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　まえがき

　近年の飛躍的なパワーエレクトロニクスの発展に伴って， 
主に産業分野では電力変換用半導体素子として IGBT

（Insulated Gate Bipolar Transistor）モジュールが主流と

なり，産業，交通，家電などの幅広い分野で適用されてい

る。IGBTモジュールは，世代を重ねるにつれ革新的な技
術を適用し省エネルギー，高効率化，小型化，低コスト

化，高信頼性を実現している。また，IGBTモジュールは

インバータ装置の小型化，高性能化への要求から，さら

なる高集積化を行うことを目的に，インバータ回路に加え，

入力整流回路，回生用のダイナミックブレーキ回路を一
つのパッケージに収納したパワー集積モジュール（PIM：

Power Integrated Module）に発展してきた。富士電機で

は，すでに第三世代 Nシリーズ PIMを 1995年，第四世
代 Sシリーズ Econo-PIMを 1999年，そして第五世代 U
シリーズを 2002年に発売してきた。特に近年では，さら

なる装置の小型化・低価格化の要求が強い。これらの要求
に応えるべく，本稿では，最新のチップ・パッケージ技術
を適用した新たな IGBT-PIM製品を開発したのでその最
新技術と製品系列について紹介する。

　小型化と集積化の課題

　近年の市場要求である小型化・低価格化を実現するため

には，チップサイズのシュリンクが非常に効果的である。

しかしながら，チップサイズシュリンクは熱抵抗 Rth（j-c）

が大きくなり，式（1）に示すように同時にチップ温度（温度
上昇幅ΔTj-c）を上昇させることになるため，チップの低
損失化，パッケージの高放熱化が必要条件である。

　ΔTj-c＝発生損失 × Rth（j-c） …………………………… （1）
　低損失化のためにはオン電圧の低減もさることながら，

スイッチング損失を減らすために高速スイッチング化する

必要があるが，これは同時に放射ノイズを増加させる。放
射ノイズは欧州規格 EN61800-3などでそのレベルは制限
されている。したがって，低損失化と放射ノイズのトレー

ドオフをブレークスルーすることが近年の新たな課題であ

る。この課題を解決するために，最新のチップ技術を駆使
し，ノイズと損失の特性を最適化した U4シリーズチップ

を 2005年に開発した。また，小型化，高密度実装のため

には高放熱化したパッケージ開発が必要であり，高放熱の

DCB（Direct Copper Bonding）基板（セラミック絶縁基
板），熱干渉の回避，最適内部レイアウトによる実装効率
のアップなども必要である。さらに最近の市場要求である

RoHS
〈注〉

対応も必須である。したがって，これらすべての課
題を解決する製品を開発していかなければならない。

　新コンセプト IGBT-PIM製品の特徴

　省エネルギー，高効率化，高信頼性はもちろんのこと，

小型化，集積化，低価格化を実現するために，次のコンセ

プトを主に製品開発を行った。

（1）　低ノイズと低発生損失の両立
　™  最新技術を駆使した IGBTチップ，FWD（Free Wheel- 

ing Diode）チップの適用により，ノイズと発生損失
のトレードオフ特性を改善

　™  パッケージ内部レイアウト改良により低ノイズ化を実
現

（2）　小型パッケージと低コスト化の実現
　™  高放熱新 DCB基板（厚銅はく DCB基板）の採用
　™  熱干渉を回避するための最適チップレイアウト

　™  チップ実装効率を向上するための最適内部レイアウト

　以上から，チップサイズシュリンク（従来比約 30%ダ

ウン）と高集積化を実現
（3）　従来パッケージ EP3サイズで 1,200V/150A PIMを

実現

　最新のチップ技術

　2002年に開発した 1,200V/1,700V Uシリーズ IGBTは，

〈注〉RoHS：電気電子機器に含まれる特定有害物質の使用制限



富士時報　Vol.79 No.5 2006 最新技術を用いた新コンセプト IGBT-PIM

特  

集

359（15）

近年注目されているトレンチゲート構造とフィールドス

トップ（FS）構造
（1）

を適用した最新型の IGBTチップである。

この技術をさらに特性改善し，より使いやすいデバイスと

して 1,200V/1,700V U4シリーズ IGBTモジュール（U4-

IGBT）を開発した
（2）

。具体的には，トレンチゲート構造の 
最適化により，従来のトレンチ IGBTよりさらにターンオ

ンスピードの制御性を向上させ，ミラー容量（Cres）の低
減によりターンオン損失を約 30%低減させることができ

た。スイッチング時の放射ノイズは，FWDの逆回復特性
に着目されているが，FWDの特性だけで決まるものでは

なく，IGBTのターンオン特性で FWDの逆回復特性が決
まる。したがって，放射ノイズ低減のためには，FWDの

みならず IGBT特性の最適化が必要となる。

　放射ノイズの発生機構は，実際には IGBTモジュールと

スナバ回路間の閉ループの共振回路による振動が放射源と

なることが報告されており
（3）

，そのトリガはスイッチング時
の di/dt と dv/dt に起因している。これは特に IGBTター

ンオン時の di/dt と dv/dt で決まり，FWDの逆回復特性
も同様にターンオン特性により決定される。

　U4-IGBTは前述のチップ改良により，ターンオン時の

di/dt と dv/dt の制御性を向上し，かつターンオン損失を

低減することにより，図 1に示すような放射ノイズと発生
損失のトレードオフ特性を改善した。

　最新のパッケージ技術

5.1　新DCB基板の開発

　図 2に IGBTモジュール（PIMを含む）の断面図を示
す。IGBTチップ，FWDチップで発熱した熱は，DCB基
板，銅ベースを通り放熱フィンに抜け放熱される。他素材
と比較して高強度・安価なアルミナセラミックスは熱伝導
が劣る。DCB基板の銅の熱伝導率は 390W/mK，絶縁層
のアルミナセラミックスの一般的な熱伝導率は 20W/mK
で，セラミックスが断熱層となっている。この DCB基板
の熱抵抗を下げるため，セラミックスの薄板化，熱伝導率
改善を実施している。一方，最近の開発の結果から，単位

面積あたりの熱流量（熱密度）を下げることが，より放熱
性向上に有効であることが分かった。本製品の開発では，

低コスト・高信頼性を実現するために，従来同様にアルミ

ナセラミック素材をベースに対策していくことを検討した。

この結果，以下の具体的な方策を採用して，新 DCB基板
を開発した

（4）

。

（1）　長期信頼性および機械的な強度を確保した高熱伝導セ

ラミックスを適用する（熱伝導率：28W/mK）。
（2）　DCB基板の銅はくを現行の 0.25mmから 0.6mmに

厚くすることで熱を分散させ，単位面積あたりの熱流量
を小さくする。

（3）　銅はくの厚みが増して，従来セラミックスに拘束され

ていた銅はくの線膨張係数を，銅本来の特性とし，結果
として，高信頼性を得る。

　図 3にΔVCE法による熱抵抗評価結果を示す。従来
DCB基板の製品に比べ，新 DCB基板を適用した製品の熱
抵抗（Rth（j-c））は約 25〜 30%の低減効果が確認できた。

5.2　最適内部パターンレイアウト

（1）　熱干渉の回避
　同一パッケージに複数個のパワーチップを搭載した

IGBT-PIM製品は，実際のインバータ動作時にはすべて

の素子が発熱するため，パッケージ内部では，チップ同士
の熱干渉により熱集中を起こすことがある。また，市場要
求のさらなる製品の小型化を実現するためには，熱干渉
による熱集中を回避する必要がある。そこで新パッケージ
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開発にあたり，三次元 FEM（有限要素法）熱解析により

内部チップレイアウト検討，最適化を実施した。同一パッ

ケージサイズで従来パッケージと新パッケージの熱分布を

比較した結果を図 4に示す。従来パッケージでは，パワー

チップがパッケージ中央付近に集中しているため，熱干渉
の影響で中央部のチップの温度が高めになっていることが

分かる。一方で新パッケージでは，パワーチップ同士の熱
干渉を避けるためチップレイアウト，チップ間隔の最適化
を行った。この結果，温度分布がほぼ均一になり，Tjで最
大 10℃程度の低減効果を確認した。

（2）　チップ実装効率の向上
　新パッケージでは，熱分散したチップレイアウトに加え，

DCBパターンの最適レイアウトにより，チップ搭載面積
比を 16.7%から 26.1%にし，チップ実装効率を 56%向上
させた。

5.3　低ノイズ化技術
　インバータ装置の放射ノイズは 30MHz〜 1GHzの周
波数で規格に準拠したレベルに入るよう設計する必要があ

る。この周波数領域のノイズ発生機構は，実際には IGBT
モジュールとスナバ回路間の閉ループの共振回路による振
動が放射源となることが報告されている

（3）

。マクスウェルの

遠方電界方程式は，

　E＝ 1.32× 10－ 14× f 2× S × I /r   …………………… （2）
　　（f：周波数，I：電流，S：電流ループ面積，r：距離）

で表され，スナバ回路とスイッチング素子の電流閉ループ

面積にも依存する。したがって，パッケージ内部の P-N

間電流ループ面積を減らすために DCB銅パターン配線を

改良し，素子特性のみならずパッケージでも低ノイズ化
に向けた実験と検討を実施した。この結果，図 5に示す

ように，P-N間電流ループ面積を従来パッケージより約
50%低減し，図 6に示すように，放射ノイズピーク値を

約 5 dB低減した。これにより，ターンオンスピードをさ

らに高速化して適用できる可能性があり，スイッチング損
失の低減も期待できる。

　新製品系列

　富士電機は，前述の最新チップ技術と今回新たに開発
した新パッケージ技術を組み合わせ，世界 No.1の超小型
IGBT-PIMを開発し，1,200V系列では従来と同一サイ

ズのパッケージで 2倍の電流定格を実現した。表１に今
回新たに開発した IGBT-PIMのパッケージ系列，図 7に

1,200V/150A品のパッケージ外観比較を示す。これら新
製品の系列化により，装置の小型化，低コスト化が期待で

きる。また，本製品系列は，近年の環境規制である RoHS
指令に対応した製品群であり，環境問題への取組みも実施
した製品である。
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表1　次世代パッケージを適用した製品系列（IGBT-PIM）
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　あとがき

　近年，IGBTモジュールは低損失化が進む一方で，放射
ノイズの課題が改めて重要視されてきた。今回，低ノイズ

化・小型・低コスト化を最重要項目として取り組み，最新
のチップテクノロジー，パッケージテクノロジーを融合し

た新製品を紹介した。

　富士電機は，今後も素子の高性能化・高信頼性化に取り

組み，新たな課題・ニーズに対しさらなる技術レベルアッ

プを図るとともにパワーエレクトロニクスの発展に貢献し

ていく所存である。
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