
JP 4860858 B2 2012.1.25

10

20

(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　パワーＭＯＳＦＥＴを形成するパワーＭＯＳＦＥＴ形成方法において、
　第１の伝導型の基板を準備する工程と、
　上記基板上に第１の伝導型のエピタキシャル層を成長させる工程と、
　上記エピタキシャル層内に、それらの間にドリフト領域を画定する第２の伝導型の第１
及び第２のボディ領域を形成する工程と、
　上記第１及び第２のボディ領域内に、第１の伝導型の第１及び第２のソース領域をそれ
ぞれ形成する工程と、
　上記エピタキシャル層の上記ドリフト領域内であって、上記第１及び第２のボディ領域
から上記基板の方向に延びる複数のトレンチを形成する工程と、
　上記トレンチを、第２の伝導型のドーパントを含む材料で充填する工程と、
　上記ドーパントの少なくとも一部を、上記トレンチから、上記エピタキシャル層の該ト
レンチに隣接した部分に拡散させる工程と、
　上記トレンチを充填する材料は、ポリシリコンと誘電体とを含み、該ポリシリコンを高
温で再結晶化して、単結晶シリコンを形成する工程とを有し、
　上記トレンチを充填する工程では、上記トレンチを、まず、ドーピングされたポリシリ
コンで部分的に充填し、次に、誘電体を堆積させて、該トレンチを完全に充填することを
特徴とするパワーＭＯＳＦＥＴ形成方法。
【請求項２】
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　上記誘電体は、二酸化ケイ素であることを特徴とする請求項１記載のパワーＭＯＳＦＥ
Ｔ形成方法。
【請求項３】
　上記ドーパントは、ホウ素であることを特徴とする請求項１記載のパワーＭＯＳＦＥＴ
形成方法。
【請求項４】
　上記第１及び第２のボディ領域は、深いボディ領域を有することを特徴とする請求項１
記載のパワーＭＯＳＦＥＴ形成方法。
【請求項５】
　上記トレンチは、少なくとも１つのトレンチを画定するマスク層を設け、該マスク層に
よって画定された該トレンチをエッチングすることによって、形成されることを特徴とす
る請求項１記載のパワーＭＯＳＦＥＴ形成方法。
【請求項６】
　上記第１及び第２のボディ領域は、上記基板内にドーパントを注入し、拡散することに
よって、形成されることを特徴とする請求項１記載のパワーＭＯＳＦＥＴ形成方法。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
　関連出願
　本出願は、１９９９年６月３日に出願された米国仮特許出願、発明の名称「比較的オン
抵抗が低い高電圧ＭＯＳゲート構造（A High Voltage MOS-Gated Structure with a Rela
tively Low On-Resistance）」に関連する。
【０００２】
【技術分野】
　本発明は、半導体装置に関し、特に、パワーＭＯＳＦＥＴデバイスに関するものである
。
【０００３】
【背景技術】
　パワーＭＯＳＦＥＴデバイスは、自動車の電気系統、電源のような用途、及び電力管理
用途に採用されている。このようなデバイスは、オフ状態においては高電圧を維持し、オ
フ状態においては低電圧及び高飽和電流密度を生じなければならない。
【０００４】
　図１は、Ｎ－チャネルパワーＭＯＳＦＥＴの一般的な構造を示している。Ｎ＋シリコン
基板２上に形成されたＮ－エピタキシャルシリコン層（以下、単にエピタキシャル層とも
いう。）１は、デバイスの２つのＭＯＳＦＥＴセル用のｐ－ボディ領域５ａ、６ａと、Ｎ
＋ソース領域７、８とを備えている。また、ｐ－ボディ領域５、６は、深いｐ－ボディ領
域５ｂ、６ｂを備えている。Ｎ＋ソース領域（以下、単にソース領域ともいう。）７、８
とｐ－ボディ領域（以下、単にボディ領域ともいう。）５、６を接続するために、ソース
／ボディ電極１２が、エピタキシャル層１の特定の表面部分に亘って延びている。両セル
用のＮ型ドレインは、Ｎ－にドーピングされたエピタキシャル層１の一部が図１に示す半
導体表面に延びることによって、形成される。Ｎ＋シリコン基板（以下、単に基板ともい
う。）２の底面には、ドレイン電極（図示していない）が設けられている。酸化物層と、
ポリシリコン層とからなる絶縁ゲート電極１８は、ボディ領域５、６のチャネル部分及び
ドレイン部分上に設けられている。
【０００５】
　図１に示す従来のＭＯＳＦＥＴのオン抵抗は、主に、エピタキシャル層１のドリフト領
域の抵抗によって決定される。次に、ドリフト領域の抵抗は、エピタキシャル層１のドー
ピング濃度及び層の厚さによって決定される。しかしながら、デバイスの降伏電圧を高く
するためには、エピタキシャル層１のドーピング濃度を下げ、その一方で層の厚さを増加
させなければならない。図２中の曲線２０は、従来のＭＯＳＦＥＴの降伏電圧の関数とし
ての単位面積当たりのオン抵抗を示している。曲線２０に示すように、デバイスの降伏電
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圧を高くするにつれて、オン抵抗も急速に大きくなる。ＭＯＳＦＥＴをより高い電圧、特
に数百ボルトよりも高い電圧で動作させる場合、抵抗のこのような急速な増大によって問
題が生じる。
【０００６】
　図３は、高い電圧で動作させても、低いオン抵抗で動作するように設計されたＭＯＳＦ
ＥＴを示している。このＭＯＳＦＥＴは、１９９８年の国際電子デバイス会議の会報（Pr
oceedings of the IEDM）の文献Ｎｏ．２６．２、ｐ．６８３に開示されている。このＭ
ＯＳＦＥＴは、ボディ領域５、６の下からデバイスのドリフト領域内に延びるｐ型ドーピ
ング領域４０、４２を備えている点を除いて、図２に示す従来のＭＯＳＦＥＴと類似して
いる。ｐ型ドーピング領域４０、４２は、従来のＭＯＳＦＥＴのような垂直方向だけでな
く、同様に水平方向にも逆電圧を生じる。その結果、このデバイスは、従来のデバイスに
おいてエピタキシャル層１の厚さを薄くし、ドリフト領域のドーピング濃度を高くしたも
のと同様の逆電圧を達成することができる。図２中の曲線２５は、図３に示すＭＯＳＦＥ
Ｔの単位面積当たりのオン抵抗を、降伏電圧の関数として示している。曲線２５に示すよ
うに、高い動作電圧におけるこのデバイスのオン抵抗は、図１に示すデバイスと比較して
大幅に小さく、基本的には、降伏電圧に線形的に増加する。
【０００７】
　図３に示す構造は、複数回のエピタキシャル成長工程を含む処理手順で製造することが
でき、各エピタキシャル成長工程の後に、適切なドーパントを導入する。不都合なことに
、エピタキシャル成長工程の実行は、コストが高く、したがって、この構造の製造するの
に高いコストがかかってしまう。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　したがって、より安いコストで製造できるように、蒸着工程の回数を最少限に抑えた、
図３に示すＭＯＳＦＥＴ構造を製造する方法を提供することが望ましい。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　本発明に基づくパワーＭＯＳＦＥＴ形成方法によって形成されるパワーＭＯＳＦＥＴは
、第１の伝導型の基板を備える。また、第１の伝導型のエピタキシャル層が基板上に成長
されている。第１及び第２のボディ領域がエピタキシャル層内に配置され、両ボディ領域
間にドリフト領域が画定されている。第１及び第２のボディ領域は、第２の伝導型を有す
る。第１の伝導型の第１及び第２のソース領域が、第１及び第２のボディ領域内にそれぞ
れ配置されている。エピタキシャル層のドリフト領域内の第１及び第２のボディ領域の下
に、複数のトレンチが設けられている。トレンチは、第１及び第２のボディ領域から基板
の方向に延びており、第２の伝導型のドーパントを含む材料で充填されている。ドーパン
トは、トレンチから、エピタキシャル層のトレンチに隣接した部分に拡散され、これによ
り、垂直方向においてと同様に水平方向においても増加する逆電圧を発生する、ｐ型ドー
ピング領域が形成される。
【００１２】
　本発明の他の実施の形態によれば、トレンチを充填する材料は、例えば二酸化ケイ素の
ような誘電体である。
【００１４】
　本発明に基づくパワーＭＯＳＦＥＴを形成する方法を提供する。この方法は、第１の伝
導型の基板を準備し、この基板上にエピタキシャル層を成長することから始まる。このエ
ピタキシャル層は第１の伝導型のものである。エピタキシャル層内に第１及び第２のボデ
ィ領域が形成されることで、両ボディ領域間にドリフト領域が画定される。このボディ領
域は第２の伝導型のものである。第１及び第２のボディ領域内に、それぞれ第１の伝導型
の第１及び第２のソース領域が形成される。エピタキシャル層のドリフト領域内に複数の
トレンチが形成される。トレンチは、第２の伝導型のドーパントを含む材料で充填される
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。トレンチは、第１及び第２のボディ領域から基板に延びている。ドーパントの少なくと
も一部が、トレンチから、このトレンチ付近にあるエピタキシャルの部分内に拡散される
。トレンチを充填する材料は、ポリシリコンと誘電体とを含み、ポリシリコンを高温で再
結晶化して、単結晶シリコンを形成する。トレンチを充填する工程では、トレンチを、ま
ず、ドーピングされたポリシリコンで部分的に充填し、次に、誘電体を堆積させて、トレ
ンチを完全に充填する。
【００１５】
　本発明に基づいて、図３に示すｐ型ドーピング領域（以下、単にｐ型領域ともいう。）
４０、４２は、まずｐ型領域４０、４２を配置する位置を中心として位置決めされた１対
のトレンチをエッチングすることによって、形成される。トレンチは、その後、ドーパン
トを豊富に含む材料で充填される。材料内のドーパントは、トレンチから、デバイスのド
リフト領域を形成する隣接したエピタキシャル層内に拡散される。得られるエピタキシャ
ル層のドーピングされた部分は、ｐ型領域を形成する。トレンチを充填している材料は、
トレンチの外に拡散されなかったドーパントと共に、最終的なデバイスに残る。したがっ
て、この材料は、デバイスの特性に悪影響を及ぼさないように、選択しなければならない
。トレンチを充填する材料として用いることができる例示的な材料には、ポリシリコン、
あるいは誘電体、例えば二酸化ケイ素がある。
【００１６】
　図４～図６は、エピタキシャルシリコン層（以下、単にエピタキシャル層ともいう。）
１に形成されたトレンチ４４、４６を充填するために用いることができる幾つかの異なる
材料の組合せを示している。図面を明確にするために、図４～図６では、トレンチ４４、
４６と、エピタキシャル層１と、基板２とを示しているが、図４～図６は、ｐ－ボディ領
域（以下、単にボディ領域ともいう。）と、ソース領域とを含むパワーＭＯＳＦＥＴ構造
の上部は示していない。
【００１７】
　図４では、トレンチ４４、４６を、ドーピングされた誘電体、例えばホウ素がドーピン
グされた二酸化ケイ素で充填している。トレンチ４４、４６を充填した後、ホウ素を、隣
接したエピタキシャル層１内に拡散して、ｐ型領域４０、４２を形成する。トレンチ４４
、４６を充填している、ホウ素がドーピングされた二酸化ケイ素は、最終的なＭＯＳＦＥ
Ｔデバイスに残る。
【００１８】
　図５では、トレンチ４４、４６を、ホウ素がドーピングされた多結晶シリコン、すなわ
ちポリシリコンによって、少なくとも部分的に充填している。トレンチ４４、４６を充填
した後、ホウ素を、隣接したエピタキシャル層１内に拡散して、ｐ型領域４０、４２を形
成する。トレンチ４４、４６を充填している、ホウ素がドーピングされたポリシリコンは
、最終的なＭＯＳＦＥＴデバイスに残る。あるいは、二酸化ケイ素を形成する拡散工程を
実行した後に、ポリシリコンを、全て又は部分的に酸化させてもよい。したがって、最終
的なＭＯＳＦＥＴデバイスに残るトレンチ４４、４６は、誘電体、すなわち二酸化ケイ素
と、あらゆる残りのポリシリコンとで充填されている。他の実施の形態では、トレンチ４
４、４６内の、ホウ素がドーピングされたポリシリコンを全て高温で再結晶化して、単結
晶シリコンを形成する。この場合、最終的なＭＯＳＦＥＴデバイスに残るトレンチ４４、
４６は、単結晶シリコン、あるいは二酸化ケイ素又は他の誘電体と結合した単結晶シリコ
ンで充填されている。
【００１９】
　図６では、トレンチ４４、４６を、まず、ドーピングされたポリシリコンで部分的に充
填し、次に、誘電体を堆積させて、トレンチ４４、４６を完全に充填している。トレンチ
４４、４６を完全に充填した後、ホウ素を、隣接したエピタキシャル層１内に拡散して、
ｐ型領域４０、４２を形成する。トレンチ４４、４６を充填している、ホウ素がドーピン
グされたポリシリコン及び誘電体は、最終的なＭＯＳＦＥＴデバイスに残る。場合によっ
ては、ホウ素がドーピングされたポリシリコンを高温で再結晶化して、単結晶シリコンを
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形成する。したがって、最終的なＭＯＳＦＥＴデバイスに残るトレンチ４４、４６は、単
結晶シリコンと誘電体の両方によって充填されている。
【００２０】
　図７は、本発明に基づいて構成されたパワーＭＯＳＦＥＴを示している。このＭＯＳＦ
ＥＴは、基板２と、エピタキシャル層１と、ｐ－ボディ領域５ａ、６ａと、深いｐ－ボデ
ィ領域５ｂ、６ｂと、ソース領域７、８と、ｐ型領域４０、４２とを備え、ｐ型領域４０
、４２にはトレンチ４４、４６がそれぞれ設けている。また、図７に示すように、ＭＯＳ
ＦＥＴは、ゲート電極と、ソース／ボディ電極とを備え、ゲート電極は、酸化物層４８と
、ポリシリコン層４９とを有し、ソース／ボディ電極は、金属被覆層５０を有している。
【００２１】
　図７に示す本発明に係るパワーＭＯＳＦＥＴは、あらゆる従来の加工技術を用いて、製
造することができる。例えば、以下に示す一連の例示的な工程を実行して、図７のパワー
ＭＯＳＦＥＴを形成することができる。
【００２２】
　まず、エピタキシャル層１の表面を酸化物層で覆うことによって、酸化物マスク層を形
成し、そして、これを従来の方法で露光及びパターン化して、トレンチ４４、４６の位置
を画定するマスク部を残す。トレンチ４４、４６を、マスク開口を介して、反応性イオン
エッチングで、通常は１０～４０ミクロンの深さまでドライエッチングする。トレンチ４
４、４６の側壁を平坦化してもよい。まず、反応性イオンエッチング工程で生じた損傷を
取り除くために、ドライ化学エッチングを使って、トレンチ側壁から酸化物の薄膜（通常
は約５００～１０００Å）を除去する。次に、トレンチ４４、４６及びマスク部上に犠牲
二酸化ケイ素層を成長させる。バッファ酸化物エッチング又はＨＦエッチングのいずれか
によって犠牲二酸化ケイ素層及びマスク部を除去し、得られるトレンチ側壁を可能な限り
平坦化する。
【００２３】
　トレンチ４４、４６を、上述した材料、例えばポリシリコン、二酸化ケイ素又はこれら
の組合せのいずれかで充填する。堆積中、ポリシリコン又は酸化物をドーパント、例えば
ホウ素でドーピングする。後続の拡散工程を実行して、ドーパントをトレンチ４４、４６
から周囲のエピタキシャル層１内に拡散する。トレンチ４４、４６に残る材料がポリシリ
コンの場合、ポリシリコンは、酸化又は再結晶化することができる。
【００２４】
　次に、従来のＮ＋にドーピングされた基板２上に、Ｎ－にドーピングされたエピタキシ
ャル層１を成長させる。通常、エピタキシャル層１の厚さは、抵抗率が１５～６０ｏｈｍ
・ｃｍの４００～８００Ｖデバイスでは１５～５０ミクロンである。次に、活性領域マス
ク及び多結晶シリコンの層を堆積し、ドーピングし、酸化した後に、ゲート酸化膜を成長
させる。採用する場合、深いｐ－ボディ領域５ｂ、６ｂを、従来のマスク、イオン注入、
拡散工程を用いて、形成する。深いｐ－ボディ領域５ｂ、６ｂのドーズ量は、通常、約１
×１０１４～５×１０１５/ｃｍ２である。次に、ｐ－ボディ領域５ａ、６ａを、従来の
マスク、イオン注入、拡散工程によって形成する。ｐ－ボディ領域５ａ、６ａにホウ素を
４０～６０ＫｅＶで注入して、ドーズ量を約１×１０１３～５×１０１４/ｃｍ２とする
。
【００２５】
　次に、フォトレジストマスク工程を用いて、ソース領域７、８を画定するパターン化さ
れたマスク層を形成する。そして、注入及び拡散工程によって、ソース領域７、８を形成
する。例えば、ソース領域７、８にヒ素を８０ＫｅＶで注入して、通常、２×１０１５～
１．２×１０１６／ｃｍ２の濃度とすることができる。注入の後、ヒ素を約０．５～２．
０ミクロンの深さまで拡散する。
【００２６】
　深いｐ－ボディ領域５ｂ、６ｂの深さは、約２．５～５ミクロンであり、一方、ｐ－ボ
ディ領域５ａ、６ａの深さは、約１～３ミクロンである。最後に、従来の方法でマスク層
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を除去して、図７に示す構造を形成する。
【００２７】
　ＤＭＯＳトランジスタは、酸化物層を形成及びパターン化してコンタクト開口を形成す
る従来方法で完成することができる。また、金属被覆層５０を堆積及びマスク化して、ソ
ース／ボディ電極及びゲート電極を画定する。また、パッドマスクを用いて、パッドコン
タクトを画定する。最後に、基板２の底面上にドレインコンタクト層（図示せず）を形成
する。
【００２８】
　なお、上述した工程では、ｐ－ボディ領域５ａ、６ａ及び深いｐ－ボディ領域５ｂ、６
ｂを形成する前に、トレンチ４４、４６を形成しているが、本発明は、残るドーピング領
域の一部又は全部を形成する前に又はその後に、トレンチを形成する工程を含むものであ
る。さらに、パワーＭＯＳＦＥＴを製造する特定の処理手順を説明したが、本発明の範囲
に入るこれ以外の処理手順を用いることもできる。
【００２９】
　本発明に基づいて構成されたパワーＭＯＳＦＥＴデバイスは、従来技術で構成された従
来のデバイスと比較して、幾つかの利点を有する。例えば、ｐ型領域の垂直方向のドーパ
ント勾配は、殆どゼロである。水平方向のドーパント勾配は、導入するドーパントの量と
、拡散工程で用いる熱サイクルの回数及び継続時間とを変えることによって、正確に制御
することができる。さらにまた、デバイスの降伏電圧とオン抵抗の両方を最適化するよう
に、導入するドーパント量と横方向のドーパント勾配とを変えることができる。
【００３０】
　図７に示す本発明の実施の形態では、ｐ型のトレンチ４４、４６は、ボディ領域５、６
の下に形成されている。なお、ｐ型のトレンチの全てが、それに関連したボディ領域を有
する必要があるというわけではなく、特にダイの周辺部、あるいはパッド又は相互接続を
含む領域は、不要である。
【００３１】
　以上、様々な実施の形態を図示し、詳細に説明したが、本発明の精神及び意図した範囲
から逸脱することなく、本発明を、上述した教示に基づいて変更及び修正することができ
、これらの変更及び修正は、請求の範囲に含まれることは言うまでもない。例えば、様々
な半導体領域の伝導性がここで説明したものと逆であるパワーＭＯＳＦＥＴを、本発明に
基づいて提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】　従来のパワーＭＯＳＦＥＴ構造を示す断面図である。
【図２】　従来のパワーＭＯＳＦＥＴと、本発明に基づいて構成されたパワーＭＯＳＦＥ
Ｔとの単位面積当たりのオン抵抗を、降伏電圧の関数として示すグラフである。
【図３】　図１に示す構造と同じ電圧で、より低い単位面積当たりのオン抵抗で動作する
ように設計されたＭＯＳＦＥＴ構造を示す断面図である。
【図４】　本発明に基づいて構成されたパワーＭＯＳＦＥＴの実施の形態の一部を示す断
面図である。
【図５】　本発明に基づいて構成されたパワーＭＯＳＦＥＴの実施の形態の一部を示す断
面図である。
【図６】　本発明に基づいて構成されたパワーＭＯＳＦＥＴの実施の形態の一部を示す断
面図である。
【図７】　本発明に基づいて構成された完全なパワーＭＯＳＦＥＴを示す断面図である。
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