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まえがき

自動車用パワー半導体は，省エネルギー，環境性，安全

性向上の要求に対応し，近年ますます適用範囲が広がって

きている。中でも電装品などに使用されるパワー ICは省

スペース性，高信頼性，低コスト，高機能化の要求に応え

うるデバイスとして注目されており，特に省スペース化の

目的でマルチ出力パワー ICの要求が強まってきている。

富士電機は従来から主に縦型デバイスを出力段とする自

己分離プロセスを適用したパワー ICを自動車用途に供給

してきている
，

。しかしながら，縦型 MOSFET，縦型 IG

BTなどの縦型デバイスを出力段とするパワー ICでは，

ドレインあるいはコレクタが共通になるため多出力化が困

難である。いわゆるアップドレイン型の構造は縦型構造デ

バイスで複数の出力段を設けることが可能であるが，①埋

込みドレインからの引出し抵抗が高い，②横型デバイスと

同様，ソース電極を全面電極とすることができず大面積出

力段では配線抵抗が大きくなる，などの欠点があり，プロ

セスコストが高いデメリットに対して縦型デバイスにする

メリットが少ない。

本稿では，横型MOSFETを出力段として適用すること

により多出力化を実現した自己分離横型マルチ出力パワー

ICプロセスについて紹介する。

自己分離プロセス技術

今回開発した自己分離型統合パワー IC 技術は，これま

で産業用や民生用に用いてきた自己分離横型パワー ICの

技術をアレンジして自動車用途向けに高いサージ耐量を確

保できるようにした。

パワー ICにおける素子分離構造にはこの自己分離プロ

セスのほかに SOI（Silicon On Insulator）分離プロセス，

接合分離プロセスなどがある。SOIプロセスは nチャネ

ルおよび pチャネルMOSFETを誘電体で分離することで

通常の CMOSプロセスでは必然的に形成される寄生サイ

リスタをなくすことができるため，寄生効果をほとんど意

識せずに設計できるメリットがあるものの，基板価格やプ

ロセスコストが高いというデメリットがある。一方，自己

分離プロセスは接合分離プロセスと同様に寄生サイリスタ

構造を完全になくすことはできないが，SOIプロセスはも

とより，接合分離プロセスよりも低コスト化が可能である。

自己分離プロセスの寄生効果の問題はこれまでに開発した

自動車用パワー ICやノイズ環境が厳しいインバータ IPM

（Intelligent Power Module）用ドライバ IC，民生用 ICな

どで蓄積された寄生効果抑制のためのデバイス技術，レイ

アウト技術のノウハウを生かすことにより回避可能で，自

己分離方式を採用することによりコストパフォーマンスの

高い製品を製造することが可能と考えている。

プロセス・デバイスの概要

今回開発した自動車用自己分離統合パワー ICプロセス

は 1.5 µmルール CMOS/LDMOS（Lateral Double dif-

fused MOS）プロセスで，回路用 5V系の低耐圧CMOS，

40 V 系中耐圧 CMOSと出力段用 CMOSを同一チップに

集積している。また，出力段用 MOSFETなどを ESD

（Electrostatic Discharge）サージから保護するための縦

型パワーツェナーダイオードを内蔵する。

表１に本プロセスで使用可能な要素デバイスの一覧を示

す。低耐圧および中耐圧の nチャネルMOSFETでは，エ

ンハンスメント型に加えデプレッション型も使用可能であ

る。また，一般的な構造のツェナーダイオードに加え，寄

生効果の懸念がないダイオードとしてポリシリコンツェ

ナーダイオードも使用可能である。そのほか一般的な受動

素子としてMOS容量，拡散抵抗，ポリシリコン抵抗が使

用可能であるが，特にポリシリコン抵抗は，抵抗の電圧依

存性が小さく，抵抗の温度係数が非常に小さいものを選択

可能であることとともに，寄生効果の懸念がないという点

でノイズ環境の厳しい自動車用デバイスとして重要である。

図１に本プロセスの主な回路用デバイスの断面構造図を，

図２に出力段 nチャネル MOSFETと ESD 保護用縦型パ

ワーツェナーダイオードの断面構造図を示す。
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なお，出力段 pチャネルMOSFETの構造は基本的には

回路用中耐圧 pチャネルMOSFETと同じである。本プロ

セスでは p＋/pエピタキシャル基板上に分離層と兼用の n

ウェルを形成し，nウェル内に CMOSなどの各種デバイ

スを形成している。p＋/pエピタキシャル基板を使用する

理由は，ESD 保護用縦型ダイオードの動作抵抗の低減と

基板電位を安定させ寄生効果を低減するためである。本プ

ロセスの特徴を以下に記す。

回路用要素デバイスは分離層と兼用の nウェル内に

形成されている。

5 V 系回路用 CMOS 部のソース側，ドレイン側とも

に比較的高濃度の拡散領域（pチャネルに対し nツェ

ナー，nチャネルに対し pツェナー）を付加している。

出力段MOSFETを ESDサージなどによる破壊から

保護するための縦型パワーツェナーダイオードを備えて

いる。

図３にプロセスフローを示す。なお，破線で囲んだ部分

はオプションプロセスで，チャネルは高精度アナログ回路

を実現するためのしきい値調整用のプロセス，ビアホール

（上下配線の接続穴）およびメタル 2は出力段の面積が大

きく配線抵抗によって出力段のオン抵抗が制限される場合

に適用する 2 層メタル工程である。

要素デバイスと特性

４.１ 回路用デバイス

章で述べたように回路用要素デバイスは分離層と兼用

の nウェル内に形成されている。これにより，nチャネル

MOSFETのバックゲートを異なる電位にすることが可能

なため，異なる基準電位と電源電位の回路をワンチップ上

に形成可能になるなど設計上のフレキシビリティを高める

ことができる。また，5 V 系 CMOS 部のソース側，ドレ

イン側に形成された nツェナー，pツェナー拡散領域は

ソース側では寄生のバイポーラ動作の抑制，ドレイン側で
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図１　回路用主要素子断面構造
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図２　出力段 nチャネルMOSFETおよび縦型パワーツェナー

ダイオードの断面構造

表１　使用可能素子一覧 

能動素子 

低耐圧NMOS 

低耐圧PMOS 

低耐圧デプレッションNMOS 

中耐圧NMOS 

中耐圧PMOS 

中耐圧デプレッションNMOS 

出力段用NMOS 

出力段用PMOS 

NPNトランジスタ 

ツェナーダイオード 

ポリシリコンツェナーダイオード 

縦型パワーツェナーダイオード 

受動素子 

高抵抗ポリシリコン抵抗 

低温度係数ポリシリコン抵抗 

拡散抵抗 

MOS容量 

p型ポリシリコン nウェル 

ポリシリコン n-VZD

nチャネルソース/ドレイン nオフセット 

pチャネルソース/ドレイン pウェル 

コンタクト pツェナー 

メタル1nツェナー 

ビアホール アイソレーション 

メタル2pフィールド 

パッド チャネル 

図３　プロセスフロー
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はツェナーダイオードとして機能し，サージ電圧吸収の効

果を持つ。このように各MOSFETごとに並列にツェナー

ダイオードを接続することにより，どのような経路でサー

ジが進入しても回路部のMOSFETを保護することができ

る。このツェナーダイオードのブレークダウン電圧は回路

部の絶対最大定格以上でかつ低耐圧 CMOS素子本来の耐

圧よりも十分低い値に設計している。これは連続して印加

される可能性の高い自動車特有のイグニションサージに対

してゲートのドレイン端での電界集中を防止し，ホット

キャリヤによる特性変動を防止することに対しても有効で

ある。中耐圧 CMOSはオフセットドレインと LOCOS

（LOCal Oxidation of Silicon）上ポリシリコンフィールド

プレートによる電界緩和を行っており，nチャネルMOS

FETではオフセット領域としてデプレッション nチャネ

ルMOSFETを形成するための領域と同じ nオフセット拡

散領域を使用し，pチャネルMOSFETでは pウェル拡散

領域を使用している。図４に代表的な回路用MOSFETの

出力特性を示す。

４.２ 出力段MOSFET

出力段 nチャネルMOSFETは図２に示すように nウェ

ルをドリフト領域とするもので，回路用中耐圧 nチャネ

ルMOSFETとは異なる構造を持っている。このような構

造を使用する理由はオン抵抗と耐圧のトレードオフが回路

用中耐圧 nチャネルMOSFETに比較して若干優れている

ことと，ドレイン部が nウェルに直接接続されているた

め nウェルの電位が安定することにある。回路用中耐圧 n

チャネルMOSFETを大面積の出力段に使用すると pウェ

ルの面積が大きくなるため，pウェル直下の nウェル電位

が安定せず寄生効果の点で好ましくない。出力段 nチャ

ネルMOSFETおよび出力段 pチャネルMOSFETの出力

特性をそれぞれ図５および図６に示す。これらの出力段

MOSFETの耐圧は後で述べる ESD 耐量を確保するため

定格耐圧 40Vに対して大きなマージンを持っている。

４.３ 縦型パワーツェナーダイオード

章で述べたように本プロセスでは主に出力段の横型

MOSFETを保護するための縦型パワーツェナーダイオー

ドを備えており，外部保護回路なしで高い ESDサージ耐

量を実現している。

通常，CMOS 回路の入力部は高インピーダンスである

ため，入力に直列に高い抵抗を接続し入力ー基準電位間あ

るいは入力ー電源電位間に並列に保護素子を接続すること

で比較的容易に ESDサージから回路を保護することが可

能である。しかしながら出力部では高い抵抗を直列接続す

るとオン抵抗を上げることになるため，この対策は事実上

適用できない。また，一般に横型 MOSFETはアバラン

シェ発生時にソース領域直下のチャネル領域を横方向にア

バランシェ電流が流れるため，寄生のトランジスタ（図２

ではソース n＋領域，pウェル，nウェルで構成される寄

生 npnトランジスタ）が縦型 MOSFETに比較して動作

しやすく，低いアバランシェ電流密度で負性抵抗のスナッ

プバック特性を持つ。MOSFETがスナップバック領域に

入りMOSFETの動作電圧が低下し保護素子の耐圧以下に

なると，もはや保護素子では保護できず，MOSFETに電

624（38）

富士時報 Vol.76 No.10 2003

特
集
1

500

400

300

200

100

0

ド
レ
イ
ン
電
流
（
　
A
）
 

－150

－180

－160

－140

－120

－100

－80

－60

－40

－20

0

－125

－100

－75

－50

－25

0

ド
レ
イ
ン
電
流
（
　
A
）
 

600

500

400

300

200

100

0

ド
レ
イ
ン
電
流
（
　
A
）
 

ド
レ
イ
ン
電
流
（
　
A
）
 

ドレイン - ソース間電圧（V） 

ドレイン - ソース間電圧（V） ドレイン - ソース間電圧（V） 

ドレイン - ソース間電圧（V） 

0 －1 －2 －3 －4 －50 1 2 3 4 5

0 5 10 15 20 25 30 0 －10 －20 －30

VGS＝5V

4V

3V

2V 1V

VGS＝5V

VGS＝－5V

4V

3V

2V

中耐圧NMOS

低耐圧NMOS 低耐圧PMOS

中耐圧PMOS

－4V

－3V

－2V

VGS＝－5V

－4V

－3V

－2V －1V

図４　回路用MOSFET出力特性
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流が集中し容易に破壊に至る。したがって，MOSFETの

破壊を防止する（高い ESDサージ耐量を得る）ためには

MOSFETにスナップバック電圧以上の過電圧が印加され

ないようにすることが必要である。このため，縦型パワー

ツェナーダイオードの動作抵抗を低減し，ESDサージに

よる大電流が流れる場合にもツェナーダイオードの動作電

圧をMOSFETのスナップバック電圧以下にクランプする

ことが重要である。

ツェナーダイオードの動作抵抗を下げるにはアバラン

シェ開始電圧で空乏層が低濃度領域全体に広がっている，

つまりリーチスルー状態で耐圧が決まっていることが重要

であり，低濃度領域近傍の濃度こう配を制御することも重

要であることがシミュレーションにより分かっている。

本プロセスでは表面から濃く深い n 領域〔nバーチカル

ツェナーダイオード〕（n-VZD）を nウェル拡散と同時に

行い，高濃度の p+ 基板近くまで拡散することによりこれ

を実現している。図７は 200 µm× 800 µmの縦型パワー

ツェナーダイオードの逆バイアス I-V特性で，ツェナー

電圧 47V，動作抵抗約 0.28Ωが得られており，100Aでの

動作電圧は約 75Vである。したがって，このツェナーダ

イオードを保護素子として使用すれば 100Aの大電流が流

れた場合にも出力段 MOSFETに印加される電圧は約 75

Vに制限され，MOSFETのスナップバック電圧がそれよ

りも高い場合は保護が可能である。なお，この I-V特性

は大電流の測定であるため通常のカーブトレーサでは測定

できず，インパルスサージ試験機によって行ったものであ

る。

適用例

図８に本プロセスを適用したパワー ICのチップ外観を

示す。本素子は独立した 2チャネルの出力段を備えており，

従来 2チップで構成していた縦型 MOSFET出力段のパ

ワー ICを 1チップに置き換えたものである。図９は 1

チャネル分の回路ブロック図で，ゲート信号を電源として

動作する過電流，過熱，過電圧の保護回路を備えており，

3 端子で保護回路を備えたローサイドスイッチを実現して

いる。なお，本プロセスの大きな特徴である出力段MOS

FETの ESD保護用縦型パワーツェナーダイオードはドレ

インパッド直下に形成されている。

あとがき

本稿では，自動車用に新たに開発した自己分離型統合パ

ワープロセスについて紹介した。自己分離プロセスは低コ

スト化が可能な技術であり，この技術をベースとしてさら

なるプロセス，デバイス技術開発によりそのコストパ

フォーマンスを高め，より魅力のある製品を創出すること

で社会に貢献していく所存である。
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