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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　上アーム用および下アーム用としてそれぞれ作動するように互いに直列に接続され、負
荷へ流入する電流を通電および遮断する１対のスイッチング素子と、
　前記スイッチング素子の導通および非導通を指示する制御信号を生成する制御回路と、
　前記制御信号に基づいて前記スイッチング素子の制御端子を駆動する駆動回路と、
　前記制御回路と前記駆動回路とが絶縁されるように前記スイッチング素子ごとに設けら
れ、１次巻線と２次巻線とが互いに対向配置された絶縁トランスと、
　前記絶縁トランスを介して伝送される伝送信号の立ち上がりエッジおよび立ち下がりエ
ッジに応じたパルス信号をそれぞれ生成し、当該生成したパルス信号に応じた電流を前記
絶縁トランスの１次巻線に流す１次側回路と、
　前記絶縁トランスの２次巻線に発生する電圧パルスに基づいて前記伝送信号を復元する
２次側回路と、
　を備えることを特徴とするパワーエレクトロニクス機器。
【請求項２】
　前記１次側回路は、前記絶縁トランスを介して伝送される伝送信号の立ち上がりエッジ
および立ち下がりエッジに応じたパルス信号をそれぞれ生成し、当該生成したパルス信号
に応じた電流を前記絶縁トランスの１次巻線に流し、
　前記２次側回路は、前記絶縁トランスの２次巻線に発生する電圧パルスのレベルに基づ
いて前記伝送信号を復元することを特徴とする請求項１記載のパワーエレクトロニクス機
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器。
【請求項３】
　前記１次側回路は、前記絶縁トランスを介して伝送される伝送信号の立ち上がりエッジ
および立ち下がりエッジに応じてレベルが異なるパルス信号を生成し、当該生成したパル
ス信号に応じた電流を前記絶縁トランスの１次巻線に流し、
　前記２次側回路は、前記絶縁トランスの２次巻線に発生する電圧パルスのレベルに基づ
いて前記伝送信号を復元することを特徴とする請求項１記載のパワーエレクトロニクス機
器。
【請求項４】
　前記１次側回路は、前記絶縁トランスを介して伝送される伝送信号の立ち上がりエッジ
および立ち下がりエッジに応じてパルス数が異なるパルス信号を生成し、当該生成したパ
ルス信号に応じた電流を前記絶縁トランスの１次巻線に流し、
　前記２次側回路は、前記絶縁トランスの２次巻線に発生する電圧パルス列に基づいて前
記伝送信号を復元することを特徴とする請求項１記載のパワーエレクトロニクス機器。
【請求項５】
　前記１次巻線と前記２次巻線とは絶縁層を介して互いに積層されていることを特徴とす
る請求項１から４のいずれか１項記載のパワーエレクトロニクス機器。
【請求項６】
　前記絶縁トランスが微細加工技術によって形成されていることを特徴とする請求項１か
ら５のいずれか１項記載のパワーエレクトロニクス機器。
【請求項７】
　前記絶縁トランスは空芯トランスであることを特徴とする請求項１から６のいずれか１
項記載のパワーエレクトロニクス機器。
【請求項８】
　前記スイッチング素子はＩＧＢＴであることを特徴とする請求項１から７のいずれか１
項記載のパワーエレクトロニクス機器。
【請求項９】
　前記制御回路は、論理回路、中央演算処理回路または論理回路と中央演算処理回路との
組み合わせであることを特徴とする請求項１から８のいずれか１項記載のパワーエレクト
ロニクス機器。
【請求項１０】
　前記制御回路と前記スイッチング素子との間で信号を伝送する複数の絶縁トランスが設
けられていることを特徴とする請求項１から９のいずれか１項記載のパワーエレクトロニ
クス機器。
【請求項１１】
　前記絶縁トランスを介して前記制御回路と前記スイッチング素子との間で伝送される信
号は、少なくとも前記スイッチング素子の制御信号および前記スイッチング素子の状態信
号を含むことを特徴とする請求項１０記載のパワーエレクトロニクス機器。
【請求項１２】
　前記スイッチング素子側に配置され、前記スイッチング素子の状態信号を生成する自己
診断回路をさらに備え、
　前記制御回路は、前記スイッチング素子の状態信号を受けて、前記制御信号を停止する
かまたは周波数を変化させることを特徴とする請求項１１記載のパワーエレクトロニクス
機器。
【請求項１３】
　前記絶縁トランスが搭載された回路基板と前記スイッチング素子とは同一モジュールに
配置されていることを特徴とする請求項１から１２のいずれか１項記載のパワーエレクト
ロニクス機器。
【請求項１４】
　複数の絶縁トランスが同一パッケージに搭載されていることを特徴とする請求項１から
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１３のいずれか１項記載のパワーエレクトロニクス機器。
【請求項１５】
　上アーム用の信号を伝送する絶縁トランスと、下アーム用の信号を伝送する絶縁トラン
スとが同一パッケージに搭載されていることを特徴とする請求項１から１４のいずれか１
項記載のパワーエレクトロニクス機器。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明はパワーエレクトロニクス機器に関し、特に、絶縁トランスを介してスイッチン
グ素子に信号を伝送する方法に適用して好適なものである。
【背景技術】
【０００２】
　近年の車両機器では、高効率化および省エネ対策を図るために、駆動力を生む電動機の
駆動システムに、昇降圧コンバータおよびインバータの搭載が行われている。
　図１１は、従来の昇降圧コンバータを用いた車両駆動システムの概略構成を示すブロッ
ク図である。
　図１１において、車両駆動システムには、昇降圧コンバータ１１０２に電力を供給する
電源１１０１、電圧の昇降圧を行う昇降圧コンバータ１１０２、昇降圧コンバータ１１０
２から出力された電圧を３相電圧に変換するインバータ１１０３および車両を駆動する電
動機１１０４が設けられている。なお、電源１１０１は、架線からの給電電圧または直列
接続されたバッテリーから構成することができる。
【０００３】
　そして、車両駆動時には、昇降圧コンバータ１１０２は、電源１１０１の電圧（例：２
８０Ｖ）を電動機１１０４の駆動に適した電圧（例：７５０Ｖ）に昇圧し、インバータ１
１０３に供給する。そして、スイッチング素子をオン／オフ制御することにより、昇降圧
コンバータ１１０２にて昇圧された電圧を３相電圧に変換して、電動機１１０４の各相に
電流を流し、スイッチング周波数を制御することで車両の速度を変化させることができる
。
【０００４】
　一方、車両の制動時には、インバータ１１０３は、電動機１１０４の各相に生じる電圧
に同期してスイッチング素子をオン／オフ制御することにより、整流動作を行い、直流電
圧に変換してから、昇降圧コンバータ１１０２に供給する。そして、昇降圧コンバータ１
１０２は、電動機１１０４から生じる電圧（例：７５０Ｖ）を電源１１０１の電圧（例：
２８０Ｖ）に降圧して電力の回生動作を行うことができる。
【０００５】
　図１２は、図１１の昇降圧コンバータの概略構成を示すブロック図である。
　図１２において、昇降圧コンバータ１１０２には、エネルギーの蓄積を行うリアクトル
Ｌ、電荷の蓄積を行うコンデンサＣ、インバータ１１０３に流入する電流を通電および遮
断するスイッチング素子ＳＷ１、ＳＷ２、スイッチング素子ＳＷ１、ＳＷ２の導通および
非導通を指示する制御信号をそれぞれ生成する制御回路１１１１、１１１２が設けられて
いる。
【０００６】
　そして、スイッチング素子ＳＷ１、ＳＷ２は直列に接続されるとともに、スイッチング
素子ＳＷ１、ＳＷ２の接続点には、リアクトルＬを介して電源１１０１が接続されている
。ここで、スイッチング素子ＳＷ１には、制御回路１１１１からの制御信号に従ってスイ
ッチング動作を行うＩＧＢＴ（Ｉｎｓｕｌａｔｅｄ　Ｇａｔｅ　Ｂｉｐｏｌａｒ　Ｔｒａ
ｎｓｉｓｔｏｒ）１１０５が設けられ、ＩＧＢＴ１１０５に流れる電流と逆方向に電流を
流すフライホイールダイオードＤ１がＩＧＢＴ１１０５に並列に接続されている。
【０００７】
　また、スイッチング素子ＳＷ２には、制御回路１１２からの制御信号に従ってスイッチ
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ング動作を行うＩＧＢＴ１１０６が設けられ、ＩＧＢＴ１１０６に流れる電流と逆方向に
電流を流すフライホイールダイオードＤ２がＩＧＢＴ１１０６に並列に接続されている。
そして、ＩＧＢＴ１１０６のコレクタは、コンデンサＣおよびインバータ１１０３の双方
に接続されている。
【０００８】
　図１３は、昇圧動作時に図１２のリアクトルＬに流れる電流の波形を示す図である。
　図１３において、昇圧動作では、スイッチング素子ＳＷ１のＩＧＢＴ１１０５がオン（
導通）すると、ＩＧＢＴ１１０５を介してリアクトルＬに電流Ｉが流れ、ＬＩ2／２のエ
ネルギーがリアクトルＬに蓄積される。
　次に、スイッチング素子ＳＷ１のＩＧＢＴ１１０５がオフ（非導通）すると、スイッチ
ング素子ＳＷ２のフライホイールダイオードＤ２に電流が流れ、リアクトルＬに蓄えられ
たエネルギーがコンデンサＣに送られる。
【０００９】
　一方、降圧動作では、スイッチング素子ＳＷ２のＩＧＢＴ１１０６がオン（導通）する
とＩＧＢＴ１１０６を介してリアクトルＬに電流Ｉが流れ、ＬＩ2／２のエネルギーがリ
アクトルＬに蓄積される。
　次に、スイッチング素子ＳＷ２のＩＧＢＴ１１０６がオフ（非導通）すると、スイッチ
ング素子ＳＷ１のフライホイールダイオードＤ１に電流が流れ、リアクトルＬに蓄えられ
たエネルギーが電源１１０１へ回生される。
【００１０】
　ここで、スイッチング素子のオン時間（ＯＮ　Ｄｕｔｙ）を変更することで、昇降圧の
電圧を調整することが可能であり、概略の電圧値は以下の（４）式にて求めることができ
る。
ＶL／ＶH＝ＯＮ　Ｄｕｔｙ（％）　　　　　　　　　　　　　　　　　（４）
　ただし、ＶLは電源電圧、ＶHは昇降圧後の電圧、ＯＮ　Ｄｕｔｙはスイッチング素子Ｓ
Ｗ１、ＳＷ２のスイッチング周期に対する導通期間の割合である。
【００１１】
　ここで、実際には負荷の変動、電源電圧ＶLの変動などがあるので、昇降圧後の電圧ＶH

を監視し、昇降圧後の電圧ＶHが目標値となるように、スイッチング素子ＳＷ１、ＳＷ２
のオン時間（ＯＮ　Ｄｕｔｙ）の制御が行われている。
　また、車体筐体に接地される制御回路１１１１、１１１２側は低圧であり、スイッチン
グ素子ＳＷ１、ＳＷ２に接続されるアーム側は高圧となる。このため、スイッチング素子
ＳＷ１、ＳＷ２の破壊などの事故が発生しても、人体が危険に晒されることがないように
するために、アーム側とは、フォトカプラを用いて制御回路１１１１、１１１２と電気的
に絶縁しながら信号の授受が行われる。
【００１２】
　図１４は、従来の昇降圧コンバータ用インテリジェントパワーモジュールの概略構成を
示すブロック図である。
　図１４において、昇降圧コンバータ用インテリジェントパワーモジュールには、負荷へ
流入する電流を通電および遮断するスイッチング素子ＳＷＵ、ＳＷＤおよびスイッチング
素子ＳＷＵ、ＳＷＤの導通および非導通を指示する制御信号をそれぞれ生成する制御回路
１が設けられている。ここで、制御回路１は、ＣＰＵ４または論理ＩＣ、あるいは論理Ｉ
ＣとＣＰＵが搭載されたシステムＬＳＩなどで構成することができる。
【００１３】
　また、スイッチング素子ＳＷＵ、ＳＷＤはそれぞれ上アーム２用および下アーム３用と
して動作するように直列に接続されている。そして、スイッチング素子ＳＷＵには、ゲー
ト信号ＳＵ４に従ってスイッチング動作を行うＩＧＢＴ６が設けられ、ＩＧＢＴ６に流れ
る電流と逆方向に電流を流すフライホイールダイオードＤＵ１がＩＧＢＴ６に並列に接続
されている。また、ＩＧＢＴ６が形成されたチップには、チップの温度変化に起因するダ
イオードＤＵ２のＶＦ変化を測定原理として用いた温度センサ、および抵抗ＲＵ１、ＲＵ
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２を介してＩＧＢＴ６のエミッタ電流を分流して主回路電流を検出する電流センサが設け
られている。
【００１４】
　また、スイッチング素子ＳＷＤには、ゲート信号ＳＤ４に従ってスイッチング動作を行
うＩＧＢＴ５が設けられ、ＩＧＢＴ５に流れる電流と逆方向に電流を流すフライホイール
ダイオードＤＤ１がＩＧＢＴ５に並列に接続されている。また、ＩＧＢＴ５が形成された
チップには、チップの温度変化に起因するダイオードＤＤ２のＶＦ変化を測定原理として
用いた温度センサ、およびＩＧＢＴ５のエミッタ電流を抵抗ＲＤ１、ＲＤ２を介して分流
して主回路電流を検出する電流センサが設けられている。
【００１５】
　そして、上アーム２側には、温度センサからの過熱検知信号ＳＵ６および電流センサか
らの過電流検知信号ＳＵ５を監視しながら、ＩＧＢＴ６の制御端子を駆動するためのゲー
ト信号ＳＵ４を生成する保護機能付きゲートドライバＩＣ８が設けられるとともに、ＩＧ
ＢＴ６の温度に対応したＰＷＭ信号を生成するアナログＰＷＭ変換器ＣＵが設けられてい
る。
【００１６】
　また、下アーム３側には、温度センサからの過熱検知信号ＳＤ６および電流センサから
の過電流検知信号ＳＤ５を監視しながら、ＩＧＢＴ５の制御端子を駆動するためのゲート
信号ＳＤ４を生成する保護機能付きゲートドライバＩＣ７が設けられるとともに、ＩＧＢ
Ｔ５の温度に対応したＰＷＭ信号を生成するアナログＰＷＭ変換器ＣＤが設けられている
。
【００１７】
　また、車体筐体に接地される制御回路１側と、高圧となる上アーム２側および下アーム
３側との間には、フォトカプラＦＵ１～ＦＵ３、ＦＤ１～ＦＤ３がそれぞれ介挿され、制
御回路１では、フォトカプラＦＵ１～ＦＵ３、ＦＤ１～ＦＤ３を用いて上アーム２側およ
び下アーム３側と電気的に絶縁しながら信号の授受が行われる。
　すなわち、上アーム２側において、ＣＰＵ４から出力されたゲートドライブ用ＰＭＷ信
号ＳＵ１は、フォトカプラＦＵ１を介して保護機能付きゲートドライバＩＣ８に入力され
る。また、保護機能付きゲートドライバＩＣ８から出力されたアラーム信号ＳＵ２は、フ
ォトカプラＦＵ２を介してＣＰＵ４に入力される。また、アナログＰＷＭ変換器ＣＵから
出力されたＩＧＢＴチップ温度ＰＭＷ信号ＳＵ３は、フォトカプラＦＵ３を介してＣＰＵ
４に入力される。
【００１８】
　一方、下アーム３側において、ＣＰＵ４から出力されたゲートドライブ用ＰＭＷ信号Ｓ
Ｄ１は、フォトカプラＦＤ１を介して保護機能付きゲートドライバＩＣ７に入力される。
また、保護機能付きゲートドライバＩＣ７から出力されたアラーム信号ＳＤ２は、フォト
カプラＦＤ２を介してＣＰＵ４に入力される。また、アナログＰＷＭ変換器ＣＤから出力
されたＩＧＢＴチップ温度ＰＭＷ信号ＳＤ３は、フォトカプラＦＤ３を介してＣＰＵ４に
入力される。
【００１９】
　図１５は、フォトカプラの周辺回路の概略構成を示すブロック図である。
　図１５において、フォトカプラ２００８には、順電流Ｉｆによって赤外光を放射する赤
外発光ダイオード２００３、放射された赤外光を受光する受光ダイオード２００４および
受光ダイオード２００４で発生した光電流をベース電流として電流増幅動作を行うバイポ
ーラトランジスタ２００５が設けられている。そして、赤外発光ダイオード２００３のカ
ソードは抵抗２００２を介して電界効果型トランジスタ２００１に接続され、バイポーラ
トランジスタ２００５のコレクタは、抵抗２００６を介して電源電圧Ｖｃｃ２に接続され
るとともに、バイポーラトランジスタ２００５のコレクタを介して出力される出力信号Ｖ
ｏｕｔはＩＧＢＴドライブＩＣ２００７に入力される。
【００２０】
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　そして、電界効果型トランジスタ２００１のゲートに信号ＳＰが入力されると、順電流
Ｉｆが赤外発光ダイオード２００３に流れ、赤外光が放射される。そして、赤外発光ダイ
オード２００３から放射された赤外光は、受光ダイオード２００４にて受光され、その赤
外光に応じた光電流がバイポーラトランジスタ２００５のベースに流れる。そして、バイ
ポーラトランジスタ２００５のベースに光電流が流れると、バイポーラトランジスタ２０
０５にコレクタ電流Ｉｃが流れ、片端を電源電圧Ｖｃｃ２に接続された抵抗２００６にコ
レクタ電流Ｉｃを流すことにより、抵抗２００６の他端電圧の変化が出力信号Ｖｏｕｔと
してＩＧＢＴドライブＩＣ２００７に入力される。
【００２１】
　ここで、フォトカプラ２００８単体の入出力特性は、電流変換効率（ＣＴＲ：Ｃｕｒｒ
ｅｎｔ　Ｔｒａｎｓｆｅｒ　Ｒａｔｉｏ）、すなわちＩｃ／Ｉｆにて定義することができ
る。そして、フォトカプラ２００８を用いて回路設計を行う際には、（１）バイポーラト
ランジスタ２００５の電流増幅率ｈｆｅの温度特性、（２）赤外発光ダイオード２００３
発の発光効率の寿命劣化、（３）ＣＴＲのバラツキなどの点を考慮する必要がある。
【００２２】
　図１６は、フォトカプラの電流変換効率の温度特性を示す図である。
　図１６において、低温になるほど、フォトカプラ２００８の電流変換効率は低下し、こ
の要因はバイポーラトランジスタ２００５の電流増幅率ｈｆｅの温度特性である。
　図１７は、フォトカプラの電流変換効率の経時劣化特性を示す図である。
　図１７において、フォトカプラ２００８のＣＴＲは、発光ダイオード２００３の順電流
、環境温度、累積使用時間に依存して低下し、特に、フォトカプラ２００８の連続使用時
間が１０００時間を越えると、ＣＴＲの低下が顕著に表れる。
　一方、フォトカプラ以外の伝送信号の絶縁手段として絶縁トランスを用いる方法が挙げ
られる。
【００２３】
　図１８は、従来の信号伝送用絶縁トランスの概略構成を示す平面図である。
　図１８において、絶縁トランスには、磁気コアＭＣが設けられ、磁気コアＭＣには１次
巻線Ｍ１および２次巻線Ｍ２が巻かれている。なお、磁気コアＭＣは、フェライトやパー
マロイなどの強磁性体にて構成することができる。そして、１次巻線Ｍ１に印加された電
流により生成された磁束φは磁気コアＭＣにて集束され、磁気コアＭＣ内を通過して第２
次巻線Ｍ２を鎖交し、２次巻線Ｍ２の両端にｄφ／ｄＴなる電圧が発生する。ここで、磁
気コアＭＣを用いることにより閉磁路を形成することができ、外部磁界の影響を軽減しつ
つ、１次巻線Ｍ１と２次巻線Ｍ２との間の結合係数を高くすることができる。
【００２４】
　図１９は、従来の信号伝送用絶縁トランスを用いた信号伝送回路の概略構成を示すブロ
ック図である。
　図１９において、絶縁トランスＴの１次巻線の一端は抵抗Ｒ１を介して電界効果型トラ
ンジスタＭ１のドレインに接続され、絶縁トランスＴの２次巻線の一端は復調回路１２０
３に接続されている。そして、変調回路１２０２には、局部発振回路１２０１にて生成さ
れた局部発振信号が入力される。そして、ＰＷＭ信号ＳＰが変調回路１２０２に入力され
ると、局部発振信号がＰＷＭ信号ＳＰにて変調され、電界効果型トランジスタＭ１の制御
信号として電界効果型トランジスタＭ１のゲートに入力される。そして、電界効果型トラ
ンジスタＭ１のゲートに制御信号が入力されると、高周波で変調された変調信号が絶縁ト
ランスＴを介して復調回路１２０３に伝送され、復調回路１２０３にてＰＷＭ信号ＳＰが
復調される。
【００２５】
　また、特許文献１には、誘導加熱装置の電力伝達効率を高めるため、中空のローラ基体
に複数の２次コイルを配して加熱ローラを構成し、加熱ローラ内部に１次コイルを備えた
誘導コイル装置を挿入して、１次コイルと２次コイルとを誘導トランス結合させる方法が
開示されている。
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　また、特許文献２には、第１基板上に形成されたドライバと、第２基板上に形成された
レシバーとを、コイルを用いた磁気結合によって接続する方法が開示されている。
【００２６】
　また、特許文献３には、入力回路と出力回路とを分離するためのロジック分離回路とし
て、リンク結合変成器体を用いる方法が開示されている。
【特許文献１】特開２００２－２２２６８８号公報
【特許文献２】特表２００１－５２１１６０号公報
【特許文献３】特表２００１－５１３２７６号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００２７】
　しかしながら、伝送信号の絶縁手段としてフォトカプラを用いる方法では、トランジス
タのｈｆｅの温度特性、（２）発光ダイオードの発光効率の寿命劣化、（３）ＣＴＲのバ
ラツキなどの点を考慮する必要があるため、車両や産業機器などの高温雰囲気中で１０年
以上に渡って連続使用を満足させるような回路設計は困難である。
　また、信号伝送用絶縁トランスとしてコア付きトランスを用いる方法では、磁性体の透
磁率の温度特性の影響を受け、結合係数の温度依存性が大きい上に、低価格化および小型
化が困難であるという問題があった。また、コア付きトランスを介してＰＷＭ信号自体を
直接送ることができず、高周波で変調した変調信号を２次巻線で受信してから復調する必
要があるので、回路規模が大きくなるという問題があった。
【００２８】
　一方、信号伝送用絶縁トランスとして空芯トランスを用いる方法では、磁気コアを用い
ていないので、低価格化および小型化は可能だが、磁気回路が閉じていないため、外部磁
束がノイズとして２次巻線に重畳し易く、誤動作を招く危険性があった。
　そこで、本発明の目的は、経時劣化を抑制した上で、耐環境性を向上させつつ、外部磁
束に起因するノイズとしての影響を軽減するとともに、低圧側と高圧側とを電気的に絶縁
しながら信号の授受を行うことが可能なパワーエレクトロニクス機器を提供することであ
る。
【課題を解決するための手段】
【００２９】
　上述した課題を解決するために、請求項１記載のパワーエレクトロニクス機器によれば
、上アーム用および下アーム用としてそれぞれ作動するように互いに直列に接続され、負
荷へ流入する電流を通電および遮断する１対のスイッチング素子と、前記スイッチング素
子の導通および非導通を指示する制御信号を生成する制御回路と、　前記制御信号に基づ
いて前記スイッチング素子の制御端子を駆動する駆動回路と、前記制御回路と前記駆動回
路とが絶縁されるように前記スイッチング素子ごとに設けられ、１次巻線と２次巻線とが
互いに対向配置された絶縁トランスと、前記絶縁トランスを介して伝送される伝送信号の
立ち上がりエッジおよび立ち下がりエッジに応じたパルス信号をそれぞれ生成し、当該生
成したパルス信号に応じた電流を前記絶縁トランスの１次巻線に流す１次側回路と、前記
絶縁トランスの２次巻線に発生する電圧パルスに基づいて前記伝送信号を復元する２次側
回路と、を備えることを特徴とする。
　請求項２記載のパワーエレクトロニクス機器によれば、前記１次側回路は、前記１次側
回路は、前記絶縁トランスを介して伝送される伝送信号の立ち上がりエッジおよび立ち下
がりエッジに応じたパルス信号をそれぞれ生成し、当該生成したパルス信号に応じた電流
を前記絶縁トランスの１次巻線に流し、前記２次側回路は、前記絶縁トランスの２次巻線
に発生する電圧パルスのレベルに基づいて前記伝送信号を復元することを特徴とする。
　これにより、１次巻線および２次巻線に電流を流す期間を短くして大電流を流すことが
可能となる。このため、微細加工技術にて１次巻線および２次巻線の導体断面積が小さく
なった場合においても、１次巻線および２次巻線に流れる平均電流を許容直流電流以下に
することができ、ジュール熱に起因する１次巻線および２次巻線の溶断を防止しつつ、１
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次巻線と２次巻線の巻径を小さくすることが可能となる。
　請求項３記載のパワーエレクトロニクス機器によれば、前記１次側回路は、前記１次側
回路は、前記絶縁トランスを介して伝送される伝送信号の立ち上がりエッジおよび立ち下
がりエッジに応じてレベルが異なるパルス信号を生成し、当該生成したパルス信号に応じ
た電流を前記絶縁トランスの１次巻線に流し、前記２次側回路は、前記絶縁トランスの２
次巻線に発生する電圧パルスのレベルに基づいて前記伝送信号を復元することを特徴とす
る。
　これにより、１次巻線および２次巻線に電流を流す期間を短くして大電流を流すことが
可能となり、微細加工技術にて１次巻線および２次巻線の導体断面積が小さくなった場合
においても、１次巻線および２次巻線に流れる平均電流を許容直流電流以下にすることが
できる。
　請求項４記載のパワーエレクトロニクス機器によれば、前記１次側回路は、前記１次側
回路は、前記絶縁トランスを介して伝送される伝送信号の立ち上がりエッジおよび立ち下
がりエッジに応じてパルス数が異なるパルス信号を生成し、当該生成したパルス信号に応
じた電流を前記絶縁トランスの１次巻線に流し、前記２次側回路は、前記絶縁トランスの
２次巻線に発生する電圧パルス列に基づいて前記伝送信号を復元することを特徴とする。
　これにより、１次巻線および２次巻線に電流を流す期間を短くして大電流を流すことが
可能となり、微細加工技術にて１次巻線および２次巻線の導体断面積が小さくなった場合
においても、１次巻線および２次巻線に流れる平均電流を許容直流電流以下にすることが
できる。
【００３０】
　これにより、１次巻線と２次巻線とを導電体のエッチングにて形成することが可能とな
り、１次巻線と２次巻線の巻径を小さくすることが可能となるとともに、１次巻線と２次
巻線との間隔を小さくすることができる。このため、１次巻線と２次巻線との結合係数を
高めつつ、１次巻線および２次巻線に磁束が鎖交する面積を小さくすることができ、外部
磁束に起因するノイズとしての影響を軽減することが可能となるとともに、低圧側と高圧
側とを電気的に絶縁しながら信号の授受を行うために、フォトカプラを用いる必要がなく
なり、経時劣化を抑制しつつ、耐環境性を向上さることが可能となる。
【００３１】
　また、請求項５記載のパワーエレクトロニクス機器によれば、前記１次巻線と前記２次
巻線とは絶縁層を介して互いに積層されていることを特徴とする。
　これにより、半導体プロセス技術によって１次巻線と２次巻線とを形成することができ
、１次巻線と２次巻線との結合係数を高めつつ、外部磁束に起因するノイズとしての影響
を軽減することが可能となる。
【００３２】
　また、請求項６記載のパワーエレクトロニクス機器によれば、前記絶縁トランスが微細
加工技術によって形成されていることを特徴とする。
　これにより、１次巻線および２次巻線の巻径を小さくすることが可能となるとともに、
１次巻線と２次巻線との間隔を小さくすることができる。このため、１次巻線と２次巻線
との結合係数を高めつつ、外部磁束が１次巻線および２次巻線に鎖交した場合においても
ノイズとしての影響を低減することができ、Ｓ／Ｎ比を向上させることができる。
【００３３】
　また、請求項７記載のパワーエレクトロニクス機器によれば、前記絶縁トランスは空芯
トランスであることを特徴とする。
　これにより、磁気コアに起因する温度特性を低減することが可能となるとともに、磁気
コアを不要として低コスト化を図ることができる。
　また、請求項８記載のパワーエレクトロニクス機器によれば、前記スイッチング素子は
ＩＧＢＴであることを特徴とする。
　これにより、スイッチング動作の高速化を実現しつつ、電流容量を確保することができ
、車両機器などに用いられる電動機の駆動システムに適用することができる。
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【００３４】
　また、請求項９記載のパワーエレクトロニクス機器によれば、前記制御回路は、論理回
路、中央演算処理回路または論理回路と中央演算処理回路との組み合わせであることを特
徴とする。
　これにより、制御回路を集積化することが可能となり、実装面積の増大を抑制しつつ、
様々の機能を制御回路に搭載することが可能となる。
【００３５】
　また、請求項１０記載のパワーエレクトロニクス機器によれば、前記制御回路と前記ス
イッチング素子との間で信号を伝送する複数の絶縁トランスが設けられていることを特徴
とする。
　これにより、低圧側と高圧側とを電気的に絶縁しながら複数の信号の授受を並列に行う
ことが可能となる。このため、スイッチング素子の制御を行いつつ、スイッチング素子の
動作状態を制御回路側で把握することが可能となり、スイッチング素子の破壊を防止しつ
つ、スイッチング素子を高速動作させることができる。
【００３６】
　また、請求項１１記載のパワーエレクトロニクス機器によれば、前記絶縁トランスを介
して前記制御回路と前記スイッチング素子との間で伝送される信号は、少なくとも前記ス
イッチング素子の制御信号および前記スイッチング素子の状態信号を含むことを特徴とす
る。
　これにより、スイッチング素子の制御を行いつつ、スイッチング素子の動作状態を制御
回路側で把握することが可能となり、スイッチング素子の破壊を防止しつつ、スイッチン
グ素子を高速動作させることができる。
【００３７】
　また、請求項１２記載のパワーエレクトロニクス機器によれば、前記スイッチング素子
側に配置され、前記スイッチング素子の状態信号を生成する自己診断回路をさらに備え、
前記制御回路は、前記スイッチング素子の状態信号を受けて、前記制御信号を停止するか
または周波数を変化させることを特徴とする。
　これにより、スイッチング素子の動作状態を制御回路側で把握することが可能となり、
スイッチング素子の破壊を防止しつつ、スイッチング素子を動作させることができる。
【００３８】
　また、請求項１３記載のパワーエレクトロニクス機器によれば、前記絶縁トランスが搭
載された回路基板と前記スイッチング素子とは同一モジュールに配置されていることを特
徴とする。
　これにより、絶縁トランスとスイッチング素子とを一体的に構成することができ、取り
扱いの容易性を向上させつつ、パワーエレクトロニクス機器の小型化を図ることができる
。
【００３９】
　また、請求項１４記載のパワーエレクトロニクス機器によれば、複数の絶縁トランスが
同一パッケージに搭載されていることを特徴とする。
　これにより、低圧側と高圧側との間に複数の絶縁トランスを設けた場合においても、実
装面積の増大を抑制することができ、パワーエレクトロニクス機器の大型化を抑制しつつ
、低圧側と高圧側とを電気的に絶縁しながら複数の信号の授受を並列に行うことが可能と
なる。
【００４０】
　また、請求項１５記載のパワーエレクトロニクス機器によれば、上アーム用の信号を伝
送する絶縁トランスと、下アーム用の信号を伝送する絶縁トランスとが同一パッケージに
搭載されていることを特徴とする。
　これにより、実装面積の増大を抑制しつつ、上アーム用および下アーム用としてスイッ
チング素子を作動させることを可能となり、車両機器などに用いられる電動機の駆動シス
テムの省エネルギー化および高効率化を図ることが可能となる。
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【発明の効果】
【００４４】
　以上説明したように、本発明によれば、微細加工技術にて絶縁トランスを形成すること
で、１次巻線と２次巻線との結合係数を高めつつ、１次巻線および２次巻線に磁束が鎖交
する面積を小さくすることができ、外部磁束に起因するノイズとしての影響を軽減するこ
とが可能となるとともに、経時劣化を抑制しつつ、耐環境性を向上させることが可能とな
る。
【発明を実施するための最良の形態】
【００４５】
　以下、本発明の実施形態に係るパワーエレクトロニクス機器について図面を参照しなが
ら説明する。
　図１は、本発明の一実施形態に係るパワーエレクトロニクス機器が適用される昇降圧コ
ンバータ用インテリジェントパワーモジュール（ＩＰＭ：Ｉｎｔｅｌｉｇｅｎｔ　Ｐｏｗ
ｅｒ　Ｍｏｄｕｌｅ）の概略構成を示すブロック図である。
【００４６】
　図１において、昇降圧コンバータ用インテリジェントパワーモジュールには、負荷へ流
入する電流を通電および遮断するスイッチング素子ＳＷＵ、ＳＷＤおよびスイッチング素
子ＳＷＵ、ＳＷＤの導通および非導通を指示する制御信号をそれぞれ生成する制御回路１
が設けられている。ここで、制御回路１は、ＣＰＵ４または論理ＩＣ、あるいは論理ＩＣ
とＣＰＵが搭載されたシステムＬＳＩなどで構成することができる。
【００４７】
　また、スイッチング素子ＳＷＵ、ＳＷＤはそれぞれ上アーム２用および下アーム３用と
して動作するように直列に接続されている。そして、スイッチング素子ＳＷＵには、ゲー
ト信号ＳＵ４に基づいてスイッチング動作を行うＩＧＢＴ６が設けられ、ＩＧＢＴ６に流
れる電流と逆方向に電流を流すフライホイールダイオードＤＵ１がＩＧＢＴ６に並列に接
続されている。また、ＩＧＢＴ６が形成されたチップには、チップの温度変化に起因する
ダイオードＤＵ２のＶＦ変化を測定原理として用いた温度センサ、および抵抗ＲＵ１、Ｒ
Ｕ２を介してＩＧＢＴ６のエミッタ電流を分流して主回路電流を検出する電流センサが設
けられている。
【００４８】
　また、スイッチング素子ＳＷＤには、ゲート信号ＳＤ４に従ってスイッチング動作を行
うＩＧＢＴ５が設けられ、ＩＧＢＴ５に流れる電流と逆方向に電流を流すフライホイール
ダイオードＤＤ１がＩＧＢＴ５に並列に接続されている。また、ＩＧＢＴ５が形成された
チップには、チップの温度変化に起因するダイオードＤＤ２のＶＦ変化を測定原理として
用いた温度センサ、およびＩＧＢＴ５のエミッタ電流を抵抗ＲＤ１、ＲＤ２を介して分流
して主回路電流を検出する電流センサが設けられている。
【００４９】
　そして、上アーム２側には、温度センサからの過熱検知信号ＳＵ６および電流センサか
らの過電流検知信号ＳＵ５を監視しながら、ＩＧＢＴ６の制御端子を駆動するためのゲー
ト信号ＳＵ４を生成する保護機能付きゲートドライバＩＣ８が設けられるとともに、ＩＧ
ＢＴ６の温度に対応したＰＷＭ信号を生成するアナログＰＷＭ変換器ＣＵが設けられてい
る。なお、保護機能付きゲートドライバＩＣ８には、スイッチング素子ＳＷＤ、ＳＷＵの
状態信号を生成する自己診断回路を設けることができ、自己診断回路はスイッチング素子
ＳＷＤ、ＳＷＵの状態信号を生成することができる。
【００５０】
　また、下アーム３側には、温度センサからの過熱検知信号ＳＤ６および電流センサから
の過電流検知信号ＳＤ５を監視しながら、ＩＧＢＴ５の制御端子を駆動するためのゲート
信号ＳＤ４を生成する保護機能付きゲートドライバＩＣ７が設けられるとともに、ＩＧＢ
Ｔ５の温度に対応したＰＷＭ信号を生成するアナログＰＷＭ変換器ＣＤが設けられている
。
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【００５１】
　また、車体筐体に接地される制御回路１側と、高圧となる上アーム２側および下アーム
３側との間には、空芯型絶縁トランスＴＵ１～ＴＵ３、ＴＤ１～ＴＤ３がそれぞれ介挿さ
れ、制御回路１では、空芯型絶縁トランスＴＵ１～ＴＵ３、ＴＤ１～ＴＤ３を用いて上ア
ーム２側および下アーム３側と電気的に絶縁しながら信号の授受が行われる。
　すなわち、上アーム２側において、ＣＰＵ４から出力されたゲートドライブ用ＰＭＷ信
号ＳＵ１は、空芯型絶縁トランスＴＵ１を介して保護機能付きゲートドライバＩＣ８に入
力される。また、保護機能付きゲートドライバＩＣ８から出力されたアラーム信号ＳＵ２
は、空芯型絶縁トランスＴＵ２を介してＣＰＵ４に入力される。また、アナログＰＷＭ変
換器ＣＵから出力されたＩＧＢＴチップ温度ＰＭＷ信号ＳＵ３は、空芯型絶縁トランスＴ
Ｕ３を介してＣＰＵ４に入力される。
【００５２】
　一方、下アーム３側において、ＣＰＵ４から出力されたゲートドライブ用ＰＭＷ信号Ｓ
Ｄ１は、空芯型絶縁トランスＴＤ１を介して保護機能付きゲートドライバＩＣ７に入力さ
れる。また、保護機能付きゲートドライバＩＣ７から出力されたアラーム信号ＳＤ２は、
空芯型絶縁トランスＴＤ２を介してＣＰＵ４に入力される。また、アナログＰＷＭ変換器
ＣＤから出力されたＩＧＢＴチップ温度ＰＭＷ信号ＳＤ３は、空芯型絶縁トランスＴＤ３
を介してＣＰＵ４に入力される。
【００５３】
　ここで、空芯型絶縁トランスＴＵ１～ＴＵ３、ＴＤ１～ＴＤ３には、送信側の１次巻線
および受信側の２次巻線がそれぞれ設けられている。そして、空芯型絶縁トランスＴＵ１
～ＴＵ３、ＴＤ１～ＴＤ３の１次巻線と２次巻線とは互いに対向配置されるように構成さ
れている。例えば、空芯型絶縁トランスＴＵ１～ＴＵ３、ＴＤ１～ＴＤ３の１次巻線と２
次巻線とは絶縁層を介して互いに積層することができ、空芯型絶縁トランスＴＵ１～ＴＵ
３、ＴＤ１～ＴＤ３は、半導体プロセス技術などの微細加工技術によって形成することが
できる。
【００５４】
　そして、ＣＰＵ４は、ＩＧＢＴ５、６の導通または非導通をそれぞれ指示するゲートド
ライブ用ＰＭＷ信号ＳＤ１、ＳＵ１を生成し、このゲートドライブ用ＰＭＷ信号ＳＤ１、
ＳＵ１を空芯型絶縁トランスＴＤ１、ＴＵ１をそれぞれ介して保護機能付きゲートドライ
バＩＣ７、８にそれぞれ絶縁伝送する。そして、保護機能付きゲートドライバＩＣ７、８
は、ゲートドライブ用ＰＭＷ信号ＳＤ１、ＳＵ１にそれぞれ基づいてゲート信号ＳＤ４、
ＳＵ４を生成し、ＩＧＢＴ５、６の制御端子を駆動することにより、ＩＧＢＴ５、６をス
イッチング動作させる。
【００５５】
　ここで、温度センサから出力された過熱検知信号ＳＤ６、ＳＵ６が保護機能付きゲート
ドライバＩＣ７、８にそれぞれ入力されるとともに、電流センサから出力された過電流検
知信号ＳＤ５、ＳＵ５が保護機能付きゲートドライバＩＣ７、８にそれぞれ入力される。
そして、保護機能付きゲートドライバＩＣ７、８は、ＩＧＢＴ５、６が破壊しない閾値を
超過した場合には、空芯型絶縁トランスＴＤ２、ＴＵ２をそれぞれ介してＣＰＵ４にアラ
ーム信号ＳＤ２、ＳＵ２を伝送する。そして、ＣＰＵ４は、保護機能付きゲートドライバ
ＩＣ７、８からアラーム信号ＳＤ２、ＳＵ２をそれぞれ受け取ると、ゲートドライブ用Ｐ
ＭＷ信号ＳＤ１、ＳＵ１の生成をそれぞれ停止することにより、ＩＧＢＴ５、６に流れる
電流を遮断する。
【００５６】
　なお、保護機能付きゲートドライバＩＣ７、８は、温度センサから出力された過熱検知
信号ＳＤ６、ＳＵ６および電流センサから出力された過電流検知信号ＳＤ５、ＳＵ５に基
づいて、ＩＧＢＴが破壊しない閾値を下回ったと判断した場合、一定の時間が経過した後
にアラーム信号ＳＤ２、ＳＵ２を解除する。
　さらに、細かい監視を行う場合には、温度センサから出力された過熱検知信号ＳＤ６、
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ＳＵ６がアナログＰＷＭ変換器ＣＤ、ＣＵにそれぞれ入力される。そして、アナログＰＷ
Ｍ変換器ＣＤ、ＣＵは、過熱検知信号ＳＤ６、ＳＵ６のアナログ値をデジタル信号にそれ
ぞれ変換することにより、ＩＧＢＴチップ温度ＰＭＷ信号ＳＤ３、ＳＵ３をそれぞれ生成
し、空芯型絶縁トランスＴＤ３、ＴＵ３をそれぞれ介してＣＰＵ４にＩＧＢＴチップ温度
ＰＭＷ信号ＳＤ３、ＳＵ３を伝送する。そして、ＣＰＵ４は、ＩＧＢＴチップ温度ＰＭＷ
信号ＳＤ３、ＳＵ３からＩＧＢＴ５、６のチップ温度をそれぞれ算出し、予め設けられた
数段階の閾値に応じて、ＩＧＢＴ５、６のスイッチング周波数の段階的な低下を行ったり
、スイッチング停止を行ったりすることができる。
【００５７】
　ここで、空芯型絶縁トランスＴＵ１～ＴＵ３、ＴＤ１～ＴＤ３の１次巻線と２次巻線と
が互いに対向配置されるように微細加工技術によって形成することにより、１次巻線と２
次巻線の巻径を小さくすることが可能となるとともに、１次巻線と２次巻線との間隔を小
さくすることができる。このため、１次巻線と２次巻線との結合係数を高めつつ、１次巻
線および２次巻線に磁束が鎖交する面積を小さくすることができ、外部磁束に起因するノ
イズとしての影響を軽減することが可能となるとともに、低圧側と高圧側とを電気的に絶
縁しながら信号の授受を行うために、フォトカプラを用いる必要がなくなり、経時劣化を
抑制しつつ、耐環境性を向上さることが可能となる。
【００５８】
　図２（ａ）は、本発明の第１実施形態に係る絶縁トランスの概略構成を示す断面図、図
２（ｂ）は、図２（ａ）の絶縁トランスの概略構成を示す平面図である。
　図２において、基板１１には引き出し配線層１２が埋め込まれるとともに、基板１１上
には１次コイルパターン１４が形成されている。そして、１次コイルパターン１４は引き
出し部１３を介して引き出し配線層１２に接続されている。そして、１次コイルパターン
１４上には平坦化膜１５が形成され、平坦化膜１５上には、２次コイルパターン１７が形
成され、２次コイルパターン１７は保護膜１８にて覆われている。そして、保護膜１８に
は、２次コイルパターン１７の中心を露出させる開口部１９が形成され、開口部１９を介
して２次コイルパターン１７の中心にボンディングワイヤを接続することにより、２次コ
イルパターン１７からの引き出しを行うことができる。
【００５９】
　なお、例えば、１次コイルパターン１４および２次コイルパターン１７の巻線幅は５～
１０μｍ、厚みは４～５μｍ、巻線の最外径は５００μｍとすることができる。
　これにより、半導体プロセス技術によって１次コイルパターン１４と２次コイルパター
ン１７とを形成することができる。このため、１次コイルパターン１４と２次コイルパタ
ーン１７の巻径を小さくすることが可能となるとともに、１次コイルパターン１４と２次
コイルパターン１７との間隔を小さくすることができ、１次コイルパターン１４と２次コ
イルパターン１７との結合係数を高めつつ、１次コイルパターン１４と２次コイルパター
ン１７に磁束が鎖交する面積を小さくすることができ、外部磁束に起因するノイズとして
の影響を軽減することが可能となる。
【００６０】
　図３は、周回するコイルを流れる電流により発生する磁界を示す図である。
　図３において、周回する巻線３１に鎖交する磁束が変化する場合、巻線３１の両端の発
生電圧は、下記のファラデーの法則にて定義することができる。
【００６１】
【数１】

【００６２】
　この（１）式を用いることにより、主回路電流の外部磁場に起因して２次巻線に発生す
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る起電圧ＶNは以下の（２）式にて表すことができる。また、絶縁トランスの１次巻線に
流れる電流（信号電流）によって生じる信号磁場に起因して２次巻線に発生する起電圧Ｖ

Tは、以下の（３）式にて表すことができる。
【００６３】
【数２】

【００６４】
【数３】

【００６５】
　そして、トランス設計によって２次巻線における磁束との鎖交面積ＳRおよび信号電流
による磁束密度ＢTを変更することにより、ＶT≫ＶNの関係を成立させることができる。
なお、信号電流による磁束密度ＢTは、信号電流値および巻線の周回数に比例するので、
トランス設計によって変更することができる。
　そして、簡単のため、主回路電流による磁場ベクトルと２次巻線が周回して形成する面
積の法線ベクトルが同一とすると、２次巻線における磁束との鎖交面積ＳRは、２次巻線
により形成される面積となる。そして、１次巻線を流れる周回電流によって２次巻線の中
心に発生する磁束密度ＢTは、下記の式で表わすことができる。
【００６６】
【数４】

【００６７】
　ただし、ｒは、１次巻線の特定位置から観測点までの距離、ａは１次巻線の特定位置の
半径、ｚは１次巻線の特定位置から観測点までの高さである。
　ここで、主回路電流による外部磁場を一様磁場とし、ａ＞ｚの関係が維持されるならば
、主回路電流による外部磁場で発生する起電圧ＶNは、ＳR＝πａ2に比例し、主回路電流
の外部磁場に起因して２次巻線に発生する起電圧ＶTは概ねＳR／ａに比例する。この結果
、巻線３１の巻径を出来るだけ小さくした方が、ＳＮ比=２０ｌｏｇ10（ＶT／ＶN）を高
くすることができ、微細加工技術を適用して形成された絶縁トランスの方が、銅線を用い
た巻線型トランスよりも巻線径を小さくすることができることから、微細加工技術を適用
して絶縁トランスを形成することで、Ｓ／Ｎ比を向上させることができる。
【００６８】
　図４および図５は、本発明の第２実施形態に係る絶縁トランスの製造方法を示す断面図
である。
　図４（ａ）において、Ａｓ、Ｐ、Ｂなどの不純物を半導体基板５１内に選択的に注入す
ることにより、１次コイルパターン５５ａの中心からの引き出しを行うための引き出し拡
散５２を半導体基板５１に形成する。なお、半導体基板５１の材質としては、例えば、Ｓ
ｉ、Ｇｅ、ＳｉＧｅ、ＳｉＣ、ＳｉＳｎ、ＰｂＳ、ＧａＡｓ、ＩｎＰ、ＧａＰ、ＧａＮま
たはＺｎＳｅなどの中から選択することができる。
【００６９】
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　次に、図４（ｂ）に示すように、引き出し拡散５２が形成された半導体基板５１上にプ
ラズマＣＶＤなどの方法にて絶縁層５３を形成する。なお、絶縁層５３の材質としては、
例えば、シリコン酸化膜またはシリコン窒化膜などを用いることができる。
　次に、図４（ｃ）に示すように、フォトリソグラフィー技術を用いることにより、１次
コイルパターン５５ａの中心からの引き出し部分に対応して開口部５４ａが設けられたレ
ジストパターン５４を絶縁層５３上に形成する。
【００７０】
　次に、図４（ｄ）に示すように、開口部５４ａが形成されたレジストパターン５４をマ
スクとして絶縁層５３をエッチングすることにより、１次コイルパターン５５ａの中心か
らの引き出し部分に対応した開口部５３ａを絶縁層５３に形成する。
　次に、図４（ｅ）に示すように、レジストパターン５４を薬品により絶縁層５３から剥
離する。
【００７１】
　次に、図４（ｆ）に示すように、スパッタや蒸着などの方法により、導電膜５５を絶縁
層５３上に形成する。なお、導電膜５５の材質としては、ＡｌやＣｕなどの金属を用いる
ことができる。
　次に、図４（ｇ）に示すように、フォトリソグラフィー技術を用いることにより、１次
コイルパターン５５ａに対応したレジストパターン５６を形成する。
【００７２】
　次に、図４（ｈ）に示すように、レジストパターン５６をマスクとして導電膜５５をエ
ッチングすることにより、１次コイルパターン５５ａを絶縁層５３上に形成する。
　次に、図４（ｉ）に示すように、レジストパターン５６を薬品により１次コイルパター
ン５５ａから剥離する。
　次に、図４（ｊ）に示すように、１次コイルパターン５５ａが形成された絶縁層５３上
にプラズマＣＶＤなどの方法にて平坦化膜５７を形成する。なお、平坦化膜５７の材質と
しては、例えば、シリコン酸化膜またはシリコン窒化膜などを用いることができる。
【００７３】
　次に、図４（ｋ）に示すように、斜めエッチングあるいはＣＭＰ（Ｃｈｅｍｉｃａｌ　
Ｍｅｃｈａｎｉｃａｌ　Ｐｏｌｉｓｈｉｎｇ）などの方法により、平坦化膜５７を平坦化
し、平坦化層５７の表面の凹凸を除去する。
　次に、図４（ｌ）に示すように、フォトリソグラフィー技術を用いることにより、１次
コイルパターン５５ａの外端の配線取出し部分に対応して開口部５８ａが設けられたレジ
ストパターン５８を平坦化膜５７上に形成する。
【００７４】
　次に、図５（ａ）に示すように、開口部５８ａが設けられたレジストパターン５８をマ
スクとして平坦化膜５７をエッチングすることにより、２次コイルパターン６０ａの外端
の配線取出し部分に対応した開口部５７ａを平坦化膜５７に形成する。
　次に、図５（ｂ）に示すように、レジストパターン５８を薬品により平坦化膜５７から
剥離する。
【００７５】
　次に、図５（ｃ）に示すように、１次コイルパターン５５ａと２次コイルパターン６０
ａとの分離層５９を平坦化膜５７上に形成する。なお、分離層５９の形成方法としては、
ポリイミド層を平坦化膜５７上に塗布する方法などを用いることができる。
　次に、図５（ｄ）に示すように、スパッタや蒸着などの方法により、導電膜６０を分離
層５９上に形成する。なお、導電膜６０の材質としては、ＡｌやＣｕなどの金属を用いる
ことができる。
【００７６】
　次に、図５（ｅ）に示すように、フォトリソグラフィー技術を用いることにより、２次
コイルパターン６０ａに対応したレジストパターン６１を形成する。
　次に、図５（ｆ）に示すように、レジストパターン６１をマスクとして導電膜６０をエ
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ッチングすることにより、２次コイルパターン６０ａを分離層５９上に形成する。
　次に、図５（ｇ）に示すように、レジストパターン６１を薬品により２次コイルパター
ン６０ａから剥離する。
【００７７】
　次に、図５（ｈ）に示すように、２次コイルパターン６０ａが形成された分離層５９上
にプラズマＣＶＤなどの方法にて保護膜６２を形成する。なお、保護膜６２の材質として
は、例えば、シリコン酸化膜またはシリコン窒化膜などを用いることができる。そして、
フォトリソグラフィー技術およびエッチング技術を用いて保護膜６２をパターニングする
ことにより、２次コイルパターン６０ａの端部および中央部を露出させる。
【００７８】
　これにより、微細加工技術によって１次コイルパターン５５ａ上に２次コイルパターン
６０ａを積層することができ、１次コイルパターン５５ａおよび２次コイルパターン６０
ａの巻径を小さくすることが可能となるとともに、１次コイルパターン５５ａと２次コイ
ルパターン６０ａとの間隔を小さくすることができる。
　図６は、本発明の第３実施形態に係る昇降圧コンバータ用インテリジェントパワーモジ
ュールの実装状態を示す断面図である。
【００７９】
　図６において、放熱の役割を行う銅ベース７１上には、絶縁用セラミックス基板７２を
介して、ＩＧＢＴチップ７３ａおよびＦＷＤチップ７３ｂが実装されている。そして、Ｉ
ＧＢＴチップ７３ａおよびＦＷＤチップ７３ｂは、ボンディングワイヤ７４ａ～７４ｃを
介して互いに接続されるとともに、主回路電流の取り出しを行う主端子７７に接続されて
いる。また、ＩＧＢＴチップ７３ａおよびＦＷＤチップ７３ｂ上には、ＩＧＢＴのゲート
駆動および監視を行う回路基板７５が配置され、ＩＧＢＴチップ７３ａ、ＦＷＤチップ７
３ｂおよび回路基板７５はモールド樹脂７６にて封止されている。ここで、ＩＧＢＴチッ
プ７３ａおよびＦＷＤチップ７３ｂは、負荷へ流入する電流を通電および遮断するスイッ
チング素子を構成することができ、上アーム用および下アーム用として動作するようにス
イッチング素子を直列に接続することができる。また、回路基板７５には、スイッチング
素子の導通および非導通を指示する制御信号を生成する制御回路を設けることができる。
【００８０】
　そして、主回路電流は、主端子７７のみならず、主端子７７とＩＧＢＴチップ７３ａお
よびＦＷＤチップ７３ｂを接続するボンディングワイヤ７４ａ～７４ｃにも流れるが、ボ
ンディングワイヤ７４ａ～７４ｃは回路基板７５の直近に配置されるので、ボンディング
ワイヤ７４ａ～７４ｃを流れる主回路電流で生成される磁界による影響の方が大きい。こ
の主回路電流は、通常の運転時には、最高でも２５０Ａ程度であるが、例えば発進時ある
いは、空転後の負荷等では、９００Ａ以上流れる場合が有る。
　ここで、車体筐体に接地される制御回路側と、高圧となる上アーム側および下アーム側
との間には、空芯型絶縁トランスがそれぞれ介挿され、制御回路では、空芯型絶縁トラン
スを用いて上アーム側および下アーム側と電気的に絶縁しながら信号の授受が行われる。
【００８１】
　そして、空芯型絶縁トランスを微細加工技術によって形成することにより、１次巻線と
２次巻線の巻径を小さくすることが可能となり、ＩＧＢＴチップ７３ａ、ＦＷＤチップ７
３ｂおよび主端子７７を電気的に接続するボンディングワイヤ７４ａ～７４ｃに主回路の
大電流が流れた場合でも、空芯型絶縁トランスの受信側である２次巻線の出力電圧におけ
る信号レベルを主回路電流によるノイズレベルに対して十分大きくすることが可能となり
、空芯型絶縁トランスを用いた場合においても、誤動作の無い信号伝達が可能となる。
【００８２】
　なお、微細加工技術を適用して形成された絶縁トランスは、銅線を用いた巻線型トラン
スに比べて、巻線の導体断面積が小さく、許容直流電流は遥かに少ない。この許容直流電
流は、電流が流れることによって巻線の導体抵抗により発生する消費電力に起因して発生
するジュール熱に応じて規定されている。このため、微細加工技術を適用して形成された
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絶縁トランスを用いる場合、絶縁トランスに電流を流す期間を短くして大電流を流すこと
により、平均電流を許容直流電流以下にすることができる。
【００８３】
　図７は、本発明の第４実施形態に係る信号伝送用絶縁トランスを用いた信号伝送回路の
概略構成を示すブロック図である。
　図７において、排他的論理和回路１０２の一方の入力端子には制御信号Ｓ１が遅延素子
１０１を介して入力されるとともに、排他的論理和回路１０２の他方の入力端子には制御
信号Ｓ１が直接入力される。また、否定論理積回路１０４の一方の入力端子には、排他的
論理和回路１０２からの出力が入力されるとともに、否定論理積回路１０４の他方の入力
端子には、制御信号Ｓ１が直接入力される。さらに、論理積回路１０５の一方の入力端子
には、排他的論理和回路１０２からの出力が入力されるとともに、論理積回路１０５の他
方の入力端子には、制御信号Ｓ１がインバータ１０３を介して入力される。
【００８４】
　また、Ｐチャンネル電界効果型トランジスタ１０８およびＮチャンネル電界効果型トラ
ンジスタ１０９は互いに直列接続され、Ｐチャンネル電界効果型トランジスタ１０８のソ
ースは電源電圧Ｖｃｃ１に接続されるとともに、Ｎチャンネル電界効果型トランジスタ１
０９のソースは接地されている。そして、否定論理積回路１０４の出力は、Ｐチャンネル
電界効果型トランジスタ１０８のゲートに接続されるとともに、論理積回路１０５の出力
はＮチャンネル電界効果型トランジスタ１０９のゲートに接続されている。絶縁トランス
１１０の１次巻線の一端は抵抗１０６を介して電源電圧Ｖｃｃ１の１／２に固定されると
ともに、絶縁トランス１１０の１次巻線の他端は、Ｐチャンネル電界効果型トランジスタ
１０８とＮチャンネル電界効果型トランジスタ１０９との接続点に接続されている。また
、絶縁トランス１１０の２次巻線の一端は電源電圧Ｖｃｃ２の１／２に固定されるととも
に、絶縁トランス１１０の２次巻線の両端は抵抗１１１を介して互いに接続されている。
また、抵抗１１２の一端は電源電圧Ｖｃｃ２に接続されるとともに、抵抗１１２、１１３
の接続点の電位がＶｃｃ２／２＋α、抵抗１１３、１１４の接続点の電位がＶｃｃ２／２
－αとなるように抵抗１１２～１１４が直列接続されている。
【００８５】
　そして、コンパレータ１１５の正転入力端子はＶｃｃ２／２＋αの電位に固定されると
ともに、コンパレータ１１５の反転入力端子は絶縁トランス１１０の２次巻線の他端に接
続され、コンパレータ１１５の出力はフリップフロップ１１７のセット端子に接続されて
いる。また、コンパレータ１１６の正転入力端子はＶｃｃ２／２－αの電位に固定される
とともに、コンパレータ１１６の反転入力端子は絶縁トランス１１０の２次巻線の他端に
接続され、コンパレータ１１６の出力はフリップフロップ１１７のリセット端子に接続さ
れている。
【００８６】
　そして、図１のスイッチング素子ＳＷＤ、ＳＷＵの導通および非導通をそれぞれ指示す
る制御信号Ｓ１と、この制御信号Ｓ１を遅延素子１０１で遅らせた信号とが排他的論理和
回路１０２に入力され、排他的論理和回路１０２にて排他論理和がとられることにより、
制御信号Ｓ１の“０”から“１”へのエッジに同期したエッジ信号Ｓ２および“１”から
“０”へのエッジに同期したエッジ信号Ｓ２´が抽出される。そして、これらのエッジ信
号Ｓ２、Ｓ２´は、否定論理積回路１０４、論理積回路１０５に入力され、否定論理積回
路１０４にて制御信号Ｓ１との否定論理積がとられることにより、立上りエッジパルスＳ
３が生成されるとともに、論理積回路１０５にて制御信号Ｓ１の反転信号との論理積がと
られることにより、論理積回路１０５にて立下りエッジパルスＳ４が生成される。
【００８７】
　そして、否定論理積回路１０４にて生成された立上りエッジパルスＳ３はＰチャンネル
電界効果型トランジスタ１０８のゲートに入力され、制御信号Ｓ１の立上りでは、電源か
ら絶縁トランス１１０の１次巻線にパルス電流が流れ込みむような動作を行う。一方、論
理積回路１０５にて生成された立下りエッジパルスＳ４はＮチャンネル電界効果型トラン



(17) JP 4918795 B2 2012.4.18

10

20

30

40

50

ジスタ１０９のゲートに入力され、制御信号Ｓ１の立下りでは絶縁トランス１１０の１次
巻線からグランドに対してパルス電流が流れ出すような動作を行うことができる。
【００８８】
　そして、制御信号Ｓ１の立上りおよび立下りに応じて絶縁トランス１１０の１次巻線側
の流れる電流の向きが変わることにより、１次巻線側で発生する磁束の向きも変わるので
、受信の役割を果たす２次巻線側に発生する起電力の向きも変わり、制御信号Ｓ１の立上
りおよび立下りの識別を受信側で行うことができる。
　具体的には、絶縁トランス１１０の２次側巻線の一方の端子は電源電圧Ｖｃｃ２の１／
２に固定され、２次側巻線の他方の端子の電圧は、電源電圧Ｖｃｃ２の１／２の電圧を中
心として、制御信号Ｓ１の立上りでは＋方向に変化するとともに、制御信号Ｓ１の立下り
では－方向に変化することができる。そして、この２次巻線側の出力は、Ｖｃｃ２／２＋
αの閾値に設定されたコンパレータ１１５と、Ｖｃｃ２／２－αの閾値に設定されたコン
パレータ１１６に導かれる。なお、αはノイズなどで誤動作しないような値に設定するこ
とが好ましい。
【００８９】
　そして、制御信号Ｓ１の立上りエッジでは、２次側巻線の端子電圧の＋方向の変化に伴
って、コンパレータ１１５からパルスＳ５が送出され、制御信号Ｓ１の立下りエッジでは
、２次側巻線の端子電圧の－方向の変化に伴って、コンパレータ１１６からパルスＳ６が
出力される。そして、これらのパルスＳ５、Ｓ６がＲＳフリップフロップ１１７に入力さ
れると、コンパレータ１１５からのパルスＳ５にてＲＳフリップフロップ１１７がセット
されるとともに、コンパレータ１１６からのパルスＳ６にてＲＳフリップフロップ１１７
がリセットされ、送信側の制御信号Ｓ１が復元された制御信号Ｓ７を受信側で生成するこ
とができる。
　なお、上述した実施形態では、スイッチング素子の制御信号の伝送を例にして説明した
が、スイッチング素子の状態を表す２値化信号を伝送する場合に適用してもよい。
【００９０】
　図８は、本発明の第５実施形態に係る信号伝送用絶縁トランスを用いた信号伝送回路の
概略構成を示すブロック図である。
　図８において、排他的論理和回路２０２の一方の入力端子には制御信号Ｓ１１が遅延素
子２０１を介して入力されるとともに、排他的論理和回路２０２の他方の入力端子には制
御信号Ｓ１１が直接入力される。また、論理積回路２０４の一方の入力端子には、排他的
論理和回路２０２からの出力が入力されるとともに、論理積回路２０４の他方の入力端子
には、制御信号Ｓ１１が直接入力される。さらに、論理積回路２０５の一方の入力端子に
は、排他的論理和回路２０２からの出力が入力されるとともに、論理積回路２０５の他方
の入力端子には、制御信号Ｓ１１がインバータ２０３を介して入力される。
【００９１】
　また、Ｎチャンネル電界効果型トランジスタ２０７のドレインは抵抗２０６を介して絶
縁トランス２１０の１次巻線の一端に接続されるとともに、Ｎチャンネル電界効果型トラ
ンジスタ２０９のドレインは抵抗２０８を介して絶縁トランス２１０の１次巻線の一端に
接続されている。抵抗２０６の値と抵抗２０８の値とを相違させておくと、Nチャンネル
電界トランジスタ２０７、２０９をオンした時の絶縁トランス２１０の１次巻線に流れる
電流を、制御信号Ｓ１１の立上りと立下りで相違させることができる。そして、論理積回
路２０４の出力はＮチャンネル電界効果型トランジスタ２０９のゲートに接続されるとと
もに、論理積回路２０５の出力はＮチャンネル電界効果型トランジスタ２０７のゲートに
接続されている。また、絶縁トランス２１０の１次巻線の他端は電源電圧Ｖｃｃ１に固定
されている。また、絶縁トランス２１０の２次巻線の両端は抵抗２１１を介して互いに接
続されている。また、抵抗２１２の一端は電源電圧Ｖｃｃ２に接続されるとともに、抵抗
２１２、２１３の接続点の電位がＶｔｈ２、抵抗２１３、２１４の接続点の電位がＶｔｈ
１となるように抵抗２１２～２１４が直列接続されている。
【００９２】
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　そして、コンパレータ２１５の正転入力端子はＶｔｈ１の電位に固定されるとともに、
コンパレータ２１５の反転入力端子は絶縁トランス２１０の２次巻線の一端に接続され、
コンパレータ２１５の出力はフリップフロップ２１７のセット端子に接続されている。ま
た、コンパレータ２１６の正転入力端子はＶｔｈ２の電位に固定されるとともに、コンパ
レータ２１６の反転入力端子は絶縁トランス２１０の２次巻線の一端に接続され、コンパ
レータ２１６の出力はフリップフロップ２１７のリセット端子に接続されている。
【００９３】
　そして、図１のスイッチング素子ＳＷＤ、ＳＷＵの導通および非導通をそれぞれ指示す
る制御信号Ｓ１１と、この制御信号Ｓ１１を遅延素子２０１で遅らせた信号とが排他的論
理和回路２０２に入力され、排他的論理和回路２０２にて排他論理和がとられることによ
り、制御信号Ｓ１１の“０”から“１”へのエッジに同期したエッジ信号Ｓ１２および“
１”から“０”へのエッジに同期したエッジ信号Ｓ１２´が抽出される。そして、これら
のエッジ信号Ｓ１２、Ｓ１２´は、論理積回路２０４、２０５に入力され、論理積回路２
０４にて制御信号Ｓ１１との論理積がとられることにより、立上りエッジパルスＳ１３が
生成されるとともに、論理積回路２０５にて制御信号Ｓ１１の反転信号との論理積がとら
れることにより、論理積回路２０５にて立下りエッジパルスＳ１４が生成される。
【００９４】
　そして、論理積回路２０４にて生成された立上りエッジパルスＳ１３はＮチャンネル電
界効果型トランジスタ２０９のゲートに入力されるとともに、論理積回路２０５にて生成
された立下りエッジパルスＳ１４はＮチャンネル電界効果型トランジスタ２０７のゲート
に入力され、制御信号Ｓ１１の立上りと立下りとでは、絶縁トランス１１０の１次巻線に
流れるパルス電流のレベルが異なるような動作を行うことができる。
【００９５】
　そして、制御信号Ｓ１１の立上りおよび立下りに応じて絶縁トランス１１０の１次巻線
側の流れる電流のレベルが変わることにより、１次巻線側で発生する磁束の強さも変わる
ので、受信の役割を果たす２次巻線側に発生する起電力のレベルも変わり、制御信号Ｓ１
１の立上りおよび立下りの識別を受信側で行うことができる。すなわち、２次巻線側に発
生した起電力は、Ｖｔｈ１の閾値に設定されたコンパレータ２１５と、Ｖｔｈ２の閾値に
設定されたコンパレータ２１６に導かれる。
【００９６】
　そして、制御信号Ｓ１１の立上りエッジでは、２次側巻線の端子電圧のレベルの変化に
伴って、コンパレータ２１５からパルスＳ１５が送出され、制御信号Ｓ１１の立下りエッ
ジでは、２次側巻線の端子電圧のレベルの変化に伴って、コンパレータ２１６からパルス
Ｓ１６が出力される。そして、これらのパルスＳ１５、Ｓ１６がＲＳフリップフロップ２
１７に入力されると、コンパレータ２１５からのパルスＳ１５にてＲＳフリップフロップ
２１７がセットされるとともに、コンパレータ２１６からのパルスＳ１６にてＲＳフリッ
プフロップ２１７がリセットされ、送信側の制御信号Ｓ１１が復元された制御信号Ｓ１７
を受信側で生成することができる。
【００９７】
　図９は、本発明の第６実施形態に係る信号伝送用絶縁トランスを用いた信号伝送回路の
概略構成を示すブロック図である。
　図９において、排他的論理和回路３０２の一方の入力端子には制御信号Ｓ２１が遅延素
子３０１を介して入力されるとともに、排他的論理和回路３０２の他方の入力端子には制
御信号Ｓ２１が直接入力される。また、論路積回路３０４ａの一方の入力端子には、排他
的論理和回路３０２からの出力が入力されるとともに、論路積回路３０４ａの他方の入力
端子には、制御信号Ｓ２１が直接入力される。さらに、論路積回路３０４ｂの一方の入力
端子には、排他的論理和回路３０２からの出力が入力されるとともに、論路積回路３０４
ｂの他方の入力端子には、制御信号Ｓ２１がインバータ３０３を介して入力される。
【００９８】
　そして、論路積回路３０４ａの出力は、立上りコード発生器３０５に接続されるととも
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に、論路積回路３０４ｂの出力は立下りコード発生器３０６に接続されている。なお、立
上りコード発生器３０５は、論路積回路３０４ａから出力される立上りエッジパルスＳ２
３を識別するためのコードを発生させるとともに、立下りコード発生器３０６は、論路積
回路３０４ｂから出力される立下りエッジパルスＳ２４を識別するためのコードを発生さ
せることができる。例えば、立上りコード発生器３０５は、論路積回路３０４ａから出力
される立上りエッジパルスＳ２３に応じて、電流パルス１個を出力させるとともに、立下
りコード発生器３０６は、論路積回路３０４ｂから出力される立下りエッジパルスＳ２４
に応じて、電流パルス３個を出力させることができる。
【００９９】
　そして、立上りコード発生器３０５の出力は、論理和回路３０７の一端に入力されると
ともに、立下りコード発生器３０６の出力は、論理和回路３０７の他端に入力される。
　そして、論理和回路３０７の出力は、Ｎチャンネル電界効果型トランジスタ３０８のゲ
ートに接続されるとともに、Ｎチャンネル電界効果型トランジスタ３０８のドレインは抵
抗３０９を介して絶縁トランス３１０の１次巻線の一端に接続されている。
【０１００】
　また、絶縁トランス３１０の１次巻線の他端は電源電圧Ｖｃｃ１に固定されている。ま
た、絶縁トランス３１０の２次巻線の両端は抵抗３１１を介して互いに接続されている。
また、抵抗３１２の一端は電源電圧Ｖｃｃ２に接続されるとともに、抵抗３１２、３１３
の接続点の電位がＶｔｈ１となるように抵抗３１２、３１３が直列接続されている。
　そして、コンパレータ３１４の正転入力端子はＶｔｈ１の電位に固定されるとともに、
コンパレータ３１４の反転入力端子は絶縁トランス３１０の２次巻線の他端に接続され、
コンパレータ３１４の出力は立上り用コード認識部３１５および立下り用コード認識部３
１６に接続されている。立上り用コード認識部３１５の出力はフリップフロップ３１７の
セット端子に接続され、立下り用コード認識部３１６の出力はフリップフロップ３１７の
リセット端子に接続されている。
【０１０１】
　そして、図１のスイッチング素子ＳＷＤ、ＳＷＵの導通および非導通をそれぞれ指示す
る制御信号Ｓ２１と、この制御信号Ｓ２１を遅延素子３０１で遅らせた信号とが排他的論
理和回路３０２に入力され、排他的論理和回路３０２にて排他論理和がとられることによ
り、制御信号Ｓ２１の“０”から“１”へのエッジに同期したエッジ信号Ｓ２２および“
１”から“０”へのエッジに同期したエッジ信号Ｓ２２´が抽出される。そして、これら
のエッジ信号Ｓ２２、Ｓ２２´は、論路積回路３０４ａ、３０５に入力され、論路積回路
３０４ａにて制御信号Ｓ２１との論理積がとられることにより、立上りエッジパルスＳ２
３が生成されるとともに、論路積回路３０４ｂにて制御信号Ｓ２１の反転信号との論理積
がとられることにより、論路積回路３０４ｂにて立下りエッジパルスＳ２４が生成される
。
【０１０２】
　そして、論路積回路３０４ａにて生成された立上りエッジパルスＳ２３は立上りコード
発生器３０５に入力されるとともに、論路積回路３０４ｂにて生成された立下りエッジパ
ルスＳ２４は立下りコード発生器３０６に入力される。そして、立上りコード発生器３０
５では、立上りエッジパルスＳ２３を識別するためのパルス電流Ｓ２５が生成されるとと
もに、立下りコード発生器３０６では、立下りエッジパルスＳ２４を識別するためのパル
ス電流Ｓ２６が生成され、制御信号Ｓ２１の立上りと立下りとでは、１次巻線に流れるパ
ルス電流のパルス数が異なるような動作を行うことができる。
【０１０３】
　そして、制御信号Ｓ２１の立上りおよび立下りに応じて絶縁トランス３１０の１次巻線
側の流れるパルス電流のパルス数が変わることにより、１次巻線側で発生する磁束の変化
の回数も変わるので、受信の役割を果たす２次巻線側に発生する起電力の変化の回数も変
わり、制御信号Ｓ２１の立上りおよび立下りの識別を受信側で行うことができる。すなわ
ち、２次巻線側に発生した起電力は、Ｖｔｈ１の閾値に設定されたコンパレータ３１４に
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導かれる。
【０１０４】
　そして、制御信号Ｓ２１の立上りエッジでは、２次側巻線の端子電圧の変化の回数に対
応したパルスＳ２７が出力され、制御信号Ｓ２１の立下りエッジでは、２次側巻線の端子
電圧の変化の回数に対応したパルスＳ２８が出力され、この２次巻線側の出力は、Ｖｔｈ
１の閾値に設定されたコンパレータ３１４を介して立上り用コード認識部３１５および立
下り用コード認識部３１６に導かれる。
【０１０５】
　そして、パルスＳ２７がコンパレータ３１４を介して立上り用コード認識部３１５に入
力されると、立上りエッジパルスＳ２３に対応したパルス信号Ｓ２９が復元され、パルス
Ｓ２８がコンパレータ３１４を介して立下り用コード認識部３１６に入力されると、立下
りエッジパルスＳ２４に対応したパルス信号Ｓ３０が復元され、ＲＳフリップフロップ３
１７に入力される。
【０１０６】
　そして、これらのパルスＳ２９、Ｓ３０がＲＳフリップフロップ３１７に入力されると
、立上り用コード認識部３１５からのパルス信号Ｓ２９にてＲＳフリップフロップ３１７
がセットされるとともに、立下り用コード認識部３１６からのパルス信号Ｓ３０にてＲＳ
フリップフロップ３１７がリセットされ、送信側の制御信号Ｓ２１が復元された制御信号
Ｓ３１を受信側で生成することができる。
【０１０７】
　図１０は、本発明の第７実施形態に係る信号伝送用絶縁トランスを用いた信号伝送回路
の概略構成を示すブロック図である。
　図１０において、制御回路４０１側には、送信回路５１１ａ、５１４ａおよび受信回路
５１２ａ、５１３ａ、５１５ａ、５１６ａが設けられ、上アーム４０２側には、受信回路
５１１ｃおよび送信回路５１２ｃ、５１３ｃが設けられ、下アーム４０３側には、受信回
路５１４ｃおよび送信回路５１５ｃ、５１６ｃが設けられている。
【０１０８】
　ここで、送信回路５１１ａと受信回路５１１ｃとは、絶縁トランス５１１ｂを介して接
続され、受信回路５１２ａと送信回路５１２ｃとは、絶縁トランス５１２ｂを介して接続
され、受信回路５１３ａと送信回路５１３ｃとは、絶縁トランス５１３ｂを介して接続さ
れ、送信回路５１４ａと受信回路５１４ｃとは、絶縁トランス５１４ｂを介して接続され
、受信回路５１５ａと送信回路５１５ｃとは、絶縁トランス５１５ｂを介して接続され、
受信回路５１６ａと送信回路５１６ｃとは、絶縁トランス５１６ｂを介して接続されてい
る。
【０１０９】
　ここで、絶縁トランス５１１ｂ～５１６ｂは、微細加工技術によって形成することがで
き、上アーム４０２側および下アーム４０３側に搭載されるＩＧＢＴおよび回路基板を１
つのモジュールとして組立てることができる。また、この回路基板において、信号伝送を
行う絶縁トランス５１１ｂ～５１６ｂ、送信回路５１１ａ、５１２ｃ、５１３ｃ、５１４
ａ、５１５ｃ、５１６ｃおよび受信回路５１１ｃ、５１２ａ、５１３ａ、５１４ｃ、５１
５ａ、５１６ａは微細化することができるので、これらの複数組を１個のＩＣパッケージ
に組み込むことができ、また上アーム４０２および下アーム４０３分を１個のＩＣパッケ
ージに組み込むようにしてもよい。
【図面の簡単な説明】
【０１１０】
【図１】本発明の一実施形態に係るパワーエレクトロニクス機器が適用される昇降圧コン
バータ用インテリジェントパワーモジュールの概略構成を示すブロック図である。
【図２】図２（ａ）は、本発明の第１実施形態に係る絶縁トランスの概略構成を示す断面
図、図２（ｂ）は、図２（ａ）の絶縁トランスの概略構成を示す平面図である。
【図３】周回するコイルを流れる電流により発生する磁界を示す図である。
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【図４】本発明の第２実施形態に係る絶縁トランスの製造方法を示す断面図である。
【図５】本発明の第２実施形態に係る絶縁トランスの製造方法を示す断面図である。
【図６】本発明の第３実施形態に係る昇降圧コンバータ用インテリジェントパワーモジュ
ールの実装状態を示す断面図である。
【図７】本発明の第４実施形態に係る信号伝送用絶縁トランスを用いた信号伝送回路の概
略構成を示すブロック図である。
【図８】本発明の第５実施形態に係る信号伝送用絶縁トランスを用いた信号伝送回路の概
略構成を示すブロック図である。
【図９】本発明の第６実施形態に係る信号伝送用絶縁トランスを用いた信号伝送回路の概
略構成を示すブロック図である。
【図１０】本発明の第７実施形態に係る信号伝送用絶縁トランスを用いた信号伝送回路の
概略構成を示すブロック図である。
【図１１】従来の昇降圧コンバータを用いた車両駆動システムの概略構成を示すブロック
図である。
【図１２】図１１の昇降圧コンバータの概略構成を示すブロック図である。
【図１３】昇圧動作時に図１２のリアクトルに流れる電流の波形を示す図である。
【図１４】従来の昇降圧コンバータ用インテリジェントパワーモジュールの概略構成を示
すブロック図である。
【図１５】フォトカプラの周辺回路の概略構成を示すブロック図である。
【図１６】フォトカプラの電流変換効率の温度特性を示す図である。
【図１７】フォトカプラの電流変換効率の経時劣化特性を示す図である。
【図１８】従来の信号伝送用絶縁トランスの概略構成を示す平面図である。
【図１９】従来の信号伝送用絶縁トランスを用いた信号伝送回路の概略構成を示すブロッ
ク図である。
【符号の説明】
【０１１１】
　１、４０１　制御回路
　２、４０２　上アーム
　３、４０３　下アーム
　４　ＣＰＵ
　５、６　ＩＧＢＴ
　７、８　ゲートドライバＩＣ
　ＴＵ１～ＴＵ３、ＴＤ１～ＴＤ３、１１０、２１０、３１０、５１１ｂ～５１６ｂ　絶
縁トランス
　ＤＵ１、ＤＵ２、ＤＤ１、ＤＤ２　ダイオード
　ＲＵ１、ＲＵ２、ＲＤ１、ＲＤ２、１０６、１１１～１１４、２０６、２０８、２１１
～２１４、３０９、３１１～３１３　抵抗
　ＣＵ、ＣＤ　ＰＷＭ変換器
　１１　基板
　１２　引き出し配線層
　１３　引き出し部
　１４、５５ａ　１次コイルパターン
　１５、５７　平坦化膜
　５３　絶縁層
　１７、６０ａ　２次コイルパターン
　１８、６２　保護膜
　５１　半導体基板
　５２　引き出し拡散層
　５４、５６、５８、６１　レジストパターン
　５４ａ、５７ａ、５８ａ　開口部
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　５５、６０　導電膜
　５９　分離層
　７１　銅ベース
　７２　絶縁用セラミックス基板
　７３ａ　ＩＧＢＴチップ
　７３ｂ　ＦＷＤチップ
　７４ａ～７４ｃ　ボンディングワイヤ
　７５　回路基板
　７６　モールド樹脂
　７７　主端子
　１０１、２０１、３０１　遅延素子
　１０２、２０２、３０２　排他的論理和回路
　１０３、２０３、３０３　インバータ
　１０４、１０５、２０４、２０５、３０４ａ、３０４ｂ　論理積回路
　１０８　Ｐチャンネル電界効果型トランジスタ
　１０９、２０７、３０８　Ｎチャンネル電界効果型トランジスタ
　１１５、１１６、２１５、２１６、３１４　コンパレータ
　１１７、２１７、３１７　フリップフロップ
　３０５　立上りコード発生器
　３０６　立下りコード発生器
　３０７　論理和回路
　３１５　立上り用コード認識部
　３１６　立下り用コード認識部
　５１１ａ、５１２ｃ、５１３ｃ、５１４ａ、５１５ｃ、５１６ｃ　送信回路
　５１１ｃ、５１２ａ、５１３ａ、５１４ｃ、５１５ａ、５１６ａ　受信回路
【図１】 【図２】
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