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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　半導体基板の表面にエミッタ電極が形成されており、半導体基板の裏面にコレクタ電極
が形成されている縦型のＩＧＢＴであり、
　半導体基板内に、少なくともエミッタ領域とボディ領域とドリフト領域とコレクタ領域
が形成されており、
　前記エミッタ領域は、第１導電型であって、半導体基板の表面に臨む範囲に形成されて
いるとともに、前記エミッタ電極に接触しており、
　前記コレクタ領域は、第２導電型であって、半導体基板の裏面に臨む範囲に形成されて
いるとともに、前記コレクタ電極と接触しており、
　前記ドリフト領域は、第１導電型であって、前記コレクタ領域に接触しており、
　前記ボディ領域は、第２導電型であって、前記エミッタ領域と前記ドリフト領域を分離
しており、
　半導体基板を平面視したときに、半導体基板の表面と前記エミッタ電極が接触している
有効領域を取り囲む非有効領域の内の少なくとも一部の範囲で、前記コレクタ領域が形成
されておらず、前記範囲で、前記ドリフト領域と前記コレクタ電極が直接に接触しており
、
　前記コレクタ電極が、前記コレクタ領域に接触する第１部分と、前記ドリフト領域に接
触する第２部分を備えており、
　前記第１部分の熱抵抗よりも前記第２部分の熱抵抗が低いことを特徴とするＩＧＢＴ。
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【請求項２】
　前記半導体基板が、前記コレクタ領域が形成されている範囲で厚く、前記コレクタ領域
が形成されていない範囲で薄いことを特徴とする請求項１に記載のＩＧＢＴ。
【請求項３】
　厚さの厚い厚肉部と厚さの薄い薄肉部が混在するテープの厚肉部を前記コレクタ領域を
形成しない範囲の半導体基板の表面に貼り付けるとともに、前記テープの薄肉部を前記コ
レクタ領域を形成する範囲の半導体基板の表面に貼り付ける工程と、
　前記テープを貼り付けた半導体基板の裏面を研磨する研磨工程と、
　前記研磨工程で裏面が研磨された半導体基板の裏面の内の前記コレクタ領域を形成する
範囲に第２導電型不純物を注入する工程を備えており、
　前記研磨工程において、前記テープの表面が平坦に近づくように半導体基板を撓ませた
状態で、半導体基板の裏面を研磨することを特徴とする請求項２に記載のＩＧＢＴを製造
する方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、絶縁ゲート型バイポーラトランジスタ（Insulated Gate Bipolar Transisto
r：以下ではＩＧＢＴという）とその製造方法に関する。特に、電界集中が緩和され、ラ
ッチアップへの耐量が改善され、放熱性を向上させたＩＧＢＴとその製造方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　ＩＧＢＴは、伝導度変調現象によって低オン電圧の特性を得ることができ、高耐圧と低
オン電圧の両特性を得ることができる。
【０００３】
　図１０は、特許文献１に記載されているＩＧＢＴ６０２の断面図を示す。半導体基板６
０４の表面にエミッタ電極６２０が形成されており、半導体基板６０４の裏面にコレクタ
電極６４２が形成されている。ＩＧＢＴ６０２は縦型である。
　ＩＧＢＴ６０２は、半導体基板６０４を平面視したときに、有効領域６３０と非有効領
域６３２を備えている。非有効領域６３２は、有効領域６３０の周辺を一巡しており、Ｉ
ＧＢＴ６０２の高耐圧化に寄与している。
　有効領域６３０の半導体基板６０４内に、エミッタ領域６５０と、ボディ領域６４８と
、ドリフト領域６４６，６４５と、コレクタ領域６４４が形成されている。エミッタ領域
６５０は、ｎ型であって、半導体基板６０４の表面に臨む範囲に形成されており、エミッ
タ電極６２０に接触している。コレクタ領域６４４は、ｐ型であって、半導体基板６０４
の裏面に臨む範囲に形成されており、コレクタ電極６４２と接触している。ドリフト領域
６４６，６４５は、ｎ型であって、コレクタ領域６４４に接触している。ドリフト領域は
、ｎ型不純物の濃度が薄い狭義のドリフト領域６４６と、ｎ型不純物の濃度が濃いバッフ
ァ層６４５を備えている。ここでは、狭義のドリフト領域６４６とバッファ層６４５を総
称してドリフト領域という。ドリフト領域は、バッファ層を備えていないことがある。ボ
ディ領域６４８は、ｐ型であって、エミッタ領域６５０とドリフト領域６４６，６４５を
分離している。半導体基板６０４の表面において、エミッタ領域６５０とドリフト領域６
４６を分離している範囲のボディ領域６４８に対向する範囲には、ゲート絶縁膜６６０と
ゲート電極６５８の積層構造が形成されている。ゲート電極６５８は、層間絶縁膜６５２
によってエミッタ電極６２０から絶縁されている。有効領域６３０内では、エミッタ電極
６２０が半導体基板６０４の表面に接触している。
　非有効領域６３２の半導体基板６０４内に、フィールドリミティングリング（Field li
miting ring：以下ではＦＬＲという）６７６が形成されている。この例では、ＦＬＲ６
７６が３重に形成されている。ＦＬＲ６７６は、フローティングされており、エミッタ電
極６２０から絶縁されている。非有効領域６３２では、半導体基板６０４の表面が絶縁膜
６６４で覆われている。非有効領域６３２では、半導体基板６０４の表面がエミッタ電極
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６２０と接触していない。
　コレクタ領域６４４とドリフト領域６４６，６４５は、有効領域６３０と非有効領域６
３２の双方に形成されている。
【０００４】
　ＩＧＢＴ６０２は、コレクタ電極６４２を直流電源の正極に接続し、エミッタ電極６２
０を接地して用いる。この状態で、ゲート電極６５８に正の電圧を印加すると、ボディ領
域６４８のうちのゲート電極６５８に対向する部分が反転し、エミッタ領域６５０とドリ
フト領域６４６を導通させるチャンネルが生じる。すると、エミッタ電極６２０から、エ
ミッタ領域６５０とチャンネルを経由して、ドリフト領域６４６に電子が注入され、ドリ
フト領域６４６に電子が滞留する。すると、コレクタ電極６４２から、コレクタ領域６４
４を経由して、ドリフト領域６４６に正孔が注入される。ドリフト領域６４６で活発な伝
導度変調現象が発生し、エミッタ電極６２０とコレクタ電極６４２の間が導通する。ＩＧ
ＢＴ６０２は、伝導度変調現象を利用するために、オン電圧が低い。
【０００５】
　ＩＧＢＴでは、ラッチアップ現象が生じることがあり、これに対策する必要がある。Ｉ
ＧＢＴがオン状態にあると、非有効領域６３２内のコレクタ領域６４４からドリフト領域
６４６に注入された正孔は、有効領域６３０内に形成されているエミッタ電極６２０に向
かう。このために、ボディ領域６４８とドリフト領域６４６の界面のうちの非有効領域６
３２に最も近い位置に存在している界面の近傍に正孔が集中しやすい。上記位置の界面近
傍に高い電界が発生しやすい。
　ボディ領域６４８とドリフト領域６４６の界面の近傍に高い電界が発生すると、その高
い電界が、ｐ型のボディ領域６４８とｎ型のドリフト領域６４６で構成される寄生ダイオ
ードの閾値電圧以上の電圧を発生することがある。この現象が生じると、ゲート電極６５
８に正の電圧を印加するのを中止しても、エミッタ電極６２０とコレクタ電極６４２間を
電流が流れ続ける。ラッチアップ現象が生じてしまう。
【０００６】
　特許文献１では、ラッチアップ現象の発生を回避するために、図１１に示すように、非
有効領域６３２のうちの外側の範囲では、コレクタ領域６４４に代えて絶縁層６４３を形
成する。特許文献１の技術によると、非有効領域６３２のうちの外側の範囲では、コレク
タ電極６４２からドリフト領域６４６に正孔が注入されることが防止される。これにより
、ボディ領域６４８とドリフト領域６４６の界面の内の非有効領域６３２に最も近い位置
に存在している界面の近傍に発生していた電界集中が緩和され、ラッチアップ現象の発生
を抑制することができる。
【０００７】
【特許文献１】特開２００５－１４２２８８号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　ＩＧＢＴは動作すると発熱することから、ＩＧＢＴには放熱性も要求される。通常、コ
レクタ電極は基板に固定されて用いられ、電気的導通を確保する機能と、熱的導通を確保
する機能を果たしている。
　図１０のＩＧＢＴ６０２では、半導体基板６０４で発生した熱を、有効領域６３０内の
コレクタ電極６４２と非有効領域６３２内のコレクタ電極６４２の双方を利用して基板に
伝熱することができる。
　しかしながらラッチアップ現象の発生を抑制するために、図１１に示すように、コレク
タ領域６４４の一部を絶縁層６４３に代えると、非有効領域６３２内におけるドリフト領
域６４６とコレクタ電極６４２間の熱抵抗が増大してしまい、非有効領域６３２内のコレ
クタ電極６４２を利用して基板に伝熱する性能が低下してしまう。
　また、図１１に示したＩＧＢＴ７０２がオンしている状態では、エミッタ領域６５０か
らドリフト領域６４６に電子が注入される。ドリフト領域６４６に注入された電子は、非
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有効領域６３２にも広がる。非有効領域６３２に絶縁層６４３が形成されていると、非有
効領域６３２にも広がった電子がコレクタ電極６４２に流れる際に、絶縁層６４３の近傍
に集中してしまう。電子電流が局所的に集中して局所的に発熱しやすい。コレクタ領域６
４４の一部を絶縁層６４３に代えると、局所的に発熱しやすくなってしまう。
【０００９】
　本発明は上記の課題を解決する。すなわち本発明では、ラッチアップ現象の発生を抑制
し、放熱性能を低下させず、しかも局所的発熱を招かないＩＧＢＴを実現する。また、そ
の特性を備えたＩＧＢＴの製造方法を提供する。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　本発明のＩＧＢＴは、半導体基板の表面にエミッタ電極が形成されており、半導体基板
の裏面にコレクタ電極が形成されている縦型のＩＧＢＴに関する。
　半導体基板内に、少なくともエミッタ領域とボディ領域とドリフト領域とコレクタ領域
が形成されている。エミッタ領域は、第１導電型であって、半導体基板の表面に臨む範囲
に形成されているとともに、エミッタ電極に接触している。コレクタ領域は、第２導電型
であって、半導体基板の裏面に臨む範囲に形成されているとともに、コレクタ電極と接触
している。ドリフト領域は、第１導電型であって、コレクタ領域に接触している。ドリフ
ト領域は、第１導電型不純物の濃度が薄い狭義のドリフト領域のみで形成されていてもよ
いし、第１導電型不純物の濃度が濃いバッファ層をコレクタ領域側に備えていてもよい。
ボディ領域は、第２導電型であって、エミッタ領域とドリフト領域を分離している。
　本発明のＩＧＢＴの半導体基板を平面視すると、半導体基板の表面とエミッタ電極が接
触している有効領域を取り囲む非有効領域の内の少なくとも一部の範囲では、コレクタ領
域が形成されていない。コレクタ領域が形成されていない範囲では、ドリフト領域とコレ
クタ電極が直接に接触している。
　コレクタ電極は、コレクタ領域に接触する第１部分と、ドリフト領域に接触する第２部
分を備えている。第１部分の熱抵抗よりも第２部分の熱抵抗が低い。
【００１１】
　本発明のＩＧＢＴでは、非有効領域の少なくとも一部の範囲では、コレクタ領域が形成
されていない。このために、非有効領域内のコレクタ電極からドリフト領域に注入される
キャリア量が抑制される。コレクタ領域がｐ型であれば、非有効領域のコレクタ電極から
ドリフト領域に注入される正孔の量が抑制される。このために、ボディ領域とドリフト領
域の界面のうちの非有効領域に最も近い位置にある界面の近傍にキャリアが集中して高い
電界が発生しやすいという問題に対処することができる。ＩＧＢＴが簡単にはラッチアッ
プしないように対策することができる。
　その一方において、ドリフト領域は、非有効領域においても、コンタクト電極に接触し
ている。ドリフト領域とコンタクト電極の間に、伝熱特性を低下させる絶縁層が介在して
いない。コンタクト電極に対する高い伝熱特性を維持することができる。
　さらに、ドリフト領域とコンタクト電極の間に、エミッタ電極からドリフト領域に注入
されたキャリアの流動を妨げる層が介在していない。エミッタ電極からドリフト領域に注
入されたキャリアが、コレクタ電極に向けて流れる間に、居所的に集中することがない。
局所的な発熱も抑えられる。
　また、ドリフト領域に接触する第２部分には高い電気的導通性能を確保する必要がない
。専ら伝熱能率の面からコレクタ電極の材質を選択することができる。ドリフト領域に接
触する部分のコンタクト電極の熱抵抗を下げると、ＩＧＢＴ全体の放熱能力を向上させる
ことができる。
【００１２】
　エミッタ領域とエミッタ電極が導通していない非有効領域には、例えば、ゲート配線が
通過している範囲や、ＦＬＲが形成されている範囲が含まれる。このうち、エミッタ電極
に導通していないＦＬＲが形成されている範囲で、コレクタ領域が形成されていないこと
が好ましい。すなわち、エミッタ電極に導通していないＦＬＲが形成されている範囲で、
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ドリフト領域とコレクタ電極が直接に接触していることが好ましい。
　エミッタ電極に導通していないＦＬＲが形成されている範囲で、コンタクト電極からド
リフト領域にキャリアが注入されるのを抑制すると、ラッチアップ現象の原因となる電界
集中の発生が効果的に抑制される。
【００１４】
　コレクタ領域が形成されている範囲では半導体基板が厚く、コレクタ領域が形成されて
いない範囲では半導体基板が薄い関係にしてもよい。コレクタ領域が形成されている範囲
で必要とされる半導体基板の厚みに比して、コレクタ領域が形成されていない範囲で必要
とされる半導体基板の厚みはうすい。そこで、コレクタ領域が形成されていない範囲では
半導体基板を薄くすることができる。半導体基板を薄くすると、ＩＧＢＴの放熱能力を向
上させることができる。
【００１５】
　本発明はまた、半導体基板内で厚みが異なるＩＧＢＴを製造する方法を提供する。この
ＩＧＢＴの製造方法は、以下の工程を備えている。
（１）厚さの厚い厚肉部と厚さの薄い薄肉部が混在するテープの厚肉部をコレクタ領域を
形成しない範囲の半導体基板の表面に貼り付けるとともに、テープの薄肉部をコレクタ領
域を形成する範囲の半導体基板の表面に貼り付ける工程。
（２）テープを貼り付けた半導体基板の裏面を研磨する研磨工程。この際に、テープの表
面が平坦に近づくように半導体基板を撓ませた状態で、半導体基板の裏面を研磨する。
（３）研磨工程で裏面が研磨された半導体基板の裏面のうちのコレクタ領域を形成する範
囲に、第２導電型不純物を注入する工程。
　この方法によると、テープの厚肉部を貼り付けた範囲であってコレクタ領域を形成しな
い範囲では、テープの薄肉部を貼り付けた範囲であってコレクタ領域を形成する範囲より
も裏面側に大きく歪む。この歪んだ状態の半導体基板の裏面が平になるように、半導体基
板の裏面を研磨する。これによって、コレクタ領域を形成しない範囲では、コレクタ領域
を形成する範囲よりも深く研磨される。裏面を研磨してから外力を取り除くと、半導体基
板が自然形状に復帰する。この結果、不導体基板の表面が平坦であり、コレクタ領域の形
成範囲で厚く、コレクタ領域を形成しない範囲で薄い半導体基板を得ることができる。
　この方法によると、一度の研磨工程で、厚い範囲と薄い範囲が分布している半導体基板
を製造することができる。部位によって厚みが異なるＩＧＢＴを簡単に製造することが可
能となる。
【発明の効果】
【００１６】
　本発明によると、半導体基板内の電界集中を緩和してラッチアップ現象の発生を防止す
ること、放熱性能を向上することを同時に達成することができる。これにより、ＩＧＢＴ
の電気的特性と温度特性を向上することができ、良質なＩＧＢＴが実現される。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１７】
　以下に説明する実施例の主要な特徴を最初に整理する。
（特徴１）コレクタ領域が形成されない範囲の半導体基板の裏面に臨む位置には、第１導
電型不純物を高濃度に含むバッファ層が形成されている。
（特徴２）非有効領域には、ゲート電極用の配線形成範囲が含まれる。
（特徴３）コレクタ領域が形成されない範囲では、空乏層がドリフト領域に達しないとい
う条件下で半導体基板を薄板化する。
【実施例】
【００１８】
（第１実施例）
　図１に、本発明を具現化した絶縁ゲート型バイポーラトランジスタ（Insulated Gate B
ipolar Transistor：以下ではＩＧＢＴという）２を示す。
　ＩＧＢＴ２では、半導体基板４の外周の内側を周辺耐圧領域６が一巡しており、周辺耐
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圧領域６の内側に、セル領域１０が形成されている。周辺耐圧領域６には、フィールドリ
ミティングリング（Field limiting ring：以下ではＦＬＲという）８ｂと等電位リング
（Equal Potential Ring：以下ではＥＱＲとい）８４が形成されている。
　セル領域１０のＩＧＢＴ２の表面には、エミッタ電極２０ａ、２０ｂ、２０ｃ、２０ｄ
、２０ｅと、小信号パッド２２ａ、２２ｂ、２２ｃが露出している。エミッタ電極２０が
形成された範囲の半導体基板内には、ＩＧＢＴとして機能する半導体構造が製造されてい
る。小信号パッド２２は、例えばゲート電極パッドなどであり、ゲート電極パッドは、配
線２４を介して後述するトレンチゲート電極５８に電気的に接続されている。図１では、
エミッタ電極２０ａ、２０ｂ、２０ｃ、２０ｄ、２０ｅによって実際には観測されないト
レンチゲート電極５８の一部も図示されている。また、セル領域１０にＦＬＲ８ａが形成
されている。
【００１９】
　図１のII―II断面を図２に示す。
　ＩＧＢＴ２のセル領域１０には、ＩＧＢＴとして機能するのに必要な半導体構造が形成
されている。加工前の半導体基板４は、ｎ型不純物を低濃度に含むシリコンウェハから形
成されており、半導体基板４が未加工状態で残っている部分によって、ドリフト領域４６
が形成されている。ドリフト領域４６の表面側に、ｐ型不純物を含むボディ領域４８が積
層されている。ボディ領域４８の表面に臨む位置に、ｐ型不純物を高濃度に含むボディコ
ンタクト領域４９が形成されている。ボディ領域４８の表面に臨む位置であって、ボディ
コンタクト領域４９に隣接する位置に、ｎ型不純物を高濃度に含んでいるエミッタ領域５
０が形成されている。エミッタ領域５０は、ボディ領域４８によって、ドリフト領域４６
から隔てられている。
　エミッタ領域５０の表面から、エミッタ領域５０とボディ領域４８を貫通してドリフト
領域４６に達するトレンチ５６が形成されている。トレンチ５６の底面と側面はゲート絶
縁膜６０で被覆されており、トレンチ５６の内側にトレンチゲート電極５８が充填されて
いる。トレンチゲート電極５８の上面は、層間絶縁膜５２で被覆されている。セル領域１
０のＩＧＢＴ２の表面には、エミッタ電極２０が形成されている。エミッタ電極２０は、
層間絶縁膜５２に形成されたコンタクトホール６２を通して、エミッタ領域５０に導通し
ている。エミッタ電極２０は、コンタクトホール６２とボディコンタクト領域４９を通し
て、ボディ領域４８にも導通している。
　エミッタ電極２０は層間絶縁膜５２によってトレンチゲート電極５８から絶縁されてい
る。
【００２０】
　ＩＧＢＴ２のセル領域１０の一部から周辺耐圧領域６に亘る表面には、絶縁膜６４が形
成されている。本実施例のＩＧＢＴ２では、絶縁膜６４が形成されている範囲を非有効領
域３２と呼び、絶縁膜６４が形成されていない範囲を有効領域３０と呼ぶ。非有効領域３
２は、周辺耐圧領域６よりも広い。非有効領域３２では、エミッタ電極２０が半導体基板
４に接触しておらず、有効領域３０では、エミッタ電極２０が半導体基板４の表面に接触
している。
　有効領域３０の外側には、小信号パッド２２のうちゲート電極パッドとトレンチゲート
電極５８を接続する配線２４が形成されている。配線２４が形成されている領域を配線形
成範囲３４と呼ぶ。配線形成範囲３４では、エミッタ電極２０が形成されていない。配線
形成範囲３４では、コンタクトホール６８によって、配線２４と内部配線６６が接続され
ている。内部配線６６は、図示しない断面で、トレンチゲート電極５８に導通している。
また、小信号パッド２２が形成されている範囲でも、エミッタ電極２０が形成されていな
い。配線形成範囲３４と小信号パッド２２は、セル領域１０内にある非有効領域３２に形
成されている。セル領域１０内にある非有効領域３２では、エミッタ電極２０と半導体基
板４が導通していない。
【００２１】
　セル領域１０と周辺耐圧領域６の境界９付近のドリフト領域４６の表面側に、ｐ型不純
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物を高濃度に含むＰ型拡散領域７４とガードリング７６が形成されている。Ｐ型拡散領域
７４は、ボディ領域４８を介してエミッタ電極２０に導通している。外側に形成されてい
るガードリング７６は、エミッタ電極２０から絶縁されている。境界９付近の絶縁膜６４
の表面に、導電性のフィールドプレート７２ａ、７２ｂが形成されている。Ｐ型拡散領域
７４とフィールドプレート７２ａは、絶縁膜６４に形成されたコンタクトホール７０ａを
通して導通している。Ｐ型拡散領域７４とフィールドプレート７２ａによって、最も内側
のＦＬＲ８ａが形成されている。ガードリング７６とフィールドプレート７２ｂは、絶縁
膜６４に形成されたコンタクトホール７０ｂを通して導通している。ガードリング７６と
フィールドプレート７２ｂによって、外側のＦＬＲ８ｂが形成されている。
　ＦＬＲ８ａとＦＬＲ８ｂは、半導体基板４の終端領域で電界が集中し、ＩＧＢＴ２の耐
圧特性が低下することを防ぐ機能を持つ。エミッタ電極２０から絶縁されているＦＬＲの
本数は、ＩＧＢＴ２に必要な耐圧性能によって決められる。図２に示すように１本のＦＬ
Ｒ８ｂのみが形成される場合もあれば、複数本のＦＬＲが形成される場合もある。
【００２２】
　ＩＧＢＴ２の終端部の半導体基板４の表面に臨む位置に、ｎ型不純物を高濃度に含むチ
ャネルストッパ領域７８が形成されている。チャネルストッパ領域７８は、ＩＧＢＴのオ
フ時に広がる空乏層が、半導体基板４の側面に到達するのを防止する機能を持つ。終端部
の絶縁膜６４の表面に、フィールドプレート８０が形成されている。チャネルストッパ領
域７８とフィールドプレート８０は、絶縁膜６４に形成されたコンタクトホール８２を通
して導通している。このチャネルストッパ領域７８とフィールドプレート８０によって、
ＥＱＲ８４が形成されている。
【００２３】
　ドリフト領域４６の裏面側に、ｎ型不純物を高濃度に含むバッファ層４５が形成されて
いる。バッファ層４５の裏面側に、ｐ型不純物を高濃度に含むコレクタ領域４４が形成さ
れている。ＩＧＢＴ２の裏面には、コレクタ電極４２が形成されている。本実施例のＩＧ
ＢＴ２では、コレクタ領域４４がセル領域１０のみに形成されている。そのため、セル領
域１０では、コレクタ電極４２がｐ型のコレクタ領域４４と接しており、周辺耐圧領域６
では、コレクタ電極４２がｎ型のバッファ層４５と接している。図２に示す実施例では、
エミッタ電極２０から絶縁されているＦＬＲ８ｂが形成されている範囲で、コレクタ領域
４４が形成されていない。エミッタ電極２０から絶縁されているＦＬＲ８ｂが形成されて
いる範囲では、コレクタ電極４２がバッファ層４５に直接に接している。
【００２４】
　図２に示すように、本実施例の半導体基板４は、コレクタ領域４４が形成されている範
囲で厚く、コレクタ領域４４が形成されていない範囲で薄い。半導体基板４の裏面に段差
Ａが形成されている。図９を用いて、半導体基板４の裏面に段差Ａを形成する方法につい
て説明する。
　ＩＧＢＴ２を製造する過程において、表面構造を形成後、半導体基板４の表面にテープ
９０を貼り付ける。テープ９０は、厚さの厚い厚肉部９２と、厚肉部９２よりも厚み差Ａ
だけ薄い薄肉部９４が混在して形成されている。テープ９０は、厚肉部９２がＩＧＢＴ２
のコレクタ領域４４を形成しない範囲（本実施例では周辺耐圧領域６に等しい）に貼り付
けられるように配置されており、薄肉部９４がＩＧＢＴ２のコレクタ領域４４を形成する
範囲（本実施例ではセル領域１０に等しい）に貼り付けられるように配置されている。そ
のため、半導体基板４の表面にテープ９０を貼り付けることで、ＩＧＢＴ２の周辺耐圧領
域６では、セル領域１０に比べてテープ９０の表面が厚み差Ａだけ盛り上がる。
　本製造方法では、半導体基板４の表面にテープ９０を貼り付けた後、半導体基板４の裏
面を研磨する。この際、テープ９０の表面が平坦に近づくように半導体基板４を撓ませた
状態で半導体基板４の裏面を研磨する。これにより、テープ９０の厚肉部９２が貼り付け
られた周辺耐圧領域６は、テープ９０の薄肉部９４が貼り付けられたセル領域１０よりも
、裏面側に大きく歪む。撓ませた半導体基板４の裏面が平坦となるように研磨すると、周
辺耐圧領域６ではセル領域１０よりも深く研磨される。研磨後に半導体基板４から外力を
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開放すると、半導体基板４は自然形状に復帰する。すなわち、表面が平面に復帰する。こ
の結果、半導体基板４の裏面の周辺耐圧領域６とセル領域１０の間に厚み差Ａに等しい段
差Ａが形成される。
　本実施例では、裏面の研磨後、半導体基板４の裏面のコレクタ領域４４を形成する範囲
にｐ型不純物を注入する。これにより、セル領域１０の段差Ａよりも内側の部分にｐ型不
純物が注入され、コレクタ領域４４が形成される。
【００２５】
　本実施例のＩＧＢＴ２を使用する際は、コレクタ電極４２が直流電圧の正極に接続され
、エミッタ電極２０が接地される。ＩＧＢＴ２のセル領域１０では、ｐ型不純物を含んだ
コレクタ領域４４がコレクタ電極４２と接しており、コレクタ電極４２からコレクタ領域
４４を通してドリフト領域４６に正孔が注入される。一方、ＩＧＢＴ２の周辺耐圧領域６
では、ｎ型不純物を含んだバッファ層４５がコレクタ電極４２と接している。そのため、
周辺耐圧領域６ではコレクタ電極４２からドリフト領域４６に正孔が注入されない。
【００２６】
　ＩＧＢＴなどのパワー半導体では、コレクタ電極４２とエミッタ電極２０間に印加され
る電圧が高く、素子の耐圧特性を高めるために広い範囲に周辺耐圧領域６が形成されてい
る。広い周辺耐圧領域６においてコレクタ電極４２からドリフト領域４６に正孔が注入さ
れた場合、注入された正孔がエミッタ電極２０に向けて流れる際に、正孔がＰ型拡散領域
７４やガードリング７６周辺のドリフト領域４６で集中する。特に、半導体基板４を平面
視したときに、境界９が湾曲しているコーナー部において正孔が集中しやすい。半導体基
板４内で正孔が集中すると、集中した正孔によって局所的に高い電界Ｅが発生し、ＩＧＢ
Ｔがラッチアップしやすい。このようなＩＧＢＴでは、例えばサージ電圧が印加された場
合に、容易にラッチアップしてしまう。
　本実施例のＩＧＢＴ２では、周辺耐圧領域６内のドリフト領域４６に正孔が注入されな
い。このために、半導体基板４内で正孔が集中する箇所が生じない。局所的に高い電界が
発生することがない。これによって、電界集中を緩和することができ、電気的特性の良い
ＩＧＢＴ２が実現される。
【００２７】
　本実施例のＩＧＢＴ２では、周辺耐圧領域６のドリフト領域４６に正孔が注入されない
のと同時に、周辺耐圧領域６における熱の伝導性能が低下しない。本実施例のＩＧＢＴ２
では、周辺耐圧領域６の半導体基板４とコレクタ電極４２の間に、図１１を参照して説明
した絶縁層６４３のように、熱の伝導を妨げるような層が形成されない。そのため、半導
体基板４の内部で発生した熱がセル領域１０に集中することがない。ＩＧＢＴ２の放熱性
を高い状態に維持することができ、温度特性の良いＩＧＢＴ２が実現される。
　また、周辺耐圧領域６のドリフト領域４６とコレクタ電極４２の間に、エミッタ電極２
０からドリフト領域４６に注入された電子の流動を妨げる層が介在していない。エミッタ
電極２０からドリフト領域４６に注入された電子が、コレクタ電極４２に向けて流れる間
に、電子が局所的に集中することがない。電子電流による局所的な発熱も抑えられる。
【００２８】
　本実施例では、ＩＧＢＴ２のコレクタ領域４４をセル領域１０に形成しているが、コレ
クタ領域４４を形成する範囲はこれに限られない。コレクタ領域４４は、少なくとも有効
領域３０の全域に形成されていることが好ましいが、非有効領域の全域においてコレクタ
領域４４を省略する必要はない。図２の場合も、非有効領域３２内であっても、配線形成
範囲３４や最も内側のＦＬＲ８ａが形成されている範囲には、コレクタ領域４４が形成さ
れている。これに代えて、配線形成範囲３４や最も内側のＦＬＲ８ａが形成されている範
囲でも、コレクタ領域４４の形成を省略してもよい。
　あるいは、図３に例示するように、コレクタ領域１４４がＦＬＲ８ｂの直下にまで伸び
ていてもよい。ＦＬＲ８ｂよりも外側の範囲でコレクタ領域１４４が形成されていなけれ
ば、本発明の作用効果を享受することができる。図４は、コレクタ領域１４４がＦＬＲ８
ｂの直下にまで伸びているＩＧＢＴ１０２の平面図を示す。図４では理解のために、コレ
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クタ領域１４４が形成されていない領域を、斜線を付けて表示している。
　また図５に、さらに別の実施例のＩＧＢＴ２０２の平面図を示す。この実施例では、半
導体基板２０４のコーナー部のみに、コレクタ領域が形成されていない範囲が確保されて
いる。コーナー部で正孔が集中しやすいことから、コレクタ領域が形成されていない範囲
がコーナー部に確保されていれば、本発明の作用効果を享受することができる。
【００２９】
（第２実施例）
　本発明の第２実施例のＩＧＢＴ３０２を図６に示す。ＩＧＢＴ３０２では、コレクタ電
極３４２が、ｐ型のコレクタ領域に接する第１コレクタ電極３４２ｂと、ｎ型のバッファ
層４５に接する第２コレクタ電極３４２ａを備えている。
　図７に第１コレクタ電極３４２ｂと第２コレクタ電極３４２ａの積層構造を示す。第１
コレクタ電極３４２ｂと第２コレクタ電極３４２ａは、異なる４つの層が積層されて形成
されている。第１コレクタ電極３４２ｂでは、半導体基板４に接する側から、アルミニウ
ム-シリコン合金を含む第１層、チタンを含む第２層、ニッケルを含む第３層、金を含む
第４層が積層されている。第２コレクタ電極３４２ａでは、半導体基板４に接する側から
、銀を含む第１層、チタンを含む第２層、ニッケルを含む第３層、銀を含む第４層が積層
されている。銀の熱抵抗率は、アルミニウム-シリコン合金の熱抵抗率に比べて低い。そ
のため、第２コレクタ電極３４２ａの熱抵抗率は、第１コレクタ電極３４２ｂの熱抵抗率
よりも低くなっている。
　本発明では、第１コレクタ電極３４２ｂと第２コレクタ電極３４２ａが上記の関係をも
つことで、第２コレクタ電極３４２ａが形成された領域における放熱量を増加させること
ができ、温度特性の良いＩＧＢＴ３０２を実現することができる。
【００３０】
　第１コレクタ電極３４２ｂと第２コレクタ電極３４２ａは、図７の積層構造に限られな
い。第２コレクタ電極３４２ａの熱抵抗率が、第１コレクタ電極３４２ｂの熱抵抗率より
も低いという関係を持っていれば、その材質や厚み、積層される層の数は限定されない。
例えば、第１コレクタ電極３４２ｂと第２コレクタ電極３４２ａが単層で形成されていて
も構わない。第１コレクタ電極３４２ｂと第２コレクタ電極３４２ａで、同一数の層が積
層されていなくてもよい。第１コレクタ電極３４２ｂと第２コレクタ電極３４２ａは、ど
ちらが厚く形成されても構わない。また、第２コレクタ電極３４２ａ全体の熱抵抗率が、
第１コレクタ電極３４２ｂ全体の熱抵抗率よりも低いという関係をもっていれば、半導体
基板４と接触する第１層の熱抵抗率が、コレクタ領域に接する範囲で低く、コレクタ領域
に接しない範囲で高くてもよい。
【００３１】
（第３実施例）
　本発明の第３実施例のＩＧＢＴ４０２を図８に示す。半導体基板４０４には、第１実施
例のＩＧＢＴ２と同様に、セル領域１０と周辺耐圧領域６の間に段差Ａが形成されている
。ＩＧＢＴ４０２では、コレクタ電極４４２が、上部コレクタ電極４４２ｃと下部コレク
タ電極４４２ｄを備えている。上部コレクタ電極４４２ｃは、周辺耐圧領域６の裏面に厚
みＡで形成されており、半導体基板４０４に形成された段差Ａを埋めている。また、下部
コレクタ電極４４２ｄは、半導体基板４０４のセル領域１０から周辺耐圧領域６に亘る領
域に均一の厚さで形成されている。
　本実施例では、上部コレクタ電極４４２ｃに下部コレクタ電極４４２ｄの熱抵抗率より
も低い熱抵抗率をもつ材質が用いられる。そのため、半導体基板４０４とコレクタ電極４
４２を併せた範囲において、コレクタ領域４４が形成されていない範囲の熱抵抗率は、コ
レクタ領域４４が形成されている範囲の熱抵抗率よりも低い。
　本発明では、上記の関係をもつことで、コレクタ領域４４が形成されていない範囲にお
いて放熱量を増加させることができ、温度特性のよいＩＧＢＴ４０２を実現することがで
きる。
　図８では、半導体基板４０４の段差Ａとコレクタ領域４４の厚みが同一である実施例を
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記載したが、コレクタ領域４４の厚みは図８の構造に限られない。
【００３２】
　半導体基板４０４を薄板化する場合、ＩＧＢＴのオフ時に、半導体基板４０４内に形成
される空乏層が、コレクタ電極４４２に到達しないという条件範囲内で、半導体基板４０
４を薄板化するのが好ましい。この条件で半導体基板４０４を薄板化すると、ＩＧＢＴ４
０２の耐圧を確保しながら、温度特性を向上させることができる。
　狭義のドリフト領域とコレクタ領域の間にバッファ層が形成されている場合、コレクタ
領域を省略する範囲では、半導体基板の裏面から見て、コレクタ領域の厚みを超えてバッ
ファ層に入り込むだけの厚みを薄板化することが好ましい。この場合、バッファ層の不純
物濃度のプロファイルを観測したときに、最大不純物濃度となる深さのバッファ層は残存
させるのが好ましい。すなわち、裏面から研磨してバッファ層の厚みを薄型化する場合、
最大不純物濃度となる深さよりも浅い深さで薄板化を終了することが好ましい。ＩＧＢＴ
の耐圧を確保しながら、温度特性を向上させることができる。
【００３３】
　以上、本発明の具体例を詳細に説明したが、これらは例示にすぎず、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。
　例えば、本発明では、バッファ層４５は形成されなくてもよい。バッファ層４５が形成
されない場合、ＩＧＢＴ２のコレクタ領域４４が形成されない範囲では、ドリフト領域４
６とコレクタ電極４２が接触する。ドリフト領域４６とコレクタ領域４４も互いに異なる
導電型を持つ。そのため、コレクタ領域４４が形成されない範囲からの電荷の注入を抑制
することができる。本発明でいうドリフト領域は、狭義のドリフト領域とバッファ層が並
存している場合には、両者を総称したものをいう。
【００３４】
　ＩＧＢＴ２を製造するために使用されるテープ９０の形状も特に限定されない。厚肉部
９２と薄肉部９４の間に、厚みの差Ａが存在していればよく、例えば、厚肉部９２が薄肉
部９４に対して、表面方向に凸状に形成されて厚みの差Ａが形成されていてもよければ、
表面と裏面のいずれの方向にもＡ／２の厚さに凸状に形成されていてもよい。
【００３５】
　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み合わせによって
技術的有用性を発揮するものであり、出願時の請求項に記載の組み合わせに限定されるも
のではない。また、本明細書または図面に例示した技術は複数目的を同時に達成するもの
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】
【００３６】
【図１】第１実施例のＩＧＢＴ２の平面図を示す。
【図２】第１実施例のＩＧＢＴ２の断面図を示す。
【図３】ＩＧＢＴ１０２の断面図を示す。
【図４】ＩＧＢＴ１０２の平面図を示す。
【図５】ＩＧＢＴ２０２の平面図を示す。
【図６】第２実施例のＩＧＢＴ３０２の断面図を示す。
【図７】ＩＧＢＴ３０２のコレクタ電極の積層構造を示す。
【図８】第３実施例のＩＧＢＴ４０２の断面図を示す。
【図９】ＩＧＢＴ２の製造過程を示す図である。
【図１０】従来のＩＧＢＴ６０２の断面図を示す。
【図１１】特許文献１のＩＧＢＴ７０２の断面図を示す。
【符号の説明】
【００３７】
２、１０２、２０２、３０２、４０２、６０２、７０２・・・ＩＧＢＴ
４、２０４、４０４、６０４・・・半導体基板
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６・・・・・周辺耐圧領域
８ａ、８ｂ・・・ＦＬＲ
９、・・・・・境界
１０・・・・セル領域
２０、２０ａ、２０ｂ、２０ｃ、２０ｄ、２０ｅ、６２０・・・エミッタ電極
２２、２２ａ、２２ｂ、２２ｃ・・・小信号パッド
２４・・・・配線
３０、６３０・・・有効領域
３２、６３２・・・非有効領域
３４・・・・配線形成範囲
４２、３４２、４４２、６４２・・・コレクタ電極
４４、１４４、６４４・・・コレクタ領域
４５、６４５・・・バッファ層
４６、６４６・・・ドリフト領域
４８、６４８・・・ボディ領域
４９・・・・ボディコンタクト領域
５０、６５０・・・エミッタ領域
５２、６５２・・・層間絶縁膜
５６・・・・トレンチ
５８・・・・トレンチゲート電極
６０、６６０・・・ゲート絶縁膜
６２・・・・コンタクトホール
６４、６６４・・・絶縁膜
６６・・・・内部配線
６８・・・・コンタクトホール
７０ａ、７０ｂ・・・コンタクトホール
７２ａ、７２ｂ・・・フィールドプレート
７４・・・・Ｐ型拡散領域
７６、６７６・・・ガードリング
７８・・・・チャネルストッパ領域
８０・・・・フィールドプレート
８２・・・・コンタクトホール
８４・・・・ＥＱＲ
９０・・・・テープ
９２・・・・厚肉部
９４・・・・薄肉部
３４２ａ・・・第２コレクタ電極
３４２ｂ・・・第１コレクタ電極
４４２ｃ・・・上部コレクタ電極
４４２ｄ・・・下部コレクタ電極
６４３・・・絶縁層
６５８・・・ゲート電極
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