
78

展　望

富士時報 Vol.84 No.1 2011

リーマンショック後の景気対策として世界各国が実施し

た，環境対応車や省エネルギー（省エネ）家電製品など

耐久消費財に対する購入補助金や減税などの施策により，

2010 年に入り世界経済は急激な回復を見せている。さら

に，太陽光発電や風力発電などの新エネルギー関連事業も

急速に市場拡大してきており，世界の半導体市場もリーマ

ンショック以前の水準まで回復してきている。

富士電機では，2009 年からの 3 か年計画において，パ

ワーエレクトロニクス技術を用いて“エネルギー・環境”

関連事業へリソースを集中して社会貢献することを発表

し，CO2 削減などの地球環境保護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，2010 年は次の開発成果を得た。

パワーモジュール分野では，最新フィールドストッ

プ（FS）構造とトレンチ技術を適用した第 6 世代 IGBT

（Insulated Gate Bipolar Transistor）を IPM（Intelligent 

Power Module）用に最適化したチップと高機能 IC を搭

載した「V シリーズ」IPM 系列を拡充した。また，ポス

トシリコンとしての有力候補である，炭化けい素（SiC）

を適用したショットキーバリアダイオード（SBD）とシリ

コン IGBT とを組み合わせてインバータ回路を構成するハ

イブリッドモジュールを開発し，大幅な損失低減を実現し

た。さらに，高効率エネルギー変換技術の実現を狙い，富

士電機独自の RB-IGBT（逆阻止 IGBT）を用いたアドバ

ンスト NPC（Neutral-Point-Clamped）用 3 レベル変換

回路に適用する IGBT モジュールを開発した。無停電電源

装置（UPS）や太陽光発電用パワーコンディショナなどを

はじめとして，適用アプリケーションの拡大を提案してい

く。車載用途では，ハイブリッド車用に高信頼性，小型・

軽量および高パワー密度への市場要求に対応するため，直

接水冷 IGBT モジュールを開発した。今後もモジュール製

品を提案し，ハイブリッド車，電気自動車の進歩に貢献し

ていく。

パワー IC 分野では，インターネットデータセンター

（IDC）に使われるサーバや UPS などの電源システムの省

エネ化・小型化・高信頼性化に貢献する 800 V 耐圧ハイサ

イド・ローサイドドライバ IC「FA5650 シリーズ」を製

品化した。また，液晶テレビなどの AV 機器の低待機電

力化に貢献する第 4 世代擬似共振電源 IC「FA5640 シリー

ズ」を製品化した。さらに，低消費電力化に優れる LED

照明用途に調光対応可能な第 2 世代臨界 PFC（Power 

Factor Correction）電源 IC｢FA5601 シリーズ ｣ を製品化

した。自動車用途では，ガソリン車のオートマチックトラ

ンスミッションの快適性と燃費向上に貢献するリニア制

御 IPS（Intelligent Power Switch）「F5064H」を開発した。

これらパワー IC 製品は，富士電機独自の回路シミュレー

ション技術を適用して設計されている。

パワーディスクリート分野では，宇宙用トレンチ型

パ ワ ー MOSFET（Metal-Oxide-Semiconductor Field-

Eff ect Transistor）を開発し，富士電機の半導体の特徴で

ある高信頼性をアピールしている。

今後も引き続き富士電機では，エネルギーと環境の問題

に対応するために，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
［コンポーネント］
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　SiC ショットキーバリアダイオード搭載ハイブリッドモジュール

図 1 　SiC-SBD搭載ハイブリッドモジュール（PIM）近年，電力変換機器に搭載されるパワー半導体デバイス

に対する低損失への要求はますます高まる一方である。炭
化けい素（SiC）はシリコン（Si）よりも物理的特性に優
れ，デバイス性能の大幅な向上が期待できる。最新の「V
シリーズ」IGBT と SiC ショットキーバリアダイオード

（SBD）を組み合わせた，SiC-SBD 搭載ハイブリッドモ

ジュールを開発した。特徴は次のとおりである。

⑴　PIM 系列：定格電圧/ 電流 1,200 V/35 A，50 A
 600 V/50 A，75 A，100 A

⑵　逆回復損失約 70% 低減（対 V シリーズ 1,200 V），

ターンオン損失約 50% 低減（対 V シリーズ 1,200 V）

⑶　発生損失約 25% 低減（対 V シリーズ 1,200 V）

半導体

　ハイブリッド車用直接水冷 IGBT モジュール

図 2 　ハイブリッド車用直接水冷IGBTモジュール環境への配慮から，ハイブリッド車は急速に普及してい

る。ハイブリッド車におけるモータ駆動システムは，高出
力化，小型化，低価格化の要求が増している。富士電機は，

放熱構造に直接水冷方式を採用した小型パッケージを用い，

大幅に高電流密度化を実現した車載用 IGBT モジュールを

開発した。主な特徴は次のとおりである。

⑴　定格電圧/電流：650 V/400 A
⑵　回路構成：三相モータ駆動用 6 個組モジュール

⑶　放熱構造：コンパウンド層をなくした直接水冷方式
⑷　外形平面寸法：103×103（mm）

⑸　パワーチップ：表面めっき電極を採用しためっきチッ

プ

⑹　チップ配線：リードフレームによるはんだ付け配線

　アドバンスト NPC 回路用 IGBT モジュール

図 3 　アドバンストNPC回路用IGBTモジュール近年，UPS などの電源装置には，高い電力変換効率が

求められ，NPC3 レベル変換回路が主に用いられている。

富士電機では，従来の NPC3 レベル回路よりも導通損失
を低減した，アドバンスト NPC3 レベル回路用 IGBT モ

ジュールを開発した。主な特徴は次のとおりである。

⑴　 定 格 電圧/電 流：1,200 V/300 A（メイン），600 V/ 
300 A（中間），4 in1 パッケージ

⑵　RB-IGBT 適用：導通損失が従来の NPC3 レべルモ

ジュールに比べて約 30% 低減
⑶　低インダクタンスパッケージ：40 nH 以下（従来の

2 in1 モジュールと同等）
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関連論文：富士時報 2010， vol.83， no.0， p.000.6 362
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　「V シリーズ」2 in1 IGBT モジュール

図 4 　「Vシリーズ 」2 in1 IGBTモジュール第 6 世代 IGBT チップ「V シリーズ」を搭載した 2 in1
タイプの産業用 IGBT モジュールを開発した。本モジュー

ルのパッケージは，従来の構造を一新したパッケージであ

る。主な特徴は次のとおりである。

⑴　主端子の電流経路を 2 分割することによる，内部イン

ダクタンスの低減（従来比約 50%）

⑵　樹脂筐体（きょうたい）と端子の分離化による，端子
平坦（へいたん）度および端子高さ精度の向上

⑶　チップ配置の最適化による放熱性能の向上
⑷　SnSb はんだ使用による温度サイクル耐量の向上
⑸　絶縁基板の分割による放熱フィンへの取付け性の向上

半導体

　新型大容量 2 in1 IGBT モジュール

図 5 　新型大容量 2 in1 IGBTモジュール近年，新エネルギー分野（風力・太陽光発電）やインフ

ラ設備に適用される電力変換器の大容量化，高効率化が進
んでいる。それらに適用されるパワーデバイスの高耐圧・

大容量化の要求に応えるため，並列接続に適した新構造の

大容量 2 in1 IGBT モジュールを開発した。

本製品は，第 6 世代 IGBT チップを適用し，業界最高水
準の低オン電圧化と同時に，低スイッチング損失化を達成
し，パワーエレクトロニクス機器の省エネルギーに貢献す

る。さらに最新のパッケージ技術を適用し，高パワー密度
かつ高信頼性も実現した。製品系列は次のとおりである。

⑴　M271 パッケージ：1,200V/600A，900A，1,700V/650A
⑵　M272 パッケージ：1,200 V/1,400 A，1,700 V/1,000 A

　第 6 世代「V シリーズ」IPM 用 IGBT チップ

図 6 　第6世代「Vシリーズ」IPM用IGBTチップの特徴モータ駆動装置や電源装置などに使用される IPM は，

高効率化や小型化が要求されている。この要求に応えるた

め，第 6 世代 IGBT-IPM「V シリーズ」IPM 用の 600 V
クラス IGBT チップを開発した。富士電機独自のトレンチ

ゲート構造を持ち，さらにチャネル抵抗を低減することで，

オン電圧とターンオフ損失のトレードオフを改善した。主
な特徴は次のとおりである。

⑴　オン電圧：「T シリーズ」IPM 用 IGBT チップに対し

0.3 V 低減
⑵　ターンオフ損失：同じオン電圧の比較で，「T シリー

ズ」IPM 用 IGBT チップ比 38% 低減
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関連論文：富士時報 2010， vol.83， no.0， p.000.6 375

関連論文：富士時報 2010， vol.83， no.0， p.000.6 388
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　高耐熱・高信頼性接合技術

図 7 　チップと回路銅箔とを銀粒子を用いて接合した断面インフラや車載向け IGBT モジュールでは，小型・高効
率化のため，高電流密度による動作が必要である。このた

め，高耐熱性や高信頼性が要求されている。これに対して，

モジュール動作時のチップ発熱によるはんだ劣化が課題と

なる。富士電機は，チップ下はんだの代替技術として銀粒
子を用いた接合技術を開発した。材料特性として，はんだ

の融点が 217 ℃なのに対し，銀は融点が 961 ℃と高く，モ

ジュールの高温動作時において金属組織が劣化しないと考
えられる。さらに，銀層は破壊強度がはんだの 2 〜 3 倍と

高強度なため，クラックが進展しにくいことが期待できる。

チップと回路銅箔（はく）とを銀粒子を用いて接合した断
面写真を示す。本技術の適用により，従来のはんだ品と比
較し，パワーサイクル耐量が 2 倍に向上した。

半導体

銅基板

銀層

シリコン

　IGBT モジュールの低温保証技術

図 8 　低温におけるシリコーンゲルの材料状態シベリアなどの極寒地において使用される車両用 IGBT
モジュールでは，低温（−55 ℃）における製品始動保証が

要求される。しかし一般的な IGBT モジュール構造におい

ては，絶縁封止材であるシリコーンゲルの物性が−40 ℃
以下では変化するため，封止材に裂けが発生し，絶縁を確
保することが難しい。

そこで材料組成を最適化し，低温において物性変化が少
ない絶縁封止シリコーンゲルの開発を行った。−55 ℃で

放置した後の材料状態を示す。新開発材料は裂けが発生し

ていないことが分かる。これにより低温においても IGBT
モジュール構造の絶縁を確保することができ，従来と比較
し低温で始動できる IGBT モジュールの製品化を可能とし

た。
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－55℃
放置後
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　宇宙用トレンチ型パワー MOSFET 技術

図 9 　パワー MOSFETの抵抗成分比較富士電機では，人工衛星の電子機器などの“宇宙環境”

でも利用可能なパワー MOSFET を供給してきている。重
要な性能は重粒子耐性と電離放射線耐性である。地上で使
用されるパワー MOSFET と同様に小型・高効率化の要求
は強く，今回，宇宙用パワー MOSFET の次世代技術を開
発した。

微細化による抵抗成分の低減を狙い，従来の宇宙用パ

ワー MOSFET が表面を電流経路とするプレーナ構造（二
次元構造）であるのに対して，縦方向に電流経路を形成す

るトレンチ構造（三次元構造）を採用した。トレンチ構造
は重粒子に対して敏感な構造であるが，これを改善して重
粒子耐性を確保した。トレンチ構造の採用により抵抗を

49% 低減する技術を確立した。
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　リニア制御用 IPS「F5064H」

図 10　リニア制御用IPS「F5064H」環境問題や自動車の快適性・低燃費といった市場要求を

背景に，オートマチックトランスミッションでは，変速
ショックの低減と燃費向上が求められている。このため，

電流に応じてリニアに油圧を変えられるリニア制御が増加
している。

富士電機では，このリニア制御に必要な負荷に流れる電
流を高精度に検出するオペアンプを内蔵し，負荷の安定動
作を実現できるリニア制御用 IPS「F5064H」を開発した。

この製品は，従来のハイサイドスイッチ「F5044H」と同
様に保護機能を持つため，異常時の焼損回避が可能である。

また，ハイサイドスイッチとオペアンプとを一つのパッ

ケージに納めることでシステムの小型化に貢献できる。

半導体

　800 V 耐圧ハイサイド・ローサイドドライバ IC「FA5650 シリーズ」

図 11　ハイサイド・ローサイドドライバIC「FA5650N」民生・通信・産業分野で幅広く適用できる 800 V 耐圧
ハイサイド・ローサイドドライバ IC「FA5650 シリーズ」

を開発した。

本 IC は次の特徴を持ち，安全性が高く，高性能な電源
やインバータを容易に実現できる。

⑴　 最 大 定 格 800 V 耐 圧 により 600 V 耐 圧 のパワー

MOSFET を使用した場合でも，異常時の IC の耐圧破
壊を防止

⑵　短い遅延時間 125 ns による電源効率の向上
⑶　広範囲な電源電圧対応（10 〜 30 V）により制御用 IC
との電源共通化が容易

⑷　広範囲な入力電圧対応（3.3 〜 30 V）によりマイコン

や DSP で駆動可能

　第 4 世代擬似共振電源 IC「FA5640 シリーズ」

図 12　第4世代擬似共振電源IC「FA5640シリーズ」液晶テレビ用電源を主な用途とした低スタンバイ電力化
に対応した新系列の擬似共振電源 IC「FA5640 シリーズ」

を開発した。

「FA5640」では年々厳しくなる低スタンバイ電力化要
求に対応するため，負荷状態によってターンオンする共振
波形のボトム数を乱れないように変化させて，周波数を低
減する。また，間欠動作に入る負荷レベルを最適化するこ

とで外付け調整部品が不要となり，従来の IC よりスタン

バイ電力を約 30 mW 低減し，間欠動作時の音鳴り防止を

可能にした。主な特徴は次のとおりである。

⑴　500 V 起動素子内蔵カレントモード擬似共振制御
⑵　60 mW 負荷時スタンバイ電力 132 mW（AC100 V 入力）

⑶　保護機能：過負荷（自動復帰），過電圧（ラッチ）

関連論文：富士時報 2010， vol.83， no.0， p.000.6 415
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　LED 照明用第 2 世代臨界 PFC 電源 IC「FA5601 シリーズ」

図 13　第2世代臨界PFC電源IC「FA5601シリーズ」伸長する LED 照明用電源を主な用途とした 1 コン

バータ構成のフライバック用第 2 世代臨界 PFC 電源 IC
「FA5601 シリーズ」を開発した。FA5601 シリーズでは，

電圧モードを採用し，広い範囲まで調光を可能にした。最
大発振周波数制限により，軽負荷時の電源効率を改善した。

さらに，ダイナミック OVP 機能により，トランスの音鳴
りを防止し，スタンバイ機能，入力非検出による待機電力
の削減を実現した。主な特徴は次のとおりである。

⑴　電圧モード制御方式（最大周波数制限内蔵）

⑵　ダイナミック OVP 機能
⑶　スタンバイ機能
⑷　電流検出抵抗の損失低減（従来比約 30% 減）

⑸　パッケージは SOP-8 を採用

半導体

　電源 IC 回路シミュレーション技術

図 14　電源システムの概略構成電源 IC や電源システムの複雑な機能を実現するため，

設計の初期段階から制御方式や回路動作の検討が必要と

なってきている。

富士電機では，電源 IC の回路動作を高速でシミュレー

ションできる IP コアを開発した。IP コアは各回路ブロッ

クの動作を数式などで表現したモデルで構成されている。

このため，物理モデルに比べシミュレーションが 20 倍以
上高速になり，しきい値電圧など回路特性値を容易に変更
できるので，電源 IC や電源システムの効率的設計が可能
となる。

IP コアを使用することで，設計リードタイムが短縮さ

れ，さらに限られた時間で十分な検証ができるため，設計
品質の高い製品開発が可能となる。
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　RC-IGBT 技術

図 15　RC-IGBT断面構造図環境問題を背景に，家電機器のインバータ化が急速に進
みつつある。一方，新興市場での価格競争は厳しく，こ

れらの要求に応えるために，富士電機では IGBT と FWD
をワンチップ化した逆導通 IGBT（RC-IGBT）を開発し

た。この RC-IGBT は，表面構造を既存のプレーナゲート

IGBT と同構造とし，裏面構造は IGBT 領域となる p 形コ

レクタ層と FWD 領域となる n 形カソード層とで形成され

ている。今回，このデバイス開発のために，薄ウェーハ状
態での裏面のパターン形成技術を確立した。デバイスの主
な特徴は次のとおりである。

⑴　定格電圧/電流：600 V/15 A（今後 20 A，30 A 開発予
定）

⑵　チップ面積：従来比 50% 減

IGBT

ゲート エミッタ/アノード

pベース

FWD

コレクタ カソード

n+

n+

p+

p+

関連論文：富士時報 2010， vol.83， no.0， p.000.6 411
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図 16　新ESD保護素子のTLPでの保護回路動作評価結果液晶モニタなどの民生分野に搭載される AC-DC 電源シ

ステムでは，省電力化と低価格化が進んでいる。富士電機
では，AC-DC 電源用 IC の高性能化を実現するデバイス，

プロセス，回路技術を確立した。本技術を採用した製品は，

2010 年 11 月に量産供給を開始した。本技術の主な特徴は

次のとおりである。

⑴　500 V の JFET と 30 V 系 MOSFET，5 V 系 MOS-
FET をワンチップに集積することが可能な IC プロセス

⑵　5 V 系制御回路の入力 PAD エリアを有効活用し，従
来技術に対して 2 倍の ESD（静電気放電）耐量の向上
（図）と面積の 73% 縮小を実現

⑶　高精度化と簡素化が可能な回路方式を考案し，従来比
で，低消費電力化と回路エリアの 28% 縮小を実現
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　高効率冷却システム設計技術

図 17　蛇行流路の冷却性能比較電気自動車の動力制御に用いるパワー半導体には，さら

なる大電力化と小型・軽量化が求められ，高電流密度化は

避けられない。システム全体での冷却設計が不可欠であり，

熱流体解析技術を導入し，パワー半導体から冷却体までの

放熱性検討を一貫して行う新たな冷却システム設計技術を

確立した。富士電機は，既に確立しているフィン一体型直
接水冷構造技術に加えて，高放熱型フィン形状とフィン形
状の特性を最大限に発揮するウォータージャケットを検討
し，冷媒循環に用いるポンプ性能を踏まえたトータル設計
を行うことで，小型・高効率冷却システムを可能とした。

ポンプ負荷低減を目的とした蛇行流路の検討例を示す。流
路折返し部の数と形状を最適化することで小型化と大幅な

低圧力損失化が可能である。
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