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　まえがき

　汎用インバータはファン，ポンプの省エネルギー運転や

産業分野の機械設備の自動化，省力化などに幅広く適用さ

れており，その普及に合わせ，装置の小型・軽量化や高機
能・高性能化が年々進められている。インバータ装置の体
格や信頼性を決定づける要素技術の一つに冷却技術がある

が，特に近年の装置に対する小型化・低コスト化への要求
の高まりを受け，冷却設計においても限界設計，最適設計
が望まれている。これらの要求を満たすため，現在，冷却
設計の初期段階から熱流体シミュレーション技術を適用し，

より詳細かつ定量的な温度評価を行うことで，開発期間の

短縮や性能向上を図ろうとする取組みが推し進められてい

る。

　そこで本稿では，汎用インバータにおけるパワーモ

ジュール冷却設計を対象とした熱流体シミュレーション技
術の適用事例について述べる。

　パワーモジュールの冷却

　汎用インバータの外観を図 1に示す。装置内部の主回路
は，商用電源を直流に変換するコンバータ部と，直流を任
意の電圧・周波数の交流に変換するインバータ部により構
成される。コンバータ部にはダイオード素子が，インバー

タ部には IGBT（Insulated Gate Bipolar Transistor）素子
が用いられ，これらの素子によりパワーモジュールが構
成されている。一般に，インバータ装置の電力変換効率は

95%程度であり，約 5%の電気エネルギーは熱として放
散される。そのため，内部シリコンチップの接合温度を保
証温度以下に抑えるために，パワーモジュールには適切な

冷却が必要となる。

　汎用インバータにおける一般的なパワーモジュールの冷
却構造を図 2に示す。冷却方式としては，適用モータ出力
1.5 kW程度までのインバータでは自然対流による自冷方
式を採用することが多く，それ以上の容量のインバータで

は冷却ファンを用いた風冷方式が採用される。冷却体とし

ては，小容量インバータではアルミダイカストフィンやか

しめフィン，中容量以上のインバータではくし形フィンや

格子状のブレージングフィンを適用することが多い。

図1　汎用インバータの外観
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図2　パワーモジュールの冷却構造



富士時報　Vol.80 No.3 2007 汎用インバータの熱冷却解析技術 

特  

集

213（43）

　熱流体シミュレーションの概要 

　パワーモジュール内部では，主にチップや回路パターン

が発熱源となる。発生損失は素子の特性と電気的運転条件
により決定づけられるが，ある損失条件におけるチップ温
度は，冷却体の放熱性能や冷却風量に左右される。汎用イ

ンバータの熱流体シミュレーションでは，パワーモジュー

ルと冷却体，冷却風流れを数値解析の対象とし，部品内部
の熱伝導と，フィン表面からの対流熱伝達，放射伝熱を流
体の基礎方程式とあわせて計算する。それにより，各部の

温度分布や風速分布を算出し，チップ温度を予測する。

　 自冷用ダイカストフィンの熱流体シミュレー
ション

4.1　ダイカストフィン

　アルミダイカスト製法は複雑な形状かつ寸法精度の高い

製品の製作が可能であり，小容量インバータの冷却体製造
手法として適用されることが多い。ダイカスト製法による

冷却体設計においては，熱流体シミュレーションによる冷
却性能検討と鋳造シミュレーションによる湯流れ凝固検討
の両アプローチにより，冷却性能が高く，かつ湯回り不良
や引け巣などの欠陥発生の可能性が低いフィン形状の検討
が行われている。ここでは，熱流体シミュレーション技術
を適用して，自冷用ダイカストフィンの小型化と冷却性能
改善を図った事例を紹介する。

4.2　自冷用ダイカストフィンの冷却設計

　ダイカストフィンにおける主な熱設計パラメータを図 3

に示す。自冷フィンにおいては，フィン間の空気温度上
昇に起因する自然対流で放熱が行われる。その際，フィン

枚数（表面積）増加を目的にフィンピッチを小さくした

り，フィン効率向上を目的にフィン厚さを厚くしたりする

と，流路断面積の減少により流動抵抗が増大し，冷却風量
の減少，被冷却部品の温度上昇を招くことがある

（1）

。さらに，

必要な放熱表面積の確保を目的にフィン高さを増すと，装
置容積や冷却体質量が増大するなど，これら設計パラメー

タの間には，冷却性能や製造コストの面で相互にトレード

オフの関係がある。そこで今回は，熱流体シミュレーショ

ン技術を用いて，ダイカストフィンの各設計パラメータの

最適化検討を実施するとともに，試作フィンによる温度試
験にて，その冷却性能の検証を行った。その代表例として，

フィンピッチがパワーモジュール冷却性能に及ぼす影響を

検討した事例を以下に示す。

4.3　解析モデル

　図 4に検証試験を実施した冷却体の形状を示す。フィン

部は幅および長さ，高さを一定値に固定したまま，フィン

ピッチ（フィン枚数）を変更して 3パターン製作した。冷
却体のベース面には熱源としてヒータが取り付けられてお

り，フィン表面からの自然対流にて放熱が行われる。試作
フィンを対象とした熱流体シミュレーションには汎用熱流
体解析ソフトウェア STAR-CD

〈注〉

を用い，浮力を考慮した

自然対流場の熱流れ計算を行った。

4.4　解析結果

　図 5にフィンピッチと熱抵抗の関係を示す。わずかなが

らも周囲断熱材への熱の逃げが存在する試験結果のほうが

若干熱抵抗が小さいものの，試験結果，解析結果ともに，

熱抵抗はほぼ同一の極小値を示している。このことから，

熱流体シミュレーションにて自冷フィンの最適形状検討が

可能であることが分かる。図 6には，シミュレーションに

て各種設計パラメータの最適化検討を行った自冷用ダイカ

ストフィンを示す。フィン厚さを薄くして流動抵抗を低減ベース厚さ
フィン高さ
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図3　ダイカストフィンの熱設計パラメータ
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図4 　温度試験用冷却体

〈注〉STAR-CD：CD-adapco Groupの登録商標
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するなどの対策を行い，従来製品でのダイカストフィンに

比較して，平均で 30%以上の質量低減を実現している。

　風冷フィンの熱流体シミュレーション  

5.1　風冷方式における冷却設計

　風冷方式を採用するインバータの冷却設計においては，

装置の小型化・低コスト化を図るとともに，筐体（きょう

たい）内部への粉じん侵入を抑制する目的からも，圧力損
失低減によるファンのダウンサイジングが重要なポイント

の一つとなっている。

　風冷方式の冷却設計では，装置の通風抵抗とファン特性
から決定されるバランス風量を正確に予測することが重
要である。このバランス風量は，冷却フィンや筐体通風ス

リット，ファンガイドなどの内部流路の幾何形状を忠実に

再現し，流れ場のシミュレーションを行うことで，ある程
度の精度で予測することが可能である。しかしながら，そ

のモデリングと計算に多大な時間を要することから，シ

ミュレーションによる風量算定は，設計上流段階での複数
構造案の比較を行うには不向きであるといえる。

　これら課題を克服するため，インバータ装置内の主要圧
力損失源である冷却フィンと筐体通風スリットにおける風

速－圧力損失特性をダブルチャンバ方式の風洞装置を用い

て測定し，その損失特性を流れシミュレーションにおける

内部参照データとして組み込んだ。それにより，幾何形状
を大幅に簡略化しながらも，実用的な精度で風量・温度の

予測が可能なシミュレーションモデルを構築した。以下に，

本手法を用いた大容量インバータのパワーモジュール温度
予測と冷却改善の事例を紹介する。

5.2　解析モデル

　解析対象は大容量インバータの冷却ユニットを模擬し

た温度試験用筐体であり，IGBTモジュールとダイオード

モジュールに相当するヒータブロックが冷却体のベース面
上に配置されている。各ヒータブロックから発生した熱は，

冷却体を経て，ファンにより誘起される冷却風流れにより，

フィン表面から外気へ放散される。図 7に解析モデルを示
す。流れ解析において，冷却フィンと筐体通風スリットの

圧力損失は風速の関数として定義され，モデル形状の簡略
化を可能とするとともに，要素分割数の不足による解析誤
差の増大を抑制している。なお，計算対象としたインバー

タ装置では，フィン間流れのレイノルズ数が 1,500前後で

あるため，流れ解析は層流条件にて実施した。

5.3　シミュレーション結果

　温度分布の解析結果を図 8に示す。冷却風量および各
ヒータブロック取付け面の温度上昇値の，実測値と解析値
の差異は 15%以内であり，圧力損失算定に実測データを

組み込んだ本簡易モデルがインバータ風冷フィンの性能予
測ツールとして活用できることが確認された。

5.4　パワーモジュールの配置の影響

　図 8に示すモジュール配置の場合，IGBTモジュールの

取付け面と下流側ダイオードモジュールの取付け面にお

いてフィンベース上の温度こう配が特に大きくなり，モ

ジュール温度も高くなる。そこで改善案として，ダイオー
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図6　自冷用ダイカストフィン
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図7　解析モデル
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図5　フィンピッチと熱抵抗の関係



富士時報　Vol.80 No.3 2007 汎用インバータの熱冷却解析技術 

特  

集

ドモジュールの配置を冷却風流れ方向に対してずらすとと

もに，各モジュール間の距離を広げた場合の温度分布を図

9に示す。初期構造と比較して，いずれのモジュールの取
付け面温度も低減されており，同一の冷却体を用いた場合
でも，フィンベース上での配置適正化により，モジュール

の温度低減が可能であることが分かる。

　特に大容量インバータの場合，試作品の製作と温度試験
には多大なコストと時間を要するが，本事例が示すように，

熱流体シミュレーション技術の適用により，より冷却性能
の高い装置を少ない試作回数で開発することが可能となっ

てきている。

　あとがき

　熱流体シミュレーション技術を汎用インバータのパワー

モジュール冷却設計に適用し，構造の最適化を図った事例
について述べた。今後は検討対象を基板上の実装部品にま

で拡張し，インバータ装置としての熱設計技術を確立して

いく所存である。
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図8　冷却体の温度分布図（初期配置）
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図9　冷却体の温度分布図（改良案）
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