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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　一導電型の半導体基板と、
　前記半導体基板上に形成された逆導電型のエピタキシャル層と、
　前記半導体基板と前記エピタキシャル層とに渡り形成され、コレクタ領域として用いら
れる一導電型の第１の埋込拡散層と、
　前記半導体基板と前記エピタキシャル層とに渡り形成され、前記半導体基板と前記一導
電型の第１の埋込拡散層とを接合分離する逆導電型の第１の埋込拡散層と、
　前記一導電型の第１の埋込拡散層とその形成領域を重畳させ、少なくとも前記一導電型
の第１の埋込拡散層の上面から這い上がる逆導電型の第２の埋込拡散層と、
　前記エピタキシャル層表面から形成され、前記逆導電型の第２の埋込拡散層上方に配置
されたベース領域として用いられる逆導電型の拡散層と、
　前記エピタキシャル層表面から形成され、コレクタ領域として用いられる一導電型の第
１の拡散層と、
　前記逆導電型の拡散層に形成され、エミッタ領域として用いられる一導電型の第２の拡
散層とを有し、
　前記一導電型の第１の埋込拡散層は、前記逆導電型の第２の埋込拡散層の周囲にて這い
上がり、前記這い上がった領域にて前記一導電型の第１の拡散層と連結することを特徴と
する半導体装置。
【請求項２】
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前記逆導電型の第２の埋込拡散層は、前記一導電型の第１の埋込拡散層より内側に形成さ
れていることを特徴とする請求項１に記載の半導体装置。
【請求項３】
前記一導電型の第１の埋込拡散層の這い上がった領域には、一導電型の第２の埋込拡散層
が重畳して形成されていることを特徴とする請求項１または請求項２に記載の半導体装置
。
【請求項４】
前記一導電型の第１の埋込拡散層を構成する不純物はホウ素であり、前記逆導電型の第２
の埋込拡散層を構成する不純物はリンであることを特徴とする請求項１に記載の半導体装
置。
【請求項５】
一導電型の半導体基板を準備し、前記半導体基板に逆導電型の第１の埋込拡散層を形成し
た後、前記逆導電型の第１の埋込拡散層により前記半導体基板と接合分離するように、前
記半導体基板に一導電型の第１の埋込拡散層を形成する工程と、
　前記半導体基板に対し熱酸化工程を行った後、前記一導電型の第１の埋込拡散層が形成
された領域に逆導電型の不純物をイオン注入し、逆導電型の第２の埋込拡散層を形成する
工程と、
　前記半導体基板上に逆導電型のエピタキシャル層を形成し、前記エピタキシャル層表面
からコレクタ領域として用いる一導電型の第１の拡散層と、前記逆導電型の第２の埋込拡
散層上方に配置されたベース領域として用いる逆導電型の拡散層と、エミッタ領域として
用いる一導電型の第２の拡散層とを形成する工程とを有し、
　前記一導電型の第１の埋込拡散層は、前記逆導電型の第２の埋込拡散層の周囲にて這い
上がり、前記這い上がった領域にて前記一導電型の第１の拡散層と連結することを特徴と
する半導体装置の製造方法。
【請求項６】
前記半導体基板表面に酸化膜を形成し、前記熱酸化工程を行った後、前記酸化膜を除去す
ることを特徴とする請求項５に記載の半導体装置の製造方法。
【請求項７】
前記一導電型の第１の埋込拡散層を形成する不純物はホウ素であることを特徴とする請求
項５または請求項６に記載の半導体装置の製造方法。
【請求項８】
前記熱酸化工程と前記逆導電型の第２の埋込拡散層を形成する不純物をイオン注入する工
程との間には、非酸化性雰囲気中での熱処理工程を行わないことを特徴とする請求項５に
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、パワー用半導体素子として用いられる縦型ＰＮＰトランジスタのコレクタ抵
抗を低減する半導体装置及びその製造方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来の半導体装置の製造方法の一実施例として、下記の縦型ＰＮＰトランジスタの製造
方法が知られている。Ｐ型の半導体基板を準備し、半導体基板上に２層のＮ型のエピタキ
シャル層を形成する。Ｐ型の半導体基板と１層目のエピタキシャル層に渡りＮ型の埋込拡
散層を形成し、１層目と２層目のエピタキシャル層に渡りＰ型の埋込拡散層を形成する。
ここで、２層目のエピタキシャル層表面のＰ型の埋込拡散層上方にシリコン窒化膜を選択
的に形成した後に、Ｐ型の埋込拡散層を熱拡散する。そして、シリコン窒化膜を形成した
状態で熱拡散を行うことで、シリコン窒化膜下方のＰ型の埋込拡散層の這い上がりは抑制
される。また、その上方にシリコン窒化膜が形成されていない領域では、Ｐ型の埋込拡散
層は這い上がり、Ｐ型の埋込拡散層上面には凹部が形成される。一方、２層目のエピタキ
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シャル層表面では、シリコン窒化膜の形成領域以外にはＬＯＣＯＳ酸化膜が形成される。
その後、ＬＯＣＯＳ酸化膜を除去することで、２層目のエピタキシャル層表面には凹凸部
が形成される。そして、２層目のエピタキシャル層の凹部とＰ型の埋込拡散層の這い上が
りとを利用し、コレクタ領域を形成する。また、２層目のエピタキシャル層の凸部とＰ型
の埋込拡散層の凹部とを利用し、ベース領域及びエミッタ領域を形成する。この製造方法
により、縦型ＰＮＰトランジスタのエミッタ－コレクタ間耐圧（ＶＣＥＯ）を増大し、飽
和電圧（Ｖｃｅ）を低減する縦型ＰＮＰトランジスタを形成できる（例えば、特許文献１
参照。）。
【特許文献１】特開２０００－２３２１１１号公報（第３－４頁、第１－３図）
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　上述したように、従来の半導体装置では、例えば、パワー用の縦型ＰＮＰトランジスタ
と制御用のＮＰＮトランジスタがモノリシックに形成されている。そして、縦型ＰＮＰト
ランジスタでは、その耐圧特性を向上させるためには、Ｎ型のエピタキシャル層を厚くす
る必要がある。一方、制御用のＮＰＮトランジスタでは、エピタキシャル層の膜厚を厚く
することで、分離領域の横方向拡散が広がり、デバイスサイズを縮小し難いという問題が
ある。つまり、パワー用の縦型ＰＮＰトランジスタと制御用のＮＰＮトランジスタとをモ
ノリシックに形成することで、パワー用の縦型ＰＮＰトランジスタの耐圧特性と制御用の
ＮＰＮトランジスタのデバイスサイズの縮小とがトレードオフの関係になるという問題が
ある。
【０００４】
　また、従来の半導体装置の製造方法では、Ｐ型の半導体基板上に２層のエピタキシャル
層を形成する。１層目と２層目のエピタキシャル層に渡り、コレクタ領域として用いるＰ
型の埋込拡散層を形成する。そして、２層目のエピタキシャル層表面に形成されたシリコ
ン窒化膜の形成領域により、Ｐ型の埋込拡散層の這い上がりを部分的に抑制している。し
かしながら、シリコン窒化膜下方に位置するＰ型の埋込拡散層においても、酸素の回り込
み等により、部分的にその這い上がりを抑制することが難しいという問題がある。具体的
には、Ｐ型の埋込拡散層の這い上がりを抑制する領域では、這い上がらせる領域から０．
５（μｍ）程度しか、その這い上がり量を抑制することができない。そのため、所望の耐
圧特性を満たすため、エピタキシャル層を２層構造とする必要があり、製造コストが嵩む
という問題がある。
【０００５】
　また、従来の半導体装置の製造方法では、２層目のエピタキシャル層表面にＬＯＣＯＳ
酸化膜を形成した後、ＬＯＣＯＳ酸化膜を除去し、エピタキシャル層表面に凹凸を形成す
る。そして、凹部が形成されたエピタキシャル層表面からコレクタ領域として用いるＰ型
の拡散層を形成し、Ｐ型の拡散層とＰ型の埋込拡散層の這い上がった領域とを連結させる
。しかしながら、エピタキシャル層上に形成したシリコン窒化膜を選択的に除去する際の
マスクずれ等により、Ｐ型の埋込拡散層上方の所望の領域にシリコン窒化膜が形成されな
い場合がある。この場合には、Ｐ型の拡散層とＰ型の埋込拡散層との重畳領域が低減し、
コレクタ抵抗を低減できない。つまり、個々の工程でのマスクずれにより素子特性が変動
し、高精度な位置合わせが必要とされ、製造工程が煩雑となるという問題がある。
【０００６】
　また、従来の半導体装置の製造方法では、半導体基板上にエピタキシャル層を形成する
ために、例えば、縦型の反応炉を用いた気相エピタキシャル成長装置を用いる。そして、
エピタキシャル層を形成する際、半導体基板に拡散させたＰ型不純物であるホウ素（Ｂ）
がオートドープし易いという問題がある。特に、埋込拡散層でのシート抵抗値を低減する
ために不純物の導入量を増大させた場合には、オートドープ量が増大する。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
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　本発明の半導体装置は、上述した各事情に鑑みて成されたものであり、一導電型の半導
体基板と、前記半導体基板上に形成された逆導電型のエピタキシャル層と、前記半導体基
板と前記エピタキシャル層とに渡り形成され、コレクタ領域として用いられる一導電型の
第１の埋込拡散層と、前記半導体基板と前記エピタキシャル層とに渡り形成され、前記半
導体基板と前記一導電型の第１の埋込拡散層とを接合分離する逆導電型の第１の埋込拡散
層と、前記一導電型の第１の埋込拡散層とその形成領域を重畳させ、少なくとも前記一導
電型の第１の埋込拡散層の上面から這い上がる逆導電型の第２の埋込拡散層と、前記エピ
タキシャル層表面から形成され、前記逆導電型の第２の埋込拡散層上方に配置されたベー
ス領域として用いられる逆導電型の拡散層と、前記エピタキシャル層表面から形成され、
コレクタ領域として用いられる一導電型の第１の拡散層と、前記逆導電型の拡散層に形成
され、エミッタ領域として用いられる一導電型の第２の拡散層とを有し、前記一導電型の
第１の埋込拡散層は、前記逆導電型の第２の埋込拡散層の周囲にて這い上がり、前記這い
上がった領域にて前記一導電型の第１の拡散層と連結することを特徴とする。従って、本
発明では、コレクタ領域として用いられる一導電型の第１の埋込拡散層において、逆導電
型の第２の埋込拡散層により、その這い上がりが抑制されている。
【０００８】
　また、本発明の半導体装置は、前記逆導電型の第２の埋込拡散層は、前記一導電型の第
１の埋込拡散層より内側に形成されていることを特徴とする。従って、本発明では、コレ
クタ領域として用いられる一導電型の第１の埋込拡散層において、這い上がる領域と這い
上がりが抑制される領域とが、選択的に形成される。
【００１０】
　また、本発明の半導体装置は、前記一導電型の第１の埋込拡散層の這い上がっている領
域には、一導電型の第２の埋込拡散層が重畳して形成されていることを特徴とする。従っ
て、本発明では、第１及び第２の埋込拡散層が重畳した領域に一導電型の第１の拡散層を
連結させ、コレクタ抵抗を低減させることができる。
【００１１】
　また、本発明の半導体装置は、前記一導電型の第１の拡散層は、前記一導電型の第１の
埋込拡散層と連結し、前記連結領域には、前記一導電型の第２の埋込拡散層が形成されて
いることを特徴とする。従って、本発明では、一導電型の第１の埋込拡散層の這い上がっ
ている領域をコレクタ領域の連結領域として用いる。そして、一導電型の第１の拡散層の
這い下がり量を低減し、その横方向拡散幅も低減することができる。
【００１２】
　また、本発明の半導体装置は、前記一導電型の第１の埋込拡散層を構成する不純物はホ
ウ素であり、前記逆導電型の第２の埋込拡散層を構成する不純物はリンであることを特徴
とする。従って、本発明では、逆導電型の第２の埋込拡散層により、一導電型の第１の埋
込拡散層の這い上がりを抑制することができる。
【００１３】
　また、本発明の半導体装置の製造方法は、一導電型の半導体基板を準備し、前記半導体
基板に逆導電型の第１の埋込拡散層を形成した後、前記逆導電型の第１の埋込拡散層によ
り前記半導体基板と接合分離するように、前記半導体基板に一導電型の第１の埋込拡散層
を形成する工程と、前記半導体基板に対し熱酸化工程を行った後、前記一導電型の第１の
埋込拡散層が形成された領域に逆導電型の不純物をイオン注入し、逆導電型の第２の埋込
拡散層を形成する工程と、前記半導体基板上に逆導電型のエピタキシャル層を形成し、前
記エピタキシャル層表面からコレクタ領域として用いる一導電型の第１の拡散層と、前記
逆導電型の第２の埋込拡散層上方に配置されたベース領域として用いる逆導電型の拡散層
と、エミッタ領域として用いる一導電型の第２の拡散層とを形成する工程とを有し、前記
一導電型の第１の埋込拡散層は、前記逆導電型の第２の埋込拡散層の周囲にて這い上がり
、前記這い上がった領域にて前記一導電型の第１の拡散層と連結することを特徴とする。
従って、本発明では、一導電型の第１の埋込拡散層の形成領域に逆導電型の第２の埋込拡
散層を形成した後に、半導体基板上にエピタキシャル層を形成する。この製造方法により
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、逆導電型の第２の埋込拡散層が形成された領域では、一導電型の第１の埋込拡散層の這
い上がりを抑制することができる。
【００１４】
　また、本発明の半導体装置の製造方法は、前記逆導電型の第２の埋込拡散層を形成する
不純物をイオン注入する工程前に、前記半導体基板に対し熱酸化工程を行うことを特徴と
する。従って、本発明では、前記一導電型の第１の埋込拡散層の表面及びその近傍領域の
不純物濃度を低下させた状態で、逆導電型の不純物をイオン注入する。この製造方法によ
り、一導電型の第１の埋込拡散層の這い上がりを抑制することができる。また、エピタキ
シャル層を形成する際、一導電型の不純物のオートドープ量を低減することができる。
【００１５】
　また、本発明の半導体装置の製造方法は、前記熱酸化工程と前記逆導電型の第２の埋込
拡散層を形成する不純物をイオン注入する工程との間には、非酸化性雰囲気中での熱処理
工程を行わないことを特徴とする。従って、本発明では、一導電型の不純物濃度が低くな
った領域に逆導電型の不純物をイオン注入することで、効率的に逆導電型の第２の埋込拡
散層を形成できる。
【発明の効果】
【００１６】
　本発明では、パワー用の縦型ＰＮＰトランジスタのコレクタ領域として用いられる埋込
拡散層の這い上がり幅が部分的に抑制される。この構造により、耐圧特性を維持しつつ、
エピタキシャル層の膜厚を薄くすることができる。
【００１７】
　また、本発明では、制御用の縦型ＮＰＮトランジスタにおいては、エピタキシャル層の
膜厚が薄くなることで、分離領域の横方向拡散が抑制される。この構造により、縦型ＮＰ
Ｎトランジスタのデバイスサイズが縮小される。
【００１８】
　また、本発明では、縦型ＰＮＰトランジスタのコレクタ領域として用いられる埋込拡散
層は、這い上がっている領域を有する。そして、這い上がった領域の不純物濃度を高くし
、コレクタ領域の連結領域として用いることで、コレクタ抵抗を低減することができる。
【００１９】
　また、本発明では、縦型ＰＮＰトランジスタのコレクタ領域として用いられるＰ型の埋
込拡散層の表面及びその近傍領域の不純物濃度を低下させた状態で、Ｎ型の埋込拡散層を
形成する。この製造方法により、Ｐ型の埋込拡散層の這い上がりを抑制できる。
【００２０】
　また、本発明では、縦型ＰＮＰトランジスタのコレクタ領域として用いられるＰ型の埋
込拡散層と重畳してＮ型の埋込拡散層を形成した状態で、エピタキシャル層を堆積する。
この製造方法より、基板表面のＰ型不純物濃度を低減させ、オートドープ量を低減するこ
とができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２１】
　以下に、本発明の一実施の形態である半導体装置について、図１～図３を参照し、詳細
に説明する。図１は、本実施の形態における半導体装置を説明するための断面図である。
図２（Ａ）は、本実施の形態における縦型ＰＮＰトランジスタを説明するための断面図で
ある。図２（Ｂ）は、本実施の形態における縦型ＰＮＰトランジスタを説明するための断
面図である。図３（Ａ）は、本実施の形態における半導体装置の埋込拡散層のシート抵抗
値及び這い上がり幅を説明するための図である。図３（Ｂ）は、本実施の形態における半
導体装置の耐圧特性を説明するための図である。
【００２２】
　図１に示す如く、縦型ＰＮＰトランジスタ１と縦型ＮＰＮトランジスタ２とがＰ型の単
結晶シリコン基板３にモノリシックに形成されている。例えば、縦型ＰＮＰトランジスタ
１はパワー用半導体素子として用いられ、縦型ＮＰＮトランジスタ２は制御用半導体素子
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として用いられる。尚、その他の素子形成領域には、パワー用半導体素子として大面積の
ＮＰＮパワートランジスタ等が形成され、制御用半導体素子として小面積のＮＰＮトラン
ジスタ等が形成されている。そして、縦型ＰＮＰトランジスタ１は、主に、Ｐ型の単結晶
シリコン基板３と、Ｎ型のエピタキシャル層４と、Ｎ型の埋込拡散層５と、コレクタ領域
として用いられるＰ型の埋込拡散層６、７、８と、Ｎ型の埋込拡散層９、１０、１１と、
ベース領域として用いられるＮ型の拡散層１２、１３と、エミッタ領域として用いられる
Ｐ型の拡散層１４と、コレクタ領域として用いられるＰ型の拡散層１５、１６と、Ｎ型の
拡散層１７、１８とから構成されている。
【００２３】
　Ｎ型のエピタキシャル層４は、Ｐ型の単結晶シリコン基板３上に形成されている。
【００２４】
　Ｎ型の埋込拡散層５は、基板３とエピタキシャル層４とに渡り成されている。Ｎ型の埋
込拡散層５は、Ｐ型の埋込拡散層６よりも基板３の深部まで形成されている。そして、Ｎ
型の埋込拡散層５は、基板３とＰ型の埋込拡散層６のそれぞれとＰＮ接合領域を形成し、
基板３とＰ型の埋込拡散層６とをＰＮ接合分離している。尚、本実施の形態でのＮ型の埋
込拡散層５が本発明の「逆導電型の第１の埋込拡散層」に対応する。
【００２５】
　Ｐ型の埋込拡散層６、７、８は、基板３とエピタキシャル層４に渡り形成されている。
Ｐ型の埋込拡散層７、８は、Ｐ型の埋込拡散層６の端部近傍に配置され、Ｐ型の埋込拡散
層７、８とＰ型の埋込拡散層６とは連結している。Ｐ型の埋込拡散層７、８は、Ｐ型の埋
込拡散層６の端部近傍に一環状に形成されている場合や、コレクタ領域として引き出す領
域にのみ形成されている場合でも良い。尚、本実施の形態でのＰ型の埋込拡散層６が本発
明の「一導電型の第１の埋込拡散層」に対応する。本実施の形態でのＰ型の埋込拡散層７
、８が本発明の「一導電型の第２の埋込拡散層」に対応する。
【００２６】
　Ｎ型の埋込拡散層９は、少なくともＰ型の埋込拡散層６の上面からエピタキシャル層４
表面側へと這い上がっている。一方、Ｎ型の埋込拡散層１０、１１は、基板３とエピタキ
シャル層４に渡り形成されている。Ｎ型の埋込拡散層１０、１１は、Ｐ型の埋込拡散層６
、７、８を取り囲むように配置されている。尚、本実施の形態でのＮ型の埋込拡散層９が
本発明の「逆導電型の第２の埋込拡散層」に対応する。
【００２７】
　Ｎ型の拡散層１２が、エピタキシャル層４に形成されている。Ｎ型の拡散層１２には、
Ｎ型の拡散層１３が形成されている。Ｎ型の拡散層１３は、ベース引き出し領域として用
いられる。尚、本実施の形態でのＮ型の拡散層１２が本発明の「逆導電型の拡散層」に対
応する。
【００２８】
　Ｐ型の拡散層１４が、Ｎ型の拡散層１２に形成されている。尚、本実施の形態でのＰ型
の拡散層１４が本発明の「一導電型の第２の拡散層」に対応する。
【００２９】
　Ｐ型の拡散層１５、１６が、エピタキシャル層４に形成されている。Ｐ型の拡散層１５
、１６は、Ｎ型の拡散層１２を取り囲むように配置され、Ｐ型の拡散層１５とＰ型の埋込
拡散層６、７とは連結し、Ｐ型の拡散層１６とＰ型の埋込拡散層６、８とは連結している
。Ｐ型の拡散層１５、１６は、Ｎ型の拡散層１２を取り囲むように一環状に形成されてい
る場合や、コレクタ領域として引き出す領域にのみ形成されている場合でも良い。尚、本
実施の形態でのＰ型の拡散層１５、１６が本発明の「一導電型の第１の拡散層」に対応す
る。
【００３０】
　Ｎ型の拡散層１７、１８は、エピタキシャル層４に形成されている。Ｎ型の拡散層１７
、１８は、Ｐ型の拡散層１５、１６を取り囲むように一環状に形成されている。Ｎ型の拡
散層１７とＮ型の埋込拡散層５、１０とは連結し、Ｎ型の拡散層１８とＮ型の埋込拡散層
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５、１１とは連結している。つまり、Ｎ型の拡散層１７、１８が、コレクタ領域であるＰ
型の拡散層１５、１６の外周を囲むように配置されることで、エピタキシャル層４表面が
反転し、コレクタ電流が分離領域を介して基板３へと流れることを防止する。
【００３１】
　絶縁層１９が、エピタキシャル層４上面に形成されている。絶縁層１９は、ＰＳＧ（Ｐ
ｈｏｓｐｈｏ　Ｓｉｌｉｃａｔｅ　Ｇｌａｓｓ）膜等により、形成されている。そして、
公知のフォトリソグラフィ技術を用い、例えば、ＣＨＦ３＋Ｏ２系のガスを用いたドライ
エッチングにより、絶縁層１９にコンタクトホール２０、２１、２２が形成されている。
【００３２】
　コンタクトホール２０、２１、２２には、アルミ合金、例えば、Ａｌ－Ｓｉ膜２３が選
択的に形成され、コレクタ電極２４、エミッタ電極２５及びベース電極２６が形成されて
いる。
【００３３】
　一方、縦型ＮＰＮトランジスタ２は、主に、Ｐ型の単結晶シリコン基板３と、Ｎ型のエ
ピタキシャル層４と、コレクタ領域として用いられるＮ型の埋込拡散層２７、２８と、コ
レクタ領域として用いられるＮ型の拡散層２９と、ベース領域として用いられるＰ型の拡
散層３０と、エミッタ領域として用いられるＮ型の拡散層３１とから構成されている。
【００３４】
　Ｎ型のエピタキシャル層４は、Ｐ型の単結晶シリコン基板３上に形成されている。
【００３５】
　Ｎ型の埋込拡散層２７は、基板３とエピタキシャル層４に渡り形成されている。
【００３６】
　Ｎ型の埋込拡散層２８は、Ｎ型の埋込拡散層２７とその形成領域を重畳させるように形
成されている。そして、Ｎ型の埋込拡散層２８は、Ｎ型の埋込拡散層２７よりエピタキシ
ャル層４表面側へと這い上がっている。Ｎ型の埋込拡散層２８を形成することで、コレク
タ領域の抵抗を低減することができる。
【００３７】
　Ｎ型の拡散層２９は、Ｎ型のエピタキシャル層４に形成されている。Ｎ型の拡散層２９
は、Ｎ型の埋込拡散層２８と連結し、コレクタ領域として用いられる。そして、Ｎ型の拡
散層２９とＮ型の埋込拡散層２８とが連結することで、Ｎ型の拡散層２９の横方向拡散量
が低減し、縦型ＮＰＮトランジスタ２のデバイスサイズを縮小することができる。
【００３８】
　Ｐ型の拡散層３０は、エピタキシャル層４に形成されている。
【００３９】
　Ｎ型の拡散層３１は、Ｐ型の拡散層３０に形成されている。
【００４０】
　絶縁層１９が、エピタキシャル層４上面に形成されている。そして、公知のフォトリソ
グラフィ技術を用い、例えば、ＣＨＦ３＋Ｏ２系のガスを用いたドライエッチングにより
、絶縁層１９にコンタクトホール３２、３３、３４が形成されている。
【００４１】
　コンタクトホール３２、３３、３４には、アルミ合金、例えば、Ａｌ－Ｓｉ膜３５が選
択的に形成され、エミッタ電極３６、ベース電極３７及びコレクタ電極３８が形成されて
いる。
【００４２】
　図２（Ａ）に示す如く、Ｐ型の埋込拡散層６、７、８及びＰ型の拡散層１５、１６は、
縦型ＰＮＰトランジスタ１のコレクタ領域である。Ｎ型の埋込拡散層９、Ｎ型のエピタキ
シャル層４及びＮ型の拡散層１２、１３は、縦型ＰＮＰトランジスタ１のベース領域であ
る。Ｐ型の拡散層１４は、縦型ＰＮＰトランジスタ１のエミッタ領域である。Ｐ型不純物
、例えば、ホウ素（Ｂ）により形成されているＰ型の埋込拡散層６上に、Ｎ型不純物、例
えば、リン（Ｐ）により形成されているＮ型の埋込拡散層９が形成されている。そして、
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Ｐ型の埋込拡散層６がエピタキシャル層４表面側へと這い上がることが抑制されている。
具体的には、Ｐ型の埋込拡散層６の基板３表面からの這い上がり幅Ｗ１は、２．０～４．
０（μｍ）程度である。Ｎ型の埋込拡散層９を形成しない場合には、通常、Ｐ型の埋込拡
散層６は基板３表面から５．５（μｍ）程度這い上がる。つまり、Ｐ型の埋込拡散層６上
にＮ型の埋込拡散層９を形成することで、Ｐ型の埋込拡散層６の這い上がり幅は、１．５
～３．５（μｍ）程度抑制される。
【００４３】
　この構造により、縦型ＰＮＰトランジスタ１では、所望のベース領域幅Ｗ２を確保した
場合でも、エピタキシャル層４の膜厚を薄くすることができる。例えば、エピタキシャル
層４の膜厚は、６．５～７．５（μｍ）程度となる。その結果、パワー用半導体素子とし
ての縦型ＰＮＰトランジスタ１では、エピタキシャル層４の膜厚が薄くなるが、その耐圧
特性を悪化させることを防止できる。一方、制御用半導体素子としての縦型ＮＰＮトラン
ジスタ２では、エピタキシャル層４の膜厚が薄くなることで、分離領域の横方向拡散が低
減し、デバイスサイズが縮小される。つまり、Ｐ型の埋込拡散層６の這い上がり幅Ｗ１を
抑制し、エピタキシャル層４の膜厚を薄く形成することで、所望の耐圧特性を有するパワ
ー用半導体素子とデバイスサイズが縮小化された制御用半導体素子とがモノリシックに形
成される。
【００４４】
　また、図示したように、Ｐ型の埋込拡散層６からなるコレクタ領域は、基板３の深さ方
向に幅Ｗ３を有している。つまり、Ｐ型の埋込拡散層６は、エピタキシャル層４への這い
上がり幅Ｗ１は抑制されるが、基板３を利用することで所望の幅Ｗ３を確保し、コレクタ
抵抗を低減させている。尚、上述したように、Ｎ型の埋込拡散層５は、Ｐ型の埋込拡散層
６よりも基板３深部へと形成されている。
【００４５】
　ここで、図２（Ｂ）に示す如く、Ｐ型の埋込拡散層６では、その上面にＮ型の埋込拡散
層９が形成されている領域Ｌ１では、Ｐ型の埋込拡散層６の這い上がりは抑制されている
。一方、Ｎ型の埋込拡散層９は、Ｐ型の埋込拡散層６より内側の領域に形成されている。
そのため、Ｎ型の埋込拡散層９が形成されていない領域Ｌ２、Ｌ３では、Ｐ型の埋込拡散
層６は、エピタキシャル層４表面側へと這い上がっている。そして、領域Ｌ２、Ｌ３では
、Ｐ型の埋込拡散層６が、Ｎ型の埋込拡散層９の周囲を囲むように形成されている。コレ
クタ領域として用いられるＰ型の拡散層１５、１６は、領域Ｌ２、Ｌ３において、Ｐ型の
埋込拡散層６と連結している。Ｐ型の拡散層１５、１６は、Ｐ型の埋込拡散層６の這い上
がっている領域と連結することで、コレクタ抵抗を低減することができる。
【００４６】
　そして、図２（Ａ）に示すように、Ｎ型の埋込拡散層９が形成されていない領域Ｌ２、
Ｌ３では、Ｐ型の埋込拡散層７、８が、Ｐ型の埋込拡散層６と重畳して形成されている。
上述したように、Ｐ型の拡散層１５はＰ型の埋込拡散層６、７と連結し、Ｐ型の拡散層１
６はＰ型の埋込拡散層６、８と連結し、コレクタ領域を形成している。この構造により、
更に、縦型ＰＮＰトランジスタ１のコレクタ抵抗を低減することができる。
【００４７】
　図３（Ａ）に示す如く、横軸にＮ型の埋込拡散層９の不純物導入量を示している。縦軸
（紙面左側）にＰ型の埋込拡散層６のシート抵抗値を示している。縦軸（紙面右側）にＰ
型の埋込拡散層６の這い上がり幅Ｗ１（図２参照）を示している。そして、実線は、Ｎ型
の埋込拡散層９の不純物導入量とＰ型の埋込拡散層６のシート抵抗値の関係を示している
。点線は、Ｎ型の埋込拡散層９の不純物導入量とＰ型の埋込拡散層６の這い上がり幅Ｗ１
の関係を示している。
【００４８】
　実線で示すように、Ｎ型の埋込拡散層９の不純物導入量が増大する程、Ｐ型の埋込拡散
層６のシート抵抗値も増大している。一方、点線で示すように、Ｎ型の埋込拡散層９の不
純物導入量が増大する程、Ｐ型の埋込拡散層６の這い上がり幅Ｗ１が減少している。そし
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て、Ｎ型の埋込拡散層９の不純物導入量が増大する程、Ｐ型の埋込拡散層６の這い上がり
幅Ｗ１は減少するが、Ｐ型の埋込拡散層６のシート抵抗値が増大する。一方、Ｎ型の埋込
拡散層９の不純物導入量が減少する程、Ｐ型の埋込拡散層６のシート抵抗値は減少するが
、Ｐ型の埋込拡散層６の這い上がり幅Ｗ１は増大する。つまり、Ｐ型の埋込拡散層６のシ
ート抵抗値と這い上がり幅Ｗ１とは、Ｎ型の埋込拡散層９の不純物導入量に対し、トレー
ドオフの関係にある。その結果、Ｎ型の埋込拡散層９の不純物導入量は、Ｐ型の埋込拡散
層６のシート抵抗値と這い上がり幅Ｗ１との関係により、所望の導入量が設定される。
【００４９】
　図３（Ｂ）に示す如く、横軸にＮ型の埋込拡散層９の不純物導入量を示している。縦軸
に縦型ＰＮＰトランジスタ１の耐圧（ＶＣＢＯ）を示している。実線で示すように、Ｎ型
の埋込拡散層９の不純物導入量が増大する程、耐圧（ＶＣＢＯ）が低減している。これは
、高不純物濃度のＰ型の埋込拡散層６と高不純物濃度のＮ型の埋込拡散層９とで形成され
るＰＮ接合領域が、縦型ＰＮＰトランジスタ１の耐圧（ＶＣＢＯ）を決定しているからで
ある。図３（Ａ）に示したように、Ｎ型の埋込拡散層９の不純物導入量が増大する程、Ｐ
型の埋込拡散層６の這い上がり幅Ｗ１が減少するが、縦型ＰＮＰトランジスタ１の耐圧（
ＶＣＢＯ）が低減してしまう。つまり、Ｎ型の埋込拡散層９の不純物導入量は、縦型ＰＮ
Ｐトランジスタ１の耐圧（ＶＣＢＯ）、Ｐ型の埋込拡散層６のシート抵抗値、及びその這
い上がり幅Ｗ１との関係により、その導入量が決定される。
【００５０】
　尚、図示したようにＮ型の拡散層１２とＮ型の埋込拡散層９とは、連結しない構造であ
る必要はない。例えば、Ｎ型の拡散層１２とＮ型の埋込拡散層９とが連結する構造の場合
でも良い。この場合には、Ｎ型の埋込拡散層９の不純物濃度が高濃度となり、上述したよ
うに、Ｐ型の埋込拡散層６とＮ型の埋込拡散層９とのＰＮ接合領域における耐圧特性が考
慮され、Ｎ型の拡散層１２及びＮ型の埋込拡散層９の不純物濃度が設定される。
【００５１】
　次に、本発明の一実施の形態である半導体装置の製造方法について、図４から図１０を
参照し、詳細に説明する。図４から図１０は、本実施の形態における半導体装置の製造方
法を説明するための断面図である。
【００５２】
　先ず、図４に示す如く、Ｐ型の単結晶シリコン基板３を準備する。基板３上にＮ型の埋
込拡散層５の形成領域が選択的に薄く形成されたシリコン酸化膜３９を形成する。そして
、シリコン酸化膜３９をマスクとして用い、基板３の表面からＮ型不純物、例えば、リン
（Ｐ）を加速電圧９０～１１０（ｋｅＶ）、導入量１．０×１０１３～１．０×１０１５

（／ｃｍ２）でイオン注入する。その後、リン（Ｐ）を熱拡散し、Ｎ型の埋込拡散層５を
形成した後、シリコン酸化膜３９を除去する。
【００５３】
　次に、図５に示す如く、基板３上にシリコン酸化膜４０を、例えば、４５０（Å）程度
堆積する。次に、シリコン酸化膜４０上にフォトレジスト４１を形成する。そして、公知
のフォトリソグラフィ技術を用い、Ｐ型の埋込拡散層６が形成される領域上のフォトレジ
スト４１に開口部を形成する。その後、基板３の表面から、Ｐ型不純物、例えば、ホウ素
（Ｂ）を加速電圧９０～１１０（ｋｅＶ）、導入量１．０×１０１４～１．０×１０１６

（／ｃｍ２）でイオン注入する。そして、フォトレジスト４１を除去し、熱拡散し、Ｐ型
の埋込拡散層６を形成する。このとき、基板３表面を熱酸化し、基板３表面にシリコン酸
化膜４２（図６参照）を形成する。
【００５４】
　次に、図６に示す如く、Ｎ型の埋込拡散層１０、１１、２７の形成領域上に開口部が形
成されるように、シリコン酸化膜４２を選択的に除去する。そして、シリコン酸化膜４２
をマスクとして用い、基板３の表面にＮ型不純物、例えば、アンチモン（Ｓｂ）を含む液
体ソース４３を回転塗布法により塗布する。その後、アンチモン（Ｓｂ）を熱拡散し、Ｎ
型の埋込拡散層１０、１１、２７を形成する。
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【００５５】
　ここで、基板３上にシリコン酸化膜４２を堆積した状態で、基板３を１２００～１２５
０（℃）の酸化性雰囲気中に１時間程度置き、熱酸化処理を行う。この熱酸化処理により
、Ｐ型の埋込拡散層６の表面及びその近傍領域（例えば、エピタキシャル層４表面から３
．５（μｍ）程度まで）のホウ素（Ｂ）はシリコン酸化膜４２へと拡散する。その結果、
Ｐ型の埋込拡散層６の表面及びその近傍領域のホウ素（Ｂ）の濃度は、その深さによって
異なるが、熱酸化処理前の半分程度まで低減する。その後、シリコン酸化膜４２を除去す
る。
【００５６】
　尚、この熱酸化処理では、少なくとも１０００（℃）以上では基板３が酸化性雰囲気中
に置かれるようにすることで、基板３の深い領域に存在するホウ素（Ｂ）が、基板３表面
へと拡散することを防ぐことができる。また、熱酸化処理が終了するまで、基板３が酸化
性雰囲気中に置かれるようにする場合でもよい。そして、この熱酸化処理により、シリコ
ン酸化膜４２は、６０００～７０００（Å）程度から１００００（Å）程度まで成長する
。
【００５７】
　次に、図７に示す如く、基板３上にシリコン酸化膜４４を、例えば、１００～４５０Å
程度堆積する。次に、シリコン酸化膜４４上にフォトレジスト４５を形成する。そして、
公知のフォトリソグラフィ技術を用い、Ｎ型の埋込拡散層９、２８、４６、４７が形成さ
れる領域上のフォトレジスト４５に開口部を形成する。その後、基板３の表面から、Ｎ型
不純物、例えば、リン（Ｐ）を加速電圧３０～１１０（ｋｅＶ）、導入量１．０×１０１

３～１．５×１０１５（／ｃｍ２）でイオン注入し、Ｎ型の埋込拡散層９、２８、４６、
４７を形成する。その後、フォトレジスト４５を除去する。
【００５８】
　このとき、図６を用いて上述したように、Ｐ型の埋込拡散層６の表面及びその近傍領域
のホウ素（Ｂ）の濃度は低減しているため、リン（Ｐ）とホウ素（Ｂ）が相殺する量が低
減し、リン（Ｐ）の導入量を低減することができる。更に、基板３上にシリコン酸化膜４
４を形成する熱酸化処理においても、Ｐ型の埋込拡散層６の表面及びその近傍領域のホウ
素（Ｂ）はシリコン酸化膜４４へと拡散する。
【００５９】
　また、フォトレジスト４５に開口部を形成する際、Ｐ型の埋込拡散層６を形成するとき
に用いるアライメントマークと同一のアライメントマークを用いる。この製造方法により
、Ｎ型の埋込拡散層９は、Ｐ型の埋込拡散層６に対し位置精度良く形成できるので、Ｐ型
の埋込拡散層６の所望の領域の這い上がりを抑制することができる。
【００６０】
　尚、図８以降では、Ｎ型の埋込拡散層４６はＮ型の埋込拡散層１０と一体に図示し、Ｎ
型の埋込拡散層４７はＮ型の埋込拡散層１１と一体に図示する。
【００６１】
　次に、図８に示す如く、シリコン酸化膜４４上にフォトレジスト４８を形成する。そし
て、公知のフォトリソグラフィ技術を用い、Ｐ型の埋込拡散層７、８、４９、５０、５１
が形成される領域上のフォトレジスト４８に開口部を形成する。その後、基板３の表面か
ら、Ｐ型不純物、例えば、ホウ素（Ｂ）を加速電圧９０～１８０（ｋｅＶ）、導入量０．
５×１０１４～１．０×１０１６（／ｃｍ２）でイオン注入する。そして、フォトレジス
ト４８を除去する。
【００６２】
　次に、図９に示す如く、基板３を気相エピタキシャル成長装置のサセプタ上に配置し、
基板３上にエピタキシャル層４を形成する。気相エピタキシャル成長装置は、主に、ガス
供給系、反応炉、排気系、制御系から構成されている。本実施の形態では、縦型の反応炉
を用いることで、エピタキシャル層の膜厚均一性を向上させることができる。その一方で
、図６及び図７を用いて上述したように、Ｐ型の埋込拡散層６の表面及びその近傍領域の
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ホウ素（Ｂ）の濃度は、熱酸化処理により低減されている。また、Ｐ型の埋込拡散層６に
はＮ型の埋込拡散層９が重畳して形成されている。そのため、基板３上にエピタキシャル
層４を形成する際に、ホウ素（Ｂ）のオートドーピング量を低減することができる。
【００６３】
　次に、エピタキシャル層４上にシリコン酸化膜５２を、例えば、４５０（Å）程度堆積
する。次に、シリコン酸化膜５２上にフォトレジスト５３を形成する。そして、公知のフ
ォトリソグラフィ技術を用い、Ｎ型の拡散層１２が形成される領域上のフォトレジスト５
３に開口部を形成する。フォトレジスト５３をマスクとして用い、エピタキシャル層４の
表面からＮ型不純物、例えば、リン（Ｐ）を加速電圧９０～１１０（ｋｅＶ）、導入量１
．０×１０１３～１．０×１０１５（／ｃｍ２）でイオン注入する。その後、フォトレジ
スト５３を除去し、リン（Ｐ）を熱拡散し、Ｎ型の拡散層１２を形成するとともに熱酸化
膜を形成する。
【００６４】
　次に、図１０に示す如く、公知のフォトリソグラフィ技術を用い、所望の形成方法及び
順序により、Ｐ型の拡散層１４、１５、１６、３０、５４、５５、５６及びＮ型の拡散層
１３、１７、１８、２９、３１を形成する。尚、Ｐ型の拡散層１４とＰ型の拡散層１５、
１６、５４、５５、５６とは、同一工程で形成する場合でも、別工程で形成する場合でも
よい。
【００６５】
　その後、エピタキシャル層４上に絶縁層１９として、例えば、ＰＳＧ膜等を堆積する。
そして、公知のフォトリソグラフィ技術を用い、例えば、ＣＨＦ３＋Ｏ２系のガスを用い
たドライエッチングで、絶縁層１９にコンタクトホール２０、２１、２２、３２、３３、
３４を形成する。コンタクトホール２０、２１、２２、３２、３３、３４には、アルミ合
金、例えば、Ａｌ－Ｓｉ膜を選択的に形成し、コレクタ電極２４、３８、エミッタ電極２
５、３６及びベース電極２６、３７を形成する。
【００６６】
　尚、本実施の形態では、Ｐ型の埋込拡散層６の這い上がりを抑制するＮ型の埋込拡散層
９は、リン（Ｐ）をイオン注入して形成する場合について説明したがこの場合に限定する
ものではない。Ｎ型不純物としてはヒ素（Ａｓ）等も用いる場合でも良い。その他、本発
明の要旨を逸脱しない範囲で、種々の変更が可能である。
【図面の簡単な説明】
【００６７】
【図１】本発明の実施の形態における半導体装置を説明する断面図である。
【図２】本発明の実施の形態における半導体装置を説明する（Ａ）断面図、（Ｂ）断面図
である。
【図３】本発明の実施の形態における半導体装置の（Ａ）埋込拡散層のシート抵抗値及び
這い上がり幅を説明するための図であり、（Ｂ）耐圧特性を説明するための図である。
【図４】本発明の実施の形態における半導体装置の製造方法を説明する断面図である。
【図５】本発明の実施の形態における半導体装置の製造方法を説明する断面図である。
【図６】本発明の実施の形態における半導体装置の製造方法を説明する断面図である。
【図７】本発明の実施の形態における半導体装置の製造方法を説明する断面図である。
【図８】本発明の実施の形態における半導体装置の製造方法を説明する断面図である。
【図９】本発明の実施の形態における半導体装置の製造方法を説明する断面図である。
【図１０】本発明の実施の形態における半導体装置の製造方法を説明する断面図である。
【符号の説明】
【００６８】
　１　縦型ＰＮＰトランジスタ
　２　縦型ＮＰＮトランジスタ
　３　Ｐ型の単結晶シリコン基板
　４　Ｎ型のエピタキシャル層
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　６　Ｐ型の埋込拡散層
　７　Ｐ型の埋込拡散層
　６　Ｐ型の埋込拡散層
　９　Ｎ型の埋込拡散層

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】 【図６】
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【図７】 【図８】

【図９】 【図１０】
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