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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　基板の第１主面側に形成された素子活性領域に電気的に接続する第１の電極と、前記基
板の第２主面側に形成された第１導電型の低抵抗層に電気的に接続する第２の電極と、前
記素子活性領域と前記低抵抗層との間に介在し、オン状態ではドリフト電流を縦方向に流
すと共にオフ状態では空乏化する縦形ドリフト部とを有する半導体装置において、
　前記縦形ドリフト部の周りで前記第１主面と前記低抵抗層との間に介在し、オン状態で
は非電路領域であってオフ状態では空乏化する耐圧構造部が、第１導電型領域と第２導電
型領域とを交互に繰り返して接合して成る並列ｐｎ構造を備え、前記耐圧構造部の外側に
は前記第１主面と前記低抵抗層との間に介在する第１導電型の低抵抗囲繞領域を更に有し
て成ることを特徴とする半導体装置。
【請求項２】
　請求項１において、前記縦形ドリフト部は、前記基板の厚み方向に配向する第１導電型
の縦形ドリフト電路領域と前記基板の厚み方向に配向する第２導電型の縦形仕切領域とを
交互に繰り返して接合して成る並列ｐｎ構造を備えていることを特徴とする半導体装置。
【請求項３】
　請求項２において、前記耐圧構造部の並列ｐｎ構造は、前記ドリフト部の並列ｐｎ構造
よりも不純物量が少ないことを特徴とする半導体装置。
【請求項４】
　請求項２又は請求項３において、前記耐圧構造部の並列ｐｎ構造は、前記基板の厚み方
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向に配向する縦形第１導電型領域と前記基板の厚み方向に配向する縦形第２導電型領域と
を接合して成る縦形構造を備えていることを特徴とする半導体装置。
【請求項５】
　請求項４において、前記縦形第１導電型領域と前記縦形第２導電型領域のうち、少なく
とも一方は前記基板の厚み方向に離散的に埋め込んだ複数の拡散単位領域が相互連結して
成る会合構造を備えていることを特徴とする半導体装置。
【請求項６】
　請求項５において、前記拡散単位領域のそれぞれは、中心部を最大濃度部としてその外
方向に濃度漸減する濃度分布を持つことを特徴とする半導体装置。
【請求項７】
　請求項５又は請求項６において、前記ドリフト部の並列ｐｎ構造を形成する前記縦形ド
リフト電路領域と前記縦形仕切領域は層状であって、前記耐圧構造部を形成する前記縦形
第１導電型領域と前記縦形第２導電型領域は層状であることを特徴とする半導体装置。
【請求項８】
　請求項７において、前記耐圧構造部の並列ｐｎ構造のｐｎ繰り返しピッチは、前記ドリ
フト部の並列ｐｎ構造のｐｎ繰り返しピッチよりも狭いことを特徴とする半導体装置。
【請求項９】
　請求項８において、前記耐圧構造部の並列ｐｎ構造の層面は前記ドリフト部の並列ｐｎ
構造の層面に対し平行して成り、前記耐圧構造部の並列ｐｎ構造のｐｎ繰り返し端面と前
記ドリフト部の並列ｐｎ構造のｐｎ繰り返し端面とが接続していると共に、前記耐圧構造
部の並列ｐｎ構造の最内側に位置する前記縦形第１導電型領域の層面と前記ドリフト部の
並列ｐｎ構造の最外側に位置する前記縦形仕切領域の層面とが接合して成ることを特徴と
する半導体装置。
【請求項１０】
　請求項９において、前記ドリフト部の並列ｐｎ構造を形成する前記縦形ドリフト電路領
域と前記縦形仕切領域の層厚が内側から外側にかえて漸減する部分を有することを特徴と
する半導体装置。
【請求項１１】
　請求項９において、前記耐圧構造部の並列ｐｎ構造を形成する前記縦形第１導電領域と
前記縦形第２導電型領域の層厚が内側から外側にかえて漸減する部分を有することを特徴
とする半導体装置。
【請求項１２】
　請求項１０又は請求項１１において、前記内側から外側にかけて層厚が漸減する部分は
、第１の電極の端部下であることを特徴とする半導体装置。
【請求項１３】
　請求項８において、前記耐圧構造部の並列ｐｎ構造の層面は前記ドリフト部の並列ｐｎ
構造の層面に対し直交して成り、前記耐圧構造部の並列ｐｎ構造のｐｎ繰り返し端面と前
記ドリフト部の並列ｐｎ構造の最外側の前記縦形仕切領域の層面とが接続すると共に、前
記ドリフト部の並列ｐｎ構造のｐｎ繰り返し端面と前記耐圧構造部の並列ｐｎ構造の内側
に位置する前記縦形第１導電型領域の層面とが接続していることを特徴とする半導体装置
。
【請求項１４】
　請求項８において、前記耐圧構造部の並列ｐｎ構造は、前記ドリフト部の並列ｐｎ構造
の層面に対し層面が平行して成る第１の並列ｐｎ構造と、前記ドリフト部の並列ｐｎ構造
の層面に対し層面が直交して成る第２の並列ｐｎ構造とを併有していることを特徴とする
半導体装置。
【請求項１５】
　請求項１４において、前記第１の並列ｐｎ構造のｐｎ繰り返し端面と前記ドリフト部の
並列ｐｎ構造のｐｎ繰り返し端部とが接続していると共に、前記第２の並列ｐｎ構造のｐ
ｎ繰り返し端面と前記ドリフト部の並列ｐｎ構造の最外側に位置する前記縦形仕切領域と
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が接続していることを特徴とする半導体装置。
【請求項１６】
　請求項１５において、前記耐圧構造部の並列ｐｎ構造のうち、前記第１の並列ｐｎ構造
と第２の並列ｐｎ構造とで画成される隅部に第１及び第２の並列ｐｎ構造のいずれかより
ｐｎ繰り返し展開して成る第３の並列ｐｎ構造を有し、当該第３の並列ｐｎ構造のｐｎ繰
り返し端面と第１及び第２の並列ｐｎ構造のいずれかの側端寄りに位置する前記縦形第２
導電型領域に接続して成ることを特徴とする半導体装置。
【請求項１７】
　請求項８において、前記耐圧構造部の並列ｐｎ構造は、前記ドリフト部の並列ｐｎ構造
の層面に対し層面が平行である第１の並列ｐｎ構造と、前記ドリフト部の並列ｐｎ構造の
層面に対し層面が直交である第２の並列ｐｎ構造を併有し、第１及び第２の並列ｐｎ構造
のいずれか一方のｐｎ繰り返し端面がその他方の側端寄りに位置する前記縦形第２導電型
領域と接続して成ることを特徴とする半導体装置。
【請求項１８】
　請求項８において、前記耐圧構造部の並列ｐｎ構造の層面は、前記ドリフト部の並列ｐ
ｎ構造の層面に対し斜交して成ることを特徴とする半導体装置。
【請求項１９】
　請求項８乃至請求項１８のいずれか一項において、前記縦形第１導電型領域と前記縦形
第２導電型領域とのｐｎ接合面は平坦状であることを特徴とする半導体装置。
【請求項２０】
　請求項８乃至請求項１８のいずれか一項において、前記縦形第１導電型領域と前記縦形
第２導電型領域とのｐｎ接合面は波形状であることを特徴とする半導体装置。
【請求項２１】
　請求項５又は請求項６において、前記耐圧構造部の並列ｐｎ構造を形成する前記縦形第
１導電型領域と前記縦形第２導電型領域のうち、少なくとも一方は柱状であることを特徴
とする半導体装置。
【請求項２２】
　請求項２１において、前記縦形第１導電型領域と前記縦形第２導電型領域の双方が柱状
であって、前記縦形第１導電型領域と前記縦形第２導電型領域との間に第１導電型不純物
と第２導電型不純物の双方をドープして成る高抵抗領域が介在して成ることを特徴とする
半導体装置。
【請求項２３】
　請求項５乃至請求項２２のいずれか一項において、前記耐圧構造部の第１主面側に前記
ドリフト部を取り囲み、複数の前記縦形第２導電型領域を相互接続する少なくとも１重の
第２導電型均圧リングを有して成ることを特徴とする半導体装置。
【請求項２４】
　請求項２３において、前記第２導電型均圧リングの不純物濃度が前記縦形第２導電型領
域の不純物濃度よりも高いことを特徴とする半導体装置。
【請求項２５】
　請求項４において、前記耐圧構造部の並列ｐｎ構造を形成する前記縦形第１導電型領域
と前記縦形第２導電型領域のうち、少なくとも一方は前記基板の厚み方向に離散的に埋め
込んだ複数の拡散単位領域が相互離間した分散構造であることを特徴とする半導体装置。
【請求項２６】
　請求項２５において、前記拡散単位領域のそれぞれは、中心部を最大濃度部としてその
外方向に濃度漸減する濃度分布を持つことを特徴とする半導体装置。
【請求項２７】
　請求項１乃至請求項３のいずれか一項において、前記耐圧構造部の並列ｐｎ構造は、前
記基板の主面に対し平行又は傾斜した横形第１導電型領域と前記基板の主面に対し平行又
は傾斜した横形第２導電型領域とを接合して成る横形構造を備えていることを特徴とする
半導体装置。
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【請求項２８】
　基板の第１主面側に形成された素子活性領域に電気的に接続する第１の電極と、前記基
板の第２主面側に形成された第１導電型の低抵抗層に電気的に接続する第２の電極と、前
記素子活性領域と前記低抵抗層との間に介在し、オン状態ではドリフト電流を縦方向に流
すと共にオフ状態では空乏化する縦形ドリフト部とを有する半導体装置において、
　前記縦形ドリフト部の周りで前記第１主面と前記低抵抗層との間に介在し、オン状態で
は非電路領域であってオフ状態では空乏化する耐圧構造部が、第１導電型不純物と第２導
電型不純物の双方をドープして成る高抵抗領域を備え、前記耐圧構造部の外側には前記第
１主面と前記低抵抗層との間に介在する第１導電型の低抵抗囲繞領域を更に有して成るこ
とを特徴とする半導体装置。
【請求項２９】
　請求項２８において、前記縦形ドリフト部が前記基板の厚み方向に配向する第１導電型
の縦形ドリフト電路領域と前記基板の厚み方向に配向する第２導電型の縦形仕切領域とを
交互に繰り返して接合して成る並列ｐｎ構造を備えていることを特徴とする半導体装置。
【請求項３０】
　請求項１乃至請求項２９において、前記第１導電型の低抵抗囲繞領域の第１主面側に電
気的に接続する周縁電極を有することを特徴とする半導体装置。
【請求項３１】
　請求項３０において、前記第１導電型の低抵抗囲繞領域の第１主面側に形成された第１
導電型のチャネルストッパーを有して成ることを特徴とする半導体装置。
【請求項３２】
　請求項３０又は請求項３１において、前記縦形ドリフト部が前記基板の厚み方向に配向
する第１導電型の縦形ドリフト電路領域と前記基板の厚み方向に配向する第２導電型の縦
形仕切領域とを交互に繰り返して接合して成る並列ｐｎ構造であって、前記低抵抗囲繞領
域の幅が前記縦形ドリフト電路領域の幅よりも大きいことを特徴とする半導体装置。
【請求項３３】
　請求項３０又は請求項３１において、前記縦形ドリフト部が前記基板の厚み方向に配向
する第１導電型の縦形ドリフト電路領域と前記基板の厚み方向に配向する第２導電型の縦
形仕切領域とを交互に繰り返して接合して成る並列ｐｎ構造であって、前記低抵抗囲繞領
域の幅が前記仕切領域間の距離よりも大きいことを特徴とする半導体装置。
【請求項３４】
　請求項１乃至請求項３３のいずれか一項において、前記素子外周部の第１主面側に形成
された絶縁膜を有して成ることを特徴とする半導体装置。
【請求項３５】
　基板の第１主面側に形成された素子活性領域に電気的に接続する第１の電極と、前記基
板の第２主面側に形成された第１導電型の低抵抗層に電気的に接続する第２の電極と、前
記素子活性領域と前記低抵抗層との間に介在し、オン状態ではドリフト電流を縦方向に流
すと共にオフ状態では空乏化する縦形ドリフト部とを有し、前記縦形ドリフト部の周りで
前記第１主面と前記低抵抗層との間に介在し、オン状態では非電路領域であってオフ状態
では空乏化する耐圧構造部が、前記基板の厚み方向に配向する縦形第１導電型領域と、前
記基板の厚み方向に配向する縦形第２導電型領域とを交互に繰り返して接合して成る並列
ｐｎ構造を備え、前記耐圧構造部の外側には前記第１主面と前記低抵抗層との間に介在す
る第１導電型の低抵抗囲繞領域を更に有して成る半導体装置の製造方法において、
　第１導電型の低抵抗基体の上に、第１導電型高抵抗のエピタキシャル成長層を形成する
工程と、このエピタキシャル成長層に第１導電型の不純物イオン及び第２導電型の不純物
イオンをそれぞれ離散的に配置した複数の第１の不純物導入窓及び第２の不純物導入窓を
介して選択的に導入する工程と、を交互に繰り返した後、熱処理を施して前記各エピタキ
シャル成長層に導入した前記不純物を拡散中心部から熱拡散させて同導電型の拡散単位領
域同士を上下相互に接続し、前記並列ｐｎ構造を形成することを特徴とする半導体装置の
製造方法。
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【請求項３６】
　請求項３５において、前記耐圧構造部の並列ｐｎ構造を形成すべき範囲の前記第１及び
第２の不純物導入窓の窓寸法は、前記ドリフト部の並列ｐｎ構造を形成すべき範囲の前記
第１及び第２の不純物導入窓の窓寸法に比し狭いことを特徴とする半導体装置の製造方法
。
【請求項３７】
　基板の第１主面側に形成された素子活性領域に電気的に接続する第１の電極と、前記基
板の第２主面側に形成された第１導電型の低抵抗層に電気的に接続する第２の電極と、前
記素子活性領域と前記低抵抗層との間に介在し、オン状態でドリフト電流を縦方向に流す
と共にオフ状態で空乏化する縦形ドリフト部とを有し、前記縦形ドリフト部の周りで前記
第１主面と前記低抵抗層との間に介在し、オン状態では非電路領域であってオフ状態では
空乏化する耐圧構造部が、前記基板の厚み方向に配向する縦形第１導電型領域と、前記基
板の厚み方向に配向する縦形第２導電型領域とを交互に繰り返して接合して成る並列ｐｎ
構造を備え、前記耐圧構造部の外側には前記第１主面と前記低抵抗層との間に介在する第
１導電型の低抵抗囲繞領域を更に有して成る半導体装置の製造方法において、
　第１導電型の低抵抗基体の上に、第１導電型高抵抗のエピタキシャル成長層を形成する
工程と、このエピタキシャル成長層に第１導電型の不純物イオンを全面的に導入すると共
に第２導電型の不純物イオンを離散的に配置した複数の第２の不純物導入窓を介して選択
的に導入する工程と、を交互に繰り返した後、熱処理を施して前記各エピタキシャル成長
層に導入した前記不純物を熱拡散させて、同導電型の拡散単位領域同士を上下相互に接続
し、前記並列ｐｎ構造を形成することを特徴とする半導体装置の製造方法。
【請求項３８】
　請求項３７において、前記耐圧構造部の並列ｐｎ構造を形成すべき範囲の前記第２の不
純物導入窓の窓寸法及び繰り返しピッチは、前記ドリフト部の並列ｐｎ構造を形成すべき
範囲の前記第２の不純物導入窓の窓寸法及び繰り返しピッチに比し狭いことを特徴とする
半導体装置の製造方法。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、ＭＯＳＦＥＴ（絶縁ゲート型電界効果トランジスタ）、ＩＧＢＴ（伝導度変調
型ＭＯＳＦＥＴ）、バイポーラトンラジスタ、ダイオード等に適用可能で高耐圧化と大電
流容量化が両立する縦形パワー半導体装置及びその製造方法に関する。
【０００２】
【従来の技術】
一般に半導体装置は、片面のみに電極部を持つ横形素子と、両面に電極部を持つ縦形素子
とに大別できる。縦形素子は、オン時にドリフト電流が流れる方向と、オフ時に逆バイア
ス電圧による空乏層が延びる方向とが共に基板の厚み方向（縦方向）である。例えば、図
２９は通常のプレーナ型のｎチャネル縦形ＭＯＳＦＥＴの断面図である。この縦形ＭＯＳ
ＦＥＴは、裏側のドレイン電極１８が導電接触した低抵抗のｎ＋　ドレイン層１１の上に
形成された高抵抗のｎ－　ドレイン・ドリフト層１２と、このドリフト層１２の表面層に
選択的に形成されたチャネル拡散層としてのｐベース領域（ｐウェル）１３と、そのｐベ
ース領域１３内の表面側に選択的に形成された高不純物濃度のｎ＋　ソース領域１４及び
高不純物濃度のｐ＋　コンタクト領域１９と、ｐベース領域１３のうちｎ＋　ソース領域
１４とドリフト層１２とに挟まれた表面上にゲート絶縁膜１５を介して設けられたポリシ
リコン等のゲート電極層１６と、ｎ＋　ソース領域１４及びｐ＋　コンタクト領域１９の
表面に跨って導電接触するソース電極１７とを有している。
【０００３】
このような縦形素子において、高抵抗のｎ－　ドレイン・ドリフト層１２の部分は、ＭＯ
ＳＦＥＴがオン状態のときは縦方向にドリフト電流を流す領域として働き、オフ状態のと
きはｐベース領域１３とのｐｎ接合から空乏層が拡張して空乏化し耐圧を高める働きをす
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る。この高抵抗のｎ－　ドレイン・ドリフト層１２の厚さ（電流経路長）を薄くすること
は、オン状態ではドリフト抵抗が低くなるのでＭＯＳＦＥＴの実質的なオン抵抗（ドレイ
ン－ソース抵抗）を下げる効果に繋がるものの、オフ状態ではｐベース領域１３とｎ－　

ドレイン・ドリフト層１２との間のｐｎ接合から拡張するドレイン－ベース間空乏層の拡
張幅が狭くなるため、空乏電界強度がシリコンの最大（臨界）電界強度に速く達するので
、ドレイン－ソース電圧が素子耐圧の設計値に達する前に、ブレークダウンが生じ、耐圧
（ドレイン－ソース電圧）が低下してしまう。逆に、ｎ－　ドレイン・ドリフト層１２を
厚く形成すると、高耐圧化を図ることができるが、必然的にオン抵抗が大きくなり、オン
損失が増す。即ち、オン抵抗（電流容量）と耐圧との間にはトレードオフ関係がある。こ
の関係は、ドリフト層を持つＩＧＢＴ，バイポーラトランジスタ、ダイオード等の半導体
素子においても同様に成立することが知られている。
【０００４】
この問題に対する解決法として、縦形ドリフト部として不純物濃度を高めたｎ型の領域と
ｐ型の領域とを交互に繰り返して多重接合した並列ｐｎ構造である半導体装置が、ＥＰ０
０５３８５４、ＵＳＰ５２１６２７５、ＵＳＰ５４３８２１５、特開平９－２６６３１１
、特開平１０－２２３８９６などにおいて知られている。
【０００５】
図３０は、ＵＳＰ５２１６２７５に開示された縦形ＭＯＳＦＥＴの一例を示す部分断面図
である。図２９との構造上の違いは、ドレイン・ドリフト部２２が一様・単一の導電型層
（不純物拡散層）ではなく、縦形層状のｎ型のドリフト電路領域２２ａと縦形層状のｐ型
の仕切領域２２ｂとを交互に繰り返して多重接合した並列ｐｎ構造である。並列ｐｎ構造
の不純物濃度が高くても、オフ状態では並列ｐｎ構造の縦方向に配向する各ｐｎ接合から
空乏層がその横方向双方に拡張し、ドリフト部２２全体が空乏化するため、高耐圧化を図
ることができる。なお、このような並列ｐｎ構造のドレイン部２２を備える半導体素子を
、以下に超接合半導体素子と称することとする。
【０００６】
【発明が解決しようとする課題】
上記のような超接合半導体素子にあっては、表層部分に形成された複数のｐベース領域１
３（素子活性領域）の真下にある並列ｐｎ構造のドレイン・ドリフト部２２では耐圧確保
が図れるものの、ドレイン・ドリフト部２２の素子外周部（素子周縁部）では最外のｐベ
ース領域１３のｐｎ接合からの空乏層が外方向や基板深部へは拡がり切らず、空乏電界強
度がシリコンの臨界電界強度に速く達するので、耐圧が低下してしまう。
【０００７】
ここに、最外のｐベース領域１３の素子外周部における耐圧も確保するために、素子外周
部の表面側に公知の空乏電界制御手段としてのガードリングを形成することや、絶縁膜上
に公知のフィールドプレートを適用することが考えられる。ところが、並列ｐｎ構造のド
リフト部２２の形成によって従前に比しドリフト部２２では高耐圧化が期待できるのに、
その素子外周部の耐圧確保のために従前通りのガードリングやフィールドプレートを併せ
て空乏電界強度の修正を外的付加により最適構造に設計するのはますます困難が伴い、半
導体素子毎の信頼性が乏しく、またガードリングから離れた深部では空乏化せず電界強度
の制御が不能であるため、ドリフト部２２での高耐圧化に追い付かず、全体として素子の
バランスの良い高耐圧化が難しくなり、超接合半導体素子の機能を十分に引き出すことが
できない。また、その構造を実現するためのマスク形成、不純物導入及び拡散、あるいは
金属被着及びそのパターニングというような追加工程が必要である。
【０００８】
そこで、上記問題点に鑑み、本発明の第１の課題は、基板表面にガードリングやフィール
ドプレートを形成せずとも、ドリフト部の耐圧よりもその外周部の耐圧を大きくできる半
導体素子及びその製造方法を提供することにある。また、本発明の第２の課題は、超接合
半導体素子に適合した製造容易な半導体装置及びその製造方法を提供することにある。
【０００９】
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【課題を解決するための手段】
上記第１の課題を解決するため、本発明は、ドリフト部を有する半導体装置においてドリ
フト部を取り囲む耐圧構造部（素子外周部、素子周縁部）を並列ｐｎ構造又は第１導電型
と第２導電型の不純物との双方をドープして成るキャリア濃度が略零又は零に近似できる
高抵抗領域として構成したことを特徴とする。
【００１０】
まず、本発明の適用するパワー縦形半導体装置は、基板の第１主面側に形成された素子活
性領域に電気的に接続する第１の電極と、上記基板の第２主面側に形成された第１導電型
の低抵抗層に電気的に接続する第２の電極と、上記素子活性領域と上記低抵抗層との間に
介在し、オン状態ではドリフト電流を縦方向に流すと共にオフ状態では空乏化する縦形ド
リフト部と、この縦形ドリフト部の周りで第１主面と上記低抵抗層との間に介在し、オン
状態では非電路領域であってオフ状態では空乏化する耐圧構造部とを有するものである。
そして、本発明は、この耐圧構造部が、第１導電型領域と第２導電型領域とを交互に繰り
返して接合して成る並列ｐｎ構造を備えていることを特徴するものである。ここで基板の
第１主面側に形成された素子活性領域とは、縦型ＭＯＳＦＥＴの場合は第１主面側で反転
層を形成する第２導電型拡散領域（チャネル拡散層）、バイポーラトランジスタの場合は
エミッタ領域又はコレクタ領域、ｐｎ接合ダイオードの場合はアノード領域又はカソード
領域、ショットキーダイオードの場合はショットキーバリアを形成するメタルなどを指す
。
【００１１】
ドリフト部の周りの耐圧構造部に並列ｐｎ構造が配置されているため、オフ状態では、多
重のｐｎ接合面から空乏層が双方に拡張し、素子活性領域の近傍に限らず、そこから外方
向や第２主面方向の深部まで空乏化するので、耐圧が大きくなる。また、第１主面側の素
子活性領域からドリフト部を介して第２主面側の第１導電型の低抵抗層に到達する直線状
の電気力線の長さに比し、素子活性領域の側部から耐圧構造部を介して第１導電型の低抵
抗層に到達する曲線状の電気力線の方が長い分だけ、耐圧構造部の並列ｐｎ構造とドリフ
ト部が同一不純物濃度でも、耐圧構造部の並列ｐｎ構造の空乏電界強度の方がドレイン部
よりも低くなることから、耐圧構造部の耐圧はドリフト部の耐圧よりも大きい。従って、
ドリフト部に縦形の並列ｐｎ構造を採用した超接合半導体素子にあっても、その周りの耐
圧構造部の耐圧が十分に保証されることになるため、ドリフト部の並列ｐｎ構造の最適化
が容易で、超接合半導体素子の設計自由度が高まり、超接合半導体素子を実用化できる。
【００１２】
ここで、望ましくは、耐圧構造部の並列ｐｎ構造はドリフト部の並列ｐｎ構造よりも不純
物量の少ない方が良い。耐圧構造部がより空乏化し易くなるため、耐圧をドリフト部の耐
圧よりも確実に大きくでき、信頼性が向上する。また、耐圧構造部の並列ｐｎ構造のｐｎ
繰り返しピッチはドリフト部の並列ｐｎ構造のｐｎ繰り返しピッチよりも狭いことが望ま
しい。同じく、耐圧構造部の耐圧をドリフト部の耐圧よりも確実に大きくでき、信頼性が
向上する。
【００１３】
耐圧構造部の並列ｐｎ構造は、基板の主面に対し略平行又は傾斜した横形第１導電型領域
と基板の主面に対し略平行又は傾斜した横形第２導電型領域とを接合して成る横形構造で
も構わないが、基板の厚み方向に配向する縦形第１導電型領域と基板の厚み方向に配向す
る縦形第２導電型領域とを接合して成る縦形構造としても良い。横形構造の場合は、それ
に含まれる横形第２導電型領域の殆どを素子活性領域又はドリフト部の最外側の仕切領域
に電気的に接続できる配置となるから、オフ状態では確実に逆バイアスとなり、耐圧構造
部の空乏化率を高めることができるものの、ドリフト部の並列ｐｎ構造が縦形であること
から、製造工程が複雑化する難点がある。しかし、縦形構造の場合は、ドリフト部の並列
ｐｎ構造が縦形であることから、耐圧構造部の並列ｐｎ構造も縦形形式とすると、並列ｐ
ｎ構造の形成工程を援用して同時形成できるため、工数の削減により、低コスト化を実現
できる。
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【００１４】
この耐圧構造部の並列ｐｎ構造を形成する縦形第１導電型領域と縦形第２導電型領域はそ
れぞれ一様不純物分布の連続拡散領域としても良いが、縦形第１導電型領域と縦形第２導
電型領域のうち、少なくとも一方は基板の厚み方向に離散的に埋め込んだ複数の拡散単位
領域が相互連結して成る会合構造とするのが望ましい。後述するように、縦形の並列ｐｎ
構造自体の形成が頗る容易となるからである。かかる場合、各拡散単位領域は中心部が最
大濃度部となって外方向に濃度漸減する濃度分布を持つ。
【００１５】
耐圧構造部の並列ｐｎ構造の各第１導電型領域又は各第２導電型領域に着目すると、ドリ
フト部のドリフト電路領域及び仕切領域と同様に、層状に形成し、ｐｎ接合面が略平坦で
あっても構わないが、耐圧構造部はドリフト部とは異なりオン状態では非電路領域であっ
て、オフ状態で空乏化するものに過ぎないため、単位体積当たりのｐｎ接合の面積比率の
大きい方が良い。そこで、層状ではあるが、ｐｎ接合面が波形である方が良く、空乏化率
を高めることができる。
【００１６】
このような相隣接する拡散単位領域を相互連結して成る会合構造は、例えば、一方の導電
型不純物のみの拡散中心部への導入工程を間挿しながらエピタキシャル成長層を幾層も積
み増した後、熱拡散を施して各エピタキシャル成長層に仕込んだ不純物を一気に熱拡散せ
しめ、それら離間する上下の拡散単位領域を相互連結して得ることができる。基板を厚く
して超高耐圧化を企画する場合でも縦形の並列ｐｎ構造を容易に形成できる。エッチング
によりアスペクト比の大きなトレンチを形成する工程を用いず、またトレンチ内に選択的
にエピタキシャル層を成長させずに済むため、製造の容易化により低コスト化も実現でき
る。
【００１７】
ドリフト部の並列ｐｎ構造を形成する縦形ドリフト電路領域と縦形仕切領域が層状である
場合、耐圧構造部の並列ｐｎ構造は、ドリフト部の並列ｐｎ構造に対し層面が略平行した
レイアウトでも、略直交したレイアウトでも、斜交したレイアウトでも構わない。
【００１８】
まず、耐圧構造部が単一の並列ｐｎ構造を有する場合としては、耐圧構造部の並列ｐｎ構
造の層面がドリフト部の並列ｐｎ構造の層面に対し略平行して成り、耐圧構造部の並列ｐ
ｎ構造のｐｎ繰り返し端面とドリフト部の並列ｐｎ構造のｐｎ繰り返し端面とが接続して
いると共に、耐圧構造部の並列ｐｎ構造の内側に位置する縦形第１導電型領域の層面とド
リフト部の並列ｐｎ構造の最外側に位置する縦形仕切領域の層面とが接合して成るレイア
ウトを採用できる。斯かるレイアウトでは、単一の並列ｐｎ構造のうち、ドリフト部の並
列ｐｎ構造のｐｎ繰り返し端面と接続するｐｎ繰り返し端面は同時に活性領域の端面に接
続することになるため、その部分は確実に空乏化するが、ドリフト部の並列ｐｎ構造と横
並びとなる縦形第２導電型領域は電位的に浮遊状態となるため、いわば深部ガードリング
機能を発揮するにすぎない。また、ドレイン部の最外側の縦形仕切領域の層厚に比しこれ
と接合する耐圧構造部の最内側の縦形第１導電型領域の層厚の方が狭いものであるから、
両者間のチャージバランスが合致せず、ドレイン部と耐圧構造部との境界での電界強度が
高くなり、高耐圧を保持し難い。
【００１９】
斯かる場合には、ドリフト部の並列ｐｎ構造を形成する縦形ドリフト電路領域と縦形仕切
領域の層厚が内側から外側にかえて漸減する部分を設けることが望ましい。最外側の縦形
仕切領域の層厚と内側の縦形第１導電型領域の層厚とを略等しくすることが望ましい。ド
リフト部と耐圧構造部の境界部分においてｐｎ接合領域の同士の相互に含まれる電荷量を
合わせ込むことができ、チャージバランスが実現されて、耐圧構造部とドレイン部との境
界での電界が緩和されるため、高耐圧を保持できる。
【００２０】
逆に、耐圧構造部の並列ｐｎ構造を形成する縦形第１導電領域と縦形第２導電型領域の層
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厚が内側から外側にかえて漸減する部分を設けることが望ましい。内側の縦形第１導電型
領域の層厚と最外側の前記縦形仕切領域の層厚とを略等しくしても良い。同じく、耐圧構
造部とドレイン部との境界での電界が緩和されるため、高耐圧を保持できる。また、活性
領域直下のドレイン部のうち電流路を構成しない面積部分を縮小化できる。これらの層厚
が内側から外側にかけて漸減する部分は第１の電極の端部下に位置することが望ましい。
【００２１】
耐圧構造部が単一の並列ｐｎ構造を有するもう一つの場合としては、耐圧構造部の並列ｐ
ｎ構造の層面がドリフト部の並列ｐｎ構造の層面に対し略直交して成り、耐圧構造部の並
列ｐｎ構造のｐｎ繰り返し端面とドリフト部の並列ｐｎ構造の最外側の縦形仕切領域の層
面とが接続すると共に、ドリフト部の並列ｐｎ構造のｐｎ繰り返し端面と耐圧構造部の並
列ｐｎ構造の内側に位置する縦形第１導電型領域の層面とが接続して成るレイアウトを採
用できる。斯かるレイアウトでは、単一の並列ｐｎ構造のうち、ドリフト部の並列ｐｎ構
造の最外側の縦形仕切領域の層面と接続するｐｎ繰り返し端面を持つ領域が確実に空乏化
し、その余の部分の縦形第２導電型領域は電位的に浮遊状態となるため、いわば深部ガー
ドリング機能を発揮するにすぎない。
【００２２】
そこで、耐圧構造部が単一の並列ｐｎ構造から成る場合、多数の縦形第２導電型領域の一
部がドレイン部の仕切領域又は活性領域と接続しない事態が起こり得るので、耐圧構造部
の並列ｐｎ構造をドレイン部の並列ｐｎ構造に対して層面が斜交したレイアウトとすれば
、耐圧構造部の縦形第２導電型領域のすべてがドレイン部の仕切領域又は活性領域と確実
に接続する。
【００２３】
これ以外の対策としては、耐圧構造部の並列ｐｎ構造として、ドリフト部の並列ｐｎ構造
の層面に対し層面が略平行して成る第１の並列ｐｎ構造と、ドリフト部の並列ｐｎ構造の
層面に対し層面が略直交して成る第２の並列ｐｎ構造とを併有するレイアウトを採用する
ことが有効である。
【００２４】
斯かるレイアウトでは、第１の並列ｐｎ構造のｐｎ繰り返し端面がドリフト部の並列ｐｎ
構造のｐｎ繰り返し端部と接続していると共に、第２の並列ｐｎ構造のｐｎ繰り返し端面
がドリフト部の並列ｐｎ構造の最外側に位置する縦形仕切領域と接続している。そして、
耐圧構造部の並列ｐｎ構造のうち、第１の並列ｐｎ構造と第２の並列ｐｎ構造とで画成さ
れる隅部に第１及び第２の並列ｐｎ構造のいずれかよりｐｎ繰り返し展開して成る第３の
並列ｐｎ構造を有し、当該第３の並列ｐｎ構造のｐｎ繰り返し端面と第１及び第２の並列
ｐｎ構造のいずれかの側端寄りに位置する縦形第２導電型領域に接続して成る。第１及び
第２の並列ｐｎ構造のいずれかの側端寄りに位置する縦形第２導電型領域を等電位領域と
して利用し、これに接続するｐｎ繰り返し端面から複数の縦形第２導電型領域に櫛歯状に
分岐させて導通を達成するものである。後述する様な基板表面に均圧リング等を付設せず
に耐圧構造部を隈なく早期に空乏化できる。
【００２５】
このような耐圧構造部の並列ｐｎ構造は、第３の並列ｐｎ構造を用いずに表現すると、ド
リフト部の並列ｐｎ構造の層面に対し層面が略平行である第１の並列ｐｎ構造と、ドリフ
ト部の並列ｐｎ構造の層面に対し層面が略直交である第２の並列ｐｎ構造を併有し、第１
及び第２の並列ｐｎ構造のいずれか一方のｐｎ繰り返し端面がその他方の側端寄りに位置
する縦形第２導電型領域と接続して成るものである。他方の側端に位置する縦形第２導電
型領域がドレイン部の仕切領域又は活性領域に電気的に接続されている限り、これに接続
した第２の並列ｐｎ構造の複数の縦形第２導電型領域も同電位となる。このような配向が
異なる２つの並列ｐｎ構造を格子状に配列しても耐圧構造部を隈なく早期に空乏化できる
。
【００２６】
　なお、縦形第１導電型領域と縦形第２導電型領域が層状ではなく、少なくとも一方が柱
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状で、立体三方格子や立体四方格子等の立体的格子点に配置されていても良い。単位体積
当たりのｐｎ接合面積の比率が増すため、耐圧構造部の耐圧が向上する。特に、縦形第１
導電型領域と縦形第２導電型領域の双方が柱状であって、縦形第１導電型領域と縦形第２
導電型領域との間に第１導電型不純物と第２導電型不純物の双方をドープして成る高抵抗
領域が介在して成る構造では、高耐圧化が得られる。
【００２７】
並列ｐｎ構造の縦形第２導電型領域自身が逆バイアスのための電位伝達領域として機能し
ない場合、オフ状態のとき、第１と第２の電極間の電圧を高めていくと、ドリフト部の縦
形並列ｐｎ構造は完全に空乏化し、耐圧構造部の並列ｐｎ構造のうち、一端が素子活性領
域に直接接続している縦形第２導電型領域ではドリフト部から外方向へ空乏層が拡張する
ものの、一端が素子活性領域に直接接続していない縦形第２導電型領域では浮遊状態であ
るために、空乏層の外方向への拡張が弱く、臨界電界強度に達し易い。
【００２８】
そこで、耐圧構造部の第１主面側にドリフト部を取り囲み、複数の縦形第２導電型領域を
相互接続する少なくとも１重の第２導電型均圧リングを形成するのが好ましい。一端が素
子活性領域に直接接続していない縦形第２導電型領域は第２導電型均圧リングを介して一
端が素子活性領域に直接接続している縦形第２導電型領域に電気的に接続されているため
、縦形第２導電型領域の浮遊状態が解消し、素子活性領域側の電位に固定されるので、耐
圧構造部では全体的に均一に空乏層が外方向へ拡張する。従って、高耐圧化を図ることが
できる。
【００２９】
ここで、第２導電型均圧リングの不純物濃度が縦形第２導電型領域の不純物濃度と同程度
であると、第２導電型均圧リングも空乏化してしまい、均圧リングとして作用しなくなる
ため、第２導電型均圧リングの不純物濃度が縦形第２導電型領域の不純物濃度よりも高い
ことが望ましい。
【００３０】
また、本発明では、耐圧構造部の並列ｐｎ構造を形成する縦形第１導電型領域と縦形第２
導電型領域のうち、少なくとも一方は基板の厚み方向に離散的に埋め込んだ複数の拡散単
位領域が相互離間した分散構造とすることができる。ｐｎ接合の豊富化を図ることができ
、高耐圧を得ることができる。基板の厚み内で分散した第２導電型の拡散単位領域を相互
に接続する第２導電型均圧リングを形成しても良い。この分散構造の極限例として、不連
続状の各ｎ領域及びｐ領域の大きさを微小になした集合領域は、ｐ型不純物とｎ型不純物
との双方を全域にドープした高抵抗領域に相当している。耐圧構造部がこのような高抵抗
領域の場合でも、高耐圧化を図ることができる。
【００３１】
そして、第１主面と低抵抗層との間に介在し、耐圧構造部の外側には第１導電型の低抵抗
囲繞領域を設けることが望ましい。第２電極の電位を耐圧構造部の側部に印加でき、空乏
層を外方向に延ばすことができ、またｐｎ繰り返し端面が低抵抗囲繞領域で覆われている
ので、漏れ電流を抑制することができる。第１導電型の低抵抗囲繞領域の第１主面側に電
気的に接続する周縁電極を設けると良い。また、第１導電型の低抵抗囲繞領域の第１主面
側に第１導電型のチャネルストッパーを形成すると良い。低抵抗囲繞領域の幅は縦形ドリ
フト電路領域の幅、仕切領域間の距離よりも大きいことが望ましい。なお、耐圧構造部の
第１主面側には絶縁膜を形成する。
【００３２】
本発明の製法は以下の通りである。まず、半導体装置として、基板の第１主面側に形成さ
れた素子活性領域に電気的に接続する第１の電極と、基板の第２主面側に形成された第１
導電型の低抵抗層に電気的に接続する第２の電極と、素子活性領域と低抵抗層との間に介
在し、オン状態ではドリフト電流を縦方向に流すと共にオフ状態では空乏化する縦形ドリ
フト部とを有し、縦形ドリフト部の周りで第１主面と低抵抗層との間に介在し、オン状態
では非電路領域であってオフ状態では空乏化する耐圧構造部が、基板の厚み方向に配向す
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る縦形第１導電型領域と、基板の厚み方向に配向する縦形第２導電型領域とを交互に繰り
返して接合して成る並列ｐｎ構造を備えるものにおいて、第１導電型の低抵抗基体の上に
、第１導電型高抵抗のエピタキシャル成長層を形成する工程と、このエピタキシャル成長
層に第１導電型の不純物イオン及び第２導電型の不純物イオンをそれぞれ離散的に配置し
た複数の第１の不純物導入窓及び第２の不純物導入窓を介して選択的に導入する工程と、
を交互に繰り返した後、熱処理を施して上記各エピタキシャル成長層に導入した上記不純
物を拡散中心部から熱拡散させて同導電型の拡散単位領域同士を上下相互に接続し、上記
並列ｐｎ構造を形成することを特徴とする。このように、各エピタキシャル成長層に仕込
んだ不純物を最後に熱拡散させて会合させ、縦形第１導電型領域と縦形第２導電型領域と
を一気に形成するものであるから、並列ｐｎ構造の製造が容易である。
【００３３】
ここで、耐圧構造部の並列ｐｎ構造を形成すべき範囲の第１及び第２の不純物導入窓の窓
寸法が耐圧構造部の並列ｐｎ構造を形成すべき範囲の第１及び第２の不純物導入窓の窓寸
法に比し狭くした場合、耐圧構造部の並列ｐｎ構造はドリフト部の並列ｐｎ構造に比し不
純物濃度が低くなるので、耐圧構造部の耐圧を高めることができる。また、素子外周領域
の並列ｐｎ構造を形成すべき範囲の第１及び第２の不純物導入窓の繰り返しピッチがドリ
フト部の並列ｐｎ構造を形成すべき範囲の第１及び第２の不純物導入窓の繰り返しピッチ
に比し広い場合も、耐圧構造部の並列ｐｎ構造はドリフト部の並列ｐｎ構造に比し不純物
濃度が低くなるので、耐圧構造部の耐圧を高めることができる。
【００３４】
　別の製造方法としては、第１導電型の低抵抗基体の上に、第１導電型高抵抗のエピタキ
シャル成長層を形成する工程と、このエピタキシャル成長層に第１導電型の不純物イオン
を全面的に導入すると共に第２導電型の不純物イオンを離散的に配置した複数の第２の不
純物導入窓を介して選択的に導入する工程と、を交互に繰り返した後、熱処理を施して各
エピタキシャル成長層に導入した不純物を熱拡散させて、同導電型の拡散単位領域同士を
上下相互に接続し、上記並列ｐｎ構造を形成することを特徴とする。第１導電型不純物を
選択的に導入するためのマスキング工程が不要となる。斯かる方法において、耐圧構造部
の並列ｐｎ構造を形成すべき範囲の第２の不純物導入窓の窓寸法及び繰り返しピッチがド
リフト部の並列ｐｎ構造を形成すべき範囲の第２の不純物導入窓の窓寸法及び繰り返しピ
ッチに比し狭い場合、耐圧構造部の並列ｐｎ構造とドリフト部の並列ｐｎ構造とは不純物
濃度が略等しくなるものの、耐圧構造部の並列ｐｎ構造の繰り返しピッチをドリフト部の
並列ｐｎ構造の繰り返しピッチよりも狭くでき、また耐圧構造部の並列ｐｎ構造のｐｎ接
合を波形等や、拡散単位領域同士が非連続となるように形成することができるので、耐圧
構造部の耐圧を高めることができる。
【００３５】
【発明の実施の形態】
以下に本発明の実施例を添付図面に基づいて説明する。なお、以下でｎ又はｐを冠記した
層や領域は、それぞれ電子又は正孔を多数キャリアとする層や領域を意味する。また、上
付き文字＋は比較的高不純物濃度、上付き文字－は比較的低不純物濃度を意味する。
【００３６】
〔実施例１〕
図１（ａ）は本発明の実施例１に係る縦形ＭＯＳＦＥＴにおけるドリフト部及び耐圧構造
部を示す部分平面図、図１（ｂ）は図１（ａ）中のＡ－Ａ′線に沿って切断した状態を示
す断面図である。なお、図１（ａ）ではドリフト部及び耐圧構造部の１／４を斜線部分で
表し、判り易くするため並列ｐｎ構造のみを示してある。
【００３７】
本例のｎチャネル縦形ＭＯＳＦＥＴは、裏側のドレイン電極１８が導電接触した低抵抗の
ｎ＋　ドレイン層（ドレイン・コンタクト層）１１の上に形成された並列ｐｎ構造のドレ
イン・ドリフト部２２と、このドリフト部２２の表面層に選択的に形成された素子活性領
域たる高不純物濃度のｐベース領域（ｐウェル）１３ａと、そのｐベース領域１３ａ内の
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表面側に選択的に形成された高不純物濃度のｎ＋　ソース領域１４と、基板表面上にゲー
ト絶縁膜１５を介して設けられたポリシリコン等のゲート電極層１６と、層間絶縁膜１９
ａに開けたコンタクト孔を介してｐベース領域１３ａ及びｎ＋　ソース領域１４に跨って
導電接触するソース電極１７とを有している。ウェル状のｐベース領域１３ａの中にｎ＋

　ソース領域１４が浅く形成されており、２重拡散型ＭＯＳ部を構成している。なお、図
示しない部分でゲート電極層１６の上に金属膜のゲート配線が導電接触している。
【００３８】
ドレイン・ドリフト部２２は、後述するように、ｎ＋　ドレイン層１１のサブストレート
の上にｎ型のエピタキシャル成長層を幾層も積み増した厚い積層として形成されており、
基板の厚み方向に層状縦形のｎ型ドリフト電路領域２２ａと基板の厚み方向に層状縦形の
ｐ型仕切領域２２ｂとを交互に繰り返して多重接合した構造である。本例では、ｎ型のド
リフト電路領域２２ａは、その上端が基板表面のチャネル領域１２ｅに達し、その下端が
ｎ＋　ドレイン層１１に接している。また、ｐ型の仕切領域２２ｂは、その上端がｐベー
ス領域１３ａのウェル底面に接し、その下端がｎ＋　ドレイン層１１に接している。なお
、ドリフト電路領域２２ａ及び仕切領域２２ｂの１ストライプに相当する層厚部分（Ｐ１
／２）を更に薄い並列ｐｎ構造で形成しても構わない。かかる場合は、その並列ｐｎ構造
の層面をｐベース領域１３ａの奥行き方向（チャネル幅方向）に対して直交させると良い
。
【００３９】
基板表面とｎ＋　ドレイン層１１との間で縦形ドリフト部２２の耐圧構造部（素子外周部
）２０には、基板の厚さ方向に配向する層状縦形のｎ－　型領域２０ａと、基板の厚さ方
向に配向する層状縦形のｐ－　型領域２０ｂとを交互に繰り返して多重接合して成る並列
ｐｎ構造が形成されている。本例では、耐圧構造部２０の並列ｐｎ構造のｐｎ繰り返しピ
ッチＰ２は縦形ドリフト部２２の並列ｐｎ構造のｐｎ繰り返しピッチＰ１と同じであるが
、耐圧構造部２０の不純物量は縦形ドリフト部２２の不純物量よりも少なく、高抵抗とな
っている。なお、耐圧構造部２０の並列ｐｎ構造の層面は縦形ドリフト部２２の並列ｐｎ
構造の層面と略平行となっているが、直交又は斜交していても構わない。また本例の耐圧
構造部２０の並列ｐｎ構造は層状（プレート）構造であるが、耐圧構造部２０が非電流路
であることから、いずれかの導電型領域が立体的格子状構造，網目状構造やハニカム構造
となっているものでも良く、同一導電型領域内が相連結したものに限らず、非連結であっ
ても構わない。
【００４０】
なお、耐圧構造部２０の並列ｐｎ構造の内側のｐｎ繰り返し端面２０Ａとドリフト部２２
の並列ｐｎ構造のｐｎ繰り返し端面２２Ｂとが接続していると共に、耐圧構造部２０の並
列ｐｎ構造の内側に位置するｎ－　型領域２０ａａの層面とドリフト部の並列ｐｎ構造の
最外側に位置するｐ型仕切領域２２ｂｂの層面とが接合している。
【００４１】
耐圧構造部２０の並列ｐｎ構造の表面上には、表面保護及び安定化のために、熱酸化膜又
は燐シリカガラス（ＰＳＧ）から成る酸化膜（絶縁膜）２３が成膜されている。なお、ソ
ース電極１７は層間絶縁膜１９ａを介してゲート電極層１６を覆い、酸化膜２３上に延長
されており、フィールドプレートとしても機能している。
【００４２】
耐圧構造部２０の並列ｐｎ構造の外側には、基板の厚み方向に配向した層状縦形のｎ型低
抵抗囲繞領域２４が配置されている。図１（ａ）に示すように、このｎ型低抵抗囲繞領域
２４の層面は最外側のｎ－　型領域２０ａｂの層面に接していると共に、外側のｐｎ繰り
返し端面２０Ｂに接触している。またｎ型低抵抗囲繞領域２４は、上端がドレイン電極１
８と同電位の周縁電極２５に接し、その下端がドレイン層１１に接している。
【００４３】
次に本例の動作について説明する。ゲート電極層１６に所定の正の電位を印加すると、ｎ
チャネル型ＭＯＳＦＥＴはオン状態となり、ゲート電極層１６直下のｐベース領域１３ａ
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の表面層に誘起される反転層を介して、ソース領域１４からチャネル領域１２ｅに電子が
注入され、その注入された電子がドリフト電路領域２２ａを通ってｎ＋　ドレイン層１１
に達し、ドレイン電極１８とソース電極１７との間が導通する。
【００４４】
ゲート電極層１６への正の電位を取り去ると、ＭＯＳＦＥＴはオフ状態となり、ｐベース
領域１３ａの表面層に誘起される反転層が消滅し、ドレイン電極１８とソース電極１７と
の間が遮断する。更に、このオフ状態の際、逆バイアス電圧（ソース・ドレイン間電圧）
が大きいと、ｐベース領域１３ａとチャネル領域１２ｅとの間のｐｎ接合Ｊａからそれぞ
れｐベース領域１３ａとチャネル領域１２ｅに空乏層が拡張して空乏化すると共に、ドリ
フト部２２の各仕切領域２２ｂはｐベース領域１３ａを介してソース電極１７に電気的に
接続し、ドリフト部２２の各ドリフト電路領域２２ａはｎ＋　ドレイン層１１を介してド
レイン電極１８に電気的に接続しているため、仕切領域２２ｂとドリフト電路領域２２ａ
との間のｐｎ接合Ｊｂからの空乏層が仕切領域２２ｂとドリフト電路領域２２ａの双方に
拡張するので、ドリフト部２２の空乏化が早まる。従って、ドリフト部２２の高耐圧化が
十分確保されているので、ドリフト部２２の不純物濃度を高く設定でき、大電流化も確保
できる。
【００４５】
ここで、本例のドリフト部２２の耐圧構造部２０には並列ｐｎ構造が形成されている。こ
の並列ｐｎ構造のｐ－　型領域２０ｂのうち、ドリフト部２２の並列ｐｎ構造の仕切領域
２２ｂから延長した同層領域はｐベース領域１３ａを介してソース電極１７に電気的に接
続し、仕切領域２２ｂとは接続しないｐ－　型領域２０ｂは浮遊状態であって言わば深部
ガードリングとして機能し、また各ｎ－　型領域２０ａはｎ＋　ドレイン層１１を介して
ドレイン電極１８に電気的に接続しているため、耐圧構造部２０のｐｎ接合Ｊｃから拡張
した空乏層によって、基板厚み全長に亘り概ね空乏化される。このため、表面ガードリン
グ構造やフィールドプレート構造のようにドリフト部２２の耐圧構造部２０側の表面側を
空乏化させるだけではなく、外方向や基板深部までも空乏化させることができるので、耐
圧構造部２０の電界強度を大幅緩和でき、高耐圧を確保できる。それ故、超接合半導体素
子の高耐圧化を実現できる。
【００４６】
特に、本例では、耐圧構造部２０の並列ｐｎ構造がドリフト部２２の並列ｐｎ構造よりも
不純物量（不純物濃度）が少なく、高抵抗となっている。このため、耐圧構造部２０はド
リフト部２２よりも早く空乏化するため、耐圧信頼性が高い。なお、この耐圧構造部２０
の並列ｐｎ構造のｐｎ繰り返しピッチＰ２をドリフト部２２の並列ｐｎ構造のｐｎ繰り返
しピッチＰ１よりも狭くすると、更に、耐圧信頼性の向上に繋がる。
【００４７】
また本例では、耐圧構造部２０の並列ｐｎ構造の外周には層状縦形のｎ型低抵抗囲繞領域
２４が配置されていることから、表面の反転を防止するためのチャネルストッパーとして
機能するばかりか、耐圧構造部２０の並列ｐｎ構造の外側のｐｎ繰り返し端面（横断面）
２０Ｂを覆っているので、その横断面がチップのダイシング面として露出せず、漏れ電流
を抑制できると共に、ドリフト部２２の並列ｐｎ構造の周囲をドレイン電位に保持でき、
素子の絶縁耐圧が安定し、品質も向上する。このｎ型低抵抗囲繞領域２４は必ずチップの
側面に設ける場合に限らず、同一チップ内の別の素子との分離を確保するためのアイソレ
ーションとして設けても良い。
【００４８】
次に、上記実施例１の製造方法を説明する。まず、図２（ａ）に示す如く、ｎ＋　ドレイ
ン層１１となるべきｎ型の低抵抗半導体基体の上に第１層目のｎ型高抵抗のエピタキシャ
ル成長層３０を積層する。
【００４９】
次いで、フォトリソグラフィーによりドリフト部２２，耐圧構造部２０及びｎ型低抵抗囲
繞領域２４となるべき範囲に同一ピッチの不純物導入窓３２ａ，３２ｂ，３２ｃの開けら
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れたレジストマスク３２を形成する。ここで、ドリフト部２２となるべき範囲の不純物導
入窓３２ａの窓寸法に比し、耐圧構造部２０となるべき範囲の不純物導入窓３２ｂの窓寸
法は幅狭とする。
【００５０】
次いで、イオン注入法によりｎ型の不純物である燐イオン３３を注入して不純物導入窓３
２ａ、３２ｂ，３２ｃ直下のエピタキシャル成長層３０内に燐原子３４を導入する。ここ
で、導入された燐原子３４の最大濃度点（拡散中心）はエピタキシャル成長層３０の表面
より平均飛程の深さにある。
【００５１】
次いで、レジストマスク３２を除去した後、図２（ｂ）に示す如く、ドリフト部２２及び
耐圧構造部２０となるべき範囲で不純物導入窓３２ａ，３２ｂの中間位置に同一ピッチの
不純物導入窓３７ａ，３７ｂの開けられたレジストマスク３７を形成する。ここでも、ド
リフト部２２となるべき範囲の不純物導入窓３７ａの窓寸法に比し、耐圧構造部２０とな
るべき範囲の不純物導入窓３７ｂの窓寸法は幅狭とする。
【００５２】
次いで、イオン注入法によりｐ型の不純物であるホウ素イオン３５を注入して不純物導入
窓３７ａ、３７ｂ直下のエピタキシャル成長層３０内にホウ素原子３６を導入する。ここ
で、導入されたホウ素原子３６の最大濃度点（拡散中心）はエピタキシャル成長層３０の
表面より平均飛程の深さにある。なお、図２（ａ）の燐導入工程と図２（ｂ）のホウ素導
入工程とはどちらを先に施しても良い。
【００５３】
そして、要求される耐圧クラスに応じ、上記のエピタキシャル成長工程と選択的不純物導
入工程とを交互に繰り返す（図２（ｃ））。各選択的イオン注入工程のための不純物導入
窓の位置は前回の不純物導入窓の位置に合わせる。本例では、都合３回繰り返して、エピ
タキシャル成長層３０、３０、３０を積層した後、上方拡散のための４層目のエピタキシ
ャル成長層３０を積層する。各エピタキシャル成長層３０の層厚は等しくすることが望ま
しい。
【００５４】
しかる後、図２（ｄ）に示す如く、熱処理によって各エピタキシャル成長層３０に導入さ
れて仕込まれた燐原子３４とホウ素原子３６とを同時に一斉熱拡散させて、各拡散中心か
ら拡散する拡散単位領域を上下相互に連結させ、ドリフト部２２におけるｎ型のドリフト
電路領域２２ａとｐ型の仕切領域２２ｂ、耐圧構造部２０におけるｎ－　型領域２０ａと
ｐ－　型領域２０ｂ、及びｎ型低抵抗囲繞領域２４を同時に形成する。これらの縦形領域
は拡散単位領域の相互連結で形成さたものであるから、熱拡散が十分であればｐｎ接合は
略平坦面として観察できるが、拡散中心を最大濃度部とする濃度分布を呈している。ｐｎ
接合は平坦面である必要もないことから、耐圧構造部２０における並列ｐｎ構造ではｐｎ
接合の面積を高めて空乏化を旺盛にする意味においては、ｐｎ接合面が蛇行状態の場合や
、拡散単位領域相互が非連結状態の場合の方がむしろ高耐圧を得ることができる。
【００５５】
この後、４層目のエピタキシャル成長層３０の表面に通常のプロセスによりｐベース領域
１３ａ等の素子活性領域を形成し、２重拡散型ＭＯＳＦＥＴを完成する。このように、各
エピタキシャル成長層３０に仕込んだ不純物を最後に熱拡散させて拡散単位領域を相互連
結する並列ｐｎ構造やｎ型低抵抗囲繞領域２４の形成方法は、掘り込んだトレンチ内にエ
ピタキシャル成長層を形成する製法に比し頗る製造容易となる。
【００５６】
ここで例えば、耐圧600ＶクラスのＭＯＳＦＥＴの場合、各部の基準的な寸法及び不純物
濃度は次のような値にとる。ｎ＋　ドレイン層１１は、比抵抗が0.01Ωcm、厚さが350μm
、ドリフト電路領域２２ａ及び仕切領域２２ｂは、不純物濃度が２×10１５cm－３、厚さ
（層長）が50μm、幅（層厚）が５μm、耐圧構造部２０の第２の並列ｐｎ構造は、不純物
濃度が５×10１４cm－３、イオン注入面積（窓寸法）はドリフト部２２のイオン注入面積
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の１／４である。
【００５７】
図３は並列ｐｎ構造の不純物濃度を変えてＭＯＳＦＥＴの耐圧をシュミレーションした結
果を示し、耐圧（ＶDSS）の並列ｐｎ構造における不純物濃度依存性を示す特性図である
。横軸は並列ｐｎ構造のホウ素濃度に対する燐濃度の割合（100％でホウ素と燐の濃度が
等しく、それ以上では燐の濃度が高く、それ以下ではホウ素の濃度が高い）、縦軸は耐圧
（ＶDSS）である。
【００５８】
例えば、ドリフト部２２の並列ｐｎ構造と耐圧構造部２０の並列ｐｎ構造のホウ素濃度が
共に２×10１５cm－３の場合、燐濃度も２×10１５cm－３であるときは、耐圧約880Ｖを
得ることができるが、実施例１の製造方法を採用する場合、拡散中心を最大濃度部とする
濃度分布を呈し、不純物濃度にはバラツキが生じることから、ホウ素濃度に対する燐濃度
の比が70％～130％では、耐圧が約400Ｖも変化する。一方、ホウ素濃度を低くして５×10
１４cm－３とするときは、耐圧が略同じで約880Ｖを得ることができ、またホウ素濃度に
対する燐濃度の比が70％～130％では、耐圧の変化が20Ｖ程度に過ぎない。燐濃度とホウ
素濃度が同一の理想的状態では、耐圧の不純物濃度依存性は認められないものの、耐圧は
異なる導電型不純物の濃度比に依存し、不純物濃度が低濃度となる程、耐圧変化の濃度比
依存性が小さくなる。ホウ素濃度が２×10１５cm－３の場合も５×10１４cm－３の場合も
、耐圧（約880Ｖ）が変わらないことからみて、耐圧構造部２０の並列ｐｎ構造では耐圧
が十分確保されており、ドリフト部２２の並列ｐｎ構造での耐圧（約880Ｖ）よりも高耐
圧であって、素子耐圧はドリフト部２２の並列ｐｎ構造の耐圧に依存している。ｐベース
領域１３ａのウェル底面からｎ＋　ドレイン層１１に到達する直線状の電気力線の長さに
比し、ｐベース領域１３ａのウェル側面からｎ＋　ドレイン層１１に到達する曲線状の電
気力線の方が長い分だけ、同一ピッチ・同一不純物濃度の並列ｐｎ構造でも、耐圧構造部
の並列ｐｎ構造の空乏電界強度の方が低くなるからであろう。従って、ドリフト部２２が
並列ｐｎ構造の場合も耐圧構造部２０を並列ｐｎ構造として形成すると、耐圧構造部２０
の耐圧がドリフト部２２の耐圧よりも大きくなるため、ドリフト部２２の並列ｐｎ構造の
最適化が容易となり、超接合半導体素子の設計自由度が高まり、実用化できる。
【００５９】
〔実施例２〕
図４（ａ）は本発明の実施例２に係る縦形ＭＯＳＦＥＴにおけるドリフト部及び耐圧構造
部を示す部分平面図、図４（ｂ）は図４（ａ）中のＡ－Ａ′線に沿って切断した状態を示
す断面図である。なお、図４（ａ）ではドリフト部の１／４を斜線部分で表してある。ま
た図４において図１に示す部分と同一部分には同一参照符号を付し、その説明は省略する
。
【００６０】
本例の実施例１との構造上の違いは、耐圧構造部１２０の並列ｐｎ構造のｐｎ繰り返しピ
ッチＰ２がドリフト部２２の並列ｐｎ構造のｐｎ繰り返しピッチＰ１に比し広くなってい
る点にある。かかる場合でも、耐圧構造部１２０の並列ｐｎ構造の不純物濃度はドリフト
部２２の並列ｐｎ構造の不純物濃度に比し小さいので、耐圧構造部１２０の並列ｐｎ構造
の耐圧はドレイン部２２の並列ｐｎ構造の耐圧よりも大きくなり、素子耐圧を耐圧構造部
の耐圧で決めることができる。
【００６１】
次に、上記実施例２の製造方法を説明する。まず、図５（ａ）に示す如く、ｎ＋　ドレイ
ン層１１となるべきｎ型の低抵抗半導体基体の上に第１層目のｎ型高抵抗のエピタキシャ
ル成長層３０を積層する。
【００６２】
次いで、フォトリソグラフィーによりドリフト部２２，耐圧構造部１２０及びｎ型低抵抗
囲繞領域２４となるべき範囲に不純物導入窓３２ａ，３２ｂ，３２ｃの開けられたレジス
トマスク３２を形成する。ここで、ドリフト部２２となるべき範囲の不純物導入窓３２ａ
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の窓ピッチに比し、耐圧構造部１２０となるべき範囲の不純物導入窓３２ｂの窓ピッチは
幅広とする。
【００６３】
次いで、イオン注入法によりｎ型の不純物である燐イオン３３を注入して不純物導入窓３
２ａ、３２ｂ，３２ｃ直下のエピタキシャル成長層３０内に燐原子３４を導入する。ここ
で、導入された燐原子３４の最大濃度点（拡散中心）はエピタキシャル成長層３０の表面
より平均飛程の深さにある。
【００６４】
次いで、レジストマスク３２を除去した後、図５（ｂ）に示す如く、ドリフト部２２及び
耐圧構造部１２０となるべき範囲で不純物導入窓３２ａ，３２ｂの中間位置に不純物導入
窓３７ａ，３７ｂの開けられたレジストマスク３７を形成する。ここでも、ドリフト部２
２となるべき範囲の不純物導入窓３７ａの窓ピッチに比し、素子外周部１２０となるべき
範囲の不純物導入窓３７ｂの窓ピッチは幅広とする。
【００６５】
次いで、イオン注入法によりｐ型の不純物であるホウ素イオン３５を注入して不純物導入
窓３７ａ、３７ｂ直下のエピタキシャル成長層３０内にホウ素原子３６を導入する。ここ
で、導入されたホウ素原子３６の最大濃度点（拡散中心）はエピタキシャル成長層３０の
表面より平均飛程の深さにある。なお、図５（ａ）の燐導入工程と図５（ｂ）のホウ素導
入工程とはどちらを先に施しても良い。
【００６６】
そして、要求される耐圧クラスに応じ、上記のエピタキシャル成長工程と選択的不純物導
入工程とを交互に繰り返す（図５（ｃ））。各選択的イオン注入工程のための不純物導入
窓の位置は前回の不純物導入窓の位置に合わせる。本例では、都合３回繰り返して、エピ
タキシャル成長層３０、３０、３０を積層した後、上方拡散のための４層目のエピタキシ
ャル成長層３０を積層する。各エピタキシャル成長層３０の層厚は等しくすることが望ま
しい。
【００６７】
しかる後、図５（ｄ）に示す如く、熱処理によって各エピタキシャル成長層３１に導入さ
れて仕込まれた燐原子３４とホウ素原子３６とを同時に一斉熱拡散させて、各拡散中心か
ら拡散する拡散単位領域を上下相互に連結させ、ドリフト部２２におけるｎ型のドリフト
電路領域２２ａとｐ型の仕切領域２２ｂ、耐圧構造部１２０におけるｎ－　領域２０ａと
ｐ－　領域２０ｂ、及びｎ型低抵抗囲繞領域２４を同時に形成する。これらの縦形領域は
拡散単位領域の相互連結で形成さたものであるから、熱拡散が十分であればｐｎ接合は略
平坦面として観察できるが、拡散中心を最大濃度部とする濃度分布を呈している。ｐｎ接
合は平坦面である必要もないことから、耐圧構造部の並列ｐｎ構造ではｐｎ接合の面積を
高めて空乏化を旺盛にする意味においては、ｐｎ接合が蛇行状態の場合や、拡散単位領域
相互が非連結状態の場合の方がむしろ高耐圧を得ることができる。
【００６８】
この後、４層目のエピタキシャル成長層３０の表面に通常のプロセスによりｐベース領域
１３ａ等の素子活性領域を形成し、２重拡散型ＭＯＳＦＥＴを完成する。このように、各
エピタキシャル成長層３０に仕込んだ不純物を最後に熱拡散させて拡散単位領域を相互連
結する並列ｐｎ構造やｎ型低抵抗囲繞領域２４の形成方法は、トレンチなどを形成して製
造する場合に比し頗る製造容易となる。
【００６９】
〔実施例３〕
図６は本発明の実施例３に係る縦形ＭＯＳＦＥＴにおけるドリフト部及び耐圧構造部を示
す部分平面図、図７は図６中のＡ－Ａ′線に沿って切断した状態を示す断面図である。な
お、図６ではドリフト部の１／の部分で示してある。また図６において図１に示す部分と
同一部分には同一参照符号を付し、その説明は省略する。
【００７０】
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本例の実施例１との構造上の違いは、耐圧構造部部２２０の並列ｐｎ構造２２０のｐｎ繰
り返しピッチＰ２がドリフト部２２の並列ｐｎ構造の繰り返しピッチＰ１に比し狭くなっ
ており、また耐圧構造部２２０の並列ｐｎ構造の不純物濃度がドリフト部２２の並列ｐｎ
構造の不純物濃度と同じである点と、ｎ型低抵抗囲繞領域２４の周縁電極２５が被着され
ていない点と、ｐベース領域１３ａの不純物濃度がｐ＋　ではなく、それより低いｐであ
って、代わりにｐ＋　コンタクト領域２６が形成されている点である。
【００７１】
ドリフト部２２の並列ｐｎ構造と耐圧構造部２２０の並列ｐｎ構造とが不純物濃度が同じ
でｐｎ繰り返しピッチも同じ場合、耐圧構造部２２０の並列ｐｎ構造のうちｐｎ繰り返し
端面２０Ａがｐベース領域１３ａに接続したｐ領域２０ｂａは、５０Ｖ前後のドレイン－
ソース間電圧で空乏層がドリフト部２２からＹ方向に拡張して空乏化し、高抵抗層として
機能するので耐圧を保持できるが、ドリフト部２２の並列ｐｎ構造と横並びであってｐベ
ース領域１３ａに接続していないｐ領域２０ｂｂは浮遊状態であるため、この部分のｐ領
域２０ｂｂはガードリングの機能しか持たず、表面電界を緩和するものの、空乏層が十分
に拡がる前に臨界電界に達してしまい、高耐圧を得ることが困難である。
【００７２】
ところが、本例のように、ドリフト部２２の並列ｐｎ構造と耐圧構造部２２０の並列ｐｎ
構造の不純物濃度が同じでも、耐圧構造部２２０の並列ｐｎ構造のｐｎ繰り返しピッチＰ
２がドリフト部２２の並列ｐｎ構造のｐｎ繰り返しピッチＰ１よりも狭い場合、第２の並
列ｐｎ構造は第１の並列ｐｎ構造に比較して単位長さ当たりの空乏領域が多く、しかも正
味の不純物濃度が低くなるため、Ｘ方向に空乏層が拡がり易くなるので、高耐圧化が可能
となる。勿論、耐圧構造部２２０の並列ｐｎ構造の不純物濃度が低い程、拡散電位による
空乏層幅は広くなり、正味の不純物濃度が減るので一層高耐圧化し易い。このように、耐
圧構造部２２０の並列ｐｎ構造のｐｎ繰り返しピッチＰ２をドリフト部２２の並列ｐｎ構
造のｐｎ繰り返しピッチＰ１よりも狭くするには、図５に示す不純物導入窓３２ｂ，３７
ｂの窓ピッチを不純物導入窓３２ａ，３７ａの窓ピッチよりも狭くすれば良い。
【００７３】
ここで、耐圧構造部２２０のｎ領域２０ａの不純物濃度をNa，ｐ領域２０ｂの不純物濃度
をNd，真性半導体のキャリア濃度をni，電子の電荷をｑ、半導体の誘電率をεs、ボルツ
マン係数をｋ、絶対温度をＴとすると、第２の並列ｐｎ構造２２０の拡散電位による空乏
層幅ｗはおよそ次式で与えられる。
【００７４】
【数１】

このＷにより耐圧構造部２２０の並列ｐｎ構造のｎ領域２０ａとｐ領域２０ｂの領域幅の
和が小さくなると、耐圧構造部２２０の並列ｐｎ構造の全域が空乏層となるため、ｐ型、
ｎ型の不純物を多く含むにも拘わらず、耐圧構造部２２０の並列ｐｎ構造２２０は高抵抗
層として作用することになる。なお、この効果は耐圧構造部２２０以外の不活性領域にお
いても同様に得られる。
【００７５】
本例では、ｐ＋　コンタクト領域２６を介してソース電極１７に導電接続したｐベース領
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域１３ａとなっているため、ラッチアップの防止に役立つ。また、図１に示すような周縁
電極２５がｎ型低抵抗囲繞領域２４に被着していないが、ｎ型低抵抗囲繞領域２４自身は
ｎ＋のドレイン層１１に接続しているため、その全域がドレイン電位を保持される。
【００７６】
〔実施例４〕
図８は本発明の実施例４に係る縦形ＭＯＳＦＥＴにおけるドリフト部及び耐圧構造部を示
す部分平面図、図９は図８中のＢ－Ｂ′線に沿って切断した状態を示す断面図である。な
お、図８ではドリフト部の１／４の部分で示してある。また図８及び９において図６及び
７に示す部分と同一部分には同一参照符号を付し、その説明は省略する。
【００７７】
本例と図６及び７に示す実施例３との構造上の違いは、実施例３では、耐圧構造部３２０
の並列ｐｎ構造がドリフト部２２の並列ｐｎ構造に対し層面が略平行した配置となってい
るのに対し、本例では、耐圧構造部３２０の並列ｐｎ構造がドリフト部２２の並列ｐｎ構
造に対し層面が略直交した配置となっている点である。耐圧構造部３２０の並列ｐｎ構造
のｐｎ繰り返し端面２０Ａとドリフト部２２の並列ｐｎ構造の最外側の仕切領域２２ｂｂ
の層面（ｐベース領域１３ａの端面）とが接続すると共に、ドリフト部２２の並列ｐｎ構
造のｐｎ繰り返し端面２２Ａと耐圧構造部３２０の並列ｐｎ構造の内側に位置するｎ型領
域２０ａａの層面とが接続している。斯かる配置でも、耐圧構造部３２０の第２の並列ｐ
ｎ構造の繰り返しピッチＰ２がドリフト部２２の第１の並列ｐｎ構造の繰り返しピッチＰ
１に比し狭くなっているため、実施例３と同様な効果が得られる。
【００７８】
〔実施例５〕
図１０は本発明の実施例５に係る縦形ＭＯＳＦＥＴにおけるドリフト部及び耐圧構造部を
示す断面図である。なお、図１０において図７に示す部分と同一部分には同一参照符号を
付し、その説明は省略する。
【００７９】
本例の耐圧構造部４２０の並列ｐｎ構造の縦形ｎ型領域４２０ａ及び縦形ｐ型領域４２０
ｂは縦形層状であるが、そのｐｎ接合は波形状（蛇行形状）となっている。また、ｎ型低
抵抗囲繞領域４２４も内側面が波形状を呈している。後述するように、このような形態の
縦形ｎ型領域４２０ａ及び縦形ｐ型領域４２０ｂは基板の厚さ方向に離散的な複数の拡散
中心から拡散した拡散単位領域を上下に連結して得ることができる。今までの実施例のよ
うに、耐圧構造部４２０の縦形の第２の並列ｐｎ構造を形成する縦形ｎ型領域２０ａ及び
縦形ｐ型領域２０ｂのｐｎ接合が平坦面となるように構成しても良いが、耐圧構造部４２
０は電流路ではなく、オフ状態で空乏化する領域に過ぎないため、波面状のｐｎ接合を持
たせることにより、耐圧構造部４２０内のｐｎ接合面積を豊富化でき、単位体積当たりの
ｐｎ接合の面積比率が大きくなるから、耐圧構造部４２０の全域が均等且つ稠密に空乏化
し易くなるので、高耐圧を得ることができる。しかも、実施例１乃至４の製造プロセスに
較べ、何ら工数の追加を招かずに済む。
【００８０】
次に、上記実施例５の製造方法を説明する。まず、図１１（ａ）に示す如く、ｎ＋＋ドレ
イン層１１となるべきｎ型の低抵抗半導体基体の上に第１層目のｎ型高抵抗のエピタキシ
ャル成長層３０を積層する。
【００８１】
次いで、図１１（ｂ）に示す如く、イオン注入法によりエピタキシャル成長層３０の全表
面にｎ型の不純物である燐イオン３３を注入して燐原子３４を導入する。次いで、図１１
（ｃ）に示す如く、フォトリソグラフィーによりドリフト部２２，耐圧構造部４２０とな
るべき範囲に不純物導入窓３２ａ，３２ｂの開けられたレジストマスク３２を形成する。
ここで、ドリフト部２２となるべき範囲の不純物導入窓３２ａの窓寸法と繰り返しピッチ
に比し、耐圧構造部部４２０となるべき範囲の不純物導入窓３２ｂの窓寸法と繰り返しピ
ッチは狭くする。次いで、イオン注入法によりｐ型の不純物であるホウ素イオン３５を注



(19) JP 4765012 B2 2011.9.7

10

20

30

40

50

入して不純物導入窓３２ａ、３２ｂ直下のエピタキシャル成長層３０内にホウ素原子３６
を導入する。
【００８２】
そして、要求される耐圧クラスに応じ、上記のエピタキシャル成長工程（図１１（ａ））
と、全面的ｎ型不純物導入工程（図１１（ｂ））及び選択的ｐ型不純物導入工程（図１１
（ｃ））と、を交互に繰り返す（図１２（ｄ））。全面的ｎ型不純物導入工程と選択的ｐ
型不純物導入工程とはどちらを先に施しても良い。各選択的イオン注入工程のための不純
物導入窓の位置は前回の不純物導入窓の位置に合わせる。本例では、都合３回繰り返して
、エピタキシャル成長層３０、３０、３０を積層した後、上方拡散のための４層目のエピ
タキシャル成長層３０を積層する。各エピタキシャル成長層３０の層厚は等しくすること
が望ましい。
【００８３】
しかる後、図１２（ｅ）に示す如く、熱処理によって各エピタキシャル成長層３０に導入
されて仕込まれた燐原子３４とホウ素原子３６とを同時に一斉熱拡散させる。全面導入さ
れた燐原子３４は全域的に拡散するが、選択的に導入されたホウ素原子３６は各拡散中心
から拡散し、拡散単位領域が上下相互に連結する。これによって、ドリフト部２２におけ
るｎ型のドリフト電路領域２２ａとｐ型の仕切領域２２ｂ、耐圧構造部４２０におけるｎ
型領域４２０ａ、ｐ型領域４２０ｂ、及びｎ型低抵抗囲繞領域４２４が同時に形成される
。これらの縦形領域は拡散単位領域の相互連結で形成さたものであるから、不純物導入窓
３２ａの窓寸法が広く、不純物導入量が十分のドリフト部２２ではｐｎ接合面が平坦面と
なっているが、外周領域の第２の並列ｐｎ構造４２０では不純物導入窓３２ｂの窓寸法が
小さいために、ｐｎ接合が波形状を呈し、拡散中心を最大濃度部とする濃度分布を有して
いる。例えば、ドリフト部２２の並列ｐｎ構造のピッチＰ１を16μmで、耐圧構造部の並
列ｐｎ構造のピッチＰ２を８μmで構成する場合、燐の不純物導窓３２ａの窓寸法及び窓
ピッチはそれぞれ４μm、16μmとし、耐圧構造部の並列ｐｎ構造の窓寸法及び窓間隔はそ
れぞれ２μm、８μmとすれば良い。但し、燐３４とホウ素３６のドーズ量をそれぞれ0.5
×10１３cm－２、2.0×10１３cm－２とした場合である。
【００８４】
この後、４層目のエピタキシャル成長層３０の表面に通常のプロセスによりｐベース領域
１３ａ等の素子活性領域を形成し、２重拡散型ＭＯＳＦＥＴを完成する。本例においても
、各エピタキシャル成長層３０に仕込んだ不純物を最後に熱拡散させて拡散単位領域を相
互連結する並列ｐｎ構造やｎ型低抵抗囲繞領域の形成方法は、トレンチなどを形成して製
造する場合に比し頗る製造容易となる。
【００８５】
〔実施例６〕
図１３は本発明の実施例６に係る縦形ＭＯＳＦＥＴにおけるドリフト部及び耐圧構造部を
示す断面図である。なお、図１３において図７に示す部分と同一部分には同一参照符号を
付し、その説明は省略する。
【００８６】
本例における耐圧構造部５２０の並列ｐｎ構造のｐ型領域５２０ｂは層状に連続しておら
ず、縦方向離散的に縦列した複数の拡散単位領域が非連続となった分散構造である。その
ため、ｎ型領域５２０ａは縦方向のみならず横方向にも連続しており、立体格子状を形成
している。このような形態の耐圧構造部５２０の並列ｐｎ構造では、ｐｎ接合が波形を呈
している図１０に示す並列ｐｎ構造に較べ、ｐ型領域５２０ｂの非連結部分におけるｐｎ
接合面の分だけ、接合面積が多くなっているため、高耐圧化を図ることができる。
【００８７】
この耐圧構造部５２０の並列ｐｎ構造を形成する場合は、図１１に示す不純物導入窓３２
ｂの窓寸法を更に狭くすれば良い。ホウ素原子の拡散単位領域の拡散長さが拡散中心間距
離に比して短いので、非連続となる。
【００８８】
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〔実施例７〕
図１４は本発明の実施例７に係る縦形ＭＯＳＦＥＴにおけるドリフト部及び耐圧構造部を
示す断面図である。なお、図１４において図７に示す部分と同一部分には同一参照符号を
付し、その説明は省略する。
【００８９】
本例においては、図１３に示す実施例６における耐圧構造部５２０の並列ｐｎ構造の形態
とは逆に、耐圧構造部６２０の並列ｐｎ構造のｎ型領域５２０ａは層状に連続しておらず
、縦方向離散的に縦列した複数の拡散単位領域が非連続となった分散構造である。そのた
め、ｐ型領域６２０ｂは縦方向のみならず横方向にも連続しており、立体格子状を形成し
ている。このような形態の耐圧構造部６２０の並列ｐｎ構造でもまた、ｐｎ接合が波形を
呈している図１０に示す並列ｐｎ構造に較べ、ｎ型領域６２０ａの非連結部分におけるｐ
ｎ接合面の分だけ、接合面積が多くなっているため、高耐圧化を図ることができる。
【００９０】
そして、この耐圧構造部６２０の並列ｐｎ構造を形成する場合は、図１１に示す不純物導
入窓３２ｂの窓寸法を逆に広くすれば良い。ホウ素原子の拡散単位領域の拡散長さが拡散
中心間距離に比して長いので、ｐ型領域６２０ｂが横方向も連続し、ｎ型領域６２０ａが
非連続となる。
【００９１】
〔実施例８〕
図１５は本発明の実施例８に係る縦形ＭＯＳＦＥＴにおけるドリフト部及び耐圧構造部を
示す断面図である。なお、図１５において図７に示す部分と同一部分には同一参照符号を
付し、その説明は省略する。
【００９２】
本例の耐圧構造部の並列ｐｎ構造は、基板の主面に平行又は傾斜した横形ｎ型領域７２０
ａと基板の主面に平行又は傾斜した横形ｐ型領域７２０ｂとを接合して成る横形構造であ
る。ここでも、耐圧構造部７２０の並列ｐｎ構造のｐｎ繰り返しピッチＰ２はドリフト部
２２の第１の並列ｐｎ構造のｐｎ繰り返しピッチＰ１よりも小さい。各横形ｐ型領域７２
０ｂはｐベース領域１３ａ又はドリフト部２２の最外のｐ型仕切領域２２ｂｂを介してソ
ース電極１７に電気的に接続していると共に、横形ｎ型領域７２０ａはｎ型低抵抗囲繞領
域２４及びｎ＋ドレイン層１１を介してドレイン電極１８に確実に電気的に接続している
。このため、オフ状態では耐圧構造部７２０の並列ｐｎ構造の各ｐｎ接合から上下双方に
空乏層が拡張し、耐圧構造部７２０の全域が空乏化するので、高耐圧が得られる。
【００９３】
このような横形の並列ｐｎ構造は、積み増しするエピタキシャル成長層のうち、素子外周
部７２０となるべき範囲に全面的又は選択的なイオン注入で不純物を導入するが、不純物
の導電型をエピタキシャル成長層毎に交互に逆にし、最後に熱拡散で横形ｎ型領域７２０
ａと横形ｐ型領域７２０ｂを形成する。第２の並列ｐｎ構造の不純物濃度は低濃度の方が
良いため、低抵抗のｎ型エピタキシャル成長層を形成する際は、ｎ型のイオン注入による
不純物濃度制御を省略できる。勿論、第２の並列ｐｎ構造のｐｎ接合は平坦面に限らず、
波形状や非連続状でも構わない。ただ、ｐｎ繰り返しの空間周波数はエピタキシャル成長
層の積み増数の半数に相当するから、工数の増大を招き、また、ドレイン部２２の形成プ
ロセスをそのまま援用し難いという難点がある。なお、横形の並列ｐｎ構造は立体格子構
造でも網目構造でも構わない。また、ｐｎ接合面は波形状でも構わない。
【００９４】
〔実施例９〕
図１６は本発明の実施例９に係る縦形ＭＯＳＦＥＴにおけるドリフト部及び耐圧構造部を
示す平面図である。なお、図１６において図６に示す部分と同一部分には同一参照符号を
付し、その説明は省略する。
【００９５】
図１６において、耐圧構造部８２０の内部構造は図示されていないが、図１３や図１４に



(21) JP 4765012 B2 2011.9.7

10

20

30

40

50

示す不連続状の各ｎ領域及びｐ領域の大きさを極限移行して微小にした集合領域に相当し
ており、ｐ型不純物とｎ型不純物との双方を全域にドープしてキャリア濃度が略零又は零
に近似できる高抵抗領域（ｉ層：真性半導体）である。ｐ型不純物とｎ型不純物が同じ領
域におよそ同量含まれている場合、これらｐ型不純物、ｎ型不純物は互いに補償するため
、高抵抗領域として作用する。また、互いに非常に接近している異なる領域においても、
およそ同量の不純物が含まれていれば、互いに補償し合うため、高抵抗領域として機能す
る。このような高抵抗領域の抵抗率は単一導電型の低濃度領域の抵抗率より高く、望まし
くは２倍以上とする。このような高抵抗領域は微視的にはｐｎ接合で埋め尽くされている
ものであるから、微視的なｐｎ混在構造と見なすことができる。このため、単位体積当た
りのｐｎ接合の面積比率は激増し、高耐圧化が得られる。
【００９６】
高抵抗領域の耐圧構造部８２０を形成する方法は、積み増しするエピタキシャル成長層の
うち耐圧構造部となるべき範囲に、そのエピタキシャル成長層の不純物濃度を補償する程
度の逆導電型不純物を全面的にイオン注入する工程を繰り返し、最後に拡散させるもので
ある。また、ｎ型とｐ型の不純物がおよそ同量となるようなエピタキシャル成長工程を行
っても良い。
【００９７】
〔実施例１０〕
図１７は本発明の実施例１０に係る縦形ＭＯＳＦＥＴにおけるドリフト部及び耐圧構造部
を示す平面図である。なお、図１７において図６に示す部分と同一部分には同一参照符号
を付し、その説明は省略する。
【００９８】
本例のドリフト部１２２の並列ｐｎ構造は、基板の厚さ方向に配向する断面円形の柱状ｐ
型仕切領域１２２ｂをｎ型電路領域１２２ａが取り囲む構造となっている。複数の離散的
な柱状ｐ型仕切領域１２２ｂは平面視で立体三方格子を形成しているが、立体四方格子等
でも構わない。ドリフト部１２２ではｎ型電路領域１２２ａの総断面積がｐ型仕切領域１
２２ｂの総断面積よりも大きいが、ｎ型電路領域１２２ａとｐ型仕切領域１２２ｂとの総
不純物濃度がおよそ同等であれば逆の場合でも構わない。柱状のｎ型電路領域１２２ａを
ｐ型仕切領域１２２ｂが取り囲むような構造としても差支えない。
【００９９】
一方、耐圧構造部９２０の並列ｐｎ構造も、基板の厚さ方向に配向する断面円形の柱状ｐ
型領域９２０ｂをｎ型領域９２０ａが取り囲む構造となっている。勿論、その逆でも構わ
ない。ｐ型領域９２０ｂの断面積はｐ型仕切領域の断面積よりも小さい。そして、耐圧構
造部９２０の並列ｐｎ構造のｐｎ繰り返しピッチｐ２は、ドレイン部１２２の並列ｐｎ構
造の繰り返しピッチｐ１よりも狭くなっている。図６に示す素耐圧構造部のｎ型領域及び
ｐ型領域はプレート状であるが、本例のにように柱状ｐ型領域９２０ｂを形成すると、ｐ
ｎ接合面の面積が約２倍以上増えるため、高耐圧化が更に高まる。
【０１００】
〔実施例１１〕
図１８は本発明の実施例１１に係る縦形ＭＯＳＦＥＴにおけるドリフト部及び耐圧構造部
を示す平面図、図１９は図１８中のＡ－Ａ′線に沿って切断した状態を示す断面図、図２
０は図１８中のＢ－Ｂ′線に沿って切断した状態を示す断面図である。なお、なお、図１
８ではドリフト部の１／４を斜線部分で示してある。また、図１８乃至２０において図６
及び７に示す部分と同一部分には同一参照符号を付し、その説明は省略する。
【０１０１】
本例のドリフト部１２２の並列ｐｎ構造のｐｎ繰り返しピッチ及Ｐ１び不純物濃度は耐圧
構造部２０の並列ｐｎ構造のｐｎ繰り返しピッチＰ２及び不純物濃度と同じであるが、耐
圧構造部２０の表面側にはドリフト部１２２を取り囲むように多重のｐ型均圧リング２０
ｃが巡らされている。このｐ型均圧リング２０ｃは耐圧構造部２０の並列ｐｎ構造の多数
のｐ型領域２０ｂを電気的に接続するものである。そして、このｐ型均圧リング２０ｃの
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不純物濃度はｐ型領域２０ｂの不純物濃度よりも高い。
【０１０２】
ゲートをソースにショートし、ドレイン電位を正に高めていくと、ドリフト１２２の並列
ｐｎ構造は完全に空乏化し、ドリフト部１２２から耐圧構造部２０へと空乏層が拡張する
。ここで、ｐ型均圧リング２０ｃがない場合、耐圧構造部２０の並列ｐｎ構造のうち、一
端がｐベース領域１３ａに直接接続しているｐ型領域２０ｂｂではＹ方向に空乏層が拡張
するものの、一端がｐベース領域１３ａに直接接続していないｐ型領域２０ｂａは浮遊状
態でガードリングとしてのみ機能するために、空乏層のＸ方向への拡張が弱く、臨界電界
に達し易い。
【０１０３】
ところが、本例では、一端がｐベース領域１３ａに直接接続していないｐ型領域２０ｂａ
はｐ型均圧リング２０ｃを介して一端がｐベース領域１３ａに直接接続しているｐ型領域
２０ｂｂに電気的に接続されているため、ｐ型領域２０ｂａの浮遊状態が解消し、ｐ型領
域２０ｂａはソース電位側に固定されるので、ｐ型領域２０ｂａのｐｎ接合も確実に逆バ
イアスになり、空乏層がＸ方向へ拡張する。従って、高耐圧化を図ることができる。なお
、図１９及び２０中の破線は空乏層端の拡がりを示す。また、ｐ型均圧リング２０ｃによ
る耐圧構造は並列ｐｎ構造の幅に関係なく設計できるので、高耐圧化と共に低抵抗化が可
能である。多重のｐ型均圧リング２０ｃは離散的に巡らしてあるが、リング幅を広くして
１環でも良い。
【０１０４】
本例ではまた、ｐ型均圧リング２０ｃの不純物濃度がｐ型領域２０ｂの不純物濃度よりも
高くなっているため、ｐ型領域２０ｂの空乏化と共に、ｐ型均圧リング２０ｃも空乏化し
て均圧リングとして作用しなくなるということはない。
【０１０５】
〔実施例１２〕
図２１は本発明の実施例１２に係る縦形ＭＯＳＦＥＴにおけるドリフト部及び耐圧構造部
を示す平面図、図２２は図２１中のＣ－Ｃ′に沿って切断した断面図である。なお、図２
１ではドリフト部の１／４を斜線部分で示してある。また、図２１及び２２において図１
８及び１９に示す部分と同一部分には同一参照符号を付し、その説明は省略する。
【０１０６】
本例では、耐圧構造部２０の並列ｐｎ構造の最外周部はｎ型低抵抗囲繞領域２４となって
おり、このｎ型低抵抗囲繞領域２４の表面側にはｎ型高濃度のチャネルストッパー２４ａ
が形成されている。ｎ型低抵抗囲繞領域２４により、耐圧構造部２０の繰り返し端面が覆
われているため、漏れ電流を抑制することができる。また、ｎ型低抵抗囲繞領域２４がド
レイン電位に固定されることから、耐圧構造部２０の幅寸法を短くすることができ、且つ
、素子の耐圧を安定させることができる。ｎ型低抵抗囲繞領域２４の幅はｎ型ドリフト電
路領域２２ａの幅、若しくはｐ型仕切領域２２ｂの間隔よりも大きくすることが望ましく
、２倍以上が望ましい。
【０１０７】
なお、本例でも、ｐ型均圧リング２０ｃの不純物濃度がｐ型領域２０ｂの不純物濃度より
も高くなっているため、ｐ型領域２０ｂの空乏化と共に、ｐ型均圧リング２０ｃも空乏化
して均圧リングとして作用しなくなるということはない。
【０１０８】
〔実施例１３〕
図２３は本発明の実施例１３に係る縦形ＭＯＳＦＥＴにおけるドリフト部及び耐圧構造部
を示す平面図である。なお、図２３ではドリフト部の１／４を斜線部分で示してある。ま
た、図２３において図２１に示す部分と同一部分には同一参照符号を付し、その説明は省
略する。
【０１０９】
本例の耐圧構造部９２０は図１７に示すような並列ｐｎ構造となっている。この並列ｐｎ
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構造は、基板の厚さ方向に配向する断面円形の柱状ｐ型領域９２０ｂをｎ型領域９２０ａ
が取り囲む構造となっている。複数の離散的な柱状ｐ型領域９２０ｂは平面視で三方格子
を形成している。なお、四方格子等でも構わない。そして、多重のｐ型均圧リング２０ｃ
が多数の柱状ｐ型領域９２０ｂの上端と接続するように巡らされている。このような柱状
ｐ型領域９２０ｂを有する第２の並列ｐｎ構造でも、各柱状ｐ型領域９２０ｂはｐベース
領域には直接接続されていないものの、ｐ型均圧リング２０ｃを介してソース電位側に固
定されているので、Ｘ方向及びＹ方向に空乏層が拡がるため、高耐圧を得ることができる
。
【０１１０】
なお、本例でも、ｐ型均圧リング２０ｃの不純物濃度がｐ型領域９２０ｂの不純物濃度よ
りも高くなっているため、ｐ型領域９２０ｂの空乏化と共に、ｐ型均圧リング２０ｃも空
乏化して均圧リングとして作用しなくなるということはない。
【０１１１】
〔実施例１４〕
図２４は本発明の実施例１４に係る縦形ＭＯＳＦＥＴにおけるドリフト部及び耐圧構造部
を示す平面図である。なお、図２４ではドリフト部の１／４を斜線部分で示してある。ま
た、図２４において図２１に示す部分と同一部分には同一参照符号を付し、その説明は省
略する。
【０１１２】
本例の耐圧構造部５００の並列ｐｎ構造は、基板の厚さ方向に配向する断面円形の柱状ｎ
型領域５００ａと基板の厚さ方向に配向する断面円形の柱状ｐ型領域９２０ｂとが、それ
らの中間に介在し基板の厚さ方向に配向する高抵抗領域５００ｃで取り囲まれた構造とな
っている。複数の離散的な柱状ｎ型領域５００ａは平面視で三方格子を形成していると共
に、複数の離散的な柱状ｐ型領域９２０ｂも平面視で三方格子を形成している。四方格子
等でも構わない。中間に位置する高抵抗領域５００ｃは、実施例９における外周領域を埋
め尽くしている高抵抗領域と同じように、およそ同量のｐ型不純物とｎ型不純物との双方
をドープしたものに相当している。これらｐ型不純物、ｎ型不純物は互いに補償するため
、キャリア濃度が略零又は零に近似できる高抵抗領域として作用する。ｐｎ接合分布の稠
密・豊富化により高耐圧を得ることができる。また、このような柱状ｐ型領域５００ｂ及
び柱状ｎ型領域５００ａを有する第２の並列ｐｎ構造でも、各柱状ｐ型領域５００ｂはｐ
ベース領域には直接接続されていないものの、ｐ型均圧リング２０ｃを介してソース電位
側に固定されているので、Ｘ方向及びＹ方向に空乏層が均等に拡がるため、高耐圧を得る
ことができる。
【０１１３】
なお、本例でも、ｐ型均圧リング２０ｃの不純物濃度がｐ型領域５００ｂの不純物濃度よ
りも高くなっているため、ｐ型領域５００の空乏化と共に、ｐ型均圧リング２０ｃも空乏
化して均圧リングとして作用しなくなるということはない。また、ｐ型均圧リング２０ｃ
の表面は酸化膜２３で覆われているが、ｐ型均圧リング２０ｃに接続してフィールドプレ
ートを形成しても良い。
【０１１４】
〔実施例１５〕
図２５は本発明の実施例１５に係る縦形ＭＯＳＦＥＴにおけるドリフト部及び耐圧構造部
を示す平面図である。なお、図２５ではドリフト部の１／４を斜線部分で示してある。ま
た、図２５において図６に示す部分と同一部分には同一参照符号を付し、その説明は省略
する。
【０１１５】
本例の耐圧構造部を形成する並列ｐｎ構造は、ドリフト部２２の並列ｐｎ構造の層面に対
し層面が略平行して成る第１の並列ｐｎ構造２２０Ａと、ドリフト部２２の並列ｐｎ構造
の層面に対し層面が略直交して成る第２の並列ｐｎ構造２２０Ｂとを併有するものである
。第１の並列ｐｎ構造２２０Ａのｐｎ繰り返し端面２０Ａがドリフト部２２の並列ｐｎ構
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造のｐｎ繰り返し端部２２Ａと接続していると共に、第２の並列ｐｎ構造２２０Ｂのうち
一部分２２０ｂのｐｎ繰り返し端面２０Ｂｂがドリフト部２２の並列ｐｎ構造の最外側に
位置する仕切領域２２ｂｂと接続している。そして、第２の並列ｐｎ構造２２０Ｂのうち
他の部分２２０ｃのｐｎ繰り返し端面２０Ｂｃが第１の並列ｐｎ構造２２０Ａの側端寄り
に位置するｐ型領域２０ｂｂに接続している。
【０１１６】
図６に示す耐圧構造部は単一の並列ｐｎ構造であるため、本例の第２の並列ｐｎ構造２２
０Ｂに相当する部分では、ｐ型領域２０ｂに対してソース電位を伝達できず、ガードリン
グ機能だけを発揮するものであるが、本例では、第２の並列ｐｎ構造２２０Ｂのうち一部
分２２０ｂのｐｎ繰り返し端面２０Ｂｂがドリフト部２２の並列ｐｎ構造の最外側に位置
する仕切領域２２ｂｂと接続しているため、この一部分２２０ｂに含まれるｐ型領域２０
ｂのすべてがソース電位の伝達に預かり、また、第２の並列ｐｎ構造２２０Ｂのうち他の
部分２２０ｃのｐｎ繰り返し端面２０Ｂｃが第１の並列ｐｎ構造２２０Ａの側端寄りに位
置するｐ型領域２０ｂｂに接続しているため、この他の部分２２０ｃに含まれるｐ型領域
２０ｂのすべてがソース電位の伝達に預かる。従って、耐圧構造部全域を逆バイアス化で
き、早期の空乏化が実現するので、表面に均圧リングを付設しなくても済む。第１の並列
ｐｎ構造２２０Ａのｐ型領域２０ｂｂはソース電位伝達手段としても機能している。勿論
、本例の場合でも均圧リングを付設しても構わない。
【０１１７】
例えば、６００Ｖ耐圧クラスのＭＯＳＦＥＴの場合、各部の基準的な寸法及び不純物濃度
は次のような値をとる。ドレイン層１１の比抵抗は0．01Ω・cm、厚さ350μm、ドリフト
領域２２ａ及び仕切領域２２ｂの不純物濃度は２×１０１５cm－３、厚さ４０μm，セル
ピッチ１６μm、耐圧構造部の不純物濃度層５×１０１４cm－３、セルピッチ８μmである
。なお、最外側の仕切領域２２ｂｂの層幅は４μｍである。
【０１１８】
〔実施例１６〕
図２６は本発明の実施例１６に係る縦形ＭＯＳＦＥＴにおけるドリフト部及び耐圧構造部
を示す平面図である。なお、図２６ではドリフト部の１／４を斜線部分で示してある。ま
た、図２６において図８に示す部分と同一部分には同一参照符号を付し、その説明は省略
する。
【０１１９】
本例の耐圧構造部を形成する並列ｐｎ構造も、ドリフト部２２の並列ｐｎ構造の層面に対
し層面が略直交して成る第１の並列ｐｎ構造３２０Ａと、ドリフト部２２の並列ｐｎ構造
の層面に対し層面が略平行して成る第２の並列ｐｎ構造３２０Ｂとを併有するものである
。第１の並列ｐｎ構造３２０Ａのｐｎ繰り返し端面２０Ａがドリフト部２２の並列ｐｎ構
造の最外側に位置する仕切領域２２ｂｂと接続していると共に、第２の並列ｐｎ構造３２
０Ｂのうち一部分３２０ｂのｐｎ繰り返し端面２０Ｂｂがドリフト部２２の並列ｐｎ構造
のｐｎ繰り返し端面２２Ａと接続している。そして、第２の並列ｐｎ構造３２０Ｂのうち
他の部分３２０ｃのｐｎ繰り返し端面２０Ｂｃが第１の並列ｐｎ構造３２０Ａの側端寄り
に位置するｐ型領域２０ｂｂに接続している。
【０１２０】
図８に示す耐圧構造部は単一の並列ｐｎ構造であるため、本例に第２の並列ｐｎ構造３２
０Ｂに相当する部分では、ｐ型領域２０ｂに対してソース電位が伝達できず、ガードリン
グ機能だけを発揮するものであるが、本例では、第２の並列ｐｎ構造３２０Ｂのうち一部
分３２０ｂのｐｎ繰り返し端面２０Ｂｂがドリフト部２２の並列ｐｎ構造のｐｎ繰り返し
端面２２Ａと接続しているため、この一部分３２０ｂに含まれるｐ型領域２０ｂのすべて
がソース電位の伝達に預かり、また、第２の並列ｐｎ構造３２０Ｂのうち他の部分３２０
ｃのｐｎ繰り返し端面２０Ｂｃが第１の並列ｐｎ構造３２０Ａの側端寄りに位置するｐ型
領域２０ｂｂに接続しているため、この他の部分３２０ｃに含まれるｐ型領域２０ｂのす
べてがソース電位の伝達に預かる。従って、耐圧構造部全域を早期に空乏化でき、表面に
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均圧リングを付設しなくても済む。第１の並列ｐｎ構造３２０Ａのｐ型領域２０ｂｂはソ
ース電位伝達手段としても機能している。勿論、本例の場合でも均圧リングを付設しても
構わない。
【０１２１】
〔実施例１７〕
図２７は本発明の実施例１７に係る縦形ＭＯＳＦＥＴにおけるドリフト部及び耐圧構造部
を示す断面図である。図２７において図７に示す部分と同一部分には同一参照符号を付し
、その説明は省略する。
【０１２２】
本例は、図６及び図７に示す実施例３の改善例である。実施例３では、耐圧構造部２２０
のｐｎ並列構造のｐｎ繰り返しピッチＰ２がドリフト部２２の並列ｐｎ構造のｐｎ繰り返
しピッチＰ１よりも狭くなっているため、ドリフト部２２の最外側の仕切領域２２ｂｂの
層厚に比しこれと接合する耐圧構造部２２０の最内側のｎ領域２０ａａの層厚の方がいき
なり狭いものであるから、両者間のチャージバランスが合致せず、ドリフト部２２と耐圧
構造部２２０との境界での電界強度が高くなり、高耐圧を保持し難い。
【０１２３】
そこで、本例では、耐圧構造部１２０のｐｎ並列構造の各領域２０ａ，２０ｂの層厚はＷ
５とするものの、ドリフト部２２の並列ｐｎ構造を形成するドリフト電路領域２２ａと仕
切領域２２ｂの層厚を内側から外側にかえて漸減（Ｗ１～Ｗ５）させて、ドリフト部２２
の最外側の仕切領域２２ｂｂの層厚が耐圧構造部１２０の最内側のｎ型領域２０ａａの層
厚Ｗ５と等しくなっている。ｐｎ接合領域の同士の相互に含まれる電荷量を合わせ込むこ
とができ、チャージバランスが実現されて、耐圧構造部１２０とドレイン部２２との境界
での電界が緩和されるため、高耐圧を保持できる。
【０１２４】
例えば、６００Ｖ耐圧クラスのＭＯＳＦＥＴの場合、各部の基準的な寸法及び不純物濃度
は次のような値をとる。ドレイン層１１の比抵抗は0．01Ω・cm、厚さ350μm、ドリフト
領域２２ａ及び仕切領域２２ｂの不純物濃度は２×１０１５cm－３、厚さ４０μm，層厚
Ｗ１＝８μm，層厚Ｗ２＝７μm，層厚Ｗ３＝６μm，層厚Ｗ４＝５μm，層厚Ｗ５＝４μm
である。製法上、燐のレジストマスクの窓寸法を、それぞれ４、3.5、３、2.5、２μmと
すれば良い。
【０１２５】
なお、ｐｎ並列構造を形成する各領域は層状に限らず、立体格子状やｐｎ接合面が波形状
でも構わない。
【０１２６】
〔実施例１８〕
図２８は本発明の実施例１８に係る縦形ＭＯＳＦＥＴにおけるドリフト部及び耐圧構造部
を示す断面図である。図２８において図２７に示す部分と同一部分には同一参照符号を付
し、その説明は省略する。
【０１２７】
図２７に示す構造と異なる点は、ソース電極１７が耐圧構造部１２０上に酸化膜２３上の
一部まで延び、ドリフト部２２のｐｎ並列構造の各領域２２ａ，２２ｂの層厚はＷ１とす
るものの、耐圧構造部１２０の並列ｐｎ構造を形成する領域２０ａ，２０ｂの層厚をソー
ス電極１７下において内側から外側にかえて漸減（Ｗ１～Ｗ５）させて、耐圧構造部１２
０の最内側のｎ型領域２０ａａの層厚がドリフト部２２の最外側の仕切領域２２ｂｂの層
厚と等しくなっている。斯かる構造でも、図２７に示す実施例１７と同じく、耐圧構造部
１２０とドリフト部２２との境界での電界が緩和されるため、高耐圧を保持できる。また
、ｐベース１３の横幅を縮小できる。
【０１２８】
なお、上記各実施例では２重拡散型の縦形ＭＯＳＦＥＴについて説明したが、本発明の第
２の並列ｐｎ構造はＩＧＢＴ（伝導度変調型ＭＯＳＦＥＴ）、バイポーラトランジスタ、
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ｐｎ接合ダイオードやショットキーダイオード等にも適用できる。勿論、ドリフト部が並
列ｐｎ構造ではなく、単一の導電型領域のドリフト部でも素子外周部の高耐圧化を図るこ
とができる。
【０１２９】
【発明の効果】
以上説明したように、本発明はドリフト部の周りの耐圧構造部を並列ｐｎ構造又は第１導
電型と第２導電型の不純物をドープした高抵抗領域として構成したことを特徴としている
ため、次のような効果を奏する。
【０１３０】
（１）　ドリフト部の周りに並列ｐｎ構造が配置されているため、オフ状態では、多重の
ｐｎ接合面から空乏層が拡張し、素子活性領域の近傍に限らず、外方向や第２主面側まで
空乏化するので、耐圧構造部の耐圧はドリフト部の耐圧よりも大きい。従って、ドリフト
部に縦形の並列ｐｎ構造を採用した超接合半導体素子においても、耐圧構造部の耐圧が十
分に保証されていることになるため、ドリフト部の並列ｐｎ構造の最適化が容易で、超接
合半導体素子の設計自由度が高まり、超接合半導体素子を実用化できる。
【０１３１】
（２）　耐圧構造部の並列ｐｎ構造がドリフト部の並列ｐｎ構造よりも不純物量の少ない
場合、又は耐圧構造部の並列ｐｎ構造がドリフト部の並列ｐｎ構造よりもｐｎ繰り返しピ
ッチの狭い場合、耐圧構造部の耐圧をドリフト部の耐圧よりも確実に大きくでき、信頼性
が向上する。
【０１３２】
（３）　耐圧構造部の並列ｐｎ構造が基板の厚み方向に配向する縦形第１導電型領域と基
板の厚み方向に配向する縦形第２導電型領域とを接合して成る縦形構造である場合、ドリ
フト部の並列ｐｎ構造の形成工程を援用して同時形成できるため、工数の削減により、低
コスト化を実現できる。
【０１３３】
（４）　耐圧構造部の縦形並列ｐｎ構造を形成する縦形第１導電型領域と縦形第２導電型
領域のうち少なくとも一方が、基板の厚み方向に離散的に埋め込んだ複数の拡散単位領域
が相互接続して成る会合構造とする場合、縦形の並列ｐｎ構造の形成が容易となる。
【０１３４】
（５）　ドリフト部の並列ｐｎ構造を形成する縦形ドリフト電路領域と縦形仕切領域が層
状である場合、耐圧構造部の並列ｐｎ構造は、ドリフト部の並列ｐｎ構造に対し層面が略
平行したレイアウトでも、略直交したレイアウトでも、斜交したレイアウトでも採用でき
る。特に、耐圧構造部の並列ｐｎ構造をドレイン部の並列ｐｎ構造に対して層面が斜交し
たレイアウトとすれば、耐圧構造部の縦形第２導電型領域のすべてがドレイン部の仕切領
域又は活性領域と確実に接続し、耐圧構造部全域の空乏化を実現できる。
【０１３５】
（６）　耐圧構造部の並列ｐｎ構造の層面がドリフト部の並列ｐｎ構造の層面に対し略平
行して成り、耐圧構造部の並列ｐｎ構造のｐｎ繰り返し端面とドリフト部の並列ｐｎ構造
のｐｎ繰り返し端面とが接続していると共に、耐圧構造部の並列ｐｎ構造の最内側に位置
する縦形第１導電型領域の層面とドリフト部の並列ｐｎ構造の最外側に位置する縦形仕切
領域の層面とが接合して成るレイアウトを採用する場合、ドリフト部の並列ｐｎ構造を形
成する縦形ドリフト電路領域と縦形仕切領域の層厚が内側から外側にかえて漸減する部分
を有する。ドリフト部と耐圧構造部の境界部分において最外側の縦形仕切領域の層厚と最
内側の縦形第１導電型領域の層厚とを略等しくできる。ｐｎ接合領域の同士の相互に含ま
れる電荷量を合わせ込むことができ、チャージバランスが実現されて、耐圧構造部とドレ
イン部との境界での電界が緩和されるため、高耐圧を保持できる。逆に、耐圧構造部の並
列ｐｎ構造を形成する縦形第１導電領域と縦形第２導電型領域の層厚が内側から外側にか
えて漸減する部分を有する場合でも、ドリフト部と耐圧構造部の境界部分において最内側
の縦形第１導電型領域の層厚と最外側の前記縦形仕切領域の層厚とを略等しくできる。
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【０１３６】
（７）　耐圧構造部の並列ｐｎ構造として、ドリフト部の並列ｐｎ構造の層面に対し層面
が略平行して成る第１の並列ｐｎ構造と、ドリフト部の並列ｐｎ構造の層面に対し層面が
略直交して成る第２の並列ｐｎ構造とを併有するレイアウトを採用できる。斯かるレイア
ウトでは、第１の並列ｐｎ構造のｐｎ繰り返し端面をドリフト部の並列ｐｎ構造のｐｎ繰
り返し端部に接続すると共に、第２の並列ｐｎ構造のｐｎ繰り返し端面をドリフト部の並
列ｐｎ構造の最外側に位置する縦形仕切領域に接続する。そして、耐圧構造部の並列ｐｎ
構造のうち、第１の並列ｐｎ構造と第２の並列ｐｎ構造とで画成される隅部に第１及び第
２の並列ｐｎ構造のいずれかよりｐｎ繰り返し展開して成る第３の並列ｐｎ構造を有し、
当該第３の並列ｐｎ構造のｐｎ繰り返し端面と第１及び第２の並列ｐｎ構造のいずれかの
側端寄りに位置する縦形第２導電型領域に接続する。第１及び第２の並列ｐｎ構造のいず
れかの側端寄りに位置する縦形第２導電型領域を等電位領域として利用し、これに接続す
るｐｎ繰り返し端面から複数の縦形第２導電型領域に櫛歯状に分岐させて導通を達成する
ものである。基板表面に均圧リング等を付設せずに耐圧構造部を隈なく早期に空乏化でき
る。
【０１３７】
（８）　耐圧構造部の並列ｐｎ構造の各ｐ型領域又は各ｎ型領域のｐｎ接合面を波形状と
する場合、単位体積当たりのｐｎ接合の面積比率が大きくなるので、空乏化し易く、高耐
圧化を実現できる。
【０１３８】
（９）　縦形第１導電型領域と縦形第２導電型領域の双方が柱状であって、縦形第１導電
型領域と縦形第２導電型領との間に第１導電型不純物と第２導電型不純物の双方をドープ
して成る高抵抗領域が介在して成る構造では、高耐圧化が得られる。
【０１３９】
（10）　耐圧構造部の第１主面側にドリフト部を取り囲み、複数の縦形第２導電型領域を
相互接続する少なくとも１重の第２導電型均圧リングを形成した構成では、一端が素子活
性領域に直接接続していない縦形第２導電型領域は第２導電型均圧リングを介して一端が
素子活性領域に直接接続している縦形第２導電型領域に電気的に接続されているため、縦
形第２導電型領域の浮遊状態が解消し、素子活性領域側の電位に固定されるので、耐圧構
造部では全体的に均一に空乏層が外方向へ拡張する。従って、高耐圧化を図ることができ
る。
【０１４０】
（11）　第２導電型均圧リングの不純物濃度が縦形第２導電型領域の不純物濃度よりも高
い場合、第２導電型均圧リングも空乏化してしまい、均圧リングとして作用しなくなると
いう不都合を無くすことができる。
【０１４１】
（12）　耐圧構造部の並列ｐｎ構造を形成する縦形第１導電型領域と縦形第２導電型領域
のうち、少なくとも一方は基板の厚み方向に離散的に埋め込んだ複数の拡散単位領域が相
互離間した分散構造とした場合、ｐｎ接合の豊富化を図ることができ、高耐圧を得ること
ができる。分散構造の極限例として、不連続状の各ｎ領域及びｐ領域の大きさを微小にな
した集合領域は、ｐ型不純物とｎ型不純物との双方を全域にドープした高抵抗領域に相当
している。耐圧構造部がこのような高抵抗領域の場合でも、高耐圧化を図ることができる
。
【０１４２】
（13）　第１主面と低抵抗層との間に介在し、耐圧構造部の外側には第１導電型の低抵抗
囲繞領域を設けた構成では、第２電極の電位を素子外周部の側面に印加でき、空乏層を外
方向に延ばすことができ、またｐｎ繰り返し端面が覆われているので、漏れ電流を抑制す
ることができる。
【０１４３】
（14）　本発明の縦形並列ｐｎ構造の形成法は、第１導電型の低抵抗基体の上に、第１導



(28) JP 4765012 B2 2011.9.7

10

20

30

40

50

電型高抵抗のエピタキシャル成長層を形成する工程と、このエピタキシャル成長層に第１
導電型の不純物イオン及び第２導電型の不純物イオンをそれぞれ離散的に配置した複数の
第１の不純物導入窓及び第２の不純物導入窓を介して選択的に導入する工程と、を交互に
繰り返した後、熱処理を施して上記各エピタキシャル成長層に導入した上記不純物を拡散
中心部から熱拡散させて同導電型の拡散単位領域同士を上下相互に接続し、上記並列ｐｎ
構造を形成することを特徴としている。各エピタキシャル成長層に仕込んだ不純物を最後
に熱拡散させて会合させて縦形第１導電型領域と縦形第２導電型領域とを一気に形成する
ものであるから、並列ｐｎ構造の製造が容易である。素子外周領域の並列ｐｎ構造を形成
すべき範囲の第１及び第２の不純物導入窓の窓寸法が素子外周領域の並列ｐｎ構造を形成
すべき範囲の第１及び第２の不純物導入窓の窓寸法に比し狭くした場合、素子外周領域の
並列ｐｎ構造を形成すべき範囲の第１及び第２の不純物導入窓の繰り返しピッチがドリフ
ト部の並列ｐｎ構造を形成すべき範囲の第１及び第２の不純物導入窓の繰り返しピッチに
比し広い場合も、素子外周領域の並列ｐｎ構造は並列ｐｎ構造に比し不純物濃度が低くな
るので、素子外周部の耐圧を高めることができる。
【０１４４】
（15）　別の製造方法としては、第１導電型の低抵抗基体の上に、第１導電型高抵抗のエ
ピタキシャル成長層を形成する工程と、このエピタキシャル成長層に第１導電型の不純物
イオンの全面的に導入すると共に第２導電型の不純物イオンを離散的に配置した複数の第
２の不純物導入窓を介して選択的に導入する工程と、を交互に繰り返した後、熱処理を施
して各エピタキシャル成長層に導入した不純物を熱拡散させて、同導電型の拡散単位領域
同士を上下相互に接続し、上記並列ｐｎ構造を形成することを特徴とする。第１導電型不
純物を選択的に導入するためのマスキング工程が不要となる。かかる方法において、素子
外周領域の並列ｐｎ構造を形成すべき範囲の第２の不純物導入窓の窓寸法及び繰り返しピ
ッチがドリフト部の並列ｐｎ構造を形成すべき範囲の第２の不純物導入窓の窓寸法及び繰
り返しピッチに比し狭い場合、素子外周領域の並列ｐｎ構造と並列ｐｎ構造とは不純物濃
度が略等しくなるものの、素子外周領域の並列ｐｎ構造の繰り返しピッチをドリフト部の
並列ｐｎ構造の繰り返しピッチよりも狭くでき、また素子外周領域の並列ｐｎ構造のｐｎ
接合を波形等や、拡散単位領域を非連続にすることができるので、素子外周部の耐圧を高
めることができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】（ａ）は本発明の実施例１に係る縦形ＭＯＳＦＥＴにおけるドリフト部及び素子
外周部を示す部分平面図、（ｂ）は（ａ）中のＡ－Ａ′線に沿って切断した状態を示す断
面図である。
【図２】（ａ）乃至（ｄ）は実施例１の製造方法の各工程断面図である。
【図３】実施例１における耐圧（ＶDSS）の並列ｐｎ構造の不純物濃度の依存性を示す特
性図である。
【図４】（ａ）は本発明の実施例２に係る縦形ＭＯＳＦＥＴにおけるドリフト部及び素子
外周部を示す部分平面図、（ｂ）は図４（ａ）中のＡ－Ａ′線に沿って切断した状態を示
す断面図である。
【図５】（ａ）乃至（ｄ）は実施例２の製造方法の各工程断面図である。
【図６】本発明の実施例３に係る縦形ＭＯＳＦＥＴにおけるドリフト部及び素子外周部を
示す部分平面図である。
【図７】図６中のＡ－Ａ′線に沿って切断した状態を示す断面図である。
【図８】本発明の実施例４に係る縦形ＭＯＳＦＥＴにおけるドリフト部及び素子外周部を
示す部分平面図である。
【図９】図８中のＢ－Ｂ′線に沿って切断した状態を示す断面図である。
【図１０】本発明の実施例５に係る縦形ＭＯＳＦＥＴにおけるドリフト部及び素子外周部
を示す断面図である。
【図１１】（ａ）乃至（ｃ）は実施例５の製造方法における各工程断面図である。
【図１２】（ｄ）及び（ｅ）は実施例５の製造方法における各工程断面図である。
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【図１３】本発明の実施例６に係る縦形ＭＯＳＦＥＴにおけるドリフト部及び素子外周部
を示す断面図である。
【図１４】本発明の実施例７に係る縦形ＭＯＳＦＥＴにおけるドリフト部及び素子外周部
を示す断面図である。
【図１５】本発明の実施例８に係る縦形ＭＯＳＦＥＴにおけるドリフト部及び素子外周部
を示す断面図である。
【図１６】本発明の実施例９に係る縦形ＭＯＳＦＥＴにおけるドリフト部及び素子外周部
を示す平面図である。
【図１７】本発明の実施例１０に係る縦形ＭＯＳＦＥＴにおけるドリフト部及び素子外周
部を示す平面図である。
【図１８】本発明の実施例１１に係る縦形ＭＯＳＦＥＴにおけるドリフト部及び素子外周
部を示す平面図である。
【図１９】図１８中のＡ－Ａ′線に沿って切断した断面図である。図２０は図１８中のＢ
－Ｂ′線に沿って切断した断面図である。
【図２０】図１８中のＢ－Ｂ′に沿って切断した断面図である。
【図２１】本発明の実施例１２に係る縦形ＭＯＳＦＥＴにおけるドリフト部及び素子外周
部を示す平面図である。
【図２２】図２１中のＣ－Ｃ′線に沿って切断した断面図である。
【図２３】図２３は本発明の実施例１３に係る縦形ＭＯＳＦＥＴにおけるドリフト部及び
素子外周部を示す平面図である。
【図２４】本発明の実施例１４に係る縦形ＭＯＳＦＥＴにおけるドリフト部及び素子外周
部を示す平面図である。
【図２５】本発明の実施例１５に係る縦形ＭＯＳＦＥＴにおけるドリフト部及び耐圧構造
部を示す平面図である。
【図２６】本発明の実施例１６に係る縦形ＭＯＳＦＥＴにおけるドリフト部及び耐圧構造
部を示す平面図である。
【図２７】本発明の実施例１７に係る縦形ＭＯＳＦＥＴにおけるドリフト部及び耐圧構造
部を示す断面図である。
【図２８】本発明の実施例１８に係る縦形ＭＯＳＦＥＴにおけるドリフト部及び耐圧構造
部を示す断面図である。
【図２９】従来の単一導電型のドリフト層を持つ縦形ＭＯＳＦＥＴを示す部分断面図であ
る。
【図３０】従来の並列ｐｎ構造のドリフト層を持つ縦形ＭＯＳＦＥＴを示す部分断面図で
ある。
【符号の説明】
１１…ｎ＋　ドレイン層
１２ｅ…チャネル領域
１３ａ…高不純物濃度のｐベース領域（ｐウェル）
１４…ｎ＋　ソース領域
１５…ゲート絶縁膜
１６…ゲート電極層
１７…ソース電極
１８…ドレイン電極
１９ａ…層間絶縁膜
２０，１２０，２２０，３２０，４２０，５００，５２０，６２０，７２０，８２０，９
２０…耐圧構造部（素子外周部）
２０ａ，２０ａａ，２０ａｂ，２０ｂｂ，４２０ａ，５００ａ，５２０ａ，６２０ａ，７
２０ａ，９２０ａ…ｎ－　型領域又はｎ型領域
２０ｂ，２０ｂａ，２０ｂｂ，４２０ｂ，５００ｂ，５２０ｂ，６２０ｂ，７２０ｂ，９
２０ｂ…ｐ－　型領域又はｐ型領域
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２０ｃ…ｐ型均圧リング
２０Ａ，２０Ｂ，２０Ｂｂ，２０Ｂｃ…ｐｎ繰り返し端面
２２…ドレイン・ドリフト部
２２ａ，１２２ａ…ｐ型ドリフト電路領域
２２ｂ，２２ｂ，１２２ｂ…ｎ型仕切領域
２３…酸化膜
２４，４２４…ｎ型低抵抗囲繞領域
２４ａ…チャネルストッパー
２５…周縁電極
２６…ｐ＋　コンタクト領域
３０…ｎ型高抵抗のエピタキシャル成長層
３２，３７…レジストマスク
３２ａ，３２ｂ，３２ｃ，３７ａ，３７ｂ不純物導入窓
３３…燐イオン
３４…燐原子
３５…ホウ素イオン
３６…ホウ素原子
５００ｃ…高抵抗領域
２２０Ａ，３２０Ａ…第１の並列ｐｎ構造
２２０Ｂ，３２０Ｂ…第２の並列ｐｎ構造
Ｐ１，Ｐ２…繰り返しピッチ
Ｗ１～Ｗ５…層厚

【図１】 【図２】
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【図１７】 【図１８】
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【図２１】 【図２２】
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