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2008 年 7 月に開催された北海道洞爺湖サミットでは地

した「SuperFAP-E3 シリーズ」を高効率，低ノイズ特性

球温暖化が最大の課題として取り上げられ，先進国だけで

はそのままで，ゲートチャージ特性を 20 % 低減させてス

なく，発展途上国も含めた地球規模での温暖化防止につ

イッチング損失を改善した「SuperFAP-E3S 低 Qg シリー

いての話し合いが行われた。富士電機ではパワーエレクト

ズ」と，その設計思想を生かし高耐圧化を図った「Super

ロニクス技術を，地球環境保護，CO2 削減を実現させる重

FAP-E3 900 V シリーズ」を開発した。ダイオード製品で

要事業として位置づけて推進しており，その技術を支える

は，高耐圧で逆阻止電流の小さい SBD（Schottky Barrier

基幹部品としてのパワー半導体は，今後ますますその重要

Diode）の系列化を行った。

性を増すものと考えている。このような状況の下，富士電

車載用 IGBT モジュールでは，U シリーズ IGBT を適

機のパワー半導体は高耐圧，低損失，高信頼性を特徴とし，

用した昇降圧コンバータ IGBT IPM および両面はんだ付

顧客の機器・システムの高機能化，省電力化，低コスト化

け実装を可能としためっきチップを量産化しており，すで

などのニーズに応える製品群を提供してきている。

に自動車市場で採用されている。2008 年は，マイルドハ

産業用パワーデバイス分野では，さらなる需要拡大が

イブリッドシステムへの搭載を目的に製品開発した次世代

予測される産業インフラ分野で使用される高圧・大容量イ

車載用パワーモジュールにおいて，V シリーズ IGBT を

ンバータや風力発電システム向けの電力変換装置への貢献

適用した低損失化とパッケージの低熱抵抗化を図ることに

を目指し，第 5 世代 IGBT（Insulated Gate Bipolar Tran-

より，従来比で約 40 % の小型化を達成した。また，IGBT

sistor）
「U4 シリーズ」のラインアップを拡充した HPM

モジュールに温度・電流センス機能を付加し，ドライブ

（High Power Module）を開発した。最新のチップ技術の

IC との組合せで精度の高い保護を実現し，パワーコント

採用とともに，製品パッケージには低インダクタンス・低

ロールユニットの小型化と装置組立の簡素化に寄与できる

熱抵抗絶縁基板・高耐トラッキング性樹脂を採用し，高性

新しいコンセプトを持った製品開発を行っている。

能・高信頼性を実現した。また，従来から富士電機の主力

独自の MEMS 技術を応用した圧力センサでは，自動車

製品である中容量製品向け産業 IGBT モジュール製品にお

のエンジン性能を最適化するための高地補正用小型大気圧

いては，第 6 世代 IGBT「V シリーズ」チップを搭載した

センサを開発し，自動車メーカーの新たなニーズに応えた。

パワーモジュール製品を開発した。V シリーズでは，
「U

イグナイタ分野では，自己保護機能とエンジンの破壊防止

シリーズ」の素子構造をさらに最適化し，低損失・低ノイ

機能などの高い信頼性要求に応えた新製品を開発した。自

ズ化を実現するとともに，ゲート抵抗による制御性を高め

動車 ECU（Engine Control Unit）向けの IPS（Intelligent

“使いやすさ”を追求した IGBT モジュールを実現した。

Power Switch）分野では，信頼性を向上し，2 チャネル

電源用パワー IC では，高効率，低消費電力，低ノイズ

を小型パッケージに実装した新製品を開発した。さらに富

を実現するための電力変換トポロジー技術と，それを低

士電機の高信頼性半導体技術を応用した製品として，放射

コストで実現するためのデバイス技術を組み合わせた新製

線の影響を受けない宇宙用パワー MOSFET も開発した。

品を開発した。一次側電源用途では連続モード力率改善用

以上のような新製品を開発するとともに，将来ニーズを

IC，700 V 耐圧起動回路を内蔵した低待機電力 PWM 電源

予測しての次世代技術の開発も進めている。デバイス性能

IC，臨界モード力率改善と電流共振回路の統合 IC を開発

が理論限界に近づいてきている中で，新規材料や新規構造

した。また，二次側電源用途では，ワイド入力高効率降圧

デバイス開発にも力を入れている。

コンバータ IC，携帯機器用のマルチチャネル電源 IC を開
発した。
電源用パワーディスクリート製品では，2007 年に開発

今後も引き続き富士電機では，環境問題を含めて多様化
する顧客ニーズに応えるため，パワー半導体の技術開発・
製品開発に取り組んでいく所存である。
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産業用 IGBT ハイパワーモジュール
近年，産業インフラ分野で適用される高圧・大容量イ

関連論文：富士時報 2008.6 p.390-394

図１

IGBT ハイパワーモジュール

ンバータや風力発電システム向けの電力変換装置用に，大
容量 IGBT モジュールの需要が拡大している。富士電機は，

M152 パッケージ

他社のモジュールパッケージと互換性のある IGBT ハイパ
ワーモジュールを新たに開発した。本製品は，第 5 世代
IGBT「U4 シリーズ」を搭載し，低損失・低ノイズ化を実
現した。また，絶縁基板に窒化ケイ素を採用し，業界トッ
プレベルの低熱抵抗を達成するとともに，600 以上の耐ト
ラッキング指数を持つ樹脂材料をモールドケースに適用
し，高い耐環境性能を実現した。パッケージは，130 mm
×140 mm，190 mm×140 mm の サ イ ズ を 持 ち，1 in 1 お
よ び 2 in 1 を 構 成 す る。1 in 1 は，1,200 〜 3,600 A，2 in 1

M256 パッケージ

は，600 〜 1,200 A の電流容量を持ち，モジュール耐圧は

M151 パッケージ

1,200 V および 1,700 V である（合計 14 機種）
。

ハイブリッド車モータ駆動用 IGBT モジュール
CO2 排出量の少ないハイブリッド車は，エコカーとして

関連論文：富士時報 2008.6 p.386-389

図

ハイブリッド車モータ駆動用 IGBT モジュール

の社会的認知度が高く急速に普及しつつある。富士電機で
はハイブリッド車のモータ駆動用インバータに最適な小
型・低損失な車載用 IGBT モジュールを開発した。
IGBT チップは，第 6 世代である 600 V 耐圧「V シリー
ズ」を採用し，損失低減と高電流密度化を実現した。また
1 秒程度の異常過負荷時にチップ温度が急上昇した場合で
も，IGBT チップに内蔵されたオンチップ温度センシング
ダイオードで，異常過熱の検知が可能である。さらにイン
バータシステムの故障・停止を未然に防止するために必要
な IGBT チップ温度保護回路，短絡保護回路，過電流保護
回路は，富士電機製ゲートドライブ IC「Fi009」と組み合
わせることで容易に構築できるようにした。

小型・薄型 IPM
近年，サーボアンプなどの電力変換装置に使用される
IGBT-IPM には，小型化・低価格化・高信頼性・使いや
すさが強く要求されている。この市場ニーズに対応する
ため，富士電機では制御 IC の小型化・内部レイアウトの
最適化などの施策により，既存の「P622 パッケージ」に
対して厚さ 5 mm 減・面積比 35% 減の小型の「P626 パッ
ケージ」を開発した。さらにドライブ能力最適化・ピン配
置の見直しも並行して行い，使いやすさも実現した。新製
品の主な特徴は次のとおりである。
（ 1） 定 格 電 圧・ 電 流：600 V/30 〜 75 A，1,200 V/25 〜

50 A（600 V/75 A，1,200 V/50 A は 6 in 1 のみ）
，RoHS 対応
（ 2） 外形：W87×D50×H12（mm）
（ 3） 内蔵機能：ドライブ機能，過電流・短絡・チップ温

度・不足電圧保護（上下アームからアラーム出力可能）
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高速 IGBT
MRI や X 線装置などの医療用機器，溶接機やプラズマ

図

高速 IGBT のターンオフ波形

カッタ用電源，UPS，太陽光インバータといった機器は，
近年高周波化が加速している。これら高周波用途機器向

従来品 IGBT

けに，低損失な高速 IGBT を開発した。IGBT と FWD の

t ＝100 ns/div
V CE＝200 V/div

出力特性とスイッチング損失を 20 〜 50 kHz の高周波用
I C ＝50 A/div

途に最適化することでスイッチング損失を大幅に低減した。
また，サージ電圧を抑制するようチップ設計を最適化し
た。図は高速 IGBT のターンオフ波形の例であり，従来品

高速 IGBT

に比べ dv/dt を高速化し，テイル電流がゼロになっており，

V CE＝200 V/div

ターンオフ損失を大幅に低減した。
定格電圧・電流は次のとおりである。

™2 in 1 モジュール

1,200 V/100 A，150 A，200 A

™1 in 1 チョッパモジュール

I C ＝50 A/div

1,200 V/200 A，300 A，400 A

第 6 世代パワー MOSFET「SuperFAP-E3S 低 Qg シリーズ」
近年，各種電子機器に組み込まれるスイッチング電源に

図

関連論文：富士時報 2008.6 p.403-406

「SuperFAP-E3S 低 Qg シリーズ」

対して，各種規制により高効率，低ノイズの要求が高まっ
ている。これらの要求に対応したスイッチングデバイスと
して第 6 世代パワ ー MOSFET「SuperFAP-E3S 低 Qg シ
リーズ」を開発した。本製品は既存の「SuperFAP-E3 シ
リーズ」のプレーナ型 MOS 構造での業界最小の低オン抵
抗性能を持ったまま，ゲートチャージ特性 Q g を従来比約
20 % 低減し，かつゲイン特性 gfs を最適化することにより
スイッチング損失の低減とターンオン dv/dt の低減を両立
し，スイッチング損失とノイズのトレードオフを実現した。
本製品を適用することにより，電子機器システムとしての
電力効率向上と温度上昇低減を実現し，省エネルギー化に
貢献できる。

宇宙用パワー MOSFET
宇宙開発分野においてパワー MOSFET は，衛星などの

図

宇宙用パワー MOSFET

電子機器への電力供給のキーデバイスとして重要視されて
いる。重粒子が飛び交い，放射線に満ちている過酷な宇宙
空間においても，世界トップレベルの低オン抵抗・高速ス
イッチング性能を発揮するパワー MOSFET を開発し，独
立行政法人宇宙航空研究開発機構（JAXA）の認定部品と
して製品化した。本製品は 2008 年に国内・欧州メーカー
向けに販売を開始している。主な特徴は次のとおりである。
①放射線耐性，②高信頼性，③定格電圧 100 V，130 V，
200 V，250 V，500 V， お よ び SMD（Surface Mount Device）を含めた 4 タイプのパッケージ（合計 30 型式をライ
ンアップ）
富士電機は，宇宙開発分野においても高い技術力と信頼
性で世界に貢献している。
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高耐圧超低リーク電流 SBD の系列化
パソコン，デジタル家電などに搭載されるスイッチン

図

高耐圧超低リーク電流 SBD

グ電源の要求としては，電源容量増加，高効率化規制対応，
小型化，低ノイズ化などがある。そこに使用される二次側
整流ダイオードには，低損失，高温動作，低ノイズなど
の要求が高くなっている。富士電機ではこの高温動作要求
に合わせ 120，150，200 V 耐圧の超低リーク電流ショット
キーバリヤダイオード（SBD）シリーズを開発した。
チップ構造を最適化することによって，従来品に比べ
てリーク電流を 1 けた小さくし，逆方向損失を大幅に低減
した。これにより，特に高温での損失低減で接合部温度
175 ℃保証が可能となり，SBD の低 VF，ソフトリカバリー
性と併せ，高温環境下における用途で最適なデバイスが実
現できた。

マルチチップパワーデバイス「M-Power 2B シリーズ」
富士電機では，高効率・低ノイズ・高信頼性である独自

図

「M-Power 2B」

の複合発振型電流共振電源を開発し，制御 IC と二つのパ
ワー MOSFET を持つ専用デバイスの「M-Power 2 シリー
ズ」を製品化し好評を得ている。今回は，電源システムの
コストダウン要求に対応した「M-Power 2B シリーズ」を
開発した。制御 IC に起動回路，起動時ソフトスタート機
能，低入力電圧保護機能などを内蔵し，周辺部品および端
子の削減を図っている。また，待機動作が可能で待機専用
電源が不要である。主な特徴は以下のとおりである。
（ 1） 共振はずれなしで高信頼性
（ 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 1 W 以下（0.5 W 出力時）
（ 4） 製品系列：600 V/1.2 Ω，500 V/0.38 Ω，250 V/0.09 Ω

臨界型 PFC 電流共振統合電源 IC「FA5560M」
アクティブフィルタ回路用に使われている臨界型 PFC
（Power Factor Correction）制御 IC と，高効率・低ノイ
ズの電流共振制御 IC を統合した臨界型 PFC 電流共振統
合電源 IC「FA5560M」を開発した。高耐圧起動回路やス
タンバイ機能を内蔵し，電源の部品削減，省スペース化，
スタンバイ電力削減が可能である。また，PFC 部と電流
共振部の起動・停止シーケンスを内蔵し，スタンバイ起動
および定格負荷起動が可能である。主な特徴は次のとおり
である。
（ 1） 臨界型 PFC 制御 IC と電流共振制御 IC の統合電源 IC
（ 2） 500 V 耐圧起動回路・スタンバイ機能内蔵
（ 3） 起動・停止シーケンス内蔵
（ 4） ブラウンアウト保護機能内蔵
（ 5） 20 pin-SOP パッケージ
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図

「FA5560M」
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8 ピン連続 PFC IC「FA5550/51」
民生機器に求められる電源の小型化を実現する 8 ピン連

図

SOP-8 パッケージ「FA5551」

続 PFC（Power Factor Correction）IC「FA5550/51」 を
開発した。
従来 16 ピンであった連続 PFC IC を 8 ピン化すること
により，周辺部品を削減し，電源の小型化を可能としてい
る。また，電源効率向上のため，電流検出を従来のマイナ
ス検出からプラス検出にすることにより，損失の低減を
行っている。さらに，次の保護機能を IC に内蔵すること
で，安全性の高い電源を低コストで実現することを可能と
している。
（ 1） 低 AC 入力電圧保護（ブラウンアウト）
（ 2） フィードバックオープン・ショート保護

高効率低待機電力 PWM 制御 IC「FA5592/93 シリーズ」
近年の省エネルギー要求（EPA 規格など）のために低

図

SOP-8 パッケージ「FA5592」

待機電力機能の強化，平均効率の向上および EMI ノイズ
低減機能ほか各種保護機能を持った SOP8 ピンのカレン
トモード PWM（Pulse Width Modulation）制御 IC「FA
5592/93 シリーズ」を開発した。特徴は次のとおりである。
（ 1） 700 V 耐圧の起動回路を内蔵
（ 2） 平均効率向上のため負荷に応じた動作周波数低減機能

を内蔵
（ 3） 電流検出抵抗での損失低減が可能
（ 4） 低 AC 入力電圧保護（ブラウンアウト）
（ 5） モータなどのパルス負荷電流に対応した過負荷（電流

制限）保護機能
（ 6） 外部ラッチ方式過熱保護，過電圧保護

高効率降圧コンバータ IC「FA7743N」
電源 IC は，近年のデジタル家電の急速な普及や，産業

関連論文：富士時報 2008.6 p.424-427

図

高効率降圧コンバータ IC「FA7743N」

用市場の拡大に伴って製品の高効率化，小型化，高信頼性
化，低電圧化が求められている。今回これらの市場要求に
対応し従来機種より高効率化，高周波化，高信頼性化，低
電圧化および外付け部品削減を図るため，ハイサイド n
チャネル MOSFET 内蔵，位相補償内蔵，電流モード制御，
ヒカップ動作の降圧コンバータ IC「FA7743N」を開発し
た。
主な特徴は次のとおりである。
（ 1） 効

率：90.7%

（ 2） 電源（VCC 端子）電圧：9 〜 45 V
（ 3） 最大負荷電流：1.5 A

：500 kHz
（ 4） 動作周波数（固定）
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携帯機器用マルチチャネル電源 IC「FA7763R」
近年，デジタルスチルカメラやビデオカメラなどの携帯

関連論文：富士時報 2008.6 p.428-431

図

7 チャネル電源 IC「FA7763R」

型電子機器は，高機能化に伴って，電圧の異なる多出力系
統の安定した電源が要求されている。これらのマルチチャ
ネル電源回路に適した，7 チャネル出力の PWM 制御方式
DC-DC コンバータ IC「FA7763R」を開発した。特徴は
次のとおりである。
（ 1） 動作電源範囲：4 〜 10 V
（ 2） スイッチング MOSFET 内蔵
（ 3） 同期整流方式の電流モード制御に対応
（ 4） LED 電流制御に対応
（ 5） 各種保護回路内蔵（低電圧誤動作防止，ソフトスター

ト，タイマラッチ式短絡保護，過電流保護，過熱保護）
（ 6） 56 ピ ン QFN パ ッ ケ ー ジ（ □ 7 mm×7 mm， H0.9

mm）

高機能ワンチップイグナイタ
自動車の安全性，快適性，省エネルギーや環境問題への

関連論文：富士時報 2008.6 p.432-434

図

TO-220 パッケージ

対応のため，車両構成部品の多くが電子化されている。自
動車に搭載され，過酷な環境で使用されることから高い信
頼性が要求される。富士電機では，実車で想定されるさ
まざまな電気的ストレスや条件に対応するため，イグナイ
タ自身に保護機能を搭載し，高機能化に取り組んだ。また，
従来の小型パッケージを踏襲するために，オン電圧を電源
とする回路構成で，微細化プロセスを適用したイグナイタ
を開発した。主な特徴は次のとおりである。
（ 1） 主要特性：400 V/12A
（ 2） 保護機能：電流制限機能，過熱検出機能，タイマ機能，

ソフトオフ機能
（ 3） ESB 耐量：300 mJ（150 ℃）

インテリジェントパワー MOSFET「F5063L」
環境・安全・快適性能向上を背景とする自動車電装シ
ステムの小型・大規模化に対応するため，パワー半導体に
周辺回路を内蔵したインテリジェントパワー MOSFET の
系列品としてローサイド高機能 MOSFET「F5063L」を開
発した。この製品は従来品同様，短絡保護（過電流・過熱
保護）機能を内蔵しながら，負荷断線検出機能および状
態出力端子を新設し，過電流・過熱などの半導体素子の状
態や，負荷断線有無などの負荷状態を CPU へ出力可能と
した。さらに 1.5 µm 自己分離型プロセス（従来 3 µm）や，
出力段 MOSFET の擬平面接合ウェーハプロセス技術によ
り，オン抵抗を従来の 600 mΩ max から 140 mΩ max に
低減した。従来品に対し約 25 〜 30% のチップサイズシュ
リンクを実現し，SOP-8 パッケージに 2 チャネル分のチッ
プ搭載を可能とした。
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関連論文：富士時報 2008.6 p.410-414

図

インテリジェントパワー MOSFET「F5063L」
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半導体
自動車向け高地補正用小型大気圧センサ
自動車産業における環境への取組みは規制強化とともに

関連論文：富士時報 2008.6 p.435-437

図

自動車向け高地補正用小型大気圧センサ

高まってきており，自動車のエンジンマネジメントの高精
度化・高効率化と，そのキーデバイスの一つである圧力セ
ンサの重要性が高まってきている。今回，第 5 世代デジタ
ルトリミング型圧力センサチップを用いて，自動車が高地
を走行する際の高地補正用途として用いられる ECU（電
子制御ユニット）基板上に表面実装が可能な小型大気圧セ
ンサを開発した。主な特徴は次のとおりである。
（ 1） 圧力レンジ：50 〜 120 kPa abs
（ 2） 出力電圧範囲：0.5 〜 4.5 V
（ 3） 出力誤差精度：1.5%FS 以下（25 ℃）
（ 4） EMI 耐性：100V/m（1 〜 1,000 MHz）
（ 5） EMC耐性：JASO D00-87，ISO11452-2，ISO7637 準拠
（ 6） 実装面積：当社従来比約 65 % 低減

車載用 IPS デバイス技術
近年，自動車電装分野では半導体製品の適用範囲が広

関連論文：富士時報 2008.6 p.450-453

図

新開発のデバイス技術を適用した IPS のチップ

がっている。富士電機では自動車電装システム向けに IPS
（Intelligent Power Switch）と呼ばれる製品の開発を行っ
ている。IPS とは，パワー出力段と制御回路をワンチップ
に集積した半導体製品である。今回 IPS 製品群の低コス
ト化，小型化を推進するため，車載用 IPS に適用する技
術として，新しい IPS デバイス技術の開発を行った。特
徴は次のとおりである。
（ 1） 60 V 系縦型 DMOS と 60 V 系および 5 V 系 CMOS を

ワンチップに集積化
（ 2） 擬似平面接合技術を用い，縦型 DMOS の低 Ron・A 化

を実現
（ 3） 1.5 µm の加工ルールを採用し，制御回路部を微細化

制御回路部

パワー出力段

三次元パワーデバイス形成技術
小型で高性能なパワーデバイスを実現するために，SJ

図

トレンチエッチング後と平たん化後の断面 SEM 像

-MOSFET をはじめとした三次元構造を利用し
（超接合）

た新しいデバイスが製品開発されている。通常，デバイス

基板表面

基板表面

の拡散構造はイオン注入した不純物を拡散して形成するが，
シリコン基板内に数十 µm 以上の深い領域に三次元的に構
造を形成するには新たな技術が必要となる。今回，p 型と
n 型のカラムを配置する形成技術を開発した。n 型の基板

Si 基板

Si 基板

に深さ数十 µm，幅数 µm のトレンチを形成し，選択エピ
タキシャル成長によってトレンチ内に p 型のシリコンを

トレンチ

トレンチ

結晶成長させた。そして，表面に成長したシリコンを化学
機械研磨（CMP）法で平たん化し，三次元的な拡散構造
を持つ基板を作製した。図から分かるように“す”のない
埋込みエピタキシーと平滑な表面が得られた。

トレンチエッチング後

平たん化後
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半導体
樹脂封止型半導体パッケージの設計技術
半導体製品において，チップと構成部材との接合不良は

図

電源用 IC の熱応力解析例と樹脂粘弾性特性

製品の信頼性低下につながる。特に封止樹脂とチップとの
接合部に関しては詳細な設計技術の確立が必須である。こ

リードフレーム

の課題に対して，粘弾性解析技術を適用した樹脂封止型半

チップ
ダイアタッチ
ペースト

導体パッケージの設計を進めている。電源用 IC において，
基板実装時のチップと封止樹脂間の熱ストレス検証を目的

ダイパッド

に，封止樹脂の粘弾性特性を考慮した解析を実施し，パッ
樹脂

ケージ構造を検討している。封止樹脂の粘性を考慮するこ

緩和弾性率 E r

とで，時間依存性のある熱ストレスを詳細に模擬できるこ

封止樹脂

とを確認した。
今後，実機評価での検証を進め，解析精度の向上に努め
る。さらに種々の半導体製品への技術適用を進め，製品品
質向上への貢献と開発期間の短縮を図る。

非表示

t ＝100 ℃
t ＝20 ℃

時間

SON 構造の形成技術
半導体デバイスの高速化・低消費電力化において，SOI

図

SON 構造の断面 SEM 像

（Silicon on Insulator）構造を凌（しの）ぐ特性が期待さ
れる SON（Silicon on Nothing）構造を実現する技術とし
て，シリコン基板内部に厚さ 1 µm 以下の平板状の空洞を
形成する技術を開発した。SON は，薄いシリコン層が空
洞によりシリコン基板から分離されてできた構造で，水素
雰囲気アニール処理によるシリコン表面原子の自己拡散現
象が誘因となって形成される。SON 層には点欠陥や積層
欠陥などは観察されず，結晶性が良好であることから，従
来の SOI 基板の構造欠陥を解決できる。この技術および
その根幹をなす水素アニール技術は，トレンチ MOSFET
だけでなく，
今後の発展が期待される三次元素子（FinFET
など）や MEMS/NEMS などへの応用で有効な構造を提
供できる。

SiC パワー MOSFET デバイスプロセス技術
パワー半導体材料として Si に比べて優れた材料物性値

関連論文：富士時報 2008.6 p.454-457

図

SiC トレンチゲート型 MOSFET の電圧電流特性

を持つ SiC（炭化ケイ素）を使用して，次世代パワーデバ
イスとしてトレンチゲート型 MOSFET（Metal-Oxide-

0.7

Semiconductor Field-Eﬀect Transistor）を開発中である。

を向上させ，図に示すようなノーマリーオフの特性を持っ
た MOSFET を得ることができた。
今後はさらにプロセス技術を向上させ，シミュレーショ
ン技術を駆使してデバイス設計に反映し，大面積化，微
細化，低オン抵抗化を図りながら，SiC トレンチゲート型
MOSFET の特性向上を進めていく。
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