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まえがき

パワーデバイスの高性能化および高機能化が進み，開発

に長い期間が必要になってきている。半導体シミュレー

ション技術を用いるとデバイスを試作せずに特性を予測

することが可能であり，パワーデバイスの最適設計，新デ

バイスの開発，および開発時に発生する問題の解決に寄与

できるため多くの期待が寄せられている。コンピュータ技

術のめざましい進展およびシミュレーションソフトウェア

の高度化により，シミュレータは高速化・高精度化し，複

雑な外部回路とパワーデバイスを組み合わせた計算や三次

元構造デバイスの特性予測も可能になった。

本稿では半導体シミュレーションの概要について述べ，

IGBT（Insulated Gate Bipolar Transistor），FWD（Free

Wheeling Diode），および制御 IC を組み合わせた IPM

（Intelligent Power Module）の解析例を紹介する。

半導体シミュレータの構成

半導体の設計に使われるシミュレータには大きく分けて，

プロセスシミュレータ，デバイスシミュレータ，回路シミュ

レータ，Mixed-Mode シミュレータの四つがある。

プロセスシミュレータ

半導体デバイスの製造プロセスをコンピュータ上で再現

するためのソフトウェアである。酸化，拡散，エッチング

などのプロセス条件を入力するとプロセス終了後のデバイ

スの形状，不純物濃度分布などが結果として得られる。

富士電機ではスイスISE社製のTESIM，DIOS，PROSIT

と米国SILVACO社製のATHENAを使用している。IGBT，

MOSFET（Metal-Oxide-Semiconductor Field-Effect Tran-

sistor），FWD，および ICのプロセス設計において最適な

プロセス条件を見つけるために，これらのプロセスシミュ

レータを活用している。

デバイスシミュレータ

半導体デバイスの形状，不純物濃度プロファイル，およ

びデバイスの電極に与える電気的条件を入力するとデバイ

スの電気的特性が得られる。また，実験では分からないデ

バイス内部の動作を知ることができる。

ISE 社製の DESSIS と SILVACO 社製の ATLAS を，

IGBT，MOSFET，および FWDの低損失化や高耐量化の

ために活用している。また MCCT，DGMOS，トレンチ

MOSFET，トレンチ IGBTなど次世代パワーデバイスの

研究にも使われている。

回路シミュレータ

回路図，回路素子の特性，および電源を入力すると回路

の動作を計算することができる。

米国META社製の HSPICE と米国 ANALOGY社製の

SABER を，IGBT 制御用の IC の設計およびパワーモ

ジュールのノイズ解析のために使用している。

Mixed-Mode シミュレータ

デバイスシミュレータの拡張機能であり，デバイスの特

性を計算すると同時に外部回路の特性を回路シミュレータ

として計算し，デバイスと回路を組み合わせた解析が可能

である。パワーエレクトロニクス回路の動作をきわめて正

確に計算することができる。

ISE 社製の DESSIS と SILVACO 社製の ATLAS を

Mixed-Mode オプション付きで使用している。IGBT，

FWDおよび外部回路（電源，ゲート抵抗，寄生インダク

タンスなど）を組み合わせたスイッチング特性の解析のた

めに活用している。また開発途中で発生する問題に対し，

原因およびメカニズムを探るためのツールとしても使われ

ている。

Mixed-Mode シミュレーション技術

ここでは特に，パワー半導体デバイスのシステム化に向

けて重要になってきた Mixed-Mode シミュレーション技

術の開発状況について述べる。

現在，回路設計の分野では回路シミュレータが広く使わ

れている。SABERなどの回路シミュレータを使うと，近

年主流のパワーデバイスである IGBTを使用したパワーエ

レクトロニクス回路の解析が可能である。しかし，回路シ
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ミュレータを IGBT回路に適用した場合，その精度が大き

な問題となる。過去 10年以上の間 IGBTの特性を正確に

再現するために，IGBTの回路モデルの作成に多くの努力

がなされてきた。にもかかわらず，十分な精度で IGBTの

特性を予測できるような IGBT回路モデルはいまだ存在し

ない。これは IGBTの動作原理が複雑であり，しかも各メー

カーがしのぎを削って新構造の IGBTを開発しているため

に，正確な回路モデルの開発が追いつかないなどの原因が

ある。

パワーデバイスの特性を正確に計算するためには，デバ

イス内部のポアソン方程式とキャリヤの流れの方程式を解

けばよい。しかし，これらの偏微分方程式を複雑な境界条

件の下で解析的に解くことはできない。そこで IGBTなど

のパワーデバイスの構造を多数のグリッドに分割して方程

式を差分化することにより，コンピュータ上で数値的に解

を求める必要がある。このような数値計算ソフトウェアが

デバイスシミュレータであり，最近になって幾つか市販さ

れるようになってきた。最初は本来の目的どおりデバイス

単体の解析に使われていたが，デバイス外部の回路も含め

て解析を行う「Mixed-Mode」法が開発された。Mixed-

Mode 法はデバイスシミュレータと回路シミュレータの機

能を組み合わせたもので，IGBTなどのパワーデバイスを

使用した回路の動作をきわめて正確に再現することができ

る（図１）。

Mixed-Mode 法はきわめて精度よくパワー系の回路を解

析できる反面，回路シミュレータに比べて計算時間が膨大

になる。このため従来は，IC などの複雑かつ大規模な外

部回路と IGBTを組み合わせた計算は不可能であった。し

かし近年，コンピュータの高性能化・大容量化が進み，こ

のような解析も可能になってきた。

新シリーズR-IPMのMixed-Mode 法による
解析

４.１ IPMの機能

IPMとは，IGBTなどのパワーデバイスと，これを制御

および保護するための ICを組み合わせて一つのパッケー

ジに収めた製品である。IPMは通常のスイッチング機能

のほかにパワーデバイスの保護機能を持つので，破壊しに

くいモジュールを実現できる。このため，顧客（インバー

タメーカーなど）が IPMを使って装置を設計する際にモ

ジュールの保護回路を簡略化することができ，製品の開発

期間を短縮できることから近年好んで使われるようになっ

てきた。今後はますますパワーデバイスのインテリジェン

ト化が進んでいくと考えられている。

富士電機は 1997年，最初のオールシリコン IPMを開発

し，市場展開を始めた。パワーデバイスの保護および制御

などのすべての機能を制御 ICに集積し実現した。

４.２ 短絡時におけるパワーデバイスの保護

IPMの出力が短絡する事故が発生すると，IPM内部の

IGBTチップには高電圧が加わったままの状態で大電流が

流れ，IGBTチップは瞬時に過熱する。このような事故が

起きた場合には，外部回路は IPMの入力をオフすること

で速やかに（数μs 以内に）電流を遮断し，IGBTチップ

を破壊から守っている。外部回路が動作するまでの間に

IGBTチップが破壊されないようにするため，図２のよう

に IPMの制御 ICは IGBTのセンス端子電圧を検出して，

ゲート電圧を低下させ，コレクタ電流を絞り，発熱をある

程度抑えている。

ところで IGBTチップが短絡状態にあるとき，コレクタ

電流（およびゲート電圧）が振動する現象が見られる。チッ

プの設計によって振動の大小が異なるものの，あらゆる

IGBTチップで振動の傾向が見られる。コレクタ電流が振

動すると，大きなサージ電圧が発生したり外部の短絡検出

回路が誤動作する可能性があり，最悪の場合には IPMが

破壊される。したがって，短絡時にはできるだけ振動を抑

える設計にしなくてはならない。
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４.３ 電流振動現象のシミュレーションによる解析

IGBT は図３に示すように，単位セルと呼ばれる同一の

基本構造が多数集まってデバイスを構成している。単位セ

ルを配置する間隔が大きいチップは，短絡試験において図

４に示すように電流の振動が確認された。図中の IC は

IGBT のコレクタ電流，VGE はゲート-エミッタ間電圧，

VCE はコレクタ-エミッタ間電圧を表す。なお，チップ単

体の短絡振動現象はシミュレータ上でも再現できた。短絡

中の IGBT内部の動作をシミュレータで調べた結果，以下

のことが分かった。

短絡時にデバイス内部を大電流が流れるとき，図５に

示されるようにデバイス中の電子の通路に電子が偏って

集中し，ゲート酸化膜直下のシリコン電位が変動する。

電子（およびホール）の分布が平衝値に落ち着くまで

には有限の時間が必要であるためにゲート酸化膜下の電

位変化に遅れが生じて，図６に示すように単位セル内の

位置によって電位変化の位相がずれる。

電位変化の位相ずれのため，図７に示すように同一セ

ル内でゲート酸化膜を通した電荷のやり取りが行われる。

この結果，チャネル領域の酸化膜に加わる電圧，すなわ

ち IGBTのゲート電圧が上下して，コレクタ電流が大きく

振動する。
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セル間隔の小さい IGBTは酸化膜面積が小さくゲート酸

化膜を通して流れる電流が小さいために，ゲート電圧の変

化も小さくなる。このためコレクタ電流の振動は低減され

る。

４.４ 電流制限時の振動

IPM の短絡時には，図２に示されるように制御 IC と

IGBTチップはフィードバック回路を構成している。フィー

ドバック回路の伝達遅延時間と IGBT単体の振動周期が同

程度であると，IGBTチップ単体では目立った振動がない

場合でも，IC と組み合わせると振動が助長される可能性

がある。

実際に組み合わせ評価を行うと，図８のような短絡時に

おける電流振動現象が発生する。Mixed-Mode シミュレー

タを用いて図３の回路を IC を含めて解析したところ，図

９のように振動を再現することができた。

４.５ 対　策

短絡時の振動を抑えるためには次の方法がある。

パッケージの寄生インダクタンスを利用する。

制御 IC の短絡電流制限回路に IGBT ゲートからの

フィードバック信号を与える。

上記のいずれも短絡時の電流立上りを遅くして振動を有

効に抑える方法であるが，逆に通常スイッチング時のター

ンオンまで遅くなり損失が大きくなる。したがって，振動

の抑制とターンオン損失はトレードオフ関係にある。

は図 のように IGBTのエミッタ-ゲート間にインダ

クタンスを故意に設ける方法である。コレクタ電流が増加

しているときはインダクタンス両端に IGBTゲート側が負

の電位になるような電圧が発生してコレクタ電流が抑えら

れる。逆に電流減少中はゲートが正になり，電流を増加さ

せる方向に作用する。このため電流の振動は逆方向に抑え

られて安定化する。

このインダクタンスはパッケージ内部端子の寄生成分に

よって実現されるが，モジュールパッケージの設計に制約

を設けてしまうので好ましくない。

一方， は図 のように IC 内部に容量 Cf を加えるだ

けで可能になる。コレクタ電流の増加中，すなわちゲート

電圧の増加中は，容量 Cf を通して電流が流れて電流制限

用のMOSFETをオンさせゲート電圧をしぼる。コレクタ

電流減少中は逆の動作をしてゲート電圧を上昇させる。

ところがこの方法は，IC 内部の回路変更であるため簡

単に実験することはできない。そこでMixed-Modeシミュ

レータを用いてコンピュータ上で最適回路を設計すること

にした。容量 Cf の値などをパラメータとして短絡時の波

形とターンオン波形を予測した結果が図 である。この結

果をもとにして設計した ICを使用する IPMの短絡実測波
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形を図 に示す。IC の回路変更だけで短絡電流の振動を

抑えることができた。

あとがき

Mixed-Mode シミュレーション技術を用いた IPMの解

析例を紹介した。高性能のコンピュータと最新のシミュレー

タを用いることで，大規模な外部回路を含むパワーデバイ

スの正確な動特性解析が可能である（本稿の解析例では 1

個の IGBTと約 100 個の外部回路素子を組み合わせて計算

している）。Mixed-Mode シミュレータを使用すると，従

来の回路シミュレータでは不可能であったパワーデバイス

の内部動作に起因する現象の解析も精度よく行うことがで

き，IPMおよび，より大規模なパワーエレクトロニクス

回路の最適設計に活用することができる。

現在市販されているデバイスシミュレータはパワーデバ

イス専用ではなく，多くが LSI やサブミクロンデバイス

に向かっている。このようなシミュレータをパワーデバイ

ス分野で有効に活用するにはさまざまなノウハウが必要で

ある。今後も進展していくであろうシミュレーション技術

に対し，パワーデバイス分野への適用技術を発展させて

パワーモジュールの開発に役立てていく所存である。
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