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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　少なくとも、電源配線と出力配線間に接続され電流をスイッチングする上アームの半導
体素子、出力配線とグランド配線間に接続され電流をスイッチングする下アームの半導体
素子、該半導体素子が接着され電気的に接続される回路パタン付絶縁基板、該回路パタン
付絶縁基板裏面と接着されるか、若しくは一体となった金属ベースを備えたパワー半導体
モジュールにおいて、
　前記上アームの半導体素子の表面は、前記回路パタン付絶縁基板上の電源配線パタンに
接着され、
　前記下アームの半導体素子は、前記上アーム素子と反対の表面が前記回路パタン付絶縁
基板のグランド配線パタンに接着され、
　該グランド配線パタンは、前記回路パタン付絶縁基板の絶縁層を貫通し、前記金属ベー
スに電気的に接続され、
　前記金属ベース全体は、冷却媒体用空間を設けるように絶縁性のケースで覆われること
を特徴とするパワー半導体モジュール。
【請求項２】
　請求項１において、
　前記半導体素子は、ＩＧＢＴと該ＩＧＢＴと逆並列接続されたダイオードであり、前記
回路パタン付絶縁基板は、表面に回路パタンである金属パタン、裏面に放熱ベース接着用
の金属板を有する所謂金属貼りセラミックス基板であり、前記金属ベースは裏面にフィン
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を有するフィン付金属ベースであり、前記金属ベースに液体が当てられて前記半導体素子
が冷却されることを特徴とするパワー半導体モジュール。
【請求項３】
　請求項２において、
　前記金属貼りセラミックス基板は銅貼り窒化珪素基板であり、該基板表面に貼り付けら
れたグランドパタンを裏面銅板へ接続するため、窒化珪素を貫通する銅材が存在し、かつ
、前記フィン付金属ベースの材質は、銅又は銅合金であることを特徴とするパワー半導体
モジュール。
【請求項４】
　請求項２、または３において、
　前記金属ベースと前記冷却液体が接する面には、前記金属ベース材以外のコーティング
層が存在することを特徴とするパワー半導体モジュール。
【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に係り、特にＩＧＢＴモジュール構造に関するもので
ある。
【背景技術】
【０００２】
　ＩＧＢＴモジュール等、パワー半導体モジュールの実装形態は以下の通りである。樹脂
絶縁層を介して回路パタンである銅箔が放熱ベースへ接着される、所謂絶縁金属基板、ま
たは、回路パタンである銅板等の金属板がセラミックスに接着された、所謂金属貼りセラ
ミックス基板の回路パタンに、パワー半導体チップははんだ接着される。接着されたパワ
ー半導体チップは、アルミワイヤボンディング又はリードフレームはんだ接着等の手段で
絶縁金属基板、又は、金属貼りセラミックス基板の回路パタンと電気的に接続される。さ
らに、主として大容量モジュールで採用されている金属貼りセラミックス基板の場合には
、一般に、放熱板である銅等の金属ベースにはんだ接着される。
【０００３】
　以上の構造体が、主端子，制御端子がインサート成型された樹脂ケース中に収められ、
全体がシリコーンゲル等の樹脂で封止される。また、最近の封止形態としては、全体をエ
ポキシ樹脂でトランスファモールドする構造も実現されている。この場合は、樹脂ケース
は存在せず、リードフレームで構成される端子とともにパワー半導体素子はトランスファ
モールドされる。
【０００４】
　ＩＧＢＴ等のパワー半導体は、低損失化のため、オン電圧の低減、及び、スイッチング
損失低減のためのスイッチングの高速化が着実に進展してきている。スイッチングが高速
化されると、スイッチング時の電流時間変化であるｄｉ／ｄｔが大きくなり、主配線の寄
生インダクタンス、Ｌｓの影響で、サージ電圧，Ｖｓが発生する。Ｖｓ＝Ｌｓ×ｄｉ／ｄ
ｔである。Ｖｓはスイッチング損失を増大させるので、スイッチングの高速化による低損
失化の効果を減殺させてしまう。さらには、電源電圧とＶｓの和がパワー半導体チップの
耐電圧を超えると、パワー半導体チップの破壊をもたらしてしまう問題がある。
【０００５】
　このことを避けるために、パワー半導体モジュールの設計においては、寄生インダクタ
ンスＬｓの低減に最大限の注意を払っている。即ち、配線長を短くする事に配慮するのは
もちろん、配線を可能な限り金属ベースに近づけて、金属ベース中の渦電流による磁束の
キャンセル効果で低インダクタンス化を図るものである。さらには、樹脂ケース中の電源
配線とグランド配線を可能な限り重ね合わせる事により、向きが反対方向の電流の磁束を
キャンセル効果により低インダクタンス化させる。しかしながら、このような構造の工夫
を行って低インダクタンス化しているにも拘わらず、現実的には、スイッチング時のＶｓ
を低減するため、ゲート抵抗の増大等の工夫により、ｄｉ／ｄｔを小さくして使用してい
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るのが現状である。即ち、パワー半導体素子の性能を活かしきれていないのが現状である
。
【０００６】
　上記のように、パワー半導体モジュールにおいて、低インダクタンス化は、パワー半導
体チップの性能を最大限に引き出すために、きわめて重要な課題である。そこで、低イン
ダクタンス化を図るために、図１０等に示す構造が提案されている。上アームのＩＧＢＴ
チップ１００１と下アームのＩＧＢＴチップ１００２のダイボンディングにおいて、表裏
を逆に接着する。ＩＧＢＴチップ１００２の場合、従来通りチップ裏面電極であるコレク
タ電極をはんだ１０１０で基板１００５に接着するのに対し、ＩＧＢＴチップ１００１は
チップ表面電極であるエミッタ電極をはんだ１００８で接着する。即ち、フェースダウン
で接着する。
【０００７】
　また、同時に、ゲート電極１００７も基板１００５に接着される。もちろん、一般的に
は上下アームともコレクタ電極が基板１００５に接着される。このようなダイボンディン
グ形態とすることにより、電源配線１００３は、はんだ１００６でＩＧＢＴチップ１００
１のコレクタ電極に接着され、直接外部へ引き出される。従来は、セラミックス基板１０
０５上回路パタンから垂直に立上げ、外部へ引き出す構成を採用することで、配線長が短
くなり低インダクタンス化を実現していた。グランド配線１００４も同様にＩＧＢＴ１０
０２エミッタ電極にはんだ１０１３で接着され、直接外部へ引き出される。また、出力パ
タン１００９に配線無しで上下アームＩＧＢＴ１００１，１００２が接続される。このよ
うな構造とすることで、従来必要であった、上アームＩＧＢＴチップ１００１のエミッタ
電極から基板１００５への接続配線が必要なくなり、更に、この部分の低インダクタンス
化も図れている。
【０００８】
　パワー半導体モジュールにおいて、Ｖｓが最も問題になるのは、リバースリカバリと呼
ばれる現象の場合である。例えば、ＩＧＢＴモジュールの場合、ＩＧＢＴのターンオン時
に、還流電流が流れていた対アームのFree Wheeling Diode（ＦＷＤ）に、逆方向に貫通
電流が一瞬流れ、その回復時（電流消滅時）に大きなＶｓが発生するのである。従って、
最も重要なのは、電源パタンからＩＧＢＴ、対アームＦＷＤ、グランドパタンへと繋がる
電流経路のインダクタンスを小さくすることである。上記提案されている上下アームチッ
プ反転実装を利用した実装形態において、電源、グランド配線の低インダクタンス化に配
慮されているのみで、ＩＧＢＴと対アームＦＷＤの接続形態等リバースリカバリについて
は考慮されていない。さらには、フェースダウンで基板１００５へはんだ接着されたＩＧ
ＢＴチップ１００１は、従来接着法のＩＧＢＴチップ１００２と比べて、放熱に寄与する
接着面積が小さいため、熱抵抗が大きくなる問題がある。これは、回路パタンが存在しな
いため、チップ全体を接着できるＩＧＢＴチップ裏面と異なり、コレクタ電圧保持領域、
ゲートパタン等が存在するＩＧＢＴチップの表面は、接着面積が小さくなってしまう為で
ある。
【０００９】
　その他の技術として、パワー半導体モジュールの小型、低インダクタンス化を実現する
実装形態としては、上下アームのパワー半導体チップを積層実装する方法が提案されてい
る。この場合についても、エミッタ電極から主として放熱される下アームチップについて
は、上アームチップよりも高熱抵抗となってしまう問題がある。
【００１０】
【特許文献１】特開２０００－４９２８１号公報
【特許文献２】特開２００２－９５２６８号公報
【特許文献３】特開２００６－４９５４２号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１１】
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　本発明が解決しようとする課題は、パワー半導体モジュールの低インダクタンス化に極
めて有効なフリップチップ（フェースダウン）実装を利用した上下アーム素子の表裏面反
転実装において、フリップチップ実装された素子は接着面積が小さいため、フリップチッ
プ実装していない対アーム素子と比べて熱抵抗が大きくなってしまう問題点を回避するこ
とである。
【課題を解決するための手段】
【００１２】
　上記課題を達成するために本発明は、上アームの半導体素子は従来構造通りセラミック
ス基板上の電源回路パタンに接着し、下アームの半導体素子は、上アームの半導体素子と
表裏面を反転させてセラミックス基板のグランドパタンへ接着させ（フリップチップ実装
）、かつ、該グランドパタンは、セラミックス基板のセラミックスを貫通し、セラミック
ス基板の裏面に接着された放熱ベースまで接続されていることを特徴とするものである。
【００１３】
　即ち、上アーム素子は放熱ベースと絶縁され、下アーム素子は放熱ベースまで非絶縁で
あることが主たる特徴である。さらに、放熱ベースはフィン付金属ベースであり、樹脂製
水路カバーで覆われ、直接水冷される。
【００１４】
　更に、上記課題を達成するために、本発明は少なくとも、電源配線と出力配線間に接続
され電流をスイッチングする上アームの半導体素子、出力配線とグランド配線間に接続さ
れ電流をスイッチングする下アームの半導体素子、該導体素子が接着され電気的に接続さ
れる回路パタン付絶縁基板、該回路パタン付絶縁基板裏面と接着されるか、若しくは一体
となった金属ベースを備えたパワー半導体モジュールにおいて、前記上アームの半導体素
子の表面は、前記回路パタン付絶縁基板上の電源配線パタンに接着され、前記下アームの
半導体素子は、前記上アーム素子と反対の表面が前記回路パタン付絶縁基板のグランド配
線パタンに接着され、該グランド配線パタンは、前記回路パタン付絶縁基板の絶縁層を貫
通し、前記金属ベースまで絶縁で接続され、前記金属ベース全体は、冷却媒体用空間を設
けるように絶縁性のケースで覆われることを特徴としたものである。
【００１５】
　また、本発明のパワー半導体モジュールは、前記半導体素子は、ＩＧＢＴと該ＩＧＢＴ
と逆並列接続されたダイオードであり、前記回路パタン付絶縁基板は、表面に回路パタン
である金属パタン、裏面に放熱ベース接着用の金属板を有する所謂金属貼りセラミックス
基板であり、前記金属ベースは裏面にフィンを有するフィン付金属ベースであり、前記金
属ベースに液体が当てられて前記半導体素子が冷却されることを特徴とするものである。
【００１６】
　また、本発明のパワー半導体モジュールは、前記金属貼りセラミックス基板は銅貼り窒
化珪素基板であり、該基板表面に貼り付けられたグランドパタンを裏面銅板へ接続するた
め、窒化珪素を貫通する銅材が存在し、かつ、前記フィン付金属ベースの材質は、銅又は
銅合金であることを特徴とするものである。
【００１７】
　また、本発明のパワー半導体モジュールは、前記金属ベースと前記冷却液体が接する面
には、前記金属ベース材以外のコーティング層が存在することを特徴とするものである。
【００１８】
　更に、上記課題を達成するために、本発明は少なくとも、電源配線と出力配線間に接続
され電流をスイッチングする上アームの半導体素子、出力配線とグランド配線間に接続さ
れ電流をスイッチングする下アームの半導体素子、該半導体素子を冷却するための金属ベ
ースを備えたパワー半導体モジュールにおいて、前記出力配線の片面に前記上アームの半
導体素子の表面が接着され、前記出力配線の反対面に前記下アームの半導体素子の表面が
接着され、前記上アームの半導体素子の反対表面には冷媒と絶縁された前記金属ベースが
接着され、前記下アームの半導体素子の反対表面には前記金属ベースが接着され、下アー
ムの半導体素子を冷却する前記金属ベースは、冷却媒体用空間を有するように絶縁性ケー
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スで覆われることを特徴とするものである。
【００１９】
　また、本発明のパワー半導体モジュールは、前記上下アームの半導体素子は、ＩＧＢＴ
と該ＩＧＢＴと逆並列接続されたダイオードであり、前記出力配線の両面に接着される前
記上下アームのＩＧＢＴ、ダイオードにおいて、ＩＧＢＴの略対向面には対アームのダイ
オードが接着されていることを特徴とするものである。
【００２０】
　また、本発明のパワー半導体モジュールは、前記上アームのＩＧＢＴ，ダイオードは、
表裏面に金属板を有するセラミックス基板上の電源回路パタンに接着され、該セラミック
ス基板裏面が前記金属ベースへ接着されることで冷却媒体と絶縁されることを特徴とする
ものである。
【００２１】
　また、本発明のパワー半導体モジュールは、前記金属ベースはフィン付金属ベースであ
り、前記上アームのＩＧＢＴ，ダイオードを冷却する金属ベースの冷却媒体との接触面は
、絶縁材でコーティングされることで外部冷却媒体と絶縁されることを特徴とするもので
ある。
【００２２】
　また、本発明のパワー半導体モジュールは、前記フィン付金属ベースの前記絶縁コーテ
ィング層は、エポキシ樹脂であることを特徴とするものである。
【００２３】
　また、本発明のパワー半導体モジュールは、前記金属ベースのコーティング層である前
記エポキシ樹脂層は、前記ＩＧＢＴ，ダイオードを封止するエポキシ樹脂と同一であるこ
とを特徴とするものである。
【００２４】
　また、本発明のパワー半導体モジュールは、前記冷媒は液体であることを特徴とするも
のである。
【発明の効果】
【００２５】
　フリップチップ実装される下アームの半導体素子をフィン付金属ベースまで非絶縁とす
ることは、パワー半導体モジュールの熱抵抗中大きな比率を占める絶縁層の熱抵抗を削除
できるようになり、大幅な低熱抵抗化を測れるため、フリップチップ実装のデメリットで
ある接着面積の縮小による高熱抵抗化をキャンセルして、上アーム素子と同程度以下の熱
抵抗を実現できる効果がある。
【００２６】
　また、上アームの半導体素子は従来モジュール通りの内部絶縁型実装とすることで従来
通りの小型化を維持できる効果がある。
【００２７】
　更には、フィン付銅ベースを樹脂製水路カバーで覆うことにより、熱的に従来製品と比
べて何らデメリットが無い構成に出来るので、モジュールをインバータ等の電力変換装置
へ実装可能にする効果がある。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２８】
　本発明では、パワー半導体モジュールの低熱抵抗化と低インダクタンス化を、上下アー
ムのパワー半導体素子を表裏反転実装し、かつ、下アームのパワー半導体素子は放熱フィ
ンまで非絶縁とする実装形態で実現した。このように、フリップチップ実装を利用し、主
回路配線を究極まで短くすることで低インダクタンス化し、かつ、フリップチップ実装さ
れた下アームのパワー半導体素子は放熱のための接触面積は小さいものの、非絶縁のため
熱抵抗は小さくすることを実現したものである。上記についての詳しい実施形態、及び、
その他の特徴について、以下の実施例で詳述する。
【実施例１】
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【００２９】
　図１から図６、および図１１を使用して、実施例１を詳細に説明する。三相ＩＧＢＴモ
ジュール（６ in １　ＩＧＢＴモジュール）の一相回路分の実施例である。図１は本発明
の基本構造の概念模式図（断面模式図）である。本発明のコンセプトが明らかになるよう
に、平面的な配置を無視し、上下アームＩＧＢＴ１０１，１０２、ＦＷＤ（Free Wheelin
g Diode）１０３，１０４の実装形態を示している。
【００３０】
　図２は三相インバータ回路の一相分の回路図を示している。図３は、銅貼り窒化珪素基
板３０１，ＩＧＢＴ１０１，１０２、ＦＷＤ１０３，１０４、出力配線であるリードフレ
ーム３０６他で一相分の回路を実現した場合の平面模式図を示している。図１１は図３の
Ａ－Ａ断面模式図を示している。図４は、図３に相当する回路を従来の実装形態とした場
合の平面模式図である。図５は、図１に示した断面構造模式図にリバースリカバリ電流の
経路５０１を示したものであり、図６は、図４に示した従来構造において同様にリバース
リカバリ電流の経路６０１を示したものである。
【００３１】
　まず、図１の断面構造模式図で本発明（本実施例）の基本構造コンセプトの詳細につい
て説明する。銅貼り窒化珪素基板１０５の表面には電源（以下、Ｐと称す）パタン１１２
（図２の回路図の２０１）が貼り付けられており、このＰパタン１１２に上アームのＩＧ
ＢＴ１０１，ＦＷＤ１０３が従来通りチップ裏面電極であるコレクタ電極、カソード電極
が融点３００℃超の高融点はんだ１１８，１２０で接着されている。はんだ１１８，１２
０の厚さは０.１mm程度である。窒化珪素基板１０５には基板を貫通して銅ポスト１１４
，１１５が形製されている。窒化珪素基板１０５の窒化珪素層１１６の厚さは０.３２mm
であり、Ｐパタン１１２の厚さは０.５mm、基板はんだ接着用裏面銅板１１３の厚さは０.
４mmである。従って、銅ポスト１１４，１１５の厚さは概略１.２mmである。この銅ポス
ト１１４，１１５上に、下アームＦＷＤ１０４，ＩＧＢＴ１０２のアノード電極，エミッ
タ電極が上アーム同様高融点はんだ１１９，１２１ではんだ接着されている。厚さも同様
に０.１mm程度である。
【００３２】
　図２の回路図に示しているように、ＦＷＤ１０４，ＩＧＢＴ１０２のアノード，エミッ
タはグランド配線２０２に接続される。高耐電圧素子であるＩＧＢＴ，ＦＷＤの表面には
、ＦＬＲ（Field Limiting Ring）と呼ばれる電界緩和領域がチップ周囲に存在する。ア
ノード，エミッタ領域はこのＦＬＲ領域の内側に存在する。さらに、ＩＧＢＴチップ表面
にはゲート電極他も存在する。従って、チップ裏面全体であるコレクタ，カソード電極と
異なり、エミッタ，アノード電極面積は面積が小さい。このことを表現するため、図１で
は銅ポスト１１４，１１５、はんだ１１９，１２１の幅をチップより狭く表現している。
窒化珪素基板１０５に接着された上下アームのＩＧＢＴ，ＦＷＤの基板に接着されていな
い面全体は、出力配線（図２の回路図の符号２０３）である銅製リードフレーム１０９に
、高融点はんだ１２２，１２３，１２４，１２５で接着される。厚さはこれまで同様０.
１mm程度である。即ち、はんだ１２２はエミッタ電極接着はんだとし、はんだ１２３はコ
レクタ電極接着はんだとし、はんだ１２４はカソード電極接着はんだとし、はんだ１２５
はアノード電極接着はんだとしている。はんだ１２２，１２５の幅を小さく描いているの
は、上述した下アームのはんだ１１９，１２１と全く同じ理由である。尚、以上説明した
ＩＧＢＴ，ＦＷＤにおいて、コレクタ，カソード電極はＳｉ側からＡｌ／Ｔｉ／Ｎｉ／Ａ
ｕの積層構造であり、エミッタ，アノード電極は同じくＳｉ側からＡｌ／Ｎｉ／Ａｕの積
層構造である。リードフレーム１０９の厚さは０.５mm程度である。電気抵抗を考慮する
と厚いことが望まれるが、多チップに接着することを考え、剛性が高くなると接着が難し
くなるためこの厚さとした。また、チップ間のチップ端でリードフレーム１０９は立上が
っている形状になっている。これは、例えばＩＧＢＴの場合、エミッタの電位であるリー
ドフレーム１０９とコレクタ電位であるチップ角部が近接すると、その部分で放電し、高
耐圧を保持することが困難になるためである。
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【００３３】
　窒化珪素基板１０５裏面には、融点１８０℃程度の低融点はんだ１３０でフィン付銅ベ
ース１０６が接着されている。はんだ１３０の厚さは０.２mm程度である。尚、このフィ
ン付銅ベースは水冷を想定した構造になっている。即ち、フィンの高さは空冷フィンと異
なり低いものとなっている。フィン付銅ベース１０６の平板部の厚さは３mm、フィン１０
８はストレートフィンであり、フィンの高さ／厚さ／間隔は各々８mm／１mm／１.５mmで
ある。尚、本実施例では、ストレートフィンとしているが、もちろんピンフィン等でも何
ら問題ない。
【００３４】
　以上説明してきた構造で、下アームのＩＧＢＴ１０２，ＦＷＤ１０４のエミッタ，アノ
ードはフィン付銅ベース１０６に電気的に接続される。即ち、本発明に置いて、フィン付
銅ベース１０６がグランド回路となるため、大電流がフィン付銅ベース１０６に通電され
る。従って、従来パワー半導体モジュールのように、導体の水路カバーでフィン付銅ベー
ス１０６を覆うことはできない。そこで、本実施例では、ＰＰＳ樹脂製の水路カバー１０
７で覆い、水路１３１を構成している。端子１１０，１１１は各々電源端子，グランド端
子であり、低融点はんだ１１７，１２６でＰパタン１１２，フィン付銅ベース１０６に接
着されている。上アームＩＧＢＴ１０１のゲート給電法は、従来通りアルミワイヤボンデ
ィングで窒化珪素基板１０５上のゲート回路パタン（図示せず）に接続され、下アームＩ
ＧＢＴ１０２のゲート給電は、窒化珪素基板１０５上のゲート回路パタン１２８にはんだ
１２７で接着されている。封止は、端子１０９，１１０，１１１の他、図示していない各
種制御端子を外部に露出させるように、全体をエポキシ樹脂１２９でトランスファモール
ドしている。モールド樹脂の線膨張係数（α）は１６ppm／Ｋ程度である。エポキシ樹脂
による封止は、トランスファモールドでなく、ポッティングでも構わない。さらには、エ
ポキシ樹脂でなく、より一般的なシリコーンゲルでももちろん構わない。しかしながら、
本発明において、下アームの素子は、上アームの素子と異なり、厚い銅板へ直接はんだ接
着される。従って、セラミックス基板上に接着される場合と異なり、接着はんだ層の熱歪
は大きくなる。これは、Ｓｉのαは３ppm／Ｋ程度であるのに対し、銅は１７ppm／Ｋ程度
と大きく、αミスマッチが大きいためである。従って、はんだ寿命低下の懸念があるため
、はんだの熱歪低減効果のあるエポキシ樹脂封止の方がより優れた封止構造になる。
【００３５】
　図３を使用して平面構造について詳細に説明する。本実施例の定格電圧／電流は各々６
００Ｖ／３００Ａである。ＩＧＢＴ１０１，１０２、ＦＷＤ１０３，１０４は各１チップ
で各アームを構成している。ＩＧＢＴチップサイズは概略１３mm角、ＦＷＤチップサイズ
は概略１３mm×８mmである。窒化珪素基板３０１の概略大きさは４０mm×４５mmである。
図３のＡ－Ａ断面の模式図を示したのが図１１である。図３において、下アーム素子を接
着する銅パタン、即ち、フィン付銅ベースへ電気的に接続されるパタンは図１の銅ポスト
１１４，１１５とは異なり３層構成となっている。Ｐパタン３０２同様、グランド（以下
、Ｎと称す）パタン１１０３も窒化珪素基板３０１上に貼り付けられており、このＮパタ
ン１１０３は窒化珪素１１０１を貫通する電極１１０２で裏面銅板１１０４と短絡されて
いる。上アームＩＧＢＴ１０１のゲートはアルミワイヤ３０７で基板上のゲートパタン３
０９へ接続され、制御エミッタ配線であるアルミワイヤ３０８も基板上制御エミッタパタ
ン３１０へ接続される。フリップチップ実装された下アームＩＧＢＴ１０２は、図１での
説明同様、はんだでゲートパタン３０３，制御エミッタパタン３０４と接着される。
【００３６】
　図１の概念模式図では、出力端子１０９はチップから直接モジュール外へ導出されてい
た。ＩＧＢＴ、ＦＷＤ配置が分かるように透明化して描いている出力回路配線３０６は、
一旦、窒化珪素基板３０１上の出力回路パタン３０５上へはんだ３１８で接着する構造と
している。部品が窒化珪素基板３０１内だけで閉じるため、検査等が実施し易く、より現
実的な構造である。以上の構成で、上アーム素子の出力を基板上回路パタンへ接続するこ
となく、下アーム素子に接続でき、更には、下アーム素子のグランドを、チップ表面から
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基板上回路パタンへ接続することがないので、大幅な基板の小型化を実現している。さら
には、通電配線長を大幅に短く出来るため、大幅な低インダクタンス化を実現している。
【００３７】
　以上、本実施例の構造について説明した。特徴は、基板の小型化、及び、主配線の低イ
ンダクタンス化、さらにはフリップチップ実装したチップの低熱抵抗化である。そこで、
低インダクタンス化、及び、小型化の効果を定量的に説明するため、従来技術で設計した
基板構造について図４の平面摸式図を使用して説明し、比較対照とする。
【００３８】
　ＩＧＢＴ４０１，ＦＷＤ４０２のチップ定格は上述の実施例（図３）と同じである。窒
化珪素基板４０４のＰパタン４０５に上アームのＩＧＢＴ４０１，ＦＷＤ４０２チップは
裏面がはんだ接着される。ＩＧＢＴチップ４０１表面のエミッタ電極、ＦＷＤチップ４０
２表面のアノード電極はアルミワイヤ４０３で出力パタン４０９に接続される。ＩＧＢＴ
４０３の制御は、アルミワイヤ４０６でゲートが、ワイヤ４０７制御エミッタが接続され
実施される。下アームのＩＧＢＴ４１２，ＦＷＤ４１０についても基本的に同様の構造で
実装される。Ｐパタンの代わりに出力パタン４０９にダイボンディングされ、出力パタン
４０９の代わりにＮパタン４０８にワイヤボンディングされる。本基板４０４の概略形状
は、４０mm×６０mmであり、全く同じ回路を実現している図３と比べて１.３倍程度大き
くなってしまっていることが分かる。
【００３９】
　次に、本発明構造の特徴である寄生インダクタンスについて説明する。図５及び図６は
、下アームのＦＷＤに還流電流が流れていた場合に、上アームＩＧＢＴがターンオンした
場合に、下アームＦＷＤに一瞬逆方向電流が流れるリバースリカバリ電流の流れる経路を
示したものである。図６は図４に示した従来構造の場合を示しており、図５は、図１に示
した本発明の場合を示している。本来、本発明については、図４の回路と対比しやすい図
３の場合について経路を示すべきであるが、本発明の場合、Ｐ端子からＮ端子への電流が
上下に重なって流れ、平面図では表現しずらいので、断面図である図５で表現している。
図６に示した従来構造の場合、ＩＧＢＴ，ＦＷＤは除いて表現すると、電流は、
　(１)Ｐパタン４０５→(２)アルミワイヤ４０３→(３)出力パタン４０９→
　(４)アルミワイヤ４１１（ＦＷＤ４１０からＮパタン４０８）→(５)Ｎパタン４０８
と流れる。一方、図５の場合、図６と正確に評価するため、端子１１０，１１１を除くと
、
　(１)Ｐパタン１１２→(２)出力配線１０９（隣接ＩＧＢＴ，ＦＷＤ間）→(３)フィン付
銅ベース１０６
と流れる。このように、本発明により、寄生インダクタンス成分は半減していることが分
かる。さらに、本発明の場合、図５より明らかなように近接して向きが反対に流れるので
、磁束キャンセル効果が非常に大きく、これによる低インダクタンス化効果も絶大になる
。
【００４０】
　上アームＩＧＢＴのターンオン波形から実測したインダクタンスは、図６の従来例の場
合２０ｎＨであったが、一方、図３，図５に示す本実施例の場合７ｎＨであり、画期的な
低インダクタンス化が実現できた。即ち、スイッチングの低損失化に大幅に寄与できるこ
とが判明した。
【００４１】
　熱抵抗の評価結果について以下説明する。熱抵抗は、水冷の場合であり、全熱抵抗（以
下、Ｒｔｈ（ｊ－ｗ）と称す）、即ち、ＩＧＢＴジャンクションから冷却水までの熱抵抗
である。冷却水は、エチレングリコール５０vol％水溶液であり、温度は７５℃、流量は
１０Ｌ／minである。従来の実装構造である上アームＩＧＢＴの場合、Ｒｔｈ（ｊ－ｗ）
＝０.２Ｋ／Ｗであった。本発明を適用せず、窒化珪素基板へフリップチップ実装した場
合、Ｒｔｈ（ｊ－ｗ）は０.２４Ｋ／Ｗであり、大幅にＲｔｈ（ｊ－ｗ）は増大してしま
う。一方、本発明の場合、下アームＩＧＢＴのＲｔｈ（ｊ－ｗ）は０.１９Ｋ／Ｗであり
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、従来の実装構造の０.２Ｋ／Ｗよりも低減できることが分かった。
【００４２】
　以上、本発明構造により、画期的な低インダクタンス化をフリップチップ実装の利用で
実現できるとともに、フリップチップ実装のデメリットである熱抵抗増大を解決でき、Ｉ
ＧＢＴモジュールの飛躍的な性能向上が図れることが判明した。
【実施例２】
【００４３】
　図７の断面構造模式図を使用して、実施例２を説明する。上述したように、本発明の特
徴は、グランド回路パタンをフィン付銅ベースとし、下アーム素子は放熱フィンまで非絶
縁とすることで、低熱抵抗化を実現することである。非絶縁のフィン付銅ベースは、樹脂
製水路カバーで絶縁されているため、装置への実装的には問題ない。しかしながら、大電
流が通電されている非絶縁の物体に冷却水が接触するため、フィン付銅ベースの腐食懸念
は存在する。大電流が通電されることにより、銅ベースにわずかながら電位差が発生する
ためである。これによる所謂電食の懸念である。本実施例は、このことに対処するため、
フィン付銅ベース７０２の接水面にコーティング層７０１を形製している。本コーティン
グ層は、絶縁性，非絶縁性いずれでも良く、熱抵抗増大へ閉慮すると、非絶縁が望まれる
。一般に絶縁材は熱伝導率が低いためである。
【実施例３】
【００４４】
　図８の断面構造模式図を使用して、実施例３を詳細に説明する。本実施例は、実施例１
の構造をさらに低インダクタンス化，小型化した実施例である。
【００４５】
　上アームのＩＧＢＴ１０１，ＦＷＤ１０３の基板、銅ベースへの実装形態は実施例１と
同じである。即ち、銅貼り窒化珪素基板８０１上のＰパタン８０６へＩＧＢＴ１０１のコ
レクタ電極、ＦＷＤ１０３のカソード電極をはんだ１１８，１２０で接着する。はんだ材
，厚さも同じである。チップが搭載された基板８０１は、はんだ８０９でフィン付銅ベー
ス８１６へ接着される。フィン付銅ベース８１６のフィン８１７形状は実施例１と同じで
、本数のみ実施例１より少なくなっている。即ち、実施例１では上下アーム素子を一枚の
放熱板で放熱していたが、本実施例では、上下アーム専用の放熱板としたため、実施例１
と比べて、各放熱板の大きさは半減するイメージである。ＩＧＢＴ１０１，ＦＷＤ１０３
の基板８０１へ接着されていない面には、出力配線８０２がはんだ１２２，１２５で接着
される。
【００４６】
　下アームＩＧＢＴ１０２，ＦＷＤ１０４は出力配線８０２上へ接着されるのが本実施例
の特徴である。ＦＷＤ１０４は、はんだ８１０でＩＧＢＴ１０１の上方へカソード電極が
接着され、ＩＧＢＴ１０２は、はんだ８１２でＦＷＤ１０３の上方へコレクタ電極が接着
される。ＩＧＢＴ１０２，ＦＷＤ１０４の放熱は、フィン付銅ベース８１４がエミッタ電
極，アノード電極へはんだ８１３，８１１で接着されることで実現される。即ち、実施例
１と同様、下アーム素子については、放熱フィン８１５まで非絶縁である。従って、図示
していないが、フィン付銅ベース８１４の水路カバーは樹脂等の絶縁材で形製される。フ
ィン付銅ベース８１４へＮ端子８０４ははんだ８１８で接着され、Ｐ端子８０３は基板８
０１上のＰパタン８０６へはんだ８０５で接着される。そして、実施例１同様、エポキシ
樹脂８１９でトランスファモールドすることで封止は実現している。
【００４７】
　このように、本実施例は、積層実装したことで、平面寸法を小型化したことが特徴であ
り、かつ、配線インダクタンスもさらに低減できているのも特徴である。実施例１では、
出力配線１０９のインダクタンスがわずかに存在したが、上下アーム素子が積層実装され
た本実施例では、このインダクタンスが存在しない。実施例１同様、上アームＩＧＢＴの
ターンオン波形から測定したインダクタンスは５ｎＨであり、実施例１よりもさらに低減
することができた。
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【００４８】
　Ｒａｈ（ｊ－ｗ）については基本的に実施例１と同じであるが、ＩＧＢＴ，ＦＷＤが積
層実装されているため、それぞれの発熱状態によっては、低熱抵抗化が期待できる。
【実施例４】
【００４９】
　図９の断面構造模式図を使用して、実施例４を詳細に説明する。本実施例は、実施例３
同様、上下アームチップを積層実装した場合の実施例であり、実施例３と異なり、上アー
ムチップの実装，放熱構造に特徴がある。
【００５０】
　実施例３において、上アームチップは、放熱ベースにはんだ接着された窒化珪素基板上
のＰパタンにはんだ接着する、従来と同様の実装方法であった。一方、本実施例では、上
アームＩＧＢＴ１０１，ＦＷＤ１０３はフィン付銅ベース９０１に直接コレクタ電極，カ
ソード電極をはんだ１１８，１２０で接着している。即ち、ＩＧＢＴ１０１，ＦＷＤ１０
３は、下アーム同様、フィン付銅ベースまで非絶縁である。上アームが非絶縁の場合、高
電圧をモジュール外で絶縁することになるので、絶縁距離を大きくとらなければならず現
実的ではない。そこで、本実施例では、フィン９０２を含み、フィン付銅ベース９０１裏
面全体を封止樹脂であるエポキシ樹脂９０３で被覆している。本構造で、上アーム素子と
冷却水は絶縁され、従来の絶縁方法と機能的に何ら変わりないモジュールを実現できる。
フィン部を被覆するエポキシ樹脂層の厚さは０.２mmであり、熱伝導率は２Ｗ／ｍ・Ｋで
ある。この構造、及び物性で、従来構造同様の熱抵抗を実現することが実現できる。
【図面の簡単な説明】
【００５１】
【図１】本発明の基本構造を示した断面摸式図。（実施例１）
【図２】インバータ主回路の一相分の回路図。
【図３】本発明の一実施例を示した説明図（平面模式図）。（実施例１）
【図４】従来実装形態の平面模式図。
【図５】本発明のリバースリカバリ電流経路を示した断面模式図。
【図６】従来のリバースリカバリ電流経路を示した平面模式図。
【図７】本発明の一実施例を示した説明図（断面模式図）。（実施例２）
【図８】本発明の一実施例を示した説明図（断面模式図）。（実施例３）
【図９】本発明の一実施例を示した説明図（断面模式図）。（実施例４）
【図１０】従来構造の断面模式図。
【図１１】本発明の一実施例を示した説明図（図３のＡ－Ａ断面模式図）。（実施例１）
【符号の説明】
【００５２】
１０１，１００１　ＩＧＢＴチップ（上アーム）
１０２，４１２，１００２　ＩＧＢＴチップ（下アーム）
１０３　Free Wheeling Diode（ＦＷＤ）チップ　（上アーム）
１０４，４１０　ＦＷＤチップ　（下アーム）
１０５，３０１，４０４，８０１，１００５　銅貼りセラミックス基板
１０６，７０２，８１４，８１６，９０１　フィン付銅ベース
１０７，８１５，８１７，９０２　フィン
１０８　水路カバー
１０９，２０３，８０２　出力配線＆端子
１１０，２０１，８０３，１００３　電源端子（Ｐ端子）
１１１，２０２，８０４，１００４　グランド端子（Ｎ端子）
１１２，３０２，４０５，８０６　セラミックス基板電源回路（Ｐ）パタン
１１３，８０８，１１０４　セラミックス基板裏面銅板
１１４　セラミックス基板貫通電極（ＦＷＤ）
１１５，１１０２　セラミックス基板貫通電極（ＩＧＢＴ）
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１１６，８０７，１１０１　セラミックス
１１７，１２６，８０５，８１８　端子接着はんだ
１１８，１２３，８１２，１００６，１０１０　ＩＧＢＴコレクタ接着はんだ
１１９，１２５，８１１　ＦＷＤアノード接着はんだ
１２０，１２４，８１０　ＦＷＤカソード接着はんだ
１２１，１２２，８１３，１００８，１０１３　ＩＧＢＴエミッタ接着はんだ
１２７，１００７，１０１１　ＩＧＢＴゲート接着はんだ
１２８，３０３，３０９　セラミックス基板ゲートパタン
１２９，８１９，９０３　封止エポキシ樹脂
１３０，８０９　セラミックス基板接着はんだ
１３１　冷却水路
３０４，３１０　セラミックス基板制御エミッタパタン
３０５，４０９，１００９　セラミックス基板出力パタン
３０６　出力配線（リードフレーム）
３０７，４０６　ＩＧＢＴゲートワイヤ
３０８，４０７　ＩＧＢＴ制御エミッタワイヤ
４０１　ＩＧＢＴチップ
４０２　ＦＷＤチップ
４０３，４１１　アルミワイヤ
４０８，１１０３　セラミックス基板グランドパタン
５０１，６０１　リカバリ電流経路
７０１　防錆コーティング層

【図１】

【図２】

【図３】

【図４】
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【図６】

【図７】

【図８】

【図９】

【図１０】

【図１１】
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