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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】スイッチングデバイスとしてＩＧＢＴとＭＯＳ
ＦＥＴとを並列動作させて用いる電力用半導体装置にお
いて、装置全体を小型化する。
【解決手段】ＩＧＢＴ４およびＭＯＳＦＥＴ１０のうち
、ゲート制御回路１９の近傍に配置されたトランジスタ
は、ゲート制御回路１９から与えられたゲート制御信号
を、ゲート制御回路１９から遠い位置に配置されたトラ
ンジスタのゲートに与える。そして、ゲート制御回路１
９の近傍に配置されたトランジスタには抵抗素子Ｒ１を
介してゲート制御信号が与えられる。
【選択図】図３
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　第１の電圧を与える第１の電源ラインと第２の電圧を与える第２の電源ラインとの間に
直列に介挿され、相補的に動作する第１および第２のスイッチング部によって構成される
インバータと、
　前記第１および第２のスイッチング部のそれぞれのスイッチング動作を制御する第１お
よび第２の制御回路と、を備え、それらがモジュール化された電力用半導体装置であって
、
　前記第１のスイッチング部は、
　前記第１の電源ラインにそれぞれの一方の主電極が接続され、前記インバータの出力ノ
ードにそれぞれの他方の主電極が接続された第１のＩＧＢＴおよび第１のＭＯＳＦＥＴを
有し、
　前記第２のスイッチング部は、
　前記第２の電源ラインにそれぞれの一方の主電極が接続され、前記インバータの前記出
力ノードにそれぞれの他方の主電極が接続された第２のＩＧＢＴおよび第２のＭＯＳＦＥ
Ｔを有し、
　前記電力用半導体装置の平面レイアウトにおいて、
　前記第１の制御回路は、前記第１のスイッチング部に対向する位置に配置され、前記第
１のＩＧＢＴおよび前記第１のＭＯＳＦＥＴの一方は、前記第１の制御回路の近傍に配置
され、他方はそれよりも前記第１の制御回路から遠い位置に配置され、
　前記第２の制御回路は、前記第２のスイッチング部に対向する位置に配置され、前記第
２のＩＧＢＴおよび前記第２のＭＯＳＦＥＴの一方は、前記第２の制御回路の近傍に配置
され、他方はそれよりも前記第２の制御回路から遠い位置に配置され、
　前記第１のＩＧＢＴおよび前記第１のＭＯＳＦＥＴのうち、前記第１の制御回路の近傍
に配置されたトランジスタは、前記第１の制御回路から与えられたゲート制御信号を、前
記第１の制御回路から遠い位置に配置されたトランジスタのゲートに与え、
　前記第２のＩＧＢＴおよび前記第２のＭＯＳＦＥＴのうち、前記第２の制御回路の近傍
に配置されたトランジスタは、前記第２の制御回路から与えられたゲート制御信号を、前
記第２の制御回路から遠い位置に配置されたトランジスタに与え、
　前記第１のＩＧＢＴおよび前記第１のＭＯＳＦＥＴのうち、一方のトランジスタのゲー
トには前記第１の制御回路から抵抗素子を介してゲート制御信号が与えられ、
　前記第２のＩＧＢＴおよび前記第２のＭＯＳＦＥＴのうち、一方のトランジスタのゲー
トには前記第２の制御回路から抵抗素子を介してゲート制御信号が与えられる、電力用半
導体装置。
【請求項２】
　前記第１のＩＧＢＴおよび前記第１のＭＯＳＦＥＴのうち、前記第１の制御回路の近傍
に配置されたトランジスタに前記第１の制御回路から前記抵抗素子を介してゲート制御信
号が与えられ、
　前記第２のＩＧＢＴおよび前記第２のＭＯＳＦＥＴのうち、前記第２の制御回路の近傍
に配置されたトランジスタに前記第２の制御回路から前記抵抗素子を介してゲート制御信
号が与えられる、請求項１記載の電力用半導体装置。
【請求項３】
　前記第１のＩＧＢＴおよび前記第１のＭＯＳＦＥＴのうち、前記第１の制御回路から遠
い位置に配置されたトランジスタに前記第１の制御回路から前記抵抗素子を介してゲート
制御信号が与えられ、
　前記第２のＩＧＢＴおよび前記第２のＭＯＳＦＥＴのうち、前記第２の制御回路から遠
い位置に配置されたトランジスタに前記第２の制御回路から前記抵抗素子を介してゲート
制御信号が与えられる、請求項１記載の電力用半導体装置。
【請求項４】
　前記第１のスイッチング部において、前記第１のＩＧＢＴが、前記第１の制御回路の近
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傍に配置され、
　前記第２のスイッチング部において、前記第２のＩＧＢＴが、前記第２の制御回路の近
傍に配置される、請求項２または請求項３記載の電力用半導体装置。
【請求項５】
　前記第１のスイッチング部において、前記第１のＭＯＳＦＥＴが、前記第１の制御回路
の近傍に配置され、
　前記第２のスイッチング部において、前記第２のＭＯＳＦＥＴが、前記第２の制御回路
の近傍に配置される、請求項２または請求項３記載の電力用半導体装置。
【請求項６】
　前記第１のスイッチング部内の前記第１の制御回路の近傍に配置された前記トランジス
タは、そのゲートパッドとゲートとの間に前記抵抗素子を有し、
　前記第２のスイッチング部内の前記第２の制御回路の近傍に配置された前記トランジス
タは、そのゲートパッドとゲートとの間に前記抵抗素子を有する、請求項２記載の電力用
半導体装置。
【請求項７】
　前記第１のスイッチング部において、
　前記第１のＩＧＢＴより前記第１のＭＯＳＦＥＴが先にターンオンするように、前記第
１のＩＧＢＴおよび前記第１のＭＯＳＦＥＴの閾値および前記抵抗素子の接続先を設定し
、
　前記第２のスイッチング部において、
　前記第２のＩＧＢＴより前記第２のＭＯＳＦＥＴが先にターンオンするように、前記第
２のＩＧＢＴおよび前記第２のＭＯＳＦＥＴの閾値および前記抵抗素子の接続先を設定す
る、請求項１記載の電力用半導体装置。
【請求項８】
　前記第１のスイッチング部は、
　前記抵抗素子に直列に接続されたツェナーダイオードをさらに有し、
　前記第２のスイッチング部は、
　前記抵抗素子に直列に接続されたツェナーダイオードをさらに有する、請求項１記載の
電力用半導体装置。
【請求項９】
　前記第１のＩＧＢＴおよび前記第１のＭＯＳＦＥＴは、主電流が半導体基板主面に対し
て垂直な方向に流れる縦型構造のトランジスタであり、
　前記第１のスイッチング部内の、前記第１の制御回路の近傍に配置されたトランジスタ
は、そのゲートに接続される第１のゲートパッドが、前記他方の主電極側の平面内におい
て前記第１の制御回路側に設けられ、第２のゲートパッドが、前記他方の主電極側の平面
内において前記第１の制御回路とは反対側に設けられ、
　前記第１のゲートパッドに前記第１の制御回路からの前記ゲート制御信号が与えられ、
前記第２のゲートパッドから前記ゲート制御信号が出力されて前記第１の制御回路から遠
い位置に配置されたトランジスタのゲートパッドに与えられ、
　前記第２のＩＧＢＴおよび前記第２のＭＯＳＦＥＴは、主電流が半導体基板主面に対し
て垂直な方向に流れる縦型構造のトランジスタであり、
　前記第２のスイッチング部内の、前記第２の制御回路の近傍に配置されたトランジスタ
は、そのゲートに接続される第１のゲートパッドが、前記他方の主電極側の平面内におい
て前記第２の制御回路側に設けられ、第２のゲートパッドが、前記他方の主電極側の平面
内において前記第２の制御回路とは反対側に設けられ、
　前記第１のゲートパッドに前記第２の制御回路からの前記ゲート制御信号が与えられ、
前記第２のゲートパッドから前記ゲート制御信号が出力されて前記第２の制御回路から遠
い位置に配置されたトランジスタのゲートパッドに与えられる、請求項１記載の電力用半
導体装置。
【請求項１０】
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　前記第１のスイッチング部の前記第１の制御回路の近傍に配置された前記トランジスタ
の前記第２のゲートパッドと前記第１の制御回路から遠い位置に配置された前記トランジ
スタのゲートパッドとの間は第１のワイヤで電気的に接続され、
　前記第１のＩＧＢＴおよび前記第１のＭＯＳＦＥＴの前記他方の主電極間は、複数の前
記第１のワイヤで電気的に接続され、
　前記第２のスイッチング部の前記第２の制御回路の近傍に配置された前記トランジスタ
の前記第２のゲートパッドと前記第２の制御回路から遠い位置に配置された前記トランジ
スタのゲートパッドとの間は第２のワイヤで電気的に接続され、
　前記第２のＩＧＢＴおよび前記第２のＭＯＳＦＥＴの前記他方の主電極間は、複数の前
記第２のワイヤで電気的に接続される、請求項９記載の電力用半導体装置。
【請求項１１】
　前記第１のＩＧＢＴおよび前記第１のＭＯＳＦＥＴは、
　それぞれが搭載される領域間で段差を有するダイパッド上に配置され、
　前記第２のＩＧＢＴおよび前記第２のＭＯＳＦＥＴは、
　それぞれが搭載される領域間で段差を有するダイパッド上に配置される、請求項９記載
の電力用半導体装置。
【請求項１２】
　前記第１のスイッチング部の前記第１の制御回路の近傍に配置された前記トランジスタ
の前記第２のゲートパッドと前記第１の制御回路から遠い位置に配置された前記トランジ
スタのゲートパッドとの間は第１のワイヤで電気的に接続され、
　前記第２のスイッチング部の前記第２の制御回路の近傍に配置された前記トランジスタ
の前記第２のゲートパッドと前記第２の制御回路から遠い位置に配置された前記トランジ
スタのゲートパッドとの間は第２のワイヤで電気的に接続され、
　前記第１のワイヤは、
　ニッケル－クロム合金で構成され、線径を１５～３５μｍとすることで前記第１のスイ
ッチング部の前記抵抗素子として使用し、
　前記第２のワイヤは、
　ニッケル－クロム合金で構成され、線径を１５～３５μｍとすることで前記第２のスイ
ッチング部の前記抵抗素子として使用する、請求項９記載の電力用半導体装置。
【請求項１３】
　前記第１のスイッチング部の前記第１の制御回路の近傍に配置された前記トランジスタ
の前記第２のゲートパッドと前記第１の制御回路から遠い位置に配置された前記トランジ
スタのゲートパッドとの間は第１のワイヤで電気的に接続され、
　前記第２のスイッチング部の前記第２の制御回路の近傍に配置された前記トランジスタ
の前記第２のゲートパッドと前記第２の制御回路から遠い位置に配置された前記トランジ
スタのゲートパッドとの間は第２のワイヤで電気的に接続され、
　前記第１のワイヤは、
　銅－ニッケル合金で構成され、線径を１５～３５μｍとすることで前記第１のスイッチ
ング部の前記抵抗素子として使用し、
　前記第２のワイヤは、
　銅－ニッケルで構成され、線径を１５～３５μｍとすることで前記第２のスイッチング
部の前記抵抗素子として使用する、請求項９記載の電力用半導体装置。
【請求項１４】
　第１の電圧を与える第１の電源ラインと第２の電圧を与える第２の電源ラインとの間に
直列に介挿され、相補的に動作する第１および第２のスイッチング部によって構成される
インバータと、
　前記第１および第２のスイッチング部のそれぞれのスイッチング動作を制御する第１お
よび第２の制御回路と、を備え、それらがモジュール化された電力用半導体装置であって
、
　前記第１のスイッチング部は、



(5) JP 2014-130909 A 2014.7.10

10

20

30

40

50

　前記第１の電源ラインにそれぞれの一方の主電極が接続され、前記インバータの出力ノ
ードにそれぞれの他方の主電極が接続された第１のＩＧＢＴおよび第１のＭＯＳＦＥＴを
有し、
　前記第２のスイッチング部は、
　前記第２の電源ラインにそれぞれの一方の主電極が接続され、前記インバータの前記出
力ノードにそれぞれの他方の主電極が接続された第２のＩＧＢＴおよび第２のＭＯＳＦＥ
Ｔを有し、
　前記電力用半導体装置の平面レイアウトにおいて、
　前記第１の制御回路は、前記第１のスイッチング部に対向する位置に配置され、前記第
１のＩＧＢＴおよび前記第１のＭＯＳＦＥＴの一方は、前記第１の制御回路の近傍に配置
され、他方はそれよりも前記第１の制御回路から遠い位置に配置され、
　前記第２の制御回路は、前記第２のスイッチング部に対向する位置に配置され、前記第
２のＩＧＢＴおよび前記第２のＭＯＳＦＥＴの一方は、前記第２の制御回路の近傍に配置
され、他方はそれよりも前記第２の制御回路から遠い位置に配置され、
　前記第１のＩＧＢＴおよび前記第１のＭＯＳＦＥＴのうち、一方のトランジスタのゲー
トには前記第１の制御回路から抵抗素子を介してゲート制御信号が与えられ、
　前記第２のＩＧＢＴおよび前記第２のＭＯＳＦＥＴのうち、一方のトランジスタのゲー
トには前記第２の制御回路から抵抗素子を介してゲート制御信号が与えられ、
　前記第１の制御回路からの前記ゲート制御信号は、
　前記第１の制御回路側から前記第１のＩＧＢＴおよび前記第１のＭＯＳＦＥＴの近傍に
かけて延在するダイパッドを介して前記第１のＩＧＢＴおよび前記第１のＭＯＳＦＥＴの
それぞれの前記ゲートに与えられ、
　前記第２の制御回路からの前記ゲート制御信号は、
　前記第２の制御回路側から前記第２のＩＧＢＴおよび前記第２のＭＯＳＦＥＴの近傍に
かけて延在するダイパッドを介して前記第２のＩＧＢＴおよび前記第２のＭＯＳＦＥＴの
それぞれの前記ゲートに与えられる、電力用半導体装置。
【請求項１５】
　前記第１のＩＧＢＴおよび前記第１のＭＯＳＦＥＴの少なくとも一方、および、
　前記第２のＩＧＢＴおよび前記第２のＭＯＳＦＥＴの少なくとも一方は、ワイドバンド
ギャップ半導体材料で構成される基板上に形成されるワイドバンドギャップ半導体デバイ
スである、請求項１または請求項１４記載の電力用半導体装置。
【請求項１６】
　前記第１のＭＯＳＦＥＴは、前記ワイドバンドギャップ半導体デバイスであり、
　前記第１のＩＧＢＴは、逆導通ＩＧＢＴであり、
　前記第２のＭＯＳＦＥＴは、前記ワイドバンドギャップ半導体デバイスであり、
　前記第２のＩＧＢＴは、逆導通ＩＧＢＴである、請求項１５記載の電力用半導体装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は電力用半導体装置に関し、特に、スイッチングデバイスとしてＩＧＢＴとＭＯ
ＳＦＥＴとを並列動作させて用いる電力用半導体装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来より、ＩＧＢＴ（insulated gate bipolar transistor）などのスイッチング装置
では、スイッチング損失を低減させる目的でＩＧＢＴにＭＯＳＦＥＴ（MOS field effect
 transistor）を並列接続した構成が検討されている。
【０００３】
　例えば特許文献１の図５には、並列に接続されたＩＧＢＴとＭＯＳＦＥＴのそれぞれの
ゲートが共通に接続され、共通のゲート駆動回路で両者を駆動する構成が開示されている
。
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【０００４】
　このような構成を採ることで、ＩＧＢＴとＭＯＳＦＥＴのしきい値電圧の差を利用して
、ターンオフ時の過渡特性ＭＯＳＦＥＴのターンオフ特性を反映させ、ターンオフ損失が
大きいＩＧＢＴのターンオフ特性を吸収してスイッチング損失を低減することができる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開平４－３５４１５６号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　上述の特許文献１の構成では、ＩＧＢＴのオン閾値電圧をＭＯＳＦＥＴのオン閾値電圧
より高く設定しているためスイッチング時の過渡状態においては、必ずＭＯＳＦＥＴに全
電流が流れるため、それに対処するにはＭＯＳＦＥＴの電流定格を大きくしなければなら
ず、ＭＯＳＦＥＴのチップサイズを小さくすることが困難であり、装置全体の小型化が難
しいという課題があった。
【０００７】
　本発明は上記のような問題点を解消するためになされたもので、スイッチングデバイス
としてＩＧＢＴとＭＯＳＦＥＴとを並列動作させて用いる電力用半導体装置において、装
置全体を小型化することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　本発明に係る電力用半導体装置の第１の態様は、第１の電圧を与える第１の電源ライン
と第２の電圧を与える第２の電源ラインとの間に直列に介挿され、相補的に動作する第１
および第２のスイッチング部によって構成されるインバータと、前記第１および第２のス
イッチング部のそれぞれのスイッチング動作を制御する第１および第２の制御回路と、を
備え、それらがモジュール化された電力用半導体装置であって、前記第１のスイッチング
部は、前記第１の電源ラインにそれぞれの一方の主電極が接続され、前記インバータの出
力ノードにそれぞれの他方の主電極が接続された第１のＩＧＢＴおよび第１のＭＯＳＦＥ
Ｔを有し、前記第２のスイッチング部は、前記第２の電源ラインにそれぞれの一方の主電
極が接続され、前記インバータの前記出力ノードにそれぞれの他方の主電極が接続された
第２のＩＧＢＴおよび第２のＭＯＳＦＥＴを有し、前記電力用半導体装置の平面レイアウ
トにおいて、前記第１の制御回路は、前記第１のスイッチング部に対向する位置に配置さ
れ、前記第１のＩＧＢＴおよび前記第１のＭＯＳＦＥＴの一方は、前記第１の制御回路の
近傍に配置され、他方はそれよりも前記第１の制御回路から遠い位置に配置され、前記第
２の制御回路は、前記第２のスイッチング部に対向する位置に配置され、前記第２のＩＧ
ＢＴおよび前記第２のＭＯＳＦＥＴの一方は、前記第２の制御回路の近傍に配置され、他
方はそれよりも前記第２の制御回路から遠い位置に配置され、前記第１のＩＧＢＴおよび
前記第１のＭＯＳＦＥＴのうち、前記第１の制御回路の近傍に配置されたトランジスタは
、前記第１の制御回路から与えられたゲート制御信号を、前記第１の制御回路から遠い位
置に配置されたトランジスタのゲートに与え、前記第２のＩＧＢＴおよび前記第２のＭＯ
ＳＦＥＴのうち、前記第２の制御回路の近傍に配置されたトランジスタは、前記第２の制
御回路から与えられたゲート制御信号を、前記第２の制御回路から遠い位置に配置された
トランジスタに与え、前記第１のＩＧＢＴおよび前記第１のＭＯＳＦＥＴのうち、一方の
トランジスタのゲートには前記第１の制御回路から抵抗素子を介してゲート制御信号が与
えられ、前記第２のＩＧＢＴおよび前記第２のＭＯＳＦＥＴのうち、一方のトランジスタ
のゲートには前記第２の制御回路から抵抗素子を介してゲート制御信号が与えられる。
【発明の効果】
【０００９】
　本発明に係る電力用半導体装置の第１の態様によれば、ＩＧＢＴとＭＯＳＦＥＴとを制
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御回路に対して並列に配置する必要がなくなり、スイッチングデバイスとしてＩＧＢＴと
ＭＯＳＦＥＴとを並列して用いる構成において、装置全体を小型化することができる。ま
た、第１のＩＧＢＴおよび第１のＭＯＳＦＥＴのうち、一方のトランジスタのゲートには
第１の制御回路から抵抗素子を介してゲート制御信号が与えられ、第２のＩＧＢＴおよび
第２のＭＯＳＦＥＴのうち、一方のトランジスタのゲートには第２の制御回路から抵抗素
子を介してゲート制御信号が与えられるので、ＩＧＢＴおよびＭＯＳＦＥＴの並列駆動時
の発振を抑制することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１０】
【図１】本発明に係る実施の形態の３相インバータモジュールの回路構成を示す図である
。
【図２】本発明に係る実施の形態の３相インバータモジュールの内部構成を示す図である
。
【図３】本発明に係る実施の形態の３相インバータモジュールの内部構成の部分図である
。
【図４】ＩＧＢＴおよびＭＯＳＦＥＴの並列駆動時の発振について説明する図である。
【図５】ＩＧＢＴのゲートに抵抗素子を接続した構成を示す図である。
【図６】本発明に係る実施の形態の３相インバータモジュールの内部構成の部分図である
。
【図７】ＩＧＢＴおよびＭＯＳＦＥＴの並列駆動時の発振について説明する図である。
【図８】ＭＯＳＦＥＴのゲートに抵抗素子を接続した構成を示す図である。
【図９】ＩＧＢＴのゲートパッド下に抵抗素子を内蔵した構成の一例を示す図である。
【図１０】ＭＯＳＦＥＴのゲートに抵抗素子を接続した構成を示す図である。
【図１１】本発明に係る実施の形態の３相インバータモジュールの内部構成の部分図であ
る。
【図１２】ＩＧＢＴのゲートに抵抗素子を接続した構成を示す図である。
【図１３】本発明に係る実施の形態の３相インバータモジュールの内部構成の部分図であ
る。
【図１４】ゲート-エミッタ間電圧の低下の仕組みを説明する図である。
【図１５】ゲート-エミッタ間電圧の低下の仕組みを説明する図である。
【図１６】ターンオン時の損失低減について説明する図である。
【図１７】帰還容量が充電された場合のスイッチング動作を説明する図である。
【図１８】帰還容量が充電された場合のスイッチング動作を説明する図である。
【図１９】ＩＧＢＴのターンオン時の電流、電圧特性と、ゲート電圧特性を示す図である
。
【図２０】本発明に係る実施の形態の変形例の構成を示す図である。
【図２１】本発明に係る実施の形態の変形例の構成を示す図である。
【図２２】本発明に係る実施の形態の変形例の構成を示す図である。
【図２３】本発明に係る実施の形態の変形例の構成を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００１１】
　＜実施の形態＞
　図１には、本発明に係る電力用半導体装置の実施の形態の３相インバータモジュール１
００の回路構成を示している。
【００１２】
　図１に示す３相インバータモジュール１００は、３つのインバータＩＶ１～ＩＶ３で構
成されている。
【００１３】
　インバータＩＶ１は、電源電圧が与えられる端子Ｔ１に接続された電源線Ｐと、基準電
圧が与えられる端子Ｔ５に接続された電源線Ｎとの間に、直列に接続されたＭＯＳＦＥＴ
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（MOS field effect transistor）７および１０と、ＭＯＳＦＥＴ７および１０にそれぞ
れ並列に接続されたＩＧＢＴ（insulated gate bipolar transistor）１および４とを備
えている。そして、ＭＯＳＦＥＴ７および１０のそれぞれのソースおよびドレインは共通
して端子Ｔ２に接続されている。ここで、ＩＧＢＴ１とＭＯＳＦＥＴ７は高電位側のスイ
ッチングデバイスであり、両者によって高電位側のスイッチング部が構成され、ＩＧＢＴ
４とＭＯＳＦＥＴ１０は低電位側のスイッチングデバイスであり、両者によって低電位側
のスイッチング部が構成される。
【００１４】
　ここで、「ＭＯＳ」という用語は、古くは金属／酸化物／半導体の積層構造に用いられ
ており、Metal-Oxide-Semiconductorの頭文字を採ったものとされている。しかしながら
特にＭＯＳ構造を有する電界効果トランジスタ（以下、単に「ＭＯＳトランジスタ」と称
す）においては、近年の集積化や製造プロセスの改善などの観点からゲート絶縁膜やゲー
ト電極の材料が改善されている。
【００１５】
　例えばＭＯＳトランジスタにおいては、主としてソース・ドレインを自己整合的に形成
する観点から、ゲート電極の材料として金属の代わりに多結晶シリコンが採用されてきて
いる。また電気的特性を改善する観点から、ゲート絶縁膜の材料として高誘電率の材料が
採用されるが、当該材料は必ずしも酸化物には限定されない。
【００１６】
　従って「ＭＯＳ」という用語は必ずしも金属／酸化物／半導体の積層構造のみに限定さ
れて採用されているわけではなく、本明細書でもそのような限定を前提としない。すなわ
ち、技術常識に鑑みて、ここでは「ＭＯＳ」とはその語源に起因した略語としてのみなら
ず、広く導電体／絶縁体／半導体の積層構造をも含む意義を有する。
【００１７】
　インバータＩＶ２も同様の構成であり、電源線Ｐ－Ｎ間に直列に接続されたＭＯＳＦＥ
Ｔ８および１１と、ＭＯＳＦＥＴ８および１１にそれぞれ並列に接続されたＩＧＢＴ２お
よび５とを備えている。そして、ＭＯＳＦＥＴ８および１１のそれぞれのソースおよびド
レインは共通して端子Ｔ３に接続されている。ここで、ＩＧＢＴ２とＭＯＳＦＥＴ８は高
電位側のスイッチングデバイスであり、両者によって高電位側のスイッチング部が構成さ
れ、ＩＧＢＴ５とＭＯＳＦＥＴ１１は低電位側のスイッチングデバイスであり、両者によ
って低電位側のスイッチング部が構成される。
【００１８】
　インバータＩＶ３は、電源線Ｐ－Ｎ間に直列に接続されたＭＯＳＦＥＴ９および１２と
、ＭＯＳＦＥＴ９および１２にそれぞれ並列に接続されたＩＧＢＴ３および６とを備えて
いる。そして、ＭＯＳＦＥＴ９および１２のそれぞれのソースおよびドレインは共通して
端子Ｔ４に接続されている。ここで、ＩＧＢＴ３とＭＯＳＦＥＴ９は高電位側のスイッチ
ングデバイスであり、両者によって高電位側のスイッチング部が構成され、ＩＧＢＴ６と
ＭＯＳＦＥＴ１２は低電位側のスイッチングデバイスであり、両者によって低電位側のス
イッチング部が構成される。なお、ＭＯＳＦＥＴ７～９および２０～１２には、それぞれ
逆並列に接続されるダイオードＤが存在しているが、これは内部寄生ダイオードである。
【００１９】
　ＭＯＳＦＥＴ７およびＩＧＢＴ１のゲートは、共通してゲート制御回路１８に接続され
、ＭＯＳＦＥＴ７のソースおよびＩＧＢＴ１のエミッタは、共通してゲート制御回路１８
に接続されている。
【００２０】
　ＭＯＳＦＥＴ８およびＩＧＢＴ２のゲートは、共通してゲート制御回路１８に接続され
、ＭＯＳＦＥＴ８のソースおよびＩＧＢＴ２のエミッタは、共通してゲート制御回路１８
に接続されている。
【００２１】
　また、ＭＯＳＦＥＴ９およびＩＧＢＴ３のゲートは、共通してゲート制御回路１８に接
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続され、ＭＯＳＦＥＴ９のソースおよびＩＧＢＴ３のエミッタは、共通してゲート制御回
路１８に接続されている。
【００２２】
　ここで、ＩＧＢＴ１～３のそれぞれのゲートとゲート制御回路１８とを接続する接続線
をライン１３と呼称し、ＩＧＢＴ１～３のそれぞれのゲートとＭＯＳＦＥＴ７～９のゲー
トとを接続する接続線をライン１５呼称し、ＩＧＢＴ１～３のそれぞれのエミッタとＭＯ
ＳＦＥＴ７～９のソースとを接続する接続線をライン１６と呼称し、ライン１６とゲート
制御回路１８とを接続する接続線をライン１４と呼称する。また、ライン１６のそれぞれ
と端子Ｔ２～Ｔ４とを接続する接続線をライン１７と呼称する。
【００２３】
　また、ＭＯＳＦＥＴ１０およびＩＧＢＴ４のゲートは、共通してゲート制御回路１９に
接続され、ＭＯＳＦＥＴ１１およびＩＧＢＴ５のゲートは、共通してゲート制御回路１９
に接続され、ＭＯＳＦＥＴ１２およびＩＧＢＴ６のゲートは、共通してゲート制御回路１
９に接続されている。
【００２４】
　なお、ゲート制御回路１８および１９には端子Ｔ１０を介して基準電圧が与えられる構
成となっている。
【００２５】
　図２は、３相インバータモジュール１００の内部構成を示す図である。３相インバータ
モジュール１００は樹脂封止されてパッケージをなすが、図２においては封止樹脂は省略
し、樹脂パッケージＲＰの形成領域を破線で示すものとする。
【００２６】
　図２に示すように、３相インバータモジュール１００は、矩形の樹脂パッケージＲＰの
一方の長辺側にゲート制御回路１８および１９が配置され、他方の長辺側にＩＧＢＴ１～
６、ＭＯＳＦＥＴ７～１２が配置されている。
【００２７】
　図２に示すように３相インバータモジュール１００は、スイッチングデバイスのゲート
制御回路１８および１９を有しているので、ＩＰＭ（Intelligent Power Module）と呼称
される。
【００２８】
　ゲート制御回路１８および１９が配置される側にはリードフレームＬＦ１が配置され、
ＩＧＢＴ１～６、ＭＯＳＦＥＴ７～１２が配置される側にはリードフレームＬＦ２が配置
されている。
【００２９】
　リードフレームＬＦ１は、複数のリードＬＴ１と、ゲート制御回路１８および１９をそ
れぞれ搭載するダイパッドＰ１１およびＰ１２を有している。
【００３０】
　ダイパッドＰ１１およびＰ１２は、樹脂パッケージＲＰの長辺と平行となるように配列
されており、共通して接続されるとともに、それぞれリードＬＴ１の何れかに接続されて
いる。これらのリードＬＴ１を介してゲート制御回路１８および１９に基準電圧が与えら
れるので、これらのリードＬＴ１が、図１における端子Ｔ１０となる。
【００３１】
　リードフレームＬＦ２は、７本のリードＬＴ２と、ダイパッドＰ１～Ｐ４とワイヤボン
ド領域Ｐ５～Ｐ７、Ｐ２１～Ｐ２３とを有している。
【００３２】
　ダイパッドＰ１～Ｐ４は、樹脂パッケージＲＰの長辺と平行となるように配列されてお
り、個々に独立している。また、ダイパッドＰ２～Ｐ４には、それぞれワイヤボンド領域
Ｐ２１～Ｐ２３が一体をなすように接続され、ワイヤボンド領域Ｐ２１～Ｐ２３には、そ
れぞれリードＬＴ２が一体をなすように接続されている。また、ダイパッドＰ１およびワ
イヤボンド領域Ｐ５～Ｐ７には、それぞれリードＬＴ２が一体をなすように接続されてお
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り、ワイヤボンド領域Ｐ２１～Ｐ２３およびワイヤボンド領域Ｐ５～Ｐ７は、樹脂パッケ
ージＲＰの長辺と平行となるように配列されている。
【００３３】
　ここで、ダイパッドＰ１と一体をなすリードＬＴ２が、図１に示した端子Ｔ１に相当し
、ワイヤボンド領域Ｐ２１～Ｐ２３とそれぞれ一体をなすリードＬＴ２が、端子Ｔ２～Ｔ
４に相当し、ワイヤボンド領域Ｐ５～Ｐ７とそれぞれ一体をなす３本のリードＬＴ２が、
端子Ｔ５に相当する。
【００３４】
　図２において、ダイパッドＰ１のリードフレームＬＦ１側の端縁には、ＩＧＢＴ１～３
が、ゲート制御回路１８に対向するように配列され、ダイパッドＰ２～Ｐ４のリードフレ
ームＬＦ１側の端縁には、それぞれＩＧＢＴ４～６がゲート制御回路１９に対向するよう
に配置されている。
【００３５】
　また、ダイパッドＰ１上には、ＩＧＢＴ１～３のそれぞれに対向するようにＭＯＳＦＥ
Ｔ７～９が配置され、ダイパッドＰ２～Ｐ４上には、ＩＧＢＴ４～６のそれぞれに対向す
るようにＭＯＳＦＥＴ１０～１２がそれぞれ配置されている。
【００３６】
　ここで、図２における領域“Ａ”の詳細図を図３に示す。領域“Ａ”は、ダイパッドＰ
２と、その上に配置されたＩＧＢＴ４とＭＯＳＦＥＴ１０およびその周辺を含む領域であ
り、この図を用いてＩＧＢＴおよびＭＯＳＦＥＴの構成について説明する。
【００３７】
　図３に示すように、ＩＧＢＴ４はダイパッドＰ２の主面と接する側がコレクタとなり、
その反対側がエミッタＥとなって、主電流が半導体基板主面に対して垂直に流れる縦型構
造のＩＧＢＴであり、エミッタＥ側の平面内に２つのゲートパッドＧ１およびＧ２を有し
ている。
【００３８】
　すなわち、矩形のエミッタＥ側の一方の短辺側の端縁部にゲートパッドＧ１が設けられ
、他方の端縁部にゲートパッドＧ２が設けられている。ゲートパッドＧ１とＧ２とはＩＧ
ＢＴ４内で繋がっており、ゲート制御回路１９からゲートパッドＧ１に与えられたゲート
制御信号はゲートパッドＧ２から取り出すことができる。なお、ＩＧＢＴ４をダイパッド
Ｐ２上に搭載する際は、ゲートパッドＧ１がゲート制御回路１９側を向くように配置する
。
【００３９】
　また、図３に示すように、ＭＯＳＦＥＴ１０はダイパッドＰ２の主面と接する側がドレ
インとなり、その反対側がソースＳとなって、主電流が半導体基板主面に対して垂直に流
れる縦型構造のＭＯＳＦＥＴであり、ソースＳ側の平面内にゲートパッドＧ１１を有して
いる。
【００４０】
　すなわち、矩形のソースＳ側の一方の短辺側の端縁部にゲートパッドＧ１１が設けられ
ている。なお、ＭＯＳＦＥＴ１０をダイパッドＰ２上に搭載する際は、ゲートパッドＧ１
１が、ＩＧＢＴ４側を向くように配置する。また、ダイパッドＰ２上にＩＧＢＴ４とＭＯ
ＳＦＥＴ１０とを搭載した場合、ＩＧＢＴ４のゲートパッドＧ２と、ＭＯＳＦＥＴ１０の
ゲートパッドＧ１１とが互いに向き合う位置となるようにゲートパッドＧ２およびＧ１１
を設ける方が、ワイヤボンディングの際に都合が良い。なお、ＩＧＢＴ１～３、５、６お
よびＭＯＳＦＥＴ７～９、１１、１２の構成も同じである。
【００４１】
　また、図２に示すように、ＩＧＢＴ１～３のそれぞれのゲートパッドＧ１（図３）およ
びエミッタＥ（図３）は、ゲート制御回路１８にワイヤボンディングにより接続されるが
、ゲート制御回路１８とゲートパッドＧ１との接続を行う配線がライン１３であり、ゲー
ト制御回路１８とソースＳとの接続を行う配線がライン１４である。
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【００４２】
　また、ＩＧＢＴ１～３のそれぞれのゲートパッドＧ２（図３）と、ＭＯＳＦＥＴ７～９
のそれぞれのゲートパッドＧ１１（図３）とはワイヤボンディングにより接続されるが、
この接続を行う配線がライン１５である。
【００４３】
　また、ＩＧＢＴ１～３のそれぞれのエミッタＥ（図３）と、ＭＯＳＦＥＴ７～９のそれ
ぞれのソースＳ（図３）とはワイヤボンディングにより接続されるが、この接続を行う配
線がライン１６である。
【００４４】
　なお、ライン１３～１５には金ワイヤや銅ワイヤを使用し、ライン１６にはアルミワイ
ヤを使用する。
【００４５】
　そして、ＭＯＳＦＥＴ７～９のそれぞれのソースＳ（図３）と、ワイヤボンド領域Ｐ２
１～Ｐ２３とはワイヤボンディングにより接続されるが、この接続を行う配線がライン１
７である。
【００４６】
　また、図２に示すように、ＩＧＢＴ４～６のそれぞれのゲートパッドＧ１（図３）およ
びソースＳ（図３）は、ゲート制御回路１９にワイヤボンディングにより接続され、ＩＧ
ＢＴ４～６のそれぞれのゲートパッドＧ２（図３）と、ＭＯＳＦＥＴ１０～１２のそれぞ
れのゲートパッドＧ１１（図３）とはワイヤボンディングにより接続される。
【００４７】
　また、ＩＧＢＴ４～６のそれぞれのエミッタＥ（図３）と、ＭＯＳＦＥＴ１０～１２の
それぞれのソースＳ（図３）とはワイヤボンディングにより接続され、ＭＯＳＦＥＴ１０
～１２のそれぞれのソースＳ（図３）と、ワイヤボンド領域Ｐ５～Ｐ７とはワイヤボンデ
ィングにより接続される。
【００４８】
　図２に示すように、ゲート制御回路１８および１９の近傍に配置するＩＧＢＴ１～６に
は、ゲートパッドＧ１およびＧ２を設け、それぞれのゲートパッドＧ１とゲート制御回路
１８および１９との間はワイヤボンディングにより接続し、ゲート制御回路１８および１
９から遠い位置に配置するＭＯＳＦＥＴ７～１２のそれぞれのゲートパッドＧ１１は、Ｉ
ＧＢＴ１～６のそれぞれのゲートパッドＧ２にワイヤボンディングで接続することで、ス
イッチングデバイスとしてＩＧＢＴとＭＯＳＦＥＴとを並列して用いる構成において、装
置全体が大型化することを抑制できる。
【００４９】
　すなわち、ＭＯＳＦＥＴ７～１２をゲート制御回路１８および１９の近傍に配置する場
合には、ＭＯＳＦＥＴ７～１２にゲートパッドＧ１およびＧ２と同様のゲートパッドを２
つずつ設けなければならない。このため、ＭＯＳＦＥＴ７～１２の半導体チップとしての
有効面積が小さくなる。
【００５０】
　ＭＯＳＦＥＴのオン抵抗を低くするにはチップサイズが大きくなり、コストも高くなる
。このようなＭＯＳＦＥＴにゲートパッドを２つ設けると有効面積が小さくなるので、有
効面積を維持するにはチップサイズをさらに大きくしなければならず、ＭＯＳＦＥＴのチ
ップサイズがさらに大きくなれば装置全体が大型化してしまう。
【００５１】
　しかし、ＭＯＳＦＥＴ７～１２をゲート制御回路１８および１９から遠い位置に配置す
ることで、ゲートパッドは１つで済み、有効面積が小さくなることを抑制して、チップサ
イズを大きくする必要がなくなる。このため、装置全体が大型化することを抑制できる。
【００５２】
　また、図３に示すように、ＩＧＢＴ４のゲートパッドＧ１下には抵抗素子Ｒ１が内蔵さ
れており、ゲート制御回路１９からのゲート制御信号は、ＩＧＢＴ４に対しては抵抗素子
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Ｒ１を介して入力される構成となっている。このような構成を採ることで、ＩＧＢＴおよ
びＭＯＳＦＥＴの並列駆動時の発振を抑制すると共に、電力用半導体装置のモジュールの
小型化が可能となる。
【００５３】
　まず、図４を用いてＩＧＢＴおよびＭＯＳＦＥＴの並列駆動時の発振について説明する
。図４はＩＧＢＴ４およびＭＯＳＦＥＴ１０の組み合わせにおいて発振が起きる仕組みを
説明する図である。
【００５４】
　図４に示すように、ＩＧＢＴ４のコレクタおよびＭＯＳＦＥＴ１０のドレインと端子Ｔ
２との間には、それぞれ配線のインダクタンス成分Ｌ１およびＬ２が存在し、また、ＩＧ
ＢＴ４のコレクタとゲートとの間には容量成分Ｃ１が存在し、ＭＯＳＦＥＴ１０のドレイ
ンとゲートとの間には容量成分Ｃ２が存在する。これらの容量成分はデバイスの構造上発
生する排除できない容量成分（寄生容量）であり、帰還容量と呼称する。
【００５５】
　なお、ＭＯＳＦＥＴ１０には逆並列にダイオードＤ２が接続されているが、これは内部
寄生ダイオードである。これらのインダクタンス成分および容量成分の存在により、図４
において破線で示すようにインダクタンス成分および容量成分を通る発振回路ＯＣが形成
されＬＣ発振が生じることとなる。これが、ＩＧＢＴおよびＭＯＳＦＥＴの並列駆動時の
発振となる。
【００５６】
　このような場合、図５に示すようにＩＧＢＴ４のゲートに抵抗素子Ｒ１を接続し、ゲー
ト制御回路１９からのゲート制御信号を抵抗素子Ｒ１を介してゲートに与えるように構成
することでＬＣ発振を抑制することができる。
【００５７】
　また、図６にはダイパッドＰ２上でのＩＧＢＴ４とＭＯＳＦＥＴ１０の配置を入れ替え
た場合を示しており、ＭＯＳＦＥＴ１０がゲート制御回路１９側に配置され、ＩＧＢＴ４
はゲート制御回路１９とは反対側に配置されている。このように、ＩＧＢＴ４とＭＯＳＦ
ＥＴ１０の配置を入れ替えた場合であっても同じ効果を得られる。
【００５８】
　なお、図６に示す配置を採る場合ように、ＭＯＳＦＥＴ１０の矩形のソースＳ側の一方
の短辺側の端縁部にゲートパッドＧ２１が設けられ、他方の端縁部にゲートパッドＧ２２
が設けられている。ゲートパッドＧ２１とＧ２２とはＭＯＳＦＥＴ１０で繋がっており、
ゲート制御回路１９からゲートパッドＧ２１に与えられたゲート制御信号はゲートパッド
Ｇ２２から取り出すことができる。なお、ＭＯＳＦＥＴ１０をダイパッドＰ２上に搭載す
る際は、ゲートパッドＧ２１がゲート制御回路１９側を向くように配置する。
【００５９】
　また、図６に示すように、ＩＧＢＴ４の矩形のエミッタＥの１つの端縁部にゲートパッ
ドＧ１が設けられ、ＩＧＢＴ４をダイパッドＰ２上に搭載する際は、ゲートパッドＧ１が
、ＭＯＳＦＥＴ１０側を向くように配置する。また、ダイパッドＰ２上にＭＯＳＦＥＴ１
０とＩＧＢＴ４とを搭載した場合、ＭＯＳＦＥＴ１０のゲートパッドＧ２２とＩＧＢＴ４
のゲートパッドＧ１とが互いに向き合う位置となるようにゲートパッドＧ２１およびＧ１
を設ける方が、ワイヤボンディングの際に都合が良い。
【００６０】
　図７には、図６に示す配置において発振が起きる仕組みを説明する図であり、図６に示
すように、ＭＯＳＦＥＴ１０のドレインおよびＩＧＢＴ４のコレクタと端子Ｔ２との間に
は、それぞれ配線のインダクタンス成分Ｌ１およびＬ２が存在し、また、ＭＯＳＦＥＴ１
０のドレインとゲートとの間には容量成分Ｃ１が存在し、ＩＧＢＴ４のコレクタとゲート
との間には容量成分Ｃ２が存在する。これらのインダクタンス成分および容量成分の存在
により、図７において破線で示すようにインダクタンス成分および容量成分を通る発振回
路ＯＣが形成されＬＣ発振が生じることとなる。
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【００６１】
　このような場合、図８に示すようにＭＯＳＦＥＴ１０のゲートに抵抗素子Ｒ１を接続し
、ゲート制御回路１９からのゲート制御信号を抵抗素子Ｒ１を介してゲートに与えるよう
に構成することでＬＣ発振を抑制することができる。
【００６２】
　また、ＭＯＳＦＥＴ１０のゲートに抵抗素子Ｒ１を接続した場合、ターンオン時には、
ＩＧＢＴ４がターンオンしてからＭＯＳＦＥＴ１０がターンオンすることとなるので、ス
イッチング時にＭＯＳＦＥＴに流れる電流が抑制され、ＭＯＳＦＥＴに最大電流通電に対
応する定格を持たせる必要がなくなるので、ＭＯＳＦＥＴを小型化できモジュール全体を
小型化することができる。
【００６３】
　図９には、ＩＧＢＴ４のゲートパッドＧ１下に抵抗素子Ｒ１を内蔵した構成の一例を示
す。図９の（ａ）部にはＩＧＢＴ４の平面構成を示し、ゲートパッドＧ１を含む領域“Ｂ
”の拡大図を図９の（ｂ）部に示す。
【００６４】
　図９の（ｂ）部においては、抵抗素子Ｒ１１およびＲ１２が、矩形のゲートパッドＧ１
の端縁部に沿って設けられた構成を示しており、抵抗素子Ｒ１１およびＲ１２によって抵
抗素子Ｒ１を構成している。
【００６５】
　なお、抵抗素子Ｒ１１およびＲ１２はゲートパッドＧ１下からゲートまでの間に設けら
れており、外部からは見ることができないが、図９の（ｂ）部においては便宜的に外部か
ら見えるように示している。
【００６６】
　抵抗素子Ｒ１１およびＲ１２を直列に接続すれば抵抗値を増やすことができ、並列に接
続すれば抵抗素子Ｒ１１またはＲ１２を単独で用いる場合よりも抵抗値を減らすことがで
き、抵抗素子Ｒ１の抵抗値を調整することが可能となる。
【００６７】
　＜変形例１＞
　なお、以上の説明においては、ゲート制御回路１８および１９の近傍にＩＧＢＴ１～６
を配置するか、ＭＯＳＦＥＴ７～１２を配置する構成とし、ゲート制御回路１８および１
９の近傍に配置したスイッチングデバイスのゲートに抵抗素子を配置した構成を示したが
、ゲート制御回路１８および１９から遠い位置に配置したスイッチングデバイスのゲート
に抵抗素子を配置した構成としても良い。
【００６８】
　図１０には、ゲート制御回路１９の近傍にＩＧＢＴ４を配置し、ゲート制御回路１９か
ら遠い位置にＭＯＳＦＥＴ１０を配置した構成において、ＭＯＳＦＥＴ１０のゲートに抵
抗素子Ｒ１を接続した構成を示している。
【００６９】
　このような構成においても、ゲート制御回路１９からのゲート制御信号を抵抗素子Ｒ１
を介してゲートに与えるように構成することで図４を用いて説明したＬＣ発振を抑制する
ことができる。
【００７０】
　図１１には、ゲート制御回路１９から遠い位置にＭＯＳＦＥＴ１０を配置した構成にお
いて、ＭＯＳＦＥＴ１０のゲートに抵抗素子Ｒ１を接続する構成を図３に対応させて示し
ており、ＩＧＢＴ４のゲートパッドＧ１とゲートパッドＧ２との間に抵抗素子Ｒ１を内蔵
する構成としている。
【００７１】
　図１１ではエミッタＥ上に抵抗素子Ｒ１を形成しているように示しているが、エミッタ
上に抵抗素子Ｒ１を形成することはできないので、エミッタ領域を一部削除し、そこに抵
抗素子Ｒ１を形成することになるので、ＩＧＢＴ４の有効面積は減少することになるが、
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ＭＯＳＦＥＴ１０には抵抗素子Ｒ１を内蔵する必要がなくなるので、ＭＯＳＦＥＴ１０の
有効面積が減少することは防止できる。
【００７２】
　＜変形例２＞
　ゲート制御回路１８および１９から遠い位置に配置したスイッチングデバイスのゲート
に抵抗素子を配置した構成としては、図１２に示すように、ゲート制御回路１９の近傍に
ＭＯＳＦＥＴ１０を配置し、ゲート制御回路１９から遠い位置にＩＧＢＴ４を配置した構
成において、ＩＧＢＴ４のゲートに抵抗素子Ｒ１を接続した構成としても良い。
【００７３】
　図１３には、ゲート制御回路１９から遠い位置にＩＧＢＴ４を配置した構成において、
ＩＧＢＴ４のゲートに抵抗素子Ｒ１を接続する構成を図６に対応させて示しており、ＭＯ
ＳＦＥＴ１０のゲートパッドＧ２１とＧ２２とのとの間に抵抗素子Ｒ１を内蔵する構成と
している。
【００７４】
　図１３ではソースＳ上に抵抗素子Ｒ１を形成しているように示しているが、ソース上に
抵抗素子Ｒ１を形成することはできないので、ソース領域を一部削除し、そこに抵抗素子
Ｒ１を形成することになるので、ＭＯＳＦＥＴ１０の有効面積は減少することになるが、
一般的にＭＯＳＦＥＴは、オン抵抗の低減のためにチップの有効面積を大きくする必要が
あり、チップサイズはＩＧＢＴに比べて大きい。
【００７５】
　従って、ゲートパッドＧ２１およびＧ２２と抵抗素子Ｒ１を形成することによる、有効
面積減少による影響は比較的少なくて済む。また、ＩＧＢＴ４には抵抗素子Ｒ１を内蔵す
る必要もなく、２つのゲートパッドを設ける必要もなくなるので、チップサイズの小さい
ＩＧＢＴ４にワイヤボンド領域をより広く確保することが可能となる。
【００７６】
　また、ゲート制御回路１８および１９の近傍にＭＯＳＦＥＴ７～１２を配置した場合に
は、以下に説明する効果も得られる。
【００７７】
　すなわち、ゲート制御回路１８および１９から遠い位置にＭＯＳＦＥＴ７～１２を配置
する構成を採る場合、主回路電流が流れる経路がゲート充電ループとオーバーラップし、
ＩＧＢＴ１～６のゲート-エミッタ間電圧が低下する可能性がある。
【００７８】
　その仕組みについて、図１４を用いて説明する。図１４は、基準電位をモジュール内の
ゲート制御回路１９の基準電位から取る構成を示している。
【００７９】
　図１４においては、簡単化のためＭＯＳＦＥＴ１０とＩＧＢＴ４との組についてのみ示
しており、ＩＧＢＴ４のゲート充電ループＩＧＬ、ＭＯＳＦＥＴ１０のゲート充電ループ
ＭＧＬと、主回路電流（過負荷時には大半がＩＧＢＴに流れる）経路ＭＣとを模式的に示
している。
【００８０】
　図１４に示すように、主回路電流経路ＭＣは、ＩＧＢＴ１のゲート充電ループＩＧＬお
よびＭＯＳＦＥＴ１０のゲート充電ループＭＧＬとオーバーラップして流れる部分を含ん
でおり、過負荷時にはＩＧＢＴ４のゲート-エミッタ間電圧が低下する可能性がある。
【００８１】
　一方、図１５に示すようにＭＯＳＦＥＴ１０をゲート制御回路１９の近傍に配置すると
、ＩＧＢＴ７のゲート充電ループＩＧＬと、主回路電流経路ＭＣとがオーバーラップする
割合が減少し、ＩＧＢＴ４のゲート-エミッタ間電圧が低下する割合を小さくできる。
【００８２】
　すなわち、ゲート制御回路１８および１９の近傍にＭＯＳＦＥＴ７～１２を配置し、ゲ
ート制御回路１８および１９から遠い位置にＩＧＢＴ１～６を配置することで、ゲート電
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圧が低下する割合を小さくできる。
【００８３】
　このように、ＭＯＳＦＥＴ７～１２をゲート制御回路１８および１９の近傍に配置する
ことで過負荷時の主回路電流によるＩＧＢＴのゲート-エミッタ間電圧の低下を抑制し、
過負荷時の損失を小さくすることができる。
【００８４】
　＜変形例３＞
　一般的に、スイッチングデバイスとしてＩＧＢＴとＭＯＳＦＥＴとを並列して用いる構
成においては、ＭＯＳＦＥＴとＩＧＢＴの閾値のみで両デバイスのオン、オフのタイミン
グを制御しているが、本発明においてはスイッチングデバイスに内蔵された抵抗素子と、
ＩＧＢＴおよびＭＯＳＦＥＴの閾値のバランスによってオンおよびオフのタイミングを制
御することで、ＭＯＳＦＥＴから先にターンオンし、その後にＩＧＢＴがターンオンする
構成とする。
【００８５】
　すなわち、ゲートに抵抗素子が接続されていない構成では、デバイスの閾値のみでスイ
ッチングのタイミングを制御することとなるので、閾値がＭＯＳＦＥＴ＞ＩＧＢＴの場合
はＩＧＢＴからオンし、ＭＯＳＦＥＴからオフをする構成となり、閾値がＭＯＳＦＥＴ＜
ＩＧＢＴの場合はＭＯＳＦＥＴからオンし、ＩＧＢＴからオフする構成となる。
【００８６】
　しかし、ゲートに接続された抵抗素子と、ＩＧＢＴおよびＭＯＳＦＥＴの閾値のバラン
スによってオンおよびオフのタイミングを制御する本発明の構成においては、閾値がＭＯ
ＳＦＥＴ＞ＩＧＢＴの場合においてＩＧＢＴからオンし、ＩＧＢＴからオフをする構成や
、閾値がＭＯＳＦＥＴ＜ＩＧＢＴの場合においてＭＯＳＦＥＴからオンし、ＭＯＳＦＥＴ
からオフする構成も可能となり、オン、オフパターンを増やすことができ、制御の幅を広
げることができる。
【００８７】
　なお、ゲートに抵抗素子を接続した方のデバイスは流れるゲート電流が減少し、ターン
オンの速度が低下するので、ＭＯＳＦＥＴから先にターンオンさせる場合には、抵抗素子
はＩＧＢＴのゲートに接続することとなる。
【００８８】
　ここで、一般的にＭＯＳＦＥＴよりＩＧＢＴの方が、オン、オフ時のコレクタ-エミッ
タ（ドレイン-ソース）間飽和電圧の立ち上がり、立下り時の傾き（ｄｖ／ｄｔ）が緩や
かであり、さらに帰還容量がＭＯＳＦＥＴとＩＧＢＴの帰還容量の合計となることからｄ
ｖ／ｄｔがさらに緩やかとなり、ターンオン損失が増加するという問題があるので、ＩＧ
ＢＴよりスイッチング速度が速いＭＯＳＦＥＴから先にターンオンさせることで、ターン
オン時の損失低減を図る。
【００８９】
　ここで、図１６～図１９を用いて、ターンオン時の損失低減について説明する。図１６
は、ＩＧＢＴのターンオン時の電流、電圧特性およびターンオフ時の電流、電圧特性を示
す図であり、ＩＧＢＴのコレクタ-エミッタ間電圧ＶＣＥおよび電流Ｉの波形を示してい
る。
【００９０】
　図１６において、ターンオン時のコレクタ-エミッタ間電圧ＶＣＥの立ち下がり波形と
、電流Ｉの立ち上がり波形とで規定される領域でターンオン損失が規定され、コレクタ-
エミッタ間電圧ＶＣＥの立ち下りの傾きＳＬ１がターンオン時のｄｖ／ｄｔを表す。従っ
て、ｄｖ／ｄｔが緩やかであればターンオン時の損失が増える。
【００９１】
　また、ターンオフ時のコレクタ-エミッタ間電圧ＶＣＥの立ち上がり波形と、電流Ｉの
立ち下がり波形とで規定される領域でターンオフ損失が規定され、コレクタ-エミッタ間
電圧ＶＣＥの立ち上がりの傾きＳＬ２がターンオフ時のｄｖ／ｄｔを表す。従って、ｄｖ
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／ｄｔが緩やかであればターンオフ時の損失が増える。
【００９２】
　ここで、図４に示したように、ＩＧＢＴのコレクタとゲートとの間や、ＭＯＳＦＥＴの
ドレインとゲートとの間には寄生容量である帰還容量が存在するが、この帰還容量に充電
された電荷は、スイッチング動作時の回路中において図１７および図１８に示すような動
作をする。
【００９３】
　図１７および図１８は、並列駆動するＩＧＢＴ４およびＭＯＳＦＥＴ１０の組のうち、
便宜的にＭＯＳＦＥＴ１０のみが動作する場合の電流の流れを示しており、ＭＯＳＦＥＴ
１０のドレインとゲートとの間には帰還容量Ｃ１が存在している。また、ＭＯＳＦＥＴ１
０に逆並列に接続されるダイオードＤが存在しているが、これは内部寄生ダイオードであ
る。
【００９４】
　ＭＯＳＦＥＴ１０のターンオンに際して、ゲート電圧が印加され始めると、ゲート電流
は、まず図１７にゲート充電ループＭＧＬとして示すようにゲートからソースに流れ、端
子Ｔ５を介して接地に流れることで、ゲートの入力容量を充電する。
【００９５】
　やがて、ゲート電圧がしきい値電圧に達すると、図１８に示すようにＭＯＳＦＥＴ１０
がターンオンすることにより、主回路電流ＭＣが端子Ｔ２からＭＯＳＦＥＴ１０を介して
端子Ｔ５に流れ始めると、ドレインとゲートではゲートの方が電位が高くなるため帰還容
量Ｃ１が充電され始める。この結果、ゲート電流の殆どは帰還容量に流れる充電電流ＲＣ
になる。
【００９６】
　図１９には、ＭＯＳＦＥＴ１０のターンオン時の電流、電圧特性と、ゲート電圧特性を
示す図であり、ゲート電圧がしきい値電圧（Ｖｔｈ）に達した後、ドレイン-ソース間電
圧ＶＤＳが下がり始めた後は、ゲート電圧が上昇せず、領域“Ｃ”で示すように平坦な期
間が発生する。この期間は帰還容量Ｃ１が充電されるまで続き、ドレイン-ソース間電圧
ＶＤＳは緩やかな傾斜で立ち下がることとなる。
【００９７】
　従って、帰還容量が大きいほど、充電に必要な時間も長くなり、領域“Ｃ”の平坦な期
間が長くなってターンオン時の損失が増える。
【００９８】
　ＭＯＳＦＥＴとＩＧＢＴの並列接続の場合、帰還容量は両デバイスの合計となるので、
帰還容量を充電するためにより長い時間が必要となり、ターンオン時の損失が増えること
となる。
【００９９】
　そこで、ＩＧＢＴよりスイッチング速度が速いＭＯＳＦＥＴを先にターンオンさせるこ
とで、ＭＯＳＦＥＴがターンオンした後にＩＧＢＴのターンオンが始まるので、帰還容量
が合計されてターンオン時間が長くなることが抑制され、ターンオン時の損失を低減する
ことができる。
【０１００】
　＜変形例４＞
　以上説明した３相インバータモジュール１００においては、スイッチングデバイスに内
蔵された抵抗素子と、ＩＧＢＴおよびＭＯＳＦＥＴの閾値のバランスによってオンおよび
オフのタイミングを制御する構成を示したが、さらに抵抗素子にダイオード素子を直列に
接続する構成としても良い。
【０１０１】
　図２０には、ゲート制御回路１９の近傍にＩＧＢＴ４を配置し、ゲート制御回路１９か
ら遠い位置にＭＯＳＦＥＴ１０を配置した構成において、ＭＯＳＦＥＴ１０のゲートにツ
ェナーダイオードＺＤのアノードを接続し、ツェナーダイオードＺＤのカソードに抵抗素
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子Ｒ１を接続した構成を示している。
【０１０２】
　このような構成を採ることで、ＭＯＳＦＥＴ１０の特性調整をすることなしに、ツェナ
ーダイオードＺＤを用いてＭＯＳＦＥＴ１０のターンオンのタイミングを調整することが
できる。
【０１０３】
　すなわち、ツェナーダイオードはある一定の電圧（降伏電圧）までは電流を流さず、降
伏電圧を超えると電流を流すという特性を有している。従って、図２０に示すようにツェ
ナーダイオードＺＤをＭＯＳＦＥＴ１０のゲートに接続することで、ゲート電圧がツェナ
ーダイオード２０の降伏電圧を超えてからゲート電流が流れるようになり、ＭＯＳＦＥＴ
１０がターンオンする電圧を、ツェナーダイオードの降伏電圧＋ＭＯＳＦＥＴ１０の閾値
電圧とすることができる。これにより、ＭＯＳＦＥＴ１０の閾値を調整することなしに、
ＭＯＳＦＥＴ１０のターンオンのタイミングを調整することが可能となる。
【０１０４】
　なお、ツェナーダイオードを接続するのはＭＯＳＦＥＴに限定されるものではなく、ま
た、抵抗素子が接続されたデバイスに限定されるものではないが、ＭＯＳＦＥＴに関して
は、閾値を上げていくとオン抵抗が増加し損失が増加するが、ツェナーダイオードを接続
することによりＭＯＳＦＥＴの閾値を高める必要はなくなるので、損失増加を解消できる
。
【０１０５】
　なお、ツェナーダイオード２０も、抵抗素子と同様にＩＧＢＴおよびＭＯＳＦＥＴのど
ちらかに内蔵する構成とすれば良い。
【０１０６】
　＜変形例５＞
　以上説明した３相インバータモジュール１００においては、ＩＧＢＴとＭＯＳＦＥＴの
エミッタ－ソース間を接続するワイヤと、ＩＧＢＴとＭＯＳＦＥＴのゲートパッド間を接
続するワイヤとは材質の異なるものを使用していた。すなわち、エミッタ－ソース間を接
続するワイヤにはアルミワイヤを使用し、ゲートパッド間を接続するワイヤには金ワイヤ
や銅ワイヤを使用していた。
【０１０７】
　しかし、エミッタ－ソース間を、ゲートパッド間を接続するワイヤと同じ材質のワイヤ
で接続しても良い。図２１には当該構成を採用した例を示す。
【０１０８】
　図２１には、ゲート制御回路１９から遠い位置にＭＯＳＦＥＴ１０を配置した構成にお
いて、ＩＧＢＴ４のエミッタＥとＭＯＳＦＥＴ１０のソースＳとを、ＩＧＢＴ４のゲート
パッドＧ２とＭＯＳＦＥＴ１０のゲートパッドＧ１１との間を接続するワイヤＷＬと同じ
材質のワイヤで接続した構成を示している。
【０１０９】
　なお、図２１においては、エミッタ－ソース間に流れる電流は、ゲート電流に比べて大
きいので、ワイヤ群ＷＬＧによりエミッタ－ソース間を接続している。
【０１１０】
　このような構成を採ることで、エミッタ－ソース間と、ゲートパッド間とで異なるワイ
ヤボンド工程を使用する必要がなくなり、製造工程を簡略化することが可能となる。
【０１１１】
　＜変形例６＞
　以上説明した３相インバータモジュール１００においては、図２を用いて説明したよう
に、リードフレームＬＦ１のダイパッドＰ１１およびＰ１２にそれぞれゲート制御回路１
８および１９を搭載し、リードフレームＬＦ２のダイパッドＰ１～Ｐ４にＩＧＢＴ１～６
、ＭＯＳＦＥＴ７～１２などのパワーデバイスを搭載し、リードフレームＬＦ１とＬＦ２
とを対向して配置した構成を採っている。
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【０１１２】
　ここで、パワーデバイスを搭載するダイパッドＰ１～Ｐ４の厚みは、ダイパッドＰ１１
およびＰ１２よりも厚いので、パワーデバイスとゲート制御回路１８および１９とを接続
するライン１３および１４のワイヤボンドに際しては、ダイパッド間の厚みの違いに起因
する高低差がある状態でのワイヤボンドとなるので、ワイヤのループを形成しやすい。
【０１１３】
　しかし、図３に示したように並列駆動するパワーデバイスは共通のダイパッド上に搭載
するので高低差が生じず、ワイヤのループを形成しにくく、ワイヤのループ高さの不足や
、ワイヤが倒れるという可能性がある。ループ高さが不足すると、ゲート制御信号を与え
る金ワイヤなどは、特に倒れやすくなる。
【０１１４】
　そこで、図２２に示すように、パワーデバイスを搭載するダイパッドに段差を設ける。
すなわち、図２２は、ＩＧＢＴ４およびＭＯＳＦＥＴ１０を搭載するダイパッドＰ２を、
ＩＧＢＴ４とＭＯＳＦＥＴ１０の搭載領域間に段差を形成するように折り曲げ、ＩＧＢＴ
４とＭＯＳＦＥＴ１０との間に高低差を付けた構成を示している。
【０１１５】
　このような構成を採ることで、ワイヤボンド時にワイヤのループ高さが不足するという
問題を解消することができる。
【０１１６】
　なお、ＩＧＢＴ４とＭＯＳＦＥＴ１０との間に高低差は、パワーデバイスのチップの厚
み程度である。
【０１１７】
　＜変形例７＞
　以上説明した３相インバータモジュール１００においては、図３を用いて説明したよう
に、ＩＧＢＴ４はエミッタＥ側の平面内に２つのゲートパッドＧ１およびＧ２を有し、ゲ
ートパッドＧ１とＧ２とはＩＧＢＴ４内で繋がっており、ゲート制御回路１９からゲート
パッドＧ１に与えられたゲート制御信号はゲートパッドＧ２から取り出すことができる構
成となっていた。
【０１１８】
　また、図６を用いて説明したように、ＭＯＳＦＥＴ１０はソースＳ側の平面内にゲート
パッドＧ２１およびＧ２２を有し、ゲートパッドＧ２１とＧ２２とはＭＯＳＦＥＴ１０で
繋がっており、ゲート制御回路１９からゲートパッドＧ２１に与えられたゲート制御信号
はゲートパッドＧ２２から取り出すことができる構成となっていた。
【０１１９】
　このような構成のＩＧＢＴ４やＭＯＳＦＥＴ１０はゲートパッドを複数設けるという点
で一般的なレイアウトではなくなり、製造コストが増加することにつながる。
【０１２０】
　そこで、図２３に示すような構成を採ることで、製造コストの増加を抑制することが可
能となる。すなわち、図２３においては、ゲート制御回路１９が搭載されるダイパッドＰ
１２の近傍からＩＧＢＴ４およびＭＯＳＦＥＴ１０を搭載するダイパッドＰ２の近傍にか
けて延在するダイパッドＰ３１を配置する。なお、ダイパッドＰ３１は、リードフレーム
ＬＦ１（図２）に含まれ、終端はリードＬＴ１（図２）となっているが、リードＬＴ１は
フローティング状態で使用される。
【０１２１】
　そして、ダイパッドＰ３１とゲート制御回路１９との間にワイヤＷＬをボンディングし
、また、ＩＧＢＴ４のゲートパッドＧ１とダイパッドＰ３１との間、およびＭＯＳＦＥＴ
１０のゲートパッドＧ１１とダイパッドＰ３１との間に、それぞれワイヤＷＬをボンディ
ングした構成となっている。
【０１２２】
　このような構成を採ることで、ＩＧＢＴ４およびＭＯＳＦＥＴ１０のゲートには、ダイ
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パッドＰ３１を介してゲート制御回路１９からゲート制御信号が与えられることとなり、
ＩＧＢＴ４（またはＭＯＳＦＥＴ１０）にゲートパッドを複数設ける必要がなくなる。
【０１２３】
　このため、ＩＧＢＴ４およびＭＯＳＦＥＴ１０は、ゲートパッドが１つの一般的なレイ
アウトで済むので、製造コストの増加を抑制できる。
【０１２４】
　＜変形例８＞
　以上説明した３相インバータモジュール１００においては、ＩＧＢＴ４やＭＯＳＦＥＴ
１０等のスイッチングデバイスに抵抗素子を内蔵する構成を採ったが、図１０や図１２を
用いて説明したように、ゲート制御回路１８および１９から遠い位置に配置するスイッチ
ングデバイスのゲートに抵抗素子を接続する構成においては、スイッチングデバイス間を
接続するワイヤに、上記抵抗素子と同じ抵抗値を持たせる構成としても良い。
【０１２５】
　この場合、スイッチングデバイス間を接続するワイヤの材質はニッケル－クロム合金と
し、線径を１５～３５μｍ、長さを４～５ｍｍとしてワイヤボンドを行うことで、金ワイ
ヤに比較して５０倍程度の抵抗値（例えば５～２０Ω）を持たすことが可能となり、実質
的に上記抵抗素子として使用することが可能となり、別途に抵抗素子を設ける必要がなく
なる。
【０１２６】
　また、スイッチングデバイス間を接続するワイヤの材質を銅－ニッケル合金とし、線径
を１５～３５μｍ、長さを４～５ｍｍとしてワイヤボンドを行うことで、金ワイヤに比較
して２５倍程度の抵抗値（例えば２．５～１０Ω）を持たすことが可能となり、実質的に
上記抵抗素子として使用することが可能となり、別途に抵抗素子を設ける必要がなくなる
。
【０１２７】
　＜変形例９＞
　以上の説明においては、ＭＯＳＦＥＴやＩＧＢＴの種類については特に限定しなかった
が、シリコン（Ｓｉ）基板上に形成されるシリコン半導体装置として構成しても良いし、
炭化シリコン（ＳｉＣ）基板上に形成される炭化シリコン半導体装置や、窒化ガリウム（
ＧａＮ）系材料で構成される基板上に形成される窒化ガリウム半導体装置としても良い。
【０１２８】
　ＳｉＣやＧａＮは、ワイドバンドギャップ半導体であり、ワイドバンドギャップ半導体
によって構成される半導体装置は、耐電圧性が高く、許容電流密度も高いため、シリコン
半導体装置に比べて３相インバータモジュール１００のさらなる小型化が可能である。
【０１２９】
　また、ＩＧＢＴをワイドバンドギャップ半導体装置としても良いことは言うまでもなく
、ＩＧＢＴおよびＭＯＳＦＥＴの両方をワイドバンドギャップ半導体装置としても良い。
【０１３０】
　より望ましくは、ＭＯＳＦＥＴのみをワイドバンドギャップ半導体装置とし、ＩＧＢＴ
をシリコン基板上に形成された、逆導通ＩＧＢＴ、いわゆるＲＣ－ＩＧＢＴ（Reverse Co
nducting ＩＧＢＴ）としても良い。
【０１３１】
　例えば、図５および図８に示したように、ＭＯＳＦＥＴには図示しない寄生ダイオード
がドレイン－ソース間に逆並列に接続される構成となっている。このような構成において
、インバータ動作をする場合、高電位側、低電位側のスイッチングデバイスが共にオフと
なるデッドタイムにおいては、寄生ダイオードが導通し還流電流が流れ、当該寄生ダイオ
ードは、いわゆるフリーホイールダイオードとして機能する。
【０１３２】
　ここで、ＭＯＳＦＥＴにワイドバンドギャップ半導体としてＳｉＣ－ＭＯＳＦＥＴを採
用する場合、ＳｉＣ－ＭＯＳＦＥＴの寄生ダイオードは、順方向電圧降下がＳｉ－ＭＯＳ
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ＦＥＴの寄生ダイオードに比べて大きく、上記還流電流が流れる際のフリーホイールダイ
オードにおける電力損失がＳｉ－ＭＯＳＦＥＴに比べて大きくなってしまう。
【０１３３】
　そこで、並列に接続されたＩＧＢＴをＳｉ製のＲＣ－ＩＧＢＴとすることで、上記還流
電流は順方向電圧降下が小さいＳｉ製のＲＣ－ＩＧＢＴに内蔵された逆並列ダイオードを
主として流れるので、上記還流電流が流れる際の電力損失が増大することを防止すること
ができる。
【０１３４】
　なお、ＲＣ－ＩＧＢＴは、ＩＧＢＴと、それに逆並列に接続されたダイオードとを一体
で有するデバイスであり、その構造等は周知のデバイスである。
【０１３５】
　なお、本発明は、その発明の範囲内において、実施の形態を適宜、変形、省略すること
が可能である。
【符号の説明】
【０１３６】
　１～６　ＩＧＢＴ、７～１２　ＭＯＳＦＥＴ、１８，１９　ゲート制御回路、Ｇ１，Ｇ
２，Ｇ１１　ゲートパッド、Ｒ１　抵抗素子。

【図１】 【図２】
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【図１９】
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