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■ 部品リスト
（CSV形式）
を読み込み、新規基板の部品配置検討
■ EDAダイレクトインターフェース(※1)で既存の基板データを読み込み、基板の小型化を検討
■ 半導体パッケージ部品の内部構造をモデル化、高精度なジャンクション温度予測(※2)
■ 部品メーカーが供給するFlotherm部品モデルの利用
■ 過渡熱測定装置Simcenter T3STERの構造関数を読み込み、Flothermモデルを自動チューニング（※3）
■ 放熱経路としての配線パターンを考慮した基板の放熱特性検討
■ メカCADダイレクトインターフェース(※4)で筐体形状を読み込み、機器の全体解析
■ Flotherm・Flotherm PCB共通部品ライブラリによるモデルデータ共有
(※1) Mentor Graphics社 Xpedition、図研社 CR-5000 Board Designer、Cadence社 Allegro PCB、Cadence社 Allegro Package Designerに対応
(※2) 半導体パッケージ部品データ作成WebツールのFlotherm Packが必要
(※3) T3STER キャリブレーションオプションが必要
(※4) メカCADデータの利用はFlothermのみ。別途Simcenter Flotherm MCAD Bridgeが必要

エレキ設計者とメカ設計者を『つなぐ』熱設計ツール
熱設計のフロントローディング実現のためには、
製品の構想段階からエレキ設計者とメカ設計者

エレキ設計

メカ設計

が共通して使える熱設計ツールが必要です。
電子機器専用の熱流体解析ツールとして世界
で最 も使 わ れているF l o t h e r mとFlotherm

部品リスト

EDAデータ

実測データ

部品ライブラリ メカCADデータ

PCBは、部品情報しかない設計初期段階での熱
的に有利な部品配置の検討（フロアプラン）か
ら、配線パターンや部品の内部構造、筐体を考
慮した試作直前の熱問題検証まで、設計プロ

Flotherm・Flotherm PCBによるエレメカ協調設計

セス全体を通してエレキ設計者とメカ設計者
がモデル情報を共有する
『エレメカ協調熱設計』
をサポートします。

熱設計のフロントローディング

Simcenter Flotherm™、Simcenter Flotherm™ PCB およびSimcenter Flotherm™ Packは、Siemens社により開発されました。
本文中に記載の会社名、製品名、サービス名等は、
それぞれ各社の商標または登録商標です。

Simcenter Flotherm™

電子機器専用熱設計支援ツール

Flothermの特長
Flothermは、装置全体から半導体パッケージ単体まで様々な電子機器に対して適用することができる、電子機器分野での世界シェア
No.1を誇る熱流体解析ツールです。熱設計者の方が効率的にご活用いただけるよう、直感的なモデル作成機能や一瞬で完了するメッ
シュ作成機能、熱設計を意識した結果処理機能など、様々な工夫がほどこされています。
利用実績は多岐にわたり、制御装置（自動車向け各種コントロールユニット、モータ制御装置ほか）、車載メーター、
スマートフォンなど
のモバイル端末、パソコン、デジタルカメラ、オーディオ、
プロジェクタ、電源、高熱伝導基板、LEDモジュール、各種半導体パッケージな
どの熱設計に利用されています。

動作環境
・Windows 10 x64 ・Windows 7 x64 ・Windows Server 2016 x64 ・Windows Server 2012 R2 x64
・Red Hat RHEL 7.4、7.5 x64（ソルバーのみ）

直感的なモデル作成機能

ジュール発熱を考慮した熱解析

電子機器の設計を意識した結果処理機能

電子機器に特化した多種の形状・部品テンプレート、4,000点以

導体部品に対して電流値もしくは電位差を入力すると、ジュー

上の部品・材料ライブラリによりFlotherm上で最短時間で、効

ル発熱分布の自動計算、熱流体解析を行います。
もちろん、温度

固体表面の温度分布や任意断面での温度・速度分布、
ファンな

率よくモデルを作成することができます。

に依存した電気抵抗値の変化も考慮して解析が行われるため、

どからの流跡線を表示することができます。
また、形状や流体を
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バスバーや電源基板など、大電流が流れる部品を含む電子機

伝わる熱流束や放熱経路のボトルネックを表示することができ

器の高精度な温度予測が可能です。

るなど、熱設計に有効な結果を得ることができます。もちろん、
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形状・部品テンプレート

高精度の半導体パッケージモデルの利用
Flotherm Packを用いて作成した半導体
パッケージの詳細モデル、2抵抗モデル、
DELPHIモデルを解析モデルに取り込む
ことで、
ジャンクション温度やケース温度
の高精度な予測が可能です。

解析結果は、モデル作成画面と切り替えて行います。

モデル内の各物理量の値はデジタル値として確認でき、CSVフ
Source側

ァイルに出力することも可能です。
任意部品の中心や特定の物理量の最大値を含む断面の生成、
検索機能を用いてある温度以上の部品を簡単に特定すること
ができます。
さらにスクリプトを使えば、結果処理を自動化でき、
設計仕様を短時間で確認・判断するための機能が搭載されて
います。

Sink側

配線パターンのジュール発熱分布

温度分布

低次元化モデルの出力
3Dの熱解析モデルを低次元化して出力し、MATLAB、Octaveな
どのプログラミング言語やEldoなどの回路シミュレータに組み
込んで解析することができるため、過渡的に発熱量が変化する
モデルでも高速に解析することができます。

基板の熱解析モデルの作成

固体表面温度分布

熱流束ベクトル

T3STER実測結果を解析モデルへ自動的に反映
過渡熱測定装置Simcenter T3STERによる実測結果は、
T3STER Master
によって測定部品の内部構造を表す「構造関数」に変換されま

Mentor Graphics社 Xpedition、図研社 CR-5000 Board Designer、

す。T3STER Masterから出力される、構造関数の情報を含む専用

Cadence社 Allegro PCB・Allegro Package Designerの各EDAツー

ファイルを取り込み、実測の構造関数に合うようなFlotherm解析

ルのネイティブデータや、ODB++フォーマットのファイルから基板

モデルのチューニングを自動実行します。
（この機能のご利用に

外形、層構成、配線パターン、部品外形、配置、発熱量を一度に取

は、T3STERキャリブレーションオプションが必要）

り込むことができます。また、IDFフォーマットやCSVフォーマットの
ファイルから部品情報を取り込むことも可能です。

〈合せ込み前の構造関数〉

〈合せ込み後の構造関数〉

外形寸法や発熱量、発熱密度や名称などから解析に用いる部
品を自動選択するフィルタリング機能、画像データとして認識し
た基板各層の配線から、場所によって異なる熱伝導率（面方向・
厚み方向）を導出する配線パターンモデル化機能、Flotherm
PCBと共有の部品ライブラリなどを用いて基板の詳細な熱解析
モデ ル を 的 確 に 作 成 することがで きます。な お 、これらは
Flotherm PCBと共通の機能です。

一瞬で完了する完全自動メッシュ作成機能
Flothermは完全自動メッシュを採用しています。形状作成と同
時に生成される解析メッシュは、詳細度を「粗い」、
「中間」、
「詳
細」
と3段階から選択するだけで設定が完了します。
さらに、任意
の部品周りにだけに細かいメッシュを設定する「局所メッシュ」
機能や、モデルの形状や位置の変更に応じて自動的にメッシュ
が再作成される「オブジェクト指向メッシュ」も採用されていま
す。形状変更とメッシュ再生成が一度に、
しかも自動的に行なわ
れるため、多くのモデルの解析を効率良く実施できます。

パラメトリック解析機能コマンドセンター
ヒートシンクのフィン枚数やサイズ、各部品の発熱量や位置な
ど、Flothermで設定できるほぼすべての変数をパラメータとし
たパラメトリック解析が可能です。ユーザーは『○○の値を△〜
□[mm]の間で変更』の要領で設定するだけで、Flothermが自
動的に『形状変更・メッシュ再生成 ⇒ 解析連続実行』をおこなう
ため、多くの形状の比較検討を効率的に行うことができます。
ま
た、単目的の最適化機能も装備していますので、目的の条件に
みあう最適なケースを自動的に選び出すことができます。

フリーの解析結果ビューア Flotherm Viewer
メカCADデータの取込み
Flotherm MCAD BridgeによりメカCADデータを取り込んで
Flothermの解析モデルを作成することができます。
読み込み可能な
フォーマットはSAT、STEP、IGES、DXFと、SOLIDWORKS、CATIA
V4・V5、PTC Creo (Pro/ENGINEER)のネイティブファイル（注）です。
注）ネイティブファイルの読み込みにはオプションのインターフェースが必要

Flothermの結果処理ツールのほぼ全機能が使えるフリーの
ビューアを無償でご提供しています。Flothermをお持ちでない
局所メッシュ

オブジェクト指向メッシュ

信頼と実績ある解析ソルバー

社内やお取引先で、解析結果を共有することができます。

その他の機能

熱伝導と輻射はもちろんのこと、空気の流れによる熱伝達係数の

・T3STERの測定結果を用いた熱抵抗モデルの利用

分布を正しく考慮した熱流体解析をおこなうため、熱伝導のみを

・HyperLynx PI（Mentor Graphics社Power Integrityシミュレー

計算するツールと比べて高精度な解析が可能です。
強制空冷や自然対流を考慮した自然空冷、さらには日射を考慮

ター）で計算した配線パターンのジュール発熱分布を取り込
むためのインターフェース

した屋外設置機器の解析や水冷の冷却流路を持った機器の解

・XMLによる解析モデル自動作成

析、
発熱量が変化する部品を考慮した過渡解析も得意とします。

・構造解析ツールとの連携

Simcenter Flotherm™ PCB

電子機器専用熱設計支援ツール

Flotherm PCBの特長
Flotherm PCBは、回路・基板設計者が基板上の部品配置検討のために使用することを目的とした、“簡易版”Flothermです。
簡単な操作で、基板の構造や部品のレイアウトを変更した影響を、短時間で検討することができます。
初期のフロアプランに熱設計の考えを取り込むことで、回路・基板設計の品質向上に貢献します。

信頼と実績ある解析ソルバー

EDAとのダイレクトインターフェース

Flothermと同じソルバーが搭載されており、空気の流れによる
熱伝達係数の分布を正しく考慮した熱計算をするため、熱伝導
のみを計算するツールと比べて高精度な解析が可能です。

部品のフィルタリング

Mentor Graphics社 Xpedition、
図研社 CR-5000 Board Designer、
Cadence社 Allegro PCB・Allegro Package Designerの各EDAツー
ルのネイティブデータや、ODB++フォーマットのファイルから基
板外形、層構成、配線パターン、部品外形、配置、発熱量を一度に
取り込むことができます。

部品情報の取込み

部品の外形寸法や発熱量、発熱密度、名称などを使って解析
に用いる部品をフィルタリングすることができます。フィルタリ
ングされた部品は完全に削除するか、形状はモデル化せずに
合計発熱量を基板に与えるように取り扱われます。

配線パターンのモデル化

IDFフォーマットやCSVフォーマットのファイルを読み込み、部品
の名称・外形・位置・発熱量などを一度に取り込むことができま
す。また、部品名称と発熱量を関連づけた発熱量リストを、別
途、CSVフォーマットのファイルで読み込むことができます。

Flothermと共有できる部品ライブラリ

放熱経路として重要な配線パターンを、必要な詳細度で簡単に
モデル化します。各層ごとに、モデル化レベルを画面で確認しな
がら、
スライドバーを操作するだけで、任意の数の区画に分割し
て、面内方向と厚み方向の等価熱伝導率を計算し、解析に適用
します。

Flotherm PCBは、Flothermと部品ライブラリを共有することが
できます。蓄積したデータを有効活用してください。

動作環境
・Windows 10 x64 ・Windows 7 x64
・Windows Server 2016 x64 ・Windows Server 2012 R2 x64

シンプルでスマートな解析ステップ 〜３ステップで解析完了〜
Flotherm PCBをご利用いただくと、モデル作成開始から解析結果を得るまで、わずか3ステップで完了します。
また、各ステップ
ごとにカスタマイズされたウインドウを用いるため、直感的に操作することができます。
解析メッシュはこれまで蓄積したノウハウをベースに、Flotherm PCBが全自動で設定・作成しますので、
メッシュ作成に手間をか
けることなく高精度の解析を実現します。
さらに、
レイアウトなどの変更や、右図に示す各ステップを繰り返す再解析も簡単に行
うことができるため、様々な条件での解析もスムーズに行うことが可能です。

ステップ1：解析モデル作成（基板・部品定義と部品配置）

基板・部品
情報入力

部品
レイアウト

ステップ1

周囲環境
選択

解析レベル
選択

ステップ2

解析実行

ステップ3

ステップ2：周囲環境の選択

Flotherm PCBに用意されている部品やEDAのデータなどを活用して、基板と部品の形状定義
および部品配置をおこないます。

1-1 基板の定義

基板外形サイズ、基板の材質、配線層の層数、各層の位置と厚み、および配線層の材質、配線率もし
くは配線パターン情報などを入力します。

1-2 部品の定義

用意されている5つの周囲環境から、基板が置かれる環境を選択します。
Flothermで解析した環境をライブラリに登録しておき、周囲環境として選択することもできます。
JEDEC自然空冷テスト環境
熱伝導冷却
リフロー炉
静止空気（開放空間）

一定流速（開放空間）

静止空気（壁面接触）

一定流速（スロット内）

JEDEC強制空冷テスト環境
カードスロット

部品名、部品識別子、部品外形サイズ、部品位置に加え、発熱量を入力します。部品情報の入力に設
計データを活用すると時間を短縮できます。
部品リストをCSVファイルで読み込む
ODB++ファイルを読み込む

IDFファイルを読み込む
EDAダイレクトインターフェースを利用する

1-3 熱的な指標の確認

基板と部品を定義することで、熱流体解析を実行しなくても以下のような熱的な指標を確認するこ
とができます。
これらを解析実行前に確認することをお勧めします。
実装部品の総発熱量
各部品の発熱量コンター図

基板の単位表面積あたりの総発熱量
各部品の発熱密度コンター図
リフロー炉

ステップ3：解析実行と結果処理
解析実行ボタンを押せば、最短数十秒で解析は終了します。
表やプロットで各部品の温度、基板・部品の温度コンター図、基板周辺の速度ベクトル図を確認す
ることができます。
各部品の発熱量コンター図（W）

各部品の発熱密度コンター図（W/㎡）

1-4 部品の追加

各部品のモニター温度テーブル

放熱対策などの必要に応じて、Flotherm PCBに用意されている部品を追加します。

ソルバー実行ボタン

ドーターボード
（子基板）

電磁シールドケース

ヒートシンク

切欠き

配線層パッチ

電解コンデンサー

配線層追加

サーマルビア

部品配置禁止領域

半導体パッケージ部品データ作成Webツール

Simcenter Flotherm Pack
TM

半導体パッケージ部品データ作成Webツール

Simcenter Flotherm Pack
TM

■ 30種類以上の半導体パッケージタイプをサポート
■ JEDEC(※1)準拠のデータシート入力
■ 内部構造がわからなくてもパッケージタイプからの類推が可能
■ 放熱経路を再現した詳細モデル作成
■ 熱抵抗の自動計算による2抵抗モデル、多抵抗モデル(DELPHI model)作成
■ 各種JEDEC測定装置も同時にダウンロード
（※1）Joint Electron Device Engineering Council
（電子部品の標準化を推進するアメリカの業界団体。260社以上が加盟している
「 米国電子工業会」の一部門。）

誰でも使える、高度なノウハウを蓄積した
半導体パッケージの熱解析モデル作成ツール。
Flotherm Packは、半導体パッケージのFlotherm用モデルを短時間のうちに
モデル化によって結果はこんなに違う！

作成する熱解析モデル作成ツールです。
Siemens社が、欧州の多くの電子機器関連メーカーと培ったモデル化ノウハ
ウをインターネットブラウザ画面からご提供します。半導体パッケージの内
部構造に関する情報をわかる範囲で入力することで部品をモデル化し、詳
細モデルや熱抵抗モデルを指定してダウンロードすれば、Flothermや
Flotherm PCBですぐに解析を実行できます。

詳細モデル

モデル作成にかかっていた時間が劇的に短縮されるだけでなく、高精度の
ジャンクション温度およびケース温度予測に大きく寄与します。

目的に応じたモデル化レベルの選択

ひとつの直方体で作成

ひとつの直方体で作った半導体パッケージでは、Tj・Tcなどの結果を得ることが
できないだけでなく、温度が低めに予測されます。

Flotherm Packによる半導体パッケージ作成例

Flotherm Packでは、解析の目的に応じて3つのモデル化詳細度から
モデルタイプ を選択することができます。
詳細モデル(Detailed model)
ダイからの放熱経路を再現することを目的として内部構造をモデル化したモデル。3タイプのモデ
ルの中では最も適用範囲が広く、精度が高い。

１. ウェブサイトにアクセスし、
テンプレートから半導体
パッケージを選択
30種類以上の部品タイプから、
作成する形状を選択

２. 基本情報の入力

2抵抗モデル(Two-Resistor model)
メーカーのカタログに記載されている形式で形状を2つの熱抵抗として表現したモデル。それぞれ
の熱抵抗は実測環境を理想的に再現した解析結果より求めている。熱抵抗測定環境に近い条件で
は温度予測精度は良いが、離れると精度が低下する。

作成モデル名、基本サイズ、
消費電力、内部構造が既知か
否かなどを入力

多抵抗モデル(DELPHI model)
2抵抗モデルよりも多い数の熱抵抗の組み合わせで放熱経路を再現した熱抵抗モデル。各熱抵抗の算
出に関しては、Flothermの開発チームとEUの電子機器関連メーカーが中心となったプロジェクトの成果
がフィードバックされている。2抵抗モデルより広い適用環境で高い温度予測精度を持つ。

３. 内部構造の詳細を入力

外形図と照らし合わせながら、半導体
パッケージ各部のサイズなどを入力、
値が不明な箇所はJEDEC標準の
値を採用可能

４. モデル化レベルの選択・ダウンロード
詳細モデル

２抵抗モデル

多抵抗モデル

形状を、詳細、熱抵抗いずれの
モデル化で作成するか選択し、
ダウンロードVRMLブラウザで
形状を確認することも可能

モデル化レベルの選択

動作環境
インターネット接続、
ウェブブラウザ（Internet Explorer）
、VRMLブラウザ

【製品・サービスに関するお問い合せ先】

●Simcenter Flotherm™、Simcenter Flotherm™ PCB
およびSimcenter Flotherm™ Packは、
Siemens社により開発されました。
●本文中に記載の会社名、製品名、サービス名等は、
それぞれ各社の商標または登録商標です。

w w w . id a j. co . j p
info@idaj.co.jp
本
社 ／ TEL：045-683-1990 FAX：045-683-1999
中部支社 ／ TEL：052-569-2581 FAX：052-569-2582
関西支社 ／ TEL：078-389-5470 FAX：078-389-5472
20.02-2,000

