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1　まえがき

気候変動問題の解決に向けて、脱炭素社会の実現に
向けた世界の関心が急激に高まっている。富士電機は
2019 年に、“脱炭素社会の実現”“循環型社会の実現”
“自然共生社会の実現”を柱とする“環境ビジョン
2050”を発表し、クリーンエネルギー技術・省エネ
ルギー（省エネ）製品の普及拡大を通じてこのビジョ
ンの実現を目指している。
このビジョンの中でも、“脱炭素社会の実現”につ
いては、CO2 排出量削減のための自動車電動化および
エネルギーの安定的かつ効率的利用のためのパワーエ
レクトロニクス機器の高効率化が必須である。これら
の電動化、高効率化に富士電機のパワー半導体はキー
デバイスとして貢献している。

2　富士電機のパワー半導体

富士電機は、市場や顧客の要求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

ワー半導体製品の応用例を示す。

2 . 1 　車載分野
図 2の世界における動力機関別乗用車の販売台数
予想から分かるように、内燃機関搭載車が減り、モー
タ搭載車が増加すると考えられている。このような中、
富士電機は、モータ制御用の車載 IGBT（Insulated 
Gate Bipolar Transistor

（＊ 1）

）モジュールを開発し、量
産している。また、充電器の電力変換や制御用途のパ
ワー半導体製品も開発し、量産している。
一方、内燃機関も環境性能を重視したハイブリッド
車などの形で残っていくと予想され、パワートレイ
ン（エンジン、トランスミッション）の油圧バルブな
どの駆動電流をオンオフ制御する IPS（Intelligent 
Power Switch）製品、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、ガソリンエンジンの点火制御に用いられるワン
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（＊1）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製品の応用例
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図 2　動力機関別乗用車の販売台数予想
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チップイグナイタなどの車載用の製品を開発し、量産
している。

2 . 2 　産業分野
産業用途の製品について、容量別に述べる。
小容量の製品分野では、エアコンなど家電製品

のモータ駆動用の小容量 IPM（Intelligent Power 
Module

（＊ 2）

）を開発し、量産している。また、小容量の
パワーコンディショナ（PCS：Power Conditioning 
System）や無停電電源装置（UPS：Uninterruptible 
Power System）などの電力変換装置を主な用途と
するディスクリート

（＊ 3）

IGBTや、電源機器などをはじ
めとするさまざまな機器の電力変換部に用いられる
スーパージャンクション（SJ）-MOSFET（Metal-

Oxide-Semiconductor Field-Effect Transistor
（＊ 4）

）
製品を開発し、量産している。さらに、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、量産している。
中容量の製品分野では、汎用インバータ、工作機械
やロボットのサーボモータ制御、業務用エアコンの
モータ制御、データセンター向け UPSの電力変換装
置などに用いられる産業用 IGBTモジュールを開発し、
量産している。この分野では、労働力不足や生産性向
上に対応するための自動化投資などに伴い需要の拡大
が期待されている。
大容量の製品分野では、風力発電やメガソーラー発
電などの再生可能エネルギー向けに、電力変換装置、
鉄道車両のモータの可変速駆動装置の IGBTモジュー
ルを開発し、量産している。
これらの製品のほか、それぞれの用途において、既

存の Siデバイスと比較して低損失、高耐圧、高温動
作といった優れた特徴を持った次世代のパワー半導体
である炭化けい素（SiC

（＊ 5）

）デバイスも開発し、量産し
ている。

3　パワー半導体の開発状況

富士電機のパワー半導体における最新の開発成果を
抜粋してまとめる。

3 . 1 　  xEV 向け 100kWクラス超小型 RC- IGBT モ
ジュール「M677」

電動車（xEV）の駆動用のモータ制御に必要な車載
パワーモジュールは、限られた搭載スペースに配置
されることから小型化と高出力化による高電力密度
化が求められる。富士電機は、パワーモジュールを高
電力密度化する上で必要な半導体やパッケージの技
術の開発に取り組んでいる。半導体技術では、IGBT
と FWD（Free Wheel Diode

（＊ 6）

）の二つのチップを 1
チップ化した RC-IGBT（逆導通 IGBT：Reverse-

Conducting IGBT
（＊ 7）

）技術に取り組んできた。パッ
ケージ技術では、アルミニウムワイヤ配線よりも省
スペースで配線可能なリードフレーム配線技術、高
出力化に伴う発熱量の増加に対応する冷却技術として、
ウォータージャケット一体型アルミニウム冷却器に
取り組んできた。これらのさまざまな技術を適用して、
100 kWクラスのモータ出力容量をターゲットとした
車載用直接水冷型モジュール「M677」を開発し、業
界トップクラスの小型化を実現した（図 3）。
M677は、同等の出力容量の従来品に比べて 50%
以上の体積減を行い、約 2倍の電力密度を達成し、
100 kWクラスの RC-IGBTモジュールを手のひらサ
イズとなる超小型化を実現した（236ページ、“xEV
向け 100 kWクラス超小型 RC-IGBTモジュール
「M677」”参照）。

3 . 2 　  xEV向け超小型 RC-IGBT モジュールの冷却技術
3.1 節の超小型 RC-IGBTモジュールの開発に当

（＊ 2）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。

（＊ 3）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 1in1と
呼ばれる回路から構成されるパワー半導体デバイスで
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）SJ-MOSFET
ドレイン、ソース電極が素子の対向面に形成される縦

型パワーMOSFETにおいて、従来は低濃度の n 層
でドリフト層を形成していた。これに対し、ドリフ
ト層を周期的な pnカラム構造にしたものが、スー
パージャンクション（SJ）-MOSFETである。SJ-

MOSFETは、従来のMOSFETと比較して、素子の
Ron・A 耐圧とオン抵抗のトレードオフ特性を大幅に
改善することができる。

（＊ 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）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として
主に使われている PiNダイオードは少数キャリアも
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。

（＊ 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。
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たって、電力密度向上に伴う発熱量増加に対応し
た冷却技術の進化は不可欠である。富士電機では、
100 kWクラスの xEV 向けパワーモジュール用冷却器
の設計技術と小型・薄型化技術を開発した。
図 4に富士電機の冷却技術の変遷を示す。第 2世代

（2015 年）冷却技術では、ウォータージャケット一体
型フィン構造

⑴

を開発した。これまで別個の部品によっ
て生じていた冷却器のフィンとウォータージャケット
の公差を確保するために必要であった隙間をなくすこ
とで、従来よりも冷媒の流速を増やして冷却性能を向
上させた。第 3世代（2017 年）以降の冷却技術では、
冷却器のフィン形状を工夫することで、冷却性能をさ
らに向上させた

⑵⑶

。
今回採用した第 4世代の冷却技術では、ピンフィン

を採用した。このピンフィンは、第 3世代で採用して
いた波フィンと比較して、冷媒通水部を拡大し、さら
にフィンと冷媒との接触面積を約 10%増やしたので、
冷媒との熱交換量が増加し、冷却性能が高い。しかし、
ピンフィンでは波フィンの流路と異なり、冷媒の分岐
点や交差部が多数あるため、意図しない冷媒の渦流や

滞留、流速分布の偏りが発生する。従来よりも精度の
高いシミュレーション技術を開発し、これを用いて冷
媒の流れを狙いどおりに再現できるように流路を最適
化し、目標の冷却性能を実現した。
パワーモジュールは、絶縁基板や冷却器などの異種
材料で構成されている。そのため、モジュールは製造
工程や通電時の発熱と線膨張率の差によって反りが
発生する。冷却器のシール性やインバータへの搭載の
しやすさから反りは小さいほどよい。そこで、冷却器
の材料に従来よりも変形しづらい材料を採用し、さら
に構造を変更することで冷却器を高剛性化し、反り量
を 70% 低減した。モジュールの反りを抑えたことで、
冷却器のシール性の向上、インバータ筐体（きょうた
い）への搭載性の向上、フランジレス構造を実現した。
フランジレス構造により、従来のフランジ構造に存在
した突起部が不要になり、部品点数を削減するととも
に冷却器を小型化できた（240ページ、“xEV 向け超
小型RC-IGBTモジュールの冷却技術”参照）。

3 . 3 　  第 7 世代「X シリーズ」産業用 RC-IGBT モ
ジュール「Dual XT」

富士電機は、IGBTと FWDの機能をワンチップ化
した RC-IGBTの技術

⑷⑸

と、「Xシリーズ」の技術を組
み合わせて、一層の高パワー密度化と高信頼性を両立
した産業用 Xシリーズ RC-IGBTモジュールの製品
化を進めている。図 5に Xシリーズ RC-IGBT 概略
図および等価回路図を示す。
汎用インバータや風力発電などのさまざまな容量帯
の電力変換装置に対応するため、系列を拡大している。
今回、「Dual XT」のパッケージを採用し、定格電圧
が 1,200Vと 1,700Vであり、高出力で高い信頼性を
持った RC-IGBTモジュールを実現した。

74.0
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図 3　「M677」（開発品）
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1,200V/1,000A Xシリーズ RC-IGBTモジュール
Dual XT（Xシリーズ RC Dual XT）を 1,200V/600A 
Vシリーズ IGBTモジュール Dual XT（Vシリーズ
Dual XT）と比較すると、電力損失と熱抵抗を低減し
たことから汎用インバータを定常動作させたときの出
力電流を 25% 拡大できる。さらに、急激にモータの
負荷が大きくなる過負荷動作の比較では、Xシリーズ
RC Dual XTは Vシリーズ Dual XTに比べて出力電
流を 34%拡大できる。
定格電圧 1,700Vの IGBTモジュールが広く使わ
れている風力発電では、10Hz 以下の低周波運転によ
る温度変化が課題であるが、Xシリーズ RC Dual XT
では、RC-IGBTの特徴である高放熱性により、接合
温度の変化ΔTvjが従来の IGBT+FWD 方式の 50 ℃
と比較して 17℃と大幅に低減している。さらに、熱
破壊耐量の指標でもある I2t 耐量の比較では、従来の
IGBT+FWD 方式と比べて約 3 倍に改善している
（246ページ、“第 7世代「Xシリーズ」産業用 RC-

IGBTモジュール「Dual XT」”参照）。

3 . 4 　  第 7 世代「X シリーズ」大容量 IGBT- IPM
「P631」

IPMは、駆動機能や保護機能を備えた IGBTモ
ジュールである。富士電機は、IGBTチップの過熱保
護機能やアラーム要因識別機能を業界で初めて IPM
に内蔵し、高性能化や高信頼性化の要求に応えてきた。
中でも、高出力の大容量 IPMは、エレベータなどで
利用され、より一層の高性能化や高信頼性化が求めら
れている。このような要求に応えるために、既存の第
6 世代大容量「Vシリーズ」IGBT-IPM（大容量 V
シリーズ IPM）に対して発生損失を低減し、高温動作
化した第 7世代「Xシリーズ」大容量 IGBT-IPM（大
容量 Xシリーズ IPM）を系列に追加した。図 6に大
容量 IGBT-IPM「P631」の外観を示す。
従来の大容量 Vシリーズ IPMでは、定格電圧

600V 品で 400A まで、定格電圧 1,200V 品では

200Aまでのラインアップであった。これに対して、
大容量 Xシリーズ IPMでは、定格電圧 650V 品で
450Aまで、定格電圧 1,200V 品で 300Aまでにライ
ンアップを拡大する。大容量 Xシリーズ IPMにおけ
るチップ温度ワーニング機能やブレーキ部の独立動作
機能などの新機能、識別性が向上したアラーム要因識
別機能は、今回系列拡大した大容量 Xシリーズ IPM
でも装備している。
トレンチゲート構造の微細化と薄ウェーハ加工技術
によるドリフト層の薄化によって、コレクタ・エミッ
タ間飽和電圧とターンオフ損失のトレードオフ特性を
改善し、発生損失を低減している

⑹⑺

。また、ターンオン
駆動能力切替え機能の最適化により、スイッチング時
の電圧変化率 dv/dt を従来の大容量 Vシリーズ IPM
と同等以下にし、かつ放射ノイズを抑制し、スイッチ
ング損失を低減した。
高温動作化については、高耐熱ゲルや高信頼性はん
だなどの高温動作を可能にする技術を採用し、許容温
度を引き上げた。また、IPMに内蔵しているチップ
過熱保護機能についても、精度を向上させることで熱
破壊に至るリスクを低減して、最高チップ接合温度を
150℃から 175℃に引き上げた。これらの発生損失
の低減とチップ接合部の許容温度を上げたことにより、
出力電流が約 25%増加できた。
この大容量 Xシリーズ IPMの系列製品のライン
アップ拡充により、電力変換装置のさらなる高出力化
と高機能化とともに、チップ温度ワーニング機能、識
別性が向上したアラーム要因識別機能、熱破壊に至る
リスク低減などで高信頼性を実現した（251ページ、
“第 7世代「Xシリーズ」大容量 IGBT-IPM「P631」”
参照）。

3 . 5 　第 3世代小容量 IPM「P633Cシリーズ」
富士電機は、エアコンの三相インバータブリッジ回
路に使用する小容量 IPMを製品化している。近年の
省エネ性能（低損失）と EMC性能に対する要望に応
えた第 3世代小容量 IPM「P633Cシリーズ」を開発
した。図 7に製品の外観を示す。
第 3世代小容量 IPMには、発生損失と発生ノイズ
のトレードオフを改善するために最適化した第 7世代
FWDチップ技術

⑻

を適用している。
IGBT 自体のターンオン損失と対向する FWDのリ
カバリ損失は、スイッチング損失全体の 68%を占める。
ターンオン損失とリカバリ損失に対しては、スイッ
チング速度を速めることによって低減する手法が一般
的である。しかし、この手法では、dv/dt が急峻（きゅ
うしゅん）となり放射ノイズが増加する。スイッチ
ング損失の低減と放射ノイズ増加の原因である dv/dt
の抑制を両立するために、第 3世代小容量 IPMでは、

P

N
U

V
W
N

B
P

142110

（単位：mm）

図 6　大容量 IGBT-IPM「P631」
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第 7 世代の FWDチップ技術を基に、ライフタイム
キラーとドリフト層の厚さを最適化することで対応し
ている。これにより、第 2世代小容量 IPMに比べて
損失は 32% 減少し、放射ノイズ増加の原因となる
dv/dt は 58% 低減した。さらに、外来サージに対す
る破壊耐量や誤動作耐量を向上させるために、新た
に開発した 3ch-HVIC（High Voltage Integrated 
Circuit）と LVIC（Low Voltage Integrated Circuit）
チップを搭載している。
また、HVICを最適化することで外来サージだけで
なく、電気的サージなどに対する破壊耐量、誤動作耐
量も確保できており、エアコンだけでなくインバータ
化が進んでいるコンプレッサ、ファン、サーボモータ
などのドライブ機器の顧客要求にも応えた製品である
（256ページ、“第 3世代小容量 IPM「P633Cシリー
ズ」”参照）。

3 . 6 　次世代小容量 IPM用 3ch-HVIC 技術
次世代の 600Vクラス小容量 IPM製品の小型化や

高ノイズ耐性の実現に貢献する 3ch-HVICの技術に
ついて述べる。
IPMを小型化するため、3チャネル分の上アーム
IGBTゲート駆動回路を 1チップに集積化した 3ch-

HVICを開発した。そのチップと適用技術を図 8に示
す。
従来の 1ch-HVICを搭載した IPMでは、HVICが

3チップであるため、各チップの配線に必要なリード
フレームが長くなってしまい、実装面積が大きかった。
これに対し 3ch-HVICを搭載した IPMでは、HVIC
が 1チップのため、配線に必要なリードフレームが短
くなる。この効果により制御部の実装面積を約 30%
削減でき、600V/15A～ 30Aクラスの IPMのパッ

ケージサイズを約 10%小さくできる。
HVICを 3ch 化する上で課題となるノイズ耐量の
確保には、図 8に示した三つのノイズ対策技術を適用
している。ノイズ耐量を確保する上で、従来の 1ch-

HVICの寄生素子に加え、3ch-HVICではハイサイ
ドウェル周辺の寄生素子の存在が問題になる。これら
の問題を解決するため、ハイサイドウェル分離構造技
術、ハイサイドウェルの濃度プロファイル最適化の対
策などの高ノイズ耐量ハイサイド技術を適用した。
また、高ノイズ耐性レベルシフタ技術の適用により、
素子の占有面積を小さくする自己遮蔽（しゃへい）型
レベルシフタ

⑼⑽

が採用できるようになり、従来の 1ch-

HVICでは別の領域に独立させて形成していたレベル
シフタを、ハイサイドウェル周囲の高耐圧分離構造と
一体で形成し、チップ面積の増大を抑えている。
これらの技術により IPMの小型化、高ノイズ耐性
を実現し、電力変換システムの小型化・低コスト化・
高信頼性化に寄与できる（261ページ、“次世代小容
量 IPM用 3ch-HVIC 技術”参照）。

3 . 7 　第 2世代ディスクリート SiC-SBDシリーズ
SiCを使用したパワー半導体デバイスは、装置のさ
らなる高効率化への寄与が期待される。富士電機は、
SiCを用いた SBD（Schottky Barrier Diode

（＊ 8）

）を量
産している

⑾-⒇

。
今回開発した第 2世代ディスクリート SiC-SBDに
ついて、表 1にパッケージの外観を示す。
第 2 世代ディスクリート SiC-SBDの主な用途は
サーバ用電源、通信基地局用電源、電気自動車用地上
充電器、UPS、PCSなどである。
データセンターのサーバや通信基地局用電源の省電

（＊ 8）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。

高耐圧分離構造

3ch-HVIC 高ノイズ耐量化技術

高ノイズ耐量
ハイサイドウェル

高ノイズ耐量
レベルシフタ

レベルシフタ

ローサイド
回路部

ハイサイド
回路

（W相）

ハイサイド
回路

（V相）

ハイサイド
回路

（U相）

図 8　3ch-HVIC チップと適用技術

図７　「P633Ｃシリーズ」
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力化が求められている中、パワー半導体のさらなる低
損失化と高信頼性化は、装置の高効率化と高信頼性化
のために重要である。SiC-SBDの導通損失を低減す
るために、次の施策を行った。
⒜　n+SiC 基板の厚さを約 1/3とすることで基板抵
抗を低減

⒝　ショットキー接合の最適化により、バリアハイ
トを低減
⒞　JBS 構造とドリフト層の最適化によりドリフト
抵抗を低減

これらの施策により導通損失の指標でもあるVFを
18%低減した。
実際の装置での損失低減効果と変換効率改善効果

を確認するため、通信基地局用電源の電流連続モー
ド力率改善（CCM-PFC：Continuous Conduction 
Mode-Power Factor Correction）回路に、第 1 世
代と第 2世代品の 650V/10A TO-220-2パッケー
ジ素子を搭載して、装置の損失と変換効率ならびに
素子の温度上昇を比較評価した。電源の損失は負荷
3,000Wでは 5.5Wの改善を確認し、変換効率におい
ては、負荷 3,000Wでは 0.16ポイントの向上を確認
した。また、素子の温度上昇が平均で 16℃低減して
いることから装置としての高寿命化にも貢献できる。
CCM-PFC 回路に使用する SiC-SBDには、電源

投入時に流れる突入電流で破壊しないことが求められ
る。耐サージ電流の指標でもある IFSM 保証値は、第 1
世代では 50Aであったのに対し、第 2世代では独自
のウェーハプロセス技術により、82Aと 1.6 倍向上
した（267ページ、“第 2世代ディスクリート SiC-

SBDシリーズ”参照）。

3 . 8 　第 2世代1,700V SiC トレンチゲートMOSFET
富士電機は、SiCを用いた素子として、3.7 節の

SBDの他にトレンチゲートMOSFETを量産している
⒇-

。
今回、鉄道・電源向けに開発した最新の 1,200V 第 2

世代 SiCトレンチゲートMOSFETにおけるトレンチ
ゲート構造の技術を適用し、大幅に特性を改善した風
力発電や太陽光発電向け 1,700V 第 2 世代 SiCトレ
ンチゲートMOSFETを開発した。
図 9に第 2世代 1,700VトレンチゲートMOSFET
の構造を示す。1,700V 素子では、1,200V 素子から
pウェル層間の距離（JFET 幅）およびドリフト層を
最適化することで、高耐圧化を行った。これらの最適
化によって、1,700VプレーナゲートMOSFET（特
性比較用の試作品）に比べ、規格化オン抵抗Ron・A
が 60% 低減できた。また、ゲートしきい値電圧
VGS(TH)を 5.0Vにすることで、VGS(TH)が 2.3Vのプ
レーナゲートMOSFETに対してゲートのノイズ耐性
を向上させている。
信頼性については、ゲートプロセスの最適化によっ
て、VGS(TH) 変動率を低減させ素子動作を安定させ
た。また、SiC-MOSFET 特有の信頼性上の課題とし
て、ボディダイオード通電によるオン抵抗の増加があ
る。第 2世代トレンチゲートMOSFETでは、独自の
デバイス設計とプロセスの最適化により、このオン抵
抗の増加を抑制している。
今回開発した第 2 世代 1,700V SiCトレンチゲー
トMOSFETを搭載したインバータの損失は、富士
電機の同定格の Si-IGBTに比べて 78%、プレーナ
ゲート SiC-MOSFETに比べて 15% 低減している
（272ページ、“第 2世代 1,700V SiCトレンチゲート
MOSFET”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。中でも

表 1　パッケージ外観

パッケージ TO-220-2 TO-220F＊-2 TO-247-2

外　観

定格電圧 650V 1,200V

定格電流 6A、8A、10A 20A、40A

＊F：フルモールドタイプ

TO-220-22G SiC-SBD650V

TO-220F-22G SiC-SBD650V

TO-247-22G SiC-SBD1200V

トレンチゲート

pウェル層

ゲート酸化膜

pウェル層pウェル層

p

n+基板

ドリフト層

JFET 幅

n+ n+ p+

p

p+

p+
p+

p+

図９　第 2世代 1,700VトレンチゲートMOSFET の構造
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パワーエレクトロニクスは、急激に高まっている省エ
ネルギー化、脱炭素化など環境問題への施策を牽引す
る技術である。パワー半導体は、パワーエレクトロニ
クスにおけるキーデバイスであり、その技術革新を通
じて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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