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現在，自動車には安全性や快適性の向上に加えて，大
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第 6.5 世代圧力センサの仕様

気汚染物質の排出ガス規制や CO2 の排出規制など，環

項

目

仕

様

境負荷低減が強く求められている。これらの規制に対応

製品サイズ（樹脂部）

するため，空気と燃料の混合比を緻密に制御して燃費の

使用温度範囲

向上を図ることや，燃焼後のガスを再循環させて排出ガ

使用圧力範囲（吸気圧センサ）

20 〜 120 kPa

スをクリーン化する技術の普及が加速している。さらに，

定格圧力

圧力レンジ×3倍

燃費の向上や快適性向上のための室内スペース増加を目

電源電圧

5±0.25 V

的として，エンジンルームの小型化や高実装密度化が進

出力電圧（電源電圧5 V時）

んでいる。

シンク・ソース能力

これに伴い自動車用圧力センサの使用環境は高温化し，
さまざまな電子機器から発生する電磁ノイズに対する
EMC（Electromagnetic Compatibility： 電 磁 両 立 性 ） 耐
性の要求が厳しくなっている。加えて測定媒体（対象）は，

クランプ機能
耐腐食性能

などの気化燃料が混入する過酷なものへと適用範囲が拡
富士電機はこのような要求に応えるため，2010 年に量

±8 kV以上

過渡電圧サージ

ラッチアップ（電流注入法）

ンサを開発した。

EMS（G-TEM）
（100 V/m）
過電圧（Vcc 〜 GND間）

徴

JASO M 611-92/B法 準拠
（ガソリン・ディーゼル成分）

HBM（1.5 Ω，100 pF）

サをベースに，高性能化を図った第 6.5 世代車載用圧力セ

特

クランプ電圧0.3 V/4.7 V（typ.）

±1 kV以上

インパルス

1

0.5 〜 4.5 V
シンク1 mA，ソース0.1 mA

MM（0 Ω，200 pF）

産を開始したデジタルトリミング型の第 6 世代圧力セン
⑴

−40 〜＋150 ℃

ESD（外部インタフェース端子）

従来大気が主であったものが排出ガスやガソリン，軽油
大してきている。

W7.5×H10×D5.6（mm）

逆接（Vcc 〜 GND間）

ISO 7637（2011）規格
Pulse1，2，3a，3b
LEVEL-Ⅲクリア
±1 kV以上
±500 mA以上
変動：1%FS以下
16.5 V（max.）
0.3A（max.）

図₁ に，第 6.5 世代圧力センサと，従来品の第 6 世代圧

ンサの仕様を示す。本製品は，従来の圧力検出部と信号

力センサのセルの外観を示す。表₁ に，第 6.5 世代圧力セ

処理部とをワンチップにした技術を踏襲しつつ，耐腐食
性能・耐帯電性能を付与し，高温動作保証温度を従来製
品の 125 ℃から 150 ℃まで上げた。また，故障を検出する
ため，ワイヤハーネス断線検出領域（ダイアグ電圧領域）
と通常使用領域を分離するためのクランプ機能を追加し
た。センサセルのサイズは，第 6 世代圧力センサに対し
て体積比で約 48 % に小型化している。
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2.1

背景となる技術
耐腐食性能

図₂ に，圧力センサにおけるセンサセルの断面構造を
（a）第 6.5 世代

示す。すすなどの外来異物に対し，圧力を伝達できるゲ

（b）第 6 世代

ル状保護材により，センサチップやワイヤを保護してい
図1

車載用圧力センサ

る。本製品では，測定媒体に含まれる排出ガス，ガソリ
ンおよび軽油の気化燃料がゲル状保護材を透過し，チッ
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プ表面のワイヤボンディングパッドが腐食することを防

リート部

止するため，図₃ に示すように，ボンディングパッドお
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腐食防止部とシールドエリア
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圧力検出部の概要

よびテストパッド上に腐食防止部を採用した。
2.2

耐帯電性能

図₄ に，圧力センサに内蔵される圧力検出部の概要を
出力変化量

示す。富士電機独自のエッチング技術により，シリコン
の一部を薄膜に加工してダイヤフラムを形成する。ダイ
ヤフラム上に配置した拡散配線からなる四つのピエゾ抵
抗により，ホイートストンブリッジを構成している。圧

シールドあり

シールドなし

力が印加されてダイヤフラムが変形すると，各ピエゾ抵
抗値が変化し，ホイートストンブリッジの出力に電位差

0

が生じる。この電位差を増幅して，圧力を電気信号に変
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試験時間（h）

換している。
本製品では，電荷を持つ気化燃料がゲル状保護材上に

図5

耐帯電性能試験結果

付着することによってピエゾ抵抗値が変動し，センサ特
性が悪化することを防ぐために，MEMS（Micro Electro

電荷の印加開始からしばらくすると出力が大きく変動す

Mechanical Systems）の可とう部（ダイヤフラム部）に

る。これに対して，シールドがある本製品では長時間の

ポリシリコンを用いたシールド構造を採用した。また，図

印加に対しても出力が変動せず，高い耐帯電性能を実現

₃ に示すように腐食防止部と同一の層を用いて，ダイヤ

した。

フラム部を除く回路部の耐帯電性能を向上するための
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