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(57)【要約】
【課題】　スイッチング素子において、トレンチの間の
間隔を狭くすることでゲート閾値のばらつきを抑制する
ことが可能であるとともに、トレンチの間に位置する半
導体層に対して好適にコンタクトする。
【解決手段】　スイッチング素子であって、トレンチの
間に幅広部と幅狭部とが交互に配置されており、幅広部
上にコンタクトホールを有する。半導体基板が、幅広部
から幅狭部まで伸びるとともに幅広部内でコンタクトホ
ール内の電極に接している上部ｎ型領域と、幅広部内で
コンタクトホール内の電極に接しているｐ型のボディコ
ンタクト領域と、幅狭部内でゲート絶縁層に接している
ｐ型のボディ領域と、幅狭部内でゲート絶縁層に接して
いる下部ｎ型領域を有する。
【選択図】図３
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　スイッチング素子であって、
　半導体基板と、
　前記半導体基板の上面に設けられた第１トレンチと、
　前記半導体基板の前記上面に設けられており、前記第１トレンチから間隔を開けて配置
されている第２トレンチと、
　前記第１トレンチの内面を覆う第１ゲート絶縁層と、
　前記第２トレンチの内面を覆う第２ゲート絶縁層と、
　前記第１トレンチ内に配置されており、前記第１ゲート絶縁層によって前記半導体基板
から絶縁されている第１ゲート電極と、
　前記第２トレンチ内に配置されており、前記第２ゲート絶縁層によって前記半導体基板
から絶縁されている第２ゲート電極と、
　前記第１ゲート電極の上面と前記第２ゲート電極の上面と前記半導体基板の前記上面を
覆う層間絶縁層と、
　前記層間絶縁層上に配置されている第１電極と、
　第２電極、
　を有しており、
　前記半導体基板の前記上面において、前記第１トレンチと前記第２トレンチの間に、幅
広部と、前記幅広部よりも前記第１トレンチと前記第２トレンチの間の間隔が狭い幅狭部
とが交互に配置されており、
　前記層間絶縁層が、前記幅広部上にコンタクトホールを有し、
　前記第１電極が、前記コンタクトホール内で前記半導体基板に接しており、
　前記半導体基板が、
　前記幅広部から前記幅狭部まで伸びており、前記幅狭部内で前記第１ゲート絶縁層と前
記第２ゲート絶縁層に接しており、前記幅広部内で前記コンタクトホール内の前記第１電
極に接している上部ｎ型領域と、
　前記幅広部内で前記コンタクトホール内の前記第１電極に接しているｐ型のボディコン
タクト領域と、
　前記幅狭部内の前記上部ｎ型領域の下側で前記第１ゲート絶縁層と前記第２ゲート絶縁
層に接しており、前記ボディコンタクト領域に接続されており、前記ボディコンタクト領
域よりもｐ型不純物濃度が低いｐ型のボディ領域と、
　前記幅狭部内の前記ボディ領域の下側で前記第１ゲート絶縁層と前記第２ゲート絶縁層
に接しており、前記第２電極に接している下部ｎ型領域、
　を有する、
　ことを特徴とするスイッチング素子。
【請求項２】
　前記ボディ領域と前記下部ｎ型領域が、前記幅広部から前記幅狭部まで伸びており、
　前記半導体基板が、
　前記第１トレンチの底面で前記第１ゲート絶縁層に接している第１底部ｐ型領域と、
　前記第２トレンチの底面で前記第２ゲート絶縁層に接している第２底部ｐ型領域と、
　前記幅広部内で前記第１トレンチの側面に沿って伸びており、前記ボディ領域と前記第
１底部ｐ型領域の間を接続している第１接続ｐ型領域と、
　前記幅広部内で前記第２トレンチの側面に沿って伸びており、前記ボディ領域と前記第
２底部ｐ型領域の間を接続している第２接続ｐ型領域、
　をさらに有する請求項１のスイッチング素子。
【請求項３】
　前記半導体基板がＳｉＣ基板であり、
　前記第１ゲート絶縁層に接する範囲及び前記第２ゲート絶縁層に接する範囲において、
前記上部ｎ型領域と前記下部ｎ型領域の間の前記ボディ領域の厚みが１μｍ以下であるこ
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とを特徴とする請求項１または２のスイッチング素子。
【請求項４】
　スイッチング素子の製造方法であって、
　半導体基板の上面に、第１トレンチと、前記第１トレンチから間隔を開けて配置されて
いる第２トレンチを形成する工程と、
　前記第１トレンチと前記第２トレンチの長手方向に沿ってエッチング領域と非エッチン
グ領域とが交互に現れるように前記エッチング領域を設定し、前記エッチング領域内の前
記第１トレンチと前記第２トレンチの側面をエッチングすることによって、前記エッチン
グ領域内の前記第１トレンチと前記第２トレンチの幅を拡大する工程であって、前記エッ
チング領域内の前記第１トレンチと前記第２トレンチの間に、前記非エッチング領域内の
前記第１トレンチと前記第２トレンチの間に位置する幅広部よりも前記第１トレンチと前
記第２トレンチの間の間隔が狭い幅狭部を形成する工程、
　を有しており、
　製造される前記スイッチング素子が、
　前記第１トレンチの内面を覆う第１ゲート絶縁層と、
　前記第２トレンチの内面を覆う第２ゲート絶縁層と、
　前記第１トレンチ内に配置されており、前記第１ゲート絶縁層によって前記半導体基板
から絶縁されている第１ゲート電極と、
　前記第２トレンチ内に配置されており、前記第２ゲート絶縁層によって前記半導体基板
から絶縁されている第２ゲート電極と、
　前記第１ゲート電極の上面と前記第２ゲート電極の上面と前記半導体基板の上面を覆い
、前記幅広部上にコンタクトホールを有する層間絶縁層と、
　前記層間絶縁層上に配置されており、前記コンタクトホール内で前記半導体基板に接す
る第１電極と、
　第２電極、
　を有しており、
　製造される前記スイッチング素子の前記半導体基板が、
　前記幅広部から前記幅狭部まで伸びており、前記幅狭部内で前記第１ゲート絶縁層と前
記第２ゲート絶縁層に接しており、前記幅広部内で前記コンタクトホール内の前記第１電
極に接している上部ｎ型領域と、
　前記幅広部内で前記コンタクトホール内の前記第１電極に接しているｐ型のボディコン
タクト領域と、
　前記幅狭部内の前記上部ｎ型領域の下側で前記第１ゲート絶縁層と前記第２ゲート絶縁
層に接しており、前記ボディコンタクト領域に接続されており、前記ボディコンタクト領
域よりもｐ型不純物濃度が低いｐ型のボディ領域と、
　前記幅狭部内の前記ボディ領域の下側で前記第１ゲート絶縁層と前記第２ゲート絶縁層
に接しており、前記第２電極に接している下部ｎ型領域、
　を有する、
　ことを特徴とする製造方法。
【請求項５】
　前記エッチング領域内の前記第１トレンチと前記第２トレンチの幅を拡大する前記工程
よりも前に、前記第１トレンチと前記第２トレンチの側面にｐ型不純物を注入することに
よって、前記第１トレンチの側面に沿って伸びている第１接続ｐ型領域と前記第２トレン
チの側面に沿って伸びている第２接続ｐ型領域を形成する工程と、
　前記第１トレンチと前記第２トレンチの底面にｐ型不純物を注入することによって、前
記第１トレンチの底面に露出する第１底部ｐ型領域と前記第２トレンチの底面に露出する
第２底部ｐ型領域を形成する工程、
　をさらに有しており、
　前記エッチング領域内の前記第１トレンチと前記第２トレンチの幅を拡大する前記工程
では、前記エッチング領域内の前記第１接続ｐ型領域と前記第２接続ｐ型領域をエッチン
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グにより除去し、
　製造される前記スイッチング素子において、
　前記ボディ領域と前記下部ｎ型領域が、前記幅広部から前記幅狭部まで伸びており、
　前記第１接続ｐ型領域が、前記幅広部内で前記ボディ領域と前記第１底部ｐ型領域の間
を接続しており、
　前記第２接続ｐ型領域が、前記幅広部内で前記ボディ領域と前記第２底部ｐ型領域の間
を接続している、
　ことを特徴とする請求項４の製造方法。
【請求項６】
　前記半導体基板がＳｉＣ基板であり、
　製造される前記スイッチング素子において、
　前記第１ゲート絶縁層に接する範囲及び前記第２ゲート絶縁層に接する範囲において、
前記上部ｎ型領域と前記下部ｎ型領域の間の前記ボディ領域の厚みが１μｍ以下であるこ
とを特徴とする請求項４または５の製造方法。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本明細書に開示の技術は、スイッチング素子とその製造方法に関する。
【０００２】
　特許文献１には、スイッチング素子（より詳細には、ＭＯＳＦＥＴ）が開示されている
。このスイッチング素子では、半導体基板の上面に、複数のトレンチが設けられている。
各トレンチ内に、ゲート絶縁層とゲート電極が配置されている。２つのトレンチの間の半
導体層に、ｎ型の上部ｎ型領域（ソース領域）と、ｐ型のボディ領域と、ｎ型の下部ｎ型
領域（ドリフト領域）が設けられている。２つのトレンチの間の間隔は、チャネルが形成
されるときにボディ領域が完全に空乏化されるように、狭くなっている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２０１１－０２３６７５号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　一般に、ゲート型のスイッチング素子では、チャネルが形成されている状態において、
ゲート絶縁層からボディ領域に空乏層が広がる。さらに、チャネルが形成されている状態
において、ｐ型のボディ領域を挟む一対のｎ型領域（上部ｎ型領域と下部ｎ型領域）から
もボディ領域に空乏層が広がる。一対のｎ型領域からボディ領域に伸びる空乏層内に存在
する固定電荷（アクセプタイオン）の影響によって、チャネルの形成され易さが変化する
。一対のｎ型領域から伸びる空乏層の影響が大きいほど、チャネルが形成され易くなり、
スイッチング素子のゲート閾値（チャネルを形成するために必要な最小限のゲート電圧）
が低くなる。また、チャネル長が長いと、ゲート絶縁層から伸びる空乏層の影響に対して
一対のｎ型領域から伸びる空乏層の影響が相対的に低くなるので、ゲート閾値が高くなる
。逆に、チャネル長が短いと、ゲート絶縁層から伸びる空乏層の影響に対して一対のｎ型
領域から伸びる空乏層の影響が相対的に高くなるので、ゲート閾値が低くなる。このよう
に、チャネル長によって、ゲート閾値が変化する。このため、スイッチング素子の量産時
にチャネル長にばらつきが生じると、ゲート閾値にもばらつきが生じる。特に、チャネル
長を所定値よりも短くすると、ゲート閾値のばらつきが極めて大きくなる（いわゆる、短
チャネル効果）。
【０００５】
　上述したように、特許文献１のスイッチング素子では、２つのトレンチの間の間隔が狭
くなっている。このため、チャネルが形成されるときに、各ゲート絶縁層からボディ領域
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に伸びる空乏層によって、ボディ領域全体が空乏化される。このようにボディ領域全体を
空乏化させることで、一対のｎ型領域からボディ領域に広がる空乏層の影響を抑制するこ
とができる。したがって、特許文献１の構造によれば、チャネル長のばらつきによるゲー
ト閾値のばらつきを抑制することができる。
【０００６】
　しかしながら、２つのトレンチの間の間隔を狭くすると、２つのトレンチの間の半導体
層に接続するためのコンタクトホールを形成することが難しくなる。つまり、トレンチの
間の間隔が狭いと、コンタクトホール自体の幅を狭くする必要があり、コンタクトホール
の形状精度が悪くなる。また、狭い間隔に正確にコンタクトホールを形成することが難し
く、コンタクトホールの位置ずれが生じる場合もある。このため、適切にコンタクトホー
ルを形成することが難しい。例えば、コンタクトホールの位置ずれによって、半導体基板
とゲート電極が短絡するおそれがある。
【０００７】
　特許文献１のスイッチング素子では、複数のトレンチが設けられている範囲の外部にコ
ンタクトホールが設けられており、そのコンタクトホール内で上部ｎ型領域（ソース領域
）とボディ領域が電極に接続されている。なお、ボディ領域は、ボディコンタクト領域（
高濃度のｐ型領域）を介して電極に接続されている。この構成によれば、広いコンタクト
ホールを設けることができるので、適切にコンタクトホールを形成することができる。し
かしながら、この構造では、トレンチの間に位置する半導体領域（上部ｎ型領域及びボデ
ィ領域）からコンタクトホールまでの距離が長くなる。トレンチの間に位置する上部ｎ型
領域からコンタクトホールまでの距離が長いと、オン抵抗が高くなるという問題が生じる
。また、トレンチの間に位置するボディ領域からコンタクトホールまでの距離が長いと、
ボディ領域の下部のドリフト領域でアバランシェ効果により電荷が発生したときに、電荷
がコンタクトホールへ流れ難い。その結果、ドリフト領域でアバランシェ効果による過電
流が生じやすく、アバランシェ耐量が低いという問題が生じる。
【０００８】
　したがって、本明細書では、スイッチング素子において、トレンチの間の間隔を狭くす
ることでゲート閾値のばらつきを抑制することが可能であるとともに、トレンチの間に位
置する半導体層に対して好適にコンタクトすることが可能な技術を提供する。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　本明細書が開示するスイッチング素子は、半導体基板と、前記半導体基板の上面に設け
られた第１トレンチと、前記半導体基板の前記上面に設けられているとともに前記第１ト
レンチから間隔を開けて配置されている第２トレンチと、前記第１トレンチの内面を覆う
第１ゲート絶縁層と、前記第２トレンチの内面を覆う第２ゲート絶縁層と、前記第１トレ
ンチ内に配置されているとともに前記第１ゲート絶縁層によって前記半導体基板から絶縁
されている第１ゲート電極と、前記第２トレンチ内に配置されているとともに前記第２ゲ
ート絶縁層によって前記半導体基板から絶縁されている第２ゲート電極と、前記第１ゲー
ト電極の上面と前記第２ゲート電極の上面と前記半導体基板の前記上面を覆う層間絶縁層
と、前記層間絶縁層上に配置されている第１電極と、第２電極を有している。前記半導体
基板の前記上面において、前記第１トレンチと前記第２トレンチの間に、幅広部と、前記
幅広部よりも前記第１トレンチと前記第２トレンチの間の間隔が狭い幅狭部とが交互に配
置されている。前記層間絶縁層が、前記幅広部上にコンタクトホールを有している。前記
第１電極が、前記コンタクトホール内で前記半導体基板に接している。前記半導体基板が
、上部ｎ型領域と、ボディコンタクト領域と、ボディ領域と、下部ｎ型領域を有している
。前記上部ｎ型領域は、前記幅広部から前記幅狭部まで伸びており、前記幅狭部内で前記
第１ゲート絶縁層と前記第２ゲート絶縁層に接しており、前記幅広部内で前記コンタクト
ホール内の前記第１電極に接している。前記ボディコンタクト領域は、前記幅広部内で前
記コンタクトホール内の前記第１電極に接しているｐ型領域である。前記ボディ領域は、
前記幅狭部内の前記上部ｎ型領域の下側で前記第１ゲート絶縁層と前記第２ゲート絶縁層



(6) JP 2018-133528 A 2018.8.23

10

20

30

40

50

に接しており、前記ボディコンタクト領域に接続されており、前記ボディコンタクト領域
よりもｐ型不純物濃度が低いｐ型領域である。前記下部ｎ型領域は、前記幅狭部内の前記
ボディ領域の下側で前記第１ゲート絶縁層と前記第２ゲート絶縁層に接しており、前記第
２電極に接している。
【００１０】
　このスイッチング素子では、第１トレンチと第２トレンチの間に、幅広部と幅狭部が配
置されている。幅狭部内に上部ｎ型領域、ボディ領域及び下部ｎ型領域が設けられている
。第１ゲート電極と第２ゲート電極の電位を高くすると、幅狭部内のボディ領域にチャネ
ルが形成される。すると、チャネルによって上部ｎ型領域と下部ｎ型領域が接続されて、
スイッチング素子がオンする。幅狭部では、第１トレンチと第２トレンチの間の間隔（す
なわち、ボディ領域の横方向の幅）が狭いので、上部ｎ型領域及び下部ｎ型領域からボデ
ィ領域に伸びる空乏層の影響が小さい。したがって、このスイッチング素子の量産時に、
スイッチング素子の間でチャネル長にばらつきが生じても、スイッチング素子の間でゲー
ト閾値にばらつきが生じ難い。また、このスイッチング素子では、各幅広部に上部ｎ型領
域とボディコンタクト領域が設けられている。幅広部内の上部ｎ型領域とボディコンタク
ト領域は、コンタクトホール内の第１電極に接している。幅広部の幅が広いので、コンタ
クトホールのサイズを大きくすることができる。したがって、幅広部において、第１電極
がボディコンタクト領域とソース領域に対して好適にコンタクトすることができる。また
、このスイッチング素子では、幅広部と幅狭部が交互に設けられている。このため、各幅
狭部内の上部ｎ型領域及びボディ領域に対して近い位置にコンタクトホールが設けられて
いる。したがって、オン抵抗やアバランシェ耐量の問題が抑制される。
【図面の簡単な説明】
【００１１】
【図１】スイッチング素子１０の平面図。
【図２】図１のＩＩ－ＩＩ線における断面図。
【図３】図１のＩＩＩ－ＩＩＩ線における断面図。
【図４】実施形態における空乏層の分布を示す説明図。
【図５】比較例における空乏層の分布を示す説明図。
【図６】実施形態の製造方法の説明図。
【図７】実施形態の製造方法の説明図。
【図８】実施形態の製造方法の説明図。
【図９】実施形態の製造方法の説明図。
【図１０】実施形態の製造方法の説明図。
【図１１】実施形態の製造方法の説明図。
【図１２】実施形態の製造方法の説明図。
【図１３】実施形態の製造方法の説明図。
【図１４】実施形態の製造方法の説明図。
【図１５】実施形態の製造方法の説明図。
【図１６】実施形態の製造方法の説明図。
【図１７】実施形態の製造方法の説明図。
【発明を実施するための形態】
【００１２】
　図１～３に示す実施形態のスイッチング素子１０は、ＭＯＳＦＥＴ（Metal-Oxide-Semi
conductor Field-Effect Transistor）である。スイッチング素子１０は、半導体基板１
２と、電極、絶縁層等を備えている。なお、図１では、図の見易さのため、半導体基板１
２の上面１２ａ上の電極、絶縁層の図示を省略している。以下では、半導体基板１２の上
面１２ａと平行な一方向をｘ方向といい、上面１２ａに平行でｘ方向に直交する方向をｙ
方向といい、半導体基板１２の厚み方向をｚ方向という。半導体基板１２は、ＳｉＣ（炭
化シリコン）を主材料とするＳｉＣ基板である。
【００１３】
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　半導体基板１２の上面１２ａには、複数のトレンチ２２が設けられている。図１に示す
ように、各トレンチ２２は、上面１２ａにおいてｙ方向に長く伸びている。複数のトレン
チ２２は、ｘ方向に間隔を開けて配列されている。各トレンチ２２は、ｘ方向における幅
が狭い部分２２ａと、ｘ方向における幅が広い部分２２ｂを有している。各トレンチ２２
において、幅が狭い部分２２ａと幅が広い部分２２ｂとがｙ方向に沿って交互に配置され
ている。図２に示すように、幅が狭い部分２２ａでは、トレンチ２２の上端から下端まで
トレンチ２２の幅が狭い。図３に示すように、幅が広い部分２２ｂでは、トレンチ２２の
上端から下端までトレンチ２２の幅が広い。図１に示すように、トレンチ２２の間で、幅
が狭い部分２２ａ同士のｙ方向の位置が略一致しており、幅が広い部分２２ｂ同士のｙ方
向の位置が略一致している。このため、各トレンチ２２の幅が狭い部分２２ａ同士の間の
間隔が広く、各トレンチ２２の幅が広い部分２２ｂ同士の間の間隔が狭い。以下では、隣
接するトレンチ２２の間の間隔が広い部分（トレンチ２２の幅が狭い部分２２ａに挟まれ
た部分）の半導体層を、幅広部２０ａという。また、以下では、隣接するトレンチ２２の
間の間隔が狭い部分（トレンチ２２の幅が広い部分２２ｂに挟まれた部分）の半導体層を
、幅狭部２０ｂという。各トレンチ２２の間において、複数の幅広部２０ａと複数の幅狭
部２０ｂが、ｙ方向（すなわち、各トレンチ２２の長手方向）に沿って交互に配置されて
いる。
【００１４】
　図２、３に示すように、各トレンチ２２の内面は、ゲート絶縁層２４によって覆われて
いる。ゲート絶縁層２４は、底部絶縁層２４ａと側面絶縁層２４ｂを有している。底部絶
縁層２４ａは、トレンチ２２の底部に設けられている。底部絶縁層２４ａは、トレンチ２
２の底面と、その底面近傍のトレンチ２２の側面を覆っている。側面絶縁層２４ｂは、底
部絶縁層２４ａよりも上側のトレンチ２２の側面を覆っている。底部絶縁層２４ａの厚み
は、側面絶縁層２４ｂの厚みよりも厚い。各トレンチ２２内には、ゲート電極２６が配置
されている。各ゲート電極２６は、ゲート絶縁層２４によって半導体基板１２から絶縁さ
れている。側面絶縁層２４ｂの厚みは、位置によらず略一定である。このため、ゲート電
極２６の幅は、トレンチ２２の幅が広い部分２２ｂ内で、トレンチ２２の幅が狭い部分２
２ａ内よりも広い。
【００１５】
　図２、３に示すように、半導体基板１２の上面１２ａには、層間絶縁層２８が配置され
ている。層間絶縁層２８は、各ゲート電極２６の上面を覆っている。また、層間絶縁層２
８は、幅狭部２０ｂ内の半導体基板１２の上面１２ａ全体を覆っている。幅広部２０ａ上
の層間絶縁層２８には、コンタクトホール２８ａが設けられている。幅狭部２０ｂ上の層
間絶縁層２８には、コンタクトホール２８ａが設けられていない。
【００１６】
　図２、３に示すように、層間絶縁層２８上に上部電極７０が配置されている。上部電極
７０は、層間絶縁層２８によって各ゲート電極２６から絶縁されている。上部電極７０は
、コンタクトホール２８ａ内で半導体基板１２の上面１２ａに接している。
【００１７】
　半導体基板１２の下面１２ｂには、下部電極７２が配置されている。下部電極７２は、
半導体基板１２の下面１２ｂに接している。
【００１８】
　図１～３に示すように、半導体基板１２の内部には、複数のソース領域３０、複数のボ
ディコンタクト領域３１、複数のボディ領域３２、ドリフト領域３３、ドレイン領域３４
、複数の底部ｐ型領域３６及び複数の接続ｐ型領域３８が設けられている。
【００１９】
　ソース領域３０、ボディコンタクト領域３１、ボディ領域３２及び接続ｐ型領域３８は
、トレンチ２２の間の各半導体層に設けられている。トレンチ２２の間の各半導体層の構
造は互いに等しいので、以下では、トレンチ２２の間の１つの半導体層について、ソース
領域３０、ボディコンタクト領域３１、ボディ領域３２及び接続ｐ型領域３８の構造を説
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明する。
【００２０】
　図１に示すように、幅広部２０ａ内に、一対の接続ｐ型領域３８が配置されている。接
続ｐ型領域３８は、幅狭部２０ｂ内には配置されていない。図２に示すように、接続ｐ型
領域３８は、幅広部２０ａの両側のトレンチ２２の側面に沿ってｚ方向に伸びている。各
接続ｐ型領域３８は、トレンチ２２の上端から下端まで伸びている。各接続ｐ型領域３８
は、側面絶縁層２４ｂと底部絶縁層２４ａに接している。
【００２１】
　ソース領域３０は、ｎ型不純物濃度が高いｎ型領域である。図１に示すように、ソース
領域３０は、半導体基板１２の上面１２ａに露出する範囲に配置されている。ソース領域
３０は、上面１２ａに露出する範囲において、幅広部２０ａと幅狭部２０ｂに跨って分布
している。図３に示すように、ソース領域３０は、幅狭部２０ｂ内で、幅狭部２０ｂの両
側の側面絶縁層２４ｂに接している。図２に示すようにソース領域３０は、幅広部２０ａ
内で、コンタクトホール２８ａ内の上部電極７０に接している。ソース領域３０は、上部
電極７０にオーミック接触している。
【００２２】
　ボディコンタクト領域３１は、ｐ型不純物濃度が高いｐ型領域である。図１に示すよう
に、ボディコンタクト領域３１は、半導体基板１２の上面１２ａに露出する範囲に配置さ
れている。ボディコンタクト領域３１は、幅広部２０ａ内に配置されている。上面１２ａ
において、ボディコンタクト領域３１は、ソース領域３０に囲まれている。図２に示すよ
うに、ボディコンタクト領域３１は、幅広部２０ａ内で、コンタクトホール２８ａ内の上
部電極７０に接している。ボディコンタクト領域３１は、上部電極７０にオーミック接触
している。
【００２３】
　ボディ領域３２は、ボディコンタクト領域３１よりもｐ型不純物濃度が低いｐ型領域で
ある。図２、３に示すように、ボディ領域３２は、幅広部２０ａと幅狭部２０ｂに跨って
分布している。幅狭部２０ｂ内では、ボディ領域３２は、ソース領域３０の下側に配置さ
れている。幅狭部２０ｂ内では、ボディ領域３２は、ソース領域３０の下側で、幅狭部２
０ｂの両側の側面絶縁層２４ｂに接している。幅広部２０ａ内では、ボディ領域３２は、
ボディコンタクト領域３１とソース領域３０の下側に配置されている。幅広部２０ａ内に
おいて、ボディ領域３２は、各接続ｐ型領域３８に接している。
【００２４】
　次に、ボディ領域３２よりも下側の半導体層について説明する。図２、３に示すように
、各底部ｐ型領域３６は、対応するトレンチ２２の底面に臨む範囲に配置されている。各
底部ｐ型領域３６は、対応するトレンチ２２の底面において、底部絶縁層２４ａに接して
いる。各底部ｐ型領域３６は、対応するトレンチ２２の底面に沿ってｙ方向に長く伸びて
いる。各底部ｐ型領域３６は、対応するトレンチ２２の底面全域で底部絶縁層２４ａに接
している。各底部ｐ型領域３６は、その上部の接続ｐ型領域３８を介して、ボディ領域３
２に接続されている。
【００２５】
　ドリフト領域３３は、ソース領域３０よりもｎ型不純物濃度が低いｎ型領域である。図
２、３に示すように、ドリフト領域３３は、幅広部２０ａと幅狭部２０ｂに跨って分布し
ている。また、ドリフト領域３３は、各トレンチ２２の間の領域から各トレンチ２２の下
端よりも下側の領域まで分布している。ドリフト領域３３は、幅広部２０ａ及び幅狭部２
０ｂにおいて、ボディ領域３２の下側に配置されている。ドリフト領域３３は、ボディ領
域３２によって、ソース領域３０から分離されている。幅狭部２０ｂ内のドリフト領域３
３は、ボディ領域３２の下側で、幅狭部２０ｂの両側の側面絶縁層２４ｂに接している。
幅広部２０ａ内のドリフト領域３３は、ボディ領域３２の下側で、各接続ｐ型領域３８に
接している。また、ドリフト領域３３は、各底部ｐ型領域３６に接している。
【００２６】
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　ドレイン領域３４は、ドリフト領域３３よりもｎ型不純物濃度が高いｎ型領域である。
図２、３に示すように、ドレイン領域３４は、ドリフト領域３３の下側に配置されている
。ドレイン領域３４は、半導体基板１２の下面１２ｂに露出する範囲に配置されている。
ドレイン領域３４は、下部電極７２にオーミック接触している。
【００２７】
　次に、スイッチング素子１０の動作について説明する。スイッチング素子１０の使用時
には、スイッチング素子１０と負荷（例えば、モータ）と電源が直列に接続される。スイ
ッチング素子１０と負荷の直列回路に対して、電源電圧（本実施形態では、約８００Ｖ）
が印加される。スイッチング素子１０のドレイン側（下部電極７２）がソース側（上部電
極７０）よりも高電位となる向きで、電源電圧が印加される。ゲート電極２６にゲートオ
ン電位（ゲート閾値よりも高い電位）を印加すると、幅狭部２０ｂ内で側面絶縁層２４ｂ
に接する範囲のボディ領域３２にチャネル（反転層）が形成され、スイッチング素子１０
がオンする。ゲート電極２６にゲートオフ電位（ゲート閾値以下の電位）を印加すると、
チャネルが消失し、スイッチング素子１０がオフする。以下、スイッチング素子１０の動
作について、詳細に説明する。
【００２８】
　スイッチング素子１０をターンオフさせる場合には、ゲート電極２６の電位をゲートオ
ン電位からゲートオフ電位に引き下げる。すると、チャネルが消失し、下部電極７２の電
位が上昇する。下部電極７２の電位が上昇する過程において、ドレイン領域３４及びドリ
フト領域３３の電位が上昇する。ドリフト領域３３の電位が上昇すると、ドリフト領域３
３と底部ｐ型領域３６の間の容量結合によって、底部ｐ型領域３６の電位が上昇しようと
する。しかしながら、ドリフト領域３３の電位が上昇する過程において、底部ｐ型領域３
６から、接続ｐ型領域３８、ボディ領域３２及びボディコンタクト領域３１を介して、コ
ンタクトホール２８ａ内の上部電極７０へホールが流れる。したがって、底部ｐ型領域３
６の電位はボディ領域３２の電位と略同電位に維持される。したがって、ドリフト領域３
３の電位が上昇すると、ボディ領域３２、接続ｐ型領域３８及び底部ｐ型領域３６により
構成されるｐ型領域とドリフト領域３３との界面のｐｎ接合に逆電圧が印加される。この
ため、このｐ型領域からドリフト領域３３に空乏層が広がる。底部ｐ型領域３６からドリ
フト領域３３に空乏層が広がることで、ゲート電極２６の下端近傍のゲート絶縁層２４に
高い電界が印加されることが抑制される。
【００２９】
　スイッチング素子１０をターンオンさせる場合には、ゲート電極２６の電位をゲートオ
フ電位からゲートオン電位に引き上げる。すると、幅狭部２０ｂ内でゲート絶縁層２４に
接する範囲のボディ領域３２にチャネルが形成される。チャネルによって、ソース領域３
０とドリフト領域３３が接続される。すると、ドリフト領域３３の電位が低下する。する
と、ボディ領域３２からドリフト領域３３に広がっていた空乏層が収縮する。このため、
電子が、コンタクトホール２８ａ内の上部電極７０から、ソース領域３０、チャネル、ド
リフト領域３３及びドレイン領域３４を介して下部電極７２へ流れる。また、ドリフト領
域３３の電位が低下すると、ドリフト領域３３と底部ｐ型領域３６の間の容量結合によっ
て、底部ｐ型領域３６の電位が低下しようとする。しかしながら、ドリフト領域３３の電
位が低下する過程において、コンタクトホール２８ａ内の上部電極７０から、ボディコン
タクト領域３１、ボディ領域３２及び接続ｐ型領域３８を介して底部ｐ型領域３６へホー
ルが流れる。したがって、底部ｐ型領域３６の電位はボディ領域３２の電位と略同電位に
維持される。したがって、ドリフト領域３３の電位が低下すると、底部ｐ型領域３６とド
リフト領域３３の間の電位差が小さくなり、底部ｐ型領域３６からドリフト領域３３に広
がっていた空乏層が収縮する。このため、ドリフト領域３３内の電子が流れることが可能
な領域が広くなる。したがって、ドリフト領域３３の抵抗が低下し、上部電極７０から下
部電極７２に向かって電子が流れ易くなる。このため、ドリフト領域３３で生じる損失が
抑制される。
【００３０】
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　以上に説明したように、スイッチング素子１０では、底部ｐ型領域３６が接続ｐ型領域
３８によってボディ領域３２に接続されているので、底部ｐ型領域３６からドリフト領域
３３に広がっていた空乏層が、スイッチング素子１０がターンオンした後に短時間で収縮
する。したがって、スイッチング素子１０は、オンした直後におけるオン抵抗が低い。
【００３１】
　また、スイッチング素子１０では、各トレンチ２２の間に、幅広部２０ａと幅狭部２０
ｂが交互に配置されており、各幅広部２０ａの上部にコンタクトホール２８ａが設けられ
ている。このため、各幅狭部２０ｂ内のソース領域３０からコンタクトホール２８ａまで
の各電流経路が短く、したがって、これらの各電流経路の抵抗が小さい。これによって、
スイッチング素子１０のオン抵抗が低減されている。
【００３２】
　また、スイッチング素子１０のオフ状態において、ボディ領域３２の下部のドリフト領
域３３内に電界が集中し、ドリフト領域３３内でアバランシェ効果によってホールが発生
する場合がある。スイッチング素子１０では、各幅狭部２０ｂ内のボディ領域３２からコ
ンタクトホール２８ａまでの各電流経路が短く、したがって、これらの各電流経路の抵抗
が小さい。このため、ドリフト領域３３内でアバランシェ効果によって発生したホールが
、ボディ領域３２とボディコンタクト領域３１を介してコンタクトホール２８ａへ流れ易
い。このため、アバランシェ効果によって発生したホールがドリフト領域３３内に滞留し
難く、ドリフト領域３３内でアバランシェ効果による過電流が生じ難い。したがって、こ
のスイッチング素子１０は、高いアバランシェ耐量を有する。
【００３３】
　また、スイッチング素子１０では、幅狭部２０ｂ内のボディ領域３２のｘ方向の幅が狭
い。このため、スイッチング素子１０がオンするときに、幅狭部２０ｂ内のボディ領域３
２の全体が空乏化される。このため、スイッチング素子１０のゲート閾値が安定し易い。
以下、図４、５を用いて詳細に説明する。図４は、実施形態のスイッチング素子１０のオ
ン状態における空乏層の分布を示している。図４に示すように、オン状態において、幅狭
部２０ｂ内の側面絶縁層２４ｂ近傍のボディ領域３２にチャネル１００が形成される。ま
た、チャネル１００に隣接する範囲に、側面絶縁層２４ｂから伸びる空乏層１０２、１０
４が広がっている。また、ソース領域３０からボディ領域３２へ空乏層１０６が広がって
おり、ドリフト領域３３からボディ領域３２へ空乏層１０８が広がっている。両側の側面
絶縁層２４ｂから伸びる空乏層１０２、１０４はボディ領域３２の中央で繋がっており、
このため、ボディ領域３２の全域が空乏化されている。このため、ソース領域３０及びド
リフト領域３３からの空乏層１０６、１０８の伸びが抑制される。特に、トレンチ２２の
間の間隔が狭いことで、ドリフト領域３３とボディ領域３２の界面のｐｎ接合に印加され
る電界が抑制されるので、ドリフト領域３３からボディ領域３２への空乏層１０８の伸び
が抑制される。
【００３４】
　これに対し、図５は、比較例として、トレンチ２２の間の間隔が広い場合（すなわち、
ボディ領域３２のｘ方向の幅が広い場合）を示している。図５では、側面絶縁層２４ｂか
ら伸びる空乏層１０２、１０４が繋がっておらず、ボディ領域３２の中央に非空乏化領域
１１０が存在している。この場合、ソース領域３０及びドリフト領域３３からボディ領域
３２に空乏層１０６、１０８が広く伸びる。図５のようにソース領域３０及びドリフト領
域３３からボディ領域３２に伸びる空乏層１０６、１０８の幅が広いと、これらの空乏層
１０６、１０８内の固定電荷（アクセプタイオン）からの電界がスイッチング素子１０の
ゲート閾値に大きく影響する。すなわち、チャネル長（側面絶縁層２４ｂに接する範囲内
のボディ領域３２の厚み（すなわち、ソース領域３０とドリフト領域３３の間の距離））
が短いと、空乏層１０６、１０８の範囲が空乏層１０２、１０４の範囲に対して相対的に
大きくなり、ゲート閾値が低くなる。反対に、チャネル長が長いと、空乏層１０６、１０
８の範囲が空乏層１０２、１０４の範囲に対して相対的に小さくなり、ゲート閾値が高く
なる。このため、図５の構成では、チャネル長がばらついたときに、ゲート閾値もばらつ
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く。特に、ＳｉＣ基板においては、チャネル長が１μｍ以下の場合に短チャネル効果が顕
著に生じ、ゲート閾値のばらつきが大きくなる。
【００３５】
　これに対し、図４に示す本実施形態の構成では、ボディ領域３２の全域が空乏化される
ことで、ソース領域３０及びドリフト領域３３からの空乏層１０６、１０８の影響が抑制
される。したがって、チャネル長がばらついても、ゲート閾値にばらつきが生じ難い。特
に、チャネル長が１μｍ以下の場合にも、ゲート閾値のばらつきを抑制することができる
。また、チャネル長を１μｍ以下とすることで、スイッチング素子１０のオン抵抗を効果
的に低減することができる。
【００３６】
　次に、実施形態のスイッチング素子１０の製造方法について説明する。スイッチング素
子１０は、ドレイン領域３４と同程度のｎ型不純物濃度を有するｎ型の半導体基板１２（
加工前の半導体基板１２）から製造される。図６～１７は、スイッチング素子１０の製造
過程における断面を示している。なお、図６～１７において、左側の断面は図２に相当す
る範囲の断面を示しており、右側の断面は図３に相当する範囲の断面を示している。以下
では、図２に相当する範囲（幅広部２０ａを形成すべき範囲）を第１範囲１１１といい、
図３に相当する範囲（幅狭部２０ｂを形成すべき範囲）を第２範囲１１２という。
【００３７】
　まず、エピタキシャル成長、イオン注入等によって、図６に示すように、ドレイン領域
３４上に、ドリフト領域３３、ボディ領域３２、ソース領域３０及びボディコンタクト領
域３１を形成する。なお、ボディコンタクト領域３１は、第１範囲１１１内にのみ形成す
る。次に、図７に示すように、半導体基板１２の上面１２ａ上に開口２００ａを有するマ
スク２００を形成し、開口２００ａ内の上面１２ａをエッチングする。これによって、ト
レンチ２２を形成する。なお、この段階では、第１範囲１１１内と第２範囲１１２内とで
、トレンチ２２の幅は略等しい。
【００３８】
　次に、図８に示すように、上面１２ａに対して傾斜した方向に沿って、トレンチ２２の
側面にｐ型不純物を注入する。これによって、接続ｐ型領域３８を形成する。ここでは、
半導体基板１２を、２００℃～５００℃に加熱しながらｐ型不純物を注入する。また、こ
こでは、ｐ型不純物を注入する方向を変更することで、トレンチ２２の両側の側面に接続
ｐ型領域３８を形成する。この段階では、第１範囲１１１と第２範囲１１２の両方に接続
ｐ型領域３８が形成される。
【００３９】
　次に、図９に示すように、マスク２００の表面とトレンチ２２の内部を覆うマスク２１
０を形成する。次に、図１０に示すように、第２範囲１１２内のトレンチ２２の内部のマ
スク２１０をエッチングにより除去する。第１範囲１１１の全域は、マスク２１０に覆わ
れた状態に維持される。また、第２範囲１１２のマスク２００の上面は、マスク２１０に
覆われた状態に維持される。
【００４０】
　次に、図１１に示すように、等方性エッチングによって、第２範囲１１２内のトレンチ
２２の内面をエッチングする。これによって、第２範囲１１２内の接続ｐ型領域３８を除
去する。また、これによって、第２範囲１１２内のトレンチ２２の幅を拡大する。その結
果、第２範囲１１２内に、トレンチ２２の間の間隔が狭い幅狭部２０ｂが形成される。第
１範囲１１１内の半導体基板１２は、マスク２１０に覆われているので、エッチングされ
ない。このため、第１範囲１１１内では第２範囲１１２内よりも、トレンチ２２の間の間
隔が広い。すなわち、第１範囲１１１内のトレンチ２２の間の領域が、幅広部２０ａとな
る。その結果、図１に示すように、トレンチ２２の間に幅広部２０ａと幅狭部２０ｂがｙ
方向に沿って交互に配置された構造が形成される。
【００４１】
　次に、図１２に示すように、マスク２１０とマスク２００をエッチングにより除去する
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。次に、図１３に示すように、半導体基板１２の上面１２ａとトレンチ２２の内面に、保
護酸化膜２２０を成長させる。次に、図１４に示すように、各トレンチ２２の底面にｐ型
不純物を注入することによって、底部ｐ型領域３６を形成する。次に、図１５に示すよう
に、保護酸化膜２２０を除去し、トレンチ２２内にゲート絶縁層２４とゲート電極２６を
形成する。
【００４２】
　次に、図１６に示すように、半導体基板１２の上面１２ａ上に、層間絶縁層２８を形成
する。層間絶縁層２８は、上面１２ａの全域とゲート電極２６の上面の全域を覆うように
形成される。次に、図１７に示すように、層間絶縁層２８の一部をエッチングすることに
よって、コンタクトホール２８ａを形成する。ここでは、幅広部２０ａを覆う部分の層間
絶縁層２８にコンタクトホール２８ａを形成する。幅広部２０ａの幅が広いので、幅広部
２０ａ上に比較的サイズが大きいコンタクトホール２８ａを形成することができる。した
がって、コンタクトホール２８ａを高い形状精度で形成することができる。また、幅広部
２０ａの幅が広いので、コンタクトホール２８ａとゲート電極２６との間のクリアランス
を比較的広く設けることができる。したがって、コンタクトホール２８ａの位置ずれが生
じても、コンタクトホール２８ａがゲート電極２６上に配置されることを防止することが
できる。このように、幅広部２０ａの幅が広いので、コンタクトホール２８ａを好適に形
成することができる。
【００４３】
　その後、コンタクトホール２８ａ内でボディコンタクト領域３１及びソース領域３０に
接するように、上部電極７０を形成する。次に、半導体基板１２の下面１２ｂに、下部電
極７２を形成する。以上の工程によって、図１～３に示すスイッチング素子１０が完成す
る。
【００４４】
　以上に説明したように、実施形態の製造方法では、幅広部２０ａにコンタクトホール２
８ａを形成するので、コンタクトホール２８ａを安定して形成することができる。
【００４５】
　また、この製造方法では、トレンチ２２の側面全域にｐ型不純物を注入して接続ｐ型領
域３８を形成し、その後、接続ｐ型領域３８を部分的にエッチングすることで、トレンチ
２２の側面の一部に接続ｐ型領域３８が存在する構造を形成する。別の方法として、トレ
ンチ２２の側面の一部にｐ型不純物を注入することでこの構造を得ることもできるが、こ
の場合、トレンチ２２の側面を部分的に覆うマスクが必要となる。このようにトレンチ２
２の側面を部分的に覆うようにパターニングされたマスクは、一般に、レジスト樹脂によ
り形成される。レジスト樹脂をマスクとして用いる場合には、半導体基板１２を加熱しな
がらイオン注入を行うことができない。したがって、この場合には、接続ｐ型領域中に高
密度に結晶欠陥が形成される。このように形成された結晶欠陥は、ＳｉＣ基板においては
、回復させることが難しい。これに対し、上記の実施形態では、トレンチ２２の側面にｐ
型不純物を注入するときにレジスト樹脂のマスクを用いないので、半導体基板１２を加熱
しながらイオン注入を実施することができる。したがって、結晶欠陥密度が低い接続ｐ型
領域３８を形成することができる。このため、この方法によれば、リーク電流が少ないス
イッチング素子１０を製造することができる。
【００４６】
　また、この製造方法では、トレンチ２２の側面をエッチングすることでトレンチ２２の
幅を広げ、幅を広げた部分がチャネル領域（チャネルが形成される領域）となる。トレン
チ２２の側面をエッチングすると、そのエッチングした部分で側面の凹凸が低減される。
このため、チャネルが形成されたときに、チャネルの電子移動度が高くなる。このため、
この方法によれば、よりオン抵抗が低いスイッチング素子１０を製造することができる。
【００４７】
　なお、上述した実施形態では、ＭＯＳＦＥＴについて説明したが、ＩＧＢＴ（Insulate
d Gate Bipolar Transistor）に本明細書に開示の技術を適用してもよい。例えば、上述
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したスイッチング素子１０において、下部電極７２に対して接触する部分にｐ型のコレク
タ領域を設けることで、ＩＧＢＴを得ることができる。
【００４８】
　また、上述した実施形態では、チャネルが形成されるときに幅狭部２０ｂ内のボディ領
域３２全体が空乏化されるように、幅狭部２０ｂの幅が設定されていた。しかしながら、
チャネルが形成されるときに、幅狭部２０ｂ内のボディ領域３２の一部に非空乏化領域が
残存してもよい。このような構成でも、幅狭部２０ｂの幅が狭いことで、ゲート閾値のば
らつきを抑制することができる。但し、チャネルが形成されるときに幅狭部２０ｂ内のボ
ディ領域３２全体が空乏化される方が、ゲート閾値のばらつきをより効果的に抑制するこ
とができる。
【００４９】
　また、上述した実施形態では、トレンチ２２の幅が変化することで、幅広部２０ａと幅
狭部２０ｂが設けられていた。しかしながら、トレンチ２２が折れ曲がることで、幅広部
２０ａと幅狭部２０ｂが設けられていてもよい。
【００５０】
　また、上述した実施形態では、ボディ領域３２が幅狭部２０ｂから幅広部２０ａまで伸
びており、幅広部２０ａ内でボディ領域３２がボディコンタクト領域３１に接続されてい
た。しかしながら、別の態様でボディ領域３２がボディコンタクト領域３１に接続されて
いてもよい。例えば、ボディコンタクト領域３１が幅広部２０ａから幅狭部２０ｂまで伸
びており、幅狭部２０ｂ内でボディ領域３２がボディコンタクト領域３１に接続されてい
てもよい。この場合、ボディ領域３２が幅広部２０ｂまで伸びていなくてもよい。
【００５１】
　上述した実施形態の構成要素と、請求項の構成要素との関係について説明する。実施形
態のボディ領域３２を挟む一対のトレンチの一方は、請求項の第１トレンチの一例である
。また、そのトレンチの内部及び周辺に設けられているゲート絶縁層、ゲート電極、底部
ｐ型領域及び接続ｐ型領域は、請求項の第１ゲート絶縁層、第１ゲート電極、第１底部ｐ
型領域及び第１接続ｐ型領域の一例である。実施形態のボディ領域３２を挟む一対のトレ
ンチの他方は、請求項の第２トレンチの一例である。また、そのトレンチの内部及び周辺
に設けられているゲート絶縁層、ゲート電極、底部ｐ型領域及び接続ｐ型領域は、請求項
の第２ゲート絶縁層、第２ゲート電極、第２底部ｐ型領域及び第２接続ｐ型領域の一例で
ある。実施形態の上部電極は、請求項の第１電極の一例である。実施形態の下部電極は、
請求項の第２電極の一例である。実施形態のソース領域は、請求項の上部ｎ型領域の一例
である。実施形態のドリフト領域及びドレイン領域は、請求項の下部ｎ型領域の一例であ
る。
【００５２】
　本明細書が開示する技術要素について、以下に列記する。なお、以下の各技術要素は、
それぞれ独立して有用なものである。
【００５３】
　本明細書が開示する一例のスイッチング素子では、ボディ領域と下部ｎ型領域が、幅広
部から幅狭部まで伸びていてもよい。半導体基板が、第１トレンチの底面で第１ゲート絶
縁層に接している第１底部ｐ型領域と、第２トレンチの底面で第２ゲート絶縁層に接して
いる第２底部ｐ型領域と、幅広部内で第１トレンチの側面に沿って伸びているとともにボ
ディ領域と第１底部ｐ型領域の間を接続している第１接続ｐ型領域と、幅広部内で第２ト
レンチの側面に沿って伸びているとともにボディ領域と第２底部ｐ型領域の間を接続して
いる第２接続ｐ型領域をさらに有していてもよい。
【００５４】
　この構造によれば、スイッチング素子がオフするときに、各底部ｐ型領域から下部ｎ型
領域に伸びる空乏層によって、各トレンチの底部で各ゲート絶縁層に印加される電界が緩
和される。また、スイッチング素子がオンするときに、各接続ｐ型領域を介して各底部ｐ
型領域に電荷が供給されることで、各底部ｐ型領域から下部ｎ型領域に伸びていた空乏層
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が短時間で収縮する。したがって、下部ｎ型領域の電流経路が広く、スイッチング素子の
オン抵抗が低くなる。
【００５５】
　本明細書が開示する一例のスイッチング素子では、半導体基板がＳｉＣ基板であり、第
１ゲート絶縁層に接する範囲及び第２ゲート絶縁層に接する範囲において、上部ｎ型領域
と下部ｎ型領域の間のボディ領域の厚みが１μｍ以下であってもよい。
【００５６】
　上記ボディ領域の厚みは、チャネル長に相当する。一般に、ＳｉＣ基板では、チャネル
長が１μｍ以下になると、短チャネル効果が顕著に現れ、ゲート閾値のばらつきが極めて
大きくなる。しかしながら、本明細書に開示の構造では、チャネル長を１μｍ以下として
もゲート閾値のばらつきが抑制される。また、このようにチャネル長を短くすることで、
スイッチング素子のオン抵抗を低減できる。
【００５７】
　また、本明細書では、スイッチング素子の製造方法を提供する。本明細書が開示する製
造方法は、トレンチ形成工程と幅拡大工程を有する。前記トレンチ形成工程では、半導体
基板の上面に、第１トレンチと、前記第１トレンチから間隔を開けて配置されている第２
トレンチを形成する。前記幅拡大工程では、前記第１トレンチと前記第２トレンチの長手
方向に沿ってエッチング領域と非エッチング領域とが交互に現れるように前記エッチング
領域を設定し、前記エッチング領域内の前記第１トレンチと前記第２トレンチの側面をエ
ッチングすることによって、前記エッチング領域内の前記第１トレンチと前記第２トレン
チの幅を拡大する。前記幅拡大工程では、前記エッチング領域内の前記第１トレンチと前
記第２トレンチの間に、前記非エッチング領域内の前記第１トレンチと前記第２トレンチ
の間に位置する幅広部よりも前記第１トレンチと前記第２トレンチの間の間隔が狭い幅狭
部を形成する。前記製造方法により製造される前記スイッチング素子が、前記第１トレン
チの内面を覆う第１ゲート絶縁層と、前記第２トレンチの内面を覆う第２ゲート絶縁層と
、前記第１トレンチ内に配置されているとともに前記第１ゲート絶縁層によって前記半導
体基板から絶縁されている第１ゲート電極と、前記第２トレンチ内に配置されているとと
もに前記第２ゲート絶縁層によって前記半導体基板から絶縁されている第２ゲート電極と
、前記第１ゲート電極の上面と前記第２ゲート電極の上面と前記半導体基板の上面を覆う
とともに前記幅広部上にコンタクトホールを有する層間絶縁層と、前記層間絶縁層上に配
置されているとともに前記コンタクトホール内で前記半導体基板に接する第１電極と、第
２電極を有している。製造される前記スイッチング素子の前記半導体基板が、上部ｎ型領
域、ボディコンタクト領域、ボディ領域及び下部ｎ型領域を有している。前記上部ｎ型領
域は、前記幅広部から前記幅狭部まで伸びており、前記幅狭部内で前記第１ゲート絶縁層
と前記第２ゲート絶縁層に接しており、前記幅広部内で前記コンタクトホール内の前記第
１電極に接している。前記ボディコンタクト領域は、前記幅広部内で前記コンタクトホー
ル内の前記第１電極に接しているｐ型領域である。前記ボディ領域は、前記幅狭部内の前
記上部ｎ型領域の下側で前記第１ゲート絶縁層と前記第２ゲート絶縁層に接しており、前
記ボディコンタクト領域に接続されており、前記ボディコンタクト領域よりもｐ型不純物
濃度が低いｐ型領域である。前記下部ｎ型領域は、前記幅狭部内の前記ボディ領域の下側
で前記第１ゲート絶縁層と前記第２ゲート絶縁層に接しており、前記第２電極に接してい
る。
【００５８】
　この製造方法によれば、製造されるスイッチング素子の間でゲート閾値のばらつきを抑
制することができるとともに、各幅広部にコンタクトホールを好適に形成することができ
る。
【００５９】
　本明細書が開示する一例の製造方法は、前記エッチング領域内の前記第１トレンチと前
記第２トレンチの幅を拡大する前記工程よりも前に、前記第１トレンチと前記第２トレン
チの側面にｐ型不純物を注入することによって、前記第１トレンチの側面に沿って伸びて
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いる第１接続ｐ型領域と前記第２トレンチの側面に沿って伸びている第２接続ｐ型領域を
形成する工程と、前記第１トレンチと前記第２トレンチの底面にｐ型不純物を注入するこ
とによって、前記第１トレンチの底面に露出する第１底部ｐ型領域と前記第２トレンチの
底面に露出する第２底部ｐ型領域を形成する工程をさらに有していてもよい。前記エッチ
ング領域内の前記第１トレンチと前記第２トレンチの幅を拡大する前記工程では、前記エ
ッチング領域内の前記第１接続ｐ型領域と前記第２接続ｐ型領域をエッチングにより除去
してもよい。製造される前記スイッチング素子において、前記ボディ領域と前記下部ｎ型
領域が前記幅広部から前記幅狭部まで伸びており、前記第１接続ｐ型領域が前記幅広部内
で前記ボディ領域と前記第１底部ｐ型領域の間を接続しており、前記第２接続ｐ型領域が
前記幅広部内で前記ボディ領域と前記第２底部ｐ型領域の間を接続していてもよい。
【００６０】
　この製造方法では、各トレンチの側面にｐ型不純物を注入して形成した各接続ｐ型領域
を、その後にエッチング領域内において除去し、非エッチング領域内に残存させる。この
ようにして、各トレンチの側面に部分的に各接続ｐ型領域を設けることができる。この方
法では、トレンチの側面にｐ型不純物を注入するときにトレンチの側面を覆うマスクが不
要であるので、マスクの耐熱性に制限されることなく、高温での不純物注入を行うことが
できる。このため、各接続ｐ型領域に結晶欠陥が生じ難い。したがって、各接続領域を介
して漏れ電流が生じることを抑制することができる。また、エッチング領域内において、
トレンチの幅を拡大する工程と接続ｐ型領域を除去する工程を同時に行うことができるの
で、効率的にスイッチング素子を製造することができる。
【００６１】
　本明細書が開示する一例の製造方法では、前記半導体基板がＳｉＣ基板であってもよい
。また、製造される前記スイッチング素子において、前記第１ゲート絶縁層に接する範囲
及び前記第２ゲート絶縁層に接する範囲において、前記上部ｎ型領域と前記下部ｎ型領域
の間の前記ボディ領域の厚みが１μｍ以下であってもよい。
【００６２】
　この製造方法によれば、短チャネル効果によるゲート閾値のばらつきを抑制しながら、
スイッチング素子のオン抵抗を低減することができる。
【００６３】
　以上、実施形態について詳細に説明したが、これらは例示にすぎず、特許請求の範囲を
限定するものではない。特許請求の範囲に記載の技術には、以上に例示した具体例をさま
ざまに変形、変更したものが含まれる。本明細書または図面に説明した技術要素は、単独
あるいは各種の組み合わせによって技術有用性を発揮するものであり、出願時請求項記載
の組み合わせに限定されるものではない。また、本明細書または図面に例示した技術は複
数目的を同時に達成するものであり、そのうちの１つの目的を達成すること自体で技術有
用性を持つものである。
【符号の説明】
【００６４】
１０　　　：スイッチング素子
１２　　　：半導体基板
２０ａ　　：幅広部
２０ｂ　　：幅狭部
２２　　　：トレンチ
２４　　　：ゲート絶縁層
２６　　　：ゲート電極
２８　　　：層間絶縁層
２８ａ　　：コンタクトホール
３０　　　：ソース領域
３１　　　：ボディコンタクト領域
３２　　　：ボディ領域
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３３　　　：ドリフト領域
３４　　　：ドレイン領域
３６　　　：底部ｐ型領域
３８　　　：接続ｐ型領域
７０　　　：上部電極
７２　　　：下部電極
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