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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　第１の主面と、前記第１の主面と反対の第２の主面とを有する炭化珪素層を備え、
　前記炭化珪素層は、前記第１の主面をなし第１導電型を有するドリフト領域と、
　前記ドリフト領域上に設けられ前記第１導電型と異なる第２導電型を有するボディ領域
と、
　前記ドリフト領域から隔てられるように前記ボディ領域上に設けられ前記第２の主面を
なしかつ前記第１導電型を有するソース領域とを含み、
　前記炭化珪素層には、前記第２の主面から前記ソース領域および前記ボディ領域を貫通
して前記ドリフト領域に至る第１の側壁部と、前記ドリフト領域に位置する第１の底部と
からなるトレンチが設けられており、
　前記炭化珪素層は、前記第１の底部に対向するように前記ドリフト領域に埋め込まれて
配置され、かつ前記第２導電型を有する第２導電型領域を含み、
　前記第２導電型領域は前記ソース領域と電気的に接続されており、
　前記ソース領域と接する金属領域をさらに備え、
　前記金属領域は、前記第２導電型領域と直接接する、炭化珪素半導体装置。
【請求項２】
　平面視において、前記第２導電型領域は網目構造を有している、請求項１に記載の炭化
珪素半導体装置。
【請求項３】
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　前記金属領域を介して前記ソース領域と前記第２導電型領域とは電気的に接続されてい
る、請求項１または２に記載の炭化珪素半導体装置。
【請求項４】
　前記炭化珪素層には、前記第１の主面および前記第２の主面との間に位置する第２の底
部と、前記第２の底部と前記第２の主面とを繋ぐ第２の側壁部とからなる段差部が設けら
れており、
　前記金属領域は、前記第２の主面において前記ソース領域と接し、かつ前記第２の底部
と接する、請求項３に記載の炭化珪素半導体装置。
【請求項５】
　前記炭化珪素層は、終端領域と、前記終端領域に囲まれた素子領域とからなり、
　前記段差部は、前記終端領域に設けられている、請求項４に記載の炭化珪素半導体装置
。
【請求項６】
　前記終端領域は、前記第２導電型を有するガードリング領域を有し、
　前記金属領域は、前記第２の底部において前記ガードリング領域と接し、かつ前記ガー
ドリング領域は前記第２導電型領域と接する、請求項５に記載の炭化珪素半導体装置。
【請求項７】
　前記終端領域は、平面視において前記ガードリング領域を囲み、かつ前記第１導電型を
有するフィールドストップ領域を含み、
　前記フィールドストップ領域は、前記第２の主面から離間している、請求項６に記載の
炭化珪素半導体装置。
【請求項８】
　前記金属領域は、前記第２の底部において前記第２導電型領域と直接接している、請求
項５に記載の炭化珪素半導体装置。
【請求項９】
　前記炭化珪素層は、終端領域と、前記終端領域に囲まれた素子領域とからなり、
　前記段差部は、前記素子領域に設けられている、請求項４に記載の炭化珪素半導体装置
。
【請求項１０】
　前記金属領域は、前記第２の底部において前記第２導電型領域と直接接している、請求
項９に記載の炭化珪素半導体装置。
【請求項１１】
　前記ソース領域は、前記ボディ領域および前記第２導電型を有するＪＴＥ領域を介して
前記第２導電型領域と接している、請求項１または２に記載の炭化珪素半導体装置。
【請求項１２】
　前記トレンチの前記第１の底部は、平面視において多角形のセルを囲うように延在して
おり、
　平面視において、前記セルの頂点が前記第２導電型領域と重なる位置に前記第２導電型
領域が配置されている、請求項１～１１のいずれか１項に記載の炭化珪素半導体装置。
【請求項１３】
　第１の主面と、前記第１の主面と反対の第２の主面とを有する炭化珪素層を準備する工
程と、
　前記炭化珪素層の前記第２の主面にトレンチを形成する工程とを備え、
　前記炭化珪素層は、前記第１の主面をなし第１導電型を有するドリフト領域と、
　前記ドリフト領域上に設けられ前記第１導電型と異なる第２導電型を有するボディ領域
と、
　前記ドリフト領域から隔てられるように前記ボディ領域上に設けられ前記第２の主面を
なしかつ前記第１導電型を有するソース領域とを含み、
　前記トレンチは、前記第２の主面から前記ソース領域および前記ボディ領域を貫通して
前記ドリフト領域に至る第１の側壁部と、前記ドリフト領域に位置する第１の底部とから



(3) JP 6135364 B2 2017.5.31

10

20

30

40

50

なり、
　前記炭化珪素層は、前記第１の底部に対向するように前記ドリフト領域に埋め込まれて
配置され、かつ前記第２導電型を有する第２導電型領域を含み、
　前記第２導電型領域は前記ソース領域と電気的に接続されており、
　前記ソース領域と接し、かつ前記第２導電型領域と直接接する金属領域を形成する工程
をさらに備える、炭化珪素半導体装置の製造方法。
【請求項１４】
　前記炭化珪素層の前記第２の主面に、前記第１の主面および前記第２の主面との間に位
置する第２の底部と、前記第２の底部と前記第２の主面とを繋ぐ第２の側壁部とからなる
段差部を形成する工程と、
　前記金属領域を形成する工程において、前記金属領域は、前記第２の底部に接する、請
求項１３に記載の炭化珪素半導体装置の製造方法。
【請求項１５】
　前記段差部の形成は、熱エッチングにより行われる、請求項１４に記載の炭化珪素半導
体装置の製造方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この発明は、炭化珪素半導体装置およびその製造方法に関するものであり、特に、トレ
ンチが設けられた炭化珪素半導体装置およびその製造方法に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　近年、ＭＯＳＦＥＴ（Ｍｅｔａｌ　Ｏｘｉｄｅ　Ｓｅｍｉｃｏｎｄｕｃｔｏｒ　Ｆｉｅ
ｌｄ　Ｅｆｆｅｃｔ　Ｔｒａｎｓｉｓｔｏｒ）などの半導体装置の高耐圧化、低損失化、
高温環境下での使用などを可能とするため、半導体装置を構成する材料として炭化珪素の
採用が進められつつある。炭化珪素は、従来から半導体装置を構成する材料として広く使
用されている珪素に比べてバンドギャップが大きいワイドバンドギャップ半導体である。
そのため、半導体装置を構成する材料として炭化珪素を採用することにより、半導体装置
の高耐圧化、オン抵抗の低減などを達成することができる。また、炭化珪素を材料として
採用した半導体装置は、珪素を材料として採用した半導体装置に比べて、高温環境下で使
用された場合の特性の低下が小さいという利点も有している。
【０００３】
　特表２０００－５０９５５９号公報（特許文献１）には、ゲートトレンチを有する炭化
珪素電界効果トランジスタが記載されている。当該炭化珪素電界効果トランジスタは、ゲ
ートトレントの底部の近くに設けられたｐ領域と、当該ｐ領域に接するソースコンタクト
とを有している。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特表２０００－５０９５５９号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかしながら、特表２０００－５０９５５９号公報に記載の炭化珪素電界効果トランジ
スタによれば、ゲートトレンチの角部における電界集中を十分に緩和することは困難であ
る。
【０００６】
　本発明は、上記のような課題を解決するために成されたものであり、この発明の目的は
、トレンチの角部における電界集中を効果的に緩和することができる炭化珪素半導体装置
およびその製造方法を提供することである。
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【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明に係る炭化珪素半導体装置は、炭化珪素層を備えている。炭化珪素層は、第１の
主面と、第１の主面と反対の第２の主面とを有する。炭化珪素層は、ドリフト領域と、ボ
ディ領域と、ソース領域とを含む。ドリフト領域は、第１の主面をなし第１の導電型を有
する。ボディ領域は、ドリフト領域上に設けられ第１の導電型と異なる第２の導電型を有
する。ソース領域は、ドリフト領域から隔てられるようにボディ領域上に設けられ第２の
主面をなしかつ第１導電型を有する。炭化珪素層には、第２の主面からソース領域および
ボディ領域を貫通してドリフト領域に至る第１の側壁部と、ドリフト領域に位置する第１
の底部とからなるトレンチが設けられている。炭化珪素層は、第１の底部に対向するよう
にドリフト領域に埋め込まれて配置され、かつ第２導電型を有する第２導電型領域を含む
。第２導電型領域はソース領域と電気的に接続されている。
【０００８】
　本発明に係る炭化珪素半導体装置の製造方法は以下の工程を備えている。第１の主面と
、第１の主面と反対の第２の主面とを有する炭化珪素層が準備される。炭化珪素層の第２
の主面にトレンチが形成される。炭化珪素層は、ドリフト領域と、ボディ領域と、ソース
領域とを含む。ドリフト領域は、第１の主面をなし第１の導電型を有する。ボディ領域は
、ドリフト領域上に設けられ第１の導電型と異なる第２の導電型を有する。ソース領域は
、ドリフト領域から隔てられるようにボディ領域上に設けられ第２の主面をなしかつ第１
導電型を有する。トレンチは、第２の主面からソース領域およびボディ領域を貫通してド
リフト領域に至る第１の側壁部と、ドリフト領域に位置する第１の底部とからなる。炭化
珪素層は、第１の底部に対向するようにドリフト領域に埋め込まれて配置され、かつ第２
導電型を有する第２導電型領域を含む。第２導電型領域はソース領域と電気的に接続され
ている。
【発明の効果】
【０００９】
　本発明によれば、トレンチの角部における電界集中を効果的に緩和することができる炭
化珪素半導体装置およびその製造方法を提供することである。
【図面の簡単な説明】
【００１０】
【図１】本発明の実施の形態１に係る炭化珪素半導体装置の構成を示す断面模式図である
。
【図２】本発明の実施の形態１に係る炭化珪素半導体装置の構成を示す平面模式図である
。
【図３】図２の領域ＩＩＩ－ＩＩＩにおける断面模式図である。
【図４】本発明の実施の形態１に係る炭化珪素半導体装置の製造方法を概略的に示すフロ
ー図である。
【図５】本発明の実施の形態１に係る炭化珪素半導体装置の製造方法の第１の工程を概略
的に示す断面模式図である。
【図６】本発明の実施の形態１に係る炭化珪素半導体装置の製造方法の第２の工程を概略
的に示す断面模式図である。
【図７】本発明の実施の形態１に係る炭化珪素半導体装置の製造方法の第３の工程を概略
的に示す断面模式図である。
【図８】本発明の実施の形態２に係る炭化珪素半導体装置の構成を示す断面模式図である
。
【図９】本発明の実施の形態２に係る炭化珪素半導体装置の構成を示す平面模式図である
。
【図１０】本発明の実施の形態３に係る炭化珪素半導体装置の構成を示す断面模式図であ
る。
【図１１】本発明の実施の形態３に係る炭化珪素半導体装置の構成を示す断面模式図であ
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る。
【図１２】本発明の実施の形態３に係る炭化珪素半導体装置の製造方法を概略的に示すフ
ロー図である。
【図１３】本発明の実施の形態３に係る炭化珪素半導体装置の製造方法の第１の工程を概
略的に示す断面模式図である。
【図１４】本発明の実施の形態３に係る炭化珪素半導体装置の製造方法の第２の工程を概
略的に示す断面模式図である。
【図１５】本発明の実施の形態３に係る炭化珪素半導体装置の製造方法の第３の工程を概
略的に示す断面模式図である。
【図１６】本発明の実施の形態４に係る炭化珪素半導体装置の構成を示す断面模式図であ
る。
【図１７】本発明の実施の形態５に係る炭化珪素半導体装置の構成を示す断面模式図であ
る。
【図１８】本発明の実施の形態６に係る炭化珪素半導体装置の構成を示す断面模式図であ
る。
【図１９】本発明の実施の形態７に係る炭化珪素半導体装置の構成を示す断面模式図であ
る。
【図２０】本発明の実施の形態７に係る炭化珪素半導体装置の製造方法を概略的に示すフ
ロー図である。
【発明を実施するための形態】
【００１１】
［本願発明の実施形態の説明］
　以下、本発明の実施の形態について図に基づいて説明する。なお、以下の図面において
、同一または相当する部分には同一の参照番号を付し、その説明は繰り返さない。また、
本明細書中の結晶学的記載においては、個別方位を［］、集合方位を＜＞、個別面を（）
、集合面を｛｝でそれぞれ示している。また結晶学上の指数が負であることは、通常、”
－”（バー）を数字の上に付すことによって表現されるが、本明細書中では数字の前に負
の符号を付している。
【００１２】
　（１）実施の形態に係る炭化珪素半導体装置１は、炭化珪素層１０を備えている。炭化
珪素層１０は、第１の主面１０ｂと、第１の主面１０ｂと反対の第２の主面１０ａとを有
する。炭化珪素層１０は、ドリフト領域８１と、ボディ領域８２と、ソース領域８３とを
含む。ドリフト領域８１は、第１の主面１０ｂをなし第１の導電型を有する。ボディ領域
８２は、ドリフト領域８１上に設けられ第１の導電型と異なる第２の導電型を有する。ソ
ース領域８３は、ドリフト領域８１から隔てられるようにボディ領域８２上に設けられ第
２の主面１０ａをなしかつ第１導電型を有する。炭化珪素層１０には、第２の主面１０ａ
からソース領域８３およびボディ領域８２を貫通してドリフト領域８１に至る第１の側壁
部ＳＷ１と、ドリフト領域８１に位置する第１の底部ＢＴ１とからなるトレンチＴＲが設
けられている。炭化珪素層１０は、第１の底部ＢＴ１に対向するようにドリフト領域８１
に埋め込まれて配置され、かつ第２導電型を有する第２導電型領域２を含む。第２導電型
領域２はソース領域８３と電気的に接続されている。
【００１３】
　上記実施の形態に係る炭化珪素半導体装置１によれば、炭化珪素層１０は、トレンチＴ
Ｒの第１の底部ＢＴ１に対向するようにドリフト領域８１に埋め込まれて配置され、かつ
第２導電型を有する第２導電型領域２を含む。これにより、トレンチＴＲの第１の底部Ｂ
Ｔ１と第１の側壁部ＳＷ１とが接する角部８１ａにおける電界集中を効果的に緩和するこ
とができる。結果として、炭化珪素半導体装置の耐圧を効果的に向上することができる。
また第２導電型領域２はソース領域８３と電気的に接続されている。これにより、ドレイ
ン電圧印加時における空乏化が促進されることにより、キャパシタンスの低下が促進され
る。それゆえ、炭化珪素半導体装置の高速応答性が向上し、スイッチング特性が向上する
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。
【００１４】
　（２）上記（１）に係る炭化珪素半導体装置１において好ましくは、平面視において、
第２導電型領域２は網目構造を有している。これにより、電流経路を広く確保しながら、
トレンチＴＲの角部８１ａにおける電界集中を緩和することができる。
【００１５】
　（３）上記（１）または（２）に係る炭化珪素半導体装置１において好ましくは、金属
領域９６をさらに備える。金属領域９６はソース領域８３と接する。金属領域９６を介し
てソース領域８３と第２導電型領域２とは電気的に接続されている。これにより、炭化珪
素半導体装置のスイッチング特性を効果的に向上することができる。ここで、金属領域９
６を介してソース領域８３と第２導電型領域２とは電気的に接続されているとは、ソース
領域８３と第２導電型領域２とを繋ぐ電気回路の一部に金属領域９６を含むことを意味し
、ソース領域８３および第２導電型領域２を繋ぐ電気回路が金属領域９６以外の導電領域
を有する場合も含む。
【００１６】
　（４）上記（３）に係る炭化珪素半導体装置１において好ましくは、炭化珪素層１０に
は、第１の主面１０ｂおよび第２の主面１０ａとの間に位置する第２の底部ＢＴ２と、第
２の底部ＢＴ２と第２の主面１０ａとを繋ぐ第２の側壁部ＳＷ２とからなる段差部ＳＴが
設けられている。金属領域９６は、第２の主面１０ａにおいてソース領域８３と接し、か
つ第２の底部ＢＴ２と接する。これにより、第２導電型領域２を効果的にソース領域８３
と電気的に接続することができる。
【００１７】
　（５）上記（４）に係る炭化珪素半導体装置１において好ましくは、炭化珪素層１０は
、終端領域ＯＲと、終端領域ＯＲに囲まれた素子領域ＩＲとからなる。段差部ＳＴは、終
端領域ＯＲに設けられている。これにより、素子領域ＩＲを広く確保しながら、第２導電
型領域２をソース領域８３と電気的に接続することができる。
【００１８】
　（６）上記（５）に係る炭化珪素半導体装置１において好ましくは、終端領域ＯＲは、
第２導電型を有するガードリング領域３を有する。金属領域９６は、第２の底部ＢＴ２に
おいてガードリング領域３と接し、かつガードリング領域３は第２導電型領域２と接する
。これにより、炭化珪素半導体装置の耐圧を向上することができる。
【００１９】
　（７）上記（６）に係る炭化珪素半導体装置１において好ましくは、終端領域ＯＲは、
平面視においてガードリング領域３を囲み、かつ第１導電型を有するフィールドストップ
領域４を含む。フィールドストップ領域４は、第２の主面１０ａから離間している。これ
により、炭化珪素半導体装置の耐圧をより向上することができる。
【００２０】
　（８）上記（５）に係る炭化珪素半導体装置１において好ましくは、金属領域９６は、
第２の底部ＢＴ２において第２導電型領域２と直接接している。これにより、炭化珪素半
導体装置のスイッチング特性をより向上することができる。
【００２１】
　（９）上記（４）に係る炭化珪素半導体装置１において好ましくは、炭化珪素層１０は
、終端領域ＯＲと、終端領域ＯＲに囲まれた素子領域ＩＲとからなる。段差部ＳＴは、素
子領域ＩＲに設けられている。これにより、第２導電型領域２全体を短時間でソース領域
と同電位にすることができる。
【００２２】
　（１０）上記（９）に係る炭化珪素半導体装置１において好ましくは、金属領域９６は
、第２の底部ＢＴ２において第２導電型領域２と直接接している。これにより、炭化珪素
半導体装置のスイッチング特性をより向上することができる。
【００２３】
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　（１１）上記（１）または（２）に係る炭化珪素半導体装置１において好ましくは、ソ
ース領域８３は、ボディ領域８２および第２導電型を有するＪＴＥ領域５を介して第２導
電型領域２と接している。これにより、ソース領域８３と第２導電型領域とを接続するた
めの金属領域９６を形成する必要がないので、炭化珪素半導体装置１の製造工程が簡素化
される。
【００２４】
　（１２）上記（１）～（１１）のいずれかに係る炭化珪素半導体装置１において好まし
くは、トレンチＴＲの第１の底部ＢＴ１は、平面視において多角形のセルＣＬを囲うよう
に延在しており、平面視において、セルＣＬの頂点８１ａが第２導電型領域２と重なる位
置に第２導電型領域２が配置されている。セルＣＬの頂点８１ａは、トレンチＴＲの角部
の中でも特に電界が集中しやすい箇所である。第２導電型領域２をセルＣＬの頂点８１ａ
と重なるように配置することにより、効果的にトレンチＴＲの角部８１ａにおける電界集
中を緩和することができる。
【００２５】
　（１３）実施の形態に係る炭化珪素半導体装置１の製造方法は、以下の工程を備えてい
る。第１の主面１０ｂと、第１の主面１０ｂと反対の第２の主面１０ａとを有する炭化珪
素層１０が準備される。炭化珪素層１０の第２の主面１０ａにトレンチＴＲが形成される
。炭化珪素層１０は、ドリフト領域８１と、ボディ領域８２と、ソース領域８３とを含む
。ドリフト領域８１は、第１の主面１０ｂをなし第１の導電型を有する。ボディ領域８２
は、ドリフト領域８１上に設けられ第１の導電型と異なる第２の導電型を有する。ソース
領域８３は、ドリフト領域８１から隔てられるようにボディ領域８２上に設けられ第２の
主面１０ａをなしかつ第１導電型を有する。トレンチＴＲは、第２の主面１０ａからソー
ス領域８３およびボディ領域８２を貫通してドリフト領域８１に至る第１の側壁部ＳＷ１
と、ドリフト領域８１に位置する第１の底部ＢＴ１とからなる。炭化珪素層１０は、第１
の底部ＢＴ１に対向するようにドリフト領域８１に埋め込まれて配置され、かつ第２導電
型を有する第２導電型領域２を含む。第２導電型領域２はソース領域８３と電気的に接続
されている。
【００２６】
　上記実施の形態に係る炭化珪素半導体装置１の製造方法によれば、炭化珪素層１０は、
トレンチＴＲの第１の底部ＢＴ１に対向するようにドリフト領域８１に埋め込まれて配置
され、かつ第２導電型を有する第２導電型領域２を含む。これにより、トレンチＴＲの第
１の底部ＢＴ１と第１の側壁部ＳＷ１とが接する角部８１ａにおける電界集中を効果的に
緩和することができる。結果として、炭化珪素半導体装置の耐圧を効果的に向上すること
ができる。また第２導電型領域２はソース領域８３と電気的に接続されている。これによ
り、ドレイン電圧印加時における空乏化が促進されることにより、キャパシタンスの低下
が促進される。それゆえ、炭化珪素半導体装置の高速応答性が向上し、スイッチング特性
が向上する。
【００２７】
　（１４）上記（１３）に係る炭化珪素半導体装置１の製造方法において好ましくは、炭
化珪素層１０の第２の主面１０ａに、第１の主面１０ｂおよび第２の主面１０ａとの間に
位置する第２の底部ＢＴ２と、第２の底部ＢＴ２と第２の主面１０ａとを繋ぐ第２の側壁
部ＳＷ２とからなる段差部ＳＴが形成される。ソース領域８３および第２の底部ＢＴ２に
接する金属領域９６が形成される。これにより、これにより、第２導電型領域２を効果的
にソース領域８３と電気的に接続することができる。
【００２８】
　（１５）上記（１４）に係る炭化珪素半導体装置１の製造方法において好ましくは、段
差部ＳＴの形成は、熱エッチングにより行われる。これにより、効果的に段差部ＳＴを形
成することができる。
［本願発明の実施形態の詳細］
　次に、本発明の実施の形態についてより詳細に説明する。
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（実施の形態１）
　図１を参照して、実施の形態１の炭化珪素半導体装置としてのＭＯＳＦＥＴ１の構造に
ついて説明する。実施の形態１に係るＭＯＳＦＥＴ１は、炭化珪素層１０と、炭化珪素単
結晶基板８０と、ゲート絶縁膜９１と、ゲート電極９２と、層間絶縁膜９３と、金属領域
９６と、ドレイン電極９８とを有する。
【００２９】
　炭化珪素層１０は、第１の主面１０ｂと、第１の主面と反対の第２の主面１０ａとを有
する炭化珪素からなるエピタキシャル層である。炭化珪素単結晶基板８０は、たとえばポ
リタイプ４Ｈを有する六方晶炭化珪素単結晶からなる。炭化珪素層１０の第１の主面１０
ｂは、炭化珪素単結晶基板８０と接する。炭化珪素層１０は、ドリフト領域８１と、ボデ
ィ領域８２と、ソース領域８３と、コンタクト領域８４と、ｐ型領域２と、接続領域２ａ
とを主に有する。炭化珪素層１０は、素子領域ＩＲと、素子領域ＩＲを取り囲む終端領域
ＯＲ（図１０参照）とからなる。終端領域ＯＲは、ガードリング領域３（図１０参照）と
、フィールドストップ領域４（図１０参照）とを有していてもよい。
【００３０】
　ドリフト領域８１は、たとえば窒素などの不純物を含むｎ型（第１の導電型）領域であ
る。ドリフト領域８１は炭化珪素層１０の第１の主面１０ｂをなす。ドリフト領域８１は
下部ドリフト領域８１ｃおよび上部ドリフト領域８１ｄを有する。上部ドリフト領域８１
ｄは、下部ドリフト領域８１ｃ上に設けられている。下部ドリフト領域８１ｃおよび上部
ドリフト領域８１ｄの境界面に接してｐ型領域２が部分的に設けられている。ドリフト領
域８１の不純物濃度は、炭化珪素単結晶基板８０の不純物濃度よりも低いことが好ましい
。ドリフト領域８１のドナー濃度は、好ましくは１×１０15ｃｍ-3以上５×１０16ｃｍ-3

以下であり、たとえば８×１０15ｃｍ-3である。下部ドリフト領域８１ｃおよび上部ドリ
フト領域８１ｄの厚みは、たとえば各々９μｍおよび３μｍである。
【００３１】
　ボディ領域８２は、たとえばアルミニウムやホウ素などの不純物を含むｐ型（第２の導
電型）領域である。ボディ領域８２は上部ドリフト領域８１ｄ上に設けられている。ボデ
ィ領域８２のアクセプタ濃度は、好ましくは１×１０17ｃｍ-3以上５×１０18ｃｍ-3以下
である。ボディ領域８２のアクセプタ濃度は、ドリフト領域８１のドナー濃度よりも高い
。
【００３２】
　ソース領域８３は、たとえばリンなどの不純物を含むｎ型領域である。ソース領域８３
は、ボディ領域８２によってドリフト領域８１から隔てられるようにボディ領域８２上に
設けられている。ソース領域８３のドナー濃度は、たとえば２×１０19ｃｍ-3程度である
。ソース領域８３のドナー濃度は、ボディ領域８２のアクセプタ濃度よりも高い。ソース
領域８３はコンタクト領域８４と共に炭化珪素層１０の第２の主面１０ａをなしている。
【００３３】
　コンタクト領域８４は、たとえばアルミニウムなどの不純物を含むｐ型領域である。コ
ンタクト領域８４は、ソース領域８３に囲まれて設けられており、ボディ領域８２につな
がっている。コンタクト領域８４のアクセプタ濃度は、ボディ領域８２のアクセプタ濃度
よりも高い。コンタクト領域８４のアクセプタ濃度は、たとえば１×１０20ｃｍ-3程度で
ある。コンタクト領域８４と、ソース領域８４と、ボディ領域８２と、ドリフト領域８１
とによりセルＣＬが形成される。
【００３４】
　炭化珪素層１０の第２の主面１０ａには（ゲート）トレンチＴＲが設けられている。ト
レンチＴＲは第１の側壁部ＳＷ１および第１の底部ＢＴ１からなる。第１の側壁部ＳＷ１
は、炭化珪素層１０の第２の主面１０ａからソース領域８３およびボディ領域８２を貫通
して上部ドリフト領域８１ｄに至っている。第１の底部ＢＴ１は、第１の側壁部ＳＷ１と
連接し、かつ上部ドリフト領域８１ｄに位置している。第１の側壁部ＳＷ１は、ボディ領
域８２上において、ＭＯＳＦＥＴ１のチャネル面を含む。
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【００３５】
　第１の側壁部ＳＷ１は、炭化珪素層１０の第２の主面１０ａに対して傾斜している。断
面視（第１の主面１０ｂに平行な方向の視野）において、トレンチＴＲは開口に向かって
テーパ状に拡がっている。本実施の形態において、第１の底部ＢＴ１は第２の主面１０ａ
とほぼ平行であり、かつ平坦な形状を有する。第１の底部ＢＴ１と第１の側壁部ＳＷ１と
が繋がる部分は、トレンチＴＲの角部８１ｂである。
【００３６】
　炭化珪素層１０には、炭化珪素層１０の第１の主面１０ｂおよび第２の主面１０ａの間
に位置する第２の底部ＢＴ２と、第２の底部ＢＴ２と第２の主面１０ａとを繋ぐ第２の側
壁部ＳＷ２とからなる段差部ＳＴが設けられている。本実施の形態において、段差部ＳＴ
は、素子領域ＩＲに設けられている。好ましくは、段差部ＳＴの第２の底部ＢＴ２は、ト
レンチＴＲの第１の底部ＢＴ１よりも第１の主面１０ｂに近い位置に設けられている。好
ましくは、断面視において、段差部ＳＴの第２の底部ＢＴ２の幅は、トレンチＴＲの第１
の底部ＢＴ１の幅よりも広い。段差部ＳＴは、素子領域ＩＲに設けられた複数のセルＣＬ
の中の一部を形成しないようにして設けられる。段差部ＳＴの個数は、セルＣＬの個数よ
りも少ない。
【００３７】
　ｐ型領域２（第２導電型領域）および接続領域２ａの各々は、たとえばアルミニウムな
どの不純物を含むｐ型領域である。ｐ型領域２はドリフト領域８１の内部に埋め込まれる
ように設けられている。ｐ型領域２は、トレンチＴＲの第１の底部ＢＴ１から離間して設
けられている。好ましくは、ｐ型領域２は、トレンチＴＲの第１の底部ＢＴ１よりも第１
の主面１０ｂ側に位置する。好ましくは、ｐ型領域２は、ボディ領域８２から１μｍ以上
５μｍ以下離れている。ｐ型領域２および接続領域２ａの各々のドーズ量は、たとえば１
×１０12ｃｍ-2以上１×１０15ｃｍ-2以下であり、好ましくは１×１０13ｃｍ-2以上５×
１０13ｃｍ-2以下ある。接続領域２ａは、段差部ＳＴの第２の底部ＢＴ２に接して設けら
れている。接続領域２ａとｐ型領域２とは、たとえば同時に形成されることにより実質的
に一体となったｐ型領域２であってもよい。この場合、金属領域９６は、ｐ型領域２と直
接接続される。
【００３８】
　図２は、図１の領域ＩＩ－ＩＩでＭＯＳＦＥＴ１を切断した面である。図２を参照して
、平面視（第１の主面１０ｂの法線方向の視野）において、ｐ型領域２は網目構造を有し
ている。図２において、破線で囲まれた六角形（多角形）の部分は、トレンチＴＲの第１
の底部ＢＴ１の位置で見た上部ドリフト領域８１ｄの平面形状である。隣り合う六角形の
セルＣＬに挟まれた領域がトレンチＴＲの第１の底部ＢＴ１である。言い換えれば、トレ
ンチＴＲの第１の底部ＢＴ１は、平面視において六角形（多角形）のセルＣＬを囲うよう
に延在している。平面視において、六角形（多角形）のセルＣＬが有する全ての頂点８１
ａの各々が、ｐ型領域２と重なる位置にｐ型領域２が配置されている。
【００３９】
　トレンチＴＲの第１の側壁部ＳＷ１と第１の底部ＢＴ１とが交差する部分であって、六
角形のセルＣＬの頂点８１ａは、トレンチＴＲの第１の角部８１ａであり、六角形の隣り
合う２つの頂点の中間に位置する部分は、トレンチＴＲの第２の角部８１ｂである。第１
の角部８１ａは、第２の角部８１ｂよりも電界集中が起こりやすく、電界強度が高くなる
。好ましくは、平面視において、ｐ型領域２は、トレンチＴＲの第１の角部８１ａと重な
る位置に設けられ、かつトレンチＴＲの第２の角部８１ｂに重ならない位置に設けられる
。これにより、電流経路を確保しつつ、トレンチＴＲの第１の角部８１ａにおける電界集
中を効果的に緩和することができる。
【００４０】
　平面視において、トレンチＴＲの第１の底部ＢＴ１はハニカム構造を有している。平面
視において、ｐ型領域２は、当該ハニカム構造の交差点ＩＳと重なる位置に配置されてお
り、当該ハニカム構造の隣り合う２つの交差点ＩＳを結ぶ線分の一部とは重ならないよう
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な形状を有する網目構造を有している。平面視において、接続領域２ａは、たとえば六角
形（多角形）状を有している。図２に示すように、接続領域２ａは、六角形の頂点の各々
においてｐ型領域２と接している。
【００４１】
　図３は、図２の領域ＩＩＩ－ＩＩＩでＭＯＳＦＥＴ１を切断した面である。図３を参照
して、断面視において、ｐ型領域２は、トレンチＴＲの第１の底部ＢＴ１の一部に対向す
る位置に設けられている。言い換えれば、平面視において、ｐ型領域２と、トレンチＴＲ
の第１の底部ＢＴ１とは部分的に重なっている。ｐ型領域２は、ソース領域８３およびボ
ディ領域８２に対向する位置に設けられている。またｐ型領域２は、トレンチＴＲの第１
の側壁部ＳＷ１と第１の底部ＢＴ１との接線上であって、六角形のセルＣＬの頂点８１ａ
に対向する位置に配置されている。
【００４２】
　図１を参照して、ゲート絶縁膜９１は、トレンチＴＲの第１の側壁部ＳＷ１と、第１の
底部ＢＴ１との各々を覆っている。ゲート絶縁膜９１は、ソース領域８３および上部ドリ
フト領域８１ｄをつなぐようにボディ領域８２上に設けられている。ゲート絶縁膜９１は
、段差部ＳＴを形成する第２の側壁部ＳＷ２および第２の底部ＢＴ２に接していてもよい
。ゲート電極９２はゲート絶縁膜９１に接し、かつトレンチＴＲの内部に設けられている
。層間絶縁膜９３は、ゲート電極９２およびゲート絶縁膜９１に接して設けられ、ゲート
電極９２とソース電極９４とを電気的に絶縁している。層間絶縁膜９３は、段差部ＳＴを
形成する第２の側壁部ＳＷ２および第２の底部ＢＴ２に接して設けられているゲート絶縁
膜９１上に配置されていてもよい。層間絶縁膜９３は、たとえば二酸化珪素からなる。
【００４３】
　金属領域９６は、ソース電極９４と、ソース配線層９５と、コンタクト電極９４ａとを
含む。ソース電極９４は、ソース領域８３およびコンタクト領域８４の各々に接している
。ソース配線層９５はソース電極９４上に接して配置されている。ソース配線層９５は、
たとえばアルミニウム層である。層間絶縁膜９３はゲート電極９２とソース配線層９５と
の間を絶縁している。コンタクト電極９４ａは、段差部ＳＴの第２の底部ＢＴ２において
接続領域２ａと接している。コンタクト電極９４ａは、ゲート絶縁膜９１と接していても
よい。ソース配線層９５は、ソース電極９４から層間絶縁膜９３を跨いで段差部ＳＴ内に
入り込み、コンタクト電極９４ａと接している。金属領域９６は、炭化珪素層１０の第２
の主面１０ａにおいてソース領域８３およびコンタクト領域８４に接し、かつ段差部ＳＴ
の第２の底部ＢＴ２と接する。
【００４４】
　ソース領域８３はｐ型領域２と金属領域９６を介して電気的に接続されている。ソース
領域８３は、ソース電極９４とオーミック接合している。ソース領域８３は、ソース電極
９４と、ソース配線層９５と、コンタクト電極９４ａと、接続領域２ａとを介してｐ型領
域２と電気的に接続されている。
【００４５】
　好ましくは、トレンチＴＲの第１の側壁部ＳＷ１および段差部ＳＴの第２の側壁部ＳＷ
２の各々は特殊面を含む。特殊面とは、面方位｛０－３３－８｝を有する第１の面を含む
面である。より好ましくは、特殊面は、第１の面を微視的に含み、さらに、面方位｛０－
１１－１｝を有する第２の面を微視的に含む。さらに好ましくは、第１の面および第２の
面は、面方位｛０－１１－２｝を有する複合面を含む。また特殊面は、｛０００－１｝面
に対して、巨視的に６２°±１０°のオフ角を有する面である。
【００４６】
　次に本実施の形態に係る炭化珪素半導体装置であるＭＯＳＦＥＴ１の製造方法の一例に
ついて説明する。
【００４７】
　まず、第１のエピタキシャル層形成工程（図４：Ｓ１０）が実施される。図５に示すよ
うに、ドリフト領域８１（図１）の一部となる下部ドリフト領域８１ｃが炭化珪素単結晶
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基板８０上に形成される。具体的には、エピタキシャル成長によって下部ドリフト領域８
１ｃが炭化珪素単結晶基板８０上に形成される。このエピタキシャル成長は、たとえば原
料ガスとしてシラン（ＳｉＨ4）とプロパン（Ｃ3Ｈ8）との混合ガスを用い、キャリアガ
スとしてたとえば水素ガス（Ｈ2）を用いたＣＶＤ（Ｃｈｅｍｉｃａｌ　Ｖａｐｏｒ　Ｄ
ｅｐｏｓｉｔｉｏｎ）法により行うことができる。この際、不純物として、たとえば窒素
（Ｎ）やリン（Ｐ）などの不純物（ドナー）を導入することが好ましい。下部ドリフト領
域８１ｃが含む窒素などの不純物濃度は、たとえば７．０×１０15ｃｍ3程度である。下
部ドリフト領域８１ｃの厚みは、たとえば９μｍ程度である。
【００４８】
　次に、埋込ｐ型領域形成工程（図４：Ｓ２０）が実施される。下部ドリフト領域８１ｃ
の一部の上に、ｐ型の導電型を有するｐ型領域２が形成される。具体的には、下部ドリフ
ト領域８１ｃに対して、注入マスク（図示せず）を用いて、アルミニウムなどのアクセプ
タイオン（第２の導電型を付与するための不純物イオン）の注入が行われることにより、
ｐ型領域２が形成される。アルミニウムイオンのドーズ量は、たとえば３×１０13ｃｍ-2

程度である。
【００４９】
　次に、第２のエピタキシャル層形成工程（図４：Ｓ３０）が実施される。図６に示すよ
うに、ｐ型領域２が形成された後、ｎ型を有する下部ドリフト領域８１ｃ上に、ｎ型を有
する上部ドリフト領域８１ｄが形成される。これによりｐ型領域２は、下部ドリフト領域
８１ｃおよび上部ドリフト領域８１ｄによって構成されるドリフト領域８１に埋め込まれ
る。上部ドリフト領域８１ｄは下部ドリフト領域８１ｃの形成方法と同様の方法によって
形成され得る。上部ドリフト領域８１ｄが含む窒素などの不純物濃度は、たとえば１．０
×１０16ｃｍ3程度である。上部ドリフト領域８１ｄの厚みは、たとえば３μｍ程度であ
る。
【００５０】
　次に、ドリフト領域８１上にボディ領域８２およびソース領域８３が形成される。これ
らの形成は、たとえばドリフト領域８１に対するイオン注入により行い得る。ボディ領域
８２を形成するためのイオン注入においては、たとえばアルミニウム（Ａｌ）などの、ｐ
型を付与するための不純物がイオン注入される。またソース領域８３を形成するためのイ
オン注入においては、たとえばリン（Ｐ）などの、ｎ型を付与するための不純物がイオン
注入される。なおイオン注入の代わり、不純物の添加をともなうにエピタキシャル成長が
用いられてもよい。
【００５１】
　ドリフト領域８１とボディ領域８２とソース領域８３とコンタクト領域８４とｐ型領域
２とは、第１の主面１０ｂおよび第２の主面１０ａを有する炭化珪素層１０を構成する。
ドリフト領域８１は第１の主面１０ｂをなし、ソース領域８３は第２の主面１０ａをなす
。以上により。第１の主面１０ｂと、第１の主面１０ｂと反対側の第２の主面１０ａとを
有する炭化珪素層１０が準備される。
【００５２】
　次に、段差部形成工程（図５：Ｓ４０）が実施される。具体的には、ソース領域８３か
らなる第２の主面１０ａ上に、開口部を有するマスク層（図示せず）が形成される。マス
ク層として、たとえばシリコン酸化膜などを用いることができる。開口部は段差部ＳＴ（
図１）の位置に対応して形成される。
【００５３】
　マスク層の開口部において、ソース領域８３と、ボディ領域８２と、ドリフト領域８１
の一部とがエッチングにより除去される。エッチングの方法としては、たとえば反応性イ
オンエッチング（ＲＩＥ：Ｒｅａｃｔｉｖｅ　Ｉｏｎ　Ｅｔｃｈｉｎｇ）、特に誘導結合
プラズマ（ＩＣＰ：Ｉｎｄｕｃｔｉｖｅ　Ｃｏｕｐｌｉｎｇ　Ｐｌａｓｍａ）ＲＩＥを用
いることができる。具体的には、たとえば反応ガスとしてＳＦ6またはＳＦ6とＯ2との混
合ガスを用いたＩＣＰ－ＲＩＥを用いることができる。このようなエッチングにより、段
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差部ＳＴ（図１）が形成されるべき領域に、第２の主面１０ａに対してほぼ垂直な側壁を
有する凹部が形成される。
【００５４】
　次に、凹部において熱エッチングが行われる。熱エッチングは、たとえば、少なくとも
１種類以上のハロゲン原子を有する反応性ガスを含む雰囲気中での加熱によって行い得る
。少なくとも１種類以上のハロゲン原子は、塩素（Ｃｌ）原子およびフッ素（Ｆ）原子の
少なくともいずれかを含む。この雰囲気は、たとえば、Ｃｌ2、ＢＣＬ3、ＳＦ6、または
ＣＦ4である。たとえば、塩素ガスと酸素ガスとの混合ガスを反応ガスとして用い、熱処
理温度を、たとえば７００℃以上１０００℃以下として、熱エッチングが行われる。
【００５５】
　なお、反応ガスは、上述した塩素ガスと酸素ガスとに加えて、キャリアガスを含んでい
てもよい。キャリアガスとしては、たとえば窒素（Ｎ2）ガス、アルゴンガス、ヘリウム
ガスなどを用いることができる。そして、上述のように熱処理温度を７００℃以上１００
０℃以下とした場合、ＳｉＣのエッチング速度はたとえば約７０μｍ／時になる。また、
この場合に、酸化珪素から作られたマスク層は、ＳｉＣに対する選択比が極めて大きいの
で、ＳｉＣのエッチング中に実質的にエッチングされない。
【００５６】
　図７に示すように、上記の熱エッチングにより、炭化珪素層１０の第２の主面１０ａ上
に段差部ＳＴが形成される。段差部ＳＴは、ソース領域８３およびボディ領域８２を貫通
してドリフト領域８１に至る第２の側壁部ＳＷ２と、ドリフト領域８１上に位置する第２
の底部ＢＴ２とを有する。好ましくは、段差部ＳＴの形成時、第２の側壁部ＳＷ２上、特
にボディ領域８２上において、上述した特殊面が自己形成される。次にマスク層がエッチ
ングなど任意の方法により除去される。
【００５７】
　次に、イオン注入工程（図４：Ｓ５０）が実施される。コンタクト領域８４（図１）お
よび接続領域２ａ（図１）が形成される領域に開口を有するイオン注入マスク層が炭化珪
素層１０の第２の主面１０ａ上に形成される。当該マスク層を用いて、アルミニウムイオ
ンなどが、炭化珪素層１０にイオン注入されることにより、ｐ型の導電型を有するコンタ
クト領域８４および接続領域２ａが形成される。なお、コンタクト領域８４の形成と接続
領域２ａの形成は同時に行われてもよいし、別々に行われてもよい。
【００５８】
　次に、活性化アニール工程（図４：Ｓ６０）が実施される。イオン注入工程によって炭
化珪素層１０に注入された不純物を活性化するために、当該炭化珪素層１０に対して熱処
理が行われる。この熱処理の温度は、好ましくは１５００℃以上１９００℃以下であり、
たとえば１７００℃程度である。熱処理の時間は、たとえば３０分程度である。熱処理の
雰囲気は、好ましくは不活性ガス雰囲気であり、たとえばＡｒ雰囲気である。
【００５９】
　次に、トレンチ形成工程（図５：Ｓ７０）が実施される。トレンチ形成工程は、上述し
た段差部形成工程（図５：Ｓ４０）と同様の方法により実施することができる。具体的に
はソース領域８３およびコンタクト領域８４からなる面上に、開口部を有するマスク層が
形成される。マスク層として、たとえばシリコン酸化膜などを用いることができる。開口
部はトレンチＴＲ（図１）の位置に対応して形成される。マスク層の開口部において、ソ
ース領域８３と、ボディ領域８２と、ドリフト領域８１の一部とがエッチングにより除去
される。エッチングは、たとえば反応ガスとしてＳＦ6またはＳＦ6とＯ2との混合ガスを
用いたＩＣＰ－ＲＩＥを用いて行われる。当該エッチングにより、トレンチＴＲ（図１）
が形成されるべき領域に、第２の主面１０ａに対してほぼ垂直な側壁を有する凹部が形成
される。
【００６０】
　次に、凹部において熱エッチングが行われる。熱エッチングは、たとえば、少なくとも
１種類以上のハロゲン原子を有する反応性ガスを含む雰囲気中での加熱によって行い得る
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。少なくとも１種類以上のハロゲン原子は、塩素（Ｃｌ）原子およびフッ素（Ｆ）原子の
少なくともいずれかを含む。この雰囲気は、たとえば、Ｃｌ2、ＢＣＬ3、ＳＦ6、または
ＣＦ4である。たとえば、塩素ガスと酸素ガスとの混合ガスを反応ガスとして用い、熱処
理温度を、たとえば７００℃以上１０００℃以下として、熱エッチングが行われる。なお
、反応ガスは、上述した塩素ガスと酸素ガスとに加えて、キャリアガスを含んでいてもよ
い。キャリアガスとしては、たとえば窒素（Ｎ2）ガス、アルゴンガス、ヘリウムガスな
どを用いることができる。
【００６１】
　上記の熱エッチングにより、炭化珪素層１０の第２の主面１０ａ上にトレンチＴＲが形
成される。トレンチＴＲは、ソース領域８３およびボディ領域８２を貫通してドリフト領
域８１に至る第１の側壁部ＳＷ１と、ドリフト領域８１上に位置する第１の底部ＢＴ１と
を有する。第１の側壁部ＳＷ１および第１の底部ＢＴ１の各々はｐ型領域２から離れてい
る。好ましくは、トレンチＴＲの形成時、第１の側壁部ＳＷ１上、特にボディ領域８２上
において、特殊面が自己形成される。次にマスク層がエッチングなど任意の方法により除
去される。
【００６２】
　なお、トレンチ形成工程（図４：Ｓ７０）と、段差部形成工程（図４：Ｓ４０）とは、
ともに熱エッチングにより実施されるが、段差部形成工程における熱エッチング時間は、
トレンチ形成工程における熱エッチング時間より長くてもよい。これにより、段差部ＳＴ
を形成する第２の底部ＢＴ２は、トレンチＴＲの第１の底部ＢＴ１よりも第１の主面１０
ｂに近い位置に形成される。トレンチＴＲの深さ、言い換えれば、炭化珪素層１０の第１
の主面１０ｂの法線方向に沿った、炭化珪素層１０の第２の主面１０ａとトレンチＴＲの
第１の底部ＢＴ１との距離は、たとえば１．０μｍ以上１．８μｍ以下程度である。段差
部ＳＴの深さ、言い換えれば、炭化珪素層１０の第１の主面１０ｂの法線方向に沿った、
炭化珪素層１０の第２の主面１０ａと段差部ＳＴの第２の底部ＢＴ２との距離は、たとえ
ば１．１μｍ以上３．０μｍ以下程度である。
【００６３】
　次に、ゲート酸化膜形成工程（図４：Ｓ８０）が実施される。トレンチＴＲの第１の側
壁部ＳＷ１および第１の底部ＢＴ１を覆い、かつ段差部ＳＴの第２の側壁部ＳＷ２および
第２の底部ＢＴ２を覆うゲート絶縁膜９１が形成される。ゲート絶縁膜９１は、たとえば
熱酸化により形成され得る。ゲート絶縁膜９１形成後、雰囲気ガスとして一酸化窒素（Ｎ
Ｏ）ガスを用いるＮＯアニールが行われてもよい。温度プロファイルは、たとえば、温度
１１００℃以上１３００℃以下、保持時間１時間程度の条件を有する。これにより、ゲー
ト絶縁膜９１とボディ領域８２との界面領域に窒素原子が導入される。その結果、界面領
域における界面準位の形成が抑制されることで、チャネル移動度を向上させることができ
る。なお、このような窒素原子の導入が可能であれば、ＮＯガス以外のガスが雰囲気ガス
として用いられてもよい。このＮＯアニールの後にさらに、雰囲気ガスとしてアルゴン（
Ａｒ）を用いるＡｒアニールが行われてもよい。Ａｒアニールの加熱温度は、上記ＮＯア
ニールの加熱温度と同じか、あるいは高く、ゲート絶縁膜９１の融点よりも低いことが好
ましい。この加熱温度が保持される時間は、たとえば１時間程度である。これにより、ゲ
ート絶縁膜９１とボディ領域８２との界面領域における界面準位の形成がさらに抑制され
る。なお、雰囲気ガスとして、Ａｒガスに代えて窒素ガスなどの他の不活性ガスが用いら
れてもよい。
【００６４】
　次に、ゲート電極形成工程（図４：Ｓ９０）が実施される。ゲート絶縁膜９１上に接す
るゲート電極９２が形成される。具体的には、トレンチＴＲの内部の領域をゲート電極９
２によって埋めるように、ゲート絶縁膜９１上にゲート電極９２が形成される。ゲート電
極９２の形成方法は、たとえば、導体またはドープされたポリシリコンの成膜とＣＭＰ（
Ｃｈｅｍｉｃａｌ　Ｍｅｃｈａｎｉｃａｌ　Ｐｏｌｉｓｈｉｎｇ）とによって行い得る。
【００６５】



(14) JP 6135364 B2 2017.5.31

10

20

30

40

50

　次に、層間絶縁膜形成工程（図４：Ｓ１００）が実施される。ゲート電極９２の露出面
を覆うように、ゲート電極９２およびゲート絶縁膜９１上に層間絶縁膜９３が形成される
。層間絶縁膜９３は、段差部ＳＴを形成する第２の側壁部ＳＷ２および第２の底部ＢＴ２
上に形成されたゲート絶縁膜９３上に接して形成される。
【００６６】
　次に、ソース電極及びドレイン電極形成工程（図４：Ｓ１１０）が実施される。層間絶
縁膜９３およびゲート絶縁膜９１に開口部が形成されるように、層間絶縁膜９３およびゲ
ート絶縁膜９１に対してエッチングが行われる。この開口部により第２の主面１０ａ上に
おいてソース領域８３およびコンタクト領域８４の各々が露出する。次に、第２の主面１
０ａ上においてソース領域８３およびコンタクト領域８４の各々に接するソース電極９４
が形成される。
【００６７】
　同様に、段差部ＳＴの第２の底部ＢＴ２において接続領域２ａが露出するように、ゲー
ト絶縁膜９１および層間絶縁膜９３がエッチングされる。次に、段差部ＳＴの第２の底部
ＢＴ２において接続領域２ａと接するコンタクト電極９４ａが形成される。コンタクト電
極９４ａの形成は、ソース電極９４の形成と同時に行われてもよいし、別々に行われても
よい。次に、ソース電極９４と、コンタクト電極９４ａと、層間絶縁膜９３とに接してソ
ース配線層９５が形成される。以上により、ソース領域８３と、段差部ＳＴの第２の底部
ＢＴ２とに接する金属領域９６が形成される。またドリフト領域８１からなる第１の主面
１０ｂ上に、炭化珪素単結晶基板８０を介して、ドレイン電極９８が形成される。
【００６８】
　次に、実施の形態１に係る炭化珪素半導体装置としてのＭＯＳＦＥＴ１の作用効果につ
いて説明する。
【００６９】
　実施の形態１に係るＭＯＳＦＥＴ１によれば、炭化珪素層１０は、トレンチＴＲの第１
の底部ＢＴ１に対向するようにドリフト領域８１に埋め込まれて配置され、かつｐ型を有
するｐ型領域２を含む。これにより、トレンチＴＲの第１の底部ＢＴ１と第１の側壁部Ｓ
Ｗ１とが接する角部８１ａにおける電界集中を効果的に緩和することができる。結果とし
て、ＭＯＳＦＥＴ１の耐圧を効果的に向上することができる。またｐ型領域２はソース領
域８３と電気的に接続されている。これにより、ドレイン電圧印加時における空乏化が促
進されることにより、キャパシタンスの低下が促進される。それゆえ、ＭＯＳＦＥＴ１の
高速応答性が向上し、スイッチング特性が向上する。
【００７０】
　また実施の形態１に係るＭＯＳＦＥＴ１によれば、平面視において、ｐ型領域２は網目
構造を有している。これにより、電流経路を広く確保しながら、トレンチＴＲの角部８１
ａにおける電界集中を緩和することができる。またｐ型領域２は網目構造を有するように
一体となってドリフト領域８１内において広がっている。ｐ型領域２が複数存在し、それ
ぞれ孤立している場合は、それぞれのｐ型領域２に対してソース電極９４と電気的に接続
する必要がある。この場合、複数のｐ型領域２の各々に対してソース電極９４と電気的に
接続するための多数のソーストレンチを形成する必要がある。一方、実施の形態１に係る
ＭＯＳＦＥＴ１によれば、ｐ型領域２が網目構造を有するように一体となっている。その
ため、ｐ型領域２とソース電極９４とを電気的に接続するために多数のソーストレンチを
設ける必要がないので、ＭＯＳＦＥＴ１のセルピッチを低減することができる。結果とし
て、ＭＯＳＦＥＴ１のオン抵抗を低減することができる。
【００７１】
　さらに実施の形態１に係るＭＯＳＦＥＴ１によれば、金属領域９６をさらに備える。金
属領域９６はソース領域８３と接する。金属領域９６を介してソース領域８３とｐ型領域
２とは電気的に接続されている。これにより、ＭＯＳＦＥＴ１のスイッチング特性を効果
的に向上することができる。
【００７２】
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　さらに実施の形態１に係るＭＯＳＦＥＴ１によれば、炭化珪素層１０には、第１の主面
１０ｂおよび第２の主面１０ａとの間に位置する第２の底部ＢＴ２と、第２の底部ＢＴ２
と第２の主面１０ａとを繋ぐ第２の側壁部ＳＷ２とからなる段差部ＳＴが設けられている
。金属領域９６は、第２の主面１０ａにおいてソース領域８３と接し、かつ第２の底部Ｂ
Ｔ２と接する。これにより、ｐ型領域２を効果的にソース領域８３と電気的に接続するこ
とができる。
【００７３】
　さらに実施の形態１に係るＭＯＳＦＥＴ１によれば、炭化珪素層１０は、終端領域ＯＲ
と、終端領域ＯＲに囲まれた素子領域ＩＲとからなる。段差部ＳＴは、素子領域ＩＲに設
けられている。これにより、ｐ型領域２全体を短時間でソース領域８３と同電位にするこ
とができる。
【００７４】
　さらに実施の形態１に係るＭＯＳＦＥＴ１によれば、金属領域９６は、第２の底部ＢＴ
２においてｐ型領域２と直接接している。これにより、ＭＯＳＦＥＴ１のスイッチング特
性をより向上することができる。
【００７５】
　さらに実施の形態１に係るＭＯＳＦＥＴ１によれば、トレンチＴＲの第１の底部は、平
面視において多角形のセルＣＬを囲うように延在しており、平面視において、セルＣＬの
頂点８１ａがｐ型領域２と重なる位置にｐ型領域２が配置されている。セルＣＬの頂点８
１ａは、トレンチＴＲの角部の中でも特に電界が集中しやすい箇所である。ｐ型領域２を
セルの頂点８１ａと重なるように配置することにより、効果的にトレンチＴＲの角部８１
ａにおける電界集中を緩和することができる。
【００７６】
　実施の形態１に係るＭＯＳＦＥＴ１の製造方法によれば、炭化珪素層１０は、トレンチ
ＴＲの第１の底部ＢＴ１に対向するようにドリフト領域８１に埋め込まれて配置され、か
つｐ型を有するｐ型領域２を含む。これにより、トレンチＴＲの第１の底部ＢＴ１と第１
の側壁部ＳＷ１とが接する角部８１ａにおける電界集中を効果的に緩和することができる
。結果として、ＭＯＳＦＥＴ１の耐圧を効果的に向上することができる。またｐ型領域２
はソース領域８３と電気的に接続されている。これにより、ドレイン電圧印加時における
空乏化が促進されることにより、キャパシタンスの低下が促進される。それゆえ、ＭＯＳ
ＦＥＴ１の高速応答性が向上し、スイッチング特性が向上する。
【００７７】
　また実施の形態１に係るＭＯＳＦＥＴ１の製造方法によれば、炭化珪素層１０の第２の
主面１０ａに、第１の主面１０ｂおよび第２の主面１０ａとの間に位置する第２の底部Ｂ
Ｔ２と、第２の底部ＢＴ２と第２の主面１０ａとを繋ぐ第２の側壁部ＳＷ２とからなる段
差部ＳＴが形成される。ソース領域８３および第２の底部ＢＴ２に接する金属領域９６が
形成される。これにより、ｐ型領域２を効果的にソース領域８３と電気的に接続すること
ができる。
【００７８】
　さらに実施の形態１に係るＭＯＳＦＥＴ１の製造方法によれば、段差部ＳＴの形成は、
熱エッチングにより行われる。これにより、効果的に段差部ＳＴを形成することができる
。
（実施の形態２）
　次に、実施の形態２に係るＭＯＳＦＥＴ１の構成について説明する。実施の形態２に係
るＭＯＳＦＥＴ１の構成は、主にｐ型領域２の形状において実施の形態１に係るＭＯＳＦ
ＥＴ１の構成と異なっており、その他については実施の形態１に係るＭＯＳＦＥＴ１とほ
ぼ同様の構成を有している。以下、実施の形態１に係るＭＯＳＦＥＴ１の構成と違う点を
中心に説明する。
【００７９】
　図８を参照して、実施の形態２に係るＭＯＳＦＥＴ１のｐ型領域２は、トレンチＴＲの
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第１の底部ＢＴ１に対向する位置に設けられている。断面視において、第１の主面１０ｂ
と平行な方向に沿ったｐ型領域２の幅は、トレンチＴＲの第１の底部ＢＴ１の幅よりも小
さくてもよい。接続領域２ａは、コンタクト電極９４ａと接して設けられている。接続領
域２ａは、段差部ＳＴの第２の底部ＢＴ２においてゲート絶縁膜９１と接していてもよい
。断面視において、第１の主面１０ｂと平行な方向に沿った接続領域２ａの幅は、コンタ
クト電極９４ａの幅よりも大きくてもよい。
【００８０】
　図９は、図８の領域ＩＸ－ＩＸでＭＯＳＦＥＴ１を切断した面である。図９を参照して
、平面視において、ｐ型領域２は網目構造を有している。図９において、破線で囲まれた
六角形（多角形）の部分は、トレンチＴＲの第１の底部ＢＴ１の位置で見た上部ドリフト
領域８１ｄの平面形状である。隣り合う六角形のセルＣＬに挟まれた領域がトレンチＴＲ
の第１の底部ＢＴ１である。言い換えれば、トレンチＴＲの第１の底部ＢＴ１は、平面視
において六角形のセルＣＬを囲うように延在している。実施の形態２に係るＭＯＳＦＥＴ
１が有するｐ型領域２は、平面視において、六角形のセルＣＬを囲うように配置されてい
る。
【００８１】
　平面視において、トレンチＴＲの第１の底部ＢＴ１はハニカム構造を有している。ｐ型
領域２は、平面視においてトレンチＴＲの第１の底部ＢＴ１と重なるように設けられてい
る。つまり、ｐ型領域２もハニカム構造を有している。平面視において、接続領域２ａは
、たとえば六角形（多角形）状を有している。図９に示すように、接続領域２ａは、六角
形の頂点の各々においてｐ型領域２と接している。
（実施の形態３）
　次に、実施の形態３に係るＭＯＳＦＥＴ１の構成について説明する。実施の形態３に係
るＭＯＳＦＥＴ１の段差部ＳＴが終端領域ＯＲに設けられている点において実施の形態１
に係るＭＯＳＦＥＴ１の構成と異なっており、その他については実施の形態１に係るＭＯ
ＳＦＥＴ１とほぼ同様の構成を有している。以下、実施の形態１に係るＭＯＳＦＥＴ１の
構成と違う点を中心に説明する。
【００８２】
　図１０を参照して、実施の形態３の炭化珪素半導体装置としてのＭＯＳＦＥＴ１の構造
について説明する。実施の形態３に係るＭＯＳＦＥＴ１の炭化珪素層１０は、終端領域Ｏ
Ｒと、終端領域ＯＲに囲まれた素子領域ＩＲとからなる。終端領域ＯＲは、平面視におい
て、素子領域ＩＲを囲むように設けられた複数のガードリング領域３と、ガードリング領
域３を囲むように設けられたフィールドストップ領域４とを有する。ガードリング領域３
は、ｐ型領域２と同じ導電型（第２導電型）を有する。ガードリング領域３のドーズ量は
、ｐ型領域２のドーズ量よりも少なくてもよい。ガードリング領域３におけるアルミニウ
ムイオンなどのアクセプタイオンのドーズ量は、たとえば１．３×１０13ｃｍ-2程度であ
り、ｐ型領域２におけるアルミニウムイオンなどのアクセプタイオンのドーズ量は、たと
えば３．０×１０13ｃｍ-2程度である。フィールドストップ領域４は、たとえばリン（Ｐ
）などがイオン注入されたｎ型領域である。フィールドストップ領域４におけるリンイオ
ンなどのドナーイオンのドーズ量は、たとえば１．０×１０13ｃｍ-2程度である。
【００８３】
　炭化珪素層１０の第２の主面１０ａには段差部ＳＴが設けられている。段差部ＳＴの第
２の底部ＢＴ２は、炭化珪素層１０の終端領域ＯＲに設けられている。段差部ＳＴの第２
の底部ＢＴ２上に絶縁膜９１が設けられ、絶縁膜９１上に絶縁膜９３が設けられている。
ガードリング領域３およびフィールドストップ領域４は、段差部ＳＴの第２の底部ＢＴ２
において絶縁膜９１と接している。絶縁膜９３およびソース配線層９５に接して保護膜９
７が設けられている。
【００８４】
　終端領域ＯＲは、炭化珪素層１０の側端部１０ｄを含む領域であって、最も外側に配置
されているセルよりも外側の領域である。ソース配線層９５は、素子領域ＩＲに設けられ
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ているセルのソース領域８３およびコンタクト領域８４に接するソース電極９４と、かつ
終端領域ＯＲに設けられた段差部ＳＴの第２の底部ＢＴ２に接するコンタクト電極９４ａ
とを電気的に繋ぐように設けられている。接続領域２ａは、段差部ＳＴの第２の底部ＢＴ
２においてコンタクト電極９４ａと接している。接続領域２ａは、終端領域ＯＲから素子
領域ＩＲに延在するように設けられていてもよい。
【００８５】
　図１１は、図１０の領域ＸＩ－ＸＩでＭＯＳＦＥＴを切断した面である。図１１を参照
して、平面視において、ｐ型領域２は網目構造を有している。図１１において、破線で囲
まれた六角形（多角形）の部分は、トレンチＴＲの第１の底部ＢＴ１の位置で見た上部ド
リフト領域８１ｄの平面形状である。隣り合う六角形のセルＣＬに挟まれた領域がトレン
チＴＲの第１の底部ＢＴ１である。言い換えれば、トレンチＴＲの第１の底部ＢＴ１は、
平面視において六角形のセルＣＬを囲うように延在している。平面視において、六角形の
セルＣＬが有する全ての頂点８１ａの各々がｐ型領域２と重なる位置に、ｐ型領域２が配
置されている。
【００８６】
　平面視において、トレンチＴＲの第１の底部ＢＴ１はハニカム構造を有している。平面
視において、ｐ型領域は、当該ハニカム構造の交差点ＩＳと重なる位置に配置されており
、当該ハニカム構造の交差点ＩＳと交差点ＩＳとを結ぶ線の一部とは重ならないような形
状を有する網目構造を有している。平面視において、接続領域２ａは、たとえば六角形（
多角形）状を有している。図１１に示すように、接続領域２ａは、平面視におけるｐ型領
域２の外側端部においてｐ型領域２と接している。
【００８７】
　平面視において、ｐ型領域２と、炭化珪素層１０の側端部１０ｄとの間に、ガードリン
グ領域３と、フィールドストップ領域４とが設けられている。ガードリング領域３は、ｐ
型領域２および接続領域２ａを囲むように、第１の主面１０ｂと平行な方向に沿って延在
している。フィールドストップ領域４は、ガードリング領域３よりも、炭化珪素層１０の
側端部１０ｄ側に設けられている。ｐ型領域２の一部は、終端領域ＯＲに設けられていて
もよい。
【００８８】
　次に、実施の形態３に係る炭化珪素半導体装置であるＭＯＳＦＥＴ１の製造方法の一例
について説明する。
【００８９】
　まず、第１のエピタキシャル層形成工程（図１２：Ｓ１０）が実施される。第１のエピ
タキシャル層形成工程は、実施の形態１で説明した方法と同様に実施される。これにより
、炭化珪素単結晶基板８０上に下部ドリフト領域８１ｃが形成される。下部ドリフト領域
８１ｃが含む窒素などの不純物濃度は、たとえば７．０×１０15ｃｍ3程度である。下部
ドリフト領域８１ｃの厚みは、たとえば９μｍ程度である。
【００９０】
　次に、埋込ｐ型領域形成工程（図１２：Ｓ２０）が実施される。図１３に示すように、
下部ドリフト領域８１ｃの一部の上に、ｐ型領域２と、ｐ型を有する接続領域２ａと、ｐ
型を有するガードリング領域３と、ｎ型を有するフィールドストップ領域４とが形成され
る。具体的には、下部ドリフト領域８１ｃに対して、注入マスク（図示せず）を用いて、
アルミニウムなどのアクセプタイオンの注入が行われことにより、ｐ型領域２と、接続領
域２ａと、ガードリング領域３とが形成される。ガードリング領域３におけるアルミニウ
ムイオンなどのアクセプタイオンのドーズ量は、たとえば１．３～１．５×１０13ｃｍ-2

程度であり、ｐ型領域２におけるアルミニウムイオンなどのアクセプタイオンのドーズ量
は、たとえば３．０×１０13ｃｍ-2程度である。
【００９１】
　次に、第２のエピタキシャル層形成工程（図１２：Ｓ３０）が実施される。図１４に示
すように、ｐ型領域２と、接続領域２ａと、ガードリング領域３と、フィールドストップ
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領域４とが形成された後、ｎ型を有する下部ドリフト領域８１ｃ上に、ｎ型を有する上部
ドリフト領域８１ｄが形成される。これによりｐ型領域２と、接続領域２ａと、ガードリ
ング領域３と、フィールドストップ領域４とは、下部ドリフト領域８１ｃおよび上部ドリ
フト領域８１ｄによって構成されるドリフト領域８１に埋め込まれる。上部ドリフト領域
８１ｄは下部ドリフト領域８１ｃの形成方法と同様の方法によって形成され得る。上部ド
リフト領域８１ｄが含む窒素などの不純物濃度は、たとえば１．０×１０16ｃｍ3程度で
ある。上部ドリフト領域８１ｄの厚みは、たとえば３μｍ程度である。
【００９２】
　次に、イオン注入工程（図１２：Ｓ５０）が実施される。具体的には、ドリフト領域８
１上にボディ領域８２およびソース領域８３が形成される。これらの形成は、たとえばド
リフト領域８１に対するイオン注入により行い得る。ボディ領域８２を形成するためのイ
オン注入においては、たとえばアルミニウム（Ａｌ）などの、ｐ型を付与するための不純
物がイオン注入される。またソース領域８３を形成するためのイオン注入においては、た
とえばリン（Ｐ）などの、ｎ型を付与するための不純物がイオン注入される。なおイオン
注入の代わり、不純物の添加をともなうにエピタキシャル成長が用いられてもよい。
【００９３】
　次に、コンタクト領域８４（図１０）が形成される領域に開口を有するイオン注入マス
ク層が炭化珪素層１０の第２の主面１０ａ上に形成される。当該マスク層を用いて、アル
ミニウムイオンなどが、炭化珪素層１０にイオン注入されることにより、ｐ型の導電型を
有するコンタクト領域８４が形成される。
【００９４】
　次に、活性化アニール工程（図１２：Ｓ６０）が実施される。イオン注入工程によって
炭化珪素層１０に注入された不純物を活性化するために、当該炭化珪素層１０に対して熱
処理が行われる。この熱処理の温度は、好ましくは１５００℃以上１９００℃以下であり
、たとえば１７００℃程度である。熱処理の時間は、たとえば３０分程度である。熱処理
の雰囲気は、好ましくは不活性ガス雰囲気であり、たとえばＡｒ雰囲気である。
【００９５】
　次に、トレンチ形成工程（図１２：Ｓ７０）が実施される。トレンチ形成工程では、実
施の形態１で説明した熱エッチングが実施される。これにより、炭化珪素層１０の第２の
主面１０ａ上にトレンチＴＲが形成される。トレンチＴＲは、ソース領域８３およびボデ
ィ領域８２を貫通してドリフト領域８１に至る第１の側壁部ＳＷ１と、ドリフト領域８１
上に位置する第１の底部ＢＴ１とを有する。第１の側壁部ＳＷ１および第１の底部ＢＴ１
の各々はｐ型領域２から離れている。好ましくは、トレンチＴＲの形成時、第１の側壁部
ＳＷ１上、特にボディ領域８２上において、特殊面が自己形成される。
【００９６】
　次に、段差部形成工程（図１２：Ｓ７５）が実施される。段差部形成工程では、実施の
形態１で説明した熱エッチングにより実施される。上記の熱エッチングにより、炭化珪素
層１０の第２の主面１０ａ上に段差部ＳＴが形成される。段差部ＳＴは、ソース領域８３
およびボディ領域８２を貫通してドリフト領域８１に至る第２の側壁部ＳＷ２と、ドリフ
ト領域８１上に位置する第２の底部ＢＴ２とを有する。好ましくは、段差部ＳＴの形成時
、第２の側壁部ＳＷ２上、特にボディ領域８２上において、上述した特殊面が自己形成さ
れる。また段差部ＳＴの第２の底部ＢＴ２に接続領域２ａの一部と、ガードリング領域３
と、フィールドストップ領域４とが露出するように、段差部ＳＴが形成される。ｐ型領域
２の一部が段差部ＳＴの第２の底部ＢＴ２に露出するように、段差部ＳＴが形成されても
よい。以上のようにして、図１５に示すトレンチＴＲと段差部ＳＴとが形成された炭化珪
素層１０が形成される。
【００９７】
　次に、ゲート酸化膜形成工程（図１２：Ｓ８０）が実施される。トレンチＴＲの第１の
側壁部ＳＷ１および第１の底部ＢＴ１を覆い、かつ段差部ＳＴの第２の側壁部ＳＷ２およ
び第２の底部ＢＴ２を覆うゲート絶縁膜９１が形成される。ゲート絶縁膜９１は、たとえ
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ば熱酸化により形成され得る。ゲート絶縁膜９１形成後、雰囲気ガスとして一酸化窒素（
ＮＯ）ガスを用いるＮＯアニールが行われてもよい。
【００９８】
　次に、ゲート電極形成工程（図１２：９０）が実施される。ゲート絶縁膜９１上に接す
るゲート電極９２が形成される。具体的には、トレンチＴＲの内部の領域をゲート電極９
２によって埋めるように、ゲート絶縁膜９１上にゲート電極９２が形成される。ゲート電
極９２の形成方法は、たとえば、導体またはドープされたポリシリコンの成膜とＣＭＰと
によって行い得る。
【００９９】
　次に、層間絶縁膜形成工程（図１２：Ｓ１００）が実施される。ゲート電極９２の露出
面を覆うように、ゲート電極９２およびゲート絶縁膜９１上に層間絶縁膜９３が形成され
る。層間絶縁膜９３は、段差部ＳＴを形成する第２の側壁部ＳＷ２および第２の底部ＢＴ
２上に形成されたゲート絶縁膜９３上に接して形成される。
【０１００】
　次に、ソース電極及びドレイン電極形成工程（図１２：Ｓ１１０）が実施される。層間
絶縁膜９３およびゲート絶縁膜９１に開口部が形成されるように、層間絶縁膜９３および
ゲート絶縁膜９１に対してエッチングが行われる。この開口部により第２の主面１０ａ上
においてソース領域８３およびコンタクト領域８４の各々が露出する。次に、第２の主面
１０ａ上においてソース領域８３およびコンタクト領域８４の各々に接するソース電極９
４が形成される。
【０１０１】
　同様に、段差部ＳＴの第２の底部ＢＴ２において接続領域２ａが露出するように、ゲー
ト絶縁膜９１および層間絶縁膜９３がエッチングされる。次に、段差部ＳＴの第２の底部
ＢＴ２において接続領域２ａと接するコンタクト電極９４ａが形成される。コンタクト電
極９４ａの形成は、ソース電極９４の形成と同時に行われてもよいし、別々に行われても
よい。次に、ソース電極９４と、コンタクト電極９４ａと、層間絶縁膜９３とに接してソ
ース配線層９５が形成される。またドリフト領域８１からなる第１の主面１０ｂ上に、炭
化珪素単結晶基板８０を介して、ドレイン電極９８が形成される。
【０１０２】
　実施の形態３に係るＭＯＳＦＥＴ１によれば、炭化珪素層１０は、終端領域ＯＲと、終
端領域ＯＲに囲まれた素子領域ＩＲとからなる。段差部ＳＴは、終端領域ＯＲに設けられ
ている。これにより、素子領域ＩＲを広く確保しながら、ｐ型領域２をソース領域８３と
電気的に接続することができる。
（実施の形態４）
　次に、実施の形態４に係るＭＯＳＦＥＴ１の構成について説明する。実施の形態４に係
るＭＯＳＦＥＴ１は、接続領域２ａが平面視においてｐ型領域２を取り囲むように形成さ
れている点において実施の形態３に係るＭＯＳＦＥＴ１の構成と異なっており、その他に
ついては実施の形態３のＭＯＳＦＥＴ１とほぼ同様の構成を有している。以下、実施の形
態３に係るＭＯＳＦＥＴ１の構成と違う点を中心に説明する。
【０１０３】
　図１６を参照して、実施の形態４の炭化珪素半導体装置としてのＭＯＳＦＥＴ１の構造
について説明する。実施の形態４に係るＭＯＳＦＥＴ１は、炭化珪素層１０は、終端領域
ＯＲと、終端領域ＯＲに囲まれた素子領域ＩＲとからなる。接続領域２ａは、終端領域Ｏ
Ｒに設けられており、終端領域ＯＲと素子領域ＩＲとの境界部においてｐ型領域２と接続
されていてもよい。接続領域２ａは、平面視において、ｐ型領域２を取り囲むように設け
られたガードリング領域である。金属領域９６は、段差部ＳＴの第２の底部ＢＴ２におい
てガードリング領域である接続領域２ａと接する。ガードリング領域である接続領域２ａ
はｐ型領域２と接する。言い換えれば、金属領域９６は、ガードリング領域としての接続
領域２ａを介してｐ型領域２と接続されている。
【０１０４】
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　実施の形態４に係るＭＯＳＦＥＴ１によれば、終端領域ＯＲは、ｐ型を有するガードリ
ング領域３を有する。金属領域９６は、第２の底部ＢＴ２においてガードリング領域３と
接し、かつガードリング領域３はｐ型領域２と接する。これにより、ＭＯＳＦＥＴ１の耐
圧を向上することができる。
（実施の形態５）
　次に、実施の形態５に係るＭＯＳＦＥＴ１の構成について説明する。実施の形態５に係
るＭＯＳＦＥＴ１は、フィールドストップ領域４とゲート絶縁膜９１との間にドリフト領
域８１が存在している点において実施の形態４に係るＭＯＳＦＥＴ１の構成と異なってお
り、その他については実施の形態４のＭＯＳＦＥＴ１とほぼ同様の構成を有している。以
下、実施の形態４に係るＭＯＳＦＥＴ１の構成と違う点を中心に説明する。
【０１０５】
　図１７を参照して、実施の形態５の炭化珪素半導体装置としてのＭＯＳＦＥＴ１の構造
について説明する。実施の形態５に係るＭＯＳＦＥＴ１のフィールドストップ領域４は、
炭化珪素層１０の第２の主面１０ａから離間して設けられている。またフィールドストッ
プ領域４は、段差部ＳＴの第２の底部ＢＴ２から離間していてもよい。言い換えれば、フ
ィールドストップ領域４とゲート絶縁膜９１との間にドリフト領域８１が存在している。
炭化珪素層１０の側端部１０ｄと接する炭化珪素層１０の第２の主面１０ａは、段差部Ｓ
Ｔの第２の底部ＢＴ２よりも炭化珪素層１０の第１の主面１０ｂから離れた位置に存在す
る。
【０１０６】
　実施の形態５に係るＭＯＳＦＥＴ１によれば、終端領域ＯＲは、平面視においてガード
リング領域３を囲み、かつｎ型を有するフィールドストップ領域４を含む。フィールドス
トップ領域４は、第２の主面１０ａから離間している。これにより、ＭＯＳＦＥＴ１の耐
圧をより向上することができる。
（実施の形態６）
　次に、実施の形態６に係るＭＯＳＦＥＴ１の構成について説明する。実施の形態６に係
るＭＯＳＦＥＴ１は、ガードリング領域３とゲート絶縁膜９１との間にドリフト領域８１
が存在している点と、金属領域９６がｐ型領域２に直接接している点において実施の形態
５に係るＭＯＳＦＥＴ１の構成と異なっており、その他については実施の形態５のＭＯＳ
ＦＥＴ１とほぼ同様の構成を有している。以下、実施の形態５に係るＭＯＳＦＥＴ１の構
成と違う点を中心に説明する。
【０１０７】
　図１８を参照して、実施の形態６の炭化珪素半導体装置としてのＭＯＳＦＥＴ１の構造
について説明する。実施の形態６に係るＭＯＳＦＥＴ１のガードリング領域３およびフィ
ールドストップ領域４は、炭化珪素層１０の第２の主面１０ａから離間して設けられてい
る。またガードリング領域３は、段差部ＳＴの第２の底部ＢＴ２から離間していてもよい
。ガードリング領域３およびフィールドストップ領域４とゲート絶縁膜９１との間にドリ
フト領域８１が存在している。ガードリング領域３およびフィールドストップ領域４はド
リフト領域８１に埋め込まれている。接続領域は、たとえばｐ型領域２と実質的に一体と
なったｐ型領域２である。金属領域９６は、段差部ＳＴの第２の底部ＢＴ２においてｐ型
領域２に直接接している。
【０１０８】
　実施の形態６に係るＭＯＳＦＥＴ１によれば、金属領域９６は、第２の底部ＢＴ２にお
いてｐ型領域２と直接接している。これにより、ＭＯＳＦＥＴ１のスイッチング特性をよ
り向上することができる。
（実施の形態７）
　次に、実施の形態７に係るＭＯＳＦＥＴ１の構成について説明する。実施の形態７に係
るＭＯＳＦＥＴ１は、ＪＴＥ（Ｊｕｎｃｔｉｏｎ　Ｔｅｒｍｉｎａｔｉｏｎ　Ｅｘｔｅｎ
ｓｉｏｎ）領域を有し、かつ金属領域９６が段差部ＳＴの第２の底部ＢＴ２に接していな
い点において実施の形態３に係るＭＯＳＦＥＴ１の構成と異なっており、その他について
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は実施の形態３のＭＯＳＦＥＴ１とほぼ同様の構成を有している。以下、実施の形態３に
係るＭＯＳＦＥＴ１の構成と違う点を中心に説明する。
【０１０９】
　図１９を参照して、実施の形態７の炭化珪素半導体装置としてのＭＯＳＦＥＴ１の構造
について説明する。実施の形態７に係るＭＯＳＦＥＴ１は、ＪＴＥ領域５を有している。
ＪＴＥ領域５は、ｐ型（第２導電型）を有する領域である。ＪＴＥ領域５における、たと
えばアルミニウムイオンなどのドーズ量は、１．３～１．５×１０13ｃｍ-2程度である。
ＪＴＥ領域５は、段差部ＳＴの第２の側壁部ＳＷ２および第２の底部ＢＴ２においてゲー
ト絶縁膜９１と接している。ＪＴＥ領域５は、ｐ型領域２と、ボディ領域８２とに接して
いる。ソース電極９４は、コンタクト領域８４と、ボディ領域８２と、ＪＴＥ領域５とを
介してｐ型領域２と電気的に接続されている。コンタクト領域８４は、ソース領域８３と
接する。ソース領域８３は、ソース電極９４とオーミック接合している。ＪＴＥ領域５は
、平面視においてｐ型領域２を取り囲むように設けられていてもよい。
【０１１０】
　次に、実施の形態７に係る炭化珪素半導体装置であるＭＯＳＦＥＴ１の製造方法の一例
について説明する。
【０１１１】
　まず、第１のエピタキシャル層形成工程（図２０：Ｓ１０）が実施される。第１のエピ
タキシャル層形成工程は、実施の形態１で説明した方法と同様に実施される。これにより
、炭化珪素単結晶基板８０上に下部ドリフト領域８１ｃが形成される。下部ドリフト領域
８１ｃが含む窒素などの不純物濃度は、たとえば７．０×１０15ｃｍ3程度である。下部
ドリフト領域８１ｃの厚みは、たとえば９μｍ程度である。
【０１１２】
　次に、埋込ｐ型領域形成工程（図２０：Ｓ２０）が実施される。具体的には、下部ドリ
フト領域８１ｃに対して、注入マスク（図示せず）を用いて、アルミニウムなどのアクセ
プタイオンの注入が行われことにより、ｐ型領域２が形成される。アルミニウムイオンの
ドーズ量は、たとえば３×１０13ｃｍ-2程度である。
【０１１３】
　次に、第２のエピタキシャル層形成工程（図２０：Ｓ３０）が実施される。ｐ型領域２
が形成された後、ｎ型を有する下部ドリフト領域８１ｃ上に、ｎ型を有する上部ドリフト
領域８１ｄが形成される。これによりｐ型領域２は、下部ドリフト領域８１ｃおよび上部
ドリフト領域８１ｄによって構成されるドリフト領域８１に埋め込まれる。上部ドリフト
領域８１ｄは下部ドリフト領域８１ｃの形成方法と同様の方法によって形成され得る。上
部ドリフト領域８１ｄが含む窒素などの不純物濃度は、たとえば１．０×１０16ｃｍ3程
度である。上部ドリフト領域８１ｄの厚みは、たとえば３μｍ程度である。
【０１１４】
　次に、イオン注入工程（図２０：Ｓ５０）が実施される。具体的には、ドリフト領域８
１上にボディ領域８２およびソース領域８３が形成される。これらの形成は、たとえばド
リフト領域８１に対するイオン注入により行い得る。ボディ領域８２を形成するためのイ
オン注入においては、たとえばアルミニウム（Ａｌ）などの、ｐ型を付与するための不純
物がイオン注入される。またソース領域８３を形成するためのイオン注入においては、た
とえばリン（Ｐ）などの、ｎ型を付与するための不純物がイオン注入される。なおイオン
注入の代わり、不純物の添加をともなうにエピタキシャル成長が用いられてもよい。
【０１１５】
　次に、コンタクト領域８４（図１９）が形成される領域に開口を有するイオン注入マス
ク層が炭化珪素層１０の第２の主面１０ａ上に形成される。当該マスク層を用いて、アル
ミニウムイオンなどが、炭化珪素層１０にイオン注入されることにより、ｐ型の導電型を
有するコンタクト領域８４が形成される。
【０１１６】
　次に、段差部形成工程（図２０：Ｓ５５）が実施される。段差部形成工程では、実施の
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形態１で説明した熱エッチングにより実施される。上記の熱エッチングにより、炭化珪素
層１０の第２の主面１０ａ上に段差部ＳＴが形成される。段差部ＳＴは、ソース領域８３
およびボディ領域８２を貫通してドリフト領域８１に至る第２の側壁部ＳＷ２と、ドリフ
ト領域８１上に位置する第２の底部ＢＴ２とを有する。好ましくは、段差部ＳＴの形成時
、第２の側壁部ＳＷ２上、特にボディ領域８２上において、上述した特殊面が自己形成さ
れる。
【０１１７】
　次に、ＪＴＥおよびＧＲ形成工程（図２０：Ｓ５６）が実施される。具体的には、段差
部ＳＴの第２の底部ＢＴ２および第２の側壁部ＳＷ２に対して、注入マスク（図示せず）
を用いて、アルミニウムなどのアクセプタイオンの注入が行われることにより、段差部Ｓ
Ｔの第２の底部ＢＴ２および第２の側壁部ＳＷ２に接するＪＴＥ領域５と、段差部ＳＴの
第２の底部ＢＴ２に接するガードリング領域３が形成される。アルミニウムイオンのドー
ズ量は、たとえば１．３×１０13ｃｍ-2程度である。ＪＴＥ領域５は、ｐ型領域２および
ボディ領域８２に接するように形成される。同様に、段差部ＳＴの第２の底部ＢＴ２対し
て、注入マスク（図示せず）を用いて、リンイオンなどのドナーイオンの注入が行われこ
とにより、段差部ＳＴの第２の底部ＢＴ２に接するフィールドストップ領域４が形成され
る。
【０１１８】
　次に、活性化アニール工程（図２０：Ｓ６０）が実施される。イオン注入工程によって
炭化珪素層１０に注入された不純物を活性化するために、当該炭化珪素層１０に対して熱
処理が行われる。この熱処理の温度は、好ましくは１５００℃以上１９００℃以下であり
、たとえば１７００℃程度である。熱処理の時間は、たとえば３０分程度である。熱処理
の雰囲気は、好ましくは不活性ガス雰囲気であり、たとえばＡｒ雰囲気である。
【０１１９】
　次に、トレンチ形成工程（図２０：Ｓ７０）が実施される。トレンチ形成工程では、実
施の形態１で説明した熱エッチングが実施される。これにより、炭化珪素層１０の第２の
主面１０ａ上にトレンチＴＲが形成される。トレンチＴＲは、ソース領域８３およびボデ
ィ領域８２を貫通してドリフト領域８１に至る第１の側壁部ＳＷ１と、ドリフト領域８１
上に位置する第１の底部ＢＴ１とを有する。第１の側壁部ＳＷ１および第１の底部ＢＴ１
の各々はｐ型領域２から離れている。好ましくは、トレンチＴＲの形成時、第１の側壁部
ＳＷ１上、特にボディ領域８２上において、特殊面が自己形成される。
【０１２０】
　次に、ゲート酸化膜形成工程（図２０：Ｓ８０）が実施される。トレンチＴＲの第１の
側壁部ＳＷ１および第１の底部ＢＴ１を覆い、かつ段差部ＳＴの第２の側壁部ＳＷ２およ
び第２の底部ＢＴ２を覆うゲート絶縁膜９１が形成される。ゲート絶縁膜９１は、たとえ
ば熱酸化により形成され得る。ゲート絶縁膜９１形成後、雰囲気ガスとして一酸化窒素（
ＮＯ）ガスを用いるＮＯアニールが行われてもよい。ゲート絶縁膜９１は、ＪＴＥ領域５
と、ガードリング領域３と、フィールドストップ領域４と、ボディ領域８２と、ソース領
域８３とに接して形成される。
【０１２１】
　次に、ゲート電極形成工程（図２０：９０）が実施される。ゲート絶縁膜９１上に接す
るゲート電極９２が形成される。具体的には、トレンチＴＲの内部の領域をゲート電極９
２によって埋めるように、ゲート絶縁膜９１上にゲート電極９２が形成される。ゲート電
極９２の形成方法は、たとえば、導体またはドープされたポリシリコンの成膜とＣＭＰと
によって行い得る。
【０１２２】
　次に、層間絶縁膜形成工程（図２０：Ｓ１００）が実施される。ゲート電極９２の露出
面を覆うように、ゲート電極９２およびゲート絶縁膜９１上に層間絶縁膜９３が形成され
る。層間絶縁膜９３は、段差部ＳＴを形成する第２の側壁部ＳＷ２および第２の底部ＢＴ
２上に形成されたゲート絶縁膜９３上に接して形成される。
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【０１２３】
　次に、ソース電極及びドレイン電極形成工程（図２０：Ｓ１１０）が実施される。層間
絶縁膜９３およびゲート絶縁膜９１に開口部が形成されるように、層間絶縁膜９３および
ゲート絶縁膜９１に対してエッチングが行われる。この開口部により第２の主面１０ａ上
においてソース領域８３およびコンタクト領域８４の各々が露出する。次に、第２の主面
１０ａ上においてソース領域８３およびｎコンタクト領域８４の各々に接するソース電極
９４が形成される。次に、ソース電極９４と、コンタクト電極９４ａと、層間絶縁膜９３
とに接してソース配線層９５が形成される。またドリフト領域８１からなる第１の主面１
０ｂ上に、炭化珪素単結晶基板８０を介して、ドレイン電極９８が形成される。
【０１２４】
　実施の形態７に係るＭＯＳＦＥＴ１によれば、ソース領域８３は、ボディ領域８２およ
びｐ型を有するＪＴＥ領域５を介してｐ型領域２と接している。これにより、ソース領域
８３とｐ型領域２とを接続するための金属領域９６を形成する必要がないので、ＭＯＳＦ
ＥＴ１の製造工程が簡素化される。
【０１２５】
　なお上記各実施の形態では、炭化珪素半導体装置としてＭＯＳＦＥＴを例に挙げて説明
したが、炭化珪素半導体装置は、たとえばＩＧＢＴ（Ｉｎｓｕｌａｔｅｄ　Ｇａｔｅ　Ｂ
ｉｐｏｌａｒ　Ｔｒａｎｓｉｓｔｏｒ）などであってもよい。また上記各実施の形態では
、ｎ型を第１導電型とし、ｐ型を第２導電型して説明したが、ｐ型を第１導電型とし、ｎ
型を第２導電型としてもよい。
【０１２６】
　今回開示された実施の形態はすべての点で例示であって制限的なものではないと考えら
れるべきである。本発明の範囲は上記した説明ではなくて特許請求の範囲によって示され
、特許請求の範囲と均等の意味および範囲内でのすべての変更が含まれることが意図され
る。
【符号の説明】
【０１２７】
１　炭化珪素半導体装置（ＭＯＳＦＥＴ）
２　第２導電型領域（ｐ型領域）
２ａ　接続領域
３　ガードリング領域
４　フィールドストップ領域
１０　炭化珪素層
１０ａ　第２の主面
１０ｂ　第１の主面
１０ｄ　側端部
８０　炭化珪素単結晶基板
８１　ドリフト領域
８１ａ　第１の角部（頂点）
８１ｂ　第２の角部
８１ｃ　下部ドリフト領域
８１ｄ　上部ドリフト領域
８２　ボディ領域
８３　ソース領域
８４　コンタクト領域
９１　ゲート絶縁膜（絶縁膜）
９２　ゲート電極
９３　層間絶縁膜
９４　ソース電極
９４ａ　コンタクト電極
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９５　ソース配線層
９６　金属領域
９７　保護膜
９８　ドレイン電極
ＢＴ１　第１の底部
ＢＴ２　第２の底部
ＣＬ　セル
ＩＲ　素子領域
ＩＳ　交差点
ＯＲ　終端領域
ＳＴ　段差部
ＳＷ１　第１の側壁部
ＳＷ２　第２の側壁部
ＴＲ　トレンチ

【図１】 【図２】
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【図９】 【図１０】
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【図１３】 【図１４】
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【図１７】 【図１８】
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