
特集論文

要　旨

＊先端技術総合研究所　＊＊同研究所（博士（学術））　＊＊＊同研究所（博士（工学））　†パワーデバイス製作所 19（385）

主に高耐圧機種に適用しているケース型パワーモジュールの絶縁構造と絶縁設計技術に密接に関係する高電界箇所を示している。高電界箇所
での各種絶縁特性（部分放電開始電圧，絶縁破壊電圧，課電寿命など）の評価技術の向上は，絶縁信頼性の向上のために必要であり，開発を進め
ている。
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近年，パワーモジュールは地球温暖化，環境汚染，エネ
ルギー問題に対し，機器制御の高効率化の観点からキー
パーツとなっている。三菱電機は，風力・太陽光発電など
のクリーンエネルギー向けや鉄道車両向けの高耐圧機種，
インバータやサーボ向けの産業機種，ハイブリッド自動車
（HEV）や電気自動車（EV）向けの車載機種，エアコンや冷
蔵庫，照明向けの民生機種など様々な電圧階級，環境，用
途に応じたパワーモジュールを開発し，社会に貢献してい
る。また，従来のSi（シリコン）より電力損失の大幅な低減
や機器の小型化が実現できるSiC（シリコンカーバイド）デ

バイスを搭載したモジュールを電力，電鉄，民生向けに実
用化し，適用範囲を広げている。
パワーモジュールは今後一層の小型化，大容量化，高温
駆動化が求められている。小型化に伴い，パッケージ内部
の電界が一層高くなることから，絶縁信頼性を確保するた
めに必要な絶縁評価技術の開発を実施しており，新設計パ
ワーモジュールの絶縁設計に適用している。
今後も継続的に絶縁評価技術の開発を進め，パワーモ
ジュールの信頼性確保に貢献していく。
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1．ま　え　が　き

環境保護の観点から省エネルギー化，高効率化を目的と
した機器のインバータ駆動化が進み，パワーモジュールは，
キーデバイスとして電力・電鉄，産業，車載，民生など
様々な用途で使用されている（1）。また，用途に合わせ絶縁
構造，絶縁材料を最適化した様々な形状のパワーモジュー
ルが開発され，SiC素子などの新部材を適用することによ
る小型大容量化，高効率化も進んでいる。
小型化に伴いパッケージ内部の電界が一層高くなること
から，絶縁信頼性を確保するために必要となる次のような
絶縁評価技術の開発を実施している。
⑴	 AC絶縁設計・評価技術
①X線誘起部分放電法による放電箇所同定技術
②微弱放電発光検出による放電箇所同定技術
③高周波課電による短時間絶縁寿命推定技術
⑵	 DC絶縁設計・評価技術
①PEA（Pulsed	Electro－Acoustic）法による絶縁部材の
帯電評価技術
②高温DC耐圧法による基板クラック評価技術
⑶	 絶縁材料設計・評価技術
①針入度測定による封止材の高耐熱化対応技術
本稿では，パワーモジュールの絶縁信頼性確保に必須で
あるこれらの絶縁評価技術のうち，⑴の①と③，⑵の①，
⑶の①について述べる。

2．絶縁構造の電気的絶縁評価技術

2.	1　AC絶縁設計・評価技術

2.	1.	1　X線誘起部分放電法による放電箇所同定技術

パワーモジュールの絶縁信頼性向上のためには，絶縁破
壊の起点となる部分放電発生位置を同定することが必要と
なる。当社では，モジュール内部の放電を非破壊検出す
るX線誘起部分放電（X－ray	Induced	Partial	Discharge：
XIPD）評価技術を確立し，各種絶縁構造の欠陥検出に適
用している。
絶縁物中の欠陥内部で部分放電が発生するためには，放
電の起点となる初期電子が必要であるが，絶縁物中には初
期電子が不足しているため，部分放電の開始には時間遅れ
が生じ，部分放電開始電圧（PDIV）が高くなる。一方，X
線を照射して欠陥内に初期電子を誘起すると，部分放電開
始電圧が低くなる（図１）（2）。図２に評価装置の構成を示す。
サンプルの任意の箇所にX線ビームを照射した際の部分放
電の有無を調べることで欠陥位置を同定する。図３は，ボ
イドサンプル（平行平板電極間２mm，ボイド径１mm）に
X線を照射し，PDIVをX線管出力ごとに測定した結果と
なる。X線の照射によってPDIVが低下する様子が分かる。
図４はボイドサンプル（ボイド径0.5mm）にビーム状のX

線を走査しながら部分放電を測定した例である。印加電圧
は，ボイドにX線が照射されたときだけ放電する電圧（V1
とV2の間の電圧）としているため，放電が検出された座標
範囲内に，ボイドが存在していることが分かる。
2.	1.	2　高周波課電による短時間絶縁寿命推定技術

絶縁寿命診断は一般には商用周波数（60Hz）の過電圧を
印加して破壊時間特性（V－t特性）を測定し，基準電圧にお
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図１．印加電圧上昇時の放電特性でのX線照射効果
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図２．XIPD評価装置の構成
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図３．X線管出力に対するボイドサンプルのPDIV変化
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図４．X線の照射位置に対する部分放電測定
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ける絶縁寿命を推定する。開発効率化のために短時間での
評価が求められている。
課電による絶縁劣化は，電圧周期ごとに発生する部分放
電によって引き起こされる。絶縁材料の劣化は放電の大き
さと発生回数によって決まるため，電圧の周波数が高くな
ると，図５に示すように単位時間あたりの放電回数が多く
なり，短時間で破壊に至らせることができる。
図６に高周波電圧によるV－t試験結果の例を示す。この

手法によって短時間で寿命を評価できるとともに，より運
転電圧に近い電圧領域での寿命評価が可能となり，寿命推
定精度が向上する。
試験で使用する電源の周波数は誘導加熱や部分放電の電
力損失による局部加熱による過度の劣化促進の影響等を考
慮し，絶縁材や絶縁構造に合わせて最適な値を選定している。
2.	2　	DC絶縁設計・評価技術

2.	2.	1　PEA法による絶縁部材の帯電評価技術

パワーモジュールの駆動電圧は片極のパルス波形であり，
高温逆バイアス，高温高湿バイアス等の耐久性試験では疑
似的にDC電圧を印加している。絶縁信頼性をより一層向
上させるためにDC絶縁破壊メカニズムを明らかにする必
要がある。
図７にPEA法を用いた絶縁材の厚さ方向の空間電荷分
布を評価するシステムを示している。試料にDC高電圧を
印加し，試料を帯電させ，帯電している試料にパルス電圧
を印加することで試料内部の空間電荷を振動させ，発生し
た圧力波を圧電素子を用いて検出する方法である（3）。
図８に高耐圧機種のパワーモジュールの封止絶縁材料と
して広く使用されているシリコーンゲルにDC高電圧を印
加した場合の空間電荷密度分布を示す。電圧印加開始時に

比較し，15分経過後は陽，陰極側ともに空間電荷が形成
されている様子が分かる。空間電荷密度が大きくなること
で，シリコーンゲルの内部電界が変歪（へんわい）するため，
絶縁設計には重要な要因となる。また，ゲルに印加される
電界やゲル中の添加材などによって，空間電荷の形成状態
は変わる。これらを考慮した絶縁設計を進めていく。

3．絶縁材料の評価技術

パワーモジュールの封止材料の役割は，パッケージ内部
を機械的な破損と，粉塵（ふんじん）や湿気を伴う外的雰囲
気から保護するだけでなく，電気的な絶縁を担っている。
シリコーンゲルは，ゲル状という特異性を生かして，密着
性に優れ，柔らかく容易に変形することで，熱膨張などに
よる応力を緩和する性能に優れているが，パワーモジュー
ルの小型化，SiC化によって高耐熱性が必須となっている。
シリコーンゲルの高温環境下での性能低下の１つとして，
硬化劣化がある。硬化劣化は空気中におけるシリコーンゲ
ルのメチル基の熱分解から始まる酸化反応が原因であり，
酸化反応の結果，ラジカル架橋点が発生し，三次元的な架
橋反応に至り，硬化が進行していく。またラジカルの発生
頻度は高温になるほど多くなり，硬化の進行とともに応力
緩和能力が損なわれ，ワイヤ断線やクラックによる絶縁性
能の低下を引き起こすおそれがある。よって，高温環境下
での硬化劣化度合いを見極めることが非常に重要である。
シリコーンゲルの硬度変化を測定する手段として，針入
度測定がある。針入度測定は，JIS－K－2235（ちょう度試

ｔ ｔ
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図５．電圧周波数と放電発生回数の関係
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験）に準拠し，図９に示すちょう度試験機を用いて，円錐
（えんすい）をシリコーンゲル中に５秒間進入させたときの
距離を測定し，0.1mmを１単位として表したものである。
値が小さいほど針入度が低く硬いことを示す。
ビーカーに封入したシリコーンゲルを高温槽に投入し，
温度と保存時間における硬化状態を針入度計で測定した

結果の一例を図10に示す。針入度の測定は，外気と触れ
るシリコーンゲルの表面に加えて，パワーモジュールのワ
イヤ断線を考慮し，ゲル表面からのワイヤまでの距離に相
当するゲル内部の針入度を測定した。ゲルの種類にかかわ
らず，高温になるほど針入度の低下（硬化）は速くなること
が確認できたが，図10に示すように，酸素と触れる表面
側では劣化度合いが大きい（図10⒜）のに対し，パワーモ
ジュール内部のワイヤ断線を引き起こす可能性がある内部
の硬化劣化は進行が少ない（図10⒝）。また，汎用のシリ
コーンゲルAやCと比較して，耐熱付与材の添加等を行っ
て耐熱性の向上を目的に開発したシリコーンゲルBやDは
表面側での硬化劣化も少なく，シリコーンゲル表面のク
ラック耐性もある。
この評価と平行して温度サイクル試験を実施することに
よって，ワイヤ破断を考慮した高温での針入度劣化の許容
値を見極めることが可能となる。これら材料評価技術に
よって高性能な耐熱シリコーンゲルの開発を進めていく。

4．む　す　び

パワーモジュール絶縁設計高度化のために必須である絶
縁評価技術について述べた。パワーモジュールの小型化，
大容量化，高温駆動化や運転環境の過酷化に対して，高い
絶縁信頼性を確保するため，今後も継続的に絶縁技術開発
を進めていく。
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