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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　互いに反対面となる第１及び第２の面と、該第１の面に隣接する第１の伝導型のカソー
ド領域と、該第２の面に隣接し、該カソード領域よりドーピング濃度が低い第１の伝導型
のドリフト領域とを有する半導体領域と、
　下部と側面とを有し、上記第２の面から上記半導体領域内に延び、該半導体領域内に１
つ以上のメサを画定する１つ以上のトレンチと、
　上記１つ以上のトレンチ内の上記半導体領域に隣接する絶縁領域と、
　（ａ）上記半導体領域に隣接し、該半導体領域の第２の面とショットキー整流性接触を
形成し、（ｂ）該半導体領域に隣接し、上記１つ以上のトレンチの上部において該半導体
領域とショットキー整流性接触を形成し、（ｃ）上記絶縁領域に隣接し、該１つ以上のト
レンチの下部の該絶縁領域に直接接触するアノード電極とを備え、
　上記１つ以上のトレンチのそれぞれの下部は、トレンチ／半導体界面を形成しており、
　上記絶縁領域は、上記１つ以上のトレンチの下部全体に接触するとともに、該下部全体
を覆い、該１つ以上のトレンチの側面の少なくとも一部は、該絶縁領域で覆われておらず
、
　上記１つ以上のトレンチにおける上記アノード電極と上記トレンチ／半導体界面間の距
離は、上記絶縁領域の厚さであることを特徴するショットキー整流器。
【請求項２】
　上記半導体領域は、シリコンを材料とすることを特徴とする請求項１記載のショットキ
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ー整流器。
【請求項３】
　上記第１の伝導型は、ｎ型伝導性であることを特徴とする請求項１記載のショットキー
整流器。
【請求項４】
　上記トレンチは、上記カソード領域内まで延びていることを特徴とする請求項１記載の
ショットキー整流器。
【請求項５】
　上記トレンチの下部は、上記カソード領域と上記ドリフト領域の間に延びていることを
特徴とする請求項４記載のショットキー整流器。
【請求項６】
　上記絶縁領域は、二酸化シリコンを材料とすることを特徴とする請求項１記載のショッ
トキー整流器。
【請求項７】
　上記二酸化シリコンは、堆積された二酸化シリコンであることを特徴とする請求項６記
載のショットキー整流器。
【請求項８】
　上記二酸化シリコンは、上記半導体領域を熱成長させて形成されていることを特徴とす
る請求項６記載のショットキー整流器。
【請求項９】
　上記絶縁領域上に形成され、上記アノード電極の一部を構成するポリシリコン領域を備
える請求項１記載のショットキー整流器。
【請求項１０】
　互いに反対面となる第１及び第２の面と、該第１の面に隣接する第１の伝導型のカソー
ド領域と、該第２の面に隣接し、該カソード領域よりドーピング濃度が低い第１の伝導型
のドリフト領域とを有する半導体領域を形成する工程と、
　下部と側面とを有し、上記第２の面から上記半導体領域内に延び、該半導体領域内に１
つ以上のメサを画定する１つ以上のトレンチを形成する工程と、
　上記１つ以上のトレンチ内の上記半導体領域に隣接する絶縁領域を形成する工程と、
　（ａ）上記半導体領域に隣接し、該半導体領域の第２の面とショットキー整流性接触を
形成し、（ｂ）該半導体領域に隣接し、上記１つ以上のトレンチの上部において該半導体
領域とショットキー整流性接触を形成し、（ｃ）該１つ以上のトレンチの下部の該絶縁領
域に直接接触するアノード電極を形成する工程とを有し、
　上記１つ以上のトレンチのそれぞれの下部は、トレンチ／半導体界面を形成しており、
　上記絶縁領域は、上記１つ以上のトレンチの下部全体に接触するとともに、該下部全体
を覆い、該１つ以上のトレンチの側面の少なくとも一部は、該絶縁領域で覆われていない
ことを特徴とするトレンチショットキー整流器の製造方法。
【請求項１１】
　上記半導体領域の第１の面上にカソード電極を形成する工程を更に有する請求項１０記
載のトレンチショットキー整流器の製造方法。
【請求項１２】
　上記半導体領域を形成する工程は、
　上記カソード領域に対応する半導体基板を準備する工程と、
　上記半導体基板上に上記ドリフト領域に対応するエピタキシャル半導体層を成長させる
工程とを有することを特徴とする請求項１０記載のトレンチショットキー整流器の製造方
法。
【請求項１３】
　上記トレンチを形成する工程は、
　上記半導体領域の第２の面上にパターンを有するマスク層を形成する工程と、
　上記マスク層を介して上記トレンチをエッチングする工程とを有することを特徴とする
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請求項１０記載のトレンチショットキー整流器の製造方法。
【請求項１４】
　上記トレンチは、上記カソード領域内に延びるように形成されることを特徴とする請求
項１０記載のトレンチショットキー整流器の製造方法。
【請求項１５】
　上記絶縁領域は、上記カソード領域から上記ドリフト領域に延びるように形成されるこ
とを特徴とする請求項１４記載のトレンチショットキー整流器の製造方法。
【請求項１６】
　上記絶縁領域を形成する工程は、
　上記第２の面上及び上記トレンチ内に酸化層を形成する工程と、
　上記第２の面上及び上記トレンチの上部に形成された酸化層をエッチングする工程とを
有することを特徴とする請求項１０記載のトレンチショットキー整流器の製造方法。
【請求項１７】
　上記酸化層をエッチングする工程は、
　上記トレンチの下部に形成された酸化層を覆うフォトレジストパターンを形成する工程
と、
　上記フォトレジストパターンにより覆われていない酸化層の一部をエッチングする工程
と、
　上記フォトレジストを除去する工程とを有することを特徴とする請求項１６記載のトレ
ンチショットキー整流器の製造方法。
【請求項１８】
　上記酸化層は、熱成長により形成されることを特徴とする請求項１７記載のトレンチシ
ョットキー整流器の製造方法。
【請求項１９】
　上記酸化層上にポリシリコン層を形成する工程と、
　上記第２の面上及び上記トレンチの上部に形成された上記酸化層の部分が露出するよう
に、上記ポリシリコン層をエッチングする工程と、
　上記第２の面上及び上記トレンチの上部に形成された上記酸化層の部分が除去されるよ
うに、該酸化層をエッチングする工程とを有することを特徴とする請求項１６記載のトレ
ンチショットキー整流器の製造方法。
【請求項２０】
　上記酸化層は、熱成長により形成されることを特徴とする請求項１９記載のトレンチシ
ョットキー整流器の製造方法。
【請求項２１】
　上記絶縁層を形成する工程は、酸化層を堆積させる工程を有することを特徴とする請求
項１０記載のトレンチショットキー整流器の製造方法。
【請求項２２】
　上記第２の面及び上記トレンチ内にオルトケイ酸テトラエチル層を堆積させる工程と、
　エッチングにより上記第２の面及び上記トレンチの上部から上記オルトケイ酸テトラエ
チル層を取り除く工程と、
　上記オルトケイ酸テトラエチル層を高密度の二酸化シリコン層に変換する工程とを有す
ることを特徴とする請求項２１記載のトレンチショットキー整流器の製造方法。
【請求項２３】
　上記トレンチの下部は、該トレンチの深さの２５～４０％を占めることを特徴とする請
求項１０記載のトレンチショットキー整流器の製造方法。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
　本発明は整流器に関し、特にショットキーバリア整流素子及びこのショットキーバリア
整流素子の製造方法に関する。
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【０００２】
【従来の技術】
　整流器は、順方向の電流に対しては比較的低い抵抗を示し、逆方向の電流に対しては高
い抵抗を示す。ショットキーバリア整流器は、スイッチングモード電源及び例えばモータ
ドライブ等の他の高速スイッチング電源の出力整流器として採用されている。これらの整
流器は、順方向に大きな電流を流すことができ、逆方向には高い阻止電圧（blocking vol
tage）を実現している。
【０００３】
　参照により本願に援用されるメヘロートラ（Mehrotra）他に付与された米国特許第５３
６５１０２号「ＭＯＳトレンチを有するショットキーバリア整流器（Schottky Barrier R
ectifier with MOS Trench）」には、理想的な境目のはっきりした平行平面ｐｎ接合（pa
rallel-plane P-N junction）によって実現される降伏電圧より高い降伏電圧を有するシ
ョットキーバリア整流器が開示されている。このような整流器の断面を図１に示す。図１
に示すように、整流器１０は、第１の伝導型、通常ｎ型伝導性を有し、第１の面１２ａと
、この第１の面１２ａの反対面である第２の面１２ｂとを備える半導体基板１２を備えて
いる。半導体基板１２は、第１の面１２ａに隣接する不純物が比較的高密度にドープされ
たカソード領域１２ｃ（図では、ｎ＋として示す）を備える。カソード領域１２ｃから第
２の面１２ｂには、第１の伝導型（ｎとして示す）のドリフト領域１２ｄが延びている。
このように、カソード領域１２ｃの不純物濃度は、ドリフト領域１２ｄの不純物濃度より
高い。ドリフト領域１２ｄには、対向する２つの側面１４ｃ、１４ｄによって定義される
断面幅「Ｗｍ」を有するメサ１４が形成されている。メサ１４の形状は、細片状であって
もく、直方体状であってもよく、円筒状であってもく、他の類似する形状であってもよい
。メサ１４が形成された側には、絶縁領域１６ａ、１６ｂ（ＳｉＯ２を材料とする）が設
けられている。さらに、整流器１０は、絶縁領域１６ａ、１６ｂ上に設けられたアノード
電極１８を備える。アノード電極１８は、メサ１４と、第２の面１２ｂにおいてショット
キー整流性接触を形成している。アノード電極１８とメサ１４の界面に形成されるショッ
トキーバリアの高さは、使用されている電極金属及び半導体（例えば、Ｓｉ、Ｇｅ、Ｇａ
Ａｓ及びＳｉＣ）の種類に依存し、及びメサ１４の不純物濃度に依存する。さらに、第１
の面１２ａ側には、カソード領域１２ｃに隣接するカソード電極２０が配設されている。
カソード電極２０は、オーミック接触でカソード領域１２ｃに接続されている。
【０００４】
【発明が解決しようとする課題】
　米国特許第５６１２５６７号によれば、図１に示す整流器を用いることにより、ドリフ
ト領域１２ｄのメサ形状の部分の多数キャリアと、絶縁領域１６ａ、１６ｂの反対側の金
属製のアノード電極１８の部分との間の電荷結合により、好ましい効果が得られる。詳し
くは、金属－半導体接合（ショットキー接合）の中央の電界の強度が理想的な平行平面整
流器（plane-parallel rectifier）に比べて著しく低減される。ショットキー接合の中央
の電界の強度が低減されると、ショットキーバリアの高さが低くなり、逆バイアス時の漏
れ電流が著しく減少する。逆バイアス時の漏れ電流は、逆バイアス（阻止）モード動作に
おいて整流器を流れる電流である。さらに、電界プロファイルのピークは、金属－半導体
接合からドリフト領域１２ｄに移動する。このように、電界のピークがショットキー接合
から移動することにより、メサ１４は、より高い電圧をサポートでき、すなわち、理想的
な平行平面整流器よりも高い降伏電圧（逆方向阻止電圧）を実現できる。
【０００５】
　省電力及びエネルギ効率向上の要求に伴い、近年の電源の電圧は徐々に低下する傾向に
あり、したがって、電力整流器における順方向時の電圧降下を低減することは有益である
。また、省電力の必要性から、逆バイアス時の漏れ電流を最小化することも有益である。
すなわち、電力消費量を最小化するためには、順方向バイアス時の電圧降下と、逆方向バ
イアス時の漏れ電流の両方を最小化する必要がある。
【０００６】
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　ここで、米国特許第５３６５１０２号のトレンチショットキー整流器は、高い逆バイア
ス時降伏電圧（阻止電圧）及び少ない逆バイアス時漏れ電流を実現できるが、この設計で
は、整流器において望ましくない順方向バイアス時に大きな電圧降下が生じるため、エネ
ルギ効率の観点からは望ましくない。
【０００７】
　参照によりその開示全体が本願に援用される、バギラ（Bagila）に付与された米国特許
第５６１２５６７号「ショットキーバリア整流器及びその製造方法（Schottky Barrier R
ectifiers and Methods of Forming the Same）」では、米国特許第５３６５１０２号の
トレンチショットキー整流器を改善し、順方向バイアス時の電圧降下を小さくし、逆バイ
アス時漏れ電流を少なくし、降伏電圧を高くした整流器が開示されている。詳しくは、こ
の手法では、ドリフト領域のメサ形状の部分の不純物濃度を不均一にすることにより、順
方向時の電圧降下を小さくするとともに、阻止電圧を高くし、逆バイアス時漏れ電流を少
なくしている。ドリフト領域には、好ましくは、アノード領域とドリフト領域の間のショ
ットキー整流性接触から離れる方向において、不純物濃度が単調に増加するように、不純
物が不均一にドープされる。この不均一なドープは、より高密度にドープされたカソード
領域に対するドリフト領域のエピタキシャル成長の間、コンピュータにより制御されたin
-situドーピングによって行われる。ドーピングプロファイル及び不純物濃度は、整流器
に逆バイアスが印加され、降伏が発生したとき、ドリフト領域の電界プロファイルが実質
的に均一及び／又は緩やかな傾斜を有し、ショットキー整流性接触からカソード領域に向
かう方向において、単調に減少するプロファイルとなるように選択される。
【０００８】
　このような傾斜を有するドーピングプロファイルの実現のためには、複雑な工程が必要
であり、したがって、製造コストが高くつく。そこで、容易に製造でき、順方向バイアス
時の電圧降下を小さくし、逆方向バイアス時の漏れ電流を少なくし、降伏電圧を高くでき
るショットキーバリア整流器の実現が望まれている。
【０００９】
【課題を解決するための手段】
　上述及びこの他の課題は、本発明により解決される。すなわち、本発明に係るショット
キー整流器は、互いに反対面となる第１及び第２の面と、第１の面に隣接する第１の伝導
型のカソード領域と、第２の面に隣接し、カソード領域よりドーピング濃度が低い第１の
伝導型のドリフト領域とを有する半導体領域と、下部と側面とを有し、第２の面から半導
体領域内に延び、半導体領域内に１つ以上のメサを画定する１つ以上のトレンチと、１つ
以上のトレンチ内の半導体領域に隣接する絶縁領域と、（ａ）半導体領域に隣接し、半導
体領域の第２の面とショットキー整流性接触を形成し、（ｂ）半導体領域に隣接し、１つ
以上のトレンチの上部において半導体領域とショットキー整流性接触を形成し、（ｃ）絶
縁領域に隣接し、１つ以上のトレンチの下部の絶縁領域に直接接触するアノード電極とを
備え、１つ以上のトレンチのそれぞれの下部は、トレンチ／半導体界面を形成しており、
絶縁領域は、１つ以上のトレンチの下部全体に接触するとともに、下部全体を覆い、１つ
以上のトレンチの側面の少なくとも一部は、絶縁領域で覆われておらず、１つ以上のトレ
ンチにおけるアノード電極とトレンチ／半導体界面間の距離は、絶縁領域の厚さであるこ
とを特徴する。
【００１０】
　半導体領域は、好ましくはシリコンを材料とし、第１の伝導型は、ｎ型伝導性であり、
第１の面上にはカソード電極を設ける。
【００１１】
　トレンチの下部は、好ましくは、トレンチの深さの約２５～４０％を占める。幾つかの
具体例においては、トレンチは、カソード領域内に延び、絶縁されたトレンチの下部は、
カソード領域とドリフト領域の間に延びる。
【００１２】
　絶縁領域は、好ましくは、二酸化シリコンを材料とし、この二酸化シリコンを堆積させ



(6) JP 4855636 B2 2012.1.18

10

20

30

40

50

て形成してもよく、熱成長により形成してもよい。
【００１３】
　幾つかの具体例において、絶縁領域上にアノード電極の一部を構成するポリシリコン領
域を設ける。
【００１４】
　さらに、本発明は、トレンチショットキー整流器の製造方法を提供する。本発明に係る
トレンチショットキー整流器の製造方法は、（ａ）互いに反対面となる第１及び第２の面
と、第１の面に隣接する第１の伝導型のカソード領域と、第２の面に隣接し、カソード領
域よりドーピング濃度が低い第１の伝導型のドリフト領域とを有する半導体領域を形成す
る工程と、（ｂ）第２の面から半導体領域内に延び、半導体領域内に１つ以上のメサを画
定する１つ以上のトレンチを形成する工程と、（ｃ）トレンチの下部に設けられ、半導体
領域に隣接する絶縁領域を形成する工程と、（ｄ）（１）半導体領域に隣接し、半導体領
域の第２の面とショットキー整流性接触を形成し、（２）半導体領域に隣接し、トレンチ
の上部において半導体領域とショットキー整流性接触を形成し、（３）トレンチの下部の
絶縁領域に直接接触するアノード電極を形成する工程とを有する。
【００１５】
　半導体領域を形成する工程は、好ましくは、カソード領域に対応する半導体基板を準備
する工程と、半導体基板上にドリフト領域に対応するエピタキシャル半導体層を成長させ
る工程とを有する。
【００１６】
　また、トレンチを形成する工程は、好ましくは、半導体領域の第２の面上にパターンを
有するマスク層を形成する工程と、マスク層を介してトレンチをエッチングする工程とを
有する。
【００１７】
　さらに、絶縁層を形成する工程は、第２の面上及びトレンチ内に酸化層を形成する工程
と、酸化層の一部をエッチングする工程とを有していてもよい。幾つかの具体例において
は、酸化層（熱成長により形成してもよい）上にフォトレジストパターンを形成し、フォ
トレジストパターンにより被覆されていない酸化層の一部をエッチングした後、フォトレ
ジストを除去してもよい。他の具体例においては、酸化層（熱成長により形成してもよい
）上にポリシリコン層を形成し、第２の面及びトレンチの上部に形成された酸化層の部分
が露出するようにポリシリコン層をエッチングし、第２の面及びトレンチの上部に形成さ
れた酸化層の部分が除去されるように酸化層をエッチングしてもよい。
【００１８】
　絶縁層を形成する工程は、酸化層を堆積させる工程を有していてもよい。例えば、第２
の面及びトレンチ内にオルトケイ酸テトラエチル層を堆積させてもよい。オルトケイ酸テ
トラエチル層は、エッチングにより第２の面及びトレンチの上部から除去される。残りの
オルトケイ酸テトラエチル層は、高密度の二酸化シリコン層に変換される。
【００１９】
　本発明により、順方向バイアス時の電圧降下が低く、逆方向バイアス時の漏れ電流が少
なく、降伏電圧が高い新たなショットキーバリア整流器を実現できる。
【００２０】
　さらに、本発明によれば、このようなショットキーバリア整流器を単純な、したがって
経済的な製造技術で製造できる。
【００２１】
　本発明の他の具体例及び利点は、以下の発明の実施の形態の説明、具体例及び添付の請
求の範囲によって、当業者に明らかとなる。
【００２２】
【発明の実施の形態】
　以下、本発明の好適な実施の形態を示す図面を参照して、本発明を詳細に説明する。な
お、本発明は、以下に説明する具体例とは異なる形式でも実現でき、したがって、以下の



(7) JP 4855636 B2 2012.1.18

10

20

30

40

50

具体例は、本発明を限定するものではない。
【００２３】
　本発明に基づくショットキーバリア整流器を図２に示す。整流器１０は、第１の伝導型
、通常ｎ型伝導性を有し、第１の面１２ａと、この第１の面１２ａの反対面である第２の
面１２ｂとを備える半導体基板１２を備える。半導体基板１２は、好ましくは、第１の面
１２ａに隣接する不純物が比較的高密度にドープされたカソード領域１２ｃ（図では、ｎ
＋として示す）を備える。カソード領域１２ｃには、第１の伝導型の不純物が約５×１０
１９／ｃｍ３の濃度でドープされている。カソード領域１２ｃから第２の面１２ｂには、
第１の伝導型（ｎとして示す）のドリフト領域１２ｄが延びている。例えば３０Ｖ素子の
場合、ドリフト領域１２ｄには、第１の伝導型の不純物を約３．３×１０１６／ｃｍ３の
濃度でドープするとよい。ドリフト領域１２ｄとカソード領域１２ｃは、非整流ｎ＋／ｎ
接合を形成する。
【００２４】
　ドリフト領域１２ｄには、断面幅「Ｗｍ」を有するメサ１４が形成されている。メサ１
４は、２つのトレンチによって画定されている。トレンチ内の、半導体／トレンチ界面の
下部１４ｂにおける半導体基板１２の半導体領域に隣接する部分には、絶縁領域１６（こ
の具体例では、熱成長酸化層であり、以下、熱酸化層、熱酸化領域、絶縁層ともいう。）
が形成されている。絶縁層１６の厚さは、通常、７００Å～２０００Å程度とするとよい
。幅Ｗｍは、通常、１ミクロン程度とするとよい。また、トレンチの深さｄは、通常、３
ミクロン程度とするとよい。
【００２５】
　メサ１４は、第３の次元（図示せず）に延び、メサ１４の形状は、細片状であってもく
、直方体状であってもよく、円筒状であってもく、他の類似する形状であってもよい。当
業者に理解されるように、メサ１４は、様々なトレンチ構成を用いて、半導体基板１２の
半導体領域内に形成することができる。
【００２６】
　例えば、メサ１４は、第３の次元に延びる複数対の隣接する線形トレンチ間に形成して
もよい。あるいは、環状のトレンチによってメサ１４を形成してもよい。これらのいずれ
の場合も、トレンチの横方向の断面は、図２に示す通りとなる。アノード電極１８は、ド
レイン領域であるドリフト領域１２ｄに隣接し、第２の面１２ｂと、半導体／トレンチ界
面の上部１４ａに接触するように形成されている。アノード電極１８は、絶縁領域１６に
も隣接している。アノード電極１８は、半導体のドレイン領域であるドリフト領域１２ｄ
と接する部分、すなわち上部１４ａと第２の面１２ｂとに沿って、ショットキーバリア整
流性接触を形成している。
【００２７】
　さらに、第１の面１２ａ側には、カソード領域１２ｃに隣接してカソード電極（図示せ
ず）が配設されている。カソード電極は、好ましくは、オーミック接触でカソード領域１
２ｃに接続されている。
【００２８】
　このような整流器は、順方向バイアス時の電圧降下が小さく、逆バイアス時漏れ電流が
少なく、降伏電圧が高い。この設計によると、第２の面１２ｂ上及び上部１４ａに接触領
域を拡張することにより、アノード電極１８とドリフト領域１２ｄとの間のショットキー
整流性接触の表面積が増加し、順方向時の電圧降下を小さくすることができる。同時に、
下部１４ｂに隣接する絶縁層１６により、アノード電極１８とメサ１４との間に電荷結合
が生じ、これによりメサ構造内の電圧プロファイルが向上し、逆バイアス時降伏電圧が高
くなり、漏れ電流が少なくなる。上部１４ａに関連するトレンチの深さｄ及び下部１４ｂ
に関連するトレンチの深さｄを最適化する技術は、当分野において周知である。通常、ト
レンチの深さを約３ミクロンとし、そのうちアノード電極１８との接触部分の深さを約２
ミクロンとするとよい。
【００２９】
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　本発明の他の具体例を図３に示す。図３に示す具体例は、図２に示す具体例に類似して
いるが、ここでは、メサ１４間のトレンチ内において、絶縁層１６上にポリシリコン導電
領域１９（以下、ポリシリコン層１９ともいう。）を設けている点が図２に示す具体例と
異なる。
【００３０】
　本発明の更なる他の具体例を図４及び図５に示す。これらの具体例は、図２及び図３に
示す具体例に類似しているが、これらでは、トレンチがドリフト領域１２ｄを貫通し、カ
ソード領域１２ｃに達している点が図２及び図３に示す具体例と異なる。
【００３１】
　更に他の具体例を図６及び図７に示す。これらの具体例は、それぞれ図２及び図４に示
す具体例に類似しているが、これらの具体例においては、絶縁領域１６は、熱成長により
形成された層ではなく、堆積酸化層として形成されている点が図２及び図４に示す具体例
と異なる。
【００３２】
　本発明の更なる他の具体例を図８及び図９に示す。図８に示す具体例では、チタン層１
８ａと、チタン－タングステン層１８ｂと、タングステン層１８ｃとを備える多層アノー
ド電極を用いることにより、アノード電極１８とドリフト領域１２ｄ間の接合のショット
キー整流特性を向上させている。この具体例では、チタン－タングステン層１８ｂは、５
０％のチタンと、５０％のタングステンの合金として形成されている。さらに、図９に示
すように、素子内にｎ＋領域１２ｅを形成することにより、順方向バイアス時の電圧降下
を更に低減することができる。この具体例では、ｎ＋領域１２ｅの不純物濃度は、１×１
０１９／ｃｍ３としている。図１０Ａ～図１０Ｄは、図２に示すトレンチショットキー整
流器１０の製造工程を示している。
【００３３】
　これらの図面に示すように、従来のｎ＋ドープ基板（カソード領域１２ｃに対応する）
上には、ｎ－ドープエピタキシャル層（ドリフト領域１２ｄに対応する）を成長させる。
エピタキシャル層１２ｄの厚さは、例えば約７ミクロンとする。次に、フォトレジストマ
スキングプロセスによりマスク層（図示せず）を形成し、トレンチ２１の位置を画定する
。次に、マスク層の開口部を介して、反応性イオンエッチングによって、トレンチ２１を
通常３ミクロンの深さにドライエッチングする。次に、マスク層を取り除き、熱酸化によ
り、構造体表面全体に熱酸化層１６を形成する。熱酸化層１６の厚さは、通常７００Å～
２０００Åとする。次に、表面をフォトレジストで覆い、更に反応性イオンエッチングに
よりこのフォトレジストを部分的に剥離し、図１０Ａに示すように、トレンチ２１の下部
において、熱酸化層１６の一部のみを覆うフォトレジストの一部２３を残す。
【００３４】
　次に、熱酸化層１６を例えばウェットエッチングによりエッチングし、図１０Ｂに示す
ような熱酸化領域１６を形成する。これにより、上部１４ａの表面１２ｂは露出し、下部
１４ｂは、熱酸化領域１６に覆われたままとなる。
【００３５】
　次に、例えば反応性イオンエッチングにより、フォトレジスト２３を完全に取り除くこ
とにより、図１０Ｃに示すような構造が形成される。
【００３６】
　そして、アノード電極１８を設けることにより、図１０Ｄに示す構造が完成する。アノ
ード電極１８は、例えば（ａ）Ｔｉ：Ｗ層を設け、次に（ｂ）Ｐｔ：Ｓｉ層を設け、次に
（ｃ）Ａｌ層を設けることにより形成してもよい。他の具体例として、（ａ）Ｔｉ：Ｎ層
を設け、次に（ｂ）Ｐｔ：Ｓｉ層を設け、次に（ｃ）Ａｌ層を設けることによりアノード
電極１８を形成してもよい。
【００３７】
　さらに、図８に示すような（上述の説明参照）構造のアノード電極１８を形成してもよ
い。この場合、アノード電極１８は、（ａ）Ｔｉ層を設け、次に（ｂ）Ｔｉ：Ｗ層を設け
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、次に（ｃ）Ｗ層を設けることにより形成される。
【００３８】
　図９に示すような構造を形成する場合、上述の工程は、エピタキシャル層１２ｄを成長
させた直後ではなく、エピタキシャル層１２ｄの上部に例えばイオン注入及び拡散プロセ
スによってｎ＋領域１２ｅを形成した後に行われる。
【００３９】
　図１１Ａ～図１１Ｄは、図３に示すトレンチショットキー整流器の製造工程を示してい
る。図１１Ａに示す構造は、熱酸化層１６を熱成長させるまでは、図１０Ａを用いて説明
した工程と同様の工程により形成される。ここで、例えば化学蒸着法（chemical vapor d
eposition：以下、ＣＶＤという。）等の周知の手法により、この構造を、ポリシリコン
層１９、すなわち多結晶シリコンで覆う（ポリシリコン層１９は、トレンチにも埋め込ま
れる）。ポリシリコン層１９には、通常、その抵抗を低くするために、ｎ型不純物が低濃
度にドープされている。ｎ型のドープは、例えば、塩化燐を用いたＣＶＤ、若しくはヒ素
又は燐の注入により行うことができる。
【００４０】
　次に、例えば反応性イオンエッチング等により、ポリシリコン層１９を等方性エッチン
グし、第２の面１２ｂ及び上部１４ａ上の熱酸化層１６を部分的に露出させる。このとき
、下部１４ｂ上の熱酸化層１６は、ポリシリコン層１９に覆われたままである。
【００４１】
　次に、例えばウェットエッチングにより、露出された熱酸化層１６の部分を優先的にエ
ッチングし、ポリシリコン層１９によって保護された熱酸化層１６の部分、この具体例で
は、図１１Ｃに示すように、下部１４ｂに隣接する熱酸化層１６の部分のみを残す。そし
て、上述と同様の工程でアノード電極１８を形成し、図１１Ｄに示す構造が完成する。
【００４２】
　図１２Ａ～図１２Ｃは、本発明の更なる具体例を示している。図１２Ａに示す構造は、
トレンチ形成までは、図１０Ａを用いて説明した工程と同様の工程で形成される。ここで
、この具体例では、図１２Ａに示すように、例えば、６５０～８００℃の温度における減
圧ＣＶＤ（low-pressure CVD）により、オルトケイ酸テトラエチル（tetraethylorthosil
icate：以下、ＴＥＯＳ又はＳｉ（ＯＣ２Ｈ５）４という。）層２５を堆積させる。例え
ば平行電極（プレーナ）式ドライエッチャを用いて等方性ドライエッチングによるエッチ
バックにより、図１２Ｂに示す構造が形成される。これにより、ＴＥＯＳ層２５が下部１
４ｂを覆ったまま残り、上部１４ａが露出される。続いてＴＥＯＳ層２５を高密度化し、
高密度シリコンの熱酸化層１６を形成する。そして、上述と同様の手法でアノード電極１
８を形成することにより、図１２Ｃに示す構造が完成する。
【００４３】
　以上のように、本発明は、トレンチショットキー整流器とその製造方法を提供する。こ
の整流器において、アノード領域は、半導体／トレンチ界面の上部に隣接する半導体ドレ
イン領域においてショットキー整流性接触を形成するとともに、半導体／トレンチ界面底
の下部では、絶縁領域によりドレイン領域から隔離されている。この整流器では、順方向
バイアス時の電圧降下を小さくし、逆方向バイアス時の漏れ電流を少なくし、降伏電圧を
高くすることができる。
【００４４】
　以上、本発明を幾つかの具体例により説明したが、上述の具体例を更に様々に変更でき
ることは、当業者にとって明らかである。これらの変更は、本発明の開示の範囲内にあり
、本発明は、添付の請求の範囲によってのみ定義される。
【図面の簡単な説明】
【図１】　従来のトレンチＭＯＳバリアを用いたショットキー整流器の断面図である。
【図２】　本発明を適用したトレンチショットキー整流器の断面図である。
【図３】　本発明を適用したトレンチショットキー整流器の断面図である。
【図４】　本発明を適用したトレンチショットキー整流器の断面図である。
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【図５】　本発明を適用したトレンチショットキー整流器の断面図である。
【図６】　本発明を適用したトレンチショットキー整流器の断面図である。
【図７】　本発明を適用したトレンチショットキー整流器の断面図である。
【図８】　本発明を適用したトレンチショットキー整流器の断面図である。
【図９】　本発明を適用したトレンチショットキー整流器の断面図である。
【図１０Ａ】　図２に示す本発明を適用したトレンチショットキー整流器の製造工程を説
明する断面図である。
【図１０Ｂ】　図２に示す本発明を適用したトレンチショットキー整流器の製造工程を説
明する断面図である。
【図１０Ｃ】　図２に示す本発明を適用したトレンチショットキー整流器の製造工程を説
明する断面図である。
【図１０Ｄ】　図２に示す本発明を適用したトレンチショットキー整流器の製造工程を説
明する断面図である。
【図１１Ａ】　図３に示す本発明を適用したトレンチショットキー整流器の製造工程を説
明する断面図である。
【図１１Ｂ】　図３に示す本発明を適用したトレンチショットキー整流器の製造工程を説
明する断面図である。
【図１１Ｃ】　図３に示す本発明を適用したトレンチショットキー整流器の製造工程を説
明する断面図である。
【図１１Ｄ】　図３に示す本発明を適用したトレンチショットキー整流器の製造工程を説
明する断面図である。
【図１２Ａ】　図６に示す本発明を適用したトレンチショットキー整流器の製造工程を説
明する断面図である。
【図１２Ｂ】　図６に示す本発明を適用したトレンチショットキー整流器の製造工程を説
明する断面図である。
【図１２Ｃ】　図６に示す本発明を適用したトレンチショットキー整流器の製造工程を説
明する断面図である。
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