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(57)【要約】
【課題】寄生インダクタンスを低減し、変換効率の高い
非絶縁型ＤＣ－ＤＣコンバータの半導体装置を提供する
。
【解決手段】半導体装置において、ハイサイドドライバ
４ａがハイサイドスイッチ２より、半導体基板１の周辺
に近い領域にあり、ローサイドドライバ４ｂがローサイ
ドスイッチ３より、半導体基板１の周辺に近い領域にあ
る。これにより、入力コンデンサの正端子からハイサイ
ドスイッチ２とローサイドスイッチ３を経由して、入力
コンデンサの負端子に至る経路が短く、かつドライブコ
ンデンサの正端子からローサイドドライバ４ａを経由し
て、ドライブコンデンサの負端子に至る経路が短く、か
つブートストラップコンデンサの正端子からハイサイド
ドライバ４ａを経由して、ブートストラップコンデンサ
の負端子に至る経路が短いため、寄生インダクタンスが
小さくなり、変換効率を向上できる。
【選択図】図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ドレインが入力電源電位に接続され、ソースがインダクタに接続されたハイサイドスイ
ッチと、前記ハイサイドスイッチを駆動するハイサイドドライバと、ドレインが前記イン
ダクタに接続され、ソースが基準電位に接続されたローサイドスイッチと、前記ローサイ
ドスイッチを駆動するローサイドドライバとを有し、前記ハイサイドスイッチと前記ハイ
サイドドライバと前記ローサイドスイッチと前記ローサイドドライバとが同一の半導体基
板上に形成された半導体装置であって、
　前記ハイサイドドライバは、前記ハイサイドスイッチより、前記半導体基板の周辺に近
い領域に配置され、
　前記ローサイドドライバは、前記ローサイドスイッチより、前記半導体基板の周辺に近
い領域に配置されていることを特徴とする半導体装置。
【請求項２】
　請求項１記載の半導体装置において、
　前記ハイサイドスイッチおよび前記ローサイドスイッチの接続部には、バンプが用いら
れていることを特徴とする半導体装置。
【請求項３】
　請求項１記載の半導体装置において、
　前記ハイサイドスイッチおよび前記ローサイドスイッチには、横型ＭＯＳＦＥＴが用い
られていることを特徴とする半導体装置。
【請求項４】
　ドレインが入力電源電位に接続され、ソースがインダクタに接続されたハイサイドスイ
ッチと、前記ハイサイドスイッチを駆動するハイサイドドライバと、ドレインが前記イン
ダクタに接続され、ソースが基準電位に接続されたローサイドスイッチと、前記ローサイ
ドスイッチを駆動するローサイドドライバとを有し、前記ハイサイドスイッチと前記ハイ
サイドドライバと前記ローサイドスイッチと前記ローサイドドライバとが同一の半導体基
板上に形成された半導体装置であって、
　前記ハイサイドドライバは、前記ハイサイドスイッチより、前記半導体基板の周辺に近
い領域と前記半導体基板の中心に近い領域とに配置され、
　前記ローサイドドライバは、前記ローサイドスイッチより、前記半導体基板の周辺に近
い領域と前記半導体基板の中心に近い領域とに配置されていることを特徴とする半導体装
置。
【請求項５】
　請求項４記載の半導体装置において、
　前記ハイサイドスイッチおよび前記ローサイドスイッチの接続部には、バンプが用いら
れていることを特徴とする半導体装置。
【請求項６】
　請求項４記載の半導体装置において、
　前記ハイサイドスイッチおよび前記ローサイドスイッチには、横型ＭＯＳＦＥＴが用い
られていることを特徴とする半導体装置。
【請求項７】
　ドレインが入力電源電位に接続され、ソースがインダクタに接続されたハイサイドスイ
ッチと、前記ハイサイドスイッチを駆動するハイサイドドライバと、ドレインが前記イン
ダクタに接続され、ソースが基準電位に接続されたローサイドスイッチと、前記ローサイ
ドスイッチを駆動するローサイドドライバとを有し、前記ハイサイドスイッチと前記ハイ
サイドドライバと前記ローサイドドライバとが第１の半導体基板上に形成され、前記ロー
サイドスイッチが第２の半導体基板上に形成された半導体装置であって、
　前記ハイサイドドライバは、前記ハイサイドスイッチより、前記第１の半導体基板の周
辺に近い領域に配置され、
　前記ローサイドドライバは、前記ハイサイドスイッチより、前記第１の半導体基板の周
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辺に近い領域に配置されていることを特徴とする半導体装置。
【請求項８】
　請求項７記載の半導体装置において、
　前記ハイサイドスイッチおよび前記ローサイドスイッチの接続部には、バンプが用いら
れていることを特徴とする半導体装置。
【請求項９】
　請求項７記載の半導体装置において、
　前記ハイサイドスイッチには、横型ＭＯＳＦＥＴが用いられ、
　前記ローサイドスイッチには、縦型ＭＯＳＦＥＴが用いられていることを特徴とする半
導体装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、電源などの電力変換器に用いられる半導体装置に関し、特に、非絶縁型ＤＣ
－ＤＣコンバータに適用して有効な技術に関する。
【背景技術】
【０００２】
　例えば、電源などの電力変換器に関して本発明者が検討したところによれば、コンピュ
ータなどのＣＰＵ（Ｃｅｎｔｒａｌ　Ｐｒｏｃｅｓｓｉｎｇ　Ｕｎｉｔ）に使用される電
源が低電圧化されるに伴い、同期整流方式による電源が多用されている。また、ＣＰＵ用
の電源に要求される電流変化率（ｄｉ／ｄｔ）はますます大きくなり、電源の出力電圧の
リップルを抑制するために、電源の高速化が重要となっている。
【０００３】
　一般的な直流電圧を変圧する非絶縁型ＤＣ－ＤＣコンバータの回路図を図１に示す。入
力電源Ｖｉｎと並列に、入力コンデンサＣｉｎが配置される。ハイサイドスイッチＱ１及
びローサイドスイッチＱ２を駆動するドライブ電源Ｖｄｒｉｖｅと並列にドライブコンデ
ンサＣｄｒｉｖｅが挿入され、ローサイドドライバ３３に電力を供給する。ハイサイドス
イッチＱ１の駆動回路はブートストラップの構成をとり、ハイサイドスイッチＱ１がオフ
の時、ドライブ電源Ｖｄｒｉｖｅから、ブートストラップダイオードＤｂｏｏｔを介して
、ブートストラップコンデンサＣｂｏｏｔに電流が供給され、ハイサイドドライバ３２の
電源となる。
【０００４】
　電源制御コントローラ３１からのＰＷＭ信号を受け、ハイサイドスイッチＱ１とローサ
イドスイッチＱ２を交互にオン・オフすることで、端子Ｖｘに方形波を出力し、これを出
力インダクタＬと出力コンデンサＣｏｕｔからなる出力フィルタにより直流電圧に平滑し
、負荷となるＣＰＵ３４に電力を供給する。ハイサイドスイッチＱ１及びローサイドスイ
ッチＱ２には逆並列にダイオードＤ１とＤ２が接続されるが、ダイオードＤ１は出力イン
ダクタＬの一方の端子となるＶｘの電位が上昇した場合、入力電源Ｖｉｎへの電流の経路
を確保する役割がある。また、ダイオードＤ２はハイサイドスイッチＱ１がオフの時、出
力インダクタＬの還流電流の経路を確保する役割がある。同期整流とは、ダイオードＤ２
に還流電流が流れている際、ローサイドスイッチＱ２をオンして、電流の経路をダイオー
ドＤ２からローサイドスイッチＱ２へ変える動作で、ダイオードＤ２と比べてローサイド
スイッチＱ２のオン抵抗は大幅に低いことから、導通損失を低減することができる。ロー
サイドスイッチＱ２として、図１にあるようにＭＯＳＦＥＴ（Ｍｅｔａｌ　Ｏｘｉｓｉｄ
ｅ　Ｓｅｍｉｃｏｎｄｕｃｔｏｒ　Ｆｉｅｌｄ　Ｅｆｆｅｃｔ　Ｔｒａｎｓｉｓｔｏｒ）
を用いた場合、同一の半導体基板に内蔵のダイオードがあることから、外付けのダイオー
ドは不要となる。
【０００５】
　従来、非絶縁型ＤＣ－ＤＣコンバータのハイサイドスイッチＱ１及びローサイドスイッ
チＱ２には、ディスクリートパッケージのパワーＭＯＳＦＥＴが用いられ、これらを駆動
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するハイサイドドライバ３２及びローサイドドライバ３３を含むドライバＩＣは、上記デ
ィスクリートパッケージとは異なるパッケージに入っており、それぞれがプリント基板上
で接続されている。
【０００６】
　しかしながら、電源の電流変化率（ｄｉ／ｄｔ）が大きくなるにつれて、プリント基板
上の寄生インダクタンス、及びパッケージ内のワイヤボンディングによる寄生インダクタ
ンスの影響による変換効率の低下が無視できなくなっている。
【０００７】
　また、ディスクリートパッケージに存在するゲート抵抗とドライバ抵抗も同様に、電源
の高速化に伴いＤＣ－ＤＣコンバータの変換効率を低下させる原因となっている。この問
題を解決するため、同一の半導体基板に、ハイサイドスイッチＱ１及びローサイドスイッ
チＱ２と、これらを駆動するハイサイドドライバ３２及びローサイドドライバ３３を搭載
したモノリシック構造が提案されている（例えば特許文献１）。同一の半導体基板に、ハ
イサイドスイッチＱ１及びローサイドスイッチＱ２と、これらを駆動するハイサイドドラ
イバ３２及びローサイドドライバ３３を搭載することで、寄生インダクタンスを低減し、
電源の変換効率を向上できる。
【特許文献１】特開２００５－２０３７６６号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　しかしながら、前記特許文献１などの従来構造では、半導体基板の中心領域にハイサイ
ドドライバ３２及びローサイドドライバ３３が配置されているため、半導体装置を取り囲
むように配置される入力コンデンサＣｉｎとドライブコンデンサＣｄｒｉｖｅとブートス
トラップコンデンサＣｂｏｏｔとの間の経路の長さが問題となる。すなわち、入力コンデ
ンサＣｉｎの正端子からハイサイドスイッチＱ１とローサイドスイッチＱ２を経由して、
入力コンデンサＣｉｎの負端子に至る経路が長く、かつドライブコンデンサＣｄｒｉｖｅ
の正端子からローサイドスイッチＱ２のローサイドドライバ３３を経由して、ドライブコ
ンデンサＣｄｒｉｖｅの負端子に至る経路が長く、かつブートストラップコンデンサＣｂ
ｏｏｔの正端子からハイサイドスイッチＱ１のハイサイドドライバ３２を経由して、ブー
トストラップコンデンサＣｂｏｏｔの負端子に至る経路が長いため、寄生インダクタンス
が大きく、変換効率が低いという問題があった。
【０００９】
　そこで、本発明は前記従来構造の問題を解決するためになされたもので、本発明の目的
は、寄生インダクタンスを低減し、変換効率の高い非絶縁型ＤＣ－ＤＣコンバータの半導
体装置を提供することである。
【００１０】
　本発明の前記ならびにその他の目的と新規な特徴は、本明細書の記述および添付図面か
ら明らかになるであろう。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　本願において開示される発明のうち、代表的なものの概要を簡単に説明すれば、次のと
おりである。
【００１２】
　すなわち、代表的なものの概要は、ハイサイドスイッチとハイサイドドライバとローサ
イドスイッチとローサイドドライバとを有し、これらが同一の半導体基板上に形成された
半導体装置において、ハイサイドドライバがハイサイドスイッチより、半導体基板の周辺
に近い領域にあり、ローサイドドライバがローサイドスイッチより、半導体基板の周辺に
近い領域にあることを特徴とする。あるいは、ハイサイドドライバがハイサイドスイッチ
より、半導体基板の周辺に近い領域と半導体基板の中心に近い領域にあり、ローサイドド
ライバがローサイドスイッチより、半導体基板の周辺に近い領域と半導体基板の中心に近
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い領域にあることを特徴とする。
【００１３】
　また、ハイサイドスイッチとハイサイドドライバとローサイドドライバとが、ローサイ
ドスイッチが形成された半導体基板とは異なる半導体基板上に形成された半導体装置にお
いては、ハイサイドドライバがハイサイドスイッチより、半導体基板の周辺に近い領域に
あり、ローサイドドライバがハイサイドスイッチより、半導体基板の周辺に近い領域にあ
ることを特徴とする。
【発明の効果】
【００１４】
　本願において開示される発明のうち、代表的なものによって得られる効果を簡単に説明
すれば以下のとおりである。
【００１５】
　すなわち、代表的なものによって得られる効果は、ハイサイドスイッチとハイサイドド
ライバとローサイドスイッチとローサイドドライバとを有する半導体装置において、この
半導体装置を取り囲むように配置される入力コンデンサとドライブコンデンサとブートス
トラップコンデンサとの間において、入力コンデンサの正端子からハイサイドスイッチと
ローサイドスイッチを経由して、入力コンデンサの負端子に至る経路が短く、かつドライ
ブコンデンサの正端子からローサイドスイッチのローサイドドライバを経由して、ドライ
ブコンデンサの負端子に至る経路が短く、かつブートストラップコンデンサの正端子から
ハイサイドスイッチのハイサイドドライバを経由して、ブートストラップコンデンサの負
端子に至る経路が短いため、寄生インダクタンスが小さくなり、変換効率を向上すること
ができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１６】
　以下、本発明の実施の形態を図面に基づいて詳細に説明する。なお、実施の形態を説明
するための全図において、同一の構成要素には原則として同一の符号を付し、その繰り返
しの説明は省略する。
【００１７】
　＜第１の実施の形態＞
　まず、図２を用いて、本発明の第１の実施の形態の半導体装置について説明する。図２
は、本実施の形態の半導体装置を示すレイアウト図である。この図２は、半導体装置を接
続部側から見た図である。
【００１８】
　本実施の形態の半導体装置は、前述した図１に示すような非絶縁型ＤＣ－ＤＣコンバー
タに適用される。すなわち、非絶縁型ＤＣ－ＤＣコンバータの半導体装置は、ハイサイド
スイッチＱ１とハイサイドドライバ３２とローサイドスイッチＱ２とローサイドドライバ
３３とを有する。ハイサイドスイッチＱ１は、横型ＭＯＳＦＥＴからなり、ドレインが入
力電源Ｖｉｎに接続され、ソースが出力インダクタＬに接続されている。ハイサイドドラ
イバ３２は、ハイサイドスイッチＱ１を駆動するドライバであり、ハイサイドスイッチＱ
１の横型ＭＯＳＦＥＴのゲートに接続されている。ローサイドスイッチＱ２は、横型ＭＯ
ＳＦＥＴからなり、ドレインが出力インダクタＬに接続され、ソースが基準電位ＧＮＤに
接続されている。ローサイドドライバ３３は、ローサイドスイッチＱ２を駆動するドライ
バであり、ローサイドスイッチＱ２の横型ＭＯＳＦＥＴのゲートに接続されている。
【００１９】
　本実施の形態の半導体装置では、ハイサイドスイッチＱ１とローサイドスイッチＱ２に
は、横型ＭＯＳＦＥＴが用いられているが、この利点などは縦型ＭＯＳＦＥＴとの違いも
含めて、後述する第３の実施の形態において詳しく説明する。
【００２０】
　なお、本実施の形態の半導体装置を示す図２のレイアウト図において、前述した図１の
回路図と対応させた場合に、ハイサイドスイッチ２はハイサイドスイッチＱ１（ダイオー
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ドＤ１：ハイサイド内蔵ＭＯＳＦＥＴ）、ハイサイドドライバ４ａはハイサイドドライバ
３２、ローサイドスイッチ３はローサイドスイッチＱ２（ダイオードＤ２：ローサイド内
蔵ＭＯＳＦＥＴ）、ローサイドドライバ４ｂはローサイドドライバ３３、制御回路５は電
源制御コントローラ３１にそれぞれ対応し、同じ構成要素を表すものである。
【００２１】
　本実施の形態の半導体装置は、図２に示すように、半導体基板１に、ハイサイドスイッ
チ２とローサイドスイッチ３、ハイサイドスイッチ２を駆動するハイサイドドライバ４ａ
とローサイドスイッチ３を駆動するローサイドドライバ４ｂ、及びハイサイドドライバ４
ａとローサイドドライバ４ｂを制御する制御回路５が搭載されている。特に、本実施の形
態の半導体装置では、半導体基板１において、ハイサイドドライバ４ａがハイサイドスイ
ッチ２より周辺に近い領域にあり、かつ、半導体基板１において、ローサイドドライバ４
ｂがローサイドスイッチ３より周辺に近い領域に配置されている。ハイサイドスイッチ２
として、ｎ型ＭＯＳＦＥＴまたはｐ型ＭＯＳＦＥＴが用いられ、ローサイドスイッチ３と
してｎ型ＭＯＳＦＥＴが用いられる。ハイサイドスイッチ２としてｐ型ＭＯＳＦＥＴを用
いた方が、図１で示したブートストラップコンデンサＣｂｏｏｔやブートストラップダイ
オードＤｂｏｏｔが不要となるので回路が簡素化されるが、ｐ型ＭＯＳＦＥＴはオン抵抗
が大きいという問題があり、大電流を要求されるＣＰＵ電源には、ハイサイドスイッチ２
としてｎ型ＭＯＳＦＥＴが用いられることが多い。
【００２２】
　図２のＡ領域を拡大したレイアウト図を図３に示す。ハイサイドドライバ４ａから、ア
ルミニウム配線７のゲート電極が右方向に延び、このアルミニウム配線７のゲート電極か
ら枝分かれする形でポリシリコン配線８のゲート電極が延び、このポリシリコン配線８の
ゲート電極を挟んでソース領域とドレイン領域が配置される。このゲート電極とこれを挟
んだソース領域とドレイン領域などで、ハイサイドスイッチ２のＭＯＳＦＥＴが構成され
る。ゲート電極の配線において、長い配線はアルミニウム配線を用い、短い配線はポリシ
リコン配線を用いる理由はアルミニウム配線の方が抵抗が低く、配線が長くなった場合も
ゲート抵抗の増加を抑制することができるためである。
【００２３】
　次に、図４を用いて、本実施の形態の半導体装置により寄生インダクタンスを低減でき
る理由について説明する。図４は、本実施の形態の半導体装置を実装したプリント基板を
示すレイアウト図である。
【００２４】
　図４では、半導体基板１が半導体パッケージ１８に収納され、プリント基板１１にフリ
ップチップ実装された状態を示しており、半導体基板１はフリップチップ実装されている
ため、図２とは左右が反転されている。
【００２５】
　半導体パッケージ１８を取り囲むように、入力コンデンサ１２、ブートストラップコン
デンサ１３、ドライブコンデンサ１４が配置されている。入力コンデンサ１２はハイサイ
ドスイッチ２とローサイドスイッチ３の近くに配置され、入力コンデンサ１２の一方の端
子から、ハイサイドスイッチ２とローサイドスイッチ３を経由して、入力コンデンサ１２
の他端に至る経路が短くなり、寄生インダクタンスを低減することができる。さらに、ブ
ートストラップコンデンサ１３はハイサイドドライバ４ａの近くに配置され、ブートスト
ラップコンデンサ１３の一方の端子からハイサイドドライバ４ａを経由して、ブートスト
ラップコンデンサ１３の他端に至る経路が短くなり、寄生インダクタンスを低減すること
ができる。さらに、ドライブコンデンサ１４はローサイドドライバ４ｂの近くに配置され
、ドライブコンデンサ１４の一方の端子からローサイドドライバ４ｂを経由して、ドライ
ブコンデンサ１４の他端に至る経路が短くなり、寄生インダクタンスを低減することがで
きる。この結果、電力変換効率の向上に繋がる。
【００２６】
　なお、図４のレイアウト図を前述した図１の回路図と対応させた場合に、入力コンデン
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サ１２は入力コンデンサＣｉｎ、ブートストラップコンデンサ１３はブートストラップコ
ンデンサＣｂｏｏｔ、ドライブコンデンサ１４はドライブコンデンサＣｄｒｉｖｅにそれ
ぞれ対応する。
【００２７】
　図５は、図４のプリント基板１１に、入力電源Ｖｉｎの正端子からハイサイドスイッチ
Ｑ１（２）及びローサイドスイッチＱ２（３）を経由して入力電源Ｖｉｎの負端子に至る
経路の配線を追記したレイアウト図である。図５に示すように、入力電源Ｖｉｎの正端子
に繋がる電源配線１５と入力電源Ｖｉｎの負端子に繋がる基準電位配線（ＧＮＤ配線）１
６は近接して配置される。これは、電源配線１５と基準電位配線１６を近接させることで
、ハイサイドスイッチ２のスイッチングの際に発生する磁束をキャンセルし、実効的な寄
生インダクタンスを低減することを狙ったものである。一方、出力インダクタＬに接続さ
れる出力配線１７は、寄生インダクタンスに配慮する必要はないが、配線抵抗による変換
効率の低下が懸念されるので、十分広い配線幅を確保する必要がある。
【００２８】
　図６は、ハイサイドスイッチ２、ローサイドスイッチ３及び制御回路５が形成された半
導体基板１と半導体パッケージ１８またはプリント基板１１との接続部を説明したレイア
ウト図である。図６では、ハイサイドスイッチ２、ローサイドスイッチ３及び制御回路５
が形成された半導体基板１の接続にバンプ６を使用した例を示している。半導体基板１は
、このバンプ６を通じてプリント基板１１に接続される。また、この半導体基板１を半導
体パッケージ１８に収納してプリント基板１１に搭載する場合でも、半導体パッケージ１
８は、バンプ６を通じてプリント基板１１に接続される。このように、本実施の形態では
、半導体基板１の状態の半導体装置、半導体基板１が半導体パッケージ１８に収納された
半導体装置のどちらも、接続部にバンプ６が使われている。
【００２９】
　従来から、半導体基板１と半導体パッケージ１８との接続に用いられているワイヤボン
ディングは、半導体基板１の周辺部にボンディングパッドを設ける必要があるので、ピン
数の上限が低い、また半導体基板１の周辺にあるパッドまで配線を引き回す必要があるの
で配線抵抗が高いといった問題がある。これに対し、バンプ６は半導体基板１全体を接続
部とすることができるので、多くのピンを設けることができる。また、半導体基板１の中
心領域からバンプ６を介して、半導体パッケージ１８またはプリント基板１１に接続され
るので、半導体基板１の配線引き回しに伴う配線抵抗の増加を抑制することができる。
【００３０】
　このバンプ６の配置については、例えば、後述する図７に示すような電位に着目したレ
イアウト例や、図８に示すような電極に着目したレイアウト例が考えられる。
【００３１】
　図７は、ハイサイドスイッチ２とローサイドスイッチ３のバンプの電位に着目して配置
したレイアウト図である。図７に示すように、ハイサイドスイッチ２のドレイン電位に相
当するバンプ２１は入力電源Ｖｉｎの正端子に接続され、ハイサイドスイッチ２のソース
電位、及びローサイドスイッチ３のドレイン電位に相当するバンプ２３は出力インダクタ
Ｌの一方の端子に接続され、ローサイドスイッチ３のソース電位に相当するバンプ２２は
入力電源Ｖｉｎの負端子に接続される。この場合に、ハイサイドスイッチ２では、ドレイ
ン電位に相当するバンプ２１とソース電位に相当するバンプ２３を縦方向に交互に配置し
、また、ローサイドスイッチ３では、ソース電位に相当するバンプ２２とドレイン電位に
相当するバンプ２３を縦方向に交互に配置する。この配置では、ハイサイドスイッチ２と
ローサイドスイッチ３において、バンプ２３は縦方向で同じ位置になる。このように、ソ
ースとドレインのバンプを交互に配置することで、半導体基板１の配線の引き回しを短く
することができ、変換効率の向上が可能となる。
【００３２】
　図８は、ハイサイドスイッチ２とローサイドスイッチ３のバンプのソース電極とドレイ
ン電極に着目して配置したレイアウト図である。図８において、Ｓはソースを、Ｄはドレ
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インをそれぞれ表す。図８に示すように、ハイサイドスイッチ２では、ソースＳのバンプ
とドレインＤのバンプを横方向に交互に配置し、かつ、縦方向でも、ソースＳのバンプと
ドレインＤのバンプを交互に配置する。同様に、ローサイドスイッチ３でも、横方向と縦
方向でソースＳのバンプとドレインＤのバンプを交互に配置する。このように、ソースＳ
とドレインＤのバンプを交互に配置することで、半導体基板１の配線の引き回しを短くす
ることができ、変換効率の向上が可能となる。
【００３３】
　以上説明したように、本実施の形態によれば、ハイサイドスイッチ２、ハイサイドドラ
イバ４ａ、ローサイドスイッチ３、ローサイドドライバ４ｂなどを有し、これらが同一の
半導体基板１上に形成された半導体装置において、ハイサイドドライバ４ａがハイサイド
スイッチ２より半導体基板１の周辺に近い領域にあり、かつローサイドドライバ４ｂがロ
ーサイドスイッチ３より半導体基板１の周辺に近い領域に配置されているので、入力コン
デンサ１２、ブートストラップコンデンサ１３、ドライブコンデンサ１４との間の経路が
短くなる。その結果、寄生インダクタンスが小さくなり、変換効率を向上することができ
る。
【００３４】
　さらに、本実施の形態の半導体装置によれば、電源配線１５と基準電位配線１６の配置
や出力配線１７の配置を工夫したり、接続部にバンプ６を使用したり、さらにバンプの配
置を工夫することで、より一層の変換効率の向上が可能となる。
【００３５】
　＜第２の実施の形態＞
　図９は、本発明の第２の実施の形態の半導体装置を示すレイアウト図である。
【００３６】
　本実施の形態の半導体装置において、前記第１の実施の形態と異なる点は、ハイサイド
スイッチ２とローサイドスイッチ３のドライバが、半導体基板１の周辺に近い領域に配置
されたハイサイドドライバ４ａ及びローサイドドライバ４ｂに加えて、半導体基板１の中
心に近い領域にもハイサイドドライバ４ｃ及びローサイドドライバ４ｄとして配置されて
いることである。このように、ドライバを周辺領域と中心領域に配置することで、ハイサ
イドドライバ４ａと４ｃからハイサイドスイッチ２までの距離が短くなり、また、ローサ
イドドライバ４ｂと４ｄからローサイドスイッチ３までの距離が短くなり、前記第１の実
施の形態と比べて、更なる変換効率の向上が期待できる。
【００３７】
　例えば、前述した図１において、入力電源Ｖｉｎの電圧は１２Ｖ、出力電圧はＣＰＵ３
４の動作電圧となる１Ｖ程度なので、ハイサイドスイッチＱ１のオン比率は１２分の１程
度と低い。よって、ローサイドスイッチＱ２の損失成分は大部分が導通損失であり、変換
効率の向上にはローサイドスイッチＱ２のオン抵抗の低減が有効である。
【００３８】
　以上説明したように、本実施の形態によれば、ハイサイドスイッチ２、ハイサイドドラ
イバ４ａ，４ｃ、ローサイドスイッチ３、ローサイドドライバ４ｂ，４ｄなどを有し、こ
れらが同一の半導体基板１上に形成された半導体装置において、ハイサイドドライバ４ａ
，４ｃがハイサイドスイッチ２より半導体基板１の周辺に近い領域と半導体基板１の中心
に近い領域にあり、かつローサイドドライバ４ｂ，４ｄがローサイドスイッチ３より半導
体基板１の周辺に近い領域と半導体基板１の中心に近い領域に配置されているので、前記
第１の実施の形態に比べてさらに、寄生インダクタンスが小さくなり、変換効率を向上す
ることができる。
【００３９】
　さらに、本実施の形態の半導体装置においても、前記第１の実施の形態と同様に、電源
配線と基準電位配線の配置や出力配線の配置を工夫したり、接続部にバンプを使用したり
、さらにバンプの配置を工夫することで、より一層の変換効率の向上が可能となる。
【００４０】
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　＜第３の実施の形態＞
　前記第１及び第２の実施の形態のように、同一の半導体基板に、スイッチとそれを駆動
するドライバを搭載した場合、スイッチとして用いられる半導体デバイスは横型ＭＯＳＦ
ＥＴとなる。横型ＭＯＳＦＥＴは半導体基板表面にソース領域及びドレイン領域を形成し
たもので、ソース電極及びドレイン電極も半導体基板表面に形成する（前記特許文献１に
横型ＭＯＳＦＥＴの一例が記載されている）。低耐圧で横型ＭＯＳＦＥＴは、半導体基板
の単位面積当たりの電流容量を大きくできるが、耐圧が高くなると、ソースとドレイン間
の横方向の距離を長くする必要があるので、電流容量が小さくなる。
【００４１】
　これに対し、縦型ＭＯＳＦＥＴは、ソースとドレイン間の電圧を保持する領域を半導体
基板の縦方向に配置したもので、耐圧が高くなっても半導体基板の横方向の距離を長くす
る必要が無いので、３０Ｖを越えるような高耐圧デバイスでは、横型ＭＯＳＦＥＴと比べ
て、半導体基板の単位面積当たりの電流容量を大きくすることができ、オン抵抗を低減す
ることができる（縦型ＭＯＳＦＥＴについては、例えば特開２００５－５７０５０号公報
に記載されている）。
【００４２】
　そこで、ハイサイドスイッチＱ１と、ハイサイドスイッチＱ１を駆動するハイサイドド
ライバ４ａと、ローサイドスイッチＱ２を駆動するローサイドドライバ４ｂを搭載した半
導体基板とは異なる半導体基板に、縦型ＭＯＳＦＥＴのローサイドスイッチＱ２を搭載す
ることが、変換効率の向上に有効である。
【００４３】
　図１０は、本発明の第３の実施の形態の半導体装置を示すレイアウト図である。図１０
では、ローサイドスイッチ３を異なる半導体基板に搭載した場合の、ハイサイドスイッチ
２と、ハイサイドスイッチ２を駆動するハイサイドドライバ４ａ及びローサイドスイッチ
３を駆動するローサイドドライバ４ｂと、このハイサイドドライバ４ａ及びローサイドド
ライバ４ｂを制御する制御回路５を搭載した半導体基板１を示す。
【００４４】
　本実施の形態においても、ハイサイドドライバ４ａ及びローサイドドライバ４ｂが、ハ
イサイドスイッチ２より半導体基板１の周辺に近い領域に配置されている。これにより、
前記第１の実施の形態と同様に、半導体装置を取り囲むように配置される入力コンデンサ
１２、ブートストラップコンデンサ１３、ドライブコンデンサ１４との間の経路が短くな
り、寄生インダクタンスを低減することができる。
【００４５】
　さらに、ローサイドスイッチ３を縦型ＭＯＳＦＥＴとし、図１０に示した半導体基板１
とは異なる半導体基板に搭載することで、ローサイドスイッチ３のオン抵抗を低減し、変
換効率を向上することができる。また、ハイサイドスイッチ２に横型ＭＯＳＦＥＴを用い
るメリットとして、横型ＭＯＳＦＥＴは縦型ＭＯＳＦＥＴと比べて、ソースとドレイン間
の帰還容量が小さいので、スイッチング損失を低減できる利点がある。
【００４６】
　なお、本実施の形態の半導体装置は、ハイサイドスイッチ２とハイサイドドライバ４ａ
及びローサイドドライバ４ｂと制御回路５を搭載した半導体基板１と、ローサイドスイッ
チ３を搭載した半導体基板とが、同一の半導体パッケージに収納されたものとなる。
【００４７】
　以上説明したように、本実施の形態によれば、ハイサイドスイッチ２、ハイサイドドラ
イバ４ａ、ローサイドスイッチ３、ローサイドドライバ４ｂなどを有し、ハイサイドスイ
ッチ２とハイサイドドライバ４ａとローサイドドライバ４ｂが、ローサイドスイッチ３が
形成された半導体基板とは異なる半導体基板１上に形成された半導体装置において、ハイ
サイドドライバ４ａがハイサイドスイッチ２より半導体基板１の周辺に近い領域にあり、
かつローサイドドライバ４ｂがハイサイドスイッチ２より半導体基板１の周辺に近い領域
に配置され、かつローサイドスイッチ３が縦型ＭＯＳＦＥＴとして異なる半導体基板に搭
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なり、変換効率を向上することができる。
【００４８】
　さらに、本実施の形態の半導体装置においても、前記第１の実施の形態と同様に、電源
配線と基準電位配線の配置や出力配線の配置を工夫したり、接続部にバンプを使用したり
、さらにバンプの配置を工夫することで、より一層の変換効率の向上が可能となる。
【００４９】
　以上、本発明者によってなされた発明を実施の形態に基づき具体的に説明したが、本発
明は前記実施の形態に限定されるものではなく、その要旨を逸脱しない範囲で種々変更可
能であることはいうまでもない。
【産業上の利用可能性】
【００５０】
　本発明の半導体装置は、電源などの電力変換器に用いられる半導体装置に利用可能であ
り、特に、非絶縁型ＤＣ－ＤＣコンバータに適用して有効である。
【図面の簡単な説明】
【００５１】
【図１】一般的な非絶縁型ＤＣ－ＤＣコンバータの構成を示す回路図である。
【図２】本発明の第１の実施の形態の半導体装置を示すレイアウト図である。
【図３】図２のＡ領域を拡大したレイアウト図である。
【図４】本発明の第１の実施の形態の半導体装置を実装したプリント基板を示すレイアウ
ト図である。
【図５】図４のプリント基板に配線を追記したレイアウト図である。
【図６】本発明の第１の実施の形態の半導体装置において、半導体パッケージまたはプリ
ント基板との接続部を説明したレイアウト図である。
【図７】図６の接続部のバンプの電位に着目して配置したレイアウト図である。
【図８】図６の接続部のバンプのソース電極とドレイン電極に着目して配置したレイアウ
ト図である。
【図９】本発明の第２の実施の形態の半導体装置を示すレイアウト図である。
【図１０】本発明の第３の実施の形態の半導体装置を示すレイアウト図である。
【符号の説明】
【００５２】
　１…半導体基板、２…ハイサイドスイッチ、３…ローサイドスイッチ、４ａ，４ｃ…ハ
イサイドドライバ、４ｂ，４ｄ…ローサイドドライバ、５…制御回路、６…バンプ、７…
アルミニウム配線、８…ポリシリコン配線、
　１１…プリント基板、１２…入力コンデンサ、１３…ブートストラップコンデンサ、１
４…ドライブコンデンサ、１５…電源配線、１６…基準電位配線、１７…出力配線、１８
…半導体パッケージ、
　２１…バンプ、２２…バンプ、２３…バンプ、
　３１…電源制御コントローラ、３２…ハイサイドドライバ、３３…ローサイドドライバ
、３４…ＣＰＵ、
　Ｖｉｎ…入力電源、Ｃｉｎ…入力コンデンサ、Ｖｄｒｉｖｅ…ドライブ電源、Ｃｄｒｉ
ｖｅ…ドライブコンデンサ、Ｃｂｏｏｔ…ブートストラップコンデンサ、Ｄｂｏｏｔ…ブ
ートストラップダイオード、Ｑ１…ハイサイドスイッチ、Ｑ２…ローサイドスイッチ、Ｄ
１…ダイオード、Ｄ２…ダイオード、Ｌ…出力インダクタ、Ｃｏｕｔ…出力コンデンサ。
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【図１】 【図２】
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