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　まえがき

　地球温暖化防止に対する社会的要請が高まりつつある中
で，石油製品価格の高騰が追い風となり，ハイブリッド車
の販売台数が急速に伸びている。現在主流となっている走
行方式は，ガソリンエンジンと電気モータの 2種類の動力
源を組み合わせ，走行状態に応じて負荷分担を最適化する

ことで燃費を向上させるものである。このシステムは，量
産車発売初期には非常に高コストであったため，販売台数
は限定的であった。その後，自動車メーカー，電装メー

カー，部品メーカーの性能向上とコスト低減への努力によ

りシステムコストが下がりつつあり，現在の販売台数増加
につながっている。

　ガソリンハイブリッドシステムでは，エンジンが発生す

る動力を電気エネルギーに変換し，バッテリーへの充放
電とモータ駆動に利用するためにインバータ，コンバータ

と呼ぶ電力変換システムを用いている。この電力変換シ

ステムの主スイッチングデバイスとして IGBT（Insulated 
Gate Bipolar Transistor）モジュールを用いることが一般
的になっている。IGBTモジュールは 20年ほど前から産
業設備を中心に利用されてきた素子であるが，自動車へ適
用されるためにさらに高信頼性かつ高性能を目指して開発
が進められている。

　本稿では，ハイブリッド車に用いられる IGBTモジュー

ルの性能と信頼性に関する要素技術と適用製品の例を紹介
する。

　車載用 IGBTモジュールの信頼性技術

2.1　産業用モジュールとの違いの背景

　車載用 IGBTモジュールの基となっているのは産業用に

長年使用されてきた製品群である。しかしながら車載用製
品は従来の産業用製品に比べ，使用環境と使用条件が厳し

くなるため，主に長期信頼性に関する要求レベルが大きく

異なっている。このため，自動車用電装品は信頼性の確認
に要する期間が長く，開発を開始してから量産されるまで

に 2年以上経過することが多い。環境問題への対応として

進められている鉛フリー化の取組みについても，産業用
（1）（2）

と

車載用とでは目標とする信頼性レベルが異なるため，適用
材料まで異なることがある。

2.2　信頼性要求と対応技術

　産業用と車載用の IGBTモジュールに対する信頼性保証
の要求レベルの比較例を表１に示す。車載用モジュールは，

水冷式であることと温度変化幅が大きいことから，温度サ

イクルに対する要求が産業用に比べけた違いに厳しいこと

が分かる。デバイスの実力を超える回数の温度変化（温度
サイクル）が加えられた場合，パワーチップや絶縁基板を

接合しているはんだ層に亀裂が入り，熱抵抗が上昇する不
具合が発生する。したがって，温度サイクル耐量要求を満
足するための技術ははんだ層のストレスを緩和することが

基本となる。また，高温高湿環境下で使用されることを想
定して，プリント基板のマイグレーション耐性も重要な項
目である。

2.3　鉛フリーに対応した信頼性技術

　環境問題への対応から，自動車業界は 2009年の ELV
（End of Life Vehicles）規制に向け，鉛フリー化に取り組
んできた。しかしながら前述のように，自動車用途にお

ける信頼性要求レベルの高さが足かせとなり，自動車用電
子機器類の完全鉛フリー化には至っていなかった。図 1に

IGBTモジュールの一般的な断面図を示す。下から放熱金

表1　信頼性保証の要求レベルの比較例

加速度=10G
X，Y，Z方向各2h

項　目
分　類

振　  動　  試　  験

温度サイクル試験

パワーサイクル試験

産業用 車載用

100サイクル
温度条件：

－40～＋125℃

15,000サイクル
温度条件：  　j=100℃ΔT

加速度=20G
X，Y，Z方向各2h

1,000サイクル
温度条件：

－40～＋125℃

30,000サイクル
温度条件：  　j=100℃ΔT
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属ベース，はんだ，絶縁基板（セラミックスの両面に金属
はくを接合した基板），はんだ，IGBTチップ，ワイヤボ

ンディングにより構成されている。IGBTチップ下はんだ

の鉛フリー化については，産業用モジュールで開発され実
用化されている

（3）～（6）

。

（1）　絶縁基板下はんだ

　放熱ベースと絶縁基板を接合するはんだに関しては，温
度サイクルによるストレスでクラックが発生する問題の

解決に向けさまざまな試みがなされている。放熱ベース

と絶縁基板の熱膨張率は異なっており，はんだで接合さ

れた両者は温度変化によりはんだ部への熱応力を発生さ

せる。この応力によりはんだ層にクラックが伸展するこ

とが鉛フリーはんだを用いるうえでの課題である。ハイ

ブリッド車用の IGBTモジュールでは従来から放熱ベース

に Cu-Moや Al-SiCなどの熱膨張率が小さい（熱膨張率
7〜 10 ppm，Cuは 16 ppm）複合材料が用いられているが，

これは上記の課題に対する一つの対策である。しかしなが

らこれらの材料は放熱性を表す熱伝導率が銅と比較して低
く（Cu 390W/mKに対し 150〜 250W/mK），銅と比較
して数倍コストが高い，という問題がある。比較的コスト

が低くかつ放熱性が良い銅をベース材料に適用するために，

熱応力シミュレーションを行った例を図 2に示す（1/4モ
デル）。また，はんだ材料を変えた試料による温度サイク

ル試験の結果を図 3に示す。

　図 2では，与えられたモデルにおける変形量と応力を推

測できる。図 3では，はんだ組成によりクラックが伸展し

ていく様子を実際に確認できる。このような三次元解析を

詳細に行い，実際の実験結果と比較することで，銅ベース

と鉛フリーはんだを用いた構造によっても自動車用の信頼
性要求に耐える構造が可能となってきた。

（2）　プリント基板の信頼性向上
　プリント基板実装に鉛フリーはんだを用いることでリフ

ロー温度が高くなるために，はんだ耐熱性が低い従来の

FR-4基板を使用する場合に注意が必要である。また，自
動車用デバイスに求められる耐マイグレーション性，高温
度サイクル性は徐々に厳しくなってきている。はんだ耐熱
性を向上し，あわせてハロゲンフリー化した低熱膨張基板
を用いることで，マイグレーション耐量，温度サイクル耐
量の向上も図ることが可能となる。図 4に，0.5mmとい

う狭いパターン間隔に電圧 1,200Vを印加した高温高湿バ

イアス試験時の絶縁抵抗推移を示す。本ハロゲンフリー基
板は 2,000時間以上という非常に良好な耐性を示すことが

分かる。

　IGBTモジュールは高耐圧素子であり，モジュールと接
続されるプリント基板上で高電圧配線が隣接する。安全性
を確保するため，基板表面のイオンマイグレーションによ

る耐圧低下を起こしてはならないことから，余裕度が大き

いことは使用上の安心感につながる。

（3）　プリント基板接続部の鉛フリーはんだ

　IGBTモジュールはドライブ回路や保護回路と組み合わ

銅または
アルミニウム回路

銅または
アルミニウム回路

セラミックス

SnPbはんだ
または
鉛フリーはんだ

SnAgはんだ IGBTチップ

絶縁基板
（SiN：3ppm，
　AIN：4ppm，
　Al2O3：7ppm）

放熱ベース
（Cu-Mo，Al-SiC：7～10ppm，
　Cu：16ppm）

図1　IGBTモジュールの断面図

（a）25℃→125℃時の挙動 （b）25℃→40℃時の挙動

大

小

変
形
量

図2　 IGBTモジュールの熱応力シミュレーション例 
（1/4モデル）

（a）SnAgはんだ （b）SnSbはんだ

図3　 温度サイクル試験（2,000サイクル）後の絶縁基板下超
音波写真（白い部分がはんだクラック）

絶
縁
抵
抗
（
Ω
）

試験時間（h）
1,000500初期 1,500 2,000 2,456

1012

1011

1013

1014

1015
条件：1,200V印加
　　　85℃，85％
パターン間距離：0.5mm

図4　高温高湿バイアス試験時の絶縁抵抗推移
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せて使用されるため，プリント基板とのはんだ接続技術は

重要である。さらに IPM（Intelligent Power Module）で

は，プリント基板がモジュールパッケージに内装される

ため，モジュール本体と同等の温度サイクルレベルが要
求される。プリント基板とモジュール部を接続するスルー

ホールでも鉛フリー化は欠かせない要求であり，開発が進
められてきた。図 5に，耐久性を向上させた SnAg系の鉛
フリーはんだをスルーホール接続部に用いた構造の温度サ

イクル試験後の断面を示す。基板の Z軸方向（厚さ方向）

の熱膨張率が FR-4の半分程度と低いため，2,000サイク

ル経過後もクラックの伸展は限定的であり，要求レベルを

達成している。

　ハイブリッド車用 IGBT-IPM

　これまで述べてきた IGBTモジュールの要素技術を基盤
にして開発した，ハイブリッド車用 IGBT-IPMについて

その概要を紹介する。図 6に外観と内部を示す。

3.1　IPMの概要

　定格 600A 1,200Vの昇降圧コンバータ用スイッチング

素子であり，上アーム 1相，下アーム 1相の 2アームで構
成されている（昇降圧コンバータ：353ページの「解説」

参照）。各アームは IGBT，FWD（Free Wheeling Diode）
ともにチップが 4並列に接続されており，ゲート駆動回路，

保護回路，チップ温度出力回路などを内装基板に搭載する。

3.2　パッケージ構成

　放熱ベースには銅を用いるため，絶縁基板との熱膨張率
の差から曲げ応力が発生する。絶縁基板には曲げ応力に強
い酸化アルミ系の高強度セラミックスを用いることで，銅
ベースの適用を可能としている。絶縁基板下の鉛フリーは

んだには，耐クラック性を高めるために SnSbを用いてい

る。また，曲げ応力によるはんだ層のストレスが最も大き

い絶縁基板周辺部には，はんだクラックの影響を受け難い

形状を採用している。

　パワーチップを電気的に接続するアルミワイヤには，パ

ワーサイクル性に優れる 400 µm径を適用し，低抵抗かつ

高強度な接続を得ている。プリント基板には，はんだ耐熱
性を向上させたハロゲンフリー基板を採用し，温度サイク

ル耐性とマイグレーション耐性を確保している。

3.3　Uシリーズ IGBTチップ・FWDチップ

　IGBTチップ，FWDチップには産業用で市場実績を積
んだ 1,200V系の Uシリーズチップを使用している

（7）

。Uシ

リーズ IGBTチップは第五世代 IGBTに相当するトレンチ

ゲートタイプであり，低 VCE（sat）特性と高いダイナミック

アバランシェ耐量を併せ持った素子である。図 7に，Uシ

リーズ IGBTチップのダイナミックアバランシェ動作波形
を示す。この波形は，大電流ターンオフ時のサージ電圧エ

ネルギーをダイナミックアバランシェにより吸収してい

るものである。Uシリーズ FWDは低注入効率タイプのア

ノード構造を持ち輸送効率を高くできるため，VFの温度
特性が正となり特性ばらつきが小さいなどの特長を持つ。

3.4　保護機能

　IGBTの破壊を未然に防ぐ機能として，産業用 IPMで

も一般的な過電流保護と過熱保護とを IGBT全チップに搭

352（8）

クラック クラック

図5　スルーホール接続部の断面
　　　（温度サイクル2,000サイクル後）

図6　ハイブリッド車用 IGBT-IPM

ダイナミック
アバランシェ動作

＝50A/divI C

＝200V/divV CE

図7　 Uシリーズ IGBTチップのダイナミックアバランシェ動作
波形
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載している。そのほかに車載用の特殊な機能として，上下
アームそれぞれの IGBTチップ温度を外部にアナログ出力
し，動作状況を監視可能にする機能を設けている。

　あとがき

　ハイブリッド車用 IGBTモジュールについて高信頼性と

鉛フリー化を実現するための要素技術，および製品例を紹
介した。ハイブリッド車の販売台数はこれからも増加し，

当面は電力変換に IGBTモジュールが使用され続けるであ

ろう。それに伴い，従来はモジュールを製造していなかっ

たメーカーが参入しつつあり，新技術の開発競争が進んで

いくと予想される。富士電機は今後もさらに高信頼性，小
型化，高放熱性に取り組み，ユーザーがより使いやすいモ

ジュールの実現に向けて開発を進めていく所存である。
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解　説 昇降圧コンバータ

　最近のハイブリッド車では，バッテリーのコスト低
減とモータのパワー増大を両立させるために，バッテ

リー電圧を昇圧する回路（昇圧コンバータ）を設ける

ケースがある。また，ブレーキング時のエネルギーを

バッテリーに再充電するために降圧コンバータが組み

合わせられるため，昇降圧コンバータと呼ばれる。

150～
300V

IPM

昇降圧コンバータ

500～650V

インバータ

モータ/
発電機

バ
ッ
テ
リ
ー
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