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(57)【要約】
【課題】ダイオード内蔵ＩＧＢＴ素子を備えた半導体装
置において、ダイオードリカバリ動作時にＩＧＢＴとダ
イオードとの境界部に電流が集中しにくい構造を提供す
る。
【解決手段】Ｎ－型ドリフト層１１を含む半導体基板に
ＩＧＢＴ素子として動作するＩＧＢＴ領域１とダイオー
ド素子として動作するダイオード領域２とが交互に繰り
返しレイアウトされており、ダイオード領域２のうちも
っともＩＧＢＴ領域１側であって、Ｎ－型ドリフト層１
１の表層部に、Ｎ－型ドリフト層１１からホールを引き
抜くＰ型のショットキーコンタクト領域２４を設ける。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
第１導電型の層（１１）を含む半導体基板にＩＧＢＴ素子として動作するＩＧＢＴ領域（
１）とダイオード素子として動作するダイオード領域（２）とが交互に繰り返しレイアウ
トされてなる半導体装置であって、
　前記ダイオード領域（２）は、当該ダイオード領域（２）のうちもっともＩＧＢＴ領域
（１）側であって、前記第１導電型の層（１１）の表層部に、前記第１導電型の層（１１
）から少数キャリアを引き抜く第２導電型のショットキーコンタクト領域（２４）を有し
ていることを特徴とする半導体装置。
【請求項２】
前記ダイオード領域（２）は、前記ショットキーコンタクト領域（２４）を四角形状に囲
むと共に、前記ショットキーコンタクト領域（２４）を貫通して前記第１導電型の層（１
１）に達するトレンチ（１７）を有していることを特徴とする請求項１に記載の半導体装
置。
【請求項３】
前記ダイオード領域（２）は、前記ショットキーコンタクト領域（２４）よりも前記ダイ
オード領域（２）の内側に、前記第１導電型の層（１１）の表層部にドット状に複数形成
された第２導電型のオーミックコンタクト領域（２８）を備えていることを特徴とする請
求項１または２に記載の半導体装置。
【請求項４】
前記ダイオード領域（２）は、前記ショットキーコンタクト領域（２４）よりも前記ダイ
オード領域（２）の内側に、前記第１導電型の層（１１）の表層部に形成された第２導電
型の領域（２３）と、前記第２導電型の領域（２３）の表層部に形成され、前記第２導電
型の領域（２３）よりも不純物濃度が高い第２導電型のオーミックコンタクト領域（２５
）とを備えて構成されていることを特徴とする請求項１または２に記載の半導体装置。
【請求項５】
前記ダイオード領域（２）は、前記第２導電型の領域（２３）を四角形状に囲むと共に、
前記第２導電型の領域（２３）を貫通して前記第１導電型の層（１１）に達するトレンチ
（１７）を有し、
　前記オーミックコンタクト領域（２５）は、前記トレンチ（１７）に囲まれた前記第２
導電型の領域（２３）の表層部に形成されていることを特徴とする請求項４に記載の半導
体装置。
【請求項６】
前記オーミックコンタクト領域（２５）は、前記ＩＧＢＴ領域（１）と前記ダイオード領
域（２）とが繰り返される方向に垂直な方向に延びる直線状にレイアウトされていること
を特徴とする請求項５に記載の半導体装置。
【請求項７】
前記オーミックコンタクト領域（２５）は、前記ショットキーコンタクト領域（２４）の
表層部であって、前記ダイオード領域（２）の内側に形成されていることを特徴とする請
求項６に記載の半導体装置。
【請求項８】
前記ＩＧＢＴ領域（１）は、
　前記第１導電型の層（１１）の表層部に形成された第２導電型の層（１４）と、
　前記第２導電型の層（１４）を四角形状に囲うと共に、前記第２導電型の層（１４）を
貫通して前記第１導電型の層（１１）に達するものであり、前記ＩＧＢＴ領域（１）と前
記ダイオード領域（２）とが繰り返される方向に複数並べられたトレンチ（１７）と、
　前記隣り合う各トレンチ（１７）の間に設けられ、前記第２導電型の層（１４）を含ん
だ素子領域と、
　前記隣り合う各トレンチ（１７）の間に設けられると共に、前記トレンチ（１７）の一
辺に平行に延設されるコンタクト部（２２）とを有しており、
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　前記ダイオード領域（２）は、前記ＩＧＢＴ領域（１）と前記ダイオード領域（２）と
が繰り返される方向に垂直な方向に形成された前記素子領域の端まで設けられた前記ショ
ットキーコンタクト領域（２４）および前記第２導電型の領域（２３）を有していること
を特徴とする請求項６に記載の半導体装置。
【請求項９】
前記ＩＧＢＴ領域（１）は、
　前記第１導電型の層（１１）の表層部に形成された第２導電型の層（１４）と、
　前記第２導電型の層（１４）を四角形状に囲うと共に、前記第２導電型の層（１４）を
貫通して前記第１導電型の層（１１）に達するものであり、前記ＩＧＢＴ領域（１）と前
記ダイオード領域（２）とが繰り返される方向に複数並べられたトレンチ（１７）と、
　前記隣り合う各トレンチ（１７）の間に設けられ、前記第２導電型の層（１４）を含ん
だ素子領域と、
　前記隣り合う各トレンチ（１７）の間に設けられると共に、前記トレンチ（１７）の一
辺に平行に延設されるコンタクト部（２２）とを有しており、
　前記ダイオード領域（２）は、前記ＩＧＢＴ領域（１）と前記ダイオード領域（２）と
が繰り返される方向に垂直な方向に形成された前記コンタクト部（２２）の端まで設けら
れた前記ショットキーコンタクト領域（２４）と、前記ＩＧＢＴ領域（１）と前記ダイオ
ード領域（２）とが繰り返される方向に垂直な方向に形成された前記素子領域の端まで設
けられた前記第２導電型の領域（２３）とを有していることを特徴とする請求項６に記載
の半導体装置。
【請求項１０】
前記素子領域は、前記隣り合う各トレンチ（１７）の間に前記トレンチ（１７）よりも浅
い溝部（２１）を有していることを特徴とする請求項８または９に記載の半導体装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、ダイオード内蔵ＩＧＢＴ素子を備えた半導体装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来より、ダイオード内蔵ＩＧＢＴを備えた半導体装置が、例えば特許文献１で提案さ
れている。具体的には、以下の構造の半導体装置が提案されている。
【０００３】
　Ｎ－基板の上に、Ｎ層、Ｐベース層が形成され、Ｐベース層の表面からＮ－基板に達す
るように１対の溝が形成されている。１対の溝に挟まれたＰベース層にのみ、ｎ型のエミ
ッタ領域が設けられている。
【０００４】
　また、溝の内壁にゲート酸化膜が形成され、ゲート酸化膜の内部にゲート電極が形成さ
れている。ゲート酸化膜を介してゲート電極と接するＰベース層がＩＧＢＴのチャネル領
域となる。ゲート電極の上に、エミッタ領域の一部を覆うように層間絶縁膜が形成されて
いる。
【０００５】
　さらに、エミッタ領域の一部の上およびＰベース層の上に、エミッタ電極が形成されて
いる。エミッタ電極はアノード電極と共通になっている。Ｎ－基板の裏面にＰ＋コレクタ
層とＮ＋カソード層とが別々に形成されている。また、Ｐ＋コレクタ層とＮ＋カソード層
との双方に接続されたコレクタ電極が設けられている。コレクタ電極はカソード電極と共
通になっている。
【０００６】
　このようなダイオードとＩＧＢＴとが一体的に形成された構造では、Ｎ－基板の裏面に
Ｐ＋コレクタ層が設けられたＩＧＢＴ領域がＩＧＢＴとして動作し、Ｎ－基板の裏面にＮ
＋カソード層が設けられたダイオード領域がダイオードとして動作する。上記半導体装置
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は、複数が組み合わされてインバータに用いられる。
【特許文献１】特開２００７－１３４６２５号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　しかしながら、上記従来の技術では、以下の問題が生じることが発明者らの検討により
明らかになった。
【０００８】
　まず、エミッタ電極とコレクタ電極との間にダイオードの順方向バイアスが与えられる
と、Ｎ＋カソード層からＮ－基板に電子が供給されると共に、Ｐベース層からＮ－基板に
ホールが供給され、Ｎ－基板の電子が過剰となって電子がカソード（コレクタ電極）から
アノード（エミッタ電極）に流れ、ダイオードに順方向電流が流れる。
【０００９】
　このような状態で急に電極間に逆方向の電圧が印加されると一瞬逆方向に電流が流れる
。すなわち、Ｐベース層からＮ－基板に供給されていたホールが移動する方向が順方向時
とは逆方向、すなわちエミッタ電極側になると共に、Ｎ－基板に残されたホールの再結合
や拡散によって逆方向電流が流れる逆回復（リカバリ）が生じる。これにより、Ｎ－基板
に蓄積されたホールがリカバリ時にＰベース層を介してアノード（エミッタ電極）に流れ
る。
【００１０】
　他方、ＩＧＢＴがオンすると、ＩＧＢＴのチャネル領域の抵抗は非常に小さいため、エ
ミッタ電極とＮ－基板とがショートする。つまり、ダイオードリカバリ動作時にＩＧＢＴ
がオンすると、ダイオードがショートし、ダイオード領域からＩＧＢＴ領域に電流が流れ
てしまう。
【００１１】
　したがって、従来の半導体装置の構造では、ダイオードリカバリ動作時にダイオード領
域とＩＧＢＴ領域との境界部に電流が集中しやすく、素子破壊が発生しやすいという問題
があった。
【００１２】
　本発明は、上記点に鑑み、ダイオード内蔵ＩＧＢＴ素子を備えた半導体装置において、
ダイオードリカバリ動作時にＩＧＢＴとダイオードとの境界部に電流が集中しにくい構造
を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１３】
　上記目的を達成するため、本発明は、第１導電型の層（１１）を含む半導体基板にＩＧ
ＢＴ素子として動作するＩＧＢＴ領域（１）とダイオード素子として動作するダイオード
領域（２）とが交互に繰り返しレイアウトされてなる半導体装置であって、ダイオード領
域（２）は、当該ダイオード領域（２）のうちもっともＩＧＢＴ領域（１）側であって、
第１導電型の層（１１）の表層部に、第１導電型の層（１１）から少数キャリアを引き抜
く第２導電型のショットキーコンタクト領域（２４）を有している。
【００１４】
　これによると、ショットキーコンタクト領域（２４）がＩＧＢＴ領域（１）とダイオー
ド領域（２）との境界部に配置されているため、このショットキーコンタクト領域（２４
）によって、上記境界部の少数キャリアが引き抜かれる。このため、上記境界部に残され
た少数キャリアが非常に少なく、ダイオード素子のリカバリ時にＩＧＢＴ素子がオンした
としても、少数キャリアの再結合や拡散によるリカバリ電流がダイオード領域（２）から
ＩＧＢＴ領域（１）に流れにくくすることができる。したがって、ダイオードリカバリ動
作時に上記境界部に電流が集中しにくくすることができ、ひいては素子破壊を防止するこ
とができる。
【００１５】
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　この場合、ダイオード領域（２）は、ショットキーコンタクト領域（２４）を四角形状
に囲むと共に、ショットキーコンタクト領域（２４）を貫通して第１導電型の層（１１）
に達するトレンチ（１７）を有する構成とすることができる。
【００１６】
　これによると、ショットキーコンタクト領域（２４）が設けられたダイオード領域（２
）は、トレンチ（１７）で囲まれていて分断されている。これにより、ダイオードリカバ
リ動作時に周辺領域から少数キャリア電流の回り込みを無くすことができ、電流集中によ
る破壊を防止することができる。
【００１７】
　また、ＩＧＢＴ領域（１）がトレンチゲート構造を有するものであるならば、ＩＧＢＴ
領域（１）の端のトレンチに電界が集中するが、ダイオード領域（２）にショットキーコ
ンタクト領域（２４）を囲むトレンチ（１７）を設けることで、電界強度の均一化を図る
ことができ、ひいては耐圧を向上させることができる。
【００１８】
　他方、ダイオード領域（２）は、ショットキーコンタクト領域（２４）よりも前記ダイ
オード領域（２）の内側に、第１導電型の層（１１）の表層部にドット状に複数形成され
た第２導電型のオーミックコンタクト領域（２８）を備えている。
【００１９】
　このように、ダイオード領域（２）をＰＩＮダイオードとショットキーダイオードとが
混在したＭＰＳ構造とすることもできる。
【００２０】
　ダイオード領域（２）は、ショットキーコンタクト領域（２４）よりも前記ダイオード
領域（２）の内側に、第１導電型の層（１１）の表層部に形成された第２導電型の領域（
２３）と、第２導電型の領域（２３）の表層部に形成され、第２導電型の領域（２３）よ
りも不純物濃度が高い第２導電型のオーミックコンタクト領域（２５）とを備えて構成さ
れている。
【００２１】
　これにより、ダイオード素子の順方向動作時にオーミックコンタクト領域（２５）を少
数キャリアの供給源とすることができ、第１導電型の層（１１）に少数キャリアを注入す
ることができる。これにより、ダイオード素子の順方向電圧Ｖｆを小さくすることができ
、ひいては順方向特性を向上させることができる。
【００２２】
　ダイオード領域（２）は、第２導電型の領域（２３）を四角形状に囲むと共に、第２導
電型の領域（２３）を貫通して第１導電型の層（１１）に達するトレンチ（１７）を有し
、オーミックコンタクト領域（２５）は、トレンチ（１７）に囲まれた第２導電型の領域
（２３）の表層部に形成されている。
【００２３】
　これにより、ダイオード領域（２）における第１導電型の層（１１）の電界強度の均一
化を図ることができ、耐圧を向上させることができる。
【００２４】
　オーミックコンタクト領域（２５）は、ＩＧＢＴ領域（１）とダイオード領域（２）と
が繰り返される方向に垂直な方向に延びる直線状にレイアウトされている。
【００２５】
　これにより、ダイオード領域（２）において、オーミックコンタクト領域（２５）によ
って少数キャリアが第１導電型の層（１１）に注入される領域を均一に動作させることが
できる。
【００２６】
　他方、オーミックコンタクト領域（２５）は、ショットキーコンタクト領域（２４）の
表層部であって、ダイオード領域（２）の内側に形成されている。
【００２７】
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　これによると、ダイオード領域（２）において、オーミックコンタクト領域（２５）の
面積を大きくすることができる。これにより、オーミックコンタクト領域（２５）による
少数キャリアの注入を多くすることができ、ダイオード素子の順方向電圧Ｖｆをさらに小
さくすることができる。
【００２８】
　ＩＧＢＴ領域（１）は、第１導電型の層（１１）の表層部に形成された第２導電型の層
（１４）と、第２導電型の層（１４）を四角形状に囲うと共に、第２導電型の層（１４）
を貫通して第１導電型の層（１１）に達するものであり、ＩＧＢＴ領域（１）とダイオー
ド領域（２）とが繰り返される方向に複数並べられたトレンチ（１７）と、隣り合う各ト
レンチ（１７）の間に設けられ、前記第２導電型の層（１４）を含んだ素子領域と、隣り
合う各トレンチ（１７）の間に設けられると共に、トレンチ（１７）の一辺に平行に延設
されるコンタクト部（２２）とを有しており、ダイオード領域（２）は、ＩＧＢＴ領域（
１）とダイオード領域（２）とが繰り返される方向に垂直な方向に形成された素子領域の
端まで設けられたショットキーコンタクト領域（２４）および第２導電型の領域（２３）
を有している。
【００２９】
　これにより、ダイオードリカバリ動作時に電流集中して破壊しやすいＩＧＢＴ領域（１
）の終端部、特にコンタクト部（２２）の周辺に少数キャリア注入領域を無くすことがで
き、リカバリ電流を低減することができる。
【００３０】
　ＩＧＢＴ領域（１）は、第１導電型の層（１１）の表層部に形成された第２導電型の層
（１４）と、第２導電型の層（１４）を四角形状に囲うと共に、第２導電型の層（１４）
を貫通して第１導電型の層（１１）に達するものであり、ＩＧＢＴ領域（１）とダイオー
ド領域（２）とが繰り返される方向に複数並べられたトレンチ（１７）と、隣り合う各ト
レンチ（１７）の間に設けられ、前記第２導電型の層（１４）を含んだ素子領域と、隣り
合う各トレンチ（１７）の間に設けられると共に、トレンチ（１７）の一辺に平行に延設
されるコンタクト部（２２）とを有しており、ダイオード領域（２）は、ＩＧＢＴ領域（
１）とダイオード領域（２）とが繰り返される方向に垂直な方向に形成されたコンタクト
部（２２）の端まで設けられたショットキーコンタクト領域（２４）と、ＩＧＢＴ領域（
１）とダイオード領域（２）とが繰り返される方向に垂直な方向に形成された素子領域の
端まで設けられた第２導電型の領域（２３）とを有している。
【００３１】
　このように、ＩＧＢＴ領域（１）の終端部、特にコンタクト部（２２）の周辺に少数キ
ャリアを引き抜くショットキーコンタクト領域（２４）を配置することで、ＩＧＢＴ領域
（１）のコンタクト部（２２）における電流集中を防止することができる。
【００３２】
　素子領域は、隣り合う各トレンチ（１７）の間にトレンチ（１７）よりも浅い溝部（２
１）を有している。
【００３３】
　この溝部（２１）内にエミッタ電極が形成されると、チャネル領域からエミッタコンタ
クトまでの距離を小さくすることができる。つまり、トレンチ（１７）から溝部（２１）
までの抵抗を小さくすることができる。すなわち、ＰＮ接合の少数キャリアの注入を抑え
ることができ、リカバリ耐量を向上させることができる。
【００３４】
　なお、上記各手段の括弧内の符号は、後述する実施形態に記載の具体的手段との対応関
係を示すものである。
【発明を実施するための最良の形態】
【００３５】
　以下、本発明の実施形態について図に基づいて説明する。なお、以下の各実施形態相互
において、互いに同一もしくは均等である部分には、図中、同一符号を付してある。また
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、以下の各実施形態で示されるＮ－型は本発明の第１導電型に対応し、Ｐ型、Ｐ＋型は本
発明の第２導電型に対応している。
【００３６】
　（第１実施形態）
　以下、本発明の第１実施形態について図を参照して説明する。本実施形態に係るダイオ
ード内蔵ＩＧＢＴ素子を備えた半導体装置は、例えばインバータ回路に用いられるもので
ある。
【００３７】
　図１は、本実施形態に係る半導体装置の平面図である。図２は図１のＡ－Ａ断面図であ
る。以下、図１および図２を参照して説明する。
【００３８】
　図１および図２に示されるように、半導体装置はＩＧＢＴ素子として動作するＩＧＢＴ
領域１とダイオード素子として動作するダイオード領域２とを備えている。これらＩＧＢ
Ｔ領域１およびダイオード領域２は交互に繰り返しレイアウトされている。
【００３９】
　これらＩＧＢＴ領域１およびダイオード領域２は、Ｎ型シリコン基板１０上に形成され
たＮ－型ドリフト層１１の表層部にそれぞれ設けられている。また、Ｎ型シリコン基板１
０の裏面にはＩＧＢＴ領域１に対応する領域にＰ＋型領域１２が形成されており、ダイオ
ード領域２に対応する領域にＮ＋型領域１３が形成されている。本実施形態ではＰ＋型領
域１２およびＮ＋型領域１３はコレクタ接地されている。
【００４０】
　このうち、ＩＧＢＴ領域１においては、Ｎ－型ドリフト層１１の表層部にチャネル領域
を設定するＰ型ベース領域１４が形成されている。このＰ型ベース領域１４の表層部にＰ
＋型ボディ領域１５が形成され、このＰ＋型ボディ領域１５の表層部にＮ＋型ソース領域
１６が形成されている。なお、Ｐ型ベース領域１４は、本発明の第２導電型の層に相当す
る。
【００４１】
　以下では、Ｎ型シリコン基板１０、Ｎ－型ドリフト層１１によって構成される基板を半
導体基板と定義する。
【００４２】
　また、図２に示されるように、半導体基板には、Ｎ＋型ソース領域１６、Ｐ＋型ボディ
領域１５、およびＰ型ベース領域１４を貫通してＮ－型ドリフト層１１に達するようにト
レンチ１７が形成されている。そして、このトレンチ１７の内壁にＳｉＯ２で構成された
ゲート絶縁膜１８とＰｏｌｙＳｉで構成されたゲート電極１９とが順に形成され、これら
トレンチ１７、ゲート絶縁膜１８、ゲート電極１９からなるトレンチゲート構造が構成さ
れている。さらに、ゲート電極１９上を含み、Ｎ＋型ソース領域１６の上にはＢＰＳＧ等
からなる層間絶縁膜２０が形成されている。
【００４３】
　さらに、各トレンチ１７の間にＮ＋型ソース領域１６およびＰ＋型ボディ領域１５を貫
通してＰ型ベース領域１４に達するトレンチ１７よりも浅い溝部２１が設けられている。
以下では、Ｐ型ベース領域１４、Ｐ＋型ボディ領域１５、Ｎ＋型ソース領域１６、トレン
チゲート構造、溝部２１を素子領域と定義する。なお、図１では素子領域を斜線で示して
ある。
【００４４】
　図１に示されるように、上記トレンチ１７は四角形状に形成され、Ｐ型ベース領域１４
を囲むと共に、ＩＧＢＴ領域１とダイオード領域２とが交互に繰り返し配置される方向と
同じ方向に複数並べられている。
【００４５】
　そして、隣り合う各トレンチ１７の間に素子領域が配置されている。すなわち、素子領
域は、ＩＧＢＴ領域１とダイオード領域２とが繰り返される方向に垂直な方向に延設され
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ている。また、この素子領域の端部よりも外側に溝部２１およびコンタクト部２２が延設
されている。コンタクト部２２は、Ｐ型ベース領域１４の表層部に設けられたコンタクト
領域であり、コンタクト部２２の上部に図示しないメタル電極が形成されることで、当該
メタル電極と半導体基板とが電気的に接続される部分である。
【００４６】
　他方、ダイオード領域２においては、半導体基板の表層部にＩＧＢＴ領域１と同様のト
レンチゲート構造が多数形成されている。具体的には、半導体基板の表層部にＰ型領域２
３が形成され、このＰ型領域２３を貫通してＮ－型ドリフト層１１に達するトレンチ１７
が複数形成されている。このトレンチ１７は、ＩＧＢＴ領域１に形成されたものと同じ四
角形状になっている。
【００４７】
　また、ダイオード領域２には、当該ダイオード領域２のうちもっともＩＧＢＴ領域１側
であって、Ｎ－型ドリフト層１１の表層部に、Ｎ－型ドリフト層１１から少数キャリア（
以下、ホールという）を引き抜くＰ型のショットキーコンタクト領域２４が設けられてい
る。このショットキーコンタクト領域２４は、上述の四角形状のトレンチ１７によって囲
まれている。ショットキーコンタクト領域２４の不純物濃度は、例えば１×１０１６～１
×１０１７ｃｍ－３である。
【００４８】
　なお、ショットキーコンタクト領域２４は、Ｐ型領域２３のうちもっともＩＧＢＴ領域
１側の領域とも言える。
【００４９】
　さらに、ダイオード領域２には、当該ダイオード領域２のうちショットキーコンタクト
領域２４よりも内側であって、Ｐ型領域２３の表層部に形成されたＰ型領域２３よりも不
純物濃度が高いＰ＋型のオーミックコンタクト領域２５が設けられている。このオーミッ
クコンタクト領域２５は、トレンチ１７に囲まれたＰ型領域２３の表層部に形成され、Ｎ
－型ドリフト層１１へのホールの供給源として機能する。
【００５０】
　本実施形態では、オーミックコンタクト領域２５は、ＩＧＢＴ領域１とダイオード領域
２とが繰り返される方向に垂直な方向に延びる直線状にレイアウトされている。これによ
り、ダイオード領域２において、オーミックコンタクト領域２５によってホールがＮ－型
ドリフト層１１に注入される領域を均一に動作させることが可能となる。オーミックコン
タクト領域２５の不純物濃度は、例えば１×１０１９ｃｍ－３である。
【００５１】
　ダイオード領域２において、トレンチ１７で囲まれた領域にオーミックコンタクト領域
２５が設けられた領域のうち、Ｐ型領域２３の表層部にオーミックコンタクト領域２５が
形成された部分、すなわちＮ－型ドリフト層１１、Ｐ型領域２３、およびオーミックコン
タクト領域２５によってＰＩＮダイオードが構成されている。他方、Ｐ型領域２３の表層
部のうちオーミックコンタクト領域２５が形成されていない領域がショットキーダイオー
ドとして機能する。このように、トレンチ１７で囲まれた領域内に高不純物濃度Ｐ型領域
（ＰＩＮダイオード）と低不純物濃度Ｐ型領域（ショットキーダイオード）とが混在して
いる。
【００５２】
　また、ダイオード領域２において、オーミックコンタクト領域２５が設けられたＰ型領
域２３およびショットキーコンタクト領域２４は、ＩＧＢＴ領域１とダイオード領域２と
が繰り返される方向に垂直な方向に形成されたＩＧＢＴ領域１のコンタクト部２２の端ま
でそれぞれ設けられている。
【００５３】
　そして、半導体基板上に図示しないエミッタ電極が形成されている。この場合、ＩＧＢ
Ｔ領域１では、溝部２１内にもエミッタ電極が設けられる。これにより、エミッタ電極が
Ｐ型ベース領域１４に直接接触し、チャネル領域からエミッタコンタクトまでの距離を小
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さくすることができ、トレンチ１７から溝部２１までの抵抗を小さくすることができる。
また、ＰＮ接合のホールの注入を抑えることができ、リカバリ耐量を向上させることがで
きる。
【００５４】
　また、図１に示されるように、ＩＧＢＴ領域１、ダイオード領域２にそれぞれ電気的に
接続されるゲート用パッド２６とエミッタ用パッド２７とが配置されている。ゲート用パ
ッド２６は、ＩＧＢＴ領域１のトレンチ１７のゲート構造に電気的に接続されると共に、
ダイオード領域２のうちショットキーコンタクト領域２４を囲むトレンチ１７のゲート構
造にも電気的に接続されている。他方、エミッタ用パッド２７は、オーミックコンタクト
領域２５が設けられたＰ型領域２３を囲むトレンチ１７のゲート構造と電気的に接続され
ている。
【００５５】
　これによると、ダイオード領域２のうちオーミックコンタクト領域２５を囲むトレンチ
１７のゲート構造がゲート用パッド２６と電気的に分離されている。これにより、ＰＩＮ
ダイオードやショットキーダイオードにゲート電圧依存性がない。すなわち、これらダイ
オード素子の順方向電圧Ｖｆを小さくすることが可能となる。以上が、本実施形態に係る
半導体装置の構成である。
【００５６】
　次に、上記構成の半導体装置の作動について説明する。まず、通常動作として、ＩＧＢ
Ｔ素子はゲートに駆動信号が入力されることオン／オフし、エミッタ－コレクタ間に電流
を流す。
【００５７】
　また、ダイオード素子は、ＩＧＢＴ素子に流れる負荷電流を転流させる。ダイオード素
子の順方向動作時、ダイオード領域２のうちショットキーコンタクト領域２４が設けられ
た領域では、ダイオード順方向動作時に電子電流しか流れず、Ｎ－型ドリフト層１１への
ホールの注入がない。さらに、ダイオード領域２において、オーミックコンタクト領域２
５が設けられた領域では、オーミックコンタクト領域２５からＮ－型ドリフト層１１にホ
ールが供給される。したがって、ダイオード素子の順方向動作時では、ダイオード素子は
ＩＧＢＴ領域１から遠い領域、すなわちオーミックコンタクト領域２５が設けられた領域
で動作する。このように、オーミックコンタクト領域２５からホールが供給されることで
、ダイオード素子の順方向電圧Ｖｆを小さくすることができ、ひいては順方向特性を向上
させることができる。
【００５８】
　他方、ダイオードリカバリ動作時には、ダイオード領域２のうちショットキーコンタク
ト領域２４が設けられた領域にホール電流が流れる。すなわち、ショットキーコンタクト
領域２４がＮ－型ドリフト層１１のホールを抜き出す。ショットキーコンタクト領域２４
は、ダイオード領域２のうちもっともＩＧＢＴ領域１側に設けられているため、ショット
キーコンタクト領域２４によってＩＧＢＴ領域１とダイオード領域２との境界部のホール
が吸い出される。
【００５９】
　したがって、ダイオードリカバリ時にＩＧＢＴ素子がオンしたとしても、ダイオード領
域２からＩＧＢＴ領域１に流れるリカバリ電流が低減されるので、電流集中して破壊しや
すいＩＧＢＴ領域１とダイオード領域２との境界部に電流集中しにくくなり、半導体装置
の破壊耐量が向上する。
【００６０】
　また、ダイオード領域２のうちオーミックコンタクト領域２５がトレンチ１７で囲まれ
た領域はトレンチ１７によって周辺領域と分断されている。これにより、ダイオードリカ
バリ動作時に周辺領域からホール電流の回り込みを防止することができ、当該ホール電流
による電流集中破壊を防ぐことができる。
【００６１】
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　以上説明したように、本実施形態では、ダイオード領域２のうちもっともＩＧＢＴ領域
１側に、ダイオードリカバリ動作時にＮ－型ドリフト層１１からホールを抜き出すショッ
トキーコンタクト領域２４を設けたことが特徴となっている。
【００６２】
　これにより、ＩＧＢＴ領域１とダイオード領域２との境界部のホールを低減することが
でき、ホールの再結合や拡散によるリカバリ電流がダイオード領域２からＩＧＢＴ領域１
に集中しないようにすることができる。したがって、ダイオードリカバリ動作時に上記境
界部に電流が集中しにくくすることができ、ひいては素子破壊を防止することができる。
【００６３】
　この場合、ショットキーコンタクト領域２４をトレンチ１７で囲む構造としている。こ
れにより、ＩＧＢＴ領域１がトレンチゲート構造を有しているためにＩＧＢＴ領域１の端
のトレンチ１７に電界が集中したとしても、ＩＧＢＴ領域１とダイオード領域２との電界
強度の均一化を図ることができ、半導体装置の耐圧を向上させることができる。
【００６４】
　（第２実施形態）
　本実施形態では、第１実施形態と異なる部分についてのみ説明する。図３は、本実施形
態に係る半導体装置の平面図である。この図に示されるように、本実施形態では、ショッ
トキーコンタクト領域２４にオーミックコンタクト領域２５が設けられている。このオー
ミックコンタクト領域２５は、ショットキーコンタクト領域２４の表層部であって、ダイ
オード領域２の内側に設けられている。また、ショットキーコンタクト領域２４に設けら
れたオーミックコンタクト領域２５は直線状に形成されている。
【００６５】
　このように、ショットキーコンタクト領域２４にもオーミックコンタクト領域２５を設
けることで、Ｎ－型ドリフト層１１へのホールの注入を多くすることができ、ダイオード
素子の順方向電圧Ｖｆをさらに小さくすることが可能となる。
【００６６】
　（第３実施形態）
　本実施形態では、第１実施形態と異なる部分についてのみ説明する。図４は、本実施形
態に係る半導体装置の平面図である。この図に示されるように、ダイオード領域２におい
て、ショットキーコンタクト領域２４およびＰ型領域２３は、ＩＧＢＴ領域１とダイオー
ド領域２とが繰り返される方向に垂直な方向に形成されたＩＧＢＴ領域１の素子領域の端
まで設けられている。言い換えると、ダイオード領域２のうち、ＩＧＢＴ領域１のコンタ
クト部２２に挟まれた領域にショットキーコンタクト領域２４およびＰ型領域２３が設け
られていない。
【００６７】
　このような構造において、ダイオードリカバリ動作時では、コンタクト部２２の周辺で
のホールの注入領域がないため、外周領域やダイオード領域２からコンタクト部２２への
電流が集中して流れないようにすることができる。したがって、電流集中しやすいＩＧＢ
Ｔ領域１の終端部、特にコンタクト部２２への電流集中を低減することができ、リカバリ
耐量を向上することができる。
【００６８】
　（第４実施形態）
　本実施形態では、第１実施形態と異なる部分についてのみ説明する。図５は、本実施形
態に係る半導体装置の平面図である。この図に示されるように、ダイオード領域２におい
て、オーミックコンタクト領域２５が設けられたＰ型領域２３は、ＩＧＢＴ領域１とダイ
オード領域２とが繰り返される方向に垂直な方向に形成されたＩＧＢＴ領域１の素子領域
の端まで設けられている一方、ショットキーコンタクト領域２４は、ＩＧＢＴ領域１とダ
イオード領域２とが繰り返される方向に垂直な方向に形成されたコンタクト部２２の端ま
で設けられている。
【００６９】
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　このように、Ｎ－型ドリフト層１１のホールを抜き出すショットキーコンタクト領域２
４をコンタクト部２２の端まで延設しておくことで、ダイオードリカバリ動作時にショッ
トキーコンタクト領域２４によってコンタクト部２２の周辺からホールを抜き出すことが
できる。これにより、ＩＧＢＴ領域１のコンタクト部２２における電流集中を防止するこ
とができ、リカバリ耐量を向上することができる。
【００７０】
　（第５実施形態）
　本実施形態では、第１実施形態と異なる部分についてのみ説明する。図６は、本実施形
態に係る半導体装置の平面図であり、図７は図６のＢ－Ｂ断面図である。
【００７１】
　図６に示されるように、本実施形態では、ダイオード領域２のうちショットキーコンタ
クト領域２４は四角形状のトレンチ１７に囲まれている。また、ショットキーコンタクト
領域２４が囲まれたトレンチ１７の間、すなわちショットキーコンタクト領域２４よりも
ダイオード領域２の内側にホールの供給源となるＰ＋型のオーミックコンタクト領域２８
がドット状に複数設けられている。ドット状のオーミックコンタクト領域２８は斜線が交
差する点に配置されており、１つのドットが六角形をなす６つのドットに囲まれた配置に
なっている。
【００７２】
　図７に示されるように、オーミックコンタクト領域２８は、Ｎ－型ドリフト層１１の表
層部に点在するように設けられている。そして、Ｎ－型ドリフト層１１の表層部のうちオ
ーミックコンタクト領域２８が設けられていない領域がショットキーダイオードとして機
能し、オーミックコンタクト領域２８がＰＩＮダイオードとして機能する。以上のように
、ダイオード領域２がＰＩＮダイオードとショットキーダイオードとが混在したＭＰＳ構
造とすることができる。
【００７３】
　（他の実施形態）
　上記各実施形態では、ＩＧＢＴ領域１の素子構造において、Ｐ型ベース領域１４にＰ＋
型ボディ領域１５が設けられているものが示されているが、これは素子構造の一例を示し
たものであって、他の素子構造になっていても構わない。
【００７４】
　図１～図５に示されるオーミックコンタクト領域２５はトレンチ１７に囲まれた領域内
に直線状に２本ずつレイアウトされているが、これは一例を示すものであって、オーミッ
クコンタクト領域２５の本数は１本でも３本以上であっても構わない。
【００７５】
　図６に示されるドット状のオーミックコンタクト領域２８の配置レイアウトは一例を示
すものであって、他の配置レイアウトであっても良い。
【図面の簡単な説明】
【００７６】
【図１】本発明の第１実施形態に係る半導体装置の平面図である。
【図２】図１のＡ－Ａ断面図である。
【図３】本発明の第２実施形態に係る半導体装置の平面図である。
【図４】本発明の第３実施形態に係る半導体装置の平面図である。
【図５】本発明の第４実施形態に係る半導体装置の平面図である。
【図６】本発明の第５実施形態に係る半導体装置の平面図である。
【図７】図６のＢ－Ｂ断面図である。
【符号の説明】
【００７７】
　１…ＩＧＢＴ領域、２…ダイオード領域、１１…Ｎ－型ドリフト層、１４…Ｐ型ベース
領域、１７…トレンチ、２１…溝部、２２…コンタクト部、２３…Ｐ型領域、２４…ショ
ットキーコンタクト領域、２５、２８…オーミックコンタクト領域。
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