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IGBT デバイスの電気特性解析用モデルによる設計精度
の向上
Improved Design Accuracy by Modeling Electrical Properties of IGBT Devices
山田
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英俊 Hidetoshi Fujimoto

IGBT 製品の電気特性解析を行うため，IPM や IGBT の高精度・高汎用性モデルが求められている。IPM モデルは，ド
ライバ IC モデルやパッケージモデルなどで構成する。パッケージモデルを導入してパッケージでの放熱性の解析や電磁界
解析により LR 等価回路を求め，電気特性の解析に適用した。イグナイタ用 IGBT のモデルは，MOSFET や BJT に過渡特
性を模擬する付加回路を組み合わせた等価回路モデルで構成する。これらのモデルを用いることにより，実測とのフィッ
ティング精度が良い電気特性解析を実現でき，IGBT 製品の設計精度向上に寄与している。
In order to analyze the electrical characteristics of IGBT products, there is a need for highly accurate and versatile models of IPMs and
IGBTs. The model of an IPM is conﬁgured from a model of a driver IC, the package, or the like. Using a package model, an LR equivalent circuit is obtained based on an analysis of the heat spreading characteristics of the package and an analysis of the electromagnetic ﬁeld. That LR
equivalent circuit is then used in an analysis of the electrical characteristics. The model of an igniter-use IGBT is conﬁgured from an equivalent circuit model that combines a MOSFET or and BJT with an auxiliary circuit that models transient characteristics. Use of these models
enables electrical characteristics to be analyzed, and the results of such analysis show good agreement with measurement results and contribute to improving the design accuracy of IGBT products.
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まえがき

気特性の設計精度を向上させるためには，回路シミュレー
タで使用できる高精度・高汎用性モデルの構築，および製

近年，地球環境保護などの環境問題が社会問題としてク

品全体のシミュレーションの実現が不可欠である。本稿で

ローズアップされている。これに伴いパワーエレクトロニ

は，IGBT を使用する製品のうち，IPM およびイグナイタ

クス機器にはさらなる小型化，効率化が要求され，そこで

を対象にした，電気特性を高い精度でシミュレートできる

用いられるパワーデバイスの果たす役割は非常に大きい。

モデルについて述べる。

富士電機では，産業分野，自動車分野，電源分野向けに
各種パワーデバイス製品をラインアップしている。産業

2

IPM 用モデルの構築

分野で使用される IGBT（Insulated Gate Bipolar Transistor）モジュールや IPM（Intelligent Power Module）
，自

IPM は，IGBT チ ッ プ，FWD（Free Wheeling Diode）

動車エンジンの点火装置の制御に使用するパワーデバイス

チップ，およびこれらを制御するドライバ IC チップ，

製品（イグナイタ）など，IGBT チップを内蔵した製品が

IGBT/FWD/ドライバ IC チップを実装するパッケージな

数多くあり，電気特性をシミュレートする回路シミュレー

どで構成される。これら構成要素ごとにモデルを構築し，

タを使用してこれら IGBT を使用する製品を設計している。

各モデルを統合して IPM 用モデルを構築する。IPM 用モ

しかし，IGBT の高精度・高汎用性モデルが回路シミュ

デルの概略構成図を図₁に示す。

レータに用意されていないため，IGBT を使用する製品全
体の電気特性（例えば IPM ではドライバ IC の IGBT 駆動

₂.₁ ドライバ IC モデル

能力を設計するためのスイッチング特性や過電流制限機能

IGBT チップの制御に使用するドライバ IC は，通常の

を設計するための短絡保護動作特性など，イグナイタでは

オン－オフ機能だけでなく，過熱保護機能や過電流保護機

回路を設計するための DC 特性やスイッチング特性など）

能，短絡保護機能など複数の機能を持つ。これらの機能

のシミュレーションはこれまで困難であった。これらの電

を実現するため，ドライバ IC は複数の回路ブロックで構
成されている。そこで，ドライバ IC を回路ブロックごと

図₁

IPM 用モデルの概略構成図
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に分割し，各回路ブロックのモデルを構築する。図₂はド

IPM 用モデルに使用するパッケージモデルとする。

ライバ IC モデルの回路ブロック構成である。ドライバ IC
₂.₃ IGBT/FWD モデル

IGBT モデルは，市販のシステムシミュレータに用意さ

ルを構築している。
各機能ブロックモデルは，デバイスモデルで回路を構成

れている標準 IGBT モデルを使用する。標準 IGBT モデ

するのではなく，言語記述により抽象化した形で構築する。

ルは DC 特性および過渡特性をフィッティングするための

モデル構築に使用する言語は，VHDL-AMS（Very

High

パラメータを数十個持っている。これらのパラメータを

Speed Integrated Circuit Hardware Description Lan-

フィッティングすることで，温度依存性やコレクタ電流依

guage-Analog and Mixed-Signal）である。さらに，機能

存性なども含めた波形フィッティングが行える。さらに，

ブロックが持つ設計上重要な特性として例えばしきい値電

IPM 用の IGBT チップは電流センス IGBT を内蔵してい

圧，遅れ時間などをパラメータとして設定できるモデルと

るため，電流センス IGBT についても同じ IGBT モデルを

している。

使用してモデル化を行う。

₂.₂ パッケージモデル

FWD モデルを使用する。標準 FWD モデルは DC 特性お

FWD モデルにもシミュレータに用意されている標準
図₃ ⒜は IPM に使用するパッケージの一例である。外

よび過渡特性をフィッティングするパラメータを持ってい

部電極端子，絶縁基板，銅ベースなどで構成し，絶縁基板

る。これらのパラメータをフィッティングすることで波形

上に IGBT/FWD/ドライバ IC の各チップを実装している。

フィッティングが行える。しかし，FWD の電気特性の重

これらのパッケージ構成要素の抵抗やインダクタンス成

要な項目である逆回復特性をフィッティングするパラメー

分（LR 成分）は IPM の電気特性に大きく影響を及ぼすた

タが標準 FWD モデルでは不十分なため，温度依存性など

め，IPM の電気特性を精度良くシミュレートするために

を含めた場合，標準 FWD モデルでは精度良く逆回復特性

は，電流経路である外部電極端子から絶縁基板までの LR

をシミュレートすることが困難である。

成分を IPM 用モデルに組み込む必要がある。一般的には

そこで，逆回復特性を模擬する等価回路を可変抵抗など

計算で LR 成分を導出するが，形状の複雑な外部電極端子

で構成し，図₄に示すように付加回路として標準 FWD モ

や多数のボンディングワイヤで電流経路を構成しているこ

デルと並列に追加する。この付加回路を追加した FWD モ

とから三次元構造を考慮した計算が必要であり，計算によ

デルを使用することにより，FWD の逆回復特性を精度良

り精度良く LR 成分をモデル化することは困難である。

くシミュレートできる。

そこで，LR 成分のモデル化に電磁界解析シミュレータ
を使用する。図₃⒜に示すパッケージの三次元構造モデル
を境界要素法により電磁界解析し，図₃⒝に示す LR 等価
回路モデルを導出する。導出された LR 等価回路モデルを，

₂.₄ IPM モデルの電気特性評価結果
₂.₁ 節から ₂.₃ 節までの各モデルを組み合わせ，IPM

モデルとする。 図₅ に IPM におけるスイッチング特性波
形（ターンオン波形/ターンオフ波形）のシミュレーショ

図₃

パッケージモデルと LR 等価回路モデル

ンと実測値を示す。ターンオン波形/ターンオフ波形とも
に，シミュレーションは実測値に良く一致している。特に

外部電極
端子２
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ターンオン波形の FWD 逆回復特性部分は，₂.₃節で述べ

FWDチップ

た逆回復特性模擬回路の効果が現れている。
IGBTチップ

図₆ に IPM における短絡保護動作時のコレクタ電流波

形のシミュレーションと実測値を示す。短絡保護動作と

外部電極
端子３

は，IGBT のスイッチング中，負荷の突発的な短絡により
IGBT に大電流が流れた場合に，検出抵抗（センス抵抗）
絶縁基板
プリント基板

ドライバIC

銅ベース

の電圧に応じてドライバ IC の出力電流を抑制し，IGBT
のコレクタ電流を制限する動作である。短絡保護動作時の
図₄
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₃.₁ IGBT 等価回路モデルの構成
図₇はイグナイタ用 IGBT モデルの等価回路の概略図で

ある。イグナイタ用 IGBT モデルは，BJT モデル，MOSコレクタ電流の制限に関し，シミュレーションは実測値に

FET モデル，付加回路 1（ゲート－コレクタ間容量模擬

良く一致している。

回路）
，付加回路 2（テール電流模擬回路）で構成する。

この IPM モデルを使用することにより，IPM の電気特
性を精度良くシミュレートでき，ドライバ IC の IGBT 駆
動能力や過電流制限機能などの設計精度の向上に寄与でき

₃.₂ ゲート - コレクタ間容量模擬回路
図₈は IGBT の過渡特性の一つであるゲート充電電荷特

性を，実測値とシミュレーションで比較した結果である。

る。

付加回路 1 がない場合のシミュレーション結果と実測値と

3

イグナイタ用 IGBT モデルの構築

の間には，ゲート電圧の変化に大きな差が見られる。この
差の原因は IGBT のゲート－コレクタ間の容量である。実

イグナイタのシミュレーションを行う市販の電子回路シ

際の IGBT では，ゲート電圧が上昇するに従ってゲート－

ミュレータには，IGBT モデルは用意されていない。一般

コレクタ間の容量が大きく変化するのに対し，付加回路 1

的に，シミュレータに用意されている BJT（Bipolar Junc-

がない IGBT モデルではゲート－コレクタ間の容量が一定

tion Transistor）モデルや MOSFET（Metal-Oxide-Sem-

である。

iconductor Field-Eﬀect Transistor）モデルを組み合わせ

そこで，ゲート電圧に応じて容量が変化する可変容量を

て IGBT の等価回路モデルを構築することが行われている

模擬する等価回路を付加回路 1 としてモデルに追加する。

が，IGBT の過渡特性の特徴であるゲート－コレクタ間の

この付加回路 1 を追加することで，図₈に示すようにゲー

容量の変化やテール電流波形を精度良くシミュレートでき

ト充電電荷特性のシミュレーション結果が実測値と一致し，

ない問題がある。このため，IGBT を含むイグナイタの過

過渡特性のシミュレーション精度を向上させることができ

渡特性を精度良くシミュレートすることがこれまで困難で

る。

⑴
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ターンオフ時のテール電流の波形比較
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本稿では，IPM やイグナイタなどの IGBT を使用する
製品の電気特性について，精度の良いシミュレーションを
実現するための IPM，IGBT モデルの構築について述べた。
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このモデルは IGBT 使用製品の設計精度の向上に重要であ
5

コレクタ−エミッタ間電圧V CE（V）

り，今回構築したモデルを今後の IGBT 製品の電気特性の
設計に広く適用していく所存である。
さらに，電気特性の解析とパッケージの放熱特性の温度
解析や放射ノイズなどの電磁界解析を連携させ，IGBT を
使用する製品に必要な広範な特性を解析できるマルチフィ

₃.₃ テール電流模擬回路
図₉は IGBT のターン－オフ時のコレクタ電流波形を実

ジックスシミュレーション環境を構築し，総合性能の良い
デバイスを提供していく計画である。

測値とシミュレーションで比較した結果である。付加回路
2 がない場合のシミュレーション結果では，コレクタ電流
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