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自動車メーカーは，ハイブリッド自動車や電気自動車などの開発を積極的に進めている。富士電機では，車載用のイン
バータユニットの小型化に貢献するため，直接水冷方式を用いた IGBT（Insulated Gate Bipolar Transistor）モジュールの
開発を行っている。また，顧客のインバータユニットの開発を支援するため，高い放熱性能と低い圧力損失を両立するため
の車載用 IGBT モジュールの水冷ジャケットの構造を検討するとともに，車両運転パターンに基づいた信頼性設計などの応

まえがき

車載用直接水冷 IGBT モジュール
.

CO2 排出量の削減や資源の節約に向けて，世界各国が取

概

要

組みを加速している。自動車メーカーは，電力も動力源と

車 載 用 直 接 水 冷 IGBT モ ジ ュ ー ル の 定 格・ 寸 法 な ど

したハイブリッド自動車（HEV）や電気自動車（EV）な

の 概 要 を 表 1 に 示 す。 定 格 電 圧 は 650 V， 定 格 ピ ー ク

どの開発を積極的に進めている。HEV や EV ではモータ
を動作させるために，インバータなどのパワーエレクトロ
ニクス（パワエレ）技術が用いられている。その中で重要

M652

なキーコンポーネントの一つが，IGBT（Insulated Gate
Bipolar Transistor）モジュールである。インバータシス
テムにおいて IGBT モジュールは，バッテリ電力を効率良

M651

く利用するために低損失化が求められるだけでなく，低コ
スト化と小型化も求められる。
富士電機では，これらの要求に応えるために，直接水冷
⑴

方式を用いた IGBT モジュールを開発した。HEV や EV
化は，小型車，スポーツタイプ多目的車，高級車といった
さまざまな車種に広がっている。それぞれのモータ容量・
（a）外

仕様に対応するため，IGBT モジュールも幅広い容量帯の

観

ラインアップが必要となり，製品系列の拡大を行っている。
本稿では，車載用直接水冷 IGBT モジュールについて説
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表

車載用直接水冷IGBT モジュール

車載用直接水冷 IGBT モジュールの概要
パッケージ構成

製品型式

パッケージ型式

パッケージ寸法（フィン部含む）

適用モータ容量

6MBI400VW-065 V

M651

L108×W105×H34（mm）

20 〜 30 kW

6MBI600VW-065 V

M652

L131×W113×H34（mm）

40 〜 50 kW

6 in 1
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Car manufacturers are proactively engaged in the development of hybrid vehicles and electric vehicles. To contribute to the miniaturization of in-car inverter units, Fuji Electric is developing insulated gate bipolar transistor (IGBT) modules that use direct water cooling. In addition, to support customers’inverter developments, we have studied water cooling jacket structure for IGBT modules for use in automotive
for realizing both high radiation performance and low pressure loss. Moreover, we have developed application technologies such as reliability
design based on driving patterns of vehicles.
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用技術の開発を行った。

車載用 IGBT モジュールの直接水冷技術

電流は 400 A と 600 A の二つである。適用されるモータ容
100

量 は，6MBI400VW-065 V で 20 〜 30 kW，6MBI600VW065 V で 40 〜 50 kW クラスを想定している。図

に，外

80
熱抵抗（％）

観および回路構成を示す。本製品は三相インバータ回路へ
の適用を想定している。インバータ回路三相分の IGBT と
FWD（Free Wheeling Diode）
，ならびに温度検出用サー
ミスタで構成している。

.
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アルミニウムフィン
グリース
銅ベース
（フィン）
はんだ

40
絶縁基板
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適用素子

はんだ

パワーチップは，650 V 定格の「V シリーズ」IGBT お

Si チップ
0

よび FWD を採用している。V シリーズは，フィールド

0
間接水冷
アルミナ絶縁基板
従来品

ストップ（FS）構造とトレンチゲート構造を最適化して，

直接水冷
直接水冷
アルミナ絶縁基板 窒化けい素絶縁基板
開発製品

オン電圧とスイッチング損失を低減している。また，ゲー
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ト抵抗によるターンオン di/dt の制御性の向上を図ってい

図

従来構造と直接水冷構造の熱抵抗比較

⑵，⑶

る 。
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を開発して適用することで，高い放熱性能を実現できる窒
.

化けい素基板を採用できるようにした。

パッケージ

小型化を実現するためには，放熱性能を向上させること

図

に，従来品の間接水冷 IGBT モジュールとアルミ

が必須である。そのため，直接水冷方式のフィンを構成す

ナ基板および窒化けい素基板を用いた場合の，直接水冷

る個々のピン形状は，一般的に広く用いられている丸型の

IGBT モジュールの熱抵抗を比較した結果を示す。直接水

ピンではなく，角型を用いている。図

に，丸ピンと角ピ

冷にすることでサーマルグリースが不要になり，その熱抵

ンでの流速分布と，1 ピン当たりの表面積比較結果を示す。

抗を排除した。さらに，角ピンと高熱伝導率の窒化けい素

ピンは 3 mm，45°
のピッチで高密度に配置している。角

基板を採用することで，従来品の間接水冷アルミナ絶縁基

ピンは丸ピンに比べ，ピン周辺の流速を早くできるだけで

板に比べて熱抵抗を 60 % 低減している。

⑷，⑸

なく，1 ピン当たりの表面積を大きくできることから，冷
媒を介した熱交換を効率良く行うことができる。

冷却体設計技術

また，絶縁基板には従来のアルミナ（Al2O3）基板では
なく，熱伝導率が高い窒化けい素（Si3N4）基板を用いる

直接水冷方式において，高い放熱性能と低圧力損失を

ことで，放熱性の向上を図っている。窒化けい素は，ベー

両立できるように，IGBT モジュールを取り付ける水冷

ス材に用いている銅との線膨張係数の差がアルミナに比べ

ジャケット構造を最適化する必要がある。また，IGBT モ

て大きい。そのため，信頼性試験の一つである温度サイク

ジュールはシール材を介して水冷ジャケットに取り付け

ル試験時には，窒化けい素基板と銅ベースの接合材である

るため，温度や水圧が変化した場合でも水漏れを防止する

はんだに大きなひずみが発生し，アルミナ基板に比べては

シール技術が必要である。これらは，間接水冷方式を採用

んだの劣化が速い。高い温度サイクル耐量を持つはんだ材

していたユーザにとって新たな検討課題である。
富士電機では，ユーザが冷却体を設計するための技術支
援として，高放熱性能と低圧力損失化を実現するための水

丸ピン

角ピン

冷ジャケットの構造と，その気密性能について検討した。
.

水冷ジャケット構造

水冷ジャケットには，通常，アルミニウム材が用いられ

冷媒の流れ方向

冷媒の流れ方向
速度
（m/s）
0.5

る。銅フィンには腐食を防ぐためのニッケルめっきを施し
ている。しかし，フィンと水冷ジャケットを接触させた場
合，熱変形によってニッケルめっきと水冷ジャケットがこ
すれることでめっきが剝がれ，異種金属接触によるアルミ

45 °

45 °

ニウムの腐食などが懸念される。そこで，フィン先端と水

3 mm

3 mm

0

冷ジャケット底面には隙間を設ける必要がある。しかし，
フィンとジャケットの接触を避けるため，過剰に隙間を設

1 ピン当たりの表面積 （mm2）

丸ピン

角ピン

けた場合，圧力損失は下げることができるものの，放熱性

66

84

能が大きく低下してしまう。また，冷媒をフィン全体に均
一に流すためには，導入口に拡散壁を設けることが重要で

図
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あるが圧力損失が上昇してしまう。そこで，圧力損失と熱
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熱抵抗
拡散壁高さ（mm）

気密試験

（c）水冷ジャケットの断面構造

熱抵抗と圧力損失の関係

信頼性設計技術
車載用 IGBT モジュールの使用環境は，産業用 IGBT
モジュールと比べて，外気温度の変化や振動などが大き
く，過酷な環境下で使用される。特に，外気温度の変化は，
⑹

IGBT モジュールのパワーサイクル寿命に大きく影響する。
パワーサイクル寿命とは，電流の断続が繰り返されること
で生じる温度変化Δ T によって，チップ下はんだの劣化が
（a）3D モデル

（b）外

観

進むことで熱抵抗が上昇するまでの時間，または内部配線
のワイヤ破断が発生するまでの時間であり，製品寿命に相

図

当する。インバータは HEV や EV においては動力源であ

推奨水冷ジャケット構造

り，その心臓部である IGBT の製品寿命の設計は重要であ
抵抗の関係を調査するに当たり，フィン先端と水冷ジャ

る。しかしながら，実際の走行実験により製品寿命を評価

ケット底面部の隙間，冷媒の導出入口の拡散壁高さをパラ

するためには，年単位の時間と多大な労力を要する。
富士電機では，パワエレ回路シミュレータ PSIM を用い

メータとし，熱流体解析を用いて検討した。検討結果を図
に示す。

て，実車運転を想定したパワーサイクル寿命の推定を行っ

隙間を変えた場合，熱変形時にもフィンと水冷ジャケッ

た。

トが接触しない最小隙間（図

⒜破線）を超えた領域にお

いてもトレードオフの関係がある。また，拡散壁高さには，

.

シミュレーションを実施するためには，デバイス特性，

最も圧力損失が小さくなる高さが存在することが分かる
（図

⒝）
。この解析結果を反映した推奨水冷ジャケット構

シミュレーション条件

インバータ動作条件および車両条件を設定する必要がある。

造（図 ）により，圧力損失が小さく，かつ高い放熱性能
を得ることができる。
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最適化した水冷ジャケット構造において気密性能を検討
するため，図

NEDC

に示す水冷ジャケットとシール材である O

リングを用いた気密試験を実施した（図 ）
。水冷ジャケッ
トの出口を封止し，加圧装置でジャケット内の空気圧を高
め，水没させることで，空気漏れの有無を確認した。自動
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車のインバータの気密性能は，最大 200 kPa まで要求され
ることが多い。試験結果から，250 kPa においても空気漏

0

れは発生しておらず，市場要求を満足する仕様となってい

0
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ることを確認した。
図

シミュレーションに用いた車両運転パターン
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本シミュレーションは，6MBI600VW-065 V のデバイス
特 性 を 用 い， 最 大 出 力 40 kW の モ ー タ を 搭 載 し， 質 量
1,200 kg，最高速度 145 km/h の小型 EV を想定した。ま

.

実車運転パターンを基にした余寿命推定の結果
図

に，1 サイクルにおける素子温度 Tj およびケース

た，インバータ動作条件は加速動作（力行動作）だけでな

温度 Tc の変化を示す。これは自己発熱によって発生する

く，減速時のブレーキ動作（回生動作）も全てインバータ

温度の変化である。前述したように，自動車においては外

のみで動作させており，温度サイクルとしては厳しい条件

気温度変化によってもΔ T が発生する。外気温度変化によ

で実施した。

るΔ T を算出するため，まず図 0 に示すように，1 年の外
に示す。運転パターンに

EV の車両運転パターンを図

気温度と日数を設定した。また，外気温度にかかわらず冷

は，アメリカの都市（ロサンゼルス）走行の実運転パター

媒温度は，1 サイクルごとに運転開始時に 65 ℃まで上昇し，

ンである FTP（Federal Test Procedure）72 と，欧州の

運転終了時には外気温度 Ta まで下降するものとし，外気

市街・郊外走行パターンである NEDC（New European

温度変化によるΔ Tj およびΔ Tc は，ケース平均温度 Tc avg

Drive cycle）を組み合わせて設定した。一般的に車載用
IGBT には，使用年数 10 〜 15 年間，走行距離 200,000 〜
が求められる。そのため，寿命推定を実施するための温

この場合，15 年での走行距離は 370,000 km，稼動時間は
に，余寿命推定までのシミュレー

12,000 時間となる。図
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クルが 1 日 3 サイクル，15 年間継続するものと仮定した。

外気変動によるΔT j およびΔT c

ΔT j

温度

に示すドライブサイ

度変化Δ T の発生頻度の算出は，図

ΔT（℃）
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自己発熱によるΔT j およびΔT c

300,000 km，稼動時間 8,000 〜 10,000 時間という製品寿命
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１サイクルにおける素子およびケース温度変化
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15 年走行時のΔT j およびΔT c とサイクル数
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。
と外気温度 Ta との差として算出した（図 0 ）
15 年走行時のΔ Tj およびΔ Tc は，自己発熱によって発
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いることで，これら以外の運転パターンにおいてもシミュ
レーションを用いて余寿命を推定することができる。
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