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電子デバイス・半導体

展　望

IC

パワー半導体

2001年は不況の長期化により，半導体分野の市況は非常

に厳しい推移をした年であった。しかし，その中にあって

も地球環境保護に寄与する省エネルギーデバイスなど新た

なニーズに呼応する製品群は引き続き市場に受け入れられ，

適用分野を拡大している。富士電機ではこれまで培った高

耐圧，パワー技術をもとに社会ニーズに応える製品開発を

推進しており，その成果の概要を以下に紹介する。

IC 部門では，顧客ニーズ・ウォンツをベースにした新

技術・新製品の開発を行い，顧客の機器，システムの高機

能化，省電力化，低コスト化に貢献することをモットーに

電源 ICを中心として事業展開をしている。

富士電機はこれまで培ったパワー IC 技術と高耐圧

CMOSアナログ IC 技術をコアコンピタンスとしてさらに

磨きをかけ，高耐圧，高出力，低消費電流，高機能，高精

度，高信頼性を実現した製品展開を図っている。最近の機

器，システムの省電力化の要求はますます強く，低消費電

力化がキーワードとなっている。

2001年は，AC-DC電源 IC 分野で，VTRカメラなどの

ACアダプタに最適な 700 Vワンチップパワー ICを製品

化した。徹底的に高信頼性を追求した製品であり，低消費

電流で簡単に電源が構成でき，多彩な分野での応用が期待

される。また，高調波規制の面では力率改善用 ICを

CMOS 化し，低消費電流化と高効率，小型化を達成した。

DC-DC 電源 IC 分野では，新 CMOSシリーズとして

FA7700 系列の拡大を図った。その 2チャネル DC-DCコ

ンバータ ICは直接駆動する MOSFETの pチャネル，n

チャネルを選ぶことができ，昇圧，降圧，極性反転，フラ

イバック，フォワードとあらゆる DC-DCコンバータ回路

の構成が可能となっている。また，カスタム ICを含めて

ディジタルカメラ，VTRカメラ，PDA，携帯電話用など

の特定用途向け電源 ICの新製品も数多く市場に展開した。

高耐圧デバイスの応用分野として拡大が期待される

PDP 駆動 ICの分野では，パネルの進歩により駆動電圧の

低電圧化が進行している。富士電機では，従来の 200 V

（スキャン），85V（アドレス）クラスから 140V，70Vク

ラスへの移行を見据えて新デバイス・プロセスを開発し，

駆動 ICの省電力化，低価格化に積極的に対応している。

富士電機独自のカメラ用パッシブ形オートフォーカス

ICでは，市場拡大のため低価格化を推進し，広角モジュー

ルに引き続き，クリアモールドパッケージに代わり低コス

ト化を実現した新構造パッケージを開発した。合焦時間の

短縮などの特徴によりカメラ分野での拡大を期待している。

今後，順次系列化を進めていく。

パワーモジュール分野では顧客ニーズを的確につかみ，

あらゆる面で顧客満足度の高い製品を目指して開発を進め

ている。例えば，ＭＷ級インバータへの適用を目的とし大

容量 IGBTモジュール「EconoPACK-Plus」を開発した。

これは新規に開発した最新鋭 Uシリーズ IGBTチップを

搭載し，従来比 30 ％以上の大幅な低損失化を達成したば

かりでなく，内部配線の最適化，パッケージの小型化など

を実現し装置の大容量化への要求に応えたものである。ま

た，Econoファミリーの一つとして Econoダイオードモ

ジュールを開発した。Econoシリーズの IGBTモジュール

と同一高さとしているため，インバータ装置などでダイ

オードモジュールを用いる際に，組合せ使用での配置が容

易となり装置全体の小型化を可能にするものである。

ディスクリート分野では，超高速，低 Ronのパワー

MOSFET「SuperFAP-Gシリーズ」を開発し製品化した。

表面形状の微細化最適化設計により，最適低抵抗ウェーハ

の使用を可能とし，シリコンの理論限界に迫る特性を実現

している。SuperFAP-Gシリーズは多様な用途に応じて

使用可能なように，450 ～ 900 Vの高耐圧と 100 ～ 250 V

の中耐圧をシリーズ化しており，各種スイッチング電源な

どでの大幅な損失低減や高効率化が期待できる。スイッチ

ング電源では高周波化，高効率化を図るため，使用するダ

イオードの損失も大きな課題となってきた。本課題を解決

すべく独自技術を用いて逆回復電流を大幅に低減したダイ

オード「SuperLLD」を開発し製品化した。パワー MOS

FET SuperFAP-Gシリーズとの組合せ使用により，さら

に電源としてトータル損失の大幅低減が可能である。

今後も富士電機は特徴ある技術を生かして，さらに多様

化する顧客ニーズに応えていく所存である。
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電子機器での高調波電流発生および力率低下の問題を解

決するために，小型・軽量で高力率を実現できるアクティ

ブフィルタ方式が広く使われている。そのためのアクティ

ブフィルタ制御用 ICとして，ピーク電流モード制御の力

率制御用 ICを開発した。主な特長は次のとおりである。

CMOSプロセス採用による消費電流の低減

スタートアップ時：20μA，動作時：2mA

軽負荷補正回路により，定格負荷から無負荷までの定

電圧制御が可能

FBショート検出回路により，出力電圧検出部が異常

になった場合に回路動作を停止

過電圧保護機能内蔵

DIP-8または SOP-8の 2 種類のパッケージ（5）

（4）

（3）

（2）

（1）
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CMOS力率制御用電源 IC

小電力ACアダプタ用電源 IC

チャージポンプ型昇圧コンバータ IC

図１　CMOS力率制御用電源 IC

携帯電話用充電器などの小電力ACアダプタへの適用を

目的として，PWM制御回路と 700 V 耐圧パワー MOS

FETをワンチップ化したスイッチング電源制御用パワー

IC「FA5702P」を開発した。

この製品の主な特長は次のとおりである。

パワーMOSFETと制御回路をワンチップ化

ピーク電流制御方式電流モード PWM制御

動作時消費電流 200μA

整流回路高圧部から直接給電。変圧器三次巻線による

給電回路が不要

電源電圧 500V，パワーMOSFET耐圧 700Vで，ワー

ルドワイドな商用交流電源に対応可能

（5）

（4）

（3）

（2）

（1）

図２　小電力ACアダプタ用電源 IC

PDA（Personal Digital Assistant）や携帯電話などの携

帯電子機器に使用されるアナログ ICや無線通信部品のた

めに，ノイズの少ない，低消費電力化した小型の昇圧電源

が必要となる。このような要求に対応して，昇圧を行う

チャージポンプ回路と出力リプルを抑えるシリーズレギュ

レータをワンチップに集積したチャージポンプ型昇圧コン

バータ ICを開発した。主な特長は次のとおりである。

低出力リプル電圧：標準 1mVp-p

リチウムイオン電池に対応した入力電圧範囲：2.7 ～

4.4 V

シャットダウンモード可能

過熱，過負荷，低電圧入力に対する保護回路内蔵

超小型MSOP-8ピンパッケージ：3.0 × 4.9（mm）（5）

（4）

（3）

（2）

（1）

図３　チャージポンプ型昇圧コンバータ IC

関連論文：富士時報 2001.10 p.551-553

関連論文：富士時報 2001.10 p.554-556

関連論文：富士時報 2001.10 p.564-566
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携帯電話，携帯情報端末などの表示のカラー化に伴い，

バックライトの光源には白色 LEDが用いられる。このた

めの制御用 ICを開発した。特徴は次のとおりである。

DC-DCコンバータ方式による高効率動作

256ステップの調光可能（8ビット DAC内蔵）

高速スイッチング動作（ fosc ＝ 1MHz）

出力MOSトランジスタ内蔵

定電流制御方式

シリアルインタフェース制御

保護回路内蔵（ソフトスタート，マックスデューティ

制御，過熱保護など）

スタンバイモード（Idd ＝ 1μA）

小型 SON16ピンパッケージ（9）

（8）

（7）

（6）

（5）

（4）

（3）

（2）

（1）
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白色 LED制御用 IC

高耐圧ステップダウンコンバータ IC

新構造パッケージ適用オートフォーカスモジュール

図４　白色 LED制御用 IC

低消費電力で外部部品点数の少ないパワー段内蔵 1チャ

ネルステップダウンコンバータ ICを開発した。高入力電

圧（～ 45V）から 5Vまたは 3.3 V 出力を得ることができ，

小型・高効率の DC-DCコンバータが実現できる。本 IC

の主な特徴は次のとおりである。

高耐圧 CMOSプロセスによる低消費電流化（Icc ＝

1.4mA）

広い入力電圧範囲 10 ～ 45V（絶対最大定格 50V）

低オン抵抗 pチャネルパワーMOSFET内蔵

各種保護回路内蔵（ソフトスタート，過電流保護，過

熱保護）

内部固定の発振器内蔵（ f＝ 95 kHz）

SEL 端子による出力電圧 5V/3.3 V 切換機能

パッケージ DIP-8（7）

（6）

（5）

（4）

（3）

（2）

（1）

図５　高耐圧ステップダウンコンバータ IC

銀塩カメラは，高性能化・小型化が進められている。特

にオートフォーカス（AF）システムの優劣がキーになっ

ている。また，ディジタルスチルカメラ（DSC）分野で

も優れた AFが求められている。富士電機では，アナログ

データ出力タイプのセンサと，新しい構造の ICパッケー

ジを採用した小型・高性能な AFモジュール FM6266W37

を 3 倍超ズームクラスの銀塩カメラおよび DSC 向けに開

発した。主な特徴は次のとおりである。① ICチップを柔

軟性に富む材料で封止する新構造パッケージを適用。②セ

ンサピッチを縮小したアナログデータ出力タイプのセンサ

を用いることによりモジュールの小型化を実現。③新構造

の採用により，従来必要であったクリアモールド部分の遮

光の簡略化が可能。

図６　AFモジュール FM6266W37

関連論文：富士時報 2001.10 p.567-569

関連論文：富士時報 2001.10 p.578-580
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近年，産業用インバータなどにおいて高性能・高信頼

性・大容量化の要求が高まっている。これに対し，富士電

機は第五世代の FS（Field-Stop）トレンチ構造 IGBTを

適用した大容量 IGBTモジュール EconoPACK-Plusの開

発をほぼ完了した。定格は 1,200 V/225A，300A，450A

の 3 型式で，同様の設計コンセプトを適用した 1,700 V 系

も現在開発中である。

この製品は第五世代 IGBT適用により，従来製品に比べ

て大幅な損失改善を達成している。主な特長は次のとおり

である。

高性能（低オン電圧）化：VCE（sat）＝ 2.0V（125 ℃）

大容量化：6 in 1で 450Aまでの大容量化を実現。並

列接続容易なパッケージ（さらに大容量化可能）

高信頼性：サーミスタ内蔵による高精度の温度検出（3）

（2）

（1）
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第五世代 IGBTモジュール「EconoPACK-Plus」

Econo ダイオードモジュール

インテリジェントパワーモジュール「R-IPM3シリーズ」

図７　EconoPACK-Plus

インバータやサーボアンプの電源整流部分に用いられる

ダイオードモジュールに関して，装置の小型・軽量化，実

装の容易さを可能にする新素子系列を開発した。その特徴

は次のとおりである。

プリント基板実装タイプ

銅ベースレス化による小型・軽量化

富士電機 IGBTモジュール（Econo IPMシリーズお

よび EconoPACK IGBTシリーズ）と同一の素子高さで

設計されており，これらとの組合せ使用が可能

IGBTチップをダイナミックブレーキ用として搭載し，

一つのパッケージで，複数機能を有するダイオードモ

ジュールも同時に開発・製品化

（4）

（3）

（2）

（1）

図８　Econo ダイオードモジュール（Pシリーズ）

近年，電力変換用パワーデバイスは低損失と低放射ノイ

ズの両立が課題である。これらの市場要求に対して，従来

製品（R-IPM）の後継機種として R-IPM3を開発した。

新製品の特徴は次のとおりである。①新規に開発した新世

代デバイス構造である 600 V NPT-IGBTを採用し，定常

損失，ターンオフ損失を低減させた。その結果，従来品と

比較しトータル損失で 20 ％（当社比）の改善を達成した。

②新構造の MPS（Merged PiN/Schottoky）-FWDの採

用とゲート駆動回路の最適化により，FWDのソフトリカ

バリー化を実現した。これらの新技術により，低損失と低

放射ノイズ化の両立を達成した。

™定格電圧・電流：600V，20 ～ 160A

™VCE（sat）：1.8V（定格電流時，25 ℃での標準値）

™内蔵機能：ドライブ機能，SC，OC，TcOH，TjOH，LV

図９　インテリジェントパワーモジュールR-IPM3シリーズ

関連論文：富士時報 2001.2 p.110-113
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高効率，低損失化が要求される各種スイッチング電源に

適した低損失・超高速パワー MOSFETとして，ドレイ

ン－ソース間耐圧 100 ～ 900Vの SuperFAP-Gシリーズ

を開発した。富士電機独自の新技術の採用により，MOS

FETの性能指数（FOM＝ Ron × Qgd）が従来品に比べ 2

倍に向上している。主な特徴は次のとおりである。

低損失：ターンオフ損失が当社従来比 65 ％低減

低ゲートチャージ（Qg）：当社従来比 60 ％低減

高周波スイッチング対応：スイッチング時間従来比

65 ％低減

小型化：ワンサイズ小さいパッケージが使用可能。薄

型 SMDパッケージもラインアップし，実装面積の大幅

な削減（従来比 40 ％減）が可能

（4）

（3）

（2）

（1）
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超高性能パワーMOSFET「SuperFAP-Gシリーズ」

超薄型パワーSMDーーー2端子SD型ダイオード

電流連続モード力率改善回路用600V「SuperLLD」

図１０　SuperFAP-Gシリーズ

携帯用電子機器・情報通信分野では，今後さらなる小

型・軽量化，省電力化が求められている。これら電子機器

のスイッチング電源部には従来から SMD（表面実装デバ

イス）が使用されているが，今回従来品より大幅に薄型化

したパワー SMDーーー 2 端子 SD型ショットキーバリヤダ

イオードを開発した。特長と概略仕様は次のとおりである。

薄型：製品高さ 1.2mm（従来比 60 ％）

大電流：小型・薄型でありながら定格電流 3A

概略仕様（型式：定格電圧/順電圧）

™SD833-03：30V/0.46 V

™SD833-04：40V/0.51 V

™SD883-02：20V/0.39 V

™SD883-04：40V/0.45 V

（3）

（2）

（1）

図１１　2端子SD型ダイオード

電子機器の小型・軽量化に伴い，スイッチング電源では

高周波化・高効率化が進んでいる。特に近年の高調波規制

に対応するため力率改善回路（PFC 回路）を搭載する電

源が増加してきている。従来，この PFC 回路に使用され

るMOSFETおよびダイオードは損失が大きく電源効率向

上の課題となっていた。この改善のため，使用されるダイ

オードの逆回復電流を大幅に低減し，トータル損失の低減

を実現する電流連続モード力率改善回路用 600V/8 ～ 30A

の SuperLLD（Low Loss fast recovery Diode）を開発し

た。主な特徴は次のとおりである。

逆回復電流の低減：当社従来比 40 ％

低損失：PFC回路でのトータル損失を 15 ％低減可能

（MOSFETターンオン損失従来比 40 ％）

ソフトリカバリーによる低ノイズ化（3）

（2）

（1）

図１２　電流連続モード力率改善回路用600 V SuperLLD

関連論文：富士時報 2001.2 p.114-117

関連論文：富士時報 2001.2 p.127-131

関連論文：富士時報 2001.2 p.141-144
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