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持続可能な社会を実現するために，種々の廃棄・排出
物の低減と清浄化による地球環境の保護強化を早急に進
めなければならない。中でも地球温暖化防止は喫緊の課
題であり

⑴

，二酸化炭素を主とする温室効果ガスの排出量
を今後大幅に削減することを主要国首脳が宣言している

⑵〜⑷

。

二酸化炭素の排出量を大幅に削減するには，エネルギー

のグリーン化（石炭，石油，天然ガスなどの化石燃料か

ら風力，太陽光，太陽熱，水力，地熱，波力，バイオマ

スなどの再生可能エネルギーへの転換）と省エネルギー

化を強力に推進しなければならない。エネルギーのグリー

ン化はエネルギー消費における電力の比率を高め，電力
を効率的に利用するための技術であるパワーエレクトロ

ニクスの適用が広がる。また，ますます重要となる省電
力化においてもパワーエレクトロニクスはコアとなる技
術であり，その重要性は今後一層高まるものと考えられる。

富士電機では，パワーエレクトロニクスとそのキーデ

バイスであるパワー半導体に以前から力を入れてきてお

り，“エネルギー・環境”をキーワードに掲げ，エネル

ギーのグリーン化と地球環境保護（排
出低減，清浄化，省エネルギー，省
電力，省資源）に貢献する事業への

変革を進めている。コアとなる技術
はパワーエレクトロニクス，キーデ

バイスはパワー半導体であり，富士
電機の強みであるパワーエレクトロ

ニクスとパワー半導体の相乗効果で

双方の力をさらに高めながら，顧客
と協力してエネルギーのグリーン化
と地球環境保護に貢献していきたい。

パワー半導体の強化はパワー半導体
の顧客であるパワーエレクトロニク

ス応用装置メーカーへの貢献を通し

てエネルギーと環境への貢献となり，

パワーエレクトロニクスの強化はパ

ワーエレクトロニクス応用装置の顧

客であるソリューションプロバイダーへの貢献を通して

エネルギーと環境への貢献となる。そして，強いパワー

エレクトロニクス応用装置をコアコンポーネントとして

活用し，富士電機自らもソリューションプロバイダーの

一社として，エネルギーのグリーン化と地球環境保護に

貢献することができる。

本稿では，まずパワーエレクトロニクスとパワー半導
体の相乗効果を発揮する意義と期待される効果について

解説した後，現在の具体的な取組みの事例と成果，そし

て今後の展望について説明する。

2.パワーエレクトロニクスとパワー半導体

図₁に富士電機における新型パワー半導体の開発の歴
史と新型変換器の開発の歴史（モータ駆動と電源）をま

とめた。この図は二つの重要なことを示している。一つ

はパワーエレクトロニクスにおける革新（新型変換器の

誕生）がパワー半導体の革新（新型パワー半導体の誕生）

と同期して起きることであり，もう一つはパワーエレク

トロニクスの革新が小容量帯で始まり大容量側へ展開さ
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図₁　パワーエレクトロニクスとパワー半導体の歴史
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れていくことである
⑸

。

パワーエレクトロニクスとパワー半導体の革新の同期
性については，新型パワー半導体が備えた革新的能力と

その能力を生かして誕生した新型変換器の革新的機能・

性能をまとめた表₁を用いてさらに詳しく解説する。そ

れまで水銀整流器に頼っていた整流器において，その小
型化と高信頼化に対するパワーエレクトロニクス技術者
の渇望がパワー半導体技術者をしてダイオードを誕生せ

しめ，それを生かしてパワーエレクトロニクス技術者が

小型・高信頼性のダイオード整流器を誕生させた。自己
点弧能力と自己消弧能力に対するパワーエレクトロニク

ス技術者の強い要求がパワー半導体技術者をしてサイリ

スタや GTO（Gate Turn-Off ）サイリスタ，トランジスタ

を誕生せしめ，これらの新型パワー半導体が備えた新た

な能力をパワーエレクトロニクス技術者が生かして PAM
（Pulse Amplitude Modulation） イ ン バ ー タ や PWM
（Pulse Width Modulation）インバータという新型変換器
を誕生させた。パワーエレクトロニクス技術者とパワー

半導体技術者の協力と相互作用が極めて好ましい相乗効
果を発揮し，パワーエレクトロニクスとパワー半導体
の革新を生み出した訳である。これらに続く MOSFET

（Metal-Oxide-Semiconductor Field-Effect Transistor）
や IGBT（Insulated-Gate Bipolar Transistor），RB

（Revese-Blocking）-IGBT と，高周波 PWM インバータ

やマトリックスコンバータの間にも同様な相乗効果が存
在している。

富士電機が技術開発と新商品開発の面でパワーエレク

トロニクスとパワー半導体の協力と相互作用を強化する

体制を構築した目的は，上述のような相乗効果を引き出
すためであり，パワーエレクトロニクスとパワー半導体
の新たな革新を引き起こすためである。また，革新とま

では言えない場合でも，パワーエレクトロニクスとパワー

半導体の技術や新商品の競争力を同様のメカニズムに

よって高めることができる。このようにして生み出され

る革新的もしくは強いキーデバイス（パワー半導体商品）

とコアコンポーネント（パワーエレクトロニクス応用装
置商品）が増えることによって，顧客であるパワーエレ

クトロニクス応用装置メーカーやソリューションプロバ

イダーの競争力向上に貢献することができる。また，そ

れらを使った富士電機のソリューションビジネスの競争
力も高まることが期待できる。そして，顧客とともに目
指すのはエネルギーのグリーン化と地球環境保護への貢
献である。

3.現状の取組み

パワーエレクトロニクスとパワー半導体の相乗効果を

引き出す最近の取組みの中から代表的な事例を次に紹介
する。

₃.₁　新型変換器の開発

富士電機独自のパワー半導体の一つに RB-IGBT
⑹

があ

る。RB-IGBT は，先に述べたマトリックスコンバータ
⑺

を実現するために 2003 年に開発したパワー半導体であり，

逆耐圧を持つ RB-IGBT を逆並列に接続することによっ

て低損失の双方向スイッチを構成することができる。現
在，この RB-IGBT を活用した新型変換器の開発を進め

ており，図₂にその回路トポロジーを示す。アドバンスト

NPC（Neutral Point Clamped）と命名されたこの新型変
換回路は，3 レベル変換回路の一つであり，以前から知ら

れてはいたが
⑻

，低損失の双方向スイッチがないために実
用化できなかった。今回，富士電機では，独自のパワー

＝ or

図₂　アドバンスト NPC の回路トポロジー

表₁　 パワーエレクトロニクスとパワー半導体の革新の同期性と
　　　相互の関係　　

パワー半導体 半導体の能力 変換器 変換器の機能・性能

ダイオード 整流 整流器 整流機能

サイリスタ 自己点弧 PAM インバータ 交流出力

トランジスタ
GTO サイリスタ

自己消弧 PWM インバータ
精度・効率改善

体積低減

MOSFET
IGBT

高速スイッチング
高周波

PWM インバータ
高精度・高効率・小型

RB-IGBT
低損失・小型

双方向スイッチング
マトリックス
コンバータ

高精度・高効率・小型
双方向交流出力
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（ｂ）内部接続図（ａ）モジュール外観
　　　（1,200V/300A）

図₃　アドバンスト NPC 用 IGBT モジュールの外観と内部接続図
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半導体である RB-IGBT を用いることにより，このアド

バンスト NPC の実用化を可能としている。

RB-IGBT はインバータの出力電位を中性点（直流の

1/2 電位）にクランプするために使用される。中性点クラ

ンプにダイオードを用いた NPC
⑻

が近年使われ始め，電力
変換効率の向上とノイズの低減に効果を挙げている。ア

ドバンスト NPC は，その素子構成の違いが効果を発揮し，

従来の NPC よりさらに高効率で低ノイズな変換器を実現
できる

⑼

。

富士電機では，アドバンスト NPC の特長を生かし，“エ

ネルギー・環境”に貢献する各種アプリケーションへの

展開を進める計画である。そのために，アドバンスト

NPC 用 RB-IGBT の系列化（電流容量の拡大と高耐圧化）

と，アドバンスト NPC 変換器の構成に適したパワーモ

ジュール化を進めている
⑽

。図₃に，1,200 V/300 A の第 6
世代 IGBT と 600 V/300 A の第 2 世代 RB-IGBT を組み合
わせたパワーモジュールの外観と内部接続図を示す。

図₄は，アドバンスト NPC 回路を適用する最初の商品
となる新型中容量 UPS（Uninterruptible Power Supply）
試作機（200 V 入力，50 kVA）の外観である。常時イン

バータ方式としてはトップクラスの効率（95% 以上）を

実現しており，従来商品に比べて損失を 50% 低減してい

る。アドバンスト NPC 用パワーモジュールを開発・搭載
するに当たり，素子特性の最適化を図るとともに，素子
の性能を最大限発揮するために，ダイナミッククランプ

技術や中間アームの短絡保護技術を同時に開発している。

低ノイズの特長を生かして入出力フィルタ回路のリアク

トルが小型化できることもアドバンスト NPC のメリット

の一つであり，装置全体の小型・軽量化に寄与している。

この UPS は 2010 年 4 月に発売予定であり，その後も順次，

アドバンスト NPC 回路を用いた新商品を展開していく。

なお，アドバンスト NPC 変換器用パワーモジュールと

第 2 世代 RB-IGBT はパワー半導体の顧客各位へ広く展
開する計画であり，顧客のパワーエレクトロニクス応用
装置の性能向上へ貢献することで，顧客とともにエネル

ギーと環境への貢献を広げたい。

₃.₂　パワースタックの開発

風力発電や太陽光発電などのグリーンエネルギーの拡
大と，その不安定な発生電力を安定に運用しかつ効率的
に消費するスマートグリッド構想

⑾

の実現のために，パワー

エレクトロニクス応用装置は必須のものである。しかし

ながら，発電方式，規模，地域性，消費形態などさまざ

まな要因の違いから，パワーエレクトロニクス応用装置
に要求される仕様も極めて多様なものとなっている。既
存のパワーエレクトロニクス応用装置メーカーだけで

は，とてもこれらの多様化する要求に対応することがで

きなくなってきている。特に中国などの新興国において

は，莫大な需要を背景に新規参入や新会社の設立が盛ん

になっているが，高度なパワーエレクトロニクス応用装
置を開発できるメーカーは少ない。この問題を解決し，

また富士電機のビジネスを拡大するための新商品として，

パワースタックの開発を進めている。

パワースタックとは，パワーエレクトロニクス応用装
置の最も難しい部分である並列パワーモジュール，駆動・

保護回路，主回路ブスバー，DC リンクコンデンサ，スナ

バ回路，冷却体などを出力容量に合わせて設計・一体化
して構成したユニットであり，いわばパワーエレクトロ

ニクス応用装置の心臓部である。富士電機が開発したパ

ワースタックを変換器のプラットフォームとして提供す

ることにより，新興国の技術力が比較的低いメーカーで

も地域や顧客の多様な要求に応じたパワーエレクトロニ

クス応用装置を開発することができる。また，富士電機
としても，パワーモジュールに付加価値を付けて販売す

ることや，国産化率などの規制のためにシステムやパワー

エレクトロニクス応用装置としては参入できなかった地
域や分野へビジネスを拡大することができる。コンポー

ネントレベルのミニソリューションビジネスといえる。

図₅は，2010 年 1 月からサンプル出荷を開始した風力
発電用低圧大容量パワースタック

⑿

であり，三相 690 V 入力，

出力容量 3 MW の水冷式（一相分）である。このパワー

パワースタック
DCリンクコンデンサ部分

IPM＋冷却体部分

図₅　風力発電用パワースタック（一相分）

図₄　アドバンスト NPC を適用した新型中容量 UPS 試作機

パワーエレクトロニクスとパワー半導体のシナジーによる技術の強化
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スタックは，主回路，DC リンクコンデンサ，スナバ回路
に加えて，温度上昇や過電流などの保護機能や最適パル

ス分配機能などを持っており，ユーザの制御装置が出力
する PWM 信号に従って，安全かつ安定的に電力変換を

行う。パワースタックによるプラットフォームは，電圧，

電流，冷却などの観点から系列化を行っていくが，上位
装置との通信機能なども含めて機能拡充を行い，各種ア

プリケーションに提供する予定である。また，新興国へ

の展開にとどめず，日米欧を含めた世界中の顧客へも提
供し，パワーエレクトロニクス応用装置への多様化する

要求への対応を顧客とともに進めていきたい。

4.今後の展望

₃章で二つの事例を紹介した。パワーエレクトロニク

スとパワー半導体の相乗効果を発揮する取組みは既に幾
つも進めており，今後もその実績を増やしていく。RB-

IGBT を活用したアドバンスト NPC 変換器用パワーモ

ジュールの系列化と，それらを用いた最高効率の変換器
の開発および各種アプリケーションへの展開，パワース

タックの系列拡充と各種アプリケーションへの提供に加
えて，直近では次の取組みが重要だと考えている。

グリーン IDC（Internet Data Center）ソリューショ

ンのコアコンポーネントとなる最高効率の電源とその

キーデバイスとなる最 高 性 能の Superjunction（SJ）-

MOSFET
⒀

，ならびに“エネルギー・環境”分野各種ソ

リューションの次期コアコンポーネントとなる次世代ア

ドバンスト NPC 変換器とそのキーデバイスとなる第 7 世
代 IGBT および第 3 世代 RB-IGBT は，同様な同期開発
により相乗効果を最大限に発揮させる。シリコンパワー

半導体の性能が次第に理論限界に近づき，変換回路方式
もアイデアとしては出尽くした感のある現状においては，

さらに一段の性能向上や未実現アイデアの実現のために

有効な開発手法だと考えている。

シリコンデバイスの性能限界を大幅に超える次世代材
料デバイスとして，富士電機では 2009 年から炭化けい素
（SiC）パワー半導体と窒化ガリウム（GaN）パワー半導
体への研究開発投資を大幅に増やしている

⒁，⒂

。これら新材
料デバイスは，シリコンデバイスを大幅に超える高周波・

低損失・高耐圧を実現できる一方，安定動作領域の限界

把握など未知の部分も多く，パワーエレクトロニクスと

パワー半導体の協力と相互作用による相乗効果が最も期
待できるデバイスだと考えている。SiC や GaN のデバイ

スは，動作特性の面から，ハードスイッチング動作より

ソフトスイッチング動作の方がその優位性をより引き出
すことができると考えられており

⑸

，パワーエレクトロニ

クス技術者の力量が問われる。富士電機では，共振形の

電力変換装置への応用に注目しており，誘導加熱や各種
絶縁電源への適用をまず図りたい。図₆に，高周波トラン

スを用いた共振形絶縁電源の回路構成を示す。この回路
のデバイスとして SiC や GaN のパワー半導体を適用する

ことで，装置の飛躍的な高電力密度化が期待でき，バッ

テリ搭載の電子機器や電気自動車用充電器など，幅広い

分野でパワーエレクトロニクス応用装置の革新的進歩に

寄与できると考えている。

5.あとがき

富士電機は，技術開発と新商品開発におけるパワーエ

レクトロニクスとパワー半導体の協力と相互作用を強化
し，その相乗効果でパワーエレクトロニクス（コアコン

ポーネント）とパワー半導体（キーデバイス）をさらに

強化していきたいと考えている。キーデバイスの強化は，

それらを使用する顧客のパワーエレクトロニクス応用装
置の性能向上を通してエネルギーと環境への貢献となる。

コアコンポーネントの強化は，それらを用いる顧客のエ

ネルギー・環境ソリューションの強化を通してエネルギー

と環境へ貢献する。また，強いコアコンポーネントを活
用することで，富士電機自らもエネルギー・環境ソリュー

ションプロバイダーの一員として，より一層の貢献を果
たすことができる。

目指すのは“エネルギー・環境”での社会貢献であ

り，最高性能のキーデバイスやパワースタックを世界の

パワーエレクトロニクス応用装置メーカーへ提供し，最
高効率のコアコンポーネントを世界のソリューションプ

ロバイダーへ提供する。そして，最高効率のコアコンポー

ネントを活用したエネルギー・環境ソリューションを，

日本・中国・アジア地域にとどまらず世界中へ提供する

会社へと進化していきたい。

忘れてならないのは人材の強化である。パワーエレク

トロニクスとパワー半導体という異なる技術，異なる文
化の衝突・融合は非連続な人材成長をもたらしてきてい

る。この人材成長メカニズムをさらに応用し，外国人技
術者の採用増，顧客や他企業・機関との共同プロジェク

トを増やすことなどを通して，優れた技術者を大きく成
長させる機会をさらに増やしていきたいと考えている。
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