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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
半導体基板内の上面側に位置し第１導電型半導体であるボディ領域と，前記ボディ領域の
下面と接し第２導電型半導体であるドリフト領域とを有する絶縁ゲート型半導体装置にお
いて，
　半導体基板の上面から前記ボディ領域を貫通するトレンチ部と，
　前記トレンチ部の側壁に位置するゲート絶縁膜と，
　前記トレンチ部内に位置し，前記ボディ領域と前記ゲート絶縁膜を挟んで対面するゲー
ト電極と，
　前記ゲート電極よりも下方に位置し，前記ドリフト領域に囲まれるとともに前記トレン
チ部の底部を包囲し，第１導電型半導体である埋め込み拡散領域と，
　前記ボディ領域および前記埋め込み拡散領域と連接し，前記埋め込み拡散領域よりも低
濃度であり，第１導電型半導体である低濃度拡散領域とを有することを特徴とする絶縁ゲ
ート型半導体装置。
【請求項２】
請求項１に記載する絶縁ゲート型半導体装置において，
　前記低濃度拡散領域は，ゲート電圧のオフ時に，厚さ方向の少なくとも一部の領域が前
記埋め込み拡散領域よりも先に空乏化されることを特徴とする絶縁ゲート型半導体装置。
【請求項３】
請求項１に記載する絶縁ゲート型半導体装置において，
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　前記低濃度拡散領域は，リサーフ構造を有することを特徴とする絶縁ゲート型半導体装
置。
【請求項４】
請求項１から請求項３のいずれか１つに記載する絶縁ゲート型半導体装置において，
　前記低濃度拡散領域は，前記トレンチ部の上面視長手方向の端部の側面に接しているこ
とを特徴とする絶縁ゲート型半導体装置。
【請求項５】
請求項１から請求項３のいずれか１つに記載する絶縁ゲート型半導体装置において，
　前記低濃度拡散領域は，前記トレンチ部の上面視長手方向に直交する断面から見て，前
記トレンチ部の一方の側面に接していることを特徴とする絶縁ゲート型半導体装置。
【請求項６】
請求項５に記載する絶縁ゲート型半導体装置において，
　前記低濃度拡散領域と前記ボディ領域との繋ぎ目部分の領域のエピタキシャル層の濃度
がそのエピタキシャル層の他の領域と比較して高いことを特徴とする絶縁ゲート型半導体
装置。
【請求項７】
請求項１から請求項３のいずれか１つに記載する絶縁ゲート型半導体装置において，
　前記トレンチ部は，上面視長手方向に複数個の小トレンチ部に分割されたレイアウトと
なっており，
　前記低濃度拡散領域は，前記小トレンチ部の各端部に接していることを特徴とする絶縁
ゲート型半導体装置。
【請求項８】
請求項７に記載する絶縁ゲート型半導体装置において，
　前記小トレンチ部の端部の上面視長手方向の位置が隣り合うトレンチ部同士で揃えられ
ていることを特徴とする絶縁ゲート型半導体装置。
【請求項９】
請求項８に記載する絶縁ゲート型半導体装置において，
　前記トレンチ部の上面視長手方向に直交する方向に延在するとともに，隣り合う小トレ
ンチ部の端部間に位置する第２トレンチ部と，
　前記ドリフト領域に囲まれるとともに前記第２トレンチ部の底部を包囲し，第１導電型
半導体である中間埋め込み拡散領域とを有することを特徴とする絶縁ゲート型半導体装置
。
【請求項１０】
請求項７に記載する絶縁ゲート型半導体装置において，
　前記小トレンチ部の端部の上面視長手方向の位置が隣り合うトレンチ部で異なることを
特徴とする絶縁ゲート型半導体装置。
【請求項１１】
請求項１から請求項１０のいずれか１つに記載する絶縁ゲート型半導体装置において，
　前記埋め込み拡散領域は，前記トレンチ部の上面視長手方向に直交する断面から見て，
縦長の形状であることを特徴とする絶縁ゲート型半導体装置。
【請求項１２】
請求項１から請求項１１のいずれか１つに記載する絶縁ゲート型半導体装置において，
　前記埋め込み拡散領域は，電界のピークを，前記ボディ領域と前記ドリフト領域のＰＮ
接合箇所と，前記埋め込み拡散領域と前記ドリフト領域のＰＮ接合箇所との２箇所に形成
することが可能な位置に設けられていることを特徴とする絶縁ゲート型半導体装置。
【請求項１３】
半導体基板内の上面側に位置し第１導電型半導体であるボディ領域と，前記ボディ領域の
下方に接し第２導電型半導体であるドリフト領域とを有する絶縁ゲート型半導体装置の製
造方法において，
　セル領域内に位置するトレンチ部を形成するためのマスクパターンを形成し，そのマス
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クパターンを基にエッチングにより前記ボディ領域を貫通するトレンチ部を形成するトレ
ンチ部形成工程と，
　前記トレンチ部の底部に向けて不純物を注入し，第１導電型である埋め込み拡散領域を
形成するとともに，前記トレンチ部の上面視長手方向に沿って斜め方向から不純物を注入
し，前記埋め込み拡散領域および前記ボディ領域と連接し前記埋め込み拡散領域よりも低
濃度であり第１導電型半導体である低濃度拡散領域を形成する不純物注入工程とを含むこ
とを特徴とする絶縁ゲート型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，トレンチゲート構造の絶縁ゲート型半導体装置およびその製造方法に関する
。さらに詳細には，ドリフト領域中にドリフト領域と異なる導電型の拡散層を設けること
によってドリフト層にかかる電界を緩和する絶縁ゲート型半導体装置であって，その絶縁
ゲート型半導体装置のオン抵抗特性の改善に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　従来から，パワーデバイス用の絶縁ゲート型半導体装置として，トレンチゲート構造を
有するトレンチゲート型半導体装置が提案されている。このトレンチゲート型半導体装置
では，一般的に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】
　この問題に着目したトレンチゲート型半導体装置として，本願出願人は図２４に示すよ
うな絶縁ゲート型半導体装置を提案している（特許文献１）。この絶縁ゲート型半導体装
置９００は，Ｎ+ ソース領域３１と，Ｎ+ ドレイン領域１１と，Ｐ- ボディ領域４１と，
Ｎ- ドリフト領域１２とが設けられている。また，半導体基板の上面側の一部を掘り込む
ことによりＰ- ボディ領域４１を貫通するゲートトレンチ２１が形成されている。また，
ゲートトレンチ２１の底部には，絶縁物の堆積による堆積絶縁層２３が形成されている。
さらに，堆積絶縁層２３上には，ゲート電極２２が形成されている。そして，ゲート電極
２２は，ゲートトレンチ２１の壁面に形成されているゲート絶縁膜２４を介して，Ｎ+ ソ
ース領域３１およびＰ- ボディ領域４１と対面している。さらに，Ｎ- ドリフト領域１２
内には，フローティング状態のＰ拡散領域５１が形成されている。そして，ゲートトレン
チ２１の下端は，Ｐ拡散領域５１内に位置している。
【０００４】
　この絶縁ゲート型半導体装置９００は，Ｎ- ドリフト領域１２内にフローティング状態
のＰ拡散領域５１が設けられている（以下，このような構造を「フローティング構造」と
する）ことにより，次のような特性を有する。
【０００５】
　この絶縁ゲート型半導体装置９００では，ゲート電圧のオフ時に，Ｎ- ドリフト領域１
２とＰ- ボディ領域４１との間のＰＮ接合箇所から空乏層が広がる。そして，その空乏層
がＰ拡散領域５１にまで到達することで，Ｐ拡散領域５１がパンチスルー状態となって電
位が固定される。さらに，Ｐ拡散領域５１とのＰＮ接合箇所からも空乏層が広がるため，
Ｐ- ボディ領域４１との間のＰＮ接合箇所とは別に，Ｐ拡散領域５１とのＰＮ接合箇所も
電界強度のピークが形成される。すなわち，図２５に示すように，電界強度のピークを２
箇所に形成でき，最大ピーク値を低減することができる。従って，高耐圧化が図られる。
また，高耐圧であることから，Ｎ- ドリフト領域１２の不純物濃度を上げて低オン抵抗化
を図ることができる。なお，フローティング構造のメカニズムについては，例えば特許文
献２に詳細が開示されている。
【特許文献１】特開２００５－１４２２４３号公報
【特許文献２】特開平９－１９１１０９号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
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【０００６】
　インバータ回路用の絶縁ゲート型半導体装置では，一般的に，ゲート電圧（Ｖｇ）がオ
ンオフされると，図２６の実線に示すようにドレイン電圧（Ｖｄ）が変化する。すなわち
，Ｖｇがオンした状態（図２６中のＡ）では，空乏層が広がっていないため，低オン抵抗
の状態で動作する。そして，Ｖｇがオフしている間（図２６中のＢ）は，空乏層が広がっ
た状態（高オン抵抗の状態）となり，Ｖｄが高い状態になる。すなわち，空乏層によって
ドレイン－ソース間の耐圧を保持する状態となる。そして，Ｖｇを再度オンする（図２６
中のＣ）と，再び空乏層が狭くなる。そして，低オン抵抗の状態で動作する。
【０００７】
　しかしながら，前述したフローティング構造を有する絶縁ゲート型半導体装置では，通
常の絶縁ゲート型半導体装置と比較して，図２６中のＣのときに低オン抵抗の状態に戻り
難い。すなわち，フローティング構造を有していない絶縁ゲート型半導体装置（通常の絶
縁ゲート型半導体装置）では，ソースからホールが供給されることによって空乏層が即時
に狭くなる。一方，図２４に示したようなフローティング構造を有する絶縁ゲート型半導
体装置では，トレンチ下のＰ拡散領域がフローティング状態であり，ホールの供給が行わ
れない。そのため，トレンチ下のＰ拡散領域の下方にまで広がった空乏層が狭くなるまで
に時間がかかる。その結果，図２６の点線に示すように，即時には低オン抵抗の状態に戻
らない。よって，オン抵抗特性に悪影響を与える。
【０００８】
　特に，チップサイズが大きい場合，供給すべきホールの量が多くなる。そのホールの量
に対してトレンチ下のＰ拡散領域だけでは十分なホールの量を賄えない。すなわち，チッ
プサイズが大きくなるほどホールの供給に遅れが生じる。よって，スイッチング性能の悪
化が懸念される。
【０００９】
　本発明は，前記した従来の絶縁ゲート型半導体装置が有する問題点を解決するためにな
されたものである。すなわちその課題とするところは，高耐圧であるとともに，交流動作
時に良好なオン抵抗特性が得られる絶縁ゲート型半導体装置およびその製造方法を提供す
ることにある。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　この課題の解決を目的としてなされた絶縁ゲート型半導体装置は，半導体基板内の上面
側に位置し第１導電型半導体であるボディ領域と，ボディ領域の下面と接し第２導電型半
導体であるドリフト領域とを有する絶縁ゲート型半導体装置であって，半導体基板の上面
からボディ領域を貫通するトレンチ部と，トレンチ部の側壁に位置するゲート絶縁膜と，
トレンチ部内に位置し，ボディ領域とゲート絶縁膜を挟んで対面するゲート電極と，ゲー
ト電極よりも下方に位置し，ドリフト領域に囲まれるとともにトレンチ部の底部を包囲し
，第１導電型半導体である埋め込み拡散領域と，ボディ領域および埋め込み拡散領域と連
接し，埋め込み拡散領域よりも低濃度であり，第１導電型半導体である低濃度拡散領域と
を有することを特徴としている。
【００１１】
　本発明の絶縁ゲート型半導体装置は，ゲート電極がトレンチ部内に内蔵されたトレンチ
ゲート構造をなしている。また，ドリフト領域内には，ドリフト領域と異なる導電型半導
体である埋め込み拡散領域が設けられており，トレンチ部の底部は埋め込み拡散領域内に
位置している。さらに，ボディ領域と埋め込み拡散領域との間には，両領域と同じ導電型
半導体であり，両領域と繋がり，埋め込み拡散領域よりも低濃度の低濃度拡散領域が設け
られている。低濃度拡散領域は，濃度が極めて低く，ドリフト領域とのＰＮ接合箇所から
広がる空乏層により超高抵抗な領域となる。そのため，埋め込み拡散領域は，ゲート電圧
のオフ時に，フローティング状態と状態となる。そのため，フローティング構造と同等の
耐圧保持構造となり，高耐圧化が図られる。
【００１２】
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　なお，フローティング構造と同等の耐圧保持構造とするには，電界のピークがボディ領
域とドリフト領域のＰＮ接合箇所と，埋め込み拡散領域とドリフト領域のＰＮ接合箇所と
の２箇所に形成されるように埋め込み拡散層を配置する。さらに好ましくは，そのピーク
値が同等となるように配置する。
【００１３】
　具体的に低濃度拡散領域は，ゲート電圧のオフ時に，厚さ方向の少なくとも一部の領域
が埋め込み拡散領域よりも先に空乏化される濃度および幅とする。低濃度拡散領域が空乏
化されることで，あらかじめフローティング構造となっている従来の半導体装置（図２４
）とほぼ同等の耐圧特性が得られる。また，望ましくは，リサーフの関係が得られるよう
に低濃度拡散領域の濃度および幅を設定する。
【００１４】
　一方，空乏層が広がった後に，ゲート電圧がオンにスイッチングされると，空乏層が狭
められて低オン抵抗状態となる。このとき，低濃度拡散領域を経由して埋め込み拡散領域
にキャリアが供給される。これにより，埋め込み拡散領域から広がった空乏層が敏速に狭
められる。よって，良好なオン抵抗特性が得られる。
【００１５】
　また，本発明の絶縁ゲート型半導体装置の低濃度拡散領域は，トレンチ部の上面視長手
方向（半導体基板を上面視した状態でのトレンチ部の長手方向，以下，単に「長手方向」
とする）の端部の側面に接していることとするとよりよい。すなわち，低濃度拡散領域は
，トレンチ部の側面に位置していることから，斜めイオン注入によって形成することが可
能である。また，トレンチ部の端部に位置していることから，斜めイオン注入時の入射角
を大きくすることができる。よって，反射等を低減することができ，その濃度やサイズを
厳格に制御することができる。また，低濃度拡散領域は，端部の側面と接するため，チャ
ネル抵抗の増加はなく，オン抵抗への影響が殆どない。
【００１６】
　また，本発明の絶縁ゲート型半導体装置の低濃度拡散領域は，トレンチ部の長手方向に
直交する断面から見て，トレンチ部の一方の側面に接していることとしてもよい。すなわ
ち，低濃度拡散領域は，トレンチ部の長手方向の側面に位置していることから，製造が容
易である。また，低濃度拡散領域は，一方の側面に接するため，他方の側面は低抵抗状態
である。よって，オン抵抗の増加を抑えることができる。さらに，この場合には，低濃度
拡散領域とボディ領域との繋ぎ目部分の領域のエピタキシャル層の濃度がエピタキシャル
層の他の領域と比較して高いこととするとよりよい。すなわち，繋ぎ目部分の領域を高濃
度とすることで，チャネル電流を流れ易くする。これにより，オン抵抗の増加を抑制する
ことができる。
【００１７】
　また，本発明の絶縁ゲート型半導体装置のトレンチ部は，長手方向に複数個の小トレン
チ部に分割されたレイアウトとなっており，低濃度拡散領域は，小トレンチ部の各端部に
接していることとするとよりよい。すなわち，トレンチ部を分割したレイアウトとするこ
とによってトレンチ部の端部を増やし，各端部に低濃度拡散領域を配置する。これにより
，低濃度拡散領域を多く配置することができ，チップサイズが大きい場合であっても良好
なオン抵抗特性が得られる。また，ホール供給路を短くでき，一層の供給スピードの向上
が図られる。また，セルエリアの中心部分にもホールの供給路を形成することができ，セ
ルエリア全面にわたって略均等にホールが供給される。
【００１８】
　小トレンチ部のレイアウトとしては，例えば小トレンチ部の端部の長手方向の位置が隣
り合うトレンチ部同士で揃えられているものや，小トレンチ部の端部の長手方向の位置が
隣り合うトレンチ部で異なるものがある。
【００１９】
　また，本発明の絶縁ゲート型半導体装置の製造方法は，半導体基板内の上面側に位置し
第１導電型半導体であるボディ領域と，ボディ領域の下方に接し第２導電型半導体である
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ドリフト領域とを有する絶縁ゲート型半導体装置の製造方法であって，セル領域内に位置
するトレンチ部を形成するためのマスクパターンを形成し，そのマスクパターンを基にエ
ッチングによりボディ領域を貫通するトレンチ部を形成するトレンチ部形成工程と，トレ
ンチ部の底部に向けて不純物を注入し，第１導電型である埋め込み拡散領域を形成すると
ともに，トレンチ部の長手方向に沿って斜め方向から不純物を注入し，埋め込み拡散領域
およびボディ領域と連接し埋め込み拡散領域よりも低濃度であり第１導電型半導体である
低濃度拡散領域を形成する不純物注入工程とを含むことを特徴としている。
【００２０】
　すなわち，本発明の製造方法では，トレンチ部形成工程にてトレンチ部を形成した後，
不純物注入工程にてそのトレンチ部の底面および側面から不純物を注入して各拡散領域を
形成する。具体的には，トレンチ部の底面へのイオン注入により埋め込み拡散領域を形成
し，トレンチ部の長手方向に沿って斜めイオン注入することによりトレンチ部の端部側に
埋め込み拡散領域よりも低濃度の低濃度拡散領域を形成する。
【００２１】
　本発明の製造方法では，長手方向に沿って斜めイオン注入することにより，注入角度を
大きくしてもトレンチ部の深い位置まで不純物を打ち込むことができる。また，注入角度
が大きいことから，側面での反射が少なく，製造が安定する。特に，濃度およびサイズを
正確に制御する必要がある低濃度拡散領域の形成には有効である。
【発明の効果】
【００２６】
　本発明の絶縁ゲート型半導体装置によれば，低濃度拡散領域によってホールが埋め込み
拡散領域に供給される。また，本発明の別の絶縁ゲート型半導体装置によれば，フローテ
ィング拡散領域より下方に広がる空乏層の範囲を狭め，主としてボディ領域からフローテ
ィング拡散領域までの空乏層によって耐圧を保持している。よって，高耐圧であるととも
に，交流動作時に良好なオン抵抗特性が得られる絶縁ゲート型半導体装置およびその製造
方法が実現されている。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２７】
　以下，本発明を具体化した実施の形態について，添付図面を参照しつつ詳細に説明する
。なお，本実施の形態は，絶縁ゲートへの電圧印加により，ドレイン－ソース間の導通を
コントロールするパワーＭＯＳに本発明を適用したものである。
【００２８】
　　［第１の形態］
　第１の形態に係る絶縁ゲート型半導体装置１００（以下，「半導体装置１００」とする
）は，図１の平面透視図および図２の断面図に示す構造を有している。なお，本明細書に
おいては，出発基板と，出発基板上にエピタキシャル成長により形成した単結晶シリコン
の部分とを合わせた全体を半導体基板と呼ぶこととする。
【００２９】
　本形態の半導体装置１００は，図１に示すように電流が流れるセルエリア（図１中の破
線枠Ｘ内）と，そのセルエリアを囲む終端エリア（図１中の破線枠Ｘ外）とによって構成
されている。すなわち，半導体装置１００内のセルエリアは終端エリアによって区画され
ている。そして，セルエリア内には複数のゲートトレンチ２１が，終端エリア内には３本
の終端トレンチ６２がそれぞれ設けられている。
【００３０】
　具体的には，ゲートトレンチ２１はストライプ形状に，終端トレンチ６２はセルエリア
を囲むように環状に，それぞれ配置されている。なお，ゲートトレンチ２１は，およそ２
．５μｍのピッチで形成されている。また，終端トレンチ６２は，およそ２．０μｍのピ
ッチで形成されている。
【００３１】
　図２は，図１に示した半導体装置１００のＡ－Ａ部の断面を示す図である。半導体装置
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１００のセルエリアでは，図２中の半導体基板の上面側にソース電極が，下面側にドレイ
ン電極がそれぞれ設けられている。また，半導体基板内には，上面側にＮ+ ソース領域３
１およびコンタクトＰ+ 領域３２が，下面側にＮ+ ドレイン領域１１がそれぞれ設けられ
ている。また，Ｎ+ ソース領域３１とＮ+ ドレイン領域１１との間には上面側から順に，
Ｐ- ボディ領域４１（濃度：１．０×１０17／ｃｍ3 ～２．０×１０17／ｃｍ3 ）および
Ｎ- ドリフト領域１２（濃度：およそ２．５×１０16／ｃｍ3 ）が設けられている。
【００３２】
　また，半導体基板の上面側の一部を掘り込むことによりゲートトレンチ２１が形成され
ている。各トレンチはＰ- ボディ領域４１を貫通している。なお，ゲートトレンチ２１の
深さは，およそ２．５μｍであり，Ｐ- ボディ領域４１の深さは，およそ１．０μｍであ
る。
【００３３】
　ゲートトレンチ２１の底部には，絶縁物の堆積による堆積絶縁層２３が形成されている
。具体的に，本形態の堆積絶縁層２３は，ゲートトレンチ２１の底部に酸化シリコンが堆
積してできたものである。さらに，堆積絶縁層２３上には，ゲート電極２２が形成されて
いる。ゲート電極２２の下端は，Ｐ- ボディ領域４１の下面より下方に位置している。ゲ
ート電極２２は，ゲートトレンチ２１の壁面に形成されているゲート絶縁膜２４を介して
，半導体基板のＮ+ ソース領域３１およびＰ- ボディ領域４１と対面している。すなわち
，ゲート電極２２は，ゲート絶縁膜２４によりＮ+ ソース領域３１およびＰ- ボディ領域
４１から絶縁されている。
【００３４】
　このような構造を持つ半導体装置１００では，ゲート電極２２への電圧印加によりＰ- 

ボディ領域４１にチャネル効果を生じさせ，もってＮ+ ソース領域３１とＮ+ ドレイン領
域１１との間の導通をコントロールしている。
【００３５】
　また，半導体装置１００の終端エリアでは，３本の終端トレンチ６２（以下，セルエリ
アに近い順に，「終端トレンチ６２１」，「終端トレンチ６２２」，「終端トレンチ６２
３」とする）が設けられている。そして，終端トレンチ６２１の内部は，ゲートトレンチ
２１の内部と同様に，堆積絶縁層７３上に終端ゲート領域７２が設けられている。終端ゲ
ート領域７２は，ゲート電極２２と電気的に接続されており，ゲート電極２２と同電位と
なる。この終端ゲート領域７２の存在によって，Ｐ- ボディ領域４１の下面とのＰＮ接合
箇所から広がる空乏層の伸びが促進される。さらに，その終端ゲート領域７２は，終端ト
レンチ６２１の壁面に形成されているゲート絶縁膜７４を介して，半導体基板のＰ- ボデ
ィ領域４１と対面している。一方，終端トレンチ６２２，６２３については，堆積絶縁層
７１によって充填されている（すなわち，ゲートレス構造である）。
【００３６】
　さらに，半導体装置１００には，ゲートトレンチ２１の底部の周囲に，Ｎ- ドリフト領
域１２に囲まれたＰ拡散領域５１（濃度：およそ１．０×１０17／ｃｍ3 ～２．０×１０
17／ｃｍ3 ）が形成されている。また，終端トレンチ６２の底部の周囲に，Ｎ- ドリフト
領域１２に囲まれたＰ拡散領域５３が形成されている。なお，Ｐ拡散領域５１はゲートト
レンチ２１の底面から，Ｐ拡散領域５３は終端トレンチ６２の底面から，それぞれ不純物
を注入することにより形成された領域である。半導体装置１００の製造方法についての詳
細は後述する。各Ｐ拡散領域の断面は，各トレンチの底部を中心とした略円形形状となっ
ている。
【００３７】
　なお，隣り合うＰ拡散領域５１，５１間には，キャリアが移動できるスペースが十分に
ある。よって，ゲート電圧のオン状態において，Ｐ拡散領域５１の存在がドレイン電流に
対する妨げとなることはない。一方，隣り合うＰ拡散領域５３，５３間の間隔は，Ｐ拡散
領域５１，５１間の間隔よりも狭い。しかしながら，終端エリアではドリフト電流が流れ
ないため，低オン抵抗化の妨げにはならない。
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【００３８】
　また，終端トレンチ６２の本数は３本に限るものではない。すなわち，耐圧保持が可能
であれば，終端トレンチ６２の本数を２本としてもよい（最少本数）。また，３本での耐
圧保持が困難であれば，終端トレンチ６２の本数を３本以上としてもよい。いずれの場合
であっても，最内の終端トレンチ６２１内にゲートトレンチ２１と同様に終端ゲート領域
７２を設ける。
【００３９】
　図３は，図１に示した半導体装置１００のＢ－Ｂ部の断面を示す図である。半導体装置
１００では，ゲートトレンチ２１の長手方向の端部２１０の周囲に，Ｎ- ドリフト領域１
２に囲まれたＰ--拡散領域５２が形成されている。なお，本明細書でいうゲートトレンチ
の「長手方向」とは，半導体基板の上面視におけるゲートトレンチの長手方向を意味する
。すなわち，ゲートトレンチの深さ方向（半導体基板の厚さ方向）とは異なる。Ｐ--拡散
領域５２は，その上端がＰ- ボディ領域４１と繋がり，下端がＰ拡散領域５１と繋がって
いる。また，Ｐ--拡散領域５２は，Ｐ- ボディ領域４１やＰ拡散領域５１よりも低濃度の
領域である。なお，Ｐ--拡散領域５２は，ゲートトレンチ２１の端部２１０の側面から不
純物を注入することにより形成された領域である。半導体装置１００の製造方法について
の詳細は後述する。
【００４０】
　Ｐ--拡散領域５２は，Ｐ- ボディ領域４１とＰ拡散領域５１とを連接する領域である。
そのため，Ｎ- ドリフト領域１２内に空乏層が広がった状態でゲート電圧Ｖｇをオンする
際，Ｐ--拡散領域５２を介してＰ拡散領域５１にホールが供給される。
【００４１】
　また，Ｐ--拡散領域５２は，ゲート電圧Ｖｇのオフ時に空乏化される濃度および幅（横
方向の厚さ）に設計されている。具体的に本形態では，ピーク濃度がおよそ０．７×１０
16／ｃｍ3 であり，幅が０．３μｍである。そして，半導体装置１００では，ゲート電圧
Ｖｇのオフ時に，Ｐ--拡散領域５２がＰ拡散領域５１よりも先に空乏化されることで，Ｐ
拡散領域５１がフローティング状態になる。そのため，本形態の半導体装置１００は，フ
ローティング構造と同様の耐圧保持構造を実現できる。
【００４２】
　なお，フローティング構造にて高耐圧化を図るには，電界のピークがＰ- ボディ領域４
１とＮ- ドリフト領域１２のＰＮ接合箇所と，Ｐ拡散領域５１とＮ- ドリフト領域１２の
ＰＮ接合箇所との２箇所に形成される位置に埋め込み領域であるＰ拡散領域５１を配置す
る。さらに好ましくは，両ピーク値が同等となるように配置する。
【００４３】
　本形態の半導体装置１００は，ゲート電圧Ｖｇがオンにスイッチングされた際は，Ｐ--

拡散領域５２を経由してＰ拡散領域５１にホールが供給され，Ｎ- ドリフト領域１２に広
がった空乏層が迅速に狭められる。よって，良好なオン抵抗特性が得られる。一方，ゲー
ト電圧Ｖｇがオフにスイッチングされた際には，Ｐ--拡散領域５２がＰ拡散領域５１より
も先に空乏化され，フローティング構造と同等の耐圧保持構造となる。よって，高耐圧化
が図られる。
【００４４】
　なお，Ｐ--拡散領域５２中の空乏化される領域は，縦方向の一部分でもよい。すなわち
，Ｐ- ボディ領域４１とＰ拡散領域５１との間を一部でも超高抵抗状態にできればよい。
そのため，Ｎ- ドリフト領域１２の一部を高濃度にする，あるいはＰ--拡散領域５２の一
部を低濃度にするとしてもよい。
【００４５】
　また，より好ましくは，Ｐ--拡散領域５２にリサーフ技術を適用して耐圧低下を抑制す
る。すなわち，Ｐ--拡散領域５２およびその周辺のＮ- ドリフト領域１２を完全に空乏化
することによってフローティング構造を実現する。なお，最良の条件としてはリサーフ構
造となるようにＰ--拡散領域５２およびその周辺のＮ- ドリフト領域１２を完全に空乏化
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することであるが，必ずしも完全に空乏化された状態でなくてもよい。すなわち，フロー
ティング構造と同様の耐圧保持構造を実現できるように，Ｐ--拡散領域５２が高抵抗とな
る条件であればよい。
【００４６】
　表１に，ドレイン－ソース間の設計耐圧が７０ＶのＭＯＳＦＥＴにおけるＰ--拡散領域
５２の幅および濃度の条件をシミュレーションより求めた結果を示す。Ｐ--拡散領域５２
以外の条件は本形態と同様である。また，ゲートトレンチの端部２１０と終端トレンチ６
２１の側面との間の距離はおよそ１．１μｍとする。このような条件のもと，Ｐ--拡散領
域５２の幅および濃度は，Ｐ--拡散領域５２を空乏化できるように設定する。
【表１】

　本シミュレーションでは，表１の条件を満たす範囲内であればリサーフ状態あるいはそ
れに近い状態となり，所望の特性（耐圧およびオン抵抗）が得られた。表１の結果から，
Ｐ--拡散領域５２形成時のイオン注入ドーズ量に多少のばらつきがあったとしても，リサ
ーフの関係に近い状態であれば所望の特性が得られることがわかる。すなわち，製造マー
ジンが大きいことがわかる。
【００４７】
　また，本形態の半導体装置１００は，ゲートトレンチ２１の端部２１０にＰ--拡散領域
５２を設けることにより，高オン抵抗化を回避することができる。すなわち，Ｐ--拡散領
域５２は，スイッチング時に良好なオン抵抗特性をもたらす一方，チャネル電流にとって
は高抵抗化を伴う。そのため，図４に示すように，チャネル領域の下にＰ--拡散領域５２
を設けてしまうと，オン抵抗が極めて高くなる。そこで，図３に示したように，ゲートト
レンチ２１の端部２１０にのみＰ--拡散領域５２を設ける。これにより，オン抵抗特性へ
の影響を回避する。
【００４８】
　図５は，本形態の半導体装置１００における，Ｐ--拡散領域５２形成時のイオン注入ド
ーズ量とドレイン－ソース間（ＤＳ間）耐圧との関係，およびそのイオン注入ドーズ量と
スイッチング動作時のオン抵抗の増加率との関係を調べた実験結果を示す。なお，本実験
の半導体装置は，ＤＳ間耐圧の目標値を６０Ｖとした構造になっている。
【００４９】
　図５に示すように，ドーズ量が６．８×１０12／ｃｍ2 よりも多いと，交流動作時のオ
ン抵抗の増加がほとんどないことがわかった。一方，半導体装置１００では，Ｐ- ボディ
領域４１とＰ拡散領域５１とが繋がった状態であるため，ドレイン－ソース間（ＤＳ間）
の耐圧低下が懸念される。しかしながら本実験では，ＤＳ間の耐圧低下も少ないことがわ
かる。具体的に本実験では，ドーズ量が１７×１０13／ｃｍ2 よりも少なければ目標の耐
圧が確保されることがわかった。すなわち，本実験により，ゲートトレンチ２１の端部２
１０にＰ--拡散領域５２を設けることで，高耐圧を維持しつつスイッチング特性が改善さ
れていることがわかった。
【００５０】
　続いて，半導体装置１００の製造プロセスについて，図６を基に説明する。まず，あら
かじめ，Ｎ+ ドレイン領域１１となるＮ+ 基板上に，Ｎ- 型シリコン層をエピタキシャル
成長により形成しておく。このＮ- 型シリコン層（エピタキシャル層）は，Ｎ- ドリフト
領域１２，Ｐ- ボディ領域４１，Ｎ+ ソース領域３１，コンタクトＰ+ 領域３２の各領域
となる部分である。
【００５１】
　次に，図６（Ａ）に示すように，半導体基板の上面側に，イオン注入等によってＰ- ボ
ディ領域４１を形成する。これにより，Ｎ- ドリフト領域１２上にＰ- ボディ領域４１を
有する半導体基板が形成される。
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【００５２】
　次に，図６（Ｂ）に示すように，半導体基板上にパターンマスク９１を形成し，トレン
チドライエッチングを行う。このトレンチドライエッチングにより，Ｐ- ボディ領域４１
を貫通するゲートトレンチ２１および終端トレンチ６２がまとめて形成される。
【００５３】
　次に，図６（Ｃ）に示すように，イオン注入により各トレンチの底面から不純物を打ち
込む。さらには，斜めイオン注入により各ゲートトレンチの端部側面から不純物を打ち込
む。具体的には，図７（Ｃ’）に示すように，ストレート形状のゲートトレンチ２１の長
手方向に沿って２０度以上の入射角でイオン注入を行う。本形態では，６０度で行ってい
る。すなわち，ゲートトレンチ２１の長手方向に沿って打ち込むため，イオン注入の入射
角を大きくしてもゲートトレンチ２１の深い位置の側面まで不純物を打ち込むことができ
る。また，入射角が大きいことで，ゲートトレンチ２１の端部２１０以外の側面への打ち
込みを防止できる。また，入射角が大きいことで，トレンチの側面での反射が抑制される
。よって，Ｐ--拡散領域５２の濃度およびサイズを正確に制御することができる。
【００５４】
　その後，図６（Ｄ）に示すように，熱拡散処理を行うことにより，Ｐフローティング領
域５１およびＰフローティング領域５３がまとめて形成される。すなわち，１回の熱拡散
処理によって全エリアのＰフローティング領域が同時に形成される。なお，熱拡散処理は
，後述する絶縁膜９２を堆積した後に行ってもよい。
【００５５】
　次に，図６（Ｅ）に示すように，ＣＶＤ（Chemical Vapor Deposition）法によってゲ
ートトレンチ２１内および終端トレンチ６２内に絶縁膜９２を堆積する。絶縁膜９２とし
ては，例えばＴＥＯＳ（Tetra-Ethyl-Orso-Silicate）を原料とした減圧ＣＶＤ法，ある
いはオゾンとＴＥＯＳとを原料としたＣＶＤ法によって形成されるＳｉＯ2 膜が該当する
。この絶縁膜９２が，図２中の堆積絶縁層２３，７１，７３となる。
【００５６】
　次に，主表面上の絶縁膜９２を除去した後，その主表面上にレジスト９３を形成する。
そして，レジスト９３をパターニングし，終端エリア用のエッチング保護膜を形成する。
そして，図６（Ｆ）に示すように，レジスト９３をエッチング保護膜としてドライエッチ
ングを行う。これにより，ゲート電極２２および終端ゲート領域７２を形成するためのス
ペースが確保される。エッチバック後は，レジスト９３を除去する。
【００５７】
　次に，熱酸化処理を行い，シリコン表面に熱酸化膜を形成する。この熱酸化膜が，図２
中のゲート絶縁膜２４，７４となる。次に，図６（Ｇ）に示すように，エッチバックにて
確保したスペースに対し，ゲート材９４を堆積する。具体的にゲート材９４の成膜条件と
しては，例えば反応ガスをＳｉＨ4 を含む混合ガスとし，成膜温度を５８０℃～６４０℃
とし，常圧ＣＶＤ法によって８００ｎｍ程度の膜厚のポリシリコン膜を形成する。このゲ
ート材９４が，図２ないし図３中のゲート電極２２および終端ゲート領域７２となる。
【００５８】
　次に，ゲート材９４に対してエッチングを行う。これにより，ゲート電極２２および終
端ゲート領域７２が形成される。このエッチング工程では，ゲート電極２２と終端ゲート
領域７２とが繋がって一体の領域となるようにエッチングを行う。その後，Ｐ- ボディ領
域４１が形成されている部分に，ボロンやリン等のイオン注入およびその後の熱拡散処理
によりＮ+ ソース領域３１およびコンタクトＰ+ 領域３２を形成する。その後，半導体基
板上に層間絶縁膜等を形成し，最後に，ソース電極，ドレイン電極等を形成することによ
り，トレンチゲート型の半導体装置１００が作製される。
【００５９】
　［第１の形態の応用例］
　本形態の応用例を図８に示す。応用例にかかる半導体装置１１０は，ゲートトレンチ２
１の底部の周囲に，断面が縦長の楕円形状であるＰ拡散領域５１０を有している。Ｐ拡散
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領域５１０の断面形状を縦長の形状とすることで，Ｎ- ドリフト領域１２内に広がる空乏
層の層厚を前述した半導体装置１００（図２）と比較して厚くすることができる。よって
，本形態の半導体装置１１０は，半導体装置１００と比較して高耐圧である。
【００６０】
　縦長のＰ拡散領域５１０を形成するには，エピタキシャル層の比抵抗（濃度）の縦方向
の分布に傾斜を設ける。具体的には，Ｐ拡散領域５１０の上方部分に，上方に向かって比
抵抗が徐々に高くなる高比抵抗層１２０を設ける。これにより，Ｐ拡散領域５１０の形成
時に，縦方向への広がりが大きくなる。そして，結果として，Ｐ拡散領域５１０は縦長の
形状になる。
【００６１】
　以上詳細に説明したように第１の形態の半導体装置１００は，Ｐ- ボディ領域４１とＰ
拡散領域５１との間に，両領域と繋がり，両領域よりも低濃度のＰ--拡散領域５２が設け
られている。ゲートトレンチ２１の端部の側面側に位置するＰ--拡散領域５２は，ゲート
電圧Ｖｇのオフ時に，ゲートトレンチ２１の底面側に位置するＰ拡散領域５１よりも先に
空乏化される濃度および幅に設計されている。
【００６２】
　すなわち，半導体装置１００は，ゲート電圧Ｖｇがオフにスイッチングされると，Ｐ--

拡散領域５２がＰ拡散領域５１よりも先に空乏化する。そのため，Ｐ拡散領域５１は，電
気的にフローティング状態となる。従って，フローティング構造と同等の耐圧保持構造と
なる。よって，高耐圧化が図られる。
【００６３】
　一方，半導体装置１００は，空乏層が広がった後にゲート電圧Ｖｇがオンにスイッチン
グされると，Ｐ--拡散領域５２を経由してＰ拡散領域５１にホールが供給される。つまり
，Ｐ--拡散領域５２がＰ拡散領域５１へのホールの供給路となる。これにより，Ｎ- ドリ
フト領域１２内に広がった空乏層が敏速に狭められる。よって，良好なオン抵抗特性が得
られる。従って，高耐圧であるとともに，交流動作時に良好なオン抵抗特性が得られる絶
縁ゲート型半導体装置が実現している。
【００６４】
　また，Ｐ--拡散領域５２は，ゲートトレンチ２１の長手方向の端部２１０と接する位置
に設けられている。そのため，チャネル電流に対する影響は殆どなく，高オン抵抗化が回
避される。また，Ｐ--拡散領域５２は，ゲートトレンチ２１の端部２１０に位置するため
，入射角が大きい斜めイオン注入によって形成することができる。よって，濃度やサイズ
を厳格に制御することができ，安定したデバイス特性が得られる。
【００６５】
　　［第２の形態］
　第２の形態の半導体装置２００は，図９に示すように，長手方向に３分されたレイアウ
トとなるゲートトレンチ２１を形成する。半導体装置２００では，ゲートトレンチ２１が
複数の小トレンチに分割されたようなレイアウトとすることで，端部２１０の数が第１の
形態よりも多い。すなわち，端部２１０は，第１の形態では長手方向上に２箇所であるが
，本形態では長手方向上に６箇所となる。
【００６６】
　そして，各小トレンチの端部２１０の周囲には，図１０に示すように，Ｎ- ドリフト領
域１２に囲まれたＰ--拡散領域５２が形成されている。Ｐ--拡散領域５２は，第１の形態
と同様に，その上端がＰ- ボディ領域４１と繋がり，下端がＰ拡散領域５１と繋がってい
る。すなわち，Ｐ--拡散領域５２はホールの供給路となる。
【００６７】
　また，長手方向で隣り合う小トレンチ２１の端部２１０，２１０の間隔は，１μｍから
ゲートトレンチ２１，２１のピッチ（本形態では２．５μｍ）の範囲内が適当である。こ
れは，Ｎ- ドリフト領域１２のうちのＰ--拡散領域５２，５２間に挟まれる部分を空乏化
できる寸法である。より好ましくは，小トレンチの端部２１０，２１０間にリサーフ構造
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を適用することができる寸法である。なお，ゲート配線は断線しないように別々に結線す
る必要があるが，ゲート配線の設計で対応可能である。
【００６８】
　本形態の半導体装置２００は，Ｐ--拡散領域５２（すなわちホールの供給路）が第１の
形態と比較して多い。これにより，より多くのホールがＰ--拡散領域５２経由で供給され
る。よって，チップサイズが大きい場合であっても良好なオン抵抗特性が得られる。勿論
，Ｐ--拡散領域５２は小トレンチの端部に形成されることから，チャネル抵抗の増大が最
小限に抑えられる。
【００６９】
　また，ゲートトレンチ２１が長手方向に分割されたレイアウトにすることで，セルエリ
アの中心部分にもＰ--拡散領域５２を形成することができる。すなわち，セルエリアの中
心部分にもホールの供給路を形成することができ，より早くセルエリア全面にわたって略
均等にホールが供給される。
【００７０】
　なお，図９に示した半導体装置２００のゲートトレンチ群は，端部２１０の長手方向上
の位置が揃えられたレイアウトとなっている。このようなレイアウトにすることで，セル
エリア全面にわたって略均等に電流が流れる。その一方で，端部２１０の位置を揃えたレ
イアウトとすると，図１１に示すように，端部２１０，２１０間の距離，より具体的には
Ｐ拡散領域５１，５１間の距離が長い部分が生じる。そのため，耐圧低下が懸念される。
そこで，図１２に示すように，端部２１０の長手方向上の位置をずらしたレイアウトとす
ることで，Ｐ拡散領域５１，５１間の距離のばらつきが小さくなり，耐圧低下が抑制され
る。
【００７１】
　また，図１３に示すように，ゲートトレンチ２１の端部２１０，２１０間にゲートトレ
ンチ２１の長手方向と直交する方向に，ゲートレス構造を有するトレンチ２１１を設ける
。そして，トレンチ２１１の底部の周囲にもフローティング状態のＰ拡散領域を設ける。
すなわち，ゲートトレンチ２１の端部２１０とトレンチ２１１との位置関係が，ゲートト
レンチ２１の端部２１０と終端トレンチ６２との位置関係と同じ構成となるレイアウトと
する。このようなレイアウトであっても，Ｐ拡散領域５１，５１間の距離のばらつきが小
さくなり，耐圧低下が抑制される。
【００７２】
　本形態の半導体装置２００は，第１の形態の半導体装置１００と概ね同様の手順で作製
することができる。すなわち，半導体装置２００の製造方法と半導体装置１００の製造方
法との差異は，ゲートトレンチ２１を形成する際（図６（Ｂ））のレジストが半導体装置
２００のゲートトレンチ２１（小トレンチ）に合わせてパターニングされている点だけで
ある。そのため，Ｐ--拡散領域５２は，第１の形態と同様に斜めイオン注入によって形成
される。また，各Ｐ--拡散領域５２は同じイオン注入工程によって形成可能であるため，
第１の形態と比較して工程数の増加はない。
【００７３】
　　［第３の形態］
　第３の形態の半導体装置３００は，図１４に示すように，ゲートトレンチ２１の一方側
の側面の周囲に，Ｎ- ドリフト領域１２に囲まれたＰ--拡散領域５４が形成されている。
Ｐ--拡散領域５４は，第１の形態と同様に，その上端がＰ- ボディ領域４１と繋がり，下
端がＰ拡散領域５１と繋がっている。すなわち，Ｐ--拡散領域５４は，ホールの供給路と
なる。本形態の半導体装置３００は，ホールの供給路がゲートトレンチ２１の側面部であ
るかそれとも端部であるかが第１の形態と異なる。なお，Ｐ--拡散領域５４の位置は，ゲ
ートトレンチ２１の左側側面であっても右側側面であってもよい。
【００７４】
　本形態の半導体装置３００は，ホールの供給路であるＰ--拡散領域５４をゲートトレン
チ２１の側面に形成することで，端部２１０に形成する第１の形態と比較して製造が容易
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である。
【００７５】
　なお，本形態の半導体装置３００は，ゲートトレンチ２１の両方の側壁部にＰ--拡散領
域５４を設けてしまうと，オン抵抗が極めて高くなる（図４参照）。そのため，一方側の
側壁部にのみＰ--拡散領域５４を形成する。
【００７６】
　また，Ｐ--拡散領域５４を一方側にのみ形成するとしても，Ｐ--拡散領域５４のＰ- ボ
ディ領域４１との繋ぎ目部分（図１５中の破線枠Ｙ内）では両領域が重なり合って濃度が
高くなることから反転し難くなる。つまり，チャネル抵抗が高くなり易いことは否めない
。そこで，半導体装置３００では，エピタキシャル層の比抵抗（濃度）を縦方向に調節す
る。すなわち，Ｐ--拡散領域５４のＰ- ボディ領域４１との繋ぎ目部分の濃度が他の部分
と比較して高くなるようにエピタキシャル層の比抵抗を調節する。具体的には，半導体装
置の耐圧帯やＰ--拡散領域５４の条件等によって異なるが，通常の領域と比較して３～１
０倍程度の濃度となるようにする。これにより，高オン抵抗化を抑制できる。
【００７７】
　本形態の半導体装置３００は，第１の形態の半導体装置１００と概ね同様の手順で作製
することができる。すなわち，半導体装置３００の製造方法と半導体装置１００の製造方
法との差異は，ゲートトレンチ２１の壁面にＰ--拡散領域を形成する際（図６（Ｃ））の
斜めイオン注入の方向が異なる点だけである。また，各Ｐ--拡散領域５４は同じイオン注
入工程によって形成可能であるため，第１の形態と比較して工程数の増加はない。
【００７８】
　　［第４の形態］
　第４の形態の半導体装置４００は，図１６に示すように，Ｎ- ドリフト領域１２内にフ
ローティング状態のＰ拡散領域５１が形成されている。そして，ゲートトレンチ２１の下
端は，Ｐ拡散領域５１内に位置している。本形態の半導体装置４００は，Ｐ拡散領域５１
がフローティング状態であり，Ｐ- ボディ領域４１と繋がるＰ拡散領域は形成されていな
い。すなわち，半導体装置４００はフローティング構造を有しており，Ｐ拡散領域５１に
対するホールの供給路は設けられていない。この点，ホールを供給することによってオン
抵抗特性の改善を図る第１の形態と異なる。
【００７９】
　本形態の半導体装置４００は，エピタキシャル層の比抵抗（濃度）の縦方向の分布に特
徴を有する。すなわち，半導体装置４００のエピタキシャル層１０は，図１６に示したよ
うに３層構造を有している。具体的に本形態では，その表面側から，濃度が０．５×１０
16／ｃｍ3 の低濃度層１０ａ（高比抵抗層）と，濃度が３．０×１０16／ｃｍ3 の高濃度
層１０ｂ（低比抵抗層）と，濃度が２．０×１０16／ｃｍ3 の標準濃度層１０ｃ（標準比
抵抗）とから構成されている。高濃度層１０ｂは，Ｐ拡散領域５１を包含している。すな
わち，高濃度層１０ｂの上面はＰ拡散領域５１の上端よりも上方に位置し，高濃度層１０
ｂの下面はＰ拡散領域５１の下端よりも下方に位置する。
【００８０】
　Ｐ拡散領域５１を包囲する高濃度層１０ｂは，他の層と比較して高濃度である。そのた
め，ゲート電圧Ｖｇのオフ時の空乏層の広がりが小さい。その結果，スイッチング時にＰ
拡散領域５１にホールが供給されずとも，もともと空乏層が広範囲に広がっていないため
，ドリフト電流を妨げない。よって，標準濃度層のみでフローティング構造をなす半導体
装置（図２４参照）と比較して，良好なオン抵抗特性が得られる。
【００８１】
　なお，エピタキシャル層を高濃度化し，Ｎ- ドリフト領域１２とＰ拡散領域５１とのＰ
Ｎ接合から広がる空乏層（以下，「下方の空乏層」とする）を広がり難くすると，耐圧が
低下する。そこで，高濃度層１０ｂよりも上方に位置する低濃度層１０ａは，濃度を低く
する。これにより，図１７に示すように，主としてＮ- ドリフト領域１２とＰ- ボディ領
域４１とのＰＮ接合箇所から広がる空乏層（以下，「上方の空乏層」とする）によって耐
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圧を保持することができ，耐圧の低下が抑制される。
【００８２】
　すなわち，上方の空乏層が広がる領域は濃度が低いため，電界強度の変化は小さい。よ
って，低濃度層１０ａでは，電界強度の変化がなだらかである。一方，下方の空乏層が広
がる領域は濃度が高いため，電界強度の変化が大きい。よって，高濃度層１０ｂでは，電
界強度の変化が急峻である。この２つのピーク値がともに所望の耐圧以下となる，より望
ましくは両ピーク値が同値になるように設計する。これにより，耐圧低下が抑制される。
【００８３】
　なお，下方の空乏層が標準濃度層１０ｃにまで広がると，スイッチング直後のオン抵抗
特性に悪影響を与える。そのため，下方の空乏層の下端が高濃度層１０ｂの下面に達しな
いように，高濃度層１０ｂの濃度および厚さを設計する。
【００８４】
　また，本形態では，高濃度層１０ｂの下方に標準濃度層１０ｃを設けて３層構造として
いるが，これに限定するものではない。例えば，図１８に示すように，低濃度層１０ａよ
り下方をすべて高濃度層１０ｂとする２層構造としてもよい。
【００８５】
　本形態の半導体装置４００は，従来の半導体装置９００と概ね同様の手順で作製するこ
とができる。すなわち，半導体装置４００の製造方法と半導体装置９００の製造方法との
差異は，あらかじめ縦方向に濃度が異なるエピタキシャル層を形成しておく点が異なるだ
けである。
【００８６】
　［第４の形態の応用例１］
　本形態の応用例１を図１９に示す。応用例１にかかる半導体装置４１０は，エピタキシ
ャル層１０の比抵抗（濃度）を縦方向になだらかに変化させる。すなわち，濃度分布を広
範囲で変化させる。また，濃度を変化させる開始位置を限定している。この２点に特徴を
有している。
【００８７】
　半導体装置４１０のエピタキシャル層１０は，半導体装置４００の表面側に位置し濃度
が低い低濃度層１０ａ（高比抵抗層）と，基板側に位置し濃度が高い高濃度層１０ｂ（低
比抵抗層）と，低濃度層１０ａと高濃度層１０ｂとの間に位置し低濃度層１０ａから高濃
度層１０ｂに向けて濃度がなだらかに変化する中間層１０ｄとから構成されている。
【００８８】
　半導体装置４１０では，エピタキシャル層１０の濃度の変化が始まる位置，すなわち高
濃度層１０ｂと中間層１０ｄとの境界が，Ｐ拡散領域５１の下端からＰ拡散領域５１の上
端までの間とする。なお，エピタキシャル層１０の比抵抗の変化がＰ拡散領域５１の下端
付近から始まる半導体装置４１１を図２０に，エピタキシャル層１０の比抵抗の変化がＰ
拡散領域５１の上端付近から始まる半導体装置４１２を図２１に，それぞれ示す。
【００８９】
　すなわち，半導体装置４１０では，高濃度領域と低濃度領域との間になだらかに濃度が
変化する中間層１０ｄを設けている。そして，中間層１０ｄがＰ拡散領域５１の上端を包
囲している。これにより，半導体装置４００と比較して，上方の空乏層を確実にＰ拡散領
域５１に繋げることができる。よって，耐圧低下が抑制される。
【００９０】
　なお，中間層１０ｄの下面をＰ拡散領域５１の下端よりも下方にすると，空乏層が縦方
向に広がり易くなる。すなわち，下方の空乏層が広く広がり，スイッチング時のオン抵抗
特性が悪くなる。一方，中間層１０ｄの下面をＰ拡散領域５１の上端よりも上方にすると
，上方の空乏層が広がり難くなる。すなわち，上方の空乏層がＰ拡散領域５１に達しない
おそれが生じ，耐圧が低下する。よって，中間層１０ｄの下面を前述の範囲内とすること
が好ましい。
【００９１】
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　続いて，エピタキシャル層の各層の濃度が異なる半導体装置のシミュレーション結果を
説明する。図２２に試作の半導体装置の仕様を示す。なお，本シミュレーションでは，ド
レイン－ソース間の耐圧が７０Ｖの半導体装置を対象とし，電源電圧を６０Ｖとした場合
のオン抵抗の増加率を調べた。なお，本シミュレーションでいう抵抗増加率とは，空乏層
の広がっていない点（図２６中のＡ点）でのオン抵抗と比較して，空乏層を広げた直後（
Ｃ点）のオン抵抗がどのくらい増加しているかを示す値である。
【００９２】
　図２２中，１層構造は，従来の形態の半導体装置（図２４）を意味する。エピタキシャ
ル層の濃度は，２．０×１０16／ｃｍ3 とする。本シミュレーションでは，１層構造での
抵抗増加率が１２０％であった。
【００９３】
　一方，図２２中，２層構造および３層構造は，それぞれ半導体装置４０１（図１８）お
よび半導体装置４１０（図１９）を意味する。エピタキシャル層の濃度分布は，図２２に
示すとおりである。すなわち，それぞれ標準の濃度よりも高濃度な層と低濃度な層とを設
ける。さらに，３層構造の半導体装置では，濃度が徐々に変化する層を高濃度層と低濃度
層との間に設ける。本シミュレーションでは，２層構造での抵抗増加率が５０％であり，
３層構造での抵抗増加率が４０％であった。すなわち，両半導体装置ともスイッチング動
作時におけるオン抵抗の増加が大幅に低減していることがわかった。
【００９４】
　［第４の形態の応用例２］
　本形態の応用例２を図２３に示す。応用例２にかかる半導体装置４２０は，Ｎ- ドリフ
ト領域１２の一部の領域，具体的にはＰ拡散領域５１の周辺の不純物濃度を高くし，それ
以外の領域の不純物濃度を低くする。この点，縦方向にエピタキシャル層１０の比抵抗（
濃度）が異なる層を有する半導体装置４００と異なる。
【００９５】
　すなわち，半導体装置４２０のＮ- ドリフト領域１２は，Ｐ拡散領域５１を包囲する高
濃度のＮ+ 高濃度領域１２ａと，そのＮ+ 高濃度領域１２ａを包囲するＮ--低濃度領域１
２ｂとを有する。Ｐ拡散領域５１を包囲するＮ+ 高濃度領域１２ａは，Ｎ--低濃度領域１
２ｂと比較して高濃度である。そのため，ゲート電圧Ｖｇのオフ時の空乏層の広がりが小
さい。その結果，スイッチング時にＰ拡散領域にホールが供給されずとも，もともと空乏
層が広く広がっていないため，ドリフト電流を妨げない。すなわち，半導体装置４００と
同様のメカニズムによって，良好なオン抵抗特性が得られる。
【００９６】
　本形態の半導体装置４２０は，従来の半導体装置９００と概ね同様の手順で作製するこ
とができる。すなわち，半導体装置４００の製造方法と半導体装置９００の製造方法との
差異は，Ｎ--低濃度領域１２ｂとなるエピタキシャル層を形成し，トレンチの底部からの
イオン注入および熱拡散によってＮ+ 高濃度領域１２ａを形成し，その後にＰ拡散領域５
１を形成する点だけである。また，本応用例２の半導体装置４２０は，複数層のエピタキ
シャル層を形成する半導体装置４００や半導体装置４１０と比較して，エピタキシャル層
が単層であるため，製造が容易である。
【００９７】
　以上詳細に説明したように第４の形態の半導体装置４００は，ゲート電極２２がゲート
トレンチ２１内に内蔵されたトレンチゲート構造をなしている。また，半導体装置４００
は，Ｎ- ドリフト領域１２内にフローティング状態のＰ拡散領域５１が設けられており，
フローティング構造をなしている。さらに，Ｎ- ドリフト領域１２が形成されるエピタキ
シャル層は，表面側に位置する低濃度層１０ａと，その低濃度層１０ａの下方に位置し，
Ｐ拡散領域５１を包囲する高濃度層１０ｂとを有している。
【００９８】
　そのため，半導体装置４００では，ゲート電圧Ｖｇのオフ時に，Ｐ拡散領域５１の下方
に広がる空乏層の広がりが小さい。その結果，ゲート電圧Ｖｇのオン時に，もともと空乏
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層が広範囲に広がっていないため，ドリフト電流を妨げない。よって，良好なオン抵抗特
性が得られる。
【００９９】
　さらに，半導体装置４００では，高濃度層１０ｂの上方に低濃度層１０ａを設けること
により，電界のピーク値の上昇を抑え，主として上方の空乏層によって耐圧を保持するこ
とができる。よって，耐圧の低下が抑制される。従って，高耐圧であるとともに，交流動
作時に良好なオン抵抗特性が得られる絶縁ゲート型半導体装置が実現している。
【０１００】
　なお，本実施の形態は単なる例示にすぎず，本発明を何ら限定するものではない。した
がって本発明は当然に，その要旨を逸脱しない範囲内で種々の改良，変形が可能である。
例えば，各半導体領域については，Ｐ型とＮ型とを入れ替えてもよい。また，ゲート絶縁
膜２４については，酸化膜に限らず，窒化膜等の他の種類の絶縁膜でもよいし，複合膜で
もよい。また，半導体についても，シリコンに限らず，他の種類の半導体（ＳｉＣ，Ｇａ
Ｎ，ＧａＡｓ等）であってもよい。また，実施の形態の絶縁ゲート型半導体装置は，Ｐ型
基板を用いた伝導度変調型パワーＭＯＳに対しても適用可能である。
【図面の簡単な説明】
【０１０１】
【図１】第１の形態にかかる絶縁ゲート型半導体装置の構造を示す平面図である。
【図２】図１に示した絶縁ゲート型半導体装置のＡ－Ａ断面を示す図である。
【図３】図１に示した絶縁ゲート型半導体装置のＢ－Ｂ断面を示す図である。
【図４】ゲートトレンチの端部以外の側壁部にＰ--拡散領域を設けた半導体装置示す図で
ある。
【図５】ゲートトレンチの端部へのドーズ量とオン抵抗の増加率との関係を示すグラフで
ある。
【図６】第１の形態にかかる絶縁ゲート型半導体装置の製造工程を示す図である。
【図７】図６に示したイオン注入工程中の半導体装置のＣ－Ｃ断面を示す図である。
【図８】第１の形態にかかる絶縁ゲート型半導体装置の応用例を示す断面図である。
【図９】第２の形態にかかる絶縁ゲート型半導体装置の構造を示す平面図である。
【図１０】図９に示した絶縁ゲート型半導体装置のＡ－Ａ断面を示す図である。
【図１１】Ｐ--拡散領域間の距離が長い部分を示す図である。
【図１２】第２の形態にかかる絶縁ゲート型半導体装置の応用例（その１）を示す平面図
である。
【図１３】第２の形態にかかる絶縁ゲート型半導体装置の応用例（その２）を示す平面図
である。
【図１４】第３の形態にかかる絶縁ゲート型半導体装置の構造を示す断面図である。
【図１５】図１４に示した絶縁ゲート型半導体装置のＰ--拡散領域とボディ領域との繋ぎ
目部分を示す図である。
【図１６】第４の形態にかかる絶縁ゲート型半導体装置の構造（３層構造のエピタキシャ
ル層）を示す断面図である。
【図１７】第４の形態にかかる絶縁ゲート型半導体装置の電界強度を示す図である。
【図１８】第４の形態にかかる絶縁ゲート型半導体装置の構造（２層構造のエピタキシャ
ル層）を示す断面図である。
【図１９】第４の形態にかかる絶縁ゲート型半導体装置の応用例１（その１）を示す断面
図である。
【図２０】第４の形態にかかる絶縁ゲート型半導体装置の応用例１（その２）を示す断面
図である。
【図２１】第４の形態にかかる絶縁ゲート型半導体装置の応用例１（その３）を示す断面
図である。
【図２２】図１９に示した絶縁ゲート型半導体装置のシミュレーション結果を示す表であ
る。
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【図２３】第４の形態にかかる絶縁ゲート型半導体装置の応用例２を示す断面図である。
【図２４】従来の絶縁ゲート型半導体装置の構造を示す断面図である。
【図２５】従来の絶縁ゲート型半導体装置の電界強度を示す図である。
【図２６】半導体装置のスイッチングの一例を示すタイミングチャートである。
【符号の説明】
【０１０２】
１０　　エピタキシャル層
１０ａ　低濃度層（低濃度領域）
１０ｂ　高濃度層（高濃度領域）
１０ｃ　標準濃度層
１０ｄ　中間層（傾斜濃度領域）
１１　　Ｎ+ ドレイン領域
１２　　Ｎ- ドリフト領域（ドリフト領域）
２１　　ゲートトレンチ（トレンチ部）
２２　　ゲート電極（ゲート電極）
２３　　堆積絶縁層
２４　　ゲート絶縁膜（ゲート絶縁膜）
２６　　ゲートトレンチ
３１　　Ｎ+ ソース領域
４１　　Ｐ- ボディ領域（ボディ領域）
５１　　Ｐ拡散領域（埋め込み拡散領域）
５２　　Ｐ--拡散領域（低濃度拡散領域）
５３　　Ｐ拡散領域
５４　　Ｐ--拡散領域（低濃度拡散領域）
６２　　終端トレンチ
１００　絶縁ゲート型半導体装置
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【図５】 【図６】

【図７】 【図８】
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【図９】 【図１０】

【図１１】 【図１２】
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【図１３】 【図１４】

【図１５】

【図１６】 【図１７】

【図１８】
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