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(57)【要約】
【課題】素子特性を悪化させず、アクティブ領域を終端
領域に対して、簡単な方法により電気的に独立させるこ
とができ、さらには素子サイズの小型化を図ることがで
きる半導体装置およびその製造方法を提供すること。
【解決手段】エピタキシャル層２３のアクティブ領域１
２と終端領域１１との間に、エピタキシャル層２３の表
面２４を形成するように、当該表面２４に沿って全体に
わたって形成されたチャネル層２６を、ゲートトレンチ
２８の深さＤ１と同じ深さＤ２を有するアイソレーショ
ントレンチ３９で分断する。互いに同じ深さのゲートト
レンチ２８およびアイソレーショントレンチ３９は、同
一のエッチング工程で形成される。
【選択図】図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数の不純物領域を有するトランジスタが形成されたアクティブ領域と、前記アクティ
ブ領域の外周を取り囲む終端領域とを有する第１導電型の半導体層と、
　前記半導体層の表面を形成するように前記アクティブ領域と前記終端領域との間に跨っ
て形成された第２導電型のチャネル層と、
　前記アクティブ領域において、前記半導体層の前記表面から前記チャネル層を貫通する
ように形成されたゲートトレンチと、
　前記ゲートトレンチの内面に形成されたゲート絶縁膜と、
　前記ゲートトレンチにおいて前記ゲート絶縁膜の内側に形成されたゲート電極と、
　前記アクティブ領域と前記終端領域との間において前記アクティブ領域の外周を取り囲
み、前記半導体層の前記表面から前記チャネル層を貫通するように形成され、前記ゲート
トレンチと同じ深さを有するアイソレーショントレンチとを含む、半導体装置。
【請求項２】
　前記アイソレーショントレンチの内面に形成されたトレンチ絶縁膜と、
　前記アイソレーショントレンチにおいて前記トレンチ絶縁膜の内側に形成された埋め込
み電極とをさらに含む、請求項１に記載の半導体装置。
【請求項３】
　前記アイソレーショントレンチの底面に形成され、前記半導体層よりも不純物濃度の高
い第１導電型の第１高濃度不純物領域をさらに含む、請求項１または２に記載の半導体装
置。
【請求項４】
　前記半導体装置は、前記半導体層に積層された層間絶縁膜と、前記層間絶縁膜上に形成
され、前記層間絶縁膜を貫通して前記ゲート電極に接続された第１端子と、前記層間絶縁
膜上に形成され、前記層間絶縁膜を貫通して前記トランジスタの所定の前記不純物領域に
接続された第２端子とを含み、
　前記アイソレーショントレンチは、前記第２端子の直下に配置されるように形成されて
いる、請求項１～３のいずれか一項に記載の半導体装置。
【請求項５】
　前記第２端子は、その直下に配置された前記アイソレーショントレンチの前記埋め込み
電極に対して、前記層間絶縁膜を貫通して接続されている、請求項２に係る請求項４に記
載の半導体装置。
【請求項６】
　前記アイソレーショントレンチは、互いに周長が異なる複数のアイソレーショントレン
チを含む、請求項１～５のいずれか一項に記載の半導体装置。
【請求項７】
　前記第２端子は、前記複数のアイソレーショントレンチの前記埋め込み電極のうち、前
記アクティブ領域に最も近い埋め込み電極に接続されている、請求項５に係る請求項６に
記載の半導体装置。
【請求項８】
　前記第２端子に接続された前記埋め込み電極の幅は、前記第２端子に接続されていない
他の埋め込み電極の幅に比べて広い、請求項７に記載の半導体装置。
【請求項９】
　前記複数のアイソレーションの幅は一定である、請求項６または７に記載の半導体装置
。
【請求項１０】
　前記複数の前記アイソレーショントレンチのピッチは、前記アクティブ領域から前記終
端領域へ向かうに従って狭くなっている、請求項６～９のいずれか一項に記載の半導体装
置。
【請求項１１】
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　前記複数の前記アイソレーショントレンチのピッチは、前記アクティブ領域から前記終
端領域へ向かうに従って広くなっている、請求項６～９のいずれか一項に記載の半導体装
置。
【請求項１２】
　前記複数の前記アイソレーショントレンチのピッチは一定である、請求項６～９のいず
れか一項に記載の半導体装置。
【請求項１３】
　前記複数の前記アイソレーショントレンチのピッチは、前記ゲートトレンチのピッチよ
りも狭い、請求項６～１２のいずれか一項に記載の半導体装置。
【請求項１４】
　前記複数の前記アイソレーショントレンチのピッチは、０．３μｍ～５．０μｍである
、請求項６～１３のいずれか一項に記載の半導体装置。
【請求項１５】
　前記アイソレーショントレンチは、単数のアイソレーショントレンチを含む、請求項１
～５のいずれか一項に記載の半導体装置。
【請求項１６】
　前記半導体装置は、前記半導体層に積層された層間絶縁膜と、前記層間絶縁膜上に形成
され、前記層間絶縁膜を貫通して前記ゲート電極に接続された第１端子と、前記層間絶縁
膜上に形成され、前記層間絶縁膜を貫通して前記トランジスタの所定の前記不純物領域に
接続された第２端子とを含み、
　前記アイソレーショントレンチは、前記第１端子の直下に配置されるように形成されて
いる、請求項１～１５のいずれか一項に記載の半導体装置。
【請求項１７】
　前記ゲートトレンチの底面に形成され、前記半導体層よりも不純物濃度の高い第１導電
型の第２高濃度不純物領域をさらに含む、請求項１～１６のいずれか一項に半導体装置。
【請求項１８】
　前記第２端子は、前記アクティブ領域を覆うように形成され、
　前記第１端子は、前記第２端子の外周を取り囲むように形成されていて、ボンディング
ワイヤが接続されるゲートパッドを含み、
　前記アイソレーショントレンチは、平面視において前記ゲートパッドを迂回するように
形成されている、請求項４または請求項４に係る請求項５～１６のいずれか一項に記載の
半導体装置。
【請求項１９】
　前記アイソレーショントレンチは、平面視で前記ゲートパッドに対して前記アクティブ
領域に近づく側に窪むことにより、前記ゲートパッドの内側を迂回している、請求項１８
に記載の半導体装置。
【請求項２０】
　前記アイソレーショントレンチは、平面視で前記ゲートパッドに対して前記アクティブ
領域から遠ざかる側に張り出すことにより、前記ゲートパッドの外側を迂回している、請
求項１８に記載の半導体装置。
【請求項２１】
　複数の前記不純物領域は、前記ゲート電極と協働してトレンチゲート型ＭＯＳＦＥＴ（
Metal Oxide Semiconductor Field Effect Transistor）を構成するＭＯＳ構造を含み、
　前記ＭＯＳ構造は、
　　前記半導体層の前記表面側に露出するように形成され、前記ゲートトレンチの側面の
一部を形成する第１導電型のソース領域と、
　　前記チャネル層からなり、前記ソース領域に対して前記半導体層の裏面側に前記ソー
ス領域に接するように形成され、前記ゲートトレンチの側面の一部を形成する第２導電型
のチャネル領域と、
　　前記チャネル領域に対して前記半導体層の前記裏面側に前記チャネル領域に接するよ
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うに形成され、前記ゲートトレンチの底面を形成する第１導電型のドレイン領域とを含む
、請求項１～２０のいずれか一項に記載の半導体装置。
【請求項２２】
　前記第２端子が、前記ソース領域に接続されたソース端子を含む、請求項４または請求
項４に係る請求項５～２０のいずれか一項に係る、請求項２０に記載の半導体装置。
【請求項２３】
　複数の前記不純物領域は、前記ゲート電極と協働してトレンチゲート型ＩＧＢＴ（Insu
lated Gate Bipolar Semiconductor）トランジスタを構成するＩＧＢＴ構造を含み、
　前記ＩＧＢＴ構造は、
　　前記半導体層の前記表面側に露出するように形成され、前記ゲートトレンチの側面の
一部を形成する第１導電型のエミッタ領域と、
　　前記チャネル層からなり、前記エミッタ領域に対して前記半導体層の裏面側に前記エ
ミッタ領域に接するように形成され、前記ゲートトレンチの側面の一部を形成する第２導
電型のベース領域と、
　　前記ベース領域に対して前記半導体層の前記裏面側に前記ベース領域に接するように
形成され、前記ゲートトレンチの底面を形成する第１導電型のコレクタ領域とを含む、請
求項１～２０のいずれか一項に記載の半導体装置。
【請求項２４】
　前記第２端子が、前記エミッタ領域に接続されたエミッタ端子を含む、請求項４または
請求項４に係る請求項５～２０のいずれか一項に係る、請求項２２に記載の半導体装置。
【請求項２５】
　アクティブ領域および当該アクティブ領域の外周を取り囲む終端領域を有する第１導電
型の半導体層にハードマスクを形成し、当該ハードマスクを利用して前記半導体層を表面
から選択的にエッチングすることにより、前記アクティブ領域にゲートトレンチを形成し
、同時に、前記アクティブ領域と前記終端領域との間において前記アクティブ領域の外周
を取り囲むアイソレーショントレンチを形成する工程と、
　前記半導体層の前記表面全体を露出させた状態で、前記半導体層の表層部に第２導電型
不純物を注入することにより、前記アクティブ領域と前記終端領域との間において前記ア
イソレーショントレンチにより分断されたチャネル層を、前記アクティブ領域と前記終端
領域との間に跨るように形成する工程と、
　前記ゲートトレンチの内面にゲート絶縁膜を形成する工程と、
　前記ゲートトレンチにおいて前記ゲート絶縁膜の内側に電極材料を埋め込むことにより
、ゲート電極を形成する工程と、
　前記半導体層の表層部に選択的に不純物を注入することにより、前記ゲート電極と協働
してトランジスタを構成するための複数の不純物領域を前記アクティブ領域に形成する工
程とを含む、半導体装置の製造方法。
【請求項２６】
　前記ゲート絶縁膜を形成する工程は、前記アイソレーショントレンチの内面にトレンチ
絶縁膜を形成する工程を含み、
　前記ゲート電極を形成する工程は、前記アイソレーショントレンチにおいて前記トレン
チ絶縁膜の内側に前記電極材料を埋め込むことにより、埋め込み電極を形成する工程を含
む、請求項２５に記載の半導体装置の製造方法。
【請求項２７】
　前記アイソレーショントレンチの底面に第１導電型不純物を注入することにより、前記
半導体層よりも不純物濃度の高い第１導電型の第１高濃度不純物領域を、前記アイソレー
ショントレンチの前記底面に形成する工程を含む、請求項２５または２６に記載の半導体
装置の製造方法。
【請求項２８】
　前記第１高濃度不純物領域を形成する工程は、前記ハードマスクを利用して前記第１導
電型不純物を注入する工程を含み、
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　前記半導体装置の製造方法は、前記ハードマスクから露出する前記ゲートトレンチの底
面にも前記第１導電型不純物を注入することにより、前記ゲートトレンチの前記底面に第
２高濃度不純物領域を、前記第１高濃度不純物領域と同時に形成する工程をさらに含む、
請求項２７に記載の半導体装置の製造方法。
【請求項２９】
　前記半導体装置の製造方法は、
　　前記半導体層に層間絶縁膜を積層する工程と、
　　前記層間絶縁膜上に、前記ゲート電極に接続する第１端子を形成する工程と、
　　前記層間絶縁膜上に、前記半導体層の所定の前記不純物領域および前記埋め込み電極
に接続する第２端子を形成する工程とを含む、請求項２６または請求項２６に係る請求項
２７もしくは２８に記載の半導体装置の製造方法。
【請求項３０】
　前記第１端子および前記第２端子を形成する工程は、前記層間絶縁膜の全面に金属材料
を堆積させた後、当該金属材料を所定の形状にパターニングすることにより、前記第１端
子および前記第２端子を同時に形成する工程を含む、請求項２９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】
　本発明は、トレンチゲート構造のトランジスタが形成されたアクティブ領域と、アクテ
ィブ領域の外周を取り囲み、半導体装置の外縁を形成する終端領域とを分離する領域を備
える半導体装置およびその製造方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、同一の半導体基板上に形成された複数の素子が互いに干渉しないようにするため
に、隣り合う素子を電気的にそれぞれ独立させることが知られている。
　たとえば、特許文献１は、シリコン基板上に酸化シリコン膜および窒化シリコン膜を順
に積層し、フォトレジスをマスクにして、窒化シリコン膜の一部をエッチングで除去する
工程と、窒化シリコン膜の除去により露出した酸化シリコン膜の部分を選択的に酸化する
ことにより、当該露出部分にＬＯＣＯＳ酸化膜を形成する工程と、ＬＯＣＯＳ酸化膜の両
側のシリコン基板に埋め込み酸化膜を形成する工程とを実行し、これにより、ＬＯＣＯＳ
酸化膜および埋め込み酸化膜により構成される素子間分離領域を形成する方法を開示して
いる。
【０００３】
　このような素子分離技術は、たとえば、素子が形成されるアクティブ領域を、半導体装
置の外縁を形成する終端領域に対して電気的に独立させる場合にも用いられる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開平８－３４００４５号公報
【特許文献２】特開２００１－２５７３４９号公報
【発明の概要】
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　本発明の半導体装置は、複数の不純物領域を有するトランジスタが形成されたアクティ
ブ領域と、前記アクティブ領域の外周を取り囲む終端領域とを有する第１導電型の半導体
層と、前記半導体層の表面を形成するように前記アクティブ領域と前記終端領域との間に
跨って形成された第２導電型のチャネル層と、前記アクティブ領域において、前記半導体
層の前記表面から前記チャネル層を貫通するように形成されたゲートトレンチと、前記ゲ
ートトレンチの内面に形成されたゲート絶縁膜と、前記ゲートトレンチにおいて前記ゲー
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ト絶縁膜の内側に形成されたゲート電極と、前記アクティブ領域と前記終端領域との間に
おいて前記アクティブ領域の外周を取り囲み、前記半導体層の前記表面から前記チャネル
層を貫通するように形成され、前記ゲートトレンチと同じ深さを有するアイソレーション
トレンチとを含む。
【０００６】
　この構成によれば、アクティブ領域と終端領域との間に跨るチャネル層を、アイソレー
ショントレンチで分断することにより、アクティブ領域と終端領域との間を絶縁分離して
いる。これにより、アクティブ領域のチャネル層を、終端領域のチャネル層に対して電気
的に独立させることができる。
　アクティブ領域のチャネル層を電気的に独立させることは、従来も行われていたが、従
来の手法は、この半導体装置のようなアイソレーショントレンチを形成する手法とは異な
り、問題点もある。
【０００７】
　具体的には、従来は、熱酸化により、半導体層の表層部にＬＯＣＯＳ酸化膜を形成する
か、もしくはリセスＬＯＣＯＳ酸化膜を形成した後に、チャネル層を形成するためのイオ
ン注入を行っていた。これにより、半導体層の表面全体へ向けてイオンを加速させても、
ＬＯＣＯＳ酸化膜もしくはリセスＬＯＣＯＳ酸化膜の部分では、加速したイオンがこれら
の膜でブロックされるので、これらの膜の直下への注入が防止される。したがって、チャ
ネル層は、ＬＯＣＯＳ酸化膜に対してアクティブ領域側と終端領域側との両側に互いに分
離されて形成される。その結果、アクティブ領域のチャネル層を、終端領域のチャネル層
に対して電気的に独立させることができる。
【０００８】
　しかしながら、従来の手法では、トランジスタの端子からの電界を調節する目的を兼ね
るため、ＬＯＣＯＳ酸化膜を比較的厚くする必要がある。そのため、ＬＯＣＯＳ酸化膜を
形成するときの熱処理時間を長くしなければならず、長時間熱処理することによって、半
導体装置の素子特性を悪化させるおそれがある。
　また、ＬＯＣＯＳ酸化膜は、その幅（素子分離幅）が小さすぎると、アクティブ領域と
終端領域との間を適切に分離できなくなる場合がある。そのため、素子分離に広い面積が
必要であり、素子サイズが大きくなるという問題もある。
【０００９】
　これに対し、本発明の半導体装置によれば、アクティブ領域と終端領域との間を絶縁分
離するものが、アイソレーショントレンチであるため、ＬＯＣＯＳ酸化膜に比べて狭い幅
であっても、チャネル層を完全に分断することができる。そのため、素子サイズの小型化
を図ることができる。
　本発明の半導体装置は、アクティブ領域および当該アクティブ領域の外周を取り囲む終
端領域を有する第１導電型の半導体層にハードマスクを形成し、当該ハードマスクを利用
して前記半導体層を表面から選択的にエッチングすることにより、前記アクティブ領域に
ゲートトレンチを形成し、同時に、前記アクティブ領域と前記終端領域との間において前
記アクティブ領域の外周を取り囲むアイソレーショントレンチを形成する工程と、前記半
導体層の前記表面全体を露出させた状態で、前記半導体層の表層部に第２導電型不純物を
注入することにより、前記アクティブ領域と前記終端領域との間において前記アイソレー
ショントレンチにより分断されたチャネル層を、前記アクティブ領域と前記終端領域との
間に跨るように形成する工程と、前記ゲートトレンチの内面にゲート絶縁膜を形成する工
程と、前記ゲートトレンチにおいて前記ゲート絶縁膜の内側に電極材料を埋め込むことに
より、ゲート電極を形成する工程と、前記半導体層の表層部に選択的に不純物を注入する
ことにより、前記ゲート電極と協働してトランジスタを構成するための複数の不純物領域
を前記アクティブ領域に形成する工程とを含む、本発明の半導体装置の製造方法により製
造することができる。
【００１０】
　この方法によれば、アイソレーショントレンチが、ゲートトレンチと同時に形成される
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ため、半導体装置の製造方法を簡略化することができ、さらに、ＬＯＣＯＳ酸化膜を形成
する場合とは異なり、長時間の熱酸化が必要ないので、素子（ＭＯＳＦＥＴ）特性を向上
させることもできる。
　また、本発明の半導体装置は、前記アイソレーショントレンチの内面に形成されたトレ
ンチ絶縁膜と、前記アイソレーショントレンチにおいて前記トレンチ絶縁膜の内側に形成
された埋め込み電極とをさらに含むことが好ましい。
【００１１】
　この構成によれば、アイソレーショントレンチの内面にトレンチ絶縁膜が形成され、ト
レンチ絶縁膜の内側に埋め込み電極が埋め込まれているので、この埋め込み電極の電界に
より、アクティブ領域のチャネル層から発生する空乏層を、半導体層の表面に平行な横方
向に沿って終端領域へ向かって良好に広げることができる。そのため、半導体装置の耐圧
を十分確保することができる。
【００１２】
　トレンチ絶縁膜および埋め込み電極は、前記ゲート絶縁膜を形成する工程が、前記アイ
ソレーショントレンチの内面にトレンチ絶縁膜を形成する工程を含み、前記ゲート電極を
形成する工程が、前記アイソレーショントレンチにおいて前記トレンチ絶縁膜の内側に前
記電極材料を埋め込むことにより、埋め込み電極を形成する工程を含む、本発明の半導体
装置の製造方法により製造することができる。
【００１３】
　この方法により、ゲート絶縁膜とトレンチ絶縁膜を同時に形成でき、また、ゲート電極
と埋め込み電極とを同時に形成することができる。
　また、本発明の半導体装置は、前記アイソレーショントレンチの底面に形成され、前記
半導体層よりも不純物濃度の高い第１導電型の第１高濃度不純物領域をさらに含むことが
好ましい。
【００１４】
　この構成によれば、アイソレーショントレンチの底面に第１高濃度不純物領域が形成さ
れているため、アクティブ領域のチャネル層から発生する空乏層を、第１高濃度不純物領
域を避けるように横方向に広げることができる。そのため、アイソレーショントレンチの
底面への電界集中を低減することができる。
　第１高濃度不純物領域は、本発明の半導体装置の製造方法において、前記アイソレーシ
ョントレンチの底面に第１導電型不純物を注入することにより、前記半導体層よりも不純
物濃度の高い第１導電型の第１高濃度不純物領域を、前記アイソレーショントレンチの前
記底面に形成する工程を行うことにより形成することができる。
【００１５】
　また、本発明の半導体装置が、前記半導体層に積層された層間絶縁膜と、前記層間絶縁
膜上に形成され、前記層間絶縁膜を貫通して前記ゲート電極に接続された第１端子と、前
記層間絶縁膜上に形成され、前記層間絶縁膜を貫通して前記トランジスタの所定の前記不
純物領域に接続された第２端子とを含む場合、前記アイソレーショントレンチは、前記第
２端子の直下に配置されるように形成されていることが好ましい。
【００１６】
　この場合、前記第２端子は、その直下に配置された前記アイソレーショントレンチの前
記埋め込み電極に対して、前記層間絶縁膜を貫通して接続されていることが好ましい。
　この構成によれば、第２端子から直下に向かって層間絶縁膜を貫通するプラグを用いて
、第２端子と埋め込み電極と接続することができる。そのため、埋め込み電極から水平方
向に配線を引き回す必要がないので、省スペース化を図ることができる。
【００１７】
　このような構造は、本発明の半導体装置の製造方法において、前記半導体層に層間絶縁
膜を積層する工程と、前記層間絶縁膜上に、前記ゲート電極に接続する第１端子を形成す
る工程と、前記層間絶縁膜上に、前記半導体層の所定の前記不純物領域および前記埋め込
み電極に接続する第２端子を形成する工程とを実行することにより、作製することができ
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る。
【００１８】
　この場合、前記第１端子および前記第２端子を形成する工程は、前記層間絶縁膜の全面
に金属材料を堆積させた後、当該金属材料を所定の形状にパターニングすることにより、
前記第１端子および前記第２端子を同時に形成する工程を含むことが好ましい。
　この方法によれば、第１端子および第２端子を同一工程で形成できるので、より簡易に
かつ低コストで、半導体装置を製造することができる。
【００１９】
　前記アイソレーショントレンチは、互いに周長が異なる複数のアイソレーショントレン
チを含んでいてもよい。
　この場合、前記第２端子は、前記複数のアイソレーショントレンチの前記埋め込み電極
のうち、前記アクティブ領域に最も近い埋め込み電極に接続されていることが好ましく、
当該第２端子に接続された前記埋め込み電極の幅は、前記第２端子に接続されていない他
の埋め込み電極の幅に比べて広いことが好ましい。
【００２０】
　この構成によれば、第２端子を埋め込み電極に接続する際のアライメントマージンを確
保でき、さらに、第２端子に対する埋め込み電極のコンタクト面積を広くすることができ
る。なお、前記複数のアイソレーションの幅は一定であってもよい。
　前記複数の前記アイソレーショントレンチのピッチは、前記アクティブ領域から前記終
端領域へ向かうに従って狭くなっていてもよいし、広くなっていてもよい。さらに、前記
複数の前記アイソレーショントレンチのピッチは、一定であってもよい。
【００２１】
　とくに、前記アクティブ領域から前記終端領域へ向かうに従って狭くなっている場合に
は、アクティブ領域から比較的遠い位置においても、アクティブ領域のチャネル層から発
生する空乏層を安定的に広げることができる。
　また、前記複数の前記アイソレーショントレンチのピッチは、前記ゲートトレンチのピ
ッチよりも狭いことが好ましく、たとえば、０．３μｍ～５．０μｍであることが好まし
い。これにより、半導体装置の耐圧を向上させることができる。
【００２２】
　また、前記アイソレーショントレンチは、単数のアイソレーショントレンチを含んでい
てもよい。
　また、本発明の半導体装置が、前記半導体層に積層された層間絶縁膜と、前記層間絶縁
膜上に形成され、前記層間絶縁膜を貫通して前記ゲート電極に接続された第１端子と、前
記層間絶縁膜上に形成され、前記層間絶縁膜を貫通して前記トランジスタの所定の前記不
純物領域に接続された第２端子とを含む場合、前記アイソレーショントレンチは、前記第
１端子の直下に配置されるように形成されていてもよい。
【００２３】
　本発明の半導体装置は、前記ゲートトレンチの底面に形成され、前記半導体層よりも不
純物濃度の高い第１導電型の第２高濃度不純物領域をさらに含んでいてもよい。
　第２高濃度不純物領域は、第１高濃度不純物領域と同時に形成することができる。すな
わち、前記第１高濃度不純物領域を形成する工程が、前記ハードマスクを利用して前記第
１導電型不純物を注入する工程を含み、前記半導体装置の製造方法が、前記ハードマスク
から露出する前記ゲートトレンチの底面にも前記第１導電型不純物を注入することにより
、前記ゲートトレンチの前記底面に第２高濃度不純物領域を、前記第１高濃度不純物領域
と同時に形成する工程をさらに含む、本発明の半導体装置の製造方法により製造すること
ができる。
【００２４】
　この方法によれば、ゲートトレンチおよびアイソレーショントレンチの形成に利用した
ハードマスクを利用して不純物を注入することにより、第１および第２高濃度不純物領域
を形成することができる。そのため、工程数を減らすことができる。
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　また、前記第２端子が、前記アクティブ領域を覆うように形成され、前記第１端子が、
前記第２端子の外周を取り囲むように形成されていて、ボンディングワイヤが接続される
ゲートパッドを含む場合、前記アイソレーショントレンチは、平面視において前記ゲート
パッドを迂回するように形成されていることが好ましい。
【００２５】
　この構成によれば、たとえば、ゲートパッドへのワイヤボンディング時など、ゲートパ
ッドに衝撃が加わったときにアイソレーショントレンチに伝わる力を低減することができ
る。
　この場合、前記アイソレーショントレンチは、平面視で前記ゲートパッドに対して前記
アクティブ領域に近づく側に窪むことにより、前記ゲートパッドの内側を迂回していても
よいし、平面視で前記ゲートパッドに対して前記アクティブ領域から遠ざかる側に張り出
すことにより、前記ゲートパッドの外側を迂回していてもよい。
【００２６】
　また、本発明の半導体装置では、複数の前記不純物領域が、前記ゲート電極と協働して
トレンチゲート型ＭＯＳＦＥＴ（Metal Oxide Semiconductor Field Effect Transistor
）を構成するＭＯＳ構造を含み、前記ＭＯＳ構造は、前記半導体層の前記表面側に露出す
るように形成され、前記ゲートトレンチの側面の一部を形成する第１導電型のソース領域
と、前記チャネル層からなり、前記ソース領域に対して前記半導体層の裏面側に前記ソー
ス領域に接するように形成され、前記ゲートトレンチの側面の一部を形成する第２導電型
のチャネル領域と、前記チャネル領域に対して前記半導体層の前記裏面側に前記チャネル
領域に接するように形成され、前記ゲートトレンチの底面を形成する第１導電型のドレイ
ン領域とを含んでいてもよい。
【００２７】
　これにより、トレンチゲート型ＭＯＳＦＥＴが形成されたアクティブ領域を、アイソレ
ーショントレンチにより、終端領域から電気的に独立させることができる。
　この場合、前記第２端子は、前記ソース領域に接続されたソース端子を含んでいてもよ
い。
　また、本発明の半導体装置では、複数の前記不純物領域が、前記ゲート電極と協働して
トレンチゲート型ＩＧＢＴ（Insulated Gate Bipolar Semiconductor）トランジスタを構
成するＩＧＢＴ構造を含み、前記ＩＧＢＴ構造は、前記半導体層の前記表面側に露出する
ように形成され、前記ゲートトレンチの側面の一部を形成する第１導電型のエミッタ領域
と、前記チャネル層からなり、前記エミッタ領域に対して前記半導体層の裏面側に前記エ
ミッタ領域に接するように形成され、前記ゲートトレンチの側面の一部を形成する第２導
電型のベース領域と、前記ベース領域に対して前記半導体層の前記裏面側に前記ベース領
域に接するように形成され、前記ゲートトレンチの底面を形成する第１導電型のコレクタ
領域とを含んでいてもよい。
【００２８】
　これにより、トレンチゲート型ＩＧＢＴが形成されたアクティブ領域を、アイソレーシ
ョントレンチにより、終端領域から電気的に独立させることができる。
　この場合、前記第２端子は、前記エミッタ領域に接続されたエミッタ端子を含んでいて
もよい。
【図面の簡単な説明】
【００２９】
【図１】図１は、本発明の一実施形態に係る半導体装置の模式的な平面図である。
【図２】図２は、図１の半導体装置の模式的な部分断面図である。
【図３Ａ】図３Ａは、図１の半導体装置の製造工程の一部を示す図であって、図２と同じ
切断面を示している。
【図３Ｂ】図３Ｂは、図３Ａの次の工程を示す図である。
【図３Ｃ】図３Ｃは、図３Ｂの次の工程を示す図である。
【図３Ｄ】図３Ｄは、図３Ｃの次の工程を示す図である。
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【図３Ｅ】図３Ｅは、図３Ｄの次の工程を示す図である。
【図３Ｆ】図３Ｆは、図３Ｅの次の工程を示す図である。
【図３Ｇ】図３Ｇは、図３Ｆの次の工程を示す図である。
【図３Ｈ】図３Ｈは、図３Ｇの次の工程を示す図である。
【図３Ｉ】図３Ｉは、図３Ｈの次の工程を示す図である。
【図３Ｊ】図３Ｊは、図３Ｉの次の工程を示す図である。
【図３Ｋ】図３Ｋは、図３Ｊの次の工程を示す図である。
【図３Ｌ】図３Ｌは、図３Ｋの次の工程を示す図である。
【図４】図４は、図２の高濃度不純物領域の第１変形例を示す図である。
【図５】図５は、図２の高濃度不純物領域の第２変形例を示す図である。
【図６】図６は、図１のトレンチ分離領域の配置形態の他の例を示す図である。
【図７】図７は、本発明の他の実施形態（幅広トレンチなし）に係る半導体装置を示す図
であって、図２と同じ切断面を示している。
【図８】図８は、図７のゲート端子の変形例を示す図である。
【図９】図９は、本発明の他の実施形態（トレンチピッチ大→小）に係る半導体装置を示
す図であって、図２と同じ切断面を示している。
【図１０】図１０は、本発明の他の実施形態（トレンチピッチ小→大）に係る半導体装置
を示す図であって、図２と同じ切断面を示している。
【図１１】図１１は、本発明の他の実施形態（トレンチ単数）に係る半導体装置を示す図
であって、図２と同じ切断面を示している。
【図１２】図１２は、本発明の他の実施形態（ＩＧＢＴ）に係る半導体装置を示す図であ
って、図２と同じ切断面を示している。
【図１３】図１３は、アイソレーショントレンチの本数およびピッチを変化させたときの
ブレークダウン電圧（ＢＶＤＳＳ）の変化を示すグラフである。
【図１４】図１４は、参考例の一実施形態に係る半導体装置の模式的な平面図である。
【図１５】図１５は、図１４の半導体装置の要部拡大図である。
【図１６】図１６（ａ）（ｂ）は、図１の半導体装置の模式的な断面図であって、図１６
（ａ）は図１５の切断線Ａ－Ａでの切断面を示し、図１６（ｂ）は図１５の切断線Ｂ－Ｂ
での切断面を示す。
【図１７】図１７は、図１の半導体装置の等価回路を説明する回路図である。
【図１８Ａ】図１８Ａは、図１の半導体装置の製造工程の一部を示す図であって、図１６
（ａ）（ｂ）と同じ切断面を示している。
【図１８Ｂ】図１８Ｂは、図１８Ａの次の工程を示す図である。
【図１８Ｃ】図１８Ｃは、図１８Ｂの次の工程を示す図である。
【図１８Ｄ】図１８Ｄは、図１８Ｃの次の工程を示す図である。
【図１８Ｅ】図１８Ｅは、図１８Ｄの次の工程を示す図である。
【図１８Ｆ】図１８Ｆは、図１８Ｄの次の工程を示す図である。
【図１８Ｇ】図１８Ｇは、図１８Ｄの次の工程を示す図である。
【図１８Ｈ】図１８Ｈは、図１８Ｄの次の工程を示す図である。
【図１８Ｉ】図１８Ｉは、図１８Ｄの次の工程を示す図である。
【図１９】図１９は、双方向ツェナーダイオードの変形例を示す図である。
【図２０】図２０は、ソース端子およびゲート端子の第１の変形例を示す図である。
【図２１】図２１は、ソース端子およびゲート端子の第２の変形例を示す図である。
【図２２】図２２（ａ）（ｂ）は、参考例の他の実施形態に係る半導体装置の模式的な断
面図であって、図１６（ａ）（ｂ）と同じ切断面を示している。
【図２３】図２３は、参考例の他の実施形態に係る半導体装置の模式的な平面図（要部拡
大図）である。
【図２４】図２４（ａ）（ｂ）は、図２３の半導体装置の模式的な断面図であって、図２
４（ａ）は図２３の切断線Ｃ－Ｃでの切断面を示し、図２４（ｂ）は図２３の切断線Ｄ－
Ｄでの切断面を示す。



(11) JP 2013-33931 A 2013.2.14

10

20

30

40

50

【図２５】図２５は、図２４の半導体装置の等価回路を説明する回路図である。
【図２６】図２６（ａ）（ｂ）は、参考例の他の実施形態に係る半導体装置の模式的な断
面図であって、図２４（ａ）（ｂ）と同じ切断面を示している。
【発明を実施するための形態】
【００３０】
　以下では、本発明の実施の形態を、添付図面を参照して詳細に説明する。
＜半導体装置の全体的な平面構成＞
　図１は、本発明の一実施形態に係る半導体装置１の模式的な平面図である。
　半導体装置１は、たとえば、平面視四角形のチップ状である。チップ状の半導体装置１
は、図１の紙面における上下左右方向の長さがそれぞれ数ｍｍ程度である。
【００３１】
　半導体装置１の表面には、ソース端子２およびゲート端子３を含む電極膜４が形成され
ている。電極膜４は、ソース端子２を、半導体装置１の側端面５に沿う四角環状のゲート
端子３が取り囲むように形成されており、ゲート端子３の一つの角部にはゲートパッド６
が設置されている。ゲートパッド６には、ボンディングワイヤ７が接続されている。なお
、図１では、ソース端子２は、後述するＭＯＳＦＥＴ１４の単位セル１３が表れるように
透視して示されている。
【００３２】
　ソース端子２とゲート端子３との間およびゲート端子３に対して外側（半導体装置１の
側端面５側）の部分には、除去領域８が形成されている（図１のクロスハッチングの部分
）。この除去領域８は、ソース端子２とゲート端子３との接触を防止するために、電極膜
４が取り除かれた部分である。
　ソース端子２とゲート端子３との間の除去領域８は、この実施形態では、ゲートパッド
６の内側に迂回するように半導体装置１の側端面５に沿う四角形の一つの角部をソース端
子２側に窪ませることにより形成された形状を有しており、この窪みによって設けられた
ゲート端子３のパッドスペース９にゲートパッド６が設置されている。
【００３３】
　半導体装置１には、この除去領域８に沿って環状のトレンチ分離領域１０が設定され、
当該トレンチ分離領域１０から半導体装置１の側端面５に至るまでの部分に、トレンチ分
離領域１０の外周を取り囲む環状の終端領域１１が設定され、トレンチ分離領域１０に対
して終端領域１１の反対側の部分に、トレンチ分離領域１０により区画されたアクティブ
領域１２が設定されている。
【００３４】
　トレンチ分離領域１０は、除去領域８と同様にゲートパッド６の内側に迂回して設定さ
れているので、たとえば、ゲートパッド６へのワイヤボンディング時など、ゲートパッド
６に衝撃が加わったときにトレンチ分離領域１０に伝わる力を低減することができる。
　アクティブ領域１２には、複数の単位セル１３が格子状に配列されたＭＯＳＦＥＴ１４
が形成されている。なお、単位セル１３の配列形態は、格子状に限らず、たとえば、スト
ライプ状、千鳥状等であってもよい。
【００３５】
　ソース端子２は、アクティブ領域１２の直上に形成され、格子状の単位セル１３全体を
覆うソース中央部１５と、当該ソース中央部１５からトレンチ分離領域１０側へ引き出さ
れ、後述する複数のアイソレーショントレンチ３９の一部を覆うソース引出し部１６とを
含む。ソース端子２は、当該ソース引出し部１６にグランドコンタクト１７を有している
。グランドコンタクト１７は、後述する幅広電極４９に接続されている。
【００３６】
　また、ソース中央部１５には、ボンディングワイヤ１８が接続されるソースパッド１９
が設置されている。ソースパッド１９は、たとえば、パッドスペース９の対角をなす位置
からソース端子２の周縁に沿って複数（この実施形態では、３つ）設けられている。
　ゲート端子３は、終端領域１１の直上に形成されており、ゲート引出し配線（図示せず
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）により、ＭＯＳＦＥＴ１４のゲート電極３７（後述）に接続されている。
＜半導体装置１の部分的な断面構成＞
　図２は、図１の半導体装置１の模式的な部分断面図である。
【００３７】
　前述のように、半導体装置１には、アクティブ領域１２、トレンチ分離領域１０および
終端領域１１が設定されている。半導体装置１は、これらの領域間で共有される要素とし
て、ｎ＋型（たとえば、濃度が１．０×１０１９～１．０×１０２１ａｔｏｍｓ・ｃｍ－

３である。以下同じ。）のシリコンからなる基板２０と、基板２０の表面２１（上面）に
積層されたｎ－型（たとえば、濃度が５．０×１０１６～５．０×１０１４ａｔｏｍｓ・
ｃｍ－３である。以下同じ。）のシリコンからなるエピタキシャル層２３（半導体層）と
、エピタキシャル層２３の表面２４を形成するように、当該表面２４に沿って全体にわた
って形成されていて、半導体装置１の側端面５から露出するｐ－型（たとえば、濃度が１
．０×１０１５～１．０×１０１８ａｔｏｍｓ・ｃｍ－３である。以下同じ。）のチャネ
ル層２６と、当該チャネル層２６に対して基板２０側にチャネル層２６に接するように形
成され、チャネル層２６と同様にエピタキシャル層２３の表面２４に沿って全体にわたっ
て形成されたドレイン層２７とを備えている。
【００３８】
　エピタキシャル層２３の厚さは、たとえば、３μｍ～１００μｍであり、チャネル層２
６の厚さは、たとえば、０．３μｍ～２．０μｍである。基板２０およびエピタキシャル
層２３には、ｎ型不純物として、たとえば、リン（Ｐ）、ヒ素（Ａｓ）などが含まれてい
る。また、チャネル層２６には、ｐ型不純物として、ボロン（Ｂ）、アルミニウム（Ａｌ
）などが含まれている。
【００３９】
　アクティブ領域１２に形成されたＭＯＳＦＥＴ１４は、トレンチゲート型ＭＯＳＦＥＴ
（Metal Oxide Semiconductor Field Effect Transistor）であり、エピタキシャル層２
３には、その表面２４からチャネル層２６を貫通し、最深部がドレイン層２７に達するゲ
ートトレンチ２８が格子状に形成されている。
　エピタキシャル層２３には、格子状のゲートトレンチ２８で取り囲まれる各窓部分に、
直方体形状（平面視正方形状）の単位セル１３が多数形成されている。
【００４０】
　また、エピタキシャル層２３の表面２４から測定されるゲートトレンチ２８の深さＤ１

は、たとえば、０．５μｍ～５．０μｍであり、ゲートトレンチ２８の幅Ｗ１は、たとえ
ば、０．１０μｍ～１．０μｍである。また、ゲートトレンチ２８のピッチＰ１は、たと
えば、０．５μｍ～５．０μｍである。
　各単位セル１３において、チャネル層２６の表層部には、ｎ＋型のソース領域３１が形
成されている。ソース領域３１は、エピタキシャル層２３の表面２４に露出して当該表面
２４を形成するとともに、ゲートトレンチ２８の側面２９の上部を形成するように、各単
位セル１３の表層部に形成されている。表面２４から基板２０へ向かう方向に沿うソース
領域３１の厚さは、たとえば、０．１μｍ～１．０μｍである。
【００４１】
　なお、格子の外周縁を形成するように最も外側に配列され、ＭＯＳＦＥＴ１４の機能が
付与されない単位セル１３（ダミーセル３２）においては、ソース領域３１が形成されて
おらず、これらのダミーセル３２では、エピタキシャル層２３の表面２４はチャネル層２
６により形成されている。
　一方、各単位セル１３のチャネル層２６において、ソース領域３１に対して基板２０側
（エピタキシャル層２３の裏面２５側）の部分は、チャネル層２６の導電型が維持された
チャネル領域３３である。チャネル領域３３の厚さは、たとえば、０．２μｍ～１．０μ
ｍであり、チャネル領域３３の最深部は、ゲートトレンチ２８の底面３０よりもエピタキ
シャル層２３の表面２４側に位置している。
【００４２】
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　エピタキシャル層２３における、チャネル領域３３に対して基板２０側の領域は、エピ
タキシャル成長後のままの状態が維持された、ｎ－型のドレイン領域３４となっている。
ドレイン領域３４は、チャネル領域３３に対して基板２０側にチャネル領域３３に接して
いる。
　また、各単位セル１３の中央部には、エピタキシャル層２３の表面２４からソース領域
３１を貫通してチャネル領域３３に達するｐ＋型（たとえば、濃度が１．０×１０１８～
１．０×１０２０ａｔｏｍｓ・ｃｍ－３である。以下同じ。）のチャネルコンタクト領域
３５が形成されている。
【００４３】
　ゲートトレンチ２８の内面には、その全域を覆うように、酸化シリコン（ＳｉＯ２）か
らなるゲート絶縁膜３６が形成されている。そして、ゲート絶縁膜３６の内側を不純物が
ドーピングされたポリシリコンで埋め尽くすことにより、ゲートトレンチ２８にゲート電
極３７が埋め込まれている。
　ゲート電極３７は、エピタキシャル層２３の表面２４と面一な上面３８を有している。
面一とは、ゲート電極３７の上面３８とエピタキシャル層２３の表面２４とが同一平面上
に形成されていることを意味しているが、ゲート電極３７の作製途中に意図せずに形成さ
れる小さな窪み等がある場合も概念的には含む。
【００４４】
　一方、トレンチ分離領域１０においてエピタキシャル層２３には、その表面２４から基
板２０へ向かって掘り下がったアイソレーショントレンチ３９が複数形成されている。複
数のアイソレーショントレンチ３９の数は、半導体装置１の耐圧を向上させつつ、素子サ
イズの小型化を図る観点から、たとえば、２～２０本、好ましくは、５～１５本、さらに
好ましくは、１０～１５本である。この実施形態では、８本である。
【００４５】
　複数のアイソレーショントレンチ３９は、互いに周長が異なり、それぞれがＭＯＳＦＥ
Ｔ１４（アクティブ領域１２）を取り囲む環状に、トレンチ分離領域１０の周方向全周に
わたって設けられている。これにより、トレンチ分離領域１０では、環状のアイソレーシ
ョントレンチ３９と、互いに隣り合うアイソレーショントレンチ３９により分断された環
状のチャネル層２６とが交互に配列されている。
【００４６】
　複数のアイソレーショントレンチ３９は、ゲートトレンチ２８の幅Ｗ１と同じ幅Ｗ２を
有する幅狭トレンチ４２と、ゲートトレンチ２８の幅Ｗ１よりも大きい幅Ｗ２´を有する
幅広トレンチ４３とを含んでいる。幅広トレンチ４３の幅Ｗ２´は、たとえば、ゲートト
レンチ２８の幅Ｗ１の１．２～５．０倍であり、具体的には、０．１２μｍ～５．０μｍ
である。
【００４７】
　この実施形態では、幅広トレンチ４３は、最も内側（アクティブ領域１２に近い側）の
アイソレーショントレンチ３９に採用されており、後述するグランドコンタクト１７を形
成する際のアライメントマージンを確保すること、およびグランドコンタクト１７とのコ
ンタクト面積を広くすることを目的で、幅広に形成されている。
　また、幅狭トレンチ４２は、互いに一定の間隔を空けて設けられている。互いに隣り合
う幅狭トレンチ４２の中心間の距離（トレンチピッチＰ２）は、ゲートトレンチ２８のピ
ッチＰ１よりも狭いことが好ましいが、ピッチＰ１と同じか広くてもよい。幅狭トレンチ
４２のピッチＰ２は、たとえば、０．３μｍ～５．０μｍである。
【００４８】
　また、エピタキシャル層２３の表面２４から測定されるアイソレーショントレンチ３９
の深さＤ２は、ゲートトレンチ２８と同じ深さＤ１（たとえば、０．５μｍ～５．０μｍ
）である。
　また、複数のアイソレーショントレンチ３９により占有される幅Ｗ３（トレンチ分離領
域１０の幅）は、たとえば、２０μｍ程度である。
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【００４９】
　複数のアイソレーショントレンチ３９の下方部には、ｎ－型のドレイン層２７よりも高
い不純物濃度を有するｎ型の高濃度不純物領域４４（第１高濃度不純物領域）が、チャネ
ル層２６に対して間隔を隔てて（チャネル層２６に接しないように）形成されている。高
濃度不純物領域４４は、互いに隣り合うアイソレーショントレンチ３９の間に跨って形成
され、各アイソレーショントレンチ３９の底面４１および側面４０の下端を形成している
。
【００５０】
　アイソレーショントレンチ３９の内面には、その全域を覆うように、酸化シリコン（Ｓ
ｉＯ２）からなるトレンチ絶縁膜４５が形成されている。
　そして、トレンチ絶縁膜４５の内側を、不純物がドーピングされたポリシリコンで埋め
尽くすことにより、アイソレーショントレンチ３９には、埋め込み電極４６（幅狭電極４
８および幅広電極４９）が埋め込まれている。埋め込み電極４６は、エピタキシャル層２
３の表面２４と面一な上面４７を有している。
【００５１】
　エピタキシャル層２３上には、ＳｉＯ２からなる層間絶縁膜５０が積層されている。
　層間絶縁膜５０には、各単位セル１３のソース領域３１および幅広電極４９の直上に、
層間絶縁膜５０を厚さ方向に貫通するコンタクトホール５１，５２が、それぞれ形成され
ている。
　これらのコンタクトホール５１，５２には、たとえば、その内面にＴｉ／ＴｉＮバリア
膜が形成されており、このバリア膜の内側をタングステン（Ｗ）で埋め尽くすことにより
、プラグ状のコンタクト（ソースコンタクト５３およびグランドコンタクト１７）がそれ
ぞれ形成されている。
【００５２】
　ソースコンタクト５３は、エピタキシャル層２３の表面２４において、その底面だけで
ソース領域３１に接続されている。一方、グランドコンタクト１７は、エピタキシャル層
２３の表面２４よりも幅広トレンチ４３の底面側へ向かって幅広電極４９の表層部に入り
込み、その底面および側面の一部（下端）で幅広電極４９に接続されている。
　層間絶縁膜５０上には、前述のソース端子２およびゲート端子３が形成されており、こ
れらの間には、たとえば、４μｍ程度の間隔（除去領域８の幅Ｗ４）が設けられている。
【００５３】
　ソース端子２は、前述のように、アクティブ領域１２の直上に形成され、格子状の単位
セル１３全体を覆うソース中央部１５と、当該ソース中央部１５からトレンチ分離領域１
０側へ引き出され、複数のアイソレーショントレンチ３９の一部を覆うソース引出し部１
６とを含む。この実施形態では、ソース引出し部１６は、幅広トレンチ４３および当該幅
広トレンチ４３に隣り合う幅狭トレンチ４２の２つのみを覆っているが、幅広トレンチ４
３のみを覆っていてもよいし、幅広トレンチ４３に加えて幅狭トレンチ４２を２つ以上覆
っていてもよい。
【００５４】
　そして、ソース端子２は、各ソースコンタクト５３およびグランドコンタクト１７を介
して、全ての単位セル１３のソース領域３１および幅広電極４９に一括して接続されてい
る。すなわち、ソース端子２は、全ての単位セル１３のソース領域３１および幅広電極４
９に対して共通の端子となっている。これにより、幅広電極４９を、ソース端子２の電位
に固定することができる。一方、幅狭電極４８にはソース端子２は接続されておらず、ト
レンチ絶縁膜４５および層間絶縁膜５０で囲まれた幅狭電極４８は、半導体装置１の他の
部分から電気的に分離（フローティング）されている。
【００５５】
　ゲート端子３は、トレンチ分離領域１０に対して間隔を隔ててトレンチ分離領域１０を
取り囲むように、終端領域１１の直上に形成されている。
　基板２０の裏面２２には、その全域を覆うようにドレイン端子５４が形成されている。
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このドレイン端子５４は、全ての単位セル１３に対して共通の端子となっている。
＜半導体装置１の製造方法＞
　図３Ａ～図３Ｌは、図１の半導体装置１の製造工程の一部を示す図であって、図２と同
じ切断面を示している。
【００５６】
　半導体装置１を製造するには、図３Ａに示すように、ＣＶＤ（Chemical Vapor Deposit
ion：化学気相成長）法、ＬＰＥ（Liquid Phase Epitaxy：液相エピタキシ）法、ＭＢＥ
（Molecular Beam Epitaxy：分子線エピタキシ）法などのエピタキシャル成長法により、
ウエハ状態の基板２０の表面２１上に、ｎ型不純物をドーピングしながらシリコン結晶を
成長させる。これにより、基板２０上に、ｎ－型のエピタキシャル層２３（ドレイン領域
３４）が形成される。
【００５７】
　次に、エピタキシャル層２３にハードマスク５５を形成し、当該ハードマスク５５をパ
ターニングした後、エピタキシャル層２３をドライエッチングする。これにより、エピタ
キシャル層２３が表面２４から選択的に掘り込まれて、ゲートトレンチ２８およびアイソ
レーショントレンチ３９が同時に形成される。それとともに、エピタキシャル層２３に複
数の単位セル１３が形成される。この後、ハードマスク５５を剥離する。
【００５８】
　次に、図３Ｂに示すように、ゲートトレンチ２８およびエピタキシャル層２３の表面２
４を覆うように、ハードマスク５６を形成する。そして、当該ハードマスク５６から露出
するアイソレーショントレンチ３９へ向けてｎ型不純物を加速させ、アイソレーショント
レンチ３９の底面４１にｎ型不純物を注入する（イオンインプランテーション（インプラ
））。次に、エピタキシャル層２３をアニール処理する。これにより、アイソレーション
トレンチ３９の底面４１に注入されたｎ型不純物が活性化され、ドレイン領域３４に高濃
度不純物領域４４が形成される。
【００５９】
　次に、図３Ｃに示すように、たとえば、熱酸化法により、エピタキシャル層２３の表面
２４、ゲートトレンチ２８の内面（側面２９および底面３０）およびアイソレーショント
レンチ３９の内面（側面４０および底面４１）に、ゲート絶縁膜３６およびトレンチ絶縁
膜４５を同時に形成する。ゲート絶縁膜３６およびトレンチ絶縁膜４５の膜厚は、たとえ
ば、１５０Å～１５００Åである。
【００６０】
　次に、図３Ｄに示すように、たとえば、ＣＶＤ法により、ポリシリコン（電極材料）を
、エピタキシャル層２３の上方から堆積する。ポリシリコンは、ゲートトレンチ２８およ
びアイソレーショントレンチ３９を埋め尽くし、さらにエピタキシャル層２３の表面２４
から適当な厚さになるまで堆積させる。
　次に、堆積したポリシリコンを、エッチバック面がエピタキシャル層２３の表面２４と
面一になるまでエッチバックする。これにより、ゲートトレンチ２８およびアイソレーシ
ョントレンチ３９に残存するポリシリコンからなり、それぞれがエピタキシャル層２３の
表面２４と面一な上面３８，４７を有するゲート電極３７および埋め込み電極４６が同時
に形成される。
【００６１】
　次に、図３Ｅに示すように、エピタキシャル層２３の表面２４全体を、ハードマスクや
フォトレジスト等のインプラ用のマスクで覆わない状態で、エピタキシャル層２３の表面
２４へ向けてｐ型不純物を加速させ、エピタキシャル層２３の表層部にｐ型不純物を注入
する。次に、エピタキシャル層２３をアニール処理する。これにより、エピタキシャル層
２３の表層部に注入されたｐ型不純物が活性化され、アクティブ領域１２、トレンチ分離
領域１０および終端領域１１の全てにおいてチャネル層２６が形成される。トレンチ分離
領域１０においては、互いに隣り合うアイソレーショントレンチ３９の各間にチャネル層
２６が形成されることとなる。
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【００６２】
　次に、図３Ｆに示すように、各単位セル１３の上面を除くエピタキシャル層２３の部分
を覆うように、ハードマスク５７を形成する。そして、当該ハードマスク５７から露出す
る単位セル１３の上面へ向けてｎ型不純物を加速させ、各単位セル１３の表層部にｎ型不
純物を注入する。次に、エピタキシャル層２３をアニール処理する。これにより、各単位
セル１３の表層部に注入されたｎ型不純物が活性化され、各単位セル１３にソース領域３
１が形成される。この際、ダミーセル３２にはソース領域３１を形成しないので、ダミー
セル３２の上面はハードマスク５７で覆っておく。
【００６３】
　次に、図３Ｇに示すように、チャネルコンタクト領域３５形成すべき部分（各単位セル
１３の上面の中央部）を除くエピタキシャル層２３の部分を覆うように、ハードマスク５
８を形成する。そして、当該ハードマスク５８から露出する単位セル１３の上面へ向けて
ｐ型不純物を加速させ、各単位セル１３の表層部にｐ型不純物を注入する。次に、エピタ
キシャル層２３をアニール処理する。これにより、各単位セル１３の表層部に注入された
ｐ型不純物が活性化され、各単位セル１３にチャネルコンタクト領域３５が形成される。
【００６４】
　次に、図３Ｈに示すように、たとえば、ＣＶＤ法により、エピタキシャル層２３上に層
間絶縁膜５０を積層する。
　次に、図３Ｉに示すように、層間絶縁膜５０を選択的にドライエッチングすることによ
り、コンタクトホール５１，５２を同時に形成する。この際、層間絶縁膜５０のエッチン
グに用いるガスに対するエッチングレートが、ソース領域３１を構成するシリコン（Ｓｉ
）よりも、幅広電極４９を構成するポリシリコン（Ｐｏｌｙ－Ｓｉ）の方が大きいため（
Ｐｏｌｙ－Ｓｉ＞Ｓｉ）、コンタクトホール５２は、幅広電極４９の内部へ入り込む。
【００６５】
　次に、各コンタクトホール５１，５２の内面にＴｉ／ＴｉＮバリア膜を形成した後、当
該バリア膜の内側を埋め尽くすようにタングステンを堆積させる。そして、ＣＭＰ（Chem
ical Mechanical Polishing：化学機械研磨）法により、タングステンの上面が層間絶縁
膜５０の上面と面一になるまで、堆積したタングステンを研磨する。これにより、各コン
タクトホール５１，５２に埋め込まれたソースコンタクト５３およびグランドコンタクト
１７が同時に形成される。
【００６６】
　次に、図３Ｊに示すように、たとえば、スパッタ法により、層間絶縁膜５０の表面全面
に、ＡｌＣｕ（金属材料）からなる電極膜４を堆積させる。
　次に、図３Ｋに示すように、堆積した電極膜４をパターニングして除去領域８を形成す
ることにより、ソース端子２およびゲート端子３が同時に形成される。
　その後は、図３Ｌに示すように、たとえば、スパッタ法により、基板２０の裏面２２に
ドレイン端子５４を形成した後、ダイシングブレード５９を用いて、ウエハ状態の基板２
０に設定されたダイシングラインに沿って各半導体装置１の個片（チップ）に分割する。
【００６７】
　これにより、図１および図２に示す半導体装置１の個片が得られ、各半導体装置１の側
端面５には、終端領域１１のチャネル層２６が露出することとなる。
　半導体装置１のＭＯＳＦＥＴ１４は、たとえば、スイッチング素子として利用すること
ができる。この場合、ソース端子２（ソースパッド１９）とドレイン端子５４との間（ソ
ース－ドレイン間）にドレイン側が正となるドレイン電圧（ソース端子２はグランド電位
）を印加した状態で、ゲート端子３（ゲートパッド６）に所定の電圧（ゲート閾値電圧以
上の電圧）を印加する。これにより、チャネル領域３３におけるゲート絶縁膜３６との界
面近傍にゲートトレンチ２８の深さ方向に沿ってチャネルが形成され、ゲートトレンチ２
８の深さ方向に電流が流れる。
【００６８】
　そして、この半導体装置１によれば、アクティブ領域１２と終端領域１１との間に跨り
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、半導体装置１の側端面５に露出するチャネル層２６を、アイソレーショントレンチ３９
で分断することにより、アクティブ領域１２と終端領域１１との間を絶縁分離している。
これにより、アクティブ領域１２のチャネル層２６を、終端領域１１のチャネル層２６に
対して電気的に独立させることができる。
【００６９】
　アクティブ領域１２のチャネル層２６を電気的に独立させることは、従来も行われてい
たが、従来の手法は、この半導体装置１のようなアイソレーショントレンチ３９を形成す
る手法とは異なり、問題点もある。
　具体的には、従来は、熱酸化により、エピタキシャル層２３の表層部にＬＯＣＯＳ酸化
膜を形成するか、もしくはリセスＬＯＣＯＳ酸化膜を形成した後に、チャネル層２６を形
成するためのイオン注入を行っていた。これにより、エピタキシャル層２３の表面２４全
体へ向けてイオンを加速させても、ＬＯＣＯＳ酸化膜もしくはリセスＬＯＣＯＳ酸化膜の
部分では、加速したイオンがこれらの膜でブロックされるので、これらの膜の直下への注
入が防止される。したがって、チャネル層２６は、ＬＯＣＯＳ酸化膜に対してアクティブ
領域１２側と終端領域１１側との両側に互いに分離されて形成される。その結果、アクテ
ィブ領域１２のチャネル層２６を、終端領域１１のチャネル層２６に対して電気的に独立
させることができる。
【００７０】
　しかしながら、従来の手法では、ソース端子２からの電界を調節する目的を兼ねるため
、ＬＯＣＯＳ酸化膜を比較的厚くする必要がある。そのため、ＬＯＣＯＳ酸化膜を形成す
るときの熱処理時間を長くしなければならず、長時間熱処理することによって、半導体装
置１の素子特性を悪化させるおそれがある。
　また、ＬＯＣＯＳ酸化膜は、その幅（素子分離幅）が小さすぎると、アクティブ領域１
２と終端領域１１との間を適切に分離できなくなる場合がある。そのため、素子分離に広
い面積が必要であり、素子サイズが大きくなるという問題もある。さらに、たとえば、定
格電圧が１００Ｖを超えるようなパワーデバイスにおいては、高耐圧を確保する観点から
、アクティブ領域１２の周縁から空乏層をできるだけ横方向に広げる必要がある。この場
合は、ＬＯＣＯＳ酸化膜の幅が大きくても、その幅を空乏層の拡大スペースとして利用で
きるが、デバイスの定格電圧が大きくない場合には、空乏層の拡大スペースはそれほど大
きくなくてもよく、その結果、空乏層の拡大スペースに必要な幅を超えるＬＯＣＯＳ酸化
膜の部分が無駄になる。
【００７１】
　これに対し、この実施形態の半導体装置１によれば、アクティブ領域１２と終端領域１
１との間を絶縁分離するものが、アイソレーショントレンチ３９であるため、ＬＯＣＯＳ
酸化膜に比べて狭い幅であっても、チャネル層２６を完全に分断することができる。その
ため、素子サイズの小型化を図ることができる。
　また、アイソレーショントレンチ３９は、ゲートトレンチ２８と同時に形成されるため
（図３Ａ）、半導体装置１の製造方法を簡略化することができ、さらに、ＬＯＣＯＳ酸化
膜を形成する場合とは異なり、長時間の熱酸化が必要ないので、素子（ＭＯＳＦＥＴ１４
）特性を向上させることもできる。
【００７２】
　また、ゲート電極３７の作用によりチャネル層２６（チャネル領域３３）に正常にチャ
ネルを形成する観点から、チャネル層２６は通常、その最深部がゲートトレンチ２８の底
面３０と同じ深さ位置か、もしくは当該底面３０よりもエピタキシャル層２３の表面２４
側に位置し、チャネル層２６がゲートトレンチ２８の下方部に回り込んで、その下方部で
一体化することはない。
【００７３】
　したがって、アイソレーショントレンチ３９をゲートトレンチ２８と同じ工程で形成し
、これらのトレンチの深さＤ１とＤ２とを同じ（Ｄ１＝Ｄ２）に設計すれば、その後のイ
オン注入工程では、チャネル層２６の深さを設計する際の注入条件（加速エネルギ等）は
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、ＭＯＳＦＥＴ１４のチャネル領域３３として必要な条件に基づくだけで定めることがで
きる。
【００７４】
　すなわち、イオン注入工程において、チャネル層２６をチャネル領域３３として機能さ
せるための深さにする条件と、チャネル層２６をアイソレーショントレンチ３９で確実に
分断するための深さにする条件との２つの条件を設定する必要がない。前者の条件を定め
れば、その条件で形成されるチャネル層２６の最深部は、ゲートトレンチ２８の下方部に
回り込まず、さらには、当該ゲートトレンチ２８の深さＤ１と同じ深さＤ２を有するアイ
ソレーショントレンチ３９の下方部にも回り込まないように形成される。その結果、トレ
ンチ分離領域１０においてチャネル層２６は、アイソレーショントレンチ３９により確実
に分断されることとなる。
【００７５】
　また、ソース端子２がトレンチ分離領域１０を覆うソース引出し部１６を有しているの
で、このソース引出し部１６の電界により、ダミーセル３２のチャネル層２６から発生す
る空乏層を、エピタキシャル層２３の表面２４に平行な横方向に沿って、半導体装置１の
側端面５へ向かって良好に広げることができる。さらに、アイソレーショントレンチ３９
の内面にトレンチ絶縁膜４５が形成され、トレンチ絶縁膜４５の内側に埋め込み電極４６
が埋め込まれているので、この埋め込み電極４６の電界により、当該空乏層を一層良好に
広げることができる。そのため、半導体装置１の耐圧を十分確保することができる。
【００７６】
　さらに、ダミーセル３２の外側にある幅広電極４９にもソース端子２を接続することに
より、トレンチ分離領域１０の内周縁にあたる幅広電極４９の電位をソース端子２の電位
（グランド電位）に固定することができるので、トレンチ分離領域１０にある他の埋め込
み電極４６（この実施形態では、幅狭電極４８）の電位を安定させることができる。その
結果、ダミーセル３２のチャネル層２６から発生する空乏層を安定的に横方向に広げるこ
とができる。
【００７７】
　また、アイソレーショントレンチ３９の底面４１に高濃度不純物領域４４が形成されて
いるため、ダミーセル３２のチャネル層２６から発生する空乏層を、高濃度不純物領域４
４を避けるように横方向に広げることができる。そのため、アイソレーショントレンチ３
９の底面４１への電界集中を低減することができる。
　なお、この半導体装置１において、高濃度不純物領域４４は、図４に示すように、省略
されていてもよく、また、図５に示すように、ゲートトレンチ２８の下方部に高濃度不純
物領域６０（第２高濃度不純物領域）が形成されていてもよい。図５の場合には、高濃度
不純物領域４４，６０を形成するにあたって、ゲートトレンチ２８の底面３０をハードマ
スクで覆う必要がないので、図３Ａで形成したハードマスク５５（ゲートトレンチ２８お
よびアイソレーショントレンチ３９の形成に利用したハードマスク５５）を利用して、ｎ
型不純物を注入すればよい。そのため、工程数を減らすことができる。
【００７８】
　また、トレンチ絶縁膜４５は、図５に示すように、アイソレーショントレンチ３９の底
面４１に形成され、相対的に厚い底部４５１と、アイソレーショントレンチ３９の側面４
０に形成され、底部４５１に比べて相対的に薄い側部４５２とを含んでいてもよい。つま
り、底部４５１の厚さｔ１が、側部４５２の厚さｔ２よりも厚くてもよい。この構成は、
アイソレーショントレンチ３９の底面４１が高濃度不純物領域４４で形成されているため
、アイソレーショントレンチ３９の内面（側面４０および底面４１）を熱酸化したときに
（図３Ｃ参照）、底面４１の酸化レートが側面４の酸化レートより速くなるために生じる
ものである。これにより底部４５１を比較的厚くできるので、トレンチ絶縁膜４５の耐圧
を向上させることができる。底部４５１と側部４５２との膜厚差は、全てのアイソレーシ
ョントレンチ３９に設けてもよい。とりわけ、グランドコンタクト１７を介してソース端
子２に接続された幅広電極４９にはソース－ドレイン間に印加された電圧と同じ大きさの
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電圧がかかるため、この幅広電極４９の直下に膜厚差が設けられていることが好ましい。
なお、この膜厚差は、図２および図１２の構成においても適用できる。
【００７９】
　また、トレンチ分離領域１０は、図１では除去領域８と同様に、半導体装置１の側端面
５に沿う四角形の一つの角部がソース端子２側に窪むことにより、ゲートパッド６の内側
（ゲートパッド６に対してアクティブ領域１２側）に迂回して設定されているが、たとえ
ば、図６に示すように、半導体装置１の４つの側端面５に沿って、ゲートパッド６に対し
てアクティブ領域１２から遠ざかる側に張り出すことにより、ゲートパッド６の外側（ゲ
ートパッド６に対して半導体装置１の側端面５側）に回り込むように設定されていてもよ
い。
＜半導体装置１の他の実施形態＞
　本発明の半導体装置１は、以下の図７～図１２に示す形態で実施することもできる。な
お、図７～図１２において、前述の図１～図６に示す各部に対応する部分には、それらの
各部と同一の参照符号を付している。また、以下では、同一の参照符号を付した部分につ
いての詳細な説明を省略する。
（１）幅広トレンチ４３なしの形態（図７および図８）
　たとえば、複数のアイソレーショントレンチ３９は、図７の半導体装置６１のように、
全てのアイソレーショントレンチ３９の幅Ｗ２が一定であり、トレンチピッチＰ２が一定
であってもよい。
【００８０】
　この場合、アイソレーショントレンチ３９の幅Ｗ２は、ゲートトレンチ２８の幅Ｗ１と
同じであることが好ましく、トレンチピッチＰ２は、ゲートトレンチ２８のピッチＰ１よ
りも狭いことが好ましい。
　そして、埋め込み電極４６は、除去領域８の直下のみに形成されていて、半導体装置６
１の他の部分から電気的に分離（フローティング）されていてもよい。すなわち、ソース
端子２は、ソース引出し部１６を有していなくてもよい。一方、図８の半導体装置６２の
ように、ゲート端子３が、終端領域１１の直上に形成されたゲート中央部６３と、当該ゲ
ート中央部６３からトレンチ分離領域１０側へ引き出され、複数のアイソレーショントレ
ンチ３９の一部を覆うゲート引出し部６４とを含んでいてもよい。
（２）トレンチピッチ大→小の形態（図９）
　たとえば、複数のアイソレーショントレンチ３９のピッチは、図９の半導体装置６５の
ように、アクティブ領域１２から終端領域１１へ向かうに従って、Ｐ２＞Ｐ２´＞Ｐ２´
´＞Ｐ２´´´・・・というように、段階的に狭くなっていてもよい。
【００８１】
　この半導体装置６５によれば、アイソレーショントレンチ３９のピッチが段階的に小さ
くなっているので、ダミーセル３２から比較的遠い位置においても、ダミーセル３２から
発生する空乏層を安定的に広げることができる。
（３）トレンチピッチ小→大の形態（図１０）
　また、複数のアイソレーショントレンチ３９のピッチは、たとえば、図１０の半導体装
置６６のように、アクティブ領域１２から終端領域１１へ向かうに従って、Ｐ２＜Ｐ２´
＜Ｐ２´´＜Ｐ２´´´・・・というように、段階的に広くなっていてもよい。
（４）トレンチ単数の形態（図１１）
　また、アイソレーショントレンチ３９は、図１１の半導体装置６７のように、単数であ
ってもよい。この単数のアイソレーショントレンチ３９は、アクティブ領域１２と終端領
域１１との間でチャネル層２６を分断できるのであれば、図１１のように、除去領域８の
直下に形成されていてもよいし、ソース端子２もしくはゲート端子３の直下に形成されて
いてもよい。
（５）ＩＧＢＴ（Insulated Gate Bipolar Semiconductor）の形態（図１２）
　たとえば、半導体装置１のアクティブ領域１２には、図１２に示すように、トレンチゲ
ート型ＭＯＳＦＥＴ１４に代えて、トレンチゲート型ＩＧＢＴ６８が形成されていてもよ
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い。
【００８２】
　図１２の半導体装置６９は、ｎ＋型の基板２０に代えて、ｐ＋型のシリコンからなる基
板７０を有している。また、ＭＯＳＦＥＴ１４のソース領域３１はＩＧＢＴ６８のエミッ
タ領域７１に対応し、チャネル領域３３はベース領域７２に対応し、ドレイン領域３４は
コレクタ領域７３に対応している。また、ソース端子２はエミッタ端子７４に対応し、ド
レイン端子５４はコレクタ端子７５に対応している。
【００８３】
　そして、この半導体装置６９においても、半導体装置６９の側端面５に露出するチャネ
ル層２６がアイソレーショントレンチ３９で分断されているので、前述の実施形態の半導
体装置１と同様の効果を得ることができる。
＜トレンチ本数およびピッチと、ブレークダウン電圧との関係＞
　図１３は、アイソレーショントレンチ３９の本数およびピッチを変化させたときのブレ
ークダウン電圧（ＢＶＤＳＳ）の変化を示すグラフである。
【００８４】
　図１３に示すように、以下の（１）～（４）の条件以外、全く同じ構造（図２の構造）
の半導体装置１を用いて、アイソレーショントレンチ３９の本数の変化に応じて、ブレー
クダウン電圧がどのように変化するかを調べた。なお、ソース－ドレイン間には１ｎＡの
電流を流すようにした。
（１）埋め込み電極４６を電気的にフローティング（フロート）し、アイソレーショント
レンチ３９のピッチを０．９μｍ（ゲートトレンチ２８のピッチと同じ）にした。
（２）最も内側の埋め込み電極４６のみをソース端子２に接続してグランド電位とし（そ
の他はフロート）、アイソレーショントレンチ３９のピッチを０．９μｍ（ゲートトレン
チ２８のピッチと同じ）にした。
（３）最も内側の埋め込み電極４６のみをソース端子２に接続してグランド電位とし（そ
の他はフロート）、アイソレーショントレンチ３９のピッチを０．７μｍ（ゲートトレン
チ２８のピッチよりも小さい）にした。
（４）最も内側の埋め込み電極４６のみをソース端子２に接続してグランド電位とし（そ
の他はフロート）、アイソレーショントレンチ３９のピッチを０．５μｍ（ゲートトレン
チ２８のピッチよりも小さい）にした。
【００８５】
　図１３によると、アイソレーショントレンチ３９のピッチが狭いと（０．７μｍ以下）
、それよりも広い場合に比べて、半導体装置１の耐圧を向上できることがわかった。
　以上、本発明の実施形態を説明したが、本発明は、他の形態で実施することもできる。
　たとえば、アイソレーショントレンチ３９のピッチは、図２、図７～図１０に示した例
に限らず、たとえば、第１のピッチ（相対的に広いピッチ）と、第１のピッチよりも狭い
第２のピッチ（相対的に狭いピッチ）とが交互に形成されていてもよい。
【００８６】
　また、ソース端子２を埋め込み電極４６に接続する場合、接続される埋め込み電極４６
は、最も内側のトレンチに採用されている必要はなく、最も外側（終端領域１１に近い側
）のトレンチに採用されてもよいし、最も内側と最も外側との間の中間のトレンチに採用
されてもよい。
　また、半導体装置１，６１，６２，６５～６７，６９の各半導体部分の導電型を反転し
た構成が採用されてもよい。たとえば、半導体装置１において、ｐ型の部分がｎ型であり
、ｎ型の部分がｐ型であってもよい。
【００８７】
　また、半導体装置１，６１，６２，６５～６７，６９において、エピタキシャル層２３
を構成する層は、Ｓｉからなるエピタキシャル層２３に限らず、たとえば、ワイドバンド
ギャップ半導体、たとえば、ＳｉＣ、ＧａＮ、ダイヤモンドからなる層などであってもよ
い。
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　また、前述の実施形態の開示から把握される特徴は、異なる実施形態間でも互いに組み
合わせることができる。また、各実施形態において表した構成要素は、本発明の範囲で組
み合わせることができる。
【００８８】
　その他、特許請求の範囲に記載された事項の範囲で種々の設計変更を施すことが可能で
ある。
＜参考例に係る発明＞
（参考例の背景技術）
　従来、ゲート保護用のツェナーダイオードを有する半導体装置が知られている。
【００８９】
　たとえば、特許文献２は、ｎ＋型の半導体基板と、半導体基板上に順に積層されたｎ－

型のエピタキシャル層からなるドレイン領域およびｐ型のチャネル層と、チャネル層から
ドレイン領域まで到達するゲートトレンチと、ゲートトレンチに充填されたポリシリコン
からなるゲート電極と、チャネル層の表面に形成されたｎ＋型のソース領域と、ソース領
域にコンタクトするソース電極と、チャネル層からドレイン領域まで到達するダイオード
トレンチと、ダイオードトレンチの内壁に付着したポリシリコン層とを備えるパワーＭＯ
ＳＦＥＴを開示している。
【００９０】
　ポリシリコン層は、その一端および他端がダイオードトレンチの内壁からエピタキシャ
ル層の表面にはみ出すように形成されている。エピタキシャル層の表面にはみ出したポリ
シリコン層の一端はソース電極に接続されており、他端はゲート電極に接続されている。
当該ポリシリコン層は、一端から他端へ向かってゼブラ状に、ｎ＋型領域、ｐ－型領域、
ｎ＋型領域、ｐ－型領域、ｎ＋型領域およびｐ－型領域を有している。これにより、６個
のツェナーダイオード（ｐｎ接合）がポリシリコン層において直列に接続されている。
（参考例の実施形態）
　以下では、参考例の実施の形態を、添付図面を参照して詳細に説明する。
＜半導体装置の全体的な平面構成＞
　図１４は、参考例の一実施形態に係る半導体装置の模式的な平面図である。
【００９１】
　半導体装置１０１は、たとえば、平面視四角形のチップ状である。チップ状の半導体装
置１０１は、図１４の紙面における上下左右方向の長さがそれぞれ数ｍｍ程度である。
　半導体装置１０１の表面には、第２端子の一例としてのソース端子１０２、および第１
端子および環状端子の一例としてのゲート端子１０３を含む電極膜１０４が形成されてい
る。電極膜１０４は、ソース端子１０２を、半導体装置１０１の周縁に沿う四角環状のゲ
ート端子１０３が取り囲むように形成されており、ゲート端子１０３の一つの角部にはゲ
ートパッド１０５が設置されている。ゲートパッド１０５には、ボンディングワイヤ１０
６が接続されている。なお、図１４では、ソース端子１０２は、後述するＭＯＳＦＥＴ１
１３の単位セル１１２が表れるように透視して示されている。
【００９２】
　ソース端子１０２とゲート端子１０３との間およびゲート端子１０３に対して外側の部
分には、除去領域１０７が形成されている（図１４のクロスハッチングの部分）。この除
去領域１０７は、ソース端子１０２とゲート端子１０３との接触を防止するために、電極
膜１０４が取り除かれた部分である。
　ソース端子１０２とゲート端子１０３との間の除去領域１０７は、この実施形態では、
ゲートパッド１０５を迂回するように半導体装置１０１の周縁に沿う四角形の一つの角部
をソース端子１０２側に窪ませることにより形成された形状を有しており、この窪みによ
って設けられたゲート端子１０３のパッドスペース１０８にゲートパッド１０５が設置さ
れている。
【００９３】
　半導体装置１０１には、この除去領域１０７に沿って環状のダイオード領域１０９が設
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定され、当該ダイオード領域１０９に取り囲まれる部分にアクティブ領域１１０が設定さ
れている。
　ダイオード領域１０９には、その周方向全周にわたって環状の双方向ツェナーダイオー
ド１１１が形成されている。このダイオード領域１０９は、除去領域１０７と同様にゲー
トパッド１０５を迂回して設定されているので、たとえば、ゲートパッド１０５へのワイ
ヤボンディング時など、ゲートパッド１０５に衝撃が加わったときにダイオード領域１０
９（双方向ツェナーダイオード１１１）に伝わる力を低減することができる。
【００９４】
　アクティブ領域１１０には、複数の単位セル１１２が格子状に配列されたＭＯＳＦＥＴ
１１３が形成されている。なお、単位セル１１２の配列形態は、格子状に限らず、たとえ
ば、ストライプ状、千鳥状等であってもよい。
　また、ソース端子１０２とゲート端子１０３との間の除去領域１０７は、ほぼ全周にわ
たって葛折り状に形成されている。これにより、当該除去領域１０７により区画されたソ
ース端子１０２およびゲート端子１０３は、ゲート端子１０３の周方向に沿って櫛歯状に
噛み合うように交互に配置され、それぞれの周縁部から他方の端子１０２，１０３へ向か
って直線状に引き出された複数のソース引出し部１１４および複数のゲート引出し部１１
５を有している。各ソース引出し部１１４および各ゲート引出し部１１５は、アクティブ
領域１１０とダイオード領域１０９との境界を横切るように形成されている。なお、ソー
ス引出し部１１４が第２引出し部の一例であり、ゲート引出し部１１５が第１引出し部の
一例である。
【００９５】
　ソース引出し部１１４は、ダイオード領域１０９の直上にソースコンタクト１１６有し
ており、当該ソースコンタクト１１６は、双方向ツェナーダイオード１１１に接続されて
いる。ソースコンタクト１１６は、ソース引出し部１１４の先端から基端へ向かう長手方
向に沿って複数（この実施形態では、２つ）形成されている。各ソース引出し部１１４に
おけるソースコンタクト１１６の数は、後述するダイオードトレンチ１３５の本数に対応
させればよい。
【００９６】
　また、ソース端子１０２におけるＭＯＳＦＥＴ１１３の直上には、ボンディングワイヤ
１１７が接続されるソースパッド１１８が設置されている。ソースパッド１１８は、たと
えば、パッドスペース１０８の対角をなす位置からソース端子１０２の周縁部に沿って複
数（この実施形態では、３つ）設けられている。
　ゲート引出し部１１５は、アクティブ領域１１０の直上にＭＯＳゲートコンタクト１１
９を有し、ダイオード領域１０９の直上にゲートコンタクト１２０を有している。ＭＯＳ
ゲートコンタクト１１９は、除去領域１０７を横切るゲート引出し配線１２１により、Ｍ
ＯＳＦＥＴ１１３のゲート電極１３３（後述）に接続されている。また、ゲートコンタク
ト１２０は双方向ツェナーダイオード１１１に接続されている。ＭＯＳゲートコンタクト
１１９およびゲートコンタクト１２０は、ゲート引出し部１１５の先端（単位セル１１２
に近い側）から基端へ向かう長手方向に沿って、この順に形成されている。さらにゲート
コンタクト１２０は、当該長手方向に沿って複数（この実施形態では、２つ）形成されて
いる。各ゲート引出し部１１５におけるゲートコンタクト１２０の数も、ソースコンタク
ト１１６と同様に、後述するダイオードトレンチ１３５の本数に対応させればよい。
＜半導体装置の部分的な平面および断面構成＞
　図１５は、図１４の半導体装置の要部拡大図である。図１６（ａ）（ｂ）は、図１４の
半導体装置の模式的な断面図であって、図１６（ａ）は図１５の切断線Ａ－Ａでの切断面
を示し、図１６（ｂ）は図１５の切断線Ｂ－Ｂでの切断面を示す。図１７は、図１４の半
導体装置の等価回路を説明する回路図である。
【００９７】
　半導体装置１０１は、アクティブ領域１１０にＭＯＳＦＥＴ１１３が形成され、ダイオ
ード領域１０９に双方向ツェナーダイオード１１１が形成されており、これらに共有され
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る要素として、ｎ＋型（たとえば、濃度が１．０×１０１９～１．０×１０２１ａｔｏｍ
ｓ・ｃｍ－３である。以下同じ。）のシリコンからなる基板１２２と、基板１２２の表面
１２３（上面）に積層されたｎ－型（たとえば、濃度が５．０×１０１６～５．０×１０
１４ａｔｏｍｓ・ｃｍ－３である。以下同じ。）のシリコンからなるエピタキシャル層１
２４とを備えている。半導体層としてのエピタキシャル層１２４の厚さは、たとえば、３
μｍ～１００μｍである。基板１２２およびエピタキシャル層１２４には、ｎ型不純物と
しては、たとえば、たとえば、リン（Ｐ）、ヒ素（Ａｓ）などが含まれている。
【００９８】
　アクティブ領域１１０に形成されたＭＯＳＦＥＴ１１３は、トレンチゲート型ＭＯＳＦ
ＥＴ（Metal Oxide Semiconductor Field Effect Transistor）であり、エピタキシャル
層１２４には、その表面１２５から基板１２２へ向かって掘り下がったゲートトレンチ１
２６が格子状に形成されている。なお、ゲートトレンチ１２６はストライプ状であっても
よい。エピタキシャル層１２４には、格子状のゲートトレンチ１２６で取り囲まれる各窓
部分に、直方体形状（平面視正方形状）の単位セル１１２が多数形成されている。
【００９９】
　また、エピタキシャル層１２４の表面１２５から測定されるゲートトレンチ１２６の深
さＤ１は、たとえば、０．５μｍ～５．０μｍであり、ゲートトレンチ１２６の幅Ｗ１は
、たとえば、０．１０μｍ～１．０μｍである。また、互いに隣り合う単位セル１１２の
距離（セルピッチＰ１）は、０．５μｍ～５．０μｍである。
　エピタキシャル層１２４においてゲートトレンチ１２６の周囲には、ｎ＋型のソース領
域１２７およびｐ型（たとえば、濃度が１．０×１０１５～１．０×１０１８ａｔｏｍｓ
・ｃｍ－３である。以下同じ。）のチャネル領域１２８が、エピタキシャル層１２４の表
面１２５に近い側からこの順に形成されている。チャネル領域１２８には、ｐ型不純物と
して、ボロン（Ｂ）、アルミニウム（Ａｌ）などが含まれている。
【０１００】
　ソース領域１２７は、エピタキシャル層１２４の表面１２５に露出するとともに、ゲー
トトレンチ１２６の側面の上部を形成するように、各単位セル１１２の表層部に形成され
ている。表面１２５から基板１２２へ向かう方向に沿うソース領域１２７の厚さは、たと
えば、０．１μｍ～１．０μｍである。なお、以下の説明で厚さを定義する場合には、特
に断りのない限り、エピタキシャル層１２４の表面１２５から基板１２２へ向かう方向に
沿った厚さのことをいう。
【０１０１】
　チャネル領域１２８は、ソース領域１２７に対して基板１２２側（エピタキシャル層１
２４の裏面１２９側）にソース領域１２７に接するように形成されている。チャネル領域
１２８の厚さは、たとえば、０．２μｍ～１．０μｍであり、チャネル領域１２８の最深
部は、ゲートトレンチ１２６の底面よりもエピタキシャル層１２４の表面１２５側に位置
している。
【０１０２】
　エピタキシャル層１２４における、チャネル領域１２８に対して基板１２２側の領域は
、エピタキシャル成長後のままの状態が維持された、ｎ－型のドリフト領域１３０となっ
ている。ドリフト領域１３０は、チャネル領域１２８に対して基板１２２側にチャネル領
域１２８に接している。
　また、各単位セル１１２の中央部には、エピタキシャル層１２４の表面１２５からソー
ス領域１２７を貫通してチャネル領域１２８に達するｐ＋型（たとえば、濃度が１．０×
１０１８～１．０×１０２０ａｔｏｍｓ・ｃｍ－３である。以下同じ。）のボディコンタ
クト領域１３１が形成されている。
【０１０３】
　ゲートトレンチ１２６の内面には、その全域を覆うように、酸化シリコン（ＳｉＯ２）
からなるゲート絶縁膜１３２が形成されている。そして、ゲート絶縁膜１３２の内側をｎ
型不純物が高濃度にドーピングされたポリシリコンで埋め尽くすことにより、ゲートトレ
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ンチ１２６にゲート電極１３３が埋設されている。
　ゲート電極１３３は、エピタキシャル層１２４の表面１２５と面一な上面１３４を有し
ている。面一とは、ゲート電極１３３の上面１３４とエピタキシャル層１２４の表面１２
５とが同一平面上に形成されていることを意味しているが、ゲート電極１３３の作製途中
に意図せずに形成される小さな窪み等がある場合も概念的には含む。また、ゲート電極１
３３の一部は、平面視で除去領域１０７を横切るように、格子の枠部分からゲート引出し
部１１５の直下にゲート引出し配線１２１として引き出されている。
【０１０４】
　一方、ダイオード領域１０９においてエピタキシャル層１２４には、その表面１２５か
ら基板１２２へ向かって掘り下がったダイオードトレンチ１３５が複数（この実施形態で
は、２本）形成されている。複数のダイオードトレンチ１３５は、ＭＯＳＦＥＴ１１３（
アクティブ領域１１０）を取り囲む環状に、ダイオード領域１０９の周方向全周にわたっ
て互いに一定の間隔を空けて設けられている。互いに隣り合うダイオードトレンチ１３５
の中心間の距離（トレンチピッチＰ２）は、たとえば、０．５μｍ～５．０μｍである。
各ダイオードトレンチ１３５は、平面視でソース引出し部１１４およびゲート引出し部１
１５の双方を横切る位置に形成されている。なお、ダイオードトレンチ１３５の数は、２
本に限らず、１本であってもよく、また３本以上であってもよい。つまり、後述する双方
向ツェナーダイオード１１１は、２本に限らず、１本であってもよく、また３本以上であ
ってもよい。
【０１０５】
　また、エピタキシャル層１２４の表面１２５から測定されるダイオードトレンチ１３５
の深さＤ２は、ゲートトレンチ１２６と同じ深さＤ１（たとえば、０．５μｍ～５．０μ
ｍ）である。また、ダイオードトレンチ１３５の幅Ｗ２は、たとえば、ゲートトレンチ１
２６の幅Ｗ１の１．２～５．０倍であり、具体的には、０．１２μｍ～５．０μｍである
。
【０１０６】
　ダイオードトレンチ１３５の内面には、その全域を覆うように、酸化シリコン（ＳｉＯ

２）からなるダイオード絶縁膜１３６が形成されている。
　そして、ダイオード絶縁膜１３６の内側を、ｎ型不純物およびｐ型不純物がドーピング
された埋め込み層としてのポリシリコンで埋め尽くすことにより、ダイオードトレンチ１
３５には、当該ポリシリコンからなる双方向ツェナーダイオード１１１が形成されている
。この双方向ツェナーダイオード１１１も、ゲート電極１３３と同様に、エピタキシャル
層１２４の表面１２５と面一な上面１３７を有している。
【０１０７】
　第１ダイオードとしての双方向ツェナーダイオード１１１は、ダイオードトレンチ１３
５の周方向に沿って交互に配列され、互いに接する複数のｎ＋型部分１３８とｐ－型（た
とえば、濃度が１．０×１０１６～１．０×１０１９ａｔｏｍｓ・ｃｍ－３である。以下
同じ。）部分１３９とを有している。これにより、双方向ツェナーダイオード１１１では
、ｎ＋型部分１３８とｐ－型部分１３９とのｐｎ接合からなるツェナーダイオードがダイ
オードトレンチ１３５の周方向に沿って直列に接続されている。
【０１０８】
　この実施形態では、たとえば、連続するｎ＋型部分１３８、ｐ－型部分１３９、ｎ＋型
部分１３８、ｐ－型部分１３９およびｎ＋型部分１３８の５つに区画された部分によって
形成されたｎｐ接合、ｐｎ接合、ｎｐ接合およびｐｎ接合の合計４つの接合により、ダイ
オード（Ｄｉ）ユニット１４０（１単位）が構成されている。すなわち、双方向ツェナー
ダイオード１１１は、ダイオードトレンチ１３５の周方向に沿って配列された複数のＤｉ
ユニット１４０により構成されており、隣接するＤｉユニット１４０間において、各Ｄｉ
ユニット１４０の端部にあるｎ＋型部分１３８が共有されている。
【０１０９】
　Ｄｉユニット１４０のダイオードトレンチ１３５の周方向に沿う長さＬ１は、Ｄｉユニ
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ット１４０に一定の耐圧を確保する観点から、たとえば、１０μｍ～５０μｍであること
が好ましい。また、各ｎ＋型部分１３８および各ｐ－型部分１３９の同方向における長さ
ｌ１，ｌ２はそれぞれ、たとえば、３μｍ～５μｍである。
　このようなＤｉユニット１４０のツェナー降伏電圧は、たとえば、５Ｖ～５０Ｖであり
、各Ｄｉユニット１４０のｐｎ接合１つ当たりのツェナー降伏電圧は、たとえば、５Ｖ～
１０Ｖである。
【０１１０】
　なお、各Ｄｉユニット１４０を構成するｎ型部分およびｐ型部分の組み合わせは、ｎ＋

型部分１３８とｐ－型部分１３９との組み合わせに限らず、これらをｎ型（たとえば、濃
度が１．０×１０１６～１．０×１０１９ａｔｏｍｓ・ｃｍ－３である。以下同じ。）、
ｎ－型、ｐ型およびｐ＋型にそれぞれ置き換えることもできる。たとえば、Ｄｉユニット
は、その両端にｐ＋型部分を配置し、当該両端のｐ＋型部分を含めて、連続するｐ＋型部
分、ｎ－型部分、ｐ＋型部分、ｎ－型部分およびｐ＋型部分の５つに区画された部分によ
って形成されたｐｎ接合、ｎｐ接合、ｐｎ接合およびｎｐ接合の合計４つの接合により構
成されていてもよい。
【０１１１】
　エピタキシャル層１２４上には、ＳｉＯ２からなる層間絶縁膜１４１が積層されている
。
　層間絶縁膜１４１には、各単位セル１１２のソース領域１２７、各Ｄｉユニット１４０
の両端のｎ＋型部分１３８の直上およびゲート引出し配線１２１の直上に、層間絶縁膜１
４１を厚さ方向に貫通するコンタクトホール１４２～１４５が、それぞれ形成されている
。
【０１１２】
　層間絶縁膜１４１上には、前述のソース端子１０２およびゲート端子１０３が形成され
ている。
　ソース端子１０２は、各コンタクトホール１４２を介して、全ての単位セル１１２のソ
ース領域１２７に一括して接続されるとともに、各コンタクトホール１４３を介して、各
Ｄｉユニット１４０の一端のｎ＋型部分１３８に、ソースコンタクト１１６として接続さ
れている。すなわち、ソース端子１０２は、全ての単位セル１１２のソース領域１２７お
よびＤｉユニット１４０に対して共通の端子となっている。なお、以下では、各Ｄｉユニ
ット１４０におけるソース端子１０２に接続されたｎ＋型部分１３８を、ソース側ｎ＋型
部分１３８Ｓということがある。
【０１１３】
　ゲート端子１０３は、各コンタクトホール１４４を介して、ＭＯＳゲートコンタクト１
１９としてゲート引出し配線１２１に接続されるとともに、各コンタクトホール１４５を
介して、各Ｄｉユニット１４０のソース側ｎ＋型部分１３８Ｓとは反対端のｎ＋型部分１
３８に、ゲートコンタクト１２０として接続されている。すなわち、ゲート端子１０３は
、ゲート電極１３３およびＤｉユニット１４０に対して共通の端子となっている。なお、
以下では、各Ｄｉユニット１４０におけるゲート端子１０３に接続されたｎ＋型部分１３
８を、ゲート側ｎ＋型部分１３８Ｇということがある。
【０１１４】
　基板１２２の裏面１４６には、その全域を覆うようにドレイン端子１４７が形成されて
いる。このドレイン端子１４７は、全ての単位セル１１２に対して共通の端子となってい
る。
　以上説明した半導体装置１０１では、図１７に示すように、ソース端子１０２（Ｓ）と
ゲート端子１０３（Ｇ）との間（ソース－ゲート間）に双方向ツェナーダイオード１１１
（ＺＤ）が接続されることとなる。なお、Ｄ１は、基板ダイオードであり、ソース端子１
０２（Ｓ）とドレイン端子１４７（Ｄ）との間に接続されている。
＜半導体装置の製造方法＞
　図１８Ａ～図１８Ｉは、図１４の半導体装置の製造工程の一部を示す図であって、図１
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６（ａ）（ｂ）と同じ切断面を示している。
【０１１５】
　半導体装置１０１を製造するには、図１８Ａに示すように、ＣＶＤ（Chemical Vapor D
eposition：化学気相成長）法、ＬＰＥ（Liquid Phase Epitaxy：液相エピタキシ）法、
ＭＢＥ（Molecular Beam Epitaxy：分子線エピタキシ）法などのエピタキシャル成長法に
より、基板１２２の表面１２３上に、ｎ型不純物をドーピングしながらシリコン結晶を成
長させる。これにより、基板１２２上に、ｎ－型のエピタキシャル層１２４（ドリフト領
域１３０）が形成される。
【０１１６】
　次に、図１８Ｂに示すように、エピタキシャル層１２４の表面１２５へ向け、ｐ型不純
物を注入する。注入は、たとえば、３０ｋｅＶ～２００ｋｅＶで、表面１２５から所定の
深さ位置に１段注入する。このときのドーズ量は、たとえば、１．０×１０１２ａｔｏｍ
ｓ・ｃｍ－２～１．０×１０１４ａｔｏｍｓ・ｃｍ－２である。続いて、たとえば、８５
０℃～１１００℃でエピタキシャル層１２４をアニール処理する。これにより、エピタキ
シャル層１２４の表層部に注入されたｐ型不純物が活性化され、チャネル領域１２８が形
成される。
【０１１７】
　次に、図１８Ｃに示すように、エピタキシャル層１２４にハードマスク（図示せず）を
形成し、当該ハードマスクをパターニングした後、エピタキシャル層１２４をドライエッ
チングする。これにより、エピタキシャル層１２４が表面１２５から選択的に掘り込まれ
て、ゲートトレンチ１２６およびダイオードトレンチ１３５が同時に形成される。それと
ともに、エピタキシャル層１２４に複数の単位セル１１２が形成される。
【０１１８】
　次に、図１８Ｄに示すように、たとえば、熱酸化法により、エピタキシャル層１２４の
表面１２５、ゲートトレンチ１２６の内面（側面および底面）およびダイオードトレンチ
１３５の内面（側面および底面）に、ゲート絶縁膜１３２およびダイオード絶縁膜１３６
を同時に形成する。ゲート絶縁膜１３２およびダイオード絶縁膜１３６の膜厚は、たとえ
ば、１５０Å～１５００Åである。
【０１１９】
　次に、図１８Ｅに示すように、たとえば、ＣＶＤ法により、ｐ－型のポリシリコン１４
８（半導体材料）を、エピタキシャル層１２４の上方から堆積する。ポリシリコン１４８
は、ゲートトレンチ１２６およびダイオードトレンチ１３５を埋め尽くし、さらにエピタ
キシャル層１２４の表面１２５から６０００Å程度の厚さＴ１になるまで堆積させる。
　次に、図１８Ｆに示すように、堆積したポリシリコン１４８を、エッチバック面がエピ
タキシャル層１２４の表面１２５と面一になるまでエッチバックする。これにより、ゲー
トトレンチ１２６およびダイオードトレンチ１３５に残存するポリシリコン１４８からな
り、それぞれがエピタキシャル層１２４の表面１２５と面一な上面１３４，１３７を有す
るゲート電極１３３および埋め込み層１４９が同時に形成される。
【０１２０】
　次に、図１８Ｇに示すように、エピタキシャル層１２４にハードマスク１５０を形成し
、当該ハードマスク１５０をパターニングした後、ハードマスク１５０から露出するゲー
ト電極１３３にｎ型不純物を注入し、同時に埋め込み層１４９に対して、埋め込み層１４
９の不純物濃度よりも高い濃度のｎ型不純物を選択的に注入する。注入は、たとえば、３
０ｋｅＶ～２００ｋｅＶで、表面から所定の深さ位置に１段注入する。このときのドーズ
量は、たとえば、５．０×１０１４～５．０×１０１６ａｔｏｍｓ・ｃｍ－２である。こ
れにより、ｎ＋型のゲート電極１３３が形成され、同時に、埋め込み層１４９においてｎ
＋型部分１３８およびｐ－型部分１３９が交互に配列されて、双方向ツェナーダイオード
１１１が形成される。
【０１２１】
　次に、図１８Ｈに示すように、エピタキシャル層１２４の表面１２５へ向け、ｎ型不純
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物およびｐ型不純物を順に、選択的に注入する。そして、たとえば、８５０℃～１１００
℃でエピタキシャル層１２４をアニール処理することにより、注入されたｎ型不純物およ
びｐ型不純物が活性化され、ソース領域１２７およびボディコンタクト領域１３１が形成
される。
【０１２２】
　その後、たとえば、ＣＶＤ法により、エピタキシャル層１２４上に層間絶縁膜１４１を
積層し、その後、当該層間絶縁膜１４１を選択的にドライエッチングすることにより、コ
ンタクトホール１４２～１４５を形成する。
　次に、図１８Ｉに示すように、たとえば、スパッタ法により、層間絶縁膜１４１の表面
全面に、ＡｌＣｕ（金属材料）からなる電極膜１０４を堆積させる。電極膜１０４は、少
なくとも全てのコンタクトホール１４２～１４５を埋め尽くし、さらにエピタキシャル層
１２４の表面１２５から３００００Å程度の厚さになるまで堆積させる。そして、堆積し
た電極膜１０４をパターニングして除去領域１０７を形成することにより、ソース端子１
０２およびゲート端子１０３が同時に形成される。その後は、たとえば、スパッタ法によ
り、基板１２２の裏面１４６にドレイン端子１４７を形成する。
【０１２３】
　以上の工程を経ることにより、図１４に示す半導体装置１０１を得ることができる。
　半導体装置１０１のＭＯＳＦＥＴ１１３は、たとえば、スイッチング素子として利用す
ることができる。この場合、ソース端子１０２（ソースパッド１１８）とドレイン端子１
４７との間（ソース－ドレイン間）にドレイン側が正となるドレイン電圧を印加した状態
で、ゲート端子１０３（ゲートパッド１０５）に所定の電圧（ゲート閾値電圧以上の電圧
）を印加する。これにより、チャネル領域１２８におけるゲート絶縁膜１３２との界面近
傍にゲートトレンチ１２６の深さ方向に沿ってチャネルが形成され、ゲートトレンチ１２
６の深さ方向に電流が流れる。
【０１２４】
　そして、この半導体装置１０１によれば、図１７に示すように、ソース端子１０２（Ｓ
）とゲート端子１０３（Ｇ）との間（ソース－ゲート間）に双方向ツェナーダイオード１
１１（ＺＤ）が接続されることとなる。そのため、たとえ半導体装置１０１に静電気やサ
ージ電圧などが入力されても、その静電気やサージ電圧などを双方向ツェナーダイオード
１１１により吸収することができる。したがって、半導体装置１０１に静電気やサージ電
圧などが入力されることに起因する絶縁破壊を防止することができる。その結果、半導体
装置１０１の信頼性を向上させることができる。
【０１２５】
　また、半導体装置１０１によれば、ゲート電極１３３の上面１３４および双方向ツェナ
ーダイオード１１１の上面１３７がともに、エピタキシャル層１２４の表面１２５と面一
である。そのため、エピタキシャル層１２４を表面１２５からエッチングしてゲートトレ
ンチ１２６およびダイオードトレンチ１３５を同時に形成した後（図１８Ｃの工程）、こ
れらのトレンチ１２６，１３５を埋め尽くすようにｐ－型のポリシリコン１４８を堆積さ
せ（図１８Ｅの工程）、その後、堆積したポリシリコン１４８をエッチバックすることに
より、ゲート電極１３３と双方向ツェナーダイオード１１１（双方向ツェナーダイオード
１１１の本体を形成する埋め込み層１４９）とを同時に形成することができる（図１８Ｆ
の工程）。
【０１２６】
　したがって、その上面がエピタキシャル層の表面と面一になるようにゲート電極を形成
する工程と、ダイオードトレンチからエピタキシャル層の表面にはみ出すようにツェナー
ダイオードを形成する工程とを別々に行う従来の方法（たとえば、特許文献２の方法）に
比べて、半導体装置の製造工程を簡易にすることができ、製造コストを低減することがで
きる。
【０１２７】
　従来の方法では、ツェナーダイオードをダイオードトレンチからはみ出す形状にするた



(28) JP 2013-33931 A 2013.2.14

10

20

30

40

50

めに、ダイオードトレンチを埋め尽くすようにポリシリコンを堆積させた後、このポリシ
リコンを、マスクを使ってパターニングする工程を行う必要があり、効率がよいとは言え
ない。
　また、従来の方法では、ダイオードトレンチからはみ出したツェナーダイオードが、エ
ピタキシャル層の表面に対する段差として残る結果、エピタキシャル層の表面を覆うよう
に形成した層間絶縁膜にも段差（高さのズレ）が生じる。そのため、層間絶縁膜にコンタ
クトホールを開けるためのフォトレジストの露光時に、フォーカス異常を生じるおそれも
ある。さらに、層間絶縁膜が当該段差で不連続となり、その部分に配線メタルが入り込み
やすくなるので、配線メタルをパターニングしてソース電極等を形成する際に、当該配線
メタルが残渣（メタル残渣）として残り、結果的に配線間のショート（短絡）を引き起こ
すおそれもある。
【０１２８】
　これに対して、前述の製造方法では、ゲート電極１３３の上面１３４および双方向ツェ
ナーダイオード１１１の上面１３７を、ともにエピタキシャル層１２４の表面１２５と面
一に形成することができるので、従来のようなフォーカス異常およびメタル残渣といった
問題も解決することができる。その結果、半導体装置１０１の品質・性能を向上させるこ
とができる。
【０１２９】
　さらに前述の方法では、ゲートトレンチ１２６およびダイオードトレンチ１３５を同時
に形成し（図１８Ｃの工程）、ソース端子１０２およびゲート端子１０３を同時に形成す
るので（図１８Ｉの工程）、より一層簡易にかつ低コストで、半導体装置１０１を製造す
ることができる。
　また、ダイオードトレンチ１３５の幅Ｗ２が、ゲートトレンチ１２６の幅Ｗ１の１．２
～５．０倍であるため、ダイオードトレンチ１３５の幅Ｗ２とゲートトレンチ１２６の幅
Ｗ１とのばらつきを、ある程度の範囲に収めることができる。そのため、ポリシリコン１
４８をエッチバックする際に（図１８Ｆの工程）、ゲート電極１３３や双方向ツェナーダ
イオード１１１（埋め込み層１４９）にディッシングが発生することを防止することがで
きる。
【０１３０】
　また、半導体装置１０１によれば、各Ｄｉユニット１４０のソース側ｎ＋型部分１３８
Ｓとソース端子１０２との間、およびゲート側ｎ＋型部分１３８Ｇとゲート端子１０３と
の間を、それぞれソース引出し部１１４およびゲート引出し部１１５から直下に向かって
層間絶縁膜１４１を貫通する柱状のプラグコンタクト１１６，１２０を用いて接続するこ
とができる。そのため、各Ｄｉユニット１４０のソース側ｎ＋型部分１３８Ｓおよびゲー
ト側ｎ＋型部分１３８Ｇそれぞれから、基板１２２に対して水平方向に配線を引き回す必
要がないので、省スペース化を図ることができる。
【０１３１】
　しかも、ソース端子１０２とゲート端子１０３との間を絶縁する除去領域１０７を葛折
り状に形成することにより、各Ｄｉユニット１４０へのコンタクトに必要なソース引出し
部１１４およびゲート引出し部１１５が、ゲート端子１０３の周方向に沿って櫛歯状に噛
み合うように交互に複数配置されている。これにより、各ソース引出し部１１４と、当該
ソース引出し部１１４に隣り合うゲート引出し部１１５との間に接続されるＤｉユニット
１４０を、ゲート端子１０３の周方向に沿って複数形成することができる。そのため、各
ソース引出し部１１４および各ゲート引出し部１１５の位置を適切に定め、それらの間に
挟まれる各Ｄｉユニット１４０の長さＬ１を１０μｍ～５０μｍに調節することにより、
良好な保護耐量を有するＤｉユニット１４０を複数形成することができる。また、ソース
端子１０２とゲート端子１０３との間の余ったスペースを双方向ツェナーダイオード１１
１へのコンタクトという用途に有効利用することができる。
【０１３２】
　また、図１４に示すように、双方向ツェナーダイオード１１１が、アクティブ領域１１
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０を取り囲むように、ダイオード領域１０９の周方向全周にわたって形成されているため
、双方向ツェナーダイオード１１１が当該周方向に沿って局所的に設けられている場合に
比べて、双方向ツェナーダイオード１１１全体としての面積を増やすことができる。その
結果、双方向ツェナーダイオード１１１の保護耐量（静電破壊電圧）を向上させることが
できる。なお、双方向ツェナーダイオード１１１は、図１４の双方向ツェナーダイオード
１１１´（図１４の斜線ハッチングの部分）のように、たとえば、ゲートパッド１０５を
取り囲む部分に局所的に形成されていてもよい。
＜双方向ツェナーダイオードの変形例＞
　図１９は、双方向ツェナーダイオードの変形例を示す図である。図２０は、ソース端子
およびゲート端子の第１の変形例を示す図である。図２１は、ソース端子およびゲート端
子の第２の変形例を示す図である。
【０１３３】
　図１４および図１５では、双方向ツェナーダイオードの一例として、Ｄｉユニット１４
０がダイオード領域１０９（ゲート端子１０３）の周方向に沿って連続して形成されるこ
とにより、環状に形成された双方向ツェナーダイオード１１１を採り上げたが、たとえば
、図１９に示す第２ダイオードとしての双方向ツェナーダイオード１５１のように、各Ｄ
ｉユニット１５２がダイオード領域１０９（ゲート端子１０３）を横切る方向に沿って別
々に形成されていてもよい。
【０１３４】
　具体的には、図１９の双方向ツェナーダイオード１５１では、ダイオードトレンチ１３
５が、図１５のように複数のＤｉユニット１４０が一括して収容するものとは異なり、各
ソース引出し部１１４の引き出し方向に沿って、ソース引出し部１１４とゲート端子１０
３（ゲート引出し部１１５ではない本体部分）との間に跨って形成されている。これによ
り、各Ｄｉユニット１５２は、ソース側ｎ＋型部分１３８Ｓがソース引出し部１１４の直
下に配置されるように、かつゲート側ｎ＋型部分１３８Ｇがゲート端子１０３（ゲート引
出し部１１５ではない本体部分）の直下に配置されるように、各ソース引出し部１１４の
引き出し方向に沿って、ソース引出し部１１４とゲート端子１０３との間に跨っている。
【０１３５】
　また、各Ｄｉユニット１５２（ダイオードトレンチ１３５）は、ソース引出し部１１４
ごとに１つずつ形成されており、双方向ツェナーダイオード１５１全体としてアクティブ
領域１１０を取り囲むように設けられている。むろん、Ｄｉユニット１５２は、全てのソ
ース引出し部１１４に設ける必要はなく、数本のソース引出し部１１４とゲート端子１０
３との間に局所的に設けられていてもよい。
【０１３６】
　この変形例によれば、Ｄｉユニット１５２を、ダイオード領域１０９の適切な場所に、
適切な数だけ形成することができる。
　また、図１９のような双方向ツェナーダイオード１５１を設ける場合には、たとえば、
図２０に示すように、ゲート引出し配線１２１を長くしてゲート端子１０３（本体部分）
まで引き出し、その末端にＭＯＳゲートコンタクト１１９を形成することにより、ゲート
引出し部１１５を省略することができる。
【０１３７】
　さらに、たとえば、図２１に示すように、ソース引出し部１１４のように局所的ではな
く、単位セル１１２の直上部分からソース端子１０２の周縁部を全体的に引き出し、当該
引き出された部分にソースコンタクト１１６を形成することにより、ソース引出し部１１
４を省略することもできる。
　以上、参考例の実施形態を説明したが、参考例は、他の形態で実施することもできる。
【０１３８】
　たとえば、前述の実施形態では、半導体装置１０１のアクティブ領域１１０には、トレ
ンチゲート型ＭＯＳＦＥＴ１１３が形成されていたが、図２２の半導体装置１５３のよう
に、トレンチゲート型ＩＧＢＴ１５４（Insulated Gate Bipolar Semiconductor）が形成
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されていてもよい。
　図２２の半導体装置１５３は、ｎ＋型の基板１２２に代えて、ｐ＋型のシリコンからな
る基板１５５を有している。また、ＭＯＳＦＥＴ１１３のソース領域１２７はＩＧＢＴ１
５４のエミッタ領域１５６に対応し、チャネル領域１２８はベース領域１５７に対応し、
ドリフト領域１３０はコレクタ領域１５８に対応している。また、ソース側ｎ＋型部分１
３８Ｓはエミッタ側ｎ＋型部分１３８Ｅに対応している。さらに、ソース端子１０２はエ
ミッタ端子１５９に対応し、ドレイン端子１４７はコレクタ端子１６０に対応している。
【０１３９】
　そして、このＩＧＢＴ１５４では、エミッタ端子１５９とゲート端子１０３との間（エ
ミッタ－ゲート間）に双方向ツェナーダイオード１１１が接続されているので、前述の実
施形態の半導体装置１０１と同様の効果を得ることができる。
　また、各Ｄｉユニット１４０，１５２のゲート側ｎ＋型部分１３８Ｇとは反対端のｎ＋

型部分は、ソース端子１０２およびエミッタ端子１５９ではなく、ドレイン端子１４７や
コレクタ端子１６０に接続することもできる。これにより、ドレイン－ゲート間およびコ
レクタ－ゲート間に双方向ツェナーダイオード１１１，１５１を接続することができる。
【０１４０】
　当該ｎ＋型部分１３８をドレイン端子１４７に接続する場合には、たとえば、図２３お
よび図２４に示すように、ダイオードトレンチ１３５の底面からエピタキシャル層１２４
を貫通して基板１２２に達するコンタクトホール１６１を形成し、当該コンタクトホール
１６１の内面に絶縁膜１６２を形成し、その絶縁膜１６２の内側を金属材料で埋め尽くす
ことにより、ドレインコンタクト１６３を形成する。このドレインコンタクト１６３を介
して、ｎ＋型部分１３８（ドレイン側ｎ＋型部分１３８Ｄ）とドレイン端子１４７とを接
続することができる。
【０１４１】
　これにより、図２５に示すように、半導体装置１０１において、ソース端子１０２（Ｓ
）とゲート端子１０３（Ｇ）との間（ソース－ゲート間）、ドレイン端子１４７（Ｄ）と
ゲート端子１０３（Ｇ）との間（ドレイン－ゲート間）の両方に双方向ツェナーダイオー
ド１１１（ＺＤ）を接続することができる。なお、Ｄ１は、基板ダイオードであり、ソー
ス端子１０２（Ｓ）とドレイン端子１４７（Ｄ）との間に接続されている。また、この構
成では、ソースコンタクト１１６を省略することによって、ソース－ゲート間の双方向ツ
ェナーダイオード１１１を省略してもよい。
【０１４２】
　一方、当該ｎ＋型部分１３８をコレクタ端子１６０に接続する場合には、たとえば、図
２６に示すように、ダイオードトレンチ１３５の底面からエピタキシャル層１２４を貫通
して基板１５５に達するコンタクトホール１６４を形成し、当該コンタクトホール１６４
の内面に絶縁膜１６５を形成し、その絶縁膜１６５の内側を金属材料で埋め尽くすことに
より、コレクタコンタクト１６６を形成する。このコレクタコンタクト１６６を介して、
ｎ＋型部分１３８（コレクタ側ｎ＋型部分１３８Ｃ）とコレクタ端子１６０とを接続する
ことができる。
【０１４３】
　また、前述の実施形態では、各Ｄｉユニット１４０，１５２と各端子とは、層間絶縁膜
１４１を厚さ方向に貫通する柱状のプラグコンタクトにより接続されていたが、たとえば
、Ｄｉユニット１４０，１５２と各端子との間に多層配線構造を形成して各層に再配線を
形成することにより、当該複数層の再配線を用いて接続されていてもよい。
　また、ゲート端子１０３は、各Ｄｉユニット１４０，１５２のゲート側ｎ＋型部分１３
８Ｇに接続可能な形状であれば、図１４のように、ソース端子１０２を取り囲んでいる必
要はない。たとえば、ダイオード領域１０９が、平面視でソース端子１０２の周辺に局所
的に形成されている場合には、当該ダイオード領域１０９を覆う程度に形成されていても
よい。
【０１４４】
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　また、ゲートトレンチ１２６およびダイオードトレンチ１３５は、図１８Ｃの工程のよ
うに同一工程で形成する必要はなく、それぞれを形成する工程を別々に実行することによ
り形成してもよい。
　また、半導体装置１０１，１５３の各半導体部分の導電型を反転した構成が採用されて
もよい。たとえば、半導体装置１０１，１５３において、ｐ型の部分がｎ型であり、ｎ型
の部分がｐ型であってもよい。
【０１４５】
　また、半導体装置１０１，１５３において、エピタキシャル層１２４を構成する層は、
Ｓｉからなるエピタキシャル層１２４に限らず、たとえば、ワイドバンドギャップ半導体
、たとえば、ＳｉＣ、ＧａＮ、ダイヤモンドからなる層などであってもよい。
（参考例の実施形態の開示から把握されるべき特徴）
　たとえば、参考例の実施形態の開示からは、下記（１）～（２０）の発明を把握するこ
とができる。
（１）トランジスタを構成する複数の不純物領域を有する半導体層と、
　前記半導体層に形成されたゲートトレンチと、
　前記ゲートトレンチに埋め込まれ、前記半導体層の表面と面一な上面を有するゲート電
極と、
　前記半導体層に形成されたダイオードトレンチと、
　前記ダイオードトレンチに埋め込まれ、前記半導体層の前記表面と面一な上面を有して
おり、前記ダイオードトレンチの深さ方向に直交する方向に沿ってｎ型部分とｐ型部分と
が交互に配列されて構成された複数のｐｎ接合を有する双方向ツェナーダイオードとを含
む、半導体装置。
（２）前記半導体装置は、前記半導体層に積層された層間絶縁膜と、前記層間絶縁膜上に
形成され、前記層間絶縁膜を貫通して前記ゲート電極に接続された第１端子と、前記層間
絶縁膜上に形成され、前記層間絶縁膜を貫通して前記半導体層の所定の前記不純物領域に
接続された第２端子とを含み、
　前記第１端子および前記第２端子は、前記層間絶縁膜をそれぞれ貫通して、互いに離れ
て配置された前記ｎ型部分または前記ｐ型部分に、それぞれ接続されている、（１）に記
載の半導体装置。
（３）前記双方向ツェナーダイオードは、互いに離れて配置された前記ｎ型部分または前
記ｐ型部分がそれぞれ、前記第１端子および前記第２端子の直下に配置されるように、平
面視で前記第１端子および前記第２端子に跨るように形成されている、（２）に記載の半
導体装置。
（４）前記第１端子は、前記第２端子を取り囲む環状端子を含む、（２）または（３）に
記載の半導体装置。
（５）前記環状端子は、前記第２端子へ向かって引き出された第１引出し部を有し、
　前記環状端子で取り囲まれた前記第２端子は、前記環状端子へ向かって引き出された第
２引出し部を有しており、
　前記双方向ツェナーダイオードは、互いに離れて配置された前記ｎ型部分または前記ｐ
型部分がそれぞれ、前記第１引出し部および前記第２引出し部の直下に配置されるように
、前記複数のｐｎ接合が前記環状端子の周方向に沿って配列された第１ダイオードを含む
、（４）に記載の半導体装置。
（６）前記第１ダイオードは、前記第２端子を取り囲む環状に形成されている、（５）に
記載の半導体装置。
（７）前記第１引出し部および前記第２引出し部は、前記環状端子の前記周方向に沿って
交互に配列されている、（５）または（６）に記載の半導体装置。
（８）前記双方向ツェナーダイオードは、互いに離れて配置された前記ｎ型部分または前
記ｐ型部分がそれぞれ、前記環状端子および前記第２端子の直下に配置されるように、前
記複数のｐｎ接合が前記環状端子を横切る方向に沿って配列された第２ダイオードを含む
、（４）に記載の半導体装置。



(32) JP 2013-33931 A 2013.2.14

10

20

30

40

50

（９）複数の前記不純物領域は、前記ゲート電極と協働してトレンチゲート型ＭＯＳＦＥ
Ｔ（Metal Oxide Semiconductor Field Effect Transistor）を構成するＭＯＳ構造を含
み、
　前記ＭＯＳ構造は、
　　前記半導体層の前記表面側に露出するように形成され、前記ゲートトレンチの側面の
一部を形成する第１導電型のソース領域と、
　　前記ソース領域に対して前記半導体層の裏面側に前記ソース領域に接するように形成
され、前記ゲートトレンチの側面の一部を形成する第２導電型のチャネル領域と、
　　前記チャネル領域に対して前記半導体層の前記裏面側に前記チャネル領域に接するよ
うに形成され、前記ゲートトレンチの底面を形成する第１導電型のドレイン領域とを含む
、（１）～（８）のいずれか一項に記載の半導体装置。
（１０）前記第２端子が、前記ソース領域に接続されたソース端子を含む、（２）～（８
）に係る（９）に記載の半導体装置。
（１１）前記第２端子が、前記ドレイン領域に接続されたドレイン端子を含む、（２）～
（８）に係る（９）に記載の半導体装置。
（１２）複数の前記不純物領域は、前記ゲート電極と協働してトレンチゲート型ＩＧＢＴ
（Insulated Gate Bipolar Semiconductor）トランジスタを構成するＩＧＢＴ構造を含み
、
　前記ＩＧＢＴ構造は、
　　前記ゲートトレンチの側面の一部を形成する第１導電型のエミッタ領域と、
　　前記エミット領域に対して前記半導体層の裏面側に前記エミッタ領域に接するように
形成され、前記ゲートトレンチの底面を形成する第２導電型のベース領域と、
　　前記ベース領域に対して前記半導体層の前記裏面側に前記チャネル領域に接するよう
に形成された第１導電型のコレクタ領域とを含む、（１）～（８）のいずれか一項に記載
の半導体装置。
（１３）前記第２端子が、前記エミッタ領域に接続されたエミッタ端子を含む、（２）～
（８）に係る（１２）に記載の半導体装置。
（１４）前記第２端子が、前記コレクタ領域に接続されたコレクタ端子を含む、（２）～
（８）に係る（１２）に記載の半導体装置。
（１５）前記ダイオードトレンチの幅は、前記ゲートトレンチの幅の１．２～５．０倍で
ある、（１）～（１４）のいずれか一項に記載の半導体装置。
（１６）前記双方向ツェナーダイオードは、ポリシリコンからなる、（１）～（１５）の
いずれか一項に記載の半導体装置。
（１７）半導体層に、トランジスタを構成する複数の不純物領域を形成する工程と、
　前記半導体層を表面からエッチングすることにより、ゲートトレンチを形成する工程と
、
　前記半導体層を前記表面からエッチングすることにより、ダイオードトレンチを形成す
る工程と、
　前記ゲートトレンチおよび前記ダイオードトレンチを埋め尽くすように、ｎ型またはｐ
型の半導体材料を前記半導体層に堆積させる工程と、
　堆積した前記半導体材料をエッチバックすることにより、前記半導体層の前記表面と面
一な上面を有するゲート電極を形成し、同時に、前記半導体層の前記表面と面一な上面を
有する埋め込み層を形成する工程と、
　前記埋め込み層に、当該埋め込み層とは異なる導電型のｎ型またはｐ型不純物を選択的
に注入し、前記ダイオードトレンチの深さ方向に直交する方向に沿ってｎ型部分とｐ型部
分とが交互に配列させて複数のｐｎ接合を形成することにより、前記ダイオードトレンチ
内に双方向ツェナーダイオードを形成する工程とを含む、半導体装置の製造方法。
（１８）前記半導体装置の製造方法は、
　　前記半導体層に層間絶縁膜を積層する工程と、
　　前記層間絶縁膜上に、前記層間絶縁膜を貫通して、前記ゲート電極および前記双方向
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ツェナーダイオードの一つの前記ｎ型部分または前記ｐ型部分に接続する第１端子を形成
する工程と、
　　前記層間絶縁膜上に、前記層間絶縁膜を貫通して、前記半導体層の所定の前記不純物
領域、および前記第１端子と接続された前記ｎ型部分または前記ｐ型部分から離れており
、当該部分と同一導電型の前記ｎ型部分または前記ｐ型部分に接続する第２端子を形成す
る工程とを含む、（１７）に記載の半導体装置の製造方法。
（１９）前記第１端子および前記第２端子を形成する工程は、前記層間絶縁膜の全面に金
属材料を堆積させた後、当該金属材料を所定の形状にパターニングすることにより、前記
第１端子および前記第２端子を同時に形成する工程を含む、（１８）に記載の半導体装置
の製造方法。
（２０）前記ゲートトレンチを形成する工程および前記ダイオードトレンチを形成する工
程を、同一のエッチング処理により行う、（１７）～（１９）のいずれか一項に記載の半
導体装置の製造方法。
（上記把握されるべき特徴の効果）
　（１）の発明によれば、ゲート電極の上面および双方向ツェナーダイオードの上面がと
もに、半導体層の表面と面一である。そのため、半導体層を表面からエッチングしてゲー
トトレンチおよびダイオードトレンチを形成した後、これらのトレンチを埋め尽くすよう
にｎ型またはｐ型の半導体材料を堆積させ、その後、堆積した半導体材料をエッチバック
することにより、ゲート電極と双方向ツェナーダイオード（双方向ツェナーダイオードの
本体を形成する埋め込み層）とを同時に形成することができる。
【０１４６】
　したがって、その上面がエピタキシャル層の表面と面一になるようにゲート電極を形成
する工程と、ダイオードトレンチからエピタキシャル層の表面にはみ出すようにツェナー
ダイオードを形成する工程とを別々に行う従来の方法（たとえば、特許文献２の方法）に
比べて、半導体装置の製造工程を簡易にすることができ、製造コストを低減することがで
きる。
【０１４７】
　従来の方法では、ツェナーダイオードをダイオードトレンチからはみ出す形状にするた
めに、ダイオードトレンチを埋め尽くすようにポリシリコンを堆積させた後、このポリシ
リコンを、マスクを使ってパターニングする工程を行う必要があり、効率がよいとは言え
ない。
　また、従来の方法では、ダイオードトレンチからはみ出したツェナーダイオードが、エ
ピタキシャル層の表面に対する段差として残る結果、エピタキシャル層の表面を覆うよう
に形成した層間絶縁膜にも段差（高さのズレ）が生じる。そのため、層間絶縁膜にコンタ
クトホールを開けるためのフォトレジストの露光時に、フォーカス異常を生じるおそれも
ある。さらに、層間絶縁膜が当該段差で不連続となり、その部分に配線メタルが入り込み
やすくなるので、配線メタルをパターニングしてソース電極等を形成する際に、当該配線
メタルが残渣（メタル残渣）として残り、結果的に配線間のショート（短絡）を引き起こ
すおそれもある。
【０１４８】
　これに対して、参考例に係る発明では、ゲート電極の上面および双方向ツェナーダイオ
ードの上面を、ともに半導体層の表面と面一に形成することができるので、従来のような
フォーカス異常およびメタル残渣といった問題も解決することができる。その結果、半導
体装置の品質・性能を向上させることができる。
　そして、（１）の半導体装置は、たとえば、（１７）の半導体装置の製造方法により製
造することができる。
【０１４９】
　また、（１）の半導体装置が、（２）記載のように、前記半導体層に積層された層間絶
縁膜と、前記層間絶縁膜上に形成され、前記層間絶縁膜を貫通して前記ゲート電極に接続
された第１端子と、前記層間絶縁膜上に形成され、前記層間絶縁膜を貫通して前記半導体
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層の所定の前記不純物領域に接続された第２端子とを含む場合、前記第１端子および前記
第２端子を、前記層間絶縁膜をそれぞれ貫通して、互いに離れて配置された前記ｎ型部分
または前記ｐ型部分に、それぞれ接続することができる。
【０１５０】
　すなわち、第１端子および第２端子を、双方向ツェナーダイオードの互いに離れたｎ型
部分に接続するか、または、双方向ツェナーダイオードの互いに離れたｐ型部分に接続す
ることができる。これにより、双方向ツェナーダイオードを、ゲート電極と所定の不純物
領域との間（ゲート－不純物領域間）に接続することができる。
　このような構造は、たとえば、（１８）に記載のように、前記半導体層に層間絶縁膜を
積層する工程と、前記層間絶縁膜上に、前記層間絶縁膜を貫通して、前記ゲート電極およ
び前記双方向ツェナーダイオードの一つの前記ｎ型部分または前記ｐ型部分に接続する第
１端子を形成する工程と、前記層間絶縁膜上に、前記層間絶縁膜を貫通して、前記半導体
層の所定の前記不純物領域、および前記第１端子と接続された前記ｎ型部分または前記ｐ
型部分から離れており、当該部分と同一導電型の前記ｎ型部分または前記ｐ型部分に接続
する第２端子を形成する工程とを実行することにより、作製することができる。
【０１５１】
　この場合、前記第１端子および前記第２端子を形成する工程は、（１９）記載のように
、前記層間絶縁膜の全面に金属材料を堆積させた後、当該金属材料を所定の形状にパター
ニングすることにより、前記第１端子および前記第２端子を同時に形成する工程を含むこ
とが好ましい。
　この方法によれば、第１端子および第２端子を同一工程で形成できるので、より簡易に
かつ低コストで、半導体装置を製造することができる。
【０１５２】
　さらには、（２０）記載のように、前記ゲートトレンチを形成する工程および前記ダイ
オードトレンチを形成する工程を、同一のエッチング処理により行えば、製造工程をさら
に簡易にでき、製造コストを一層低減することができる。
　また、（３）記載のように、前記双方向ツェナーダイオードは、互いに離れて配置され
た前記ｎ型部分または前記ｐ型部分がそれぞれ、前記第１端子および前記第２端子の直下
に配置されるように、平面視で前記第１端子および前記第２端子に跨るように形成されて
いることが好ましい。
【０１５３】
　この構成によれば、第１端子および第２端子から直下に向かって層間絶縁膜を貫通する
プラグを用いて、第１端子および第２端子それぞれと、ｎ型部分またはｐ型部分と接続す
ることができる。そのため、ｎ型部分およびｐ型部分から水平方向に配線を引き回す必要
がないので、省スペース化を図ることができる。
　また、前記第１端子は、（４）記載のように、前記第２端子を取り囲む環状端子を含ん
でいてもよい。
【０１５４】
　そして、（５）記載のように、前記環状端子が、前記第２端子へ向かって引き出された
第１引出し部を有し、前記環状端子で取り囲まれた前記第２端子が、前記環状端子へ向か
って引き出された第２引出し部を有している場合、前記双方向ツェナーダイオードは、互
いに離れて配置された前記ｎ型部分または前記ｐ型部分がそれぞれ、前記第１引出し部お
よび前記第２引出し部の直下に配置されるように、前記複数のｐｎ接合が前記環状端子の
周方向に沿って配列された第１ダイオードを含んでいてもよい。
【０１５５】
　この構成によれば、第１端子と第２端子とを絶縁するために設けたスペースに、第１引
出し部および第２引出し部が形成されているので、余ったスペースを双方向ツェナーダイ
オードに接続するという用途に有効利用することができる。
　また、（６）記載のように、第１ダイオードは、前記第２端子を取り囲む環状に形成さ
れていることが好ましい。
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【０１５６】
　この構成によれば、第１ダイオードが環状端子の周方向に沿って局所的に設けられてい
る場合に比べて、ダイオードの面積を増やすことができるので、保護耐量（静電破壊電圧
）を向上させることができる。
　また、（７）記載のように、前記第１引出し部および前記第２引出し部は、前記環状端
子の前記周方向に沿って交互に配列されていることが好ましい。
【０１５７】
　この構成によれば、各第１引出し部と、当該第１引出し部に隣り合う第２引出し部との
間に接続される双方向ツェナーダイオードの単位（ユニット）を、環状端子の周方向に沿
って複数形成することができる。そのため、各第１および第２引出し部の位置を適切に定
め、それらの間に挟まれる各双方向ツェナーダイオードのｐｎ繰り返し単位の長さを調節
することにより、良好な保護耐量を有する双方向ツェナーダイオードを複数設けることが
できる。
【０１５８】
　また、前記第１端子が、前記第２端子を取り囲む環状端子を含む場合、前記双方向ツェ
ナーダイオードは、（８）記載のように、互いに離れて配置された前記ｎ型部分または前
記ｐ型部分がそれぞれ、前記環状端子および前記第２端子の直下に配置されるように、前
記複数のｐｎ接合が前記環状端子を横切る方向に沿って配列された第２ダイオードを含ん
でいてもよい。
【０１５９】
　この構成によれば、第２ダイオードを環状端子に沿って形成する必要がないので、適切
な場所に適切な量だけ双方向ツェナーダイオードを形成することができる。
　また、（９）記載のように、複数の前記不純物領域は、前記ゲート電極と協働してトレ
ンチゲート型ＭＯＳＦＥＴ（Metal Oxide Semiconductor Field Effect Transistor）を
構成するＭＯＳ構造を含んでいてもよく、その場合、前記ＭＯＳ構造は、前記半導体層の
前記表面側に露出するように形成され、前記ゲートトレンチの側面の一部を形成する第１
導電型のソース領域と、前記ソース領域に対して前記半導体層の裏面側に前記ソース領域
に接するように形成され、前記ゲートトレンチの側面の一部を形成する第２導電型のチャ
ネル領域と、前記チャネル領域に対して前記半導体層の前記裏面側に前記チャネル領域に
接するように形成され、前記ゲートトレンチの底面を形成する第１導電型のドレイン領域
とを含む。
【０１６０】
　これにより、双方向ツェナーダイオードを、トレンチゲート型ＭＯＳＦＥＴのゲート保
護用のダイオードとして利用することができる。その場合、（１０）記載のように、ソー
ス領域に接続されたソース端子（第２端子）を双方向ツェナーダイオードに接続して、ゲ
ート電極とソース領域との間（ゲート－ソース間）に双方向ツェナーダイオードを接続す
るか、または、（１１）記載のように、ドレイン領域に接続されたドレイン端子（第２端
子）を双方向ツェナーダイオードに接続して、ゲート電極とドレイン領域との間（ゲート
－ドレイン間）に双方向ツェナーダイオードを接続すればよい。
【０１６１】
　また、（１２）記載のように、複数の前記不純物領域は、前記ゲート電極と協働してト
レンチゲート型ＩＧＢＴ（Insulated Gate Bipolar Semiconductor）トランジスタを構成
するＩＧＢＴ構造を含んでいてもよく、その場合、前記ＩＧＢＴ構造は、前記ゲートトレ
ンチの側面の一部を形成する第１導電型のエミッタ領域と、前記エミット領域に対して前
記半導体層の裏面側に前記エミッタ領域に接するように形成され、前記ゲートトレンチの
底面を形成する第２導電型のベース領域と、前記ベース領域に対して前記半導体層の前記
裏面側に前記チャネル領域に接するように形成された第１導電型のコレクタ領域とを含む
。
【０１６２】
　これにより、双方向ツェナーダイオードを、トレンチゲート型ＩＧＢＴのゲート保護用
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のダイオードとして利用することができる。その場合、（１３）記載のように、エミッタ
領域に接続されたエミッタ端子（第２端子）を双方向ツェナーダイオードに接続して、ゲ
ート電極とエミッタ領域との間（ゲート－エミッタ間）に双方向ツェナーダイオードを接
続するか、または、（１４）記載のように、コレクタ領域に接続されたコレクタ端子（第
２端子）を双方向ツェナーダイオードに接続して、ゲート電極とコレクタ領域との間（ゲ
ート－コレクタ間）に双方向ツェナーダイオードを接続すればよい。
【０１６３】
　また、前記ダイオードトレンチの幅は、（１５）記載のように、前記ゲートトレンチの
幅の１．２倍～５倍であることが好ましい。
　これにより、ダイオードトレンチの幅とゲートトレンチの幅とのばらつきを、ある程度
の範囲に収めることができるので、たとえば、半導体材料をエッチバックする際に、ゲー
ト電極や双方向ツェナーダイオード（埋め込み層）にディッシングが発生することを防止
することができる。
【０１６４】
　また、前記双方向ツェナーダイオードは、（１６）記載のように、ポリシリコンからな
ることが好ましい。
　電極材料として汎用されているポリシリコンを使用することにより、より簡易にかつ低
コストで、半導体装置を製造することができる。
【符号の説明】
【０１６５】
　１　　半導体装置
　２　　ソース端子
　３　　ゲート端子
　４　　電極膜
　５　　（半導体装置の）側端面
　６　　ゲートパッド
　７　　ボンディングワイヤ
　８　　除去領域
　９　　パッドスペース
　１０　トレンチ分離領域
　１１　終端領域
　１２　アクティブ領域
　１３　単位セル
　１４　ＭＯＳＦＥＴ
　１５　ソース中央部
　１６　ソース引出し部
　１７　グランドコンタクト
　１８　ボンディングワイヤ
　１９　ソースパッド
　２０　基板
　２１　（基板の）表面
　２２　（基板の）裏面
　２３　エピタキシャル層
　２４　（エピタキシャル層の）表面
　２５　（エピタキシャル層の）裏面
　２６　チャネル層
　２７　ドレイン層
　２８　ゲートトレンチ
　２９　（ゲートトレンチの）側面
　３０　（ゲートトレンチの）底面
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　３１　ソース領域
　３２　ダミーセル
　３３　チャネル領域
　３４　ドレイン領域
　３５　チャネルコンタクト領域
　３６　ゲート絶縁膜
　３７　ゲート電極
　３８　（ゲート電極の）上面
　３９　アイソレーショントレンチ
　４０　（アイソレーショントレンチの）側面
　４１　（アイソレーショントレンチの）底面
　４２　幅狭トレンチ
　４３　幅広トレンチ
　４４　高濃度不純物領域
　４５　トレンチ絶縁膜
　４６　埋め込み電極
　４７　（埋め込み電極の）上面
　４８　幅狭電極
　４９　幅広電極
　５０　層間絶縁膜
　５１　コンタクトホール
　５２　コンタクトホール
　５３　ソースコンタクト
　５４　ドレイン端子
　５５　ハードマスク
　５６　ハードマスク
　５７　ハードマスク
　５８　ハードマスク
　５９　ダイシングブレード
　６０　高濃度不純物領域
　６１　半導体装置
　６２　半導体装置
　６３　ゲート中央部
　６４　ゲート引出し部
　６５　半導体装置
　６６　半導体装置
　６７　ＩＧＢＴ
　６８　半導体装置
　６９　基板
　７０　エミッタ領域
　７１　ベース領域
　７２　コレクタ領域
　７３　エミッタ端子
　７４　コレクタ端子
　１０１　　半導体装置
　１０２　　ソース端子
　１０３　　ゲート端子
　１０９　　ダイオード領域
　１１０　アクティブ領域
　１１１，１１１´　双方向ツェナーダイオード
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　１１２　単位セル
　１１３　ＭＯＳＦＥＴ
　１１４　ソース引出し部
　１１５　ゲート引出し部
　１１６　ソースコンタクト
　１２０　ゲートコンタクト
　１２４　エピタキシャル層
　１２５　（エピタキシャル層の）表面
　１２６　ゲートトレンチ
　１２７　ソース領域
　１２８　チャネル領域
　１２９　（エピタキシャル層の）裏面
　１３０　ドリフト領域
　１３２　ゲート絶縁膜
　１３３　ゲート電極
　１３４　（ゲート電極の）上面
　１３５　ダイオードトレンチ
　１３６　ダイオード絶縁膜
　１３７　（双方向ツェナーダイオードの）上面
　１３８　ｎ＋型部分
　１３８Ｓ　ソース側ｎ＋型部分
　１３８Ｇ　ゲート側ｎ＋型部分
　１３９　ｐ－型部分
　１４０　Ｄｉユニット
　１４１　層間絶縁膜
　１４７　ドレイン端子
　１４８　ポリシリコン
　１４９　埋め込み層
　１５１　双方向ツェナーダイオード
　１５２　Ｄｉユニット
　１５３　半導体装置
　１５４　ＩＧＢＴ
　１５６　エミッタ領域
　１５７　ベース領域
　１５８　コレクタ領域
　１５９　エミッタ端子
　１６０　コレクタ端子



(39) JP 2013-33931 A 2013.2.14

【図１】 【図２】

【図３Ａ】 【図３Ｂ】



(40) JP 2013-33931 A 2013.2.14

【図３Ｃ】 【図３Ｄ】

【図３Ｅ】 【図３Ｆ】



(41) JP 2013-33931 A 2013.2.14

【図３Ｇ】 【図３Ｈ】

【図３Ｉ】 【図３Ｊ】



(42) JP 2013-33931 A 2013.2.14

【図３Ｋ】 【図３Ｌ】

【図４】 【図５】



(43) JP 2013-33931 A 2013.2.14

【図６】 【図７】

【図８】 【図９】



(44) JP 2013-33931 A 2013.2.14

【図１０】 【図１１】

【図１２】 【図１３】



(45) JP 2013-33931 A 2013.2.14

【図１４】 【図１５】

【図１６】 【図１７】



(46) JP 2013-33931 A 2013.2.14

【図１８Ａ】 【図１８Ｂ】

【図１８Ｃ】 【図１８Ｄ】



(47) JP 2013-33931 A 2013.2.14

【図１８Ｅ】 【図１８Ｆ】

【図１８Ｇ】 【図１８Ｈ】



(48) JP 2013-33931 A 2013.2.14

【図１８Ｉ】 【図１９】

【図２０】 【図２１】



(49) JP 2013-33931 A 2013.2.14

【図２２】 【図２３】

【図２４】 【図２５】



(50) JP 2013-33931 A 2013.2.14

【図２６】



(51) JP 2013-33931 A 2013.2.14

10

20

フロントページの続き

(51)Int.Cl.                             ＦＩ                                    テーマコード（参考）
   Ｈ０１Ｌ  21/8234   (2006.01)           Ｈ０１Ｌ  29/78    ６５８Ｆ          　　　　　
   Ｈ０１Ｌ  27/06     (2006.01)           Ｈ０１Ｌ  29/78    ６５８Ｇ          　　　　　
   Ｈ０１Ｌ  27/088    (2006.01)           Ｈ０１Ｌ  29/78    ６５７Ｂ          　　　　　
   Ｈ０１Ｌ  21/329    (2006.01)           Ｈ０１Ｌ  21/76    　　　Ｌ          　　　　　
   Ｈ０１Ｌ  29/866    (2006.01)           Ｈ０１Ｌ  21/76    　　　Ｓ          　　　　　
   Ｈ０１Ｌ  21/822    (2006.01)           Ｈ０１Ｌ  27/06    １０２Ａ          　　　　　
   　　　　                                Ｈ０１Ｌ  27/08    １０２Ｅ          　　　　　
   　　　　                                Ｈ０１Ｌ  27/06    ３１１Ｂ          　　　　　
   　　　　                                Ｈ０１Ｌ  29/90    　　　Ｓ          　　　　　
   　　　　                                Ｈ０１Ｌ  27/08    １０２Ｆ          　　　　　
   　　　　                                Ｈ０１Ｌ  27/04    　　　Ｈ          　　　　　
   　　　　                                Ｈ０１Ｌ  27/04    　　　Ａ          　　　　　

Ｆターム(参考) 5F032 AA35  AA44  AA45  AA48  AA84  AC01  BA01  BA02  BB06  CA15 
　　　　 　　        CA17  CA24  DA23  DA44  DA60  DA78 
　　　　 　　  5F038 BH05  BH19  CA02  CA05  CA10  CA12  EZ13  EZ14  EZ15  EZ17 
　　　　 　　        EZ20 
　　　　 　　  5F048 AA02  AA04  AA05  AC06  AC10  BA02  BA05  BA06  BA12  BB19 
　　　　 　　        BC03  BC12  BD07  BF18  BG13  BH03  CC06  CC15  CC18 


	biblio-graphic-data
	abstract
	claims
	description
	drawings
	overflow

