
JP 5899469 B2 2016.4.6

10

20

(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　入力交流電圧を直流電圧に変換するコンバータ装置であって、
　アノード端子及びカソード端子を有し、前記入力交流電圧を整流する整流器と、
　前記整流器の前段に配置された、ラインノイズを低減するためのアクロスザラインコン
デンサと、
　前記整流器の後段に配置された、前記整流器で整流された整流電圧を平滑化する平滑コ
ンデンサと、
　入力端子への前記入力交流電圧の入力が遮断された時に、ＡＣ遮断検出信号を出力する
ＡＣ遮断検出回路と、
　前記整流器のカソード端子と前記平滑コンデンサとを接続する第１接続点に接続され、
前記ＡＣ遮断検出信号が前記ＡＣ遮断検出回路から出力された場合に、前記平滑コンデン
サ及び前記アクロスザラインコンデンサの少なくとも一方の残留電荷を放電させる放電回
路とを備え、
　前記放電回路は、
　ドレイン端子が前記第１接続点に接続され、前記残留電荷を放電させるときの放電電圧
を降圧する接合型トランジスタと、
　前記接合型トランジスタの降圧側端子であるソース端子に接続され、前記ＡＣ遮断検出
信号の出力値に応じて、前記残留電荷を放電させる第１放電用スイッチとを備える
　コンバータ装置。
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【請求項２】
　前記整流器は、少なくとも前記入力交流電圧を半波整流する機能を有し、
　前記ＡＣ遮断検出回路は、前記入力端子への前記入力交流電圧の入力が遮断された時に
、前記整流器によって半波整流された前記入力交流電圧を検出してＡＣ遮断検出信号を出
力する
　請求項１に記載のコンバータ装置。
【請求項３】
　さらに、
　前記第１接続点と前記平滑コンデンサとの間に、前記第１接続点から前記平滑コンデン
サへ向かう方向を順方向として直列挿入されたダイオードを備え、
　前記ＡＣ遮断検出回路は、前記整流器の前段に接続されている
　請求項１または２に記載のコンバータ装置。
【請求項４】
　さらに、
　前記第１接続点と前記平滑コンデンサとの間に、前記ダイオードと並列接続された抵抗
素子を備える
　請求項３に記載のコンバータ装置。
【請求項５】
　さらに、
　前記第１接続点と前記平滑コンデンサとの間、あるいは、前記整流器のカソード端子と
前記第１接続点との間に、前記整流器のカソード端子から前記平滑コンデンサへ向かう方
向を順方向として直列挿入されたダイオードを備え、
　前記ＡＣ遮断検出回路は、前記整流器のカソード端子に接続されている
　請求項１に記載のコンバータ装置。
【請求項６】
　前記第１接続点と前記平滑コンデンサとの間に、前記ダイオードが挿入され、
　さらに、
　前記第１接続点と前記平滑コンデンサとの間に、前記ダイオードと並列接続された抵抗
素子を備える
　請求項５に記載のコンバータ装置。
【請求項７】
　入力交流電圧を直流電圧に変換するコンバータ装置であって、
　アノード端子及びカソード端子を有し、前記入力交流電圧を整流する整流器と、
　前記整流器の前段に接続され、アノード端子及びカソード端子を有する整流素子と、
　前記整流器の前段に配置された、ラインノイズを低減するためのアクロスザラインコン
デンサと、
　前記整流器の後段に配置された、前記整流器で整流された整流電圧を平滑化する平滑コ
ンデンサと、
　前記整流器の前段に接続され、入力端子への前記入力交流電圧の入力が遮断された時に
、前記整流器によって半波整流された前記入力交流電圧を検出してＡＣ遮断検出信号を出
力するＡＣ遮断検出回路と、
　前記ＡＣ遮断検出信号が前記ＡＣ遮断検出回路から出力された場合に、前記アクロスザ
ラインコンデンサの残留電荷を、前記整流素子を介して放電させる放電回路とを備え、
　前記放電回路は、
　ドレイン端子が、前記整流素子のカソード端子に接続された、前記残留電荷を放電させ
るときの放電電圧を降圧する接合型トランジスタと、
　前記接合型トランジスタの降圧側端子であるソース端子に接続され、前記ＡＣ遮断検出
信号の出力値に応じて、前記残留電荷を、放電させる第１放電用スイッチとを備える
　コンバータ装置。
【請求項８】
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　入力交流電圧を直流電圧に変換するコンバータ装置であって、
　アノード端子及びカソード端子を有し、入力交流電圧を整流する整流器と、
　前記整流器の前段に接続され、アノード端子及びカソード端子を有する整流素子と、
　前記整流器の前段に配置された、ラインノイズを低減するためのアクロスザラインコン
デンサと、
　前記整流器の後段に配置された、前記整流器で整流された整流電圧を平滑化する平滑コ
ンデンサと、
　前記整流器の前段に接続され、入力端子への前記入力交流電圧の入力が遮断された時に
、前記整流器によって整流された前記入力交流電圧を検出してＡＣ遮断検出信号を出力す
るＡＣ遮断検出回路と、
　前記ＡＣ遮断検出信号が前記ＡＣ遮断検出回路から出力された場合に、前記平滑コンデ
ンサ及び前記アクロスザラインコンデンサの両方の残留電荷を、前記整流素子を介して放
電させる放電回路と、
　前記平滑コンデンサの残留電荷の放電経路となる抵抗素子とを備え、
　前記放電回路は、
　　前記整流素子のカソード端子と接続され、
　　前記整流器のカソード端子と前記平滑コンデンサとを接続する第１接続点と前記抵抗
素子を介して接続され、
　　前記ＡＣ遮断検出信号の出力値に応じて、前記平滑コンデンサ及び前記アクロスザラ
インコンデンサの両方の残留電荷を放電させる第１放電用スイッチとを備える
　コンバータ装置。
【請求項９】
　前記ＡＣ遮断検出回路に入力される信号は、前記入力交流電圧が前記整流器によって半
波整流された信号である
　請求項８に記載のコンバータ装置。
【請求項１０】
　ドレイン端子が前記整流器のカソード端子と前記抵抗素子に接続され、ソース端子が前
記第１放電用スイッチに接続された接合型トランジスタを備える
　請求項９に記載のコンバータ装置。
【請求項１１】
　さらに、
　前記平滑コンデンサの端子電圧をオンオフするスイッチ素子と、
　前記スイッチ素子でオンオフされた前記端子電圧を所望の直流電圧に変換し、当該直流
電圧を負荷に供給する入出力変換部と、
　前記スイッチ素子のオンオフを制御する制御回路と、
　前記制御回路に電源電圧を供給するレギュレータとを備え、
　前記接合型トランジスタの前記ソース端子は、前記レギュレータに接続されている
　請求項１、２、５～７、及び１０のいずれか１項に記載のコンバータ装置。
【請求項１２】
　前記第１放電用スイッチの一端は前記接合型トランジスタの前記ソース端子に接続され
、前記第１放電用スイッチの他端は接地され、
　前記放電回路は、前記レギュレータから前記制御回路への電流経路とは独立した経路で
、前記接合型トランジスタ及び前記第１放電用スイッチを経由して前記残留電荷を接地放
電させる
　請求項１１に記載のコンバータ装置。
【請求項１３】
　前記レギュレータは、前記第１放電用スイッチを含み、当該第１放電用スイッチを経由
して前記制御回路に電力を供給し、
　前記放電回路は、前記第１放電用スイッチを導通状態にして前記残留電荷を放電させる
　請求項１１に記載のコンバータ装置。
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【請求項１４】
　前記第１放電用スイッチは、前記ＡＣ遮断検出信号に対応した信号がゲートに印加され
ることにより導通状態となる
　請求項１３に記載のコンバータ装置。
【請求項１５】
　前記制御回路は、前記ＡＣ遮断検出信号が入力されることにより、前記スイッチ素子を
非導通状態とし、
　前記第１放電用スイッチは、前記スイッチ素子の非導通状態により前記電源電圧が参照
電圧以下となったときに導通状態となる
　請求項１３に記載のコンバータ装置。
【請求項１６】
　前記放電回路は、さらに、前記第１放電用スイッチと前記制御回路とを接続する第２接
続点と接地端子との間に第２放電用スイッチを備え、
　前記第２放電用スイッチは、前記ＡＣ遮断検出信号がゲートに印加されることにより導
通状態となることで、前記電源電圧を降圧させ、
　前記第１放電用スイッチは、前記電源電圧が降圧することにより導通状態となることで
、前記残留電荷を放電させる
　請求項１３に記載のコンバータ装置。
【請求項１７】
　前記ＡＣ遮断検出回路は、
　前記整流器で整流された前記入力交流電圧が正の基準電圧値と一致する時間間隔が第１
の予め設定された時間を越える時に前記ＡＣ遮断検出信号を出力する
　請求項１、２及び５～１０のいずれか１項に記載のコンバータ装置。
【請求項１８】
　前記第１の予め設定された時間は、
　前記入力交流電圧が定常動作状態時の、前記整流器で整流された前記入力交流電圧が前
記正の基準電圧値と一致する時間間隔の最長値、より長く設定される
　請求項１７に記載のコンバータ装置。
【請求項１９】
　前記第１の予め設定された時間は、
　前記整流器によって半波整流された前記入力交流電圧の周期時間よりも短く設定される
　請求項１８に記載のコンバータ装置。
【請求項２０】
　前記ＡＣ遮断検出回路は、
　前記整流器で整流された前記入力交流電圧と前記正の基準電圧値とを比較して比較結果
信号を出力する電圧比較器と、
　前記比較結果信号が変化する時に、第２の予め設定された時間のパルス幅のパルス信号
を出力するパルス発生回路と、
　前記パルス信号の入力によってタイマー状態が初期化され、初期化されてから前記第１
の予め設定された時間が経過すると前記ＡＣ遮断検出信号を出力するタイマー回路とを備
える
　請求項１９に記載のコンバータ装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、交流電源を直流電源に変換するコンバータ装置及び半導体装置に関するもの
である。
【背景技術】
【０００２】
　入力された交流電源を直流電源に変換して所望の直流電圧を出力する電源装置に代表さ
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れるコンバータ装置には、通常アクロスザラインコンデンサ（以下、これをＸコンデンサ
と記載する）と呼ばれるラインノイズを低減するコンデンサが、交流電圧ライン間に接続
されている。
【０００３】
　このＸコンデンサには、交流電源に接続されている電源装置のプラグが当該交流電源で
ある商用電源から引き抜かれたときには、引き抜かれる直前に蓄積された電荷が残留して
しまう。このとき、引き抜かれた直後のプラグの差込部が人に触れると、この残留電荷に
より感電する恐れがある。この感電に対しては防止のための安全規格があり、交流電源が
遮断された時には、所定時間内にＸコンデンサを放電させなければならないとされている
。
【０００４】
　従来、この感電対策として、残留電荷を放電させるための放電抵抗がＸコンデンサに並
列に設けられている。しかし、この放電抵抗は、電源装置に交流電圧が供給されている間
には、常時電力を消費してしまう。特に、待機時に放電抵抗にて消費される電力は無視で
きないほど大きくなってしまうという問題がある。
【０００５】
　上記問題を解決するため、特許文献１では、上記放電抵抗を導通状態または非導通状態
に切り換えるトランジスタと、当該トランジスタのオンオフ状態を制御する制御部とを備
え、交流電圧が供給されていないときのみ制御部が当該トランジスタをオン状態にして放
電ループを構成するようになされた電源回路が開示されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】特開２００６－２０４０２８号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　しかしながら、特許文献１に開示された電源回路では、制御部の部品数が多くなる。ま
た、放電用スイッチング素子として使用されるトランジスタは、高電圧の交流電源に接続
されているため高耐圧特性が要求されるが、当該特性を有する高耐圧素子は高コストであ
る。よって、感電対策を行ないつつ電源装置の低コスト化や小型化を図ることは困難であ
る。
【０００８】
　また、電源装置には、変換された直流電圧を平滑化するための平滑コンデンサが直流電
圧ライン間に接続されている。この平滑コンデンサにも、交流電源が遮断された時には残
留電荷が蓄積しており、電源装置の内部回路に触れる可能性のあるサービスエンジニアが
平滑コンデンサの残留電荷により感電してしまう恐れがある。
【０００９】
　しかしながら、特許文献１に開示された電源回路では、平滑コンデンサの放電対策は講
じられていない。
【００１０】
　本発明は、上記従来の課題を解決するためになされたものであり、交流電源遮断状態に
おける感電対策を行ないつつ小型化及び低コスト化を実現できるコンバータ装置及び半導
体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】
【００１１】
　上記課題を解決するため、本発明の一態様に係るコンバータ装置は、入力交流電圧を直
流電圧に変換するコンバータ装置であって、アノード端子及びカソード端子を有し、前記
入力交流電圧を整流する整流器と、前記整流器の前段に配置された、ラインノイズを低減
するためのアクロスザラインコンデンサと、前記整流器の後段に配置された、前記整流器
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で整流された整流電圧を平滑化する平滑コンデンサと、入力端子への前記入力交流電圧の
入力が遮断された時に、ＡＣ遮断検出信号を出力するＡＣ遮断検出回路と、前記整流器の
カソード端子と前記平滑コンデンサとを接続する第１接続点に接続され、前記ＡＣ遮断検
出信号が前記ＡＣ遮断検出回路から出力された場合に、前記平滑コンデンサ及び前記アク
ロスザラインコンデンサの少なくとも一方の残留電荷を放電させる放電回路とを備え、前
記放電回路は、ドレイン端子が前記第１接続点に接続され、前記残留電荷を放電させると
きの放電電圧を降圧する接合型トランジスタと、前記接合型トランジスタの降圧側端子で
あるソース端子に接続され、前記ＡＣ遮断検出信号の出力値に応じて、前記残留電荷を放
電させる第１放電用スイッチとを備えることを特徴とする。
【００１２】
　本構成によれば、放電時に整流器のカソード端子と平滑コンデンサとの第１接続点に印
加されている電圧が、接合型トランジスタにより降圧されるので、接合型トランジスタの
ソース端子に接続される第１放電用スイッチは、高耐圧素子である必要はなく低耐圧素子
で構成できる。これにより、回路設計が容易となり、小型化及び素子コストの削減を実現
できる。
【００１３】
　また、前記整流器は、前記入力交流電圧を半波整流し、前記ＡＣ遮断検出回路は、前記
入力端子への前記入力交流電圧の入力が遮断された時に、前記整流器によって半波整流さ
れた前記入力交流電圧を検出してＡＣ遮断検出信号を出力してもよい。
【００１４】
　これにより、入力交流電圧が半波整流されていても、入力交流電圧が遮断されたことを
検出できるため、ＡＣ遮断検出回路の前段に配置されるダイオードが不要となる。よって
、コンバータ装置の放電対策として必要な素子数を削減できる。
【００１５】
　また、さらに、前記平滑コンデンサの端子電圧をオンオフするスイッチ素子と、前記ス
イッチ素子でオンオフされた前記端子電圧を所望の直流電圧に変換し、当該直流電圧を負
荷に供給する入出力変換部と、前記スイッチ素子のオンオフを制御する制御回路と、前記
制御回路に電源電圧を供給するレギュレータとを備え、前記接合型トランジスタの前記ソ
ース端子は、前記レギュレータに接続されていてもよい。
【００１６】
　これにより、接合型トランジスタは、本来、制御回路への電力供給動作のために配置さ
れるものであるが、放電回路による放電動作を兼用させている。よって、コンバータ装置
の放電対策として必要な素子数を削減できる。
【００１７】
　また、前記第１放電用スイッチの一端は前記接合型トランジスタの前記ソース端子に接
続され、前記第１放電用スイッチの他端は接地され、前記放電回路は、前記レギュレータ
から前記制御回路への電流経路とは独立した経路で、前記接合型トランジスタ及び前記第
１放電用スイッチを経由して前記残留電荷を接地放電させてもよい。
【００１８】
　これにより、第１放電用スイッチを介した放電経路と、レギュレータへの電源供給経路
とが分離されているため、制御回路の動作に影響されることなく高速に放電を行なうこと
ができる。
【００１９】
　また、前記レギュレータは、前記第１放電用スイッチを含み、当該第１放電用スイッチ
を経由して前記制御回路に電力を供給し、前記放電回路は、前記第１放電用スイッチを導
通状態にして前記残留電荷を放電させてもよい。
【００２０】
　これにより、充電経路と、放電経路とがレギュレータに内蔵される第１放電用スイッチ
で兼用できるので、放電回路として別途放電用スイッチ素子を設ける必要がなく、小型化
及び部品点数の削減につながる。
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【００２１】
　また、前記第１放電用スイッチは、前記ＡＣ遮断検出信号に対応した信号がゲートに印
加されることにより導通状態となってもよい。
【００２２】
　これにより、制御回路の動作に影響されることなく高速に放電を行なうことができる。
【００２３】
　また、前記制御回路は、前記ＡＣ遮断検出信号が入力されることにより、前記スイッチ
素子を非導通状態とし、前記第１放電用スイッチは、前記スイッチ素子の非導通状態によ
り前記電源電圧が参照電圧以下となったときに導通状態となってもよい。
【００２４】
　これにより、制御回路がスイッチ素子を非導通とすることで制御回路の電源電圧への電
力供給が停止された後、第１放電用スイッチが導通状態となることで、残留電荷の放電が
実行される。よって、上記残留電荷の放電により、電源電圧への電力過剰供給による過電
圧を防ぐことができる。
【００２５】
　また、前記放電回路は、さらに、前記第１放電用スイッチと前記制御回路とを接続する
第２接続点と接地端子との間に第２放電用スイッチを備え、前記第２放電用スイッチは、
前記ＡＣ遮断検出信号がゲートに印加されることにより導通状態となることで、前記電源
電圧を降圧させ、前記第１放電用スイッチは、前記電源電圧が降圧することにより導通状
態となることで、前記残留電荷を放電させてもよい。
【００２６】
　これにより、ＡＣ電源遮断時に、まず第１放電用スイッチの導通により電源電圧を接地
電位近くまで降圧させた状態にした後に、残留電荷の放電動作が開始される。よって、当
該放電動作による電源電圧への電力過剰供給による過電圧を防ぐことができる。
【００２７】
　また、さらに、前記第１接続点と前記平滑コンデンサとの間に、前記第１接続点から前
記平滑コンデンサへ向かう方向を順方向として直列挿入されたダイオードを備えてもよい
。
【００２８】
　これにより、ダイオードは、放電回路が放電動作を実行する場合に平滑コンデンサの残
留電荷の放電を防止し、Ｘコンデンサの残留電荷のみを放電させることが可能となる。
【００２９】
　また、さらに、前記第１接続点と前記平滑コンデンサとの間に、前記ダイオードと並列
接続された抵抗素子を備えてもよい。
【００３０】
　これにより、Ｘコンデンサの残留電荷を優先的に放電し、かつ、平滑コンデンサの残留
電荷も放電することができる。よって、コンバータ装置の入力端子からの感電を優先的に
防止でき、装置内部の回路に接触することによる感電も防止することが可能となる。
【００３１】
　また、さらに、前記整流器のカソード端子と前記第１接続点との間に、前記整流器のカ
ソード端子から前記第１接続点へ向かう方向を順方向として直列挿入されたダイオードを
備えてもよい。
【００３２】
　これにより、放電回路が放電動作を実行する場合に、平滑コンデンサ及びＸコンデンサ
の双方の残留電荷を放電させることが可能となる。
【００３３】
　また、前記ＡＣ遮断検出回路は、前記第１接続点に接続されていてもよい。
【００３４】
　これにより、交流電圧ラインにＡＣ遮断検出回路が接続されている場合にＡＣ遮断検出
回路の入力側に必須である整流用のダイオードが不要となる。また、ＡＣ遮断検出回路を
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外部サージ電圧から保護することができる。
【００３５】
　また、本発明の一態様に係るコンバータ装置は、入力交流電圧を所望の直流電圧に変換
するコンバータ装置であって、第１のアノード端子及び第１のカソード端子を有し、入力
交流電圧を整流する整流器と、前記整流器の前段に配置された、ラインノイズを低減する
ためのアクロスザラインコンデンサと、前記整流器の後段に配置された、前記整流器で整
流された整流電圧を平滑化する平滑コンデンサと、入力端子への前記入力交流電圧の入力
が遮断された時に、ＡＣ遮断検出信号を出力するＡＣ遮断検出回路と、第２のアノード端
子及び第２のカソード端子を有し前記第２のアノード端子が前記第１のカソード端子に接
続され前記第２のカソード端子が前記平滑コンデンサに接続されたダイオードと、前記ダ
イオードと並列接続された抵抗素子と、前記第１のカソード端子と前記第２のアノード端
子との接続点に接続され、前記ＡＣ遮断検出信号が前記ＡＣ遮断検出回路から出力された
場合に、前記平滑コンデンサ及び前記アクロスザラインコンデンサの残留電荷を放電させ
る放電用スイッチを有する放電回路とを備えることを特徴とする。
【００３６】
　これにより、Ｘコンデンサの残留電荷を優先的に放電し、かつ、平滑コンデンサの残留
電荷も放電することができる。よって、コンバータ装置の入力端子からの感電を優先的に
防止でき、装置内部の回路に接触することによる感電も防止することが可能となる。
【００３７】
　また、前記整流器は、前記入力交流電圧を半波整流し、前記ＡＣ遮断検出回路は、前記
入力端子への前記入力交流電圧の入力が遮断された時に、前記整流器によって半波整流さ
れた前記入力交流電圧を検出してＡＣ遮断検出信号を出力してもよい。
【００３８】
　これにより、入力交流電圧が半波整流されていても、入力交流電圧が遮断されたことを
検出できるため、ＡＣ遮断検出回路の前段に配置されるダイオードが不要となる。よって
、コンバータ装置の放電対策として必要な素子数を削減できる。
【００３９】
　また、前記放電回路は、さらに、ドレイン端子が前記接続点に接続され、前記残留電荷
を放電させるときの放電電圧を降圧する接合型トランジスタを備え、前記放電用スイッチ
は、前記接合型トランジスタの降圧側端子であるソース端子に接続され、前記残留電荷を
放電させてもよい。
【００４０】
　これにより、放電時に整流器のカソード端子と平滑コンデンサとの接続点に印加されて
いる電圧が、接合型トランジスタにより降圧されるので、接合型トランジスタのソースに
接続される第１放電用スイッチは、高耐圧素子である必要はなく低耐圧素子で構成できる
。これにより、回路設計が容易となり、小型化及び素子コストの削減を実現できる。
【００４１】
　また、前記ＡＣ遮断検出回路は、前記接続点に接続されていてもよい。
【００４２】
　これにより、交流電圧ラインにＡＣ遮断検出回路が接続されている場合にＡＣ遮断検出
回路の入力側に必須である整流用のダイオードが不要となる。また、ＡＣ遮断検出回路を
外部サージ電圧から保護することができる。
【００４３】
　また、前記ＡＣ遮断検出回路は、正入力である基準電圧と、前記整流器によって半波整
流された前記入力交流電圧とを比較する電圧比較器と、前記電圧比較器から入力される信
号の変化をパルス信号として出力するパルス発生回路と、前記入力交流電圧の入力が遮断
されてから、一定時間経過しないと前記ＡＣ遮断検出信号を出力させないタイマー回路と
を備えてもよい。
【００４４】
　これにより、ＡＣ遮断されると、一定期間の経過後にＡＣ遮断検出信号が出力される。
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【００４５】
　また、本発明は、コンバータ装置に用いられる半導体装置として実現することもできる
。具体的には、アノード端子及びカソード端子を有し、入力交流電圧を整流する整流器と
、前記整流器の前段に配置されたアクロスザラインコンデンサと、前記整流器の後段に配
置された平滑コンデンサと、前記平滑コンデンサの端子電圧をオンオフするスイッチ素子
と、前記スイッチ素子でオンオフされた前記端子電圧を所望の直流電圧に変換し当該直流
電圧を負荷に供給する入出力変換部とを備えるコンバータ装置に備えられる半導体装置で
あって、入力端子への前記入力交流電圧の入力が遮断された時に、ＡＣ遮断検出信号を出
力するＡＣ遮断検出回路と、前記整流器のカソード端子と平滑コンデンサとの接続点に接
続され、前記ＡＣ遮断検出信号が前記ＡＣ遮断検出回路から出力された場合に、少なくと
も前記平滑コンデンサ及び前記アクロスザラインコンデンサの一方の残留電荷を放電させ
る放電回路と、前記スイッチ素子のオンオフを制御する制御回路と、前記制御回路に電源
電圧を供給するレギュレータとを備え、前記放電回路は、前記残留電荷を放電させるとき
の放電電圧を降圧する接合型トランジスタと、前記接合型トランジスタで降圧された電圧
を放電させる放電用スイッチとを備え、前記接合型トランジスタの降圧側端子であるソー
ス端子は、前記レギュレータに接続されている。
【００４６】
　本構成によれば、放電時に整流器のカソード端子と平滑コンデンサとの接続点に印加さ
れている電圧が、接合型トランジスタにより降圧されるので、接合型トランジスタのソー
ス端子に接続される第１放電用スイッチは、高耐圧素子である必要はなく低耐圧素子で構
成できる。これにより、回路設計が容易となり、小型化及び素子コストの削減を実現でき
る。
【００４７】
　また、アノード端子及びカソード端子を有し、入力交流電圧を整流する整流器と、前記
整流器の前段に配置されたアクロスザラインコンデンサと、アノード端子及びカソード端
子を有する整流素子と、前記整流器の後段に配置された平滑コンデンサと、前記平滑コン
デンサの端子電圧をオンオフするスイッチ素子と、前記スイッチ素子でオンオフされた前
記端子電圧を所望の直流電圧に変換し当該直流電圧を負荷に供給する入出力変換部とを備
えるコンバータ装置に備えられる半導体装置であって、入力端子への前記入力交流電圧の
入力が遮断された時に、整流器によって半波整流された前記入力交流電圧を検出してＡＣ
遮断検出信号を出力するＡＣ遮断検出回路と、前記整流素子のカソード端子に接続され、
前記ＡＣ遮断検出信号が前記ＡＣ遮断検出回路から出力された場合に、少なくとも前記平
滑コンデンサ及び前記アクロスザラインコンデンサの一方の残留電荷を、前記整流素子を
介して放電させる放電回路と、前記スイッチ素子のオンオフを制御する制御回路と、前記
制御回路に電源電圧を供給するレギュレータとを備え、前記放電回路は、前記残留電荷を
放電させるときの放電電圧を降圧する接合型トランジスタと、前記接合型トランジスタで
降圧された電圧を放電させる放電用スイッチとを備え、前記接合型トランジスタの降圧側
端子であるソース端子は、前記レギュレータに接続され、前記ＡＣ遮断検出回路は、正入
力である基準電圧と、前記整流器によって半波整流された前記入力交流電圧とを比較する
電圧比較器と、前記電圧比較器から入力される信号の変化をパルス信号として出力するパ
ルス発生回路と、前記入力交流電圧の入力が遮断されてから、一定時間経過しないと前記
ＡＣ遮断検出信号を出力させないタイマー回路を備えてもよい。
【００４８】
　また、本発明の一態様に係るコンバータ装置は、入力交流電圧を直流電圧に変換するコ
ンバータ装置であって、アノード端子及びカソード端子を有し、入力交流電圧を整流する
整流器と、前記整流器の前段に接続され、アノード端子及びカソード端子を有する整流素
子と、前記整流器の前段に配置された、ラインノイズを低減するためのアクロスザライン
コンデンサと、前記整流器の後段に配置された、前記整流器で整流された整流電圧を平滑
化する平滑コンデンサと、前記整流器の前段に接続され、入力端子への前記入力交流電圧
の入力が遮断された時に、前記整流器によって半波整流された前記入力交流電圧を検出し
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てＡＣ遮断検出信号を出力するＡＣ遮断検出回路と、前記ＡＣ遮断検出信号が前記ＡＣ遮
断検出回路から出力された場合に、前記アクロスザラインコンデンサの残留電荷を、前記
整流素子を介して放電させる放電回路とを備え、前記放電回路は、前記整流素子のカソー
ド端子に接続された、前記残留電荷を放電させるときの放電電圧を降圧する接合型トラン
ジスタと、前記接合型トランジスタの降圧側端子であるソース端子に接続され、前記残留
電荷を、前記整流素子を介して放電させる第１放電用スイッチとを備えることを特徴とす
る。
【００４９】
　これにより、放電回路が整流器の後段に接続された回路に比べて、電源出力の大きい場
合にも対応可能となり、コストの増加及び実装面積の拡大も最小に抑えることができる。
【００５０】
　また、さらに、接合型トランジスタのドレイン端子と、前記整流器のカソード端子及び
前記平滑コンデンサを接続する第１接続点との間に接続された抵抗素子を備えてもよい。
【００５１】
　これにより、アクロスザラインコンデンサの残留電荷を優先的に放電し、かつ、平滑コ
ンデンサの残留電荷も放電することが可能となる。
【００５２】
　また、本発明の一態様に係るコンバータ装置は、入力交流電圧を直流電圧に変換するコ
ンバータ装置であって、アノード端子及びカソード端子を有し、入力交流電圧を整流する
整流器と、前記整流器の前段に接続された整流素子と、前記整流器の前段に配置された、
ラインノイズを低減するためのアクロスザラインコンデンサと、前記整流器の後段に配置
された、前記整流器で整流された整流電圧を平滑化する平滑コンデンサと、前記整流器の
前段に接続され、入力端子への前記入力交流電圧の入力が遮断された時に、前記整流器に
よって半波整流された前記入力交流電圧を検出してＡＣ遮断検出信号を出力するＡＣ遮断
検出回路と、前記ＡＣ遮断検出信号が前記ＡＣ遮断検出回路から出力された場合に、前記
平滑コンデンサ及び前記アクロスザラインコンデンサの両方の残留電荷を、前記整流素子
を介して放電させる放電回路と、前記平滑コンデンサの残留電荷の放電経路となる抵抗素
子とを備え、前記放電回路は、ドレイン端子が、前記整流器のカソード端子と前記平滑コ
ンデンサとを接続する第１接続点に接続され、前記残留電荷を放電させるときの放電電圧
を降圧する接合型トランジスタと、前記接合型トランジスタの降圧側端子であるソース端
子に接続され、前記残留電荷を放電させる第１放電用スイッチとを備え、前記抵抗素子は
、前記接合型トランジスタのドレイン端子と前記第１接続点との間に直列挿入されている
ことを特徴とする。
【００５３】
　また、本発明の一態様に係る半導体装置は、アノード端子及びカソード端子を有し、入
力交流電圧を整流する整流器と、前記整流器の前段に配置されたアクロスザラインコンデ
ンサと、前記整流器の後段に配置された平滑コンデンサと、前記平滑コンデンサの端子電
圧をオンオフするスイッチ素子と、前記スイッチ素子でオンオフされた前記端子電圧を所
望の直流電圧に変換し当該直流電圧を負荷に供給する入出力変換部とを備えるコンバータ
装置に備えられる半導体装置であって、入力端子への前記入力交流電圧の入力が遮断され
た時に、前記整流器によって半波整流された前記入力交流電圧を検出してＡＣ遮断検出信
号を出力するＡＣ遮断検出回路と、前記整流器のカソード端子と前記平滑コンデンサとの
接続点に接続され、前記ＡＣ遮断検出信号が前記ＡＣ遮断検出回路から出力された場合に
、少なくとも前記平滑コンデンサ及び前記アクロスザラインコンデンサの一方の残留電荷
を放電させる放電回路と、前記スイッチ素子のオンオフを制御する制御回路と、前記制御
回路に電源電圧を供給するレギュレータとを備え、前記放電回路は、前記残留電荷を放電
させるときの放電電圧を降圧する接合型トランジスタと、前記接合型トランジスタで降圧
された電圧を放電させる放電用スイッチとを備え、前記接合型トランジスタの降圧側端子
であるソース端子は、前記レギュレータに接続されていることを特徴とする。
【００５４】
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　また、アノード端子及びカソード端子を有し、入力交流電圧を整流する整流器と、前記
整流器の前段に配置されたアクロスザラインコンデンサと、前記整流器の後段に配置され
た平滑コンデンサと、前記平滑コンデンサの端子電圧をオンオフするスイッチ素子と、前
記スイッチ素子でオンオフされた前記端子電圧を所望の直流電圧に変換し当該直流電圧を
負荷に供給する入出力変換部とを備えるコンバータ装置に備えられる半導体装置であって
、入力端子への前記入力交流電圧の入力が遮断された時に、前記整流器によって半波整流
された前記入力交流電圧を検出してＡＣ遮断検出信号を出力するＡＣ遮断検出回路と、前
記整流素子のカソード端子に接続され、前記ＡＣ遮断検出信号が前記ＡＣ遮断検出回路か
ら出力された場合に、少なくとも前記平滑コンデンサ及び前記アクロスザラインコンデン
サの一方の残留電荷を放電させる放電回路と、前記スイッチ素子のオンオフを制御する制
御回路と、前記制御回路に電源電圧を供給するレギュレータとを備え、前記放電回路は、
前記残留電荷を放電させるときの放電電圧を降圧する接合型トランジスタと、前記接合型
トランジスタで降圧された電圧を放電させる放電用スイッチとを備え、前記接合型トラン
ジスタの降圧側端子であるソース端子は、前記レギュレータに接続され、前記ＡＣ遮断検
出回路は、正入力である基準電圧と、前記整流器によって半波整流された前記入力交流電
圧とを比較する電圧比較器と、前記電圧比較器から入力される信号の変化をパルス信号と
して出力するパルス発生回路と、前記入力交流電圧の入力が遮断されてから、一定時間経
過しないと前記ＡＣ遮断検出信号を出力させないタイマー回路とを備えてもよい。
【発明の効果】
【００５５】
　本発明に係るコンバータ装置及び半導体装置によれば、放電用スイッチング素子として
高耐圧素子を用いることなくコンデンサの残留電荷を放電できるので、交流電源遮断状態
における感電対策を行ないつつ小型化及び低コスト化を実現できる。
【図面の簡単な説明】
【００５６】
【図１】図１は、本発明の実施の形態１に係るコンバータ装置の一構成例を示す回路構成
図である。
【図２】図２は、本発明の実施の形態１の第１の変形例に係るコンバータ装置の回路構成
図である。
【図３】図３は、本発明の実施の形態１の第１の変形例に係るコンバータ装置の具体的な
回路構成図である。
【図４Ａ】図４Ａは、本発明の実施の形態１の第２の変形例に係るコンバータ装置の具体
的な回路構成図である。
【図４Ｂ】図４Ｂは、本発明の実施の形態１の第３の変形例に係るコンバータ装置の具体
的な回路構成図である。
【図４Ｃ】図４Ｃは、本発明の実施の形態１の第４の変形例に係るコンバータ装置の具体
的な回路構成図である。
【図５】図５は、本発明の実施の形態２に係るコンバータ装置の具体的な回路構成図であ
る。
【図６】図６は、本発明の実施の形態３に係るコンバータ装置の具体的な回路構成図であ
る。
【図７】図７は、本発明の実施の形態４に係るコンバータ装置の具体的な回路構成図であ
る。
【図８】図８は、実施の形態１～４に係るコンバータ装置の放電動作の比較を説明する図
である。
【図９】図９は、本発明の実施の形態５に係るコンバータ装置の一構成例を示す回路構成
図である。
【図１０】図１０は、本発明の実施の形態５の第１の変形例に係るコンバータ装置の一構
成例を示す回路構成図である。
【図１１Ａ】図１１Ａは、本発明の実施の形態５の第２の変形例に係るコンバータ装置の
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一構成例を示す回路構成図である。
【図１１Ｂ】図１１Ｂは、本発明の実施の形態５の第２の変形例に係るコンバータ装置の
具体的な回路構成図である。
【図１１Ｃ】図１１Ｃは、ＡＣ遮断検出回路の動作を表すタイミングチャートである。
【図１２】図１２は、本発明の実施の形態５の第３の変形例に係るコンバータ装置の一構
成例を示す回路構成図である。
【図１３】図１３は、本発明の実施の形態６に係るコンバータ装置の一構成例を示す回路
構成図である。
【図１４】図１４は、本発明の実施の形態６の変形例に係るコンバータ装置の一構成例を
示す回路構成図である。
【図１５Ａ】図１５Ａは、本発明の実施の形態７に係るコンバータ装置の具体的な回路構
成図である。
【図１５Ｂ】図１５Ｂは、本発明の実施の形態７に係るコンバータ装置の具体的な回路構
成図である。
【図１５Ｃ】図１５Ｃは、ＡＣ遮断検出回路の動作を表すタイミングチャートである。
【図１６】図１６は、本発明の実施の形態８に係るコンバータ装置の一構成例を示す回路
構成図である。
【図１７】図１７は、本発明の実施の形態８に係る第１の変形例に係るコンバータ装置の
一構成例を示す回路構成図である。
【図１８】図１８は、本発明の実施の形態８に係る第２の変形例に係るコンバータ装置の
一構成例を示す回路構成図である。
【図１９】図１９は、本発明の実施の形態９に係るコンバータ装置の具体的な回路構成図
である。
【図２０】図２０は、本発明の実施の形態９の変形例に係るコンバータ装置の一構成例を
示す回路構成図である。
【発明を実施するための形態】
【００５７】
　以下、本発明の実施の形態に係るスイッチング電源装置及び半導体装置について、図面
を参照しながら説明する。なお、以下の実施の形態では、ドレイン端子、ソース端子、ゲ
ート端子、アノード端子及びカソード端子を、それぞれ、単にドレイン、ソース、ゲート
、アノード及びカソードと記す場合がある。
【００５８】
　（実施の形態１）
　本発明の実施の形態１に係るコンバータ装置は、入力交流電圧を所望の直流電圧に変換
するコンバータ装置であって、入力交流電圧を整流するブリッジダイオードと、ブリッジ
ダイオードの前段に配置された、ラインノイズを低減するためのアクロスザラインコンデ
ンサと、ブリッジダイオードの後段に配置された、ブリッジダイオードで整流された整流
電圧を平滑化する平滑コンデンサと、入力端子への入力交流電圧の入力が遮断された時に
、ＡＣ遮断検出信号を出力するＡＣ遮断検出回路と、ブリッジダイオードのカソードと平
滑コンデンサとの接続点に接続され、ＡＣ遮断検出信号がＡＣ遮断検出回路から出力され
た場合に、平滑コンデンサ及びアクロスザラインコンデンサの少なくとも一方の残留電荷
を放電させる放電回路とを備え、放電回路は、ドレイン端子が上記接続点に接続され、上
記残留電荷を放電させるときの放電電圧を降圧する接合型トランジスタと、当該接合型ト
ランジスタの降圧側端子であるソース端子に接続され、上記残留電荷を放電させる第１放
電用スイッチとを備える。
【００５９】
　また、本発明の実施の形態１に係るコンバータ装置は、さらに、平滑コンデンサの端子
電圧をオンオフするスイッチ素子と、当該スイッチ素子でオンオフされた端子電圧を所望
の直流電圧に変換して負荷に供給する入出力変換部と、スイッチ素子のオンオフを制御す
る制御回路と、当該制御回路に電源電圧を供給するレギュレータとを備え、接合型トラン
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ジスタのソース端子は、レギュレータに接続されている。
【００６０】
　また、本発明の実施の形態１に係るコンバータ装置は、具体的には、第１放電用スイッ
チの一端は接合型トランジスタのソース端子に接続され、第１放電用スイッチの他端は接
地され、放電回路は、レギュレータから制御回路への電流経路とは独立した経路で、接合
型トランジスタ及び第１放電用スイッチを経て残留電荷を接地放電させる。
【００６１】
　図１は、本発明の実施の形態１に係るコンバータ装置の一構成例を示す回路構成図であ
る。同図に記載されたコンバータ装置１は、ブリッジダイオード１１と、アクロスザライ
ンコンデンサ１２（以下、Ｘコンデンサと記す）と、平滑コンデンサ１３と、ＡＣ遮断検
出回路２０と、放電回路３０と、ダイオード１１１Ａ及び１１１Ｂとを備える。
【００６２】
　ブリッジダイオード１１は、アノード端子及びカソード端子を有し、外部の交流電源１
０１に接続され、交流電源１０１から供給される入力交流電圧を整流する機能を有する整
流器である。ブリッジダイオード１１は、例えば、４つのダイオードから構成され、第１
及び第２のダイオードのカソードどうしが第１接続点にて接続され、第３及び第４のダイ
オードのアノードどうしが第２接続点にて接続され、第１のダイオードのアノードと第３
のダイオードのカソードが第３接続点にて接続され、第２のダイオードのアノードと第４
のダイオードのカソードが第４接続点にて接続される。この接続構成において、第３接続
点と第４接続点とは、それぞれ、コンバータ装置１の２つ入力端子と接続されている。こ
の２つの入力端子は、交流電源１０１と接続され、第３接続点と一方の入力端子とを接続
するラインと、第４接続点と他方の入力端子とを接続するラインとは、交流電圧ラインを
構成する。また、第１接続点は、ブリッジダイオード１１のカソードであり、第２接続点
は、ブリッジダイオード１１のアノードと定義される。
【００６３】
　Ｘコンデンサ１２は、ブリッジダイオード１１の前段に配置され、ラインノイズを低減
させる機能を有する。Ｘコンデンサ１２の両電極は、上記交流電圧ライン間に接続される
。
【００６４】
　平滑コンデンサ１３は、ブリッジダイオード１１の後段に配置され、ブリッジダイオー
ド１１で整流された整流電圧を平滑化する機能を有する。平滑コンデンサ１３の両電極は
、それぞれ、ブリッジダイオード１１の第１接続点であるカソード及び第２接続点である
アノードに接続される。平滑コンデンサ１３の一方の電極とブリッジダイオード１１のカ
ソードとを接続するラインと、平滑コンデンサ１３の他方の電極とブリッジダイオード１
１のアノードとを接続するラインとは、直流電圧ラインを構成する。
【００６５】
　ＡＣ遮断検出回路２０は、ダイオード１１１Ａ及び１１１Ｂを介して、交流電圧ライン
に接続される。ダイオード１１１Ａ及び１１１Ｂは、入力交流電圧を整流してＡＣ遮断検
出回路２０に出力する。これにより、ＡＣ遮断検出回路２０は、直流電圧の変化を検出す
ることで、入力交流電圧が遮断されたことを検知できる。ＡＣ遮断検出回路２０は、交流
電源１０１とコンバータ装置１とが非導通となったこと、つまり、入力交流電圧が遮断さ
れたことを検知し、このとき、ＡＣ遮断検出信号Ｖａｃｏｆｆを出力する。なお、図１に
記載されたＡＣ遮断検出回路２０は、全波整流された交流電圧の遮断を検出する回路であ
るが、半波整流された交流電圧を検出する回路であってもよい。また、図１に記載された
ＡＣ遮断検出回路２０は、交流電圧ラインに接続されているが、直流電圧ラインに接続さ
れてもよい。この場合には、ダイオード１１１Ａ及び１１１Ｂは不要となる。直流電圧ラ
インに接続されたＡＣ遮断検出回路２０の構成については、実施の形態５で説明する。ま
た、半波整流された交流電圧を検出するＡＣ遮断検出回路の構成については実施の形態７
で説明する。
【００６６】
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　放電回路３０の入力端子は、ブリッジダイオード１１のカソードと平滑コンデンサ１３
との接続点に接続され、ＡＣ遮断検出信号ＶａｃｏｆｆがＡＣ遮断検出回路２０から出力
された場合に、少なくとも平滑コンデンサ１３及びＸコンデンサ１２の一方の残留電荷を
放電させる機能を有する。放電回路３０は、接合型トランジスタ（以下、ＪＦＥＴと記す
）３０１と、放電用スイッチ素子３０２とを備える。ＪＦＥＴ３０１のドレインは上記接
続点に接続され、ソースは放電用スイッチ素子３０２の一方の端子に接続され、ゲートは
接地されている。この接続構成により、ＪＦＥＴ３０１は、常にソース－ドレイン間に電
流を流すことが可能であり、残留電荷を放電させるときの放電電圧を降圧する機能を有す
る。また、ＪＦＥＴ３０１は小型であり、省スペース化及び薄型化に適している。放電用
スイッチ素子３０２は、ＪＦＥＴ３０１で降圧された電圧が印加された状態で残留電荷を
放電させる機能を有する第１放電用スイッチである。
【００６７】
　図２は、本発明の実施の形態１の第１の変形例に係るコンバータ装置の回路構成図であ
る。同図に記載されたコンバータ装置１Ａは、図１に記載されたコンバータ装置１の備え
る構成要素に加え、レギュレータ４０と、制御回路５０と、入出力変換部６０と、スイッ
チ素子７０とを備える。
【００６８】
　レギュレータ４０は、ＪＦＥＴ３０１のソースと放電用スイッチ素子３０２との接続点
に接続された電源供給用の回路である。レギュレータ４０は、コンバータ装置１Ａの起動
時または制御回路５０が電力を必要とする時に内蔵スイッチがオンし、ＪＦＥＴ３０１か
ら受けた電力を、制御回路５０に必要な分だけ供給するよう制御する。
【００６９】
　制御回路５０は、レギュレータ４０及びスイッチ素子７０に接続され、レギュレータ４
０からの電力供給を受け、スイッチ素子７０の制御を行なう機能を有する。
【００７０】
　コンバータ装置１Ａでは、ＪＦＥＴ３０１は、本来、制御回路５０への電力供給動作の
ために配置されたものであるが、本実施の形態では放電回路３０による放電動作を兼用さ
せている。よって、コンバータ装置の放電対策として必要な素子数を削減できる。
【００７１】
　次に、コンバータ装置１Ａの動作の説明を行う。
【００７２】
　まず、ＡＣ遮断検出回路２０は、交流電源１０１が遮断されたことを検出するとＡＣ遮
断検出信号Ｖａｃｏｆｆを生成する。ＡＣ遮断検出信号Ｖａｃｏｆｆは、放電回路３０に
入力され、当該信号に応じて放電用スイッチ素子３０２は導通状態となる。
【００７３】
　次に、放電用スイッチ素子３０２が導通状態となると、Ｘコンデンサ１２と平滑コンデ
ンサ１３の残留電荷がＪＦＥＴ３０１と放電用スイッチ素子３０２とを経由して放電され
る。
【００７４】
　この構成により、放電時にブリッジダイオード１１のカソードと平滑コンデンサ１３と
の接続点に印加されている電圧が、ＪＦＥＴ３０１により降圧されるので、ＪＦＥＴ３０
１のソースに接続される放電用スイッチ素子３０２は、高耐圧素子である必要はなく低耐
圧素子で構成できる。これにより、回路設計を容易にし、小型化及び素子コストの削減が
実現きる。なお、ここでいう高耐圧素子とは耐圧１００Ｖ以上の素子を指し、低耐圧素子
とは耐圧が１００Ｖよりも小さい素子のことを指す。
【００７５】
　図３は、本発明の実施の形態１の第１の変形例に係るコンバータ装置の具体的な回路構
成図である。同図に記載されたコンバータ装置１Ａは、図２に記載されたコンバータ装置
１Ａのレギュレータ４０及び入出力変換部６０の回路構成を具体的に表したものとなって
いる。
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【００７６】
　レギュレータ４０は、スイッチ素子４０１と、電圧比較器４０２とを備える。制御回路
５０及び内部回路の電源電圧Ｖｃｃが電圧比較器４０２の正入力である基準電圧Ｖｒｅｆ
よりも低くなると、電圧比較器４０２はＶｃｃｏｆｆ信号を生成し、スイッチ素子４０１
を導通状態にする。そうすると、電源電圧Ｖｃｃは、ＪＦＥＴ３０１を経由して直流電圧
ラインからの電圧供給を受けることで上昇する。そして、電源電圧Ｖｃｃが基準電圧Ｖｒ
ｅｆと同レベルに達すると、電圧比較器４０２はＶｃｃｏｆｆ信号の生成を中止する。こ
のように、レギュレータ４０は、放電回路３０による放電動作とは独立に、制御回路５０
及び内部回路への電力供給の制御を行う。
【００７７】
　一方、放電用スイッチ素子３０２は接地されており、放電回路３０は、レギュレータ４
０から制御回路５０への電力供給経路とは独立した経路で、ＪＦＥＴ３０１及び放電用ス
イッチ素子３０２を経由してＸコンデンサ１２及び平滑コンデンサ１３の残留電荷を接地
放電する。
【００７８】
　入出力変換部６０は、トランスＴ１と、ダイオード６０１と、平滑コンデンサ６０２と
を備える。トランス巻線ｓ１の一端は平滑コンデンサ１３の正極に接続され、他端はスイ
ッチ素子７０の一端に接続される。トランス巻線ｓ２の一端は、電源電圧Ｖｃｃを生成す
るためのダイオード１１３のアノードに接続され、他端は接地されている。ダイオード１
１３のカソードは、電源電圧Ｖｃｃを生成するための平滑コンデンサ１１２の正極に接続
される。平滑コンデンサ１１２の負極は接地されている。また、平滑コンデンサ１１２の
正極は電圧比較器４０２の負入力端子に接続される。これにより、スイッチ素子７０は、
制御回路５０で生成されるＶｇａｔｅ信号に応じてオンオフ動作を行ない、トランスＴ１
の巻線ｓ３を介して所望の直流電圧を２次側回路である負荷１０２へ伝達する。
【００７９】
　上記構成により、放電用スイッチ素子３０２を介した放電経路と、レギュレータ４０へ
の電源供給経路とが分離されているため、制御回路５０の動作に影響されることなく高速
に放電を行なうことができる。
【００８０】
　次に、上述した入出力変換部６０と異なる構成を有する入出力変換部について説明する
。
【００８１】
　上記実施の形態１では、入出力変換部６０にトランスを用いるフライバック型のコンバ
ータ装置について説明した。これに対して、本発明の入出力変換部は、降圧型チョッパ回
路、極性反転型チョッパ回路又は昇圧型チョッパ回路であってもよい。
【００８２】
　まず、降圧型チョッパ回路の例について説明する。
【００８３】
　図４Ａは、本発明の実施の形態１の第２の変形例に係るコンバータ装置の具体的な回路
構成図である。図４Ａに示すコンバータ装置１Ｃは、図３に示すコンバータ装置１Ａと比
較して、入出力変換部６０の代わりに入出力変換部６１を備える点が異なる。以下では、
図３に示すコンバータ装置１Ａと同じ構成要素には同じ参照符号を付して説明を省略し、
異なる点を中心に説明する。
【００８４】
　入出力変換部６１は、スイッチ素子７０によりスイッチングされた入力電圧を出力電圧
に変換して、出力端子に接続される負荷１０２に出力電力を供給する。図４Ａに示すよう
に、入出力変換部６１は、コイル６１２と、ダイオード６１１と、コンデンサ６１３とを
備える。
【００８５】
　コイル６１２は、エネルギー伝達素子の一例であり、入出力変換部６１の入力端子の正
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極側と出力端子の正極側との間に接続されている。コイル６１２は、スイッチ素子７０に
よりスイッチングされた入力電圧を交流の出力電圧に変換する。
【００８６】
　ダイオード６１１は、整流素子の一例であり、アノードが入出力変換部６１の入力端子
の負極側と出力端子の負極側とに接続され、カソードがスイッチ素子７０とコイル６１２
との接続点に接続されている。ダイオード６１１は、コイル６１２によって生成された交
流の出力電圧を整流する。
【００８７】
　コンデンサ６１３は、平滑容量素子の一例であり、一端がコイル６１２と入出力変換部
６１の出力端子の正極側との接続点に接続され、他端が入出力変換部６１の入力端子の負
極側と出力端子の負極側とに接続されている。コンデンサ６１３は、コイル６１２によっ
て生成された交流の出力電圧を平滑化する。
【００８８】
　以上の構成により、本変形例に係るコンバータ装置１Ｃは、直流の入力電圧をスイッチ
素子７０によってスイッチングすることにより、直流の出力電圧を出力端子に発生させる
。このとき、入出力変換部６１は、図４Ａに示すような降圧型チョッパ回路であるので、
入力電圧より低い出力電圧を生成する。
【００８９】
　次に、極性反転型チョッパ回路の例について説明する。
【００９０】
　図４Ｂは、本発明の実施の形態１の第３の変形例に係るコンバータ装置の具体的な回路
構成図である。図４Ｂに示すコンバータ装置１Ｄは、図３に示すコンバータ装置１Ａと比
較して、入出力変換部６０の代わりに入出力変換部６２を備える点が異なる。以下では、
図３に示すコンバータ装置１Ａと同じ構成要素には同じ参照符号を付して説明を省略し、
異なる点を中心に説明する。
【００９１】
　入出力変換部６２は、スイッチ素子７０によりスイッチングされた入力電圧を出力電圧
に変換して、出力端子に接続される負荷１０２に出力電力を供給する。図４Ｂに示すよう
に、入出力変換部６２は、コイル６１４と、ダイオード６１５と、コンデンサ６１６とを
備える。
【００９２】
　コイル６１４は、エネルギー伝達素子の一例であり、スイッチ素子７０とダイオード６
１５のカソードとの接続点と、入出力変換部６２の入力端子の負極側と出力端子の正極側
との接続点との間に接続されている。コイル６１４は、スイッチ素子７０によりスイッチ
ングされた入力電圧を交流の出力電圧に変換する。
【００９３】
　ダイオード６１５は、整流素子の一例であり、アノードが入出力変換部６２の出力端子
の負極側に接続され、カソードがスイッチ素子７０とコイル６１４との接続点に接続され
ている。ダイオード６１５は、コイル６１４によって生成された交流の出力電圧を整流す
る。
【００９４】
　コンデンサ６１６は、平滑容量素子の一例であり、一端がダイオード６１５のアノード
と入出力変換部６２の出力端子の負極側との接続点に接続され、他端がコイル６１４と入
出力変換部６２の出力端子の正極側との接続点に接続されている。コンデンサ６１６は、
コイル６１４によって生成された交流の出力電圧を平滑化する。
【００９５】
　以上の構成により、本変形例に係るコンバータ装置１Ｄは、直流の入力電圧をスイッチ
素子７０によってスイッチングすることにより、直流の出力電圧を出力端子に発生させる
。このとき、入出力変換部６２は、図４Ｂに示すような極性反転型チョッパ回路であるの
で、入力電圧の極性が反転した出力電圧を生成する。
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【００９６】
　続いて、昇圧型チョッパ回路の例について説明する。
【００９７】
　図４Ｃは、本発明の実施の形態１の第４の変形例に係るコンバータ装置の具体的な回路
構成図である。図４Ｃに示すコンバータ電源装置１Ｅは、図３に示すコンバータ装置１Ａ
と比較して、入出力変換部６０の代わりに入出力変換部６３を備える点が異なっている。
以下では、図３に示すコンバータ装置１Ａと同じ構成要素には同じ参照符号を付して説明
を省略し、異なる点を中心に説明する。
【００９８】
　入出力変換部６３は、スイッチ素子７０によりスイッチングされた入力電圧を出力電圧
に変換して、出力端子に接続される負荷１０２に出力電力を供給する。図４Ｃに示すよう
に、入出力変換部６３は、コイル６３４と、ダイオード６３５と、コンデンサ６２１とを
備える。
【００９９】
　コイル６３４は、エネルギー伝達素子の一例であり、スイッチ素子７０と入出力変換部
６３の入力端子との間に接続されている。コイル６３４は、スイッチ素子７０によりスイ
ッチングされた入力電圧を交流の出力電圧に変換する。
【０１００】
　ダイオード６３５は、整流素子の一例であり、アノードがスイッチ素子７０とコイル６
３４との接続点に接続され、カソードがコンデンサ６２１の一端と入出力変換部６３の出
力端子の正極側とに接続されている。ダイオード６３５は、コイル６３４によって生成さ
れた交流の出力電圧を整流する。
【０１０１】
　コンデンサ６２１は、平滑容量素子の一例であり、一端がダイオード６３５のカソード
と入出力変換部６３の出力端子の正極側との接続点に接続され、他端が入出力変換部６３
の入力端子の負極側と出力端子の負極側とに接続されている。コンデンサ６２１は、コイ
ル６３４によって生成された交流の出力電圧を平滑化する。
【０１０２】
　以上の構成により、本変形例に係るコンバータ装置１Ｅは、直流の入力電圧をスイッチ
素子７０によってスイッチングすることによって、直流の出力電圧を出力端子に発生させ
る。このとき、入出力変換部６３は、図４Ｃに示すような昇圧型チョッパ回路であるので
、入力電圧より高い出力電圧を生成する。
【０１０３】
　なお、本実施の形態で説明したＡＣ遮断検出回路２０は、Ｘコンデンサ１２に残留電荷
がある状態でもＡＣ遮断を検出することが出来ればよい。
【０１０４】
　（実施の形態２）
　本発明の実施の形態２に係るコンバータ装置は、入力交流電圧を所望の直流電圧に変換
するコンバータ装置であって、入力交流電圧を整流するブリッジダイオードと、ブリッジ
ダイオードの前段に配置された、ラインノイズを低減するためのアクロスザラインコンデ
ンサと、ブリッジダイオードの後段に配置された、ブリッジダイオードで整流された整流
電圧を平滑化する平滑コンデンサと、入力端子への入力交流電圧の入力が遮断された時に
、ＡＣ遮断検出信号を出力するＡＣ遮断検出回路と、ブリッジダイオードのカソードと平
滑コンデンサとの接続点に接続され、ＡＣ遮断検出信号がＡＣ遮断検出回路から出力され
た場合に、平滑コンデンサ及びアクロスザラインコンデンサの少なくとも一方の残留電荷
を放電させる放電回路とを備え、放電回路は、ドレイン端子が上記接続点に接続され、上
記残留電荷を放電させるときの放電電圧を降圧する接合型トランジスタと、当該接合型ト
ランジスタの降圧側端子であるソース端子に接続され、上記残留電荷を放電させる第１放
電用スイッチとを備える。
【０１０５】
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　また、本発明の実施の形態２に係るコンバータ装置は、さらに、平滑コンデンサの端子
電圧をオンオフするスイッチ素子と、当該スイッチ素子でオンオフされた端子電圧を所望
の直流電圧に変換して負荷に供給する入出力変換部と、スイッチ素子のオンオフを制御す
る制御回路と、当該制御回路に電源電圧を供給するレギュレータとを備え、接合型トラン
ジスタのソース端子は、レギュレータに接続されている。
【０１０６】
　また、本発明の実施の形態２に係るレギュレータは、第１放電用スイッチを含み、当該
第１放電用スイッチを経由して制御回路に電力を供給し、放電回路は、第１放電用スイッ
チを導通状態にして残留電荷を放電させる。ここで、第１放電用スイッチは、ＡＣ遮断検
出信号に対応した信号がゲートに印加されることにより導通状態となる。
【０１０７】
　図５は、本発明の実施の形態２に係るコンバータ装置の具体的な回路構成図である。同
図に記載されたコンバータ装置２は、図３に記載されたコンバータ装置１Ａと比較して、
ＡＣ遮断検出信号Ｖａｃｏｆｆの出力先、及び、レギュレータの構成が異なる。図３に記
載されたコンバータ装置１Ａと構成が同じ点は説明を省略し、以下、異なる点のみ説明す
る。
【０１０８】
　レギュレータ４１は、スイッチ素子４０１と、論理素子４１２と、電圧比較器４１３と
を備える。ここで、スイッチ素子４０１は、放電回路３０の第１放電用スイッチとしての
機能とレギュレータ４１のスイッチ素子としての機能とを兼用している。
【０１０９】
　ＪＦＥＴ３０１のソースは、スイッチ素子４０１の一方の端子に接続される。また、電
圧比較器４１３の負入力端子と、電源電圧Ｖｃｃと、スイッチ素子４０１の他方の端子と
、制御回路５１とは、互いに接続されている。そして、ＡＣ遮断が検出されたときに生成
されるＡＣ遮断検出信号Ｖａｃｏｆｆと、電源電圧Ｖｃｃの電圧レベルが基準電圧Ｖｒｅ
ｆより低くなった場合に生成されるＶｃｃｏｆｆ信号とは、論理素子４１２に入力される
。
【０１１０】
　コンバータ装置２に交流電源１０１が接続され通常動作している場合に、電源電圧Ｖｃ
ｃが電圧比較器４１３の正入力である基準電圧Ｖｒｅｆよりも低くなるとき、電圧比較器
４１３はＶｃｃｏｆｆ信号を生成し、論理素子４１２を介してスイッチ素子４０１を導通
状態にする。そうすると、電源電圧Ｖｃｃは、ＪＦＥＴ３０１を経由して直流電圧ライン
からの電圧供給を受けることで上昇する。そして、電源電圧Ｖｃｃが基準電圧Ｖｒｅｆと
同レベルに達すると、電圧比較器４１３はＶｃｃｏｆｆ信号の生成を中止する。一方、Ａ
Ｃ遮断検出信号Ｖａｃｏｆｆが論理素子４１２に入力された場合に、スイッチ素子４０１
は導通状態となり電源電圧Ｖｃｃの電圧レベルまで残留電荷は放電される。その後、電源
電圧Ｖｃｃは、制御回路５１及び内部回路により消費され、０Ｖに向かって徐々に減少し
ていく。
【０１１１】
　つまり、本実施の形態に係るスイッチ素子４０１は、交流電源１０１が接続され通常動
作している場合には電源電圧Ｖｃｃを安定化させ、ＡＣ遮断時には残留電荷を放電させる
。
【０１１２】
　本実施の形態によれば、制御回路５１の動作に影響されることなく高速に放電を行なう
ことができる。なお、電源電圧Ｖｃｃは、例えば、３０Ｖ程度に設定されており、通常は
感電安全電位である４５Ｖ以下のレベルとなっている。よって、上述したように、電源電
圧Ｖｃｃへの高速放電が実行されれば、感電防止の目的が達成される。
【０１１３】
　また、充電経路と、放電経路とがレギュレータ４１に内蔵されるスイッチ素子で兼用で
きるので、放電回路として別途放電用スイッチ素子を設ける必要がなく、小型化及び部品
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点数の削減につながる。
【０１１４】
　さらに、ＡＣ遮断となっても、上記残留電荷の放電が終了するまでの期間では、電源電
圧Ｖｃｃの電圧はある程度保持されるため、ＡＣ遮断時のような電源供給が瞬間的に遮断
された場合でも、即座に電源電圧Ｖｃｃが立ち上がるので電源回路動作の復帰が速くなる
。
【０１１５】
　（実施の形態３）
　本発明の実施の形態３に係るコンバータ装置は、入力交流電圧を所望の直流電圧に変換
するコンバータ装置であって、入力交流電圧を整流するブリッジダイオードと、ブリッジ
ダイオードの前段に配置された、ラインノイズを低減するためのアクロスザラインコンデ
ンサと、ブリッジダイオードの後段に配置された、ブリッジダイオードで整流された整流
電圧を平滑化する平滑コンデンサと、入力端子への入力交流電圧の入力が遮断された時に
、ＡＣ遮断検出信号を出力するＡＣ遮断検出回路と、ブリッジダイオードのカソードと平
滑コンデンサとの接続点に接続され、ＡＣ遮断検出信号がＡＣ遮断検出回路から出力され
た場合に、平滑コンデンサ及びアクロスザラインコンデンサの少なくとも一方の残留電荷
を放電させる放電回路とを備え、放電回路は、ドレイン端子が上記接続点に接続され、上
記残留電荷を放電させるときの放電電圧を降圧する接合型トランジスタと、当該接合型ト
ランジスタの降圧側端子であるソース端子に接続され、上記残留電荷を放電させる第１放
電用スイッチとを備える。
【０１１６】
　また、本発明の実施の形態３に係るコンバータ装置は、さらに、平滑コンデンサの端子
電圧をオンオフするスイッチ素子と、当該スイッチ素子でオンオフされた端子電圧を所望
の直流電圧に変換して負荷に供給する入出力変換部と、スイッチ素子のオンオフを制御す
る制御回路と、当該制御回路に電源電圧を供給するレギュレータとを備え、接合型トラン
ジスタのソース端子は、レギュレータに接続されている。
【０１１７】
　また、本発明の実施の形態３に係る制御回路は、ＡＣ遮断検出信号が入力されることに
より、上記スイッチ素子を非導通状態とし、上記第１放電用スイッチは、当該スイッチ素
子の非導通状態により電源電圧が参照電圧以下となったときに導通状態となる。
【０１１８】
　図６は、本発明の実施の形態３に係るコンバータ装置の具体的な回路構成図である。同
図に記載されたコンバータ装置３は、図３に記載されたコンバータ装置１Ａと比較して、
ＡＣ遮断検出信号Ｖａｃｏｆｆの出力先、及び、放電回路の構成が異なる。図３に記載さ
れたコンバータ装置１Ａと構成が同じ点は説明を省略し、以下、異なる点のみ説明する。
【０１１９】
　レギュレータ４０は、スイッチ素子４０１と、電圧比較器４０２とを備える。ここで、
スイッチ素子４０１は、放電回路３０の第１放電用スイッチとしての機能とレギュレータ
４０のスイッチ素子としての機能とを兼用している。
【０１２０】
　ＪＦＥＴ３０１のソースは、スイッチ素子４０１の一方の端子に接続される。また、電
圧比較器４０２の負入力端子と、電源電圧Ｖｃｃと、スイッチ素子４０１の他方の端子と
、制御回路５２とは、互いに接続されている。電源電圧Ｖｃｃの電圧レベルが基準電圧Ｖ
ｒｅｆより低くなった場合に生成されるＶｃｃｏｆｆ信号は、スイッチ素子４０１のゲー
トに入力される。そして、ＡＣ遮断が検出されたときに生成されるＡＣ遮断検出信号Ｖａ
ｃｏｆｆは、制御回路５２に入力される。
【０１２１】
　コンバータ装置３に交流電源１０１が接続され通常動作している場合に、電源電圧Ｖｃ
ｃが電圧比較器４０２の正入力である基準電圧Ｖｒｅｆよりも低くなるとき、電圧比較器
４０２はＶｃｃｏｆｆ信号を生成しスイッチ素子４０１を導通状態にする。そうすると、
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電源電圧Ｖｃｃは、ＪＦＥＴ３０１を経由して直流電圧ラインからの電圧供給を受けるこ
とで上昇する。そして、電源電圧Ｖｃｃが基準電圧Ｖｒｅｆと同レベルに達すると、電圧
比較器４０２はＶｃｃｏｆｆ信号の生成を中止する。
【０１２２】
　一方、ＡＣ電源が遮断されると、ＡＣ遮断検出信号Ｖａｃｏｆｆ信号が制御回路５２に
入力されＶｇａｔｅ信号の出力がスイッチ素子７０のゲートに入力されなくなり、スイッ
チ素子７０のスイッチング動作が停止する。この制御はブラウンアウト機能と呼ばれ、Ａ
Ｃ電源が低下したときに、電源電圧を生成するためのスイッチ素子７０のスイッチング動
作を停止させ異常動作を防ぐために用いられる。具体的には、上記スイッチング動作が停
止し、トランスＴ１の２次側にエネルギーが伝達できなくなると、２次側の出力は低下し
、それに比例してＶｃｃ電圧も制御回路５２での電力消費に伴い低下する。Ｖｃｃ電圧が
電圧比較器４０２の基準電圧Ｖｒｅｆよりも低くなると、電圧比較器４０２はＶｃｃｏｆ
ｆ信号を生成し、Ｖｃｃｏｆｆ信号はスイッチ素子４０１のゲートに入力される。スイッ
チ素子４０１は、Ｖｃｃｏｆｆ信号に応じて導通状態となり、Ｘコンデンサ１２及び平滑
コンデンサ１３に充電されている残留電荷を平滑コンデンサ１１２に放電する。その後、
電源電圧Ｖｃｃは、制御回路５２及び内部回路により消費され、Ｖｒｅｆから０Ｖに向か
って徐々に減少していく。
【０１２３】
　上記構成によれば、制御回路５２からのＶｇａｔｅ信号を停止させることにより、Ｘコ
ンデンサ１２及び平滑コンデンサ１３に充電されている残留電荷を放電することができ、
感電を防止することができる。また、Ｖｇａｔｅ信号が停止されることで、スイッチ素子
７０のスイッチング動作による電源電圧Ｖｃｃへの電力供給も停止していることから、上
記残留電荷の放電による電源電圧Ｖｃｃへの電力過剰供給による過電圧を防ぐことができ
る。
【０１２４】
　さらに、ＡＣ遮断となっても、上記残留電荷の放電が終了するまでの期間では、電源電
圧Ｖｃｃの電圧はある程度保持されるため、ＡＣ遮断時のような電源供給が瞬間的に遮断
された場合でも、即座に電源電圧Ｖｃｃが立ち上がるので電源回路動作の復帰が速くなる
。
【０１２５】
　また、本実施の形態に係るスイッチ素子４０１は、交流電源１０１が接続され通常動作
している場合には電源電圧Ｖｃｃを安定化させ、ＡＣ遮断時には残留電荷を放電させる。
よって、充電経路と放電経路とがレギュレータ４０に内蔵されるスイッチ素子で兼用でき
るので、放電回路として別途放電用スイッチ素子を設ける必要がなく、小型化及び部品点
数の削減につながる。
【０１２６】
　（実施の形態４）
　本発明の実施の形態４に係るコンバータ装置は、入力交流電圧を所望の直流電圧に変換
するコンバータ装置であって、入力交流電圧を整流するブリッジダイオードと、ブリッジ
ダイオードの前段に配置された、ラインノイズを低減するためのアクロスザラインコンデ
ンサと、ブリッジダイオードの後段に配置された、ブリッジダイオードで整流された整流
電圧を平滑化する平滑コンデンサと、入力端子への入力交流電圧の入力が遮断された時に
、ＡＣ遮断検出信号を出力するＡＣ遮断検出回路と、ブリッジダイオードのカソードと平
滑コンデンサとの接続点に接続され、ＡＣ遮断検出信号がＡＣ遮断検出回路から出力され
た場合に、平滑コンデンサ及びアクロスザラインコンデンサの少なくとも一方の残留電荷
を放電させる放電回路とを備え、放電回路は、ドレイン端子が上記接続点に接続され、上
記残留電荷を放電させるときの放電電圧を降圧する接合型トランジスタと、当該接合型ト
ランジスタの降圧側端子であるソース端子に接続され、上記残留電荷を放電させる第１放
電用スイッチとを備える。
【０１２７】
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　また、本発明の実施の形態４に係るコンバータ装置は、さらに、平滑コンデンサの端子
電圧をオンオフするスイッチ素子と、当該スイッチ素子でオンオフされた端子電圧を所望
の直流電圧に変換して負荷に供給する入出力変換部と、スイッチ素子のオンオフを制御す
る制御回路と、当該制御回路に電源電圧を供給するレギュレータとを備え、接合型トラン
ジスタのソース端子は、レギュレータに接続されている。
【０１２８】
　さらに、本発明の実施の形態４に係る放電回路は、さらに、上記第１放電用スイッチと
制御回路との接続点と接地端子との間に第２放電用スイッチを備え、当該第２放電用スイ
ッチは、ＡＣ遮断検出信号がゲートに印加されることにより導通状態となることで、制御
回路の電源電圧を降圧させ、上記第１放電用スイッチは、制御回路の電源電圧が降圧する
ことにより導通状態となることで残留電荷を放電させる。
【０１２９】
　図７は、本発明の実施の形態４に係るコンバータ装置の具体的な回路構成図である。同
図に記載されたコンバータ装置４は、図３に記載されたコンバータ装置１Ａと比較して、
ＡＣ遮断検出信号Ｖａｃｏｆｆの出力先、放電回路、及び、レギュレータの構成が異なる
。図３に記載されたコンバータ装置１Ａと構成が同じ点は説明を省略し、以下、異なる点
のみ説明する。
【０１３０】
　レギュレータ４０は、スイッチ素子４０１と、電圧比較器４０２とを備える。ここで、
スイッチ素子４０１は、放電回路３０の第１放電用スイッチとしての機能とレギュレータ
４０のスイッチ素子としての機能とを兼用している。
【０１３１】
　放電回路３３は、ＪＦＥＴ３０１と、スイッチ素子４０１と、放電用スイッチ素子３０
３とを備える。ＪＦＥＴ３０１のソースはスイッチ素子４０１の一方の端子に接続され、
ゲートは接地されている。この接続構成により、ＪＦＥＴ３０１は、常にソース－ドレイ
ン間に電流を流すことが可能であり、残留電荷を放電させるときの放電電圧を降圧する機
能を有する。また、ＪＦＥＴ３０１は小型であり、省スペース化及び薄型化に適している
。放電用スイッチ素子３０３は、一方の端子が接地され、ＡＣ遮断検出信号がゲートに印
加されることにより導通状態となることで、電源電圧Ｖｃｃを降圧させる機能を有する第
２放電用スイッチである。スイッチ素子４０１は、電源電圧Ｖｃｃが降圧することにより
導通状態となることで残留電荷を放電させる機能を有する第１放電用スイッチである。
【０１３２】
　また、電圧比較器４０２の負入力端子と、電源電圧Ｖｃｃと、スイッチ素子４０１の他
方の端子と、放電用スイッチ素子３０３の他方の端子と、制御回路５３とは、互いに接続
されている。電源電圧Ｖｃｃの電圧レベルが基準電圧Ｖｒｅｆより低くなった場合に生成
されるＶｃｃｏｆｆ信号は、スイッチ素子４０１のゲートに入力される。そして、ＡＣ遮
断が検出されたときに生成されるＡＣ遮断検出信号Ｖａｃｏｆｆは、放電用スイッチ素子
３０３に入力される。
【０１３３】
　コンバータ装置４に交流電源１０１が接続され通常動作している場合に、電源電圧Ｖｃ
ｃが電圧比較器４０２の正入力である基準電圧Ｖｒｅｆよりも低くなるとき、電圧比較器
４０２はＶｃｃｏｆｆ信号を生成しスイッチ素子４０１を導通状態にする。そうすると、
電源電圧Ｖｃｃは、ＪＦＥＴ３０１を経由して直流電圧ラインからの電圧供給を受けるこ
とで上昇する。そして、電源電圧Ｖｃｃが基準電圧Ｖｒｅｆと同レベルに達すると、電圧
比較器４０２はＶｃｃｏｆｆ信号の生成を中止する。
【０１３４】
　一方、ＡＣ電源が遮断され、ＡＣ遮断検出信号Ｖａｃｏｆｆが放電用スイッチ素子３０
３に入力されると、放電用スイッチ素子３０３はオン状態となる。放電用スイッチ素子３
０３がオン状態となると、まず、電源電圧Ｖｃｃの放電が実行される。電源電圧Ｖｃｃが
接地電位へ向けて放電され、基準電圧Ｖｒｅｆよりも電源電圧Ｖｃｃが低くなると、レギ
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ュレータ４０は制御回路５３に供給する電源電圧の充電動作を行う。この時点で、ＪＦＥ
Ｔ３０１とスイッチ素子４０１と放電用スイッチ素子３０３のすべてがオンされるので、
Ｘコンデンサ１２及び平滑コンデンサ１３の接地放電が開始する。その後、電源電圧Ｖｃ
ｃは、放電用スイッチ素子３０３の導通状態により接地放電され、Ｖｒｅｆから０Ｖに向
かって高速に減少していく。
【０１３５】
　上記構成によれば、ＡＣ電源遮断時に、まず電源電圧Ｖｃｃを起動前の電圧近くまで降
圧させた状態にした後にＸコンデンサ１２及び平滑コンデンサ１３の放電動作を開始させ
ることにより、当該放電動作による電源電圧Ｖｃｃへの電力過剰供給による過電圧を防ぐ
ことができる。
【０１３６】
　さらに、ＡＣ遮断となっても、上記残留電荷の放電が終了するまでの期間では、電源電
圧Ｖｃｃの電圧はある程度保持されるため、ＡＣ遮断時のような電源供給が瞬間的に遮断
された場合でも、即座に電源電圧Ｖｃｃが立ち上がるので電源回路動作の復帰が速くなる
。
【０１３７】
　ただし、実施の形態３に係るコンバータ装置３では、電源電圧Ｖｃｃの放電は制御回路
の電力消費による放電であるのに対し、コンバータ装置４では、電源電圧Ｖｃｃの放電は
接地電位への直接放電であることから、コンバータ装置３と比較して放電は速い。
【０１３８】
　ここで、図３に記載された実施の形態１に係るコンバータ装置１Ａ、実施の形態２に係
るコンバータ装置２、実施の形態３に係るコンバータ装置３、及び実施の形態４に係るコ
ンバータ装置４の放電動作を比較する。
【０１３９】
　図８は、実施の形態１～４に係るコンバータ装置の放電動作の比較を説明する図である
。
【０１４０】
　コンバータ装置１Ａの場合は、放電経路と電源供給経路とが分離されているため、ＡＣ
遮断検出後、Ｘコンデンサ１２及び平滑コンデンサ１３のＡＣ遮断前電位Ｖｉｎは、接地
電位（０Ｖ）まで高速に降下する。つまり、コンバータ装置１Ａの放電シーケンスは、Ａ
Ｃ遮断検出信号Ｖａｃｏｆｆ出力→Ｘコンデンサ１２及び平滑コンデンサ１３の接地放電
、となる。
【０１４１】
　一方、コンバータ装置２の場合は、ＡＣ遮断検出後、まず電源電圧Ｖｃｃへの放電パス
が確保されるため、ＡＣ遮断前電位Ｖｉｎが電源電圧Ｖｃｃまで高速に降下し、その後平
滑コンデンサ１１２の正極電位とともにさらに降下していく。つまり、コンバータ装置２
の放電シーケンスは、ＡＣ遮断検出信号Ｖａｃｏｆｆ出力→Ｘコンデンサ１２及び平滑コ
ンデンサ１３のＶｃｃ放電→電源電圧Ｖｃｃの接地放電、となる。
【０１４２】
　また、コンバータ装置３の場合は、ＡＣ遮断検出後、まず電源電圧Ｖｃｃの降下動作が
実行されるため、平滑コンデンサ１１２の正極電位が基準電位Ｖｒｅｆまで降下した後、
ＡＣ遮断前電位Ｖｉｎが降下していく。その後、ＡＣ遮断前電位Ｖｉｎ及び平滑コンデン
サ１１２の正極電位は基準電位Ｖｒｅｆに向けて降下していく。そして、制御回路５２の
電力消費により平滑コンデンサ１１２の正極電位が接地電位（０Ｖ）まで降下していく。
つまり、コンバータ装置３の放電シーケンスは、ＡＣ遮断検出信号Ｖａｃｏｆｆ出力→Ｖ
ｇａｔｅ信号停止→電源電圧Ｖｃｃの基準電位放電→Ｖｃｃｏｆｆ信号出力→Ｘコンデン
サ１２及び平滑コンデンサ１３の基準電位放電、となる。
【０１４３】
　また、コンバータ装置４の場合は、ＡＣ遮断検出後、まず電源電圧Ｖｃｃの降下動作が
実行されるため、平滑コンデンサ１１２の正極電位が基準電位Ｖｒｅｆまで降下した後、
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ＡＣ遮断前電位Ｖｉｎが降下していく。その後、ＡＣ遮断前電位Ｖｉｎ及び平滑コンデン
サ１１２の正極電位は基準電位Ｖｒｅｆに向けて降下していく。そして、制御回路５３の
電力消費により平滑コンデンサ１１２の正極電位が接地電位（０Ｖ）まで降下していく。
つまり、コンバータ装置４の放電シーケンスは、ＡＣ遮断検出信号Ｖａｃｏｆｆ出力→電
源電圧Ｖｃｃの基準電位放電→Ｖｃｃｏｆｆ信号出力→Ｘコンデンサ１２及び平滑コンデ
ンサ１３の基準電位放電、となる。
【０１４４】
　上述した放電シーケンスの差異により、各コンバータ装置間で、高速放電、過電圧防止
、回路復帰動作の効果は若干異なるが、いずれのコンバータ装置においても、ＡＣ遮断検
出時に、高速にＸコンデンサ１２及び平滑コンデンサ１３の放電が可能である。
【０１４５】
　また、放電動作時にＡＣ遮断前電位ＶｉｎがＪＦＥＴ３０１により降圧されるので、Ｊ
ＦＥＴ３０１のソースに接続される放電用スイッチ素子は、高耐圧素子である必要はなく
低耐圧素子で構成できる。
【０１４６】
　よって、実施の形態１～４に係るコンバータ装置によれば、交流電源遮断状態における
感電対策を行ないつつ小型化及び低コスト化を実現できる。
【０１４７】
　（実施の形態５）
　本発明の実施の形態５に係るコンバータ装置は、入力交流電圧を所望の直流電圧に変換
するコンバータ装置であって、入力交流電圧を整流するブリッジダイオードと、ブリッジ
ダイオードの前段に配置された、ラインノイズを低減するためのアクロスザラインコンデ
ンサと、ブリッジダイオードの後段に配置された、ブリッジダイオードで整流された整流
電圧を平滑化する平滑コンデンサと、入力端子への入力交流電圧の入力が遮断された時に
、ＡＣ遮断検出信号を出力するＡＣ遮断検出回路と、ブリッジダイオードのカソードと平
滑コンデンサとの接続点に接続され、ＡＣ遮断検出信号がＡＣ遮断検出回路から出力され
た場合に、平滑コンデンサ及びアクロスザラインコンデンサの少なくとも一方の残留電荷
を放電させる放電回路とを備え、放電回路は、ドレイン端子が上記接続点に接続され、上
記残留電荷を放電させるときの放電電圧を降圧する接合型トランジスタと、当該接合型ト
ランジスタの降圧側端子であるソース端子に接続され、上記残留電荷を放電させる第１放
電用スイッチとを備える。
【０１４８】
　さらに、本発明の実施の形態５に係るコンバータ装置は、上記接続点と平滑コンデンサ
との間に、上記接続点から平滑コンデンサへ向かう方向を順方向として直列挿入されたダ
イオードを備える。
【０１４９】
　図９は、本発明の実施の形態５に係るコンバータ装置の一構成例を示す回路構成図であ
る。同図に記載されたコンバータ装置５Ａは、図１に記載されたコンバータ装置１と比較
して、直流電圧ライン上にダイオードが配置されている点のみが構成として異なる。図１
に記載されたコンバータ装置１と構成が同じ点は説明を省略し、以下、異なる点のみ説明
する。
【０１５０】
　ダイオード６４は、アノードがブリッジダイオード１１と放電回路３０との接続点に接
続され、カソードが平滑コンデンサ１３の正極に接続されている。この接続により、ダイ
オード６４は、放電回路３０が放電動作を実行する場合に、平滑コンデンサ１３の残留電
荷の放電を防止し、Ｘコンデンサ１２の残留電荷のみを放電させる機能を有する。つまり
、ダイオード６４の配置の有無により、放電対象としてＸコンデンサ１２のみ、もしくは
Ｘコンデンサ１２及び平滑コンデンサ１３の両方、を選択できる。
【０１５１】
　図１０は、本発明の実施の形態５の第１の変形例に係るコンバータ装置の一構成例を示
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す回路構成図である。同図に記載されたコンバータ装置５Ｂは、図９に記載されたコンバ
ータ装置５Ａと比較して、直流電圧ライン上のダイオードの配置位置のみが構成として異
なる。図９に記載されたコンバータ装置５Ａと構成が同じ点は説明を省略し、以下、異な
る点のみ説明する。
【０１５２】
　本変形例のダイオード６４は、アノードがブリッジダイオード１１のカソードに接続さ
れ、カソードが放電回路３０と平滑コンデンサ１３の正極との接続点に接続されている。
この接続により、ダイオード６４は、放電回路３０が放電動作を実行する場合に、平滑コ
ンデンサ１３及びＸコンデンサ１２の双方の残留電荷の放電が可能である。
【０１５３】
　図１１Ａは、本発明の実施の形態５の第２の変形例に係るコンバータ装置の一構成例を
示す回路構成図である。同図に記載されたコンバータ装置６Ａは、図９に記載されたコン
バータ装置５Ａと比較して、ＡＣ遮断検出回路２０が直流電圧ライン上に接続されている
点が構成として異なる。図９に記載されたコンバータ装置５Ａと構成が同じ点は説明を省
略し、以下、異なる点のみ説明する。
【０１５４】
　本変形例のＡＣ遮断検出回路２０は、ブリッジダイオード１１のカソードとダイオード
６４のアノードとの接続点に接続されている。この接続により、ＡＣ遮断検出回路２０を
直流電圧ラインに接続することで、交流電圧ラインにＡＣ遮断検出回路２０が接続されて
いるコンバータ装置１に必須配置されていた整流用のダイオード１１１Ａ及び１１１Ｂが
不要となる。また、ブリッジダイオード１１の前段に配置された場合には、外部サージ電
圧の影響を受けるのに対し、ＡＣ遮断検出回路２０を外部サージ電圧から保護することが
できる。
【０１５５】
　また、放電回路３０も、ブリッジダイオード１１のカソードとダイオード６４のアノー
ドとの接続点に接続されている。この接続により、ダイオード６４は、放電回路３０が放
電動作を実行する場合に、平滑コンデンサ１３の残留電荷の放電を防止し、Ｘコンデンサ
１２の残留電荷のみを放電させる機能を有する。
【０１５６】
　次に、ブリッジダイオード１１のカソードとダイオード６４のアノードとの接続点に接
続されたＡＣ遮断検出回路の構成について説明する。
【０１５７】
　図１１Ｂは、本発明の実施の形態５の第２の変形例に係るコンバータ装置の具体的な回
路構成図である。同図に記載されたコンバータ装置６Ａは、図１１Ａに記載されたコンバ
ータ装置６ＡにおけるＡＣ遮断検出回路２０の具体的回路構成を示すものである。以下、
ＡＣ遮断検出回路２０の回路構成及び回路動作について説明する。
【０１５８】
　ＡＣ遮断検出回路２０は、抵抗２１１及び２１２、電圧比較器２２０、インバータ回路
２１３、２１８及び２１９、Ｐ型ＭＯＳＦＥＴ２１５、Ｎ型ＭＯＳＦＥＴ２１６、定電流
源２１４、ならびにコンデンサ２１７で構成される。
【０１５９】
　ブリッジダイオード１１で整流された電圧は抵抗２１１と抵抗２１２とで分圧される。
分圧された電圧は電圧比較器２２０の正極に入力される。電圧比較器２２０は、基準電圧
Ｖｒｅｆと上記分圧された入力電圧とを比較し、当該入力電圧が基準電圧Ｖｒｅｆよりも
高くなったときにＨレベルの信号を生成し、入力電圧が基準電圧Ｖｒｅｆよりも低くなっ
たときにＬレベルの信号を生成する。このＨレベルの信号は、インバータ回路２１３を経
由してＬレベルの信号に変換され、このＬレベルの信号がゲートに入力されたＰ型ＭＯＳ
ＦＥＴ２１５はオン状態となり、Ｎ型ＭＯＳＦＥＴ２１６はオフ状態となる。
【０１６０】
　Ｐ型ＭＯＳＦＥＴ２１５がオン状態となると、定電流源２１４からＰ型ＭＯＳＦＥＴ２
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１５を経由してコンデンサ２１７に電荷が蓄えられ、Ｖｃ点の電圧が上昇する。一定期間
Ｔが経ってＶｃの電圧がインバータ回路２１８の閾値Ｖｔｈを超えると、インバータ回路
２１８の出力はＨレベルからＬレベルに切り替わり、インバータ回路２１９を経由してＨ
レベルの信号に切り替わり、ＡＣ遮断検出信号Ｖａｃｏｆｆとして出力される。なお、一
定期間Ｔは交流電源の周期の半分以上であればよい。
【０１６１】
　そして、電圧比較器２２０がＬレベルの信号を生成した時はインバータ回路２１３を経
由してＨレベルの信号に変換され、このＨレベルの信号がゲートに入力されたＰ型ＭＯＳ
ＦＥＴ２１５はオフ状態となり、Ｎ型ＭＯＳＦＥＴ２１６はオン状態となる。
【０１６２】
　Ｐ型ＭＯＳＦＥＴ２１５がオフ状態となると、定電流源２１４からコンデンサ２１７に
電流の供給は停止し、Ｎ型ＭＯＳＦＥＴ２１６がオン状態となるためコンデンサ２１７に
蓄えられた電荷は放電されＶｃ点の電圧はＬレベルにリセットされる。すると、インバー
タ回路２１８の出力はＬレベルからＨレベルに切り替わり、このＨレベルの信号はインバ
ータ回路２１９を経由してＬレベルの信号に切り替わるので、ＡＣ遮断検出信号Ｖａｃｏ
ｆｆは出力されなくなる。
【０１６３】
　図１１Ｃは、ＡＣ遮断検出回路の動作を表すタイミングチャートである。Ｖａは電圧比
較器２２０の正極の入力電圧、Ｖｂは電圧比較器２２０の出力電圧、及びＶｃはコンデン
サ２１７とインバータ回路２１８との接続点の電圧を示す。
【０１６４】
　通常動作時では、一定の周期でＶａの電圧は基準電圧Ｖｒｅｆを通過するので、Ｖａの
電圧が基準電圧Ｖｒｅｆを高レベル側から低レベル側に通過するタイミングでＶｃはリセ
ットされ、ＡＣ遮断検出信号Ｖａｃｏｆｆは出力されない。しかし、ＡＣ遮断されると、
Ｖｃがリセットされなくなるので、一定期間Ｔが経過するとＶｃはＶｔｈに達してＡＣ遮
断検出信号Ｖａｃｏｆｆが出力される。
【０１６５】
　なお、図１に記載されたコンバータ装置１のように、交流電圧ラインにＡＣ遮断検出回
路２０が接続された場合であっても、ＡＣ遮断検出回路２０の回路構成及び回路動作は、
上述した回路構成及び回路動作と同様である。
【０１６６】
　また、商用の交流電源に接続されるコンバータ装置には、雷サージ対策がなされるのが
一般的である。雷サージの代表的な対策部品としてバリスタがある。バリスタは交流電圧
ライン間に接続される（図には記載していない）。雷サージはこのバリスタを経由してグ
ランドへ逃がされる。このときに大電流が交流電圧ラインを通ってバリスタに流れるため
、この交流電圧ラインにＡＣ遮断検出回路が接続されていると、その大電流の一部が流れ
込みＡＣ遮断検出回路を破壊する恐れがある。しかし、ブリッジダイオード１１の整流後
のラインにＡＣ遮断検出回路２０を接続すれば、雷サージの影響はブリッジダイオード１
１の前段のバリスタが吸収してくれるので、ＡＣ遮断検出回路２０を雷サージから保護す
ることができる。
【０１６７】
　図１２は、本発明の実施の形態５の第３の変形例に係るコンバータ装置の一構成例を示
す回路構成図である。同図に記載されたコンバータ装置６Ｂは、図１１Ａに記載されたコ
ンバータ装置６Ａと比較して、直流電圧ライン上のダイオードの配置位置のみが構成とし
て異なる。図１１Ａに記載されたコンバータ装置６Ａと構成が同じ点は説明を省略し、以
下、異なる点のみ説明する。
【０１６８】
　本変形例のダイオード６４は、アノードがブリッジダイオード１１のカソードに接続さ
れ、カソードが放電回路３０と平滑コンデンサ１３の正極との接続点に接続されている。
この接続により、ダイオード６４は、放電回路３０が放電動作を実行する場合に、平滑コ
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ンデンサ１３及びＸコンデンサ１２の双方の残留電荷の放電が可能である。
【０１６９】
　なお、本実施の形態では、コンバータ装置５Ａ、５Ｂ、６Ａ及び６Ｂの基本的な回路構
成を例示して説明したが、直流電圧ラインにダイオード６４を挿入するという本実施の形
態の構成は、実施の形態１～４に記載された全てのコンバータ装置に適用でき、放電対象
を限定できるという同様の効果が奏され、本発明の範囲に含まれる。
【０１７０】
　なお、本変形例に係るコンバータ装置６Ｂにおいて、ダイオード６４の有無にかかわら
ず平滑コンデンサ１３及びＸコンデンサ１２の双方の残留電荷の放電が可能であるが、Ａ
Ｃ遮断検出回路２０を直流電圧ラインに接続する場合には、ダイオード６４の配置は必須
である。ダイオード６４が配置されない場合には、直流電圧ライン上には平滑コンデンサ
１３により平滑化された直流電圧が印加されているので、図１１Ｂで説明したような直流
電圧のリップルを検出してＡＣ電源が供給されていることを検出することが不可能である
からである。
【０１７１】
　（実施の形態６）
　本発明の実施の形態６に係るコンバータ装置は、入力交流電圧を所望の直流電圧に変換
するコンバータ装置であって、入力交流電圧を整流するブリッジダイオードと、ブリッジ
ダイオードの前段に配置された、ラインノイズを低減するためのアクロスザラインコンデ
ンサと、ブリッジダイオードの後段に配置された、ブリッジダイオードで整流された整流
電圧を平滑化する平滑コンデンサと、入力端子への入力交流電圧の入力が遮断された時に
、ＡＣ遮断検出信号を出力するＡＣ遮断検出回路と、ブリッジダイオードのカソードと平
滑コンデンサとの接続点に接続され、ＡＣ遮断検出信号がＡＣ遮断検出回路から出力され
た場合に、平滑コンデンサ及びアクロスザラインコンデンサの少なくとも一方の残留電荷
を放電させる放電回路とを備え、放電回路は、ドレイン端子が上記接続点に接続され、上
記残留電荷を放電させるときの放電電圧を降圧する接合型トランジスタと、当該接合型ト
ランジスタの降圧側端子であるソース端子に接続され、上記残留電荷を放電させる第１放
電用スイッチとを備える。
【０１７２】
　さらに、本発明の実施の形態６に係るコンバータ装置は、上記接続点と平滑コンデンサ
との間に、上記接続点から平滑コンデンサへ向かう方向を順方向として直列挿入されたダ
イオードと、上記接続点と平滑コンデンサとの間に、当該ダイオードと並列接続された抵
抗素子とを備える。
【０１７３】
　図１３は、本発明の実施の形態６に係るコンバータ装置の一構成例を示す回路構成図で
ある。同図に記載されたコンバータ装置７は、図９に記載されたコンバータ装置５Ａと比
較して、ダイオード６４と並列接続された抵抗素子７５が配置された点のみが構成として
異なる。図９に記載されたコンバータ装置５Ａと構成が同じ点は説明を省略し、以下、異
なる点のみ説明する。
【０１７４】
　抵抗素子７５は、直流電圧ライン上で放電回路３０が接続された点と平滑コンデンサの
正極との間であって、ダイオード６４と並列接続されている。抵抗素子７５の抵抗値とし
ては、数十ｋΩ～数ＭΩ程度であることが好ましい。
【０１７５】
　実施の形態５に係るコンバータ装置５Ａでは、Ｘコンデンサ１２の残留電荷のみ放電さ
せるのに対し、本実施の形態に係るコンバータ装置７によれば、Ｘコンデンサ１２の残留
電荷を優先的に放電し、かつ、平滑コンデンサ１３の残留電荷も放電することができる。
【０１７６】
　以下、上記優先放電が必要な理由を説明する。電源プラグを抜いてからの電源プラグの
残留電圧（本願ではＸコンデンサ１２の残留電圧に相当する）については、特許文献１で
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も記載されているように、安全規格が定められている。この安全規格を満たすには、Ｘコ
ンデンサ１２の残留電荷を所定の期間内に放電させる必要があり、例えば、実施の形態５
に係るコンバータ装置５Ａのように、Ｘコンデンサ１２の残留電荷のみを放電させる構成
が最良の形態の一つとなる。しかし、この場合、平滑コンデンサ１３の残留電荷は放電で
きないので、例えば、サービスエンジニアがメンテナンス等でコンバータ装置に触れる際
に、この平滑コンデンサ１３に接触すると感電する危険がある。よって、上記観点からす
れば、Ｘコンデンサ１２の残留電荷のみを放電させることは感電防止対策としては不十分
となる。
【０１７７】
　そこで、本実施の形態に係るコンバータ装置７のように、抵抗素子７５を接続すること
により、Ｘコンデンサ１２の残留電荷を優先的に放電させつつ、所定時間経過すれば平滑
コンデンサ１３の残留電荷も放電できるので、平滑コンデンサ１３の残留電荷により感電
することを防止できる。よって、抵抗素子７５を一つ追加するだけで、Ｘコンデンサ１２
と平滑コンデンサ１３の両方の残留電荷が放電できるようになるので、コストの増加、実
装面積の拡大も最小限で抑えることができる。
【０１７８】
　図１４は、本発明の実施の形態６の変形例に係るコンバータ装置の一構成例を示す回路
構成図である。同図に記載されたコンバータ装置８は、図１３に記載されたコンバータ装
置７と比較して、ＡＣ遮断検出回路２０が直流電圧ライン上に接続されている点が構成と
して異なる。図１３に記載されたコンバータ装置７と構成が同じ点は説明を省略し、以下
、異なる点のみ説明する。
【０１７９】
　本変形例のＡＣ遮断検出回路２０は、ブリッジダイオード１１のカソードとダイオード
６４のアノードとの接続点に接続されている。この接続により、ＡＣ遮断検出回路２０を
直流電圧ラインに接続することで、交流電圧ラインにＡＣ遮断検出回路２０が接続されて
いるコンバータ装置７に必須配置されていた整流用のダイオード１１１Ａ及び１１１Ｂが
不要となる。また、ブリッジダイオード１１の前段に配置された場合には、外部サージ電
圧の影響を受けるのに対し、ＡＣ遮断検出回路２０を外部サージ電圧から保護することが
できる。
【０１８０】
　なお、本実施の形態では、コンバータ装置７及び８の基本的な回路構成を例示して説明
したが、直流電圧ラインにダイオード６４及び抵抗素子７５を挿入するという本実施の形
態の構成は、実施の形態１～５に記載された全てのコンバータ装置に適用でき、放電対象
を限定できるという同様の効果が奏され、本発明の範囲に含まれる。
【０１８１】
　（実施の形態７）
　本発明の実施の形態７に係るコンバータ装置は、入力交流電圧を所望の直流電圧に変換
するコンバータ装置であって、入力交流電圧を整流するブリッジダイオードと、ブリッジ
ダイオードの前段に配置された、ラインノイズを低減するためのアクロスザラインコンデ
ンサと、ブリッジダイオードの後段に配置された、ブリッジダイオードで整流された整流
電圧を平滑化する平滑コンデンサと、入力端子への入力交流電圧の入力が遮断された時に
、“半波整流された交流電圧の遮断を検出して”ＡＣ遮断検出信号を出力するＡＣ遮断検
出回路と、ブリッジダイオードのカソードと平滑コンデンサとの接続点に接続され、ＡＣ
遮断検出信号がＡＣ遮断検出回路から出力された場合に、平滑コンデンサ及びアクロスザ
ラインコンデンサの少なくとも一方の残留電荷を放電させる放電回路とを備え、放電回路
は、ドレイン端子が上記接続点に接続され、上記残留電荷を放電させるときの放電電圧を
降圧する接合型トランジスタと、当該接合型トランジスタの降圧側端子であるソース端子
に接続され、上記残留電荷を放電させる第１放電用スイッチとを備える。
【０１８２】
　また、本発明の実施の形態７に係るコンバータ装置は、さらに、平滑コンデンサの端子
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電圧をオンオフするスイッチ素子と、当該スイッチ素子でオンオフされた端子電圧を所望
の直流電圧に変換して負荷に供給する入出力変換部と、スイッチ素子のオンオフを制御す
る制御回路と、当該制御回路に電源電圧を供給するレギュレータとを備え、接合型トラン
ジスタのソース端子は、レギュレータに接続されている。
【０１８３】
　また、本発明の実施の形態７に係るコンバータ装置は、具体的には、第１放電用スイッ
チの一端は接合型トランジスタのソース端子に接続され、第１放電用スイッチの他端は接
地され、放電回路は、レギュレータから制御回路への電流経路とは独立した経路で、接合
型トランジスタ及び第１放電用スイッチを経て残留電荷を接地放電させる。
【０１８４】
　図１５Ａは、本発明の実施の形態７に係るコンバータ装置の具体的な回路構成図である
。同図に記載されたコンバータ装置９Ａは、図１に記載されたコンバータ装置１と比較し
て、全波整流された交流電圧を検出するＡＣ遮断検出回路２０が、半波整流された交流電
圧を検出するＡＣ遮断検出回路２１に換わり、ダイオード１１１Ａとダイオード１１１Ｂ
とが不要となっている点が異なる。以下、異なる点のみ説明する。
【０１８５】
　ＡＣ遮断検出回路２１は、交流電圧ラインに直接接続され、ブリッジダイオード１１に
より半波整流された直流電圧の変化を検出することで、入力交流電圧が遮断されたことを
検出できる。具体的には、ＡＣ遮断検出回路２１は、交流電源１０１とコンバータ装置９
Ａとが非導通となったこと、つまり、入力交流電圧が遮断されたことを検知し、このとき
、ＡＣ遮断検出信号Ｖａｃｏｆｆを出力する。
【０１８６】
　図１５Ｂは、本発明の実施の形態７に係るコンバータ装置の具体的な回路構成図である
。同図に記載されたコンバータ装置９Ａは、図１５Ａに記載されたコンバータ装置９Ａに
おけるＡＣ遮断検出回路２１の具体的回路構成を示すものである。以下、ＡＣ遮断検出回
路２１の回路構成及び回路動作について説明する。
【０１８７】
　ＡＣ遮断検出回路２１は、図１１Ｂに記載されたＡＣ遮断検出回路２０と比較して、電
圧比較器２２０の出力とタイマー回路２３０の入力との間にパルス発生回路２３１が接続
されている点と、抵抗２１１の一端がブリッジダイオードのカソード端子ではなくＸコン
デンサ１２の他端に接続されている点が構成として異なる。図１１Ｂに記載されたコンバ
ータ装置６Ａと構成が同じ点は説明を省略し、以下、異なる点のみ説明する。
【０１８８】
　ＡＣ遮断検出回路２１は、抵抗２１１及び２１２と、電圧比較器２２０と、パルス発生
回路２３１と、タイマー回路２３０とで構成される。パルス発生回路２３１は、インバー
タ回路２０１、２０２、２０３、２０４、２０６、２０７及び２０８と、ＮＯＲ回路２０
５、２０９及び２１０とで構成される。タイマー回路２３０は、インバータ回路２１３、
２１８及び２１９と、Ｐ型ＭＯＳＦＥＴ２１５と、Ｎ型ＭＯＳＦＥＴ２１６と、定電流源
２１４と、コンデンサ２１７とで構成される。
【０１８９】
　電圧比較器２２０から生成された信号は、インバータ回路２０１及び２０２とＮＯＲ回
路２０５とに入力される。電圧比較器２２０で生成される信号がＨレベルの信号からＬレ
ベルの信号に切り替わると、ＮＯＲ回路２０５とインバータ回路２０２及び２０１とにＬ
レベルの信号が入力される。インバータ回路２０２に入力されたＬレベルの信号は、イン
バータ回路２０３及び２０４を介してＨレベルの信号に変換される。ただし、インバータ
回路２０２に入力されたＬレベルの信号がＨレベルの信号に変換されてＮＯＲ回路２０５
に入力されるまでには、約数十から数百ｎｓ程度の時間の遅れが生じる。よって、この信
号の変換期間では、ＮＯＲ回路２０５には、インバータ回路２０４からのＬレベルの信号
と電圧比較器２２０からのＬレベルの信号が入力されるので、ＮＯＲ回路２０５からはＨ
レベルの信号が出力される。一方、上記信号の変換後では、ＮＯＲ回路２０５には、イン
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バータ回路２０４からのＨレベルの信号と電圧比較器２２０からの直接のＬレベルの信号
が入力されるので、ＮＯＲ回路２０５からはＬレベルの信号が出力される。つまり、電圧
比較器２２０で生成される信号がＨレベルの信号からＬレベルの信号に切り替わると、Ｎ
ＯＲ回路２０５からは約数十から数百ｎｓ程度のＨレベルのパルス信号が出力され、この
パルス信号がＮＯＲ回路２１０に入力される。
【０１９０】
　一方、電圧比較器２２０からインバータ回路２０１に入力されたＬレベルの信号はＨレ
ベルの信号に変換され、このＨレベルの信号はＮＯＲ回路２０９に直接入力される。また
、電圧比較器２２０で生成される信号がＨレベルの信号からＬレベルの信号に切り替わる
前は、インバータ回路２０８からＨレベルの信号がＮＯＲ回路２０９に入力されているの
で、電圧比較器２２０で生成される信号がＨレベルの信号からＬレベルの信号に切り替わ
る間は、ＮＯＲ回路２０９の２つの入力の少なくとも一つにはＨレベルの信号が入力され
ているため、ＮＯＲ回路２０９からはＬレベルの信号が生成され、ＮＯＲ回路２１０に入
力されている。
【０１９１】
　以上より、電圧比較器２２０で生成される信号がＨレベルの信号からＬレベルの信号に
切り替わると、ＮＯＲ回路２１０にはＮＯＲ回路２０５から生成されるＨレベルのパルス
信号とＮＯＲ回路２０９から生成されるＬレベルの信号とが入力され、ＮＯＲ回路２１０
からはＬレベルのパルス信号が出力される。このＬレベルのパルス信号はインバータ回路
２１３を経由して、Ｈレベルのパルス信号に変換され、このＨレベルのパルス信号がゲー
トに入力されたＰ型ＭＯＳＦＥＴ２１５はオフ状態となり、Ｎ型ＭＯＳＦＥＴ２１６はオ
ン状態となる。
【０１９２】
　Ｐ型ＭＯＳＦＥＴ２１５がオフ状態となると、定電流源２１４からコンデンサ２１７に
電流の供給は停止し、Ｎ型ＭＯＳＦＥＴ２１６がオン状態となるためコンデンサ２１７に
蓄えられた電荷は放電されＶｇ点の電圧はＬレベルにリセットされる。その結果、インバ
ータ回路２１８の出力はＨレベルに維持され、ＡＣ遮断検出信号ＶａｃｏｆｆはＬレベル
の信号で維持される。
【０１９３】
　さらに、電圧比較器２２０で生成される信号がＬレベルの信号からＨレベルの信号に切
り替わると、ＮＯＲ回路２１０にはＮＯＲ回路２０５から生成されるＬレベルの信号とＮ
ＯＲ回路２０９から生成されるＨレベルのパルス信号が入力され、ＮＯＲ回路２１０から
はＬレベルのパルス信号が出力される。以降の回路動作は電圧比較器２２０で生成される
信号がＨレベルの信号からＬレベルの信号に切り替わる時と同じである。
【０１９４】
　そして、ＮＯＲ回路２１０からＬレベルのパルス信号が生成されず、Ｈレベルの信号が
生成されている時には、インバータ回路２１３を経由してＬレベルの信号に切り替わり、
Ｐ型ＭＯＳＦＥＴ２１５はオン状態となり、Ｎ型ＭＯＳＦＥＴ２１６はオフ状態となる。
【０１９５】
　Ｐ型ＭＯＳＦＥＴ２１５がオン状態となると、定電流源２１４からＰ型ＭＯＳＦＥＴ２
１５を経由してコンデンサ２１７に電荷が蓄えられ、Ｖｇ点の電圧が上昇する。一定期間
Ｔが経ってＶｇの電圧がインバータ回路２１８の閾値Ｖｔｈを超えると、インバータ回路
２１８の出力はＨレベルからＬレベルに切り替わり、インバータ回路２１９を経由してＨ
レベルの信号に切り替わり、ＡＣ遮断検出信号Ｖａｃｏｆｆとして出力される。なお、一
定期間Ｔは交流電源の周期の半分以上であればよい。
【０１９６】
　図１５Ｃは、ＡＣ遮断検出回路２１の動作を表すタイミングチャートである。Ｖｄは電
圧比較器２２０の正極の入力電圧、Ｖｅは電圧比較器２２０の出力電圧、ＶｆはＮＯＲ回
路２１０の出力電圧、及びＶｇはコンデンサ２１７とインバータ回路２１８との接続点の
電圧を示す。
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【０１９７】
　通常動作時では、一定の周期でＶｄの電圧は基準電圧Ｖｒｅｆを通過するので、Ｖｄの
電圧が基準電圧Ｖｒｅｆを高レベル側から低レベル側に通過するタイミング、及び低レベ
ル側から高レベル側に通過するタイミングとでＶｇはリセットされ、ＡＣ遮断検出信号Ｖ
ａｃｏｆｆは出力されない。しかし、ＡＣ遮断されると、Ｖｇがリセットされなくなるの
で、一定期間Ｔが経過するとＶｇはＶｔｈに達してＡＣ遮断検出信号Ｖａｃｏｆｆが出力
される。
【０１９８】
　また、ＡＣ遮断検出回路２１は、図１に記載されたコンバータ装置１のように入力交流
電圧を整流するために接続されているダイオード１１１Ａ及び１１１Ｂがなく、入力交流
電圧が半波整流されていても入力交流電圧が遮断されたことを検出できるため、電源回路
の部品点数を削減することができる。さらに、全波整流で入力交流電圧の遮断を検出する
ときよりも、抵抗２１１及び２１２で消費される電力が約半分になるので電源の効率も改
善される。
【０１９９】
　なお、本実施の形態のＡＣ遮断検出回路２１は、Ｘコンデンサ１２に残留電荷がある状
態でもＡＣ遮断を検出することが出来ればよい。
【０２００】
　（実施の形態８）
　本発明の実施の形態８に係るコンバータ装置は、入力交流電圧を所望の直流電圧に変換
するコンバータ装置であって、入力交流電圧を整流するブリッジダイオードと、ブリッジ
ダイオードの前段に配置された、ラインノイズを低減するためのアクロスザラインコンデ
ンサと、ブリッジダイオードの後段に配置された、ブリッジダイオードで整流された整流
電圧を平滑化する平滑コンデンサと、入力端子への入力交流電圧の入力が遮断された時に
、“半波整流された交流電圧の遮断を検出して”ＡＣ遮断検出信号を出力するＡＣ遮断検
出回路と、ブリッジダイオードのカソードと平滑コンデンサとの接続点に接続され、ＡＣ
遮断検出信号がＡＣ遮断検出回路から出力された場合に、平滑コンデンサ及びアクロスザ
ラインコンデンサの少なくとも一方の残留電荷を放電させる放電回路とを備え、放電回路
は、ドレイン端子が上記接続点に接続され、上記残留電荷を放電させるときの放電電圧を
降圧する接合型トランジスタと、当該接合型トランジスタの降圧側端子であるソース端子
に接続され、上記残留電荷を放電させる第１放電用スイッチとを備える。
【０２０１】
　さらに、本発明の実施の形態８に係るコンバータ装置は、上記接続点と平滑コンデンサ
との間に、上記接続点から平滑コンデンサへ向かう方向を順方向として直列挿入されたダ
イオードを備える。
【０２０２】
　図１６は、本発明の実施の形態８に係るコンバータ装置の一構成例を示す回路構成図で
ある。同図に記載されたコンバータ装置１０Ａは、図１５Ａに記載されたコンバータ装置
９Ａと比較して、直流電圧ライン上にダイオードが配置されている点のみが構成として異
なる。図１５Ａに記載されたコンバータ装置９Ａと構成が同じ点は説明を省略し、以下、
異なる点のみ説明する。
【０２０３】
　ダイオード６４は、アノードがブリッジダイオード１１と放電回路３０との接続点に接
続され、カソードが平滑コンデンサ１３の正極に接続されている。この接続により、ダイ
オード６４は、放電回路３０が放電動作を実行する場合に、平滑コンデンサ１３の残留電
荷の放電を防止し、Ｘコンデンサ１２の残留電荷のみを放電させる機能を有する。つまり
、ダイオード６４の配置の有無により、放電対象としてＸコンデンサ１２のみ、もしくは
Ｘコンデンサ１２及び平滑コンデンサ１３の両方、を選択できる。
【０２０４】
　図１７は、本発明の実施の形態８に係る第１の変形例に係るコンバータ装置の一構成例



(31) JP 5899469 B2 2016.4.6

10

20

30

40

50

を示す回路構成図である。同図に記載されたコンバータ装置１０Ｂは、図１６に記載され
たコンバータ装置１０Ａと比較して、直流電圧ライン上のダイオードの配置位置のみが構
成として異なる。図１６に記載されたコンバータ装置１０Ａと構成が同じ点は説明を省略
し、以下、異なる点のみ説明する。
【０２０５】
　本変形例のダイオード６４は、アノードがブリッジダイオード１１のカソードに接続さ
れ、カソードが放電回路３０と平滑コンデンサ１３の正極との接続点に接続されている。
この接続により、ダイオード６４は、放電回路３０が放電動作を実行する場合に、平滑コ
ンデンサ１３及びＸコンデンサ１２の双方の残留電荷の放電が可能である。
【０２０６】
　図１８は、本発明の実施の形態８に係る第２の変形例に係るコンバータ装置の一構成例
を示す回路構成図である。同図に記載されたコンバータ装置１０Ｃは、図１６に記載され
たコンバータ装置１０Ａと比較して、ダイオード６４と並列接続された抵抗素子７５が配
置された点のみが構成として異なる。図１６に記載されたコンバータ装置１０Ａと構成が
同じ点は説明を省略し、以下、異なる点のみ説明する。
【０２０７】
　抵抗素子７５は、直流電圧ライン上で放電回路３０が接続された点と平滑コンデンサ１
３の正極との間であって、ダイオード６４と並列接続されている。抵抗素子７５の抵抗値
としては、数十ｋΩ～数ＭΩ程度であることが好ましい。
【０２０８】
　実施の形態８に係るコンバータ装置１０Ａでは、Ｘコンデンサ１２の残留電荷のみ放電
させるのに対し、本実施の形態に係るコンバータ装置１０Ｃによれば、Ｘコンデンサ１２
の残留電荷を優先的に放電し、かつ、平滑コンデンサ１３の残留電荷も放電することがで
きる。
【０２０９】
　（実施の形態９）
　本発明の実施の形態９に係るコンバータ装置は、入力交流電圧を所望の直流電圧に変換
するコンバータ装置であって、入力交流電圧を整流するブリッジダイオードと、ブリッジ
ダイオードの前段に配置された、ラインノイズを低減するためのアクロスザラインコンデ
ンサと、ブリッジダイオードの後段に配置された、ブリッジダイオードで整流された整流
電圧を平滑化する平滑コンデンサと、入力端子への入力交流電圧の入力が遮断された時に
、“半波整流された交流電圧の遮断を検出して”ＡＣ遮断検出信号を出力するＡＣ遮断検
出回路と、アクロスザラインコンデンサの一端にアノードが接続された第１ダイオードと
、アクロスザラインコンデンサの他端にアノードが接続された第２ダイオードと、第１ダ
イオードのカソード及び第２ダイオードのカソードの両方に接続され、ＡＣ遮断検出信号
がＡＣ遮断検出回路から出力された場合に、第１ダイオード及び第２ダイオードを介して
平滑コンデンサ及びアクロスザラインコンデンサの少なくとも一方の残留電荷を放電させ
る放電回路とを備え、放電回路は、ドレイン端子が上記接続点に接続され上記残留電荷を
放電させるときの放電電圧を降圧する接合型トランジスタと、当該接合型トランジスタの
降圧側端子であるソース端子に接続され上記残留電荷を放電させる第１放電用スイッチと
を備える。
【０２１０】
　図１９は、本発明の実施の形態９に係るコンバータ装置の具体的な回路構成図である。
同図に記載されたコンバータ装置１１Ａは、図１６に記載されたコンバータ装置１０Ａと
比較して、ダイオード１１２Ａ及び１１２Ｂとを備え、ＪＦＥＴ３０１のドレインの接続
点が、ダイオード１１２Ａとダイオード１１２Ｂのカソードになっている点と、ダイオー
ド６４が除かれている点が異なる。図１６に記載されたコンバータ装置１０Ａと構成が同
じ点は説明を省略し、以下、異なる点のみ説明する。
【０２１１】
　入力交流電圧が遮断されると、Ｘコンデンサ１２の残留電荷はダイオード１１２Ａ及び
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１１２Ｂを介して放電回路３０から放電される。
【０２１２】
　さらに、本発明の実施の形態９の効果について説明する。コンバータ装置１０Ａの場合
、電源出力が数１０Ｗ程度の電源回路ではダイオード６４を流れる電流が小さいので、ダ
イオード６４の発熱は問題にならない。しかし、電源出力が１００Ｗ程度になるとダイオ
ード６４に流れる電流が大きくなり、ダイオード６４の発熱が問題となる可能性がある。
この発熱を抑えるためには、放熱板をダイオード６４に実装するか、定格電流の大きなダ
イオード６４を使用するか、少なくともいずれか一方の対策が必要となる。しかし、放熱
板をダイオード６４に実装すると実装面積が大きくなってしまい、放熱板分のコストが増
加する。また、ダイオード６４の定格電流を大きくすると、それに応じてダイオード６４
のサイズも大きくなり、さらにダイオードのコストも増加する。
【０２１３】
　そこで、電源出力の大きい場合は、コンバータ装置１１Ａのような構成にすれば、上記
対策をとらなくても、放電回路の接続を変えるだけでコストの増加、実装面積の拡大も最
小に抑えることができる。
【０２１４】
　図２０は、本発明の実施の形態９の変形例に係るコンバータ装置の一構成例を示す回路
構成図である。同図に記載されたコンバータ装置１１Ｂは、図１９に記載されたコンバー
タ装置１１Ａと比較して、接合型トランジスタのドレインとブリッジダイオードのカソー
ドとの間に抵抗素子７５が接続されている点のみが構成として異なる。図１９に記載され
たコンバータ装置１１Ａと構成が同じ点は説明を省略し、以下、異なる点のみ説明する。
【０２１５】
　抵抗素子７５は、一端が、ブリッジダイオード１１と平滑コンデンサ１３の正極との間
に接続され、他端が、ダイオード１１２Ａ及び１１２Ｂのカソードに接続されている。抵
抗素子７５の抵抗値としては、数十ｋΩ～数ＭΩ程度であることが好ましい。
【０２１６】
　実施の形態９に係るコンバータ装置１１Ａでは、Ｘコンデンサ１２の残留電荷のみ放電
させるのに対し、本変形例に係るコンバータ装置１１Ｂによれば、Ｘコンデンサ１２の残
留電荷を優先的に放電し、かつ、平滑コンデンサ１３の残留電荷も放電することができる
。
【０２１７】
　上記優先放電が必要な理由は実施の形態６に係るコンバータ装置７と同様である。
【０２１８】
　以上、本発明に係るコンバータ装置について、実施の形態に基づいて説明したが、本発
明は、これらの実施の形態に限定されるものではない。本発明の趣旨を逸脱しない限り、
当業者が思いつく各種変形を当該実施の形態に施したものや、異なる実施の形態における
構成要素を組み合わせて構築される形態も、本発明の範囲内に含まれる。
【０２１９】
　例えば、実施の形態２～４に係るコンバータ装置２～４の入出力変換部６０を、実施の
形態１の第２の変形例～第４の変形例に係るコンバータ装置１Ｃ～１Ｅの入出力変換部６
１～６３で置き換えた構成も、本発明の範囲に含まれ、同様の効果が奏される。
【０２２０】
　また、実施の形態７～９に係るコンバータ装置において、ＡＣ遮断検出回路２１を、実
施の形態１～６に記載されたＡＣ遮断検出回路２０と置き換えたコンバータ装置も、本発
明の範囲に含まれ、同様の効果が奏される。
【０２２１】
　また、上記実施の形態１～９に係るコンバータ装置に備えられ、入力端子への入力交流
電圧の入力が遮断された時にＡＣ遮断検出信号を出力するＡＣ遮断検出回路２０と、ブリ
ッジダイオード１１のカソードと平滑コンデンサ１３との接続点に接続され、ＡＣ遮断検
出信号ＶａｃｏｆｆがＡＣ遮断検出回路２０から出力された場合に、平滑コンデンサ１３
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及びアクロスザラインコンデンサの少なくとも一方の残留電荷を放電させる放電回路と、
整流された直流電圧を所望の直流電圧へと調整するための制御回路と、当該制御回路に電
源電圧を供給するレギュレータとを備え、当該放電回路は、残留電荷を放電させるときの
放電電圧を降圧する接合型トランジスタ３０１と、接合型トランジスタ３０１で降圧され
た電圧を放電させる放電用スイッチとを備え、接合型トランジスタ３０１の降圧側端子で
あるソース端子はレギュレータに接続されていることを特徴とする半導体装置も本発明の
範囲に含まれる。
【０２２２】
　また、上記実施の形態７～９に係るコンバータ装置に備えられ、入力端子への入力交流
電圧の入力が遮断された時にＡＣ遮断検出信号を出力するＡＣ遮断検出回路２１と、ブリ
ッジダイオード１１のカソードと平滑コンデンサ１３との接続点に接続され、ＡＣ遮断検
出信号ＶａｃｏｆｆがＡＣ遮断検出回路２１から出力された場合に、平滑コンデンサ１３
及びアクロスザラインコンデンサの少なくとも一方の残留電荷を放電させる放電回路と、
整流された直流電圧を所望の直流電圧へと調整するための制御回路と、当該制御回路に電
源電圧を供給するレギュレータとを備え、当該放電回路は、残留電荷を放電させるときの
放電電圧を降圧する接合型トランジスタ３０１と、接合型トランジスタ３０１で降圧され
た電圧を放電させる放電用スイッチとを備え、接合型トランジスタ３０１の降圧側端子で
あるソース端子はレギュレータに接続されていることを特徴とする半導体装置も本発明の
範囲に含まれる。
【０２２３】
　また、上記半導体装置に含まれる各処理部は、典型的には集積回路であるＬＳＩとして
実現される。これらは個別に１チップ化されてもよいし、一部又は全てを含むように１チ
ップ化されてもよい。ここでは、ＬＳＩとしたが、集積度の違いにより、ＩＣ、システム
ＬＳＩ、スーパーＬＳＩ、ウルトラＬＳＩと呼称されることもある。
【０２２４】
　また、集積回路化はＬＳＩに限るものではなく、専用回路又は汎用プロセッサで実現し
てもよい。ＬＳＩ製造後にプログラムすることが可能なＦＰＧＡ（Ｆｉｅｌｄ　Ｐｒｏｇ
ｒａｍｍａｂｌｅ　Ｇａｔｅ　Ａｒｒａｙ）、又はＬＳＩ内部の回路セルの接続や設定を
再構成可能なリコンフィギュラブル・プロセッサを利用してもよい。
【０２２５】
　さらには、半導体技術の進歩又は派生する別技術によりＬＳＩに置き換わる集積回路化
の技術が登場すれば、当然、その技術を用いて各処理部の集積化を行ってもよい。バイオ
技術の適用等が可能性として考えられる。
【０２２６】
　また、実施の形態１～９に係るコンバータ装置は、交流電源を所望の直流電圧を有する
直流電源へと変換する電源変換装置を例示して説明してきたが、本発明のコンバータ装置
はこれに限られない。本発明のコンバータ装置は、ＬＥＤ（Ｌｉｇｈｔ　Ｅｍｉｔｔｉｎ
ｎｇ　Ｄｉｏｄｅ）を負荷とし、当該ＬＥＤに所望の直流電圧を供給するＬＥＤ駆動装置
としても適用できる。この場合においても、実施の形態１～９において説明した構成を適
用でき、同様の効果が奏される。
【０２２７】
　また、構成要素間の接続関係は、本発明を具体的に説明するために例示するものであり
、本発明の機能を実現する接続関係はこれに限定されない。
【産業上の利用可能性】
【０２２８】
　本発明は、感電対策をしつつ小型化及び低コストが要求されるコンバータ装置に適用さ
れ、特に、ＡＣ－ＤＣコンバータ、電源装置及びＬＥＤ駆動装置などに有用である。
【符号の説明】
【０２２９】
　１、１Ａ、１Ｂ、１Ｃ、１Ｄ、１Ｅ、２、３、４、５Ａ、５Ｂ、６Ａ、６Ｂ、７、８、
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９Ａ、１０Ａ、１０Ｂ、１０Ｃ、１１Ａ、１１Ｂ　　コンバータ装置
　１１　　ブリッジダイオード
　１２　　アクロスザラインコンデンサ（Ｘコンデンサ）
　１３、１１２、６０２　　平滑コンデンサ
　２０、２１　　ＡＣ遮断検出回路
　３０、３２、３３　　放電回路
　４０、４１　　レギュレータ
　５０、５１、５２、５３　　制御回路
　６０、６１、６２、６３　　入出力変換部
　６４、１１１Ａ、１１１Ｂ、１１２Ａ、１１２Ｂ、１１３、６０１、６１１、６１５、
６３５　　ダイオード
　７０、４０１　　スイッチ素子
　７５　　抵抗素子
　１０１　　交流電源
　１０２　　負荷
　２０１、２０２、２０３、２０４、２０６、２０７、２０８、２１３、２１８、２１９
　　インバータ回路
　２０５、２０９、２１０　　ＮＯＲ回路
　２１１、２１２　　抵抗
　２１４　　定電流源
　２１５　　Ｐ型ＭＯＳＦＥＴ
　２１６　　Ｎ型ＭＯＳＦＥＴ
　２１７、６１３、６１６、６２１　　コンデンサ
　２２０、４０２、４１３　　電圧比較器
　３０１　　接合型トランジスタ（ＪＦＥＴ）
　３０２、３０３　　放電用スイッチ素子
　６１２、６１４、６３４　　コイル
　Ｔ１　　トランス



(35) JP 5899469 B2 2016.4.6

【図１】 【図２】

【図３】 【図４Ａ】



(36) JP 5899469 B2 2016.4.6

【図４Ｂ】 【図４Ｃ】

【図５】 【図６】



(37) JP 5899469 B2 2016.4.6

【図７】 【図８】

【図９】 【図１０】



(38) JP 5899469 B2 2016.4.6

【図１１Ａ】 【図１１Ｂ】

【図１１Ｃ】 【図１２】



(39) JP 5899469 B2 2016.4.6

【図１３】 【図１４】

【図１５Ａ】 【図１５Ｂ】



(40) JP 5899469 B2 2016.4.6

【図１５Ｃ】 【図１６】

【図１７】 【図１８】



(41) JP 5899469 B2 2016.4.6

【図１９】 【図２０】



(42) JP 5899469 B2 2016.4.6

10

フロントページの続き

(72)発明者  福島　哲之
            日本国大阪府門真市大字門真１００６番地　パナソニック株式会社内

    審査官  ▲桑▼原　恭雄

(56)参考文献  特開２０１１－０６７０７５（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開平１１－２３５０４３（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開昭６４－０５９５１３（ＪＰ，Ａ）　　　

(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
              Ｈ０２Ｍ　　　７／０６　　　　


	biblio-graphic-data
	claims
	description
	drawings
	overflow

