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(57)【要約】
【課題】半導体装置において飽和電流等のばらつきを改
善させる。
【解決手段】第１導電型のドリフト領域を有する半導体
基板と、半導体基板の上面からドリフト領域まで設けら
れ、延伸方向に延伸した第１ゲートトレンチ部およびダ
ミートレンチ部と、第１ゲートトレンチ部およびダミー
トレンチ部に挟まれた第１トランジスタメサ部と、ドリ
フト領域の上方で第１ゲートトレンチ部に接したベース
領域と、半導体基板の上面で第１ゲートトレンチ部と接
したエミッタ領域と、半導体基板の上面に露出した第２
導電型領域とを備え、エミッタ領域および第２導電型領
域は延伸方向に交互に配置され、エミッタ領域の第１ゲ
ートトレンチ部に接する延伸方向の幅が、第２導電型領
域の第１ゲートトレンチ部に接する延伸方向の幅よりも
大きい、半導体装置を提供する。
【選択図】図１ａ
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　第１導電型のドリフト領域を有する半導体基板と、
　前記半導体基板の上面から前記ドリフト領域まで設けられ、前記半導体基板の上面にお
いて予め定められた延伸方向に延伸した第１ゲートトレンチ部と、
　前記半導体基板の上面から前記ドリフト領域まで設けられ、前記延伸方向に延伸したダ
ミートレンチ部と、
　前記第１ゲートトレンチ部および前記ダミートレンチ部に挟まれた第１トランジスタメ
サ部と、
　前記ドリフト領域の上方で前記第１ゲートトレンチ部に接した第２導電型のベース領域
と、
　前記半導体基板の上面に前記第１ゲートトレンチ部と接して設けられ、前記ドリフト領
域よりもドーピング濃度の高い第１導電型のエミッタ領域と、
　前記半導体基板の上面に露出した第２導電型領域と、
　を備え、
　前記第１トランジスタメサ部の上面において、
　　前記エミッタ領域および前記第２導電型領域は、前記延伸方向に交互に配置され、
　　前記エミッタ領域の前記第１ゲートトレンチ部に接する前記延伸方向の幅が、前記第
２導電型領域の前記第１ゲートトレンチ部に接する前記延伸方向の幅よりも大きい、
半導体装置。
【請求項２】
　前記第１トランジスタメサ部の上面において、前記エミッタ領域の前記第１ゲートトレ
ンチ部に接する前記延伸方向の幅が、前記エミッタ領域の前記ダミートレンチ部に接する
前記延伸方向の幅よりも大きい、請求項１に記載の半導体装置。
【請求項３】
　前記第１トランジスタメサ部の上面において、
　　前記第２導電型領域は前記ダミートレンチ部と接し、
　　前記第２導電型領域の前記ダミートレンチ部に接する前記延伸方向の幅が、前記第２
導電型領域の前記第１ゲートトレンチ部に接する前記延伸方向の幅よりも大きい、請求項
１または２に記載の半導体装置。
【請求項４】
　前記エミッタ領域が前記ダミートレンチ部と接する、請求項１から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導電型領域の前記第１ゲートトレンチ部と接する前記延伸方向の幅が、前記エ
ミッタ領域の前記ダミートレンチ部と接する前記延伸方向の幅よりも小さい、請求項４に
記載の半導体装置。
【請求項６】
　前記エミッタ領域が前記ダミートレンチ部と離間している、請求項１から３のいずれか
一項に記載の半導体装置。
【請求項７】
　前記第２導電型領域は、前記第２導電型領域よりもドーピング濃度の低い第２導電型の
第１中間領域をさらに有し、
　前記第１中間領域は、前記ダミートレンチ部および前記エミッタ領域に挟まれ、前記ダ
ミートレンチ部および前記エミッタ領域の双方に接する
　請求項６に記載の半導体装置。
【請求項８】
　前記第２導電型領域は、第２導電型のコンタクト領域および前記コンタクト領域よりも
ドーピング濃度の低い第２導電型の第２中間領域を有し、
　前記コンタクト領域は前記第１ゲートトレンチ部と離間し、前記第２中間領域は前記第
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１ゲートトレンチ部と接する、
　請求項７に記載の半導体装置。
【請求項９】
　前記第２中間領域が、前記第１ゲートトレンチ部および前記コンタクト領域に挟まれ、
前記第１ゲートトレンチ部および前記コンタクト領域の双方に接する、請求項８に記載の
半導体装置。
【請求項１０】
　前記第２中間領域の前記第１ゲートトレンチ部に接する前記延伸方向の幅が、前記エミ
ッタ領域の前記ダミートレンチ部と接する前記延伸方向の幅よりも小さい、請求項９に記
載の半導体装置。
【請求項１１】
　前記第１トランジスタメサ部の上面において、
　　前記エミッタ領域は、前記延伸方向に連続的に配置され、
　　前記エミッタ領域および前記第２導電型領域は、前記延伸方向に交互に配置される、
　請求項４または６に記載の半導体装置。
【請求項１２】
　前記エミッタ領域の前記延伸方向の幅がステップ状に変化する、請求項１から１１のい
ずれか一項に記載の半導体装置。
【請求項１３】
　前記半導体基板の上面に層間絶縁膜をさらに備え、前記層間絶縁膜はコンタクトホール
を有し、
　前記コンタクトホールの下方において、前記エミッタ領域と前記第２導電型領域が、前
記ダミートレンチ部から前記第１ゲートトレンチ部の方向に隣り合って接する、請求項１
から１２のいずれか一項に記載の半導体装置。
【請求項１４】
　前記エミッタ領域の端部が、前記コンタクトホールの下方に配置される、請求項１３に
記載の半導体装置。
【請求項１５】
　前記半導体基板の上面に層間絶縁膜をさらに備え、前記層間絶縁膜はコンタクトホール
を有し、
　前記コンタクトホールの下方において、前記エミッタ領域と前記第２導電型領域が、前
記延伸方向に隣り合って接する、請求項１から１２のいずれか一項に記載の半導体装置。
【請求項１６】
　前記エミッタ領域の端部が、前記半導体基板の上面視で、前記コンタクトホールと前記
第１ゲートトレンチ部との間に配置される、請求項１５に記載の半導体装置。
【請求項１７】
　前記エミッタ領域の端部が、前記半導体基板の上面視で、前記コンタクトホールと前記
ダミートレンチ部との間に配置される、請求項１５に記載の半導体装置。
【請求項１８】
　前記エミッタ領域の前記延伸方向の幅が連続的に変化する、請求項１から１１のいずれ
か一項に記載の半導体装置。
【請求項１９】
　前記コンタクトホールと前記第１ゲートトレンチ部との間における、前記エミッタ領域
の前記延伸方向の幅と、前記コンタクトホールと前記ダミートレンチ部との間における、
前記エミッタ領域の前記延伸方向の幅とが等しい、
　請求項１３から１７のいずれか一項に記載の半導体装置。
【請求項２０】
　前記ドリフト領域の上方且つ前記ベース領域の下方に、前記第１ゲートトレンチ部に接
し、前記ドリフト領域よりもドーピング濃度の高い第１導電型の蓄積領域をさらに備え、
　前記蓄積領域は、前記半導体基板の上面視で、前記エミッタ領域と重なる、
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　請求項１から１９のいずれか一項に記載の半導体装置。
【請求項２１】
　前記半導体基板の上面から前記ドリフト領域まで設けられ、前記延伸方向に延伸し、前
記第１ゲートトレンチ部と隣り合って前記ダミートレンチ部と反対側に配置された第２ゲ
ートトレンチ部と、
　前記第１ゲートトレンチ部および前記第２ゲートトレンチ部に挟まれた第２トランジス
タメサ部と、
をさらに備え
　前記ベース領域は、前記ドリフト領域の上方で、前記第１ゲートトレンチ部および前記
第２ゲートトレンチ部の双方と接し、
　前記エミッタ領域は、前記半導体基板の上面で、前記第１ゲートトレンチ部および前記
第２ゲートトレンチ部の双方と接し、
　前記第２導電型領域は、前記半導体基板の上面に露出し、
　前記第２トランジスタメサ部において、前記エミッタ領域の前記第２ゲートトレンチ部
に接する前記延伸方向の幅が、前記第１トランジスタメサ部において、前記エミッタ領域
の前記第２ゲートトレンチ部に接する前記延伸方向の幅よりも小さい、請求項１から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トランジスタメサ部において、前記エミッタ領域と前記第２導電型領域が、前
記延伸方向に交互に配置される、請求項２１に記載の半導体装置。
【請求項２３】
　前記第２トランジスタメサ部において、前記第２導電型領域が、前記第１ゲートトレン
チ部および前記第２ゲートトレンチ部の双方と離間している、請求項２１または２２に記
載の半導体装置。
【請求項２４】
　前記第２導電型領域は前記第１ゲートトレンチ部に接し、
　前記第２トランジスタメサ部において、前記第２導電型領域の前記第１ゲートトレンチ
部に接する前記延伸方向の幅が、前記第１トランジスタメサ部において、前記エミッタ領
域の前記第１ゲートトレンチ部に接する前記延伸方向の幅よりも大きい、請求項２１また
は２２に記載の半導体装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、半導体装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、絶縁ゲート型バイポーラトランジスタ（ＩＧＢＴ）等の半導体装置が知られてい
る（例えば、特許文献１参照）。
　特許文献１　特開２０１６－２２５３４５号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　半導体装置においては、飽和電流等のばらつきを改善することが好ましい。
【課題を解決するための手段】
【０００４】
　本発明の第１の態様においては、第１導電型のドリフト領域を有する半導体基板と、半
導体基板の上面からドリフト領域まで設けられ、半導体基板の上面において予め定められ
た延伸方向に延伸した第１ゲートトレンチ部と、半導体基板の上面からドリフト領域まで
設けられ、延伸方向に延伸したダミートレンチ部と、第１ゲートトレンチ部およびダミー
トレンチ部に挟まれた第１トランジスタメサ部と、を備える半導体装置を提供する。半導
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体装置は、ドリフト領域の上方で第１ゲートトレンチ部に接した第２導電型のベース領域
と、半導体基板に第１ゲートトレンチ部と接して設けられ、ドリフト領域よりもドーピン
グ濃度の高い第１導電型のエミッタ領域と、半導体基板の上面に露出した第２導電型領域
とを備える。第１トランジスタメサ部の上面において、エミッタ領域および第２導電型領
域は、延伸方向に交互に配置され、エミッタ領域の第１ゲートトレンチ部に接する延伸方
向の幅は、第２導電型領域の第１ゲートトレンチ部に接する延伸方向の幅よりも大きい。
【０００５】
　第１トランジスタメサ部の上面において、エミッタ領域の第１ゲートトレンチ部に接す
る延伸方向の幅は、エミッタ領域の前記ダミートレンチ部に接する前記延伸方向の幅より
も大きくてよい。第１トランジスタメサ部において、第２導電型領域はダミートレンチ部
と接し、第２導電型領域のダミートレンチ部に接する延伸方向の幅は、第２導電型領域の
前記第１ゲートトレンチ部に接する前記延伸方向の幅よりも大きくてよい。
【０００６】
　エミッタ領域はダミートレンチ部と接してよい。第２導電型領域の第１ゲートトレンチ
部と接する延伸方向の幅は、エミッタ領域のダミートレンチ部と接する延伸方向の幅より
も小さくてよい。
【０００７】
　エミッタ領域はダミートレンチ部と離間してよい。第２導電型領域は、第２導電型領域
よりもドーピング濃度の低い第２導電型の第１中間領域をさらに有してよい。第１中間領
域は、ダミートレンチ部およびエミッタ領域に挟まれ、ダミートレンチ部およびエミッタ
領域の双方に接してよい。第２導電型領域は、第２導電型のコンタクト領域およびコンタ
クト領域よりもドーピング濃度の低い第２導電型の第２中間領域を有してよい。コンタク
ト領域は、第１ゲートトレンチ部と離間してよい。第２中間領域は、第１ゲートトレンチ
部と接してよい。
【０００８】
　第２中間領域は、第１ゲートトレンチ部およびコンタクト領域に挟まれ、第１ゲートト
レンチ部およびコンタクト領域の双方に接してよい。第２中間領域の第１ゲートトレンチ
部に接する延伸方向の幅は、エミッタ領域のダミートレンチ部と接する延伸方向の幅より
も小さくてよい。
【０００９】
　第１トランジスタメサ部において、エミッタ領域は、延伸方向に連続的に配置され、エ
ミッタ領域および第２導電型領域は、延伸方向に交互に配置されてよい。エミッタ領域の
延伸方向の幅は、ステップ状に変化してよい。
【００１０】
　半導体装置は、半導体基板の上面に層間絶縁膜をさらに備え、層間絶縁膜はコンタクト
ホールを有してよい。コンタクトホールの下方において、エミッタ領域と第２導電型領域
が、ダミートレンチ部から第１ゲートトレンチ部の方向に隣り合って接してよい。エミッ
タ領域の端部は、コンタクトホールの下方に配置されてよい。
【００１１】
　半導体装置は、半導体基板の上面に層間絶縁膜をさらに備え、層間絶縁膜はコンタクト
ホールを有してよい。コンタクトホールの下方において、エミッタ領域と第２導電型領域
が、延伸方向に隣り合って接してよい。エミッタ領域の端部は、半導体基板の上面視で、
コンタクトホールと第１ゲートトレンチ部との間に配置されてよい。エミッタ領域の端部
は、半導体基板の上面視で、コンタクトホールとダミートレンチ部との間に配置されてよ
い。エミッタ領域の延伸方向の幅は連続的に変化してよい。
【００１２】
　コンタクトホールと第１ゲートトレンチ部との間における、エミッタ領域の延伸方向の
幅と、コンタクトホールとダミートレンチ部との間における、エミッタ領域の延伸方向の
幅とは等しくてよい。半導体装置は、ドリフト領域の上方且つベース領域の下方に、第１
ゲートトレンチ部に接し、ドリフト領域よりもドーピング濃度の高い第１導電型の蓄積領
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域をさらに備えてよい。蓄積領域は、半導体基板の上面視で、エミッタ領域と重なってよ
い。
【００１３】
　本発明の第２の態様においては、半導体基板の上面からドリフト領域まで設けられ、延
伸方向に延伸し、第１ゲートトレンチ部と隣り合ってダミートレンチ部と反対側に配置さ
れた第２ゲートトレンチ部と、第１ゲートトレンチ部および第２ゲートトレンチ部に挟ま
れた第２トランジスタメサ部と、をさらに備えてよい。ベース領域は、ドリフト領域の上
方で、第１ゲートトレンチ部および第２ゲートトレンチ部の双方に接してよい。エミッタ
領域は、半導体基板の上面で、第１ゲートトレンチ部および第２ゲートトレンチ部の双方
と接してよい。第２導電型領域が、半導体基板の上面に露出して設けられてよい。第２ト
ランジスタメサ部において、エミッタ領域の第２ゲートトレンチ部に接する延伸方向の幅
は、第１トランジスタメサ部において、エミッタ領域の第２ゲートトレンチ部に接する延
伸方向の幅よりも小さくてよい。
【００１４】
　第２トランジスタメサ部において、エミッタ領域と第２導電型領域は、延伸方向に交互
に配置されてよい。第２トランジスタメサ部において、第２導電型領域は、第１ゲートト
レンチ部および第２ゲートトレンチ部の双方と離間してよい。第２導電型領域は前記第１
ゲートトレンチ部に接してよい。第２トランジスタメサ部において、第２導電型領域の第
１ゲートトレンチ部に接する延伸方向の幅は、第１トランジスタメサ部において、エミッ
タ領域の第１ゲートトレンチ部に接する延伸方向の幅よりも大きくてよい。
【００１５】
　なお、上記の発明の概要は、本発明の必要な特徴の全てを列挙したものではない。また
、これらの特徴群のサブコンビネーションもまた、発明となりうる。
【図面の簡単な説明】
【００１６】
【図１ａ】本発明の実施形態に係る半導体装置１００の上面を部分的に示す図である。
【図１ｂ】図１ａにおけるａ－ａ'断面の一例を示す図である。
【図１ｃ】図１ａにおける領域Ａ１の拡大図である。
【図２ａ】本発明の他の実施形態に係る半導体装置１００の上面を部分的に示す図である
。
【図２ｂ】図２ａにおける領域Ａ２の拡大図である。
【図３ａ】本発明の他の実施形態に係る半導体装置１００の上面を部分的に示す図である
。
【図３ｂ】図３ａにおける領域Ａ３の拡大図である。
【図４ａ】本発明の他の実施形態に係る半導体装置１００の上面を部分的に示す図である
。
【図４ｂ】図４ａにおける領域Ａ４の拡大図である。
【図５ａ】本発明の他の実施形態に係る半導体装置１００の上面を部分的に示す図である
。
【図５ｂ】図５ａにおける領域Ａ５の拡大図である。
【図６ａ】本発明の他の実施形態に係る半導体装置１００の上面を部分的に示す図である
。
【図６ｂ】図６ａにおける領域Ａ６の拡大図である。
【図７ａ】本発明の他の実施形態に係る半導体装置１００の上面を部分的に示す図である
。
【図７ｂ】図７ａにおける領域Ａ７の拡大図である。
【図８ａ】本発明の他の実施形態に係る半導体装置１００の上面を部分的に示す図である
。
【図８ｂ】図８ａにおける領域Ａ８の拡大図である。
【図９ａ】本発明の他の実施形態に係る半導体装置１００の上面を部分的に示す図である
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。
【図９ｂ】図９ａにおける領域Ａ９の拡大図である。
【図１０ａ】本発明の他の実施形態に係る半導体装置１００の上面を部分的に示す図であ
る。
【図１０ｂ】図１０ａにおける領域Ａ１０の拡大図である。
【図１１ａ】本発明の他の実施形態に係る半導体装置１００の上面を部分的に示す図であ
る。
【図１１ｂ】図１１ａにおける領域Ａ１１の拡大図である。
【図１２ａ】本発明の他の実施形態に係る半導体装置１００の上面を部分的に示す図であ
る。
【図１２ｂ】図１２ａにおける領域Ａ１２の拡大図である。
【図１３ａ】本発明の他の実施形態に係る半導体装置１００の上面を部分的に示す図であ
る。
【図１３ｂ】図１３ａにおける領域Ａ１３の拡大図である。
【図１４ａ】第１比較例の半導体装置１５０の上面を部分的に示す図である。
【図１４ｂ】第２比較例の半導体装置１６０の上面を部分的に示す図である。
【図１４ｃ】第３比較例の半導体装置１７０の上面を部分的に示す図である。
【図１５ａ】本発明の他の実施形態に係る半導体装置２００の上面を部分的に示す図であ
る。
【図１５ｂ】図１５ａにおけるｚ－ｚ'断面の一例を示す図である。
【図１５ｃ】図１５ａにおける領域Ｂ１の拡大図である。
【図１６ａ】本発明の他の実施形態に係る半導体装置２００の上面を部分的に示す図であ
る。
【図１６ｂ】図１６ａにおける領域Ｂ２の拡大図である。
【図１７ａ】本発明の他の実施形態に係る半導体装置２００の上面を部分的に示す図であ
る。
【図１７ｂ】図１７ａにおける領域Ｂ３の拡大図である。
【図１８ａ】本発明の他の実施形態に係る半導体装置２００の上面を部分的に示す図であ
る。
【図１８ｂ】図１８ａにおける領域Ｂ４の拡大図である。
【図１９ａ】図１ａにおける領域Ｅ１の拡大図である。
【図１９ｂ】図１９ａにおけるｂ－ｂ'断面の一例を示す図である。
【図２０ａ】図１ａにおける領域Ｅ１の他の拡大図である。
【図２０ｂ】図２０ａにおけるｃ－ｃ'断面の一例を示す図である。
【図２１ａ】図１ａにおける領域Ｅ１の他の拡大図である。
【図２１ｂ】図２１ａにおけるｅ－ｅ'断面の一例を示す図である。
【図２２ａ】図１における領域Ｅ２の拡大図である。
【図２２ｂ】図２２ａにおけるｇ－ｇ'断面の一例を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００１７】
　以下、発明の実施の形態を通じて本発明を説明するが、以下の実施形態は特許請求の範
囲にかかる発明を限定するものではない。また、実施形態の中で説明されている特徴の組
み合わせの全てが発明の解決手段に必須であるとは限らない。
【００１８】
　本明細書においては、半導体基板の深さ方向と平行な方向における一方の側を「上」、
他方の側を「下」と称する。基板、層またはその他の部材の２つの主面のうち、一方の面
を上面、他方の面を下面と称する。「上」、「下」の方向は重力方向、または、半導体装
置の実装時における基板等への取り付け方向に限定されない。
【００１９】
　本明細書では、Ｘ軸、Ｙ軸およびＺ軸の直交座標軸を用いて技術的事項を説明する場合
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がある。本明細書では、半導体基板の上面と平行な面をＸＹ面とし、半導体基板の深さ方
向をＺ軸とする。
【００２０】
　各実施例においては、第１導電型をＮ型、第２導電型をＰ型とした例を示しているが、
第１導電型をＰ型、第２導電型をＮ型としてもよい。この場合、各実施例における基板、
層、領域等の導電型は、それぞれ逆の極性となる。
【００２１】
　図１ａは、本発明の実施形態に係る半導体装置１００の上面を部分的に示す図である。
本例の半導体装置１００は、トランジスタ部７０およびダイオード部８０を備える半導体
チップである。トランジスタ部７０は、ＩＧＢＴ等のトランジスタを含む。ダイオード部
８０は、半導体基板の上面においてトランジスタ部７０と隣接して設けられたＦＷＤ（Ｆ
ｒｅｅ　Ｗｈｅｅｌ　Ｄｉｏｄｅ）等のダイオードを含む。トランジスタ部７０は、トラ
ンジスタ部７０とダイオード部８０の境界に位置する境界部９０を含む。図１ａにおいて
は、チップ端部周辺のチップ上面を示しており、他の領域を省略している。
【００２２】
　また、図１ａにおいては、半導体装置１００における半導体基板の活性領域を示すが、
半導体装置１００は、活性領域を囲んでエッジ終端構造部を有してよい。活性領域は、半
導体装置１００をオン状態に制御した場合に電流が流れる領域を指す。エッジ終端構造部
は、半導体基板の上面側の電界集中を緩和する。エッジ終端構造部は、例えばガードリン
グ、フィールドプレート、リサーフおよびこれらを組み合わせた構造を有する。
【００２３】
　本例の半導体装置１００は、半導体基板の内部に設けられ、且つ、半導体基板の上面に
露出する第１ゲートトレンチ部４０、ダミートレンチ部３０、ウェル領域１１、エミッタ
領域１２、ベース領域１４および第２導電型領域を備える。第２導電型領域は、メサ部に
おいて半導体基板の上面に露出したＰ型領域である。第２導電型領域は、一例としてコン
タクト領域１５であってよい。コンタクト領域１５は、一例としてエミッタ領域１２に接
し、ベース領域と同じ導電型のキャリアが通過する経路の抵抗をベース領域１４よりも低
くする領域であってよい。また、本例の半導体装置１００は、半導体基板の上面の上方に
設けられたエミッタ電極５２およびゲート金属層５０を備える。エミッタ電極５２および
ゲート金属層５０は、互いに分離して設けられる。
【００２４】
　エミッタ電極５２およびゲート金属層５０と、半導体基板の上面との間には層間絶縁膜
が形成されるが、図１ａでは省略している。本例の層間絶縁膜には、コンタクトホール５
６、コンタクトホール４９およびコンタクトホール５４が、当該層間絶縁膜を貫通して形
成される。
【００２５】
　また、エミッタ電極５２は、コンタクトホール５６を通って、ダミートレンチ部３０内
のダミー導電部と接続される。エミッタ電極５２とダミー導電部との間には、不純物がド
ープされたポリシリコン等の、導電性を有する材料で形成された接続部２５が設けられて
よい。接続部２５と半導体基板の上面との間には、酸化膜等の絶縁膜が形成される。
【００２６】
　ゲート金属層５０は、コンタクトホール４９を通って、ゲートランナー４８と接触する
。ゲートランナー４８は、不純物がドープされたポリシリコン等で形成される。ゲートラ
ンナー４８は、半導体基板の上面において、第１ゲートトレンチ部４０内のゲート導電部
と接続される。ゲートランナー４８は、ダミートレンチ部３０内のダミー導電部とは接続
されない。本例のゲートランナー４８は、コンタクトホール４９の下方から、第１ゲート
トレンチ部４０の先端部まで形成される。ゲートランナー４８と半導体基板の上面との間
には、酸化膜等の絶縁膜が形成される。第１ゲートトレンチ部４０の先端部において、ゲ
ート導電部は半導体基板の上面に露出している。第１ゲートトレンチ部４０は、ゲート導
電部の当該露出した部分にて、ゲートランナー４８と接触する。
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【００２７】
　エミッタ電極５２およびゲート金属層５０は、金属を含む材料で形成される。例えば、
各電極の少なくとも一部の領域は、アルミニウムまたはアルミニウム‐シリコン合金で形
成される。各電極は、アルミニウム等で形成された領域の下層にチタンやチタン化合物等
で形成されたバリアメタルを有してよい。また、各電極は、コンタクトホール内において
タングステン等で形成されたプラグを有してもよい。
【００２８】
　１つ以上の第１ゲートトレンチ部４０および１つ以上のダミートレンチ部３０は、所定
の配列方向（本例ではＹ軸方向）に沿って所定の間隔で配列される。本例の第１ゲートト
レンチ部４０は、半導体基板の上面に平行であって配列方向と垂直な延伸方向（本例では
Ｘ軸方向）に沿って延伸する２つの延伸部分３９と、２つの延伸部分３９を接続する接続
部分４１を有してよい。接続部分４１の少なくとも一部は、曲線状に形成されることが好
ましい。第１ゲートトレンチ部４０の２つの延伸部分３９の端部を接続することで、延伸
部分３９の端部における電界集中を緩和できる。ゲートランナー４８は、第１ゲートトレ
ンチ部４０の接続部分４１において、ゲート導電部と接続してよい。
【００２９】
　本例のダミートレンチ部３０は、第１ゲートトレンチ部４０と同様に半導体基板の上面
においてＵ字形状を有してよい。即ち、本例のダミートレンチ部３０は、延伸方向に沿っ
て延伸する２つの延伸部分２９と、２つの延伸部分２９を接続する接続部分３１を有して
よい。
【００３０】
　エミッタ電極５２は、第１ゲートトレンチ部４０、ダミートレンチ部３０、ウェル領域
１１、エミッタ領域１２、ベース領域１４およびコンタクト領域１５の上方に形成される
。ベース領域１４、コンタクト領域１５およびウェル領域１１はＰ＋型である。ウェル領
域１１は、ゲート金属層５０が設けられる側の活性領域の端部から、予め定められた範囲
で形成される。ウェル領域１１の拡散深さは、第１ゲートトレンチ部４０およびダミート
レンチ部３０の深さよりも深くてよい。第１ゲートトレンチ部４０およびダミートレンチ
部３０の、ゲート金属層５０側の一部の領域は、ウェル領域１１に形成される。第１ゲー
トトレンチ部４０およびダミートレンチ部３０の延伸方向の端の底は、ウェル領域１１に
覆われてよい。
【００３１】
　トランジスタ部７０において、コンタクトホール５４は、コンタクト領域１５およびエ
ミッタ領域１２の各領域の上方に形成される。ダイオード部８０において、コンタクトホ
ール５４は、ベース領域１４の上方に形成される。いずれのコンタクトホール５４も、Ｘ
軸方向両端に配置されたベース領域１４およびウェル領域１１の上方には配置されていな
い。
【００３２】
　半導体基板の上面と平行な方向において、Ｙ軸方向には各トレンチ部に隣接してメサ部
が設けられる。メサ部とは、隣り合う２つのトレンチ部に挟まれた半導体基板の部分であ
って、半導体基板の上面から、各トレンチ部の最も深い底部の深さまでの部分であってよ
い。また、各トレンチ部の延伸部分３９および延伸部分２９を１つのトレンチ部としてよ
い。即ち、２つの延伸部分３９および２つの延伸部分２９に挟まれる領域をメサ部として
よい。
【００３３】
　トランジスタ部７０においては、境界部９０を除き、第１ゲートトレンチ部４０に隣接
して第１トランジスタメサ部６０が設けられる。第１トランジスタメサ部６０は、２つの
第１ゲートトレンチ部４０に挟まれていてよく、第１ゲートトレンチ部４０とダミートレ
ンチ部３０に挟まれていてもよい。境界部９０には、各トレンチ部に隣接して境界メサ部
６２が設けられる。また、ダイオード部８０においては、隣り合うダミートレンチ部３０
に挟まれた領域にダイオードメサ部６４が設けられる。第１トランジスタメサ部６０、境
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界メサ部６２およびダイオードメサ部６４のＸ軸方向における両端部には、一例としてベ
ース領域１４が設けられている。なお、図１ａにおいては、Ｘ軸方向の一方の端部のみを
示している。
【００３４】
　第１トランジスタメサ部６０の上面には、第１ゲートトレンチ部４０と接して第１導電
型のエミッタ領域１２が設けられる。本例のエミッタ領域１２はＮ＋型である。第１トラ
ンジスタメサ部の上面において、エミッタ領域１２は、ダミートレンチ部３０と接して設
けられてよく、離間して設けられてもよい。本例においては、エミッタ領域１２はダミー
トレンチ部３０と接して設けられる。エミッタ領域１２は、第１トランジスタメサ部６０
を挟むように接する第１ゲートトレンチ部４０およびダミートレンチ部３０をつなぐよう
に形成されてよい。
【００３５】
　第１トランジスタメサ部６０の上面には、第２導電型のコンタクト領域１５が設けられ
る。コンタクト領域１５は、ベース領域１４よりもドーピング濃度が高くてよい。本例の
コンタクト領域１５は、Ｐ＋型である。第１トランジスタメサ部６０の上面において、コ
ンタクト領域１５は、第１ゲートトレンチ部４０と接して設けられてよく、離間して設け
られてもよい。本例においては、コンタクト領域１５は第１ゲートトレンチ部４０と接し
て設けられる。第１トランジスタメサ部６０の上面において、コンタクト領域１５は、ダ
ミートレンチ部３０と接して設けられてよく、離間して設けられてもよい。本例において
は、コンタクト領域１５はダミートレンチ部３０と接して設けられる。コンタクト領域は
、第１トランジスタメサ部６０を挟むように接する第１ゲートトレンチ部４０およびダミ
ートレンチ部３０をつなぐように形成されてよい。
【００３６】
　エミッタ領域１２の第１ゲートトレンチ部４０に接するＸ軸方向の幅Ｗｅｇは、コンタ
クト領域１５の第１ゲートトレンチ部４０に接するＸ軸方向の幅Ｗｃｇより大きく設けら
れる。幅Ｗｅｇは、幅Ｗｃｇより２倍から５倍大きくてよい。幅Ｗｅｇが幅Ｗｃｇより大
きいとは、幅Ｗｃｇが０の場合、即ち、コンタクト領域１５が第１ゲートトレンチ部４０
に接する場合を含む。
【００３７】
　また、コンタクト領域１５のダミートレンチ部３０に接するＸ軸方向の幅Ｗｃｄは、エ
ミッタ領域１２のダミートレンチ部３０に接するＸ軸方向の幅Ｗｅｄより大きく設けられ
る。幅Ｗｃｄは、幅Ｗｅｄより２倍から５倍大きくてよい。第１トランジスタメサ部６０
において、エミッタ領域１２およびコンタクト領域１５は、第１ゲートトレンチ部４０の
延伸方向に交互に設けられてよい。本明細書において、エミッタ領域１２およびコンタク
ト領域１５が、第１ゲートトレンチ部４０の延伸方向に交互に設けられるとは、エミッタ
領域１２とコンタクト領域１５とが、第１トランジスタメサ部６０内のＹ軸方向の少なく
とも一つの位置において、Ｙ軸方向に平行な境界を有するＰＮ接合を持ち、Ｘ軸方向に沿
って繰り返し設けられることをいう。
【００３８】
　トランジスタ部７０において、ダミートレンチ部３０に挟まれるメサ部の上面には、コ
ンタクト領域１５が設けられる。当該コンタクト領域１５は、Ｘ軸方向における両端部に
設けられるベース領域１４に挟まれる領域全体に設けられてよい。
【００３９】
　境界メサ部６２の上面には、ベース領域１４よりドーピング濃度の高いコンタクト領域
１５が設けられる。本例のコンタクト領域１５はＰ＋型である。当該コンタクト領域１５
は、境界メサ部６２のＸ軸方向における両端部に設けられるベース領域１４に挟まれる領
域全体に設けられてよい。
【００４０】
　本例の半導体装置１００は、ダイオード部８０においてダミートレンチ部３０が設けら
れる。それぞれのダミートレンチ部３０の直線状の延伸部分２９は、接続部分３１で接続
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されてよい。それぞれのダミートレンチ部３０に挟まれる領域に、ダイオードメサ部６４
が設けられる。
【００４１】
　ダイオードメサ部６４の上面には、Ｘ軸方向における両端部にコンタクト領域１５が設
けられる。また、当該コンタクト領域１５に挟まれる領域にベース領域１４が設けられる
。ベース領域１４は、当該コンタクト領域１５に挟まれる領域全体に設けられてよい。
【００４２】
　ダイオードメサ部６４には、エミッタ領域１２が形成されなくてよく、形成されてもよ
い。本例では、ダイオードメサ部６４にはエミッタ領域１２が形成されない。ダイオード
メサ部６４には、コンタクト領域１５またはベース領域１４が、ダイオードメサ部６４を
挟む一方のダミートレンチ部３０から、他方のダミートレンチ部３０に渡って形成されて
いる。即ち、半導体基板の上面において、ダイオードメサ部６４のＹ軸方向の幅と、ダイ
オードメサ部６４に設けられたコンタクト領域１５またはベース領域１４のＹ軸方向の幅
は等しい。
【００４３】
　半導体装置１００は、半導体基板の内部において、ベース領域１４の下方に第１導電型
の蓄積領域１６を有する。本例の蓄積領域１６はＮ＋型である。図１ａにおいて、蓄積領
域１６が形成される範囲を一点鎖線で示している。蓄積領域１６は、半導体基板の上面視
で、－Ｘ軸方向の端のコンタクト領域１５とコンタクトホール５４とが重なる領域から、
＋Ｘ軸方向側に形成される。なお、蓄積領域１６は、ダミートレンチ部３０には接してい
なくてもよい。
【００４４】
　ダイオード部８０は、半導体基板の下面側において、第１導電型のカソード領域８２を
有する。本例のカソード領域８２はＮ＋型である。図１ａに、半導体基板の上面視でカソ
ード領域８２が設けられる領域を一点鎖線部で示している。ダイオード部８０は、カソー
ド領域８２を半導体基板の上面に投影した領域であってよい。カソード領域８２を半導体
基板の上面に投影した領域は、コンタクト領域１５から＋Ｘ軸方向に離れていてよい。半
導体基板の下面の隣接する領域においてカソード領域８２が形成されていない領域には、
Ｐ＋型のコレクタ領域が形成されてよい。トランジスタ部７０は、コレクタ領域を半導体
基板の上面に投影した領域のうち、トレンチ部またはメサ部が形成されている領域であっ
てよい。
【００４５】
　図１ｂは、図１ａにおけるａ－ａ'断面の一例を示す図である。ａ－ａ'断面は、トラン
ジスタ部７０およびダイオード部８０において、エミッタ領域１２、コンタクト領域１５
およびベース領域１４を通過するＹＺ面である。コンタクト領域１５は、一例としてコン
タクト領域であってよい。本例の半導体装置１００は、ａ－ａ'断面において、半導体基
板１０、層間絶縁膜３８、エミッタ電極５２およびコレクタ電極２４を有する。エミッタ
電極５２は、半導体基板１０の上面２１および層間絶縁膜３８の上面に形成される。コレ
クタ電極２４は、半導体基板１０の下面２３に形成される。エミッタ電極５２およびコレ
クタ電極２４は、金属等の導電材料で形成される。
【００４６】
　半導体基板１０は、シリコン基板であってよく、炭化シリコン基板であってよく、窒化
ガリウム等の窒化物半導体基板等であってもよい。本例の半導体基板１０はシリコン基板
である。
【００４７】
　本例の半導体基板１０は、第１導電型のドリフト領域１８を備える。本例のドリフト領
域１８はＮ－型である。ドリフト領域１８は、半導体基板１０において、他のドーピング
領域が形成されずに残存した領域であってよい。即ち、ドリフト領域１８のドーピング濃
度は、半導体基板１０のドーピング濃度であってよい。
【００４８】
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　ドリフト領域１８の下方には、第１導電型のバッファ領域２０が形成される。本例のバ
ッファ領域２０はＮ＋型である。バッファ領域２０のドーピング濃度は、ドリフト領域１
８のドーピング濃度よりも高い。バッファ領域２０は、ベース領域１４の下面側から広が
る空乏層が、Ｐ＋型のコレクタ領域２２およびＮ＋型のカソード領域８２に到達すること
を防ぐフィールドストップ層として機能してよい。
【００４９】
　ダイオード部８０は、バッファ領域２０の下方にＮ＋型のカソード領域８２を有する。
カソード領域８２は、トランジスタ部７０のコレクタ領域２２と略同じ深さに設けられて
よい。カソード領域８２がトランジスタ部７０のコレクタ領域２２と同じ深さに設けられ
ることにより、ダイオード部８０は、インバータ等の電力変換回路で、他の半導体装置１
００のトランジスタ部７０がターンオフする時に、逆方向に導通する還流電流を流す還流
ダイオード（ＦＷＤ）として機能してよい。
【００５０】
　トランジスタ部７０において、バッファ領域２０の下方には、Ｐ＋型のコレクタ領域２
２が形成される。当該コレクタ領域２２は、境界メサ部６２の下面２３側の領域まで延伸
していてよい。境界メサ部６２の下面２３までコレクタ領域２２が延伸していることによ
り、トランジスタ部７０のエミッタ領域１２と、ダイオード部８０のカソード領域８２と
の距離を確保することができる。このため、トランジスタ部７０のエミッタ領域１２を含
むゲート構造部からドリフト領域１８に注入される電子が、ダイオード部８０のカソード
領域８２に流出するのを防ぐことができる。
【００５１】
　本例においては、カソード領域８２が境界メサ部６２の直下まで設けられる場合と比べ
て、境界メサ部６２のコンタクト領域１５と、ダイオード部８０のカソード領域８２との
距離も長くすることができる。これにより、ダイオード部８０が導通するときに、ベース
領域１４よりも高いドーピング濃度のコンタクト領域１５から、カソード領域８２への正
孔の注入を抑えることができる。
【００５２】
　第１トランジスタメサ部６０および境界メサ部６２においては、ドリフト領域１８の上
方にＮ＋型の蓄積領域１６が設けられてよい。蓄積領域１６は、第１ゲートトレンチ部４
０に接して設けられる。蓄積領域１６のドーピング濃度は、ドリフト領域１８のドーピン
グ濃度よりも高い。蓄積領域１６を設けることで、キャリア注入促進効果（ＩＥ効果）を
高めて、オン電圧を低減することができる。
【００５３】
　第１トランジスタメサ部６０および境界メサ部６２においては、蓄積領域１６の上方に
第２導電型のベース領域１４が設けられる。本例のベース領域１４はＰ－型である。ベー
ス領域１４は、第１ゲートトレンチ部４０に接して設けられる。さらに、第１トランジス
タメサ部６０においては、ベース領域１４と上面２１との間にエミッタ領域１２およびコ
ンタクト領域１５が設けられる。エミッタ領域１２は、第１ゲートトレンチ部４０と接し
て設けられる。コンタクト領域１５は、ダミートレンチ部３０と接して設けられてよい。
エミッタ領域１２のドーピング濃度は、ドリフト領域１８のドーピング濃度よりも高い。
エミッタ領域１２のドーパントの一例はヒ素（Ａｓ）である。
【００５４】
　境界メサ部６２においては、蓄積領域１６の上方にＰ＋型のコンタクト領域１５が設け
られる。本例においては、コンタクト領域１５は、ダミートレンチ部３０に接して設けら
れる。境界メサ部６２には、上面２１においてエミッタ領域１２が設けられなくてよい。
【００５５】
　ダイオードメサ部６４においては、ドリフト領域１８の上方にＮ＋型の蓄積領域１６が
設けられてよい。また、ダイオードメサ部６４においては、蓄積領域１６の上方にベース
領域１４が設けられてよい。ダイオードメサ部６４においては、カソード領域８２を投影
した上面２１において、エミッタ領域１２は設けられなくてよい。
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【００５６】
　上面２１には、１つ以上の第１ゲートトレンチ部４０および１つ以上のダミートレンチ
部３０が形成される。各トレンチ部は、上面２１からドリフト領域１８まで設けられる。
エミッタ領域１２、コンタクト領域１５および蓄積領域１６の少なくともいずれかが設け
られている領域においては、各トレンチ部はこれらの領域も貫通して、ドリフト領域１８
に到達する。トレンチ部がドーピング領域を貫通するとは、ドーピング領域を形成してか
らトレンチ部を形成する順序で製造したものに限定されない。トレンチ部を形成した後に
、トレンチ部の間にドーピング領域を形成したものも、トレンチ部がドーピング領域を貫
通しているものに含まれる。
【００５７】
　第１ゲートトレンチ部４０は、上面２１に形成されたゲートトレンチ、ゲート絶縁膜４
２およびゲート導電部４４を有する。ゲート絶縁膜４２は、ゲートトレンチの内壁を覆っ
て形成される。ゲート絶縁膜４２は、ゲートトレンチの内壁の半導体を酸化または窒化し
て形成してよい。ゲート導電部４４は、ゲートトレンチの内部においてゲート絶縁膜４２
よりも内側に形成される。ゲート絶縁膜４２は、ゲート導電部４４と半導体基板１０とを
絶縁する。ゲート導電部４４は、ポリシリコン等の導電材料で形成される。第１ゲートト
レンチ部４０は、上面２１において層間絶縁膜３８により覆われる。
【００５８】
　ゲート導電部４４は、半導体基板１０の深さ方向において、ゲート絶縁膜４２を挟んで
第１トランジスタメサ部６０側で隣接するベース領域１４と対向する領域を含む。ゲート
導電部４４に所定の電圧が印加されると、ベース領域１４のうちゲートトレンチに接する
界面の表層に電子の反転層によるチャネルが形成される。
【００５９】
　ダミートレンチ部３０は、図１ｂにおいて、第１ゲートトレンチ部４０と同一の構造を
有してよい。ダミートレンチ部３０は、上面２１側に形成されたダミートレンチ、ダミー
絶縁膜３２およびダミー導電部３４を有する。ダミー絶縁膜３２は、ダミートレンチの内
壁を覆って形成される。ダミー導電部３４は、ダミートレンチの内部に形成され、且つ、
ダミー絶縁膜３２よりも内側に形成される。ダミー絶縁膜３２は、ダミー導電部３４と半
導体基板１０とを絶縁する。ダミートレンチ部３０は、上面２１において層間絶縁膜３８
により覆われる。
【００６０】
　図１ｃは、図１ａにおける領域Ａ１の拡大図である。領域Ａ１とは、図１ａにおいて同
じ規則で配列された構成の一部を示すものである。図１ｃに示す通り、本例の半導体装置
１００においては、第１トランジスタメサ部６０の上面に、第１ゲートトレンチ部４０と
接して、エミッタ領域１２およびコンタクト領域１５が設けられる。エミッタ領域１２お
よびコンタクト領域１５は、第１ゲートトレンチ部４０の延伸方向に交互に設けられる。
また、第１トランジスタメサ部６０の上面に、ダミートレンチ部３０と接して、エミッタ
領域１２およびコンタクト領域１５が設けられる。
【００６１】
　本例の半導体装置１００は、図１ｃに示す通り、エミッタ領域１２のＸ軸方向の幅が、
ＸＹ面内においてステップ状に変化してよい。また、エミッタ領域１２の第１ゲートトレ
ンチ部４０に接するＸ軸方向の幅Ｗｅｇは、エミッタ領域１２のダミートレンチ部３０に
接するＸ軸方向の幅Ｗｅｄよりも大きくてよい。幅Ｗｅｇは、幅Ｗｅｄより２倍から５倍
大きくてよい。また、コンタクト領域１５のダミートレンチ部３０に接するＸ軸方向の幅
Ｗｃｄは、コンタクト領域１５の第１ゲートトレンチ部４０に接するＸ軸方向の幅Ｗｃｇ
よりも大きくてよい。幅Ｗｃｄは、幅Ｗｃｇより２倍から５倍大きくてよい。
【００６２】
　本例の半導体装置１００において、エミッタ領域１２はダミートレンチ部３０と接して
よい。また、コンタクト領域１５は第１ゲートトレンチ部４０と接してよい。
【００６３】
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　エミッタ領域１２の第１ゲートトレンチ部４０に接するＸ軸方向の幅Ｗｅｇは、図１ｃ
に示す通り、コンタクト領域１５の第１ゲートトレンチ部４０に接するＸ軸方向の幅Ｗｃ
ｇより大きい。幅Ｗｅｇは、幅Ｗｃｇより２倍から５倍大きくてよい。幅Ｗｅｇを大きく
設けることで、トランジスタ部７０の飽和電流を大きくすることができる。
【００６４】
　コンタクト領域１５のダミートレンチ部３０に接するＸ軸方向の幅Ｗｃｄは、図１ｃに
示す通り、エミッタ領域１２のダミートレンチ部３０に接するＸ軸方向の幅Ｗｅｄよりも
大きい。幅Ｗｃｄは、幅Ｗｅｄより２倍から５倍大きくてよい。Ｗｃｄを大きく設けるこ
とで、トランジスタ部７０のラッチアップ耐量を大きくすることができる。
【００６５】
　本例の半導体装置１００は、幅Ｗｅｇおよび幅Ｗｃｇを上記の大小関係とすることで、
第１ゲートトレンチ部４０に接する側において、トランジスタ部７０のラッチアップ耐量
は勿論、飽和電流特性をより優先的に改善する。また、幅Ｗｃｄおよび幅Ｗｅｄを上記の
大小関係とすることで、ダミートレンチ部３０に接する側において、トランジスタ部７０
のラッチアップ耐量を改善する。即ち、本例の半導体装置１００は、トランジスタ部７０
全体において、飽和電流特性およびラッチアップ耐量のバランスを良好にすることができ
る。
【００６６】
　エミッタ領域１２において、端部Ｓは、エミッタ領域１２のＸ軸方向の幅がステップ状
に変化する、エミッタ領域１２の端である。端部Ｓは、図１ｃに示す通り、コンタクトホ
ール５４の下方に配置されてよい。また、エミッタ領域１２およびコンタクト領域１５は
、図１ｃに示す通り、コンタクトホール５４の下方にて、ダミートレンチ部３０から第１
ゲートトレンチ部４０の方向に隣り合って接してよい。即ち、エミッタ領域１２およびコ
ンタクト領域１５は、Ｘ軸方向に平行な境界Ｂｄｖを有するＰＮ接合を形成してよい。
【００６７】
　端部Ｓおよび境界Ｂｄｖがコンタクトホール５４の下方に存在することで、第１ゲート
トレンチ部４０から端部Ｓおよび境界ＢｄｖまでのＹ軸方向の距離を確保することができ
る。このため、コンタクト領域１５のドーパントが第１ゲートトレンチ部４０に達するの
を防ぎ、トランジスタ部７０の閾値電圧ばらつきを抑制することができる。また、コンタ
クトホール５４に接するコンタクト領域１５の面積を確保できるので、キャリアを容易に
引き抜くことができる。
【００６８】
　エミッタ領域１２とコンタクト領域１５は、図１ｃに示す通り、コンタクトホール５４
の下方にて、第１ゲートトレンチ部４０の延伸方向に隣り合って接してよい。即ち、エミ
ッタ領域１２およびコンタクト領域１５は、Ｙ軸方向に平行な境界Ｂｄｈを有するＰＮ接
合を形成してよい。境界Ｂｄｈがコンタクトホール５４の下方に存在することで、製造ば
らつきにより、コンタクトホール５４が第１トランジスタメサ部６０の中央からＹ軸方向
正負何れの側にずれても、後述する図１４ａの比較例よりも、エミッタ領域１２とコンタ
クトとの接触面積のばらつき、およびコンタクト領域１５とコンタクトとの接触面積のば
らつきを抑制することができる。
【００６９】
　図２ａは、本発明の他の実施形態に係る半導体装置１００の上面を部分的に示す図であ
る。図２ａに示す半導体装置１００は、図１ａにおいて、コンタクトホール５４の下方に
存在する、エミッタ領域１２とコンタクト領域１５との境界が、第１ゲートトレンチ部４
０の側に存在する点で、図１ａに示す半導体装置１００と異なる。
【００７０】
　図２ｂは、図２ａにおける領域Ａ２の拡大図である。領域Ａ２とは、図２ａにおいて同
じ規則で配列された構成の一部を示すものである。図２ｂに示す半導体装置１００は、図
１ｃにおいて、端部Ｓが、半導体基板１０の上面視で、コンタクトホール５４と第１ゲー
トトレンチ部４０との間に配置され、コンタクトホール５４の下方に境界Ｂｄｖを有さな
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い点で、図１ｃに示す半導体装置１００と異なる。
【００７１】
　コンタクトホール５４のＹ軸方向正側におけるエミッタ領域１２のＸ軸方向の幅Ｗｎｌ
１と、Ｙ軸方向負側におけるエミッタ領域１２のＸ軸方向の幅Ｗｎｒ１は等しくてよい。
ここで、幅Ｗｎｌ１と幅Ｗｎｒ１が等しいとは、幅Ｗｎｌ１と幅Ｗｎｒ１が５％以内の誤
差範囲で一致する場合をいう。本明細書において「等しい」、「同じ」、「同一」等同等
と記載した場合、５％以内の誤差を含んでよい。また、幅Ｗｎｌ１および幅Ｗｎｒ１は、
図１ｃにおける幅Ｗｅｄと等しくてよく、異なっていてもよい。
【００７２】
　本例の半導体装置１００は、第１トランジスタメサ部６０に占めるコンタクト領域１５
の割合が、図１ｃに示す半導体装置１００よりも大きい。このため、本例の半導体装置１
００は、図１ｃに示す半導体装置１００と比較して、飽和電流特性は勿論、ラッチアップ
耐量をより重視した半導体装置１００とすることができる。
【００７３】
　エミッタ領域１２とコンタクト領域１５は、図２ｂに示す通り、コンタクトホール５４
の下方にて、Ｙ軸方向に平行な境界Ｂｄｈを有するＰＮ接合を形成する。このため、製造
ばらつきにより、コンタクトホール５４が第１トランジスタメサ部６０の中央からＹ軸方
向正負何れの側にずれても、図１ｃの半導体装置１００よりも、エミッタ領域１２とコン
タクトとの接触面積のばらつき、およびコンタクト領域１５とコンタクトとの接触面積の
ばらつきを抑制することができる。
【００７４】
　第１ゲートトレンチ部４０から端部Ｓおよび境界ＢｄｖまでのＹ軸方向の距離は、コン
タクト領域１５のドーパントが第１ゲートトレンチ部４０に達しない値とする。特に、製
造時のばらつきによって、第１ゲートトレンチ部４０から端部Ｓおよび境界Ｂｄｖまでの
Ｙ軸方向の距離の最小値が、ゼロよりも大きければよい。これにより、コンタクト領域１
５のドーパントが第１ゲートトレンチ部４０に達するのを防ぎ、トランジスタ部７０の閾
値電圧ばらつきを抑制することができる。
【００７５】
　図３ａは、本発明の他の実施形態に係る半導体装置１００の上面を部分的に示す図であ
る。図３ａに示す半導体装置１００は、図１ａにおいて、コンタクトホール５４の下方に
存在する、エミッタ領域１２とコンタクト領域１５との境界が、ダミートレンチ部３０の
側に存在する点で、図１ａに示す半導体装置１００と異なる。
【００７６】
　図３ｂは、図３ａにおける領域Ａ３の拡大図である。領域Ａ３とは、図３ａにおいて同
じ規則で配列された構成の一部を示すものである。図３ｂに示す半導体装置１００は、図
１ｃにおいて、端部Ｓが、半導体基板１０の上面視で、コンタクトホール５４とダミート
レンチ部３０との間に配置され、コンタクトホール５４の下方に境界Ｂｄｖを有さない点
で、図１ｃに示す半導体装置１００と異なる。
【００７７】
　コンタクトホール５４のＹ軸方向正側におけるエミッタ領域１２のＸ軸方向の幅Ｗｎｌ
２と、Ｙ軸方向負側におけるエミッタ領域１２のＸ軸方向の幅Ｗｎｒ２は等しくてよい。
また、幅Ｗｎｌ２および幅Ｗｎｒ２は、図１ｃにおける幅Ｗｅｇと等しくてよく、異なっ
ていてもよい。
【００７８】
　本例の半導体装置１００は、第１トランジスタメサ部６０に占めるコンタクト領域１５
の割合が、図１ｃに示す半導体装置１００よりも小さい。このため、本例の半導体装置１
００は、図１ｃに示す半導体装置１００と比較して、ラッチアップ耐量は勿論、エミッタ
領域１２とエミッタ電極とのコンタクト抵抗低減を重視した半導体装置１００とすること
ができる。
【００７９】
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　本例の半導体装置１００は、端部Ｓが、半導体基板１０の上面視でコンタクトホール５
４とダミートレンチ部３０との間に配置されるので、第１ゲートトレンチ部４０から端部
Ｓおよび境界ＢｄｖまでのＹ軸方向の距離を、図１ｃの半導体装置１００よりも確保する
ことができる。このため、コンタクト領域１５のドーパントが第１ゲートトレンチ部４０
に達するのを防ぎ、トランジスタ部７０の閾値電圧ばらつきを、図１ｃに示す半導体装置
１００よりもさらに抑制することができる。
【００８０】
　エミッタ領域１２とコンタクト領域１５は、図３ｂに示す通り、コンタクトホール５４
の下方にて、Ｙ軸方向に平行な境界Ｂｄｈを有するＰＮ接合を形成する。このため、製造
ばらつきにより、コンタクトホール５４が第１トランジスタメサ部６０の中央からＹ軸方
向正負何れの側にずれても、図２ｂの半導体装置１００と同様に、エミッタ領域１２とコ
ンタクトとの接触面積のばらつき、およびコンタクト領域１５とコンタクトとの接触面積
のばらつきを抑制することができる。
【００８１】
　図４ａは、本発明の他の実施形態に係る半導体装置１００の上面を部分的に示す図であ
る。図４ａに示す半導体装置１００は、図１ａにおいて、Ｘ軸方向の最も負側の領域を除
き、エミッタ領域１２のみが第１ゲートトレンチ部４０に接して設けられる点で、図１ａ
に示す半導体装置１００と異なる。
【００８２】
　図４ｂは、図４ａにおける領域Ａ４の拡大図である。領域Ａ４とは、図４ａにおいて同
じ規則で配列された構成の一部を示すものである。図４ｂに示す半導体装置１００は、図
１ｃにおいて、Ｘ軸方向の最も負側の領域を除き、エミッタ領域１２が、第１ゲートトレ
ンチ部４０に接してＸ軸方向に連続的に配置される点で、図１ｃに示す半導体装置１００
と異なる。
【００８３】
　エミッタ領域１２が第１ゲートトレンチ部４０に接してＸ軸方向に連続的に配置される
とは、第１トランジスタメサ部６０の上面において、Ｘ軸方向の最も負側の領域および図
示されないＸ軸方向の最も正側の領域を除き、Ｘ軸方向にエミッタ領域１２のみが第１ゲ
ートトレンチ部４０に接することをいう。
【００８４】
　本例の半導体装置１００は、エミッタ領域１２が、第１ゲートトレンチ部４０に接して
Ｘ軸方向に連続的に配置されるので、トランジスタ部７０の飽和電流特性を、図１ｃに示
す半導体装置１００よりも改善することができる。また、本例の半導体装置１００は、エ
ミッタ領域１２が、第１ゲートトレンチ部４０に接してＸ軸方向に連続的に配置されるの
で、図１ｃに示す半導体装置１００よりもトランジスタ部７０の相互コンダクタンスを高
くすることができる。このため、トランジスタ部７０を低抵抗化することができる。
【００８５】
　エミッタ領域１２とコンタクト領域１５は、図４ｂに示す通り、コンタクトホール５４
の下方にて、Ｘ軸方向の境界Ｂｄｖを有するＰＮ接合を形成してよい。境界Ｂｄｖがコン
タクトホール５４の下方に存在することで、第１ゲートトレンチ部４０から境界Ｂｄｖま
でのＹ軸方向の距離を確保することができる。このため、コンタクト領域１５のドーパン
トが第１ゲートトレンチ部４０に達するのを防ぎ、トランジスタ部７０の閾値電圧ばらつ
きを抑制することができる。
【００８６】
　エミッタ領域１２とコンタクト領域１５は、図４ｂに示す通り、コンタクトホール５４
の下方にて、Ｙ軸方向の境界Ｂｄｈを有するＰＮ接合を形成してよい。境界Ｂｄｈがコン
タクトホール５４の下方に存在することで、製造ばらつきにより、コンタクトホール５４
が第１トランジスタメサ部６０の中央からＹ軸方向正側にずれても、エミッタ領域１２と
コンタクトとの接触面積のばらつき、およびコンタクト領域１５とコンタクトとの接触面
積のばらつきを抑制することができる。
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【００８７】
　図５ａは、本発明の他の実施形態に係る半導体装置１００の上面を部分的に示す図であ
る。図５ａに示す半導体装置１００は、図１ａにおいて、エミッタ領域１２がダミートレ
ンチ部３０と離間している点で、図１ａに示す半導体装置１００と異なる。
【００８８】
　図５ｂは、図５ａにおける領域Ａ５の拡大図である。領域Ａ５とは、図５ａにおいて同
じ規則で配列された構成の一部を示すものである。図５ｂに示す半導体装置１００は、図
１ｃにおいて、エミッタ領域１２がダミートレンチ部３０と離間している点で、図１ｃに
示す半導体装置１００と異なる。また、コンタクト領域１５が第１ゲートトレンチ部４０
と離間している点で、図１ｃに示す半導体装置１００と異なる。
【００８９】
　図５ｂに示す半導体装置１００は、コンタクトホール５４の下方において、図１ｃに示
す半導体装置１００と同じ構成を有する。このため、図１ｃに示す半導体装置１００と同
様に、トランジスタ部７０の閾値電圧のばらつきを抑制することができる。また、エミッ
タ領域１２とコンタクトとの接触面積のばらつき、およびコンタクト領域１５とコンタク
トとの接触面積のばらつきを抑制することができる。
【００９０】
　本例の半導体装置１００は、図４ｂに示す半導体装置１００と同様に、エミッタ領域１
２が、第１ゲートトレンチ部４０に接してＸ軸方向に連続的に配置される。このため、図
１ｃに示す半導体装置１００よりも、トランジスタ部７０の飽和電流特性を改善すること
ができる。また、トランジスタ部７０の相互コンダクタンスを高くすることができるので
、トランジスタ部７０を低抵抗化することができる。
【００９１】
　本例の半導体装置１００は、第１トランジスタメサ部６０に占めるコンタクト領域１５
の割合が、図１ｃに示す半導体装置１００よりも大きい。このため、本例の半導体装置１
００は、図１ｃに示す半導体装置１００と比較して、飽和電流特性は勿論、ラッチアップ
耐量をより重視した半導体装置１００とすることができる。
【００９２】
　図６ａは、本発明の他の実施形態に係る半導体装置１００の上面を部分的に示す図であ
る。図６ａに示す半導体装置１００は、図２ａにおいて、第２導電型領域が第１中間領域
１７－１をさらに有する点で、図２ａに示す半導体装置１００と異なる。また、図２ａに
おいて、第２導電型領域が第２導電型のコンタクト領域１５－１および第２導電型の第２
中間領域１７－２を有する点で、図２ａに示す半導体装置１００と異なる。
【００９３】
　図６ｂは、図６ａにおける領域Ａ６の拡大図である。領域Ａ６とは、図６ａにおいて同
じ規則で配列された構成の一部を示すものである。図６ｂに示す半導体装置１００は、図
２ｂにおいて、第２導電型領域が第１中間領域１７－１をさらに有する点で、図２ｂに示
す半導体装置１００と異なる。また、図２ｂにおいて、第２導電型領域が第２導電型のコ
ンタクト領域１５－１および第２導電型の第２中間領域１７－２を有する点で、図２ｂに
示す半導体装置１００と異なる。
【００９４】
　本例のコンタクト領域１５－１および第２中間領域１７－２は、共にＰ＋型である。第
１中間領域１７－１、コンタクト領域１５－１および第２中間領域１７－２は、第２導電
型領域の一例である。
【００９５】
　第１中間領域１７－１は、ダミートレンチ部３０およびエミッタ領域１２に挟まれ、ダ
ミートレンチ部３０およびエミッタ領域１２の双方に接してよい。第１中間領域１７－１
のドーピング濃度は、コンタクト領域１５のドーピング濃度よりも低くてよい。あるいは
、第１中間領域１７－１のドーピング濃度は、ベース領域１５のドーピング濃度と等しく
てよい。
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【００９６】
　第２中間領域１７－２は、第１ゲートトレンチ部４０およびコンタクト領域１５－１に
挟まれ、第１ゲートトレンチ部４０およびコンタクト領域１５－１の双方に接してよい。
コンタクト領域１５－１のドーピング濃度は、コンタクト領域１５のドーピング濃度と等
しくてよい。第２中間領域１７－２のドーピング濃度は、コンタクト領域１５－１のドー
ピング濃度よりも低くてよい。第２中間領域１７－２のドーピング濃度は、ベース領域１
５のドーピング濃度より高くてよい。あるいは、第２中間領域１７－２のドーピング濃度
は、ベース領域１５のドーピング濃度と等しくてもよい。第２中間領域１７－２のドーピ
ング濃度は、ベース領域１５のドーピング濃度より高い方が、ラッチアップを抑制しやす
い。
【００９７】
　第２中間領域１７－２のドーピング濃度は、第１中間領域１７－１のドーピング濃度よ
り高くてよい。あるいは、第２中間領域１７－２のドーピング濃度は、第１中間領域１７
－１のドーピング濃度より低くてもよい。
【００９８】
　本例の半導体装置１００は、第１ゲートトレンチ部４０およびコンタクト領域１５－１
の双方に接する第２中間領域１７－２を有するので、コンタクト領域１５－１をドーピン
グする際、図２ｂに示す半導体装置１００よりも、エミッタ領域１２の端部Ｓ近傍がＹ軸
負方向に浸食されにくい。このため、トランジスタ部７０のＹ軸方向に広がるチャネル深
さを確保することができる。このため、トランジスタ部７０の閾値電圧への影響を抑制す
ることができる。
【００９９】
　本例の半導体装置１００は、コンタクトホール５４の下方において、図２ｂに示す半導
体装置１００と同じ構成を有する。このため、図２ｂに示す半導体装置１００と同様に、
製造ばらつきにより、コンタクトホール５４が第１トランジスタメサ部６０の中央からＹ
軸方向正負何れの側にずれても、エミッタ領域１２とコンタクトとの接触面積のばらつき
、およびコンタクト領域１５とコンタクトとの接触面積のばらつきを抑制することができ
る。
【０１００】
　図７ａは、本発明の他の実施形態に係る半導体装置１００の上面を部分的に示す図であ
る。図７ａに示す半導体装置１００は、図４ａにおいて、エミッタ領域１２がダミートレ
ンチ部３０と離間している点で、図４ａに示す半導体装置１００と異なる。
【０１０１】
　図７ｂは、図７ａにおける領域Ａ７の拡大図である。領域Ａ７とは、図７ａにおいて同
じ規則で配列された構成の一部を示すものである。図７ｂに示す半導体装置１００は、図
４ｂにおいて、エミッタ領域１２がダミートレンチ部３０と離間している点で、図４ｂに
示す半導体装置１００と異なる。図７ｂに示す半導体装置１００は、コンタクトホール５
４の下方において、図４ｂに示す半導体装置１００と同じ構成を有する。このため、図４
ｂに示す半導体装置１００と同様に、図１ｃに示す半導体装置１００よりもトランジスタ
部７０の飽和電流特性を改善することができる。また、トランジスタ部７０の閾値電圧ば
らつきを抑制することができる。また、製造ばらつきにより、コンタクトホール５４が第
１トランジスタメサ部６０の中央からＹ軸方向正側にずれても、エミッタ領域１２とコン
タクトとの接触面積のばらつき、およびコンタクト領域１５とコンタクトとの接触面積の
ばらつきを抑制することができる。
【０１０２】
　本例の半導体装置１００は、図４ｂに示す半導体装置１００と同様に、エミッタ領域１
２が、第１ゲートトレンチ部４０に接してＸ軸方向に連続的に配置される。このため、図
１ｃに示す半導体装置１００よりも、トランジスタ部７０の飽和電流特性を改善すること
ができる。また、トランジスタ部７０の相互コンダクタンスを高くすることができるので
、トランジスタ部７０を低抵抗化することができる。
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【０１０３】
　本例の半導体装置１００は、第１トランジスタメサ部６０に占めるコンタクト領域１５
の割合が、図４ｂに示す半導体装置１００よりも大きい。このため、本例の半導体装置１
００は、図４ｂに示す半導体装置１００と比較して、飽和電流特性は勿論、ラッチアップ
耐量をより重視した半導体装置１００とすることができる。
【０１０４】
　図８ａは、本発明の他の実施形態に係る半導体装置１００の上面を部分的に示す図であ
る。図８ａに示す半導体装置１００は、図１ａにおいて、第１ゲートトレンチ部４０と接
するコンタクト領域１５のＸ軸方向の幅ＷＰ１が、ダミートレンチ部３０と接するエミッ
タ領域１２のＸ軸方向の幅ＷＮ１よりも小さい点で、図１ａに示す半導体装置１００と異
なる。
【０１０５】
　図８ｂは、図８ａにおける領域Ａ８の拡大図である。領域Ａ８とは、図８ａにおいて同
じ規則で配列された構成の一部を示すものである。図８ｂに示す半導体装置１００は、図
１ｃに示す半導体装置１００において、第１ゲートトレンチ部４０と接するコンタクト領
域１５のＸ軸方向の幅ＷＰ１が、ダミートレンチ部３０と接するエミッタ領域１２のＸ軸
方向の幅ＷＮ１よりも小さい点で、図１ｃに示す半導体装置１００と異なる。
【０１０６】
　本例の半導体装置１００は、第１トランジスタメサ部６０に占めるコンタクト領域１５
の割合が、図１ｃに示す半導体装置１００よりも小さい。また、第１トランジスタメサ部
６０に占めるエミッタ領域１２の割合が、図１ｃに示す半導体装置１００よりも大きい。
このため、本例の半導体装置１００は、図１ｃに示す半導体装置１００と比較して、ラッ
チアップ耐量は勿論、飽和電流特性をより重視した半導体装置１００とすることができる
。
【０１０７】
　図９ａは、本発明の他の実施形態に係る半導体装置１００の上面を部分的に示す図であ
る。図９ａに示す半導体装置１００は、図６ａにおいて、第１ゲートトレンチ部４０と接
する第２中間領域１７－２の幅ＷＰ２が、エミッタ領域１２のダミートレンチ部３０と接
する幅ＷＮ２よりも小さい点で、図６ａに示す半導体装置１００と異なる。
【０１０８】
　図９ｂは、図９ａにおける領域Ａ９の拡大図である。領域Ａ９とは、図９ａにおいて同
じ規則で配列された構成の一部を示すものである。図９ｂに示す半導体装置１００は、図
６ｂに示す半導体装置１００において、第１ゲートトレンチ部４０と接する第２中間領域
１７－２の幅ＷＰ２が、エミッタ領域１２のダミートレンチ部３０と接する幅ＷＮ２より
も小さい点で、図６ｂに示す半導体装置１００と異なる。
【０１０９】
　本例の半導体装置１００は、第１ゲートトレンチ部４０およびコンタクト領域１５－１
の双方に接する第２中間領域１７－２を有するので、図６ｂに示す半導体装置１００と同
様に、コンタクト領域１５－１をドーピングする際、エミッタ領域１２の端部Ｓ近傍がＹ
軸負方向に浸食されにくい。このため、トランジスタ部７０のＹ軸方向に広がるチャネル
深さを確保することができる。このため、トランジスタ部７０の閾値電圧への影響を抑制
することができる。
【０１１０】
　本例の半導体装置１００は、第１トランジスタメサ部６０に占めるエミッタ領域１２の
割合が、図６ｂに示す半導体装置１００よりも大きい。このため、本例の半導体装置１０
０は、図６ｂに示す半導体装置１００と比較して、ラッチアップ耐量は勿論、飽和電流特
性をより重視した半導体装置１００とすることができる。
【０１１１】
　図１０ａは、本発明の他の実施形態に係る半導体装置１００の上面を部分的に示す図で
ある。図１０ａに示す半導体装置１００は、図１ａにおいて、エミッタ領域１２のＸ軸方
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向の幅が、幅Ｗｅｇから幅Ｗｅｄまで、ＸＹ面内において連続的に変化する点で、図１ａ
に示す半導体装置１００と異なる。また、コンタクト領域１５のＸ軸方向の幅が、幅Ｗｃ
ｄから幅Ｗｃｇまで、ＸＹ面内において連続的に変化する点で、図１ａの半導体装置１０
０と異なる。
【０１１２】
　図１０ｂは、図１０ａにおける領域Ａ１０の拡大図である。領域Ａ１０とは、図１０ａ
において同じ規則で配列された構成の一部を示すものである。図１０ｂに示す半導体装置
１００は、図１ｃにおいて、エミッタ領域１２のＸ軸方向の幅が、幅Ｗｅｇから幅Ｗｅｄ
まで、ＸＹ面内において連続的に変化する点で、図１ｃに示す半導体装置１００と異なる
。また、コンタクト領域１５のＸ軸方向の幅が、幅Ｗｃｄから幅Ｗｃｇまで、ＸＹ面内に
おいて連続的に変化する点で、図１ｃの半導体装置１００と異なる。ここで、幅が連続的
に変化するとは、幅が滑らかに変化し、不連続な変化が無いことをいう。エミッタ領域１
２のＸ軸方向の幅は、コンタクトホール５４よりＹ軸方向負側において、エミッタ領域１
２からコンタクト領域１５の方向に凸形状に変化する。また、コンタクト領域１５のＸ軸
方向の幅は、コンタクトホール５４よりＹ軸方向正側において、コンタクト領域１５から
エミッタ領域１２の方向に凸形状に変化する。
【０１１３】
　エミッタ領域１２およびコンタクト領域１５は、図１０ｂに示す通り、ＰＮ接合の境界
Ｂｄｖｈ１を介して接する。境界Ｂｄｖｈ１は、Ｘ軸方向成分およびＹ軸方向成分の双方
を有する。境界Ｂｄｖｈ１のＹ軸方向成分がコンタクトホール５４の下方に存在すること
で、製造ばらつきにより、コンタクトホール５４が第１トランジスタメサ部６０の中央か
らＹ軸方向正負何れの側にずれても、エミッタ領域１２とコンタクトとの接触面積のばら
つき、およびコンタクト領域１５とコンタクトとの接触面積のばらつきを抑制することが
できる。
【０１１４】
　図１１ａは、本発明の他の実施形態に係る半導体装置１００の上面を部分的に示す図で
ある。図１１ａに示す半導体装置１００は、図１０ａにおいて、エミッタ領域１２のＸ軸
方向の幅が、コンタクトホール５４よりＹ軸方向正負何れの側においても、エミッタ領域
１２からコンタクト領域１５の方向に凸形状に変化する点で、図１０ａに示す半導体装置
１００と異なる。また、コンタクト領域１５のＸ軸方向の幅が、コンタクトホール５４よ
りＹ軸方向正負何れの側においても、コンタクト領域１５からエミッタ領域１２の方向に
凹形状に変化する点で、図１０ａに示す半導体装置１００と異なる。
【０１１５】
　図１１ｂは、図１１ａにおける領域Ａ１１の拡大図である。領域Ａ１１とは、図１１ａ
において同じ規則で配列された構成の一部を示すものである。図１１ｂに示す半導体装置
１００は、図１０ｂにおいて、エミッタ領域１２のＸ軸方向の幅が、コンタクトホール５
４よりＹ軸方向正負何れの側においても、エミッタ領域１２からコンタクト領域１５の方
向に凸形状に変化する点で、図１０ｂに示す半導体装置１００と異なる。また、コンタク
ト領域１５のＸ軸方向の幅が、コンタクトホール５４よりＹ軸方向正負何れの側において
も、コンタクト領域１５からエミッタ領域１２の方向に凹形状に変化する点で、図１０ｂ
に示す半導体装置１００と異なる。
【０１１６】
　エミッタ領域１２およびコンタクト領域１５は、ＰＮ接合の境界Ｂｄｖｈ２を介して接
する。境界Ｂｄｖｈ２は、Ｘ軸方向成分およびＹ軸方向成分の双方を有する。境界Ｂｄｖ
ｈ２のＹ軸方向成分がコンタクトホール５４の下方に存在することで、製造ばらつきによ
り、コンタクトホール５４が第１トランジスタメサ部６０の中央からＹ軸方向正負何れの
側にずれても、エミッタ領域１２とコンタクトとの接触面積のばらつき、およびコンタク
ト領域１５とコンタクトとの接触面積のばらつきを抑制することができる。
【０１１７】
　図１２ａは、本発明の他の実施形態に係る半導体装置１００の上面を部分的に示す図で
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ある。図１２ａに示す半導体装置１００は、コンタクトホール５４の下方において、Ｙ軸
方向に平行な境界を有するＰＮ接合を形成する。エミッタ領域１２の第１ゲートトレンチ
部４０に接するＸ軸方向の幅Ｗｅｇ'は、エミッタ領域１２のダミートレンチ部３０に接
するＸ軸方向の幅Ｗｅｄ'よりも大きくてよい。幅Ｗｅｇ'は、幅Ｗｅｄ'より２倍から５
倍大きくてよい。また、コンタクト領域１５のダミートレンチ部３０に接するＸ軸方向の
幅Ｗｃｄ'は、コンタクト領域１５の第１ゲートトレンチ部４０に接するＸ軸方向の幅Ｗ
ｃｇ'よりも大きくてよい。幅Ｗｃｄ'は、幅Ｗｃｇ'より２倍から５倍大きくてよい。
【０１１８】
　図１２ｂは、図１２ａにおける領域Ａ１２の拡大図である。領域Ａ１２とは、図１２ａ
において同じ規則で配列された構成の一部を示すものである。図１２ｂに示す半導体装置
１００は、端部Ｓが、半導体基板１０の上面視で、コンタクトホール５４と第１ゲートト
レンチ部４０との間に配置され、コンタクトホール５４の下方に境界Ｂｄｖを有さない。
また、コンタクトホール５４の下方において、Ｙ軸方向に平行な境界Ｂｄｈを有するＰＮ
接合を形成する。このため、製造ばらつきにより、コンタクトホール５４が第１トランジ
スタメサ部６０の中央からＹ軸方向正負何れの側にずれても、図１ｃの半導体装置１００
よりも、エミッタ領域１２とコンタクトとの接触面積のばらつき、およびコンタクト領域
１５とコンタクトとの接触面積のばらつきを抑制することができる。
【０１１９】
　第１ゲートトレンチ部４０から端部Ｓおよび境界ＢｄｖまでのＹ軸方向の距離は、コン
タクト領域１５のドーパントが第１ゲートトレンチ部４０に達しない値とする。特に、製
造時のばらつきによって、第１ゲートトレンチ部４０から端部Ｓおよび境界Ｂｄｖまでの
Ｙ軸方向の距離の最小値が、ゼロよりも大きければよい。これにより、コンタクト領域１
５のドーパントが第１ゲートトレンチ部４０に達するのを防ぎ、トランジスタ部７０の閾
値電圧ばらつきを抑制することができる。
【０１２０】
　図１３ａは、本発明の他の実施形態に係る半導体装置１００の上面を部分的に示す図で
ある。図１３ａに示す半導体装置１００は、図１２ａに示す半導体装置１００において、
エミッタ領域１２のダミートレンチ部３０に接する幅が、図１２ａに示す半導体装置１０
０よりもＸ軸方向負側に突出して大きい点で、図１２ａに示す半導体装置１００と異なる
。また、コンタクト領域１５のダミートレンチ部３０に接する幅が、図１２ａに示す半導
体装置１００よりもＸ軸方向負側に凹んで小さい点で、図１２ａに示す半導体装置１００
と異なる。
【０１２１】
　本例の半導体装置１００は、コンタクトホール５４の下方において、Ｙ軸方向に平行な
境界を有するＰＮ接合を形成する。エミッタ領域１２の第１ゲートトレンチ部４０に接す
るＸ軸方向の幅Ｗｅｇ''は、エミッタ領域１２のダミートレンチ部３０に接するＸ軸方向
の幅Ｗｅｄ''よりも大きくてよい。幅Ｗｅｇ''は、幅Ｗｅｄ''より２倍から５倍大きくて
よい。また、コンタクト領域１５のダミートレンチ部３０に接するＸ軸方向の幅Ｗｃｄ''
は、コンタクト領域１５の第１ゲートトレンチ部４０に接するＸ軸方向の幅Ｗｃｇ''より
も大きくてよい。幅Ｗｃｄ''は、幅Ｗｃｇ''より２倍から５倍大きくてよい。
【０１２２】
　図１３ｂは、図１３ａにおける領域Ａ１３の拡大図である。領域Ａ１３とは、図１３ａ
において同じ規則で配列された構成の一部を示すものである。図１３ｂに示す半導体装置
１００は、端部Ｓが、半導体基板１０の上面視で、コンタクトホール５４と第１ゲートト
レンチ部４０との間およびコンタクトホール５４とダミートレンチ部３０との間に配置さ
れ、コンタクトホール５４の下方に境界Ｂｄｖを有さない。また、コンタクトホール５４
の下方において、Ｙ軸方向に平行な境界Ｂｄｈを有するＰＮ接合を形成する。このため、
製造ばらつきにより、コンタクトホール５４が第１トランジスタメサ部６０の中央からＹ
軸方向正負何れの側にずれても、図１ｃの半導体装置１００よりも、エミッタ領域１２と
コンタクトとの接触面積のばらつき、およびコンタクト領域１５とコンタクトとの接触面
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積のばらつきを抑制することができる。
【０１２３】
　第１ゲートトレンチ部４０から端部Ｓおよび境界ＢｄｖまでのＹ軸方向の距離は、コン
タクト領域１５のドーパントが第１ゲートトレンチ部４０に達しない値とする。特に、製
造時のばらつきによって、第１ゲートトレンチ部４０から端部Ｓおよび境界Ｂｄｖまでの
Ｙ軸方向の距離の最小値が、ゼロよりも大きければよい。これにより、コンタクト領域１
５のドーパントが第１ゲートトレンチ部４０に達するのを防ぎ、トランジスタ部７０の閾
値電圧ばらつきを抑制することができる。
【０１２４】
　本例の半導体装置１００は、第１トランジスタメサ部６０に占めるエミッタ領域１２の
割合が、図１２ｂに示す半導体装置１００よりも大きい。このため、本例の半導体装置１
００は、図１２ｂに示す半導体装置１００と比較して、ラッチアップ耐量は勿論、飽和電
流特性をより重視した半導体装置１００とすることができる。
【０１２５】
　図１４ａは、第１比較例の半導体装置１５０の上面を部分的に示す図である。図１４ａ
の半導体装置１５０は、エミッタ領域１２のＸ軸方向の幅が、ダミートレンチ部３０から
第１ゲートトレンチ部４０に渡って、幅ＷＮ３にて設けられる。また、コンタクト領域１
５のＸ軸方向の幅が、ダミートレンチ部３０から第１ゲートトレンチ部４０に渡って、幅
ＷＰ３にて設けられる。コンタクト領域１５は、一例としてコンタクト領域である。本比
較例においては、ＷＮ３＜ＷＰ３である。このため、トランジスタ部７０のラッチアップ
耐量を大きくすることができるが、飽和電流を大きくすることができない。
【０１２６】
　図１４ｂは、第２比較例の半導体装置１６０の上面を部分的に示す図である。半導体装
置１６０は、エミッタ領域１２のＸ軸方向の幅が、ダミートレンチ部３０から第１ゲート
トレンチ部４０に渡って、幅ＷＮ４にて設けられる。また、コンタクト領域１５のＸ軸方
向の幅が、ダミートレンチ部３０から第１ゲートトレンチ部４０に渡って、幅ＷＰ４にて
設けられる。コンタクト領域１５は、一例としてコンタクト領域である。本比較例におい
ては、ＷＮ４＞ＷＰ４である。このため、図１４ａに示す第１比較例と反対に、トランジ
スタ部７０の飽和電流を大きくすることができるが、ラッチアップ耐量を大きくすること
ができない。
【０１２７】
　第１比較例の半導体装置１５０および第２比較例の半導体装置１６０は、トランジスタ
部７０の飽和電流特性およびラッチアップ耐量が、トレードオフの関係にある。このため
、トランジスタ部７０の飽和電流特性およびラッチアップ耐量のバランスを良好にするこ
とができない。
【０１２８】
　図１４ｃは、第３比較例の半導体装置１７０の上面を部分的に示す図である。図１４ｃ
の半導体装置１７０は、コンタクトホール５４の下方のＹ軸方向中心から第１ゲートトレ
ンチ部４０の側に、エミッタ領域１２が設けられる。また、コンタクトホール５４の下方
のＹ軸方向中心からダミートレンチ部３０の側に、コンタクト領域１５が設けられる。コ
ンタクト領域１５は、一例としてコンタクト領域である。
【０１２９】
　本比較例においては、エミッタ領域１２が、第１ゲートトレンチ部４０に、Ｘ軸方向の
全領域にわたって接する。また、コンタクト領域１５が、ダミートレンチ部３０に、Ｘ軸
方向の全領域にわたって接する。このため、飽和電流特性をおよびラッチアップ耐量の双
方を大きくすることができる。しかし、エミッタ領域１２およびコンタクト領域１５は、
コンタクトホール５４の下方で、Ｘ軸方向に平行な境界を有するＰＮ接合のみを形成する
。このため、製造ばらつきにより、コンタクトホール５４がＹ軸方向正側にずれると、エ
ミッタ領域１２とコンタクトとの接触を取ることができない。また、コンタクトホール５
４がＹ軸方向負側にずれると、コンタクト領域１５とコンタクトとの接触を取ることがで
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きない。
【０１３０】
　図１５ａは、本発明の他の実施形態に係る半導体装置２００の上面を部分的に示す図で
ある。図１５ａに示す半導体装置２００は、図１ａに示す半導体装置１００と異なり、一
つのダミートレンチ部３０が第１ゲートトレンチ部４０に挟まれる。また、第１ゲートト
レンチ部４０と隣り合って、ダミートレンチ部３０と反対側に、第２ゲートトレンチ部２
４０が配置される。図１５ａに示す半導体装置２００は、図１ａに示す半導体装置１００
と比較して、ゲートトレンチ部の密度が高い。このため、図１５ａに示す半導体装置２０
０は、図１ａに示す半導体装置１００と比較して、トランジスタ部７０を少ない面積で大
電流化させることができる。
【０１３１】
　本例の第１ゲートトレンチ部４０は、半導体基板１０の上面に平行であって配列方向と
垂直な延伸方向に沿って延伸する２つの延伸部分３９と、２つの延伸部分３９を接続する
接続部分４１を有してよい。接続部分４１の少なくとも一部は、曲線状に形成されること
が好ましい。ゲートランナー４８は、第１ゲートトレンチ部４０の接続部分４１において
、ゲート導電部と接続してよい。
【０１３２】
　本例の第２ゲートトレンチ部２４０は、半導体基板１０の上面に平行であって配列方向
と垂直な延伸方向に沿って延伸する２つの延伸部分２３９と、２つの延伸部分２３９を接
続する接続部分２４１を有してよい。接続部分２４１の少なくとも一部は、曲線状に形成
されることが好ましい。ゲートランナー４８は、第２ゲートトレンチ部２４０の接続部分
２４１において、ゲート導電部と接続してよい。
【０１３３】
　ゲートランナー４８は、半導体基板の上面において、第１ゲートトレンチ部４０内のゲ
ート導電部および第２ゲートトレンチ部２４０内のゲート導電部と接続される。本例のゲ
ートランナー４８は、コンタクトホール４９の下方から、第１ゲートトレンチ部４０の先
端部および第２ゲートトレンチ部２４０の先端部まで形成される。第１ゲートトレンチ部
４０の先端部において、ゲート導電部は半導体基板の上面に露出している。また、第２ゲ
ートトレンチ部２４０の先端部において、ゲート導電部は半導体基板の上面に露出してい
る。第１ゲートトレンチ部４０および第２ゲートトレンチ部２４０は、ゲート導電部の当
該露出した部分にて、ゲートランナー４８と接触する。
【０１３４】
　エミッタ電極５２は、第１ゲートトレンチ部４０、第２ゲートトレンチ部２４０、ダミ
ートレンチ部３０、ウェル領域１１、エミッタ領域１２、ベース領域１４およびコンタク
ト領域１５の上方に形成される。ウェル領域１１はＰ＋型である。ウェル領域１１の拡散
深さは、第１ゲートトレンチ部４０、第２ゲートトレンチ部２４０およびダミートレンチ
部３０の深さよりも深くてよい。第１ゲートトレンチ部４０、第２ゲートトレンチ部２４
０およびダミートレンチ部３０の、ゲート金属層５０側の一部の領域は、ウェル領域１１
に形成される。第１ゲートトレンチ部４０、第２ゲートトレンチ部２４０およびダミート
レンチ部３０の延伸方向の端の底は、ウェル領域１１に覆われてよい。
【０１３５】
　トランジスタ部７０においては、境界部９０を除き、第１ゲートトレンチ部４０および
ダミートレンチ部３０に隣接して第１トランジスタメサ部６０が設けられる。また、第２
ゲートトレンチ部２４０およびダミートレンチ部３０に隣接して第１トランジスタメサ部
６０が設けられる。また、第１ゲートトレンチ部４０および第２ゲートトレンチ部２４０
に隣接して第２トランジスタメサ部６６が設けられる。境界部９０には、各トレンチ部に
隣接して境界メサ部６２が設けられる。また、トランジスタ部７０の境界部９０に隣接す
る領域には、第１ゲートトレンチ部４０およびダミートレンチ部３０に隣接して第２トラ
ンジスタメサ部６６が設けられる。
【０１３６】
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　ダイオード部８０においては、隣り合うダミートレンチ部３０に挟まれた領域にダイオ
ードメサ部６４が設けられる。第１トランジスタメサ部６０、境界メサ部６２、ダイオー
ドメサ部６４および第２トランジスタメサ部６６のＸ軸方向における両端部には、一例と
してベース領域１４が設けられている。なお、図１５ａにおいては、Ｘ軸方向の一方の端
部のみを示している。
【０１３７】
　第１トランジスタメサ部６０の上面には、第１ゲートトレンチ部４０と接してエミッタ
領域１２が設けられる。また、第１トランジスタメサ部６０の上面には、第２ゲートトレ
ンチ部２４０と接してエミッタ領域１２が設けられる。また、第１トランジスタメサ部６
０の上面にはコンタクト領域１５が設けられる。コンタクト領域１５は、一例としてコン
タクト領域であってよい。
【０１３８】
　第１トランジスタメサ部６０において、エミッタ領域１２およびコンタクト領域１５は
、第１ゲートトレンチ部４０の延伸方向に交互に繰り返し設けられてよい。また、エミッ
タ領域１２およびコンタクト領域１５は、第２ゲートトレンチ部２４０の延伸方向に交互
に繰り返し設けられてよい。
【０１３９】
　トランジスタ部７０において、第２トランジスタメサ部６６の上面には、第１ゲートト
レンチ部４０および第２ゲートトレンチ部２４０の双方に接してエミッタ領域１２が設け
られる。また、第２トランジスタメサ部６６の上面には、第１ゲートトレンチ部４０およ
び第２ゲートトレンチ部２４０との間に、コンタクト領域１５が設けられる。
【０１４０】
　境界メサ部６２およびダイオードメサ部６４は、図１ａに示す半導体装置１００と同じ
構成を有する。境界部９０およびダイオード部８０は、図１ａに示す半導体装置１００と
同じ構成を有する。
【０１４１】
　半導体装置２００は、半導体基板の内部において、ベース領域１４の下方に第１導電型
の蓄積領域１６を有する。本例の蓄積領域１６はＮ＋型である。図１５ａにおいて、蓄積
領域１６が形成される範囲を一点鎖線で示している。蓄積領域１６は、半導体基板の上面
視で、－Ｘ軸方向の端のコンタクト領域１５またはエミッタ領域１２とコンタクトホール
５４とが重なる領域から、＋Ｘ軸方向側に形成される。なお、蓄積領域１６は、ダミート
レンチ部３０には接していなくてもよい。
【０１４２】
　図１５ｂは、図１５ａにおけるｚ－ｚ'断面の一例を示す図である。ｚ－ｚ'断面は、ト
ランジスタ部７０およびダイオード部８０において、エミッタ領域１２、コンタクト領域
１５およびベース領域１４を通過するＹＺ面である。本例の半導体装置２００は、ｚ－ｚ
'断面において、半導体基板１０、層間絶縁膜３８、エミッタ電極５２およびコレクタ電
極２４を有する。エミッタ電極５２は、半導体基板１０の上面２１および層間絶縁膜３８
の上面に形成される。コレクタ電極２４は、半導体基板１０の下面２３に形成される。
【０１４３】
　本例の半導体基板１０は、第１導電型のドリフト領域１８を備える。本例のドリフト領
域１８はＮ－型である。また、ドリフト領域１８の下方には第１導電型のバッファ領域２
０が形成される。本例のバッファ領域２０はＮ＋型である。トランジスタ部７０において
、バッファ領域２０の下方には、Ｐ＋型のコレクタ領域２２が形成される。当該コレクタ
領域２２は、境界メサ部６２の下面２３側の領域まで延伸していてよい。
【０１４４】
　ダイオード部８０は、バッファ領域２０の下方にＮ＋型のカソード領域８２を有する。
カソード領域８２は、トランジスタ部７０のコレクタ領域２２と同じ深さに設けられてよ
い。
【０１４５】
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　第１トランジスタメサ部６０、第２トランジスタメサ部６６および境界メサ部６２にお
いて、ドリフト領域１８の上方に、Ｎ＋型の蓄積領域１６が設けられてよい。蓄積領域１
６は、第１ゲートトレンチ部４０および第２ゲートトレンチ部２４０の双方に接して設け
られる。
【０１４６】
　第１トランジスタメサ部６０、第２トランジスタメサ部６６および境界メサ部６２にお
いては、蓄積領域１６の上方にＰ－型のベース領域１４が設けられる。ベース領域１４は
、第１ゲートトレンチ部４０および第２ゲートトレンチ部２４０の双方に接して設けられ
る。また、第１トランジスタメサ部６０において、ベース領域１４と上面２１との間にエ
ミッタ領域１２およびコンタクト領域１５が設けられる。また、当該ｚ－ｚ'断面におい
て、第２トランジスタメサ部６６には、ベース領域１４と上面２１との間にエミッタ領域
１２およびコンタクト領域１５のいずれかが設けられる。
【０１４７】
　エミッタ領域１２は、第１ゲートトレンチ部４０および第２ゲートトレンチ部２４０の
双方に接して設けられる。コンタクト領域１５は、ダミートレンチ部３０と接して設けら
れてよい。
【０１４８】
　境界メサ部６２においては、ｚ－ｚ'断面において蓄積領域１６の上方にＰ＋型のコン
タクト領域１５が設けられる。コンタクト領域１５は、ダミートレンチ部３０に隣接して
設けられる。境界メサ部６２には、エミッタ領域１２が設けられなくてよい。
【０１４９】
　ダイオードメサ部６４においては、ドリフト領域１８の上方にＮ＋型の蓄積領域１６が
設けられる。また、ダイオードメサ部６４においては、蓄積領域１６の上方にベース領域
１４が設けられてよい。ダイオードメサ部６４においては、エミッタ領域１２は設けられ
なくてよい。
【０１５０】
　上面２１には、１つ以上の第１ゲートトレンチ部４０、１つ以上の第２ゲートトレンチ
部２４０および１つ以上のダミートレンチ部３０が形成される。各トレンチ部は、上面２
１からドリフト領域１８まで設けられる。エミッタ領域１２、コンタクト領域１５および
蓄積領域１６の少なくともいずれかが設けられている領域においては、各トレンチ部はこ
れらの領域も貫通して、ドリフト領域１８に到達する。ダミートレンチ部３０は、図１５
ｂにおいて、第１ゲートトレンチ部４０および第２ゲートトレンチ部２４０と同一の構造
を有してよい。
【０１５１】
　第１ゲートトレンチ部４０は、上面２１に形成されたゲートトレンチ、ゲート絶縁膜４
２およびゲート導電部４４を有する。ゲート絶縁膜４２は、ゲートトレンチの内壁を覆っ
て形成される。ゲート導電部４４は、ゲートトレンチの内部においてゲート絶縁膜４２よ
りも内側に形成される。ゲート絶縁膜４２は、ゲート導電部４４と半導体基板１０とを絶
縁する。第１ゲートトレンチ部４０は、上面２１において層間絶縁膜３８により覆われる
。ゲート導電部４４は、半導体基板１０の深さ方向において、ゲート絶縁膜４２を挟んで
第１トランジスタメサ部６０側で隣接するベース領域１４と対向する領域を含む。
【０１５２】
　第２ゲートトレンチ部２４０は、上面２１に形成されたゲートトレンチ、ゲート絶縁膜
２４２およびゲート導電部２４４を有する。ゲート絶縁膜２４２は、ゲートトレンチの内
壁を覆って形成される。ゲート導電部２４４は、ゲートトレンチの内部においてゲート絶
縁膜２４２よりも内側に形成される。ゲート絶縁膜２４２は、ゲート導電部２４４と半導
体基板１０とを絶縁する。第２ゲートトレンチ部２４０は、上面２１において層間絶縁膜
３８により覆われる。ゲート導電部２４４は、半導体基板１０の深さ方向において、ゲー
ト絶縁膜２４２を挟んで第２トランジスタメサ部６６側で隣接するベース領域１４と対向
する領域を含む。
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【０１５３】
　ダミートレンチ部３０は、図１５ｂにおいて、第１ゲートトレンチ部４０と同一の構造
を有してよい。ダミートレンチ部３０は、上面２１側に形成されたダミートレンチ、ダミ
ー絶縁膜３２およびダミー導電部３４を有する。ダミートレンチ部３０は、上面２１にお
いて層間絶縁膜３８により覆われる。
【０１５４】
　図１５ｃは、図１５ａにおける領域Ｂ１の拡大図である。領域Ｂ１とは、図１５ａにお
いて同じ規則で配列された構成の一部を示すものである。図１５ｃに示す通り、本例の半
導体装置２００においては、第１トランジスタメサ部６０の上面に、第１ゲートトレンチ
部４０と接して、エミッタ領域１２およびコンタクト領域１５が設けられる。エミッタ領
域１２およびコンタクト領域１５は、第１ゲートトレンチ部４０の延伸方向に交互に繰り
返し設けられる。また、第２トランジスタメサ部６６の上面に、第１ゲートトレンチ部４
０および第２ゲートトレンチ部２４０と接して、エミッタ領域１２およびコンタクト領域
１５が設けられる。エミッタ領域１２およびコンタクト領域１５は、第１ゲートトレンチ
部４０の延伸方向に交互に繰り返し設けられる。また、第１トランジスタメサ部６０の上
面に、ダミートレンチ部３０に接して、エミッタ領域１２およびコンタクト領域１５が設
けられる。エミッタ領域１２およびコンタクト領域１５は、第１ゲートトレンチ部４０の
延伸方向に交互に繰り返し設けられる。エミッタ領域１２は、ダミートレンチ部３０と接
しなくてもよい。また、コンタクト領域１５は、第１ゲートトレンチ部４０と接しなくて
もよい。
【０１５５】
　本例の半導体装置２００は、第１トランジスタメサ部６０において、図１５ｃに示す通
り、図１ｃに示す半導体装置１００と同様に、エミッタ領域１２のＸ軸方向の幅がＸＹ面
内においてステップ状に変化してよい。本例の半導体装置２００は、図１５ｃに示す通り
、第２トランジスタメサ部６６において、第１トランジスタメサ部６０と異なり、エミッ
タ領域１２およびコンタクト領域１５が、Ｙ軸方向に平行な境界を有するＰＮ接合のみを
形成して、Ｘ軸方向に交互に配置されてよい。図１５ｃに示す半導体装置２００において
は、一点鎖線で示した領域Ｃで示す長方形状のエミッタ領域１２、および二点鎖線で示し
た領域Ｄで示す長方形状のコンタクト領域１５が、Ｘ軸方向に交互に配置される一例を示
している。
【０１５６】
　エミッタ領域１２の第１ゲートトレンチ部４０に接するＸ軸方向の幅Ｗｅｇは、コンタ
クト領域１５の第１ゲートトレンチ部４０に接するＸ軸方向の幅Ｗｃｇより大きく設けら
れる。エミッタ領域１２の第２ゲートトレンチ部２４０に接するＸ軸方向の幅は、幅Ｗｅ
ｇにて設けられる。コンタクト領域１５の第２ゲートトレンチ部２４０に接するＸ軸方向
の幅は、幅Ｗｃｇにて設けられる。コンタクト領域１５のダミートレンチ部３０に接する
Ｘ軸方向の幅Ｗｃｄは、エミッタ領域１２のダミートレンチ部３０に接するＸ軸方向の幅
Ｗｅｄよりも大きく設けられる。
【０１５７】
　第１トランジスタメサ部６０において、エミッタ領域１２の第１ゲートトレンチ部４０
に接するＸ軸方向の幅Ｗｅｇは、第２トランジスタメサ部６６において、コンタクト領域
１５の第１ゲートトレンチ部４０と接するＸ軸方向の幅Ｗｃｇｇと等しくてよい。また、
第１トランジスタメサ部６０において、コンタクト領域１５の第１ゲートトレンチ部４０
に接するＸ軸方向の幅Ｗｃｇは、第２トランジスタメサ部６６において、エミッタ領域１
２の第１ゲートトレンチ部４０と接するＸ軸方向の幅Ｗｅｇｇと等しくてよい。
【０１５８】
　第１トランジスタメサ部６０において、エミッタ領域１２の第２ゲートトレンチ部２４
０に接するＸ軸方向の幅Ｗｅｇは、第２トランジスタメサ部６６において、コンタクト領
域１５の第２ゲートトレンチ部２４０と接するＸ軸方向の幅Ｗｅｇｇと等しくてもよい。
また、第１トランジスタメサ部６０において、コンタクト領域１５の第２ゲートトレンチ
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部２４０に接するＸ軸方向の幅Ｗｃｇは、第２トランジスタメサ部６６において、コンタ
クト領域１５の第２ゲートトレンチ部２４０と接するＸ軸方向の幅Ｗｃｇｇと等しくても
よい。
【０１５９】
　図１６ａは、本発明の他の実施形態に係る半導体装置２００の上面を部分的に示す図で
ある。図１６ａに示す半導体装置１００は、図１５ａにおいて、第２トランジスタメサ部
６６におけるエミッタ領域１２の第２ゲートトレンチ部２４０に接するＸ軸方向の幅が、
第１トランジスタメサ部６０におけるエミッタ領域１２の第２ゲートトレンチ部２４０に
接するＸ軸方向の幅よりも小さい点で、図１５ａに示す半導体装置２００と異なる。
【０１６０】
　図１６ｂは、図１６ａにおける領域Ｂ２の拡大図である。領域Ｂ２とは、図１６ａにお
いて同じ規則で配列された構成の一部を示すものである。図１６ｂに示す半導体装置２０
０は、第２トランジスタメサ部６６において、エミッタ領域１２の第２ゲートトレンチ部
２４０に接するＸ軸方向の幅Ｗｇｇｎ１が、第１トランジスタメサ部６０において、エミ
ッタ領域１２の第２ゲートトレンチ部２４０に接するＸ軸方向の幅Ｗｅｇよりも小さい点
で、図１５ｃに示す半導体装置２００と異なる。また、第２トランジスタメサ部６６にお
いて、コンタクト領域１５の第２ゲートトレンチ部２４０に接するＸ軸方向の幅Ｗｇｇｐ
１は、第１トランジスタメサ部６０において、コンタクト領域１５の第２ゲートトレンチ
部２４０に接するＸ軸方向の幅Ｗｅｇよりも大きい。幅Ｗｇｇｎ１を幅Ｗｅｇよりも小さ
くすることで、トランジスタ部７０全体の飽和電流特性およびラッチアップ耐量のバラン
スを、飽和電流特性をより重視する方向に調整した半導体装置２００とすることができる
。
【０１６１】
　図１７ａは、本発明の他の実施形態に係る半導体装置２００の上面を部分的に示す図で
ある。図１７ａに示す半導体装置１００は、図１５ａにおいて、第２トランジスタメサ部
６６におけるコンタクト領域１５の第１ゲートトレンチ部４０に接するＸ軸方向の幅が、
第１トランジスタメサ部６０におけるエミッタ領域１２の第１ゲートトレンチ部４０に接
するＸ軸方向の幅よりも大きい点で、図１５ａに示す半導体装置２００と異なる。
【０１６２】
　図１７ｂは、図１７ａにおける領域Ｂ３の他の一例を示す図である。領域Ｂ３とは、図
１７ａにおいて同じ規則で配列された構成の一部を示すものである。図１７ｂに示す半導
体装置２００は、第２トランジスタメサ部６６において、コンタクト領域１５の第１ゲー
トトレンチ部４０に接するＸ軸方向の幅Ｗｇｇｐ２が、第１トランジスタメサ部６０にお
いて、エミッタ領域１２の第１ゲートトレンチ部４０に接するＸ軸方向の幅Ｗｅｇよりも
大きい点で、図１５ｃに示す半導体装置２００と異なる。また、第２トランジスタメサ部
６６において、エミッタ領域１２の第１ゲートトレンチ部４０に接するＸ軸方向の幅Ｗｇ
ｇｎ２は、第１トランジスタメサ部６０において、コンタクト領域１５の第１ゲートトレ
ンチ部４０に接するＸ軸方向の幅Ｗｅｇよりも小さい。幅Ｗｇｇｐ２を幅Ｗｅｇよりも大
きくすることで、トランジスタ部７０全体の飽和電流特性およびラッチアップ耐量のバラ
ンスを、ラッチアップ耐量をより重視する方向に調整した半導体装置２００とすることが
できる。
【０１６３】
　図１８ａは、本発明の他の実施形態に係る半導体装置２００の上面を部分的に示す図で
ある。図１８ａに示す半導体装置１００は、図１５ａにおいて、第２トランジスタメサ部
６６におけるエミッタ領域１２に囲われて、当該エミッタ領域１２と接し、第１ゲートト
レンチ部４０および第２ゲートトレンチ部２４０の双方と離間したコンタクト領域１５を
さらに備える点で、図１５ａに示す半導体装置２００と異なる。
【０１６４】
　図１８ｂは、図１８ａにおける領域Ｂ４の拡大図である。領域Ｂ４とは、図１８ａにお
いて同じ規則で配列された構成の一部を示すものである。図１８ｂに示す半導体装置２０
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０は、第２トランジスタメサ部６６において、エミッタ領域１２に囲われてエミッタ領域
１２と接し、第１ゲートトレンチ部４０および第２ゲートトレンチ部２４０の双方と離間
したコンタクト領域１５をさらに備える点で、図１５ｃに示す半導体装置２００と異なる
。第２トランジスタメサ部６６において、エミッタ領域１２に囲われたコンタクト領域１
５を設けることで、トランジスタ部７０全体の飽和電流特性およびラッチアップ耐量のバ
ランスを、ラッチアップ耐量をより重視する方向に調整した半導体装置２００とすること
ができる。
【０１６５】
　なお、当該コンタクト領域１５は、第１ゲートトレンチ部４０と接していてもよい。ま
た、当該コンタクト領域１５は、第２ゲートトレンチ部２４０と接していてもよい。また
、当該コンタクト領域１５は、第２トランジスタメサ部６６において第１ゲートトレンチ
部４０から第２ゲートトレンチ部２４０に渡って設けられたコンタクト領域１５と接して
いてもよい。
【０１６６】
　図１９ａは、図１ａにおける領域Ｅ１の拡大図である。領域Ｅ１とは、図１ａにおいて
同じ規則で配列された構成の一部を示すものである。図１９ａに示す通り、本例の半導体
装置１００は、第１ゲートトレンチ部４０およびダミートレンチ部３０に接して、エミッ
タ領域１２の下方に蓄積領域１６をさらに備える。図１９ａにおいて、ＸＹ平面内におい
て蓄積領域１６が設けられる領域を一点鎖線部で示している。蓄積領域１６は、図１９ａ
に示す通り、ＸＹ平面内において、エミッタ領域１２に重ねて設けられる。蓄積領域１６
は、図１９ａに示す通り、ＸＹ平面内においてコンタクト領域１５と重ならない領域があ
ってよい。
【０１６７】
　図１９ｂは、図１９ａにおけるｂ－ｂ'断面の一例を示す図である。ｂ－ｂ'断面は、ト
ランジスタ部７０において、ダミートレンチ部３０、エミッタ領域１２、コンタクト領域
１５および第１ゲートトレンチ部４０を通過するＹＺ面である。図１９ｂに示す通り、本
例の半導体装置１００は、ドリフト領域１８の上方且つベース領域１４の下方に、第１ゲ
ートトレンチ部４０に接した蓄積領域１６を備える。蓄積領域１６は、ダミートレンチ部
３０に接してよいが、接しなくてもよい。図１９ｂは、蓄積領域１６がダミートレンチ部
３０に接する一例を示している。
【０１６８】
　図２０ａは、図１ａにおける領域Ｅ１の他の拡大図である。領域Ｅ１とは、図１ａにお
いて同じ規則で配列された構成の一部を示すものである。図２０ａに示す通り、本例の半
導体装置１００は、第１ゲートトレンチ部４０およびダミートレンチ部３０に接して、エ
ミッタ領域１２の下方に蓄積領域１６をさらに備える。図２０ａにおいて、ＸＹ平面内に
おいて蓄積領域１６が設けられる領域を一点鎖線部で示している。蓄積領域１６は、図２
０ａに示す通り、ＸＹ平面内において、エミッタ領域１２に重ねて設けられる。本例の半
導体装置１００は、蓄積領域１６がダミートレンチ部３０と接していない。また、蓄積領
域１６は、ＸＹ平面内においてコンタクト領域１５と重ならない領域があってよい。
【０１６９】
　図２０ｂは、図２０ａにおけるｃ－ｃ'断面の一例を示す図である。ｃ－ｃ'断面は、ト
ランジスタ部７０において、ダミートレンチ部３０、エミッタ領域１２、コンタクト領域
１５および第１ゲートトレンチ部４０を通過するＹＺ面である。図２０ｂに示す通り、本
例の半導体装置１００は、ドリフト領域１８の上方且つベース領域１４の下方に、第１ゲ
ートトレンチ部４０に接したＮ＋型の蓄積領域１６をさらに備える。蓄積領域１６は、ダ
ミートレンチ部３０には接していない。蓄積領域１６は、第１ゲートトレンチ部４０近傍
のＩＥ効果を高める機能を果たすため、ダミートレンチ部３０には接しなくてよい。図２
０ｂのｄ－ｄ'線で示すように、蓄積領域１６は、半導体基板１０の上面視でエミッタ領
域１２とちょうど重なっていてよい。蓄積領域１６は、ダミートレンチ部３０に接しない
範囲で、当該ｄ－ｄ'線よりもダミートレンチ部３０の側まで設けられてもよい。
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【０１７０】
　図２１ａは、図１ａにおける領域Ｅ１の他の拡大図である。領域Ｅ１とは、図１ａにお
いて同じ規則で配列された構成の一部を示すものである。図２１ａに示す半導体装置１０
０は、エミッタ領域１２の下方に、第１ゲートトレンチ部４０およびダミートレンチ部３
０に接した第１蓄積領域１６－１を備える。また、第１ゲートトレンチ部４０に接しダミ
ートレンチ部３０に接しない第２蓄積領域１６－２をさらに備える。図２１ａにおいて、
ＸＹ平面内において第１蓄積領域１６－１が設けられる領域を二点鎖線部で示している。
また、第２蓄積領域１６－２が設けられる領域を一点鎖線部で示している。第１蓄積領域
１６－１および第２蓄積領域１６－２は、図２１ａに示す通り、ＸＹ平面内において、エ
ミッタ領域１２と第１ゲートトレンチ部４０が接する領域に重ねて設けられる。第１蓄積
領域１６―１および第２蓄積領域１６－２は、図２１ａに示す通り、ＸＹ平面内において
コンタクト領域１５と重ならない領域があってよい。
【０１７１】
　図２１ｂは、図２１ａにおけるｅ－ｅ'断面の一例を示す図である。ｅ－ｅ'断面は、ト
ランジスタ部７０において、ダミートレンチ部３０、エミッタ領域１２、コンタクト領域
１５および第１ゲートトレンチ部４０を通過するＹＺ面である。図２１ｂに示す通り、本
例の半導体装置１００は、ドリフト領域１８の上方且つベース領域１４の下方に、第１ゲ
ートトレンチ部４０に接したＮ＋型の第１蓄積領域１６－１、および第１ゲートトレンチ
部４０に接したＮ＋型の第２蓄積領域１６－２をさらに備える。第１蓄積領域１６－１は
、第１ゲートトレンチ部４０およびダミートレンチ部３０に接する。第２蓄積領域１６－
２は、第１ゲートトレンチ部４０に接するが、ダミートレンチ部３０には接しなくてよい
。第２蓄積領域１６－２は、図２１ｂのｆ－ｆ'線で示すように、半導体基板１０の上面
視でエミッタ領域１２とちょうど重なっていてよい。第２蓄積領域１６－２は、ダミート
レンチ部３０に接しない範囲で、ｆ－ｆ'線よりもダミートレンチ部３０の側まで設けら
れてもよい。
【０１７２】
　図２２ａは、図３ａにおける領域Ｅ２の拡大図である。領域Ｅ２とは、図３ａにおいて
同じ規則で配列された構成の一部を示すものである。図２２ａに示す半導体装置１００は
、エミッタ領域１２が、図２１ａよりもダミートレンチ部３０の側まで設けられ、第１蓄
積領域１６－１がダミートレンチ部３０と接しない。図２２ａにおいて、ＸＹ平面内にお
いて第１蓄積領域１６－１が設けられる領域を二点鎖線部で示している。また、第２蓄積
領域１６－２が設けられる領域を一点鎖線部で示している。第１蓄積領域１６－１および
第２蓄積領域１６－２は、図２２ａに示す通り、ＸＹ平面内において、エミッタ領域１２
と第１ゲートトレンチ部４０が接する領域に重ねて設けられる。第１蓄積領域１６―１お
よび第２蓄積領域１６－２は、図２２ａに示す通り、ＸＹ平面内においてコンタクト領域
１５と重ならない領域があってよい。
【０１７３】
　図２２ｂは、図２２ａにおけるｇ－ｇ'断面の一例を示す図である。ｇ－ｇ'断面は、ト
ランジスタ部７０において、ダミートレンチ部３０、エミッタ領域１２、コンタクト領域
１５および第１ゲートトレンチ部４０を通過するＹＺ面である。図２１ｂに示す通り、本
例の半導体装置１００は、ドリフト領域１８の上方且つベース領域１４の下方に、第１ゲ
ートトレンチ部４０に接したＮ＋型の第１蓄積領域１６－１、および第１ゲートトレンチ
部４０に接したＮ＋型の第２蓄積領域１６－２をさらに備える。第１蓄積領域１６－１お
よび第２蓄積領域１６－２は、第１ゲートトレンチ部４０には接するが、ダミートレンチ
部３０には接しなくてよい。第１蓄積領域１６－１は、図２１ｂのｈ－ｈ'線で示すよう
に、半導体基板１０の上面視でエミッタ領域１２とちょうど重なっていてよい。第１蓄積
領域１６－１は、ダミートレンチ部３０に接しない範囲で、ｈ－ｈ'線よりもダミートレ
ンチ部３０の側まで設けられてもよい。
【０１７４】
　なお、本明細書においてはコンタクト領域１５をＰ＋型として説明したが、コンタクト
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領域１５はＰ－型でもよい。また、コンタクト領域１５のドーピング濃度は、ベース領域
１４のドーピング濃度と等しくてもよい。
【０１７５】
　以上、本発明を実施の形態を用いて説明したが、本発明の技術的範囲は上記実施の形態
に記載の範囲には限定されない。上記実施の形態に、多様な変更または改良を加えること
が可能であることが当業者に明らかである。その様な変更または改良を加えた形態も本発
明の技術的範囲に含まれ得ることが、特許請求の範囲の記載から明らかである。
【０１７６】
　特許請求の範囲、明細書、および図面中において示した装置、システム、プログラム、
および方法における動作、手順、ステップ、および段階等の各処理の実行順序は、特段「
より前に」、「先立って」等と明示しておらず、また、前の処理の出力を後の処理で用い
るのでない限り、任意の順序で実現しうることに留意すべきである。特許請求の範囲、明
細書、および図面中の動作フローに関して、便宜上「まず、」、「次に、」等を用いて説
明したとしても、この順で実施することが必須であることを意味するものではない。
【符号の説明】
【０１７７】
１０・・・半導体基板、１１・・・ウェル領域、１２・・・エミッタ領域、１４・・・ベ
ース領域、１５・・・コンタクト領域、１５－１・・・コンタクト領域、１６・・・蓄積
領域、１６－１・・・第１蓄積領域、１６－２・・・第２蓄積領域、１７－１・・・第１
中間領域、１７－２・・・第２中間領域、１８・・・ドリフト領域、２０・・・バッファ
領域、２１・・・上面、２２・・・コレクタ領域、２３・・・下面、２４・・・コレクタ
電極、２５・・・接続部、２９・・・延伸部分、３０・・・ダミートレンチ部、３１・・
・接続部分、３２・・・ダミー絶縁膜、３４・・・ダミー導電部、３８・・・層間絶縁膜
、３９・・・延伸部分、４０・・・第１ゲートトレンチ部、４１・・・接続部分、４２・
・・ゲート絶縁膜、４４・・・ゲート導電部、４８・・・ゲートランナー、４９・・・コ
ンタクトホール、５０・・・ゲート金属層、５２・・・エミッタ電極、５４・・・コンタ
クトホール、５６・・・コンタクトホール、６０・・・第１トランジスタメサ部、６２・
・・境界メサ部、６４・・・ダイオードメサ部、６６・・・第２トランジスタメサ部、７
０・・・トランジスタ部、８０・・・ダイオード部、８２・・・カソード領域、９０・・
・境界部、１００・・・半導体装置、１５０・・・半導体装置、１６０・・・半導体装置
、１７０・・・半導体装置、２００・・・半導体装置、２３９・・・延伸部分、２４０・
・・第２ゲートトレンチ部、２４１・・・接続部分、２４２・・・ゲート絶縁膜、２４４
・・・ゲート導電部
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【図１ａ】 【図１ｂ】

【図１ｃ】 【図２ａ】
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【図２ｂ】 【図３ａ】

【図３ｂ】 【図４ａ】
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【図４ｂ】 【図５ａ】

【図５ｂ】 【図６ａ】
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【図６ｂ】 【図７ａ】

【図７ｂ】 【図８ａ】
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【図８ｂ】 【図９ａ】

【図９ｂ】 【図１０ａ】



(36) JP 2019-33208 A 2019.2.28

【図１０ｂ】 【図１１ａ】

【図１１ｂ】 【図１２ａ】



(37) JP 2019-33208 A 2019.2.28

【図１２ｂ】 【図１３ａ】

【図１３ｂ】 【図１４ａ】
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【図１４ｂ】 【図１４ｃ】

【図１５ａ】 【図１５ｂ】
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【図１５ｃ】 【図１６ａ】

【図１６ｂ】 【図１７ａ】
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【図１７ｂ】 【図１８ａ】

【図１８ｂ】 【図１９ａ】
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【図１９ｂ】 【図２０ａ】

【図２０ｂ】 【図２１ａ】
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【図２１ｂ】 【図２２ａ】

【図２２ｂ】
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【手続補正書】
【提出日】平成30年8月30日(2018.8.30)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　第１導電型のドリフト領域を有する半導体基板と、
　前記半導体基板の上面から前記ドリフト領域まで設けられ、前記半導体基板の上面にお
いて予め定められた延伸方向に延伸した第１ゲートトレンチ部と、
　前記半導体基板の上面から前記ドリフト領域まで設けられ、前記延伸方向に延伸したダ
ミートレンチ部と、
　前記第１ゲートトレンチ部および前記ダミートレンチ部に挟まれた第１トランジスタメ
サ部と、
　前記ドリフト領域の上方で前記第１ゲートトレンチ部に接した第２導電型のベース領域
と、
　前記半導体基板の上面に前記第１ゲートトレンチ部と接して設けられ、前記ドリフト領
域よりもドーピング濃度の高い第１導電型のエミッタ領域と、
　前記半導体基板の上面に露出した第２導電型領域と、
　を備え、
　前記第１トランジスタメサ部の上面において、
　　前記エミッタ領域および前記第２導電型領域は、前記延伸方向に交互に配置され、
　　前記エミッタ領域の前記第１ゲートトレンチ部に接する前記延伸方向の幅が、前記第
２導電型領域の前記第１ゲートトレンチ部に接する前記延伸方向の幅よりも大きい、
半導体装置。
【請求項２】
　前記第１トランジスタメサ部の上面において、前記エミッタ領域の前記第１ゲートトレ
ンチ部に接する前記延伸方向の幅が、前記エミッタ領域の前記ダミートレンチ部に接する
前記延伸方向の幅よりも大きい、請求項１に記載の半導体装置。
【請求項３】
　前記第１トランジスタメサ部の上面において、
　　前記第２導電型領域は前記ダミートレンチ部と接し、
　　前記第２導電型領域の前記ダミートレンチ部に接する前記延伸方向の幅が、前記第２
導電型領域の前記第１ゲートトレンチ部に接する前記延伸方向の幅よりも大きい、請求項
１または２に記載の半導体装置。
【請求項４】
　前記エミッタ領域が前記ダミートレンチ部と接する、請求項１から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導電型領域の前記第１ゲートトレンチ部と接する前記延伸方向の幅が、前記エ
ミッタ領域の前記ダミートレンチ部と接する前記延伸方向の幅よりも小さい、請求項４に
記載の半導体装置。
【請求項６】
　前記エミッタ領域が前記ダミートレンチ部と離間している、請求項１から３のいずれか
一項に記載の半導体装置。
【請求項７】
　前記第２導電型領域は、第２導電型のコンタクト領域および前記コンタクト領域よりも
ドーピング濃度の低い第２導電型の第１中間領域をさらに有し、
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　前記第１中間領域は、前記ダミートレンチ部および前記エミッタ領域に挟まれ、前記ダ
ミートレンチ部および前記エミッタ領域の双方に接する
　請求項６に記載の半導体装置。
【請求項８】
　前記第２導電型領域は、前記コンタクト領域よりもドーピング濃度の低い第２導電型の
第２中間領域を有し、
　前記コンタクト領域は前記第１ゲートトレンチ部と離間し、前記第２中間領域は前記第
１ゲートトレンチ部と接する、
　請求項７に記載の半導体装置。
【請求項９】
　前記第２中間領域が、前記第１ゲートトレンチ部および前記コンタクト領域に挟まれ、
前記第１ゲートトレンチ部および前記コンタクト領域の双方に接する、請求項８に記載の
半導体装置。
【請求項１０】
　前記第２中間領域の前記第１ゲートトレンチ部に接する前記延伸方向の幅が、前記エミ
ッタ領域の前記ダミートレンチ部と接する前記延伸方向の幅よりも小さい、請求項９に記
載の半導体装置。
【請求項１１】
　前記第１トランジスタメサ部の上面において、
　　前記エミッタ領域は、前記延伸方向に連続的に配置され、
　　前記エミッタ領域および前記第２導電型領域は、前記延伸方向に交互に配置される、
　請求項４または６に記載の半導体装置。
【請求項１２】
　前記エミッタ領域の前記延伸方向の幅がステップ状に変化する、請求項１から１１のい
ずれか一項に記載の半導体装置。
【請求項１３】
　前記半導体基板の上面に層間絶縁膜をさらに備え、前記層間絶縁膜はコンタクトホール
を有し、
　前記コンタクトホールの下方において、前記エミッタ領域と前記第２導電型領域が、前
記ダミートレンチ部から前記第１ゲートトレンチ部の方向に隣り合って接する、請求項１
から１２のいずれか一項に記載の半導体装置。
【請求項１４】
　前記エミッタ領域の端部が、前記コンタクトホールの下方に配置される、請求項１３に
記載の半導体装置。
【請求項１５】
　前記半導体基板の上面に層間絶縁膜をさらに備え、前記層間絶縁膜はコンタクトホール
を有し、
　前記コンタクトホールの下方において、前記エミッタ領域と前記第２導電型領域が、前
記延伸方向に隣り合って接する、請求項１から１２のいずれか一項に記載の半導体装置。
【請求項１６】
　前記エミッタ領域の端部が、前記半導体基板の上面視で、前記コンタクトホールと前記
第１ゲートトレンチ部との間に配置される、請求項１５に記載の半導体装置。
【請求項１７】
　前記エミッタ領域の端部が、前記半導体基板の上面視で、前記コンタクトホールと前記
ダミートレンチ部との間に配置される、請求項１５に記載の半導体装置。
【請求項１８】
　前記エミッタ領域の前記延伸方向の幅が連続的に変化する、請求項１から１１のいずれ
か一項に記載の半導体装置。
【請求項１９】
　前記コンタクトホールと前記第１ゲートトレンチ部との間における、前記エミッタ領域
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の前記延伸方向の幅と、前記コンタクトホールと前記ダミートレンチ部との間における、
前記エミッタ領域の前記延伸方向の幅とが等しい、
　請求項１３から１７のいずれか一項に記載の半導体装置。
【請求項２０】
　前記ドリフト領域の上方且つ前記ベース領域の下方に、前記第１ゲートトレンチ部に接
し、前記ドリフト領域よりもドーピング濃度の高い第１導電型の蓄積領域をさらに備え、
　前記蓄積領域は、前記半導体基板の上面視で、前記エミッタ領域と重なる、
　請求項１から１９のいずれか一項に記載の半導体装置。
【請求項２１】
　前記半導体基板の上面から前記ドリフト領域まで設けられ、前記延伸方向に延伸し、前
記第１ゲートトレンチ部と隣り合って前記ダミートレンチ部と反対側に配置された第２ゲ
ートトレンチ部と、
　前記第１ゲートトレンチ部および前記第２ゲートトレンチ部に挟まれた第２トランジス
タメサ部と、
をさらに備え
　前記ベース領域は、前記ドリフト領域の上方で、前記第１ゲートトレンチ部および前記
第２ゲートトレンチ部の双方と接し、
　前記エミッタ領域は、前記半導体基板の上面で、前記第１ゲートトレンチ部および前記
第２ゲートトレンチ部の双方と接し、
　前記第２導電型領域は、前記半導体基板の上面に露出し、
　前記第２トランジスタメサ部において、前記エミッタ領域の前記第２ゲートトレンチ部
に接する前記延伸方向の幅が、前記第１トランジスタメサ部において、前記エミッタ領域
の前記第２ゲートトレンチ部に接する前記延伸方向の幅よりも小さい、請求項１から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トランジスタメサ部において、前記エミッタ領域と前記第２導電型領域が、前
記延伸方向に交互に配置される、請求項２１に記載の半導体装置。
【請求項２３】
　前記第２トランジスタメサ部において、前記第２導電型領域が、前記第１ゲートトレン
チ部および前記第２ゲートトレンチ部の双方と離間している、請求項２１または２２に記
載の半導体装置。
【請求項２４】
　前記第２導電型領域は前記第１ゲートトレンチ部に接し、
　前記第２トランジスタメサ部において、前記第２導電型領域の前記第１ゲートトレンチ
部に接する前記延伸方向の幅が、前記第１トランジスタメサ部において、前記エミッタ領
域の前記第１ゲートトレンチ部に接する前記延伸方向の幅よりも大きい、請求項２１また
は２２に記載の半導体装置。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００３０
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００３０】
　エミッタ電極５２は、第１ゲートトレンチ部４０、ダミートレンチ部３０、ウェル領域
１１、エミッタ領域１２、ベース領域１４およびコンタクト領域１５の上方に形成される
。コンタクト領域１５およびウェル領域１１はＰ＋型である。ウェル領域１１は、ゲート
金属層５０が設けられる側の活性領域の端部から、予め定められた範囲で形成される。ウ
ェル領域１１の拡散深さは、第１ゲートトレンチ部４０およびダミートレンチ部３０の深
さよりも深くてよい。第１ゲートトレンチ部４０およびダミートレンチ部３０の、ゲート
金属層５０側の一部の領域は、ウェル領域１１に形成される。第１ゲートトレンチ部４０
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およびダミートレンチ部３０の延伸方向の端の底は、ウェル領域１１に覆われてよい。
【手続補正３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００３６
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００３６】
　エミッタ領域１２の第１ゲートトレンチ部４０に接するＸ軸方向の幅Ｗｅｇは、コンタ
クト領域１５の第１ゲートトレンチ部４０に接するＸ軸方向の幅Ｗｃｇより大きく設けら
れる。幅Ｗｅｇは、幅Ｗｃｇより２倍から５倍大きくてよい。幅Ｗｅｇが幅Ｗｃｇより大
きいとは、幅Ｗｃｇが０の場合、即ち、コンタクト領域１５が第１ゲートトレンチ部４０
と離間する場合を含む。
【手続補正４】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００９４
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００９４】
　本例のコンタクト領域１５－１は、Ｐ＋型である。第１中間領域１７－１、コンタクト
領域１５－１および第２中間領域１７－２は、第２導電型領域の一例である。
【手続補正５】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００９５
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００９５】
　第１中間領域１７－１は、ダミートレンチ部３０およびエミッタ領域１２に挟まれ、ダ
ミートレンチ部３０およびエミッタ領域１２の双方に接してよい。第１中間領域１７－１
のドーピング濃度は、コンタクト領域１５のドーピング濃度よりも低くてよい。あるいは
、第１中間領域１７－１のドーピング濃度は、ベース領域１４のドーピング濃度と等しく
てよい。
【手続補正６】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００９６
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００９６】
　第２中間領域１７－２は、第１ゲートトレンチ部４０およびコンタクト領域１５－１に
挟まれ、第１ゲートトレンチ部４０およびコンタクト領域１５－１の双方に接してよい。
コンタクト領域１５－１のドーピング濃度は、コンタクト領域１５のドーピング濃度と等
しくてよい。第２中間領域１７－２のドーピング濃度は、コンタクト領域１５－１のドー
ピング濃度よりも低くてよい。第２中間領域１７－２のドーピング濃度は、ベース領域１
４のドーピング濃度より高くてよい。あるいは、第２中間領域１７－２のドーピング濃度
は、ベース領域１４のドーピング濃度と等しくてもよい。第２中間領域１７－２のドーピ
ング濃度は、ベース領域１４のドーピング濃度より高い方が、ラッチアップを抑制しやす
い。
【手続補正７】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０１０７
【補正方法】変更
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【補正の内容】
【０１０７】
　図９ａは、本発明の他の実施形態に係る半導体装置１００の上面を部分的に示す図であ
る。図９ａに示す半導体装置１００は、図６ａにおいて、第１ゲートトレンチ部４０と接
する第２中間領域１７－２の幅ＷＰ２が、第１中間領域１７－１のダミートレンチ部３０
と接する幅ＷＮ２よりも小さい点で、図６ａに示す半導体装置１００と異なる。
【手続補正８】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０１０８
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０１０８】
　図９ｂは、図９ａにおける領域Ａ９の拡大図である。領域Ａ９とは、図９ａにおいて同
じ規則で配列された構成の一部を示すものである。図９ｂに示す半導体装置１００は、図
６ｂに示す半導体装置１００において、第１ゲートトレンチ部４０と接する第２中間領域
１７－２の幅ＷＰ２が、第１中間領域１７－１のダミートレンチ部３０と接する幅ＷＮ２
よりも小さい点で、図６ｂに示す半導体装置１００と異なる。
【手続補正９】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０１５８
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０１５８】
　第１トランジスタメサ部６０において、エミッタ領域１２の第２ゲートトレンチ部２４
０に接するＸ軸方向の幅Ｗｅｇは、第２トランジスタメサ部６６において、エミッタ領域
１２の第２ゲートトレンチ部２４０と接するＸ軸方向の幅Ｗｅｇｇと等しくてもよい。ま
た、第１トランジスタメサ部６０において、コンタクト領域１５の第２ゲートトレンチ部
２４０に接するＸ軸方向の幅Ｗｃｇは、第２トランジスタメサ部６６において、コンタク
ト領域１５の第２ゲートトレンチ部２４０と接するＸ軸方向の幅Ｗｃｇｇと等しくてもよ
い。
【手続補正１０】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０１６０
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０１６０】
　図１６ｂは、図１６ａにおける領域Ｂ２の拡大図である。領域Ｂ２とは、図１６ａにお
いて同じ規則で配列された構成の一部を示すものである。図１６ｂに示す半導体装置２０
０は、第２トランジスタメサ部６６において、エミッタ領域１２の第２ゲートトレンチ部
２４０に接するＸ軸方向の幅Ｗｇｇｎ１が、第１トランジスタメサ部６０において、エミ
ッタ領域１２の第２ゲートトレンチ部２４０に接するＸ軸方向の幅Ｗｅｇよりも小さい点
で、図１５ｃに示す半導体装置２００と異なる。また、第２トランジスタメサ部６６にお
いて、コンタクト領域１５の第２ゲートトレンチ部２４０に接するＸ軸方向の幅Ｗｇｇｐ
１は、第１トランジスタメサ部６０において、コンタクト領域１５の第２ゲートトレンチ
部２４０に接するＸ軸方向の幅Ｗｃｇよりも大きい。幅Ｗｇｇｎ１を幅Ｗｅｇよりも小さ
くすることで、トランジスタ部７０全体の飽和電流特性およびラッチアップ耐量のバラン
スを、飽和電流特性をより重視する方向に調整した半導体装置２００とすることができる
。
【手続補正１１】
【補正対象書類名】明細書



(48) JP 2019-33208 A 2019.2.28

【補正対象項目名】０１６２
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０１６２】
　図１７ｂは、図１７ａにおける領域Ｂ３の他の一例を示す図である。領域Ｂ３とは、図
１７ａにおいて同じ規則で配列された構成の一部を示すものである。図１７ｂに示す半導
体装置２００は、第２トランジスタメサ部６６において、コンタクト領域１５の第１ゲー
トトレンチ部４０に接するＸ軸方向の幅Ｗｇｇｐ２が、第１トランジスタメサ部６０にお
いて、エミッタ領域１２の第１ゲートトレンチ部４０に接するＸ軸方向の幅Ｗｅｇよりも
大きい点で、図１５ｃに示す半導体装置２００と異なる。また、第２トランジスタメサ部
６６において、エミッタ領域１２の第１ゲートトレンチ部４０に接するＸ軸方向の幅Ｗｇ
ｇｎ２は、第１トランジスタメサ部６０において、コンタクト領域１５の第１ゲートトレ
ンチ部４０に接するＸ軸方向の幅Ｗｃｇよりも小さい。幅Ｗｇｇｐ２を幅Ｗｅｇよりも大
きくすることで、トランジスタ部７０全体の飽和電流特性およびラッチアップ耐量のバラ
ンスを、ラッチアップ耐量をより重視する方向に調整した半導体装置２００とすることが
できる。
【手続補正１２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０１６８
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０１６８】
　図２０ａは、図１ａにおける領域Ｅ１の他の拡大図である。領域Ｅ１とは、図１ａにお
いて同じ規則で配列された構成の一部を示すものである。図２０ａに示す通り、本例の半
導体装置１００は、第１ゲートトレンチ部４０に接して、エミッタ領域１２の下方に蓄積
領域１６をさらに備える。図２０ａにおいて、ＸＹ平面内において蓄積領域１６が設けら
れる領域を一点鎖線部で示している。蓄積領域１６は、図２０ａに示す通り、ＸＹ平面内
において、エミッタ領域１２に重ねて設けられる。本例の半導体装置１００は、蓄積領域
１６がダミートレンチ部３０と接していない。また、蓄積領域１６は、ＸＹ平面内におい
てコンタクト領域１５と重ならない領域があってよい。
【手続補正１３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０１７３
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０１７３】
　図２２ｂは、図２２ａにおけるｇ－ｇ'断面の一例を示す図である。ｇ－ｇ'断面は、ト
ランジスタ部７０において、ダミートレンチ部３０、エミッタ領域１２、コンタクト領域
１５および第１ゲートトレンチ部４０を通過するＹＺ面である。図２２ｂに示す通り、本
例の半導体装置１００は、ドリフト領域１８の上方且つベース領域１４の下方に、第１ゲ
ートトレンチ部４０に接したＮ＋型の第１蓄積領域１６－１、および第１ゲートトレンチ
部４０に接したＮ＋型の第２蓄積領域１６－２をさらに備える。第１蓄積領域１６－１お
よび第２蓄積領域１６－２は、第１ゲートトレンチ部４０には接するが、ダミートレンチ
部３０には接しなくてよい。第１蓄積領域１６－１は、図２２ｂのｈ－ｈ'線で示すよう
に、半導体基板１０の上面視でエミッタ領域１２とちょうど重なっていてよい。第１蓄積
領域１６－１は、ダミートレンチ部３０に接しない範囲で、ｈ－ｈ'線よりもダミートレ
ンチ部３０の側まで設けられてもよい。
【手続補正１４】
【補正対象書類名】図面
【補正対象項目名】図９ｂ
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【補正方法】変更
【補正の内容】
【図９ｂ】
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