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(57)【要約】
【課題】オン抵抗が低く、信頼性が高い電力用半導体素
子を提供する。
【解決手段】パワーＭＯＳＦＥＴ１０１において、半導
体基板２０内に、ｎピラー層３及びｐピラー層４が周期
的に配列されたスーパージャンクション構造を形成する
。また、半導体基板２０にトレンチ溝２１を形成し、そ
の内部に埋込フィールドプレート電極１１を埋設する。
更に、ｐピラー層４のシート不純物濃度を深さ方向にお
いて変化させて、下方に行くほど低くする。これにより
、埋込フィールドプレート電極１１の下端部における電
界集中を緩和し、高耐量と高信頼性を保持しながら、よ
りオン抵抗が低い電力用半導体素子を作製する。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　半導体基板と、
　前記半導体基板の上面に形成された複数のトレンチ溝と、
　前記トレンチ溝の内面上に形成された埋込絶縁膜と、
　前記トレンチ溝内に埋め込まれた埋込フィールドプレート電極と、
　ゲート絶縁膜と、
　前記ゲート絶縁膜により前記半導体基板から絶縁された制御電極と、
　前記半導体基板の下面側に設けられた第１の主電極と、
　前記半導体基板の上面側に設けられた第２の主電極と、
　を備え、
　前記半導体基板は、
　　下面が前記第１の主電極に接続された第１導電型の第１半導体層と、
　　前記第１半導体層上に形成され、前記半導体基板の上面に平行な方向に沿って交互に
配列された第１導電型の第２半導体層及び第２導電型の第３半導体層と、
　　前記第２半導体層及び前記第３半導体層の上方に形成され、前記第２の主電極に接続
された第２導電型の第４半導体層と、
　　前記第４半導体層の上面に選択的に形成され、前記第２の主電極に接続された第１導
電型の第５半導体層と、
　を有し、
　前記埋込絶縁膜は前記ゲート絶縁膜よりも厚く、
　前記第２半導体層及び前記第３半導体層のうち少なくとも一方のシート不純物濃度が前
記半導体基板の深さ方向において変化している部分を持ち、前記シート不純物濃度が変化
している部分中の上側部分では、前記第３半導体層のシート不純物濃度は前記第２半導体
層のシート不純物濃度よりも高く、前記部分中の下側部分では、前記第３半導体層のシー
ト不純物濃度は前記第２半導体層のシート不純物濃度よりも低いことを特徴とする電力用
半導体素子。
【請求項２】
　前記埋込フィールドプレート電極は、前記制御電極に接続されていることを特徴とする
請求項１記載の電力用半導体素子。
【請求項３】
　前記埋込フィールドプレート電極と前記制御電極とは一体的に形成されていることを特
徴とする請求項２記載の電力用半導体素子。
【請求項４】
　前記トレンチ溝は、前記第３半導体層よりも浅いことを特徴とする請求項１～３のいず
れか１つに記載の電力用半導体素子。
【請求項５】
　前記第２半導体層及び前記第３半導体層の不純物濃度は、前記トレンチ溝間の領域で相
対的に高く、前記トレンチ溝よりも下方の領域で相対的に低いことを特徴とする請求項４
記載の電力用半導体素子。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、電力用半導体素子に関し、特に、スーパージャンクション構造を有する電力
用半導体素子に関する。
【背景技術】
【０００２】
　縦型パワーＭＯＳＦＥＴ（Metal Oxide Semiconductor Field Effect Transistor：金
属酸化物半導体電界効果トランジスタ）などの電力用半導体素子のオン抵抗は、伝導層（
ドリフト層）部分の電気抵抗に大きく依存する。そして、このドリフト層の電気抵抗を決
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定するドープ濃度には、ベース層とドリフト層との間のｐｎ接合の耐圧に応じた限界があ
り、この限界以上には上げられない。このため、素子耐圧とオン抵抗にはトレードオフの
関係が存在し、このトレードオフを改善することが、低消費電力素子の性能向上には重要
である。このトレードオフには素子材料により決まる限界があり、この限界を超えること
が、既存のパワー素子を超える低オン抵抗素子の実現への道である。
【０００３】
　この限界を超えたＭＯＳＦＥＴの一例として、ドリフト層にｐピラー層とｎピラー層と
を交互に埋め込んだスーパージャンクション構造と呼ばれる構造を有するＭＯＳＦＥＴが
知られている。スーパージャンクション構造においては、ｐピラー層に含まれるチャージ
量（不純物量）とｎピラー層に含まれるチャージ量とを等しくすることで、擬似的にノン
ドープ層を作り出し、高耐圧を保持しつつ、高ドープされたｎピラー層を通して電流を流
すことで、材料限界を超えた低オン抵抗を実現することができる。
【０００４】
　このように、ドリフト層にスーパージャンクション構造が形成されたＭＯＳＦＥＴにお
いては、ｐピラー層とｎピラー層の繰り返し周期を小さくすることにより、印加電圧が低
くてもピラー層を完全に空乏化させることができ、高耐圧を実現することができる。この
ため、ピラー層の繰返し周期を小さくするほど、ピラー層の不純物濃度を高くすることが
可能となり、オン抵抗を低くすることができる。しかし、スーパージャンクション構造の
繰り返し周期を小さくしようとすると、プロセスの困難度が増してしまう。
【０００５】
　そこで、ｎピラー層内にトレンチ溝を形成し、トレンチ溝内に絶縁膜と電極を埋め込ん
だ構造が提案されている（例えば、特許文献１参照。）。ｎピラー層内に電極を埋め込む
ことで、スーパージャンクション構造がより低い電圧で空乏化し易くなる。これにより、
ピラー濃度を更に増加させることが可能となって、より低いオン抵抗を実現できる。
【０００６】
　しかし、高電圧が印加されると、トレンチ溝内に埋め込まれた電極により、トレンチ溝
の底部で電界集中が起こる。トレンチ溝の底部において電界強度が増大し、アバランシェ
降伏が起こると、降伏により発生したホールがトレンチ溝内の絶縁膜に飛び込むため、絶
縁膜の絶縁性が劣化してしまう。このように、局所的な電界集中は、素子の長期信頼性を
劣化させる。
【０００７】
【特許文献１】特開２００１－１１１０５０号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　本発明の目的は、オン抵抗が低く、信頼性が高い電力用半導体素子を提供することであ
る。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　本発明の一態様によれば、半導体基板と、前記半導体基板の上面に形成された複数のト
レンチ溝と、前記トレンチ溝の内面上に形成された埋込絶縁膜と、前記トレンチ溝内に埋
め込まれた埋込フィールドプレート電極と、ゲート絶縁膜と、前記ゲート絶縁膜により前
記半導体基板から絶縁された制御電極と、前記半導体基板の下面側に設けられた第１の主
電極と、前記半導体基板の上面側に設けられた第２の主電極と、を備え、前記半導体基板
は、下面が前記第１の主電極に接続された第１導電型の第１半導体層と、前記第１半導体
層上に形成され、前記半導体基板の上面に平行な方向に沿って交互に配列された第１導電
型の第２半導体層及び第２導電型の第３半導体層と、前記第２半導体層及び前記第３半導
体層の上方に形成され、前記第２の主電極に接続された第２導電型の第４半導体層と、前
記第４半導体層の上面に選択的に形成され、前記第２の主電極に接続された第１導電型の
第５半導体層と、を有し、前記埋込絶縁膜は前記ゲート絶縁膜よりも厚く、前記第２半導



(4) JP 2008-124346 A 2008.5.29

10

20

30

40

50

体層及び前記第３半導体層のうち少なくとも一方のシート不純物濃度が前記半導体基板の
深さ方向において変化している部分を持ち、前記シート不純物濃度が変化している部分中
の上側部分では、前記第３半導体層のシート不純物濃度は前記第２半導体層のシート不純
物濃度よりも高く、前記部分中の下側部分では、前記第３半導体層のシート不純物濃度は
前記第２半導体層のシート不純物濃度よりも低いことを特徴とする電力用半導体素子が提
供される。
【発明の効果】
【００１０】
　本発明によれば、オン抵抗が低く、信頼性が高い電力用半導体素子を得ることができる
。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１１】
　以下、本発明の実施形態について図面を参照しながら説明する。以下の各実施形態にお
いては、電力用半導体素子の一例として、パワーＭＯＳＦＥＴについて説明する。なお、
以下の各実施形態では、第１導電型をｎ型、第２導電型をｐ型としている。また、図面中
の同一部分には同一番号を付している。
【００１２】
（第１の実施形態）　
　図１は、本発明の第１の実施形態に係るパワーＭＯＳＦＥＴを模式的に例示する断面図
並びにピラー層のシート不純物濃度及び電界の強さを深さ方向の位置に対応させて例示す
る模式的グラフ図である。　
　なお、図１は、パワーＭＯＳＦＥＴのセル部のみを示している。後述する図２乃至図１
７においても、同様である。また、ピラー層の「シート不純物濃度」とは、ピラー層の深
さ方向の任意の位置における不純物濃度とピラー幅との積によって与えられる値である。
【００１３】
　図１に示すように、本実施形態に係るパワーＭＯＳＦＥＴ１０１においては、半導体基
板２０、例えばｎ型シリコン基板が設けられている。そして、この半導体基板２０の下層
部分には、第１半導体層としてｎ＋ドレイン層２が形成されている。また、半導体基板２
０の下面側には、第１の主電極としてのドレイン電極１が設けられている。これにより、
ｎ＋ドレイン層２の下面はドレイン電極１に接続されている。
【００１４】
　また、半導体基板２０におけるｎ＋ドレイン層２上の部分には、複数本のストライプ状
のｎピラー層３（第２半導体層）及びｐピラー層４（第３半導体層）が形成されている。
ｎピラー層３及びｐピラー層４は、半導体基板２０の上面に平行な方向に沿って交互に周
期的に配列されており、スーパージャンクション構造を形成している。以下、ｎピラー層
３及びｐピラー層４からなり、スーパージャンクション構造をなす部分を、「ドリフト層
」という。ドリフト層上には、第４半導体層としてのｐベース層５が形成されている。
【００１５】
　更に、半導体基板２０の上面には、複数のトレンチ溝２１が相互に平行に形成されてい
る。各トレンチ溝２１は、ｎピラー層３及びｐピラー層４が延びる方向に沿ってストライ
プ状に延びており、ｐベース層５を突き抜けて、各ｎピラー層３内に進入し、ｎピラー層
３の下部まで到達している。但し、トレンチ溝２１は、ｎ＋ドレイン層２には到達してお
らず、トレンチ溝２１の底面とｎ＋ドレイン層２との間には、ｎピラー層３が介在してい
る。そして、トレンチ溝２１によって区画された各ｐベース層５の上面には、第５半導体
層としてのｎソース層６がトレンチ溝２１に接するようにストライプ状に形成されている
。すなわち、ｎソース層６はｐベース層５の上面の一部に選択的に形成されている。
【００１６】
　トレンチ溝２１の上部を除く部分の内面上には、埋込絶縁膜１０が形成されており、埋
込絶縁膜１０上には、例えばポリシリコンからなる埋込フィールドプレート電極１１が設
けられている。これにより、埋込フィールドプレート電極１１は、トレンチ溝２１内に埋
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め込まれており、埋込絶縁膜１０により、半導体基板２０から絶縁されている。また、ト
レンチ溝２１の上部の内面上には、ゲート絶縁膜７が形成されており、ゲート絶縁膜７上
には、制御電極として、例えばポリシリコンからなるゲート電極８が設けられている。
【００１７】
　ゲート電極８と埋込フィールドプレート電極１１とは一体的に形成されており、埋込フ
ィールドプレート１１上にゲート電極８が配置されている。これにより、埋込フィールド
プレート電極１１はゲート電極８に接続されている。また、ゲート電極８及び埋込フィー
ルドプレート電極１１は、ｎピラー層３と平行にストライプ状に延びている。ゲート電極
８の上部はトレンチ溝２１からはみ出しており、従って、半導体基板２０の上面から突出
しており、ゲート絶縁膜７は、このゲート電極８の上部も覆っている。これにより、ゲー
ト電極８は、ゲート絶縁膜７により、半導体基板２０から絶縁されている。更に、埋込絶
縁膜１０及びゲート絶縁膜７はどちらも例えばシリコン酸化膜であり、埋込絶縁膜１０は
ゲート絶縁膜７よりも厚く、例えば、埋込絶縁膜１０の厚さは１～２μｍ程度であり、ゲ
ート絶縁膜７の厚さは０．１μｍ程度である。
【００１８】
　一方、半導体基板２０の上面側には、ゲート絶縁膜７を覆うように、第２の主電極とし
てのソース電極９が設けられている。ソース電極９の下面は半導体基板２０の上面に接し
ており、これにより、ソース電極９はｐベース層５及びｎソース層６に接続されている。
【００１９】
　そして、ドリフト層におけるトレンチ溝２１間の部分において、ｐピラー層４のシート
不純物濃度（以下、「ｐピラー濃度」ともいう）は、深さ方向で連続的に変化しており、
ｐピラー層４の上端部において最も高く、下方に行くほど低くなっている。なお、「深さ
方向」とは、半導体基板２０の厚さ方向を意味し、本実施形態においては、ソース電極９
からドレイン電極１に向かう方向であり、ｎピラー層３とｐピラー層４とが配列されてい
る方向（以下、単に「配列方向」ともいう）に対して直交する方向である。一方、ｎピラ
ー層３のシート不純物濃度（以下、「ｎピラー濃度」ともいう）は、深さ方向で一定であ
る。この結果、ドリフト層のトレンチ溝２１間の部分における上側部分、すなわち、ソー
ス電極９側の部分では、ｐピラー層４のシート不純物濃度（ｐピラー濃度）がｎピラー層
３のシート不純物濃度（ｎピラー濃度）よりも高く、下側部分、すなわち、ドリフト電極
１側の部分では、ｎピラー濃度がｐピラー濃度よりも高い。これに対して、ドリフト層に
おけるトレンチ溝２１よりも下方の部分では、ｐピラー濃度及びｎピラー濃度はそれぞれ
深さ方向において一定であり、ｎピラー濃度はｐピラー濃度よりも高い。
【００２０】
　次に、本実施形態の作用効果について説明する。　
　パワーＭＯＳＦＥＴ１０１においては、ソース電極９とドレイン電極１との間に、ソー
ス電極９を負極としドレイン電極１を正極とする電圧を印加した状態で、ゲート電極８に
ソース電極９の電位と同じ電位を印加すると、ｐベース層５におけるｎソース層６とｎピ
ラー層３との間の領域が空乏化し、パワーＭＯＳＦＥＴ１０１がオフ状態となる。このと
き、ｎピラー層３とｐピラー層４との間のｐｎ接合面からｎピラー層３内及びｐピラー層
４内に空乏層が広がり、この空乏層及び埋込絶縁膜１０により、耐圧を保持することがで
きる。一方、ゲート電極８に正の電位を印加すると、ｐベース層５におけるｎソース層６
とｎピラー層３との間の領域に蓄積チャネルが形成され、ｎソース層６とｎピラー層３と
の間が導通する。これにより、パワーＭＯＳＦＥＴ１０１がオン状態となる。
【００２１】
　そして、パワーＭＯＳＦＥＴ１０１においては、オフ状態のときに、ゲート電極８の電
位が埋込フィールドプレート電極１１を介してｎピラー層３の奥深くまで伝達されるため
、ドリフト内に空乏層が広がりやすい。また、ドリフト層に形成される空乏層の他に、埋
込絶縁膜１０によっても電圧を支えることができる。このように、パワーＭＯＳＦＥＴ１
０１は耐圧に関して有利な構造を有している。従って、耐圧を一定とすれば、その分、ド
リフト層の不純物濃度を高くして、オン抵抗を低減することができる。そして、オン状態
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のときには、ゲート電極８の電位は埋込フィールドプレート電極１１に伝達されるため、
ｎピラー層３におけるトレンチ溝２１の側方の領域、すなわち、ｎピラー層３における埋
込絶縁膜１０との界面付近にも蓄積チャネルが形成される。蓄積チャネルが形成されれば
、ｎピラー層３の不純物濃度を高くした場合と同様な効果が得られるため、オン抵抗を更
に低減することができる。
【００２２】
　しかしながら、仮に、ｎピラー層３及びｐピラー層４のシート不純物濃度が深さ方向で
一定だとすると、ドリフト層が完全空乏化したときに、ｐベース層５の底部又はトレンチ
溝２１の底部に電界が集中してしまう。すなわち、ｎピラー濃度がｐピラー濃度よりも高
いと、ｐベース層５の底部に電界が集中し、ｐピラー濃度がｎピラー濃度よりも高いと、
トレンチ溝２１の底部に電界が集中する。ｐベース層５の底部に電界が集中すると、アバ
ランシェ降伏時に負性抵抗が発生し易くなり、電流集中が起きて、素子が破壊される。つ
まり、アバランシェ耐量が確保できない。一方、トレンチ溝２１の底部に電界が集中する
と、アバランシェ降伏時に発生したホールが埋込絶縁膜１０内に飛び込むため、埋込絶縁
膜１０が劣化する。このため、いずれにしても、素子の信頼性は低い。
【００２３】
　これに対して、本実施形態においては、各ピラー層の不純物プロファイルが上述の如く
傾斜しているため、電界強度のピーク位置は、ｐベース層５の底部とトレンチ溝２１の底
部との中間になる。これにより、ドリフト層の上下端における電界強度を、ドリフト層の
深さ方向中央部における電界強度よりも低くして、ｐベース層５の底部及びトレンチ溝２
１の底部における電界強度を低減することができる。このように、本実施形態によれば、
深さ方向における電界ピークの位置をトレンチ溝の中央付近にすることができるため、ア
バランシェ降伏時の負性抵抗発生を抑制して、高アバランシェ耐量を実現できる。また、
トレンチ溝底部の電界を下げることで、アバランシェ降伏によるホールの発生を抑制する
ことができる。これにより、高信頼性を実現することができる。このように、本実施形態
によれば、オン抵抗が低く、信頼性が高いパワーＭＯＳＦＥＴを得ることができる。
【００２４】
　なお、本実施形態において、スーパージャンクション構造及びフィールドプレート電極
の形成方法は特に限定されない。上述のような不純物濃度プロファイルを有したスーパー
ジャンクション構造は、例えば、イオン注入と埋め込み結晶成長とを繰り返す方法、高加
速のイオン注入による方法、及びトレンチ溝内にシリコンを埋め込み成長させる方法のい
ずれかの方法によって、形成することが可能である。また、埋込フィールドプレート電極
１１は、例えば、トレンチ溝２１を形成した後、熱酸化法により埋込絶縁膜１０を形成し
、埋込フィールドプレート電極１１で埋め込み、その後、埋込絶縁膜１０をエッチバック
してから、ゲート絶縁膜７とゲート絶縁膜８を形成する方法で実現可能である。又は、ト
レンチ溝を形成し、このトレンチ溝の側壁にＳｉ窒化膜を堆積させてから、再度、トレン
チエッチングを行い、その後、選択酸化することで、厚い埋込絶縁膜を形成し、トレンチ
溝内を多結晶シリコンで埋め込むことで、埋込フィールドプレート電極１１とゲート電極
８とを一体的に形成することができる。このように、様々なプロセスを用いて本実施形態
に係るパワーＭＯＳＦＥＴを形成することが可能である。
【００２５】
　次に、本第１の実施形態の第１の変形例について説明する。　
　図２は、本変形例に係るパワーＭＯＳＦＥＴを模式的に例示する断面図並びにピラー層
のシート不純物濃度及び電界の強さを深さ方向の位置に対応させて例示する模式的グラフ
図である。　
　図２に示すように、本変形例においては、ｐピラー層４のシート不純物濃度は階段状に
変化している。これによっても、前述の第１の実施形態と同様な効果が得られる。なお、
図２においては、不純物濃度が２段階に変化している例を示したが、３段階以上に変化さ
せてもよい。本変形例における上記以外の構成及び作用効果は、前述の第１の実施形態と
同様である。
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【００２６】
　なお、前述の第１の実施形態及び本変形例においては、ｎピラー濃度を一定として、ｐ
ピラー濃度を上部が高く下部が低くなるようなプロファイルとする例を示したが、本発明
はこれに限定されず、ｎピラー濃度を下方にいくほど高くなるようにしても同様な効果が
得られ、ｐピラー濃度及びｎピラー濃度の双方を変化させても、同様な効果が得られる。
また、ｎピラー層及びｐピラー層の不純物濃度は深さ方向に対して一定とし、ｐピラー層
の幅を、上部が太く下部が細くなるように変化させてもよい。これにより、ｐピラー層の
幅と不純物濃度との積で与えられるシート不純物濃度（ｐピラー濃度）のプロファイルを
、上部が高く下部が低くなるようにすることができる。このように、ドリフト層は、ｎピ
ラー層３及びｐピラー層４のうち少なくとも一方のシート不純物濃度が半導体基板２０の
深さ方向において変化している部分を持ち、このシート不純物濃度が変化している部分中
の上側部分ではｐピラー濃度がｎピラー濃度よりも高く、この部分中の下側部分ではｐピ
ラー濃度がｎピラー濃度よりも低くなっていればよい。ドリフト層の電界分布は、シート
不純物濃度によって決まるため、各ピラー層の幅が深さ方向で変化しても、シート不純物
濃度が上述の関係にあれば、高アバランシェ耐量及び高信頼性を得ることができる。
【００２７】
　次に、第１の実施形態の第２の変形例について説明する。　
　図３は、本変形例に係るパワーＭＯＳＦＥＴを模式的に例示する断面図である。　
　図３に示すように、本変形例においては、埋込フィールドプレート電極１１がゲート電
極８ではなく、ソース電極９に接続されている。これにより、パワーＭＯＳＦＥＴがオン
状態のときに、埋込絶縁膜１０とｎピラー層３との界面に蓄積チャネルが形成されなくな
るものの、ゲート・ドレイン間の容量が小さくなるため、ゲート電極８のスイッチング時
間が短縮され、高速な動作が可能となる。本変形例における上記以外の構成及び作用効果
は、前述の第１の実施形態と同様である。
【００２８】
　次に、第１の実施形態の第３の変形例について説明する。　
　図４は、本変形例に係るパワーＭＯＳＦＥＴを模式的に例示する断面図である。　
　図４に示すように、本変形例においては、埋込フィールドプレート電極１１の上端部が
トレンチ溝２１からはみ出して、半導体基板２０の上面から突出しており、埋込絶縁膜１
０により覆われている。また、ゲート電極８は、埋込フィールドプレート電極１１の上部
の両側に設けられている。そして、埋込フィールドプレート電極１１は、ゲート電極８又
はソース電極９に接続されている。このような構成は、トレンチ溝２１内に埋込絶縁膜１
０及び埋込フィールドプレート電極１１を埋め込んだ後、埋込絶縁膜１０を途中までエッ
チングして除去し、この除去した部分にゲート絶縁膜７及びゲート電極８を形成すること
により、実現することができる。本変形例における上記以外の構成及び作用効果は、前述
の第１の実施形態と同様である。
【００２９】
　次に、第１の実施形態の第４の変形例について説明する。　
　図５は、本変形例に係るパワーＭＯＳＦＥＴを模式的に例示する断面図である。　
　図５に示すように、本変形例においては、トレンチ溝２１が、ｎピラー層３ではなく、
ｐピラー層４内に進入するように形成されている。また、トレンチ溝２１内には、埋込絶
縁膜１０及び埋込フィールドプレート電極１１のみが埋め込まれている。
【００３０】
　一方、半導体基板２０の上面におけるトレンチ溝２１間の領域には、トレンチ溝２２が
形成されている。トレンチ溝２２は、トレンチ溝２１と平行にストライプ状に延びており
、ｐベース層５を突き抜けてｎピラー層３内に進出している。また、トレンチ溝２２の内
面上にはゲート絶縁膜７が形成されており、その上にゲート電極８が形成されている。こ
れにより、ゲート電極７における上部以外の部分は、トレンチ溝２２内に埋め込まれてい
る。トレンチ溝２２の底面はトレンチ溝２１の底面よりも浅い位置にあり、ゲート電極８
の上端は埋込フィールドプレート電極１１の上端と略等しい位置にある。また、ｎソース
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層６は、ｐベース層５の上面におけるトレンチ溝２２に接する領域に形成されている。本
変形例における上記以外の構成及び作用効果は、前述の第１の実施形態と同様である。
【００３１】
（第２の実施形態）　
　図６は、本発明の第２の実施形態に係るパワーＭＯＳＦＥＴを模式的に例示する断面図
並びにピラー層のシート不純物濃度及び電界の強さを深さ方向の位置に対応させて例示す
る模式的グラフ図である。　
　なお、図６において、図１と同一部分の詳しい説明は省略し、ここでは異なる部分につ
いてのみ説明する。
【００３２】
　図６に示すように、本実施形態に係るパワーＭＯＳＦＥＴ１０２においては、トレンチ
溝２１は、ｎピラー層３とｐピラー層４との境界部分に進入するように形成されている。
これにより、ドリフト層におけるトレンチ溝２１間の部分のそれぞれには、ｎピラー層３
又はｐピラー層４のいずれか一方のみが存在する。また、前述の第１の実施形態と比較し
てトレンチ溝２１の深さが浅く、ドリフト層の途中までしか形成されていない。更に、ｐ
ピラー層４はｎ＋ドレイン層２には接しておらず、ｐピラー層４とｎ＋ドレイン層２との
間には、ｐピラー層３が介在している。
【００３３】
　更にまた、ｐピラー層４のシート不純物濃度（ｐピラー濃度）の深さ方向のプロファイ
ルは、埋込フィールドプレート電極１１間の部分４ａにおいては一様であり、埋込フィー
ルドプレート電極１１の下端に相当する位置において急激に変化しており、部分４ａのす
ぐ下の部分のｐピラー濃度は、部分４ａのｐピラー濃度よりも高くなっている。そして、
ｐピラー層４における埋込フィールドプレート電極１１よりも下方の部分４ｂにおいては
、深い位置ほどｐピラー濃度が減少しており、部分４ｂにおける上側部分では、ｐピラー
濃度はｎピラー濃度よりも高く、部分４ｂにおける下側部分では、ｐピラー濃度はｎピラ
ー濃度よりも低くなっている。本実施形態における上記以外の構成は、前述の第１の実施
形態と同様である。
【００３４】
　次に、本実施形態の作用効果について説明する。　
　本実施形態においては、ｐピラー層４における埋込フィールドプレート電極１１間の部
分４ａのｐピラー濃度は、深さ方向で一定であるため、部分４ａの電界強度は、部分４ａ
の上端部で最も高く、位置が深くなるほど弱くなり、部分４ａの下端部、すなわち、部分
４ｂとの境界で最も低くなる。なお、ドリフト層におけるトレンチ溝２１間には、ｎピラ
ー層３又はｐピラー層４のいずれか一方のみが形成されているため、ｎピラー濃度とｐピ
ラー濃度との間に差があっても、この差はｎピラー層３における埋込フィールドプレート
電極１１間の部分の電界分布には影響を与えない。
【００３５】
　一方、ｐピラー層４における埋込フィールドプレート電極１１よりも下方の部分４ｂに
おいては、上側部分ではｐピラー濃度がｎピラー濃度よりも高く、下側部分ではｎピラー
濃度がｐピラー濃度よりも高くなっているため、部分４ｂの電界強度は、部分４ｂの深さ
方向中央部で高く、上下端では中央部よりも低くなっている。これにより、電界のピーク
がトレンチ溝２１よりも深い位置にシフトし、埋込フィールドプレート電極１１の下端部
における電界集中が緩和されるため、この部分におけるアバランシェ降伏の発生を防止す
ることができる。この結果、本実施形態に係るパワーＭＯＳＦＥＴ１０２においては、高
い信頼性を得ることができる。
【００３６】
　また、本実施形態においては、前述の第１の実施形態と比較して、トレンチ溝２１を浅
く形成しているため、その分、埋込フィールドプレート電極１１の下端部における電界の
集中の程度が低い。これにより、埋込絶縁膜１０を薄く形成することができる。本実施形
態における上記以外の構成及び作用効果は、前述の第１の実施形態と同様である。
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【００３７】
　次に、本第２の実施形態の変形例について説明する。　
　図７は、本変形例に係るパワーＭＯＳＦＥＴを模式的に例示する断面図である。　
　図７に示すように、本変形例は、前述の第１の実施形態の第４の変形例と第２の実施形
態とを組み合わせた例である。すなわち、本変形例においては、トレンチ溝２１間の領域
のうちｎピラー層３に相当する領域に、トレンチ溝２１よりも浅いトレンチ溝２２が形成
されており、トレンチ溝２１内には埋込絶縁膜１０及び埋込フィールドプレート電極１１
のみが設けられており、トレンチ溝２２内にはゲート絶縁膜７及びゲート電極８が設けら
れている。これにより、ゲート電極８と埋込フィールドプレート電極１１とは別々に形成
されている。本変形例における上記以外の構成及び作用効果は、前述の第２の実施形態と
同様である。
【００３８】
（第３の実施形態）　
　図８は、本発明の第３の実施形態に係るパワーＭＯＳＦＥＴを模式的に例示する断面図
並びにピラー層のシート不純物濃度及び電界の強さを深さ方向の位置に対応させて例示す
る模式的グラフ図である。　
　なお、図８において、図１と同一部分の詳しい説明は省略し、ここでは異なる部分につ
いてのみ説明する。
【００３９】
　図８に示すように、本実施形態に係るパワーＭＯＳＦＥＴ１０３においては、埋込フィ
ールドプレート電極１１の下部において、その幅が深さ方向で変化しており、下方に向か
うほど細くなっている。一方、トレンチ溝２１の幅は深さ方向で一定である。このため、
埋込絶縁膜１０の厚さが深さ方向において変化しており、トレンチ溝２１の上部において
は一定であり、ゲート絶縁膜７と同程度に薄いが、下部においては、下方に向かうほど厚
くなっている。また、ｎピラー濃度及びｐピラー濃度は、それぞれ深さ方向において一定
である。
【００４０】
　次に、本実施形態の作用効果について説明する。　
　本実施形態においては、埋込絶縁膜１０の厚さが深さ方向で変化している。埋込絶縁膜
１０の厚さを変化させることにより、電界強度のピーク位置を変化させることが可能であ
る。すなわち、埋込絶縁膜１０が薄いと、電界強度のピークが下方、すなわち、トレンチ
溝２１の底部側にシフトする。一方、埋込絶縁膜１０が厚いと、電界強度のピークは上方
、すなわち、ｐベース層５側にシフトする。本実施形態においては、ｐベース層５付近で
は埋込絶縁膜１０をゲート絶縁膜７と同様に薄くし、埋込フィールドプレート電極１１の
下端部に向かう途中から埋込絶縁膜１０を厚くしていくことで、トレンチ溝２１の深さ方
向中央部付近で電界強度がピークとなるような電界分布を実現することができる。このよ
うな電界分布とすることで、前述の第１の実施形態と同様に、低いオン抵抗を実現しつつ
、高アバランシェ耐量と高信頼性とを実現することができる。本実施形態における上記以
外の構成及び作用効果は、前述の第１の実施形態と同様である。
【００４１】
（第４の実施形態）　
　図９は、本発明の第４の実施形態に係るパワーＭＯＳＦＥＴを模式的に例示する断面図
並びにピラー層のシート不純物濃度及び電界の強さを深さ方向の位置に対応させて例示す
る模式的グラフ図である。　
　なお、図９において、図１と同一部分の詳しい説明は省略し、ここでは異なる部分につ
いてのみ説明する。
【００４２】
　図９に示すように、本実施形態に係るパワーＭＯＳＦＥＴ１０４においては、前述の第
１の実施形態に係るパワーＭＯＳＦＥＴ１０１（図１参照）と比較して、トレンチ溝２１
が浅く、埋込絶縁膜１０が薄い。また、ｐピラー層４における埋込フィールドプレート電
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極１１よりも下方の部分４ｂにおいても、埋込フィールドプレート電極１１間の部分４ａ
と同様なｐピラー濃度のプロファイルが形成されている。すなわち、部分４ｂのｐピラー
濃度は部分４ｂの上端部から下方に向かうにつれて単調減少しており、部分４ｂの上側部
分においてはｐピラー濃度はｎピラー濃度よりも高く、部分４ｂの下側部分においてはｐ
ピラー濃度はｎピラー濃度よりも低い。本実施形態における上記以外の構成は、前述の第
１の実施形態と同様である。
【００４３】
　次に、本実施形態の作用効果について説明する。　
　前述の第１の実施形態においては、トレンチ溝２１の底部の電界を抑制するために、ド
リフト層における埋込フィールドプレート電極１１よりも下方の部分の電界を小さくして
いる。このため、この部分の保持電圧は小さく、素子全体で高耐圧を得るためには、トレ
ンチ溝２１を深く形成し、埋込絶縁膜１０を厚く形成する必要がある。
【００４４】
　これに対して、本実施形態においては、図９に示すように、ｐピラー層４のシート不純
物濃度（ｐピラー濃度）を、埋込フィールドプレート電極１１よりも下方の部分４ｂにお
いても、埋込フィールドプレート電極１１間の部分４ａと同様に分布させている。これに
より、部分４ｂの深さ方向中央部において電界強度のピークが形成され、部分４ｂ全体に
おける電界強度が高くなっている。すなわち、ドリフト層の電界分布は、部分４ａ及び部
分４ｂのそれぞれの領域でピークを持つような分布となる。
【００４５】
　そして、保持電圧は電界強度の積分値に応じて決まるため、部分４ｂに電界強度のピー
クを形成することにより、部分４ｂにおける保持電圧を大きくすることができる。この結
果、トレンチ溝２１を浅くし、埋込絶縁膜１０を薄くしても、高耐圧を得ることが可能と
なる。また、部分４ｂの深さ方向中央部に電界強度のピークを位置させることにより、部
分４ｂの深さ方向中央部の電界強度を高くしても、トレンチ溝２１の底部及びｎ＋ドレイ
ン層２の近傍の電界強度は低いまま維持することができるため、これらの部分においては
、アバランシェ降伏が発生しにくい。この結果、高信頼性と高アバランシェ耐量とを両立
させることができる。本実施形態における上記以外の作用効果は、前述の第１の実施形態
と同様である。
【００４６】
（第５の実施形態）　
　図１０は、本発明の第５の実施形態に係るパワーＭＯＳＦＥＴを模式的に例示する断面
図及びピラー層のシート不純物濃度を深さ方向の位置に対応させて例示する模式的グラフ
図である。　
　なお、図１０において、図１と同一部分の詳しい説明は省略し、ここでは異なる部分に
ついてのみ説明する。
【００４７】
　図１０に示すように、本実施形態に係るパワーＭＯＳＦＥＴ１０５においては、前述の
第４の実施形態に係るパワーＭＯＳＦＥＴ１０４と比較して、ｐピラー層４における埋込
フィールドプレート電極１１よりも下方の部分４ｂにおけるｐピラー濃度が、埋込フィー
ルドプレート電極１１間の部分４ａにおけるｐピラー濃度よりも低く、且つ、深さ方向で
一様になっている。また、ｎピラー層３における埋込フィールドプレート電極１１よりも
下方の部分のｎピラー濃度も、埋込フィールドプレート電極１１間の部分のｎピラー濃度
よりも低く、且つ一様になっている。従って、ｎピラー層３及びｐピラー層４の不純物濃
度は、ドリフト層におけるトレンチ溝２１間の部分では相対的に高く、トレンチ溝２１よ
りも下方の部分では相対的に低い。そして、埋込フィールドプレート電極１１よりも下方
の部分において、ｐピラー濃度ｎピラー濃度とは、相互に等しくなっている。本実施形態
における上記以外の構成は、前述の第４の実施形態と同様である。
【００４８】
　次に、本実施形態の作用効果について説明する。　
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　本実施形態に係るパワーＭＯＳＦＥＴ１０５においては、ソース電極９とドレイン電極
１との間に高電圧が印加された場合、ドリフト層の上部、すなわち、埋込フィールドプレ
ート電極１１間の部分においては、ｎピラー層３とｐピラー層４との間のｐｎ接合面だけ
でなく、埋込絶縁膜１０とｎピラー層３との界面からも空乏層が伸びる。一方、ドリフト
層の下部、すなわち、埋込フィールドプレート電極１１よりも下方の部分においては、ｎ
ピラー層３とｐピラー層４との間のｐｎ接合面のみから空乏層が伸びる。これにより、ド
リフト層の上部においては、ピラー層の配列ピッチを狭くした場合と同様な効果を得るこ
とができ、不純物濃度を高くしても、高耐圧を保持することができる。これにより、所定
の耐圧を保持したまま、オン抵抗を低減することが可能となる。本実施形態における上記
以外の作用効果は、前述の第４の実施形態と同様である。
【００４９】
　次に、本第５の実施形態の第１の変形例について説明する。　
　図１１は、本変形例に係るパワーＭＯＳＦＥＴを模式的に例示する断面図及びピラー層
のシート不純物濃度を深さ方向の位置に対応させて例示する模式的グラフ図である。　
　図１１に示すように、本変形例においては、ｐピラー濃度が、深さ方向全長にわたって
連続的且つ単調的に変化しており、下方にいくほど低くなっている。一方、ｎピラー濃度
のプロファイルは、前述の第５の実施形態と同様に、上部で高く下部で低い２段の階段状
となっており、各段においてそれぞれ深さ方向で一様になっている。
【００５０】
　これにより、ドリフト層の下部においても、相対的に上側の部分ではｐピラー濃度がｎ
ピラー濃度よりも高く、相対的に下側の部分ではｎピラー濃度がｐピラー濃度よりも高く
なるため、ドリフト層の下部内の深さ方向中央部に電界強度のピークを形成することがで
き、保持電圧を高めることができる。この結果、ドリフト層全体として高耐圧を得ること
ができる。本変形例における上記以外の構成及び作用効果は、前述の第５の実施形態と同
様である。
【００５１】
　次に、本第５の実施形態の第２の変形例について説明する。　
　図１２は、本変形例に係るパワーＭＯＳＦＥＴを模式的に例示する断面図及びピラー層
のシート不純物濃度を深さ方向の位置に対応させて例示する模式的グラフ図である。　
　図１２に示すように、本変形例においては、ｐピラー層４の部分４ａと部分４ｂとの境
界部分でｐピラー濃度が大きく変化しており、部分４ｂにおけるｐピラー濃度の平均値は
部分４ａにおける平均値よりも低く、部分４ｂにおけるｐピラー濃度の傾きは、部分４ａ
における傾きよりも小さくなっている。一方、ｎピラー濃度のプロファイルは、前述の第
５の実施形態及びその第１の変形例と同様に、２段の階段状である。本変形例における上
記以外の構成は、前述の第５の実施形態と同様である。
【００５２】
　第５の実施形態に係るパワーＭＯＳＦＥＴ１０５のように、ドリフト層の上部のみに埋
込フィールドプレート電極１１が埋設されている構造では、ドリフト層の下部は上部より
も空乏化しにくい。そこで、本変形例においては、ｐピラー層４の部分４ｂにおけるｐピ
ラー濃度の傾きを、部分４ａにおける傾きよりも小さくすることにより、ドリフト層の下
部におけるｐピラー濃度とｎピラー濃度との差を小さくし、空乏化しやすくしている。こ
れにより、ドリフト層の下部における保持電圧をより一層増加させることができる。本変
形例における上記以外の作用効果は、前述の第５の実施形態と同様である。
【００５３】
（第６の実施形態）　
　図１３は、本発明の第６の実施形態に係るパワーＭＯＳＦＥＴを模式的に例示する断面
図である。　
　なお、図１３において、図１と同一部分の詳しい説明は省略し、ここでは異なる部分に
ついてのみ説明する。　
　図１３に示すように、本実施形態に係るパワーＭＯＳＦＥＴ１０６においては、トレン



(12) JP 2008-124346 A 2008.5.29

10

20

30

40

50

チ溝２１の底部に埋込ｐ層１２が形成されている。埋込ｐ層１２にはｐ型不純物が注入さ
れており、その濃度はｐピラー層４の不純物濃度よりも高い。また、埋込ｐ層１２は、図
示しない部分で、ｐピラー層４に接続されている。本実施形態における上記以外の構成は
、前述の第４の実施形態と同様である。
【００５４】
　本実施形態においては、埋込ｐ層１２がシールドとして作用し、トレンチ溝２１の底部
に印加される電界を確実に低下させることができる。これにより、埋込絶縁膜１０の劣化
を予防することができる。また、パワーＭＯＳＦＥＴ１０６がオフ状態となったときには
、ドリフト層にも高電圧が印加されるため、埋込ｐ層１２も空乏化する。そして、パワー
ＭＯＳＦＥＴ１０６がオン状態となったときには、埋込ｐ層１２内にホールが注入され、
空乏層が消滅する。すなわち、パワーＭＯＳＦＥＴ１０６のスイッチングに伴って、埋込
ｐ層１２に対してホールが充放電される。本実施形態においては、埋込ｐ層１２がｐピラ
ー層４に接続されているため、このホールの充放電を速やかに行うことができる。これに
より、パワーＭＯＳＦＥＴ１０６の駆動周波数を高くしても、オン状態になったときに埋
込ｐ層１２内に空乏層が残留し、オン抵抗を増加させることを防止できる。本実施形態に
おける上記以外の作用効果は、前述の第４の実施形態と同様である。
【００５５】
　なお、埋込ｐ層１２の不純物濃度は、オフ状態のときに完全空乏化するような濃度とす
ることが望ましい。これにより、埋込ｐ層１２及び埋込絶縁膜１０の双方に電圧が印加さ
れることになり、埋込絶縁膜１０に印加される電圧を低減することができる。この結果、
埋込絶縁膜１０の劣化をより効果的に防止することができる。
【００５６】
（第７の実施形態）　
　図１４は、本発明の第７の実施形態に係るパワーＭＯＳＦＥＴを模式的に例示する断面
図である。　
　図１４に示すように、本実施形態に係るパワーＭＯＳＦＥＴ１０７においては、埋込絶
縁膜１０のうち、トレンチ溝２１の底面上に配置された部分が、トレンチ溝２１の側面上
に配置された部分よりも厚くなっている。これにより、トレンチ溝２１の底部における電
界集中をより効果的に抑制することができる。本実施形態における上記以外の構成及び作
用効果は、前述の第４の実施形態と同様である。
【００５７】
　なお、前述の第６の実施形態及び第７の実施形態において、ｎピラー濃度及びｐピラー
濃度のプロファイルを、前述の第５の実施形態（図１０参照）、その第１の変形例（図１
１参照）又は第２の変形例（図１２参照）のようにしてもよい。これにより、より一層の
低オン抵抗化及び高耐圧化を図ることができる。また、第６の実施形態と第７の実施形態
とは組み合わせて実施してもよい。これにより、ドリフト層のシート不純物濃度のプロフ
ァイルを最適化することによりトレンチ溝２１の底部の電界を緩和する効果に、トレンチ
溝２１の底部に埋込ｐ層１２を形成することにより電界を緩和する効果、及びトレンチ溝
２１の底部において埋込絶縁膜１０を厚膜化することにより電界を緩和する効果が重畳さ
れ、トレンチ溝２１の底部における大幅な電界の緩和が期待できる。
【００５８】
（第８の実施形態）　
　図１５は、本発明の第８の実施形態に係るパワーＭＯＳＦＥＴを模式的に例示する斜視
断面図である。　
　なお、図１５において、図１と同一部分の詳しい説明は省略し、ここでは異なる部分に
ついてのみ説明する。
【００５９】
　図１５に示すように、本実施形態に係るパワーＭＯＳＦＥＴ１０８においては、上方か
ら見て、ｎピラー層３及びｐピラー層４が延びる方向が、トレンチ溝２１、ゲート電極８
及び埋込フィールドプレート電極１１が延びる方向に対して直交している。本実施形態に
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おける上記以外の構成は、前述の第４の実施形態と同様である。
【００６０】
　本実施形態においては、ｎピラー層３が延びる方向が、トレンチ溝２１が延びる方向に
対して直交しているため、プロセスのばらつきなどによりトレンチ溝２１の幅がばらつい
ても、ｎピラー層３の幅がばらつくことがなく、従って、ｎピラー層３の幅のばらつきに
起因してシート不純物濃度がばらつくことがなく、シート不純物濃度のばらつきに起因し
て電界分布が変化することがなく、よって、パワーＭＯＳＦＥＴ１０８の耐圧がばらつく
ことがない。すなわち、本実施形態によれば、トレンチ溝２１の幅がばらついても、スー
パージャンクション構造を構成するｐｎ接合面の面積が変化するだけであり、耐圧は一定
である。本実施形態における上記以外の作用効果は、前述の第４の実施形態と同様である
。
【００６１】
　次に、本第８の実施形態の第１の変形例について説明する。　
　図１６は、本変形例に係るパワーＭＯＳＦＥＴを模式的に例示する斜視断面図である。
　前述の第８の実施形態に係るパワーＭＯＳＦＥＴ１０８においては、ｎピラー層３及び
ｐピラー層４が延びる方向が、トレンチ溝２１、ゲート電極８及び埋込フィールドプレー
ト電極１１が延びる方向に対して直交しているため、埋込フィールドプレート電極１１の
配列ピッチと、スーパージャンクション構造の形成ピッチとを、相互に独立して設定する
ことができる。そこで、本変形例においては、図１６に示すように、埋込フィールドプレ
ート電極１１の配列ピッチａを、スーパージャンクション構造の形成ピッチｂよりも小さ
くしている。すなわち、ａ＜ｂとしている。
【００６２】
　スーパージャンクション構造の形成ピッチｂを縮めることは、スーパージャンクション
構造を形成するプロセスを複雑にするため、困難である。これに対して、埋込フィールド
プレート電極１１の配列ピッチａを縮めることは、エッチングパターンを変更するだけで
、容易に実現できる。そして、埋込フィールドプレート電極１１の配列ピッチａを縮める
ことで、ドリフト層の上部が空乏化し易くなるため、ピラー濃度を高くし、オン抵抗を低
減することが可能となる。このため、本変形例においては、ａ＜ｂとすることにより、パ
ワーＭＯＳＦＥＴのオン抵抗を低減することができる。本変形例における上記以外の構成
及び作用効果は、前述の第８の実施形態と同様である。
【００６３】
　次に、本第８の実施形態の第２の変形例について説明する。　
　図１７は、本変形例に係るパワーＭＯＳＦＥＴを模式的に例示する斜視断面図である。
　図１７に示すように、本変形例においては、トレンチ溝２１の底部に埋込ｐ層１２が形
成されている。これにより、トレンチ溝２１の底部に形成された埋込絶縁膜１０に加わる
電圧を低減することができる。また、本変形例においては、埋込ｐ層１２とｐピラー層４
とは直交することで接続されており、スイッチング時のホールの充放電が高速に行われる
。なお、埋込ｐ層１２でも電圧が保持できるように、高電圧印加時には埋込ｐ層１２が完
全空乏化することが望ましい。本変形例における上記以外の構成及び作用効果は、前述の
第８の実施形態と同様である。
【００６４】
（第９の実施形態）　
　図１８は、本発明の第９の実施形態に係るパワーＭＯＳＦＥＴを模式的に例示する断面
図及びピラー層の不純物濃度を配列方向の位置に対応させて例示する模式的グラフ図であ
る。　
　なお、図１８においては、ＭＯＳゲートが形成されたメインセル領域だけでなく、終端
領域まで示している。また、図１と同一部分の詳しい説明は省略し、ここでは異なる部分
についてのみ説明する。
【００６５】
　図１８に示すように、本実施形態は、前述の第１の実施形態に加えて、終端領域の構成
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を工夫した例である。本実施形態に係るパワーＭＯＳＦＥＴ１０９においては、メインセ
ル領域だけでなく終端領域にもｎピラー層３及びｐピラー層４からなるスーパージャンク
ション構造が形成されているが、埋込フィールドプレート電極１１は、メインセル領域の
みに設けられており、終端領域には設けられていない。また、ｎピラー層３及びｐピラー
層４の不純物濃度は、メインセル領域では相対的に高く、終端領域では相対的に低くなっ
ている。更に、終端領域においては、半導体基板２０上にフィールド絶縁膜１３が形成さ
れており、フィールド絶縁膜１３上には、メインセル領域側から、ソース電極９と一体的
に形成されたフィールドプレート電極１４が乗り上げている。フィールド絶縁膜１３とフ
ィールドプレート電極１４との界面は階段状になっており、メインセル領域から離れるほ
ど高い位置にある。更にまた、半導体基板２０の端面、すなわち、ダイシングラインには
、端面全域にわたってフィールドストップ層１５が形成されている。本実施形態における
上記以外の構成、すなわち、メインセル領域の構成は、前述の第１の実施形態と同様であ
る。
【００６６】
　次に、本実施形態の作用効果について説明する。　
　パワーＭＯＳＦＥＴにおいては、メインセル領域だけでなく、終端領域にも高電圧が印
加される。このため、終端領域においても高電圧を保持するために、終端領域にも空乏層
を伸ばす必要がある。そこで、本実施形態においては、終端領域まで空乏層を伸ばすため
に、以下の対策を施している。
【００６７】
　メインセル領域においては、埋込フィールドプレート電極１１を形成することで、空乏
層を伸ばして、高電圧を保持している。これに対して、終端領域においては、埋込フィー
ルドプレート電極１１を設けると、必然的に埋込絶縁膜１０を設けることになるが、これ
により、電子及びホールの動きが埋込絶縁膜１０によって阻まれてしまい、空乏層が伸び
にくくなる。そこで、本実施形態においては、終端領域にはトレンチ溝２１を形成せず、
埋込絶縁膜１０及び埋込フィールドプレート電極１１を設けていない。
【００６８】
　そして、このように、終端領域には埋込フィールドプレート電極１１を設けないことに
より、終端領域では、メインセル領域と比べると空乏層が伸びにくくなっている。そこで
、本実施形態においては、終端領域におけるｎピラー層及びｐピラー層の不純物濃度を、
メインセル領域よりも低くすることにより、空乏層を伸びやすくして、高耐圧を保持して
いる。
【００６９】
　また、終端領域における半導体基板２０上にフィールド絶縁膜１３を設け、このフィー
ルド絶縁膜１３上にフィールドプレート電極１４を設けることにより、終端領域に速やか
に空乏層が伸びるようにしている。一方、フィールドストップ層１５を形成することによ
り、空乏層がダイシングラインに到達することを防止している。これらの構成により、空
乏層を、ダイシングラインに接触させることなく、終端領域内に確実に伸ばし、終端領域
における耐圧を確保している。本実施形態における上記以外の作用効果は、前述の第１の
実施形態と同様である。
【００７０】
　なお、本実施形態においては、半導体基板２０上に、フィールドストップ層１５に接続
されたフィールドストップ電極（図示せず）を設けてもよい。また、本実施形態において
は、フィールドプレート電極１４がソース電極９に接続されている例を示したが、フィー
ルドプレート電極１４はゲート電極８に接続されていても実施可能である。
【００７１】
　次に、本第９の実施形態の変形例について説明する。　
　図１９は、本変形例に係るパワーＭＯＳＦＥＴを模式的に例示する断面図である。　
　図１９に示すように、本変形例においては、終端領域にフィールドプレート電極１４（
図１８参照）を設ける替わりに、リサーフ層１６を形成している。リサーフ層１６は、例
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えばｐ型の不純物が注入された領域であり、半導体基板２０の上面に形成され、ｐベース
層５に接触している。このようなリサーフ構造によっても、終端領域の耐圧を確保するこ
とができる。本変形例における上記以外の構成及び作用効果は、前述の第９の実施形態と
同様である。
【００７２】
（第１０の実施形態）　
　図２０は、本発明の第１０の実施形態に係るパワーＭＯＳＦＥＴを模式的に例示する断
面図である。　
　なお、図２０においては、ＭＯＳゲートが形成されたメインセル領域だけでなく、終端
領域まで示している。また、図１と同一部分の詳しい説明は省略し、ここでは異なる部分
についてのみ説明する。
【００７３】
　図２０に示すように、本実施形態に係るパワーＭＯＳＦＥＴ１１０においては、終端領
域にはスーパージャンクション構造は形成されておらず、替わりに、ｎ－層１７が形成さ
れている。ｎ－層１７の不純物濃度は、例えば、ｎピラー層３の不純物濃度の（１／１０
）以下である。また、ドリフト層における最も外側に位置するｐピラー層４、すなわち、
ｎ－層１７に接するｐピラー層４のシート不純物濃度は、他のｐピラー層４のシート不純
物濃度の半分である。更に、終端領域において、半導体基板２０の上面には、１本又は複
数本のガードリング層１８が形成されており、半導体基板２０上には、フィールド絶縁膜
１３が設けられている。更にまた、半導体基板２０の端面、すなわち、ダイシングライン
には、端面全域にわたってフィールドストップ層１５が形成されている。本実施形態にお
ける上記以外の構成は、前述の第１の実施形態と同様である。
【００７４】
　次に、本実施形態の作用効果について説明する。　
　パワーＭＯＳＦＥＴ１１０においては、ドリフト層がメインセル領域のみに形成されて
おり、ドリフト層における最も外側のｐピラー層４のシート不純物濃度が、他のｐピラー
層４の半分となっており、終端領域に、ドリフト層よりも不純物濃度が低いｎ－層１７が
形成されている。このため、埋込フィールドプレート電極１１側から伸びた空乏層は、終
端領域まで到達しやすく、終端領域の耐圧が高い。
【００７５】
　また、終端領域における半導体基板２０の上面にガードリング層１８を形成することに
より、終端領域に速やかに空乏層を伸ばすことができる。一方、フィールドストップ層１
５を形成することにより、空乏層がダイシングラインに到達することを防止している。こ
れらの構成により、空乏層を、ダイシングラインに接触させることなく、終端領域内に確
実に伸ばし、終端領域における耐圧を確保している。本実施形態における上記以外の作用
効果は、前述の第１の実施形態と同様である。
【００７６】
　次に、本第１０の実施形態の第１の変形例について説明する。　
　図２１は、本変形例に係るパワーＭＯＳＦＥＴを模式的に例示する断面図である。　
　図２１に示すように、本変形例においては、最も外側に位置する埋込フィールドプレー
ト電極１１と同じ位置に、ドリフト層の外縁が位置している。すなわち、ｎピラー層３と
ｎ－層１７との境界部分に最も外側のトレンチ溝２１が形成されており、このトレンチ溝
２１内に埋込フィールドプレート電極１１が設けられている。これにより、最も外側の埋
込フィールドプレート電極１１からｎ－層１７に向かって、空乏層が伸びる。本実施形態
における上記以外の構成及び作用効果は、前述の第１０の実施形態と同様である。
【００７７】
　次に、本第１０の実施形態の第２の変形例について説明する。　
　図２２は、本変形例に係るパワーＭＯＳＦＥＴを模式的に例示する断面図である。　
　図２２に示すように、本変形例は、第１０の実施形態にフィールドプレート構造を組み
合わせた例である。本実施形態における上記以外の構成及び作用効果は、前述の第１０の
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実施形態と同様である。
【００７８】
　次に、本第１０の実施形態の第３の変形例について説明する。　
　図２３は、本変形例に係るパワーＭＯＳＦＥＴを模式的に例示する断面図である。　
　図２３に示すように、本変形例は、第１０の実施形態にフィールドプレート構造及びガ
ードリング構造を組み合わせた例である。本実施形態における上記以外の構成及び作用効
果は、前述の第１０の実施形態と同様である。
【００７９】
　次に、本第１０の実施形態の第４の変形例について説明する。　
　図２４は、本変形例に係るパワーＭＯＳＦＥＴを模式的に例示する断面図及びピラー層
の不純物濃度を配列方向の位置に対応させて例示する模式的グラフ図である。　
　図２４に示すように、本変形例においては、第１０の実施形態の構成に加えて、通常の
ドリフト層とｎ－層１７との間に、ピラー層の不純物濃度が低いドリフト層が形成されて
いる。この不純物濃度が低いドリフト層においても、ｎピラー層３とｐピラー層４とが交
互に配列されてスーパージャンクション構造が形成されているが、トレンチ溝２１は形成
されておらず、従って、埋込フィールドプレート電極１１も形成されていない。本変形例
によれば、不純物濃度が低いドリフト層を形成することにより、埋込フィールドプレート
電極１１とスーパージャンクション構造の平面パターンを独立に設計することができる。
本実施形態における上記以外の構成及び作用効果は、前述の第１０の実施形態と同様であ
る。
【００８０】
（第１１の実施形態）　
　図２５は、本発明の第１１の実施形態に係るパワーＭＯＳＦＥＴを模式的に例示する断
面図である。　
　なお、図２５においては、図２０と同一部分の詳しい説明は省略し、ここでは異なる部
分についてのみ説明する。
【００８１】
　図２５に示すように、本実施形態に係るパワーＭＯＳＦＥＴ１１１においては、前述の
第１０の実施形態の第３の変形例と比較して、スーパージャンクション構造をなすドリフ
ト層とｎ＋ドレイン層２との間に、ｎ－層１９が形成されている点が異なっている。ｎ－

層１９におけるｎ型不純物濃度は、ｎピラー層３におけるｎ型不純物濃度よりも低い。
【００８２】
　本実施形態においては、ドリフト層とｎ＋ドレイン層２との間にｎ－層１９が挿入され
ているため、ドリフト層によって保持される電圧に、ｎ－層１９によって保持される電圧
が加わり、より高耐圧な素子を容易に実現することができる。また、ｎ－層１９の不純物
濃度をｎピラー層３の不純物濃度よりも低くすることにより、耐圧をより向上させること
ができる。本実施形態における上記以外の構成及び作用効果は、前述の第１０の実施形態
と同様である。
【００８３】
　以上、本発明を第１乃至第１１の実施形態及びそれらの変形例により説明したが、本発
明はこれらの実施形態及び変形例に限定されるものではない。例えば、上述の各実施形態
及びその変形例においては、第１の導電型をｎ型、第２の導電型をｐ型として説明をした
が、第１の導電型をｐ型、第２の導電型をｎ型としても実施可能である。
【００８４】
　また、第１乃至第５の実施形態のうちのいくつかの例では、ｐピラー層４のシート不純
物濃度を連続的に変化させたプロファイルを示したが、シート不純物濃度が階段状に変化
していても、同等な効果を得ることができる。
【００８５】
　更に、ＭＯＳゲート部及びスーパージャンクション構造の平面パターンはストライプ状
に限らず、格子状又は千鳥状に形成してもよい。更にまた、埋込絶縁膜１０及びゲート絶
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縁膜７の絶縁膜種も限定されず、シリコン酸化膜だけでなく、例えば、シリコン窒化膜、
又はシリコン酸化膜とシリコン窒化膜との複合膜などであってもよい。更にまた、ｐピラ
ー層４は、ｎ＋ドレイン層２に接していてもよい。
【００８６】
　更にまた、上述の各実施形態及びその変形例においては、半導体としてシリコン（Ｓｉ
）を用いたＭＯＳＦＥＴを説明したが、半導体としては、例えば、シリコンカーバイト（
ＳｉＣ）若しくは窒化ガリウム（ＧａＮ）などの化合物半導体、又はダイアモンドなどの
ワイドバンドギャップ半導体を用いることもできる。
【００８７】
　更にまた、上述の各実施形態及びその変形例においては、電力用半導体素子がパワーＭ
ＯＳＦＥＴである例を説明したが、本発明はこれに限定されず、スーパージャンクション
構造を有する素子であれば、ＳＢＤ（Schottky Barrier Diode：ショットキーバリアダイ
オード）、ＭＯＳＦＥＴとＳＢＤとの混載素子、ＳＩＴ（Static Induction Transistor
：静電誘導トランジスタ）、又はＩＧＢＴ（Insulated Gate Bipolar Transistor：絶縁
ゲートバイポーラトランジスタ）などの素子でも適用可能である。
【図面の簡単な説明】
【００８８】
【図１】本発明の第１の実施形態に係るパワーＭＯＳＦＥＴを模式的に例示する断面図並
びにピラー層のシート不純物濃度及び電界の強さを深さ方向の位置に対応させて例示する
模式的グラフ図である。
【図２】第１の実施形態の第１の変形例に係るパワーＭＯＳＦＥＴを模式的に例示する断
面図並びにピラー層のシート不純物濃度及び電界の強さを深さ方向の位置に対応させて例
示する模式的グラフ図である。
【図３】第１の実施形態の第２の変形例に係るパワーＭＯＳＦＥＴを模式的に例示する断
面図である。
【図４】第１の実施形態の第３の変形例に係るパワーＭＯＳＦＥＴを模式的に例示する断
面図である。
【図５】第１の実施形態の第４の変形例に係るパワーＭＯＳＦＥＴを模式的に例示する断
面図である。
【図６】本発明の第２の実施形態に係るパワーＭＯＳＦＥＴを模式的に例示する断面図並
びにピラー層のシート不純物濃度及び電界の強さを深さ方向の位置に対応させて例示する
模式的グラフ図である。
【図７】第２の実施形態の変形例に係るパワーＭＯＳＦＥＴを模式的に例示する断面図で
ある。
【図８】本発明の第３の実施形態に係るパワーＭＯＳＦＥＴを模式的に例示する断面図並
びにピラー層のシート不純物濃度及び電界の強さを深さ方向の位置に対応させて例示する
模式的グラフ図である。
【図９】本発明の第４の実施形態に係るパワーＭＯＳＦＥＴを模式的に例示する断面図並
びにピラー層のシート不純物濃度及び電界の強さを深さ方向の位置に対応させて例示する
模式的グラフ図である。
【図１０】本発明の第５の実施形態に係るパワーＭＯＳＦＥＴを模式的に例示する断面図
及びピラー層のシート不純物濃度を深さ方向の位置に対応させて例示する模式的グラフ図
である。
【図１１】第５の実施形態の第１の変形例に係るパワーＭＯＳＦＥＴを模式的に例示する
断面図及びピラー層のシート不純物濃度を深さ方向の位置に対応させて例示する模式的グ
ラフ図である。
【図１２】第５の実施形態の第２の変形例に係るパワーＭＯＳＦＥＴを模式的に例示する
断面図及びピラー層のシート不純物濃度を深さ方向の位置に対応させて例示する模式的グ
ラフ図である。
【図１３】本発明の第６の実施形態に係るパワーＭＯＳＦＥＴを模式的に例示する断面図
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である。
【図１４】本発明の第７の実施形態に係るパワーＭＯＳＦＥＴを模式的に例示する断面図
である。
【図１５】本発明の第８の実施形態に係るパワーＭＯＳＦＥＴを模式的に例示する斜視断
面図である。
【図１６】第８の実施形態の第１の変形例に係るパワーＭＯＳＦＥＴを模式的に例示する
斜視断面図である。
【図１７】第８の実施形態の第２の変形例に係るパワーＭＯＳＦＥＴを模式的に例示する
斜視断面図である。
【図１８】本発明の第９の実施形態に係るパワーＭＯＳＦＥＴを模式的に例示する断面図
及びピラー層の不純物濃度を配列方向の位置に対応させて例示する模式的グラフ図である
。
【図１９】第９の実施形態の変形例に係るパワーＭＯＳＦＥＴを模式的に例示する断面図
である。
【図２０】本発明の第１０の実施形態に係るパワーＭＯＳＦＥＴを模式的に例示する断面
図である。
【図２１】第１０の実施形態の第１の変形例に係るパワーＭＯＳＦＥＴを模式的に例示す
る断面図である。
【図２２】第１０の実施形態の第２の変形例に係るパワーＭＯＳＦＥＴを模式的に例示す
る断面図である。
【図２３】第１０の実施形態の第３の変形例に係るパワーＭＯＳＦＥＴを模式的に例示す
る断面図である。
【図２４】第１０の実施形態の第４の変形例に係るパワーＭＯＳＦＥＴを模式的に例示す
る断面図及びピラー層の不純物濃度を配列方向の位置に対応させて例示する模式的グラフ
図である。
【図２５】本発明の第１１の実施形態に係るパワーＭＯＳＦＥＴを模式的に例示する断面
図である。
【符号の説明】
【００８９】
１　ドレイン電極（第１の主電極）、２　ｎ＋ドレイン層（第１半導体層）、３　ｎピラ
ー層（第２半導体層）、４　ｐピラー層（第３半導体層）、４ａ、４ｂ　部分、５　ｐベ
ース層（第４半導体層）、６　ｎソース層（第５半導体層）、７　ゲート絶縁膜、８　ゲ
ート電極（制御電極）、９　ソース電極（第２の主電極）、１０　埋込絶縁膜、１１　埋
込フィールドプレート電極、１２　埋込ｐ層、１３　フィールド絶縁膜、１４フィールド
プレート電極、１５　フィールドストップ層、１６　リサーフ層、１７　ｎ－層、１８　
ガードリング層、１９　ｎ－層、２０　半導体基板、２１、２２　トレンチ溝、１０１～
１１１　パワーＭＯＳＦＥＴ
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