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まえがき

近年の携帯電話機やモバイル機器に代表されるバッテリー

駆動機器の普及はめざましく，使用されているパワーMOS

FET（Metal-Oxide-Semiconductor Field-Effect Transis-

tor）には低消費電力化のうえからもさらなる低オン抵抗

化が要求されている。しかしながら従来のプレーナ構造で

は，その構造上微細化によるオン抵抗低減には限界があっ

た。トレンチゲートMOSFETは，この要求を満足する現

在唯一の素子である。今回このトレンチゲートMOSFET

（図１）の開発を行ったので，その概要について紹介する。

トレンチゲートMOSFET

２.１ トレンチゲートMOSFETの構造

図２に，従来のプレーナ構造とトレンチゲート構造のセ

ル断面構造比較を示す。プレーナ構造では半導体基板表面

にチャネル領域が水平に形成されるのに対し，トレンチゲー

ト構造では半導体基板に垂直に掘られたトレンチと呼ばれ

る溝に沿って垂直に形成される。

２.２ トレンチゲートMOSFETの特性

２.２.１ トレンチゲートMOSFETの利点

プレーナ構造は以下の理由によりセルの微細化が困難で

あるのに対し，トレンチゲート構造は微細化が可能で構造

的にもチャネル密度の向上が図れるために低オン抵抗化が

達成できる。

図２からも分かるように，プレーナ構造ではチャネル

部分を半導体基板表面に形成するため，チャネル長がセ

ルサイズを制限しチャネル長以下にセルサイズを小さく

することはできない。

プレーナ構造では，MOSFET動作時のソース-ドレー

ン間電界により，隣接するチャネル領域から空乏層が伸

びて電流の通路を狭める J-FET効果によるオン抵抗の

増加成分（以下，J-FET抵抗成分という）が存在する。

これを低減するためにはある一定以上のチャネル間隔が

必要である。このことがセルサイズの低減を妨げている。

２.２.２ トレンチゲートMOSFETの課題

ゲート信頼性

トレンチゲートMOSFETは，トレンチエッチング面に

ゲート酸化膜を形成している。MOSFETはゲート酸化膜

に電界がかかることで動作するため，ゲート酸化膜の信頼

性は重要な特性の一つである。そのゲート酸化膜を，トレ

ンチエッチングによる面荒れなどのダメージや凹凸の存在

するシリコン（Si）面に形成しなければならないため，ダ
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図１　トレンチゲートMOSFETの外観
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図２　プレーナ構造とトレンチゲート構造のセル断面構造比較



トレンチゲートMOSFET

メージのない平たん面に形成されるプレーナ構造と比べて

特性の劣化を生じやすい。このため，ダメージ除去や形状

改善が非常に重要となる。

容　量

立体的なチャネル形成と微細化によりチャネル密度が増

加するため，トレンチゲート構造の容量はプレーナ構造に

比べ増加することは免れないが，チップ面積低減による改

善は可能である。

プレーナ構造MOSFETの現状

図３に，プレーナ構造MOSFETのオン抵抗成分の内訳

を示す。チップ抵抗が全体の約 70％を占め，チップ抵抗

の 54％はチャネル抵抗成分である。トレンチゲートMOS

FETにすることでこのチャネル抵抗成分の大幅な低減が

可能であり，J-FET抵抗成分はなくなる。このような低

オン抵抗の領域になるとチップ抵抗の低減だけでは不十分

であり，オン抵抗の約 30 ％を占めるパッケージ抵抗の低

減も合わせて行っていかなければならなかった。

トレンチゲートMOSFETの開発

４.１ オン抵抗の低減

４.１.１ チップ抵抗の低減

チャネル抵抗の低減

トレンチゲート構造の採用と微細化によりチャネル密度

を上げることで，トレンチゲートMOSFETのチャネル抵

抗の低減を図れるが，トレンチエッチング面にチャネル領

域を形成するために，ダメージや結晶方位の関係で移動度

の低下が懸念される。移動度の低下を防ぐために，エッチ

ング条件や酸化条件によるダメージ層の除去，チャネル形

成方位の最適化を行った。

コンタクト抵抗の低減

トレンチゲート構造とすることで微細化が可能となった

が，コンタクト抵抗を増加させずにコンタクト面積を縮小

するために，コンタクト面積の最適化と Si の析出を抑え

るスパッタ・アニール条件の最適化，さらにはソース領域

形成プロセスの改善を行った。

その他

トレンチ深さなどのプロセス条件や結晶規格の最適化を

図ることで，ドリフト層抵抗の低減を行った。

４.１.２ パッケージ抵抗の低減

ボンディングワイヤ抵抗を低減させるために必要なボン

ディングワイヤの太径化のためのフレームの改造や，アル

ミニウム電極膜のシート抵抗を低減させるためにボンディ

ング位置の最適化を行うことで，パッケージ抵抗の低減を

図った。

４.２ ゲート信頼性の確保

トレンチ側壁にエッチングによるダメージやエッチング

形状の先鋭化が発生すると，ゲート信頼性の低下を招くこ

とが危惧（きぐ）される。このほかにも，ゲート酸化膜に

達するイオン注入によるダメージなどもゲート信頼性の低

下の要因となる可能性がある。これらを防ぐために，エッ

チング条件や酸化条件の最適化によるダメージ層の除去，

形状の先鋭化の防止，イオン注入ダメージ防止プロセスの

開発などの改善を行った。

開発結果

図４に，今回開発したトレンチゲートMOSFETのセル

断面の SEM（Scanning Electron Microscope）写真を示

す。

５.１ オン抵抗

図５に，今回開発したトレンチゲートMOSFETとプレー

ナ構造MOSFETのオン抵抗比較を示す。チャネル抵抗の

半減や J-FET抵抗成分の除去などにより，トレンチゲー

トMOSFETのチップ抵抗はプレーナ構造の場合に比べて

約 60 ％に低減されている。合わせて，パッケージ抵抗も

前述の諸施策により約半減しており，トレンチゲートMOS

FETのオン抵抗をプレーナ構造MOSFETに比べて 60 ％

に低減することができた。

５.２ ゲート信頼性

トレンチ形成部におけるエッチングによるダメージやエッ（3）
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図３　プレーナ構造MOSFETオン抵抗成分の内訳 図４　トレンチゲートMOSFETセル断面のSEM写真
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チング形状の先鋭化，またイオン注入によるゲート酸化膜

へのダメージなどによるゲート信頼性の低下を，ダメージ

層の除去，形状の先鋭化の防止，イオン注入ダメージ防止

プロセスの開発などエッチング条件や酸化条件の最適化を

図ることで改善した。図６に，ゲート高温印加試験（150 ℃，

Vg ＝＋－ 30V）結果を示す。この結果から分かるように，前

述の諸改善によりゲート信頼性の向上を図ることができ，

ゲート保証電圧＋－ 30Vを達成することができた。

今回開発したトレンチゲートMOSFETの特性結果を表

１に示す。

あとがき

このたび，従来のプレーナ構造MOSFETに比べオン抵

抗を約 60 ％に低減したトレンチゲートMOSFETを開発

することができたが，バッテリー駆動機器の市場は今後も

拡大すると予測されており，今後はさらなる低オン抵抗化

の要求からもパワーMOSFETには低耐圧素子（20V，30

V，40V クラス）の要求が強まっている。図７に，プレー

ナ構造とトレンチゲート構造のMOSFETの耐圧とオン抵

抗のトレードオフ関係を示す。これから分かるように，低

耐圧クラスになるほどトレンチゲートMOSFETの優位性

は拡大しており，このクラスのトレンチゲートMOSFET

化は急速に進み始めている。このほかにも，自動車電装分

野への展開も始まっており，ゲート信頼性の向上とともに，

今後急激に拡大するものと考えられている。

今回開発したトレンチゲートMOSFETの技術を基に，

今後とも市場の要求する低オン抵抗化，ゲート信頼性の向

上に努めていく所存である。
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図６　トレンチゲートMOSFET高温印加試験結果
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図５　プレーナ構造とトレンチゲート構造のMOSFETオン抵抗
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図７　MOSFETの BVdss と Ron・Aとの関係

表１　トレンチゲートMOSFETの特性結果 

定格〔　　　　　　　　　　〕 BVdss， R ds（on） I d， 

ゲート保証電圧 

動作保証温度 

アバランシ耐量保証 

60 V，80 A，6.5 mΩ 

±30 V

150℃ 

80 A
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