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長畦

富士電機は，ハイブリッド自動車や電気自動車向けに，車載用第 3 世代直接水冷型パワーモジュールを開発した。車
載用パワーモジュールには，低損失化と小型化が求められている。水冷フィンとカバーを一体化したアルミニウム製
ウォータージャケットとフランジ構造の冷媒出入り口を採用し，放熱性を改善した。また，IGBT（Insulated Gate Bipolar
Transistor）と FWD（Free Wheeling Diode）を一体化した RC-IGBT（逆導通 IGBT）を適用し，同じ活性面積で 20% の

特集

電力損失を低減した。これらにより，パワーモジュールの低損失化と小型化を実現した。

エネルギーマネジメントに貢献するパワー半導体

Fuji Electric has developed a 3rd-generation direct liquid cooling power module for automotive applications such as hybrid and electric
vehicles. Power modules for automotive applications are required to be compact and exhibit low power loss. We have improved heat dissipation performance of the module by using an aluminum water jacket that combines the liquid cooling ﬁns with cover as well as refrigerant
inlet and outlet ports with a ﬂange structure. In addition, employing a reverse conducting IGBT (RC-IGBT) that integrates an insulated gate
bipolar transistor (IGBT) with free wheeling diode (FWD) enables the power module with the same active area to reduce power loss by 20 %.
As a result, the power module has achieved a lower loss and a smaller size.

まえがき
フランジ

CO2 排出量の削減や地球資源の保護のために，世界各国
が取組みを加速しており，自動車メーカーはハイブリッド
自動車（HEV）や電気自動車（EV）の開発を積極的に進
めている。HEV や EV では，電気モータを動作させるた
めにインバータが用いられており，その中で重要なキー
コ ン ポ ー ネ ン ト の 一 つ が IGBT（Insulated Gate Bipolar

フランジ構造の
冷媒出入り口

Transistor）モジュールである。IGBT モジュールには，
バッテリの電力を効率よく利用するために低損失化と小型

（a）表面

（b）裏面

化が求められている。
これらの要求に応えるため，富士電機はこれまで直接水

図1

車載用第 3 世代モジュール

表1

車載用第 3 世代モジュールの主な仕様

冷方式を用いた IGBT モジュールを製品として提供すると
⑴〜⑷

ともに開発を継続してきた。今回，従来の車載用直接水冷
型パワーモジュールよりも，さらに高性能化と高機能化を

項

行った車載用第 3 世代直接水冷型パワーモジュール（車載

コレクタ - エミッタ間電圧

用第 3 世代モジュール）を開発した。

定格電流

800 A

最大動作温度

175 ℃

本稿では，RC-IGBT（Reverse-Conducting IGBT：逆
⑸

目

定格・特性
750 V

導通 IGBT ）を搭載した車載用第 3 世代直接水冷型パワー

外形寸法

W162 × D116 × H24（mm）

モジュールの高機能化について述べる。

絶縁耐圧

2,500 V（交流実効値）

特

徴

IGBT 部飽和電圧

1.45 V（25 ℃，800 A）

FWD 部順電圧

1.50 V（25 ℃，800 A）

IGBT/FWD 部熱抵抗

今回開発した車載用第 3 世代モジュールの外観を図

に

質

0.14 ℃/W（10 L/min，LLC）

量

560 g

示す。この製品は，冷媒の流路設計の最適化により，従来
品よりも高い放熱性能を達成している。カバー一体型のア
ルミニウム製ウォータージャケットと，フランジ構造の冷

に示す。

媒出入り口を採用したことにより，ユーザはフランジ出入

⑴

り口に指定流量の冷媒を流す配慮を行うだけでよい。
車載用第 3 世代モジュールの主な製品仕様を表
ジュールの等価回路を図
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パワーモジュールの小型化
IGBT には，第 7 世代のチップ技術を適用して損失を低

減するとともに，IGBT と FWD（Free Wheeling Diode）
を ワ ン チ ッ プ 化 し た RC-IGBT を 採 用 し て， パ ワ ー モ

RC-IGBT を搭載した車載用第３世代直接水冷型パワーモジュールの高機能化

IGBT 領域

G：IGBT 部ゲート端子
E：IGBT 部エミッタ端子
A：温度検出ダイオードアノード端子
K：温度検出ダイオードカソード端子
S：電流検出端子
P：コレクタ電圧検出用端子
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RC-IGBT の概略構造

部からも放熱するので，IGBT と FWD それぞれの動作
時に熱抵抗を低減できる効果がある。さらに，最新の薄
ウェーハ化技術，トレンチ構造，チャネル密度などの最
適化により低損失化とチップの小型化が可能となり，パ
ワーモジュールの小型化に貢献している。IGBT 領域お
〈注 1〉

よび FWD 領域の比率は，インバータの力行 動作および
〈 注 2〉

N1

N2

N3

回 生 動 作 を 考 慮 し て 最 適 化 し て い る。 ま た，IGBT と
FWD を一体化したことにより，IGBT 部のターンオフ動

図2

作時に FWD 領域もキャリアの排出経路として使うことに

車載用第 3 世代モジュールの等価回路

より，RC-IGBT ではターンオフ損失を低減することがで
ジュールの 15 % 小型化を図った。また，RC-IGBT には

きる。

IGBT に流れる電流とジャンクション温度の検出機能を搭

RC-IGBT の採用，IGBT 領域と FWD 領域の配分の最

載し，小型化を損なわずにチップ性能を発揮することと，

適化，さらには最新世代のチップ技術を用いることにより，

短絡や過熱に対して確実な保護動作を行うことができるよ

IGBT モジュールとしての電気特性も改善でき，電力損失

うにした。

を低減している。同じ活性面積では，20 % の電力損失の

車載用第 3 世代モジュールでは，図

に示すように各

⑺

低減を実現している。

アームの IGBT 部には，駆動用に必要なゲートおよびエ
ミッタ端子に加えて，温度検出用ダイオードのアノードお

3.2

よびカソード端子，電流検出用端子を配置している。温度

RC-IGBT の保護技術

IGBT 技術の世代交代が進み，飽和電圧やスイッチング

検出用ダイオードは RC-IGBT に内蔵している。

損失が低減すると，重要となるのが短絡保護である。す

⑵

なわち，飽和電圧の低減に伴って短絡電流が増加するた

高放熱性能を持つ冷却器構造

水冷フィンとカバーを一体化した冷却器構造により，放

め，短絡エネルギー耐量を超えることなく短時間で遮断す

熱性の向上と薄型化を実現した。冷媒出入り口はフランジ

るとともに，サージ電圧の増加を抑える必要がある。RC-

構造を採用し，インバータ筐体（きょうたい）との水密性

IGBT において短絡動作が発生した場合，高速かつ確実に

は O リングなどで確保する。

遮断するため，車載用第 3 世代モジュールでは電流検出

⑶

。この方式は，
方式による短絡保護を採用している（図 ）

主端子配線の低インダクタンス化

平滑コンデンサに接続する各相の入力端子を独立させる

短絡が発生した場合に短絡電流の一部を電流検出端子に分

ことと，配線を最短にすることによりインダクタンスを下

流し，接続した抵抗に発生する電流検出用電圧 V SC によっ

げ，高速スイッチング動作によるスイッチング損失の低減

て短絡保護動作を開始する。直列に接続した抵抗 RSE1 お

⑹

と，電流遮断時のサージ電圧の低減を図った。

よび RSE2 の抵抗値を設定することにより，短絡保護を開
始する電流値を設定する。富士電機では，電流検出方式に

高機能化のための要素技術

よる短絡保護回路を搭載したモジュール評価用のドライブ
基板を用意している。ここでは，評価用ドライブ基板の機

3.1
図

RC-IGBT の設計技術

能を紹介するとともに，短絡保護の考え方を述べる。

に，RC-IGBT の 概 略 構 造 を 示 す。 フ ィ ー ル ド ス

⑴

トップ（FS）型 IGBT を採用し，ストライプ状に交互に
IGBT 領域と FWD 領域を一つのチップに配置した構造で

図

評価用ドライブ基板
に，車載用第 3 世代モジュールに装着した評価用ド

ライブ基板の外観を示す。評価用ドライブ基板は 6 アー

ある。ワンチップ化でチップ周辺部の耐圧を確保するガー
ドリングと呼ばれる領域を削減でき，二つのチップで構成
する従来よりもチップ面積が小さくなる。また，IGBT 動

〈注 1〉力行： モータの動力を機械に伝えて加速すること

作時には FWD 部からも放熱し，FWD 動作時には IGBT

〈注 2〉回生： 減速時モータが発生する電力をバッテリへ返すこと
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コレクタ

⒜

短絡が発生し，V SC（図 ）が上昇する（図

⒝

V SC が短絡電流と判断するしきい値電圧を超えた時

①）
。

点から，短絡電流を抑制するためにゲート−エミッタ
間電圧が 12 V でゲートクランプ状態になる（図

ゲート

⒞

短絡状態が継続すると，ゲートクランプ状態が継続

する（図

SE

センス
RSE1

②）
。

③）
。

ゲートクランプ状態がある期間継続すると，短絡発

⒟
エミッタ

生の異常状態と判断し，ゲート−エミッタ間電圧が緩

SC

やかに低下するソフト遮断動作を行う（図
RSE2

④）
。

IGBT のゲートしきい値電圧よりも十分低いゲート

⒠

−エミッタ間電圧でソフト遮断動作が終了し，通常遮
断状態でゲート−エミッタ間電圧がオフする
（図
図4

電流検出方式による短絡保護

⑵

⑤）
。

短絡保護設計のポイント

特集

素子破壊を起こさず，確実に短絡動作を検知し，短絡保
護を行うことが必要であり，次に示す内容が短絡保護設計

エネルギーマネジメントに貢献するパワー半導体

のポイントとなる。
⒜

短絡検知電圧

短絡電流を検知する電圧値を決定する。

V SC 最大電圧

⒝

ドライブ IC の耐圧以下とする。
ゲートクランプ電圧

⒞

短絡電流の制限値を決定する。
ゲートクランプ保持時間・ソフト遮断動作時間

⒟

短絡エネルギーを破壊レベル以下とするための，それ
図5

ぞれの時間を決定する。

車載用第 3 世代モジュールに装着した評価用ドライブ基板

一方，IGBT の正常なスイッチング動作では，V SC を適
ム分の IGBT 部ドライブ回路を持ち，ゲート駆動電圧は

用最大電流の範囲で短絡検知電圧より低い値とする必要

＋15/−0 V（オン電圧／オフ電圧）である。短絡検知と同

がある。万一，正常動作において短絡を誤検知した場合，

時に，短絡電流を抑制するため，ゲート駆動電圧をクラン

IGBT のスイッチング損失の増加や装置の誤動作を引き起

プ状態にする機能を持っている。また，短絡保護機能とと

こす。先に述べた短絡保護での短絡検知電圧の設定におい

もに，図

に示すパワーモジュールのコレクタ電圧検出用

端子を用いてパワーモジュールに入力される直流電圧の監
視機能も持っている。

⑶

評価結果の例
にターンオン時の V SC の挙動を含む動作波形を，図

図

に，車載用第 3 世代モジュールにおける，評価用ド

図

ては，正常動作での V SC の挙動も考慮する必要がある。

ライブ基板を用いた短絡保護動作波形の例を示す。このと
きの短絡保護の動作フローを次に示す。

：100 V/div, C：1,000 A/div,
：2 V/div, ：2 µs/div

CE

に短絡状態とターンオン時の V SC のチップ温度依存性を
示す。

：5 V/div

GE

CE

SC

②

における⒤から

図

：100 V/div, C：200 A/div,
：2 V/div, ：400 ns/div

ゲート−エミッタ間電圧：

④
GE

：5 V/div

GE

SC

③

ゲート−エミッタ間電圧：

の期間での V SC の挙動を次に示す。

コレクタ−エミッタ間電圧：

GE

⑤
CE

コレクタ電流：

C

①

電流検出用電圧：

電流検出用電圧：

コレクタ電流：

図6
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コレクタ−エミッタ間電圧：

C

短絡保護動作波形
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図7

ターンオン動作波形

CE

RC-IGBT を搭載した車載用第３世代直接水冷型パワーモジュールの高機能化

O リング直径：>2.4 mm
P15（JIS 規格標準形状）
材料：NBR（ニトリルラバー）
硬さ：70

（a.u.）

冷却器

短絡動作時

電流検出用電圧

SC

溝深さ：
O リング直径 ×0.7〜0.8

ターンオン動作時

−50

0

図9

50
チップ温度

図8

冷媒ジャケット

短絡検知電圧

100

150

O リングを用いたシールの例

200

O リング

j（℃）

電流検出用電圧のチップ温度依存性
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⒜

期間⒤

（a）本体

（b）装着時

V SC が上昇する。この期間は正常動作の範囲であり，短

図 10

フランジ接続用アダプタ

絡を検出しない期間とする必要がある。
⒝

富士電機では，ユーザの評価用として，フランジと接続

期間
コレクタ電流は一定値に達したが，ゲート−エミッタ

間電圧が一定期間 IGBT のしきい値電圧レベルに保持さ

し冷媒を流すためのアダプタを用意している。図

にフ

ランジ接続用アダプタの外観を示す。

れる期間であり，この期間で高い V SC が発生する。この
期間で短絡を検知すべきであるが，誤検知を防ぐために

あとがき

通常スイッチング時は V SC を短絡検知電圧よりも低く設
本稿では，RC-IGBT を搭載した車載用第 3 世代直接水

定する必要がある。
⒞

冷型パワーモジュールの高機能化について述べた。パワー

期間
ターンオン電流とゲート−エミッタ間電圧は所定の設

定値へ移行する期間となり，V SC も低い値となる。

モジュールの高機能化を実現する要素技術である RCIGBT とその保護技術，および直接水冷を実現する冷却器

の値を示して

の適用技術は，ユーザのインバータ装置設計を支援するも

おり，適用される全電流と全温度領域で短絡検知電圧より

のである。今後も，さらなる技術革新を推進し，より使い

も低い値であることが必要である。また，短絡保護動作で

やすい高機能な製品を充実させ，提供していく所存である。

図

に示すターンオン時の V SC は，期間

のゲートクランプ期間は，上述の通常スイッチングでの期
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に示す。実際には，使用環境や通電条件により，装置

全体に変形や振動などが発生するので，使用環境下で常に
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