EV充電スタンド

アプリケーションガイド

３つの重要目標

EVで突き進む

Littelfuse は技術的進歩をもたらす革新的な製品を開発してきた長い歴史があります。

1927 年の創立以来、弊社は自動車用ヒューズの産業基準を定義づけ続け、回路保護・電力制御・センサー技術にお
けるグローバルリーダーとなっています。

革新の新時代に突入した今日でも、弊社は自動車産業にコミットし続けています。次世代の車や乗り物は電動です。
EV への需要が増え続けているからこそ、安心・安全な充電システムへのニーズも増加しているのです。
Littelfuse のアプリケーションに関する専門的知識は、EV
充電スタンドの最前線のシステム設計をサポートしてきま
した。弊社の専門的知識を持ったチームに、安全性・効率
性・信頼性を持ったデザインを御社の製品にどのように組
み込むかをお任せください。

御社が開発しているシステムが、交流（AC）充電システム
－ AC 電源を使用したオンボードチャージャー（車載充電
器）－もしくは、直流（DC）急速充電器－ DC 電源を使用
した車載用バッテリーシステム－のどちらにせよ、３ つの
重要目標を達成するためのパートナーが必要となります。

電気自動車の歴史
1927

1935

Littelfuse が世界初の
保護用小型速断
ヒューズを発明

1828

初の電気自動車が
市場に登場

ガソリン車が主流となり、
電気自動車は低迷

1930

初の車載向け
ヒューズを発表

1976

Littelfuse が現在の自動車用
ヒューズの国際基準となった
初のブレードタイプ ATO
(Autofuse®) 速断型ヒューズ
を発表

1950

Littelfuse が車載用
スイッチ・リレーを発表

1994

Littelfuse が市場で最小の
パワーヒューズブロック
（クラス J ヒューズブロック）
を発表

1986

Littelfuse が車載アクセサリー
を保護するためにより小型の
MINI® ヒューズを開発

1996

1997

トヨタが世界初の
商用ハイブリッド車・
プリウスを発表

ゼネラルモーターズが
EV1 電気自動車を発表

安全性

一般的な年間を通しての使用を考慮すると、
電気ショックやその他の危険な電気的脅威を
最小限に抑えることにより、EV 充電設備の
安全性を保つことが重要です。

効率性

電力変換は DC 急速充電システムに極めて重
要です。電力変換の損失を最小限にすること
で、車載用バッテリーの充電のために送電さ
れるパワーを最大化できます。

信頼性

ひとたび EV 充電設備を導入すると、最高の
投資対効果を受けるために、厳しい環境にお
いてでさえも、10 年以上問題なく機能し続け
られる信頼性が重要です。

2002

Littelfuse が
セミトロン・インダストリーを買
収し、GDT、TVS ダイオード、
保護サイリスタ市場に参入

1998

2003

2006

2012

テスラが
同社最初の車として
ロードスターを発表

Littelfuse が表示機能付き
Littelfuse が業界をリードする
クラス J ヒューズを発表、
サイダクタやパワーサイリスタ
同製品がプラント・エンジニアリ
を有するテコール
ング誌の「プロダクト・オブ・
エレクトロニクスを買収
ザ・イヤー」大賞を受賞

テスラがプレミアム
バッテリー式電気自動車
モデル S の大量生産開始

2010

日産がバッテリー式
電気自動車 LEAF を発表

2015

Littelfuse が
シリコンカーバイド技術開発
のためモノリス・
セミコンダクター社に投資

2012-2015

Littelfuse が
アクセル AB・ハムリン社・
シグマ (Sigmar) srl の
買収により世界的センサー
技術のプラットフォームを構築

2018

テスラが一般市場に
モデル ３ を発表
Littelfuse がモノリス・セミコン
ダクター社と IXYS 社を買収

2016

Littelfuse が
オン・セミコンダクター社の
半導体製品の一部を買収

DC 充電スタンド
（急速充電器）
DC 充電スタンドは電気グリッドの AC 電源を DC 電源に変換するために設計されており、変換された電力は急速充電－ 30 分かそれ

以内－のための自動車用バッテリーシステムに直接利用可能です。充電スタンドで AC － DC 電源変換が行われるため、AC 充電スタ

ンドと比べてより高い電力－ 50kW から 350kW かそれ以上－を車に供給することができます。数十から数百 kW の電力で稼働しなが
らも、効率的な電力変換、システムの信頼性そしてユーザーの安全性を確保することが極めて重要なのです。

1

AC/DC パワーエレクトロニクス

4

外部電力を DC 電源に変換

製品群

機能

金属酸化物バリスタ (MOV)
GDT ( ガス入り放電管 )

サージ保護

リード型 / 表面実装型 TVS ダイオード
リード型 / 表面実装型
SIDACtor®プロテクションサイリスタ

整流器 / 力率改善 (PFC)
モジュール

電力変換

ディスクリートIGBT/IGBTモジュール
ショットキーダイオード (Si/SiC)
MOSFETモジュール

IGBT/MOSFET ゲートドライバ

電力変換コントロール

充電用に DC 電源を最適レベルに変換

製品群

機能

ディスクリートMOSFET (Si/SiC)
MOSFETモジュール

ディスクリートIGBT/IGBTモジュール

電力変換

バック/ブーストチョッパモジュール
ディスクリートダイオード/
ダイオードモジュール

製品群

電力変換コントロール

ポリマー ESD サプレッサ

製品群

温度検知
位置検出

機能

金属酸化物バリスタ (MOV)
GDT ( ガス入り放電管 )

リード型 / 表面実装型
SIDACtor®プロテクションサイリスタ
ディスクリートサイリスタ

ディスクリートダイオード/ダイオードブリッジ
ディスクリートMOSFET (Si/SiC)
オプトカプラ

ESD 保護

機能

過電流保護

サージ保護

電力変換
電力変換コントロール
フィードバック & 絶縁

配電システム

電気キャビネット内で配電

ACパワーヒューズ/ヒューズブロック
高速ヒューズ
DCヒューズ

AC/DC 地絡リレー
変流器

過電流保護

ユーザインタフェース・制御回路・通信などに送電

ポリマー PTC

製品群

機能

AC/DC 補助電源

突入電流リミッタ (パワーサーミスタ)

6

エンクロージャ・アクセスパネル・ケーブル＆プラグアセンブリ

磁気センサー

リード付き/ 表面実装型 TVS ダイオード

IGBT/MOSFET ゲートドライバ

機械システム

温度センサー

積層バリスタ (MLV)

リード付き/ 表面実装型 TVS ダイオード

DC/DC パワーエレクトロニクス

3

リード型 / 表面実装 ヒューズ

5

MOSFET (Si/SiC)

IGBT/MOSFET ゲートドライバ

製品群

ダイオードアレイ

ディスクリートサイリスタ/サイリスタモジュール

整流器モジュール

タッチスクリーン・支払処理・スマートエレクトロニクス・
セキュリティデバイス・有線通信・ワイヤレス通信

リード型 / 表面実装型
SIDACtor®プロテクションサイリスタ

ディスクリートダイオード/ダイオードモジュール

2

ユーザインタフェースとネットワーク接続

機能
過電流保護
地絡保護 & 漏電保護
電流センサー

DC 充電スタンド
（急速充電器）
DC 充電スタンドは電気グリッドの AC 電源を DC 電源に変換するために設計されており、変換された電力は急速充電－ 30 分かそれ

以内－のための自動車用バッテリーシステムに直接利用可能です。充電スタンドで AC － DC 電源変換が行われるため、AC 充電スタ

3

ンドと比べてより高い電力－ 50kW から 350kW かそれ以上－を車に供給することができます。数十から数百 kW の電力で稼働しなが

AC/DC パワーエレクトロニクス
外部電力を DC 電源に変換

製品群

金属酸化物バリスタ (MOV)

4

機能

GDT ( ガス入り放電管 )

製品群

サージ保護

リード型 / 表面実装型 TVS ダイオード
リード型 / 表面実装型
SIDACtor®プロテクションサイリスタ

整流器 / 力率改善 (PFC)
モジュール

電力変換

ディスクリートIGBT/IGBTモジュール
ショットキーダイオード (Si/SiC)
MOSFETモジュール

IGBT/MOSFET ゲートドライバ

電力変換コントロール

電力変換

バック/ブーストチョッパモジュール
ディスクリートダイオード/
ダイオードモジュール
整流器モジュール

IGBT/MOSFET ゲートドライバ

3
製品群

機械システム

エンクロージャ・アクセスパネル・ケーブル＆プラグアセンブリ

温度センサー
磁気センサー

ディスクリートMOSFET (Si/SiC)
オプトカプラ

機能

温度検知
位置検出

製品群

5

AC/DC 補助電源

3

機械システム

電力変換

過電流保護・過電圧保護・サージ保護・電力変換・
コントロール・フィードバック・絶縁

充電プラグ

AC/DCパワーエレクトロニクス

温度センサー

サージ保護・電力変換

ケーブル＆プラグアセンブリの温度検知

AC/DCパワーエレクトロニクス

電力変換

金属筐体

電力変換コントロール
フィードバック & 絶縁

配電システム

電気キャビネット内で配電

ACパワーヒューズ/ヒューズブロック
高速ヒューズ
DCヒューズ

AC/DC 地絡リレー
変流器

パワーモジュール

2

ディスクリートダイオード/ダイオードブリッジ

6

保護素子やコントロール素子に
フィードバックするために電流を検知

過電流・過電圧・静電気放電 (ESD)
から保護

サージ保護

ディスクリートサイリスタ

IGBT/MOSFET ゲートドライバ

電力変換コントロール

変流器

ワイヤレス通信

1

リード型 / 表面実装型
SIDACtor®プロテクションサイリスタ

MOSFETモジュール

地絡・漏電の発生から設備や人を保護

過電流・過電圧・静電気放電 (ESD)
から保護

過電流保護

GDT ( ガス入り放電管 )

機能

ディスクリートIGBT/IGBTモジュール

ポリマー PTC

金属酸化物バリスタ (MOV)

充電用に DC 電源を最適レベルに変換

地絡リレー

ユーザインタフェース・制御回路・通信などに送電

リード付き/ 表面実装型 TVS ダイオード

DC/DC パワーエレクトロニクス

AC 電源用過電流保護

AC/DC 補助電源

突入電流リミッタ (パワーサーミスタ)

高速ヒューズ

ULクラスヒューズ & ヒューズブロック

ユーザインタフェースと
ネットワーク通信

機能

配電システム
パワーセミコンダクタ・コンデンサバンク・
DC 電源回路用過電流保護

ディスプレイ/タッチスクリーン

ESD 保護

ポリマー ESD サプレッサ

製品群

4

過電流保護

リード付き/ 表面実装型 TVS ダイオード

5

MOSFET (Si/SiC)

ディスクリートMOSFET (Si/SiC)

積層バリスタ (MLV)

ダイオードアレイ

ディスクリートサイリスタ/サイリスタモジュール

製品群

リード型 / 表面実装 ヒューズ

機能

リード型 / 表面実装型
SIDACtor®プロテクションサイリスタ

ディスクリートダイオード/ダイオードモジュール

2

ユーザインタフェースとネットワーク接続

タッチスクリーン・支払処理・スマートエレクトロニクス・
セキュリティデバイス・有線通信・ワイヤレス通信

磁気センサー

安全のためのアクセスドアやアクセ
スパネルの位置検出

らも、効率的な電力変換、システムの信頼性そしてユーザーの安全性を確保することが極めて重要なのです。

1

6

機械システム

機能
過電流保護
地絡保護 & 漏電保護
電流センサー

磁気センサー

カートリッジヒューズ

金属酸化物バリスタ (MOV)

ディスクリートパワーセミコンダクタ

パワーモジュール

温度センサー

高速ヒューズ

地絡リレー

TVS ダイオード

ゲートドライバ & オプトカプラ

AC 充電スタンド
AC 充電スタンドは DC 充電スタンドと比較して本質的によりシンプルではありますが、電気グリッドから自動車へ安全

に AC 電力を送ることができます。自動車の空間と重さの制約のために、オンボードチャージャー（車載充電器）と AC 充
電スタンドは一般的に、より低い電力（22kW かそれ以下）に制限されます。つまり、充電に数時間かかるのです。これ
らのシステムはオンボードチャージャーの AC/DC 変換能力に依存しています。そのため充電スタンドと車両方のセーフ
ガードのために、適切な方法をとることが極めて重要です。

1

AC/DC 補助電源

回路制御・ディスプレイ・通信などに向けた
ワット数の低いエレクトロニクス

AC 入力保護
製品群

カートリッジヒューズ
突入電流リミッタ
(パワーサーミスタ)

機能
過電流保護

リード付き/ 表面実装型
TVS ダイオード

サージ保護

リード型 / 表面実装型
SIDACtor® サイリスタ

AC/DC 整流
製品群

ディスクリートサイリスタ &
サイリスタモジュール

ディスクリートダイオード &
ダイオードモジュール

パルス幅変調 (PWM)/
チョッパ

製品群

機能

電力変換

機能

PRODUCT

機能

DC 出力保護
製品群

TVS ダイオード
ポリマー PTC

ヒューズブロック

電力変換

機能
過電圧保護

機能

過電流保護

ヒューズ装着

ユーザインタフェースと
ネットワーク接続

ディスプレイ・タッチスクリーン・支払処理・スマート
エレクトロニクス・有線通信・ワイヤレス通信

製品群

機能

リード付き/
表面実装型 TVS ダイオード

過電圧保護

ポリマー ESD サプレッサ

過電流保護

ダイオードアレイ

4

ESD 保護

筐体・アクセスパネル・ケーブル・
プラグ・ソケット
磁気センサーと温度検知装置

温度センサー

フィードバック & 絶縁

ディスクリートダイオード &
ダイオードモジュール

ACパワーヒューズ

製品群

オプトカプラ

2次整流

主電源保護

積層バリスタ (MLV)

ディスクリート MOSFET &
MOSFETモジュール

１次 /2次 絶縁

AC 入力

製品群

3

金属酸化物バリスタ (MOV)
GDT( ガス入り放電管 )

2

磁気センサー

機能

温度検知
位置検出

AC 充電スタンド

筐体

AC 充電スタンドは DC 充電スタンドと比較して本質的によりシンプルではありますが、電気グリッドから自動車へ安全

に AC 電力を送ることができます。自動車の空間と重さの制約のために、オンボードチャージャー（車載充電器）と AC 充
電スタンドは一般的に、より低い電力（22kW かそれ以下）に制限されます。つまり、充電に数時間かかるのです。これ
らのシステムはオンボードチャージャーの AC/DC 変換能力に依存しています。そのため充電スタンドと車両方のセーフ
ガードのために、適切な方法をとることが極めて重要です。

1

AC/DC 補助電源

回路制御・ディスプレイ・通信などに向けた
ワット数の低いエレクトロニクス

AC 入力保護
製品群

カートリッジヒューズ

過電流保護

リード付き/ 表面実装型
TVS ダイオード

サージ保護

リード型 / 表面実装型
SIDACtor® サイリスタ

AC/DC 整流
製品群

ディスクリートサイリスタ &
サイリスタモジュール

電力変換

製品群

オプトカプラ

2次整流

PRODUCT

ディスクリートダイオード &
ダイオードモジュール

DC 出力保護
製品群

TVS ダイオード
ポリマー PTC

過電圧保護

ポリマー ESD サプレッサ

過電流保護

4

機能

機能

4
温度検知

AC/DC 補助電源

AC/DC 電源補助装置向け過電流保護・
サージ保護

筐体・アクセスパネル・
ケーブル・プラグ・ソケット
充電プラグ

位置検出

温度センサー

ケーブル＆プラグアセンブリの
温度検知

フィードバック & 絶縁

機能

ULクラスヒューズ & ヒューズブロック

ESD 保護

磁気センサーと温度検知装置

磁気センサー

1

過電流・過電圧・静電気放電（ESD）
から保護

筐体・アクセスパネル・ケーブル・
プラグ・ソケット

温度センサー

AC 入力

AC 電源回路用過電流保護

ワイヤレス通信

機能

リード付き/
表面実装型 TVS ダイオード

2

過電流・過電圧・静電気放電（ESD）
から保護

ディスプレイ・タッチスクリーン・支払処理・スマート
エレクトロニクス・有線通信・ワイヤレス通信

製品群

ユーザインタフェースと
ネットワーク接続

ディスプレイ/タッチスクリーン

過電流保護

ユーザインタフェースと
ネットワーク接続

製品群

ディスクリート MOSFET &
MOSFETモジュール

3
ヒューズ装着

ダイオードアレイ

機能

パルス幅変調 (PWM)/
チョッパ

機能

ヒューズブロック

積層バリスタ (MLV)

ディスクリートダイオード &
ダイオードモジュール

１次 /2次 絶縁

主電源保護

製品群

3

金属酸化物バリスタ (MOV)
GDT( ガス入り放電管 )

AC 入力

ACパワーヒューズ

機能

突入電流リミッタ
(パワーサーミスタ)

2

電力変換

機能
過電圧保護
表面実装型ヒューズ

積層バリスタ (MLV)

TVS ダイオード

ダイオードアレイ

ポリマー ESD サプレッサ

ULクラスヒューズ

GDT( ガス入り放電管 )

SIDACtor®プロテクションサイリスタ

ディスクリートダイオード

ポリマー PTC

地域の資源をグローバルマーケットへ

Chippenham
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Santa Clara
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Orange

Amsterdam
Leiden
Lauf
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Hong Kong
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Singapore
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Littelfuse.com/Electric-Vehicle-Charger
データシート・製品マニュアル・ホワイトペーパー・アプリケーシ
ョンガイド・デモンストレーション・オンラインデザインツール・
カタログなど詳しい資料をご希望の方は、こちらをご覧ください。
www.Littelfuse.com/TechnicalResources.

北アメリカ

Littelfuse World Headquarters
8755 West Higgins Road, Suite 500
Chicago, IL 60631, USA

Technical Support:
Tel: +1-800-TEC-FUSE
E-mail: techline@littelfuse.com
Customer Service:
Tel: +1-800-227-0029
E-mail: PG_CSG@littelfuse.com

アジア

Littelfuse
Unit 1604B Desay Building,
Gaoxin Nanyi Ave.
Hi-Tech Industrial Park
Nashan District
Shenzen, 518057, China
+86 755 8207 0760

ヨーロッパ

Littelfuse
Julius-Bamberger-Str. 8a
Bremen, D-28279, Germany
+49 421 82 87 3 147

Littelfuse の製品は世界中のあらゆる規格に認証
されています。特定の部品の規格認証については、
Littelfuse.com のデータシートをご覧ください。

Littelfuse ジャパン合同会社
〒 105-0014
東京都港区芝 3-24-7
芝エクセージビルディング 5 階
電話：03-6435-0750
FAX : 03-3453-5505

本冊子の記述・詳細・イラストは発行時点の整合性を元に作成されており、予告なしに変更されることがございます。最新の技術情報は、Littelfuse.com をご覧ください。

免責事項 – 記載した情報は正確で信頼に足るものとして信じていますが、ユーザーには、独自に各製品の適合性を評価し、選択した各製品がユーザー自身の用途に適合しているか試験することを推奨いたし
ます。Littelfuse 製品は、あらゆる用途に対応するように設計されたものではないため、全ての用途に使用できるとは限りません。完全免責表示 www.littelfuse.com/product-disclaimerをお読みください。
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