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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
  一方の面に導電パターンが形成された基板と、
本体部およびこの本体部より突出した第一種端子および第二種端子を有し、前記基板の一
方の面に実装される電子部品と、
前記基板の他方の面に固定された導電路を構成する導電部材と、
を備え、
  前記電子部品は、その本体部が前記基板に形成された第一開口の少なくとも一部を覆う
ように前記基板の一方の面上に配置された状態で、当該第一開口を通じて前記導電部材に
接続され、
前記第一種端子が前記基板の導電パターンに、前記第二種端子が前記基板に形成された第
二開口を通じて前記導電部材に接続され、
  前記電子部品は、その本体部が前記第一開口の一部を覆わないようにして前記基板の一
方の面上に配置されていることを特徴とする回路構成体。
【請求項２】
  一方の面に導電パターンが形成された基板と、
本体部およびこの本体部より突出した第一種端子および第二種端子を有し、前記基板の一
方の面に実装される電子部品と、
前記基板の他方の面に固定された導電路を構成する導電部材と、
を備え、
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  前記電子部品は、その本体部が前記基板に形成された第一開口の少なくとも一部を覆う
ように前記基板の一方の面上に配置された状態で、当該第一開口を通じて前記導電部材に
接続され、
前記第一種端子が前記基板の導電パターンに、前記第二種端子が前記基板に形成された第
二開口を通じて前記導電部材に接続され、
  前記本体部の底には第三種端子が設けられており、当該第三種端子が前記本体部ととも
に前記第一開口を通じて前記導電部材に接続され、
  前記基板の一方の面における前記第一開口が形成された箇所の近傍には接続部が設けら
れ、
  前記電子部品の本体部における前記基板の一方の面上に位置する部分の少なくとも一部
は、前記接続部に接続され、
  前記基板における前記接続部が形成された部分には貫通孔が形成されており、
前記第三種端子は前記接続部に接続されるとともに、前記貫通孔を通じて前記導電部材に
も接続されていることを特徴とする回路構成体。
【請求項３】
  前記第一種端子および前記第二種端子の先端部分は、略同じ高さに位置することを特徴
とする請求項１または請求項２に記載の回路構成体。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、基板および導電部材を備えた回路構成体に関する。
【背景技術】
【０００２】
　比較的小さな電流を導通させる回路を構成する導電パターンが形成された基板に対し、
比較的大きな電流を導通させるための回路を構成する導電部材が固定された回路構成体が
公知である（例えば、下記特許文献１参照）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２００３－１６４０４０号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　この種の回路構成体には、基板に形成された導電パターンに接続される端子と、導電部
材に接続される端子を有する電子部品を備えるものがある。このような電子部品を備える
回路構成体では、導電パターン表面と導電部材表面の高さが異なるため、一方の端子を曲
げる等して、当該高さの差を吸収する必要があった（特許文献１においては、図４等に示
すように端子３４と端子３６の形状が異なる）。
【０００５】
　本発明が解決しようとする課題は、上記のような電子部品の端子の曲げ加工等が不要で
ある回路構成体を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
  上記課題を解決するために本発明にかかる回路構成体は、一方の面に導電パターンが形
成された基板と、本体部およびこの本体部より突出した第一種端子および第二種端子を有
し、前記基板の一方の面に実装される電子部品と、前記基板の他方の面に固定された導電
路を構成する導電部材と、を備え、前記電子部品は、その本体部が前記基板に形成された
第一開口の少なくとも一部を覆うように前記基板の一方の面上に配置された状態で、当該
第一開口を通じて前記導電部材に接続され、前記第一種端子が前記基板の導電パターンに
、前記第二種端子が前記基板に形成された第二開口を通じて前記導電部材に接続され、前
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記電子部品は、その本体部が前記第一開口の一部を覆わないようにして前記基板の一方の
面上に配置されていることを特徴とする。
  別の発明にかかる回路構成体は、一方の面に導電パターンが形成された基板と、本体部
およびこの本体部より突出した第一種端子および第二種端子を有し、前記基板の一方の面
に実装される電子部品と、前記基板の他方の面に固定された導電路を構成する導電部材と
、を備え、前記電子部品は、その本体部が前記基板に形成された第一開口の少なくとも一
部を覆うように前記基板の一方の面上に配置された状態で、当該第一開口を通じて前記導
電部材に接続され、前記第一種端子が前記基板の導電パターンに、前記第二種端子が前記
基板に形成された第二開口を通じて前記導電部材に接続され、前記本体部の底には第三種
端子が設けられており、当該第三種端子が前記本体部とともに前記第一開口を通じて前記
導電部材に接続され、前記基板の一方の面における前記第一開口が形成された箇所の近傍
には接続部が設けられ、前記電子部品の本体部における前記基板の一方の面上に位置する
部分の少なくとも一部は、前記接続部に接続され、前記基板における前記接続部が形成さ
れた部分には貫通孔が形成されており、前記第三種端子は前記接続部に接続されるととも
に、前記貫通孔を通じて前記導電部材にも接続されていることを特徴とする。
【０００７】
　前記第一種端子および前記第二種端子の先端部分は、略同じ高さに位置するとよい。
【発明の効果】
【００１２】
  本発明にかかる回路構成体は、電子部品の本体部が基板に形成された第一開口の少なく
とも一部を覆うように基板の一方の面上に配置され、第二種端子が基板に形成された第二
開口を通じて導電部材に接続される構造であるため、端子を曲げる等の加工が不要となる
。
　また、電子部品の本体部が第一開口の一部を覆わないようにして基板の一方の面上に配
置された構造とすれば、第一開口における本体部に覆われていない部分（露出した部分）
から、第一開口を通じた本体部と導電部材の接続が確実になされているかどうかを確認す
ることができる。
  また、本体部の底に設けられた第三種端子が本体部とともに第一開口を通じて導電部材
に接続された構造とすることもできる。第一開口の大きさを大きくしすぎると、第一開口
に対して電子部品が位置ずれした場合、本体部の一部が第一開口内に入り込んだ状態とな
ってしまうおそれがある。一方、第一開口の大きさを小さくしすぎると、基板および導電
部材組に対する電子部品（本体部）の物理的な接続の信頼性が問題となるおそれがある。
そのため、基板における第一開口が形成された箇所の近傍に接続部を設け、当該接続部に
本体部の少なくとも一部が接続された構造とすることにより、基板および導電部材組に対
する電子部品（本体部）の物理的な接続の信頼性を向上させることができる。第三種端子
が接続部だけでなく貫通孔を通じて導電部材に接続されていれば、第三種端子が第一開口
だけでなく貫通孔を通じて導電部材に接続された構造となるため、電気的な接続の信頼性
も向上する。
【００１３】
　電子部品が有する第一種端子の先端部分の高さと、第二種端子の先端部分の高さは、略
同じに設定することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１８】
【図１】本発明の一実施形態にかかる回路構成体の外観図である。
【図２】回路構成体における電子部品が実装された部分を拡大して示した図である。
【図３】回路構成体における電子部品が実装された部分の一部（基板および導電部材）の
断面図であって、（ａ）は第一種端子側から、（ｂ）は第二種端子側から見た図である。
【図４】回路構成体における電子部品が実装された部分の平面図である。
【図５】複数個所に分離した接続部が設けられた回路構成体の一例を示した平面図である
。



(4) JP 6287659 B2 2018.3.7

10

20

30

40

50

【図６】第一変形例にかかる回路構成体を説明するための一部（基板および導電部材）断
面図である。
【図７】第一変形例にかかる回路構成体を説明するための平面図である。
【図８】第二変形例にかかる回路構成体を説明するための一部（基板および導電部材）断
面図である。
【図９】第三変形例にかかる回路構成体を説明するための平面図である。
【発明を実施するための形態】
【００１９】
　以下、本発明の実施形態について図面を参照しつつ詳細に説明する。なお、特に明示し
た場合を除き、以下の説明における平面方向とは、基板１０や導電部材２０の平面方向を
いい、高さ方向（上下方向）とは平面方向に直交する方向（基板１０の導電パターンが形
成された面を上とする）をいうものとする。
【００２０】
　図１に示すように、本発明の一実施形態にかかる回路構成体１は、基板１０、導電部材
２０および電子部品３０を備える。以下、図１～図４を参照して各構成について具体的に
説明する。
【００２１】
　基板１０は、一方の面１０ａ（上側の面）に導電パターン（導電パターンの一部である
後述するランド１４のみ図示する）が形成されたものである。当該導電パターンが構成す
る導電路は制御用の導電路（回路の一部）であり、導電部材２０が構成する導電路（回路
の一部）よりも流れる電流が相対的に小さい。
【００２２】
　導電部材２０は、基板１０の他方の面１０ｂに固定された板状の部分である。導電部材
２０は、プレス加工等によって所定の形状に形成され、相対的に大きな（導電パターンに
よって構成される導電路よりも大きな）電流が流れる部分である電力用の導電路を構成す
る。導電部材２０は、バスバー（バスバープレート）等とも称される。導電部材２０は、
例えば絶縁性の接着シートなどを介して、基板１０の他方の面１０ｂに固定され、基板１
０と導電部材２０が一体化されている（基板１０・導電部材２０組）。導電パターンや導
電部材２０が構成する導電路の形状はどのようなものであってもよいため、説明を省略す
る。また、基板１０や導電部材２０全体の形状も適宜変更可能である。
【００２３】
　電子部品３０は、基板１０に実装される素子であって、素子の本体部３１および端子部
を有する。本実施形態における電子部品３０は、端子部として第一種端子３２、第二種端
子３３、および第三種端子３４を有する。電子部品３０の一例としては、トランジスタ（
ＦＥＴ）が挙げられる。この場合、第一種端子３２はゲート端子であり、第二種端子３３
はソース端子であり、第三種端子３４はドレイン端子である。後述するように、第一種端
子３２は基板１０の導電パターンに接続され、第二種端子３３は導電部材２０に接続され
、第三種端子３４は導電部材２０における第二種端子３３が接続される部位とは異なる部
位に接続される。なお、以下では、電子部品３０は、各種端子を一つずつ有しているもの
として説明するが、ある種の端子を複数有するものであってもよい。
【００２４】
　第一種端子３２および第二種端子３３は、略直方体形状の本体部３１の側面より突出し
ている。具体的には、両端子は、平面方向に沿って突出した基端側部分と、基端側部分の
先端から下方に向かうように屈曲した部分と、当該屈曲した部分の先端から平面方向に沿
うように延びる先端部分３２１、３３１とを有する。はんだ付けされる部分である先端部
分３２１、３３１の高さ（上下方向における位置）は略同じである。本実施形態では、第
一種端子３２と第二種端子３３は全く同形状に形成されている。つまり、本体部３１にお
ける端子が設けられた面に沿う方向から見て、第一種端子３２と第二種端子３３は重なる
。
【００２５】
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　第三種端子３４は、本体部３１の底（下面）に設けられた板状の部分である。つまり、
第三種端子３４は平面方向に沿う。第三種端子３４は、本体部３１の底の少なくとも一部
を構成する部分であるともいえる。
【００２６】
　このような電子部品３０は、次のように基板１０（基板１０・導電部材２０組）に実装
される。基板１０における電子部品３０が実装される箇所には、基板１０を厚み方向に貫
く第一開口１１が形成されている。第一開口１１は、電子部品３０の本体部３１が通過す
ることのできない形状に形成されている。電子部品３０は、その本体部３１が第一開口１
１の少なくとも一部を覆うように、基板１０の一方側の面（導電パターンが形成された面
）上に載置される。本体部３１の底に設けられた第三種端子３４の少なくとも一部は、第
一開口１１に臨む（上下方向において第一開口１１に重なる）。本実施形態では、本体部
３１が第一開口１１の一部を覆わないようにして基板１０の一方の面１０ａ上に載置され
る。
【００２７】
　かかる第一開口１１を通じて、電子部品３０の本体部３１は導電部材２０にはんだ付け
されている。本体部３１の底には第三種端子３４が設けられているため、第三種端子３４
は導電部材２０の所定箇所（第一開口１１に臨む部分）と電気的に接続される。つまり、
第一開口１１の少なくとも一部を覆うように設けられた本体部３１（第三種端子３４）が
、当該第一開口１１を通じて導電部材２０にはんだ付けされることにより、本体部３１が
物理的に導電部材２０（基板１０・導電部材２０組）に接続されるとともに、第三種端子
３４が電気的に導電部材２０に接続される。
【００２８】
　このように電子部品３０が基板１０の一方の面１０ａ上に配置されるということは、本
体部３１の底は、第一開口１１に臨む部分（上下方向において第一開口１１と重なる部分
）と、基板１０の一方の面１０ａに接触する部分を含む、ということである。本実施形態
では、基板１０の一方の面１０ａにおける本体部３１の底が接触する部分に接続部１２が
設けられている。つまり、接続部１２は、第一開口１１の近傍に設けられている。接続部
１２は、導電パターンと同じ材料（例えば銅）で形成することができる。つまり、導電パ
ターンを形成する工程と同じ工程で作製することができる。なお、接続部１２は導電パタ
ーンと電気的に接続されていない。
【００２９】
　電子部品３０の本体部３１における基板１０の一方の面１０ａに接触する部分は、かか
る接続部１２にはんだ付けされている。つまり、電子部品３０の本体部３１は、導電部材
２０だけでなく、基板１０にも接続されている。これにより、基板１０・導電部材２０組
に対する電子部品３０の物理的な接続をより強固なものとすることができる。
【００３０】
　なお、第一開口１１や接続部１２の大きさや形状は適宜変更可能である。図４に示すよ
うに第一開口１１に並ぶように略方形状の接続部１２を設けた構造としてもよいし、図５
に示すように接続部１２が複数個所に分離して設けられた構造としてもよい。第一開口１
１は本体部３１を導電部材２０に接続するためのものであり、接続部１２は本体部３１を
基板１０に接続するためのものであるため、本体部３１と導電部材２０の接続、本体部３
１と基板１０の接続に求められる強度等に応じて、第一開口１１および接続部１２の形状
、位置、大きさ等を設定すればよい。
【００３１】
　電子部品３０が基板１０における所定位置に載置された状態において、電子部品３０の
第一種端子３２の先端部分３２１は、導電パターンにおける所定部位上に位置する。具体
的には、第一種端子３２を接続すべきランド１４（導電パターンの一部）の上に位置する
。第一種端子３２は、かかるランド１４にはんだ付けされている。つまり、第一種端子３
２は、導電パターンに物理的かつ電気的に接続されている。
【００３２】
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　また、基板１０には、当該基板１０を厚み方向に貫く第二開口１３が形成されている。
第二開口１３は、電子部品３０が基板１０における所定位置に載置された状態において、
第二種端子３３の先端部分３３１が上下方向に重なるような位置に形成される。具体的に
は、第一種端子３２の先端部分３２１と、第二種端子３３の先端部分３３１の高さは略同
じであるのであり、第一種端子３２の先端部分３２１が基板１０の一方の面１０ａ上に位
置するということは、第二種端子３３の先端部分３３１は第二開口１３の上に位置すると
いうことである。このように第二開口１３の上に位置する第二種端子３３は、当該第二開
口１３を通じて導電部材２０の所定部位にはんだ付けされている。つまり、第二種端子３
３は導電部材２０に物理的かつ電気的に接続されている。なお、当然ではあるが、導電部
材２０における第二種端子３３が接続される部位と、第三種端子３４が接続される部位は
、直接的な電気的な接続が存在するものではない（第二種端子３３と第三種端子３４がシ
ョートするものではない）。また、本実施形態では、第一開口１１と第二開口１３は繋が
っていないが、両者が一体となった開口であってもよい。ただし、第一開口１１内のはん
だと第二開口１３内のはんだが接触するとショートしてしまうため、両開口は区切られて
いることが好ましい。
【００３３】
　このような基板１０（基板１０・導電部材２０組）に対する電子部品３０の実装方法は
、特定の方法に限定されるわけではないが、いわゆるリフローはんだ付け方法により行う
ことが製造の容易化、品質安定化等の面で好ましい。リフローはんだ付け方法を用いて製
造する場合には、基板１０・導電部材２０組における第一開口１１内、第二開口１３内、
接続部１２上、ランド１４上に予めはんだ（クリームはんだ）を塗布（印刷）しておき、
所定位置に電子部品３０を載置した状態ではんだを溶融させることで、上記のように電子
部品３０が実装された回路構成体１が得られる。このようなリフローはんだ付けによって
電子部品３０を実装するのであれば、第二種端子３３と第三種端子３４のショートを防止
するため、第一開口１１と第二開口１３は区切られていることが好ましい。
【００３４】
　以上説明した本実施形態にかかる回路構成体１によれば次のような作用効果が奏される
。本実施形態にかかる回路構成体１は、電子部品３０の本体部３１が基板１０に形成され
た第一開口１１の少なくとも一部を覆うように基板１０の一方の面１０ａ上に配置され、
第二種端子３３が基板１０に形成された第二開口１３を通じて導電部材２０に接続される
構造であるため、端子を曲げる等の加工が不要となる。つまり、電子部品３０が有する第
一種端子３２の先端部分３２１の高さと、第二種端子３３の先端部分３３１の高さを、略
同じに設定することができる。
【００３５】
　また、本体部３１の底に設けられた第三種端子３４を、本体部３１とともに第一開口１
１を通じて導電部材２０に接続することができる。これにより、電子部品３０（本体部３
１）と導電部材２０の物理的な接続、第三種端子３４と導電部材２０の電気的な接続を一
度に図ることができる。また、本体部３１に生じる熱が導電部材２０を通じて効率よく放
熱される構造となる。
【００３６】
　また、基板１０に形成される第一開口１１の大きさを大きくしすぎると、第一開口１１
に対して電子部品３０が位置ずれした場合、本体部３１の一部が第一開口１１内に入り込
んだ状態となってしまうおそれがある。例えば、上記リフローはんだ付け工程において（
電子部品３０がはんだ付けされる前の状態において）、振動等によって本体部３１の一部
が第一開口１１内に入り込んでしまうおそれがある。一方、第一開口１１の大きさを小さ
くしすぎると、本体部３１における第一開口１１内のはんだに接触する部分の面積が小さ
くなるから、基板１０・導電部材２０組に対する電子部品３０（本体部３１）の物理的な
接続の信頼性が問題となってしまうおそれがある。これに対し本実施形態では、基板１０
における第一開口１１が形成された箇所の近傍に接続部１２を設け、当該接続部１２に本
体部３１の少なくとも一部が接続された構造とされるから、基板１０および導電部材２０
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組に対する電子部品３０（本体部３１）の物理的な接続の信頼性を向上させることができ
る。
【００３７】
　また、電子部品３０の本体部３１が第一開口１１の一部を覆わないようにして基板１０
の一方の面１０ａ上に載置されるため、第一開口１１における本体部３１に覆われていな
い部分（露出した部分）から、第一開口１１を通じた本体部３１と導電部材２０の接続が
確実になされているかどうかを確認することができる。
【００３８】
　上記本発明の一実施形態にかかる回路構成体１の変形例として、以下のような例が考え
られる。
【００３９】
　図６および図７に示す第一変形例は、基板１０における接続部１２が形成された部分に
、基板１０を厚み方向に貫く貫通孔１２１（スルーホール）が形成されたものである。貫
通孔１２１は、複数形成されていることが好ましい。また、各貫通孔１２１にはいわゆる
ビアが形成されていることが好ましい。本例において、本体部３１の底に設けられた第三
種端子３４は、基板１０の一方の面１０ａに設けられた接続部１２に接触する。そして、
かかる第三種端子３４は、接続部１２にはんだ付けされるとともに、貫通孔１２１を通じ
て導電部材２０にもはんだ付けされている。つまり、第三種端子３４は、貫通孔１２１内
に塗布されたはんだによって、導電部材２０に電気的に接続されている。このように、第
三種端子３４が接続部１２だけでなく貫通孔１２１を通じて導電部材２０に接続されてい
れば、第三種端子３４が第一開口１１だけでなく貫通孔１２１を通じて導電部材２０に接
続された構造となるため、電気的接続の信頼性も向上する。つまり、本体部３１が接続さ
れる接続部１２が設けられることを踏まえ、当該接続部１２が形成された部分に貫通孔１
２１を形成しておくことにより、接続部１２による本体部３１と基板１０の物理的な接続
の強化だけでなく、第三種端子３４と導電部材２０の電気的な接続の強化を図ることがで
きる。
【００４０】
　図８に示す第二変形例は、第一種端子３２’および第二種端子３３’の長さが短い電子
部品３０を用いたものである。上述したように、電子部品３０の本体部３１は、基板１０
に形成された第一開口１１の少なくとも一部を覆うように基板１０の一方の面１０ａ上に
配置される構造であるから、第一種端子３２’は導電パターンのランド１４まで、第二種
端子３３’は第二開口１３まで届くような長さを有しておりさえすればよい。図示される
ように、各端子は、本体部３１から真っすぐ直線状に延びる形状であってもよい。このよ
うに、本発明は、曲げることが困難な短い端子を有する電子部品３０を用いることができ
るという点においても優れるものである。
【００４１】
　図９に示す第三変形例は、基板１０上に接続部１２が設けられていない構成である。本
体部３１（第三種端子３４）は、第一開口１１を通じて導電部材２０に接続されるから、
接続部１２を設けなくても本体部３１と基板１０・導電部材２０組の接続を図ることがで
きる。接続部１２を設けていれば、その分第一開口１１の大きさを小さくすることができ
るため、本体部３１の一部が第一開口１１内に入り込んでしまうおそれを低減することが
できるという利点がある。
【００４２】
　以上、本発明の実施形態について詳細に説明したが、本発明は上記実施形態に何ら限定
されるものではなく、本発明の要旨を逸脱しない範囲で種々の改変が可能である。
【００４３】
　例えば、上記実施形態における電子部品３０は、本体部３１の底に端子（第三種端子３
４）が設けられたものであることを説明したが、このように底に端子が設けられていない
電子部品３０についても上記と同様の実装手法が適用できる。つまり、第一開口１１を通
じた本体部３１と導電部材２０の接続が、電気的な接続を図るものではなくなる（物理的
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【符号の説明】
【００４４】
１　回路構成体
１０　基板
１０ａ　一方の面
１０ｂ　他方の面
１１　第一開口
１２　接続部
１２１　貫通孔
１３　第二開口
１４　ランド（導電パターンの一部）
２０　導電部材
３０　電子部品
３１　本体部
３２（３２’）　第一種端子
３２１　（第一種端子の）先端部分
３３（３３’）　第二種端子
３３１　（第二種端子の）先端部分
３４　第三種端子

【図１】 【図２】
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