
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
高圧直流電源にその第１電極が接続された高圧側スイッチングデバイスと、
その第１及び第２端がそれぞれ前記高圧側スイッチングデバイスの制御電極及び第２電極
に接続された高圧側駆動回路と、
前記高圧側スイッチングデバイスの前記第２電極にその第１電極が接続され、その第２電
極がグランドに接続された低圧側スイッチングデバイスと、
その第１及び第２端がそれぞれ前記低圧側スイッチングデバイスの制御電極及び前記第２
電極に接続された低圧側駆動回路とを備え、
前記高圧側スイッチングデバイスと前記低圧側スイッチングデバイスとは、前記高圧側駆
動回路と前記低圧側駆動回路とによって交互にその動作をオン、オフするように制御され
ており、
ダイオードと、
その一端及び他端がそれぞれ前記ダイオードのアノード及び前記グランドに接続された低
圧直流電源と、
その第１電極が前記ダイオードを介して前記低圧直流電源の前記一端に接続され且つ前記
高圧側駆動回路の第３端にも接続されており、その第２電極が前記高圧側スイッチングデ
バイスの前記第２電極に接続されたコンデンサと、
前記 スイッチングデバイスの動作がオン状態にある間に成される前記コンデンサの
充電期間中、前記コンデンサの両端間の電圧値を固定する電圧固定手段とを、
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更に備え

半導体装置。
【請求項２】
請求項 記載の半導体装置において、
前記低圧側スイッチングデバイスの前記第１及び第２電極にそのカソード及びアノードが
それぞれ接続された低圧側ダイオードと、
前記ダイオードのカソード及び前記コンデンサの前記第１電極にその一端及び他端が接続
された抵抗とを、
更に備えることを特徴とする半導体装置。
【請求項３】
高圧直流電源にその第１電極が接続された高圧側スイッチングデバイスと、
その第１及び第２端がそれぞれ前記高圧側スイッチングデバイスの制御電極及び第２電極
に接続された高圧側駆動回路と、
前記高圧側スイッチングデバイスの前記第２電極にその第１電極が接続され、その第２電
極がグランドに接続された低圧側スイッチングデバイスと、
その第１及び第２端がそれぞれ前記低圧側スイッチングデバイスの制御電極及び前記第２
電極に接続された低圧側駆動回路とを備え、
前記高圧側スイッチングデバイスと前記低圧側スイッチングデバイスとは、前記高圧側駆
動回路と前記低圧側駆動回路とによって交互にその動作をオン、オフするように制御され
ており、
前記低圧側スイッチングデバイスの前記第１及び第２電極にそのカソード及びアノードが
それぞれ接続された低圧側ダイオードと、
ダイオードと、
その一端及び他端がそれぞれ前記ダイオードのアノード及び前記グランドに接続された低
圧直流電源と、
前記ダイオードのカソードと前記グランドと前記高圧側駆動回路の第３端とに接続され、
前記低圧側スイッチングデバイスの動作がオン状態にある間に、前記低圧側スイッチング
デバイスと前記低圧側ダイオードとを介在させることなく、前記低圧直流電源から供給さ
れる、前記高圧側スイッチングデバイスを駆動するのに必要な電荷を自ら充電する一方、
前記高圧側スイッチングデバイスの動作がオン状態にあるときに前記電荷に対応した充電
電圧を前記高圧側駆動回路に供給する充電電圧供給手段とを、
更に備えることを特徴とする半導体装置。
【請求項４】
請求項 記載の半導体装置において、
前記ダイオードを第１ダイオードとすると、
前記充電電圧供給手段は、
前記第１ダイオードの前記カソードにその第１電極が接続された第１コンデンサと、
前記第１コンデンサの第２電極と前記グランドとの間に配設され、前記低圧側スイッチン
グデバイスの動作がオン状態にあるときには、そのスイッチング動作はオンに制御され、
前記高圧側スイッチングデバイスの動作がオン状態にあるときには、前記スイッチング動
作はオフに制御される、第１スイッチと、
そのアノード及びカソードが前記第１ダイオードの前記カソード及び前記高圧側駆動回路
の前記第３端にそれぞれ接続された第２ダイオードと、
その第１及び第２電極が前記高圧側駆動回路の前記第３端及び前記第２端にそれぞれ接続
された第２コンデンサと、
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る半導体装置において、
前記電圧固定手段は、
そのカソードが前記コンデンサの前記第１電極に接続され、そのアノードが前記コンデン
サの前記第２電極に接続された、ツェナーダイオードを備え、
前記低圧直流電源の電圧は、前記ツェナーダイオードのツェナー電圧と前記ダイオードの
順方向電圧と前記低圧側スイッチングデバイスのオン電圧との和よりも大きく設定されて
いることを特徴とする、
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前記第１コンデンサの前記第２電極と前記第２コンデンサの前記第２電極との間に配設さ
れ、前記低圧側スイッチングデバイスの動作がオン状態にあるときには、そのスイッチン
グ動作はオフに制御され、前記高圧側スイッチングデバイスの動作がオン状態にあるとき
には、前記スイッチング動作はオンに制御される、第２スイッチとを、
備えることを特徴とする半導体装置。
【請求項５】
請求項 記載の半導体装置において、
前記第２ダイオードに代えて、
前記低圧側スイッチングデバイスの動作がオン状態にあるときには、そのスイッチング動
作はオフに制御され、前記高圧側スイッチングデバイスの動作がオン状態にあるときには
、前記スイッチング動作はオンに制御される、第３スイッチを、
備えることを特徴とする半導体装置。
【請求項６】
高圧直流電源にその第１電極が接続された高圧側スイッチングデバイスと、
その第１及び第２端がそれぞれ前記高圧側スイッチングデバイスの制御電極及び第２電極
に接続された高圧側駆動回路と、
前記高圧側スイッチングデバイスの前記第２電極にその第１電極が接続され、その第２電
極がグランドに接続された低圧側スイッチングデバイスと、
その第１及び第２端がそれぞれ前記低圧側スイッチングデバイスの制御電極及び前記第２
電極に接続された低圧側駆動回路とを備え、
前記高圧側スイッチングデバイスと前記低圧側スイッチングデバイスとは、前記高圧側駆
動回路と前記低圧側駆動回路とによって交互にその動作をオン、オフするように制御され
ており、
前記低圧側スイッチングデバイスの前記第１及び第２電極にそのカソード及びアノードが
それぞれ接続された低圧側ダイオードと、
ダイオードと、
その一端及び他端がそれぞれ前記ダイオードのアノード及び前記グランドに接続された低
圧直流電源と、
前記ダイオードのカソードと前記グランドと前記高圧側駆動回路の第３端とに接続され、
前記高圧側スイッチングデバイスの動作がオン状態にある間に、前記低圧側スイッチング
デバイスと前記低圧側ダイオードとを介在させることなく、前記低圧直流電源から供給さ
れる、前記高圧側スイッチングデバイスを駆動するのに必要な電荷を自ら充電する一方、
前記低圧側スイッチングデバイスの動作がオン状態にあるときに前記電荷に対応した充電
電圧を前記高圧側駆動回路に供給する充電電圧供給手段とを、
更に備えることを特徴とする半導体装置。
【請求項７】
請求項 記載の半導体装置において、
前記ダイオードを第１ダイオードとすると、
前記充電電圧供給手段は、
前記第１ダイオードの前記カソードにその第１電極が接続された第１コンデンサと、
前記第１コンデンサの第２電極と前記グランドとの間に配設され、前記高圧側スイッチン
グデバイスの動作がオン状態にあるときには、そのスイッチング動作はオンに制御され、
前記低圧側スイッチングデバイスの動作がオン状態にあるときには、前記スイッチング動
作はオフに制御される、第１スイッチと、
そのアノード及びカソードが前記第１ダイオードの前記カソード及び前記高圧側駆動回路
の前記第３端にそれぞれ接続された第２ダイオードと、
その第１及び第２電極が前記高圧側駆動回路の前記第３端及び前記第２端にそれぞれ接続
された第２コンデンサと、
前記第１コンデンサの前記第２電極と前記第２コンデンサの前記第２電極との間に配設さ
れ、前記高圧側スイッチングデバイスの動作がオン状態にあるときには、そのスイッチン
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グ動作はオフに制御され、前記低圧側スイッチングデバイスの動作がオン状態にあるとき
には、前記スイッチング動作はオンに制御される、第２スイッチとを、
備えることを特徴とする半導体装置。
【請求項８】
請求項 ， 及び のいずれかに記載の半導体装置において、
前記低圧直流電源の電圧を、前記高圧側スイッチングデバイスの駆動電圧に前記第１ダイ
オードの順方向電圧分だけを加えた値に設定することを特徴とする、
半導体装置。
【請求項９】
高圧直流電源にその第１電極が接続された高圧側スイッチングデバイスと、
その第１及び第２端がそれぞれ前記高圧側スイッチングデバイスの制御電極及び第２電極
に接続された高圧側駆動回路と、
前記高圧側スイッチングデバイスの前記第２電極にその第１電極が接続され、その第２電
極がグランドに接続された低圧側スイッチングデバイスと、
その第１及び第２端がそれぞれ前記低圧側スイッチングデバイスの制御電極及び前記第２
電極に接続された低圧側駆動回路と、
前記低圧側スイッチングデバイスの前記第１及び第２電極にそのカソード及びアノードが
それぞれ接続された低圧側ダイオードと、
前記高圧側駆動回路の第３端及び前記第２端との間に並列に接続されたコンデンサと、
低圧直流電源をソースとし、スイッチング手段を備える、前記コンデンサの充電経路とを
備え、
前記高圧側スイッチングデバイスと前記低圧側スイッチングデバイスとを、前記高圧側駆
動回路と前記低圧側駆動回路とによって交互にオン、オフするように制御すると共に、
前記高圧側スイッチングデバイス及び前記低圧側スイッチングデバイスの動作状態に応じ
て前記スイッチング手段の動作をオン、オフに交互に切り換え制御することにより、前記
低圧側スイッチングデバイス及び前記低圧側ダイオードを介在させることなく、前記充電
経路より、前記高圧側スイッチングデバイスを駆動するのに必要な電圧を前記コンデンサ
に充電することを特徴とする、
半導体装置。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、半導体装置におけるパワーデバイスの駆動技術に関するものである。より具体
的には、本発明は、ハーフブリッジ構成のパワーデバイスの単電源駆動回路に関する。
【０００２】
【従来の技術】
ハーフブリッジ構成のパワーデバイスの単電源駆動回路は、図１０に示すように、高圧直
流電源１ＰとグランドＧＮＤ間に直列に接続した２個のスイッチングデバイスＱ２Ｐ，Ｑ
１Ｐと、これらのスイッチングデバイスＱ２Ｐ，Ｑ１Ｐをそれぞれ駆動する高圧側駆動回
路（ゲートドライバ）２Ｐ及び低圧側駆動回路（ゲートドライバ）３Ｐとを備えており、
２個のスイッチングデバイスＱ１Ｐ，Ｑ２Ｐを上記駆動回路３Ｐ，２Ｐによって交互にオ
ン、オフさせるものである。
【０００３】
従来のパワーデバイスの駆動回路においては、一方をグランドＧＮＤに接続した低圧直流
電源４Ｐから、その電圧ＶＣＣを低圧側駆動回路３Ｐに供給し、また低圧直流電源４Ｐか
らダイオードＤｉＰを通してコンデンサＣＰに充電した電圧を高圧側駆動回路３Ｐに供給
している。通常、高圧直流電源１ＰとグランドＧＮＤ間に直列に接続した２個のスイッチ
ングデバイスＱ２Ｐ，Ｑ１Ｐには、それぞれダイオードＤ２Ｐ，Ｄ１Ｐが逆並列接続され
ている。これらのダイオードＤ１Ｐ，Ｄ２Ｐは、インダクタンスＬの負荷時の誘導起電力
の回生用として用いられる。
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【０００４】
図１０の従来の駆動回路の動作原理は、次の通りである。即ち、（Ａ）低圧側スイッチン
グデバイスＱ１Ｐがオン状態の時に、低圧直流電源４Ｐから、ダイオードＤｉＰ、コンデ
ンサＣＰ、低圧側スイッチングデバイスＱ１Ｐまたは、ダイオードＤ１Ｐから成る経路Ｌ
１又はＬ２でコンデンサＣＰを充電しておき、（Ｂ）高圧側スイッチングデバイスＱ２Ｐ
がオン状態の時に、ダイオードＤｉＰが逆バイアスとなる結果、コンデンサＣＰをフロー
ティング状態として、コンデンサＣＰに充電された電圧を高圧側駆動回路２Ｐに供給する
こととしている。
【０００５】
【発明が解決しようとする課題】
しかしながら、図１０に示した従来の駆動回路では、コンデンサＣＰの充電経路Ｌ１又は
Ｌ２にそれぞれ低圧側スイッチングデバイスＱ１Ｐまたは、低圧側のダイオードＤ１Ｐが
存在するため、低圧側スイッチングデバイスＱ１Ｐのオン電圧をＶＣＥ、ダイオードＤ１
Ｐの順方向電圧をＶＦ、ダイオードＤｉＰの順方向電圧をＶＤ、低圧直流電源４Ｐの電圧
をＶＣＣとして表わすと、コンデンサＣＰの充電ＶＣは、以下の範囲となる。
【０００６】
ＶＣ＝（ＶＣＣ－ＶＤ－ＶＣＥ）～（ＶＣＣ－ＶＤ＋ＶＦ）
このように、インダクタンスＬの負荷時には、低圧側スイッチングデバイスＱ１Ｐがオン
状態で低圧側スイッチングデバイスＱ１Ｐに電流が流れる時（経路１）と、ダイオードＤ
１Ｐに電流が流れる時（経路Ｌ２）が存在する。
【０００７】
通常は、低圧側スイッチングデバイスＱ１Ｐのオン電圧ＶＣＥは２Ｖ程度であり、ダイオ
ードＤ１Ｐの順方向電圧ＶＦも２Ｖ程度である。従って、ダイオードＤｉＰの順方向電圧
ＶＤを１Ｖ程度とするならば、コンデンサＣＰの充電電圧ＶＣは、
ＶＣ＝（ＶＣＣ－３Ｖ）～（ＶＣＣ＋１Ｖ）
の範囲で変化することになる。即ち、経路Ｌ１で電流が流れてコンデンサＣＰが充電され
るときには、その充電電圧ＶＣは低圧直流電源の電圧ＶＣＣよりも３Ｖも低い値となって
しまう。
【０００８】
この場合、１５Ｖ駆動スイッチングデバイス（ＶＣＣ＝１５Ｖ）では、充電電圧ＶＣの範
囲は１２Ｖ～１６Ｖとなる。１５Ｖ駆動時には、高圧側スイッチングデバイスＱ１Ｐのオ
ン時のゲート電圧は最小でも３Ｖあるので、この程度の充電電圧ＶＣの変動は、使用可能
な電圧範囲であると言える。
【０００９】
ところが、５Ｖ駆動スイッチングデバイス（ＶＣＣ＝５Ｖ）では、ＶＣ＝２Ｖ～６Ｖとな
り、その変動が大きすぎるために、本回路を使用することができないという問題が発生す
る。即ち、５Ｖ駆動時には、高圧側スイッチングデバイスＱ１Ｐのオン時のゲート電圧は
０．５～０．７５Ｖであるため、充電電圧ＶＣがその駆動電圧５Ｖから３Ｖも低下すると
きには、スイッチングデバイスＱ１Ｐがオンしても、オン抵抗が大となってしまい、スイ
ッチングデバイスＱ２Ｐでのロスが大きくなってしまう。それどころか、スイッチングデ
バイスＱ２Ｐのドライブさえも制御できなくなる事態も生じうる。
【００１０】
このように、ハーフブリッジ構成のパワーデバイスの従来の単電源駆動回路は、高圧側ス
イッチングデバイスの駆動回路に電圧を供給するためのコンデンサの充電経路に低圧側ス
イッチングデバイスまたは、低圧側スイッチングデバイスに逆並列接続されているダイオ
ードが入っていることに起因して、充電電圧が大きく変化するという問題点を根本的に内
包している。このため、従来回路を用いて５Ｖ駆動スイッチングデバイスを低圧直流電源
電圧５Ｖで駆動することができないという問題点が生じている。この問題点は、最近のデ
バイスの低電圧化の傾向にとっては、克服すべき懸案事項と言える。
【００１１】
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本発明は、コンデンサの充電経路に低圧側スイッチングデバイスまたは、低圧側スイッチ
ングデバイスに逆並列接続されているダイオードが存在していても、コンデンサの充電電
圧を変化させない半導体装置の駆動回路技術を提供しようとするものである。
【００１２】
また、本発明は、コンデンサの充電経路そのものに低圧側スイッチングデバイスや、低圧
側スイッチングデバイスに逆並列接続されているダイオードが入らない回路構成を実現し
て、コンデンサの充電電圧を変化させないで、５Ｖ駆動スイッチングデバイスを低圧直流
電源電圧５Ｖで使用することが可能な、半導体装置の駆動回路技術を、提供しようとする
ものである。
【００１３】
【課題を解決するための手段】
請求項１に係る発明は、高圧直流電源にその第１電極が接続された高圧側スイッチングデ
バイスと、その第１及び第２端がそれぞれ前記高圧側スイッチングデバイスの制御電極及
び第２電極に接続された高圧側駆動回路と、前記高圧側スイッチングデバイスの前記第２
電極にその第１電極が接続され、その第２電極がグランドに接続された低圧側スイッチン
グデバイスと、その第１及び第２端がそれぞれ前記低圧側スイッチングデバイスの制御電
極及び前記第２電極に接続された低圧側駆動回路とを備え、前記高圧側スイッチングデバ
イスと前記低圧側スイッチングデバイスとは、前記高圧側駆動回路と前記低圧側駆動回路
とによって交互にその動作をオン、オフするように制御されており、ダイオードと、その
一端及び他端がそれぞれ前記ダイオードのアノード及び前記グランドに接続された低圧直
流電源と、その第１電極が前記ダイオードを介して前記低圧直流電源の前記一端に接続さ
れ且つ前記高圧側駆動回路の第３端にも接続されており、その第２電極が前記高圧側スイ
ッチングデバイスの前記第２電極に接続されたコンデンサと、前記 スイッチングデ
バイスの動作がオン状態にある間に成される前記コンデンサの充電期間中、前記コンデン
サの両端間の電圧値を固定する電圧固定手段とを、更に備えることを特徴とする。
【００１４】

に係る発明は、 の半導体装置において、前記電圧固定手段は、その
カソードが前記コンデンサの前記第１電極に接続され、そのアノードが前記コンデンサの
前記第２電極に接続された、ツェナーダイオードを備え、前記低圧直流電源の電圧は、前
記ツェナーダイオードのツェナー電圧と前記ダイオードの順方向電圧と前記低圧側スイッ
チングデバイスのオン電圧との和よりも大きく設定されていることを特徴とする。
【００１５】
請求項 に係る発明は、請求項 記載の半導体装置において、前記低圧側スイッチングデ
バイスの前記第１及び第２電極にそのカソード及びアノードがそれぞれ接続された低圧側
ダイオードと、前記ダイオードのカソード及び前記コンデンサの前記第１電極にその一端
及び他端が接続された抵抗とを、更に備えることを特徴とする。
【００１６】
請求項 に係る発明は、高圧直流電源にその第１電極が接続された高圧側スイッチングデ
バイスと、その第１及び第２端がそれぞれ前記高圧側スイッチングデバイスの制御電極及
び第２電極に接続された高圧側駆動回路と、前記高圧側スイッチングデバイスの前記第２
電極にその第１電極が接続され、その第２電極がグランドに接続された低圧側スイッチン
グデバイスと、その第１及び第２端がそれぞれ前記低圧側スイッチングデバイスの制御電
極及び前記第２電極に接続された低圧側駆動回路とを備え、前記高圧側スイッチングデバ
イスと前記低圧側スイッチングデバイスとは、前記高圧側駆動回路と前記低圧側駆動回路
とによって交互にその動作をオン、オフするように制御されており、前記低圧側スイッチ
ングデバイスの前記第１及び第２電極にそのカソード及びアノードがそれぞれ接続された
低圧側ダイオードと、ダイオードと、その一端及び他端がそれぞれ前記ダイオードのアノ
ード及び前記グランドに接続された低圧直流電源と、前記ダイオードのカソードと前記グ
ランドと前記高圧側駆動回路の第３端とに接続され、前記低圧側スイッチングデバイスの
動作がオン状態にある間に、前記低圧側スイッチングデバイスと前記低圧側ダイオードと
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を介在させることなく、前記低圧直流電源から供給される、前記高圧側スイッチングデバ
イスを駆動するのに必要な電荷を自ら充電する一方、前記高圧側スイッチングデバイスの
動作がオン状態にあるときに前記電荷に対応した充電電圧を前記高圧側駆動回路に供給す
る充電電圧供給手段とを、更に備えることを特徴とする。
【００１７】
請求項 に係る発明は、請求項 記載の半導体装置において、前記ダイオードを第１ダイ
オードとすると、前記充電電圧供給手段は、前記第１ダイオードの前記カソードにその第
１電極が接続された第１コンデンサと、前記第１コンデンサの第２電極と前記グランドと
の間に配設され、前記低圧側スイッチングデバイスの動作がオン状態にあるときには、そ
のスイッチング動作はオンに制御され、前記高圧側スイッチングデバイスの動作がオン状
態にあるときには、前記スイッチング動作はオフに制御される、第１スイッチと、そのア
ノード及びカソードが前記第１ダイオードの前記カソード及び前記高圧側駆動回路の前記
第３端にそれぞれ接続された第２ダイオードと、その第１及び第２電極が前記高圧側駆動
回路の前記第３端及び前記第２端にそれぞれ接続された第２コンデンサと、前記第１コン
デンサの前記第２電極と前記第２コンデンサの前記第２電極との間に配設され、前記低圧
側スイッチングデバイスの動作がオン状態にあるときには、そのスイッチング動作はオフ
に制御され、前記高圧側スイッチングデバイスの動作がオン状態にあるときには、前記ス
イッチング動作はオンに制御される、第２スイッチとを、備えることを特徴とする。
【００１８】
請求項 に係る発明は、請求項 記載の半導体装置において、前記第２ダイオードに代え
て、前記低圧側スイッチングデバイスの動作がオン状態にあるときには、そのスイッチン
グ動作はオフに制御され、前記高圧側スイッチングデバイスの動作がオン状態にあるとき
には、前記スイッチング動作はオンに制御される、第３スイッチを、備えることを特徴と
する。
【００１９】
請求項 に係る発明は、高圧直流電源にその第１電極が接続された高圧側スイッチングデ
バイスと、その第１及び第２端がそれぞれ前記高圧側スイッチングデバイスの制御電極及
び第２電極に接続された高圧側駆動回路と、前記高圧側スイッチングデバイスの前記第２
電極にその第１電極が接続され、その第２電極がグランドに接続された低圧側スイッチン
グデバイスと、その第１及び第２端がそれぞれ前記低圧側スイッチングデバイスの制御電
極及び前記第２電極に接続された低圧側駆動回路とを備え、前記高圧側スイッチングデバ
イスと前記低圧側スイッチングデバイスとは、前記高圧側駆動回路と前記低圧側駆動回路
とによって交互にその動作をオン、オフするように制御されており、前記低圧側スイッチ
ングデバイスの前記第１及び第２電極にそのカソード及びアノードがそれぞれ接続された
低圧側ダイオードと、ダイオードと、その一端及び他端がそれぞれ前記ダイオードのアノ
ード及び前記グランドに接続された低圧直流電源と、前記ダイオードのカソードと前記グ
ランドと前記高圧側駆動回路の第３端とに接続され、前記高圧側スイッチングデバイスの
動作がオン状態にある間に、前記低圧側スイッチングデバイスと前記低圧側ダイオードと
を介在させることなく、前記低圧直流電源から供給される、前記高圧側スイッチングデバ
イスを駆動するのに必要な電荷を自ら充電する一方、前記低圧側スイッチングデバイスの
動作がオン状態にあるときに前記電荷に対応した充電電圧を前記高圧側駆動回路に供給す
る充電電圧供給手段とを、更に備えることを特徴とする。
【００２０】
請求項 に係る発明は、請求項 記載の半導体装置において、前記ダイオードを第１ダイ
オードとすると、前記充電電圧供給手段は、前記第１ダイオードの前記カソードにその第
１電極が接続された第１コンデンサと、前記第１コンデンサの第２電極と前記グランドと
の間に配設され、前記高圧側スイッチングデバイスの動作がオン状態にあるときには、そ
のスイッチング動作はオンに制御され、前記低圧側スイッチングデバイスの動作がオン状
態にあるときには、前記スイッチング動作はオフに制御される、第１スイッチと、そのア
ノード及びカソードが前記第１ダイオードの前記カソード及び前記高圧側駆動回路の前記
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第３端にそれぞれ接続された第２ダイオードと、その第１及び第２電極が前記高圧側駆動
回路の前記第３端及び前記第２端にそれぞれ接続された第２コンデンサと、前記第１コン
デンサの前記第２電極と前記第２コンデンサの前記第２電極との間に配設され、前記高圧
側スイッチングデバイスの動作がオン状態にあるときには、そのスイッチング動作はオフ
に制御され、前記低圧側スイッチングデバイスの動作がオン状態にあるときには、前記ス
イッチング動作はオンに制御される、第２スイッチとを、備えることを特徴とする。
【００２１】
請求項 に係る発明は、請求項 ， 及び のいずれかに記載の半導体装置において、前
記低圧直流電源の電圧を、前記高圧側スイッチングデバイスの駆動電圧に前記第１ダイオ
ードの順方向電圧分だけを加えた値に設定することを特徴とする。
【００２２】
請求項 に係る発明は、高圧直流電源にその第１電極が接続された高圧側スイッチングデ
バイスと、その第１及び第２端がそれぞれ前記高圧側スイッチングデバイスの制御電極及
び第２電極に接続された高圧側駆動回路と、前記高圧側スイッチングデバイスの前記第２
電極にその第１電極が接続され、その第２電極がグランドに接続された低圧側スイッチン
グデバイスと、その第１及び第２端がそれぞれ前記低圧側スイッチングデバイスの制御電
極及び前記第２電極に接続された低圧側駆動回路と、前記低圧側スイッチングデバイスの
前記第１及び第２電極にそのカソード及びアノードがそれぞれ接続された低圧側ダイオー
ドと、前記高圧側駆動回路の第３端及び前記第２端との間に並列に接続されたコンデンサ
と、低圧直流電源をソースとし、スイッチング手段を備える、前記コンデンサの充電経路
とを備え、前記高圧側スイッチングデバイスと前記低圧側スイッチングデバイスとを、前
記高圧側駆動回路と前記低圧側駆動回路とによって交互にオン、オフするように制御する
と共に、前記高圧側スイッチングデバイス及び前記低圧側スイッチングデバイスの動作状
態に応じて前記スイッチング手段の動作をオン、オフに交互に切り換え制御することによ
り、前記低圧側スイッチングデバイス及び前記低圧側ダイオードを介在させることなく、
前記充電経路より、前記高圧側スイッチングデバイスを駆動するのに必要な電圧を前記コ
ンデンサに充電することを特徴とする。
【００２３】
【発明の実施の形態】
この発明は、大別して、次の２つの基本的な技術的思想を有している。
【００２４】
（Ｉ）　その第一は、コンデンサに充電したい電圧をツェナーダイオードのツェナー電圧
で決定してしまい、コンデンサの充電経路に入っている低圧側スイッチングデバイスまた
は、低圧側スイッチングデバイスに逆並列接続されているダイオードの影響による変化分
以上だけ、コンデンサの充電電圧よりも高い電圧を有する低圧直流電源を使用する点にあ
る。
【００２５】
（ＩＩ）　その第二は、コンデンサの充電経路中に低圧側スイッチングデバイスまたは、
低圧側スイッチングデバイスに逆並列接続されているダイオードが含まれることを防止す
ると共に、他のスイッチ手段を設けて、低圧側スイッチングデバイス及び高圧側スイッチ
ングデバイスのそれぞれのオンのタイミングで上記スイッチ手段をオン、オフすることに
より、コンデンサを充電する点にある。この構成を用いるときには、後述するように、コ
ンデンサの充電電圧の変化を従来よりも格段に小さくすることができる。
【００２６】
以下に示す実施の形態１～３の内で、実施の形態１は上記構成（Ｉ）に基づくものであり
、実施の形態２，３は共に上記構成（ＩＩ）に立脚するものである。
【００２７】
（実施の形態１）
以下、本発明の実施の形態１について、図面を参照しつつ詳細に説明する。
【００２８】
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図１は、実施の形態１に係る半導体装置の構成を示す図である。本装置は、ハーフブリッ
ジ構成のパワーデバイスの単電源駆動回路に関する。
【００２９】
本装置は、高圧直流電源１とグランドＧＮＤ間にこの順序で直列に接続された２個のスイ
ッチングデバイスＱ２，Ｑ１と、２個のスイッチングデバイスＱ２，Ｑ１にそれぞれ逆並
列接続されたダイオードＤ１，Ｄ２と、２個のスイッチングデバイスＱ２，Ｑ１をそれぞ
れ駆動するゲートドライバ、即ち、高圧側駆動回路２及び低圧側駆動回路３とを備えてい
る。
【００３０】
これらの内で、スイッチングデバイスＱ２，Ｑ１をそれぞれ「高圧側スイッチングデバイ
スないし第２スイッチングデバイス」，「低圧側スイッチングデバイスないし第１スイッ
チングデバイス」とも称し、又、ダイオードＤ２，Ｄ１をそれぞれ「高圧側ダイオード」
、「低圧側ダイオード」とも称す。そして、上記デバイスＱ２，Ｄ２の端子の内で高圧直
流電源１に接続されたものをそれぞれ「第１電極」，「第２電極（カソード）」と定義し
、上記デバイスＱ２，Ｄ２の他方の端子、即ち、デバイスＱ２の基準電位ノードＮ１（出
力端子ＯＵＴ）側の端子を、それぞれ「第２電極」，「第１電極（アノード）」と定義す
る。又、高圧側駆動回路２の第１端に接続されている上記デバイスＱ２の端子を「制御電
極」と定義する。以後、上記基準電位ノードＮ１を、単に「ノードＮ１」と称す。
【００３１】
上記デバイスＱ１，Ｄ１についても同様に、上記ノードＮ１に接続された端子をそれぞれ
「第１電極」，「第２電極（カソード）」と定義し、グランドＧＮＤに接続された他方の
端子をそれぞれ「第２電極」，「第１電極（アノード）」と定義する。両スイッチングデ
バイスＱ１，Ｑ２は、例えばＩＧＢＴやパワーＭＯＳトランジスタ等よりなる。
【００３２】
尚、記号ＰＣは、パスコンを示す。
【００３３】
２個のスイッチングデバイスＱ１，Ｑ２の動作は、外部のオン・オフ切替え信号発生回路
５が生成・出力するオン・オフ切替信号６，７（信号７は信号６の逆相信号である）に応
じて、交互にオン、オフされる。
【００３４】
一端をグランドＧＮＤに接続された低圧直流電源４（その電圧値はＶＣＣ）から、第１抵
抗Ｒ１を通して、その第１電極（アノード）がグランドＧＮＤに接続された第１ツェナー
ダイオード（ないし低圧側ツェナーダイオード）ＺＤ１に電流を流す。その結果発生する
、第１ツェナーダイオードＺＤ１の第２電極（カソード）と第１電極間の電圧を低圧側駆
動回路３に供給する。
【００３５】
他方、低圧直流電源４からダイオードＤｉ、第２抵抗Ｒ２を通して、その第１電極（アノ
ード）が高圧側スイッチングデバイスＱ２の基準電位（出力）のノードＮ１に接続された
第２ツェナーダイオード（ないし高圧側ツェナーダイオード）ＺＤ２に電流を流し、第２
ツェナーダイオードＺＤ２の第２電極（カソード）と第１電極間に生ずる電圧を、第２ツ
ェナーダイオードＺＤ２に並列に接続されたコンデンサＣを介して高圧側駆動回路２に供
給する。尚、コンデンサＣの第１電極と接続された高圧側駆動回路２の端子を「第３端」
とし、コンデンサＣの第２電極と接続された高圧側駆動回路２の端子を「第２端」と定義
する。
【００３６】
ここでは、第１及び第２ツェナーダイオードＺＤ１，ＺＤ２とも、そのツェナー電圧が５
Ｖ程度になるものが用いられる。
【００３７】
次に、本装置におけるパワーデバイスの駆動動作について説明する。
【００３８】

10

20

30

40

50

(9) JP 3607033 B2 2005.1.5



（Ａ）　低圧側スイッチングデバイスＱ１がオン状態にある時：
低圧直流電源４からダイオードＤｉ、第２抵抗Ｒ２を通してコンデンサＣ、低圧側スイッ
チングデバイスＱ１または、低圧側ダイオードＤ１に至る充電経路（Ｌ１，Ｌ２）によっ
て、コンデンサＣに、第２ツェナーダイオードＺＤ２の両電極間に生ずる電圧（即ち、ツ
ェナー電圧）で定まる電荷を充電する。従って、コンデンサＣの充電電圧は一定である。
【００３９】
（Ｂ）　高圧側スイッチングデバイスＱ２がオン状態にある時：
ダイオードＤｉが逆バイアス状態となるので、コンデンサＣはフローティング状態となり
、コンデンサＣに充電された電圧は高圧側駆動回路２の第３端に供給される。
【００４０】
ここで、低圧側スイッチングデバイスＱ１のオン電圧をＶＣＥ、低圧側ダイオードＤ１の
順方向電圧をＶＦ、ダイオードＤｉの順方向電圧をＶＤ、第２ツェナーダイオードＺＤ２
のツェナー電圧をＶＺＤ２、低圧直流電源の電圧をＶＣＣとして表わすと、上記電圧ＶＣ
Ｃを、
ＶＣＣ＞ＶＺＤ２＋ＶＤ＋ＶＣＥ…（１）式
に設定することにより、コンデンサＣの充電電圧ＶＣを、常にＶＣ＝ＶＺＤ２に設定する
ことができる。尚、コンデンサＣが充電された後は、第２抵抗Ｒ２には電流が流れなくな
るので、電圧ＶＣＣを設定する際の限界点を考えるときには、第２抵抗Ｒ２での電圧を０
Ｖとして扱うことができる。第２抵抗Ｒ２自体は、低圧側ダイオードＤ１に電流が流れた
ときの電圧分を補償する部分である。
【００４１】
他方、上記（１）式に基づき、低圧直流電源４の電圧ＶＣＣを通常のパワーデバイスの駆
動電圧（５Ｖ）よりも高い値に設定しているので、低圧側駆動回路３に供給される電圧は
、低圧直流電源４から第１抵抗Ｒ１を通して第１ツェナーダイオードＺＤ１に至る経路に
よって供給され、その供給電圧は、第１ツェナーダイオードＺＤ１のツェナー電圧ＶＺＤ
１、従って、ＶＺＤ１＝ＶＺＤ２となる。即ち、第１抵抗Ｒ１の値は、上記供給電圧がツ
ェナー電圧ＶＺＤ１（＝ＶＺＤ２）となるように設定されている。
【００４２】
以上により、高圧側駆動電源のコンデンサＣの充電電圧の変動を０Ｖとすることができ、
５Ｖ駆動スイッチングデバイスを安定して駆動することが可能となる。
【００４３】
なお、第２ツェナーダイオードＺＤ２は、低圧側スイッチングデバイスＱ１をオン状態に
してコンデンサＣを充電中に、コンデンサの両端間の電圧を固定する手段であると言える
。
【００４４】
以上より、図１の第２ツェナーダイオードＺＤ２は、 圧側スイッチングデバイスＱ の
動作がオン状態にある間に成されるコンデンサＣの充電期間中、コンデンサＣの両端間の
電圧値を固定する電圧固定手段であると言える。
【００４５】
（実施の形態２）
図２は、本発明の実施の形態２に係る半導体装置を示す図である。
【００４６】
同図２の装置が図１の装置と異なる点は、第２ツェナーダイオードＺＤ２と第２抵抗Ｒ２
とに代えて、第１コンデンサＣ１と、第１及び第２ダイオードＤｉ１，Ｄｉ２と、第１及
び第２スイッチＳＷ１，ＳＷ２とを設けた点にある。その他の構成は同じである。即ち、
第１ダイオードＤｉ１のカソードと第２ダイオードＤｉ２のアノードとの接続ノードに第
１コンデンサＣ１の第１電極が接続され、第１コンデンサＣ１の第２電極と第１スイッチ
ＳＷ１の第１端との接続ノードＮ３に第２スイッチＳＷ２の第１端が接続され、第１及び
第２スイッチＳＷ１，ＳＷ２の第２端は、それぞれグランドＧＮＤ及びノードＮ１に接続
されている。ここでは、図１のコンデンサＣを、第２コンデンサＣと定義する。
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【００４７】
尚、図２では、図１で図示した外部のオン・オフ切替信号発生回路５の図示化を省略して
いる。以下の他の実施の形態でも、当該回路５の図示化を同様に省略している。
【００４８】
低圧直流電源４（その電圧はＶＣＣ）から第１抵抗Ｒ１を通して第１ツェナーダイオード
ＺＤ１に印加される電圧、即ちツェナー電圧ＶＺＤ１（＝５Ｖ）を、低圧側駆動回路３に
供給することとしている。
【００４９】
他方、第１スイッチＳＷ１のオン、第２スイッチＳＷ２のオフにより、低圧直流電源４か
ら第１ダイオードＤｉ１を通して第１コンデンサＣ１と第１スイッチＳＷ１とにより形成
される充電経路Ｌ３によって第１コンデンサＣ１を充電し、次に、第２スイッチＳＷ２の
オン，第１スイッチＳＷ１のオフにより第１コンデンサＣ１から第２ダイオードＤｉ２を
通して第２コンデンサＣに充電し、第２コンデンサＣの充電電圧を高圧側駆動回路２に供
給するようにしている。
【００５０】
以下に、動作について説明する。但し、図２の回路では、駆動方法として２つの方法が考
えられるので、それらを方法（Ａ），（Ｂ）として順次に説明する。
【００５１】
（第１方法Ａ）
第１ダイオードＤｉ１、第２ダイオードＤｉ２の順方向電圧をいずれもＶＤとして表わし
、第１スイッチＳＷ１、第２スイッチＳＷ２のオン電圧をＯＶであるものとする。
【００５２】
（ａ）　高圧側スイッチングデバイスＱ２がオン状態のとき：
第１スイッチＳＷ１をオンに、第２スイッチＳＷ２をオフに制御する。このとき、低圧直
流電源４から、各素子Ｄｉ１，Ｃ１，ＳＷ１より成る充電経路Ｌ３によって、第１コンデ
ンサＣ１は充電される。その充電電圧ＶＣ１は、
ＶＣ１＝ＶＣＣ－ＶＤ
となる。このとき、第２スイッチＳＷ２がオフであるので、充電経路Ｌ３には、低圧側ス
イッチングデバイスＱ１や、低圧側ダイオードＤ１は、入らない。従って、従来技術のよ
うな充電圧ＶＣ１の変動は生じない。
【００５３】
このタイミングでは、（ａ）よりも前の（ｂ）の動作によって既に第２コンデンサＣに充
電されている電圧ＶＣにより、高圧側駆動回路２が動作する。このとき、高圧側スイッチ
ングデバイスＱ２がオン状態にあるので、高圧側スイッチングデバイスＱ２の出力の電位
は高く、第２のコンデンサＣはフローティング状態にある。
【００５４】
（ｂ）　次に、低圧側スイッチングデバイスＱ１がオン状態のとき：
第１スイッチＳＷ１をオフに、第２スイッチＳＷ２をオンに制御する。このときの充電経
路は、▲１▼低圧直流電源４から各素子Ｄｉ１，Ｄｉ２，Ｃを経て低圧側スイッチングデ
バイスＱ１または、低圧側ダイオードＤ１から成る第１の経路Ｌ４と、▲２▼第１コンデ
ンサＣ１から各素子Ｄｉ２，Ｃを経て第２スイッチＳＷ２に至る第２の経路Ｌ５とがある
。それぞれの経路Ｌ４，Ｌ５での充電電圧ＶＣは、ＶＣＥ＝ＶＦ＝２Ｖ，ＶＤ＝１Ｖとす
ると、次の通りとなる。
【００５５】
先ず第１の経路Ｌ４では、
ＶＣ＝（ＶＣＣ－２＊ＶＤ－ＶＣＥ）～（ＶＣＣ－２＊ＶＤ＋ＶＦ）＝（ＶＣＣ－４Ｖ）
～ＶＣＣ
となる。他方、第２の経路Ｌ５では、
ＶＣ＝ＶＣ１－ＶＤ＝ＶＣＣ－２＊ＶＤ＝ＶＣＣ－２Ｖ
となる。
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【００５６】
このとき、第１の経路Ｌ４での充電電圧ＶＣが、
ＶＣ＝（ＶＣＣ－４Ｖ）～（ＶＣＣ－２Ｖ）
となるときは、第２の経路Ｌ５による充電電圧ＶＣの方がその電圧のレベルが高いので、
第１ダイオードＤｉ１が逆バイアス状態となり、第１コンデンサＣ１から上記の第２経路
Ｌ５を介してのみ、第２コンデンサＣは充電されることとなる。その結果、充電電圧ＶＣ
は、
ＶＣ＝（ＶＣＣ－２Ｖ）～ＶＣＣ…（２）式
となる。
【００５７】
したがって、上記（２）式を踏まえて、低圧直流電源４の電圧ＶＣＣを予め高圧側スイッ
チングデバイスＱ１の駆動電圧の最適値（例えば５Ｖ）よりも１Ｖだけ高く設定しておけ
ば（上記（２）式のＶＣＣをＶＣＣ＋１Ｖに置き換えれば）、高圧側駆動回路２への供給
電圧の変動を±１Ｖにすることができる。つまり、低圧直流電源４の電圧ＶＣＣを、高圧
側スイッチングデバイスＱ２の駆動電圧（５Ｖ）に第１ダイオードＤｉ１の順方向電圧Ｖ
Ｄ分だけを加えた値に設定すれば、供給電圧の変動分は±１Ｖに抑えられる。
【００５８】
低圧側駆動回路３への電圧供給は、低圧直流電源２から抵抗Ｒ１を介してツェナーダイオ
ードＺＤ１に至る経路によって行われる。この場合、低圧側スイッチングデバイスＱ１の
駆動電圧の最適値（５Ｖ）に等しいツェナー電圧を有するツェナーダイオードＺＤ１が用
いられている。従って、ＶＣＣ＝５Ｖ＋１Ｖとすれば、抵抗Ｒ１での電圧が１Ｖとなるよ
うに、抵抗Ｒ１の値が設定される。
【００５９】
図３に、上記の動作のタイミングチャートを示す。
【００６０】
以上より、ここでは、各素子Ｃ１，ＳＷ１，Ｄｉ２，ＳＷ２が、ダイオードＤｉ１のカソ
ードとグランドＧＮＤと高圧側駆動回路２の第３端とに接続され、高圧側スイッチングデ
バイスＱ２の動作がオン状態にある間に、低圧側スイッチングデバイスＱ１と低圧側ダイ
オードＤ１とを介在させることなく、低圧直流電源４から供給される、高圧側スイッチン
グデバイスＱ２を駆動するのに必要な電荷を自ら充電する一方、低圧側スイッチングデバ
イスＱ１の動作がオン状態にあるときに前記電荷に対応した充電電圧を高圧側駆動回路２
に供給する、充電電圧供給手段を構成していると言える。
【００６１】
（Ｂ）　次に、図２の回路の第２の駆動方法による場合の動作について説明する。第１ダ
イオードＤｉ１、第２ダイオードＤｉ２の順方向電圧をいずれもＶＤとし、第１スイッチ
ＳＷ１、第２スイッチＳＷ２のオン電圧を共にＯＶとする。
【００６２】
（ａ）　低圧側スイッチングデバイスＱ１がオン状態のとき：
第１スイッチＳＷ１をオンに、第２スイッチＳＷ２をオフにそれぞれ制御する。このとき
、低圧直流電源４から各素子Ｄｉ１，Ｃ１，ＳＷ１に至る充電経路Ｌ３により、第１コン
デンサＣ１は充電され、その充電電圧ＶＣ１は、
ＶＣ１＝ＶＣＣ－ＶＤ
となる。このとき、第２スイッチＳＷ２がオフであるので、充電経路Ｌ３に低圧側スイッ
チングデバイスＱ１や、低圧側ダイオードＤ１は、入らない。従って、充電電圧ＶＣ１の
変動要因が防止される。
【００６３】
このタイミングでは、第２コンデンサＣに充電された電圧ＶＣにより、高圧側駆動回路２
が動作する。しかし、このときには高圧側スイッチングデバイスＱ２がオフ状態にあるの
で、出力端ＯＵＴ（ノードＮ１）の電位は低く、第２コンデンサＣは、低圧直流電源４か
ら各素子Ｄｉ１，Ｄｉ２，Ｃを経て低圧側スイッチングデバイスＱ１または、低圧側ダイ
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オードＤ１に至る経路で充電され、その充電電圧ＶＣは、ＶＣＥ＝ＶＦ＝２Ｖ，ＶＤ＝１
Ｖとすると、
ＶＣ＝（ＶＣＣ－２＊ＶＤ－ＶＣＥ）～（ＶＣＣ－２＊ＶＤ＋ＶＦ）＝（ＶＣＣ－４Ｖ）
～ＶＣＣ
となる。充電電圧ＶＣは、最悪のケースでは（ＶＣＣ－４Ｖ）となるが、高圧側スイッチ
ングデバイスＱ２がオフ状態にあるので、全く問題は生じない。
【００６４】
（ｂ）　高圧側スイッチングデバイスＱ２がオン状態のとき：
第１スイッチＳＷ１をオフに、第２スイッチＳＷ２をオンにそれぞれ制御する。このとき
、第２コンデンサＣは、第１コンデンサＣ１から各素子Ｄｉ２，Ｃ及びＳＷ２に至る充電
経路で充電され、その充電電圧ＶＣは、ＶＤ＝１Ｖとすると、
ＶＣ＝ＶＣ１－ＶＤ＝ＶＣＣ－２＊ＶＤ＝ＶＣＣ－２Ｖ
となる。このとき、第２コンデンサＣの充電電圧ＶＣが、
ＶＣ＝（ＶＣＣ－４Ｖ）～（ＶＣＣ－２Ｖ）
の範囲内にあるときにのみ、第１ダイオードＤｉ１が逆バイアスとなり、第１コンデンサ
Ｃ１から各素子Ｄｉ２，Ｃ，ＳＷ２に至る充電経路Ｌ５によってのみ、第２コンデンサＣ
は充電され、その充電電圧ＶＣは、
ＶＣ＝（ＶＣＣ－２Ｖ）～ＶＣＣ…（３）式
となる。
【００６５】
したがって、上記（３）式を踏まえて、低圧直流電源４の電圧ＶＣＣを、高圧側スイッチ
ングデバイスＱ２の駆動電圧の最適値（例：５Ｖ）よりも１Ｖだけ高く設定すれば（つま
り、上記最適値よりも第１ダイオードＤｉ１の順方向電圧ＶＤ分だけ高く設定すれば）、
高圧側駆動回路２への供給電圧の変動を±１Ｖにすることができる。
【００６６】
上述の動作のタイミングチャートを、図４に示す。
【００６７】
本方法（Ｂ）では、図２の各素子Ｃ１，ＳＷ１，Ｄｉ２，ＳＷ２からなる部分は、ダイオ
ードＤｉ１のカソードとグランドＧＮＤと高圧側駆動回路２の第３端とに接続され、低圧
側スイッチングデバイスＱ１の動作がオン状態にある間に、低圧側スイッチングデバイス
Ｑ１と低圧側ダイオードＤ１とを介在させることなく、低圧直流電源４から供給される、
高圧側スイッチングデバイスＱ２を駆動するのに必要な電荷を自ら充電する一方、高圧側
スイッチングデバイスＱ２の動作がオン状態にあるときに前記電荷に対応した充電電圧を
高圧側駆動回路２に供給する、充電電圧供給手段を構成していると言える。
【００６８】
以上のように、上記（Ａ）の方法では、高圧側スイッチングデバイスＱ２の動作状態をオ
ンに制御している間に第１コンデンサＣ１を充電し、低圧側スイッチングデバイスＱ１の
オン動作時に、第２コンデンサＣを充電して、この充電電圧を、次の高圧側スイッチング
デバイスＱ２のオン動作時に上記回路２に供給している。他方、上記（Ｂ）の方法では、
低圧側スイッチングデバイスＱ１のオン時に第１コンデンサＣ１を充電し、高圧側スイッ
チングデバイスＱ２のオン時に、第２コンデンサＣの充電、従って、高圧側駆動回路２へ
の充電電圧の供給を実行している。
【００６９】
上記（Ａ），（Ｂ）のスイッチング制御を、表１，表２に整理して示す。
【００７０】
【表１】
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【００７１】
【表２】
　
　
　
　
　
　
　
　
　
【００７２】
なお、低圧側スイッチングデバイスＱ１がオン状態のときに、第１スイッチＳＷ１をオン
またはオフに制御すればよいので、低圧側駆動回路３が出力する、低圧側スイッチングデ
バイスＱ１をオンとするための信号を第１スイッチＳＷ１の制御信号に用いることができ
る。これにより、容易に第１スイッチＳＷ１をオン、オフに制御することができる。又、
第２スイッチＳＷ２については、高圧側スイッチングデバイスＱ２がオン状態のときに、
第２スイッチＳＷ２をオンまたはオフにすればよいので、高圧側駆動回路２が高圧側スイ
ッチングデバイスＱ２をオンとするために出力する信号を第２スイッチＳＷ２用の制御信
号に用いることで、容易に第２スイッチＳＷ２をオン、オフに制御することができる。
【００７３】
（実施の形態２の変形例）
（１）　図５は、図２の回路の変形例であり、図２の第１抵抗Ｒ１を取り除いたものに対
応する。即ち、図５の回路は、低圧側駆動回路３への電圧供給を低圧直流電源４より直接
に供給したものであり、ここでは、同電源４の供給電圧ＶＣＣは高圧側，低圧側スイッチ
ングデバイスＱ２，Ｑ１の駆動電圧の最適値（例：５Ｖ）よりも１Ｖだけ高くなるが、実
用上、特に問題となることはない。この構成により、回路構成を簡略化することができる
。
【００７４】
（２）　図６の回路も同じく図２の回路の変形例であり、図２の第１抵抗Ｒ１を第３ダイ
オードＤｉ３に置換したものである。即ち、低圧側駆動回路３への供給電圧ＶＣＣを第３
ダイオードＤｉ３を通して供給したものであり、第３ダイオードＤｉ３の順方向電圧ＶＤ
を１Ｖとすると、低圧側駆動回路３への供給電圧は、
ＶＣＣ－ＶＤ＝ＶＣＣ－１Ｖ
となり、高圧側・低圧側スイッチングデバイスＱ２，Ｑ１の駆動電圧の最適値（例：５Ｖ
）を低圧側駆動回路３に供給することができる。
【００７５】
（３）　図２、図５、図６に示した実施の形態１の各回路において、第１、第２スイッチ
ＳＷ１，ＳＷ２をＭＯＳＦＥＴを用いて構成することができる。この場合には、図２、図
５、図６で、第１、第２コンデンサＣ１，Ｃ、低圧直流電源４および負荷Ｌ以外の部分を
モノリシックＩＣ化することができる。また、具体的には、第１、第２スイッチＳＷ１，
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ＳＷ２をＮｃｈ－ＭＯＳＦＥＴで構成することで、第１スイッチＳＷ１のＮｃｈ－ＭＯＳ
ＦＥＴを、低圧直流電源４の電圧値ＶＣＣまたは、低圧側駆動回路３への供給電圧で以て
駆動することができ、第２スイッチＳＷ２のＮｃｈ－ＭＯＳＦＥＴを第２のコンデンサＣ
の充電電圧により駆動することができる。
【００７６】
（実施の形態３）
図７は、本発明の実施の形態３に係る半導体装置の構成を示す図である。図７の回路が図
２の回路と相違する点は、図２の第２ダイオードＤｉ２に代えて、第３スイッチＳＷ３を
設けた点にある。その他の構成は、図２の場合と同一である。
【００７７】
本回路の動作について説明する。ここでは、第１ダイオードＤｉ１の順方向電圧をＶＤと
して表わし、第１スイッチＳＷ１、第２スイッチＳＷ２、及び第３スイッチＳＷ３のオン
電圧を全てＯＶであるものとする。
【００７８】
（ａ）　低圧側スイッチングデバイスＱ１がオン状態のとき：
第１スイッチＳＷ１をオンに、第２及び第３スイッチＳＷ２，ＳＷ３をオフに、制御する
。このとき、低圧直流電源４から各素子Ｄｉ１，Ｃ１，ＳＷ１に至る充電経路Ｌ６により
、第１コンデンサＣ１は充電され、その充電電圧ＶＣ１は、
ＶＣ１＝ＶＣＣ－ＶＤ＝ＶＣＣ－１Ｖ
となる。このとき、第２及び第３スイッチＳＷ２，ＳＷ３がオフであるので、充電経路Ｌ
６に低圧側スイッチングデバイスＱ１や、低圧側ダイオードＤ１は、入らない。
【００７９】
このタイミングでは、第２コンデンサＣに充電された電圧ＶＣにより高圧側駆動回路２が
動作する。しかし、このとき高圧側スイッチングデバイスＱ２がオフ状態にあるので、出
力端子ＯＵＴ（ノードＮ１）の電位は低いが、第２、第３スイッチＳＷ２，ＳＷ３が共に
オフであるので、高圧側スイッチングデバイスＱ２はオフ状態を維持する。
【００８０】
（ｂ）　高圧側スイッチングデバイスＱ２がオン状態のとき：
第１スイッチＳＷ１をオフに、第２、第３スイッチＳＷ２，ＳＷ３を共にオンに制御する
。ダイオードＤｉ１は逆バイアス状態となり、このときの充電経路は、第１コンデンサＣ
１から各素子ＳＷ３，Ｃ，ＳＷ２に至る経路Ｌ７のみとなる。この場合の充電電圧ＶＣは
、ＶＤ＝１Ｖとすると、
ＶＣ＝ＶＣ１＝ＶＣＣ－ＶＤ＝ＶＣＣ－１Ｖ
となる。この第２コンデンサＣの充電電圧ＶＣにより、高圧側駆動回路２が動作し、高圧
側スイッチングデバイスＱ２をオン状態にする。
【００８１】
したがって、低圧直流電源４の電圧ＶＣＣを高圧側，低圧側スイッチングデバイスＱ２，
Ｑ１の駆動電圧の最適値（例：５Ｖ）よりも１Ｖ高く設定することで（つまり、上記最適
値よりもダイオードＤｉ１の順方向電圧ＶＤ部分だけ高く設定することで）、高圧側駆動
回路２への供給電圧を上記最適値に固定することができる。その意味では、各素子Ｃ１，
ＳＷ１，ＳＷ２，ＳＷ３より成る部分は、高圧側スイッチングデバイスＱ２がオンにある
間に、第２コンデンサＣを充電し、しかも、その充電電圧を一定値にする手段であると言
える。
【００８２】
又、各素子Ｃ１，ＳＷ１，ＳＷ２，ＳＷ３は、ダイオードＤｉ１のカソードとグランドＧ
ＮＤと高圧側駆動回路２の第３端とに接続され、低圧側スイッチングデバイスＱ１の動作
がオン状態にある間に、低圧側スイッチングデバイスＱ１と前記低圧側ダイオードＤ１と
を介在させることなく、低圧直流電源４から供給される、高圧側スイッチングデバイスＱ
２を駆動するのに必要な電荷を自ら充電する一方、高圧側スイッチングデバイスＱ２の動
作がオン状態にあるときに前記電荷に対応した充電電圧を高圧側駆動回路２に供給する、
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充電電圧供給を構成しているとも言える。
【００８３】
ここでのスイッチング制御方法を、表３に整理して示す。
【００８４】
【表３】
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
【００８５】
低圧側駆動回路３への電圧供給は、低圧直流電源４より抵抗Ｒ１を介してツェナーダイオ
ードＺＤ１に至る経路により行われる。両スイッチングデバイスＱ１，Ｑ２の駆動電圧の
最適値（例：５Ｖ）に等しいツェナー電圧ＶＺＤ１が、上記回路３に供給される。
【００８６】
また、第１スイッチＳＷ１については、低圧側スイッチングデバイスＱ１がオン状態のと
きに、第１スイッチＳＷ１をオンにすればよいので、低圧側駆動回路３が出力する、低圧
側スイッチングデバイスＱ１のオン信号を用いて容易に第１スイッチＳＷ１をオン、オフ
に制御することができる。
【００８７】
第２、第３スイッチＳＷ２，ＳＷ３については、高圧側スイッチングデバイスＱ２がオン
状態のときに、第２、第３スイッチＳＷ２，ＳＷ３を共にオンにすればよいので、高圧側
駆動回路２が出力する、高圧側スイッチングデバイスＱ２をオンとするための信号を用い
て、容易に第２、第３スイッチＳＷ２，ＳＷ３を共にオン、オフに制御することができる
。
【００８８】
（実施の形態３の変形例）
（１）　図８の回路は、図７の回路に対して、図２の回路から図５の回路への変形と同じ
変形を適用して得られたものであり、これにより図７の回路についても図５の回路のもつ
特有な利点を発揮させることができる。従って、図８の構成により、回路構成を簡略化す
ることができる。
【００８９】
（２）　図９の回路は、図２の回路から図６の回路への変形と同一の変形を図７の回路に
適用したものである。従って、ダイオードＤｉ３の順方向電圧ＶＤを１Ｖとすると、低圧
側駆動回路３への供給電圧は、
ＶＣＣ－ＶＤ＝ＶＣＣ－１Ｖ
となり、両スイッチングデバイスＱ１，Ｑ２の駆動電圧の最適値（例：５Ｖ）をダイオー
ド１個で以て供給することができる。
【００９０】
（３）　図７、図８、図９の各回路において、第１、第２、及び第３のスイッチＳＷ１，
ＳＷ２，ＳＷ３をＭＯＳＦＥＴを用いて構成することができ、第１、第２コンデンサＣ１
，Ｃと、低圧直流電源４と負荷Ｌ以外の部分をモノリシックＩＣ化することが実現できる
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。
【００９１】
また、具体的には第１、第２スイッチＳＷ１，ＳＷ２をＮｃｈ－ＭＯＳＦＥＴで、第３ス
イッチＳＷ３をＰｃｈ－ＭＯＳＦＥＴでそれぞれ構成することで、第１スイッチＳＷ１の
Ｎｃｈ－ＭＯＳＦＥＴは、低圧直流電源４の電圧ＶＣＣまたは、低圧側駆動回路３への供
給電圧で以て、第２、第３スイッチＳＷ２，ＳＷ３のＮｃｈ－ＭＯＳＦＥＴ、及びＰｃｈ
－ＭＯＳＦＥＴを第２コンデンサＣの充電電圧により、駆動することができる。
【００９２】
（まとめ）
以上のように、本発明の実施の形態２，３によれば、高圧側駆動回路２の電源とするコン
デンサＣを充電するのに、低圧側スイッチングデバイスＱ１、低圧側ダイオードＤ１の経
路が介在しなくなるので、又、実施の形態１では充電電圧をツェナー電圧に固定してしま
うので、コンデンサＣの充電電圧ＶＣの変動を、図１の実施の形態１では０Ｖに、図２、
図５、図６の実施の形態２では±１Ｖ内に、図７、図８、図９の実施の形態３では０Ｖと
することができ、コンデンサＣの充電電圧の変動の小さい、又は全く変動のないハーフブ
リッジ構成のパワーデバイスの単電源駆動回路を実現できる。従って、低圧直流電源の電
圧を各実施の形態１～３に応じて所定の値に設定するならば、５Ｖ駆動スイッチングデバ
イスを低圧直流電源電圧５Ｖで以て使用することが可能な、ハーフブリッジ構成のパワー
デバイスの単電源駆動回路を実現することができる。
【００９３】
【発明の効果】
請求項１ないし の各発明によれば、コンデンサの充電経路中に低圧側スイッチングデバ
イスが存在していても、それによる影響を受けることなく、充電中、常にコンデンサの両
端間の電圧を一定に固定することができる。従って、本装置を、低圧駆動スイッチングデ
バイスを低圧直流電源で駆動する場合、例えば５Ｖ駆動スイッチングデバイスを５Ｖの低
圧直流電源によって駆動するという場合にも、何ら問題なく適用することが可能になる。
【００９４】
特に、請求項 の発明では、抵抗を設けることによって、コンデンサの充電経路中に低圧
側ダイオードが存在する場合でも、当該低圧側ダイオードで生ずる電圧を上記抵抗で生ず
る電圧降下によって補償できるという利点がある。勿論、上記低圧側ダイオードを含む充
電経路でコンデンサが充電されているときでも、常にコンデンサの充電電圧を一定にする
ことができる。
【００９５】
請求項 ないし に記載の各発明によれば、低圧側スイッチングデバイス及び低圧側ダイ
オードの影響を受けることなく高圧側スイッチングデバイスを駆動するのに必要な電荷を
充電することができるので、高圧側駆動回路への供給電圧の変動を、従来よりも格段に小
さくすることができる。これにより、５Ｖ駆動スイッチングデバイスを５Ｖの低圧直流電
源で以て駆動する場合にも、本発明を適用することが可能となる。
【００９６】
特に、請求項 ， ， の各発明によれば、複数のスイッチのオン・オフ動作の組合わせ
によって、低圧側スイッチングデバイス及び低圧側ダイオードを介在させることなく、安
定した第１コンデンサ、従って、第２コンデンサの充電を容易に実現することができる。
しかも、各スイッチは例えばＭＯＳＦＥＴによって実現可能なので、この点で装置内部の
充電経路上の各部の集積化を推進することもできる。
【００９７】
特に請求項 の発明によれば、（１）請求項５及び８との関係では、第２コンデンサの充
電電圧ないし高圧側駆動回路への供給電圧の変動を±１Ｖの範囲内に抑制することができ
、又、（２）請求項６との関係では、上記供給電圧の変動をなくすことができ、（３）５
Ｖで高圧側スイッチングデバイスを駆動するために、６Ｖまたは５Ｖの低圧直流電源を用
いることも可能としうる。
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【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の実施の形態１のハーフブリッジ構成のパワーデバイスの単電源駆動回路
を示す図である。
【図２】本発明の実施の形態２のハーフブリッジ構成のパワーデバイスの単電源駆動回路
を示す図である。
【図３】方法（Ａ）での充電・駆動のタイミングを示す図である。
【図４】方法（Ｂ）での充電・駆動のタイミングを示す図である。
【図５】図２の回路の変形例を示す図である。
【図６】図２の回路の変形例を示す図である。
【図７】本発明の実施の形態３のハーフブリッジ構成のパワーデバイスの単電源駆動回路
を示す図である。
【図８】図７の回路の変形例を示す図である。
【図９】図７の回路の変形例を示す図である。
【図１０】従来のハーフブリッジ構成のパワーデバイスの単電源駆動回路を示す図である
。
【符号の説明】
１　高圧直流電源、２　高圧側駆動回路、３　低圧側駆動回路、４　低圧直流電源、Ｑ１
　高圧側スイッチングデバイス、Ｑ２　低圧側スイッチングデバイス、Ｒ１　第１抵抗、
Ｒ２　第２抵抗、ＳＷ１　第１スイッチ、ＳＷ２　第２スイッチ、ＳＷ３　第３スイッチ
、Ｃ　（第２）コンデンサ、Ｃ１　第１コンデンサ、ＺＤ１　第１ツェナーダイオード、
ＺＤ２　第２ツェナーダイオード。
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【 図 ４ 】 【 図 ５ 】

【 図 ６ 】

【 図 ７ 】

【 図 ８ 】

【 図 ９ 】

【 図 １ ０ 】

(19) JP 3607033 B2 2005.1.5



フロントページの続き

(51)Int.Cl.7                            ＦＩ                                                        
   Ｈ０３Ｋ  17/687                        Ｈ０３Ｋ  17/687   　　　Ｆ          　　　　　

(56)参考文献  特開平０６－０９８５６０（ＪＰ，Ａ）
              実開平０５－０４１３９７（ＪＰ，Ｕ）

(58)調査した分野(Int.Cl.7，ＤＢ名)
              H02M  7/5387
              G05F  3/18
              H02J  1/00
              H02M  7/48
              H03K 17/06
              H03K 17/687

(20) JP 3607033 B2 2005.1.5


	bibliographic-data
	claims
	description
	drawings
	overflow

