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Power Semiconductors: Current Status and Future Outlook

1　まえがき

富士電機は，創業以来 90 年にわたり磨き上げてき

た電気・熱エネルギー技術と，それを駆使したものつ

くり力で，地球規模の重要なテーマの一つであるエネ

ルギー課題の解決に取り組んできている。

近年，ますます深刻となっている地球温暖化を防止
し，地球環境との調和を図りつつ，安全・安心で持続
可能な社会を実現する必要がある。そのため，太陽光
発電などの再生可能エネルギーの普及と，エネルギー

の効率的な利用を支えるパワーエレクトロニクス（パ

ワエレ）技術に対する世の中の期待は非常に大きい。

このような期待の中，富士電機では，省エネルギー

（省エネ）で地球環境にやさしいパワー半導体製品を

開発し，製品化している。パワー半導体は，エネル

ギーと環境分野をはじめとした自動車，産業機械，鉄
道車両および家電製品においてパワエレ技術のキーデ

バイスとして世の中に貢献している。

本稿では，パワーモジュール
（＊ 1）

，パワー IC
（＊ 2）

，パワー

ディスクリート
（＊ 3）

を中心に，パワー半導体の最新の技術
および製品の現状と展望について述べる。

2　パワーモジュール

図1に，パワーモジュール製品の応用例を示す。大
容 量 市 場 向 け に は，SiC-SBD

（ ＊ 4）

（Schottky Barrier 
Diode）と SiC-MOSFET

（＊ 5）

を搭載した All-SiC
（＊ 6）

モジュー

ルを開発した。また，SiC-SBDと Si-IGBT
（＊ 7）

（Insulated 
Gate Bipolar Transistor）とを組み合わせた 1,700V 耐
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パワー半導体の現状と展望

（＊1）パワーモジュール
ダイオードやトランジスタといった複数のパワー素
子を一つのパッケージに搭載したものである。一つ

のモジュールの中の素子（通常は IGBT＋逆並列接続
FWD）の数に応じて，1 in1， 2 in1， 6 in1 などと呼ば

れる。パワー素子を制御する駆動回路も搭載したもの

は，インテリジェントパワーモジュール（IPM）と呼
ばれる。

（＊2）パワー IC
パワー素子と制御・保護回路を一つの半導体チップ上
に集積した高耐圧 ICである。パワーエレクトロニク

ス機器の小型化や低消費電力化が可能となり，産業，

車載，民生の各用途に応じて数十Vクラスから 1,200V
クラスまでのものが製品化されている。

（＊3）パワーディスクリート
パワー素子の IGBTやMOSFETを 1 素子，またはそ

れに逆並列にダイオードが挿入された 1 in1と呼ばれ

る回路から構成されるパワー半導体である。形状は，

汎用的にピンレイアウトが決まっており，TO-220や

TO-3Pなどがある。小容量タイプの PC 電源，無停
電電源装置，液晶ディスプレイ，小型モータの制御回
路などに使われている。

（＊4）SBD
Schottky Barrier Diodeの略である。金属と半導体と

の接合によって生じるショットキー障壁を利用した整
流作用を持つダイオードである。その優れた電気特性
により，SiC-SBDの FWDへの適用検討が始まって

いる。少数キャリアも利用する PiN（P-intrinsic-N）
ダイオードと比較して，多数キャリアのみで動作する

SBDは逆回復スピードが速く，逆回復損失も小さい。

（＊5）MOSFET
Metal-Oxide-Semiconductor Field-Eff ect Transistor 
の略である。電界効果トランジスタの一つであり，酸
化物絶縁膜で絶縁されたゲート部を持つ電圧制御型デ

バイスである。LSIでは最も一般的な構造である。ユ

ニポーラ動作であるため高速動作が可能であるが，耐
圧に応じてオン抵抗も上昇するため低耐圧・高周波デ

バイスとして用いられる。

（＊6）SiC
けい素（Si）と炭素（C）の化合物である。3C，4H，
6Hなど多くの結晶の構造多形が存在し，構造によっ

て 2.2〜3.3 eVのバンドギャップを持つワイドギャッ

プ半導体として知られる。絶縁破壊電圧や熱伝導率が

高いなどパワーデバイスとして有利な物性を持つた

め，高耐圧・低損失・高温動作デバイスが実現できる

として実用化が進められている。

（＊7）IGBT
Insulated Gate Bipolar Transistorの略である。ゲー

ト部はMOSFETと同じ構造で，酸化物絶縁膜で絶
縁されたゲート部を持つ電圧制御型デバイスである。

MOSFETとバイポーラトランジスタの長所を生かし

たものである。バイポーラ動作であるため伝導度変調
を用いることができるので，インバータへの応用に十
分なスイッチング速度と高耐圧・低オン抵抗を両立で

きる。

電
　
流

電　圧

データ
サーバ

家電製品

風力発電

電気鉄道

太陽光発電

大容量市場

中容量市場

小容量市場

HEV・EV

インバータ

ロボット

UPS

産業用第7世代
IGBTモジュール
車載用RC-IGBT

ハイブリッド車用
RC-IGBTチップ

第2世代小容量 IPM

SiCハイブリッドモジュール
（1,700V，3,300V），All-SiC モジュール

図 1　パワーモジュール製品の応用例
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圧 SiCハイブリッドモジュールを開発し，製品化した。

さらに，3,300V 耐圧 SiCハイブリッドモジュールを

開発し，駆動用主変換装置（インバータ，コンバータ）

に搭載して新幹線にて走行試験を実施中である。中
容量市場では，産業用第 7世代 IGBTモジュール，車
載 用 RC-IGBT

（ ＊ 8）

（Reverse-Conducting IGBT： 逆 導
通 IGBT）モジュールを開発し，実用化した。小容
量分野では，第 2世代小容量 IPM

（＊ 9）

（Intelligent Power 
Module）を開発し，製品化した。

また，車載向けの直接水冷のためのパッケージ技術
にも取り組んでいる。

2 . 1 　All-SiC モジュールのパッケージ技術
近年，急速に普及している太陽光発電において，発
電した電力をより効率的に供給するため，富士電機で

は，All-SiCモジュールを搭載したメガソーラー用パ

ワーコンディショナ（PCS）の量産を 2014 年度に開
始した。図2に PCSの外観と内蔵するパワーユニット，

および All-SiCモジュールの外観を示す。All-SiCモ

ジュールを搭載することで効率 98.8%を実現し，さら

に装置の小型・軽量化も図っている
⑴

。このモジュール

は，従来の Si-IGBTモジュールと異なり，銅ピンと

パワー基板を用いた三次元配線や，厚銅板と高熱伝導
セラミックス基板（Si3N4）を接合したセラミックス絶
縁基板の採用により，小型，低インダクタンス，低熱
抵抗化を図っている。また，これらをエポキシ樹脂で

封止することによって，電気的絶縁性を確保するとと

もに，チップ接合部のひずみを緩和して信頼性を大き

く向上させている（241ページ“All-SiCモジュール

のパッケージ技術”参照）。

2 . 2 　1,700V耐圧SiCハイブリッドモジュール

富士電機では，これまでに 600V，1,200V，1,700V
耐圧の SiC-SBDの開発を完了しており，これらの

SiC-SBDと Si-IGBTとを組み合わせて搭載した SiC
ハイブリッドモジュールを製品化している。今回，系
列の拡大を図るため，電気鉄道市場に向けた高信頼性
SiCハイブリッドモジュールを開発し，製品化した。

1,700V/1,200A（2 in1）定格の SiCハイブリッドモ

ジュールは，高信頼性を確保するため，ベース材料に

AlSiC（アルミニウムと炭化けい素の複合材料），絶縁
基板材料に高熱伝導率の AlN（窒化アルミニウム）を

適用した高信頼性パッケージを採用している。また，

電気鉄道市場では，キャリア周波数が約 0.5 kHz 以下
という低いスイッチング周波数における運転が多いこ

とから，定常損失が支配的となる。この SiCハイブ

リッドモジュールでは，キャリア周波数が 0.3 kHzの
とき，コレクタ－エミッタ飽和電圧VCE（sat）が低い仕
様では，ターンオフ損失Eoff は増大するものの，発生
損失は Siモジュールに対して 11%，標準仕様に対し

て 6% 低減する（245ページ“1,700V 耐圧 SiCハイブ

リッドモジュール”参照）。

2 . 3 　3,300V耐圧SiCハイブリッドモジュール

富士電機では，1,700Vを超える高耐圧化要求に応
えるため，3,300V 耐圧 SiCハイブリッドモジュール

を開発した。

図3に，3,300V 耐圧 SiCハイブリッドモジュールの

外観・内部回路およびフットプリントサイズの比較を

示す。FWD
（＊ 10）

（Free Wheeling Diode）には，共同研究
体 つくばパワーエレクトロニクスコンステレーショ

ン（TPEC）と共同で開発した SiC-SBDを適用するこ

とで，現行の Si-IGBTモジュールよりも発生損失を

大幅に低減させた。2. 4 節で述べる第 7世代「Ⅹシリー

ズ」IGBTモジュールのために開発した Sn-Sb 系はん

だをチップ下のはんだに適用することで，高信頼性を

確保し，連続動作温度を Si-IGBTモジュールの 125℃

（＊8）RC-IGBT
Reverse-Conducting（逆導通）IGBTの略である。

モジュールにおいて対で使われる IGBTと FWDを 1
チップ化した素子である。IGBT 部と FWD部が交互
に動作するので放熱性に優れ，モジュール内のチップ

数を削減できるため，IGBTモジュールの小型化とパ

ワー密度向上につながる。

（＊9）IPM
Intelligent Power Moduleの略である。パワー半導体
素子に加え，駆動回路，保護回路を内蔵したパワーモ

ジュールである。回路設計の負担を軽減できる上，専
用の駆動回路を用いることで半導体素子の性能を最大
限に引き出すことができる。

（＊10）FWD
Free Wheeling Diodeの略である。還流ダイオード

ともいう。インバータなどの電力変換回路において，

IGBTと並列に接続され，IGBTをオフした際にインダ

クタンスに蓄えられたエネルギーを電源側へ還流させ

る役割を担うデバイスである。Siの FWDでは，PiN 
ダイオードが主流である。少数キャリアも用いたバイ

ポーラタイプであるため，順方向電流通流時の電圧降
下を小さくできるが，その分，逆回復損失が大きくなる。

（a）メガソーラー用PCSと
　　内蔵パワーユニット

（b）All-SiCモジュール

PCS
パワーユニット

図 2　メガソーラー用PCSと All-SiC モジュール
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から 150℃に向上させた。これら発生損失の低減およ

び連続動作温度の向上によって高パワー密度化を実現
し，図3⒝に示すとおり，現行品と比較してモジュー

ルのフットプリントサイズを約 30% 低減した（249
ページ“3,300V 耐圧 SiCハイブリッドモジュール技
術”参照）。

2 . 4 　第 7世代「Xシリーズ」IGBTモジュール

富士電機では，IGBTモジュールのさらなる小型化，

低損失化，高信頼性化を実現するために，新たなチッ

プ技術およびパッケージ技術を開発し，これを適用し

て第 7世代「Xシリーズ」IGBTモジュールを開発し

た。本モジュールでは，チップ特性とパッケージの長
期信頼性を向上することにより，チップ接合温度Tj
が 175℃での連続動作を実現した。

チップの小型化，すなわちパワー密度の上昇に対し

ては，チップ接合温度の上昇とこれによる信頼性の低
下が課題となる。新たに開発した薄型の AlN 絶縁基板

⑶

により放熱性を向上させるとともに，高強度はんだの

採用とワイヤボンディング設計の最適化により，ΔTj
パワーサイクル耐量も向上させた。

さらに，従来よりも耐熱性を向上させたシリコー

ンゲルを採用することにより，Xシリーズ IGBTモ

ジュールでは連続 175℃動作が可能となった。また，

放熱性も改善したことにより，同じ定格電流の第 6世
代「Vシリーズ」の製品と比べて，約 35%の出力電
流の増加が可能になった（図4）。従来製品から Xシ

リーズ IGBTモジュールに置き換えることによって電

力変換装置が小型になり，今後の電力変換装置のさら

なる普及と高効率化によって世界的なエネルギー問題
の解決にも大いに貢献できる（254ページ“第 7世代
「Xシリーズ」IGBTモジュール”参照）。

2 . 5 　第 2世代小容量 IPM

モータドライブシステムの構築に必要なパワーデバ

イスや制御 ICなどを一つのパッケージに集積した小
容量 IPMを開発し，製品化してきた

⑷⑸

。小容量 IPMに

は，三相インバータブリッジ回路，制御回路・保護回
路を内蔵している。図5に製品の外観を，図6に回路
構成を示す。

今回，さらなる省エネを図るため第 2 世代小容量
IPMを開発した。第 2世代小容量 IPMは第 1世代と

同一の外形サイズ，ピン配置の互換パッケージ構造
としている。ラインアップは 600V/10〜 30Aであり，

エアコンの入力電力 1.5 kVAのコンプレッサ用と，0.1
〜 0.2 kW出力の小容量の産業用インバータやサーボ

向けに新たに 10A 定格を加え，系列拡充を行っている。

第 2世代小容量 IPMの特徴は次のとおりである。

⒜　省エネ性能が向上する低損失特性
⒝　インバータの設計自由度向上と動作領域の拡大
⒞　熱抵抗の低減

SiC-SBD

C

C

G

E
E

C

E

約 30％
低減

140

1
9
0

（a）外観・内部回路

3,300 V 耐圧 1,200 A定格 1in1 モジュール

現行品（Si-IGBT モジュール） 開発品（SiC ハイブリッド
　　　　モジュール）

（b） フットプリントサイズ比較

140

1
3
0

単位：mm

図 3　3,300V耐圧SiC ハイブリッドモジュールの概要
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図 4　インバータ出力電流と IGBT接合温度の関係

図 5　第2世代小容量 IPM
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通年エネルギー消費効率（APF：Annual Perfor-
mance Factor）に対する省エネ性能として特に要求さ

れる中間負荷領域において，10% 以上の損失を低減し

ている。また，動作保証温度の拡大と熱抵抗の低減に

より，許容電流と適用容量を拡大し，システムの設計
自由度が向上する製品となっている（259ページ“第
2世代小容量 IPM”参照）。

2 . 6 　  車載用第 3世代パワーモジュールのパッケージ

技術

車載用パワーモジュールには大幅な電力密度の向上
が求められ，富士電機では，車載用アルミニウム直
接水冷型パワーモジュールを開発し，製品化してい

る。また，第 1世代（2012 年）の製品に対し，第 2世
代（2015 年），第 3世代（2018 年）と世代ごとに電力
密度を 20% 以上向上する技術開発を行っている。図7

に直接水冷構造を示す。今回，第 3世代の直接水冷型
パワーモジュールでは IGBTと FWDを統合した RC-

IGBTチップを採用することで，第 2世代より 30%の

大幅なフットプリントの削減を行っており，冷却構造
の最適化によって薄型化を実現している。

軽量なアルミニウム冷却器を用いた放熱性能の向上
と高密度配線技術の技術展開に向けて，シミュレー

ションと信頼性予測技術を用いて次の設計技術を構築
した。

⒜　高放熱冷却器の設計技術
⒝　超音波接合の設計技術
⒞　175℃連続動作保証技術
これを実現するため，冷媒の流れと熱広がりを再現

する高精度な熱流体シミュレーション技術，ならびに

実機破壊モードに合わせたテストピースによる寿命予
測技術により，高精度な製品設計技術を構築した。こ

の設計技術を駆使して，要素技術の向上や製品開発期
間の短縮を進め，早期の技術展開を実施している（274
ページ“車載用第 3世代パワーモジュールのパッケー

ジ技術”参照）。

2 . 7 　  車載用第3世代直接水冷型パワーモジュール

富士電機では，ハイブリッド自動車（HEV）や電気
自動車（EV）に搭載されるインバータの小型化や高
効率化に貢献するために，車両内部の限られたスペー

スに搭載可能で，高電力かつ低損失な車載用第 3世代
標準モジュールを開発した

⑹

。

図8に，車載用第 3世代直接水冷型パワーモジュー

ルの外観を示す。開発した製品は，カバー一体型のア

ルミニウム製の冷却ユニットを採用することで高い冷
却性能を実現し，従来構造に比べて熱抵抗を 30% 低
減した。また，新はんだを開発して信頼性を向上させ，

175℃動作が可能となった。さらに，同製品に適用し

た RC-IGBTチップは，第 7世代チップ技術を使用す

ることで損失の低減を図った。RC-IGBTは，IGBT
と FWDを一つのチップに収めたものである。従来の

IGBTチップと FWDチップを組み合わせた場合の合
計のチップ面積に比べて 30% 削減し，インバータ動
作時の電力損失は 20% 以上低減した。

高放熱性能を実現した冷却システムの使用をはじめ，

動作温度を 175 ℃にし，RC-IGBTを搭載することに

より，従来品に対して電力容量当たりの体積を 40%
削減した第 3世代標準モジュールを実現した（269ペー

ジ“車載用第 3世代直接水冷型パワーモジュール”参
照）。

2 . 8 　車載用RC-IGBT
富士電機は，マイルドハイブリッド車用 RC-IGBT

3×BSD

HVIC

HVIC

HVIC

LVIC
6×IGBT

6×FWD

NC

P

U

V

W

N（U）

N（V）

N（W）

図 6　内部等価回路の構成

絶縁基板

ウォータージャケット

チップ

ヒートシンク

図 7　直接水冷構造図

（a）表　面 （b）裏　面

冷媒出口

冷媒入口

フランジ

図 8　車載用第3世代直接水冷型パワーモジュール
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（従来型RC-IGBT）を改良し，より低損失化した車載
用RC-IGBT（改良型RC-IGBT）を開発した。フルハ

イブリッドやマイルドハイブリッドなどモータの各駆
動方法に対応することができる。HEVのインバータ

動作時を想定した発生損失では，図9に示すように定
常損失（Psat，Pf）の低減が必須である。車載用 RC-

IGBTでは，表面構造の微細化，フィールドストップ

（FS）構造の最適化，ライフタイム制御方法の確立な

どで，低オン電圧化，低定常損失化，低スイッチング

損失化を実現し，インバータ動作時の発生損失を約
20%低減した（279ページ“車載用RC-IGBT”参照）。

3　  パワー IC・パワーディスクリートおよび車
載用センサ

パワー IC・パワーディスクリート分野においては，

ピーク負荷対応 PWM
（＊ 11）

電源制御 IC「FA8B00シリーズ」，

第 2 世代低損失 SJ-MOSFET「Super J MOS S2 シ
リーズ」，高速ディスクリート IGBT「High-Speed W
シリーズ」の製品化，およびインテリジェントパワー

モジュール用HVIC 技術の開発を行った。

また，自動車の環境負荷低減のために車載用燃料タ

ンク圧検知相対圧センサを製品化した。

3 . 1 　IPM用HVIC技術

IPMは，システムにおける部品点数の削減や小型化，

設計の簡素化などに貢献し，産業機械，エアコンなど

の家電製品，サーバ用電源機器など幅広い用途で用い

られている。

富士電機では，新たに 600V/1,200V 耐圧保証HVIC

技術を確立した。図10に，1,200V 耐圧保証HVIC 回
路および周辺回路のブロック図を示す。上アーム側に

過熱・過電流保護技術を導入することより素子保護機
能を実現した。また，新規の省面積耐圧構造と高ノイ

ズ耐量レベルシフト回路技術の導入により，20%の

省面積化と高信頼性化を図った（264ページ“IPM用
HVIC 技術”参照）。

3 . 2 　  ピーク負荷対応 PWM電源制御 IC「FA8B00

シリーズ」

富士電機では，以前から高効率，低待機電力，低ノ

イズカレントモード電源制御 ICを多数製品化してい

る。ノート PCやインクジェットプリンタ分野におい

て，新 CPUやモータの駆動負荷など最大出力電力の

増大に対応するために PWM電源制御 IC「FA8B00シ
リーズ」を新規に開発した。その特徴としては，高い

スイッチング周波数に対応することによる 3 段電力出
力，ライン電圧変動に強い過電流保護の高精度化やス

イッチング周波数ジッタ拡大による EMIノイズ低減
効果の強化などがある。その結果，ピーク負荷対応を

可能にしたほか，電源平均効率が 0.2〜 0.3% 向上で

きた（287ページ“ピーク負荷対応 PWM電源制御 IC
「FA8B00シリーズ」”参照）。

3 . 3 　 第 2世代低損失SJ-MOSFET「Super J MOS 
S2シリーズ」

富士電機では，高効率な電力変換を実現可能とする

優れた特性を持つ製品の開発に取り組んでいる。今回，

素子の耐圧BVDSSと単位面積で規格化されたオン抵抗

（＊11）PWM
Pulse Width Modulation（パルス幅変調）の略である。

スイッチング素子を用いた電力制御の方式の一つであ

る。DC入力に対し，一定周波数でオン・オフを繰り

返し，オンの時間幅を変化させることで出力を変化さ

せる。インバータで DC-AC変換を行う際などに一般

的に用いられている。

1.2

1.0

0.8

0.6

0.4

0.2

0

発
生
損
失
（
a.
u.
）

改良型 RC-IGBT 従来型RC-IGBT

Prr

Poff

Pon

Pf

Psat

図 9　車載用RC-IGBTのインバータ動作時の発生損失

VCC/GND…ローサイド回路電源端子，VB/VS…ハイサイド回路電源端子
IN…ゲート制御信号入力端子，HO…ゲート駆動出力端子
OC/OH…過熱・過電流検出端子，AE…異常通知信号出力端子

マ
イ
コ
ン 入力・制御
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ゲート駆動
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図 10 　  1,200V耐圧保証HVIC 回路および周辺回路ブロッ
ク図
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Ron・A とのトレードオフをさらに改善し，かつター

ンオフ時の跳ね上がり電圧を抑制することで誤オンを

抑制し，使いやすさと電力変換機器の変換効率を向上
した，第 2 世代 低損失 SJ-MOSFET「Super J MOS 
S2シリーズ」を開発し，製品化した。表1に，その製
品系列を示す。

電源の CCM-PFC回路部に搭載して，従来品と比較
し，全負荷領域において高効率であることを確認した

（292ページ“第 2世代　低損失 SJ-MOSFET「Super 
J MOS S2シリーズ」”参照）。

3 . 4 　  高速ディスクリート IGBT「High-Speed Wシ
リーズ」

無停電電源装置（UPS）や PCS，小型のインバー

タ溶接機では，スイッチングデバイスに対する小型・

軽量化を可能とする高速スイッチングと低損失の要求
が強い。今回，富士電機では，オン電圧とスイッチン

グ特性のトレードオフを改善した高速ディスクリート

IGBT「High-Speed Wシリーズ」を開発し，製品化
した。

従来品の「High-Speed Vシリーズ
⑺

」に対して，

High-Speed Wシリーズでは，650Vおよび 1,200V 
IGBTで，寄生容量を大幅に低減させた活性部構造と，

FS 層の最適化，ホールの注入を抑制するコレクタ層，

基板の薄化などを行い，高速駆動向けにEoff を約 40%
以上低減した。

5 kW出力の UPSへの適用を想定した発生損失のシ

ミュレーションでは，1,200Vクラスの IGBTで，従
来品に対してトータル損失を約 19% 低減した。ま

た，図11の 600V 系 IGBTの溶接機評価結果に示す

ように，8.5 kVAクラスの溶接機では 600Vクラスの

IGBTで，デバイスの温度上昇が従来品より約 5℃（約
20%）低く抑えられる。1,200V IGBT，600V IGBT
ともに発生損失の大きな割合を占めるEoff を低減させ

たことが，トータル損失の低減に大きく寄与している

（296ページ“高速ディスクリート IGBT「High-Speed 
Wシリーズ」”参照）。

3 . 5 　車載用燃料タンク圧検知相対圧センサ

米国では，自動車の環境負荷の低減が求められ，そ

の一環として気化燃料漏れの検出が義務化されている。

この検出を実現するため，富士電機では，車載用燃料
タンク圧検知相対圧センサを開発した。

図12にセンサセルの実装形態の例を示す。相対圧
センサのパッケージに，燃料耐性を持つ Oリングや車

約20%低減

650 V/40 A
High-Speed Wシリーズ

600 V/35 A
従来品

30

25

20

15

10

5

0

デ
バ
イ
ス
温
度
上
昇
　
T
c（
℃
）

Δ

8.5 kVAクラス溶接機　負荷率=50%

図 11 　600V系 IGBTの溶接機評価結果

表 1　「Super J MOS S2シリーズ」の製品系列

VDS（V）
RDS（on）

max. （mΩ） ID（A）

製品系列

TO-247
パッケージ

TO-3P
パッケージ

TO-220
パッケージ

TO-220F
パッケージ

600

25.4 95.5 FMW60N025S2 － － －

40 66.2 FMW60N040S2 － － －

55 49.9 FMW60N055S2 － － －

70 39.4 FMW60N070S2 － － FMV60N070S2

79 37.1 FMW60N079S2 － FMP60N079S2 FMV60N079S2

88 32.8 FMW60N088S2 － FMP60N088S2 FMV60N088S2

99 29.2 FMW60N099S2 － FMP60N099S2 FMV60N099S2

125 22.7 FMW60N125S2 － FMP60N125S2 FMV60N125S2

160 17.9 FMW60N160S2 － FMP60N160S2 FMV60N160S2

190 15.5 FMW60N190S2 FMH60N190S2 FMP60N190S2 FMV60N190S2

280 10.4 － FMH60N280S2 FMP60N280S2 FMV60N280S2

380 8.1 － － FMP60N380S2 FMV60N380S2
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載 IP 試験規格の耐じん性（IP6KX）と耐水性（IPX9K）
をクリアしたエアフィルタを採用し，気化燃料を含ん

だ空気や外来異物に影響されにくい，高耐久性かつ高
精度な圧力検知を実現した（283ページ“車載用燃料
タンク圧検知相対圧センサ”参照）。

4　あとがき

パワー半導体は，産業機器，鉄道車両，自動車，情
報機器および新エネルギーなどの分野におけるパワー

エレクトロニクス製品にとって必要不可欠なキーデバ

イスである。

IGBT，All-SiCモジュール，ハイブリッドモジュー

ルおよびパワー IC・パワーディスクリートのパワー半
導体の高性能化，高機能化および高信頼性化はさらに

進み，これらパワー半導体製品を適用したパワーエレ

クトロニクス製品のエネルギーの高効率化もますます

進展していくであろう。

富士電機では，パワー半導体の技術革新の追究によ

り，エネルギーを最も効率的に利用できる製品をつく

り出し，安全・安心で持続可能な社会の実現に貢献し

ていく。

参考文献
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