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まえがき

電力変換・制御技術を主とするパワーエレクトロニクス

の発展にはめざましいものがあり，産業，交通，情報，民

生などの分野で適用が進んでいる。このパワーエレクトロ

ニクスを支えているのはパワーデバイスであり，今日のパ

ワーデバイスの主要素子である IGBT（Insulated Gate

Bipolar Transistor）は，年々大容量化が進んできている。

特に大容量電力変換の一つである鉄道車両分野では，装置

の IGBT化の進展が著しい。

一方，地球環境問題が深刻になるなかで，クリーンな電

気エネルギーは，今後ますます需要が増大していくことと

思われ，太陽光，風力，燃料電池など新エネルギー発電の

実用化や電気自動車の普及により，装置の大容量化，分散

化などが進み，高性能な電力変換装置がますます必要性を

増していくことは確実である
（1）

。このような市場環境は，富

士電機の主要製品であるパワーモジュールにおいて，より

一層の高機能・高性能・高信頼度の必要性をも意味してお

り，特に高信頼度においては，市場におけるトラブルの際

には致命的な事態を招く可能性があるため，パワーモジュー

ルにおける信頼性設計は重要である。

本稿では，高信頼度パワーモジュールにおけるパッケー

ジ技術について，その概要とそのなかで特に絶縁信頼性お

よび熱的性能を支配するキーパーツである絶縁基板に関し

て，信頼性設計の一例を紹介する。

パッケージ技術

２.１ パワーモジュール構造

図１は，富士電機製 IGBTモジュールの主流パッケージ

の構造である。シリコンチップは，回路基板を兼ねたセラ

ミックス製の絶縁基板上にはんだ付けされ，この基板はさ

らに金属ベース板にはんだ付けされている。シリコンチッ

プとセラミック板上に形成された回路パターンとは，アル

ミニウム（アルミ）ワイヤにより結線されている。また，

モジュールの外部導出端子は，セラミック板上の回路パター

ン上にはんだ接続されている。シリコンチップの上部は，

シリコンチップおよびアルミワイヤを保護するため，シリ

コーンゲルとふたにより封止・保護されている。

図１に示したパッケージ構造では，コレクタ電極と金属

ベース板はセラミック基板により絶縁され，3,000 ～ 6,000

V の絶縁耐圧を確保している。また，パッケージ材料は，

金属，セラミックスおよびプラスチックなどさまざまな物

性であり，特に熱膨張係数に関しては，シリコンチップよ

り下層に向かって大きくなるような積層構成となっている。

このように，パワーモジュールのパッケージ技術は，シ

リコンチップの性能を最大限に生かしながら，これに信頼

性を含めた各種性能を付加し，市場要求にこたえられる形

にまとめあげることである。

２.２ パワーモジュールの信頼性とパッケージ技術

パワーモジュールの信頼性において，パッケージには各

種接合部信頼性や絶縁信頼性などが必要である。

図２はパッケージにおける信頼性項目と故障モードとの

関係を示したものである。

２.２.１ はんだ接合部信頼性

はんだ接合部では，いずれも構造部品材料間の熱膨張係

数差に起因して発生する熱応力により，はんだにひずみが

生じる。はんだに許容値を超えて過大なひずみが加わると

はんだ部に亀裂が発生し，熱応力の繰返しにより亀裂は進
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展する。この亀裂の進展は，シリコンチップ下および絶縁

基板下はんだでは，熱抵抗の増大を招き放熱効果の低下を

生じ，シリコンチップの破壊に至らしめる。また，端子接

合部はんだにおいては，端子取れ（端子オープン）に至る

ことになる。

図３は，熱疲労寿命試験においてシリコンチップと絶縁

基板間のはんだ部に亀裂が発生し，熱抵抗増大（劣化）に

至った例であり，また図４は，温度サイクル試験において

端子はんだ接合部に亀裂が発生した例である。図４では亀

裂周辺のはんだ組織において，金属組織が応力方向に粗大

化しているのが分かる。

２.２.２ ワイヤ接合部信頼性

アルミワイヤ接合部では，オン・オフの繰返しに伴い，

シリコンチップとアルミワイヤの熱膨張係数差により接合

界面にせん断応力が生じる。熱応力の繰返しにより，接合

界面に金属疲労による亀裂が発生し，この亀裂が進展する

ことによりアルミワイヤがはがれる。これにより，残った

ワイヤに電流が集中するため，温度が急激に上昇し破壊に

至ることになる。図５は，断続動作（パワーサイクル）試

験において，シリコンチップとアルミワイヤの接合界面で

ワイヤはがれ（ワイヤオープン）に至った例である。

２.３ パッケージに求められる性能

パッケージに求められる主な性能としては，図６に示す

ように適用面からの要求性能と，組立面からの要求性能に

大別される。特に適用面においては，急加減速が頻繁に負

荷される用途（サーボ・スピンドルモータ駆動用およびエ

レベータ用インバータなど）といった熱的に厳しい使われ

方に対する低熱抵抗化や，大容量・高耐圧の車両分野への

適用では高度な絶縁信頼性（絶縁耐圧 5,000 V 以上）が要

求される。

一方，大気・土壌および水質汚染などによる環境破壊の
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問題が世界的に注目され始めていることから，環境に対す

る配慮は，今後特に重要視されることが予想される。富士

電機においても，新パッケージ構造や新組立方式の開発に

より，従来封止材料として使用していたエポキシ樹脂を廃

止することにより，リサイクル性の改善を図っており，今

後は，より一層のリサイクルおよび環境に適合した材料の

開発・適用ならびにパッケージ構造の開発により，環境保

護に努めていく。

２.４ パッケージ要素技術

パッケージ技術では，図６の要求性能を満たすため，各

種要素技術の開発および蓄積を行っている。各種要素技術

は，図７のように互いに関連しており，パッケージ設計の

根幹を成す絶縁技術，接合・接着技術，内部配線設計技術

および放熱設計技術を，材料技術，組立技術およびシミュ

レーション技術が支えている。

そして，これら要素技術と広範囲に深くかかわっている

構造部品材料の一つに絶縁基板がある。この絶縁基板は，

図１に示されるようにシリコンチップ直下に位置しており，

そのため絶縁基板は，以下の ～ の機能を具備する必

要がある。

シリコンチップ実装のための基体（メインボード）

シリコンチップ発熱時の熱放散

対地間絶縁の確保

シリコンチップ電極と外部電極間接続のための中継体

（インタコネクトボード）

このように，パッケージにおいて絶縁基板は，モジュー

ルの主要性能を左右する重要な部品材料であることが分か

る。

パワーモジュール用セラミック基板

富士電機における主要パワーモジュールには，絶縁基板

として主にセラミック基板を採用している。セラミック基

板は，その優れた絶縁性（体積固有抵抗＞ 1014 Ω・cm2）

と，絶縁材料のなかでは熱放散が良好（熱伝導率： 20 ～

200W/mK）であるといった特徴が備わった材料である。

パワーモジュール用のセラミック基板は，アルミナや窒

化アルミニウムなどのセラミック板（厚さ 0.25 ～ 0.8mm

程度）の表裏に銅はく（厚さ 0.2 ～ 0.3mm程度）が接合

された構造が一般的である。このセラミックスと銅はくの

接合には，接合材を用いずにセラミックスと銅との直接反

応により接合する直接接合法（Direct Bonding）と，チタ

ンやジルコニウムなどの活性金属を添加したろう材を用い

る活性金属接合法（Active Metal Bonding）とが主に適用

されている。

直接接合法は，主にアルミナなどの酸化物系セラミック

スに用いられ，約 1,030 ～ 1,070 ℃の温度で接合される。

一方，活性金属接合法は，窒化アルミニウムなどの窒化物

系セラミックスに用いられ，接合温度は約 700 ～ 800 ℃で

ある。また，最近は，銅のほかにアルミニウムを用いた

基板も開発され，商品化されている。

富士電機では，アルミナ，窒化アルミニウムに加えて，

新規に高強度・高靭性の特性を備えたニューアルミナ基板
（2）

を開発している。そして，窒化アルミニウムの高熱伝導・

高熱放散性や，ニューアルミナの優れた機械的特性を生か

しながら，要求性能に合わせてそれぞれを適用している。

３.１ セラミック基板に求められる性能

３.１.１ 高強度・高靭性（優れた機械的特性）

セラミック基板には，熱膨張係数の異なるシリコンチッ

プや金属（銅）ベースが接合されるため，組立工程内の熱

履歴や実稼動での動作ならびに使用環境の温度変化により，

熱応力が発生する。そのため，セラミック基板には，これ

ら発生応力に耐えられる機械的特性が要求される。

一方，セラミックスの破壊は，そのほとんどが引張応力

の作用によって起こり，しかもこの応力は，冷却時だけで

なく昇温時においても発生する。

このため，富士電機ではセラミックスの強度評価におい

ては，一般的に行われている曲げ強度評価のほかに，高温

引張強度の評価を行っている。この引張強度は，曲げ強度

に対してセラミックスの真の強度を示しており，これを用

いることにより精度の高い解析・設計を行うことができる。

このように，引張強度は非常に重要な特性である。

図８は，各種セラミックスにおける高温引張強度の評価

結果であり，これより，窒化アルミニウムなどの窒化物系

セラミックスは，アルミナなどの酸化物系セラミックスに

比べて，高温域での強度低下が少ないことが分かる。

また，これらセラミックスのなかで，窒化アルミニウム

は特に強度が低いことが分かる。

３.１.２ 高熱伝導・高熱放散性（優れた熱的特性）

シリコンチップで発生した熱流束は，セラミック基板を

経由して金属ベースに伝えられ，放熱フィンに逃がされる。

このため，モジュールの低熱抵抗化には，大量の熱流束を

金属ベースに移動させる必要があることから，セラミック

基板には，高熱伝導・高熱放散性が求められる。

このため，低熱抵抗化には，窒化アルミニウムなど熱伝

導率の高いセラミックスの適用や，セラミック板の薄板化

などが一般的に行われる。

（4）

（3）

（2）

（1）

（4）（1）
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３.２ セラミック基板性能と絶縁信頼性

３.２.１ 温度サイクルにおける基板損傷現象

大電流・高電圧を扱うパワーモジュールには，特に高い

絶縁信頼性が要求され，セラミック基板の性能が信頼性に

及ぼす影響は大きい。したがって，セラミック基板の性能

が絶縁信頼性に及ぼす影響を把握することは，信頼性設計

において重要である。

図９は，それぞれ機械的特性の異なる 2種類のセラミッ

ク基板について，モジュール構造での温度サイクルにおけ

る基板損傷挙動を比較したものである。なお，基板損傷度

合いは，0～－5の数字で表しており，0は損傷がなく，

－ 5は損傷が著しいことを意味している。

これより，窒化アルミニウム基板では 100 サイクルから

著しい損傷が起こり始めるが，ニューアルミナ基板は損傷

が起きず，セラミック基板の特性の違いにより，絶縁信頼

性に優位差が現れていることが分かる。

３.２.２ 基板損傷メカニズム

図 は，温度サイクル終了品の断面観察写真である。基

板損傷の著しい窒化アルミニウム基板では，端子はんだ接

合部直下のセラミックス部分に，面方向に平行なクラック

の発生がみられる。このクラックは，銅はくとセラミック

スとの接合界面の銅はく端部を起点に基板中央部に向かっ

て進展している。これに対して，基板損傷の起きていない

ニューアルミナ基板には，このようなクラックはみられな

い。また，著しい損傷の起きた窒化アルミニウム基板でも，

セラミック基板上に端子はんだ接合部のない構造体では，

セラミックスにクラックは発生せず基板損傷は起きない。

クラックによる基板損傷現象を，図 のような熱応力解析

（二次元弾性解析）により検証を行うと，表１の結果が得

られ，すべての構造体で銅はく端部のセラミックス接合界

面に集中応力が発生していることが分かる。この応力は，

回路パターン側において，温度サイクルの昇温過程（233

K → 398 K）では圧縮，降温過程（398 K → 298 K）では

引張りである。また，引張応力は，端子はんだ接合部のな

い構造体よりも，端子はんだ接合部のある構造体の方が大

きい。

銅はく端部とセラミックスの接合界面（A部）に発生す

る応力に関して，同一パッケージモデルの評価において，

熱応力解析により求めた発生応力と，引張試験から求めた

セラミックスの破壊強度とを比較すると，ニューアルミナ

基板では，端子はんだ接合部の有無にかかわらず，発生応

１１

１０
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力は破壊強度を下回っている。これに対して，窒化アルミ

ニウム基板では，端子はんだ接合部のある構造体において

破壊強度に近い応力が発生している。

したがって，温度サイクルによる基板損傷は，図 のよ

うに，降温過程において熱膨張係数差によりモジュール全

体が変形し，端子に引張応力が作用する。このため，端子

はんだ接合部近傍のセラミックス表面には，モジュールの

変形に伴う一様な引張応力に加えて，端子の引張作用に伴

う局所的な引張応力が作用することになる。これら応力が，

引張強度の低い窒化アルミニウム基板では破壊強度に達し，

基板損傷に至ったものである。

絶縁信頼性の向上をめざしたパッケージ技術

前章で述べた基板損傷は，絶縁耐圧の低下を引き起こす

ものではないが，高信頼性パワーモジュールにおけるより

一層の絶縁信頼性の向上を図るため，基板損傷を防ぐ構造

として，

応力緩和・吸収効果のある端子形状

端子はんだ接合部の基板中央への配置

高強度のセラミック基板の適用

低熱膨張・高弾性率ベース材の適用

がある。

このなかで，端子はんだ接合部の基板中央への配置につ

いて，図 に銅はく端部から端子はんだ接合部までの距離

と発生応力との関係を示す。これより，端子はんだ接合部

の位置が，基板中央に位置するに従って発生応力は小さく

なり，本パッケージでは，端子接合部が銅はく端部から中

央へ 3mm寄れば，発生応力はセラミックスの許容応力以

下になり，基板損傷は防止できる。

また，高強度のセラミック基板の適用に関しては，前述

のとおり低熱抵抗化の要求を満たすため，窒化アルミニウ

ムの適用は必要不可欠である。このため，窒化アルミニウ

ム基板においても，原料粉末や焼成条件の改善によるセラ

ミックスの高強度化や銅以外の導体材料との組合せ（アル

ミニウム，銅クラッド材）によるセラミックスへの負荷応

力の軽減および基板の小形・多分割化などにより，改善を

行うことができる。

一方，低熱膨張・高弾性率ベース材を適用すると，モ

ジュール内での熱膨張係数差が小さくなるため，モジュール

全体の変形が防止される。これにより，発生応力をセラミッ

クスの許容応力以下に抑えられ，同様に基板損傷を防止す

ることができる。

上記 ～ の構造は，いずれもセラミック基板に負荷（4）（1）

１３

（4）

（3）

（2）

（1）
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銅ベース板 
裏面銅はく 

セラミックス 

端子 

はんだ 

はんだ 

応力集中部 
（A部） 

銅回路 
パターン 

（a）解析モデル（1/2モデル） 

（b）主応力分布図（398K→298K） 

図１１　熱応力（二次元弾性）解析モデル

端子 

セラミック基板 

銅ベース 

常温 

昇温 

圧縮 

引張り 

降温 

図１２　温度サイクルによるモジュール変形挙動

表１　熱応力解析結果 

窒化 
アルミニウム 

ニュー 
　　アルミナ 

基板種類 

端子あり 

－52.0

最大主応力（MPa） 

端子なし 

－35.7 ＋153.0 ＋130.4 ＋157

＋20.2 － ＋73.7 ＋12.3 ＋334

端子あり 端子なし 

セラミック 
ス・引張破 
壊強度 
（MPa） 

233K→398K 398K→298K

※マイナス符号は圧縮応力，プラス符号は引張応力 



パワーモジュールパッケージ技術

される応力を低減させ，セラミックスの破壊を抑えること

により絶縁信頼性を向上させている。

あとがき

以上，パワーモジュールにおけるパッケージ技術につい

て，特に大容量・高耐圧分野で厳しく要求される絶縁信頼

性を例に，高信頼化への取組みについて紹介した。

パワーモジュールを核としたパワーエレクトロニクスを

取り巻く環境は，地球環境保護の立場からも，クリーンな

電気エネルギーを主体とした生活体系の拡充および循環形

社会への移行が今後ますます進展していくであろう。

このなかで，富士電機のパワーモジュールがどれだけ地

球環境保護に貢献できるか，また，市場の要求・期待にど

れだけこたえることができるか，人々にどれだけ快適で安

全な生活を提供することができるか，そのためにどうすべ

きかを常に考え，実現に向けて最善を尽くす所存である。
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図１３　端子はんだ付け位置と発生応力の関係
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