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まえがき

過去 30 ～ 40年にわたって，パワーエレクトロニクス産

業の発展に大きく貢献してきた技術に，集積回路素子

（LSI）技術とパワー半導体デバイス技術がある。これら

の半導体技術は，近年の化石エネルギーの枯渇，環境汚染

など，われわれ人類が解決しなければならない非常に大き

な課題に対し重要な役割を担っている。これらの課題の有

望な解決策として電気自動車，太陽光発電システム，そし

て家電機器のインバータ化が精力的に推進されている。近

い将来，通勤，通学そしてドライブには電気自動車が使わ

れ，多くの家庭の屋根には太陽光発電システムを見ること

ができるであろう。また，家庭で使われる電動機搭載機器

は省エネルギーのためにインバータ化されていよう。

パワー半導体技術におけるわれわれの最終ゴールはもち

ろん電圧降下ゼロ，スイッチング損失ゼロ，駆動電力損失

ゼロで，無限の破壊耐量を持つ究極のデバイスである。こ

れは見果てぬ夢なのであるが，これに向けて多くの努力が

払われるであろう。

次なる大きな社会変革は，パワー半導体の革新を待って

いる。その研究開発動向は次のように要約できる。

低損失化

破壊フリー

システム化

半導体は絶え間ない技術革新により，応用先であるシス

テム製品の性能・機能向上，小形化，低コスト化に貢献す

ると期待される。その製品は，システム機能を盛り込むこ

とでますます発展するものと考える。一例を挙げれば，イ

ンバータシステムはすべてシリコンベースの部品で実現で

きる時期がこよう。ここには産業再編の波が押し寄せ，そ

の勝利者は半導体技術とシステム技術を制する者であろう。

富士電機はパワーモジュールのリーディングカンパニーた

るべく，顧客との密接な共同研究，さらにはグローバルな

研究機関との共同研究などをより一層積極的に推進してい

く所存である。

本稿では IGBT（Insulated Gate Bipolar Transistor）を

主体にしたパワーモジュールの製品およびその技術につい

て現状と展望を述べる。

IGBTモジュールの市場展望と製品動向

２.１ 市場展望

高度情報化時代の到来とともに化石エネルギーの枯渇，

環境保護の問題がクローズアップされている。われわれは

未来の人類のためにもこの問題解決に全力をあげねばなら

ない。そしてこのことはパワー半導体ビジネスの大幅な拡

大と産業，コア技術の再編を予測させる。まさに変革の時

代であり，大きなビジネスチャンス到来と考え，研究開発

に資源を傾注していく所存である。

現在までの主な IGBTモジュールの市場は汎用インバー

タ，サーボモータ制御，工作機械，エアコンディショナ

（エアコン），エレベータなどであった。その世界市場は

1997年で 600 億円程度と予測され，年率 15 ％程度の増加

が見込まれている。しかし，この予測には含まれていない

新しい大きな市場の創出が期待される。それは「まえがき」

で述べた社会変化への対応として生み出される市場である。

例えば，省エネルギーを狙いにした白物家電（エアコン，

冷蔵庫，洗濯機など）のインバータ化，使いやすさや便利

さを実現するバッテリー駆動機器の拡大，地球環境保護の

ための電気自動車，太陽光発電システムの拡大，高齢化時

代の到来に呼応したホームエレベータ，セキュリティシス

テムおよび公共エスカレータなどを挙げることができる。

これらは全世界を市場として見ることができ，特に中国，

インドなどアジア地区の発展，欧米における環境保護運動

などが上記市場動向に大きな影響を与えよう。

もう一つの IGBTモジュール市場を変革する事柄は新し

いパワー回路トポロジーの出現である。従来主体であった

ハードスイッチング PWM（Pulse Width Modulation）変

換技術は変換効率，ノイズ問題の点ですでに限界にきてい

る。それをブレークスルーするためにソフトスイッチング，

AC-AC直接変換技術を適用したシステムも実現されつつ

ある。この新しいトポロジーに最適なモジュールデバイス，
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回路が必要とされる。これらの動きは，システムへのパワー

半導体デバイスの搭載率をますます増大させると期待され

る。2000年の IGBT市場は 1,000 億円を大幅に超えるとす

る予測もある。

２.２ 製品動向

低損失，小形化，高機能化，高信頼性，省エネルギー，

システムコスト低減を実現する IGBTモジュール登場への

期待はますます強まっている。大きな流れは LSI のそれ

と同じようにシステム化であり，システムインテグレーテッ

ドモジュールである。ここ数年のメインデバイスは IGBT

であろう。なぜなら，IGBTの高性能化がなおも進み，次

世代デバイスのターゲットがますます高くなるからである。

近いうちに第四世代 IGBTが登場し，さらなる低損失化が

実現されよう。

システム化への途上としてパワーインテグレーテッド製

品化が進み，PIM（Power Integrated Module），IPM

（Intelligent Power Module）の製品化が拡大する。電流セ

ンシング，温度センシングの高精度化，状態通信可能なモ

ジュールの製品化も進み，システム応用に最適な製品化，

差別化競争に拍車がかかる。特に EMC（Electromagnetic

Compatibility）対応，高調波規制対応専用モジュールの

製品化，そして SR（Switched Reluctance）モータ応用，

新パワー回路専用モジュールの製品化が進むと考える。

次世代パワーモジュールの技術，製品動向

『富士時報』第 70 巻第 4号（1997年）でパワー半導体

デバイスの技術動向を概説した。ここでは IGBTモジュー

ルについて富士電機の製品，技術戦略のアウトラインを述

べる。

パワーモジュールの高性能化，高機能化は次の技術革新

で推進される。

ULSI（Ultra Large Scale Integrated Circuit）プロセ

ス技術の適用

インテリジェント化によるトレードオフのブレークス

ルーとシステムインモジュールの実現（専用ドライバ

IC技術，センサ技術，低コスト高耐圧絶縁分離技術）

パッケージング技術（高熱伝導絶縁材料，高放熱構造，

トランスファモールドモジュールなど）

半導体動作物理の複合化などによる新コンセプトデバ

イスの創生

新半導体材料デバイス（SiC など）による大幅な高性

能化実現

われわれはコア技術戦略を次の項目に分けて考えている。

次世代高性能 IGBT技術

インテリジェントモジュール技術

パッケージング技術

新コンセプトデバイスへの挑戦

パワーシステムオンチップをめざして

ここでは特に ， ， のコア技術を製品戦略のアウ

トラインとともに概説する。

３.１ 次世代高性能 IGBT技術

図１に IGBTのトレードオフの進展を示す。市場に展開

されてからすでに 10年が経過し，図に示すように大幅に

性能向上が進められた。現在の最新製品は第三世代 IGBT

技術を基盤としている。図に示すように，いよいよ第四世

代 IGBTの出現が本格化する。富士電機もすでにサンプル

出荷を始めている。

第四世代 IGBTの性能は，600V クラスで VCE（sat）は平

均 1.6 V 程度である（第三世代 IGBTと同じ Eoff，同じ電

流密度のとき）。1,200 V クラスで 2.3 V 程度であろう。世

代とは適用される技術レベルをいうのではなく，デバイス

の性能レベルをいうのである。

この 2～ 3年は第四世代 IGBTの実現に向けて研究開発

を進めてきた。電気性能はもちろん，コスト性能をも加味

して第四世代 IGBT技術（デバイス技術やプロセス技術な

ど）を決定する必要がある。デバイス構造では従来の

PT-IGBT，NPT-IGBT，そしてトレンチ IGBTなど，プ

ロセスではプレーナ形微細加工，トレンチゲート，薄い

NPT-IGBTウェーハ技術や各種ライフタイム制御技術な

どを研究開発，評価してきた。

結論として，第四世代 IGBTにおいてはその耐圧によっ

て最適な IGBT構造を採用することに決めた。それは，

IGBTの耐圧によって最適デバイス構造が存在すると結論

づけたからである。そしてプロセスについても今，トレン

チゲートを採用することが得策かどうか総合的に判断した。

その結果，本特集号の別稿で詳しく述べているが，600

V IGBTにはプレーナ形微細加工（1ミクロンルール）と

JFET抵抗成分を低減する工夫をして PT-IGBTを採用し，

1,200 V 以上の IGBTにはプレーナ形微細加工NPT-IGBT

を採用することに決定した。

図２に 600V IGBTのトレードオフ比較を示す。第四世

代 IGBTは第三世代に比較して VCE（sat）で約 0.6 V の改善

となる。これはインバータ回路での IGBT損失を約 20 ％

低減可能と予測できる。トレンチゲートと微細化プレーナ

ゲートでは大きなトレードオフ差はない。表１にその主な（4）（2）（1）
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図１　IGBTのトレードオフの進展
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項目の比較を示す。それぞれに長所・短所が存在する。ト

レードオフに大きな差がない新しいプレーナ形 IGBT技術

を駆使して第四世代 IGBTを展開するほうが，現在は総合

的に有利であると判断したのである。トレンチゲートにつ

いては将来のデバイス開発のコア技術であり，今後も特に

コスト面の改善を図る所存である。

図３に 1,200 V NPT-IGBT のトレードオフ比較を示す。

第四世代は現在の第三世代 PT-IGBTのそれを凌駕（りょ

うが）する性能を持つであろう。特に NPT-IGBTは低コ

ストのシリコンウェーハを使用することが可能であり，高

いコスト性能を期待できる。加えてオフ損失の温度依存性

が小，オン電圧が正の温度依存性，破壊耐量が大きいなど

高周波・大容量モジュールにも適している。これが基本的

な次世代 IGBTチップ技術に関する考えである。これらを

ベースにした新モジュール，IPMシリーズは 1998年春か

ら秋にかけて展開予定である。

次のターゲットは第五世代 IGBTの実現である。それは

さらに 20 ％の損失低減を実現しよう。同時にモジュール

サイズも半分をめざす。

３.２ インテリジェントモジュール技術

すでに 1997年春にアナウンスし，現在量産中である新

形第三世代 IGBT-IPM（R-IPM）はオールシリコン IPM

であり，また直接 IGBTの接合部温度を検出・保護する機

能を有し，高いコスト性能と信頼性を兼ね備えた初めての

IPMである。

従来の IPMと R-IPMの比較を図４に示す。コスト低減

のポイントは部品点数の低減である。これは多くの機能ま

たは誤動作防止などの回路を一括してドライバ ICに内蔵

する技術確立によって実現された。この技術をベースに民

生用市場をターゲットにした小容量 IPMも展開を始めた。

さらには小容量汎用インバータ市場に向けた IPMも展開

予定である。特に小容量 IPMは HV（High Voltage）ド

ライバ IC搭載がメインとなろう。しかしHVドライバ IC

そのものおよびそのシステムにまだ誤動作，破壊時のシス

テムへの影響などの課題が存在している。さらにHVドラ

イバ IC の課題を完全に解決する努力を継続する所存であ

る。この IPMシリーズは 600V/1,200 V で 3Aから 600A

にまで展開され，随時第四世代 IGBTチップに交代されよ

う。

次のターゲットは高機能第四世代 IGBT-IPMの実現で

ある。そのコンセプトは低損失，高機能，小形 IPMであ

り，特に低ノイズ（dv/dt制御），スナバ回路簡素化，相

電流検出機能内蔵などを特徴とする。包括的なHVドライ

バ IC を開発し，R-IPMと同じオールシリコン IPMとし

高いコスト性能をも実現したい。
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図３　1,200 V NPT-IGBT のトレードオフ比較

表１　トレンチゲートIGBTとプレーナゲートIGBTの比較 

VCE(sat)

トレンチゲートIGBT項　目 

×：悪い，△：劣る，◯：良好，◎：最高 

1.4 V 

× 

△ 

× 
（2倍ほど大きい） 

プレーナゲートIGBT

1.6 V 

△ 

◎ 

◯ 

△ 

△ 

複雑 
（プロセスが長い） 

◎ 

◯ 
 

簡単 

（600 V） 

SCSOA

降伏電圧 

入力容量 

ゲート酸化膜信頼性 

チップの歩留り 

チップ製造プロセス 

J-IPM N-IPM R-IPM

（170） （60） 

＜注＞（　）内の数字は電子部品数を示す。 

（8） 

図４　IPMの構造比較
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第四世代高機能 IPMのコンセプトを図５の簡単なパワー

システムブロックダイヤグラムに示す。特に小容量分野

（数A以下）では，さらなるシステムの小形化，低コスト

化要求に呼応して 1チップインバータの製品化が強く求め

られるようになってきた。富士電機でも数年前から 1チッ

プインバータの技術開発を手がけてきた。絶縁分離技術と

して低コスト誘電体分離技術がコア技術であり，直接接合

絶縁分離［Bonded-SOI（B-SOI）］ウェーハなどが精力

的に研究開発されている。

図６に研究開発段階におけるB-SOI ウェーハを使用した

1チップインバータを示す。IGBT，FWD（Free Wheel-

ing Diode）のインバータ回路，駆動回路，保護回路や電

源回路が内蔵されている。しかし課題は高価格 B-SOI

ウェーハの問題，チップ内の熱伝導の悪化など革新すべ

き課題が存在し，さらなるブレークスルーが不可欠である。

この分野には，オールシリコン IPM技術を駆使して高い

コスト性能比を有するミニ IPMの製品化をも考えている。

３.３ 新コンセプトのデバイス技術

IGBTが市場に出て 10年以上経過し，最も重要なデバイ

スとなった。そして今なおその改善が進められている。

次期デバイスとしてMCT（MOS Controlled Thyristor）

コンセプトが発表されてから十数年経過したが，いまだに

市場で十分には受け入れられていない。これはMCTの可

制御電流を増大することが困難であることによる。これを

打開すべくさまざまなコンセプトのデバイスが発表されて

いる。その基本動作はMOS制御によるサイリスタ動作を

ベースにしている。そのラッチアップ状態の過剰キャリヤ

をいかに効率良く，かつ寄生動作を克服してターンオフ可

制御電流を増大するかにかかっている。その役割は内蔵さ

れたMOSFETが担っており，このMOSFETのオン抵抗

を限りなく小さくすることが不可欠である。そのためにト

レンチゲートプロセスなどの適用なども試みられている。

加えてもう一つのコンセプトは，デュアルゲートによる

動作モード切換形デバイスである。ターンオフ直前にゲー

ト信号によってサイリスタ動作から IGBT動作に切り換え，

その可制御電流向上とスイッチング速度の向上を狙ったも

のである。このとき，いかにターンオフ動作時に寄生サイ

リスタをアクチベートさせないかがポイントである。この

ために微細加工，多層配線技術やターンオフ電流の均一化

デバイス構造を検討している。

昨今のパワーデバイスへの LSI プロセス技術の適用拡

大により，上記新コンセプトデバイスの実現の可能性も大

きく進展すると期待している。しかし IGBTの高性能化が

進むなかで，サイリスタ動作を導入しようとするコンセプ

トはそれほどドラマチックな性能改善を期待できない可能

性がある。次世代のターゲットは，オン電圧降下 1Vの実

現ではなく，0.5 V 程度となろう。異なる観点からのア

プローチが必要と考える。例えば pn接合を有しない構造，

サージ電圧制御や新しいパワー回路トポロジーの採用など

による新デバイスの創造である。

本パワーモジュール特集号では特に最新の IGBTモジュー

ルシリーズの製品コンセプトおよびその技術を紹介してい

る。第四世代 IGBT，新 NPT-IGBTなどをベースにした

小容量産業用・民生用 PIM，IPMについて紹介し，中大

容量産業用・車両用モジュール，そして大容量平形 IGBT

についても言及する。モジュールのコア技術については，

次世代 IGBT，ドライバ IC 技術，パッケージ技術と高信

頼性化の関係，シミュレーション技術などの富士電機の取

組み状況に言及する。富士電機の製品，技術に対する考え

方をご理解いただければ幸いである。

あとがき

昨今の社会的ニーズを背景に，パワーエレクトロニクス

産業の果たす役割はますます拡大すると期待される。そし

てその技術分野，製品分野もダイナミックに再編が起ころ

うとしている。勝者は真のニーズ，動向を把握し，コア技

術に先んじたものであろう。

富士電機のパワーモジュール製品は世界の多くのユーザー

からご愛顧をいただいてきた。これからもユーザーの期待

にこたえるべくこの分野での研究開発に注力し，来るべき

すばらしい社会実現のために努力していく所存である。
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図５　第四世代高機能 IPMのコンセプト 図６　B-SOI ウェーハを使用した1チップインバータ
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