
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
半導体基板と、
前記半導体基板上に形成された絶縁層と、
前記絶縁層上に形成された第１導電型の活性層と、
前記活性層内に選択的に形成された第１導電型のバッファ層と、
前記バッファ層内に選択的に形成された第１導電型のドレイン層と、
前記ドレイン層にコンタクトするように配設されたドレイン電極と、
前記活性層内に選択的に形成された第２導電型のベース層と、
前記ベース層内に選択的に形成された第１導電型のソース層と、
前記ベース層及び前記ソース層にコンタクトするように配設されたソース電極と、
前記ソース層と前記バッファ層とに挟まれた前記ベース層の領域上にゲート絶縁膜を介し
て配設されたゲート電極と、
を具備し、前記バッファ層及び前記ベース層は不純物拡散により形成され、前記バッファ
層の端部が前記ゲート電極の下方の位置に到達し、且つ前記バッファ層及び前記ベース層
は互いの拡散領域が重なり、且つ前記ドレイン層と前記ベース層との間で、前記バッファ
層が前記活性層に直接接触する領域を有するように設定されること
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と、
　前記バッファ層及び前記ドレイン層と重なるように、前記活性層内に選択的に形成され
た第１導電型の拡散層を更に具備し、前記拡散層は不純物拡散により形成され、前記拡散
層と前記ベース層とは互いの拡散領域が重ならず、前記拡散層と前記ベース層との間で、



を特徴とする高耐圧半導体装置。
【請求項２】
半導体基板と、
前記半導体基板上に形成された絶縁層と、
前記絶縁層上に形成された第１導電型の活性層と、
前記活性層内に選択的に形成された第１導電型のバッファ層と、
前記バッファ層内に選択的に形成された第１導電型のドレイン層と、
前記ドレイン層にコンタクトするように配設されたドレイン電極と、
前記活性層内に選択的に形成された第２導電型のベース層と、
前記ベース層内に選択的に形成された第１導電型のソース層と、
前記ベース層及び前記ソース層にコンタクトするように配設されたソース電極と、
前記ソース層と前記バッファ層とに挟まれた前記ベース層の領域上にゲート絶縁膜を介し
て配設されたゲート電極と、
前記バッファ層及び前記ドレイン層と重なるように、前記活性層内に選択的に形成された
第１導電型の拡散層と、
を具備し、前記バッファ層、前記ベース層及び前記拡散層は不純物拡散により形成され、
前記バッファ層の端部が前記ゲート電極の下方の位置に到達し、且つ前記拡散層と前記ベ
ース層とは互いの拡散領域が重ならず、前記拡散層と前記ベース層との間で、前記バッフ
ァ層が前記活性層に直接接触する領域を有するように設定されることを特徴とする高耐圧
半導体装置。
【請求項３】
前記バッファ層及び前記ベース層は互いの拡散領域が重なるように設定されることを特徴
とする に記載の高耐圧半導体装置。
【請求項４】
前記活性層よりも低抵抗で且つ前記絶縁層と前記活性層との間に配設された第１導電型の
埋め込み層を更に具備することを特徴とする のいずれかに記載の高耐圧半
導体装置。
【請求項５】
半導体基板と、
前記半導体基板上に形成された絶縁層と、
前記絶縁層上に形成された第２導電型の活性層と、
前記活性層内に選択的に形成された第１導電型のバッファ層と、
前記バッファ層内に選択的に形成された第１導電型のドレイン層と、
前記ドレイン層にコンタクトするように配設されたドレイン電極と、
前記活性層内に選択的に形成された第２導電型のベース層と、
前記ベース層内に選択的に形成された第１導電型のソース層と、
前記ベース層及び前記ソース層にコンタクトするように配設されたソース電極と、
前記ソース層と前記バッファ層とに挟まれた前記ベース層の領域上にゲート絶縁膜を介し
て配設されたゲート電極と、
を具備し、前記バッファ層及び前記ベース層は不純物拡散により形成され、前記バッファ
層の端部が前記ゲート電極の下方の位置に到達し、且つ前記バッファ層及び前記ベース層
は互いの拡散領域が重なり、且つ前記ドレイン層と前記ベース層との間で、前記バッファ
層が前記活性層に直接接触する領域を有するように設定されること

を特徴とする高耐圧半導体装置。
【請求項６】
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前記バッファ層が前記活性層に直接接触する領域を有するように設定されることと、

請求項２

請求項１乃至３

と、
　前記バッファ層及び前記ドレイン層と重なるように、前記活性層内に選択的に形成され
た第１導電型の拡散層を更に具備し、前記拡散層は不純物拡散により形成され、前記拡散
層と前記ベース層とは互いの拡散領域が重ならず、前記拡散層と前記ベース層との間で、
前記バッファ層が前記活性層に直接接触する領域を有するように設定されることと、



前記ゲート電極の真下に位置するように、前記ベース層内に形成された第２導電型の拡散
層を更に具備することを特徴とする のいずれかに記載の高耐圧半導体装置
。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、ＳＯＩ（ｓｉｌｉｃｏｎ　ｏｎ　ｉｎｓｕｌａｔｏｒ）基板を用いた高耐圧半
導体装置に関する。
【０００２】
【従来の技術】
図７は従来の高耐圧半導体装置である横型のＭＯＳＦＥＴを示す断面図である。
このＭＯＳＦＥＴにおいては、ｐ型半導体基板１０１内に低抵抗のｎ型埋め込み層１０２
が形成される。更に、ｎ型埋め込み層１０２上には高抵抗のｎ型層１０４がエピタキシャ
ル成長により形成される。
【０００３】
ｎ型エピタキシャル層１０４の表面にはｐ型ボディ層１０５が選択的に形成される。ｐ型
ボディ層１０５の表面には低抵抗のｎ型ソース層１０６と低抵抗のｐ型コンタクト層１０
７とが選択的に形成される。ｎ型ソース層１０６及びｐ型コンタクト層１０７上にはソー
ス電極１０８が配設される。
【０００４】
ｐ型ボディ層１０５と所定距離離れるように、ｎ型エピタキシャル層１０４の表面には低
抵抗のｎ型ドレイン層１０９が選択的に形成される。ｎ型ドレイン層１０９上にはドレイ
ン電極１１０が配設される。
【０００５】
ｎ型ドレイン層１０９とｎ型ソース層１０６とで挟まれた領域上には、ゲート酸化膜を介
して、フィールドプレートを有するゲート電極１１２が配設される。ゲート電極１１２に
より、ｎ型エピタキシャル層１０４とｎ型ソース層１０６とで挟まれたｐ型ボディ層１０
５の表面にｎ型チャネルが誘起される。
【０００６】
【発明が解決しようとする課題】
しかしながら、このＭＯＳＦＥＴにおいては、ｎ型ドレイン層１０９に電源電圧が印加さ
れた状態で、ｐ型ボディ層１０５からｎ型エピタキシャル層１０４に広がる空乏層は、ｐ
型ボディ層１０５の形状に対応して形成される。この場合、ｐ型ボディ層１０５下部のコ
ーナーに対応する部分で電界が特に強くなるため、ｎ型エピタキシャル層１０４の不純物
濃度を低くしないと高耐圧を得ることができない。
【０００７】
しかし、ｎ型エピタキシャル層１０４の不純物濃度を低くすると、ゲート電極１１２にし
きい値以上の電圧を添加して素子をオン状態にした時、ｎ型エピタキシャル層１０４での
抵抗が大きくなり、この結果、素子のオン抵抗を増大させてしまう。
【０００８】
本発明は、上記実情を考慮してなされたもので、高い耐圧を維持しつつ、低いオン抵抗を
実現可能な高耐圧半導体装置を提供することを目的とする。
【０００９】
【課題を解決するための手段】
本発明の第１の視点は、高耐圧半導体装置であって、
半導体基板と、
前記半導体基板上に形成された絶縁層と、
前記絶縁層上に形成された第１導電型の活性層と、
前記活性層内に選択的に形成された第１導電型のバッファ層と、
前記バッファ層内に選択的に形成された第１導電型のドレイン層と、
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請求項１乃至５



前記ドレイン層にコンタクトするように配設されたドレイン電極と、
前記活性層内に選択的に形成された第２導電型のベース層と、
前記ベース層内に選択的に形成された第１導電型のソース層と、
前記ベース層及び前記ソース層にコンタクトするように配設されたソース電極と、
前記ソース層と前記バッファ層とに挟まれた前記ベース層の領域上にゲート絶縁膜を介し
て配設されたゲート電極と、
を具備し、前記バッファ層及び前記ベース層は不純物拡散により形成され、前記バッファ
層の端部が前記ゲート電極の下方の位置に到達し、且つ前記バッファ層及び前記ベース層
は互いの拡散領域が重なり、且つ前記ドレイン層と前記ベース層との間で、前記バッファ
層が前記活性層に直接接触する領域を有するように設定されることを特徴とする。
【００１０】
本発明の第２の視点は第１の視点の高耐圧半導体装置において、前記バッファ層及び前記
ドレイン層と重なるように、前記活性層内に選択的に形成された第１導電型の拡散層を更
に具備し、前記拡散層は不純物拡散により形成され、前記拡散層と前記ベース層とは互い
の拡散領域が重ならず、前記拡散層と前記ベース層との間で、前記バッファ層が前記活性
層に直接接触する領域を有するように設定されることを特徴とする。
【００１１】
本発明の第３の視点は、高耐圧半導体装置であって、
半導体基板と、
前記半導体基板上に形成された絶縁層と、
前記絶縁層上に形成された第１導電型の活性層と、
前記活性層内に選択的に形成された第１導電型のバッファ層と、
前記バッファ層内に選択的に形成された第１導電型のドレイン層と、
前記ドレイン層にコンタクトするように配設されたドレイン電極と、
前記活性層内に選択的に形成された第２導電型のベース層と、
前記ベース層内に選択的に形成された第１導電型のソース層と、
前記ベース層及び前記ソース層にコンタクトするように配設されたソース電極と、
前記ソース層と前記バッファ層とに挟まれた前記ベース層の領域上にゲート絶縁膜を介し
て配設されたゲート電極と、
前記バッファ層及び前記ドレイン層と重なるように、前記活性層内に選択的に形成された
第１導電型の拡散層と、
を具備し、前記バッファ層、前記ベース層及び前記拡散層は不純物拡散により形成され、
前記バッファ層の端部が前記ゲート電極の下方の位置に到達し、且つ前記拡散層と前記ベ
ース層とは互いの拡散領域が重ならず、前記拡散層と前記ベース層との間で、前記バッフ
ァ層が前記活性層に直接接触する領域を有するように設定されることを特徴とする。
【００１２】
本発明の第４の視点は第３の視点の高耐圧半導体装置において、前記バッファ層及び前記
ベース層は互いの拡散領域が重なるように設定されることを特徴とする。
【００１３】
本発明の第５の視点は第１乃至第４のいずれかの視点の高耐圧半導体装置において、前記
活性層よりも低抵抗で且つ前記絶縁層と前記活性層との間に配設された第１導電型の埋め
込み層を更に具備することを特徴とする。
【００１４】
本発明の第６の視点は、高耐圧半導体装置であって、
半導体基板と、
前記半導体基板上に形成された絶縁層と、
前記絶縁層上に形成された第２導電型の活性層と、
前記活性層内に選択的に形成された第１導電型のバッファ層と、
前記バッファ層内に選択的に形成された第１導電型のドレイン層と、
前記ドレイン層にコンタクトするように配設されたドレイン電極と、
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前記活性層内に選択的に形成された第２導電型のベース層と、
前記ベース層内に選択的に形成された第１導電型のソース層と、
前記ベース層及び前記ソース層にコンタクトするように配設されたソース電極と、
前記ソース層と前記バッファ層とに挟まれた前記ベース層の領域上にゲート絶縁膜を介し
て配設されたゲート電極と、
を具備し、前記バッファ層及び前記ベース層は不純物拡散により形成され、前記バッファ
層の端部が前記ゲート電極の下方の位置に到達し、且つ前記バッファ層及び前記ベース層
は互いの拡散領域が重なり、且つ前記ドレイン層と前記ベース層との間で、前記バッファ
層が前記活性層に直接接触する領域を有するように設定されることを特徴とする。
【００１５】
本発明の第７の視点は第６の視点の高耐圧半導体装置において、前記バッファ層及び前記
ドレイン層と重なるように、前記活性層内に選択的に形成された第１導電型の拡散層を更
に具備し、前記拡散層は不純物拡散により形成され、前記拡散層と前記ベース層とは互い
の拡散領域が重ならず、前記拡散層と前記ベース層との間で、前記バッファ層が前記活性
層に直接接触する領域を有するように設定されることを特徴とする。
【００１６】
本発明の第８の視点は第１乃至第７のいずれかの視点の高耐圧半導体装置において、前記
ゲート電極の真下に位置するように、前記ベース層内に形成された第２導電型の拡散層を
更に具備することを特徴とする。
【００１７】
【発明の実施の形態】
以下に本発明の実施の形態について図面を参照して説明する。なお、以下の説明において
、略同一の機能及び構成を有する構成要素については、同一符号を付し、重複説明は必要
な場合にのみ行う。
【００１８】
図１は本発明の実施の形態に係る高耐圧半導体装置である横型のｎ型ＭＯＳＦＥＴを示す
概略断面図である。
このＭＯＳＦＥＴは、ＳＯＩ基板を用いたものであり、即ち、シリコン基板１上にＳｉＯ

２ 　 埋め込み酸化膜からなる絶縁層２及びｎ－ 　 型（高抵抗のｎ型）シリコン活性層３が
順次配設される。
【００１９】
ｎ－ 　 型活性層３の表面にはｎ型バッファ層７が形成され、ｎ型バッファ層７内にｎ＋ 　

型（低抵抗のｎ型）ドレイン層８が形成される。ｎ＋ 　 型ドレイン層８上にはドレイン電
極１１がコンタクトするように配設される。ｎ－ 　 型活性層３のドレイン電極側には、更
に、ｎ型バッファ層７よりマスク開口幅を狭くしてｎ型拡散層２０が形成される。ｎ型拡
散層２０はｎ型バッファ層７及びｎ＋ 　 型ドレイン層８と拡散領域が重なるように設定さ
れる。
【００２０】
一方、ｎ－ 　 型活性層３のソース電極側の表面には、ｐ型ウエル層（ｐ型ベース層）４が
選択的に形成され、ｐ型ウエル層４の表面にはｎ＋ 　 型ソース層６が選択的に形成される
。ｐ型ウエル層４及びｎ＋ 　 型ソース層６上には共通のソース電極９がコンタクトするよ
うに配設される。ソース電極９の下部には、ｐ型ウエル層４に対して良好なコンタクトを
得るために低抵抗のｐ＋型（低抵抗のｐ型）コンタクト層５が形成される。
【００２１】
ｎ型バッファ層７はｐ型ウエル層４内に侵入するように形成される。ｎ型バッファ層７と
ｎ＋ 　 型ソース層６との間に位置するように、ｐ型ウエル層４の表面には、いわゆるチャ
ネルインプラに相当するｐ型拡散層２１が形成される。ｎ型バッファ層７とｎ＋ 　 型ソー
ス層６とで挟まれた領域、即ちｐ型拡散層２１上には、ゲート酸化膜１２を介して、フィ
ールドプレートを有するゲート電極１０が配設される。なお、ソース電極９とドレイン電
極１１との間の活性層表面は、ゲート酸化膜１２以外の部分も絶縁膜（図示せず）により
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覆われる。
【００２２】
本実施の形態において、ｎ－ 　 型活性層３への不純物ドーズ量は、１×１０１ ０ ｃｍ－ ２

～２×１０１ ２ ｃｍ－ ２ の範囲、より好ましくは０．５×１０１ ２ ｃｍ－ ２ ～１．８×１
０１ ２ ｃｍ－ ２ の範囲に設定される。
【００２３】
また、ｐ型ウエル層４、ｎ型バッファ層７、及びｎ型拡散層２０は、以下のような条件を
満足するように不純物拡散により形成される。即ち、ｐ型ウエル層４及びｎ型拡散層２０
はｎ型バッファ層７よりも深い。また、ｐ型ウエル層４及びｎ型バッファ層７は互いの拡
散領域が重なり、且つｎ型バッファ層７の端部はゲート電極の下方の位置に到達する。ま
た、ｐ型ウエル層４とｎ型拡散層２０とは互いの拡散領域が重ならず、ｐ型ウエル層４と
ｎ型拡散層２０との間で、ｎ型バッファ層７がｎ－ 　 型活性層３に直接接触する領域を有
する。
【００２４】
次に、本実施の形態の形態の作用について説明する。
【００２５】
図１図示のｎ型ＭＯＳＦＥＴにおいて、ｐ型ウエル層４、ｎ＋ 　 型ソース層６、及び基板
１を各々接地し、ｎ＋ 　 型ドレイン層８に正の高電圧を印加した場合を想定する。この状
態において、絶縁層２とｎ－ 　 活性層３との界面から空乏層が形成されると共に、ｐ型ウ
エル層４とｎ－ 　 型活性層３及びｎ型バッファ層７とのｐｎ接合部分から空乏層が形成さ
れる。このようにして形成される空乏層の部分に印加電圧が掛かることにより、高耐圧が
実現される。
【００２６】
ｎ型バッファ層７を、不純物インプラのマスク開口部を少しずつずらして複数の拡散層に
より形成すると、高耐圧が得られる。これは、多重拡散により形成されたｎ型バッファ層
７底部の曲面部分での曲率が緩和され、この影響で電界集中が緩和されるからである。よ
って、この多重拡散は、ｎ型バッファ層７底部における曲率を大きくするように、数を多
くするほうが効果が大きくなる。
【００２７】
一方、ソース－ドレイン間の耐圧、即ち、ｎ型バッファ層７とｐ型ウエル層４とのｐｎ接
合面での耐圧を得るためには空乏層の延びが阻止されないようにｎ型バッファ層７の濃度
を抑える必要がある。濃度が高すぎると、ｎ型バッファ層７の先端部分で素子破壊が生じ
る。しかし一方、ｎ型バッファ層７の濃度が下がると、それに伴いｎ型バッファ層７内で
の抵抗を上げる方向に作用するため、オン時のＭＯＳＦＥＴの抵抗を増加させてしまう。
そこで、ドレイン電極１１側のｎ型バッファ層７の濃度を高くしてやる必要がある。この
意味でも、ｎ型バッファ層７にｎ型拡散層２０を追加形成して、ドレイン電極側のｎ型バ
ッファ層の濃度を高めてやることが効果的となる。
【００２８】
しかし、ｎ型多重拡散層をひとつ追加するごとに露光工程が増えるため、これはコスト高
につながる。そこで、ｐ型ウエル層４とｎ型バッファ層７とを互いの拡散領域が重なるよ
うに形成する。これにより、ｎ型バッファ層７のうち、ｐ型ウエル層４と重なる部分は、
ｎ型バッファ層７の端部にいくほど濃度が低くなる。即ち、ｎ型バッファ層７は、ｐ型ウ
エル層４と重なる部分において、ソース電極９側からドレイン電極１１側に向かって徐々
にｎ型キャリア濃度が高くなるような濃度勾配を有することとなる。つまり、ｎ型バッフ
ァ層７を一重拡散で形成しても、多重拡散に相当する濃度分布が得られる。
【００２９】
更に、ｐ型ウエル層４と拡散領域が重ならないように、ｎ型拡散層２０を追加形成するこ
とで、ドレイン側のｎ型バッファ層７は、更に横方向に濃度勾配を付加され、何重にも多
重拡散したような、濃度プロファイルを有することとなる。
【００３０】
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よって、耐圧及びオン抵抗も多重拡散と同様の効果が得られ、高耐圧でありながらオン抵
抗の低いＭＯＳＦＥＴが実現される。更に、ドレイン側のｎ型バッファ層７の濃度が高い
ことにより、オン時の耐圧もより高い値が得られる。
【００３１】
図２は本発明の別の実施の形態に係る高耐圧半導体装置である横型のｎ型ＭＯＳＦＥＴを
示す概略断面図である。
図２図示のＭＯＳＦＥＴは、チャネルインプラに相当するｐ型拡散層２１をゲート電極１
０の下方に有していない点で、図１図示のＭＯＳＦＥＴと異なる。即ち、ｐ型拡散層２１
を形成するためのチャネルインプラは、ｐ型ウエル層４の濃度を調整することで、必ずし
も必要でなくなる。図２図示のＭＯＳＦＥＴにおいては、ｐ型ウエル層４がチャネル部分
を全部覆っている構造のため、マスクずれ等による特性のばらつきがなくなり、安定した
特性が得られる。
【００３２】
図３は本発明の更に別の実施の形態に係る高耐圧半導体装置である横型のｎ型ＭＯＳＦＥ
Ｔを示す概略断面図である。
図３図示のＭＯＳＦＥＴは、ｎ型バッファ層７と拡散領域が重なるｎ型拡散層２０を有し
ていない点で、図１図示のＭＯＳＦＥＴと異なる。即ち、図３図示のＭＯＳＦＥＴにおい
ては、ｐ型ウエル層４とｎ型バッファ層７との拡散領域の重なりにより、この重なってい
る領域において、ｎ型バッファ層７に濃度勾配が形成されるため、ｎ型拡散層２０がなく
ても、十分な高耐圧と低オン抵抗とが得られる。
【００３３】
図４は本発明の更に別の実施の形態に係る高耐圧半導体装置である横型のｎ型ＭＯＳＦＥ
Ｔを示す概略断面図である。
図４図示のＭＯＳＦＥＴは、ｐ型ウエル層４とｎ型バッファ層７とが、互いの拡散領域が
重ならないように形成されている点で、図１図示のＭＯＳＦＥＴと異なる。ここで、ｎ型
バッファ層７は図１図示の位置と同じゲート電極１０の下方の位置まで延在するように形
成されるが、ｐ型ウエル層４はｎ型バッファ層７の端部の直前で終端するように、図１図
示のそれよりも短く形成される。
【００３４】
ＭＯＳＦＥＴ構造では、ｎ型バッファ層７のうち、ゲート電極１０下の部分の濃度がオン
抵抗に最も大きく寄与する。よって、オン抵抗の面からみれば、図４図示の如く、ｎ型バ
ッファ層７の左端はｐ型ウエル層４にかからないほうが、より高い濃度を維持できる点で
有利である。
【００３５】
一方、低印加電圧でのｎ型バッファ層７の先端部分での破壊をふせぎ、横方向の耐圧を維
持するため、ｎ型バッファ層７の濃度は、ある程度以内に抑える必要がある。このため、
ドレイン電極１１に近い部分ではｎ型拡散層２０によって、ｎ型バッファ層７の濃度を高
くする。これにより、図４図示のＭＯＳＦＥＴによっても、十分な高耐圧と低オン抵抗と
が得られる。
【００３６】
図５は本発明の更に別の実施の形態に係る高耐圧半導体装置である横型のｎ型ＭＯＳＦＥ
Ｔを示す概略断面図である。
図５図示のＭＯＳＦＥＴは、絶縁層２上の活性層がｐ－ 　 型（高抵抗のｐ型）活性層２３
からなる点で、図１図示のＭＯＳＦＥＴと異なる。しかし、この構造においても、高耐圧
は維持でき、更にチャネル部分をｐ型ウエル層４で完全に覆っているため、チャネル部分
の濃度に影響はなく、オン特性に影響はでない。ＩＣ回路を組む場合、他の素子、たとえ
ばバイポーラ素子側の特性要求から、基板がｎ型であったり、ｐ型であったりする。本発
明に係るＭＯＳＦＥＴ構造によれば、基板の導電型を問わずに、一定の特性を得ることが
可能となる。
【００３７】
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図６は本発明の更に別の実施の形態に係る高耐圧半導体装置である横型のｎ型ＭＯＳＦＥ
Ｔを示す概略断面図である。
図６図示のＭＯＳＦＥＴは、ｎ－ 　 活性層３よりも低抵抗のｎ＋ 　 型埋め込み層２５が絶
縁層２とｎ－ 　 活性層３との間に配設されている点で、図１図示のＭＯＳＦＥＴと異なる
。素子の使用条件によっては、基板１の電位を０Ｖ以外にすることもある。基板１に負の
電位が掛かる場合、これにより形成される反転層の影響を阻止するため、ｎ－ 　 活性層３
の底部にｎ＋ 　 型埋め込み層２５を形成することができる。
【００３８】
ｎ＋ 　 型埋め込み層２５により、基板１の電位によるｎ－ 　 活性層３への影響をシールド
することが可能となる。この場合、ｎ－ 　 活性層３の底部に空乏層が形成されないが、ｐ
型ウエル層４とｎ－ 　 型活性層とのｐｎ接合から空乏層が形成されるため、この空乏層領
域に印加電圧が掛かり、必要な耐圧が得られる。また、オン特性には影響がないため、十
分な低オン抵抗と高オン耐圧とが得られる。
【００３９】
なお、上記各実施の形態では、ｎ型ＭＯＳＦＥＴを構成した場合について説明したが、各
層のｎ型とｐ型とを入れ替えてｐ型ＭＯＳＦＥＴを構成しても、本発明の効果を同様に得
ることができる。
【００４０】
その他、本発明の思想の範疇において、当業者であれば、各種の変更例及び修正例に想到
し得るものであり、それら変更例及び修正例についても本発明の範囲に属するものと了解
される。
【００４１】
【発明の効果】
本発明によれば、逆バイアス時の高耐圧、及びオン時の低オン抵抗、高オン耐圧を同時に
実現可能な高耐圧半導体装置を提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の実施の形態に係る高耐圧半導体装置である横型のｎ型ＭＯＳＦＥＴを示
す概略断面図。
【図２】本発明の別の実施の形態に係る高耐圧半導体装置である横型のｎ型ＭＯＳＦＥＴ
を示す概略断面図。
【図３】本発明の更に別の実施の形態に係る高耐圧半導体装置である横型のｎ型ＭＯＳＦ
ＥＴを示す概略断面図。
【図４】本発明の更に別の実施の形態に係る高耐圧半導体装置である横型のｎ型ＭＯＳＦ
ＥＴを示す概略断面図。
【図５】本発明の更に別の実施の形態に係る高耐圧半導体装置である横型のｎ型ＭＯＳＦ
ＥＴを示す概略断面図。
【図６】本発明の更に別の実施の形態に係る高耐圧半導体装置である横型のｎ型ＭＯＳＦ
ＥＴを示す概略断面図。
【図７】従来の高耐圧半導体装置である横型のＭＯＳＦＥＴを示す概略断面図。
【符号の説明】
１…シリコン基板
２…絶縁層
３…ｎ－ 　 型活性層
４…ｐ型ウエル層（ｐ型ベース層）
５…ｐ＋型コンタクト層
６…ｎ＋ 　 型ソース層
７…ｎ型バッファ層
８…ｎ＋ 　 型ドレイン層
９…ソース電極
１０…ゲート電極
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１１…ドレイン電極
１２…ゲート絶縁膜
２０…ｎ型拡散層
２１…ｐ型拡散層
２３…ｐ－ 　 型活性層
２５…ｎ＋ 　 型埋め込み層

【 図 １ 】

【 図 ２ 】

【 図 ３ 】

【 図 ４ 】
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【 図 ５ 】

【 図 ６ 】

【 図 ７ 】
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