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　まえがき

　近年，自動車の低燃費化，安全性向上および環境負荷
低減を目的とした機構部品の電子化に伴い，自動車電装
分野へのパワーMOSFET（Metal-Oxide-Semiconductor 
Field-Effect Transistor）の適用が増加している。

　低燃費化および車両の軽量化を図るために，油圧制御で

あったパワーステアリング装置がより軽量な電子制御（以
下，電動パワステという）方式へと急速に置き換わって

いる。また，安全性向上の一例として，夜間の視認性を

高めるために，ハロゲンバルブからより輝度の高いディス

チャージバルブへの移行が進んでいる。さらに，低燃費な

らびに環境負荷低減目的で高級車を中心に商品化されてき

たハイブリッド車（以下，HEVという）は，近年の原油
価格高騰にも後押しされ低価格車にも展開されていくと予
想される。

　これらの用途に使用されるスイッチングデバイスである

パワーMOSFETの需要は今後ますます増大し，さらなる

性能向上が求められている。

　富士電機では，これら自動車の機構部品の電子化，電子
システムのさらなる高効率化などの要求に対応するため，

各種のパワーMOSFETの開発および製品化を進めている。

　本稿では，富士電機の自動車電装用パワーMOSFETに

ついて，その系列，特徴，および今後の開発動向について

紹介する。

　自動車電装用パワーMOSFET

　図 1に富士電機の自動車電装用パワーMOSFETの定格
と適用分野を示す。また，そのパッケージ系列の外観を図

2に示す。現在，富士電機では電動パワステ用MOSFET
として，12Vバッテリー用に 40V，60V耐圧品を系列化
し，42V電源（36Vバッテリー）用として 75V耐圧品
を系列化している。また，HEVなどの DC-DCコンバー

タの二次側整流用途として 80〜 200V耐圧のMOSFET
を系列化し，同期整流用途として 80V耐圧のトレンチ

MOSFETを製品化している。さらにディスチャージバル

ブ電子バラスト用に 100〜 200Vならびに 500〜 600V耐
圧のMOSFETを系列化している。

　自動車電装用パワーMOSFETの特徴

3.1　電動パワステ用MOSFETの特徴
　電動パワステ用電子制御装置は高温雰囲気下で長期間確
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図2　パッケージ系列の外観
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図1　富士電機の自動車電装用パワーMOSFETの定格と適用
　　　分野
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実に動作することが要求されるため，高信頼性ならびに低
損失性が重要である。富士電機では従来から，トレンチ構
造の技術を採用した低オン抵抗MOSFETを電動パワステ

用に系列化しているが，近年ではさらなる低損失化を目的
として低オン抵抗かつスイッチングスピードの高速化が要
求されている。

　富士電機ではこの低オン抵抗かつスイッチングスピード

高速化の要求に対応するために，トレンチ構造の新規設計
を行い，単位面積あたりのオン抵抗を 20%低減させ，同 
時にスイッチングスピードも向上させた新型トレンチ

MOSFET（FT-Ⅱ）を開発した。以下にその特徴について 
紹介する。

（1）　新型トレンチMOSFET（FT-Ⅱ）のチップ構造
　図 3に従来のトレンチMOSFET（FT-Ⅰ）のチップ構
造と新型トレンチMOSFET（FT-Ⅱ）のチップ構造の断
面比較を示す。トレンチチップ構造は，ゲート部分に精度
よくエッチングされた凹部構造を形成することで，従来の

プレーナ構造のMOSFETに対して，チャネル抵抗成分と

JFET（Junction Field Effect Transistor）効果の抵抗成分
を大幅に低減することが可能となる。富士電機では，トレ

ンチ部に高品質なゲート酸化膜を形成することで高いゲー

ト保証電圧（VGS：＋ 30V/－ 20V）とゲート信頼性を有
する低オン抵抗トレンチMOSFETを製品化している。

（2）　低オン抵抗と高速スイッチングの両立
　今回，トレンチ構造を新規設計とすることでチャネル長
を最適化してチャネル抵抗成分をさらに低減し，また結
晶を最適化したことにより，単位面積あたりのオン抵抗を

20%低減した新型トレンチMOSFETを実現した。また，

チャネル長を短くすることでトレンチ構造を浅くし，静電
容量を低減できるように設計した。

　MOSFETはオン抵抗とスイッチングスピードがトレー

ドオフの関係にある。オン抵抗 Ronとスイッチング時間の

指標となるゲートチャージ Qgdとの積である，性能指数
Ron・Qgdが低減できれば，MOSFETの低オン抵抗と高速
スイッチングの両立を図ることができる。

　今回製品化した新型トレンチMOSFETでは，単位面積
あたりのオン抵抗を低減し，かつスイッチング時間に影響
する静電容量を低減することで，性能指数を約 45%低減
できた。図 4に 60V耐圧品の従来トレンチチップと新型
トレンチチップでの Ron・Qgd比較を示す。

（3）　ゲートしきい値電圧に対する設計
　電動パワステに使用されるMOSFETでは低オン抵抗特
性が重視されているため，オン抵抗特性とトレードオフの

関係にあるゲートしきい値電圧 VGS（th）が 1〜 2V程度の

MOSFETが一般的である。しかし，ゲートしきい値電圧
が小さいと電磁ノイズなどによる誤動作が起きやすいとい

う問題がある。

　富士電機の電動パワステ用MOSFETは，ゲート信頼性
を考慮しゲート酸化膜厚ならびにチャネル濃度を調整する

ことでゲートしきい値電圧を 3V（typ）と最適化し，ノ

イズ誤動作防止を考慮した設計とした。

（4）　大電流かつ高信頼性
　電動パワステ用のシステムにおいては，図 5に示すよう
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図3　従来トレンチチップ構造と新型トレンチチップ構造
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な① DCモータの負荷短絡モード，② DCモータと ECU
（Electric Control Unit）を接続する配線の地絡，③ Hブ

リッジまたは三相ブリッジを構成する上下間デバイスの

アーム短絡など，瞬時的な大電流責務にも耐えうる信頼性
が必要となる。

　図 6に富士電機のMOSFET製品の内部構造図（例）を

示す。電動パワステの最大トルク時（モータ電流 30〜
65A程度）には，大電流によるチップでの発熱に加えて，

外部端子に接続するリードワイヤ部でも大きな熱が発生す

る。

　富士電機では以上の課題に対し，①内部接続ワイヤの大
口径化および②内部接続ワイヤの複数本化，という対策を

行っている。

　以上の特徴を有す富士電機のMOSFETは，電動パワス

テ以外にも HEV用 DC-DCコンバータなどの幅広い自動
車電装用途への採用が進んでいる。

3.2　電子バラスト用MOSFETの特徴
　ディスチャージバルブを制御するバラスト装置のシステ

ムを図 7に示す。DC-DCコンバータ部には，バッテリー

電圧を昇圧させるために 100〜 200V耐圧のMOSFETが

使用される。このMOSFETは昇圧トランスを小型化およ

び軽量化するために，高周波でのスイッチング動作を行う

必要がある。

　また，インバータ部には，バルブに高電圧を発生させ

るための 500〜 600V耐圧のMOSFETが使用される。こ

のMOSFETはバルブ無負荷出力状態での高い電圧（約
380V）およびバルブ放電開始時の高い dv/dt に耐える必
要がある。

　これらの高耐圧かつ高速スイッチング要求に対し，富士
電機では高速スイッチングかつ低オン抵抗特性を備えてい

る SuperFAP-G系列を，DC-DCコンバータ用および電
子バラスト用として提案している。この SuperFAP-G系
列のMOSFETは，図 8に示す擬平面接合の新技術を適用
し，600V耐圧で Siのオン抵抗理論限界値に迫る高性能化 
を実現している。

3.3　HEV用MOSFETの特徴
　従来 HEV用 DC-DCコンバータ部の二次側整流用素子
にはダイオードが使用されていたが，近年 DC-DCコン

バータ部の高効率化を図る目的で，MOSFETを使用した

同期整流が採用されている。同期整流素子として使用さ

れるMOSFETには，DC-DCコンバータの二次側電圧 80
〜 200Vに耐える耐圧，低オン抵抗性かつ高速スイッチン

グ性（低 trr特性）が要求される。

　これらの低オン抵抗性かつ高速スイッチング性の要
求に対し，富士電機ではこれらを両立した新型トレンチ

MOSFET（FT-Ⅱ）を提案している。
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図7　バラスト装置のシステム図
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　今後の開発動向

　現在，富士電機ではさらなる高性能化要求に応えるべ

く，デザインルールの微細化による次世代トレンチ技術
の開発に注力している。この技術により，次世代トレン

チMOSFETの単位面積あたりのオン抵抗を，新型トレ

ンチMOSFET（FT-Ⅱ）に比べて 25%〔従来トレンチ

MOSFET（FT-Ⅰ）に比べて 40%〕低減することを目標と 
して開発を進めている。

　あとがき

　富士電機では今まで，今回紹介したような各種自動車用
パワーMOSFETを開発し，製品化してきた。今後も自動

車電装分野における機構部品電子化へのさらなるニーズに

応えるべく，絶え間ない製品開発と提案を行い，自動車電
装分野のますますの発展に貢献していく所存である。
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