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1997年の半導体市場は，携帯電話機の急成長はあったも

のの成長率は 1けたにとどまった。1998年は，パソコンな

ど情報関連製品の成長，冷蔵庫をはじめとする家電や自動

車などの電子化促進による需要増に期待するところ大であ

る。一方，市場競争はさらに激化し，製品ライフは短縮化

すると予想される。富士電機の半導体部門では，厳しい環

境下，差別化製品開発に注力しており，その成果の概要を

以下に紹介する。

IC 部門では1996年に引き続きパソコン，携帯電話機な

どの情報関連機器，テレビなどのディスプレイやカメラ，

自動車などの製品分野を狙いとして技術開発・製品開発を

推進してきた。

まず，電源用 IC分野では，従来のバイポーラ IC技術，

Bi-CMOS 技術から，低コスト・低消費電力化を狙ったア

ナログ CMOSへと，技術の方向転換を図ってきた。具体

的な製品としては，低消費電力化により従来より大幅に待

ち受け時間を伸ばした携帯電話機用 IC，ビデオムービー

用 IC，LCDパネル用 IC，ディジタルスチルカメラ用 IC

などの新製品を発売してきた。

カメラ用自動焦点距離測定 IC（AFIC）の新製品として

は，従来機種の高性能化（逆光対策や測距時間短縮）を実

現した製品開発とともに，高精度かつ廉価対応の小形モ

ジュールを開発した。これらは伸長率の著しいディジタル

カメラ市場でも高速で測距できる AFIC として採用され

ている。

LCD用コントローラ・ドライバでは，小形文字表示 IC

の新製品として，低消費電力に優れた COG（Chip On

Glass）対応の製品を開発し，携帯電話機，ファクシミリ，

据置き電話機などに採用された。

カラー PDP（PlasmaDisplay Panel）が量産化され，各

社の開発競争が激化しているが，富士電機では高耐圧 IC

プロセス技術として，シリコンの張り合わせ技術を用いた

SOI（SiliconOn Insulator）適用技術を開発した。

自動車分野ではピエゾ抵抗とオペアンプを 1チップ化し

たエンジン制御用圧力センサの系列開発を実施するととも

に，直接噴射方式イグナイタ用 IC の開発を進めている。

いずれも環境改善に大きく貢献できる製品であり，今後の

市場拡大も期待できる。

パワー半導体部門では，環境保護，省エネルギーニーズ

に呼応して高性能・高機能化がいままで以上に要求されて

いる。そのなかでマルチメディア関連機器，自動車そして

インバータ制御応用製品開発に特に注力してきている。

マルチメディア関連機器用デバイスでは，ひずみ補正ダ

イオードを 1パッケージに内蔵したダンパモジュレータを

いち早く製品化した。高圧シリコンダイオードは高速ス

イッチング特性と高逆サージ耐量特性を両立させた製品で

今後の高精細度モニタ動向に十分対応可能とした。また，

ノートブック形パソコンなどを対象に，バッテリー長寿命

化のための低オン抵抗 SOP-8 ピンパッケージ適用の各種

パワーMOSFETを開発した。

自動車用デバイスでは，システム小形化，信頼性向上の

ためのインテリジェントパワーMOSFETを開発した。当

該デバイスは低オン抵抗，高破壊耐量を有する高信頼性イ

ンテリジェントデバイスであり，今後のカーエレクトロニ

クス，さらには新しい市場への展開も可能である。

電力変換（インバータ制御）分野では，汎用インバータ

や民生用分野のインバータ化に対応した新形第三世代

IPM（R-IPM）を開発した。この製品は業界初のオール

シリコン IPM，そして直接ジャンクション温度検出，保

護機能を有する IPMである。また，モジュールについて

は1,200V，1,400V NPT-IGBTを開発した。NPT-IGBTは

低ターンオフ損失および正のオン電圧温度依存性そして高

破壊耐量を有し，高耐圧・大容量モジュールに適している。

今後の展開としては，インテリジェント化をさらに強く

推進する。IPS，高機能MOSFETは高性能と系列拡大を，

また IPMは R-IPM技術をベースに民生分野，小容量汎

用インバータ分野への展開を計画している。

半導体分野では，顧客のグローバル化，製品のシステム

化，短納期化が進み，多様化対応，開発のスピードアップ

が強く要求されている。富士電機では，市場のニーズの先
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近年，VTRカメラの小形・軽量・高機能化が進んでい

る。それに伴って内部電源回路も，低消費電力化，高密度

化，そして主制御系やモータ制御系，液晶パネル制御系と

いった多出力化が要求されている。これらの要求に対応し

て，CMOS プロセスを用いた 6チャネル出力の DC-DC

コンバータ制御用 1チップ IC を開発した。主な特長は次

のとおりである。

CMOSアナログ技術による低消費電流（4mA）

広い入力電源電圧範囲（4.5～18V）

6 チャネル出力（降圧形×5，昇圧形×1）

チャネルごとのオンオフ制御，ソフトスタート制御

スタンバイ機能付き（スタンバイ電流 3μA）

LQFP-48 ピンパッケージ（6）

（5）

（4）

（3）

（2）

（1）
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VTRカメラ用DC-DCコンバータ制御 IC

携帯電話機用システム電源 LSI

高機能化した小形オートフォーカスモジュール
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図１　VTRカメラ用DC-DCコンバータ制御 ICのブロック図

携帯電話機の市場はめざましいスピードで軽量化・小形

化が進んでいる。これらの要求に対応するため，より集積

化したシステム電源 LSI を開発した。今回開発した電源

LSI は，LQFP-48 ピンパッケージに下記の機能を内蔵し

ている。

CMOS技術による低消費電流化（スタンバイモード

時 200μA）。

充電制御回路：マイコン入力による急速充電回路

初期充電回路：定電流・定電圧制御の初期充電回路

電池情報回路：電池セルの種類・電圧値・電流値検知

スピーカアンプ：BTLアンプで負荷 32 Ω対応

ドライバ：バックライト用ほか

16 ビットシリアルデータによる内部コントロール（7）

（6）

（5）

（4）

（3）

（2）

（1）

図２　LQFP-48ピンパッケージ搭載電源 LSI

新機種 FM6234T34 は，単焦点から 3倍ズームまでのコ

ンパクトカメラを対象としたオートフォーカス（AF）モ

ジュールで，従来機種 FM6224T シリーズの後継機種であ

る。この製品の特長は次の機能を実現し，さらに設計の合

理化によりチップサイズを縮小したことである。

™タイミング決定にかかわるセンサを限定できる OR/

AND選択機能（逆光状態や測距時間短縮に有効）

™端子の多機能化による I/O端子数の削減

主な仕様は次のとおりである。

™大きさ： 13.6×6.7×13.4（mm）

™Bf積： 60mm2

™多点測距対応： +－5度の範囲で，測距方向を外部か

らソフトウェア的に設定

図３　高機能化した小形AFモジュール
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素子間の完全分離や高性能・高耐圧デバイスの形成，狭

い分離面積といった特長を有する SOI（Silicon On Insula-

tor）技術は，高機能かつ低コストな高耐圧パワー ICの実

現を可能にする。今回，この SOI 技術を用いたカラープ

ラズマディスプレイパネル（PDP）駆動用高耐圧 ICを開

発した。この IC では出力回路部に高耐圧横形 IGBTを適

用している。この IGBTの適用によるデバイス面積の縮小

および SOI 技術による分離面積の縮小によって，接合分

離技術を用いた既存の ICよりもチップ面積の大幅な縮小

を達成した。この ICの主な仕様は次のとおりである。

最大電源電圧：200V（出力部），7V（ロジック部）

出力電流：－10mA（ソース），＋200mA（シンク）

機能： 64 ビット高耐圧出力部と制御部の回路構成（3）

（2）

（1）
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SOI 技術による高耐圧ドライバ

樹脂モールド形絶対圧センサ

図４　SOI 技術を用いたカラーPDP駆動用高耐圧 IC

CRTモニタは近年，情報伝達，情報処理のマンマシン

インタフェースの核として，企業だけでなく一般家庭にま

で広く普及している。CRTモニタの画面は，増加する情

報量に併せ，大画面化・高精細度化の進展が著しく，駆動

周波数の高周波化が年々進んでいる。富士電機では，この

ような市場動向にこたえるべく，100 kHz を超える駆動条

件に十分対応可能な高速性を持ち，かつ相反するサージ耐

量をも両立させた高速高圧ダイオード ESJA18-08 を製品

化した。主な仕様は次のとおりである。

定格せん頭逆電圧（VRRM）： 8kV

順方向出力電流（IO）： 0.5mA

逆回復時間（ trr）： 45 ns

外　形：φ 2.5×6.5（mm）（4）

（3）

（2）

（1）

ディスクリートデバイス

高精細度モニタ用高速高圧ダイオード

図６　高速高圧ダイオード ESJA18-08

富士電機は 1チップ集積形センサチップを搭載し，自動

車用などのような厳しい環境下での使用に耐える樹脂モー

ルド形の絶対圧センサを開発した。このセンサは金属ケー

スとはんだ，溶接による真空封止構造を用いず，陽極接合

で真空封止構造を形成し，さらに樹脂モールドで容易に組

立ができるようにしたものであり，次のような利点を有す

る。

高気密が容易に実現でき，信頼性が高い。

構造がシンプルであり，低コストである。

さらに EMI 対策を内蔵しており，100V/m，1MHz～ 1

GHz のノイズ環境下でも正常な動作が可能である。

大きさは 48.7×32.2×37.0（mm），質量は29.0 g である。

（2）

（1）

図５　樹脂モールド形絶対圧センサ
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今回，携帯情報機器，通信機器市場に向けた SOP-8 形

パワー MOSFET を開発した。この SOP-8 形パワー

MOSFETは，SOP-8 形パッケージとしては市場初となる

アルミワイヤボンディング技術を適用し，高ワイヤ溶断耐

量と高信頼性耐量を実現している。また，超微細加工技術

適用による低オン抵抗化，ゲート-ソース間ツェナーダイ

オード内蔵による ESD（静電破壊）耐量の向上，アバラ

ンシ耐量向上技術を適用しアバランシ耐量の保証も実現し

ている。

製品の主要定格特性は次のとおりである。

™F7007N（30V，7A，シングルチップ）

™F8006N（20V，5A，デュアルチップ）
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SOP-8形パワーMOSFET

インテリジェントパワーMOSFET

高耐圧モールド IGBT

図７　SOP-8形パワーMOSFET

自動車電装システムの小形化に対応するため，従来シス

テム側にて付加していた負荷短絡に対する自己保護回路と，

パワーデバイスを 1チップ化したインテリジェントパワー

MOSFET F5033 を開発した。この素子はパッケージに，

この種のインテリジェントデバイスとしてはいち早く

SOP-8 形パッケージを採用，2チャネル分のチップをパッ

ケージングすることで，さらなるシステムの小形・薄形化

を考慮している。定格および主な特長は次のとおりである。

定　格： 40V，1A，0.6 Ω

自己保護機能（短絡・過熱保護，サージ電圧に対する

保護回路：ダイナミッククランプ回路）内蔵

15 kV以上の ESD（静電破壊）耐量

アルミワイヤ採用による高温実装対応，高信頼性化（4）

（3）

（2）

（1）

図８　インテリジェントパワーMOSFET F5033

近年の民生分野における炊飯器，電子レンジ，電磁調理

器などの白物家電製品の市場動向としては，小形化・高効

率化のトレンドから電源のインバータ化が進んでいる。こ

の市場に対し富士電機は，すでに100V入力系に向けた900

V 耐圧のモールド IGBT を製品化，市場展開してきた。

今回新たに 200V 入力系に向けた 1,700 V 耐圧のモールド

IGBTを製品化した。その適用範囲は 3kVAまでの電圧

共振回路にて，高速スイッチング，低飽和電圧特性を実現

している。その具体的性能は次のとおりである。

製品形式： 1MBH60-170

電圧電流定格： 1,700V，60A

低飽和電圧： Von ＝4V（標準値）

スイッチング特性： t f＝80 ns（標準値）（4）

（3）

（2）

（1）

図９　高耐圧モールド IGBT

関連論文：富士時報　1997.4 p.222-226
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IGBT-IPMは汎用インバータ，NC工作機械などに使用

され，装置の小形化・高信頼性化に貢献してきた。しかし，

従来の IPMは温度検出をサーミスタなどで行っているた

めチップの急激な温度上昇に対応できず破壊するといった

課題があり，また多数の電子部品で制御回路を構成してい

るため，小形化・低価格化には限界があった。これらの課

題を解決し，より高機能・高信頼性で高コストパフォーマ

ンスを実現するために，IGBTチップの接合温度を直接検

出し保護する機能を内蔵し，制御回路をすべて専用 ICチッ

プに集積し大幅に部品点数を削減した世界初のオールシリ

コン IGBT-IPM（Rシリーズ）の開発を行い，600 V/50

～ 300 A，1,200 V/25～150 A の 6 個組・ 7 個組の系列化

を行った。

83

電子デバイス・半導体

パワーモジュール

新形 IGBT-IPM（Rシリーズ）

高耐圧・大容量 IGBTモジュール

大容量 IGBTモジュール（1,200 V 1,400 V/600 A）

図１０　新形 IGBT-IPM（Rシリーズ）（600V/50A）

近年では車両や一般産業分野での大容量電力変換装置に

おいても，高速スイッチング・低損失化が可能で保守・取

扱いも容易なことから，絶縁形 IGBTモジュールが注目さ

れている。富士電機では車両用として必要な絶縁耐圧・信

頼性を確保した1,800 V 系大容量 IGBTモジュール 1MBI

800PN-180 および 1MBI600PF-180（チョッパ用）を開発

した。これらの主な特長は次のとおりである。

NPTチップ採用により，低損失で高破壊耐量特性・

並列接続が容易

750 V 架線 2 レベルまたは1,500 V架線 3 レベルイン

バータへ適用可能な高絶縁耐圧（AC5,400V 1 分間）を

確保

1MBI800PN-180×6 個，1MBI600PF-180×1 個を組

み合わせることにより 1インバータユニットが構成可能

（3）

（2）

（1）

図１１　高耐圧・大容量 IGBTモジュール

近年，産業用インバータなどの電力変換装置において大

容量化の要求が高まっている。今回，富士電機は NPT

（Non-Punch-Through）構造の 1,200V 1,400V 耐圧，電流

定格 600A の大容量IGBTモジュールを開発した。NPT-

IGBTは VCE（sat）の温度特性が正のため，並列接続に適し

ており大容量品に向いている。また，今回開発した製品は

チップ厚の最適化，パッケージ内インダクタンス低減と

チップレイアウト最適化により従来の PT-IGBTと同等以

上の特性を実現した。主な特長は次のとおりである。

電力損失が従来品と同等あるいはそれ以下

VCE（sat）ランク分けなしでの並列接続が可能

従来の 2倍以上の短絡耐量

RBSOA（2×IC 定格），SCSOA（10×IC 定格）

逆回復時のダイオードサージ電圧低減（5）

（4）

（3）

（2）

（1）

図１２　大容量 IGBTモジュール（1,200 V 1,400 V/600 A）

関連論文：富士時報　1997.4 p.237-242

関連論文：富士時報　1997.4 p.231-236

関連論文：富士時報　1997.4 p.231-236
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