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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ブリッジ回路の上アームおよび下アームを構成する複数のスイッチング素子（６１～６
６）と、
　電力供給源（５０）の高電位電極に接続し、上アームの前記スイッチング素子が搭載さ
れる高電位側導体（３４）と、
　負荷（８０）に接続し、下アームの前記スイッチング素子が搭載される負荷側導体（３
５）と、
　電力供給源の低電位電極に接続する低電位側導体（３６）と、
　一端が前記高電位側導体上の上アームの前記スイッチング素子に接続し、他端が前記負
荷側導体に接続する第１接続導体（２７）と、
　一端が前記負荷側導体上の下アームの前記スイッチング素子に接続し、他端が前記低電
位側導体に接続する第２接続導体（２０）と、
　を備え、
　前記第１接続導体および前記第２接続導体の少なくとも一方の接続導体は、一端と他端
との間を流れる電流の大きさを検出するシャント抵抗（２０）として機能することを特徴
とする半導体モジュール（１１）。
【請求項２】
　ブリッジ回路の上アームおよび下アームを構成し、及び、前記ブリッジ回路の上アーム
と下アームとの接続点と負荷との間に接続され前記接続点と前記負荷とを電気的に接続又
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は遮断する負荷リレーを構成する複数のスイッチング素子（６１～６９）と、
　電力供給源の高電位電極に接続し、上アームの前記スイッチング素子が搭載される高電
位側導体と、
　下アームの前記スイッチング素子が搭載される第１負荷リレー前導体（３７１）と、
　負荷に接続し、前記負荷リレー用の前記スイッチング素子が搭載される第１負荷リレー
後導体（３８１）と、
　電力供給源の低電位電極に接続する低電位側導体と、
　一端が前記高電位側導体上の上アームの前記スイッチング素子に接続し、他端が前記第
１負荷リレー前導体に接続する第１接続導体（２７１）と、
　一端が前記第１負荷リレー前導体上の下アームの前記スイッチング素子に接続し、他端
が前記低電位側導体に接続する第２接続導体（２７２）と、
　一端が前記第１負荷リレー後導体上の前記負荷リレー用の前記スイッチング素子に接続
し、他端が前記第１負荷リレー前導体に接続する第３接続導体（２０）と、
　を備え、
　前記第１接続導体、前記第２接続導体および前記第３接続導体の少なくとも一つの接続
導体は、一端と他端との間を流れる電流の大きさを検出するシャント抵抗（２０）として
機能することを特徴とする半導体モジュール（１２）。
【請求項３】
　請求項２に記載の半導体モジュールにおいて、
　前記第１負荷リレー前導体（３７１）および前記第１負荷リレー後導体（３８１）に代
えて、
　下アームの前記スイッチング素子、及び前記負荷リレー用の前記スイッチング素子が搭
載される第２負荷リレー前導体（３７２）、及び、負荷に接続する第２負荷リレー後導体
（３８２）を備え、
　前記第３接続導体は、一端が前記第２負荷リレー前導体上の前記負荷リレー用の前記ス
イッチング素子に接続し、他端が前記第２負荷リレー後導体に接続することを特徴とする
半導体モジュール（１３）。
【請求項４】
　シャント抵抗として機能する前記接続導体は、
　前記スイッチング素子に接続する一端の底面が、他端の底面に対し、前記スイッチング
素子の高さに相当する段差だけ高くなるように形成されていることを特徴とする請求項１
～３のいずれか一項に記載の半導体モジュール。
【請求項５】
　シャント抵抗として機能する前記接続導体は、
　前記スイッチング素子に当接する前記一端の底面（２１０）を有する第１脚部（２１）
と、
　前記他端の底面（２２０）を有する第２脚部（２２）と、
　前記第１脚部および前記第２脚部に対し高い位置に形成され、前記第１脚部と前記第２
脚部とを接続する本体部（２４）と、
　前記第１脚部と前記本体部との間、及び前記第２脚部と前記本体部との間を連結する傾
斜部（２３）と、
　を設けていることを特徴とする請求項４に記載の半導体モジュール。
【請求項６】
　シャント抵抗として機能する前記接続導体は、
　前記第１脚部の上面（２１１）、及び前記第２脚部の上面（２２１）が、電流の大きさ
を検出するためのセンサ端子（４６、４７）とボンディングワイヤ（４１、４２）で接続
されることを特徴とする請求項５に記載の半導体モジュール。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】



(3) JP 5477669 B2 2014.4.23

10

20

30

40

50

　本発明は、複数の半導体スイッチング素子が集約された半導体モジュールに関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、三相インバータ回路等のブリッジ回路を構成する複数の半導体スイッチング素子
をモジュール化した半導体モジュールが知られている。また、ブリッジ回路において、負
荷へ供給される電流を検出するためのシャント抵抗を、例えば下アームのスイッチング素
子とグランドとの間に設置する構成が知られている。
　シャント抵抗は、例えば特許文献１に記載のように、金属製低抵抗材料で形成される。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２００１－１１８７０１号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　従来、シャント抵抗は、専ら電流検出用素子として、ブリッジ回路の駆動電流経路を構
成するリードフレーム等の導体とは別に設けられた。そのため、例えばスイッチング素子
とリードフレームとを駆動電流経路として接続するための接続導体と、そのスイッチング
素子およびリードフレーム間で電流を検出するためのシャント抵抗とが共に必要な場合、
２つの部品を別に設けなければならなかった。したがって、半導体モジュールの部品点数
および配線箇所が増加するという問題があった。
【０００５】
　本発明は上述の課題に鑑みてなされたものであり、その目的は、シャント抵抗を有しつ
つ、部品点数および配線箇所を低減する半導体モジュールを提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本発明の半導体モジュールは、複数のスイッチング素子、高電位側導体、負荷側導体、
低電位側導体、第１接続導体および第２接続導体を備える。
　複数のスイッチング素子は、ブリッジ回路の上アームおよび下アームを構成する。
　高電位側導体は、電力供給源の高電位電極に接続し、上アームのスイッチング素子が搭
載される。
　負荷側導体は、負荷に接続し、下アームのスイッチング素子が搭載される。
　低電位側導体は、電力供給源の低電位電極に接続する。
　第１接続導体は、一端が高電位側導体上の上アームのスイッチング素子に接続し、他端
が負荷側導体に接続する。
　第２接続導体は、一端が負荷側導体上の下アームのスイッチング素子に接続し、他端が
低電位側導体に接続する。
　そして、第１接続導体および第２接続導体の少なくとも一方の接続導体は、一端と他端
との間を流れる電流の大きさを検出するシャント抵抗として機能する。
【０００７】
　これにより、シャント抵抗が第１接続導体および第２接続導体の少なくとも一方を兼ね
ることができる。したがって、半導体モジュールの部品点数および配線箇所を低減するこ
とができる。
　例えば、下アームのスイッチング素子と低電位側導体との間を流れる電流を検出する場
合は、第２接続導体をシャント抵抗とすればよい。そして、シャント抵抗のスイッチング
素子に接続する側の端部、及び、低電位側導体に接続する側の端部をそれぞれセンサ端子
とボンディングワイヤで接続することで電流を検出することができる。
【０００８】
　さらに、「ブリッジ回路の上アームと下アームとの接続点と負荷との間に接続され接続
点と負荷とを電気的に接続又は遮断する負荷リレー」を構成する複数のスイッチング素子
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を備える半導体モジュールの場合、「一端が負荷リレー用のスイッチング素子に接続し、
他端が導体に接続する第３接続導体」がシャント抵抗として機能することとしてもよい。
【０００９】
　ここで、シャント抵抗として機能する接続導体は、スイッチング素子に接続する一端の
底面が、他端の底面に対し、スイッチング素子の高さに相当する段差だけ高くなるように
形成されていることが好ましい。
　これにより、各導体の上面高さを同一に設定したとき、シャント抵抗を各導体に対して
平行に配置することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１０】
【図１】本発明の第１実施形態による半導体モジュールのシャント抵抗の断面模式図であ
り、図４のＩ－Ｉ線断面図に相当する。
【図２】本発明の第１実施形態による半導体モジュールを三相インバータ回路として用い
たモータ駆動装置の概略構成図である。
【図３】本発明の第１実施形態によるシャント抵抗を備えた半導体モジュールの図である
。
【図４】図３の要部拡大図である。
【図５】図１の要部拡大図である。
【図６】比較例の半導体モジュールの図４に相当する拡大図である。
【図７】本発明の第２実施形態によるシャント抵抗の断面模式図である。
【図８】本発明の第３実施形態によるシャント抵抗の断面模式図である。
【図９】本発明の第４実施形態による半導体モジュールを三相インバータ回路として用い
たモータ駆動装置の概略構成図である。
【図１０】本発明の第４実施形態による半導体モジュールの部分図である。
【図１１】本発明の第５実施形態による半導体モジュールを三相インバータ回路として用
いたモータ駆動装置の概略構成図である。
【図１２】本発明の第５実施形態による半導体モジュールの部分図である。
【発明を実施するための形態】
【００１１】
　以下、本発明による半導体モジュールを三相ブラシレスモータの駆動装置に適用した実
施形態を図面に基づいて説明する。
　（第１実施形態）
　本発明の第１実施形態の半導体モジュールについて、図１～図５を参照して説明する。
まず、本発明の第１実施形態の半導体モジュールが適用されるモータ駆動装置について、
図２を参照して説明する。モータ駆動装置１は、「電力供給源」としてのバッテリ５０の
直流電力を三相交流電力に変換し、「負荷」としてのモータ８０を駆動する。本実施形態
では、モータ８０は三相ブラシレスモータである。
【００１２】
　モータ駆動装置１は、電解コンデンサ５３、電源リレー部５５、インバータ部６０、及
び制御部９０から構成される。
　インバータ部６０は、ブリッジ接続される６個のスイッチング素子６１～６６を含む。
本実施形態では、スイッチング素子６１～６６は、寄生ダイオードを付随したＭＯＳＦＥ
Ｔ、すなわち金属酸化物半導体電界効果トランジスタである。以下、スイッチング素子６
１～６６をＭＯＳ６１～６６という。「スイッチング素子」としてのＭＯＳ６１～６６は
、ゲート電位によってソース－ドレイン間がオンまたはオフされる。
【００１３】
　インバータ部６０の高電位側のＭＯＳ６１、６２、６３は、ブリッジ回路の上アームを
構成し、インバータ部６０の低電位側のＭＯＳ６４、６５、６６は、ブリッジ回路の下ア
ームを構成する。
　上アームのＭＯＳ６１、６２、６３のドレインは、バッテリ５０の高電位電極５１につ
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ながる高電位ラインに接続されている。上アームのＭＯＳ６１、６２、６３のソースは、
対応する下アームのＭＯＳ６４、６５、６６のドレインに接続されている。これらの接続
点は、また、各相のモータ端子に接続されている。
【００１４】
　下アームのＭＯＳ６４、６５、６６のソースと、バッテリ５０の低電位電極５２につな
がるグランドラインとの間には、各相にシャント抵抗２０が設けられている。シャント抵
抗２０は、モータ８０の各相に通電される電流を検出する。
　ＭＯＳ６１、６４およびシャント抵抗２０はＵ相回路６０１を構成し、ＭＯＳ６２、６
５およびシャント抵抗２０はＶ相回路６０２を構成し、ＭＯＳ６３、６６およびシャント
抵抗２０はＷ相回路６０３を構成する。
【００１５】
　電解コンデンサ５３および電源リレー部５５は、バッテリ５０の高電位電極５１とイン
バータ部６０との間に設けられる。電解コンデンサ５３は、電荷を蓄え、バッテリ５０か
らのエネルギーを平滑化する。
　電源リレー部５５は、２つのスイッチング素子５６、５７が直列に接続されて構成され
、バッテリ５０とインバータ部６０とを電気的に接続し又は遮断する。本実施形態のスイ
ッチング素子５６、５７は、ブリッジ回路のスイッチング素子と同様、寄生ダイオードを
付随したＭＯＳＦＥＴにより構成される。以下、スイッチング素子５６、５７を電源リレ
ーＭＯＳ５６、５７という。
【００１６】
　電源リレーＭＯＳ５６および電源リレーＭＯＳ５７は、寄生ダイオードが互いに逆向き
になるように接続される。これにより、仮にバッテリ５０を逆接続した場合でも、電源リ
レーＭＯＳ５６、５７を共にオフしたとき、寄生ダイオードを経由して電流が流れること
を防止する。
【００１７】
　制御部９０は、プリドライバ９１、カスタムＩＣ９２およびマイコン９４等を備えてい
る。カスタムＩＣ９２は、機能ブロックとして検出電圧増幅部９７等を含む。検出電圧増
幅部９７は、シャント抵抗２０の両端電圧を検出し、当該両端電圧を増幅してマイコン９
４へ出力する。
【００１８】
　マイコン９４は、検出電圧増幅部９７から入力されるシャント抵抗２０の両端電圧に基
づいて、モータ８０に通電される電流を検出する。また、マイコン９４は、モータ８０の
回転角度信号等の信号が入力され、これらの入力信号に基づいてプリドライバ９１を駆動
することで、インバータ部６０を制御する。
　具体的には、ＭＯＳ６１～６６のゲートは、プリドライバ９１の出力端子に接続されて
おり、プリドライバ９１が出力端子のゲート電圧を変化させることにより、ＭＯＳ６１～
６６のオン／オフを切り替える。
【００１９】
　本実施形態では、上述のモータ駆動装置１の構成のうち、電源リレー部５５およびイン
バータ部６０を構成する複数のＭＯＳが、１つの半導体モジュール１１としてモジュール
化されている。半導体モジュール１１の具体的な構成について、図３、図４を参照して説
明する。
　図３に示すように、半導体モジュール１１は、電源リレー部５５、及び、インバータ部
６０を構成するＵ相回路６０１、Ｖ相回路６０２、Ｗ相回路６０３の合計４つのブロック
がモールド部１６によって平板状に一体に形成されている。半導体モジュール１１は、モ
ールド部１６の一方の長辺に沿って比較的幅広のパワー端子が突設され、他方の長辺に沿
って比較的幅細の信号用端子が突設されている。
【００２０】
　電源リレー部５５は、電源リレーＭＯＳ５６、５７、前部リードフレーム３１、中間リ
ードフレーム３２、後部リードフレーム３３、２つの銅クリップ２７等を含む。
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　前部リードフレーム３１の端子は、図示しないパワー基板を経由して、バッテリ５０の
高電位電極５１に接続する。また、前部リードフレーム３１は、電源リレーＭＯＳ５６が
搭載される。
　後部リードフレーム３３の端子は、図示しないパワー基板を経由して、各相回路６０１
、６０２、６０３の後述する高電位側リードフレームの端子に接続する。また、後部リー
ドフレーム３３は、電源リレーＭＯＳ５７が搭載される。
【００２１】
　２つの銅クリップ２７は、１つが電源リレーＭＯＳ５６と中間リードフレーム３２とを
接続し、もう１つが中間リードフレーム３２と電源リレーＭＯＳ５７とを接続する。
　以上の構成により、電源リレーＭＯＳ５６と電源リレーＭＯＳ５７とは、バッテリ５０
とインバータ部６０との間で直列に接続される。なお、電源リレー部５５については、本
実施形態の要点ではないため、詳細な説明を省略する。
【００２２】
　次に、各相回路６０１、６０２、６０３は、実質的に同一の構成であるので、Ｕ相回路
６０１を代表として説明する。
　Ｕ相回路６０１は、上アームのＭＯＳ６１、下アームのＭＯＳ６４、高電位側リードフ
レーム３４、モータ側リードフレーム３５、低電位側リードフレーム３６、銅クリップ２
７、シャント抵抗２０等を含む。高電位側リードフレーム３４、モータ側リードフレーム
３５、低電位側リードフレーム３６は、それぞれ、特許請求の範囲に記載の「高電位側導
体」、「負荷側導体」、「低電位側導体」に相当する。また、本実施形態では、銅クリッ
プ２７が「第１接続導体」に相当し、シャント抵抗２０が「シャント抵抗として機能する
第２接続導体」に相当する。
【００２３】
　高電位側リードフレーム３４の端子は、電源リレー部５５の後部リードフレーム３３に
接続する。すなわち、高電位側リードフレーム３４の端子は、電源リレー部５５を経由し
てバッテリ５０の高電位電極５１に接続する。また、高電位側リードフレーム３４は、上
アームのＭＯＳ６１が搭載される。詳しくは、上アームのＭＯＳ６１の裏面のドレインが
高電位側リードフレーム３４の上面に当接する。
　モータ側リードフレーム３５の端子は、モータ８０の入力端子に接続する。また、モー
タ側リードフレーム３５は、下アームのＭＯＳ６４が搭載される。詳しくは、下アームの
ＭＯＳ６４の裏面のドレインがモータ側リードフレーム３５の上面に当接する。
　低電位側リードフレーム３６の端子は、バッテリ５０の低電位電極５２に接続する。
【００２４】
　銅クリップ２７は、一端が上アームのＭＯＳ６１の上面のソースに接続し、他端がモー
タ側リードフレーム３５に接続する。これにより、上アームのＭＯＳ６１のソースと下ア
ームのＭＯＳ６４のドレインとが接続される。
【００２５】
　図３、図４に示すように、シャント抵抗２０は、一端が下アームのＭＯＳ６４のソース
６４２に接続し、他端が低電位側リードフレーム３６に接続する。シャント抵抗２０のＭ
ＯＳ６４側の端部は、センサ端子４６とボンディングワイヤ４１で接続され、シャント抵
抗２０の低電位側リードフレーム３６側の端部は、センサ端子４７とボンディングワイヤ
４２で接続される。センサ端子４６、４７は、検出電圧増幅部９７に接続する。
　なお、ＭＯＳ６４のゲート６４１は、プリドライバ９１の出力端子４８とボンディング
ワイヤ４３で接続され、オンオフが制御される。
【００２６】
　ここで、銅クリップ２７は、ほぼ純銅で形成される。一方、シャント抵抗２０は、マン
ガニン（銅－マンガン－ニッケル合金）、銅－ニッケル合金、ニッケル－クロム合金等の
材質で形成される。
　銅は、電気抵抗が極めて小さい反面、電気抵抗の温度依存性が比較的大きい。一方、マ
ンガニン、銅－ニッケル合金、ニッケル－クロム合金は、電気抵抗の温度依存性が小さい
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ことを特徴とする。ある文献値では、銅の２０℃での抵抗率ρは１．７×１０-8Ω・ｍで
あり、温度係数αは４．３×１０-3／℃である。一方、マンガニンの室温での抵抗率ρは
（３４～１００）×１０-8Ω・ｍであり、温度係数αは（－０．０３～０．０２）×１０
-3／℃である。
　シャント抵抗２０は、このように温度係数の小さい材質を用いることで、発熱等の温度
変化による影響を抑え、精度の高い電流検出を実現することができる。
【００２７】
　続いて、シャント抵抗２０の形状的な特徴について、図１、図４、図５を参照して説明
する。図１、図４に示すように、シャント抵抗２０は、長方形状のマンガニン板、銅－ニ
ッケル板、ニッケル－クロム板等の金属板が、プレス加工等によって長手方向で折り曲げ
られて形成されている。
　これにより、シャント抵抗２０は、長手方向の一方の端部に第１脚部２１、他方の端部
に第２脚部２２、中央部に本体部２４が形成される。第１脚部２１は、底面２１０がモー
タ側リードフレーム３５上のＭＯＳ６４に当接し、第２脚部２２は、底面２２０が低電位
側リードフレーム３６に当接している。
【００２８】
　本体部２４は、第１脚部２１および第２脚部２２に対し高い位置に形成される。第１脚
部底面２１０は、第２脚部底面２２０に対し、ＭＯＳ６４の高さに相当する段差Δｈだけ
高くなるように形成されている。また、第１脚部上面２１１にはボンディングワイヤ４１
が接続され、第２脚部上面２２１にはボンディングワイヤ４２が接続される。
【００２９】
　第１脚部２１と本体部２４、及び第２脚部２２と本体部２４とは、傾斜部２３によって
連結されている。
　図５に示すように、第１脚部２１側の傾斜部２３を例に取ると、ＭＯＳ６４の上面に対
する傾斜部内壁２３１の傾斜角θ１は、比較的大きく、すなわち直角に近い角度で形成さ
れている。参考までに、図５では約７５°で図示されている。
　これにより、シャント抵抗２０をＭＯＳ６４にハンダ付けするとき、下隅部に盛られた
ハンダ２５１の這い上がりを抑えることができる。言い換えれば、ハンダ２５１を本体部
２４の下面２４１から離れた傾斜部内壁２３１の下部にとどめておくことができる。
【００３０】
　仮に、破線で示すように傾斜部内壁２３３の傾斜角θ２が小さいと、下隅部に盛られた
ハンダ２５３が這い上がる、すなわち、本体部下面２４３に届くか、或いは、本体部下面
２４３の近傍まで達する可能性がある。すると、本体部２４からＭＯＳ６４への電流経路
がハンダ２５３を介してショートカットし、シャント抵抗２０の抵抗特性がばらつくおそ
れがある。したがって、電流の検出精度が低下することとなる。
　そこで、傾斜部内壁２３１の傾斜角θ１を比較的大きく設定することで、ハンダ２５１
の這い上がりを抑え、シャント抵抗２０による電流検出精度を向上することができる。
【００３１】
　本実施形態の半導体モジュール１１の効果について、比較例と対比しつつ説明する。
　図６に示すように、比較例の半導体モジュール１９は、モータ側リードフレーム３５と
低電位側リードフレーム３６との間に中継リードフレーム３９がさらに設けられている。
モータ側リードフレーム３５に搭載された下アームのＭＯＳ６４と中継リードフレーム３
９とは銅クリップ２８で接続され、中継リードフレーム３９と低電位側リードフレーム３
６とはシャント抵抗２９で接続されている。シャント抵抗２９の中継リードフレーム３９
側の端部は、ボンディングワイヤ４１でセンサ端子４６と接続されており、シャント抵抗
２９の低電位側リードフレーム３６側の端部は、ボンディングワイヤ４２でセンサ端子４
７と接続されている。なお、図６において、第１実施形態と実質的に同一の構成には同一
の符号を付して示す。
【００３２】
　このように、比較例の半導体モジュール１９では、駆動電流経路を構成する「第２接続
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導体」としての銅クリップ２８と電流検出のためのシャント抵抗２９とが別に設けられる
ため、部品点数および配線箇所が増加する。
　これに対し、本実施形態の半導体モジュール１１は、シャント抵抗２０が「第２接続導
体」を兼ねるため、部品点数および配線箇所を低減することができる。
【００３３】
　また、本実施形態のシャント抵抗２０は、第１脚部底面２１０が第２脚部底面２２０に
対し、ＭＯＳ６４の高さに相当する段差Δｈだけ高くなるように形成されている。そのた
め、リードフレーム３５、３６の上面高さを同一に設定したとき、本体部２４がリードフ
レーム３５、３６に対して平行に配置される。よって、整然としたレイアウトを実現する
ことができる。
【００３４】
　また、特許文献１に記載された従来技術のシャント抵抗では、ボンディングワイヤの接
続位置が所定位置に設けられた一対の電極パッドに限られている。これに対し、本実施形
態では、第１脚部上面２１１および第２脚部上面２２１のどの位置でもよいので、配線の
自由度が増す。
【００３５】
　（第２、第３実施形態）
　次に、本発明の第２、第３実施形態のシャント抵抗について、図７、図８を参照して説
明する。以下の実施形態の説明において、前述の実施形態と実質的に同一の構成には同一
の符号を付して説明を省略する。
　図７に示すように、第２実施形態のシャント抵抗７０は、ＭＯＳ６４に当接する第１脚
部７１が本体部を兼ねている。言い換えれば、第１脚部底面７１０が本体部の下面と同一
の高さに設定され、第１脚部７１と本体部との境界が無い形状となっている。
【００３６】
　一方、低電位側リードフレーム３６に当接する第２脚部７２は、第１実施形態の第２脚
部２２と同様に、第１脚部底面７１０が第２脚部底面７２０に対しＭＯＳ６４の高さに相
当する段差Δｈだけ高くなるように形成されている。ボンディングワイヤ４１は第１脚部
上面７１１に接続され、ボンディングワイヤ４２は第２脚部上面７２１に接続される。
【００３７】
　図８に示すように、第３実施形態のシャント抵抗７５は、金属板底面の長手方向中央部
に切削加工やレーザー加工等により凹溝７８が形成され、この凹溝７８の長手方向両側の
残部に第１脚部７６および第２脚部７７が形成される。また、厚み方向の凹溝７８に対す
る残部が本体部７９を構成する。また、第１脚部底面７６０は、第２脚部底面７７０に対
しＭＯＳ６４の高さに相当する段差Δｈだけ高くなるように形成されている。
【００３８】
　ボンディングワイヤ４１は本体部上面７９１の第１脚部７６側の端部に接続され、ボン
ディングワイヤ４２は本体部上面７９１の第２脚部７７側の端部に接続される。
　これら第２、第３実施形態のシャント抵抗７０、７５によっても、第１実施形態と同様
の効果を奏することができる。
【００３９】
　（第４実施形態）
　次に、本発明の第４実施形態の半導体モジュールについて、図９、図１０を参照して説
明する。
　図９に示すように、第４実施形態の半導体モジュール１２が適用されるモータ駆動装置
２は、相毎に「負荷リレー」としてのモータリレーを構成するスイッチング素子６７、６
８、６９をインバータ部５８に含む。スイッチング素子６７、６８、６９は、ブリッジ回
路のスイッチング素子と同様にＭＯＳＦＥＴにより構成され、各相の上下アームの接続点
とモータ８０とを電気的に接続又は遮断する。以下、スイッチング素子６７、６８、６９
をモータリレーＭＯＳ６７、６８、６９という。
【００４０】
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　第４実施形態では、モータリレーＭＯＳ６７、６８、６９は、ブリッジ回路側がソース
であり、モータ８０側がドレインである。ブリッジ回路の各相上下アームの接続点とモー
タリレーＭＯＳ６７、６８、６９との間には、シャント抵抗２０が設けられている。
　インバータ部５８において、ＭＯＳ６１、６４、シャント抵抗２０およびモータリレー
ＭＯＳ６７はＵ相回路５８１を構成し、ＭＯＳ６２、６５、シャント抵抗２０およびモー
タリレーＭＯＳ６７はＶ相回路５８２を構成し、ＭＯＳ６３、６６、シャント抵抗２０お
よびモータリレーＭＯＳ６７はＷ相回路５８３を構成する。
【００４１】
　各相回路５８１、５８２、５８３は、実質的に同一の構成であるので、各相回路を物理
的に形成する半導体モジュール１２について、Ｕ相回路５８１を代表として説明する。
　図１０に示すように、Ｕ相回路５８１は、上アームのＭＯＳ６１、下アームのＭＯＳ６
４、モータリレーＭＯＳ６７、高電位側リードフレーム３４、モータリレー前リードフレ
ーム３７１、モータリレー後リードフレーム３８１、低電位側リードフレーム３６、銅ク
リップ２７１、２７２、シャント抵抗２０等を含む。モータリレー前リードフレーム３７
１、モータリレー後リードフレーム３８１は、それぞれ、特許請求の範囲に記載の「第１
負荷リレー前導体」、「第１負荷リレー後導体」に相当する。また、本実施形態では、銅
クリップ２７１、２７２が「第１接続導体」および「第２接続導体」に相当し、シャント
抵抗２０が「シャント抵抗として機能する第３接続導体」に相当する。
【００４２】
　以下、高電位側リードフレーム３４および低電位側リードフレーム３６について、第１
実施形態の半導体モジュール１１と同様の内容に関しては説明を省略する。
　モータリレー前リードフレーム３７１は、下アームのＭＯＳ６４が搭載される。
　モータリレー後リードフレーム３８１の端子は、モータ８０の入力端子に接続する。ま
た、モータリレー後リードフレーム３８１は、モータリレーＭＯＳ６７が搭載される。詳
しくは、モータリレーＭＯＳ６７の裏面のドレインがモータリレー後リードフレーム３８
１の上面に当接する。
【００４３】
　「第１接続導体」としての銅クリップ２７１は、一端が上アームのＭＯＳ６１の上面の
ソースに接続し、他端がモータリレー前リードフレーム３７１に接続する。
　「第２接続導体」としての銅クリップ２７２は、一端が下アームのＭＯＳ６４の上面の
ソースに接続し、他端が低電位側リードフレーム３６に接続する。
　「第３接続導体」として機能するシャント抵抗２０は、一端がモータリレーＭＯＳ６７
のソースに接続し、他端がモータリレー前リードフレーム３７１に接続する。
【００４４】
　（第５実施形態）
　次に、本発明の第５実施形態の半導体モジュールについて、図１１、図１２を参照して
説明する。
　図１１に示すように、第５実施形態の半導体モジュール１３が適用されるモータ駆動装
置３は、第４実施形態の半導体モジュール１２に対し、インバータ部５９のモータリレー
ＭＯＳ６７、６８、６９とシャント抵抗２０との配置、及びモータリレーＭＯＳ６７、６
８、６９の寄生ダイオードの向きが異なる。すなわち、第５実施形態では、モータリレー
ＭＯＳ６７、６８、６９は、ブリッジ回路側がドレインであり、モータ８０側がソースで
ある。また、シャント抵抗２０は、モータリレーＭＯＳ６７、６８、６９とモータ８０と
の間に設けられている。
【００４５】
　第５実施形態のインバータ部５９において、ＭＯＳ６１、６４、モータリレーＭＯＳ６
７およびシャント抵抗２０はＵ相回路５９１を構成し、ＭＯＳ６２、６５、モータリレー
ＭＯＳ６７およびシャント抵抗２０はＶ相回路５９２を構成し、ＭＯＳ６３、６６、モー
タリレーＭＯＳ６７およびシャント抵抗２０はＷ相回路５９３を構成する。
【００４６】
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　Ｕ相回路５９１を代表として、第４実施形態との相違点を説明する。
　図１２に示すように、Ｕ相回路５８１は、モータリレー前リードフレーム３７２および
モータリレー後リードフレーム３８２に係る構成の一部が第４実施形態と異なる。モータ
リレー前リードフレーム３７２、モータリレー後リードフレーム３８２は、それぞれ、特
許請求の範囲に記載の「第２負荷リレー前導体」、「第２負荷リレー後導体」に相当する
。
【００４７】
　モータリレー前リードフレーム３７２は、下アームのＭＯＳ６４およびモータリレーＭ
ＯＳ６７が搭載される。一方、モータリレー後リードフレーム３８２にはＭＯＳは搭載さ
れない。
　「第３接続導体」として機能するシャント抵抗２０は、一端がモータリレーＭＯＳ６７
のソースに接続し、他端がモータリレー後リードフレーム３８２に接続する。
【００４８】
　第４、第５実施形態では、以上の構成により、シャント抵抗２０がモータ８０に流れる
電流を検出する。このように、第４、第５実施形態の半導体モジュール１２、１３も、第
１実施形態の半導体モジュール１１と同様にシャント抵抗２０が「第３接続導体」を兼ね
るため、部品点数および配線箇所を低減することができる。
【００４９】
　　　（他の実施形態）
　（ア）半導体モジュールにおけるインバータ部の各相回路、及び電源リレー部の配置順
やリードフレームの形状等は、上記実施形態の形状やレイアウトに限らない。また、電源
リレー部は設けられなくてもよい。
　（イ）半導体モジュールに設けられるブリッジ回路は、三相インバータ回路に限らず、
４つのスイッチング素子から構成されるハーフブリッジ回路であってもよい。ハーフブリ
ッジ回路は、例えば、ブラシ付モータ用の駆動装置に適用される。また、三相インバータ
回路やハーフブリッジ回路は、モータ用の駆動装置以外に適用されてもよい。
【００５０】
　（ウ）上記実施形態のシャント抵抗２０に対し、第１脚部底面と第２脚部底面とを同一
の高さに形成してもよい。この場合、ＭＯＳが搭載されるモータ側リードフレームの高さ
と低電位側リードフレームの高さとを、ディプレス等によってオフセットさせてもよい。
例えば、第１～第３実施形態に対し、モータ側リードフレームに搭載したＭＯＳの上面高
さと低電位側リードフレームの高さとを同一高さにすることにより、底面が単一面である
シャント抵抗を用いることができる。或いは、ＭＯＳ上面がモータ側リードフレーム上面
と同一高さになるようにＭＯＳをモータ側リードフレームに埋め込み、モータ側リードフ
レームと低電位側リードフレームとを同一高さとしてもよい。
【００５１】
　（エ）上記第１～第３実施形態では、下アームのＭＯＳ６４と低電位側リードフレーム
３６とを接続する「第２接続部材」をシャント抵抗２０で構成し、このシャント抵抗２０
を流れる電流を検出することによりモータ電流を検出する。
　これに対し、その他の実施形態では、上アームのスイッチング素子６１とモータ側リー
ドフレーム３５とを接続する「第１接続部材」をシャント抵抗で構成し、このシャント抵
抗を流れる電流を検出することにより、モータに通電される電流を検出してもよい。
　また、モータリレーＭＯＳ６７～６９を有する上記第４、第５実施形態について、「第
３接続部材」に代えて「第１接続部材」または「第２接続部材」をシャント抵抗２０で構
成してもよい。
【００５２】
　（オ）「高電位側導体」、「負荷側導体（負荷リレー前導体、負荷リレー後導体）」、
「低電位側導体」は、上記実施形態のリードフレーム以外に、プリント基板やセラミック
基板上の導体等の電線路を含む。なお、これらを総称して「バスバー」ともいう。
　（カ）シャント抵抗は、ＭＯＳやリードフレームにハンダ付けで接続する他、例えば導
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電性接着剤を用いて接続してもよい。この場合、図５に示すようなハンダの這い上がりを
考慮しなくてもよい。
【００５３】
　（キ）上記実施形態では、シャント抵抗２０の一端と他端との間を流れる電流を、両端
電圧を検出することにより検出する。電流の検出方法はこれに限らず、直接的に電流を検
出してもよい。
　以上、本発明は、上記実施形態になんら限定されるものではなく、発明の趣旨を逸脱し
ない範囲において種々の形態で実施可能である。
【符号の説明】
【００５４】
　１１・・・半導体モジュール、
　２０・・・シャント抵抗（第２接続導体）、
　２７・・・銅クリップ（第１接続導体）、
　３４・・・高電位側リードフレーム（高電位側導体）、
　３５・・・モータ側リードフレーム（負荷側導体）、
　３６・・・低電位側リードフレーム（低電位側導体）、
　５０・・・バッテリ（電力供給源）、
　６１～６６・・・ＭＯＳ（スイッチング素子）、
　８０・・・モータ（負荷）。

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】 【図６】
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【図７】 【図８】

【図９】 【図１０】
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【図１１】 【図１２】
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