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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ＳｉＣからなる第１導電型の半導体基板の一方の面に、前記半導体基板に第２導電型層
がＰＮ接合されてなるＰＮ接合領域と、前記半導体基板にショットキー電極がショットキ
ー接触されてなるショットキー接合領域とが設けられた半導体装置を製造する方法であっ
て、
　前記半導体基板上に、第２導電型のＰＮ接合層と、前記ＰＮ接合層上にオーミック接触
されたオーミック接触層とをこの順で形成する工程と、前記オーミック接触層上に、前記
ショットキー接合領域を露出させるとともに前記ＰＮ接合領域を覆うマスクを形成して、
少なくとも前記オーミック接触層と前記ＰＮ接合層とをエッチングすることにより、前記
ＰＮ接合層からなる第２導電型層を含む断面視台形状の凸状部と、前記凸状部上の前記オ
ーミック接触層からなるコンタクト層とを前記ＰＮ接合領域に形成し、前記マスクを除去
するエッチング工程と、
　前記ＰＮ接合領域および前記ショットキー接合領域に連続して設けられ、前記凸状部の
側面と前記コンタクト層とを覆い、前記ショットキー接合領域において前記半導体基板に
ショットキー接触された前記ショットキー電極を形成する工程とを備え、
　前記エッチング工程を行うことにより、前記ショットキー接合領域の前記半導体基板の
表面の延在方向と前記凸状部の側面の延在方向とのなす角度が、１００°～１３５°の範
囲である前記凸状部を形成することを特徴とする半導体装置の製造方法。
【請求項２】
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　ＳｉＣからなる第１導電型の半導体基板の一方の面に、前記半導体基板に第２導電型層
がＰＮ接合されてなるＰＮ接合領域と、前記半導体基板にショットキー電極がショットキ
ー接触されてなるショットキー接合領域とが設けられた半導体装置を製造する方法であっ
て、
　前記半導体基板上に、第２導電型のＰＮ接合層と、前記ＰＮ接合層上にオーミック接触
されたオーミック接触層とをこの順で形成する工程と、前記オーミック接触層上に、前記
ショットキー接合領域を露出させるとともに前記ＰＮ接合領域を覆うマスクを形成して、
少なくとも前記オーミック接触層と前記ＰＮ接合層とをエッチングすることにより、前記
ＰＮ接合層からなる第２導電型層を含む断面視台形状の凸状部と、前記凸状部上の前記オ
ーミック接触層からなるコンタクト層とを前記ＰＮ接合領域に形成し、前記マスクを除去
するエッチング工程と、
　前記ＰＮ接合領域および前記ショットキー接合領域に連続して設けられ、前記凸状部の
側面と前記コンタクト層とを覆い、前記ショットキー接合領域において前記半導体基板に
ショットキー接触された前記ショットキー電極を形成する工程とを備え、
　前記エッチング工程を行うことにより、前記ショットキー接合領域の前記半導体基板と
前記凸状部の側面との接する領域が、曲面となるようにすることを特徴とする半導体装置
の製造方法。
【請求項３】
　ＳｉＣからなる第１導電型の半導体基板の一方の面に、前記半導体基板に第２導電型層
がＰＮ接合されてなるＰＮ接合領域と、前記半導体基板にショットキー電極がショットキ
ー接触されてなるショットキー接合領域とが設けられた半導体装置を製造する方法であっ
て、
　前記半導体基板上に、第２導電型のＰＮ接合層と、前記ＰＮ接合層上にオーミック接触
されたオーミック接触層とをこの順で形成する工程と、前記オーミック接触層上に、前記
ショットキー接合領域を露出させるとともに前記ＰＮ接合領域を覆うマスクを形成して、
少なくとも前記オーミック接触層と前記ＰＮ接合層とをエッチングすることにより、前記
ＰＮ接合層からなる第２導電型層を含む断面視台形状の凸状部と、前記凸状部上の前記オ
ーミック接触層からなるコンタクト層とを前記ＰＮ接合領域に形成し、前記マスクを除去
するエッチング工程と、
　前記ＰＮ接合領域および前記ショットキー接合領域に連続して設けられ、前記凸状部の
側面と前記コンタクト層とを覆い、前記ショットキー接合領域において前記半導体基板に
ショットキー接触された前記ショットキー電極を形成する工程とを備え、
　前記エッチング工程が、前記ＰＮ接合層を前記半導体基板に達するまでエッチングした
後、平面視で前記凸状部の頂部と重ならない領域に残存する前記オーミック接触層を、ウ
ェットエッチングにより除去する工程を含むことを特徴とする半導体装置の製造方法。
【請求項４】
　前記エッチング工程が、前記オーミック接触層をエッチングして前記ＰＮ接合層を露出
させた後、前記ＰＮ接合層をＣＦ４とＯ２との混合ガスを用いて前記半導体基板に達する
までドライエッチングすることにより前記凸状部を形成する工程を含むことを特徴とする
請求項１～請求項３のいずれかに記載の半導体装置の製造方法。
【請求項５】
　前記エッチング工程において、前記第２導電型層の上面全面に前記コンタクト層を残す
ことを特徴とする請求項１～請求項４のいずれかに記載の半導体装置の製造方法。
【請求項６】
　前記ＰＮ接合層を、イオン注入法を用いて形成することを特徴とする請求項１～請求項
５のいずれかに記載の半導体装置の製造方法。
【請求項７】
　前記ＰＮ接合層を、エピタキシャル成長法を用いて形成することを特徴とする請求項１
～請求項５のいずれかに記載の半導体装置の製造方法。
【請求項８】
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　前記半導体基板の他方の面に、前記半導体基板にオーミック接触されたオーミック電極
を設ける工程を備えることを特徴とする請求項１～請求項７のいずれかに記載の半導体装
置の製造方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、半導体装置および半導体装置の製造方法に関し、特に、電力用半導体装置に
好適に用いられる半導体装置および半導体装置の製造方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　電力変換等に使用される電力用半導体装置として、金属と半導体とのショットキー接合
を利用したショットキーバリアダイオード（ＳＢＤ）がある（例えば、特許文献１および
特許文献２参照）。ＳＢＤは、多数キャリアデバイスであるため、大きな順方向サージ電
流が流れたときに、順方向電圧降下が大きくなり素子破壊を起こす場合がある。
　また、ＳＢＤとして、ＳｉＣ半導体基板を用いたものがある（例えば、特許文献３参照
）。
【特許文献１】特開平６－１１２４７４号公報
【特許文献２】特開平８－２３６７９１号公報
【特許文献３】特開２０００－２５２４７８号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　順方向サージ電流による素子破壊の耐量を向上させる方法としては、ショットキー接合
とＰＮ接合とを複合化した半導体装置とし、ＰＮ接合からの少数キャリア注入により順方
向電圧降下を下げる方法が考えられる。ＰＮ接合からの少数キャリア注入を円滑に行うた
めには、半導体装置のＰ型領域に接触する電極とＰ型領域とはオーミックコンタクトを形
成していなければならない。
　しかしながら、ＳｉＣ半導体基板を用いたＳＢＤにおいて、Ｎ型領域とショットキーコ
ンタクトを形成するショットキー電極は、Ｐ型領域と良好なオーミックコンタクトを形成
することが困難であるという不都合がある。
【０００４】
　ＳｉＣ半導体基板を用いたＳＢＤにおいて、Ｎ型領域とショットキーコンタクトを形成
するとともに、Ｐ型領域と良好なオーミックコンタクトを形成するショットキー電極を形
成するためには、Ｐ型領域とショットキー電極との間にコンタクト金属膜が配置された半
導体装置とする方法が考えられる。ここで、Ｐ型領域とショットキー電極との間にコンタ
クト金属膜が配置された従来の半導体装置の課題について、図４を用いて説明する。図４
（ａ）は、従来の半導体装置の一例を示した断面図である。また、図４（ｂ）および図４
（ｃ）は、図４（ａ）に示す半導体装置の製造工程の一例を説明するための工程図である
。
【０００５】
　図４（ａ）において、符号１１はＳｉＣからなるＮ型半導体基板を示している。Ｎ型半
導体基板１１は、Ｎ+ＳｉＣ層１１ａからなるものであり、Ｎ+ＳｉＣ層１１ａ上にはＮ－

ＳｉＣ層１１ｂが形成されている。Ｎ型半導体基板１１のＮ－ＳｉＣ層１１ｂ側の面には
、Ｎ型半導体基板１１にＰＮ接合されたＰ型領域１２の設けられているＰＮ接合領域１７
ａと、Ｎ型半導体基板１１のＮ－ＳｉＣ層１１ｂにショットキー電極１４がショットキー
接触されてなるショットキー接合領域１７ｂとが設けられている。
【０００６】
　図４（ａ）に示すように、ＰＮ接合領域１７ａには、断面視矩形状の複数のＰ型領域１
２が埋め込まれるように形成されている。各Ｐ型領域１２上には、Ｐ型領域１２よりも平
面積の小さいコンタクト金属膜１３が形成されている。コンタクト金属膜１３は、Ｐ型領
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域１２と良好なオーミックコンタクトを形成するものである。また、図４（ａ）に示すよ
うに、ショットキー電極１４が、各コンタクト金属膜１３上を覆い、ＰＮ接合領域１７ａ
およびショットキー接合領域１７ｂに連続して設けられている。したがって、図４（ａ）
に示す半導体装置では、ＰＮ接合領域１７ａにおいて、Ｐ型領域１２とショットキー電極
１４との間にコンタクト金属膜１３が配置されたものとなっている。また、Ｎ型半導体基
板１１のＮ+ＳｉＣ層１１ａ側（図４においては下側）の面には、Ｎ型半導体基板１１の
Ｎ+ＳｉＣ層１１ａにオーミック接触されたオーミック電極１５が設けられている。
【０００７】
　図４（ａ）に示す半導体装置を製造する方法としては、以下に示す方法などが挙げられ
る。まず、Ｎ+ＳｉＣ層１１ａとＮ+ＳｉＣ層１１ａ上に形成されたＮ－ＳｉＣ層１１ｂと
を有するＮ型半導体基板１１上に、ショットキー接合領域１７ｂとなる領域を覆うマスク
（図示略）を形成して、Ｎ型半導体基板１１のＰＮ接合領域１７ａとなる領域にＰ型不純
物をイオン注入し、マスクを除去する。次いで、Ｎ型半導体基板１１にイオン注入された
Ｐ型不純物を拡散させて活性化するために、高温で熱処理を行う。このことにより、図４
（ｂ）に示すように、Ｎ型半導体基板１１に埋め込まれ、Ｎ型半導体基板１１にＰＮ接合
された断面視矩形状の複数のＰ型領域１２を形成する。
　その後、図４（ｂ）に示すように、Ｎ型半導体基板１１のＮ+ＳｉＣ層１１ａ側にオー
ミック電極１５を形成する。
【０００８】
　続いて、Ｐ型領域１２上に、コンタクト金属膜１３となる金属膜を形成し、Ｐ型領域１
２と良好なオーミックコンタクトを形成するための熱処理を行う。次に、コンタクト金属
膜１３となる金属膜上に、Ｐ型領域１２と平面視で重なる領域を覆うマスク（図示略）を
形成して、ショットキー接合領域１７ｂとなる領域のコンタクト金属膜１３となる金属膜
をエッチングしてパターニングし、図４（ｂ）に示すように、コンタクト金属膜１３を形
成する。
【０００９】
　その後、図４（ｃ）に示すように、ＰＮ接合領域１７ａおよびショットキー接合領域１
７ｂに連続して設けられ、コンタクト金属膜１３上を覆い、ショットキー接合領域１７ｂ
においてＮ型半導体基板１１にショットキー接触されたショットキー電極１４を形成する
。
　以上のようにして、図４（ａ）に示す半導体装置が得られる。
【００１０】
　図４（ａ）に示す半導体装置は、イオン注入して熱処理することにより形成された断面
視矩形状のＰ型領域１２が、Ｎ型半導体基板１１に埋め込まれているものであるので、図
４（ａ）において点線で示される逆電圧印加時の空乏層の広がりが、ＰＮ接合領域１７ａ
とショットキー接合領域１７ｂとでＮ型半導体基板１１の深さ方向に大きく異なるものと
なっており、空乏層の厚みが薄いＰ型領域１２の側面と底面との境界である隅部（図４（
ａ）において点線の円形で示される領域）に電界が集中し、大きなリーク電流が発生しや
すいという不都合があった。リーク電流は、半導体装置の信頼性を損なうものであるので
、電界集中を緩和してリーク電流を抑えることが要求されていた。
【００１１】
　また、図４（ａ）～図４（ｃ）に示す半導体装置の製造方法では、コンタクト金属膜１
３を形成するために、コンタクト金属膜１３となる金属膜上にＰ型領域１２と平面視で重
なる領域を覆うマスクを形成している。コンタクト金属膜１３がＮ型半導体基板１１上に
形成されると、漏れ電流が生じてしまう。したがって、コンタクト金属膜１３は、図４（
ｂ）に示すように、少なくともコンタクト金属膜１３を形成するためのマスクの位置合わ
せマージンの寸法ｄ１を考慮した面積分、Ｐ型領域１２よりも平面積の小さいものとされ
ている。位置合わせマージンの寸法ｄ１は、マスクを形成する際に用いられる露光装置の
位置合せ精度などに応じて決定されるものであり、通常３μｍ程度の寸法とされる。
【００１２】
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　しかしながら、Ｐ型領域１２上のコンタクト金属膜１３と重なり合わない領域は、ＰＮ
接合領域１７ａにおいてショットキー電極１４とオーミックコンタクトを形成することが
できない無効領域となるので、半導体装置に余分な電力損失を生じさせるものとなってし
まう。このため、図４（ａ）に示す半導体装置では、Ｐ型領域１２上のコンタクト金属膜
１３と重なり合わない領域を小さくし、半導体装置の性能を向上させることが要求されて
いた。
【００１３】
　また、図４（ａ）に示す半導体装置では、コンタクト金属膜１３の平面積を、少なくと
もコンタクト金属膜１３を形成するためのマスクの位置合わせマージンの寸法ｄ１を考慮
した面積分、Ｐ型領域１２よりも小さくしなければならないことが、コンタクト金属膜１
３およびＰ型領域１２の微細加工を行う際の妨げとなり、半導体装置上におけるショット
キー接合領域１７ｂの面積を十分に確保することができない場合があった。ショットキー
接合領域１７ｂの面積が小さいと、半導体装置の順方向電圧降下を十分に小さくできない
場合がある。
【００１４】
　また、図４（ａ）～図４（ｃ）に示す半導体装置の製造方法では、製造工程を簡略化し
て、効率よく製造できる生産性に優れた方法とすることが望まれていた。
【００１５】
　本発明は、上記事情に鑑みてなされたものであり、電界集中が生じにくくリーク電流を
抑えることができ、ＰＮ接合領域における無効領域を小さくでき、ショットキー接合領域
の面積を十分に確保でき、効率よく容易に製造できる高性能の半導体装置を提供すること
を目的とする。
　また、本発明は、電界集中が生じにくくリーク電流を抑えることができ、ＰＮ接合領域
における無効領域を小さくでき、ショットキー接合領域の面積を十分に確保できる半導体
装置を、効率よく容易に製造できる製造方法を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１６】
　上記の目的を達成するために、本発明は以下の構成を採用した。
【００１７】
　（１）　ＳｉＣからなる第１導電型の半導体基板の一方の面に、前記半導体基板に第２
導電型層がＰＮ接合されてなるＰＮ接合領域と、前記半導体基板にショットキー電極がシ
ョットキー接触されてなるショットキー接合領域とが設けられた半導体装置を製造する方
法であって、前記半導体基板上に、第２導電型のＰＮ接合層と、前記ＰＮ接合層上にオー
ミック接触されたオーミック接触層とをこの順で形成する工程と、前記オーミック接触層
上に、前記ショットキー接合領域を露出させるとともに前記ＰＮ接合領域を覆うマスクを
形成して、少なくとも前記オーミック接触層と前記ＰＮ接合層とをエッチングすることに
より、前記ＰＮ接合層からなる第２導電型層を含む断面視台形状の凸状部と、前記凸状部
上の前記オーミック接触層からなるコンタクト層とを前記ＰＮ接合領域に形成し、前記マ
スクを除去するエッチング工程と、前記ＰＮ接合領域および前記ショットキー接合領域に
連続して設けられ、前記凸状部の側面と前記コンタクト層とを覆い、前記ショットキー接
合領域において前記半導体基板にショットキー接触された前記ショットキー電極を形成す
る工程とを備え、前記エッチング工程を行うことにより、前記ショットキー接合領域の前
記半導体基板の表面の延在方向と前記凸状部の側面の延在方向とのなす角度が、１００°
～１３５°の範囲である前記凸状部を形成することを特徴とする半導体装置の製造方法。
　（２）　ＳｉＣからなる第１導電型の半導体基板の一方の面に、前記半導体基板に第２
導電型層がＰＮ接合されてなるＰＮ接合領域と、前記半導体基板にショットキー電極がシ
ョットキー接触されてなるショットキー接合領域とが設けられた半導体装置を製造する方
法であって、前記半導体基板上に、第２導電型のＰＮ接合層と、前記ＰＮ接合層上にオー
ミック接触されたオーミック接触層とをこの順で形成する工程と、前記オーミック接触層
上に、前記ショットキー接合領域を露出させるとともに前記ＰＮ接合領域を覆うマスクを
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形成して、少なくとも前記オーミック接触層と前記ＰＮ接合層とをエッチングすることに
より、前記ＰＮ接合層からなる第２導電型層を含む断面視台形状の凸状部と、前記凸状部
上の前記オーミック接触層からなるコンタクト層とを前記ＰＮ接合領域に形成し、前記マ
スクを除去するエッチング工程と、前記ＰＮ接合領域および前記ショットキー接合領域に
連続して設けられ、前記凸状部の側面と前記コンタクト層とを覆い、前記ショットキー接
合領域において前記半導体基板にショットキー接触された前記ショットキー電極を形成す
る工程とを備え、前記エッチング工程を行うことにより、前記ショットキー接合領域の前
記半導体基板と前記凸状部の側面との接する領域が、曲面となるようにすることを特徴と
する半導体装置の製造方法。
【００１８】
　（３）　ＳｉＣからなる第１導電型の半導体基板の一方の面に、前記半導体基板に第２
導電型層がＰＮ接合されてなるＰＮ接合領域と、前記半導体基板にショットキー電極がシ
ョットキー接触されてなるショットキー接合領域とが設けられた半導体装置を製造する方
法であって、前記半導体基板上に、第２導電型のＰＮ接合層と、前記ＰＮ接合層上にオー
ミック接触されたオーミック接触層とをこの順で形成する工程と、前記オーミック接触層
上に、前記ショットキー接合領域を露出させるとともに前記ＰＮ接合領域を覆うマスクを
形成して、少なくとも前記オーミック接触層と前記ＰＮ接合層とをエッチングすることに
より、前記ＰＮ接合層からなる第２導電型層を含む断面視台形状の凸状部と、前記凸状部
上の前記オーミック接触層からなるコンタクト層とを前記ＰＮ接合領域に形成し、前記マ
スクを除去するエッチング工程と、前記ＰＮ接合領域および前記ショットキー接合領域に
連続して設けられ、前記凸状部の側面と前記コンタクト層とを覆い、前記ショットキー接
合領域において前記半導体基板にショットキー接触された前記ショットキー電極を形成す
る工程とを備え、前記エッチング工程が、前記ＰＮ接合層を前記半導体基板に達するまで
エッチングした後、平面視で前記凸状部の頂部と重ならない領域に残存する前記オーミッ
ク接触層を、ウェットエッチングにより除去する工程を含むことを特徴とする半導体装置
の製造方法。
　（４）　前記エッチング工程が、前記オーミック接触層をエッチングして前記ＰＮ接合
層を露出させた後、前記ＰＮ接合層をＣＦ４とＯ２との混合ガスを用いて前記半導体基板
に達するまでドライエッチングすることにより前記凸状部を形成する工程を含むことを特
徴とする（１）～（３）のいずれかに記載の半導体装置の製造方法。
　（５）　前記エッチング工程において、前記第２導電型層の上面全面に前記コンタクト
層を残すことを特徴とする（１）～（４）のいずれかに記載の半導体装置の製造方法。
【００１９】
　（６）　前記ＰＮ接合層を、イオン注入法を用いて形成することを特徴とする（１）～
（５）のいずれかに記載の半導体装置の製造方法。
　（７）　前記ＰＮ接合層を、エピタキシャル成長法を用いて形成することを特徴とする
（１）～（５）のいずれかに記載の半導体装置の製造方法。
　（８）　前記半導体基板の他方の面に、前記半導体基板にオーミック接触されたオーミ
ック電極を設ける工程を備えることを特徴とする（１）～（７）のいずれかに記載の半導
体装置の製造方法。
【発明の効果】
【００２０】
　本発明の半導体装置は、ＳｉＣからなる第１導電型の半導体基板の一方の面に、前記半
導体基板に第２導電型層がＰＮ接合されてなるＰＮ接合領域と、前記半導体基板にショッ
トキー電極がショットキー接触されてなるショットキー接合領域とが設けられ、ＰＮ接合
領域には、半導体基板上に設けられた前記第２導電型層を含む断面視台形状の凸状部と、
前記凸状部の前記第２導電型層上にオーミック接触されたコンタクト層とが備えられ、前
記ショットキー電極が、前記凸状部の側面と前記コンタクト層とを覆い、前記ＰＮ接合領
域および前記ショットキー接合領域に連続して設けられているものであるので、半導体基
板と第２導電型層とのＰＮ接合面の形状が平面状になるとともに、半導体基板とショット
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キー電極とのショットキー接合面とＰＮ接合面とが、略直線状に配置されるものとなり、
逆電圧印加時の空乏層に広がりは、ＰＮ接合領域とショットキー接合領域とで半導体基板
の深さ方向における差がほとんどなく、空乏層の厚みが略均一なものとなる。したがって
、本発明の半導体装置は、電界集中が生じにくく、リーク電流の発生を抑えることができ
、信頼性の高いものとなる。
【００２１】
　また、本発明の半導体装置は、ＰＮ接合領域に、半導体基板上に設けられた前記第２導
電型層を含む凸状部と、前記凸状部の前記第２導電型層上にオーミック接触されたコンタ
クト層とが備えられているものであるので、半導体基板上に、第２導電型のＰＮ接合層と
、ＰＮ接合層にオーミック接触されたオーミック接触層とをこの順で形成し、オーミック
接触層上に、前記ショットキー接合領域を露出させるとともに前記ＰＮ接合領域を覆うマ
スクを形成して、少なくともオーミック接触層とＰＮ接合層とをエッチングする方法によ
り、凸状部とコンタクト層とをＰＮ接合領域に形成できるものとなる。
【００２２】
　よって、本発明の半導体装置は、コンタクト層を形成するために、コンタクト層となる
層上に第２導電型層と平面視で重なる領域を覆うマスクを形成する場合のように、コンタ
クト層を形成するためのマスクの位置合わせマージンの寸法を考慮した面積分、コンタク
ト層の平面積を第２導電型層よりも小さくする必要はなく、第２導電型層上のコンタクト
層と重なり合わない領域を小さくすることができる。したがって、ＰＮ接合領域における
無効領域を小さくすることができ、低損失で高性能な半導体装置とすることができる。
　また、本発明の半導体装置では、コンタクト層を形成するためのマスクの位置合わせマ
ージンの寸法を考慮した面積分、コンタクト層の平面積を第２導電型層よりも小さくする
必要がないので、コンタクト層および第２導電型層の微細加工が容易となり、ショットキ
ー接合領域の面積を十分に確保することが可能となり、半導体装置の順方向電圧降下を十
分に小さくできる。
【００２３】
　また、本発明の半導体装置の製造方法は、半導体基板上に、第２導電型のＰＮ接合層と
、前記ＰＮ接合層上にオーミック接触されたオーミック接触層とをこの順で形成する工程
と、前記オーミック接触層上に、前記ショットキー接合領域を露出させるとともに前記Ｐ
Ｎ接合領域を覆うマスクを形成して、少なくとも前記オーミック接触層と前記ＰＮ接合層
とをエッチングすることにより、前記ＰＮ接合層からなる第２導電型層を含む断面視台形
状の凸状部と、前記凸状部上の前記オーミック接触層からなるコンタクト層とを前記ＰＮ
接合領域に形成し、前記マスクを除去するエッチング工程と、前記ＰＮ接合領域および前
記ショットキー接合領域に連続して設けられ、前記凸状部の側面と前記コンタクト層とを
覆い、前記ショットキー接合領域において前記半導体基板にショットキー接触された前記
ショットキー電極を形成する工程とを備える方法であるので、エッチング工程において形
成されるマスクを、第２導電型層の形成時にもコンタクト層の形成時にも用いることがで
き、第２導電型層の形成時とコンタクト層の形成時とにおいてそれぞれマスクを形成する
場合と比較して、製造工程を簡略化することができ、効率よく製造できる。
【００２４】
　また、本発明の半導体装置の製造方法では、オーミック接触層上に、ショットキー接合
領域を露出させるとともに前記ＰＮ接合領域を覆うマスクを形成して、少なくとも前記オ
ーミック接触層と前記ＰＮ接合層とをエッチングすることにより、前記ＰＮ接合層からな
る第２導電型層を含む凸状部と、前記凸状部上の前記オーミック接触層からなるコンタク
ト層とを前記ＰＮ接合領域に形成するので、コンタクト層を形成するためのマスクの位置
合わせマージンの寸法を考慮した面積分、コンタクト層の平面積を第２導電型層よりも小
さくする必要がなく、ＰＮ接合領域における無効領域を小さくすることができ、低損失で
高性能な半導体装置とすることができるとともに、コンタクト層および第２導電型層の微
細加工が容易となり、ショットキー接合領域の面積を十分に確保することが可能となり、
半導体装置の順方向電圧降下を十分に小さくできる。
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【発明を実施するための最良の形態】
【００２５】
　以下、本発明を、図面を参照して詳細に説明する。なお、以下の説明において参照する
図面に図示される各部の大きさや厚さや寸法等は、実際の半導体装置の寸法関係とは異な
っている場合がある。
「半導体装置」
　図１（ａ）は、本発明の半導体装置の一例であるショットキーバリアダイオード（ＳＢ
Ｄ）を示した断面図である。また、図１（ｂ）～図１（ｅ）は、図１（ａ）に示す半導体
装置の製造工程の一例を説明するための工程図である。
【００２６】
　図１（ａ）において、符号１はＮ型（第１導電型）の半導体基板を示している。
　半導体基板１は、低抵抗のＮ+ＳｉＣ層１ａ（第１ＳｉＣ層）上に、Ｎ－型エピタキシ
ャル層を成長させることにより設けられたＮ－ＳｉＣ層１ｂ（第２ＳｉＣ層）が形成され
てなるものである。Ｎ－ＳｉＣ層１ｂは、Ｎ+ＳｉＣ層１ａよりも低濃度のＮ型不純物を
含むものである。
　半導体基板１のＮ－ＳｉＣ層１ｂ側の面（一方の面）には、半導体基板１にＰ型層２（
第２導電型層）がＰＮ接合されてなるＰＮ接合領域７ａと、半導体基板１にショットキー
電極４がショットキー接触されてなるショットキー接合領域７ｂとが設けられている。
【００２７】
　図１（ａ）に示すように、ＰＮ接合領域７ａには、断面視台形状の凸状部２ａと、コン
タクト層３とが備えられている。本実施形態においては、凸状部２ａは、半導体基板１か
らなり、半導体基板１のＮ－ＳｉＣ層１ｂ側の面から突出して形成された断面視台形状の
凸部１ｃと、凸部１ｃの頂部上の全面に設けられた断面視台形状のＰ型層２とから形成さ
れている。Ｐ型層２は、半導体基板１のＮ－ＳｉＣ層１ｂにＡｌやＢなどのP型不純物が
注入拡散されてなるものである。
【００２８】
　また、ショットキー接合領域７ａの半導体基板１の表面の延在方向と凸状部２ａの側面
の延在方向とのなす角度θは、鈍角とされており、１００°～１３５°の範囲とされてい
ることが好ましい。上記のなす角度θが１００°～１３５°の範囲内である場合、より効
果的に電界集中を防止することができ、リーク電流の発生を効果的に抑えることができ、
より一層信頼性の高いものとなるとともに、凸状部２ａとコンタクト層３とによって形成
される段差に起因するショットキー電極４の形成不良を効果的に防止でき、しかも、Ｐ型
層２上のコンタクト層３と重なり合わない領域を十分に小さくできる。なお、上記のなす
角度θが１８０°に近い程、リーク電流の発生や段差に起因する形成不良を効果的に防止
できる。また、上記のなす角度θが９０°に近い程、Ｐ型層２上のコンタクト層３と重な
り合わない領域を小さくすることができ、ＰＮ接合領域における無効領域を小さくするこ
とができる。
【００２９】
　また、図１（ａ）に示すように、コンタクト層３は、Ｐ型層２のコンタクト層３側の面
（上面）の全面に設けられており、凸状部２ａのＰ型層２上にオーミック接触されている
。コンタクト層３は、Ｐ型層２とオーミックコンタクトを形成するものであり、ＴｉとＡ
ｌとを含む合金などの金属からなるものである。コンタクト層３が、ＴｉとＡｌとを含む
合金からなるものである場合、コンタクト層３の抵抗値が十分に低いものとなり、Ｐ型層
２に良好にオーミック接合するものとなる。
【００３０】
　また、図１（ａ）に示すように、ショットキー電極４は、凸状部２ａの側面とコンタク
ト層３の側面および上面とを覆い、ＰＮ接合領域７ａおよびショットキー接合領域７ｂに
連続して設けられている。そして、図１（ａ）に示す半導体装置では、ＰＮ接合領域７ａ
において、Ｐ型層２とショットキー電極４との間にコンタクト層３が配置されたものとな
っている。ショットキー電極４は、ＭｏやＴｉなどの金属からなるものであり、Ｍｏを主
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成分とする金属からなるものであることが好ましい。ショットキー電極４がＭｏを主成分
とする金属からなるものである場合、半導体基板１のＮ－ＳｉＣ層１ｂに良好にショット
キー接触するものとなる。
【００３１】
　さらに、コンタクト層３が、ＴｉとＡｌとを含む合金からなり、ショットキー電極４が
、Ｍｏを主成分とする金属からなるものである場合、コンタクト層３とショットキー電極
４との電気的な接続も良好なものとなる。
　また、ショットキー電極４の半導体基板１と反対側の面（図１（ａ）においては上側の
面）には、Ａｌを含む金属からなる表面パッド電極（図示略）が形成され、表面パッド電
極上には、所定の形状で感光性ポリイミド膜などからなるパッシベーション膜（図示略）
が形成されている。
【００３２】
　また、図１（ａ）に示すように、半導体基板１のＮ+ＳｉＣ層１１ａ側の面（他方の面
）に、半導体基板１のＮ+ＳｉＣ層１１ａにオーミック接触されたオーミック電極５が設
けられている。オーミック電極５は、Ｎｉを主成分とする金属などの金属からなるもので
ある。
　また、オーミック電極５の半導体基板１と反対側の面（図１（ａ）においては下側の面
）には、Ｎｉ層とＡｇ層などの金属からなる裏面パッド電極（図示略）が形成されている
。
【００３３】
「半導体装置の製造方法」
　図１（ａ）に示す半導体装置は、例えば、以下に示す方法により製造できる。
　まず、Ｎ+ＳｉＣ層１ａからなる半導体基板上に、Ｎ－型エピタキシャル層を成長させ
てＮ－ＳｉＣ層１ｂを形成し、Ｎ+ＳｉＣ層１ａ上にＮ－ＳｉＣ層１ｂを備えるＮ型の半
導体基板１とする。
　次に、半導体基板１のＮ－ＳｉＣ層１ｂ上に、イオン注入法を用いてＰＮ接合層（図示
略）を形成する。具体的には、例えば、ＣＶＤ（Ｃｈｅｍｉｃａｌ　Ｖａｐｏｒ　Ｄｅｐ
ｏｓｉｔｉｏｎ）法で形成した酸化膜をマスクとして、半導体基板１のＮ－ＳｉＣ層１ｂ
上の所望の領域に、ＡｌやＢなどのＰ型不純物をイオン注入する。その後、酸化膜からな
るマスクを除去する。
　次いで、半導体基板１にイオン注入されたＰ型不純物を拡散させて活性化するために、
高温で熱処理を行う。ここでの熱処理は、例えば、Ａｒなどの不活性ガス雰囲気中または
真空中で１７００℃程度の温度で行う。このことにより、半導体基板１上の所望の領域に
半導体基板１のＮ－ＳｉＣ層１ｂにＰＮ接合されたＰ型のＰＮ接合層が形成される。
【００３４】
　その後、半導体基板１のＮ+ＳｉＣ層１ａ側の面に、例えば、スパッタ法によりＮｉを
主成分とする金属からなる金属膜を形成する。次いで、良好なオーミックコンタクトを得
るために、例えばＡｒなどの不活性ガス雰囲気中１０００℃程度の温度で熱処理を行う。
このことにより、図１（ｂ）に示すように、半導体基板１のＮ+ＳｉＣ層１ａにオーミッ
ク接触されたオーミック電極５を形成する。
【００３５】
　その後、ＰＮ接合層の形成されている半導体基板１のＮ－ＳｉＣ層１ｂ側の面に、例え
ば、スパッタ法によりＴｉとＡｌとを含む合金からなる金属膜を形成する。次いで、良好
なオーミックコンタクトを得るために、例えばＡｒなどの不活性ガス雰囲気中９００℃程
度の温度で熱処理を行う。このことにより、ＰＮ接合層上にオーミック接触されたオーミ
ック接触層３ａを形成する。
【００３６】
（エッチング工程）
　次に、オーミック接触層３ａとＰＮ接合層と半導体基板１のＮ－ＳｉＣ層１ｂの一部と
をエッチングするエッチング工程を行う。
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　エッチング工程においては、まず、オーミック接触層３ａ上にレジスト層を形成し、リ
ソグラフィ技術を用いてパターニングを行い、図１（ｂ）に示すように、ショットキー接
合領域７ｂを露出させるとともにＰＮ接合領域７ａを覆うレジストパターンからなるマス
ク６を形成する。
【００３７】
　その後、オーミック接触層３ａを、例えばＣｌガスを用いるＲＩＥ（Ｒｅａｃｔｉｖｅ
 Ｉｏｎ Ｅｔｃｈｉｎｇ）などのドライエッチングによりエッチングして、ショットキー
接合領域７ｂのＰＮ接合層を露出させる。
　次いで、ＰＮ接合層と半導体基板１のＮ－ＳｉＣ層１ｂの一部とを、例えばＣＦ４とＯ

２との混合ガスを用いてドライエッチングする。このとき、エッチング速度などのエッチ
ング条件を調整する方法などにより、図１（ｂ）に示すように、半導体基板１のＮ－Ｓｉ
Ｃ層１ｂからなる凸部１ｃと、ＰＮ接合層からなるＰ型層２とからなり、ショットキー接
合領域７ａの半導体基板１の表面の延在方向と凸状部２ａの側面の延在方向とのなす角度
θが１００°～１３５°の範囲である断面視台形状の凸状部２ａを、ＰＮ接合領域７ａに
形成する。
【００３８】
　なお、本実施形態においては、ＰＮ接合層とともにＮ－ＳｉＣ層１ｂの一部をドライエ
ッチングして除去することにより、半導体基板１のＮ－ＳｉＣ層１ｂの一部を含む凸状部
２ａを形成する場合を例に挙げて説明したが、ここでのドライエッチングは、ＰＮ接合層
を除去することができればよく、少なくとも半導体基板１に達するまで行えばよい。した
がって、ここでのドライエッチングにおいて、半導体基板１は除去されなくてもよいが、
ショットキー接合領域７ｂのＰＮ接合層を完全に除去するために、Ｎ－ＳｉＣ層１ｂの一
部を除去することが好ましい。しかし、除去されるＮ－ＳｉＣ層１ｂの厚みが多くなると
、半導体基板１とショットキー電極４とのショットキー接合面と、半導体基板１とＰ型層
２とのＰＮ接合面との間に段差が形成されて、電界集中が生じやすくなる恐れがある。し
たがって、除去されるＮ－ＳｉＣ層１ｂの厚みは、ショットキー接合領域７ｂのＰＮ接合
層を完全に除去しうる範囲で、できるだけ薄くすることが好ましい。なお、ここでのドラ
イエッチングにおいて、半導体基板１が除去されない場合、凸状部２ａは、Ｐ型層２のみ
からなるものとされる。
【００３９】
　このようにして、凸状部２ａを形成した後、平面視で凸状部２ａの頂部と重ならない領
域に残存するオーミック接触層３ａを、ウェットエッチングにより除去する。ここでのウ
ェットエッチングでは、図１（ｃ）に示すように、Ｐ型層２上の全面にオーミック接触層
３ａを残す。このことにより、ＰＮ接合領域７ａにおいて、凸状部２ａを構成するＰ型層
２のコンタクト層３側の面の全面に、オーミック接触層３ａからなるコンタクト層３が形
成される。
　その後、図１（ｄ）に示すように、マスク６を除去する。
【００４０】
　続いて、コンタクト層３までの各層の形成された図１（ｄ）に示す半導体基板１のＮ－

ＳｉＣ層１ｂ側の面に、ショットキー電極４となる金属膜として、例えばＭｏやＴｉなど
の金属からなる金属膜を蒸着法またはスパッタ法により形成する。次いで、ショットキー
電極４となる金属膜上にレジスト層を形成し、リソグラフィ技術を用いてパターニングを
行い、レジストパターンからなるマスクを形成する。その後、ショットキー電極４となる
金属膜をウェットエッチングして、ＰＮ接合領域７ａおよびショットキー接合領域７ｂに
連続して設けられ、凸状部２ａの側面とコンタクト層３の側面および上面とを覆う形状に
パターニングする。その後、ショットキー障壁高さ（φＢ）を制御するために、例えばＡ
ｒなどの不活性ガス雰囲気中６００℃程度の温度で熱処理を行い、図１（ｅ）に示すよう
に、ショットキー接合領域７ｂにおいて半導体基板１のＮ－ＳｉＣ層１ｂにショットキー
接触されたショットキー電極４とする。
【００４１】
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　次に、ショットキー電極４上に、表面パッド電極となる金属膜として、例えばＡｌなど
の金属膜をスパッタ法などにより形成し、レジストパターンからなるマスクを用いてエッ
チングを行い、所定の形状の表面パッド電極（図示略）を形成する。
　その後、表面パッド電極上に、感光性ポリイミド膜を塗布し、所望のパターンにより露
光、現像することにより、所定の形状のパッシベーション膜（図示略）を形成する。
　続いて、オーミック電極５の半導体基板１と反対側の面（図１（ａ）においては下側の
面）に、例えばＮｉ層とＡｇ層とからなる金属膜をスパッタ法などにより形成し、裏面パ
ッド電極（図示略）を形成する。
　以上のようにして、図１（ａ）に示す半導体装置が得られる。
【００４２】
　図１（ａ）に示す半導体装置は、半導体基板１のＮ－ＳｉＣ層１ｂ側の面に、半導体基
板１にＰ型層２がＰＮ接合されてなるＰＮ接合領域７ａと、半導体基板１にショットキー
電極４がショットキー接触されてなるショットキー接合領域７ｂとが設けられ、ＰＮ接合
領域７ａに、半導体基板１上に設けられたＰ型層２を含む断面視台形状の凸状部２ａと、
凸状部２ａのＰ型層２上にオーミック接触されたコンタクト層３とが備えられ、ショット
キー電極４が、凸状部２ａの側面とコンタクト層３とを覆い、ＰＮ接合領域７ａおよびシ
ョットキー接合領域７ｂに連続して設けられているものであるので、半導体基板１とＰ型
層２とのＰＮ接合面の形状が平面状になるとともに、半導体基板１とショットキー電極４
とのショットキー接合面とＰＮ接合面とが、略直線状に配置されるものとなる。したがっ
て、本実施形態の半導体装置では、図１（ａ）において点線で示されるように、逆電圧印
加時の空乏層の広がりは、ＰＮ接合領域７ａとショットキー接合領域７ｂとで半導体基板
１の深さ方向における差がほとんどないものとなる。よって、本実施形態の半導体装置は
、電界集中が生じにくく、リーク電流の発生を抑えることができ、信頼性の高いものとな
る。
【００４３】
　また、図１（ａ）に示す半導体装置は、ＰＮ接合領域７ａに、半導体基板１上に設けら
れたＰ型層２を含む凸状部２ａと、凸状部２ａのＰ型層２上にオーミック接触されたコン
タクト層３とが備えられているものであるので、半導体基板１上に、第２導電型のＰＮ接
合層と、ＰＮ接合層にオーミック接触されたオーミック接触層３ａとをこの順で形成し、
オーミック接触層３ａ上に、ショットキー接合領域７ｂを露出させるとともにＰＮ接合領
域７ａを覆うマスク６を形成して、少なくともオーミック接触層３ａとＰＮ接合層とをエ
ッチングする方法により、凸状部２ａとコンタクト層３とをＰＮ接合領域７ａに形成でき
る。
【００４４】
　よって、図１（ａ）に示す半導体装置は、コンタクト層３を形成するためのマスクの位
置合わせマージンの寸法を考慮した面積分、コンタクト層３の平面積をＰ型層２よりも小
さくする必要はなく、Ｐ型層２上のコンタクト層３と重なり合わない領域を小さくするこ
とができる。したがって、ＰＮ接合領域７ａにおける無効領域を小さくすることができ、
低損失で高性能な半導体装置とすることができる。
　さらに、図１（ａ）に示す半導体装置では、Ｐ型層２のコンタクト層３側の面の全面に
コンタクト層３が設けられているので、ＰＮ接合領域７ａにおける無効領域が非常に小さ
く、より一層、低損失で高性能な半導体装置とすることができる。
　また、図１（ａ）に示す半導体装置では、コンタクト層３を形成するためのマスクの位
置合わせマージンの寸法を考慮した面積分、コンタクト層３の平面積をＰ型層２上よりも
小さくする必要がないので、コンタクト層３およびＰ型層２の微細加工が容易となり、シ
ョットキー接合領域７ｂの面積を十分に確保することが可能となり、半導体装置の順方向
電圧降下を十分に小さくできる。
【００４５】
　また、本実施形態の半導体装置の製造方法によれば、オーミック接触層３ａとＰＮ接合
層と半導体基板１のＮ－ＳｉＣ層１ｂの一部とをエッチングする際に形成するマスクが１
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つで済むので、オーミック接触層３ａとＰＮ接合層とＮ－ＳｉＣ層１ｂとをエッチングす
る際にそれぞれマスクを形成する場合と比較して、製造工程を簡略化することができ、効
率よく製造できる。
【００４６】
「他の例」
　本発明の半導体装置は、上述した実施形態に限定されるものではなく、例えば、図２に
示す半導体装置とすることができる。図２は、本発明の半導体装置の他の例であるショッ
トキーバリアダイオード（ＳＢＤ）を示した断面図である。
　図２に示す半導体装置が、図１（ａ）に示す半導体装置と異なるところは、ショットキ
ー接合領域７ｂの半導体基板１と凸状部２ａの側面との接する領域１ｄが、図１（ａ）に
示す半導体装置では略平面からなるものとされているのに対し、図２に示す半導体装置で
は曲面からなるものとされているところのみである。したがって、図２に示す半導体装置
において、図１（ａ）に示す半導体装置と同じ部材については、同じ符号を付し、説明を
省略する。
　図２に示す半導体装置は、エッチング工程において、エッチング速度などのエッチング
条件を調整する方法などにより、ショットキー接合領域７ｂの半導体基板１と凸状部２ａ
の側面との接する領域１ｄが、曲面となるようにすること以外は、図１（ａ）に示す半導
体装置と同様にして製造できる。
【００４７】
　図２に示す半導体装置においては、ショットキー接合領域７ｂの半導体基板１と凸状部
２ａの側面との接する領域１ｄが、曲面からなるものであるので、ショットキー接合領域
７ｂの半導体基板１と凸状部２ａの側面との接する領域１ｄがアーク（電弧）となり、シ
ョットキー接合領域７ｂの半導体基板１と凸状部２ａの側面との接する領域１ｄでの電界
集中がさらに緩和され、図２において点線で示されるように、逆電圧印加時の空乏層に広
がりは、ＰＮ接合領域７ａとショットキー接合領域７ｂとで半導体基板１の深さ方向にお
ける差がより一層少なく、空乏層の厚みがより均一なものとなる。したがって、本実施形
態の半導体装置によれば、ショットキー接合領域７ｂの縁部におけるリーク電流の発生を
、より効果的に抑えることができ、より一層信頼性を向上させることができる。
【００４８】
　また、図２に示す半導体装置においても、図１（ａ）に示す半導体装置と同様に、コン
タクト層３を形成するためのマスクの位置合わせマージンの寸法を考慮した面積分、コン
タクト層３の平面積をＰ型層２よりも小さくする必要はないので、Ｐ型層２上のコンタク
ト層３と重なり合わない領域を小さくすることができ、ＰＮ接合領域７ａにおける無効領
域を小さくすることができ、低損失で高性能な半導体装置とすることができるとともに、
コンタクト層３およびＰ型層２の微細加工が容易となり、ショットキー接合領域７ｂの面
積を十分に確保することが可能となり、半導体装置の順方向電圧降下を十分に小さくでき
る。
【００４９】
　また、図２に示す半導体装置の製造方法においても、図１（ａ）に示す半導体装置の製
造方法と同様に、オーミック接触層３ａとＰＮ接合層と半導体基板１のＮ－ＳｉＣ層１ｂ
の一部とをエッチングする際に形成するマスクが１つで済むので、容易に効率よく製造で
きる。
【００５０】
　さらに、上述した実施形態においては、Ｐ型層２となるＰＮ接合層を、イオン注入法を
用いて形成する方法を例に挙げて説明したが、Ｐ型層２となるＰＮ接合層は、エピタキシ
ャル成長法を用いて形成してもよい。
【００５１】
「実施例」
　以下、本発明を実施例に基づいて具体的に説明する。しかし、本発明はこれらの実施例
にのみ限定されるものではない。
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（実施例１）
　図１（ａ）に示す実施例１のショットキーバリアダイオードを次のようにして製造した
。まず、不純物濃度２Ｅ１８ｃｍ－３のＮ+ＳｉＣ層１ａからなる半導体基板１上に、Ｎ
－型エピタキシャル層を成長させて不純物濃度１Ｅ１６ｃｍ－３のＮ－ＳｉＣ層１ｂを形
成し、Ｎ+ＳｉＣ層１ａとＮ－ＳｉＣ層１ｂとを備えるＮ型の半導体基板１を得た。次に
、半導体基板１のＮ－ＳｉＣ層１ｂ上に、イオン注入法を用いてＰＮ接合層（図示略）を
形成した。具体的には、ＣＶＤ（Ｃｈｅｍｉｃａｌ　Ｖａｐｏｒ　Ｄｅｐｏｓｉｔｉｏｎ
）法で形成した酸化膜をマスクとして、半導体基板１のＮ－ＳｉＣ層１ｂ上に、アルミニ
ウムからなるＰ型不純物を６００℃の温度で不純物濃度２Ｅ１９ｃｍ－３になるようにイ
オン注入した。その後、酸化膜からなるマスクを除去した。
【００５２】
　次いで、半導体基板１にイオン注入されたＰ型不純物を拡散させて活性化するために、
熱処理を行った。ここでの熱処理は、Ａｒガス雰囲気中で１７００℃の温度で行った。こ
のことにより、半導体基板１上の所望の領域にＮ－ＳｉＣ層１ｂにＰＮ接合されたＰ型の
ＰＮ接合層を形成した。
【００５３】
　その後、半導体基板１のＮ+ＳｉＣ層１ａ側の面に、スパッタ法によりＮｉからなる金
属膜を形成し、良好なオーミックコンタクトを得るために、Ａｒガス雰囲気中１０００℃
の温度で熱処理を行うことにより、半導体基板１のＮ+ＳｉＣ層１ａにオーミック接触さ
れたオーミック電極５を形成した。
　その後、半導体基板１のＮ－ＳｉＣ層１ｂ側の面に、スパッタ法によりＴｉとＡｌとを
含む合金からなる金属膜を形成し、良好なオーミックコンタクトを得るために、Ａｒガス
雰囲気中９００℃の温度で熱処理を行うことにより、ＰＮ接合層にオーミック接触された
オーミック接触層３ａを形成した。
【００５４】
（エッチング工程）
　次に、オーミック接触層３ａ上に、ショットキー接合領域７ｂを露出させるとともにＰ
Ｎ接合領域７ａを覆うレジストパターンからなるマスク６を形成し、オーミック接触層３
ａを、Ｃｌガスを用いるＲＩＥによりエッチングして、ショットキー接合領域７ｂのＰＮ
接合層を露出させた。
　次いで、ＰＮ接合層と半導体基板１のＮ－ＳｉＣ層１ｂの一部とを、ＣＦ４とＯ２との
混合ガスを用いてドライエッチングし、Ｎ－ＳｉＣ層１ｂからなる凸部１ｃと、ＰＮ接合
層からなるＰ型層２とからなり、ショットキー接合領域７ａの半導体基板１の表面の延在
方向と凸状部２ａの側面の延在方向とのなす角度が１００°である断面視台形状の凸状部
２ａを、ＰＮ接合領域７ａに形成した。なお、ショットキー接合領域７ｂの半導体基板１
と凸状部２ａの側面との接する領域は、略平面からなるものであった。また、このように
して得られたＰ型層２において、隣接するＰ型層２間の間隔は５μｍであった。
【００５５】
　このようにして、凸状部２ａを形成した後、平面視で凸状部２ａの頂部と重ならない領
域に残存するオーミック接触層３ａを、ウェットエッチングにより除去し、ＰＮ接合領域
７ａにおいて、Ｐ型層２のコンタクト層３側の面の全面に、オーミック接触層３ａからな
るコンタクト層３を形成した。その後、マスク６を除去した。
【００５６】
　続いて、半導体基板１のＮ－ＳｉＣ層１ｂ側の面に、Ｍｏからなる金属膜を蒸着法によ
り形成し、レジストパターンからなるマスクを用いてウェットエッチングし、ＰＮ接合領
域７ａおよびショットキー接合領域７ｂに連続して設けられ、凸状部２ａの側面とコンタ
クト層３の側面および上面とを覆う形状にパターニングする。その後、ショットキー障壁
高さ（φＢ）を制御するために、Ａｒガス雰囲気中６００℃の温度で熱処理を行い、ショ
ットキー接合領域７ｂにおいてＮ－ＳｉＣ層１ｂにショットキー接触されたショットキー
電極４とした。
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【００５７】
　次に、ショットキー電極４上に、Ａｌ膜をスパッタ法により形成し、レジストパターン
からなるマスクを用いてエッチングを行い、所定の形状の表面パッド電極を形成した。そ
の後、表面パッド電極上に、感光性ポリイミド膜を塗布し、所望のパターンにより露光、
現像することにより、所定の形状のパッシベーション膜を形成した。
　続いて、オーミック電極５の半導体基板１と反対側の面に、Ｎｉ層とＡｇ層とからなる
金属膜をスパッタ法により形成し、裏面パッド電極を形成した。
　以上のようにして、実施例１の半導体装置を得た。
【００５８】
（比較例）
　図４（ａ）に示す比較例のショットキーバリアダイオードを次のようにして製造した。
まず、実施例１と同様にして、Ｎ+ＳｉＣ層１１ａとＮ－ＳｉＣ層１１ｂとを備えるＮ型
の半導体基板１１を得た。そして、Ｎ型半導体基板１１上にマスクを形成してから、実施
例１と同様に、Ｐ型不純物をイオン注入して熱処理を行うことにより、Ｎ型半導体基板１
１のＰＮ接合領域１７ａに埋め込まれた断面視矩形状のＰ型領域１２を形成した。なお、
このようにして得られたＰ型領域１２において、隣接するＰ型領域１２間の間隔は５μｍ
であった。
　その後、実施例１と同様にして、オーミック電極１５を形成した。
【００５９】
　続いて、Ｐ型領域１２上に、実施例１のコンタクト層３と同様の金属膜を形成し、実施
例１と同様にして、熱処理を行った。次に、金属膜上に、Ｐ型領域１２と平面視で重なる
領域を覆うマスクを形成し、金属膜をエッチングしてパターニングして、コンタクト金属
膜１３を形成した。なお、金属膜を形成するためのマスクの位置合わせマージンの寸法ｄ

１は、３μｍとした。
【００６０】
　その後、実施例１のショットキー電極４と同様にして、ＰＮ接合領域１７ａおよびショ
ットキー接合領域１７ｂに連続して設けられ、コンタクト金属膜１３上を覆い、ショット
キー接合領域１７ｂにおいてＮ型半導体基板１１にショットキー接触されたショットキー
電極１４を形成した。
　その後、実施例１と同様にして、表面パッド電極、パッシベーション膜、裏面パッド電
極を形成した。
　以上のようにして、比較例の半導体装置を得た。
【００６１】
　このようにして得られた実施例１および比較例の隣接するコンタクト層３（コンタクト
金属膜１３）間の寸法を調べた。
　その結果、実施例は６μｍであり、比較例は１１μｍであった。
　また、実施例１および比較例の半導体装置の順方向電流と順方向電圧降下との関係を調
べた。その結果を図３（ａ）に示す。図３（ａ）は、実施例１および比較例の半導体装置
の順方向電流と順方向電圧降下との関係を示したグラフである。
【００６２】
　図３（ａ）に示すように、実施例１では比較例と比較して、順方向電圧降下が小さくな
っている。これは、実施例では比較例と比較して、コンタクト層３およびＰ型層２を微細
化でき、コンタクト層３（コンタクト金属膜１３）間の寸法を大きくすることができ、シ
ョットキー接合領域７ｂの面積を十分に確保できたためである。
【００６３】
（実施例２）
　図２に示す実施例２のショットキーバリアダイオードを次のようにして製造した。
　すなわち、エッチング工程において、エッチング速度などのエッチング条件を調整する
方法などにより、ショットキー接合領域７ｂの半導体基板１と凸状部２ａの側面との接す
る領域１ｄが、曲面となるようにしたこと以外は、実施例１と同様にして、実施例２の半



(15) JP 5047133 B2 2012.10.10

10

20

30

導体装置を得た。
【００６４】
　このようにして得られた実施例２および実施例１、比較例の半導体装置の逆方向電流と
逆方向電圧との関係を調べた。その結果を図３（ｂ）に示す。図３（ｂ）は、実施例２お
よび実施例１、比較例の半導体装置の逆方向電流と逆方向電圧との関係を示したグラフで
ある。
【００６５】
　図３（ｂ）に示すように、実施例２および実施例１では比較例と比較して、逆方向電圧
降下が大きくなっており、電界集中が生じにくく、リーク電流が小さいことを示している
。
　さらに、ショットキー接合領域７ｂの半導体基板１と凸状部２ａの側面との接する領域
１ｄが曲面である実施例２は、実施例１よりも逆方向電圧降下が大きくなっており、リー
ク電流がより小さいことが分かる。
【図面の簡単な説明】
【００６６】
【図１】図１（ａ）は、本発明の半導体装置の一例であるショットキーバリアダイオード
（ＳＢＤ）を示した断面図である。また、図１（ｂ）～図４（ｅ）は、図４（ａ）に示す
半導体装置の製造工程の一例を説明するための工程図である。
【図２】図２は、本発明の半導体装置の他の例であるショットキーバリアダイオード（Ｓ
ＢＤ）を示した断面図である。
【図３】図３（ａ）は、実施例１および比較例の半導体装置の順方向電流と順方向電圧降
下との関係を示したグラフであり、図３（ｂ）は、実施例２および比較例の半導体装置の
逆方向電流と逆方向電圧との関係を示したグラフである。
【図４】図４（ａ）は、従来の半導体装置の一例を示した断面図である。また、図４（ｂ
）および図４（ｃ）は、図４（ａ）に示す半導体装置の製造工程の一例を説明するための
工程図である。
【符号の説明】
【００６７】
１・・・半導体基板、１１・・・Ｎ型半導体基板、１ａ、１１ａ・・・Ｎ+ＳｉＣ層、１
ｂ、１１ｂ・・・Ｎ－ＳｉＣ層、１ｃ・・・凸部、２・・・Ｐ型層（第２導電型層）、２
ａ・・・凸状部、３・・・コンタクト層、３ａ・・・オーミック接触層、４、１４・・・
ショットキー電極、５、１５・・・オーミック電極、６・・・マスク、７ａ、１７ａ・・
・ＰＮ接合領域、７ｂ、１７ｂ・・・ショットキー接合領域、１２・・・Ｐ型領域、１３
・・・コンタクト金属膜。
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