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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
（０００１）Ｓｉ面から傾斜した主面を有する炭化珪素基板と、
前記炭化珪素基板の前記主面に配置された炭化珪素層と、
前記炭化珪素層に配置され、底面、側壁、および、前記側壁と前記炭化珪素層の上面との
間に位置する上部コーナー領域を含むトレンチと、
　前記トレンチの前記側壁の少なくとも一部、前記上部コーナー領域の少なくとも一部、
および前記炭化珪素層の上面の少なくとも一部の上に配置されたゲート絶縁膜と、
　前記ゲート絶縁膜上に配置されたゲート電極と
を備え、
　前記上部コーナー領域は、前記炭化珪素層の上面とも前記側壁を構成する面とも異なる
面を含み、
　前記ゲート電極は、前記ゲート絶縁膜のうち前記上部コーナー領域上に位置する第１部
分および前記側壁上に位置する第２部分の両方と接しており、
　前記ゲート絶縁膜の前記第１部分の厚さは、前記ゲート絶縁膜のうち前記炭化珪素層の
上面の上に位置する第３部分の厚さよりも大きく、
　前記ゲート電極の端部は、前記上部コーナー領域上に位置する炭化珪素半導体素子。
【請求項２】
　前記トレンチと前記ゲート絶縁膜との間に配置された炭化珪素エピタキシャル層をさら
に備え、
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　前記炭化珪素エピタキシャル層は、前記上部コーナー領域上に位置するエピ層上部コー
ナー領域を有しており、
　前記ゲート電極の端部は、前記エピ層上部コーナー領域上に位置する請求項１に記載の
炭化珪素半導体素子。
【請求項３】
　前記炭化珪素基板の前記主面に垂直で、かつ、前記トレンチの前記側壁に垂直な断面に
おいて、前記主面は（０００１）Ｓｉ面から傾斜しており、前記エピ層上部コーナー領域
は、第１エピ層上部コーナー領域と、前記第１エピ層上部コーナー領域と対向し、かつ、
前記第１エピ層上部コーナー領域よりも、（０００１）Ｓｉ面が前記炭化珪素基板の前記
主面に対して傾斜して上がっていく方向側に位置する第２エピ層上部コーナー領域とを含
み、前記第１エピ層上部コーナー領域の幅は、前記第２エピ層上部コーナー領域の幅より
も大きい請求項２に記載の炭化珪素半導体素子。
【請求項４】
　前記炭化珪素基板の前記主面の法線方向から見て、前記第１エピ層上部コーナー領域の
うち前記ゲート電極と重なっている部分の幅は、前記第２エピ層上部コーナー領域のうち
前記ゲート電極と重なっている部分の幅よりも大きい請求項３に記載の炭化珪素半導体素
子。
【請求項５】
　前記炭化珪素基板の前記主面に垂直な断面において、前記上部コーナー領域の幅は、０
．１μｍ以上１μｍ以下である請求項１から４のいずれかに記載の炭化珪素半導体素子。
【請求項６】
　前記炭化珪素基板の前記主面は、（０００１）Ｓｉ面から＜１１－２０＞方向に傾斜し
ており、前記トレンチの前記側壁の面方位は｛１１－２０｝である請求項１から５のいず
れかに記載の炭化珪素半導体素子。
【請求項７】
　前記炭化珪素基板の前記主面は（０００１）Ｓｉ面から＜１―１００＞方向に傾斜して
おり、前記トレンチの前記側壁の面方位は｛１―１００｝である請求項１から５のいずれ
かに記載の炭化珪素半導体素子。
【請求項８】
　前記炭化珪素基板の前記主面は、（０００１）Ｓｉ面から０．１度以上１０度以下傾斜
している請求項１から７のいずれかに記載の炭化珪素半導体素子。
【請求項９】
　前記ゲート絶縁膜は熱酸化膜を含む請求項１から８のいずれかに記載の炭化珪素半導体
素子。
【請求項１０】
　（０００１）Ｓｉ面から傾斜した主面を有する炭化珪素基板であって、前記主面に炭化
珪素層が配置された炭化珪素基板を用意する工程と、
　前記炭化珪素層にトレンチを形成する工程であって、前記トレンチは、底面、側壁、お
よび、前記側壁と前記炭化珪素層の上面との間に位置する上部コーナー領域を有し、前記
上部コーナー領域は、前記炭化珪素層の上面とも前記側壁を構成する面とも異なる面を含
む、工程と、
　前記トレンチの前記側壁の少なくとも一部、前記上部コーナー領域の少なくとも一部、
および前記炭化珪素層の上面の少なくとも一部の上にゲート絶縁膜を形成する工程であっ
て、前記ゲート絶縁膜のうち前記上部コーナー領域上に位置する第１部分の厚さは、前記
炭化珪素層の上面上に位置する第３部分の厚さよりも大きい工程と、
　前記ゲート絶縁膜上に、前記ゲート絶縁膜の前記第１部分および前記側壁上に位置する
第２部分の両方と接するゲート電極を形成する工程であって、前記ゲート電極の端部が前
記上部コーナー領域上に位置するように前記ゲート電極を形成する工程と
を包含する炭化珪素半導体素子の製造方法。
【請求項１１】
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　前記炭化珪素層にトレンチを形成する工程の後であって、前記ゲート絶縁膜を形成する
工程の前に、前記トレンチの前記側壁の少なくとも一部および前記上部コーナー領域の少
なくとも一部上に炭化珪素エピタキシャル層を形成する工程をさらに包含する請求項１０
に記載の炭化珪素半導体素子の製造方法。
【請求項１２】
　前記炭化珪素エピタキシャル層は、前記上部コーナー領域上に位置するエピ層上部コー
ナー領域を有しており、
　前記ゲート電極の端部は、前記エピ層上部コーナー領域上に位置しており、
　前記炭化珪素基板の前記主面に垂直で、かつ、前記トレンチの前記側壁に垂直な断面に
おいて、前記主面は（０００１）Ｓｉ面から傾斜しており、前記エピ層上部コーナー領域
は、第１エピ層上部コーナー領域と、前記第１エピ層上部コーナー領域と対向し、かつ、
前記第１エピ層上部コーナー領域よりも、（０００１）Ｓｉ面が前記炭化珪素基板の前記
主面に対して傾斜して上がっていく方向側に位置する第２エピ層上部コーナー領域とを含
み、前記第１エピ層上部コーナー領域の幅は、前記第２エピ層上部コーナー領域の幅より
も大きく、
　前記ゲート電極は、前記炭化珪素基板の前記主面の法線方向から見て、前記第１エピ層
上部コーナー領域のうち前記ゲート電極と重なっている部分の幅が、前記第２エピ層上部
コーナー領域のうち前記ゲート電極と重なっている部分の幅よりも大きくなるように形成
される請求項１１に記載の炭化珪素半導体素子の製造方法。
【請求項１３】
　前記炭化珪素層にトレンチを形成する工程は、
　　前記炭化珪素層に凹部を形成する工程と、
　　前記凹部が形成された前記炭化珪素層に対して熱処理を行って、前記凹部の開口部の
コーナーに前記上部コーナー領域を形成することにより、前記トレンチを得る工程と
を包含する請求項１０から１２のいずれかに記載の炭化珪素半導体素子の製造方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本願は、ＳｉＣを用いた半導体素子及びその製造方法に関する。特に、高耐圧、大電流
用に使用される、炭化珪素半導体素子（パワー半導体デバイス）に関する。
【背景技術】
【０００２】
　炭化珪素（シリコンカーバイド：ＳｉＣ）は、珪素（Ｓｉ）に比べてバンドギャップが
大きく、絶縁破壊電界強度が高いことなどから、次世代の低損失パワーデバイス等へ応用
されることが期待される半導体材料である。ＳｉＣは、立方晶系の３Ｃ－ＳｉＣや六方晶
系の６Ｈ－ＳｉＣ、４Ｈ－ＳｉＣ等、多くのポリタイプを有する。この中で、実用的な炭
化珪素半導体素子を作製するために一般的に使用されているポリタイプは４Ｈ－ＳｉＣで
ある。
【０００３】
　ＳｉＣを用いたパワーデバイスの代表的なスイッチング素子として、金属－絶縁体－半
導体電界効果トランジスタ（Ｍｅｔａｌ　Ｉｎｓｕｌａｔｏｒ　Ｓｅｍｉｃｏｎｄｕｃｔ
ｏｒ　Ｆｉｅｌｄ　Ｅｆｆｅｃｔ　Ｔｒａｎｓｉｓｔｏｒ、以下「ＭＩＳＦＥＴ」）、金
属－半導体電界効果トランジスタ（Ｍｅｔａｌ　Ｓｅｍｉｃｏｎｄｕｃｔｏｒ　Ｆｉｅｌ
ｄ　Ｅｆｆｅｃｔ　Ｔｒａｎｓｉｓｔｏｒ、以下「ＭＥＳＦＥＴ」）等の電界効果トラン
ジスタがある。このようなスイッチング素子では、ゲート電極－ソース電極間に印加する
電圧によって、数Ａ（アンペア）以上のドレイン電流が流れるオン状態と、ドレイン電流
がゼロとなるオフ状態とを切り替えることができる。また、オフ状態のとき、数百Ｖ以上
の高耐圧を実現できる。また、代表的な整流素子として、ショットキーダイオードやｐｎ
ダイオードなどがある。これらは、大電流、高耐圧を実現する整流素子として期待されて
いる。
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【０００４】
　ＳｉＣは、Ｓｉよりも高い絶縁破壊電界および熱伝導度を有するので、ＳｉＣを用いた
パワーデバイス（ＳｉＣパワーデバイス）では、Ｓｉパワーデバイスよりも高耐圧化、低
損失化が容易である。このため、Ｓｉパワーデバイスと同一性能を実現させる場合、Ｓｉ
パワーデバイスよりも面積および厚さを大幅に縮小することが可能となる。
【０００５】
　ＭＩＳＦＥＴなどのパワーデバイスで更なる大電流を流すためには、チャネル密度を高
くすることが有効である。このため、従来のプレーナゲート構造に代わって、トレンチゲ
ート構造の縦型パワーＭＩＳＦＥＴが提案されている。プレーナゲート構造では、半導体
層表面にチャネル領域が形成されるのに対し、トレンチゲート構造では、半導体層に形成
されたトレンチの側面にチャネル領域が形成される。
【０００６】
　以下、トレンチゲート構造を有する縦型ＭＩＳＦＥＴの断面構造を、図面を参照しなが
ら説明する。縦型ＭＩＳＦＥＴは、一般に、二次元に配列された複数のユニットセルを備
えている。各ユニットセルにはトレンチゲートが設けられている。
【０００７】
　図１０は、トレンチゲート構造を有する従来の縦型ＭＩＳＦＥＴ１０００の１セルピッ
チ（すなわち１個のユニットセル）を示す断面図である。ここでは、各ユニットセルに、
基板の主面に略垂直な側面を有するトレンチゲートが設けられた例を示す。
【０００８】
　縦型ＭＩＳＦＥＴ１０００は、炭化珪素によって構成される炭化珪素基板１と、炭化珪
素基板１の主面に形成された炭化珪素層２とを有している。炭化珪素層２は、炭化珪素基
板１の主面上に形成されたｎ型のドリフト領域２ｄと、ドリフト領域２ｄの上に形成され
たｐ型のボディ領域３とを有している。ボディ領域３の表面領域の一部には、ｎ型のソー
ス領域４が配置されている。炭化珪素層２には、ボディ領域３を貫通し、ドリフト領域２
ｄに達するトレンチ５が形成されている。この例では、トレンチ５は、炭化珪素基板１の
主面に垂直な側面を有している。トレンチ５内には、ゲート電極７、および、ゲート電極
７と炭化珪素層２とを絶縁するためのゲート絶縁膜６が配置されている。また、炭化珪素
層２の上には、ソース領域４およびボディ領域３に接するようにソース電極１０が設けら
れている。炭化珪素基板１の裏面にはドレイン電極９が設けられている。
【０００９】
　このような縦型ＭＩＳＦＥＴは、例えば次のようにして製造される。
【００１０】
　まず、低抵抗のｎ型の炭化珪素基板１の主面上に、炭化珪素基板１と同様の結晶構造を
持つ炭化珪素層２を形成する。例えば、炭化珪素基板１の主面上に、エピタキシャル成長
によりｎ型のドリフト領域２ｄとｐ型のボディ領域３とをこの順で形成し、炭化珪素層２
を得る。この後、炭化珪素層２の所定領域上にシリコン酸化膜からなるマスク層（図示せ
ず）を配置し、これをマスクとしてｎ型の不純物イオン（例えばＮ（窒素）イオン）をボ
ディ領域３に注入することにより、ボディ領域３内にソース領域４を形成する。
【００１１】
　マスク層を除去した後、ソース領域４の一部の上に、酸化膜を介してＡｌ膜（図示せず
）を形成し、これをマスクとして、ドリフト領域２ｄに達する垂直なトレンチ５を形成す
る。
【００１２】
　続いて、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。ゲート絶縁
膜６は、例えば炭化珪素層２の熱酸化によって形成された酸化膜である。
【００１３】
　ゲート電極７は、ゲート絶縁膜６上に、例えばＬＰ－ＣＶＤ（Ｌｏｗ　Ｐｒｅｓｓｕｒ
ｅ　Ｃｈｅｍｉｃａｌ　Ｖａｐｏｒ　Ｄｅｐｏｓｉｔｉｏｎ）法によりポリシリコンを堆
積した後、パターニングすることによって形成される。また、炭化珪素層２の上に、ボデ
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ィ領域３およびソース領域４の両方に跨るようにソース電極１０を形成し、炭化珪素基板
１の裏面上にドレイン電極９を形成する。このようにしてトレンチゲート構造を有する縦
型ＭＩＳＦＥＴが完成する。
【００１４】
　トレンチゲート構造を有するＭＩＳＦＥＴでは、ソース電極１０がアース電位に接続さ
れ、かつ、ゲート電極７がアース電位に接続されている時もしくはゲート電極７に負バイ
アスが印加されている時には、ソース領域４とドリフト領域２ｄとの間において、ボディ
領域３とゲート絶縁膜６との界面近傍の領域に正孔が誘起された蓄積状態となり、伝導キ
ャリアである電子の経路が遮断されるため電流が流れない（オフ状態）。この時、ドレイ
ン電極９とソース電極１０との間にドレイン電極９側が正となる高電圧を印加すると、ボ
ディ領域３とドリフト領域２ｄとの間のＰＮ接合が逆バイアス状態になるので、ボディ領
域３およびドリフト領域２ｄ内に空乏層が広がり、高電圧が維持される。
【００１５】
　また、ゲート電極７に閾値以上の正バイアスを印加すると、ソース領域４とドリフト領
域２ｄとの間において、ボディ領域３とゲート絶縁膜６との界面近傍に電子が誘起されて
反転状態となり、反転層が形成される。この結果、ソース電極１０、ソース領域４、ボデ
ィ領域３に形成され、ゲート絶縁膜６と接する反転層（図示せず）、ドリフト領域２ｄ、
炭化珪素基板１およびドレイン電極９の順にキャリアが流れる（オン状態）。
【００１６】
　プレーナ構造の縦型ＭＩＳＦＥＴでは、隣接するユニットセルの間で寄生的に接合型電
界効果トランジスタ（Ｊｕｎｃｔｉｏｎ　Ｆｉｅｌｄ　Ｅｆｆｅｃｔ　Ｔｒａｎｓｉｓｔ
ｏｒ、以下「ＪＦＥＴ」と略す）が形成され、抵抗成分（ＪＦＥＴ抵抗）となる。ＪＦＥ
Ｔ抵抗は、隣接するボディ領域の間に挟まれたドリフト領域を電流が流れるときの抵抗で
あり、ユニットセルの間隔（隣接するボディ領域の間隔）が狭くなるほど大きくなる。従
って、微細化のためにセルピッチを小さくするとＪＦＥＴ抵抗の増加に伴ってオン抵抗が
増大する。
【００１７】
　これに対し、トレンチゲート構造のＭＩＳＦＥＴ１０００では、ＪＦＥＴ抵抗が存在し
ないため、セルピッチを小さくすれば単調にオン抵抗が減少するという長所がある。この
ため、ユニットセルのサイズの微細化に有利である。
【００１８】
　しかしながら、トレンチゲート構造のＭＩＳＦＥＴ１０００には、次のような問題が生
じ得る。トレンチ５の内部のダメージや汚染などによりトレンチ５の内壁に形成したゲー
ト絶縁膜６の信頼性が低下する可能性がある。また、トレンチ５の開口部におけるコーナ
ー部５Ａやトレンチ５の底部におけるコーナー部５Ｂに電界集中が生じやすいために、デ
バイス耐圧の低下を引き起こしたりする可能性がある。
【００１９】
　このような問題に対し、ドライエッチングにより炭化珪素層にトレンチを形成した後、
熱処理を行うことにより、トレンチ５のコーナー部を平滑化およびラウンド化する方法（
例えば、特許文献１参照）が提案されている。「ラウンド化」とは、コーナー部（角部や
エッジ部）を丸みを帯びた形状にすることをいう。また、トレンチ底部の耐圧をさらに確
保するために、トレンチ底部へＳｉＯ2膜の埋め込む方法も提案されている（例えば、特
許文献２参照）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【００２０】
【特許文献１】特開２００８－１７７５３８号公報
【特許文献２】特開２００７－２０７９３５号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
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【００２１】
　特許文献１および２に提案された方法では、トレンチの内壁の平滑化、トレンチのコー
ナー部のラウンド化、あるいは、トレンチ底部へのＳｉＯ2膜の埋め込み等によって、ト
レンチのコーナー部およびトレンチ底部への電界集中を緩和でき、ゲート絶縁膜の信頼性
を高めることが可能である。しかしながら、本発明者が検討したところ、上述した従来技
術では、半導体素子の耐圧低下を十分に抑制できない場合があることが分かった。詳細は
後述する。従って、トレンチゲート構造を有する半導体素子のさらなる耐圧の向上が求め
られていた。
【００２２】
　本願の、限定的ではない例示的なある実施形態は、ゲート電極の幅を確保しつつ、ゲー
ト耐圧を高めることの可能なトレンチゲート構造を有する炭化珪素半導体素子を提供する
。
【課題を解決するための手段】
【００２３】
　本発明の一態様は、（０００１）Ｓｉ面から傾斜した主面を有する炭化珪素基板と、前
記炭化珪素基板の前記主面に配置された炭化珪素層と、前記炭化珪素層に配置され、底面
、側壁、および、前記側壁と前記炭化珪素基板の上面との間に位置する上部コーナー領域
を含むトレンチと、前記トレンチの前記側壁の少なくとも一部、前記上部コーナー領域の
少なくとも一部、および前記炭化珪素層の上面の少なくとも一部の上に配置されたゲート
絶縁膜と、前記ゲート絶縁膜上に配置されたゲート電極とを備え、前記上部コーナー領域
は、前記炭化珪素層の上面とも前記側壁を構成する面とも異なる面を含み、前記ゲート電
極は、前記ゲート絶縁膜のうち前記上部コーナー領域上に位置する第１部分および前記側
壁上に位置する第２部分の両方と接しており、前記ゲート絶縁膜の前記第１部分の厚さは
、前記ゲート絶縁膜のうち前記炭化珪素層の上面の上に位置する第３部分の厚さよりも大
きく、前記ゲート電極の端部は、前記上部コーナー領域上に位置する炭化珪素半導体素子
を含む。
【発明の効果】
【００２４】
　本発明の一態様にかかる炭化珪素半導体素子は、（０００１）Ｓｉ面に配置されたトレ
ンチを備え、トレンチは、側壁の上方に、Ｓｉ面ともトレンチの側壁を構成する面とも異
なる面から構成された上部コーナー領域を有している。このため、上部コーナー領域上に
おけるゲート絶縁膜の厚さを、炭化珪素層上面（Ｓｉ面）上におけるゲート絶縁膜の厚さ
よりも大きくできる。さらに、ゲート電極の端部が上部コーナー領域上に位置しているの
で、ゲート電極がゲート絶縁膜とＳｉ面上で接することを抑制できる。従って、炭化珪素
層の上面、および、トレンチの側壁上部のコーナー部に生じる電界集中を緩和することが
でき、従来よりも高いゲート耐圧を確保できる。
【図面の簡単な説明】
【００２５】
【図１】例示的な実施の形態１の炭化珪素半導体素子の概念図であり、（ａ）は断面図で
あり、（ｂ）はユニットセルが長方形状に延びている場合の配置の一例を示す平面図であ
る。
【図２】（ａ）～（ｅ）は、例示的な実施の形態１の炭化珪素半導体素子の製造方法を説
明するための工程断面図である。
【図３】実施の形態１の炭化珪素半導体素子の変形例の形状を示す断面図である。
【図４】実施の形態１の炭化珪素半導体素子におけるトレンチの他の形状を例示する断面
図である。
【図５】実施の形態１の炭化珪素半導体素子におけるトレンチのさらに他の形状を例示す
る断面図である。
【図６】例示的な実施の形態２の炭化珪素半導体素子の概念図であり、（ａ）は断面図で
あり、（ｂ）はユニットセルが長方形状に延びている場合の配置の一例を示す平面図であ
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る。
【図７】（ａ）～（ｆ）は、例示的な実施の形態２の炭化珪素半導体素子の製造方法を説
明するための工程断面図である。
【図８】（ａ）～（ｃ）は、実施の形態２の炭化珪素基板のオフ方向と、トレンチのチャ
ネル面の面方位との関係の一例を説明する模式図であり、（ａ）は平面図、（ｂ）は拡大
平面図、（ｃ）は炭化珪素層の拡大断面図である。
【図９】（ａ）～（ｃ）は、実施の形態２の炭化珪素基板のオフ方向と、トレンチのチャ
ネル面の面方位との関係の他の例を説明する模式図であり、（ａ）は平面図、（ｂ）は拡
大平面図、（ｃ）は炭化珪素層の拡大断面図である。
【図１０】従来の一般的なトレンチゲート構造を有するトレンチ型ＭＩＳＦＥＴの模式的
な断面図である。
【図１１】エピタキシャル成長工程におけるステップフロー成長の進行方向、オフ上流お
よびオフ下流を説明するための拡大断面図である。
【発明を実施するための形態】
【００２６】
　トレンチゲート構造を有する半導体素子では、トレンチのコーナー部および底部への電
界集中を考慮するだけでは、半導体素子の耐圧低下を十分に抑制できない場合がある。本
発明者が検討したところ、従来のトレンチゲート構造を有する半導体素子では、トレンチ
が形成されていないプレーナ面における電界集中によって、耐圧が低下するという問題が
あることが分かった。
【００２７】
　上記の問題について、炭化珪素基板１の例えば（０００１）Ｓｉ面にトレンチ型ＭＩＳ
ＦＥＴ１０００を製造する場合（図１０）を例に詳しく説明する。ゲート絶縁膜６を炭化
珪素の熱酸化により形成すると、ゲート絶縁膜６のうちトレンチ５の側壁５０上に位置す
る部分６ａの厚さ（例えば７０ｎｍ）よりも、炭化珪素層２の上面であるプレーナ面（Ｓ
ｉ面）５２上に位置する部分６ｂの厚さ（例えば２０ｎｍ）が非常に小さくなる。プレー
ナ面５２上に位置する部分６ｂの厚さは、側壁５０上に位置する部分６ａの厚さの例えば
約０．２～０．３倍程度である。このプレーナ面５２に位置する部分６ｂ上にゲート電極
７が形成されると、例えばＭＩＳＦＥＴをゲート電圧２０Ｖで動作させた時にゲート絶縁
膜６に加わる電界強度は１０ＭＶ／ｃｍ（＝２０Ｖ÷２０ｎｍ）に達する。このため、プ
レーナ面５２上において、ゲート絶縁膜６の劣化もしくは破壊が生じる可能性がある。
【００２８】
　一方、Ｓｉ技術において、トレンチ内部のみにゲート電極を埋め込み、Ｓｉ層の上面に
はゲート電極を配置しない構造が提案されているが、この方法ではゲート電極の幅がトレ
ンチの幅で規定されるので、ゲート電極の断面積が小さくなりすぎることでゲート抵抗が
増加しスイッチング速度の低下を招く場合がある。また、ゲート電極を埋め込むためには
、ドライエッチングや研磨によりゲート電極をエッチバックする工程を追加する必要があ
り、この工程自体のプロセスマージンが少ないために、歩留まりを低下させる恐れがある
。
【００２９】
　そこで、本発明者は、トレンチゲート構造を有する炭化珪素半導体素子において、ゲー
ト電極の幅を確保しつつ、プレーナ面における電界集中を抑制することによって、ゲート
耐圧を高めることの可能な構成を見出し、本願発明に至った。
【００３０】
　本発明の一態様の概要は以下のとおりである。
【００３１】
　本発明の一態様である炭化珪素半導体素子は、（０００１）Ｓｉ面から傾斜した主面を
有する炭化珪素基板と、前記炭化珪素基板の前記主面に配置された炭化珪素層と、前記炭
化珪素層に配置され、底面、側壁、および、前記側壁と前記炭化珪素層の上面との間に位
置する上部コーナー領域を含むトレンチと、前記トレンチの前記側壁の少なくとも一部、
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前記上部コーナー領域の少なくとも一部、および前記炭化珪素層の上面の少なくとも一部
の上に配置されたゲート絶縁膜と、前記ゲート絶縁膜上に配置されたゲート電極とを備え
、前記上部コーナー領域は、前記炭化珪素層の上面とも前記側壁を構成する面とも異なる
面を含み、前記ゲート電極は、前記ゲート絶縁膜のうち前記上部コーナー領域上に位置す
る第１部分および前記側壁上に位置する第２部分の両方と接しており、前記ゲート絶縁膜
の前記第１部分の厚さは、前記ゲート絶縁膜のうち前記炭化珪素層の上面の上に位置する
第３部分の厚さよりも大きく、前記ゲート電極の端部は、前記上部コーナー領域上に位置
する。
【００３２】
　上記の炭化珪素半導体素子は、例えば、前記トレンチと前記ゲート絶縁膜との間に配置
された炭化珪素エピタキシャル層をさらに備え、前記炭化珪素エピタキシャル層は、例え
ば、前記上部コーナー領域上に位置するエピ層上部コーナー領域を有しており、前記ゲー
ト電極の端部は、前記エピ層上部コーナー領域上に位置する。
【００３３】
　前記炭化珪素基板の前記主面に垂直で、かつ、前記トレンチの前記側壁に垂直な断面に
おいて、例えば、前記主面は前記（０００１）Ｓｉ面から傾斜しており、前記エピ層上部
コーナー領域は、第１エピ層上部コーナー領域と、前記第１エピ層上部コーナー領域と対
向し、かつ、前記第１エピ層上部コーナー領域よりも、（０００１）Ｓｉ面が前記炭化珪
素基板の前記主面に対して傾斜して上がっていく方向側に位置する第２エピ層上部コーナ
ー領域とを含み、前記第１エピ層上部コーナー領域の幅は、前記第２エピ層上部コーナー
領域の幅よりも大きくてもよい。
【００３４】
　前記炭化珪素基板の前記主面の法線方向から見て、前記第１エピ層上部コーナー領域の
うち前記ゲート電極と重なっている部分の幅は、例えば、前記第２エピ層上部コーナー領
域のうち前記ゲート電極と重なっている部分の幅よりも大きくてもよい。
【００３５】
　前記炭化珪素基板の前記主面に垂直な断面において、前記上部コーナー領域の幅は、例
えば０．１μｍ以上１μｍ以下である。
【００３６】
　前記炭化珪素基板の前記主面は、例えば、（０００１）Ｓｉ面から＜１１－２０＞方向
に傾斜しており、前記トレンチの前記側壁の面方位は、例えば、｛１１－２０｝である。
【００３７】
　前記炭化珪素基板の前記主面は、例えば、（０００１）Ｓｉ面から＜１―１００＞方向
に傾斜しており、前記トレンチの前記側壁の面方位は、例えば、｛１―１００｝である。
【００３８】
　前記炭化珪素基板の前記主面は、例えば、（０００１）Ｓｉ面から０．１度以上１０度
以下傾斜している。
【００３９】
　前記ゲート絶縁膜は、熱酸化膜を含んでもよい。
【００４０】
　本発明の一態様である炭化珪素半導体素子の製造方法は、（０００１）Ｓｉ面から傾斜
した主面を有する炭化珪素基板であって、前記主面に炭化珪素層が配置された炭化珪素基
板を用意する工程と、前記炭化珪素層の前記主面にトレンチを形成する工程であって、前
記トレンチは、底面、側壁、および、前記側壁と前記炭化珪素層の上面との間に位置する
上部コーナー領域を有し、前記上部コーナー領域は、前記炭化珪素層の上面とも前記側壁
を構成する面とも異なる面を含む、工程と、前記トレンチの前記側壁の少なくとも一部、
前記上部コーナー領域の少なくとも一部、および前記炭化珪素層の上面の少なくとも一部
の上にゲート絶縁膜を形成する工程であって、前記ゲート絶縁膜のうち前記上部コーナー
領域上に位置する第１部分の厚さは、前記炭化珪素層の上面上に位置する第３部分の厚さ
よりも大きい工程と、前記ゲート絶縁膜上に、前記ゲート絶縁膜の前記第１部分および前
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記側壁上に位置する第２部分の両方と接するゲート電極を形成する工程であって、前記ゲ
ート電極の端部が前記上部コーナー領域上に位置するように前記ゲート電極を形成する工
程とを包含する。
【００４１】
　上記の炭化珪素半導体素子の製造方法は、前記炭化珪素層にトレンチを形成する工程の
後であって、前記ゲート絶縁膜を形成する工程の前に、前記トレンチの前記側壁の少なく
とも一部および前記上部コーナー領域の少なくとも一部上に炭化珪素エピタキシャル層を
形成する工程をさらに包含してもよい。
【００４２】
　前記炭化珪素エピタキシャル層は、前記上部コーナー領域上に位置するエピ層上部コー
ナー領域を有しており、前記ゲート電極の端部は、前記エピ層上部コーナー領域上に位置
しており、前記炭化珪素基板の前記主面に垂直で、かつ、前記トレンチの前記側壁に垂直
な断面において、前記主面は（０００１）Ｓｉ面から傾斜しており、前記エピ層上部コー
ナー領域は、例えば、第１エピ層上部コーナー領域と、前記第１エピ層上部コーナー領域
と対向し、かつ、前記第１エピ層上部コーナー領域よりも、（０００１）Ｓｉ面が前記炭
化珪素基板の前記主面に対して傾斜して上がっていく方向側に位置する第２エピ層上部コ
ーナー領域とを含み、前記第１エピ層上部コーナー領域の幅は、前記第２エピ層上部コー
ナー領域の幅よりも大きく、前記ゲート電極は、前記炭化珪素基板の前記主面の法線方向
から見て、例えば、前記第１エピ層上部コーナー領域のうち前記ゲート電極と重なってい
る部分の幅が、前記第２エピ層上部コーナー領域のうち前記ゲート電極と重なっている部
分の幅よりも大きくなるように形成される。
【００４３】
　前記炭化珪素層にトレンチを形成する工程は、例えば、前記炭化珪素層に凹部を形成す
る工程と、前記凹部が形成された前記炭化珪素層に対して熱処理を行って、前記凹部の開
口部のコーナーに前記上部コーナー領域を形成することにより、前記トレンチを得る工程
とを包含する。
【００４４】
　以下に、本発明の炭化珪素半導体素子およびその製造方法の実施の形態を、図面ととも
に詳細に説明する。
【００４５】
　（実施の形態１）
　図１を参照しながら、本実施形態の炭化珪素半導体素子の構造を具体的に説明する。本
実施形態の炭化珪素半導体素子は、トレンチゲート構造を有する炭化珪素ＭＩＳＦＥＴで
ある。
【００４６】
　本実施形態の炭化珪素半導体素子は、二次元に配列された複数のユニットセル１００を
備えている。図１（ａ）は、ユニットセル１００の断面図である。図１（ｂ）は、半導体
素子の炭化珪素層表面において、ユニットセル１００の配置の一例を示す平面図である。
図１（ａ）は、図１（ｂ）のＡ－Ａ’線に沿った断面図である。
【００４７】
　ユニットセル１００は、（０００１）Ｓｉ面を有する炭化珪素基板１を有している。本
実施形態では、炭化珪素基板１の表面（主面）に配置され、炭化珪素により構成される炭
化珪素層（例えばエピタキシャル層）２をさらに有している。炭化珪素層２の上面５２は
、（０００１）Ｓｉ面である。ここでは、炭化珪素基板１として、例えばｎ型のＳｉＣ基
板を用いる。炭化珪素基板１の主面は（０００１）Ｓｉ面である。
【００４８】
　炭化珪素層２は、炭化珪素基板１の主面上に形成された第１導電型（ここではｎ型）の
ドリフト領域２ｄと、ドリフト領域２ｄの上に形成された第２導電型（ここではｐ型）の
ボディ領域３とを有している。また、ボディ領域３の表面領域の一部には、第１導電型（
ｎ型）のソース領域４が配置されている。図示する例では、ソース領域４は、炭化珪素層
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２の上面においてボディ領域３に包囲されている。
【００４９】
　炭化珪素層２の上面（Ｓｉ面）５２には、ボディ領域３およびソース領域４を貫通し、
ドリフト領域２ｄに達するトレンチ５が設けられている。トレンチ５は、トレンチ５の側
壁５０と炭化珪素層２の上面５２との間に、炭化珪素層２の上面（ここではＳｉ面）５２
とも側壁５０の表面とも異なる面から構成された上部コーナー領域５１を有している。上
部コーナー領域５１は、トレンチ５の開口部におけるコーナー部（開口部のエッジ部分）
５Ａに配置されている。また、上部コーナー領域５１は、ソース領域４に配置され、ボデ
ィ領域３に配置されていなくてもよい。これにより、トレンチ５の側壁５０に露出したボ
ディ領域３の表面領域（チャネル部分）におけるゲート絶縁膜６の厚さを所定の厚さに制
御できるので、所望のトランジスタ特性を確保できる。上部コーナー領域５１は曲面でも
平面でもよい。この例では、上部コーナー領域５１は、丸みを帯びた形状を有するラウン
ド領域である。なお、「ラウンド領域」とは、丸みを帯びた領域、例えば０．１μｍ以上
の曲率半径を有する曲面領域をいう。また、本明細書において、ラウンド領域などの上部
コーナー領域５１に含まれる「面」は、微視的（原子レベル）に見た場合の面（例えば微
細なマイクロステップを構成する各面など）のように、ゲート絶縁膜６の厚さを考慮して
十分に小さい面を意味するものではない。
【００５０】
　トレンチ５の側壁５０（少なくともボディ領域３の側壁）、上部コーナー領域５１、お
よび炭化珪素層２の上面（Ｓｉ面）５２上にはゲート絶縁膜６が配置されている。ゲート
絶縁膜６は、例えば熱酸化で形成されたシリコン酸化膜、もしくは窒素（Ｎ）を含むシリ
コン酸化膜である。ゲート絶縁膜６のうち上部コーナー領域５１上に位置する部分（第１
部分）６ｃの厚さは、Ｓｉ面５２上に位置する部分（第３部分）６ｂの厚さよりも大きい
。また、この例では、ゲート絶縁膜６のうち側壁５０上に位置する部分（第２部分）６ａ
の厚さも、第３部分６ｂの厚さよりも大きい。なお、ゲート絶縁膜６の第２部分６ａの厚
さとは、側壁５０におけるボディ領域３上に位置する部分の厚さをいう。
【００５１】
　トレンチ５の内部には、ゲート絶縁膜６の第１部分６ｃおよび第２部分６ａと接するよ
うにゲート電極７が配置されている。ゲート電極７と炭化珪素層２とは、ゲート絶縁膜６
によって絶縁されている。
【００５２】
　炭化珪素層２の上には、ボディ領域３とソース領域４との両方に接するようにソースと
ボディに共通のソース電極１０が配置されている。また、炭化珪素基板１の裏面にはドレ
イン電極９が配置されている。
【００５３】
　本実施形態によると、トレンチ５よりも幅の広いゲート電極７を、所定の厚さを有する
ゲート絶縁膜６の第１部分６ｃおよび第２部分６ａ上に配置できるので、ゲート絶縁膜に
生じる電界集中を緩和できる。
【００５４】
　ゲート電極７は、ゲート絶縁膜６の第３部分６ｂ上に配置せずに、ゲート電極７の端部
は上部コーナー領域５１上に位置する。これにより、ゲート電極７と、ゲート絶縁膜６の
うちＳｉ面５２上に位置する部分６ｂとが接することをより確実に防止できるので、より
効果的に耐圧を高めることができる。
【００５５】
　炭化珪素基板１の主面に垂直な断面において、上部コーナー領域５１の幅ｗは、０．１
μｍ以上１μｍ以下であることが好ましい。幅ｗが０．１μｍ以上であれば、リソグラフ
ィ工程の露光装置のアライメント精度上、ゲート電極７を上部コーナー領域５１上に余裕
を持ってパターニングできるので、アライメントずれによる歩留まり低下を抑えることが
できる。一方、幅ｗが１μｍ以下であれば、ユニットセルのサイズを小さく抑えることが
できるので、デバイスの集積度を向上することができる。
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【００５６】
　図示する例では、炭化珪素基板１の主面に垂直な断面において、炭化珪素層２の上面５
２のトレンチ５側の端部は、トレンチ５の側壁５０の上端よりも上方であり、かつ、トレ
ンチ５の外側に配置されている。この例では、上部コーナー領域５１は、トレンチ５の側
壁５０の上端と、炭化珪素層２の上面５２のトレンチ５側の端部とを接続するように配置
された平面、曲面またはそれらの組み合わせた領域である。
【００５７】
　次に、図２を参照しながら、本実施形態の半導体素子の製造方法を具体的に説明する。
図２は、本発明の実施の形態１の炭化珪素半導体素子の製造方法を説明するための工程断
面図である。
【００５８】
　まず、図２（ａ）に示すように、ドリフト領域２ｄ、ボディ領域３およびソース領域４
を有する炭化珪素層２が表面に形成された炭化珪素基板１を用意する。この炭化珪素層２
に、トレンチ５を形成する。
【００５９】
　ここでは、炭化珪素基板１として、例えば（０００１）面から４°のオフ角を有するｎ
型４Ｈ－ＳｉＣ基板を用いる。この炭化珪素基板１の（０００１）Ｓｉ面上に、エピタキ
シャル成長によって炭化珪素層２を形成する。炭化珪素層２のキャリア濃度は例えば８×
１０15ｃｍ-3、厚さは例えば１２μｍである。ｎ型ドーパントとしては、例えば窒素が使
用される。
【００６０】
　この後、炭化珪素層２の表面にｐ型のボディ領域３を形成する。ボディ領域３のキャリ
ア濃度は例えば２×１０18ｃｍ-3、厚さは例えば１μｍである。ボディ領域３は、炭化珪
素層２にｐ型の不純物イオン（例えばＡｌイオン）をイオン注入することにより形成でき
る。炭化珪素層２のうちボディ領域３が形成されなかった領域がドリフト領域２ｄとなる
。なお、ボディ領域３は、ｐ型ドーパント（例えば、トリメチルアルミニウム）を供給し
ながらエピタキシャル成長させることによって、ｎ型の炭化珪素層２上に形成してもよい
。
【００６１】
　次いで、ボディ領域３内にｎ型ソース領域４を形成する。ソース領域４は、炭化珪素層
２上に配置されたシリコン酸化膜やポリシリコンなどのマスク層（図示せず）を用いて、
ｎ型の不純物イオン（例えばＮイオン）をボディ領域３に注入することによって形成され
得る。この後、不活性ガス雰囲気中、例えば１７００℃の温度で３０分程度のアニール処
理を行う。アニール処理によって、ボディ領域３およびソース領域４が活性化される。
【００６２】
　次に、炭化珪素層２に、ソース領域４およびボディ領域３を貫通し、ドリフト領域２ｄ
内に底面を有するトレンチ（凹部）５を形成する。本実施形態では、まず、ソース領域４
の一部の上に、例えばプラズマ酸化膜などのマスク層（図示せず）を形成し、これをマス
クとして反応性イオンエッチング（Ｒｅａｃｔｉｖｅ　Ｉｏｎ　Ｅｔｃｈｉｎｇ；ＲＩＥ
）を行う。これにより、炭化珪素層２にトレンチ（深さ：例えば１．５μｍ、幅：例えば
１μｍ）５を形成する。図示する例では、トレンチ５の側壁は、炭化珪素基板１の主面に
対して略垂直であるが、トレンチ５は炭化珪素基板１の主面の法線方向に対して傾斜した
側面を有してもよい（テーパー形状、逆テーパー形状）。
【００６３】
　次に、図２（ｂ）に示すように、トレンチ５の開口部におけるコーナー部に上部コーナ
ー領域５１を形成する。ここでは、丸みを帯びたラウンド領域を形成する。
【００６４】
　具体的には、炭化珪素層２が形成された炭化珪素基板１を、例えばアルゴンガス（Ａｒ
）雰囲気中において、例えば１５３０℃、２００ｍｂａｒの条件でアニール処理を実施す
る。アニール処理の時間は例えば１０分間とする。このアニール処理によって、ＳｉＣの
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表面拡散の現象が生じ、トレンチ５の開口部コーナーがラウンド化し、上部コーナー領域
５１が得られる。上部コーナー領域５１の曲率半径は例えば０．５μｍ程度である。この
アニール処理によって、ＲＩＥ法によってトレンチ表面に導入された結晶ダメージの除去
やトレンチ底部のコーナーに発生するサブトレンチについても除去することができる。さ
らに、トレンチ底部のコーナー部５Ｂも、アニール処理によってラウンド化される。
【００６５】
　なお、アニール処理条件については、上記に限定されない。ガス雰囲気はアルゴンガス
などの不活性ガス雰囲気、水素雰囲気、塩素系ガス雰囲気、またはそれらの混合ガス雰囲
気を使用することができる。例えばアルゴン不活性ガス雰囲気を用いる。アニール温度も
特に限定しないが、例えば１５００℃以上１６００℃以下であることが好ましい。１５０
０℃以上であれば、１時間以下の短時間でトレンチ５のコーナー部にラウンド領域を形成
でき、かつ、１６００℃以下であれば炭化珪素層２の表面にステップバンチングやＳｉ抜
けなどの著しい表面荒れが発生することを抑制することができる。なお、トレンチ深さと
トレンチ幅がデバイス設計上の許容範囲を保つことなどを考慮して、アニール処理条件を
適宜調整してもよい。
【００６６】
　次に、図２（ｃ）に示すように、トレンチ５の側壁５０上および底面上、および上部コ
ーナー領域５１上にゲート絶縁膜６を形成する。図示する例では、トレンチ５の周辺の炭
化珪素層２の上面（Ｓｉ面）上にもゲート絶縁膜６を形成する。
【００６７】
　ここでは、トレンチ５が形成された後の炭化珪素基板１を洗浄した後、酸化炉に投入し
、例えばドライ酸化雰囲気で１２００℃、０．５時間の処理を行う。これにより、ゲート
絶縁膜６として、トレンチ５の側壁５０、底面および上部コーナー領域５１、および上面
５２上にシリコン酸化膜（熱酸化膜）が形成される。シリコン酸化膜の厚さは、トレンチ
５の側壁５０上で例えば７０ｎｍである。上部コーナー領域５１上におけるシリコン酸化
膜の厚さは例えば６０ｎｍである。また、プレーナ面（Ｓｉ面）５２上には２０ｎｍのシ
リコン酸化膜が形成される。なお、ゲート絶縁膜６として窒素を含んだシリコン酸化膜を
形成してもよい。これにより、ゲート絶縁膜界面の界面準位が低減され、チャネル移動度
の向上が期待できる。
【００６８】
　次に、図２（ｄ）に示すように、トレンチ５の内部および炭化珪素層２の上面上にゲー
ト電極７を形成する。具体的には、ウエハ表面全体にＬＰ－ＣＶＤ法によって燐（Ｐ）ド
ープのポリシリコンを例えば８００ｎｍ堆積した後、例えば不活性ガス雰囲気中、１００
０℃、６０秒のＲＴＡ処理を行うことにより燐の活性化を行う。この後、トレンチ５が設
けられている領域以外の領域を開口させたレジスト等のマスク層を形成する（図示せず）
。続いて、ＲＩＥ法によりポリシリコンをエッチングすることにより、ゲート電極７を形
成する。本実施形態におけるゲート電極７は、ゲート絶縁膜６のうち上部コーナー領域５
１上に形成された部分６ｃ、およびトレンチ５の側壁５０上に形成された部分６ａと接す
るように形成される。ゲート絶縁膜６のうちプレーナ面５２（Ｓｉ面）上に形成された薄
い部分６ｂには接していない。
【００６９】
　次に、図２（ｅ）に示すように、ボディ領域３およびソース領域４と接するようにソー
ス電極１０を形成する。ソース電極１０は、炭化珪素層２の上面上に、ボディ領域３とソ
ース領域４とに跨るように配置される。具体的には、まず、炭化珪素層２およびゲート電
極７を覆うように層間絶縁膜（図示せず）を形成する。次いで、層間絶縁膜に、ソース領
域４の一部およびボディ領域３の一部を露出する開口部を設ける。この開口部内に導電膜
（例えばＴｉなどの金属膜）を形成し、必要に応じてアニール処理を行う。これにより、
ソース領域４およびボディ領域３とオーミック接触するソース電極１０が得られる。
【００７０】
　また、炭化珪素基板１の裏面（主面と反対側）上にドレイン電極９を形成する。これに
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より、トレンチゲート構造を有するＭＩＳＦＥＴが得られる。
【００７１】
　このように、プレーナ面５２（Ｓｉ面）上におけるゲート絶縁膜６の厚さは、トレンチ
５の側壁５０上における厚さの約０．２５～０．３倍と小さくなるが、上部コーナー領域
５１上におけるゲート絶縁膜６の厚さは、トレンチ５の側壁５０上における厚さの約０．
５～１倍となる。従って、上部コーナー領域５１上に上面５２上よりも厚い酸化膜を形成
することが可能である。
【００７２】
　また、ゲート電極７は、上部コーナー領域５１上およびトレンチ５の側壁５０上におい
てゲート絶縁膜６と接するように形成されており、プレーナ面５２（Ｓｉ面）上において
ゲート絶縁膜６とは接していない。これにより、より効果的にゲート耐圧を確保できる。
具体的には、ＭＩＳＦＥＴをゲート電圧２０Ｖで動作させた場合、上部コーナー部のゲー
ト絶縁膜６に加わる電界強度は３．３ＭＶ／ｃｍ（＝２０Ｖ÷６０ｎｍ）と低く抑えるこ
とが可能となるため、ゲート絶縁膜６の破壊を防止することができる。
【００７３】
　さらに、本実施形態によると、炭化珪素基板１の主面に垂直な断面において、ゲート電
極７の幅を大きく（例えばトレンチ５の幅Ｄよりも大きく）形成できる。このため、ゲー
ト抵抗を低く抑えることができるため、スイッチング特性も確保することができる。なお
、ここでいう「ゲート電極７の幅」とは、炭化珪素基板１の主面に垂直な断面において、
炭化珪素層２上にトレンチ５を覆うように配置されたゲート電極７のパターンの２つの端
部間の距離をいうものとする。
【００７４】
　また、上部コーナー領域５１（ラウンド領域）を形成するためのアニール処理により、
トレンチ５内部のＲＩＥダメージなどの除去もされているため、信頼性の高いゲート絶縁
膜６を得ることが可能である。
【００７５】
　なお、本実施形態では、ゲート絶縁膜６として熱酸化膜のみを形成しているが、ゲート
絶縁膜６は熱酸化膜以外の膜を含んでいてもよい。
【００７６】
　トレンチ５の底部のラウンド形状の状態により、トレンチ５の底面にＳｉ面に近い面が
広く出る場合がある。その場合には、熱酸化により形成するトレンチ５の底部におけるゲ
ート絶縁膜６の厚さはＳｉ面５２上における厚さと同程度に小さくなってしまうおそれが
ある。この対策として、図３に示す変形例のように、ゲート絶縁膜６を、トレンチ５に埋
め込まれた絶縁膜６１と、トレンチ５の側壁に形成された熱酸化膜６２とによって構成し
てもよい。このようなゲート絶縁膜６は、トレンチ５の底部にあらかじめ絶縁膜を埋め込
んで絶縁膜６１を形成し、この後、トレンチ５の側壁５０に熱酸化膜６２を形成すること
によって得られる。絶縁膜６１の形成方法の一例としては、例えばプラズマ酸化膜をトレ
ンチ５内に埋め込んだ後、ウェットエッチングにより底部にプラズマ酸化膜を残す方法が
挙げられる。あるいは、トレンチ５の底部にイオン注入により結晶性を劣化させ、熱酸化
時に酸化速度を上げることによって、トレンチ５の底部のゲート絶縁膜を厚くする方法を
用いても良い。
【００７７】
　さらに、本実施形態では、上部コーナー領域５１としてラウンド領域を形成したが、上
部コーナー領域５１は、図４に示すように、開口部のコーナー部５Ａにおけるエッジを面
取りした形状を有する平面領域であってもよい。
【００７８】
　また、図２を参照しながら前述した方法では、アニール処理によって上部コーナー領域
５１を形成したが、代わりに異方性エッチングを用いてもよい。その場合、図５に示すよ
うに、トレンチ５の開口部におけるコーナーはラウンド化されるが、トレンチ５の底部に
（０００１）ファセット面（Ｓｉ面ジャスト）が広く出る場合がある。この場合、熱酸化
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膜を形成する前に、トレンチ５の底部に埋め込み絶縁膜６１を形成しておいてもよい。な
お、アニール処理や異方性エッチング以外の方法（例えばＣＭＰ、犠牲酸化など）を用い
ることもできる。
【００７９】
　（実施の形態２）
　以下、図６を参照しながら、本発明による炭化珪素半導体素子の実施の形態２を説明す
る。図６（ａ）は、本実施形態の炭化珪素半導体素子のユニットセル２００の断面図であ
り、図６（ｂ）はユニットセルが長方形状（ストライプ状）に延びている場合の配置の一
例を示した平面図である。ユニットセル２００は、他の形状（正方形、多角形）でも構わ
ない。簡単のため、図１と同様の構成要素には同じ参照符号を付し、説明を省略する。
【００８０】
　本実施形態におけるユニットセル２００は、トレンチ５とゲート絶縁膜６との間に炭化
珪素エピタキシャル層８を有する点で、第１の実施形態におけるユニットセル１００（図
１）と異なっている。炭化珪素エピタキシャル層８は、チャネル層として機能する。なお
、本実施形態でも、炭化珪素基板１としてオフ角を有するＳｉＣ基板を用いており、炭化
珪素半導体素子を炭化珪素基板１の（０００１）Ｓｉ面に設けている。図６（ａ）は、炭
化珪素基板１の主面に垂直であり、かつ、側壁５０に垂直な断面構造（例えばオフ方向に
平行な断面構造）を示している。この断面では、炭化珪素基板１の主面は（０００１）Ｓ
ｉ面から傾斜している。図６（ｂ）から分かるように、この例では、トレンチ５は、炭化
珪素基板１の主面の法線方向から見て、ストライプ状のユニットセル２００と同じ方向に
延びており、図６（ａ）に示す断面図は、トレンチ５の延びている方向（長軸方向）に垂
直な断面構造に相当する。なお、矩形や多角形のユニットセルの場合には、例えば、トレ
ンチ５における対向する２つの側壁５０に垂直な断面構造に相当する。
【００８１】
　炭化珪素エピタキシャル層８は、トレンチ５の側壁５０の少なくとも一部上（少なくと
もボディ領域３の側壁上）、トレンチ５の上部コーナー領域５１上、および炭化珪素層２
の上面（Ｓｉ面）５２上に配置されている。炭化珪素エピタキシャル層８の表面は、側壁
５０上に位置する部分の表面８０（以下、「側壁８０」）と、Ｓｉ面５２上に位置する部
分の表面８２（以下、「上面８２」）と、それらの間に位置するエピ層上部コーナー領域
８１ａ、８１ｂとを有している。炭化珪素エピタキシャル層８の上面８２はＳｉ面である
。エピ層上部コーナー領域８１ａ、８１ｂは、トレンチ５の一対の上部コーナー領域５１
上に、それぞれ配置されている。図示する例では、エピ層上部コーナー領域８１ａ、８１
ｂは丸みを帯びた形状のラウンド領域である。
【００８２】
　炭化珪素基板１の主面に垂直であり、かつ、側壁５０に垂直な断面において、炭化珪素
基板１の主面は（０００１）Ｓｉ面に対して傾斜しており、対向する一対のエピ層上部コ
ーナー領域８１ａ、８１ｂは左右非対称性を有している。例えば、これらの領域８１ａ、
８１ｂの曲率半径はそれぞれ異なっている。エピ層上部コーナー領域のうちオフ上流側（
この図中のトレンチ左側）に位置する第１エピ層上部コーナー領域８１ａの幅は、オフ下
流側（この図中のトレンチ右側）に位置する第２エピ層上部コーナー領域８１ｂの幅より
も大きい。
【００８３】
　ここで、本明細書におけるオフ上流、オフ下流の定義を説明する。この断面図の中の破
線で示した（０００１）面と、基板表面との間にはオフ角が形成されており、このオフ角
により、エピタキシャル成長はステップフローモードで図中の左側（上流）から右側（下
流）にかけて進行する。このことから、オフ角つまり（０００１）面が右肩上がりになる
ように断面を見た場合に、左側をオフ上流、右側をオフ下流と定義した。なお、図１１は
、炭化珪素層２を形成する際のステップフロー成長の進行方向、オフ上流およびオフ下流
を示す拡大断面図である。また、本明細書において、図１１に示す断面図の右側であるオ
フ下流側を、「（０００１）Ｓｉ面が炭化珪素基板の主面に対して傾斜して上がっていく
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方向側」ともいう。
【００８４】
　トレンチ５に形成された炭化珪素エピタキシャル層８の側壁８０、底面およびエピ層上
部コーナー領域８１ａ、８１ｂ上には、熱酸化で形成されたシリコン酸化膜、もしくは窒
素（Ｎ）を含むシリコン酸化膜からなるゲート絶縁膜６が形成されている。ゲート絶縁膜
６のうちトレンチ５の側壁（少なくともボディ領域３の側壁）５０上に位置する部分６ａ
、およびエピ層上部コーナー領域８１ａ、８１ｂ上に位置する部分６ｃはゲート電極７と
接している。
【００８５】
　本実施形態の炭化珪素半導体素子は、第１の実施形態と同様の効果を有する。また、本
実施形態では、炭化珪素エピタキシャル層８を形成することにより、高い移動度を実現で
きる。さらに、炭化珪素エピタキシャル層８のキャリア濃度および膜厚を適宜調整するこ
とにより、ＭＩＳＦＥＴの閾値電圧を調整することが可能である。
【００８６】
　本実施形態では、図示する断面において、ゲート電極７の２つの端部は、エピ層上部コ
ーナー領域８１ａ、８１ｂ上に位置している。また、ゲート絶縁膜６のうち炭化珪素エピ
タキシャル層８のＳｉ面８２上に位置する部分６ｂはゲート電極７と接していない。
【００８７】
　また、ゲート電極７は、トレンチ５に対して、オフ上流側にシフトするように配置され
ていてもよい。言い換えると、炭化珪素基板１の主面の法線方向から見て、第１エピ層上
部コーナー領域８１ａのうちゲート電極７と重なっている部分の幅Ｄａは、第２エピ層上
部コーナー領域８１ｂのうちゲート電極７と重なっている部分の幅Ｄｂよりも大きい。こ
れにより、ゲート電極７の幅を確保しつつ、ゲート耐圧を高めることができる。さらに言
い換えると、図示する断面において、ゲート電極７のオフ上流側の端部とトレンチ５のオ
フ上流側の側壁との距離Ｅａは、ゲート電極７のオフ下流側の端部とトレンチ５のオフ下
流側の側壁との距離Ｅｂよりも大きい。
【００８８】
　この例では、図６（ｂ）に示すように、炭化珪素基板１の主面の法線方向から見て、ゲ
ート電極７は、トレンチ５の長軸方向に沿った中心線ｍに対して非対称な形状を有してい
る。トレンチ５の中心線ｍからゲート電極７のオフ上流側の端部までの距離Ｌａは、トレ
ンチ５の長軸方向に沿った中心線ｍからゲート電極７のオフ下流側の端部までの距離Ｌｂ
よりも大きくなる。
【００８９】
　次に、本実施の形態２の炭化珪素半導体素子の製造方法を具体的に説明する。図７は、
本発明の実施の形態２の炭化珪素半導体素子の製造方法を説明するための工程断面図であ
る。
【００９０】
　まず、図７（ａ）に示すように、炭化珪素基板１の主面上に形成された炭化珪素層２に
トレンチ５を形成する。炭化珪素基板１、炭化珪素層２およびトレンチ５の構造、炭化珪
素層２の形成方法およびトレンチ５の形成方法は、図２（ａ）を参照しながら前述した構
造および形成方法と同様である。
【００９１】
　次に、図７（ｂ）に示すように、アニール処理により、トレンチ５の開口部におけるコ
ーナー部に上部コーナー領域５１を形成する。形成方法は、図２（ｂ）を参照しながら前
述した方法と同様である。
【００９２】
　次に、図７（ｃ）に示すように、トレンチ５の内壁面にチャネル層として炭化珪素エピ
タキシャル層８を形成する。具体的には、トレンチ５が形成された炭化珪素層２の表面に
、例えば、キャリア濃度が１×１０18ｃｍ-3のｎ型の炭化珪素エピタキシャル層８を形成
する。炭化珪素エピタキシャル層８のトレンチ５の側壁５０上における厚さは例えば７０
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ｎｍである。なお、炭化珪素エピタキシャル層８のうち炭化珪素層２の上面５２上に位置
する部分の表面はＳｉ面となる。
【００９３】
　図示する例では、上部コーナー領域（ラウンド領域）５１上において、炭化珪素エピタ
キシャル層８の形状は、オフ角の影響を受けて左右非対称となる。この場合、オフ上流側
であるエピ層上部コーナー領域８１ａの曲率半径（例えば０．６μｍ）は、オフ下流側で
あるエピ層上部コーナー領域８１ｂの曲率半径（例えば０．３μｍ）よりも大きくなる。
また、エピ層上部コーナー領域８１ａの幅ｗａ（例えば０．２μｍ以上１．０μｍ以下）
は、エピ層上部コーナー領域８１ｂの幅ｗｂ（例えばトレンチ５の０．１μｍ以上０．５
μｍ以下）よりも大きくなる。
【００９４】
　なお、図７（ｂ）に示したラウンド領域の形成のためのアニール処理工程と、図７（ｃ
）に示したトレンチ内壁面へのＳｉＣエピタキシャル成長工程は、同じ装置内で連続的に
実施することが可能である。
【００９５】
　次に、図７（ｄ）に示すように、炭化珪素エピタキシャル層８の上にゲート絶縁膜６を
形成する。ゲート絶縁膜６は、図２（ｃ）を参照しながら前述した方法と同様の方法で形
成される。これにより、ゲート絶縁膜６として、トレンチ５に形成された炭化珪素エピタ
キシャル層８の側壁８０、底面およびエピ層上部コーナー領域８１ａ、８１ｂ上にシリコ
ン酸化膜（熱酸化膜）が形成される。シリコン酸化膜の厚さは、側壁８０上で例えば７０
ｎｍである。エピ層上部コーナー領域８１ａ、８１ｂ上におけるシリコン酸化膜の厚さは
例えば６０ｎｍである。また、炭化珪素エピタキシャル層８のプレーナ面（Ｓｉ面）８２
上には２０ｎｍのシリコン酸化膜が形成される。
【００９６】
　次に、図７（ｅ）に示すように、ゲート電極７を形成する。ゲート電極７は、ゲート絶
縁膜６のうちエピ層上部コーナー領域８１ａ、８１ｂ上に位置する部分６ｃ、および側壁
８０上に位置する部分６ａと接するように形成される。この例では、ゲート電極７は、プ
レーナ面（Ｓｉ面）８２上に形成された部分６ｂには接していない。また、ゲート電極７
の端部は、エピ層上部コーナー領域８１ａ、８１ｂ上に位置している。これにより、Ｓｉ
面上に形成された部分６ｂに電界集中が生じることをより効果的に防止できる。
【００９７】
　さらに、本実施形態では、エピ層上部コーナー領域８１ａ、８１ｂの左右非対称の変形
に対応して、ゲート電極７は、オフ上流側にシフトさせて配置される（例えば０．１μｍ
程度以上）。これにより、ゲート電極７の幅を確保しつつ、ゲート耐圧を高めることがで
きる。
【００９８】
　このようなゲート電極７は、例えば次のようにして形成され得る。まず、ゲート絶縁膜
６を覆うように、ポリシリコンなどの導電膜（不図示）を形成する。この後、導電膜上に
レジスト等のマスク層９０を形成する。このとき、マスク層９０が、炭化珪素基板１の主
面の法線方向から見て、トレンチ５の中心線（ここではトレンチ５の長軸方向に沿った中
心線）に対して非対称となるように、フォトマスクを設計してもよい。例えば、トレンチ
５のオフ上流側の側壁５０からマスク層９０のオフ上流側の端部までの距離Ｅａが、トレ
ンチ５のオフ下流側の側壁５０からマスク層９０のオフ下流側の端部までの距離Ｅｂより
も大きくなるようにフォトマスクの設計を行ってもよい。あるいは、ゲート電極７をシフ
トさせない場合と同じフォトマスクを使用して、所定の距離だけオフ上流側にオフセット
させることにより、トレンチ５の中心線に対して非対称なマスク層９０を形成してもよい
。この後、マスク層９０をエッチングマスクとして導電膜をエッチングすることにより、
オフ上流側にシフトして配置されたゲート電極７を得る。なお、ゲート電極７を形成する
ための導電膜の形成方法やエッチング方法などは、図２（ｄ）を参照しながら前述した方
法と同様である。
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【００９９】
　炭化珪素基板１の主面の法線方向から見たときの、トレンチ５の中心線とゲート電極７
の中心線との距離（以下、「シフト量」と呼ぶ。）は、例えば、（Ｌａ－Ｌｂ）／２また
は（Ｅａ－Ｅｂ）／２となる。シフト量は、例えば、通常のアライメント誤差（例えば０
．１μｍ未満）を超える量に設定される。なお、シフト量は、エピ層上部コーナー領域８
１ａ、８１ｂの幅などにより適宜選択され得る。
【０１００】
　次に、図７（ｆ）に示すように、ソース電極１０およびドレイン電極９を形成する。形
成方法は、図２（ｅ）を参照しながら前述した方法と同様である。
【０１０１】
　このように、炭化珪素エピタキシャル層８の上面８２（Ｓｉ面）上におけるゲート絶縁
膜６の厚さは、トレンチ５の側壁８０上における厚さの約０．２５～０．３倍と小さいが
、エピ層上部コーナー領域８１ａ、８１ｂ上におけるゲート絶縁膜６の厚さは、トレンチ
５の側壁８０上おける厚さの約０．５～１倍となる。従って、エピ層上部コーナー領域８
１ａ、８１ｂ上に、Ｓｉ面上よりも厚い酸化膜を形成することが可能である。
【０１０２】
　ゲート電極７は、エピ層上部コーナー領域８１ａ、８１ｂ上およびトレンチ側壁８０上
においてゲート絶縁膜６と接するように形成されており、上面８２（Ｓｉ面）上において
ゲート絶縁膜６には接していない。これにより、より効果的にゲート耐圧を確保できる。
具体的には、ＭＩＳＦＥＴをゲート電圧２０Ｖで動作させた場合、ゲート絶縁膜６に加わ
る電界強度は３．３ＭＶ／ｃｍ（＝２０Ｖ÷６０ｎｍ）と低く抑えることが可能となるた
め、ゲート絶縁膜６の破壊を防止することができる。
【０１０３】
　さらに、本実施形態によると、炭化珪素基板１の主面に垂直な断面において、ゲート電
極７の幅を大きく（例えばトレンチ５の幅Ｄよりも大きく）形成できる。このため、ゲー
ト抵抗を低く抑えることができるため、スイッチング特性も確保することができる。
【０１０４】
　また、上部コーナー領域５１を形成するためのアニール処理により、トレンチ内部のＲ
ＩＥダメージなどの除去もされているため、信頼性の高いゲート絶縁膜６を得ることが可
能である。
【０１０５】
　以下、図面を参照しながら、実施の形態１と実施の形態２との差異について、より詳細
に説明する。
【０１０６】
　図８および図９は、実施の形態２の炭化珪素基板１のオフ方向と、トレンチのチャネル
面の面方位について説明する模式図である。図８（ａ）および図９（ａ）はトレンチ５を
ウエハ表面から見た場合の平面図であり、図８（ｂ）と図９（ｂ）は、それぞれ、図８（
ａ）と図９（ａ）において、トレンチ５の延びる方向とオフ方向との関係を示す図である
。また、図８（ｃ）と図９（ｃ）は、トレンチ５のチャネル面を横切るＢ－Ｂ´の断面図
である。この断面図の中の破線で示すように（０００１）と基板表面とはオフ角が発生す
る。また、この図中、左側がオフ上流、右側をオフ下流と定義する。
【０１０７】
　前述のように、実施の形態２では、図８に例示するように、炭化珪素基板１のオフ方向
が＜１１－２０＞の場合、トレンチ５のチャネル面の面方位を｛１１－２０｝とする。あ
るいは、図９に例示するように、炭化珪素基板１のオフ方向が＜１－１００＞の場合は、
トレンチ５のチャネル面の面方位を｛１－１００｝とする。
【０１０８】
　このトレンチ５の内壁面にチャネル層としての炭化珪素エピタキシャル層８を形成する
と、ＳｉＣエピタキシャル膜が左右非対称に成長する。これは、プレーナ面に結晶として
安定な（０００１）ファセット面（Ｓｉ面ジャスト）が発生するからであり、炭化珪素基
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板１のオフ角と平行な面を形成する。この結果、図７（ｃ）に示すように、トレンチ５の
左側においてＳｉ面上に形成された炭化珪素エピタキシャル層８の厚さが、トレンチ５の
右側においてＳｉ面上に形成された炭化珪素エピタキシャル層８の厚さよりも大きくなる
現象が起こる。そのため、トレンチ５の開口部におけるコーナー部５Ａにおいて、炭化珪
素エピタキシャル層８が左右非対称となり、左右非対称のエピ層上部コーナー領域８１ａ
、８１ｂが形成される。例えばオフ上流側であるエピ層上部コーナー領域８１ａの曲率半
径は、オフ下流側であるエピ層上部コーナー領域８１ｂの曲率半径の約２～４倍となる。
【０１０９】
　さらに、このトレンチ５の内壁面にチャネル層として、エピタキシャル成長によってｎ
型炭化珪素エピタキシャル層８を形成しているため、高いチャネル移動度を達成できる。
また、炭化珪素エピタキシャル層８のキャリア濃度および膜厚を変えることにより、ＭＩ
ＳＦＥＴの閾値電圧を調整することが可能である。
【０１１０】
　左右非対称に変形したエピ層上部コーナー領域にあわせて、ゲート電極７をオフ上流側
にシフトさせてもよい。これにより、フォトリソグラフィの重ね合わせ精度に余裕を持た
せることができ、ゲート電極７がプレーナ面８２上の絶縁膜に接触することを防止できる
ため、ＭＩＳＦＥＴの歩留まりを向上できる。
【産業上の利用可能性】
【０１１１】
　本発明の一態様の炭化珪素半導体素子は、トランジスタ等の半導体デバイス用途におい
て好適に利用される。特に、ＥＶやＨＥＶなどの車載用、あるいは、産業機器用インバー
ターに搭載するためのパワー半導体デバイス用途において好適に利用される。
【符号の説明】
【０１１２】
　１００、２００　炭化珪素半導体素子のユニットセル
　１　炭化珪素基板
　２　炭化珪素層
　２ｄ　ドリフト領域
　３　ボディ領域
　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　炭化珪素エピタキシャル層
　９　ドレイン電極
　１０　ソース電極
　５０、８０　トレンチ側壁
　５１　上部コーナー領域
　５２、８２　プレーナ面（Ｓｉ面）
　８１ａ、８１ｂ　エピ層上部コーナー領域
【要約】
　炭化珪素半導体素子は、（０００１）Ｓｉ面から傾斜した主面を有する炭化珪素基板と
、炭化珪素基板の主面に配置された炭化珪素層と、炭化珪素層に配置され、底面、側壁、
および、側壁と炭化珪素層の上面との間に位置する上部コーナー領域を含むトレンチと、
トレンチの側壁の少なくとも一部、上部コーナー領域の少なくとも一部、および炭化珪素
層上面の少なくとも一部の上に配置されたゲート絶縁膜と、ゲート絶縁膜上に配置された
ゲート電極とを備え、上部コーナー領域は、炭化珪素層の上面とも側壁を構成する面とも
異なる面を含み、ゲート電極は、ゲート絶縁膜のうち上部コーナー領域上に位置する第１
部分および側壁上に位置する第２部分の両方と接しており、ゲート絶縁膜の第１部分の厚
さは、ゲート絶縁膜のうち炭化珪素層の上面の上に位置する第３部分の厚さよりも大きく
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、ゲート電極の端部は、上部コーナー領域上に位置する。

【図１】 【図２】
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【図５】

【図６】 【図７】
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