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1　まえがき

米国の ZEV（Zero Emission Vehicle）規制や，日本，
欧州，中国における CO2 排出規制の強化に伴い，ハイブ
リッド自動車やプラグインハイブリッド自動車などの電動
車（xEV）の市場は世界規模で急速に拡大している。この
ような中，xEV 向けの DC/DCコンバータ用モジュール
を開発したので，その内容について述べる。

2　xEVにおける電力変換装置

xEVには，高圧バッテリの直流電源を昇圧してインバー
タに電力を供給する昇圧コンバータ，走行モータ駆動用の
交流に変換するインバータや低電圧の車載電装品である
ECU（Electronic Control Unit），電動パワーステアリン
グ，ランプ，ワイパー，カーナビゲーションシステムなど
に必要な電力を供給するために，高電圧を降圧する DC/
DCコンバータなど，多くの電力変換装置が搭載されてい
る（図1）。
富士電機はこれまで，xEVの走行モータ駆動用インバー

タ向けや，昇圧コンバータ向けのパワー半導体製品を量産
化している。
また，DC/DCコンバータや電動パワーステアリン
グなどの変換回路向けに，ディスクリートのMOSFET
（Metal-Oxide- Semiconductior Field- Effect 
Transistor）やダイオードなどの製品も量産化している。
近年，車両の安全性や利便性・快適性を向上するため
に電装品が従来に増して使われるようになってきている。
一方，クラッシャブルゾーン

〈注〉

や室内空間を確保するため，
電力変換回路には小型化が強く求められている。また，こ
れら電力変換回路は，高圧バッテリに直接接続されるため，

安全性確保のための高い絶縁性能が求められる。
富士電機は，産業用の小容量モジュールで培った技術を
応用して，xEV 向け DC/DCコンバータ用モジュールを
開発した（図2）。従来の DC/DCコンバータは，複数の
ディスクリート製品を組み合わせ，さらに絶縁シートで高
電圧部を覆い車体との絶縁や点検時の安全性を確保してい
た。本製品は，複数の半導体素子を樹脂封止パッケージに
高密度に実装し，高電圧部の絶縁も確保しているので，安
全性の向上を図りながら大幅な小型化が可能となった。
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米国の ZEV（Zero Emission Vehcle）規制や，日本，欧州，中国における CO2 排出規制の強化に伴い，ハイブリッド
自動車などの電動車（xEV）の市場は世界規模で急速に拡大している。富士電機は，産業用の小容量モジュールで培った技
術を応用して，xEV 向け DC/DCコンバータ用モジュールを開発した。本開発品は，フルブリッジ方式向けの回路構成とし，
一次側にスーパージャンクション構造のパワーMOSFET，二次側に SBDを搭載することにより，車載向けモジュールと
しての安全性を確保し，DC/DCコンバータシステムの実装面積を 40%低減した。

The market for electric vehicles (xEVs), such as hybrid vehicles, is rapidly expanding worldwide in response to the zero emission 
vehicle (ZEV) regulations in the United States and the strengthening of CO2 emission regulations in Japan, Europe and China.  Fuji 
Electric has developed a DC-DC converter module for xEVs by applying the technology it has developed in small capacity modules 
for industrial applications.  This newly developed product is designed for a full-bridge circuit and uses power MOSFETs with a super-
junction structure on the primary side and SBDs on the secondary side.  They are thus safely used for automotive applications while 
reducing the footprint of a DC-DC converter system by 40%.

〈注〉  クラッシャブルゾーン：前方のボンネット部分のように，客室

部分よりやや柔構造に作られ，衝突時につぶれて衝撃を吸収す

るようにした部分である。
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図 1　xEVのブロック図
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3　製品概要

DC/DCコンバータは，DC（直流）を異なる電圧の DC
（直流）に昇圧，降圧もしくはその両方の動作を行う機器
である。出力電力に応じて回路方式はフォワード方式やブ
リッジ方式などがある。今回開発した DC/DCコンバータ
用モジュールは，数 kWと比較的大容量に対応できるフ
ルブリッジ方式向けの回路構成となっている（図3）。フ
ルブリッジ方式では，高圧バッテリ側の一次側モジュール
と二次側モジュールをトランスにより電気的に絶縁する必
要があるため，一次側と二次側に分けて別々のモジュール
としている。
一次側モジュールは，スーパージャンクション（SJ：

Super Junction）構造のパワーMOSFET（SJ-MOSFET）
チップを搭載したフルブリッジ回路構成であり，入力端子
側にノイズを抑制するためにスナバコンデンサを内蔵して
いる。
二次側モジュールは，ショットキーバリアダイオード

（SBD：Schottky Barrier Diode）チップを搭載したカ
ソードコモン回路構成である。本製品の概要と特徴は次の
とおりである。
⒜　外形はディスクリート品と同等レベルの薄型で，
リード端子をパッケージ左右に配置する。
™一次側モジュール：W42.0×D33.0×H4.7mm
™二次側モジュール：W54.0×D35.4×H4.7mm

⒝　リード端子は，すずめっき処理により直接プリント
基板へのはんだ実装が可能である。

⒞　金属絶縁基板により，従来ディスクリート品の実装
時に必要であった絶縁シートなどの追加部品が不要と
なり，組立工程の簡略化が可能である。

表1にラインアップと主要特性を示す。DC/DCコン

（a）一次側モジュール （b）二次側モジュール

図 2　DC/DCコンバータ用モジュール
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図 3　DC/DCコンバータ用モジュールの等価回路図

表 1　DC/DCコンバータ用モジュールのラインアップと主要特性

項　目 一次側モジュール 二次側モジュール

外形寸法 (mm) W42.0×D33.0×H4.7 W54.0×D35.4×H4.7

搭載チップ SJ-MOSFET SBD

BVDSS (V) 600 ̶

VRM (V) ̶ 120

ID (A) 15 23 ̶

IF (A) ̶ 120 150

RDS(on) (mΩ) 125max. 70max. ̶

IR (µA，VR=14V時) ̶ 15 30

VF (V，IF=定格) ̶ 0.96max. 0.91max.

Viso (V) 3.0 k 1.7 k

リードフレーム

端子ケース金属絶縁基板

端子ケース

アルミニウム基板

アルミニウム基板

リードフレーム

SJ-MOSFET

絶縁層
銅　箔

銅　箔
絶縁層

はんだ

コンデンサ

はんだSBD

アルミニウムワイヤ

アルミニウムワイヤ

封止樹脂

（a）一次側モジュール

（b）二次側モジュール

封止樹脂

金属絶縁基板

図 4　DC/DCコンバータ用モジュールの断面構造
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バータの出力容量に合わせた定格電流の違いにより，一次
側モジュールおよび二次側モジュールそれぞれ 2 種類を
系列化している。
図4に DC/DCコンバータ用モジュールの断面構造を
示す。一次側モジュールには，金属絶縁基板上に SJ-

MOSFETチップ，低ノイズ化のためのスナバコンデンサ，
二次側モジュールには SBDを搭載している。

4　背景となる技術

4 . 1 　金属絶縁基板技術
DC/DCコンバータ用モジュールでは，車載用で要求さ

れる小型化を実現する上で必要となる高放熱性と絶縁信頼
性を確保するため，基板の絶縁層中のフィラーを最適化す
ることにより，熱伝導率を改善し，従来品に対して熱抵抗
を約 10%低減した。
また，一般的なエポキシ系有機絶縁材よりも優れた絶縁

性を持つ高分子系樹脂絶縁材を絶縁層のベースとなる材料
として採用することで，高い絶縁信頼性を確保した（図5）。
さらに，産業用モジュールで採用している金属絶縁基板
の技術を基に，放熱板にはアルミニウムを採用した。アル
ミニウム板の厚さを最適化することにより放熱板の反りを
抑制し，放熱性能を両立している。

4 . 2 　一次側モジュール技術
一次側モジュールのフルブリッジ回路に搭載している

SJ-MOSFETは，スーパージャンクション構造の不純物
濃度を最適化することで耐圧特性を改良した。また，単
位面積当たりのオン抵抗Ron・A の低減により，一次側モ
ジュール内の限られたスペースに搭載可能なチップサイズ
で 600V/70mΩを実現した。
さらに，通常はプリント基板上に実装するスナバコンデ

ンサをモジュールに内蔵することで，スイッチングデバイ
スとスナバコンデンサ間の放射ループ面積を大幅に小さく
するとともに，スナバコンデンサの冷却を可能にしている。
これにより，放射ノイズを低減し信頼性を向上した。

4 . 3 　二次側モジュール技術
二次側モジュールには，バリアメタル材を最適化した
低い逆電流IRかつ低い順電圧VFの SBDを搭載しており，
動作時の損失を改善すると共に，動作停止時の低電圧バッ
テリの自然放電を抑制している。
従来の SBDを用いた二次側モジュールでは，スイッチ

ング時のサージ電圧により耐圧構造部に局所的な電界集中
が起こり，破壊する可能性があった。そのため，サージ電
圧を吸収するサージクランプ回路を SBDと並列に配置す
る必要があった（表2）。
本製品では，このスイッチング時のサージ電圧印加によ
る電界集中を緩和するために，耐圧構造を最適化した（図
6）。
これにより，スイッチング時のサージ電圧耐量の代替
特性であるリカバリー破壊耐量の許容ピーク電流値が約 3
倍に向上し（図7），サージクランプ回路が不要になった。

10％低減

開発品
（高分子系樹脂材）

従来品
（一般的エポキシ系有機材）

200％

熱抵抗 (℃/W)

絶
縁
耐
圧
 (
kV
)

図 5　絶縁層材比較
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図 6　SBD断面図（イメージ図）
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表 2　二次側モジュールの回路構成と波形イメージ

項　目 開発品 従来品

回路構成

波形
イメージ
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5　適用効果

前述の技術により，DC/DCコンバータ用モジュールは
車載向けモジュールとしての安全性が確保でき，DC/DC
コンバータシステムの実装面積を 40%低減した（図8）。

6　あとがき

xEV 向け DC/DCコンバータ用モジュールについて述
べた。
今後も技術革新を追求することで，システム全体での省
エネルギーおよび小型化に貢献していく所存である。
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