電圧CLK2（Ｖ
CLK2）が供給され、各段の個別昇圧回路２５ａ、２５ｂ、２５ｃ、２５ｄは、相反する２

つのクロック電圧、第１クロック電圧CLK1（ＶCLK1）及び第２クロック電圧CLK2（ＶCLK2
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）に同期して動作する。この昇圧回路２５は、各段の個別昇圧回路２５ａ、２５ｂ、２５
ｃ、２５ｄが、４つのPMOSトランジスタを有する点で、第１の実施の形態に係る昇圧回路
２１（図２参照）と異なる。
【００９２】
初段の個別昇圧回路２５ａは、図７とともに図８Ａ及び図８Ｂに示すように、第１PMOS
トランジスタＭＰ1（第１スイッチングトランジスタ）、第２PMOSトランジスタＭＰ2（第
２スイッチングトランジスタ）、第３PMOSトランジスタＭＰ3（第３スイッチングトラン
ジスタ）、第４PMOSトランジスタＭＰ4（第４スイッチングトランジスタ）、第１コンデ
ンサＣ1（第１補助コンデンサ）、第２コンデンサＣ2（第２補助コンデンサ）、及び昇圧
コンデンサＣbtを有している。そして、この初段の個別昇圧回路２５ａには、第１クロッ
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ク電圧CLK1（ＶCLK1）及び第２クロック電圧CLK2（ＶCLK2）の他、胃酸電池１０からの出
力電圧（電源電圧：例えば、１．３Ｖ）が供給される。なお、昇圧コンデンサＣｂｔ及び
昇圧コンデンサＣｂｔが出力部に接続される導線も、昇圧コンデンサＣｂｔに充電した電
圧を長時間使用しない場合には設ける必要はなく、直接後段の回路に供給する回路として
もよい。ここでは、昇圧コンデンサＣｂｔを設けた状態で、説明をする。
【００９３】
第１の実施の形態同様、ｐ型基板内の図７の太い破線に囲まれた領域にｎウェルが形成
されている。（図７では、簡略のため、初段のみ示しているが、後段も同様にｎウェルが
形成されている。）ｎウェルは、他のｎウェルとは電気的に独立（絶縁）されている。な
お、図７に示すように、第１PMOSトランジスタＭＰ1と第２PMOSトランジスタＭＰ1とは、
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絶縁されていない同じｎウェルに形成されてもよい。第１PMOSトランジスタＭＰ1のｐ型
基板内のｎウェルとソースとの接続点が、他端が接地された昇圧コンデンサＣbtの一端に
接続され、第２PMOSトランジスタＭＰ2のｐ型基板内のｎウェルとソースとの接続点が、
同様に、昇圧コンデンサＣbtのその一端に接続されている。第３PMOSトランジスタＭＰ3
のｐ型基板内のｎウェルとソースとの接続点が、第２コンデンサＣ2の一端に接続される
とともに、第１PMOSトランジスタＭＰ1のドレインに接続されている。第４PMOSトランジ
スタＭＰ4のｐ型基板内のｎウェルとソースとの接続点が、第１コンデンサＣ1に接続され
るとともに、第２PMOSトランジスタＭＰ2のドレインに接続されている。
【００９４】
また、第１コンデンサＣ1の一端が第１PMOSトランジスタＭＰ1のゲート及び第４PMOSト
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ランジスタＭＰ4のゲートに接続されるとともに、第１コンデンサＣ1の他端には第１クロ
ック電圧CLK1（ＶCLK1）が入力する。よって、第１クロック電圧CLK1（ＶCLK1）は、第１
コンデンサＣ１を通して第１PMOSトランジスタＭＰ1のゲート及び第４PMOSトランジスタ
ＭＰ4のゲートに印加する。第２コンデンサＣ2の一端が第２PMOSトランジスタＭＰ2のゲ
ート及び第３PMOSトランジスタＭＰ3のゲートに接続されるとともに、第２コンデンサＣ2
の他端には第２クロック電圧CLK2（ＶCLK2）が入力する。よって、第２クロック電圧CLK2
（ＶCLK2）は、第２コンデンサＣ2を通して第２PMOSトランジスタＭＰ2のゲート及び第３
PMOSトランジスタＭＰ3のゲートに印加する。
【００９５】
図２の個別昇圧回路２１ａと同様、第１PMOSトランジスタＭＰ1のｐ型基板内のｎウェ
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ル、第２PMOSトランジスタＭＰ2のｐ型基板内のｎウェル、第３PMOSトランジスタＭＰ3の
ｐ型基板内のｎウェル、第４PMOSトランジスタＭＰ4のｐ型基板内のｎウェルは、回路中
のユニット内において、最も高い電位となる位置に接続されている。この接続により、ジ
ャンクションリークをなくし、PMOSトランジスタの動作を確実に行うことができる。
【００９６】
上述した回路において、図８Ａに示すように、胃酸電池１０（外部電源）から第３PMOS
トランジスタＭＰ3のドレインを通ってソースを抜けて第２コンデンサＣ2（第２補助コン
デンサ）に至る回路（破線参照）が、第２補助充電回路２５３として形成される。また、
第１コンデンサＣ1（第１補助コンデンサ）から第２PMOSトランジスタＭＰ2のドレインを
通ってソースを抜けて昇圧コンデンサＣbtに至る回路（一点鎖線参照）が、第１昇圧充電
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回路２５２として形成される。第１クロック電圧CLK1（ＶCLK1）が高電圧値で、第２クロ
ック電圧CLK2（ＶCLK2）が低電圧値であって、第１PMOSトランジスタＭＰ1及び第４PMOS
トランジスタＭＰ4がオフ状態で、第２PMOSトランジスタＭＰ2及び第３PMOSトランジスタ
ＭＰ3がオン状態となるときに、第２補助充電回路２５３が、胃酸電池１０からの出力電
圧によって第３PMOSトランジスタＭＰ3を通して第２コンデンサＣ2（第２補助コンデンサ
）を充電させ、同時に、第１昇圧充電回路２５２が、既に充電されている第１コンデンサ
Ｃ1を介して、第１クロック電圧CLK1（ＶCLK1：高電圧値）によって第２PMOSトランジス
タＭＰ2を通して昇圧コンデンサＣbtを充電させる。
【００９７】
また、図８Ｂに示すように、胃酸電池１０（外部電源）から第４PMOSトランジスタＭＰ
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4のドレインを通ってソースを抜けて第１コンデンサＣ1（第１補助コンデンサ）に至る回
路（破線参照）が、第１補助充電回路２５１として形成される。また、第２コンデンサＣ
2（第２補助コンデンサ）から第１PMOSトランジスタＭＰ1のドレインを通ってソースを抜
けて昇圧コンデンサＣbtに至る回路（一点鎖線）が、第２昇圧充電回路２５４として形成
される。第１クロック電圧CLK1（ＶCLK1）が低電圧値で、第２クロック電圧CLK2（ＶCLK2
）が高電圧値であって、第１PMOSトランジスタＭＰ1及び第４PMOSトランジスタＭＰ4がオ
ン状態で、第２PMOSトランジスタＭＰ2及び第３PMOSトランジスタＭＰ3がオフ状態である
ときに、第１補助充電回路２５１が、胃酸電池１０からの出力電圧によって第４PMOSトラ
ンジスタＭＰ4を通して第１コンデンサＣ1（第１補助コンデンサ）を充電させ、同時に、
第２昇圧充電回路２５４が、既に充電されている第２コンデンサＣ2（第２補助コンデン
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サ）を介して、第２クロックCLK2（ＶCLK2：高電圧値）によって第１PMOSトランジスタＭ
Ｐ1を通して昇圧コンデンサＣbtを充電させる。
【００９８】
図９に示すタイミングチャートを参照しつつ、個別昇圧回路２５ａの動作について説明
する。なお、図９は、胃酸電池１０の出力電圧（電源電圧：例えば、１．３Ｖ）から昇圧
が繰り返される過程における、昇圧開始時から４４０μｓ以降について示している。
【００９９】
前述した第１の実施の形態の場合（図４参照）と同様に、相反関係にある第１クロック
電圧CLK1（ＶCLK1）と第２クロック電圧CLK2（ＶCLK2）とが高電圧値と低電圧値との間で
繰り返し変化している。その過程で、第１クロック電圧CLK1（ＶCLK1）が高電圧値であっ
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て、第２クロック電圧CLK2（ＶCLK2）が低電圧値であると（例えば、ｔ１のタイミング参
照）、第１PMOSトランジスタＭＰ1及び第４PMOSトランジスタＭＰ4がオフ状態で、第２PM
OSトランジスタＭＰ2及び第３PMOSトランジスタＭＰ3がオン状態になる。この状態では、
図８Ａに示す第２補助充電回路２５３により、オン状態の第３PMOSトランジスタＭＰ3を
通した胃酸電池１０の出力電圧（１．３Ｖ）による第２コンデンサＣ2（第２補助コンデ
ンサ）への充電が行われる。これにより、第２コンデンサＣ2の充電電圧ＶINSIDE2が徐々
に上昇する（例えば、約０．８Ｖに達する）。この第２コンデンサＣ2への充電と同時に
、図８Ａに示す第１昇圧充電回路２５２により、オン状態の第２PMOSトランジスタＭＰ2
を通した、既に充電されている第１コンデンサＣ1（第１補助コンデンサ）を介した第１
クロック電圧CLK1（VCLK1：高電圧値＝１．３Ｖ）による昇圧コンデンサＣbtへの充電が
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行われる。これにより、第１コンデンサＣ1の充電電圧ＶINSIDE1が、第１クロック電圧CL
K1（ＶCLK1）の高電圧値（１．３Ｖ）への立ち上がりによって一気に上昇した（かさ上げ
された）後、昇圧コンデンサＣbtへの充電のための放電によって徐々に低下するとともに
、昇圧コンデンサＣbtの充電電圧Ｖ1が徐々に上昇する。
【０１００】
次に、第１クロック電圧CLK1（ＶCLK1）が低電圧値に、第２クロック電圧CLK2（ＶCLK2
）が高電圧値に、それぞれ切り換わると（例えば、ｔ２のタイミング参照）、第１PMOSト
ランジスタＭＰ1及び第４PMOSトランジスタＭＰ4がオン状態に、第２PMOSトランジスタＭ
Ｐ2及び第３PMOSトランジスタＭＰ3がオフ状態に、それぞれ切り換わる。すると、第１ク
ロック電圧CLK1（ＶCLK1）の低電圧値への立下りによって、第１コンデンサＣ1（第１補
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助コンデンサ）の充電電圧ＶINSIDE1が急激に低下した後、図８Ｂに示す第１補助充電回
路２５１により、第１コンデンサＣ1（第１補助コンデンサ）への胃酸電池１０の出力電
圧（１．３Ｖ）による充電が、オン状態の第４PMOSトランジスタＭＰ4を通して行われる
。これにより、前述したように一気に低下した第１コンデンサＣ1（第１補助コンデンサ
）の充電電圧ＶINSIDE1が徐々に上昇する（例えば、０．８Ｖに達する）。
【０１０１】
また、上述した第１コンデンサＣ1への充電と同時に、図８Ｂに示す第２昇圧充電回路
２５４により、オン状態の第１PMOSトランジスタＭＰ1を通した、前述したように既に充
電された第２コンデンサＣ2（第２補助コンデンサ）を介した第２クロック電圧CLK2（ＶC
LK2：高電圧値＝１．３Ｖ）による昇圧コンデンサＣbtへの充電が行われる。これにより
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、第２コンデンサＣ2の充電電圧ＶINSIDE2が、第２クロック電圧CLK2（ＶCLK2）の高電圧
値（１．３Ｖ）への立ち上がりによって一気に上昇した（かさ上げされた）後、昇圧コン
デンサＣbtの充電のための放電によって徐々に低下するとともに、昇圧コンデンサＣbtの
充電電圧Ｖ1が徐々に上昇する。
【０１０２】
以後、第１クロック電圧CLK1（ＶCLK1）及び第２クロック電圧CLK2（ＶCLK2）のそれぞ
れが高電圧値と低電圧値とを繰り返す過程で、第１PMOSトランジスタＭＰ1及び第４PMOS
トランジスタＭＰ4の上述したオン、オフ動作、及びそれらのオン、オフ動作と相反した
、第２PMOSトランジスタＭＰ２及び第３PMOSトランジスタＭＰ3の上述したオフ、オン動
作により、第２コンデンサＣ2（第２補助コンデンサ）への胃酸電池１０の出力電圧によ
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る充電、及び充電されている第１コンデンサＣ1（第１補助コンデンサ）を通した第１ク
ロック電圧CLK1（ＶCLK1：高電圧値）による昇圧コンデンサＣbtへの充電（図８Ａ参照）
と、放電された第１コンデンサＣ1（第１補助コンデンサ）への胃酸電池１０の出力電圧
による充電、及び前記充電された第２コンデンサＣ2（第２補助コンデンサ）を通した第
２クロック電圧CLK2（ＶCLK2：高電圧値）による昇圧コンデンサＣbtへの充電とが、交互
に繰り返し行われる。それにより、昇圧コンデンサＣbtの充電電圧Ｖ1が、第１クロック
電圧CLK1（ＶCLK1）及び第２クロック電圧CLK2（ＶCLK2）それぞれの電気的特性（電圧値
、周波数等）、第１コンデンサＣ1、第２コンデンサＣ2及び昇圧コンデンサＣbtそれぞれ
の電気的特性（容量値等）に従った特性をもって徐々に上昇していく（昇圧）。具体的に
は、例えば、図１０に示す特性Ｑに従って昇圧コンデンサＣbtの充電電圧Ｖ1がある値（
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目標の電圧値）まで上昇する。また、特に、胃酸電池１０により交互に充電される第１コ
ンデンサＣ1及び第２コンデンサＣ2のいずれか一方のコンデンサへの充電が行われている
ときに、充電が完了している他方のコンデンサから昇圧コンデンサＣbtへの充電が行われ
るので、昇圧コンデンサＣbtの充電電圧Ｖ1が効率的に上昇（昇圧）していく。
【０１０３】
上述したような個別昇圧回路２５ａによれば、第２コンデンサＣ2（第２補助コンデン
サ）への胃酸電池１０の出力電圧による充電、及び既に充電されている状態の第１コンデ
ンサＣ1（第１補助コンデンサ）を介した第１クロック電圧CLK1（ＶCLK1：高電圧値）に
よる昇圧コンデンサＣbtへの充電と、放電された第１コンデンサＣ1（第１補助コンデン
サ）への胃酸電池１０の出力電圧による充電、及び既に充電されている状態の第２コンデ
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ンサＣ2（第２補助コンデンサ）を介した第２クロック電圧CLK2（ＶCLK2：高電圧値）に
よる昇圧コンデンサＣbtへの充電とが、交互に繰り返し行われることにより、昇圧コンデ
ンサＣbtの充電電圧Ｖ1が徐々に上昇して目標となる電圧に達するようになるので、微弱
な胃酸電池１０の出力電圧から確実に前記目標となる電圧まで昇圧することができる。ま
た、第１コンデンサＣ1（第１補助コンデンサ）からと第２コンデンサＣ2（第２補助コン
デンサ）からの２系統から昇圧コンデンサＣbtへの充電が交互に行われるので、より効率
的に昇圧コンデンサＣbtの充電電圧を昇圧させることができる。
【０１０４】
また、第１の実施の形態の場合と同様に、個別昇圧回路２５ａを構成する第１スイッチ
ングトランジスタ、第２スイッチングトランジスタ、第３スイッチングトランジスタ及び
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第４スイッチングトランジスタのそれぞれが、ｐ型基板内のｎウェルに形成されるPMOSト
ランジスタＭＰ1、ＭＰ2、ＭＰ3、ＭＰ4で構成されているので、基板効果を抑制すること
ができ、微弱なクロック電圧であっても、確実にオン、オフ動作することができる。その
結果、胃酸電池１０の微弱な出力電圧から更に確実に目標となる電圧まで昇圧させること
ができる。
【０１０５】
図７に戻って、直列的に接続される４段の個別昇圧回路２５ａ、２５ｂ、２５ｃ、２５
ｄを有する昇圧回路２５では、前述した初段の個別昇圧回路２５ａ以外の個別昇圧回路２
５ｂ、２５ｃ、２５ｄのそれぞれもまた、第１PMOSトランジスタＭＰ1（第１スイッチン
グトランジスタ）、第２PMOSトランジスタＭＰ2（第２スイッチングトランジスタ）、第
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３PMOSトランジスタＭＰ3（第３スイッチングトランジスタ）、第４PMOSトランジスタＭ
Ｐ4（第４スイッチングトランジスタ）、第１コンデンサＣ1（第１補助コンデンサ）、第
２コンデンサＣ2（第２補助コンデンサ）、及び昇圧コンデンサＣbtを有し、前述した初
段の個別昇圧回路２５ａと同じ回路構成になっている。そして、第１の実施の形態に係る
昇圧回路２１（図２参照）と同様に、初段の個別昇圧回路２５ａ以外の個別昇圧回路２５
ｂ、２５ｃ、２５ｄのそれぞれは、前段の個別昇圧回路（２５ａ、２５ｂ、２５ｃ）にお
ける昇圧コンデンサＣbtに充電された電圧を、昇圧の対象となる、供給電圧として入力し
ている。具体的には、初段の個別昇圧回路２５ａ以外の個別昇圧回路２５ｂ、２５ｃ、２
５ｄのそれぞれは、前段の個別昇圧回路（２５ａ、２５ｂ、２５ｃ）における昇圧コンデ
ンサＣbtの一端が第３PMOSトランジスタＭＰ3のドレイン及び第４PMOSトランジスタＭＰ4

20

のドレインに接続されている。なお、最終段の個別昇圧回路２５ｄにおける昇圧コンデン
サＣbtは、図１における蓄電用コンデンサ２３に対応する。
【０１０６】
このような昇圧回路２５では、第１の実施の形態に係る昇圧回路２１（図２、図６参照
）と同様に、各段の個別昇圧回路２５ａ、２５ｂ、２５ｃ、２５ｄにおける昇圧コンデン
サＣbtに充電保持される電圧（充電電圧）は、胃酸電池１０の出力電圧から、徐々に増大
（昇圧）していく。その様子をシミュレーションしたものを図１１に示す。図７に示す各
段の電位Ｖ1、Ｖ2、Ｖ3、Ｖ4の具体的な結果について述べると、初段の個別昇圧回路２５
ａの昇圧コンデンサＣbtの充電電圧Ｖ1が特性Ｑ1に従って上昇し、２段目の個別昇圧回路
２５ｂの昇圧コンデンサＣbtの充電電圧Ｖ2が特性Ｑ2に従って上昇し、３段目の個別昇圧
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回路２５ｃの昇圧コンデンサＣbtの充電電圧Ｖ3が特性Ｑ3に従って上昇し、最終段の個別
昇圧回路２５ｄの昇圧コンデンサＣbt（蓄電用コンデンサ２３）の充電電圧Ｖ4が特性Ｑ4
に従って上昇する。このように、各段の個別昇圧回路２５ａ、２５ｂ、２５ｃ、２５ｄの
昇圧コンデンサＣbtの到達充電電圧は、後段の個別昇圧回路ほど高くなり、最終段の個別
昇圧回路２５ｄの昇圧コンデンサＣbt（蓄電用コンデンサ２３）に充電保持された電圧が
、胃酸電池１０の出力電圧から数倍まで上昇される。そして、その昇圧によって得られた
（蓄電用コンデンサ２３に保持された）電圧が、当該昇圧回路２５の出力電圧（電源部２
０の出力電圧）として、動作回路３０に印加される（図１参照）。
【０１０７】
なお、図１１では、図６Ａ、Ｂと比較して明らかなように、各特性Ｑ1、Ｑ2、Ｑ3、Ｑ4
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は、クロックに合わせおこる変動が小さく、また、昇圧速度も速い。これは、図２に示す
昇圧回路２１のように、２個のPMOSトランジスタで構成した場合では、先述したように、
２つのクロック電圧に同期させて一つの補助コンデンサでしか昇圧コンデンサに電荷を流
入させることができず、また、一部の電圧がリーク電圧となるが、図７に示す昇圧回路２
５のように、4個のPMOSトランジスタで構成した場合では、２つのクロック電圧に同期さ
せて２つの補助コンデンサで昇圧コンデンサに電荷を流入させることができるため、２倍
の速度で電荷の流入を行うことができ、また、リーク電圧も抑えることができているため
であると考えられる。
【０１０８】
このように、図７に示す昇圧回路２５は、各段において、リーク電圧が少なく、高速で
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、数倍の昇圧を行うことができるものであり、短時間に昇圧を実現できる、安定的な昇圧
回路を構成するのに適している。
【０１０９】
上述したような昇圧回路２５によれば、本発明の第１の実施の形態に係る昇圧回路２１
と同様に、４段の個別昇圧回路２５ａ、２５ｂ、２５ｃ、２５ｄのそれぞれが、確実に目
標となる電圧まで昇圧することができるので、胃酸電池１０の微弱な出力電圧（たとえば
、１．３Ｖ）からその数倍にもなる最終目標となる出力電圧（例えば、４．８Ｖ程度（図
１１参照））を確実に得ることができる。また、各段の個別昇圧回路２５ａ、２５ｂ、２
５ｃ、２５ｄが確実に目標となる電圧まで昇圧することができるので、ロスを考慮して設
けるべき個別昇圧回路を減らす（省く）ことができ、その昇圧回路２５の小型化を図るこ
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とができる。更に、各段の個別昇圧回路２５ａ、２５ｂ、２５ｃ、２５ｄのそれぞれが、
第１コンデンサＣ1（第１補助コンデンサ）からと第２コンデンサＣ2（第２補助コンデン
サ）からの２系統から昇圧コンデンサＣbtへの充電が交互に行われることで、より効率的
に昇圧できるので、胃酸電池１０の微弱な出力電圧（例えば、１．３Ｖ）から最終目標の
電圧（例えば、４．８Ｖ程度）まで、効率的に昇圧させることができる。
【０１１０】
更に、上述した昇圧回路２１、２５に代えて、電子機器（図１参照）に搭載される本発
明の第３の実施の形態に係る昇圧回路は、図１２、図１３Ａ及び図１３Ｂに示すように構
成される。
【０１１１】

20

この昇圧回路２６は、前述した各昇圧回路２１（図２参照）、２５（図７参照）と同様
に、図１２に示すように、複数段の個別昇圧回路２６ａ、２６ｂ、・・・が直列的に接続
された構成となっている。そして、各段の個別昇圧回路２６ａ、２６ｂ、・・・は、第１
基準クロック電圧CLKS1と、それと相反関係にある第２基準クロック電圧CLKS2とに同期し
て動作する。この昇圧回路２６は、各段の個別昇圧回路２６ａ、２６ｂ、・・・が第１ク
ロックバッファ回路２６５、第２クロックバッファ回路２６６、第３クロックバッファ回
路２６７及び第４クロックバッファ回路２６８を有する点で、各段の個別昇圧回路が４つ
のPMOSトランジスタを備えた第２の実施の形態に係る昇圧回路２５（図７参照）と異なる
。
【０１１２】
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初段の個別昇圧回路２６ａは、図１２とともに図１３Ａ及び図１３Ｂに示すように、４
つのPMOSトランジスタＭＰ1、ＭＰ2、ＭＰ3、ＭＰ4、第１コンデンサＣ1（第１補助コン
デンサ）、第２コンデンサＣ2（第２補助コンデンサ）及び昇圧コンデンサＣbtを有する
とともに、第１クロックバッファ回路２６５、第２クロックバッファ回路２６６、第３ク
ロックバッファ回路２６７及び第４クロックバッファ回路２６８を有している。そして、
この初段の個別昇圧回路２６ａには、第１基準クロック電圧CLKS1及び第２基準クロック
電圧CLKS2の他、胃酸電池１０からの出力電圧（電源電圧：例えば、１．３Ｖ）が供給さ
れる。
【０１１３】
４つのPMOSトランジスタ、第１PMOSトランジスタＭＰ1、第２PMOSトランジスタＭＰ2、
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第３PMOSトランジスタＭＰ3、第４PMOSトランジスタＭＰ4、第１コンデンサＣ1、第２コ
ンデンサＣ2及び昇圧コンデンサＣbtの接続関係は、前述した第２の実施の形態に係る昇
圧回路２５の場合（図７、図８Ａ、図８Ｂ参照）と同じである。ただし、第３PMOSトラン
ジスタＭＰ3のｐ型基板内のｎウェルは当該第３PMOSトランジスタＭＰ3のソースではなく
、第１PMOSトランジスタＭＰ1のｐ型基板内のｎウェルとソースとの接続点に接続されて
おり、第４PMOSトランジスタＭＰ4のｐ型基板内のｎウェルも、当該第４PMOSトランジス
タＭＰ4のソースではなく、第２PMOSトランジスタＭＰ2のｐ型基板内のｎウェルとソース
との接続点に接続されている。そして、これら４つのPMOSトランジスタＭＰ1、ＭＭＰ2、
ＭＰ3、ＭＰ4及び３つコンデンサＣ1、Ｃ2、Ｃbtを含む回路において、図１３Ａに示すよ
うに、胃酸電池１０（外部電源）から第３PMOSトランジスタＭＰ3のドレインを通ってソ
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ースを抜けて第２コンデンサＣ2（第２補助コンデンサ）に至る回路（破線参照）が、第
２補助充電回路２６３として形成される。また、第１コンデンサＣ1（第１補助コンデン
サ）から第２PMOSトランジスタＭＰ2のドレインを通ってソースを抜けて昇圧コンデンサ
Ｃbtに至る回路（一点鎖線参照）が、第１昇圧充電回路２６２として形成される。更に、
図１３Ｂに示すように、胃酸電池１０から第４PMOSトランジスタＭＰ4のドレインを通っ
てソースを抜けて第１コンデンサＣ1に至る回路（破線参照）が、第１補助充電回路２６
１として形成される。第２コンデンサＣ2から第１PMOSトランジスタＭＰ1のドレインを通
ってソースを抜けて昇圧コンデンサＣbtに至る回路（一点鎖線参照）が、第２昇圧充電回
路２６４として形成される。
【０１１４】
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第１クロックバッファ回路２６５は、PMOSトランジスタＭＰ5とNMOSトランジスタＭＮ1
とで構成される前段反転バッファ回路と、PMOSトランジスタＭＰ6とNMOSトランジスタＭ
Ｎ2とで構成される後段反転バッファ回路とが、直列接続されて構成される。第１クロッ
クバッファ回路２６５に含まれる前段反転バッファ回路（PMOSトランジスタＭＰ5、NMOS
トランジスタＭＮ1）は、それ単体で、第２クロックバッファ回路２６６を構成する。第
１クロックバッファ回路２６５及び第２クロックバッファ回路２６６（共通の前段反転バ
ッファ回路）には第１基準クロック電圧CLKS1が入力している。そして、第１クロックバ
ッファ回路２６５は、第１基準クロック電圧CLKS1を２回反転させて、当該第１基準クロ
ック電圧CLKS1と同相のクロック電圧を、第１クロック電圧（１）として、第１PMOSトラ
ンジスタＭＰ1のゲートに印加させる。また、第２クロックバッファ回路２６６は、第１
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基準クロック電圧CLKS1を反転させて、当該第１基準クロック電圧CLKS1と相反関係にある
クロック電圧を、第２クロック電圧（２）として第３PMOSトランジスタＭＰ3のゲートに
印加させる。
【０１１５】
第３クロックバッファ回路２６７は、PMOSトランジスタＭＰ7とNMOSトランジスタＭＮ3
とで構成される前段反転バッファ回路と、PMOSトランジスタＭＰ8とNMOSトランジスタＭ
Ｎ4とで構成される後段反転バッファ回路とが、直列接続されて構成される。第３クロッ
クバッファ回路２６７に含まれる前段反転バッファ回路（PMOSトランジスタＭＰ7、NMOS
トランジスタＭＮ3）が、それ単体で、第４クロックバッファ回路２６８として構成され
る。第３クロックバッファ回路２６７及び第４クロックバッファ回路２６８（共通の前段

30

反転バッファ回路）には、前記第１基準クロック電圧CLKS1と相反関係にある第２基準ク
ロック電圧CLKS2が入力している。そして、第３クロックバッファ回路２６７は、第２基
準クロック電圧CLKS2を２回反転させて、当該第２基準クロック電圧CLKS2と同相、即ち、
前記第１基準クロック電圧CLKS1と相反関係にある、クロック電圧を、第２クロック電圧
（２）として第２PMOSトランジスタＭＰ2のゲートに印加させる。また、第４クロックバ
ッファ回路２６８は、第２基準クロック電圧CLKS2を反転させて、当該第２基準クロック
電圧CLKS2と相反関係にある、即ち、第１基準クロック電圧CLKS1と同相のクロック電圧を
、第１クロック電圧（１）として第４PMOSトランジスタＭＰ4のゲートに印加させる。
【０１１６】
上述した構成の個別昇圧回路２６ａでは、相反関係にある第１基準クロック電圧CLKS1

40

と第２基準クロック電圧CLKS2とが高電圧値と低電圧値との間で繰り返し変化している。
その過程で、第１基準クロック電圧CLKS1が高電圧値であって、第２基準クロック電圧CLK
S2が低電圧であると、第１クロックバッファ回路２６５から高電圧値の第１クロック電圧
（１）としてのクロック電圧が第１PMOSトランジスタＭＰ１のゲートに印加されるととも
に、第４クロックバッファ回路２６８から高電圧値の第１クロック電圧（１）としてのク
ロック電圧が第４PMOSトランジスタＭＰ4のゲートに印加され、第２クロックバッファ回
路２６６から低電圧値の第２クロック電圧（２）としてのクロック電圧が第３PMOSトラン
ジスタＭＰ3のゲートに印加されるとともに、第３クロックバッファ回路２６７から低電
圧値の第２クロック電圧（２）としてのクロック電圧が第２PMOSトランジスタＭＰ2のゲ
ートに印加される。これにより、第１PMOSトランジスタＭＰ1及び第４PMOSトランジスタ
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ＭＰ4がオフ状態で、第２PMOSトランジスタＭＰ２及び第３PMOSトランジスタＭＰ3がオン
状態になる。
【０１１７】
この状態では、図１３Ａに示す第２補助充電回路２６３により、オン状態の第３PMOSト
ランジスタＭＰ3を通した胃酸電池１０の出力電圧による第２コンデンサＣ2（第２補助コ
ンデンサ）への充電が行われる。これにより、第２コンデンサＣ2の充電電圧（図９にお
けるＶINSIDE2に対応）が徐々に上昇する。また、同時に、図１３Ａに示す第１昇圧充電
回路２６２により、オン状態の第２PMOSトランジスタＭＰ2を通した、既に充電されてい
る第１コンデンサＣ1（第１補助コンデンサ）を介した、第１基準クロック電圧CLKS1（高
電圧値：第１クロック電圧（１）に対応）による昇圧コンデンサＣbtへの充電が行われる

10

。これにより、第１コンデンサＣ1の充電電圧（図９におけるＶINSIDE1に対応）が、第１
基準クロック電圧CLKS1の高電圧値への立ち上がりによって一気に上昇した（かさ上げさ
れた）後、昇圧コンデンサＣbtへの充電のための放電によって徐々に低下するとともに、
昇圧コンデンサＣbtの充電電圧（図９におけるＶ1に対応）が徐々に上昇する。
【０１１８】
一方、第１基準クロック電圧CLKS1及び第２基準クロック電圧CLKS2が反転すると、第１
クロックバッファ回路２６５から低電圧値の第１クロック電圧（１）としてのクロック電
圧が第１PMOSトランジスタＭＰ1のゲートに印加されるとともに、第４クロックバッファ
回路２６８から低電圧値の第１クロック電圧（１）としてのクロック電圧が第４PMOSトラ
ンジスタＭＰ4のゲートに印加され、第２クロックバッファ回路２６６から高電圧値の第

20

２クロック電圧（２）としてのクロック電圧が第３PMOSトランジスタＭＰ3のゲートに印
加されるとともに、第３クロックバッファ回路２６７から高電圧値の第２クロック電圧（
２）としてのクロック電圧が第２PMOSトランジスタＭＰ2のゲートに印加される。これに
より、第１PMOSトランジスタＭＰ1及び第４PMOSトランジスタＭＰ4がオン状態で、第２PM
OSトランジスタＭＰ2及び第３PMOSトランジスタＭＰ3がオフ状態に切り換わる。
【０１１９】
この状態では、第１基準クロック電圧CLKS1の低電圧値への立下りによって、第１コン
デンサＣ1の充電電圧（図９におけるＶINSIDE1に対応）が急激に低下した後、図１３Ｂに
示す第１補助充電回路２６１により、第１コンデンサＣ1（第１補助コンデンサ）への胃
酸電池１０の出力電圧による充電が、オン状態の第４PMOSトランジスタＭＰ4を通して行

30

われる。これにより、前述したように一気に低下した第１コンデンサＣ1（第１補助コン
デンサ）の充電電圧（図９におけるＶINSIDE1に対応）が徐々に上昇する。また、同時に
、図１３Ｂに示す第２昇圧充電回路２６４により、オン状態の第１PMOSトランジスタＭＰ
1を通した、既に充電されている第２コンデンサＣ2（第２補助コンデンサ）を介した、第
２基準クロック電圧CLKS2（高電圧値：第２クロック電圧（２）に対応）による昇圧コン
デンサＣbtへの充電が行われる。これにより、第２コンデンサＣ2の充電電圧（図９にお
けるＶINSIDE2に対応）が、第２基準クロックCLK2の高電圧値への立ち上がりによって一
気に上昇した（かさ上げされた）後、昇圧コンデンサＣbtの充電のための放電によって徐
々に低下するとともに、昇圧コンデンサＣbtの充電電圧（図９におけるＶ1）が徐々に上
昇する。

40

【０１２０】
以後、第１基準クロック電圧CLKS1及び第２基準クロック電圧CLKS2のそれぞれが高電圧
値と低電圧値とを繰り返す過程で、第１クロックバッファ回路２６５が第１基準クロック
電圧CLKS1から生成する第１クロック電圧（１）としてのクロック電圧により第１PMOSト
ランジスタＭＰ1が、第４クロックバッファ回路２６８が第２基準クロック電圧CLKS2から
生成する第１クロック電圧（１）としてのクロック電圧により第４PMOSトランジスタＭＰ
4が、それぞれ、同相で、オン、オフ動作を繰り返す。一方、第２クロックバッファ回路
２６６が第１基準クロック電圧CLKS1から生成する第２クロック電圧（２）としてのクロ
ック電圧により第３PMOSトランジスタＭＰ3が、第３クロックバッファ回路２６７が第２
基準クロック電圧CLKS2から生成する第２クロック電圧（２）としてのクロック電圧によ
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り第２PMOSトランジスタＭ2が、それぞれ、同相で、即ち、第１PMOSトランジスタＭＰ１
及び第４PMOSトランジスタＭＰ4のオン、オフ動作と相反的に、オン、オフ動作を繰り返
す。
【０１２１】
このような第１PMOSトランジスタＭＰ1及び第４PMOSトランジスタＭＰ4のオン、オフ動
作、及びそれらのオン、オフ動作と相反した、第２PMOSトランジスタＭＰ2及び第３PMOS
トランジスタＭＰ3の上述したオフ、オン動作により、第２コンデンサＣ2（第２補助コン
デンサ）への胃酸電池１０の出力電圧による充電、及び充電されている第１コンデンサＣ
1（第１補助コンデンサ）を通した第１基準クロック電圧CLKS1（高電圧値）による昇圧コ
ンデンサＣbtへの充電（図１３Ａ参照）と、放電された第１コンデンサＣ1（第１補助コ
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ンデンサ）への胃酸電池１０の出力電圧による充電、及び前記充電された第２コンデンサ
Ｃ2（第２補助コンデンサ）を通した第２基準クロック電圧CLK2（高電圧値）による昇圧
コンデンサＣbtへの充電とが、交互に繰り返し行われる。それにより、昇圧コンデンサＣ
btの充電電圧（図９におけるＶ1に対応）が、第１基準クロック電圧CLKS1及び第２基準ク
ロック電圧CLKS2それぞれの電気的特性（電圧値、周波数等）、第１コンデンサＣ1、第２
コンデンサＣ2及び昇圧コンデンサＣbtそれぞれの電気的特性（容量値等）に従った特性
をもって徐々に上昇していく（昇圧）。具体的には、例えば、図１０に示す特性Ｑに対応
した特性に従って昇圧コンデンサＣbtの充電電圧Ｖがある値（目標の電圧値）まで上昇す
る。
【０１２２】

20

上述したような個別昇圧回路２６ａによれば、第２の実施の形態に係る昇圧回路２５の
場合（図７、図８Ａ、図８Ｂ参照）と同様に、微弱な胃酸電池１０の出力電圧から確実に
前記目標となる電圧まで昇圧することができ、また、第１コンデンサＣ1（第１補助コン
デンサ）からと第２コンデンサＣ2（第２補助コンデンサ）からの２系統から昇圧コンデ
ンサＣbtへの充電が交互に行われるので、より効率的に昇圧コンデンサＣbtの充電電圧を
昇圧させることができる。また、個別昇圧回路２６ａを構成する第１スイッチングトラン
ジスタ、第２スイッチングトランジスタ、第３スイッチングトランジスタ及び第４スイッ
チングトランジスタのそれぞれが、ｐ型基板内のｎウェルに形成されるPMOSトランジスタ
ＭＰ1、ＭＰ2、ＭＰ3、ＭＰ4で構成されているので、基板効果を抑制することができ、微
弱なクロック電圧であっても、確実にオン、オフ動作することができる。その結果、胃酸
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電池１０の微弱な出力電圧から更に確実に目標となる電圧まで昇圧させることができる。
【０１２３】
更に、上述したような個別昇圧回路２６ａによれば、第１基準クロック電圧CLKS1から
第１クロックバッファ回路２６５及び第２クロックバッファ回路２６６によって増強的に
生成される相反関係にある第１クロック電圧（１）及び第２クロック電圧（２）としての
２つのクロック電圧によって、第１PMOSトランジスタＭＰ1及び第３PMOSトランジスタＭ
Ｐ3を更に確実にオン、オフ駆動させることができる。また、第１基準クロック電圧CLKS1
と相反関係にある第２基準クロック電圧CLKS2から第３クロックバッファ回路２６７及び
第４クロックバッファ回路２６８によって増強的に生成される相反関係にある第１クロッ
ク電圧（１）及び第２クロック電圧（２）としての２つのクロック電圧によって、第２PM

40

OSトランジスタＭＰ2及び第４PMOSトランジスタＭＰ4を更に確実にオン、オフ駆動させる
ことができる。その結果、胃酸電池１０からの微弱な出力電圧を更に確実に昇圧させるこ
とができる。
【０１２４】
図１２に戻って、直列的に接続される複数段の個別昇圧回路２６ａ、２６ｂ、・・・の
それぞれもまた、第１PMOSトランジスタＭＰ1（第１スイッチングトランジスタ）、第２P
MOSトランジスタＭＰ2（第２スイッチングトランジスタ）、第３PMOSトランジスタＭＰ3
（第３スイッチングトランジスタ）、第４PMOSトランジスタＭＰ４（第４スイッチングト
ランジスタ）、第１コンデンサＣ1（第１補助コンデンサ）、第２コンデンサＣ2（第２補
助コンデンサ）、昇圧コンデンサＣbt、第１クロックバッファ回路２６５、第２クロック
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バッファ回路２６６、第３クロックバッファ回路２６７及び第４クロックバッファ回路２
６８を有し、前述した初段の個別昇圧回路２５ａと同じ回路構成になっている。そして、
第２の実施の形態に係る昇圧回路２５（図７参照）と同様に、初段の個別昇圧回路２６ａ
以外の個別昇圧回路２６ｂ、・・・のそれぞれは、前段の個別昇圧回路（２５ａ）におけ
る昇圧コンデンサＣbtに充電された電圧を、昇圧の対象となる、供給電圧として入力して
いる。
【０１２５】
また、初段の個別昇圧回路２６ａ以外の各段の個別昇圧回路２６ｂ、・・・のそれぞれ
においては、第１クロックバッファ回路２６５及び第２クロックバッファ回路２６６に、
前段の個別昇圧回路（２５ａ）における第１クロックバッファ回路２６５からのクロック
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電圧（第１クロック電圧（１）：第１基準クロック電圧CLKS1と同相）が第１基準クロッ
ク電圧として入力している。また、第３クロックバッファ回路２６７及び第４クロックバ
ッファ回路２６８に、前段の個別昇圧回路（２５ａ）における第３クロックバッファ回路
２６７からのクロック電圧（第２クロック電圧（２）：第２基準クロック電圧CLKS2と同
相）が第２基準クロック電圧として入力している。
【０１２６】
上述したような昇圧回路２５によれば、本発明の第２の実施の形態に係る昇圧回路２５
と同様に、複数段の個別昇圧回路２６ａ、２６ｂ、・・・のそれぞれが、確実に目標とな
る電圧まで昇圧することができるので、胃酸電池１０の微弱な出力電圧からその数倍にも
なる最終目標となる出力電圧を確実に得ることができる。また、各段の個別昇圧回路２６
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ａ、２６ｂ、・・・が確実に目標となる電圧まで昇圧することができるので、ロスを考慮
して設けるべき個別昇圧回路を減らす（省く）ことができ、その昇圧回路２５の小型化を
図ることができる。更に、各段の個別昇圧回路２６ａ、２６ｂ、・・・のそれぞれが、第
１コンデンサＣ1（第１補助コンデンサ）からと第２コンデンサＣ2（第２補助コンデンサ
）からの２系統から昇圧コンデンサＣbtへの充電が交互に行われることで、より効率的に
昇圧できるので、胃酸電池１０の微弱な出力電圧から最終目標の電圧まで、効率的に昇圧
させることができる。
【０１２７】
また、更に、第１PMOSトランジスタＭＰ1をオン、オフ動作させる第１クロック電圧（
１）としてのクロック電圧及び第３PMOSトランジスタをオン、オフ動作させる第２クロッ
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ク電圧のもとになる第１基準クロック電圧が、前段の第１クロックバッファ回路２６５で
増強されたものとなるとともに、第２PMOSトランジスタをオン、オフ駆動させる第２クロ
ック電圧としてのクロック電圧及び第４PMOSトランジスタをオン、オフ動作させる第１ク
ロック電圧としてクロック電圧のもとになる第２基準クロック電圧が、前段の第３クロッ
クバッファ回路で増強されたものとなるので、各段の個別昇圧回路における第１PMOSトラ
ンジスタ、第２PMOSトランジスタ、第３PMOSトランジスタ及び第４PMOSトランジスタのそ
れぞれを確実にオン、オフ動作させることができるようになる。そして、そのクロック電
圧の増強の程度は、後段の個別昇圧回路ほど大きくなる。その結果、胃酸電池１０の微弱
な出力電圧から最終目標の電圧まで、更に確実に昇圧させることができる。
【０１２８】
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なお、第３の実施の形態に係る昇圧回路２６の各段の個別昇圧回路２６ａ、２６ｂ、・
・・において、第１クロックバッファ回路２６５及び第２クロックバッファ回路２６６に
第１基準クロック電圧CLKS1そのものを、また、第３クロックバッファ回路２６７及び第
４クロックバッファ回路２６８に第２基準クロック電圧CLKS2そのものを入力させるよう
にしてもよい。
【０１２９】
また、第３の実施の形態に係る昇圧回路２６の各段の個別昇圧回路２６ａ、２６ｂ、・
・・において、第１コンデンサＣ1に、第１基準クロック電圧CLKS1に代えて、前段の第１
クロックバッファ回路２６５からの第１クロック電圧（１）としてのクロック電圧（第１
基準クロック電圧と同相）を入力させるとともに、第２コンデンサＣ2に、第２基準クロ
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ック電圧CLKS1に代えて、前段の第３クロックバッファ回路２６７からの第２クロック電
圧（２）としてのクロック電圧（第２基準クロック電圧CLKS1と同相）を入力させるよう
にするようにしてもよい。
【０１３０】
更に、第３の実施の形態に係る昇圧回路２６の各段の個別昇圧回路２６ａ、２６ｂ、・
・・を４つのPMOSトランジスタではなく、２つのPMOSトランジスタを用いて構成すること
もできる。この場合、各段の個別昇圧回路は、例えば、図１３Ａ及び図１３Ｂに示す第１
PMOSトランジスタＭＰ1及び第３PMOSトランジスタＭＰ3、第１コンデンサＣ1、第２コン
デンサＣ２及び昇圧コンデンサＣbtによって、図３Ａ及び図３Ｂに示すような回路に構成
される。そして、第１基準クロック電圧CLKS1が第１コンデンサＣ1に入力し、第２クロッ
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ク電圧CLKS2が第２コンデンサに入力する。更に、第１基準クロック電圧CLKS1から第１PM
OSトランジスタＭＰ1のゲートに入力する第１クロック電圧（１）としてのクロック電圧
を生成する第１クロックバッファ回路（第１クロックバッファ回路２６５に相当）と、第
２基準クロック電圧CLKS2から第３PMOSトランジスタＭＰ3のゲートに入力する第２クロッ
ク電圧（２）としてのクロック電圧を生成する第２クロックバッファ回路（第３クロック
バッファ回路２６７に相当）とが設けられる。
【０１３１】
なお、前述した各昇圧回路２１、２５、２６の各段の個別昇圧回路におけるスイッチン
グトランジスタは、PMOSトランジスタで構成されたが、これに限定されず、他の構造のス
イッチングトランジスタでもよい。例えば、ｎ型基板上にｐウェルを設け、その上にNMOS
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トランジスタを作成することで構成する等でも同様の効果を奏する回路が得られる。
【０１３２】
また、前述した各昇圧回路２１、２５、２６の初段の個別昇圧回路に接続される外部電
源は、胃酸電池１０であったが、これに限定されず、どのような方式の電源であってもよ
い。更に、各昇圧回路２１、２５、２６は、前述したいわゆる飲み込み型デバイス（図１
参照）に搭載されるものに限られず、電源電圧によって動作する種々の電子機器に搭載で
きるものである。
【０１３３】
なお、本発明は、前述した実施の形態及びその変形例に限定されるものではない。本発
明の趣旨に基づいて種々変形することが可能であり、これらを本発明の範囲から除外する
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ものではない。
【産業上の利用可能性】
【０１３４】
本発明に係る昇圧回路によれば、

小型化され得るとともに、微弱な電源電

圧からより確実に最終目標となる出力電圧を得ることができるという効果を有し、コイル
等を用いることなく昇圧する昇圧回路として有用である。
【符号の説明】
【０１３５】
１０

胃酸電池

２０

電源部

２１、２５、２６
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昇圧回路

２１ａ〜２１ｄ、２５ａ〜２５ｄ、２６ａ、２６ｂ
３０

個別昇圧回路

動作回路

２１１

補助充電回路

２１２、

昇圧充電回路

２５１、２６１

第１補助充電回路

２５２、２６２

第１昇圧充電回路

２５３、２６３

第２補助充電回路

２５４、２６４

第２昇圧充電回路

２６５

第１クロックバッファ回路
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(30)
２６６

第２クロックバッファ回路

２６７

第３クロックバッファ回路

２６８
【要約】

第４クロックバッファ回路
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微弱な電源電圧からより確実に目標となる電圧まで昇圧できる個別昇圧回路を提供するこ
とである。
第１クロック電圧がゲートに印加されて、オン、オフ動作を行う第１PMOSトランジスタと
、前記第１クロック電圧と相反関係にある第２クロック電圧がゲートに印加されて、オン
、オフ動作を行う第２PMOSトランジスタと、補助コンデンサと、昇圧コンデンサと、第１
PMOSトランジスタがオフ状態で、第２PMOSトランジスタがオン状態となるときに、外部電
源からの電源電圧によって第２PMOSトランジスタを通して補助コンデンサを充電させる補
助充電回路２１１と、第１PMOSトランジスタがオン状態で、第２スイッチングトランジス
タがオフ状態となるときに、補助コンデンサを介して前記第２クロック電圧によって第１
PMOSトランジスタを通して昇圧コンデンサを充電させる昇圧充電回路２１２と、を有する
構成となる。

【図１】

【図２】
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【図３Ａ】

【図３Ｂ】

【図４】

【図５】
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【図６Ａ】

【図６Ｂ】

【図７】

【図８Ａ】
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【図８Ｂ】

【図９】

【図１０】

【図１１】
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【図１２】

【図１３Ｂ】

【図１３Ａ】
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