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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　半導体素子が形成される素子領域、及び前記素子領域を挟む周辺領域を備え、
　前記周辺領域は、
　半導体層の第１位置から前記第１位置より上方の第２位置まで形成された第１絶縁層と
、
　前記半導体層の前記第２位置から前記第２位置より上方の第３位置まで形成されると共
に、前記第１絶縁層よりも薄く且つ前記第１絶縁層の内径よりも大きい内径を有する第２
絶縁層と、
　前記第１絶縁層及び前記第２絶縁層の内側に設けられ、前記第２位置より上方に設けら
れた凹部を有するフィールドプレート電極と、
　前記凹部に設けられ、前記フィールドプレート電極とは異なる材料により構成された第
１の層と
　を備えることを特徴とする半導体装置。
【請求項２】
　前記フィールドプレート電極は、ポリシリコンにより構成される
　ことを特徴とする請求項１記載の半導体装置。
【請求項３】
　前記第１の層は、絶縁物により構成される
　ことを特徴とする請求項１又は請求項２記載の半導体装置。



(2) JP 5902116 B2 2016.4.13

10

20

30

40

50

【請求項４】
　前記第１の層は、金属により構成される
　ことを特徴とする請求項１又は請求項２記載の半導体装置。
【請求項５】
　前記半導体素子は、ＭＯＳＦＥＴである
　ことを特徴とする請求項１乃至請求項４のいずれか１項記載の半導体装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本実施の形態は、半導体装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年の高効率・省エネルギー技術の要求によりＭＯＳＦＥＴにはますます小型化、高耐
圧化、低オン抵抗化、低容量化が求められている。これらの要求を満たすために、トレン
チ構造内にポリシリコンからなるフィールドプレート電極を埋め込む技術が注目されてい
る。例えば、「ＴＯＢＵＭＯＳ（Tunable Oxide Bypass U-MOSFET）」は高耐圧でありな
がら低オン抵抗を提供することが可能である。
【０００３】
　ここで、トレンチ構造内のポリシリコンを電極に用いるためには高濃度の不純物を添加
する必要がある。よって、Ｈ３ＰＯＣｌ雰囲気中における熱処理によってポリシリコンに
リン原子が導入される。しかしながら、この処理により一般に過剰なリン原子がポリシリ
コン内に導入されるため、体積膨張が生じる。この体積膨張のため、フィールドプレート
電極に隣接する各層に高い応力がかかり、それらの層には転移等が発生する。また、体積
膨張のため、フィールドプレート電極の上面が突出し、その上層とフィールドプレート電
極との接触面積が一定とならない。
【先行技術文献】
【非特許文献】
【０００４】
【非特許文献１】Yung C Liang & Ganesh S Samudra, Power Microelectronics, World S
cientific, 2009
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　本実施の形態は、高い信頼性を有する半導体装置を提供する。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　一態様に係る半導体装置は、半導体素子が形成される素子領域、及び素子領域を挟む周
辺領域を有する。周辺領域は、第１絶縁層、第２絶縁層、フィールドプレート電極、及び
第１の層を有する。第１絶縁層は、半導体層の第１位置から第１位置より上方の第２位置
まで形成されている。第２絶縁層は、半導体層の第２位置から第２位置より上方の第３位
置まで形成されると共に、第１絶縁層よりも薄く且つ第１絶縁層の内径よりも大きい内径
を有する。フィールドプレート電極は、第１絶縁層及び第２絶縁層の内側に設けられ、第
２位置より上方に凹部を有する。第１の層は、凹部に設けられ、フィールドプレート電極
とは異なる材料により構成されている。
【図面の簡単な説明】
【０００７】
【図１Ａ】実施の形態に係る半導体装置を示す断面図である。
【図１Ｂ】図１Ａに示す素子領域１０の拡大断面図である。
【図２Ａ】実施の形態に係る半導体装置の破壊耐圧と絶縁層２１の膜厚を示す図である。
【図２Ｂ】実施の形態に係る半導体装置の破壊耐圧とトレンチＴ２の深さを示す図である
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。
【図３】実施の形態に係る半導体装置の製造工程を示す断面図である。
【図４】実施の形態に係る半導体装置の製造工程を示す断面図である。
【図５】実施の形態に係る半導体装置の製造工程を示す断面図である。
【図６】実施の形態に係る半導体装置の製造工程を示す断面図である。
【図７】実施の形態に係る半導体装置の製造工程を示す断面図である。
【図８】実施の形態に係る半導体装置の製造工程を示す断面図である。
【図９】実施の形態に係る半導体装置の製造工程を示す断面図である。
【図１０】実施の形態に係る半導体装置の製造工程を示す断面図である。
【図１１】実施の形態に係る半導体装置の製造工程を示す断面図である。
【図１２】実施の形態に係る半導体装置の製造工程を示す断面図である。
【図１３】実施の形態に係る半導体装置の製造工程を示す断面図である。
【図１４】実施の形態に係る半導体装置の製造工程を示す断面図である。
【図１５】実施の形態に係る半導体装置の製造工程を示す断面図である。
【図１６】実施の形態に係る半導体装置の製造工程を示す断面図である。
【発明を実施するための形態】
【０００８】
　以下、図１Ａ及び図１Ｂを参照して、実施の形態に係る半導体装置について説明する。
図１Ａは実施の形態に係る半導体装置を示す断面図である。図１Ｂは図１Ａに示す素子領
域１０の拡大断面図である。第１の実施の形態に係る半導体装置は、図１Ａに示すように
、ＭＯＳＦＥＴが形成される素子領域１０と、素子領域１０を挟むように隣接して設けら
れ且つ電界集中を緩和する一対の周辺領域２０とにより構成される。
【０００９】
　次に、素子領域１０について詳しく説明する。素子領域１０は、図１Ａ及び図１Ｂに示
すように、ドレイン電極１１、ｎ＋型の半導体基板１２、及びｎ型のエピタキシャル層１
３を有する。なお、本実施の形態において、ｎ＋型はｎ型よりも高い不純物濃度を有する
ものとする。
【００１０】
　半導体基板１２はドレイン電極１１の上に設けられ、エピタキシャル層１３は半導体基
板１２の上に設けられる。エピタキシャル層１３は、ＭＯＳＦＥＴのドレインとして機能
する。例えば、半導体基板１２におけるヒ素（Ａｓ）の濃度は２×Ｅ１９ｃｍ－３であり
、エピタキシャル層１３におけるＡｓの濃度は１×Ｅ１６ｃｍ－３である。例えば、エピ
タキシャル層１３の膜厚は１５μｍである。
【００１１】
　更に、素子領域１０は、図１Ａ及び図１Ｂに示すように、ｐ型のベース領域１４、ｎ型
のソース領域１５、ゲート絶縁膜１６、ゲート電極１７、及びソース電極１８を有する。
【００１２】
　ベース領域１４は、ＭＯＳＦＥＴのボディ（チャネル）として機能する。ベース領域１
４は、エピタキシャル層１３の上面に形成されている。ソース領域１５は、ＭＯＳＦＥＴ
のソースとして機能する。ソース領域１５は、ベース領域１４の上面に形成されている。
【００１３】
　ゲート電極１７は、ＭＯＳＦＥＴのゲートとして機能する。ゲート絶縁膜１６及びゲー
ト電極１７はトレンチＴ１内に設けられている。トレンチＴ１は、エピタキシャル層１３
を掘り込むように形成されている。ゲート絶縁膜１６は、トレンチＴ１の底面及び側面に
所定の厚みをもって形成されている。ゲート電極１７は、ゲート絶縁膜１６を介してトレ
ンチＴ１に埋め込まれている。ゲート電極１７は、一対のソース領域１５及び一対のベー
ス領域１４に挟まれる。ソース電極１８は、ソース領域１５の上面に接する。
【００１４】
　次に、周辺領域２０について説明する。周辺領域２０は、図１Ａに示すように、素子領
域１０から延びるドレイン電極１１、半導体基板１２、及びエピタキシャル層１３を有す
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る。周辺領域２０においては、エピタキシャル層１３及びベース領域１４を掘り込んで形
成されたトレンチＴ２が設けられている。例えば、トレンチＴ２の幅は４μｍである。
【００１５】
　更に、周辺領域２０は、図１Ａに示すように、トレンチＴ２内に絶縁層２１、２２、フ
ィールドプレート電極２３、及び絶縁層２４を有する。
【００１６】
　絶縁層２１は、トレンチＴ２の底部（位置Ｐ１）からその底部より上方の位置Ｐ２まで
トレンチＴ２の側面に沿って形成されている。具体的に、絶縁層２１は、エピタキシャル
層１３の位置Ｐ１から位置Ｐ２まで筒状に形成されている。絶縁層２２は、位置Ｐ２から
その位置Ｐ２の上方の位置Ｐ３までトレンチＴ２の側面に沿って形成されている。具体的
に、絶縁層２２は、エピタキシャル層１３の位置Ｐ２から位置Ｐ３まで筒状に形成されて
いる。そして、絶縁層２２の厚みは絶縁層２１の厚みよりも薄い。また、絶縁層２２の内
径は絶縁層２１の内径よりも大きい。位置Ｐ２は、例えば、トレンチＴ２の１／４～１／
２の深さに位置する。絶縁層２１、２２は、例えば酸化シリコンにて構成される。例えば
、絶縁層２１の膜厚は１．８μｍであり、絶縁層２２の膜厚は０．５μｍである。すなわ
ち、トレンチＴ２の下部における絶縁層２１の膜厚は、トレンチＴ２の上部における絶縁
層２２の膜厚よりも厚い。
【００１７】
　フィールドプレート電極２３は、図１Ａに示す断面で表すとＹ字状に形成されている。
換言すれば、絶縁層２１は絶縁層２２よりも厚く、絶縁層２２の内径は絶縁層２１の内径
よりも大きい。このため、フィールドプレート電極２３はＹ字状に形成されている。フィ
ールドプレート電極２３は、厚さが異なる絶縁層２１、２２を介してトレンチＴ２に接す
る。フィールドプレート電極２３は、絶縁層２１、２２の内側に設けられ、上部に凹部２
３ａを有する。フィールドプレート電極２３はリン原子を含むポリシリコンにより構成さ
れる。例えば、フィールドプレート電極２３の膜厚は０．５μｍである。
【００１８】
　絶縁層２４は、凹部２３ａに設けられる。例えば、絶縁層２４は酸化シリコンにより構
成される。
【００１９】
　また、周辺領域２０は、素子領域１０から延びるソース電極１８を有する。周辺領域２
０において、ソース電極１８はトレンチＴ２を覆う。ソース電極１８は、絶縁層２２、２
４、及びフィールドプレート電極２３の上面に接する。
【００２０】
　次に、図２Ａを参照して、半導体装置の破壊耐圧と絶縁層２１の膜厚について説明する
。図２Ａの横軸は半導体装置の破壊耐圧を示し、図２Ａの縦軸は絶縁層２１の膜厚を示す
。図２Ａに示すように、絶縁層２１の膜厚を厚くすれば、トレンチ底部で最大となる電界
集中が緩和され、半導体装置の破壊耐圧は上がる。例えば、絶縁層２１の厚みが１．８μ
ｍ程度であれば、破壊耐圧は２５０Ｖ程度となる。
【００２１】
　次に、図２Ｂを参照して、半導体装置の破壊耐圧とトレンチＴ２の深さについて説明す
る。図２Ｂの横軸は半導体装置の破壊耐圧を示し、図２Ｂの縦軸はトレンチＴ２の深さを
示す。図２Ｂに示すように、トレンチＴ２の深さを深くするほど、電界集中が緩和され、
半導体装置の破壊耐圧は上がる。
【００２２】
　次に、図３～図１６を参照して、実施の形態に係る半導体装置の製造方法について説明
する。
【００２３】
　先ず、図３に示すように、半導体基板１２上にエピタキシャル層１３を成長させる。次
に、図４に示すように、所定ピッチをもってエピタキシャル層１３にトレンチＴ２を形成
する。トレンチＴ２の形成の際、エピタキシャル層１３上に形成した絶縁層３１をマスク
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として用いる。
【００２４】
　続いて、図５に示すように、トレンチＴ２を覆うように絶縁層２１を形成する。絶縁層
２１は、トレンチＴ２の側面及び底面に接する筒状に形成される。例えば、絶縁層２１の
膜厚は１．８μｍとされる。次に、図６に示すように、絶縁層２１の上面を覆うようにレ
ジスト３２を形成する。続いて、図７に示すように、トレンチＴ２の１／４～１／２の深
さまでレジスト３２を除去する。
【００２５】
　次に、図８に示すように、レジスト３２をマスクとして用い、絶縁層２１の上部を除去
する。続いて、図９に示すように、硫酸と過酸化水素水を用いてレジスト３２を除去する
。
【００２６】
　次に、図１０に示すように、絶縁層２１の上面に接するように絶縁層２２を形成する。
絶縁層２２は、トレンチＴ２の側面に接する筒状に形成される。また、絶縁層２２は、絶
縁層２１よりも薄く形成される。例えば、絶縁層２２の膜厚は０．５μｍとされる。
【００２７】
　続いて、図１１に示すように、絶縁層２１、２２の上面を覆うようにフィールドプレー
ト電極２３を形成する。具体的に、ポリシリコンを堆積させた後、ＰＯＣｌ３雰囲気中で
ポリシリコン中にリン原子を拡散させることにより、フィールドプレート電極２３は形成
される。ここで、フィールドプレート電極２３によって絶縁層２１の内側を完全に埋める
一方、絶縁層２２の内側を完全に埋めず、フィールドプレート電極２３はその上部に凹部
２３ａを持つ。
【００２８】
　次に、図１２に示すように、フィールドプレート電極２３を所定深さまで除去した後、
凹部２３ａ内に絶縁層２４を形成する。続いて、図１３に示すように、トレンチＴ２にて
挟まれる領域において、エピタキシャル層１３をエッチングしてトレンチＴ１を形成する
。トレンチＴ１内には、ゲート絶縁層１６を介してゲート電極１７を形成する。
【００２９】
　次に、図１４に示すように、トレンチＴ１とトレンチＴ２にて挟まれるエピタキシャル
層１３の上面にボロン（Ｂ）をイオン注入し、ベース領域１４を形成する。続いて、図１
５に示すように、ベース領域１４（エピタキシャル層１３）の上面にリン（Ｐ）をイオン
注入した後、熱処理を行う。これら工程により、ベース領域１４の上面にソース領域１５
が形成される。
【００３０】
　次に、図１６に示すように、絶縁層２２、２４、及びフィールドプレート電極２３を所
定深さまでエッチングし、ソース領域１５及びゲート電極１７の上にレジスト３３を形成
する。そして、レジスト３３を介してボロン（Ｂ）をイオン注入した後、熱処理を行う。
これら工程により、ベース領域１４はゲート電極１７の下面よりも深い位置まで延びる。
ここで、フィールドプレート電極２３の上面は露出しており、ボロンイオンを注入される
。しかしながら、フィールドプレート電極２３は、図１１に示す工程により十分にリンイ
オンを含んでいるため、低抵抗を保持する。
【００３１】
　図１６に示す工程の後、レジスト３３を除去し、ドレイン電極１１及びソース電極１８
を形成する。以上の工程を経て、図１に示す半導体装置が製造される。
【００３２】
　以上、第１の実施の形態において、ソース電極１９から電圧を印加されたフィールドプ
レート電極２３により、ＭＯＳＦＥＴは低いオン抵抗を有するものとなる。そして、電界
集中が大きくなるトレンチＴ２の底部において絶縁層２１は絶縁層２２よりも厚いため、
半導体装置は高い耐圧性を有する。
【００３３】
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　ここで、フィールドプレート電極２３がＹ字状ではなく、トレンチＴ２の全体がフィー
ルドプレート電極２３により埋め込まれた形状を持つ比較例を考える。この比較例では、
フィールドプレート電極２３を構成するポリシリコンはリン原子を注入されることにより
膨張する。この体積膨張のため、フィールドプレート電極２３に隣接する絶縁層２１，２
２及びエピタキシャル層１３には高い応力がかかり、それらに転移等が発生する。また、
フィールドプレート電極２３の上面が突出し、ソース電極１８とフィールドプレート電極
２３との接触面積が一定とならない。
【００３４】
　そこで、本実施の形態において、フィールドプレート電極２３は、Ｙ字状に形成され、
上部に凹部２３ａを有する。そして、絶縁層２４は、フィールドプレート電極２３の凹部
２３ａに設けられる。したがって、上述の比較例と比較して、絶縁層２１，２２及びエピ
タキシャル層１３には応力がかからず、転移等の発生を抑制できる。また、上述の比較例
と比較して、フィールドプレート電極２３の上面の突出を抑制し、ソース電極１８とフィ
ールドプレート電極２３との接触面積を一定にできる。よって、高い信頼性を有する。さ
らに、フィールドプレート電極２３の直上でフィールドプレート電極２３とソース電極１
８とが接続されるので、フィールドプレート電極２３とソース電極１８とを接続するため
の引出配線を設ける必要がなく、占有面積の縮小化が可能である。
【００３５】
　［その他］
　本発明のいくつかの実施の形態を説明したが、これらの実施の形態は、例として提示し
たものであり、発明の範囲を限定することは意図していない。これら新規な実施の形態は
、その他の様々な形態で実施されることが可能であり、発明の要旨を逸脱しない範囲で、
種々の省略、置き換え、変更を行うことができる。これら実施の形態やその変形は、発明
の範囲や要旨に含まれるとともに、特許請求の範囲に記載された発明とその均等の範囲に
含まれる。
【００３６】
　例えば、素子領域１０には、ＭＯＳＦＥＴの他にＩＧＢＴなどが設けられても良い。ま
た、絶縁層２４の代わりに、凹部２３ａに金属層を形成しても良い。
【符号の説明】
【００３７】
　１０…素子領域、　１１…ドレイン電極、　１２…半導体基板、　１３…エピタキシャ
ル層、　１４…ベース領域、　１５…ソース領域、　１６…ゲート絶縁膜、　１７…ゲー
ト電極、　１８…ソース電極、　２０…周辺領域、２１、２２、２４…絶縁層、　２３…
フィールドプレート電極、　Ｔ１，Ｔ２…トレンチ。
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