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1　まえがき

近年，地球環境保全への社会的要求が高まり，自動車
の燃費向上，CO2 排出量の低減が重要な課題となってい

る。この課題を解決する手段として，自動車メーカー各社
は電気自動車やハイブリッド自動車など，環境対応車の開
発にしのぎを削っている。一方，自動車の電子化への流れ

に伴って自動車に搭載される半導体の適用範囲や種類は大
幅に拡大し，自動車 1 台当たりの半導体搭載数は増加の一
途をたどっている。当然のことながら，半導体の搭載数は

増えても，自動車全体としてのシステム故障率は低く抑え

なければならない
⑴

。車載用の半導体の故障は，車両停止に

つながる可能性があることから，安全確保が最優先であり，

一般民生用途や産業用途に比べていっそう高い品質・信頼
性が求められている。

本稿では，車載用途に要求される品質レベルに応えるた

め，車載用半導体製品の開発・設計から生産段階までの，

品質・信頼性の作り込みの取組みについて紹介する。

2　車載用半導体製品の品質・信頼性要求

自動車の特徴は，移動手段としての利便性が高いことや

使用目的が広範なことから，その環境も多彩であり，いろ

いろな観点からの耐性を持たなくてはならない。自動車を

取り巻く環境として，主なものを次に示す。

⒜　熱的環境（気温，日射，地域，走行条件）

⒝　湿度的環境（湿度，結露，雨，洗車）

⒞　雰囲気環境（火山地域，ほこり，塩，油）

⒟　機械的環境（走行による振動，衝撃）

表1に目標信頼性水準
⑵

の比較を示す。産業機器用途に比
較して車載用途は，おおむね 2 〜 3 倍高い信頼性水準が要
求されている。例えば，温度サイクル試験については，自
動車が寒冷地から砂漠や高温多湿地帯までといったあらゆ

る気候条件下で走行する可能性があることや，ハイブリッ

ド車では，モータ駆動ユニットがエンジンルーム内に搭載
され，環境や走行パターンからくる温度変化に常にさらさ

れることから，このような厳しい信頼性の要求水準となっ

ている。

3　車載用半導体製品の品質・信頼性確保

安全確保の観点から，車載用 IGBT モジュールには，高
い品質・信頼性が求められる。自動車・電装メーカーから

の要求品質は，具体的には市場故障率でシングル ppm 以
下であり，ゼロ故障が目指す品質レベルである。それら目
標品質を達成するためには，図1に示すように開発・設計
から生産段階までのすべてのフェーズにおいて，品質に重
点を置いた入念な取組みが重要かつ不可欠である。次に車
載用 IGBT モジュールを例にして説明する。

開発・設計段階におけるポイントは，車載用製品に要求
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表₁　目標信頼性水準の比較

目標信頼性水準

自動車目標 産業機器目標

温度サイクル
試験

＞1,000サイクル
ΔTc＝−40 〜＋125 ℃

100サイクル
ΔTc＝−40 〜＋125 ℃

パワーサイクル
試験

30,000サイクル
ΔTj＝100 ℃

15,000サイクル
ΔTj＝100 ℃

ケース温度変化
パワーサイクル
試験

10,000サイクル
ΔTc＝80 ℃

5,000サイクル
ΔTc＝80 ℃

振動試験 加速度200 m/s2

X，Y，Z軸方向 各10 h
加速度100 m/s2

X，Y，Z軸方向 各2 h
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される信頼性を的確に把握し，それを必要な技術開発や製
品設計へ反映させること，ならびに各フェーズにおいて，

顧客の要求する信頼性が確実に達成されているかを検証す

ることにある。このため半導体事業では，例えば，専門家
デザインレビュー（DR）や部門横断型多機能チームを編
成し，製品企画，設計開始段階から営業，品質保証，製造
部門に有識者を交えた入念な DR を行っている。また，設
計段階の節目では，社内だけでなく顧客を積極的に巻き込
んだ DR を実施することによって顧客の要求品質（明示・

黙示）の抜け落ちを防止し，品質・信頼性の作り込み，確
保に努めている。さらに，過去の品質トラブル事例や新
規・変化点のリスク検証として，設計 FMEA（Failure 
Mode and Effect Analysis：故障モードおよび影響解析），

工程 FMEA などを活用し，設計段階での品質・信頼性の

作り込み，確保に努めている。

量産段階では，パワーチップは高性能化を実現するため，

薄ウェーハ化や微細化など，最先端の加工技術とプロセス

を使って製造している。これらはウェーハのロバストネス

性に少なからず影響を及ぼす要因となっており，例えば加
工時の微小なパーティクルの付着やわずかなきずの発生な

ども見逃さないなど，従前の品質管理レベルをさらに数段
高めた管理が必要である。このため，ウェーハプロセス内
の環境・作業改善などによる品質の作り込みはもとより，

人のスキルによる良否判定の誤差を排除するため，自動検
査装置の導入などで管理レベルを高めている。

4　車載用 IGBT の信頼性評価

₄.₁　パワーサイクル故障メカニズム

高電力を取り扱う IGBT（Insulated Gate Bipolar Tran-
sistor）モジュールの典型的な故障メカニズムとして，熱疲
労故障が存在する。この故障は，モジュール構造部材の線
膨張係数の違いから生ずる熱応力が，各部材間の接合部に

繰り返し加わることに起因するものである。主な故障部位
およびその故障メカニズムは，次に述べる三つである（図

₂
⑵

）。

⑴　アルミニウムワイヤとシリコンチップ接合部
アルミニウムワイヤとシリコンチップの線膨張係数差に

より，接合端面に応力が加わり，亀裂が発生して進展する。

最終的には，亀裂が接合面を横断し，剝離破壊に至る。

⑵　シリコンチップと絶縁基板間のはんだ接合部
シリコンチップと絶縁基板の線膨張係数差により，はん

だ接合端面に応力が加わり，亀裂が発生して進展する。こ

れによりシリコンチップの放熱が妨げられ，さらに進展す

ると熱破壊に至る。

⑶　絶縁基板と銅ベース間のはんだ接合部
絶縁基板と銅ベースの線膨張係数差により，はんだ接合

端面に応力が加わり，亀裂が発生して進展する。これによ

り⑵と同様にシリコンチップの放熱が妨げられ，熱破壊に

至る。

①開発段階での信頼性設計
②製品における品質検証の強化

⑥トレーサビリティ強化による
　顧客対応力の向上，リスク極小化

③生産段階での品質の作り込み
④異常に対する検出感度向上
⑤不良品の市場への流出防止強化
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図₁　品質・信頼性確保のポイント
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図₂　IGBT の故障部位と故障メカニズム
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₄.₂　パワーサイクル寿命評価技術

富士電機では，製品の熱疲労寿命評価の試験法として，

モータ駆動時の運転モードを模擬し，IGBT モジュールに

断続的な通電を与えるパワーサイクル試験を採用している。

モータ駆動時の運転モードの代表例として，次に述べる二
つのモードを紹介する（図₃）。

⒜　加減速運転を模擬した短時間での過負荷運転
⒝　定速走行を模擬した長時間の定常動作運転
⒜の加減速運転を模擬した短時間の運転モードでは，発

熱が IGBT チップ周辺に限定されるため，前述の⑴，⑵の

故障メカニズム
⑶

が主にみられる。一方，⒝の定速走行を模
擬した長時間の運転モードでは，IGBT モジュール全体に

熱が広がるため，前述の⑶の故障メカニズムが主にみられ

る。富士電機では，これら 2 種類の運転モードに対して，

次に示す 2 種類のパワーサイクル試験を採用している。

⑴　ΔTj パワーサイクル試験
IGBT モジュールの 1 素子（1 アーム）のみに，短時間

通電を繰り返す試験法
⑵　ΔTc パワーサイクル試験

IGBT モジュールの全 IGBT 素子に，長時間通電を繰り

返す試験法
富士電機では，ΔTj パワーサイクルとΔTc パワーサイク

ルのそれぞれの試験において，いくつかの温度条件ΔT 下
での寿命データを取得し，統計的な処理を加えて，図₄お

よび図₅に示す寿命曲線を求めている。

自動車に要求される耐用寿命は，おおよそ 10 〜 15 年で

ある。この寿命を実機と同じ条件で確認するためには膨大
な時間を要するため，上記の寿命曲線を利用した寿命予測
を行っている。

₄.₃　シミュレーションによる品質検証

設計段階での品質検証として，シミュレーション手法は

有効な手段である。この手法は，今までに蓄積された膨大
な基礎データに基づき，ある制約条件下で各種部材構成し

ストレス条件での解析を行う。このため，従前の評価サン

プル作成，評価によるカットアンドトライをほとんど必要
としないことから，ほぼシミュレーション段階で，要求寿
命のフィージビリティースタディーが可能であり，開発
期間の短縮に大きく寄与している。シミュレーション手法
の適用に当たっては，構造や部材，熱，湿度，温度，電界，

振動など，ストレス因子を十分に考慮し，最も効果的な

手法を選択する。図₆に温度変化による部材の応力・ひず

み解析事例を示す。これらシミュレーションの活用により，

はんだ材料および絶縁基板材料の選定や構造パラメータを

短期間で最適化するとともに，車載用として必要とされる

パワーサイクル寿命の長寿命化を実現している。

5　生産段階での信頼性確保

₅.₁　量産工程における品質の作り込み

量産開始後の生産段階では，顧客あるいは市場での故障
発生の未然防止として，工程内で発生する不良品のつぶし

込みが重要な活動である。活動の一つとして例えば，工程

大
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形
量
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図₆　シミュレーションによる解析事例
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能力を高めて不良発生確率を低減し，不良品を作らないこ

とにより故障発生を防止している。IGBT モジュールでは

パワーチップはんだ接合部での局所的なはんだボイドが，

初期的，長期的な信頼性に影響を及ぼす。はんだボイドの

発生は，放熱性の低下によって熱抵抗の上昇を生じ，局所
的な温度上昇で熱破壊を引き起こすため，はんだ接合の出
来栄えは重要な工程管理項目となっている。

図₇に，はんだ付け時の技術課題であったはんだボイド

の改善事例を示す。はんだボイドの低減による品質改善と

して，はんだ溶融中，チャンバー内真空による脱ガスプロ

ファイルの導入とその最適化を図ることで，はんだボイド

の発生を抑えたはんだ接合技術が確立され，ばらつきの少
ない高品質製品を量産化することが可能となった。

₅.₂　異常検出感度の向上

量産工程での不良品多発および顧客，市場への不良品の

流出を確実に防止するためには，工程内で発生する異常の

検出感度を高める必要がある。日々発生する不良の管理や

適切な工程異常の処置方法を定めることはもとより，不良
モードに対して，作業者に分かりやすく，定量的・正確に

工程異常を判断できる仕組みを導入している。また，いつ

もと違う異常の検出，いわゆる個々人の品質に対する気づ

きを高めるため，生産活動において“品質ヒヤリ摘出活
動”と称した些細（ささい）な品質問題を作業者全員から

抽出し対策する活動を各生産拠点で展開している。

₅.₃　流出防止技術

3章でも述べたとおり微細な加工プロセスを使って製造
される半導体用ウェーハは，加工時にウェーハに付着した

微小パーティクルや微細なきずなどが原因となって不良が

発生する可能性がある。このような欠陥を内在したウェー

ハを使った製品が，市場で初期故障につながらないように，

検査工程で確実に排除できる流出防止技術が不可欠である。

不良品の流出防止策としてパワー半導体製品では市場で

の最悪状態を想定した動作責務異常時の電圧，電流，温度
を製品に印加し，スクリーニングする方法が効果的である。

高品質・高信頼性が求められる車載用半導体製品では，さ

らに流出防止を強化するため，管理方法にいくつかの工夫
を施している。図₈に，不良品の流出防止強化として採用

している検査と管理方法の考え方を示す。 
⑴　規格外の検出

製品ばらつきを考慮した社内基準値を設定し，たとえ要
求仕様値内であっても社内基準値を超えた製品は不良とし

ている。

⑵　分布外れの検出
分布管理であり，社内基準値であってもロット母集団の

分布から外れた製品を不良として検出し，排除している。 
⑴より母数を少なく設定し，母数単位で検査基準値を決定
しているため，異常品のより高い検出が期待できる。

⑶　特性変動の検出 
初期検査を行い，次に電圧・温度といった市場でのスト

レスを想定した動作責務を加え，その後，再度特性検査を

行い，初期値との特性変動（劣化モード）を検出すること

によって市場で発生する初期故障品を検出している。この

試験により，耐圧劣化，リーク変動，破壊に至る異常品を

事前に感度良く検出できる。

6　あとがき

技術革新の著しいパワー半導体製品を自動車分野へさら

に展開していくためには，品質に焦点を当てた入念な事前
品質検証が不可欠である。今後も，お客さまの視点で，品
質・信頼性の維持，確保に努め，安心して使用していただ

ける高品質・高信頼性製品を提供していく所存である。
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