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IGBT モジュールは近年，ハイブリッド車などへの用途拡大に伴い小型化の市場要求が高まり，従来よりも放熱性の高い
パッケージが必要となっている。そのためパッケージの設計段階で，実動作時のモジュール挙動を十分に把握し，最適化
を行うことが重要である。動作時には温度分布が変化し，モジュールは熱変形する。この熱変形がさらに温度分布を変化
させる。この温度分布と熱変形の関係について熱－構造連成解析により技術構築し，従来よりも高い精度で実使用状態の
デバイス温度が予測できるようになった。
With the recent expanded application range of IGBT modules to include hybrid vehicles and the like, market demands for smallersize IGBT modules have increased, and packages are being required to provide higher heat dissipation performance than in the past. For
this reason, during the package design stage, it is important that the module behavior during actual operation be understood suﬃciently and
that the package be optimized. During operation, the temperature distribution will change and the module shape will become deformed by
the heat. This heat deformation causes the temperature distribution to change further. Based on thermal-structural coupled analysis of the
relationship between the temperature distribution and heat deformation, package simulation technology, enabling the temperature of a device
in its actual usage state to be estimated with greater accuracy than in the past, has been developed and is introduced in this paper.
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まえがき

して，IGBT モジュールを顧客冷却装置に設置した際の挙
動を対象とした有限要素法による熱応力シミュレーション

インバータをはじめとした電力変換装置は，昨今の省エ

技術について述べる。

ネルギー化や地球温暖化防止に向けた社会的要請に基づ
き，発電設備や大型産業設備をはじめ，電気自動車やハイ
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IGBT モジュールの熱設計

ブリッド車まで用途が拡大している。これに伴い，スイッ
チ ン グ デ バ イ ス と し て 使 用 す る IGBT（Insulated Gate

₂.₁ 従来の熱伝導解析モデル

Bipolar Transistor）モジュールでは，パッケージの小型

図₁に一般的な IGBT モジュールの断面構造を示す。動

化・高耐熱化・長寿命化などの要求が高まっている。小型

作 時，IGBT も し く は FWD（Free Wheeling Diode） な

化への対応には，デバイス実装の高密度化が求められてい

どのパワー半導体素子（チップ）は発熱し，その熱は絶縁

る。発熱密度が増加するので，従来にも増して放熱性の高

基板，銅ベースを通して，冷却装置（冷却フィンとサーマ

いパッケージの開発が重要である。

ルコンパウンド層から構成）へ伝わり，外部に放熱される。

IGBT モジュールの大きさや寿命を左右するパッケージ

IGBT モジュールの放熱経路は，モジュール内部の熱伝導

の熱設計では，実動作時のモジュール挙動を設計段階で十

が主であり，熱伝導率の小さい封止材や樹脂ケースからの

分に把握し，最適設計や限界設計を行う必要がある。

放熱はわずかである。

富士電機ではこれらの課題に対応するため，実測データ

図₂に熱伝導解析モデルの例を示す。解析モデルは，計

との整合や顧客使用環境を考慮したパッケージシミュレー
ション技術の構築に取り組んでいる。本稿ではその一例と
図₂
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算負荷を軽減するため，チップ温度上昇 ΔTj への影響が
小さい部品は省略している。発熱条件は，顧客の運転条件

3

モジュールの熱変形現象を考慮したデバイス温

チップ活性領域のみ発熱するものとしている。冷却フィン
は簡略モデルを使用し，顧客冷却装置と冷却性能が同等に
なるように事前に計算した熱伝達率を冷却フィンの下面に
設定している。

₃.₁ サーマルコンパウンド層の物性値の推定

サーマルコンパウンドは，一般にシリコーンオイルにシ
リカ微粉末などのフィラーを配合したグリース状の形態を
している。金属やセラミックスなどの固体と違い，ヤング

₂.₂ 従来モデルの課題

率を定義することが難しい。今回は，実験結果とシミュ

図₃に示すように，IGBT モジュールは，求められる機

レーションとの比較によりヤング率を設定した。

能を満たすために，金属・セラミックス・樹脂などの線
膨張係数が大きく異なる材料の複合体から構成されてい

₃.₂ 解析手法

る。運転時の温度変化に伴って，この線膨張係数差により

熱－構造の連成解析により，熱変形を考慮した解析を

モジュール内部に熱応力が発生し熱変形を生じる。熱変形

行った。図₅に連成解析のフローと計算段階ごとのサーマ

が生じるとサーマルコンパウンド層の厚みが変化する。図

ルコンパウンド層の変形の様子を概念的に示す。①まず，

₄に一般的な IGBT モジュールの断面方向における温度分

熱伝導解析にてモジュール温度分布を計算する。ここでの

布の例を示す。IGBT モジュール側の温度上昇よりも顧客

サーマルコンパウンド層の形状は，厚みが均一な平板とし

冷却装置側の温度上昇の方が大きく，特にサーマルコンパ

た。②次に，この温度分布データを基に熱応力解析を行い，

ウンド層での上昇が大きい。これは，サーマルコンパウン

通電時のモジュール熱変形形状を計算した。この時のモデ

ドの熱伝導率が 0.1 〜数 W/
（m・K）と小さいためである。

ル形状は温度分布により変化する。③最後に，熱変形後の

したがって，熱変形によるサーマルコンパウンドの厚みの

形状で熱伝導解析を行い，温度分布を再計算した。

変動は，ΔTj に大きな影響を及ぼす。そこで，温度解析の

なお，計算量が膨大にはなるものの，②変形計算，③温

精度を向上させるために，サーマルコンパウンド層の厚み

度計算を収束するまで繰り返すことにより，解析精度を高

変動を適切に模擬できる解析技術が重要となる。

めることができる。
₃.₃ 解析条件

図₃

図₂に示した解析モデルを対象として，表₁に示す二つ

IGBT モジュール構成部品の線膨張係数
IGBT/FWD チップ
（3×10−6/ K）

ワイヤ
銅箔
（23×10−6/ K）（16〜17×10−6/ K）
絶縁基板
（3〜7×10−6/ K）

はんだ
（20〜30×10−6/ K）

図₅

熱−構造の連成解析フローと計算段階ごとのサーマルコン
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特 集

度解析

を基に通電時にデバイスで発生する損失を事前に計算し，
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表₁

発熱条件
デバイス発生損失（W/chip）

35
フィンと周囲との
温度差

30
25

0

室温 25 ℃
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冷却フィン下面からの距離（mm）
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運転モード
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コンバータ部

IGBT
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113.4

24.3

30.0
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6.9

0.8
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荷運転時）に示す。高負荷運転時と低負荷運転時とも銅

で発生する損失を計算して発熱量を与えた。なお構造解析

ベース中央部を頂点に上が凸の形状となっている。両者で

での拘束条件は，図₆に示すように冷却フィンコーナ部の

熱変形量が異なり，高負荷運転時の方が大きく変形してい

節点を緩やかなばねで拘束し，また，モジュールのねじ穴

ることが分かる。高負荷運転時は，図₇から明らかなよう

部を冷却フィンに固定して，ねじ締めを模擬した。

に，銅ベースや冷却フィンまで熱拡散し，温度が上昇し
ている。一方，低負荷運転時は，図₈から明らかなように，

₃.₄ 解析結果

銅ベースや冷却フィンがあまり温度上昇していない。した

図₇に高負荷運転時，図₈に低負荷運転時の初期変形前

のモジュール温度分布を示す。図中の Tj は IGBT チップ
表面温度，Tc は銅ベース裏面温度，Ta は周囲温度を表し，
例えば ΔT（j

-a）

がって，銅ベースや冷却フィンの温度が高い高負荷運転時
の方が，熱変形量が大きくなったと考えられる。
この熱変形後のモジュール形状に基づいて実施した温
度解析結果を 図₁₁（高負荷運転時）に示す。変形後のモ

は Tj と Ta の温度差を表す。

次にこの温度分布に即して熱変形したサーマルコンパウ

ジュール温度分布は，図₇に示した熱変形未考慮時に対し

ンド層の形状を，図₉（高負荷運転時）および図₁0 （低負

て，ΔT（j

図₆

図₉

拘束条件

-a）

が 5.7 K，ΔT（c

-a）

₂ に，
が 6 K 上昇している。図₁

熱変形考慮時のサーマルコンパウンド層の形状
（高負荷運転時）
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熱
 変形の考慮有無による R th 推移と実測との比較（高負

について述べた。サーマルコンパウンド層の熱抵抗がチッ

荷運転時）

プ温度上昇に大きな影響を及ぼすことを示し，さらに実使

特 集
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7.9％

2.7％

1

実測値

0.8

R th(j−c)

0.6

18.4％

R th(c−f)

0

ンド層の厚みも変動することを示した。この現象を模擬す
るため，熱－構造連成解析を用い，モジュール温度分布に
即した熱変形を考慮することで，従来よりも実使用状態に
近いチップ温度を予測することを可能とした。

24.6％

0.4

R th(f−a)

0.2

実測値との
誤差

今後は，サーマルコンパウンド層の挙動だけではなく，

サーマル
コンパウンド層
の R th の占有率

冷却フィン性能を考慮した熱流体解析や，電気配線などの
LCR（L：インダクタンス，C：キャパシタンス，R：レジ
スタンス）を含めた連成解析を実施して設計精度を高めて

熱変形の考慮なし

いく。それにより，小型化 ･ 高耐熱化 ･ 長寿命化などパッ

熱変形の考慮あり

ケージの高性能化に貢献し，お客さまへのメリット提供を
心掛けていく所存である。
熱変形考慮した場合での熱抵抗 Rth 推移と実測との比較を
示す。熱変形を考慮した場合のトータル熱抵抗 Rth（j

-a）

は，

変形を考慮しない場合に比べて高い。とりわけサーマルコ
ンパウンド層の熱抵抗 Rth（c

-f）

がトータル熱抵抗に占める

割合 Rth 占有率は，18.4 % から 24.6 % に増加していること
が分かる。
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これらのことからサーマルコンパウンド層の厚み変動に
より熱抵抗が増加し，チップ温度上昇に影響を及ぼしてい
ることが確認できた。また，熱変形を考慮しない場合は，
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以上から，実動作時のモジュール挙動を模擬し，温度変
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化に伴う熱変形現象を考慮することにより，従来よりも実
使用状態のデバイス温度をより精度よく予測できるように
なった。
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あとがき

本稿では，パッケージシミュレーション技術による熱設
計精度の向上の一例として，IGBT モジュールの温度解析
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