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まえがき

地球環境保護のためのエネルギー効率の向上および低排

出化と，利用者の要求に応えるための安全性・快適性・利

便性の向上という強いドライビングフォースに駆られ，

1970 年代以降，自動車の電子化が急速に進んできている。

これに伴って，自動車に使用される半導体の用途や種類は

大幅に増え，自動車 1台あたりの半導体の使用量も増加の

一途をたどってきている。

ここで大切なことは，半導体の使用量は増えながらも，

自動車全体としての故障率は低く，居住空間は大きく，質

量は軽く，価格は低く保たねばならないということである。

そのために，自動車用半導体製品には，高信頼（低故障率）

化，小型（低占有容積，低実装面積，軽量）化，低コスト

（低価格）化が強く求められている。

富士電機は，自動車メーカーや自動車電装品メーカーの

要求に応えて，エネルギー効率の向上，低排出化，安全

性・快適性・利便性の向上に貢献すべく，これまで多くの

特徴ある半導体製品を自動車用途向けに開発し提供すると

ともに，これら自動車用半導体製品の高信頼化，小型化，

低コスト化に努めてきている。

表１に，自動車向けに現在提供しているかもしくは今後

提供予定である半導体製品について，その用途とともにま

とめた。

エンジン系統には，吸気負圧計測や大気圧補正のための

圧力センサ，点火用のイグナイタとしてのスマート IGBT

やハイブリッド IC（Hy-IC），過早着火防止用の高圧ダイ

オード，燃料噴射用のMOSFETなどを提供しており，今

後は燃料噴射用のスマート MOSFETや Hy-IC，モータ

ジェネレータ用のMOS-IPM（Intelligent Power Module），

ハイブリッド車のモータ駆動用の IGBT-IPM，電子制御

スロットル用や統合制御用，電子制御ユニット（ECU）

電源用の統合パワー ICなども提供していく予定である。

シャーシ系統では，電子制御化が進んでいるトランス

ミッションコントロール，トラクションコントロール，ブ

レーキコントロール，サスペンションコントロール，パ

ワーステアリングなどの用途に，ダイオード，MOSFET，

スマートMOSFETを提供しており，今後は比較的小電流

の用途向けには統合パワー ICを，比較的大電流の用途向

けには Hy-ICや IPMを提供するとともに，油圧計測用の

圧力センサも提供していきたいと考えている。

ボデー系統では，パワーウィンドウ，パワーロック，

オートミラー，ワイパなどに，MOSFETやダイオードが

使用されている。

そのほかにも，カーエアコン，ドームランプ，エアバッ

グ，各種ランプや ECUの電源用に，ダイオード，MOS

FET，スマート MOSFETなどを提供しており，今後は

カーエアコン向けにパワーモジュールや圧力センサを，

ドームランプ向けに 80 V 系のスマート MOSFETを，各

種用途向けに統合パワー ICを提供していきたいと考えて

いる。

本稿では，富士電機の代表的な自動車用半導体製品の現

状と技術動向について説明した後，今後の展望について述

べる。

自動車用ダイオード

富士電機のダイオードは，高信頼と低損失を特徴として

いるが，自動車用の幅広い用途に対応するために，小型化

を含めた系列拡充にも努めてきている。

図１に富士電機のダイオードのロードマップを示す。製

品開発の動向として，1997 年ごろまでは幅広い用途へ対

応することに重点を置いており，イグナイタ用の ESJA23

系列，整流用の ERA17 系列，低損失ダイオード（LLD），

ショットキーバリヤダイオード（SBD）などの標準系列の

整備を図ってきたのに対し，1998 年以降は個々の用途に

より適した特性の製品を提供することを目指してアプリ

ケーションスペシフィックな開発を進めてきている。ハイ

ブリッド車などの複数電源系を有する車両に使われる

DC-DCコンバータ向けの超低損失ダイオード（Super

LLD）や高耐圧 SBD，より高温の環境やより低暗電流化

が必要な用途向けの低逆漏れ電流（低 IR）SBDなどであ
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る。パッケージ系列に関しても，標準のアキシャルリード

パッケージ，標準の自立型TOパッケージ（フルモールド

品を含む）とその SMD（Surface Mounted Device）品に

加えて，より大電流向けの TO-247パッケージ，より小

型・薄型の SMDパッケージである 2 端子 SC，2 端子 SD，

TFP（Thin Flat Package）などを新たに拡充している。

自動車用パワーMOSFET

トレンチ MOSFET，擬平面接合 MOSFET，超接合

MOSFETに代表されるデバイス技術の革新と，デザイン

ルールの縮小に象徴される半導体プロセス技術のたゆまぬ

進歩の恩恵を受けて，パワーMOSFETの性能改善はとど

（3）
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1985年 1990年 1995年 2000年 2005年 

製品変遷 

製品系列拡大 
pnダイオード 

第一世代（標準系列） 第二世代（用途に合わせた系列） 

イグナイタ用ESJA23系列 
整流用ERA17系列 

低損失ダイオードLLD 
（200～600V） 

超低損失SuperLLD 
（600V） 

SuperLLD 
（400～800V） 

ショットキーバリヤ 
ダイオード（SBD） 

パッケージ系列拡大 
自立型パッケージ 

TO-220 
フルモールド 

TO-3P 
完全フルモールド 

TO-247 
（100A） 

TO-220 
完全フルモールド 

TO-3PL 
（200A） 

SMDパッケージ 
D2-Pack 
（30A） 

D-Pack 
（7A） 

2端子SC 
（1A） 

TFP（30A） 
2端子SD（3A） 

系列拡大 

低　F SBD（40～90V） V 超低　F SBD（30V） V 大容量 
高耐圧SBD（100～300V） 
低  R SBD（40～100V） I

図１　富士電機の自動車用ダイオードのロードマップ

表１　富士電機の自動車用半導体製品とその用途 
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まるところを知らない。

図２に富士電機の自動車用パワー MOSFETのロード

マップを示す。ダイオードにおける製品開発が主にアプリ

ケーションスペシフィックな系列の追加拡充であったのに

対し，パワーMOSFETにおける製品開発は，前世代品を

より高性能な次世代品で置き換えることの繰返しとなって

おり，技術の進歩の激しさが見て取れる。

パワーステアリングやカーエアコンなど多くの用途に使

用され，今後もモータジェネレータなどにさらに用途が広

がっていくと期待されている低耐圧系のパワーMOSFET

においては，トレンチ化とデザインルールの縮小によって

単位面積あたりのオン抵抗（60 V 品の例）が量産品で 0.8

mΩcm2，技術開発品で 0.5mΩcm2と低減され，従来から

の 4 ～ 5 年で約 40 ％の低減傾向がおおむね維持されてい

る。

一方，ハイブリッド車などの DC-DCコンバータやメタ

ルハライドランプの電子バラストなどに使用される高耐圧

系のパワーMOSFETにおいては，信頼性やサージ耐量は

改善されたものの，この約 10 年間は性能改善が行き詰

まっていたが，最近リリースした SuperFAP-Gシリーズ

では，擬平面接合化によって単位面積あたりのオン抵抗約

40 ％とスイッチング時間約 50 ％の低減が一気に進んでい

る。

この先も，低耐圧系ではトレンチMOSFETのさらなる

微細化によって，高耐圧系では超接合MOSFETによって，

パワーMOSFETの性能改善はさらに進んでいくものと期

待される。

自動車用スマートMOSFET

1980 年代，自動車の ECUにパワーMOSFETが使われ

るようになると，ECUの故障原因の一つとしてパワー

MOSFETの破壊がクローズアップされてきた。ECUの

出力から負荷へつながるラインの地絡や電源ラインへの短

絡による過電流，ロードダンプなどのサージによる過電圧，

制御用ソフトウェアの問題などに起因する過負荷による過

大な温度上昇などがその原因と考えられ，これらの異常事

態が発生した場合にも破壊しないようにパワーMOSFET

を保護することが求められるようになった。このような要

求に応えて 1980 年代後半に開発されたのが，パワーMO

SFETに過電流・過電圧・過熱に対する保護機能を内蔵さ

せたスマートMOSFETである。

富士電機では，コスト上昇を抑制するために保護機能だ

けを内蔵させた高機能MOSFETと，保護機能に加えてパ

ワーMOSFETの駆動回路や負荷の異常を検出しマイコン

へ知らせる故障診断機能も内蔵させた IPS（Intelligent

Power Switch）との，二つの製品系列をそろえて対応し

てきている。

図３に富士電機のスマートMOSFETのロードマップを

示す。プロセス技術は一貫して自己分離 CDMOS（Com-

plementary and Doublediffused MOS）プロセスを使って

きており，縦型のパワーMOSFETが出力段となることか

ら低オン抵抗かつ高サージ耐量の特徴を有する。また，他

社の多くが用いている接合分離プロセスと比較すると低コ

ストで製造できるというメリットもある。

1990 年代から今日に至るまで自動車用として広く使わ

れてきているスマートMOSFETであるが，自動車 1台あ

たりの使用数が増えてきたことから小型化の要求がきわめ

て強くなってきている。今後，小電流のスマート MOS

FETは統合パワー ICプロセスによって多チャネルをワン

チップに統合化して小型化していく方向にあり，スマート

MOSFET 自体はより高電圧もしくは大電流の用途をカ

バーし，またこれらの用途での小型化を進めていかなくて

はならない。富士電機では，パワーツェナーダイオードを

省く用途向けの 80 V 系製品の開発，大電流の用途に向け

たチップオンチップ（COC）技術の開発，小型化のため

（2）
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1985年 1990年 1995年 2000年 2005年 

製品変遷 

デバイス技術 

第一世代 
〈FAP-3Aシリーズ〉 
〈FAP-2シリーズ〉 

プレーナ型DMOS
トレンチゲート 
擬平面接合→超接合 

デザインルール 

性能指数 
60V 
　on　（mΩcm

2） 
　on　gd（mΩnC） 

3.5mΩcm2 

800mΩnC
2.3mΩcm2 

540mΩnC
1.4mΩcm2 

260mΩnC
0.8mΩcm2 

175mΩnC
0.5mΩcm2 

90mΩnC
0.65mΩcm2 

125mΩnC

130mΩcm2 

20ΩnC
125mΩcm2 

15ΩnC
76mΩcm2 

5.5ΩnC
24mΩcm2 

3ΩnC

第三世代 
〈FAP-T1シリーズ〉 

〈SuperFAP-Gシリーズ〉 

第二世代 
〈FAP-3Bシリーズ〉 
〈FAP-2Aシリーズ〉 

6　m 4　m 3　m 1.5　m 0.5　m 0.35　m0.8　m

R
R
A
Q 

600V 
　on　（mΩcm

2） 
　on　gd（ΩnC） 
R
R
A
Q

図２　富士電機の自動車用パワーMOSFETのロードマップ
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のチップサイズパッケージ（CSP）の開発，そしてチップ

の小型化のために出力段MOSFETを擬平面接合化した第

三世代プロセスの開発を進めて対応していく予定である。

自動車用イグナイタ製品

自動車の燃費の向上と低排出化に，1970 年以降最も寄

与してきたのはエンジン制御の電子化とその高度化である

といわれている。吸気量，燃料噴射のタイミングと量，点

火のタイミングとそのエネルギーを精密に制御することで，

より理想に近い燃焼を実現し，燃費の向上と低排出化が図

られてきた。イグナイタは，その重要な要素の一つであり，

点火コイルを通して点火プラグへ点火のための電気エネル

ギーを供給するものである。

富士電機は，1970 年代前半，イグナイタにトランジス

タが用いられ半導体化され始めた当初から，イグナイタ用

トランジスタを提供してきている。1978 年には，イグナ

イタ用トランジスタと制御用パワー ICとを厚膜回路技術

を用いて一体化した，イグナイタ用 Hy-ICの量産化を果

たした。そして，1998 年には，イグナイタ用 IGBTと制

御回路を自己分離 CDMOSプロセス技術によりワンチッ

プに集積化した，世界で唯一の IGBT出力ワンチップイグ

ナイタの量産も開始している。

富士電機のワンチップイグナイタのロードマップを図４

に示す。ワンチップイグナイタは小型・高信頼・低価格を

特徴とし，これまで電流制限・電圧制限・波形整形の機能

を内蔵した製品を提供してきている。さらに 2003 年には

新たに過熱保護機能を内蔵した製品の量産も開始している。

今日のイグナイタは，主に点火コイルに内蔵されエンジ

ンに直接取り付けて使用されるため，高いサージ耐量と，

温度サイクル耐量に代表される高い信頼性と，EMI

（Electro-Magnetic Interruption）耐量をはじめとする高

いノイズ耐量とが必要とされる。富士電機では，これまで

蓄積してきた技術とノウハウを基にこれらの要求を満たし
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1985年 1990年 1995年 2000年 2005年 

技術変遷 

デザインルール 

第一世代 第三世代 第二世代 

プロセス技術 

出力デバイス技術 プレーナ型DMOS
擬平面 
接合 

パッケージ 自立型TOパッケージ 

SMDパッケージ：D-Pack，D2-Pack，SOP，SSOP

COC

CSP

自己分離（SI）CDMOSプロセス 

6　m 3　m

図３　富士電機の自動車用スマートMOSFETのロードマップ

1985年 1990年 1995年 2000年 2005年 

製品変遷 

デザインルール 

第一世代 第二世代 

プロセス技術 

出力デバイス技術 プレーナ型IGBT 擬平面接合 

過熱保護 高機能化 内蔵機能 
電流制限，電圧制限， 

波形整形 

パッケージ 樹脂モールドパッケージ 
 

自己分離（SI）CDMOS

1.5　m3　m

図４　富士電機の自動車用ワンチップイグナイタのロードマップ
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ながら，ワンチップイグナイタの次世代プロセスによる高

機能化を推進し，イグナイタの小型化・低価格化を進めて

いく計画である。

自動車用圧力センサ

燃費の向上と低排出化を進めるうえでのエンジン制御の

重要性については上述したが，圧力センサもその重要な要

素の一つであり，吸気量の精密制御を行ううえで不可欠の

半導体部品である。

富士電機は，ピエゾ抵抗効果を応用したシリコンダイア

フラム型センサで 1984 年に自動車エンジン制御用圧力セ

ンサの量産を開始した。自動車用センサは，温度，熱，電

磁ノイズなど厳しい環境下に置かれるため，高い信頼性

（精度の保持を含む）が要求される。

図５の圧力センサのロードマップに示すように，これま

で富士電機では，高精度の凹み加工技術，温度特性・変換

特性の調整技術，静電気や電磁ノイズに強いセンサ構造，

保護素子などの開発と改良を進め，この要求に対応してき

ている。また，低価格化の要求にも応えるために，高コス

トなキャンパッケージを置き換える樹脂パッケージ技術，

センサと調整回路などをワンチップ化する技術，薄膜トリ

ミング方式に代わる EPROM（Electrically Programmable

ROM）を応用したディジタルトリミング技術などを開発

し，製品に適用してきている。

2002 年から量産を開始した第四世代の圧力センサは，

圧力変換のゲージ抵抗，CMOS 増幅回路，EPROMディ

ジタル調整回路，EMIフィルタ，サージ保護素子などを

すべてワンチップに集積化して小型の樹脂パッケージに収

めるとともに，高精度化と第三世代品の 2 倍の高 EMI 耐

量化とを実現している。また，従来はセンサチップごとに

応力緩和用ガラス片と接合する製法であったものを，IC

が形成された 6インチシリコンウェーハをウェーハサイズ

のままガラス板に静電接合する技術を開発適用しており，

小型・軽量・高精度・高信頼かつ低価格な製品となってい

る。

現在，自動車用としては，エンジン制御用，二輪車EFI

（Electronic Fuel Injection）用を量産しているが，第四世

代圧力センサ技術はこれら低圧用のみならず高圧用へも展

開が可能である。今後は，すでに開発を完了している高圧

ダイアフラム技術を適用することで，エアコン用，CVT

（Continuously Variable Transmission）用，ブレーキ圧用

などの高圧用途へも，ワンチップ圧力センサのソリュー

ションを提供していきたいと考えている。

今後の展望

富士電機の自動車用半導体製品の現状とその動向につい

て述べてきた。地球環境保護の重要性に対する認識や安全

性・快適性・利便性の向上に対する要求は近年ますます強

まってきており，自動車の電子化は今後も一段と加速され

ていくものと考えられる。自動車 1台あたりの半導体の使

用量はさらに増え，自動車用半導体製品には，より一層の

高信頼化，小型化，低価格化が求められる。富士電機では，

こうした要求へ対応するための技術開発も着実に進めてい

る。

図６に，富士電機のパワー ICプロセスのロードマップ

を示す。全体的な流れとして，CMOSのアナログ精度の

向上と動作速度の向上，DMOSの電流駆動能力の向上が

進んできていることから，バイポーラや Bi-CMOSのプロ

セスは終息させ，CDMOSプロセスへの集約を図っている。

素子分離プロセスとしては，高耐圧多チャネル向けの SOI

（Silicon on Insulator）プロセス，中耐圧多チャネル向け

の接合分離プロセス，低耐圧多チャネル向けと高耐圧単

チャネル向けの自己分離プロセスと，三つの分離プロセス

を今後も保持し用途に応じて使い分けていく予定である。

自動車用プロセスのトピックスとしては，増加する一途

のパワースイッチとその周辺回路を，電流の小さいものか

らワンチップに多チャネルを集積化して小型化するための

統合パワー ICプロセスとして，40 V 1.5 µmの自己分離

CDMOSプロセス（出力段は横型MOS）を現在立上げ中

であり，2004 年には量産を開始する。このプロセスは，

（4）
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1985年 1990年 1995年 2000年 2005年 

製品変遷 

半導体プロセス技術 

第一世代 第四世代 第三世代 第二世代 

調整回路技術 

MEMS加工技術 

バイポーラICプロセス 
（2チップ） 

バイポーラICプロセス 
（1チップ） 

CMOS ICプロセス 
（1チップ） 

厚膜抵抗トリミング EPROMトリミング（オンチップ） 
薄膜抵抗トリミング 
（オンチップ） 

はんだ接合（Siチップ/Si） 静電接合（Siウェーハ/ガラス） 静電接合（Siチップ/ガラス） 

ダイアフラム加工 
（ドライ＋ウェットエッチング） 

ダイアフラム加工 
（高圧対応） 

ダイアフラム加工 
（ドライエッチング） 

図５　富士電機の自動車用圧力センサのロードマップ



富士電機の自動車用半導体の現状と展望

今後の富士電機の自動車用パワー ICプロセスの基礎とな

るものであり，将来に向けて微細化が進められるとともに，

このプロセスで確立した技術を縦型出力の自己分離 CD

MOSプロセスへと展開していく。その一つは 80V 1.5 µm

の CDMOSプロセス（出力は縦型MOS）であり，中電流

帯のスマートMOSFETの小型化と低オン抵抗化に貢献す

る。もう一つは 500 V 1.5 µmの CDMOSプロセス（出力

は縦型 IGBT）であり，ワンチップイグナイタの高機能化

に貢献する。

大電流帯のパワーMOSFETの故障率を下げるためのス

マート化とリレーの半導体化による無故障化のために，図

７に例を示す COCスマートMOSFET技術の開発を進め

ており，2004 年に製品化の予定である。出力段の低オン

抵抗トレンチ MOSFETチップの上に，40 V 1.5 µmの

CDMOSプロセスによる制御用パワー ICを積層して，ア

ルミワイヤボンディングで接続し，小型化と高信頼化を両

立させている。将来的には，第二世代のトレンチ MOS

FETチップに置き換えていくことで，一層の低オン抵抗

化・大電流化が図れる。

さらなる大電流の用途，主にハイブリッド車や燃料電池

車のモータ駆動用として，自動車用 IPMの開発も進めて

いる。世界のトップを走り続けている富士電機の IGBT

チップ技術と産業用 IPM技術を活用し，自動車用として

要求される高い信頼性を低コストで実現するためのはんだ

接合技術と DCB（Direct Copper Bonding）基板技術，よ

り高い機能を内蔵するための回路技術などを新たに加えて

開発しており，2005 年に量産したいと考えている。

圧力センサでは，高圧用の技術開発が進んでおり，今後

は高圧用途への製品系列の拡充を図る。2005 年には 2

MPaまで，2008 年には 20MPaまでの対応を可能として

いきたい。

環境問題で急がれるのは，2005 年に始まる欧州の有害

物質使用規制への対応であり，半導体製品としては製品内

部に使用される一部の高温はんだ以外はすべて鉛フリー化

することが要求されている。富士電機では，この規制への

対応準備も着々と整えつつある。本号では，特に先行して

進んでいるディスクリート製品群の鉛フリー化技術につい

て解説しているが，その他の製品群についても鉛フリー化

技術の開発は順調に進んでいる。IPMなどのパワーモ

ジュール製品は，すでにシリコンチップ下のはんだの鉛フ

リー化を完了しており，2005 年の春までには，外部端子，

プリント基板，DCB基板下のはんだも鉛フリー化を完了

する計画となっている。アキシャルリード型と自立型パッ
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SOIプロセス 
　CDMOS 
　（横型IGBT） 

200V　1　m

接合分離プロセス 
　バイポーラ 
　（横型BJT） 

終息段階 
CDMOSへ移行中 

40V　8　m

40V　4　m

　Bi-CMOS 
　（横型BJT） 

終息済み 
CDMOSへ移行済み 

20V　2　m

20V　2　m

150V 
0.6　m

40V 
0.7　m

80V 
1.5　m

85V 
1　m

85V　0.6　m
　CDMOS 
　（横型DMOS） 

　CDMOS 
　（縦型DMOS） 

200V　6　m（横型IGBT） 

30V　0.6　m

40V　1.5　m

150V　1　m

650V　2　m 700V　1　m

120V　6　m

500V 
1.5　m

　CDMOS 
　（縦型IGBT） 

500V　3　m

120V　3　m

30V 
0.35　m

自己分離プロセス 
　CDMOS 
　（横型DMOS） 

30V　2　m

自動車用プロセス 

自動車・民生共用プロセス 

民生用プロセス 

40V　3　m

30V　1　m

図６　富士電機のパワー ICプロセスのロードマップ

MOSとICの 
ダイボンディング後 

IC

MOS

300　mと50　mの 
アルミワイヤボンディング後 

図７　チップオンチップ大電流スマートMOSFETの内部写真



富士電機の自動車用半導体の現状と展望

ケージのディスクリート製品とパワー IC 製品に関しては

2003 年上半期から，SMD型のディスクリート製品に関し

ては 2003 年下半期から，すでに鉛フリー化対応製品の出

荷が始まっている。Hy-ICと圧力センサについても，

2004 年からの対応の準備が整いつつある。

あとがき

技術革新の著しい半導体製品を自動車用途で使いこなし

ていくためには十分な注意と事前の検証が不可欠である。

富士電機では，設計管理規程に多機能チーム制を導入して

おり，設計の初期段階から品質保証担当部門や製造部門も

参画して，設計による品質の作り込み，設計による製造容

易性および工程能力の確保に努めるとともに，品質機能展

開，設計 FMEA（Failure Mode and Effect Analysis），

工程 FMEAなどを活用して，顧客の使用環境や使用方法

に即した設計検証を行うことで設計品質の確保に努めてき

ている。今後も，新しい用途への適用も含めて，入念な設

計検証による確かな技術と確かな管理で，お客様の要求を

満足する品質の先端製品を提供していく所存である。
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