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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　第1導電型の半導体基板と、
　前記半導体基板の裏面に接続されている第1の主電極と、
　前記半導体基板上に形成されている前記半導体基板よりも低い濃度の第1導電型のエピ
タキシャル層と、
　前記エピタキシャル層中に形成されている第2導電型のボディ領域と、
　前記ボディ領域上に形成されている前記エピタキシャル層よりも高い濃度の第1導電型
のソース層と、
　前記ボディ領域と接続し前記半導体基板表面に形成されている第2導電型のボディ接続
層と、
　前記ソース層および前記ボディ接続層に接続されている第2の主電極と、
　前記ボディ領域と前記ソース層を貫くように形成されているトレンチと、
　前記トレンチの側壁および底部に形成されているゲート絶縁膜と、
　前記トレンチ内部に形成されている第3の主電極と、を備え、
　前記半導体基板および前記エピタキシャル層の材質が炭化珪素であり、
　前記トレンチとトレンチで挟まれている前記ボディ領域の幅が少なくとも2種類以上あ
り、
　前記ボディ領域幅が狭い領域のほうが前記ボディ領域幅が広い領域に比べボディ領域の
濃度が低く、かつ前記ボディ領域幅が広い領域のほうが前記ボディ接続層に比べ濃度が低
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く、
　前記ボディ領域の幅が狭い領域の幅が、両側の第3の主電極から前記ゲート絶縁膜を介
して延びる最大空乏層幅の和よりも狭いことを特徴とする半導体装置。
【請求項２】
　前記ボディ領域のうちゲート絶縁膜に近い領域の濃度がゲート絶縁膜から離れた領域の
濃度よりも濃度が低いことを特徴とする請求項１記載の半導体装置。
【請求項３】
　前記ボディ領域の幅が狭い領域の幅が、0.1 um以上0.5 um以下であることを特徴とする
請求項１記載の半導体装置。
【請求項４】
　前記ボディ領域の幅が広い領域において、前記ソース層および前記ボディ接続層のコン
タクトをとることを特徴とする請求項１記載の半導体装置。
【請求項５】
　前記ボディ領域の幅が広い領域と前記ボディ領域の幅が狭い領域がともに長方形をなし
ていて互いに直行することを特徴とする請求項１記載の半導体装置。
【請求項６】
　前記ボディ領域の幅が広い領域が長方形または正方形をなし格子状に配置されており、
前記ボディ領域の幅が広い領域を互いに接続するように前記ボディ領域の幅が狭い領域が
配置されていることを特徴とする請求項１記載の半導体装置。
【請求項７】
　前記ドーパントがアルミニウムであることを特徴とする請求項１記載の半導体装置。
【請求項８】
　(a)第１導電型のエピタキシャル層が形成されている、前記エピタキシャル層よりも高
い濃度の第1導電型の半導体基板を準備する工程、
　(b)前記エピタキシャル層中に第2導電型のボディ領域を形成する工程、
　(c)前記ボディ領域上に前記エピタキシャル層よりも高い濃度の第1導電型のソース層を
形成する工程、
　(d)前記ボディ領域と接続するように前記半導体基板表面に第2導電型のボディ接続層を
形成する工程、
　(e)前記ボディ領域と前記ソース層を貫くようにトレンチを形成する工程、
　(f)前記トレンチの側壁および底部にゲート絶縁膜を形成する工程、を含み、
　前記半導体基板および前記エピタキシャル層の材質が炭化珪素であり、
　前記トレンチとトレンチで挟まれた前記ボディ領域の幅を少なくとも2種類以上異なる
幅に形成し、
　前記ボディ領域幅が狭い領域のほうが前記ボディ領域幅が広い領域に比べボディ領域の
濃度が低く、かつ前記ボディ領域幅が広い領域のほうが前記ボディ接続層に比べ濃度が低
くなるようにドーパントをイオン注入し、
　前記ボディ領域の幅が狭い領域の幅が、両側の第3の主電極から前記ゲート絶縁膜を介
して延びる最大空乏層幅の和よりも狭いことを特徴とする半導体装置の製造方法。
【請求項９】
　前記ボディ領域のうちゲート絶縁膜に近い領域の濃度がゲート絶縁膜から離れた領域の
濃度よりも濃度が低いことを特徴とする請求項８記載の半導体装置の製造方法。
【請求項１０】
　前記ボディ領域の幅が狭い領域の幅が、0.1 um以上0.5 um以下であることを特徴とする
請求項８記載の半導体装置の製造方法。
【請求項１１】
　前記ボディ領域の幅が広い領域において、前記ソース層および前記ボディ接続層のコン
タクトをとることを特徴とする請求項８記載の半導体装置の製造方法。
【請求項１２】
　前記ボディ領域の幅が広い領域と前記ボディ領域の幅が狭い領域がともに長方形をなし
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ていて互いに直行することを特徴とする請求項８記載の半導体装置の製造方法。
【請求項１３】
　前記ボディ領域の幅が広い領域が長方形または正方形をなし格子状に配置されており、
前記ボディ領域の幅が広い領域を互いに接続するように前記ボディ領域の幅が狭い領域が
配置されていることを特徴とする請求項８記載の半導体装置の製造方法。
【請求項１４】
　前記ドーパントがアルミニウムであることを特徴とする請求項８記載の半導体装置の製
造方法。
【請求項１５】
　　前記ボディ領域幅が広い領域の深さは前記第3の主電極の底面よりも浅いことを特徴
とする請求項１記載の半導体装置。
【請求項１６】
　　前記ボディ領域幅が広い領域の深さは前記第3の主電極の底面よりも浅いことを特徴
とする請求項８記載の半導体装置の製造方法。
【請求項１７】
　前記トレンチの前記ボディ領域の幅が狭い領域に接する幅が略２μｍであることを特徴
とする請求項１記載の半導体装置。
【請求項１８】
　前記トレンチの前記ボディ領域の幅が狭い領域に接する幅が略２μｍであることを特徴
とする請求項８記載の半導体装置の製造方法。
【請求項１９】
　前記ソース層の不純物がリンであることを特徴とする請求項１記載の半導体装置。
【請求項２０】
　前記ソース層を形成する工程で、不純物としてリンを注入することを特徴とする請求項
８記載の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、UMOSFETを形成しても、耐圧を落とすことなく閾値電圧を下げることができ
るパワー半導体素子に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　半導体パワー素子においてオン抵抗と耐圧は基板材料のバンドギャップで規定されるト
レードオフの関係にある。そのため、パワー素子として広く用いられているシリコン素子
の性能を超えるためには、シリコンよりもバンドギャップが大きな基板材料を用いること
が有効である。特に、炭化珪素(SiC)は、シリコンに比べバンドギャップが約3倍と十分大
きいこと、p型およびn型の導電型を容易に形成できること、熱酸化により酸化膜を形成で
きることなどの特長を有することから、高性能のMOSFET(Metal - Oxide - Semiconductor
 Field Effect Transistor)などの素子が実現できる可能性があり大きな注目を集めてい
る。
【０００３】
　パワー素子の中で縦型パワーMOSFETはスイッチング特性が優れており幅広い分野で用い
られている。縦型パワーMOSFETには大きく分けてDMOSFETとUMOSFETの２種類がある。DMOS
FETは基板表面にチャネルを持つ構造で構造が単純なため比較的製造が容易で耐圧も出や
すいが、セルピッチが大きくチャネル抵抗が大きい。一方、UMOSFETはトレンチ側壁にチ
ャネルを持つ構造で比較的製造が難しいがセルピッチが小さくチャネル抵抗が小さいとい
う特長を持つ。そのため、シリコンの場合でもDMOSFETからUMOSFETへ移行してきた経緯が
ある。
【０００４】
　しかしながら、炭化珪素にUMOSFETを適用すると、チャネル移動度が非常に小さいとい
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う大きな問題がある。原因としては、炭化珪素を熱酸化すると界面に炭素が残留して界面
準位を形成してしまうということと、ドライエッチングにより形成したトレンチ側壁面が
滑らかになりにくいということが挙げられるが、これらはどちらもシリコンの場合と大き
く異なる点である。界面準位が増えると界面にトラップされたチャージによるクーロン散
乱が増え、トレンチ側壁面が滑らかでないと界面のラフネスによる散乱が増える。これら
によりチャネル移動度は大きく低下する。
【０００５】
　これらの要因はプロセスの改善によりある程度は改善可能であるが、シリコンと同等ま
で改善することは困難である。それは、基板中に炭素が存在することから界面から炭素を
完全に取り除くことは困難であること、炭化珪素が硬くて加工しにくくさらに再結晶化し
にくいなどシリコンと大きく物性が異なることなどによるものである。
【０００６】
　チャネル移動度が低い場合、他の手段によりチャネル抵抗を低減することは可能である
。例えば、チャネル長を短くする、チャネルを形成するpボディ領域の濃度を下げ閾値電
圧を下げるなどの対策が考えられる。しかしながら、チャネル長を短くすると、ドリフト
層とソース領域が近くなるためOFF状態でパンチスルーしやすくなり耐圧が低下する。ま
た、pボディ領域の濃度を下げるとOFF状態でpボディ領域に空乏層が伸びやすくなるため
同じく耐圧が低下する。
【０００７】
　一方で、耐圧を落とさずに閾値電圧を下げる手段として、pボディ領域のうちトレンチ
側壁近傍のみを低濃度にするという構造が知られている。閾値電圧に影響する酸化膜界面
付近のみを低濃度にすることにより、耐圧を落とすことなく閾値電圧を下げることができ
る。本構造の形成方法としては、n型不純物のイオン注入により表面のp濃度を下げる方法
と、トレンチ側壁へのエピタキシャル成長によりn型不純物を形成する方法がある。前者
はイオン注入によりチャネルにダメージを与えるため、移動度の低下だけでなく酸化膜信
頼性の劣化を招くという大きな問題がある。後者はインプロセスエピが必要であるが、ド
ライエッチングで形成した荒れた面へのエピは難しく、コスト的および技術的課題が多い
状況である。
【０００８】
　ソース領域とドリフト層の間でパンチスルーしにくい構造としては、特許文献１にダブ
ルゲート型のDMOSFETの記載がある。本構造は図1に示されているとおり、基板面と水平方
向に伸びたチャネルを上下ふたつのゲートで挟み込む構造となっており、下側のゲートに
よりチャネルに電界がかかるのをブロックすることでソース領域とドリフト層の間でパン
チスルーしにくくなっている。しかしながら、本構造ではチャネルが横方向であるためセ
ルピッチが広くなることで十分集積度を上げることができず、結果として十分オン抵抗を
低くすることができないのが現状である。また、下側のゲート電極を埋め込むのはプロセ
ス的にコストがかかるという問題もある。また、本文献にはpボディの寸法、pボディ幅と
ドーパント濃度の関係等については一切記載されていない。
【０００９】
　同様に、構造はパワーMOSFETとは異なるが、ソース・ドレイン間でパンチスルーしにく
くしかつ電流を増加させる構造として、特許文献２にダブルゲート構造のTFT(Thin Film 
Transistor)の記載があり、ゲート電極の間隔を2000オングストローム（0.2um）とする記
載がある。また、チャネル部の厚さの薄いダブルゲート構造のTFTではチャネルの全領域
が反転し、オン電流の増加が期待でき、短チャネル化してもオフ電流が増加しない、等の
記載がある（0006-7段落、0017段落、図１参照）。しかしながら、本文献は縦型パワーMO
SFET に関する技術を開示するものではなく、UMOSFETのチャネル形成領域の両側に形成さ
れたトレンチとトレンチで挟まれたボディ領域の幅とドーパントの濃度との関係等につい
ては記載されていない。
【先行技術文献】
【特許文献】
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【００１０】
【特許文献１】特許第3319215号公報
【特許文献２】特開平05-110091号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１１】
　上記のように、UMOSFETを形成しようとすると、チャネル移動度が低く、耐圧を落とす
ことなく閾値電圧を下げる有効な手段が現状ではないことが課題である。
【課題を解決するための手段】
【００１２】
　本発明は、UMOSFETにおいて、トレンチとトレンチで挟まれたpボディ領域の不純物濃度
を5×1017 cm-3以下で均一にし、かつ、pボディ領域の幅を0.1 um以上0.5 um以下とする
、または、pボディ領域の幅を反転状態での両側のチャネルからの空乏層幅（最大空乏層
幅）の和よりも狭くすることを最大の特徴とする。
【００１３】
　第１の発明の特徴は、（１）ドレイン層をなす第1導電型の低抵抗の半導体基板と、
前記半導体基板の裏面に接続された第1の主電極と、
前記半導体基板上に形成された第１導電型の前記半導体基板より高抵抗のエピタキシャル
層と、
前記エピタキシャル層中に形成された第2導電型のボディ領域と、
前記ボディ領域上に形成された第1導電型の前記半導体基板と同程度に低抵抗のソース層
と、
前記ボディ領域と接続し前記半導体基板表面に形成された第2導電型の前記ボディ領域よ
り低抵抗のボディ接続層と
前記ソース層および前記ボディ接続層上に接続された第2の主電極と、
前記ボディ領域と前記ソース層を貫くように形成されたトレンチと、
前記トレンチの側壁および底部に形成されたゲート絶縁膜と、
前記トレンチ内部において前記ゲート絶縁膜を介し前記ボディ領域の全面と前記ソース層
の一部に接する第3の主電極と、を備え、
前記トレンチとトレンチで挟まれた前記ボディ領域の幅が少なくとも2種類以上あり、前
記ボディ領域幅が狭い領域に比べ前記ボディ領域幅が広い領域のほうがボディ領域の濃度
が濃いことにある。
【００１４】
　（１）において、（２）前記ボディ領域のうちゲート絶縁膜に近い領域の濃度がゲート
絶縁膜から離れた領域の濃度よりも濃度が低いことが好ましい。
【００１５】
　（１）において、（３）前記ボディ領域の幅が狭い領域の幅が、0.1 um以上0.5 um以下
であることが好ましい。
【００１６】
　（１）において、（４）前記ボディ領域の幅が狭い領域の幅が、両側の第3の主電極か
ら前記ゲート絶縁膜を介して延びる最大空乏層幅の和よりも狭いことが好ましい。
【００１７】
　（１）において、（５）前記ボディ領域の幅が広い領域において、前記ソース層および
前記ボディ接続層のコンタクトをとることが好ましい。
【００１８】
　（１）において、（６）前記ボディ領域の幅が広い領域と前記ボディ領域の幅が狭い領
域がともに長方形をなしていて互いに直行していることが好ましい。
【００１９】
　（１）において、（７）前記ボディ領域の幅が広い領域が長方形または正方形をなし格
子状に配置されており、前記ボディ領域の幅が広い領域を互いに接続するように前記ボデ
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ィ領域の幅が狭い領域が配置されていることが好ましい。
【００２０】
　（１）において、（８）前記半導体基板および前記エピタキシャル層の材質が炭化珪素
、シリコンまたは窒化ガリウムから選ばれることが好ましい。
【００２１】
　（１）において、（９）前記ドーパントがアルミニウムであることが好ましい。
【００２２】
　第２の発明の特徴は、（１０）、(a)第1導電型の低抵抗の半導体基板上に第１導電型の
前記半導体基板より高抵抗のエピタキシャル層を形成する工程、
(b))前記エピタキシャル層中に第2導電型のボディ領域を形成する工程、
(c)前記ボディ領域上に第1導電型の前記半導体基板と同程度に低抵抗のソース層を形成す
る工程、
(d)前記ボディ領域と接続するように前記半導体基板表面に第2導電型の前記ボディ領域よ
り低抵抗のボディ接続層を形成する工程、
(e)前記ボディ領域と前記ソース層を貫くようにトレンチを形成する工程、
(f)前記トレンチの側壁および底部にゲート絶縁膜を形成する工程、を含み、
前記トレンチとトレンチで挟まれた前記ボディ領域の幅を少なくとも2種類以上異なる幅
に形成し、前記ボディ領域幅が狭い領域に比べ前記ボディ領域幅が広い領域のほうがボデ
ィ領域の濃度が濃くなるようにドーパントをイオン注入することにある。
【００２３】
　（１０）において、（１１）前記ボディ領域のうちゲート絶縁膜に近い領域の濃度がゲ
ート絶縁膜から離れた領域の濃度よりも濃度が低いことが好ましい。
【００２４】
　（１０）において、（１２）前記ボディ領域の幅が狭い領域の幅が、0.1 um以上0.5 um
以下であることが好ましい。
【００２５】
　（１０）において、（１３）前記ボディ領域の幅が狭い領域の幅が、両側の第3の主電
極から前記ゲート絶縁膜を介して延びる最大空乏層幅の和よりも狭いことが好ましい。
【００２６】
　（１０）において、（１４）前記ボディ領域の幅が広い領域において、前記ソース層お
よび前記ボディ接続層のコンタクトをとることが好ましい。
【００２７】
　（１０）において、（１５）前記ボディ領域の幅が広い領域と前記ボディ領域の幅が狭
い領域がともに長方形をなしていて互いに直行していることが好ましい。
【００２８】
　（１０）において、（１６）前記ボディ領域の幅が広い領域が長方形または正方形をな
し格子状に配置されており、前記ボディ領域の幅が広い領域を互いに接続するように前記
ボディ領域の幅が狭い領域が配置されていることが好ましい。
【００２９】
　（１０）において、（１７）前記半導体基板および前記エピタキシャル層の材質が炭化
珪素、シリコンまたは窒化ガリウムであることが好ましい。
【００３０】
　（１０）において、（１８）前記ドーパントがアルミニウムであることが好ましい。
本発明では、pボディ領域の濃度を2×1017 cm-3以下にすることで閾値電圧を低く保つこ
とができ、pボディ領域の幅をpボディ領域の深さ（チャネル長）よりも狭くすることでソ
ース・ドリフト領域間でパンチスルーすることなく耐圧を保つことができる。また、pボ
ディ領域の幅を反転状態での両側のチャネルからの空乏層幅（最大空乏層幅）の和よりも
狭くすることで、反転層ができるまでにpボディ領域が完全空乏化され閾値電圧をさらに
下げることができる。
【発明の効果】
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【００３１】
　本発明によれば、チャネル移動度が大きく、耐圧を落とすことなく閾値電圧が下げられ
るUMOSFETを用いたパワー半導体素子が得られる。
【図面の簡単な説明】
【００３２】
【図１】本発明による半導体装置の第1の実施例の断面構造図の一部である。
【図２】本発明による半導体装置の第1の実施例の断面構造図の一部である。
【図３】本発明による半導体装置の第1の実施例の平面レイアウトである。
【図４】本発明による半導体装置の第1の実施例の製造方法を示す図である。
【図５】本発明による半導体装置の第1の実施例の製造方法を示す図である。
【図６】本発明による半導体装置の第1の実施例の製造方法を示す図である。
【図７】本発明による半導体装置の第1の実施例の製造方法を示す図である。
【図８】本発明による半導体装置の第1の実施例の製造方法を示す図である。
【図９】本発明による半導体装置の第1の実施例の製造方法を示す図である。
【図１０】本発明による半導体装置の第1の実施例の耐圧とpボディ領域3の幅の関係を示
した図である。
【図１１】本発明による半導体装置の第1の実施例の閾値電圧とpボディ領域3の幅の関係
を示した図である。
【図１２】本発明による半導体装置の第1の実施例のオン抵抗とpボディ領域3の奥行きの
関係を示した図である。
【図１３】本発明による半導体装置の第1の実施例の特性図である。
【図１４】本発明による半導体装置の第2の実施例の断面構造図である。
【図１５】本発明による半導体装置の第3の実施例の平面レイアウトである。
【発明を実施するための形態】
【実施例１】
【００３３】
以下、本発明の実施例を図面を用いて説明する。図1および図2は本発明によるUMOSFETの
断面構造図を、図3は本発明によるUMOSFETのレイアウト図を示している。図3のA-A’の部
分の断面図が図1、B-B’の部分の断面図が図2である。炭化珪素を母材とするn+基板のド
レイン領域1上にn-エピタキシャル層のドリフト領域2が形成されている。ドリフト領域2
上にはpボディ領域3とn+のソース領域4がそれぞれ形成されており、n+のソース領域4とp
ボディ領域3を貫くようにトレンチが形成されている。トレンチ底部、側壁およびソース
領域4の上部には酸化膜からなるゲート絶縁膜5が形成されておりトレンチ内部にはゲート
絶縁膜5を介してゲート電極7が埋め込まれている。基板の裏面にはドレイン電極6が形成
されている。トレンチは基板面内において長方形をしており、一定の周期で並んでいる。
長方形の長辺側では隣接するトレンチと非常に接近しているが、短辺側は離れている。こ
の離れた短辺と短辺の間にはpボディ領域3の電位を固定するためのp+領域8が配置されて
おり、ソース電極9もこの領域において形成されている。また、pボディ領域の濃度はpボ
ディ領域の幅が広いところ3’に比べ狭いところ3の方が薄くなっている。
【００３４】
　次に本実施例の動作について説明する。まず、ブロッキング状態では、ゲートに0Vまた
は負の電圧を加えた状態でドレインに100V～数kVもの電圧がかかる。このとき、ソースと
ドレインの間に存在するpボディ領域が障壁となり、電流は流れない。このとき、pボディ
領域の厚さすなわちチャネル長が短かかったりpボディ領域の濃度が薄いとpボディ領域が
完全に空乏化されパンチスルーが起こり電流が流れてしまう。本実施例では、耐圧を確保
するためpボディ領域の幅が広い領域３’ではパンチスルーしないようにpボディ領域の濃
度を高く設定している。一方、pボディ領域が狭い領域3ではpボディ領域が広い領域３’
よりも濃度を薄く設定している。通常、pボディ領域の濃度が薄いとパンチスルーしてし
まうが、本実施例ではpボディ領域3の幅が非常に狭くなっているため両側のゲートにより
pボディ領域3のポテンシャルが固定され、パンチスルーが起こらない。すなわち、通常よ



(8) JP 5586887 B2 2014.9.10

10

20

30

40

50

りもpボディ領域3の濃度が薄いにもかかわらず耐圧を確保することができる。一方、オン
状態ではゲートにプラスの電位を与えるとトレンチ側壁が反転しチャネルにキャリアが湧
く。この状態でドレインに1V程度の電位を与えるとソースからドレインに大きな電流が流
れる。このとき、pボディ領域が広い領域３’と狭い領域３では電流を流す能力に大きな
差が生じる。それはpボディ領域が広い領域３’ではｐボディ領域の濃度が高く、閾値電
圧が高くなることからチャネルの抵抗が大きくなってしまう。それに対し、pボディ領域
が狭い領域3ではpボディ領域の濃度が低いために閾値電圧が低くなり大電流を流すことが
可能になる。また、本実施例では、pボディ領域3の幅が狭いことにより、ゲートに正の電
圧を加えた際に反転層が形成される前にpボディ領域3が完全に空乏化されることにより、
さらに閾値電圧が下がり電流が大きくなる。このように、pボディ領域の幅が狭い領域3で
は広い領域3’に比べ大電流を流すことが可能であるが、pボディ領域が狭いとソースのコ
ンタクトをとることができないため、抵抗は大きいがpボディ領域が広い領域３’を設け
そこでコンタクトをとっている。
【００３５】
　本実施例は耐圧600Vクラスを想定しており、ドリフト層の濃度は2×1016 cm-3、厚さは
6 um、トレンチの深さは1 um、幅は1 um程度である。pボディ領域の幅は狭いところで300
 nm、濃度は1×1017 cm-3、広いところは幅が2 um、濃度は1×1018 cm-3程度である。ド
ーパントはアルミニウムである。MOSFET特性のpボディ領域の濃度および幅の依存性につ
いては後で詳しく述べる。ソース領域は窒素をドーパントとしたn+であり、不純物濃度は
1020 cm-3程度である。ゲート酸化膜は熱酸化膜にCVDのSiO2を重ねたもので、厚さはトレ
ンチ側壁で50 nm、トレンチ底部および基板表面で100 nm程度である。酸化膜の形成方法
はまだ最適化されていないため移動度は10 cm2/Vs程度にとどまっている。ゲート電極は
ポリシリコンを用いており、裏面電極はNiシリサイド上にNiをスパッタしたものである。
【００３６】
　次に、図4から図6を用いて本実施例の作製方法について説明する。まず、n+基板1上にn
-エピタキシャル層2とpエピタキシャル層のpボディ領域3を成長させる。n+基板の面方位
はSi面でオフ角は8度であるが、面方位はC面でも(11-20)面でもよく、オフ角は4度でも0
度でもエピタキシャル層が均一に成長すれば問題ない。ただし、オフ角が0度だとイオン
注入を垂直に行うとチャネリングにより不純物が深く入ることがあるので注意が必要であ
る。次に、酸化珪素を堆積しリソグラフィおよびドライエッチングにより酸化珪素を加工
し、それをハードマスクとしてイオン注入によりターミネーション領域となるp領域を形
成する。イオン種はアルミニウムで濃度は1×1017 cm-3程度である。ターミネーション領
域はトレンチコーナー部の電界集中を防ぐためにトレンチと同等の深さが必要であるため
最大で500 keVの多段注入とした。本実施例ではJTE(Junction Termination Extension)構
造を採用しているがガードリング構造でもその他の構造でも構わない。ターミネーション
領域は本発明とは直接関係ないので図には示していない。
【００３７】
　次に、図4、5に示すように、ターミネーション領域の形成方法と同じ方法でpエピタキ
シャル層のpボディ領域３よりも濃度の濃いｐボディ領域３’、ソース領域4となるn+領域
及びpボディ領域の電位を固定するためのp+領域8を形成する。図4では全面にn+領域を形
成しているが、実際はゲートのコンタクト領域やターミネーション領域には形成していな
い。イオン種はシート抵抗が小さくなるよう、n+は窒素がp+はアルミニウムとし、pn接合
のリーク電流を低減するためn+のイオン注入は500度で行った。
【００３８】
　次に、図6、7に示すように、酸化珪素を堆積しリソグラフィおよびドライエッチングに
より酸化珪素を加工し、それをハードマスクとしてドライエッチングによりトレンチを形
成する。このとき、pボディ領域の幅を一定に保つためにトレンチはできるだけ垂直に近
い方がよい。その後、面荒れ防止のためにカーボン膜を形成し、1700度程度で活性化アニ
ールを行う。カーボンの除去は酸素アッシャにより行った。ゲート酸化膜の形成には、12
50℃でのN2O酸化により表面を酸窒化し、その後CVDによりSiO2膜を堆積させた。このとき
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、トレンチコーナーでの絶縁破壊を防ぐためにトレンチ側壁にくらべトレンチ底の膜厚を
厚くする必要があるので、CVDは側壁に堆積しにくい条件を選んだ。最終的な膜厚はトレ
ンチ側壁で50 nm程度、トレンチ底で100 nm程度に仕上げた。次に、ゲートとなる高濃度
のポリシリコンをトレンチ内部に形成した。埋め込みはCVDによる膜の堆積とエッチバッ
クにより行ったが、CMP(Chemical Mechanical Polishing))等の他の平坦化手法でも問題
ない。
【００３９】
　次に、表及び裏のコンタクトはNiを主成分とする合金で形成する。表は、リソグラフィ
とドライエッチングによりコンタクトホールを空け、Niを堆積させ1000度のシリサイド化
アニールによりシリサイドを形成し、最後に未反応メタルを除去する。裏も同様にNiを堆
積させ1000度のシリサイド化アニールによりシリサイドを形成する。最後に酸化珪素を層
間絶縁膜としたアルミニウム2層配線を形成し、ソースパッド、ゲートパッドを開口して
デバイスを完成させる。
【００４０】
　本実施例では、p型不純物をアルミニウム、n型不純物を窒素としたが、pはボロンでも
よく、nはリンでもよい。ボロンは、質量が軽いため低エネルギーで深く注入することが
可能であり、リンはnの濃度をより高くすることが可能である。ただし、ボロンの外方拡
散により表面付近の濃度も下がるため、表面にアルミニウムを追加注入する等の対策も必
要であり、リンは結晶欠陥を多く発生させてしまうので注意が必要である。
【００４１】
　次に、本発明で非常に重要なpボディ領域の濃度と幅について決めた根拠について説明
する。図10は、pボディ領域の濃度と幅を変えたときの耐圧を示したものである。図から
わかるようにpボディ領域の幅が1 um以上の場合は耐圧はpボディ領域の幅にほとんど依存
しない。一方で、pボディ領域の幅が0.5 um以下になると耐圧が急激に上昇する。これは
、pボディ領域の幅が狭いとpボディのポテンシャルが両側のゲートの電位により固定され
るため、ｐボディ領域に空乏層が広がりにくくなるためである。さらにpボディ領域の幅
を狭くし0.1 um以下にすると逆に耐圧が落ちる場合がある。これは、ブロッキング状態に
おいて電界が最も集中するのがトレンチコーナー部であるが、pボディ領域が狭くなりす
ぎるとトレンチコーナー部での電界集中ポイントが重なり、より電界が高くなってしまう
からである。以上より、耐圧の観点からpボディ領域の幅には最適点があることがわかる
。
【００４２】
　次に、図11に閾値電圧とpボディ領域の濃度、幅の関係を示す。図より、pボディ領域の
幅があるところから狭くなると閾値電圧が低くなることがわかる。ただし、閾値電圧が下
がり始める点はpボディ領域の濃度によって異なる。これは、閾値電圧が下がるのが、チ
ャネルに反転層ができる前にpボディ領域内が完全に空乏化されることに起因するためで
ある。すなわち、両側のゲートから延びる最大空乏層幅の和よりもpボディ領域の幅が狭
いときに閾値電圧が下がるという現象が起こる。以上の関係より、耐圧を確保しながら閾
値電圧を下げ大電流化するためには、pボディ領域の幅を0.1 umから0.5 um程度、濃度を1
×1017 cm-3から2×1017 cm-3程度にするとよいことがわかった。本実施例ではpボディ領
域の幅0.2 um、濃度1×1017 cm-3を採用している。ただし、pボディ領域の幅が0.2 umで
はソースのコンタクトをとることが難しい。そのため、ソースのコンタクトをとる領域を
別に設けている。この領域はpボディ領域の幅を4 um程度とっているため、先ほどの関係
より濃度は5×1017 cm-3程度としている。奥行き方向の寸法に関しては、ソースのコンタ
クトを全領域でソースの直上でとるわけではないので、ソース抵抗との兼ね合いで決まる
。
【００４３】
　図12はpボディ領域の幅が狭い領域3の奥行きとソース抵抗の関係を示している。n+のシ
ート抵抗は約103 Ω/□である。奥行きが短いとソース抵抗は小さくなるが有効な面積が
小さくなるためチャネル抵抗が大きくなってしまう。逆に奥行きが長いとチャネル抵抗は
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小さいがソース抵抗が大きくなってしまう。最適値としては奥行きが約2um程度でトータ
ルの抵抗は2.7 mΩｃｍ2を達成できた。ただし、シート抵抗やチャネル移動度により奥行
きの最適値は変わるので注意が必要である。また、現状よりもシート抵抗が半減（5×102

Ω/□）、チャネル移動度が2倍（20 cm/Vs）になった場合は、トータルでオン抵抗2 mΩ
ｃｍ2以下を達成できる見込みである。
【００４４】
　次に、本実施例の効果について特性図13を用いて説明する。図は、耐圧600V以上確保で
きる条件での電流密度を示しており、従来のpボディ領域が広い(4um)の場合と、本実施例
の0.2 umの場合をしたものを示している。従来に比べて本実施例の電流密度は2倍以上に
なっている。ただし、すでに述べたとおり、n+のシート抵抗やチャネル移動度の向上によ
りさらに大きな電流を流せるようになる見込みである。
【実施例２】
【００４５】
　本発明の実施例２の断面構造図を図14に示す。本実施例の実施例１との違いはトレンチ
側壁近傍にチャネルドープしpボディ領域3の濃度よりもチャネルの濃度を下げている点に
ある。pボディ領域3よりも濃度の低いチャネル層10を形成することにより、実施例１より
も閾値電圧を下げることができ、電流密度を上げることができる。
【００４６】
　本実施例の作製プロセスは、基本的には実施例１と同様であるが、トレンチを形成した
後に斜めイオン注入によりチャネル層を形成する点のみ異なる。斜めイオン注入の条件は
15 keV、ドーズは5×1011cm-2である。他の設計値は実施例１と同様である。チャネルド
ープによりトレンチ側壁から約50 nmの幅で5×1016 cm-3程度のチャネル層を形成した。
特性としては、実施例１よりも耐圧600Vを確保した上で、閾値電圧が約0.5V低減し、電流
密度が約2割向上した。ただし、チャネルドープをやりすぎると耐圧が低下するだけでな
く、チャネル移動度が低下したり、ゲート絶縁膜の信頼性を劣化させる要因にもなるので
注意が必要である。
【実施例３】
【００４７】
　次に、本発明の実施例３を図15に示すデバイス平面構造図を用いて説明する。本実施例
の実施例１との違いは、ｐボディ領域の幅が広い領域３’と狭い領域3の位置関係にある
。実施例１ではpボディ領域の幅が広い領域3’と狭い領域3が直行するようなレイアウト
になっているが、本実施例ではpボディ領域の幅が広い領域３’を格子状にして、その間
をpボディ領域の幅が狭い領域3がつなぐレイアウトとなっている。
【００４８】
　本実施例の作製方法および動作については実施例１と同様である。ただし、どちらが最
適かは状況により異なる。例えばpボディ領域の幅が広い領域３’の幅がpボディ領域の幅
が狭い領域3の奥行きよりも広い場合は本実施例のほうが面積的に有利となる。実施例１
ではpボディ領域の幅が広い領域３’の幅が4 um、pボディ領域の幅が狭い領域3の奥行き
が2 umであるため、本実施例のほうが実施例１に比べ面積的にpボディの幅が狭い領域３
が3割程度増え、チャネル抵抗が小さくなる。一方、n+のシート抵抗が低減され、pボディ
領域の幅が狭い領域3の奥行きが長くてもソース抵抗が低く保たれる状況においては実施
例１のほうが有利となる。
【００４９】
　実施例１と実施例３を組み合わせたものも容易に想像できるが、状況によってはこの組
み合わせが最適の場合もありえる。また、これらの実施例はすべて炭化珪素基板を例に説
明したが、シリコンや窒化ガリウムなどどのような半導体にでも適用可能である。
【産業上の利用可能性】
【００５０】
チャネル移動度が大きく、耐圧を落とすことなく閾値電圧が下げられるUMOSFETをパワー
半導体素子に用いることができる。
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【符号の説明】
【００５１】
1　ドレイン領域
2　ドリフト領域
3　ボディ領域
4　ソース領域
5　ゲート絶縁膜
6　ドレイン電極
7　ゲート電極
8　pボディ電位固定用p+層
9　ソース電極

【図１】 【図２】
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【図５】 【図６】
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【図９】 【図１０】
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【図１３】 【図１４】
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