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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
半導体基板の一方の主面に設けられた二つの主電極と、その主電極間に、オン状態では電
流を流すとともにオフ状態では空乏化する第一導電型ドリフト領域と第二導電型仕切り領
域とを交互に配置した並列ｐｎ層を備える横型超接合半導体素子において、並列ｐｎ層が
第一導電型ドリフト領域と第二導電型仕切領域との交互の配置で配置方向に環状のループ
を形成し、一つの主電極が形成された領域を環状のループで取り囲むことを特徴とする横
型超接合半導体素子。
【請求項２】
第一導電型ドリフト領域と第二導電型仕切領域とを交互に配置した並列ｐｎ層が、第一導
電型ドリフト領域と第二導電型仕切領域とを第一のピッチで配置した第一の部分と、第一
のピッチと異なる第二のピッチで配置した第二の部分とを有することを特徴とする請求項
１記載の横型超接合半導体素子。
【請求項３】
並列ｐｎ層の環状のループが直線部分と曲線部分とからなることを特徴とする請求項１ま
たは２に記載の横型超接合半導体素子。
【請求項４】
並列ｐｎ層の環状のループが二つ以上の直線部分と、二つ以上の曲線部分とからなること
を特徴とする請求項３に記載の横型超接合半導体素子。
【請求項５】
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並列ｐｎ層の環状のループが四つ以上の直線部分と、四つ以上の曲線部分とからなること
を特徴とする請求項４に記載の横型超接合半導体素子。
【請求項６】
第一導電型ドリフト領域と第二導電型仕切領域とを交互に配置した並列ｐｎ層が、第一導
電型ドリフト領域と第二導電型仕切領域とを第一のピッチで配置した第一の部分と、第一
のピッチと異なる第二のピッチで配置した第二の部分とを有し、第一の部分が直線部分で
、第二の部分が曲線部分であることを特徴とする請求項１に記載の横型超接合半導体素子
。
【請求項７】
曲線部分の並列ｐｎ層の不純物濃度が、直線部分の不純物濃度より実効的に低濃度である
ことを特徴とする請求項３ないし６のいずれか1項に記載の横型超接合半導体素子。
【請求項８】
曲線部分の並列ｐｎ層の不純物濃度が、実効的にイントリンシックに近いことを特徴とす
る請求項７に記載の横型超接合半導体素子。
【請求項９】
曲線部分の並列ｐｎ層が第一導電型不純物と第二導電型不純物の両方がドープされている
ことを特徴とする請求項７または８に記載の横型超接合半導体素子。
【請求項１０】
並列ｐｎ層の曲線部分の少なくとも一部のピッチが、直線部分のピッチより大きいことを
特徴とする請求項７ないし９のいずれか1項に記載の横型超接合半導体素子。
【請求項１１】
曲線部分の少なくとも一部の長さが直線部分の長さより大きいことを特徴とする請求項３
ないし１０のいずれか1項に記載の横型超接合半導体素子。
【請求項１２】
環状のループを複数有することを特徴とする請求項１ないし１１のいずれか1項に記載の
横型超接合半導体素子。
【請求項１３】
第一導電型ドリフト領域または第二導電型仕切り領域の幅が、深さの１／４～４倍の範囲
にあることを特徴とする請求項１ないし１２のいずれか1項に記載の横型超接合半導体素
子。
【請求項１４】
並列ｐｎ層の長さが並列ｐｎ層の幅の１２．５～１００倍の範囲にあることを特徴とする
請求項１ないし１３のいずれか1項に記載の横型超接合半導体素子。
【請求項１５】
並列ｐｎ層の長さが第一導電型ドリフト領域または第二導電型仕切り領域の深さの１２．
５～１００倍の範囲にあることを特徴とする請求項１４に記載の横型超接合半導体素子。
【請求項１６】
半導体基板の一方の主面に設けられた二つの主電極と、その主電極間に、オン状態では電
流を流すとともにオフ状態では空乏化する第一導電型ドリフト領域と第二導電型仕切り領
域とを交互に配置した並列ｐｎ層を備える横型超接合半導体素子において、実効的に低不
純物濃度の低濃度領域を備え、並列ｐｎ層の第一導電型ドリフト領域と第二導電型仕切領
域との交互の配置方向の端部と低濃度領域とがつながって一つの環状のループを形成し、
主電極が形成された領域を環状のループで取り囲むことを特徴とする横型超接合半導体素
子。
【請求項１７】
環状のループが直線部分と曲線部分とからなることを特徴とする請求項１６に記載の横型
超接合半導体素子。
【請求項１８】
環状のループが二つ以上の直線部分と、二つ以上の曲線部分とからなることを特徴とする
請求項１７に記載の横型超接合半導体素子。
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【請求項１９】
環状のループが四つ以上の直線部分と、四つ以上の曲線部分とからなることを特徴とする
請求項１８に記載の横型超接合半導体素子。
【請求項２０】
直線部分が並列ｐｎ層を含み、曲線部分が低濃度領域を含むことを特徴とする請求項１７
ないし１９のいずれか1項に記載の横型超接合半導体素子。
【請求項２１】
低濃度領域の表面付近が実効的にイントリンシックに近いことを特徴とする請求項１６な
いし２０のいずれか1項に記載の横型超接合半導体素子。
【請求項２２】
低濃度領域が第一導電型不純物と第二導電型不純物との両方がドープされていることを特
徴とする請求項１６ないし２１のいずれか1項に記載の横型超接合半導体素子。
【請求項２３】
曲線部分の少なくとも一部の長さが直線部分の長さより大きいことを特徴とする請求項１
７ないし２２のいずれか1項に記載の横型超接合半導体素子。
【請求項２４】
環状のループを複数有することを特徴とする請求項１６ないし２３のいずれか1項に記載
の横型超接合半導体素子。
【請求項２５】
第一導電型ドリフト領域または第二導電型仕切り領域の幅が、深さの１／４～４倍の範囲
にあることを特徴とする請求項１６ないし２４のいずれか1項に記載の横型超接合半導体
素子。
【請求項２６】
並列ｐｎ層の長さが並列ｐｎ層の幅の１２．５～１００倍の範囲にあることを特徴とする
請求項１６ないし２５のいずれか1項に記載の横型超接合半導体素子。
【請求項２７】
並列ｐｎ層の長さが第一導電型ドリフト領域または第二導電型仕切り領域の深さの１２．
５～１００倍の範囲にあることを特徴とする請求項１６ないし２６のいずれか1項に記載
の横型超接合半導体素子。
【請求項２８】
超接合半導体素子がＭＯＳＦＥＴ、バイポーラトランジスタ、ＩＧＢＴ、ダイオードのい
ずれかであり、環状のループの内側に一方の主電極が、環状のループの外側に他方の主電
極が設けられていることを特徴とする請求項１ないし２７のいずれか1項に記載の横型超
接合半導体素子。
【請求項２９】
環状のループの外側に環状のループを含む半導体素子を制御、保護、若しくは状態検出す
る回路を備えることを特徴とする請求項１ないし２８のいずれか1項に記載の横型超接合
半導体素子。
【請求項３０】
超接合半導体素子がＭＯＳＦＥＴであり、環状のループの内側にドレイン電極が、環状の
ループの外側にソース電極が設けられていることを特徴とする請求項２８に記載の横型超
接合半導体素子。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
　本発明は、オン状態では電流を流すとともに、オフ状態では空乏化する並列ｐｎ層から
なる特別な構造を備えるＭＯＳＦＥＴ（絶縁ゲート型電界効果トランジスタ）、ＩＧＢＴ
（絶縁ゲートバイポーラトランジスタ）、バイポーラトランジスタ、ダイオード等の半導
体素子に関する。
【０００２】
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【従来の技術】
　相対向する二つの主面に設けられた電極間に電流が流される縦型半導体素子において、
高耐圧化を図るには、両電極間の高抵抗層の厚さを厚くしなければならず、一方そのよう
に厚い高抵抗層をもつ素子では、必然的に両電極間のオン抵抗が大きくなり、損失が増す
ことになることが避けられなかった。すなわちオン抵抗（電流容量）と耐圧間にはトレー
ドオフ関係がある。このトレードオフ関係は、ＩＧＢＴ、バイポーラトランジスタ、ダイ
オード等の半導体素子においても同様に成立することが知られている。
【０００３】
　この問題に対する解決法として、ドリフト層を、不純物濃度を高めたｎ型の領域とｐ型
の領域とを交互に積層した並列ｐｎ層で構成し、オフ状態のときは、空乏化して耐圧を負
担するようにした構造の半導体装置が、ＥＰ００５３８５４、ＵＳＰ５２１６２７５、Ｕ
ＳＰ５４３８２１５および本発明の発明者らによる特開平９－２６６３１１号公報に開示
されている。
【０００４】
　なお本発明の発明者らは、オン状態では電流を流すとともに、オフ状態では空乏化する
並列ｐｎ層からなるドリフト層を備える半導体素子を超接合半導体素子と称することとし
た。
　また上記のオン抵抗（電流容量）と耐圧間にはトレードオフ関係の問題は、半導体基板
の一方の主面に設けられた二つの電極間にドリフト電流が流れるいわゆる横型半導体素子
についても共通であり、やはりドリフト層をｎ型の領域とｐ型の領域とを交互に積層した
並列ｐｎ層で構成した超接合半導体素子として解決することができる。
【０００５】
　図１２は、基本的な横形超接合ＭＯＳＦＥＴの斜視図であり、図１３（ａ）は、図１２
のＡ－Ａ線に沿った断面図である。わかりやすくするために、多結晶シリコンからなるゲ
ート電極９以外の酸化膜、金属膜等は省略している。
　本横型超接合ＭＯＳＦＥＴは、ｐ- 基板５上のｎ- 層４表面に形成された横型二重拡散
ＭＯＳＦＥＴである。８は低抵抗のｎ+ ドレイン領域であり、１０はｎ+ ドレイン領域８
とその表面に接して設けられたドレイン電極とを含むドレイン部である。１１は、ｐウェ
ル領域６、その中に形成されたｎ+ ソース領域７とその表面に接して設けられたソース電
極とを含むソース部である。ドレイン部１０とソース部１１との間のドリフト部は、ｎ型
ドリフト領域１とｐ仕切領域２とが交互に繰り返し配列されたストライプ状の並列ｐｎ層
１２で構成されている。並列ｐｎ層１２のうちドリフト電流が流れるのは、ｎ型ドリフト
領域１である。この並列ｐｎ層１２の幅は１～１０μm 程度、望ましくは１～４μm であ
り、深さは１～１０μm 程度、望ましくは１～４μm 程度である。また、その長さは、６
００V 耐圧のＭＯＳＦＥＴで５０μm 程度、１０００V 耐圧の素子で１００μm 程度であ
る。
【０００６】
　このように構成された横型超接合ＭＯＳＦＥＴは、ドレイン電極とソ─ス電極間に電圧
を引加し、ゲート電極９に適当な電圧が印加された時、ゲート電極９の下方に形成される
チャネル反転層３を介してｎ+ ソース領域７から複数のｎ型ドリフト領域１に電子が流れ
込み、ドレイン電極－ソース電極間の電界でドリフト電流が流れる（オン状態）。一方、
ゲート電極９の電圧を取り去れば、チャネル反転層３が消滅し、ドレイン電極－ソース電
極間の電圧により、ｎ型ドリフト領域１とｐウェル領域６との間のｐｎ接合と、ｎ型ドリ
フト領域１とｐ仕切領域２との間のｐｎ接合からｎ型ドリフト領域１およびｎ- 層４に空
乏層が広がり空乏化される（オフ状態）。
【０００７】
　ｎ型ドリフト領域１とｐ仕切領域２との間のｐｎ接合からの空乏層はｎ型ドリフト領域
１の幅方向に広がるが、幅が狭いため空乏化が非常に早まる。同時にｐ仕切領域２も空乏
化する。このため、高耐圧化が可能となり、ｎ型ドリフト領域１の不純物濃度を高めるこ
とができるので、低オン抵抗化が可能となる。理想的な単位面積当たりのオン抵抗と耐圧
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との関係は（１）式で与えられる。
【０００８】
【数１】
　　　　　　　　　　　　　　　ＢＶ2 

　　　　　　　　　　Ｒ＝──────────────　　　（１）
　　　　　　　　　　　　　２Ｎβ2 Ｅｃ3 ε0 εSiμ
ここで、Ｒは単位面積当たりのオン抵抗、ＢＶは耐圧、Ｎはドリフト領域の分割数（並列
ｐｎ層数）、βは未知の係数、Ｅｃはｎ型ドリフト領域の不純物濃度における臨界電界、
ε0 は真空の誘電率、εSiはSiの比誘電率、μは電子の移動度である。
【０００９】
（１）式から、ｎ型ドリフト領域１の分割数（並列ｐｎ層数）Ｎを増やせば、劇的にオン
抵抗を低減することが可能となることがわかる。なお、原理的な詳細は特開平９－２６６
３１１号と同じであるので、ここでは省略する。
　図１３（ｂ）はダブルリサーフ構造を適用した場合の断面図である。
【００１０】
　ｎ- 層４と並列ｐｎ層１２との間に低不純物濃度のｐ- 層１５が挟まれている。この構
造では、ｎ- 層４とｐ- 層１５との間のｐｎ接合およびｎ- 層４とｐ- 基板５との間のｐ
ｎ接合からｎ- 層４に空乏層が拡がるので高耐圧化できる。
　また発明者らは、特願平１０─３２１５６７号において、並列ｐｎ層を構成するｎ型ド
リフト領域１、ｐ仕切り領域２の不純物濃度および幅を、ほぼ同じ値とすることが有効で
あることを示した。
【００１１】
【発明が解決しようとする課題】
　しかし、前記の発明はいずれも、試作的な段階で、量産化のための十分な検討がなされ
ているとは言えない。
　特開平９－２６６３１１号にあるように、これまでの発明は電流の流れる並列ｐｎ層の
直線部（ドリフト部）の記載がなされているのみで、曲線部（コーナー部、折れ曲がり部
、角部を含む）に関する記載がなされていない。また、横型素子の場合、曲線部の構造無
しで高耐圧を実現することは実際問題として困難であり、高耐圧を得るためには曲線部に
おける電界緩和構造が重要となる。
【００１２】
　このような状況に鑑み本発明の目的は、容易に高耐圧を実現する曲線部の具体的な構造
を提案することによって、オン抵抗と耐圧とのトレードオフ関係を大幅に改善しつつ高耐
圧を実現し、しかも量産に適した横型超接合半導体素子を提供することにある。
【００１３】
【課題を解決するための手段】
　上記の課題を解決するために本発明は、半導体基板の一方の主面に設けられた二つの主
電極と、その主電極間に、オン状態では電流を流すとともにオフ状態では空乏化する第一
導電型ドリフト領域と第二導電型仕切り領域とを交互に配置した並列ｐｎ層を備える横型
超接合半導体素子において、並列ｐｎ層が第一導電型ドリフト領域と第二導電型仕切領域
との交互の配置で配置方向に環状のループを形成し、一つの主電極が形成された領域を環
状のループで取り囲むこととする。
【００１４】
　ドレイン部とソース部間に高電圧を印加できるためには、それらが遠く離れているか、
それらの間の並列ｐｎ層の第一導電型ドリフト領域と第二導電型仕切領域との交互の配置
で配置方向に環状のループをなしていなければならない。ドレイン部とソース部とを遠く
離す方法は、半導体基板の面積が限定される以上採りがたい。
　また、第一導電型ドリフト領域と第二導電型仕切領域とを交互に配置した並列ｐｎ層が
、第一導電型ドリフト領域と第二導電型仕切領域とを第一のピッチで配置した第一の部分
と、第一のピッチと異なる第二のピッチで配置した第二の部分とを有するようにすること



(6) JP 4534303 B2 2010.9.1

10

20

30

40

50

が有効である。
【００１５】
　場所に応じて第一のピッチと異なる第二のピッチを適当に選ぶことにより、並列ｐｎ層
の一部で降伏電圧が低下することを避けられる。
　そして、並列ｐｎ層の環状のループが直線部分と曲線部分とからなるものとする。
　そのようにすれば、最も簡単に環状のループを構成できる。環状のループとしては、二
つ以上の直線部分と、二つ以上の曲線部分とからなるもの、四つ以上の直線部分と、四つ
以上の曲線部分とからなるものなど様々な形を採り得る。
【００１６】
　特に、第一導電型ドリフト領域と第二導電型仕切領域とを交互に配置した並列ｐｎ層が
、第一導電型ドリフト領域と第二導電型仕切領域とを第一のピッチで配置した第一の部分
と、第一のピッチと異なる第二のピッチで配置した第二の部分とを有し、第一の部分が直
線部分で、第二の部分が曲線部分であると良い
　特に、曲線部分は、第一導電型ドリフト領域と第二導電型仕切領域とのバランスをとり
難いので、直線部分と別のピッチとすると良い。
【００１７】
　曲線部分にピッチの狭い並列ｐｎ層を配置することにより、逆電圧印加時に並列ｐｎ層
の曲線部分で空乏層が、直線部分より早く広がり、曲線部分の表面電界が緩和される。
　曲線部分の並列ｐｎ層の不純物濃度が、直線部分の不純物濃度より実効的に低濃度であ
るものとする。
【００１８】
　不純物濃度が低いほど並列ｐｎ層は早く空乏化し、表面電界が緩和されるので高耐圧化
しやすい。
　曲線部分の並列ｐｎ層の不純物濃度が、実効的にイントリンシックに近いものとする。
　不純物濃度が低いほど並列ｐｎ層は早く空乏化するので、実効的にイントリンシックで
あれば、空乏化は、最も速くなる。
【００１９】
　逆電圧印加時に実効キャリア濃度の低い領域に空乏層は広がり易くなるので、電界が緩
和され高耐圧を保持できる。
　曲線部分の並列ｐｎ層が第一導電型不純物と第二導電型不純物の両方がドープされてい
るものとする。
　第一導電型不純物と第二導電型不純物の両方をドープすることにより、実効的にイント
リンシックに近い不純物濃度が実現できる。
【００２０】
　不純物濃度が十分低い場合には、並列ｐｎ層の曲線部分の少なくとも一部のピッチを、
直線部分のピッチより大きくすることができる。
　また、曲線部分の不純物濃度が十分低い場合には、曲線部分の少なくとも一部に並列ｐ
ｎ層を設けないことができる。
　曲線部分の少なくとも一部の長さが直線部分の長さより大きいものとすれば、曲線部分
の空乏化する面積が増えるので、より高耐圧化できる。
【００２１】
　また、環状のループを複数有するものであっても良い。
　更に、第一導電型ドリフト領域または第二導電型仕切り領域の幅が、深さの１／５～５
倍の範囲、好ましくは1／４～４倍の範囲にあるものとする。
　深さが、幅より極端に大きい第一導電型ドリフト領域または第二導電型仕切り領域は、
技術的につくるのが困難である。一方、幅が、深さより極端に大きい第一導電型ドリフト
領域または第二導電型仕切り領域は、空乏化が困難になる。従って、上記の範囲にあるも
のが良い。
【００２２】
　また、並列ｐｎ層の長さが並列ｐｎ層の幅或いは深さの１０～１００倍の範囲、好まし
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くは１２．５～１００倍の範囲にあるものとする。
　並列ｐｎ層の長さと幅或いは深さとの比が１０倍未満であると、余り高耐圧にできない
。逆にその比が１００倍を超す大きさであると、半導体基板面積を無駄に消費したり、或
いは製造技術上困難が伴ったりする。
【００２３】
　超接合半導体素子がＭＯＳＦＥＴ、バイポーラトランジスタ、ＩＧＢＴ、ダイオードの
いずれかであり、環状のループの内側に一方の主電極が、環状のループの外側に他方の主
電極が設けられているものとする。
　また、超接合半導体素子がＭＯＳＦＥＴであり、並列ｐｎ層の環状のループの内側にド
レイン電極が、並列ｐｎ層の環状のループの外側にソース電極が設けられているものとす
る。
　高電圧の印加されるドレイン電極を環状のループ内に配置すれば、面積の広いソース電
極を低電位とすることができる。
【００２４】
　更に、並列ｐｎ層の環状のループの外側にＭＯＳＦＥＴを制御、保護、若しくは状態検
出する回路を備えるものとする。
　ＭＯＳＦＥＴ等の単独の半導体素子に限らず、本発明は制御、保護、若しくは状態検出
する回路を集積した半導体装置にも適用できる。
【００２５】
【発明の実施の形態】
　以下に図を参照しながら本発明の実施の形態について説明する。
　［実施例１］
　図２は本発明第一の実施例のｎチャネル型の横型超接合ＭＯＳＦＥＴの基本的な部分の
斜視断面図である。なお以下でｎまたはｐを冠記した層や領域は、それぞれ電子、正孔を
多数キャリアとする層、領域を意味しているが、ｎ型、ｐ型の型は略した。また添字の+ 

は比較的高不純物濃度の、- は比較的低不純物濃度の領域をそれぞれ意味している。
【００２６】
　図２において、ｐ- 基板５上にｎ- 層４を形成した半導体基板が用いられており、その
ｎ- 層４の表面層に、ｐウェル領域６が形成され、そのｐウェル領域６の内部にｎ+ ソー
ス領域７が形成されている。ｐウェル領域６と離れた表面層にｎ+ ドレイン領域８が形成
されている。
　そして、ｐウェル領域６とｎ+ ドレイン領域８との間には、ｎドリフト領域１と、この
図では見られないｐ仕切り領域とからなる並列ｐｎ層１２が形成されている。ｎ+ ソース
領域７とｎドリフト領域１とに挟まれたｐウェル領域６の上方にはゲート酸化膜１０を介
して多結晶シリコンのゲート電極９が設けられている。ｎ+ ソース領域７とｐウェル領域
６の表面に共通に接触するソース電極１７が、またｎ+ ドレイン領域８の表面にはドレイ
ン電極１８が設けられている。１９は表面保護および安定化のための層間絶縁膜であり、
例えば、熱酸化膜と燐シリカガラス（ＰＳＧ）からなる。ソース電極１７は、図のように
層間絶縁膜１９を介してゲート電極９の上に延長されることが多い。
【００２７】
　ｎドリフト領域１およびｐ仕切り領域は、例えばｎ- 層４の表面層にイオン注入と熱処
理により形成される。例えば、６００ＶクラスのＭＯＳＦＥＴとして、各部の基準的な寸
法および不純物濃度等は次のような値をとる。ｐ- 基板５の不純物濃度２×１０13ｃｍ-3

、厚さ３５０μｍ、ｎ- 層４の厚さ５０μｍ、不純物濃度２×１０14ｃｍ-3、ｎドリフト
領域１およびｐ仕切り領域の幅５μｍ（すなわち、同じ領域の中心間間隔１０μｍ）、長
さ５０μｍ、不純物濃度３×１０15ｃｍ-3、拡散深さ１μｍ、ｐウェル領域６の拡散深さ
２μｍ、表面不純物濃度３×１０18ｃｍ-3、ｎ+ ソース領域７の拡散深さ０．３μｍ、表
面不純物濃度１×１０20ｃｍ-3である。
【００２８】
　図１は本発明にかかるｎチャネル型の横型超接合ＭＯＳＦＥＴの基本的な部分の部分平
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面図である。この図は半導体基板表面の平面図を示したものであり、わかり易くするため
に並列ｐｎ層１２、ドレイン部１１、ソース部１３を示している。
　並列ｐｎ層１２がピッチＰ１の直線部分１２ａと、最大ピッチＰ２がＰ１より狭い曲線
部分１２ｂとからなる環状のループとなっており、ドレイン部１１を囲んでいる。直線部
分１２ａのピッチＰ１は１０μm 、曲線部分１２ｂのピッチＰ２は８μm である。曲線部
分１２ｂでは、ｎドリフト領域１およびｐ仕切り領域の幅が半径方向の位置で変わるので
、最大幅を採用して最大ピッチＰ２を算出した。そして、この並列ｐｎ層１２の環状のル
ープの外側にソース部１３が配置されている。環状のループの長さＬは、電流容量等によ
り決められるが、通常数mmのオ─ダ─である。なお、Ｂ－Ｂ線に沿った斜視断面図は図２
になる。
【００２９】
図２の横型超接合ＭＯＳＦＥＴの動作は、次のようにおこなわれる。ゲート電極９に所定
の正の電圧が印加されると、ゲート電極９直下のｐウェル領域６の表面層にチャネル反転
層３が誘起され、ｎ+ ソース領域７からそのチャネル反転層３を通じてｎ型ドリフト領域
１に電子が注入される。その注入された電子はｎ+ ドレイン領域８に達し、ドレイン電極
１８、ソース電極１７間が導通する。
【００３０】
　ゲート電極９への正の電圧が取り去られると、ｐウェル領域６の表面層に誘起されてい
たチャネル反転層３が消滅し、ドレイン電極１８、ソース電極１７間が遮断される。更に
、ドレイン電極１８、ソース電極１７間のバイアス電圧を大きくすると、各ｐ仕切り領域
２はｐウェル領域６を介してソース電極１７で連結されているので、ｐウェル領域６、ｐ
仕切り領域２とｎ- 層４との間のｐｎ接合Ｊａ、ｎ型ドリフト領域１とｐ仕切り領域２と
の間のｐｎ接合Ｊｂからそれぞれ空乏層がｎ型ドリフト領域１、ｐ仕切り領域２内に広が
ってこれらが空乏化される。
【００３１】
　ｐｎ接合Ｊｂからの空乏端は、ｎ型ドリフト領域１の幅方向に広がり、しかも両側のｐ
仕切り領域２から空乏層が広がるので空乏化が非常に早まる。従って、ｎ型ドリフト領域
１の不純物濃度を高めることができる。
　またｐ仕切り領域２も同時に空乏化される。ｐ仕切り領域２も両側のｐｎ接合から空乏
層が広がるので空乏化が非常に早まる。ｐ仕切り領域２とｎ型ドリフト領域１とを交互に
形成することにより、隣接するｎ型ドリフト領域１の双方へ空乏端が進入するようになっ
ているので、空乏層形成のためのｐ仕切り領域２の総占有幅を半減でき、その分、ｎ型ド
リフト領域１の断面積の拡大を図ることができる。
【００３２】
　並列ｐｎ層１２の曲線部分１２ｂの最大ピッチＰ２が直線部分１２ａのピッチＰ１より
大きい場合、ゲート電極とソース電極とをショートし、ドレイン電極に正の電圧を印加し
ていくと、並列ｐｎ層の直線部分１２ａは完全に空乏化するが、曲線部分１２ｂは曲率形
状のため不純物量のバランスがとれず、直線部分１２ａの耐圧より低い耐圧で臨界電界に
達してしまう。このため、高耐圧を得ることができない。
【００３３】
一方、並列ｐｎ層１２の曲線部分１２ｂの最大ピッチＰ２を直線部分１２ａのピッチＰ１
より狭くすれば、不純物量のバランスが取り易くなり、空坊層の広がる幅が狭くなるため
直線部分１２ａより早く空乏化することができる。このため、曲線部分１２ｂでの電界が
緩和され高耐圧化が可能となる。
　更に、ｎ型ドリフト領域１またはｐ型仕切り領域２の幅が、深さの１／５～５倍の範囲
、好ましくは1／４～4倍の範囲にあるものとする。
　深さが、幅より極端に大きいｎ型ドリフト領域１またはｐ型仕切り領域２は、技術的に
つくるのが困難である。一方、幅が、深さより極端に大きいｎ型ドリフト領域１またはｐ
型仕切り領域２は、空乏化が困難になる。従って、上記の範囲にあるものが良い。
　また、並列ｐｎ層１２の長さが並列ｐｎ層１２の幅或いは深さの１０～１００倍の範囲
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、好ましくは１２．５～１００倍の範囲にあるものとする。
　並列ｐｎ層１２の長さと幅或いは深さとの比が１０倍未満であると、余り高耐圧にでき
ない。逆にその比が１００倍を超す大きさであると、半導体基板面積を無駄に消費したり
、或いは製造技術上困難が伴ったりする。
　［実施例２］
　図３は、本発明実施例２のｎチャネル型の横型超接合ＭＯＳＦＥＴの基本的な部分の部
分平面図である。
【００３４】
　直線部分１２ａのピッチＰ１は１０μm 、曲線部分１２ｂのピッチＰ２は８μm である
。並列ｐｎ層１２がピッチＰ１の直線部分１２ａと、最大ピッチＰ２がＰ１より狭い曲線
部分１２ｂとからなる環状のループとなっており、その並列ｐｎ層１２がドレイン部１１
を囲んでいる。そして、この並列ｐｎ層１２の環状のループの外側にソース部１３が配置
されていることは実施例１と同じであるが、環状のループが直線部分二つ、曲線部分二つ
の単純な環状のループでなく、入り組んだ形状の環状のループとなっている。
【００３５】
　並列ｐｎ層１２をこのような複雑な環状のループとすることにより、ドレイン部１１内
のドレイン電極を単一とすることができるだけでなく、半導体基板の表面積を有効に活用
できる利点がある。
　［実施例３］
　図４は、本発明実施例３のｎチャネル型の横型超接合ＭＯＳＦＥＴの基本的な部分の部
分平面図、図５（ａ）、（ｂ）はそれぞれ図４のＣ－Ｃ線、Ｄ－Ｄ線に沿った断面図であ
る。
【００３６】
　直線部分１２ａのピッチＰ１は１０μm 、曲線部分１２ｂのピッチＰ２は８μm である
。この例では、並列ｐｎ層１２の直線部分１２ａのピッチＰ１に対し、曲線部分１２ｂの
最大ピッチＰ２が同等以下である。ただし並列ｐｎ層１２の曲線部分１２ｂのｎ型ドリフ
ト領域２１の不純物濃度がｎ- 層４と同程度の低濃度とされ、またｐ仕切り領域２２の不
純物濃度もそれと同程度の低不純物濃度とされている。並列ｐｎ層１２の直線部分１２ａ
のｎドリフト領域１、ｐ仕切り領域２の不純物濃度は実施例１、実施例２と同様に３×１
０15cm-3である。
【００３７】
不純物濃度が低いほど空乏層は早く広がる。従って、並列ｐｎ層１２の直線部分１２ａよ
り、曲線部部分１２ｂを早く空乏化することができて、電界が緩和され高耐圧化しやすく
なる。
　［実施例４］
　図６は、本発明実施例４のｎチャネル型の横型超接合ＭＯＳＦＥＴの基本的な部分の部
分平面図である。
【００３８】
　この例では、並列ｐｎ層１２の直線部分１２ａのピッチＰ１に対し、曲線部分１２ｂの
最大ピッチＰ２が大きくなっている。例えば、直線部分１２ａのピッチＰ１は１０μm 、
曲線部分１２ｂの最大ピッチＰ２は１５μm である。
　並列ｐｎ層１２の曲線部分１２ｂのｎ型ドリフト領域３１、ｐ仕切り領域３２の不純物
濃度が、十分に低ければ、空乏層は早く広がるので、曲線部分１２ｂの最大ピッチＰ２を
直線部分１２ａのピッチＰ１より大きくすることもできる。
【００３９】
　［実施例５］
　図７は、本発明実施例５のｎチャネル型の横型超接合ＭＯＳＦＥＴの基本的な部分の部
分平面図、図８（ａ）は図７のＥ－Ｅ線に沿った断面図の例である。
　並列ｐｎ層１２の曲線部分１２ｂの不純物濃度が低い場合であり、並列ｐｎ層でなく単
一の低濃度領域４２とされている。並列ｐｎ層１２の直線部分１２ａのｎドリフト領域１
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、ｐ仕切り領域２の不純物濃度は実施例１、実施例２と同様に２×１０15cm-3である。
【００４０】
　不純物濃度が低い場合の極端な例としては、単一のイントリンシック領域４１とするこ
ともできるし、これを含んだ多層の領域とすることもできる。
　その場合はｐｎ層１２の曲線部分１２ｂが、ほぼイントリンシックなので、この部分の
電界が緩和され高耐圧化がしやすい。
　イントリンシック領域４１、或いは低濃度領域４２を形成するには、ｐ型不純物とｎ型
不純物の両方をドープして形成することができる。ｎ型不純物とｐ型不純物が同じ領域に
およそ同量含まれている場合、これらｐ型不純物、ｎ型不純物はお互いに補償するため、
高抵抗層として作用する。同量から少しずれて、高抵抗のｎ- 領域、ｐ- 領域であっても
良い。
【００４１】
　また、非常に接近している異なる領域においても、およそ同量の不純物であれば、互い
に補償し合うため高抵抗層として機能する。
　図８（ｂ）は、本実施例の変形であるダブルリサーフ構造を適用したｎチャネル型の横
型超接合ＭＯＳＦＥＴの部分断面図であり、ｐ- 層１５上にイントリンシック領域４１が
形成されている。このような構造とすることもできる。
【００４２】
　図８（ｃ）、（ｄ）は、イントリンシック領域を用いない場合であり、高耐圧化の効果
は少し劣るが、構造はシンプルである。
　［実施例６］
　図９は、本発明実施例６のｎチャネル型の横型超接合ＭＯＳＦＥＴの基本的な部分の部
分平面図である。
【００４３】
　図１の実施例１の変形例である。並列ｐｎ層１２の曲線部分１２ｂの長さｔ2 が、直線
部分１２ａの長さｔ1 より長くなっている点が異なっている。横型超接合構造の場合、耐
圧がおよそ並列ｐｎ層の長さに比例するので、長さを長くとることにより直線部（ドリフ
ト部）より高耐圧を得ることが可能となる。低濃度領域４２、更にはイントリンシック領
域４１を用いる場合も同様の効果が得られる。
【００４４】
この並列ｐｎ層１２の曲線部分１２ｂの長さｔ2 を、直線部分１２ａの長さｔ1 より長く
する方法は、実施例２～５にも適用することができ、同様の効果が得られる。図１０は、
図２とは別の横形超接合ＭＯＳＦＥＴの斜視図を示したものである。図２と同じ番号は対
応する同じ機能の部分である。
【００４５】
　図２の横形超接合ＭＯＳＦＥＴと異なるところは、ゲート領域の部分だけで、その他は
同じである。図１０のようなゲート配置をすることで、オン抵抗は増加するが、誘導性負
荷時のアバランシェ耐量を向上させることが可能となる。
　これまでの実施例は横型ＭＯＳＦＥＴの例を挙げたが、他に横のバイポーラトランジス
タ、絶縁ゲートバイポーラトランジスタ（ＩＧＢＴ）、ｐｎダイオード、ショットキーダ
イオード等でも同様な効果が得られる。
【００４６】
　［実施例７］
　図１１は、上記のような横型超接合素子をパワー部に用いたモノリシックなインテリジ
ェントパワーＩＣの例の平面図である。
　同じ半導体基板６１上に横型超接合素子６３と制御、保護、検出等を目的とする回路６
２とを集積したものである。
【００４７】
　横型の超接合素子を集積することによりモノリシック化、低コスト化を容易にすると共
に、高耐圧で低オン抵抗（低損失）なインテリジェントパワーＩＣを実現できる。
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【００４８】
【発明の効果】
　以上説明したように本発明は、半導体基板の一方の主面に設けられた二つの主電極と、
その主電極間に、オン状態では電流を流すとともにオフ状態では空乏化する第一導電型ド
リフト領域と第二導電型仕切り領域とを交互に配置した並列ｐｎ層を備える横型超接合半
導体素子において、並列ｐｎ層の交互の配置方向が、一つの主電極を取り囲む環状のルー
プをなすべきこと、その環状のループの各部のピッチを適当に選択すべきことを明らかに
することによって、オン抵抗と耐圧とのトレードオフ関係を大幅に改善しつつ、高耐圧の
横型超接合半導体素子の実現に資するものである。
【００４９】
　また、直線部と曲線部とからなる環状のループの曲線部について濃度の制御等も有効で
あること、並列ｐｎ層の幅、深さ、長さ等に関する範囲を明示し、高耐圧の横型超接合半
導体素子の量産化を容易にした。
【図面の簡単な説明】
【図１】　本発明実施例１の横型超接合ＭＯＳＦＥＴの半導体基板表面の平面図
【図２】　本発明実施例１の横型超接合ＭＯＳＦＥＴの基本的な構造部分の斜視図
【図３】　本発明実施例２の横型超接合ＭＯＳＦＥＴの半導体基板表面の平面図
【図４】　本発明実施例３の横型超接合ＭＯＳＦＥＴの半導体基板表面の平面図
【図５】　（ａ）は図４のＣ－Ｃ線に沿った部分断面図、（ｂ）はＤ－Ｄ線に沿った部分
断面図
【図６】　本発明実施例４の横型超接合ＭＯＳＦＥＴの半導体基板表面の平面図
【図７】　本発明実施例５の横型超接合ＭＯＳＦＥＴの半導体基板表面の平面図
【図８】　（ａ）は図７のＥ－Ｅ線に沿った部分断面図、（ｂ）、（ｃ）、（ｄ）は変形
例の部分断面図
【図９】　本発明実施例６の横型超接合ＭＯＳＦＥＴの半導体基板表面の平面図
【図１０】　本発明の別の横型超接合ＭＯＳＦＥＴの斜視図
【図１１】　本発明実施例７の横型超接合ＭＯＳＦＥＴを含むＩＣの半導体基板表面の平
面図
【図１２】　従来の横型超接合ＭＯＳＦＥＴの斜視図
【図１３】　（ａ）は図１２の横型超接合ＭＯＳＦＥＴのＡ－Ａ線に沿った断面図、（ｂ
）は別の従来の横型超接合ＭＯＳＦＥＴの部分断面図
【符号の説明】
　　　　１、２１、３１　ｎドリフト領域
　　　　２、２２、３２　ｐ仕切り領域
　　　　３　　　　　　　チャネル反転層
　　　　４　　　　　　　ｎ- 層
　　　　５　　　　　　　ｐ- 基板
　　　　６　　　　　　　ｐウェル領域
　　　　７　　　　　　　ｎ+ ソ─ス領域
　　　　８　　　　　　　ｎ+ ドレイン領域
　　　　９　　　　　　　ゲ─ト電極
　　　１０　　　　　　　ゲ─ト酸化膜
　　　１１　　　　　　　ドレイン部
　　　１２　　　　　　　並列ｐｎ層
　　　１２ａ　　　　　　直線部分
　　　１２ｂ　　　　　　曲線部分
　　　１３　　　　　　　ソ─ス部
　　　１４　　　　　　　ｎ- 層
　　　１５　　　　　　　ｐ- 層
　　　１７　　　　　　　ソ─ス電極
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　　　１８　　　　　　　ドレイン電極
　　　１９　　　　　　　層間絶縁膜
　　　４１　　　　　　　イントリンシック領域
　　　４２　　　　　　　低濃度領域
　　　６１　　　　　　　半導体基板
　　　６２　　　　　　　制御回路等
　　　６３　　　　　　　横型超接合素子

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】 【図６】
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【図７】 【図８】

【図９】 【図１０】
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【図１１】 【図１２】

【図１３】
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