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1　まえがき

I PM（ Intel l igent  Power  Module）は、IGBT
（Insulated Gate Bipolar Transistor）などの電力ス
イッチング素子と FWD（Free Wheeling Diode）素子と
ともに、ゲート駆動機能と保護機能を備えるゲートドラ
イバ ICを一つのパッケージに集積化した電力用半導体素
子である。IPMは電力変換システムの部品点数の削減や
小型化、設計の簡素化などに貢献し、産業機械や家電製品、
サーバ用電源機器などさまざまな用途で用いられている。
富士電機では、1989 年にバイポーラトランジスタを

用いた最初の IPMを製品化した。以来、業界初となる
IGBTチップの過熱保護機能を搭載した IPMを開発する
など、システムの高信頼性化、小型化に貢献する製品を積
極的に開発している

⑴⑵

。2012 年には高耐圧のゲートドライ
バ ICである HVIC（High Voltage Integrated Circuit）
を搭載することにより、周辺回路のより一層の簡素化を可
能にした 600V/15Aクラスのエアコン用小容量 IPMを
開発し、現在では家電や汎用インバータ向けにHVICを
搭載した 600～ 650V/10～ 75Aクラスの IPMを展開
している

⑶

。今後もHVIC 搭載品で低損失化、高ノイズ耐
量化を進めるとともに、システムの小型化・低コスト化に
貢献する、より小型の次世代小容量 IPMを展開していく。
本稿では、次世代の小容量 IPMの小型化や高ノイズ耐

量に貢献する最新の HVIC（3ch-HVIC）の技術につい
て述べる。

2　  従来技術と次世代小容量 IPM用 3ch-HVIC の
概要

2 . 1 　従来技術
従来の小容量 IPMと内蔵するHVICの回路ブロック図

を図1に示す。HVICはインバータ回路を構成する上アー
ム
〈注 1〉

側の IGBTを駆動するためのハイサイド・ゲートドラ
イバ ICであり、ゲート駆動信号のレベルシフト機能を備
えていることが特徴である。HVICはマイクロコントロー
ラからの信号を受けるローサイド回路と、上アーム IGBT
のエミッタ電位VSを基準電位としてゲート駆動出力を行
うハイサイド回路、そしてローサイド回路からの接地電位
GND基準の信号を VS 基準の信号にレベルアップしてハ
イサイド回路に伝達するレベルシフト回路を基本回路とし
て備えている。
HVICはハイサイド回路のためのフローティング電源

〈注 2〉

が必要であるが、消費電流が 100µA 程度（ゲート出力
オフ時）と小さいため、図1に示したダイオード（BSD：
Boot-Strap-Diode） と コ ン デ ン サ（BSC：Boot-

Strap-Capacitor）で構成されるブートストラップ回路に
より、少ない部品点数で必要な電流供給能力を備えるフ
ローティング電源が構成できる。従来のHVIC 搭載 IPM
は、三相インバータ回路を構成する素子として、3チッ
プの上アーム IGBTと 3チップの下アーム IGBT、6チッ
プの FWDを内蔵している。また、上アームのゲート駆
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〈注 1〉  上アーム：電源から負荷に電流を供給する回路を上アーム、

電源に負荷から電流を引き込む回路を下アームと呼ぶ。

〈注 2〉  フローティング電源：出力端子が接地されておらず、基準電

位が可変の電源のことである。 
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動回路を構成する素子として、3チップの 1ch-HVIC
（ゲート駆動回路を 1チャネル分だけ内蔵したHVIC）と
3チップのブートストラップ回路用ダイオード（BSD）、
1チップの下アーム IGBT 用のゲート駆動回路を 3チャ
ネル分内蔵した低耐圧のゲートドライバ IC（LVIC：Low 
Voltage Integrated Circuit）を内蔵している。

2 . 2 　次世代小容量 IPM用 3ch-HVIC の概要
1ch-HVICを 3チップ使った従来の IPMの実装図を図

2⒜に示す。この図に示すように、従来の構成ではHVIC
を 3チップ実装する必要があるため、各チップの配線に
必要なリードフレームが長くなり、実装に必要な面積が大
きい。このため、IPMを小型化する上で実装面積の低減
が課題であった。
そこで、IPMを小型化するために、3チャネル分の上

アーム IGBTゲート駆動回路を 1チップに集積した 3ch-

HVICを開発した。
3ch-HVICを適用した場合の IPMの実装図を図2⒝に

示す。この図に示すように、3ch-HVICを搭載した IPM
では、HVICが 1チップであるため、配線に必要なリー
ドフレームの全長が短く、実装面積が小さい。この効果に
より制御部の実装面積を約 30%削減し、600V/15A～
30Aクラスの IPMのパッケージサイズを約 10%小さく
できる。
図3に今回開発した 3ch-HVICのチップ図と適用技術
を示す。従来の 1ch-HVICの 3チャネル分の回路を 1
チップに集積すると、誤動作の原因となる寄生素子が形成
されてノイズ耐量の低下を招くため、HVICを 3ch 化す
る上で、ノイズ耐量の確保が課題であった。
そこで、開発した 3ch-HVICでは、図3に示した高ノ
イズ耐量ハイサイドウェルと高ノイズ耐量レベルシフタの

二つの技術を適用し、チップ面積を増大させることなく、
十分なノイズ耐量を確保した。
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図 1　従来の小容量 IPMと内蔵HVIC の回路ブロック図および IPM周辺回路
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図 2　3ch-HVIC 適用による IPMの小型化
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3　  3ch-HVIC における主要ノイズとノイズ対策
技術

3ch-HVICにおいて問題となった主要ノイズと、ノイ
ズ対策技術の詳細について述べる。

3 . 1 　3ch-HVIC の誤動作・破壊要因となるノイズ
⑴　スイッチングノイズ
ハイサイド回路の基準電位である上アーム IGBTの VS
はインバータの出力電位であり、HVICは VS 端子を介し
てさまざまなスイッチングノイズにさらされる。図4に示
すように、VSには IGBTのスイッチング時に GNDと電
源電圧の間で急峻（きゅうしゅん）な変動が生じ、配線や
負荷のインダクタンスの影響により、電圧上昇時、すな
わち上アーム IGBTのターンオン時には電源電圧を超える
オーバシュートが発生する。また、電圧降下時、すなわ
ち上アーム IGBTのターンオフ時には GNDを下回るアン

ダーシュートが発生する。VSの急峻な変動、オーバシュー
ト、アンダーシュートはいずれもHVICの誤動作や破壊
の原因になり得るスイッチングノイズであり、中でもア
ンダーシュートによる負電圧のノイズは、HVICの構造上、
問題を引き起こす可能性が高く、ノイズ対策が必要である。
⑵　外来ノイズ
HVICはスイッチングノイズだけでなく、雷サージなど

の外的要因に起因する外来ノイズにもさらされる。外来ノ
イズは VS 端子に限らず、HVICのその他の電源端子や入
出力端子を介してHVICに流入し、誤動作や破壊を引き
起こす。

3 . 2 　ノイズ対策技術
スイッチングノイズおよび外来ノイズによるHVICの

誤動作や破壊を防止するため、高ノイズ耐量ハイサイド
ウェルを適用した。また、スイッチングノイズによる誤動
作を防止する別の技術として、高ノイズ耐量レベルシフタ
も併せて適用した。
⑴　高ノイズ耐量ハイサイドウェル
図5に開発した 3ch-HVICの断面構造を示す。p 型基
板上に回路形成のための四つの深い n 型拡散層Nwellを
配置している。そのうち三つはハイサイド回路用であり、
ハイサイドウェルと呼んでいる。残りの一つはローサイド
回路用である。ハイサイドウェルには、スイッチング時の
VSのオーバシュートによってインバータの電源電圧を超
える高電圧が加わるため、その周囲に高耐圧分離構造を配
置している。この構造によって、600Vクラスの IPM向
けとして十分な VS-GND間耐圧を確保している。
ノイズ耐量を確保する上で問題となるのは、図5に示し

たハイサイドウェル周辺の寄生素子A、B、Cの存在であ
る。負電圧ノイズが VS 端子に印加されると、これらの寄
生素子が動作してしまい、HVIC 内部に二次的なノイズ電
流が発生することで回路の誤動作や破壊の原因となる。特
に寄生素子 Cは、従来の 1ch-HVICでは存在しなかっ
たが、3ch-HVICでは隣接するハイサイドウェル間に存
在し、寄生素子 Bの動作を誘発する。そのため、3ch-

HVICではスイッチングにより発生する負電圧ノイズの問
題がより顕著となる。また、寄生素子 B、Cの存在により、
外来ノイズをトリガとして、破壊の原因となる寄生サイリ
スタ動作 も発生し得る。
これらの問題を解決するため、ハイサイドウェルには次

の二つのノイズ対策を行った。
⒜　ハイサイドウェル分離構造の配置
隣接するハイサイドウェルの間に、寄生素子 Cの寄

生 npnトランジスタの動作を抑制する分離構造を配置
している。この分離構造は、寄生素子 Cのエミッタか
ら放出される電子をコレクタに到達する前に取り込む働
きがあり、寄生素子 Cの増幅率を低減する効果を持つ。
この分離構造により、寄生素子 Cの増幅率を分離構造
がない場合に比べて 1/10 以下に低減し、寄生素子Cの
動作による二次的なノイズ電流の量を 1/10 以下に抑制

高耐圧分離構造

3ch-HVIC 高ノイズ耐量化技術

高ノイズ耐量
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図 3　3ch-HVIC チップと適用技術
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図 4　HVIC の動作とスイッチングノイズ
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している。
⒝　ハイサイドウェルの濃度プロファイル最適化
寄生素子 Bの寄生 pnpトランジスタの増幅率を低減

するため、ハイサイドウェルの濃度プロファイルを最
適化している。これにより、その増幅率を最適化前の
1/10 以下に低減し、寄生素子 Bの動作により発生する
二次的なノイズ電流の量を 1/10 以下に抑制している。
上記の対策⒜、⒝により、スイッチング時の負電圧ノイ

ズによって発生する二次的なノイズ電流による素子破壊を
防止している。また、電源端子 VB、VSへの外来ノイズ
に対するノイズ耐量を従来製品の約 5倍に向上した。
⑵　高ノイズ耐量レベルシフタ
図6にレベルシフタの構造を示す

⑷

。レベルシフタは、レ
ベルシフト回路の中核部品であり、高耐圧の横型Nチャ
ネルMOSFET（Metal-Oxide-Semiconductor Field-

Effect Transistor）である。レベルシフタのゲートが入力
端子、ドレインが出力端子である。ハイサイド回路の電源
端子である VB端子とレベルシフタのドレインに接続した
レベルシフト抵抗に電流を流すことにより、レベル変換さ
れた電圧信号を出力する。
従来の 1ch-HVICでは、レベルシフタを、ハイサイド

ウェルを囲む高耐圧分離構造とは別の領域に独立させて形

成していた。これに対し開発した 3ch-HVICでは、チッ
プ面積の増大を抑えるため、自己遮蔽（しゃへい）技術

⑸⑹

を
適用することにより、レベルシフタをハイサイドウェル周
囲の高耐圧分離構造と一体で形成している。
この自己遮蔽型レベルシフタは、素子の占有面積を小さ

くできるという利点がある一方、ハイサイドウェルに近接
しているため前述の寄生素子Aの影響を受けやすいとい
う欠点がある。寄生素子Aの寄生ダイオードは、スイッ
チング時の負電圧ノイズによりターンオンし、ターンオフ
時には逆回復電流が流れる。自己遮蔽型レベルシフタは、
この逆回復電流の影響を受けやすい

⑷

。
図7は、ノイズ対策前の自己遮蔽型レベルシフタを採用
したHVICに、負電圧ノイズ（-44V/500ns）を印加し
た時の動作波形である。負電圧ノイズ期間（ⅰ）直後の期
間（ⅱ）で、逆回復電流によりレベルシフタが異常動作し、
誤動作が発生している。また期間（ⅲ）でもレベルシフタ
が異常動作している。期間（ⅱ）、（ⅲ）の異常動作は、逆
回復電流により図6に示したレベルシフタ内の寄生素子D、
Eの動作が誘発されることで発生する。
開発した 3ch-HVICでは、この異常動作を抑制するた

め、レベルシフタおよびその周辺のデバイス構造に対して
次の二つの対策を実施した。

ローサイドウェル
（ローサイド回路領域）

高耐圧分離構造
（一部にレベルシフタを形成）
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（ハイサイド回路領域） 高耐圧分離構造

ハイサイドウェル ハイサイドウェル
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図 5　3ch-HVIC の断面構造
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図 6　レベルシフタの断面構造と寄生素子



特
集　

自
動
車
電
動
化
・
エ
ネ
ル
ギ
ー
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
に
貢
献
す
る
パ
ワ
ー
半
導
体

富士電機技報　2021 vol.94 no.4

次世代小容量 IPM用 3ch-HVIC 技術

265（43）

⒜　ソース・ベース領域のパターン最適化
レベルシフタのソース領域周辺は、図6に示すように、
高濃度 n型拡散層 n+によるソースと、チャネルを構成
するベース層の p 型拡散層 Pwell、高濃度 p型拡散層
p+によるベースコンタクトにより構成されている。
寄生素子Dは、逆回復電流によりベース層 Pwellの
電位が上昇することで動作し、図7の期間（ⅱ）におけ
る異常動作を引き起こす。これを防止するため、ソース
の n+を図6の紙面奥行き方向において部分的に一定間
隔でベースコンタクトの p+に置き換え、ベース抵抗の
低減を図っている

⑷

。3ch-HVICでは、このベースコン
タクトの間隔を従来の 1ch-HVICよりも狭くすること
で、寄生素子Dの動作を抑制した。
⒝　ハイサイドウェルへの p+/n+コンタクト構造の配
置
図7の期間（ⅲ）におけるレベルシフタの出力異常は、
寄生素子 Eを流れる逆回復電流が、寄生素子 Eのター

ンオフによりレベルシフト抵抗を流れることにより生じ
る。
この出力異常を抑制するため、図6に示したように
p+/n+コンタクト構造をドレイン領域近傍のハイサイ
ドウェル領域に配置している。p+/n+コンタクト構造
とは、従来 n+のみで構成されるハイサイドウェル領域
の VB 電位のコンタクト部に、n+に接するように p+
を追加した構造である

⑷

。
この構造により、寄生素子 Eのベースには p+/n+コ
ンタクト構造から pnpトランジスタを介してベース電
流が供給されるため、逆回復電流発生時に寄生素子 E
が従来構造よりも遅れてターンオフする。この遅れによ
り 寄生素子 Eのターンオフ時にレベルシフト抵抗に流
れる逆回復電流を低減でき、出力異常を抑制できる。
これらの対策を行った 3ch-HVICに、負電圧ノイズ

（-70V/500ns）を印加した時の動作波形を図8に示す。
なお、ゲート駆動の入出力（HIN、HO）波形は、ノイズ
を印加したチャネルについてのみ示してある。
この新規のレベルシフタ構造の採用により、レベルシフ

タの寄生素子D、Eに起因する期間（ⅱ）、（ⅲ）の出力異
常を抑制した。
なお、図8の波形は、印加ノイズの波形を安定させ、解
析を容易にするために、ノイズパルス幅を 500nsで評価
した結果であるが、ワーストケース値（後述）の 50nsで
も同様の改善効果が得られている。
図9に開発した 3ch-HVICの負電圧ノイズ耐量を示
す。上述のハイサイドウェルおよびレベルシフタへのノイ
ズ対策技術の適用により、負電圧ノイズ耐量は適用前より
50% 以上改善し、従来 IPMに搭載している 1ch-HVIC
と同等の高い負電圧ノイズ耐量を実現した。負電圧ノイ
ズ発生のワーストケースとして想定されるのは、負荷短
絡の発生時に、保護動作により短絡電流が流れる上アーム
IGBTが強制遮断される場合である。この場合の負電圧ノ
イズの大きさは、例えば、650V/30Aクラスの IPMで
は最大で約-100V/50ns、650V/75Aクラスの IPMで
は -200V/50nsが想定される。
開発した 3ch-HVICは、ノイズパルス幅 50nsにおい
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て -200V 超の負電圧ノイズ耐量を備えているため、業
務用大型エアコンや産業用インバータの用途をカバーする
650V/75Aまでの IPMに使用できる。これにより、ア
プリケーションの小型化、高信頼性化に寄与する小型・高
ノイズ耐量の IPMが実現する。

4　あとがき

本稿では、次世代小容量 IPM用 3ch-HVIC 技術につ
いて述べた。この技術は、電力変換システムの小型化・低
コスト化・高信頼性化に寄与し、小型・高ノイズ耐量の
IPMを実現するものである。今後、さらに電力変換シス
テムの価値向上に寄与するパワー IC 技術を開発していく
所存である。
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