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まえがき

パワー半導体モジュールの市場は，汎用インバータ，サー

ボモータ制御，工作機械，エレベータなどにとどまらず，

電気自動車や太陽光・風力・燃料電池発電システムなどの

実用化により，新たな用途に広がろうとしている。

富士電機は各種パワーモジュール製品を開発し，これら

市場にこたえてきたが，今後は市場の広がりとともにこれ

らパワーモジュール製品に対する要求性能は，今以上に多

様化あるいは高度化することは確実である。

本稿では，市場要求の中で重要視されるパワーサイクル

寿命に関して，IGBT（Insulated Gate Bipolar Transistor）

モジュールにおける長寿命化への取組みについて紹介する。

寿命評価技術と破壊メカニズム

２.１ パワーサイクル試験

IGBTモジュールにおける動作寿命の推定には，パワー

サイクル試験（断続通電試験）が適用される。試験は

IGBTモジュールを放熱フィンに固定した状態で通電・遮

断の電気的負荷を与え，IGBTチップの接合温度（Tj）を

上昇・下降させることにより熱ストレスを発生させ，破壊

するまで行うものである。また，パワーサイクル試験には

ΔTjパワーサイクルとΔTcパワーサイクル（熱疲労寿命

試験）がある。

ΔTjパワーサイクルは，図１に示すように接合温度を

比較的短時間の周期で上昇・下降させる試験であり，主に

アルミワイヤ接合部およびシリコンチップ下はんだ接合部

の寿命を評価するものである。これに対して，ΔTcパワー

サイクルは，同じく図１に示すようにケース温度（Tc）が

任意の温度に到達するまで通電し，ケース温度が任意の温

度に到達した時点で通電を止め，ケース温度が通電前の状

態に戻るまでの周期を 1サイクルとして繰り返す試験であ

る。こちらは主に絶縁基板と銅ベース間のはんだ接合部お

よびシリコンチップ下はんだ接合部の寿命を評価するもの

である。

２.２　ΔTj パワーサイクル試験における破壊メカニズム

図２に富士電機製 IGBTモジュールの構造を示す。シリ

コンチップと絶縁基板との接合に従来から Pb 基はんだを

用いている。この Pb 基はんだを用いた製品のパワーサイ

クル試験における破壊は，次のとおりである。

ΔTjがおよそ 100℃以上では図３に示すように，シリコ

ンチップとアルミワイヤの線膨張係数差によって発生する

せん断応力により接合界面に亀裂が発生する。この亀裂の

進展によりワイヤがはがれ破壊に至る。このときの破壊形

態を図４に示す。エミッタ電極におけるアルミワイヤ接合

部はワイヤの接合形状の痕跡（こんせき）が鮮明な状態で

はく離していることが分かる。これは，アルミワイヤ接合

部が金属疲労により破壊に至ったことを現しているもので
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図１　パワーサイクル試験における動作条件
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ある。一方，はんだ接合部は超音波顕微鏡による非破壊観

察および断面観察により，シリコンチップ外周部から面方

向に 1mm程度の亀裂が確認される。

これに対して，ΔTjが 80℃以下では図３に示すように，

シリコンチップと絶縁基板の線膨張係数差によって発生す

るせん断ひずみによりはんだ接合部に亀裂が発生し，この

亀裂の進展により接合温度が上昇し破壊に至る。このとき

の破壊形態を図４に示す。アルミワイヤ接合部は所々にア

ルミワイヤの焼損痕がみられる。一方，はんだ接合部はシ

リコンチップ全域に亀裂が確認される。アルミワイヤの焼

損痕は，はんだ接合部の亀裂進展に伴う熱抵抗の増大によ

り，シリコンチップの温度上昇が次第に大きくなることに

よってワイヤが溶断破壊したものである。

したがって，従来構造である Pb 基はんだ品のパワーサ

イクル寿命は，ΔTjがおよそ 100℃以上の比較的動作温

度の高い領域においてははんだがほとんど劣化しないため，

アルミワイヤ接合部が寿命を支配し，ΔTjがおよそ 80℃

以下の比較的動作温度の低い領域においてははんだ接合部

が寿命を支配している。

ΔTj パワーサイクル寿命の長寿命化

章から，パワーサイクル寿命の長寿命化には高ΔTj

領域においてはアルミワイヤ接合部寿命を，低ΔTj 領域

においてははんだ接合部寿命を主体に改善する必要がある

ことが分かる。一方，フィールドにおいては 100℃以下の

比較的低い温度領域で使用されることがほとんどであるた

め，この温度領域におけるパワーサイクル寿命を向上させ

ること，すなわちはんだ接合部寿命の改善が実使用上必要

である。

３.１ はんだ接合部の長寿命化

はんだ接合部の疲労寿命を延ばすには，接合部に発生す

るせん断ひずみを小さくするのが最も有効な方法である。

一般的に，Pb 成分の多いはんだは高ひずみ範囲での寿命

が長く，Sn 成分の多いはんだは低ひずみ範囲での寿命が

長いといわれている。熱応力解析から，シリコンチップと

絶縁基板との接合部においては，発生するひずみは 1 ％以

下と比較的小さいことから，Sn 成分の多いはんだの適用

が有効であることが推察できる。さらに，はんだ接合部に

発生するひずみははんだの剛性に関係があり，降伏強度

（塑性変形に対する抵抗力）の大きなはんだの方がひずみ

が小さい。したがって，同一温度条件であれば Sn 成分の

多いはんだは降伏強度が大きいため，長寿命化には有効で

ある。

３.１.１ 鉛レスはんだ材料の検討

はんだ材料の検討には環境への配慮から Pbを含まない

はんだの適用を前提に，SnAg 系はんだを基本組成として

選定した。これは，SnAg 系はんだの特性が鉛レスはんだ

の中では比較的バランスが良いという理由からである。し

かし，SnAg 系はんだに限らず鉛レスはんだは Pb 基はん

だに比べて濡れ性が劣るといった欠点がある。そこで種々

の添加元素と添加量の最適化を行うことにより，Pb 基は

んだと同等レベルの濡れ性を達成し，機械的特性および濡

れ性の優れた SnAg 系鉛レスはんだを新たに開発した。本

はんだ材料の特性を表１に示す。

３.１.２ 熱応力解析によるはんだ接合部寿命の推定

新たに開発した SnAg 系はんだと Pb 基はんだについて

二次元弾塑性熱応力解析によりはんだ接合部に発生するひ

ずみを求め，寿命推定を行った。解析結果を表２に示す。
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同一温度条件で比較した場合，SnAg 系はんだは Pb 基は

んだに比べて発生ひずみが小さく，寿命も延びていること

が分かる。これは，SnAg 系はんだの機械的特性によるも

のであり，降伏強度が Pb 基はんだに比べて 2.4 倍と高く，

さらにクリープ強度が Pb 基はんだに比べて高いためであ

る。

３.２ ΔTj パワーサイクル寿命の検討

SnAg 系はんだを用いた IGBTモジュールのパワーサイ

クル寿命を明らかにするため，各種動作温度（ΔTj）条件

で試験を行った。寿命は各動作温度による破壊値をワイブ

ル確率紙にプロットし，1 ％不良率の値を求めた。また，

動作温度はサーモビュアと熱電対を用いて接合温度，ケー

ス温度および冷却フィン温度を測定し任意に設定した。図

５は，1,200 V/75A 系 IGBTモジュールの 60℃，80℃お

よび 110℃における試験結果である。60℃では 130 万サ

イクル，80℃では17万サイクル，110℃では 3 万サイクル

の寿命を有していることが分かる。

３.３ SnAg系はんだ適用製品の破壊メカニズム

ΔTjが 60℃および 110℃のパワーサイクル試験におけ

る破壊形態観察によれば，110℃ではエミッタ電極におけ

るアルミワイヤの焼損が激しく，はんだの劣化も顕著であ

る。これに対して，60℃ではアルミワイヤの焼損痕はみ

られず，ワイヤの接合形状の跡が鮮明に残っている。一方，

はんだには亀裂の発生がみられるものの非常に軽微である。

これらの破壊形態から，SnAg 系はんだのパワーサイク

ル寿命においては，ΔTjがおよそ 110℃以上の領域では

はんだ接合部の劣化寿命が支配的であり，ΔTjがおよそ

60℃以下の領域ではアルミワイヤ接合部の劣化寿命が支

配的であると推察できる。これは，２.２節で述べた Pb 基

はんだの破壊メカニズムとは異なるものである。さらに，

はんだ接合部の亀裂進展形態も SnAg 系はんだは Pb 基は

んだと異なっている。塑性変形しやすい Pb 基はんだの場

合，亀裂は図６に示すように応力集中部であるはんだフィ

レット部を起点にせん断応力の作用方向に進展するが，降

伏強度の大きい SnAg 系はんだはシリコンチップ中央部

直下付近を起点にほぼ同心円状に亀裂が進展する。また，

SnAg 系はんだにおける亀裂の特徴は，はんだの厚さ方向

に対して平行な縦割れまたは網目状を呈し，Snの結晶粒

界を選択的に進展する。これらのことから，Pb 基はんだ

の劣化がひずみによる塑性変形で進行するのに対して，Sn

Ag 系はんだは熱劣化（組織変化）によって進行するもの

と考えられる。

SnAg系はんだ適用製品のパワーサイクル寿命

曲線

４.１ アルミワイヤ/はんだ接合部寿命と製品寿命の関係

これまでの検討から，SnAg 系はんだのパワーサイクル

における製品寿命は図７に示すように，アルミワイヤ接合

部の寿命とはんだ接合部の寿命およびこれらの混在領域か

ら成っていることが分かった。そこで，パワーサイクル試

験における破壊寿命の詳細解析およびはんだ接合部・アル

ミワイヤ接合部の応力計算により，アルミワイヤ接合部と

はんだ接合部の疲労寿命をそれぞれ算出した。そして，得

られた各接合部寿命と IGBTモジュール製品の寿命とを同
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表１　SnAg系はんだ材料（開発品）の特性 

特性項目 

降伏強度（MPa） 

伸　び（％） 

クリープ速度（％/h） 

濡れ広がり（％） 

濡れ角（度） 

濡れ力（mN） 

機械的特性 

接　合　性 

SnAg系 
（開発品） 

Sn3.5Ag

53 

19 

0.09 

100 

17 

0.39

Pb基 
（従来品） 

22 

25 

1.30 

100 

9 

0.41

38 

18 

0.20 

50 

27 

0.36

表２　はんだ接合部における熱応力解析結果 

はんだ はんだ接合部寿命（サイクル） 

2.0×107 

2.7×105 

2.7×105 

5.0×104

SnAg系 
（開発品） 

Pb基 
（従来品） 

Δ Tj（℃） 

50 

80 

50 

80

Δ γ （％） 

0.14 

0.22 

0.23 

0.36

累
積
故
障
率
（
％
）
 

破壊値  （サイクル） t

j＝110 ℃ ΔT j＝80 ℃ ΔT j＝60 ℃ ΔT
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図５　SnAg系はんだ品のパワーサイクル試験結果

（1,200 V/75 A）
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一グラフ上に合成すると図８のような関係が得られる。こ

れにより，はんだ接合部の寿命は製品寿命と近い位置にあ

ることが分かる。これに対して，アルミワイヤ接合部の寿

命はΔTjが 50℃付近で製品寿命と交差し，この温度以下

で製品寿命を下回る関係にある。

したがって，ΔTjが 50 ℃以下の領域においてははんだ

の疲労劣化はほとんど起きず，アルミワイヤ接合部の疲労

劣化寿命が製品寿命となる。また，ΔTjが 50℃以上の領

域においては，本検討でははんだ接合部の寿命が製品寿命

を上回る位置関係にあるが，実際は製品寿命とほぼ同一線

上に位置するものと考える。

４.２ SnAg系はんだ適用製品のパワーサイクル信頼性

４.１節から，SnAg 系はんだを適用した IGBTモジュー

ルのパワーサイクル寿命曲線はΔTjが 50℃に屈曲点を持

ち，表３に示すように Pb 基はんだを適用した従来品より

も長寿命化を達成している。特に，100℃以下の比較的動

作温度の低い領域においては寿命の差が顕著である。長寿

命化の達成は，３.１節で述べた SnAg 系はんだの機械的特

性の改善および Pb 基はんだと同等レベルの濡れ性の確保

によるものと考える。

あとがき

以上，パワー半導体モジュールにおける信頼性設計につ

いて，パワーサイクル寿命の長寿命化への取組みを紹介し

た。今回，はんだ材料として機械的特性および濡れ性に優

れた SnAg 系鉛レスはんだを新たに開発し，本はんだを

適用した製品の信頼性の向上を図った。このパワーサイク

ル寿命の向上により，顧客においては装置の小型化および

低コスト化などに寄与できることを期待するものであり，

今後ますます過酷になる市場要求にこたえていく所存であ

る。
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図８　SnAg系はんだ製品におけるパワーサイクル寿命曲線

表３　累積故障率＝1％におけるパワーサイクル寿命 

動作温度 
SnAg系はんだ（開発品） 

適用製品 

2.5×104 

1.3×106 

8.0×107

Pb 基はんだ（従来品） 
適用製品 

1.7×104 

1.8×105 

5.0×106

Δ Tj＝100℃ 

Δ Tj＝  60℃ 

Δ Tj＝  30℃ 
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