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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　半導体装置の基板の平面視において、半導体素子が形成されている活性領域を囲んでい
る複数のフィールドリミティングリングと、
　前記基板の主面上に設けられており、複数のフィールドリミティングリングを覆ってい
る絶縁層と、
　前記絶縁層内に設けられており、前記活性領域を囲んでおり、前記フィールドリミティ
ングリングと平行な半導体層と、
を備えており、
　前記半導体層は、リサーフ条件の面密度よりも低い面密度で不純物を含んでいるととも
に、平面視において、隣接する前記フィールドリミティングリングの間の範囲（リング間
範囲）の一部とオーバーラップしており、リング間範囲の残部とオーバーラップしていな
いことを特徴とする半導体装置。
【請求項２】
　平面視において、前記半導体層は、
　一つのフィールドリミティングリングと対向するとともに、一つのフィールドリミティ
ングリングに隣接するリング間範囲の上方まで伸びており、
　前記リング間範囲とオーバーラップする部分に、リサーフ条件の面密度よりも低い面密
度で不純物を含む低面密度領域を有するとともに、前記一つのフィールドリミティングリ
ングと対向する部分に、リサーフ条件の面密度よりも高い面密度で不純物を含む高面密度



(2) JP 5888465 B2 2016.3.22

10

20

30

40

50

領域を有する、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】
　前記半導体層が前記一つのフィールドリミティングリングと導通していることを特徴と
する請求項２に記載の半導体装置。
【請求項４】
　前記絶縁層内に形成されており、一つのフィールドリミティングリングに対向するとと
もに活性領域を囲んでいる導体層をさらに備えており、
　前記半導体層が、前記一つのフィールドリミティングリング、及び、前記導体層よりも
隣接するフィールドリミティングリングの近くまで伸びている、
ことを特徴とする請求項１に記載の半導体装置。
【請求項５】
　前記半導体層と前記導体層と一つのフィールドリミティングリングが導通していること
を特徴とする請求項４に記載の半導体装置。
【請求項６】
　請求項４又は５に記載の半導体装置の製造方法であり、
　基板にトレンチゲートを形成するのと同時に前記導体層を形成する工程と、
　基板に温度検出用の素子のベースとなるポリシリコン層を形成するのと同時に半導体層
のベースとなるポリシリコン層を形成する工程と、
を含む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】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、半導体装置に関する。本明細書は、フィールドリミティングリングを備えた
半導体装置に関し、半導体装置の耐圧を高める技術を提供する。
【背景技術】
【０００２】
　半導体装置では、ＰＮ接合の境界に沿って空乏層と呼ばれる絶縁帯が生じる。空乏層の
幅が狭いと空乏層での電界強度が高くなる。電界強度が過度に高くなると絶縁が破壊され
、素子がダメージを受ける。活性領域の縁で空乏層が狭くなり、電界強度が高くなること
が知られている。
【０００３】
　半導体装置の耐圧を高める技術の一つとして、フィールドリミティングリング（Field 
Limiting Ring: FLR）が知られている。以下、説明を簡単にするため、フィールドリミテ
ィングリングを単純に「ＦＬＲ」と記す。ＦＬＲは、素子を形成する活性領域を囲むよう
に半導体基板内に設けられた層であり、基板の元来の導電型と異なる導電型を有する。Ｆ
ＬＲは、フローティング拡散層とも呼ばれる。半導体基板がＮ型であれば、活性領域をリ
ング状に囲むようにＰ型の不純物をドーピングし、Ｐ型のＦＬＲが形成される。ＦＬＲを
設けると、ＦＬＲと半導体基板のＰＮ接合部に沿って空乏層が拡がり、耐圧が高まる。Ｆ
ＬＲに関する改良が例えば特開２０００－１１４５４９号に開示されている。
【発明の概要】
【０００４】
　一般に、幅広の一つのＦＬＲを設けるよりも、幅狭の複数のＦＬＲを設ける方が、耐圧
が高まることが知られている。ここで、「幅」とは、半導体装置を平面視したときのＦＲ
Ｌの幅を意味する。以下「幅」は同じ意味で用いる。複数のＦＬＲを設けた場合、隣接す
るＦＬＲの間に絶縁帯が形成される。絶縁帯を狭くすると、絶縁帯での電界強度が高くな
るため、隣接するＦＬＲの間の幅は過度に小さくすることはできない。
【０００５】
　他方、半導体装置の主面はＦＬＲを含め、絶縁層に覆われているが、その絶縁層に可動
イオンが過剰に存在すると、電界分布が乱される結果、絶縁層が破壊され易くなる。可動
イオンの他にも絶縁層を劣化させる要因は存在するが、ここでは、絶縁層を劣化させる典
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型的な要因として可動イオンを考える。
【０００６】
　可動イオンの原因は、半導体装置の製造工程における混入のほか、外部からの汚染も一
因であると考えられている。可動イオンを低減するため、絶縁層に、可動イオンをトラッ
プするための導体層や半導体層を設けることが考えられる。半導体層内のキャリアが可動
イオンを捕獲する。しかし、前述したように、隣接するＦＬＲの間には相応の幅の絶縁帯
を確保する必要があるため、単純に、隣接するＦＬＲの間に導体層や半導体層を設けるこ
とはできない。導体層や、キャリアを有する半導体層には電界が生じないため、隣接する
ＦＬＲの間に導体層や半導体層が存在すると、その分だけ電界が生じ得る幅が狭められて
しまうからである。
【０００７】
　本明細書は、主面表面の絶縁層内の可動イオンを低減するとともに、耐圧を高める技術
を提供する。
【０００８】
　本明細書が開示する技術は、複数のＦＬＲを覆っている絶縁層の内部に、半導体層を設
ける。半導体層は、活性領域を囲むように設けられる。半導体層は、フィールドリミティ
ングリングと平行になるように設けられる。また、半導体層は、半導体基板を平面視した
ときに、隣接するＦＬＲの間の範囲とオーバーラップするように配置される。以下、隣接
するＦＬＲの間の範囲をリング間範囲と称する。ただし、半導体層は、２つのＦＬＲの間
の領域の全体とオーバーラップするのではなく、その一部とオーバーラップし、残部はオ
ーバーラップしないように設けられる。別言すれば、半導体基板を平面視したときに、リ
ング間範囲と半導体層がオーバーラップする領域が活性領域を囲むとともに、そのオーバ
ーラップする領域と平行に、リング間範囲と半導体層がオーバーラップしない領域が活性
領域を囲むことになる。さらに、本明細書が開示する技術の特徴は、半導体層が、リサー
フ条件の面密度（濃度）より低い面密度（濃度）で活性化された不純物を含むことである
。ここで、不純物は、半導体のタイプを決定する物質であり、代表的には、ボロンやリン
である。半導体層全体がＰ型あるいはＮ型となる。
【０００９】
　リング間範囲と半導体層がオーバーラップしない領域は、常に絶縁帯となるため、半導
体基板の内部で発生した空乏層から続く電界はその絶縁帯を通る。本明細書が開示する技
術は、基板に印加される電圧が高くなると、絶縁帯に隣接する半導体層内でも空乏層が拡
がり、電界が形成される幅を拡げ、電界強度を緩和する。以下、その原理を説明する。
【００１０】
　リサーフ条件の面密度より低い面密度の活性化された不純物を含むと、電圧を加えると
空乏層が形成されることが知られている。リサーフ条件に相当する面密度（濃度）は、ド
ーピングする半導体表面の領域の面密度で約１．０ｘＥ＋１２［atoms/cm2］であること
が知られている。リサーフ条件については、文献：J. A. Apples, et al, Tech. Dig. IE
DM79, 238, 1979 に詳しいので、そちらを参照されたい。以下、説明の便宜のため、リサ
ーフ条件に相当する面密度を「リサーフ面密度」と称する。
【００１１】
　半導体層は、一定面密度の不純物を含むため、一定面密度のキャリアを有する。このキ
ャリアが、可動イオンをトラップするので、可能イオンに起因する絶縁破壊が生じ難くな
る。
【００１２】
　一方、リング間範囲の上方の絶縁層に上記の面密度の半導体層を設けることによる耐圧
向上の理由を、図１Ａ、図１Ｂを参照して説明する。図１Ａ、図１Ｂは、半導体装置２を
、その厚み方向に横断した断面図である。半導体装置２は、Ｎ－型のドリフト層６とＮ＋
型のコレクタ層７が積層された半導体基板８の活性領域にＰ型のボディ層５３が形成され
たトランジスタである。なお、ゲート等の図示は省略している。また、図面を理解し易く
するため、ドリフト層６には断面を表すハッチングを付していないことに留意されたい。
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以後の図でも、ドリフト層６にはハッチングを付していない。
【００１３】
　半導体装置２は、平面視したときに活性領域を囲むように３本のＦＬＲを備えている。
活性領域に近いＦＬＲを第１ＦＬＲ１４ａと称し、最も遠いＦＬＲを第３ＦＬＲ１４ｃと
称し、中間のＦＬＲを第２ＦＬＲ１４ｂと称する。なお、３本のＦＬＲを区別しないで表
すときには、ＦＬＲ１４と称する。
【００１４】
　半導体装置の第１主面（図において上側の表面）の周辺領域は絶縁層５で覆われている
。それぞれのＦＬＲ１４の上方で絶縁層５の中には、半導体層３が設けられている。半導
体層３は、基板平面視において、隣接する２つのＦＬＲの間の範囲（リング間範囲Ｒａ）
とオーバーラップする低面密度領域３ａと、ＦＬＲ１４とオーバーラップする高面密度領
域３ｂを有する。「基板平面視において」とは、別言すれば、「基板をその厚み方向に横
断する方向において」という意味である。また、「ＦＬＲ１４の上方」とは、ＦＬＲ１４
から絶縁層５に向かう方向を意味する。
【００１５】
　高面密度領域３ｂは、不純物をリサーフ面密度よりも高い面密度で含んでおり、低面密
度領域３ａは、不純物をリサーフ面密度よりも低い面密度で含んでいる。含有する不純物
は、Ｐ型でもＮ型でもよいが、半導体層全体が同じ導電型を有する。活性領域に形成され
たトランジスタのゲートに電圧を印加せず、第１主電極５２と第２主電極５４の間に電圧
を印加すると、ボディ層５３と第１ＦＬＲ１４ａに沿って空乏層が拡がる。図には等電位
線が破線で示されているが、ドリフト層６における等電位線が、空乏層に対応する。等電
位線は、絶縁層５を横断して半導体装置２の外部へと伸びる。
【００１６】
　図１Ａは、主電極間に印加する電圧が低い場合の等電位線を表しており、図１Ｂは主電
極間に印加する電圧が高い場合の等電位線を表している。両主電極間の電圧が低い場合は
（図１Ａ）、半導体層３の低面密度領域３ａ及び高面密度領域３ｂの双方にキャリアが存
在するので、半導体層３の全体が導体となる。それゆえ、低面密度領域３ａは高面密度領
域３ｂとともに全体が等電位となる。従って、ドリフト層６の空乏層から続く電界は、低
面密度領域３ａには拡がらず、半導体層３（低面密度領域３ａを含む半導体層３）が存在
しない範囲Ｗ１で電界が生じる。別言すれば、ドリフト層６の空乏層から続く電界は、リ
ング間範囲Ｒａでは、範囲Ｗ１でのみ生じることになる。範囲Ｗ１は狭いが、印加されて
いる電圧が低いので範囲Ｗ１の電界強度も低く、絶縁破壊には至らない。他方、低面密度
領域３ａにキャリアが存在する間は、可動イオンをトラップすることができる。なお、高
面密度領域３ｂには常にキャリアが存在し、可動イオンをトラップする。
【００１７】
　両主電極間の電圧が高くなると、低面密度領域３ａに空乏層が形成される。そうすると
、低面密度領域３ａが絶縁状態となり、低面密度領域３ａの内部にも電界が生じ得る。最
大では低面密度領域３ａ全体に空乏層が拡がる。その場合、リング間範囲Ｒａのうち、低
面密度領域３ａを含む範囲Ｗ２で電界が生じる。別言すれば、ドリフト層６の空乏層から
続く電界は、リング間範囲Ｒａでは、範囲Ｗ２で生じることになる。図１Ａの状態から図
１Ｂの状態に移ると、リング間範囲Ｒａにおいて電界が生じる範囲がＷ１からＷ２に拡が
るので、電界強度の増加が緩和される。まとめると次の通りである。半導体装置に印加さ
れる電圧が高くなると、リング間範囲とオーバーラップする半導体層３では低面密度領域
３ａに空乏層が拡がるので、即ち絶縁帯が拡がるので、電界強度の増加が緩和される。
【００１８】
　なお、基板平面視において、リング間範囲Ｒａには、半導体層３がオーバーラップしな
い領域、即ち、常に絶縁帯となる領域が確保される。図１Ａの範囲Ｗ１が、常に絶縁帯と
なる領域に相当する。この絶縁帯を確保することで、必ず第１ＦＬＲ１４ａと第２ＦＬＲ
１４ｂの間に電界を生じさせることができる。別言すれば、ドリフト層６の空乏層から連
続する電界の一部を第１ＦＬＲ１４ａと第２ＦＬＲ１４ｂの間で引き受けることができる
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。
【００１９】
　また、同様の現象が第２ＦＬＲ１４ｂと第３ＦＬＲ１４ｃの間でも生じる。第２ＦＬＲ
１４ｂと第３ＦＬＲ１４ｃの間でも上記説明した現象と同様の現象が生じ、ＦＬＲ間の電
界強度の増加が緩和される。
【００２０】
　図１Ａ、１Ｂの例では、一つの半導体層３において、高面密度領域３ｂから低面密度領
域３ａへ面密度がステップ状に変化する。一つの半導体層において不純物面密度が徐々に
変化し、ＦＬＲと対向する範囲ではリサーフ面密度よりも高く、半導体層３の端部に近づ
くにつれて不純物面密度が低くなり、その途中で面密度がリサーフ面密度を下回るように
構成してもよい。そのような構成では、半導体装置に印加される電圧に応じて半導体層内
の空乏層が拡大し、リング間範囲での電界強度の増加が緩和される。
【００２１】
　上記の効果は、リサーフ面密度よりも低い面密度で不純物を含む半導体層と、不純物を
高面密度で含む別の半導体層で構成することもできる。あるいは、上記の効果は、リサー
フ面密度よりも低い面密度で不純物を含む半導体層と導体層で構成することもできる。即
ち、図１Ａ及び図１Ｂにおける高面密度領域３ｂを、低面密度領域３ａとは独立した半導
体層で構成しても上記した効果を得ることができる。あるいは、高面密度領域３ｂを導体
で置き換えても同様の効果を得ることができる。半導体層とは独立した導体層を絶縁層内
に設ける場合は、次の構成を備えるのがよい。絶縁層内に設けられる導体層は、一つのＦ
ＬＲ（例えば図１Ａの第１ＦＬＲ１４ａ）に対向するとともに活性領域を囲んでいる。そ
して、半導体層の幅方向の縁が、そのＦＬＲ（第１ＦＬＲ１４ａ）の幅方向の縁、及び、
導体層の幅方向の縁よりも隣接するＦＬＲ（例えば図１Ａの第２ＦＬＲ１４ｂ）の近くま
で伸びている。導体層の端と隣のＦＬＲとの間に位置する半導体層が、図１Ａ、図１Ｂの
低面密度領域３ａに対応する。また、導体層は、絶縁層の内部で可動イオンをトラップし
、絶縁層の劣化を防ぐ。
【００２２】
　なお、半導体層の低面密度領域における不純物面密度の下限値は、一般的に半導体と不
導体（絶縁体）の境界とされている、１．０ｘＥ－６［atoms/cm2］である。低面密度領
域は、キャリアが存在するとともに、一定の電圧が印加されると空乏層が拡がる、という
性質を備えている必要がある。低面密度領域と高面密度領域と導体層の組み合わせの様々
なバリエーションは実施例で詳しく説明する。
【００２３】
　上記の導体層は、金属でもよいが、導体に近くなるようにポリシリコンに不純物を過度
にドーピングした層であってもよい。そのような層は、半導体素子のゲートにも用いられ
る。従って、上記した絶縁層内の半導体層は、その層を製造する特別な工程を増加するこ
となく、半導体装置を製造する従来の工程で同時に作ることができる。具体的には、導体
層は、基板上にゲートを形成する工程で、同時に形成することができる。また、上記した
半導体層のベースとなるポリシリコン層は、温度検出用の素子のベースとなるポリシリコ
ン層を基板上に形成する工程で同時に形成することができる。上記の半導体装置を製造す
る方法も、本明細書が開示する新規な製造方法である。
【００２４】
　本明細書が開示する技術の詳細とさらなる改良は、実施例にて説明する。
【図面の簡単な説明】
【００２５】
【図１Ａ】半導体装置の断面図である（低電圧の場合の等電位線が描かれている）。
【図１Ｂ】半導体装置の断面図である（高電圧の場合の等電位線が描かれている）。
【図２】半導体装置の平面図である。
【図３】半導体層の別の位置における断面図である。
【図４】半導体層内の不純物の分布の一例を示す拡大断面図である。



(6) JP 5888465 B2 2016.3.22

10

20

30

40

50

【図５】半導体層内の不純物の分布の別の一例を示す拡大断面図である。
【図６Ａ】第２実施例の半導体装置の断面図である（低電圧の場合の等電位線が描かれて
いる）。
【図６Ｂ】第２実施例の半導体装置の断面図である（高電圧の場合の等電位線が描かれて
いる）。
【図７】第２実施例の半導体装置の別の位置における断面図である。
【図８Ａ】半導体装置の製造方法を説明する図である（１）。
【図８Ｂ】半導体装置の製造方法を説明する図である（２）。
【図８Ｃ】半導体装置の製造方法を説明する図である（３）。
【図８Ｄ】半導体装置の製造方法を説明する図である（４）。
【図９】第３実施例の半導体装置の断面図である。
【図１０】ＦＬＲと導体層を導通させる構造の一例を示す断面図である。
【図１１】ＦＬＲと導体層を導通させる構造の別の一例を示す断面図である。
【図１２】ＦＬＲと導体層を導通させる構造のさらに別の一例を示す断面図である。
【図１３】面密度勾配を有する半導体層の製造方法の一例を説明する断面図である。
【図１４】面密度勾配を有する半導体層の製造方法の別の一例を説明する断面図である。
【実施例】
【００２６】
　（第１実施例）図面を参照して本明細書が開示する半導体装置の第１実施例を説明する
。第１実施例の半導体装置２は、トランジスタが実装されたデバイスである。図１Ａ、図
１Ｂは、第１実施例の半導体装置２の断面図である。図１Ａ、図１Ｂは、既に説明した。
図２は、半導体装置２の平面図である。符号５２は、第１主電極を示している。第１主電
極５２は、トランジスタの一方の電極であり、平面視において第１主電極５２が示す領域
が「活性領域」に相当する。別言すれば、活性領域は、基板８の平面視において第１主電
極５２が占める範囲である。半導体装置２は、活性領域に素子（トランジスタ）が形成さ
れている。平面視において、活性領域の周囲が周辺領域である。半導体装置２は、周辺領
域に３本のＦＬＲ（フィールドリミティングリング）を備える。ＦＬＲは、絶縁層５（図
１Ａ参照）で覆われているので、図２ではＦＬＲを破線で示している。また、理解し易い
ように、図２では、ＦＬＲをグレーで示している。前述したように、平面視において、内
側から第１ＦＬＲ１４ａ、第２ＦＬＲ１４ｂ、第３ＦＬＲ１４ｃと称する。複数のＦＬＲ
１４は、平面視において活性領域を囲んでいる。ＦＬＲ１４は基板内に形成されており、
その上面は絶縁層５で覆われている。前述したように、絶縁層５内に、各ＦＬＲに沿って
半導体層３が形成されている。従って、図２には描かれていないが、平面視において３つ
の半導体層３の夫々も活性領域を囲んでいる。
【００２７】
　図３は、別の位置における半導体装置２の断面図である。各ＦＬＲに対応する半導体層
３は、導体１３によって各ＦＬＲ１４と導通している。導体１３は、平面視において活性
領域を一巡してはおらず、所々でＦＬＲ１４と半導体層３を接続している。各ＦＬＲに対
応する半導体層３と各ＦＬＲ１４は等電位である。それゆえ、夫々のＦＬＲ１４と、各Ｆ
ＬＲの上方に位置する半導体層３の間には電界が生じない。従って、図１Ａ、図１Ｂに示
したように、ドリフト層６の空乏層から続く電界領域は、隣接するＦＬＲ（第１ＦＬＲ１
４ａと第２ＦＬＲ１４ｂ）の間を通る。
【００２８】
　半導体装置２におけるＦＬＲ１４とそれに対応する半導体層３の構造と機能は既に説明
したのでここでは説明は繰り返さない。
【００２９】
　次に、図４と図５を参照して、第１実施例の半導体装置２の変形例を説明する。図１Ａ
から図３に示した半導体装置２では、半導体層３は、高面密度領域３ｂと低面密度領域３
ａがはっきりと区別される。不純物の面密度は、高面密度領域から低面密度領域に向けて
徐々に低下していてもよい。図４は、面密度が徐々に変化する半導体層を有する半導体装
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置１０２の拡大断面図である。図５は、別の面密度分布の半導体層を有する半導体装置２
０２の拡大断面図である。図４と図５は、２つのＦＬＲ（第１ＦＬＲ１４ａと第２ＦＬＲ
１４ｂ）の付近を拡大したものである。図４、図５に描かれていない範囲は、図１Ａの半
導体装置２と同じである。
【００３０】
　図４では、一つの半導体層１０３の上に、面密度グラフＧ１を示している。面密度グラ
フＧ１の縦軸は半導体層１０３が含有する不純物の面密度を示しており、横軸は半導体層
１０３における位置を示している。位置Ｐ１は、半導体層１０３の内側の端であり、位置
Ｐ３は外側の端である。ここで、活性領域に近い側が「内側」に相当し、活性領域から遠
い側が「外側」に相当する。第１主電極５２の範囲が活性領域に相当する。位置Ｐ１は、
第１ＦＬＲ１４ａの内側の縁にも相当する。位置Ｐ２は、第１ＦＬＲ１４ａの外側の縁に
相当する。半導体層１０３は、第１ＦＬＲ１４ａに対向しているとともに、第１ＦＬＲ１
４ａの外側のリング間範囲Ｒａにまで伸びている。
【００３１】
　半導体層１０３は、内側では不純物面密度が高く、外側にいくほど面密度が低下する。
グラフＧ１において、符号Ｒｃはリサーフ面密度を示している。符号Ｐｃは、不純物面密
度がリサーフ面密度Ｒｃに相当する位置である。半導体層１０３では、不純物面密度がリ
サーフ面密度よりも高い領域が、第１ＦＬＲ１４ａと対向する範囲を超える。そして、リ
ング間範囲Ｒａにて不純物面密度がリサーフ面密度Ｒｃを下回る。別言すれば、位置Ｐｃ
が、位置Ｐ２と位置Ｐ３の間に位置する。
【００３２】
　図５は、別の面密度分布を有する半導体層２０３の例である。半導体装置２０２の半導
体層２０３も、内側から外側に向かって徐々に低下する不純物面密度分布を有する。ただ
し、半導体層２０３では、リサーフ面密度Ｒｃに対応する位置Ｐｃは、第１ＦＬＲ１４ａ
と対向する範囲に位置する。別言すれば、図４の半導体装置１０２の半導体層１０３では
、含有する不純物面密度がリサーフ面密度Ｒｃを下回る低面密度領域が狭く、図５の半導
体装置２０２の半導体層２０３では、低面密度領域が広い。半導体装置１０２は半導体装
置２０２よりも、耐圧改善効果は小さいが、可動イオンのトラップ効果は大きい。逆に、
半導体装置２０２は、半導体装置１０２よりも、耐圧改善効果が大きく、可動イオンのト
ラップ効果は小さい。いずれの半導体層も、不純物面密度は内側から外側に向けて徐々に
低下するが、ＦＬＲと対向する範囲に、リサーフ面密度Ｒｃを超える領域（高面密度領域
）を有し、リング間範囲の端部にはリサーフ面密度Ｒｃを下回る領域（低面密度領域）を
有する。半導体層は、図１Ａに示したように高面密度領域と低面密度領域がステップ状に
変化するものであってもよいし、図４、図５に示したように高面密度領域から低面密度領
域に面密度が徐々に変化するものであってもよい。また、半導体層は、ＦＬＲに対向する
範囲の一部に高面密度領域が存在すればよく、ＦＬＲに対向する全範囲で不純物面密度が
リサーフ面密度を超えている必要はない。同様に、半導体層は、リング間範囲とオーバー
ラップする範囲の端部に低面密度領域が存在すればよく、オーバーラップする全範囲で低
面密度ある必要はない。
【００３３】
　（第２実施例）次に、図６Ａ、６Ｂ、及び、図７を用いて第２実施例の半導体装置３０
２を説明する。半導体装置３０２は、面密度が変化する半導体層の代わりに、面密度が一
定の半導体層３ｃと、導体層９を絶縁層５の内部に備える。半導体層３ｃと導体層９は、
各ＦＬＲに対して備えられる。各導体層９は、各ＦＬＲに対向している。図示は省略する
が、各導体層９は、各ＦＬＲに沿って活性領域を囲んでいる。なお、図６Ａ～図７におい
て、図１Ａの半導体装置２と同じ部品には同じ符号を付す。半導体装置２と同じ部品の説
明は省略する。
【００３４】
　半導体層３ｃは、基板８の平面視において、一部が導体層９及びＦＬＲ１４とオーバー
ラップしている。半導体層３ｃの別の一部は、ＦＬＲ１４に隣接するリング間範囲Ｒａと
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オーバーラップしている。別言すれば、半導体層３ｃは、対応するＦＬＲ（例えば第１Ｆ
ＬＲ１４ａ）の幅方向の縁、及び、対応する導体層９の幅方向の縁よりも、隣接するＦＬ
Ｒ（例えば第２ＦＬＲ１４ｂ）の近くまで伸びている。
【００３５】
　図６Ａは、図１Ａと同様に、主電極５２と５４の間に低電圧を印加したときの、空乏層
を通る等電位線を示しており、図６Ｂは、図１Ｂと同様に、高電圧を印加したときの、空
乏層を通る等電位線を示している。半導体層３ｃは、リサーフ面密度よりも低い面密度で
不純物を含んでいる。それゆえ、高い電圧が加わると、空乏層が拡がる。空乏層の幅は、
電圧に依存する。電圧が低い場合、空乏層の幅は狭い。極端に電圧が低い場合、半導体層
３ｃにはほとんど空乏層が生じない（図６Ａ）。それゆえ、半導体層３ｃ内の全域にキャ
リアが存在し、半導体層３ｃは全体が等電位となる。従って半導体層３ｃの内部には電界
が発生せず、ドリフト層６の空乏層から続く電界は、リング間範囲Ｒａにおいて、半導体
層３ｃが存在しない範囲（図６Ａに図示される範囲Ｗ１）に限定される。別言すれば、ド
リフト層６の空乏層を表す等電位線は、隣接するＦＬＲの間で、かつ、半導体層３ｃが存
在しない範囲Ｗ１を通り、半導体層３ｃを通ることはできない。
【００３６】
　主電極５２と５４の間に高い電圧を印加した場合、半導体層３ｃには空乏層が拡がる。
空乏層にはキャリアが存在しないため、電界が生じ得る。それゆえ、ドリフト層６に生じ
た空乏層から続く電界は、リング間範囲Ｒａにおいて、半導体層３ｃを含む（ただし導体
層９は含まない）範囲Ｗ２に拡がる（図６Ｂ）。電圧が高くなると、リング間範囲Ｒａに
おいて電界が生じる範囲が拡がるので、電界強度が緩和され、耐圧が向上する。
【００３７】
　なお、電圧が低い場合は、導体層９と半導体層３ｃがともに可動イオンをトラップする
。電圧が高くなり、半導体層３ｃに空乏層が拡がると、導体層９のみが可動イオンをトラ
ップする。電圧が低ければ多くの領域で可動イオンをトラップすることができ、それゆえ
、可動イオンによる絶縁層５の劣化も抑止できる。
【００３８】
　図７に、半導体装置３０２の別の位置における断面図を示す。図７の断面では、各ＦＬ
Ｒ１４と、各ＦＬＲ１４に対応する導体層９及び半導体層３ｃが電極２３を介して導通し
ている。即ち、各ＦＬＲ１４、及び、各ＦＬＲ１４に対応する導体層９と半導体層３ｃは
同電位となる。それゆえ、ＦＬＲ１４と導体層９の間や、導体層９と半導体層３ｃの間に
は電界が生じない。ドリフト層６の空乏層から続く電界は、必ず、隣接するＦＬＲの間の
範囲（リング間範囲Ｒａ）を通る。
【００３９】
　電極２３は、基板８の平面視において活性領域を囲んでいなくともよい。電極２３は、
活性領域の周囲の所々でＦＬＲと導体層と半導体層を導通していればよい。逆に、電極２
３は基板平面視において活性領域を囲むように一巡していてもよい。
【００４０】
　次に、図８Ａ～８Ｄを参照して、半導体装置の製造方法を説明する。対象の半導体装置
４０２は、素子の温度を検知するためのダイオードを伴うＩＧＢＴ（Insulated Gate Bip
olar Transistor）である。図８Ａは、ゲートを生成する工程を説明する図である。なお
、図８Ａの工程までに、Ｎ－型の基板８に、Ｎ＋型のコレクタ層７、コレクタ層７に接す
る第２主電極５４、Ｐ＋型のボディ層５３、ゲート用トレンチ４１２、第１ＦＬＲ１４ａ
、第２ＦＬＲ１４ｂ、温度検知用Ｐ＋層４１９は、既に形成されている。これらの層は、
従来の方法で製造できるのでその説明は省略する。
【００４１】
　図８Ａは、ゲート４１３を形成する工程を示している。実施例のＩＧＢＴのゲート４１
３は、トレンチ４１２にポリシリコンを満たしたものである。ここでのポリシリコンは、
導体として機能するのに十分な不純物面密度を有している。トレンチ４１２にポリシリコ
ンを満たすと同時に、その同じポリシリコンで、第１ＦＬＲ１４ａと第２ＦＬＲ２４ａの
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上方にそれぞれ導体層９を形成する。この導体層９は、ゲートと同じ、導体化したポリシ
リコンである。
【００４２】
　次に、主面の上に、絶縁層を積み増し（絶縁層５ｂ）、次いで、その絶縁層５ｂの上に
、温度検知用ダイオードのベースとなるポリシリコン層４１４と、半導体層のベースとな
るポリシリコン層４１５を形成する（図８Ｂ）。温度検知用ダイオードのベースとなるポ
リシリコン層４１４と、半導体層のベースとなるポリシリコン層４１５は、同じ材料で形
成される。ここでのポリシリコンは、Ｎ－の導電型を有している。温度検知用ダイオード
のベースとなるポリシリコン層４１４は、温度検知用Ｐ＋層４１９の上方に形成される。
半導体層のベースとなるポリシリコン層４１５は、その一部が夫々の導体層９とオーバー
ラップするように形成される。即ち、基板８に，温度検出用の素子のベースとなるポリシ
リコン層４１４を形成するのと同時に半導体層のベースとなるポリシリコン層４１５を形
成する。
【００４３】
　次に、ポリシリコン層４１４の約半分にＰ型不純物をドープし、残りの半分にＮ型不純
物をドープする。その結果、ポリシリコン層４１４はダイオード４１４ａとなる。この工
程では、同時に、半導体層のベースとなるポリシリコン層４１５に所望の面密度の不純物
をドープする。例えば、図６Ａに示した半導体装置３０２の半導体層３０３と同様に、リ
サーフ面密度よりも低い面密度となるようにＰ型不純物をドープする。その結果、ポリシ
リコン層４１５は半導体層３となる。
【００４４】
　次に、レジスト４１６を形成し、不要な絶縁層部分を除去する（図８Ｃ）。図８Ｃの符
号Ｅが示す溝が、エッチングにて絶縁層５ｂを除去する部位を示す。この例では、ダイオ
ード４１４ａの一部が露出するように絶縁層５ｂが除去されるとともに、ＦＬＲ１４の一
部と導体層９の一部と半導体層３の一部が露出するように絶縁層５ｂの対応箇所が除去さ
れる。
【００４５】
　最後に、除去した部分に導体化したポリシリコン層を形成する（図８Ｄ）。導体化した
ポリシリコン層が、第１主電極５２、温度検知ダイオード用電極４２３、及び、ＦＬＲ用
電極４２４を構成する。ＦＬＲ用電極４２４は、ＦＬＲ（第１ＦＬＲ１４、第２ＦＬＲ２
４）と、それに対応する導体層９、半導体層３を相互に導通させる。
【００４６】
　上記の製造方法は、温度検知用のダイオード４１４ａを伴うＩＧＢＴにおいて、既存の
工程を利用して導体層９と半導体層３を生成する。従って、導体層９や半導体層３を形成
するための新たな工程を付加する必要がない。
【００４７】
　（第３実施例）次に、図９を参照して第３実施例の半導体装置５０２を説明する。この
半導体装置５０２は、先に説明した第２実施例の半導体装置３０２に近い構造を有してい
る。第２実施例の半導体装置３０２は、ＦＬＲ１４の近くに導体層９を設け、導体層９の
上方に半導体層３が設けられている。本実施例の半導体装置５０２は、ＦＬＲ１４の近く
に半導体層３を設け、その半導体層３の上方に導体層９を設ける。即ち、半導体装置３０
２と５０２は、導体層９と半導体層３の上下方向の位置が逆転している。半導体装置５０
２は、半導体装置３０２と同じ利点を有する。
【００４８】
　次に、図１０～図１２を用いて、ＦＬＲ１４と導体層９とを導通させる構造のバリエー
ションを説明する。図１０の半導体装置６０２では、絶縁層５に、ＦＬＲ１４と２つの導
体層９との夫々に通じるトレンチを形成する。そして、各トレンチに導体を充填する。充
填した導体が、ＦＬＲ１４と導体層９を導通する電極２３ａに相当する。図１１の半導体
装置７０２では、導体層９を貫通してＦＬＲ１４に達する太いトレンチを形成する。そし
て、そのトレンチに導体を充填する。充填した導体が電極２３ｂに相当する。電極２３ｂ
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の側面に導体層９が接し、電極２３ｂの下面にＦＬＲ１４が接する。
【００４９】
　図１２の半導体装置８０２では、中央部が下方に屈曲した導体層９ａを形成する。導体
層９ａの屈曲した部分がＦＬＲ１４と接する。半導体装置８０２は、導体層９ａとＦＬＲ
１４を導通させる電極が不要であるという利点を有する。
【００５０】
　次に、図１３、図１４を参照して、面密度勾配を有する半導体層を形成する方法の例を
説明する。図１３の方法では、内部に半導体層９１３を含む絶縁層５の上面にレジスト層
９０２を形成する。レジスト層の一部を除去し、半導体層３が露出する複数の開口（開口
９０３ａ、９０３ｂ、９０３ｃ）を形成する。不純物面密度の望ましい分布に応じて、開
口の幅を調整する。即ち、最も高い面密度で不純物を与えたい領域に対応して最も広い開
口９０３ａを設け、最も低い面密度で不純物を与えたい領域に対応して最も狭い開口９０
３ｃを設ける。中間の面密度で不純物を与えたい領域に対応しては、中間の幅の開口９０
３ｂを設ける。そして、Ｐ型あるいはＮ型の不純物９０１をドープする。開口の大きさに
応じた不純物面密度の半導体層３が得られる。図１３では、左端で不純物面密度が高く、
右へいくほど不純物面密度が下がる半導体層が得られる。
【００５１】
　図１４の方法では、拡散係数の小さい元素を用いてドープする。拡散係数の小さい元素
の例は、砒素（Ａｓ）、アンチモン（Ｓｂ）、インジウム（Ｉｎ）がある。図１４の方法
では、内部に半導体層９１４を含む絶縁層５の上面にレジスト層９０２を形成する。そし
て、不純物を高面密度で与えたい領域の上方のレジスト層を除去し、開口９０３ｄを形成
する。そうして、拡散係数の小さい元素９０４をドープする。不純物が直接打ち込まれる
領域では不純物を高面密度で含む領域（高面密度領域９１４ｂ）が生成される。用いられ
る不純物は拡散係数が小さいので、高面密度領域９１４ｂから、レジスト９０２によって
不純物が到達しない領域へと不純物が半導体層９１４の内部を拡散する。図１４において
、半導体層９１４の内部に描かれた矢印が不純物の拡散を表している。こうして、レジス
ト９０２に覆われた領域が低面密度領域９１４ａとなる。
【００５２】
　実施例で説明した技術に関する留意点を述べる。ＦＬＲ１４、ＦＬＲ１４に対応する半
導体層３、ＦＬＲ１４に対応する導体層９は、相互に導通していることが望ましい。ＦＬ
Ｒ１４と半導体層３を導通する電極、ＦＬＲと導体層９を導通する電極は、基板平面視に
おいて、ＦＬＲとともに活性領域を一巡していることが好ましい。
【００５３】
　本発明の代表的かつ非限定的な具体例について、図面を参照して詳細に説明した。この
詳細な説明は、本発明の好ましい例を実施するための詳細を当業者に示すことを単純に意
図しており、本発明の範囲を限定することを意図したものではない。また、開示された追
加的な特徴ならびに発明は、さらに改善された半導体装置とその製造方法を提供するため
に、他の特徴や発明とは別に、又は共に用いることができる。
【００５４】
　また、上記の詳細な説明で開示された特徴や工程の組み合わせは、最も広い意味におい
て本発明を実施する際に必須のものではなく、特に本発明の代表的な具体例を説明するた
めにのみ記載されるものである。さらに、上記の代表的な具体例の様々な特徴、ならびに
、独立及び従属請求項に記載されるものの様々な特徴は、本発明の追加的かつ有用な実施
形態を提供するにあたって、ここに記載される具体例のとおりに、あるいは列挙された順
番のとおりに組合せなければならないものではない。
【００５５】
　本明細書及び／又は請求の範囲に記載された全ての特徴は、実施例及び／又は請求の範
囲に記載された特徴の構成とは別に、出願当初の開示ならびに請求の範囲に記載された特
定事項に対する限定として、個別に、かつ互いに独立して開示されることを意図するもの
である。さらに、全ての数値範囲及びグループ又は集団に関する記載は、出願当初の開示
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ならびに請求の範囲に記載された特定事項に対する限定として、それらの中間の構成を開
示する意図を持ってなされている。
【００５６】
　以上、本発明の具体例を詳細に説明したが、これらは例示に過ぎず、特許請求の範囲を
限定するものではない。特許請求の範囲に記載の技術には、以上に例示した具体例を様々
に変形、変更したものが含まれる。本明細書または図面に説明した技術要素は、単独であ
るいは各種の組合せによって技術的有用性を発揮するものであり、出願時請求項記載の組
合せに限定されるものではない。また、本明細書または図面に例示した技術は複数目的を
同時に達成し得るものであり、そのうちの一つの目的を達成すること自体で技術的有用性
を持つものである。

【図１Ａ】

【図１Ｂ】

【図２】

【図３】
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【図６Ａ】

【図６Ｂ】

【図７】

【図８Ａ】

【図８Ｂ】

【図８Ｃ】
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【図９】

【図１０】

【図１１】

【図１２】

【図１３】

【図１４】
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