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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　マトリクス状に配列された複数の区画うちの少なくとも１つの区画である保護コンタク
ト領域を有する炭化珪素半導体装置において、
　第１導電型の炭化珪素半導体層と、
　前記炭化珪素半導体層の上部に形成された第２導電型のベース領域と、
　前記ベース領域を貫通するように前記炭化珪素半導体層に平面視で格子状に形成された
トレンチ内に形成され、前記ベース領域を前記複数の区画のうち前記保護コンタクト領域
に対応する部分が欠けた区画に区切るゲート電極と、
　前記ゲート電極の側面および底面に形成されたゲート絶縁膜と、
　前記ベース領域の上部において前記ゲート絶縁膜を介して前記ゲート電極と接するよう
に形成された第１導電型のソース領域と、
　前記ソース領域および前記ベース領域に接続するソース電極と、
　前記ゲート絶縁膜の下部と前記保護コンタクト領域内の前記炭化珪素半導体層とに形成
された第２導電型の保護拡散層と、
　を備え、
　前記ゲート絶縁膜の下部に形成された前記保護拡散層と、前記保護コンタクト領域に形
成された前記保護拡散層とが繋がっており、
　前記ソース電極は、前記保護コンタクト領域において、前記ベース領域を貫通し、前記
保護コンタクト領域に形成された前記保護拡散層と接続する、
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　炭化珪素半導体装置。
【請求項２】
　前記複数の区画には、少なくとも３列×３行の９つの区画が含まれ、
　前記保護コンタクト領域は、前記９つの区画の中心に形成される、
　ことを特徴とする請求項１に記載の炭化珪素半導体装置。
【請求項３】
　前記保護コンタクト領域の全体で前記炭化珪素半導体層に開口が形成されており、
　前記ソース電極は、前記開口内に形成される、
　ことを特徴とする請求項１又は２に記載の炭化珪素半導体装置。
【請求項４】
　前記ゲート電極は、前記開口内の外周部においても形成されている、
　ことを特徴とする請求項３に記載の炭化珪素半導体装置。
【請求項５】
　第１導電型の炭化珪素半導体層の上部に第２導電型のベース領域を形成する工程と、
　前記ベース領域の上部に第１導電型のソース領域を形成する工程と、
　セル領域において、前記炭化珪素半導体層に前記ソース領域および前記ベース領域より
も深いトレンチを形成する工程と、
　保護コンタクト領域において、前記炭化珪素半導体層に前記ソース領域および前記ベー
ス領域よりも深い開口を形成する工程と、
　前記トレンチの底部と前記開口の底部に第２導電型の保護拡散層を形成する工程と、
　前記炭化珪素半導体層の全面に酸化膜を形成する工程と、
　前記酸化膜上にポリシリコンを形成する工程と、
　前記ポリシリコンを形成する工程後に、前記ベース領域上の前記ポリシリコンを除去す
る工程と、
　前記ベース領域上の前記ポリシリコンを除去する工程と同時に、前記保護コンタクト領
域の保護コンタクトを形成する領域における前記ポリシリコンを除去する工程と、
　前記ポリシリコンを除去する工程後に、前記保護コンタクト領域において前記保護拡散
層に達する第２コンタクトホールを有する層間絶縁膜を形成する工程と、
　前記第２コンタクトホール内にソース電極を形成することで、前記保護コンタクト領域
の前記保護拡散層と前記ソース電極とが接続する前記保護コンタクトを形成する工程と、
　を備え、
　前記トレンチの底部に形成された前記保護拡散層と前記開口の底部に形成された前記保
護拡散層とが繋がっている、炭化珪素半導体装置の製造方法。
【請求項６】
　前記層間絶縁膜は、前記ソース領域及び前記ベース領域に達する第１コンタクトホール
をさらに有し、
　前記層間絶縁膜を形成する工程において、前記第１コンタクトホールは前記第２コンタ
クトホールのパターニング形成と同時にパターニング形成される、
　ことを特徴とする請求項５に記載の炭化珪素半導体装置の製造方法。
【請求項７】
　前記トレンチを形成する工程において、前記トレンチは格子状に形成される、
　ことを特徴とする請求項５又は６に記載の炭化珪素半導体装置の製造方法。
【請求項８】
　前記トレンチを形成する工程は、前記開口を形成する工程と同時に実施される、
　ことを特徴とする請求項５から７のいずれか一項に記載の炭化珪素半導体装置の製造方
法。
【請求項９】
　前記保護拡散層を形成する工程は、前記トレンチを形成する工程の後であって、かつ前
記開口を形成する工程の後に、前記トレンチの底部と前記開口の底部とにおける前記炭化
珪素半導体層に第２導電型の不純物を注入することによって前記保護拡散層を形成する、
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　ことを特徴とする請求項５から８のいずれか一項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】
　本発明は、トレンチゲート型の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】
　パワーエレクトロニクス機器において、モータ等の負荷への電力供給を制御するスイッ
チング素子として、ＩＧＢＴ（Insulated Gate Bipolar Transistor）やＭＯＳＦＥＴ（M
etal Oxide Semiconductor Field Effect Transistor）などの絶縁ゲート型半導体装置が
広く使用されている。電力制御用の縦型ＭＯＳＦＥＴの一つに、ゲート電極が半導体層に
埋め込み形成されたトレンチゲート型ＭＯＳＦＥＴがある（例えば下記の特許文献１，２
）。一般にトレンチゲート型ＭＯＳＦＥＴでは、高耐圧化と低オン抵抗化とがトレードオ
フの関係にある。
【０００３】
　一方、高耐圧および低損失を実現できる次世代のスイッチング素子として、炭化珪素（
ＳｉＣ）等のワイドバンドギャップ半導体を用いたＭＯＳＦＥＴやＩＧＢＴなどが注目さ
れており、１ｋＶ程度あるいはそれ以上の高電圧を扱う技術分野への適用が有望視されて
いる。ワイドバンドギャップ半導体としては、ＳｉＣの他、例えば窒化ガリウム（ＧａＮ
）系材料、ダイヤモンドなどがある。
【０００４】
　ワイドバンドギャップ半導体を用いたトレンチゲート型ＭＯＳＦＥＴでは、ベース領域
とドリフト層との間のＰＮ接合におけるアバランシェ電界強度が、ゲート絶縁膜に使用さ
れるシリコン酸化膜の絶縁破壊電界強度と同等になる。そのためＭＯＳＦＥＴに高電圧が
印加されたときに、ゲート電極が埋め込まれたトレンチ底部のゲート絶縁膜に最も高い電
界が加わり、その部分でゲート絶縁膜の絶縁破壊を起こす可能性がある。
【０００５】
　特許文献１，２には、それぞれｎチャネル型のトレンチゲート型ＭＯＳＦＥＴにおいて
、ゲート電極のトレンチ底部のゲート絶縁膜を保護する目的で、ドリフト層内のトレンチ
底部にｐ型拡散層（保護拡散層）を設けることが提案されている。保護拡散層は、ＭＯＳ
ＦＥＴのオフ時にｎ型のドリフト層の空乏化を促進すると共に、ゲート電極のトレンチ底
部への電界集中を緩和する働きをする。特許文献１，２では、保護拡散層をＭＯＳＦＥＴ
のベース領域（ボディ領域）と電気的に接続させて、保護拡散層の電位を固定することに
より、トレンチ底部の電界集中の更なる緩和を図っている。
【０００６】
　例えば特許文献１（図３）では、ゲート電極のトレンチがライン状に形成されており、
そのトレンチの長手方向の端部の側面に低濃度のｐ型拡散層（ｐ--層）を延在させ、この
ｐ--層を通してトレンチ底部の保護拡散層と上層のベース領域と電気的に接続させている
。
【０００７】
　また特許文献２（図１，２）では、ゲート電極のトレンチが格子状に形成されており、
ゲート電極の交差部分に、当該ゲート電極を貫通してトレンチ底部の保護拡散層とゲート
電極の上層のソース電極とを接続するコンタクトを設けている。保護拡散層は、当該コン
タクトとソース電極を通してベース領域に電気的に接続される。
【０００８】
　ところで、高電圧をスイッチングするＭＯＳＦＥＴがターンオフするとドレイン電圧が
急激に上昇（例えば０Ｖから数百Ｖに変化）する。ゲート電極のトレンチ底部に保護拡散
層を有するＭＯＳＦＥＴでは、ドレイン電圧が急激に上昇すると、保護拡散層とドリフト
層との間の寄生容量を介して変位電流が保護拡散層に流れ込む。この変位電流は、保護拡
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散層の面積とドレイン電圧（Ｖ）の時間（ｔ）に対する変動（ｄＶ／ｄｔ）によって決ま
る（特許文献３）。
【０００９】
　特許文献１，２のように保護拡散層がベース領域に接続されている場合、保護拡散層に
流れ込んだ変位電流はベース領域へと流れ込む。このとき保護拡散層とベース領域との間
の抵抗成分に電圧降下が生じ、これもゲート絶縁膜の絶縁破壊を引き起こす原因となる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【００１０】
【特許文献１】特許４４５３６７１号公報
【特許文献２】特開２０１０－１０９２２１号公報
【特許文献３】国際公開ＷＯ２０１０／０７３７５９号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１１】
　上記の変位電流に起因するゲート絶縁膜の破壊は、保護拡散層とベース領域との間の抵
抗値を小さくすることによって防ぐことができる。しかし特許文献１のＭＯＳＦＥＴでは
、ライン状のトレンチの長手方向の端部側面に延在するｐ--層を通して保護拡散層とベー
ス領域とが接続されているため、トレンチ底部の保護拡散層の中心からベース領域までの
距離が長い。そのため保護拡散層とベース領域との間の抵抗値は大きくなる。
【００１２】
　また特許文献２のトレンチゲート型ＭＯＳＦＥＴは、保護拡散層とベース領域とを接続
するためのコンタクトがゲート電極を貫通する構成であるため、当該コンタクトの幅は必
然的にゲート電極のトレンチの幅より狭くなる。そのため、電流密度を大きくするために
ＭＯＳＦＥＴセルのピッチ、すなわちゲート電極のトレンチの幅、を小さくする場合、そ
れに合わせてコンタクトを細くせねばならず、保護拡散層とベース領域との間の抵抗値が
大きくなる。
【００１３】
　本発明は以上のような課題を解決するためになされたものであり、ターンオフ時に保護
拡散層に流れ込む変位電流に起因するゲート絶縁膜の破壊を防止することが可能なトレン
チゲート型の半導体装置およびその製造方法を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１４】
　本発明に係る炭化珪素半導体装置は、マトリクス状に配列された複数の区画うちの少な
くとも１つの区画である保護コンタクト領域を有する炭化珪素半導体装置において、第１
導電型の炭化珪素半導体層と、炭化珪素半導体層の上部に形成された第２導電型のベース
領域と、ベース領域を貫通するように炭化珪素半導体層に平面視で格子状に形成されたト
レンチ内に形成され、ベース領域を複数の区画のうち保護コンタクト領域に対応する部分
が欠けた区画に区切るゲート電極と、ゲート電極の側面および底面に形成されたゲート絶
縁膜と、ベース領域の上部においてゲート絶縁膜を介してゲート電極と接するように形成
された第１導電型のソース領域と、ソース領域およびベース領域に接続するソース電極と
、ゲート絶縁膜の下部と保護コンタクト領域内の炭化珪素半導体層とに形成された第２導
電型の保護拡散層と、を備え、ゲート絶縁膜の下部に形成された保護拡散層と、保護コン
タクト領域に形成された保護拡散層とが繋がっており、ソース電極は、保護コンタクト領
域において、ベース領域を貫通し、保護コンタクト領域に形成された保護拡散層と接続す
ることを特徴とする。
【発明の効果】
【００１５】
　本発明によれば、変位電流に起因するゲート絶縁膜の破壊を防止することが可能なトレ
ンチゲート型の半導体装置が得られる。
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【００１６】
　この発明の目的、特徴、局面、および利点は、以下の詳細な説明と添付図面とによって
、より明白となる。
【図面の簡単な説明】
【００１７】
【図１】本発明の実施の形態１に係る半導体装置のエピタキシャル層の平面図である。
【図２】本発明の実施の形態１に係る半導体装置の断面図である。
【図３】本発明の実施の形態１に係る半導体装置の製造方法を示す工程図である。
【図４】本発明の実施の形態１に係る半導体装置の製造方法を示す工程図である。
【図５】本発明の実施の形態１に係る半導体装置の製造方法を示す工程図である。
【図６】本発明の実施の形態１に係る半導体装置の製造方法を示す工程図である。
【図７】本発明の実施の形態１に係る半導体装置の製造方法を示す工程図である。
【図８】本発明の実施の形態１に係る半導体装置の製造方法を示す工程図である。
【図９】本発明の実施の形態１に係る半導体装置の製造方法を示す工程図である。
【図１０】本発明の実施の形態１に係る半導体装置の製造方法を示す工程図である。
【図１１】保護コンタクト幅に対するゲート幅密度の見積もり結果を示すグラフである。
【図１２】本発明の実施の形態２に係る半導体装置の断面図である。
【図１３】本発明の実施の形態３に係る半導体装置の断面図である。
【図１４】本発明の実施の形態４に係る半導体装置の断面図である。
【発明を実施するための形態】
【００１８】
　＜実施の形態１＞
　図１および図２は、実施の形態１に係る半導体装置の構成を示す図である。ここでは半
導体装置の一例として、炭化珪素（ＳｉＣ）半導体装置であるトレンチゲート型ＭＯＳＦ
ＥＴを示す。図１は当該ＭＯＳＦＥＴの平面図である。図２（ａ）は、図１のＡ－Ａ線に
沿った断面図であり、ＭＯＳＦＥＴセルの形成領域（ＭＯＳＦＥＴセル領域）を示してい
る。一方、図２（ｂ）は図１のＢ－Ｂ線に沿った断面図であり、保護拡散層に接続するコ
ンタクト（保護コンタクト）の形成領域２０（保護コンタクト領域）を含んでいる。保護
コンタクト領域２０の詳細については後述する。
【００１９】
　実施の形態１のＭＯＳＦＥＴは、ｎ型のＳｉＣ基板１とその上に成長させたｎ型ＳｉＣ
のエピタキシャル層２（半導体層）とから成るエピタキシャル基板を用いて形成されてい
る。エピタキシャル層２の上部にはｐ型のベース領域３が形成され、ベース領域３が形成
されていないエピタキシャル層２のｎ型領域がドリフト層２ａとなる。
【００２０】
　まず図２（ａ）を参照し、ＭＯＳＦＥＴセルの構成を説明する。ＭＯＳＦＥＴセル領域
のエピタキシャル層２には、エピタキシャル層２のベース領域３を貫通するように、ゲー
ト電極７が埋め込まれるトレンチ５が形成される。つまりトレンチ５の底部は、ベース領
域３の下のドリフト層２ａに達している。ゲート電極７の底面および側面（トレンチ５の
内面）にはゲート絶縁膜６が設けられている。ベース領域３の上部におけるゲート電極７
の近傍には、ゲート絶縁膜６を介してゲート電極７に隣接するようにｎ型のソース領域４
が配設される。
【００２１】
　またドリフト層２ａにおけるゲート電極７（トレンチ５）の底部には、ＭＯＳＦＥＴの
オフ時にドリフト層２ａの空乏化を促進すると共に、トレンチ５の底部への電界集中を緩
和してゲート絶縁膜６の破壊を防止するｐ型の保護拡散層１３が形成される。
【００２２】
　エピタキシャル層２の上面には、ゲート電極７を覆うように層間絶縁膜８が形成される
。層間絶縁膜８には、ソース領域４およびベース領域３に達するコンタクトホール（第１
コンタクトホール）が形成されており、層間絶縁膜８上に配設されたソース電極９は当該
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コンタクトホールを通してソース領域４およびベース領域３に接続する。ドレイン電極１
０は、ＳｉＣ基板１の下面に形成される。
【００２３】
　図１に示すように、ゲート電極７は、平面視で格子状に配設されている（保護拡散層１
３もゲート電極７と同様に格子状に延在している）。ＭＯＳＦＥＴセル領域では、ゲート
電極７で区切られた区画（セル）のそれぞれがＭＯＳＦＥＴとして機能する。なお、図１
ではエピタキシャル層２上の層間絶縁膜８およびソース電極９の図示を省略している（つ
まり図１は、エピタキシャル層２の上面図に相当する）。
【００２４】
　本発明では、ゲート電極７で区切られた区画の少なくとも１つを、保護拡散層１３とソ
ース電極９とを接続する保護コンタクト２１を配設するための保護コンタクト領域２０と
する。図２（ｂ）の如く、保護コンタクト領域２０では、ベース領域３の下のドリフト層
２ａに達するトレンチ５が、ゲート電極７で区切られた区画の全体に形成されている。
【００２５】
　つまり保護コンタクト領域２０では、トレンチ５は矩形の開口であり、ゲート電極７は
その外周部に形成されている。また層間絶縁膜８は、ゲート電極７の上面および保護コン
タクト領域２０に面する側面を覆うように形成される。
【００２６】
　また保護コンタクト領域２０のトレンチ５（矩形の開口）の底部にも保護拡散層１３が
形成されており、これは周囲のＭＯＳＦＥＴセルのゲート電極７の底部の保護拡散層１３
と繋がっている。つまり保護拡散層１３は、ＭＯＳＦＥＴセル領域および保護コンタクト
領域２０に渡って、トレンチ５の底部に連続して形成されている。また保護拡散層１３は
、ゲート電極７と同様に格子状に延在しているため、保護コンタクト領域２０の保護拡散
層１３は、周囲のＭＯＳＦＥＴセルの全ての保護拡散層１３と繋がることになる。
【００２７】
　層間絶縁膜８上のソース電極９は、保護コンタクト領域２０内にも延在する。保護コン
タクト領域２０内の層間絶縁膜８には、保護拡散層１３に達するコンタクトホール（第２
コンタクトホール）が形成されており、ソース電極９は当該コンタクトホールを通して保
護コンタクト領域２０の保護拡散層１３に接続している。つまり図２（ｂ）に示す保護コ
ンタクト２１は、保護コンタクト領域２０内に延在するソース電極９の一部である。
【００２８】
　なお保護コンタクト２１とゲート電極７との間は、ゲート電極７の側面を覆う層間絶縁
膜８によって絶縁されている。実施の形態１では、保護コンタクト領域２０において、ゲ
ート電極７で区切られた区画の全体にトレンチ５が形成されているため、保護コンタクト
２１は、層間絶縁膜８を介してゲート電極７に隣接することになる。この構成によれば、
保護コンタクト２１の面積が最大限広くなるため、保護コンタクト２１の抵抗を小さくで
きる。
【００２９】
　ここで、上記のＭＯＳＦＥＴの動作を簡単に説明する。ゲート電極７にしきい値電圧以
上の正電圧が印加されると、ゲート電極７の側面のベース領域３（チャネル領域）に反転
チャネル層が形成される。この反転チャネル層は、ソース領域４からドリフト層２ａへと
キャリアとしての電子が流れる経路となる。反転チャネル層を通ってソース領域４からド
リフト層２ａへ流れ込んだ電子は、ドレイン電極１０の正電圧により生じた電界に従い、
ＳｉＣ基板１を通過してドレイン電極１０に到達する。その結果、ＭＯＳＦＥＴは、ドレ
イン電極１０からソース電極９へと電流を流すことができるようになる。この状態がＭＯ
ＳＦＥＴのオン状態である。
【００３０】
　一方、ゲート電極７にしきい値電圧よりも低い電圧が印加されているときは、チャネル
領域に反転チャネルが形成されないため、ドレイン電極１０とソース電極９との間には電
流が流れない。この状態がＭＯＳＦＥＴのオフ状態である。
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【００３１】
　上記したように、ＭＯＳＦＥＴがターンオフするとき、ドレイン電極１０の電圧が急激
に上昇するため、保護拡散層１３とドリフト層２ａとの間の寄生容量を介して、変位電流
が保護拡散層１３に流れ込む。このとき保護拡散層１３とベース領域３との間の抵抗成分
に電圧降下が生じ、これが大きくなるとゲート絶縁膜６の絶縁破壊が起こる。変位電流に
起因するゲート絶縁膜６の破壊を防止するためには、保護拡散層１３とベース領域３との
間の抵抗値を小さくすることが有効である。
【００３２】
　実施の形態１のＭＯＳＦＥＴでは、格子状のゲート電極７により規定される区画の少な
くとも１つを、ベース領域３に接続したソース電極９と保護拡散層１３との間を接続する
保護コンタクト２１を配設するための保護コンタクト領域２０としている。そのため保護
コンタクト２１の形成面積を大きくとることができ、保護コンタクト２１の抵抗値を小さ
くできる。よって保護拡散層１３とベース領域３との間の抵抗値が小さくなり、変位電流
に起因するゲート絶縁膜６の破壊を防止することができる。
【００３３】
　また保護コンタクト２１の面積はトレンチ５の幅に制限されないので、電流密度を大き
くするためにセルピッチ（トレンチ５の幅）を狭くしても、保護コンタクト２１の抵抗が
高くなることはない。従って、本実施の形態によれば、ＭＯＳＦＥＴの高耐圧化および大
容量化の両方に寄与することができる。
【００３４】
　保護コンタクト領域２０の保護拡散層１３は、その周囲のＭＯＳＦＥＴセルの全ての保
護拡散層１３と繋がっているため、格子状のゲート電極７で規定される区画（セル）の少
なくとも１つを保護コンタクト領域２０にすればよい。しかし多くのＭＯＳＦＥＴセルを
有する装置においては、各ＭＯＳＦＥＴセルから保護コンタクト領域２０までの距離が長
くならないように、保護コンタクト領域２０を複数個配設するとよい。その場合、ＭＯＳ
ＦＥＴセルを流れる電流の経路が均一になるように、保護コンタクト領域２０は等間隔に
設けるとよい。
【００３５】
　より好ましくは、図１のように９個の区画ごとに、中心の１つを保護コンタクト領域２
０にするとよい。その場合、保護コンタクト領域２０が等間隔になる上、全てのＭＯＳＦ
ＥＴセルが保護コンタクト領域２０に隣接することになるため、各ＭＯＳＦＥＴセルの保
護拡散層１３と保護コンタクト領域２０との間の抵抗を小さくできる。
【００３６】
　以下、図１および図２に示したＭＯＳＦＥＴの製造方法を説明する。図３～図１０はそ
の工程図である。これら各図の（ａ）および（ｂ）は、それぞれ図２（ａ）および図２（
ａ）に対応する領域の断面に対応している。
【００３７】
　まず、ＳｉＣ基板１上にエピタキシャル層２（半導体層）を形成する。ここでは４Ｈの
ポリタイプを有するｎ型で低抵抗のＳｉＣ基板１を用意し、その上に化学気相堆積（ＣＶ
Ｄ：Chemical Vapor Deposition）法によりｎ型のドリフト層２ａをエピタキシャル成長
させた。ドリフト層２ａは、１×１０15ｃｍ-3～１×１０17ｃｍ-3の不純物濃度、５～５
０μｍの厚さとした。
【００３８】
　次にエピタキシャル層２の表面に所定のドーパントをイオン注入することにより、ベー
ス領域３およびソース領域４を形成する（図３）。ここではベース領域３をｐ型不純物で
あるアルミニウム（Ａｌ）のイオン注入により形成する。Ａｌのイオン注入の深さは、エ
ピタキシャル層２の厚さを超えない範囲で、０．５～３μｍ程度とする。注入するＡｌの
不純物濃度は、エピタキシャル層２のｎ型不純物濃度より高くする。このときＡｌの注入
深さよりも深いエピタキシャル層２の領域がｎ型のドリフト層２ａとして残る。
【００３９】
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　なおベース領域３はエピタキシャル成長によって形成してもよい。その場合もベース領
域３の不純物濃度および厚さは、イオン注入によって形成する場合と同等とする。
【００４０】
　ソース領域４は、ｎ型不純物である窒素（Ｎ）をベース領域３の表面にイオン注入する
ことにより形成する。ソース領域４は、この後形成されるゲート電極７（トレンチ５）の
レイアウトに対応する格子状のパターンで形成される（図１参照）。これにより、ゲート
電極７が形成されたとき、ゲート電極７の両側にソース領域４が配設される。Ｎのイオン
注入深さは、ベース領域３の厚さより浅くする。注入するＮの不純物濃度は、ベース領域
３のｐ型不純物濃度よりも高くし、１×１０18ｃｍ-3～１×１０21ｃｍ-3の範囲とする。
【００４１】
　続いて、エピタキシャル層２の表面にシリコン酸化膜層１１を１～２μｍ程度堆積し、
その上にレジスト材からなるエッチングマスク１２を形成する（図４）。エッチングマス
ク１２には、フォトリソグラフィ技術により、トレンチ５の形成領域を開口したパターン
に形成される。トレンチ５が格子状なので、エッチングマスク１２はそれを反転したマト
リクス状のパターンとなる。但し、保護コンタクト領域２０ではその全体が開口されるの
で、エッチングマスク１２は、保護コンタクト領域２０に対応する部分が欠けたマトリク
ス状のパターンとなる。
【００４２】
　そしてエッチングマスク１２をマスクとする反応性イオンエッチング（ＲＩＥ：Reacti
ve Ion Etching）処理により、シリコン酸化膜１１をパターニングする（図５）。つまり
エッチングマスク１２のパターンがシリコン酸化膜１１に転写される。パターニングされ
たシリコン酸化膜１１は次の工程のエッチングマスクとなる。
【００４３】
　パターニングされたシリコン酸化膜層１１をマスクとするＲＩＥにより、エピタキシャ
ル層２にソース領域４およびベース領域３を貫通するトレンチ５を形成する（図６）。こ
のとき保護コンタクト領域２０に形成されるトレンチ５は、保護コンタクト領域２０の全
体を含む矩形状となる。トレンチ５の深さは、ベース領域３の深さ以上であり、０．５～
３μｍ程度とする。
【００４４】
　その後、トレンチ５の部分を開口したパターン（エッチングマスク１２と同じく一部が
欠けたマトリクス状）の注入マスク１５を形成し、それをマスクにするイオン注入により
、トレンチ５の底部にｐ型の保護拡散層１３を形成する（図７）。ここではｐ型不純物と
してＡｌを用いる。なお、注入マスク１５の代わりに、トレンチ５形成の際のエッチング
マスクである（パターニングされた）シリコン酸化膜１１を使用してもよい。これにより
製造工程の簡略化およびコスト削減を図ることができる。注入マスク１５の代わりにシリ
コン酸化膜１１を使用する場合は、トレンチ５を形成した後、ある程度の厚さのシリコン
酸化膜１１が残存するように、シリコン酸化膜層１１の厚さやエッチング条件を調整する
必要がある。
【００４５】
　注入マスク１５を除去した後、熱処理装置を用いて、上記の工程でイオン注入したＮお
よびＡｌを活性化させるアニールを行う。このアニールは、アルゴン（Ａｒ）ガスなどの
不活性ガス雰囲気中で、１３００～１９００℃、３０秒～１時間の条件で行う。
【００４６】
　そしてトレンチ５の内を含むエピタキシャル層２の全面にシリコン酸化膜を形成した後
、ポリシリコンを減圧ＣＶＤ法により堆積し、それらをパターニングまたはエッチバック
することにより、トレンチ５内にゲート絶縁膜６およびゲート電極７を形成する（図８）
。ゲート絶縁膜６となるシリコン酸化膜は、エピタキシャル層２の表面を熱酸化して形成
してもよいし、エピタキシャル層２上に堆積させて形成してもよい。
【００４７】
　ＭＯＳＦＥＴセル領域では、図８（ａ）のようにトレンチ５の全体にゲート電極７を埋



(9) JP 6049784 B2 2016.12.21

10

20

30

40

50

め込む。一方、保護コンタクト領域２０のトレンチ５（矩形の開口部）では、保護コンタ
クト２１を形成する領域を確保するために中央部のゲート電極７を除去し、図８（ｂ）の
ように外周部のみにゲート電極７が残存するようにパターニングまたはエッチバックする
。
【００４８】
　続いて、減圧ＣＶＤ法により、エピタキシャル層２の全面に層間絶縁膜８を形成し、ゲ
ート電極７を覆う。そして層間絶縁膜８をパターニングすることで、ソース領域４および
ベース領域３に達する第１コンタクトホール８１と、保護コンタクト領域２０のトレンチ
５の底部の保護拡散層１３に達する第２コンタクトホール８２を形成する（図９）。
【００４９】
　そして、エピタキシャル層２上にＡｌ合金等の電極材を堆積することで、層間絶縁膜８
上並びに第１および第２コンタクトホール８１，８２内に、ソース電極９を形成する。ソ
ース電極９において、保護コンタクト領域２０内に延在する部分が保護コンタクト２１と
なる（図１０）。最後に、ＳｉＣ基板１の下面にＡｌ合金等の電極材を堆積してドレイン
電極１０を形成することにより、図１に示した構成のＭＯＳＦＥＴが得られる。
【００５０】
　図１１は、保護コンタクトの幅に対するゲート幅密度（ＭＯＳＦＥＴの総面積に対する
当該ＭＯＳＦＥＴ全体のゲート幅の割合）の見積もり結果を示すグラフである。同図にお
いて、実線のグラフは本発明の場合を示しており、破線のグラフは、保護コンタクトがセ
ル間のゲート電極を貫通する従来例（例えば特許文献２）の場合を示している。
【００５１】
　従来例の場合、保護コンタクトを設けるためには、ＭＯＳＦＥＴセル間のゲート電極内
に、保護コンタクトの幅と層間絶縁膜の厚さとの和に相当する幅の開口を設ける必要があ
るため、その開口の幅が比較的大きくなり、その分だけゲート幅密度が小さくなる。一方
、本発明では、保護コンタクト２１の幅によらず、セル間のトレンチ５の幅を一定にする
ことが可能であるため、従来例よりもゲート幅密度を大きくすることができる。
【００５２】
　＜実施の形態２＞
　実施の形態１で説明したように、ゲート電極７は、パターニングおよびエッチバックの
いずれの手法でも形成できる。しかし、保護コンタクト領域２０のトレンチ５がテーパー
状に形成された場合、エッチバックによりゲート電極７を形成しようとすると、保護コン
タクト領域２０のトレンチ５内に配設されるゲート電極７が完全に除去される恐れがある
。
【００５３】
　ゲート電極７をパターニングによって形成すれば上記の問題は生じない。しかしその場
合は、ゲート電極７の端部をエピタキシャル層２の上面に位置させるため、ゲート電極７
の幅がトレンチ５の幅よりも広くなる。従って、ＭＯＳＦＥＴセルのピッチを狭くする観
点からは、エッチバックによってゲート電極７する方が有利である。
【００５４】
　そこで実施の形態２では、保護コンタクト領域２０のトレンチ５内に配設されるゲート
電極７のみをパターニングにより形成し、それ以外のゲート電極７（ＭＯＳＦＥＴセル領
域に配設されるゲート電極７）は、エッチバックにより形成する。
【００５５】
　図１２は、実施の形態２に係る半導体装置における保護コンタクト領域２０の断面図（
図１のＢ－Ｂ線に沿った断面に相当）である。ＭＯＳＦＥＴセル領域の構成は、実施の形
態１（図２（ａ））と同様である。
【００５６】
　保護コンタクト領域２０のトレンチ５内に配設されるゲート電極７は、当該ゲート電極
７の材料膜（例えばポリシリコン）をパターニングすることにより形成する。よって図１
２のように、保護コンタクト領域２０の周囲のゲート電極７およびゲート絶縁膜６の端部
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は、エピタキシャル層２上にまで延在する（つまりゲート電極７およびゲート絶縁膜６の
端部がエピタキシャル層２上に位置する）構成となる。
【００５７】
　一方、保護コンタクト領域２０以外のトレンチ５内に配設されるゲート電極７は、当該
ゲート電極７の材料膜（例えばポリシリコン）をエッチバックによって形成する。よって
ＭＯＳＦＥＴセル領域では、図２（ａ）のようにゲート電極７の全体がトレンチ５に埋め
込まれる。
【００５８】
　本実施の形態によれば、ＭＯＳＦＥＴセルのピッチを広げることなく、保護コンタクト
領域２０のトレンチ５内のゲート電極７が消失することを防止できる。
【００５９】
　＜実施の形態３＞
　図１３は、本発明の実施の形態３に係る半導体装置の構成を示す断面図であり、当該半
導体装置のＭＯＳＦＥＴセルアレイの最外周部の断面を示している。本実施の形態では、
最外周のＭＯＳＦＥＴセルのさらに外側に隣り合うように、ＭＯＳＦＥＴとして機能しな
いダミーセル３０を配設している。ダミーセル３０は、ＭＯＳＦＥＴセルアレイを囲うよ
うに配置される。ＭＯＳＦＥＴセルアレイ（保護コンタクト領域２０を含む）の最外周部
以外の構成は、実施の形態１または２と同様である。
【００６０】
　図１３のように、ダミーセル３０は、ＭＯＳＦＥＴセルと同様にベース領域３を貫通す
るトレンチ５を有しているが、そのトレンチ５内は、半導体装置の外周領域上に形成され
るフィールド絶縁膜２２の一部によって満たされている。フィールド絶縁膜２２が埋め込
まれたダミーセル３０のトレンチ５とゲート電極７が埋め込まれるＭＯＳＦＥＴセルのト
レンチ５は、平面視で、連続的な格子状のパターンを形成する。つまり、ダミーセル３０
のトレンチ５に埋め込まれたフィールド絶縁膜２２の部分は、平面視で、格子状のゲート
電極７の外周に、当該ゲート電極７と共に格子状のパターンを形成するように配設される
。
【００６１】
　フィールド絶縁膜２２の上には、パターニングにより形成したゲート電極７が配設され
る。フィールド絶縁膜２２上のゲート電極７は、不図示の領域で、ＭＯＳＦＥＴセル領域
および保護コンタクト領域２０のゲート電極７と電気的に接続されている。
【００６２】
　また、フィールド絶縁膜２２上のゲート電極７も、層間絶縁膜８によって覆われており
、その上にはＭＯＳＦＥＴセル領域から延在するソース電極９が形成されている。ソース
電極９は、エピタキシャル層２の上面において、層間絶縁膜８に形成されたコンタクトホ
ールを介してＭＯＳＦＥＴセルおよびダミーセル３０それぞれのベース領域３およびソー
ス領域４に接続されている。
【００６３】
　本実施の形態によれば、最外周のＭＯＳＦＥＴセルのさらに外側に、フィールド絶縁膜
２２で満たされたトレンチ５を有するダミーセル３０が配設されるため、最外周のＭＯＳ
ＦＥＴセルのゲート絶縁膜６が、実質的に、ＭＯＳＦＥＴセルアレイの最外周でむき出し
にならない。よって、最外周のＭＯＳＦＥＴセルのゲート絶縁膜６における電界集中の発
生が抑えられ、当該ゲート絶縁膜６の破壊を防止することができる。
【００６４】
　＜実施の形態４＞
　図１４は、本発明の実施の形態４に係る半導体装置の構成を示す断面図であり、当該半
導体装置のＭＯＳＦＥＴセルアレイの最外周部の断面を示している。本実施の形態では、
最外周のＭＯＳＦＥＴセルの外側を囲うように、保護コンタクト２１が配設される最外周
保護コンタクト領域４０を設けている。ＭＯＳＦＥＴセルアレイ（保護コンタクト領域２
０を含む）の最外周部以外の構成は、実施の形態１または２と同様である。
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【００６５】
　最外周保護コンタクト領域４０には、ベース領域３を貫通する幅の広い最外周トレンチ
５ａが形成される。この最外周トレンチ５ａは、ＭＯＳＦＥＴセル領域および保護コンタ
クト領域２０のトレンチ５と繋がっており、トレンチ５が形成する格子状パターンの最外
周部分に相当する。
【００６６】
　最外周トレンチ５ａ内には、トレンチ５に沿う格子状のゲート電極７の最外周部が配設
される。また、最外周トレンチ５ａの底部には保護拡散層１３が形成されており、これは
、ＭＯＳＦＥＴセル領域および保護コンタクト領域の保護拡散層１３と繋がっている。
【００６７】
　最外周トレンチ５ａの内周側（ＭＯＳＦＥＴセルアレイ側）の側面には、ゲート絶縁膜
６を介してゲート電極７が形成される。また、ゲート絶縁膜６を介してゲート電極７に隣
接するように、最外周のＭＯＳＦＥＴセルのソース領域４が形成される。よって、最外周
トレンチ５ａの内周側の側面は、最外周のＭＯＳＦＥＴセルのチャネルの一部としても機
能する。
【００６８】
　一方、最外周トレンチ５ａの外周側の側面は、半導体装置の外周領域上に形成される、
ゲート絶縁膜６よりも厚いフィールド絶縁膜２２の一部によって覆われ、その上にパター
ニングにより形成したゲート電極７が配設される。フィールド絶縁膜２２上のゲート電極
７は、不図示の領域で、ＭＯＳＦＥＴセル領域および保護コンタクト領域２０のゲート電
極７と電気的に接続されている。
【００６９】
　最外周トレンチ５ａ内に配設されたゲート電極７も、層間絶縁膜８によって覆われてお
り、当該層間絶縁膜８の上には、ＭＯＳＦＥＴセル領域から延びるソース電極９が形成さ
れる。ソース電極９の一部は、最外周トレンチ５ａ内において層間絶縁膜８に形成された
コンタクトホールを介して、最外周トレンチ５ａ底部の保護拡散層１３に接続する。言い
換えれば、最外周保護コンタクト領域４０内に延在するソース電極９の一部が、保護拡散
層１３に達するコンタクトホール内に埋め込まれており、その部分がソース電極９と保護
拡散層１３とを接続する保護コンタクト２１（最外周保護コンタクト）となっている。
【００７０】
　本実施の形態によれば、ＭＯＳＦＥＴセルアレイを囲む最外周保護コンタクト領域４０
に保護コンタクト２１が配設されるので、保護拡散層１３と保護コンタクト２１との間の
コンタクト抵抗を低くすることができる。さらに、最外周のＭＯＳＦＥＴセルのゲート絶
縁膜６が、実質的に、ＭＯＳＦＥＴセルアレイの最外周でむき出しにならない。よって、
最外周のＭＯＳＦＥＴセルのゲート絶縁膜６における電界集中の発生が抑えられ、当該ゲ
ート絶縁膜６の破壊を防止することができる。また、上記したように、最外周トレンチ５
ａの内周側の側面は、ＭＯＳＦＥＴのチャネルとして利用することもできる。
【００７１】
　以上の説明では、ドリフト層２ａと基板１（バッファ層）とが同じ導電型を有する構造
のＭＯＳＦＥＴについて述べたが、ドリフト層２ａと基板１とが異なる導電型を有する構
造のＩＧＢＴに対しても適用可能である。例えば、図１に示した構成に対し、ＳｉＣ基板
１をｐ型にすればＩＧＢＴの構成となる。その場合、ＭＯＳＦＥＴのソース領域４および
ソース電極９は、それぞれＩＧＢＴのエミッタ領域およびエミッタ電極に対応し、ＭＯＳ
ＦＥＴのドレイン電極１０はコレクタ電極に対応することになる。
【００７２】
　また各実施の形態では、ワイドバンドギャップ半導体の１つであるＳｉＣを用いて形成
した半導体装置について説明したが、例えば窒化ガリウム（ＧａＮ）系材料、ダイヤモン
ドなど、他のワイドバンドギャップ半導体を用いた半導体装置に対しても適用可能である
。
【００７３】
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　この発明は詳細に説明されたが、上記した説明は、すべての局面において、例示であっ
て、この発明がそれに限定されるものではない。例示されていない無数の変形例が、この
発明の範囲から外れることなく想定され得るものと解される。
【符号の説明】
【００７４】
　１　ＳｉＣ基板、２　エピタキシャル層、２ａ　ドリフト層、３　ベース領域、４　ソ
ース領域、５　トレンチ、６　ゲート絶縁膜、７　ゲート電極、８　層間絶縁膜、９　ソ
ース電極、１０　ドレイン電極、１１　シリコン酸化膜、１２　エッチングマスク、１３
　保護拡散層、１４　保護コンタクト、１５　注入マスク、２０　保護コンタクト領域、
２１　保護コンタクト、８１　第１コンタクトホール、８２　第２コンタクトホール。

【図１】 【図２】
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【図１１】
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