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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　トレンチ内に埋め込み形成されたゲート電極と、
　前記ゲート電極を取り囲むゲート絶縁膜と、
　前記ゲート絶縁膜の一部を介して前記ゲート電極に対向位置し、かつ上面を有するｎ型
ソース層と、
　前記ｎ型ソース層に隣接しかつ前記ゲート絶縁膜の別の一部を介して前記ゲート電極に
対向位置するｐ型ベース層と、
　前記ｐ型ベース層に隣接しかつ前記ｎ型ソース層に接することなく、前記ゲート絶縁膜
のさらに別の一部を介して前記ゲート電極に対向位置するｎ型半導体層と、
　前記ｎ型ソース層および前記ｐ型ベース層に接し、かつ該ｎ型ソース層の前記上面と同
一平面を構成する上面を有し、かつ該上面からの深さ方向にみた不純物濃度値のプロファ
イルが少なくとも２つのピークを有し、かつ該少なくとも２つのピークが前記ｎ型ソース
層の前記上面からの形成深さより浅い位置にあるｐ型コンタクト層と
　を具備することを特徴とするトレンチゲート型半導体装置。
【請求項２】
　トレンチ内に埋め込み形成されたゲート電極と、
　前記ゲート電極を取り囲むゲート絶縁膜と、
　前記ゲート絶縁膜の一部を介して前記ゲート電極に対向位置し、かつ上面を有するｎ型
ソース層と、
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　前記ｎ型ソース層に隣接しかつ前記ゲート絶縁膜の別の一部を介して前記ゲート電極に
対向位置するｐ型ベース層と、
　前記ｐ型ベース層に隣接しかつ前記ｎ型ソース層に接することなく、前記ゲート絶縁膜
のさらに別の一部を介して前記ゲート電極に対向位置するｎ型半導体層と、
　前記ｎ型ソース層および前記ｐ型ベース層に接し、かつ該ｎ型ソース層の前記上面と同
一平面を構成する上面を有し、かつ該上面からの深さ方向にみた横断面の大きさの分布が
少なくとも２つのピークを有し、かつ該少なくとも２つのピークが前記ｎ型ソース層の前
記上面からの形成深さより浅い位置にあるｐ型コンタクト層と
　を具備することを特徴とするトレンチゲート型半導体装置。
【請求項３】
　前記ゲート電極が、互いに平行に位置する複数のトレンチ内に埋め込み形成され、
　前記ｐ型コンタクト層が、前記複数のトレンチの延長する方向に直交する方向のストラ
イプ状であって前記ゲート電極の横切りで不連続にされた形状に形成されていること
　を特徴とする請求項１または２記載のトレンチゲート型半導体装置。
【請求項４】
　前記ｐ型コンタクト層の前記ストライプそれぞれの幅が、前記ゲート絶縁膜を介して前
記ゲート電極に対向位置する前記ｐ型ベース層の、前記ｎ型ソース層に接する高さ位置か
ら前記ｎ型半導体層に接する高さ位置までの距離の２倍以下であることを特徴とする請求
項３記載のトレンチゲート型半導体装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、トレンチ内にゲート電極が埋め込み形成された半導体装置（トレンチゲート
型半導体装置）に係り、特に、アバランシェ耐量の確保とオン抵抗の低減の両立に好適な
トレンチゲート型半導体装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　トレンチゲート型半導体装置は、特に電力用では一般に、損失低減などのためオン状態
における発生電圧（オン電圧）が十分に小さいことが求められる。このためには、例えば
、複数設けられるゲート電極のピッチを狭小化し発生させるチャネル領域の密度を増加さ
せることが効果的である。また、ゲート電極に対向位置する領域ができるだけチャネル領
域になるような構造を採用することも効果的である。
【０００３】
　しかしながら、このような微細化や構造採用を行うと、チャネル領域となるベース層を
低電位側電極電圧に保つためのコンタクト層の形成が、その場所の確保上難しくなる。さ
らに、コンタクト層自体の面積を小さくせざるを得ないので深い領域形成も難しく、下側
のベース層との接触の確実性が損なわれる可能性がある。ベース層との接触が確実でない
と、ベース層が低電位側電極電位から浮くことから寄生トランジスタがオンし、アバラン
シェ耐量が減少する。
【０００４】
　なお、本願で開示するトレンチゲート型半導体装置とは構造が異なるが、課題を外形的
にほぼ同一とするものに下記特許文献１に開示のものがある。
【特許文献１】特開２００５－７９４４８号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　本発明は、トレンチ内にゲート電極が埋め込み形成された半導体装置（トレンチゲート
型半導体装置）において、アバランシェ耐量の確保とオン抵抗の低減とを両立することが
可能なトレンチゲート型半導体装置を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
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【０００６】
　本発明の一態様に係るトレンチゲート型半導体装置は、トレンチ内に埋め込み形成され
たゲート電極と、前記ゲート電極を取り囲むゲート絶縁膜と、前記ゲート絶縁膜の一部を
介して前記ゲート電極に対向位置し、かつ上面を有するｎ型ソース層と、前記ｎ型ソース
層に隣接しかつ前記ゲート絶縁膜の別の一部を介して前記ゲート電極に対向位置するｐ型
ベース層と、前記ｐ型ベース層に隣接しかつ前記ｎ型ソース層に接することなく、前記ゲ
ート絶縁膜のさらに別の一部を介して前記ゲート電極に対向位置するｎ型半導体層と、前
記ｎ型ソース層および前記ｐ型ベース層に接し、かつ該ｎ型ソース層の前記上面と同一平
面を構成する上面を有し、かつ該上面からの深さ方向にみた不純物濃度値のプロファイル
が少なくとも２つのピークを有し、該少なくとも２つのピークが前記ｎ型ソース層の前記
上面からの形成深さより浅い位置にあるｐ型コンタクト層とを具備する。
【０００７】
　また、本発明の別の態様に係るトレンチゲート型半導体装置は、トレンチ内に埋め込み
形成されたゲート電極と、前記ゲート電極を取り囲むゲート絶縁膜と、前記ゲート絶縁膜
の一部を介して前記ゲート電極に対向位置し、かつ上面を有するｎ型ソース層と、前記ｎ
型ソース層に隣接しかつ前記ゲート絶縁膜の別の一部を介して前記ゲート電極に対向位置
するｐ型ベース層と、前記ｐ型ベース層に隣接しかつ前記ｎ型ソース層に接することなく
、前記ゲート絶縁膜のさらに別の一部を介して前記ゲート電極に対向位置するｎ型半導体
層と、前記ｎ型ソース層および前記ｐ型ベース層に接し、かつ該ｎ型ソース層の前記上面
と同一平面を構成する上面を有し、かつ該上面からの深さ方向にみた横断面の大きさの分
布が少なくとも２つのピークを有し、かつ該少なくとも２つのピークが前記ｎ型ソース層
の前記上面からの形成深さより浅い位置にあるｐ型コンタクト層とを具備する。
【発明の効果】
【０００９】
　本発明によれば、トレンチ内にゲート電極が埋め込み形成された半導体装置（トレンチ
ゲート型半導体装置）において、アバランシェ耐量の確保とオン抵抗の低減とを両立する
ことが可能なトレンチゲート型半導体装置を提供することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１０】
　本発明の一態様に係るトレンチゲート型半導体装置では、ｐ型コンタクト層が、ｎ型ソ
ース層およびｐ型ベース層に接し、かつ該ｎ型ソース層の上面と同一平面を構成する上面
を有し、かつ該上面からの深さ方向にみた不純物濃度値のプロファイルが少なくとも２つ
のピークを有している。また、本発明の別の態様に係るトレンチゲート型半導体装置では
、ｐ型コンタクト層が、ｎ型ソース層およびｐ型ベース層に接し、かつ該ｎ型ソース層の
上面と同一平面を構成する上面を有し、かつ該上面からの深さ方向にみた横断面の大きさ
の分布が少なくとも２つのピークを有している。
【００１１】
　これらは、ｐ型コンタクト層が、例えば、上面側からのイオン注入でその形成が可能な
ところ、例えば、イオン注入の加速エネルギが少なくとも２段階に変えられてイオン注入
がされたものである。このようなｐ型コンタクト層であれば、確実に表層からｐ型ベース
層まで達するｐ型コンタクト層領域が確保される。また、ゲート電極を複数設けてこれら
のピッチを狭小化することが可能であり、これによりチャネル領域の密度を増加できる。
よって、アバランシェ耐量の確保とオン抵抗の低減とを両立することが可能になる。
【００１２】
　本発明の実施態様として、前記ゲート電極が、互いに平行に位置する複数のトレンチ内
に埋め込み形成され、前記ｐ型コンタクト層が、前記複数のトレンチの延長する方向に直
交する方向のストライプ状であって前記ゲート電極の横切りで不連続にされた形状に形成
されている、とすることができる。トレンチの延長する方向と直交する方向にｐ型コンタ
クト層を形成すると、典型的には、トレンチとの位置合わせが不要になるなどプロセス的
な利点がある。
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【００１３】
　ここで、前記ｐ型コンタクト層の前記ストライプそれぞれの幅が、前記ゲート絶縁膜を
介して前記ゲート電極に対向位置する前記ｐ型ベース層の、前記ｎ型ソース層に接する高
さ位置から前記ｎ型半導体層に接する高さ位置までの距離の２倍以下である、とすること
ができる。このような条件であれば、下限値近くに飽和した十分小さなオン抵抗が得られ
る。２倍より小さくなっても実効的なチャネルの形成密度が増加しないため、下限飽和す
るものと考えられる。
【００１４】
　また、実施態様として、前記ｐ型コンタクト層が、前記ゲート絶縁膜のみを介して前記
ゲート電極に対向位置している、とすることができる。例えば、ｐ型コンタクト層をトレ
ンチ形成前にストライプ状に形成することでこのような態様が得られる。
【００１６】
　以上を踏まえ、以下では本発明の実施形態を図面を参照しながら説明する。図１は、本
発明の一実施形態に係るトレンチゲート型半導体装置（ＭＯＳＦＥＴ：metal oxide semi
conductor field effect transistor）の構造を模式的に示す、ソース電極の部分を除い
た仮想上面図である。ソース電極は、この示された上面上全面に形成される。図１におい
て、不図示の図示左右方向には同一パターンが繰り返し形成され、不図示の図示上下には
同一パターンが延長している。
【００１７】
　図１に示すように、このＭＯＳＦＥＴは、ゲート電極８が、複数の平行するトレンチ内
それぞれに埋め込み形成されており、ゲート電極８それぞれの上部は絶縁膜９（ドットパ
ターンで図示）で覆われている。このようなゲート電極８の構造を、以下、トレンチゲー
ト構造という場合がある。ゲート電極８それぞれは、延長する方向の端部で電気的に導通
されひとつのゲート端子を構成する。
【００１８】
　トレンチゲート構造同士の間には、基本的に、ｎ型ソース層６（格子パターンで図示）
が形成されており、さらにこのｎ型ソース層６を分断するように所々ｐ型コンタクト層７
（クロスハッチパターンで図示）が形成されている。ｐ型コンタクト層７は、ｎ型ソース
層６および絶縁膜９とほぼ同一の上面を有しており、また全体としては、トレンチゲート
構造が延長する方向に直交する方向のストライプ状であってゲート電極８の横切りで不連
続にされた形状にされている。
【００１９】
　図２は、図１中に示したＡ－Ａａ位置における矢視方向の模式的断面図である。図２に
おいて、図１中に示したものと同一の部位には同一符号を付してある。図２に示すように
、ｎ型ソース層６およびｐ型コンタクト層７の下側にはこれらに接してｐ型ベース層が位
置しており、さらにこのｐ型ベース層の下側には、積層状に、ｎ型半導体層２、半導体基
板１、ドレイン電極１１がそれぞれ位置する。半導体基板１はｎ型であり、ｎ型半導体層
２より不純物濃度が高い。ｐ型コンタクト層７の不純物濃度は、ｐ型ベース層３のそれよ
り高い。ドレイン電極１０との接触抵抗を小さくするためである。
【００２０】
　図２におけるｐ型コンタクト層７の形成ピッチは例えば１μｍ、ｐ型コンタクト層７の
幅Ｗｐは例えば０．２μｍ、ｎ型ソース層６の形成厚さは例えば０．５μｍ、ｐ型ベース
層の形成厚さＴｐは例えば０．４μｍである。ｐ型コンタクト層７の幅Ｗｐとｐ型ベース
層３の形成厚さＴｐとの比については好ましい関係を後述する。
【００２１】
　ｐ型コンタクト層７は、その製造プロセス（後述する）に特徴点があることから、図示
するように、上面から深さ方向にみた横断面の大きさの分布が少なくとも２つのピークを
有している。また、別の見方をすると、ｐ型コンタクト層７は、上面から深さ方向にみた
不純物濃度値のプロファイルが少なくとも２つのピークを有している。これらの「ピーク
」には、深さ方向の中間位置に形成される極大値の場合のみならず増加しつつ終端する端
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部における場合も含む。
【００２２】
　図３は、図１中に示したＢ－Ｂａ位置における矢視方向の模式的断面図である。図３に
おいて、すでに説明した図で説明した部位には同一符号を付してある。図３に示すように
、ゲート電極８は、その側面および下側がゲート絶縁膜５に覆われている。ゲート電極８
およびゲート絶縁膜５（すなわちトレンチゲート構造の部分）は、ｎ型ソース層６および
ｐ型ベース層３を貫通してｎ型半導体層２中に及んで形成されている。
【００２３】
　この構造により、ゲート電極８は、その上部の側でゲート絶縁膜５を介してｎ型ソース
層６に対向し、それより下の部位でゲート絶縁膜５を介してｐ型ベース層３に対向し、さ
らにそれより下の部位でゲート絶縁膜５を介してｎ型半導体層２に対向している。ゲート
絶縁膜５を介してゲート電極８に対向位置するｐ型ベース層３の領域にはチャネル（ｎチ
ャネル）が形成される。すなわち、図３においては、チャネルは紙面奥行き方向にカーテ
ン状に形成される。このようなカーテン状のチャネル形成はｐ型コンタクト層７の幅の部
分を除いてなされるので、ｐ型コンタクト層７の幅を狭くするほどチャネル密度を向上し
オン抵抗を十分に低減することができる。
【００２４】
　図３におけるゲート電極８の形成ピッチは例えば０．７μｍ、トレンチゲート構造の部
分の幅は例えば０．３μｍである。このときトレンチゲート構造の部分に挟まれるｎ型ソ
ース層６およびｐ型ベース層３の幅は０．４μｍになる。また、トレンチゲート構造の部
分の形成深さは例えば１．１μｍであり、さらに、ゲート絶縁膜５の厚さは例えば６０ｎ
ｍ、ゲート電極８上面の絶縁膜９の厚さは例えば０．３μｍである。
【００２５】
　図４は、図１中に示したＣ－Ｃａ位置における矢視方向の模式的断面図である。図４に
おいて、すでに説明した図で説明した部位には同一符号を付してある。図４（または図２
でもわかる）に示すように、ｐ型コンタクト層７は、ｐ型ベース層３に接触して重層的な
配置になってｐ型半導体領域同士の導通を担っている。これにより、ｐ型ベース層３の電
位はソース電極１０電位に確実に固定される。
【００２６】
　以上、本発明の一実施形態に係るＭＯＳＦＥＴの構造を一通り説明したが、構造・形状
的な特徴は、図２におけるｐ型コンタクト層７の幅Ｗｐ（例えば０．２μｍ）がこのｐ型
コンタクト層７の形成ピッチ（例えば１μｍ）に対して十分に狭いにもかかわらず、ｐ型
コンタクト層７が確実にｎ型ソース層６を貫通してｐ型ベース層３に接触するように形成
されていることである。ｐ型コンタクト層７の幅Ｗｐを狭くすることでチャネル密度を向
上してオン抵抗を低減し（ＭＯＳＦＥＴとしてオン抵抗＝例えば数ｍΩ）、かつｐ型コン
タクト層７とｐ型ベース層３とを確実に接するようにして十分なアバランシェ耐量（耐圧
＝例えば４０Ｖ）を確保している。
【００２７】
　すでに説明したが、ｐ型コンタクト層７の幅Ｗｐを狭くすれば、図２におけるｎ型ソー
ス層６の下側のｐ型ベース層３がそれだけ広くチャネルとして機能するのでオン抵抗が減
少する。一方、ｐ型コンタクト層７とｐ型ベース層３との接続が確実でないと、ｐ型ベー
ス層３の電位がソース電極１０の電位から上昇しやすくなり、アバランシェ状態では、ｐ
型ベース層３で発生したホールがｎ型ソース層６に注入されてしまう。これにより、ｎ型
半導体層２、ｐ型ベース層３、ｎ型ソース層６からなる寄生ｎｐｎトランジスタがオン状
態になりＭＯＳＦＥＴとしてアバランシェ耐量が減少する。本実施形態ではこのようなア
バランシェ耐量の減少はない。
【００２８】
　なお、ｐ型コンタクト層７とｐ型べース層３との確実な接続は、ｎ型ソース層６の形成
厚さが薄いほど容易である。しかしｎ型ソース層６の形成厚さは、ｎ型ソース層６がゲー
ト絶縁膜５を介してゲート電極８に対向位置することでソース領域として機能するように



(6) JP 4928753 B2 2012.5.9

10

20

30

40

50

決められるべきものであり（図３参照）、これにより本実施形態では、０．５μｍという
形成厚さにしている。
【００２９】
　以上説明のＭＯＳＦＥＴについて、その製造プロセスの主要部を以下説明する。適宜、
図２ないし図３を参照されたい。まず、半導体基板１上全面に例えばエピタキシャル成長
でｎ型半導体層２を形成する。そのあと形成されたｎ型半導体層２の上層側部分の全面に
例えばボロンのイオン注入を行いさらにこれを拡散させてｐ型ベース層３を形成する。
【００３０】
　次に、形成されるべきｐ型コンタクト層７の部分に相当する領域がストライプ状に残る
マスクを上面上に形成し、このマスクを介して選択的に例えばリンのイオン注入を行いさ
らにこれを拡散させてｎ型ソース層６を形成する。そのあと、マスクを、形成されるべき
ｐ型コンタクト層７の部分に相当する領域が抜けたマスクに取り替え、このマスクを介し
て選択的に例えばボロンのイオン注入を行いさらにこれを拡散させてｐ型コンタクト層７
を形成する。
【００３１】
　このｐ型コンタクト層７の形成のためのイオン注入は、１回目として、例えば、１００
ｅＶないし２００ｅＶの加速エネルギで１×１０１４ｃｍ－２ないし１×１０１５ｃｍ－

２のドーズ量でこれを行う。そしてそのあと、２回目として、例えば、３０ｅＶないし６
０ｅＶの加速エネルギで１×１０１４ｃｍ－２ないし１×１０１５ｃｍ－２のドーズ量で
これを行う。このようにイオン注入を行うことで、１回目のイオン注入による不純物濃度
のピークは深さ方向で０．３μｍないし０．５μｍの位置に生じ、ｐ型ベース層３に達す
るような十分に深い位置でのｐ型コンタクト層７となることができる。さらに、２回目の
イオン注入によりそれより浅い位置でのｐ型コンタクト層７が形成できる。
【００３２】
　このようにしてｐ型コンタクト層７を形成することにより、ｐ型コンタクト層７はすで
に述べたような形態的な特徴（不純物濃度の深さ方向プロファイルが２つのピークを有す
る、または横断面の大きさの深さ方向の分布が２つのピークを有する）を有するものとな
る。なお、上記の例では加速エネルギを変えて２回に分けてイオン注入を行ったが、同様
の目的で３回以上に分けてそれぞれ加速エネルギを変えてイオン注入を行うようにしても
よい。
【００３３】
　ｐ型コンタクト層７が形成されたら、ゲート電極８を埋め込むためのトレンチを例えば
ＲＩＥ（reactive ion etching）法で形成する。ｐ型コンタクト層７の形成後にこれに直
交する方向にトレンチを形成することで、ｐ型コンタクト層７とトレンチとの位置合わせ
精度が不要になる。この結果、ｐ型コンタクト層７はゲート絶縁膜５のみを介してゲート
電極８に対向する形態となり、間にｎ型ソース層６は位置しない。
【００３４】
　トレンチを形成したら、その側壁および底面にゲート絶縁膜５を形成し、さらにそのゲ
ート絶縁膜５の形成されたトレンチ内を埋め込むように全面に例えば多結晶シリコンを例
えばＣＶＤ（chemical vapor deposition）法で堆積する。その後、多結晶シリコンをト
レンチ内に窪ませるようにエッチバックしてゲート電極８とする。さらに、ゲート電極８
の上面を覆うように絶縁膜９を例えばＣＶＤ法で形成する。以上が製造プロセスの主要部
である。この後、ソース電極１０、ドレイン電極１１を形成する。
【００３５】
　図７は、図２に示した断面の構造に対比されるべき比較参照例（一例）としての構造を
示す模式的断面図である。図７においてすでに説明した部位と同一相当のものには同一の
符号を付している。この比較例は、図２におけるｐ型コンタクト層７の幅Ｗｐがこのｐ型
コンタクト層７の形成ピッチに対して十分に狭いとは言えない場合を示している。このよ
うな場合は、上記の製造プロセスによれば、ｎ型ソース層６Ａのイオン注入・拡散による
形成において、図示するようにｎ型ソース層６Ａ同士の間に十分なイオンの非拡散領域が
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残る。したがって、図示するようにｐ型コンタクト層７Ａをｐ型ベース層３に確実に接触
するように形成するのは容易である。しかし、この比較参照例は当然ながらチャネル形成
密度が劣りオン抵抗が大きい。
【００３６】
　図８は、図２に示した断面の構造に対比されるべき比較参照例（別の例）としての構造
を示す模式的断面図である。この比較例は、図２におけるｐ型コンタクト層７の幅Ｗｐを
このｐ型コンタクト層７の形成ピッチに対して単純に十分に狭くした場合を示している。
このような場合は、上記の製造プロセスによれば、ｎ型ソース層６Ｂのイオン注入・拡散
による形成において、図示するように、ｎ型ソース層６Ｂ同士の間は、イオンの拡散によ
り非拡散領域がほぼ残らなくなる。したがって、図７に示すのと同程度の加速エネルギで
ｐ型コンタクト層７Ｂを形成すると、ｐ型コンタクト層７Ｂはｐ型ベース層３に達するま
でに深く形成されない可能性が生じる。これにより、ｐ型ベース層３の電位がソース電極
１０の電位より上昇しやすくなりアバランシェ耐量が劣化する。
【００３７】
　図７、図８との比較により本実施形態の利点は一層明確である。
【００３８】
　図５は、図２中に示した位置Ｔにおける深さ方向の不純物濃度の分布例を示す図（計算
値）である。ｐ型コンタクト層７を形成するために互いに加速エネルギを変えて２段階に
分けてイオン注入を行ったため、深さ方向にみた不純物濃度のピークが２つある。この２
つのピークは、横断面の大きさの深さ方向分布にも対応していると考えられる。また、図
示のｐ型コンタクト層の占める深さはほぼｎ型ソース層６の深さに対応しており、すなわ
ち、上記２つのピークはｎ型ソース層６の形成深さ内に収まっている。なお、図５は、計
算値を示しているが、実際に製造されたＭＯＳＦＥＴでは例えば走査型キャパシタンス顕
微鏡（ＳＣＭ）や走査型拡がり抵抗顕微鏡（ＳＳＲＭ）を用いて測定することができる。
【００３９】
　図６は、図１に示したトレンチゲート型半導体装置（ＭＯＳＦＥＴ）のオン抵抗を、ｐ
型コンタクト層７の幅Ｗｐとｐ型ベース層３の形成厚さＴｐとの関係に基づき描いたグラ
フ（計算値）である。図６に示すように、ｐ型コンタクト層７の幅Ｗｐを大きい方から狭
くしていくと、当初はオン抵抗が下がっていく。これは、ｐ型コンタクト層７の幅Ｗｐが
狭くなることでｎ型ソース層６下のｐ型ベース層３に形成されるチャネルの幅が広くなる
からである。
【００４０】
　ｐ型コンタクト層７の幅Ｗｐをさらに狭くしていくと、オン抵抗は下限で飽和する特性
を呈する。これは、図２を参照して、ｐ型コンタクト層７の下にも実際にはｎ型ソース層
６から電子がチャネルにしみ出すように斜め方向にも流れるので、ｐ型コンタクト層７の
幅Ｗｐがある程度より狭くなると実効的な意味でチャネルの幅がそれより増加しないから
と考えられる。オン抵抗が減じる傾向から下限で飽和する傾向に転じるのは、図示するよ
うに、ｐ型コンタクト層７の幅Ｗｐが、ｐ型ベース層３の形成厚さＴｐの２倍程度のとき
である。したがって、ｐ型コンタクト層７の幅Ｗｐは、ｐ型ベース層３の形成厚さＴｐの
２倍程度（以下）とするのがオン抵抗の低減上好ましく、これよりさらに狭くしても一層
のオン抵抗減の効果は得られない。
【００４１】
　なお、製造方法として説明した手順は、ｐ型ベース層３、ｎ型ソース層６、ｐ型コンタ
クト層７を形成したあとでトレンチを形成してゲート電極８を形成するものであったが、
トレンチを形成してゲート電極８を形成したあとでｐ型ベース層３、ｎ型ソース層６、ｐ
型コンタクト層７を形成することも可能である。
【図面の簡単な説明】
【００４２】
【図１】本発明の一実施形態に係るトレンチゲート型半導体装置（ＭＯＳＦＥＴ）の構造
を模式的に示す、ソース電極の部分を除いた仮想上面図。
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【図２】図１中に示したＡ－Ａａ位置における矢視方向の模式的断面図。
【図３】図１中に示したＢ－Ｂａ位置における矢視方向の模式的断面図。
【図４】図１中に示したＣ－Ｃａ位置における矢視方向の模式的断面図。
【図５】図２中に示した位置Ｔにおける深さ方向の不純物濃度の分布例を示す図（計算値
）。
【図６】図１に示したトレンチゲート型半導体装置（ＭＯＳＦＥＴ）のオン抵抗を、ｐ型
コンタクト層の幅Ｗｐとｐ型ベース層の形成厚さＴｐとの関係に基づき描いたグラフ（計
算値）。
【図７】図２に示した断面の構造に対比されるべき比較参照例（一例）としての構造を示
す模式的断面図。
【図８】図２に示した断面の構造に対比されるべき比較参照例（別の例）としての構造を
示す模式的断面図。
【符号の説明】
【００４３】
　１…半導体基板、２…ｎ型半導体層（ｎ型半導体領域）、３…ｐ型ベース層、５…ゲー
ト絶縁膜、６…ｎ型ソース層、７…ｐ型コンタクト層、８…ゲート電極、９…絶縁膜、１
０…ソース電極、１１…ドレイン電極。

【図１】

【図２】

【図３】

【図４】
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【図７】
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