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電子デバイス・半導体

展　望

IC

パワー半導体

1999年の電子デバイス，半導体分野の市況はバブル崩壊

後の不良債権処理に端を発した金融不安により，全体的に

は非常に厳しい状況で推移した。しかし，そのなかにあっ

ても用途，分野別では明暗が分かれた年でもあった。富士

電機では長年培ってきたコア技術としての高耐圧，パワー

技術にインテリジェント機能を加えて差別化をさらに進め，

得意セグメントでの顧客満足度の向上に寄与するデバイス

の開発に注力してきた。その成果の概要を以下に紹介する。

IC 部門では，アナログ・高耐圧パワー・センサ内蔵技

術を特徴とした製品により，情報機器の小形化や省エネル

ギー・環境問題に貢献する製品の開発を推進している。

電源 IC分野では，ノートパソコン，ビデオカメラや携

帯電話機などバッテリー対応のDC-DC分野やACアダプ

タなどの市場に活発に展開しており，タイミングよく開発

することが求められている。まず，DC-DCコンバータ用

として，低消費アナログ CMOS技術を用いた同期整流機

能付 6チャネル IC を製品化しディジタルビデオカメラ，

ディジタルカメラ用に採用された。AC-DC分野では従来

バイポーラ形で製品化してきた53シリーズ電圧モード IC

を CMOS化し，低消費，軽負荷モード対応機能を持たせ

製品化した。その他特定用途向け IC として USB（Uni-

versal Serial Bus）電源，プリンタ電源，液晶表示パネル

電源，携帯電話機電源用などの製品開発を推進してきた。

カメラ用オートフォーカス ICは 3 倍ズームコンパクト

カメラ用に適用されているが，当社比で体積が従来の半分

となる小形モジュールを開発し，カメラの小形化に貢献し

た。またディジタルカメラ向けとしても，測距スピードが

速い特徴を生かし採用されている。

将来の家庭用テレビの最右翼候補である PDP（プラズ

マディスプレイパネル）駆動 IC としては，200V SOI プ

ロセスを用いたスキャン側 ICと 100V DMOSプロセスを

用いたデータ側 ICをそれぞれフレキシブル基板に搭載し

たモジュールを開発した。

ハイブリッド IC製品としては，高調波対応電子バラス

トの開発や直噴形自動車イグナイタの小形パッケージ化，

自動車用圧力センサでは EMI（電磁干渉）対策内蔵形セ

ンサの開発など，いずれも地球環境の改善に貢献する製品

となっている。

一方，パワー半導体に関しては，1999年度には次の基本

的考え方により新製品開発を推進してきた。

エコロジーエレクトロニクスへの対応

拡大する地球環境保護，省エネルギーニーズに対応。

カスタマーフォーカスの徹底

顧客の視点からの商品企画。

ソリューション製品の創出に注力

回路ソフトウェアとパワーの複合など。

CRTディスプレイ電源用に画面ノイズの出にくいPWM

ソフトスイッチング同期方式システムを富士電機独自に開

発し，このシステムのパワー部を簡素化するため複数のパ

ワーMOSFETと制御用 IC をプラスチックパッケージに

実装することで M-POWERを実現した。M-POWERは

待機時に 3W以下というエナジー 2000 規格を追加のサブ

電源なしで達成する画期的なデバイスとなっている。この

デバイスはパワー半導体と IC技術の結合が新しいシステ

ムパワーデバイスを生んだ好例である。自動車電装用の高

機能MOSFETも同様である。パワーMOSFETとデバイ

ス保護回路を1チップに集積し，それをコンパクトなSOP-

８パッケージに実装することで自動車電装システムの部品

搭載空間の極小化ニーズにこたえている。

微細プレーナ技術により第四世代 IGBTチップを搭載し

たパワー集積モジュールを開発し系列化を行っている。

NPT型 IGBT技術をブラッシュアップすることで 600V，

1,200 V 系列に加えて 1,400 V 系列を追加し，世界各地の

商用電源に対応可能とした。ネットワーク用大形サーバ電

源などへ適用可能なTO-247 パッケージMOSFETや応用

装置のさらなる高効率化・省エネルギー化を狙った 100V

ショットキーバリヤダイオード，高精細度 CRTディスプ

レイ用 1,700 V ダンパダイオード，電子レンジ用高圧ダイ

オードなどの新製品も同様にアプリケーション最適パワー

デバイスの思想が適用されている。

富士電機では今後も世の中のニーズを真摯（しんし）に

受け止め，特長ある製品を供給していく所存である。
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FA3641/47 は，家電・ OA製品の待機時の低消費電力

化に対応するため，従来の FA531x シリーズを高耐圧 CM

OS技術により低消費電流化した PWMスイッチング電源

制御 ICである。軽負荷時には，スイッチング周波数をリ

ニアに低減する機能を内蔵することで電源のスイッチング

ロスを低減し，待機時の効率を向上させることができる。

この製品の主な仕様は次のとおりである。

30V高耐圧 CMOSプロセス採用による低消費電流化

ラッチ時： 50μA，動作時： 1.9mA（無負荷）。

外付け抵抗により，発振周波数の低減率を可変できる

軽負荷モード内蔵（出力DUTY 10 ％以下で動作）。

FA531x シリーズと同じ，過電流，過負荷，ソフトス

タートなどの各種保護機能を内蔵。

（3）

（2）

（1）
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軽負荷モード内蔵電源制御 IC

6チャネルDC-DCコンバータ制御 IC

USB電源制御 IC

図１　軽負荷モード内蔵PWM電源制御 IC

（DIP-8/SOP-8の外形）

近年，ビデオカメラやディジタルスチルカメラの小形

化・軽量化・高機能化が進んでおり，それに伴って機器の

内部スイッチング電源回路も，低消費電力化，高密度化，

多出力化が要求されている。これらの要求に対応して，CM

OSアナログ技術を適用した 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（2.5 ～ 18V）

６チャネル出力（降圧形× 5，降圧または昇圧切換×

１）

降圧形のうち 2チャネルは同期整流方式に対応

スタンバイ機能付き（スタンバイ電流 12μA）

LQFP-48 ピンパッケージ（6）

（5）

（4）

（3）

（2）

（1）

図２　6チャネルスイッチング電源用制御 IC

パソコンとキーボード，プリンタなどの周辺機器をつな

ぐ新しいインタフェース規格である USB（Universal

Serial Bus）が，取扱いやすさの利点を生かして急速に普

及が進んでいる。USB規格に準拠する周辺機器への給電

機能を集積した USB 電源制御 IC を開発した。主な特長

は次のとおりである。

２チャネル出力　低オン抵抗pチャネルMOSFET内蔵

（100mΩ，500mA）。

過電流検出回路内蔵，過負荷時の電流制限機能・突入

電流の検出防止機能付き。

ヒステリシス特性を持つ低電圧ロックアウト機能。

過熱保護回路内蔵。

SOP-16 ピンパッケージ。（5）

（4）

（3）

（2）

（1）

図３　USB電源制御 IC（SOP-16の外形）
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近年，銀塩カメラにおいては，APS フィルムの普及に

より，高ズーム化，小形化がますます進んでいる。

これらの要求に対応するため，センサピッチの 12μm

化およびレンズ材料の改良により，測距精度向上を図った

オートフォーカスモジュール 2機種を開発した。いずれも

パッシブ方式の CMOSセンサでアナログセンサデータを

出力するタイプである。

FM6255AT42 は，既存機種 FM625T40 のレンズ材料を

改良し測距精度を改善した機種である。

また，FM6256T36 は，従来の 2～ 3倍ズーム用のセン

サの外形サイズで 3倍超ズームカメラに対応する機種であ

り，外形寸法は，13.6 × 6.7 × 13.4（mm）である。
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超小形オートフォーカスモジュールの系列化

高調波対応電子バラスト

EMI 対策内蔵形圧力センサ

図４　系列化した超小形オートフォーカスモジュール

照明装置の電子安定器（電子バラスト）化は，ちらつき

が少なく，明るさも従来（磁気式安定器）より約 20 ％向

上するなどのメリットが評価され，使用が拡大している反

面，家電製品のスイッチング電源化と同様に高調波ひずみ

による商用電力系統への障害が懸念され，「家電・汎用品

高調波抑制対策ガイドライン」により入力高調波電流が規

制されている。

このたび，このガイドラインの照明器具高調波規制限度

値（クラスC）をクリアする，サークライン形蛍光管を使

用した出力 60 ～ 102Wの家庭用照明器具に搭載可能な電

子バラストを開発した。72W照明器具用電子バラストの

主な仕様は，①消費電力：85W，②力率：0.99，③エネル

ギー消費効率：81 lm/W，④外形：90 × 227 × 35（mm）

などである。

図５　高調波対応電子バラスト（102W，72W，60W）

富士電機は圧力センシング部，信号処理回路に加え，

EMI（電磁干渉）対策用ローパスフィルタを 1チップ上に

搭載した圧力センサを開発した。この圧力センサは自動車

用として不可欠である EMI 対策を半導体チップ上に内蔵

させたことにより，貫通コンデンサ，インダクタなどの外

付け部品および接続のための基板を省略できるようにした

ものであり，以下のような利点を有する。

電界強度 50 ～ 100 V/ｍ，周波数 1MHz ～ 1GHz の

ノイズ環境でも，正常動作が可能である。

半導体チップ，ガラススペーサとケース（樹脂）のみ

でセンサを構成することができ，小形軽量で低コストの

圧力センサが実現可能である。チップサイズ 3.5mm□，

質量 2.2 g（SIL パッケージ）である。

（2）

（1）

図６　EMI 対策内蔵形圧力センサチップ
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ネットワーク用大形サーバおよび携帯電話用基地局など

に使用される 300W以上の大容量のスイッチング電源用

として，北米・欧州の標準規格である JEDEC TO-247パッ

ケージに準拠した高耐圧・低オン抵抗特性のパワーMOS

FETを開発した。

従来の EIAJ SC-65 パッケージ（TO-3P パッケージ）

とほぼ同一な外形形状にて，チップ搭載エリアの拡大など

を行い，最大 400Wの許容損失と 0.2 Ωの低オン抵抗特性

を実現している。

代表機種の特性は，次のとおりである。

™2SK3337-01（1,000V/2.0 Ω/7A）

™2SK3339-01（500V/0.2 Ω/27A）

™2SK3340-01（400V/0.2 Ω/23A)
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パワー半導体

TO-247パッケージパワーMOSFET

SOP-8パッケージ高機能MOSFET

100 Vショットキーバリヤダイオード

図７　TO-247パッケージ準拠のパワーMOSFET

自動車電装システムの大規模化に伴う，半導体の小形・

薄形化要求に対応するため，従来システム側にて付加して

いた半導体を負荷短絡状態から保護するための保護回路と，

パワーデバイスを 1チップ化した高機能MOSFET F5041

を開発した。本素子はパッケージに，この種のインテリジェ

ントパワーデバイスとしてはいち早く SOP-8 パッケージ

を採用し，さらなるシステムの小形・薄形化を可能とした。

また，従来品に対しゲート逆バイアス（－1.5 V）時の

IDSS<12μA化を可能とした。定格および上記以外の主な

特徴は次のとおりである。

定格： 40V，1A，0.6 Ω（2チャネル品）

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

（2）

（1）

図８　高機能MOSFET F5041

現在の電子機器は，小形・低消費電力化を図るため，ス

イッチング電源の小形・高効率化を進めている。このスイッ

チング電源の高出力電圧部（12 V クラス）には，従来

LLD（超高速低損失ダイオード）が主に使用されている

が，さらなる低損失低消費電力化のために，高耐圧かつ低

順電圧（VF）のショットキーバリヤダイオードの要求が

高くなっている。富士電機では，従来の 30 ～ 90V ショッ

トキーバリヤダイオード系列に，新たに高出力電圧対応の

高耐圧ショットキーバリヤダイオードを開発，製品化した。

主な特長は次のとおりである。

ピーク繰返し逆電圧： VRRM ＝ 100V

順電圧　　　　　　： VF ＝ 0.80V

出力電流　　　　　： IO ＝ 5 ～ 30A（3）

（2）

（1）

図９　100 Vショットキーバリヤダイオード

関連論文：富士時報 1999.3 p.168-171
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CRT を使用したディスプレイモニタは，パソコンや

CADの高性能化・高機能化により，大画面化・高解像度

化が要求されている。これらの要求に対し，水平偏向周波

数の高周波化・水平偏向電圧の高電圧化が進められている。

富士電機では，これらのディスプレイモニタの技術動向

に対し，このたび新たに駆動周波数 120 kHz 対応の高耐

圧 1,700 V ダンパダイオードを開発・シリーズ化した。主

な定格は次のとおりである。

ピーク繰返し逆電圧： VRRM ＝ 1,700V

出力電流　　　　　： IO ＝ 10A

順電圧　　　　　　： VF ＝ 2.7 V

逆回復時間　　　　： trr ＝ 0.5μs（4）

（3）

（2）

（1）
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1,700 Vダンパダイオード

電子レンジ用高圧ダイオード

1,400 V第四世代 IGBTモジュール

図１０　1,700Vダンパダイオード

最近の電子レンジ高圧電源の高出力化に対応すべく，新

規チップ設計にて低損失で高許容電流，さらに高サージ耐

量の高圧ダイオード ESJC13-09B，ESJC13-12B を開発し

た。また，高機能で低消費電力，セットの小形化を図った

高周波インバータ電源の電子レンジの普及が近年著しく，

新たにこのような市場動向にこたえるべく高周波高電流駆

動で低損失の高圧ダイオード ESJC32-08X を開発した。

定格および特性は次のとおりである。

ESJC13-09B ： 9 kV，450mA

ESJC13-12B ： 12 kV，350mA

ESJC32-08X ： 7.5 kV，350mA

逆回復時間　150 ns

外形：φ 7.5 × 22（mm）

（3）

（2）

（1）

図１１　電子レンジ用高圧ダイオード

インバータなどの電力変換装置の小形化，低損失化，高

周波化に対し，大幅に損失を低減した第四世代 IGBT モ

ジュールを 1,200V まで系列化し，このたびさらに 1,400V

系列を開発した。パッケージは 600V および 1,200 V 系列

と同様に，コンパクトかつプリント板にはんだ付けが容易

なピン端子タイプのパッケージで系列化した。これにより

11 kWクラスまでのインバータ容量に対し，AC入力 200

V から 575V まで設計の共通化が可能となる。

製品系列および主な特性は次のとおりである。

豊富な製品系列

パワー集積モジュール（電流定格： 10 ～ 50A）

６個組モジュール（電流定格： 35 ～ 100A）

VCE（sat）＝ 2.3 V，tf ＝ 0.08μs（ともに代表値）（2）

（1）

図１２　1,400 V第四世代 IGBTモジュール

関連論文：富士時報 1998.6 p.316-323

関連論文：富士時報 1999.3 p.191-194
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