
　半導体パワーデバイスは，自然エネルギーの有効活用，ハイブリッドカーお

よび電気自動車などの普及による低炭素化社会の実現，電気機器のインバータ

化による省エネルギーを実現するための中核デバイスとして近年おおいに注目

されている。

　一方，Si集積回路は，一時期日本の “産業の米 ”として日本の産業を牽引し

てきた。しかしながら，この “日の丸半導体 ”は諸外国の勢いに押され，凋
ちょう

落

の一途をたどっている。そのような状況下で，パワーデバイスは日本が優位な

数少ない半導体デバイスとして君臨している。

　Siパワーデバイスの実現により，パワーエレクトロニクスによる電力変換

技術は飛躍的に向上した。自動車のモータ駆動，FA機器やエアコンなどの家

電のインバータ化，太陽光発電の普及は，Siパワーデバイスがあって初めて

実現したといっても過言ではない。Siパワーデバイスは Si集積回路で培った

微細化および低コスト化技術を適用することにより，急激に性能が向上，価格

が低下し普及した。

　パワーデバイスは半導体デバイスの一種であるが，同じ半導体デバイスであ

る Si集積回路のような解説書は存在しなかった。そこで著者は，おもに Siデ

バイスを扱ったパワーデバイスの入門書『パワーデバイス』（コロナ社，2012

年発行）を執筆した。

　しかしながら，Siパワーデバイスの性能向上は，その限界に近付いている

といわれ出した。そこで，パワーデバイス用材料として材料物性的に Siより

も優位なワイドギャップ半導体がにわかに注目され始めた。ただし，ワイド

ギャップ半導体パワーデバイスには，Siパワーデバイスと比較して，克服す

べき多くの課題が存在するのが現実である。

ま え が き
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　ワイドギャップ半導体の専門書は業界の需要に合わせ，それなりの数が存在

している。しかしながら，それらはすべてオムニバス形式である。オムニバス

形式の場合，それぞれの項目は最先端の研究を行っている技術者が執筆を担当

しているが，限られた分量での解説となる。そのため，どうしても良い部分が

強調されてしまい，実際には重要な課題の記述がおろそかになってしまう傾向

がある。

　本書では，ワイドギャップ半導体パワーデバイスの優れた性能を述べるとと

もに，課題を詳細に述べる。特に最大の課題の一つである結晶製造の難しさ

は，ていねいに解説した。そのためには結晶構造の違いから理解することが重

要である。加えて，結晶欠陥の形成原理についても理解する必要がある。さら

に，その評価法に関しても述べる。

　Siでは実現不可能なワイドギャップ半導体パワーデバイスの性能の一つに

高温動作がある。その実現には，モジュール化技術におけるブレイクスルーが

必須である。モジュール化における新技術に関しても詳細に述べる。

　ワイドギャップ半導体パワーデバイスの本格量産は，さまざまな技術の集大

成として実現される。個々の技術を有機的に結合することにより，初めてデバ

イスの量産として結実する。それぞれの技術開発は，デバイス開発全体のなか

での位置付けを把握して行うことが重要である。そのためには，ワイドギャッ

プ半導体パワーデバイスの全体像を知る必要がある。本書は，個別要素技術の

位置付けと重要さおよび課題の理解に重点をおいた。

　本書は大きく 3編から構成されている。最初に「基礎編」として，Siパワー

デバイスで培われてきたパワーデバイスの概要を述べる。基礎編は，1～ 5章

までの五つの章からなる。1章ではパワーデバイスの用途を述べ，2章では次

世代パワーデバイスへの要求を述べる。3章ではパワーチップ共通の構造と Si

パワーチップの製造方法を述べる。4章では各種パワーチップの構造と特性を

述べる。5章ではパワーモジュールの構造と製造法を述べる。

　つぎの「結晶編」では，ワイドギャップ半導体パワーデバイスの最大の課題

である結晶製造について述べる。結晶編は，6～ 11 章までの六つの章からな
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る。6章では原子に関して，7章では結晶に関して基礎から詳細に述べる。8

章では半導体中の結晶欠陥について，9章では結晶欠陥の評価技術を述べる。

10 章ではパワーデバイス用 Si結晶の製造法を述べ，11 章ではワイドギャップ

半導体結晶の製造方法とその難しさを述べる。

　最後の「デバイス編」では，個々の代表的なワイドギャップ半導体パワーデ

バイスとモジュール化技術について述べる。デバイス編は 12 ～ 16 章までの五

つの章からなる。12 章では SiCパワーデバイス，13 章では GaNパワーデバイ

ス，14 章では Ga2O3 パワーデバイスとダイヤモンドパワーデバイスについて

述べる。15 章ではパワーモジュールに関して，高温化のための新技術を中心

に述べる。最後の 16 章ではワイドギャップ半導体パワーデバイスが量産化に

向けた取組みを進めるにあたって，他の半導体デバイスの成功と失敗から学ぶ

べきことを述べる。

　本書に掲載した数々の測定データの取得にご協力いただいた方々に，お礼申

し上げる。また，結晶構造に関して熱心に議論いただいた多くの方々に深く感

謝申し上げる。最後に，本書の出版までこぎ着けて下さったコロナ社の方々に

厚く感謝申し上げる。

　2015 年 1 月

著　　　者　
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　われわれ人類は，さまざまな電気を利用している。電気には交流と直流が
あり，その電圧は 1 V程度から数十万ボルトにわたる。そのような電気を有
効に使いこなすには，効率的に電力変換を行う必要があり，電力変換の主役
はパワーデバイスが担っている。本章では，電力変換技術の概要とパワーデ
バイスの幅広い用途について述べる。

1 .1　電力変換技術

1 .1 .1　人類が利用している電気

　人類は，表 1 .1に示すようにさまざまな電圧の電気エネルギー（電力†）を

利用している。乾電池 1本から得られる電圧は 1 .5 Vである。家庭のコンセン

トには，日本では 100 V，欧米では 200 Vの電気が供給されている。新幹線以

外の鉄道などの電気鉄道用には数千ボルトまでの電圧の電気が利用されてい

る。新幹線などの高速鉄道では 25 000 Vが主流である。

発生源，適用例 電圧〔V〕
乾電池 1 .5（直流）
自動車のバッテリー 12，24（直流）
家庭用商用電源 100，200（交流）
新幹線以外の鉄道 600 ～ 1 500（直流）
高速鉄道（新幹線，フランス TGV） 25 000（交流）
送電線（最高使用電圧） 500 000（交流）
直流送電 25 000（直流）
雷の放電 数億～数十億（静電気，直流）

表 1 .1　身近な電気の電圧

†　正確には，電気エネルギーは電力と時間との積である（ジュールの法則）。

電力変換とパワーデバイス1
― 基 礎 編 ―
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2　　　1 .　電力変換とパワーデバイス　

　電力は従来から，遠く離れた発電所で発生させて各家庭まで運ばれてくると

いうのが一般的である。電力は電線を介して送るため，電線の電気抵抗による

損失が発生してしまうのは避けられない。抵抗による損失は，電流の 2乗に比

例した熱（ジュール熱）の形で放散される。また，電力は電流と電圧の積であ

る。したがって，電気を送るにはできるだけ高い電圧で送るほうが損失が少ない。

　そのため発電所からは，最初は 50 万 Vという非常に高い電圧で送電され，

徐々に電圧を下げながら各家庭に供給される。図 1 .1に一般的な送配電網を

模式的に示す。27 万 5 千～ 50 万ボルトから，15 万 4 千ボルト，6万 6千ボル

ト，6 600 Vと降圧され，最後は柱上変圧機で 100 ～ 200 Vに降圧され各家庭

に供給される。日本中に張り巡らされた電力網のほとんどは交流であるが，本

州と北海道および四国を結ぶ電力網には直流送電が用いられている。

　雷の電圧は数億～数十億ボルトと非常に高く，大きなエネルギーを有してい

るが，いまだに人類はこれを有効に利用することはできない。

1 .1 .2　直 流 と 交 流

　電気には直流と交流がある。これは，電気の作り方に関連している。表 1 .2

に直流と交流の比較を示す。一般に，化学変化や半導体の光電変換で発生させ

る電気は電圧 1 V程度の直流である。したがって，乾電池や燃料電池および太

陽電池などから作ることができる電気は直流である。また，エレキテル†のよ

発電所 超高圧
変電所

275 000
～ 500 000 V 154 000 V 66 000 V 6 600 V

100
～ 200 V

一次変電所 配電用
変電所 電柱 家庭

図 1 .1　送 配 電 網

†　オランダで発明された摩擦電気を蓄積する装置。日本では，江戸時代に平賀源内が復
元させたことで有名。
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　1 .1　電 力 変 換 技 術　　　3

うに静電気を発生させる場合も直流である。

　一方，発電機を連続的に運転させる場合は，回転を利用しているため交流の

ほうが作りやすい。したがって，従来からの火力，水力，原子力など大規模な

発電システムや風力発電，地熱発電などから供給されているのは交流である。

　人類が最初に手に入れた電気は直流である。1800 年のボルタ電池の発明は

画期的であった。このときから連続した電気の利用が可能になった。交流の起

源は 1831 年のファラデーの電磁誘導の発見である。最初は電磁誘導も直流の

発生に使用されていたが，1882 年には交流発電機が発明された。

　その後，1880 年代後半の米国では電力事業に直流を用いるか，交流を用い

るかという＂電流戦争＂が起こり，1890 年に経済性の良好な交流が勝利した。

このときは，電気の歴史に名を残すエジソン（直流側）とウェスチングハウ

ス，テスラ（交流側）が敵対関係にあった。そして今日に至るまで，全世界の

家庭には交流が供給されている。

表 1 .2　直流と交流

直　　流 
（DC：direct current）

交　　流 
（AC：alternating current）

定　義 電流の流れる方向が一定 電流の流れる方向が逆転

電源の図記号

発生源

・乾電池
・蓄電池
・太陽電池
・燃料電池

・発電所
　　水力，火力，原子力など
・風力発電
・地熱発電

適　用

・パソコン
・携帯電話
・LED照明
・直流モータ
・直流送電

・家庭用商用電源
　　日本：50/60 Hz，100 V
　　欧米：200 V
・交流モータ
・変圧器

（（＋＋）） （（－－）） （＋⇔－） （－⇔＋）
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4　　　1 .　電力変換とパワーデバイス　

1 .1 .3　電力発生源の多様化

　2011 年 3 月 11 日に発生した東日本大震災は原子力発電の安全神話を崩壊さ

せた。現在，稼動を停止している大多数の原子力発電所は再稼働すら難しい状

況にある。原子力発電の普及には，核廃棄物を排出しない核融合の実用化が必

要かもしれない。そのため，現状は二酸化炭素（CO2）を大量に発生させる化

石燃料に依存した火力発電の利用に逆戻りしている。それが原因かどうかは不

明であるが，世界的な異常気象が続いている。

　このような状況のなかでの低炭素化社会実現のためには，自然エネルギーの

有効活用がその鍵を握っている。特に，太陽光発電に大きな期待がかけられて

いる。集中型のメガソーラー発電から各家庭の屋根に設置した太陽電池まで，

広範囲に普及しつつある。

　ただし，太陽光発電は夜間はまったく発電できず，曇りのときは発電量が落

ちるという非常に不安定な発電システムである。そのため現状では，太陽光発

電は，従来からの電力会社からの給電との併用が前提である†。夜間は外部系

†　単独での使用のためには，蓄電器の飛躍的な高性能化が要求される。

火力発電所

原子力発電所

水力発電所

風力発電所

太陽光発電所

蓄電池 スマート
メータ

太陽光パネル

太陽光発電 /コージェネレーション
システム付きオフィスビル

太陽光発電 /コージェネレー
ションシステム付き工場

電力系統

IT制御

図 1 .2　分散型発電とスマートグリッド
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　1 .1　電 力 変 換 技 術　　　5

統からの給電を受け，逆に電力の余る昼間は外部系統に電力を返すシステムを

構築しなければならない。そのためには図 1 .2に示したスマートグリッドの

普及が必須となる。スマートグリッドの実現のためには，電力の供給系統と並

列に，工場，オフィスビル，そして各家庭ごとの電力の過不足情報を把握する

ための情報管理システムを併せて構築する必要がある。

　自然エネルギーを利用した発電には，太陽光発電以外にも風力発電や潮力，波

力などを利用したものがあるが，一般的に不安定である。スマートグリッドの普

及により電力供給の安定化を図り，低炭素化社会の実現に近づくことができる。

1 .1 .4　電力変換の重要性

　図 1 .3は，スマートグリッドの一要素である一般家庭における分散型発電

を模式的に示したものである。各家庭に設置可能な太陽電池や燃料電池で発生

する電気は直流である。一方，家庭内に供給されているのは 100 Vの交流であ

る。したがって，さまざまな形態の電気エネルギーを家庭で使用できるように

変換する必要がある。

　逆に，家電製品が必ずしも交流で動作するわけではない。パソコンや LED

図 1 .3　分散型発電における電力変換

電力系統

2H2＋O2
　→2H2O

燃料電池

太陽電池

家電 情報機器

電気自動車プラグ
インハイブリッド車

交流
直流

バイオマス

コンバータ

コンバータ コンバータ

CO2

LED照明 UPS

AC
DC

DC
AC

DC
AC

AC
DC

水
素

蓄電池AC
DC
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6　　　1 .　電力変換とパワーデバイス　

（light emitting diode）照明は直流で動作する。その場合は交流を直流に変換す

る必要がある。また，エアコンや冷蔵庫などの交流モータ駆動の電気製品を動

かす場合でも電圧や周波数の変換が必要である。家電製品にはおもに誘導モー

タが用いられている。

　無停電電源（UPS：uninterruptible power supply）は，現状一般家庭での普

及率は低いが，病院では欠かせない設備である。もし，手術中に停電になれば

患者の命に関わる事態になるが，そのような場合に UPSがあれば一定時間電

気を供給可能である。

　電気自動車やプラグインハイブリッド車は，未使用時には，直流に変換して

搭載した電池を充電する必要がある。逆に停電時には，蓄電池として機能させ

ることにより，家庭への電力供給源として期待できる。自動車用途では，誘導

モータと同期モータの両方が用いられている。

　このように分散型発電においては，交流から直流への変換，直流から交流へ

の変換，交流⊖交流間の周波数あるいは電圧の変換といった電力変換が頻繁に

行われる。したがって，分散型発電の実現のためには，電力変換における効率

をいかに向上させるかが最も重要な技術となる。言い方を変えると，パワーデ

バイスによる電力変換の効率が向上したことにより，スマートグリッドのよう

なシステムが検討可能なレベルに至ったともいえる。

1 .2　パワーデバイスの用途

1 .2 .1　パワーデバイスの適用

　パワーデバイスはさまざまな用途に用いられ，電力の変換・制御を行ってい

る。パワーデバイスが用いられる分野は表 1 .3に示すように，大まかに，電

力，電気鉄道，産業，自動車，家電，情報・通信に分類できる。

　数千ボルト以上の高電圧を扱う高耐圧分野に電力分野と電気鉄道分野があ

る。電力分野としては，直流送電や製鉄所の圧延プラントなどがあり，スイッ

チング用のパワーデバイスとして，耐圧が 1 700 ～ 10kV程度までのサイリス
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　1 .2　パワーデバイスの用途　　　7

タや HV（high voltage）⊖ IGBT（insulated gate bipolar transistor）が用いられ

ている。電気鉄道分野は新幹線などの電気鉄道のモータ駆動用として，電力分

野と同様，耐圧が 1 700 ～ 6 500 Vのサイリスタや HV⊖IGBTが用いられている。

　中高耐圧（あるいは単に中耐圧と呼ばれる）デバイスが使用される産業分野

は，最も市場規模の大きい分野である。具体的には，FA（factory automation）

機器などのインバータ制御によるモータ駆動に用いられる。また，エレベータ

やエスカレータおよび自動ドアなど，ビルシステムにもかかせないものとなっ

ている。さらに，太陽光発電や風力発電などの自然エネルギーの有効利用の分

野も含まれる。スイッチングデバイスとしては，耐圧が 600 ～ 1 200 Vの

IGBTがおもに用いられている。

　自動車分野は，ハイブリッド車，電気自動車および燃料電池車のモータ駆動

に用いられている。ガソリンエンジン車からの CO2 排出量削減の切り札とし

て，急速に需要が伸びている。スイッチングデバイスとして，耐圧が 600 ～

1 400 Vの IGBTがおもに用いられている。

　家電分野は，エアコンや冷蔵庫などの電化製品に用いられている。スイッチ

ングデバイスとして，600 Vおよび 1 200 Vの IGBTや HVIC（HV integrated 

circuit）†がおもに用いられている。

†　高耐圧を有する集積回路として，600 ～ 1 200 Vの HVICが開発されている。

分　類 分　野 パワーデバイス
の耐圧〔V〕 適　用

高耐圧
電　力 1 .7k～＞ 10k 送配電網，圧延プラント
電気鉄道 1 .7k～ 6 .5k 電気鉄道

中高耐圧
（中耐圧）

産　業 600 ～ 1 .7k FA機器，エレベータ， 
太陽光発電，風力発電

自動車 600 ～ 1 .4k 電気自動車，燃料電池車，
ハイブリッド車

家　電 600 ～ 1 .2k エアコン，冷蔵庫，洗濯機
低中耐圧
（低耐圧） 情報・通信 100 ～ 600 パソコン，携帯電話

表 1 .3　パワーデバイスの適用分野
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