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　まえがき

パワーエレクトロニクス装置の小型化・高密度化に伴っ

て装置内部の温度がますます高くなってきており，IGBT
（Insulated Gate Bipolar Transistor）などのパワー半導体
素子の許容温度が最大定格値を超えないような熱設計が求
められている。また，半導体素子は接合部温度 Tjやケー

ス温度 Tcの変化による熱疲労があり，装置の寿命・信頼
性にかかわってくるため，設計段階においてこれらを十分
考慮する必要がある

（1）

。最近では，エレベータやサーボなど

加速・減速を頻繁に繰り返すような用途での運転パターン

における発生損失，パワーサイクル寿命計算などの要望も

高まっており，高度な熱流体シミュレーションなどを用い

ずに簡易な熱抵抗モデルから温度リプルを推定する方法が

必要となってきている
（2）

。そこで今回，インバータ動作での

温度リプルの計算や，負荷サイクル動作での計算を行うた

めに，IGBTモジュールの損失シミュレータ
（3）

のバージョン

アップ版（Ver.4）を開発した。

　損失・温度シミュレータVer.4 の概要

損失シミュレータ Ver.4は富士電機のWebサイト

（http://www.fujielectric.co.jp/fdt/scd/index.html） に お

いて公開しており，だれでも無償で利用することができる。

このシミュレータはWindows
〈注〉

2000以上の環境で動作する。

Ver.4では前バージョン（Ver.3）と比較して以下の機能
が改善，追加されている。

（a）　発生損失計算の精度向上
（b）　ゲート抵抗値をオン，オフ個別に設定可能
（c） 　チップ直下の Tc，ヒートシンク温度 Tfの計算が可能
（d）　モータロック（DCロック）時の計算が可能
（e） 　実機の運転パターンを入力して損失・温度計算が可
能

図 1に示すように，インバータを一定条件で連続運転し

たときの出力周期ごとの温度リプルを計算できるだけで

なく，図 2に示すように，インバータの動作条件が時間に
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〈注〉Windows：米国Microsoft Corp. の商標または登録商標
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図2　負荷サイクルでの計算例
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図1　連続運転動作での損失・温度リプル計算例



IGBT モジュールの損失・温度シミュレータ富士時報　Vol.81 No.6 2008

特  

集

よって変化するような運転パターンでも計算できるように

なった。これにより，従来版よりも装置の実動作に基づい

た発生損失・温度計算がより正確になった。また，富士電
機の IGBTの適用設計に役立つ便利な機能も追加している。

　損失・温度シミュレータの使用方法

損失シミュレータを起動すると図 3の画面が表示される。

インバータに使用する素子が決まっている場合には，ド

ロップダウンリストから IGBTモジュールのシリーズ名と

型式を選択する。また，インバータ装置の電源電圧や容量
から推奨型式を選択することもできる。

損失シミュレータ Ver.4では，ヒートシンクを考慮した

熱計算を行うことができるので，図 4に示すようにヒート

シンクの熱抵抗特性を入力する。ヒートシンクが決まって

いない場合には，インバータ容量を入力することで，一

般的なヒートシンクの条件を自動で入力することも可能
である。次に，図 5の画面において，インバータの動作
条件（出力電流，出力周波数，キャリヤ周波数，直流電
圧，力率，変調率）や変調方式（2相変調もしくは 3相変
調），IGBT 駆動条件（ゲート抵抗値）を入力する。ゲー

ト抵抗値はターンオンとターンオフゲート抵抗を個別に設
定することができる。また，“DC LOCK”のチェックボッ

クスをオンにすることで DCロック状態での損失を計算す

る。動作条件を入力後に計算実行ボタンを押すと，計算終
了後に図 1に示すような結果表示画面が自動的に表示され

る。この画面では IGBTと FWD（Free Wheeling Diode）
の発生損失波形および Tj，Tc，Tfの温度波形を確認する

ことができる。

負荷サイクルでの計算を行う場合には，図 6の画面で区
間ごとのインバータ動作条件を入力する。動作パターンを

入力後，計算実行ボタンを押すことで計算を実行し，図 2
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図5　インバータ動作条件の入力
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に示すような計算結果画面を自動的に表示する。

　熱設計計算フロー

4.1　熱設計の手順

一般的な熱設計の手順は，はじめに回路方式と動作条件，

使用する IGBTモジュール，冷却体を決定し，それらの発
生損失（熱量）を算出する。次に，この発生損失を熱抵抗
モデルに代入することによって各部の温度上昇を算出す

る。このとき発生損失や温度上昇が製品仕様を満たさない

場合には，再び条件を見直して繰り返し計算する必要があ

る。図 7に損失計算シミュレータのインバータ回路におけ

る IGBT モジュールで発生する損失・各部での温度の計
算フローチャートを示す。連続運転時の温度リプルを計算
するモードと実機運転パターンの負荷サイクル計算を行う

モードとがある。なお，シミュレータは次の前提で損失計
算を行っている。

™  正弦波電流出力の三相 PWM（Pulse Width Modu-
lation）インバータ装置であること

™  三角波比較による PWM変調であること

4.2　発生損失の計算

シミュレータでは，図 8（a）〜（c）に示すように各キャリヤ

周期ごとに IGBTの電流値 Icを求め，Icの値とモジュー

ルのデータシートに記載されている損失特性データから発
生損失（IGBT定常損失 Psat，FWD定常損失 Pf，ターン

オン損失 Pon，ターンオフ損失 Poff，逆回復損失 Prr）を算出
している。このシミュレータには富士電機が販売している

IGBTモジュール，IPM（Intelligent Power Module）の

特性データ（出力特性，スイッチング損失特性，熱抵抗特
性）が近似関数としてデータベース化されている。

定常損失 Psat と Pf は，インバータ出力電流値 Ic とモ

ジュールの出力特性データから導通損失を計算する。

Psat＝Ic ·Vce（sat）·duty

Pf＝If ·Vf ·（1-duty）

スイッチング損失 Pon，Poff，Prrはスイッチング時の電
流値における 1回あたりのスイッチングエネルギー Eon，

Eoff，Errとキャリヤ周波数 fcから算出する。

Pon＝Eon · fc
Poff＝Eoff · fc
Prr＝Err · fc
ゲート抵抗値 Rgが異なる場合には，スイッチング損失

のゲート依存性曲線の値から比例換算を行う。また，各ス

イッチング損失は DCリンク電圧 Vdcに比例するとみなし

て換算する。

以上のように，キャリヤ周期ごとに損失を計算し，1周
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図9　インバータの一次元熱抵抗回路モデル



IGBT モジュールの損失・温度シミュレータ富士時報　Vol.81 No.6 2008

特  

集

期内での発生損失波形を求めることによって，インバータ

の出力周波数による温度リプルを求めている。

4.3　熱抵抗モデル

チップでの発生損失を算出した後に，その値を熱抵抗モ 
デルに代入して各部の温度 Tj，Tc，Tfを計算する。図 9

に本シミュレータでの三相インバータの一次元熱抵抗モ

デルを示す
（4）

。チップで発生した損失（熱）は，絶縁基板，

ケース，ヒートシンクを介して外気へと放出される。ケー

ス温度 Tc，ヒートシンク温度 Tfはそれぞれチップ直下で

の温度として定義する。また周囲温度 Taは一定として扱
う。以前の損失シミュレータの熱抵抗モデルはジャンク

ション－ケース間の熱抵抗 Rth（j-c）のみであったが，ケー

ス温度 Tcとフィン温度 Tfを計算するために，ケース－
ヒートシンク間の熱抵抗 Rth（c-f）およびフィン－周囲間熱
抵抗 Rth（f-a）を直列に追加した。Rth（c-f）は一つのアーム

（IGBTと FWDの組合せ）に対しての値として定義して

いる。したがって，ケース－ヒートシンク間での温度上昇
は，（IGBT損失＋FWD損失）・Rth（c-f）となる。Rth（f-a）は

インバータ回路全体に対する値として定義する。したがっ

て 3相分 6素子の IGBTが一つのヒートシンクに搭載さ

れているとみなすので，ヒートシンクに流れ込む熱量は，

IGBTと FWDで発生する損失の 6倍となる。

また，過渡温度上昇を考慮した温度上昇を計算するため

に，それぞれの熱抵抗は図 に示すように Rと Cの並列
回路を四つ直列に接続した四次の Foster Network回路で

表す。ここでの Rと Cの大きさはデータシート記載の過
渡熱抵抗の特性曲線から最小二乗法により算出した値であ

る。シミュレータには，これらの値がモジュールごとの

データベースとして登録されている。

　負荷サイクルでの計算

エレベータなどのように，周期的に加速・減速を繰り返
すような場合での損失・温度シミュレーションを行うこと

ができる。これにより，より実機の動作に基づいた詳細な

設計が可能となる。

計算手順は連続運転動作の場合と基本的に同じである。

図 に示すように，ある運転パターンを各区間に分割し，

各区間ごとの発生損失を計算する。1動作サイクルの発生
損失波形を計算し，これを図 の熱抵抗モデルに代入す

ることによって温度上昇波形を計算する。

ただし，Tjのリプルをすべて計算するには膨大な時間
がかかる。そこで，Tjの最大値のみを計算するようにし

て計算量の低減を図っている。このリプル温度は，図

に示すように出力周波数に反比例する関数として近似でき

るので，あらかじめこの近似関数を求めておいた関数と出
力周波数からΔTj-cを算出している。

　あとがき

本稿では，バージョンアップした損失・温度シミュレー

タを紹介した。このシミュレータは，一次元の熱抵抗モデ

ルを用いて，ヒートシンクも考慮した熱設計や，運転パ

ターンが時間によって変化するような負荷サイクルでの計
算が可能である。なお，このシミュレータの計算パラメー

タは，IGBTモジュールのデータシートに記載されている

値を使用している。これらの値はマージンを考慮した最
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大値であり，また計算に用いている熱抵抗モデルも簡略化
したものであるため，実際の値とは異なる場合がある。し

たがって，実際の使用時・設計時には十分な検証が必要
である。しかしながら，本シミュレータを使用することで

IGBTデバイスの選択や，動作時の温度上昇の傾向を把握
することが可能であり，製品設計の初期段階に大変有用で

あるので大いに活用していただきたい。
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