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1　まえがき

産 業 用 IGBT（Insulated Gate Bipolar Transistor）モ

ジュールは，モータ制御用インバータや NC（Numerical 
Control：数 値 制 御）工 作 機 械，UPS（Uninterruptible 
Power Supply）などさまざまな電力変換装置に使用され

ている。近年は，太陽光 ･ 風力発電などの環境 ･ 省エネル

ギー分野でもますます需要が高まっている
⑴

。

インバータの高性能化は，継続的に行われている。パ

ワーチップに対してだけでなく，IGBT モジュールのパッ

ケージに対する高性能化への改善要望は高い。電力損失を

低減する方法として，IGBT モジュールの接続における接
触抵抗を低減することや，モジュールの内部インダクタン

スを低減することなどが挙げられる。また，インバータ出
力の増加に伴い半導体素子の負荷が大きくなり，優れた放
熱性能も必須条件となってきている。

環境・省エネルギー分野では，インバータ装置は主に屋
外に設置される。従来の屋内設置型よりも厳しい環境で使
用されるため，モジュールに使用する材料は，従来以上に

高い品質が要求される。

今回，最新チップ「V シリーズ」を搭載した産業用
IGBT モジュールである 2 in1 および 1 in1 の製品開発に

伴い，従来の構造を一新したパッケージを開発した。その

概要と技術開発について紹介する。

2　新パッケージの外観および製品系列

新パッケージの外観を図₁⒜に示す。図₁⒝に示す従来
パッケージと比較して分かるように，取付け穴や端子位置
の寸法は変更せず，互換性を持たせている。

従来パッケージでは，外部電極およびモジュール内部接

続に必要な端子を樹脂筐体（きょうたい）とインサート成
形により一体化していた。これに対し，新パッケージでは

端子と筐体を別々の構造体に分離した構造とした。

また，RoHS 指令
〈注〉

に対応するために，絶縁回路基板と銅
ベースの接合に使用するはんだには，SnSb はんだを採用
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〈注〉RoHS 指令：  電気電子機器に含まれる特定有害物質の使用制限 

 についての EU（欧州連合）の指令

（a）新パッケージ

（b）従来パッケージ

図₁　パッケージの外観
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した。SnSb はんだは，従来の鉛はんだより高融点なので，

製品動向の一つである高温動作を保証する有効な材料であ

る。

開発中の新構造 2 in1/1 in1 IGBT モジュールの製品系
列を，表₁に示す。2 in1 で 5 パッケージ，定格電流 75 〜

800 A，ならびに 1 in1 で 2 パッケージ，400 〜 900 A のラ

インアップを予定している。

3　新パッケージの特徴

₃.₁　内部インダクタンスの低減

従来パッケージは，ねじ取付け部である外部端子からモ

ジュール内部の絶縁回路基板への主電流経路が，1 経路で

あった。新パッケージでは，主電流経路を 2 分割して内部
インダクタンスの低減を図った。

図₂に電流経路を示す。新パッケージは，主端子からの

電流を分割した絶縁回路基板のおのおのへ分流する端子形
状とした。また，絶縁回路基板への接続も中央の位置で

行って電流経路を均等化し，電流不均衡が起きないように

した。

この結果，新パッケージの内部インダクタンスは，従来
品の約 50% まで低減することができた。

₃.₂　端子の平坦（へいたん）度 ･ 高さの精度向上

製品の外部電極は，ねじ締付けで平板に取り付けられる

場合が多く，端子の平坦度 ･ 高さの精度向上が接触抵抗を

低減するポイントとなる。

従来パッケージは筐体の樹脂と端子が一体化しており，

図₃⒝に示すように，垂直方向から嵌合（かんごう）する

フタ ･ ナット構造を採用して端子曲げ加工を行っていた。

このため，端子曲げ加工は筐体の樹脂破壊以下に制限され，

端子単体および端子間の平坦度が工程精度で左右されてい

た。

新パッケージでは，図₃⒜に示すように端子曲げ部分の

直下のみ樹脂を分離した筐体とし，ナットを水平方向から

挿入する構造を採用した。このため，端子曲げ加工が樹脂

表 ₁　製品系列（計画）

パッケージ
構成 製品型式 パッケージ

型式
パッケージサイズ

（mm） 定格電圧（V） 定格電流（A） 絶縁基板

2 in1

2MBI100 VA-060-50

M273 34 × 92

600

100

アルミナ

2MBI150 VA-060-50 150

2MBI200 VA-060-50 200

2MBI75 VA-120-50

1,200

75

2MBI100 VA-120-50 100

2MBI150 VA-120-50 150

2MBI300 VB-060-50

M274 45 × 92

600
300

窒化アルミニウム

2MBI400 VB-060-50 400

2MBI150 VB-120-50
1,200

150

2MBI200 VB-120-50 200

2MBI400 VD-060-50

M275 62 × 108

600
400

2MBI600 VD-060-50 600

2MBI300 VD-120-50
1,200

300

2MBI400 VD-120-50 400

2MBI150 VH-120-50

M276 62 × 108 1,200

150

アルミナ
2MBI200 VH-120-50 200

2MBI300 VH-120-50 300

2MBI450 VH-120-50 400

2MBI600 VE-060-50

M277 80 × 110

600
600

窒化アルミニウム

2MBI800 VE-060-50 800

2MBI300 VE-120-50

1,200

300

2MBI450 VE-120-50 450

2MBI600 VE-120-50 600

1 in1

1MBI400 V-120-50

M153

62 × 108

1,200

400

アルミナ

1MBI600 V-120-50 600

1MBI900 V-120-50 900

1MBI400 VA-120-50

M154 1,200

400

1MBI600 VA-120-50 600

1MBI900 VA-120-50 900
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強度に関係なく，端子単体の製造段階で外部電極部分が形
成されるため端子の平坦度の精度が向上した。また，組立
工程で，おのおの独立している端子を同一平面ジグで位置
決めすることによって端子の高さが安定した。

₃.₃　放熱性向上

IGBT モジュールが動作すると，半導体チップによる電
力損失によって発熱し，製品の正常動作 ･ 信頼性に悪影響
を与える。近年の製品の小型化 ･ 大電流化の結果，電流密

度が高くなり，チップはより高温になってきた。特定部材
の熱伝導率向上 ･ 熱源となるチップ同士の熱干渉回避など

放熱性能を向上させることが大きな課題となっている
⑵

。

新パッケージでは，最新技術のチップ ｢V シリーズ｣ を

採用した。チップの配置は，チップ間の熱干渉を回避する

よう最適化した。

チップ温度を同一とした場合の新パッケージおよび従来
パッケージの許容発生損失を，FEM 解析で求めた結果を

図₄に示す。チップ配置を最適化し，チップサイズを小さ

くしても許容発生損失を向上できることが確認できた。

₃.₄　温度サイクル試験耐量の確保

IGBT モジュールは，放熱面を持つベースと絶縁回路基
板がはんだで接合されている。これらの熱膨張係数が異な

るため，温度変化によってはんだに応力がかかる。温度サ

イクル試験では，はんだ接合部にクラックが発生し，最終
的に破壊に至ることが確認されている。

新パッケージでは，絶縁回路基板にアルミナまたは窒化
アルミニウムを使用している。銅ベースを含めた熱膨張係
数は，次のとおりである。

™  銅：16×10－6K－1

™  アルミナ：7×10－6K－1

™  窒化アルミニウム：4×10－6K－1

アルミナよりも銅との熱膨張係数差が大きい窒化アルミ

（a）新パッケージ

（b）従来パッケージ

：電流経路

主端子

絶縁
回路基板

主端子

絶縁
回路基板

図₂　電流経路比較

温度
高

低
許容発生損失：514W

温度
高

低許容発生損失：462W
（b）従来パッケージ

（a）新パッケージ

図₄　FEM 解析結果

（a）新パッケージ

（b）従来パッケージ

①ナット挿入前 ②ナット挿入途中

①端子曲げ加工前 ②端子曲げ加工後

図₃　端子比較
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ニウムを用いて，温度サイクル耐量の評価を行った。新
パッケージに採用する SnSb はんだと比較するために，一
般的な鉛フリーはんだである SnAg はんだを用いて評価
した。図₅に，温度サイクル試験前後で超音波探傷観察を

行った結果を示す。

SnAg はんだを用いた場合，300 サイクル後に非常に大
きなクラックを確認した。これに対し，SnSb はんだでは，

ほとんどクラックは確認されず，高い温度サイクル耐量が

確保できることを検証した。

₃.₅　ベース密着性向上（フィン取付け時の追従性向上）

IGBT モジュールは，放熱フィンにねじで取り付けて使
用する。製品によってねじ径が異なるものの，一般的には，

取付けトルクは 2.5 〜 3.5 Nm 程度と，大きな力で固定する。

ベース（厚さ 3 mm の銅材）だけであれば，取付け時に変
形する。ベースと絶縁回路基板が接合されていると，取付
け時に力が加わっても変形量が小さい。

図₆にモジュール取付け時の模擬図を示す
⑶

。従来パッ

ケージでは，一つの大きな面積の絶縁回路基板を採用して

いた。新パッケージでは，絶縁回路基板を分割することで，

放熱フィンに取り付ける際の形状追従性を向上させている。

これにより，高い放熱効率を得ることができるようになっ

た。また，曲げモーメントが最大となる製品中央部で，脆
性（ぜいせい）材料である絶縁回路基板のセラミック材を

配置しない構造にすることもできた。この結果，窒化アル

ミニウム絶縁回路基板と RoHS 用 SnSb はんだとの組合せ

において，機械的強度の向上を達成した。

4　あとがき

本稿では，最新チップ ｢V シリーズ｣ を搭載した新構造
2 in1/1 in1 IGBT モジュールのパッケージ技術について紹
介した。本モジュールのパッケージは新規開発品であり，

昨今の市場要求に対応できる製品である。

今後は，計画しているパッケージ系列の拡大を実現し，

パワーエレクトロニクス産業の発展に貢献する所存である。
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図₆　モジュールの取付け状態
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