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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　第１の回路パターン上に搭載され、第１の一方及び他方電極領域を有する第１の半導体
素子と、
　第２の回路パターン上に前記第１の半導体素子から独立して搭載され、第２の一方及び
他方電極領域を有する第２の半導体素子とを備え、前記第１の半導体素子の前記第１の一
方電極領域及び前記第２の半導体素子の前記第２の他方電極領域は中間接続点に電気的に
接続され、
　前記第１及び第２の半導体素子のうち少なくとも一つの半導体素子はダイオードであり
、
　前記第１半導体素子がダイオードである場合、前記第１の一方電極領域はアノード領域
であり、前記第１の他方電極領域はカソード領域であり、前記第２半導体素子がダイオー
ドである場合、前記第２の一方電極領域はアノード領域であり、前記第２の他方電極領域
はカソード領域であり、
　前記第１の半導体素子がＩＧＢＴである場合、前記第１の一方電極領域はエミッタ領域
であり、前記第１の他方電極領域はコレクタ領域であり、前記第２の半導体素子がＩＧＢ
Ｔである場合、前記第２の一方電極領域はエミッタ領域であり、前記第２の他方電極領域
はコレクタ領域であり、
　前記第１の一方電極領域の前記第１の他方電極領域に対する第１の上下関係と、前記第
２の他方電極領域の前記第２の一方電極領域に対する第２の上下関係とが一致するように
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、前記第１及び第２の半導体素子を形成し、
　前記第１及び第２の回路パターンは同一の共通回路パターンを含み、
　前記第１及び第２の上下関係は、前記第１の一方電極領域及び前記第２の他方電極領域
が共に下方に配置される上下関係を含み、前記第１の一方電極領域及び前記第２の他方電
極領域間は前記共通回路パターンの表面に設けられた電気的接続部を介して電気的に接続
されることを特徴とする、
半導体装置。
【請求項２】
　請求項１記載の半導体装置であって、
　前記第１及び第２の半導体素子は第１及び第２のダイオードであり、
　前記中間接続点から前記第１の他方電極領域にかけて通電する、
半導体装置。
【請求項３】
　請求項２記載の半導体装置であって、
　前記第１のダイオードは複数の第１のダイオードを含み、
　前記第２のダイオードは前記複数の第１のダイオードに対応して設けられる複数の第２
のダイオードを含み、
　前記中間接続点は前記複数の第１及び第２のダイオードに対応して設けられる複数の中
間接続点を含む、
半導体装置。
【請求項４】
　請求項１記載の半導体装置であって、
　前記第１の半導体素子はダイオードであり、前記第２の半導体素子はＩＧＢＴであり、
　前記中間接続点から前記第１の他方電極領域にかけて通電する、
半導体装置。
【請求項５】
　請求項１から請求項４のうち、いずれか１項に記載の半導体装置であって、
　前記第１及び第２の半導体素子はワイドバンドギャップ材料を用いて形成されることを
特徴とする、
半導体装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この発明はダイオードを含む回路を内蔵したパワーモジュール等の半導体装置に関し、
特にその装置の小型化に関する。
【背景技術】
【０００２】
　縦型半導体デバイスを同一方向に電気的に直列接続するコンバータ回路を有するパワー
モジュール等の半導体装置において、半導体装置の小型化が課題となっている。
【０００３】
　通常、半導体装置内において、ダイオード、トランジスタなどの半導体素子を構成する
チップは同一電極面が同じ極性となるように搭載されている。例えば、複数のダイオード
からなる半導体装置を構成する場合、各チップにおいて表面はすべてアノード電極が配置
されるように形成される。このため、チップ（半導体素子）の極性を同一方向に直列接続
する場合は、接続対象となるチップ同士の電極が異極となるため、一方のチップの表面に
形成された電極と、他方のチップの裏面に形成された電極とを電気的に接続すべく、ワイ
ヤボンディング、金属パターン等の電気配線を介した比較的手間の要する配線を行う必要
がある。
【０００４】
　従来、特許文献１、特許文献２に開示された技術では、上記した課題を解消すべく、複
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数の縦型半導体デバイス（半導体素子）を積層して直列接続する半導体モジュールが提案
されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２００７－２７４３２号公報
【特許文献２】特開２００８－２４４３８８号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　しかし、特許文献１、特許文献２で開示された技術のように複数の半導体素子を積層し
て直列接続する半導体モジュールには以下のような問題を有している。
【０００７】
　第１に、支持板（基板）に直接搭載されるチップ（下側チップ）の上に積載されるチッ
プ（上側チップ）は、支持板、すなわち、放熱部材に接していないため放熱性が悪い。ま
た、下側チップも上側チップが発熱した際の放熱経路として搭載されているため、熱干渉
をうける。このように、放熱性が劣化するという第１の問題点があった。
【０００８】
　加えて、下側チップと上側チップとの接続面から出力電流を取り出すための電極を接続
する必要があるため、上側チップの大きさは下側チップの大きさよりも小さくする必要が
あり、上下で性能が不均等になるという第２の問題点があった。
【０００９】
　本発明は上記問題点を解決するためになされたものであり、装置の小型化を図りつつ、
放熱性がよく、搭載する半導体素子（チップ）の大きさに制約がない半導体装置を得るこ
とを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　この発明に係る請求項１記載の半導体装置は、第１の回路パターン上に搭載され、第１
の一方及び他方電極領域を有する第１の半導体素子と、第２の回路パターン上に前記第１
の半導体素子から独立して搭載され、第２の一方及び他方電極領域を有する第２の半導体
素子とを備え、前記第１の半導体素子の前記第１の一方電極領域及び前記第２の半導体素
子の前記第２の他方電極領域は中間接続点に電気的に接続され、前記第１及び第２の半導
体素子のうち少なくとも一つの半導体素子はダイオードであり、前記第１半導体素子がダ
イオードである場合、前記第１の一方電極領域はアノード領域であり、前記第１の他方電
極領域はカソード領域であり、前記第２半導体素子がダイオードである場合、前記第２の
一方電極領域はアノード領域であり、前記第２の他方電極領域はカソード領域であり、前
記第１の半導体素子がＩＧＢＴである場合、前記第１の一方電極領域はエミッタ領域であ
り、前記第１の他方電極領域はコレクタ領域であり、前記第２の半導体素子がＩＧＢＴで
ある場合、前記第２の一方電極領域はエミッタ領域であり、前記第２の他方電極領域はコ
レクタ領域であり、前記第１の一方電極領域の前記第１の他方電極領域に対する第１の上
下関係と、前記第２の他方電極領域の前記第２の一方電極領域に対する第２の上下関係と
が一致するように、前記第１及び第２の半導体素子を形成し、前記第１及び第２の回路パ
ターンは同一の共通回路パターンを含み、前記第１及び第２の上下関係は、前記第１の一
方電極領域及び前記第２の他方電極領域が共に下方に配置される上下関係を含み、前記第
１の一方電極領域及び前記第２の他方電極領域間は前記共通回路パターンの表面に設けら
れた電気的接続部を介して電気的に接続されることを特徴としている。

【発明の効果】
【００１１】
　請求項１記載の本願発明における半導体装置は、第１の一方電極領域の第１の他方電極
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領域に対する第１の上下関係と、第２の他方電極領域の第２の一方電極領域に対する第２
の上下関係とが一致するように、第１及び第２の半導体素子を形成したことを特徴として
いる。
【００１２】
　請求項１記載の本願発明は上記特徴を有することにより、互いに共通の上下関係で形成
された第１の一方電極領域及び第２の他方電極領域間における電気的接続を比較的簡単に
行うことができる分、装置内の回路面積を小さくすることができる。
【００１３】
　加えて、第１及び第２の半導体素子を積層することなく互いに独立して形成しているた
め放熱性を悪化させることもなく、第１及び第２の半導体素子の形成時に制約が課される
こともない。
【図面の簡単な説明】
【００１４】
【図１】この発明における半導体装置の原理を示す説明図である。
【図２】この発明による実施の形態１であるコンバータ回路を有するパワーモジュールの
構成を示す説明図である。
【図３】この発明による実施の形態２であるコンバータ回路を有するパワーモジュールの
構成を示す説明図である。
【図４】図３(b) のＡ－Ａ断面の断面構造を示す断面図である。
【図５】この発明による実施の形態３である降圧チョッパ回路を有するパワーモジュール
の構成を示す説明図である。
【図６】この発明による実施の形態４である昇圧チョッパ回路を有するパワーモジュール
の構成を示す説明図である。
【図７】図１(a) で示したコンバータ回路を実現するための従来のパワーモジュールの具
体的な構成を示す説明図である。
【図８】図２(a) で示したコンバータ回路を実現するための従来のパワーモジュールの具
体的な構成を示す説明図である。
【発明を実施するための形態】
【００１５】
　＜発明の原理＞
　図１はこの発明の半導体装置であるパワーモジュールの原理を示す説明図である。同図
(a) に示すように、コンバータ回路は直列接続されたダイオードＤ１及びＤ２（第１及び
第２の半導体素子）の組合せ（破線で囲んでいる箇所）により構成される。具体的には、
ダイオードＤ１（第１のダイオード）のカソード（第１の他方電極領域）がＰ端子１に接
続され、ダイオードＤ１のアノード（第１の一方電極領域）とダイオードＤ２（第２のダ
イオード）のカソード（第２の他方電極領域）とが電気的に接続され、ダイオードＤ２の
アノード（第２の一方電極領域）がＮ端子２に接続される。そして、ダイオードＤ１のア
ノード，ダイオードＤ２のカソード間の中間接続点に中間端子３が設けられる。
【００１６】
　同図(b) において、同図(a) で示したコンバータ回路を実現するための具体的な構成を
示している。同図に示すように、Ｐパターン５（第１の回路パターン）、Ｎパターン６（
第２の回路パターン）、及び中間パターン７をコンバータ回路用の回路パターンとして設
けている。これらＰパターン５、Ｎパターン６及び中間パターン７は例えば図示しない基
板（支持板）上に互いに独立して形成される。
【００１７】
　そして、Ｐパターン５上に表面アノード領域１０Ａを上方に有するダイオードＤ１（用
のチップ）を搭載し、Ｎパターン６上に表面カソード領域２０Ｋを上方に有するダイオー
ドＤ２（用のチップ）を搭載している。
【００１８】
　表面アノード領域１０Ａ及び表面カソード領域２０Ｋ間が上方に設けられたワイヤ２５
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（導電部材）により電気的に接続されている。ワイヤ２５は大電流供給のために複数本用
いられる。また、表面アノード領域１０Ａ及び中間パターン７間が上方に設けられたワイ
ヤ２５により電気的に接続されている。このように構成することにより、Ｎパターン６（
Ｎ端子２）からダイオードＤ２及びダイオードＤ１（及び中間パターン７（中間端子３）
）を介して、Ｐパターン５（Ｐ端子１）に流れる電流経路２６（２７）を設けることがで
きる。
【００１９】
　図７は図１(a) で示したコンバータ回路を実現するための従来のパワーモジュールの具
体的な構成を示す説明図である。
【００２０】
　同図に示すように、Ｐパターン５５、Ｎパターン５６Ａ、Ｎパターン５６Ｂ、及び中間
パターン５７をコンバータ回路用の回路パターンとして設け、Ｐパターン５５上に表面ア
ノード領域６０Ａを上方に有するダイオードＤ１（用のチップ）を搭載し、Ｎパターン５
６Ａ上に表面アノード領域７０Ａを上方に有するダイオードＤ２（用のチップ）を搭載し
ている。
【００２１】
　そして、表面アノード領域７０Ａの下方に位置する裏面カソード領域７０ＢＫ（図示せ
ず）と表面アノード領域６０Ａとの電気的接続は以下のように行われる。裏面カソード領
域７０ＢＫに電気的に接続される接続パターン５６ＣＰがＮパターン５６Ａの表面に設け
られ、この接続パターン５６ＣＰ及び表面アノード領域７０Ａ間が上方に設けられたワイ
ヤ２５により電気的に接続される。なお、図７において接続パターン５６ＣＰは模式的に
示したにすぎず、実際の形状とは必ずしも一致しない。
【００２２】
　また、表面アノード領域６０Ａ及び中間パターン５７間が上方に設けられたワイヤ２５
により電気的に接続され、表面アノード領域７０Ａ及びＮパターン５６Ｂ間が上方に設け
られたワイヤ２５Ｘにより電気的に接続される。
【００２３】
　このように構成することにより、Ｎパターン５６Ａ及び５６Ｂ（Ｎ端子２）からダイオ
ードＤ２及びダイオードＤ１（及び中間パターン５７（中間端子３））を介して、Ｐパタ
ーン５５（Ｐ端子１）に流れる電流経路２６（２７）を設けることができる。
【００２４】
　図１を用いて説明したように、本発明のパワーモジュールでは、コンバータ回路に用い
るダイオードチップの組み合わせを、表面アノード（裏面カソード）のダイオードＤ１（
用のチップ）と裏面アノード（表面カソード）のダイオードＤ２（用のチップ）の組み合
わせで構成している。
【００２５】
　すなわち、アノード，カソードの上下関係が異なる２種類のダイオードＤ１及びＤ２を
用いることにより回路パターンの枚数低減、面積縮小およびパターン設計の自由化が可能
となる。
【００２６】
　図１と図７との比較から分かるように、本発明の原理では必要とする回路パターン数は
、３枚（Ｐパターン５、Ｎパターン６、及び中間パターン７）であるのに対し、従来構成
では４枚（Ｐパターン５５、Ｎパターン５６Ａ、Ｎパターン５６Ｂ及び中間パターン５７
）となる。
【００２７】
　また、従来構成は、裏面カソード領域７０ＢＫ及び表面アノード領域６０Ａとの電気的
接続用にＮパターン５６Ａに接続パターン５６ＣＰを設け、また、表面アノード領域７０
Ａ及びＮパターン５６Ｂ間をワイヤ２５Ｘによる電気的接続を行う必要があった。これに
対し、本発明の原理では上述した接続パターン５６ＣＰ及びワイヤ２５Ｘを不要にする分
、回路面積やワイヤ等の金属配線箇所を少なくすることができる。このため、本願発明は
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、回路面積の縮小効果、金属配線個所の削減により組立時間の短縮効果を発揮することが
できる。
【００２８】
　また、本明細書では、導電部材である金属配線の一例としてワイヤ２５での接続例を記
載しているがＤＬＢ（Direct Lead Bonding）などの金属接合を用いても良い。
【００２９】
　このように、本願発明の原理で示したパワーモジュールは、電気的接続が必要な表面ア
ノード領域１０Ａ及び表面カソード領域２０ＫのダイオードＤ１のカソード領域及びダイ
オードＤ２のアノード領域に対する上下関係が共に上方で一致するように、ダイオードＤ
１及びダイオードＤ２を形成したことを特徴としている。すなわち、表面アノード領域１
０Ａの対応するカソード領域に対する第１の上下関係と、表面カソード領域２０Ｋの対応
するアノード領域に対する第２の上下関係とが、上方で一致するように形成したことを特
徴としている。
【００３０】
　本発明は上記特徴を有することにより、共通の上下関係で形成された表面アノード領域
１０Ａ及び表面カソード領域２０Ｋ間における電気的接続を比較的簡単に行うことができ
る分、装置内の回路面積を小さくすることができる。
【００３１】
　加えて、ダイオードＤ１及びダイオードＤ２を積層することなく形成しているため放熱
性を悪化させることもなく、ダイオードＤ１及びダイオードＤ２用のチップは互いに独立
して設けることができるため、チップの大きさに制約が課されることもなく、ダイオード
Ｄ１，Ｄ２間で性能が不均一になることもない。その結果、製品としての安全性を高める
ことができる。
【００３２】
　その結果、ダイオードＤ１及びダイオードＤ２により構成され、中間端子３からＰ端子
１にかけて通電し、例えば、中間端子３より交流入力信号を受け、Ｐ端子１（ダイオード
Ｄ１０のカソード）より、Ｎ端子２（ダイオードＤ２０のアノード）を基準とした直流出
力信号が得られるコンバータ回路として機能するパワーモジュールの回路面積を小さくす
ることができる。
【００３３】
　＜実施の形態１＞
　図２はこの発明による実施の形態１であるコンバータ回路を有するパワーモジュールの
構成を示す説明図である。なお、以下では、製品の構成によりチップ（半導体素子）から
ワイヤなどを用いて直接電極部に接続する場合もあるため、回路パターンは最低限必要と
考える箇所のみを示している。
【００３４】
　同図(a) に示すように、コンバータ回路はダイオードＤ１１～Ｄ１３（第１の半導体素
子）及びダイオードＤ２１～Ｄ２３（第２の半導体素子）により構成される。具体的には
、ダイオードＤ１１～Ｄ１３（複数の第１のダイオード）それぞれのカソード（第１の他
方電極領域）がＰ端子１に共通に接続され、ダイオードＤ１１～Ｄ１３のアノード（第１
の一方電極領域）とダイオードＤ２１～Ｄ２３（複数の第２のダイオード）のカソード（
第２の他方電極領域）とが電気的に接続され、ダイオードＤ２１～Ｄ２３それぞれのアノ
ード（第２の一方電極領域）がＮ端子２に共通に接続される。そして、ダイオードＤ１１
～Ｄ１３のアノード，ダイオードＤ２１～Ｄ２３のカソード間の各中間接続点に中間端子
３１～３３が設けられる。中間端子３１～３３はＲ相、Ｓ相及びＴ相の交流信号が入力さ
れる。
【００３５】
　このように、フルブリッジ（３相全波整流回路）を構成するコンバータ回路は、Ｐ端子
１及びダイオードＤ１１～Ｄ１３を主要構成とするＰ端子エリアＲ１１と、Ｎ端子２及び
ダイオードＤ２１～Ｄ２３を主要構成要素とするＮ端子エリアＲ１２と、ダイオードＤ１
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１～Ｄ１３（のアノード部分）、ダイオードＤ２１～Ｄ２３（のカソード部分）、及び中
間端子３１～３３を主要構成要素とする中間端子エリアＲ１３とにより構成される。
【００３６】
　図２(b)は、図２(a) で示したコンバータ回路を実現するための具体的な構成を示して
いる。すなわち、Ｐパターン５及びＮパターン６をコンバータ回路用の回路パターンとし
て有している。なお、中間端子３１～３３用の回路パターンはワイヤ等で代用可能なため
、図示することなく、単に中間端子３１～３３のみ示している。
【００３７】
　そして、Ｐパターン５上に表面アノード領域１１Ａ～１３Ａを上方に有するダイオード
Ｄ１１～Ｄ１３（用のチップ）を搭載し、Ｐパターン５から独立して設けられるＮパター
ン６上に表面カソード領域２１Ｋ～２３Ｋを上方に有するダイオードＤ２１～Ｄ２３（用
のチップ）を搭載している。
【００３８】
　表面アノード領域１１Ａ～１３Ａ及び表面カソード領域２１Ｋ～２３Ｋ間が上方に設け
られたワイヤ２５（導電部材）によりそれぞれ電気的に接続されている。また、表面アノ
ード領域１１Ａ～１３Ａ及び中間端子３１～３３間が上方に設けられたワイヤ２５により
電気的に接続されている。このように構成することにより、Ｎパターン６（Ｎ端子２）か
らダイオードＤ２１～Ｄ２３及びダイオードＤ１１～Ｄ１３（及び中間端子３１～３３）
を介して、Ｐパターン５（Ｐ端子１）に流れる電流経路を設けることができる。
【００３９】
　図８は図２(a) で示したコンバータ回路を実現するための従来のパワーモジュールの具
体的な構成を示す説明図である。
【００４０】
　同図に示すように、Ｐパターン５５、Ｎパターン５６１～５６３をコンバータ回路用の
回路パターンとして設けている。なお、Ｎ端子２及び中間端子３１～３３用の回路パター
ンはワイヤ等で代用可能なため、図示することなく、Ｎ端子２及び中間端子３１～３３の
み示している。そして、Ｐパターン５５上に表面アノード領域６１Ａ～６３Ａを上方に有
するダイオードＤ１１～Ｄ１３（用のチップ）を搭載し、Ｎパターン５６１～５６３上に
表面アノード領域７１Ａ～７３Ａを上方に有するダイオードＤ２１～Ｄ２３（用のチップ
）を搭載している。
【００４１】
　そして、表面アノード領域７１Ａ～７３Ａの下方に位置する裏面カソード領域７１ＢＫ
～７３ＢＫ（図示せず）と表面アノード領域６１Ａ～６３Ａとの電気的に接続を以下のよ
うに行っている。裏面カソード領域７１ＢＫ～７３ＢＫに電気的に接続される接続パター
ン５６１ＣＰ～５６３ＣＰをＮパターン５６１～５６３の表面に設け、この接続パターン
５６１ＣＰ～５６３ＣＰ及び表面アノード領域７１Ａ～７３Ａ間を上方に設けられたワイ
ヤ２５により電気的に接続している。なお、図８において接続パターン５６１ＣＰ～５６
３ＣＰは模式的に示したにすぎず、実際の形状とは必ずしも一致しない。
【００４２】
　また、表面アノード領域６１Ａ～６３Ａ及び中間端子３１～３３間が上方に設けられた
ワイヤ２５により電気的に接続され、表面アノード領域７１Ａ～７３Ａ及びＮ端子２間が
上方に設けられたワイヤ２５Ｘにより電気的に接続される。
【００４３】
　このように構成することにより、従来のパワーモジュールは、Ｎ端子２からダイオード
Ｄ２１～Ｄ２３及びダイオードＤ１１～Ｄ１３（及び中間端子３１～３３）を介して、Ｐ
パターン５５（Ｐ端子１）に流れる電流経路を設けることができる。
【００４４】
　図８に示すように、従来のパワーモジュールがフルブリッジのコンバータ回路を構成す
る場合において、Ｐ端子１側のダイオードＤ１１～Ｄ１３の表面アノード領域６１Ａ～６
３ＡとＮ端子２側のダイオードＤ２１～Ｄ２３の裏面カソード領域７１ＢＫ～７３ＢＫと
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を接続する際、直接ワイヤ、リードボンド（インナーリードとバンプとをボンディングツ
ールを用いて接続する手段）などで接続することができない。
【００４５】
　その結果、上述したように接続パターン５６１ＣＰ～５６３ＣＰを余分に設ける必要が
生じるため、コンバータ回路形成に要する回路パターンの面積が大きくなる。
【００４６】
　一方、実施の形態１のパワーモジュールでは、コンバータ回路に用いるダイオードチッ
プの組み合わせを、表面アノード（裏面カソード）のダイオードＤ１１～Ｄ１３（用のチ
ップ）と裏面アノード（表面カソード）のダイオードＤ２１～Ｄ２３（用のチップ）との
組み合わせで構成する。
【００４７】
　そして、Ｐ端子１側のＰパターン５に設けた表面アノード領域１１Ａ～１３Ａと、Ｎ端
子２側のＮパターン６に設けた表面カソード領域２１Ｋ～２３Ｋとを上方に設けたワイヤ
２５により直接接続することができるため、図８で示した従来構造に比べて回路パターン
面積の縮小とワイヤまたはリードボンドの削減が可能となる。
【００４８】
　すなわち、アノード，カソードの上下関係が異なる２種類のダイオードＤ１１～Ｄ１３
及びＤ２１～Ｄ２３（用のチップ）を用いることにより、回路パターンの枚数低減、面積
縮小およびパターン設計の自由化が可能となる。
【００４９】
　図２(b) と図８との比較から分かるように、実施の形態１では必要最小限となる回路パ
ターン数は、２枚（Ｐパターン５、Ｎパターン６）であるのに対し、従来構成では４枚（
Ｐパターン５５、Ｎパターン５６１～５６３）となる。
【００５０】
　このように、実施の形態１のパワーモジュールは必要とする回路パターンの枚数を減ら
すことにより、回路パターン間で絶縁状態を保持するために必要であったクリアランスの
面積もなくなるため、装置全体における面積縮小効果も奏する。
【００５１】
　また、従来構成は、裏面カソード領域７１ＢＫ～７３ＢＫ及び表面アノード領域６１Ａ
～６３Ａとの電気的接続用にＮパターン５６１～５６３の表面に接続パターン５６１ＣＰ
～５６３ＣＰを設け、さらに、表面アノード領域７１Ａ～７３Ａ及びＮ端子２間をワイヤ
２５Ｘによる電気的接続を行う必要がある。
【００５２】
　これに対し、実施の形態１のパワーモジュールでは上述した接続パターン５６１ＣＰ～
５６３ＣＰ及びワイヤ２５Ｘを不要にする分、回路パターン面積やワイヤ等の金属配線箇
所を少なくすることができる。このため、回路面積の縮小効果、金属配線個所の削減によ
り組立時間の短縮効果を発揮することができる。
【００５３】
　このように、実施の形態１のパワーモジュールは、電気的接続が必要な表面アノード領
域１１Ａ～１３Ａの対応するカソード領域に対する第１の上下関係と、表面カソード領域
２１Ｋ～２３Ｋの対応するアノード領域に対する第２の上下関係とが、上方で一致するよ
うに、ダイオードＤ１１～Ｄ１３及びダイオードＤ２１～Ｄ２３を形成したことを特徴と
している。
【００５４】
　実施の形態１のパワーモジュールは上記特徴を有することにより、共通の上下関係で形
成された表面アノード領域１１Ａ～１３Ａ及び表面カソード領域２１Ｋ～２３Ｋ間におけ
る電気的接続を比較的簡単に行うことができる分、装置内の回路面積を小さくすることが
できる。
【００５５】
　具体的には、表面アノード領域１１Ａ～１３Ａと表面カソード領域２１Ｋ～２３Ｋとは
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上方に設けられたワイヤ２５（導電部材）により電気的接続を図ることにより、回路面積
の縮小化を図ることができる。
【００５６】
　加えて、ダイオードＤ１１～Ｄ１３及びダイオードＤ２１～Ｄ２３を積層することなく
形成しているため放熱性を悪化させることもなく、互いに独立して形成されるダイオード
Ｄ１１～Ｄ１３及びダイオードＤ２１～Ｄ２３それぞれを構成するチップの大きさに制約
が課されることもない。
【００５７】
　さらに、実施の形態１のパワーモジュールは、ダイオードＤ１１～Ｄ１３を共通のＰパ
ターン５（第１の回路パターン）上に搭載し、ダイオードＤ２１～Ｄ２３を共通のＮパタ
ーン６（第２の回路パターン）上に搭載することにより実現できるため、必要とする回路
パターン数の低減化を図ることができる。
【００５８】
　その結果、中間端子３１～３３より入力される３相の交流入力信号に対するコンバータ
回路を構成するに際し、必要とする回路パターン数を必要最小限に抑えて回路構成の簡略
化を図ることができる。
【００５９】
　このように、実施の形態１のパワーモジュールは、ダイオードＤ１１～Ｄ１３及びダイ
オードＤ２１～Ｄ２３より構成され、中間端子３１～３３からＰ端子１にかけて通電し、
例えば、中間端子３１～３３より３相の交流入力信号を受け、Ｐ端子１（ダイオードＤ１
１～Ｄ１３のカソード）より、Ｎ端子２（ダイオードＤ２１～Ｄ２３のアノード）を基準
とした直流出力信号が得られるコンバータ回路として機能するための回路面積を小さくす
ることができる。
【００６０】
　＜実施の形態２＞
　図３はこの発明による実施の形態２であるコンバータ回路を有するパワーモジュールの
構成を示す説明図である。なお、以下では、製品の構成によりチップからワイヤなどを用
いて直接電極部に接続する場合もあるため、回路パターンは最低限必要と考えるパターン
のみを示している。
【００６１】
　同図(a) に示すように、実施の形態１と同様に、コンバータ回路はダイオードＤ１１～
Ｄ１３及びダイオードＤ２１～Ｄ２３により構成される。
【００６２】
　同図(b) において、同図(a) で示したコンバータ回路を実現するための具体的な構成を
示している。すなわち、共通パターン４１～４３（共通回路パターン（第１の回路パター
ン及び第２の回路パターン））をコンバータ回路用の回路パターンとして設けている。こ
れら共通パターン４１～４３は例えば図示しない基板上に互いに独立して形成される。な
お、Ｐ端子１、Ｎ端子２及び中間端子３１～３３用の回路パターンはワイヤ等で代用可能
なため、図示することなく、Ｐ端子１、Ｎ端子２及び中間端子３１～３３のみ示している
。
【００６３】
　共通パターン４１上に表面カソード領域１１Ｋを上方に有するダイオードＤ１１（用の
チップ）を搭載するとともに表面アノード領域２１Ａを上方に有するダイオードＤ２１（
用のチップ）をダイオードＤ１１から独立して搭載している。同様にして、共通パターン
４２上に表面カソード領域１２Ｋを上方に有するダイオードＤ１２（用のチップ）を搭載
するともに表面アノード領域２２Ａを上方に有するダイオードＤ２２（用のチップ）をダ
イオードＤ１２から独立して搭載し、共通パターン４３上に表面カソード領域１３Ｋを上
方に有するダイオードＤ１３（用のチップ）を搭載するともに表面アノード領域２３Ａを
上方に有するダイオードＤ２３（用のチップ）をダイオードＤ１３から独立して搭載して
いる。
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【００６４】
　そして、表面カソード領域１１Ｋ～１３Ｋ及びＰ端子１間が上方に設けられたワイヤ２
５（導電部材）により電気的に接続され、表面アノード領域２１Ａ～２３Ａ及びＮ端子２
間が上方に設けられたワイヤ２５により電気的に接続される。さらに、表面カソード領域
１１Ｋ～１３Ｋの下方に位置するダイオードＤ１１～Ｄ１３の裏面アノード領域１１ＢＡ
～１３ＢＡ（図示せず）及び中間端子３１～３３間が、共通パターン４１～４３の表面に
設けられ、裏面アノード領域１１ＢＡ～１３ＢＡに電気的に接続される接続パターン（図
示せず）及び上方に設けられたワイヤ２５を介して電気的に接続されている。
【００６５】
　図４は図３(b) のＡ－Ａ断面の断面構造を示す断面図である。同図において、Ｐ端子１
はＰパターン３７上に設けられ、Ｎ端子２はＮパターン３８上に設けられる場合を示して
いる。
【００６６】
　同図に示すように、共通パターン４１上にダイオードＤ１１及びＤ２１（用のチップ）
が搭載され、ダイオードＤ１１は上方に表面カソード領域１１Ｋ、下方に裏面アノード領
域１１ＢＡを有する第１の上下関係で形成され、ダイオードＤ２１は上方に表面アノード
領域２１Ａ、下方に裏面カソード領域２１ＢＫを有する第２の上下関係で形成される。
【００６７】
　ダイオードＤ１１の表面カソード領域１１Ｋはワイヤ２５及びＰパターン３７の表面に
設けられた接続パターン３７ＣＰを介してＰ端子１と電気的に接続される。一方、ダイオ
ードＤ２１の表面アノード領域２１Ａはワイヤ２５及びＮパターン３８の表面に設けられ
た接続パターン３８ＣＰを介してＮ端子２と電気的に接続される。
【００６８】
　そして、ダイオードＤ１１の裏面アノード領域１１ＢＡとダイオードＤ２１の裏面カソ
ード領域２１ＢＫとは共通パターン４１の表面に設けられた接続パターン４１ＣＰ（電気
的接続部）のみを介して電気的に接続される。同様にして、ダイオードＤ１２の裏面アノ
ード領域１２ＢＡ（図示せず）とダイオードＤ２２の裏面カソード領域２２ＢＫ（図示せ
ず）とは共通パターン４２の表面に設けられた接続パターン４２ＣＰ（電気的接続部）の
みを介して電気的に接続され、ダイオードＤ１３の裏面アノード領域１３ＢＡ（図示せず
）とダイオードＤ２３の裏面カソード領域２３ＢＫ（図示せず）とは共通パターン４３の
表面に設けられた接続パターン４３ＣＰ（電気的接続部）のみを介して電気的に接続され
る。なお、図３(b)及び図４で示した接続パターン４１ＣＰ～４３ＣＰ、３７ＣＰ、及び
３８ＣＰは模式的に示したにすぎず、実際の形状とは必ずしも一致しない。
【００６９】
　このように、ダイオードＤ１１～Ｄ１３の表面カソード領域１１Ｋ～１３Ｋと、ダイオ
ードＤ２１～Ｄ２３の表面アノード領域２１Ａ～２３Ａとは、共通パターン４１～４３の
表面に設けられた３つの接続パターン４１ＣＰ～４３ＣＰにより電気的に接続される。
【００７０】
　なお、図４では、Ｐパターン３７及びＮパターン３８を用いた接続例を示したが、これ
は一例であり、Ｐ端子１及びＮ端子２をワイヤ等を用いて直接、表面カソード領域１１Ｋ
及び表面アノード領域２１Ａに接続することもできる。また、裏面アノード領域１１ＢＡ
～１３ＢＡ及び中間端子３１～３３間の電気的接続用に用いた接続パターンとして、接続
パターン４１ＣＰ～４３ＣＰを兼用させても良い。
【００７１】
　実施の形態２のパワーモジュールは上述したように構成することにより、Ｎ端子２から
ダイオードＤ２１～Ｄ２３及びダイオードＤ１１～Ｄ１３（及び中間端子３１～３３）を
介してＰ端子１にかけて電流経路を設けることができる。
【００７２】
　実施の形態２のパワーモジュールでは、コンバータ回路に搭載するダイオードチップの
組み合わせを、裏面アノード（表面カソード）のダイオードＤ１１～Ｄ１３（用のチップ
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）と表面アノード（裏面カソード）のダイオードＤ２１～Ｄ２３（用のチップ）との組み
合わせで構成している。
【００７３】
　そして、共通パターン４１～４３に設けた裏面アノード領域１１ＢＡ～１３ＢＡと裏面
カソード領域２１ＢＫ～２３ＢＫとを共通パターン４１～４３の表面に設けた接続パター
ン４１ＣＰ～４３ＣＰのみにより行うことができるため、図８で示した従来構造に比べて
回路パターン数の減少による回路面積の縮小とワイヤまたはリードボンドの削減が可能と
なる。
【００７４】
　すなわち、アノード，カソードの上下関係が異なる２種類（第１及び第２の上下関係）
のダイオードＤ１１～Ｄ１３及びＤ２１～Ｄ２３を用いることでパターンの枚数低減、面
積縮小およびパターン設計の自由化が可能となる。
【００７５】
　図３と図８との比較から分かるように、実施の形態２では必要最小限となる回路パター
ン数は３枚（共通パターン４１～４３）であるのに対し、従来構成では４枚（Ｐパターン
５５、Ｎパターン５６１～５６３）となる。
【００７６】
　このように、実施の形態２のパワーモジュールは必要とする回路パターンの枚数を減ら
すことにより、回路パターン間で絶縁状態を保持するために必要であったクリアランスの
面積もなくなるため、装置全体における面積縮小効果も奏する。
【００７７】
　また、従来構成は、裏面カソード領域７１ＢＫ～７３ＢＫ及び表面アノード領域６１Ａ
～６３Ａとの電気的接続用にＮパターン５６１～５６３の表面に接続パターン５６１ＣＰ
～５６３ＣＰを設け、また、表面アノード領域７１Ａ～７３Ａ及びＮ端子２間をワイヤ２
５Ｘによる電気的接続を行う必要があるのに対し、実施の形態２では接続パターン４１Ｃ
Ｐ～４３ＣＰのみにより行うことができる分、回路面積やワイヤ等の金属配線箇所を少な
くすることができる。このため、回路面積の縮小効果、金属配線個所の削減により組立時
間の短縮効果を発揮することができる。
【００７８】
　上述したように、実施の形態２のパワーモジュールは、電気的接続が必要な裏面アノー
ド領域１１ＢＡ～１３ＢＡの表面カソード領域１１Ｋ～１３Ｋに対する第１の上下関係と
、裏面カソード領域２１ＢＫ～２３ＢＫの表面アノード領域２１Ａ～２３Ａに対する第２
の上下関係が、共に下方で一致するように、ダイオードＤ１１～Ｄ１３及びダイオードＤ
２１～Ｄ２３を形成したことを特徴としている。
【００７９】
　実施の形態２のパワーモジュールは上記特徴を有することにより、共通の上下関係で形
成された裏面アノード領域１１ＢＡ～１３ＢＡ及び裏面カソード領域２１ＢＫ～２３ＢＫ
間における電気的接続を比較的簡単に行うことができる分、装置内の回路面積を小さくす
ることができる。
【００８０】
　具体的には、実施の形態２において、裏面アノード領域１１ＢＡ～１３ＢＡと裏面カソ
ード領域２１ＢＫ～２３ＢＫとは共通パターン４１～４３の表面に設けられた接続パター
ン４１ＣＰ～４３ＣＰ（電気的接続部）により電気的接続が図れることにより、回路面積
の縮小化を図ることができる。
【００８１】
　加えて、実施の形態２は、実施の形態１と同様、放熱性を悪化させることもなく、ダイ
オードＤ１１～Ｄ１３及びダイオードＤ２１～Ｄ２３用のチップの大きさに制約が課され
ることもなく、３相交流信号を入力するコンバータ回路として機能するパワーモジュール
の回路面積を小さくすることができる。
【００８２】
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　さらに、実施の形態２において、ダイオードＤ１１～Ｄ１３及びダイオードＤ２１～Ｄ
２３はＰ端子１側及びＮ端子２側のダイオード対単位で共通の共通パターン４１～４３上
に形成することができる。その結果、実施の形態２は、中間端子３１～３３より入力され
る３相の交流入力信号に対するコンバータ回路を構成するに際し、必要とする回路パター
ン数を必要最小限に抑えて、回路構成の簡略化を図ることができる。
【００８３】
　＜実施の形態３＞
　図５はこの発明による実施の形態３である降圧チョッパ回路を有するパワーモジュール
の構成を示す説明図である。なお、以下では、製品の構成によりチップからワイヤなどを
用いて直接電極部に接続する場合もあるため、回路パターンは最低限必要と考えるパター
ンのみを示している。
【００８４】
　同図(a) に示すように、実施の形態３のパワーモジュールにおける降圧チョッパ回路は
Ｎ型のＩＧＢＴ５１（第１の半導体素子）及びダイオードＤ２０（第２の半導体素子）の
組合せ（破線で囲んでいるモジュール部分）を主要部として構成される。具体的には、Ｉ
ＧＢＴ５１のコレクタ（第１の他方電極領域）がＰ端子１０１に接続され、ＩＧＢＴ５１
のエミッタ（第１の一方電極領域）とダイオードＤ２０のカソード（第２の他方電極領域
）とが電気的に接続され、ダイオードＤ２０のアノード（第２の一方電極領域）がＮ端子
１０２に接続される。そして、ＩＧＢＴ５１のエミッタ，ダイオードＤ２０のカソード間
の中間接続点に中間端子１０３が設けられ、中間端子１０３にリアクトル２２が接続され
る。
【００８５】
　図５(b) において、図５(a) で示した降圧チョッパ回路を実現するための具体的な構成
を示している。すなわち、トランジスタパターン８（第１の回路パターン）及びダイオー
ドパターン９（第２の回路パターン）を降圧チョッパ回路用の回路パターンとして設けて
いる。これらトランジスタパターン８及びダイオードパターン９は例えば図示しない基板
上に互いに独立して形成される。なお、Ｎ端子１０２及び中間端子１０３用の回路パター
ンはワイヤ等で代用可能なため、図示することなく、単にＮ端子１０２及び中間端子１０
３のみ示している。
【００８６】
　そして、トランジスタパターン８上にＮ型の表面エミッタ領域１８Ｅを上方に有するＩ
ＧＢＴ５１（用のチップ）を搭載し、ダイオードパターン９上に表面カソード領域１９Ｋ
を上方に有するダイオードＤ２０（用のチップ）を搭載している。
【００８７】
　表面エミッタ領域１８Ｅ及び表面カソード領域１９Ｋ間が上方に設けられたワイヤ２５
（導電部材）により電気的に接続されている。また、表面カソード領域１９Ｋ及び中間端
子１０３間が上方に設けられたワイヤ２５により電気的に接続され、表面カソード領域１
９Ｋの下方に位置する裏面アノード領域１９ＢＡ（図示せず）がダイオードパターン９の
表面に設けられ、裏面アノード領域１９ＢＡと電気的に接続する接続パターン（図示せず
）及びワイヤ２５を介して裏面アノード領域１９ＢＡがＮ端子２に電気的に接続される。
また、表面ゲート領域１８Ｇはゲート端子１０４に電気的に接続される。
【００８８】
　このように構成することにより、実施の形態３のパワーモジュールは、Ｐ端子１０１か
ら中間端子１０３にかけて通電し、例えば、Ｐ端子１０１（ＩＧＢＴ５１のコレクタ）よ
り入力信号が得られ、Ｎ端子１０２（ダイオードＤ２０のアノード）に基準電位を設定し
、中間端子１０３より出力信号が得られる降圧チョッパ回路として機能する。
【００８９】
　図５(c) は図５(a) で示した降圧チョッパ回路を実現するための従来のパワーモジュー
ルの具体的な構成を示す説明図である。
【００９０】
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　同図に示すように、トランジスタパターン８及びダイオードパターン９０を降圧チョッ
パ回路用の回路パターンとして設け、トランジスタパターン８上に表面エミッタ領域１８
Ｅを上方に有するＩＧＢＴ５１（用のチップ）を搭載し、ダイオードパターン９０上に表
面アノード領域９１Ａを上方に有するダイオードＤ２０（用のチップ）を搭載している。
【００９１】
　そして、表面アノード領域９１Ａの下方に位置する裏面カソード領域９１ＢＫ（図示せ
ず）と表面エミッタ領域１８Ｅとの電気的接続は以下のように行われる。裏面カソード領
域９１ＢＫに電気的に接続される接続パターン９０ＣＰをダイオードパターン９０の表面
に設け、この接続パターン９０ＣＰ及び表面エミッタ領域１８Ｅ間の上方に設けられたワ
イヤ２５により電気的に接続される。なお、接続パターン９０ＣＰは図５(c) において模
式的に示したにすぎず、実際の形状とは必ずしも一致しない。
【００９２】
　さらに、表面アノード領域９１Ａ及びＮ端子１０２間が上方に設けられたワイヤ２５に
より電気的に接続され、表面アノード領域９１Ａの下方に位置する裏面カソード領域９１
ＢＫ（図示せず）がダイオードパターン９０の表面に設けられ、裏面カソード領域９１Ｂ
Ｋと電気的に接続する接続パターン（図示せず）及びワイヤ２５を介して中間端子１０３
に電気的に接続される。また、表面ゲート領域１８Ｇはゲート端子１０４に電気的に接続
される。
【００９３】
　図５(c) に示すように、従来のパワーモジュールにおいて降圧チョッパ回路を構成する
場合、Ｐ端子１０１側のＩＧＢＴ５１の表面エミッタ領域１８ＥとＮ端子１０２側のダイ
オードＤ２０の裏面カソード領域９１ＢＫを接続する際、直接ワイヤ、リードボンドなど
で接続することができない。このため、Ｎ端子１０２側のチップの裏面（ダイオードＤ２
０の裏面カソード領域９１ＢＫ）と電気的に接続した接続パターン９０ＣＰを介してＰ端
子１０１側のチップの表面（ＩＧＢＴ５１の表面エミッタ領域１８Ｅ）とを接続するため
、降圧チョッパ回路形成に要するダイオードパターン９０のパターン面積が大きくなる。
【００９４】
　一方、実施の形態３のパワーモジュールでは、降圧チョッパ回路を搭載する際、ＩＧＢ
Ｔ５１（用のチップ）と裏面アノード（表面カソード）のダイオードＤ２０（用のチップ
）の組み合わせで構成している。
【００９５】
　そして、Ｐ端子１０１側のトランジスタパターン８上に設けた表面エミッタ領域１８Ｅ
と、Ｎ端子１０２側のダイオードパターン９上に設けた表面カソード領域１９Ｋとを上方
に設けたワイヤ２５により直接接続することができるため、図５(c) で示した従来構造に
比べてパターン面積の縮小とワイヤまたはリードボンドの削減が可能となる。
【００９６】
　すなわち、図５(b)と図５(c) との比較から分かるように、従来構成は、裏面カソード
領域９１ＢＫ及び表面エミッタ領域１８Ｅ間の電気的接続用にダイオードパターン９０に
接続パターン９０ＣＰを設け、さらに、表面アノード領域９１Ａ及びＮ端子１０２間をワ
イヤ２５による電気的接続を行う必要があるのに対し、実施の形態３では上述した接続パ
ターン９０ＣＰを不要にする分、回路面積の縮小化を図ることができる。
【００９７】
　このように、実施の形態３のパワーモジュールは、接続パターン９０ＣＰに相当する接
続パターンを省略できる分、ダイオードパターン９はダイオードパターン９０に比べパタ
ーン面積の縮小を図ることができ、パターン設計の自由化が可能となる結果、組立時間の
短縮効果を発揮することができる。
【００９８】
　上述したように、実施の形態３のパワーモジュールは、電気的接続が必要な表面エミッ
タ領域１８Ｅの対応するコレクタ領域に対する第１の上下関係、及び表面カソード領域１
９Ｋの対応するアノード領域に対する第２の上下関係が、共に上方で一致するようにＩＧ
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ＢＴ５１及びダイオードＤ２０を形成したことを特徴としている。
【００９９】
　実施の形態３のパワーモジュールは上記特徴を有することにより、共通の上下関係で形
成された表面エミッタ領域１８Ｅ及び表面カソード領域１９Ｋ間における電気的接続を比
較的簡単に行うことができる分、装置内の回路面積の縮小化を図ることができる。
【０１００】
　具体的には、表面エミッタ領域１８Ｅと表面カソード領域１９Ｋとは上方に設けられた
ワイヤ２５（導電部材）により電気的接続が図れることにより、回路面積の縮小化を図る
ことができる。
【０１０１】
　その結果、ＩＧＢＴ５１及びダイオードＤ２０より構成され、降圧チョッパ回路として
機能するパワーモジュールの回路面積を小さくすることができる。
【０１０２】
　加えて、ＩＧＢＴ５１及びダイオードＤ２０を積層することなく形成しているため放熱
性を悪化させることもなく、ＩＧＢＴ５１及びダイオードＤ２０用のチップの大きさに制
約が課されることもない。
【０１０３】
　なお、実施の形態３では、スイッチング素子として、ＩＧＢＴ５１を示したが、ＭＯＳ
ＦＥＴ、バイポーラトランジスタ等、他のスイッチング素子を用いても良い。
【０１０４】
　＜実施の形態４＞
　図６はこの発明による実施の形態４である昇圧チョッパ回路を有するパワーモジュール
の構成を示す説明図である。なお、以下では、製品の構成によりチップからワイヤなどを
用いて直接電極部に接続する場合もあるため、回路パターンは最低限必要と考えるパター
ンのみを示している。
【０１０５】
　同図(a) に示すように、実施の形態４のパワーモジュールにおける昇圧チョッパ回路は
ダイオードＤ１０（第１の半導体素子）及びＮ型のＩＧＢＴ５２（第２の半導体素子）の
組み合わせ（破線で囲んでいる箇所）を主要部として構成される。具体的には、ダイオー
ドＤ１０のカソード（第１の他方電極領域）がＰ端子２０１に接続され、ダイオードＤ１
０のアノード（第１の一方電極領域）とＩＧＢＴ５２のコレクタ（第２の他方電極領域）
とが電気的に接続され、ＩＧＢＴ５２のエミッタ（第２の一方電極領域）がＮ端子２０２
に接続される。そして、ダイオードＤ１０のアノード，ＩＧＢＴ５２のコレクタ間の中間
接続点に中間端子２０３が設けられ、中間端子２０３にリアクトル２２が接続される。
【０１０６】
　図６(b) において、図６(a) で示した昇圧チョッパ回路を実現するための具体的な構成
を示している。すなわち、共通パターン８０（共通回路パターン（第１の回路パターン及
び第２の回路パターン））を昇圧チョッパ回路用の回路パターンとして設けている。共通
パターン８０は例えば図示しない基板上に形成される。なお、Ｐ端子２０１、Ｎ端子２０
２及び中間端子２０３用の回路パターンはワイヤ等で代用可能なため、図示することなく
、単にＰ端子２０１、Ｎ端子２０２及び中間端子２０３のみ示している。
【０１０７】
　そして、共通パターン８０上に表面カソード領域８１Ｋを上方に有するダイオードＤ１
０（用のチップ）を搭載するとともに、Ｎ型の表面エミッタ領域８２Ｅを有するＩＧＢＴ
５２（用のチップ）をダイオードＤ１０から独立して搭載している。
【０１０８】
　表面カソード領域８１Ｋが上方に設けられたワイヤ２５によりＰ端子２０１と電気的に
接続され、表面エミッタ領域８２Ｅが上方に設けられたワイヤ２５によりＮ端子２０２と
電気的に接続され、表面エミッタ領域８２Ｅの下方の裏面コレクタ領域８２ＢＣ（図示せ
ず）が共通パターン８０の表面に設けられた接続パターン（図示せず）及びワイヤ２５を



(15) JP 6207460 B2 2017.10.4

10

20

30

40

50

介して中間端子２０３に電気的に接続される。
【０１０９】
　さらに、ダイオードＤ１０の表面カソード領域８１Ｋの下方の裏面アノード領域８１Ｂ
Ａ（図示せず）と、ＩＧＢＴ５２の表面エミッタ領域８２Ｅの下方のＰ型の裏面コレクタ
領域８２ＢＣ（図示せず）とが、共通パターン８０の表面に設けられた接続パターン８０
ＣＰのみによって電気的に接続される。なお、裏面コレクタ領域８２ＢＣと中間端子２０
３間との電気的接続に用いる接続パターンとして、接続パターン８０ＣＰを兼用させても
良い。また、図６(b) において接続パターン８０ＣＰは模式的に示したにすぎず、実際の
形状とは必ずしも一致しない。
【０１１０】
　このように構成することにより、実施の形態４のパワーモジュールは、中間端子２０３
からＰ端子２０１にかけて通電し、例えば、Ｎ端子２０２（ＩＧＢＴ５２のエミッタ）に
基準電位を設定し、中間端子２０３（ＩＧＢＴ５２のコレクタ，ダイオードＤ１０のアノ
ード）より入力信号が得られ、Ｐ端子２０１（ダイオードＤ１０のカソード）より出力信
号が得られる昇圧チョッパ回路として機能する。
【０１１１】
　図６(c) は図６(a) で示した昇圧チョッパ回路を実現するための従来のパワーモジュー
ルの具体的な構成を示す説明図である。
【０１１２】
　同図に示すように、ダイオードパターン９２及びトランジスタパターン９４を昇圧チョ
ッパ回路用の回路パターンとして設け、ダイオードパターン９２上に表面アノード領域９
３Ａを上方に有するダイオードＤ１０（用のチップ）を搭載し、トランジスタパターン９
４上に表面エミッタ領域９５Ｅを上方に有するＩＧＢＴ５２（用のチップ）を搭載してい
る。
【０１１３】
　そして、表面エミッタ領域９５Ｅの下方に位置する裏面コレクタ領域９５ＢＣ（図示せ
ず）と表面アノード領域９３Ａとの電気的接続は以下のように行われる。裏面コレクタ領
域９５ＢＣに電気的に接続される接続パターン９４ＣＰをトランジスタパターン９４の表
面に設け、この接続パターン９４ＣＰ及び表面エミッタ領域９５Ｅ間を上方に設けられた
ワイヤ２５により電気的に接続する。また、図６(c) において接続パターン９４ＣＰは模
式的に示したにすぎず、実際の形状とは必ずしも一致しない。

【０１１４】
　さらに、表面エミッタ領域９５Ｅ及びＮ端子２０２間が上方に設けられたワイヤ２５に
より電気的に接続され、表面エミッタ領域９５Ｅの下方に位置する裏面コレクタ領域９５
ＢＣがトランジスタパターン９４に設けられた接続パターン（図示せず）及びワイヤ２５
を介して中間端子２０３に電気的に接続される。また、表面ゲート領域９５Ｇはゲート端
子２０４に電気的に接続される。
【０１１５】
　図６(c) に示すように、従来のパワーモジュールにおいて昇圧チョッパ回路を構成する
場合、Ｐ端子２０１側のダイオードＤ１０の表面アノード領域９３ＡとＮ端子２０２側の
ＩＧＢＴ５２の裏面コレクタ領域９５ＢＣとを接続する際、直接ワイヤ、リードボンドな
どで接続することができない。このため、Ｎ端子２０２側のチップの裏面（ＩＧＢＴ５２
の裏面コレクタ領域９５ＢＣ）と電気的に接続した接続パターン９４ＣＰに加え、上方に
設けたワイヤ２５を介してＰ端子２０１側のチップの表面（ダイオードＤ１０の表面アノ
ード領域９３Ａ）に接続している。加えて、ダイオードパターン９２とトランジスタパタ
ーン９４との２つの回路パターンを必要としている。
【０１１６】
　一方、実施の形態４のパワーモジュールでは、昇圧チョッパ回路に搭載する際、ＩＧＢ
Ｔ５２と裏面アノード（表面カソード）のダイオードＤ１０との組み合わせで構成してい
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る。
【０１１７】
　そして、同一の共通パターン８０上において、Ｐ端子２０１側の裏面アノード領域８１
ＢＡと、Ｎ端子２０２側の裏面コレクタ領域８２ＢＣとを共通パターン８０の表面に設け
た接続パターン８０ＣＰのみにより直接接続することができるため、図６(c) で示した従
来構造に比べて、回路パターン数の削減が可能となる。すなわち、裏面アノードのダイオ
ードＤ１０とＩＧＢＴ５２とを用いることにより、パターンの枚数低減、およびパターン
設計の自由化が可能となる。
【０１１８】
　図６(b) と図６(c) との比較から分かるように、実施の形態４では必要最小限となる回
路パターン数（回路パターン数）は、１枚（共通パターン８０）であるのに対し、従来構
成では２枚（ダイオードパターン９２、トランジスタパターン９４）となる。
【０１１９】
　このように、実施の形態４のパワーモジュールは必要とする回路パターンの枚数を減ら
すことにより、回路パターン間で絶縁状態を保持するために必要であったクリアランスの
面積もなくなるため、装置全体における面積縮小効果も奏する。
【０１２０】
　上述したように、実施の形態４のパワーモジュールは、電気的接続が必要な裏面アノー
ド領域８１ＢＡの表面カソード領域８１Ｋに対する第１の上下関係、裏面コレクタ領域８
２ＢＣの表面エミッタ領域８２Ｅに対する第２の上下関係が、共に下方で一致するように
ダイオードＤ１０及びＩＧＢＴ５２を形成したことを特徴としている。
【０１２１】
　実施の形態４のパワーモジュールは上記特徴を有することにより、共通の上下関係で形
成された裏面アノード領域８１ＢＡ及び裏面コレクタ領域８２ＢＣ間における電気的接続
を比較的簡単に行うことができる分、装置内の回路面積を小さくすることができる。
【０１２２】
　具体的には、裏面アノード領域８１ＢＡと裏面コレクタ領域８２ＢＣとは共通パターン
８０の表面に設けられた接続パターン８０ＣＰ（電気的接続部）のみにより電気的接続を
図ることにより、回路面積の縮小化を図ることができる。
【０１２３】
　その結果、実施の形態４のパワーモジュールは、ダイオードＤ１０及びＩＧＢＴ５２よ
り構成され、昇圧チョッパ回路として機能するパワーモジュールの回路面積の縮小化を図
ることができる。
【０１２４】
　加えて、ダイオードＤ１０及びＩＧＢＴ５２を積層することなく形成しているため放熱
性を悪化させることもなく、ダイオードＤ１０及びＩＧＢＴ５２用のチップに制約が課さ
れることもない。
【０１２５】
　なお、実施の形態４では、スイッチング素子として、ＩＧＢＴ５２を示したが、ＭＯＳ
ＦＥＴ、バイポーラトランジスタ等、他のスイッチング素子を用いても良い。
【０１２６】
　＜実施の形態５＞
　実施の形態１～実施の形態４で示した、ダイオード、ＩＧＢＴ等のチップ（半導体素子
）は構成材料としてＳｉ（シリコン）に限らず、ＳｉＣ（炭化珪素），ＧａＮ（窒化ガリ
ウム）などのワイドバンドギャップ（半導体）材料からなる半導体素子であっても良い。
【０１２７】
　すなわち、高温動作、高電流領域で使用されるワイドバンドギャップ材料を、実施の形
態１～実施の形態４のパワーモジュールに用いられた半導体素子（ダイオードＤ１０～Ｄ
１３、ダイオードＤ２０～Ｄ２３、並びにＩＧＢＴ５１及び５２）に使用することにより
、Ｓｉに比べ、本構造による高放熱性を維持しつつ装置外形サイズの縮小化効果をより有
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用にすることができる効果を奏する。
【０１２８】
　なお、本発明は、その発明の範囲内において、各実施の形態を自由に組み合わせたり、
各実施の形態を適宜、変形、省略したりすることが可能である。
【符号の説明】
【０１２９】
　１，１０１，２０１　Ｐ端子、２，１０２，２０２　Ｎ端子、３，３１～３３，１０３
，２０３　中間端子、５　Ｐパターン、６　Ｎパターン、７　中間パターン、８　トラン
ジスタパターン、９　ダイオードパターン、１０Ａ～１３Ａ，２１Ａ～２３Ａ　表面アノ
ード領域、１８Ｅ，８２Ｅ　表面エミッタ領域、１１Ｋ～１３Ｋ，１９Ｋ，２０Ｋ～２３
Ｋ，８１Ｋ　表面カソード領域、２５　ワイヤ、４１～４３，８０　共通パターン、５１
，５２　ＩＧＢＴ、Ｄ１，Ｄ２，Ｄ１０～Ｄ１３，Ｄ２０～Ｄ２３　ダイオード。

【図１】 【図２】

【図３】
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【図６】
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【図８】
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