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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　縦型半導体スイッチングセル群が形成されているセル領域とそのセル領域の周辺に位置
している終端領域を備えている半導体装置であって、
　第１導電型の不純物を含む半導体下層と、
　半導体下層の表面上に形成されており、厚み方向に伸びるとともに第１導電型の不純物
を含む第１部分領域と厚み方向に伸びるとともに第２導電型の不純物を含む第２部分領域
の組合せが前記厚み方向に対して直交する面内において繰返されているスーパージャンク
ション構造を有する半導体中間層と、
　終端領域の半導体中間層の表面上に形成されており、第２導電型の不純物を低濃度に含
む終端半導体上層と、
　終端半導体上層のセル領域側の表面に形成されており、第２導電型の不純物を高濃度に
含む終端コンタクト半導体領域と、
　終端コンタクト半導体領域より反セル領域側の終端半導体上層の表面上に形成されてお
り、セル領域側で厚みが薄く反セル領域側で厚みが厚く調整された絶縁層と、
　終端コンタクト半導体領域の表面上から薄く調整された絶縁層を越えて厚く調整された
絶縁層の表面上にまで伸びている導電層と、を備えており、
　終端コンタクト半導体領域の反セル領域側の端部から薄く調整された絶縁層の反セル領
域側の端部までの長さが、終端コンタクト半導体領域の反セル領域側の端部から導電層の
反セル領域側の端部までの長さに対して０．１３～０．６１倍の範囲内にあることを特徴



(2) JP 4865260 B2 2012.2.1

10

20

30

40

50

とする半導体装置。
【請求項２】
　縦型半導体スイッチングセル群が形成されているセル領域とそのセル領域の周辺に位置
している終端領域を備えている半導体装置であって、
　第１導電型の不純物を含む半導体下層と、
　半導体下層の表面上に形成されており、厚み方向に伸びるとともに第１導電型の不純物
を含む第１部分領域と厚み方向に伸びるとともに第２導電型の不純物を含む第２部分領域
の組合せが前記厚み方向に対して直交する面内において繰返されているスーパージャンク
ション構造を有する半導体中間層と、
　終端領域の半導体中間層の表面上に形成されており、第２導電型の不純物を低濃度に含
む終端半導体上層と、
　終端半導体上層のセル領域側の表面に形成されており、第２導電型の不純物を高濃度に
含む終端コンタクト半導体領域と、
　終端コンタクト半導体領域より反セル領域側の終端半導体上層の表面上に形成されてお
り、セル領域側で厚みが薄く反セル領域側で厚みが厚く調整された絶縁層と、
　終端コンタクト半導体領域の表面上から薄く調整された絶縁層を越えて厚く調整された
絶縁層の表面上にまで伸びている導電層と、を備えており、
　終端コンタクト半導体領域の反セル領域側の端部から薄く調整された絶縁層の反セル領
域側の端部までの長さが、終端コンタクト半導体領域の反セル領域側の端部から終端領域
のスーパンジャンクション構造の反セル領域側の端部までの長さに対して０．０８～０．
３９倍の範囲内にあることを特徴とする半導体装置。
【請求項３】
　終端コンタクト半導体領域の反セル領域側の端部から薄く調整された絶縁層の反セル領
域側の端部までの長さが、終端コンタクト半導体領域の反セル領域側の端部から導電層の
反セル領域側の端部までの長さに対して０．１３～０．６１倍の範囲内にあることを特徴
とする請求項２の半導体装置。
【請求項４】
　終端コンタクト半導体領域の反セル領域側の端部から導電層の反セル領域側の端部まで
の長さが、終端コンタクト半導体領域の反セル領域側の端部から終端領域のスーパージャ
ンクション構造の反セル領域側の端部までの長さに対して０．４１～０．９倍の範囲内に
あることを特徴とする請求項１～３のいずれかの半導体装置。
【請求項５】
　終端コンタクト半導体領域に接しており、終端コンタクト半導体領域の不純物濃度より
も薄く、且つ終端半導体上層の不純物濃度よりも濃く調整された第２導電型の不純物を含
む半導体領域が形成されていることを特徴とする請求項１～４のいずれかの半導体装置。
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、縦型の半導体スイッチングセル群が形成されているセル領域とそのセル領域
の周辺に位置している終端領域を備えている半導体装置に関する。より詳しくは、ｎ型の
不純物を含むｎ型コラム（第１部分領域の一例）とｐ型の不純物を含むｐ型コラム（第２
部分領域の一例）の組合せが繰返して形成されているスーパージャンクション構造（以下
ではＳＪ構造と略記する）を、セル領域及び終端領域の両者に備えている半導体装置に関
する。本発明は特に、セル領域の耐圧よりも終端領域の耐圧の方が高く調整された半導体
装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　半導体装置の高耐圧化と低オン抵抗化（又は低オン電圧化）の要求に応えるために、Ｓ
Ｊ構造を備えた半導体装置の開発が進められており、とりわけＳＪ構造をセル領域及び終
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端領域の両者に備えている半導体装置の開発が活発である。セル領域のみならず終端領域
にもＳＪ構造を備えることによって、終端領域の広い範囲に空乏化領域（半導体装置がオ
フしたときに空乏層が広がる範囲をいう）を形成することができ、セル領域と終端領域の
両者の耐圧を向上させることができる。
　この種の半導体装置は、半導体下層と半導体中間層が積層された半導体積層を利用して
形成されていることが多い。半導体中間層にはＳＪ構造が形成されている。また半導体積
層を平面視したときに、半導体積層の中心側には縦型の半導体スイッチングセル群が作り
込まれたセル領域が設けられており、そのセル領域の周辺を一巡する終端領域が設けられ
ていることが多い。
　セル領域には複数の縦型の半導体スイッチングセルが形成されている。例えば、縦型半
導体スイッチングセルがＭＯＳＦＥＴ（Metal Oxide Semiconductor Field Effect Trans
istor）の場合は、半導体下層がドレイン層等と呼ばれ、そのドレイン層にドレイン電極
が接続している。縦型半導体スイッチングセルがＩＧＢＴ（Insulated Gate Bipolar Tra
nsistor）の場合は、半導体下層の裏面に反対導電型のコレクタ層が設けられており、そ
のコレクタ層にコレクタ電極が接続している。また、縦型半導体スイッチングセルのゲー
ト構造がプレーナ型の場合は、ＳＪ構造の上方領域に、ボディ領域が形成され、そのボデ
ィ領域に対向してプレーナ型ゲート電極が形成されている。あるいは縦型半導体スイッチ
ングセルのゲート構造がトレンチ型の場合は、ＳＪ構造の表面上に半導体下層と反対導電
型の半導体上層が形成され、この半導体上層を貫通するトレンチ型ゲート電極が形成され
ている。
【０００３】
　半導体装置のアバランシェ耐量検査は、Ｌ負荷サージ耐量試験等によって実施されるこ
とが多い。Ｌ負荷サージ耐量試験では、半導体装置に対して過大なエネルギーを供給し、
強制的にブレークダウンを起こさせる。ブレークダウンは臨界電界強度を超えた領域で発
生する。セル領域と終端領域の面積比を考慮すると、面積の大きいセル領域側でブレーク
ダウンを発生させることによって、面積の小さい終端領域側でブレークダウンが発生する
場合に比して、単位面積当たりのアバランシェエネルギーを低下させることができる。こ
のため、セル領域側でブレークダウンを発生させれば、過大なアバランシェエネルギーを
局所的に消費してしまうことを抑制することができ、ひいては半導体装置が破壊されると
いう事態の発生を抑制することができる。上記現象を得るためには、セル領域の耐圧より
も終端領域の耐圧を高くし、セル領域において優先的にブレークダウンが発生するように
しなければならない。
　特許文献１では、終端領域のＳＪ構造の表面上に絶縁層とフィールドプレートが設けら
れた半導体装置を提案している。さらに、絶縁層の厚みがセル領域側から反セル領域側に
向けて段階的に増加する構造を提案している。
【特許文献１】特開２００３－２７３３５５号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　絶縁層とフィールドプレートを組合せた構造を終端領域に設けると、終端領域の上方領
域の電界を緩和することができる。特許文献１では次の作用効果を詳細には説明していな
いが、厚みが段階的に増加する絶縁層を採用すると、電界集中が起き易いセル領域と終端
領域の境界近傍の電界を緩和することができる。本発明者らの研究によって、薄く調整さ
れた絶縁層をセル領域側に形成することによって、セル領域と終端領域の境界近傍の電界
を緩和する効果が顕著に得られることが明らかになってきた。これにより、局所的な電界
集中による半導体装置の破壊を回避することができる。
　しかしながら、前記したように、この種の半導体装置では、終端領域とセル領域の耐圧
に関して、「終端領域＞セル領域」の関係を備えていることが重要である。終端領域とセ
ル領域の耐圧は、局所的な電界集中による破壊がなければ、各領域に形成される空乏化領
域の厚み方向の高さによって主として決定される。特許文献１の半導体装置では、セル領
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域と終端領域の両者に形成される空乏化領域の厚み方向の高さは、両者に形成されている
ＳＪ構造の厚み方向の高さとなる。特許文献１では、セル領域と終端領域のＳＪ構造の厚
み方向の高さは等しい。したがって、特許文献１の半導体装置では、終端領域の耐圧をセ
ル領域の耐圧と同等にするのが限界であり、セル領域の耐圧よりも高くすることができな
い。
　本発明の目的は、ＳＪ構造がセル領域と終端領域の両者に形成されている半導体装置に
おいて、セル領域の耐圧よりも終端領域の耐圧の方が高く調整された半導体装置を提供す
ることを目的としている。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　本発明は、縦型半導体スイッチングセル群が形成されているセル領域とそのセル領域の
周辺に位置している終端領域を備えている半導体装置に具現化される。
　本発明で創作された一つの半導体装置は、第１導電型の不純物を含む半導体下層と、半
導体下層の表面上に形成されている半導体中間層と、終端領域の半導体中間層の表面上に
形成されているとともに第２導電型の不純物を低濃度に含む終端半導体上層を備えている
。半導体中間層には、厚み方向に伸びるとともに第１導電型の不純物を含む第１部分領域
と厚み方向に伸びるとともに第２導電型の不純物を含む第２部分領域の組合せが前記厚み
方向に対して直交する面内において繰返されているスーパージャンクション構造が形成さ
れている。
　本発明の半導体装置はさらに、終端半導体上層のセル領域側の表面に形成されており、
第２導電型の不純物を高濃度に含む終端コンタクト半導体領域を備えている。その他に、
絶縁層と導電層を組合せた構造を備えている。絶縁層は、終端コンタクト半導体領域より
反セル領域側の終端半導体上層の表面上に形成されており、セル領域側で厚みが薄く反セ
ル領域側で厚みが厚く調整されている。導電層は、終端コンタクト半導体領域の表面上か
ら薄く調整された絶縁層を越えて厚く調整された絶縁層の表面上にまで伸びている。
　第１部分領域と第２部分領域は、例えば薄板状、四角柱状、あるいは六角柱状である。
あるいは厚み方向に対して直交する面内において広く広がる第１部分領域内に、柱状の第
２部分領域が分散配置されていてもよい。要は、厚み方向に直交する面内において、第１
部分領域と第２部分領域の組合せが少なくとも一方方向へ繰返されていればよい。
　セル領域に形成されている縦型半導体スイッチングセルの種類は特に限定されない。例
えば、ＭＯＳＦＥＴ、ＩＧＢＴ、ＳＩＴ（Static Induction Transistor）、あるいはＳ
ＢＴ（Shottky Barrier Diode）等の縦型半導体スイッチングセルを挙げることができる
。縦型半導体スイッチングセルに備えられているゲート電極構造は、トレンチ型、プレー
ナ型、あるいはその他の構造を採用することができる。
【０００６】
　本発明の１つの態様の半導体装置では、終端コンタクト半導体領域の反セル領域側の端
部から薄く調整された絶縁層の反セル領域側の端部までの長さが、終端コンタクト半導体
領域の反セル領域側の端部から導電層の反セル領域側の端部までの長さに対して０．１３
～０．６１倍の範囲内にあることを特徴とする。
　また、本発明の他の１つの態様の半導体装置では、終端コンタクト半導体領域の反セル
領域側の端部から薄く調整された絶縁層の反セル領域側の端部までの長さが、終端コンタ
クト半導体領域の反セル領域側の端部から終端領域のスーパンジャンクション構造の反セ
ル領域側の端部までの長さに対して０．０８～０．３９倍の範囲内にあることを特徴とす
る。なお、「終端領域のスーパンジャンクション構造の反セル領域側の端部」とは、スー
パンジャンクション構造を構成する部分領域のうち、最外周に位置する部分領域の反セル
領域側の端部のことをいう。
　上記態様の半導体装置では、終端領域の半導体中間層の表面上に終端半導体上層が設け
られている。終端半導体上層の不純物濃度は低濃度に調整されているので、半導体装置が
オフすると、終端半導体上層に対しても空乏層が広がる。このため、終端領域の空乏化領
域は、終端半導体上層の厚みに応じてセル領域の空乏化領域よりも厚み方向の高さが大き
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くなる。セル領域の半導体スイッチング素子の構造にもよるが、終端半導体上層の厚みを
調整することによって、終端領域の空乏化領域をセル領域の空乏化領域よりも厚み方向に
高くすることができる。したがって、終端領域の耐圧がセル領域の耐圧よりも高くなる。
さらに、終端半導体上層の表面上に設けられている絶縁層の厚みが終端コンタクト半導体
領域側で薄く調整されている。さらに、その薄い絶縁層の表面上に導電層が設けられてい
る。このため、終端コンタクト半導体領域の近傍において局所的な電界の集中が緩和され
ている。
　これにより、終端コンタクト半導体領域の近傍の局所的な電界集中を緩和するとともに
、終端領域の空乏化領域の厚み方向の高さをセル領域よりも高くすることができる。上記
態様の半導体装置では、終端領域の耐圧がセル領域よりも高くなるのである。
 
【０００８】
　終端コンタクト半導体領域の反セル領域側の端部から導電層の反セル領域側の端部まで
の長さが、終端コンタクト半導体領域の反セル領域側の端部から終端領域のスーパージャ
ンクション構造の反セル領域側の端部までの長さに対して０．４１～０．９倍の範囲内に
あることが好ましい。
　導電層が上記の数値範囲を持って形成されていると、終端領域の耐圧がセル領域よりも
高くなることが本発明者らの研究によって検証されている。
【００１０】
　終端コンタクト半導体領域に接しており、終端コンタクト半導体領域の不純物濃度より
も薄く、終端半導体上層の不純物濃度よりも濃く調整された第２導電型の不純物を含む半
導体領域が形成されていることが好ましい。
　セル領域と終端領域の境界近傍は、局所的な電界集中が起き易い箇所である。したがっ
て、この箇所に対応して上記の濃度範囲に調整された半導体領域を設けると、局所的な電
界の集中を顕著に緩和することができる。これにより、局所的な電界集中に基づく半導体
装置の破壊を回避することができるので、終端領域とセル領域の耐圧は両者に形成される
空乏化領域の厚み方向の高さによって主として決定される。本発明では、終端領域の半導
体中間層の表面上に終端半導体上層を設けることによって終端領域の空乏化領域の方が大
きくなる構造が採用されている。したがって、終端領域の耐圧がセル領域よりも高いこと
がより確実に保証される。
【発明の効果】
【００１３】
　本発明によると、終端領域とセル領域の境界近傍の局所的な電界集中を緩和するのと同
時に、終端領域の空乏化領域の厚み方向の高さをセル領域の空乏化領域の厚み方向の高さ
よりも高くすることができ、「終端領域の耐圧＞セル領域の耐圧」の関係を備えた半導体
装置を提供することが可能となる。破壊しづらい半導体装置を実現することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１４】
　実施例の主要な特徴を列記する。
（第１形態）　セル領域の半導体スイッチング素子のゲート構造はトレンチ型であるのが
好ましい。この場合、終端領域にリサーフ層を設けることによって、終端領域の空乏化領
域の厚み方向の高さをセル領域の空乏化領域よりも顕著に高くすることができる。
（第２形態）　終端領域のリサーフ層の表面上に形成される厚い絶縁層は、熱酸化法を利
用して形成するのが好ましい。熱酸化法を利用すると、形成される絶縁層の一部はリサー
フ層の上方領域内に侵入する。これにより、薄い絶縁層の直下に位置するリサーフ層の厚
み方向の高さは、厚い絶縁層の直下に位置するリサーフ層の厚み方向の高さよりも厚くな
る。これにより、薄い絶縁層の直下において局所的な電界集中が顕著に緩和される。
（第３形態）　終端領域のリサーフ層の表面上に形成される厚い絶縁層は、２つの絶縁層
の組合せであるのが好ましい。薄い絶縁層と厚い絶縁層の厚みの差を調整し易い。
【実施例】
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【００１５】
　図面を参照して以下に実施例を詳細に説明する。以下で説明する実施例の半導体装置は
、半導体材料としてシリコン系材料を用いた例を示しているが、この例に限らず、例えば
ガリウムヒ素（GaN）系材料、炭化シリコン（SiC）系材料、又は窒化ガリウム（ＧａＮ）
系材料等の他の半導体材料あるいはそれらの組合せを用いてもよい。
　図１に、半導体装置１０のセル領域１４と終端領域１６の境界近傍の要部縦断面図を示
す。
　図１に示すように、半導体装置１０は、縦型の半導体スイッチングセル（この例ではSJ
－MOSFETである）群が形成されているセル領域１４と、そのセル領域１４の周辺に位置し
ている終端領域１６を備えている。実際には、セル領域１４の縦型半導体スイッチングセ
ルは、紙面左に向けて繰返し形成されている。図１には、セル領域１４と終端領域１６の
境界近傍に存在する一部の縦型半導体スイッチングセルが図示されている。セル領域１４
の平面パターンは矩形状である。終端領域１６の平面パターンは、矩形状のセル領域１４
を一巡して形成されている。
【００１６】
　半導体装置１０は、セル領域１４から終端領域１６まで連続して形成されているｎ＋型
のドレイン層２４（半導体下層の一例）を備えている。ドレイン層２４の裏面には、アル
ミニウムからなるドレイン電極２２が蒸着して形成されている。ドレイン層２４の表面上
には、半導体中間層２６が形成されている。半導体中間層２６には、厚み方向（図１の紙
面上下方向）に伸びるとともにｎ型不純物を含むｎ型コラム２５（第１部分領域の一例）
と厚み方向に伸びるとともにｐ型不純物を含むｐ型コラム２３（第２部分領域の一例）が
形成されている。ｎ型コラム２５とｐ型コラム２３の組合せは、厚み方向に対して直交す
る面内において繰返して形成されている。この繰返し構造を一般的にスーパージャンクシ
ョン構造という。ｎ型コラム２５とｐ型コラム２３を平面視すると、ｎ型コラム２５とｐ
型コラム２３は、紙面奥行き方向に伸びるストライプ状に形成されている。ｎ型コラム２
５とｐ型コラム２３は実質的に薄板状の形状である。薄板状のｎ型コラム２５と薄板状の
ｐ型コラム２３の組合せが、紙面左右方向に繰返して形成されており、その繰返しがセル
領域１４から終端領域１６まで連続している。終端領域１６の周縁側には、ｎ型の周縁領
域２１が形成されている。周縁領域２１には、例えば、図示しない絶縁分離用トレンチ、
チャネルストッパ領域等が形成されている。なお、半導体装置１０では、ｎ型コラム２５
の幅（厚み方向に対して直交する面内での繰返し方向の幅をいう）とｐ型コラム２３の幅
（同上）は、セル領域１４と終端領域１６の両者において同一である。なお、ｎ型コラム
２５の幅とｐ型コラム２３の幅は、必要に応じて、セル領域１４と終端領域１６において
異なっていてもよい。
【００１７】
　半導体中間層２６の表面上にはｐ－型の半導体上層２８が形成されている。半導体上層
２８のうち終端領域１６に形成されている半導体上層をリサーフ層２９（終端半導体上層
の一例）という。セル領域１４の半導体上層２８には、ｐ型のボディ領域４４が形成され
ている。ボディ領域４４の不純物濃度は、ゲート閾値が所望の値となるように調整されて
いる。リサーフ層２９の厚みＬ５は、終端領域１６の全範囲に亘って一様に形成されてい
る。リサーフ層２９の不純物濃度は、ボディ層４４及びｐ型コラム２３の不純物濃度より
も薄く形成されている。リサーフ層２９のセル領域１４側の表面にｐ＋型の終端コンタク
ト半導体領域４８が形成されている。終端コンタクト半導体領域４８は、セル領域１４と
終端領域１６の境界近傍に形成されている。終端コンタクト半導体領域４８は、セル領域
１４に形成されているボディコンタクト領域４５（後に説明する）のうち最外周に位置す
るものと評価することもできる。
　酸化シリコンからなるフィールド酸化膜３６（絶縁層の一例）が、リサーフ層２９の表
面上に形成されている。フィールド酸化膜３６は、終端コンタクト半導体領域４８より反
セル領域側のリサーフ層２９の表面上に形成されている。フィールド酸化膜３６は、セル
領域１４側で厚みが薄く調整された薄層フィールド酸化膜３２と、反セル領域側で厚みが
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厚く調整された厚層フィールド酸化膜３４を備えている。薄層フィールド酸化膜３２の一
部は、終端コンタクト半導体領域４８の表面上に形成されている。厚層フィールド酸化膜
３４は熱酸化法を利用して形成されているので、その一部はリサーフ層２９の上方領域に
侵入している。厚層フィールド酸化膜３４の表面上には、終端側層間絶縁膜３８が形成さ
れている。厚層フィールド酸化膜３４と終端側層間絶縁膜３８を合わせることによって、
絶縁層が厚く形成されている。終端側層間絶縁膜３８を設けることによって、薄層フィー
ルド酸化膜３２の厚みに対して、厚層フィールド酸化膜３４及び終端側層間絶縁膜３８を
合せた厚みを大きくすることができる。薄層フィールド酸化膜３２の厚みと、厚層フィー
ルド酸化膜３４及び終端側層間絶縁膜３８の厚みの間に大きな差を容易に設けることがで
きる。
　薄層フィールド酸化膜３２の表面上と一部の終端側層間絶縁膜３８の表面上に、フィー
ルドプレート５３（導電層の一例）が形成されている。フィールドプレート５３は、セル
領域１４から反セル領域側に向けて終端領域１６上を伸びているソース電極５２のことを
いう。フィールドプレート５３は、終端コンタクト半導体領域４８の表面上から薄層フィ
ールド酸化膜３２を越えて一部の終端側層間絶縁膜３８の表面上にまで伸びている。
【００１８】
　次に、セル領域１４の構造を説明する。ボディ領域４４の表面に、ｎ＋型のソース領域
４６とｐ＋型のボディコンタクト領域４５が選択的に形成されている。ソース領域４６と
ｎ型コラム２５を隔てているボディ領域４４及び半導体上層２８を貫通してポリシリコン
からなるトレンチゲート電極４３が形成されている。トレンチゲート電極４３は、酸化シ
リコンからなるゲート絶縁膜４２で被覆されている。トレンチゲート電極４３は、ｎ型コ
ラム２５の長手方向に沿って形成されており、平面パターンはストレイプ状である。ソー
ス領域４６、ボディコンタクト領域４５、及び終端コンタクト半導体領域４８は、ソース
電極５２に電気的に接続している。ソース電極５２とトレンチゲート電極４３は、酸化シ
リコンからなる層間絶縁膜４７によって電気的に隔てられている。
　なお、本実施例におけるセル領域１４と終端領域１６の境界は、最外周のトレンチゲー
ト電極４３に接するｎ型コラム２５と、それに隣接するｐ型コラム２３の接合面としてい
る。
【００１９】
　次に、半導体装置１０がオフしたときの動作を説明する。
　半導体装置１０では、終端領域１６の半導体中間層２６の表面上にリサーフ層２９が設
けられている。リサーフ層２９は不純物濃度が薄く調整されているので、半導体装置１０
がオフすると、終端コンタクト半導体領域４８及びｐ型コラム２３からリサーフ層２９に
対して空乏層が広がる。このとき、フィールドプレート５３が設けられていることによっ
て、リサーフ層２９の空乏層は反セル領域側に向けて広く伸びることができる。これによ
り、リサーフ層２９の上方領域の電位線分布はセル領域１４側から反セル領域側に向けて
等間隔に形成される。さらに、薄層フィールド酸化膜３２が設けられていることによって
、電位線分布が密になり易いセル領域１４と終端領域１６の境界近傍においても、電位線
分布を比較的に疎にすることができ、局所的な電界集中を緩和することができる。薄層フ
ィールド酸化膜３２と厚層フィールド酸化膜３４を設ける利点は、次のように説明するこ
ともできる。仮に、薄層フィールド酸化膜３２がリサーフ層２９の表面上に一様に形成さ
れていると、フィールドプレート５３の反セル領域側の端部の直下において電位線分布が
密になり、過度の電界が集中してしまう。薄層フィールド酸化膜３２が設けられていない
と、セル領域１４と終端領域１６の境界近傍において電位線分布が密になり、過度の電界
が集中してしまう。薄層フィールド酸化膜３２と厚層フィールド酸化膜３４を組合せるこ
とによって、リサーフ層２９の広い範囲に亘って局所的な電界の集中を緩和することがで
きるのである。さらに、厚層フィールド酸化膜３４が熱酸化法を利用して形成されている
ので、その一部がリサーフ層２９の上方領域に侵入している。これにより、薄層フィール
ド酸化膜３２の直下に位置するリサーフ層２９の厚み方向の高さが、厚層フィールド酸化
膜３４の直下に位置するリサーフ層２９の厚み方向の高さよりも高くなっている。これに
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より、薄層フィールド酸化膜３２の直下において、局所的な電界集中がより顕著に緩和さ
れるのである。
　局所的な電界集中が改善されれば、セル領域１４の耐圧と終端領域１６の耐圧は、各領
域に形成される空乏化領域の厚み方向の高さによって主として決定される。セル領域１４
の空乏化領域の厚みはトレンチゲート電極４３の底面からドレイン層２４までの高さＬ４
である。終端領域１６の空乏化領域の厚みは、リサーフ層２９の厚みＬ５に半導体中間層
２６の厚みＬ６を加えた大きさになる。終端領域１６の空乏化領域の厚みはセル領域１４
の空乏化領域よりも大きくなる。したがって、終端領域１６の耐圧は、セル領域１４の耐
圧よりも高くなる。
　これにより、終端コンタクト半導体領域４８の近傍の局所的な電界集中を緩和するとと
もに、終端領域１６の空乏化領域の厚み方向の高さをセル領域１４の空乏化領域の厚み方
向の高さよりも高くすることによって、終端領域１６の耐圧がセル領域１４の耐圧よりも
高くなるのである。
【００２０】
　図２～図４は、薄層フィールド酸化膜３２の長さＬ１、フィールドプレート５３の長さ
Ｌ２、及び終端領域１６のＳＪ構造の長さＬ３を調整したときの終端領域１６の耐圧変動
を示す。
　ここで、図１に示すように、薄層フィールド酸化膜３２の長さＬ１とは、終端コンタク
ト半導体領域４８の反セル領域側の端部から薄層フィールド酸化膜３２の反セル領域側の
端部までの長さをいう。フィールドプレート５３の長さＬ２とは、終端コンタクト半導体
領域４８の反セル領域側の端部からフィールドプレート５３の反セル領域側の端部までの
長さをいう。終端領域１６のＳＪ構造の長さＬ３とは、終端コンタクト半導体領域４８の
反セル領域側の端部から終端領域１６に設けられているスーパンジャンクション構造を構
成するコラムのうち最外周に位置するｐ型コラム２３の反セル領域側の端部までの長さを
いう。上記の各長さＬ１、Ｌ２、Ｌ３は、厚み方向に直交する方向で測定された長さをい
う。なお、耐圧２００Ｖの場合、終端領域１６のＳＪ構造の長さＬ３は略５０μｍであり
、半導体中間層２６の厚みＬ４は略１２μｍであり、リサーフ層２９の厚みＬ５は略３μ
ｍである。
　図２は、終端領域１６のＳＪ構造の長さＬ３に対する薄層フィールド酸化膜３２の長さ
Ｌ１の割合を変えたときの、終端領域１６の耐圧変動を示す。横軸はＬ１／Ｌ３を示して
おり、縦軸は終端領域１６の耐圧からセル領域１４の耐圧を引いた増減量を示す。△ＢＶ
が正であれば、終端領域１６がセル領域１４よりも耐圧が高いことを意味する。なお、こ
の結果は、フィールドプレート５３の長さＬ２を終端領域１６のＳＪ構造の長さＬ３に対
して０．６４に固定したときの結果であるが、この固定値以外の場合であっても同様の結
果が得られる。
　図２に示すように、薄層フィールド酸化膜３２の長さＬ１が終端領域１６のＳＪ構造の
長さＬ３に対して０．０８～０．３９の範囲にあるときに、終端領域１６の耐圧がセル領
域１４の耐圧よりも高い状態が得られている。より好ましくは、Ｌ１／Ｌ３が０．１５～
０．２３の範囲にあるときである。この場合、終端領域１６の耐圧がセル領域１４の耐圧
に対して１０Ｖ以上高くなる。アバランシェ耐量検査を実施した場合に、終端領域１６よ
りもセル領域１４において優先的にブレークダウンを発生させることができる。
【００２１】
　図３は、終端領域１６のＳＪ構造の長さＬ３に対するフィールドプレート５３の長さＬ
２の割合を変えたときの、終端領域１６の耐圧変動を示す。横軸はＬ２／Ｌ３を示してお
り、縦軸は終端領域１６の耐圧からセル領域１４の耐圧を引いた増減量を示す。なお、こ
の結果は、薄層フィールド酸化膜３２の長さＬ１を終端領域１６のＳＪ構造の長さＬ３に
対して０．２に固定したときの結果であるが、この固定値意外の場合であっても同様の結
果が得られる。
　図３に示すように、フィールドプレート５３の長さＬ２が終端領域１６のＳＪ構造の長
さＬ３に対して０．４１～０．９の範囲にあるときに、終端領域１６の耐圧がセル領域１
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４の耐圧よりも大きい状態が得られている。より好ましくは、Ｌ２／Ｌ３が０．５５～０
．９の範囲にあるときである。この場合、終端領域１６の耐圧がセル領域１４の耐圧に対
して１０Ｖ以上高くなる。アバランシェ耐量検査を実施した場合に、終端領域１６よりも
セル領域１４において優先的にブレークダウンを発生させることができる。
【００２２】
　図４は、フィールドプレート５３の長さＬ２に対する薄層フィールド酸化膜３２の長さ
Ｌ１の割合を変えたときの、終端領域１６の耐圧変動を示す。横軸はＬ１／Ｌ２を示して
おり、縦軸は終端領域１６の耐圧からセル領域１４の耐圧を引いた増減量を示す。なお、
この結果は、フィールドプレート５３の長さＬ２を終端領域１６のＳＪ構造の長さＬ３に
対して０．６４に固定したときの結果であるが、この固定値以外の場合であっても同様の
結果が得られる。
　図４に示すように、薄層フィールド酸化膜３２の長さＬ１が終端領域１６のフィールド
プレート５３の長さＬ２に対して０．１３～０．６１の範囲にあるときに、終端領域１６
の耐圧がセル領域１４の耐圧よりも大きい状態が得られている。より好ましくは、Ｌ１／
Ｌ２が０．２５～０．３５の範囲にあるときである。この場合、終端領域１６の耐圧がセ
ル領域１４の耐圧に対して１０Ｖ以上高くなる。アバランシェ耐量検査を実施した場合に
、終端領域１６よりもセル領域１４において優先的にブレークダウンを発生させることが
できる。
【００２３】
　次に、図５～図１４を参照して、半導体装置１０の製造方法を説明する。
　まず、図５に示すように、ドレイン層２４と半導体中間層２６と半導体上層２８が積層
した半導体積層を用意する。半導体中間層２６のＳＪ構造は、例えば、ｎ型の半導体層に
、ＲＩＥ（Reactive Ion Etching）等の異方性のドライエッチングを利用してトレンチ群
を形成した後に、ｐ型コラム２３を埋め込みエピタキシャル成長させることによって得る
ことができる。トレンチ群を作成したときの残部がｎ型コラム２５になる。埋込みエピタ
キシャル成長に代えて、例えば、マルチエピタキシャル法、斜めイオン注入法を利用して
もよく、またこれらを組合せることによってＳＪ構造を形成してもよい。
　半導体上層２８は、ＳＪ構造が形成された半導体中間層２６の表面上に、エピタキシャ
ル成長法を利用して作製することができる。
【００２４】
　次に、図６に示すように、半導体上層２８の表面上に、シリコン酸化膜６２とシリコン
窒化膜６４を形成した後に、出来上がりのセル領域１４及び薄層フィールド酸化膜３２に
対応する部分のシリコン窒化膜６４の表面上にレジスト６６を形成し、残部のシリコン酸
化膜６２及びシリコン窒化膜６４を除去する。シリコン酸化膜６２及びシリコン窒化膜６
４の除去が完了した後にレジスト６６を除去する。
　次に、図７に示すように、熱酸化法を利用して露出している半導体上層２８の表面上に
厚層フィールド酸化膜３４を形成する。
　次に、図８に示すように、エッチング技術を利用して、シリコン酸化膜６２及びシリコ
ン窒化膜６４を除去する。
【００２５】
　次に、図９に示すように、半導体スイッチングセル群をセル領域１４に作成する。具体
的には、イオン注入技術を利用して、ボディ領域４４、ソース領域４６、ボディコンタク
ト領域４５、及び終端ボディコンタクト半導体領域４８を形成する。次に、ＲＩＥ法等を
利用して、ソース領域４６、ボディ領域４４、及び半導体上層２８を貫通してｎ型コラム
２５にまで達するトレンチを形成する。トレンチの内壁をシリコン酸化膜からなるゲート
絶縁膜４２で被覆した後に、トレンチ内にポリシリコンからなるトレンチゲート電極４３
を充填する。
　次に、ＣＶＤ（Chemical Vapor Deposition）法又は熱酸化法を利用して、セル領域１
４に対応する半導体上層２８の表面上に第１の層間絶縁膜４７を形成する。さらに、図１
０に示すように、CVD法を利用して、第１の層間絶縁膜４７及び厚層フィールド酸化膜３
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４の表面上に第２の層間絶縁膜３８、３９を形成する。第２の層間絶縁膜３８、３９の表
面上にレジスト７２を形成した後に、出来上がりの薄層フィールド酸化膜３２に対応する
部分の層間絶縁膜４７及び第２の層間絶縁膜３８、３９を選択的に除去する。なお、セル
領域１４側の第２の層間絶縁膜を符号３９で示し、終端領域１６側の層間絶縁膜を符号３
８で示す。
【００２６】
　次に、図１１に示すように、レジスト７２を除去した後に、ＣＶＤ法を利用して、露出
する半導体上層２８の表面上に薄層フィールド酸化膜３２を形成する。これにより、セル
領域１４側で薄く調整された薄層フィールド酸化膜３２と反セル領域側で厚く調整された
厚層フィールド酸化膜３４を備えたフィールド酸化膜３６が形成される。
　次に、図１２に示すように、レジスト７４を利用して層間絶縁膜４７及び第２の層間絶
縁膜３９の一部を除去することによって、ソース領域４６、ボディコンタクト領域４５、
及び終端コンタクト半導体領域４８を露出させる。
　次に、図１３に示すように、レジスト７４を除去した後に、セル領域１４の表面上にア
ルミニウムからなるソース電極５２を形成し、ソース領域４６、ボディコンタクト領域４
５、及び終端コンタクト半導体領域４８に電気的に接続させる。ソース電極５２は、セル
領域１４側から反セル領域側に向けて、薄層フィールド酸化膜３２及び一部の第２の層間
絶縁膜３８の表面上にも形成する。
　最後に、図１４に示すように、ドレイン層２４の裏面にアルミニウムを蒸着することに
よってドレイン電極２２を形成する。これらの工程を経て、図１に示す半導体装置１０を
得ることができる。
【００２７】
　図１５に、第１実施例の一つの変形例である半導体装置１００の要部断面図を示す。実
質的に同一の構成要素に関しては同一符号を付し、その説明を省略する。
　半導体装置１００は、半導体装置１０の構成要素に加えて、薄層フィールド酸化膜３２
の直下の半導体上層２８に、ｐ型の半導体領域４９が設けられている。半導体領域４９は
、終端コンタクト半導体領域４８に接している。半導体領域４９の不純物濃度は、終端コ
ンタクト半導体領域４８の不純物濃度よりも薄く、且つ半導体上層２８の不純物濃度より
も濃く調整されている。
　半導体領域４９は、セル領域１４と終端領域１６の境界近傍において、集中する電界を
効果的に緩和することができる。終端コンタクト半導体領域４８の不純物濃度と半導体上
層２８の不純物濃度の中間の濃度の半導体領域４９を設けることによって、とりわけ終端
コンタクト半導体領域４８の端面のうち曲率の大きい箇所に集中し易い電界を緩和するこ
とができる。半導体領域４９とフィールドプレート５３の相乗効果によって、終端コンタ
クト半導体領域４８の曲率の大きい端面において密になる電位線分布を反セル領域側に広
げることができる。半導体装置１００ではさらに、薄層フィールド酸化膜３２が組合され
ているので、セル領域１４と終端領域１６の境界近傍の電界を緩和する効果が極めて大き
い。
　なお、薄層フィールド酸化膜３２と半導体領域４９は、電界を緩和するという点では等
価な作用効果を有している。したがって、いずれか一方の構造が設けられていれば、局所
的な電界の集中を緩和する効果を得ることができる。
　半導体領域４９は、終端コンタクト半導体領域４８の曲率の大きい端面に接して形成さ
れているのが好ましい。局所的な電界集中を緩和する現象を効果的に得ることができる。
例えば、半導体領域４９は、終端コンタクト半導体領域４８の一部の端面に接して形成さ
れていてもよく、終端コンタクト半導体領域４８を囲繞して形成されていてもよい。
【００２８】
　以上、本発明の具体例を詳細に説明したが、これらは例示に過ぎず、特許請求の範囲を
限定するものではない。特許請求の範囲に記載の技術には、以上に例示した具体例を様々
に変形、変更したものが含まれる。
　また、本明細書または図面に説明した技術要素は、単独であるいは各種の組合せによっ
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ない。また、本明細書または図面に例示した技術は複数目的を同時に達成し得るものであ
り、そのうちの一つの目的を達成すること自体で技術的有用性を持つものである。
【図面の簡単な説明】
【００２９】
【図１】第１実施例の半導体装置の要部縦断面図を示す。
【図２】終端領域の長さに対する薄層フィール酸化膜の長さの比と終端領域の耐圧との関
係を示す。
【図３】終端領域の長さに対するフィールドプレートの長さの比と終端領域の耐圧との関
係を示す。
【図４】フィールドプレートの長さに対する薄層フィールド酸化膜の長さの比と終端領域
との耐圧との関係を示す。
【図５】第１製造方法の製造過程を示す（１）。
【図６】第１製造方法の製造過程を示す（２）。
【図７】第１製造方法の製造過程を示す（３）。
【図８】第１製造方法の製造過程を示す（４）。
【図９】第１製造方法の製造過程を示す（５）。
【図１０】第１製造方法の製造過程を示す（６）。
【図１１】第１製造方法の製造過程を示す（７）。
【図１２】第１製造方法の製造過程を示す（８）。
【図１３】第１製造方法の製造過程を示す（９）。
【図１４】第１製造方法の製造過程を示す（１０）。
【図１５】第１実施例の変形例の半導体装置の要部縦断面図を示す。
【符号の説明】
【００３０】
１４：セル領域
１６：終端領域
２１：周縁領域
２２：ドレイン電極
２３：ｐ型コラム
２４：ドレイン層
２５：ｎ型コラム
２６：半導体中間層
２８：半導体上層
２９：リサーフ層
３２：薄層フィールド酸化膜
３４：厚層フィールド酸化膜
３６：フィールド酸化膜
３８：終端側層間絶縁膜
４２：ゲート絶縁膜
４３：トレンチゲート電極
４４：ボディ領域
４５：ボディコンタクト領域
４６：ソース領域
４７：層間絶縁膜
４８：終端ボディコンタクト半導体領域
４９：半導体領域
５２：ソース電極
５４：フィールドプレート
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