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エネルギー��の	れたパワーエレクトロニクスに�けた
SiC ��のヒント

はじめに

�しいパワーエレクトロニクス��を�する�の��は、�々�しくなっています。

��リストの��にあるのが���ですが、����も����の1つであり、� にサイ
ズの#$%とコスト'(も)められています。これらの��を*たすソリューションがSiC
MOSFETです。01のヒントは、ソーラー4�システム、エネルギー9:システム、EV;
�ステーションなどの<=>?で、SiC@ABをベースとするスイッチング�Fを�Gする
�にHIちます。

SiCを��する��

スイッチモード�でパワー@ABのLMNとしてSiCのO=をPQ%するために、01
の�RなSTをUVしてください。SiCデバイスは、�YMOSFETやスーパージャンクショ
ンMOSFET、さらにIGBTと\べても、より�い�]、^_`、abでcGすることができ

ます。SiC��はdのデバイスに\べて、��efのgh>をgiに'(できるので、ほと
んどのアプリケーションで90%を�lる��を��できます。Qm、SiCデバイスはdの
MOSFETやIGBTより�nでした。op、SiC��のnqはかなりr1しているので、SiCは
��sなtu�となってきています。

SiCとGaNの	


SiCおよびGaNのvデバイスは、ワイドバンドギャップ(WBG)デバイスカテゴリに>�さ

れ、xy$のSi MOSFETをz{に|き}えています。これらの��はかなり�い^_`で

cGできるので、GaNデバイスはRFパワーアプリケーションでi~く�=されています。
SiCデバイスは��sに、GaNデバイスより�い�]、��、��に�えることができま

す。これらのスイッチは、より��かつ��sにスイッチングするので、スイッチモード

�Fアプリケーションに��です。また、SiC MOSFETはボディダイオードも�:してい
ます。
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SiCの�RなS�は、��ASTがSiやGaNの3�0�であることです。SiCベースの��
は、より�いabの+175°CでcGするのに�し、A�efはab���Bで\�s��な
ままです。もう1つのT���は、RDSonが��に#さく15mオーム6(�)またはそれ01の
��に�まることです。cG�]が�い��でも、この��を*たすことができます。

その ¡、��efがgiにr1し��が¢�します。

�しいパワーエレクトロニクス��を�する�の��は、�々�しくなっています。�

�リストの��にあるのが���ですが、����も����の1つであり、� にサイズ
の#$%とコスト'(も)められています。これらの��を*たすソリューションがSiC
MOSFETです。01のヒントは、ソーラー4�システム、エネルギー9:システム、EV;
�ステーションなどの<=>?で、SiC@ABをベースとするスイッチング�Fを�Gする
�にHIちます。

トポロジの��

�Ysなハーフブリッジl¦とフルブリッジl¦に�えて、SiCデバイスとの§み�わせ
で¨の2©�のトポロジも~くO=されています。それらは«¬¢コンバータとVienna®�
¯です。«¬¢コンバータの°�は±²sには³´]$DC/DCコンバータであり、2©�の

µなる�]バス¶で·�に<じて��を¸}する�sで°�できます。この¹|は、EVや
マイルドハイブリッドEVのように2©�のバッテリバスを»¼している½c¾に��です。

この2©�のバスは、¿Àsには;��sでÁÂに��をÃきÄすことができます。«¬¢

コンバータを{ÅしたICもÆÇÈ�です。

AÆÉが�えているもう1つのトポロジがVienna®�¯です。これは3Á、3レベルPWM
ÊËブリッジ®�¯です。Ì�なアプリケーションはg��AC/DC�Fでの��ÍP(PFC)
です。

$および�ニーズの��

ÎÏのアプリケーションの90%0�において、IGBTをSiCデバイスに|き}えることがÈ
�です。op、IGBTをO=した�Ð�があるとしてもごくÑ`です。IGBTは�gÒ
1,900 Vの��]に�えることができますが、スイッチングcGはr�です。SiCデバイス
は、このような��]とg��レベルをÓうことができるうえ、スイッチングcGは��

に��です。SiCトランジスタは、�g1,800 Vの�Ô�]に�<した��がÆÇできるの
で､IGBTの��な|}デバイスになります。SiC��は�^_`でスイッチングÈ�なの

で、T�¢�と��¢�を{Îできるだけでなく、パッケージの#$%も��できます。
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ゲートドライバに�する�./�

SiCトランジスタは、dのMOSFETより�いゲートドライブ�]を·�とします。tÖs

なSiCトランジスタはゲートのターンオンに15〜20 V、ターンオフに−3〜−5 Vの�]が·�
です。ただし、ほとんどのSiCベンダはS×なゲートドライバICを�=してこのニーズに�
Øしているため、SiCデバイスを�=した�がÙÚになっています。

0�1�なモジュールの5�

モジュールとは、ÛÜに¹ÝされたÞ�ßみMOSFETl¦で、サイズと�sT�を��
%したパッケージにàáされています。�Éが3Áモータを
cするように�された3Á
ブリッジモジュールです。dの°�は、DC/DCコンバータまたは3Á®�¯を�Gする�s
でâãßみです。äモジュールでは、SiC MOSFETとSiCダイオードのv¬がå�され、A
�efとスイッチングefがr(されています。この¹|により、パワー��で�い��

とæれたç�Tを{Îできます。

モジュールにはサーミスタのようなabセンサが»¼されており、4�レベルをêëする

Çìをíîするほか、ある©のl¦ïðñ�またはabÊËñ�もíîしています。モジ

ュールを�=すると�ò¶がgiにóôされ、パッケージの#$%もÈ�になります。

�Ð�の��、õましい��は90%をモジュールに、10%をdのディスクリートコンポ
ーネントにすることです。

6�できるサプライヤを�つける

SiCトランジスタやSiCl¦のような�bなデバイスを�=する��、��をîöできる

だけでなく�ソリューション、÷ø、サポートもíîÈ�なîöùをúつけることがg

ûです。オンセミは、@ABデバイス��においてフルサービスをíîし、Þ�なエンド

ツーエンドサプライチェーンをïþするサプライヤです。お��のご�õにi~くお<え

します。
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