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2009 年は日米で新政権がスタートした。オバマ大統領

はグリーン・ニューディール政策で太陽光発電などのク

リーンエネルギー技術を中心とした新たな産業の創出を提

唱する一方，鳩山首相は日本が 2020 年までに 1990 年比で

温室効果ガスを 25% 削減することを世界に宣言した。こ

のように各国のリーダーは地球環境保護に向けた強いメッ

セージを打ち出し，今後は世界の産業の基軸が“エネル

ギー・環境”関連に急激にシフトすると考えられる。

富士電機では，パワーエレクトロニクス技術を用いて

“エネルギー・環境”関連事業にリソースを集中し，省電

力化や再生可能エネルギー分野に対応可能な技術および製

品開発に取り組んでいる。それらを実現するための基幹部

品であるパワー半導体に関して，2009 年は次の開発成果

を得た。

パワーモジュール分野では，独自の最新 FS（Field 

Stop）トレンチ技術を適用した第 6 世代 IGBT（Insulated 

Gate Bipolar Transistor）モジュール「V シリーズ」の

系列を拡大し，PIM（Power Integrated Module），6 in 1

製品に続き，2 in 1 製品を開発，量産を開始した。IPM

（Intelligent Power Module）製品では，V シリーズ IGBT

技術に加え，アラーム要因別の出力機能を追加した新た

な制御 IC を搭載した第 6 世代 IPM を開発した。今後，順

次系列拡大を図る。また，医療機器，溶接機，さらには

UPS，太陽光インバータ機器で必要とする高周波スイッ

チング用途に高速 IGBT を開発した。そのほか，3.3 kV 

IGBT は電鉄用途のみならず，今後系統電圧の高圧化が進

む風力発電用コンバータへの適用拡大が期待される。車載

用途では，ハイブリッド車用パワーコントロールユニット

の両面冷却モジュールに適用される第 2 世代めっきチップ

を開発した。さらなる大電流密度化への対応を可能とし，

ハイブリッド車技術の躍進へ貢献していく。

パワーディスクリート分野では，電源用途では UPS や

太陽光発電のインバータ用に適用可能な高速ディスクリー

ト IGBT，大電流低損失 600 V 高速ダイオードを開発した。

車載用途ではハイブリッド車の DC-DC コンバータ用途の

高信頼性高耐圧 MOSFET（Metal-Oxide-Semiconductor 

Field-Effect Transistor）を開発した。

パワー IC 分野では，グリーン IDC・通信・産業向け製

品として，電源の高効率化とノイズ低減による外付け部品

点数削減を可能とする大容量 PFC 電源 IC，低待機電力で

高信頼性を確保したボルテージモード PWM 電源 IC，液

晶テレビなどの民生製品の低消費電力化と電源小型化を

可能とする臨界 PFC 電源 IC，ノートパソコン電源の高効

率化と低待機電力化を可能とする EPA 5.0 規格対応多機能

PWM 電源 IC を開発した。車載用途では，環境対応車向

け製品として，ハイブリッド車の電力変換システムに用い

られる高信頼性の IGBT 駆動用 IC，ディーゼル車の排気

圧を検出する耐腐食性の高い圧力センサを開発した。

以上のような新製品を開発するとともに，将来ニーズを

予測して次世代技術の開発も行っている。ウェーハ技術と

してエピタキシャル成長技術を用いた拡散構造形成，デバ

イス技術として Superjunction MOSFET と HVIC の技術

開発，実装技術として銅端子超音波接合技術と冷却技術を

開発した。

今後も引き続き富士電機では，エネルギー・環境問題に

対応するべく，高効率・高信頼性の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。

半導体

半導体
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1　第 6 世代 IGBT モジュール「V シリーズ」

2　第 6 世代 IGBT-IPM 「V シリーズ IPM」 関連論文：富士時報. 2009, vol.82, no.6, p.（28）.

3　高速 IGBT モジュール 関連論文：富士時報. 2009, vol.82, no.6, p.（19）.

図１　「V シリーズ」
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図₂　「V シリーズ IPM」

図₃　高速 IGBT モジュール

近年，電力変換装置に使用されるパワーモジュールは低
損失化，小型化が求められている。富士電機では第 6 世代
モジュール「V シリーズ」を製品化し，PIM 系列，Dual
系列に加え，さらにスタンダード 2 in 1，EconoPACK ™
を系列化した。主な特徴は次のとおりである。

⑴　小型化：前世代チップに比べ 30% サイズダウン

⑵　低損失化：新トレンチ構造，フィールドストップ層の

最適化による低オン電圧，高速スイッチング，発生損失
低減の実現

⑶　ノイズ制御性の向上：ゲート抵抗による EMI ノイズ

の原因となるターンオンスイッチング時の IGBT 電流お

よび FWD 電圧の制御の向上
⑷　高信頼性：RoHS 指令対応鉛フリーはんだでのパワー

サイクル耐量の向上

モータ駆動装置や電源装置などに使用される IPM は，

高効率化・小型化・高信頼性化が要求されている。この要
求に応えるため，IPM 用に最適化した V シリーズ IGBT
チップと駆動方法を改善したドライブ IC を開発し，小
型・薄型の新規パッケージに搭載した「V シリーズ IPM」

を開発した。主な特徴は次のとおりである。

⑴　定格電圧/電流：600V/20 〜 400A，1,200V/10 〜 200A
⑵　トータル発生損失の対 R-IPM3 比 17% 低減
⑶　小型化・薄型化（RoHS 指令対応）

⑷　デッドタイムの短縮
⑸　アラーム要因別アラーム出力機能
⑹　内蔵機能：ドライブ機能，過電流・短絡・チップ過

熱・電源電圧低下保護機能

近年，MRI や X 線装置の医療用電源，電磁調理器，溶
接機，プラズマカッタ用電源などの市場が拡大している。

これらの機器ではスイッチング周波数が 20 〜 50 kHz の

領域で IGBT モジュールを使用する。このような高周波ス

イッチングでの使用に適した高速 IGBT モジュールを開発，

製品化した。製品系列は 2 個組 1,200 V/100 〜 200 A の 3
型式と，チョッパ用 200 〜 400 A の 3 型式である。パッ

ケージは標準的な外形のものに，DCB 基板として窒化け

い素の絶縁材料を適用することで放熱性を向上した。高速
スイッチングに適応した性能を実現するため，IGBT チッ

プの裏面 p 層の濃度コントロール，表面セルピッチ間隔
の短縮，および FWD チップのライフタイムコントロール

を最適化して，スイッチング損失を低減した。

関連論文：富士時報. 2009, vol.82, no.6, p.（24）.
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4　3.3 kV IGBT モジュール

（a）1in1 3.3kV/
        1,200A, 1,500A

（b）1in1 3.3kV/800A

190mm

140
mm 140

mm
130mm

5　ハイブリッド車用第 2 世代めっきチップ

6　自動車用高耐圧 MOSFET

図 4　3.3 kV IGBT モジュール

図₅　第２世代めっきチップ

図₆　高耐圧 MOSFET（500 V，600 V，900 V）

産業用インバータや車両インバータなどの市場ニーズ

に応えるため，3.3 kV 耐圧，1,200 A 電流定格の大容量
IGBT モジュールを開発した。製品ラインアップとして，

3.3 kV/1,500 A および 3.3 kV/800 A IGBT モジュールを開
発中である。主な特徴は次のとおりである。

⑴　トレンチ，フィールドストップ適用の IGBT チップに

よる低損失化
⑵　高いスイッチング耐量
⑶　低熱抵抗の AlN（窒化アルミニウム）絶縁基板によ

る優れた熱性能
⑷　高い長期信頼性

™  高絶縁性能のパッケージ樹脂材を採用
™  AlSiC（アルミニウム・シリコンカーバイド）ベー

スにより，高いパワーサイクル耐量

普及の進むハイブリッド車のシステムは，高出力化，小
型化の要求が増している。これに対し，高電流密度化，両
面冷却構造に対応した半導体チップが要求され，表面電極
にニッケル（Ni）めっき膜を形成した構造の第 2 世代チッ

プを開発した。IGBT チップは 1,200 V-FS（フィールドス

トップ）トレンチ IGBT 構造の技術を用い，第 1 世代チッ

プより高電流密度に対応した設計とすることで，特性改
善を達成した。ダイオードチップは FZ（フローティング

ゾーン）ウェーハを採用し，特性ばらつきを改善を行った。

また，めっき工程では自動式装置を導入することで，膜質
の改善と膜厚ばらつきを低減するとともに，新生産ライン

を構築している。

環境対策として注目されるハイブリッド車や電気自動車
において，高電圧バッテリと低電圧バッテリ間で電力変換
を行う DC-DC コンバータは重要部品の一つである。富士
電機では，構造設計の最適化により耐久性と放熱性を改善
し 500 〜 900 V クラスの自動車用高耐圧 MOSFET を製品
化した。500 V および 600 V 品は，内蔵ダイオードを高速
化し，スイッチング時の損失を抑制した。主な特徴は次の

とおりである。

⑴　定格電圧/定格電流： 500 V/48 A，600 V/42 A，

  900 V/2.6 A，900 V/7 A
⑵　耐久性の向上：1.5 〜 2.0 倍（当社従来品比）

⑶　逆回復時間　：trr（代表値）＝160 〜 175 ns

関連論文：富士時報. 2009, vol.82, no.6, p.（15）.

（a）IGBT チップ （b）ダイオードチップ

関連論文：富士時報. 2009, vol.82, no.6, p.（6）.
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7　高速ディスクリート IGBT

従来品 IGBT

高速 IGBT

=5A/divI C

=200V/divV CE

=5A/divI C

=200V/divV CE

=200  s/divt

=200  s/divt

8　大電流低損失 600 V 高速ダイオード

9　大容量 PFC 電源 IC「FA5610 シリーズ」

図₇　高速ディスクリート IGBT のターンオフ波形

図₈　大電流低損失 600 V 高速ダイオード
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図₉　伝導ノイズ特性の比較

ミニ UPS や太陽光インバータでは，高周波化および高
効率化の要求が強い。これらの機器向けに，モジュールで

業界トップレベルの低損失技術を持つ IGBT と FWD を高
周波用途向けに最適化し，ディスクリートパッケージに集
積した。図は高速ディスクリート IGBT のターンオフ波形
の一例であり，従来品に比べスイッチングが高速となり，

ターンオフ損失を約 50% 低減した。主な特徴は次のとお

りである。

⑴　低オン電圧，高速スイッチング・低スイッチング損失，

高速リカバリー

⑵　定格電圧/電流： 600 V/30 A，50 A，75 A， 
1,200 V/15 A，25 A，40 A

⑶　外形：TO-247 パッケージ

インターネットの情報通信量の飛躍的な増加に伴い，

IDC 機器（UPS，ネットワークサーバなど）に搭載され

るスイッチング電源には，単位体積当たりの電力容量増加
とそれに伴う高効率・低損失化が要求される。一方，これ

らの電源には高調波対策として力率改善回路（PFC 回路）

が必須とされ，回路に使用する高速ダイオードの低損失化
が電源の効率向上に必要となる。富士電機では，ライフタ

イムキラーの拡散プロファイルやシリコン基板を最適化す

ることによって，VF と trr のトレードオフを向上した大電
流，高速かつ低 VF 特性で電源の高効率化に有効な低損失
600 V ダイオードを開発・製品化した。製品系列は次のと

おりである。

⑴　定格電流：20 A，30 A，50 A
⑵　パッケージ：TO-247

大容量電源向けの平均電流方式の連続モード PFC-IC
（Power Factor Correction-IC）「FA5610 シリーズ」を開
発した。

本 IC はスイッチング周波数の分散機能を持ち，入力電
圧や負荷条件により最適なスイッチング周波数を設定する

ことができ，従来機種より 6 dB 程度のノイズが低減でき

る。この機能により，入力フィルタを簡素化し，効率の向
上，部品削減が可能となる。

また，8 ピン小型パッケージを採用しながら，起動時の

音鳴り対策，負荷急変時の出力電圧低下対策，高電圧入力
時の電力制限などの機能を搭載し，使いやすさ，安全性を

向上した電源システムを実現することができる。

関連論文：富士時報. 2009, vol.82, no.6, p.（57）.

関連論文：富士時報. 2009, vol.82, no.6, p.（19）.
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�　新臨界 PFC 電源 IC「FA5590 シリーズ」

�　ボルテージモード PWM 電源 IC「FA5604 シリーズ」 関連論文：富士時報. 2009, vol.82, no.6, p.（52）.

関連論文：富士時報. 2009, vol.82, no.6, p.（62）.�　排気系圧力検出用センサ

図１₀　「FA5590 シリーズ」

図１₁　「FA5604 シリーズ」

図１₂　排気系圧力検出用センサ

民生機器の低消費電力化・小型化に貢献する臨界 PFC-

IC「FA5590 シリーズ」を開発した。

本 IC では，入力電圧検出を不要とし，待機電力を

100 mW 低減している。また，周波数制限機能により軽負
荷時の効率を最大 6% 向上している。

さらに，インダクタのゼロ電流検出方法を変更すること

により，外付け部品（補助巻線，バイパスダイオード）を

不要とし，電源の小型化に貢献している。

加えて，次の改良により安全性が高く，高性能な電源が

実現できる。

⑴　応答性の向上による力率の向上
⑵　ダイナミック過電圧保護，ソフトスタート機能による

起動時・負荷急変時のインダクタ音鳴り防止

電源装置の小型化，低待機電力化，高効率化，高安全
性などの要求に対応したボルテージモード PWM 電源 IC

「FA5604 シリーズ」を開発した。

スタンバイ機能を内蔵し，低待機電力化，軽負荷時の効
率改善が可能となる。また，パルスバイパルス電流制限，

定電流垂下特性，過負荷時ヒカップ動作などの保護機能に

より高い安全性を確保した電源装置が構成できる。

特に定電流垂下特性を少ない外付け部品で実現できるこ

とから，バッテリなど定電流特性が要求される負荷へ接続
する電源装置なども含め，さまざまな用途の電源への応用
が可能となる。主な特徴は次のとおりである。

⑴　スイッチング周波数設定可能（100 〜 300 kHz）
⑵　小型 8 ピンパッケージに豊富な機能を内蔵

自動車の排出ガス規制が年々強化され，内燃機関の効率
化と低排ガス化が進む中で，排ガスの圧力検出の要求が高
まっている。今回開発した排気系圧力検出用センサは，エ

ンジンの吸気圧用センサとして実績があるワンチップタイ

プの半導体式圧力センサを応用し，金電極，金ワイヤを採
用した耐腐食構造により，排ガス中に含まれる腐食性物質
に対する耐性を持っている。特徴は次のとおりである。

⑴　圧力レンジ/出力電圧範囲：〜 400 kPa abs/0.5 〜 4.5 V
⑵　出力誤差精度：＋－1.2 %F.S. 以下（25 ℃），

　　　　　　　　　＋－2.0 %F.S. 以下（－40 ℃，135 ℃）

⑶　EMI 耐性：100 V/m（1 〜 1,000 MHz）
⑷　EMC 耐 性：JASO D00-87，ISO 11452-2，ISO 7637

準拠
⑸　耐腐食性（SO2 ガス試験）：DIN 50018-SFW 1.0S 準拠 
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�　ハイブリッド車用 IGBT 駆動 IC「Fi009」

�　銅端子超音波接合技術

図１₃　ハイブリッド車用 IGBT 駆動 IC「Fi009」

図１₄　銅端子接合部

地球温暖化防止に対する全世界的な関心が高まっている。

ガソリン車との価格差の減少などによりガソリンエンジン

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，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 IC「Fi009」を開発した。この製品は，

IGBT 駆動用の 15 V 系ドライブや保護機能（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 の安定動作や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。チップは従来品より汎用性を高め，微
細プロセスを用いて小型化した。パッケージは鉛フリー対
応の SSOP-20 とした。また，175 ℃での放置に耐える高
信頼性耐量を確保している。

近年の風力発電や太陽光などの新エネルギー利用の拡大
に伴い，大容量領域の IGBT モジュールの要求が増加して

いる。大電流容量域においては銅端子による配線が有効で

ある。しかし大型の IGBT モジュールでは加熱時の熱変形
の影響が大きく，従来のはんだ付け技術の適用は難しい。

そこで，代替接合技術として，超音波接合技術を開発した。

超音波接合の課題は，①銅端子－銅回路部の接合強度の確
保，②絶縁層であるセラミックス部へのダメージ低減，③
温度サイクル試験での信頼性，である。材料硬度，端子形
状，接合加圧パターンなどのパラメータ最適化を図ること

で，本技術を確立した。従来よりも大面積の大容量 IGBT
モジュールの製品化を容易にした。

関連論文：富士時報. 2009, vol.82, no.6, p.（10）.

�　自己分離型 HVIC 技術

レベルシフタ（800V系 LDMOS） ハイサイド側駆動回路部

低電圧制御回路部 ローサイド側駆動回路部

図１₅　800 V 保証自己分離型 HVIC のチップ近年，IT 分野では機器の台数増加に伴い使用電力量が

急増しており，グリーン IDC 化による電源システムの省
エネルギー化・高効率化が求められている。富士電機では，

グリーン IDC 電源向けに 800 V 保証 HVIC（High Voltage 
IC）の製品開発を行った。HVIC とは，低電圧制御回路と

高電圧駆動回路をワンチップに集積した半導体製品であ

る。今回，自己分離方式を採用した HVIC 技術を開発した。

主な特徴は次のとおりである。

⑴　800 V 系 LDMOS と，30 V 系および 5 V 系 CMOS を

ワンチップに集積
⑵　低寄生容量高耐圧 LDMOS による高速応答の実現（ハ

イサイドターンオン－オフ伝達遅延時間：75 ns）
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�　エピタキシャル成長技術を用いた拡散構造形成

�　熱流体解析を用いた冷却技術開発

シリコン基板

n型

p型

図１₇　シリコン基板拡散構造（SCM 像）

IGBT入口

出口

温度
高

低

FWD

（a）解析モデル

（b）チップ表面温度分布
　　  （非定常解析）

（c）冷却構造温度分布

温度
高

低

図１₈　解析モデルと特性値

パワーデバイスの小型化・高性能化のため，シリ

コン基板の拡散構造設計が重要になってきている。

Superjunction MOSFET をはじめとした新しいデバイス

用にエピタキシャル成長技術を用いて三次元の拡散構造形
成を行った。シリコン基板表面の段差を基準に所定の領域
にイオン注入で不純物を入れ，その後段差形状を維持して

エピタキシャル成長を行い，再び段差を基準に所定の領域
に不純物を入れる。これを繰り返した後，不純物の拡散熱
処理を行い深さ方向に分離している不純物同士をつなげる。

これにより深さ数十 µm，幅数 µm のカラムが並ぶ拡散構
造を形成した。図はシリコン基板に形成した拡散構造の観
察結果（SCM 像）である。n 型と p 型カラムが並ぶ，設
計どおりの三次元拡散構造ができていることを確認した。

ハイブリッド車用パワーモジュールは高い信頼性とさら

なる小型化が求められている。またモータ駆動には大電流
が必要であり，素子の冷却設計が課題である。発熱した素
子を効率的に冷却させるため，三次元熱流体解析シミュ

レーションを活用した高精度な解析を行い，信頼性の高い

パワーモジュール用冷却構造の開発に取り組んでいる。

図に示すように，発熱状態と冷媒の温度や流れ方を考慮
した流路設計を行うことで，冷却性能を向上させた小型か

つ低圧力損失の冷却構造を開発した。

パワーモジュールの最適設計の一手段として熱流体解析
を利用し，冷却メカニズムを解明することで，アプリケー

ションに合った構造最適化を図り，信頼性の確保とともに

開発期間の短縮を実現していく。

�　高効率電源向け Superjunciton MOSFET 技術 関連論文：富士時報. 2009, vol.82, no.6, p.（33）.
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図１₆　パワー MOSFET の発生損失比較（出力 400 W）近年，地球環境保護への関心が高まる中，IT 機器の省
電力化対策として，電力変換効率を向上するための低損失
なパワー MOSFET が強く求められている。この要求に応
え，富士電機では不純物濃度制御に優れた多段エピタキ

シャル成長方式による 600 V/0.16 Ω の Superjunction（SJ）
MOSFET（パッケージ：TO-220）を開発した。開発品は，

SJ 構造の不純物濃度および n 型バッファ層の最適化によ

り，業界最高レベルの性能となる低 Ron・A，高 L 負荷ア

バランシェ耐量を達成した。また，400 W クラス ATX 電
源に使われる従来型 MOSFET（「FHM23N60ES」：TO-

3P 搭載最大サイズ品）を SJ-MOSFET に置き換えるだけ

で，トータル損失が約 14% 改善できることを確認した。
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