
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
第１導電型の半導体基板に、注入エネルギー ．０ＭｅＶ以上且 ．０ＭｅＶ以下の
注入エネルギーを持つ第２導電型の不純物イオンを選択的にイオン注入することにより、
前記半導体基板の上部に第２導電型の延長ドレイン領域を形成する第１の工程と、
前記延長ドレイン領域に、基板面にほぼ平行で且つ深さ方向に互いに間隔をおくように、
第１導電型の不純物層からなる複数の埋込み層を形成する第２の工程とを備えていること
を特徴とする半導体装置の製造方法。
【請求項２】
前記第１の工程は、前記半導体基板に対して熱処理を行なうことにより、前記延長ドレイ
ン領域の拡散深さ μｍ以上且 ５μｍ以下とする工程を含むことを特徴とする

に記載の半導体装置の製造方法。
【請求項３】
前記第２の工程において、前記各埋込み層を、前記延長ドレイン領域における深い領域か
ら浅い領域に向けて、イオン注入法により順次形成することを特徴とする
に記載の半導体装置の製造方法。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、高耐圧特性を有する半導体装置及びその製造方法に関する。
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【０００２】
【従来の技術】
高耐圧特性を有しながらオン抵抗を低くすることができる横型半導体装置については、従
来から種々の構造が検討されており、その一例として、米国特許第６，１６８，９８３号
公報に開示されている半導体装置について図面を参照しながら説明する。
【０００３】
図１０は前記公報に開示された第１の半導体装置の断面構成を示している。
【０００４】
図１０に示すように、ｐ型の半導体基板１６の上部には、互いに間隔をおいてｎ型のソー
ス領域１４及びｎ型の延長ドレイン領域２３が形成されている。延長ドレイン領域２３の
上部にはドレイン電極１１と電気的に接続されるドレインコンタクト部１９が形成されて
いる。
【０００５】
延長ドレイン領域２３には、基板面にほぼ平行に延びるように、ｐ型埋め込み層１８が形
成されている。これにより、延長ドレイン領域２３は、ｐ型埋め込み層１８の上側にｎ型
上層領域２４が形成されると共に、ｐ型埋め込み層１８の下側にｎ型下層領域２５が形成
される。
【０００６】
半導体基板１６の上部にはソース領域１４と接するようにｐ型の基板コンタクト領域１３
が形成されており、ソース領域１４及び基板コンタクト領域１３は共にソース電極１０と
電気的に接続されている。
【０００７】
半導体基板１６の上におけるソース領域１４と延長ドレイン領域２３との間には、ゲート
絶縁膜２０を介してゲート電極１２が形成されており、半導体基板１６におけるゲート電
極１２の下側の領域はチャネル領域２８として機能する。ゲート電極１２を含む半導体基
板１６の表面は絶縁膜２７により覆われている。
【０００８】
このように、第１の半導体装置は、ｎ型の延長ドレイン領域２３の内部に、ｎ型上層領域
２４及びｐ型埋め込み層１８が設けられていることを特徴とする。
【０００９】
ｐ型埋め込み層１８は半導体基板１６を介して基準電位に設定される構成を採るため、延
長ドレイン領域２３に電圧が印加されると、延長ドレイン領域２３と半導体基板１６とは
、また延長ドレイン領域２３とｐ型埋め込み層１８とはそれぞれ逆バイアス状態となる。
このため、延長ドレイン領域２３とｐ型埋め込み領域１８との接合部から空乏層が広がる
と共に、延長ドレイン領域２３と半導体基板１６との接合部からも空乏層が広がる。これ
らの空乏層の絶縁耐圧特性を利用することにより、ＭＯＳ型トランジスタの高耐圧化を図
ることができる。
【００１０】
ゲート電極１２に電圧が印加されると、ＭＯＳ型トランジスタのチャネル領域が導通し、
破線で示すドレイン内電流は主として延長ドレイン領域２３におけるｎ型上層領域２４と
ｎ型下層領域２５とに分かれて流れるため、高耐圧特性を得るには、延長ドレイン領域２
３におけるｐ型埋め込み層１８の下側に位置するｎ型下層領域２５の不純物濃度を低減し
て、逆バイアス電圧を印加したときに接合部から広がる空乏層を大きくする。
【００１１】
ｎ型下層領域２５の不純物濃度を低減するには、延長ドレイン領域２３の形成工程におい
て、ドーピングする不純物濃度を低減すると共に該不純物を熱拡散させる。
【００１２】
ところが、ｎ型下層領域２５の不純物濃度を低減すると、オン抵抗が高くなってしまうた
め、該ｎ型下層領域２５の不純物濃度を極端に低くすることは好ましくない。従って、高
耐圧特性を確保しながらオン抵抗を低減するためには、表面側のｎ型上層領域２４の不純
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物濃度を高くする必要がある。
【００１３】
しかしながら、延長ドレイン領域２３におけるｎ型上層領域２４の不純物濃度を高くする
と、逆バイアス電圧を印加したときの該ｎ型上層領域２４の空乏層の広がりが十分ではな
くなるため、電界分布が変化して高耐圧特性が劣化してしまうという問題が発生する。従
って、ｎ型上層領域２４の不純物濃度を極端に高くすることは好ましくない。
【００１４】
このように、第１の半導体装置においては、高耐圧特性の確保とオン抵抗の低減との両立
を図っているが、この両立は十分であるとはいえない。
【００１５】
このため、前記公報には、さらに、高耐圧特性を確保しつつオン抵抗を確実に低減できる
ように、延長ドレイン領域２３の内部に他のｐ型埋め込み層を基板面にほぼ平行で且つ間
隔をおいて形成した第２の半導体装置を開示している。これにより、ｎ型下層領域２５の
不純物濃度を低下させることなく、高耐圧特性の向上を図っている。
【００１６】
図１１は前記公報に記載された第２の半導体装置の断面構成を示している。図１１に示す
ように、延長ドレイン領域２３には、基板面にほぼ平行に延び且つ深さ方向に互いに間隔
をおくように、ｐ型の第１の埋め込み層１８Ａと該第１の埋め込み層１８Ａの下側に位置
する第２の埋め込み層１８Ｂとが形成されている。
【００１７】
第２の半導体装置は、延長ドレイン領域２３にｐ型の第１の埋め込み層１８Ａ及び第２の
ｐ型埋め込み層１８Ｂが形成されているため、延長ドレイン領域２３に、半導体基板１６
に対して逆バイアスとなる電圧が印加されると、延長ドレイン領域２３と第１及び第２の
埋め込み層１８Ａ、１８Ｂとの各接合部、並びに延長ドレイン領域２３と半導体基板１６
との接合部からそれぞれ空乏層が広がるため、ｎ型の延長ドレイン領域２３の不純物濃度
を高く設定しても、該延長ドレイン領域２３、第１及び第２の埋め込み層１８Ａ、１８Ｂ
による空乏層は容易に広がる。このため、ＭＯＳ型トランジスタの高耐圧特性を確保する
ことができる。
【００１８】
また、延長ドレイン領域２３とソース領域１４とが導通状態になった場合には、不純物濃
度を高く設定された延長ドレイン領域２３を電流が流れるため、オン抵抗を低減すること
ができる。これにより、高耐圧を確保しつつ、オン抵抗を確実に低減することができる。
【００１９】
このとき、図１１の破線で示すＭＯＳ型トランジスタのドレイン内電流は、延長ドレイン
領域２３における、ｎ型上層領域２４、ｎ型中層領域２６及びｎ型下層領域２５の３層に
分かれるため、ＭＯＳ型トランジスタの延長ドレイン領域２３における抵抗値は３層の電
流経路の並列抵抗値で表わすことができる。
【００２０】
【発明が解決しようとする課題】
しかしながら、前記従来の第２の半導体装置は、延長ドレイン領域２３の形成時に、ｎ型
不純物、例えばリン（Ｐ）イオンをイオン注入した後、拡散深さが５μｍ～１５μｍ程度
となるように熱拡散を行なうが、イオン注入は１００ｋｅＶ～１５０ｋｅＶ程度の注入エ
ネルギーで行われている。このため、延長ドレイン領域２３の表面領域は高濃度に形成す
ることが可能であるが、中層領域２６及び下層領域２５のｎ型の不純物濃度が順次低下す
ることは避けられない。
【００２１】
これにより、前記従来の半導体装置は、延長ドレイン領域２３の中層領域２６及び下層領
域２５における抵抗値が高くなるため、ＭＯＳ型トランジスタのオン抵抗が高くなるとい
う問題が生じる。
【００２２】
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本発明は、前記従来の問題に鑑み、高耐圧特性を確保しつつ、オン抵抗をさらに低減でき
るようにすることを目的とする。
【００２３】
【課題を解決するための手段】
前記の目的を達成するため、本発明は、高耐圧特性を有する半導体装置 を、延
長ドレイン領域における比較的に深い領域の不純物濃度を十分に高く形成する構成とする
。
【００２８】

本発明に係る半導体装置の製造方法は、第１導電型の半導体基板に、注入エネ
ルギー ．０ＭｅＶ以上且 ３．０ＭｅＶ以下の注入エネルギーを持つ第２導電型の不
純物イオンを選択的にイオン注入することにより、半導体基板の上部に第２導電型の延長
ドレイン領域を形成する第１の工程と、延長ドレイン領域に、基板面にほぼ平行で且つ深
さ方向に互いに間隔をおくように、第１導電型の不純物層からなる複数の埋込み層を形成
する第２の工程とを備えている。
【００２９】
本発明の半導体装置の製造方法によると、第１導電型の半導体基板に、注入エネルギー

．０ＭｅＶ以上且 ．０ＭｅＶ以下の注入エネルギーを持つ第２導電型の不純物イオ
ンを選択的にイオン注入することにより、半導体基板の上部に第２導電型の延長ドレイン
領域を形成するため、 基板面
からの深さが約６μｍの領域の第２導電型の不純物濃度が約１×１０ 1 5／ｃｍ 3  以上であ
り且つ深さが約２μｍの領域における第２導電型の不純物濃度の約３０％以上となる
の上、延長ドレイン領域を形成する不純物イオンの注入エネルギーを高く設定するだけで
オン抵抗の低減を実現できるため、製造コストの上昇を招くことがない。
【００３０】
本発明の半導体装置の製造方法において、第１の工程が、半導体基板に対して熱処理を行
なうことにより、延長ドレイン領域の拡散深さ μｍ以上且 ５μｍ以下とする工程
を含むことが好ましい。
【００３１】
本発明の半導体装置 は、第２の工程において、各埋込み層を、延長ドレイン領
域における深い領域から浅い領域に向けて、イオン注入法により順次形成することが好ま
しい。このようにすると、複数の埋め込み層を延長ドレイン領域の内部に確実に形成する
ことができる。
【００３２】
【発明の実施の形態】
本発明の一実施形態について図面を参照しながら説明する。
【００３３】
図１は本発明の一実施形態に係る高耐圧型のＭＯＳトランジスタからなる半導体装置の断
面構成を示している。
【００３４】
図１に示すように、ｐ型の不純物濃度が約１×１０１ ４ ／ｃｍ３ 　～約３×１０１ ４ ／ｃ
ｍ３ 　であるシリコンからなる半導体基板１００の上部には、互いに間隔をおいたｎ型の
延長ドレイン領域１０１及びｎ型のソース領域１０２が形成されている。延長ドレイン領
域１０１の上部には、絶縁膜１１０の上に形成されたドレイン電極１１１とコンタクト部
を介して電気的に接続されるドレインコンタクト部１０３が形成されている。
【００３５】
延長ドレイン領域１０１は、注入エネルギーが約１．０ＭｅＶ～約３．０ＭｅＶと極めて
高いエネルギーを持つｎ型不純物の注入とそれに続く熱拡散とにより形成されている。こ
の場合の基板面からの深さが約６μｍの領域におけるｎ型不純物濃度は約１×１０１ ５ ／
ｃｍ３ 　以上であり、且つ、深さが約２μｍの領域におけるｎ型不純物濃度の約３０％以
上である。また、その接合深さは約５μｍ～約１５μｍである。
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【００３６】
延長ドレイン領域１０１における深さが１．０μｍ程度の領域には、ｐ型の不純物濃度が
約２．５×１０１ ６ ／ｃｍ３ 　の第１のｐ型埋め込み層１０４Ａが基板面にほぼ平行に延
びるように形成されている。また、延長ドレイン領域１０１における深さが約３．５μｍ
の領域には、不純物濃度が約１．５×１０１ ６ ／ｃｍ３ 　の第２のｐ型埋め込み層１０４
Ｂが第１のｐ型埋め込み層１０４Ａと並行するように形成されている。ここで、第１のｐ
型埋め込み層１０４Ａ及び第２のｐ型埋め込み層１０４Ｂは、共に半導体基板１００と電
気的に接続されているか又は共に電気的に浮遊状態にある。
【００３７】
このように、延長ドレイン領域１０１の内部には、所定の深さで基板面にほぼ平行に延び
且つ深さ方向に互いに間隔をおいて形成された第１のｐ型埋め込み層１０４Ａ及び第２の
ｐ型埋め込み層１０４Ｂを有している。このため、第１のｐ型埋め込み層１０４Ａの上側
には、ｎ型の上層領域１０１ａが形成され、第１のｐ型埋め込み層１０４Ａ及び第２のｐ
型埋め込み層１０４Ｂの間には、ｎ型の中層領域１０１ｂが形成され、第２のｐ型埋め込
み層１０４Ｂの下側には、ｎ－ 　型の下層領域１０１ｃが形成される。
【００３８】
なお、ｐ型埋め込み層を１層のみ設ける場合は、延長ドレイン領域１０１における下層領
域１０１ｃの断面積が大きくなるため、耐圧特性は若干劣化するものの、オン抵抗は十分
に小さくなる。
【００３９】
半導体基板１００の上部におけるソース領域１０２に対して延長ドレイン領域１０１の反
対側の領域には、ソース領域１０２と隣接するようにｐ＋ ＋ 型の基板コンタクト領域１０
５が形成されている。基板コンタクト領域１０５は半導体基板１００と電気的に接続され
ている。
【００４０】
ソース領域１０２及び基板コンタクト領域１０５は、共に絶縁膜１１０上に形成されたソ
ース電極１１２とコンタクト部を介して電気的に接続されており、これにより、ソース領
域１１２は半導体基板１００と同電位に設定される。
【００４１】
半導体基板１００上における延長ドレイン領域１０１とソース領域１０２との間にはゲー
ト絶縁膜１０６を介してゲート電極１０７が形成されている。これにより、半導体基板１
００におけるゲート電極１０７の下側の領域はチャネル領域となる。
【００４２】
ソース領域１０２及び基板コンタクト領域１０５は、ｐ型の不純物濃度が半導体基板１０
０よりも高いｐ＋ 　型のアンチパンチスルー領域１０８によって囲まれている。このため
、延長ドレイン領域１０１からチャネル領域に広がる空乏層は、その広がりがアンチパン
チスルー領域１０８によって抑制されるため、いわゆるパンチスルー現象が阻止される。
【００４３】
本実施形態に係る半導体装置は、延長ドレイン領域１０１に、基板面にほぼ平行に延び且
つ深さ方向に互いに間隔をおくように形成された第１のｐ型埋め込み層１０４Ａと第２の
ｐ型埋め込み層１０４Ｂとを有しているため、延長ドレイン領域１０１に所定の電圧が印
加されると、ｎ型の延長ドレイン領域１０１とｐ型の半導体基板１００とは、また、ｎ型
の延長ドレイン領域１０１と第１のｐ型埋め込み層１０４Ａ及び第２のｐ型埋め込み層１
０４Ｂとは互いに逆バイアス状態となる。
【００４４】
このため、図２（ａ）に示すように、第１のｐ型埋め込み層１０４Ａと延長ドレイン領域
１０１との接合部、第２のｐ型埋め込み層１０４Ｂと延長ドレイン領域１０１との接合部
、及び延長ドレイン領域１０１と半導体基板１００との接合部からそれぞれ空乏層が広が
ると共に、各空乏層が互いに連続してなる空乏層１５０が形成されるため、空乏層１５０
の領域が十分に大きくなるので、ＭＯＳトランジスタの高耐圧化を図ることができる。
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【００４５】
また、本実施形態に係る半導体装置によると、ゲート電極１０７に電圧が印加されて、Ｍ
ＯＳ型トランジスタのチャネル が導通すると、図２（ｂ）の破線に示すように、延長
ドレイン領域１０１におけるドレイン内電流１３０は、延長ドレイン領域１０１における
上層領域１０１ａ、中層領域１０１ｂ及び下層領域１０１ｃをそれぞれ流れることになる
。
【００４６】
このとき、本実施形態に係る延長ドレイン領域１０１は、ｎ型不純物イオンが約１．０Ｍ
ｅＶ～約３．０ＭｅＶと極めて高いエネルギーで注入されて形成されているため、図３（
ａ）～図３（ｆ）及びこれらのデータをまとめた図４（ａ）に示すように、正味のｎ型の
不純物濃度は、深さが６μｍ程度の領域において約１．５×１０ 1 5／ｃｍ 3  以上を有して
いることが分かる。ここで、図３（ａ）～図３（ｆ）における曲線１はｐ型不純物である
ボロン（Ｂ）の濃度を表わし、曲線２はｎ型不純物であるリン（Ｐ）の濃度を表わし、曲
線３はｎ型不純物の正味の濃度を表わしている。

また、図４（ｂ）に
示すように、深さが２μｍの領域のｎ型の不純物濃度と比較した場合でも３０％以上の濃
度が確保されていることが分かる。

【００４７】
従って、延長ドレイン領域１０１における中層領域１０１ｂ及び下層領域１０１ｃにおけ
るｎ型の不純物濃度を従来と比べて高く形成することが可能となり、高耐圧特性を確保し
つつ、オン抵抗を低減することができる。
【００４８】
以上説明したように、本実施形態によると、高耐圧型のＭＯＳトランジスタにおける延長
ドレイン領域１０１は、不純物の注入エネルギーが約１．０ＭｅＶ～約３．０ＭｅＶと極
めて高いイオン注入によって形成されているため、第２のｐ型埋め込み層１０４Ｂの上側
及び下側の各ｎ型の不純物濃度を高く形成することができるので、高耐圧特性を確保しな
がらオン抵抗を大きく低減することができるようになる。
【００４９】
以下、前記のように構成された半導体装置の製造方法について図面を参照しながら説明す
る。
【００５０】
図５（ａ）～図５（ｂ）乃至図７は本発明の一実施形態に係る半導体装置の製造方法の工
程順の断面構成を示している。
【００５１】
まず、図５（ａ）に示すように、１×１０１ ４ ／ｃｍ３ 　～３×１０１ ４ ／ｃｍ３ 　程度
のｐ型の不純物濃度を有するシリコンからなる半導体基板１００に、ｎ型不純物である、
例えばリン（Ｐ）イオンを１．０ＭｅＶ～３．０ＭｅＶ程度の注入エネルギーで選択的に
イオン注入し、その後、注入したｎ型不純物を熱拡散することにより、接合深さが５μｍ
～１５μｍ程度のｎ型の延長ドレイン領域１０１を形成する。続いて、半導体基板１００
の上部における延長ドレイン１０１から基板面方向に間隔をおいた領域に、ｐ型不純物で
ある、例えばボロン（Ｂ）イオンを選択的にイオン注入することにより、ｐ＋ 　型のアン
チパンチスルー領域１０８を形成する。
【００５２】
次に、図５（ｂ）に示すように、延長ドレイン領域１０１に対して、ｐ型不純物である、
例えばボロンイオンを、２．０ＭｅＶ～３．０ＭｅＶ程度の注入エネルギーでイオン注入
することにより、深さが約３．５μｍで且つ基板面にほぼ平行に延びるように第２のｐ型
埋め込み層１０４Ｂを形成する。
【００５３】
次に、図６（ａ）に示すように、延長ドレイン領域１０１に対して、ｐ型不純物である、
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領域

なお、図３（ａ）～図３（ｆ）及び図４
において延長ドレイン領域１０１の接合深さは１０μｍ程度である。



例えばボロンイオンを、１．０ＭｅＶ～１．５ＭｅＶ程度の注入エネルギーでイオン注入
することにより、深さが約１．０μｍで且つ第２のｐ型埋め込み層１０４Ｂとほぼ平行に
延びるように第１のｐ型埋め込み層１０４Ａを形成する。続いて、アンチパンチスルー領
域１０８にｎ型のソース領域１０２を形成し、その後、アンチパンチスルー領域１０８に
おけるソース領域１０２に対して延長ドレイン領域１０１の反対側の領域に、ｐ型不純物
である、例えばボロンイオンを４．５×１０１ ５ ／ｃｍ３ 　程度のドーズ量で選択的にイ
オン注入することにより、ソース領域１０２と隣接するｐ＋ ＋ 型の基板コンタクト領域１
０５を形成する。
【００５４】
次に、図６（ｂ）に示すように、延長ドレイン領域１０１の上部におけるソース領域１０
２と反対側の端部に、ｎ＋ ＋ 型のドレインコンタクト部１０３を選択的に形成する。続い
て、半導体基板１００の上における、延長ドレイン領域１０１とソース領域１０２との間
にゲート絶縁膜１０６を介して、例えばポリシリコン膜からなるゲート電極１０７を形成
する。その後、半導体基板１００の上にゲート電極１０７を含む全面にわたって絶縁膜１
１０を堆積する。
【００５５】
なお、本実施形態においては、ソース領域１０２、基板コンタクト領域１０５及びドレイ
ンコンタクト部１０３の形成順序は特に問われない。
【００５６】
次に、図７に示すように、絶縁膜１１０におけるソース領域１０２及び基板コンタクト領
域１０５を露出する第１のコンタクトホール１１０ａと、ドレインコンタクト部１０３を
露出する第２のコンタクトホール１１０ｂとをそれぞれ形成する。続いて、絶縁膜１１０
の上に第１のコンタクトホール１１０ａが埋め込まれるようにソース電極１１２を形成し
、また、第２のコンタクトホール１１０ｂが埋め込まれるようにドレイン電極１１１を形
成すると、本実施形態に係る半導体装置を得ることができる。ここでも、ソース電極１１
２とドレイン電極１１１との形成順序は問われない。
【００５７】
（第１変形例）
以下、本発明の一実施形態の第１変形例について図面を参照しながら説明する。
【００５８】
図８（ａ）は本発明の一実施形態の第１変形例に係る半導体装置の断面構成を示している
。ここで、図８（ａ）において、図１に示す構成部材と同一の構成部材には同一の符号を
付すことにより説明を省略する。
【００５９】
図８（ａ）に示すように、第１変形例に係る半導体装置の延長ドレイン領域１０１におい
て、深さが約１．０μｍの領域には、不純物濃度が約１．５×１０１ ６ ／ｃｍ３ 　の第１
のｐ型埋め込み層１０４Ａが基板面にほぼ平行に延びるように形成され、深さが約４．０
μｍの領域には、不純物濃度が約１．５×１０１ ６ ／ｃｍ３ 　の第２のｐ型埋め込み層１
０４Ｂが第１のｐ型埋め込み層１０４Ａと並行して形成され、深さが約６．０μｍの領域
には、不純物濃度が約１．０×１０１ ６ ／ｃｍ３ 　の第３のｐ型埋め込み層１０４Ｃが第
２のｐ型埋め込み層１０４Ｂと並行して形成されている。
【００６０】
これにより、第１のｐ型埋め込み層１０４Ａの上側にはｎ型の上層領域１０１ａが形成さ
れ、第１のｐ型埋め込み層１０４Ａ及び第２のｐ型埋め込み層１０４Ｂの間にはｎ型の第
１中層領域１０１ｂ１ 　が形成され、第２のｐ型埋め込み層１０４Ｂ及び第３のｐ型埋め
込み層１０４Ｃの間にはｎ型の第２中層領域１０１ｂ２ 　が形成され、第３のｐ型埋め込
み層１０４Ｃの下側にはｎ－ 　型の下層領域１０１ｃが形成される。
【００６１】
各ｐ型埋め込み層１０４Ａ、１０４Ｂ、１０４Ｃは、共に半導体基板１００と電気的に接
続されているか、又は共に電気的に浮遊状態である。
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【００６２】
このように、第１変形例は、延長ドレイン領域１０１の内部に、３層のｐ型埋め込み層１
０４Ａ、１０４Ｂ、１０４Ｃを設けている。その上、第３のｐ型埋め込み層１０４Ｃの不
純物濃度は、第１及び第２のｐ型埋め込み層１０４Ａ、１０４Ｂよりも低く設定されてい
ることを特徴とする。
【００６３】
この構成により、延長ドレイン領域１０１に所定の電圧が印加されると、図８（ｂ）にお
ける延長ドレイン領域１０１の周辺には、斜線に示すように空乏層１５０が広がる。すな
わち、延長ドレイン領域１０１における上層領域１０１ａ、第１中層領域１０１ｂ１ 　、
第２中層領域１０１ｂ２ 　及び下層領域１０１ｃのそれぞれの間隔が、図１に示す半導体
装置の場合と比べて小さくなるため、空乏層が広がり易くなる。また、第３のｐ型埋め込
み層１０４Ｃは他のｐ型埋め込み層１０４Ａ、１０４Ｂと比べて不純物濃度が低いため、
第２中層領域１０１ｂ２ 　及び下層領域１０１ｃとの各接合部から空乏層が広がり易くな
る。
【００６４】
このため、高耐圧特性をさらに確保し易くなるので、高耐圧特性の確保とオン抵抗の低減
との両立が図り易くなる。また、高耐圧特性を確保し易いため、ｎ型の延長ドレイン領域
１０１における上層領域１０１ａ、第１中層領域１０１ｂ１ 　、第２中層領域１０１ｂ２

　及び下層領域１０１ｃの各不純物濃度をより高くすることにより、オン抵抗を低減する
ことも容易となる。
【００６５】
従って、第１変形例によると、高耐圧特性の確保とオン抵抗の低減との両立を一層図り易
くなる。
【００６６】
（第２変形例）
また、第２変形例として、図９に示すように、延長ドレイン領域１０１に、第３のｐ型埋
め込み層１０４Ｃの下側に、該第３のｐ型埋め込み層１０４Ｃと間隔をおき且つ並行する
ように第４のｐ型埋め込み層１０４Ｄを設けても良い。
【００６７】
このようにすると、空乏層がより一層広がり易くなるため、高耐圧特性の確保とオン抵抗
の低減との両立を一層図り易くなる。
【００６８】
【発明の効果】
本発明に係る半導体装置及びその製造方法によると、延長ドレイン領域における基板面か
らの深さが約６μｍの領域であっても、延長ドレイン領域の抵抗値が下がるため、高耐圧
を確保しつつ、オン抵抗を確実に低減することができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の一実施形態に係る半導体装置を示す構成断面図である。
【図２】（ａ）及び（ｂ）は本発明の一実施形態に係る半導体装置を示し、（ａ）はドレ
イン電極に電圧を印加した場合の空乏層の広がりを模式的に示す構成断面図であり、（ｂ
）はドレイン電流が流れる様子を模式的に示す構成断面図である。
【図３】（ａ）～（ｆ）は本発明の一実施形態に係る半導体装置の延長ドレイン領域にお
ける深さ方向の不純物濃度プロファイルを示し、（ａ）はｎ型不純物の注入エネルギーが
０．１５ＭｅＶの場合を示すグラフであり、（ｂ）はその注入エネルギーが１．０ＭｅＶ
の場合を示すグラフであり、（ｃ）はその注入エネルギーが１．５ＭｅＶの場合を示すグ
ラフであり、（ｄ）はその注入エネルギーが２．０ＭｅＶの場合を示すグラフであり、（
ｅ）はその注入エネルギーが２．５ＭｅＶの場合を示すグラフであり、（ｆ）はその注入
エネルギーが３．０ＭｅＶの場合を示すグラフである。
【図４】（ａ）は本発明の一実施形態に係る半導体装置の延長ドレイン領域の深さ方向に
おけるｎ型の不純物濃度のイオン注入エネルギー依存性を示すグラフである。
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（ｂ）は本発明の一実施形態に係る半導体装置の延長ドレイン領域における、深さが２μ
ｍの位置を基準とする深さ方向のｎ型の不純物濃度比率のイオン注入エネルギー依存性を
示すグラフである。
【図５】（ａ）～（ｂ）は本発明の一実施形態に係る半導体装置の製造方法を示す工程順
の構成断面図である。
【図６】（ａ）～（ｂ）は本発明の一実施形態に係る半導体装置の製造方法を示す工程順
の構成断面図である。
【図７】本発明の一実施形態に係る半導体装置の製造方法を示す工程順の構成断面図であ
る。
【図８】（ａ）及び（ｂ）は本発明の一実施形態の第１変形例に係る半導体装置を示し、
（ａ）は構成断面図であり、（ｂ）はドレイン電極に電圧を印加した場合の空乏層の広が
りを模式的に示す構成断面図である。
【図９】本発明の一実施形態の第２変形例に係る半導体装置を示す構成断面図である。
【図１０】従来の高耐圧特性を有する第１の半導体装置を示す構成断面図である。
【図１１】従来の高耐圧特性を有する第２の半導体装置を示す構成断面図である。
【符号の説明】
１００　　　半導体基板
１０１　　　延長ドレイン領域
１０１ａ　　上層領域
１０１ｂ　　中層領域
１０１ｂ１ 　　　第１中層領域
１０１ｂ２ 　　　第２中層領域
１０１ｃ　　下層領域
１０２　　　ソース領域
１０３　　　ドレインコンタクト部
１０４Ａ　　第１のｐ型埋め込み層
１０４Ｂ　　第２のｐ型埋め込み層
１０４Ｃ　　第３のｐ型埋め込み層
１０４Ｄ　　第４のｐ型埋め込み層
１０５　　　基板コンタクト領域
１０６　　　ゲート絶縁膜
１０７　　　ゲート電極
１０８　　　アンチパンチスルー領域
１１０　　　絶縁膜
１１０ａ　　第１のコンタクトホール
１１０ｂ　　第２のコンタクトホール
１１１　　　ドレイン電極
１１２　　　ソース電極
１３０　　　ドレイン内電流
１５０　　　空乏層
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【 図 １ 】 【 図 ２ 】

【 図 ３ 】 【 図 ４ 】
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【 図 ５ 】 【 図 ６ 】

【 図 ７ 】 【 図 ８ 】
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【 図 ９ 】

【 図 １ ０ 】

【 図 １ １ 】
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