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1　まえがき

地球温暖化対策の国際的な枠組みである「パリ協定」が
2015 年に採択されて以降、CO2 排出量削減が世界各国で
重要性を増している。自動車産業では、CO2の排出量を
削減するため、ハイブリッド自動車（HEV）やプラグイ
ンハイブリッド自動車（PHEV）、電気自動車（EV）のよ
うに、電力を動力源としてモータで走行する電動車（xEV）
の普及を加速している。このモータの制御に用いるイン
バータユニットはエンジンルームの限られたスペースに搭
載されるため、小型化と高出力性能が求められる。そのた
め、インバータユニットの心臓部であるパワーモジュー
ルも小型化と高出力化の両立が必要であり、高電力密度化
が重要である。富士電機はパワーモジュールの高電力密
度化を行う上で必要な半導体・パッケージ・冷却技術の開
発に取り組んでいる。半導体技術では、チップ搭載面積
削減によりパワーモジュールの小型化を可能とする IGBT
（Insulated Gate Bipolar Transistor）と FWD（Free 
Wheel Diode）の二つのチップを 1チップ化した RC-

IGBT（逆導通 IGBT：Reverse-Conducting IGBT）技
術に取り組んできた。パッケージ技術では、アルミニウム
ワイヤ配線よりも省スペースで配線可能なリードフレー
ム技術に取り組んできた。冷却技術では、フィンとウォー
タージャケットの隙間をなくすことで冷媒の流速を増加さ
せ、冷却性能を向上させたウォータージャケット一体型
フィンの開発に取り組んできた。このように取り組んださ
まざまな技術を適用して、高電力密度化を実現し、2017
年に 200 kWクラスのモータ出力容量をターゲットとし
た RC-IGBTモジュール「M660

⑴⑵

」をリリースした。
今回、100 kWクラスのモータ出力容量をターゲットと

して、業界トップクラスの超小型 xEV向け RC-IGBTモ

ジュール「M677」を開発したので、その特徴および性能
について述べる。
 

2　「M677」への適用技術

開発したM677の外観を図1に示す。表1に「M653」
（従来品）との性能比較を示す。高電力密度化のために
チップ性能の向上、配線面積の削減、冷却性能を向上した。
これらにより出力性能を維持しつつ、従来品に比べて体格
（体積）を 50%以上低減し、約 2倍の電力密度を達成した。
このモジュールの特徴を同等の出力容量のM653と比較
して次に示す。
⒜　第 7世代 RC-IGBTの性能向上
従来品にて採用した第 7 世代 RC-IGBTに対し、
IGBTの出力特性の向上およびスイッチング損失低減に
より、チップサイズを小型化しつつ、同等のモータ出力
容量を実現した。詳細は3章で述べる。

xEV向け 100 kWクラス超小型 RC-IGBT モジュール
「M677」

安達 新一郎  ADACHI, Shinichiro 小幡　智幸  OBATA, Tomoyuki 東　　展弘  HIGASHI, Nobuhiro

“M677” 100 kW-Class Ultra-Compact IGBT Module for xEVs

近年、世界的に自動車の電動化がますます加速しており、パワーモジュールは小型化、低価格化と高出力化が同時に求
められている。富士電機は、100 kWクラスのモータ出力容量をターゲットとして、業界トップクラスの xEV 向け超小型
RC-IGBTモジュール「M677」を開発した。低損失な RC-IGBT、リードフレーム配線を用いた新規パッケージ、高放熱
冷却器の組合せにより、従来品よりインバータ動作時の発生損失 20%低減、モジュール体格 50%低減を達成した。その
結果、2 倍の高電力密度化を行い、100 kWクラスの RC-IGBTモジュールを手のひらサイズで実現した。

The electrification of automobiles has been dramatically accelerated worldwide in the last decade and power modules are 
required to be compact, low-cost, and higher power output at the same time.  In order to meet the market requirement, Fuji Electric 
has developed the “M677,” an industry-leading ultra-compact RC-IGBT module for xEVs targeting motors with output capacity of 
100 kW.  By combining low-loss RC-IGBTs, a new package with lead frame wiring, and a high thermal performance cooler, it has lower 
generated loss by 20% during inverter operation and smaller module size by 50% than a conventional product.  This enhancement 
has resulted in a palm-sized 100 kW-class RC-IGBT module that achieves twice the power density compared with the conventional 
one.
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図 1　「M677」（開発品）
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⒝　リードフレーム配線の採用
従来のアルミニウムワイヤに換わり、リードフレーム

配線を採用してモジュール内の配線部面積を約 20%小
型化した。
⒞　ピンフィンの採用
冷却フィンの冷却性能向上のため、従来の波フィン構

造からピンフィン構造とすることで熱抵抗を 10%低減
した。詳細は4章で述べる。
⒟　新規冷却器インタフェースの採用
従来構造ではウォータージャケット一体型フィンで必
要となる冷却器とインバータ筐体（きょうたい）との水
路インタフェースをフランジやスタッドを用いて構成し
ていたが、ボトムプレートのみで構成することでインタ
フェースの部品点数を 6 点削減し、パワーモジュール
を小型化した。

3　「M677」の RC-IGBT の性能向上

富士電機は、業界に先駆けて主機の車載インバータ向
けの RC-IGBTを開発し、量産してきた

⑶-⑹

。RC-IGBTは
IGBTと FWDの二つのチップを 1チップ化しているの
で、従来の IGBTと FWDが別体となっているチップ（別
体チップ）で構成するよりもチップおよびパッケージ面積
が縮小できるという利点がある。しかし、RC-IGBTによ
りパワーモジュールを構成する場合においても、チップは
モジュールにおける専有面積は大きく、さらなるモジュー
ルの小型化を進めるためにはチップの小型化が重要となる。
チップ小型化の課題は、チップ面積に反比例する導通損失
の増加抑制と熱密度低減のためのインバータ動作時の損失
低減である。M677では第 7世代チップ技術をベースに
性能向上を行い、単位面積当たりの出力特性向上により、
チップの小型化に伴う導通損失増加を抑制し、スイッチン

グ損失の低減によりインバータ動作時の損失低減を行って
いる。図2に RC-IGBTの断面構造を示す。3.1 節、3.2
節ではそれら出力特性向上とスイッチング損失低減手段に
ついて述べる。

3 . 1 　出力特性向上
RC-IGBTは 1チップ化できるメリットがあるものの

IGBT 特性と FWD特性を個別に最適化した構造を実現す
ることは、別体チップに比べ製造上難しい。例えば、ス
イッチング損失低減を目的とし、FWDの逆回復電流調整
によるライフタイム制御を行うが、その場合 IGBTおよ
び FWDの導通損失が増加するというトレードオフの関係
が存在する。そこで、M677 向け RC-IGBTでは、新た
なライフタイム制御技術を開発し、スイッチング損失と導
通損失のトレードオフを改善した。加えて、Siウェーハ
の薄化と表面構造を最適化して、導通損失を低減してい
る。図3にコレクタ・エミッタ間飽和電圧VCE(sat)を示す。
M653 向け RC-IGBTに比べ同一の飽和電圧下において、
コレクタ電流密度は 62%増加していることが分かる。単
位面積当たりの電流出力性能の向上により、導通損失を悪
化させることなくチップを小型化している。

表 1　性能比較

項　目 M653（従来品） M677（開発品）

外　観

モータ出力容量帯 100kW 100kW

コレクタ・エミッ
タ間飽和電圧 750V 750V

チップ 第7世代 RC-IGBT 第7世代 RC-IGBT
（性能向上）

内部配線 アルミニウムワイヤ リードフレーム

冷却器 ウォータージャケット
一体型波フィン

ウォータージャケット
一体型ピンフィン

外形寸法 W162.0×D116.0×
H24.0 (mm)

W136.5×D74.0×
H21.0 (mm)

体　格 0.45 L 0.21 L

電力密度
（arb.unit） 1.00 1.98

従来のライフタイム制御

IGBT領域 FWD領域

フィールドストップ層

（a）M653  RC-IGBT

n+

p+ n+
p+ n+

p
p+

新しいライフタイム制御

IGBT領域 FWD領域

フィールドストップ層

（b）M677  RC-IGBT
（性能向上）

n+
p

p+

図 2　RC-IGBT の断面構造
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図 3　コレクタ・エミッタ間飽和電圧VCE(sat)
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3 . 2 　スイッチング損失低減
ターンオン時のスイッチング速度は、逆回復サージ電圧
を耐圧以下に抑制する範囲で使用する必要がある。そのた
め、スイッチング速度の高速化により損失低減するため
には逆回復サージ電圧を支配する主要因である逆回復電
流の低減が重要である。そこで、M677では新しいライ
フタイム制御技術によりダイオードの逆回復電流を抑制し、
図4に示すように従来のM653に比べ、ターンオン時に
発生するターンオン損失Eonと逆回復損失Errを、それぞ
れ 36%と 27% 低減した。加えて、逆回復サージ電圧を
42V 低減した。表面構造の最適化およびチップサイズの

小型化によるデバイスの寄生容量の低減によりターンオフ
損失Eoffについても 17%低減した。
図5にインバータ動作時のM677とM653との発生損
失の比較を示す。M677は、M653に比べて導通損失は
ほぼ同等だが、スイッチング損失（特に、逆回復損失Prr
とターンオン損失Pon）が大幅に低減したことで、トータ
ルの発生損失を 20%低減できる。

4　「M677」の冷却構造と出力性能

4 . 1 　冷却性能の向上
チップおよびモジュールの小型化は熱密度の増加を伴う

ため、低損失化だけでなく、冷却性能の向上も不可欠で
ある。そこで、M677では冷却構造の最適化を行った。図
6に示すように、新規の冷却構造ではピンフィンの採用
により、同じ圧力損失において熱抵抗が 10%以上低減し
た。冷却構造の詳細は、本号 240ページ“xEV 向け超小
型RC-IGBTモジュールの冷却構造”で述べる。

4 . 2 　出力性能
システム電圧 400Vのインバータにおいて 100 kWク

ラスのモータ駆動のためにチップ接合温度Tvj 175 ℃で
350A(rms) 以上の出力電流が要求される。また、スイッチ

（a）ターンオン波形
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（b）逆回復波形
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（c）ターンオフ波形
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図 4　「M677」開発品のスイッチング特性
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図 5　インバータ動作時の発生損失の比較
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ング周波数は一般的に 5～ 10 kHzでの動作が要求され
る。図7にM677の出力電流Ioutをパラメータとし、Tvj
のシミュレーション結果を示す。新規に開発した RC-

IGBT、パッケージおよび冷却器の効果により、M677で
は、高キャリア周波数 10kHzにおいて、350A(rms)の出
力電流の特性ばらつきを考慮しても得ることができる。ま
た、キャリア周波数を下げることでさらに大きな出力電
流が得られる。このように、M677を用いることにより、
100 kWよりも高い出力性能を得ることができる。

5　あとがき

xEV 向け 100 kWクラス超小型 RC-IGBTモジュール
「M677」について述べた。第 7世代技術をベースに RC-

IGBT 性能および冷却性能の向上を行い、パワーモジュー
ルの小型化を行った。これら技術により、同等の出力容量
の従来品に対して 50%以上の体格減を行い、約 2倍の電
力密度を達成し、100 kWクラス IGBTモジュールを手の
ひらサイズで実現した。今後も電動車のインバータシステ
ムの小型化、高電力密度化の要求に応え、脱炭素社会の実
現に貢献していく所存である。
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図 7　「M677」（開発品）のTvj のシミュレーション
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