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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ベースプレートと、
　該ベースプレートの一方の面に載置され、スイッチング素子及びダイオード素子をそれ
ぞれ備えた複数の基板と、
　前記ベースプレートの他方の面に接するように設けられた冷媒流路と、
を備えた半導体モジュールであって、
　前記冷媒流路内に所定方向の平行な冷媒の流れを形成する平行流形成手段を備え、
　前記各基板は、前記スイッチング素子と前記ダイオード素子とが前記冷媒の流れ方向に
対する直交方向に並べて配置され、
　前記複数の基板は、一対の下アーム用スイッチング素子及び上アーム用スイッチング素
子のいずれか一方をそれぞれ備えた一対の基板を一組とし、複数組が前記直交方向に並べ
て配置されるとともに、前記各組を構成する前記一対の基板が前記冷媒の流れ方向に直列
に配置され、
　前記各組を構成する前記一対の基板の一方の基板では前記直交方向の一方側に前記スイ
ッチング素子が配置され、他方の基板では前記直交方向の前記一方側に前記ダイオード素
子が配置されている半導体モジュール。
【請求項２】
　前記一対の基板は、互いに同一の構成を有し、点対称に配置されている請求項１に記載
の半導体モジュール。
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【請求項３】
　前記各基板は、前記スイッチング素子に対して前記冷媒の流れ方向に位置を異ならせて
配置された接続端子領域を備え、
　前記一対の基板の一方又は双方の前記接続端子領域が、各基板の前記スイッチング素子
よりも他方の基板側に配置されている請求項１又は２に記載の半導体モジュール。
【請求項４】
　前記各基板は、前記スイッチング素子を複数備えるとともに、前記スイッチング素子と
同数の前記ダイオード素子及び接続端子領域を備え、
　前記複数の接続端子領域が、前記スイッチング素子及び前記ダイオード素子に対して前
記直交方向のいずれか一方側に配置されるとともに、前記冷媒の流れ方向に直列に配置さ
れている請求項１又は２に記載の半導体モジュール。
【請求項５】
　前記平行流形成手段は、前記ベースプレートの前記他方の面に沿って互いに平行に配置
された複数のフィンである請求項１から４のいずれか一項に記載の半導体モジュール。
【請求項６】
　前記各組における前記冷媒の流れ方向の下流側に配置された前記基板の前記スイッチン
グ素子について設けられた温度検出手段を用いて、前記各組を構成する前記一対の基板の
双方のスイッチング素子の温度管理のための温度検出を行う請求項１から５のいずれか一
項に記載の半導体モジュール。
【請求項７】
　グランドに接続された前記下アーム用スイッチング素子について設けられた温度検出手
段を用いて、前記各組を構成する前記一対の基板の双方のスイッチング素子の温度管理の
ための温度検出を行う請求項１から６のいずれか一項に記載の半導体モジュール。
【請求項８】
　前記複数の基板として、三相交流用のインバータ回路を構成する各相の下アーム用スイ
ッチング素子及び上アーム用スイッチング素子のいずれかをそれぞれ備えた６つの基板が
前記ベースプレートの前記一方の面に載置されている請求項１から７のいずれか一項に記
載の半導体モジュール。
【請求項９】
　請求項８に記載の半導体モジュールを備えたインバータ装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、ベースプレートと、該ベースプレートの一方の面に載置され、スイッチング
素子、ダイオード素子、及び接続端子領域をそれぞれ備えた複数の基板と、前記ベースプ
レートの他方の面に接するように設けられた冷媒流路と、を備えた半導体モジュール及び
インバータ装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　例えば、ハイブリッド車両や電動車両等に用いるような大きな出力の電動機を駆動する
ためのインバータ回路では、当該インバータ回路を構成するスイッチング素子を備えた半
導体モジュールは、発熱量が多く、更に小型化が要求される。このため、半導体モジュー
ルの冷却構造として水冷方式が用いられることが多い。このような水冷方式の半導体モジ
ュールの構成として、例えば下記の特許文献１には、図１４に示すような構成が開示され
ている。この図において、（ａ）は平面図、（ｂ）は側面図、（ｃ）は正面図である。こ
の図に示す半導体モジュール１０１は、裏面にストライプ状のフィン１０３が形成された
ベースプレート１０２と、このベースプレート１０２の上面に載置された６つの基板１０
４とを備えている。また、ベースプレート１０２の下面には、図示しない水路カバーがフ
ィン１０３の底面（図１４（ｂ）におけるフィン１０３の下側の面）に接するように設け
られ、これによって複数のフィン１０３間にそれぞれ冷媒流路１０５が形成される。した
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がって、この半導体モジュール１０１では、冷媒の流れ方向Ｄはベースプレート１０２の
長手方向（図１４における左右方向）となっている。そして、ベースプレート１０２上に
載置された６つの基板１０４は、冷媒の流れ方向Ｄに直列に配置されている。
【０００３】
　また、各基板１０４上には、スイッチング素子１０６としてのＩＧＢＴ（Insulated Ga
te Bipolar Transistor）素子と、ダイオード素子１０７とがそれぞれ２つずつ配置され
ている。また、各基板１０４に隣接して、各基板１０４上の素子１０６、１０７と図示し
ない制御基板との電気的な接続のためのワイヤボンディングが行われる接続端子領域１０
８が配置されている。そして、この基板１０４上では、２つのスイッチング素子１０６と
２つのダイオード素子１０７とが、冷媒の流れ方向Ｄに対する直交方向に一つずつ交互に
並べて配置されている。また、接続端子領域１０８は、冷媒の流れ方向Ｄに一対の基板１
０４Ａ、１０４Ｂが対向する側とは反対側に配置されている。
【０００４】
【特許文献１】特開２００４－３４９３２４号公報（第６－７頁、第５図）
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　上記の図１４に示す半導体モジュールの構成では、６つの基板１０４の全てが、冷媒の
流れ方向Ｄに直列に配置されているために、複数のフィン１０３間に形成された各冷媒流
路１０５を流れる同じ冷媒の流れが、複数（少なくとも３つ）のスイッチング素子１０６
を順次冷却する構成となっている。このため、各冷媒流路１０５を流れる冷媒の温度が次
第に上昇することになり、下流側のスイッチング素子１０６の冷却性能が低下するという
問題があった。
【０００６】
　本発明は、上記の課題に鑑みてなされたものであり、その目的は、ベースプレートの一
方の面に複数の基板が載置され、他方の面に接するように冷媒流路が設けられた構成に関
して、全ての基板のスイッチング素子を適切に冷却することができる構成を備えた半導体
モジュール及びインバータ装置を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　上記目的を達成するための本発明に係る、ベースプレートと、該ベースプレートの一方
の面に載置され、スイッチング素子及びダイオード素子をそれぞれ備えた複数の基板と、
前記ベースプレートの他方の面に接するように設けられた冷媒流路と、を備えた半導体モ
ジュールの特徴構成は、前記冷媒流路内に所定方向の平行な冷媒の流れを形成する平行流
形成手段を備え、前記各基板は、前記スイッチング素子と前記ダイオード素子とが前記冷
媒の流れ方向に対する直交方向に並べて配置され、前記複数の基板は、一対の下アーム用
スイッチング素子及び上アーム用スイッチング素子のいずれか一方をそれぞれ備えた一対
の基板を一組とし、複数組が前記直交方向に並べて配置されるとともに、前記各組を構成
する前記一対の基板が前記冷媒の流れ方向に直列に配置され、前記各組を構成する前記一
対の基板の一方の基板では前記直交方向の一方側に前記スイッチング素子が配置され、他
方の基板では前記直交方向の前記一方側に前記ダイオード素子が配置されている点にある
。
【０００８】
　この特徴構成によれば、ベースプレートの一方の面に載置された複数の基板のそれぞれ
のスイッチング素子とダイオード素子とが、ベースプレートの他方の面に設けられた冷媒
流路内の冷媒の流れ方向に対する直交方向に並べて直列に配置される構成において、各組
を構成して冷媒の流れ方向に直列に配置される一対の基板のそれぞれのスイッチング素子
が、互いに、冷媒の流れ方向に対する直交方向にほぼ異なる位置となるように配置される
ことになる。また、この特徴構成によれば、一対の下アーム用スイッチング素子及び上ア
ーム用スイッチング素子のいずれか一方をそれぞれ備えた一対の前記基板を一組とし、複
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数組が前記直交方向に並べて配置されているので、複数組の基板をベースプレート上に配
置した場合であっても、一組を構成する一対の基板以上に多くの基板が冷媒の流れ方向Ｄ
に配置されることがない。
【０００９】
　よって、冷媒流路内の平行な冷媒の流れに沿ってみた場合に、同じ冷媒の流れが、基本
的に一対の基板のいずれか一方のスイッチング素子のみを冷却する構成にできる。したが
って、一対の基板の双方のスイッチング素子をそれぞれ適切に冷却することができる。換
言すれば、冷媒の流れ方向の上流側で一方の基板のスイッチング素子の冷却を行って温度
が上昇した同じ冷媒の流れが、下流側で更に他方の基板のスイッチング素子の冷却を行う
構成となることにより生じる、下流側のスイッチング素子の冷却性能の低下を抑制できる
。よって、ベースプレートの一方の面に載置された全ての基板のスイッチング素子を適切
に冷却することが可能となる。
【００１０】
　ここで、前記一対の基板は、互いに同一の構成を有し、点対称に配置されていると好適
である。
【００１１】
　この構成によれば、上記のように、冷媒の流れ方向に直列に配置される一対の基板のそ
れぞれのスイッチング素子が、互いに、冷媒の流れ方向に対する直交方向にほぼ異なる位
置となるように配置しつつ、それら一対の基板を共通化することができる。したがって、
冷媒の流れ方向に直列に配置される一対の基板のそれぞれのスイッチング素子が、互いに
、冷媒の流れ方向に対する直交方向にほぼ異なる位置となるように配置するために、素子
等の配置が異なる複数種類の基板を用いる必要がなく、半導体モジュールの製造コストの
上昇を抑制することができる。
【００１２】
　また、前記各基板は、前記スイッチング素子に対して前記冷媒の流れ方向に位置を異な
らせて配置された接続端子領域を備え、前記一対の基板の一方又は双方の前記接続端子領
域が、各基板の前記スイッチング素子よりも他方の基板側に配置されていると好適である
。
【００１３】
　この構成によれば、一対の基板のそれぞれが有する２つのスイッチング素子が、冷媒の
流れ方向に、少なくとも一方の基板の接続端子領域を挟んで配置されることになる。これ
により、最も発熱するスイッチング素子を、一対の基板間で互いに離れた位置に配置する
ことができ、一対の基板のスイッチング素子のそれぞれから伝達された熱により、ベース
プレート上で熱干渉が生じることを抑制できる。したがって、全ての基板のスイッチング
素子を適切に冷却することが可能となる。
【００１４】
　また、前記各基板は、前記スイッチング素子を複数備えるとともに、前記スイッチング
素子と同数の前記ダイオード素子及び接続端子領域を備え、前記複数の接続端子領域が、
前記スイッチング素子及び前記ダイオード素子に対して前記直交方向のいずれか一方側に
配置されるとともに、前記冷媒の流れ方向に直列に配置されていると好適である。
【００１５】
　この構成によれば、各基板が、スイッチング素子、ダイオード素子及び接続端子領域を
それぞれ複数備える場合に、複数の接続端子領域が、直交方向の同じ側において、冷媒の
流れ方向に直列に配置されるので、各基板の接続端子領域に固着されるリードピン等の端
子を冷媒の流れ方向に一列にまとめて配置することができる。更に、冷媒の流れ方向に直
列に配置される一対の基板を一組とした場合における、隣接する一方の組の下アーム用ス
イッチング素子を備えた基板の接続端子領域と、他方の組の上アーム用スイッチング素子
を備えた基板の接続端子領域とが、隣接する２つの組間で対向するように配置されるので
、これらの２つの基板の接続端子領域に固着されるリードピン等の端子も、冷媒の流れ方
向に一列にまとめて配置することができる。したがって、複数の基板の上方に配置され、
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リードピン等の端子が接続される制御基板の配線パターン等の構成を簡略化することが可
能となる。
【００１６】
　また、前記平行流形成手段は、前記ベースプレートの前記他方の面に沿って互いに平行
に配置された複数のフィンであると好適である。
【００１７】
　この構成によれば、冷媒流路内に複数のフィンに沿った方向の平行な冷媒の流れを適切
に形成することができる。また、複数のフィンを設けたことによって冷媒流路の表面積を
広くすることができるため、基板からベースプレートに伝達された熱を効率的に放熱する
ことができる。
【００１８】
　また、前記各組における前記冷媒の流れ方向の下流側に配置された前記基板の前記スイ
ッチング素子について設けられた温度検出手段を用いて、前記各組を構成する前記一対の
基板の双方のスイッチング素子の温度管理のための温度検出を行うと好適である。
【００１９】
　この構成によれば、冷媒の流れ方向の上流側に配置された基板のスイッチング素子につ
いての温度検出手段を省略することができる。したがって、温度検出手段の構成を簡略化
することができ、半導体モジュールの製造コストを低減することができる。また、通常は
、冷媒の流れ方向の上流側よりも下流側の方が冷媒の温度が上昇し、下流側に配置された
基板のスイッチング素子の方が、上流側に配置された基板のスイッチング素子よりも高温
になる可能性が高い。そのため、下流側に配置された基板のスイッチング素子の温度検出
結果のみを用いて温度管理を行っても、上流側に配置された基板のスイッチング素子の温
度が所定の動作保障温度範囲を超えることはなく、問題は生じない。
【００２０】
　また、グランドに接続された前記下アーム用スイッチング素子について設けられた温度
検出手段を用いて、前記各組を構成する前記一対の基板の双方のスイッチング素子の温度
管理のための温度検出を行うと好適である。
【００２１】
　この構成によれば、温度検出手段を、グランドの電位を基準とした構成とすることがで
きる。したがって、電源電位を基準とした温度検出手段に比べて構成を簡略化することが
可能となり、半導体モジュールの製造コストを低減することができる。
【００２２】
　また、前記複数の基板として、三相交流用のインバータ回路を構成する各相の下アーム
用スイッチング素子及び上アーム用スイッチング素子のいずれかをそれぞれ備えた６つの
基板が前記ベースプレートの前記一方の面に載置されていると好適である。
【００２３】
　この構成によれば、三相交流用のインバータ回路を構成する全てのスイッチング素子を
、ベースプレートに一体的に備えることになるので、この半導体モジュールを用いて、小
型で軽量の三相交流用のインバータ回路を容易に構成することが可能となる。
【００２４】
　また、前記のような三相交流用のインバータ回路を構成する半導体モジュールによりイ
ンバータ装置を構成すると好適である。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２５】
１．第一の実施形態
　本発明の第一の実施形態について図面に基づいて説明する。本実施形態においては、本
発明を三相交流用のインバータ回路を構成するインバータ装置としての半導体モジュール
１に適用した例について説明する。図１は、本実施形態に係る半導体モジュール１の要部
の構成を示す平面図である。図２は、図１のII－II断面図、図３は、図１のIII－III断面
図、図４は、図２のIV－IV断面図である。図５は、この半導体モジュール１の断面斜視図
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である。図６は、本実施形態に係るインバータ回路１１の配線図である。図７は、本実施
形態に係る半導体モジュール１の全体の構成を示す平面図であり、図８は、図７のVIII－
VIII断面図である。なお、図１～図５では、ベースプレート２より上の基板３以外の構成
を省略して示している。
【００２６】
　これらの図に示すように、この半導体モジュール１は、ベースプレート２の上面２Ａに
載置された基板３の、特に最も発熱量が多いスイッチング素子４の冷却を行うための冷媒
流路７を含む冷却構造を備えている。また、図６に示すように、この半導体モジュール１
は、三相交流電動機３１の駆動用のインバータ回路１１を構成するため、図１に示すよう
に、スイッチング素子４及びダイオード素子５をそれぞれ備えた６つの基板３を、ベース
プレート２の上面２Ａに載置して構成されている。更に、図７及び図８に示すように、こ
の半導体モジュール１では、ベースプレート２上に、６つの基板３を囲むようにケース４
１が載置されており、このケース４１によって各基板３上のスイッチング素子４の動作制
御等を行うための制御基板９が支持されている。以下、この半導体モジュール１の各部の
構成について詳細に説明する。
【００２７】
１－１．基板の冷却構造
　まず、図１～図５に基づいて、半導体モジュール１における基板３の冷却構造について
説明する。図１に示すように、この半導体モジュール１は、ベースプレート２と、このベ
ースプレート２の上面２Ａに載置された６つの基板３と、ベースプレート２の下面２Ｂに
接するように設けられた冷媒流路７とを備えている。ここで、冷媒流路７内には、所定方
向の平行な冷媒の流れを形成する平行流形成手段としての複数のフィン８が設けられてい
る。図２～図５に示すように、複数のフィン８は、ベースプレート２の下面２Ｂに沿って
互いに平行に配置されている。ここでは、各フィン８は、ベースプレート２の下面２Ｂに
対して垂直に立設された所定厚さの板状に形成されており、ベースプレート２の下面２Ｂ
の切削加工等によってベースプレート２と一体的に形成されている。また、複数のフィン
８の間隔はほぼ一定とされ、複数のフィン８の高さも一定とされている。そして、図１に
示すように、複数のフィン８に平行な方向（図１における下から上に向かう方向）が冷媒
の流れ方向Ｄとなる。また、この冷媒の流れ方向Ｄに対して直交する方向が、冷媒の流れ
方向に対する直交方向Ｃ（図１における左右方向、以下単に「直交方向Ｃ」という。）と
なる。なお、本実施形態においては、ベースプレート２の上面２Ａが本発明における一方
の面に相当し、下面２Ｂが本発明における他方の面に相当する。
【００２８】
　図２、図３、及び図５に示すように、ベースプレート２は、水路形成部材１２により支
持されている。また、水路形成部材１２の底面を覆うように、平板状の底板部材１３が設
けられている。ここで、水路形成部材１２は、平面形状がベースプレート２とほぼ同じ形
状とされた、直方体状の外形を有している。そして、水路形成部材１２は、その外周を囲
む周壁１２ａと、この周壁１２ａの内側に形成された当接板部１２ｂ及び仕切り壁部１２
ｃを有している。そして、周壁１２ａの上面が、ベースプレート２の下面２Ｂに当接して
おり、周壁１２ａの下面が底板部材１３に当接している。当接板部１２ｂは、フィン８の
底面（図２及び図３の下面）に接するように設けられた板状部である。よって、複数のフ
ィン８と当接板部１２ｂとにより囲まれた複数の細長い空間のそれぞれにより冷媒流路７
が形成される。したがって、複数のフィン８により区切られた複数の冷媒流路７のそれぞ
れを流れる冷媒により、複数本の平行な冷媒の流れが形成される。また、仕切り壁部１２
ｃは、直交方向Ｃに沿って設けられ、当接板部１２ｂの下方の空間を２つに仕切る壁状部
材である。ここでは、図３及び図５における仕切り壁部１２ｃの右側の空間が流入側冷媒
溜り１４Ａとされ、左側の空間が流出側冷媒溜り１４Ｂとされている。
【００２９】
　そして、流入側冷媒溜り１４Ａは、流入側絞り部１５Ａを介して冷媒流路７に連通し、
流出側冷媒溜り１４Ｂは、流出側絞り部１５Ｂを介して冷媒流路７に連通している。流入
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側絞り部１５Ａ及び流出側絞り部１５Ｂは、水路形成部材１２の周壁１２ａと当接板部１
２ｂとの間の隙間により構成されている。図４に示すように、流入側絞り部１５Ａ及び流
出側絞り部１５Ｂは、いずれも直交方向Ｃに長いスリット状の開口部とされている。また
、流入側冷媒溜り１４Ａ、流出側冷媒溜り１４Ｂ、流入側絞り部１５Ａ、及び流出側絞り
部１５Ｂは、いずれも冷媒流路７の全幅Ｗと同じ直交方向Ｃの長さを有している。
【００３０】
　そして、冷媒は、以下のように流れる。すなわち、図４に示すように、冷媒は、図示し
ないポンプの吐出圧等によって、流入路１６Ａから流入して流入側冷媒溜り１４Ａに送ら
れる。そして、この流入側冷媒溜り１４Ａに充満した冷媒が、図３～図５に示すように、
流入側絞り部１５Ａを通過して複数のフィン８間の冷媒流路７に流入する。そして、冷媒
流路７内を通る際に、冷媒がベースプレート２及びフィン８との間で熱交換を行い、ベー
スプレート２上の基板３の冷却を行う。そして、冷媒流路７を通過した冷媒は、流出側絞
り部１５Ｂを通過して流出側冷媒溜り１４Ｂに送られる。その後、流出側冷媒溜り１４Ｂ
に充満した冷媒が、流出路１６Ｂを通って排出される。以上に説明したとおり、冷媒流路
７内における冷媒の流れ方向Ｄは、複数のフィン８に平行な方向となる。ベースプレート
２及びフィン８が冷媒との間で熱交換を効率的に行うため、ベースプレート２及びフィン
８は、熱伝導性の高い金属（例えば銅等）で構成とすると好適である。なお、本実施形態
においては、冷媒として、車両等に用いられる、水にエチレングリコール等を添加した冷
却液を用いている。
【００３１】
１－２．基板の配置構成
　次に、本発明の要部となる、半導体モジュール１における基板３の配置構成について図
１に基づいて説明する。本実施形態においては、ベースプレート２の上面２Ａに、６つの
基板３が、冷媒の流れ方向Ｄに２つ並ぶとともに、直交方向Ｃに３つ並ぶように配置され
ている。そして、これら６つの基板３により、後述するようにインバータ回路１１を構成
している。
【００３２】
　基板３には、インバータ回路１１（図６参照）の下アーム３３を構成する下アーム用ス
イッチング素子４Ａを備えた下アーム用基板３Ａと、上アーム３４を構成する上アーム用
スイッチング素子４Ｂを備えた上アーム用基板３Ｂとがある。ここでは、６つの基板３の
うち、冷媒の流れ方向Ｄの下流側（図１における上側）に配置された３つを下アーム用基
板３Ａとし、冷媒の流れ方向Ｄの上流側（図１における下側）に配置された３つを上アー
ム用基板３Ｂとしている。そして、６つの基板３は、冷媒の流れ方向Ｄに直列に（図１に
おける上下方向に並べて）配置された対を成す（一対の）下アーム用基板３Ａと上アーム
用基板３Ｂとを一組として、３組の基板３が直交方向Ｃに並べて配置されている。このよ
うに、一対の基板３Ａ、３Ｂは、それぞれ上流側と下流側に配置されることにより、冷却
構造上でも対となる。なお、下アーム及び上アームの概念については、後に図６に基づい
て説明する。また、以下の説明において、単に「基板３」というときは、下アーム用基板
３Ａ及び上アーム用基板３Ｂを総称するものとし、単に「スイッチング素子４」というと
きは、下アーム用スイッチング素子４Ａ及び上アーム用スイッチング素子４Ｂを総称する
ものとする。
【００３３】
　各基板３は、スイッチング素子４、ダイオード素子５、及び接続端子領域６をそれぞれ
一つずつ備えている。具体的には、基板３は、絶縁基板で構成される基板本体２１の上下
両面に銅箔１０を設け、下側の銅箔１０を図示しないはんだにてベースプレート２に固着
するとともに、上側の銅箔１０上に図示しないはんだを介してスイッチング素子４及びダ
イオード素子５を固着している。ここで、スイッチング素子４は、具体的にはＩＧＢＴ素
子（Insulated Gate Bipolar Transistor）であり、ダイオード素子５は、具体的にはＦ
ＷＤ素子（Free Wheel Diode）である。よって、基板３の中では、スイッチング素子４の
発熱量が最も多い。また、接続端子領域６は、上側の銅箔１０が設けられていない領域に
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おいて、基板本体２１上に直接載置されるように設けられている。なお、図１では省略し
ているが、接続端子領域６には、スイッチング素子４と制御基板９とを電気的に接続する
ためのリードピン２２（図７及び図８参照）がはんだを介して固着される。また、接続端
子領域６には、スイッチング素子４とリードピン２２とを電気的に接続するためのワイヤ
ボンディングも行われる。
【００３４】
　また、各基板３上でのスイッチング素子４、ダイオード素子５、及び接続端子領域６の
配置は、以下のようになっている。すなわち、図１に示すように、スイッチング素子４と
ダイオード素子５とは、直交方向Ｃ（図１における左右方向）に並べて配置されている。
図示の例では、スイッチング素子４がダイオード素子５よりもわずかに大きい外形を有し
ている。そして、ダイオード素子５の冷媒の流れ方向Ｄの中心位置がスイッチング素子４
の冷媒の流れ方向Ｄの中心位置に対して、冷媒の流れ方向Ｄの一方側（接続端子領域６か
ら離れる側）にずれた位置に配置され、スイッチング素子４とダイオード素子５の前記冷
媒の流れ方向Ｄの一方側の縁が同一直線状となるようにされている。ここで、図１に示す
例では、「冷媒の流れ方向Ｄの一方側」は、下アーム用基板３Ａにおいては冷媒の流れ方
向Ｄの上流側（図１における下側）であり、上アーム用基板３Ｂにおいては冷媒の流れ方
向Ｄの下流側（図１における上側）である。また、スイッチング素子４と接続端子領域６
とは、冷媒の流れ方向Ｄに位置を異ならせて配置されている。具体的には、接続端子領域
６は、スイッチング素子４に対して、直交方向Ｃにほぼ同じ位置であって冷媒の流れ方向
Ｄの他方側に隣接して配置されている。ここで、図１に示す例では、「冷媒の流れ方向Ｄ
の他方側」は、下アーム用基板３Ａにおいては冷媒の流れ方向Ｄの下流側（図１における
上側）であり、上アーム用基板３Ｂにおいては冷媒の流れ方向Ｄの上流側（図１における
下側）である。このような各素子等の配置に合わせて、図示の例では、各基板３の基板本
体２１は、直交方向Ｃに長い長方形の平面形状を有する板状に形成されている。
【００３５】
　また、上記のとおり、冷媒の流れ方向Ｄに直列に（図１における上下方向に並べて）配
置された一対の下アーム用基板３Ａと上アーム用基板３Ｂとの関係、すなわち各組を構成
する一対の基板３の関係では、一方の基板３には直交方向Ｃの一方側にスイッチング素子
４が配置され、他方の基板３には直交方向Ｃの一方側にダイオード素子５が配置されてい
る。具体的には、下アーム用基板３Ａでは、直交方向Ｃの左側（図１における左側）にス
イッチング素子４が配置され、直交方向Ｃの右側（図１における右側）にダイオード素子
５が配置されている。一方、上アーム用基板３Ｂでは、下アーム用基板３Ａとは逆に、直
交方向Ｃの左側にダイオード素子５が配置され、直交方向Ｃの右側にスイッチング素子４
が配置されている。本実施形態においては、このような関係を満たす一対の下アーム用基
板３Ａと上アーム用基板３Ｂとの配置を実現するために、一対の基板３Ａ、３Ｂが互いに
同一の構成を有するものとし、かつ、これら一対の基板３Ａ、３Ｂを点対称に配置してい
る。この際、一対の基板３Ａ、３Ｂ間の冷媒の流れ方向Ｄ及び直交方向Ｃの双方に関する
中央位置を基準として、一対の基板３Ａ、３Ｂを点対称に配置している。
【００３６】
　冷媒の流れ方向Ｄに直列に配置された一対の基板３Ａ、３Ｂについて、上記のような配
置構成としたことにより、一対の基板３Ａ、３Ｂの下アーム用スイッチング素子４Ａと上
アーム用スイッチング素子４Ｂとが、直交方向Ｃにほぼ異なる位置となるようにずらして
配置されることになる。したがって、フィン８間に形成された複数の冷媒流路７を流れる
複数本の平行な冷媒の流れのそれぞれについてみた場合に、一つの冷媒流路７を流れる同
じ冷媒の流れが、基本的に上アーム用スイッチング素子４Ｂと下アーム用スイッチング素
子４Ａのいずれか一方のみの冷却を行う構成とすることができる。したがって、一対の基
板３Ａ、３Ｂの双方のスイッチング素子４Ａ、４Ｂをそれぞれ適切に冷却することができ
る。換言すれば、冷媒の流れ方向Ｄの上流側で上アーム用スイッチング素子４Ｂの冷却を
行って温度が上昇した同じ冷媒の流れが、下流側で更に下アーム用スイッチング素子４Ａ
の冷却を行う構成となることにより生じる、下流側の下アーム用スイッチング素子４Ａの
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冷却性能の低下を抑制できる。
【００３７】
　なお、本実施形態においては、上記のとおり、接続端子領域６は、直交方向Ｃにスイッ
チング素子４とほぼ同じ位置に配置されているため、一対の基板３Ａ、３Ｂのそれぞれの
接続端子領域６は、一対の基板３Ａ、３Ｂのそれぞれのスイッチング素子４と同様に、一
方の基板３では直交方向Ｃの一方側に配置され、他方の基板３では直交方向Ｃの他方側に
配置されている。具体的には、接続端子領域６は、下アーム用基板３Ａでは直交方向Ｃの
左側（図１における左側）に配置され、上アーム用基板３Ｂでは直交方向Ｃの右側（図１
における右側）に配置されている。
【００３８】
１－２．インバータ回路の構成
　次に、本実施形態に係る半導体モジュール１により構成されるインバータ回路１１の電
気的な構成について説明する。図６に示すように、このインバータ回路１１は、三相交流
電動機３１の駆動用の回路となっている。すなわち、このインバータ回路１１は、三相交
流電動機３１のＵ相コイル３１ｕ、Ｖ相コイル３１ｖ、及びＷ相コイル３１ｗのそれぞれ
に対応して設けられた（Ｕ相、Ｖ相、及びＷ相の各相に対応する）Ｕ相アーム３２ｕ、Ｖ
相アーム３２ｖ、及びＷ相アーム３２ｗを備えている。そして、これらの各相用のアーム
３２ｕ、３２ｖ、３２ｗは、それぞれ相補的に動作可能な一対の下アーム３３及び上アー
ム３４を有して構成されている。ここで、下アーム３３は、ｎｐｎ型のＩＧＢＴ素子でな
る下アーム用スイッチング素子４Ａと、この下アーム用スイッチング素子４Ａのエミッタ
－コレクタ間に並列に接続されたダイオード素子５とを有して構成されている。同様に、
上アーム３４は、ｎｐｎ型のＩＧＢＴ素子でなる上アーム用スイッチング素子４Ｂと、こ
の上アーム用スイッチング素子４Ｂのエミッタ－コレクタ間に並列に接続されたダイオー
ド素子５とを有して構成されている。ここで、ダイオード素子５は、アノードがスイッチ
ング素子４Ａ、４Ｂのエミッタに接続され、カソードがスイッチング素子４Ａ、４Ｂのコ
レクタに接続されている。
【００３９】
　また、各相用の一対の下アーム３３と上アーム３４とは、下アーム３３がグランドとな
る負極Ｎ側となり、上アーム３４が電源電圧となる正極Ｐ側となるように直列に接続され
ている。具体的には、下アーム用スイッチング素子４Ａのエミッタが負極Ｎに接続され、
上アーム用スイッチング素子４Ｂのコレクタが正極Ｐに接続されている。すなわち、下ア
ーム用スイッチング素子４Ａがロアサイドスイッチとなり、上アーム用スイッチング素子
４Ｂがハイサイドスイッチとなる。そして、下アーム用スイッチング素子４Ａのコレクタ
と上アーム用スイッチング素子４Ｂのエミッタとが、各アーム３２ｕ、３２ｖ、３２ｗが
対応する電動機３１のＵ相コイル３１ｕ、Ｖ相コイル３１ｖ、及びＷ相コイル３１ｗのそ
れぞれに接続されている。
【００４０】
　このインバータ回路１１は、半導体モジュール１の各基板３との関係では、下アーム用
基板３Ａの下アーム用スイッチング素子４Ａ及びダイオード素子５が下アーム３２を構成
し、上アーム用基板３Ｂの上アーム用スイッチング素子４Ｂ及びダイオード素子５が上ア
ーム３３を構成することになる。すなわち、ベースプレート２上に配置された６つの基板
３のうち、冷媒の流れ方向Ｄの下流側（図１における上側）に配置された３つの下アーム
用基板３ＡがそれぞれＵ相アーム３２ｕ、Ｖ相アーム３２ｖ、及びＷ相アーム３２ｗの下
アーム３２を構成し、冷媒の流れ方向Ｄの上流側（図１における下側）に配置された３つ
の上アーム用基板３ＢがそれぞれＵ相アーム３２ｕ、Ｖ相アーム３２ｖ、及びＷ相アーム
３２ｗの上アーム３３を構成する。また、ベースプレート２上において、冷媒の流れ方向
Ｄに直列に（図１における上下方向に並べて）配置された一対の（一組の）下アーム用基
板３Ａと上アーム用基板３Ｂとが、それぞれＵ相アーム３２ｕ、Ｖ相アーム３２ｖ、及び
Ｗ相アーム３２ｗのいずれかを構成する。したがって、例えば、直交方向Ｃの左側（図１
における左側）の一対の基板３Ａ、３ＢがＵ相アーム３２ｕを構成し、直交方向Ｃの中央
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の一対の基板３Ａ、３ＢがＶ相アーム３２ｖを構成し、直交方向Ｃの右側（図１における
右側）の一対の基板３Ａ、３ＢがＷ相アーム３２ｗを構成する。
【００４１】
１－３．半導体モジュールの上部構成
　次に、ベースプレート２よりも上側に設けられる半導体モジュール１の上部構成につい
て説明する。図７及び図８に示すように、この半導体モジュール１は、このような上部構
成として、ベースプレート２上に載置され、上述した６つの基板３を囲むように設けられ
る樹脂製のケース４１と、このケース４１によって６つの基板３の上方に支持される制御
基板９とを有している。
【００４２】
　ここで、ケース４１は、平面形状がベースプレート２よりもわずかに大きい矩形状とさ
れた、直方体状の外形を有している。このケース４１は、ベースプレート２上に載置され
た６つの基板３を収める収納空間４２を形成し、この収納空間４２の周囲を囲むように設
けられた周壁部４１ａを有して構成されている。なお、収納空間４２内には、エポキシ樹
脂等の充填材が充填されて硬化される。よって、最終的には、ベースプレート２上に載置
された６つの基板３とケース４１とは一体化される。また、図７に示すように、ケース４
１の四隅には、ケース４１をベースプレート２上に固定するためのボルト等の締結手段が
挿通される締結孔４３が設けられている。
【００４３】
　また、周壁部４１ａの上面は、高さが異なる第一上面４１ｃと第二上面４１ｄとの２つ
の面で構成されている。ここで、第一上面４１ｃは、冷媒の流れ方向Ｄの上流側と下流側
（図７の上側と下側）とにそれぞれ設けられた直交方向Ｃに長い矩形の面である。また、
第二上面４１ｄは、第一面４１ｃよりも一段低い面である。ケース４１の第一上面４１ｃ
には、ケース４１内に配設されて各基板３に電気的に接続された図示しないリードフレー
ムの外部導出端子である、正極端子４４ａ、負極端子４４ｂ、及び出力端子４４ｃが設け
られている。ここでは、それぞれ一つずつの正極端子４４ａ及び負極端子４４ｂが、図７
における下側の第一上面４１ｃに設けられるとともに、３つの出力端子４４ｃが、図７に
おける上側の第一上面４１ｃに設けられている。正極端子４４ａは正極Ｐに電気的に接続
され、負極端子４４ｂは負極Ｎに電気的に接続される（図６参照）。また、３つの出力端
子４４ｃは、三相交流電動機３１のＵ相コイル３１ｕ、Ｖ相コイル３１ｖ、及びＷ相コイ
ル３１ｗ（図６参照）にそれぞれ電気的に接続される。
【００４４】
　ケース４１の第二上面４１ｄの上方には、制御基板９が配置される。そのため、第二上
面４１ｄの直交方向Ｃの両側縁の近傍の複数箇所に、制御基板９の固定用のボルト４５が
螺合する図示しない雌ねじ部が形成されており、これらの複数のボルト４５によって、制
御基板９がケース４１に締結固定される。また、制御基板９は、第二上面４１ｄの上面と
の間に配置されたスペーサ４６によって、これらの面に対して一定間隔を有して平行に配
置されている。
【００４５】
　また、各基板３の接続端子領域６に固着される複数本のリードピン２２は、制御基板９
を貫通し、制御基板９の上面に設けられた図示しない配線パターン上にはんだ付けされて
固定される。本実施形態においては、下アーム用基板３Ａのリードピン２２が、制御基板
９における冷媒の流れ方向Ｄの下流側端部近傍（図７における制御基板９の上端部近傍）
に沿って、直交方向Ｃに一列に並ぶように配置されている。また、上アーム用基板３Ｂの
リードピン２２が、制御基板９における冷媒の流れ方向Ｄの上流側端部近傍（図７におけ
る制御基板９の下端部近傍）に沿って、直交方向Ｃに一列に並ぶように配置されている。
制御基板９は、インバータ回路１１を駆動するための制御回路が形成された基板であり、
プリント基板に所定の回路部品を実装して構成されている。そして、この制御基板９とベ
ースプレート２上に配置された複数の基板３との間は、リードピン２２により電気的に接
続されている。
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【００４６】
　また、この制御基板９上には、各基板３のスイッチング素子４の温度を検出するための
温度検出手段として機能する温度検出回路９ａが実装されている。ここで、温度検出回路
９ａは、スイッチング素子４に設けられた図示しない温度検出用ダイオードのアノード－
カソード間の電圧を検出して所定の演算を行うことにより、各スイッチング素子４の温度
を検出する演算回路となっている。本実施形態においては、一対の基板３Ａ、３Ｂのそれ
ぞれのスイッチング素子４Ａ、４Ｂのうち、冷媒の流れ方向Ｄの下流側に配置された下ア
ーム用基板３Ａの下アーム用スイッチング素子４Ａについてのみ、温度検出回路９ａを設
けている。換言すれば、冷媒の流れ方向Ｄの上流側に配置された上アーム用基板３Ｂの上
アーム用スイッチング素子４Ｂについては、温度検出回路９ａを省略している。よって、
この半導体モジュール１は、冷媒の流れ方向Ｄの下流側に配置された下アーム用スイッチ
ング素子４Ａについて設けられた温度検出回路９ａによって、一対の基板３Ａ、３Ｂの双
方のスイッチング素子４Ａ、４Ｂの温度管理のための温度検出を行う構成となっている。
なお、制御基板９は、スイッチング素子４Ａ、４Ｂの温度管理として、例えば、スイッチ
ング素子４Ａ、４Ｂの温度が所定の動作保障温度範囲内となるように監視し、当該温度範
囲を超える場合に、スイッチング素子４Ａ、４Ｂの動作を停止する制御等を行う。
【００４７】
　このように、冷媒の流れ方向Ｄの下流側に配置された下アーム用スイッチング素子４Ａ
についてのみ温度検出回路９ａを設けた構成としたことにより、上アーム用スイッチング
素子４Ｂについての温度検出回路９ａも併せて設ける場合と比較して温度検出回路９ａの
数を半分にすることができる。また、通常は、冷媒の流れ方向Ｄの上流側よりも下流側の
方が冷媒の温度が上昇し、下流側に配置された下アーム用スイッチング素子４Ａの方が、
上流側に配置された上アーム用スイッチング素子４Ｂよりも高温になる可能性が高い。そ
のため、下アーム用スイッチング素子４Ａの温度検出結果のみを用いて温度管理を行って
も、上アーム用スイッチング素子４Ｂの温度が所定の動作保障温度範囲を超えることはな
く、問題は生じない。更に、本実施形態においては、冷媒の流れ方向Ｄの下流側に配置さ
れるのを下アーム用スイッチング素子４Ａとしているため、温度検出回路９ａの構成を簡
略化することができる。すなわち、全ての温度検出回路９ａを下アーム用スイッチング素
子４Ａの温度検出用とすることにより、各温度検出回路９ａは、負極Ｎ（グランド）の電
位を基準とした演算回路とすることができる。したがって、正極Ｐの電位を基準とした温
度検出回路９ａに比べて、温度検出回路９ａの構成を簡略化することができる。よって、
半導体モジュール１の低コスト化を図ることができる。
【００４８】
２．第二の実施形態
　本発明の第二の実施形態について図面に基づいて説明する。図９は、本実施形態に係る
半導体モジュール１の要部の構成を示す平面図である。この図に示すように、本実施形態
に係る半導体モジュール１は、一対の基板３Ａ、３Ｂの双方の接続端子領域６が各基板３
のスイッチング素子４よりも他方の基板３側に配置されている。すなわち、本実施形態に
係る半導体モジュール１は、冷媒の流れ方向Ｄに直列に（図１における上下方向に並べて
）配置された一対の下アーム用基板３Ａと上アーム用基板３Ｂとの関係、すなわち各組を
構成する一対の基板３の関係で、各基板３のスイッチング素子４に対する接続端子領域６
の配置が、上記第一の実施形態とは異なっている。なお、本実施形態において特に説明し
ない点については、上記第一の実施形態と同様の構成とすることができる。
【００４９】
　具体的には、本実施形態に係る半導体モジュール１においては、下アーム用基板３Ａで
は、接続端子領域６が下アーム用スイッチング素子４Ａよりも上アーム用基板３Ｂ側に配
置されている。また、上アーム用基板３Ｂでは、接続端子領域６が上アーム用スイッチン
グ素子４Ｂよりも下アーム用基板３Ａ側に配置されている。これにより、下アーム用スイ
ッチング素子４Ａと上アーム用スイッチング素子４Ｂとが、冷媒の流れ方向Ｄに、一対の
基板３Ａ、３Ｂの双方の接続端子領域６を挟んで配置されることになるので、最も発熱す
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るスイッチング素子４Ａ、４Ｂを、一対の基板３Ａ、３Ｂ間で互いに離れた位置に配置す
ることができる。よって、一対の基板３Ａ、３Ｂのスイッチング素子４Ａ、４Ｂのそれぞ
れから伝達された熱により、ベースプレート２上で熱干渉が生じることを抑制できる。な
お、図示は省略するが、一対の基板３Ａ、３Ｂの一方の接続端子領域６が各基板３のスイ
ッチング素子４よりも他方の基板３側に配置された構成とすることも、本発明の好適な実
施形態の一つである。
【００５０】
３．第三の実施形態
　本発明の第三の実施形態について図面に基づいて説明する。図１０は、本実施形態に係
る半導体モジュール１の要部の構成を示す平面図である。本実施形態に係る半導体モジュ
ール１は、主に、各基板３が、スイッチング素子４、ダイオード素子５、及び接続端子領
域６をそれぞれ２つずつ備えている点で、上記第一及び第二の実施形態と比べて異なる。
なお、本実施形態において特に説明しない点については、上記第一の実施形態又は第二の
実施形態と同様の構成とすることができる。
【００５１】
　本実施形態に係る半導体モジュール１では、各基板３上でのスイッチング素子４、ダイ
オード素子５、及び接続端子領域６の配置は、以下のようになっている。すなわち、２つ
のスイッチング素子４は冷媒の流れ方向Ｄに互いに隣接して直列に配置されている。また
、２つのダイオード素子５も冷媒の流れ方向Ｄに互いに隣接して直列に配置されている。
そして、これら２つのスイッチング素子４と２つのダイオード素子５とが、直交方向Ｃに
並べて配置されている。そして、これら２つのスイッチング素子４及び２つのダイオード
素子５は、同じ銅箔１０上に配置されている。図示の例では、スイッチング素子４がダイ
オード素子５よりもわずかに大きい外形を有している。そして、ダイオード素子５の冷媒
の流れ方向Ｄの中心位置がスイッチング素子４の冷媒の流れ方向Ｄの中心位置に対して、
２つのダイオード素子５が対向する側にずれた位置に配置され、２つのスイッチング素子
４及び２つのダイオード素子５が互いに対向する側の縁が、それぞれ同一直線状となるよ
うにされている。また、接続端子領域６は、直交方向Ｃに２つのスイッチング素子４とほ
ぼ同じ位置に、当該２つのスイッチング素子４を挟んで冷媒の流れ方向Ｄの両側（上流側
及び下流側）にそれぞれ隣接して配置されている。
【００５２】
　また、冷媒の流れ方向Ｄに直列に（図１０における上下方向に並べて）配置された一対
の下アーム用基板３Ａと上アーム用基板３Ｂとの関係では、一方の基板３には直交方向Ｃ
の一方側に２つのスイッチング素子４が配置され、他方の基板３には直交方向Ｃの一方側
に２つのダイオード素子５が配置されている。具体的には、下アーム用基板３Ａでは、直
交方向Ｃの左側（図１０における左側）に２つのスイッチング素子４が配置され、直交方
向Ｃの右側（図１０における右側）に２つのダイオード素子５が配置されている。一方、
上アーム用基板３Ｂでは、下アーム用基板３Ａとは逆に、直交方向Ｃの左側に２つのダイ
オード素子５が配置され、直交方向Ｃの右側に２つのスイッチング素子４が配置されてい
る。なお、接続端子領域６は、スイッチング素子４と同様に、下アーム用基板３Ａでは、
直交方向Ｃの左側（図１０における左側）に配置され、上アーム用基板３Ｂでは、直交方
向Ｃの右側に配置されている。本実施形態においては、このような関係を満たす一対の下
アーム用基板３Ａと上アーム用基板３Ｂとの配置を実現するために、一対の基板３Ａ、３
Ｂが互いに同一の構成を有するものとし、かつ、これら一対の基板３Ａ、３Ｂを点対称に
配置している。この際、一対の基板３Ａ、３Ｂ間の冷媒の流れ方向Ｄ及び直交方向Ｃの双
方に関する中央位置を基準として、一対の基板３Ａ、３Ｂを点対称に配置している。
【００５３】
　また、本実施形態においては、各基板３の接続端子領域６に固着される複数本のリード
ピン２２は、冷媒の流れ方向Ｄの下流側、上流側、及びその中央の３箇所のそれぞれにお
いて直交方向Ｃに一列に並ぶように配置されている。具体的には、下アーム用基板３Ａの
下流側のリードピン２２が、各下アーム用基板３Ａにおける冷媒の流れ方向Ｄの下流側端



(13) JP 5120605 B2 2013.1.16

10

20

30

40

50

部近傍（図１０における下アーム用基板３Ａの上端部近傍）に沿って、直交方向Ｃに一列
に並ぶように配置されている。また、上アーム用基板３Ｂの上流側のリードピン２２が、
各上アーム用基板３Ｂにおける冷媒の流れ方向Ｄの上流側端部近傍（図１０における上ア
ーム用基板３Ｂの下端部近傍）に沿って、直交方向Ｃに一列に並ぶように配置されている
。更に、下アーム用基板３Ａの上流側のリードピン２２及び上アーム用基板３Ｂの下流側
のリードピン２２が交互に、一対の基板３Ａ、３Ｂの間の領域に沿って、直交方向Ｃに一
列に並ぶように配置されている。このように構成したことにより、各基板３の接続端子領
域６に固着される複数本のリードピン２２を、直交方向Ｃの３列に並べて配置することが
できる。
【００５４】
４．第四の実施形態
　本発明の第四の実施形態について図面に基づいて説明する。図１１は、本実施形態に係
る半導体モジュール１の要部の構成を示す平面図である。本実施形態に係る半導体モジュ
ール１は、各基板３が、スイッチング素子４、ダイオード素子５、及び接続端子領域６を
それぞれ２つずつ備えている点は上記第三の実施形態と同様であるが、主に、接続端子領
域６の配置構成が、上記第三の実施形態とは異なる。なお、本実施形態において特に説明
しない点については、上記第三の実施形態と同様の構成とすることができる。
【００５５】
　本実施形態に係る半導体モジュール１では、各基板３上でのスイッチング素子４、ダイ
オード素子５、及び接続端子領域６の配置は、以下のようになっている。すなわち、２つ
のスイッチング素子４、及び２つのダイオード素子５は、それぞれ冷媒の流れ方向Ｄに互
いに隣接して直列に配置され、これら２つのスイッチング素子４と２つのダイオード素子
５とが、直交方向Ｃに並べて配置されている。このようなスイッチング素子４及びダイオ
ード素子５の配置は、上記第三の実施形態と同様である。一方、上記第三の実施形態とは
異なり、スイッチング素子４と接続端子領域６とは、直交方向Ｃに位置を異ならせて配置
されている。具体的には、接続端子領域６は、スイッチング素子４に対して、冷媒の流れ
方向Ｄにほぼ同じ位置であって、直交方向Ｃにダイオード素子５とは反対側に隣接して配
置されている。
【００５６】
　また、冷媒の流れ方向Ｄに直列に（図１１における上下方向に並べて）配置された一対
の下アーム用基板３Ａと上アーム用基板３Ｂとにおけるスイッチング素子４とダイオード
素子５との関係では、一方の基板３には直交方向Ｃの一方側に２つのスイッチング素子４
が配置され、他方の基板３には直交方向Ｃの一方側に２つのダイオード素子５が配置され
ている。具体的には、下アーム用基板３Ａでは、直交方向Ｃの左側（図１１における左側
）に２つのスイッチング素子４が配置され、直交方向Ｃの右側（図１１における右側）に
２つのダイオード素子５が配置されている。一方、上アーム用基板３Ｂでは、下アーム用
基板３Ａとは逆に、直交方向Ｃの左側に２つのダイオード素子５が配置され、直交方向Ｃ
の右側に２つのスイッチング素子４が配置されている。一方、接続端子領域６は、上記の
とおり、スイッチング素子４を挟んでダイオード素子５とは反対側に配置されているので
、下アーム用基板３Ａではスイッチング素子４に対して直交方向Ｃの左側に配置され、上
アーム用基板３Ｂにおいてはスイッチング素子４に対して直交方向Ｃの右側に配置されて
いる。本実施形態においては、このような関係を満たす一対の下アーム用基板３Ａと上ア
ーム用基板３Ｂとの配置を実現するために、一対の基板３Ａ、３Ｂが互いに同一の構成を
有するものとし、かつ、これら一対の基板３Ａ、３Ｂを点対称に配置している。この際、
一対の基板３Ａ、３Ｂ間の冷媒の流れ方向Ｄ及び直交方向Ｃの双方に関する中央位置を基
準として、一対の基板３Ａ、３Ｂを点対称に配置している。
【００５７】
　また、本実施形態においては、各基板３の接続端子領域６に固着される複数本のリード
ピン２２は、直交方向Ｃの両側及び一対の基板３Ａ、３Ｂにより構成される各組の間のそ
れぞれにおいて冷媒の流れ方向Ｄに一列に並ぶように配置されている。具体的には、下ア
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ーム用基板３Ａのリードピン２２が、各下アーム用基板３Ａにおける直交方向Ｃの左側端
部近傍に沿って、冷媒の流れ方向Ｄに一列に並ぶように配置されている。また、上アーム
用基板３Ｂのリードピン２２が、各上アーム用基板３Ｂにおける直交方向Ｃの右側端部近
傍に沿って、冷媒の流れ方向Ｄに一列に並ぶように配置されている。そして、一対の基板
３Ａ、３Ｂを一組とした場合の互いに隣接する２つの組の間では、一方の組の下アーム用
基板３Ａのリードピン２２と他方の組の上アーム用基板３Ｂのリードピン２２とが、冷媒
の流れ方向Ｄに一列に並ぶように配置されている。このように構成したことにより、各基
板３の接続端子領域６に固着される複数本のリードピン２２を、冷媒の流れ方向Ｄの４列
に並べて配置することができる。
【００５８】
６．その他の実施形態
（１）上記の各実施形態において説明した半導体モジュール１を、複数組み合わせて用い
る場合であって、各半導体モジュール１の発熱量が異なる場合には、発熱量が多い半導体
モジュール１ほど冷媒の流れ方向Ｄの下流側となるように、順に配置すると好適である。
図１２に、発熱量が異なる２つの半導体モジュール１Ａ、１Ｂを冷媒の流れ方向Ｄに直列
に配置した例を示す。この例では、各半導体モジュール１の構成は、上記第一の実施形態
に係るものと同一である。そして、冷媒の流れ方向Ｄの下流側に配置されている第一半導
体モジュール１Ａは、冷媒の流れ方向Ｄの上流側に配置されている第二半導体モジュール
１Ｂよりも発熱量が大きい。本例では、冷媒は、流れ方向Ｄに従って、第一半導体モジュ
ール１Ａの冷媒流路７を通過した後で第二半導体モジュール１Ｂの冷媒流路７を通過する
。このような構成とすることにより、流れ方向Ｄの下流側に流れるに従って温度が次第に
上昇する冷媒による冷却性能の低下と、各半導体モジュール１の発熱量との均衡を図るこ
とが可能となる。なお、このように複数の半導体モジュール１の発熱量が異なる場合とし
ては、例えば、各半導体モジュール１が構成するインバータ回路１１が、それぞれ出力の
異なる電動機を駆動する構成となっており、各半導体モジュール１のスイッチング素子４
を流れる電流量が異なる場合等がある。
【００５９】
（２）上記の各実施形態において説明した半導体モジュール１を、複数組み合わせて用い
る場合には、２つの半導体モジュール１の正極端子４４ａ及び負極端子４４ｂが、互いに
隣接する他の半導体モジュール１に近い側に位置するように、２つの半導体モジュール１
を配置すると好適である。図１３に、このような２つの半導体モジュール１Ａ、１Ｂの配
置の例を示す。この例では、各半導体モジュール１の構成は、上記第一の実施形態に係る
ものと同一である。そして、図１３における下側に配置されている第一半導体モジュール
１Ａは、隣接する第二半導体モジュール１Ｂ側に正極端子４４ａ及び負極端子４４ｂが位
置する向きに配置されている。また、図１３における上側に配置されている第二半導体モ
ジュール１Ｂは、隣接する第一半導体モジュール１Ａ側に正極端子４４ａ及び負極端子４
４ｂが位置する向きに配置されている。２つの半導体モジュール１Ａ、１Ｂをこのように
配置することにより、図１３に示すように、２つの半導体モジュール１Ａ、１Ｂの正極バ
スバー４８Ａ及び負極バスバー４８Ｂを、それぞれ共通化することができ、更に、正極バ
スバー４８Ａと負極バスバー４８Ｂとを並列に配置することができる。そして、このよう
に正極バスバー４８Ａと負極バスバー４８Ｂとを並列に配置することにより、正極バスバ
ー４８Ａ及び負極バスバー４８Ｂをそれぞれ反対方向に流れる平行な電流の影響により、
正極バスバー４８Ａ及び負極バスバー４８Ｂの周りに発生する磁界を相殺することができ
、正極バスバー４８Ａ及び負極バスバー４８Ｂのインダクタンスを低減することが可能と
なる。
【００６０】
（３）上記の各実施形態においては、冷媒として、水にエチレングリコール等を添加した
冷却液を用いる場合を例として説明したが、本発明における冷媒はこのようなものに限定
されない。すなわち、本発明に係る半導体モジュール１には、公知の液体又は気体の様々
な冷媒を好適に用いることができる。



(15) JP 5120605 B2 2013.1.16

10

20

30

40

50

【００６１】
（４）上記の各実施形態においては、「冷媒の流れ方向Ｄに直列に配置」された構成の具
体例として、複数の素子又は基板の中心位置を結ぶ方向が、冷媒の流れ方向Ｄに対して略
平行となるように配置された構成を挙げて説明した。しかし、「冷媒の流れ方向Ｄに直列
に配置」された構成に該当する範囲はこれに限定されない。すなわち、複数の素子又は基
板の中心位置を結ぶ方向が、冷媒の流れ方向Ｄに対して交差する方向に配置されている場
合であっても、素子又は基板の少なくとも一部が直交方向Ｃに互いに重複する位置関係に
ある場合には、「冷媒の流れ方向Ｄに直列に配置」された構成に該当し、本発明の好適な
実施形態の一つとなり得る。
【００６２】
（５）同様に、上記の各実施形態においては、「冷媒の流れ方向Ｄに対する直交方向Ｃに
並べて配置」された構成の具体例として、複数の素子又は基板の中心位置を結ぶ方向が、
直交方向Ｃに対して略平行となるように配置された構成を挙げて説明した。しかし、「直
交方向Ｃに並べて配置」された構成に該当する範囲はこれに限定されない。すなわち、複
数の素子又は基板の中心位置を結ぶ方向が、直交方向Ｃに対して交差する方向に配置され
ている場合であっても、素子又は基板の少なくとも一部が冷媒の流れ方向Ｄに互いに重複
する位置関係にある場合には、「直交方向Ｃに並べて配置」された構成に該当し、本発明
の好適な実施形態の一つとなり得る。
【００６３】
（６）上記の各実施形態においては、平行流形成手段として、ベースプレート２の下面２
Ｂに複数の平行なフィン８が設けられた例について説明した。しかし平行流形成手段の具
体的構成はこれに限定されない。したがって、例えば、ベースプレート２とは別体の水路
形成部材１２側に複数の平行なフィン８が形成され、各フィン８の上面がベースプレート
２に当接する構成とすることも、本発明の好適な実施形態の一つである。また、フィン８
の数や間隔等についても任意に決定することができる。また、平行流形成手段をフィン８
以外により構成することも可能である。例えば、ベースプレート２に設けられた細長い複
数本の貫通孔や溝等によっても、同様に所定方向の平行な冷媒の流れを形成することが可
能であり、その場合には、それらの貫通孔や溝等が平行流形成手段となる。
【００６４】
（７）また、上記の各実施形態においては、平行流形成手段により形成される平行な冷媒
の流れがそれぞれ直線状である例について説明した。しかし、平行流形成手段により形成
される平行な冷媒の流れは、直線状のものに限定されず、波形等のような屈曲部を有する
曲線状とすることも、本発明の好適な実施形態の一つである。この場合、例えば、平行流
形成手段がフィン８である場合、各フィン８は、平面視で屈曲した波形等の曲線状に形成
される。
【００６５】
（８）上記の各実施形態においては、下アーム用スイッチング素子４Ａを備えた下アーム
用基板３Ａが、上アーム用基板３Ｂよりも冷媒の流れ方向Ｄの下流側に配置された場合の
例について説明した。しかし、下アーム用基板３Ａを上アーム用基板３Ｂよりも冷媒の流
れ方向Ｄの上流側に配置した構成とすることも、本発明の好適な実施形態の一つである。
この場合には、温度管理の確実性を考慮して、下アーム用スイッチング素子４Ａについて
の温度検出回路９ａを省略し、冷媒の流れ方向Ｄの下流側に配置された上アーム用スイッ
チング素子４Ｂの温度検出回路９ａを設けた構成とすると好適である。但し、冷媒の流れ
方向Ｄの下流側に配置された上アーム用スイッチング素子４Ｂの温度検出回路９ａを省略
し、冷媒の流れ方向Ｄの上流側に配置された下アーム用スイッチング素子４Ａの温度検出
回路９ａを設けた構成とすることを排除するものではない。また、下アーム用スイッチン
グ素子４Ａと上アーム用スイッチング素子４Ｂの双方に温度検出回路９ａを設けた構成と
することも可能である。
【００６６】
（９）上記の各実施形態では、一対の基板３Ａ、３Ｂが互いに全く同一の構成を有するも
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のとした場合の例について説明した。しかし、上記のような一対の基板３Ａ、３Ｂの配置
を実現するためには、一対の基板３Ａ、３Ｂが完全に同一の構成を有することは必要とさ
れず、少なくとも各基板３のスイッチング素子４、ダイオード素子５、及び接続端子領域
６の配置が同一であればよい。したがって、下アーム用基板３Ａと上アーム用基板３Ｂと
が、スイッチング素子４、ダイオード素子５、及び接続端子領域６の配置に関して同一で
あるがその他の構成は異なるものとし、そのような一対の基板３Ａ、３Ｂを点対称に配置
した構成とすることも、本発明の好適な実施形態の一つである。
【００６７】
（１０）上記の各実施形態においては、一つのベースプレート２に、一対の下アーム用基
板３Ａと上アーム用基板３Ｂとを一組として、３組の基板３が直交方向Ｃに並べて配置さ
れた構成を例として説明した。しかし、本発明の実施形態はこれに限定されるものではな
く、一つのベースプレート２に、一対の下アーム用基板３Ａと上アーム用基板３Ｂとで構
成される組を、２組或いは４組以上、直交方向Ｃに並べて配置して半導体モジュール１を
構成することも、本発明の好適な実施形態の一つである。例えば、単相交流用のインバー
タ回路を構成する場合等には、一つのベースプレート２に、一対の下アーム用基板３Ａと
上アーム用基板３Ｂとで構成される組を２組載置して構成すると好適である。また、本発
明に係る半導体モジュール１の用途はインバータ回路に限定されるものではなく、スイッ
チング素子４の適切な冷却が必要となる各種の半導体モジュール１に好適に利用すること
ができる。
【産業上の利用可能性】
【００６８】
　本発明は、ベースプレートと、該ベースプレートの一方の面に載置され、スイッチング
素子、ダイオード素子、及び接続端子領域をそれぞれ備えた複数の基板と、前記ベースプ
レートの他方の面に接するように設けられた冷媒流路と、を備えた半導体モジュールに好
適に利用することができる。
【図面の簡単な説明】
【００６９】
【図１】本発明の第一の実施形態に係る半導体モジュールの要部の構成を示す平面図
【図２】図１のII－II断面図
【図３】図１のIII－III断面図
【図４】図２のIV－IV断面図
【図５】本発明の第一の実施形態に係る半導体モジュールの断面斜視図
【図６】本発明の第一の実施形態に係るインバータ回路の配線図
【図７】本発明の第一の実施形態に係る半導体モジュールの全体の構成を示す平面図
【図８】図７のVIII－VIII断面図
【図９】本発明の第二の実施形態に係る半導体モジュールの要部の構成を示す平面図
【図１０】本発明の第三の実施形態に係る半導体モジュールの要部の構成を示す平面図
【図１１】本発明の第四の実施形態に係る半導体モジュールの要部の構成を示す平面図
【図１２】本発明のその他の実施形態に係る、発熱量が異なる２つの半導体モジュールを
冷媒の流れ方向に直列に配置した例を示す図
【図１３】本発明のその他の実施形態に係る、２つの半導体モジュールの配置の例を示す
図
【図１４】背景技術に係る半導体モジュールの構成を示す図
【符号の説明】
【００７０】
１：半導体モジュール
２：ベースプレート
２Ａ：ベースプレートの上面（一方の面）
２Ｂ：ベースプレートの下面（他方の面）
３：基板
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３Ａ：下アーム用基板
３Ｂ：上アーム用基板
４：スイッチング素子
４Ａ：下アーム用スイッチング素子
４Ｂ：上アーム用スイッチング素子
５：ダイオード素子
６：接続端子領域
７：冷媒流路
８：フィン（平行流形成手段）
１１：インバータ回路
Ｄ：冷媒の流れ方向
Ｃ：冷媒の流れ方向に対する直交方向
Ｐ：正極
Ｎ：負極（グランド）

【図１】 【図２】

【図３】
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【図６】

【図７】

【図８】 【図９】
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【図１０】

【図１１】

【図１２】

【図１３】 【図１４】
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