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(57)【要約】
【課題】
　本発明の目的は、半導体素子と放熱機構部との間の熱
抵抗を小さくして、冷却性能の向上したパワー半導体モ
ジュールを提供することにある。
【解決手段】
　窒化ケイ素絶縁基板と、前記窒化ケイ素絶縁基板の一
方の面に配置されたＣｕ又はＣｕ合金からなる金属回路
板と、前記金属回路板に搭載された半導体素子と、前記
窒化ケイ素絶縁基板の他方の面に配置されたＣｕ又はＣ
ｕ合金からなる放熱板とを有する半導体モジュールにお
いて、前記窒化ケイ素絶縁基板と前記金属回路板との間
に、炭素繊維とＣｕ又はＣｕ合金からなる炭素繊維－金
属複合材が配置されており、前記炭素繊維－金属複合材
の炭素繊維配向方向の熱伝導率が４００Ｗ／ｍ.Ｋ 以上
であることを特徴とする半導体モジュール。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　窒化ケイ素絶縁基板と、前記窒化ケイ素絶縁基板の一方の面に配置されたＣｕ又はＣｕ
合金からなる金属回路板と、前記金属回路板に搭載された半導体素子と、前記窒化ケイ素
絶縁基板の他方の面に配置されたＣｕ又はＣｕ合金からなる放熱板とを有する半導体モジ
ュールにおいて、
　前記窒化ケイ素絶縁基板と前記金属回路板との間に、炭素繊維とＣｕ又はＣｕ合金から
なる炭素繊維－金属複合材が配置されており、前記炭素繊維－金属複合材の炭素繊維配向
方向の熱伝導率が４００Ｗ／ｍ.Ｋ以上であることを特徴とする半導体モジュール。
【請求項２】
　請求項１において、前記金属回路板と半導体素子が、Ａｇ粉末又はＡｇシート接合材に
より接合されており、接合層の熱伝導率が８０Ｗ／ｍ.Ｋ以上４００Ｗ／ｍ.Ｋ以下である
ことを特徴とする半導体モジュール。
【請求項３】
　請求項１において、前記炭素繊維－金属複合材の厚さが０.２～５mmの範囲であること
を特徴とする半導体モジュール。
【請求項４】
　請求項１において、前記炭素繊維－金属複合材の表面にＮｉあるいはＣｕの表面層を有
し、前記表面層の厚さが、０.５μｍ～２０μｍであることを特徴とする半導体モジュー
ル。
【請求項５】
　請求項１において、前記炭素繊維－金属複合材と前記金属回路板とが、Ａｇ－Ｃｕ－Ｉ
ｎ系のろう材で接合されていることを特徴とする半導体モジュール。
【請求項６】
　請求項１において、前記炭素繊維－金属複合材と前記窒化ケイ素絶縁基板、及び、前記
窒化ケイ素基板と前記放熱ベースが、Ａｇ－Ｃｕ－Ｉｎ－Ｔｉ系のろう材で接合されてい
ることを特徴とする半導体モジュール。
【請求項７】
　請求項１において、飽和熱抵抗値（Ｒｊ－ｗ）が０.１５℃／Ｗ 以下であることを特徴
とする半導体モジュール。
【請求項８】
　請求項１において、前記放熱板の直下に冷却水を接触させる直接冷却構造を備え、前記
冷却水の水量が５Ｌ／min以上～１５Ｌ／min、水圧が５ｋＰａ～５０ｋＰａの範囲にある
ことを特徴とする半導体モジュール。
【請求項９】
　請求項１において、前記半導体素子の動作電流が３００Ａ以上、動作電圧が３００Ｖ以
上であることを特徴とする半導体モジュール。
【請求項１０】
　請求項１に記載の半導体モジュールを用いたことを特徴とする車載インバータ装置。
【請求項１１】
　窒化ケイ素絶縁基板と、前記窒化ケイ素絶縁基板の一方の面に炭素繊維－金属複合材を
介して接合されたＣｕ又はＣｕ合金からなる金属回路板と、前記金属回路板に搭載された
半導体素子と、前記窒化ケイ素絶縁基板の他方の面に配置されたＣｕ又はＣｕ合金からな
る放熱板とを有する半導体モジュールの製造方法であって、
　前記金属回路板と前記炭素繊維－金属複合材との間にＡｇ－Ｃｕ－Ｉｎ系のろう材層を
配置する工程と、
　前記炭素繊維－金属複合材と前記窒化ケイ素絶縁基板との間、及び、前記窒化ケイ素絶
縁基板と前記放熱板との間にＡｇ－Ｃｕ－Ｉｎ－Ｔｉ系のろう材層を配置する工程と、
　前記金属回路板，炭素繊維－金属複合材，窒化ケイ素絶縁基板、及び、放熱板を一括接
合する工程とを有することを特徴とする半導体モジュールの製造方法。
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【請求項１２】
　請求項１１において、前記炭素繊維－金属複合材が炭素繊維とＣｕ又はＣｕ合金からな
り、炭素繊維配向方向の熱伝導率が４００Ｗ／ｍ.Ｋ 以上であることを特徴とする半導体
モジュールの製造方法。
【請求項１３】
　請求項１１において、前記接合工程の接合温度が６００℃～８００℃であることを特徴
とする半導体モジュールの製造方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、パワー半導体モジュールおよびその製造方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　半導体デバイス、特に、大電流をスイッチング制御するパワー半導体デバイスでは、発
熱量が大きいため、パワー半導体素子の動作安定性を確保するためには、冷却効率の優れ
る冷却構造が検討されている。半導体デバイスの冷却に要求される性能は、半導体モジュ
ールを実装した電気回路モジュールが搭載される電機システムの様々な環境によって異な
る。例えば自動車に搭載された電力変換装置では、車両への搭載環境，動作環境などから
電気装置の冷却に高い性能が要求される。
【０００３】
　ここで、従来の半導体デバイスとしては、例えば、特許文献１の特許公開公報には、炭
素繊維複合材を用いた半導体モジュールについての記載があり、耐熱性ならびに温度サイ
クル特性の向上に優れ、かつ低熱抵抗化を可能とするため、素子投入電流を１.５ から２
.０ 倍化することが可能となり、素子サイズのあるいは搭載素子数の低減が可能となり、
低コスト化を達成することが可能となる。
【０００４】
【特許文献１】特開２００５－５４００号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　近年、パワーモジュールが搭載される電力変換（インバータ）システムでは、システム
のさらなる小型化，低コスト化及び高信頼化が課題になっている。例えば自動車では、パ
ワーモジュールが搭載される電力変換システムの小型化，低コスト化及び高信頼化が重要
な課題になっている。すなわち自動車では、地球環境に及ぼす影響の低減，燃費のさらな
る向上などが望まれている。これを達成するためには車両駆動或いは車載補機駆動の電動
化の普及が必須であり、そのためには、電力変換装置における車両への搭載性改善，電力
変換装置の価格低下などが必須である。このため、自動車では、電力変換装置の小型化，
低コスト化及び高信頼化が重要な課題になっている。
【０００６】
　とりわけ、通電により自己発熱する半導体素子によって電気回路が構成された電力変換
システムでは、機器の小型によって機器の熱容量が大きくなる。このため、電機システム
のさらなる小型化，低コスト化さらにパワーモジュールの動作安定性すなわち高信頼化に
あたっては、パワーモジュールの冷却性能のさらなる向上を考慮する必要がある。このよ
うな背景のもと、駆動モータ出力が１５ｋＷを超えるストロング・タイプのハイブリッド
車（以後、単にＨＥＶ車と記載する）においては、パワーモジュールの熱抵抗値Ｒｊ－ｗ
を０.１５℃／Ｗ以下にすることが要求されている。
【０００７】
　ここで、特許文献１の半導体モジュールでは、半導体素子とヒートシンクとの間に炭素
繊維複合材層を設け、半導体素子と炭素繊維複合材層との間に半導体素子で生じた熱を炭
素繊維複合材層の全面に伝導する伝熱金属板を設けることで冷却性能を向上させようとす
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る試みがなされている。更に、ヒートシンクと炭素繊維複合材層との間に熱バッファ用の
中間ヒートシンク（銅板）を設けている。しかし、ＨＥＶ車に用いる場合には、パワーモ
ジュールとしての放熱性に難点がある。特許文献１では、絶縁体（セラミックス）と炭素
繊維複合材の間に、Ｃｕ板からなる中間ヒートシンク層を設けているが、この中間ヒート
シンク層は、熱容量を稼ぐための観点では、モジュール自身の熱抵抗低減に効果がある。
しかし、ストロング・タイプのＨＥＶ車は、３００Ｖ×３００Ａを超える電力がパワーモ
ジュールに投入されるため、この場合には、逆に、この中間ヒートシンク層に熱が堆積し
て、熱抵抗を増加させてしまう。このため、上記ＨＥＶ用のパワーモジュールに求められ
る熱抵抗値Ｒｊ－ｗ：０.１５℃／Ｗ以下を達成することが困難である。
【０００８】
　本発明の目的は、半導体素子と放熱機構部との間の熱抵抗を小さくして、冷却性能の向
上したパワー半導体モジュール、及び、このパワー半導体モジュールを用いて小型化，低
コスト化及び高信頼化を図れるインバータ・システム，電力変換システム及び車載用電機
システムを提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　上記目的を達成するために、本発明の半導体モジュールは、窒化ケイ素絶縁基板と、前
記窒化ケイ素絶縁基板の一方の面に配置されたＣｕ又はＣｕ合金からなる金属回路板と、
前記金属回路板に搭載された半導体素子と、前記窒化ケイ素絶縁基板の他方の面に配置さ
れたＣｕ又はＣｕ合金からなる放熱板とを有する半導体モジュールにおいて、前記窒化ケ
イ素絶縁基板と前記金属回路板との間に、炭素繊維とＣｕ又はＣｕ合金からなる炭素繊維
－金属複合材が配置されており、前記炭素繊維－金属複合材の炭素繊維配向方向の熱伝導
率が４００Ｗ／ｍ.Ｋ以上であることを特徴とする。
【００１０】
　また、上記目的を達成するために、Ａｇ粉末又はＡｇシート接合材により接合されてお
り、接合層の熱伝導率が８０Ｗ／ｍ.Ｋ以上４００Ｗ／ｍ.Ｋ以下であることを特徴とする
。
【００１１】
　また、上記目的を達成するために、前記炭素繊維－金属複合材の厚さが０.２ ～５mmの
範囲であることを特徴とする。
【００１２】
　また、上記目的を達成するために、前記炭素繊維－金属複合材の表面にＮｉあるいはＣ
ｕの表面層を有し、前記表面層の厚さが、０.５μｍ ～２０μｍであることを特徴とする
。
【００１３】
　また、上記目的を達成するために、前記炭素繊維－金属複合材と前記金属回路板とが、
Ａｇ－Ｃｕ－Ｉｎ系のろう材で接合され、前記炭素繊維－金属複合材と前記窒化ケイ素絶
縁基板、及び、前記窒化ケイ素基板と前記放熱ベースが、Ａｇ－Ｃｕ－Ｉｎ－Ｔｉ系のろ
う材で接合されていることを特徴とする。
【００１４】
　また、上記目的を達成するために、前記放熱板の直下に冷却水を接触させる直接冷却構
造を備え、前記冷却水の水量が５Ｌ／min以上，１５Ｌ／min以下、水圧が５ｋＰａ～５０
ｋＰａの範囲にあることを特徴とする。
【００１５】
　また、上記目的を達成するために、本発明は、炭素繊維－金属複合材とその上面に配備
されたＣｕ又はＣｕ合金からなる金属回路板との接合、また、炭素繊維－金属複合材とそ
の下面に配備された窒化ケイ素基板との接合、ならびに、窒化ケイ素基板とその下面に配
備されたＣｕ又はＣｕ合金からなる放熱ベースとの接合に、Ａｇ－Ｃｕ－Ｉｎ－Ｔｉ系の
ろう材層を用い、接合温度を６００℃から７５０℃で一括接合したことを特徴とする。
【００１６】
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　かかる構成により、半導体素子と放熱機構部との間の熱抵抗を小さくして、冷却性能を
向上し得るものとなる。さらには、電力変換システム及び車載用電機システムの小型化，
低コスト化及び高信頼化を図れるものとなる。
【発明の効果】
【００１７】
　本発明によれば、半導体素子と放熱機構部との間の熱抵抗を小さくして、冷却性能を向
上が可能な半導体モジュールを提供することが可能である。
【００１８】
　また、電力変換装置及び車載用電機システムを、小型化，低コスト化及び高信頼化を図
ることができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１９】
　以下、図面に基づいて、本発明の各実施形態を説明する。
【００２０】
　以下に説明する実施形態では、本発明のパワー半導体モジュールと当該モジュールが搭
載される電力変換装置として、特に熱サイクルや動作的環境などが大変厳しい車載用イン
バータ装置を例に挙げて説明する。車載用インバータ装置は、車載電動機の駆動を制御す
る制御装置として車載電機システムに備えられ、車載電源を構成する車載バッテリから供
給された直流電力を所定の交流電力に変換し、得られた交流電力を車載電動機に供給する
ことにより、車載電動機の駆動を制御する。
【００２１】
　なお、以下に説明する構成は、ＤＣ／ＤＣコンバータや直流チョッパなどの直流－直流
電力変換装置或いは交流－直流電力変換装置の電力変換部を構成するパワーモジュールに
も適用可能である。
【００２２】
　また、以下に説明する構成は、工場の電動機駆動システムなどの産業用電機システムに
搭載された電力変換装置、或いは家庭の太陽光発電システムや家庭の電動機駆動システム
などの家庭用電機システムに搭載された電力変換装置の電力変換部を構成するパワーモジ
ュールにも適用可能である。
【００２３】
　最初に、図１～図６を用いて、本発明の実施形態によるパワー半導体モジュールについ
て説明する。
【００２４】
　図１は、本発明の第１の実施形態による半導体モジュールの構成を示す断面図である。
【００２５】
　本発明の半導体モジュールは、半導体素子１，金属回路板２，炭素繊維－金属複合材５
，絶縁基板（窒化ケイ素絶縁基板）７、及び、放熱板８で構成される。窒化ケイ素絶縁基
板７の一方の面にＣｕ又はＣｕ合金からなる金属回路板２が配置され、金属回路板２に半
導体素子１が素子下接合層３により接合されている。窒化ケイ素絶縁基板７と金属回路板
２との間には、炭素繊維とＣｕ又はＣｕ合金からなり、熱伝導率が４００Ｗ／ｍ.以上で
ある炭素繊維－金属複合材５が配置されている。炭素繊維－金属複合材５と、窒化ケイ素
絶縁基板７，金属回路板２とはろう材４により接合されている。また、窒化ケイ素絶縁基
板７の他方の面には、Ｃｕ又はＣｕ合金からなり放熱板８がろう材４を介して接合されて
いる。
【００２６】
　半導体素子１としては、ＩＧＢＴ素子（Insulated Gate Bipolar Transistor）の他、
ＭＯＳ－ＦＥＴ（Metal-Oxide Semiconductor Field Effect Transistor)などを用いるこ
とが可能である。
【００２７】
　炭素繊維－金属複合材５の表面には、金属回路板２，窒化ケイ素絶縁基板７との接合性



(6) JP 2009-4666 A 2009.1.8

10

20

30

40

50

を向上させるために表面層６としてＮｉ層あるいはＣｕ層が設けられる。この表面層６の
厚さは、０.５μｍ～２０μｍの範囲とすることが好ましい。
【００２８】
　また、金属回路板２と半導体素子１とを接合する素子下接合層３としては、はんだ，Ａ
ｇ粉末，Ａｇシート等の接合材を用いることが可能である。この素子下接合層３の熱伝導
率が８０Ｗ／ｍ.Ｋ 以上であることが好ましく、高熱伝導率の観点からＡｇ粉末，Ａｇシ
ートの接合材を用いることが好ましい。
【００２９】
　また、炭素繊維－金属複合材５と、その上面に配備された金属回路板２との接合、また
、その下面に配備された窒化ケイ素絶縁基板７との接合ならびに窒化ケイ素絶縁基板７と
、その下面に配備されたＣｕ又はＣｕ合金からなる放熱板８との接合には、Ａｇ－Ｃｕ－
Ｉｎ－Ｔｉ系のろう材層４を用いることが好ましい。
【００３０】
　炭素繊維－金属複合材５は、炭素繊維自身の熱伝導率が１０００Ｗ／ｍ.Ｋ程度であり
、マトリックス金属のＣｕあるいはＣｕ合金の３９０Ｗ／ｍ.Ｋよりも２.５倍程度あるた
め、炭素繊維の配向方向が炭素繊維－金属複合材の熱伝導率に大きく寄与する。したがっ
て、一方向に炭素繊維を配向させた炭素繊維－金属複合材を厚さ方向となるように実装す
ることで、半導体モジュールの熱抵抗を低減することが可能となる。
【００３１】
　炭素繊維－金属複合材５の炭素繊維としては、熱伝導性が比較的高いものであれば特に
限定されないが、例えば東レ社の炭素繊維（商品名：トレカクロス、タイプ：Carbon Fab
rics）等を用いることができる。また、精製された木タールを減圧雰囲気下で加熱してピ
ッチ化し、得られたピッチを溶融紡糸によってピッチ繊維とし、得られたピッチ繊維を炭
化して炭素繊維として用いてもよい。この場合、精製された木タールを、圧力：２mmＨｇ
以上１０mmＨｇ以下、温度：１００℃以上２２０℃以下の減圧雰囲気下で加熱してピッチ
化する。さらに、上記工程により得られたピッチを粉砕した後、温度：１４０℃以上１８
０℃以下で、窒素ガス圧力を用いて溶融紡糸を行ってピッチ繊維とする。なお、得られた
ピッチ繊維を炭化して炭素繊維に変える工程については、石油や石炭から得られるピッチ
を原料とする従来のプロセスと同様の条件を適用することができる。
【００３２】
　次に、本実施形態の半導体モジュールを構成する金属回路板，炭素繊維－金属複合材，
セラミックス材およびＣｕ又はＣｕ合金の接合方法を以下に示す。本実施形態において、
炭素繊維－金属複合材５は、研削加工により５０mm×３０mm×３mmｔのサイズに整え、表
面層６を形成したものを用いた。また、金属回路板２として、５０mm×３０mm×０.１mm
ｔサイズのＣｕ板を用いた。また、放熱板８として８５mm×５０mm×３mmｔサイズの無酸
素Ｃｕベースを用いた。また、炭素繊維－金属複合材５と放熱板８の間に位置する絶縁層
には、５０mm×３０mm×０.３２mmｔ サイズの窒化ケイ素絶縁基板７を用いた。窒化ケイ
素絶縁基板７の製造方法は、量産性に優れるシート成形法によりグリーンシートを作製し
、５００℃×６ｈの脱バインダー処理を行い、９気圧の加圧窒素雰囲気にて１８００℃～
１９５０℃×２ｈ～６ｈの条件で焼成することで焼結体シートを得た。続いて、３００メ
ッシュのアルミナ製砥粒を用いたサンドブラストにより焼結体シートの表面性状を整えた
。
【００３３】
　続いて、スクリーン印刷法により、炭素繊維－金属複合材５の表面にＡｇ－Ｃｕ－Ｉｎ
系ろう材を、裏面にＡｇ－Ｃｕ－Ｉｎ－Ｔｉ系ろう材を塗布した。また、窒化ケイ素絶縁
基板７の片側の面にＡｇ－Ｃｕ－Ｉｎ－Ｔｉ系ろう材を塗布した。続いて、カーボン製の
ろう付けセット治具に、表面側から金属回路板２，表裏面にろう材を塗布した炭素繊維－
金属複合材５，窒化ケイ素絶縁基板７および放熱板８をセットし、これにセラミックス製
のばねを用いて０.１ＭＰａ の荷重を負荷した。なお、窒化ケイ素絶縁基板７のセットに
ついては、上記ろう材の塗布面をＣｕベース板との接合面となるようにした。これを真空
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ろう付け炉の炉内に挿入し、真空度：２.０×１０-3Ｐａ，保持条件７６０℃×１０minに
て実施し、金属回路板２，炭素繊維－金属複合材５，放熱板８を一括接合した。
【００３４】
　続いて、半導体素子１の搭載はナノＡｇ粒子のよる接合方法を採用した。素子下接合層
３として、粒子表面に予め濃度０.５％ のポリアクリル酸を塗布した１次粒子径が２０～
５００ｎｍの範囲にあるナノＡｇ粉末粒子を用いた。金属回路板２と半導体素子１との接
合面にナノＡｇ粉末粒子を塗布し、大気中で２００℃～３５０℃の温度範囲、加熱時間は
３分、負荷圧力を１.０ＭＰａ として、金属回路板２と半導体素子１を接合し、図２に示
した半導体モジュールを得た。
【００３５】
　以下、素子下接合層３，ろう材層４，炭素繊維－金属複合材５，炭素繊維複合材表面層
６，窒化ケイ素絶縁基板７，放熱板８の構成部材の効果について説明する。
【００３６】
　図２は、本発明の半導体モジュール１０に用いる炭素繊維－金属複合材５の熱伝導率お
よび厚さとこれを用いた半導体モジュール１１の熱抵抗との関係を示した図である。なお
、図中の炭素繊維複合材についての熱伝導率の表記はＷと簡略化した。
【００３７】
　本評価では、半導体素子サイズ：１２mm×１２mm，素子数：１，Ｃｕ回路板：５０mm×
３０mm×０.１mmｔ ，炭素繊維－金属複合材：５０mm×３０mm，放熱ベース：８５mm×５
０mm×３mmｔ、素子下接合層は、ナノＡｇを用い、熱伝導率は１８０Ｗ／ｍ.Ｋ である。
炭素繊維－金属複合材のＣｕ表面層厚さは５μｍｔとした。半導体モジュール１１の熱抵
抗（Ｒｊ－ｗ）は、炭素繊維複合材の熱伝導率および厚さに影響を受ける。炭素繊維複合
材の熱伝導率が５０Ｗ／ｍ.Ｋ の場合には、炭素繊維複合材自身は放熱性に寄与せず、そ
の厚さが増大するとＲｊ－ｗは増加する。
【００３８】
　炭素繊維複合材の熱伝導率が１００Ｗ／ｍ.Ｋ の程度の場合には、炭素繊維複合材自身
は放熱性に効果を発揮しはじめ、その厚さが増大すると０.５mmｔ でＲｊ－ｗは低下する
。また、１mmｔ以上となると増加する傾向にあり、炭素繊維複合材の適性厚さが存在する
。しかしながら、この場合では、所望のＲｊ－ｗ：０.１５℃／Ｗ 以下に低減することが
出来ない。
【００３９】
　さらに炭素繊維複合材の厚さ方向の熱伝導率を４００Ｗ／ｍ.Ｋに向上させると、０.２
mmｔ～５mmｔのいずれの厚さにおいても、所望のＲｊ－ｗ：０.１５℃／Ｗ 以下とするこ
とが可能である。
【００４０】
　したがって、炭素繊維複合材の熱伝導率が４００Ｗ／ｍ.Ｋ 以上であることが望ましい
。さらに好ましくは、炭素繊維複合材の厚さ２.５mmｔ～３.５mmｔの範囲とすることが良
い。
【００４１】
　なお、本発明の半導体モジュールの熱抵抗評価に用いた炭素繊維複合材の厚さ方向の熱
伝導率は、それぞれ５０Ｗ／ｍ.Ｋ，１００Ｗ／ｍ.Ｋ，１３０Ｗ／ｍ.Ｋ，６００Ｗ／ｍ.
Ｋおよび１０００Ｗ／ｍ.Ｋであるが、これらの素材は炭素繊維とＣｕからなる複合材料
であり、順に、炭素繊維含有量が３０vol.％で無配向のもの、炭素繊維含有量が３０vol.
％で一方向に配向させたもの、炭素繊維含有量が５２vol.％ で一方向に配向させたもの
および炭素繊維含有量が８０vol.％で一方向に配向させたものである。炭素繊維複合材の
熱伝導率の測定には、京都電子工業製；熱物性評価装置を用い、レーザーフラッシュ法に
より測定した。測定に供した試料形状は、φ１０×３ｔに加工したものを用いた。
【００４２】
　図３は、本発明の半導体モジュールに用いる半導体素子下接合層の熱伝導率とこれを用
いた半導体モジュールの熱抵抗との関係を示した図である。搭載する半導体素子数が１素
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子と２素子の場合について示している。本評価では、半導体素子サイズ：１２mm×１２mm
，Ｃｕ回路板：５０mm×３０mm×０.１mmｔ,炭素繊維－金属複合材：５０mm×３０mm×３
mmｔ，放熱ベース：８５mm×５０mm×３mmｔ，炭素繊維－金属複合材の熱伝導率：４００
Ｗ／ｍ.Ｋ，炭素繊維－金属複合材のＣｕ表面層厚さは５μｍｔとした。
【００４３】
　素子下接合層に、無鉛はんだを用いた場合には、２素子搭載では、所望のＲｊ－ｗ：０
.１５℃／Ｗ以下にすることが可能であったが、これを１素子搭載では、Ｒｊ－ｗが０.２
４℃／Ｗとなり、ＨＥＶ用インバータへの搭載ができない。
【００４４】
　一方、素子下接合部の接合層の熱伝導率を８０Ｗ／ｍ.Ｋ 以上とした場合には、１素子
搭載であっても所望のＲｊ－ｗ：０.１５℃／Ｗ 以下が達成できており、かつ素子数低減
により、低コスト化が可能である。したがって、本発明に用いる接合層の熱伝導率は８０
Ｗ／ｍ.Ｋ以上が望ましい。
【００４５】
　ここで、本発明の半導体モジュールの熱抵抗評価に用いた素子下接合層の熱伝導率は、
それぞれ３５Ｗ／ｍ.Ｋ，８０Ｗ／ｍ.Ｋ，１３０Ｗ／ｍ.Ｋ，１８０Ｗ／ｍ.Ｋおよび２６
０Ｗ／ｍ.Ｋであるが、これらの接合材は、３５Ｗ／ｍ.ＫのものがＳｎ－３ｗｔ％Ａｇ－
０.５ｗｔ％Ｃｕ 組成の無鉛はんだ材であり、以下は順に、ナノＡｇ粉末から構成される
ものであり、これらの空隙率が体積比で３５％，６％および０.５％ のものである。また
、当接合層の厚さは０.７６μｍ～０.８７μｍの範囲に調整した。
【００４６】
　ナノＡｇ粉末による素子下接合層の形成には、１次粒子径が２０～５００ｎｍの範囲に
あるナノＡｇ粉末粒子を用い、予め濃度０.５％ のポリアクリル酸を粒子表面に塗布した
。ポリアクリル酸は適度な粘着性があり、かつ大気中加熱時に酸化消失する。このため、
接合前は半導体素子や接続配線などの位置あわせが容易になり、接合後にはポリアクリル
酸は無くなるので接合性を妨げることはない。本実施例ではポリアクリル酸を用いたが、
粘着材としてはこの限りではない。
【００４７】
　上記、空隙率の調整は、大気中で２００℃～３５０℃の温度範囲で実施した。この際の
加熱時間は３分、また、負荷圧力は１.０ＭＰａとした。
【００４８】
　図４は、本発明の半導体モジュールに用いる炭素繊維複合材の表面層ｔ１の厚さとこれ
を用いた半導体モジュールの熱抵抗および温度サイクル寿命の関係を示した図である。図
４における半導体モジュールの構成について、半導体素子サイズ：１２mm×１２mm，Ｃｕ
回路板：５０mm×３０mm×０.１mmｔ ，炭素繊維－金属複合材：５０mm×３０mm×３mmｔ
，放熱ベース：８５mm×５０mm×３mmｔ，炭素繊維－金属複合材の熱伝導率：４００Ｗ／
ｍ.Ｋ である。半導体モジュールの熱抵抗は、１モジュールにかかる通電電流を２００Ａ
として通電時間を３０sec とした場合の飽和熱抵抗値を測定した。また、温度サイクル寿
命については、初期熱抵抗値の１.２倍となったサイクル数とした。
【００４９】
　ｔ１厚さが、０.５μｍ 以下では、炭素繊維複合材の表面層とろう材層との反応が維持
できず、炭素繊維複合材と窒化ケイ素基板との接合強度の低下を招聘する。このため、冷
熱繰り返しに対する温度サイクル特性が低下し、冷熱サイクル試験５００サイクル後に、
炭素繊維複合材／窒化ケイ素基板界面にクラックが進展し、これにより初期熱抵抗の５０
％増加となり、半導体素子に過大な熱負荷がかかりパワーモジュールとして機能を消失す
る。
【００５０】
　一方、ｔ１厚さが、２０μｍ超では、炭素繊維よりも熱伝導率の低い炭素繊維複合材の
表面層自身の熱伝導率が律則となり、半導体モジュールの熱抵抗が０.１５℃／Ｗ以上と
なる。
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【００５１】
　したがって、半導体モジュールに用いる炭素繊維複合材の表面層ｔ１の厚さは、０.５
μｍから２０μｍの範囲にあるのが望ましい。
【００５２】
　図５は、本発明の半導体モジュールに用いる炭素繊維複合材の熱伝導率および半導体の
素子数と、これに用いた半導体モジュールの熱抵抗との関係を示した図である。なお、図
中の炭素繊維複合材についての熱伝導率の表記はＷと簡略化した。
【００５３】
　図５における半導体モジュールの構成について、Ｃｕ回路板：５０mm×３０mm×０.１m
mｔ ，炭素繊維－金属複合材：５０mm×３０mm×３mmｔ，放熱ベース：８５mm×５０mm×
３mmｔ，炭素繊維－金属複合材の熱伝導率：４００Ｗ／ｍ.Ｋ 、炭素繊維－金属複合材の
Ｃｕ表面層厚さは５μｍｔである。
【００５４】
　半導体の搭載数の増大により、半導体モジュールの熱抵抗は低下する。また、炭素繊維
複合材の熱伝導率が、４００Ｗ／ｍ.Ｋ以上では、素子数１であっても熱抵抗０.１５℃／
Ｗ以下となる。前述のように半導体モジュールの放熱性と低コスト化の両立が重要である
が、０.１５℃／Ｗ 以下の範囲にあるのは、素子数が２以上であればよい。一方、素子面
積ならびに素子数は、素子自身のコストに影響し、いずれも低減させることが望ましい。
さらに素子面積の低減は、実装スペースの省力化に繋がる。したがって、本発明に用いる
炭素繊維複合材の熱伝導率は、４００Ｗ／ｍ.Ｋ以上であり、搭載する半導体素子に関し
て、素子数１であることがより好ましい。
【００５５】
　図６は、本発明の半導体モジュールに用いる半導体素子サイズとこれに用いた半導体モ
ジュールの熱抵抗および半導体素子の欠陥率との関係を示した図である。本評価において
、Ｃｕ回路板：５０mm×３０mm×０.１mmｔ ，炭素繊維－金属複合材：５０mm×３０mm×
３mmｔ，放熱ベース：８５mm×５０mm×３mmｔ，炭素繊維－金属複合材の熱伝導率：４０
０Ｗ／ｍ.Ｋ、炭素繊維－金属複合材のＣｕ表面層厚さは５μｍｔとした。
【００５６】
　半導体素子サイズ（素子面積）の増大により、半導体モジュールの熱抵抗は低下する。
また、半導体素子中に導入される欠陥率は、１０mm×１０mmの素子で０.９％ と最も小さ
くなる。半導体モジュールの放熱性と低コスト化の両立が重要であるが、０.１５℃／Ｗ 
以下の範囲にあるのは、素子サイズ１０mmＬ以上であればよい。一方、素子面積ならびに
素子数は、素子自身のコストに影響し、いずれも低減させることが望ましい。さらに素子
面積の低減は、実装スペースの省力化に繋がる。したがって、本発明に搭載する半導体素
子に関して、素子サイズは１０mm、素子数１であることがより好ましい。
【００５７】
　次に、図１に示した半導体モジュールにおいて、ろう材層４のろう材組成，接合温度と
、接合界面ボイド率，ろう材流れの関係について評価した結果を表１に示す。表１におい
て、Ａ界面，Ｂ界面およびＣ界面は、それぞれ、Ｃｕ回路板－炭素繊維複合材間、炭素繊
維複合材－窒化ケイ素基板間および窒化ケイ素基板－Ｃｕ又はＣｕ合金からなる放熱ベー
ス間の接合界面を示す（図１参照）。各接合界面のボイド率の評価については、超音波画
像診断装置（日立建機製：Ｈｉ－Focuse）を用い、各界面の面積を１００％とした場合に
検出されるボイドの面積割合を算出した。ここで、各接合界面でのボイド率は、接合強度
および放熱性確保の観点から５％以下であることが好ましい。また、ろう材流れとは、ろ
う材成分のＡｇ成分が金属回路板およびＣｕ又はＣｕ合金からなる放熱ベースの表面を拡
散する現象を示す。本評価では、Ａ，ＢおよびＣの各界面の端部から２mm以上拡大した場
合をろう材流れ有とした。ろう材流れがある場合、外観の不均一性に加えて、めっき表面
の粗面化，はんだ濡れ性の劣化が生じる。このため、ろう材流れを抑制することが肝要で
ある。
【００５８】
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【表１】

【００５９】
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　表１の実施例Ｎo.１～６は、Ａ界面のろう材にＡｇ－２５Ｃｕ－１０Ｉｎ，Ａｇ－２５
Ｃｕ－５Ｉｎを、Ｂ，Ｃ界面にＡｇ－２５Ｃｕ－１０Ｉｎ－２Ｔｉ，Ａｇ－２５Ｃｕ－５
Ｉｎ－２Ｔｉを使用し、接合温度を６８０℃及び７５０℃で接合したものである。実施例
Ｎo.１～６では、いずれの系においても接合界面ボイド率を４.５％ 以下に抑えられ、各
界面において良好な接合状態が得られた。また、ろう材流れも発生しなかった。
【００６０】
　表１の比較例Ｎo.２１，２２は、Ａ界面のろう材にＩｎを含まないＡｇ－Ｃｕ系のろう
材（Ａｇ－２５Ｃｕ，Ａｇ－２０Ｃｕ）を使用し、接合温度を７５０℃として接合したも
のである。この比較例Ｎo.２１，２２では、ろう材の溶融温度が上昇し、Ａ界面での接合
界面ボイド率は５％超となった。
【００６１】
　また、表１の比較例Ｎo.２３，２４は、Ｂ，Ｃ界面のろう材にＩｎを含まないＡｇ－Ｃ
ｕ－Ｔｉ系のろう材（Ａｇ－２５Ｃｕ－２Ｔｉ，Ａｇ－２０Ｃｕ－２Ｔｉ）を使用し、接
合温度を７５０℃として接合したものである。比較例Ｎo.２１，２２と同様に、比較例Ｎ
o.２３，２４ではＢ，Ｃ接合界面の接合界面ボイド率が５％超となった。
【００６２】
　また、表１の比較例Ｎo.２５～２８は、実施例Ｎo.１，２と同様のろう材組成を用いて
、接合温度をそれぞれ５００℃，５６０℃，８２０℃，８５０℃として接合したものであ
る。接合温度を６００℃未満とした比較例Ｎo.２５，２６では、いずれの接合界面におい
ても接合界面ボイド率が５％超となった。また、接合温度を８００℃超とした比較例Ｎo.
２７，２８では、いずれの接合界面でもボイド率が５％以下となるものの、金属回路板お
よび放熱板にろう材成分が流れる不具合が生じた。
【００６３】
　以上の結果から、Ａ，Ｂ，Ｃ界面のろう材としてＩｎを含むことで接合界面ボイド率を
低下でき、特にＡ界面はＡｇ－Ｃｕ－Ｉｎ系ろう材、Ｂ，Ｃ界面はＡｇ－Ｃｕ－Ｉｎ－Ｔ
ｉ系ろう材とすることが好ましい。また、ろう材組成としては、Ａｇ－Ｃｕ－Ｉｎ系が７
５Ａｇ－２５Ｃｕ－１０Ｉｎであり、Ａｇ－Ｃｕ－Ｉｎ－Ｔｉ系が７５Ａｇ－２５Ｃｕ－
１０Ｉｎ－２Ｔｉであることが好ましい。また、接合温度は、６００℃～８００℃とする
ことが好ましい。
【００６４】
　次に、本発明の他の実施形態について説明する。図７に、本実施形態の半導体モジュー
ル形状を示す。図１に示した半導体モジュールをポリイミド系の接着剤を用いて１３０℃
×３ｈ×大気処理によりＰＰＳ樹脂製ケース１５と放熱板８とを接着し、半導体素子１お
よび金属回路板２とＰＰＳ樹脂製ケース１５に配置された配線パッド１２にφ４００μｍ
のＡｌ製ワイヤー１６を用いて、ワイヤーボンディング処理を行い、続いて、絶縁ゲル１
７をモジュール内に流し込んで、１６０℃×３ｈ×大気圧処理によりゲル硬化させ半導体
モジュールを得た。
【００６５】
　更に、この半導体モジュールを放熱板８の裏面に冷却ジャケット１８を取付け、図８に
示す半導体モジュールを得た。冷却ジャケット１８は、放熱板８の裏面に防漏水シール２
０を介して樹脂製ケース１５，放熱板８の外周部の位置で締結ボルト２１により固定され
ている。防漏水シール２０は締結ボルト２１より内側に設置されている。冷却ジャケット
１８は冷却水が流れる冷却水流路１９を備えており、搬水ポンプにより水量，圧力を制御
することが可能である。この冷却構造は、冷却ジャケット１８の冷却水流路１９を流れる
冷却水が放熱板８に直接接触する構造となっている。従来の冷却構造では図１０に示した
ように、半導体モジュールの放熱板裏面と、アルミダイカスト合金製の水冷ジャケット１
８の表面とを放熱グリース２２を介して取付けた間接冷却構造となる。従って、間接冷却
構造と比較して本実施形態の直接冷却構造は優れた放熱性を有する。
【００６６】
　次に、図８に示す本実施形態の半導体モジュールについて、モジュール特性として熱抵
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抗（℃／Ｗ）、温度サイクル特性を評価した。本評価では、炭素繊維－金属複合材の熱伝
導率と厚さ，表面層の材質と厚さ，半導体素子のサイズ及び数，素子下接合層の材質及び
熱伝導率、及び、冷却水の水量，水圧の条件をかえて作製した半導体モジュールのモジュ
ール特性を評価した。評価結果を表２に示す。なお、半導体素子のサイズの表記について
、例えば、１３.５mm2は、縦×横の長さが１３.５×１３.５であることを示している。
【００６７】
【表２】
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【００６８】
　半導体モジュールの熱抵抗測定は、キャッツ電子製パワー半導体熱抵抗評価装置を用い
、通電電流２００Ａ，通電時間３０sec 後の熱抵抗を評価した。温度サイクル特性につい
ては、温度サイクル条件を－４０℃⇔ＲＴ⇔１２５℃とし、初期の熱抵抗値に対して１.
２倍となるサイクル数を合否の判定基準とした。この場合、３０００サイクル以上の信頼
性を維持することが望ましい。
【００６９】
　表２の炭素繊維－金属複合材の熱伝導率の測定方向であるＺ方向，Ｘ方向，Ｙ方向とは
、それぞれ、厚さ方向，短辺方向および長辺方向を示す。
【００７０】
　本評価で用いた炭素繊維－金属複合材５は、炭素繊維と平均粒子径が１μｍ～２００μ
ｍのＣｕおよびＣｕ粉末を用い、所定の寸法サイズのカーボン製金型にこれらを充填し、
通電パルス焼結法により炭素繊維－金属複合材を得た。ＣｕおよびＣｕ粉末の平均粒子径
については、粒子径が１μｍ未満では、比表面積が大きくなり粉末表面に銅酸化膜が形成
され易くなり、焼成反応の促進の障害となる。また、粒子径が大きい場合は、粒子自身の
溶融反応が生じ難くなり、この場合においても焼結阻害が生じる。焼結条件は、９５０℃
～１０３０℃×２時間×５０Ｍｐａの条件で、窒素雰囲気にて実施した。ここで、熱伝導
率の調整は、炭素繊維と金属粉末の充填量比ならびに炭素繊維の配向制御により実施した
。焼結方法は、通電パルス焼結法以外では、通常のホットプレス法を用いることもできる
。
【００７１】
　また、本評価において、冷却ジャケットは搬水ポンプにより水量：０～３０Ｌ／min，
圧力：０～１００ｋＰａの範囲で制御できるものを使用した。
【００７２】
　表２において、実施例Ｎo.１～３として、Ｚ方向及びＸ方向の熱伝導率が６００Ｗ／ｍ
.Ｋ、Ｙ方向の熱伝導率が１２０Ｗ／ｍ.Ｋであり、表面層として５μｍのＣｕ層を有する
炭素繊維－金属複合材を用い、１３.５mm×１３.５mmの半導体素子１個を接合材料として
Ａｇ粉末を用いた熱伝導率１８０Ｗ／ｍ.Ｋ の素子下接合層により接合し、冷却ジャケッ
トの水量：１０Ｌ／min、圧力：１５ｋＰａとした半導体モジュールを用いて、炭素繊維
－金属複合材の厚さをそれぞれ２μｍ，３μｍ，４μｍとして評価を行った。
【００７３】
　また、実施例Ｎo.４，５として、実施例Ｎo.１，２の表面層の材質をＮｉ層に代えて評
価を行った。また、実施例Ｎo.６～９として、実施例Ｎo.２の炭素繊維－金属複合材の表
面層厚さを１μｍ，１０μｍ，１５μｍ，２０μｍに代えて評価を行った。また、実施例
Ｎo.１０，１１，１４，１５として、実施例Ｎo.２の素子下接合層の材質をＡｇシートを
用いた接合層に代えて、その熱伝導率をそれぞれ１８０，２８０，３２０，４００Ｗ／ｍ
.Ｋ のものを用いて評価を行った。また、実施例Ｎo.１２，１３として、実施例Ｎo.２の
素子下接合層の熱伝導率をそれぞれ２２０，２８０Ｗ／ｍ.Ｋ のものを用いて評価を行っ
た。また、実施例Ｎo.１６～２１として、実施例Ｎo.２の冷却ジャケットの水量，水圧を
代えて、水量を１２，１５，２０Ｌ／min、水圧を１０，２０，４０ｋＰａとしてそれぞ
れ評価を行った。また、実施例Ｎo.２２～２６として、実施例２の半導体素子のサイズ又
は個数を代えて評価を行った。また、実施例Ｎo.２７～３６として、実施例２の炭素繊維
－金属複合材の熱伝導率および厚さ，表面層の厚さ，素子下接合層の熱伝導率を代えて評
価を行った。
【００７４】
　この結果、実施例Ｎo.１～３６では、熱抵抗値（Ｒｊ－ｗ）が０.１５℃／Ｗ 以下が可
能であり、放熱性に優れかつ冷熱サイクル特性に優れる半導体モジュールが得られた。
【００７５】
　次に、表２の比較例のＮo.５１～６２では、半導体モジュールの熱抵抗値（Ｒｊ－ｗ）
が０.１５℃／Ｗ 以下あるいは冷熱サイクル特性を維持することはできなかった。
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【００７６】
　比較例Ｎo.５１～Ｎo.５３では、実施例Ｎo.２の半導体モジュールにおいて、炭素繊維
－金属複合材に厚さ方向（Ｚ方向）の熱伝導率が４００Ｗ／ｍ.Ｋ 未満（５０，１００，
１３０Ｗ／ｍ.Ｋ）の材料を用いて評価した結果、半導体モジュールの熱抵抗が０.１５℃
／Ｗ超となった。
【００７７】
　比較例Ｎo.５４では、実施例Ｎo.２の炭素繊維－金属複合材の表面層に形成されるＣｕ
層を０.４μｍとして評価した結果、半導体モジュールの熱抵抗が０.１５℃／Ｗ超となっ
た。これは表面層が薄く、金属回路板／炭素繊維－金属複合材界面と炭素繊維－金属複合
材と窒化ケイ素界面でのボイド率が大きくなり、これにより熱抵抗が増大したものである
。
【００７８】
　比較例Ｎo.５５では、実施例Ｎo.２の炭素繊維－金属複合材の表面層に形成されるＣｕ
層を２５μｍとして評価した結果、半導体モジュールの熱抵抗が０.１５℃／Ｗ 超となっ
た。これは、表面層のＣｕ層が２５μｍと厚くＣｕ層により熱抵抗が増大したものと考え
られる。
【００７９】
　比較例Ｎo.５６，５７では、実施例Ｎo.２の素子下接合層の熱伝導率をそれぞれ３０，
６０Ｗ／ｍ.Ｋとして評価した結果、ともに熱抵抗が０.１５℃／Ｗ超となった。
【００８０】
　比較例Ｎo.５８では、実施例Ｎo.２の素子下接合層として、熱伝導率が４２０Ｗ／ｍ.
ＫのＡｇシートを用いたものであるが、この場合、熱抵抗および冷熱サイクル特性に優れ
るが、製品として必要な量産性に欠如する不具合がある。
【００８１】
　比較例Ｎo.５９，６０は、冷却ジャケットの冷却水量が５Ｌ／min 未満であり、冷却不
足のため熱抵抗が０.１５℃／Ｗ超となった。
【００８２】
　比較例Ｎo.６１は、冷却ジャケットの冷却水の圧力が５ｋＰａ未満であり、冷却不足の
ため熱抵抗が０.１５℃／Ｗ超となった。
【００８３】
　比較例Ｎo.６２は、冷却ジャケットの冷却水の圧力が５０ｋＰａ超であり、冷却水漏れ
を誘起するため半導体モジュールとしての機能を成さなかった。
【００８４】
　以上の結果から、炭素繊維－金属複合材のＺ方向の熱伝導率が４００Ｗ／ｍ.Ｋ 以上で
あることが好ましい。また、炭素繊維－金属複合材の表面層の材質としてＣｕ，Ｎｉを使
用することができ、その厚さとしては０.５～２０μｍ が好ましい。また、素子下接合層
の熱伝導率は８０～４００Ｗ／ｍ.Ｋ とすることが好ましい。また、冷却ジャケットは搬
水ポンプにより水量：５Ｌ／min 以上，圧力：５～５０ｋＰａの範囲で制御することが好
ましい。
【００８５】
　続いて、本発明のパワー半導体モジュールを搭載した車載用インバータ装置について説
明する。
【００８６】
　図９は、本発明の実施形態によるパワー半導体モジュールを使用した電力変換装置ＩＮ
Ｖを用いて構成した車載用電機システムと、内燃機関のエンジンシステムを組み合わせた
ハイブリッド電気自動車のブロック図である。
【００８７】
　本実施形態のＨＥＶは、前輪ＦＲＷ，ＦＬＷ、後輪ＲＰＷ，ＲＬＷ、前輪車軸ＦＤＳ，
後輪車軸ＲＤＳ，デファレンシャルギアＤＥＦ，変速機Ｔ／Ｍ，エンジンＥＮＧ，電動機
ＭＧ１，ＭＧ２，電力変換装置ＩＮＶ，バッテリＢＡＴ，エンジン制御装置ＥＣＵ，変速



(15) JP 2009-4666 A 2009.1.8

10

20

30

40

50

機制御装置ＴＣＵ，電動機制御装置ＭＣＵ，バッテリ制御装置ＢＣＵ，車載用ローカルエ
リアネットワークＬＡＮを備える。
【００８８】
　本実施例では、駆動力は、エンジンＥＮＧと２つの電動機ＭＧ１，ＭＧ２で発生し、変
速機Ｔ／Ｍ，デファレンシャルギアＤＥＦ，前輪車軸ＦＤＳを通じて前輪ＦＲＷ，ＦＬＷ
に伝わる。
【００８９】
　変速機Ｔ／Ｍは、複数のギアから構成され、速度等の運転状態に応じてギア比を変える
ことができる装置である。
【００９０】
　デファレンシャルギアＤＥＦは、カーブなどで左右の車輪ＦＲＷ，ＦＬＷに速度差があ
るときに、適切に左右に動力を分配する装置である。
【００９１】
　エンジンＥＮＧは、インジェクタ，スロットバルブ，点火装置，吸排気バルブ（いずれ
も図示省略）などの複数のコンポーネントで構成される。インジェクタは、エンジンＥＮ
Ｇの気筒内に噴射する燃料を制御する燃料噴射弁である。スロットバルブは、エンジンＥ
ＮＧの気筒内に供給される空気の量を制御する絞り弁である。点火装置は、エンジンＥＮ
Ｇの気筒内の混合気を燃焼させる火源である。吸排気バルブは、エンジンＥＮＧの気筒の
吸気及び排気に設けられた開閉弁である。
【００９２】
　電動機ＭＧ１，ＭＧ２は、三相交流同期式、つまり永久磁石回転電機である。
【００９３】
　尚、電動機ＭＧ１，ＭＧ２としては、三相交流誘導式回転電機やリラクタンス式回転電
機などのものを用いてもよい。
【００９４】
　電動機ＭＧ１，ＭＧ２は、回転する回転子と、回転磁界を発生する固定子からなる。
【００９５】
　回転子は、鉄心の内部に複数の永久磁石を埋め込んだもの、もしくは、鉄心の外周表面
に複数の永久磁石を配置して構成する。固定子は、電磁鋼板に銅線を巻回して構成する。
【００９６】
　固定子の巻線に三相交流電流を流すことにより、回転磁界が発生し、回転子に生じるト
ルクにより電動機ＭＧ１，ＭＧ２を回転させることができる。
【００９７】
　電力変換装置ＩＮＶは、パワー半導体のスイッチングにより、電動機ＭＧ１，ＭＧ２の
電力を制御するものである。簡単に言えば、高圧バッテリＢＡＴの直流源を、電動機ＭＧ
１，ＭＧ２に繋いだり（オン），切ったり（オフ）することで、電動機ＭＧ１，ＭＧ２を
制御する。本実施例では、電動機ＭＧ１，ＭＧ２が三相交流モータであるので、スイッチ
ング（オン，オフ）の時間幅の粗密により、三相交流電圧発生させ、電動機ＭＧ１，ＭＧ
２の駆動力を制御する（ＰＷＭ制御）。
【００９８】
　電力変換装置ＩＮＶは、スイッチング時に瞬時に電力を供給するコンデンサモジュール
ＣＭ，スイッチングするパワーモジュールＰＭＵ，パワーモジュールのスイッチングを駆
動回路装置ＤＣＵ及び、スイッチングの時間幅の粗密を決める電動機制御装置ＭＣＵから
構成する。
【００９９】
　本実施形態の電力変換装置ＩＮＶは、放熱性に優れるパワー半導体モジュールの搭載に
より高信頼性を有するものとなる。
【０１００】
　以上で説明した本実施形態によれば、低熱抵抗を維持した上に素子搭載数を低減するこ
とにより実装スペースを省力化したパワーモジュール、ひいてはインバータ装置ＩＮＶの
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さらなる小型化を実現できる。これによって、小型化で信頼性の高いハイブリッド電気自
動車の電動機駆動システムを低価格で提供できる。
【図面の簡単な説明】
【０１０１】
【図１】本発明の実施形態による半導体モジュールの構成を示す断面図である。
【図２】本発明の実施形態による半導体モジュールに用いる炭素繊維複合材の熱伝導率お
よび厚さとこれを用いた半導体モジュールの熱抵抗との関係を示した図である。
【図３】本発明の実施形態による半導体モジュールに用いる半導体素子下接合層の熱伝導
率とこれを用いた半導体モジュールの熱抵抗との関係を示した図である。
【図４】本発明の実施形態による半導体モジュールに用いる炭素繊維複合材の表面層の厚
さとこれを用いた半導体モジュールの熱抵抗および温度サイクル寿命の関係を示した図で
ある。
【図５】本発明の実施形態による半導体モジュールに用いる半導体素子サイズとこれを用
いた半導体モジュールの熱抵抗および半導体素子の欠陥率の関係を示した図である。
【図６】本発明の実施形態による半導体モジュールに用いる半導体素子サイズとこれを用
いた半導体モジュールの熱抵抗および半導体素子の欠陥率の関係を示した図である。
【図７】本発明の実施形態による半導体モジュールの構成を示す断面図である。
【図８】本発明の実施形態による半導体モジュールの冷却構造を示す断面図である。
【図９】本発明の実施形態による電力変換装置ＩＮＶを用いて構成した車載用電機システ
ムと、内燃機関のエンジンシステムを組み合わせたハイブリッド電気自動車のブロック図
である。
【図１０】従来の半導体モジュールの冷却構造を示す断面図である。
【符号の説明】
【０１０２】
１　半導体素子
２　金属回路板
３　素子下接合層
４　ろう材層
５　炭素繊維－金属複合材
６　表面層
７　窒化ケイ素絶縁基板
８　放熱板
１１　半導体モジュール
１２　配線パッド
１３　主回路端子
１４　制御端子
１５　ＰＰＳ製樹脂ケース
１６　金属ワイヤ
１７　絶縁ゲル
１８　冷却ジャケット
１９　冷却水流路
２０　防漏水シール
２１　締結ボルト
２２　放熱グリース
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