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まえがき

富士電機は自動車分野向けの半導体デバイスとして，IC，

インテリジェントパワースイッチ（IPS），ディスクリー

トデバイスなど多くの製品を有している。本稿では，自動

車のなかでも特に機能の中枢となる点火装置系に適用され

る富士電機の新デバイスについて紹介する。

背　景

点火装置系の電子化は，1970年代の排気ガス規制と低燃

費化の社会的背景から，強力な点火火花と高い信頼性を確

保するという目的で点火コイル一次側のコンタクトポイン

トをトランジスタに置き換えるトランジスタ点火装置から

スタートした。この点火装置では現在まで，点火コイル二

次側に発生した高電圧をディストリビュータという回転式

機械接点で各点火プラグに配電している。この方式では，

接点部のスパークによる焼損とエネルギーの損失

機械接点を用いていることにより，点火タイミングの

きめ細かな制御が困難

OBDⅡ規制の適用による気筒診断に対応が難しい

などの弱点がある。今後ますます強化される排気ガス規制

に対応していくためには，上記弱点を克服する必要がある。

そのために点火方式はディストリビュータを廃止し，気筒

ごとに点火コイルおよびスイッチングデバイスを取り付け

る方式であるディストリビュータレスイグニッションシス

テム（DLIS）が主流になってきている（図１）。

この方式に適用していくためにはコイルの小形化が必須

（ひっす）条件であり，それに伴いスイッチングデバイス

には大電流・高電圧化，パッケージの小形化および ECU

（Electric Control Unit）からの駆動が容易であることといっ

た機能を満足する必要がでてきた。これに対応していくた

めに，BJT（Bipolar Junction Transistor）から IGBT

（Insulated Gate Bipolar Transistor）への交代が行われ始

めている。富士電機はさらに先を見据え，外付けされる機

能をチップ内に搭載したイグナイタ用 IPS の開発を実施

した。

以下では，このDLIS 用として開発を行ったイグナイタ

用 IPS の概要について説明を行う。

イグナイタ用 IPS

イグナイタ市場における IGBT化に伴い，幾つかの保護

回路をもつイグナイタ用 IGBTがハイブリッド IC（HyIC）

タイプで市場に供給され始めているが，1チップに集積し

た高機能タイプの IGBTは実際には用いられなかった。そ
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図１　自動車点火方式
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れは，現在の IPS で主流となっている SOI（Silicon On

Insulator）や pn 接合分離のような構造は高価なため，製

品化への妨げとなっていたからである。

今回，富士電機では自己分離形構造により，制御回路な

どを 1チップに集積した IPSを完成することに成功した。

この完成により，イグナイタ用途に必要とされる高 L負

荷クランプ耐量，高サージ耐量，電流制限機能といった技

術を確立することができた。本稿ではこの技術確立につい

ての説明を行っていく。

３.１ 高 L負荷クランプ耐量

イグナイタ用デバイスは，自動車が点火ミスをした場合，

イグニッションコイルから放出されるエネルギーをデバイ

スで処理する必要がある。このときのエネルギー量は通常，

60 ～ 100mJ 程度であり，デバイスは 200mJ 程度の保証

が必要となる。本デバイスではこの L負荷クランプ耐量を

向上させるために，n－エピタキシャル厚を増加すること

により対応しようと考えたが，コレクタ- エミッタ間飽和

電圧（VCE（sat））を犠牲にする必要が出るため，新たな技

術開発を実施した。

より高いL負荷クランプ耐量を実現するため，CBR（Col-

lector Ballasting Resistor）と呼ばれる技術を開発した。

CBRとは，図２に示すように，薄い n＋バッファ層がバラ

スト抵抗の役割をし，L負荷クランプ時にコレクタ電流の

局部集中を緩和することで VCE（sat）の増加を抑制し，エネ

ルギー耐量を増加させることができる。

図３にL負荷クランプ耐量，VCE（sat），およびn＋バッファ

層との関係を示す。これにより，Tc ＝ 150 ℃の条件下に

おいて標準値 300mJ，VCE（sat）＝ 1.3 V を実現することが

できた。

３.２ 高サージ耐量（ラッチアップ耐量）

自己分離構造は，高機能パワーデバイスにとって最も低

コストが実現できる方法であるが，MOSFET（Metal-

Oxide-Semiconductor Field-Effect Transistor）と BJT動

作が共存する IGBTに適用された例はなかった。その理由

は集積された NMOSデバイスが寄生サイリスタ構造を取

るため，サージに対しラッチアップしやすいという弱点を

持つためである。寄生サイリスタ構造を持つ NMOSデバ

イスの断面を図４に示す。メイン IGBTのゲートに負の電

位が印加されるとき，寄生サイリスタゲート- カソード接

合（DGK）が正バイアスされ，ラッチアップ破壊が起こ

る。

今回のイグナイタ用 IPS ではゲート入力部に新しい保

護技術を入れることにより，サージによるラッチアップを

なくすことに成功した。それは図４に示すようにポリシリ

コンツェナーと抵抗からなる Zener-Resistor-Network

（ZRN）と呼ぶ技術である。これはツェナーダイオード- 抵

抗を多段に使用することにより，ラッチアップに必要とな

るサイリスタ部のベース電流（IGK）を抑制する方法であ

る。今回はサージをカットするために 2段構成とした。

図５にサージ吸収ツェナーダイオードおよび抵抗の各部

に加わる電流，電圧の関係を示す。IGKをラッチアップ

が発生する電流値以下に抑えるためのツェナーダイオー

ド- 抵抗値の最適化を行うことによりサージ耐量の確保を

実現した。

３.３ 電流制限機能

電流制限 IC とシャント抵抗により構成される HyIC タ

イプのイグニッションシステムの回路図を図６に示す。こ

のシステムを IGBTにより実現すると，大きな欠点が二つ

ある。一つ目は IGBTに限ったことではないが，シャント
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図２　CBR構造断面図
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図４　NMOSデバイスの断面およびZRNによる保護
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図３　L負荷クランプエネルギー，VCE（sat）および n＋層厚相関図
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抵抗がドロップする分，セット全体の VCE（sat）が大きくな

らざるを得ないことである（通常 0.5 ～ 1.0 V ほど余分に

ドロップ）。

二つ目は電流制限動作が始まる際に，コレクタ- エミッ

タ間電圧が振動することである。振動が起こる理由につい

ては後に述べるが，この振動はイグニッションコイル二次

側に不要な電圧を発生させるため，コイルの誤着火を引き

起こす可能性が出てくる。したがって，防止する必要があ

る。

前述の欠点を回避するために二つの技術を用いた。一つ

目は，電流センシング IGBT（sns-IGBT）技術の適用で

あり，もう一つは電流制限時発振防止技術の適用である。

sns-IGBTについては，チップ内の IGBTを一部分離し，

その部分の電流をモニタすることによりメイン部の IGBT

に流れる電流値をコントロールする方法である。利点は，

メイン電流が流れるラインに抵抗を入れる必要がなくなる

ため，全体の VCE（sat）を上げずにすむことである。ただし，

コレクタ- エミッタ間電圧発振は多くなる方向にあり，後

述する発振防止を組み合わせなければ実用化は難しいと考

える。

次に電流制限時発振防止技術について述べる。はじめに

VCE 発振がなぜ起こるかについての説明を行う。発振は電

流制限開始時に VCE が跳ね上がり，減衰振動を起こす（図

７参照）。減衰発振は，電流制限を行っている回路ループ

の位相遅れにより発生する。これはスイッチング部の IG

BTのゲート容量と IC 回路側の抵抗値を最適化すること

で減少するが，IGBTは BJT と違って出力特性において

コレクタ電流が飽和したときのコレクタ- エミッタ間電圧

の変化がフラットであることから，発振減少を止めること

はほぼ不可能である。

今回，コレクタ- エミッタ間電圧発振を抑えるにあたり

CRF（Collector-Gate Resistive Feedback）とHGD（High-

frequency Gate-Decoupling）の二つの回路技術を用いた。

CRFと HGDを装備したイグナイタ用 IPS の回路ブロッ

ク図を図８に示す。電流制限回路はオペアンプと基準電源

で構成する。CRFにより，コレクタ- ゲート間を抵抗に

て接続する（電流制限時にコレクタ電圧が跳ね上がる際，

ゲート電圧も変化する）。これにより，コレクタ- エミッ

タ間電圧の急しゅんな変化を抑制し，コレクタ- エミッタ

間電圧跳ね上がりをカットオフすることが可能となる。そ
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図５　ZRNによる各点の電流，電圧
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してこの機能を完全に引き出すための技術が HGDである。

CRFによりフィードバックされる電流をゲート抵抗の間

に入れ，ゲート抵抗を RG1 と RG2 に分断する。今回は

sns-IGBTを用いているため，電流制限をモニタしている

sns-IGBT側とメイン出力の IGBTとでは電流制限機能が

働いた際に必ずゲート応答差が発生する。このゲート応答

差により IGBTは電流制限中にある周波数の発振現象が生

じる。上記 CRFのみの対応ではこの発振現象を抑えるこ

とは難しい。HGDによりゲート抵抗を分断し，sns-IGBT

とメイン出力の IGBTのゲートの電位差を抑制してやるこ

とにより，この発振現象を抑制することに成功した。

図９に今回紹介した技術を盛り込んだイグナイタ用 IPS

の電流制限時の波形を示す。図７と比較しても分かるとお

り，電流制限時の発振現象は今回の技術確立によりほぼ完

全に抑制できることが分かる。図 にイグナイタ用 IPS

チップの外観を示す。

電気的特性

イグナイタ用 IPS の Tj ＝ 25 ℃における電気的特性を表

１に示す。コレクタ電圧はコレクタ- ゲート間ツェナーダ

イオードにより決定しており，ゲート電圧はサージ保護ツェ

ナーダイオード，ZD1 により決定する。ゲート入力電流

は内蔵しているプルダウン抵抗の設計により決定している。

このプルダウン抵抗はゲートオープンモードの検出用とし

て搭載している。

また，チップサイズとしては富士電機の TO-220 パッ

ケージを搭載できる大きさである。

あとがき

今回は，イグナイタ用デバイスの 1チップ化に取り組み，

その実現に成功した。今後はこの技術をベースとし，より

多くの制御回路をチップ内に取り込んだ製品の開発を行っ

ていく所存である。

１０
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表１　電気的特性 

項　目 条件 記号 標準値 

コレクタ- エミッタ間電圧 460 VVCE

VCE（sat） 

＝10 mAIC

ICES ＝300 VVCE

6.7 V

1.3 V

VGE ＝10 mAIGE

11 AICL
＝3.5 VVGE
＝5 VVCE

＝3.5 VVGE
＝6 AI C

＝3.5 VVGE
＝6 AI C

VGE（th） 1.2 V
＝16 VVGE
＝3 mAI C

コレクタ- エミッタ間飽和電圧 

コレクタ- エミッタ間漏れ電流 

ゲート入力電流 

ターンオフ時間 

ゲート- エミッタ間電圧 

ゲート- エミッタ間しきい値電圧 

電流制限値 

250   A

8.5   s

5   s

IGES

t d

t f

＝3.5 VVGE 2.6 mA

I （2A/div） C

V （5V/div） CE

1ms/div

図９　イグナイタ用 IPS電流制限波形

図１０　イグナイタ用 IPSチップの外観
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