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(57)【要約】
【課題】逆方向リーク電流を小さくすることができる炭
化珪素基板および半導体装置を提供する。
【解決手段】炭化珪素基板（８０）の主面（Ｍ８０）は
六方晶の｛０００１｝面からオフ方向においてオフ角だ
け傾斜している。六方晶炭化珪素のバンドギャップより
も高いエネルギーを有する励起光（ＬＥ）による主面（
Ｍ８０）の６５０ｎｍ超の波長を有するフォトルミネッ
センス光（ＬＬ）の発光領域のうち、１５μｍ以下の寸
法をオフ方向に垂直な方向に有するものであり、かつ励
起光（ＬＬ）の六方晶炭化珪素への侵入長をオフ角の正
接で除した値以下の寸法をオフ方向に平行な方向に有す
るものの個数が１ｃｍ2当たり１×１０4以下となるよう
な特性を主面（Ｍ８０）が有する。これにより逆方向リ
ーク電流を小さくすることができる。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　側面と、
　前記側面に取り囲まれた主面とを備える、炭化珪素基板であって、
　前記炭化珪素基板は直径が１００ｍｍ以上であり、かつ、六方晶の結晶構造を有し、
　前記主面は前記六方晶の｛０００１｝面からオフ方向においてオフ角だけ傾斜しており
、
　六方晶炭化珪素のバンドギャップよりも高いエネルギーを有する励起光（ＬＥ）による
前記主面の６５０ｎｍ超の波長を有するフォトルミネッセンス光（ＬＬ）の発光領域のう
ち、１５μｍ以下の寸法を前記オフ方向に垂直な方向に有するものであり、かつ前記励起
光の六方晶炭化珪素への侵入長を前記オフ角の正接で除した値以下の寸法を前記オフ方向
に平行な方向に有するものの個数が１ｃｍ2当たり１×１０4以下となるような特性を前記
主面が有する、半導体装置用炭化珪素基板。
【請求項２】
　前記発光領域は、７５０ｎｍ超の波長を有するフォトルミネッセンス光の発光領域であ
る、請求項１に記載の半導体装置用炭化珪素基板。
【請求項３】
　前記発光領域は、６５０ｎｍ超９５０ｎｍ未満の波長を有するフォトルミネッセンス光
の発光領域である、請求項１に記載の半導体装置用炭化珪素基板。
【請求項４】
　前記発光領域は、７５０ｎｍ超９５０ｎｍ未満の波長を有するフォトルミネッセンス光
の発光領域である、請求項１に記載の半導体装置用炭化珪素基板。
【請求項５】
　前記発光領域の個数が１ｃｍ2当たり１×１０4以下となるような特性を前記主面が有す
る、請求項１に記載の半導体装置用炭化珪素基板。
【請求項６】
　前記炭化珪素基板は、前記主面を有する炭化珪素層と、前記炭化珪素層を支持するベー
ス基板とを含み、前記炭化珪素層は前記ベース基板上にエピタキシャルに形成されている
、請求項１に記載の半導体装置用炭化珪素基板。
【請求項７】
　請求項１に記載の炭化珪素基板を備える、半導体装置。
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、炭化珪素基板、半導体装置、炭化珪素基板の製造方法、および半導体装置の
製造方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　たとえば米国特許第７３１４５２０号明細書（特許文献１）に開示されているように、
近年、半導体装置の製造用に炭化珪素基板が用いられ始めている。炭化珪素は、より一般
的な材料であるシリコンに比べて、より大きなバンドギャップを有する。そのため炭化珪
素基板を用いた半導体装置は、耐圧が高く、オン抵抗が低く、また高温環境下での特性の
低下が小さい、といった利点を有する。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】米国特許第７３１４５２０号明細書
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
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【０００４】
　半導体装置の中には、電流が流れるべき順方向と、電流が流れるべきでない逆方向とを
有するものがある。この場合、逆方向に流れる電流、すなわち逆方向リーク電流が小さい
ことが望まれる。しかしながら半導体装置が炭化珪素基板を用いて製造された場合、逆方
向リーク電流が大きくなってしまうことがあった。
【０００５】
　そこで本発明の目的は、逆方向リーク電流を小さくすることができる炭化珪素基板およ
び半導体装置を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本発明の炭化珪素基板は、側面と、側面に取り囲まれた主面とを有するものであって、
六方晶の結晶構造を有する。主面は六方晶の｛０００１｝面からオフ方向においてオフ角
だけ傾斜している。六方晶炭化珪素のバンドギャップよりも高いエネルギーを有する励起
光による主面の６５０ｎｍ超の波長を有するフォトルミネッセンス光の発光領域のうち、
１５μｍ以下の寸法をオフ方向に垂直な方向に有するものであり、かつ励起光の六方晶炭
化珪素への侵入長をオフ角の正接で除した値以下の寸法をオフ方向に平行な方向に有する
ものの個数が１ｃｍ2当たり１×１０4以下となるような特性を主面が有する。
【０００７】
　上記の炭化珪素基板において、発光領域は、７５０ｎｍ超の波長を有するフォトルミネ
ッセンス光の発光領域であってもよい。発光領域は、６５０ｎｍ超９５０ｎｍ未満の波長
を有するフォトルミネッセンス光の発光領域であってもよい。発光領域は、７５０ｎｍ超
９５０ｎｍ未満の波長を有するフォトルミネッセンス光の発光領域であってもよい。
【０００８】
　好ましくは発光領域の個数が１ｃｍ2当たり１×１０4以下となるような特性を主面が有
する。
【０００９】
　上記の炭化珪素基板は、主面を有する炭化珪素層と、炭化珪素層を支持するベース基板
とを含んでもよい。炭化珪素層はベース基板上にエピタキシャルに形成されている。
【００１０】
　本発明の半導体装置は、上記の炭化珪素基板を有するものである。
　本発明の炭化珪素基板の製造方法は、次の工程を有する。各々が主面を有し、結晶構造
が六方晶である複数の炭化珪素単結晶が準備される。複数の炭化珪素単結晶の各々の主面
のフォトルミネッセンス測定が行なわれる。フォトルミネッセンス測定を行なう工程は、
六方晶炭化珪素のバンドギャップよりも高いエネルギーを有する励起光を主面に照射する
工程と、励起光によって生じた６５０ｎｍ超の波長を有するフォトルミネッセンス光の発
光領域を観測する工程とを含む。複数の炭化珪素単結晶のうち単位面積当たりの発光領域
の個数が所定の数より少ないものを種結晶として、昇華法による炭化珪素の結晶成長が行
なわれる。
【００１１】
　上記の炭化珪素基板の製造方法において、発光領域は、７５０ｎｍ超の波長を有するフ
ォトルミネッセンス光の発光領域であってもよい。あるいは、発光領域は、６５０ｎｍ超
９５０ｎｍ未満の波長を有するフォトルミネッセンス光の発光領域であってもよい。ある
いは、発光領域は、７５０ｎｍ超９５０ｎｍ未満の波長を有するフォトルミネッセンス光
の発光領域であってもよい。
【００１２】
　本発明の半導体装置の製造方法は、次の工程を有する。各々が主面を有し、結晶構造が
六方晶である複数の炭化珪素基板が準備される。複数の炭化珪素基板の各々の主面のフォ
トルミネッセンス測定が行なわれる。フォトルミネッセンス測定を行なう工程は、六方晶
炭化珪素のバンドギャップよりも高いエネルギーを有する励起光を主面に照射する工程と
、励起光によって生じた６５０ｎｍ超の波長を有するフォトルミネッセンス光の発光領域
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を観測する工程とを含む。主面において単位面積当たりの発光領域の個数が所定の数より
多い領域である不良領域が、半導体装置を作製するための領域である製品作製領域から除
外される。
【００１３】
　上記の半導体装置の製造方法において、発光領域は、７５０ｎｍ超の波長を有するフォ
トルミネッセンス光の発光領域であってもよい。あるいは、発光領域は、６５０ｎｍ超９
５０ｎｍ未満の波長を有するフォトルミネッセンス光の発光領域であってもよい。あるい
は、発光領域は、７５０ｎｍ超９５０ｎｍ未満の波長を有するフォトルミネッセンス光の
発光領域であってもよい。
【００１４】
　上記の除外する工程は、不良領域を有する炭化珪素基板を半導体装置の製造工程から除
外する工程を有してもよい。
【００１５】
　上記の除外する工程は、不良領域を有する炭化珪素基板のうち不良領域を半導体装置の
製造工程から除外するとともに不良領域以外の領域を製品作製領域と判定する工程を有し
てもよい。
【発明の効果】
【００１６】
　本発明によれば、炭化珪素基板を有する半導体装置の逆方向リーク電流を小さくするこ
とができる。
【図面の簡単な説明】
【００１７】
【図１】本発明の実施の形態１における炭化珪素基板の構成を概略的に示す斜視図である
。
【図２】図１の炭化珪素基板の結晶構造をオフ角およびオフ方向と共に示す斜視図である
。
【図３】図１の炭化珪素基板のフォトルミネッセンス測定に用いられる測定装置の構成を
概略的に示すブロック図である。
【図４】図１の炭化珪素基板のフォトルミネッセンス光の発光領域の一例を模式的に示す
部分平面図である。
【図５】図１の炭化珪素基板の製造方法の第１工程を概略的に示す斜視図である。
【図６】図１の炭化珪素基板の製造方法の第２工程を概略的に示すブロック図である。
【図７】図１の炭化珪素基板の製造方法の第３工程を概略的に示す部分平面図である。
【図８】図１の炭化珪素基板の製造方法の第４工程を概略的に示す断面図である。
【図９】図１の炭化珪素基板の製造方法の第５工程を概略的に示す断面図である。
【図１０】図１の炭化珪素基板の製造方法の第６工程を概略的に示す断面図である。
【図１１】図１の炭化珪素基板の製造方法の第７工程を概略的に示す断面図である。
【図１２】図１の炭化珪素基板の製造方法の第８工程を概略的に示す断面図である。
【図１３】本発明の実施の形態２における炭化珪素基板の構成を概略的に示す斜視図であ
る。
【図１４】図１３の炭化珪素基板のフォトルミネッセンス測定に用いられる測定装置の構
成を概略的に示すブロック図である。
【図１５】図１３の炭化珪素基板のフォトルミネッセンス光の発光領域の一例を模式的に
示す部分平面図である。
【図１６】図１３の炭化珪素基板のフォトルミネッセンス光の発光領域の一例を示す顕微
鏡写真である。
【図１７】図１３の炭化珪素基板における発光領域と他の領域との各々でのフォトルミネ
ッセンス光の波長と強度との関係の一例を示すグラフ図である。
【図１８】本発明の実施の形態３における半導体装置の構成を概略的に示す断面図である
。
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【図１９】図１８の半導体装置の製造方法の第１工程を概略的に示す斜視図である。
【図２０】図１８の半導体装置の製造方法の第２工程を概略的に示す斜視図である。
【図２１】図１８の半導体装置の製造方法の第３工程を概略的に示す平面図である。
【図２２】図１８の半導体装置の製造方法の変形例の第１工程を概略的に示す平面図であ
る。
【図２３】図１８の半導体装置の製造方法の変形例の第２工程を概略的に示す平面図であ
る。
【図２４】図１８の半導体装置の製造方法の変形例の第３工程を概略的に示す平面図であ
る。
【図２５】本発明の実施の形態４における半導体装置の構成を概略的に示す断面図である
。
【図２６】図２５の半導体装置の製造方法の概略的なフロー図である。
【図２７】図２５の半導体装置の製造方法の第１工程を概略的に示す部分断面図である。
【図２８】図２５の半導体装置の製造方法の第２工程を概略的に示す部分断面図である。
【図２９】図２５の半導体装置の製造方法の第３工程を概略的に示す部分断面図である。
【図３０】図２５の半導体装置の製造方法の第４工程を概略的に示す部分断面図である。
【発明を実施するための形態】
【００１８】
　以下、図面に基づいて本発明の実施の形態を説明する。
　（実施の形態１）
　図１に示すように、本実施の形態の炭化珪素基板は、六方晶の結晶構造を有する炭化珪
素から作られた単結晶基板８０（炭化珪素基板）である。単結晶基板８０は、側面ＳＤと
、側面ＳＤに取り囲まれた主面Ｍ８０とを有するものである。六方晶のポリタイプは、好
ましくは４Ｈである。
【００１９】
　さらに図２に示すように、主面Ｍ８０（図１）は、六方晶ＨＸの｛０００１｝面からオ
フ角ＯＡだけ傾斜している。すなわち主面Ｍ８０の法線方向ＤＺは、＜０００１＞方向か
らオフ角ＯＡだけ傾斜している。またこの傾斜はオフ方向ＤＸにおいて設けられている。
図中、方向ＤＹは、主面Ｍ８０内において方向ＤＸに垂直な方向である。なお本実施の形
態においては、オフ方向ＤＸは、｛０００１｝面における＜１１－２０＞方向に対応して
いる。
【００２０】
　単結晶基板８０の主面Ｍ８０は、後述する特定のフォトルミネッセンス特性を有する。
このフォトルミネッセンス測定およびそれに用いる装置について、以下に説明する。
【００２１】
　図３に示すように、フォトルミネッセンス測定装置４００は、励起光生成ユニット４２
０と、顕微鏡ユニット４３０とを有する。
【００２２】
　励起光生成ユニット４２０は、光源部４２１と、導光部４２２と、フィルタ４２３とを
有する。光源部４２１は、六方晶炭化珪素のバンドギャップよりも高いエネルギー成分を
含む光源であり、たとえば水銀ランプである。導光部４２２は、光源部４２１から出射し
た光を導くものであり、たとえば光ファイバーを含む。フィルタ４２３は、六方晶炭化珪
素のバンドギャップよりも高いエネルギーに対応する特定の波長を有する光を選択的に透
過するものである。六方晶炭化珪素のバンドギャップに対応する波長は典型的には３９０
ｎｍ程度であることから、たとえば約３１３ｎｍの波長を有する光を特に透過するバンド
パスフィルタをフィルタ４２３として用いることができる。この構成により、励起光生成
ユニット４２０は、六方晶炭化珪素のバンドギャップよりも高いエネルギーを有する励起
光ＬＥを出射することができる。
【００２３】
　顕微鏡ユニット４３０は、制御部４３１と、ステージ４３２と、光学系４３３と、フィ
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ルタ４３４と、カメラ４３５とを有する。制御部４３１は、ステージ４３２の変位動作の
制御と、カメラ４３５による撮影動作の制御とを行なうものであり、たとえばパーソナル
コンピュータである。ステージ４３２は、主面Ｍ８０が露出するように単結晶基板８０を
支持し、かつ主面Ｍ８０の位置を変位させるものであり、たとえばＸＹステージである。
光学系４３３は、励起光ＬＥによる励起にともなって主面Ｍ８０から放射されたフォトル
ミネッセンス光ＬＬを受光するためのものである。カメラ４３５は、フィルタ４３４を透
過した透過光ＬＨによる像を撮影してそのデータを制御部４３１に送信するものであり、
たとえばＣＣＤカメラである。
【００２４】
　フィルタ４３４は、光学系４３３によって受光された光のうち６５０ｎｍ超の波長を選
択的に透過するものである。ここで、「６５０ｎｍ超の波長を選択的に透過する」とは、
６５０ｎｍ以下の波長領域において実質的に光を透過せず、かつ６５０ｎｍ超の波長領域
のうち少なくとも一部の波長領域において光を透過することをいう。フィルタ４３４は、
所定の波長よりも長い波長を有する光を選択的に透過するフィルタであってもよい。ある
いはフィルタ４３４はバンドパスフィルタであってもよい。フィルタ４３４は、７５０ｎ
ｍ超の波長を選択的に透過するものであってもよい。あるいはフィルタ４３４は、６５０
ｎｍ超９５０ｎｍ未満の波長を透過するものであってもよい。ここで、「６５０ｎｍ超９
５０ｎｍ未満の波長を選択的に透過する」とは、６５０ｎｍ以下および９５０ｎｍ以上の
波長領域において実質的に光を透過せず、６５０ｎｍ超９５０ｎｍ未満の波長領域のうち
少なくとも一部の波長領域において光を透過することをいう。フィルタ４３４は、７５０
ｎｍ超９５０ｎｍ未満の波長を透過するものであってもよい。
【００２５】
　次にフォトルミネッセンス測定装置４００の使用方法について説明する。
　単結晶基板８０の主面Ｍ８０へ励起光ＬＥが入射される。これにより主面Ｍ８０上にお
いてフォトルミネッセンス光ＬＬの発光が生じる。フォトルミネッセンス光ＬＬのうちフ
ィルタ４３４を透過したものである透過光ＬＨが、カメラ４３５によって像として観測さ
れる。すなわち主面Ｍ８０上において、６５０ｎｍ超の波長を有するフォトルミネッセン
ス光ＬＬが観測される。なお６５０ｎｍ超の波長領域のうちのどの範囲が観測されるかは
フィルタ４３４の特性による。
【００２６】
　図４に示すように、フォトルミネッセンス光ＬＬの発光領域ＲＬが観測される。発光領
域ＲＬは、その周囲の領域に比してより強く発光している領域であり、相対的に明るい領
域として観察され得る。各発光領域ＲＬについて方向ＤＸおよびＤＹのそれぞれに沿う最
大の寸法ＬＸおよびＬＹが算出される。発光領域ＲＬのうち、励起光ＬＥの六方晶炭化珪
素への侵入長をオフ角ＯＡの正接で除した値以下の寸法ＬＸを有し、かつ、１５μｍ以下
の寸法ＬＹを有するものの個数が算出される。次にこの個数が、主面Ｍ８０のうち観測対
象となった部分の面積（ｃｍ2）で除される。これによって得られた値は、単結晶基板８
０の主面Ｍ８０のフォトルミネッセンス特性のひとつの指標となる特性値となる。本実施
の形態の単結晶基板８０の主面Ｍ８０はこの特性値が１×１０4／ｃｍ2以下である。
【００２７】
　なお侵入長とは、観測される主面に垂直な長さであって、かつ、主面に入射した光の強
度が１／ｅ（ｅはネイピア数）の割合にまで減衰する長さである。
【００２８】
　好ましくは、発光領域ＲＬの個数のカウントが無条件に行なわれても、すなわち寸法Ｌ
ＸおよびＬＹによる制限なしに行なわれても、主面Ｍ８０は上記特性値として１ｃｍ2当
たり１×１０4以下の値を有する。
【００２９】
　次に単結晶基板８０の製造方法について説明する。
　図５に示すように、各々が主面Ｍ７０を有する炭化珪素単結晶７０ａ～７０ｉ（７０と
も総称する）が準備される。炭化珪素単結晶７０は、六方晶の結晶構造を有し、好ましく
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はポリタイプ４Ｈを有する。主面Ｍ７０の面方向は、主面Ｍ８０（図１）の面方向に対応
している。炭化珪素単結晶７０の厚さ（図中、縦方向の寸法）は、たとえば０．５ｍｍ以
上１０ｍｍ以下である。また炭化珪素単結晶７０の平面形状は、たとえば円形であり、そ
の直径は、２５ｍｍ以上が好ましく、１００ｍｍ以上がより好ましい。
【００３０】
　図６および図７に示すように、炭化珪素単結晶７０ａ～７０ｉの各々の主面Ｍ７０のフ
ォトルミネッセンス測定が行なわれる。これにより、図３及び図４で説明したのと同様の
特性値が算出される。
【００３１】
　図８に示すように、炭化珪素単結晶７０ａ～７０ｉのうち、この特性値が所定の値より
も小さいものが種結晶７０Ｓとして選択される。この所定の値は、たとえば、前述した主
面Ｍ８０の特性値の基準、すなわち１×１０4／ｃｍ2である。
【００３２】
　次に種結晶７０Ｓの裏面（主面Ｍ７０とは反対の面）の表面粗さをより大きくする加工
が行われる。この加工は、十分に大きな粒径を有する砥粒を用いて裏面を研磨することに
よって行われ得る。砥粒の粒度分布は、好ましくは１６μｍ以上の成分を有する。砥粒の
平均粒径は、好ましくは５μｍ以上５０μｍ以下であり、より好ましくは１０μｍ以上３
０μｍ以下であり、さらに好ましくは１２～２５μｍである。
【００３３】
　好ましくは、上記の砥粒はダイヤモンド粒子である。また好ましくは、上記の砥粒はス
ラリー中に分散されて用いられる。よって上記の研磨は、ダイヤモンドスラリーを用いて
行うことが好ましい。平均粒径が５μｍ以上５０μｍ以下であり、かつ粒度分布において
１６μｍ以上の成分を有するダイヤモンド粒子を含有するダイヤモンドスラリーは、一般
的に、容易に入手することができる。
【００３４】
　なお上記のように種結晶７０Ｓの裏面の表面粗さをより大きくする工程を行なう代わり
に、最初から十分に大きな表面粗さを有する裏面を形成し、この裏面を研磨することなく
用いてもよい。具体的には、ワイヤソーによるスライスによって形成された種結晶７０Ｓ
の裏面を、研磨することなく用いてもよい。すなわち裏面として、スライスによって形成
されかつその後に研磨されていない面であるアズスライス面を用いてもよい。好ましくは
ワイヤソーによるスライスにおいて、上述した砥粒が用いられる。
【００３５】
　次に種結晶７０Ｓの裏面上に、炭素を含む被覆膜２１が形成される。好ましくは、被覆
膜２１の表面粗さは、被覆膜２１が形成される種結晶７０Ｓの裏面の表面粗さに比して小
さくされる。
【００３６】
　好ましくは、この形成は液体材料の塗布によって行われ、より好ましくは、この液体材
料は微粒子のような固体物を含有しない。これにより薄い被覆膜２１を容易かつ均一に形
成することができる。
【００３７】
　被覆膜２１は、本実施の形態においては有機膜である。この有機膜は、好ましくは有機
樹脂から形成される。有機樹脂としては、たとえば、アクリル樹脂、フェノール樹脂、尿
素樹脂、エポキシ樹脂などの各種樹脂を用いることができ、また光の作用で架橋または分
解される感光性樹脂として組成されたものを用いることもできる。この感光性樹脂として
は、半導体装置の製造用に用いられているポジ型またはネガ型フォトレジストを用いるこ
とができ、これらについてはスピンコート法による塗布技術が確立されているので、被覆
膜２１の厚さを容易に制御することができる。スピンコート法は、たとえば、以下のよう
に行われる。
【００３８】
　まず種結晶７０Ｓがホルダーに吸着される。このホルダーが所定の回転速度で回転する
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ことで、種結晶７０Ｓが回転させられる。回転している種結晶７０Ｓ上にフォトレジスト
が滴下された後、所定時間回転が継続されることで、薄く均一にフォトレジストが塗布さ
れる。種結晶７０Ｓ全面に渡る均一性を確保するためには、たとえば、回転速度は１００
０～１００００回転／分、時間は１０～１００秒、塗布厚は０．１μｍ以上とされる。
【００３９】
　次に塗布されたフォトレジストが乾燥されることで固化される。乾燥温度および時間は
、フォトレジストの材料および塗布厚によって適宜選択され得る。好ましくは、乾燥温度
は１００℃以上４００℃以下であり、乾燥時間は５分以上６０分以下である。たとえば乾
燥温度が１２０℃の場合、揮発に要する時間は、たとえば、厚さ５μｍで１５分間、厚さ
２μｍで８分間、厚さ１μｍで３分間である。
【００４０】
　なお、上記の塗布および乾燥からなる工程を１回行えば被覆膜２１を形成することがで
きるが、この工程が繰り返されることで、より厚い被覆膜２１が形成されてもよい。繰り
返しの回数が多すぎるとこの工程に必要以上に時間を要してしまう点で好ましくなく、通
常、２～３回程度の繰り返しに留めることが好ましい。
【００４１】
　図９に示すように、種結晶７０Ｓが取り付けられることになる取付面を有する台座４１
が準備される。この取付面は、好ましくは炭素からなる面を含む。たとえば台座４１はグ
ラファイトによって形成されている。好ましくは取付面の平坦性を向上させるために取付
面が研磨される。
【００４２】
　次に接着剤３１を挟んで被覆膜２１と台座４１とが互いに接触させられる。好ましくは
この接触は、５０℃以上１２０℃以下の温度で、また０．０１Ｐａ以上１ＭＰａ以下の圧
力で両者が互いを押し付け合うように行われる。また接着剤３１が種結晶７０Ｓおよび台
座４１に挟まれた領域からはみ出さないにようにされると、後述する、種結晶７０Ｓを用
いた単結晶の成長工程において、接着剤３１による悪影響を抑制することができる。
【００４３】
　接着剤３１は、好ましくは、加熱されることによって炭化されることで難黒鉛化炭素と
なる樹脂と、耐熱性微粒子と、溶媒とを含み、より好ましくは、さらに炭水化物を含む。
【００４４】
　なお難黒鉛化炭素となる樹脂は、たとえば、ノボラック樹脂、フェノール樹脂、または
フルフリルアルコール樹脂である。
【００４５】
　耐熱性微粒子は、接着剤３１が高温加熱されることで形成される固定層中において、上
記の難黒鉛化炭素を均一に分布させることでこの固定層の充填率を高める機能を有する。
耐熱性微粒子の材料としては、グラファイトなどの炭素（Ｃ）、炭化珪素（ＳｉＣ）、窒
化ホウ素（ＢＮ）、窒化アルミニウム（ＡｌＮ）などの耐熱材料を用いることができる。
またこれ以外の材料として、高融点金属、またはその炭化物もしくは窒化物などの化合物
を用いることもできる。高融点金属としては、たとえば、タングステン（Ｗ）、タンタル
（Ｔａ）、モリブデン（Ｍｏ）、チタン（Ｔｉ）、ジルコニウム（Ｚｒ）、またはハフニ
ウム（Ｈｆ）を用いることができる。耐熱性微粒子の粒径は、たとえば０．１～１０μｍ
である。
【００４６】
　炭水化物としては、糖類またはその誘導体を用いることができる。この糖類は、グルコ
ースのような単糖類であっても、セルロースのような多糖類であってもよい。
【００４７】
　溶媒としては、上記の樹脂および炭水化物を溶解・分散させることができるものが適宜
選択される。またこの溶媒は、単一の種類の液体からなるものに限られず、複数の種類の
液体の混合液であってもよい。たとえば、炭水化物を溶解させるアルコールと、樹脂を溶
解させるセロソルブアセテートとを含む溶媒が用いられてもよい。
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【００４８】
　接着剤３１中における、樹脂、炭水化物、耐熱性微粒子、および溶媒の間の比率は、種
結晶７０Ｓの適切な接着と固定強度とが得られるように適宜選択される。また接着剤３１
の成分は、上述した成分以外の成分を含んでもよく、たとえば、界面活性剤および安定剤
などの添加材を含んでもよい。また接着剤３１の塗布量は、好ましくは、１０ｍｇ／ｃｍ
2以上１００ｍｇ／ｃｍ2以下である。また接着剤３１の厚さは、好ましくは１００μｍ以
下であり、より好ましくは５０μｍ以下である。
【００４９】
　次に、好ましくは接着剤３１のプリベークが行われる。プリベークの温度は、好ましく
は１５０℃以上である。
【００５０】
　図１０に示すように、被覆膜２１および接着剤３１（図９）が加熱される。この加熱に
よって被覆膜２１は、炭化されることで炭素膜２２となる。すなわち種結晶７０Ｓ上に炭
素膜２２が設けられる。またこの加熱によって、炭素膜２２および台座４１の間において
接着剤３１が硬化されることで固定層３２となる。これにより種結晶７０Ｓが台座４１に
固定される。
【００５１】
　好ましくは上記の加熱は、８００℃以上１８００℃以下の温度で、１時間以上１０時間
以下の時間で、０．１３ｋＰａ以上大気圧以下の圧力で、また不活性ガス雰囲気中で行な
われる。不活性ガスとしては、たとえば、ヘリウム、アルゴン、または窒素ガスが用いら
れる。
【００５２】
　なお上記工程においては接着剤３１が硬化される際に被覆膜２１が炭化されるが、接着
剤３１が形成される前に被覆膜２１が炭化されてもよい。
【００５３】
　図１１に示すように、坩堝４２内に原料５１が収められる。原料５１は、たとえば炭化
珪素粉末である。坩堝４２は、たとえばグラファイト製である。次に坩堝４２の内部へ種
結晶７０Ｓが面するように、台座４１が取り付けられる。なお図１１に示すように、台座
４１が坩堝４２の蓋として機能してもよい。
【００５４】
　次に、図中矢印で示すように原料５１を昇華させ、かつ種結晶７０Ｓ上で再結晶させる
ことで、種結晶７０Ｓ上に昇華物が堆積させられる。これにより種結晶７０Ｓ上にインゴ
ット５２が形成される。炭化珪素を昇華および再結晶させる温度は、たとえば、２１００
℃以上２５００℃以下とされる。また原料５１の温度に対して種結晶７０Ｓの温度が低く
なるように、坩堝４２内には温度勾配が設けられる。またこの坩堝４２内の圧力は、好ま
しくは１．３ｋＰａ以上大気圧以下とされ、より好ましくは、成長速度を高めるために１
３ｋＰａ以下とされる。
【００５５】
　図１２に示すように、インゴット５２がスライスされる。これにより単結晶基板８０（
図１）が得られる。
【００５６】
　本実施の形態によれば、単結晶基板８０の主面Ｍ８０のフォトルミネッセンス特性が、
上述した特性値を有する。この単結晶基板８０を用いて、たとえば後述するショットキー
ダイオードまたはＭＯＳＦＥＴ（Ｍｅｔａｌ　Ｏｘｉｄｅ　Ｓｅｍｉｃｏｎｄｕｃｔｏｒ
　Ｆｉｅｌｄ　Ｅｆｆｅｃｔ　Ｔｒａｎｓｉｓｔｏｒ）など、逆方向リーク電流が小さい
ことが望まれる半導体装置を製造すると、逆方向リーク電流を小さくすることができる。
【００５７】
　なおインゴット５２を成長させる際の、温度、圧力、および温度勾配などの成長条件は
、実際の量産工程においては、用いられる設備に応じて最適化がなされる。この最適化が
適切でないと、フォトルミネッセンス特性が上述した所望の特性値から外れることが有り
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得る。その場合、この特性値が所望のものとなるように成長条件が調整されればよい。
【００５８】
　また単結晶基板８０の最大寸法は、好ましくは７５ｍｍ以上であり、より好ましくは１
００ｍｍ以上である。たとえば単結晶基板８０は、直径１００ｍｍ以上の円形ウエハであ
る。このように大きなウエハを用いることで、逆方向リーク電流が小さい半導体装置を効
率よく製造することができる。
【００５９】
　（実施の形態２）
　図１３に示すように、本実施の形態の炭化珪素基板は、主面Ｍ９０を有する炭化珪素層
８１と、炭化珪素層８１を支持する単結晶基板８０（ベース基板）とを有するエピタキシ
ャル基板９０（炭化珪素基板）である。炭化珪素層８１は単結晶基板８０上にエピタキシ
ャルに形成されている。
【００６０】
　エピタキシャル基板９０の主面Ｍ９０は、後述する特定のフォトルミネッセンス特性を
有する。このフォトルミネッセンス特性を測定するための方法について、以下に説明する
。
【００６１】
　図１４に示すように、フォトルミネッセンス測定装置４００にエピタキシャル基板９０
が取り付けられる。エピタキシャル基板９０の主面Ｍ９０へ励起光ＬＥが入射される。こ
れにより主面Ｍ９０上においてフォトルミネッセンス光ＬＬの発光が生じる。フォトルミ
ネッセンス光ＬＬのうちフィルタ４３４を透過したものである透過光ＬＨが、カメラ４３
５によって像として観測される。すなわち主面Ｍ９０上において、６５０ｎｍ超の波長を
有するフォトルミネッセンス光ＬＬの発光領域が観測される。なお６５０ｎｍ超の波長領
域のうちのどの範囲が観測されるかはフィルタ４３４の特性による。
【００６２】
　図１５に示すように、各発光領域ＲＬについて方向ＤＸおよびＤＹのそれぞれに沿う最
大の寸法ＬＸおよびＬＹが算出される。発光領域ＲＬのうち、励起光ＬＥの六方晶炭化珪
素への侵入長をオフ角ＯＡの正接で除した値以下の寸法ＬＸを有し、かつ１５μｍ以下の
寸法ＬＹを有するものの個数が算出される。次にこの個数が、主面Ｍ９０のうち観察対象
となった面積（ｃｍ2）で除される。これによって得られた値は、エピタキシャル基板９
０の主面Ｍ９０のフォトルミネッセンス特性のひとつの指標となる特性値となる。本実施
の形態のエピタキシャル基板９０の主面Ｍ９０はこの特性値が１×１０4／ｃｍ2以下であ
る。
【００６３】
　好ましくは、発光領域ＲＬの個数のカウントが無条件に行われても、すなわち寸法ＬＸ
およびＬＹによる制限なしに行なわれても、主面Ｍ９０は、上記特性値として１ｃｍ2当
たり１×１０4以下の値を有する。
【００６４】
　なお、上記以外の構成については、上述した実施の形態１の構成とほぼ同じであるため
、同一または対応する要素について同一の符号を付し、その説明を繰り返さない。
【００６５】
　図１６を参照して、フォトルミネッセンス測定の結果の一例について、以下に説明する
。
【００６６】
　ポリタイプ４Ｈの結晶構造の単結晶基板８０が準備された。単結晶基板８０の主面Ｍ８
０は、（０００１）面からのオフ角ＯＡ（図２）が８度であった。主面Ｍ８０上に厚さ１
０μｍの炭化珪素層８１が形成された。
【００６７】
　炭化珪素層８１の主面Ｍ９０のフォトルミネッセンス測定が行なわれた（図１４）。測
定のための励起光ＬＥは、水銀ランプからの光を、約３１３ｎｍの波長を有する光を特に
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透過するバンドパス型のフィルタ４２３を透過させたものとした。この励起光ＬＥによる
フォトルミネッセンス光ＬＬを、波長約７５０ｎｍ以上の光を特に透過するフィルタ４３
４（遮断波長７５０ｎｍ未満の光の透過を特に抑制するフィルタ）を介して撮影すること
によって、発光領域ＲＬが観測された（図１６）。発光領域ＲＬの典型的な寸法は、オフ
方向ＤＸ方向においては５０μｍ程度、オフ方向ＤＸに垂直な方向ＤＹにおいては１５μ
ｍ以下であって平均１０μｍ程度であった。
【００６８】
　なお発光領域ＲＬの観測の容易さはフィルタ４３４の特性に依存し、特に、フィルタ４
３４を用いない場合は発光領域ＲＬの精度よい観測が不可能であった。
【００６９】
　また主面Ｍ９０に対する励起光ＬＥの入射角を変更したところ、発光領域ＲＬの寸法は
、方向ＤＹにおいてはほとんど変化しなかったものの、方向ＤＸにおいては入射角が大き
くなるほど寸法が小さくなった。具体的には、方向ＤＸの寸法は、入射角の正接の逆数に
比例した。
【００７０】
　各発光領域ＲＬについて方向ＤＸおよびＤＹのそれぞれに沿う最大の寸法ＬＸおよびＬ
Ｙが算出された。発光領域ＲＬのうち、励起光ＬＥの六方晶炭化珪素への侵入長をオフ角
ＯＡの正接で除した値以下の寸法ＬＸを有し、かつ、１５μｍ以下の寸法ＬＹを有するも
のの個数が算出された。次にこの個数が、主面Ｍ８０のうち観察対象となった面積（ｃｍ
2）で除された。このようにして得られた値（特性値）が１×１０4／ｃｍ2以下の試料（
実施例としてのエピタキシャル基板９０）を用いて作製されたショットキーダイオードの
逆方向リーク電流には異常は見られなかった。これに対して、上記特性値が１×１０4／
ｃｍ2を超える試料（比較例としてのエピタキシャル基板）を用いて作製されたショット
キーダイオードの逆方向リーク電流は異常に高くなることがあった。この理由についてで
あるが、フォトルミネッセンス測定で検出される欠陥がダイオードの外周部に存在すると
逆方向リークが大きくなる場合があり、上記特性値が１×１０4／ｃｍ2を超えてくると、
欠陥が外周部に、より含まれやすくなるためであると考えられる。
【００７１】
　図１７を参照して、波長６５０ｎｍ～９５０ｎｍの範囲で、主面Ｍ９０上の発光領域Ｒ
Ｌからのフォトルミネッセンス光ＬＬのスペクトルと、主面Ｍ９０上の他の領域からのフ
ォトルミネッセンス光ＬＬのスペクトルとの比較を行った（図１７）。発光領域ＲＬのス
ペクトルは他の領域ＢＧのスペクトルに比して、特定の波長領域において強度が大きくな
っていた。この強度の差異が、発光領域ＲＬがその周囲に比して明るいことの原因である
と考えられる。この波長領域は、６５０ｎｍ超９５０ｎｍ未満の範囲内にあった。また低
波長領域においては強度が大きかった。このことから、発光領域ＲＬを精度よく観察する
ためには、上記の波長領域外の波長を有する光を除去することが好ましく、特にこの波長
領域よりも低い波長を有する光を除去することが好ましいと考えられる。また特に７５０
ｎｍ超の部分においてスペクトル間での強度の差異が大きかったことから、７５０ｎｍ超
の光を透過するフィルタを用いることが好ましいと考えられる。
【００７２】
　以上説明したように本実施の形態によれば、エピタキシャル基板９０の主面Ｍ９０のフ
ォトルミネッセンス特性が、上述した特性値を有する。このエピタキシャル基板９０を用
いて、たとえば後述するショットキーダイオードまたはＭＯＳＦＥＴなど、逆方向リーク
電流が小さいことが望まれる半導体装置を製造すると、逆方向リーク電流を小さくするこ
とができる。
【００７３】
　なお本実施の形態においては、炭化珪素層８１の主面Ｍ９０が所望のフォトルミネッセ
ンス特性を有すればよく、単結晶基板８０の主面Ｍ８０のフォトルミネッセンス特性は必
ずしも実施の形態１で説明した基準を満たさなくてもよい。しかしながら、単結晶基板８
０の主面Ｍ８０が実施の形態１で説明した基準を満たすことによって、より確実に、炭化
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珪素層８１の主面Ｍ９０に所望のフォトルミネッセンス特性を付与することができる。
【００７４】
　（実施の形態３）
　図１８に示すように、本実施の形態の半導体装置は、エピタキシャル基板９０を有する
ショットキーダイオード５００（半導体装置）である。ショットキーダイオード５００は
、エピタキシャル基板９０と、アノード電極２２５と、カソード電極２２６とを有する。
アノード電極２２５は、エピタキシャル基板９０の炭化珪素層８１側の主面上に設けられ
ている。カソード電極は、エピタキシャル基板９０の単結晶基板８０側の面上に設けられ
ている。
【００７５】
　単結晶基板８０はｎ+型の導電型を有し、炭化珪素層８１はｎ-型の導電型を有する。単
結晶基板８０の厚さは、たとえば３００μｍ以上４００μｍ以下である。単結晶基板８０
は不純物として、たとえば、窒素原子を含み、その濃度は１×１０19ｃｍ-3程度である。
炭化珪素層８１の厚さは、たとえば１０μｍである。炭化珪素層８１は不純物として、た
とえば、窒素原子を含み、その濃度は５×１０15ｃｍ-3程度である。
【００７６】
　アノード電極２２５は、当該電極に電圧を印加しない状態において炭化珪素層８１とシ
ョットキー接合を構成することができる金属材料から作られている。カソード電極２２６
は、単結晶基板８０とオーミック接合を構成することができる金属材料から作られている
。
【００７７】
　ここでショットキーダイオード５００の動作について説明する。アノード電極２２５と
炭化珪素層８１との接合部分にはショットキー障壁が形成されている。したがってたとえ
ばアノード電極２２５に対して電圧を印加しなかったり、負の電圧を印加したりした場合
には、ショットキー障壁により炭化珪素層８１内に広がる空乏層の存在により、アノード
電極２２５とカソード電極２２６との間に電位差を与えても両電極の間に電流を流すこと
は困難となる。
【００７８】
　一方、たとえばアノード電極２２５に対して正の電圧を印加すれば、当該電圧の大きさ
に応じてショットキー障壁が消滅し、炭化珪素層８１中の空乏層も消失する。このときア
ノード電極２２５とカソード電極２２６との間に電位差を与えれば当該両電極の間に電流
を流すことができる。以上の原理により、ショットキーダイオード５００は整流性を有す
る。
【００７９】
　次にショットキーダイオード５００の製造方法について説明する。
　図１９に示すように、複数の単結晶基板８０が準備される。好ましくは、単結晶基板８
０の各々は、実施の形態１で説明したフォトルミネッセンス特性を有するものである。次
に各単結晶基板８０の主面上に炭化珪素層８１が形成されることで、エピタキシャル基板
９０（図１３）と同様の構成を有するエピタキシャル基板９０ａ～９０ｉが形成される。
【００８０】
　次にエピタキシャル基板９０ａ～９０ｉの各々の主面Ｍ９０のフォトルミネッセンス測
定が行なわれる。フォトルミネッセンス測定を行なう工程は、実施の形態２（図１４）と
同様である。これにより、主面Ｍ９０において単位面積当たりの発光領域の個数が所定の
数より多い領域である不良領域が存在するか否かが調べられる。好ましくは、発光領域の
個数の基準は、実施の形態２で説明した基準と同様とされる。
【００８１】
　図２０に示すように、エピタキシャル基板９０ａ～９０ｉのうち、不良領域を有するも
の（図２０においてはエピタキシャル基板９０ｃおよび９０ｆ）は不良基板９０Ｎ、不良
領域を有しないものは良品基板９０Ｋと認定される。不良基板９０Ｎは、ショットキーダ
イオード５００の製造工程から除外される。これにより、エピタキシャル基板９０ａ～９
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０ｉの各々の主面Ｍ９０の集合、すなわちショットキーダイオード５００を作製するため
の領域である製品作製領域から、不良領域が除外される。
【００８２】
　図２１に示すように、良品基板９０Ｋの各々の炭化珪素層８１上に、複数のアノード電
極２２５が形成される。また良品基板９０Ｋの各々の単結晶基板８０（図２１において図
示せず）上にカソード電極２２６が形成される。そして図中破線ＬＤに沿って良品基板９
０Ｋがダイシングされることによって、複数のショットキーダイオード５００が得られる
。
【００８３】
　なお、上記以外の構成については、上述した実施の形態１または２の構成とほぼ同じで
あるため、同一または対応する要素について同一の符号を付し、その説明を繰り返さない
。
【００８４】
　次にショットキーダイオード５００の上記製造方法の変形例について、以下に説明する
。
【００８５】
　まず上記方法と同様にエピタキシャル基板９０が形成される（図１９）。
　図２２に示すように、エピタキシャル基板９０の主面Ｍ９０上の領域Ｒ１～Ｒ９の各々
について、フォトルミネッセンス測定によって、上述した不良領域の有無が調べられる。
【００８６】
　図２３に示すように、領域Ｒ１～Ｒ９の各々にアノード電極２２５が形成される。また
エピタキシャル基板９０の単結晶基板８０（図２３において図示せず）上にカソード電極
２２６が形成される。図中破線ＬＤに沿ってエピタキシャル基板９０がダイシングされる
。なお本変形例においては領域Ｒ１～Ｒ９の各々に対して無条件にアノード電極２２５が
形成されるが、領域Ｒ１～Ｒ９のうち不良領域を有するものの上にはアノード電極２２５
を形成しないようにしてもよい。
【００８７】
　図２４に示すように、上記ダイシングによってチップＣ１～Ｃ９のそれぞれが領域Ｒ１
～Ｒ９（図２２および図２３）から得られる。次に、既に行なわれている、領域Ｒ１～Ｒ
９に対するフォトルミネッセンス測定（図２２）の結果に基づいて、得られたチップＣ１
～Ｃ９のうち不良領域を含むものが除外される。すなわち、不良領域を有するエピタキシ
ャル基板９０の領域Ｒ１～Ｒ９のうち、不良領域を有するものが、ショットキーダイオー
ド５００の製造工程から除外される。これにより不良領域が、ショットキーダイオード５
００を作製するための領域である製品作製領域から除外される。また不良領域以外の領域
、すなわち、領域Ｒ１～Ｒ９のうち不良領域を有しない領域が、製品作製領域と判定され
る。これにより、エピタキシャル基板９０のうち不良領域を有しない領域からショットキ
ーダイオード５００が形成される。
【００８８】
　本実施の形態およびその変形例によれば、ショットキーダイオード５００の逆方向リー
ク電流を小さくすることができる。
【００８９】
　（実施の形態４）
　図２５に示すように、本実施の形態の半導体装置は、ＭＯＳＦＥＴ１００であり、具体
的には、縦型ＤｉＭＯＳＦＥＴ（Ｄｏｕｂｌｅ　Ｉｍｐｌａｎｔｅｄ　ＭＯＳＦＥＴ）で
ある。ＭＯＳＦＥＴ１００は、エピタキシャル基板９０Ｖ、酸化膜１２６、ソース電極１
１１、上部ソース電極１２７、ゲート電極１１０、およびドレイン電極１１２を有する。
エピタキシャル基板９０Ｖは、単結晶基板８０、バッファ層１２１、耐圧保持層１２２、
ｐ領域１２３、ｎ+領域１２４、およびｐ+領域１２５を有する。
【００９０】
　単結晶基板８０およびバッファ層１２１はｎ型の導電型を有する。バッファ層１２１に
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おけるｎ型の導電性不純物の濃度は、たとえば５×１０17ｃｍ-3である。またバッファ層
１２１の厚さは、たとえば０．５μｍである。
【００９１】
　耐圧保持層１２２は、バッファ層１２１上に形成されており、また導電型がｎ型の炭化
珪素からなる。たとえば、耐圧保持層１２２の厚さは１０μｍであり、そのｎ型の導電性
不純物の濃度は５×１０15ｃｍ-3である。
【００９２】
　この耐圧保持層１２２の表面には、導電型がｐ型である複数のｐ領域１２３が互いに間
隔を隔てて形成されている。ｐ領域１２３の内部において、ｐ領域１２３の表面層にｎ+

領域１２４が形成されている。また、このｎ+領域１２４に隣接する位置には、ｐ+領域１
２５が形成されている。複数のｐ領域１２３の間から露出する耐圧保持層１２２上には酸
化膜１２６が形成されている。具体的には、酸化膜１２６は、一方のｐ領域１２３におけ
るｎ+領域１２４上から、ｐ領域１２３、２つのｐ領域１２３の間において露出する耐圧
保持層１２２、他方のｐ領域１２３および当該他方のｐ領域１２３におけるｎ+領域１２
４上にまで延在するように形成されている。酸化膜１２６上にはゲート電極１１０が形成
されている。また、ｎ+領域１２４およびｐ+領域１２５上にはソース電極１１１が形成さ
れている。このソース電極１１１上には上部ソース電極１２７が形成されている。
【００９３】
　酸化膜１２６と、半導体層としてのｎ+領域１２４、ｐ+領域１２５、ｐ領域１２３およ
び耐圧保持層１２２との界面から１０ｎｍ以内の領域における窒素原子濃度の最大値は１
×１０21ｃｍ-3以上となっている。これにより、特に酸化膜１２６下のチャネル領域（酸
化膜１２６に接する部分であって、ｎ+領域１２４と耐圧保持層１２２との間のｐ領域１
２３の部分）の移動度を向上させることができる。
【００９４】
　次にＭＯＳＦＥＴ１００の製造方法について説明する。
　図２７に示すように、単結晶基板８０の主面上へのエピタキシャル成長によって炭化珪
素層８１Ｖが形成される。具体的には、単結晶基板８０の主面上にバッファ層１２１が形
成され、バッファ層１２１上に耐圧保持層１２２が形成される。これによりエピタキシャ
ル基板９０Ｖが形成される（図２６：ステップＳ１１０）。バッファ層１２１は、導電型
がｎ型の炭化珪素からなり、その厚さは、たとえば０．５μｍとされる。またバッファ層
１２１における導電型不純物の濃度は、たとえば５×１０17ｃｍ-3とされる。耐圧保持層
１２２の厚さは、たとえば１０μｍとされる。また耐圧保持層１２２におけるｎ型の導電
性不純物の濃度は、たとえば５×１０15ｃｍ-3とされる。
【００９５】
　次にエピタキシャル基板９０Ｖの主面（図２７における上面）のフォトルミネッセンス
測定が実施の形態３とほぼ同様に行われる（図２６：ステップＳ１２０）。実施の形態３
のように不良領域が基板単位で除外される場合は、この時点で不良のエピタキシャル基板
が、ＭＯＳＦＥＴ１００の製造工程から除外される。一方、実施の形態３の変形例３のよ
うに不良領域が一の基板内で部分的に除外される場合は、エピタキシャル基板の製造工程
からの除外は行なわれず、後述するダイシング工程の後に、不良領域が除外される。
【００９６】
　図２８に示すように、注入工程（図２６：ステップＳ１３０）により、ｐ領域１２３と
、ｎ+領域１２４と、ｐ+領域１２５とが、以下のように形成される。
【００９７】
　まずｐ型の導電性不純物が耐圧保持層１２２の一部に選択的に注入されることで、ｐ領
域１２３が形成される。次に、ｎ型の導電性不純物を所定の領域に選択的に注入すること
によってｎ+領域１２４が形成され、またｐ型の導電性不純物を所定の領域に選択的に注
入することによってｐ+領域１２５が形成される。なお不純物の選択的な注入は、たとえ
ば酸化膜からなるマスクを用いて行われる。
【００９８】



(15) JP 2017-124974 A 2017.7.20

10

20

30

40

50

　このような注入工程の後、活性化アニール処理が行われる。たとえば、アルゴン雰囲気
中、加熱温度１７００℃で３０分間のアニールが行われる。
【００９９】
　図２９に示すように、ゲート絶縁膜形成工程（図２６：ステップＳ１４０）が行われる
。具体的には、耐圧保持層１２２と、ｐ領域１２３と、ｎ+領域１２４と、ｐ+領域１２５
との上を覆うように、酸化膜１２６が形成される。この形成はドライ酸化（熱酸化）によ
り行われてもよい。ドライ酸化の条件は、たとえば、加熱温度が１２００℃であり、また
加熱時間が３０分である。
【０１００】
　その後、窒化アニール工程（図２６：ステップＳ１５０）が行われる。具体的には、一
酸化窒素（ＮＯ）雰囲気中でのアニール処理が行われる。この処理の条件は、たとえば加
熱温度が１１００℃であり、加熱時間が１２０分である。この結果、耐圧保持層１２２、
ｐ領域１２３、ｎ+領域１２４、およびｐ+領域１２５の各々と、酸化膜１２６との界面近
傍に、窒素原子が導入される。
【０１０１】
　なおこの一酸化窒素を用いたアニール工程の後、さらに不活性ガスであるアルゴン（Ａ
ｒ）ガスを用いたアニール処理が行われてもよい。この処理の条件は、たとえば、加熱温
度が１１００℃であり、加熱時間が６０分である。
【０１０２】
　図３０に示すように、電極形成工程（図２６：ステップＳ１６０）により、ソース電極
１１１およびドレイン電極１１２が、以下のように形成される。
【０１０３】
　酸化膜１２６上に、フォトリソグラフィ法を用いて、パターンを有するレジスト膜が形
成される。このレジスト膜をマスクとして用いて、酸化膜１２６のうちｎ+領域１２４お
よびｐ+領域１２５上に位置する部分がエッチングにより除去される。これにより酸化膜
１２６に開口部が形成される。次に、この開口部においてｎ+領域１２４およびｐ+領域１
２５の各々と接触するように導体膜が形成される。次にレジスト膜を除去することにより
、上記導体膜のうちレジスト膜上に位置していた部分の除去（リフトオフ）が行われる。
この導体膜は、金属膜であってもよく、たとえばニッケル（Ｎｉ）からなる。このリフト
オフの結果、ソース電極１１１が形成される。
【０１０４】
　なお、ここでアロイ化のための熱処理が行なわれることが好ましい。たとえば、不活性
ガスであるアルゴン（Ａｒ）ガスの雰囲気中、加熱温度９５０℃で２分の熱処理が行なわ
れる。
【０１０５】
　再び図２５を参照して、ソース電極１１１上に上部ソース電極１２７が形成される。ま
た、酸化膜１２６上にゲート電極１１０が形成される。また、単結晶基板８０の裏面（図
中、下面）上にドレイン電極１１２が形成される。
【０１０６】
　次に、実施の形態３（図２３）において破線ＬＤに沿ってダイシングが行なわれたのと
ほぼ同様に、ダイシング工程（図２６：ステップＳ１７０）が行われる。これにより複数
のチップが切り出される。実施の形態３の変形例のように一の基板内における不良領域の
除外が行われる場合は、これら複数のチップのうち不良領域を含むものが除外される。
【０１０７】
　以上によりＭＯＳＦＥＴ１００（図２５）が得られる。
　なお上述された構成に対して導電型が入れ替えられた構成、すなわちｐ型とｎ型とが入
れ替えられた構成を用いることもできる。また縦型ＤｉＭＯＳＦＥＴを例示したが、本発
明の複合基板を用いて他の半導体装置が製造されてもよく、たとえばＲＥＳＵＲＦ－ＪＦ
ＥＴ（Ｒｅｄｕｃｅｄ　Ｓｕｒｆａｃｅ　Ｆｉｅｌｄ－Ｊｕｎｃｔｉｏｎ　Ｆｉｅｌｄ　
Ｅｆｆｅｃｔ　Ｔｒａｎｓｉｓｔｏｒ）が製造されてもよい。
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【０１０８】
　今回開示された実施の形態および実施例はすべての点で例示であって、制限的なもので
はないと考えられるべきである。本発明の範囲は上記した説明ではなくて請求の範囲によ
って示され、請求の範囲と均等の意味、および範囲内でのすべての変更が含まれることが
意図される。
【符号の説明】
【０１０９】
　７０，７０ａ～７０ｉ　炭化珪素単結晶、７０Ｓ　種結晶、８０　単結晶基板（炭化珪
素基板）、８１，８１Ｖ　炭化珪素層、９０，９０ａ～９０ｉ，９０Ｖ　エピタキシャル
基板（炭化珪素基板）、９０Ｎ　不良基板、９０Ｋ　良品基板、１００　ＭＯＳＦＥＴ、
４００　フォトルミネッセンス測定装置、４２０　励起光生成ユニット、４２１　光源部
、４２２　導光部、４２３，４３４　フィルタ、４３０　顕微鏡ユニット、４３１　制御
部、４３２　ステージ、４３３　光学系、４３５　カメラ、５００　ショットキーダイオ
ード、Ｃ１～Ｃ９　チップ、ＤＸ　オフ方向、ＤＺ　法線方向、ＨＸ　六方晶、ＬＥ　励
起光、ＬＨ　透過光、ＬＬ　フォトルミネッセンス光、Ｍ７０，Ｍ８０，Ｍ９０　主面、
ＯＡ　オフ角、ＲＬ　発光領域、ＳＤ　側面。 

【図１】

【図２】

【図３】
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