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IGBTの���

AND9140/D
はじめに

���のパワー�	
に�べて、IGBTを�する

��は���に、ダイ��を�めるためにより�く

の��の��な��が��になります。これは、

ほとんどのIGBTが� パッケージになっており、

IGBTとダイオード・ダイの&'が(じパッケージに

)*されているためです。+ダイの��を,る

には、+ダイの-./0、123、θ、および45
673を89する��があります。また、+デバ
イスのシータと、それらの456に?するψを8
9することも��です。

このアプリケーション・ノートではFGなHIで､
-.をKLしダイオードとIGBTのダイの��MNを

��する'OをPQします。


�の�

RSのトポロジとV6WXにYじて､2Zのダイ[
での-./0は�きく\Vします。IGBT]の/0は

	 /0とスイッチング/0(ターンオン/0とター
ンオフ/0)に�`でき､ダイオードの/0は	 /
0とターンオフ/0に�`できます。これらの/0
をab�でKLするには､���に､-cプローブと

-eプローブがfいたオシロスコープを�し､
デバイスのV6hに2iをjkする��があり

ます｡エネルギーをKLするには､�o?3を�す

る��があります。1つのスイッチング・サイクル
にqするrエネルギーを�めたら､それをスイッチ
ングs[をHすt[でuって-.に\vできます。

Figure 1. TO−247 Package Showing IGBT Die (Left)
and Diode Die (Right)

Figure 2. IGBT Turn-on Loss Waveforms
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ターンオン2iの-cと-eをwけると、そのs
[]の-.を��できます。-.2iのx�がyz
の{|にH}されています。この~�、IGBTのター
ンオン/0にqYするエネルギーが�められます。

-.KLの��ポイントと��ポイントは��に

�Lできますが、��のWXを��した�は、それ

らの��に�って��した'OでKLを�う��が

あります。

Figure 3. IGBT Conduction Loss Waveforms
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	 /0は、ターンオン/0��とターンオフ/
0��の[で��します。このs[では-.が�L

でないため、ここでもx�を�する��がありま

す。

Figure 4. IGBT Turn-off Loss Waveforms
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ターンオン/0、	 /0、およびターンオフ/
0が、IGBTダイの��/0をi�します。オフ��
tの/0は�kでき、��する��はありません。

IGBTの��-./0を��するには、3つのエネル
ギーの��にスイッチング123をwけます。

PIGBT � �Eon � Econd � Eoff
� � fSW

IGBTの/0は、�����を�してKLする

か、��が-.を��しているサイクル��でKL
する��があります。これによりダイオードの	 
が��されます。
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Figure 5. Diode Conduction Loss Waveforms
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Figure 6. Diode Reverse Recovery Waveforms
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Figure 5とFigure 6に、レクティファイヤ・モード
またはリアクティブ・モードでV6hのダイオード
の-eと-cに?する2iを}します。IGBT/0と

(¤に、ダイオード/0を��します。

PDIODE � �Econd � Erev� � fSW

¥¦2の�2s[にわたって/0が\Vすること

を§`しておく��があります。デバイスでの¨©
-./0を�めるために、ピーク«からゼロ・クロ
スまでの\Vを®に*れる��があります。
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IGBTとダイオードの����

5つの/0��をKLした�、それらの/0をKL
tのWXに?�fける��があります。それによっ

て、それぞれの��/0を��できます。

Figure 7. Inductive Load Waveforms

Figure 7に、モータなどの¯	���にqする°H
�な-cおよび-eの2iを}します。

t0からt1のs[、-eはリアクティブであり、ダイオ

ードは-eを	 させています。

t1からt2のs[、-eは���であり、IGBTが-e
を	 させています。

これらのs[]の-.は±²に³�です。´�パ
ルスに�づいて+s[の¨©-.を��するのは±
²に��ですが、µ¶な·�のb�で¸Lすること

は¹ºです。これを�うには、s[の¨©-.を�
�する��があります。

この�»では、¨©(または¼)に?する½¾の«
を��する��があります。-cと-eの«の

��、これはRMS(¿À)«であり、-.の��は¨
©«です。

����

Pavg �
Pmax

t1 � t0
� t1

t0

sin�2�t
T
�dt

Pavg � �
Pmax

t1 � t0
� T

2�
	cos�2�t1

T
�� cos�2�t0

T
�


この½Áは、¥¦2の1/42ごとの-.をqÂとし

ているので、このÃをÄ¥するために�Åに4とい

う73をÆÇする��があります。ゼロ-cクロス
・ポイントが0〜90のÈÉ]にある��はこの½Á
はÊÀであり、¯	���の��はそのWXは�ず

�Ëすることから、½ÁはÌのようになります。

Pavg � �
Pmax

t1 � t0
� T

8�
	cos�2�t1

T
�� cos�2�t0

T
�


ダイオード

t0からt1のs[は、ダイオードが	 しています。

-cのゼロ・クロスのtÃで2iを�めると、ダイ

オードのピーク-./0がÍられます。この-.レ
ベルを�して、t0からt1のs[をqÂにして¨©-
.のÁをÏすると、ダイオードの¨©-./0を

�めることができます。

このs[にqYする��ÐはÌのとおりです。

PDIODEpk = 50 W (-cゼロ・クロスのポイント)

T = 20 ms (50 Hzの¥¦2)

t0 = 0

t1 = 2.5 ms

2 Wの-.レベルが��するのは、サイクルが�
�されてから2.5 msのtÃです。¥¦2のピークt
Ãでの½¾-.を��するには、これら2つのポイ

ントでのÑÒを�Óする��があります。

ピークÑÒが��するのは、90、または�/2ラジ
アンのときであり、ÑÒ1に½しくなります。2.5 ms
のtÃでのÑÒはsine (�  2.5 ms/10 ms)、つまり

0.707なので、¥¦2のピークtの-.はÌのように

なります。

Ppk �
50 W
0.707

� 70.7 W

PDIODE � �
Pmax

t1 � t0
� T

8�
	cos�2�t1

T
�� cos�2�t0

T
�


PDIODE � � 70.7
2.5 � 0

� 20
8�
	cos�2�� 2.5

20
� � cos�2�� 0

20
�


PDIODE � � 22.5 [0.707 � 1] � 6.60 W
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IGBT

-cが¥である�サイクルにわたって、t1からt2の
s[はIGBTが	 しています。IGBTの¨©-.は､
ダイオードの-.と(¤に��します。この��Ð
はÌのとおりです。

PIGBTpk = 95 W

T = 20 ms (50 Hzの¥¦2)

T1 = 2.5 ms

T2 = 10 ms (T/2)

IGBTの`Õでは、¥¦2の�2Ö
(t0 から t2)に
おけるIGBTの-.を��し、Ìいでダイオードの	
 s[(t0 から t1)におけるIGBTの-.を��して、

¥¦2の�2Ö
から×きます。

PIGBT (t2�t0) � Ppk � 0.6366 � 95 � 0.6366 � 60.48 W

その�、ダイオードの	 s[における-.を�
�します。

PDIODE � �
Pmax

t1 � t0
� T

8�
	cos�2�t2

T
�� cos�2�t1

T
�


t2 = T/2ですので、'ØÁはÌのようになります。

PDIODE � �
Pmax

t1 � t0
� T

8�
	1 � cos�2�t1

T
�


PDIODE (t1�t0) �
60.48

2.5 � 0
� 20

8�
	1 � cos�2�� 0

20
�


PDIODE (t1�t0) � 19.25 [1 � 0.707] � 5.64 W

PIGBT (t2�t1) � 60.48 W � 5.64 W � 54.84 W

ダイ��の��

2つのダイに?する-./0の«を�めた�、デー
タシートにÙÚされているÛÜを�してダイ��
を��することができます。 ²、&'のダイは(
じ��になっています。ダイごとにθがÝÞし、

456ψもÝÞします。

θは、ダイからケースまたはパッケージのリード
までの¼��であり、\3ßとしてHIされます。

Ðえば、R�JCはà��からケースまでのθです。

456ΨはL3であり、��されていない、ダイ

からの¼À�をÆÇします。これはダイ[のáâに

�づく«です。

��に、IGBTで�されるTO−247とTO−220の+
パッケージのほとんどで、0.15C/Wという«がãä
な¸L«になります。
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Figure 9. Diode Thermal Curve
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Figure 8とFigure9に、°H�なパッケージに)*さ

れたIGBTとダイオードに?する¼YåÛÜを}しま

す。ÛÜとともに、DC (デューティ・サイクル)の«
をç}しています。IGBTではθは0.486C/Wであり､
ダイオードでは1.06C/Wです。

èLの-.レベルにおけるéL��の��を��
するには、-./0の«、DC、θ、ケース��がい

ずれも��です。 ��はÌのとおりです。

TJ�IGBT � �PIGBT � R�IGBT
� � �PDIODE � Psi� � TCASE

TJ�DIODE � �PDIODE � R�DIODE
� � �PIGBT � Psi� � TCASE

Ð：

TC = 70C

R�JC-IGBT = 0.486C/W

R�JC‐diode = 1.06C/W

PD-IGBT = 54.84 W

PD-DIODE = 6.60 W

ψ456 = 0.15C/W

IGBTのéL��のà����は､Ìのとおりです｡

TJ�IGBT � �PIGBT � R�IGBT
� � �PDIODE � Psi� � TCASE

TJ�IGBT � (54.84 � 0.486) � (6.60 � 0.15) � 70

TJ�IGBT � 97.6oC (Average Junction Temperature)

ダイオードのéL��のà����は、Ìのとお

りです。

TJ�DIODE � �PDIODE � R�DIODE
� � �PIGBT � Psi� � TCASE

TJ�DIODE � (6.6 � 1.06) � (54.84 � 0.15) � 70

TJ�DIODE � 85.2oC (Average Junction Temperature)

ピークà����を��するために、éL��
(または¨©)��にパルス«をÆÇすることができ

ます。この��では、これまでの��セットからÍ
たà����が��であり、ì[�な��の\íを

Çえます。

��なî�のïしいL3は、��なパルスÒをÍ
るためのIGBTまたはダイオードにqするパルス«で

す。ライン12350 Hzの��、�サイクルに4¶す

るs[は10 msです。10 msのパルスにqするRIGBT
の«はFigure 8から�めることができ、50%のデュー
ティ・サイクルの��は0.375C/Wであり、RDIODE
の«を(じWX{でFigure 9から�めると、0.95C/W
になります。

�ð�な½ÁはÌのとおりです。

TJpk�IGBT � TJ�IGBT � �PIGBT � RIGBT
�

TJpk�DIODE � TJ�DIODE � �PDIODE � RDIODE
�

したがって、MñのWXでは、ピークà����
はÌのようになります。

TJpk�IGBT � 97.6oC � �58.84 W � 0.375oC�W� �

� 120oC (Peak Junction Temperature)

TJpk�DIODE � 85.2oC � �6.6 W � 0.95oC�W� �

� 91oC (Peak Junction Temperature)

��

1つのθを�して、マルチダイ・パッケージ]の

à����を¥óに��することはできません。

デジタル・オシロスコープからôÍした2iと�o
?3を�して、+デバイスの-.を��すること

ができます。-./0を�めたõöで、IGBTにqY
するθとψ、および¨©à����とピークà��
��の«を��できます。

onsemi,  , and other names, marks, and brands are registered and/or common law trademarks of Semiconductor Components Industries, LLC dba “onsemi” or its affiliates
and/or subsidiaries in the United States and/or other countries. onsemi owns the rights to a number of patents, trademarks, copyrights, trade secrets, and other intellectual property.
A listing of onsemi’s product/patent coverage may be accessed at www.onsemi.com/site/pdf/Patent−Marking.pdf. onsemi reserves the right to make changes at any time to any
products or information herein, without notice. The information herein is provided “as−is” and onsemi makes no warranty, representation or guarantee regarding the accuracy of the
information, product features, availability, functionality, or suitability of its products for any particular purpose, nor does onsemi assume any liability arising out of the application or use
of any product or circuit, and specifically disclaims any and all liability, including without limitation special, consequential or incidental damages. Buyer is responsible for its products
and applications using onsemi products, including compliance with all laws, regulations and safety requirements or standards, regardless of any support or applications information
provided by onsemi. “Typical” parameters which may be provided in onsemi data sheets and/or specifications can and do vary in different applications and actual performance may
vary over time. All operating parameters, including “Typicals” must be validated for each customer application by customer’s technical experts. onsemi does not convey any license
under any of its intellectual property rights nor the rights of others. onsemi products are not designed, intended, or authorized for use as a critical component in life support systems
or any FDA Class 3 medical devices or medical devices with a same or similar classification in a foreign jurisdiction or any devices intended for implantation in the human body. Should
Buyer purchase or use onsemi products for any such unintended or unauthorized application, Buyer shall indemnify and hold onsemi and its officers, employees, subsidiaries, affiliates,
and distributors harmless against all claims, costs, damages, and expenses, and reasonable attorney fees arising out of, directly or indirectly, any claim of personal injury or death
associated with such unintended or unauthorized use, even if such claim alleges that onsemi was negligent regarding the design or manufacture of the part. onsemi is an Equal
Opportunity/Affirmative Action Employer. This literature is subject to all applicable copyright laws and is not for resale in any manner.

PUBLICATION ORDERING INFORMATION
TECHNICAL SUPPORT
North American Technical Support:
Voice Mail: 1 800−282−9855 Toll Free USA/Canada
Phone: 011 421 33 790 2910

LITERATURE FULFILLMENT:
Email Requests to: orderlit@onsemi.com

onsemi Website: www.onsemi.com

Europe, Middle East and Africa Technical Support:
Phone: 00421 33 790 2910
For additional information, please contact your local Sales Representative



http://www.onsemi.jp/
https://www.onsemi.com/site/pdf/Patent-Marking.pdf

