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車載電源分配におけるヒューズ/リレー ボックスに

どのような変化をもたらすか
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要約

現代の自動車のボンネットを開けても、ほとんどの人が自分で修理

しかし、電動車両の導入にともない、
これまで以上に運転支援機能

的にエンジン ルームに組み込まれ、あらゆるところに滑らかなプラ

なくなってしまう可能性があります。本ホワイトペーパーでは、イン

できるものを見つけられないでしょう。
パイプとケーブルがほぼ芸術

や自動運転機能が強化されると、自分で修理できる唯一の部分も

スチック カバーが付けられているため、修理どころか、どこに何があ

フィニオンのPROFET™ラインアップのようなハイサイド スイッチが、

がある唯一の場所が、ヒューズとリレーを収納する
「ヒューズ ボック

進しているかをレビューしています。

るのかさえ、認識することはできません。
その中で、私たちになじみ

ス」、
またはパワー ディストリビューション センター (PDC) です。

いかに次世代車載パワー ディストリビューション アーキテクチャを推
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1. 新たな機能がもたらす新たな検討事項
先進運転支援システム (ADAS) および自動運転 (AD) に対して、昨今

その結果、システムは電力供給経路をより細かく制御し、重要なシス

の車両設計におけるシステムのリスク評価を実施する際には、その

テムには冗長性を持たせる必要があります。これには、アクチュ

通常、故障時にはフェイルセーフ状態になります。
つまり、故障を防ぐ

チュエーターや代替バッテリーなどがあります。
たとえば、電源に障

する状態になるように設計されています。
ヒューズの溶断は、電気シ

エネルギーは代替のバッテリーから供給することができます。

リーからの大電流引き込みによる電気配線の過熱や発火を避ける

このような電気システムは、
ヒューズのようなシンプルで不可逆的に

複雑さゆえにさらなる検討が必要です (図1)。ADASシステムは

のではなく、故障の影響を軽減し、潜在的な被害を低減または排除

ステムを安全に停止させるためのシンプルな方法の1つです。
バッテ
ためです。

エーターやメイン バッテリーが失陥した場合のための、予備のアク

害が発生した場合、
モーターの電源制御を代替のECUに切り替え、

破壊される部品では保護できません。

AD機能に関連するリスクのため、現在ではフェイル オペレーショナ

ル アプローチが必要とされています。そのためには、影響を受けた
システムが完全な状態あるいは能力が制限されながらも機能し続
けることが必要です。
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2. スマート配電のコンセプトにアプローチする
メンテナンスの利便性によってのみ位置が決められている集中型の

リレーやヒューズ ボックスを介して電力を分配することが、将来の

車両のE/Eアーキテクチャにとって不利であることがすぐに明確に
なります。
さらに、電気的に分離することができる機能ごとの区分け

をより細かくしようとすると、必要なスイッチ負荷の数が増えてしまい

ます。

ほとんどのOEMメーカーのE/Eアーキテクチャは、パワー ドメインの

数を増やすアプローチに移行しており、必要な保護を提供するため

には、必然的により多くのヒューズ/リレーの組み合わせが必要にな

ります。現在のアプローチを維持するためには、非常に大きな中央

ヒューズ ボックス、または車両全体に配置された多くの小さなヒュ
ーズ ボックスが必要になります。
しかし、車両の生涯にわたりヒュー

ズやリレーを交換できるようにこれらのヒューズ ボックスへのアクセ

ヒューズは不可逆的に溶断するという問題に加えて、故障した電気

スが保証されていなければなりません。
このアプローチの弱点を考

す。
また、一度切れてしまうと交換しなければなりません。
リレーもま

る、より現代的なアプローチが必要です。

式のデバイスは、時間が経つと電解腐食の影響を受け、繰り返し動

こうした課題のいくつかに対処するために、電源分配は集中型から

題や、ドライ スイッチング状態における問題が発生することもありま

電力のスイッチングや保護回路を消費地点に近づけることができま

回路の電源を遮断するまでの時間が比較的長く、100 msもかかりま

た、電気機械式のデバイスであるがゆえの欠点があります。
ソケット
作回数は約10万回に制限されています。
また、
アークによる接点の問

す。
また、
リレーは、
マイクロコントローラー (MCU) などで制御する

慮すると、追加のインテリジェンス (電力および状態監視) を統合でき

分散型のアプローチに移行する必要があります (図1)。これにより、

す。PDCは車内でアクセスの悪い場所に分散されるため、
ヒューズや

ため、追加のドライブ回路が必要となります。
ヒューズ、
リレー、駆動

リレーなどの交換可能な部品は、半導体デバイスに取って変わるこ

消費するため電力の無駄が多く、CO2 排出量の増加につながります。

がなく、埃や振動などの環境要因にも左右されません。さらに、

回路の組み合わせでは、診断機能がなく、最大4.5Wのエネルギーを

また、
ヒーターなどの負荷を制御するためのPWM (パルス幅変調) も

できません。

とになります。
半導体スイッチは、
リレーの接点のように摩耗すること

パワー デバイスは高いサージ電流に対応すると同時に過電流を検
出することができるため、
ヒューズの保護機能をサブミリ秒の時間枠

で統合することができます。

Classic power distribution

Smart power distribution

Central relay and fuse box.

Multiple small power distribution
centers connected by LIN or CAN.

Accessible location to exchange blown fuses.

Reduced wire harness optimizes
system cost and weight.

Vulnerable to mechanical wear,
dust, shock, vibration and aging.

Enhanced diagnostics, protection and
EMC robustness.

図1: 将来の配電は中央集権的なアプローチから複数の分散型PDCへと移行
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PDCは、必要な制御の粒度と診断フィードバックを提供するために、
車両の他のシステムと統合された通信ネットワークを介して接続さ
れます。電気自動車の動力源に加えて、12 Vや48 Vなどの複数の電

求に応じて、
あるいはシステム障害の影響を補うために、電力の分配

を制御することができます。

源がある場合でも、中央のECUが電力を監視し、車両システムの要

3. ヒューズやリレーに取って代わる半導体
リレーとヒューズの組み合わせに代わるものとして、MOSFET技術

は当然の選択肢です。
しかし、
このシンプルな半導体デバイスは、置

き換えようとしている電気機械式ソリューションの全機能を実装する
ために、
さらなる内部回路を必要とします。
完全に統合された半導体

ソリューションに対する市場のニーズを認識し、インフィニオンは、

イド スイッチ ファミリーを開発しました (図3)。
ドライバー/ヒューズ/

リレー回路に比べて消費電力が大幅に低く (図2)、スイッチオン時の
接点バウンスがなく、制御されたスイッチングによりEMIの発生も最

小限に抑えられています。PROFET™デバイスでは、
ドライ スイッチン

グは問題にならず、
リレーで発生するアーク放電の影響も受けませ

ゲートドライバーとMOSFETを使用して40 A以上の電流に対応する

ん。
さらに、PROFET™デバイスは、寿命期間中に1015 回以上の起動

インフィニオンは、PROFET™ (PROtected mosFET) スマート ハイサ

耐久性よりもはるかに多くなっています。

ソリューションに取り組んでいます。40 A未満のソリューションとして、

に耐えることができ、
これはリレーの数十万回の電気的スイッチング
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図2: PROFET™デバイスはプラグイン式リレーに比べて消費電力を大幅に削減

PROFET™ デバイスは、車載用として認定されており、抵抗負荷、

の課題を反映して、過熱保護、短絡保護、バッテリー逆接続保護な

リーに分かれており、ほとんどの自動車アプリケーションに対応す

も組み込まれており、ホスト マイクロコントローラー (MCU) が負荷

容量負荷、誘導負荷を制御することができます。3つの異なるファミ

るデバイスがあります。オン抵抗値 (RDS(ON))に特徴があり、数mAか

ら40 A DCまでの負荷のスイッチングに適しています。
また、使用環境

ど、幅広い保護機能を搭載しています。これらの機能は診断機能に

の状態を評価して中央のECUと共有したり、負荷への電力を遮断し

たりすることができます。
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図3: PROFET™デバイスは、従来のヒューズとリレーの組み合わせに比べて、消費電力が低く、より多くのスイッチング回数に対応し、リセットが可能

このシリーズの最初の製品はPower PROFET™3です。これらのシン

グル チャネル デバイスは、ヒューズ/リレーのコンボの代替品と同じ

制御および保護機能を提供し、集積回路が提供できる診断インテリ

ジェンスを備えています。
電流トリップとラッチ動作を備えた保護コン

セプトは、負荷短絡状態におけるヒューズの役割を果たし、過熱保護
も提供します。
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BTS50010-1TADは、最大40 Aの負荷電流をON/OFFすることがで

き、過電流保護しきい値は150 Aに設定されています。
ドライバー回

路や、ヒューズやリレーに伴う損失と比較して、Power PROFET™

は3倍の電力効率を実現します。さらに、システム レベルで魅力的な

コストダウンを実現しながら、大幅な機能アップを実現しています (
図4)。

Power Chip (RCB1)

Logic Chip (SSMART80)

Lowest ohmic protected device
in the market
nom 40A).

Outstanding short circuit Protection
(Grade A/AEC-Q100/>1MCycles)

Outstanding energy capability
(single pulse: 300mJ @ 40 A,
and highest repetitive energy pulse
EAR 460mJ at 40A, 550mJ at 33A).

Abbildung
fehlt!

Package
Well established TO263-7
package
with excellent thermal capability (RTHJA 20K/W)
enabling best in class current capability.

Unique
selling
proposition

Benchmark current
capability

Benchmark energy
capability

Short circuit
Garde A (AEC-Q100)
> 1 Million cycles

図4: Power PROFET™シリーズは、優れたエネルギー許容量とPWMサポートにより、今日のスタート/ストップ機能によるCO2 削減をサポート

次のシリーズであるPROFET™+22 は、シングル チャネルおよびデュ

アル チャネルのデバイスとして提供され、最大20 Aの電流を必要と

するアプリケーションをサポートします (図5)。静電気放電 (ESD) に
対する保護に加えて、
このデバイスには「Groundロス」の状況に対

する保護機能も組み込まれています。PROFET™+2シリーズは、最
大122 Aの突入電流をサポートし、選択したデバイスの過電流保護

しきい値までの電流センス測定値をホストMCUに提供します。
これ
は、カレントミラー方式で実装されており、規定された電流検出精
度 (kILIS) を使用してソフトウェアで決定することができます。選択

した負荷と組み合わせて校正すると、電流センスの精度は4%以下
になります。
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Application example

PROFET™+2 12V EPP
BTS7002-1EPP
(TSDSO14, 2mΩ)

PTC
heater

P(L)
~-1,1 W
DC Power losses at Ta 85°C
P(L) ~ 1.2 W (typical)

Example I(Load) = 17 A (DC)

BTS7004-1EPP
(TSDS014, 4mΩ)
P(L)
~-0,9 W

Glow plug

DC Power losses at Ta 85°C
P(L) ~ 1.4 W (typical)

Example I(Load) = 14 A (DC)

PROFET™+2 12V combines very low RDS(ON) with
smallest footprint for reduced power losses on small PCB area

図5: PROFET™+2ハイサイド スイッチは、従来の高電流 PROFET™ソリューションに比べ、リレーの代替として最小限の電力損失を実現し、
かさばるヒートシンクを不要にする

最後の製品は、SPOC™+2 1 SPIパワー コントローラーです (図7)。

SPIインターフェースは、ホストMCUが電流測定を行うために、複数

革新的なTSDSO-24パッケージに4～6チャネルを搭載したこれらの

の負荷を切り替えるためにも使用できます。SPOC™+2は、システム

ボディ アプリケーションに最適です。SPIインターフェースにより、1つ

ム」モードを備えています。
「リンプホーム」モードでは、制御ピンを

MCUに接続することができます。出力負荷は、SPIインターフェース

が、診断機能は動作しません。

マルチチャネル ハイサイド スイッチは、自動車の内側および外側の

のデバイスまたはデイジー チェーン接 続された複数のデバイスを
または入力制御ピンを介して制御することができます。

障害によりSPI通信が停止した場合、
フォールバックの 「リンプホー

介して出力を制御することができ、安全機構の大部分は動作します
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図6: SPOC™+2マルチチャネル ハイサイド スイッチはSPIによる制御と診断機能を兼備

4. 車載電源分配の未来
将来の車載電源分配には、
よりきめ細かな制御とモニタリング機能、

フェイルセーフ供給のみを必要とする負荷用に、さらに2つの電源

に示すPDCの例では、一般的なヒューズやリレーの部品をすべて半

対しては、PROFET™は12 Vバッテリーに直接接続されます。ホーン、

および故障時の代替電源への切り替え機能が必要となります。図6
導体に置き換え、
レベル3のADAS機能を搭載した車両のニーズを満

アイランドがあります。バッテリーの極性に影響されない負荷に

PTCヒーター、
フロントガラスのデフロスターなどのシステムがこれ

たすように設計されています。

に該当します。

ここで重要なのは、ブレーキ、ステアリング、センサー (LiDAR、レー

バッテリーの極性に敏感な負荷に対しては、パワーMOSFETと

ンピューティング システムに、常に安全な電力を供給することです。
こ

保護機能を内蔵しています。
これにより、PROFET™ソリューションを

ダーなど) など、ADAS機能のセーフティ クリティカルな機能とそのコ

の目標を達成するために、12 Vバッテリーまたは48 Vバッテリーから

AUIR3241Sゲートドライバーを使用して、
バッテリーの逆接に対する

介して制御されるソレノイド スターター、エンジン冷却ファン、ACク

12 Vを供給するDC/DCコンバーターのいずれかから電源を供給でき

ラッチなどのシステムが保護されます。安全上の理由から、ソレノ

とAUIR3241Sゲートドライバーの組み合わせでOR機能を実現し、少

て供給され、万が一PROFET™スイッチが損傷して短絡状態に陥って

るフェイル オペレーション アイランドが形成されます。
パワーMOSFET

なくともどちらかの電源からの電力を確保しています。
このアプロー

チにより、安全動作アイランドに常に電源供給されることが保証され

イド スターターに供給されるPROFET™は、冗長トランジスタを介し
も、負荷を確実に切り離すことができます。

ます。PROFET™ソリューションは、各負荷の電流を監視し、内蔵の安

全診断を可能にし、負荷が故障した場合に過熱を避けるためのワ

イヤー保護機能をオプションで実装することができます。
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図7: 車載電源分配はセーフティ クリティカルなシステムへのバックアップ電源を伴い、別々のパワー ドメインに分割される
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図8: Arduinoシールドの利用によりPower PROFET™などのデバイス評価を簡素化

これらのハイサイド スイッチ ソリューションの評価は、さまざまな開

発ボードを使って簡単に行うことができます。SHIELD_BTS50010-

1TAD6は、Arduinoフォーム ファクター開発ボードで機能するように

設計されたオプションの1つであり、迅速かつシンプルな評価を可能

にします (図8)。

5. まとめ
車両エレクトロニクスの多くがシリコンベースの代替品に移行してい

られています。自動車業界や消費者にとってのメリットは、ワイヤー

ブトレイン、自動運転モードでの安全性の考慮、リモート診断のサ

ファミリーのハイサイド スイッチに移行することで、自動車の生涯に

る中、電源分配も同様に移行すべき時期に来ています。
将来のドライ
ポートなど、従来のヒューズとリレーの組み合わせからの脱却が求め

ハーネスの軽量化や故障解析の向上だけではありません。
PROFET™
わたるエネルギーとコストを大幅に削減することができるのです。
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6. 備考およびリファレンス
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5. https://www.infineon.com/dgdl/Infineon-Infineon-PROFET+_Current_Sense-AN-v01_01-EN.pdf-AN-v01_00-EN.pdf?fileId=5546d4625b62cd8a015bcee64e406db4 – chapter 4
6. https://www.infineon.com/cms/en/product/evaluation-boards/shield_bts50010-1tad/
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* Please note: Some countries may require you to dial a code other than “00” to access this international number.
Please visit www.infineon.com/service for your country!

Mobile product catalog
Mobile app for iOS and Android.
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Please note!
This Document is for information purposes only and any
information given herein shall in no event be regarded as a
warranty, guarantee or description of any functionality,
conditions and/or quality of our products or any suitability for a
particular purpose. With regard to the technical specifications of
our products, we kindly ask you to refer to the relevant product
data sheets provided by us. Our customers and their technical
departments are required to evaluate the suitability of our
products for the intended application.

Additional information
For further information on technologies, our products, the
application of our products, delivery terms and conditions
and/or prices, please contact your nearest Infineon Technologies

We reserve the right to change this document and/or the
information given herein at any time.

Except as otherwise explicitly approved by us in a written
document signed by authorized representatives of Infineon
Technologies, our products may not be used in any lifeendangering applications, including but not limited to medical,
nuclear, military, life-critical or any other applications where a
failure of the product or any consequences of the use thereof
can result in personal injury.

Warnings
Due to technical requirements, our products may contain
dangerous substances. For information on the types in question,

