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化させ，さらに低損失化と低ノイズ化を実現した。図 1 に，
U シリーズと V シリーズのチップ特性の比較を示す。ま

2008 年 7 月に北海道洞爺湖で開催された G8 主要国会議

たパッケージ構造においては熱マネジメントの最適化を行

では，地球温暖化が最大の課題として取り上げられた。そ

い，一部の電流定格品においては従来よりも 1 ランク小さ

れだけ事態は深刻な状況になりつつあることを認識せざる

なパッケージとすることができた。さらにさまざまな顧客

を得ない状況である。

ニーズに対応し，はんだフリーの接続構造を持つパッケー

富士電機では本業に環境への取組みをビルトインする環
境経営を推進しており，
“少ない資源とエネルギー消費で，

ジも準備している。 図 2 に V シリーズ IGBT モジュール
の製品系列を示す。
また，IGBT ハイパワーモジュールへの展開も加速して

ムダがなく効率的なものつくり”を目指して，長年培った
（ 1）

コア技術をさらに進化させ継続的改善に取り組んでいる。

いる。主として産業インフラ分野で使用される高圧・大容

電力エネルギーの効率的な利用を可能にするパワーエレ

量インバータや風力発電システムの電力変換装置向けとし

クトロニクス技術は，地球環境保護，CO2 削減を実現する

て展開を開始した。 図 3 に示すように，第 5 世代「U4 シ

重要技術の一つとして位置づけられている。特にパワーエ

リーズ」IGBT チップを搭載し，ハイパワーモジュールと

レクトロニクス技術を支える基幹部品としてのパワー半導

し て 1,200 V/600 〜 3,600 A，1,700 V/600 〜 3,600 A 定 格

体は，さらにその重要性を増すものと考えている。

品を提供する。これらのハイパワーモジュールは基板材料

最近のパワー半導体に対する要求は，環境に優しく使い

として窒化ケイ素を用いることにより大きな電流定格を実

やすいことである。環境に悪影響を及ぼす部品材料を使わ

現している。さらにノイズの発生を抑制するとともに，電

ないのは当然のことである。さらに従来の低価格化や低損

力損失を従来比で 30 % 低減しており，使いやすさと変換

失化という要求に加えて“使いやすさ”が強く求められて

効率向上により省エネルギーに貢献している。

おり，その中には低ノイズ化に代表される環境保護への取
組み技術も含まれている。

〈注 1〉RoHS：電気電子機器に含まれる特定有害物質の使用制限につ

本稿では，富士電機の代表的なパワー半導体製品である，

いての EU（欧州連合）の指令

パワーモジュール，パワーディスクリート，パワー IC お
よ び 自 動 車 用 MOSFET（Metal-Oxide-Semiconductor
Field-Eﬀect
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V シリーズ IGBT モジュールの製品系列
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次世代自動車用パワーモジュールは，第 6 世代 V シリー

IGBT ハイパワーモジュール

ズ IGBT チップを搭載し，小型化，低損失化により高パ
ワー密度化を実現して，従来比 40 % の小型化を可能とし
た。マイルドハイブリッドシステムへの搭載を目的とした
この次世代自動車用パワーモジュールは，現在サンプルを
展開中である。
IGBT としての特性は，すでに第 6 世代 V シリーズ IGBT
で，理論限界に近づきつつある。IGBT モジュールとし
てさらに使いやすくするためには，FWD（Free Wheeling
（ 3）

（ 4）

Diode）の特性改善やパッケージの研究開発が必要となる。
これらの総合技術により，低ノイズ，高信頼性でより使い
やすい IGBT モジュールへ進化させることができる。

パワーディスクリート
また，東京工業大学嶋田教授との共同研究では，磁気エ
ネルギー回生スイッチ（MERS）を適用し，風力発電用に

高耐圧パワー MOSFET では，
「SuperFAP-E3S 低 Qg シ

最適化した IGBT モジュールを開発した。MERS に適用

リーズ」と「SuperFAP-E3 900 V シリーズ」を開発した。

される IGBT は，スイッチング周波数が従来の周波数（≦

最近では高耐圧 MOSFET を使用する電源装置分野では，

数 kHz）に比べて，数十 Hz と低い周波数で動作する。一

特に環境対策のため各種電子機器の省エネルギー化の要求

方で MERS は直列接続の電力変換であるため，導通損失

が強まると同時に，国際エネルギースタープログラム 基準

の増加が問題となる。そこでトレードオフ特性を見直し，

により電力効率向上が規制が強化され，スイッチング電源

オン電圧を 1.54 V まで低減することで変換器全体の効率

における高効率化に対する要求がますます強いものになっ

を改善した。

ている。また各種ノイズ規制をクリアするために，低損

（ 2）

〈注 4〉

自動車用パワーモジュール製品においては，現在第 5 世
代 U シリーズ IGBT モジュールを搭載した昇降圧コンバー

〈注 2〉クラウン：トヨタ自動車株式会社の登録商標

タ IGBT IPM（Intelligent Power Module）と両面はんだ

〈注 3〉LEXUS：トヨタ自動車株式会社の登録商標

付け実装を可能としためっきチップを量産化しており，ト

〈注 4〉国際エネルギースタープログラム：OA 機器の省エネルギー

〈注 2〉

〈注 3〉

ヨタ クラウン ハイブリッド，LEXUS LS600h，LS600hL

のための国際的な環境ラベリング制度。経済産業省と米国環

などに採用されている。

境保護庁の相互承認の下で運営している。
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第 2 世代リチウム電池保護 IC

図

COC パッケージの外観と内部構造

特 集
第１世代
チップサイズ；1.6 mm×1.6 mm
MOSFET（TLPM）
R on・A =12 mΩmm2

第 2 世代
チップサイズ；1.6 mm×1.32 mm
MOSFET（TLPM）
R on・A =8 mΩmm2

失化と同時に低ノイズ化の要求を満たさなければ商品とし

（a）外

観

（b）内部構造

産化した。今回は 2007 年に量産化した第 1 世代品に続き，

ての価値がない。富士電機では，2007 年にスイッチング

パワー MOSFET 部分の単位面積あたりのオン抵抗 Ron・A

電源の高効率化，低ノイズ化を実現するパワー MOSFET

で 8 mΩmm2 を達成し業界最高レベルを実現し市場要求

として，第 6 世代高耐圧 MOSFET「SuperFAP-E3 500 V

に応えたものである。第 2 世代品は第 1 世代品と比較して

シリーズ」
「SuperFAP-E3 600 V シリーズ」を系列化し展

チップサイズで 17.5% シュリンクを実現した。チップ写

開した。これはプレーナ構造での業界最小の低オン抵抗

真を図 4 に示す。

SuperFAP-E3S

低 Qg シ

パワー IC の低損失化と小型化にとって重要な技術は，

リーズは，500 V，600 V シリーズの低オン抵抗特性，ゲー

内蔵するパワーデバイスの低損失化と小型化である。富士

ト抵抗制御性と低ノイズ性能はそのままに，スイッチン

電機では，パワー IC に内蔵するパワーデバイスの低損失

グ性能を向上させたものである。これは，既存の Super

化と小型化の研究開発を継続的に進めている。

特性を持っている。今回開発した

（ 6）

FAP-E3 シリーズのゲートチャージ特性 Q g を従来比約
20 % 低減させており，これによりスイッチング損失の低減

自動車用デバイス

を実現している。
また，SuperFAP-E3 900 V シリーズは 500 V，600 V シ

（ 1） 高機能ワンチップイグナイタ

リーズを高耐圧化したものである。これは，アバランシェ

複数部品で構成するハイブリッド型のイグナイタからワ

電流が流れ込む寄生バイポーラトランジスタ動作の抑制お

ンチップ型のイグナイタへの移行が加速している。これに

よびアバランシェ時の各セル間の不均一動作の解消により，

呼応して，IGBT ワンチップの中に保護機能のすべてを組

アバランシェ耐量は従来比 2 倍を実現し破壊しにくいもの

み込んで製品化を実現した。
自己保護機能を充実したことがポイントである。素子単

に仕上げた。
高耐圧パワー MOSFET の分野においても低価格化，小

体で破壊しない，コイルを焼損させない，異常点火でもエ

型化，低損失化，低ノイズ化が強く求められており，これ

ンジン破壊を防止するなどの機能を実現し，ワンチップで

らの要求に応えることができるように研究開発に注力して

小型のパッケージ「TO220」を製品化した。
（ 2） IPS（Intelligent Power Switch）

いる。
将来に向けてスーパージャンクション MOSFET におけ

自動車電装用の ECU（Engine Control Unit）は搭載環

る最適設計による低抵抗化と低価格化を両立させるための

境が室内からエンジンルーム，さらには負荷装置に組み込

（ 5）

研究開発も推進中である。

まれるなど，小型化，高機能化に加えて過酷な環境下でも
破壊しないことが要求される。富士電機は小型化のため

パワー IC

COC（Chip On Chip）
，CSP（Chip Size Package） の 製
品化と系列化で対応してきたが，さらに状態出力を備えた

パワー IC では次に示すようなさまざまな成果を上げて
いる。
（a） リチウムイオン電池保護 IC

2 チャネル品の製品化を実現した。SOP-8 パッケージに状
態出力 2 チャネルチップを搭載した製品は他社にはない。
今回開発した COC 技術では，COC パッケージにおける

（b） 臨界型 PFC 電流共振統合電源 IC「FA5560M」

IC チップ接着用フィルム材料の熱応力挙動を分析し，よ

（c） 低待機電力擬似共振電源 IC「FA5571 シリーズ」

り高信頼性を実現した。図 5 に COC パッケージの外観と

（d） 高効率降圧コンバータ IC「FA7743N」

内部構造を示す。図に示すようにリードフレームにはんだ

（e） 携帯機器用マルチチャネル電源 IC「FA7763R」

付けした MOSFET チップ上に，IC チップを接着した構

リチウムイオン電池保護 IC は，富士電機独自の低オン
抵抗三次元パワーデバイスの実用化により世界で初めて量
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造となっている。
（ 3） 圧力センサ
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化，小型化，高信頼性化，低価格化など継続的にそして革

CMOS プロセスによるデジタルトリミング型の圧力セン

新的に進めていかねばならない。また何よりもお客様の

サを市場に投入してきた。その用途は主に吸排気系の圧力

視点に立ち，
“使いやすい”商品であることを基軸にして，

測定である。また，新用途の圧力センサも積極的に開発し

今後とも技術開発を続けていく所存である。

ており，その一つが大気圧センサである。これは，高地走
行時のエンジン性能を最適化する目的で，ECU の高地補
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