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(57)【要約】
　Ｎ-型第１半導体層となるＮ-型ＦＺウェハー（１０）
中に酸素を導入した後、ＦＺウェハー（１０）の表面に
Ｐ型第２半導体層（２）およびアノード電極（４）を形
成する。アノード電極（４）の側からＦＺウェハー（１
０）にプロトンを照射して、ＦＺウェハー（１０）中に
結晶欠陥（１２）を導入する。熱処理を行って、ＦＺウ
ェハー（１０）中の結晶欠陥（１２）を回復させること
により、第１半導体層内の一部のネットドーピング濃度
をＦＺウェハー（１０）の当初のネットドーピング濃度
よりも高くし、所望のブロードバッファ構造を形成する
。これによって、高速・低損失であり、かつソフトなス
イッチング特性を有する半導体装置を、ＦＺバルクウェ
ハーを用いて安価に、かつ制御性および歩留まりよく作
製することができる。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　第１導電型の第１半導体層の第１主面側に該第１半導体層よりも高濃度の第２導電型の
第２半導体層が形成され、かつ前記第１半導体層の第２主面側に該第１半導体層よりも高
濃度の第１導電型の第３半導体層が形成された半導体装置において、
　前記第１半導体層中に該第１半導体層の不純物濃度が極大となる箇所が少なくとも１か
所あり、かつ前記第１半導体層の不純物濃度が、前記極大となる箇所から前記第２半導体
層および前記第３半導体層の両方に向かって低くなり、
　さらに、前記第１半導体層中の少なくとも不純物濃度が極大となる箇所に、酸素原子と
酸素よりも軽い原子が含まれていることを特徴とする半導体装置。
【請求項２】
　前記酸素より軽い原子が水素であ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】
　上記請求項１または２に記載の半導体装置を製造するにあたって、
　第１導電型の第１半導体層となる第１導電型の半導体基板中に酸素を導入する工程と、
　前記半導体基板の第１主面または第２主面に荷電粒子を照射して、該半導体基板中の前
記第１半導体層に結晶欠陥を導入する工程と、
　熱処理を行って、前記第１半導体層中に導入された結晶欠陥を回復させることにより、
前記第１半導体層内の一部のネットドーピング濃度を前記半導体基板の当初のネットドー
ピング濃度よりも高くする工程と、
　を含むことを特徴とする半導体装置の製造方法。
【請求項４】
　前記荷電粒子がプロトンであることを特徴とする請求項３に記載の半導体装置の製造方
法。
【請求項５】
　プロトンを照射する際のプロトンのドーズ量が１×１０11ａｔｏｍｓ／ｃｍ2以上１×
１０14ａｔｏｍｓ／ｃｍ2以下であることを特徴とする請求項４に記載の半導体装置の製
造方法。
【請求項６】
　前記半導体基板中への酸素の導入後、荷電粒子の照射前に、該半導体基板の第１主面側
に該半導体基板よりも高濃度の第２導電型の第２半導体層を形成する工程と、
　前記熱処理による結晶欠陥の回復後、前記半導体基板の第２主面を研削する工程と、
　前記半導体基板の、研削により露出した面の側に前記第１半導体層よりも高濃度の第１
導電型の第３半導体層を形成する工程と、
　をさらに含むことを特徴とする請求項３に記載の半導体装置の製造方法。
【請求項７】
　前記荷電粒子がプロトンであることを特徴とする請求項６に記載の半導体装置の製造方
法。
【請求項８】
　プロトンを照射する際のプロトンのドーズ量が１×１０11ａｔｏｍｓ／ｃｍ2以上１×
１０14ａｔｏｍｓ／ｃｍ2以下であることを特徴とする請求項７に記載の半導体装置の製
造方法。
【請求項９】
　前記半導体基板中への酸素の導入時に、酸素とともに第１導電型不純物を導入して該半
導体基板よりも高濃度の第１導電型の第３半導体層を形成する工程と、
　前記半導体基板中への酸素および第１導電型不純物の導入後、荷電粒子の照射前に、前
記第１導電型不純物が導入されていない前記第１半導体層の表面に該第１半導体層よりも
高濃度の第２導電型の第２半導体層を形成する工程と、
　をさらに含むことを特徴とする請求項３に記載の半導体装置の製造方法。
【請求項１０】
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　前記荷電粒子がプロトンであることを特徴とする請求項９に記載の半導体装置の製造方
法。
【請求項１１】
　プロトンを照射する際のプロトンのドーズ量が１×１０11ａｔｏｍｓ／ｃｍ2以上１×
１０14ａｔｏｍｓ／ｃｍ2以下であることを特徴とする請求項１０に記載の半導体装置の
製造方法。
【請求項１２】
　前記荷電粒子の照射による結晶欠陥の導入後、２５０℃以上５００℃以下の温度で熱処
理を行うことを特徴とする請求項３～１１のいずれか一つに記載の半導体装置の製造方法
。
【請求項１３】
　前記荷電粒子の照射による結晶欠陥の導入後、３００℃以上４５０℃以下の温度で熱処
理を行うことを特徴とする請求項３～１１のいずれか一つに記載の半導体装置の製造方法
。
【請求項１４】
　前記荷電粒子の照射による結晶欠陥の導入後、３５０℃以上４２０℃以下の温度で熱処
理を行うことを特徴とする請求項３～１１のいずれか一つに記載の半導体装置の製造方法
。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この発明は、高速・低損失であるだけでなく、ソフトリカバリー特性をも兼ね備えたダ
イオードまたはＩＧＢＴ（絶縁ゲート型バイポーラトランジスタ）等の半導体装置および
その製造方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　電力用半導体装置として、６００Ｖ、１２００Ｖまたは１７００Ｖ等の耐圧クラスのダ
イオードやＩＧＢＴ等がある。近時、これらのデバイスの特性改善が進んでいる。電力用
半導体装置は、高効率で省電力なコンバーター－インバーター等の電力変換装置に用いら
れており、回転モーターやサーボモーターの制御に不可欠である。
【０００３】
　このような電力制御装置には、低損失で省電力であり、また高速、高効率であり、さら
に環境に優しい、すなわち周囲に対して悪影響を及ぼさないという特性が要求されている
。このような要求に対して、ダイオードにおいては、ブロードバッファ構造が提案されて
いる。ブロードバッファ構造とは、Ｎ-ドリフト層の平均的な濃度分布が、同層のほぼ中
間付近にピーク（極大値）を有し、かつアノードおよびカソード方向に向かって、傾きを
もって減少するような構造のことである（例えば、特許文献１参照。）。
【０００４】
　ブロードバッファ構造のダイオードでは、従来のエミッタ注入効率を下げるとともにラ
イフタイム分布の制御を行う技術（例えば、特許文献２参照。）では困難であるような高
速動作（例えば、キャリア周波数：２０ｋＨｚ以上）でのソフトリカバリー特性および発
振抑制効果を実現することができる。このようなブロードバッファ構造のダイオードを作
製する方法として、特許文献１には、次の２つの方法が開示されている。
【０００５】
　第１の方法は、バルク内の深い領域、すなわち半導体チップの表面から３０～６０μｍ
あるいはそれよりも深い領域に、半導体基板の当初のリン濃度よりも高いリン濃度の領域
をエピタキシャル成長法により形成する方法である。第２の方法は、ＦＺ（フロートゾー
ン）バルクウェハーにプロトンイオン（Ｈ+）を照射し、熱処理を行うことによって、バ
ルク内部の飛程Ｒｐの近傍でプロトンをドナー化させる方法である。エピタキシャルウェ
ハーよりもバルクウェハーの方が安価であるので、第２の方法は、第１の方法よりも安価
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である。
【０００６】
　また、上記特許文献１の他にも、プロトンの照射と熱処理によるプロトンのドナー化現
象を利用して高濃度のＮ+層を形成する方法が種々提案されている（例えば、特許文献３
、特許文献４参照。）。その他にも、特許文献４には、酸素によるサーマルドナーを用い
てＮ+層を形成する方法が開示されている。また、プロトンのドナー化を避ける必要があ
る場合には、プロトンの代わりにヘリウムを用いる提案がある（例えば、特許文献５参照
。）。
【０００７】
　また、安価にブロードバッファ構造を実現する方法として、アクセプタ原子で半導体基
板のドナー（リン）濃度を補償することによって、ネットドーピング濃度としてバルク内
部に高濃度領域を得る方法が提案されている（例えば、特許文献６参照。）。また、プロ
トンの照射によりシリコン基板中に欠陥を形成し、熱処理によりその残留欠陥を調整して
、局所的にライフタイムを低減する方法が公知である（例えば、特許文献５、特許文献７
、特許文献８参照。）。
【０００８】
　一方、ＩＧＢＴの製造方法として、慣用の半導体基板（例えばシリコンウェハー）を研
削等により薄くした後に、その研削面側から所定の濃度で原子をイオン注入し、熱処理を
行う方法により、低コストで電気的損失の低いＩＧＢＴを作製する方法が公知である（例
えば、特許文献９参照。）。近年、このような低コストな方法による素子の開発および製
造が主流になりつつある。また、その他のダイオードの構造としては、例えば特許文献１
０に開示されているようなダイオードもある。
【０００９】
【特許文献１】特開２００３－３１８４１２号公報
【特許文献２】特開平８－１４８６９９号公報
【特許文献３】特開平９－２６０６３９号公報
【特許文献４】特開２００１－１５６２９９号公報
【特許文献５】特開２００３－２４９６６２号公報
【特許文献６】特開２００５－６４４２９号公報
【特許文献７】特開２００１－３２６３６６号公報
【特許文献８】特開平１０－７４９５９号公報
【特許文献９】特表２００２－５２０８８５号公報
【特許文献１０】特開２００１－１２７３０８号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１０】
　通常ドナー原子として用いられるリンや砒素をイオン注入することにより、バルク内の
深い領域に半導体基板の当初のリン濃度よりも高いドナー濃度の領域を形成するのは困難
である。その理由の一つは、半導体基板にリンや砒素を一般的な１ＭｅＶの加速電圧で打
ち込んでも、その飛程Ｒｐがわずか１μｍ程度であるため、３０μｍ以上の深さの領域に
リンや砒素を分布させるのは実質的に不可能であるからである。
【００１１】
　そこで、上述したように、補償によってバルク内に高濃度のドナー領域を形成したり、
あるいはリンや砒素よりも軽い原子を用いることによってバルク内に高濃度のドナー領域
を形成するしかない。補償による方法では、例えばボロンよりも軽くて拡散係数の高いア
ルミニウム、ガリウム、白金または亜鉛等を、拡散深さが３０μｍ以上となるように、１
０００℃前後の比較的高温で長時間拡散させる必要がある。
【００１２】
　特に、それらの原子を基板裏面側から導入する場合には、ウェハーを１００μｍ前後の
厚さに研削・研磨した後に、その研磨面にイオン注入法でそれらの原子を導入し、拡散さ
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せる必要がある。そのため、ハンドリング時に薄いウェハーが割れてしまったり、イオン
注入面にゴミが付着したりキズが付いたりして、所望の濃度の拡散領域を形成できないと
いう問題点がある。
【００１３】
　一方、プロトンやヘリウム等の軽い原子を用いる方法では、ウェハーを削って薄くする
前に荷電粒子の照射と熱処理を行うので、上述したようなウェハーの割れやキズ等の影響
は低減できる。しかしながら、ドナー化濃度の制御が難しいため、所望の濃度プロファイ
ルを得にくいという問題点がある。
【００１４】
　例えば前記特許文献３では、ＦＺウェハーにプロトンを、加速電圧を１０ＭｅＶとし、
ドーズ量を４×１０11ａｔｏｍｓ／ｃｍ2にして照射することにより、Ｎ+高濃度層（特許
文献３では、チャンネルストップ層）を形成している。得られたＮ+高濃度層の濃度は、
最大で２．５×１０14／ｃｍ3であり、飛程Ｒｐ近傍の低抵抗領域の幅が２００μｍ以上
と広い。
【００１５】
　それに対して、６００Ｖや１２００Ｖの耐圧クラスの場合、上述したブロードバッファ
構造を含む低濃度のＮ-ドリフト層の幅自体は１５０μｍ程度と、上記低抵抗領域の幅（
２００μｍ）よりも狭い。従って、前記特許文献３に開示された方法では、効果的なブロ
ードバッファ構造を形成することはできない。
【００１６】
　また、前記特許文献４には、プロトンの照射エネルギーが１ＭｅＶ以下であり、熱処理
温度が３００℃以上５００℃以下であることが記載されている。しかし、ブロードバッフ
ァ構造を形成するためのプロトンの照射エネルギーについては、記載されていない。また
、具体的な作製結果についても記載されていない。従って、実際にブロードバッファ構造
を形成できるか否かは不明である。
【００１７】
　また、特許文献５には、プロトンよりもヘリウムが望ましいことが記載されており、そ
の理由として、プロトンを照射した場合、素子の耐圧が６割程度まで下がってしまうこと
が挙げられている。しかし、プロトンの照射により素子の耐圧が下がるのは、ブロードバ
ッファ構造ではない、従来の一般的な構造の素子を作製しているからである。また、特許
文献５には、プロトンの具体的な照射条件や熱処理条件は記載されていない。
【００１８】
　さらに、特許文献５の図３と同文献の図４を比較すると、所望のプロファイルである図
４のヘリウム照射品に対して、図３のプロトン照射品では、高濃度領域の濃度が所望の濃
度の４倍程度になっており、精度よく制御できていないことがわかる。また、特許文献５
、特許文献７および特許文献８には、プロトンをドナー化させることについては全く記載
されていないため、プロトンをドナー化させるための制御方法が不明である。
【００１９】
　ここで、本発明者が行った実験結果について説明する。この実験では、ＦＺ－Ｎ型シリ
コンウェハーにプロトンを照射し、熱処理を行った後、拡がり抵抗測定法により濃度プロ
ファイルを直接評価した。ウェハーの比抵抗は３３０Ωｃｍであり、リン濃度は１．４×
１０13／ｃｍ3であった。また、プロトンの照射エネルギーは７．９ＭｅＶであり、ドー
ズ量は１．０×１０12／ｃｍ2であった。そして、アルミアブソーバーを用いてプロトン
の飛程がシリコン表面、すなわちプロトンの照射面から約５０μｍの深さになるようにし
た。なお、プロトンの照射面には、１００００オングストロームの厚さの熱酸化膜を形成
した。
【００２０】
　熱処理条件は、３５０℃で６０分と、４２０℃で６０分とした。いずれの条件でも窒素
および水素雰囲気でアニールを行った。このように作製した試料を、角度が５°４４′で
あるマウントに貼り付け、ウェハーの断面が露出するように１／２０ダイヤモンドコンパ
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ウンドを用いて研磨した。
【００２１】
　また、ｓｏｌｉｄ　ｓｔａｔｅ　ｍｅａｓｕｒｅｍｅｎｔ社製のＳＳＭ２０００を用い
て試料の拡がり抵抗を測定した。その測定により得られた抵抗値をキャリア濃度に換算し
た結果を図５１（熱処理温度：３５０℃）と図５２（熱処理温度：４２０℃）に示す。い
ずれの図においても、縦軸はキャリア濃度であり、横軸はウェハー表面（プロトンの照射
面）からの距離、すなわち深さである。
【００２２】
　図５１より、３５０℃でアニールすると、表面から５０μｍの深さの近傍では、プロト
ンを照射したウェハー（図５１のプロトン照射後）の平均的な濃度が、プロトンを照射し
ていないウェハー（図５１のプロトン照射前）の濃度よりも一桁低くなっていることがわ
かる。これは、プロトンの飛程の前後に欠陥が多く存在しており、それによってこの深さ
の領域で高抵抗になっているからである。従って、前記特許文献１に開示されているよう
なブロードバッファ構造になっていないのは明らかである。
【００２３】
　また、図５２より、４２０℃でアニールした場合は、３５０℃でアニールした場合より
も結晶が回復されて低抵抗化しているが、プロトンの飛程の前後で、プロトンを照射した
ウェハー（図５２のプロトン照射後）の平均的な濃度が、プロトンを照射していないウェ
ハー（図５２のプロトン照射前）の濃度よりも低くなっているので、ブロードバッファ構
造になっていないことは明らかである。以上のように、公知のプロトン照射および熱処理
の方法では、所望のブロードバッファ構造を形成することは困難である。
【００２４】
　この発明は、上述した従来技術による問題点を解消するため、高速・低損失であり、か
つソフトなスイッチング特性を有するブロードバッファ構造のダイオードまたはＩＧＢＴ
等の電力用半導体装置を提供することを目的とする。また、この発明は、高速・低損失で
あり、かつソフトなスイッチング特性を有するブロードバッファ構造のダイオードまたは
ＩＧＢＴ等の電力用半導体装置を、ＦＺバルクウェハーを用いて安価に、かつ制御性およ
び歩留まりよく作製することができる半導体装置の製造方法を提供することを目的とする
。
【課題を解決するための手段】
【００２５】
　上述した課題を解決し、目的を達成するため、本発明にかかる半導体装置は、第１導電
型の第１半導体層の第１主面側に第２導電型の第２半導体層を有する。また、第１半導体
層の第２主面側に第１導電型の第３半導体層を有する。第２半導体層および第３半導体層
は、第１半導体層よりも高濃度である。
【００２６】
　第１半導体層中には、第１半導体層の不純物濃度が極大となる箇所が少なくとも１か所
存在する。また、第１半導体層の不純物濃度は、その極大となる箇所から第２半導体層お
よび第３半導体層の両方に向かって低くなる。さらに、その不純物濃度が極大となる箇所
に、酸素原子と、酸素よりも軽い原子が含まれている。この発明において、酸素より軽い
原子は、水素であってもよい。
【００２７】
　本発明にかかる半導体装置によれば、第１半導体層の不純物濃度が極大となる箇所に、
酸素原子と酸素よりも軽い原子とからなる複合ドナーが存在することにより、所望のブロ
ードバッファ構造が形成される。また、酸素原子とプロトンとからなる複合ドナーによっ
て、所望のブロードバッファ構造が形成される。
【００２８】
　また、本発明にかかる半導体装置の製造方法は、上述した構成の半導体装置を製造する
にあたって、第１導電型の半導体基板中に酸素を導入する工程を含む。この半導体基板は
、第１導電型の第１半導体層となる。次いで、半導体基板の第１主面または第２主面に荷
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電粒子を照射する工程を含む。これによって、第１半導体層に結晶欠陥が導入される。次
いで、熱処理を行う。これによって、結晶欠陥が回復し、第１半導体層内の一部のネット
ドーピング濃度が半導体基板の当初のネットドーピング濃度よりも高くなる。
【００２９】
　この発明において、酸素を導入した後に、半導体基板の第１主面側に第２半導体層を形
成してから、荷電粒子の照射を行うようにしてもよい。この場合、熱処理によって結晶欠
陥を回復させた後、半導体基板の第２主面を研削し、その研削により露出した面の側に第
３半導体層を形成するようにしてもよい。あるいは、半導体基板中に、酸素とともに第１
導電型不純物を導入して第３半導体層を形成し、その反対側の面に第２半導体層を形成し
てから、荷電粒子を照射するようにしてもよい。
【００３０】
　いずれの方法においても、荷電粒子がプロトンであり、そのドーズ量が１×１０11ａｔ
ｏｍｓ／ｃｍ2以上１×１０14ａｔｏｍｓ／ｃｍ2以下であるとよい。また、熱処理温度は
、２５０℃以上５００℃以下、好ましくは、３００℃以上４５０℃以下、より好ましくは
３５０℃以上４２０℃以下であるのがよい。
【００３１】
　本発明にかかる半導体装置の製造方法によれば、第１半導体層中に、酸素原子と酸素よ
りも軽い原子、例えばプロトンとからなる複合ドナーを存在させることができ、それによ
って所望のブロードバッファ構造を形成することができる。また、酸素原子とプロトンと
からなる複合ドナーによって、所望のブロードバッファ構造を形成することができる。熱
処理温度が２５０℃よりも低かったり、５００℃よりも高いと、酸素のドナー化温度（４
５０～５００℃）やプロトン等の起因欠陥の回復度合いとの兼ね合いにより、複合ドナー
が生じない。
【発明の効果】
【００３２】
　本発明にかかる半導体装置によれば、高速・低損失であり、かつソフトなスイッチング
特性を有するブロードバッファ構造のダイオードまたはＩＧＢＴ等が得られる。また、本
発明にかかる半導体装置の製造方法によれば、高速・低損失であり、かつソフトなスイッ
チング特性を有するブロードバッファ構造のダイオードまたはＩＧＢＴ等を、ＦＺバルク
ウェハーを用いて安価に、かつ制御性および歩留まりよく作製することができる。
【図面の簡単な説明】
【００３３】
【図１】図１は、本発明の実施の形態１にかかる半導体装置の構成、ネットドーピング濃
度およびプロトン分布を示す図である。
【図２】図２は、本発明の実施の形態１にかかる半導体装置の製造プロセスを示す図であ
る。
【図３】図３は、本発明の実施の形態１にかかる半導体装置の製造プロセスを示す図であ
る。
【図４】図４は、実施の形態１のプロトン照射および３５０℃での熱処理によるウェハー
の濃度プロファイルを示す図である。
【図５】図５は、実施の形態１のプロトン照射および４２０℃での熱処理によるウェハー
の濃度プロファイルを示す図である。
【図６】図６は、実施の形態１のプロトン照射および３５０℃での熱処理によるウェハー
の濃度プロファイルを示す図である。
【図７】図７は、実施の形態１のプロトン照射後のアニール温度とブロードバッファ部分
の積分濃度の関係を示す図である。
【図８】図８は、実施の形態１のプロトン照射後のアニール温度とプロトンのドーズ量と
ブロードバッファ部分の積分濃度の関係を示す図である。
【図９】図９は、実施の形態１のダイオードの逆回復波形を示す図である。
【図１０】図１０は、従来のダイオードの逆回復波形を示す図である。
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【図１１】図１１は、単相チョッパー回路の構成を示す図である。
【図１２】図１２は、本発明の実施の形態２にかかる半導体装置の構成、ネットドーピン
グ濃度およびプロトン分布を示す図である。
【図１３】図１３は、本発明の実施の形態２にかかる半導体装置の製造プロセスを示す図
である。
【図１４】図１４は、本発明の実施の形態２にかかる半導体装置の製造プロセスを示す図
である。
【図１５】図１５は、本発明の実施の形態３にかかる半導体装置の構成、ネットドーピン
グ濃度およびプロトン分布を示す図である。
【図１６】図１６は、本発明の実施の形態３にかかる半導体装置の製造プロセスを示す図
である。
【図１７】図１７は、本発明の実施の形態３にかかる半導体装置の製造プロセスを示す図
である。
【図１８】図１８は、コンバーター－インバーター回路の構成を示す図である。
【図１９】図１９は、力率改善回路の構成を示す図である。
【図２０】図２０は、マトリクスコンバーター回路の構成を示す図である。
【図２１】図２１は、実施の形態４にかかる半導体装置の構成およびネットドーピング濃
度を示す図である。
【図２２】図２２は、実施の形態５にかかる半導体装置の構成、ネットドーピング濃度、
酸素濃度および水素濃度を示す図である。
【図２３】図２３は、実施の形態６にかかる半導体装置のシリコン基板中の酸素原子濃度
とダイオードの逆回復ピーク電圧の関係を示す図である。
【図２４】図２４は、実施の形態７にかかる半導体装置のＣＶ測定によるキャリア濃度分
布測定の結果を示す図である。
【図２５】図２５は、実施の形態７にかかる半導体装置のＣＶ測定によるキャリア濃度分
布測定の結果を示す図である。
【図２６】図２６は、実施の形態７にかかる半導体装置のＣＶ測定によるキャリア濃度分
布測定の結果を示す図である。
【図２７】図２７は、実施の形態７にかかる半導体装置のＣＶ測定によるキャリア濃度分
布測定の結果を示す図である。
【図２８】図２８は、実施の形態７にかかる半導体装置のＣＶ測定によるキャリア濃度分
布測定の結果を示す図である。
【図２９】図２９は、実施の形態７にかかる半導体装置のＣＶ測定によるキャリア濃度分
布測定の結果を示す図である。
【図３０】図３０は、実施の形態７において比較となる半導体装置のＣＶ測定によるキャ
リア濃度分布測定の結果を示す図である。
【図３１】図３１は、実施の形態７において比較となる半導体装置のＣＶ測定によるキャ
リア濃度分布測定の結果を示す図である。
【図３２】図３２は、実施の形態７において比較となる半導体装置のＣＶ測定によるキャ
リア濃度分布測定の結果を示す図である。
【図３３】図３３は、実施の形態７において比較となる半導体装置のＣＶ測定によるキャ
リア濃度分布測定の結果を示す図である。
【図３４】図３４は、実施の形態７において比較となる半導体装置のＣＶ測定によるキャ
リア濃度分布測定の結果を示す図である。
【図３５】図３５は、実施の形態７において比較となる半導体装置のＣＶ測定によるキャ
リア濃度分布測定の結果を示す図である。
【図３６】図３６は、実施の形態７にかかる半導体装置の断面ＳＲ分布測定の結果を示す
図である。
【図３７】図３７は、実施の形態７にかかる半導体装置の断面ＳＲ分布測定の結果を示す
図である。
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【図３８】図３８は、実施の形態７にかかる半導体装置の断面ＳＲ分布測定の結果を示す
図である。
【図３９】図３９は、実施の形態７にかかる半導体装置の断面ＳＲ分布測定の結果を示す
図である。
【図４０】図４０は、実施の形態７にかかる半導体装置の断面ＳＲ分布測定の結果を示す
図である。
【図４１】図４１は、実施の形態７にかかる半導体装置の断面ＳＲ分布測定の結果を示す
図である。
【図４２】図４２は、実施の形態７において比較となる半導体装置の断面ＳＲ分布測定の
結果を示す図である。
【図４３】図４３は、実施の形態７において比較となる半導体装置の断面ＳＲ分布測定の
結果を示す図である。
【図４４】図４４は、実施の形態７において比較となる半導体装置の断面ＳＲ分布測定の
結果を示す図である。
【図４５】図４５は、実施の形態７において比較となる半導体装置の断面ＳＲ分布測定の
結果を示す図である。
【図４６】図４６は、実施の形態７において比較となる半導体装置の断面ＳＲ分布測定の
結果を示す図である。
【図４７】図４７は、実施の形態７において比較となる半導体装置の断面ＳＲ分布測定の
結果を示す図である。
【図４８】図４８は、実施の形態７にかかる半導体装置のブロードバッファ層の形成状況
をまとめた表である。
【図４９】図４９は、実施の形態７にかかる半導体装置のシート抵抗の測定結果を示す図
である。
【図５０】図５０は、実施の形態８のウェハーの熱処理温度とライフタイムの関係を示す
図である。
【図５１】図５１は、従来のプロトン照射および３５０℃での熱処理によるウェハーの濃
度プロファイルを示す図である。
【図５２】図５２は、従来のプロトン照射および４２０℃での熱処理によるウェハーの濃
度プロファイルを示す図である。
【符号の説明】
【００３４】
　１　第１半導体層
　２　第２半導体層
　３　第３半導体層
【発明を実施するための最良の形態】
【００３５】
　以下に添付図面を参照して、この発明にかかる半導体装置およびその製造方法の好適な
実施の形態を詳細に説明する。本明細書および添付図面においては、ＮまたはＰを冠記し
た層や領域では、それぞれ電子または正孔が多数キャリアであることを意味する。また、
ＮやＰに付す＋および－は、それぞれ相対的に不純物濃度が高いまたは低いことを意味す
る。なお、以下の実施の形態の説明および添付図面において、同様の構成には同一の符号
を付し、重複する説明を省略する。
【００３６】
実施の形態１．
　図１は、本発明の実施の形態１にかかる半導体装置の構成、ネットドーピング濃度およ
びプロトン分布を示す図である。図１において半導体装置の断面図１００に示すように、
Ｎ-ドリフト層となるＮ型の第１半導体層１の一方の主面側に、Ｐアノード層となるＰ型
の第２半導体層２が形成されている。また、第１半導体層１の他方の主面側に、Ｎ+カソ
ード層となるＮ型の第３半導体層３が形成されている。そして、第２半導体層２の表面に
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は、アノード電極４が形成されている。また、第３半導体層３の表面には、カソード電極
５が形成されている。
【００３７】
　図１においてアノード電極からの距離－ネットドーピング濃度（ｌｏｇ）の特性図１１
０に示すように、第１半導体層１のネットドーピング濃度は、第１半導体層１のほぼ中間
付近にピークを有し、第２半導体層２および第３半導体層３に向かって、傾きをもって減
少している。すなわち、実施の形態１の半導体装置は、ブロードバッファ構造となってい
る。第２半導体層２と第３半導体層３のネットドーピング濃度は、ともに第１半導体層１
のネットドーピング濃度よりも高い。
【００３８】
　一例として、実施の形態１の半導体装置を、耐圧が１２００Ｖクラスで、定格電流が１
５０Ａとなるように、チップサイズを１０ｍｍ×１０ｍｍとして作製した場合の各部のネ
ットドーピング濃度および寸法を例示する。寸法については、第２半導体層２とアノード
電極４との界面を基準とし、特に断らない限り、この界面からの距離で表す。
【００３９】
　第２半導体層２と第１半導体層１との界面までの距離は、３μｍである。第３半導体層
３とカソード電極５との界面までの距離は、１４０μｍである。第１半導体層１と第３半
導体層３との界面から、第３半導体層３とカソード電極５との界面までの距離、すなわち
第３半導体層３の厚さは、０．５μｍである。
【００４０】
　第２半導体層２のネットドーピング濃度は、アノード電極４との界面において５×１０
16ａｔｏｍｓ／ｃｃであり、第１半導体層１に向かって低くなり、第１半導体層１との界
面では、５×１０13ａｔｏｍｓ／ｃｃよりも低い。第１半導体層１のネットドーピング濃
度は、第２半導体層２との界面では、５×１０13ａｔｏｍｓ／ｃｃよりも低いが、第２半
導体層２との界面近傍で５×１０13ａｔｏｍｓ／ｃｃとなる。以下では、濃度を示す単位
としてａｔｏｍｓ／ｃｃとａｔｏｍｓ／ｃｍ3を用いて説明するが、「ｃｃ」と「ｃｍ3」
は同じである。
【００４１】
　そして、第１半導体層１のほぼ中間付近でピークとなる箇所のネットドーピング濃度は
、１．５×１０14ａｔｏｍｓ／ｃｃである。また、第１半導体層１の、第３半導体層３と
の界面およびその付近におけるネットドーピング濃度は、５×１０13ａｔｏｍｓ／ｃｃで
ある。第３半導体層３のネットドーピング濃度は、第１半導体層１との界面において５×
１０13ａｔｏｍｓ／ｃｃであり、カソード電極５に向かって高くなり、カソード電極５と
の界面で１×１０19ａｔｏｍｓ／ｃｃとなる。
【００４２】
　図１においてアノード電極からの距離－プロトン分布の特性図１２０に示すように、第
１半導体層１のネットドーピング濃度がピークとなる箇所までの距離は、６０μｍである
。この距離は、製造段階で第２半導体層２の表面にプロトンを照射したときのプロトンの
飛程Ｒｐに等しい。このプロトンの飛程Ｒｐの前後でプロトンの濃度が高い。第１半導体
層１には酸素原子が導入されており、酸素原子とプロトンとからなる複合ドナーによって
、所望のブロードバッファ構造が形成されている。
【００４３】
　次に、実施の形態１にかかる半導体装置の製造プロセスについて説明する。ここでは、
一例として、図１に例示した寸法およびネットドーピング濃度の半導体装置（耐圧：１２
００Ｖクラス、定格電流：１５０Ａ）を製造する場合について説明する。図２および図３
は、製造プロセスを示す図である。まず、図２の断面図２００に示すように、半導体基板
として、比抵抗が４０～１２０Ωｃｍ、例えば９０Ωｃｍ（リン濃度５．０×１０13ａｔ
ｏｍｓ／ｃｃ）のＦＺウェハー１０を用意する。
【００４４】
　そして、図２の断面図２１０に示すように、このＦＺウェハー１０の両面にリンガラス
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１１を塗布し、窒素および酸素雰囲気で例えば１２５０℃、１００時間の熱処理を行って
、両面からリン（Ｐ）を拡散させる。この熱処理によって、ＦＺウェハー１０の両面から
ウェハー内に大量の酸素（Ｏ）が導入され、ＦＺウェハー１０における酸素濃度は、固溶
限界濃度（約１×１０18ａｔｏｍｓ／ｃｃ）となる。
【００４５】
　次いで、断面図２１０に一点鎖線で示すように、ＦＺウェハー１０を研削し、ウェハー
表面の高濃度のリン拡散層２１１を除去する。それによって、図２の断面図２１２に示す
ように、高濃度リン層２１１からなる第３半導体層２１４を有する薄ウェハー２１３が得
られる。この薄ウェハー２１３の一方の表面をポリッシュ（研磨）して鏡面に仕上げる。
このＦＺウェハー１０のミラー仕上げ面には、後のダイオードのプロセス工程において、
第２半導体層２、ガードリングエッジ構造およびアノード電極４が形成される。ＦＺウェ
ハー１０の厚さは、この研削およびポリッシュ（研磨）後に例えば５００μｍになるよう
に、予め選定されている。
【００４６】
　ＦＺウェハー１０のミラー仕上げ面での比抵抗は、例えば９０Ωｃｍである。ＦＺウェ
ハー１０の他方の表面は、リンガラス１１を除去したままの状態である。この面の表面濃
度は、例えば１×１０20ａｔｏｍｓ／ｃｍ3程度であり、高濃度のリンが例えば８０μｍ
程度の深さまで拡散している。
【００４７】
　次いで、図２の断面図２２０に示すように、標準的なダイオードのプロセス工程によっ
て、Ｐアノード層となる第２半導体層２、図示しないガードリングエッジ構造、絶縁膜６
およびアノード電極４を形成する。第２半導体層２の濃度は、例えば５×１０16ａｔｏｍ
ｓ／ｃｃであり、その深さは、例えば３μｍである。また、アノード電極４の材料は、例
えばＡｌ－Ｓｉ１％である。
【００４８】
　次いで、図２の断面図２３０に示すように、アノード電極４の側からＦＺウェハー１０
に、サイクロトロンにより加速されたプロトンを照射する。その際、サイクロトロンの加
速電圧は、例えば７．９ＭｅＶであり、プロトンのドーズ量は、例えば１．０×１０12ａ
ｔｏｍｓ／ｃｍ2である。また、アルミアブソーバーを用い、その厚さを調節して、プロ
トンの飛程がＦＺウェハー１０の半導体とアノード電極４との界面から６０μｍとなるよ
うにする。断面図２３０において、×印は、プロトンの照射によりＦＺウェハー１０内に
生じた結晶欠陥１２を表す。
【００４９】
　次いで、図３の断面図３００に示すように、例えば３５０℃で１時間の熱処理を水素雰
囲気で行い、結晶欠陥１２を回復させる。それによって、ＦＺウェハー１０の半導体とア
ノード電極４との界面から６０μｍの深さのところを中心としてその前後に高濃度領域１
３ができる。この高濃度領域１３によって、所望のブロードバッファ構造が形成される。
【００５０】
　次いで、図３の断面図３１０に示すように、ＦＺウェハー１０の、リンガラス１１が除
去された状態のままの面に対して研削やウエットエッチングを行い、ＦＺウェハー１０を
所定の厚さにする。１２００Ｖクラスの場合、この段階でのＦＺウェハー１０の厚さは、
典型的には１００～１６０μｍである。実施の形態１では、この段階でのＦＺウェハー１
０の厚さは、例えば１４０μｍである。
【００５１】
　次いで、ＦＺウェハー１０の、研削やウエットエッチングが行われた面に対してリン等
のＮ型不純物をイオン注入する。その際の加速電圧は、例えば５０ｋｅＶであり、ドーズ
量は、例えば１×１０15ａｔｏｍｓ／ｃｍ2である。次いで、そのイオン注入面に対して
、ＹＡＧ第２高調波レーザ等のレーザ光をダブルパルス法にて照射する。
【００５２】
　ここで、ダブルパルス法とは、レーザ光の照射エリアごとに、複数のレーザ照射装置か
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ら所定の遅延時間だけ照射タイミングをずらして複数のパルスレーザを連続的に照射する
方法である。ダブルパルス法については、特開２００５－２２３３０１号公報に詳述され
ている。
【００５３】
　ダブルパルス法によりレーザ光を照射する際のエネルギー密度は、レーザ光の照射エリ
アごとに、合計で例えば３Ｊ／ｃｍ2である。また、ダブルパルスの遅延時間は、例えば
３００ｎｓｅｃである。このレーザ照射によって、その前にイオン注入されたリン等のＮ
型不純物が電気的に活性化して、Ｎ+カソード層となる第３半導体層３ができる。
【００５４】
　最後に、図３の断面図３２０に示すように、第３半導体層３の表面にチタン、ニッケル
および金の順で金属を成膜し、第３半導体層３にオーミック接触するカソード電極５を形
成し、半導体装置（ダイオード）が完成する。ＦＺウェハー１０の、第２半導体層２と第
３半導体層３の間の部分は、第１半導体層１となる。図３の特性図３３０は、断面図３２
０の半導体装置に対応するネットドーピング濃度のプロファイルである。
【００５５】
　ここで、本発明者が行った実験結果について説明する。この実験では、図２の製造プロ
セスと同じ条件でＦＺ－Ｎ型シリコンウェハーに酸素を導入し、ウェハーの表面に１００
００オングストロームの厚さの熱酸化膜を形成し、その表面にプロトンを照射した。ウェ
ハーの比抵抗は３３０Ωｃｍであり、リン濃度は１．４×１０13／ｃｍ3であった。プロ
トンの照射エネルギーを７．９ＭｅＶとし、ドーズ量を１．０×１０12／ｃｍ2とした。
【００５６】
　その後、水素雰囲気で熱処理を行った。熱処理条件を３５０℃で６０分と、４２０℃で
６０分とした。得られた試料を角度が５°４４′であるマウントに貼り付け、ウェハーの
断面が露出するように１／２０ダイヤモンドコンパウンドを用いて研磨し、その露出面に
対してｓｏｌｉｄ　ｓｔａｔｅ　ｍｅａｓｕｒｅｍｅｎｔ社製のＳＳＭ２０００を用いて
拡がり抵抗を測定した。
【００５７】
　測定により得られた抵抗値をキャリア濃度に換算した結果を図４（熱処理温度：３５０
℃）と図５（熱処理温度：４２０℃）に示す。いずれの図においても、縦軸はキャリア濃
度であり、横軸はウェハー表面（プロトンの照射面）からの距離である。
【００５８】
　図４より、３５０℃でアニールすると、表面から５０μｍの深さの近傍では、プロトン
を照射したウェハー（図４のプロトン照射後）の平均的な濃度が、プロトンを照射してい
ないウェハー（図４のプロトン照射前）の濃度、すなわちウェハーの当初の濃度よりも高
くなっており、所望のブロードバッファ構造ができていることがわかる。なお、図４にお
いて、ウェハー表面からおよそ１５μｍの深さまでに高濃度領域（低抵抗領域）があるの
は、酸化膜からの酸素の拡散によるものである。
【００５９】
　また、図５より、４２０℃でアニールした場合には、ウェハー表面から６０μｍを越え
る深さまで、ウェハーの当初の濃度よりも高い高濃度領域が拡がっている。これは、４２
０℃の熱処理で酸素および水素原子が拡散したことが原因であると考えられる。
【００６０】
　図４の縦軸をｌｏｇスケールから線形スケールに直したグラフを図６に示す。図６に示
すように、キャリア濃度（ネットドーピング濃度）の分布は滑らかではなく、局所的に濃
度の増減が生じている。これは、拡がり抵抗測定値に測定ばらつきがあることと、プロト
ンの入射によって残留ダメージ（欠陥）がシリコン中に局所的に残り、その欠陥によって
キャリアの移動度が低下することが原因である。
【００６１】
　本実施の形態１におけるブロードバッファ構造でも、前記特許文献１の図７７に開示さ
れているような、局所的なネットドーピング濃度の変化が物理的に生じる。しかしながら
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、前記特許文献１に開示されているように、逆回復特性における空間電荷領域のピン止め
効果や耐圧特性は、電界強度の分布で決まる。そして、その電界強度分布は、ネットドー
ピング濃度の空間的な積分値に比例する。
【００６２】
　それゆえ、このような濃度の局所的な増減、例えばある位置でのネットドーピング濃度
の１０％程度の増減までは、無視してもかまわない。従って、本明細書においては、ブロ
ードバッファ構造とは、このような濃度の微小な増減を含んでおり、平均的な濃度分布が
局所的なピーク値からアノードおよびカソード方向に向かって傾きをもって減少する構造
のことを意味する。
【００６３】
　図７は、プロトン照射後のアニール温度とブロードバッファ部分の不純物の積分濃度の
関係を示す図である。プロトンのドーズ量は、１×１０12ａｔｏｍｓ／ｃｍ2である。こ
こで、ブロードバッファ部分の積分濃度とは、前記特許文献１の段落［００２３］および
［００２４］に開示されている計算方法と同じ方法で算出した値であり、逆回復特性等を
決めるものである。この値は、前記特許文献１によれば８×１０13ａｔｏｍｓ／ｃｍ2以
下であることが望ましい。
【００６４】
　図７より、アニール温度が２５０℃よりも低い温度または５００℃よりも高い温度にな
ると、積分濃度が急激に減少することがわかる。これは、２５０℃よりも低い温度または
５００℃よりも高い温度では、酸素のドナー化温度（４５０～５００℃）や、プロトンに
起因する欠陥の回復度合いとの兼ね合いによって、複合ドナー化が生じないことが原因で
あると考えられる。従って、アニール温度は、２５０℃以上５００℃以下であることが望
ましい。
【００６５】
　図８は、プロトン照射後のアニール温度とプロトンドーズ量とブロードバッファ部分の
不純物の積分濃度の関係を示す図である。上述したようにブロードバッファ部分の積分濃
度が８×１０13ａｔｏｍｓ／ｃｍ2以下であることが望ましいことと、アニール温度が２
５０～５００℃であることが望ましいこととの兼ね合いから、所望のブロードバッファ構
造を形成するには、プロトンのドーズ量は、１×１０11ａｔｏｍｓ／ｃｍ2以上１×１０1

3ａｔｏｍｓ／ｃｍ2以下であるのが望ましい。
【００６６】
　以上の説明、並びに図４および図５と図５１および図５２との比較から、ブロードバッ
ファ構造を形成するためには、プロトンの照射により基板に水素原子を導入するだけでな
く、基板に酸素が含まれていることが極めて重要であるということは、明らかである。ま
た、熱処理によって酸素との相互作用により複合ドナーとなるためには、酸素よりも軽い
原子を照射する必要がある。従って、照射する原子としては、Ｈ、Ｈｅ、Ｌｉ、Ｂｅおよ
びＢの中でＨやＨｅが好ましく、特にＨ（プロトン）が望ましい。これら原子をイオン化
して照射する。
【００６７】
　図９は、図１のダイオードの室温での逆回復波形を示す図であり、図１０は、特許文献
９に開示されているダイオードの室温での逆回復波形を示す図である。これらの図におい
て、Ｉａｋはアノード電流であり、Ｖａｋはアノード・カソード間の電圧である。いずれ
も、図１１に示す単相チョッパー回路２０における波形図である。
【００６８】
　単相チョッパー回路２０では、逆回復順電流が１５Ａで定格電流の１／１０であり、Ｄ
Ｃバス電圧が９００Ｖであり、負荷インダクタンスＬｍが１ｍＨである。また、スイッチ
ングＩＧＢＴは、標準的な１２００Ｖ／１５０ＡのＦＳ（フィールドストップ型）－ＩＧ
ＢＴであり、そのゲート抵抗は、オン側で０Ωであり、オフ側で３３Ωである。主回路の
回路浮遊インダクタンスＬｓは２００ｎＨである。図９および図１０から明らかなように
、最も結晶欠陥を回復させているＦＺウェハーを用いた低コストなダイオードにおいても
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、本実施の形態１のように、酸素とプロトンによりブロードバッファ構造を形成したほう
が、発振のないソフトリカバリーであることがわかる。
【００６９】
実施の形態２．
　図１２は、本発明の実施の形態２にかかる半導体装置の構成、ネットドーピング濃度お
よびプロトン分布を示す図である。図１２において半導体装置の断面図１２００に示すよ
うに、実施の形態２の半導体装置は、図１に示す実施の形態１の半導体装置において、第
１半導体層１と第３半導体層３の間に、第１半導体層１よりも高濃度で、かつ第３半導体
層３よりも低濃度である、Ｎカソードバッファ層となる第４半導体層７を設けたものであ
る。その他の構成は実施の形態１と同様であるので、同一の符号を付して説明を省略する
。
【００７０】
　一例として、実施の形態２の半導体装置の各部のネットドーピング濃度および寸法を例
示する。ただし、実施の形態１で例示した値と異なる値のみ説明する。図１２においてア
ノード電極からの距離－ネットドーピング濃度（ｌｏｇ）の特性図１２１０に示すように
、第４半導体層７のネットドーピング濃度は、第１半導体層１との界面における５×１０
13ａｔｏｍｓ／ｃｃから、第３半導体層３に向かって高くなる。
【００７１】
　第３半導体層３のネットドーピング濃度は、第４半導体層７との界面からカソード電極
５に向かって高くなり、カソード電極５との界面で１×１０19ａｔｏｍｓ／ｃｃとなる。
また、第３半導体層３とカソード電極５との界面までの距離は、１２０μｍである。
【００７２】
　図１２においてアノード電極からの距離－プロトン分布の特性図１２２０に示すように
、第１半導体層１のネットドーピング濃度がピークとなる箇所までの距離は、５０μｍで
あり、この前後でプロトンの濃度が高い。また、深さが１１０～１４０μｍの領域におい
て、プロトンの濃度が高い。
【００７３】
　５０μｍの深さの付近でプロトンの濃度が高いのは、ブロードバッファ構造を形成して
いるからである。また、１１０～１４０μｍの深さの領域でプロトンの濃度が高いのは、
第４半導体層７を形成しているからである。なお、第３半導体層３とカソード電極５との
界面までの距離が１２０μｍであるにもかかわらず、深さが１１０～１４０μｍの領域に
おいてプロトンの濃度が高いとしたが、これは、後述するように、製造段階において１２
０μｍよりも厚い研削前のウェハーに、プロトンを、その飛程が１１０～１４０μｍとな
るように照射するからである。
【００７４】
　このように、第４半導体層７を設けることによって、半導体装置に逆バイアスが印加さ
れて空乏層が第３半導体層３に向かって拡張する際に、空乏層が第３半導体層３に到達す
るのを防ぐことができる。第３半導体層３の厚さは、わずか０．５μｍ程度である。その
ため、第３半導体層３を形成する際にパーティクルによるイオン注入の遮蔽やキズ等によ
って、第３半導体層３の形成が完全ではない場合、第４半導体層７がないと、第１半導体
層１とカソード電極５が直接コンタクト（接触）してしまい、漏れ電流が増加してしまう
。第４半導体層７を設けることによって、このような現象を防止することができる。
【００７５】
　次に、実施の形態２にかかる半導体装置の製造プロセスについて説明する。ここでは、
一例として、図１２に例示した寸法およびネットドーピング濃度の半導体装置（耐圧：１
２００Ｖクラス、定格電流：１５０Ａ）を製造する場合について説明する。図１３および
図１４は、製造プロセスを示す図である。まず、図１３の断面図１３００、断面図１３１
０、断面図１３１１および断面図１３２０に示すように、実施の形態１と同様にして、リ
ン（Ｐ）及び固溶限界濃度まで酸素が導入されたＦＺウェハー１０のミラー仕上げ面に、
標準的なダイオードのプロセス工程によって、第２半導体層２、図示しないガードリング



(15) JP WO2007/055352 A1 2007.5.18

10

20

30

40

50

エッジ構造、絶縁膜６およびアノード電極４を形成する。
【００７６】
　次いで、図１３の断面図１３３０に示すように、アノード電極４の側からＦＺウェハー
１０に実施の形態１と同じ条件でプロトンを照射する。ただし、アルミアブソーバーの厚
さを調節して、プロトンの飛程がＦＺウェハー１０の半導体とアノード電極４との界面か
ら５０μｍとなるようにする（図１２、特性図１２２０のＲｐ１）。断面図１３３０にお
いて、第２半導体層２に近い側の×印は、この飛程Ｒｐ１を５０μｍとしたときのプロト
ンの照射によりＦＺウェハー１０内に生じた結晶欠陥１２を表す。
【００７７】
　続いて、プロトンの飛程がＦＺウェハー１０の半導体とアノード電極４との界面から１
１０～１４０μｍとなるようにアルミアブソーバーの厚さを調節して（図１２、特性図１
２２０のＲｐ２）、アノード電極４の側からＦＺウェハー１０に実施の形態１と同じ条件
でプロトンを照射する。断面図１３３０において、第２半導体層２から遠い側の×印は、
この飛程Ｒｐ２を１１０～１４０μｍとしたときのプロトンの照射によりＦＺウェハー１
０内に生じた結晶欠陥１４を表す。
【００７８】
　なお、２回目のプロトンの照射については、アノード電極４の反対側から照射してもよ
い。アノード電極４の反対側とは、アノード電極４をＦＺウェハー１０のおもて面に形成
するとすれば、ウェハーの裏面側のことである。裏面側から２回目のプロトン照射を行っ
た場合のプロトンの分布を、図１２の特性図１２２０に破線で示す。
【００７９】
　次いで、図１４の断面図１４００に示すように、実施の形態１と同じ条件で熱処理を行
う。それによって、１回目のプロトン照射でできた結晶欠陥１２の回復による第１の高濃
度領域１３と、２回目のプロトン照射でできた結晶欠陥１４の回復による第２の高濃度領
域１５ができる。第１の高濃度領域１３によって、所望のブロードバッファ構造が形成さ
れる。第２の高濃度領域１５によって、第４半導体層７が形成される。
【００８０】
　次いで、図１４の断面図１４１０に示すように、実施の形態１と同様にして、ＦＺウェ
ハー１０を例えば１２０μｍの厚さにする。そして、図１４の断面図１４２０に示すよう
に、実施の形態１と同様にして、第３半導体層３およびカソード電極５を形成し、半導体
装置（ダイオード）が完成する。ＦＺウェハー１０の、第２半導体層２と第４半導体層７
の間の部分は、第１半導体層１となる。図１４の特性図１４３０は、断面図１４２０の半
導体装置に対応するネットドーピング濃度のプロファイルである。
【００８１】
実施の形態３．
　図１５は、本発明の実施の形態３にかかる半導体装置の構成、ネットドーピング濃度お
よびプロトン分布を示す図である。図１５において半導体装置の断面図１５００に示すよ
うに、実施の形態３の半導体装置は、図１に示す実施の形態１の半導体装置において、第
３半導体層３を厚くしたものである。その他の構成は実施の形態１と同様であるので、同
一の符号を付して説明を省略する。
【００８２】
　一例として、実施の形態３の半導体装置の各部のネットドーピング濃度および寸法を例
示する。ただし、実施の形態１で例示した値と異なる値のみ説明する。図１５においてア
ノード電極からの距離－ネットドーピング濃度（ｌｏｇ）の特性図１５１０に示すように
、第１半導体層１と第３半導体層３との界面までの距離、および第３半導体層３とカソー
ド電極５との界面までの距離は、それぞれ８０μｍおよび２５０μｍである。従って、第
３半導体層３の厚さは、１７０μｍである。
【００８３】
　また、第３半導体層３の、カソード電極５との界面におけるネットドーピング濃度は、
１×１０20ａｔｏｍｓ／ｃｃである。図１５においてアノード電極からの距離－プロトン
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分布の特性図１５２０に示すように、第１半導体層１のネットドーピング濃度がピークと
なる箇所までの距離は、５０μｍであり、この前後でプロトンの濃度が高く、ブロードバ
ッファ構造を形成している。
【００８４】
　次に、実施の形態３にかかる半導体装置の製造プロセスについて説明する。ここでは、
一例として、図１５に例示した寸法およびネットドーピング濃度の半導体装置（耐圧：１
２００Ｖクラス）を製造する場合について説明する。図１６および図１７は、製造プロセ
スを示す図である。まず、図１６の断面図１６００に示すように、半導体基板として、実
施の形態１と同様のＦＺウェハー１０を用意する。ただし、ＦＺウェハー１０の厚さを５
００μｍとする。
【００８５】
　次いで、図１６の断面図１６１０に示すように、実施の形態１と同様にして、ＦＺウェ
ハー１０の両面からリンを拡散させる。ただし、熱処理の時間を２００時間として、リン
を１７０μｍの深さまで拡散させ、厚さ１７０μｍの高濃度リン層１６を形成する。この
とき、ＦＺウェハー１０の両面からウェハー内に大量の酸素が導入され、ＦＺウェハー１
０における酸素濃度は、固溶限界濃度（約１×１０18ａｔｏｍｓ／ｃｃ）となる。
【００８６】
　次いで、断面図１６１０に一点鎖線で示すように、ＦＺウェハー１０を研削し、ウェハ
ー表面の高濃度のリン拡散層１６を除去して２５０μｍの厚さにする。それによって、図
１６の断面図１６２０に示すように、高濃度リン層１６からなる第３半導体層３を有する
厚さ２５０μｍの薄ウェハー１７が得られる。この薄ウェハー１７の表面を研削およびポ
リッシュ（研磨）して、鏡面に仕上げる。この段階で、薄ウェハー１７の厚さ２５０μｍ
のうち、９０Ωｃｍの高比抵抗である領域の厚さは８０μｍとなる。
【００８７】
　そして、薄ウェハー１７の、第３半導体層３ではない側の表面は、ミラー仕上げの面に
なっており、その比抵抗は９０Ωｃｍである。一方、薄ウェハー１７の、第３半導体層３
の側の表面は、リンガラスを除去したままの状態である。この面の表面濃度は、例えば１
×１０20ａｔｏｍｓ／ｃｍ3程度であり、高濃度のリンが、薄ウェハー１７の、第３半導
体層３の側の表面から例えば１７０μｍ程度の深さまで拡散している。
【００８８】
　次いで、図１６の断面図１６３０に示すように、標準的なダイオードのプロセス工程に
よって、薄ウェハー１７の、第３半導体層３ではない側の表面に第２半導体層２、図示し
ないガードリングエッジ構造、絶縁膜６およびアノード電極４を形成する。次いで、図１
７の断面図１７００に示すように、アノード電極４の側から薄ウェハー１７に実施の形態
１と同じ条件でプロトンを照射する。ただし、アルミアブソーバーの厚さを調節して、プ
ロトンの飛程が薄ウェハー１７の半導体とアノード電極４との界面から５０μｍとなるよ
うにする。断面図１７００において、×印は、プロトンの照射により薄ウェハー１７内に
生じた結晶欠陥１２を表す。
【００８９】
　次いで、図１７の断面図１７１０に示すように、実施の形態１と同じ条件で熱処理を行
う。それによって、結晶欠陥１２の回復による高濃度領域１３ができ、所望のブロードバ
ッファ構造が形成される。次いで、図１７の断面図１７２０に示すように、実施の形態１
と同様にして、カソード電極５を形成し、半導体装置（ダイオード）が完成する。薄ウェ
ハー１７の、第２半導体層２と第３半導体層３の間の部分は、第１半導体層１となる。
【００９０】
　図１７の特性図１７３０は、断面図１７２０の半導体装置に対応するネットドーピング
濃度のプロファイルである。この実施の形態３のように、リンを拡散させて深いカソード
拡散層を残しても、ブロードバッファ構造の効果により、従来のダイオードよりも低損失
でソフトリカバリーなダイオードが得られる。
【００９１】
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　なお、本発明は、ダイオードに限らず、通常のＩＧＢＴや逆阻止ＩＧＢＴに適用するこ
ともできる。本発明を適用したＩＧＢＴ等では、低損失で、かつ発振を抑えたターンオフ
を実現できる。特に、逆阻止ＩＧＢＴを作製する際には、ＦＺバルクウェハーを用い、そ
のおもて面にゲート構造やエミッタ構造やエッジ構造を作製し、電子線を１００ｋＧｙ以
下で照射した後に、ウェハー全体の最終的な厚さが１００μｍ前後になるようにウェハー
の裏面を研削および研磨し、研削による露出面に対してボロンのイオン注入とレーザ照射
によるボロンの活性化工程がある。
【００９２】
　一方、ターンオフ時には、ダイオードの逆回復と同様に表側から空乏層が広がり、キャ
リアが消滅していくが、ダイオードの場合と同様に、キャリアの急激な消滅を抑えること
ができるので、発振のないスムーズなターンオフが可能となる。従って、低損失でソフト
リカバリーなダイオードや、発振のないスムーズなターンオフが可能なＩＧＢＴを作製す
ることができる。また、そのような特性を有するＩＧＢＴモジュールを用いたＰＷＭイン
バータ等の電力変換装置において、過電圧破壊やＥＭＩノイズの発生を抑えることができ
る。
【００９３】
　図１８、図１９および図２０は、実施の形態１～３のダイオードやＦＳ－ＩＧＢＴの適
用例を示す図である。図１８に示すコンバーター－インバータ回路３０は、効率良く誘導
電動機やサーボモータ等を制御することが可能で、産業や電気鉄道等で広く用いられる。
図１９に示す力率改善回路（ＰＦＣ回路）４０は、ＡＣ－ＡＣ変換の入力電流を正弦波状
に制御して波形改善をはかる回路であり、スイッチング電源用に用いられる。図２０の回
路図２０００は、マトリクスコンバーター回路５０の全体図であり、回路図２０１０は、
マトリクスコンバーター回路５０のスイッチング部５１の構成を示す図である。
【００９４】
　上記各実施の形態１～３によれば、ブロードバッファ構造により、最も効率的に逆回復
損失の低減とソフトリカバリー特性が得られるという効果を奏する。また、ＦＺウェハー
を用いており、かつエピタキシャル成長工程がないので、従来よりも著しく安価であると
いう効果を奏する。さらに、実施の形態１および２では、ウェハーを研削して薄ウェハー
化する前に、ブロードバッファ構造を形成するためのプロトンの照射や熱処理を行うので
、これらの処理の際にウェハーが割れたりするのを防ぐことができる。
【００９５】
　実施の形態３では、薄ウェハー化してからプロトンの照射や熱処理を行うが、薄ウェハ
ーがこれらの処理で割れてしまうほどには薄くないので、これらの処理の際にウェハーが
割れたりするのを防ぐことができる。従って、歩留まりよく製造することができる。また
、第３半導体層３を薄ウェハー化した後にトランスパレンシーに形成するので、より一層
、逆回復損失の低減に有利である。
【００９６】
　ところで、プロトンやヘリウムをＳＯＩ（シリコン・オン・インシュレーター）基板に
照射し、熱処理を行うことによって、プロトンやヘリウムの照射によって誘起された欠陥
により酸素を外方へ拡散させ、ＳＯＩ基板中の残留酸素を除去し、ドナー濃度を低減させ
る方法が公知である（例えば、特開昭６３－２７０８３号公報）。この方法と本発明方法
とは、趣旨および効果の点で全く異なる。
【００９７】
　つまり、本発明は、酸素を除去せずにシリコン中に残留させるものであり、特開昭６３
－２７０８３号公報に開示された方法とは、目的および方法が本質的に異なる。また、本
発明は、酸素と水素（プロトン）により複合欠陥を形成させてドナー化させるものであり
、特開昭６３－２７０８３号公報に開示された方法とは、作用が異なる。さらに、本発明
は、ネットドーピング濃度（この場合はドナー濃度）を高くするものであり、特開昭６３
－２７０８３号公報に開示された方法とは、効果も全く異なる。
【００９８】
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　また、特開昭６３－２７０８３号公報に開示された方法によれば、ＭＯＳの閾値を安定
化させることができる。それに対して、本発明では、ダイオードの場合にはＭＯＳ構造が
存在しない。あるいは、本発明をＭＯＳデバイスへ適用した場合でも、本発明の作用およ
び効果は、Ｎ-ドリフト層に対するものであり、シリコン表面に形成されるＭＯＳ構造へ
の影響はない、という点で、本発明は特開昭６３－２７０８３号公報に開示された方法と
は異なる。
【００９９】
実施の形態４．
　図２１は、実施の形態４にかかる半導体装置の構成およびネットドーピング濃度を示す
図である。図２１において半導体装置の断面図２１００に示すように、この半導体装置は
、ＦＳ（フィールドストップ）型のＩＧＢＴである。Ｎ-ドリフト層となるＮ型の第１半
導体層１の一方の主面側に、Ｐベース層となるＰ型の第２半導体層２が形成されている。
また、第１半導体層１の他方の主面側には、第１半導体層１よりも不純物濃度が高いＮ型
のフィールドストップ層となる第３半導体層３が形成されている。また、第３半導体層３
の表面には、Ｐコレクタ層２１０４が形成されている。
【０１００】
　また、第２半導体層２の表面には、エミッタ電極２１０５が形成されている。また、第
１半導体層１および第２半導体層２に接するように、ゲート絶縁膜２１０６およびゲート
電極２１０７からなるＭＯＳゲート構造が形成されている。さらに、第２半導体層２のう
ちエミッタ電極２１０５およびゲート絶縁膜２１０６に接する部分にＮ+ソース領域２１
０８が形成されている。また、Ｐコレクタ層２１０４の表面には、コレクタ電極２１０９
が形成されている。
【０１０１】
　図２１において、エミッタ電極２１０５からの距離－ネットドーピング濃度（ｌｏｇ）
の特性図２１１０に示すように、第１半導体層１のネットドーピング濃度は、第１半導体
層１のほぼ中間付近に高濃度領域２１１３のピークを有し、第２半導体層２および第３半
導体層３に向かって、傾きをもって減少している。すなわち、実施の形態４の半導体装置
は、ブロードバッファ構造となっている。このブロードバッファ構造は、高濃度領域２１
１３により形成される。第２半導体層２、第３半導体層３およびＰコレクタ層２１０４の
ネットドーピング濃度は、ともに第１半導体層１のネットドーピング濃度よりも高い。
【０１０２】
　一例として、実施の形態４の半導体装置を、耐圧が１２００Ｖクラスで、定格電流が１
５０Ａとなるように、チップサイズを１０ｍｍ×１０ｍｍとして作製した場合の各部のネ
ットドーピング濃度および寸法を例示する。寸法については、第２半導体層２とエミッタ
電極２１０５との界面を基準とし、特に断らない限り、この界面からの距離で表す。
【０１０３】
　第２半導体層２と第１半導体層１との界面までの距離は、３μｍである。Ｐコレクタ層
２１０４とコレクタ電極２１０９との界面までの距離は、１４０μｍである。第３半導体
層３とＰコレクタ層２１０４との界面から、Ｐコレクタ層２１０４とコレクタ電極２１０
９との界面までの距離、すなわちＰコレクタ層２１０４の厚さは、０．５μｍである。
【０１０４】
　第２半導体層２のネットドーピング濃度は、エミッタ電極２１０５との界面において５
×１０16ａｔｏｍｓ／ｃｃであり、第１半導体層１に向かって低くなり、第１半導体層１
との界面では、５×１０13ａｔｏｍｓ／ｃｃよりも低い。第１半導体層１のネットドーピ
ング濃度は、第２半導体層２との界面では、５×１０13ａｔｏｍｓ／ｃｃよりも低いが、
第２半導体層２との界面近傍で５×１０13ａｔｏｍｓ／ｃｃとなる。
【０１０５】
　そして、第１半導体層１のほぼ中間付近でピークとなる箇所のネットドーピング濃度は
、１．５×１０14ａｔｏｍｓ／ｃｃである。また、第１半導体層１の、第３半導体層３と
の界面およびその付近におけるネットドーピング濃度は、５×１０13ａｔｏｍｓ／ｃｃで
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ある。
【０１０６】
　第３半導体層３のネットドーピング濃度は、第１半導体層１との界面において５×１０
13ａｔｏｍｓ／ｃｃであり、Ｐコレクタ層２１０４に向かって高くなる。第３半導体層３
のネットドーピング濃度は、Ｐコレクタ層２１０４との界面近傍で第１半導体層１のピー
クのネットドーピング濃度である１．５×１０14ａｔｏｍｓ／ｃｃよりも高くなるが、Ｐ
コレクタ層２１０４との界面では、５×１０13ａｔｏｍｓ／ｃｃよりも低い。
【０１０７】
　Ｐコレクタ層２１０４のネットドーピング濃度は、第３半導体層３との界面において５
×１０13ａｔｏｍｓ／ｃｃよりも低いが、コレクタ電極２１０９に向かって高くなり、コ
レクタ電極２１０９との界面で１×１０18ａｔｏｍｓ／ｃｃとなる。
【０１０８】
　第１半導体層１のネットドーピング濃度がピークとなる箇所までの距離は、６０μｍで
ある。この距離は、製造段階で第２半導体層２の表面にプロトンを照射したときのプロト
ンの飛程Ｒｐに等しい。このプロトンの飛程Ｒｐの前後でプロトンの濃度が高い。第１半
導体層１には酸素原子が導入されており、酸素原子とプロトンとからなる複合ドナーによ
って、所望のブロードバッファ構造が形成されている。
【０１０９】
実施の形態５．
　図２２は、実施の形態５にかかる半導体装置の構成、ネットドーピング濃度、酸素濃度
および水素濃度を示す図である。図２２において半導体装置の断面図２２００に示すよう
に、この半導体装置は、ＮＰＴ（ノンパンチスルー）型のＩＧＢＴに逆阻止能力を持たせ
た逆阻止ＩＧＢＴである。
【０１１０】
　図２２において、符号１は、Ｎ-ドリフト層となるＮ型の第１半導体層である。符号２
は、Ｐウェル領域となるＰ型の第２半導体層である。符号２２０１はＮ型のエミッタ領域
、符号２２０２はゲート絶縁膜、符号２２０３はゲート電極、符号２２０４は層間絶縁膜
、符号２２０５はＰコレクタ層、符号２２０６は側面Ｐコレクタ層、符号２２０７はエミ
ッタ電極、符号２２０８はコレクタ電極である。
【０１１１】
　逆阻止型ＩＧＢＴにはダイオード動作があるため、Ｎ型のブロードバッファ層を設ける
ことで、ＩＧＢＴ動作だけでなく、ダイオード動作の改善も可能である。このブロードバ
ッファ層は、側面Ｐコレクタ層２２０６に到達しても、してなくても構わない。図２２に
おいて、符号２２１０はエミッタ電極２２０７からの距離－ネットドーピング濃度（ｌｏ
ｇ）の特性図、符号２２２０はエミッタ電極２２０７からの距離－酸素分布の特性図、符
号２２３０はエミッタ電極２２０７からの距離－水素分布の特性図である。
【０１１２】
　逆阻止ＩＧＢＴの場合、シリコン基板のおもて面から裏面までの厚さは、特に限定しな
いが、例えば、耐圧６００Ｖでは１００μｍであり、耐圧１２００Ｖでは１８０μｍ程度
である。エミッタ電極２２０７からの距離－酸素分布の特性図２２２０に示すように、逆
阻止ＩＧＢＴでは、基板おもて面側、すなわち第１半導体層１のエミッタ電極側の領域に
おいて、酸素濃度が低くなっている。
【０１１３】
　エミッタ電極２２０７からの距離－水素分布の特性図２２３０に示すように、プロトン
は、その飛程が基板中の裏面側半分、すなわち酸素濃度が高い領域に入るように照射され
る。例えば、プロトンの飛程は、耐圧６００Ｖでは裏面から２５μｍ（表面からは７５μ
ｍ）程度であり、耐圧１２００Ｖでは裏面から５０μｍ（表面からは１３０μｍ）程度で
ある。このようにすれば、特にダイオード動作時の発振を抑制でき、放射ノイズを抑える
ことができる。
【０１１４】
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実施の形態６．
　図２３は、実施の形態６にかかる半導体装置のシリコン基板中の酸素原子濃度とダイオ
ードの逆回復ピーク電圧（逆回復中のサージ電圧）の関係を示す図である。図２３におい
て、縦軸は、規格化された値である。この実施の形態６の半導体装置は、前述の方法によ
り作製されたブロードバッファダイオードである。
【０１１５】
　図２３に示すように、基板中の酸素濃度により、プロトン照射および熱処理後の、ブロ
ードバッファ層の濃度および移動度の値が変化し、ダイオードの逆回復特性が変わってく
る。酸素濃度が１×１０16ａｔｏｍｓ／ｃｍ3以上であれば、ブロードバッファ層は問題
なく形成され、逆回復におけるサージ電圧を抑制できることがわかる。
【０１１６】
　それに対して、酸素濃度が１×１０16ａｔｏｍｓ／ｃｍ3未満の場合には、ブロードバ
ッファ層のドナー濃度が低くなるだけでなく、欠陥濃度が高くなるため、ダイオードの逆
回復特性は、従来と同じになり、発振やサージ電圧の増加が見られる。従って、シリコン
基板中の酸素の濃度は、１×１０16ａｔｏｍｓ／ｃｍ3以上であるのが望ましい。
【０１１７】
　一方、拡散時の温度が１３００℃である場合の酸素の固溶度は、１×１０18／ｃｍ3で
ある（「シリコンの科学」（リアライズ社、１９９６年０６月））。従って、シリコン基
板中の酸素の最大濃度は、１×１０18／ｃｍ3となる。以上より、望ましくは、シリコン
基板中の酸素の濃度は、１×１０16ａｔｏｍｓ／ｃｍ3以上１×１０18ａｔｏｍｓ／ｃｍ3

以下であるのがよい。
【０１１８】
実施の形態７．
　図２４～図２９は、実施の形態７にかかる半導体装置のＣＶ測定によるキャリア濃度分
布測定の結果を示す図である。ここでは、３３０ΩｃｍのＦＺ－Ｎ型シリコンウェハー（
表面は鏡面仕上げ）に裏面からリンを１×１０20／ｃｍ3、８０μｍの深さまで拡散させ
た厚さ５００μｍのウェハー（サイズは任意、例えば、直径５または６インチ）を用いる
。
【０１１９】
　このリンの拡散時に、ウェハー内に酸素原子が導入される。以下、この酸素を含むウェ
ハーをＤＷウェハーとする。ＤＷウェハーとは、リン等の不純物とともに酸素を拡散させ
たウェハーのことである。ここでは、前記実施の形態６より、ウェハー中の酸素の濃度は
、１×１０16ａｔｏｍｓ／ｃｍ3以上１×１０18ａｔｏｍｓ／ｃｍ3以下とする。
【０１２０】
　このウェハーに対して、おもて面からプロトンＨ+をドーズ量１．０×１０11～１．０
×１０14／ｃｍ2、および加速電圧７．９ＭｅＶにて照射する。さらに、３００℃から５
００℃まで５０℃刻みの各温度で６０分間の熱処理を行う。
【０１２１】
　ＣＶ測定では、ｓｏｌｉｄ　ｓｔａｔｅ　ｍｅａｓｕｒｅｍｅｎｔ社製のＣＶ測定装置
ＳＳＭ４９５ハードプローブを用いる。測定素子は、次のように作製する。上述したウェ
ハーに、初期酸化膜を８０００オングストロームの厚さに成長させて表面活性部（アノー
ド電極が接触する部分）をエッチングし、そこにボロンを１×１０13／ｃｍ2のドーズ量
で、１００ｋｅＶの加速電圧でイオン注入する。
【０１２２】
　その後、１１５０℃、２００分で熱処理をして、Ｐアノード層およびエッジ構造部分の
ガードリングＰ層を形成する。その後、ＰＳＧ膜を１．５μｍ成長させて活性部をエッチ
ングし、Ａｌ－Ｓｉ１％を表面にスパッタリングで成長させた後、パターンニングにより
アノード電極を形成する。
【０１２３】
　その後、７．９ＭｅＶの加速電圧でドーズ量１×１０11～１×１０14／ｃｍ2、おもて
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面からの飛程Ｒｐを４０μｍにしてプロトン照射を行う。そして、窒素または水素雰囲気
で３００℃～５００℃（５０℃刻み）の各条件で熱処理を行う。その後、裏面にＴｉ／Ｎ
ｉ／Ａｕを合計１μｍ程度の厚さに蒸着して、最終的にＰｉＮダイオードを作製する。こ
のダイオードの活性面積（表面のアルミ電極とＰアノード層が接している部分の面積）は
０．７２ｃｍ2である。
【０１２４】
　このように、ガードリングをエッジ構造にして高比抵抗ウェハーを用いれば、ＣＶ測定
を行う際に、空乏層端の影響を受けることなしに、装置の最大印加電圧２５０Ｖにて空乏
層が広がる幅約１５０μｍに渡り容量を測定できる。そのため、ドナー化の度合いにもよ
るが、プロトンの飛程Ｒｐ、すなわちおもて面から４０μｍの位置も空乏化するので、そ
の位置近傍のキャリア濃度を測定できる。
【０１２５】
　空乏層幅Ｗにおけるキャリア濃度Ｎ（Ｗ）は、次の（１）式にて与えられ、Ｒｐ近傍に
おける正味のドナー濃度分布がわかる。ただし、（１）式において、印加電圧をＶ、容量
をＣ、真空の誘電率をε０、シリコンの比誘電率をεｓ、素子の活性面積をＡとする。
【０１２６】
【数１】

【０１２７】
　図２４、図２５および図２６は、それぞれ、プロトンのドーズ量が１．０×１０11／ｃ
ｍ2であり、熱処理温度が３００℃、３５０℃および４００℃の試料のＣＶ測定結果であ
る。また、図２７、図２８および図２９は、それぞれ、プロトンのドーズ量が１．０×１
０12／ｃｍ2であり、熱処理温度が３００℃、３５０℃および４００℃の試料のＣＶ測定
結果である。
【０１２８】
　図３０～図３５は、ＤＷウェハーの代わりに、ウェハー裏面のリン拡散を行わない通常
のＦＺウェハーを用いて測定素子を作製し、ＣＶ測定を行った結果を示す図である。測定
素子の作製方法は、上述したＤＷウェハーを用いる場合と同様である。ＤＷウェハーを用
いる場合との違いは、リン拡散時に導入された過飽和の酸素がウェハー中に存在しない（
あるいは、検出限界の１×１０15／ｃｍ3以下）ことと、拡散による熱履歴がないことで
ある。
【０１２９】
　図３０、図３１および図３２は、それぞれ、プロトンのドーズ量が１．０×１０11／ｃ
ｍ2であり、熱処理温度が３００℃、３５０℃および４００℃の試料のＣＶ測定結果であ
る。また、図３３、図３４および図３５は、それぞれ、プロトンのドーズ量が１．０×１
０12／ｃｍ2であり、熱処理温度が３００℃、３５０℃および４００℃の試料のＣＶ測定
結果である。
【０１３０】
　図３６～図４１は、実施の形態７にかかる半導体装置の断面ＳＲ分布測定の結果を示す
図である。ここでは、上述したＣＶ測定の場合と同様の方法にて形成されたＤＷウェハー
を用い、ＣＶ測定の場合と同様の方法にて測定素子を作製する。ＳＲ分布測定には、ｓｏ
ｌｉｄ　ｓｔａｔｅ　ｍｅａｓｕｒｅｍｅｎｔ社製のＳＲ測定装置ＳＳＭ２０００を用い
る。
【０１３１】
　サンプルのマウント（研磨）角度は５°４４′であり、研磨面の最終仕上げには１／２
０μｍダイヤモンドコンパウンドを用いる。また、図２４～図２９において用いられる試
料との違いは、シリコン結晶の比抵抗が１２０Ωｃｍ（３．８３×１０13／ｃｍ3）であ
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ることであり、その他の点については同じである。
【０１３２】
　図３６、図３７および図３８は、それぞれ、プロトンのドーズ量が１．０×１０11／ｃ
ｍ2であり、熱処理温度が３００℃、３５０℃および４００℃の試料のＳＲ分布測定結果
である。また、図３９、図４０および図４１は、それぞれ、プロトンのドーズ量が１．０
×１０12／ｃｍ2であり、熱処理温度が３００℃、３５０℃および４００℃の試料のＳＲ
分布測定結果である。
【０１３３】
　図４２～図４７は、ＤＷウェハーの代わりに、ウェハー裏面のリン拡散を行わない通常
のＦＺウェハーを用いて測定素子を作製し、ＳＲ分布測定を行った結果を示す図である。
測定素子の作製方法およびＤＷウェハーを用いる場合との違いについては、上述した通り
である。
【０１３４】
　図４２、図４３および図４４は、それぞれ、プロトンのドーズ量が１．０×１０11／ｃ
ｍ2であり、熱処理温度が３００℃、３５０℃および４００℃の試料のＳＲ分布測定結果
である。また、図４５、図４６および図４７は、それぞれ、プロトンのドーズ量が１．０
×１０12／ｃｍ2であり、熱処理温度が３００℃、３５０℃および４００℃の試料のＳＲ
分布測定結果である。
【０１３５】
　また、プロトン（Ｈ+）の代わりに、ヘリウムイオン（Ｈｅ2+）を用いる。加速電圧を
２４ＭｅＶとし、ドーズ量を１×１０12／ｃｍ2とし、飛程Ｒｐを４０μｍとしてヘリウ
ムイオン照射した試料を同様のプロセスにて形成し、ＣＶ測定およびＳＲ分布測定を行う
。
【０１３６】
　図４８は、プロトンまたはヘリウムイオンの照射による、ブロードバッファ層の形成状
況をまとめた表である。図４８に示す表には、ＣＶ測定による評価とＳＲ測定による評価
のそれぞれについて、イオン種とその照射量、および熱処理の有無とその熱処理温度にお
ける形成状況がまとめられている。
【０１３７】
　図４８において、「◎」は、良好に形成、すなわちイオンの飛程部分を濃度の最大ピー
クとする所望の形状（山形状）の濃度分布が得られて、かつバルクシリコンの濃度よりも
ネット濃度が高くなっていることを表す。つまり、ブロードバッファ層が良好に形成され
ていることを表す。「○」は、ＣＶ測定評価が一部装置限界のため不十分であるが、所望
の山形状の濃度分布が得られていることを表す。
【０１３８】
　「△」は、不十分、すなわち所望の山形状の濃度分布が得られていないか、またはＳＲ
測定の値がＣＶ測定値より小さいことを表す。移動度が低下すると、ＳＲ測定の値がＣＶ
測定値より小さくなる。「×」は、所望の山形状の濃度分布が得られていないことを表す
。
【０１３９】
　酸素を含むウェハーを用いた場合（表において、ＤＷ、ＣＺ－ＦＺの場合）、照射量が
１×１０11～１×１０12ａｔｏｍｓ／ｃｍ2であり、熱処理温度が３００℃～４００℃で
あれば、ブロードバッファ層が良好に形成されていることがわかる。従って、この範囲の
条件での処理が望ましい。
【０１４０】
　さらに、測定限界を超えているが、所望の山形状の濃度分布が得られているものを含め
てもよい。この場合には、照射量が１×１０14ａｔｏｍｓ／ｃｍ2までであってもよいし
、熱処理温度が４５０℃以下であってもよい。
【０１４１】
　図２４～図４８より、次のことがわかる。まず、図２４～図２９に示すように、ＤＷウ
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ェハーにプロトンを照射する場合、基板濃度（１．４×１０13ａｔｏｍｓ／ｃｍ3）に対
して深さ４０μｍを中心に、ドナー化をおこして高濃度になっていることが分かる。これ
は、図４８に「◎」または「○」で示すように、プロトンの照射直後、すなわち熱処理を
行う前の段階でも確認される。この分布が、ブロードバッファ構造となる。
【０１４２】
　熱処理温度が３００℃以上４００℃以下では、ブロードバッファ構造が形成されている
。ＣＶ測定結果の図示を省略するが、図４８に示すように、熱処理温度が４００℃で高ド
ーズ量（１×１０13／ｃｍ2または１×１０14／ｃｍ2）の場合には、おもて面から深さ２
０μｍ程度の領域も高濃度化している。
【０１４３】
　一方、ＣＶ測定結果の図示を省略するが、熱処理温度が４５０℃以上で低ドーズ量（１
×１０11／ｃｍ2または１×１０12／ｃｍ2）では、ほとんど基板濃度まで回復し、プロト
ンの照射によるドナーが消滅している。ＣＶ測定結果の図示を省略するが、熱処理温度が
４５０℃以上でも、高ドーズ量では、ドナー化による高濃度領域が若干存在する。
【０１４４】
　このように、ＤＷウェハーへのプロトン照射の場合は、全ドーズ量に渡り、ブロードバ
ッファ構造を形成し、特に３００℃以上４５０以下が、その形成に有効な温度範囲である
。ＣＶ測定結果の図示を省略するが、ヘリウムイオン照射の場合は、熱処理温度が４５０
℃以上で飛程Ｒｐ近傍に濃度のピークが見られるが、プロトンの場合と比べてドナー化濃
度が低い。
【０１４５】
　図３０～図３５に示すように、通常のＦＺウェハーにプロトンを照射する場合、ＤＷウ
ェハーの結果と比べると、ドナー化によるネットドーピング濃度の増加の割合が小さく、
最大１／３程度である。これより、ウェハー中に酸素が含まれている方が、ドナー化を効
果的に促進していることが分かる。ただし、熱処理温度が４００℃よりも高いと、ＤＷウ
ェハーを用いる場合と比べて、おもて面から深さ２０μｍまでの間にサーマルドナーの影
響がでないので、４００℃～４５０℃の温度範囲、例えば４２０℃以上の温度での熱処理
が必要である場合には、通常のＦＺウェハーを用いてもよい。
【０１４６】
　図３６～図４１に示すように、ＤＷウェハーにプロトンを照射する場合、ＳＲ測定とＣ
Ｖ測定における濃度分布の大きな違いは、飛程Ｒｐ近傍のドナー濃度が、ＳＲ測定では低
濃度を示す条件が多いことである。プロトンのドーズ量が１×１０11／ｃｍ2または１×
１０12／ｃｍ2である場合、ＳＲ測定結果の図示を省略するが、熱処理なし（プロトンの
照射直後）のときの測定濃度は、基板と同レベルである。
【０１４７】
　熱処理温度４５０℃のときのＳＲ測定結果の図示を省略するが、熱処理温度が３００℃
～４５０℃に渡って飛程Ｒｐをピークに高濃度（ドナー）化している。しかし、ＳＲ測定
結果の図示を省略するが、ドーズ量が１×１０13／ｃｍ2および１×１０14／ｃｍ2と増加
するにつれて、熱処理温度が３５０℃以下の場合に、飛程Ｒｐ近傍（～深さ約２０μｍま
で）の濃度が大きく減少している。また、曲線が滑らかではなく、キンクが生じている。
【０１４８】
　これは、軽イオン照射によるキャリア移動度の低下が原因である。イオン照射を行う場
合、被照射体（シリコン）では、イオンが非弾性衝突を繰り返して停止するまでの間、シ
リコンがイオンからエネルギーを受け取る。それによって、イオン透過領域でシリコンの
部分溶融が生じ、その結果、欠陥が生じる。この欠陥は、主に転位（線欠陥）であり、こ
の転位線を中心に空間電荷が生じる。この空間電荷は、キャリアを散乱するため、電子の
散乱緩和時間が短くなり、移動度が低下する（「半導体評価技術」（河東田編著、産業図
書、１９８９）のＰ４２を参照）。
【０１４９】
　図４２～図４７に示すように、通常のＦＺウェハーにプロトンを照射する場合、ＤＷウ
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ェハーを用いる場合と比べて、ＳＲ測定における濃度低下が大きく、最大で濃度が１桁小
さくなっている。つまり、通常のＦＺウェハーを用いる方が、ＤＷウェハーを用いるより
も、移動度の低下が大きい。
【０１５０】
　図２４～図２９と図３０～図３５を比較すると、通常のＦＺウェハーでは、ＤＷウェハ
ーに比べて、ドナー化濃度が１／３ほど小さくなっているので、移動度も１／３に減少し
ていることになる。このように、ウェハー中に酸素が含まれていることによって、イオン
照射時における移動度の低下を抑制することができる。
【０１５１】
　図４９は、ＤＷウェハーを用いた測定素子で、照射したプロトンの飛程Ｒｐを２μｍと
し、他は前述と同じ処理（熱処理）を施したウェハー表面のシート抵抗を測定した結果を
示す図である。シート抵抗は、最表層の抵抗を最も反映するので、表層から深さ２μｍ近
傍までの抵抗率がわかる。シート抵抗Ｒｓおよび拡散深さｘｊと、拡散領域の平均比抵抗
ρｓとの間には、次の（２）式の関係が成り立つ。
【０１５２】
【数２】

【０１５３】
　図４９に示すように、ＤＷウェハーでは、熱処理温度が３５０℃以上において、シート
抵抗が約２００Ω／□に飽和している。これは、ＣＶ測定のキャリア濃度分布の深さ下限
（最表層～５μｍ程度）が、平均濃度で約１×１０15／ｃｍ3程度になっていることを示
している。
【０１５４】
　これは、サーマルドナーだけではなく、水素と酸素およびシリコンの複合ドナーが、安
定的に最表層に残っていることを示している。以上のことから、酸素を含有するＤＷウェ
ハーを用いて、上述したドーズ量でプロトンを照射し、上述した温度範囲で熱処理するこ
とが、安定的なブロードバッファ層の形成にとって、有効である。なお、シート抵抗につ
いては、プロトンのドーズ量が１×１０13／ｃｍ2または１×１０14／ｃｍ2の場合も、良
好な結果が得られている。
【０１５５】
実施の形態８．
　一般に、イオン照射には、前記特許文献５、７および８に開示されているように、ウェ
ハーの少数キャリアのライフタイムを下げる効果がある。このライフタイム低下とドナー
化との関連について調べた結果について説明する。
【０１５６】
　図５０は、実施の形態８のウェハーの熱処理温度とライフタイムの関係を示す図である
。ここでは、１×１０11～１×１０13／ｃｍ2のドーズ量でプロトンを照射し、種々の温
度で熱処理を行ったウェハーと、ヘリウムイオンを照射し、種々の温度で熱処理を行った
ウェハーと、酸化膜１０００オングストロームのみを形成したベアウェハーについて、ラ
イフタイムの測定を行う。
【０１５７】
　ライフタイム測定には、コベルコ科研のＬＴＡ－１２００ＥＰを使用する。図５０には
、ウェハー内４９点の多点測定における平均値が示されている。図５０より、ドーズ量が
１×１０12／ｃｍ2以上でのプロトンの照射では、３５０℃～４００℃の間でライフタイ
ムが大きく変化していることがわかる。
【０１５８】
　プロトンの照射と熱処理を行っていないベアウェハーのライフタイムは、４００μｓ程
度である。それに対して、その値（４００μｓ程度）までは回復していないものの、熱処
理温度が４００℃以上であれば、プロトンを照射したウェハーのライフタイムは１０μｓ
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い。
【０１５９】
　しかし、上述したように、ドナー化によるブロードバッファプロファイルの形成条件と
しては、熱処理温度が３００℃～４５０℃以下であるのが望ましい。従って、これらの結
果から、プロトンのドーズ量は、１×１０11／ｃｍ2以上１×１０14／ｃｍ2以下であり、
熱処理温度は、３００℃以上４５０℃以下、好ましくは３５０℃以上４２０℃以下である
のがよい。
【０１６０】
　以上において本発明は、上述した実施の形態に限らず、種々変更可能である。例えば、
実施の形態中に記載した寸法や濃度、電圧値や電流値、温度や時間等の処理条件などの種
々の値は一例であり、本発明はそれらの値に限定されるものではない。また、各実施の形
態では第１導電型をＮ型とし、第２導電型をＰ型としたが、本発明は第１導電型をＰ型と
し、第２導電型をＮ型としても同様に成り立つ。
【０１６１】
　さらに、上述した実施の形態では、プロトンの照射領域のライフタイムは、もともとの
ウェハーのライフタイム（１５～３０μｓ）まで回復しているが、プロトンの照射量など
の条件や、回復熱処理の条件（温度、時間、雰囲気など）を変更して、プロトンの照射領
域のライフタイム値を低減させてもよい。また、本発明は、１２００Ｖクラスに限らず、
６００Ｖや１７００Ｖ、あるいはそれ以上の耐圧クラスでも同様に適用可能である。
【０１６２】
　例えば、６００Ｖクラスである場合には、ウェハーの比抵抗は２０～９０Ωｃｍであり
、最終厚さが５０～７０μｍである。１７００Ｖクラスである場合には、ウェハーの比抵
抗は８０～２００Ωｃｍであり、最終厚さが１２０～２００μｍである。
【産業上の利用可能性】
【０１６３】
　以上のように、本発明にかかる半導体装置およびその製造方法は、電力用半導体装置に
有用であり、特に、電気的損失および放射電磁ノイズの低い、環境問題を考慮したＩＧＢ
ＴモジュールやＩＰＭ（インテリジェントパワーモジュール）に適している。
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【手続補正書】
【提出日】平成19年9月14日(2007.9.14)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】請求項１
【補正方法】変更
【補正の内容】
【請求項１】
第１導電型の第１半導体層の第１主面側に該第１半導体層よりも高濃度の第２導電型の第
２半導体層が形成され、かつ前記第１半導体層の第２主面側に該第１半導体層よりも高濃
度の第１導電型の第３半導体層が形成された半導体装置において、
　前記第１半導体層中に該第１半導体層の不純物濃度が極大となる箇所が少なくとも１か
所あり、かつ前記第１半導体層の不純物濃度が、前記極大となる箇所から前記第２半導体
層および前記第３半導体層の両方に向かって低くなり、
　さらに、前記第１半導体層中の少なくとも不純物濃度が極大となる箇所に、酸素原子と
水素原子が含まれていることを特徴とする半導体装置。
【手続補正２】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】請求項２
【補正方法】変更
【補正の内容】
【請求項２】
前記酸素原子の濃度が１．０×１０１６（ａｔｏｍｓ／ｃｍ３）以上であることを特徴と
する請求項１に記載の半導体装置。
【手続補正書】
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【提出日】平成20年6月12日(2008.6.12)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　第１導電型の第１半導体層の第１主面側に該第１半導体層よりも高濃度の第２導電型の
第２半導体層が形成され、かつ前記第１半導体層の第２主面側に該第１半導体層よりも高
濃度の第１導電型の第３半導体層が形成された半導体装置において、
　前記第１半導体層中に該第１半導体層の不純物濃度が極大となる箇所が少なくとも１か
所あり、かつ前記第１半導体層の不純物濃度が、前記極大となる箇所から前記第２半導体
層および前記第３半導体層の両方に向かって低くなり、
　さらに、前記第１半導体層中の少なくとも不純物濃度が極大となる箇所に、酸素原子と
水素原子が含まれていることを特徴とする半導体装置。
【請求項２】
　前記酸素原子の濃度が１．０×１０16（ａｔｏｍｓ／ｃｍ3）以上であることを特徴と
する請求項１に記載の半導体装置。
【請求項３】
　上記請求項１または２に記載の半導体装置を製造するにあたって、
　第１導電型の第１半導体層となる第１導電型の半導体基板中に酸素を導入する工程と、
　前記半導体基板の第１主面または第２主面に荷電粒子を照射して、該半導体基板中の前
記第１半導体層に結晶欠陥を導入する工程と、
　熱処理を行って、前記第１半導体層中に導入された結晶欠陥を回復させることにより、
前記第１半導体層内の一部のネットドーピング濃度を前記半導体基板の当初のネットドー
ピング濃度よりも高くする工程と、
　を含むことを特徴とする半導体装置の製造方法。
【請求項４】
　前記荷電粒子がプロトンであることを特徴とする請求項３に記載の半導体装置の製造方
法。
【請求項５】
　プロトンを照射する際のプロトンのドーズ量が１×１０11ａｔｏｍｓ／ｃｍ2以上１×
１０14ａｔｏｍｓ／ｃｍ2以下であることを特徴とする請求項４に記載の半導体装置の製
造方法。
【請求項６】
　前記半導体基板中への酸素の導入後、荷電粒子の照射前に、該半導体基板の第１主面側
に該半導体基板よりも高濃度の第２導電型の第２半導体層を形成する工程と、
　前記熱処理による結晶欠陥の回復後、前記半導体基板の第２主面を研削する工程と、
　前記半導体基板の、研削により露出した面の側に前記第１半導体層よりも高濃度の第１
導電型の第３半導体層を形成する工程と、
　をさらに含むことを特徴とする請求項３に記載の半導体装置の製造方法。
【請求項７】
　前記荷電粒子がプロトンであることを特徴とする請求項６に記載の半導体装置の製造方
法。
【請求項８】
　プロトンを照射する際のプロトンのドーズ量が１×１０11ａｔｏｍｓ／ｃｍ2以上１×
１０14ａｔｏｍｓ／ｃｍ2以下であることを特徴とする請求項７に記載の半導体装置の製
造方法。
【請求項９】
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　前記半導体基板中への酸素の導入時に、酸素とともに第１導電型不純物を導入して該半
導体基板よりも高濃度の第１導電型の第３半導体層を形成する工程と、
　前記半導体基板中への酸素および第１導電型不純物の導入後、荷電粒子の照射前に、前
記第１導電型不純物が導入されていない前記第１半導体層の表面に該第１半導体層よりも
高濃度の第２導電型の第２半導体層を形成する工程と、
　をさらに含むことを特徴とする請求項３に記載の半導体装置の製造方法。
【請求項１０】
　前記荷電粒子がプロトンであることを特徴とする請求項９に記載の半導体装置の製造方
法。
【請求項１１】
　プロトンを照射する際のプロトンのドーズ量が１×１０11ａｔｏｍｓ／ｃｍ2以上１×
１０14ａｔｏｍｓ／ｃｍ2以下であることを特徴とする請求項１０に記載の半導体装置の
製造方法。
【請求項１２】
　前記荷電粒子の照射による結晶欠陥の導入後、２５０℃以上５００℃以下の温度で熱処
理を行うことを特徴とする請求項３～１１のいずれか一つに記載の半導体装置の製造方法
。
【請求項１３】
　前記荷電粒子の照射による結晶欠陥の導入後、３００℃以上４５０℃以下の温度で熱処
理を行うことを特徴とする請求項３～１１のいずれか一つに記載の半導体装置の製造方法
。
【請求項１４】
　前記荷電粒子の照射による結晶欠陥の導入後、３５０℃以上４２０℃以下の温度で熱処
理を行うことを特徴とする請求項３～１１のいずれか一つに記載の半導体装置の製造方法
。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この発明は、高速・低損失であるだけでなく、ソフトリカバリー特性をも兼ね備えたダ
イオードまたはＩＧＢＴ（絶縁ゲート型バイポーラトランジスタ）等の半導体装置および
その製造方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　電力用半導体装置として、６００Ｖ、１２００Ｖまたは１７００Ｖ等の耐圧クラスのダ
イオードやＩＧＢＴ等がある。近時、これらのデバイスの特性改善が進んでいる。電力用
半導体装置は、高効率で省電力なコンバーター－インバーター等の電力変換装置に用いら
れており、回転モーターやサーボモーターの制御に不可欠である。
【０００３】
　このような電力制御装置には、低損失で省電力であり、また高速、高効率であり、さら
に環境に優しい、すなわち周囲に対して悪影響を及ぼさないという特性が要求されている
。このような要求に対して、ダイオードにおいては、ブロードバッファ構造が提案されて
いる。ブロードバッファ構造とは、Ｎ-ドリフト層の平均的な濃度分布が、同層のほぼ中
間付近にピーク（極大値）を有し、かつアノードおよびカソード方向に向かって、傾きを
もって減少するような構造のことである（例えば、特許文献１参照。）。
【０００４】
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　ブロードバッファ構造のダイオードでは、従来のエミッタ注入効率を下げるとともにラ
イフタイム分布の制御を行う技術（例えば、特許文献２参照。）では困難であるような高
速動作（例えば、キャリア周波数：２０ｋＨｚ以上）でのソフトリカバリー特性および発
振抑制効果を実現することができる。このようなブロードバッファ構造のダイオードを作
製する方法として、特許文献１には、次の２つの方法が開示されている。
【０００５】
　第１の方法は、バルク内の深い領域、すなわち半導体チップの表面から３０～６０μｍ
あるいはそれよりも深い領域に、半導体基板の当初のリン濃度よりも高いリン濃度の領域
をエピタキシャル成長法により形成する方法である。第２の方法は、ＦＺ（フロートゾー
ン）バルクウェハーにプロトンイオン（Ｈ+）を照射し、熱処理を行うことによって、バ
ルク内部の飛程Ｒｐの近傍でプロトンをドナー化させる方法である。エピタキシャルウェ
ハーよりもバルクウェハーの方が安価であるので、第２の方法は、第１の方法よりも安価
である。
【０００６】
　また、上記特許文献１の他にも、プロトンの照射と熱処理によるプロトンのドナー化現
象を利用して高濃度のＮ+層を形成する方法が種々提案されている（例えば、特許文献３
、特許文献４参照。）。その他にも、特許文献４には、酸素によるサーマルドナーを用い
てＮ+層を形成する方法が開示されている。また、プロトンのドナー化を避ける必要があ
る場合には、プロトンの代わりにヘリウムを用いる提案がある（例えば、特許文献５参照
。）。
【０００７】
　また、安価にブロードバッファ構造を実現する方法として、アクセプタ原子で半導体基
板のドナー（リン）濃度を補償することによって、ネットドーピング濃度としてバルク内
部に高濃度領域を得る方法が提案されている（例えば、特許文献６参照。）。また、プロ
トンの照射によりシリコン基板中に欠陥を形成し、熱処理によりその残留欠陥を調整して
、局所的にライフタイムを低減する方法が公知である（例えば、特許文献５、特許文献７
、特許文献８参照。）。
【０００８】
　一方、ＩＧＢＴの製造方法として、慣用の半導体基板（例えばシリコンウェハー）を研
削等により薄くした後に、その研削面側から所定の濃度で原子をイオン注入し、熱処理を
行う方法により、低コストで電気的損失の低いＩＧＢＴを作製する方法が公知である（例
えば、特許文献９参照。）。近年、このような低コストな方法による素子の開発および製
造が主流になりつつある。また、その他のダイオードの構造としては、例えば特許文献１
０に開示されているようなダイオードもある。
【０００９】
【特許文献１】特開２００３－３１８４１２号公報
【特許文献２】特開平８－１４８６９９号公報
【特許文献３】特開平９－２６０６３９号公報
【特許文献４】特開２００１－１５６２９９号公報
【特許文献５】特開２００３－２４９６６２号公報
【特許文献６】特開２００５－６４４２９号公報
【特許文献７】特開２００１－３２６３６６号公報
【特許文献８】特開平１０－７４９５９号公報
【特許文献９】特表２００２－５２０８８５号公報
【特許文献１０】特開２００１－１２７３０８号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１０】
　通常ドナー原子として用いられるリンや砒素をイオン注入することにより、バルク内の
深い領域に半導体基板の当初のリン濃度よりも高いドナー濃度の領域を形成するのは困難
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である。その理由の一つは、半導体基板にリンや砒素を一般的な１ＭｅＶの加速電圧で打
ち込んでも、その飛程Ｒｐがわずか１μｍ程度であるため、３０μｍ以上の深さの領域に
リンや砒素を分布させるのは実質的に不可能であるからである。
【００１１】
　そこで、上述したように、補償によってバルク内に高濃度のドナー領域を形成したり、
あるいはリンや砒素よりも軽い原子を用いることによってバルク内に高濃度のドナー領域
を形成するしかない。補償による方法では、例えばボロンよりも軽くて拡散係数の高いア
ルミニウム、ガリウム、白金または亜鉛等を、拡散深さが３０μｍ以上となるように、１
０００℃前後の比較的高温で長時間拡散させる必要がある。
【００１２】
　特に、それらの原子を基板裏面側から導入する場合には、ウェハーを１００μｍ前後の
厚さに研削・研磨した後に、その研磨面にイオン注入法でそれらの原子を導入し、拡散さ
せる必要がある。そのため、ハンドリング時に薄いウェハーが割れてしまったり、イオン
注入面にゴミが付着したりキズが付いたりして、所望の濃度の拡散領域を形成できないと
いう問題点がある。
【００１３】
　一方、プロトンやヘリウム等の軽い原子を用いる方法では、ウェハーを削って薄くする
前に荷電粒子の照射と熱処理を行うので、上述したようなウェハーの割れやキズ等の影響
は低減できる。しかしながら、ドナー化濃度の制御が難しいため、所望の濃度プロファイ
ルを得にくいという問題点がある。
【００１４】
　例えば前記特許文献３では、ＦＺウェハーにプロトンを、加速電圧を１０ＭｅＶとし、
ドーズ量を４×１０11ａｔｏｍｓ／ｃｍ2にして照射することにより、Ｎ+高濃度層（特許
文献３では、チャンネルストップ層）を形成している。得られたＮ+高濃度層の濃度は、
最大で２．５×１０14／ｃｍ3であり、飛程Ｒｐ近傍の低抵抗領域の幅が２００μｍ以上
と広い。
【００１５】
　それに対して、６００Ｖや１２００Ｖの耐圧クラスの場合、上述したブロードバッファ
構造を含む低濃度のＮ-ドリフト層の幅自体は１５０μｍ程度と、上記低抵抗領域の幅（
２００μｍ）よりも狭い。従って、前記特許文献３に開示された方法では、効果的なブロ
ードバッファ構造を形成することはできない。
【００１６】
　また、前記特許文献４には、プロトンの照射エネルギーが１ＭｅＶ以下であり、熱処理
温度が３００℃以上５００℃以下であることが記載されている。しかし、ブロードバッフ
ァ構造を形成するためのプロトンの照射エネルギーについては、記載されていない。また
、具体的な作製結果についても記載されていない。従って、実際にブロードバッファ構造
を形成できるか否かは不明である。
【００１７】
　また、特許文献５には、プロトンよりもヘリウムが望ましいことが記載されており、そ
の理由として、プロトンを照射した場合、素子の耐圧が６割程度まで下がってしまうこと
が挙げられている。しかし、プロトンの照射により素子の耐圧が下がるのは、ブロードバ
ッファ構造ではない、従来の一般的な構造の素子を作製しているからである。また、特許
文献５には、プロトンの具体的な照射条件や熱処理条件は記載されていない。
【００１８】
　さらに、特許文献５の図３と同文献の図４を比較すると、所望のプロファイルである図
４のヘリウム照射品に対して、図３のプロトン照射品では、高濃度領域の濃度が所望の濃
度の４倍程度になっており、精度よく制御できていないことがわかる。また、特許文献５
、特許文献７および特許文献８には、プロトンをドナー化させることについては全く記載
されていないため、プロトンをドナー化させるための制御方法が不明である。
【００１９】
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　ここで、本発明者が行った実験結果について説明する。この実験では、ＦＺ－Ｎ型シリ
コンウェハーにプロトンを照射し、熱処理を行った後、拡がり抵抗測定法により濃度プロ
ファイルを直接評価した。ウェハーの比抵抗は３３０Ωｃｍであり、リン濃度は１．４×
１０13／ｃｍ3であった。また、プロトンの照射エネルギーは７．９ＭｅＶであり、ドー
ズ量は１．０×１０12／ｃｍ2であった。そして、アルミアブソーバーを用いてプロトン
の飛程がシリコン表面、すなわちプロトンの照射面から約５０μｍの深さになるようにし
た。なお、プロトンの照射面には、１００００オングストロームの厚さの熱酸化膜を形成
した。
【００２０】
　熱処理条件は、３５０℃で６０分と、４２０℃で６０分とした。いずれの条件でも窒素
および水素雰囲気でアニールを行った。このように作製した試料を、角度が５°４４′で
あるマウントに貼り付け、ウェハーの断面が露出するように１／２０ダイヤモンドコンパ
ウンドを用いて研磨した。
【００２１】
　また、ｓｏｌｉｄ　ｓｔａｔｅ　ｍｅａｓｕｒｅｍｅｎｔ社製のＳＳＭ２０００を用い
て試料の拡がり抵抗を測定した。その測定により得られた抵抗値をキャリア濃度に換算し
た結果を図５１（熱処理温度：３５０℃）と図５２（熱処理温度：４２０℃）に示す。い
ずれの図においても、縦軸はキャリア濃度であり、横軸はウェハー表面（プロトンの照射
面）からの距離、すなわち深さである。
【００２２】
　図５１より、３５０℃でアニールすると、表面から５０μｍの深さの近傍では、プロト
ンを照射したウェハー（図５１のプロトン照射後）の平均的な濃度が、プロトンを照射し
ていないウェハー（図５１のプロトン照射前）の濃度よりも一桁低くなっていることがわ
かる。これは、プロトンの飛程の前後に欠陥が多く存在しており、それによってこの深さ
の領域で高抵抗になっているからである。従って、前記特許文献１に開示されているよう
なブロードバッファ構造になっていないのは明らかである。
【００２３】
　また、図５２より、４２０℃でアニールした場合は、３５０℃でアニールした場合より
も結晶が回復されて低抵抗化しているが、プロトンの飛程の前後で、プロトンを照射した
ウェハー（図５２のプロトン照射後）の平均的な濃度が、プロトンを照射していないウェ
ハー（図５２のプロトン照射前）の濃度よりも低くなっているので、ブロードバッファ構
造になっていないことは明らかである。以上のように、公知のプロトン照射および熱処理
の方法では、所望のブロードバッファ構造を形成することは困難である。
【００２４】
　この発明は、上述した従来技術による問題点を解消するため、高速・低損失であり、か
つソフトなスイッチング特性を有するブロードバッファ構造のダイオードまたはＩＧＢＴ
等の電力用半導体装置を提供することを目的とする。また、この発明は、高速・低損失で
あり、かつソフトなスイッチング特性を有するブロードバッファ構造のダイオードまたは
ＩＧＢＴ等の電力用半導体装置を、ＦＺバルクウェハーを用いて安価に、かつ制御性およ
び歩留まりよく作製することができる半導体装置の製造方法を提供することを目的とする
。
【課題を解決するための手段】
【００２５】
　上述した課題を解決し、目的を達成するため、本発明にかかる半導体装置は、第１導電
型の第１半導体層の第１主面側に第２導電型の第２半導体層を有する。また、第１半導体
層の第２主面側に第１導電型の第３半導体層を有する。第２半導体層および第３半導体層
は、第１半導体層よりも高濃度である。
【００２６】
　第１半導体層中には、第１半導体層の不純物濃度が極大となる箇所が少なくとも１か所
存在する。また、第１半導体層の不純物濃度は、その極大となる箇所から第２半導体層お
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よび第３半導体層の両方に向かって低くなる。さらに、その不純物濃度が極大となる箇所
に、酸素原子と、酸素よりも軽い原子が含まれている。この発明において、酸素より軽い
原子は、水素であってもよい。
【００２７】
　本発明にかかる半導体装置によれば、第１半導体層の不純物濃度が極大となる箇所に、
酸素原子と酸素よりも軽い原子とからなる複合ドナーが存在することにより、所望のブロ
ードバッファ構造が形成される。また、酸素原子とプロトンとからなる複合ドナーによっ
て、所望のブロードバッファ構造が形成される。
【００２８】
　また、本発明にかかる半導体装置の製造方法は、上述した構成の半導体装置を製造する
にあたって、第１導電型の半導体基板中に酸素を導入する工程を含む。この半導体基板は
、第１導電型の第１半導体層となる。次いで、半導体基板の第１主面または第２主面に荷
電粒子を照射する工程を含む。これによって、第１半導体層に結晶欠陥が導入される。次
いで、熱処理を行う。これによって、結晶欠陥が回復し、第１半導体層内の一部のネット
ドーピング濃度が半導体基板の当初のネットドーピング濃度よりも高くなる。
【００２９】
　この発明において、酸素を導入した後に、半導体基板の第１主面側に第２半導体層を形
成してから、荷電粒子の照射を行うようにしてもよい。この場合、熱処理によって結晶欠
陥を回復させた後、半導体基板の第２主面を研削し、その研削により露出した面の側に第
３半導体層を形成するようにしてもよい。あるいは、半導体基板中に、酸素とともに第１
導電型不純物を導入して第３半導体層を形成し、その反対側の面に第２半導体層を形成し
てから、荷電粒子を照射するようにしてもよい。
【００３０】
　いずれの方法においても、荷電粒子がプロトンであり、そのドーズ量が１×１０11ａｔ
ｏｍｓ／ｃｍ2以上１×１０14ａｔｏｍｓ／ｃｍ2以下であるとよい。また、熱処理温度は
、２５０℃以上５００℃以下、好ましくは、３００℃以上４５０℃以下、より好ましくは
３５０℃以上４２０℃以下であるのがよい。
【００３１】
　本発明にかかる半導体装置の製造方法によれば、第１半導体層中に、酸素原子と酸素よ
りも軽い原子、例えばプロトンとからなる複合ドナーを存在させることができ、それによ
って所望のブロードバッファ構造を形成することができる。また、酸素原子とプロトンと
からなる複合ドナーによって、所望のブロードバッファ構造を形成することができる。熱
処理温度が２５０℃よりも低かったり、５００℃よりも高いと、酸素のドナー化温度（４
５０～５００℃）やプロトン等の起因欠陥の回復度合いとの兼ね合いにより、複合ドナー
が生じない。
【発明の効果】
【００３２】
　本発明にかかる半導体装置によれば、高速・低損失であり、かつソフトなスイッチング
特性を有するブロードバッファ構造のダイオードまたはＩＧＢＴ等が得られる。また、本
発明にかかる半導体装置の製造方法によれば、高速・低損失であり、かつソフトなスイッ
チング特性を有するブロードバッファ構造のダイオードまたはＩＧＢＴ等を、ＦＺバルク
ウェハーを用いて安価に、かつ制御性および歩留まりよく作製することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００３３】
　以下に添付図面を参照して、この発明にかかる半導体装置およびその製造方法の好適な
実施の形態を詳細に説明する。本明細書および添付図面においては、ＮまたはＰを冠記し
た層や領域では、それぞれ電子または正孔が多数キャリアであることを意味する。また、
ＮやＰに付す＋および－は、それぞれ相対的に不純物濃度が高いまたは低いことを意味す
る。なお、以下の実施の形態の説明および添付図面において、同様の構成には同一の符号
を付し、重複する説明を省略する。
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【００３４】
実施の形態１．
　図１は、本発明の実施の形態１にかかる半導体装置の構成、ネットドーピング濃度およ
びプロトン分布を示す図である。図１において半導体装置の断面図１００に示すように、
Ｎ-ドリフト層となるＮ型の第１半導体層１の一方の主面側に、Ｐアノード層となるＰ型
の第２半導体層２が形成されている。また、第１半導体層１の他方の主面側に、Ｎ+カソ
ード層となるＮ型の第３半導体層３が形成されている。そして、第２半導体層２の表面に
は、アノード電極４が形成されている。また、第３半導体層３の表面には、カソード電極
５が形成されている。
【００３５】
　図１においてアノード電極からの距離－ネットドーピング濃度（ｌｏｇ）の特性図１１
０に示すように、第１半導体層１のネットドーピング濃度は、第１半導体層１のほぼ中間
付近にピークを有し、第２半導体層２および第３半導体層３に向かって、傾きをもって減
少している。すなわち、実施の形態１の半導体装置は、ブロードバッファ構造となってい
る。第２半導体層２と第３半導体層３のネットドーピング濃度は、ともに第１半導体層１
のネットドーピング濃度よりも高い。
【００３６】
　一例として、実施の形態１の半導体装置を、耐圧が１２００Ｖクラスで、定格電流が１
５０Ａとなるように、チップサイズを１０ｍｍ×１０ｍｍとして作製した場合の各部のネ
ットドーピング濃度および寸法を例示する。寸法については、第２半導体層２とアノード
電極４との界面を基準とし、特に断らない限り、この界面からの距離で表す。
【００３７】
　第２半導体層２と第１半導体層１との界面までの距離は、３μｍである。第３半導体層
３とカソード電極５との界面までの距離は、１４０μｍである。第１半導体層１と第３半
導体層３との界面から、第３半導体層３とカソード電極５との界面までの距離、すなわち
第３半導体層３の厚さは、０．５μｍである。
【００３８】
　第２半導体層２のネットドーピング濃度は、アノード電極４との界面において５×１０
16ａｔｏｍｓ／ｃｃであり、第１半導体層１に向かって低くなり、第１半導体層１との界
面では、５×１０13ａｔｏｍｓ／ｃｃよりも低い。第１半導体層１のネットドーピング濃
度は、第２半導体層２との界面では、５×１０13ａｔｏｍｓ／ｃｃよりも低いが、第２半
導体層２との界面近傍で５×１０13ａｔｏｍｓ／ｃｃとなる。以下では、濃度を示す単位
としてａｔｏｍｓ／ｃｃとａｔｏｍｓ／ｃｍ3を用いて説明するが、「ｃｃ」と「ｃｍ3」
は同じである。
【００３９】
　そして、第１半導体層１のほぼ中間付近でピークとなる箇所のネットドーピング濃度は
、１．５×１０14ａｔｏｍｓ／ｃｃである。また、第１半導体層１の、第３半導体層３と
の界面およびその付近におけるネットドーピング濃度は、５×１０13ａｔｏｍｓ／ｃｃで
ある。第３半導体層３のネットドーピング濃度は、第１半導体層１との界面において５×
１０13ａｔｏｍｓ／ｃｃであり、カソード電極５に向かって高くなり、カソード電極５と
の界面で１×１０19ａｔｏｍｓ／ｃｃとなる。
【００４０】
　図１においてアノード電極からの距離－プロトン分布の特性図１２０に示すように、第
１半導体層１のネットドーピング濃度がピークとなる箇所までの距離は、６０μｍである
。この距離は、製造段階で第２半導体層２の表面にプロトンを照射したときのプロトンの
飛程Ｒｐに等しい。このプロトンの飛程Ｒｐの前後でプロトンの濃度が高い。第１半導体
層１には酸素原子が導入されており、酸素原子とプロトンとからなる複合ドナーによって
、所望のブロードバッファ構造が形成されている。
【００４１】
　次に、実施の形態１にかかる半導体装置の製造プロセスについて説明する。ここでは、
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一例として、図１に例示した寸法およびネットドーピング濃度の半導体装置（耐圧：１２
００Ｖクラス、定格電流：１５０Ａ）を製造する場合について説明する。図２および図３
は、製造プロセスを示す図である。まず、図２の断面図２００に示すように、半導体基板
として、比抵抗が４０～１２０Ωｃｍ、例えば９０Ωｃｍ（リン濃度５．０×１０13ａｔ
ｏｍｓ／ｃｃ）のＦＺウェハー１０を用意する。
【００４２】
　そして、図２の断面図２１０に示すように、このＦＺウェハー１０の両面にリンガラス
１１を塗布し、窒素および酸素雰囲気で例えば１２５０℃、１００時間の熱処理を行って
、両面からリン（Ｐ）を拡散させる。この熱処理によって、ＦＺウェハー１０の両面から
ウェハー内に大量の酸素（Ｏ）が導入され、ＦＺウェハー１０における酸素濃度は、固溶
限界濃度（約１×１０18ａｔｏｍｓ／ｃｃ）となる。
【００４３】
　次いで、断面図２１０に一点鎖線で示すように、ＦＺウェハー１０を研削し、ウェハー
表面の高濃度のリン拡散層２１１を除去する。それによって、図２の断面図２１２に示す
ように、高濃度リン層２１１からなる第３半導体層２１４を有する薄ウェハー２１３が得
られる。この薄ウェハー２１３の一方の表面をポリッシュ（研磨）して鏡面に仕上げる。
このＦＺウェハー１０のミラー仕上げ面には、後のダイオードのプロセス工程において、
第２半導体層２、ガードリングエッジ構造およびアノード電極４が形成される。ＦＺウェ
ハー１０の厚さは、この研削およびポリッシュ（研磨）後に例えば５００μｍになるよう
に、予め選定されている。
【００４４】
　ＦＺウェハー１０のミラー仕上げ面での比抵抗は、例えば９０Ωｃｍである。ＦＺウェ
ハー１０の他方の表面は、リンガラス１１を除去したままの状態である。この面の表面濃
度は、例えば１×１０20ａｔｏｍｓ／ｃｍ3程度であり、高濃度のリンが例えば８０μｍ
程度の深さまで拡散している。
【００４５】
　次いで、図２の断面図２２０に示すように、標準的なダイオードのプロセス工程によっ
て、Ｐアノード層となる第２半導体層２、図示しないガードリングエッジ構造、絶縁膜６
およびアノード電極４を形成する。第２半導体層２の濃度は、例えば５×１０16ａｔｏｍ
ｓ／ｃｃであり、その深さは、例えば３μｍである。また、アノード電極４の材料は、例
えばＡｌ－Ｓｉ１％である。
【００４６】
　次いで、図２の断面図２３０に示すように、アノード電極４の側からＦＺウェハー１０
に、サイクロトロンにより加速されたプロトンを照射する。その際、サイクロトロンの加
速電圧は、例えば７．９ＭｅＶであり、プロトンのドーズ量は、例えば１．０×１０12ａ
ｔｏｍｓ／ｃｍ2である。また、アルミアブソーバーを用い、その厚さを調節して、プロ
トンの飛程がＦＺウェハー１０の半導体とアノード電極４との界面から６０μｍとなるよ
うにする。断面図２３０において、×印は、プロトンの照射によりＦＺウェハー１０内に
生じた結晶欠陥１２を表す。
【００４７】
　次いで、図３の断面図３００に示すように、例えば３５０℃で１時間の熱処理を水素雰
囲気で行い、結晶欠陥１２を回復させる。それによって、ＦＺウェハー１０の半導体とア
ノード電極４との界面から６０μｍの深さのところを中心としてその前後に高濃度領域１
３ができる。この高濃度領域１３によって、所望のブロードバッファ構造が形成される。
【００４８】
　次いで、図３の断面図３１０に示すように、ＦＺウェハー１０の、リンガラス１１が除
去された状態のままの面に対して研削やウエットエッチングを行い、ＦＺウェハー１０を
所定の厚さにする。１２００Ｖクラスの場合、この段階でのＦＺウェハー１０の厚さは、
典型的には１００～１６０μｍである。実施の形態１では、この段階でのＦＺウェハー１
０の厚さは、例えば１４０μｍである。
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【００４９】
　次いで、ＦＺウェハー１０の、研削やウエットエッチングが行われた面に対してリン等
のＮ型不純物をイオン注入する。その際の加速電圧は、例えば５０ｋｅＶであり、ドーズ
量は、例えば１×１０15ａｔｏｍｓ／ｃｍ2である。次いで、そのイオン注入面に対して
、ＹＡＧ第２高調波レーザ等のレーザ光をダブルパルス法にて照射する。
【００５０】
　ここで、ダブルパルス法とは、レーザ光の照射エリアごとに、複数のレーザ照射装置か
ら所定の遅延時間だけ照射タイミングをずらして複数のパルスレーザを連続的に照射する
方法である。ダブルパルス法については、特開２００５－２２３３０１号公報に詳述され
ている。
【００５１】
　ダブルパルス法によりレーザ光を照射する際のエネルギー密度は、レーザ光の照射エリ
アごとに、合計で例えば３Ｊ／ｃｍ2である。また、ダブルパルスの遅延時間は、例えば
３００ｎｓｅｃである。このレーザ照射によって、その前にイオン注入されたリン等のＮ
型不純物が電気的に活性化して、Ｎ+カソード層となる第３半導体層３ができる。
【００５２】
　最後に、図３の断面図３２０に示すように、第３半導体層３の表面にチタン、ニッケル
および金の順で金属を成膜し、第３半導体層３にオーミック接触するカソード電極５を形
成し、半導体装置（ダイオード）が完成する。ＦＺウェハー１０の、第２半導体層２と第
３半導体層３の間の部分は、第１半導体層１となる。図３の特性図３３０は、断面図３２
０の半導体装置に対応するネットドーピング濃度のプロファイルである。
【００５３】
　ここで、本発明者が行った実験結果について説明する。この実験では、図２の製造プロ
セスと同じ条件でＦＺ－Ｎ型シリコンウェハーに酸素を導入し、ウェハーの表面に１００
００オングストロームの厚さの熱酸化膜を形成し、その表面にプロトンを照射した。ウェ
ハーの比抵抗は３３０Ωｃｍであり、リン濃度は１．４×１０13／ｃｍ3であった。プロ
トンの照射エネルギーを７．９ＭｅＶとし、ドーズ量を１．０×１０12／ｃｍ2とした。
【００５４】
　その後、水素雰囲気で熱処理を行った。熱処理条件を３５０℃で６０分と、４２０℃で
６０分とした。得られた試料を角度が５°４４′であるマウントに貼り付け、ウェハーの
断面が露出するように１／２０ダイヤモンドコンパウンドを用いて研磨し、その露出面に
対してｓｏｌｉｄ　ｓｔａｔｅ　ｍｅａｓｕｒｅｍｅｎｔ社製のＳＳＭ２０００を用いて
拡がり抵抗を測定した。
【００５５】
　測定により得られた抵抗値をキャリア濃度に換算した結果を図４（熱処理温度：３５０
℃）と図５（熱処理温度：４２０℃）に示す。いずれの図においても、縦軸はキャリア濃
度であり、横軸はウェハー表面（プロトンの照射面）からの距離である。
【００５６】
　図４より、３５０℃でアニールすると、表面から５０μｍの深さの近傍では、プロトン
を照射したウェハー（図４のプロトン照射後）の平均的な濃度が、プロトンを照射してい
ないウェハー（図４のプロトン照射前）の濃度、すなわちウェハーの当初の濃度よりも高
くなっており、所望のブロードバッファ構造ができていることがわかる。なお、図４にお
いて、ウェハー表面からおよそ１５μｍの深さまでに高濃度領域（低抵抗領域）があるの
は、酸化膜からの酸素の拡散によるものである。
【００５７】
　また、図５より、４２０℃でアニールした場合には、ウェハー表面から６０μｍを越え
る深さまで、ウェハーの当初の濃度よりも高い高濃度領域が拡がっている。これは、４２
０℃の熱処理で酸素および水素原子が拡散したことが原因であると考えられる。
【００５８】
　図４の縦軸をｌｏｇスケールから線形スケールに直したグラフを図６に示す。図６に示
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すように、キャリア濃度（ネットドーピング濃度）の分布は滑らかではなく、局所的に濃
度の増減が生じている。これは、拡がり抵抗測定値に測定ばらつきがあることと、プロト
ンの入射によって残留ダメージ（欠陥）がシリコン中に局所的に残り、その欠陥によって
キャリアの移動度が低下することが原因である。
【００５９】
　本実施の形態１におけるブロードバッファ構造でも、前記特許文献１の図７７に開示さ
れているような、局所的なネットドーピング濃度の変化が物理的に生じる。しかしながら
、前記特許文献１に開示されているように、逆回復特性における空間電荷領域のピン止め
効果や耐圧特性は、電界強度の分布で決まる。そして、その電界強度分布は、ネットドー
ピング濃度の空間的な積分値に比例する。
【００６０】
　それゆえ、このような濃度の局所的な増減、例えばある位置でのネットドーピング濃度
の１０％程度の増減までは、無視してもかまわない。従って、本明細書においては、ブロ
ードバッファ構造とは、このような濃度の微小な増減を含んでおり、平均的な濃度分布が
局所的なピーク値からアノードおよびカソード方向に向かって傾きをもって減少する構造
のことを意味する。
【００６１】
　図７は、プロトン照射後のアニール温度とブロードバッファ部分の不純物の積分濃度の
関係を示す図である。プロトンのドーズ量は、１×１０12ａｔｏｍｓ／ｃｍ2である。こ
こで、ブロードバッファ部分の積分濃度とは、前記特許文献１の段落［００２３］および
［００２４］に開示されている計算方法と同じ方法で算出した値であり、逆回復特性等を
決めるものである。この値は、前記特許文献１によれば８×１０11ａｔｏｍｓ／ｃｍ2以
下であることが望ましい。
【００６２】
　図７より、アニール温度が２５０℃よりも低い温度または５００℃よりも高い温度にな
ると、積分濃度が急激に減少することがわかる。これは、２５０℃よりも低い温度または
５００℃よりも高い温度では、酸素のドナー化温度（４５０～５００℃）や、プロトンに
起因する欠陥の回復度合いとの兼ね合いによって、複合ドナー化が生じないことが原因で
あると考えられる。従って、アニール温度は、２５０℃以上５００℃以下であることが望
ましい。
【００６３】
　図８は、プロトン照射後のアニール温度とプロトンドーズ量とブロードバッファ部分の
不純物の積分濃度の関係を示す図である。上述したようにブロードバッファ部分の積分濃
度が８×１０11ａｔｏｍｓ／ｃｍ2以下であることが望ましいことと、アニール温度が２
５０～５００℃であることが望ましいこととの兼ね合いから、所望のブロードバッファ構
造を形成するには、プロトンのドーズ量は、１×１０11ａｔｏｍｓ／ｃｍ2以上１×１０1

3ａｔｏｍｓ／ｃｍ2以下であるのが望ましい。
【００６４】
　以上の説明、並びに図４および図５と図５１および図５２との比較から、ブロードバッ
ファ構造を形成するためには、プロトンの照射により基板に水素原子を導入するだけでな
く、基板に酸素が含まれていることが極めて重要であるということは、明らかである。ま
た、熱処理によって酸素との相互作用により複合ドナーとなるためには、酸素よりも軽い
原子を照射する必要がある。従って、照射する原子としては、Ｈ、Ｈｅ、Ｌｉ、Ｂｅおよ
びＢの中でＨやＨｅが好ましく、特にＨ（プロトン）が望ましい。これら原子をイオン化
して照射する。
【００６５】
　図９は、図１のダイオードの室温での逆回復波形を示す図であり、図１０は、特許文献
９に開示されているダイオードの室温での逆回復波形を示す図である。これらの図におい
て、Ｉａｋはアノード電流であり、Ｖａｋはアノード・カソード間の電圧である。いずれ
も、図１１に示す単相チョッパー回路２０における波形図である。



(45) JP WO2007/055352 A1 2007.5.18

【００６６】
　単相チョッパー回路２０では、逆回復順電流が１５Ａで定格電流の１／１０であり、Ｄ
Ｃバス電圧が９００Ｖであり、負荷インダクタンスＬｍが１ｍＨである。また、スイッチ
ングＩＧＢＴは、標準的な１２００Ｖ／１５０ＡのＦＳ（フィールドストップ型）－ＩＧ
ＢＴであり、そのゲート抵抗は、オン側で０Ωであり、オフ側で３３Ωである。主回路の
回路浮遊インダクタンスＬｓは２００ｎＨである。図９および図１０から明らかなように
、最も結晶欠陥を回復させているＦＺウェハーを用いた低コストなダイオードにおいても
、本実施の形態１のように、酸素とプロトンによりブロードバッファ構造を形成したほう
が、発振のないソフトリカバリーであることがわかる。
【００６７】
実施の形態２．
　図１２は、本発明の実施の形態２にかかる半導体装置の構成、ネットドーピング濃度お
よびプロトン分布を示す図である。図１２において半導体装置の断面図１２００に示すよ
うに、実施の形態２の半導体装置は、図１に示す実施の形態１の半導体装置において、第
１半導体層１と第３半導体層３の間に、第１半導体層１よりも高濃度で、かつ第３半導体
層３よりも低濃度である、Ｎカソードバッファ層となる第４半導体層７を設けたものであ
る。その他の構成は実施の形態１と同様であるので、同一の符号を付して説明を省略する
。
【００６８】
　一例として、実施の形態２の半導体装置の各部のネットドーピング濃度および寸法を例
示する。ただし、実施の形態１で例示した値と異なる値のみ説明する。図１２においてア
ノード電極からの距離－ネットドーピング濃度（ｌｏｇ）の特性図１２１０に示すように
、第４半導体層７のネットドーピング濃度は、第１半導体層１との界面における５×１０
13ａｔｏｍｓ／ｃｃから、第３半導体層３に向かって高くなる。
【００６９】
　第３半導体層３のネットドーピング濃度は、第４半導体層７との界面からカソード電極
５に向かって高くなり、カソード電極５との界面で１×１０19ａｔｏｍｓ／ｃｃとなる。
また、第３半導体層３とカソード電極５との界面までの距離は、１２０μｍである。
【００７０】
　図１２においてアノード電極からの距離－プロトン分布の特性図１２２０に示すように
、第１半導体層１のネットドーピング濃度がピークとなる箇所までの距離は、５０μｍで
あり、この前後でプロトンの濃度が高い。また、深さが１１０～１４０μｍの領域におい
て、プロトンの濃度が高い。
【００７１】
　５０μｍの深さの付近でプロトンの濃度が高いのは、ブロードバッファ構造を形成して
いるからである。また、１１０～１４０μｍの深さの領域でプロトンの濃度が高いのは、
第４半導体層７を形成しているからである。なお、第３半導体層３とカソード電極５との
界面までの距離が１２０μｍであるにもかかわらず、深さが１１０～１４０μｍの領域に
おいてプロトンの濃度が高いとしたが、これは、後述するように、製造段階において１２
０μｍよりも厚い研削前のウェハーに、プロトンを、その飛程が１１０～１４０μｍとな
るように照射するからである。
【００７２】
　このように、第４半導体層７を設けることによって、半導体装置に逆バイアスが印加さ
れて空乏層が第３半導体層３に向かって拡張する際に、空乏層が第３半導体層３に到達す
るのを防ぐことができる。第３半導体層３の厚さは、わずか０．５μｍ程度である。その
ため、第３半導体層３を形成する際にパーティクルによるイオン注入の遮蔽やキズ等によ
って、第３半導体層３の形成が完全ではない場合、第４半導体層７がないと、第１半導体
層１とカソード電極５が直接コンタクト（接触）してしまい、漏れ電流が増加してしまう
。第４半導体層７を設けることによって、このような現象を防止することができる。
【００７３】
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　次に、実施の形態２にかかる半導体装置の製造プロセスについて説明する。ここでは、
一例として、図１２に例示した寸法およびネットドーピング濃度の半導体装置（耐圧：１
２００Ｖクラス、定格電流：１５０Ａ）を製造する場合について説明する。図１３および
図１４は、製造プロセスを示す図である。まず、図１３の断面図１３００、断面図１３１
０、断面図１３１１および断面図１３２０に示すように、実施の形態１と同様にして、リ
ン（Ｐ）及び固溶限界濃度まで酸素が導入されたＦＺウェハー１０のミラー仕上げ面に、
標準的なダイオードのプロセス工程によって、第２半導体層２、図示しないガードリング
エッジ構造、絶縁膜６およびアノード電極４を形成する。
【００７４】
　次いで、図１３の断面図１３３０に示すように、アノード電極４の側からＦＺウェハー
１０に実施の形態１と同じ条件でプロトンを照射する。ただし、アルミアブソーバーの厚
さを調節して、プロトンの飛程がＦＺウェハー１０の半導体とアノード電極４との界面か
ら５０μｍとなるようにする（図１２、特性図１２２０のＲｐ１）。断面図１３３０にお
いて、第２半導体層２に近い側の×印は、この飛程Ｒｐ１を５０μｍとしたときのプロト
ンの照射によりＦＺウェハー１０内に生じた結晶欠陥１２を表す。
【００７５】
　続いて、プロトンの飛程がＦＺウェハー１０の半導体とアノード電極４との界面から１
１０～１４０μｍとなるようにアルミアブソーバーの厚さを調節して（図１２、特性図１
２２０のＲｐ２）、アノード電極４の側からＦＺウェハー１０に実施の形態１と同じ条件
でプロトンを照射する。断面図１３３０において、第２半導体層２から遠い側の×印は、
この飛程Ｒｐ２を１１０～１４０μｍとしたときのプロトンの照射によりＦＺウェハー１
０内に生じた結晶欠陥１４を表す。
【００７６】
　なお、２回目のプロトンの照射については、アノード電極４の反対側から照射してもよ
い。アノード電極４の反対側とは、アノード電極４をＦＺウェハー１０のおもて面に形成
するとすれば、ウェハーの裏面側のことである。裏面側から２回目のプロトン照射を行っ
た場合のプロトンの分布を、図１２の特性図１２２０に破線で示す。
【００７７】
　次いで、図１４の断面図１４００に示すように、実施の形態１と同じ条件で熱処理を行
う。それによって、１回目のプロトン照射でできた結晶欠陥１２の回復による第１の高濃
度領域１３と、２回目のプロトン照射でできた結晶欠陥１４の回復による第２の高濃度領
域１５ができる。第１の高濃度領域１３によって、所望のブロードバッファ構造が形成さ
れる。第２の高濃度領域１５によって、第４半導体層７が形成される。
【００７８】
　次いで、図１４の断面図１４１０に示すように、実施の形態１と同様にして、ＦＺウェ
ハー１０を例えば１２０μｍの厚さにする。そして、図１４の断面図１４２０に示すよう
に、実施の形態１と同様にして、第３半導体層３およびカソード電極５を形成し、半導体
装置（ダイオード）が完成する。ＦＺウェハー１０の、第２半導体層２と第４半導体層７
の間の部分は、第１半導体層１となる。図１４の特性図１４３０は、断面図１４２０の半
導体装置に対応するネットドーピング濃度のプロファイルである。
【００７９】
実施の形態３．
　図１５は、本発明の実施の形態３にかかる半導体装置の構成、ネットドーピング濃度お
よびプロトン分布を示す図である。図１５において半導体装置の断面図１５００に示すよ
うに、実施の形態３の半導体装置は、図１に示す実施の形態１の半導体装置において、第
３半導体層３を厚くしたものである。その他の構成は実施の形態１と同様であるので、同
一の符号を付して説明を省略する。
【００８０】
　一例として、実施の形態３の半導体装置の各部のネットドーピング濃度および寸法を例
示する。ただし、実施の形態１で例示した値と異なる値のみ説明する。図１５においてア



(47) JP WO2007/055352 A1 2007.5.18

ノード電極からの距離－ネットドーピング濃度（ｌｏｇ）の特性図１５１０に示すように
、第１半導体層１と第３半導体層３との界面までの距離、および第３半導体層３とカソー
ド電極５との界面までの距離は、それぞれ８０μｍおよび２５０μｍである。従って、第
３半導体層３の厚さは、１７０μｍである。
【００８１】
　また、第３半導体層３の、カソード電極５との界面におけるネットドーピング濃度は、
１×１０20ａｔｏｍｓ／ｃｃである。図１５においてアノード電極からの距離－プロトン
分布の特性図１５２０に示すように、第１半導体層１のネットドーピング濃度がピークと
なる箇所までの距離は、５０μｍであり、この前後でプロトンの濃度が高く、ブロードバ
ッファ構造を形成している。
【００８２】
　次に、実施の形態３にかかる半導体装置の製造プロセスについて説明する。ここでは、
一例として、図１５に例示した寸法およびネットドーピング濃度の半導体装置（耐圧：１
２００Ｖクラス）を製造する場合について説明する。図１６および図１７は、製造プロセ
スを示す図である。まず、図１６の断面図１６００に示すように、半導体基板として、実
施の形態１と同様のＦＺウェハー１０を用意する。ただし、ＦＺウェハー１０の厚さを５
００μｍとする。
【００８３】
　次いで、図１６の断面図１６１０に示すように、実施の形態１と同様にして、ＦＺウェ
ハー１０の両面からリンを拡散させる。ただし、熱処理の時間を２００時間として、リン
を１７０μｍの深さまで拡散させ、厚さ１７０μｍの高濃度リン層１６を形成する。この
とき、ＦＺウェハー１０の両面からウェハー内に大量の酸素が導入され、ＦＺウェハー１
０における酸素濃度は、固溶限界濃度（約１×１０18ａｔｏｍｓ／ｃｃ）となる。
【００８４】
　次いで、断面図１６１０に一点鎖線で示すように、ＦＺウェハー１０を研削し、ウェハ
ー表面の高濃度のリン拡散層１６を除去して２５０μｍの厚さにする。それによって、図
１６の断面図１６２０に示すように、高濃度リン層１６からなる第３半導体層３を有する
厚さ２５０μｍの薄ウェハー１７が得られる。この薄ウェハー１７の表面を研削およびポ
リッシュ（研磨）して、鏡面に仕上げる。この段階で、薄ウェハー１７の厚さ２５０μｍ
のうち、９０Ωｃｍの高比抵抗である領域の厚さは８０μｍとなる。
【００８５】
　そして、薄ウェハー１７の、第３半導体層３ではない側の表面は、ミラー仕上げの面に
なっており、その比抵抗は９０Ωｃｍである。一方、薄ウェハー１７の、第３半導体層３
の側の表面は、リンガラスを除去したままの状態である。この面の表面濃度は、例えば１
×１０20ａｔｏｍｓ／ｃｍ3程度であり、高濃度のリンが、薄ウェハー１７の、第３半導
体層３の側の表面から例えば１７０μｍ程度の深さまで拡散している。
【００８６】
　次いで、図１６の断面図１６３０に示すように、標準的なダイオードのプロセス工程に
よって、薄ウェハー１７の、第３半導体層３ではない側の表面に第２半導体層２、図示し
ないガードリングエッジ構造、絶縁膜６およびアノード電極４を形成する。次いで、図１
７の断面図１７００に示すように、アノード電極４の側から薄ウェハー１７に実施の形態
１と同じ条件でプロトンを照射する。ただし、アルミアブソーバーの厚さを調節して、プ
ロトンの飛程が薄ウェハー１７の半導体とアノード電極４との界面から５０μｍとなるよ
うにする。断面図１７００において、×印は、プロトンの照射により薄ウェハー１７内に
生じた結晶欠陥１２を表す。
【００８７】
　次いで、図１７の断面図１７１０に示すように、実施の形態１と同じ条件で熱処理を行
う。それによって、結晶欠陥１２の回復による高濃度領域１３ができ、所望のブロードバ
ッファ構造が形成される。次いで、図１７の断面図１７２０に示すように、実施の形態１
と同様にして、カソード電極５を形成し、半導体装置（ダイオード）が完成する。薄ウェ
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ハー１７の、第２半導体層２と第３半導体層３の間の部分は、第１半導体層１となる。
【００８８】
　図１７の特性図１７３０は、断面図１７２０の半導体装置に対応するネットドーピング
濃度のプロファイルである。この実施の形態３のように、リンを拡散させて深いカソード
拡散層を残しても、ブロードバッファ構造の効果により、従来のダイオードよりも低損失
でソフトリカバリーなダイオードが得られる。
【００８９】
　なお、本発明は、ダイオードに限らず、通常のＩＧＢＴや逆阻止ＩＧＢＴに適用するこ
ともできる。本発明を適用したＩＧＢＴ等では、低損失で、かつ発振を抑えたターンオフ
を実現できる。特に、逆阻止ＩＧＢＴを作製する際には、ＦＺバルクウェハーを用い、そ
のおもて面にゲート構造やエミッタ構造やエッジ構造を作製し、電子線を１００ｋＧｙ以
下で照射した後に、ウェハー全体の最終的な厚さが１００μｍ前後になるようにウェハー
の裏面を研削および研磨し、研削による露出面に対してボロンのイオン注入とレーザ照射
によるボロンの活性化工程がある。
【００９０】
　一方、ターンオフ時には、ダイオードの逆回復と同様に表側から空乏層が広がり、キャ
リアが消滅していくが、ダイオードの場合と同様に、キャリアの急激な消滅を抑えること
ができるので、発振のないスムーズなターンオフが可能となる。従って、低損失でソフト
リカバリーなダイオードや、発振のないスムーズなターンオフが可能なＩＧＢＴを作製す
ることができる。また、そのような特性を有するＩＧＢＴモジュールを用いたＰＷＭイン
バータ等の電力変換装置において、過電圧破壊やＥＭＩノイズの発生を抑えることができ
る。
【００９１】
　図１８、図１９および図２０は、実施の形態１～３のダイオードやＦＳ－ＩＧＢＴの適
用例を示す図である。図１８に示すコンバーター－インバータ回路３０は、効率良く誘導
電動機やサーボモータ等を制御することが可能で、産業や電気鉄道等で広く用いられる。
図１９に示す力率改善回路（ＰＦＣ回路）４０は、ＡＣ－ＡＣ変換の入力電流を正弦波状
に制御して波形改善をはかる回路であり、スイッチング電源用に用いられる。図２０の回
路図２０００は、マトリクスコンバーター回路５０の全体図であり、回路図２０１０は、
マトリクスコンバーター回路５０のスイッチング部５１の構成を示す図である。
【００９２】
　上記各実施の形態１～３によれば、ブロードバッファ構造により、最も効率的に逆回復
損失の低減とソフトリカバリー特性が得られるという効果を奏する。また、ＦＺウェハー
を用いており、かつエピタキシャル成長工程がないので、従来よりも著しく安価であると
いう効果を奏する。さらに、実施の形態１および２では、ウェハーを研削して薄ウェハー
化する前に、ブロードバッファ構造を形成するためのプロトンの照射や熱処理を行うので
、これらの処理の際にウェハーが割れたりするのを防ぐことができる。
【００９３】
　実施の形態３では、薄ウェハー化してからプロトンの照射や熱処理を行うが、薄ウェハ
ーがこれらの処理で割れてしまうほどには薄くないので、これらの処理の際にウェハーが
割れたりするのを防ぐことができる。従って、歩留まりよく製造することができる。また
、第３半導体層３を薄ウェハー化した後にトランスパレンシーに形成するので、より一層
、逆回復損失の低減に有利である。
【００９４】
　ところで、プロトンやヘリウムをＳＯＩ（シリコン・オン・インシュレーター）基板に
照射し、熱処理を行うことによって、プロトンやヘリウムの照射によって誘起された欠陥
により酸素を外方へ拡散させ、ＳＯＩ基板中の残留酸素を除去し、ドナー濃度を低減させ
る方法が公知である（例えば、特開昭６３－２７０８３号公報）。この方法と本発明方法
とは、趣旨および効果の点で全く異なる。
【００９５】
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　つまり、本発明は、酸素を除去せずにシリコン中に残留させるものであり、特開昭６３
－２７０８３号公報に開示された方法とは、目的および方法が本質的に異なる。また、本
発明は、酸素と水素（プロトン）により複合欠陥を形成させてドナー化させるものであり
、特開昭６３－２７０８３号公報に開示された方法とは、作用が異なる。さらに、本発明
は、ネットドーピング濃度（この場合はドナー濃度）を高くするものであり、特開昭６３
－２７０８３号公報に開示された方法とは、効果も全く異なる。
【００９６】
　また、特開昭６３－２７０８３号公報に開示された方法によれば、ＭＯＳの閾値を安定
化させることができる。それに対して、本発明では、ダイオードの場合にはＭＯＳ構造が
存在しない。あるいは、本発明をＭＯＳデバイスへ適用した場合でも、本発明の作用およ
び効果は、Ｎ-ドリフト層に対するものであり、シリコン表面に形成されるＭＯＳ構造へ
の影響はない、という点で、本発明は特開昭６３－２７０８３号公報に開示された方法と
は異なる。
【００９７】
実施の形態４．
　図２１は、実施の形態４にかかる半導体装置の構成およびネットドーピング濃度を示す
図である。図２１において半導体装置の断面図２１００に示すように、この半導体装置は
、ＦＳ（フィールドストップ）型のＩＧＢＴである。Ｎ-ドリフト層となるＮ型の第１半
導体層１の一方の主面側に、Ｐベース層となるＰ型の第２半導体層２が形成されている。
また、第１半導体層１の他方の主面側には、第１半導体層１よりも不純物濃度が高いＮ型
のフィールドストップ層となる第３半導体層３が形成されている。また、第３半導体層３
の表面には、Ｐコレクタ層２１０４が形成されている。
【００９８】
　また、第２半導体層２の表面には、エミッタ電極２１０５が形成されている。また、第
１半導体層１および第２半導体層２に接するように、ゲート絶縁膜２１０６およびゲート
電極２１０７からなるＭＯＳゲート構造が形成されている。さらに、第２半導体層２のう
ちエミッタ電極２１０５およびゲート絶縁膜２１０６に接する部分にＮ+ソース領域２１
０８が形成されている。また、Ｐコレクタ層２１０４の表面には、コレクタ電極２１０９
が形成されている。
【００９９】
　図２１において、エミッタ電極２１０５からの距離－ネットドーピング濃度（ｌｏｇ）
の特性図２１１０に示すように、第１半導体層１のネットドーピング濃度は、第１半導体
層１のほぼ中間付近に高濃度領域２１１３のピークを有し、第２半導体層２および第３半
導体層３に向かって、傾きをもって減少している。すなわち、実施の形態４の半導体装置
は、ブロードバッファ構造となっている。このブロードバッファ構造は、高濃度領域２１
１３により形成される。第２半導体層２、第３半導体層３およびＰコレクタ層２１０４の
ネットドーピング濃度は、ともに第１半導体層１のネットドーピング濃度よりも高い。
【０１００】
　一例として、実施の形態４の半導体装置を、耐圧が１２００Ｖクラスで、定格電流が１
５０Ａとなるように、チップサイズを１０ｍｍ×１０ｍｍとして作製した場合の各部のネ
ットドーピング濃度および寸法を例示する。寸法については、第２半導体層２とエミッタ
電極２１０５との界面を基準とし、特に断らない限り、この界面からの距離で表す。
【０１０１】
　第２半導体層２と第１半導体層１との界面までの距離は、３μｍである。Ｐコレクタ層
２１０４とコレクタ電極２１０９との界面までの距離は、１４０μｍである。第３半導体
層３とＰコレクタ層２１０４との界面から、Ｐコレクタ層２１０４とコレクタ電極２１０
９との界面までの距離、すなわちＰコレクタ層２１０４の厚さは、０．５μｍである。
【０１０２】
　第２半導体層２のネットドーピング濃度は、エミッタ電極２１０５との界面において５
×１０16ａｔｏｍｓ／ｃｃであり、第１半導体層１に向かって低くなり、第１半導体層１
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との界面では、５×１０13ａｔｏｍｓ／ｃｃよりも低い。第１半導体層１のネットドーピ
ング濃度は、第２半導体層２との界面では、５×１０13ａｔｏｍｓ／ｃｃよりも低いが、
第２半導体層２との界面近傍で５×１０13ａｔｏｍｓ／ｃｃとなる。
【０１０３】
　そして、第１半導体層１のほぼ中間付近でピークとなる箇所のネットドーピング濃度は
、１．５×１０14ａｔｏｍｓ／ｃｃである。また、第１半導体層１の、第３半導体層３と
の界面およびその付近におけるネットドーピング濃度は、５×１０13ａｔｏｍｓ／ｃｃで
ある。
【０１０４】
　第３半導体層３のネットドーピング濃度は、第１半導体層１との界面において５×１０
13ａｔｏｍｓ／ｃｃであり、Ｐコレクタ層２１０４に向かって高くなる。第３半導体層３
のネットドーピング濃度は、Ｐコレクタ層２１０４との界面近傍で第１半導体層１のピー
クのネットドーピング濃度である１．５×１０14ａｔｏｍｓ／ｃｃよりも高くなるが、Ｐ
コレクタ層２１０４との界面では、５×１０13ａｔｏｍｓ／ｃｃよりも低い。
【０１０５】
　Ｐコレクタ層２１０４のネットドーピング濃度は、第３半導体層３との界面において５
×１０13ａｔｏｍｓ／ｃｃよりも低いが、コレクタ電極２１０９に向かって高くなり、コ
レクタ電極２１０９との界面で１×１０18ａｔｏｍｓ／ｃｃとなる。
【０１０６】
　第１半導体層１のネットドーピング濃度がピークとなる箇所までの距離は、６０μｍで
ある。この距離は、製造段階で第２半導体層２の表面にプロトンを照射したときのプロト
ンの飛程Ｒｐに等しい。このプロトンの飛程Ｒｐの前後でプロトンの濃度が高い。第１半
導体層１には酸素原子が導入されており、酸素原子とプロトンとからなる複合ドナーによ
って、所望のブロードバッファ構造が形成されている。
【０１０７】
実施の形態５．
　図２２は、実施の形態５にかかる半導体装置の構成、ネットドーピング濃度、酸素濃度
および水素濃度を示す図である。図２２において半導体装置の断面図２２００に示すよう
に、この半導体装置は、ＮＰＴ（ノンパンチスルー）型のＩＧＢＴに逆阻止能力を持たせ
た逆阻止ＩＧＢＴである。
【０１０８】
　図２２において、符号１は、Ｎ-ドリフト層となるＮ型の第１半導体層である。符号２
は、Ｐウェル領域となるＰ型の第２半導体層である。符号２２０１はＮ型のエミッタ領域
、符号２２０２はゲート絶縁膜、符号２２０３はゲート電極、符号２２０４は層間絶縁膜
、符号２２０５はＰコレクタ層、符号２２０６は側面Ｐコレクタ層、符号２２０７はエミ
ッタ電極、符号２２０８はコレクタ電極である。
【０１０９】
　逆阻止型ＩＧＢＴにはダイオード動作があるため、Ｎ型のブロードバッファ層を設ける
ことで、ＩＧＢＴ動作だけでなく、ダイオード動作の改善も可能である。このブロードバ
ッファ層は、側面Ｐコレクタ層２２０６に到達しても、してなくても構わない。図２２に
おいて、符号２２１０はエミッタ電極２２０７からの距離－ネットドーピング濃度（ｌｏ
ｇ）の特性図、符号２２２０はエミッタ電極２２０７からの距離－酸素分布の特性図、符
号２２３０はエミッタ電極２２０７からの距離－水素分布の特性図である。
【０１１０】
　逆阻止ＩＧＢＴの場合、シリコン基板のおもて面から裏面までの厚さは、特に限定しな
いが、例えば、耐圧６００Ｖでは１００μｍであり、耐圧１２００Ｖでは１８０μｍ程度
である。エミッタ電極２２０７からの距離－酸素分布の特性図２２２０に示すように、逆
阻止ＩＧＢＴでは、基板おもて面側、すなわち第１半導体層１のエミッタ電極側の領域に
おいて、酸素濃度が低くなっている。
【０１１１】
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　エミッタ電極２２０７からの距離－水素分布の特性図２２３０に示すように、プロトン
は、その飛程が基板中の裏面側半分、すなわち酸素濃度が高い領域に入るように照射され
る。例えば、プロトンの飛程は、耐圧６００Ｖでは裏面から２５μｍ（表面からは７５μ
ｍ）程度であり、耐圧１２００Ｖでは裏面から５０μｍ（表面からは１３０μｍ）程度で
ある。このようにすれば、特にダイオード動作時の発振を抑制でき、放射ノイズを抑える
ことができる。
【０１１２】
実施の形態６．
　図２３は、実施の形態６にかかる半導体装置のシリコン基板中の酸素原子濃度とダイオ
ードの逆回復ピーク電圧（逆回復中のサージ電圧）の関係を示す図である。図２３におい
て、縦軸は、規格化された値である。この実施の形態６の半導体装置は、前述の方法によ
り作製されたブロードバッファダイオードである。
【０１１３】
　図２３に示すように、基板中の酸素濃度により、プロトン照射および熱処理後の、ブロ
ードバッファ層の濃度および移動度の値が変化し、ダイオードの逆回復特性が変わってく
る。酸素濃度が１×１０16ａｔｏｍｓ／ｃｍ3以上であれば、ブロードバッファ層は問題
なく形成され、逆回復におけるサージ電圧を抑制できることがわかる。
【０１１４】
　それに対して、酸素濃度が１×１０16ａｔｏｍｓ／ｃｍ3未満の場合には、ブロードバ
ッファ層のドナー濃度が低くなるだけでなく、欠陥濃度が高くなるため、ダイオードの逆
回復特性は、従来と同じになり、発振やサージ電圧の増加が見られる。従って、シリコン
基板中の酸素の濃度は、１×１０16ａｔｏｍｓ／ｃｍ3以上であるのが望ましい。
【０１１５】
　一方、拡散時の温度が１３００℃である場合の酸素の固溶度は、１×１０18／ｃｍ3で
ある（「シリコンの科学」（リアライズ社、１９９６年０６月））。従って、シリコン基
板中の酸素の最大濃度は、１×１０18／ｃｍ3となる。以上より、望ましくは、シリコン
基板中の酸素の濃度は、１×１０16ａｔｏｍｓ／ｃｍ3以上１×１０18ａｔｏｍｓ／ｃｍ3

以下であるのがよい。
【０１１６】
実施の形態７．
　図２４～図２９は、実施の形態７にかかる半導体装置のＣＶ測定によるキャリア濃度分
布測定の結果を示す図である。ここでは、３３０ΩｃｍのＦＺ－Ｎ型シリコンウェハー（
表面は鏡面仕上げ）に裏面からリンを１×１０20／ｃｍ3、８０μｍの深さまで拡散させ
た厚さ５００μｍのウェハー（サイズは任意、例えば、直径５または６インチ）を用いる
。
【０１１７】
　このリンの拡散時に、ウェハー内に酸素原子が導入される。以下、この酸素を含むウェ
ハーをＤＷウェハーとする。ＤＷウェハーとは、リン等の不純物とともに酸素を拡散させ
たウェハーのことである。ここでは、前記実施の形態６より、ウェハー中の酸素の濃度は
、１×１０16ａｔｏｍｓ／ｃｍ3以上１×１０18ａｔｏｍｓ／ｃｍ3以下とする。
【０１１８】
　このウェハーに対して、おもて面からプロトンＨ+をドーズ量１．０×１０11～１．０
×１０14／ｃｍ2、および加速電圧７．９ＭｅＶにて照射する。さらに、３００℃から５
００℃まで５０℃刻みの各温度で６０分間の熱処理を行う。
【０１１９】
　ＣＶ測定では、ｓｏｌｉｄ　ｓｔａｔｅ　ｍｅａｓｕｒｅｍｅｎｔ社製のＣＶ測定装置
ＳＳＭ４９５ハードプローブを用いる。測定素子は、次のように作製する。上述したウェ
ハーに、初期酸化膜を８０００オングストロームの厚さに成長させて表面活性部（アノー
ド電極が接触する部分）をエッチングし、そこにボロンを１×１０13／ｃｍ2のドーズ量
で、１００ｋｅＶの加速電圧でイオン注入する。
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【０１２０】
　その後、１１５０℃、２００分で熱処理をして、Ｐアノード層およびエッジ構造部分の
ガードリングＰ層を形成する。その後、ＰＳＧ膜を１．５μｍ成長させて活性部をエッチ
ングし、Ａｌ－Ｓｉ１％を表面にスパッタリングで成長させた後、パターンニングにより
アノード電極を形成する。
【０１２１】
　その後、７．９ＭｅＶの加速電圧でドーズ量１×１０11～１×１０14／ｃｍ2、おもて
面からの飛程Ｒｐを４０μｍにしてプロトン照射を行う。そして、窒素または水素雰囲気
で３００℃～５００℃（５０℃刻み）の各条件で熱処理を行う。その後、裏面にＴｉ／Ｎ
ｉ／Ａｕを合計１μｍ程度の厚さに蒸着して、最終的にＰｉＮダイオードを作製する。こ
のダイオードの活性面積（表面のアルミ電極とＰアノード層が接している部分の面積）は
０．７２ｃｍ2である。
【０１２２】
　このように、ガードリングをエッジ構造にして高比抵抗ウェハーを用いれば、ＣＶ測定
を行う際に、空乏層端の影響を受けることなしに、装置の最大印加電圧２５０Ｖにて空乏
層が広がる幅約１５０μｍに渡り容量を測定できる。そのため、ドナー化の度合いにもよ
るが、プロトンの飛程Ｒｐ、すなわちおもて面から４０μｍの位置も空乏化するので、そ
の位置近傍のキャリア濃度を測定できる。
【０１２３】
　空乏層幅Ｗにおけるキャリア濃度Ｎ（Ｗ）は、次の（１）式にて与えられ、Ｒｐ近傍に
おける正味のドナー濃度分布がわかる。ただし、（１）式において、印加電圧をＶ、容量
をＣ、真空の誘電率をε０、シリコンの比誘電率をεｓ、素子の活性面積をＡとする。
【０１２４】
【数１】

【０１２５】
　図２４、図２５および図２６は、それぞれ、プロトンのドーズ量が１．０×１０11／ｃ
ｍ2であり、熱処理温度が３００℃、３５０℃および４００℃の試料のＣＶ測定結果であ
る。また、図２７、図２８および図２９は、それぞれ、プロトンのドーズ量が１．０×１
０12／ｃｍ2であり、熱処理温度が３００℃、３５０℃および４００℃の試料のＣＶ測定
結果である。
【０１２６】
　図３０～図３５は、ＤＷウェハーの代わりに、ウェハー裏面のリン拡散を行わない通常
のＦＺウェハーを用いて測定素子を作製し、ＣＶ測定を行った結果を示す図である。測定
素子の作製方法は、上述したＤＷウェハーを用いる場合と同様である。ＤＷウェハーを用
いる場合との違いは、リン拡散時に導入された過飽和の酸素がウェハー中に存在しない（
あるいは、検出限界の１×１０15／ｃｍ3以下）ことと、拡散による熱履歴がないことで
ある。
【０１２７】
　図３０、図３１および図３２は、それぞれ、プロトンのドーズ量が１．０×１０11／ｃ
ｍ2であり、熱処理温度が３００℃、３５０℃および４００℃の試料のＣＶ測定結果であ
る。また、図３３、図３４および図３５は、それぞれ、プロトンのドーズ量が１．０×１
０12／ｃｍ2であり、熱処理温度が３００℃、３５０℃および４００℃の試料のＣＶ測定
結果である。
【０１２８】
　図３６～図４１は、実施の形態７にかかる半導体装置の断面ＳＲ分布測定の結果を示す
図である。ここでは、上述したＣＶ測定の場合と同様の方法にて形成されたＤＷウェハー
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を用い、ＣＶ測定の場合と同様の方法にて測定素子を作製する。ＳＲ分布測定には、ｓｏ
ｌｉｄ　ｓｔａｔｅ　ｍｅａｓｕｒｅｍｅｎｔ社製のＳＲ測定装置ＳＳＭ２０００を用い
る。
【０１２９】
　サンプルのマウント（研磨）角度は５°４４′であり、研磨面の最終仕上げには１／２
０μｍダイヤモンドコンパウンドを用いる。また、図２４～図２９において用いられる試
料との違いは、シリコン結晶の比抵抗が１２０Ωｃｍ（３．８３×１０13／ｃｍ3）であ
ることであり、その他の点については同じである。
【０１３０】
　図３６、図３７および図３８は、それぞれ、プロトンのドーズ量が１．０×１０11／ｃ
ｍ2であり、熱処理温度が３００℃、３５０℃および４００℃の試料のＳＲ分布測定結果
である。また、図３９、図４０および図４１は、それぞれ、プロトンのドーズ量が１．０
×１０12／ｃｍ2であり、熱処理温度が３００℃、３５０℃および４００℃の試料のＳＲ
分布測定結果である。
【０１３１】
　図４２～図４７は、ＤＷウェハーの代わりに、ウェハー裏面のリン拡散を行わない通常
のＦＺウェハーを用いて測定素子を作製し、ＳＲ分布測定を行った結果を示す図である。
測定素子の作製方法およびＤＷウェハーを用いる場合との違いについては、上述した通り
である。
【０１３２】
　図４２、図４３および図４４は、それぞれ、プロトンのドーズ量が１．０×１０11／ｃ
ｍ2であり、熱処理温度が３００℃、３５０℃および４００℃の試料のＳＲ分布測定結果
である。また、図４５、図４６および図４７は、それぞれ、プロトンのドーズ量が１．０
×１０12／ｃｍ2であり、熱処理温度が３００℃、３５０℃および４００℃の試料のＳＲ
分布測定結果である。
【０１３３】
　また、プロトン（Ｈ+）の代わりに、ヘリウムイオン（Ｈｅ2+）を用いる。加速電圧を
２４ＭｅＶとし、ドーズ量を１×１０12／ｃｍ2とし、飛程Ｒｐを４０μｍとしてヘリウ
ムイオン照射した試料を同様のプロセスにて形成し、ＣＶ測定およびＳＲ分布測定を行う
。
【０１３４】
　図４８は、プロトンまたはヘリウムイオンの照射による、ブロードバッファ層の形成状
況をまとめた表である。図４８に示す表には、ＣＶ測定による評価とＳＲ測定による評価
のそれぞれについて、イオン種とその照射量、および熱処理の有無とその熱処理温度にお
ける形成状況がまとめられている。
【０１３５】
　図４８において、「◎」は、良好に形成、すなわちイオンの飛程部分を濃度の最大ピー
クとする所望の形状（山形状）の濃度分布が得られて、かつバルクシリコンの濃度よりも
ネット濃度が高くなっていることを表す。つまり、ブロードバッファ層が良好に形成され
ていることを表す。「○」は、ＣＶ測定評価が一部装置限界のため不十分であるが、所望
の山形状の濃度分布が得られていることを表す。
【０１３６】
　「△」は、不十分、すなわち所望の山形状の濃度分布が得られていないか、またはＳＲ
測定の値がＣＶ測定値より小さいことを表す。移動度が低下すると、ＳＲ測定の値がＣＶ
測定値より小さくなる。「×」は、所望の山形状の濃度分布が得られていないことを表す
。
【０１３７】
　酸素を含むウェハーを用いた場合（表において、ＤＷ、ＣＺ－ＦＺの場合）、照射量が
１×１０11～１×１０12ａｔｏｍｓ／ｃｍ2であり、熱処理温度が３００℃～４００℃で
あれば、ブロードバッファ層が良好に形成されていることがわかる。従って、この範囲の
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条件での処理が望ましい。
【０１３８】
　さらに、測定限界を超えているが、所望の山形状の濃度分布が得られているものを含め
てもよい。この場合には、照射量が１×１０14ａｔｏｍｓ／ｃｍ2までであってもよいし
、熱処理温度が４５０℃以下であってもよい。
【０１３９】
　図２４～図４８より、次のことがわかる。まず、図２４～図２９に示すように、ＤＷウ
ェハーにプロトンを照射する場合、基板濃度（１．４×１０13ａｔｏｍｓ／ｃｍ3）に対
して深さ４０μｍを中心に、ドナー化をおこして高濃度になっていることが分かる。これ
は、図４８に「◎」または「○」で示すように、プロトンの照射直後、すなわち熱処理を
行う前の段階でも確認される。この分布が、ブロードバッファ構造となる。
【０１４０】
　熱処理温度が３００℃以上４００℃以下では、ブロードバッファ構造が形成されている
。ＣＶ測定結果の図示を省略するが、図４８に示すように、熱処理温度が４００℃で高ド
ーズ量（１×１０13／ｃｍ2または１×１０14／ｃｍ2）の場合には、おもて面から深さ２
０μｍ程度の領域も高濃度化している。
【０１４１】
　一方、ＣＶ測定結果の図示を省略するが、熱処理温度が４５０℃以上で低ドーズ量（１
×１０11／ｃｍ2または１×１０12／ｃｍ2）では、ほとんど基板濃度まで回復し、プロト
ンの照射によるドナーが消滅している。ＣＶ測定結果の図示を省略するが、熱処理温度が
４５０℃以上でも、高ドーズ量では、ドナー化による高濃度領域が若干存在する。
【０１４２】
　このように、ＤＷウェハーへのプロトン照射の場合は、全ドーズ量に渡り、ブロードバ
ッファ構造を形成し、特に３００℃以上４５０以下が、その形成に有効な温度範囲である
。ＣＶ測定結果の図示を省略するが、ヘリウムイオン照射の場合は、熱処理温度が４５０
℃以上で飛程Ｒｐ近傍に濃度のピークが見られるが、プロトンの場合と比べてドナー化濃
度が低い。
【０１４３】
　図３０～図３５に示すように、通常のＦＺウェハーにプロトンを照射する場合、ＤＷウ
ェハーの結果と比べると、ドナー化によるネットドーピング濃度の増加の割合が小さく、
最大１／３程度である。これより、ウェハー中に酸素が含まれている方が、ドナー化を効
果的に促進していることが分かる。ただし、熱処理温度が４００℃よりも高いと、ＤＷウ
ェハーを用いる場合と比べて、おもて面から深さ２０μｍまでの間にサーマルドナーの影
響がでないので、４００℃～４５０℃の温度範囲、例えば４２０℃以上の温度での熱処理
が必要である場合には、通常のＦＺウェハーを用いてもよい。
【０１４４】
　図３６～図４１に示すように、ＤＷウェハーにプロトンを照射する場合、ＳＲ測定とＣ
Ｖ測定における濃度分布の大きな違いは、飛程Ｒｐ近傍のドナー濃度が、ＳＲ測定では低
濃度を示す条件が多いことである。プロトンのドーズ量が１×１０11／ｃｍ2または１×
１０12／ｃｍ2である場合、ＳＲ測定結果の図示を省略するが、熱処理なし（プロトンの
照射直後）のときの測定濃度は、基板と同レベルである。
【０１４５】
　熱処理温度４５０℃のときのＳＲ測定結果の図示を省略するが、熱処理温度が３００℃
～４５０℃に渡って飛程Ｒｐをピークに高濃度（ドナー）化している。しかし、ＳＲ測定
結果の図示を省略するが、ドーズ量が１×１０13／ｃｍ2および１×１０14／ｃｍ2と増加
するにつれて、熱処理温度が３５０℃以下の場合に、飛程Ｒｐ近傍（～深さ約２０μｍま
で）の濃度が大きく減少している。また、曲線が滑らかではなく、キンクが生じている。
【０１４６】
　これは、軽イオン照射によるキャリア移動度の低下が原因である。イオン照射を行う場
合、被照射体（シリコン）では、イオンが非弾性衝突を繰り返して停止するまでの間、シ
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リコンがイオンからエネルギーを受け取る。それによって、イオン透過領域でシリコンの
部分溶融が生じ、その結果、欠陥が生じる。この欠陥は、主に転位（線欠陥）であり、こ
の転位線を中心に空間電荷が生じる。この空間電荷は、キャリアを散乱するため、電子の
散乱緩和時間が短くなり、移動度が低下する（「半導体評価技術」（河東田編著、産業図
書、１９８９）のＰ４２を参照）。
【０１４７】
　図４２～図４７に示すように、通常のＦＺウェハーにプロトンを照射する場合、ＤＷウ
ェハーを用いる場合と比べて、ＳＲ測定における濃度低下が大きく、最大で濃度が１桁小
さくなっている。つまり、通常のＦＺウェハーを用いる方が、ＤＷウェハーを用いるより
も、移動度の低下が大きい。
【０１４８】
　図２４～図２９と図３０～図３５を比較すると、通常のＦＺウェハーでは、ＤＷウェハ
ーに比べて、ドナー化濃度が１／３ほど小さくなっているので、移動度も１／３に減少し
ていることになる。このように、ウェハー中に酸素が含まれていることによって、イオン
照射時における移動度の低下を抑制することができる。
【０１４９】
　図４９は、ＤＷウェハーを用いた測定素子で、照射したプロトンの飛程Ｒｐを２μｍと
し、他は前述と同じ処理（熱処理）を施したウェハー表面のシート抵抗を測定した結果を
示す図である。シート抵抗は、最表層の抵抗を最も反映するので、表層から深さ２μｍ近
傍までの抵抗率がわかる。シート抵抗Ｒｓおよび拡散深さｘｊと、拡散領域の平均比抵抗
ρｓとの間には、次の（２）式の関係が成り立つ。
【０１５０】
【数２】

【０１５１】
　図４９に示すように、ＤＷウェハーでは、熱処理温度が３５０℃以上において、シート
抵抗が約２００Ω／□に飽和している。これは、ＣＶ測定のキャリア濃度分布の深さ下限
（最表層～５μｍ程度）が、平均濃度で約１×１０15／ｃｍ3程度になっていることを示
している。
【０１５２】
　これは、サーマルドナーだけではなく、水素と酸素およびシリコンの複合ドナーが、安
定的に最表層に残っていることを示している。以上のことから、酸素を含有するＤＷウェ
ハーを用いて、上述したドーズ量でプロトンを照射し、上述した温度範囲で熱処理するこ
とが、安定的なブロードバッファ層の形成にとって、有効である。なお、シート抵抗につ
いては、プロトンのドーズ量が１×１０13／ｃｍ2または１×１０14／ｃｍ2の場合も、良
好な結果が得られている。
【０１５３】
実施の形態８．
　一般に、イオン照射には、前記特許文献５、７および８に開示されているように、ウェ
ハーの少数キャリアのライフタイムを下げる効果がある。このライフタイム低下とドナー
化との関連について調べた結果について説明する。
【０１５４】
　図５０は、実施の形態８のウェハーの熱処理温度とライフタイムの関係を示す図である
。ここでは、１×１０11～１×１０13／ｃｍ2のドーズ量でプロトンを照射し、種々の温
度で熱処理を行ったウェハーと、ヘリウムイオンを照射し、種々の温度で熱処理を行った
ウェハーと、酸化膜１０００オングストロームのみを形成したベアウェハーについて、ラ
イフタイムの測定を行う。
【０１５５】
　ライフタイム測定には、コベルコ科研のＬＴＡ－１２００ＥＰを使用する。図５０には
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、ウェハー内４９点の多点測定における平均値が示されている。図５０より、ドーズ量が
１×１０12／ｃｍ2以上でのプロトンの照射では、３５０℃～４００℃の間でライフタイ
ムが大きく変化していることがわかる。
【０１５６】
　プロトンの照射と熱処理を行っていないベアウェハーのライフタイムは、４００μｓ程
度である。それに対して、その値（４００μｓ程度）までは回復していないものの、熱処
理温度が４００℃以上であれば、プロトンを照射したウェハーのライフタイムは１０μｓ
前後であり、デバイスの特性（ダイオード順電圧、逆回復損失等）の制御の点から望まし
い。
【０１５７】
　しかし、上述したように、ドナー化によるブロードバッファプロファイルの形成条件と
しては、熱処理温度が３００℃～４５０℃以下であるのが望ましい。従って、これらの結
果から、プロトンのドーズ量は、１×１０11／ｃｍ2以上１×１０14／ｃｍ2以下であり、
熱処理温度は、３００℃以上４５０℃以下、好ましくは３５０℃以上４２０℃以下である
のがよい。
【０１５８】
　以上において本発明は、上述した実施の形態に限らず、種々変更可能である。例えば、
実施の形態中に記載した寸法や濃度、電圧値や電流値、温度や時間等の処理条件などの種
々の値は一例であり、本発明はそれらの値に限定されるものではない。また、各実施の形
態では第１導電型をＮ型とし、第２導電型をＰ型としたが、本発明は第１導電型をＰ型と
し、第２導電型をＮ型としても同様に成り立つ。
【０１５９】
　さらに、上述した実施の形態では、プロトンの照射領域のライフタイムは、もともとの
ウェハーのライフタイム（１５～３０μｓ）まで回復しているが、プロトンの照射量など
の条件や、回復熱処理の条件（温度、時間、雰囲気など）を変更して、プロトンの照射領
域のライフタイム値を低減させてもよい。また、本発明は、１２００Ｖクラスに限らず、
６００Ｖや１７００Ｖ、あるいはそれ以上の耐圧クラスでも同様に適用可能である。
【０１６０】
　例えば、６００Ｖクラスである場合には、ウェハーの比抵抗は２０～９０Ωｃｍであり
、最終厚さが５０～７０μｍである。１７００Ｖクラスである場合には、ウェハーの比抵
抗は８０～２００Ωｃｍであり、最終厚さが１２０～２００μｍである。
【産業上の利用可能性】
【０１６１】
　以上のように、本発明にかかる半導体装置およびその製造方法は、電力用半導体装置に
有用であり、特に、電気的損失および放射電磁ノイズの低い、環境問題を考慮したＩＧＢ
ＴモジュールやＩＰＭ（インテリジェントパワーモジュール）に適している。
【図面の簡単な説明】
【０１６２】
【図１】本発明の実施の形態１にかかる半導体装置の構成、ネットドーピング濃度および
プロトン分布を示す図である。
【図２】本発明の実施の形態１にかかる半導体装置の製造プロセスを示す図である。
【図３】本発明の実施の形態１にかかる半導体装置の製造プロセスを示す図である。
【図４】実施の形態１のプロトン照射および３５０℃での熱処理によるウェハーの濃度プ
ロファイルを示す図である。
【図５】実施の形態１のプロトン照射および４２０℃での熱処理によるウェハーの濃度プ
ロファイルを示す図である。
【図６】実施の形態１のプロトン照射および３５０℃での熱処理によるウェハーの濃度プ
ロファイルを示す図である。
【図７】実施の形態１のプロトン照射後のアニール温度とブロードバッファ部分の積分濃
度の関係を示す図である。
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【図８】実施の形態１のプロトン照射後のアニール温度とプロトンのドーズ量とブロード
バッファ部分の積分濃度の関係を示す図である。
【図９】実施の形態１のダイオードの逆回復波形を示す図である。
【図１０】従来のダイオードの逆回復波形を示す図である。
【図１１】単相チョッパー回路の構成を示す図である。
【図１２】本発明の実施の形態２にかかる半導体装置の構成、ネットドーピング濃度およ
びプロトン分布を示す図である。
【図１３】本発明の実施の形態２にかかる半導体装置の製造プロセスを示す図である。
【図１４】本発明の実施の形態２にかかる半導体装置の製造プロセスを示す図である。
【図１５】本発明の実施の形態３にかかる半導体装置の構成、ネットドーピング濃度およ
びプロトン分布を示す図である。
【図１６】本発明の実施の形態３にかかる半導体装置の製造プロセスを示す図である。
【図１７】本発明の実施の形態３にかかる半導体装置の製造プロセスを示す図である。
【図１８】コンバーター－インバーター回路の構成を示す図である。
【図１９】力率改善回路の構成を示す図である。
【図２０】マトリクスコンバーター回路の構成を示す図である。
【図２１】実施の形態４にかかる半導体装置の構成およびネットドーピング濃度を示す図
である。
【図２２】実施の形態５にかかる半導体装置の構成、ネットドーピング濃度、酸素濃度お
よび水素濃度を示す図である。
【図２３】実施の形態６にかかる半導体装置のシリコン基板中の酸素原子濃度とダイオー
ドの逆回復ピーク電圧の関係を示す図である。
【図２４】実施の形態７にかかる半導体装置のＣＶ測定によるキャリア濃度分布測定の結
果を示す図である。
【図２５】実施の形態７にかかる半導体装置のＣＶ測定によるキャリア濃度分布測定の結
果を示す図である。
【図２６】実施の形態７にかかる半導体装置のＣＶ測定によるキャリア濃度分布測定の結
果を示す図である。
【図２７】実施の形態７にかかる半導体装置のＣＶ測定によるキャリア濃度分布測定の結
果を示す図である。
【図２８】実施の形態７にかかる半導体装置のＣＶ測定によるキャリア濃度分布測定の結
果を示す図である。
【図２９】実施の形態７にかかる半導体装置のＣＶ測定によるキャリア濃度分布測定の結
果を示す図である。
【図３０】実施の形態７において比較となる半導体装置のＣＶ測定によるキャリア濃度分
布測定の結果を示す図である。
【図３１】実施の形態７において比較となる半導体装置のＣＶ測定によるキャリア濃度分
布測定の結果を示す図である。
【図３２】実施の形態７において比較となる半導体装置のＣＶ測定によるキャリア濃度分
布測定の結果を示す図である。
【図３３】実施の形態７において比較となる半導体装置のＣＶ測定によるキャリア濃度分
布測定の結果を示す図である。
【図３４】実施の形態７において比較となる半導体装置のＣＶ測定によるキャリア濃度分
布測定の結果を示す図である。
【図３５】実施の形態７において比較となる半導体装置のＣＶ測定によるキャリア濃度分
布測定の結果を示す図である。
【図３６】実施の形態７にかかる半導体装置の断面ＳＲ分布測定の結果を示す図である。
【図３７】実施の形態７にかかる半導体装置の断面ＳＲ分布測定の結果を示す図である。
【図３８】実施の形態７にかかる半導体装置の断面ＳＲ分布測定の結果を示す図である。
【図３９】実施の形態７にかかる半導体装置の断面ＳＲ分布測定の結果を示す図である。
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【図４０】実施の形態７にかかる半導体装置の断面ＳＲ分布測定の結果を示す図である。
【図４１】実施の形態７にかかる半導体装置の断面ＳＲ分布測定の結果を示す図である。
【図４２】実施の形態７において比較となる半導体装置の断面ＳＲ分布測定の結果を示す
図である。
【図４３】実施の形態７において比較となる半導体装置の断面ＳＲ分布測定の結果を示す
図である。
【図４４】実施の形態７において比較となる半導体装置の断面ＳＲ分布測定の結果を示す
図である。
【図４５】実施の形態７において比較となる半導体装置の断面ＳＲ分布測定の結果を示す
図である。
【図４６】実施の形態７において比較となる半導体装置の断面ＳＲ分布測定の結果を示す
図である。
【図４７】実施の形態７において比較となる半導体装置の断面ＳＲ分布測定の結果を示す
図である。
【図４８】実施の形態７にかかる半導体装置のブロードバッファ層の形成状況をまとめた
表である。
【図４９】実施の形態７にかかる半導体装置のシート抵抗の測定結果を示す図である。
【図５０】実施の形態８のウェハーの熱処理温度とライフタイムの関係を示す図である。
【図５１】従来のプロトン照射および３５０℃での熱処理によるウェハーの濃度プロファ
イルを示す図である。
【図５２】従来のプロトン照射および４２０℃での熱処理によるウェハーの濃度プロファ
イルを示す図である。
【符号の説明】
【０１６３】
　１　第１半導体層
　２　第２半導体層
　３　第３半導体層
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