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　まえがき

　パワーデバイスは，産業・民生・自動車などさまざまな

分野で使用されており，富士電機ではこれらの分野の小容
量，中容量および大容量にわたるモジュール製品，ディス

クリート製品，IC製品の開発・設計・製造を行っている。

　近年，特に市場における上記のパワーデバイスの用途に

おいて，製品の小型化，高信頼化の要求が高まっている。

これに伴い，富士電機ではチップの高集積化技術，および

耐熱サイクルなどの高信頼化技術を確立するとともに，そ

れらの技術の基盤である熱・応力シミュレーション技術を

駆使することによりパッケージ設計の効率化を図っている。

　本稿では，パワーデバイス製品の中で特に IGBT
（Insulated Gate Bipolar Transistor）モジュールにおける

熱・応力シミュレーション技術について実例を挙げながら

紹介する。

　IGBTモジュール構造設計における技術課題

　一般的な IGBTモジュールの構造を図 1に示す。IGBT
チップもしくは FWD（Free Wheeling Diode）チップで

発生した熱は，絶縁基板，銅ベースを通して冷却体へ移動
し，外部に放熱される。

　IGBTモジュールの小型化のためには，チップの高集積
化が有効となるが，反面，課題としてはチップ間の相互熱
干渉によるチップ温度の上昇がある。

　したがって，このチップ間の熱干渉による温度上昇を設
計段階で十分把握し，最適なパッケージ構造設計を行うこ

とが重要となる。

　また，高信頼化を実現するにあたり，ヒートサイクル時
に IGBTモジュールが受ける熱変形が，各接合部の信頼性
に与える影響を的確に予想し，パッケージ構造を設計する

ことも重要である。

　図 1に IGBTモジュールにおける各種の信頼性項目を示
す。これらの信頼性項目の検討手法として，富士電機では

実機データとの整合性と顧客の冷却体との連動を十分に考
慮した熱・応力シミュレーションを実施しており，パワー

デバイスの設計・信頼性評価期間の短縮に活用している。

また，鉛フリー対応のパワーデバイスの開発および次世代
要素技術開発にも活用している。

　IGBTモジュール構造設計への適用例

3.1　 顧客の冷却体およびチップ間熱干渉を考慮したパッ
ケージ構造設計

（1）　IGBTモジュールの熱伝導解析
　IGBTモジュールにおいて，チップの高集積化により，

集積部分のケース温度の上昇が予測される。この温度上昇
を可能な限り低減することが，各接合部の信頼性を向上さ

せるうえで重要である。

　ケース温度上昇を低減するためには，以下の方法がある。

　（a） 　絶縁基板などに対して，高熱伝導率の材料を適用す

る。

　（b） 　チップ間隔を広げ，チップ間の熱干渉領域を低減さ

せる。

　（c） 　IGBTモジュールの搭載位置などを考慮し，冷却効
率を最適にする冷却体を設計する。

　（d）　冷却ファンの能力の最適化を図る。

　従来は，（a）と（b）は主としてデバイスメーカー，（c）と（d）は
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図1　IGBTモジュールの構造と信頼性項目
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主として顧客主体で行ってきた。今回，（a）から（d）までを顧
客と協力して，シームレスに検討を行い，IGBTモジュー

ルのチップ間隔，および冷却条件を最適にするために，シ

ミュレーションと実機試験を実施した。

（2）　シミュレーションモデル・計算条件
　図 2に示すように，チップ間隔を 3水準としたシミュ

レーションモデルを作成した。

　チップ発熱のシミュレーションにおいて，精度のよい解
析を行うためには，冷却体の放熱能力を表す熱伝達率の設
定が重要であり，この値をシミュレーションと実機試験と

の比較において，ケース温度が整合するように設定した。

　モデルに実機運転状態と同等の損失を与え，定常条件の

計算を行った。

　™  チップ損失：1チップあたり 21W
　™  熱伝達率：420W/m2K
（3）　シミュレーション結果
　図 3より，チップ間隔を 2mmから 4mmにするとケー

スの温度上昇幅が 12.3℃低減するが，4mmから 6mmに

した場合 5.2℃の低減となり，4mmを超えると，チップ

間隔が温度上昇幅の低減に与える効果が少なくなることが

分かる。

　また，図 4の温度分布図に示すように，チップ間隔を

4mmとし，冷却体の面積を 200× 150（mm）に拡大す

ることにより冷却体へ熱が十分広がり，ケースの温度上昇
幅がより効果的に低減していることが分かる。

　上記の結果から以下の手法が効果的であることが分かっ

た。

　（a） 　チップ間隔を 4mm以上にする。

　（b） 　冷却体の面積を，200× 150（mm）以上にする。

　また，シミュレーションによるケース温度低減の予想値
が，実験と一致するかを確認するために実機試験を行い，

図 3に示すように，シミュレーション結果と実験結果とが

ほぼ整合していることを確認した。

　今回のシミュレーションによって，ケース温度上昇を低
減するためには，チップ間隔を拡大する方法と，冷却体の

面積を拡大する二つの方法があり，デバイス側と適用側の

制約の中で，最適な組合せを採択できることが分かった。

　その結果，IGBTモジュールの構造検討のみならず，こ

れまで顧客主体で行ってきた冷却体設計の分野まで，考察
範囲を広げることができた。

3.2　高信頼性 IGBTモジュールのパッケージ構造設計

（1）　IGBTモジュールの応力・ひずみ解析
　ハイブリッド車搭載用の IGBTモジュールに関しては，

エンジンルーム内に素子が設置されるため，耐熱サイクル

の長寿命化を実現する必要があり，その要求寿命としては，

一般産業用途に比べて，約 1けた高いレベルの熱サイクル

寿命が求められている。この要求寿命を満足させるために

は，IGBTモジュールの各構成部品における長寿命化技術
の確立が必要である。

　なお，IGBTモジュールの構造において，絶縁基板と銅
ベースの接合はんだ部の耐熱サイクル性が最も厳しいこと

が分かっており，この接合部の信頼性を向上させるために，

以下について最適形状の検討，および熱サイクル試験の信
頼性の検証を行った。

　（a） 　絶縁基板の外形コーナー部の面取り寸法

銅ベース チップ
絶縁基板

冷却体

対称面

拡大部分 拡大部分熱伝達率

チップ間隔　2mm，4mm，6mm

図2　チップを高集積化した IGBTモジュールの解析モデル
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図3　チップ間隔と温度変化
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図4　チップを高集積化した IGBTモジュールの温度分布図
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図5　高信頼性 IGBTモジュールの解析モデル
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　（b） 　絶縁基板を構成する銅はくの厚さ

（2）　シミュレーションモデル・計算条件
　図 5に示すように面取り寸法を 5水準，銅はくの厚さを

4水準としたシミュレーションモデルを作成し，－ 40〜
＋ 105℃という熱サイクル条件をモデルに与えて計算を

行った。

（3）　シミュレーション結果
　図 6から，面取り寸法を 2mm以上にするとひずみが大
きく低減することが分かる。面取り形状を設計する場合，

相反するチップ接合面積の減少を考慮する必要がある
（1）

。ま

た図 7に示すように銅はくを厚くすることにより，ひずみ

がほぼ線形に低減することが分かる。

　銅はくの厚さを 0.4mm以上にするとチップの熱広がり

が改善され，熱的に有効であることが報告されており
（2）（3）

，熱
抵抗と発生ひずみの低減を考慮した場合，銅はくの厚さは

0.4mm以上が適切であると考えられる。この場合も銅は

くの厚さを 0.7mm以上にすると，セラミックスとの接合
性の強度が低下するということが分かっており，設計に関
しては注意が必要となる

（3）

。

　以上のシミュレーション結果を設計に取り入れた高信頼
性 IGBTモジュールにおいて，はんだ接合部の信頼性につ

いて実機試験により検証した。

　はじめに，接合部に発生するひずみをシミュレーション

によって求め，はんだ接合部の熱サイクル試験の信頼性は，

3,500サイクルであると推定した。

　次に，IGBTモジュールの熱サイクル試験を実施し，熱
サイクル試験の各サイクル数，500サイクル，1,000サイ

クル，2,000サイクル，および判定基準の 3,000サイクル

においてはんだ接合部を観察したところ，図 8に示すよ

うに，3,000サイクルにおいてもクラックの成長は少なく，

十分な信頼性が確保されていることを確認した。

　今後さらに，はんだと接合材との界面破壊，はんだ材の

バルク破壊といった，はんだの破壊形態に適合した疲労寿
命予測技術の開発などにより，シミュレーションのさらな

る精度向上を図り，信頼性予測に適用していく考えである。

　あとがき

　熱・応力シミュレーション技術のパワーデバイスのパッ

ケージ構造設計への適用の事例を述べるとともに，熱・応
力シミュレーションがいかに現在のパッケージ設計に重要
であるかを示した。

　熱・応力シミュレーション技術においては，シミュレー

ション技術の高度化と，パワーデバイス製品の設計時間の

短縮という大きな流れの中で，デバイス側と適用側の連携
が今後さらに欠かせないものになる。

　このような中，短期間で精度のよいシミュレーションが

実行できる技術の蓄積を行い，シミュレーション結果の製
品設計への反映をより強化していく所存である。
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