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Power Semiconductors: Current Status and Future Outlook

1　まえがき

人口増加と経済成長に伴い，世界のエネルギー消費
量は増加の一途をたどっている。国際社会では，持続
可能な開発目標である SDGsや地球温暖化対策の国際
的な枠組みである「パリ協定」が採択され，経済成長
と社会・環境課題の解決の両立に向け，企業にも社会
の一員として，積極的な行動が求められている。
富士電機でも，パリ協定に基づく日本の地球温暖化

対策計画などを踏まえ，“低炭素社会の実現”“循環型
社会の実現”“自然共生社会の実現”で構成される環
境ビジョン 2050を策定し，サプライチェーン全体で
社会・環境課題の解決に取り組んでいる。その取組み
の中で，パワー半導体は，エネルギーの安定供給，自
動化，省エネルギー（省エネ）といった重要な価値を
創出する製品である。
富士電機は，以前からエネルギー技術の革新に取り
組んでいる。エネルギーを安定的にかつ最も効率的に
利用するためのパワーエレクトロニクス（パワエレ）
機器におけるキーデバイスであるパワー半導体を開発
し，製品化している。近年急激に進む，CO2 排出量を
抑制して地球の温暖化対策を行うため省エネ化のほか，
太陽光発電や風力発電などの再生可能エネルギーの拡
大，さらには，ガソリン車やディーゼル車の販売をこ
こ数十年で禁止して電動化した自動車（xEV）の導入
による低炭素化，さらにその先の脱炭素化を実現する
ことを各国が宣言するなどの動向に対応した製品を通
じて，さらなる社会貢献を果たしていく。

2　富士電機のパワー半導体

富士電機は，用途に応じたさまざまなパワー半導体
を開発している。図 1に富士電機のパワー半導体の製
品応用例を示す。
小容量市場向けに，エアコンなど家電製品のモー

タドライブシステム用途の小容量 IPM
（＊ 1）

（Intelligent 
Power Module），ならびに住宅用エアコン技術をベー
スとして xEVに求められる性能を実現した車載エアコ
ン用 IPMを開発している。また，パワーコンディショ
ナ（PCS：Power Conditioning System），無停電電
源装置（UPS：Uninterruptible Power System）な
どにおける電力変換を主な用途とするディスクリート

（＊ 2）

IGBT
（＊ 3）

（Insulated Gate Bipolar Transistor）や，さま
ざまな機器の電力変換部に用いられる SJ-MOSFET

（＊ 4）

（Metal-Oxide-Semiconductor Field-Effect 
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パワー半導体の現状と展望

（＊1）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パワー半導体素子の性
能を最大限に引き出すことができる。

（＊2）ディスクリート
パワー半導体素子の 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。

（＊3）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。
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図 1　富士電機のパワー半導体の製品応用例
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Transistor）製品を開発している。SJ-MOSFET 製品
については，産業用途だけではなく，エンジンやトラ
ンスミッション，ブレーキなどの制御用途や xEVの
充電器の電力変換・制御用途の製品も開発している。
また，LED 照明をはじめとするさまざまな電子機器
のスイッチング電源制御のためのパワー IC 製品を開
発している。さらには，ガソリン車の吸気系・排気系
や，エンジン，トランスミッション，パワーステアリ
ング，ブレーキなどの油圧制御部などに用いられる圧
力センサや，ガソリンエンジンの点火制御に用いられ
るワンチップイグナイタも開発している。
中容量市場向けに，汎用インバータ用途，工作機械
やロボットのサーボモータ制御用途，業務用エアコン
のモータ制御用途，UPSの電力変換などに用いられる
産業用 IGBTモジュール，ならびに xEVのモータ制
御用途の車載用 IGBTモジュールなどを開発している。
大容量市場向けには，太陽光発電や風力発電など
の再生可能エネルギーにおけるさまざまな電力変換，
鉄道車両のモータの可変速駆動装置用途の IGBTモ
ジュールなどを開発している。
また，それぞれの用途向けに，Siデバイスに比べて

高温動作，低損失，高耐圧といった優れた特徴を持つ
炭化けい素（SiC

（＊ 5）

）デバイスや，Si-IGBTと SiC-SBD
（＊ 6）

（Schottky Barrier Diode）を組み合わせた SiCハイ
ブリッドモジュールなどの製品の開発も進めている。

3　パワー半導体の開発状況

ここでは，2 章で述べた富士電機で開発するパワー
半導体について，最新の開発状況を抜粋して述べる。

3 . 1 　第 7世代「Xシリーズ」IGBT-IPM
富士電機は，第 7世代「Xシリーズ」の半導体チッ
プとパッケージを開発し，低損失，高信頼性の IGBT
モジュールを製品化している。IPMは，駆動機能と保
護機能を一つの IGBTモジュールに内蔵したものであ
る。最適に設定された条件で IGBTを駆動できるため，
駆動回路や保護回路の設計が軽減できる。富士電機で

は，業界で初めてとなる IGBTチップの過熱保護機能
やアラーム要因識別機能を内蔵化するなど，IPMの
高性能化や高信頼化などの要求に応える製品を開発し
てきた。インバータのさらなる小型化，低損失化，高
性能化の要求に応えるために，第 7世代 Xシリーズ
IGBT-IPM（Xシリーズ IPM）を新たに開発した。
X シ リ ー ズ I PM で は，RC- IGBT

（ ＊ 7）

（Reverse 
Conducting-IGBT）を採用し，従来の最小パッケー
ジよりもさらに 27%冷却器上の設置面積を小型化し
たパッケージや，同じ電流容量において，従来と比べ
冷却器上の設置面積を 54%小型化したパッケージな
どをラインアップした。また，従来の第 6世代品であ
る「Vシリーズ」IPM

⑴

においては，定格 600V 品は
400Aまで，定格 1,200V 品は 200Aまでのライン
アップであったが，Xシリーズ IPMにおいては，定
格 650V 品は 450Aまで，定格 1,200V 品は 300A
までラインアップを広げた。
Xシリーズ IPMでは第 7世代 IGBT 技術と，それ
を駆動する制御回路技術の組み合わせにより，従来
品である Vシリーズ IPMよりも発生損失を約 7%以
上，低減させている（図 2）。また，第 7世代パッケー
ジ技術の適用と制御回路の改善により，連続動作時の
チップ接合温度Tvjopの範囲を 125℃までから 150℃
までに拡大した。これらの技術により，出力電流を約

（＊4）MOSFET
Metal-Oxide-Semiconductor Field-Effect 
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。ゲート部が
素子の表面にあり，チャネルが素子面と平行になる
プレーナゲートMOSFETに対し，トレンチゲート
MOSFETでは素子に溝を形成してゲート部を溝内に
埋め込み，チャネルを素子面に対して垂直方向にして
いる。

（＊5）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。

（＊6）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。

（＊7）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をワ
ン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。

定格：650 V/150 A
VDC=300 V, Vcc=15 V, Tvj=125 ℃, Io(rms)=50 A, fo=50 Hz
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図 2　  発生損失シミュレーションの比較
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31%増加できるようになった。また，IGBTチップが
過熱状態であることを外部に警報する温度ワーニング
機能を業界で初めて内蔵し，IGBTチップが過熱状態
であることを外部に警報として知らせることができる
ようになった（219ページ，“第 7世代「Xシリーズ」 
IGBT-IPM”参照）。

3 . 2 　第 2世代 SiC トレンチゲートMOSFET
SiCは，次世代のパワー半導体材料として期待され
ている。SiCは，絶縁破壊耐量が Siの約 10倍あるた
め，デバイスの高耐圧を確保しながら薄化とドリフト
層の高濃度ドーピングによって導通損失が低くできる。
さらにMOSFETの採用によりスイッチング損失の低
減と高速スイッチングが可能である。このような SiC
デバイスの優れた性質を生かすことにより， Si-IGBT
に比べて小型で高パワー密度のモジュールが実現でき
る。
富士電機では，このような SiCデバイスの優れた

特長を生かした小・中容量市場向け製品や配電機器向
けなど大容量帯の製品を開発している

⑵，⑶

。これらの製品
向けに，SBDとプレーナゲートMOSFET，SiCトレ
ンチゲートMOSFETを量産している。プレーナゲー
トMOSFETに比べて高いしきい値電圧と低オン抵抗
が可能な SiCトレンチゲートMOSFETの第 1世代品
を量産化し，第 1世代よりも高い性能を持つ第 2世代
SiCトレンチゲートMOSFETを開発した。1,200V
定格品で比較すると，第 1世代 SiCトレンチゲート

MOSFETに比べて同じゲートしきい値電圧において，
第 2世代 SiCトレンチゲートMOSFETの単位面積換
算のオン抵抗は約 23%低い（表 1）。さらに，独自の
技術によってボディダイオードへの通電によるオン抵
抗の上昇を防止し，信頼性が向上している（224ペー
ジ，“第 2世代 SiCトレンチゲートMOSFET”参照）。

3 . 3 　  第 2 世代 SiC トレンチゲート MOSFET 搭載
All-SiC モジュール

富士電機では，前述の優れた SiCの特性を生かした
モジュールを製品化してきた。2014 年にはメガソー
ラー用 PCSの昇圧回路向けに，フルモールドパッケー
ジにプレーナゲートMOSFETを搭載したチョッパモ
ジュールを開発した。その後もこのパッケージのコ
ンセプトを継承した新構造パッケージに第 1世代 SiC
トレンチゲートMOSFETを搭載したモジュールを採
用した製品を開発してきた

⑵，⑷，⑸

。今回，さらにパワエレ
機器に柔軟に対応できるようにするため，従来の Si-

IGBTモジュールと同じ外形を持つ端子配置のパッ
ケージに，第 2世代 SiCトレンチゲートMOSFETを
搭載した製品を開発した。今回開発した 62mm幅の
Si-IGBT 互換パッケージ品を Si-IGBT 製品の替わり
にインバータに搭載すると，発生損失は 78% 低くな
る。さらに，同じチップ温度を想定すると，約 2倍
まで出力電流を大きくすることが可能であることを
示した。今回，小容量帯は Small 1B， Small 2Bパッ
ケージ，中容量帯は 62mmパッケージ，大容量帯は
HPnCパッケージでのラインアップを計画し，さらに
柔軟にパワエレ機器に All-SiCモジュールの適用が
可能となるようにしていく（表 2）（229ページ，“第
2世代 SiCトレンチゲートMOSFET 搭載 All-SiCモ
ジュール”参照）。

表 1　  第 1 世代と第 2世代 SiC トレンチゲートMOSFET の
特性比較

項　目 第2世代 第1世代

オン抵抗（第1世代を1とする） 0.77 1.00

ゲートしきい値電圧 5.0V 5.1V

ゲート推奨駆動電圧 +15V/－3V +20V/－3V

ゲート絶対最大定格電圧 +20V/－7V +25V/－7V

表 2 　Si-IGBT 互換パッケージAll-SiC モジュールのラインアップ

項　目
パッケージタイプ Small 1B Small 2B 62mm STD HPnC

外形寸法
W×D×H (mm) 62.8×33.8×12.0 56.7×62.8×12.0 62.0×108.0×30.5 100.0×140.0×38.0

定格電圧 MOSFET世代 等価回路

1,200V 第2世代
トレンチゲート

2 in1 ～100A ～200A ～600A ̶

6 in1 ～50A ～100A ̶ ̶

1,700V 第2世代
トレンチゲート 2 in1 ̶ ̶ ～400A ～1,000A

3,300V 第1世代
トレンチゲート 2 in1 ̶ ̶ ̶ ～750A
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3 . 4 　車載エアコン用 IPM
富士電機の住宅エアコン向け小容量 IPMは，高省
エネ性能，小型，低ノイズおよび高信頼性を同時に実
現している。車載エアコンでは，住宅エアコン向けに
比べて空調容積は小さいものの，車両の断熱性能が低
いため，エアコンシステムのコンプレッサの負荷は小
さくない。ガソリン車においては，コンプレッサの駆
動はエンジンによって行われてきた。近年，急速に普
及が拡大している xEVにおいては，コンプレッサの
駆動は消費電力が数 kWに及ぶモータによって行われ
ている。このためコンプレッサ駆動用のモータは走行
用と同じ高圧バッテリに直接接続され，高い省エネ性
能が求められている。さらに，コンプレッサおよびイ
ンバータ回路が搭乗者から近い位置に搭載されること
から，騒音や振動の低減が必要であるため，車載エア
コン用 IPMは高出力周波数や高キャリア周波数駆動
への対応が必要となる。また，車両制御用コンピュー
タへのノイズ妨害制御を含む安全性の確保が必要であ
る。今回，住宅エアコン向けおよび産業インバータ
向けに開発した第 2世代小容量 IPM

⑹

をベースに，前
述の xEV 向けのデバイスに求められる性能を実現し
た車載エアコン用 IPMを開発した。IGBTの導通損
失の低減を図り，さらに，IGBTおよび FWD

（＊ 8）

（Free 
Wheeling Diode）のターンオフ時のサージ電圧を抑
制し，スイッチングノイズの低減と損失低減を両立さ
せた。図 3に FWDのターンオフサージ電圧とターン
オフ損失のトレードオフ特性を示す。ほぼ同じターン
オフ損失で，ターンオフサージ電圧は 53% 低減した。
さらに，パッケージを最適設計して車載品質を確保し

た（234ページ，“車載エアコン用 IPM”参照）。

3 . 5 　  xEV向け第4世代アルミニウム直接水冷パッケー
ジ技術

富士電機は，xEVの走行モータ駆動用インバータ
向けのモジュールを開発している。これまでに IGBT
と FWDを統合した RC-IGBTや，アルミニウム直接
水冷モジュールなどの採用により，小型で高電流密度
のモジュールを開発してきた

⑺

。今回，従来よりも電力
密度を高めた第 4世代アルミニウム直接水冷構造を開
発した（図 4）。第 4世代アルミニウム直接水冷構造
では，第 2世代で採用したヒートシンク・ウォーター
ジャケット一体構造を継承している。第 3世代で採用
した二次元流路形状から三次元流路形状に変更するこ
とにより冷却水の流速を高め，ベースの厚さを最適化
してチップ-冷却水間の熱抵抗を 10% 下げた。さら
に，従来のアルミニウムワイヤによる配線に替わり導
電率の高い銅リードフレームを使った配線により実装
面積の低減を図った。加えて，リードフレーム構造で
は，高い熱伝導率と広い接合面積によって接合面での
熱拡散効果によるチップ温度の低下が可能である。こ
れらの技術を用いた第 4世代アルミニウム直接水冷構
造では，第 3世代構造に比べて体積当たりの電力密度
を 36%高めることが可能である（238ページ，“xEV
向け第 4世代アルミニウム直接水冷パッケージ技術”
参照）。

3 . 6 　xEV向けDC/DCコンバータ用モジュール
xEVには，3.5 節で示したような走行モータ駆動用

インバータのほか，ガソリン車においてエンジンを原
動力として電装部品用に発電するオルタネータの代わ
りとなる DC/DCコンバータなどの電力変換装置が搭

（＊8）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.u.)ターンオフ損失 Eoff

タ
ー
ン
オ
フ
時
サ
ー
ジ
電
圧

V
 (
a.
u.
)

Δ

VDC=300 V, VCC=15 V, L=100 µH, Tvj=25 ℃

0.6 1.00.8 1.2 1.4

1.2

1.0

0.8

0.6

0.4

0.2

0

標準の 「Xシリーズ」 用 FWD

車載エアコン用 FWD

図 3　  FWDのターンオフ時サージ電圧とターンオフ損失の
トレードオフ特性

ウォータージャケット
一体型冷却器

リードフレームはんだチップ

絶縁基板

ベース
プレート

冷却フィン

図 4　第 4世代アルミニウム直接水冷構造
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載されている。この DC/DCコンバータは，高圧のメ
インバッテリから電装品給電用の低電圧バッテリに出
力できるように電圧を変換する。富士電機は，産業用
に小容量モジュール

⑻

で培った技術を応用して xEV 向
け DC/DCコンバータ用モジュールを開発した（図 5）。
ディスクリート製品からなる従来の DC/DCコンバー
タでは，絶縁シートを使って高圧バッテリと車体とを
絶縁していた。本モジュールは，この絶縁機能と複数
の半導体素子を内蔵している。これにより，高密度の
実装が可能となった。さらに，二次側の SBDにおいて，
従来品はサージ電圧による破壊を防止するためにサー
ジクランプ回路が必要であった。本製品では，耐圧構
造を改良して，スイッチング時のサージ電圧耐量の代
替特性であるリカバリー破壊耐量の許容ピーク電流値
を従来の約 3倍に拡大し，サージクランプ回路が不要
となった。これらの技術により，DC/DCコンバータ
のシステムサイズの実装面積を 40% 低減した（243
ページ，“xEV 向け DC/DCコンバータ用モジュール”
参照）。

3 . 7 　1,200Vディスクリート IGBT「XS シリーズ」
太陽光発電などの再生可能エネルギーの拡大による
電力変換需要の増大や，情報・通信システムの高度化
などによる世界的なデータ使用量の増大といった社
会的背景を受けて，PCSや UPSの需要が増大してい
る。これらの装置において，エネルギーロスを低減す
る高効率化は重要な課題となっており，そこに使用さ
れる半導体スイッチングデバイスに対しても高効率化
への要求が高まっている。富士電機では，これらの要
求に応えるため，従来品である「High-Speed Wシ
リーズ」に比べて効率を改善した 650V 耐圧のディス
クリート IGBT「XSシリーズ

⑼

」を開発し，量産してい
る。今回，XSシリーズの 1,200V 耐圧品を新たに開
発した。XSシリーズは第 7 世代 IGBTおよび FWD
技術をベースにディスクリート向けに最適な設計を
行った製品であり，今回開発した 1,200V 耐圧品では，
従来品のHigh-Speed Wシリーズに対して導通損失
VCE(sat)を 0.55V 低減し，トレードオフ特性を 20％以

上改善した（図 6）（247ページ，“1,200Vディスク
リート IGBT「XSシリーズ」”参照）。

3 . 8 　第 4世代 LLC電流共振 IC「FA6C00シリーズ」
電子機器に用いられるスイッチング電源において，

出力電圧 75～ 300Wクラスでは，電源の高効率化や
低ノイズ化に有効な LLC 電流共振回路が広く使用さ
れている。IoT（Internet of Things）の伸展に伴い，
数多くの電子機器がインターネットに接続され，その
消費電力も大きくなっている。このような中，電源に
も消費電力低減が求められており，待機時の低消費電
力化に加えて軽負荷時の高効率化が必要となってい
る。富士電機では，LLC 電流共振回路向けに，さまざ
まな制御 ICを開発してきた

⑽～⑿

。今回，従来の待機電力
の抑制に加え，軽負荷時の効率改善と電源部品の削減
を可能とする「FA6C00シリーズ」を開発した（図 7）。
従来技術では，高効率を図るとトランスの音鳴り

（＊ 9）

が発
生し，問題となっていた。FA6C00シリーズでは，連
続スイッチング制御に高周波バースト動作制御を新た
に採用することにより，音鳴りを抑制しつつ軽負荷時
の効率を約 10%向上させた。また，出力電圧制御に
共振電流位相比制御を新たに採用することにより，位
相補償回路部品を従来品から 7 個削減することができ，

（a）一次側モジュール （b）二次側モジュール

図 5　DC/DCコンバータ用モジュール VCE(sat) (V)

E
o
ff
(m
J)

「XS シリーズ」
FGW40XS120C

「High-Speed
Wシリーズ」
（従来品）

FGW40N120WE

IC=40A, Tvj=125 ℃

1.6 1.8 2.0 2.2 2.4 2.6

2.0

1.8

1.6

1.4

1.2

図 6　  1,200V「XS シリーズ」におけるトレードオフ特性
（IGBT）

図 7　「FA6C00シリーズ」
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電源システムのコストダウンに貢献する（251ページ，
“第 4世代 LLC 電流共振 IC「FA6C00シリーズ」”参
照）。

3 . 9 　第 7世代車載用高圧センサ
環境負荷を低減するため xEVの導入が進んでいる

一方で，ガソリン車やディーゼル車といった内燃機関
自動車においては，省エネによる CO2 排出低減も重
要な課題である。圧力センサは，吸気系，排気系，ト
ランスミッションの油圧モニタなどに用いられ，省エ
ネに貢献している。富士電機では，車載用に圧力セン
サを開発してきており，吸気系や排気系に用いられる
低圧センサと，油圧制御部などに用いられる高圧セン
サを製品化し，環境負荷低減に貢献してきた。高圧
センサとしては，エンジンオイル圧用の第 6.5 世代圧
力センサ

⒀

の量産を開始している。今回，トランスミッ
ションやブレーキなどの油圧制御システム用途の第 7
世代車載用高圧センサを開発した。パッケージにステ
ンレスダイヤフラム方式を採用し，また，デュアル
ゲートのMOSトランジスタを新たに開発して高耐圧
化，高温時の特性誤差の低減を行い（図 8），150℃で
の動作保証や高精度制御化，小型化による高実装密度
化を実現した（257ページ，“第 7世代車載用高圧セ
ンサ”参照）。

3 . 1 0 　  透過型偏光顕微鏡を用いた SiC 基板の結晶欠陥
評価

SiCを用いたパワー半導体デバイスを開発する上

で，基板の結晶欠陥の低減は重要な課題である。従来， 
SiC 単結晶の結晶転位

（＊ 10）

の非破壊の評価法として放射光
を用いた X線トポグラフィが用いられてきた。しかし
この方法は，大型の放射光施設が必要であり，開発へ
の迅速なフィードバックや，製造工程などでの検査用
途を想定した場合には適用は簡単ではない。一方，実
験室などで用いられる手法として，透過型偏光顕微鏡
を用いた転位起因の応力による複屈折を観察する方法
がある。しかしこの方法は，SiCは複屈折が小さいた
め，大きな欠陥しか検出できないという問題があった。
今回，富士電機では，国立研究開発法人 産業技術総合
研究所と共同で，透過型偏光顕微鏡による非破壊，簡
便，高感度な SiCの結晶欠陥評価方法を検討した。図
9に，n 形 SiCバルク基板の比較例を示す。この手法
により，SiCの市販 n形バルク基板

（＊ 11）

，市販エピタキ
シャル基板

（＊ 12）

，自立エピタキシャル基板
（＊ 13）

を評価し，手法
の有効性を示した（262ページ，“透過型偏光顕微鏡
を用いた SiC 基板の結晶欠陥評価”参照）。

4　あとがき

富士電機のパワー半導体開発における最新の成果を
抜粋して述べた。富士電機では，創業以来エネルギー
技術の革新に取り組んできており，経営方針の一つと
して“エネルギー・環境技術の革新により，安全・安
心で持続可能な社会の実現に貢献”を掲げている。そ
の中でもパワーエレクトロニクス機器は，ますます高
まっている省エネルギー化，低・脱炭素化など環境問
題への対応施策を牽引（けんいん）する技術である。
パワー半導体は，パワーエレクトロニクスにおける

（＊9）音鳴り
ICの制御周波数が可聴域にあると，電源を構成する
トランスやコンデンサなどの受動部品から音が発生す
る現象をいう。

（＊10）結晶転位
結晶の中では，原子が規則的に並んでいる。この原子
の並びに生じたズレが直線状である結晶欠陥のことで
ある。

（＊11）バルク基板
原料となる SiCを加熱により昇華させて，温度の低
い領域で SiCの単結晶のインゴットを得る。このイ
ンゴットから切り出したウェーハのことである。

（＊12）エピタキシャル基板
バルク基板などの上に基板の結晶面にそろえて薄膜を
形成（エピタキシャル成長）した基板のことである。

（＊13）自立エピタキシャル基板
エピタキシャル基板において十分な厚さのエピタキ
シャル膜を形成したのち，バルク基板部分を研削・研
磨により除去することで得られた，エピタキシャル膜
だけからなる基板のことである。

第 6.5 世代

第 7世代

40%
減

0 50 100 150
温度 (℃)

出
力
電
圧
誤
差

図 8　第 7世代車載用高圧センサにおける出力誤差特性
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図 9　n形 SiC バルク基板の比較例
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キーデバイスであり，その技術革新を通じて安全・安
心で持続可能な社会の実現に貢献していく所存である。
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