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(57)【要約】
【課題】ＬＣ共振特性を利用せず、かつ簡単な回路構成
でスイッチング素子のスイッチング損失を低減すること
ができるゼロカレントスイッチング回路を提供する。
【解決手段】負荷への供給電力をＰＷＭ制御するための
ゼロカレントスイッチング回路であって、高電位源ＶIN

に一方の端子ｍａが接続された負荷Ｍの他方の端子ｍｂ
と低電位源ＧＮＤとの間に接続されたＦＥＴのスイッチ
ング素子１０と、低電位源に一方の端子１０ａが接続さ
れたスイッチング素子１０の他方の端子１０ｂと負荷Ｍ
の他方の端子ｍｂとの間に接続されたインダクタ１２と
、負荷Ｍと並列接続されたキャパシタ１４と、負荷Ｍと
並列接続された第１還流ダイオード１６と、インダクタ
１２と並列接続された第２還流ダイオード１８とを備え
る。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　負荷への供給電力を制御するためのゼロカレントスイッチング回路であって、
　第１電位源に一方の端子が接続された前記負荷の他方の端子と第２電位源との間に接続
されたスイッチング素子と、
　前記第２電位源に一方の端子が接続された前記スイッチング素子の他方の端子と前記負
荷の前記他方の端子との間に接続されたインダクタと、
　前記負荷、又は、前記スイッチング素子及び前記インダクタと並列接続されたキャパシ
タと、
　前記負荷と並列接続された第１還流回路と、
　前記インダクタと並列接続された第２還流回路と、
を備えたことを特徴とするゼロカレントスイッチング回路。
【請求項２】
　前記第１電位源と前記キャパシタとの間に接続された、前記第２電位源側から前記第１
電位源側へ選択的に電流を流す第１整流素子と、
　前記第１整流素子と前記キャパシタとの間の第１ノードと、前記スイッチング素子と前
記インダクタとの間の第２ノードとの間に接続された、前記第２ノード側から前記第１ノ
ード側へ選択的に電流を流す、互いに直列接続された第２及び第３整流素子と、
　前記第２整流素子と前記第３整流素子との間の第３ノードと、前記第１又は第２電位源
との間に接続された第２キャパシタと、
を更に備えたことを特徴とする請求項１記載のゼロカレントスイッチング回路。
【請求項３】
　４つのスイッチング回路を備えたフルブリッジ回路であって、
　前記４つのスイッチング回路を、請求項１又は２記載のゼロカレントスイッチング回路
で構成した
ことを特徴とするフルブリッジ回路。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、ゼロカレントスイッチング回路に関し、より詳細には、ＬＣ回路の共振特性
を利用せずに、スイッチング素子のスイッチング損失を低減することができるゼロカレン
トスイッチング回路に関する。
【背景技術】
【０００２】
　図２４に、負荷への供給電力をパルス幅変調（pulse width modulation:ＰＷＭ）制御
する従来の負荷駆動回路の一例を示す。このようなＰＷＭ制御用の負荷駆動回路において
は、電気負荷Ｍへの供給電力を制御するために、ＭＯＳＦＥＴ（metal oxide semiconduc
tor field-effect transistor）のようなスイッチング素子Ｑが高い周波数でＯＮ／ＯＦ
Ｆ制御される。通常、スイッチング素子ＱのＯＮ／ＯＦＦ制御においては、スイッチング
素子Ｑの遷移期間にスイッチング損失が発生する。スイッチング損失は、スイッチング素
子の両端間の電圧とスイッチング素子を流れる電流との積によって決まる。
【０００３】
　図２５（Ａ）に、スイッチング素子ＱがＯＦＦ状態からＯＮ状態に遷移する場合（ター
ンオン時）の、電圧及び電流の時間変化を示す。実線Ｉで示す電圧が低下を開始すると、
破線IIで示す電流が急峻に極大値まで上昇し、その後低下する。このように、スイッチン
グ素子ＱのＯＦＦ状態からＯＮ状態への遷移時には、電圧が０Ｖになる前に、電流が上昇
している。
【０００４】
　図２５（Ｂ）に、スイッチング素子ＱがＯＮ状態からＯＦＦ状態に遷移する場合（ター
ンオフ時）の、電圧及び電流の時間変化を示す。実線IIIで示す電圧がある程度上昇した
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後で、破線IVで示す電流が低下する。このように、スイッチング素子ＱのＯＮ状態からＯ
ＦＦ状態への遷移時には、電流が０Ａになる前に、電圧が上昇している。
【０００５】
　このように、スイッチング素子Ｑの遷移期間には、電圧が０Ｖでないときに電流が流れ
るため、スイッチング損失が発生する。そして、パルス幅変調回路においては、スイッチ
ング素子が高い周波数で繰り返しＯＮ／ＯＦＦ制御されるため、スイッチング損失が大き
くなる。
【０００６】
　スイッチング損失を低減する技術として、スイッチング時間（立上がり又は立下がりの
遷移時間）を短縮することが有効である。その場合、ノイズ性能が悪化するという背反事
象が発生する。このため、システムとしては目標とするノイズ性能と温度性能の両方の条
件を達成するために、スイッチング時間とスイッチング周波数とを調整して決定する必要
がある。しかし、一般的には、スイッチング時間とスイッチング周波数とを調整するだけ
では、ノイズ性能及び温度性能の両方の目標を達することが困難である。このため、別途
対策のために更なる回路を追加する必要があり、システムの価格が上昇する要因となって
いた。
【０００７】
　また、スイッチング損失を低減する別の技術として、インダクタ（Ｌ）とキャパシタ（
Ｃ）の共振特性を利用して、スイッチング時に電流又は電圧の立ち上がり又は立ち下がり
を遅らせて電圧の位相と電流の位相とを互いにずらすことが知られている。例えば、スイ
ッチング素子がＯＦＦ状態からＯＮ状態に遷移するときに、電流の立ち上がりは、電圧が
０Ｖに低下してから遅れて上昇を開始する。同様に、スイッチング素子がＯＮ状態からＯ
ＦＦ状態に遷移するときには、電圧の立ち上がりは、電流が０Ａに低下してから遅れて上
昇を開始する。
【０００８】
　また、スイッチング素子のスイッチング損失を低減するスイッチング回路として、下記
の特許文献１には、スイッチオン時のゼロカレントスイッチング（zero current switchi
ng：ＺＣＳ）装置が記載されている。また、下記の特許文献２には、スイッチオン時のゼ
ロボルテージスイッチング（zero voltage switching：ＺＶＳ）が記載されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００９】
【特許文献１】特開２０１１－２３９５２７号公報
【特許文献２】特開２０１１－２４４６６２号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１０】
　上記のスイッチング時に電圧の位相と電流の位相とを互いにずらず従来技術では、イン
ダクタ（Ｌ）とキャパシタ（Ｃ）の共振特性を利用している。しかしながら、このような
ＬＣ共振特性を利用する技術では、スイッチング素子のスイッチング周波数と駆動デュー
ティーに限界があり、スイッチング素子の複雑なタイミング制御が必要であった。
【００１１】
　また、上記の特許文献１に記載の電力変換回路では、スイッチング素子を保護するため
にその周辺にスナバ回路を更に設ける必要があり、回路構成が複雑となっていた。また、
上記の特許文献２に記載のスイッチング電源装置では、ＺＶＳ（zero voltage switching
）を実現するために、もう一つのスイッチング素子を更に設ける必要があり、回路構成が
複雑となっていた。
【００１２】
　そこで、第１の発明は、ＬＣ共振特性を利用せず、かつ簡単な回路構成でスイッチング
素子のスイッチング損失を低減することができるゼロカレントスイッチング回路を提供す
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ることを目的としている。また、第２の発明は、ＬＣ共振特性を利用せず、かつ簡単な回
路構成でスイッチング素子のスイッチング損失を低減することができるゼロカレントスイ
ッチング回路を用いたフルブリッジ回路を提供することを目的としている。
【課題を解決するための手段】
【００１３】
　上記目的を達成するため第１の発明は、負荷への供給電力を制御するためのゼロカレン
トスイッチング回路であって、第１電位源に一方の端子が接続された前記負荷と、前記負
荷の他方の端子に接続したインダクタを介して一方の端子が接続されるとともに他方の端
子が第２電位源との間に接続されたスイッチング素子と、前記負荷、又は、前記スイッチ
ング素子及び前記インダクタと並列接続されたキャパシタと、前記負荷と並列接続された
第１還流回路と前記インダクタと並列接続された第２還流回路と、を備えたことを特徴と
している。
【００１４】
　このように第１の発明によれば、負荷への供給電力を制御する負荷駆動回路をゼロカレ
ントスイッチング回路で構成している。このゼロカレントスイッチング回路では、スイッ
チング素子のターンオン及びターンオフの際に、電流が電圧よりも遅れる特性を有するイ
ンダクタ、及び電流が電圧よりも早まる特性を有するキャパシタが、これら特性でそれぞ
れ動作する。
【００１５】
　その結果、スイッチング素子のターンオン時には、スイッチング素子の両端子間の電圧
が下降を開始しても、インダクタの働きにより、スイッチング素子を流れる電流量は直ぐ
には増加せず、電圧が０Ｖになってから増加を開始する。このように、スイッチング素子
のターンオン時に、インダクタの特性により電流の立ち上がりを電圧の立ち下がりよりも
遅らせることにより、電流が０Ａの状態で電圧が下降し、次いで電圧が０Ｖの状態で電流
が増加する。電圧又は電流が０の場合にはスイッチング損失は発生しないため、スイッチ
ング素子のターンオン時のスイッチング損失を低減することができる。
【００１６】
　また、スイッチング素子のターンオフ時には、スイッチング素子を流れる電流が減少を
開始しても、キャパシタの働きにより、スイッチング素子の両端間の電圧は直ぐには上昇
せず、電流が０Ａになってから上昇開始する。このように、スイッチング素子のターンオ
フ時に、キャパシタの特性により電流の立ち下がりを電圧の立ち上がりよりも早めること
により、電圧が０Ｖの状態で電流が減少し、次いで電流が０Ａの状態で電圧が上昇する。
電圧又は電流が０の場合にはスイッチング損失は発生しないため、スイッチング素子のタ
ーンオフ時のスイッチング損失も低減することができる。
【００１７】
　このように、第１の発明によれば、ＬＣ共振特性を利用せず、かつ簡単な回路構成でス
イッチング素子のスイッチング損失を低減することができる。したがって、第１の発明に
よれば、スイッチング素子のスイッチング速度やスイッチング周波数の制約を受けること
なく、スイッチング損失を低減することができる。
　また、前記ターンオン時に遅れて発生する電流の遅延時間と前記ターンオフ時に発生す
る電圧の遅延時間とは、前記インダクタと前記キャパシタの値を調整することによって独
立した任意の量に調整可能であるから、スイッチング回路の発生するノイズ特性を容易に
所望の限度値以下とすることができる。
【００１８】
　第１の本発明において好ましくは、前記第１電位源と前記キャパシタとの間に接続され
た、前記第２電位源側から前記第１電位源側へ選択的に電流を流す第１整流素子と、前記
第１整流素子と前記キャパシタとの間の第１ノードと前記スイッチング素子と前記インダ
クタとの間の第２ノードとの間に接続された、前記第２ノード側から前記第１ノード側へ
選択的に電流を流す、互いに直列接続された第２整流素子及び第３整流素子と、前記第２
整流素子と前記第３整流素子との間の第３ノードと前記第１又は第２電位源との間に接続
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された第２キャパシタと、を更に備えたことを特徴としている。
【００１９】
　これにより、スイッチング素子のターンオン時に、インダクタを流れた電流の一部を導
いて、キャパシタの充電に充てることができる。このため、ターンオン時に、インダクタ
に蓄積されたエネルギーをキャパシタに移送し、該キャパシタに移送して蓄積されたエネ
ルギーを前記負荷へ回生することで、さらに効率を向上することができる。
【００２０】
　また、第２の本発明は、４つのスイッチング回路を備えたフルブリッジ回路であって、
前記４つのスイッチング回路を、請求項１又は２記載のゼロカレントスイッチング回路で
構成したことを特徴としている。
【００２１】
　このように第２の発明によれば、ブリッジを構成する４つのスイッチング回路を、ＬＣ
共振特性を利用せず、かつ簡単な回路構成でスイッチング素子のスイッチング損失を低減
することができるゼロカレントスイッチング回路で構成したことにより、フルブリッジ全
体でのスイッチング損失を大きく低減することができる。
【図面の簡単な説明】
【００２２】
【図１】第１の発明の第１実施形態によるゼロカレントスイッチング回路の回路図である
。
【図２】図１に示したゼロカレントスイッチング回路のタイミングチャートである。
【図３】（Ａ）及び（Ｂ）は、図１に示したゼロカレントスイッチング回路の動作説明図
である。
【図４】（Ａ）及び（Ｂ）は、図３（Ｂ）に続く、図１に示したゼロカレントスイッチン
グ回路の動作説明図である。
【図５】（Ａ）及び（Ｂ）は、図４（Ｂ）に続く、図１に示したゼロカレントスイッチン
グ回路の動作説明図である。
【図６】第１の発明の第２実施形態によるゼロカレントスイッチング回路の回路図である
。
【図７】第１の発明の第３実施形態によるゼロカレントスイッチング回路の回路図である
。
【図８】第１の発明の第４実施形態によるゼロカレントスイッチング回路の回路図である
。
【図９】第１の発明の第５実施形態によるゼロカレントスイッチング回路の回路図である
。
【図１０】第１の発明の第６実施形態によるゼロカレントスイッチング回路の回路図であ
る。
【図１１】第１の発明の第７実施形態によるゼロカレントスイッチング回路の回路図であ
る。
【図１２】第１の発明の第８実施形態によるゼロカレントスイッチング回路の回路図であ
る。
【図１３】第１の発明の第９実施形態によるゼロカレントスイッチング回路の回路図であ
る。
【図１４】図１３に示したゼロカレントスイッチング回路のタイミングチャートである。
【図１５Ａ】図１３に示したゼロカレントスイッチング回路の動作説明図である。
【図１５Ｂ】図１５Ａに続く、図１３に示したゼロカレントスイッチング回路の動作説明
図である。
【図１５Ｃ】図１５Ｂに続く、図１３に示したゼロカレントスイッチング回路の動作説明
図である。
【図１５Ｄ】図１５Ｃに続く、図１３に示したゼロカレントスイッチング回路の動作説明
図である。
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【図１５Ｅ】図１５Ｄに続く、図１３に示したゼロカレントスイッチング回路の動作説明
図である。
【図１６】第１の発明の第１０実施形態によるゼロカレントスイッチング回路の回路図で
ある。
【図１７】第１の発明の第１１実施形態によるゼロカレントスイッチング回路の回路図で
ある。
【図１８】第１の発明の第１２実施形態によるゼロカレントスイッチング回路の回路図で
ある。
【図１９】第１の発明の第１３実施形態によるゼロカレントスイッチング回路の回路図で
ある。
【図２０】第１の発明の第１４実施形態によるゼロカレントスイッチング回路の回路図で
ある。
【図２１】第１の発明の第１５実施形態によるゼロカレントスイッチング回路の回路図で
ある。
【図２２】第１の発明の第１６実施形態によるゼロカレントスイッチング回路の回路図で
ある。
【図２３】第２の発明の実施形態によるフルブリッジ回路の回路図である。
【図２４】従来のＰＷＭ制御用の負荷駆動回路の回路図である。
【図２５】（Ａ）は、図２４に示した負荷駆動回路のターンオン時の電圧及び電流の時間
変化を示すグラフであり、（Ｂ）は、図２４に示した負荷駆動回路のターンオフ時の電圧
及び電流の時間変化を示すグラフである。
【発明を実施するための形態】
【００２３】
　以下、図面を参照して、本発明の実施様態について説明する。
　図１に、第１の発明の第１実施形態によるゼロカレントスイッチング回路の回路図を示
す。図１に示すゼロカレントスイッチング回路は、負荷Ｍへの供給電力を制御するための
負荷駆動制御回路である。第１電位源としての高電位源ＶIN（直流電源の高電位側の端子
）と、第２電位源としての低電位源（ＧＮＤ）（直流電源の低電位側の端子）との間に、
負荷Ｍと、インダクタ１２と、スイッチング素子１０とが順次に直列に接続されている。
【００２４】
　より詳細には、負荷Ｍの一方の端子ｍａは、高電位源ＶINに接続され、スイッチング素
子１０の一方の端子１０ａは、低電位源（ＧＮＤ）に接続されている。そして、負荷Ｍの
他方の端子ｍｂと、スイッチング素子１０の他方の端子１０ｂとの間に、インダクタ１２
が接続されている。
【００２５】
　負荷Ｍへの電力供給は、スイッチング素子１０のＯＮ／ＯＦＦによって制御される。ス
イッチング素子１０のＭＯＳＦＥＴのゲート電極には、ＰＷＭ回路（図示せず）からＰＷ
Ｍ制御信号が入力される。
【００２６】
　負荷Ｍは、例えばモータであり、スイッチング素子１０は、例えばＭＯＳＦＥＴである
。また、スイッチング素子１０は、ＭＯＳＦＥＴの代わりに、バイポーラトランジスタ、
又は絶縁ゲート型バイポーラトランジスタ（Insulated Gate Bipolar Transistor：ＩＧ
ＢＴ）で構成してもよい。
【００２７】
　なお、後述するように、スイッチング素子１０のターンオン時には、インダクタ１２の
働きにより、スイッチング素子の両端子間の電圧が低下を開始しても、スイッチング素子
を流れる電流量は直ぐには上昇せず、電圧が０Ｖになってから上昇開始する。
【００２８】
　また、キャパシタ１４が、負荷Ｍと並列に、即ち、スイッチング素子１０及びインダク
タ１２と直列に接続されている。さらに、キャパシタ１４と高電位源ＶINとの間に、互い
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に並列接続された抵抗２０とダイオード２２とが接続されている。
【００２９】
　なお、後述するように、スイッチング素子１０のターンオフ時には、キャパシタ１４の
働きにより、スイッチング素子を流れる電流が低下を開始しても、キャパシタの働きによ
り、スイッチング素子の両端間の電圧は直ぐには上昇せず、電流が０Ａになってから上昇
開始する。
【００３０】
　第１還流回路としての第１還流ダイオード１６が、負荷Ｍに並列に接続されている。第
１還流ダイオード１６は、スイッチング素子１０のターンオフ時の負荷Ｍの誘導起電力に
よる回生電流を循環させる。
【００３１】
　第２還流回路としての第２還流ダイオード１８が、インダクタ１２に並列に接続されて
いる。第２還流ダイオード１８は、スイッチング素子１０のターンオフ時のインダクタ１
２の誘導起電力による電流を循環させる。
【００３２】
　図２のタイミングチャート、及び図３（Ａ）～図５（Ｂ）を参照して、図１に示したゼ
ロカレントスイッチング回路の動作例を説明する。
　図２の曲線Ｉは、スイッチング素子１０のゲート電圧ＶGの時間変化を示し、曲線IIは
、スイッチング素子１０の他方の端子１０ｂの電位ＶQの時間変化を示し、曲線IIIは、負
荷Ｍの他方の端子ｍｂの電位ＶOUTを示し、曲線IVは、スイッチング素子１０を流れる電
流ＩQの時間変化を示し、曲線Vはインダクタ１２を流れる電流ＩLの時間変化を示し、曲
線VIは、キャパシタ１４を流れる電流ＩCの時間変化を示し、曲線VIIは、第１還流ダイオ
ード１６を流れる電流ＩDの時間変化を示し、曲線VIIIは、負荷Ｍを流れる電流ＩOUTの時
間変化を示す。
【００３３】
　なお、スイッチング素子１０の一方の端子１０ａが接地（ＧＮＤ）されているため、ス
イッチング素子１０の他方の端子１０ｂの電位ＶQは、スイッチング素子１０の両端子間
電圧、即ち、スイッチング素子１０を形成するＭＯＳＦＥＴのドレイン（Ｄ）－ソース（
Ｓ）間電圧に相当する。また、負荷Ｍを流れるＩOUTは、負荷Ｍが具備するインダクタン
ス成分とＰＷＭ制御とにより一定となっている。
【００３４】
　ここでは、ＰＷＭ制御のために繰り返されるスイッチング素子１０のＯＮ／ＯＦＦ動作
のうち、一組のターンオン時とターンオフ時の動作を説明する。図２のタイミングチャー
トでは、スイッチング素子１０は、時刻ｔ０～ｔ１にターンオンし、時刻ｔ４～ｔ５にタ
ーンオフする。
【００３５】
　図３（Ａ）は、図２のタイミングチャートにおける時刻ｔ０～ｔ１のゼロカレントスイ
ッチング回路の動作を表し、図３（Ｂ）は、時刻ｔ１～ｔ２の動作を表し、図４（Ａ）は
、時刻ｔ２～ｔ３の動作を表し、図４（Ｂ）は、時刻ｔ３～ｔ４の動作を表し、図５（Ａ
）は、時刻ｔ４～ｔ５の動作を表し、図５（Ｂ）は、時刻ｔ５～ｔ６の動作を表す。
【００３６】
　まず、図２のタイミングチャートの時刻ｔ０～ｔ１におけるゼロカレントスイッチング
回路の動作を説明する。時刻ｔ０以前に、スイッチング素子１０のゲート電圧ＶGが「Ｌ
」から「Ｈ」へ向けて上昇を開始する。そして、時刻ｔ０に、ゲート電圧ＶGがスイッチ
ング素子１０のＭＯＳＦＥＴのターンオン閾値に到達すると、ＭＯＳＦＥＴのドレイン－
ソース間電圧ＶQが低下を開始する。しかし、インダクタ１２の特性のため、時刻ｔ０～
ｔ１において、インダクタ１２を流れる電流ＩLは、０Ａのままである。このため、イン
ダクタ１２に直列接続されたスイッチング素子１０を流れる電流ＩQも０Ａのままである
。したがって、時刻ｔ０～ｔ１におけるスイッチング素子１０におけるスイッチング損失
は０である。
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【００３７】
　図３（Ａ）に、時刻ｔ０～ｔ１のゼロカレントスイッチング回路を流れる電流を示す。
時刻ｔ０以前のスイッチング素子１０のターンオフ時の負荷Ｍの誘導起電力による電流Ｉ

OUTが、第１還流ダイオード１６を循環している。時刻ｔ０～ｔ１では、上述のように、
スイッチング素子１０にもインダクタ１２にも電流は流れていない。
【００３８】
　次に、図２のタイミングチャートの時刻ｔ１～ｔ２におけるゼロカレントスイッチング
回路の動作を説明する。時刻ｔ１までに、スイッチング素子１０のＭＯＳＦＥＴのドレイ
ン－ソース間電圧ＶQが、０Ｖにまで低下する。その後、時刻ｔ１から時刻ｔ２にかけて
、インダクタ１２を流れる電流ＩL、及びスイッチング素子１０を流れる電流ＩQが徐々に
増加する。時刻ｔ１以降、第１還流ダイオード１６を循環する電流が徐々に減少して０Ａ
となる。続いて、キャパシタ１４を充電する電流ＩCも流れる。このため、電流ＩQ及び電
流ＩLは、キャパシタ１４を充電する電流ＩCが加算された電流値まで上昇する。しかし、
時刻ｔ１～ｔ２におけるスイッチング素子１０のドレイン－ソース間電圧ＶQは、既に０
Ｖとなっている。したがって、時刻ｔ１～ｔ２におけるスイッチング素子１０におけるス
イッチング損失も０である。
【００３９】
　図３（Ｂ）に、時刻ｔ１～ｔ２のゼロカレントスイッチング回路を流れる電流を示す。
負荷Ｍを流れる電流ＩOUTとキャパシタ１４の充電電流Ｉｃとが合流して、インダクタ１
２を流れる電流ＩLとなる。さらに、この電流ＩLは、そのままインダクタ１２に直列接続
されたスイッチング素子１０を流れる電流ＩQとなる。
　このように、時刻ｔ０～ｔ２にかけて、スイッチング素子１０を、実質的にスイッチン
グ損失無しで、ＯＦＦ状態からＯＮ状態へターンオンさせることができる。
【００４０】
　次に、図２のタイミングチャートの時刻ｔ２～ｔ３におけるゼロカレントスイッチング
回路の動作を説明する。時刻ｔ２～ｔ３において、ゼロカレントスイッチング回路は、Ｏ
Ｎ状態である。時刻ｔ２以降、負荷Ｍの他方の端子ｍｂの電位ＶOUTが徐々に低下するの
と同時に、キャパシタ１４の充電電流Ｉｃが徐々に減少する。これに伴い、インダクタ１
２を流れる電流ＩL、及びスイッチング素子１０を流れる電流ＩQも減少する。そして、電
位ＶOUTが０Ｖになると、充電電流ＩCも０Ａとなり、電流ＩL及び電流ＩQは定常状態とな
る。
【００４１】
　図４（Ａ）に、時刻ｔ２～ｔ３のゼロカレントスイッチング回路を流れる電流を示す。
インダクタ１２を流れる電流ＩL、及びスイッチング素子１０を流れる電流ＩQは、定常状
態であるとき、負荷Ｍを流れる電流ＩOUTは、そのまま電流ＩLとなり、更に電流ＩQとな
る。
　なお、スイッチング素子１０を構成するＭＯＳＦＥＴは、数ミリオームのオン抵抗を有
する。このため、スイッチング素子１０がＯＮ状態のときに、このオン抵抗と電流ＩQと
に起因する僅かな損失が生じる。
【００４２】
　続いて、スイッチング素子１０は、時刻ｔ３～ｔ５にかけてターンオフする。
　図２のタイミングチャートの時刻ｔ３～ｔ４におけるゼロカレントスイッチング回路の
動作を説明する。時刻ｔ３以前に、スイッチング素子１０のゲート電圧ＶGが「Ｈ」から
「Ｌ」へ向けて下降を開始する。そして、時刻ｔ３に、ゲート電圧ＶGがスイッチング素
子１０のＭＯＳＦＥＴのターンオフ閾値に到達すると、スイッチング素子１０を流れる電
流ＩQが下降を開始する。しかし、電流ＩQの下降開始と同時に、キャパシタ１４からの放
電電流ＩCが上昇を開始するため、負荷Ｍの他方の端子ｍｂの電位ＶOUTは、０Ｖのままで
ある。同時に、第２還流ダイオード１８の働きによってスイッチング素子１０のＭＯＳＦ
ＥＴのドレイン－ソース間電圧ＶQは、ＶOUT以上にはならないので略０Ｖのままである。
したがって、時刻ｔ３～ｔ４におけるスイッチング素子１０におけるスイッチング損失は
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０である。
【００４３】
　図４（Ｂ）に、時刻ｔ３～ｔ４のゼロカレントスイッチング回路を流れる電流を示す。
スイッチング素子１０を流れる電流ＩQが減少した時、インダクタ１２による誘導電流が
第２還流ダイオード１８を流れるため、インダクタ１２を流れる電流ＩLは、一定に維持
される。また、負荷Ｍを流れる電流ＩOUTは、キャパシタ１４を流れる電流ＩCとインダク
タ１２に流れる電流ＩQとに分割される。
【００４４】
　次に、図２のタイミングチャートの時刻ｔ４～ｔ５におけるゼロカレントスイッチング
回路の動作を説明する。時刻ｔ４までに、スイッチング素子１０流れる電流ＩQが減少し
て０Ａとなる。その後、時刻ｔ４から時刻ｔ５にかけて、負荷Ｍを流れる出力電流ＩOUT

を一定に維持したまま、キャパシタ１４が充電を開始する。その結果、スイッチング素子
１０のソース－ドレイン間電圧ＶQが徐々に上昇するとともに、負荷Ｍの他方の端子の電
位ＶOUTも徐々に上昇する。しかし、時刻ｔ４～ｔ５におけるスイッチング素子１０を流
れる電流ＩQは、既に０Ａである。したがって、時刻ｔ４～ｔ５におけるスイッチング素
子１０におけるスイッチング損失も０である。
　なお、時刻ｔ４～時刻ｔ５の期間においても、インダクタ１２の誘導起電力が発生する
ため、インダクタ１２を流れる電流ＩLは緩やかに減少する。
【００４５】
　図５（Ａ）に、時刻ｔ４～ｔ５のゼロカレントスイッチング回路を流れる電流を示す。
負荷Ｍを流れる出力電流ＩOUTは、キャパシタ１４の充電電流ＩCとなる。また、インダク
タ１２の誘導起電力による電流ＩLが第２還流ダイオード１８を流れている。
　このように、時刻ｔ３～ｔ５にかけて、スイッチング素子１０を、スイッチング損失無
しで、ＯＮ状態からＯＦＦ態へターンオフさせることができる。
【００４６】
　次に、図２のタイミングチャートの時刻ｔ５～ｔ６におけるゼロカレントスイッチング
回路の動作を説明する。時刻ｔ５～ｔ６において、スイッチング素子１０は、既にＯＦＦ
状態である。キャパシタ１４が完全に充電されると、キャパシタ１４に流れる充電電流Ｉ

Cは徐々に減少する。充電電流ＩCが減少した分だけ、第１還流ダイオード１６を流れる回
生電流ＩDが増加し、その結果、負荷Ｍの出力電流ＩOUTが一定に維持される。また、イン
ダクタ１２の誘導起電力による電流ＩLは、時刻ｔ６経過後まで、緩やかに減少しながら
流れ続ける。
【００４７】
　図５（Ｂ）に、時刻ｔ５～ｔ６のゼロカレントスイッチング回路を流れる電流を示す。
インダクタ１２の誘導起電力による電流ＩLは、緩やかに減少し、ついには、０Ａとなる
。また、負荷Ｍの出力電流ＩOUTのうち、キャパシタ１４に流れる電流ＩCの割合が減少す
る一方、第１還流ダイオード１６に流れる電流ＩDが増加する。その結果、ゼロカレント
スイッチング回路を流れる電流は、図３（Ａ）に示した状態となる。
【００４８】
　このように、本実施形態のゼロカレントスイッチング回路によれば、ＬＣ共振特性を利
用せず、かつ簡単な回路構成で、スイッチング素子のターンオン及びターンオフ時のスイ
ッチング損失を低減することができる。
【００４９】
　次に、第１の発明の第２実施形態を説明する。
　図６は、第２実施形態によるゼロカレントスイッチング回路の回路図である。このゼロ
カレントスイッチング回路は、図１に示した回路のうち、第１還流ダイオード１６を第２
スイッチング素子１６ａに置き換えたものである。そして、これ以外の構成は、図１に示
したものと同じである。
【００５０】
　第２スイッチング素子１６ａも、ＯＦＦ状態で、第１還流ダイオード１６と実質的に同
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様の機能を果たすため、第２実施形態のゼロカレントスイッチング回路の動作は、第１実
施形態によるものと実質的に同じである。
【００５１】
　次に、第１の発明の第３実施形態を説明する。
　図７は、第３実施形態によるゼロカレントスイッチング回路の回路図である。このゼロ
カレントスイッチング回路では、図１に示した回路のうち、キャパシタ１４が、負荷Ｍと
並列ではなく、スイッチング素子１０及びインダクタ１２と並列に接続されている。さら
に、キャパシタ１４と低電位源ＧＮＤとの間に、互いに並列接続された抵抗２０とダイオ
ード２２とが接続されている。そして、これ以外に構成は、図１に示したものと同じであ
る。
【００５２】
　第３実施形態では、スイッチング素子１０のターンオン時に、キャパシタ１４は、イン
ダクタ１２とスイッチング素子１０を介して、放電電流が流れる。また、スイッチング素
子１０のターンオフ時に、キャパシタ１４は、高電位源ＶINから負荷Ｍとキャパシタ１４
を介して低電位源ＧＮＤ側へ向けて充電電流が流れる。
【００５３】
　次に、第１の発明の第４実施形態を説明する。
　図８は、第４実施形態によるゼロカレントスイッチング回路の回路図である。このゼロ
カレントスイッチング回路は、図７に示した第３実施形態によるゼロカレントスイッチン
グ回路のうち、第１還流ダイオード１６を第２スイッチング素子１６ａに置き換えたもの
である。そして、これ以外の構成は、図１に示したものと同じである。
【００５４】
　第２スイッチング素子１６ａも、ＯＦＦ状態で、第１還流ダイオード１６と実質的に同
様の機能を果たすため、第４実施形態のゼロカレントスイッチング回路の動作は、第３実
施形態によるものと実質的に同じである。
【００５５】
　次に、第１の発明の第５実施形態を説明する。
　図９は、第５実施形態によるゼロカレントスイッチング回路の回路図である。この実施
形態のゼロカレントスイッチング回路は、図１に示した第１実施形態によるものに対して
、スイッチング素子１０等を、負荷Ｍのハイサイド駆動回路としたものである。すなわち
、この実施形態では、第１実施形態とは逆に、第１の電位源が低電位源ＧＮＤであり、第
２の電位源が高電位源ＶINである。
【００５６】
　この実施形態のゼロカレントスイッチング回路は、第１実施形態のものと電流の向きが
逆である他は、第１実施形態と同じ動作をする。したがって、この実施形態のゼロカレン
トスイッチング回路においても、ＬＣ共振特性を利用せず、かつ簡単な回路構成でスイッ
チング素子のターンオン及びターンオフ時のスイッチング損失を低減することができる。
【００５７】
　次に、第１の発明の第６実施形態を説明する。
　図１０は、第６実施形態によるゼロカレントスイッチング回路の回路図である。このゼ
ロカレントスイッチング回路は、図９に示した回路のうち、第１還流ダイオード１６を第
２スイッチング素子１６ａに置き換えたものである。そして、これ以外の構成は、図９に
示したものと同じである。
【００５８】
　第２スイッチング素子１６ａも、ＯＦＦ状態で、第１還流ダイオード１６と実質的に同
様の機能を果たすため、第６実施形態のゼロカレントスイッチング回路の動作は、第５実
施形態によるものと実質的に同じである。
【００５９】
　次に、第１の発明の第７実施形態を説明する。
　図１１は、第７実施形態によるゼロカレントスイッチング回路の回路図である。このゼ
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ロカレントスイッチング回路では、図９に示した回路のうち、キャパシタ１４が、負荷Ｍ
と並列ではなく、スイッチング素子１０及びインダクタ１２と並列に接続されている。さ
らに、キャパシタ１４と高電位源ＶINとの間に、互いに並列接続された抵抗２０とダイオ
ード２２とが接続されている。そして、これ以外に構成は、図９に示したものと同じであ
る。
【００６０】
　第７実施形態では、スイッチング素子１０のターンオン時に、キャパシタ１４は、イン
ダクタ１２とスイッチング素子１０を介して放電電流が流れる。また、スイッチング素子
１０のターンオフ時には、キャパシタ１４は、高電位源ＶINからキャパシタ１４と負荷Ｍ
とを介して低電位源ＧＮＤ側へ向けて充電電流が流れる。
【００６１】
　次に、第１の発明の第８実施形態を説明する。
　図１２は、第８実施形態によるゼロカレントスイッチング回路の回路図である。このゼ
ロカレントスイッチング回路は、図１１に示した第７実施形態によるゼロカレントスイッ
チング回路のうち、第１還流ダイオード１６を第２スイッチング素子１６ａに置き換えた
ものである。そして、これ以外の構成は、図１１に示したものと同じである。
【００６２】
　第２スイッチング素子１６ａも、ＯＦＦ状態で、第１還流ダイオード１６と実質的に同
様の機能を果たすため、第４実施形態のゼロカレントスイッチング回路の動作は、第７実
施形態によるものと実質的に同じである。
【００６３】
　次に、第１の発明の第９実施形態を説明する。本実施形態は、特にゼロカレントスイッ
チングを行う場合にインダクタ及びキャパシタへ蓄積されたエネルギーを負荷へ回生する
ことによって、スイッチング時の電力損失を大幅に改善することを特徴とする。
　図１３は、第９実施形態によるゼロカレントスイッチング回路の回路図である。図１３
に示すゼロカレントスイッチング回路は、負荷Ｍへの供給電力を制御するための負荷駆動
制御回路である。第１電位源としての高電位源ＶIN（直流電源の高電位側の端子）と、第
２電位源としての低電位源（ＧＮＤ）（直流電源の低電位側の端子）との間に、負荷Ｍと
、インダクタ１２と、スイッチング素子１０とが順次に直列に接続されている。
【００６４】
　より詳細には、負荷Ｍの一方の端子ｍａは、高電位源ＶINに接続され、スイッチング素
子１０の一方の端子１０ａは、低電位源（ＧＮＤ）に接続されている。そして、負荷Ｍの
他方の端子ｍｂと、スイッチング素子１０の他方の端子１０ｂとの間に、インダクタ１２
が接続されている。
【００６５】
　負荷Ｍへの電力供給は、スイッチング素子１０のＯＮ／ＯＦＦによって制御される。ス
イッチング素子１０のＭＯＳＦＥＴのゲート電極には、ＰＷＭ回路（図示せず）から任意
のデューティーとしたＰＷＭ制御信号が入力される。
【００６６】
　なお、スイッチング素子１０のターンオン時には、インダクタ１２の働きにより、スイ
ッチング素子の両端子間の電圧が低下を開始しても、スイッチング素子を流れる電流量は
直ぐには上昇せず、電圧が０Ｖになってから上昇開始する。これにより、スイッチング素
子１０を、スイッチング損失無しで、ＯＦＦ状態からＯＮ状態へターンオンさせることが
できる。
【００６７】
　また、キャパシタ１４が、負荷Ｍと並列に、即ち、スイッチング素子１０及びインダク
タ１２と直列に接続されている。さらに、高電位源ＶINとキャパシタ１４との間に、第１
整流素子としてのダイオード２２が接続されている。このダイオード２２は、キャパシタ
１４から高電位源ＶIN側へ選択的に電流を流す。
【００６８】
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　また、ダイオード２２とキャパシタ１４との間の第１ノードｎ１と、スイッチング素子
１０とインダクタ１２との間の第２ノードｎ２との間に、第２及び第３整流素子としての
ダイオード２４及び２６が互いに直列に接続されている。ダイオード２４及び２６は、第
２ノードｎ２側から第１ノードｎ１側へ選択的に電流を流す。
【００６９】
　さらに、ダイオード２４とダイオード２６との間の第３ノードｎ３と、低電位源ＧＮＤ
との間に第２キャパシタ２８が接続されている。
キャパシタ２８と前記キャパシタ１４とは略等しい静電容量値とすることが望ましい。
【００７０】
　なお、スイッチング素子１０のターンオフ時には、キャパシタ２８の働きにより、スイ
ッチング素子を流れる電流が下降開始しても、スイッチング素子の両端間の電圧は直ぐに
は上昇せず、電流が０Ａになってから上昇開始する。これにより、スイッチング素子１０
を、スイッチング損失無しで、ＯＮ状態からＯＦＦ状態へターンオフさせることができる
。
【００７１】
　さらに、本実施形態では、スイッチング素子１０のターンオン時に、インダクタ１２を
流れた電流の一部を導いて、キャパシタ１４の充電に充てることができる。このため、タ
ーンオン時に、インダクタ１２に直列接続されたスイッチング素子１０を流れる電流の増
加を抑制することができる。そのうえ、キャパシタ１４に蓄えられたエネルギーを負荷Ｍ
へ還流させることによって、電力損失を低減し、より高効率のゼロカレントスイッチング
回路を構成することができる。
【００７２】
　また、第１還流回路としての第１還流ダイオード１６が、負荷Ｍに並列に接続されてい
る。第１還流ダイオード１６は、スイッチング素子１０のターンオフ時の負荷Ｍの誘導起
電力による回生電流を循環させることにより、サージ電圧の発生を防止している。
【００７３】
　第２還流回路として、互いに直列に接続された抵抗３０及びキャパシタ３１が、インダ
クタ１２に並列に接続されている。抵抗３０及びキャパシタ３１は、スイッチング素子１
０のターンオン及びターンオフ時に、インダクタ１２とキャパシタ２８及びキャパシタ１
４の電圧と電流とが共振して高周波の交番電流が流れるのを防止するダンパ回路として作
用する。
【００７４】
　以下、図１４のタイミングチャート及び図１５Ａ～図１５Ｅを参照して、図１３に示し
た本実施形態における動作例を説明する。
　図１５Ａは、図１４のタイミングチャートにおける時刻ｔ０～ｔ１のゼロカレントスイ
ッチング回路の動作を表し、図１５Ｂは、時刻ｔ１～ｔ２の動作を表し、図１５Ｃは、時
刻ｔ２～ｔ３の動作を表し、図１５Ｄは、時刻ｔ３～ｔ４の動作を表し、図１５Ｅは、時
刻ｔ４～ｔ５の動作を表す。
【００７５】
　まず、図１４のタイミングチャートの時刻ｔ０～ｔ１におけるゼロカレントスイッチン
グ回路の動作を説明する。時刻ｔ０以前に、スイッチング素子１０のゲート電圧ＶGが「
Ｌ」から「Ｈ」へ向けて上昇を開始する。そして、時刻ｔ０に、ゲート電圧ＶGがスイッ
チング素子１０のＭＯＳＦＥＴのターンオン閾値に到達すると、ＭＯＳＦＥＴのドレイン
－ソース間電圧ＶQが低下を開始する。しかし、インダクタ１２の特性のため、時刻ｔ０
～ｔ１において、インダクタ１２を流れる電流ＩLは、０Ａのままである。このため、イ
ンダクタ１２に直列接続されたスイッチング素子１０を流れる電流ＩQも０Ａのままであ
る。したがって、時刻ｔ０～ｔ１におけるスイッチング素子１０におけるスイッチング損
失は０である。
【００７６】
　次に、時刻ｔ０以前においては、負荷Ｍの誘導起電力による電流ＩOUTが第一還流ダイ
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オード１６を順方向に還流していることから、スイッチング素子１０のＭＯＳＦＥＴのド
レイン－ソース電圧ＶQは、概ね高電位源ＶINの電位と等しい。従って、ダイオード２４
は順方向にバイアスされてキャパシタ２８の電圧ＶC（２８）は高電位源ＶINの電圧と略
等しくなるように充電されている。同時にキャパシタ１４とダイオード２２とを直列接続
した両端の電位差は、第一還流ダイオード１６の順方向電圧降下量と等しく、且つダイオ
ード２６のアノード側であるノードｎ３の電位は前記スイッチング素子１０のドレイン電
位ＶQと概ね等しいから、キャパシタ１４の両端の電圧ＶC（１４）は略０Ｖである。
【００７７】
　図１５Ａに、時刻ｔ０～ｔ１のゼロカレントスイッチング回路を流れる電流を示す。時
刻ｔ０以前のスイッチング素子１０のターンオフ時の負荷Ｍの誘導起電力による電流ＩOU

Tが、第１還流ダイオード１６を循環している。したがって、時刻ｔ０～ｔ１では、上述
のように、スイッチング素子１０にもインダクタ１２にも電流は流れていない。
【００７８】
　時刻ｔ０～ｔ１にかけて、スイッチング素子１０を、実質的にスイッチング損失無しで
、ＯＦＦ状態からＯＮ状態へターンオンさせることができる。
【００７９】
　次に、図１４のタイミングチャートの時刻ｔ１～ｔ２におけるゼロカレントスイッチン
グ回路の動作を説明する。時刻ｔ１までに、スイッチング素子１０のＭＯＳＦＥＴのドレ
イン－ソース間電圧ＶQが、０Ｖにまで低下する。その後、時刻ｔ１から時刻ｔ２にかけ
て、インダクタ１２を流れる電流ＩL、及びスイッチング素子１０を流れる電流ＩQが徐々
に増加する。時刻ｔ１以降、第１還流ダイオード１６を循環する電流が徐々に減少して０
Ａとなる。続いて、キャパシタ２８を放電する電流ＩC（２８）と、ダイオード２６を介
して直列接続されたことによって、この電流ＩC（２８）と等しい電流値でキャパシタ１
４を充電する電流ＩC（１４）も流れる。このため、電流ＩQ及び電流ＩLは、キャパシタ
２８を放電する電流ＩC（２８）、及び電流ＩC（２８）と等しい値でキャパシタ１４を充
電する電流ＩC（１４）とが加算された電流値まで上昇する。しかし、時刻ｔ１～ｔ２に
おけるスイッチング素子１０のドレイン－ソース間電圧ＶQは、既に０Ｖとなっている。
したがって、時刻ｔ１～ｔ２におけるスイッチング素子１０におけるスイッチング損失も
０である。
【００８０】
　ここで、インダクタ１２とキャパシタ２８とキャパシタ１４との関係について説明する
。キャパシタ２８はノードｎ３においてダイオード２６を順方向にしてキャパシタ１４の
一方の側と接続される。また、キャパシタ１４の他方の側はインダクタ１２を介してスイ
ッチング素子１０のＭＯＳＦＥＴのドレインと接続してある。
【００８１】
　スイッチング素子１０がターンオンする直前のタイミングにおけるキャパシタ２８とキ
ャパシタ１４の初期充電状態は前述の如く、それぞれＶIN（＝キャパシタ２８）と０（＝
キャパシタ１４）である。
　ここで、スイッチング素子１０がターンオンすると、キャパシタ２８に充電されていた
エネルギー（１／２×Ｃ×Ｖ2）は電流ＩLとなってインダクタ１２へ移動する。
　さらにインダクタ１２の電流エネルギーはキャパシタ１４を充電して電圧エネルギーと
して該キャパシタ１４へ蓄電される。
【００８２】
　後述するように、スイッチング素子１０がターンオフする際にゼロカレントスイッチン
グを実現するには、スイッチング素子１０がオフする直前までにキャパシタ２８が放電さ
れてノードｎ３の電位が低いことが必要である。
　そのため、本実施形態においては、スイッチング素子１０がターンオンするときに、キ
ャパシタ２８の電荷をインダクタ１２の電流に置き換えた後にキャパシタ１４を充電する
ものとした。これをエネルギーの移動で表現すればキャパシタ２→インダクタ１２→キャ
パシタ１４の順で移動させることになる。



(14) JP 2014-220913 A 2014.11.20

10

20

30

40

50

【００８３】
　一方、図１に示す第１の発明の第１実施形態においては、スイッチング素子１０がター
ンオンしたときにキャパシタ１４を充電した電流はインダクタ１２を流れる。しかし、一
旦インダクタ１２に蓄えられた電流はダイオード１８を介して還流するから、このインダ
クタ１２の内部抵抗及びダイオード１８の順方向電圧降下と還流電流を掛け合わせた電力
損失によって熱エネルギーとして放出されることになる。
　これと比較して、本実施の形態によればインダクタ１２と並列に還流ダイオードが存在
しないから、インダクタの電流エネルギーは損失することなく、キャパシタ１４へ移送さ
れるようになっている。
【００８４】
　図１５Ｂに、時刻ｔ１～ｔ３のゼロカレントスイッチング回路を流れる電流を示す。負
荷Ｍを流れる電流ＩOUTとキャパシタ２８の放電電流ＩC（２８）とキャパシタ１４の充電
電流ＩC（１４）とが合流して、インダクタ１２を流れる電流ＩLとなる。さらに、この電
流ＩLは、そのままインダクタ１２に直列接続されたスイッチング素子１０を流れる電流
ＩQとなる。
【００８５】
　次に、図１４のタイミングチャートの時刻ｔ１２におけるゼロカレントスイッチング回
路の動作を説明する。時刻ｔ１を起点にインダクタ１２の電流が増加し、キャパシタ２８
を放電する電流がキャパシタ１４を充電するから、このキャパシタ１４の電圧ＶC（１４
）が増加する。このとき、キャパシタ１４と接続されたＶOUTの電圧は時刻ｔ１２におい
て０Ｖを通過しながら下降する。ところで、負荷Ｍを流れる電流ＩOUTの平均値は、通常
高電位源ＶINと低電位源ＧＮＤとの間の電圧とスイッチング素子１０のＰＷＭ駆動デュー
ティーとの掛け算に比例する。
【００８６】
　　ＩOUT平均値　＝（ＶIN－ＧＮＤ）×ＤＵＴＹ／Ｒ
　　Ｒは負荷Ｍの直流抵抗分
【００８７】
　ところが、上記時刻ｔ１２以降ではＶOUTの電位が低電位源ＧＮＤの電位よりも低い電
位まで下降するので、負荷Ｍの電流ＩOUTの瞬時値は図１４に示すように時刻ｔ１２から
時刻ｔ４に至るまで上記ＩOUT平均値よりも大きくなる。
【００８８】
　以上のようにして、スイッチング素子１０がターンオンする以前にキャパシタ２８へ蓄
えられていた電圧（エネルギー）は、スイッチング素子１０がターンオンしたあとのプロ
セスにおいて、キャパシタ１４へ移送されて、負荷Ｍへ印加される電圧が増加する方向へ
ＶOUTを変化させる。その結果、負荷Ｍの電流ＩOUTが増大することによって前記キャパシ
タ２８のエネルギーが負荷Ｍの消費電力となるように作用する。
【００８９】
　次に、図１４のタイミングチャートの時刻ｔ２～ｔ３におけるゼロカレントスイッチン
グ回路の動作を説明する。時刻ｔ２～ｔ３において、スイッチング素子１０は、ＯＮ状態
である。キャパシタ２８の電圧ＶC（２８）は時刻ｔ２において０Ｖとなる。一方、イン
ダクタ１２の電流ＩLはキャパシタ２８を放電したときの電流値を維持しようと働いて、
時刻ｔ２以降も流れ続ける。そして、電流ＩL及び直列に接続されたスイッチング素子１
０の電流ＩQはキャパシタ１４を充電しながら減少していき、時刻ｔ３において定常状態
となる。したがって、時刻ｔ２から時刻ｔ３の間にもキャパシタ１４が充電されて、キャ
パシタ１４の電圧ＶC（１４）は高電位源ＶINの２倍の電圧まで増加を続ける。これによ
って、負荷Ｍの他方の端子ｍｂの電位ＶOUTは下降を続けて、時刻ｔ３では、高電位源ＶI

Nの電圧×（－１）にまで低下する。この時、負荷Ｍの電流ＩOUTは最大値となってキャパ
シタ２８に蓄えられたエネルギーを負荷Ｍへ回生する。
【００９０】
　図１５Ｂに、時刻ｔ１～ｔ３のゼロカレントスイッチング回路を流れる電流を示す。負
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荷Ｍを流れる電流ＩOUTとキャパシタ２８の放電電流ＩC（２８）とキャパシタ１４の充電
電流ＩC（１４）とが合流して、インダクタ１２を流れる電流ＩLとなる。さらに、この電
流ＩLは、そのままインダクタ１２に直列接続されたスイッチング素子１０を流れる電流
ＩQとなる。
【００９１】
　次に、図１４のタイミングチャートの時刻ｔ３～ｔ４におけるゼロカレントスイッチン
グ回路の動作を説明する。時刻ｔ３～ｔ４においてインダクタ１２の電流ＩLとスイッチ
ング素子１０の電流ＩQは定常状態である。キャパシタ２８の電圧ＶC（２８）は既に放電
されて０Ｖであり、キャパシタ１４の電圧ＶC（１４）は時刻ｔ３において高電位源ＶIN

の２倍の値まで充電された後、時刻ｔ３～ｔ４の間にキャパシタ１４の電流ＩC（１４）
が負荷Ｍを流れながら放電する。そして、時刻ｔ４で高電位源ＶINの電圧と略等しい電圧
にて定常状態となる。
【００９２】
　図１５Ｃに、時刻ｔ３～ｔ４のゼロカレントスイッチング回路を流れる電流を示す。負
荷Ｍを流れる電流ＩOUTはスイッチング素子１０を流れる電流ＩQ（＝インダクタ１２を流
れる電流ＩL）とキャパシタ１４を流れる電流ＩC（１４）との合成となる。
【００９３】
　図１４のタイミングチャートの時刻ｔ４～ｔ５におけるゼロカレントスイッチング回路
は、スイッチング素子１０がＯＮ状態であり、各キャパシタ２８及び１４の電圧が飽和状
態にあるから、キャパシタの電流は０Ａであり、スイッチング素子１０の電流ＩQとイン
ダクタ１２の電流ＩLとは負荷Ｍの電流ＩOUTと等しくなって定常状態にある。
【００９４】
　図１５Ｄに、時刻ｔ４～ｔ５のゼロカレントスイッチング回路を流れる電流を示す。負
荷Ｍを流れる電流ＩOUTは、スイッチング素子１０を流れる電流ＩQ及びインダクタ１２を
流れる電流ＩLと等しくなる。
【００９５】
　次に、図１４のタイミングチャートの時刻ｔ５～ｔ７におけるゼロカレントスイッチン
グ回路の動作を説明する。
　時刻ｔ５以前に、スイッチング素子１０のゲート電圧ＶGが「Ｈ」から「Ｌ」へ向けて
下降を開始する。そして、時刻ｔ５に、ゲート電圧ＶGがスイッチング素子１０のＭＯＳ
ＦＥＴのターンオフ閾値に到達すると、スイッチング素子１０を流れる電流ＩQが下降を
開始する。しかし、キャパシタ２８の電圧ＶC（２８）が０Ｖであるため、スイッチング
素子１０のＭＯＳＦＥＴのドレイン－ソース間電圧ＶQは、略０Ｖのままである。したが
って、時刻ｔ５直後にスイッチング素子１０がターンオフしてスイッチング素子１０の電
流ＩQが０Ａに到達するまでの間、ドレイン－ソース間電圧ＶQが０Ｖであるから、スイッ
チング素子１０におけるスイッチング損失は０である。
【００９６】
　続いて、インダクタ１２を介して負荷Ｍの電流ＩOUTによって、キャパシタ２８が充電
され、時刻ｔ６においてキャパシタ２８の電圧ＶC（２８）が高電位源ＶINよりも高くな
ると、ダイオード２４→ダイオード２６→ダイオード２２→負荷Ｍ→インダクタ１２の順
に電流ＩLが流れながら、電流ＩLは徐々に減少していき時刻ｔ７において０Ａとなる。同
時に、キャパシタ１４の電圧ＶC（１４）は時刻ｔ５以前に高電位源ＶINと略等しいが、
インダクタ１２の電流ＩLが減少するのに伴って、負荷Ｍの電流ＩOUTがキャパシタ１４を
充電するように流れ始めるから、該キャパシタ１４の電圧ＶC（１４）は徐々に低下して
時刻ｔ７において０Ｖとなる。
【００９７】
　負荷Ｍの他方の端子ｍｂの電位ＶOUTは、キャパシタ１４の電圧ＶC（１４）の減少に伴
って上昇し、時刻ｔ７において高電位源ＶINの電位と略等しくなると同時に、第１還流ダ
イオード１６に負荷Ｍの還流電流が流れるように作用する。
【００９８】
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　図１５Ｅに、時刻ｔ５～ｔ７のゼロカレントスイッチング回路を流れる電流を示す。ス
イッチング素子１０を流れる電流ＩQが減少したとき、インダクタ１２の電流ＩLがキャパ
シタ２８を流れてキャパシタ２８を充電する。キャパシタ２８の電圧ＶC（２８）がダイ
オード２６とダイオード２２を順方向にバイアスする電圧に達すると、電流ＩLはダイオ
ード２６とダイオード２２と負荷Ｍを通って、再びインダクタ１２へと還流しながら減少
する。同時に、負荷Ｍの端子ｍｂの電圧ＶOUTが上昇しながらキャパシタ１４を充電する
電流ＩC（１４）が流れる。
【００９９】
　やがて、電圧ＶOUTが高電位源ＶINの電圧と等しくなるまで上昇すると、インダクタＩL

の電流が０Ａとなり、キャパシタ２８の電圧ＶC（２８）が高電位源ＶINの電圧と略等し
くなり、キャパシタ１４の電圧ＶC（１４）が０Ｖとなり、スイッチング素子１０の電流
ＩQは０Ａで、負荷Ｍの電流は第１還流ダイオード１６を通って循環して、図１５Ａに示
した状態となる。
【０１００】
　このように、時刻ｔ５～ｔ７にかけて、スイッチング素子１０を、スイッチング損失無
しで、ＯＮ状態からＯＦＦ態へターンオフさせることができる。
【０１０１】
　このように、本実施形態のゼロカレントスイッチング回路によれば、ＬＣ共振特性を利
用せず、簡単な回路構成で、かつスイッチング素子のターンオン及びターンオフ時に電流
の上昇と電圧の上昇とを抑制するインダクタ及びキャパシタに蓄えられたエネルギーを負
荷側へ回生させることができるから、スイッチング素子のスイッチング損失を低減するこ
とができると同時に、各素子に蓄えられたエネルギーを損失することなく負荷に消費させ
ることで、高効率のゼロカレントスイッチング回路装置を提供することができる。
【０１０２】
　さらに、本発明のゼロカレントスイッチング回路は図２及び図１４に示す如く、出力端
子の電圧信号ＶOUTが０Ｖから上昇する時間、及び電源電圧から下降する時間をインダク
タ及びキャパシタの値によって任意に設定可能であるから、負荷Ｍへの配線から放出され
る放射ノイズを低減する手法の一つとしての公知技術における矩形波信号の遷移時間増大
に関して、容易に対応可能であるという優れた特徴を有する。
【０１０３】
　次に、第１の発明の第１０実施形態を説明する。
　図１６は、第１０実施形態によるゼロカレントスイッチング回路の回路図である。この
ゼロカレントスイッチング回路は、図１３に示した回路のうち、第１還流ダイオード１６
を第２スイッチング素子１６ａに置き換えたものである。そして、これ以外の構成は、図
１３に示したものと同じである。
【０１０４】
　第２スイッチング素子１６ａも、ＯＦＦ状態で、第１還流ダイオード１６と実質的に同
様の機能を果たすため、第１０実施形態のゼロカレントスイッチング回路の動作は、第９
実施形態によるものと実質的に同じである。
【０１０５】
　次に、第１の発明の第１１実施形態を説明する。
　図１７は、第１１実施形態によるゼロカレントスイッチング回路の回路図である。この
実施形態のゼロカレントスイッチング回路は、図１３に示した第１実施形態によるものに
対して、スイッチング素子１０等を、負荷Ｍのハイサイド駆動回路としたものである。す
なわち、この実施形態では、第１実施形態とは逆に、第１の電位源が低電位源ＧＮＤであ
り、第２の電位源が高電位源ＶINである。
【０１０６】
　この実施形態のゼロカレントスイッチング回路は、第１実施形態のものと電流の向きが
逆である他は、第１実施形態と同じ動作をする。したがって、この実施形態のゼロカレン
トスイッチング回路においても、ＬＣ共振特性を利用せず、かつ簡単な回路構成でスイッ
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チング素子のターンオン及びターンオフ時のスイッチング損失を低減することができる。
【０１０７】
　次に、第１の発明の第１２実施形態を説明する。
　図１８は、第１２実施形態によるゼロカレントスイッチング回路の回路図である。この
ゼロカレントスイッチング回路は、図１７に示した回路のうち、第１還流ダイオード１６
を第２スイッチング素子１６ａに置き換えたものである。そして、これ以外の構成は、図
１５に示したものと同じである。
【０１０８】
　第２スイッチング素子１６ａも、ＯＦＦ状態で、第１還流ダイオード１６と実質的に同
様の機能を果たすため、第１２実施形態のゼロカレントスイッチング回路の動作は、第１
１実施形態によるものと実質的に同じである。
【０１０９】
　次に、第１の発明の第１３実施形態を説明する。
　図１９は、第１３実施形態によるゼロカレントスイッチング回路の回路図である。この
ゼロカレントスイッチング回路は、図１３に示した回路のうち、キャパシタ２８の接続先
を低電位源ＧＮＤから、高電位源ＶINへ変更したものである。そして、これ以外の構成は
、図１３に示したものと同じである。
【０１１０】
　キャパシタの働きは、キャパシタに流れる電流を積分して電圧の変化に置き換えるもの
であるから、キャパシタ２８の所定タイミングにおける定常状態の充電電圧が０Ｖである
か、ＶINであるかに関わらず、同じ作用をするため、第１３実施形態のゼロカレントスイ
ッチング回路の動作は、第９実施形態によるものと実質的に同じである。
【０１１１】
　次に、第１の発明の第１４実施形態を説明する。
　図２０は、第１４実施形態によるゼロカレントスイッチング回路の回路図である。この
ゼロカレントスイッチング回路は、図１６に示した回路のうち、キャパシタ２８の接続先
を低電位源ＧＮＤから、高電位源ＶINへ変更したものである。そして、これ以外の構成は
、図１６に示したものと同じである。
【０１１２】
　キャパシタの働きは、キャパシタに流れる電流を積分して電圧の変化に置き換えるもの
であるから、キャパシタ２８の所定タイミングにおける定常状態の充電電圧が０Ｖである
か、ＶINであるかに関わらず、同じ作用をするため、第１３実施形態のゼロカレントスイ
ッチング回路の動作は、第１０実施形態によるものと実質的に同じである。
【０１１３】
　次に、第１の発明の第１５実施形態を説明する。
　図２１は、第１５実施形態によるゼロカレントスイッチング回路の回路図である。この
ゼロカレントスイッチング回路は、図１７に示した回路のうち、キャパシタ２８の接続先
を高電位源ＶINから低電位源ＧＮＤへ変更したものである。そして、これ以外の構成は、
図１７に示したものと同じである。
【０１１４】
　キャパシタの働きは、キャパシタに流れる電流を積分して電圧の変化に置き換えるもの
であるから、キャパシタ２８の所定タイミングにおける定常状態の充電電圧が０Ｖである
か、ＶINであるかに関わらず、同じ作用をするため、第１３実施形態のゼロカレントスイ
ッチング回路の動作は、第１１実施形態によるものと実質的に同じである。
【０１１５】
　次に、第１の発明の第１６実施形態を説明する。
　図２２は、第１６実施形態によるゼロカレントスイッチング回路の回路図である。この
ゼロカレントスイッチング回路は、図１３に示した回路のうち、キャパシタ２８の接続先
を高電位源ＶINから低電位源ＧＮＤへ変更したものである。そして、これ以外の構成は、
図１８に示したものと同じである。



(18) JP 2014-220913 A 2014.11.20

10

20

30

40

50

【０１１６】
　キャパシタの働きは、キャパシタに流れる電流を積分して電圧の変化に置き換えるもの
であるから、キャパシタ２８の所定タイミングにおける定常状態の充電電圧が０Ｖである
か、ＶINであるかに関わらず、同じ作用をするため、第１３実施形態のゼロカレントスイ
ッチング回路の動作は、第１２実施形態によるものと実質的に同じである。
【０１１７】
　次に、第２の発明の実施形態を説明する。図２３に、第２の発明の実施形態によるフル
ブリッジ回路の回路図を示す。図２３に示すフルブリッジ回路は、第１ローサイドスイッ
チング回路３４及び第２ローサイドスイッチング回路３８が、図１３に示したゼロカレン
トスイッチング回路で構成され、第１ハイサイドスイッチング回路３２及び第２ハイサイ
ドスイッチング回路３６が、図１７に示したゼロカレントスイッチング回路で構成されて
いる。
【０１１８】
　第１ハイサイドスイッチング回路３２及び第２ローサイドスイッチング回路３８のスイ
ッチング素子１０のＦＥＴのゲートには、ＰＷＭ回路（図示せず）から同期したＰＷＭ制
御信号ＶG1及びＶG4がそれぞれ入力される。また、第２ハイサイドスイッチング回路３６
及び第１ローサイドスイッチング回路３４のスイッチング素子１０のＦＥＴのゲートには
、ＰＷＭ回路から、同期して反転したＰＷＭ制御信号ＶG2及びＶG3がそれぞれ入力される
。
【０１１９】
　このように、フルブリッジ回路を構成する各スイッチング回路３２、３４、３６及び３
８が、それぞれスイッチング損失の無いスイッチング回路を含むゼロカレントスイッチン
グ回路で構成されている。このため、フルブリッジ全体でのスイッチング損失が大きく低
減される。
【０１２０】
　上述した各実施形態においては、本発明を特定の条件で構成した例について説明したが
、本発明は種々の変更及び組み合わせを行うことができ、これに限定されるものではない
。例えば、上述した実施形態においては、本発明を、負荷への供給電力をＰＷＭ制御する
ための負荷駆動装置としてのゼロカレントスイッチング回路及びフルブリッジ回路として
説明したが、本発明の用途はＰＷＭ制御用の負荷駆動装置に限定されない。
　また、本発明で開示したゼロスイッチング回路に用いた各整流素子は、ＭＯＳＦＥＴに
置き換えることで、ダイオードの順方向電圧降下による電力損失を低減できることは容易
に想定されるべきである。
【符号の説明】
【０１２１】
　１０　スイッチング素子
　１２　インダクタ
　１４　キャパシタ
　１６　第１還流ダイオード
　１６ａ　第２スイッチング素子
　１８　第２還流ダイオード
　２０　抵抗
　２２、２４、２６　ダイオード
　２８　第２キャパシタ
　３０　抵抗
　３１　キャパシタ
　３２　第１ハイサイドスイッチング回路
　３４　第１ローサイドスイッチング回路
　３６　第２ハイサイドスイッチング回路
　３８　第２ローサイドスイッチング回路
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【手続補正書】
【提出日】平成26年8月8日(2014.8.8)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　負荷への供給電力を制御するためのゼロカレントスイッチング回路であって、
　第１電位源に一方の端子が接続された前記負荷の他方の端子と第２電位源との間に接続
されたスイッチング素子と、
　前記第２電位源に一方の端子が接続された前記スイッチング素子の他方の端子と前記負
荷の前記他方の端子との間に接続されたインダクタと、
　前記負荷、又は、前記スイッチング素子及び前記インダクタと並列接続されたキャパシ
タと、
　前記負荷と並列接続された第１還流回路と、
　前記インダクタと並列接続された第２還流回路と、
を備えたことを特徴とするゼロカレントスイッチング回路。
【請求項２】
　前記第１電位源と前記キャパシタとの間に接続された、前記第２電位源側から前記第１
電位源側へ選択的に電流を流す第１整流素子と、
　前記第１整流素子と前記キャパシタとの間の第１ノードと、前記スイッチング素子と前
記インダクタとの間の第２ノードとの間に接続された、前記第２ノード側から前記第１ノ
ード側へ選択的に電流を流す、互いに直列接続された第２及び第３整流素子と、
　前記第２整流素子と前記第３整流素子との間の第３ノードと、前記第１又は第２電位源
との間に接続された第２キャパシタと、
を更に備えたことを特徴とする請求項１記載のゼロカレントスイッチング回路。
【請求項３】
　第１ハイサイドスイッチング回路、第１ローサイドスイッチング回路、第２ハイサイド
スイッチング回路、及び第２ローサイドスイッチング回路を備えたフルブリッジ回路であ
って、
　前記第１及び第２ハイサイドスイッチング回路は、それぞれ、
　　出力端子と第１電位源との間に接続された第１スイッチング素子と、
　　前記第１電位源に一方の端子が接続された前記第１スイッチング素子の他方の端子と
前記出力端子との間に接続された第１インダクタと、
　　前記出力端子と第２電位源との間に接続された第１キャパシタと、
　　前記インダクタと並列接続された第１還流回路と、
を備え、
　　前記第１ハイサイドスイッチング回路の前記出力端子は、前記負荷の一方の端子に接
続され、前記第２ハイサイドスイッチング回路の前記出力端子は、前記負荷の他方の端子
に接続され、
　前記第１及び第２ローサイドスイッチング回路は、それぞれ、
　　出力端子と第２電位源との間に接続された第２スイッチング素子と、
　　前記第２電位源に一方の端子が接続された前記第２スイッチング素子の他方の端子と
前記出力端子との間に接続された第２インダクタと、
　　前記出力端子と第１電位源との間に接続された第２キャパシタと、
　　前記インダクタと並列接続された第２還流回路と、
を備え、
　　前記第１ローサイドスイッチング回路の前記出力端子は、前記負荷の一方の端子に接
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続され、前記第２ローサイドスイッチング回路の前記出力端子は、前記負荷の他方の端子
に接続される、
ことを特徴とするフルブリッジ回路。
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