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IGBT（Insulated Gate Bipolar Transistor）モジュールの設計において，小型化，高効率化，低ノイズ化などの要求を満
足するため，シミュレーションによる事前解析の重要性が増している。富士電機では，従来，IGBT モジュールの構成要素
ごとに行っていたデバイスや熱のシミュレーションを，回路シミュレーションをベースにして連携させ，モジュール全体の
解析ができる連携シミュレーションを構築した。これにより，従来に比べて，熱特性で約 10% から約 5 % に，電気特性で

また，シミュレーション間の連携もチップの開発におい

まえがき

てはプロセスとデバイスのシミュレーションの連携，パッ
近年，地球温暖化は大きな社会問題となっており，それ

ケージの開発においては熱と応力のシミュレーションの連

を防止するために太陽光発電や風力発電などの再生可能エ

携というように，IGBT モジュールの各構成要素の中だけ

ネルギーの普及や，エネルギーを効率的に利用するパワー

に限定されていた。
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エレクトロニクス技術のいっそうの普及が，世の中で広く
期待されている。これらの普及には，キーデバイスである
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IGBT モジュール開発におけるシミュレーション
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To meet the various demands for insulated gate bipolar transistor (IGBT) module design such as miniaturization, high eﬃciency, and low
noise, the importance of preanalysis through simulation has increased. Heretofore, Fuji Electric has performed device and thermal simulations
separately for each component of IGBT module; now we have linked these simulations with a circuit simulation as a base, and established
an integrated simulation that enables analysis of the IGBT module as a whole. Through this we have improved the accuracy of simulations
from approximately 40 % to 10 % for electrical properties and from approximately 10 % to 5 % for thermal properties, as compared to previous
simulations.
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れる特性の向上には，IGBT や FWD チップの特性とパッ
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ケージの特性が相互に密接に影響する。そのため，各要素
を最適設計したにもかかわらず，IGBT モジュールを評価
したときに要求項目を満足できないこともある。

ゲート端子

そこで，各要素のシミュレーションを連携し，IGBT
モジュール全体の要求特性を事前に解析することが必要
になってくる。富士電機ではこの課題を解決するために
チャネル層

IGBT モジュール全体の特性を解析できる連携シミュレー
ションの構築に取り組んできた。
図 1 ⒝ に， 構 築 し た 連 携 シ ミ ュ レ ー シ ョ ン を 示 す。
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IGBT モジュールの電気特性を解析する回路シミュレー
ションをベースに，各要素の解析に用いるシミュレーショ
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デバイスシミュレーション用 IGBT モデルの例

ンを連携して，IGBT モジュール全体の解析を行う連携シ
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析結果を示す。従来行っていた一定のチップ発熱だけを考
慮した熱シミュレーションに比べ，実測値との誤差が約
10 % から 5 % 以下に低減している。今後，さらなる実測
値との誤差低減のため，複雑な冷却フィンの構造を考慮し
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た解析を検討する。
図 0 に，時間 150 s 時点での IGBT モジュールのター

ンオフ特性を比較した結果を示す。 .

節で述べた IGBT

チップモデルでのターンオフ損失の誤差低減と，熱シミュ
レーションでの IGBT チップ温度の誤差低減が反映された
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