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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　基板と、
　前記基板に形成された半導体層と、
　前記半導体層に形成された第１導電型領域と、
　前記半導体層に形成され、平面視で第１方向に前記第１導電型領域と並んで配置された
第２導電型領域と、
　前記半導体層上に位置し、平面視で前記第１導電型領域から前記第２導電型領域にかけ
て形成され、平面視で前記第１方向と直交する第２方向に延伸しているゲート電極と、
　前記第１導電型領域に形成されたソース領域と、
　前記第２導電型領域に形成され、前記ゲート電極から離間しているドレイン領域と、
　前記第２導電型領域の表層に形成され、前記ゲート電極の下部から前記ドレイン領域に
亘って位置しているフィールド絶縁膜と、
　前記ソース領域側から前記ドレイン領域側に向かって前記ゲート電極の側面から突出し
、平面視で前記第２方向に沿って並べられた複数の突出部と、
　前記フィールド絶縁膜に形成され、前記第１方向から見て各々が互いに隣り合う前記突
出部の間に位置し、前記第２方向に沿って前記複数の突出部と交互に並んだ複数の開口と
、
を備え、
　前記開口のうちの前記ドレイン領域側の縁部が前記ドレイン領域よりも前記ソース領域
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側に位置しており、
　前記開口のうちの前記ソース領域側の縁部が前記ゲート電極の前記側面よりも前記ドレ
イン領域側に位置しており、
　平面視で前記開口に比して前記ドレイン領域側に位置し、互いに隣り合う前記突出部を
繋げている導電膜をさらに備える半導体装置。
【請求項２】
　請求項１に記載の半導体装置において、
　前記開口は、
　　前記ソース領域側に位置する開口ソース側部と、
　　前記開口ソース側部に比して前記ドレイン領域側で前記開口ソース側部に隣り合う開
口第１隣接部と、
　　前記ドレイン領域側に位置する開口ドレイン側部と、
　　前記開口ドレイン側部に比して前記ソース領域側で前記開口ドレイン側部に隣り合う
開口第２隣接部と、
　を含み、
　　前記開口ソース側部が前記開口第１隣接部よりも前記第２方向に狭い幅を有しており
、
　　前記開口ドレイン側部が前記開口第２隣接部よりも前記第２方向に狭い幅を有してい
る半導体装置。
【請求項３】
　請求項２に記載の半導体装置において、
　前記突出部は、
　　前記開口第１隣接部に比して前記ソース領域側に位置する突出ソース側部と、
　　前記突出ソース側部に比して前記ドレイン領域側で前記突出ソース側部に隣り合う突
出第１隣接部と、
　を含み、
　　前記突出ソース側部が前記突出第１隣接部よりも前記第２方向に広い幅を有している
半導体装置。
【請求項４】
　請求項３に記載の半導体装置において、
　前記突出部は、
　　前記開口第２隣接部に比して前記ドレイン領域側に位置する突出ドレイン側部と、
　　前記突出ドレイン側部に比して前記ソース領域側で前記突出ドレイン側部に隣り合う
突出第２隣接部と、
　を含み、
　　前記突出ドレイン側部が前記突出第２隣接部よりも前記第２方向に広い幅を有してい
る半導体装置。
【請求項５】
　請求項４に記載の半導体装置において、
　前記開口は、前記ドレイン領域側の縁部が前記ドレイン領域よりも前記ソース領域側に
位置しており、
　平面視で前記開口に比して前記ドレイン領域側に位置し、互いに隣り合う前記突出部を
繋げている導電膜をさらに備える半導体装置。
【請求項６】
　請求項１に記載の半導体装置において、
　前記基板上に形成された層間絶縁膜と、
　前記層間絶縁膜上に形成された導体パターンと、
　前記層間絶縁膜を貫通し、前記導体パターンと前記ソース領域を接続しているコンタク
トと、
をさらに備え、
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　前記導体パターンは、
　　前記ゲート電極の上方に位置し、平面視で前記第２方向に延伸している導体延伸部と
、
　　平面視で前記ソース領域側から前記ドレイン領域側に向かって前記導体延伸部の側面
から突出し、各々が前記複数の突出部それぞれに対応して設けられ、平面視で前記第２方
向に沿って並べられた複数の導体突出部と、
　を含み、
　　前記導体延伸部及び前記複数の導体突出部が平面視で前記ゲート電極の前記ドレイン
領域側及び前記複数の突出部を内側に含んでいる半導体装置。
【請求項７】
　請求項６に記載の半導体装置において、
　互いに隣り合う前記導体突出部の前記ドレイン領域側の部分を繋げる導電膜をさらに備
える半導体装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、半導体装置に関し、例えばパワーデバイスに適用可能な技術である。
【背景技術】
【０００２】
　高電圧及び大電流を制御する電子素子として、現在パワーデバイスが用いられている。
そしてパワーデバイスの一つに、ＬＤＭＯＳ（Ｌａｔｅｒａｌｌｙ　Ｄｉｆｆｕｓｅｄ　
Ｍｅｔａｌ　Ｏｘｉｄｅ　Ｓｅｍｉｃｏｎｄｕｃｔｏｒ）がある。ＬＤＭＯＳは、一般に
、ゲート電極とドレイン領域が平面視で離間している。そしてゲート電極とドレイン領域
の間にはフィールド絶縁膜が形成されている。
【０００３】
　そして現在、ＬＤＭＯＳの構造として特許文献１及び非特許文献１に記載の構造が提案
されている。特許文献１及び非特許文献１では、ドレイン領域の側面に平面視で櫛歯状に
形成されたフィールド絶縁膜がドレイン領域側からゲート電極側に向かって突出している
。さらに非特許文献１に記載のＬＤＭＯＳは、ソース領域側からドレイン領域側に向かっ
てゲート電極の側面から突出した複数の突出部を有している。これら複数の突出部は、フ
ィールド絶縁膜の複数の櫛歯それぞれに対応して設けられ、各突出部の少なくとも一部が
各フィールド絶縁膜の上に位置している。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】米国特許出願公開２０１２／００４３６０８号明細書
【非特許文献】
【０００５】
【非特許文献１】J. Jang, K.-H. Cho, D. Jang, M. Kim, C. Yoon, J. Park, H. Oh, C.
 Kim, H. Ko, K. Lee and S. Yi, "Interdigitated LDMOS", ISPSD 2013 The 25th Inter
national Symposium on Power Semiconductor Devices and ICs, LV-P8.
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　一般に、ＬＤＭＯＳには、高い耐圧及び低いオン抵抗が強く求められる。本発明者は、
ゲート電極とドレイン領域の間の耐圧を高くしつつ、ソース領域とドレイン領域の間のオ
ン抵抗を低くする構造を有するＬＤＭＯＳを検討した。その他の課題と新規な特徴は、本
明細書の記述及び添付図面から明らかになるであろう。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
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　一実施の形態によれば、フィールド絶縁膜が、ゲート電極の下部からドレイン領域に亘
って位置している。そして複数の突出部が、ソース領域側からドレイン領域側に向かって
ゲート電極の側面から突出している。複数の突出部は、平面視で第２方向（ソース領域及
びドレイン領域が並ぶ第１方向に直交する方向）に沿って並べられている。さらに複数の
開口が、フィールド絶縁膜に形成されている。各開口は、第１方向から見て互いに隣り合
う突出部の間に位置している。そして複数の開口は、第２方向に沿って複数の突出部と交
互に並んでいる。開口のドレイン領域側の縁部は、ドレイン領域と繋がっており、又はド
レイン領域よりもソース領域側に位置している。一方、開口のソース領域の縁部は、ゲー
ト電極の上記した側面よりもドレイン領域側に位置している。
【発明の効果】
【０００８】
　前記一実施の形態によれば、高い耐圧を実現しつつ低いオン抵抗を実現するＬＤＭＯＳ
が提供される。
【図面の簡単な説明】
【０００９】
【図１】実施形態に係る半導体装置を示す平面図である。
【図２】図１のＡ－Ａ´断面図である。
【図３】図１のＢ－Ｂ´断面図である。
【図４】図１のＣ－Ｃ´断面図である。
【図５】図１～図４に示した半導体装置を製造する方法を説明するための図である。
【図６】図１～図４に示した半導体装置を製造する方法を説明するための図である。
【図７】図１～図４に示した半導体装置を製造する方法を説明するための図である。
【図８】図１～図４に示した半導体装置を製造する方法を説明するための図である。
【図９】図１～図４に示した半導体装置を製造する方法を説明するための図である。
【図１０】図１～図４に示した半導体装置を製造する方法を説明するための図である。
【図１１】図１～図４に示した半導体装置を製造する方法を説明するための図である。
【図１２】図１～図４に示した半導体装置を製造する方法を説明するための図である。
【図１３】図１～図４に示した半導体装置を製造する方法を説明するための図である。
【図１４】（ａ）は、比較例に係る半導体装置において開口の周辺に生じたインパクトイ
オン化の分布をシミュレーションした結果を示す図であり、（ｂ）は、実施形態に係る半
導体装置において開口の周辺に生じたインパクトイオン化の分布をシミュレーションした
結果を示す図である。
【図１５】変形例１に係る半導体装置を示す平面図である。
【図１６】変形例２に係る半導体装置を示す平面図である。
【図１７】変形例３に係る半導体装置を示す平面図である。
【図１８】変形例４に係る半導体装置を示す平面図である。
【図１９】変形例５に係る半導体装置を示す平面図である。
【図２０】変形例６に係る半導体装置を示す平面図である。
【図２１】変形例７に係る半導体装置を示す平面図である。
【図２２】図２１のＡ－Ａ´断面図である。
【図２３】図２１のＢ－Ｂ´断面図である。
【図２４】図２１のＣ－Ｃ´断面図である。
【図２５】変形例８に係る半導体装置を示す平面図である。
【図２６】変形例９に係る半導体装置を示す断面図である。
【図２７】変形例１０に係る半導体装置を示す断面図である。
【図２８】変形例１１に係る半導体装置を示す断面図である。
【図２９】変形例１２に係る半導体装置を示す断面図である。
【図３０】変形例１３に係る半導体装置を示す断面図である。
【図３１】変形例１４に係る半導体装置を示す断面図である。
【発明を実施するための形態】
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【００１０】
　以下、実施の形態について、図面を用いて説明する。尚、すべての図面において、同様
な構成要素には同様の符号を付し、適宜説明を省略する。
【００１１】
　図１は、実施形態に係る半導体装置ＳＤを示す平面図である。図２は、図１のＡ－Ａ´
断面図である。図３は、図１のＢ－Ｂ´断面図である。図４は、図１のＣ－Ｃ´断面図で
ある。半導体装置ＳＤは、基板ＳＵＢ、エピタキシャル層ＥＰＩ（半導体層）、第１導電
型ボディ領域ＰＢＤ（第１導電型領域）、第２導電型ドリフト領域ＮＤＲ（第２導電型領
域）、ゲート電極ＧＥ、ソース領域ＳＯＲ、ドレイン領域ＤＲＲ、フィールド酸化膜ＤＦ
ＯＸ（フィールド絶縁膜）、複数の突出部ＰＰ、及び複数の開口ＯＰを備えている。
【００１２】
　エピタキシャル層ＥＰＩは、基板ＳＵＢに形成されている。第１導電型ボディ領域ＰＢ
Ｄは、エピタキシャル層ＥＰＩに形成されている。第２導電型ドリフト領域ＮＤＲは、エ
ピタキシャル層ＥＰＩに形成されている。そして第２導電型ドリフト領域ＮＤＲは、平面
視で第１方向（図中ｘ軸方向）に第１導電型ボディ領域ＰＢＤと並んで配置されている。
ゲート電極ＧＥは、エピタキシャル層ＥＰＩ上に位置している。またゲート電極ＧＥは、
平面視で第１導電型ボディ領域ＰＢＤから第２導電型ドリフト領域ＮＤＲにかけて形成さ
れている。さらにゲート電極ＧＥは、平面視で第１方向と直交する第２方向（図中ｘ軸方
向と直交するｚ軸方向）に延伸している。ソース領域ＳＯＲは、第１導電型ボディ領域Ｐ
ＢＤに形成されている。ドレイン領域ＤＲＲは、第２導電型ドリフト領域ＮＤＲに形成さ
れている。そしてドレイン領域ＤＲＲは平面視でゲート電極ＧＥから離間している。フィ
ールド酸化膜ＤＦＯＸは、第２導電型ドリフト領域ＮＤＲの表層に形成されている。そし
てフィールド酸化膜ＤＦＯＸは、ゲート電極ＧＥの下部からドレイン領域ＤＲＲに亘って
位置している。複数の突出部ＰＰは、ソース領域ＳＯＲ側からドレイン領域ＤＲＲ側に向
かってゲート電極ＧＥの側面から突出している。そして複数の突出部ＰＰは、平面視で第
２方向に沿って並べられている。複数の開口ＯＰは、フィールド酸化膜ＤＦＯＸに形成さ
れている。各開口ＯＰは、第１方向から見て互いに隣り合う突出部ＰＰの間に位置してい
る。そして複数の開口ＯＰは、第２方向に沿って複数の突出部ＰＰと交互に並んでいる。
開口ＯＰのドレイン領域ＤＲＲ側の縁部は、ドレイン領域ＤＲＲよりもソース領域ＳＯＲ
側に位置している。一方、開口ＯＰのソース領域ＳＯＲの縁部は、ゲート電極ＧＥの上記
した側面よりもドレイン領域ＤＲＲ側に位置している。以下、詳細に説明する。
【００１３】
　なお、第１導電型及び第２導電型は、互いの導電型が反対であればｐ型及びｎ型のいず
れであってもよい。以下、第１導電型はｐ型であり、第２導電型はｎ型であるとして説明
する。
【００１４】
　基板ＳＵＢは、半導体基板ＳＳＵＢ、エピタキシャル層ＥＰＩ、及び第２導電型埋込領
域ＮＢＬを含んでいる。エピタキシャル層ＥＰＩは、半導体基板ＳＳＵＢ上に形成されて
いる。本実施形態においてエピタキシャル層ＥＰＩの導電型は、第１導電型（ｐ型）であ
る。そして第２導電型埋込領域ＮＢＬは、半導体基板ＳＳＵＢとエピタキシャル層ＥＰＩ
の間に埋め込まれている。なお、半導体基板ＳＳＵＢは、例えば、ｐ型シリコン基板であ
る。
【００１５】
　基板ＳＵＢは、例えば、次のようにして製造される。まず、半導体基板ＳＳＵＢの表面
に不純物を注入する。次いで、半導体基板ＳＳＵＢを加熱する。これにより、上記した不
純物が半導体基板ＳＳＵＢの内部に拡散する。次いで、エピタキシャル成長により半導体
基板ＳＳＵＢ上にエピタキシャル層ＥＰＩを形成する。次いで、半導体基板ＳＳＵＢ及び
エピタキシャル層ＥＰＩを加熱する。これにより、半導体基板ＳＳＵＢの上記した不純物
の一部がエピタキシャル層ＥＰＩに拡散する。このようにして、半導体基板ＳＳＵＢから
エピタキシャル層ＥＰＩにかけて第２導電型埋込領域ＮＢＬが形成される。
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【００１６】
　エピタキシャル層ＥＰＩの表層には、フィールド酸化膜ＦＯＸ（素子間分離層）が部分
的に形成されている。フィールド酸化膜ＦＯＸは、例えば、ＳＴＩ（Ｓｈａｌｌｏｗ　Ｔ
ｒｅｎｃｈ　Ｉｓｏｌａｔｉｏｎ）又はＬＯＣＯＳ（Ｌｏｃａｌ　Ｏｘｉｄａｔｉｏｎ　
ｏｆ　Ｓｉｌｉｃｏｎ）により形成されている。フィールド酸化膜ＦＯＸは、素子（本実
施形態では、ＬＤＭＯＳ）が形成される領域を囲み、この領域を外部の領域から隔離する
。さらにフィールド酸化膜ＦＯＸの一部は、第２導電型ドリフト領域ＮＤＲにおいて、フ
ィールド酸化膜ＤＦＯＸとなっている。
【００１７】
　エピタキシャル層ＥＰＩには、第１導電型ボディ領域ＰＢＤ及び第２導電型ドリフト領
域ＮＤＲが形成されている。本図に示す例では、第１導電型ボディ領域ＰＢＤ及び第２導
電型ドリフト領域ＮＤＲは、平面視で第１方向（図中ｘ軸方向）に間隔を置いて互いに対
向している。ただし、第１導電型ボディ領域ＰＢＤ及び第２導電型ドリフト領域ＮＤＲは
平面視で接していてもよい。
【００１８】
　エピタキシャル層ＥＰＩの表面上では、平面視で第１導電型ボディ領域ＰＢＤから第２
導電型ドリフト領域ＮＤＲにかけてゲート電極ＧＥが形成されている。そしてゲート電極
ＧＥは、平面視で第２方向（図中ｚ軸方向）に延伸している。ゲート電極ＧＥは、例えば
、ポリシリコンにより形成されている。
【００１９】
　ゲート電極ＧＥには、複数の突出部ＰＰが形成されている。そして突出部ＰＰはゲート
電極ＧＥと一体に形成されている。これにより、突出部ＰＰには、ゲート電極ＧＥと同じ
電圧を印加することができる。具体的には、突出部ＰＰは、第１導電型ボディ領域ＰＢＤ
側から第２導電型ドリフト領域ＮＤＲ側に向かってゲート電極ＧＥの側面から突出してい
る。そしてこれら複数の突出部ＰＰは、平面視で第２方向（図中ｚ軸方向）に沿って等間
隔に並んでいる。ただし、互いに隣り合う突出部ＰＰの間隔は、領域によって異なってい
てもよい。
【００２０】
　なお、ゲート電極ＧＥ及び突出部ＰＰの側面には、サイドウォールＳＷが形成されてい
る。サイドウォールＳＷは、例えば、シリコン酸化膜（ＳｉＯ２）、シリコン窒化膜（Ｓ
ｉＮ）、若しくはシリコン酸窒化膜（ＳｉＯＮ）、又はこれらの積層膜によって形成され
ている。
【００２１】
　第１導電型ボディ領域ＰＢＤには、ＬＤＳ（Ｌｉｇｈｔｌｙ－Ｄｏｐｅｄ　Ｓｏｕｒｃ
ｅ）領域ＬＤＳ、ソース領域ＳＯＲ、及びボディコンタクト領域ＢＣＲが形成されている
。ＬＤＳ領域ＬＤＳは、第２導電型（ｎ型）領域である。ソース領域ＳＯＲは、ｎ＋領域
（第２導電型領域）であり、不純物濃度がＬＤＳ領域ＬＤＳよりも高い。ボディコンタク
ト領域ＢＣＲは、ｐ＋領域（第１導電型領域）であり、不純物濃度が第１導電型ボディ領
域ＰＢＤよりも高い。
【００２２】
　ＬＤＳ領域ＬＤＳ、ソース領域ＳＯＲ、及びボディコンタクト領域ＢＣＲは、第２導電
型ドリフト領域ＮＤＲ側から第１導電型ボディ領域ＰＢＤ側に向かう方向にこの順に並び
、互いに隣り合っている。そしてＬＤＳ領域ＬＤＳ、ソース領域ＳＯＲ、及びボディコン
タクト領域ＢＣＲは、平面視で第２方向（図中ｚ軸方向）に延伸している。
【００２３】
　より具体的には、ＬＤＳ領域ＬＤＳは、ゲート電極ＧＥの第１導電型ボディ領域ＰＢＤ
側の側面と平面視で隣り合っており、サイドウォールＳＷの下に位置している。なお、Ｌ
ＤＳ領域ＬＤＳは、一部がゲート電極ＧＥと平面視で重なる領域まで延伸していてもよい
。ソース領域ＳＯＲは、ゲート電極ＧＥの第１導電型ボディ領域ＰＢＤ側のサイドウォー
ルＳＷと平面視で隣り合っている。ボディコンタクト領域ＢＣＲは、平面視でソース領域
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ＳＯＲを介してＬＤＳ領域ＬＤＳと対向している。そしてボディコンタクト領域ＢＣＲを
介してソース領域ＳＯＲの反対側では、フィールド酸化膜ＦＯＸが第２方向（図中ｚ軸方
向）に延伸している。このフィールド酸化膜ＦＯＸは、ボディコンタクト領域ＢＣＲと接
している。
【００２４】
　第２導電型ドリフト領域ＮＤＲには、ドレイン領域ＤＲＲが形成されている。ドレイン
領域ＤＲＲは、ｎ＋領域（第２導電型領域）であり、不純物濃度が第２導電型ドリフト領
域ＮＤＲよりも高い。ドレイン領域ＤＲＲは、平面視で第２方向（図中ｚ軸方向）に延伸
している。さらにドレイン領域ＤＲＲは、平面視でゲート電極ＧＥから第１方向（図中ｘ
軸方向）に離間している。
【００２５】
　より具体的には、第２導電型ドリフト領域ＮＤＲにはフィールド酸化膜ＦＯＸが形成さ
れている。そして複数の突出部ＰＰを介してゲート電極ＧＥの反対側には、このフィール
ド酸化膜ＦＯＸを基板ＳＵＢの厚さ方向に貫通する開口が第２方向（図中ｚ軸方向）に延
伸している。そしてドレイン領域ＤＲＲは、上記した開口が形成されている領域に位置し
ている。
【００２６】
　第２導電型ドリフト領域ＮＤＲには、ゲート電極ＧＥの下部からドレイン領域ＤＲＲに
亘ってフィールド酸化膜ＤＦＯＸ（フィールド酸化膜ＦＯＸの一部）が形成されている。
なお、フィールド酸化膜ＤＦＯＸの底部は、ドレイン領域ＤＲＲの底部よりも深い場所に
位置している。
【００２７】
　フィールド酸化膜ＤＦＯＸ上には、ゲート電極ＧＥの突出部ＰＰが位置するようになっ
ている。そして突出部ＰＰには、ゲート電極ＧＥと同じ電圧が印加される。これにより、
突出部ＰＰはフィールドプレートとして機能する。言い換えると、ゲート電極ＧＥとドレ
イン領域ＤＲＲの間の電界が突出部ＰＰとドレイン領域ＤＲＲの間にも形成されるように
なる。これにより、ゲート電極ＧＥのドレイン領域ＤＲＲ側の縁部に電界が集中すること
が抑制される。このようにして、ゲート電極ＧＥとドレイン領域ＤＲＲ側の耐圧が高いも
のになる。
【００２８】
　ゲート電極ＧＥとエピタキシャル層ＥＰＩの間には、ゲート絶縁膜ＧＩが形成されてい
る。言い換えると、ゲート絶縁膜ＧＩは、第１導電型ボディ領域ＰＢＤ及び第２導電型ド
リフト領域ＮＤＲを跨るように形成されている。ゲート絶縁膜ＧＩは、例えば、シリコン
酸化膜（ＳｉＯ２）により形成されている。
【００２９】
　フィールド酸化膜ＤＦＯＸには、複数の開口ＯＰが形成されている。開口ＯＰはフィー
ルド酸化膜ＤＦＯＸを基板ＳＵＢの厚さ方向に貫通している。開口ＯＰには、フィールド
酸化膜ＤＦＯＸが形成されておらず、第２導電型ドリフト領域ＮＤＲが位置している。本
図に示す例では、開口ＯＰの平面形状は矩形である。ただし開口ＯＰの平面形状はこれに
限定されるものではない。
【００３０】
　複数の開口ＯＰは、第２方向（図中ｚ軸方向）に沿って複数の突出部ＰＰと交互に並ん
でいる。そして開口ＯＰのドレイン領域ＤＲＲ側の縁部は、ドレイン領域ＤＲＲよりもソ
ース領域ＳＯＲ側に位置している。一方、開口ＯＰのソース領域ＳＯＲ側の縁部は、ゲー
ト電極ＧＥのドレイン領域ＤＲＲ側の側面（突出部ＰＰが形成されている側面）よりもド
レイン領域ＤＲＲ側に位置している。言い換えると、開口ＯＰは、ソース領域ＳＯＲ側の
縁部もドレイン領域ＤＲＲ側の縁部もフィールド酸化膜ＤＦＯＸを貫かないようになって
いる。この場合、ゲート電極ＧＥは、ドレイン領域ＤＲＲ側の縁部の全体がフィールド酸
化膜ＤＦＯＸに乗り上げるようになる。なお、本図に示す例では、開口ＯＰのドレイン領
域ＤＲＲ側の縁部は、突出部ＰＰの先端よりもソース領域ＳＯＲ側に位置している。
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【００３１】
　なお、開口ＯＰは、複数の突出部ＰＰを跨って形成されたシリサイドブロック膜ＳＢ（
例えば、シリコン酸化膜（ＳｉＯ２））によって覆われている。また第２導電型ドリフト
領域ＮＤＲの表面のうち開口ＯＰが形成されている領域の表面には、不純物が高濃度にド
ープされた領域（例えば、ドレイン領域ＤＲＲのような領域）が形成されていない。
【００３２】
　ソース領域ＳＯＲ、ボディコンタクト領域ＢＣＲ及びドレイン領域ＤＲＲの表面には、
シリサイド膜ＳＬＤ１が形成されている。同様に、ゲート電極ＧＥの表面には、シリサイ
ド膜ＳＬＤ２が形成されている。シリサイド膜ＳＬＤ１，ＳＬＤ２は、例えばニッケル（
Ｎｉ）により形成されている。なお、開口ＯＰはシリサイドブロック膜ＳＢによって覆わ
れている。これより、第２導電型ドリフト領域ＮＤＲの表面のうち開口ＯＰが形成されて
いる領域の表面には、シリサイド膜が形成されていない。
【００３３】
　基板ＳＵＢの表面上には、層間絶縁膜ＩＬＤ１が設けられている。層間絶縁膜ＩＬＤ１
は、基板ＳＵＢの表面（例えば、ゲート電極ＧＥ）を覆っている。ボディコンタクト領域
ＢＣＲ、ソース領域ＳＯＲ、及びドレイン領域ＤＲＲには、それぞれ、複数のコンタクト
ＢＣＴＣ、複数のコンタクトＳＣＴＣ、及び複数のコンタクトＤＣＴＣが接続している。
これらのコンタクトＢＣＴＣ，ＳＣＴＣ，ＤＣＴＣは、層間絶縁膜ＩＬＤ１を貫通する接
続孔に形成されている。
【００３４】
　複数のコンタクトＢＣＴＣは、平面視で第２方向（図中ｚ軸方向）に沿って一列に並ん
でいる。同様に、複数のコンタクトＳＣＴＣも平面視で第２方向に沿って一列に並び、複
数のコンタクトＤＣＴＣも平面視で第２方向に沿って一列に並んでいる。さらに各コンタ
クトＢＣＴＣ，ＳＣＴＣ，ＤＣＴＣは、開口ＯＰ又は突出部ＰＰとともに、第１方向（図
中ｘ軸方向）に沿って一列に並んでいる。そしてコンタクトＢＣＴＣ，ＳＣＴＣ，ＤＣＴ
Ｃ及び突出部ＰＰが第１方向に沿って並んだ一列が、コンタクトＢＣＴＣ，ＳＣＴＣ，Ｄ
ＣＴＣ及び開口ＯＰが第１方向に沿って並んだ一列と交互に繰り返して第２方向に沿って
設けられるようになっている。
【００３５】
　次に、図１～図４に示した半導体装置ＳＤの製造方法について説明する。図５～図１３
は、図１～図４に示した半導体装置ＳＤを製造する方法を説明するための図である。
【００３６】
　まず、図５に示すように、基板ＳＵＢ（エピタキシャル層ＥＰＩ）の表面に第１導電型
ボディ領域ＰＢＤ及び第２導電型ドリフト領域ＮＤＲを、例えばイオン注入により形成す
る。なお、基板ＳＵＢの製造方法は、上記したとおりである。
【００３７】
　次いで、図６に示すように、エピタキシャル層ＥＰＩの表層にフィールド酸化膜ＦＯＸ
をＳＴＩにより形成する。フィールド酸化膜ＦＯＸは、素子（本実施形態ではＬＤＭＯＳ
）が形成される領域を外部の領域から隔離するとともに、第２導電型ドリフト領域ＮＤＲ
の一部の領域ではフィールド酸化膜ＤＦＯＸとなる。さらにこの場合、フィールド酸化膜
ＤＦＯＸの開口ＯＰが形成される領域には、ＳＴＩのための溝を形成しない。これにより
、この領域にはフィールド酸化膜ＦＯＸが形成されないようになる。このため、フィール
ド酸化膜ＤＦＯＸは開口ＯＰを有するようになる。
【００３８】
　次いで、図７に示すように、基板ＳＵＢの表面上に絶縁膜ＧＩ１及びポリシリコン膜Ｐ
Ｓをこの順に形成する。絶縁膜ＧＩ１は、ゲート絶縁膜ＧＩになる絶縁膜である。ポリシ
リコン膜ＰＳは、ゲート電極ＧＥ及び突出部ＰＰとなる導電膜である。次いで、ポリシリ
コン膜ＰＳに不純物を注入する。
【００３９】
　次いで、図８に示すように、絶縁膜ＧＩ１及びポリシリコン膜ＰＳをパターニングする
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。これにより、ゲート絶縁膜ＧＩ、ゲート電極ＧＥ、及び複数の突出部ＰＰが形成される
。
【００４０】
　次いで、図９に示すように、レジスト膜ＲＳ１をエピタキシャル層ＥＰＩの表面上に形
成する。レジスト膜ＲＳ１は、複数の突出部ＰＰを跨って開口ＯＰを覆っている。次いで
、エピタキシャル層ＥＰＩに第２導電型の不純物（例えば、リン（Ｐ））を注入する。こ
れにより、ゲート電極ＧＥ及びレジスト膜ＲＳ１をマスクとして、ＬＤＳ領域ＬＤＳ（第
２導電型領域）が形成される。
【００４１】
　次いで、図１０に示すように、ゲート電極ＧＥ及び突出部ＰＰの側面にサイドウォール
ＳＷを形成する。具体的には、ゲート電極ＧＥ及び突出部ＰＰを覆う絶縁膜を形成する。
次いで、この絶縁膜をエッチバックする。これにより、サイドウォールＳＷが形成される
。
【００４２】
　次いで、図１１に示すように、レジスト膜ＲＳ２をエピタキシャル層ＥＰＩの表面上に
形成する。レジスト膜ＲＳ２は、複数の突出部ＰＰを跨いで開口ＯＰを覆っている。さら
にレジスト膜ＲＳ２は、後の工程でボディコンタクト領域ＢＣＲが形成される領域も覆っ
ている。次いで、エピタキシャル層ＥＰＩに第２導電型の不純物（例えば、リン（Ｐ））
を注入する。これにより、ゲート電極ＧＥ及びレジスト膜ＲＳ２をマスクとして、ソース
領域ＳＯＲ及びドレイン領域ＤＲＲが形成される。
【００４３】
　次いで、図１２に示すように、レジスト膜ＲＳ３をエピタキシャル層ＥＰＩの表面上に
形成する。レジスト膜ＲＳ３は、第２導電型ドリフト領域ＮＤＲ（開口ＯＰを含む。）、
ゲート電極ＧＥ、及びソース領域ＳＯＲを覆っている。次いで、エピタキシャル層ＥＰＩ
に第１導電型の不純物（例えば、ホウ素（Ｂ））を注入する。これにより、レジスト膜Ｒ
Ｓ３をマスクとして、ボディコンタクト領域ＢＣＲが形成される。
【００４４】
　次いで、図１３に示すように、シリサイドブロック膜ＳＢを形成する。シリサイドブロ
ック膜ＳＢは、複数の突出部ＰＰを跨って開口ＯＰを覆っている。次いで、基板ＳＵＢの
表面に金属膜（例えば、ニッケル（Ｎｉ））を形成する。次いで、基板ＳＵＢを加熱する
。これにより、シリサイド膜ＳＬＤ１，ＳＬＤ２が形成される。なおこの場合、シリサイ
ドブロック膜ＳＢによって覆われている領域（つまり、開口ＯＰが形成されている領域）
には、シリサイド膜は形成されない。
【００４５】
　次いで、基板ＳＵＢの上に層間絶縁膜ＩＬＤ１を形成する。次いで、層間絶縁膜ＩＬＤ
１に接続孔を形成する。次いで、接続孔にコンタクトＢＣＴＣ，ＳＣＴＣ，ＤＣＴＣを形
成する。このようにして半導体装置ＳＤが製造される。
【００４６】
　次に、本実施形態の作用及び効果について説明する。本実施形態では、フィールド酸化
膜ＤＦＯＸに開口ＯＰが形成されている。これにより、ソース領域ＳＯＲとドレイン領域
ＤＲＲの間のオン抵抗を低いものにすることができる。さらに本実施形態では、開口ＯＰ
のソース領域ＳＯＲ側の縁部が平面視でゲート電極ＧＥのドレイン領域ＤＲＲ側の側面よ
りもドレイン領域ＤＲＲ側に位置している。これにより、ゲート電極ＧＥとドレイン領域
ＤＲＲの間の耐圧を高いものにすることができる。
【００４７】
　具体的には、フィールド酸化膜ＤＦＯＸに開口ＯＰが形成されている場合、開口ＯＰが
形成された領域分だけ第２導電型ドリフト領域ＮＤＲにはキャリアのパスが増えることに
なる。これにより、上記したオン抵抗が小さいものになる。
【００４８】
　一方、上記した高耐圧については、図１４を用いて説明する。本図（ａ）は、比較例に



(10) JP 6284421 B2 2018.2.28

10

20

30

40

50

係る半導体装置ＳＤにおいて開口ＯＰの周辺に生じたインパクトイオン化の分布をシミュ
レーションした結果を示す図である。本図（ｂ）は、本実施形態に係る半導体装置ＳＤに
おいて開口ＯＰの周辺に生じたインパクトイオン化の分布をシミュレーションした結果を
示す図である。比較例に係る半導体装置ＳＤは、開口ＯＰのソース領域ＳＯＲ側の縁部及
びドレイン領域ＤＲＲ側の縁部が第１方向（図中ｘ軸方向）にフィールド酸化膜ＤＦＯＸ
を貫いている点を除いて、本実施形態に係る半導体装置ＳＤと同様の構成である。なお、
説明のため、本図は、基板ＳＵＢ（第２導電型ドリフト領域ＮＤＲ）からフィールド酸化
膜ＤＦＯＸを取り除いた状態を示している。言い換えると、本図は、ＳＴＩのための溝（
溝ＴＲＥ）が基板ＳＵＢの表面に形成されている状態を示している。
【００４９】
　比較例（本図（ａ））では、インパクトイオン化が、溝ＴＲＥの底面のソース領域ＳＯ
Ｒ側の縁部（図中α部分）、平面視でα部分に比してソース領域ＳＯＲ側に位置し、かつ
互いに隣り合う溝ＴＲＥの間の領域のうち基板ＳＵＢの表面側でフィールド酸化膜ＤＦＯ
Ｘに接している部分（図中β部分）、及び平面視でα部分に比してドレイン領域ＤＲＲ側
に位置し、かつ互いに隣り合う溝ＴＲＥの間の領域のうち基板ＳＵＢの表面側でフィール
ド酸化膜ＤＦＯＸに接している部分（図中γ部分）で発生している。これに対して本実施
形態（本図（ｂ））では、インパクトイオン化が、上記したα部分（溝ＴＲＥの底面のソ
ース領域ＳＯＲ側の縁部）でしか発生していない。このように本実施形態では、比較例で
はインパクトイオン化を防ぐことができていない領域（例えば、上記したβ部分及びγ部
分）でインパクトイオン化を防ぐことができている。このため、本実施形態では上記した
耐圧を高いものにすることができるといえる。
【００５０】
（変形例１）
　図１５は、変形例１に係る半導体装置ＳＤを示す平面図であり、実施形態の図１に対応
する。本変形例に係る半導体装置ＳＤは、開口ＯＰのドレイン領域ＤＲＲ側の縁部がドレ
イン領域ＤＲＲと繋がっている点を除いて、実施形態に係る半導体装置ＳＤと同様の構成
である。言い換えると、本変形例では、開口ＯＰのドレイン領域ＤＲＲの縁部がフィール
ド酸化膜ＤＦＯＸを貫いてドレイン領域ＤＲＲに達している。本変形例においても、ゲー
ト電極ＧＥは、ドレイン領域ＤＲＲ側の縁部の全体がフィールド酸化膜ＤＦＯＸに乗り上
げるようになる。このため、本変形例においても実施形態と同様の効果を得ることができ
ると考えられる。
【００５１】
（変形例２）
　図１６は、変形例２に係る半導体装置ＳＤを示す平面図であり、実施形態の図１に対応
する。本変形例に係る半導体装置ＳＤは、以下の点を除いて、実施形態に係る半導体装置
ＳＤと同様の構成である。
【００５２】
　本変形例では、実施形態と同様にして、開口ＯＰのドレイン領域ＤＲＲ側の縁部がドレ
イン領域ＤＲＲよりもソース領域ＳＯＲ側に位置している。言い換えると、開口ＯＰのド
レイン領域ＤＲＲ側では、フィールド酸化膜ＤＦＯＸの一部がドレイン領域ＤＲＲに沿っ
て第２方向（図中ｚ軸方向）に延伸している。そしてフィールド酸化膜ＤＦＯＸの当該一
部が延伸している領域の上方には、導電膜ＣＦ１が形成されている。導電膜ＣＦ１は、平
面視で開口ＯＰに比してドレイン領域ＤＲＲ側に位置し、互いに隣り合う突出部ＰＰを繋
げている。具体的には、導電膜ＣＦ１は、ゲート電極ＧＥ及び突出部ＰＰと一体に形成さ
れている。言い換えると、導電膜ＣＦ１は、パターニングによってゲート電極ＧＥ及び突
出部ＰＰと同時に形成されている。
【００５３】
　本変形例によれば、導電膜ＣＦ１がフィールドプレートとして機能する。具体的には、
導電膜ＣＦ１には、ゲート電極ＧＥと同じ電圧が印加される。この場合、ゲート電極ＧＥ
のドレイン領域ＤＲＲ側の端部に電界が集中することを抑制することができる。これによ
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り、高い耐圧を実現することができる。
【００５４】
（変形例３）
　図１７は、変形例３に係る半導体装置ＳＤを示す平面図であり、実施形態の図１に対応
する。本変形例に係る半導体装置ＳＤは、以下の点を除いて、実施形態に係る半導体装置
ＳＤと同様の構成である。
【００５５】
　本変形例では、開口ＯＰの平面形状の第２方向（図中ｚ軸方向）の幅が領域によって異
なっている。具体的には、開口ＯＰは、幅狭部ＯＮＲ１（開口ソース側部）、幅広部ＯＷ
Ｄ（開口第１隣接部及び開口第２隣接部）、及び幅狭部ＯＮＲ２（開口ドレイン側部）か
らなる。幅狭部ＯＮＲ１、幅広部ＯＷＤ、及び幅狭部ＯＮＲ２は、ソース領域ＳＯＲ側か
らドレイン領域ＤＲＲ側に向かってこの順に並び、互いに隣り合っている。そして幅狭部
ＯＮＲ１，ＯＮＲ２は、幅広部ＯＷＤよりも第２方向に狭い幅を有している。なお、この
ような開口ＯＰの平面形状は、フィールド酸化膜ＤＦＯＸを形成する際のＳＴＩの溝の平
面形状の制御によって実現することができる。
【００５６】
　開口ＯＰの幅が狭い場合、ゲート電極ＧＥ及びドレイン領域ＤＲＲの間の耐圧が高くす
ることができる一方で、ゲート電極ＧＥ及びドレイン領域ＤＲＲの間のオン抵抗が高くな
ると考えられる。これに対して開口ＯＰの幅が広い場合、上記したオン抵抗を低くするこ
とができる一方で、上記した耐圧は低いものになると考えられる。このように高い耐圧を
高及び低いオン抵抗は、開口ＯＰの幅の広さに関してトレードオフの関係にある。これに
対して本変形例では、開口ＯＰの幅を部分的に狭くしている。このため、高い耐圧及び低
いオン抵抗の両者を同時に実現することができると考えられる。
【００５７】
　なお、本図に示す例では、幅広部ＯＷＤの第２方向（図中ｚ軸方向）の幅は一定である
が、幅広部ＯＷＤの平面形状は本図に示す例に限定されるものではない。幅広部ＯＷＤは
、幅狭部ＯＮＲ１と隣り合っている部分（開口第１隣接部）が幅狭部ＯＮＲ１よりも広く
、かつ幅狭部ＯＮＲ２と隣り合っている部分（開口第２隣接部）が幅狭部ＯＮＲ２よりも
広ければ、本図に示す例と異なる平面形状を有することができる。例えば、幅広部ＯＷＤ
は、開口第１隣接部及び開口第２隣接部の間で開口第１隣接部及び開口第２隣接部よりも
広い幅を有していてもよいし、又は開口第１隣接部及び開口第２隣接部の間で幅狭部ＯＮ
Ｒ１及び幅狭部ＯＮＲ２よりも狭い幅を有していてもよい。
【００５８】
（変形例４）
　図１８は、変形例４に係る半導体装置ＳＤを示す平面図であり、変形例３の図１７に対
応する。本変形例に係る半導体装置ＳＤは、以下の点を除いて、変形例３に係る半導体装
置ＳＤと同様の構成である。
【００５９】
　本変形例では、突出部ＰＰの第２方向（図中ｚ軸方向）の幅が領域によって異なってい
る。具体的には、突出部ＰＰは、幅広部ＰＷＤ１（突出ソース側部）及び幅狭部ＰＮＲ（
突出第１隣接部）からなる。幅広部ＰＷＤ１及び幅狭部ＰＮＲは、ソース領域ＳＯＲ側か
らドレイン領域ＤＲＲ側に向かってこの順に並び、互いに隣り合っている。幅広部ＰＷＤ
１は、開口ＯＰの幅広部ＯＷＤに比してソース領域ＳＯＲ側に位置している。そして幅広
部ＰＷＤ１は、幅狭部ＰＮＲに比して第２方向に広い幅を有している。より詳細には、突
出部ＰＰは、幅広部ＰＷＤ１から幅狭部ＰＮＲにかけての側面の形状が平面視で開口ＯＰ
の幅狭部ＯＮＲ１から幅広部ＯＷＤにかけての側面の形状に沿ったものとなっている。
【００６０】
　本変形例によれば、突出部ＰＰの根元（幅広部ＰＷＤ１）の幅が部分的に広くなってい
る。これにより、突出部ＰＰの根元での電界集中をより緩和することができる。
【００６１】
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　なお、本図に示す例では、幅狭部ＰＮＲの第２方向（図中ｚ軸方向）の幅は一定である
が、幅狭部ＰＮＲの平面形状は本図に示す例に限定されるものではない。幅狭部ＰＮＲは
、幅広部ＰＷＤ１と隣り合っている部分（突出第１隣接部）が幅広部ＰＷＤ１よりも狭け
れば、本図に示す例と異なる平面形状を有することができる。例えば、幅狭部ＰＮＲは、
突出第１隣接部よりもドレイン領域ＤＲＲ側で突出第１隣接部よりも狭い幅を有していて
もよいし、又は突出第１隣接部よりもドレイン領域ＤＲＲ側で幅広部ＰＷＤ１よりも広い
幅を有していてもよい。
【００６２】
（変形例５）
　図１９は、変形例５に係る半導体装置ＳＤを示す平面図であり、変形例４の図１８に対
応する。本変形例に係る半導体装置ＳＤは、以下の点を除いて、変形例４に係る半導体装
置ＳＤと同様の構成である。
【００６３】
　本変形例でも、突出部ＰＰの第２方向（図中ｚ軸方向）の幅が領域によって異なってい
る。具体的には、突出部ＰＰは、幅広部ＰＷＤ１（突出ソース側部）、幅狭部ＰＮＲ（突
出第１隣接部及び突出第２隣接部）、及び幅広部ＰＷＤ２（突出ドレイン側部）からなる
。幅広部ＰＷＤ１、幅狭部ＰＮＲ、及び幅広部ＰＷＤ２は、ソース領域ＳＯＲ側からドレ
イン領域ＤＲＲ側に向かってこの順に並び、互いに隣り合っている。幅広部ＰＷＤ１は、
開口ＯＰの幅広部ＯＷＤに比してソース領域ＳＯＲ側に位置している。一方、幅広部ＰＷ
Ｄ２は、開口ＯＰの幅広部ＯＷＤに比してドレイン領域ＤＲＲ側に位置している。そして
幅広部ＰＷＤ１は、幅狭部ＰＮＲに比して第２方向に広い幅を有している。一方、幅広部
ＰＷＤ２も、幅狭部ＰＮＲに比して第２方向に広い幅を有している。詳細には、突出部Ｐ
Ｐは、幅広部ＰＷＤ１から幅狭部ＰＮＲを介して幅広部ＰＷＤ２にかけての側面の形状が
平面視で開口ＯＰの幅狭部ＯＮＲ１から幅広部ＯＷＤを介して幅狭部ＯＮＲ２にかけての
側面の形状に沿ったものとなっている。
【００６４】
　本変形例によれば、突出部ＰＰの先端（幅広部ＰＷＤ２）の幅が部分的に広くなってい
る。これにより、突出部ＰＰの先端での電界集中をより緩和することができる。
【００６５】
　なお、本図に示す例では、幅狭部ＰＮＲの第２方向（図中ｚ軸方向）の幅は一定である
が、幅狭部ＰＮＲの平面形状は本図に示す例に限定されるものではない。幅狭部ＰＮＲは
、幅広部ＰＷＤ１と隣り合っている部分（突出第１隣接部）が幅広部ＰＷＤ１よりも狭く
、かつ幅広部ＰＷＤ２と隣り合っている部分（突出第２隣接部）が幅広部ＰＷＤ２よりも
狭ければ、本図に示す例と異なる平面形状を有することができる。例えば、幅狭部ＰＮＲ
は、突出第１隣接部及び突出第２隣接部の間で突出第１隣接部及び突出第２隣接部よりも
狭い幅を有していてもよいし、又は突出第１隣接部及び突出第２隣接部の間で幅広部ＰＷ
Ｄ１及び幅広部ＰＷＤ２よりも広い幅を有していてもよい。
【００６６】
（変形例６）
　図２０は、変形例６に係る半導体装置ＳＤを示す平面図であり、変形例５の図１９に対
応する。本変形例に係る半導体装置ＳＤは、以下の点を除いて、変形例５に係る半導体装
置ＳＤと同様の構成である。
【００６７】
　本変形例では、変形例２（図１６）と同様にして、開口ＯＰのドレイン領域ＤＲＲ側の
縁部がドレイン領域ＤＲＲよりもソース領域ＳＯＲ側に位置している。言い換えると、開
口ＯＰのドレイン領域ＤＲＲ側では、フィールド酸化膜ＤＦＯＸの一部がドレイン領域Ｄ
ＲＲに沿って第２方向（図中ｚ軸方向）に延伸している。そしてフィールド酸化膜ＤＦＯ
Ｘの当該一部が延伸している領域の上方には、導電膜ＣＦ１が形成されている。導電膜Ｃ
Ｆ１は、平面視で開口ＯＰに比してドレイン領域ＤＲＲ側に位置し、互いに隣り合う突出
部ＰＰを繋げている。具体的には、導電膜ＣＦ１は、ゲート電極ＧＥ及び突出部ＰＰと一
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体に形成されている。言い換えると、導電膜ＣＦ１は、パターニングによってゲート電極
ＧＥ及び突出部ＰＰと同時に形成されている。導電膜ＣＦ１は、変形例２と同様、フィー
ルドプレートとして機能する。これにより、高い耐圧を実現することができる。
【００６８】
（変形例７）
　図２１は、変形例７に係る半導体装置ＳＤを示す平面図であり、実施形態の図１に対応
する。図２２は、図２１のＡ－Ａ´断面図であり、実施形態の図２に対応する。図２３は
、図２１のＢ－Ｂ´断面図であり、実施形態の図３に対応する。図２４は、図２１のＣ－
Ｃ´断面図であり、実施形態の図４に対応する。本変形例に係る半導体装置ＳＤは、以下
の点を除いて、実施形態に係る半導体装置ＳＤと同様の構成である。
【００６９】
　本変形例では、層間絶縁膜ＩＬＤ１を介してゲート電極ＧＥ及び突出部ＰＰの上方に導
体パターンＣＰが位置している。導体パターンＣＰは、層間絶縁膜ＩＬＤ１の直上の層間
絶縁膜（層間絶縁膜ＩＬＤ２）によって覆われており、層間絶縁膜ＩＬＤ１の表面上に位
置している。導体パターンＣＰは、例えば、層間絶縁膜ＩＬＤ２に形成される配線（本図
では不図示）と同じ材料（例えば、アルミニウム）により形成されている。そして導体パ
ターンＣＰはコンタクトＳＣＴＣを介してソース領域ＳＯＲと電気的に接続している。こ
れにより、導体パターンＣＰにはソース領域ＳＯＲと同じ電圧（例えば、接地電位）が印
加されている。そして導体パターンＣＰは、延伸部ＣＰ１（導体延伸部）及び複数の突出
部ＣＰ２（導体突出部）を含んでいる。なお本図では、説明のため、コンタクトＤＣＴＣ
（ドレイン領域ＤＲＲに接続しているコンタクト）に接続する配線は図示していない。実
際には、層間絶縁膜ＩＬＤ２にはコンタクトＤＣＴＣと接続する配線が形成されている。
【００７０】
　延伸部ＣＰ１は、ゲート電極ＧＥの上方に位置している。そして延伸部ＣＰ１は、平面
視で第２方向（図中ｚ軸方向）に延伸している。複数の突出部ＣＰ２は、平面視でソース
領域ＳＯＲ側からドレイン領域ＤＲＲ側に向かって延伸部ＣＰ１の側面から突出している
。本図に示す例では、突出部ＣＰ２の先端は、平面視でドレイン領域ＤＲＲに比してソー
ス領域ＳＯＲ側に位置している。そして複数の突出部ＣＰ２は、ゲート電極ＧＥの複数の
突出部ＰＰそれぞれに対応して設けられている。さらに複数の突出部ＣＰ２は、平面視第
２方向に沿って並べられている。そして延伸部ＣＰ１及び複数の突出部ＣＰ２は、平面視
でゲート電極ＧＥのドレイン領域ＤＲＲ側及び複数の突出部ＰＰを内側に含んでいる。言
い換えると、延伸部ＣＰ１及び複数の突出部ＣＰ２のドレイン領域ＤＲＲ側の平面形状が
ゲート電極ＧＥのドレイン領域ＤＲＲ側及び複数の突出部ＰＰの平面形状に沿ったものと
なっている。
【００７１】
　なお、本図に示す例では、導体パターンＣＰは、配線層の最下層の層間絶縁膜（層間絶
縁膜ＩＬＤ１）の直上の層間絶縁膜（層間絶縁膜ＩＬＤ２）に形成されている。ただし、
導体パターンＣＰが形成される層間絶縁膜は本図に示す例（層間絶縁膜ＩＬＤ２）に限定
されるものではない。例えば、導体パターンＣＰは、層間絶縁膜ＩＬＤ２よりも上側の層
間絶縁膜に形成してもよい。この場合、導体パターンＣＰの下側に位置する層間絶縁膜は
、平面視で導体パターンＣＰと重なる領域に配線を有していないことが好ましい。
【００７２】
　本変形例によれば、導体パターンＣＰの突出部ＣＰ２もフィールドプレートとして機能
する。これにより、ゲート電極ＧＥのドレイン領域ＤＲＲ側の縁部に電界が集中すること
を抑制することができる。このため、ゲート電極ＧＥ及びドレイン領域ＤＲＲの間の耐圧
が高いものとなる。
【００７３】
（変形例８）
　図２５は、変形例８に係る半導体装置ＳＤを示す平面図であり、変形例７の図２１に対
応する。本変形例に係る半導体装置ＳＤは、以下の点を除いて、変形例７に係る半導体装
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置ＳＤと同様の構成である。
【００７４】
　本変形例では、互いに隣り合う突出部ＣＰ２のドレイン領域ＤＲＲ側の部分が導電膜Ｃ
Ｆ２によって互いに繋がっている。本図に示す例では、導電膜ＣＦ２は、平面視でドレイ
ン領域ＤＲＲに比してソース領域ＳＯＲ側に位置している。具体的には、導電膜ＣＦ２は
、導体パターンＣＰ（延伸部ＣＰ１及び複数の突出部ＣＰ２）と一体に形成されている。
言い換えると、導電膜ＣＦ２は、パターニングによって導体パターンＣＰと同時に形成さ
れている。
【００７５】
　本変形例によれば、導電膜ＣＦ２がフィールドプレートとして機能する。具体的には、
導電膜ＣＦ２には、導体パターンＣＰと同じ電圧（ソース領域ＳＯＲの電位）が印加され
る。この場合、ゲート電極ＧＥのドレイン領域ＤＲＲ側の端部に電界が集中することを抑
制することができる。これにより、高い耐圧を実現することができる。
【００７６】
（変形例９）
　図２６は、変形例９に係る半導体装置ＳＤを示す断面図であり、実施形態の図２に対応
する。本変形例に係る半導体装置ＳＤは、基板ＳＵＢのエピタキシャル層ＥＰＩの導電型
が第２導電型（ｎ型）である点を除いて、実施形態に係る半導体装置ＳＤと同様の構成で
ある。本変形例においても、実施形態と同様の効果を得ることができる。
【００７７】
（変形例１０）
　図２７は、変形例１０に係る半導体装置ＳＤを示す断面図であり、実施形態の図２に対
応する。本変形例に係る半導体装置ＳＤは、実施形態に係る第２導電型埋込領域ＮＢＬに
代わって第１導電型埋込領域ＰＢＬが形成されている点を除いて、実施形態に係る半導体
装置ＳＤと同様の構成である。言い換えると、本変形例では、基板ＳＵＢの埋込領域の導
電型が実施形態と反対になっている。本変形例においても、実施形態と同様の効果を得る
ことができる。
【００７８】
（変形例１１）
　図２８は、変形例１１に係る半導体装置ＳＤを示す断面図であり、実施形態の図２に対
応する。本変形例に係る半導体装置ＳＤは、基板ＳＵＢがＳＯＩ（Ｓｉｌｉｃｏｎ　ｏｎ
　Ｉｎｓｕｌａｔｏｒ）基板である点を除いて、実施形態に係る半導体装置ＳＤと同様の
構成である。具体的には、本変形例に係る基板ＳＵＢは、半導体基板ＳＳＵＢ、埋込酸化
膜ＢＯＸ、及びエピタキシャル層ＥＰＩがこの順に積層している。本変形例においても、
実施形態と同様の効果を得ることができる。
【００７９】
（変形例１２）
　図２９は、変形例１２に係る半導体装置ＳＤを示す断面図であり、実施形態の図２に対
応する。本変形例に係る半導体装置ＳＤは、第１導電型ボディ領域ＰＢＤの下に第１導電
型埋込領域ＢＰＢＬが形成されている点を除いて、実施形態に係る半導体装置ＳＤと同様
の構成である。
【００８０】
　詳細には、第１導電型埋込領域ＢＰＢＬは、第１導電型ボディ領域ＰＢＤの底面と接続
している。これにより、第１導電型埋込領域ＢＰＢＬには、第１導電型ボディ領域ＰＢＤ
の電圧が印加される。そして第１導電型埋込領域ＢＰＢＬは、第１導電型埋込領域ＢＰＢ
Ｌからドレイン領域ＤＲＲ側に向かって延伸している。そして第１導電型埋込領域ＢＰＢ
Ｌのドレイン領域ＤＲＲ側の端部が、平面視でフィールド酸化膜ＤＦＯＸ領域に達してい
る。なお、本図に示す例では、第１導電型埋込領域ＢＰＢＬは、第２導電型ドリフト領域
ＮＤＲと接続していない。
【００８１】
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　本変形例によれば、第１導電型埋込領域ＢＰＢＬによって空乏層が形成される。そして
第１導電型埋込領域ＢＰＢＬは、平面視で第２導電型ドリフト領域ＮＤＲにまで達してい
る。このため、第１導電型埋込領域ＢＰＢＬによって形成される空乏層も第２導電型ドリ
フト領域ＮＤＲ側にまで達するようにすることができる。これにより、ゲート電極ＧＥ及
びドレイン領域ＤＲＲの間の耐圧をより高いものにすることができる。
【００８２】
（変形例１３）
　図３０は、変形例１３に係る半導体装置ＳＤを示す断面図であり、変形例１２の図２９
に対応する。本変形例に係る半導体装置ＳＤは、第１導電型埋込領域ＢＰＢＬのドレイン
領域ＤＲＲ側の端部が平面視でドレイン領域ＤＲＲと重なる領域にまで達している点を除
いて、実施形態に係る半導体装置ＳＤと同様の構成である。本変形例においては、第１導
電型埋込領域ＢＰＢＬは、例えば、基板ＳＵＢの全体に形成されている。本変形例によれ
ば、変形例１２と比較して、耐圧をさらに高いものにすることができる。
【００８３】
（変形例１４）
　図３１は、変形例１４に係る半導体装置ＳＤを示す断面図であり、変形例１１に係る図
２８に対応する。本変形例に係る半導体装置ＳＤは、基板ＳＵＢのエピタキシャル層ＥＰ
Ｉの導電型が第２導電型（ｎ型）である点を除いて、変形例１１に係る半導体装置ＳＤと
同様の構成である。本変形例においても、変形例１１と同様の効果を得ることができる。
【００８４】
　以上、本発明者によってなされた発明を実施の形態に基づき具体的に説明したが、本発
明は前記実施の形態に限定されるものではなく、その要旨を逸脱しない範囲で種々変更可
能であることはいうまでもない。
【符号の説明】
【００８５】
ＢＣＲ  ボディコンタクト領域
ＢＣＴＣ コンタクト
ＢＯＸ  埋込酸化膜
ＢＰＢＬ 第１導電型埋込領域
ＣＦ１  導電膜
ＣＦ２  導電膜
ＣＰ  導体パターン
ＣＰ１  延伸部
ＣＰ２  突出部
ＤＣＴＣ コンタクト
ＤＦＯＸ フィールド酸化膜
ＤＲＲ  ドレイン領域
ＥＰＩ  エピタキシャル層
ＦＯＸ  フィールド酸化膜
ＧＥ  ゲート電極
ＧＩ  ゲート絶縁膜
ＧＩ１  絶縁膜
ＩＬＤ１ 層間絶縁膜
ＩＬＤ２ 層間絶縁膜
ＬＤＳ  ＬＤＳ領域
ＮＢＬ  第２導電型埋込領域
ＮＤＲ  第２導電型ドリフト領域
ＯＮＲ１ 幅狭部
ＯＮＲ２ 幅狭部
ＯＰ  開口
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ＯＷＤ  幅広部
ＰＢＤ  第１導電型ボディ領域
ＰＢＬ  第１導電型埋込領域
ＰＮＲ  幅狭部
ＰＰ  突出部
ＰＳ  ポリシリコン膜
ＰＷＤ１ 幅広部
ＰＷＤ２ 幅広部
ＲＳ１  レジスト膜
ＲＳ２  レジスト膜
ＲＳ３  レジスト膜
ＳＢ  シリサイドブロック膜
ＳＣＴＣ コンタクト
ＳＤ  半導体装置
ＳＬＤ１ シリサイド膜
ＳＬＤ２ シリサイド膜
ＳＯＲ  ソース領域
ＳＳＵＢ 半導体基板
ＳＵＢ  基板
ＳＷ  サイドウォール
ＴＲＥ  溝

【図１】 【図２】
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【図１７】 【図１８】
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【図２１】 【図２２】
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【図２５】 【図２６】
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【図２９】 【図３０】
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