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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　動作周波数ｆで動作可能な半導体装置であって、
　熱拡散率Ｄの基板と、
　前記基板上に形成され、ワイドギャップ半導体素子で横型素子のトランジスタで構成さ
れ、前記トランジスタのソース電極およびドレイン電極が同一の平面上に形成される第１
の素子ユニットと、
　前記基板上に前記第１の素子ユニットに隣接して形成され、前記トランジスタと異なる
タイミングで動作するワイドギャップ半導体素子で横型素子のダイオードで構成され、前
記ダイオードのアノード電極およびカソード電極が前記平面上に形成される第２の素子ユ
ニットとを備え、
　前記第１の素子ユニットの重心と、前記第２の素子ユニットの重心との距離が熱拡散長
（Ｄ／πｆ）１／２の２倍以下であることを特徴とする半導体装置。
【請求項２】
　前記基板の裏面に放熱材が設置され、前記基板の厚さが前記熱拡散長以下であることを
特徴とする請求項１記載の半導体装置。
【請求項３】
　前記トランジスタおよびダイオードが格子状に配置されることを特徴とする請求項１ま
たは請求項２いずれか一項記載の半導体装置。
【請求項４】
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　前記トランジスタが動作状態にあるときは、前記ダイオードが必ず非動作状態になるこ
とを特徴とする請求項１ないし請求項３いずれか一項記載の半導体装置。
【請求項５】
　前記ワイドギャップ半導体素子が、窒化物半導体素子または炭化珪素素子であることを
特徴とする請求項１ないし請求項４いずれか一項記載の半導体装置。
【請求項６】
　動作周波数ｆで動作可能な半導体装置であって、
　熱拡散率Ｄの基板と、
　前記基板上に形成され、ワイドギャップ半導体素子で横型素子のトランジスタで構成さ
れ、前記トランジスタのソース電極およびドレイン電極が同一の平面上に形成される第１
の素子ユニットと、
　前記基板上に前記第１の素子ユニットに隣接して形成され、前記トランジスタと異なる
タイミングで動作するワイドギャップ半導体素子で横型素子のダイオードで構成され、前
記ダイオードのアノード電極およびカソード電極が前記平面上に形成される第２の素子ユ
ニットとを備え、
　前記第１の素子ユニットと前記第２の素子ユニットとが一定の周期で配置され、前記周
期の半分が熱拡散長（Ｄ／πｆ）１／２の２倍以下であることを特徴とする半導体装置。
【請求項７】
　前記基板の裏面に放熱材が設置され、前記基板の厚さが前記熱拡散長以下であることを
特徴とする請求項６記載の半導体装置。
【請求項８】
　前記トランジスタおよびダイオードが格子状に配置されることを特徴とする請求項６ま
たは請求項７記載の半導体装置。
【請求項９】
　前記トランジスタが動作状態にあるときは、前記ダイオードが必ず非動作状態になるこ
とを特徴とする請求項６ないし請求項８いずれか一項記載の半導体装置。
【請求項１０】
　前記ワイドギャップ半導体素子が、窒化物半導体素子または炭化ケイ素素子であること
を特徴とする請求項６ないし請求項９いずれか一項記載の半導体装置。
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、電力変換用半導体装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　スイッチング素子などの電力変換用半導体装置は、トランジスタやダイオードなどの能
動素子が複数並列に接続されて構成される。各々の能動素子は、電力損失により自己発熱
し、素子温度の上昇を招く。素子温度の上昇は素子性能の低下や素子破壊を招く。このた
め、最大温度に達する素子の素子温度を抑制することが重要である。従来技術としては、
チップ内に素子を形成しない領域を設けることで、チップ内での温度均一化を図ったり、
最大素子温度の上昇を抑制したりする技術がある（例えば、特許文献１、２参照）。
【０００３】
　そして、電力変換用半導体装置には、高い耐圧、低いオン抵抗が求められる。高い耐圧
を得るためには、高い臨界電界を有する材料を用いるのが有効である。このことから、ワ
イドギャップ半導体で構成された半導体素子を用いることが電力用変換用装置にとって有
効である。ワイドギャップ半導体である窒化物半導体を用いて、同一基板上に電力変換用
素子としてトランジスタとダイオードを形成する技術が知られている（例えば、特許文献
３、４参照）。
【先行技術文献】
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【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２００８－１８２１２２号公報
【特許文献２】特開２００７－２７４４０号公報
【特許文献３】特開２００３－２２９５６６号公報
【特許文献４】特開２００７－１８０４５４号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　電力変換用半導体装置では、素子温度の最大値を抑制することが、素子性能の劣化や信
頼性の確保にとって重要である。しかし、従来技術の空間的に熱源を分散させる方式では
十分な素子温度の抑制を実現することは困難である。また、チップ上に素子を形成しない
領域を設ける場合は、その分チップ面積の増加を招き、コストの上昇につながるという問
題点もある。
【０００６】
　本発明は、上記事情を考慮してなされたものであり、その目的とするところは、素子温
度の上昇を抑制する半導体装置を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明の第１の態様の半導体装置は、動作周波数ｆで動作可能な半導体装置であって、
熱拡散率Ｄの基板と、前記基板上に形成され、ワイドギャップ半導体素子で横型素子のト
ランジスタで構成され、前記トランジスタのソース電極およびドレイン電極が同一の平面
上に形成される第１の素子ユニットと、前記基板上に前記第１の素子ユニットに隣接して
形成され、前記トランジスタと異なるタイミングで動作するワイドギャップ半導体素子で
横型素子のダイオードで構成され、前記ダイオードのアノード電極およびカソード電極が
前記平面上に形成される第２の素子ユニットとを備え、前記第１の素子ユニットの重心と
、前記第２の素子ユニットの重心との距離が熱拡散長（Ｄ／πｆ）１／２の２倍以下であ
ることを特徴とする。
 
【０００８】
　本発明の第２の態様の半導体装置は、動作周波数ｆで動作可能な半導体装置であって、
熱拡散率Ｄの基板と、前記基板上に形成され、ワイドギャップ半導体素子で横型素子のト
ランジスタで構成され、前記トランジスタのソース電極およびドレイン電極が同一の平面
上に形成される第１の素子ユニットと、前記基板上に前記第１の素子ユニットに隣接して
形成され、前記トランジスタと異なるタイミングで動作するワイドギャップ半導体素子で
横型素子のダイオードで構成され、前記ダイオードのアノード電極およびカソード電極が
前記平面上に形成される第２の素子ユニットとを備え、前記第１の素子ユニットと前記第
２の素子ユニットとが一定の周期で配置され、前記周期の半分が熱拡散長（Ｄ／πｆ）１

／２の２倍以下であることを特徴とする。
【発明の効果】
【０００９】
　本発明によれば、素子温度の上昇を抑制する半導体装置を提供することが可能となる。
【図面の簡単な説明】
【００１０】
【図１】第１の実施の形態の半導体装置の上面図である。
【図２】図１のＡ－Ａ断面図である。
【図３】第１の実施の形態の基板および半導体層の構造を示す断面図である。
【図４】第１の実施の形態の半導体装置の等価回路を示す図である。
【図５】図４の等価回路の外部に負荷を接続して動作させたときの電流値を示す図である
。
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【図６】第１の実施の形態の半導体装置のトランジスタの素子温度の時間変化を示す図で
ある。
【図７】図６から動作時間を増やした場合のトランジスタの素子温度の時間変化を示す図
である。
【図８】第１の実施の形態の半導体装置において、周波数を変化させた場合の素子温度上
昇の抑制効果を示す図である。
【図９】第１の実施の形態の半導体装置において、素子温度上昇の抑制効果が得られる領
域を示す図である。
【図１０】第１の実施の形態の変形例の半導体装置の断面図である。
【図１１】第１の実施の形態の変形例の半導体装置の等価回路を示す図である。
【図１２】第２の実施の形態の半導体装置の上面図である。
【図１３】第２の実施の形態の半導体装置の一部を示す斜視図である。
【図１４】第２の実施の形態の変形例の半導体装置の上面図である。
【図１５】第３の実施の形態の半導体装置の上面図である。
【発明を実施するための形態】
【００１１】
　以下、図面を参照しつつ本発明の実施の形態を説明する。以下の図面の記載において、
同一又は類似の部分には同一又は類似の符号を付している。
【００１２】
　本明細書中「重心」とは２次元図形における幾何学的な重心を意味する。すなわち、あ
る２次元図形において、その周りでの一次モーメントが０である点のことを意味する。そ
して、本明細書中では、２次元図形形状を有する能動素子の位置および発熱位置を、その
２次元図形の「重心」位置で代表させる。
【００１３】
　また、本明細書中「素子ユニット」とは、同一機能を有する素子が固まって形成する集
合体を意味し、単体素子の場合をも含む概念とする。
【００１４】
　また、本明細書中、２個の素子が「異なるタイミングで動作する」とは、いずれか一方
が動作、他方が非動作となる状態が必ず存在することを意味する。すなわち、２個の素子
が同時に動作を開始し、同時に動作を終了することがないことを意味する。
【００１５】
　また、本明細書中、「ワイドギャップ半導体」とは、Ｓｉよりもバンドギャップの広い
半導体を意味するものとする。
【００１６】
　また、本明細書中、「Ｄ」は基板の材料で決まる熱拡散率であり、熱伝導率ｋを密度と
比熱容量で割った値である。
【００１７】
　また、本明細書中、「素子温度」とは、半導体装置のチャネルやジャンクションの温度
を意味するものとする。
【００１８】
（第１の実施の形態）
　本発明の第１の実施の形態の半導体装置は、動作周波数ｆで動作可能な半導体装置であ
って、熱拡散率Ｄの基板と、基板上に形成され、第１の能動素子で構成される第１の素子
ユニットと、基板上に第１の素子ユニットに隣接して形成され、第１の能動素子と異なる
タイミングで動作する第２の能動素子で構成される第２の素子ユニットとを備えている。
そして、第１の素子ユニットの重心と、第２の素子ユニットの重心との距離が熱拡散長（
Ｄ／πｆ）１／２の２倍以下である。
【００１９】
　図１は、本実施の形態の半導体装置の上面図である。また、図２は図１のＡ－Ａ断面図
である。
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【００２０】
　本実施の形態の半導体装置１００は、動作周波数ｆで動作可能な電力変換用半導体装置
である。すなわち、半導体装置１００は、動作時に動作周波数ｆで動作する。半導体装置
１００は、熱拡散率Ｄの基板１０を有する。そして、基板１０上に、トランジスタ（第１
の能動素子）単体で構成されるトランジスタユニット１２（第１の素子ユニット）と、ダ
イオード（第２の能動素子）単体で構成されるダイオードユニット１４（第２の素子ユニ
ット）とが隣接して形成されている。
【００２１】
　このトランジスタユニット１２を構成するトランジスタと、ダイオードユニット１４を
構成するトランジスタはそれぞれ異なるタイミングで動作する。そして、トランジスタユ
ニット１２とダイオードユニット１４とが一方向に一定の周期ｃで交互に分散配置される
。さらに、トランジスタユニット１２の重心ｇｔと、ダイオードユニット１４の重心ｇｄ
との距離ｄが熱拡散長（Ｄ／πｆ）１／２の２倍以下となっている。
【００２２】
　全てのトランジスタユニット１２は、第１の電極１６と第２の電極１８と制御電極２０
により構成されている。それぞれの電極は、第１の共通電極２２と第２の共通電極２４と
共通制御電極２６に電気的に接続されている。
【００２３】
　また、全てのダイオードユニット１４は、第１の電極１６と第２の電極１８により構成
されている。それぞれの電極は、第１の共通電極２２と第２の共通電極２４と電気的に接
続されている。
【００２４】
　このように、トランジスタタユニット１２とダイオードユニット１４は並列接続されて
いる。図１においては、トランジスタユニット１２とダイオードユニット１４は図の縦方
向に周期的に配置されている。したがって、素子ユニット間の間隔は周期ｃの半分である
ｃ／２、あるいはトランジスタユニット１２の重心ｇｔからダイオードユニット１４の重
心ｇｄ間の距離ｄである。半導体装置１００では、周期ｃの半分であるｃ／２は距離ｄに
等しい。したがって、ｃ／２も熱拡散長（Ｄ／πｆ）１／２の２倍以下である。
【００２５】
　また、図２に示される第１の電極１６ａと第２の電極１８は半導体層３０と電気的にオ
ーミック接続されている。また、第１の電極１６ｂと制御電極２０は半導体層３０と電気
的にショットキー接続されている。
【００２６】
　トランジスタユニット１２は第１の電極１６ａと第２の電極１８と制御電極２０から構
成される。ダイオードユニット１４は第１の電極１６ｂと第２の電極１８から構成されて
いる。
【００２７】
　トランジスタユニット１２では、第１の電極１６ａはソース電極として、第２の電極１
８はドレイン電極として、制御電極２０は、ゲート電極として機能する。ダイオードユニ
ット１４では、第１の電極１６ｂはアノード電極として、第２の電極１８はカソード電極
として機能する。また、第１の電極１６ａと第１の電極１６ｂは電気的に接続されている
。
【００２８】
　図３は、本実施の形態の基板および半導体層の構造を示す断面図である。図２に示され
る基板１０と半導体層３０の詳細な層構造が示されている。例えば、Ｓｉの基板１０上に
、バッファー層３０ａ、ＧａＮ層３０ｂとＡｌＧａＮ層３０ｃとが積層されている。
【００２９】
　ＡｌＧａＮ層３０ｃ上に電極と絶縁膜を形成することにより、窒化物半導体素子として
、トランジスタやダイオードを形成することができる。また、本実施の形態において、層
構造は必ずしもこの層構造に限定されることなく、同一基板上に電流を流すタイミングの
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異なる２種類以上の能動素子が形成可能であればよい。
【００３０】
　図４は、本実施の形態の半導体装置の等価回路を示す図である。スイッチング素子とし
てのトランジスタに対して、並列にダイオードが接続されている。
【００３１】
　図５は、図４の等価回路の外部に負荷を接続して動作させたときの電流値を示す図であ
る。共通制御電極２６に電圧を印加し、トランジスタのオン、オフを繰り返した場合の電
流値を模式的に示している。トランジスタとダイオードでは流れる電流の向きが逆になる
が、図５の縦軸は電流の絶対値を示している。
【００３２】
　トランジスタがオンの状態のときは、電流はトランジスタを流れ、ダイオードには流れ
ない。また、トランジスタがオフ状態のときは、電流は環電流としてダイオードを流れ、
トランジスタには流れない。いいかえれば、トランジスタが動作状態にあるときは、ダイ
オードが必ず非動作状態になり、トランジスタが非動作状態にあるときは、ダイオードが
必ず動作状態になる。
【００３３】
　このように、半導体装置１００は、トランジスタとダイオードに対して、電流が流れる
タイミングが時間的に異なっている。トランジスタとダイオードは、電流が流れていると
きに自己発熱し、素子温度が上昇する。特に、窒化物半導体のようなワイドギャップ半導
体では、動作速度が速いため、オンとオフ状態が入れ替わるときに発生するスイッチング
損失はあまり大きくない。このため、全体の損失はオン状態での自己発熱による成分が大
きい。
【００３４】
　半導体装置１００では、電力損失に伴う発熱は主にオン状態のトランジスタとダイオー
ドにおいて発生する。しかし、発熱するタイミングは、図５に示される電流のタイミング
と同様に、時間的に異なることになる。
【００３５】
　以上のことから、半導体装置１００では、動作タイミングの異なるトランジスタとダイ
オードという２種類の能動素子が同一基板上に形成され、複数のトランジスタとダイオー
ドが各々分散されて配置されていることにより、空間的にも時間的にも発熱源を分散させ
ることが可能となる。
【００３６】
　図６は、本実施の形態の半導体装置のトランジスタの素子温度の時間変化を示す図であ
る。半導体装置１００のトランジスタの素子温度を動作開始時間から時間に対してシミュ
レーションしプロットした図である。
【００３７】
　ここで、基板はＳｉ、動作周波数は５０ｋＨｚ、素子ユニット間の間隔は１５ｕｍ、基
板厚さ１００ｕｍである。図６には、動作タイミングが同じ素子ユニットを並べた従来技
術の場合もプロットしている。図６から分かるように、本実施の形態により、従来技術に
対して、最大の素子温度が約２０℃下げることができる。
【００３８】
　図７は、図６からさらに動作時間を増やした場合のトランジスタの素子温度の時間変化
を示す図である。図７に示すように約１ｍ秒でほぼ素子温度は一定値に飽和する。
【００３９】
　そして、飽和する温度は従来技術の２３４℃に対して、本実施の形態では２２１℃であ
る。チャネルの飽和温度を抑制する点においても本実施の形態は効果があることがわかる
。飽和温度を抑制することにより、素子特性の劣化の抑制や信頼性向上に効果がある。ま
た、本実施の形態では、従来技術のように非動作領域を設ける必要がないため、無駄なく
チップ面積を使える。これにより、半導体装置のコスト低減にも効果がある。
【００４０】
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　上述のように、本実施の形態においては、トランジスタユニット１２の重心ｇｔと、ダ
イオードユニット１４の重心ｇｄとの距離を熱拡散長（Ｄ／πｆ）１／２の２倍以下とす
る。あるいは、トランジスタユニット１２とダイオードユニット１４を交互に配置する周
期ｃの半分の距離ｃ／２を熱拡散長（Ｄ／πｆ）１／２の２倍以下とする。
【００４１】
　この構成により、素子温度の上昇を効果的に抑制することが可能となる。熱伝導方程式
は（数１）式で与えられ、温度勾配にそって熱が拡散する。（数１）式の左辺は温度の時
間変化を、右辺は温度勾配の空間変化に比例する値を示す。Ｄは基板１０の材料で決まる
熱拡散率であり、熱伝導率ｋを密度と比熱容量で割った値である。熱伝導率ｋの大きい材
料ほど熱拡散率Ｄが大きくなり、その材料中を熱は速やかに拡散する。
【数１】

【００４２】
　図５に示されるような交流動作を行うと、電力損失に伴う発熱も時間に対して周期的に
発生する。このような場合、発熱源から（数２）式で表現できる熱拡散長より距離が離れ
ると、時間的に発熱が均一化されることが知られている。ここで、ｆは動作周波数である
。
【数２】

【００４３】
　（数２）式は周波数が小さいほど熱拡散長が長くなり、熱伝導率が高い材料ほど熱拡散
長が長くなることを示している。
【００４４】
　一つの発熱源より熱拡散長より距離が離れた地点では、流入する熱量は時間的に均一化
される。二つの発熱源がある場合、お互いから熱拡散長より距離が離れた地点では流入す
る熱量は時間的に均一化される。そのため、時間的に発熱を分散させるという効果が得ら
れるのは、本実施の形態のように、動作タイミングの異なる２つの素子ユニット間の距離
が熱拡散長の２倍以下のときである。
【００４５】
　図８は、本実施の形態の半導体装置において、動作周波数を変化させた場合の素子温度
上昇の抑制効果を示す図である。横軸は周波数、縦軸は本実施の形態を用いた場合と従来
技術を用いた場合の素子温度の差である。
【００４６】
　図８のように、動作周波数を下げていくと、熱拡散長の２倍の距離と素子ユニット間の
間隔、すなわち、素子ユニットの重心間の距離、または、素子ユニットの周期の半分が一
致する点から素子温度抑制の効果が現れ始める。このシミュレーション結果からも、熱拡
散長の２倍の距離以下の間隔で動作タイミングの異なる素子ユニットを分散して配置する
ことにより、素子温度の上昇を抑制可能であることが明らかである。
【００４７】
　図９は、本実施の形態の半導体装置において、素子温度抑制の効果が得られる領域を示
している。上述のように、素子ユニット間の間隔が基板の熱拡散長の２倍の距離以下であ
れば効果が得られる。
【００４８】
　表１は、各種材料における熱拡散長をいくつかの動作周波数に対して示している。表１
のように、（数２）式における熱拡散率が材料により異なるため、熱拡散長は材料により
異なる。このため、基板の材料に応じて、本実施の形態の素子温度上昇の抑制の効果が得
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られる範囲は異なる。しかし、基板の材料が特に限定されるものではない。
【表１】

【００４９】
　また、半導体装置１００において、基板の厚さが熱拡散長以下であることが好ましい。
発熱源から熱拡散長以下の距離であれば、時間的に周期的な熱流入がある。このため、放
熱材を発熱源より熱拡散長以下の距離に配置すれば、熱流入が時間的に均一になる前に放
熱することが可能となり効果的である。このためには、基板表面に形成される動作タイミ
ングの異なる２種類以上の素子から放熱材が設置される基板裏面までの距離が熱拡散長以
下であることが必要である。すなわち、基板の厚さが熱拡散長以下である必要がある。
【００５０】
　また、同じ熱拡散長であれば、破壊電界強度の大きい材料を用いることにより、より破
壊電圧の大きな素子を形成することができる。このため、能動素子としてワイドギャップ
半導体を用いたワイドギャップ半導体素子を用いることが好ましい。ワイドギャップ半導
体材料としては、窒化物半導体、炭化珪素、ダイヤモンド等を用いることができる。
【００５１】
　特に、窒化物半導体や炭化珪素は珪素や砒化ガリウムと比べて、約１０倍の破壊電界強
度を有する。このため、同じ熱拡散長の距離に、１０倍高い破壊電圧を有する素子を形成
することができたり、同じ耐圧で１０倍多くの素子を形成することができたりするため好
ましい。これにより、素子温度上昇を抑制しながら、高い耐圧を有する電力変換用半導体
装置を提供することが可能となる。
【００５２】
（第１の実施の形態の変形例）
　図１０は、本発明の第１の実施の形態の変形例の半導体装置の断面図である。本変形例
の半導体装置１１０は、半導体装置１００に対し、第１の電極１６ａ、１６ｂが２層で形
成されていたものが１層で形成されている点と、第２の電極１８が１層で形成されていた
ものが第２の電極１８ａ、１８ｂの２層で形成されている点と、トランジスタユニット１
２とダイオードユニット１４の間に素子分離領域３２が形成されている点が異なる。素子
分離領域３２は、イオン注入やトレンチなどにより形成することができる。
【００５３】
　図１１は、本変形例の半導体装置の等価回路である。上記構成により、半導体装置１１
０の等価回路は図１１に示されるようになる。本変形例でも、トランジスタとダイオード
の動作のタイミング、すなわち、電流が流れるタイミングが時間的に異なっている。この
ため、第１の実施の形態同様、時間的に発熱源を分散させることによる素子温度の上昇抑
制効果が得られる。
【００５４】
　このように、第１の実施の形態の効果を得る上で、動作するタイミングが異なる２種類
以上の能動素子が適切な間隔で同一基板上に形成されていればよく、その能動素子同士が
どのように配線されているかを限定するものではない。また、本変形例のように、能動素
子の間に素子分離領域を形成してもよい。
【００５５】
　また、上記の効果を考えると、２個の能動素子は動作タイミングが異なればよく、本実
施の形態のようにトランジスタとダイオードの組み合わせに限られるわけではない。例え
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ば、トランジスタ、ダイオード、ＩＧＢＴなどを自由に組み合わせることができる。また
、同じ種類の素子、つまり、動作タイミングが異なる２種類のトランジスタ同士、２種類
のダイオード同士、２種類のＩＧＢＴ同士でも本実施の形態と同様の効果が得られる。ま
た、トランジスタは電界効果トランジスタ、接合型トランジスタのいずれにも限定されな
い。また、ダイオードもショットキーダイオード、電界効果型ダイオードのいずれにも限
定されない。
【００５６】
　また、２個の能動素子の動作タイミングは、図５に例示したように完全に異なっている
ことが、素子温度の上昇抑制の観点からは望ましい。しかしながら、完全に異なっていな
くとも、動作タイミングがずれてさえいれば、一定の効果をえることが可能である。
【００５７】
（第２の実施の形態）
　図１２は、本発明の第２の実施の形態の半導体装置の上面図である。本実施の形態の半
導体装置２００は、電力変換用半導体装置である。半導体装置２００は、同一基板上にト
ランジスタとダイオードが各々複数個あり、それぞれが分散されて配置されている。
【００５８】
　図１、２に示される半導体装置１００と異なる点は、図の縦方向にトランジスタとダイ
オードが配置され、これらのトランジスタとダイオードで構成されるトランジスタユニッ
ト１２とダイオードユニット１４が、図の横方向に交互に配置されている点である。
【００５９】
　図１２におけるトランジスタとダイオードは横方向に周期的に配置されているので、素
子ユニット間の間隔はトランジスタユニット１２の幅とダイオードユニット１４の幅の和
、すなわち周期ｃの半分のｃ／２である。また、別の定義による素子ユニット間の間隔で
あるトランジスタユニット１２の重心ｇｔと、ダイオードユニット１４の重心ｇｄとの距
離はｄである。そして、ｃ／２およびｄが、それぞれ、熱拡散長（Ｄ／πｆ）１／２の２
倍以下となっている。
【００６０】
　図１３は、図１２に示される本実施の形態の半導体装置の一部を示す斜視図である。一
つのトランジスタユニット１２の制御電極（ゲート電極）２０が配線３６を通じて、他の
トランジスタユニット１２の制御電極２０と電気的に接続している。そして、半導体装置
２００のトランジスタユニット１２は全て並列に電気的に接続されている。
【００６１】
　また、ダイオードユニット１４は半導体層とショットキー接続されている第１の電極１
６ｂと半導体層とオーミック接続されている第２の電極１８により、ショットキーダイオ
ードとして機能する。そして、半導体装置２００は、全体として図４に示す等価回路であ
らわすことができる。
【００６２】
　以上のことから、半導体装置２００においても、第１の実施の形態の半導体装置１００
と同様に動作タイミングの異なるトランジスタとダイオードという２種類の能動素子が同
一基板上に形成され、能動素子が各々複数に分散されて配置されていることにより、空間
的にも時間的にも発熱源を分散させることが可能となる。
【００６３】
　また、本実施の形態の半導体装置２００も、第１の実施の形態の半導体装置１００と同
様に、素子ユニット間の間隔が熱拡散長の２倍以下であるため、素子温度の上昇を抑制す
る効果が得られる。
【００６４】
（第２の実施の形態の変形例）
　図１４は、本発明の第２の実施の形態の変形例の半導体装置の上面図である。本変形例
の半導体装置２１０の、半導体装置２００と異なる点は、トランジスタとダイオードが格
子状に配置され、図の横方向にも縦方向にも、トランジスタユニット１２とダイオードユ
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ニット１４が交互に配置されている点である。このように、一方向でなく、複数の方向で
交互に配置することにより、発熱源が一層分散され、さらに素子温度が効果的に抑制され
る。
【００６５】
　トランジスタユニット１２とダイオードユニット１４は、図の横方向には周期ｃ１で、
縦方向には周期ｃ２で配置されている。また、図１４に示すように、トランジスタユニッ
ト１２の重心ｇｔとダイオードユニット１４の重心ｇｄとの、横方向の距離はｄ１である
。また、縦方向の距離はｄ２である。
【００６６】
　そして、ｃ１／２、ｃ２／２、ｄ１、およびｄ２が、熱拡散長の２倍以下である。
【００６７】
　以上のように、本発明の実施の形態では、タイミングが異なる２種類以上の能動素子を
各々複数に分散させて配置すること、および、能動素子で構成される素子ユニットの間隔
を規定することにより、素子温度抑制の効果を得る。素子ユニットの配置方法は、縦横斜
め方向に分散して配置したり、格子状、六角格子状に分散して配置したりするなど種々考
えられる。また、それぞれの分散配置させた素子ユニットをどのように配線して、電気回
路として動作させるかは自由に組み合わせることができる。
【００６８】
　また、第１の実施の形態および第２の実施の形態では、素子ユニットが周期的に配置さ
れる場合について説明した。設計の容易さ、あるいは、発熱の均熱化の観点からは、この
ような周期的な配置が望ましい。しかし、必ずしも周期的な配置でなくても、素子ユニッ
トの重心間の距離が熱拡散長の２倍以下であれば、素子温度抑制の効果が得られることは
、上記説明から自明である。
【００６９】
（第３の実施の形態）
　図１５は、本発明の第３の実施の形態の半導体装置の上面図である。本実施の形態の半
導体装置３００は、電力変換用半導体装置である。
【００７０】
　半導体装置３００は、トランジスタユニット４２とダイオードユニット４４が図の縦方
向に交互に配置されている。各々のトランジスタユニット４２は複数のトランジスタで構
成され、各々のダイオードユニット４４は、複数のダイオードで構成される。また、第１
の共通電極５２、第２の共通電極５４、および共通制御電極５６を備えている。
【００７１】
　このとき、トランジスタユニット４２の重心ｇｔとダイオードユニットｇｄの重心から
の距離ｄが素子ユニットの間隔である。また、トランジスタユニット４２とダイオードユ
ニット４４は一定方向に周期ｃで配置されている。そして、ｄおよびｃ／２がそれぞれ、
熱拡散長の２倍以下である。   
【００７２】
　本実施の形態の半導体装置３００は、第１の実施の形態の半導体装置１００とは、単体
の能動素子からなる素子ユニットが交互に配置されているのでなく、複数の能動素子から
なる素子ユニットが交互に配置されている点が異なる。
【００７３】
　第１の実施の形態で説明したように、発熱するタイミングの異なる発熱源間の距離が、
熱拡散長の２倍以下であれば、時間的空間的に発熱源を分散することができ、素子温度抑
制の効果が得られる。このため、単体の素子で構成される素子ユニットが交互に配置され
ている場合のみでなく、本実施の形態のように、複数の能動素子で構成される素子ユニッ
トが交互に配置されている場合であっても、素子ユニットの動作タイミングが異なれば、
素子温度上昇を抑制する効果が得られる。
【００７４】
　また、第１、第２の実施の形態の場合と同様に、素子ユニットの配置方法は、縦横斜め
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方向に分散して配置したり、格子状、六角格子状に分散して配置したりするなど種々考え
られる。また、それぞれの分散配置させた素子ユニットをどのように配線して、電気回路
として動作させるかは自由に組み合わせることができる。また、素子ユニットの配置は周
期的でなくても、素子ユニットの間隔、すなわち重心間の間隔が熱拡散長の２倍以下であ
れば、素子温度上昇を抑制する効果が得られることも、上記説明から自明である。
【００７５】
　また、同じ熱拡散長であれば、破壊電界強度の大きい材料を用いることにより、より破
壊電圧の大きな素子ユニットを形成することができる。このため、ワイドギャップ半導体
材料を用いることが好ましい。ワイドギャップ半導体材料としては、窒化物半導体や炭化
珪素を用いることができる。
【００７６】
　窒化物半導体や炭化珪素は珪素や砒化ガリウムと比べて、約１０倍の破壊電界強度を有
する。このため、同じ熱拡散長の距離に、１０倍高い破壊電圧を有する素子ユニットを形
成することができたり、同じ耐圧で１０倍多くの素子ユニットを形成することができたり
するため好ましい。これにより、素子温度上昇を抑制しながら、高い耐圧を有する電力変
換用半導体装置を提供することが可能となる。
【００７７】
　以上、具体例を参照しつつ本発明の実施の形態について説明した。上記、実施の形態は
あくまで、例として挙げられているだけであり、本発明を限定するものではない。また、
実施の形態の説明においては、半導体装置等で、本発明の説明に直接必要としない部分に
ついては記載を省略したが、必要とされる半導体装置等に関わる要素を適宜選択して用い
ることができる。
【００７８】
　その他、本発明の要素を具備し、当業者が適宜設計変更しうる全ての半導体装置が、本
発明の範囲に包含される。本発明の範囲は、特許請求の範囲およびその均等物の範囲によ
って定義されるものである。
【符号の説明】
【００７９】
１０　　　　基板
１２　　　　トランジスタユニット
１４　　　　ダイオードユニット
１６、１６ａ、１６ｂ　　　　第１の電極
１８、１８ａ、１８ｂ　　　　第２の電極
２０　　　　制御電極
２２　　　　第１の共通電極
２４　　　　第２の共通電極
２６　　　　共通制御電極
３０　　　　半導体層
３０ａ　　　　バッファー層
３０ｂ　　　　ＧａＮ層
３０ｃ　　　　ＡｌＧａＮ層
３２　　　　素子分離領域
３６　　　　配線
４２　　　　トランジスタユニット
４４　　　　ダイオードユニット
５２　　　　第１の共通電極
５４　　　　第２の共通電極
５６　　　　共通制御電極
１００　　　　半導体装置
１１０　　　　半導体装置
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２００　　　　半導体装置
２１０　　　　半導体装置
３００　　　　半導体装置
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