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エキスパートに��：48 Vの����	システムの
�

はじめに

1950���ばに���メーカが6 Vバッテリから12Vバッテリにり�えたとき��、

���メーカ��は�えず�くの����や����を��してきました。これらすべて

の�しいアクセサリ��が、��の��12 V��	システムを 
まで!"する�#につ

ながりました。���$%は、48 Vバッテリを&'した(�)の���	システムを�

することによりこの*れに+,しています。より-.な48 V	システムが/0に�1した

のは、｢マイルドハイブリッド｣と7ばれる�)�8でした。マイルドハイブリッド���

��(MHEV)は、9):;)エンジン(ICE)とAC?@�Aモータを&'して���を��し

ています｡�Dの�Eはマイルドハイブリッド�に�するものです。

Figure 1. Jay Nagle
Senior Engineer for the Power Solutions Group Division, onsemi
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Q. これらのマイルドハイブリッドの�と��を�し�める��は�ですか？

A. F�なG��Hは、�を�うごとにIしさをJすKLMNOの���Pです。これらの

�PはCO2QR�のSTや、;�の(Uを�Vしており、���のWX�YZをいっそう

�めようとしています。アメリカ、アジア、[\の�]^はいずれも_.して、�しい�

`と�PをPVしています。アメリカやアジアの�]^にaべて、[\]^は/もbc�

なST dをPVしています。1つの!e"は9)ICEと-.な��モータをf�したマイ

ルドハイブリッド�8でした。

Q. 48 Vバッテリは��にMHEVを��させるだけの��を(�できますか？

A. いいえ、48 Vバッテリghで���を�かすことはできません。このバッテリのFなi

jは、��モータまたは����に�.をk#すること、およびICEの$�lに�.をk#

することです。��モータはmにn�lのトルクが:;エンジンより�きいので、このよ

うな��トルクにより、���は�)で-.な�8のごとくなります。このpをE%にす

るために、�Dではq�&のMHEVトポロジーを�Eします。そのt&のu'になっている

のは、���のドライブトレインに+する����のxy�な()とz*{|です。これ

らをP0〜P4と7ぶことにします。P0}~ではベルトを&'して����をICEにz*しま

す。

P1アーキテクチャは、����をICEのクランクシャフトに+�します。P2〜P4の()
には、より,-なギア�.)z*が��しています。P0およびP1()は�/�なものです

が、48 Vバッテリghで�G�0.をk#するものではありません。この1�、ドライバ

ーがアクセルペダルを1んだときに、S/G (スターター����)が���にICEを�n�し

ます。ある2�の;�� を��できますが、この�のマイルドハイブリッド�のFな 

�は、��)のICE���にaべてCO2QR�を4%〜10%STすることです。

Figure 2. 12/48−Volt Electrical System
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This simplified diagram shows the dual 12/48−volt electrical system in mild hybrid vehicles.
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Q. 48 Vバッテリを��したマイルドハイブリッドの��	システムはどのような��にな
りますか？

A. この�の��	システムの3��をFigure 2に4します。このシステムは2�の��バス

を�'しています。12 Vバッテリを&'する�{のバスは���の��)56の��に�

.をk#します。48 Vバッテリを&'するもう�{のバスは�����モータや�の��

.アクセサリに�.をk#します。12V	システムは、インフォテイメントシステム、

�E、さらに���7、ドア、シートなどの��ボディ�りアクセサリを�む�/�な�

�を �させます。48 V	システムは、����モータのほか、HVAC、8¡したポンプ、

ステアリング、サスペンションの�システム、さらにICEが&'する1�は���ターボチ

ャージャをなどの5¥が�きい56を �させます。

これら2つのF�な��	システムは、¦{�§9¨DC/DCコンバータにz*されていま

す。このコンバータは12 Vバスと48 Vバス、さらに3:PM?@�A��モータを� させ

るインバータに�.をk#します。�;のS/Gはベルト��{�を�'していますが、エン

ジンとトランスミッションの<にS/Gを()しているメーカもあります。

Q. 48 V	システムを��したマイルドハイブリッド�を�にできるのはいつごろでしょう
か？

A. 48V	システムをf�した���は、すでに�;«=されています。¬えば、メルセデ

スベンツとアウディは,qの���を«=しているほか、フィアットクライスラーはマイ

ルドハイブリッドシステムをf�した1500 RAMピックアップトラックを«=しています。

フォルクスワーゲンも>く«=に1みる?@みです。²Alpから2025�までの@<

に、マイルドハイブリッド�のqは³なくとも�´30%で~Bし、/C�には«1にRµ

る���DqのE10%にFすると¶·されています。���$%は、I¸な�しいQR�

Pを¹たすと?lにº»なコストとZ0を¼kする/Gバランスを��するものととして

マイルドハイブリッドを½)¾けたようです。

Q. � のバッテリ!�"#は？

A. マイルドハイブリッドでは、48 Vバッテリは、ICEが��するベルト��¿�のS/Gまた

は:H)スタータ����でÀ�されます。ある2�のÀ�は、T.、�Áブレーキ、

ÂZIJの<でもJわれます。�{、12 VバッテリのÀ�は、48 VバッテリからDC/DCコ
ンバータKÃでJわれます。Ä�に,じて、12 Vバッテリで48 Vバッテリを�À�するこ

ともできます。プラグインハイブリッド�(PHEV)はオンボードチャージャ(OBC)をf�し

ており、ÆÇ、またはÈÉZの�い�;のÀ�ステーションのÊ'AC��に+zz*する

ことができますが、マイルドハイブリッド�はこのようなÀ�{|を�'していません。

http://www.onsemi.jp/
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Q. この$しいシステムに��されている8な�%&'や()はどのようなものですか？

A. 48 V	システム:のF�な��ユニットは、モータやスタータ����を �させる3:
インバータ、および12 V	システムと48 V	システムをz*するDC/DCコンバータです。

32ビットMCUをf�したF�PÎセンタはシステム�ÏをLMします。このセンタは��

��NのÐ々なセンサからのÑ.をÒけÓり、システム� をPÎするためのR.をk#

します。

Q. この$しいシステムに*り+むために、オンセミはどのような,'を-(しています
か？

A. オンセミは���けのÔÕいポートフォリオをÓりÖえており、48 V MHEVシステム�
けの×�なシステムソリューションを¼kできます。ÚÛとなる;ÜはシリコンOディス

クリート�.パワーMOSFETです。オンセミのMOSFETポートフォリオは、Þßà・Þイ

ンダクタンスの��デバイスを、9)でコストâ´にãれたパッケージにåæしており、

スイッチングçèとAPçèの/9éにiQちます。

これらのmBは、インバータと48 V	システムにおける48V/12V¦{�コンバータ8{の

�â´� とシステムコストSTにつながります。これらクラス/�のデバイスは、+,

する��ゲートドライバでR×されます。

オンセミの����モジュール(APM)は、×~したêë(Sìみの1:ハーフブリッジま

たは3:ブリッジµTであり、システム:のS/G�けまたは48Vモータ�けインバータを3

gにO することができます。48 V	システムでオンセミのAPMモジュールを&'するF

なÈpは、コンパクトなフットプリントと�い�.í�を��したこれらのU�)モジュ

ールが、Ä�なときに��.をk#する0.をîえていることです。これらのmBは、

コストSTとCO2QR�のSTにとってV�なV�のSTにつながります。

オンセミのOÜポートフォリオで¼kされる��ソリューションは、�Dのような｢ワン

ストップショッピング｣(1�からのk#でW��/に+,)です。

• メイン��モータと�のV�なµT:での�*センシング�けに/Géìみの��オペ

アンプで}~された�しいOÜファミリ

• �.デジタルアイソレータ

• ゲートドライバ

• �â´DC/DCコンバータ

• CAN、LIN、Flex Rayの�Pï�けトランシーバ

• ESD/EMIのðXコンポーネント

• 48 Vバッテリとインバータをz*するðXデバイスeFuse

http://www.onsemi.jp/
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48 V	を��する./

�くのòは、���の�しい��	として48 Vが8¡されたのはなぜだろうか、というó

ôをõいています。Y�に、12 V	システムにaべて、Zöに�きい�.をk#できま

す。d÷�な12 V	システムは/�2〜4 kWの�.をk#できるのに+し、48 V	システム
は/�10〜20 kWをk#できます。ポンプ、コンプレッサ、ターボ、サスペンションのよう

に、56が�きいデバイスをøう1�、�¨が�いほどよりGな� を��できます。

48 V	の�ùな�.k#úになるのはリチウムイオンバッテリです。û��.が�Vの1

�、�¨が�くなるほど�*レベルはÞDします。*す�*が9さくなると、[い(Sを

&'でき���の(SハーネスのサイズとV�を\Tできます。

/ýに、この�¨はò<のþ�スレッショルドをわずかにDµります。ほとんどのòは

50〜60 V�Dの�¨に]れても��ショックはÒけません。そのため、48 V	は�/に�

 、サービス、トラブルシューティングの¥»^にとっておおむね��です。
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