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パワー半導体
地球温暖化を防止し，環境との調和を図り，安全・安心

で持続可能な社会を実現する上で，再生可能エネルギーの

普及“創エネルギー”と，その効率的な利用“省エネル

ギー”を支えるパワーエレクトロニクス技術への世の中の

期待は非常に大きい。このような中，富士電機では，エネ

ルギー変換効率が高く，低ノイズで地球環境にやさしいパ

ワー半導体製品を開発している。パワー半導体は，環境・

エネルギー分野の製品や，産業機械，自動車，家電製品に

適用され，世の中に貢献している。

環境・エネルギー分野では，太陽光発電用パワーコン

デ ィ シ ョ ナ（PCS：Power Conditioning Sub-system）
向けに 3レベル電力変換回路用 IGBT（Insulated Gate 
Bipolar Transistor）モジュールの系列を拡大した。よ

り高い電力変換効率を追求し，近年の入力電圧の高電
圧化に対応するために，中間双方向スイッチに富士電
機独自の 900V 耐圧の RB（Reverse-Blocking）-IGBT
を 適 用 し た AT-NPC（Advanced T-type Neutral-

Point-Clamped）回路を搭載した IGBTモジュールである。

産業機械分野では，NC，サーボ，スピンドルなどの工
作機械向けに最新の「Vシリーズ」IGBTの技術を適用
した IPM（Intelligent Power Module）製品の系列を拡大
した。さらに，容量 22 kW以下のモータドライブ用途に

“MiniSKiiP”を製品化した。これは，装置のさらなる小型
化に貢献できる。また，溶接機や無停電電源装置（UPS：
Uninterruptible Power System）の小型化に貢献する

1,200V 高速ディスクリート IGBT「High Speed Wシリー

ズ」を開発した。従来よりも高速スイッチングを可能とし，

溶接機や UPSの小型化に貢献できる。

自動車分野では，高出力モータの制御などに使用する大
電流 IPS（Intelligent Power Switch）の系列を拡充した。

従来製品と比較して，同一パッケージでオン抵抗を 37.5%
低減させ，かつエネルギー耐量保証は従来製品と同等レベ

ルを実現した。また，第 6世代圧力センサに相対圧センサ

の系列を追加した。100 kPaレンジの相対圧力を＋ －1 kPa
の精度で測定が可能であり，アイドリングストップ時のブ

レーキ倍力装置の内圧監視に用いられ，燃費改善と排出ガ

スの低減に貢献している。さらに，ハイブリッド自動車，

電気自動車などのモータ駆動に用いられる車載 IGBTの分
野では，富士電機独自の直接水冷構造と逆導通型の RC-

IGBTチップを用いた製品の系列化を進めている。

家電製品などの電源分野では，ノート PC，プリンタや

比較的小型の TV向けに第 6世代 PWM制御 ICの製品系
列を拡充した。従来のスイッチング周波数 65 kHzに加え

て 100 kHzまでの高周波動作に対応させることで，トラン

スなどの部品の小型化を可能としたほか，電源の多様な仕
様に対応可能なラインアップをそろえている。

今後も，地球環境にやさしいパワー半導体製品を開発し，

安全・安心で持続可能な社会の実現を目指していく。

感光体
感光体市場は，中国メーカーの伸長に伴って価格重視と

品質重視の 2 極化が進んでいる。富士電機は，装置の高
速・長寿命化に対応した感光体の高性能化を進めている。

2014 年度には，新たな層設計技術の適用により印字品
質を高めた正帯電型有機感光体と，保管安定性および耐摩
耗性に優れた材料の適用により耐久性を 2 倍に高めた高耐
久型有機感光体とを開発・量産化した。今後も，顧客ニー

ズに応えた感光体の提供を通じて，オフィス環境の省エネ

ルギー，コスト削減，業務効率向上に貢献していく。

ディスク媒体
ハードディスクドライブ（HDD）向け垂直磁気記録媒体

は，ビッグデータ解析やクラウドコンピューティングの普
及に伴い，一層の大容量化と低コスト化が求められている。

富士電機は 2014 年度に，1 枚当たりの記録容量が 1TB
の 3.5インチアルミニウム基板媒体の特性改善品と，同
500GBの 2.5インチアルミニウム基板媒体の新製品とを開
発・量産化し，低コスト化と顧客の製造良品率の改善に

貢献した。今後も，IT 社会の発展に貢献するため，新技
術である瓦書き記録（SMR：Shingled Magnetic Record-
ing）方式に適した大容量媒体の開発を推進していく。
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図 1　新型パッケージのRC-IGBTモジュール

　新型パッケージを用いた産業用RC-IGBTモジュール技術

近年，急速に市場を拡大している産業用 IGBTモジュー

ル向けに，IGBTとダイオードを一体化した RC-IGBT（逆
導通 IGBT）を開発し，高放熱と高信頼性を両立した新
型パッケージと組み合わせることで，IGBTモジュールの

大幅な小型化とパワー密度の向上を達成した。RC-IGBT
は，従来の IGBTやダイオードと同等の低損失化を実現し，

1,200V 100A 定格においてチップ面積の 27% 低減を達成
した。さらに，RC-IGBTと新型パッケージを組み合わせ

ることで，従来の 2 in1モジュールに対し 42%の設置面
積で，同等のインバータ損失と大幅な IGBTチップ温度の

低減を可能とした。同じ IGBTチップ温度で比較した場合
では，58% 大きい出力電流で動作が可能である。これに

より，電力変換装置の小型化とコストダウンに貢献できる。

パワー半導体

図2　T-type と I-type 共通の大容量3レベル用モジュール

　大容量3レベル用 IGBTモジュール

富士電機は，風力発電や太陽光発電などの再生可能エネ

ルギー分野に適用される大容量3レベル用IGBT（Insulated 
Gate Bipolar Transistor）モジュールの開発に注力してお

り，市場から高い評価を得ている。

大容量 3レベル用 IGBTモジュールは，3レベル電力変
換回路を 1パッケージにして大容量化したモジュールであ

り，定格は 1,200V/450A，600A，900Aである。電力変
換効率の向上と装置の小型化を実現し，並列接続による装
置の大容量化も容易である。さらに，将来の太陽光発電の

高電圧化に備え，DC1,500Vに対応できる I-typeモジュー

ル（1,200V/600A）を製品化する。主な特徴を次に示す。

⑴　T-type：RB-IGBTを適用して高効率化を実現
⑵　I-type：T-typeと端子互換性があり置換えが容易

図 3　6インチSiC ウェーハ

　6インチSiC-MOSFET

富士電機では，6インチ SiC（炭化けい素）基板を用い

た SiC-MOSFET（Metal-Oxide-Semiconductor Field-

Eff ect Transistor）の開発を進めている。SiC-MOSFET
は，従来の Siデバイスと比較して SiC 基板上に形成す

るゲート酸化膜に電子や正孔をトラップする準位が多く，

MOSFETをオンさせるゲート電圧（しきい値）が時間と

ともに変動する課題があった。ゲート酸化膜の製造条件を

工夫することで，しきい値安定性に優れた SiC-MOSFET
の開発に成功した。

引 き 続 き，1,200V 定 格 SiC-MOSFET と SiC-SBD
（Schottky Barrier Diode）とを搭載した All-SiCモジュー

ルの開発を進めている。また，1,700V 定格，3,300V 定格
までの高耐圧 SiC-MOSFETの開発を計画している。
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図 4　大容量車載標準モジュール

　電気自動車・ハイブリッド車用大容量車載標準モジュール

近年，電気自動車はハイパワー化が進み，パワーモ

ジュールにも大容量化が求められている。電気自動車・ハ

イブリッド車用大容量車載標準モジュールを開発した。

本製品は，モータ駆動用インバータ回路を内蔵したパ

ワーモジュールであり，汎用モジュールとしては最大級の

750V/800Aクラスのモジュールである。デバイスは第 7
世代チップ技術を応用した RC-IGBT（逆導通 IGBT）を

採用している。これは，IGBTと FWD（Free Wheeling 
Diode）を同一チップ上に形成したデバイスであり，モ

ジュールの小型化に貢献している。また，冷却器はアルミ

ニウム製のウォータージャケットを採用しており，富士電
機の従来型アルミニウムヒートシンクに対し，約 40%の

冷却性能の向上を実現している。

パワー半導体

図5　「High-Speed Wシリーズ」

　1,200V高速ディスクリート IGBT「High-Speed Wシリーズ」
近年，溶接機や無停電電源装置（UPS）では，機器の小
型化のための高周波化や高効率化への要求が強い。これら

の機器向けに，1,200V 高速ディスクリート IGBT「High-

Speed Wシリーズ」を開発した。

従来の「High-Speed Vシリーズ」を高周波用途向けに

最適化し，スイッチング損失を大幅に低減させた。主な特
徴は次のとおりである。

⑴　高周波駆動（20〜 100 kHz）
⑵　ターンオフ損失約 40%低減（従来比）

⑶　定格電圧・電流：1,200V/25A，40A
⑷　Tjmax=175℃保証
⑸　外形：TO-247（オール鉛フリー）

図 6　第6世代PWM制御 ICの系列表

　第6世代PWM制御 ICの系列拡充

近年，家電製品やサーバなどの電子機器は，常時稼動シ

ステムが増え，待機電力の削減要求がますます強まってい

る。富士電機は，状態設定機能や各種保護機能が充実した

第 6世代 PWM制御 IC「FA8A60シリーズ」を製品化し

ているが，さらに小型化のニーズが高まってきている。

このようなニーズに応えるため，電源体積の主要素の一
つであるトランスの小型化を狙い，動作周波数を 65 kHz
から 100 kHzに変更した「FA8A64シリーズ」を開発し，

製品系列に追加した。

FA8A60シリーズと，端子，機能，特性に互換性があり，

従来電源の設計資産を用いることができ，新規の電源設計
要素の簡略化を図ることが可能である。

プラス検出電流検出

1段階過電力保護

自動復帰 タイマラッチ過負荷保護

内蔵内蔵

FA8A71NFA8A61NFA8A70NFA8A60N65kHz

100kHz FA8A75NFA8A65NFA8A74NFA8A64N

X-Cap 放電機能

動作周波数・型式
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図 7　自動車用大電流 IPS

　自動車用大電流 IPS 関連論文 : 富士電機技報 2014， vol.87， no.4， p.273

自動車電装分野では，システムの小型化，高信頼性
化，高機能化の要求が高まっている。これらの要求に応
えるため，高出力モータの制御などに使用する大電流 IPS

（Intelligent Power Switch）を開発した。

この IPSは，トレンチ構造を用いたパワーMOSFET
（Metal-Oxide-Semiconductor Field-Effect Transistor）
と制御部 ICとをチップオンチップ構造とすることで，小
型パッケージで低オン抵抗（最大 5mΩ）を実現している。

高い信頼性を実現するために，過電流・過熱検出，低電圧
検出などの保護機能を搭載した。また，放熱性の良いパッ

ケージを採用し，並列接続時のエネルギー分担バランスの

良い構成とすることで，低オン抵抗化による電流量の増加
から生じる温度上昇に対処している。

パワー半導体

図8　モジュールのスイッチング特性のシミュレーション例

　パワー半導体のシミュレーション技術

パワー半導体への低損失・大容量化などの要求が高まる

中，シミュレーション技術の重要性が増している。

富士電機では，デバイス設計やパッケージ設計における

シミュレーション技術の開発とともに，SiCをはじめとす

るデバイスの高速化や並列化によって複雑化するモジュー

ル全体の挙動を解析するためのシミュレーション技術の開
発に取り組んでいる。図に示すパッケージ構造に内在する

寄生素子のモデルと，デバイスモデルとを組み合わせたモ

ジュールの等価回路を用いて過渡解析を行い，モジュール

のスイッチング動作を確認している。さらに，低ノイズ化
に向けた電磁界解析技術の開発にも取り組んでいる。

これらのシミュレーション技術が，富士電機のパワー半
導体の高機能化や高品質化を支えている。
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（a）モジュールの等価回路図の例 （b）モジュールの過渡解析の例

図 9　冷却器の冷媒流速解析結果

　次世代パワー半導体向け流体シミュレーション技術

電力変換装置やモータ制御装置などに用いるパワー半導
体モジュールは，近年，冷却システムの高効率化を目的に

水冷化の検討が進められている。

冷却器の冷却性解析には，熱流体シミュレーションを用
いる。冷却器内に流れる冷媒流速の解析や冷媒の圧力損失
の解析を一貫して行う，流体シミュレーション技術を開発
した。図に，冷却器の冷媒流れを解析した結果を示す。こ

のシミュレーション技術により，短期間で冷媒流速や圧力
損失の最適化が可能になった。さらに，顧客ごとに異なる

冷却システムに対して，ポンプ性能を踏まえたシステム全
体の設計を行うことで，効率向上を図っている。その結果，

空冷に比べて約 3倍の損失（熱）を冷却できる冷却器の作
製が可能になった。

（a）ひし形ピンフィン （b）丸形ピンフィン

流速ほぼ一定 流速不均一

流　速
高

低
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図 10　正帯電型有機感光体の転写特性

　高品質正帯電型有機感光体

電子写真プリンタおよび複写機は，高速化・高画質化が

進んでいる。これらに搭載される感光体は，画像品質を担
う重要なコンポーネントであり，各種周辺プロセスからの

ストレスに対して影響を受けない高安定性が求められて

いる。特に正帯電方式における転写プロセスでは，負極性
バイアスを印加することにより，感光体表面に付着したト

ナーを紙に転写させ画像を形成する。このとき印加バイア

スが高いと，感光体表面のトナーの有無による履歴が異な

り，画質が低下することが知られている。

富士電機は，新たに転写プロセスにおける電子注入を制
御する層設計技術を確立した。この技術の適用により，転
写後の感光体表面が負極性に帯電することを抑制し，安定
した画像品質が得られる感光体を開発した。
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図11　添加剤による耐久性の向上

　高耐久型有機感光体

近年，複写機，プリンタ，ファクシミリなどの画像形成
装置は，小型化，高速化および長寿命化が進んでいる。一
方，感光体と接触する帯電ローラや転写ローラなどの周辺
部材は，多岐にわたる製品が展開されており，感光体表面
には，各種周辺部材からの溶出成分に対する耐久性も求め

られている。

富士電機は，表面の感光層に形成される空隙に対して適
切な大きさの添加剤分子を設計し，空隙に添加剤を充塡す

ることで，より強固な膜を形成することを可能にした。か

つ，周辺部材から浸み出す成分が感光体表面に浸入するこ

とを抑制することで，耐汚染性を改善するとともに耐摩耗
性を向上させ，繰り返し使用時および使用環境条件の変化
時に電気特性が安定した高耐久型有機感光体を実現した。
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図 12　瓦書き記録におけるデータトラック記録方法の模式図

　瓦書き記録（SMR）用垂直磁気記録媒体

HDDのさらなる高記録容量化に向け，新たな磁気記録
方式である瓦書き記録（SMR）の採用が始まろうとして

いる。SMRでは，従来一定の間隔で並んでいたデータト

ラックを瓦のように重ねて記録し，実効的なトラック幅が

狭まることで，記録密度が向上する。

富士電機は，SMRに対応した垂直磁気記録媒体の技術
開発を進めている。磁性層の多層化などの工夫により，記
録容易性を維持しつつ，データトラック間の相互磁気干渉
を抑制した。さらに，カーボン保護膜，潤滑剤の最適化に

より，耐久性を損なうことなくヘッド低浮上化を達成し，

記録・再生能を改善した。当該技術は 2016 年度に製品化
する HDD向け媒体（記録密度 1,500 Gbits/in2，2.5インチ

媒体で 1TB/ 枚）に適用する予定である。

従来 瓦書き

ｎ－1ｎｎ+1 ｎ－1
ｎ
ｎ+1

トラック幅

ディスク媒体
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