
LED/RCLED転送デバイスにより、

車載環境で最大データ転送率150Mbps

での光データ転送が今日では実現され

ている。LED/PMMAベースの伝達層

は、約100〜200Mbpsと帯域幅が制限さ

れているため、より高速のデータ転送率

を達成するためには、光学物理層でい

くつかのキーデバイスを変更する必要が

ある。送信機に関していうと、光学車載

ネットワークのための数Gbps域の帯域

幅を提供するための選択肢として、垂直

発光レーザダイオード（VCSEL 、垂直

共 振 器面発 光ダイオード）がある。

VCSELデバイスは、十分に確立されて

おり、ギガビットイーサネットなどのショー

トリンクデータコムアプリケーションで優

れた信頼性を示している。しかし、車載

環境におけるVCSELデバイスの耐久性

については信頼性のデータが存在しな

い。 

この記事では、車載環境という高度

な要件がされる状況下での耐久性を示

すことを目的として、確立された信頼性

手法を用いて、VCSEL半導体デバイス

の信頼性を評価する方法について説明

する。この評価は車載半導体のための

共通のパッケージング過程では似たよう

な結果になるので、パッケージングに関

してはなく、半導体デバイス自体につい

て評価する。 

最初のステップでは、車載環境での

要件を挙げ、目的とする特性（ミッション

プロファイル）を導き出す。その後、耐用

年数試験を組み立て、試験データを得

る方法を紹介する。最後に、試験データ

の 処 理 方 法と、車 載 環 境 のための

VCSELデバイスの信頼性評価の方法に

ついて、議論する。 

車載環境要件

必要な耐用年数と信頼性

まず、車載アプリケーションにおける

環境要件と、半導体デバイスの信頼性目

標について説明する。車内の区画領域

の熱分布を知ることで温度モデルを作

り、各アプリケーションで必要なVCSEL

の熱要件を導き出すことができる。原則

として、車内の特定区域に設置するデバ

イスに必要な寿命（耐用年数）から、

ミッションプロファイルを定義する。主要

なドイツメーカーの自動車に関し、この

情報はアウディ、 BMW 、ダイムラー、

ポルシェ、フォルクスワーゲンが発行して

いるLV124仕様（1）に記載されている。

図1は、耐用年数に基づいた電子半導体

デバイスの故障率と定義された自動車の

ミッションプロファイル（2）の関係を示

している。

電子デバイスが自動車のミッションプ

ロファイルを満たす事ができると保証す

るためには、定義された車の耐用年数を

とおして、装置の故障率が最大許容故

障率よりも低くなければならない。

LV124は必要な車の耐用年数は8,000

時間と指定している（1）。この結果によ

ると、バーンイン試験（2）などの生成測

定を行い、耐用年数の早い段階でのデ

バイスの高い故障率を減らさなければな

らない。また、摩耗段階が始まるのは、

定義された車の耐用年数が終わってか

らさらに後でなければならない。自動車

分野では、車の耐用年数での最大許容

故障率は一般的には定義されていない。

しかし、あまり複雑でない車載半導体デ

バイスに関しては、10FIT以下のランダ

ム故障率が想定され、許容範囲とされて

いる。 したがって、 VCSELデバイス

が標準車載半導体の信頼性を満たす事

ができると証明するためには、定義され

た車の耐用年数を通して、一般的に

90％の信頼水準でこの数値をクリアして

いると証明できる試験装置が求められ

る。

必要な温度条件

LV124によると、車内の異なる区画領
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図1：自動車のミッションプロファイルと電子機器の耐用年数チャート
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域に相応する特定の温度プロファイルが

ある （1）。MOSTのアプリケーションの

場合、温度プロファイル1と2のみが妥当

だ。最悪の適用条件を考慮して、ここか

らは温度プロファイル2（上表参照）を

中心に検証していく。 

図2は、区画領域内の電子制御ユニッ

ト（ E C U ）内 に包 装 、搭 載され た

VCSELデバイスの熱モデルを示してい

る。信頼性評価に用いる妥当な温度は、

VCSELデバイスの接合部温度である。

接合部温度は、周囲温度（区画領域の

関連する温度プロファイルの内の）と周

囲温度と接合部温度との間の熱抵抗に

依 存 する 。得 ら れ た 熱 抵 抗 は 、 

VCSEL自体の熱モデル、パッケージン

グの熱抵抗、そしてVCSELパッケージ

ングの表面と区画領域の周囲温度の間

での温度上昇によって定義される。 

派生動作条件

信頼性評価は、裸のVCSELの半導

体について行われるため、 VCSEL基

板と周囲温度との間の熱抵抗は分から

ない状態なので、最悪の場合、周囲と

VCSEL基板との間の温度上昇は、温

度プロファイル2では5K になると想定さ

れる。この結果、VCSELの基盤温度プ

ロファイルは最大で110°Cとなった。こ

のうち、VCSEL接合部温度は、最大基

板温度とVCSELの消費電力に依存し

ている。これは、各VCSELデバイスの

個々の熱モデルで固定されている。消費

電力は、動作電流に関係しているので、

5mA程度（標準で）になると推測でき

る。 

信頼性評価

耐用年数試験

この信頼性評価で耐用年数試験を行

う理由は基本的に2つある。第一に、デ

バイスの摩耗段階がいつ始まるのかを

決定するためであり、第二に、特定の車

の耐用年数でのデバイスのランダム故障

率を予測するためだ。この場合の信頼

性の検証の範囲は、パッケージングや接

続なしの裸のVCSELチップに関係して

いるので、耐用年数試験では熱ストレス

によって引き起こされる故障メカニズム

にのみ焦点を当てている。 したがって、

試 験は、高 温 耐用年 数 試 験の 装置

（HTOL）を用いて行う。 試験中に、 

VCSELデバイスは、実際の操作と同等

の（例えば、同等の電力消費）アクティ

ブモードになっている。

起こりうるすべての故障メカニズムを

この試験装置で再現できると保証する

ためには、試験条件でのVCSELの接

合部温度は、少なくとも最大接合部温度

（区画領域での対応する温度プロファ

イルから得る）である必要がある。最大

試験温度は、 VCSELデバイスの最大

接合部温度によって制限され、個々の

VCSELの熱モデルによって指定され

る。

低ランダム故障率と後期摩耗状態を

予測するための耐用年数試験は、非常

に時間がかかる。電子デバイスの耐用年

数は一般に操作温度が上昇すると短くな

るため、さらに接合部温度を上昇するこ

とによって、一定の条件下で試験を加速

するという方法がある。この状況は、ア

レニウス（式1）の修正加速度モデルに

記載されており、Telcordia GR- 468 

-CORE (3)にも記載されている。

1つのテストセットアップから摩耗やラ

ンダム故障率の情報を得ることは困難

だ。許容できる摩耗試験時間を達成す

るためには、温度と動作電流を上昇する

ことで有意に加速させる必要がある。し

かし、このように高加速させると、ランダ

ム故障メカニズムが付加的に活性化し、

ランダム故障率が上昇する危険性があ

表：LV124による温度プロファイル

図2：熱モデル
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る。したがって、耐用年数試験を2つの

セットアップに分ける。つまり、1つで摩耗

時間のポイントを決定し、もう片方でラン

ダム故障を予測するのだ。

摩耗試験のセットアップ

限られた数のサンプルを用いて、大き

な加速係数で高温耐用年数試験を行う

ことで、摩耗故障を起こす。式1は、試験

温度と試験電流を指定されたアプリ

ケーション状態の最大値を超えて上昇さ

せることによって、高加速係数を達成で

きることを示している。Telcordia GR - 

468 -CORE（3）によると 、電流の加速

指数と活性化エネルギーは老化試験か

ら経験的に求めることができる。 摩耗

の活性化エネルギーの典型的な値は

0.7eVで、電流の加速指数はN = 2だ。こ

の試験の目的は、限られた時間枠内で

有意な故障（例えば、50 ％）を生じさせ

ることである。

図3は、ダミーデバイスの試験状態に

おける典型的な信頼性磨耗プロットを示

している。青いグラフは、故障可能性の

近似線、赤色のグラフは、下位片面90％

信頼水準での試験データだ。

この場合には、デバイスの1％は、

20.000時間後、90％の信頼水準で摩耗

メカニズムにより試験条件をクリアでき

ないと予想される。通常の適用条件（よ

り低い温度および電流）での摩耗状況

を予測するために、アレニウスのモデル

（式1 ）を用いてグラフを変形してみ

る。 そうすると、グラフはx軸に平行し

て右にシフトする。

LV124によると、電子機器に要求され

る耐用年数は、指定された温度プロファ

イル（1）を考慮し、少なくとも8,000時間

である必要がある。そのため、指定され

た10FITよりも有意に高い故障率で、摩

耗点が8,000時間を十分超えることを証

明できる試験が必要となる。

ランダム故障試験のセットアップ

十分な時間内に有意な故障数を生成

する摩耗故障メカニズムを検証する試験

セットアップとは異なり、ランダム故障メ

カニズムを検証する試験セットアップで

は、長期間でのデバイス時間を生成す

る。起こりうるすべての故障メカニズム

が作動していることを保証するために、

接合部の試験温度は、少なくとも実際

のアプリケーションの最大接合部温度と

する必要がある。指定された動作条件を

超えると温度上昇によって付加的な故

障メカニズムを活性化してしまう危険性

を避けるため、ランダム故障試験のため

の加速係数は適度なレベルに維持し、

個々のVCSEL設計の熱モデルに依存さ

せる。 

式2は、試験するデバイスの数と試験

継続時間から、適用温度プロファイルの

特定部分でのデバイス時間を計算する

方法を示している。式はTelcordia GR - 

468 –CORE (3) に対して保守的なアプ

ローチをしつつ、アレニウスモデル（式

1）に基づいている。つまり、活性化エネ

ルギーは0.35eV に設定し、電流加速度

は加えない。 

特定のアプリケーション状態と信頼水図3 ：一般的な摩耗チャート

式1：修正済みアレニウス
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準に対応するランダム故障率は、式3で

計算できる。

特定の温度だけでなく、LV124で指

定された温度プロファイル全体での故

障率を予測するために、ランダム故障率

を各温度部分で別々に算出してみた。そ

の後、各温度部分での故障率を、各部

分の割合に応じて測ってみた。最後に、

測ってみた各部分の故障率を、温度分

布全体でのランダム故障率を得るために

追加してみた。定義された要件を考える

と、90％の信頼水準で約10FITのランダ

ム故障率を証明できるように試験を組

み立てる必要がある。

結論

この記事では、自動車用途での特定

の環境条件でVCSELデバイスの信頼

性を評価する方法について説明してみ

た。紹介した評価方法に基づいた信頼

性の研究は、異なるメーカーの3つの 

VCSELデバイスにおいて2012年より開

始されている。そこで選ばれたデバイス

は、潜在的な光学MOSTフィジカルレイ

ヤの基本的な機能要件を満たしてい

る。初期の試験結果によると、摩耗せず

に8,000時間の耐用年数の要件を達成

している。約10FITのランダム故障率も

現実的で実現可能であると実証してい

る初期の試験結果もいくつかある。
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