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1　まえがき

IGBT（Insulated Gate Bipolar Transistor）モジュール

は，低損失性，高破壊耐量，駆動回路設計の容易さなどの

利点から広く普及している。高耐圧 ･ 大容量分野において

も，これまで広く適用されてきた GTO（Gate Turn-off）
サイリスタから IGBT モジュールへ置き換えられてきてお

り，大容量インバータや高圧インバータ装置などに広く適
用されている。

近年，地球温暖化防止に向けて，新エネルギー（風力 ･
太陽光発電）の市場が急速に伸びている。特にこの分野
では，電力変換装置の大容量化が進み，大容量 IGBT モ

ジュールのニーズは大いに拡大している。これまで富士電
機では，この分野への適用を狙い，大容量 IGBT モジュー

ルを製品展開してきた
⑴，⑵

。

この新エネルギー分野向けに，並列接続に適した細長構
造の新型大容量 2 in1 IGBT モジュールを開発した。本製
品は ｢V シリーズ｣ IGBT

⑶

を搭載し，業界最高水準の低オ

ン電圧と同時に，低スイッチング損失を達成した。さらに

最新のパッケージ技術を適用することで，高パワー密度か

つ高信頼性も実現した。

本稿では，新型大容量 2 in1 IGBT モジュールの概要お

よび性能について紹介する。

2　製品系列

新型大容量 2 in1 IGBT モジュールのパッケージ外観を

図₁に，製品系列を表1に示す。1,200 V および 1,700 V の

耐圧クラスと二つのパッケージで構成され，600 〜 1,400 A
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表 ₁　新型大容量 2 in1 IGBT モジュールの製品系列

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）

2MBI600VXA-120E-50
M271 172 × 89 × 38

1,200

600

2MBI900VXA-120P-50 900

2MBI1400VXB-120P-50 M272 250 × 89 × 38 1,400

2MBI650VXA-170E-50 M271 172 × 89 × 38
1,700

650

2MBI1000VXB-170E-50 M272 250 × 89 × 38 1,000

M271パッケージ

M272パッケージ

図₁　新型大容量 2 in1 IGBT モジュールのパッケージ外観
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のモジュールを系列化している。

3　電気的特性

本製品は，V シリーズ IGBT を搭載することでチップ

最大接合温度 Tj＝175 ℃，動作温度 Tj（op）＝150 ℃を保
証している。その電気的特性について 2MBI1400 VXB-

120P-50（2 in1 1,200 V/1,400 A）を例に紹介する。

₃.₁　IGBT チップ特性

大容量 IGBT モジュールは大電流を瞬時に遮断するため，

スイッチング時に発生するサージ電圧が大きくなる。

1,200 V 系列の新型大容量 2 in1 IGBT モジュールでは，

大容量分野向けに IGBT チップ特性の調整を行い，図₂に

示すように，小容量や中容量分野向けに比べて，ソフトな

スイッチング特性を実現している。具体的にはシリコンの

厚さ，チップ裏面からのホール注入量およびチップ面積の

最適化を行うことで，低飽和電圧かつ低オフサージという

大容量 IGBT モジュールに必要な性能を実現している。

₃.₂　V-I 特性
図₃に，モジュールでの V-I 特性を示す。IGBT および

FWD（Free Wheeling Diode）は，ともに正の温度係数
を持ち，接合温度が高くなるとオン電圧が増加する。

この正の温度特性は，並列接続に適した特性であり，モ

ジュール間の電流バランスを自己調整するように動作する。

₃.₃　スイッチング特性

図₂に，Vcc＝600 V，Rgon＝Rgoff＝1.0 Ω，Tj＝150 ℃での

定格電流（1,400 A）におけるモジュールのターンオン，

ターンオフおよび逆回復波形を示す。定格電圧を超える大
きなサージ電圧は発生しておらず，良好な波形である。ま

た，図₄に同条件におけるスイッチング損失の電流依存性
を示す。

4　パッケージ構造

新エネルギー分野などに適用される電力変換装置の多く

は，複数個のモジュールを並列接続することで，大容量化
を達成している。また，この分野では電力の安定供給のた

め，高い信頼性が必要とされる
⑷

。新型大容量 2 in1 IGBT
モジュールは，ブスバーによる並列接続が容易になるよ

うに図₁に示すような細長パッケージ構造を選択している。

高信頼性についても後述のようにさまざまな改善を行って

いる。また環境対応として，鉛フリー化も合わせて実施し
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ている。図₅に，新型大容量 2 in 1 IGBT モジュールの概
略断面図を示す。

₄.₁　超音波端子接合技術の適用

図₆に，超音波端子接合の外観および断面を示す。本製
品は，超音波端子接合法による銅端子と銅回路パターンの

直接接合を実施している
⑸

。従来の銅端子接合法であるはん

だ接合構造においては，はんだ材と銅材の熱膨張係数差に

より，はんだ層に最も大きな応力が集中する。このため，

はんだ層にクラックが発生して銅端子が取れてしまうとい

う不具合が起こることがある。図₇に，温度サイクル試
験（試験条件－40 〜＋150 ℃繰返し）前後の銅端子引張強
度試験の比較結果を示す。従来のはんだ接合では，300 サ

イクル後には，初期に比べ約 50% の引張強度の低下が確
認された。これに対して超音波接合では，初期と 300 サイ

クル後で引張強度の低下がまったく見られない。本製品に

採用した超音波端子接合では，銅端子と銅回路パターンの

直接接合を採用することで，接合面の熱膨張係数差がない。

これによって，前述した温度サイクル耐量の著しい改善を

達成している。

₄.₂　高信頼性鉛フリーはんだの適用

図₅に示すように，銅ベースと基板下銅パターンの間に

存在するはんだ層には ₄.₁節で述べたように，温度サイ

クルによるストレスではんだにクラックが発生することが

ある。本製品では，耐クラック性の高い SnSb はんだを適
用することで，高い温度サイクル耐量を実現している。図

₈に，温度サイクル試験 300 サイクル前後の絶縁基板下の

超音波探傷結果を示す。

従来品の SnAg はんだが 300 サイクルではんだクラッ

クが発生しているのに対して，本製品が採用した Sn-Sb
はんだは，300 サイクル後にほとんどはんだクラックの進
展が見られない。このはんだ材の改善により，図₉に示す

実機動作を模擬した温度サイクル（ΔTc パワーサイクル）

耐量の向上を実現した。本製品は，ΔTc＝80 ℃の条件で

10,000 サイクル以上の実力があり，従来品に対して 2 倍以
上のΔTc パワーサイクル耐量を実現している。
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図₅　新型大容量 2 in1 IGBT モジュールの概略断面図

（a）外観 （b）断面

接合層
銅端子

銅回路パターン

図₆　超音波端子接合外観および断面
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₄.₃　モールドケースの耐環境性能改善

モールドケースの表面が高電界下に置かれている状態に

おいて，モールドケースの表面に付着した粉塵（ふんじ

ん）や水分によって炭化して炭化導通路（トラック）を形
成し，絶縁が低下して絶縁破壊に至ることがある。風力 ･
太陽光発電装置は，電力インフラが整備されていない地域
にも設置されることがあり，塵埃（じんあい）や塩分を多
く含み湿度も高い環境に設置されることが多い。IGBT モ

ジュールをこのような環境下で高い信頼性のもとで使用で

きるようにするには，炭化導通路を形成しにくいモールド

ケースの開発が必須である。本製品は，高い比較トラッキ

ング指数〔CTI（Comparative Tracking Index）≧ 600〕
を持つモールド樹脂を採用することで，高いトラッキング

性能を確保している。

₄.₄　内部インダクタンスの低減

3章で紹介したように新型大容量 2 in1 IGBT モジュー

ルは，大容量分野に適した電気的特性を実現している。大

容量分野に適用される電力変換装置の多くは，瞬時に大電
流を遮断する性能が要求される。そのためには，製品内部
のインダクタンスを低減してサージ電圧を下げることが重
要である。本製品では，主端子のコレクタ端子とエミッタ

端子の通電部分を並行平板化することで，磁界の相互作用
を積極的に活用し，内部インダクタンスを従来の 21 nH か

ら 10 nH へと約 50% の低減を実現している。

5　並列接続動作

素子を並列接続する場合，並列接続された素子間の電流
が均等でないと，信頼性の低下を招く可能性がある。その

ため素子間の電流分担を等しくすることが重要である。前
章までに述べたように，本製品は電力変換装置の大容量化
を容易にするため，並列接続に適した電気的特性および

パッケージ構造にしている。図₁0 に，M272 パッケージを

2 素子並列接続した場合の概略配置を示す。図₁1 は，2 素
子並列接続した実測例である。この測定では，素子間の電
流アンバランス率は 2% 以下という良好な並列接続特性を

実現している。

6　あとがき

本稿では，「V シリーズ」IGBT を搭載し，かつ信頼性
を大幅に改善した新型大容量 2 in1 IGBT モジュールにつ

いて紹介した。本モジュールは，ニーズが多様化している

大容量分野に加え，急速に市場が伸びている新エネルギー

分野に幅広く対応できる製品群であることを確信している。

今後は，さらなるニーズに応えられるように半導体技術
およびパッケージ技術のレベルを高め，パワーエレクトロ

ニクスの発展に貢献する新製品の開発を行っていく所存で

ある。
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