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(57)【要約】
【課題】バッテリから直接供給される電源電圧ＶＣＣに
対応する。
【解決手段】ＬＥＤドライバ２０は、入力電圧から出力
電圧を生成してＬＥＤに供給する昇降圧ＤＣ／ＤＣコン
バータを制御する昇降圧ＤＣ／ＤＣコントローラブロッ
クと、ＬＥＤの出力電流を生成するカレントドライバブ
ロックを有し、昇降圧ＤＣ／ＤＣコンバータは、スイッ
チＮ１及びＮ２と、ダイオードＤ２及びＤ３と、インダ
クタＬ２と、を含み、昇降圧ＤＣ／ＤＣコントローラブ
ロックは、Ｖ１～Ｖ４とＶＬＥＤとの差分を増幅してＶ
ｅｒｒを生成するエラーアンプ２１７と、Ｖｓｌｐを生
成するスロープ電圧生成部２１１と、ＶｅｒｒとＶｓｌ
ｐを比較して比較信号を生成するＰＷＭコンパレータ２
１２と、比較信号に基づいて駆動信号を生成するドライ
バ制御部２１３と、駆動信号に基づいてＮ１及びＮ２を
各々オン／オフさせるドライバ２１４及び２１５を含む
。
【選択図】図２６
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　入力電圧から出力電圧を生成してＬＥＤに供給する昇降圧ＤＣ／ＤＣコンバータを制御
する昇降圧ＤＣ／ＤＣコントローラブロックと、
　前記ＬＥＤの出力電流を生成するカレントドライバブロックと、
　を有し、
　前記昇降圧ＤＣ／ＤＣコンバータは、
　第１端が前記入力電圧の印加端に接続された第１スイッチと、
　カソードが前記第１スイッチの第２端に接続されてアノードが接地端に接続された第１
ダイオードと、
　第１端が前記第１スイッチの第２端に接続されたインダクタと、
　第１端が前記インダクタの第２端に接続されて第２端が接地端に接続された第２スイッ
チと、
　アノードが前記インダクタの第２端に接続されてカソードが前記ＬＥＤのアノードに接
続された第２ダイオードと、
　を含み、
　前記昇降圧ＤＣ／ＤＣコントローラブロックは、
　前記ＬＥＤのカソード電圧と所定のＬＥＤ制御電圧との差分を増幅して誤差電圧を生成
するエラーアンプと、
　スロープ電圧を生成するスロープ電圧生成部と、
　前記誤差電圧と前記スロープ電圧を比較して比較信号を生成するＰＷＭコンパレータと
、
　前記比較信号に基づいて駆動信号を生成するドライバ制御部と、
　前記駆動信号に基づいて前記第１スイッチをオン／オフさせる第１ドライバと、
　前記駆動信号に基づいて前記第２スイッチをオン／オフさせる第２ドライバと、
　を含むことを特徴とするＬＥＤドライバ。
【請求項２】
　前記スロープ電圧生成部は、所定周波数の三角波電圧と前記第１スイッチに流れる電流
に応じた電流検出電圧との加算電圧を前記スロープ電圧として出力することを特徴とする
請求項１に記載のＬＥＤドライバ。
【請求項３】
　前記昇降圧ＤＣ／ＤＣコントローラブロックは、さらに、前記駆動信号に基づいて前記
第１スイッチ及び前記第２スイッチとは相補的にオン／オフされる第３スイッチを含むこ
とを特徴とする請求項１または請求項２に記載のＬＥＤドライバ。
【請求項４】
　前記第３スイッチは、第１ダイオードと並列に接続されていることを特徴とする請求項
３に記載のＬＥＤドライバ。
【請求項５】
　前記カレントドライバブロックは、
　基準電流を生成する電流設定部と、
　前記基準電流に応じて前記出力電流を生成する定電流ドライバと、
　を含むことを特徴とする請求項１～請求項４のいずれか一項に記載のＬＥＤドライバ。
【請求項６】
　前記電流設定部は、前記基準電流に応じた基準電圧を前記定電流ドライバに出力し、
　前記定電流ドライバは、前記基準電圧に基づいて電圧／電流変換と電流／電圧変換を繰
り返しながら前記出力電流を生成することを特徴とする請求項５に記載のＬＥＤドライバ
。
【請求項７】
　前記定電流ドライバは、前記電圧／電流変換と前記電流／電圧変換を行うために、トリ
ミング可能な複数の抵抗を含むことを特徴とする請求項６に記載のＬＥＤドライバ。
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【請求項８】
　前記複数の抵抗のうち、ペアとなる抵抗が千鳥状にレイアウトされていることを特徴と
する請求項７に記載のＬＥＤドライバ。
【請求項９】
　前記電流設定部は、外部から入力される制御電圧と内部で予め定められた定電圧のうち
、いずれか低い方の電圧値に基づいて前記基準電流を設定することを特徴とする請求項５
に記載のＬＥＤドライバ。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、負荷（発光ダイオード等）の駆動制御を行う駆動装置に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　ＬＣＤ［Liquid Crystal Display］パネル（例えばカーナビモニタ）のバックライトと
して、現行では、冷陰極管蛍光ランプ（ＣＣＦＬ［Cold Cathode Fluorescent Lamp］）
が主に用いられているが、Ｈｇフリー対応の流れや、高輝度・省電力・高寿命などの利点
から、近年では、白色ＬＥＤ［Light Emitting Diode］が実用化されており、その駆動制
御を行うＬＥＤ駆動装置（いわゆるＬＥＤドライバ）についても、様々な技術が開示・提
案されている（例えば、特許文献１を参照）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２００７－１３１８３号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　ＰＷＭ制御でＬＥＤを発光させようとするとき、素子の特性で制御できるデューティ比
の範囲が制限されてしまっていた。
【０００５】
　また、素子の特性によって、ＬＥＤを発光させる電流の精度が低かった。
【０００６】
　本発明は、上記の問題点に鑑み、制御可能なデューティ比の範囲を広げ、素子の変動に
依らず、制御電流の精度を高めることが可能な駆動装置を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　上記目的を達成すべく、本発明に係る駆動装置は、一方の端子にパルス状の電流が入力
され、更に前記一方の端子と制御端子が接続された第１のトランジスタと、一方の端子に
少なくとも１つの負荷が接続され、他方の端子が前記第１のトランジスタの他方の端子と
共に基準電位に接続され、制御端子が前記第１のトランジスタの制御端子にそれぞれ接続
された第２のトランジスタと、前記第１のトランジスタの制御端子と前記第１のトランジ
スタの他方の端子との間に、抵抗素子が接続された構成（第１の構成）とされている。
【０００８】
　また、上記第１の構成から成る駆動装置は、前記第１のトランジスタと前記第２のトラ
ンジスタの一方の端子にそれぞれ一定の電圧を供給する第２の基準電圧供給部と第２の基
準電圧供給部とを更に備えた構成（第２の構成）にするとよい。
【発明の効果】
【０００９】
　本発明に係る駆動装置であれば、抵抗を挿入することによって、トランジスタの立ち上
がりを早めることができることにより、制御可能なデューティ比の範囲を広げることが可
能となる。
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【００１０】
　また、本発明に係る駆動装置であれば、トランジスタの一方の端子を一定電圧とするこ
とにより、素子の変動に依らず、制御電流の精度を高めることが可能となる。
【図面の簡単な説明】
【００１１】
【図１】は、本発明に係る半導体装置の第１実施形態を示すブロック図である。
【図２】は、半導体装置１０のピン配置図である。
【図３】は、外部端子のピン番号、端子名、及び、機能を示した対応表である。
【図４】は、半導体装置１０の外部接続を説明するための図である。
【図５】は、外部素子の定数の一例を示す設定表である。
【図６】は、外部端子の入出力等価回路図である。
【図７】は、半導体装置１０の電気的特性を示す表である。
【図８】は、ＦＡＩＬ１信号の出力段を示す図である。
【図９】は、ＦＡＩＬ２信号の出力段を示す図である。
【図１０】は、オープン／ショートの検出動作を説明するための図である。
【図１１】は、ＬＥＤイネーブル信号ＬＥＤＥＮ１、ＬＥＤＥＮ２の入力論理と、ＬＥＤ
出力端子ＬＥＤ１～ＬＥＤ４のオン／オフ状態との相関関係を示す真理値表である。
【図１２】は、電流設定部１１６と定電流ドライバ１１７の一構成例を示す回路図である
。
【図１３】は、抵抗ＲＳＥＴと出力電流ＩＬＥＤとの相関関係を示すグラフである。
【図１４】は、ＰＷＭ調光制御の一例を示すタイミングチャートである。
【図１５】は、抵抗ＲＴと発振周波数ＦＯＳＣとの相関関係を示すグラフである。
【図１６】は、ＯＣＰ部１１１の動作に関連する外部素子の接続関係を説明するための図
である。
【図１７】は、コイルＬ１の選定に関して説明するための図である。
【図１８】は、出力コンデンサＣＶＯＵＴの選定に関して説明するための図である。
【図１９】は、入力コンデンサＣＶＣＣの選定に関して説明するための図である。
【図２０】は、ロードスイッチ用トランジスタＱ１の選定、及び、そのソフトスタートに
関して説明するための図である。
【図２１】は、トランジスタＱ１のゲート・ソース間容量とソフトスタート時間との相関
関係を示すグラフである。
【図２２】は、ＤＣ／ＤＣコンバータのＬＣ共振回路を示す回路図である。
【図２３】は、位相進み手段の第１例（出力コンデンサのＥＳＲ成分）を示す回路図であ
る。
【図２４】は、位相進み手段の第２例（ＣＯＭＰ端子に接続されるＣＲ成分）を示す回路
図である。
【図２５】は、半導体装置１０の動作シーケンスを示すタイミングチャートである。
【図２６】は、本発明に係る半導体装置の第２実施形態を示すブロック図である。
【図２７】は、半導体装置２０のピン配置図である。
【図２８】は、外部端子のピン番号、端子名、及び、機能を示した対応表である。
【図２９】は、半導体装置２０の電気的特性を示す表である。
【図３０】は、電流設定部２２０と定電流ドライバ２２１の一構成例を示す回路図である
。
【図３１】は、ミラー比とトランジスタサイズとの相関関係を示す模式図である。
【図３２】は、抵抗を千鳥配置としたレイアウト図である。
【発明を実施するための形態】
【００１２】
　図１は、本発明に係る半導体装置の第１実施形態を示すブロック図である。
【００１３】
　まず、本実施形態の半導体装置１０の概要について述べる。
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【００１４】
　半導体装置１０は、３６Ｖ高耐圧の白色ＬＥＤドライバＩＣであり、昇圧ＤＣ／ＤＣコ
ンバータ、並びに、４チャネル出力の定電流ドライバが１チップに集積化されている。な
お、半導体装置１０は、ＰＷＭ［Pulse Width Modulation］制御、及び、ＶＤＡＣ制御の
いずれによっても、白色ＬＥＤの調光制御が可能である。
【００１５】
　次に、本実施形態の半導体装置１０の特長について述べる。
【００１６】
　第１の特長は、電源電圧ＶＣＣの入力電圧範囲が４．５～３０［Ｖ］である点である。
第２の特長は、昇圧ＤＣ／ＤＣコントローラを内蔵している点である。第３の特長は、Ｌ
ＥＤに出力電流ＩＬＥＤを供給する４チャネルの定電流ドライバを内蔵している点である
（最大電流値：１５０［ｍＡ］）。第４の特長は、ＰＷＭ調光（デューティ比：０．３８
～９９．５［％］）に対応している点である。第５の特長は、各種保護機能部（ＵＶＬＯ
［Under Voltage Lock Out］、ＯＶＰ［Over Voltage Protection］、ＴＳＤ［Thermal S
hut Down］、ＯＣＰ［Over Current Protection］)を内蔵している点である。第６の特長
は、ＬＥＤ異常状態（オープン／ショート）の検出機能を内蔵している点である。第７の
特長は、ＨＳＯＰ－Ｍ２８パッケージ（図２を参照）を採用した点である。
【００１７】
　なお、本実施形態の半導体装置１０は、カーナビモニタのバックライトや、中小型ＬＣ
Ｄパネルのバックライトなどの駆動制御用として用いられる。
【００１８】
　上記特長を有する本実施形態の半導体装置１０は、図１に示すように、基準電圧生成部
１０１（以下では、ＶＲＥＧ部１０１と呼ぶ）と、スイッチ１０２と、減電圧保護部１０
３（以下では、ＵＶＬＯ部１０３と呼ぶ）と、温度保護部１０４（以下では、ＴＳＤ部１
０４と呼ぶ）と、過電圧保護部１０５（以下では、ＯＶＰ部１０５と呼ぶ）と、入力バッ
ファ１０６と、発振器部１０７と、ＰＷＭコンパレータ１０８と、制御ロジック部１０９
と、ドライバ１１０と、過電流保護部１１１（以下では、ＯＣＰ部１１１と呼ぶ）と、コ
ンパレータ１１２と、エラーアンプ１１３と、ソフトスタート部１１４と、入力バッファ
１１５と、電流設定部１１６と、定電流ドライバ１１７と、オープン／ショート検出部１
１８と、入力バッファ１１９及び１２０と、を集積化して成る。
【００１９】
　なお、半導体装置１０の上記回路部は、ＶＲＥＧブロック（ＶＲＥＧ部１０１）と、昇
圧ＤＣ／ＤＣコントローラブロック（スイッチ１０２、入力バッファ１０６、発振器部１
０７、ＰＷＭコンパレータ１０８、制御ロジック部１０９、ドライバ１１０、ＯＣＰ部１
１１、コンパレータ１１２、エラーアンプ１１３、及び、ソフトスタート部１１４）と、
カレントドライバブロック（入力バッファ１１５、電流設定部１１６、定電流ドライバ１
１７、オープン／ショート検出部１１８、及び、入力バッファ１１９及び１２０）と、保
護ブロック（ＵＶＬＯ部１０３、ＴＳＤ部１０４、ＯＶＰ部１０５）の４ブロックに大別
することができる。
【００２０】
　また、本実施形態の半導体装置１０は、外部との電気的接続を確立する手段として、２
８本の外部端子（１ピン～２８ピン）を有して成る。
【００２１】
　図２は、半導体装置１０のピン配置図であり、図３は、外部端子のピン番号、端子名、
及び、機能を示した対応表である。なお、図２において、半導体装置１０の中央部両サイ
ドに設けられた幅広の端子は、サブグランドと繋がるＦＩＮ端子であり、放熱性を良くす
るためのものである。
【００２２】
　次に、半導体装置１０の外部接続について詳細な説明を行う。
【００２３】
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　図４は、半導体装置１０の外部接続を説明するための図である。
【００２４】
　図４に示した外部素子に関して、デカップリングコンデンサＣＶＣＣ、ＣＲＥＧは、で
きる限り、ＩＣピンの直近に接続することが望ましい。
【００２５】
　ＣＳ端子（２２ピン）、ＧＮＤ端子（７ピン）、及び、ＰＧＮＤ（２１ピン）には、大
電流が流れる可能性があるため、それぞれ独立で配線するとともに、インピーダンスを低
くすることが望ましい。
【００２６】
　ＶＤＡＣ端子（８ピン）、ＩＳＥＴ端子（９ピン）、ＲＴ端子（２６ピン）、及び、Ｃ
ＯＭＰ端子（２８ピン）には、ノイズが載らないように留意すべきである。
【００２７】
　ＰＷＭ端子（５ピン）、ＳＹＮＣ端子（６ピン）、ＬＥＤ１端子（１２ピン）、ＬＥＤ
２端子（１４ピン）、ＬＥＤ３端子（１５ピン）、及び、ＬＥＤ４端子（１７ピン）は、
スイッチングされるため、周辺パターンに影響を与えないように留意すべきである。
【００２８】
　図４中の太線部分は、幅広のパターンで、かつ、できるだけ短くレイアウトすることが
望ましい。
【００２９】
　なお、本実施形態の半導体装置１０では、パワートランジスタＱ２を外付けとしている
ので、放熱性を高めることが可能となる。
【００３０】
　図５は、外部素子の定数の一例を示す設定表である。なお、本図に例示した定数は、電
源電圧ＶＣＣ＝１２［Ｖ］、ＬＥＤ５直４並列、出力電流ＩＬＥＤ＝５０［ｍＡ］のとき
に動作を確認した定数である。従って、使用条件などによって最適値は異なるため、十分
評価の上、定数を決定することが望ましい。
【００３１】
　図６は、外部端子の入出力等価回路図である。
【００３２】
　図６に示すように、半導体装置１０の外部端子には、いずれも静電保護ダイオードが接
続されている。
【００３３】
　また、コントロール関連端子であるＰＷＭ端子（５ピン）、ＳＹＮＣ端子（６ピン）、
ＶＤＡＣ端子（８ピン）、ＩＳＥＴ端子（９ピン）、ＬＥＤＥＮ１端子（１０ピン）、Ｌ
ＥＤＥＮ２端子（１１ピン）、ＣＳ端子（２２ピン）、ＳＷＯＵＴ端子（２３ピン）、Ｅ
Ｎ端子（２４ピン）、ＯＶＰ端子（２５ピン）、ＲＴ端子（２６ピン）、ＳＳ端子（２７
ピン）、ＣＯＭＰ端子（２８ピン）については、上側（信号ラインから電源ラインに電荷
を引き抜く経路側）の静電保護ダイオードのカソードを基準電圧ＶＲＥＧや電源電圧ＶＣ
Ｃの印加端に接続するのではなく、中間電圧ＣＬ１０Ｖ（例えば１０［Ｖ］、図６の最右
下欄を参照）の印加端に接続する構成とされている。
【００３４】
　このような構成とすることにより、電源電圧ＶＣＣが印加されていない場合や、イネー
ブル信号ＥＮによって基準電圧ＶＲＥＧが生成されていない場合に、外部端子に正電圧が
印加されたとしても、静電保護ダイオードを介して基準電圧ラインや電源電圧ラインに過
大電流が流れ込むことはないので、回路の破壊や誤動作を防止することが可能となる。
【００３５】
　図７は、上記構成から成る半導体装置１０の電気的特性を示す表である。なお、図７に
示す電気的特性は、特に指定のない限り、電源電圧ＶＣＣ＝１２［Ｖ］、周囲温度Ｔａ＝
２５［℃］での数値を示している。
【００３６】
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　次に、半導体装置１０のＶＲＥＧブロック（ＶＲＥＧ部１０１）について、先出の図１
などを参照しながら、詳細な説明を行う。
【００３７】
　ＶＲＥＧ部１０１は、ＥＮ端子（２４ピン）に入力されるイネーブル信号ＥＮがハイレ
ベルであるときに、ＶＣＣ端子（１ピン）に入力される電源電圧ＶＣＣ（１２［Ｖ］）か
らの基準電圧ＶＲＥＧ（５［Ｖ］（Typ.））を生成する手段である。この基準電圧ＶＲＥ
Ｇは、内部回路の電源として使用され、また、ＩＣ外で端子をハイレベル電圧に固定する
ときにも使用される。
【００３８】
　また、ＶＲＥＧ部１０１は、ＵＶＬＯ機能を具備しており、２．９［Ｖ］（Typ.）以上
になると動作を開始し、２．８［Ｖ］（Typ.）以下になると動作を停止する。
【００３９】
　なお、ＶＲＥＧ端子（４ピン）は、位相補償用の容量ＣＲＥＧ（１０μＦ（Typ.））を
接続するための外部端子である。このような位相補償用の容量ＣＲＥＧを接続することに
より、ＶＲＥＧ部１０１の回路動作を安定化することが可能となる。
【００４０】
　次に、半導体装置１０の自己診断機能について、詳細な説明を行う。
【００４１】
　本実施形態の半導体装置１０は、自身に内蔵された保護回路の動作状態を示すべく、Ｆ
ＡＩＬ１端子（３ピン）及びＦＡＩＬ２端子（２０ピン）から、オープンドレイン形式で
ＦＡＩＬ１信号及びＦＡＩＬ２信号を各々出力する機能を具備している。
【００４２】
　ＵＶＬＯ部１０３、ＴＳＤ部１０４、ＯＶＰ部１０５、及び、ＯＣＰ部１１１のいずれ
かが異常状態を検出し、その出力信号がローレベルとされたとき、制御ロジック部１０９
は、図８に示す出力段を介して、ＦＡＩＬ１信号をローレベルにするとともに、ＳＷＯＵ
Ｔ端子（２３ピン）をローレベル固定とすることで、昇圧動作を停止する。
【００４３】
　ただし、ＯＣＰ部１１１は、パルスバイパルス方式であるため、昇圧ＤＣ／ＤＣコンバ
ータの発振周波数ＦＯＳＣで決定される１周期分だけ、ＳＷＯＵＴ端子がローレベル固定
とされた後、昇圧動作が復帰される。このようなパルスバイパルス方式により、回路動作
を完全に停止させないまま、電流制限をかけることができるので、誤動作で回路が停止さ
れた場合でも、遅滞なく自動復帰が行われるため、ユーザにとって使い勝手が良い。
【００４４】
　また、ＵＶＬＯ部１０３、ＴＳＤ部１０４、及び、ＯＶＰ部１０５の少なくとも一が異
常状態を検出したとき、ＬＥＤ１端子、ＬＥＤ２端子、ＬＥＤ３端子、及び、ＬＥＤ４端
子（１２ピン、１４ピン、１５ピン、１７ピン）は、いずれもオープン（ハイインピーダ
ンス）とされる。
【００４５】
　また、ＦＡＩＬ１端子（３ピン）から出力されるＦＡＩＬ１信号と、ＬＯＡＤＳＷ端子
（２ピン）から出力されるＬＯＡＤＳＷ信号とは、互いに反転信号となっており、ＦＡＩ
Ｌ１信号がローレベルとされると、ＬＯＡＤＳＷ信号はスイッチ１０２を用いてハイレベ
ルとされる。従って、ＵＶＬＯ部１０３、ＴＳＤ部１０４、ＯＶＰ部１０５、及び、ＯＣ
Ｐ部１１１のいずれかが異常状態を検出したとき、ＬＯＡＤＳＷ端子（２ピン）に外部接
続されるロードスイッチ（図４のＰチャネル型電界効果トランジスタＱ１）はオフとされ
る。従って、半導体装置１０の異常時には、昇圧動作を停止させて、ＩＣが破壊や発煙・
発火に至るのを未然に防止することが可能となる。
【００４６】
　一方、ＦＡＩＬ２端子（２０ピン）から出力されるＦＡＩＬ２信号は、オープン／ショ
ート検出部１１８が異常状態（オープン状態またはショート状態）を検出したとき、図９
に示す出力段を介してローレベル出力とされる。なお、オープン／ショート検出部１１８
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から出力されるＦＡＩＬ２信号は、ラッチ方式となっており、そのラッチ解除は、イネー
ブル信号ＥＮのオン／オフ（延いてはＵＶＬＯ信号のオン／オフ）に基づいて行われる。
【００４７】
　オープン／ショート検出部１１８は、図１０に示す通り、所定のＬＥＤ制御電圧ＶＬＥ
Ｄ（０．８［Ｖ］（Typ.））に維持されているはずのＬＥＤ端子電圧Ｖ１～Ｖ４（ＬＥＤ
１端子～ＬＥＤ４端子の各端子電圧）が０．１５［Ｖ］（Typ.）以下となったときに、そ
のＬＥＤ端子がオープンであると判定し、さらに、ＯＶＰ端子（２５ピン）の端子電圧Ｖ
Ｐ（出力電圧ＶＯＵＴの分圧電圧）が１．７［Ｖ］（Typ.）に達したときに、オープンと
判定されたＬＥＤ端子に対する電流出力をオフとすべく、定電流ドライバ１１７に対して
指示を送るとともに、ＦＡＩＬ２信号をローレベルに遷移させる。なお、図１０の例では
ＬＥＤ１端子がオープンとなった場合を例示している。
【００４８】
　このように、ＬＥＤ端子のオープン検出と電流出力のオフ制御を２段階で実施すること
により、不必要なシャットダウンを回避することが可能となる。
【００４９】
　なお、上記のオープン検出については、ＯＶＰ部１０５による過電圧検出で代用するこ
とも可能である。すなわち、ＯＶＰ部１０５では、ＯＶＰ端子の端子電圧ＶＰが所定の過
電圧検出電圧ＶＤＯＶＰ（２．０［Ｖ］（Typ.））に達したことを検出して、ＤＣ／ＤＣ
コンバータの昇圧動作が停止され、全チャネルの電流出力がオフとされるので、敢えてオ
ープン検出を行わなくとも、過電圧検出とオープン検出とを兼ねた形で、全チャネルの電
流出力をオフとすることが可能である。
【００５０】
　ただし、オープンとなったチャネルだけをオフしたい場合には、上記で説明した通り、
ＬＥＤ端子電圧Ｖ１～Ｖ４を監視することで、オープンとなったＬＥＤ端子を特定し、そ
のチャネルのみをオフとすればよい。特に、全チャネルの電流出力をオフにすると、使用
に支障を生じるアプリケーション（カーナビモニタのバックライト駆動装置など）への適
用に際しては、各チャネルの電流出力を個別にオフし得る本実施形態の構成が望ましい。
【００５１】
　また、オープン／ショート検出部１１８は、ＬＥＤ端子電圧Ｖ１～Ｖ４が４．５［Ｖ］
（Typ.）以上となったときにショートと判断する。言い換えれば、正常時と異常時との間
で、ＬＥＤ端子電圧の差分が３．７［Ｖ］（＝４．５［Ｖ］－０．８［Ｖ］）（Typ.）以
上となったときに、ショートが検出されることになる。
【００５２】
　なお、白色ＬＥＤの順方向降下電圧ＶＦは約３．４［Ｖ］であるため、上記の設定例で
は、ＬＥＤ１個がショートしただけではショート検出されず、ＬＥＤ２個以上がショート
した場合にショート検出される。このようなスレッショルドレベルの設定により、ＬＥＤ
ショートが生じてはいるものの、その使用に際して、さほど支障を来さない範囲について
は、不要なシャットダウンを回避することが可能となる。
【００５３】
　このように、オープン／ショート検出部１１８でのショート検出は、例えば、ＬＥＤ１
端子～ＬＥＤ４端子に各々外部接続されるＬＥＤ列のうち、いずれか一のＬＥＤ列につい
て、これを形成する一つのＬＥＤがショート状態（アノード／カソード間の短絡状態）と
なった結果、当該ショート状態となったＬＥＤの順方向降下電圧ＶＦ分だけ、ＬＥＤ列全
体としての順方向降下電圧が低い状態となり、一のＬＥＤ端子電圧が他のＬＥＤ端子電圧
に比べて、ＬＥＤの順方向降下電圧ＶＦ分だけ高くなった状態を検出する動作を言う。従
って、図１でも示したように、オープン／ショート検出部１１８とＯＶＰ部１０５とは、
別の保護ブロックとして形成されている。
【００５４】
　ただし、本実施形態の半導体装置１０では、一旦オープン／ショートが検出されると、
以後、ショート検出信号はマスクされる。図１０の例に即して述べると、ＬＥＤ１端子の
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オープンが検出されて以後、その他のＬＥＤ２端子～ＬＥＤ４端子については、そのショ
ート検出信号がマスクされる。このようなマスク制御により、ＬＥＤ１端子がオープンと
なった結果、ＬＥＤ端子電圧Ｖ１がほぼＧＮＤまで低下し、これを受けて出力電圧ＶＯＵ
Ｔが上昇し、それに追従してＬＥＤ端子電圧Ｖ２～Ｖ４が通常時より上昇した場合であっ
ても、これをショートと誤検出することがなくなる。なお、オープン検出信号は、オープ
ン／ショート検出後もマスクされることはない。
【００５５】
　また、上記のショート検出信号は、ＰＷＭ駆動による出力電流ＩＬＥＤのオフ期間にも
マスクされる。このようなマスク制御により、出力電流ＩＬＥＤのオフ期間において、Ｌ
ＥＤ端子電圧Ｖ１～Ｖ４が跳ね上がった場合でも、これをショートと誤検出することがな
くなる。なお、上記のマスク制御に関しては、ＰＷＭ信号の論理変遷タイミングと、出力
電流ＩＬＥＤのオン／オフタイミングとの間に遅延が生じることを考慮して、出力電流Ｉ
ＬＥＤを流し始めるタイミング（定電流ドライバ１１７の出力トランジスタがオンするタ
イミング）から、ＰＷＭ信号がローレベルに立ち下がるタイミングまでをマスクすればよ
い（後出の図１３を参照）。
【００５６】
　また、ＬＥＤ１端子～ＬＥＤ４端子に付加的な容量が接続されると、出力オン時にＬＥ
Ｄ端子電圧Ｖ１～Ｖ４が低下するのが遅くなり、ショート検出が誤動作することがあるの
で、注意が必要である。また、ＦＡＩＬ１信号及びＦＡＩＬ２信号は、いずれもオープン
ドレイン形式であるため、ＦＡＩＬ１端子及びＦＡＩＬ２端子は、基準電圧ＶＲＥＧの印
加端に対して抵抗（図４の抵抗ＲＦＬ１、ＲＦＬ２）でプルアップされている。
【００５７】
　次に、半導体装置１０のカレントドライバブロック（入力バッファ１１５、電流設定部
１１６、定電流ドライバ１１７、オープン／ショート検出部１１８、及び、入力バッファ
１１９及び１２０）について、詳細な説明を行う。
【００５８】
　ＬＥＤ出力端子ＬＥＤ１～ＬＥＤ４のうち、定電流ドライバ１１７からの出力電流ＩＬ
ＥＤを使用しない出力端子（延いては、点灯させないＬＥＤ列）がある場合には、ＬＥＤ
ＥＮ１端子（１０ピン）、及び、ＬＥＤＥＮ２端子（１１ピン）を用いて、ＬＥＤ出力端
子ＬＥＤ１～ＬＥＤ４に対する電流出力を各個にオフすることが可能である。
【００５９】
　図１１は、ＬＥＤイネーブル信号ＬＥＤＥＮ１、ＬＥＤＥＮ２の入力論理と、ＬＥＤ出
力端子ＬＥＤ１～ＬＥＤ４のオン／オフ状態との相関関係を示す真理値表である。
【００６０】
　なお、ＬＥＤイネーブル信号ＬＥＤＥＮ１、ＬＥＤＥＮ２を用いることなく、使用しな
いＬＥＤ端子をオープンすると、オープン／ショート検出部１１８において、オープン検
出が誤動作してしまう。また、ＬＥＤイネーブル信号ＬＥＤＥＮ１、ＬＥＤＥＮ２を用い
て、ＬＥＤ端子への電流出力を適宜オフさせた場合にも、エラーアンプ１１３の入力段は
動作しているため、ＬＥＤ１端子～ＬＥＤ４端子は、ＧＮＤ固定にせず、オープンもしく
は定電圧ＶＲＥＧの印加端に接続しておくことが望ましい。また、出力電流ＩＬＥＤをＰ
ＷＭ駆動している際には、ＬＥＤイネーブル信号ＬＥＤＥＮ１、ＬＥＤＥＮ２を切り替え
ない方が望ましい。
【００６１】
　次に、出力電流ＩＬＥＤの設定方法について、図１２を参照しながら詳細に説明する。
【００６２】
　図１２は、電流設定部１１６と定電流ドライバ１１７の一構成例を示す回路図である。
【００６３】
　図１２に示すように、電流設定部１１６は、オペアンプＡ１と、直流電圧源Ａ２と、ｎ
ｐｎ型バイポーラトランジスタＡ３と、抵抗Ａ４、Ａ５と、ｐｎｐ型バイポーラトランジ
スタＡ６～Ａ９と、抵抗Ａ１０（抵抗値Ｒ）と、を有して成る。
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【００６４】
　オペアンプＡ１の第１非反転入力端（＋）は、ＶＤＡＣ端子（８ピン）に接続されてい
る。オペアンプＡ２の第２非反転入力端（＋）は、直流電圧源Ａ２の正極端に接続されて
おり、所定の定電圧ＶＩＳＥＴ（＝２．０［Ｖ］）が印加されている。直流電圧源Ａ２の
負極端は、接地端に接続されている。オペアンプＡ２の反転入力端（－）は、ＩＳＥＴ端
子（９ピン）に接続されている。トランジスタＡ３のベースは、オペアンプＡ１の出力端
に接続されている。トランジスタＡ３のエミッタは、ＩＳＥＴ端子に接続されている。
【００６５】
　抵抗Ａ４、Ａ５の各一端は、いずれも基準電圧ＶＲＥＧの印加端に接続されている。抵
抗Ａ４の他端は、トランジスタＡ６のエミッタに接続されている。抵抗Ｒ５の他端は、ト
ランジスタＡ７のエミッタに接続されている。トランジスタＡ６、Ａ７のベースは、互い
に接続されており、その接続ノードは、トランジスタＡ７のコレクタに接続されている。
トランジスタＡ６のコレクタは、トランジスタＡ８のエミッタに接続されている。トラン
ジスタＡ７のコレクタは、トランジスタＡ９のエミッタに接続されている。トランジスタ
Ａ８、Ａ９のベースは、互いに接続されており、その接続ノードは、トランジスタＡ８の
コレクタに接続されている。トランジスタＡ８のコレクタは、トランジスタＡ３のコレク
タに接続されている。トランジスタＡ９のコレクタは、抵抗Ａ１０を介して、接地端に接
続されている。
【００６６】
　一方、図１２に示すように、定電流ドライバ１１７は、ＬＥＤ１端子～ＬＥＤ４端子に
対して各々出力電流ＩＬＥＤを供給する４チャネルの出力段Ｃｈ１、Ｃｈ２、Ｃｈ３、Ｃ
ｈ４を有して成る。なお、出力段Ｃｈ１は、オペアンプＢ１と、Ｎチャネル型電界効果ト
ランジスタＢ２と、抵抗Ｂ３（抵抗値５Ｒ）と、カレントミラー回路Ｂ４（ミラー比１：
１）と、抵抗Ｂ５（抵抗値５Ｒ）と、オペアンプＢ６と、Ｎチャネル型電界効果トランジ
スタＢ７と、抵抗Ｂ８（抵抗値５Ｒ）と、カレントミラー回路Ｂ９（ミラー比１：１０）
と、オペアンプＢ１０と、直流電圧源Ｂ１１と、Ｎチャネル型電界効果トランジスタＢ１
２～Ｂ１４と、オペアンプＢ１５と、直流電圧源Ｂ１６と、Ｎチャネル型電界効果トラン
ジスタＢ１７と、抵抗Ｂ１８と、を有して成る。
【００６７】
　オペアンプＢ１の非反転入力端（＋）は、トランジスタＡ９と抵抗Ａ１０との接続ノー
ドに接続されている。オペアンプＢ１の反転入力端（－）は、抵抗Ｂ３の一端に接続され
ている。抵抗Ｂ３の他端は、接地端に接続されている。トランジスタＢ２のドレインは、
カレントミラー回路Ｂ４の入力端に接続されている。トランジスタＢ２のソースは、抵抗
Ｂ３の一端に接続されている。トランジスタＢ２のゲートは、オペアンプＢ１の出力端に
接続されている。カレントミラー回路Ｂ４の電源入力端は、基準電圧ＶＲＥＧの印加端に
接続されている。
【００６８】
　オペアンプＢ６の非反転入力端（＋）は、カレントミラー回路Ｂ４の出力端と抵抗Ｂ５
の一端に各々接続されている。オペアンプＢ６の反転入力端は、抵抗Ｂ８の一端に接続さ
れている。抵抗Ｂ５、Ｂ８の他端は、いずれも接地端に接続されている。トランジスタＢ
７のドレインは、カレントミラー回路Ｂ９の入力端に接続されている。トランジスタＢ７
のソースは、抵抗Ｂ８の一端に接続されている。トランジスタＢ７のゲートは、オペアン
プＢ６の出力端に接続されている。カレントミラー回路Ｂ９の電源入力端は、基準電圧Ｖ
ＲＥＧの印加端に接続されている。
【００６９】
　オペアンプＢ１０の非反転入力端（＋）は、直流電圧源Ｂ１１の正極端に接続されてい
る。直流電圧源Ｂ１１の負極端は、接地端に接続されている。トランジスタＢ１２のドレ
インは、カレントミラー回路Ｂ９の出力端に接続されている。トランジスタＢ１２のソー
スは、オペアンプＢ１０の反転入力端（－）に接続されている。トランジスタＢ１２のゲ
ートは、オペアンプＢ１０の出力端に接続されている。
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【００７０】
　トランジスタＢ１３のドレインは、トランジスタＢ１２のソースに接続されている。ト
ランジスタＢ１３、Ｂ１４のゲートは互いに接続されており、その接続ノードは、トラン
ジスタＢ１２のドレインに接続される一方、抵抗Ｂ１８を介して接地端にも接続されてい
る。トランジスタＢ１３、Ｂ１４のソースは、いずれも接地端に接続されている。
【００７１】
　オペアンプＢ１５の非反転入力端（＋）は、直流電圧源Ｂ１６の正極端に接続されてい
る。直流電圧源Ｂ１６の負極端は、接地端に接続されている。トランジスタＢ１７のドレ
インは、ＬＥＤ１端子に接続されている。トランジスタＢ１７のソースは、オペアンプＢ
１５の反転入力端（－）に接続される一方、トランジスタＢ１４のドレインにも接続され
ている。トランジスタＢ１７のゲートは、オペアンプＢ１５の出力端に接続されている。
【００７２】
　なお、定電流ドライバ１１７を構成するその余の出力段Ｃｈ２～Ｃｈ４は、上記の出力
段Ｃｈ１と同様の構成から成るため、詳細な説明は割愛する。
【００７３】
　上記構成から成る電流設定部１１６、及び、定電流ドライバ１１７において、出力電流
ＩＬＥＤは、次の（１）式に基づいて設定される。
【００７４】
【数１】

【００７５】
　上記（１）式において、ｍｉｎ｛ＶＤＡＣ，２．０［Ｖ］｝というパラメータは、ＶＤ
ＡＣ端子（８ピン）に入力される制御電圧ＶＤＡＣと、電流設定部１１６の内部で予め定
められた定電圧ＶＩＳＥＴ（＝２．０［Ｖ］）のうち、いずれか低い方の電圧値である。
また、ＲＳＥＴというパラメータは、ＩＳＥＴ端子（９ピン）に外部接続される抵抗ＲＳ
ＥＴの抵抗値であり、３３００（Typ.）というパラメータは、定電流ドライバ１１７の回
路内部で決まる定数である。
【００７６】
　すなわち、ＩＳＥＴ端子（９ピン）に抵抗ＲＳＥＴをプルダウン接続することで、これ
に流れる基準電流ＩＳＥＴの所定ゲイン倍（例えば３３００倍）が出力電流ＩＬＥＤの最
大値（例えば５０［ｍＡ］）として設定される形となっている。
【００７７】
　図１２の例に即して具体的に述べると、定電流ドライバ１１７では、まず、オペアンプ
Ｂ１、トランジスタＢ２、及び、抵抗Ｂ３（抵抗値５Ｒ）を用いて、抵抗Ａ１０の端子電
圧Ｖａ（＝ＩＳＥＴ×Ｒ）が電圧／電流変換され、基準電流ＩＳＥＴを１／５とした中間
電流Ｉａ（＝１／５ＩＳＥＴ）が生成される。次に、カレントミラー回路Ｂ４を用いて、
中間電流Ｉａが１：１でミラーされ、中間電流Ｉｂ（＝１／５ＩＳＥＴ）が生成される。
次に、抵抗Ｂ５（抵抗値５Ｒ）を用いて、中間電流Ｉｂが電流／電圧変換され、端子電圧
Ｖｂ（＝ＩＳＥＴ×Ｒ）が生成される。次に、オペアンプＢ６、トランジスタＢ７、並び
に、抵抗Ｂ８（抵抗値５Ｒ）を用いて、抵抗Ｂ５の端子電圧Ｖｂが電圧／電流変換され、
中間電流Ｉｃ（＝１／５ＩＳＥＴ）が生成される。次に、カレントミラー回路Ｂ９を用い
て、中間電流Ｉｃが１：１０でミラーされ、基準電流ＩＳＥＴを２倍とした中間電流Ｉｄ
（＝２ＩＳＥＴ）が生成される。そして、最終的には、トランジスタＢ１３、Ｂ１４から
成るカレントミラー回路を用いて、中間電流Ｉｄが１：１６５０でミラーされ、基準電流
ＩＳＥＴを３３００倍とした出力電流ＩＬＥＤ（＝３３００ＩＳＥＴ）が生成される。
【００７８】
　なお、出力電流ＩＬＥＤの精度を高めるために、最終段のカレントミラー回路について
は、オペアンプＢ１０、Ｂ１５を用いて、トランジスタＢ１３、Ｂ１４のドレイン・ソー
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ス間電圧が同一（例えば０．３［Ｖ］）とされている。また、定電流ドライバ１１７は、
入力される基準電流ＩＳＥＴに基づいて、電圧／電流変換と電流／電圧変換を繰り返しな
がら、所望の出力電流ＩＬＥＤを生成する構成とされている。従って、上記変換処理に用
いる抵抗素子（図１２の例では、抵抗Ｂ３、Ｂ５、Ｂ８）が増え、延いては、そのトリミ
ング機会が増加する。このように、トリミング可能な抵抗を数多く有する構成であれば、
それらの抵抗値を微調整することにより、出力電流ＩＬＥＤの相対ばらつき幅：±４％、
絶対ばらつき幅：±６％を実現することができ、延いては、輝度ばらつきの低減やＬＥＤ
の長寿命化に貢献することが可能となる。
【００７９】
　図１３は、抵抗ＲＳＥＴと出力電流ＩＬＥＤとの相関関係を示すグラフである。なお、
抵抗ＲＳＥＴとしては、３００［ｋΩ］以下のものを用いることが望ましい。
【００８０】
　また、上記の制御電圧ＶＤＡＣを用いて、出力電流ＩＬＥＤの可変制御（ＬＥＤの調光
制御）を行う場合、その入力範囲は、０．１～２．０［Ｖ］の範囲とすればよい。このよ
うな制御電圧ＶＤＡＣを印加することにより、出力電流ＩＬＥＤを最大値から低減してい
くことが可能となる。
【００８１】
　一方、制御電圧ＶＤＡＣとして２．０［Ｖ］以上が入力された場合には、上記の（１）
式で与えられるように、定電圧ＶＩＳＥＴの電圧値が選択されることになるため、制御電
圧ＶＤＡＣによる調光機能が不使用状態となる。なお、制御電圧ＶＤＡＣによる調光機能
を使用しない場合には、誤動作を回避する観点から、ＶＤＡＣ端子をオープンとせず、基
準電圧ＶＲＥＧ（５［Ｖ］）の印加端に接続しておくとよい。
【００８２】
　また、本実施形態の半導体装置１０では、上記の制御電圧ＶＤＡＣを用いたＬＥＤの調
光制御のほか、ＰＷＭ端子（５ピン）に入力されるＰＷＭ信号を用いて、基準電流ＩＳＥ
Ｔのオン／オフ制御を行うことで、ＬＥＤの調光制御を行うことも可能である。
【００８３】
　すなわち、ＰＷＭ信号に基づいて、出力電流ＩＬＥＤの基準となる基準電流ＩＳＥＴを
パルス電流とすれば、ＰＷＭ信号のデューティ比が出力電流ＩＬＥＤのデューティ比とな
るので、出力電流ＩＬＥＤをその最大値（ないしは、制御電圧ＶＤＡＣで定められた電流
値）から、見かけ上低減することが可能となる。なお、ＰＷＭ信号に基づく基準電流ＩＳ
ＥＴのオン／オフ制御手段（パルス電流生成手段）については、電流設定部１１６の出力
段（定電流ドライバ１１７の前段）に設ければよい。
【００８４】
　また、本実施形態の半導体装置１０では、ＰＷＭ信号に対する出力電流ＩＬＥＤの応答
性を上げるため、最終段のカレントミラー回路について、トランジスタＢ１３、Ｂ１４の
ゲート・ソース間にプルダウン抵抗Ｂ１８（５００［ｋΩ］）が挿入されている。このよ
うなプルダウン抵抗Ｂ１８の挿入により、トランジスタＢ１３、Ｂ１４の立ち上がりを早
めることができるので、ＰＷＭ調光能力の向上（最低デューティ比：０．３８％（１５０
［Ｈｚ］時））を実現することが可能となる。
【００８５】
　一方、ＰＷＭ信号による調光機能を使用しない場合（デューティ比１００％）には、Ｐ
ＷＭ端子をハイレベル（例えば定電圧ＶＲＥＧ）に固定すればよい。なお、ＰＷＭ端子に
は、ローパスフィルタ（カットオフ周波数３０［ｋＨｚ］）を挿入することが望ましい。
【００８６】
　図１４は、ＰＷＭ調光制御の一例を示すタイミングチャートであり、ＰＷＭ信号と出力
電流ＩＬＥＤとの相関関係を示している。なお、図１４（ａ）は、ＰＷＭ信号の周波数が
１５０［Ｈｚ］、デューティ比が０．３８［％］である場合を示しており、図１４（ｂ）
は、ＰＷＭ信号の周波数が１５０［Ｈｚ］、デューティ比が５０［％］である場合を示し
ている。また、図１４（ｃ）は、ＰＷＭ信号の周波数が２０［ｋＨｚ］、デューティ比が
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５０［％］である場合を示している。なお、図１４（ａ）、（ｂ）、（ｃ）の横軸は、い
ずれも時間軸であるが、ＰＷＭ信号の周波数が各々大きく異なるため、その描写レンジは
互いに異なっている。通常、ＰＷＭ信号の周波数は、１００～２００［Ｈｚ］程度で固定
的に設定される。
【００８７】
　次に、半導体装置１０の昇圧ＤＣ／ＤＣコントローラブロック（入力バッファ１０６、
発振部１０７、ＰＷＭコンパレータ１０８、制御ロジック部１０９、ドライバ１１０、Ｏ
ＣＰ部１１１、コンパレータ１１２、エラーアンプ１１３、及び、ソフトスタート部１１
４を含む回路ブロック）について詳細に説明する。
【００８８】
　まず、昇圧ＤＣ／ＤＣコントローラブロックの基本動作（昇圧動作）について、先出の
図１及び図４を参照しながら、詳細に説明する。
【００８９】
　トランジスタＱ２は、ＳＷＯＵＴ端子（２３ピン）からの出力に応じてオン／オフ制御
されるＮチャネル電界効果型の出力パワートランジスタである。
【００９０】
　トランジスタＱ２がオン状態にされると、コイルＬ１にはトランジスタＱ２を介して接
地端に向けたスイッチ電流が流れ、その電気エネルギが蓄えられる。なお、トランジスタ
Ｑ２のオン期間において、既に出力コンデンサＣＶＯＵＴに電荷が蓄積されていた場合、
負荷である発光ダイオード列（図４では明示されていないが、出力電圧ＶＯＵＴの引出端
とＬＥＤ１端子～ＬＥＤ４端子との間に接続されるＬＥＤ列）には、出力コンデンサＣＶ
ＯＵＴからの電流が流れることになる。また、このとき、ダイオードＤ１のアノード電位
は、トランジスタＱ２を介して、ほぼ接地電位まで低下するため、ダイオードＤ１は逆バ
イアス状態となり、出力コンデンサＣＶＯＵＴからトランジスタＱ２に向けて電流が流れ
込むことはない。
【００９１】
　一方、トランジスタＱ２がオフ状態にされると、コイルＬ１に生じた逆起電圧によって
そこに蓄積されていた電気エネルギが放出される。このとき、ダイオードＤ１は順バイア
ス状態となるため、ダイオードＤ１を介して流れる電流は、負荷であるＬＥＤ列に流れ込
むとともに、出力コンデンサＣＶＯＵＴを介して接地端にも流れ込み、出力コンデンサＣ
ＶＯＵＴを充電することになる。上記の動作が繰り返されることによって、負荷であるＬ
ＥＤ列には、出力コンデンサＣＶＯＵＴによって昇圧され、かつ、平滑された出力電圧Ｖ
ＯＵＴが供給される。
【００９２】
　このように、本実施形態の半導体装置１０は、トランジスタＱ２のオン／オフ制御によ
ってエネルギ貯蔵素子であるコイルＬ１を駆動することにより、電源電圧ＶＣＣを昇圧し
て出力電圧ＶＯＵＴを生成するチョッパ型昇圧回路の一構成要素として機能する。
【００９３】
　次に、昇圧ＤＣ／ＤＣコントローラブロックの出力帰還制御について詳細に説明する。
【００９４】
　エラーアンプ１１３は、第１～第４の反転入力端（－）に各々印加されるＬＥＤ端子電
圧Ｖ１～Ｖ４の最低値と、非反転入力端（＋）に入力される所定のＬＥＤ制御電圧ＶＬＥ
Ｄとの差分を増幅して誤差電圧Ｖｅｒｒを生成する。すなわち、誤差電圧Ｖｅｒｒの電圧
値は、出力電圧ＶＯＵＴがその目標設定値よりも低いほど高レベルとなる。
【００９５】
　一方、ＰＷＭコンパレータ１０８は、第１、第２の非反転入力端（＋）に各々印加され
る誤差電圧Ｖｅｒｒ及び上限電圧Ｖｌｍｔのいずれか低い方と、反転入力端（－）に印加
される三角波電圧（ランプ波電圧）Ｖｏｓｃとを比較することで、その比較結果に応じた
デューティの比較信号（ＰＷＭ駆動波形）を生成する。すなわち、比較信号の論理は、誤
差電圧Ｖｅｒｒ（或いは上限電圧Ｖｌｍｔ）が三角波電圧Ｖｏｓｃよりも高ければハイレ
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ベルとなり、低ければローレベルとなる。
【００９６】
　従って、定常動作時における比較信号のオンデューティ（単位期間に占めるトランジス
タＱ２のオン期間の比）は、誤差電圧Ｖｅｒｒと三角波電圧Ｖｏｓｃの相対的な高低に応
じて変動する。
【００９７】
　制御ロジック部１０９は、上記の比較信号がハイレベルとされている間、ドライバ１１
０を介して、ＳＷＯＵＴ端子の端子電圧（すなわち、トランジスタＱ２のゲート電圧）を
ハイレベルに保持する。従って、トランジスタＱ２はオン状態とされる。一方、比較信号
がローレベルとされている間には、ＳＷＯＵＴ端子の端子電圧をローレベルに保持する。
従って、トランジスタＱ２はオフ状態とされる。
【００９８】
　このように、昇圧ＤＣ／ＤＣコントローラブロックは、ＬＥＤ端子電圧Ｖ１～Ｖ４（延
いては出力電圧ＶＯＵＴ）のモニタ結果に基づいて、トランジスタＱ２の駆動制御を行う
構成とされている。従って、出力電圧ＶＯＵＴを所望値に維持することが可能となる。
【００９９】
　次に、負荷であるＬＥＤ列の直列数に関して説明する。
【０１００】
　上述した通り、半導体装置１０の昇圧ＤＣ／ＤＣコントローラブロックは、ＬＥＤ列の
カソード電圧（すなわちＬＥＤ端子電圧Ｖ１～Ｖ４）を検出し、これがＬＥＤ制御電圧Ｖ
ＬＥＤ（＝０．８［Ｖ］（Typ.））となるように、ＬＥＤ列のアノードに印加される出力
電圧ＶＯＵＴを制御する。
【０１０１】
　上記の昇圧動作は、ＰＷＭ信号がハイレベルであり、ＬＥＤ列に対して出力電流ＩＬＥ
Ｄが流されているときにのみ行われる。また、複数のＬＥＤ列を駆動しているときには、
ＬＥＤの順方向降下電圧ＶＦが最も大きい列のＬＥＤ端子電圧（言い換えれば、ＬＥＤ端
子電圧の最低値）がＬＥＤ制御電圧ＶＬＥＤと一致するように制御される。従って、他の
列のＬＥＤ端子電圧は、順方向降下電圧ＶＦのバラツキ分だけ高い電圧となる。
【０１０２】
　なお、順方向降下電圧ＶＦのバラツキ許容電圧Ｖｐｅｒ（＝３．７［Ｖ］（Typ.））に
ついては、ショート検出電圧ＶＤＳＨＴ（＝４．５［Ｖ］（Typ.））、及び、ＬＥＤ制御
電圧ＶＬＥＤ（＝０．８［Ｖ］（Typ.））に基づいて、次の（２）式で設定される。
【０１０３】
【数２】

【０１０４】
　また、オープン／ショート検出部１１８におけるオープン検出の際には、ＯＶＰ部１０
５における過電圧検出基準電圧ＶＤＯＶＰ（＝２．０［Ｖ］（Typ.））の８５％がトリガ
電圧（オープン検出電圧ＶＤＯＰ２（＝１．７［Ｖ］（Typ.））として設定される（図７
及び図１０を参照）。これを、出力電圧ＶＯＵＴに換算して考えると、通常動作時におけ
る出力電圧ＶＯＵＴの最大値が３０．６［Ｖ］＝３６［Ｖ］×０．８５となる。従って、
ＬＥＤの直列数Ｎは、出力電圧ＶＯＵＴの最大値３０．６［Ｖ］をＬＥＤ１個の順方向降
下電圧ＶＦで除した値（３０．６／ＶＦ）よりも小さくなるように制限が掛かる。
【０１０５】
　次に、ＯＶＰ部１０５に関して説明する。ＯＶＰ端子（２５ピン）には、出力電圧ＶＯ
ＵＴを抵抗分割して得られる分圧電圧ＶＰが入力される。これと比較されるＯＶＰ部１０
５の過電圧検出基準電圧ＶＤＯＶＰについては、先述の通り、ＬＥＤ列の直列数Ｎと順方
向降下電圧ＶＦのバラツキ許容電圧Ｖｐｅｒに基づいて適宜決定すればよい。また、過電
圧検出基準電圧ＶＤＯＶＰを決定する際には、オープン検出電圧ＶＤＯＰ２（＝ＶＤＯＶ
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Ｐ×０．８５）も考慮に入れて決定すべきである。なお、ＯＶＰ部１０５が一旦保護動作
を発動した後は、出力電圧ＶＯＵＴが過電圧検出基準電圧ＶＤＯＶＰの７７．５％まで低
下したときに、その保護動作が解除される。
【０１０６】
　例えば、抵抗分割回路の抵抗値をＲＯＶＰ１（昇圧電圧側）、ＲＯＶＰ２（ＧＮＤ側）
とした場合、出力電圧ＶＯＵＴが次の（３）式を満たしたときに、ＯＶＰ部１０５の保護
動作が発動することになる。
【０１０７】
【数３】

【０１０８】
　なお、ＲＯＶＰ１＝３３０［ｋΩ］、ＲＯＶＰ２＝２２［ｋΩ］、ＶＤＯＶＰ＝２．０
［Ｖ］のとき、ＶＯＵＴ＝３２［Ｖ］以上でＯＶＰ部１０５の保護動作が発動する。
【０１０９】
　次に、昇圧ＤＣ／ＤＣコンバータの発振周波数ＦＯＳＣに関して説明を行う。ＲＴ端子
（２６ピン）にプルダウン抵抗ＲＴを外部接続することにより、発振器部１０７の内部コ
ンデンサに対する充放電電流が決定され、三角波電圧Ｖｏｓｃの発振周波数ＦＯＳＣを設
定することが可能である。ＲＴ端子に外部接続されるプルダウン抵抗ＲＴの抵抗値につい
ては、下記の（４）式や図１５を参考に設定すればよく、６２．６～５２３［ｋΩ］の範
囲が望ましい。
【０１１０】

【数４】

【０１１１】
　なお、上記（４）式中において、３０×１０6[Ｖ／Ａ／Ｓ]は、回路内部で決まる定数
（±１６．６％）であり、αは補正係数となっている（ＲＴ：α＝５０［ｋΩ］：０．９
８，６０［ｋΩ］：０．９８５，７０［ｋΩ］：０．９９，８０［ｋΩ］：０．９９４，
９０［ｋΩ］：０．９９６，１００［ｋΩ］：１．０，１５０［ｋΩ］：１．０１、２０
０［ｋΩ］：１．０２，３００［ｋΩ］：１．０３，４００［ｋΩ］：１．０４，５００
［ｋΩ］：１．０４５）。
【０１１２】
　また、図１５の周波数範囲から外れた設定では、スイッチングが停止する可能性がある
ため、留意が必要である。
【０１１３】
　次に、外部同期発振周波数ＦＳＹＮＣに関して説明する。昇圧ＤＣ／ＤＣコンバータに
外部同期のためのクロックをＳＹＮＣ端子（６ピン）に入力しているときには、途中で内
部発振に切り替えるなどの動作を行わない方がよい。ＳＹＮＣ端子の入力論理をハイレベ
ルからローレベルに切り替えた後、内部発振回路が動作し始めるまでには、約３０［μｓ
ｅｃ］（Typ.）程度の遅延時間を要する。ＳＹＮＣ端子に入力されたクロックは立ち上が
りエッジのみ有効となっている。また、外部入力周波数が内部発振周波数に比べて遅い場
合は、上記の遅延時間後、内部発振回路が動作し始めるので、そのような入力は避けるべ
きである。
【０１１４】
　上記したように、本実施形態の半導体装置１０では、ＲＴ端子またはＳＹＮＣ端子を用
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いて、昇圧ＤＣ／ＤＣコンバータブロックの発振周波数ＦＯＳＣを任意にかつ高精度に可
変制御することが可能である。例えば、カーナビモニタのバックライト制御手段として、
本実施形態の半導体装置１０を用いている場合、ラジオ受信周波数の切替制御に合わせて
ＳＹＮＣ端子から外部同期発振周波数ＦＳＹＮＣを適宜設定してやれば、昇圧ＤＣ／ＤＣ
コンバータブロックの発振周波数ＦＯＳＣがラジオノイズの周波数帯に重なることを回避
することができるので、ラジオの受信品質を損わずに、カーナビモニタのバックライト制
御を行うことが可能となる。
【０１１５】
　次に、ＯＣＰ部１１１に関して、図１６を参照しながら詳細に説明する。
【０１１６】
　図１６は、ＯＣＰ部１１１の動作に関連する外部素子の接続関係を説明するための図で
ある。
【０１１７】
　図１６に示すように、昇圧ＤＣ／ＤＣコンバータ用のパワートランジスタＱ２（Ｎチャ
ネル電界効果トランジスタ）のソースとＧＮＤとの間には、検出抵抗ＲＣＳが挿入されて
おり、その接続ノードがＣＳ端子（２２ピン）に接続されている。
【０１１８】
　また、スイッチングノイズ（スパイクノイズ）を低減するために、ＣＳ端子と検出抵抗
ＲＣＳとの間には、カットオフ周波数１～２［ＭＨｚ］のローパスフィルタＬＰＦ（抵抗
ＲＬＰＦ及びコンデンサＣＬＰＦ）が挿入されている。なお、ローパスフィルタＬＰＦの
時定数が大き過ぎると、ＣＳ端子電圧の立ち上がりが遅れ、ＯＣＰ部１１１の検出動作が
遅くなるため、例えば、発振周波数ＦＯＳＣ＝３００［ｋＨｚ］のとき、ＲＬＰＦ＝１０
０［Ω］、ＣＬＰＦ＝１０００［ｐＦ］程度が適切である。
【０１１９】
　また、ＯＣＰ部１１１における検出電流ＩＯＣＰは、過電流保護動作電圧ＶＤＣＳ（コ
ンパレータ１１２の非反転入力端（＋）に印加される定電圧）、及び、検出抵抗ＲＣＳに
基づいて、以下の（５）式で決定される。
【０１２０】

【数５】

【０１２１】
　また、ＯＣＰ部１１１は、パルスバイパルス方式であるため、昇圧ＤＣ／ＤＣコンバー
タの発振周波数ＦＯＳＣで決定される１周期分だけ、ＳＷＯＵＴ端子がローレベル固定と
された後、昇圧動作が復帰される。また、検出抵抗ＲＣＳとＧＮＤとの間は大電流ライン
となるので、基板設計に際してはＧＮＤまでを独立配線とすべきである。
【０１２２】
　次に、ソフトスタート部１１４に関して説明する。本実施形態の半導体装置１０におい
て、ＳＳ端子（２７ピン）は不使用であり、オープンとされる。また、ＳＳ端子電圧がク
ランプ電圧２．５［Ｖ］（Typ.）に達するまで、オープン／ショート検出部１１８におけ
るオープン／ショート検出機能はマスクされる。
【０１２３】
　次に、外付け部品の選定について、詳細な説明を行う。
【０１２４】
　まず、コイルＬ１の選定に関して、図１７を参照しながら詳細に説明する。
【０１２５】
　図１７は、コイルＬ１の選定に関して説明するための図である。なお、図１７（ａ）に
は、コイル電流ＩＬのリップル成分ΔＩＬが示されており、図１７（ｂ）には、ＤＣ／Ｄ
Ｃコンバータの入出力段を構成する回路が示されている。
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【０１２６】
　コイルＬ１のインダクタ値は、コイル電流ＩＬのリップル成分ΔＩＬ（コイル電流ＩＬ
の最大値ＩＬＭＡＸと最小値ＩＬＭＩＮとの差分）に大きく影響する。具体的には、下記
の（６）式で示すように、コイルＬ１のインダクタ値が大きいほど、また、発振周波数Ｆ
ＯＳＣが高いほど、リップル成分ΔＩＬは減少する。
【０１２７】
【数６】

【０１２８】
　また、効率ηを下記の（７ａ）式のように表すと、コイル電流ＩＬの最大値ＩＬＭＡＸ
は、下記の（７ｂ）式のようになる。
【０１２９】

【数７】

【０１３０】
　コイルＬ１の定格電流値を超えるコイル電流ＩＬをコイルＬ１に流すと、コイルＬ１が
磁気飽和を起こして効率ηが低下する。従って、コイル電流ＩＬの最大値ＩＬＭＡＸがコ
イルＬ１の定格電流値を超えないように、充分なマージンをもって選定すべきである。ま
た、コイルＬ１での損失を少なくし、効率ηを向上するため、コイルＬ１としては、抵抗
成分（直流リアクトルＤＣＲ、交流リアクトルＡＣＲ）の低いものを選定すべきである。
【０１３１】
　次に、出力コンデンサＣＶＯＵＴの選定に関して、図１８を参照しながら詳細な説明を
行う。
【０１３２】
　図１８は、出力コンデンサＣＶＯＵＴの選定に関して説明するための図であり、ＤＣ／
ＤＣコンバータの入出力段を構成する回路が示されている。
【０１３３】
　出力コンデンサＣＶＯＵＴの選定については、出力電圧ＶＯＵＴの安定領域を鑑み、さ
らに、出力電圧のリップル成分ΔＶＯＵＴを平滑化するために必要な等価直列抵抗ＥＳＲ
［Equivalent Series Resistance］を考慮して、適宜決定すればよい。
【０１３４】
　出力電圧ＶＯＵＴのリップル成分ΔＶＯＵＴは、下記の（８）式のように決定される。
【０１３５】
【数８】

【０１３６】
　なお、上記（８）式において、ΔＩＬは出力電流ＩＬのリップル成分、ＲＥＳＲは出力
コンデンサＣＶＯＵＴの等価直列抵抗ＥＳＲの抵抗値、ηは効率を各々示している。
【０１３７】



(18) JP 2013-102218 A 2013.5.23

10

20

30

40

50

　なお、出力コンデンサＣＶＯＵＴの定格は、出力電圧ＶＯＵＴに対して充分なマージン
をもって選定することが望ましい。
【０１３８】
　次に、入力コンデンサＣＶＣＣの選定に関して図１９を参照しながら詳細に説明する。
【０１３９】
　図１９は、入力コンデンサＣＶＣＣの選定に関して説明するための図であり、ＤＣ／Ｄ
Ｃコンバータの入出力段を構成する回路が示されている。
【０１４０】
　入力コンデンサＣＶＣＣの選定については、大きな過渡電圧を防止すべく、大きなリッ
プル電流ＩＲＭＳに充分対応できる容量値を有する低ＥＳＲの入力コンデンサを用いるこ
とが望ましい。
【０１４１】
　上記のリップル電流ＩＲＭＳは、下記の（９）式で与えられる。
【０１４２】

【数９】

【０１４３】
　また、リップル電流ＩＲＭＳは、入力に使用する電源の特性、基盤の配線パターン、及
び、トランジスタＱ１、Ｑ２のゲート－ドレイン容量に大きく依存するため、使用時の温
度、負荷範囲、及び、トランジスタＱ１、Ｑ２の条件において、十分な確認を行うことが
望ましい。
【０１４４】
　次に、ロードスイッチ用トランジスタＱ１の選定、及び、そのソフトスタートに関して
図２０及び図２１を参照しながら詳細に説明する。
【０１４５】
　図２０は、ロードスイッチ用トランジスタＱ１の選定、及び、そのソフトスタートに関
して説明するための図であり、ＤＣ／ＤＣコンバータの入出力段を構成する回路が示され
ている。また、図２１は、トランジスタＱ１のゲート・ソース間容量とソフトスタート時
間との相関関係を示すグラフである。
【０１４６】
　通常の昇圧アプリケーションの場合、電源電圧ＶＣＣの印加端から出力電圧ＶＯＵＴの
引出端に至る経路上にスイッチが存在しないので、出力短絡が生じた場合には、前記経路
に過大な電流が流れて、コイルＬ１や整流用ダイオードＤ１が破壊に至るおそれがある。
これを回避すべく、本実施形態の半導体装置１０では、電源電圧ＶＣＣの印加端とコイル
Ｌ１との間に、ロードスイッチ用のＰチャネル型電界効果トランジスタＱ１が挿入されて
いる。なお、トランジスタＱ１としては、ゲート・ソース間耐圧、ドレイン・ソース間耐
圧のいずれについても、電源電圧ＶＣＣより高いものを選定すればよい。
【０１４７】
　また、ロードスイッチのソフトスタートをかけたい場合には、トランジスタＱ１のゲー
ト・ソース間に容量を挿入すればよい。これにより、図２１に示すように、挿入する容量
値に応じて、ソフトスタート時間を任意に決定することができる。ただし、ソフトスター
ト時間は、トランジスタＱ１のゲート容量によっても変化する。
【０１４８】
　次に、スイッチング用トランジスタＱ２の選定に関して説明する。絶対最大定格電流が
コイルＬ１の定格電流以上であり、絶対最大定格電圧が出力コンデンサＣＶＯＵＴの耐圧
＋整流用ダイオードＤ１の順方向降下電圧ＶＦ以上のものであれば、いかなるＭＯＳＦＥ
Ｔを用いても問題ないが、高速スイッチングを実現するため、ゲート容量（注入電荷量）
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の小さいものを選定すべきであり、望ましくは、過電流保護設定値以上のものを用いると
よい。また、オン抵抗が小さいものを選ぶと高効率を得ることが可能となる。
【０１４９】
　次に、整流用ダイオードＤ１の選定に関して説明する。コイルＬ１の定格電流以上の電
流能力を持ち、かつ、出力コンデンサＣＶＯＵＴの耐圧以上の逆耐圧を持つショットキー
バリアダイオードであれば、いかなるものを用いてもよく、特に、順方向降下電圧ＶＦの
低いものを選定すればよい。
【０１５０】
　次に、位相補償設定法について、詳細な説明を行う。
【０１５１】
　まず、アプリケーションの安定条件に関して説明する。負帰還がかえるフィードバック
系が安定する条件としては、ゲインが１（０［ｄＢ］）であるときの位相遅れが１５０°
以下（すなわち位相マージン３０°以上）である必要がある。
【０１５２】
　また、ＤＣ／ＤＣコンバータアプリケーションは、発振周波数ＦＯＳＣによってサンプ
リングされているため、全体の系におけるＧＢＷ［Gain-Band Width］（ゲインと帯域幅
との積）は、発振周波数ＦＯＳＣの１／１０以下に設定する必要がある。
【０１５３】
　上記をまとめると、アプリケーションが目標とする特性は、ゲインが１（０［ｄＢ］）
であるときの位相遅れが１５０°以下（すなわち位相マージン３０°以上）であり、その
ときのＧＢＷ（すなわちゲイン０［ｄＢ］の周波数）が発振周波数ＦＯＳＣの１／１０以
下であればよい。そのため、ＧＢＷの制限により応答性を上げるためには、発振周波数Ｆ
ＯＳＣの高周波化が必要となる。
【０１５４】
　位相補償により安定性を確保するには、ＬＣ共振によって生じる２次の位相遅れ（－１
８０°）を２次の位相進み（すなわち位相進みを２つ入れる）により、キャンセルすれば
よい。なお、位相進みを与える手段としては、出力コンデンサＣＶＯＵＴのＥＳＲ成分に
よるもの（図２３を参照）と、ＣＯＭＰ端子（２８ピン）に接続されるＣＲ成分によるも
の（図２４を参照）が考えられる。
【０１５５】
　ＤＣ／ＤＣコンバータアプリケーションでは、図２２に示すように、必ず出力にＬＣ共
振回路が存在する。従って、その部分での位相遅れが－１８０°となる。図２３に示すよ
うに、出力コンデンサＣＶＯＵＴがアルミ電解コンデンサなど、ＥＳＲの大きなもの（数
［Ω］）の場合には、＋９０°の位相進みが生じ、位相遅れが－９０°となる。一方、セ
ラミックコンデンサなど、低ＥＳＲの出力コンデンサＣＶＯＵＴを使用する場合には、Ｅ
ＳＲ成分に相当する抵抗を挿入する必要がある。
【０１５６】
　なお、ＥＳＲによる位相特性の変化により、挿入すべき位相進みは１つとなる。また、
位相進みを挿入する周波数の設定は、ＬＣ共振をキャンセルするという目的から、理想的
には、ＬＣ共振周波数付近に設定することが望ましい。
【０１５７】
　次に、半導体装置１０の動作シーケンスについて、図２５を参照しながら説明を行う。
【０１５８】
　図２５は、半導体装置１０の動作シーケンスを示すタイミングチャートである。
【０１５９】
　電源電圧ＶＣＣが投入された後、イネーブル信号ＥＮがハイレベルに立ち上がると、Ｖ
ＲＥＧ部１０１にて、基準電圧ＶＲＥＧの生成が開始される。なお、イネーブル信号ＥＮ
については、電源電圧ＶＣＣが充分に立ち上がってから、例えば、電源電圧ＶＣＣが４．
５［Ｖ］以上となってから投入するとよい。
【０１６０】
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　基準電圧ＶＲＥＧが２．９［Ｖ］まで到達すると、ＵＶＬＯ部１０３では、減電圧状態
ではないと認識され、ＵＶＬＯ信号がハイレベルに立ち上がる。これにより、半導体装置
１０の内部回路が動作を開始する。なお、ＵＶＬＯ信号がローレベルとされている間、ス
イッチ１０２はオフとされ、ＬＯＡＤＳＷ端子（２ピン）の端子電圧は、ハイレベルに維
持される。従って、ロードスイッチ用のトランジスタＱ１はオフとされるので、ＤＣ／Ｄ
Ｃコンバータの昇圧動作が停止状態に維持される。一方、ＵＶＬＯ信号がハイレベルに立
ち上がると、スイッチ１０２がオンとなり、ＬＯＡＤＳＷ端子の端子電圧がローレベルに
立ち下がる。その結果、ロードスイッチ用のトランジスタＱ１がオンとなり、ＤＣ／ＤＣ
コンバータの昇圧動作が可能となる。
【０１６１】
　外部入力信号であるＶＤＡＣ信号、ＳＹＮＣ信号、ＰＷＭ信号には、安定動作のために
所定の入力シーケンスが存在する。具体的に述べると、ＶＤＡＣ信号とＳＹＮＣ信号は、
イネーブルＥＮの入力タイミングから第１所定時間ＴＩＮＯＮの経過後に入力することが
望ましく、ＰＷＭ信号は、ＥＮ信号の入力タイミングから第２所定時間ＴＰＷＭＯＮの経
過後に入力することが望ましい。なお、第２所定時間ＴＰＷＭＯＮ＞第１所定時間ＴＩＮ
ＯＮであり、第２所定時間ＴＰＷＭＯＮ＞５００［Ｖ／Ａ・ｓ］×ＣＲＥＧ［ｓｅｃ］で
ある。また、ＶＤＡＣ信号とＳＹＮＣ信号は、ＥＮ信号よりも第３所定時間ＴＩＮＯＦＦ
だけ先に入力を遮断することが望ましく、ＰＷＭ信号は、ＥＮ信号よりも第４所定時間Ｔ
ＰＷＭＯＦＦだけ先に入力を遮断することが望ましい。なお、第４所定時間ＴＰＷＭＯＦ
Ｆ＞第３所定時間ＴＩＮＯＦＦである。また、本図には示されていないが、ＬＥＤＥＮ１
信号、及び、ＬＥＤＥＮ２信号は、ＥＮ信号のハイレベル遷移前にその論理を固定してお
くことが望ましい。
【０１６２】
　ＯＶＰ部１０５では、ＯＶＰ端子（２５ピン）の端子電圧が２［Ｖ］に達したときに、
過電圧状態であると認識され、ＤＣ／ＤＣコンバータの昇圧動作が停止される。その後、
ＯＶＰ部１０５では、ＯＶＰ端子の端子電圧が１．６［Ｖ］まで低下したときに、過電圧
状態が解消されたと認識され、ＤＣ／ＤＣコンバータの昇圧動作が復帰される。
【０１６３】
　ＯＣＰ部１１１では、ＣＳ端子（２２ピン）の端子電圧が０．４［Ｖ］に達したときに
過電流状態であると認識され、以後、パルスバイパルス方式で、ＤＣ／ＤＣコンバータの
昇圧動作が断続的にオン／オフされる。
【０１６４】
　ＴＳＤ部１０４では、半導体装置１０の温度が１７５［℃］に達したときに、異常発熱
状態であると認識され、ＤＣ／ＤＣコンバータの昇圧動作が停止される。その後、ＴＳＤ
部１０４では、半導体装置１０の温度が１５０［℃］まで低下したときに、異常発熱状態
が解消されたと認識され、ＤＣ／ＤＣコンバータの昇圧動作が復帰される。
【０１６５】
　なお、ＥＮ信号がローレベルに立ち下げられると、基準電圧ＶＲＥＧの生成が停止され
る。ＵＶＬＯ部１０３では、この基準電圧ＶＲＥＧが２．８［Ｖ］まで低下したときに、
減電圧状態であると認識され、ＵＶＬＯ信号がローレベルに立ち下がる。これにより、半
導体装置１０の内部回路が動作を停止する。
【０１６６】
　次に、本発明に係る半導体装置の第２実施形態について、詳細な説明を行う。
【０１６７】
　図２６は、本発明に係る半導体装置の第２実施形態を示すブロック図である。
【０１６８】
　まず、本実施形態の半導体装置２０の概要について述べる。
【０１６９】
　半導体装置２０は、３６Ｖ高耐圧の白色ＬＥＤドライバＩＣであり、カレントモードの
昇降圧ＤＣ／ＤＣコンバータ、並びに、４チャネル出力の定電流ドライバが１チップに集
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積化されている。なお、半導体装置２０は、ＰＷＭ［Pulse Width Modulation］制御、及
び、ＶＤＡＣ制御のいずれによっても、白色ＬＥＤの調光制御が可能である。
【０１７０】
　次に、本実施形態の半導体装置２０の特長のうち、特に、第１実施形態と異なる点につ
いて述べる。
【０１７１】
　第１の特長は、バッテリから直接供給される電源電圧ＶＣＣに対応すべく、昇圧ＤＣ／
ＤＣコントローラブロックに代えて、昇降圧ＤＣ／ＤＣコントローラブロックを内蔵して
いる点である。第２の特長は、出力コンデンサＣＶＯＵＴとして、低ＥＳＲのセラミック
コンデンサを用いるべく、ＤＣ／ＤＣコンバータの制御モードを電圧モードから電流モー
ドに変更した点である。第３の特長は、ＬＥＤ発光輝度のＰＷＭ調光能力を高めるべく、
０．３８［％］のデューティ比（オーバーシュートなし）が実現されている点である。第
４の特長は、出力電流ＩＬＥＤの相対ばらつき幅：±３％、絶対ばらつき幅：±５％が実
現されている点である。第５の特長は、ＬＥＤのアノード及びカソードにおけるショート
（主にグランドショート）を検出し、適切な保護動作を行う保護機能部（ＳＣＰ［Short 
Circuit Protection］）を内蔵している点である。
【０１７２】
　なお、本実施形態の半導体装置２０は、カーナビモニタのバックライトや、中小型ＬＣ
Ｄパネルのバックライトなどの駆動制御用として用いられる。
【０１７３】
　上記特長を有する本実施形態の半導体装置２０は、図２６に示したように、基準電圧生
成部２０１（以下、ＶＲＥＧ部２０１と呼ぶ）と、減電圧保護部２０２（以下、ＵＶＬＯ
部２０２と呼ぶ）と、温度保護部２０３（以下、ＴＳＤ部２０３と呼ぶ）と、ショート保
護部２０４（以下、ＳＣＰ部２０４と呼ぶ）と、過電圧保護部２０５（以下では、ＯＶＰ
部２０５と呼ぶ）と、過電流保護部２０６（以下、ＯＣＰ部２０６と呼ぶ）と、コンパレ
ータ２０７と、制御ロジック部２０８と、入力バッファ２０９と、発振器部２１０と、ス
ロープ電圧生成部２１１と、ＰＷＭコンパレータ２１２と、ドライバ制御部２１３と、ド
ライバ２１４と、Ｎチャネル型電界効果トランジスタ２１５と、ドライバ２１６と、エラ
ーアンプ２１７と、ソフトスタート部２１８と、入力バッファ２１９と、電流設定部２２
０と、定電流ドライバ２２１と、オープン／ショート検出部２２２と、入力バッファ２２
３及び２２４と、を集積化して成る。
【０１７４】
　なお、半導体装置２０の上記回路部は、ＶＲＥＧブロック（ＶＲＥＧ部２０１）と、昇
降圧ＤＣ／ＤＣコントローラブロック（ＯＣＰ部２０６、コンパレータ２０７、制御ロジ
ック部２０８、入力バッファ２０９、発振器部２１０、スロープ電圧生成部２１１、ＰＷ
Ｍコンパレータ２１２、ドライバ制御部２１３、ドライバ２１４、トランジスタ２１５、
ドライバ２１６、エラーアンプ２１７、及び、ソフトスタート部２１８）と、カレントド
ライバブロック（入力バッファ２１９、電流設定部２２０、定電流ドライバ２２１、オー
プン／ショート検出部２２２、及び、入力バッファ２２３及び２２４）と、保護ブロック
（ＵＶＬＯ部２０２、ＴＳＤ部２０３、ＳＣＰ部２０４、及び、ＯＶＰ部２０５）の４ブ
ロックに大別することができる。
【０１７５】
　また、本実施形態の半導体装置２０は、外部との電気的接続を確立する手段として、２
８本の外部端子（１ピン～２８ピン）を有して成る。
【０１７６】
　図２７は、半導体装置２０のピン配置図であり、図２８は、外部端子のピン番号、端子
名、及び、機能を示した対応表である。なお、図２７において、半導体装置２０の中央部
両サイドに設けられた幅広の端子は、サブグランドと繋がるＦＩＮ端子であり、放熱性を
良くするためのものである。
【０１７７】
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　図２９は、上記構成から成る半導体装置２０の電気的特性を示す表である。なお、図２
９に示す電気的特性は、特に指定のない限り、電源電圧ＶＣＣ＝１２［Ｖ］、周囲温度Ｔ
ａ＝２５［℃］での数値を示している。
【０１７８】
　次に、半導体装置２０各部の動作について、第１実施形態とは異なる点を中心に、詳細
な説明を行う。
【０１７９】
　まず、半導体装置２０のカレントドライバブロック（入力バッファ２１９、電流設定部
２２０、定電流ドライバ２２１、オープン／ショート検出部２２２、及び、入力バッファ
２２３及び２２４）について、詳細な説明を行う。
【０１８０】
　図３０は、電流設定部２２０と定電流ドライバ２２１の一構成例を示す回路図である。
【０１８１】
　図３０に示すように、電流設定部２２０は、オペアンプＡ１と、直流電圧源Ａ２と、ｎ
ｐｎ型バイポーラトランジスタＡ３と、抵抗Ａ４、Ａ５と、ｐｎｐ型バイポーラトランジ
スタＡ６～Ａ９と、抵抗Ａ１０（抵抗値Ｒ）と、を有して成る。
【０１８２】
　オペアンプＡ１の第１非反転入力端（＋）は、ＶＤＡＣ端子（８ピン）に接続されてい
る。オペアンプＡ２の第２非反転入力端（＋）は、直流電圧源Ａ２の正極端に接続されて
おり、所定の定電圧ＶＩＳＥＴ（＝２．０［Ｖ］）が印加されている。直流電圧源Ａ２の
負極端は、接地端に接続されている。オペアンプＡ２の反転入力端（－）は、ＩＳＥＴ端
子（９ピン）に接続されている。トランジスタＡ３のベースは、オペアンプＡ１の出力端
に接続されている。トランジスタＡ３のエミッタは、ＩＳＥＴ端子に接続されている。
【０１８３】
　抵抗Ａ４、Ａ５の各一端は、いずれも基準電圧ＶＲＥＧの印加端に接続されている。抵
抗Ａ４の他端は、トランジスタＡ６のエミッタに接続されている。抵抗Ｒ５の他端は、ト
ランジスタＡ７のエミッタに接続されている。トランジスタＡ６、Ａ７のベースは、互い
に接続されており、その接続ノードは、トランジスタＡ７のコレクタに接続されている。
トランジスタＡ６のコレクタは、トランジスタＡ８のエミッタに接続されている。トラン
ジスタＡ７のコレクタは、トランジスタＡ９のエミッタに接続されている。トランジスタ
Ａ８、Ａ９のベースは、互いに接続されており、その接続ノードは、トランジスタＡ８の
コレクタに接続されている。トランジスタＡ８のコレクタは、トランジスタＡ３のコレク
タに接続されている。トランジスタＡ９のコレクタは、抵抗Ａ１０を介して、接地端に接
続されている。
【０１８４】
　一方、図３０に示すように、定電流ドライバ２２１は、ＬＥＤ１端子～ＬＥＤ４端子に
対して各々出力電流ＩＬＥＤを供給する４チャネルの出力段Ｃｈ１、Ｃｈ２、Ｃｈ３、Ｃ
ｈ４を有して成る。なお、出力段Ｃｈ１は、オペアンプＢ１と、Ｎチャネル型電界効果ト
ランジスタＢ２と、抵抗Ｂ３（抵抗値４Ｒ）と、カレントミラー回路Ｂ４（ミラー比１：
１）と、抵抗Ｂ５（抵抗値４Ｒ）と、オペアンプＢ６と、Ｎチャネル型電界効果トランジ
スタＢ７と、抵抗Ｂ８（抵抗値（４／１２）×Ｒ）と、カレントミラー回路Ｂ９（ミラー
比１：１０）と、オペアンプＢ１０と、直流電圧源Ｂ１１と、Ｎチャネル型電界効果トラ
ンジスタＢ１２～Ｂ１４と、オペアンプＢ１５と、直流電圧源Ｂ１６と、Ｎチャネル型電
界効果トランジスタＢ１７と、Ｎチャネル型電界効果トランジスタＢ１９と、Ｐチャネル
型電界効果トランジスタＢ２０と、抵抗Ｂ２１、Ｂ２２と、Ｎチャネル型電界効果トラン
ジスタＢ２３と、インバータＢ２４と、を有して成る。
【０１８５】
　オペアンプＢ１の非反転入力端（＋）は、トランジスタＡ９と抵抗Ａ１０との接続ノー
ドに接続されている。オペアンプＢ１の反転入力端（－）は、抵抗Ｂ３の一端に接続され
ている。抵抗Ｂ３の他端は、接地端に接続されている。トランジスタＢ２のドレインは、
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カレントミラー回路Ｂ４の入力端に接続されている。トランジスタＢ２のソースは、抵抗
Ｂ３の一端に接続されている。トランジスタＢ２のゲートは、オペアンプＢ１の出力端に
接続されている。カレントミラー回路Ｂ４の電源入力端は、基準電圧ＶＲＥＧの印加端に
接続されている。
【０１８６】
　オペアンプＢ６の非反転入力端（＋）は、カレントミラー回路Ｂ４の出力端と抵抗Ｂ５
の一端に各々接続されている。オペアンプＢ６の反転入力端は、抵抗Ｂ８の一端に接続さ
れている。抵抗Ｂ５、Ｂ８の他端は、いずれも接地端に接続されている。トランジスタＢ
７のドレインは、カレントミラー回路Ｂ９の入力端に接続されている。トランジスタＢ７
のソースは、抵抗Ｂ８の一端に接続されている。トランジスタＢ７のゲートは、オペアン
プＢ６の出力端に接続されている。カレントミラー回路Ｂ９の電源入力端は、基準電圧Ｖ
ＲＥＧの印加端に接続されている。
【０１８７】
　オペアンプＢ１０の非反転入力端（＋）は、直流電圧源Ｂ１１の正極端に接続されてい
る。直流電圧源Ｂ１１の負極端は、接地端に接続されている。トランジスタＢ１２のドレ
インは、カレントミラー回路Ｂ９の出力端に接続されている。トランジスタＢ１２のソー
スは、オペアンプＢ１０の反転入力端（－）に接続されている。トランジスタＢ１２のゲ
ートは、オペアンプＢ１０の出力端に接続されている。
【０１８８】
　トランジスタＢ１３のドレインは、トランジスタＢ１２のソースに接続されている。ト
ランジスタＢ１３、Ｂ１４のゲートは互いに接続されており、その接続ノードは、トラン
ジスタＢ１２のドレインに接続される一方、トランジスタＢ１９のドレインにも接続され
ている。トランジスタＢ１３、Ｂ１４、Ｂ１９のソースは、いずれも接地端に接続されて
いる。トランジスタＢ１９のゲートは、入力バッファ２１９（本図では不図示）を介して
ＰＷＭ端子（８ピン）に接続されている。
【０１８９】
　オペアンプＢ１５の非反転入力端（＋）は、直流電圧源Ｂ１６の正極端に接続されてい
る。直流電圧源Ｂ１６の負極端は、接地端に接続されている。トランジスタＢ１７のドレ
インは、ＬＥＤ１端子に接続されている。トランジスタＢ１７のソースは、オペアンプＢ
１５の反転入力端（－）に接続される一方、トランジスタＢ１４のドレインにも接続され
ている。トランジスタＢ１７のゲートは、オペアンプＢ１５の出力端に接続されている。
【０１９０】
　トランジスタＢ２０のソースは、基準電圧ＶＲＥＧの印加端に接続されている。トラン
ジスタＢ２０のドレインは、カレントミラー回路Ｂ９の入力端に接続されている。抵抗Ｂ
２１の一端は、基準電圧ＶＲＥＧの印加端に接続されている。抵抗Ｂ２１の他端は、トラ
ンジスタＢ２０のゲートに接続されている。抵抗Ｂ２２の一端は、トランジスタＢ２０の
ゲートに接続されている。抵抗Ｂ２２の他端は、トランジスタＢ２３のドレインに接続さ
れている。トランジスタＢ２３のソースは、接地端に接続されている。トランジスタＢ２
３のゲートは、インバータＢ２４の出力端に接続されている。インバータＢ２４の入力端
は、入力バッファ２１９（本図では不図示）を介して、ＰＷＭ端子に接続されている。
【０１９１】
　なお、定電流ドライバ２２１を構成するその余の出力段Ｃｈ２～Ｃｈ４は、上記の出力
段Ｃｈ１と同様の構成から成るため、詳細な説明は割愛する。
【０１９２】
　上記構成から成る電流設定部２２０、及び、定電流ドライバ２２１において、出力電流
ＩＬＥＤは、次の（１０）式に基づいて設定される。
【０１９３】
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【数１０】

【０１９４】
　上記（１０）式において、ｍｉｎ｛ＶＤＡＣ，２．０［Ｖ］｝というパラメータは、Ｖ
ＤＡＣ端子（１８ピン）に入力される制御電圧ＶＤＡＣと、電流設定部２２０の内部で予
め定められた定電圧ＶＩＳＥＴ（＝２．０［Ｖ］）のうち、いずれか低い方の電圧値であ
る。また、ＲＳＥＴというパラメータは、ＩＳＥＴ端子（１９ピン）に外部接続される抵
抗ＲＳＥＴの抵抗値であり、３０００（Typ.）というパラメータは、定電流ドライバ２２
１の回路内部で決まる定数である。
【０１９５】
　すなわち、ＩＳＥＴ端子（１９ピン）に抵抗ＲＳＥＴをプルダウン接続することで、こ
れに流れる基準電流ＩＳＥＴの所定ゲイン倍（例えば３０００倍）が出力電流ＩＬＥＤの
最大値（例えば５０［ｍＡ］）として設定される形となっている。
【０１９６】
　図３０の例に即して具体的に述べると、定電流ドライバ２２１では、まず、オペアンプ
Ｂ１、トランジスタＢ２、及び、抵抗Ｂ３（抵抗値４Ｒ）を用いて、抵抗Ａ１０の端子電
圧Ｖａ（＝ＩＳＥＴ×Ｒ）が電圧／電流変換され、基準電流ＩＳＥＴを１／４とした中間
電流Ｉａ（＝１／４ＩＳＥＴ）が生成される。次に、カレントミラー回路Ｂ４を用いて、
中間電流Ｉａが１：１でミラーされ、中間電流Ｉｂ（＝１／４ＩＳＥＴ）が生成される。
次に、抵抗Ｂ５（抵抗値４Ｒ）を用いて、中間電流Ｉｂが電流／電圧変換され、端子電圧
Ｖｂ（＝ＩＳＥＴ×Ｒ）が生成される。次に、オペアンプＢ６、トランジスタＢ７、並び
に、抵抗Ｂ８（抵抗値（４／１２）×Ｒ）を用いて、抵抗Ｂ５の端子電圧Ｖｂが電圧／電
流変換され、基準電流ＩＳＥＴを３倍した中間電流Ｉｃ（＝３ＩＳＥＴ）が生成される。
次に、カレントミラー回路Ｂ９を用いて、中間電流Ｉｃが１：１０でミラーされ、基準電
流ＩＳＥＴを３０倍した中間電流Ｉｄ（＝３０ＩＳＥＴ）が生成される。そして、最終的
には、トランジスタＢ１３、Ｂ１４から成るカレントミラー回路を用いて、中間電流Ｉｄ
が１：１００でミラーされ、基準電流ＩＳＥＴを３０００倍とした出力電流ＩＬＥＤ（＝
３０００ＩＳＥＴ）が生成される。
【０１９７】
　なお、出力電流ＩＬＥＤの精度を高めるために、最終段のカレントミラー回路について
は、オペアンプＢ１０、Ｂ１５を用いて、トランジスタＢ１３、Ｂ１４のドレイン・ソー
ス間電圧が同一（例えば０．３［Ｖ］）とされている。また、定電流ドライバ２２１は、
入力される基準電流ＩＳＥＴに基づいて、電圧／電流変換と電流／電圧変換を繰り返しな
がら、所望の出力電流ＩＬＥＤを生成する構成とされている。従って、上記変換処理に用
いる抵抗素子（図３０の例では、抵抗Ｂ３、Ｂ５、Ｂ８）が増え、延いては、そのトリミ
ング機会が増加する。このように、トリミング可能な抵抗を数多く有する構成であれば、
それらの抵抗値を微調整することにより、出力電流ＩＬＥＤの相対ばらつき幅、及び、絶
対ばらつき幅を低減することが可能となる。
【０１９８】
　また、本実施形態の半導体装置２０は、基準電流ＩＳＥＴを最終段のカレントミラー回
路で一気に増幅していた第１実施形態（ＩＳＥＴ→１／５ＩＳＥＴ→２ＩＳＥＴ→３３０
０ＩＳＥＴ）と異なり、定電流ドライバ２２１における出力電流ＩＬＥＤの生成過程で、
分散的に電流増幅を行う構成（ＩＳＥＴ→１／４ＩＳＥＴ→３ＩＳＥＴ→３０ＩＳＥＴ→
３０００ＩＳＥＴ）とされている。
【０１９９】
　このような構成とすることにより、図３１（ａ）、（ｂ）の対比で示すように、最終段
のカレントミラー回路を構成するトランジスタＢ１３、Ｂ１４のトランジスタサイズの差
を減じて、素子の製造ばらつきや応力の影響を軽減することができる。すなわち、トラン
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ジスタサイズの差が大きいと、片方のトランジスタにのみ大きな応力が加わり、他方のト
ランジスタには応力がほとんど加わらない状況が生じるなど、半導体装置２０のパッケー
ジング時に加えられる応力の影響を受けやすいが、本実施形態の構成であれば、トランジ
スタサイズの差が小さくなるので、両方の素子に均等な応力が加わりやすく、応力の影響
を低減することが可能となる。もちろん、トランジスタの素子設計に際しては、出力電流
ＩＬＥＤの実使用範囲（５［ｍＡ］以上を想定）において、トランジスタが飽和領域で動
作するように、各素子のＷ／Ｌを適宜設計することが望ましい。
【０２００】
　また、本実施形態の半導体装置２０では、図３２で示すように、ペアとなる抵抗Ｒ１、
Ｒ２（例えば、抵抗Ｂ３と抵抗Ｂ５、若しくは、抵抗Ｂ５と抵抗Ｂ８）が千鳥状にレイア
ウトされている。このような配置レイアウトを採用すれば、半導体装置２０のパッケージ
ングに際して、ペアとなる抵抗Ｒ１、Ｒ２に均等な応力が加わりやすく、応力の影響を低
減することが可能となる。
【０２０１】
　以上の通り、本実施形態の半導体装置２０では、抵抗トリミング機会の増大、電流増幅
能力の分散、抵抗のペア性向上など、多面的に出力電流ＩＬＥＤの精度向上が図られてい
る。このような構成とすることにより、パッケージング後における出力電流ＩＬＥＤの相
対ばらつき幅：±３％、絶対ばらつき幅：±５％を実現することができ、延いては、輝度
ばらつきの低減やＬＥＤの長寿命化に貢献することが可能となる。
【０２０２】
　なお、抵抗ＲＳＥＴの抵抗値に関しては、先出の図１１を参照しながら説明した通り、
３００［ｋΩ］以下のものを用いることが望ましい。
【０２０３】
　ここで、上記の制御電圧ＶＤＡＣを用いて、出力電流ＩＬＥＤの可変制御（ＬＥＤの調
光制御）を行う場合、その入力範囲は、０．１～２．０［Ｖ］の範囲とすればよい。この
ような制御電圧ＶＤＡＣを印加することにより、出力電流ＩＬＥＤを最大値から低減して
いくことが可能となる。
【０２０４】
　一方、制御電圧ＶＤＡＣとして２．０［Ｖ］以上が入力された場合には、先の（１０）
式で与えられるように、定電圧ＶＩＳＥＴの電圧値が選択されることになるため、制御電
圧ＶＤＡＣによる調光機能が不使用状態となる。なお、制御電圧ＶＤＡＣによる調光機能
を使用しない場合には、誤動作を回避する観点から、ＶＤＡＣ端子をオープンとせず、基
準電圧ＶＲＥＧ（５［Ｖ］）の印加端に接続しておくとよい。
【０２０５】
　また、本実施形態の半導体装置２０では、上記の制御電圧ＶＤＡＣを用いたＬＥＤの調
光制御のほか、ＰＷＭ端子（８ピン）に入力されるＰＷＭ信号を用いて、定電流ドライバ
２２１のオン／オフ（図３０の例では、最終段のカレントミラー回路を構成するトランジ
スタＢ１３、Ｂ１４のオン／オフ、並びに、カレントミラー回路Ｂ９のオン／オフ）を制
御することで、ＬＥＤの調光制御を行うことも可能である。
【０２０６】
　すなわち、本実施形態の半導体装置２０では、ＰＷＭ信号に基づいて、最終段のカレン
トミラー回路を構成するトランジスタＢ１３、Ｂ１４のオン／オフ、並びに、カレントミ
ラー回路Ｂ９のオン／オフが制御されることにより、ＰＷＭ信号のデューティ比が出力電
流ＩＬＥＤのデューティ比となるので、出力電流ＩＬＥＤをその最大値（ないしは、制御
電圧ＶＤＡＣで定められた電流値）から、見かけ上低減することが可能となる。
【０２０７】
　なお、ＰＷＭ信号に基づいて基準電流ＩＳＥＴをパルス電流に変換する第１実施形態で
は、カレントミラー回路Ｂ４、Ｂ９でリンギングが発生し、これが出力電流ＩＬＥＤのオ
ーバーシュートに繋がっていたが、本実施形態の構成であれば、このような問題が生じる
ことはない。
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【０２０８】
　また、本実施形態の半導体装置２０は、さらなるオーバーシュート対策として、出力段
のオペアンプＢ１５をスルーレートの遅いものとし（例えば０．５［Ｖ／μｓ］）、出力
電流ＩＬＥＤの立ち上がりに際して、トランジスタＢ１７のゲート・ソース間電圧ＶＧＳ
の変動に制限をかけることで、オーバーシュートが生じないように、出力電流ＩＬＥＤの
立ち上がりを鈍らせる構成とされている。
【０２０９】
　さらに、本実施形態の半導体装置２０では、先述の通り、最終段のカレントミラー回路
に流れ込む中間電流Ｉｄが第１実施形態の２ＩＳＥＴからが３０ＩＳＥＴに増加されてい
るため、トランジスタＢ１３、Ｂ１４の応答性が向上し、プルダウン抵抗Ｂ１８を除くこ
とが可能となることから、オーバーシュートの発生を一層抑制することが可能となる。
【０２１０】
　以上の通り、本実施形態の半導体装置２０では、最終段カレントミラー回路のＰＷＭ制
御、オペアンプＢ１５の低スルーレート化、プルダウン抵抗Ｂ１８の除去など、多面的に
出力電流ＩＬＥＤの応答性向上、並びに、オーバーシュートの低減が図られている。この
ような構成とすることにより、オーバーシュートを招くことなく、ＰＷＭ調光能力の向上
（最低デューティ比：０．３８％（１５０［Ｈｚ］時））を実現し、延いては、低デュー
ティ時の調光精度を向上することが可能となる。
【０２１１】
　一方、ＰＷＭ信号による調光機能を使用しない場合（デューティ比１００％）には、Ｐ
ＷＭ端子をハイレベル（例えば定電圧ＶＲＥＧ）に固定すればよい。なお、ＰＷＭ端子に
は、ローパスフィルタ（カットオフ周波数３０［ｋＨｚ］）を挿入することが望ましい。
【０２１２】
　なお、ＰＷＭ調光制御の一例については、先出の図１４を用いて説明済みである。
【０２１３】
　次に、半導体装置２０の昇降圧ＤＣ／ＤＣコントローラブロック（ＯＣＰ部２０６、コ
ンパレータ２０７、制御ロジック部２０８、入力バッファ２０９、発振器部２１０、スロ
ープ電圧生成部２１１、ＰＷＭコンパレータ２１２、ドライバ制御部２１３、ドライバ２
１４、トランジスタ２１５、ドライバ２１６、エラーアンプ２１７、及び、ソフトスター
ト部２１８含む回路ブロック）について、先出の図２６を参照しながら詳細に説明する。
【０２１４】
　まず、半導体装置２０の外部接続について、特に昇降圧ＤＣ／ＤＣコンバータに関連す
る回路要素（Ｎチャネル型電界効果トランジスタＮ１、Ｎ２、ダイオードＤ２、Ｄ３、コ
イルＬ２、抵抗ＲＣＳ、ＲＬＰＦ、コンデンサＣＢＳ、ＣＬＰＦ）の詳細な説明を行う。
【０２１５】
　図２６に示すように、トランジスタＮ１のゲートは、ＯＵＴＨ端子（２５ピン）を介し
て、ドライバ２１４の出力端に接続されている。トランジスタＮ１のドレインは、抵抗Ｒ
ＣＳを介して電源電圧ＶＣＣの印加端に接続されるとともに、抵抗ＲＬＰＦを介して、Ｃ
Ｓ端子（２７ピン）にも接続されている。トランジスタＮ１のソースは、ＳＷ端子（２４
ピン）を介して、ドライバ２１４の第２電源端（低電位端）、及び、トランジスタ２１５
のドレインに各々接続されている。
【０２１６】
　コイルＬ２の一端は、ＳＷ端子に接続されている。コイルＬ２の他端は、ダイオードＤ
３のアノードに接続されている。ダイオードＤ３のカソードは、出力電圧ＶＯＵＴの引出
端として、負荷であるＬＥＤ列のアノードに接続されている。
【０２１７】
　トランジスタＮ２のゲートは、ＯＵＴＬ端子（２２ピン）を介して、ドライバ２１６の
出力端に接続されている。トランジスタＮ２のドレインは、コイルＬ２の他端とダイオー
ドＤ３のアノードとの接続ノードに接続されている。トランジスタＮ２のソースは、接地
端に接続されている。
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【０２１８】
　ダイオードＤ２のカソードは、ＳＷ端子に接続されている。ダイオードＤ２のアノード
は、接地端に接続されている。ブートストラップ用コンデンサＣＢＳの一端は、ＢＯＯＴ
端子（９ピン）を介して、ドライバ２１４の第１電源端（高電位端）に接続されている。
コンデンサＣＢＳの他端は、ＳＷ端子に接続されている。コンデンサＣＬＰＦの一端は、
電源電圧ＶＣＣの印加端に接続されている。コンデンサＣＬＰＦの他端は、ＣＳ端子に接
続されている。
【０２１９】
　なお、本実施形態の半導体装置２０では、トランジスタＮ１、Ｎ２を外付けとしている
ので、放熱性を高めることが可能となる。
【０２２０】
　次に、昇降圧ＤＣ／ＤＣコントローラブロックの基本動作（昇圧動作）について、詳細
な説明を行う。
【０２２１】
　トランジスタＮ１、Ｎ２がオン状態にされると、コイルＬ２には、経路Ｘを通って電流
が流れ、その電気エネルギが蓄えられる。また、トランジスタＮ１、Ｎ２のオン期間にお
いて、コンデンサＣＶＯＵＴに電荷が蓄積されていた場合、出力電圧ＶＯＵＴの引出端に
は、コンデンサＣＶＯＵＴからの電流が流れることになる。なお、このとき、コイルＬ２
の他端電位は、トランジスタＮ２を介して、ほぼ接地電位まで低下しているため、ダイオ
ードＤ３は逆バイアス状態となり、コンデンサＣＶＯＵＴからトランジスタＮ２に向けて
電流が流れ込むことはない。
【０２２２】
　次に、トランジスタＮ１、Ｎ２がオフ状態にされると、コイルＬ１に生じた逆起電圧に
より、そこに蓄積された電気エネルギが経路Ｙを通って放電され、出力電圧ＶＯＵＴの引
出端から負荷であるＬＥＤ列に流れ込むとともに、コンデンサＣＶＯＵＴを介して接地端
にも流れ込み、コンデンサＣＶＯＵＴを充電することになる。
【０２２３】
　従って、本実施形態の半導体装置２０であれば、ドライバ制御部２１３を用いて、トラ
ンジスタＮ１、Ｎ２のデューティ比を適宜制御することにより、より具体的に述べれば、
降圧動作時には、トランジスタＮ１、Ｎ２のデューティ比を５０％より小さい値にまで低
下させ、逆に、昇圧動作時には、トランジスタＮ１、Ｎ２のデューティ比を５０％より大
きい値にまで上昇させることにより、簡易な構成でありながら、容易かつ適切に、その昇
降圧動作を切り換えることが可能となる。
【０２２４】
　すなわち、本実施形態の半導体装置２０であれば、電源電圧ＶＣＣが所望の出力電圧Ｖ
ＯＵＴよりも高いか低いかに依ることなく、常に所望の出力電圧ＶＯＵＴを得ることがで
きるようになる。従って、例えば、出力電圧ＶＯＵＴの所望値が１６［Ｖ］であるのに対
して、電源電圧ＶＣＣが６～１８［Ｖ］の範囲で変動する場合であっても、所望の出力電
圧ＶＯＵＴを得ることが可能となる。このような構成は、例えば、バッテリから直接供給
される電源電圧ＶＣＣに対応する必要のあるアプリケーション（例えばカーナビモニタの
バックライト制御用ＬＥＤドライバＩＣ）に好適である。
【０２２５】
　なお、トランジスタＮ２のゲートをＳＷ端子に接続する構成でも、上記の昇降圧動作は
可能であるが、本実施形態の半導体装置２０は、３６Ｖ高耐圧を実現したものであり、Ｓ
Ｗ端子にも、このような高電圧が印加される可能性がある。一方、外付けのトランジスタ
Ｎ２は、そのゲート耐圧が必ずしも高くない。そのため、トランジスタＮ２のゲートをＳ
Ｗ端子に接続した構成では、トランジスタＮ２が破壊に至るおそれがある。
【０２２６】
　そこで、本実施形態の半導体装置２０では、トランジスタＮ２のゲート制御を行う手段
として、別途のドライバ２１６（基準電圧ＶＲＥＧで駆動）を用意し、これを用いてトラ
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ンジスタのオン／オフ制御を行う構成とされている。このような構成とすることにより、
電源電圧ＶＣＣが高電圧であっても、トランジスタＮ２が破壊に至る心配はない。
【０２２７】
　また、本実施形態の半導体装置２０は、軽負荷時或いは無負荷時におけるリンギング防
止手段として、Ｎチャネル型電界効果トランジスタ２１５を集積化して成る。
【０２２８】
　トランジスタ２１５のドレインは、ＳＷ端子に接続されている。トランジスタ２１５の
ソースは、接地端に接続されている。トランジスタ２１５のゲートは、ドライバ制御部２
１３の制御信号出力端に接続されている。
【０２２９】
　なお、トランジスタ２１５の電流能力は、不要なチップ面積の増大や変換効率の低下を
招かぬように、リンギングノイズという微小電流を引き抜き得る必要最小限に設計するこ
とが望ましい。
【０２３０】
　ドライバ制御部２１３は、トランジスタＮ１、Ｎ２のオン／オフ制御を行う一方、これ
とは相補的に、トランジスタ２１５のオン／オフ制御を行う。
【０２３１】
　このような構成とすることにより、軽負荷時や無負荷時に、その出力電流が低下してコ
イル電流が全体的に引き下げられ、リンギングという波形の乱れが生じる状態（いわゆる
不連続モード）に陥った場合であっても、トランジスタ２１５を介してリンギングノイズ
を接地端に逃がすことができるので、昇降圧動作の安定性を高めることが可能となる。
【０２３２】
　なお、上記の説明中で用いた「相補的」という文言は、トランジスタＮ１（及びトラン
ジスタＮ２）とトランジスタ２１５のオン／オフが完全に逆転している場合のほか、貫通
電流防止等の観点から、トランジスタＮ１とトランジスタ２１５のオン／オフ遷移タイミ
ングに所定の遅延が与えられている場合をも含むものとする。
【０２３３】
　次に、昇圧ＤＣ／ＤＣコントローラブロックの出力帰還制御について詳細に説明する。
【０２３４】
　エラーアンプ２１７は、第１～第４の反転入力端（－）に各々印加されるＬＥＤ端子電
圧Ｖ１～Ｖ４の最低値と、非反転入力端（＋）に入力される所定のＬＥＤ制御電圧ＶＬＥ
Ｄとの差分を増幅して誤差電圧Ｖｅｒｒを生成する。すなわち、誤差電圧Ｖｅｒｒの電圧
値は、出力電圧ＶＯＵＴがその目標設定値よりも低いほど高レベルとなる。
【０２３５】
　一方、ＰＷＭコンパレータ２１２は、非反転入力端（＋）に印加される誤差電圧Ｖｅｒ
ｒと、反転入力端（－）に印加されるスロープ電圧Ｖｓｌｐ（発振器ＯＳＣの三角波電圧
ＶｏｓｃとＣＳ端子（２７ピン）の端子電圧（抵抗ＲＣＳで生成される電流検出信号）と
の加算電圧）とを比較することで、その比較結果に応じたデューティ比の比較信号を生成
する。すなわち、比較信号の論理は、誤差電圧Ｖｅｒｒがスロープ電圧Ｖｓｌｐよりも高
ければハイレベルとなり、低ければローレベルとなる。
【０２３６】
　なお、定常動作時における比較信号のオンデューティ（単位期間に占めるトランジスタ
Ｎ１、Ｎ２のオン期間の比）は、誤差電圧Ｖｅｒｒとスロープ電圧Ｖｓｌｐの相対的な高
低に応じて変動する。
【０２３７】
　ドライバ制御部２１３は、上記の比較信号がローレベルとされている間、ドライバ２１
４及びドライバ２１６を介して、ＯＵＴＨ端子及びＯＵＴＬ端子（すなわち、トランジス
タＮ１、Ｎ２のゲート電圧）をハイレベルに保持する。従って、トランジスタＮ１、Ｎ２
はオン状態とされる。一方、比較信号がローレベルとされている間には、ＯＵＴＨ端子及
びＯＵＴＬ端子の端子電圧をローレベルに保持する。従って、トランジスタＮ１、Ｎ２は
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オフ状態とされる。
【０２３８】
　このように、昇降圧ＤＣ／ＤＣコントローラブロックでは、ＬＥＤ端子電圧Ｖ１～Ｖ４
（延いては出力電圧ＶＯＵＴ）のモニタ結果だけでなく、トランジスタＮ１に流れるスイ
ッチ電流のモニタ結果に基づいて、トランジスタＮ１、Ｎ２の駆動制御が行われる。従っ
て、本実施形態の半導体装置２０であれば、急峻な負荷変動に誤差電圧Ｖｅｒｒが追従で
きなくても、トランジスタＮ１、Ｎ２に流れるスイッチ電流のモニタ結果に応じてトラン
ジスタＮ１、Ｎ２を直接駆動制御することができるので、出力電圧ＶＯＵＴの変動を効果
的に抑制することが可能となる。すなわち、本実施形態の半導体装置であれば、出力コン
デンサＣＶＯＵＴを大容量化する必要がなく、また、低ＥＳＲのセラミックコンデンサを
用いることができるので、不要なコストアップや出力コンデンサＣＶＯＵＴの大型化を回
避することが可能となる。
【０２３９】
　次に、半導体装置２０における保護系回路の改善点について説明する。
【０２４０】
　第１に、本実施形態の半導体装置２０では、オープン／ショート検出部２２２における
ショート検出の方式がディレイカウンタ方式に変更されている。すなわち、ＬＥＤ１端子
～ＬＥＤ４端子のいずれかが４．５［Ｖ］に達した時点で、即座に回路動作をオフラッチ
させるのではなく、所定時間に亘って継続的に４．５［Ｖ］を上回っていることが確認さ
れた時点で、回路動作をオフラッチする構成とされている。このような方式を採用するこ
とにより、誤検出を効果的に防止することが可能となる。
【０２４１】
　第２に、本実施形態の半導体装置２０には、ＬＥＤのアノード及びカソードにおけるシ
ョート（主にグランドショート）を検出し、適切な保護動作を行う保護機能部が内蔵され
ている。具体的に述べると、ＳＣＰ部２０４は、ＯＶＰ端子の端子電圧ＶＰが所定時間に
亘って所定電圧以下となっていることを確認したときに、ＬＥＤ列のアノード端がグラン
ドショート（ないしは、これに相当する低電位点に短絡）していると認識して、回路動作
をオフラッチする構成とされている。また、オープン／ショート検出部２２２は、既存の
オープン検出機能部を流用し、ＬＥＤ端子電圧Ｖ１～Ｖ４のいずれかが所定時間に亘って
所定電圧以下となっていることを確認したときに、ＬＥＤ列のカソード端がグランドショ
ートしていると認識して、回路動作をオフラッチする構成とされている。このような保護
機能部を内蔵することにより、半導体装置２０の安全性を一層高めることが可能となる。
【０２４２】
　第３に、本実施形態の半導体装置２０は、回路動作の停止時にロードスイッチＱ１をオ
フさせていた第１実施形態と異なり、ソフトスタート部２１８にＯＣＰ信号及びＯＶＰ信
号を入力し、異常発生時には、ソフトスタート電圧（コンデンサＣＳＳの充電電圧）を引
き下げる構成とされている。このような構成とすることにより、回路動作の復帰時には、
再度ソフトスタートがかかるので、復帰時の突入電流などを防止することが可能となる。
【０２４３】
　最後に、半導体装置２０における省電力機能について説明する。
【０２４４】
　本実施形態の半導体装置２０は、制御ロジック部２０８にタイマラッチ機能が具備され
ており、所定時間に亘ってＰＷＭ信号がローレベルに維持されていることを確認したとき
に、半導体装置２０の消費電力を低下させる省電力モード（スリープモード）に移行する
構成とされている。このような構成とすることにより、半導体装置２０に省電力化を実現
することが可能となる。なお、上記の省電力モードでは、電源電圧ＶＣＣの供給経路を遮
断するのではなく、各回路部の駆動電流ＩＣＣを生成する駆動電流生成部（不図示）の動
作をオフさせることが望ましい。
【０２４５】
　なお、上記の実施形態では、本発明の適用対象として、カーナビモニタのバックライト
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や、中小型ＬＣＤパネルのバックライトなどの駆動制御を行う半導体装置を例に挙げて説
明を行ったが、本発明の適用対象はこれに限定されるものではなく、その他の負荷駆動装
置にも広く適用することが可能である。
【０２４６】
　また、本発明の構成は、上記実施形態のほか、発明の主旨を逸脱しない範囲で種々の変
更を加えることが可能である。
【産業上の利用可能性】
【０２４７】
　本発明は、負荷（中小型ＬＣＤパネルのＬＥＤバックライトなど）の駆動制御を行う駆
動装置に好適な技術である。
【符号の説明】
【０２４８】
　　　１０　　半導体装置
　　　１０１　　基準電圧生成部（ＶＲＥＧ部）
　　　１０２　　スイッチ
　　　１０３　　減電圧保護部（ＵＶＬＯ部）
　　　１０４　　温度保護部（ＴＳＤ部）
　　　１０５　　過電圧保護部（ＯＶＰ部）
　　　１０６　　入力バッファ
　　　１０７　　発振器部
　　　１０８　　ＰＷＭコンパレータ
　　　１０９　　制御ロジック部
　　　１１０　　ドライバ
　　　１１１　　過電流保護部 （ＯＣＰ部）
　　　１１２　　コンパレータ
　　　１１３　　エラーアンプ
　　　１１４　　ソフトスタート部
　　　１１５　　入力バッファ
　　　１１６　　電流設定部
　　　１１７　　定電流ドライバ
　　　１１８　　オープン／ショート検出部
　　　１１９　　入力バッファ
　　　１２０　　入力バッファ
　　　２０　　半導体装置
　　　２０１　　基準電圧生成部（ＶＲＥＧ部）
　　　２０２　　減電圧保護部（ＵＶＬＯ部）
　　　２０３　　温度保護部（ＴＳＤ部）
　　　２０４　　ショート保護部（ＳＣＰ部）
　　　２０５　　過電圧保護部（ＯＶＰ部）
　　　２０６　　過電流保護部 （ＯＣＰ部）
　　　２０７　　コンパレータ
　　　２０８　　制御ロジック部
　　　２０９　　入力バッファ
　　　２１０　　発振器部
　　　２１１　　スロープ電圧生成部
　　　２１２　　ＰＷＭコンパレータ
　　　２１３　　ドライバ制御部
　　　２１４　　ドライバ
　　　２１５　　Ｎチャネル型電界効果トランジスタ
　　　２１６　　ドライバ
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　　　２１７　　エラーアンプ
　　　２１８　　ソフトスタート部
　　　２１９　　入力バッファ
　　　２２０　　電流設定部
　　　２２１　　定電流ドライバ
　　　２２２　　オープン／ショート検出部
　　　２２３　　入力バッファ
　　　２２４　　入力バッファ
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【図２８】 【図２９】

【図３０】 【図３１】



(39) JP 2013-102218 A 2013.5.23

【図３２】
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