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(57)【要約】
【課題】本明細書は、並列に接続されているパワーモジ
ュールの電流経路の抵抗差を抑制した電力変換器を提供
する。
【解決手段】パワーモジュール４ａ（ＰＭ４ａ）とパワ
ーモジュール４ｃ（ＰＭ４ｃ）、及び、ＰＭ４ｂとＰＭ
４ｄは、バスバ３０によって並列に接続されている。バ
スバ３０は、第１バスバ片３１、第２バスバ片３２、接
続バスバ片３３－３５を備えている。ＰＭ４ａの負極端
子４ｎと、ＰＭ４ｃの正極端子４ｐが第１バスバ片３１
で接続される。ＰＭ４ｃの負極端子４ｎと、ＰＭ４ｄの
正極端子４ｐが第２バスバ片３２で接続される。第１バ
スバ片３１と第２バスバ片３２が複数の接続バスバ片３
３－３５で接続される。接続バスバ片３３－３５により
、ＰＭ４ａと４ｃが並列に接続され、ＰＭ４ｂと４ｄも
並列に接続される。接続バスバ３３は、Ｙ方向で第１バ
スバ片３１の中央と、第２バスバ片３２の中央を接続し
ている。
【選択図】図４
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　スイッチング素子を収容しており、第１方向に並んで配置されている第１、第２、第３
、及び、第４パワーモジュールと、
　４個の前記パワーモジュールを接続するバスバと、を備えており、
　夫々の前記パワーモジュールは、前記スイッチング素子と導通している正極端子と負極
端子を備えており、
　前記正極端子と前記負極端子は、前記第１方向に交差する第２方向で並んでいるととも
に、前記第１方向と前記第２方向の両方と交差する第３方向に延びており、
　前記バスバは、
　前記第１パワーモジュールの前記負極端子と、前記第１パワーモジュールに隣接する前
記第２パワーモジュールの前記正極端子を接続する第１バスバ片と、
　前記第３パワーモジュールの前記負極端子と、前記第３パワーモジュールに隣接する前
記第４パワーモジュールの前記正極端子を接続する第２バスバ片と、
　前記第１方向に延びており、前記第１バスバ片と前記第２バスバ片を接続する複数の接
続バスバ片と、
を備えており、
　少なくとも一つの前記接続バスバ片が、前記第１バスバ片の前記第２方向の中央と前記
第２バスバ片の前記第２方向の中央を接続している、電力変換器。
【請求項２】
　少なくとも一つの前記接続バスバ片は、４個の前記パワーモジュールのうちのいずれか
１個の前記正極端子と前記負極端子の間を通過している、請求項１に記載の電力変換器。
【請求項３】
　前記第１バスバ片と前記第２バスバ片と前記接続バスバ片は一枚の金属板で作られてい
る、請求項１又は２に記載の電力変換器。
【請求項４】
　夫々の前記パワーモジュールは、複数の前記スイッチング素子の並列接続を収容してい
る、請求項１から３のいずれか１項に記載の電力変換器。
【請求項５】
　４個の前記パワーモジュールの夫々は、前記第２方向の中央に前記負極端子を備えてい
る、請求項１から４のいずれか１項に記載の電力変換器。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本明細書が開示する技術は、スイッチング素子を収容している複数のパワーモジュール
を備えている電力変換器に関する。特に、少なくとも２個のパワーモジュールが並列に接
続されている電力変換器に関する。
【背景技術】
【０００２】
　電力変換用のスイッチング素子を使った電力変換器では、スイッチング素子を収容した
パワーモジュールを用いることがある。特許文献１には、２個のスイッチング素子を収容
したパワーモジュールを使った電力変換器が開示されている。
【０００３】
　電力変換器の電流容量を高めるため、スイッチング素子を収容した複数のパワーモジュ
ールを並列に接続する場合がある。夫々のパワーモジュールのスイッチング素子は同期し
て駆動される。並列に接続された複数のパワーモジュールは、あたかも一つのパワーモジ
ュールのように動作する。電力変換器に流れる電流は並列に接続された複数のパワーモジ
ュールに分散するため、電力変換器全体での電流容量が大きくなる。
【先行技術文献】
【特許文献】
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【０００４】
【特許文献１】特許第５５４１３６２号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　複数のパワーモジュールを並列に接続する場合、電流経路に抵抗差があると、パワーモ
ジュールの負荷に差が生じてしまう。あるいは、電流経路に抵抗差があると、ゲート発振
を生じるおそれがある。本明細書は、複数のパワーモジュールが並列に接続されている電
力変換器に関し、電流経路の抵抗差を小さくする技術を提供する。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本明細書が開示する電力変換器は、４個のパワーモジュール（第１－第４パワーモジュ
ール）と、４個のパワーモジュールを接続するバスバを備えている。「バスバ」とは、金
属板（あるいは金属棒）で作られた導通部材を意味する。第１－第４パワーモジュールは
、第１方向に並んで配置されている。夫々のパワーモジュールは、スイッチング素子を収
容しているとともに、スイッチング素子と導通している正極端子と負極端子を備えている
。正極端子と負極端子は、第１方向に交差する第２方向で並んでいるとともに、第１方向
と第２方向の両方と交差する第３方向に延びている。バスバは、第１バスバ片、第２バス
バ片、複数の接続バスバ片を備えている。なお、バスバは、一枚の金属板で作られている
が、説明の都合上、各部に上記した名称を付す。第１バスバ片は、第１パワーモジュール
の負極端子と、第１パワーモジュールに隣接する第２パワーモジュールの正極端子を接続
する。第２バスバ片は、第３パワーモジュールの負極端子と、第３パワーモジュールに隣
接する第４パワーモジュールの正極端子を接続する。即ち、第１バスバ片は、第１パワー
モジュールと第２パワーモジュールを直列に接続する。第２バスバ片は、第３パワーモジ
ュールと第４パワーモジュールを直列に接続する。複数の接続バスバ片は、第１方向に延
びており、第１バスバ片と第２バスバ片を接続する。即ち、接続バスバ片が、第１パワー
モジュールと第３パワーモジュールの負極端子同士を接続するとともに、第２パワーモジ
ュールと第４パワーモジュールの正極端子同士を接続する。
【０００７】
　本明細書が開示する電力変換器は、少なくとも１個の接続バスバ片が、第１バスバ片の
第２方向の中央と第２バスバ片の第２方向の中央を接続する。上記の構造、特に、複数の
接続バスバ片の構造により、並列に接続される複数のパワーモジュールの電流経路の抵抗
差が小さくなる。抵抗差が小さくなると、ゲート発振が生じ難くなる。また、複数の接続
バスバ片は、第１バスバ片と第２バスバ片を最短距離で接続するので、接続バスバの内部
インダクタンスも小さくなる。
【０００８】
　本明細書が開示する技術の詳細とさらなる改良は以下の「発明を実施するための形態」
にて説明する。
【図面の簡単な説明】
【０００９】
【図１】実施例の電力変換器を含む電気自動車の電力系のブロック図である。
【図２】パワーモジュールの斜視図である。
【図３】パワーモジュール内部の回路図である。
【図４】電力変換器（一部）の斜視図である。
【図５】電力変換器（一部）の平面図である。
【図６】実施例の電力変換器で採用しているバスバと、比較例１－３のバスバの特性の比
較表である。
【図７】変形例の電力変換器の平面図である。
【発明を実施するための形態】
【００１０】
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　図面を参照して実施例の電力変換器を説明する。実施例の電力変換器は、電気自動車に
搭載されている。図１に、電力変換器１０を含む電気自動車１００の電力系のブロック図
を示す。まず、電力変換器１０の全体の回路構成を説明する。
【００１１】
　電力変換器１０は、電圧コンバータ回路１２とインバータ回路１３を備えている。電圧
コンバータ回路１２の低電圧端１２ａ、１２ｂ（即ち、電力変換器１０の入力端）には、
バッテリ９１が接続されている。電圧コンバータ回路１２の高電圧端１２ｃ、１２ｄには
、インバータ回路１３の直流端が接続されている。電圧コンバータ回路１２とインバータ
回路１３の間には、電流平滑用のコンデンサ５が接続されている。インバータ回路１３の
交流端には、モータ９２が接続されている。電気自動車１００は、モータ９２で走行する
。車両が減速するときには車両の慣性エネルギを使ってモータ９２が発電する。発電で得
た交流電力（回生電力）は、電力変換器１０によって直流電力に変換され、バッテリ９１
に蓄えられる。
【００１２】
　電圧コンバータ回路１２を説明する。電圧コンバータ回路１２は、フィルタコンデンサ
２、リアクトル３、複数のパワーモジュール４ａ－４ｄを備えている。パワーモジュール
４ａ－４ｄのいずれか１個を区別なく示すときにはパワーモジュール４と表記する。
【００１３】
　詳しくは後述するが、パワーモジュール４は、その本体に３個のスイッチング素子と３
個のダイオードが収容されている。３個のスイッチング素子は並列に接続されており、夫
々のスイッチング素子にダイオードが逆並列に接続されている。
【００１４】
　パワーモジュール４ａと４ｃは並列に接続されており、パワーモジュール４ｂと４ｄも
並列に接続されている。パワーモジュール４ａ、４ｃの組と、パワーモジュール４ｂ、４
ｄの組は、直列に接続されている。パワーモジュール４ａ、４ｃの組と、パワーモジュー
ル４ｂ、４ｄの組の直列接続は、高電圧端１２ｃ、１２ｄの間に接続されている。パワー
モジュール４ａ－４ｄの直列接続の中点にリアクトル３の一端が接続されている。リアク
トル３の他端は低電圧端の正極１２ａに接続されている。低電圧端の正極１２ａと負極１
２ｂの間にフィルタコンデンサ２が接続されている。低電圧端の負極１２ｂと高電圧端の
負極１２ｄは、直接に接続されている。
【００１５】
　電圧コンバータ回路１２は、低電圧端１２ａ、１２ｂに印加された電圧を昇圧して高電
圧端１２ｃ、１２ｄに出力する昇圧機能と、高電圧端１２ｃ、１２ｄに印加された電圧を
降圧して低電圧端１２ａ、１２ｂに出力する降圧機能を有している。即ち、電圧コンバー
タ回路１２は、双方向ＤＣ－ＤＣコンバータである。高電圧端１２ｃ、１２ｄには、モー
タ９２が発生した回生電力の電圧が印加される。電圧コンバータ回路１２は、２個のパワ
ーモジュール４ａと４ｃを並列に接続し、別の２個のパワーモジュール４ｂと４ｄも並列
に接続し、電流容量を大きくしている。
【００１６】
　インバータ回路１３について説明する。インバータ回路１３は、３個のパワーモジュー
ル６ａ－６ｃを備えている。３個のパワーモジュール６ａ－６ｃは、正極線７ｐと負極線
７ｎの間で並列に接続されている。パワーモジュール６ａ－６ｃのいずれか１個を区別な
く示すときにはパワーモジュール６と表記する。パワーモジュール６には、２個のスイッ
チング素子と２個のダイオードが収容されている。２個のスイッチング素子は、パワーモ
ジュール６の本体の中で直列に接続されている。夫々のダイオードは、夫々のスイッチン
グ素子に逆並列に接続されている。３個のパワーモジュール６の各スイッチング素子を適
宜にオンオフすると、２個のスイッチング素子の直列接続の中点から交流が出力される。
インバータ回路１３が出力する交流がモータ９２に供給される。なお、インバータ回路１
３は、モータ９２が生成する回生電力（交流）を直流に変換して電圧コンバータ回路１２
に供給する場合もある。
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【００１７】
　電圧コンバータ回路１２のパワーモジュール４と、インバータ回路１３のパワーモジュ
ール６は、内部におけるスイッチング素子の接続構造が異なる。パワーモジュール４の外
観を図２に示す。パワーモジュール４には３個の半導体チップ４１ａ、４１ｂ、４１ｃが
収容されている。図３に、パワーモジュール４の内部の回路図を示す。半導体チップ４１
ａ（４１ｂ、４１ｃ）には、１個のスイッチング素子４８ａ（４８ｂ、４８ｃ）と１個の
ダイオード４９ａ（４９ｂ、４９ｃ）の逆並列回路が収容されている。パワーモジュール
４の内部で、３個の半導体チップ４１ａ－４１ｃは並列に接続されている。即ち、３個の
スイッチング素子４８ａ－４８ｃが並列に接続されている。スイッチング素子４８ａ－４
８ｃは、電力変換用のスイッチング素子であり、典型的には、ＩＧＢＴ（Insulated Gate
 Bipolar Transistor）、あるいは、ＭＯＳＦＥＴ（Metal Oxide Semiconductor Field E
ffect Transistor）である。
【００１８】
　図２に戻り、パワーモジュール４の説明を続ける。パワーモジュール４は扁平な形状を
有しており、幅広面には放熱板４４が露出している。反対側の幅広面にも放熱板が露出し
ている。一つの幅狭面から、３個の半導体チップ４１ａ－４１ｃの並列接続の正極端子４
ｐと負極端子４ｎが延びている。反対側の幅狭面から制御端子４３ａ－４３ｃが延びてい
る。制御端子４３ａ（４３ｂ、４３ｃ）は、半導体チップ４１ａ（４３ｂ、４３ｃ）のス
イッチング素子のゲート端子や温度センサの端子などである。
【００１９】
　電圧コンバータ回路１２のパワーモジュール４ａ－４ｄと、インバータ回路１３のパワ
ーモジュール６ａ－６ｃは、積層ユニットに集約され、集中して冷却される。図４に、電
力変換器１０の一部である積層ユニット２０の斜視図を示す。図５に積層ユニット２０の
平面図を示す。積層ユニット２０は、複数のパワーモジュール４、６を複数の冷却器２１
とともに積層したデバイスである。積層ユニット２０は、電力変換器１０の主要部品であ
る。
【００２０】
　冷却器２１は、扁平形状を有している。複数の冷却器２１は、扁平面が対向するように
、Ｘ方向に並んで配置されている。なお、図４、図５では、いくつかの冷却器には符号２
１を省略した。隣接する冷却器２１の間にパワーモジュール４あるいはパワーモジュール
６が挟まれている。隣接する冷却器２１は、２個の連結パイプ２３ａ、２３ｂで接続され
ている。冷却器とパワーモジュールの積層方向（Ｘ方向）からみて、２個の連結パイプ２
３ａ、２３ｂは、パワーモジュール４（６）の両側に位置している。図４、図５では、一
対の連結パイプにのみ、符号２３ａ、２３ｂを付し、残りの連結パイプには符号を省略し
た。
【００２１】
　複数の冷却器２１の並びの端の冷却器２１（図５において左端の冷却器２１）には冷媒
供給管２２ａと冷媒排出管２２ｂが接続されている。冷媒供給管２２ａは、積層方向（Ｘ
方向）からみて、一方の連結パイプ２３ａと重なる位置に取り付けられており、冷媒排出
管２２ｂは、他方の連結パイプ２３ｂと重なる位置に取り付けられている。冷媒供給管２
２ａと冷媒排出管２２ｂは、不図示の冷媒循環装置に接続されている。冷媒供給管２２ａ
を通じて冷媒が積層ユニット２０へ供給される。冷却器２１の内部には冷媒の流路が設け
られている。冷媒は、一方の連結パイプ２３ａを介して全ての冷却器２１に分配される。
冷媒は、冷却器２１を通る間に隣接するパワーモジュール４（６）の熱を吸収する。熱を
吸収した冷媒は、他方の連結パイプ２３ｂと冷媒排出管２２ｂを通じて積層ユニット２０
から排出される。冷媒は液体であり、典型的には、水あるいは不凍液である。
【００２２】
　電圧コンバータ回路１２の４個のパワーモジュール４ａ－４ｄは、Ｘ方向に並んで配置
されている。先に述べたように、夫々のパワーモジュール４は、正極端子４ｐと負極端子
４ｎを備えている。正極端子４ｐと負極端子４ｎは、Ｘ方向と直交するＹ方向に並んでい
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る。正極端子４ｐと負極端子４ｎは、パワーモジュール４の本体から、Ｘ方向及びＹ方向
の夫々と直交するＺ方向に延びている。複数のパワーモジュール４の正極端子４ｐは、Ｘ
方向に一列にならび、複数の負極端子４ｎもＸ方向に一列に並ぶことになる。
【００２３】
　インバータ回路１３の３個のパワーモジュール６ａ－６ｃも、Ｘ方向に並んで配置され
ている。夫々のパワーモジュール６は、正極端子６ｐと負極端子６ｎと中点端子６ｕを備
えている。正極端子６ｐは、パワーモジュール６の内部の直列回路（２個のスイッチング
素子の直列回路）の正極に対応している。負極端子６ｎは、直列回路の負極に対応してい
る。中点端子６ｕは、直列回路の中点に対応している。図４、図５では、右端のパワーモ
ジュール６ｃの端子にのみ、符号６ｐ、６ｎ、６ｕを付してあり、残りのパワーモジュー
ル６ａ、６ｂの端子には符号を省略した。
【００２４】
　図４と図５には、パワーモジュール４ａと４ｂ（４ｃと４ｄ）を直列に接続するととも
に、４ａと４ｃ（４ｂと４ｄ）を並列に接続するバスバ３０も図示してある。図４、図５
では、他のバスバの図示は省略している。バスバとは、内部抵抗が小さい金属板（あるい
は金属棒）で作られた導通部材である。バスバとは、大電力の伝送に適した導体である。
【００２５】
　図４では、積層ユニット２０から分離したバスバ３０と、積層ユニット２０に取り付け
たバスバ３０の両方を描いてある。バスバ３０は、一枚の金属板で作られているが、説明
の便宜上、第１バスバ片３１、第２バスバ片３２、接続バスバ片３３、３４、３５、基部
３７に分けて説明する。図５では、理解を助けるために、第１バスバ片３１と第２バスバ
片３２に濃いグレーのハッチングを付し、接続バスバ片３３、３４、３５には、薄いグレ
ーのハッチングを付した。基部３７にはハッチングを付していない。
【００２６】
　第１バスバ片３１は、Ｙ方向に延びており、パワーモジュール４ａの負極端子４ｎとパ
ワーモジュール４ｂの正極端子４ｐを接続している。パワーモジュール４ａと４ｂはＸ方
向で隣接している。第１バスバ片３１には、直角に折れ曲がっている２個のタブ３６が備
えられており、一方のタブ３６がパワーモジュール４ａの負極端子４ｎと接続されており
、他方のタブ３６がパワーモジュール４ｂの正極端子４ｐに接続されている。
【００２７】
　第２バスバ片３２は、Ｙ方向に延びており、パワーモジュール４ｃの負極端子４ｎとパ
ワーモジュール４ｄの正極端子４ｐを接続している。パワーモジュール４ｃと４ｄはＸ方
向で隣接している。第２バスバ片３２には、直角に折れ曲がっている２個のタブ３６が備
えられており、一方のタブ３６がパワーモジュール４ｃの負極端子４ｎと接続されており
、他方のタブ３６がパワーモジュール４ｄの正極端子４ｐに接続されている。
【００２８】
　３個の接続バスバ片３３、３４、３５は、Ｘ方向に延びており、第１バスバ片３１と第
２バスバ片３２を接続している。接続バスバ片３３は、Ｙ方向で第１バスバ片３１の中央
と第２バスバ片３２の中央を接続している。接続バスバ片３４は、第１バスバ片３１の先
端と第２バスバ片３２の先端を接続している。接続バスバ片３５は、第１バスバ片３１の
根本と第２バスバ片３２の根本を接続している。基部３７の一端は、接続バスバ片３５に
接続している。図示を省略しているが、基部３７の他端はリアクトル３に接続されている
（図１参照）。
【００２９】
　Ｙ方向に延びている第１バスバ片３１が、パワーモジュール４ａと４ｂを直列に接続し
ており、第２バスバ片３２がパワーモジュール４ｃと４ｄを直列に接続している。そして
、Ｘ方向に延びている３個の接続バスバ片３３－３５が、第１バスバ片３１と第２バスバ
片３２を接続している。即ち、３個の接続バスバ片３３－３５が、パワーモジュール４ａ
と４ｃを並列に接続するとともに、パワーモジュール４ｂと４ｄを並列に接続する。
【００３０】
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　電力変換器１０では、電流容量を大きくするために、パワーモジュールを並列に接続し
ている。パワーモジュール（スイッチング素子）を並列に接続することで、複数のパワー
モジュール（スイッチング素子）に電流が分散され、電力変換器１０の全体の電流容量が
大きくなる。図２、図３に示したように、１個のパワーモジュール４では３個のスイッチ
ング素子が並列に接続されている。２個のパワーモジュールを並列に接続することで、６
個のスイッチング素子の並列接続が実現する。並列に接続された６個のスイッチング素子
は、同期して動作することで、あたかも一つのスイッチング素子のように振る舞う。
【００３１】
　一方、並列に接続されているパワーモジュールの電流経路に抵抗差があると、負荷に偏
りが生じてしまう。そうすると、負荷の高いパワーモジュールが負荷の低いパワーモジュ
ールよりも劣化が進んでしまう。また、並列に接続されているパワーモジュール（スイッ
チング素子）の電流経路に抵抗差があると、いわゆるゲート発振が生じ易くなる。並列に
接続されているパワーモジュールの間の抵抗差は小さいことが望ましい。
【００３２】
　実施例の電力変換器１０では、パワーモジュール４ａと４ｃ（４ｂと４ｄ）は、バスバ
３０で並列に接続される。Ｙ方向に延びている第１バスバ片３１がパワーモジュール４ａ
と４ｂを直列に接続し、第２バスバ片３２がパワーモジュール４ｃと４ｄを直列に接続す
る。そして、Ｘ方向に延びている３個の接続バスバ片３３－３５が、第１バスバ片３１と
第２バスバ片３２を最短距離で接続する。接続バスバ片３３は、Ｙ方向で第１バスバ片３
１の中央と第２バスバ片３２の中央を接続する。正極端子４ｐと負極端子４ｎはＺ方向に
延びており、接続バスバ片３３は、パワーモジュール４ａの正極端子４ｐと負極端子４ｎ
の間を通過している。バスバ３０のこの形状によって、並列に接続されるパワーモジュー
ル４ａと４ｃ（４ｂと４ｄ）の間の抵抗差を抑えることができる。バスバ３０を採用する
ことで、パワーモジュール間の負荷の差が小さくなるとともに、ゲート発振が生じ難くな
る。
【００３３】
　また、３個の接続バスバ片３３－３５が、パワーモジュール４ａと４ｃ（４ｂと４ｄ）
を最短距離で並列に接続することにより、バスバ３０の寄生インダクタンスを抑えること
ができる。
【００３４】
　図６に、実施例の電力変換器１０で採用されたバスバ３０と、形状の異なる３種類のバ
スバ（比較例１－３）について、特性を比較した表を示す。電流アンバランス、ゲート発
振、インダクタンスの３項目について特性を比較した。図６の最左列が、バスバ３０を示
している。なお、図６に示すバスバ３０は、図４で示したバスバ３０に対して上下が逆に
描かれている。
【００３５】
　各項目の特性は、４タイプのバスバの相対的な性能で評価した。「Ａ」は、４タイプの
形状の中で最も性能がよいことを示す。「Ｂ」は、４タイプの形状の中で２番目に性能が
よいことを示す。「Ｃ」は４タイプの形状の中で３番目あるいは４番目の性能であること
を示す。実施例の電力変換器１０で採用したバスバ３０は、全ての項目で「Ａ」評価であ
った。
【００３６】
　（変形例）図７に変形例の積層ユニット２０ａ（変形例の電力変換器）の平面図を示す
。図７では、バスバ３０の全体にグレーのハッチングを施してある。バスバ３０の形状は
実施例の電力変換器１０（積層ユニット２０）のバスバと同じである。図７では、バスバ
３０の各部を示す符号（３１－３７）の図示は省略した。
【００３７】
　この変形例では、パワーモジュール４ａと４ｂが向かい合わせに配置されている。すな
わち、パワーモジュール４ａの正極端子４ｐとパワーモジュール４ｂの正極端子４ｐは、
Ｘ方向で並んでいない。パワーモジュール４ａの正極端子４ｐは図７において負極端子４
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ｎの－Ｙ側に位置しており、パワーモジュール４ｂの正極端子４ｐは負極端子４ｎの＋Ｙ
側に位置している。一方、負極端子４ｎは、Ｙ方向でパワーモジュール４ａ、４ｂの中央
に位置している。そのため、パワーモジュール４ａ、４ｂを向かい合わせに配置しても、
２個の負極端子４ｎはＸ方向で対向する。パワーモジュール４ｃ、４ｄも同様に向かい合
わせに配置されている。この場合でも実施例のバスバ３０と同じバスバを使うことができ
る。
【００３８】
　実施例で説明した技術に関する留意点を述べる。実施例の電力変換器１０では、第１バ
スバ片３１と第２バスバ片３２が３個の接続バスバ片３３－３５で接続されている。そし
て、１個の接続バスバ片３３が、Ｙ方向で第１バスバ片３１の中央と第２バスバ片３２の
中央を接続している。第１バスバ片３１と第２バスバ片３２を接続する接続バスバ片は、
少なくとも２個あればよい。そして、２個のうちの一方が、Ｙ方向で第１バスバ片の中央
と第２バスバ片の中央を接続していればよい。
【００３９】
　パワーモジュール４ａ－４ｄがそれぞれ、第１－第４パワーモジュールの一例に相当す
る。図中の座標系のＸ方向、Ｙ方向、Ｚ方向がそれぞれ、第１方向、第２方向、第３方向
に対応する。
【００４０】
　実施例のパワーモジュール４は、並列に接続された３個のスイッチング素子を収容して
いた。本明細書が開示する技術は、２個のスイッチング素子が並列に接続されているパワ
ーモジュールを使った電力変換器に適用することもできる。また、本明細書が開示する技
術は、一つのスイッチング素子を収容する複数のパワーモジュールを並列に接続した電力
変換器に適用することもできる。さらに、本明細書が開示する技術は、４個以上のスイッ
チング素子を並列に接続したパワーモジュールを並列に接続した電力変換器に適用するこ
とも可能である。
【００４１】
　以上、本発明の具体例を詳細に説明したが、これらは例示に過ぎず、特許請求の範囲を
限定するものではない。特許請求の範囲に記載の技術には、以上に例示した具体例を様々
に変形、変更したものが含まれる。本明細書または図面に説明した技術要素は、単独であ
るいは各種の組合せによって技術的有用性を発揮するものであり、出願時請求項記載の組
合せに限定されるものではない。また、本明細書または図面に例示した技術は複数目的を
同時に達成し得るものであり、そのうちの一つの目的を達成すること自体で技術的有用性
を持つものである。
【符号の説明】
【００４２】
２：フィルタコンデンサ
３：リアクトル
４、４ａ－４ｄ、６、６ａ－６ｃ：パワーモジュール
４ｎ：負極端子
４ｐ：正極端子
５：コンデンサ
１０：電力変換器
１２：電圧コンバータ回路
１３：インバータ回路
２０、２０ａ：積層ユニット
２１：冷却器
３０：バスバ
３１：第１バスバ片
３２：第２バスバ片
３３－３５：接続バスバ片
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３６：タブ
３７：基部
４１ａ－４１ｃ：半導体チップ
４８ａ－４８ｃ：スイッチング素子
４９ａ－４９ｃ：ダイオード
９１：バッテリ
９２：モータ
１００：電気自動車

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】 【図６】
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