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SiC（炭化けい素）デバイスなどの次世代パワー半導体には，高耐圧，低損失および高周波・高温動作可能という優れた
特性がある。これらを最大限に発揮させるため，デバイスを銅ピンで接続し，エポキシ樹脂で封止する革新的なパワーモ
ジュール構造を開発した。この構造により，温度サイクル耐量が向上し，銀焼結材料の適用により 200 ℃動作の高信頼性を
確認した。また，新構造の特長を最大限に活用することで，モジュールの低インダクタンス設計が可能である。試作した
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ム）といったワイドバンドギャップ半導体の製品開発が精
力的に行われている。この半導体デバイスは高耐圧，低損
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せる All-SiC モジュール技術について述べる。
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All-SiC モジュール実現のための新構造

図 1 に， パ ワ ー モ ジ ュ ー ル の 従 来 構 造 と All-SiC モ

ジュールの新構造を示す。従来構造では，パワーチップ

装が可能となり，モジュールの小型化が実現できる。さら

の 配 線 は ア ル ミ ニ ウ ム ワ イ ヤ に よ っ て 形 成 さ れ，DCB

に，封止材料としてエポキシ樹脂を用いることで，従来の

（Direct Copper Bonding）基板と金属ベースがはんだで接

シリコーンゲルと比較してパワーチップ接合部のひずみと

合されている（図
一方，図

⒜）
。

応力が緩和され，信頼性が向上した。

⒝に示す新構造では，パワーチップの配線を

銅ピンで接続するワイヤボンディングレス構造を採用して

All-SiC モジュール実現のための要素技術

いる。また，従来の DCB 基板に代わり，Si3N4（窒化けい
素）セラミック基板に厚銅板を貼り合わせた放熱基板を用
⑴

開発における課題は，SiC デバイスの高温動作時におけ

いることで，金属ベースレス構造でも低熱抵抗が可能にな

る信頼性の確保と高速スイッチングの実現である。新構造

る。これにより，パワーチップに大電流を供給してもチッ

において，モジュールの高温動作信頼性の一つであるパ

プ温度の上昇を抑えられるため，SiC デバイスの高密度実

ワーサイクル耐量は，チップ上下の接合材料の寿命が支配
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Next-generation power semiconductors such as silicon carbide (SiC) devices have the following superior features: high voltage tolerance,
low loss and the capacity for high-frequency/high-temperature operation. In order to bring out the maximum potential of these features,
we have developed a novel power module structure using copper pins to connect devices and using epoxy resin as a sealant. Through this
structure, temperature cycle tolerance have been improved, and by using silver sintered materials, the high reliability of operation at 200 °
C
was veriﬁed. Moreover, by fully utilizing the features of the new structure, it is possible to design low-inductance SIC modules. By using
prototype all-SiC modules, we achieved signiﬁcant size reduction and eﬃciency improvement of power conditioners for solar power generation.
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All-SiC モジュールにより，太陽光発電用パワーコンディショナの大幅な小型化・効率向上を実現した。

All-SiC モジュール技術

的であると考えられる。そのため，高温信頼性を向上する

ここで，CTE を減少させる方法として，エポキシ樹脂

ためには，モジュールを構成する接合材料の高耐熱化が必

に充塡されるシリカなどのフィラー量を調整する手段があ

須である。同時にデバイスとその接合部を保護する封止材

る。一般的に，フィラー増量は樹脂の弾性率，粘度増加な

料の高耐熱化も必要不可欠である。

どの問題が生じるため，CTE だけでなくトータルのマッ

また，SiC デバイスの高速スイッチングに対応するには，

チングが必要となる。そこで新構造では，フィラー量を最

サージ電圧抑制のためにモジュール内部インダクタンスの

適化して CTE を減少させるとともに，充塡性を考慮した

低減が必要である。新構造では，ワイヤボンディングレス

粘度を持つエポキシ樹脂を開発し適用した。さらに，この

構造であるため，低インダクタンス化が実現できる。

開発樹脂の硬化条件を最適化して，Tg が 200 ℃以上にな
ることを確認した。これにより，高温時の温度サイクル耐

.

高耐熱封止材料による信頼性向上

量の向上と，ディスクリート製品と同様のトランスファー

新構造では封止材料として，エポキシ樹脂を採用したた

モールド成形の両立が可能となった。
高温信頼性を検証するため，開発したエポキシ樹脂封
止構造の温度サイクル試験を実施した。従来のパワーモ

ス転移温度 Tg に着目して樹脂開発を行った。図

ジュールの温度サイクル試験において，高温側の温度条件
は，動作温度に対して 25 ℃低い条件で設定されているの

Analysis）で測定した結果の模式図を示す。温度変化に

が一般的である。そこで新構造においても同様に，まず従

対する試料長さの変化量を測定することで，線膨張係数

来の Si パワーモジュールより高温側を 50 ℃高い条件にし

（CTE：Coeﬃcient of Thermal Expansion） が 求 め ら れ

た−40 〜＋175 ℃で試験を実施した。

る。Tg は耐熱性の指標の一つであり，Tg 以上の温度領域

図

に，温度サイクル試験による熱抵抗変化の結果を示

α2 ではエポキシ樹脂の CTE が急激に大きくなる。その

す。接合材劣化による熱抵抗増加を観測するため，500 サ

ため，200 ℃動作で高信頼性を得るためには，Tg が 200 ℃

イクルまで初期からの熱抵抗変化率を測定した。その結果，

以上の樹脂が必要である。ここで，モジュールに最適な樹

熱抵抗の大きな上昇は認められなかった。

脂物性を検証するため，樹脂の CTE に着目して応力解析
を行った。図

⒜に示す三次元 1/4 モデルで，チップの上

部と下部のはんだ接合部における相当ひずみおよび Si3N4
セラミック基板における最大主応力を解析した。−40 ℃

図

に，チップ銅板間のはんだ接合部の超音波探傷像を

示す。新構造では初期像との比較から，500 サイクル経過
しても接合部クラックが発生していないことが確認された
（図

⒜）
。なお，図

⒝は別構造における熱抵抗不良の一

〜＋200 ℃の温度サイクル条件において，エポキシ樹脂の

例であるが，試験経過による接合部のひずみにより，チッ

CTE を 10 〜 25 × 10−6/K で変化させたときのひずみと

プ外周の接合部クラックが進展している状態である。これ

応力の最大値を図

らの結果から，従来の試験条件より厳しい−40 〜＋175 ℃

⒝に示す。なお，縦軸の値はエポキシ
−6

樹脂の CTE が 25 × 10 /K のときのひずみおよび応力を
100 とした結果である。
はんだ寿命は新構造における温度サイクル耐量に影響を
与えるもっとも大きな因子の一つである。一般的に，はん
だ寿命は，はんだに発生する相当ひずみ範囲に反比例する。
そのため，図

⒝に示すように高温の温度サイクル耐量を

向上させるためには，エポキシ樹脂の CTE を小さくする
必要がある。
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め，モジュールの高温動作の実現にはエポキシ樹脂の高耐
熱化が必要不可欠である。そこで，エポキシ樹脂のガラ
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銀焼結技術を適用したパワーチップ接合部断面
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200 ℃動作試験におけるパワーサイクル耐量

175 ℃）を実施した。
図

に示す試験結果において，実線は従来構造を，破

線は，はんだを適用した新構造のパワーサイクル耐量を示

接合劣化

している。モジュール構造が異なるため，故障メカニズム

（b）熱抵抗不良の例

も異なり，これらの 2 直線は傾きが異なっている。Δ Tj＝
図

温度サイクル試験における接合部劣化

175 ℃における新構造のパワーサイクル耐量は，従来構造
より大幅に向上すると考えられる。一方，低い温度振幅

の温度条件でも，開発したエポキシ樹脂封止構造では，接

条件ではパワーサイクル耐量がさらに大きく向上し，Δ Tj

合材の劣化を抑制し，十分な温度サイクル耐量を確保して

＝125 ℃では約 100 倍以上の耐量向上が見込める。ここで，

いると考えられる。なお，高温側 200 ℃上限の温度サイク

銀焼結技術を新構造に適用した場合，Δ Tj＝175 ℃におい

ル試験については，検証を進めているところである。

てプロット（図中

）のパワーサイクル耐量となり，従

来構造と比較して 10 倍以上の耐量向上が実現する。した
.

がって，封止材料などの周辺材料の高耐熱化が実現されれ

高耐熱接合材料による 200 ℃動作信頼性

従来構造のパワーモジュールに使用されている接合材の
主流は，融点が 250 ℃以下の鉛フリーのすず - 銀系はんだ

ば，銀焼結技術の適用によりパワーモジュールの 200 ℃以
上高温動作においても，高い信頼性が期待できる。

である。しかしながら，SiC デバイスの優れた特徴を引き
出すには，将来的に動作温度を 300 ℃もしくはそれ以上に
する必要があり，従来のはんだ材料では対応が困難である。

.

低インダクタンス設計

SiC デバイスの特徴の一つである低スイッチング損失特

そこで，銅ピン配線構造を採用し，より高い動作温度を実

性は，高周波で動作させることでその特性を最大限発揮す

現するため銀焼結技術を適用した。銀焼結材料の大きな利

ることができる。その際，デバイスの耐圧以下にサージ電

点は 300 ℃程度と比較的低温で接合でき，焼結後は銀バル
クと同じ融点を持つことである。図

に銀焼結材料を用い，

圧を抑制するために，スイッチング周波数が高くなる場合
では，パワーモジュールの内部インダクタンスを小さくす
る必要がある。そこで，新構造では電流経路を短くし，モ

銅ピンとパワーチップを接合した断面を示す。
これまで，はんだを用いた新構造においては，Δ Tj＝
⑵

ジュールを構成する基板を並行に配置した構造とすること
に，

150 ℃までのパワーサイクル耐量について検証されている。

で，内部インダクタンスが最小となる設計にした。図

今回，銀焼結によるパワーサイクル耐量を評価するため，

定格 1,200 V，100 A の 2 in 1 モジュールにおける従来構造

これまでより過酷な条件である 200 ℃動作試験（Δ Tj＝

と新構造のフットプリントサイズを比較した結果を示す。
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タンスを解析した結果，従来構造は約 50 nH であるのに対
34.0 mm

し，新構造では約 12 nH となり，1/4 以下までインダクタ
ンスを低減できた。

All-SiC モジュールのアプリケーションへの適
用

92.0 mm
（a）従来構造

これまでに述べた All-SiC モジュール技術を適用し，
フットプリントサイズ
約 50％低減

⑷

SiC-MOSFET と SiC-SBD を 用 い た All-SiC モ ジ ュ ー
ル（ 定 格 1,200 V，100 A の 2 in 1 モ ジ ュ ー ル ） の 試 作 を

24.7 mm

行った（図

⒜）
。なお，SiC-MOSFET には産業技術総

合研究所と共同開発している IEMOS（Implantation and
⑶

Epitaxial MOSFET）を使用した。
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この All-SiC モジュールのインバータ搭載による実機評

62.6 mm
（b）新構造

価のため，三相 3 レベル回路を適用した太陽光発電用パ
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⑸

ワーコンディショナ（出力 20 kW）を試作した。図
図

2 in 1 モジュールのフットプリントサイズ

⒝に

主回路部の外観を示す。All-SiC モジュールが 9 台組み込
まれている。装置全体で従来機比 1/4 の小型化を実現する

新構造は，従来構造と比べて約 50% のサイズとなり，電

とともに，主回路部の効率は 99 % まで向上することを確

流経路の短縮が実現している。また，新構造では，パワー

認した。
開発した All-SiC モジュールにより，アプリケーション

基板および厚銅板によりパワーチップの上面，下面に対向
するように電流経路が形成されており，磁界の相互作用に

を小型化でき，さらに高効率化することができる。

より内部インダクタンスの低下が実現する。内部インダク

あとがき
SiC デバイスの搭載に必要な高温動作，高信頼性，低イ
ンダクタンスを実現する All-SiC モジュール技術を構築し
た。この技術を適用し，SiC-MOSFET と SiC-SBD を搭
載した試作モジュールで，太陽光発電用パワーコンディ
ショナの小型化・高効率化を検証した。今後も，他のアプ
リケーションへの適用評価を進め，SiC デバイスの性能を
最大限に生かすことでパワーエレクトロニクス分野の発展
に貢献していく所存である。
（a）All-SiC モジュール
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太陽光発電用パワーコンディショナへの適用
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