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1. は じ め に

当社は世界に先駆け耐圧1500 Vの半導体リレーを搭載

したレコーダを1989年発売した（1）（2）。またその技術を応

用しLSIテスタ向けに超低容量の半導体リレーの開発を

行った（3）。以来1000万チャネル以上の実績を積み，高い

評価を受けてきた。

しかしながら，フィールドで使用されるレコーダのス

キャナ向けのリレーはサージに対する更なる耐性が求め

られている。また，最近の安全規格（IEC61010-2001）では，

200 V級の電源電圧に接続する測定機器に必要な絶縁電圧

は3170 Vである。それゆえ，海外に多い200 V級の電源

電圧の活線を測定する装置に使われるリレーでは，3200

Vという高耐圧が必要となってきている。

2. 高耐圧MOSFETの設計

2.1 半導体リレーの構成

図1に半導体リレーの構成を示す。入力信号によりLED

（Light Emitting Diode）を発光させ，その光を電圧出力型

フォトダイオードアレイで電圧信号に変換し，MOSFET

（Metal-Oxide-Semiconductor Field-Effect Transistor）の

ゲートへ印加する。正負両極性の信号を取り扱うため，

MOSFETが 2個直列に挿入されている。また半導体リ

レーがON状態からOFF状態になる時，ゲートに蓄積さ

れた電荷を放電するためシャント抵抗がMOSFETのゲー

ト・ソース間に挿入されている。この半導体リレーの中で

高電圧が直接印加される素子の1つが，MOSFETであり，

MOSFETのゲートがOFF状態であるときにソース－ド

レイン間に高電圧が印加されても耐えられる設計が求め

られている。

小型で高耐圧なレコーダ用スキャナ向けの半導体リレーを実現するために，半導体リレーの心臓部である

MOSFET（Metal-Oxide-Semiconductor Field-Effect Transistor）スイッチング素子の3次元の終端構造を考案した。

素子の周囲を垂直にエッチングし，この垂直なエッチング面に接合をつくり込むことで，世界で初めて3200 V

耐圧のMOSFETをわずか1.7 mm角のチップサイズで実現した。この構造の加工にはMEMS（Micro Electro Me-

chanical Systems）プロセスを用いて，通常のドライエッチングの数十～数百倍である400 µmの深さの垂直なエッ

チングを行った。
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To develop a small and high-breakdown voltage semiconductor relay for scanners in recorders, we

have developed a MOSFET (metal-oxide-semiconductor field-effect transistor) with a new three-

dimensional termination as a switching device. The termination consists of deep-etched side-walls and

junctions on them. Using this structure, a 3200 V MOSFET measuring just 1.7 mm-square has been

achieved for the first time in the world. We used a MEMS (micro electro mechanical systems) process

to etch a 400-µm groove, which is several ten to several hundred times as deep as that formed by a

normal dry etching process.
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図 1　半導体リレーの構成
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2.2 高耐圧MOSFETの従来構造

現在，横河では，電流がデバイスの水平方向へ流れる

図2に示すような横型のMOSFETを使用している。耐圧

は1500 V，100 Vでのリーク電流は400 pA程度，オフ

容量は70 pFである。両方向スイッチ（FETを2つ含む）と

して耐圧1500 Vを実現している。チップサイズは，3.4 mm

×1.7 mmである。
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図 2　従来の横型MOSFET

従来の横型のMOSFETの延長で高耐圧構造を考える

と，3200 V耐圧とするためには，導電領域（ソースとドレ

インの間の領域）の不純物濃度を低くして，距離を3倍程

度にする必要がある。更にソース－ドレイン間の濃度を

低くして距離を伸ばしたことによる抵抗の増加分を補う

ために導電領域を横に広げなければならず，チップの大

型化が避けられない。

一方，電流がデバイスの垂直方向に流れる縦型の

MOSFETでは，導電領域は小さく済むが，図3に示すよ

うに，空乏層を伸ばして耐圧を維持させるため，フィール

ドリングを適当な間隔で配置する必要がある。この領域

は終端部と呼ばれ、導電領域の数倍の面積を占めること

になる。

こういった設計は接合面積の拡大に繋がり，スキャナ

等の用途で重要な低リーク電流の特性を損なうことにな

る。また，チップ面積が大きくなることは，パッケージも

大型化し，コストや省資源の観点からも好ましくない。
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図 3　従来の縦型MOSFETの終端構造

2.3 縦型MOSFETの終端部の新構造

従来は素子を2次元と考え，上面の終端構造で高耐圧化

を図ろうとしていたため限界があった。しかし，構造を3

次元で捉え，縦型MOSFETの終端部を単に取り除けば，

チップサイズを小型化できる点に着眼した。

素子の導電領域の周囲を垂直に深く掘り下げると，素

子の面積が小さくなるうえ，接合も理想的なパラレル・プ

レーン接合となり，耐圧は理論値となる。しかし，実際の

デバイスでは安定した特性を得るため酸化膜などの保護

膜で側面を覆う必要があり，その結果，図4（a）のように，

シリコンと酸化膜界面に生じる界面電荷（Qss）が空乏層の

広がりを妨げて，耐圧が低下することになる。

そこで，図4（b）のよう酸化膜とシリコンのn-層の間に

垂直なp-層を設けた。この垂直なp-層は逆バイアスの印

加時に，比較的低電圧で全体が空乏化する。バイアスを加

えていくと，上面のメインのPN接合からn-層に向かっ

て空乏層が広がっていくと同時に，垂直な接合からもバ

ルクのn-層に空乏層が伸び，効果的にn-層全体を空乏化

できる。これが高耐圧を小さいチップ面積で実現できる

基本原理である。
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図 4　新しい終端構造の動作原理

2.4 新しい終端構造を持つMOSFETの設計

図5に新しい終端構造を持つMOSFETの断面図を示

す。素子側面は前記の終端構造で囲まれているが，上面は

セルと呼ばれる小さなFETの繰り返し構造であり，一般

的な縦型MOSFETと同じである。



MEMSプロセスを用いた半導体リレー用3000V級MOSFETスイッチ

37 横河技報　Vol.52 No.4 (2008) 143

n- drift 

n+ 

ソース 

p 
p- 

n+ p+ 

Poly-Si（Polycrystalline-Silicon）ゲート 

ドレイン 

酸化膜 

図5　縦型MOSFETの新しい終端構造

この縦型のMOSFETの設計は，基板の設計，終端部の

設計及びFETのセルの設計に分けて考えられる。基板の

設計では，パンチスルーダイオードの設計と同じように

基板濃度（NA），空乏層幅（W），電界（EC）と耐圧（BV）の関

係式

2

BV E W
qN W

2
1

= A

S
C ε 
－ 

（ここで，qは素電荷量，εS はシリコンの誘電率） 

から所望の耐圧が得られる条件の中で，基板の比抵抗が

最小になるように決定した。

終端部の設計では，基板で決まる素子の基本耐圧を終

端部で低下させないように垂直な p- 層の濃度と幅をシ

ミュレーションで設計した上，実験で最適値を選択した。

FETのセルの設計では，ゲート長やソース長などのパ

ラメータをシミュレーションで振り，耐圧とオン抵抗の

バランスを考慮し，決定した。

3. 製作プロセス

試作に用いたウエハは，高い耐圧と低いオン抵抗を両

立させるため，直接接合ウエハを用いた。厚さ350 µmの
高抵抗ウエハを深いエッチング後でもハンドリング可能

な厚さを持った低抵抗の支持基板の上に張り合わせた。

製作プロセスフローの概略を図6に示す。

a）一般的な縦型MOSFETと同じく，FETのセルをウエ

ハ表面に形成する。

b）ICP-RIE（Inductively Coupled Plasma Reactive Ion

Etching）によりチップの周囲に深さ400 µm，幅300 µm

の溝をエッチングする。ICP-RIE はMEMS（Micro

Electro Mechanical Systems）の加工方法として最近し

ばしば用いられている。エッチング後の素子の様子を

図7に示す。側面の傾斜は約91°であり，側面のラフ

ネスは200 nm以下であった。

c）側面の平坦化処理を行い，エピタキシャル成長させる。

d）エピタキシャル成長した余分な部分をエッチングで取

り除き，その上に保護酸化膜を形成する。

e）深い溝があるため，上面電極のパターニングとしてス

プレイコーターを用いてレジストを塗布する。

f）ICP-RIE でエッチングした溝の中をダイシングし，

チップに分割する。
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図 6　製作プロセスフロー
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図 7　ICP-RIEエッチング後の素子の様子
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4. 試 作 結 果

完成した1.7 mm角のMOSFETの全体図を図8に示す。

チップの外観にはステップが生じているが，ICP-RIEとダ

イシングの2つの工程により溝掘り，切断を行った結果で

ある。電極は一般的な縦型MOSFETと同じで，表面に

ソースとゲートがあり，裏面がドレインである。
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図8　完成したチップの様子

ブレイクダウン特性を図9に示す。耐圧（Breakdown

Voltage）は 3200 Vを達成し，200 Vでのリーク電流を

1.2 nAに抑えることができた。この時の素子のオン抵抗

は165 Ω，閾値電圧（Threshold Voltage）Vthは 1.6 Vで

あった。
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図 9　ブレイクダウン特性

図10に耐圧と規格化したオン抵抗の関係を示す。高耐

圧化と低オン抵抗化は相反する特性であり，基板である

シリコンの物質限界（シリコン・リミット）が存在する。

図10では右下へ行く方向がより優れた素子であり，従来

の小型高耐圧MOSFETと比較すると，開発した素子は大

幅に特性の改善がみられる。終端部も含めたチップ全体

でシリコン・リミットに近い位置にあり，小型・高耐圧で

理論限界に近いオン抵抗が得られる構造であることが確

認できた。
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図 10　高耐圧MOSFET性能比較

5. お わ り に

耐圧3200 V，オン抵抗165 Ω，200 Vでのリーク電流

は1.2 nAという特性をもつMOSFETを1.7 mm角という

小型のサイズで作製することができた。本稿で報告した技

術によって，チップ表面上に終端部が不要となり，数 mm

角という小型のチップで数千Vという高耐圧MOSFETの

作製が可能になった。

今後の課題として出力容量の問題が挙げられる。この

試作品では出力容量が従来品の3～5倍となっているが，

現在，構造を工夫することによって，従来以下とする目処

がシミュレーションで得られている。
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