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　まえがき

　無停電電源装置（UPS）や各種インバータに代表される

パワーエレクトロニクス装置においては，小型化，高効率
化，高性能化，および高信頼化の要望が非常に強い

（1）

。富士
電機は，このような高品質なパワーエレクトロニクス製品
をタイムリーに社会に供給することを企業使命としており，

業界をリードしてきている。そして，これらの製品の開発
設計は，最新の技術や専用設計ツールを駆使し，詳細にわ

たる解析検証を実施することにより実現している。

　本稿ではその一例として，パワーエレクトロニクス装
置の主回路部に適用する IGBT（Insulated Gate Bipolar 
Transistor）モジュールの発生損失とジャンクション温度
を算定するシミュレーションツール，ならびに制御ソフト

ウェアをブロック図と状態遷移図の記述によって設計する

CAD応用ツールを紹介する。これらの設計サポートツー

ルは，富士電機が独自に開発したものである。

　パワーエレクトロニクス装置の概要

　図 1に大容量のパワーエレクトロニクス装置の概略構成
を示す。IGBTモジュールを中心としたパワースタックと，

トランスやフィルタなどの周辺回路部，IGBTのスイッチ

ングをコントロールする制御装置，およびこれらを収納す

る盤によって構成されている。

　IGBTモジュール適用設計技術の高度化

3.1　IGBTモジュール適用設計における課題

　一般に IGBTモジュールには絶対最大定格温度が規定
されている。そのため，装置運転中の IGBTチップのジャ

ンクション温度が，上記の絶対最大定格温度以下となる

ように設計する必要がある。ところが装置運転中におい

ては，ジャンクション温度や，IGBTモジュール冷却用の

放熱器の温度を正確に測定することが困難であり，また図

2のように，装置の大容量化のため IGBTモジュールを並
列接続した場合，IGBTチップ自身の温度特性や特性ばら

つき，および配線構造上の不平衡（図 2において，IGBT1
〜 IGBT3への配線抵抗 R1〜 R3や，同じく配線インダク

タンス L1〜 L3の不平衡）によって，IGBTモジュールに

流れる電流が均一化されない，といった設計上の課題が発
生する。

　そこでこれらの課題を解消し，IGBTモジュールを最適
条件にて適用するためには，シミュレーション技術を最大
限に活用することが有効となる。
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図1　パワーエレクトロニクス装置の概略構成
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図2　並列接続された IGBTモジュールによるインバータ回路



富士時報　Vol.80 No.2 2007 パワーエレクトロニクス装置設計の高度化技術

特  

集

107（9）

3.2　IGBTモジュールの設計環境

　図 3に IGBTモジュールの発生損失とジャンクション温
度を計算するための概略ブロック図を示す。特に計算精度
を上げるために，下記の内容も考慮のうえ，計算を実施し

ていることが特徴である。

（1）　IGBTモジュールを並列接続した場合の，素子特性ば

らつきや配線構造の不平衡を考慮した電流分担率計算
（2）　素子の出力特性やスイッチング損失特性の温度依存性

を考慮した発生損失計算
（3）　モジュールのチップ位置を考慮した放熱器の温度分布
計算

　具体的には，発生損失，ジャンクション温度解析ツール

に対して，下記（a）〜（f）の項目を入力し，計算を行っている。

　（a）　変換器回路，IGBTモジュール並列数
　（b） 　主回路配線の構造（配線インダクタンス，配線抵 
抗
（2）

）

　（c）　装置の運転仕様（キャリヤ周波数など）

　（d） 　素子基本特性（出力特性，スイッチング損失デー

タ）

　（e）　素子特性ばらつき（出力特性ばらつきなど）

　（f）　放熱器温度分布の解析結果

3.3　解析結果

　図 4に IGBTモジュールを 6並列接続したパワースタッ

クを例に，IGBTモジュールの出力電流，発生損失，およ

びジャンクション温度の解析結果を示す。IGBTモジュー

ルについては，特性ばらつきの最悪ケースを想定し，6並
列のうち 1モジュール（IGBT2）に電流が集中するような

出力特性を設定した。IGBTチップは正の温度出力特性を

有しているため，時間経過とともに徐々に電流の不平衡率
が解消されているのが分かる。

　設計段階においてこのような現象や特性をとらえること

で，装置の小型化実現のための最適な IGBTモジュールの

選定が可能となる。

　また図 5には，モジュール内部のチップ位置を考慮した

放熱器ベース面の温度分布シミュレーション結果を示す。

電流が集中している IGBT2モジュールの IGBTチップ部
が発熱し，高温になっていることが分かる。

　本設計環境によって，IGBTに流れる電流の不平衡現象
と，本不平衡現象に基づいた放熱器からジャンクションま

での温度分布，および IGBTモジュールからの発生損失が

設計段階で，より高精度，正確に把握可能となる。その結
果，より一層の装置の小型化や高信頼化，ならびに設計開
発期間の短縮を達成することができる。

　ソフトウェア設計ツールによる設計の効率化

4.1　制御装置設計における課題

　パワーエレクトロニクス装置の制御装置は，この十数年
で特殊なものを除いて大半がデジタル方式に置き換えられ

た。これに伴い，制御ソフトウェアに対する，品質要求や

製作納期短縮要求も厳しくなった。通常，制御ソフトウェ

アの設計工程ではドキュメントが作成され，それに基づき

C言語などのプログラミング言語を用いてプログラムが製
作される。そして製作されたプログラムの試験を実施して，
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図3　 IGBT モジュールの発生損失とジャンクション温度計算概
略ブロック図
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図4　 IGBT モジュールの出力電流・発生損失・ジャンクション
温度解析結果
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図5　放熱器ベース面の温度分布シミュレーション結果
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不具合内容についてはドキュメントや C言語のプログラム

を修正し，最終的にソフトウェアを完成させる（図 6上）。

　ところが，これらドキュメントと製作されたプログラ

ム（ソースコード）は，同じプログラム論理を二重に記述
しているという側面を持つ。重複作業の排除により合理化
を図りたいところであるが，ドキュメントは，品質確保
のためのレビューや保守のために欠かすことはできないの

で，これらの重複作業は製作納期短縮要求に対するネック

となる。また，ドキュメントで記述されたプログラム論理
をソースコードに移し変える作業はプログラマーの作業で

あるから，ここに人的ミスが含まれた場合には，たとえド

キュメントでのレビューで不具合を排除したとしても，製
作されたプログラムにはミスが含まれることとなり，品質
低下要因の排除が十分ではない。

　これらの課題を克服するために，図形式のプログラムか

らC言語などの実行可能なプログラムを自動生成する設計 
支援ツールが一部実用化されてきた。このようなコード生
成ツールでは，必要なドキュメントから，自動的にソース

コードを生成することにより，製作納期短縮や人為的ミス

の排除が期待されている（図 6下）。

　パワーエレクトロニクス装置の制御装置分野においても

このような支援ツールの適用が期待されるが，パワーエレ

クトロニクス装置の制御対象は電気系が主であり，その時
定数は通常 µs領域であって非常に高速なため，制御プロ

グラムもこのような時間領域で動作可能なものでなければ

ならない。しかし，一般的なコード生成ツールの場合，パ

ソコンやワークステーション上で動作する大規模プログラ

ムを想定したものが多いため，少ないリソースに実装でき，

高速動作が要求されるパワーエレクトロニクス装置向けソ

フトウェアにおいて十分実用的といえるコードが生成でき

るものはほとんどないのが実情である。このような課題が

残るため，実用レベルのパワーエレクトロニクス装置の制
御プログラム設計においては，ドキュメントに基づき，プ

ログラムをハンドコーディングするという古典的な手法が

用いられることが多い。

4.2　ソフトウェア設計支援ツールの構成

　前述のとおり，汎用ツールでは性能が十分に得られな

かったため，富士電機では，ソフトウェア設計支援ツール

を自社開発することとした。開発した設計支援ツールの画
面を図 7に示すが，ユーザーインタフェースには汎用作図
ソフトウェアである Visio

〈注〉

を使用し，開発したツールはそ

のアドオンの形式である。本ツールの主要機能は，以下の

四つであり，図 8のように構成される。

（1）　図形式プログラム記述機能
（2）　自動コード生成機能
（3）　プログラム管理機能
（4）　レポート機能
　本ツールの図形式プログラム記述機能は，ブロック図と

状態遷移図でのプログラム記述をサポートしている。これ

らの図形式を選択したのは，パワーエレクトロニクス装置
の制御が自動制御（フィードバック制御）とシーケンス制
御を中心に構成され，特に自動制御においては一次元信号
処理が中心であり，ブロック図での記述が適切であると判
断したためである。また，シーケンス制御は，AND/OR
やラッチ回路の論理ブロックによるブロック図と，状態遷
移図記述の双方をサポートしており，プログラムの規模な

どに応じて使い分けることができる。これらの図形式で

記述されたプログラムは，自動コード生成機能によって C
言語のプログラムに変換される。その後はターゲットのマ

イクロプロセッサに対応した Cコンパイラを用いて ROM

108（10）

〈注〉Visio： 米国Microsoft Corp.の米国およびその他の国における
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に書き込むダウンロードモジュールに変換される。本ツー

ルは，中間言語として C言語を用いているため，Cコンパ 
イラさえ用意されていれば，ターゲットがどのようなマイ

クロプロセッサであっても利用可能である。

　さらに，本ツールはプログラム管理機能も備えており，

図形式のプログラムを機能単位で図面として管理できるよ

うになっている。この機能は，ツリー表示によりプログラ

ムの構造やインタフェースを見やすくしており，構造化プ

ログラミング
（3）

の考え方を自然な形で取り入れることにより，

設計者の思考を支援することができる。

　また，自動コード生成の際にはプログラム内に記述され

た変数などのさまざまな情報が集約されるので，これらの 
情報を利用して設計時や装置試験時に必要となる情報を，

表形式などの可読性の高い形式にして出力するレポート機
能も実現している。これらの支援機能を備えることで，よ

り効率的に設計などの作業を進めることができるように

なっている。

4.3　ツールの適用効果

　開発した設計支援ツールは，順次製品設計へ適用してお

り，コード生成の自動化やレビューの効率的な運用などに 
より，ソフトウェア設計の納期短縮，品質向上に効果をあ

げている。それ以外にも，これまで富士電機が開発してき 
たパワーエレクトロニクス製品の制御のノウハウを設計者
間で容易に共有し，設計の標準化を効率的に推進する効果 

や，データの蓄積により，容易にソフトウェアの再利用を

可能とする技術の継承などにも効果をあげている。また，

図形式プログラム上で実機をモニタリングするモニタリン

グツールなどの周辺ツールも併せて開発・実用化しており，

設計から検証・調整までをカバーし，多くのパワーエレク

トロニクス製品に応用できる，制御ソフトウェア設計の総
合的プラットフォームとしての役割を担っている。

　あとがき

　本稿では，高信頼性かつ高品質なパワーエレクトロニク

ス装置の実現を目的に自社開発した，専用設計ツールにつ

いて紹介した。

　今後は，より効率的・効果的となる設計開発の方法論を

構築し，一層信頼性の高いパワーエレクトロニクス製品の

迅速な提供に貢献していく所存である。
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