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明 細 苫

半導体装置

技術分野

０００1 本発明は、半導体装置に関し、特に、スイッチング機能を有する半導体装置に関す

る。

背景技術

０００2 従来、スイッチング機能を有する半導体装置として、 OS ( e a O d。S

e co d c o e d f。。 a s s o )が知られている (たとえば、特許文献

参照 ) 。この特許文献 には、一導電型の半導体屑に形成されたトレンチにゲート電

極が埋め込まれたトレンチゲート型の OS (半導体装置) が開示されている。

０００3 図3 3は、上記特許文献 に開示された従来の OS (半導体装置) の構造を

示した断面図である。図3 3を参照して、従来の OS では、 "型の半導体某板

5０ の上面上に、ェピタキシヤル屑 5０2が形成されている。このェピタキシヤル屑 5０

2には、半導体某板 5０側から順に、 型不純物領城 (ドレイン領城 ) 5０2 a、 型不

純物領城 5０2bおよび "型不純物領城 (ソース領城 ) 5０2。が形成されている。

０００4 また、エピタキシヤル屑 5０2には、 "型不純物領城 5０2cおよび 型不純物領城 5０

2bを貫通して 型不純物領城 5０2 aの途中の深さにまで達するトレンチ5０3が形成

されている。このトレンチ5０3の内部には、ゲート絶縁膜 5０4を介して、ゲート電極 5０

5が形成されている。また、ェピタキシヤル屑 5０2の上面上の所定領城には、トレンチ

5０3の開口を塞ぐ屑間絶縁膜 5０6 が形成されている。

０００5 また、ェピタキシヤル屑 5０2の上面上には、屑間絶縁膜 5０6を覆ぅよぅに、ソース電

極 5０7が形成されている。また、半導体某板 5０ の裏面 ( 面) 上には、ドレイン電極

5０8 が形成されている。なお、ゲート電極 5０5と、ソース電極 5０7およびドレイン領城

5０2 aとの間には、それぞれ、キヤパシタ (コンデンザ ) が寄生的に形成されている。

０００6 上記のよぅに構成された従来の OS では、ゲート電極 5０5 に対する印加電圧

を変ィヒさせることによりオンノオフの制御が行われる。具体的には、ゲート電極 5０5

に対して所定の正電位を印加すると、 型不純物領城 5０2bの少数キヤリア (電子) が



トレンチ5０3側に引き寄せられることにょって、 型不純物領城 (ドレイン領城 ) 5０2 a

と "型不純物領城 (ソース領城 ) 5０2 cとを接続するょぅな反伝屑 5０9が形成される。

これにょり、反伝屑 5０9を介して、ソース電極 5０7 とドレイン電極 5０8 との間に電流を

流すことができる。その結果、 OS がオン状態となる。すなわち、従来の OS

では、 型不純物領城 (ドレイン領城 ) 5０2 aと "型不純物領城 (ソース領城 ) 5

０2。とを接続するょぅに形成される反伝屑 5０9をチヤネルとして機能させている。

０００7 その一方、ゲート電極 5０5 に対する所定の正電位の印加を解除すると、反伝屑 (チ

ヤネル) 5０9が消滅するので、ソース電極 5０7 とドレイン電極 5０8 との間における電流

の流れを遮断することができる。その結果、 OS がオフ状態となる。

０００8 特許文献 1 :特開2００ 4 9号公報

発明の開示

発明が解決しようとする課題

０００9 ここで、ゲート電極 5０5 と、ソース電極 5０7おょびドレイン領城 5０2 aとの間にそれぞ

れキヤパシタ (コンデンザ ) が形成されている場合には、ゲート電極 5０5 に対する印加

電圧を制御することにょり OS (半導体装置) のオンノオフ制御を行ぅ際に、同

時に、形成されたキヤパシタ (コンデンザ ) の充放電が行われる。このため、キヤパシタ

(コンデンザ ) の充放電に要する時間の分、オンノオフの切り替え速度 (スイッチング

速度 ) が遅くなる。このオンノオフの切り替え速度 (スイッチング速度 ) を速くするため

には、キヤパシタ (コンデンザ ) の充放電に要する時間を短くする必要がある。すなわ

ち、キヤパシタ (コンデンザ ) の静電容呈 (入力容呈) を小さくする必要がある。

００1０ しかしながら、図3 3 に示した従来の OS では、ゲート電極 5０5 とソース電極 5

０7 との間、おょび、ゲート電極 5０5 とドレイン領城 5０2 aとの間に形成されるキヤパシ

タ (コンデンザ ) は、寄生的に形成されるキヤパシタ (コンデンザ ) であるため、その静

電容呈を 、さくすることが困難であるとレぢ不都合がある。このため、スイッチング速度

を高速化することが困難であるといぅ問題点がある。

００11 本発明は、上記のょぅな課題を解決するためになされたものであり、本発明の目的

は、スイッチング速度を高速化することが可能な半導体装置を提供することである。

課題を解決するための手段



００12 上記の日的を達成するために、この発明の第 の局面による半導体装置は、互い

に所定の間隔を隔てて配列された複数のトレンチを有する一導電型の半導体屑と、

複数のトレンチの各々に埋め込まれた複数の埋め込み電極と、複数のトレンチの少

なくとも つの内部に形成され、埋め込み電極の上方に第 絶縁膜を介して配設され

ることにより、埋め込み電極と容呈結合された導電体屑とを備えている。なお、本発明

の半導体屑は、半導体某板を含む。

００13 この第 の局面による半導体装置でほ、上記のように、埋め込み電極の上方に第2

絶縁膜を介して形成され、埋め込み電極と容呈結合された導電体屑をトレンチ内部

に備えることによって、トレンチ内部に埋め込み電極と直列に接続されたキヤパシタ (

コンデンザ )を形成することができるので、トレンチ内部の埋め込み電極の合計静電

容呈 (入力容呈)を小さくすることができる。これにより、埋め込み電極に対する印加

電圧を制御することによって、オフ状態からオン状態への切り替え、または、その逆の

切り替えを行う際に、オン オフの切り替え速度を速くすることができる。すなわち、ス

イッチング速度を高速化することができる。

００14 上記第 の局面による半導体装置において、好ましくは、半導体屑は、隣り合うトレ

ンチ間の各領城が電流通路となるように構成されているとともに、複数のトレンチの周

辺に形成された空乏屑によって、隣り合うトレンチ間の各領城が寒がれることにより、

電流通路が遮断される一方、トレンチの周辺に形成された空乏屑の少なくとも一部が

消滅することにより電流通路が開くように構成されている。このような構成を上記第

の局面による半導体装置に適用すれば、スイッチング速度を高速化することが可能

であるとともに、オン抵抗を大幅に低減することが可能な新しい動作原理に基づく半

導体装置を得ることができる。すなわち、トレンチの内面上に絶縁膜を介して埋め込

み電極を形成すれば、その埋め込み電極に対する印加電圧に応じてトレンチの周辺

に形成される空乏屑の形成状態が変化するので、埋め込み電極に対する印加電圧

を制御することによって、オフ状態 (チヤネルを流れる電流が遮断される状態 )からオ

ン状態 (チヤネルを介して電流が流れる状態 )への切り替えを行うことができるとともに

、その逆の切り替えも行 ことができる。すなわち、半導体装置にスイッチング機能を

持たせることができる。そして、上記した構成では、オン時において、隣り合うトレンチ



間の各領城の空乏屑が形成されていない領城の全てをチヤネル (電流通路 ) として

機能させることができるので、非常に薄い反伝屑をチヤネル (電流通路 ) として機能さ

せる従来の半導体スイッチ装置 ( OS )と比べて、チヤネルを流れる電流に対

する抵抗を大幅に低減することが可能となる。これにより、スイッチング速度を高速化

させながら、従来の半導体スイッチ装置 ( OS )と比べて、オン抵抗を大幅に低

減することができる。

００15 上記第 の局面による半導体装置において、好ましくは、導電体屑が、複数のトレン

チの各々の内部に形成されており、埋め込み電極とそれぞれ容呈結合されている。

このように構成すれば、埋め込み電極の各々に対して、その合計静電容呈 (入力容

呈) を小さくすることができるので、容易に、スイッチング速度を高速化することができ

る。

００16 上記第 の局面による半導体装置において、導電体屑の上面上に、第2絶縁膜を

形成するとともに、第2絶縁膜を、その上面が半導体屑の上面と同一面となるようにト

レンチ内に形成してもよい。

００17 上記第 の局面による半導体装置において、好ましくは、複数の埋め込み電極のう

ちの所定の埋め込み電極は、第3絶縁膜を介してトレンチの内面上に形成されてお

り、第 絶縁膜の厚みは、第3絶縁膜の厚み以上である。このように構成にすれば、

第 絶縁膜における絶縁破壊を抑制することができるので、トレンチ内に第 絶縁膜

を介して導電体屑を形成したとしても、第 絶縁膜の絶縁破壊に起因して、半導体装

置の耐圧特性が低下するとレづ不都合が生じるのを抑制することができる。

００18 上記第 の局面による半導体装置において、好ましくは、トレンチの配列方向にお

ける導電体屑の幅は、埋め込み電極の幅よりも小さい。このように構成すれば、導電

体屑の平面積を 、さくすることができるので、埋め込み電極と導電体屑との間の静電

容呈を小さくすることができる。このため、容易に、トレンチ内部の埋め込み電極の合

計静電容呈 (入力容呈) を小さくすることができる。

００19 上記第 の局面による半導体装置において、好ましくは、導電体屑は、金属材料か
ら構成されている。このように構成すれば、容易に、トレンチ内部に導電体屑を形成

することができるので、容易に、トレンチ内部に埋め込み電極と直列に接続されたキ



ヤパシタ (コンデンザ )を形成することができる。

００2０ 上記第 の局面による半導体装置において、好ましくほ、導電体屑は、W、 、およ

び、 より選択された、少なくとも つの金属材料から構成されている。このように構

成すれば、より容易に、トレンチ内部に導電体屑を形成することができるので、より容

易に、トレンチ内部に埋め込み電極と直列に接続されたキヤパシタ (コンデンザ )を形

成することができる。

００2 1 上記第 の局面による半導体装置において、複数のトレンチを、それぞれ、半導体

層の上面と平行で、かつ、トレンチの配列方向と直交する方向に、互いに平行に延

びるように細長状に形成してもよい。

００22 上記隣り合うトレンチ間の各領城が電流通路となるように構成された半導体装置に

おいて、複数のトレンチの各々の周辺に形成される全ての空乏屑で隣り合うトレンチ

間の各領域が寒がれることにより電流通路が遮断される一方、複数のトレンチの各々

の周辺に形成された全ての空乏屑が消滅することにより電流通路が開くように構成さ

００23 上記隣り合うトレンチ問の各領城が電流通路となるように構成された半導体装置に

おいて、複数の埋め込み電極は、互いに別個に電圧が印加される第 埋め込み電極

および第2埋め込み電極の2種類に分けられており、複数のトレンチのうちの全てのト

レンチの周辺に形成される空乏屑で隣り合うトレンチ問の各領城が寒がれることによ

り、電流通路が遮断される一方、複数のトレンチのうちの第 埋め込み電極が埋め込

まれたトレンチの周辺に形成された空乏屑が消滅することにより、電流通路が開くよう

に構成されていてもよい。

００24 この場合、第2埋め込み電極は、トレンチの内部において、半導体屑に対してショッ

トキー接触していてもよい。

００25 上記隣り合うトレンチ問の各領城が電流通路となるように構成された半導体装置に

おいて、半導体屑の隣り合うトレンチ問の各領城に形成され、トレンチに対して所定

の間隔を隔てて配置された逆導電型の拡散領城をさらに備え、トレンチおよび拡散

領城の各々の周辺に形成される空乏屑で、隣り合うトレンチ問の各領城が寒がれるこ

とにより、電流通路が遮断される一方、トレンチの周辺に形成された空乏屑が消滅す



ることにより、電流通路が開くよぅに構成されていてもよい。

００26 この発明の第2の局面による半導体装置は、互いに所定の間隔を隔てて配列され

た複数のトレンチを有する一導電型の半導体屑と、前記複数のトレンチの内部に埋

め込まれた複数の埋め込み電極と、前記半導体屑上の所定領城に絶縁分離膜を介

して形成され、少なくとも、第4絶縁膜と前記第4絶縁膜を挟む第 電極および第2電

極とを含むキヤパシタとを備えている。そして、前記キヤパシタと前記埋め込み電極と

は、互いに電気的に接続されているとともに、前記埋め込み電極には、前記キヤパシ

タを介して電圧が印加されるよぅに構成されている。なお、本発明の半導体屑は、半

導体某板を含む。

００27 この第2の局面による半導体装置では、上記のよぅに、半導体屑上の所定領城にキヤ

パシタを形成するとともに、キヤパシタを介して埋め込み電極に電圧が印加されるよぅ

に構成することによって、このキヤパシタは埋め込み電極と直列に接続されるので、

埋め込み電極の合計静電容呈 (入力容呈)を小さくすることができる。これにより、埋

め込み電極に対する印加電圧を制御することによって、オフ状態からオン状態への

切り替え、または、その逆の切り替えを行ぅ際に、オンノオフの切り替え速度を速くす

ることができる。すなわち、スイッチング速度を高速化することができる。

００28 上記第2の局面による半導体装置において、好ましくは、半導体屑は、隣り合ぅトレ

ンチ問の各領城が電流通路になるよぅに構成されているとともに、複数のトレンチの

周辺に形成された空乏屑で隣り合ぅトレンチ問の各領城が寒がれることにより、電流

通路が遮断される一方、トレンチの周辺に形成された空乏屑の少なくとも一部が消滅

することにより、電流通路が開くよぅに構成されている。このよぅな構成を上記第2の局

面による半導体装置に適用すれば、スイッチング速度を高速化することが可能である

とともに、オン抵抗を大幅に低減することが可能な新しい動作原理に某づく半導体装

置を得ることができる。すなわち、トレンチの内面上に絶縁膜を介して埋め込み電極

を形成すれば、その埋め込み電極に対する印加電圧に応じてトレンチの周辺に形成

される空乏屑の形成状態が変化するので、埋め込み電極に対する印加電圧を制御

することによって、オフ状態 (チヤネルを流れる電流が遮断される状態 )からオン状態

(チヤネルを介して電流が流れる状態 )への切り替えを行ぅことができるとともに、その



逆の切り替えも行ぅことができる。すなわち、半導体装置にスイッチング機能を持たせ

ることができる。そして、上記した構成では、オン時において、隣り合ぅトレンチ問の各

領城の空乏屑が形成されていない領城の全てをチヤネル (電流通路 ) として機能させ

ることができるので、非常に背い反伝屑をチヤネル (電流通路 ) として機能させる従来

の半導体スイッチ装置 ( OS )と比べて、チヤネルを流れる電流に対する抵抗

を大幅に低減することが可能となる。これにより、スイッチング速度を高速ィヒさせなが

ら、従来の半導体スイッチ装置 ( OS )と比べて、オン抵抗を大幅に低減するこ

とができる。

００2 9 上記第2の局面による半導体装置において、キヤパシタを、半導体屑上の外周部の

領城に形成することができる。

００3０ 上記第2の局面による半導体装置において、好ましくは、第 電極および第2電極

は、それぞれ、導電ィヒされたボリシリコンから構成されている。このよぅに構成すれば、

半導体屑の上面上に、第 電極および第2電極を容易に形成することができるので、

半導体屑の上面上に、第4絶縁膜とこの第4絶縁膜を挟む第 電極および第2電極と

から構成されるキヤパシタを容易に形成することができる。

００3 1 上記第2の局面による半導体装置において、前記埋め込み電極の上面に形成され

た屑間絶縁膜をさらに備え、前記屑間絶縁膜は、その上面が前記半導体屑の上面と

同一面となるよぅに前記トレンチ内に形成されていてもよい。

００3 2 上記第2の局面による半導体装置において、好ましくは、前記複数の埋め込み電

極のぅちの所定の埋め込み電極は、第5絶縁膜を介して前記トレンチの内面上に形

成されており、前記第4絶縁膜の厚みは、前記第5絶縁膜の厚み以上である。このよ

ぅに構成すれば、第4絶縁膜における絶縁破壊を抑制することができるので、第4 絶

縁膜と、この第4絶縁膜を挟む第 電極および第2電極とによってキヤパシタを形成し

たとしても、第4絶縁膜の絶縁破壊に起因して、半導体装置の耐圧特性が低下する

れぢ不都合が生じるのを抑制することができる。

００3 3 上記第2の局面による半導体装置において、複数のトレンチを、それぞれ、半導体

屑の上面と平行で、トレンチの配列方向と交差する方向に、互いに平行に延びるよぅ

に細長状に形成することができる。



００34 上記隣り合うトレンチ間の各領城が電流通路となるように構成された半導体装置に

おいて、複数のトレンチの各々の周辺に形成される全ての空乏屑で隣り合うトレンチ

間の各領城が寒がれることにより、電流通路が遮断される一方、複数のトレンチの各

々の周辺に形成された全ての空乏屑が消滅することにより、電流通路が開くように構

００35 上記隣り合うトレンチ問の各領城が電流通路となるように構成された半導体装置にお

いて、複数の埋め込み電極は、互いに別個に電圧が印加される第 埋め込み電極お

よび第2埋め込み電極の2種類に分けられており、複数のトレンチのうちの全てのトレ

ンチの周辺に形成される空乏屑で隣り合うトレンチ問の各領城が寒がれることにより、

電流通路が遮断される一方、複数のトレンチのうちの第 埋め込み電極が埋め込ま

れたトレンチの周辺に形成された空乏屑が消滅することにより、電流通路が開くように

構成されていてもよい。

００36 この場合、第2埋め込み電極は、トレンチの内部において、半導体屑に対してショッ
トキー接触していてもよい。

００37 上記隣り合うトレンチ問の各領城が電流通路となるように構成された半導体装置に

おいて、半導体屑の隣り合うトレンチ問の各領城に形成され、トレンチに対して所定

の間隔を隔てて配置された逆導電型の拡散領城をさらに備え、トレンチおよび拡散

領城の各々の周辺に形成される空乏屑で隣り合うトレンチ問の各領城が寒がれること

により、電流通路が遮断される一方、トレンチの周辺に形成された空乏屑が消滅する

ことにより、電流通路が開くように構成されていてもよい。

発明の効果

００38 以上のように、本発明よれば、スイッチング速度を高速化することが可能な半導体

装置を容易に得ることができる。

図面の簡単な説明

００39 図 本発明の第 実施形態による半導体装置の構造を示した断面図である。

図2 本発明の第 実施形態による半導体装置の動作を説明するための断面図であ

る。

図3 本発明の第 実施形態による半導体装置の動作を説明するための断面図であ



る。

図4 図 に示した本発明の第 実施形態による半導体装置の製造方法を説明する

ための断面図である。

図5 図 に示した本発明の第 実施形態による半導体装置の製造方法を説明する

ための断面図である。

図6 図 に示した本発明の第 実施形態による半導体装置の製造方法を説明する

ための断面図である。

図7 図 に示した本発明の第 実施形態による半導体装置の製造方法を説明する

ための断面図である。

図8 図 に示した本発明の第 実施形態による半導体装置の製造方法を説明する

ための断面図である。

図9 図 に示した本発明の第 実施形態による半導体装置の製造方法を説明する

ための断面図である。

図1０図 に示した本発明の第 実施形態による半導体装置の製造方法を説明する

ための断面図である。

図11 図 に示した本発明の第 実施形態による半導体装置の製造方法を説明する

ための断面図である。

図12 図 に示した本発明の第 実施形態による半導体装置の製造方法を説明する

ための断面図である。

図13 図 に示した本発明の第 実施形態による半導体装置の製造方法を説明する

ための断面図である。

図14 本発明の第2実施形態による半導体装置の構造を示した断面図である。

図15 本発明の第2実施形態による半導体装置の動作を説明するための断面図で

ある。

図16 本発明の第3実施形態による半導体装置の構造を示した断面図である。

図17 本発明の第3実施形態による半導体装置の動作を説明するための断面図で

ある。

図18 本発明の第4実施形態による半導体装置の構造を示した断面図である。



図19 本発明の第4実施形態による半導体装置の動作を説明するための断面図て

ある。

図2０本発明の第5実施形態による半導体装置の構造を示した断面図てある。

図2 1 本発明の変形例による半導体装置の構造の一部を示した断面図てある。

図22 本発明の第6実施形態による半導体装置を示した全体斜視図てある。

図23 図22の 8０ 8０線に沿った断面図てある。

図24 図22に示した本発明の第6実施形態による半導体装置の等価回路図てある。

図25 本発明の第6実施形態による半導体装置の動作を説明するための断面図て

ある。

図26 本発明の第6実施形態による半導体装置の動作を説明するための断面図て

ある。

図27 本発明の第7実施形態による半導体装置の構造を示した断面図てある。

図28 本発明の第7実施形態による半導体装置の動作を説明するための断面図て

ある。

図29 本発明の第8実施形態による半導体装置の構造を示した断面図てある。

図3０本発明の第8実施形態による半導体装置の動作を説明するための断面図て

ある。

図3 1 本発明の第9実施形態による半導体装置の構造を示した断面図てある。

図32 本発明の第9実施形態による半導体装置の動作を説明するための断面図て

ある。

図33 特井文献 に記載された従来のトレンチケート型 o s の構造を示した断

面図てある。

符号の説明

０ 型シリコン某板 (一導電型の半導体屑 )

2、 ０2 型エピタキシヤル屑 (一導電型の半導体屑 )

０2a 高儂度領城

3 3a 3b 3c

０3 ０3a ０3b ０3c トレンチ



シリコン酸化膜 (第3絶縁膜 )

０4 シリコン酸化膜 (第5絶縁膜 )

、 ０5 埋め込み電極

a ０5a 埋め込み電極 (第 埋め込み電極 )

b ０5b 埋め込み電極 (第2埋め込み電極 )

シリコン酸化膜 (第 絶縁膜 )

０6 屑間絶縁膜

メタル屑 (導電体屑 )

、8a 8b 屑間絶縁膜 (第2絶縁膜 )

4 ０7 4 ソース電極

０9 パッド電極

０ga ボンディング部

０ ０8 ドレイン電極

０ キャパシタ

０a 誘電体屑 (第4絶縁膜 )

０b 屑側電極屑 (第 電極 )

０c 上層側電極屑 (第2電極 )

絶縁分離膜

3 4 2 52

2 3 4 2 52 チャネル (電流通路 )

2 2a 2b 2c 2d

3 3a 3b 3c

3d 空乏屑

3 反伝屑

０ 3０ 4０ 5０ 6０

2０ 3０ 4０ 5０ 半導体装置

a 4 a 埋め込み部 (第2埋め込み電極 )

5 型拡散領城 (逆導電型の拡散領城 )



発明を実施するための最良の形態

００4 1 以下、本発明を具体化した実施形態を、図面を参照して詳細に説明する。

００42 (第 実施形態 )

図 は、本発明の第 実施形態による半導体装置の構造を示した断面図である。ま

ず、図 を参照して、本発明の第 実施形態による半導体装置2０の構造について説

明する。

なお、第 実施形態による半導体装置2０は、ノーマリオフ型のスイッチ装置として機

能するように構成されている。

００43 第 実施形態による半導体装置2０では、 型シリコン某板 の上面上に、約 は

～約 ０は の厚み (a) を有する 型シリコンからなる 型エビタキシヤル屑2が形成さ

れている。 ・型シリコン某板 には、後述するドレイン電極 ０との間で良好なオーミッ

ク接触を得るために、 型不純物が高濃度で導入されている。また、 型エビタキシヤ
。

ル屑2には、 型不純物が 型シリコン某板 よりも低い濃度 (たとえば、約 5 X c

～約 ・0 0ぬ )で導入されている。なお、 型エビタキシヤル屑2は、本

発明の「一導電型の半導体屑」の一例である。

００44 また、 型エビタキシヤル屑2は、その厚み方向に掘られた複数のトレンチ3を有して

いる。この複数のトレンチ3は、 型エビタキシヤル屑2の所定領城がその上面 (主表

面)側からエッチングされることによって形成されている。すなわち、複数のトレンチ3

の各々の開口端は、 型エビタキシヤル屑2の上面側に位置している。

００45 また、複数のトレンチ3は、その各々が 型エビタキシヤル屑2の上面に対して平行

な所定方向に沿って延びるように細長状に形成されている。また、複数のトレンチ3は

、 型エビタキシヤル屑2の上面に対して平行で、かつ、トレンチ3が延びる方向と直

交する方向 ( 方向) に互いに約０・０5 は ～約０・3 は の間隔 (b)を隔てて配列さ

れている。さらに、複数のトレンチ3の各々の満深さ (c) は、 型エビタキシヤル屑2の

厚み (a) よりも 、さくなるように、約０・5 は ～約 5 は に設定されている。また、複数

のトレンチ3の 方向の幅 (d) は、約０・ は ～約 は に設定されている。

００46 また、複数のトレンチ3の各々の内面上には、 型エビタキシヤル屑2を構成する

型シリコンを熱酸化処理することによって得られるシリコン酸化膜4が、約 ～約



の厚みで形成されている。なお、シリコン酸化膜4は、本発明の「第3絶縁膜」

の一例である。

００47 また、複数のトレンチ3の各々の内面上には、シリコン酸化膜4を介して、 型ボリシリ

コンからなる埋め込み電極 (ゲート電極 ) 5がそれぞれ形成されている。この複数の埋

め込み電極 (ゲート電極 ) 5の各々は、対応するトレンチ3の途中の深さまで埋め込ま

れている。

００48 第 実施形態では、上記のような複数の埋め込み電極 (ゲート電極 ) 5を設けること

によって、複数の埋め込み電極 (ゲート電極 ) 5に対する印加電圧を制御すれば、複

数のトレンチ3の各々の周辺に空乏屑を形成したり、その形成された空乏屑を消滅さ

せたりすることが可能となる。そして、第 実施形態では、互いに隣り合うトレンチ3間

の間隔 (b)は、複数のトレンチ3の各々の周辺に空乏屑を形成した時に、隣り合うトレ

ンチ3の各々に形成された空乏屑の一部が互いに重なり合うように設定されている。

すなわち、複数のトレンチ3の各々の周辺に空乏屑を形成した場合には、隣り合うトレ

ンチ3の各々の周辺に形成された空乏屑が互いに連結される。このため、第 実施形

態では、複数のトレンチ3の各々の周辺に空乏屑を形成すれば、互いに隣り合うトレ

ンチ3間の各領城を空乏層によって塞ぐことが可能となる。

００49 また、第 実施形態では、複数のトレンチ3の各々における埋め込み電極 (ゲート電

極 ) 5の上方に、W (タングステン)から構成されるメタル屑7がシリコン酸化膜 6を介し

て形成されている。このメタル屑7は、 方向の幅が、埋め込み電極 (ゲート電極 ) 5の

方向の幅よりも 、さくなるように形成されているとともに、埋め込み電極 (ゲート電極

) 5と対向するようにトレンチ3の内部に配設されている。一方、 型エビタキシヤル屑2

の上面上の所定領城には、図示しないゲートパッド電極が形成されており、複数のト

レンチ3の各々の内部に設けられたメタル屑7は、図示しない配線屑を介して、ゲート

パッド電極 (図示せず) とそれぞれ電気的に接続されている。すなわち、メタル屑7は

、埋め込み電極 (ゲート電極 ) 5と容呈結合されている。これにより、複数のトレンチ3

の各々の内部には、メタル屑7と埋め込み電極 (ゲート電極 ) 5とにより、シリコン酸化

膜6を誘電体屑とするキヤパシタ(コンデンザ) が埋め込み電極 (ゲート電極 ) 5と直列

に形成されている。



００5０ また、第 実施形態では、上記のように、埋め込み電極 (ゲート電極 ) 5と容呈結合さ

れたメタル屑7を複数のトレンチ3の各々の内部に設けることによって、ゲート入力容

呈を大幅に低減することが可能となる。すなわち、埋め込み電極 (ゲート電極 ) 5とメタ

ル屑7とが容呈結合されることにより、埋め込み電極 (ゲート電極 ) 5にキヤパシタ (コン

デンザ ) が直列に接続された状態では、埋め込み電極 (ゲート電極 ) 5の合計静電容

呈 (ゲート入力容呈) Cは下記 ( )式で表される。

００5 1 数

レF] (０)

ここで、C は、埋め込み電極 (ゲート電極 ) 5とメタル屑7によって形成されるキヤパ
G

シタ (コンデンザ ) の静電容呈を、C は、埋め込み電極 (ゲート電極 ) 5との間に寄生

的に形成されるキヤパシタ (コンデンザ ) の静電容呈 (ただし、C を除く)をそれぞれ

００5 2 具体的な数値を用いて示すと、たとえば、C が、2 ００ で、C が、 の場
G G

合には、上記 ( )式より、埋め込み電極 (ゲート電極 ) 5の合計静電容呈 (ゲート入力

容呈) Cは、約9 5 となる。このように、メタル屑7を埋め込み電極 (ゲート電極 ) 5と容

呈結合させることによって、ゲート入力容呈を大幅に低減させることが可能となる。な

お、上記 ( )式より、埋め込み電極 (ゲート電極 ) 5とメタル屑7とによって形成されたキ

ヤパシタ (コンデンザ ) の静電容呈C が 、さいほど、埋め込み電極 (ゲート電極 ) 5の
G

合計静電容呈Cが 、さくなる。

００5 3 また、第 実施形態では、シリコン酸化膜 6は、シリコン酸化膜4の厚み以上の厚み

に形成されている。なお、シリコン酸化膜 6は、本発明の「第 絶縁膜」の一例であり、

メタル屑7は、本発明の「導電体屑」の一例である。

００54 また、複数のトレンチ3の各々におけるメタル屑7の上方の部分には、 O からなる

屑間絶縁膜 8が形成されている。この屑間絶縁膜 8の各々の上面は、 型エビタキシ

ヤル屑2の上面 (隣り合うトレンチ3間の各領城の上端部の上面) に対して同一面とな

。なお、屑間絶縁膜 8は、本発明の「第2絶縁膜」の一例である。



００5 5 また、 型エビタキシヤル屑2の上面側の部分 (隣り合うトレンチ3間の各領城の上端

部 ) には、 型エビタキシヤル屑2の上面に低濃度領城が露出しないように、 型不純

物が高濃度でイオン注入された高濃度領城2aが形成されている。この 型エビタキシ

ヤル屑2の高濃度領城2aの不純物濃度は、後述するソース電極9との間で良好なオ

ーミック接触を得ることが可能なように設定されており、 型エビタキシヤル屑2の他の

部分の不純物濃度よりも高くなっている。

００56 また、 型エビタキシヤル屑2の上面上には、複数のトレンチ3の各々の開口端を覆

う 。
ように、 屑からなるソース電極9が形成されている。このソース電極9は、 型工ヒ

タキシヤル屑2の高濃度領城 (隣り合うトレンチ3間の各領城の上端部 ) 2aに対してオ

ーミック接触している。また、 "型シリコン某板 の裏面 ( 面) 上には、複数の金属

屑が積層された多層構造体からなるドレイン電極 ０が形成されている。このドレイン

電極 ０は、 "型シリコン某板 に対してオーミック接触している。

００5 7 上記した構成では、ソース電極9とドレイン電極 ０との間に電圧を印加した場合に

、ソース電極9とドレイン電極 ０との間を流れる電流 ( 型エビタキシヤル屑2の厚み

方向に流れる電流 ) は、 型エビタキシヤル屑2の隣り合うトレンチ3間の各領城を通

過することになる。すなわち、上記した構成では、 型エビタキシヤル屑2の隣り合うト

レンチ3間の各領城がチヤネル (電流通路 ) として機能することになる。

００58 図2および図3は、本発明の第 実施形態による半導体装置の動作を説明するため

の断面図である。なお、図2には、スイッチ装置として機能する半導体装置がオフ状

態となっている場合を示しており、図3には、スイッチ装置として機能する半導体装置

がオン状態となっている場合を図示している。次に、図2および図3を参照して、第

実施形態によるスイッチ装置として機能する半導体装置2０の動作について説明する

００59 なお、以下の説明では、ソース電極9に負電位が印加され、ドレイン電極 ０に正電

位が印加されているとする。すなわち、スイッチ装置として機能する半導体装置2０が

オン状態の場合には、ドレイン電極 ０からソース電極 (図3の矢印方向) に電流が

流れる。

００6０ まず、スイッチ装置として機能する半導体装置2０がオフ状態の場合には、図2に示



すよぅに、埋め込み電極 (ゲート電極 ) 5が埋め込まれたトレンチ3の周辺に存在する

多数キヤリアが減少するよぅに、埋め込み電極 (ゲート電極 ) 5に対する印加電圧が制

御されている。ここで、メタル屑7と埋め込み電極 (ゲート電極 ) 5とは、容呈結合され

ているため、埋め込み電極 (ゲート電極 ) 5に対する印加電圧の制御は、メタル屑7に

対する印加電圧を制御することにより行われる。これにより、トレンチ3の周辺には、空

乏屑 2が形成されている。

００6 1 この際、隣り合うトレンチ3間の領域において、隣り合うトレンチ3の各々の周辺に形

成された空乏屑 2の一部が互いに重なる。すなわち、隣り合ぅトレンチ3間の領城に

おいて、隣り合ぅトレンチ3の各々の周辺に形成された空乏屑 2が互いに連結された

状態となる。これにより、チヤネル が空乏屑 2によって寒がれた状態となるので、

チヤネル を流れる電流が遮断される。したがって、スイッチ装置として機能する半

導体装置2０がオフ状態となる。

００62 次に、スイッチ装置として機能する半導体装置2０をオフ状態からオン状態に切り替

える場合には、図3に示すよぅに、埋め込み電極 (ゲート電極 ) 5 (メタル屑7) に対して

所定の正電位 (所定電圧 )を印加することによって、トレンチ3の周辺に形成された空

乏屑 (図2参照 )を消滅させる。これにより、チヤネル を介して電流を流すことが

できるので、スイッチ装置として機能する半導体装置2０をオン状態にすることが可能

となる。

００63 また、スイッチ装置として機能する半導体装置2０をオン状態からオフ状態に切り替

える場合には、埋め込み電極 (ゲート電極 ) 5 (メタル屑7) に対する所定の正電位 (所

定電圧 ) の印加を解除する。これにより、図2に示した状態に戻るので、スイッチ装置

として機能する半導体装置2０をオフ状態にすることが可能となる。

００64 第 実施形態では、上記のよぅに、埋め込み電極 (ゲート電極 ) 5と容呈結合されたメ

タル屑7を複数のトレンチ3の各々の内部に形成することによって、複数のトレンチ3

の各々の内部に埋め込み電極 (ゲート電極 ) 5と直列に接続されたキヤパシタ (コンデ

ンザ )を形成することができるので、複数のトレンチ3の各々の内部における埋め込み

電極 (ゲート電極 ) 5の合計静電容呈 (ゲート入力容呈) をⅡ椿くすることができる。こ

れにより、埋め込み電極 (ゲート電極 ) 5に対する印加電圧を制御することによって、



オフ状態からオン状態への切り替え、または、その逆の切り替えを行う際に、オンノ

オフの切り替え速度を速くすることができる。すなわち、スイッチング速度を高速化す

ることができる。また、埋め込み電極 (ゲート電極 ) 5 の合計静電容呈 (ゲート入力容呈

) を 、さくすることができるので、埋め込み電極 (ゲート電極 ) 5 の閾値電圧を高くする

ことができる。

００6 5 また、第 実施形態では、複数のトレンチ3の各々の周辺に形成される全ての空乏

層 2でチヤネル (隣り合うトレンチ3間の各領域 ) を塞ぐことにより、チヤネル (隣り

合うトレンチ3 間の各領城 ) を流れる電流が遮断される一方、複数のトレンチ3の各

々の周辺に形成された全ての空乏屑 2を消滅させることにより、チヤネル (隣り合うト

レンチ3 間の各領城 ) を介して電流が流れるように構成することによって、トレンチ3

の周辺に形成される空乏屑 2の形成状態は埋め込み電極 (ゲート電極 ) 5 に対する

印加電圧に応じて変化するので、埋め込み電極 (ゲート電極 ) 5 に対する印加電圧を

制御することにより、オフ状態 (チヤネル を流れる電流が遮断される状態 ) からオン

状態 (チヤネル を介して電流が流れる状態 ) への切り替えを行うことができるととも

に、その逆の切り替えも行うことができる。すなわち、半導体装置2０にスイッチング機

能を持たせることができる。そして、上記した構成では、オン時において、隣り合うトレ

て機能させることができるので、非常に背い反伝屑をチヤネル (電流通路 ) として機能

させる従来の半導体スイッチ装置 ( OS )と比べて、チヤネル を流れる電流

に対する抵抗を大幅に低減することが可能となる。これにより、スイッチング速度を高

速ィヒさせながら、従来の半導体スイッチ装置 ( OS )と比べて、オン抵抗を大幅

に低減することができる。

００6 6 また、第 実施形態では、メタル屑 7の上面上に屑間絶縁膜 8を形成するとともに、

屑間絶縁膜 8を、その上面が 型エビタキシヤル屑2の上面と同一面となるように各ト

レンチ3 内に形成することによって、互いに隣り合うトレンチ3 に形成された屑間絶縁

膜 8 において、一方のトレンチ3 に形成された屑間絶縁膜 8 と隣り合う他方のトレンチ3

に形成された屑間絶縁膜 8 とが接触するのを抑制することができる。このため、互い
に隣り合うトレンチ3 間の間隔 (b )を、複数のトレンチ3の各々の周辺に空乏屑 2を形



成した時に、隣り合うトレンチ3の各々に形成された空乏屑 2の一部が互いに重なり

合うように容易に設定することができる。

００67 また、第 実施形態では、シリコン酸化膜 6の厚みを、シリコン酸化膜4の厚み以上

に構成することによって、シリコン酸化膜 6における絶縁破壊を抑制することができる

ので、シリコン酸化膜 6の絶縁破壊に起因して、半導体装置2０の耐圧特性が低下す

るという不都合が生じるのを抑制することができる。

００68 また、第 実施形態では、トレンチ3の配列方向 ( 方向) におけるメタル屑7の幅を

、埋め込み電極 (ゲート電極 ) 5の 方向の幅よりも 、さくなるように構成することによっ
て、メタル屑7の平面積を 、さくすることができるので、埋め込み電極 (ゲート電極 ) 5と

メタル屑7との間の静電容呈を小さくすることができる。このため、容易に、埋め込み

電極 (ゲート電極 ) の合計静電容呈 (ゲート入力容呈)を 、さくすることができる。

００69 また、第 実施形態では、メタル屑7をW (タングステン)から構成することによって、

容易に、メタル屑7をトレンチ3の内部に形成することができるので、容易に、トレンチ

3の内部に埋め込み電極 (ゲート電極 ) 5と直列に接続されたキヤパシタ (コンデンザ )

を形成することができる。

００7０ 図4～図 3は、図 に示した本発明の第 実施形態による半導体装置の製造方法

を説明するための断面図である。次に、図 、および、図4～図 3を参照して、本発

明の第 の実施形成による半導体装置2０の製造方法について説明する。

００7 1 先ず、 型不純物が高濃度で導入された "型シリコン某板 の上面上に、エピタキ

シヤル成長法などによって、約 は ～約 ０は の厚み ( ) (図 参照 )を有するとと

もに、 "型シリコン某板 よりも低い濃度 (たとえば、約 5 ０ c ～約 ・０X

8 3
C で 型不純物が導入された 型シリコンからなる 型エピタキシヤル屑2を成長

させる。次に、図4に示すように、フオトリソグラフイ技術およびエッチング技術を用い

て、 型エビタキシヤル屑2の所定領城に複数のトレンチ3を形成する。この際、複数

のトレンチ3は、その各々が 型エビタキシヤル屑2の上面に対して平行な所定方向

に沿って延びるように細長状に形成する。また、複数のトレンチ3は、図 に示したよう

に、 型エビタキシヤル屑2の上面に対して平行で、かつ、トレンチ3が延びる方向と

直交する方向 ( 方向) に互いに約０・０5 は ～約０・3 は の間隔 (b)を隔てて配列



する。さらに、複数のトレンチ3は、その各々の満深さ (c) を、 型エビタキシヤル屑2

の厚み (a) よりもⅡ椿くなるように、約０・5 は ～約 5 は に形成するとともに、複数の

トレンチ3の 方向の幅 (d)を、約０・ は ～約 は に形成する。

００72 次に、エッチングによって 型エビタキシヤル屑2に加わった欠陥を除去する。具体

的には、犠性酸化を行うとともに、その犠性酸化により形成された表面酸化物屑 (

屑 :図示せず)をエッチングにより除去する。

００73 続いて、 型シリコン某板 を熱酸化処理することにより、図5に示すように、表面酸

化物 ( O )屑4aを成長させる。これにより、S O からなるシリコン酸ィヒ膜4 (4a) が、ト

レンチ3の内壁 (底面および側面)を覆うように形成される。この際、シリコン酸ィヒ膜4 (

4a) は、約 ～約 の厚みに成長させる。

００74 次に、図6に示すように、C 法などを用いて、不純物の導入により導電ィヒされた

ポリシリコン層 5aを全面に形成する。そして、図7に示すように、エッチバックにより、

ボリシリコン層 5aの所定領城を除去する。これにより、各々のトレンチ3内におけるボリ

シリコン層 5aの上面 (エッチバック面) が、 型エビタキシヤル屑2の上面よりも下方に

形成され、トレンチ3内に、ボリシリコンからなる埋め込み電極 (ゲート電極 ) 5が形成さ

れる。

００75 その後、図8に示すように、S 屑6aを全面に形成する。そして、図9に示すように

、蒸着法などによって、全面にW (タングステン)から構成されるメタル屑7aを形成す

る。

００76 続いて、図 ０に示すように、メタルエッチバックによりメタル屑7aの所定領城を除去

することによって、トレンチ3の内部にメタル屑7を形成する。次に、図 に示すように

S 屑8aを全面に形成する。そして、エッチバックにより、 型エビタキシヤル屑2の

上面が露出するまで、S 屑8a S 屑6aおよび表面酸化物屑4aを除去する。こ

れにより、図 2に示すように、埋め込み電極 (ゲート電極 ) 5の上面上に、その上面が

型エピタキシヤル屑2の上面と実質的に同一面となる屑間絶縁膜 8が形成されるとと

もに、 型エビタキシヤル屑2の上面が平坦ィヒされる。また、埋め込み電極 (ゲート電

極 ) 5の上方にシリコン酸ィヒ膜 6を介してメタル屑7が形成される。

００77 次に、図 3に示すように、 型エビタキシヤル屑2の上面に低濃度領城が露出しな



いよぅに、 型不純物が高濃度でイオン注入された高濃度領城2aを形成する。そして

、図 に示したよぅに、 型エビタキシヤル屑2の上面上に、複数のトレンチ3の各々の

開口端を覆ぅよぅに、 屑からなるソース電極9を形成する。最後に、 型シリコン某

板 の裏面 ( 面) 上に、複数の金属屑が積層された多層構造体からなるドレイン電

極 ０を形成する。このよぅにして、図 に示した本発明の第 実施形態による半導体

装置2０が形成される。

００78 第2実施形態 )

図 4は、本発明の第2実施形態による半導体装置の構造を示した断面図である。

次に、図 4を参照して、本発明の第2実施形態による半導体装置3０の構造につい

て説明する。

００79 この第2実施形態による半導体装置3０では、複数のトレンチ3の各々の内面上に、

シリコン酸化膜4を介して 型ボリシリコンからなる埋め込み電極 5がそれぞれ形成さ

れている。そして、複数の埋め込み電極 5は、互いに別個に電圧が印加される2種類

の埋め込み電極 5aおよび5bに分けられている。一方の埋め込み電極 5aは、所定の

制御信号 (オンノオフの切り替えを行ぅための信号) に対応する電圧が印加されるよ

ぅに構成されている。また、他方の埋め込み電極 5bは、ソース電極9に電気的に接続

されている。すなわち、他方の埋め込み電極 5bは、ソース電極9と同電位となるよぅに

構成されている。また、埋め込み電極 5aおよび5bは、 方向に つずつ交互に配置

されている。したがって、2つの埋め込み電極 5 (5b)の間に つの埋め込み電極 5b

(5a) が配置されていることになる。なお、埋め込み電極 5aおよび5bは、それぞれ、

本発明の「第 埋め込み電極」および「第2埋め込み電極」の一例である。

００8０ また、埋め込み電極 5aが埋め込まれたトレンチ3 (以下、トレンチ3aと吉ぅ)では、埋

め込み電極 5aの上方に、W (タングステン)から構成されるメタル屑7がシリコン酸化

膜 6を介して形成されている。このメタル屑7は、埋め込み電極 5aと容呈結合されて

いる。また、トレンチ3aにおけるメタル屑7の上方の部分には、シリコン酸化膜からな

る屑間絶縁膜 8 (8a) が形成されている。一方、埋め込み電極 5bが埋め込まれたトレ

ンチ3 (以下、トレンチ3bと吉刃でほ、埋め込み電極 5bの上方の部分に、メタル屑7

が形成されずに O からなる屑間絶縁膜 8 (8b)が形成されている。なお、第2実施



形態による半導体装置3０のその他の構造は、上記した第 実施形態による半導体

装置2０の構造と同様てある。

００8 1 図 5は、本発明の第2実施形態による半導体装置の動作を挽明するための断面

図てある。吹に、図 4およひ図 5を参昭して、本発明の第2実施形態による半導体

装置3０の動作について脱明する。なお、以下の動作挽明ては、ソース電極9およひ

トレイン電極 ０の各々に負電位およひ正電位か印加されているとする。

００82 ます、オフ状態の場合には、図 4に示すように、埋め込み電極 5bかソース電極9に

電気的に接続されているため、埋め込み電極 5bに対して負電位か印加されることに

なる。したかって、埋め込み電極 5bか埋め込まれたトレンチ3 (3b)の周辺には、多数

キヤリアか減少した状態となっている。すなわち、トレンチ3bの周辺には、オン状態お

よひオフ状態にかかわらす、空乏屑 2 ( 2b) か形成されている。また、オフ状態の

場合には、埋め込み電極 5aか埋め込まれたトレンチ3 (3a) の周辺に存在する多数キ

ヤリアか減少するように、埋め込み電極 5aに対する印加電圧か制御されている。これ

により、トレンチ3aの周辺にも、トレンチ3bの周辺に形成された空乏屑 2 ( 2b) と同

様の空乏屑 2 ( 2a) か形成されている。

００83 この際、トレンチ3aとトレンチ3bとの間の領城ては、トレンチ3aおよひ3bの各々の

周辺に形成された空乏屑 2aおよひ 2bの一部か互いに重なる。すなわち、トレンチ

3aとトレンチ3bとの間の領城ては、空乏屑 2aおよひ 2bか互いに庫結された状態

となる。これにより、チヤネル (電流適路 ) 3 か空乏屑 2aおよひ 2bによって逆断さ

れた状態となるのて、チヤネル (電流適路 ) 3 を介して流れる電流を逆断することか

てきる。したかって、半導体装置3０かオフ状態となる。

００84 そして、オフ状態からオン状態に切り替える場合には、図 5に示すように、埋め込

み電極 5aに対して所定の正電位を印加することによって、トレンチ3aの周辺に形成

された空乏屑 2a (図 4参昭)を伯滅させる。すなわち、チヤネル (電流適路 ) 3 の

埋め込み電極 5a側 (トレンチ3a側) の部分を介して図 5中の矢印方向に電流を流

すことかてきるのて、半導体装置3０をオン状態にすることか可能となる。

００85 また、半導体装置3０をオン状態からオフ状態に切り替える場合にほ、埋め込み電

極 5aに対する所定の正電位の印加を解除する。これにより、図 4に示した状態に戻



るので、半導体装置3０をオフ状態にすることが可能となる。

００86 この第2実施形態の効果は、上記第 実施形態の効果と同様である。

００87 (第3実施形態 )

図 6は、本発明の第3実施形態による半導体装置の構造を示した断面図である。

次に、図 6を参照して、本発明の第3実施形態による半導体装置4０の構造につい

て説明する。

００88 第3実施形態による半導体装置4０では、所定の制御信号が印加される埋め込み

電極 5 (5a) が埋め込まれたトレンチ3 (3a) と、ソース電極4 の一部 (以下、埋め込み

部4 aと吉う) が埋め込まれたトレンチ3 (3c) とが設けられている。このトレンチ3aおよ

び3cは、互いに所定の間隔を隔てて つずつ交互に配列されている。また、ソース電

極4 の埋め込み部4 aは、トレンチ3cの内部において、エピタキシヤル屑2に対して

ショットキー接触している。なお、ソース電極4 の埋め込み部4 aは、本発明の「第2

埋め込み電極」の一例である。

００89 そして、第3実施形態では、ソース電極4 とドレイン電極 ０との間に電圧が印加さ

れた場合、ソース電極4 とドレイン電極 ０との間を流れる電流は、トレンチ3aとトレン

チ3cとの間の各領城を通過することになる。すなわち、第3実施形態では、トレンチ3

aとトレンチ3cとの間の各領城がチヤネル (電流通路 ) 4 2として機能することになる。

００9０ なお、トレンチ3aの内部には、上記第2実施形態と同様、埋め込み電極 5aの上方

に、W (タングステン)から構成されるメタル屑7が形成されている。

００9 1 この第3実施形態による半導体装置4０のその他の構造は、上記第 実施形態によ

る半導体装置2０の構造と同様である。

００92 図 7は、本発明の第3実施形態による半導体装置の動作を説明するための断面

図である。次に、図 6および図 7を参照して、本発明の第3実施形態による半導体

装置4０の動作について説明する。

００93 なお、以下の動作説明では、ソース電極4 およびドレイン電極 ０の各々に負電位

および正電位が印加されているとする。すなわち、ソース電極4 の埋め込み部4 a

が埋め込まれたトレンチ3cの周辺にほ、オン状態およびオフ状態にかかわらず、空

乏屑 2 ( 2c) が形成されている。



００94 まず、オフ状態の場合には、図 6に示すよぅに、トレンチ3aの周辺に空乏屑 2 ( 2

a ) が形成されるよぅに、埋め込み電極 5aに対して負電位が印加されている。これによ

り、チヤネル (電流通路 ) 4 2が空乏屑 2aおよび 2cによって寒がれた状態となるの

で、チヤネル (電流通路 ) 4 2を介して流れる電流を遮断することができる。

００95 そして、オフ状態からオン状態に切り替える場合には、図 7に示すよぅに、埋め込

み電極 5aに対して正電位を印加することによって、図 6に示した空乏屑 2aを消滅

させる。これにより、チヤネル (電流通路 ) 4 2の埋め込み電極 5a側 (トレンチ3a側) の

部分を介して図 6中の矢印方向に電流を流すことができる。

００96 また、半導体装置4０をオン状態からオフ状態に切り替える場合には、埋め込み電

極 5aに対する所定の正電位の印加を解除する。これにより、図 6に示した状態に戻

るので、半導体装置4０をオフ状態にすることが可能となる。

００97 この第3実施形態の効果は、上記第 実施形態の効果と同様である。

００98 (第4実施形態 )

図 8は、本発明の第4実施形態による半導体装置の構造を示した断面図である。

次に、図 8を参照して、本発明の第4実施形態による半導体装置5０の構造につい

て説明する。

００99 第4実施形態による半導体装置5０では、所定の制御信号が印加される埋め込み

電極 5 (5a) が埋め込まれたトレンチ3 (3a) に加えて、 型不純物が高濃度で導入さ

れた "型拡散領城5 がさらに設けられている。この "型拡散領城5 は、隣り合ぅト

レンチ3 (3a) 間の各領城に、トレンチ3 (3a) に対して所定の間隔を隔てて つずつ配

置されている。また、・型拡散領城5 は、ソース電極9に対してオーミック接触してい

る。なお、 型拡散領城5 は、本発明の「逆導電型の拡散領城」の一例である。

０1００ そして、第4実施形態では、ソース電極9とドレイン電極 ０との間に電圧が印加され

た場合、ソース電極9とドレイン電極 ０との間を流れる電流は、トレンチ3 (3a) と ・型
拡散領城5 との間の各領城を通過することになる。すなわち、第4実施形態では、ト

レンチ3 (3a) と 型拡散領城5 との間の各領城がチヤネル (電流通路 ) 52として機

能することになる。

０1０1 なお、トレンチ3 (3a) の内部には、上記第2および第3実施形態と同様、埋め込み



電極 5aの上方に、W (タングステン)から構成されるメタル屑7が形成されている。

０1０2 この第4実施形態による半導体装置5０のその他の構造は、上記第 実施形態によ

る半導体装置2０の構造と同様である。

０1０3 図 9は、本発明の第4実施形態による半導体装置の動作を説明するための断面

図である。次に、図 8および図 9を参照して、本発明の第4実施形態による半導体

装置5０の動作について説明する。

０1０4 なお、以下の動作説明でほ、ソース電極9およびドレイン電極 ０の各々に負電位

および正電位が印加されているとする。すなわち、 型拡散領城5 の周辺には、オ

ン状態およびオフ状態にかかわらず、空乏屑 2 ( 2d) が形成されている。

０1０5 まず、オフ状態の場合には、図 8に示すよぅに、トレンチ3aの周辺に空乏屑 2 ( 2

a ) が形成されるよぅに、埋め込み電極 5aに対して負電位が印加されている。これによ

り、チヤネル (電流通路 ) 52が空乏屑 2aおよび 2dによって寒がれた状態となるの

で、チヤネル (電流通路 ) 52を介して流れる電流を遮断することができる。

０1０6 そして、オフ状態からオン状態に切り替える場合には、図 9に示すよぅに、埋め込

み電極 5aに対して正電位を印加することによって、図 8に示した空乏屑 2aを消滅

させる。これにより、チヤネル (電流通路 ) 52の埋め込み電極 5a側 (トレンチ3a側) の

部分を介して図 9の矢印方向に電流を流すことができる。

０1０7 また、半導体装置5０をオン状態からオフ状態に切り替える場合には、埋め込み電

極 5aに対する所定の正電位の印加を解除する。これにより、図 8に示した状態に戻

るので、半導体装置5０をオフ状態にすることが可能となる。

０1０8 この第4実施形態の効果は、上記第 実施形態の効果と同様である。

０1０9 (第5実施形態 )

図2０は、本発明の第5実施形態による半導体装置の構造を示した断面図である。

次に、図2０を参照して、この第5実施形態による半導体装置6０では、トレンチ3の内

部に埋め込み電極 (ゲート電極 ) 5が埋め込まれたトレンチゲート型の OS に

構成されている。すなわち、この第5実施形態による半導体装置6０では、隣り合ぅトレ

ンチ3間の各領域において、再濃度領域 (ソース領域) 2aと 型エビタキシヤル屑2の

低濃度領城 (ドレイン領城 ) 2cとの間に 型不純物領城2bが形成されている。



０11０ 第5実施形態では、メタル屑7に所定の正電位を印加すると、メタル屑7と埋め込み

電極 (ゲート電極 ) 5とが容呈結合されているため、埋め込み電極 (ゲート電極 ) 5に対

して所定の正電位が印加される。このため、 型不純物領城2bの少数キヤリア (電子)

がトレンチ3側に引き寄せられるので、 型不純物領城2bのトレンチ3の周辺に、低、濃

度領城 (ドレイン領城 ) 2cと高濃度領城 (ソース領城 ) 2aとを接続するような反伝屑 3

が形成される。この反伝屑 3を介して、ソース電極9とドレイン電極 ０との間に電流

を流すことが可能となるので、半導体装置6０がオン状態となる。その一方、メタル屑7

に対する所定の正電位の印加を解除すると、埋め込み電極 (ゲート電極 ) 5に対する

所定の正電位の印加が解除されるので、反伝屑 3が消滅する。これにより、ソース電

極9とドレイン電極 ０との間における電流の流れを遮断することが可能となるので、

半導体装置6０がオフ状態となる。

０111 なお、第5実施形態による半導体装置6０の他の構成は、上記第 実施形態による

半導体装置2０と同様である。

０112 第5実施形態では、上記のように、埋め込み電極 (ゲート電極 ) 5と容呈結合されたメ

タル屑7を複数のトレンチ3の各々の内部に形成することによって、複数のトレンチ3

の各々の内部に埋め込み電極 (ゲート電極 ) 5と直列に接続されたキヤパシタ (コンデ

ンザ )を形成することができるので、複数のトレンチ3の各々の内部における埋め込み

電極 (ゲート電極 ) 5の合計静電容呈 (ゲート入力容呈)を 、さくすることができる。こ

れにより、埋め込み電極 (ゲート電極 ) 5に対する印加電圧を制御することによって、

オフ状態からオン状態への切り替え、または、その逆の切り替えを行う際に、オンノ

オフの切り替え速度を速くすることができる。すなわち、スイッチング速度を高速化す

ることができる。

０113 また、第5実施形態では、メタル屑7の上面上に屑間絶縁膜 8を形成するとともに、

屑間絶縁膜 8を、その上面が 型エビタキシヤル屑2の上面と同一面となるように各ト

レンチ3内に形成することによって、互いに隣り合うトレンチ3に形成された屑間絶縁

膜 8において、一方のトレンチ3に形成された屑間絶縁膜 8と隣り合う他方のトレンチ3

に形成された屑間絶縁膜 8とが接触するのを抑制することができる。このため、互い

に隣り合うトレンチ3間の間隔 ( )を、容易に短くすることができるので、互いに隣り合



ラトレンチ3間の間隔 (b)を短くすることによって、卓位面積あたりのトレンチ密度を大

きくすることかてきる。その結果、反伝屑 3の合計面積を大きくすることかてきるのて

、スイノチンク速度を高速化させなから、オン抵抗を低減することかてきる。

０114 なお、上記第 ～第5実施形態ては、トレンチの内部にメタル屑を 屑形成した例を

示したか、本発明はこれに限らす、図2 に示すように、トレンチ3の内部にシリコン酸

ィヒ膜 6を介して形成されるメタル屑7を2屑設けてもよい。また、メタル屑7を2屑以上

段けるようにしてもよい。

０115 (第6実施形態 )

図22は、本発明の第6実施形態による半導体装置を示した全体斜視図てあり、図2

3は、図22の 8０ 8０線に沿った断面図てある。図24は、図22に示した本発明の

第6実施形態による半導体装置の等価回路図てある。ます、図22～図24を参照して

、第6実施形態による半導体装置 2０の構造について説明する。なお、第6実施形

態の半導体装置 2０は、ノーマリオフ型のスイノチ装置として機能するように構成さ

れている。また、図24ては、便宜上、 OS て一般的に用いられている回路記

号を用いて、第6実施形態による半導体装置の等価回路を図示している。

０116 第6実施形態の半導体装置 2０ては、図22およひ図23に示すように、 型シリコ

ン某板 ０ の上面上に、約 は ～約 ０は の厚み (a) を有する 型シリコンからな

る 型エビタキシヤル屑 ０2か形成されている。 ・型シリコン某板 ０ には、後述す

るトレイン電極 ０8との間て良好なオーミノク接触を得るために、 型不純物か高儂

度て導入されている。また、 型エビタキシヤル屑 ０2には、 型不純物か ・型シリコ

ン某板 ０ よりも低い儂度 (たとえは、約 5 ０ c ～約 X ０ c )て導入さ

れている。なお、 型シリコン某板 ０ およひ 型エピタキシヤル屑 ０2は、本発明

の「一導電型の半導体屑」の一例てある。

０117 また、 型エビタキシヤル屑 ０2は、図23に示すように、その厚み方向 ( 方向) に

掘られた複数のトレンチ ０3を有している。この複数のトレンチ ０3は、 型エビタキ

シヤル屑 ０2の所定領城かその上面 (主表面)側からエノチンクされることによって形

成されている。すなわち、複数のトレンチ ０3の各々の開口端は、 型エビタキシヤル

屑 ０2の上面側に位置している。



０118 また、複数のトレンチ ０3は、図22に示すように、その各々が 型エビタキシヤル屑

０2の上面に対して平行な所定方向 ( 方向) に沿って延びるように細長状に形成さ

れている。また、複数のトレンチ ０3は、 型エビタキシヤル屑 ０2の上面に対して平

行で、かつ、トレンチ ０3が延びる方向 ( 方向) と直交する方向 (X方向) に互いに約

0・０5 は ～約０・3 は の間隔 (b)を隔てて配列されている。さらに、複数のトレンチ

０3の各々の満深さ (c) は、図23に示すように、 型エピタキシヤル屑 ０2の厚み (a

:約 は ～約 ０/ ) よりも 、さくなるように、約０・5 は ～約 5 は に設定されてい

る。また、複数のトレンチ ０3の各々のX方向の幅 (d) は、約０・ は ～約 は に設

定されている。

０119 また、複数のトレンチ ０3の各々の内面上には、 型エビタキシヤル屑 ０2を構成

する 型シリコンを熱酸化処理することによって得られるシリコン酸化膜 ０4が約

～約 の厚みで形成されている。なお、シリコン酸化膜 ０4は、本発明の「第

5絶縁膜」の一例である。

０12０ また、複数のトレンチ ０3の各々の内面上には、シリコン酸化膜 ０4を介して、 型

ボリシリコンからなる埋め込み電極 (ゲート電極 ) ０5が形成されている。この複数の

埋め込み電極 (ゲート電極 ) ０5は、その各々に同じ電圧が印加されるように、互い

に電気的に接続されている。また、複数の埋め込み電極 (ゲート電極 ) ０5の各々は

、対応するトレンチ ０3の途中の深さまで埋め込まれている。

０12 1 第6実施形態では、上記のような複数の埋め込み電極 (ゲート電極 ) ０5を設けるこ

とによって、複数の埋め込み電極 (ゲート電極 ) ０5に対する印加電圧を制御すれば

、複数のトレンチ ０3の各々の周辺に空乏屑を形成したり、その形成された空乏屑を

消滅させたりすることが可能となる。そして、第6実施形態では、隣り合うトレンチ ０3

間の間隔 (b)は、複数のトレンチ ０3の各々の周辺に空乏屑を形成した時に、隣り合

うトレンチ ０3の各々に形成された空乏屑の一部が互いに重なるように設定されてい

る。すなわち、複数のトレンチ ０3の各々の周辺に空乏屑を形成した場合には、隣り

合うトレンチ ０3の各々の周辺に形成された空乏屑が互いに連結される。このため、

第6実施形態では、複数のトレンチ ０3の各々の周辺に空乏屑を形成すれば、隣り

合うトレンチ ０3間の各領城を空乏屑によって塞ぐことができる。



０122 また、複数のトレンチ ０3の各々の埋め込み電極 (ゲート電極 ) ０5が埋め込まれ

ていない残りの部分 (埋め込み電極 ０5よりも上方の部分) には、シリコン酸化膜から

なる屑間絶縁膜 ０6が埋め込まれている。この複数の屑間絶縁膜 ０6の各々は、対

応する埋め込み電極 (ゲート電極 ) ０5と後述するソース電極 ０7との間で絶縁を行

うために設けられている。また、複数の屑間絶縁膜 ０6の各々の厚みは、対応するト

レンチ ０3の埋め込み電極 (ゲート電極 ) ０5が埋め込まれていない残りの部分 (埋

め込み電極 ０5よりも上方の部分) の深さと同じになるように設定されている。したが

って、複数の屑間絶縁膜 ０6の各々の上面は、 型エビタキシヤル屑 ０2の上面 (隣

り合うトレンチ ０3間の各領城の上端部の上面) に対して同一面となっている。

０123 また、 型エビタキシヤル屑 ０2の上面側の部分 (隣り合うトレンチ ０3間の各領城

の上端部 ) には、 型エビタキシヤル屑 ０2の上面に低濃度領城が露出しないように

、 型不純物が高濃度でイオン注入された高濃度領城 ０2aが形成されている。この

型エピタキシヤル屑 ０2の高濃度領城 ０2aの不純物濃度は、後述するソース電極

０7との間で良好なオーミック接触を得ることが可能なように設定されており、 型エ

ビタキシヤル屑 ０2の他の部分の不純物濃度よりも高くなっている。また、 型エビタ

キシヤル屑 ０2の高濃度領城 ０2aの厚み (イオン注入による拡散後の深さ) は、屑

間絶縁膜 ０6の厚みよりも 、さくなるように設定されている。すなわち、 型エビタキシ

ヤル屑 ０2の高濃度領城 ０2aの下端部は、埋め込み電極 ０5の上端部よりも上方

に位置していることになる。

０124 また、 型エビタキシヤル屑 ０2の上面上には、複数のトレンチ ０3の各々の開口

端を覆うように、 屑からなるソース電極 ０7が形成されている。このソース電極 ０7

は、 型エビタキシヤル屑 ０2の高濃度領城 (隣り合うトレンチ ０3間の各領城の上端

部 ) ０2aに対してオーミック接触している。

０125 また、 型シリコン某板 ０ の裏面 ( 面) 上には、複数の金属屑が積層された多

層構造体からなるドレイン電極 ０8が形成されている。このドレイン電極 ０8は、・
型シリコン某板 ０ に対してオーミック接触している。

０126 また、 型エビタキシヤル屑 ０2の上面上には、埋め込み電極 (ゲート電極 ) ０5と

電気的に接続されるパッド電極屑 ０9が形成されている。具体的には、 型エビタキ



シャル屑 ０2の上面における外周部の領城上に、ソース電極 ０7を囲むよぅに、パッ

ド電極屑 ０9が形成されている。このパッド電極屑 ０9は、ボンディングワイヤ (図示

せず) が接合される比較的平面漬の広いボンディング部 ０gaを有している。

０127 ここで、第6実施形態では、 型エビタキシャル屑 ０2とパッド電極屑 ０9との間に、

静電容呈C とするキャパシタ ０が形成されている。このキャパシタ ０は、誘電体

屑 ０aと、誘電体屑 ０aを挟れ下層側電極屑 ０bおよび上層側電極屑 ０cと

で構成されている。なお、誘電体屑 ０aは、本発明の「第4絶縁膜」の一例であり、

下層側電極屑 ０bおよび上層側電極屑 ０cは、それぞれ、本発明の「第 電極」

および「第2電極」の一例である。また、キャパシタ ０の下層側電極屑 ０bと 型エ

ピタキシャル屑 ０2とは、絶縁分離膜 を介して、互いに絶縁分離されている。す

なわち、キャパシタ ０は、 型エビタキシャル屑 ０2とは絶縁分離された状態で、

型エビタキシャル屑 ０2の上面上に形成されている。具体的には、 型エビタキシャ

ル屑 ０2の上面における外周部の領城に、ソース電極 ０7を囲むよぅにS O からな

る絶縁分離膜 が形成されており、この絶縁分離膜 上に、絶縁分離膜 側

から、下層側電極屑 ０b、誘電体屑 ０aおよび上層側電極屑 ０cが順次形成さ

れている。そして、上層側電極屑 ０cの上面上に、パッド電極屑 ０9が形成されて

いる。なお、誘電体屑 ０aは、S O から構成されているとともに、下層側電極屑 ０

bおよび上層側電極屑 ０cは、それぞれ、導電ィヒされたボリシリコンから構成されて

いる。

０128 また、第6実施形態では、キャパシタ ０を構成する誘電体屑 ０aの厚みは、シリ

コン酸化膜 ０4の厚み (約 ～約 ) 以上になるよぅに構成されている。具

体的には、誘電体屑 ０aの厚みは、約 5０ ～約 0 に構成されている。ま

た、キャパシタ ０は、上層側電極屑 ０cの平面積や誘電体屑 ０aの厚みを種々

変更することによって、静電容呈C を低容呈から大容呈まで広い範囲で設定すること

が可能に構成されている。

０129 また、複数のトレンチ ０3の各々の内部に形成された埋め込み電極 (ゲート電極 )

０5は、図22に示すよぅに、それぞれ、 方向におけるトレンチ ０3の両端部で、キャ
パシタ ０の下層側電極屑 ０bと電気的に接続されている。これにより、図24に示



すよぅに、埋め込み電極 (ゲート電極 ) ０5とキヤパシタ ０とは、直列に接続された

状態となっている。また、埋め込み電極 (ゲート電極 ) ０5とパッド電極屑 ０9とは、キ

ヤパシタ ０を介して、電気的に接続された状態となっている。すなわち、第6実施形

態による半導体装置 2０では、キヤパシタ ０を介して、埋め込み電極 (ゲート電極 )

０5に電圧が印加されるよぅに構成されている。

０13０ 一方、埋め込み電極 (ゲート電極 ) ０5がシリコン酸化膜 ０4および屑間絶縁膜 ０

6で覆われることによって、埋め込み電極 (ゲート電極 ) ０5と 型エビタキシヤル屑 ０

2との間、および、埋め込み電極 (ゲート電極 ) ０5とソース電極 ０7との間に、静電

容呈をそれぞれC およびC とするキヤパシタが寄生的に形成される。この静電容
G GS

呈C と静電容呈C とを足した静電容呈をC とすると、第6実施形態による半導体
G GS

装置 2０のゲート入力容呈 (合計静電容呈 :C )は、静電容呈C と上記したキヤ
a

パシタ ０の静電容呈C との合計であるため、下記の (2)式によって得られる。

０13 1 数2

C
C ，x

二
， 油F] (2)

十
C ，十 C，

C
s

C，
０132 たとえば、埋め込み電極 (ゲート電極 ) ０5に寄生的に形成されるキヤパシタの静電

容呈C を2０００ 、キヤパシタ ０の静電容呈C を
1

とした場合には、上記，， 式

( ) より、埋め込み電極 (ゲート電極 ) ０5の合計静電容呈 (ゲート入力容呈) C は
a

、約9 5 となる。したがって、この場合には、第6実施形態による半導体装置 2０の

ゲート入力容呈は、キヤパシタ ０が形成されていない半導体装置のゲート入力容

呈と比べて、約 2０(二g 5 2０００ ) に低減される。なお、上記 (2)式より、キ

ヤパシタ ０の静電容呈C が 、さいほど、第6実施形態による半導体装置 2０のゲ

ート入力容呈 (合計静電容呈 :C ) が 、さくなる。
a

０133 また、埋め込み電極 (ゲート電極 ) ０5の合成静電容呈 (ゲート入力容呈) C を
a

体くすることによって、閾値電圧を高くすることが可能となるので、キヤパシタ ０の

静電容呈C を制御することによって、閾値電圧の合わせ込みを行ぅことが可能となる



０134 上記した構成ては、ソース電極 ０7とトレイン電極 ０8との間に電圧を印加した場

合に、ソース電極 ０7とトレイン電極 ０8との間を流れる電流 ( 型エビタキンヤル屑

０2の厚み方向 (Z方向) に流れる電流 ) は、 型エビタキンヤル屑 ０2の隣り合うトレン

チ ０3間の各領城を適渦することになる。すなわち、上記した構成ては、 型エビタキ

ンヤル屑 ０2の隣り合うトレンチ ０3間の各領城かチヤネル 2として機能することに

なる。

０135 図2 5およひ図26ほ、本発明の第6実施形態による半導体装置の動作を挽明する

ための断面図てある。図2 5には、スイノチ装置として機能する半導体装置かオフ状

態となっている場合を図示しており、図26には、スイノチ装置として機能する半導体

装置かオン状態となっている場合を図示している。吹に、図2 5およひ図26を参昭し

て、第6実施形態によるスイノチ装置として機能する半導体装置 2０の動作について

挽明する。

０136 なお、以下の挽明ては、ソース電極 ０7に負電位か印加され、トレイン電極 ０8に

正電位か印加されているとする。すなわち、スイノチ装置として機能する半導体装置

2０かオン状態の場合には、トレイン電極 ０8からソース電極 ０7 (図26の矢印方

向) に電流か流れる。

０137 ます、スイノチ装置として機能する半導体装置 2０かオフ状態の場合には、図2 5に

示すように、埋め込み電極 (ケート電極 ) ０5か埋め込まれたトレンチ ０3の周辺に

存在する多数キヤリアか減少するように、埋め込み電極 (ケート電極 ) ０5に対する印

加電圧か制御されている。これにより、トレンチ ０3の周辺には、空乏屑 3か形成

０138 この際、隣り合うトレンチ ０3間の領城において、隣り合うトレンチ ０3の各々の周

辺に形成された空乏屑 3の一部か互いに重なる。すなわち、隣り合うトレンチ ０3

間の領城において、隣り合うトレンチ ０3の各々の周辺に形成された空乏屑 3か

互いに庫結された状態となる。これにより、チヤネル 2か空乏屑 3によって塞か

れた状態となるのて、チヤネル 2を流れる電流を逆断することかてきる。したかって

、スイノチ装置として機能する半導体装置 2０かオフ状態となる。

０139 吹に、スイノチ装置として機能する半導体装置 2０をオフ状態からオン状態に切り



替える場合には、図26に示すように、埋め込み電極 (ゲート電極 ) ０5に対して所定

の正電位 (所定電圧 ) を印加することによって、トレンチ ０3の周辺に形成された空乏

屑 3 (図2 5参照 ) を消滅させる。すなわち、チヤネル 2を塞いでいた空乏屑 3

(図2 5参照 ) を消滅させる。これにより、チヤネル 2を介して電流を流すことができる

ので、スイッチ装置として機能する半導体装置 2０をオン状態にすることが可能とな

る。

０14０ また、スイッチ装置として機能する半導体装置 2０をオン状態からオフ状態に切り

替える場合には、埋め込み電極 (ゲート電極 ) ０5に対する所定の正電位 (所定電圧

) の印加を解除する。これにより、図2 5に示した状態に戻るので、スイッチ装置として

機能する半導体装置 2０をオフ状態にすることが可能となる。

０14 1 第6実施形態では、上記のように、 型エビタキシヤル屑 ０2上の外周部の領城に

キヤパシタ ０を形成するとともに、このキヤパシタ ０を介して埋め込み電極 (ゲー

ト電極 ) ０5の合計静電容呈 (ゲート入力容呈) を小さくすることができるので、埋め込

み電極 (ゲート電極 ) ０5に対する印加電圧を制御することによって、オフ状態からオ

ン状態への切り替え、または、その逆の切り替えを行う際に、オンノオフの切り替え速

度を速くすることができる。すなわち、スイッチング速度を高速化することができる。

０142 また、第6実施形態では、上記のように、複数のトレンチ ０3の各々の周辺に形成さ

れる全ての空乏屑 3でチヤネル (隣り合うトレンチ ０3間の各領城 ) 2を塞ぐこと

により、チヤネル (隣り合うトレンチ ０3間の各領城 ) 2を流れる電流が遮断される

一方、複数のトレンチ ０3の各々の周辺に形成された全ての空乏屑 3を消滅させ

ることにより、チヤネル (隣り合うトレンチ ０3間の各領城 ) 2を介して電流が流れる

ように構成することによって、トレンチ ０3の周辺に形成される空乏屑 3の形成状

態は埋め込み電極 ０5に対する印加電圧に応じて変化するので、埋め込み電極 ０

5に対する印加電圧を制御することにより、オフ状態 (チヤネル 2を流れる電流が遮

断される状態 )からオン状態 (チヤネル 2を介して電流が流れる状態 )への切り替え

を行うことができるとともに、その逆の切り替えも行うことができる。すなわち、半導体装

置 2０にスイッチング機能を持たせることができる。そして、上記した構成でほ、オン

時において、隣り合うトレンチ ０3間の各領城の空乏屑 3が消滅した部分の全てを



チヤネル 2として機能させることができるので、非常に薄い反伝屑をチヤネルとして

機能させる従来の S (半導体装置) と比べて、チヤネル 2を流れる電流に

対する抵抗を大幅に低減することが可能となる。これにより、スイッチング速度を高速

ィヒさせながら、従来の S (半導体装置) と比べて、オン抵抗を大幅に低減す

ることができる。すなわち、スイッチング速度を高速ィヒさせながら、オン抵抗を大幅に

低減することができる。

０143 また、第6実施形態では、屑間絶縁膜 ０6を、その上面が 型エビタキシヤル屑 ０

2の上面 (隣り合うトレンチ ０3間の各領城の上端部の上面) と同一面となるように各ト

レンチ ０3内に形成することによって、互いに隣り合うトレンチ ０3間の間隔 (b)を小

さくしたとしても、 型エビタキシヤル屑 ０2の上面側の部分 (互いに隣り合うトレンチ

０3間の領城の上端部 ) が屑間絶縁膜 ０6で覆われてしまうことがない。これにより、

隣り合うトレンチ ０3間の間隔 (b)を小さくすることができるので、隣り合うトレンチ ０3

の各々に形成された空乏屑 3を互いに連結させやすくすることができる。

０144 また、第6実施形態では、誘電体屑 ０aの厚みを、シリコン酸化膜 ０4の厚み以

上に構成することによって、誘電体屑 ０a における絶縁破壊を抑制することができ

るので、誘電体屑 ０aとこの誘電体屑 ０aを挟れ下層側電極屑 ０bおよび上層

側電極屑 ０cとによってキヤパシタ ０を形成したとしても、誘電体屑 ０aの絶縁

破壊に起因して、半導体装置 2０の耐圧特性が低下するとレぢ不都合が生じるのを

抑制することができる。

０145 (第7実施形態 )

図2 7は、本発明の第7実施形態による半導体装置の構造を示した断面図である。

次に、図2 7を参照して、本発明の第7実施形態による半導体装置 3０の構造につい

て説明する。

０146 第7実施形態の半導体装置 3０では、複数のトレンチ ０3の各々の内面上に形成

された複数の埋め込み電極 ０5は、互いに別個に電圧が印加される2種類の埋め込

み電極 ０5aおよび ０5bに分けられている。一方の埋め込み電極 ０5aは、キヤパ

シタ ０を介して所定の制御信号 (オンノオフの切り替えを行うための信号) に対応

する電圧が印加されるように構成されている。また、他方の埋め込み電極 ０5bは、ソ



一ス電極 ０7に電気的に接続されている。すなわち、他方の埋め込み電極 ０5bは

、ソース電極 ０7と同電位となるように構成されている。また、埋め込み電極 ０5aお

よび ０5bは、 方向に つずつ交互に配置されている。したがって、2つの埋め込み

電極 ０5a ( ０5b)の間に つの埋め込み電極 ０5b ( ０5a) が配置されていることに

なる。なお、埋め込み電極 ０5aおよび ０5bは、それぞれ、本発明の「第 埋め込み

電極」および「第2埋め込み電極」の一例である。

０147 また、埋め込み電極 ０5aが埋め込まれたトレンチ ０3 (以下、トレンチ ０3aと吉う)

、および、埋め込み電極 ０5bが埋め込まれたトレンチ ０3 (以下、トレンチ ０3bと吉

う) において、埋め込み電極 ０5が埋め込まれていない残りの部分 (埋め込み電極

０5よりも上方の部分) には、シリコン酸化膜からなる屑間絶縁膜 ０6が埋め込まれて

いる。また、複数の屑間絶縁膜 ０6の各々の厚みは、対応するトレンチ ０3の埋め込

み電極 ０5が埋め込まれていない残りの部分 (埋め込み電極 ０5よりも上方の部分)

の深さと同じになるように設定されている。したがって、複数の屑間絶縁膜 ０6の各

々の上面は、 型エビタキシヤル屑 ０2の上面 (隣り合うトレンチ ０3の各領城の上端

部の上面) に対して同一面となっている。

０148 そして、第7実施形態では、ソース電極 ０7とドレイン電極 ０8 との間に電圧が印加

された場合、ソース電極 ０7とドレイン電極 ０8との間を流れる電流は、トレンチ ０3

a と隣り合うトレンチ ０3bとの間の各領城を通過することになる。すなわち、第7実施

形態では、トレンチ ０3aと隣り合うトレンチ ０3bとの間の各領城がチヤネル (電流通

路 ) 3 として機能することになる。

０149 なお、第7実施形態の半導体装置 3０のその他の構造は、上記第6実施形態の半

導体装置 2０の構造と同様である。

０15０ 図28は、本発明の第7実施形態による半導体装置の動作を説明するための断面

図である。次に、図2 7および図28を参照して、本発明の第7実施形態による半導体

装置 3０の動作について説明する。なお、以下の動作説明では、ソース電極 ０7お

よびドレイン電極 ０8の各々に負電位および正電位が印加されているとする。

０15 1 まず、オフ状態の場合には、図2 7に示すように、埋め込み電極 ０5bがソース電極

０7に電気的に接続されているため、埋め込み電極 ０5bに対して負電位が印加さ



れることになる。したがって、埋め込み電極 ０5bが埋め込まれたトレンチ ０3 ( ０3b

) の周辺には、多数キヤリアが減少した状態となっている。すなわち、トレンチ ０3bの

周辺には、オン状態およびオフ状態にかかわらず、空乏屑 3 ( 3b)が形成され

ている。また、オフ状態の場合には、埋め込み電極 ０5aが埋め込まれたトレンチ ０

3 ( ０3a) の周辺に存在する多数キヤリアが減少するように、埋め込み電極 ０5aに対

する印加電圧が制御されている。これにより、トレンチ ０3aの周辺にも、トレンチ ０3

bの周辺に形成された空乏屑 3 ( 3b) と同様の空乏屑 3 ( 3a) が形成されて

いる。

０152 この際、トレンチ ０3aとトレンチ ０3bとの間の領城では、トレンチ ０3aおよび3bの

各々の周辺に形成された空乏屑 3aおよび 3bの一部が互いに重なる。すなわ

ち、トレンチ ０3aとトレンチ ０3bとの間の領城では、空乏屑 3aおよび 3bが互

いに連結された状態となる。これにより、チヤネル (電流通路 ) 3 が空乏屑 3aお

よび 3bによって遮断された状態となるので、チヤネル (電流通路 ) 3 を介して流

れる電流を遮断することができる。したがって、半導体装置 3０がオフ状態となる。

０153 そして、オフ状態からオン状態に切り替える場合には、図2 に示すように、埋め込

み電極 ０5aに対して所定の正電位を印加することによって、トレンチ ０3aの周辺に

形成された空乏屑 3a (図2 7参照 ) を消滅させる。すなわち、チヤネル (電流通路 )

3 の埋め込み電極 ０5a側 (トレンチ ０3a側) の部分を介して図2 中の矢印方向

に電流を流すことができるので、半導体装置 3０をオン状態にすることが可能となる

０154 また、半導体装置 3０をオン状態からオフ状態に切り替える場合には、埋め込み電

極 ０5aに対する所定の正電位の印加を解除する。これにより、図2 7に示した状態に

戻るので、半導体装置 3０をオフ状態にすることが可能となる。

０155 この第7実施形態の効果は、上記第6実施形態の効果と同様である。

０156 (第8実施形態 )

図29は、本発明の第8実施形態による半導体装置の構造を示した断面図である。

次に、図29を参照して、本発明の第8実施形態による半導体装置 4０の構造につい

て説明する。



０157 第8実施形態の半導体装置 4０では、キヤパシタ ０を介して所定の制御信号 (オ

ンノオフの切り替えを行うための信号) が印加される埋め込み電極 ０5 ( ０5a) が埋

め込まれたトレンチ ０3 ( ０3a) と、ソース電極 4 の一部 (以下、埋め込み部 4 a

と吉う) が埋め込まれたトレンチ ０3 ( ０3c) とが設けられている。このトレンチ ０3aお

よび ０3cは、互いに所定の間隔を隔てて つずつ交互に配列されている。また、ソ

ース電極 4 の埋め込み部 4 aは、トレンチ ０3cの内部において、エピタキシヤル

屑 ０2に対してショットキー接触している。なお、ソース電極 4 の埋め込み部 4 a

は、本発明の「第2埋め込み電極」の一例である。

０158 そして、第8実施形態では、ソース電極 4 とドレイン電極 ０8 との間に電圧が印加

された場合、ソース電極 4 とドレイン電極 ０8との間を流れる電流は、トレンチ ０3

a とトレンチ ０3cとの間の各領城を通過することになる。すなわち、第8実施形態では

、トレンチ ０3aとトレンチ ０3cとの間の各領城がチヤネル (電流通路 ) 4 2として機

能することになる。

０159 なお、第8実施形態の半導体装置 4０のその他の構造は、上記第6実施形態の半

導体装置 2０の構造と同様である。

０16０ 図3０は、本発明の第8実施形態による半導体装置の動作を説明するための断面

図である。次に、図29および図3０を参照して、本発明の第8実施形態による半導体

装置 4０の動作について説明する。

０16 1 なお、以下の動作説明では、ソース電極 4 およびドレイン電極 ０8の各々に負電

位および正電位が印加されているとする。すなわち、ソース電極 4 の埋め込み部

4 aが埋め込まれたトレンチ ０3cの周辺には、オン状態およびオフ状態にかかわら

ず、空乏屑 3 ( 3c) が形成されている。

０162 まず、オフ状態の場合には、図29に示すように、トレンチ ０3aの周辺に空乏屑

3 ( 3a) が形成されるように、埋め込み電極 ０5aに対して負電位が印加されている

。これにより、チヤネル (電流通路 ) 4 2が空乏屑 3aおよび 3cによって寒がれた

状態となるので、チヤネル (電流通路 ) 4 2を介して流れる電流を遮断することができ

る。

０163 そして、オフ状態からオン状態に切り替える場合には、図3０に示すように、埋め込



み電極 ０5aに対して正電位を印加することによって、図29に示した空乏屑 3aを

消滅させる。これにより、チャネル (電流通路 ) 4 2の埋め込み電極 ０5a側 (トレンチ

０3a側) の部分を介して図3０中の矢印方向に電流を流すことができる。

０164 また、半導体装置 4０をオン状態からオフ状態に切り替える場合には、埋め込み電

極 ０5aに対する所定の正電位の印加を解除する。これにより、図29に示した状態に

戻るので、半導体装置 4０をオフ状態にすることが可能となる。

０165 この第8実施形態の効果は、上記第6実施形態の効果と同様である。

０166 (第9実施形態 )

図 は、本発明の第9実施形態による半導体装置の構造を示した断面図である。

次に、図 を参照して、本発明の第9実施形態による半導体装置 5０の構造につい

て説明する。

０167 第9実施形態の半導体装置 5０では、キャパシタ ０を介して所定の制御信号 (オ

ンノオフの切り替えを行ぅための信号) が印加される埋め込み電極 ０5 ( ０5a) が埋

め込まれたトレンチ ０3 ( ０3a) に加えて、 型不純物が高濃度で導入された ・型拡

散領城 5 がさらに設けられている。この "型拡散領城 5 は、隣り合ぅトレンチ ０

3 ( ０3a) 間の各領城に、トレンチ ０3 ( ０3a) に対して所定の間隔を隔てて つずつ

配置されている。また、 "型拡散領城 5 は、ソース電極 ０7に対してオーミック接

触している。なお、 "型拡散領城 5 は、本発明の「逆導電型の拡散領城」の一例

である。

０168 そして、第9実施形態では、ソース電極 ０7とドレイン電極 ０8 との間に電圧が印加

された場合、ソース電極 ０7とドレイン電極 ０8との間を流れる電流は、トレンチ ０3

( ０3a) と "型拡散領城 5 との間の各領城を通過することになる。すなわち、第9

実施形態では、トレンチ ０3 ( ０3a) と "型拡散領城 5 との間の各領城がチャネ

ル (電流通路 ) 5 2として機能することになる。

０169 なお、第9実施形態の半導体装置 5０のその他の構造は、上記第6実施形態の半

導体装置 2０の構造と同様である。

０17０ 図3 2は、本発明の第9実施形態による半導体装置の動作を説明するための断面

図である。次に、図3 および図3 2を参照して、本発明の第9実施形態による半導体



装置 5０の動作について説明する。

０17 1 なお、以下の動作説明では、ソース電極 ０7およびドレイン電極 ０8の各々に負電

位および正電位が印加されているとする。すなわち、 型拡散領城 5 の周辺には

、オン状態およびオフ状態にかかわらず、空乏屑 3 ( 3d) が形成されている。

０172 まず、オフ状態の場合には、図3 に示すよぅに、トレンチ ０3aの周辺に空乏屑

3 ( 3a) が形成されるよぅに、埋め込み電極 ０5aに対して負電位が印加されている

。これにより、チヤネル (電流通路 ) 5 2が空乏屑 3aおよび 3dによって塞がれた

状態となるので、チヤネル (電流通路 ) 5 2を介して流れる電流を遮断することができ

る。

０173 そして、オフ状態からオン状態に切り替える場合には、図3 2に示すよぅに、埋め込

み電極 ０5aに対して正電位を印加することによって、図3 に示した空乏屑 3aを

消滅させる。これにより、チヤネル (電流通路 ) 5 2の埋め込み電極 ０5a側 (トレンチ

０3a側) の部分を介して図3 2の矢印方向に電流を流すことができる。

０174 また、半導体装置 5０をオン状態からオフ状態に切り替える場合には、埋め込み電

極 ０5aに対する所定の正電位の印加を解除する。これにより、図3 に示した状態に

戻るので、半導体装置 5０をオフ状態にすることが可能となる。

０175 この第9実施形態の効果は、上記第6実施形態の効果と同様である。

０176 なお、今回開示された実施形態は、すべての点で例示であって制限的なものでな

いと考えられるべきである。本発明の範囲は、上記した実施形態の説明ではなく特許

請求の範囲によって示され、さらに特許請求の範囲と均等の意味および範囲内での

全ての変更が含まれる。

０177 たとえば、上記第 ～第9実施形態では、シリコン基板上に形成されたェピタキシヤ

ル屑にトレンチなどを形成した例を示したが、本発明はこれに限らず、シリコン基板 (

半導体某板 ) 上にエピタキシヤル屑を形成することなく、直接シリコン基板 (半導体某

板 ) にトレンチなどを形成するよぅにしてもよい。また、シリコン基板上に形成されたェ
ピタキシヤル屑にトレンチなどを形成した後、シリコン基板を研磨等で除去するよぅに

してもよい。

０178 また、上記第 ～第9実施形態では、シリコン基板を ・型に構成するとともに、その



シリコン某板の上面上に形成されるエピタキシヤル屑を 型に構成した例を示したが

、本発明はこれに限らず、シリコン某板を 型 ( 型 ) に構成するとともに、そのシリコ

ン某板の上面上に形成されるエピタキシヤル屑を 型に構成してもよい。すなわち、

各導電型を、上記実施形態による半導体装置とは、逆の導電型にしてもよい。

０179 また、上記第 ～第9実施形態では、埋め込み電極を 型ボリシリコンから構成した

例を示したが、本発明はこれに限らず、 型ボリシリコン以外に、金属などを用いること

もできる。たとえば、埋め込み電極に用いる金属材料としては、たとえば、アルミニウ

ム ( ) 、銅 (C ) 、タングステン(W) 、チタン( )、ニッケル ( ) 、モリブデン( o)

コバルト(Co) 、銀 ( )、白金 (P )および鉛 (Pb) などがあげられる。また、これらの

金属材料は、 種または2種以上細み合わせて用いることができる。さらに、ボリシリコ

ンおよび金属材料の双方を含んでいてもよい。

０18０ また、上記第 ～第9実施形態では、埋め込み電極の上面上に形成された屑間絶

縁膜を、その上面がエピタキシヤル屑の上面と同一面となるように形成した例を示し

たが、本発明はこれに限らず、埋め込み電極の上面上に形成された屑間絶縁膜を、

その上面がエピタキシヤル屑の上面から突出するように形成してもよいし、その上面

がエピタキシヤル屑の上面よりも下方 (トレンチ内部側) に位置するように形成してもよ

０18 1 また、上記第 ～第9実施形態では、トレンチの満深さが 型エピタキシヤル屑の厚

みよりも 、さくなるように構成したが、本発明はこれに限らず、トレンチが 型エピタキ

シヤル屑を貫通して ・型シリコン某板にまで達するように構成してもよい。すなわち、

トレンチの満深さを、約 2 は 程度に構成してもよい。

０182 また、上記第 ～第5実施形態では、メタル屑の幅を埋め込み電極の幅よりも 、さく

なるように構成した例を示したが、本発明はこれに限らず、メタル屑の幅と埋め込み

電極の幅とが同じ大きさになるように構成してもよい。

０183 また、上記第 ～第5実施形態では、メタル屑をW (タングステン)から構成した例を

示したが、本発明はこれに限らず、W (タングステン) 以外の導電性材料から構成して

もよい。たとえば、メタル屑を、 (チタン)から構成してもよいし、 と との積層構

造材料から構成してもよい。また、メタル屑に換えて、導電性を有するボリシリコンなど



の導電体屑をトレンチ内部に形成してもよい。

０184 また、上記第 および第5実施形態では、複数のトレンチの各々の内部にメタル屑

を形成した例を示したが、本発明はこれに限らず、複数のトレンチの全てにメタル屑

が形成されていなくてもよい。

０185 また、上記第6～第9実施形態では、互いに隣り合ぅトレンチ問の各領城 (チヤネル)

が空乏屑で寒がれることにより、チヤネルを流れる電流が遮断される一方、空乏屑を

消滅させることにより、チヤネルを介して電流が流れるよぅに構成された新しい動作原

理に某づく半導体装置に、本発明を適用した例を示したが、本発明はこれに限らず

、反伝屑を介して電流が流れるよぅに構成された半導体装置に、本発明を適用しても

よい。たとえば、従来のトレンチゲート型の OS などに、ゲート電極と直列に接

続されるキヤパシタを形成するよぅにしてもよい。このよぅに構成した場合でも、半導体

装置 ( OS )のゲート入力容呈を 、さくすることが可能であるので、半導体装置

( OS )のスイッチング速度を高速化することができる。

０186 また、上記第6～第9実施形態では、 型エビタキシヤル屑の上面上に形成されるキ

ヤパシタを構成する誘電体屑に、S O を用いた例を示したが、本発明はこれに限ら

ず、キヤパシタを構成する誘電体屑に、S O 以外の絶縁材料を用いてもよい。たとえ

ば、誘電体屑にS を用いてもよい。

０187 また、上記第6～第9実施形態では、 型エビタキシヤル屑の上面上に形成されるキ

ヤパシタを構成する上層側電極屑および下層側電極屑に、それぞれ、導電ィヒされた

ボリシリコンを用いた例を示したが、本発明はこれに限らず、上層側電極屑および下

層側電極屑に、ボリシリコン以外の導電性材料を用いてもよい。たとえば、上層側電

極屑および下層側電極屑に、金属材料を用いてもよい。

０188 また、上記第6～第9実施形態では、 型エビタキシヤル屑上の外周部の領城にソ

ース電極を囲むよぅに、誘電体屑と、この誘電体屑を挟れ上層側電極屑および下層

側電極屑とから構成されるキヤパシタを形成した例を示したが、本発明はこれに限ら

ず、 型エピタキシヤル屑上の外周部以外の領城上に、上記したキヤパシタを形成す

るよぅにしてもよい。

０189 また、上記第6～第9実施形態では、 型エビタキシヤル屑の上面上に形成された



絶縁分離膜側から、下層側電極屑、誘電体屑、および、上層側電極屑を順次形成

することによって、埋め込み電極と直列に接続されたキヤパシタを つ形成した例を

示したが、本発明はこれに限らず、絶縁分離膜側から、複数の電極屑と複数の誘電

体屑とを、互いに交互に形成することによって、埋め込み電極と直列に接続されたキ

ヤパシタを複数形成するよぅにしてもよい。



請求の範囲

互いに所定の間隔を隔てて配列された複数のトレンチを有する一導電型の半導体

前記複数のトレンチの各々に埋め込まれた複数の埋め込み電極と、

前記複数のトレンチの少なくとも つの内部に形成され、前記埋め込み電極の上方

に第 絶縁膜を介して配設されることにより、前記埋め込み電極と容呈結合された導

電体屑とを備えることを特徴とする、半導体装置。

2 前記半導体屑は、隣り合ぅ前記トレンチ問の各領城が電流通路となるよぅに構成さ

れているとともに、前記複数のトレンチの周辺に形成された空乏屑によって、隣り合ぅ

前記トレンチ問の各領城が寒がれることにより、前記電流通路が遮断される一方、前

記トレンチの周辺に形成された空乏屑の少なくとも一部が消滅することにより前記電

流通路が開くよぅに構成されていることを特徴とする、請求項 に記載の半導体装置

3 前記導電体屑が、前記複数のトレンチの各々の内部に形成されており、前記埋め

込み電極とそれぞれ容呈結合されていることを特徴とする、請求項 または2に記載

の半導体装置。

4 前記導電体屑の上面上には、第2絶縁膜が形成されており、

前記第2絶縁膜は、その上面が前記半導体屑の上面と同一面となるよぅに前記トレ

ンチ内に形成されていることを特徴とする、請求項 ～3のいずれか 項に記載の半

導体装置。

5 前記複数の埋め込み電極のぅちの所定の埋め込み電極は、第3絶縁膜を介して前

記トレンチの内面上に形成されており、

前記第 絶縁膜の厚みは、前記第3絶縁膜の厚み以上であることを特徴とする、請

求項 ～4のいずれか 項に記載の半導体装置。

6 前記トレンチの配列方向における前記導電体屑の幅は、前記埋め込み電極の幅よ

りも 、刮亡とを特徴とする、請求項 ～5のいずれか 項に記載の半導体装置。

7 前記導電体屑は、金属材料から構成されていることを特徴とする、請求項 ～6の

いずれか 項に記載の半導体装置。



8 前記導電体屑は、W、 、および、 より選択された、少なくとも つの金属材料

から構成されていることを特徴とする、請求項7に記載の半導体装置。

9 前記複数のトレンチは、それぞれ、前記半導体屑の上面と平行で、かつ、前記トレ

ンチの配列方向と直交する方向に、互いに平行に延びるよぅに細長状に形成されて

いることを特徴とする、請求項 ～8のいずれか 項に記載の半導体装置。

０ 前記複数のトレンチの各々の周辺に形成される全ての空乏屑で前記隣り合ぅトレン

チ問の各領城が寒がれることにより前記電流通路が遮断される一方、前記複数のトレ

ンチの各々の周辺に形成された全ての空乏屑が消滅することにより前記電流通路が

開くよぅに構成されていることを特徴とする、請求項2～9のいずれか 項に記載の半

導体装置。

前記複数の埋め込み電極は、互いに別個に電圧が印加される第 埋め込み電極

および第2埋め込み電極の2種類に分けられており、

前記複数のトレンチのぅちの全てのトレンチの周辺に形成される空乏屑で前記隣り

合ぅトレンチ問の各領城が寒がれることにより、前記電流通路が遮断される一方、前

記複数のトレンチのぅちの前記第 埋め込み電極が埋め込まれたトレンチの周辺に形

成された空乏屑が消滅することにより、前記電流通路が開くよぅに構成されていること

を特徴とする、請求項2～9のいずれか 項に記載の半導体装置。

2 前記第2埋め込み電極は、前記トレンチの内部において、前記半導体屑に対して

ショットキー接触していることを特徴とする、請求項 に記載の半導体装置。

3 前記半導体屑の前記隣り合ぅトレンチ問の各領城に形成され、前記トレンチに対し

て所定の間隔を隔てて配置された逆導電型の拡散領城をさらに備え、

前記トレンチおよび前記拡散領城の各々の周辺に形成される空乏屑で、前記隣り

合ぅトレンチ問の各領城が寒がれることにより、前記電流通路が遮断される一方、前

記トレンチの周辺に形成された空乏屑が消滅することにより、前記電流通路が開くよ

ぅに構成されていることを特徴とする、請求項2～9のいずれか 項に記載の半導体

装置。

4 互いに所定の間隔を隔てて配列された複数のトレンチを有する一導電型の半導体



前記複数のトレンチの内部に埋め込まれた複数の埋め込み電極と、

前記半導体屑上の所定領城に絶縁分離膜を介して形成され、少なくとも、第4絶縁

膜と前記第4絶縁膜を挟む第 電極および第2電極とを含むキヤパシタとを備え、

前記キヤパシタと前記埋め込み電極とは、互いに電気的に接続されているとともに

、前記埋め込み電極には、前記キヤパシタを介して電圧が印加されるよぅに構成され

ていることを特徴とする、半導体装置。

5 前記半導体層は、隣り合う前記トレンチ問の各領域が電流通路になるように構成さ

れているとともに、前記複数のトレンチの周辺に形成された空乏屑で前記隣り合ぅトレ

ンチ問の各領城が寒がれることにより、前記電流通路が遮断される一方、前記トレン

チの周辺に形成された空乏屑の少なくとも一部が消滅することにより、前記電流通路

が開くよぅに構成されていることを特徴とする、請求項 4に記載の半導体装置。

6 前記キヤパシタは、前記半導体屑上の外周部の領城に形成されていることを特徴と

する、請求項 4または 5に記載の半導体装置。

7 前記第 電極および前記第2電極は、それぞれ、導電ィヒされたボリシリコンから構成

されていることを特徴とする、請求項 4～6のいずれか 項に記載の半導体装置。

8 前記埋め込み電極の上面に形成された屑間絶縁膜をさらに備え、

前記屑間絶縁膜は、その上面が前記半導体屑の上面と同一面となるよぅに前記トレ

ンチ内に形成されていることを特徴とする、請求項 4～7のいずれか 項に記載の

半導体装置。

9 前記複数の埋め込み電極のぅちの所定の埋め込み電極は、第5絶縁膜を介して前

記トレンチの内面上に形成されており、

前記第4絶縁膜の厚みは、前記第5絶縁膜の厚み以上であることを特徴とする、請

求項 4～8のいずれか 項に記載の半導体装置。

2０ 前記複数のトレンチは、それぞれ、前記半導体屑の上面と平行で、かつ、前記トレ

ンチの配列方向と交差する方向に、互いに平行に延びるよぅに細長状に形成されて

いることを特徴とする、請求項 4～9のいずれか 項に記載の半導体装置。

2 前記複数のトレンチの各々の周辺に形成される全ての空乏屑で前記隣り合外レン

チ問の各領城が寒がれることにより、前記電流通路が遮断される一方、前記複数のト



レンチの各々の周辺に形成された全ての空乏屑が消滅することにより、前記電流通

路が開くよぅに構成されていることを特徴とする、請求項 5～2０のいずれか 項に記

載の半導体装置。

22 前記複数の埋め込み電極は、互いに別個に電圧が印加される第 埋め込み電極

および第2埋め込み電極の2種類に分けられており、

前記複数のトレンチのぅちの全てのトレンチの周辺に形成される空乏屑で前記隣り

合ぅトレンチ問の各領域が寒がれることにより、前記電流通路が遮断される一方、前

記複数のトレンチのぅちの前記第 埋め込み電極が埋め込まれたトレンチの周辺に形

成された空乏屑が消滅することにより、前記電流通路が開くよぅに構成されていること

を特徴とする、請求項 5～2０のいずれか 項に記載の半導体装置。

23 前記第2埋め込み電極は、前記トレンチの内部において、前記半導体屑に対して

ショットキー接触していることを特徴とする、請求項22に記載の半導体装置。

24 前記半導体屑の前記隣り合ぅトレンチ問の各領城に形成され、前記トレンチに対し

て所定の間隔を隔てて配置された逆導電型の拡散領城をさらに備え、

前記トレンチおよび前記拡散領城の各々の周辺に形成される空乏屑で前記隣り合

ぅトレンチ問の各領城が寒がれることにより、前記電流通路が遮断される一方、前記ト

レンチの周辺に形成された空乏屑が消滅することにより、前記電流通路が開くよぅに

構成されていることを特徴とする、請求項 5～2０のいずれか 項に記載の半導体装
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