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まえがき

半導体デバイスの目覚ましい高性能化，特に，低オン抵

抗化に伴い，シリコン（Si）基板への三次元的な素子形成

が注目されている。富士電機では，トレンチ横型パワー

MOS（Metal Oxide Semiconductor）デバイスをはじめと

し，シリコン基板にトレンチ（溝）を掘って，その側壁に

ゲートを形成する，トレンチゲート素子の開発・系列化を

進めている。トレンチゲート素子は，チャネル密度が高く，

オン抵抗が小さい。そのため小型化・低消費電力化が可能

となり，パワー ICの主スイッチをはじめさまざまな電

源・モータ制御分野で適用が期待されている。

また，トレンチゲート素子では，トレンチ構造が素子特

性・信頼性に大きな影響を及ぼすため，その最適化が重要

な課題になっている。ゲート耐圧，信頼性，さらに電子や

正孔などのモビリティーを改善するためには，トレンチの

コーナが丸まっていて，側壁が平たんであることが望まれ

る。このようなトレンチ構造を得るために，トレンチ構造

改善のためのプロセス技術，およびトレンチ構造の評価・

解析技術の開発が進められている。トレンチ構造の評価と

しては，トレンチのマクロな形状についての走査電子顕微

鏡（SEM）による評価，トレンチ側壁のミクロな凸凹に

ついての原子間力顕微鏡（AFM）による評価，トレンチ

内の局所領域の形態や応力などについての透過電子顕微鏡

（TEM）による評価などが挙げられる。

富士電機では，水素雰囲気中，高温（1,000 ～ 1,100 ℃）

でのアニール処理により，シリコン構造体の変形が起こる

ことに着目し，高温水素アニールによるシリコントレンチ

構造微視変形についての研究を行っている。

本稿では，高温水素アニール処理によるトレンチ形状の

マクロな変形とトレンチ側壁のミクロな凸凹の変化につい

て，解析・評価結果を紹介する。

実　験

サンプルとしてストライプ状トレンチを形成した 6イン

チシリコン基板を用いた。トレンチエッチングは HBr 系

の RIE（Reactive Ion Etching）装置で行い，トレンチの

側壁は { 110 }面になるように加工した。

高温水素アニール処理は枚葉式の熱処理炉を用い，温

度・圧力・処理時間をパラメータとして実験を行った。

トレンチ形状のマクロな変形については，シリコン基板

をストライプ状トレンチの長手方向に垂直にへき開し，ト

レンチの断面形状を SEM（S-4700）により評価した。

トレンチ側壁のミクロな凸凹については，シリコン基板

をストライプ状トレンチの長手方向に平行にへき開するこ

とによって側壁を表面に出し，AFM（NanoScope Ⅲ）に

より評価した。AFMの観察原理を図１に示す。先鋭化さ

れた探針の付いたカンチレバーとサンプルとの原子間力を

検出している。カンチレバーに反射されたレーザ光を 4 分

割ホトダイオードで受け，その出力が一定になるように Z

軸ピエゾスキャナを駆動する。その状態でカンチレバーが

サンプル表面を走査し，そのときのピエゾスキャナ駆動信

号変化から，サンプル表面での原子レベルでの凸凹評価が

できる。本実験では，サンプルにかかる力が小さく，摩擦

の影響を受けにくい，タッピングモードでの評価を行った。
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図１　AFMの観察原理



シリコントレンチ構造微視変形の解析

結果および考察

３.１ トレンチ形状のマクロな変形

水素アニール温度を変えたときのトレンチ形状断面

SEM像を図２に示す（圧力は 5.3 kPa，処理時間は 3 分）。

高温水素アニール処理によりトレンチコーナが丸まってい

る。また，その傾向は温度が高いほど顕著である。ここで，

シリコンの融点は 1 気圧で 1,412 ℃であることから，この

変形は融解によるものではない。また，シリコン原子の蒸

発・エッチングについても，実験の温度範囲ではほとんど

起こらない。高温水素アニールによるトレンチの変形はシ

リコン原子の表面拡散によるものと考えられる。シリコン

原子が基板表面を動き回ることによって，結果的に，トレ

ンチ上部コーナ凸部の原子が，基板表面やトレンチ底部に

移動し，底部コーナ（凹部）が周辺の原子を吸収すること

で変形が起こっている。実際に素子を作製するためには，

プロセスに適したトレンチ形状にする必要がある。例えば，

図２ の形状では，コーナは丸まっているが，変形が進み

すぎて開口部付近が狭くなり，トレンチ内に逆テーパが形

成されている。このような形状では，後に続くポリシリコ

ン埋込みの際に空孔ができてしまい，ポリシリコンのエッ

チング工程で不具合の発生が懸念される。プロセスに適し

たトレンチ形状を検討するために，以下の数値解析を行っ

た。

一般に，表面拡散による変形は式 で表される。

………………………

ここで，νn：表面の法線方向への移動速度（m/s）

Ds：拡散定数（m2/s）

γ：表面エネルギー（eV/m2）

Ω：原子１個あたりの体積（m3）

Xs：表面上単位面積あたりの原子の個数

（m－2）

K：曲率（m－1）

s ：表面に沿った弧長（m）

式 から計算されるトレンチ形状を図３に示す。ここで，

Bは式 の拡散方程式を計算する際の係数であり，拡散定

数，表面エネルギーをパラメータとして含んでいる。tは

処理時間であり，両者の積 Btはトレンチ変形の進行を表

す。トレンチ変形前（Bt＝ 0），さらに変形が Bt＝ 0.002，

0.02で進んだときのトレンチ形状を重ねて示している。

SEM像（図２）と変形の様子を比較することによって，

計算結果は高温水素アニールによるトレンチ変形の特徴を

よく表していることが分かる。シリコンの表面エネルギー

γ＝ 6.24 × 1018eV/m2の値を使用し，実験結果〔図２ 〕

と比較することによって，シリコン原子表面拡散の拡散定

数として約 2× 106 nm2/s（1,000 ℃，5.3 kPa）の値を得た。

次に，水素圧力を変えたときのトレンチ上部コーナの形

状を図４に示す（温度は 1,000 ℃，処理時間は 3 分）。ト

レンチの変形は大きな圧力依存性を持ち，圧力を下げるほ

ど大きく変形することが分かった。SEM像からコーナ部

の曲率（K）を読み取り，曲率と圧力（P）との相関を図

５に示す（温度は 1,000 ℃，処理時間は 3 分）。曲率は圧

力に比例して変化しており，次式で表される。

K P ………………………………………………………

さらに，式 から計算されるトレンチの変形について，

処理時間と曲率の相関を図６に示す。曲率が処理時間の

－1/4 乗で減少しており，次式で表される。

…………………

表面拡散の拡散定数 Dsのみ圧力依存があると考えられ

るので，式 ，式 から次式が得られる。

Ds（P） P－4 ……………………………………………

よって，表面拡散の拡散定数が圧力の－4乗に比例して

減少することが分かった。

トレンチ形状のマクロな変形の評価・解析によって，変

形が表面拡散によって起こること，また拡散定数の値およ

びその圧力依存性が明らかになった。このことにより，さ
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図２　高温水素アニール処理でのトレンチ構造変化
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図３　トレンチ変形の数値計算結果



シリコントレンチ構造微視変形の解析

まざまなデバイス・プロセスに合わせて，数値計算による

トレンチ形状最適化の検討が可能となった。
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図５　高温水素アニールによる圧力とコーナ曲率
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図６　高温水素アニールによる処理時間とコーナ曲率
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図７　トレンチ側壁のAFM像
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図４　トレンチコーナ拡大像



シリコントレンチ構造微視変形の解析

３.２ トレンチ側壁のミクロな変化

水素アニール処理温度を変えたときのトレンチ側壁の

AFM像を図７に示す（圧力は 5.3 kPa）。また，それぞれ

の側壁表面の粗さを Rms（平方根平均ラフネス）で示して

いる。処理が進むに従い，平たんになっていることが分

かった。さらに，側壁表面に原子ステップが形成され，処

理に伴って特徴的な振舞いをしている。 はトレンチエッ

チング後，高温水素アニール処理前の側壁の状態である。

トレンチエッチングの際に形成された大きな凸凹が見られ

る。 は 900 ℃ 3 分の処理後で，大きな凸凹の表面に細か

い凸凹ができており，表面拡散が起こり始めていることが

分かる。 は 1,000 ℃ 1 分の処理後で，トレンチエッチン

グの際に形成された大きな凸凹が，蛇行した原子ステップ

の形成とともになくなっている。 は 1,000 ℃ 3 分の処理

後で，ステップバンチング（原子ステップの重なり）した

直線状の原子ステップが見られる。 は 1,000 ℃ 10 分の

処理後で， に比べ原子ステップの間隔（テラス幅）が広

がっている。 は 1,100 ℃ 3 分の処理後で，１原子ステッ

プから成る非常に平たんな表面となっている。

原子ステップは，シリコン原子が表面拡散により動いて

平たん化が起こる過程で，表面エネルギーを下げるために

形成される。特に，トレンチ側壁においては，トレンチ形

状のマクロな変形に伴って，トレンチの表面側から底部へ，

シリコン原子の動きが生じている。このことによって，ト

レンチ側壁において原子ステップの特徴的な振舞いが起

こっていると考えられる。

トレンチ側壁のミクロな凸凹の評価によって，高温水素

アニールにより，側壁が平たんになり，原子ステップが形

成されることが明らかになった。さらに，トレンチ形状に

起因する，特徴的な原子ステップの振舞いが見いだされた。

あとがき

高温水素アニール処理による，シリコントレンチ構造微

視変形の解析・評価を行い，次の結果を得た。

トレンチ形状のマクロな変形は，表面拡散によって起

こる。表面拡散の拡散定数は約 2×106 nm2/s（1,000 ℃，

5.3 kPa）である。また，拡散定数は圧力の－4乗で減少

する。

トレンチ側壁の凸凹は原子レベルで平たんになる。

今後，トレンチゲート素子の高性能化・高信頼性化を，

さらに進めるためには，トレンチ構造の評価技術がますま

す重要になってくる。評価技術の確立を迅速に進め，高性

能化・高信頼性化に貢献できるよう取り組む所存である。

本研究，特にトレンチ構造変形の解析は，大阪大学産業

科学研究所岩崎研究室との共同研究による成果であり，始

終懇切なご指導をいただいた岩崎裕教授，須藤孝一助手に

謝意を表する次第である。
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