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　2007年は半導体業界においては，BRICsを中心に活発
なインフラ整備や設備投資が行われ，特に地球温暖化対策
に関連する新エネルギー分野でのパワーデバイス市場が前
年にも増して拡大した年であった。同時に自動車関連で

も環境に配慮したハイブリッドシステムやディーゼルエン

ジン技術が注目を集めた年であった。このような市況の下，

富士電機の半導体は高耐圧，パワー技術を特徴として，顧
客の機器・システムの高機能化，省電力化，低コスト化な

どのニーズに応える製品群を提供してきた。

　産業用パワーデバイス分野では，低損失化を達成した

第 5世代 IGBTモジュールで市場要求に沿った系列拡大を

図った。RoHS規制が展開されるに従い，装置におけるは

んだ付けを低減する方向にあるが，この要求の一つの解決
策として，スプリングで制御基板と接触させるモジュール

構造を製品化した。また，引き続く小型化要求には高放熱
の絶縁基板を新規開発，採用した 600V/300Aクラスの 6
素子入りモジュールを製品化した。大容量のシステム向け

には 3.3 kVで低損失な素子を開発し，新エネルギーやシ

ステム用電力変換装置への適用拡大が期待される。さらな

る高性能化には第 6世代 IGBT技術を発表し，今後の製品
化に向け開発を進めている。

　電源用パワー ICでは，富士電機独自の低オン抵抗
三次元パワーデバイス TLPM（Trench Lateral Power 
MOSFET）の適用により，世界で初めて低オン抵抗双方
向MOSFETを内蔵したリチウムイオンバッテリー保護
ICを量産化し，バッテリーパックや携帯電話の薄型化に

貢献した。また，年々厳しくなる低待機電力の要求やシス

テムコスト低減への要求に応えるため，500V耐圧の起動
回路と各種保護機能を内蔵した高機能 PWM電源 IC，消
費電流削減と短絡保護回路などを内蔵した新擬似共振 IC，
従来品に比べ約 20%の小型化を図った第 3世代マイクロ

電源など多くの新製品を開発した。

　電源用パワーディスクリート製品では，放射ノイズと

スイッチング損失のトレードオフを改善し，従来比 18%
の低オン抵抗化と使いやすさを両立させた新型MOSFET

「SuperFAP-E3」の開発や，順電圧と逆回復時間のトレー

ドオフを大幅に改善しスイッチング電源の高効率化に貢献
する 600V低損失高速ダイオード「SuperLLD3」の開発，

二次側整流用 SBDの系列拡大などを行った。

　デジタル放送の普及に伴い，薄型テレビのフル HD
（High Definition）化と需要拡大が進んでいる。それに合
わせて価格競争も激しくなっている。プラズマテレビ用の

ドライバ ICでは，従来比 30%のチップ小型化を実現し

た第 5世代ドライバ ICの開発，新開発の 250V保証 SOI
プロセスを適用したスキャン ICの開発を行い，フル HD
化と低コスト化へ貢献した。薄型テレビの電源部に使用
されるシステムデバイスである「M-Power」では，より

高機能で待機電力を削減した「M-Power3」の開発を行い，

低電力とシステムコスト削減を可能にした。

　自動車電装用途向けでは，注目されるハイブリッドシス

テムにおいて，両面冷却による高放熱構造により小型で高
信頼性のシステムが発表され，これに対応した表面電極の

はんだ接合に対応するめっき電極の IGBT/FWDチップを

開発した。同時にこれら IGBTをコントロールするドライ

バ ICを製品化し，効率と保護性能を達成できるシステム

が提案された。また，エアコン用途でも省エネルギーに向
けコンプレッサの高精度制御が求められ，圧力センサの採
用が増大しており，これに対応できるデジタルトリミング

式の小型・高圧力センサを製品化した。イグナイタ分野で

は，低燃費化に向け個別電子制御によるディストリビュー

タレスイグニションシステムが拡大している。このシステ

ムの信頼性向上を図るため，電磁妨害・電磁感受性を高め

る低放射ノイズのワンチップイグナイタ用素子を製品化した。

　以上のような市場に求められる製品の開発を進めるとと

もに，次世代の要求に応えるための技術開発を進めている。

理論限界に近づきつつある技術もある中で，一層の低損失
化，低ノイズ化，小型化，高信頼化，低コスト化と適用用
途の拡大を進めるため，材料，プロセス，デバイス，回路，

パッケージ，解析，試験などの技術革新を図っていく。

　今後も引き続き富士電機の半導体製品は特徴ある技術を

生かして，顧客起点をベースとし，環境対応を含めさらに

多様化する顧客ニーズに迅速に対応する所存である。

半導体

半導体
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　「U4シリーズ」IGBT スプリングコンタクトモジュール

　新6in1 7in1 IGBTモジュール「M645」

　3.3kV IGBTモジュール

図１　「U4シリーズ」IGBT スプリングコンタクトモジュール

図2　IGBTモジュール「M645」
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図3　3.3kV IGBTモジュール

　スプリングコンタクトモジュールは富士電機の最新シ

リーズである「U4シリーズ」IGBTを搭載した最新デバ

イスで，1,200V/225〜 450Aの 3型式を系列化した。こ

の製品は最新 IGBT搭載による世界最高レベルの低損失と，

RoHS指令の完全対応を実現している。さらに，顧客での

アセンブリを容易にするための工夫として，製品の制御端
子と制御用プリント基板の電気的接続をスプリングの反発
力を利用して行えるようになっている。この工夫によって，

従来製品のようなはんだ付けによる結線が必要でなくなり，

顧客での組立工数低減を可能にした。このスプリングによ

る電気的接続には振動によるルーズコンタクトや長期信頼
性の確保などさまざまな課題があり，それらをスプリング

の材質選定や巻き数の最適化などで解決し，安定したコン

タクト性を実現した。

　近年，電力変換装置に使用されるパワーモジュールには， 
さらなる小型化・低価格化が求められている。この要求に 
対し，富士電機は厚銅はく DBC基板を搭載し従来の「M 
637」とほぼ同等サイズで約 1.5倍の定格容量を可能とする 
IGBTモジュール「M645」を製品化した。コネクタ化し

た制御端子を採用したので取扱いも容易になっている。大
容量化が必要なく廉価版のご要求には通常 DBC基板を採
用した機種も用意している。主な特徴は次のとおりである。

（1）　定格電圧・電流
™  7 in1 600V/200A（厚銅はく DBC基板）

™  6 in1 600V/300A，1,200V/150A（厚銅はく DBC基板）

™  7 in1 600V/150A，200A，1,200V/75A，100A（通常
DBC基板）

（2）　小型化：従来 2 in1使用時に比べ約 20%サイズダウン

　3.3 kV以上の高耐圧・大容量 IGBTモジュールへの市場
ニーズは，インフラ設備の世界的な拡大に伴い拡大してい

る。

　富士電機では，これまで 1.2 kV耐圧および 1.7 kV耐圧
クラスの大容量モジュールの開発を行ってきた。今回，富
士電機最新のチップおよびパッケージ設計・製造技術を

3.3 kV耐圧クラスまで発展させて，性能に優れた 3.3 kV
耐圧，1.2 kA電流定格を持つ IGBTモジュールを開発した。

IGBTは，富士電機の Uシリーズ IGBTを適用し低損失化
を図った。モジュールにて，150℃の最大動作温度，十分
なスイッチング耐量など良好な特性を達成した。パッケー

ジは，AlN絶縁基板，AlSiCベースの採用で信頼性を高め，

低熱抵抗を達成した。また，絶縁設計の最適化や構成材料
選定により，十分な絶縁性能を達成した。

半導体

関連論文：富士時報 2007.6 p.393-396

関連論文：富士時報 2007.6 p.397-401
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　第3世代マイクロ電源「FB6832J」

2.40mm

2
.4
0
m
m

1
.0
0
m
m

　リチウムイオンバッテリー保護 IC「FA3931CBシリーズ」

　600V低損失高速ダイオード「SuperLLD3シリーズ」

図4　第3世代マイクロ電源「FB6832J」

図5　リチウムイオンバッテリー保護 IC「FA3931CB」

図6　600V低損失高速ダイオード「SuperLLD3シリーズ」

　第 3世代マイクロ電源「FB6832J」を開発した。イン

ダクタ上部に制御 ICを載せた，2.4mm× 2.4mmとい

う超小型ワンパッケージモジュールである。また，出力
MOSFETを内蔵し同期整流方式を採用することにより，

高効率・低消費電流を実現した。特徴は次のとおりである。

（1）　フェライトインダクタ内蔵
（2）　小型・薄型パッケージ（ボディサイズ 2.4mm×
2.4mm，高さ 1.0mm）

（3）　高効率：90%（最大）

（4）　低消費電流：15 µA（無負荷時）

（5）　保護回路内蔵（低電圧誤動作防止，ソフトスタート，

過電流保護，過熱保護）

（6）　スイッチング用と同期整流側のMOSFETを内蔵
（7）　固定出力電圧（出力検出抵抗内蔵）

　携帯機器の電源であるリチウムイオンバッテリーの薄型
化が求められる中で，制御回路とパワーMOSFETを一体
化した業界最小面積のリチウムイオンバッテリー保護 IC
「FA3931CBシリーズ」を製品化した。WL-CSP（Wafer 
Level-Chip Size Package）を採用し，業界最小パッケー

ジ面積 2.4mm2を実現しており，電池パックの薄型化・小
型化に最適である。一体化された制御回路は，過充電，過
放電，充電過電流，放電過電流，短絡過電流からリチウ

ムイオンバッテリーを保護し，パワーMOSFETは低オン

抵抗デバイス TLPM（Trench Lateral Power MOSFET）
技術を採用したことで，トータルオン抵抗 43mΩ（標準）

を実現している。

　さまざまな用途に使用されるスイッチング電源は高周
波化・高効率化が進んでいる。その中で大容量電源には

高調波対策として力率改善（PFC）回路が搭載されてい

るが，この PFC回路に使用される高速ダイオードおよ

び MOSFET（Metal-Oxide-Semiconductor Field-Effect 
Transistor）の損失低減が電源の効率向上の重要課題であ

る。

　今回，逆回復時間（trr）を従来品に対し 30%高速化し，

同時に順電圧（VF）も 20%低減した 600V/8〜 20Aの

低損失高速ダイオード「SuperLLD3シリーズ」を開発・

製品化した。SuperLLD3の適用によりダイオードだけで

なくMOSFETの損失低減も可能となり，PFC回路全体
の温度低減・効率アップが期待できる。

半導体

関連論文：富士時報 2007.6 p.424-427

関連論文：富士時報 2007.6 p.416-419

関連論文：富士時報 2007.6 p.428-431

TO-220F TO-3P

TO-220

T-Pack（SMD）
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　マルチチップパワーデバイス「M-Power3シリーズ」

　第5世代PDPアドレスドライバ IC

　250V保証SOI デバイス・プロセス技術

図7　マルチチップパワーデバイス「M-Power3」

図8　PDPアドレスドライバ IC「SFCE3276K」
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図9　250V保証横型 IGBTのオフ耐圧特性

　富士電機では，高効率・低ノイズである独自の複合発
振型電流共振電源を開発し，専用デバイスの「M-Power2
シリーズ」を製品化し好評を得ている。今回は，この方
式にフライバック動作を組み合わせた共振フライバック電
源を開発し，専用デバイスとして「M-Power3シリーズ」

を開発した。さらに，制御 ICに起動回路・待機機能を内
蔵し，部品点数削減が可能となっている（外付け起動回路，

待機専用電源が不要）。特徴は次のとおりである。

（1）　良好なクロスレギュレーション特性：＋－ 3%
　（二次側 D-Dコンバータを削減可能）

（2）　効率 90%以上で小型・薄型電源に最適
（3）　待機性能：入力電力 1W以下（0.5W出力時）

（4） 　製品系列：500V/0.38Ω，500V/0.6Ωの 2機種を開
発

　PDP（Plasma Display Panel）テレビと液晶テレビの競
争が激しくなり，PDPのキーデバイスの一つである PDP
アドレスドライバ ICにはさらなる低コスト化と高機能化
が求められている。このような背景のもと，富士電機では

新たに第 5世代 PDPアドレスドライバ IC技術を開発し，

「SFCE3276K」を製品化した。この製品は新規デバイス・

プロセスを適用しており，従来と比べて 30%のチップ小
型化を達成した。この製品の主な特徴は次のとおりである。

（1）　絶対最大定格：4V（ロジック）/90V（高圧部）

（2）　出力電流：－50mA（ソース）/＋40mA（シンク）

（3）　最大動作周波数：120MHz
（4）　入力インタフェース：小振幅差動信号
（5）　出力数：256出力

　はり合わせ SOI（Silicon On Insulator）基板とトレン

チ技術を組み合わせた SOI方式誘電体分離技術は，高耐
圧パワー ICの分離技術として積極的に技術開発が進めら

れている。富士電機では SOI方式誘電体分離技術と SOI
基板上の高耐圧横型 IGBTの開発を 1990年代前半から開
始し，1998年にこれら技術を採用した PDPスキャンド

ライバ ICの量産化に世界で初めて成功した。そして技術
開発を継続的に進め，2007年に，8インチ SOIウェーハ

と 0.6 µmルールを採用した 250V保証 SOIデバイス・プ

ロセス技術のリリースを開始した。高耐圧デバイスのメ

ニューとして，横型 IGBT以外に横型 NMOSと横型厚膜
ゲート PMOS，そして横型ダイオードを含む。各デバイ

スとも耐圧の実力値として 300Vを備え，また 250V印加
動作時の破壊耐量も確保できるようにした。

半導体

関連論文：富士時報 2007.6 p.445-448

関連論文：富士時報 2007.6 p.449-452
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　多機能低待機電力PWM電源 IC「FA5553/5547シリーズ」

　擬似共振型スイッチング電源 IC「FA5571シリーズ」

　ハイブリッド車用めっきチップ

図10　多機能低待機電力PWM電源 IC

図11　擬似共振型スイッチング電源 IC「FA5571N」
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図12　IGBTチップと両面冷却モジュールの断面図

　低待機電力対応機能の強化のほか，各種機器に最適な保
護機能を強化した 8ピンのカレントモード PWM電源 IC

「FA5553/5547シリーズ」を開発した。

　待機時消費電力低減のため 500V耐圧の起動回路を有し，

待機時には負荷に応じて動作周波数を下げるほか，過負荷
ライン補正での損失低減を行っている。さらに，次の保護
機能を ICに内蔵することで，従来機種と比べ外付け部品
点数の低減が可能となった。

（1）　外部ラッチ方式過熱保護（共通機能）

（2）　低 AC入力電圧保護（ブラウンアウト）

（3）　パルス負荷電流に対応した過負荷（電流制限）保護
　上記（2），（3）は FA5547シリーズの特徴的な機能である。

　また，パッケージには SOP-8と DIP-8がある。

　軽負荷時の低待機電力化を実現する擬似共振型スイッチ

ング電源 IC「FA5571シリーズ」を新規開発した。

　30V耐圧 CMOSプロセス，500V起動素子の採用によ

り，ICの低消費電流化，電源の部品点数を削減すること

が可能である。その他の特徴は次のとおりである。

（1）　ピーク電流制御方式電流モード擬似共振制御
（2）　最大周波数制限機能内蔵（標準：120 kHzで制限）

（3） 　軽負荷時間欠動作（FA5571/5572）または周波数低減
動作（FA5573/5574）により，スイッチング損失を低減

（4） 　過負荷時遮断機能内蔵（FA5571/5573：オートリス

タート，FA5572/5574：ラッチ）

（5）　ラッチモード過電圧遮断回路内蔵（ZCD端子検出）

（6）　SOP-8および DIP-8（系列化中）パッケージを用意

　地球温暖化防止策の一環として期待されているハイブリッ 
ド車の普及にはシステムの高出力化と小型化が必須であっ

た。そのために PCU（パワーコントロールユニット）に

使われるパワーデバイスである IGBTチップには，高電流
密度化と両面冷却構造に適合する電極構造が要求された。

　そこで開発した IGBTのセル構造として 1,200V用-FS
（フィールドストップ）型トレンチゲート IGBTの技術を

応用し，さらに改良を加え電流密度を従来の産業用に比
べ 1.6倍までに高めた。また，電極構造としてはチップ表
面のアルミ電極の上面にニッケル膜をめっき技術により

形成した。さらに，自動車用途で必要な高信頼性を確保し

たチップ設計を行った。これにより，製品化された IGBT
チップは乗用車「LEXUS LS600h」「LEXUS LS600hL」
に搭載されている。

半導体

関連論文：富士時報 2007.6 p.436-440

関連論文：富士時報 2007.6 p.385-387

FA5553シリーズ（DIP）

FA5553シリーズ（SOP） FA5547シリーズ（SOP）
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　自動車用ワンチップイグナイタ

　ハイブリッド車用 IGBT駆動 IC「Fi007」

　車載用高圧力センサセル

図13　自動車用ワンチップイグナイタ

図14　ハイブリッド車用 IGBT駆動 IC「Fi007」

　環境問題や安全性・快適性・省エネルギーへの対応のた

め，自動車に搭載されている部品の多くが電子化されて

きている。しかし，電子部品は放射ノイズを発生する電磁
妨害や，ノイズの影響を受けやすい電磁感受性の問題があ

る。そのため，点火装置に用いられるイグナイタに関して

も，それらの対策が重要となる。そこで，放射ノイズを低
減させた自動車用ワンチップイグナイタを開発した。主な

特徴は次のとおりである。

（1）　使用温度範囲：－40〜＋150℃
（2）　放射ノイズの低減
（3）　電流制限機能，過熱検出機能
（4）　高信頼性

　環境保護に対する意識の高まりとガソリン価格の高騰を

背景に，ガソリンエンジンと電気モータを併用したハイブ

リッド車の需要が急増している。

　富士電機では，ガソリンハイブリッド車の電力変換シス

テムに用いられる IGBT駆動用に開発した IC「Fi007」の

量産を開始した。この製品は，IGBT駆動用の 15V系ド

ライバや保護機能（過熱，過電流，電源電圧低下，ソフ

ト遮断）をワンチップ化しており，IGBTの安定動作，異
常時の焼損回避，およびシステムの小型化に貢献できる。

パッケージは SSOP20で鉛フリーに対応できる。175℃放
置に耐えるボンディングワイヤなど，高い信頼性耐量を確
保している。

　民生用や自動車用のエアコンにおいて，省エネルギー対
応に伴うコンプレッサの制御を高精度化する目的から，冷
媒圧制御用デバイスは圧力スイッチから圧力センサへ切り

替わりつつある。今回上記の要求に対応する CMOSプロ

セスによる EPROMを用いたデジタルトリミング式高圧
力センサセルを開発した。主な特徴は次のとおりである。

（1）　圧力レンジ/出力電圧範囲：〜 5MPaG/0.5〜 4.5V
（2）　絶対最大圧力：10MPa
（3）　対応媒体：空気，冷媒 HFC134a，エンジンオイル，

　オートマチックオイル，パワーステアリングオイル

（4）　出力誤差精度：1.5%F.S.以下（25℃）

（5）　EMI耐性：100V/m（1〜 1,000MHz）
（6） 　EMC耐性：JASOD00-87，ISO11452-2，ISO7637準拠 

半導体

図15　車載用高圧力センサセル

関連論文：富士時報 2007.6 p.410-412

関連論文：富士時報 2007.6 p.406-409
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　軽イオン照射などの格子欠陥導入および制御技術
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　20V横型トレンチMOSFETデバイス技術

　高温モジュールパッケージ技術

図16　ヘリウムイオン照射後のキャリヤ濃度の比較

図17　双方向TLPMの断面 TEM像

（a）SEM像
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図18　鉛フリーはんだ結晶方位分析結果

　半導体素子の高速化・低損失化および低ノイズ化に伴い，

デバイスの高速化，ソフトスイッチング化が強く求められ

ている。

　この要求に対し富士電機では，ヘリウムなどの軽イオン

照射による格子欠陥制御技術を開発している。この技術の

開発には，シリコン基板に導入された格子欠陥の物性把握
が重要である。例えば，基板中の酸素濃度を制御すること

で，軽イオン照射によって生じるキャリヤ濃度（広がり抵
抗測定による）の低下を抑制できることが判明した。これ

により，素子の導通時およびスイッチング時の損失特性を

改善することが可能となる。今後は一層の特性向上を目指
し，この技術およびデバイス適用技術の開発を進め，設
計・プロセス技術の高度化を図る予定である。

　リチウム電池保護 IC用のMOSFETスイッチとして，

トレンチ内部に素子を形成した双方向タイプの低オン抵抗
トレンチ横型パワーMOSFET（TLPM）を開発した。

　デバイス構造としてはトレンチ中心から左右対称に折り

返した双方向構造で，従来のプレーナ構造に対しトレン

チ側面にチャネルを形成した縦構造のためデバイスピッチ

を縮小でき，低オン抵抗を実現した。これによりリチウム

電池保護 ICとしては業界初の充放電パワーMOSスイッ

チを内蔵し，さらにWL-CSP（Wafer Level-Chip Size 
Package）を採用することにより業界最小の 1.6mm×
1.6mmというパッケージサイズを実現した。主な双方向
TLPMの特性は次のとおりである。

（1）　Ron・A＝ 12mΩ・mm2（VGS＝ 3.7V）/25V
（2）　ESD耐量＞ HBM（Human Body Model）＋－ 5,000V

　パワーモジュールは産業用途が主であったが，最近では

ハイブリッド車のモータ制御などにも使用され始め，大容
量化とパッケージの小型化が今まで以上に求められている。

これらの要求は半導体チップの温度上昇につながり，樹脂
接着強度低下，はんだ接合層劣化などを招き，長期信頼性
が課題になる。一方，チップ自体も高温動作可能な SiCや

GaNの開発が進められており，パッケージの耐熱性向上
はパワーモジュールの重要な技術となってきている。この

技術課題に対して，高温域で組織変化の少ないはんだ，さ

らに FEM解析によって熱膨張を最適化した耐熱性封止樹
脂の開発を行っている。はんだ結晶分析は従来の SEM観
察に加え EBSP（Electron Backscatter Patterns：後方散
乱電子回析像）を使用し，高温域でも結晶粒が安定してい

る鉛フリーはんだの開発を行っている。

半導体
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　鉛フリーはんだを用いた IGBT製品の寿命予測技術

SnAgIn はんだ
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DCB基板裏面
銅はく DCB基板裏面

銅はく
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SnAg合金

SnAgはんだ

　トレンチ IGBTの解析技術

　SiC デバイス・プロセス技術

図19　はんだ材破壊箇所微細組織観察結果

トレンチ
欠損

図20　OBIRCH法による不良解析結果と断面 FIB 像

　富士電機は 2005年から鉛フリーはんだを用いた IGBT
パワーモジュールを販売している。最近ではハイブリッ

ド車用途に使用され始め，高信頼性が求められている。市
場実績のある鉛はんだから鉛フリーはんだに変更すること

に伴い，製品設計を行う際の信頼性寿命予測精度向上が必
要である。この技術課題に対して，①製品におけるはんだ

材破壊箇所の微細組織観察による破壊メカニズムの明確化，

②はんだバルク材，はんだ接合層の疲労寿命測定による材
料物性データの取得，③製品使用時における発生応力の測
定を実施した。これらをもとに FEM解析による鉛フリー

はんだを用いた IGBTモジュール製品の寿命予測を可能と

した。この技術を用いることにより，要求寿命に対し適切
な製品設計を可能とした。

　デバイスの品質向上において，不良原因を可視化する技
術は迅速で的確な改善をするうえで重要である。今回，ト

レンチ IGBTの不良箇所を裏面 OBIRCH（レーザ光加熱
抵抗変動）法を用いて検出し，収束イオンビーム（FIB）
装置を用いてピンポイントで解析する方法を開発した。こ

の方法を用いて，トレンチ欠損によってウェルとエミッ

タ間で電流リークがあると推測されるデバイスを解析した。

裏面から赤外レーザを入射し，リーク箇所を OBIRCH法
で数 µmまで絞り込み，リーク箇所近傍へレーザマーキン

グをした後に FIBで断面観察を行い，トレンチ欠損とそ

の原因を可視化した。また，エミッタとコレクタ間の異常
リークやゲートリーク異常に関しても，この方法と発光解
析法を適用しリーク箇所を特定し，異常原因を可視化する

ことを行った。

　Siに比べ約 3倍のバンドギャップと，それに伴う約
10倍の破壊電界強度を有する SiCの優れた材料特性に着
目し，次世代パワーデバイスとして U溝構造MOSFET

（Metal-Oxide-Semiconductor Field-Effect Transistor）
の開発を行っている。U溝形成プロセスならびに高品質エ

ピタキシャル技術の向上による大電流化のみならず，周辺
耐圧構造の改良により，図に示すような良好な素子耐圧特
性を得ることができた。

　今後は，キラー欠陥の一層の削減による素子の大面積化
や U溝形成プロセスの改良による移動度向上だけでなく，

MOSFETセルの最適設計による低オン抵抗化を図ること

で，U溝構造MOSFETの大電流化を進めていく。

半導体
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図21　U溝構造MOSFETの耐圧特性


