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クルマの電子化を推し進める半導体技術

環境対策の鍵はデバイス活用
クルマのエネルギー効率を改善
地球温暖化防止など環境問題が待ったなしの状態になるにつれ、クルマのエネルギー消費に
かかる規制の網がさらに厳しくなっている。消費者の価値観も変化し、環境に配慮した製品を
選択するようになってきた。しかし規制は今後も強化され続けるのは必至で、自動車関連メー
カーは根本的なエネルギー効率改善をはからなくては、いずれ追い付かなくなる。
そのための手段として業界が期待を寄せているのが、半導体の積極活用によるクルマの「電子
化」だ。中でもインフィニオン テクノロジーズは、環境規制が厳しいドイツなど欧州市場で、
次世代のクルマを視野に入れた技術開発に取り組んでいる。日本など各国でも将来の規制強化
が予想される中、同社が提案するクルマ向けソリューションとそれを構成する技術を探った。
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パワートレイン / HEV・EV

電力損失低減と効果的な充放電システムで
バッテリーの利用効率向上に貢献
環境に優しいハイブリッド車（HEV）や電気自動車（EV）
をより身近なものにするために、車体コスト
で大きな部分を占めるバッテリーの利用効率向上が求められている。そこでインフィニオン テクノロ
ジーズが着目したのは、インバータの電力損失低減とバッテリーの効果的な充放電制御。インバー
タに求められる耐圧に最適化したIGBT や、バッテリーセルの均等な充放電を実現するデバイスの
提供で、HEV やEVの普及を後押しする。

電圧を2倍に昇圧して使うHE Vや

Ultra Thin Wafer Technology the key to the future

EVが主流になる時代に備えて、耐圧
1200Vのものも開発中」
（杵築氏）と
いう。

セルの充電容量ばらつきが
バッテリー全体の能力を左右してしまう
さらに同社は、バッテリーの潜在能

handling and automation
transport technology
carrier technology

力を限界まで引き出すための効果的
な充放電システムの開発にも取り組

process technology
wafer border handling
operating competence

んでいる。
HEVやEVのバッテリーは多数の
HEVやEVに限らず一般に電動の

その要件とは「小型化」と「損失低

車両システムには、求められる動力に

減」だ。電車などに搭載するインバー

応じた電力を作り出すインバータが必

タでは、一般的に耐圧650～1700V

要となる。これまでインフィニオンは

の産業用のI G B Tが使われている。

薄さ70μmでの量産技術を確立し

セルをつなげて構成されている。充電

小型化とロス低減を両立

時はそれぞれのセルに同じペースで電

そこで同 社が 取り組んだのは、
IGBTの土台であるウエハーを極限ま

気を蓄えていき、セルが満タンになっ

図1

薄さ70μm のウエハー上に IGBT を量産する技術確立で低損失化を実現

たところで充電を終了する。放電時は

電力網などエネルギー・インフラで使

H E V やE V のバッテリーは 2 0 0～

で薄くすることだ。薄くすることによ

逆に同じペースで消費し、セルが空に

なり、やはりバッテリーの性能を生か

ことで航続距離を延ばせるのはもちろ

われるデバイスの開発で培った技術

300Vのため、耐圧の面で見ればその

りスイッチング・ロスを低減し、小型

なったところで放電は終わる。当たり

し切れないことになる。充電容量のば

んですが、航続距離を維持しながらバ

を基に、電車やフォークリフトなどに

IGBTをそのまま使うことは可能だ。し

化とロス低減を同時に実現すること

前の仕組みだが、実はそこにバッテリ

らつきは「製造段階ではわずかですが、

ッテリー搭載量を減らせることも、こ

向けたインバータ用IGBTを提供して

かし電車などに比べてクルマは、イン

が可能になる。ただしその薄型化は

ーの性能をフルに利用できなくする原

使用を繰り返しているうちに拡大して

のシステムの利点と言えます」と杵築

きた。しかし同じインバータ用IGBT

バータを搭載するスペースが限られて

単純になしえるものではない。最大の

因が潜んでいる。セルの個体差に起

いきます」と杵築氏は言う。HEVや

氏は強調する。HEVやEVの普及の

でも、HEVやEVの場合は求められる

おり、IGBTのモジュールも車載用に

課題は薄型化しても高い歩留まりを

因する充電容量のばらつきにより、す

EVのバッテリー航続距離を高いレベ

阻害要因となっているのはやはり車両

要件が異なってくる。

適した小型化を進めなくてはならない。

維持することだ。薄くした結果歩留ま

べてのセルの能力を生かし切る前に

ルで維持するためには、こうしたばら

の価格であり、その価格の中でバッテ

一方、単純に小型化すると、今度は

りが下がり、コストが上昇したのでは

充放電が終わってしまう点だ。

つきの中でも効率よく充放電する仕

リーの占める比率は特に大きい。一

組みが不可欠だ。

方で、ある程度のバッテリー航続距離

電力の損失が大きくなるという問題に
直面する。電力の供給を受けながら
走る電車や、移動範囲の小さいフォー

杵築 弘隆氏
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同社は、自社開発した「FieldStop」
という裏面の加工技術で、薄さ70μm

例えば充電時は、セルの中で充電容
量の一番小さいセルが全体の充電量

を維持するためには、コストのためで

を左右してしまう。容量の小さいセル

均等に充放電するように制御
燃費改善や車体デザインにも効果

あっても安易にバッテリー搭載量を減

クリフトなら無視できる損失が、HEV

のウエハーでIGBTを製造することを

が満充電になると、過充電によるセル

やEVでは現状の課題の一つであるバ

実現した（図1）
。
「単に作るだけでな

の劣化を防ぐために充電作業は止ま

そこで同社は現在、各セルの充放

しかし同社が現在開発中の技術で

ッテリーでの航続距離に大きく影響し

く、それを8インチ・ウエハーで、高い

ってしまう。このため、そのセルに直

電を自動的に制御するシステムの開

バッテリーの性能をフル活用できるよ

らすわけにはいかない。

てしまうのだ。
「耐圧を維持したまま

歩留まりで量産できる技術を確立で

列でつながっている他のセルにまだ空

発に乗り出している。各セルの残量

うになれば、バッテリー搭載量は従来

小型化と電力損失の低減を両立させ

きたことに、意義があると考えていま

き容量があっても、満充電までに至ら

をモニタリングしながら、充電や放電

より少なくて済み、車両のコスト低減

なければならない点が、自動車用の

す」
（杵築氏）
。

なくなってしまうのだ。

が均等に進むようにセル間で調整し、

に大きく貢献できることになる。さら

すべてのセルがほぼ同時に満充電ま

に、減らしたバッテリーの分だけ車両

IGBT開発で最も難しい問題なのです」

インフィニオン テクノロジーズ ジャパン
オートモーティブ事業本部
パワートレイン & エレクトリック
ヴィークルセグメント
部長代理

意味がなくなる。

同社が開発したIGBTモジュールは

また放電時も、過放電によるセルの

と、インフィニオン テクノロジーズ ジ

「HybridPACK」シリーズとして提供

性能低下を防止するために、あるセル

たは空になるようにコントロールする

が軽量化することで燃費改善も期待

ャパン オートモーティブ事業本部パ

している。フルHEVやEV向けの30

の残量がゼロになった段階でバッテリ

システムだ。すでにディスクリート部

できるほか、バッテリーのスペースも

ワートレイン&エレクトリックヴィー

～100kW用のものや、マイルドHEV

ー全体の放電が止まる。セルの充電

品で組んだシステムで電動カートの航

節約できるためデザインの自由度も向

クルセグメント部長代理 杵築弘隆氏

向けの10～30kW 用のもののほか、

容量に大きなばらつきがあると、容量

続距離の延長を実現するなど、その有

上する。単にバッテリーの実質的な容

は言う。HEVやEVが環境規制適合

背面に水冷用のフィンをつけて冷却

が大きなセルにはまだ十分な残量が

効性は検証できており、今後は専用

量拡大という点だけにとどまらないと

の切り札になった今、新しいIGBTの

効率を45%高めたものなどをライン

あっても、容量が一番小さいセルがゼ

ICの開発に乗り出す方針という。

ころに、同社が開発中の技術の効果

登場が望まれていた。

ナップしている。今後は「バッテリー

ロになった段階で放電が止まることに

「バッテリーの性能を十分引き出す

があると言えるだろう。
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電動パワーステアリング

低オン抵抗のパワーMOSFET で
EPSによる燃費改善を促進
パワーステアリングはクルマの安全性向上に不可欠な機能だ。近年、燃費改善効果を狙って、特に
電動パワーステアリング（EPS）
に注目が集まっている。インフィニオン テクノロジーズは小型車に比べ
て適用が難しいとされてきた中大型車にもEPSを普及させるために、EPSの高出力化を可能にする
オン抵抗を低減させたパワー MOSFET を提供している。さらに耐圧の幅を広げることで、ハイ
ブリッド車（HEV）などへの最適化とEPS の利用シーン拡大を目指している。

している。さらに小型車などでも使え
る90Aのデバイスでは、定格電流を
100Aに引き上げる一方で、オン抵抗
は3.6mΩから2.0mΩに引き下げた。
オン抵抗低減のメリットは発熱量の
面だけにとどまらない。発熱量を抑え
られたことで、パッケージを小型化す
ることが可能になった点も、大きなメ
リットだ。
「EPSで使用する基板のう
ち、パワー系の基板は相対的に高価な
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金属製で、大きさにコストが比例しま
す。デバイスが小型化することで基板

SFET4 can offer lower Ron & higher current

作り出すパワーのムダ遣い、すなわち

ーティブ事業本部セーフティ&ヴィー

を小さくできるため、コスト低減効果

ジンでポンプを動かして作り出した油

燃料をムダに消費していることになる。

クル・ダイナミクスセグメントマネー

も得られるのです」
（仲西氏）
。

図 2 新しい EPS 用パワー MOSFET では定格電流を維持しながらオン抵抗を
低減

圧を用いて、ステアリング操作を補助

一方、EPSはモーターを動力に使

ジャー 仲西剛志氏は言う。その開発

する方式が主流だった。しかし実際に

い、ハンドルを補助する力が必要な時

目標から生まれたのが、インフィニオ

HEVのバッテリー利用で出力拡大

きるようになるという。

従来のパワーステアリングは、エン

ロードマップも考慮に入れながら、

パワーステアリングの動作が必要なの

だけアシストすることができる。モー

ンが2011年初めに投入した新しいパ

アイドリングストップにも適合

同時に低い電圧への対応も進めて

EPS搭載のためのソリューションを

は、交差点を曲がる際や駐車時など

ターを動かす電気はエンジンのパワー

ワーMOSFET「OptiMOS-T2」だ。

一方で同社は、さらなるエネルギー

いる。クルマへの普及が進み始めた

タイミングよく提供しようと準備して

大きくハンドルを切るときだけ。それ

を利用して作るにしても、モーターの

効率の向上を目指し、デバイス耐圧の

「アイドリングストップ」の機能に適合

にもかかわらず、ポンプはエンジンが

動作時間が短い分だけ燃費改善に効

大電流でも低オン抵抗

幅の拡大にも取り組んでいる。耐圧

させるためだ。アイドリングストップ

EPSに限らず、ステアリングの機

動いている間は常時動作している。ク

果があるというわけだ。

小型化でコストも低減

の上限の引き上げは、HEVや電気自

では停車時に自動的にエンジンを止

能は誤動作が事故に直結する。この

動車（EV）への最適化をはかるため

めるため、エンジンで動作させている

ため、高い安全性を実現することも求

のものだ。

オルタネーターも止まることになる。

められる。実際多くの自動車メーカー

ルマの動作状態に関係なくエンジン

EPSの普及率は2010年時点で

のパワーを利用しており、エンジンが

50%を超えていると見られている。

供してきたパワー M O S F E T

2017年には75%にまで到達すると

「OptiMOS-T 」を改良した製品であ

通常のガソリン車のEPSは、鉛バ

しかし停車時でも狭い場所での切り

は、ステアリングのシステムについて、

いう予測もあり、数字上は既にパワー

る（図2）
。その改良点の一つが、高出

ッテリーの12V電圧を使ってEPSを

返し、いわゆる「据え切り」のような場

自 動 車 用 の 機 能 安 全 規 格「I S O

ステアリングの主流になっていると言

力を維持しながらオン抵抗を低減し

駆動させているが、HEVやEVは走行

面では、ステアリング操作に特に力が

26262」で規定されている安全性レ

える。しかし、実は主流になったと言

た点だ。

用に200～300Vのバッテリーを搭

必要なためパワーステアリングの機能

ベル「ASIL」の中で、最も厳しい「D」

えるのは小型車に限っての話。中型

E P Sのシステムで流れる電流は

載している。EPSの高出力化を目指

が欠かせない。もしそのときにバッテ

に 位 置 付 けている。同 社 は I S O

車や大型車は車重が大きいため、

80Aが主流だったが、中大型車への適

すなら、その高い電圧を活用しない手

リーの劣化が相当進んでいて、かつア

26262に準拠した独自のシステム設

EPSでは小型車よりも大きな力を作

用をはかるために120Aへの出力拡大

はない。

イドリングストップでオルタネーター

計規格「Pro-SIL」を設け、デバイス

り出さなくてはならない。しかし大き

が進み始めており、デバイスにもその

「HEVやEVのバッテリーの200～

も止まっていると、バッテリーから供

を利用して車載システムを構築するメ

な車重にも対応するために単純にモ

高い電流に耐えられるものが求められ

300Vを40Vに降圧してEPSに使え

給する電圧が低過ぎて、EPSが動か

ーカーの機能安全確保をサポートして

ーターの出力を上げようとすれば、今

るようになった。同社もOptiMOS-T

ば、容易に出力を上げることが可能に

ないということも考えられる。

いる。当然、EPS 用のデバイスにつ

度は発熱量の増大という問題に直面

で定格電流160Aや180Aのものを用

なります」
（仲西氏）
。この場合、パワ

してしまう。
「燃費改善に効果があるEPSを中
大型車にも普及させるには、高出力の
インフィニオン テクノロジーズ ジャパン
オートモーティブ事業本部
セーフティ& ヴィークル・
ダイナミクスセグメント
マネージャー

仲西 剛志氏
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OptiMOS-T2は、同社が従来提

いるわけだ。

「現在のゲートドライバは、5.5Vと

いてもこのPro-SILを適用している。

意していたが、OptiMOS-T2ではオ

ーMOSFETだけでなく、それを駆動

いう低い電圧にも耐えられる仕様に

具体的には、エラー検出回路を自動的

ン抵抗を下げることで、発熱量増大の

するゲートドライバの耐圧も上げる必

なっていますが、今後アイドリングス

にチェックする機能などを搭載してい

問題を解消した。

要がある。現在同社ではこういったニ

トップがさらに普及する時代を見据え

る。機能を強化するだけでなく、安全

ために高い電流を流しても熱が上が

具体的には、定格電流180Aのデ

ーズに対応できる製品の開発を行っ

て、より低い電圧に対応したデバイス

性確保の面でも独自のポリシーを持

らないように、オン抵抗を低減したデ

バイスはオン抵抗が 1. 5 m Ωから

ている。これが実現すれば、ガソリン

も開発中です」
（仲西氏）
。単に現状の

って開発に取り組んでいることが、同

バイスが必要です」と、インフィニオ

0 . 9 8 m Ωへ、16 0 A のデバイスは

車のみならずHEVやEVにも、1つの

中大型車へのEPS搭載という点だけ

社の自動車用デバイスが高い評価を

ン テクノロジーズ ジャパン オートモ

2.1mΩから1.6mΩへ、それぞれ低減

デバイスでEPSのシステムを構成で

でなく、自動車メーカーの将来の開発

受ける理由の一つでもある。
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ボディ

半導体の利用で車体をさらに軽量化
次世代を見据えた細かい電力制御にも着手
クルマの電子化が進む背景にあるのが、燃費規制や CO2 排出量規制など、地球環境保護を目的と
した各種制度への対応。規制未達によるペナルティやブランドイメージ損失を考えると、規制クリア
のために相対的に高価な半導体を使っても十分費用に見合った効果が得られるからだ。環境に優
しい自動車開発のためにインフィニオン テクノロジーズが着目しているのが、半導体による車体の軽
量化と、細かい電力制御に耐えられるシステムの開発だ。

用が始まっているが、現状のアイドリ
ングストップには1つ解決すべき課題
がある。発車時にバッテリーの電圧が
瞬間的に落ちてしまうことだ。車載の
電装品は9Vでの動作を前提にしたも
のが多いが、
「発車時にバッテリーは
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安定になってしまいます」
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ECU への電力供給のモードに中間のモードを追加し省電力化
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高電流に耐えるスイッチで
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環境負荷低減を目的とした自動車
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