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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ＳｉとＮｉとを含み、さらにＰｔを含む、ＳｉＣ半導体用オーミック電極であって、
　ＳｉＣ半導体上に形成されたＳｉとＮｉとからなるシリサイド層と、前記シリサイド層
上に形成されたＰｔ層と、前記Ｐｔ層上に形成されたＮｉ層と、を含む、ＳｉＣ半導体用
オーミック電極。
【請求項２】
　請求項１に記載のＳｉＣ半導体用オーミック電極を製造する方法であって、ＳｉＣ半導
体上に第１Ｎｉ層を形成する工程と、前記第１Ｎｉ層上にＰｔ層を形成する工程と、前記
Ｐｔ層上に第２Ｎｉ層を形成する工程と、前記第１Ｎｉ層と前記Ｐｔ層と前記第２Ｎｉ層
との積層体を熱処理する工程と、を含む、ＳｉＣ半導体用オーミック電極の製造方法。
【請求項３】
　請求項１に記載のＳｉＣ半導体用オーミック電極を製造する方法であって、ＳｉＣ半導
体上にＳｉ層を形成する工程と、前記Ｓｉ層上に第１Ｎｉ層を形成する工程と、前記第１
Ｎｉ層上にＰｔ層を形成する工程と、前記Ｐｔ層上に第２Ｎｉ層を形成する工程と、前記
Ｓｉ層と前記第１Ｎｉ層と前記Ｐｔ層と前記第２Ｎｉ層との積層体を熱処理する工程と、
を含む、ＳｉＣ半導体用オーミック電極の製造方法。
【請求項４】
　前記Ｓｉ層を構成するＳｉの原子数と、前記第１Ｎｉ層を構成するＮｉの原子数との比
（Ｓｉの原子数／Ｎｉの原子数）が０．９以上１．１以下であることを特徴とする、請求
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項３に記載のＳｉＣ半導体用オーミック電極の製造方法。
【請求項５】
　請求項１に記載のＳｉＣ半導体用オーミック電極を製造する方法であって、ＳｉＣ半導
体上にＳｉとＮｉとの混合層を形成する工程と、前記混合層上にＰｔ層を形成する工程と
、前記Ｐｔ層上にＮｉ層を形成する工程と、前記混合層と前記Ｐｔ層と前記Ｎｉ層との積
層体を熱処理する工程と、を含む、ＳｉＣ半導体用オーミック電極の製造方法。
【請求項６】
　前記混合層中におけるＳｉの原子数とＮｉの原子数との比（Ｓｉの原子数／Ｎｉの原子
数）が０．９以上１．１以下であることを特徴とする、請求項５に記載のＳｉＣ半導体用
オーミック電極の製造方法。
【請求項７】
　ｐ型ＳｉＣ半導体領域とｎ型ＳｉＣ半導体領域とを有する半導体装置であって、前記ｐ
型ＳｉＣ半導体領域上に請求項１に記載のＳｉＣ半導体用オーミック電極が形成され、前
記ｎ型ＳｉＣ半導体領域上に請求項１に記載のＳｉＣ半導体用オーミック電極が形成され
ていることを特徴とする、半導体装置。
【請求項８】
　ｐ型ＳｉＣ半導体領域上への請求項１に記載のＳｉＣ半導体用オーミック電極の形成と
、ｎ型ＳｉＣ半導体領域上への請求項１に記載のＳｉＣ半導体用オーミック電極の形成と
、が、同時に行なわれることを特徴とする、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、ＳｉＣ（炭化ケイ素）半導体用オーミック電極、ＳｉＣ半導体用オーミック
電極の製造方法、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】
　ＳｉＣ半導体は、Ｓｉ（シリコン）半導体に比べてバンドギャップが約３倍、絶縁破壊
電圧が約１０倍、電子飽和速度が約２倍、さらに熱伝導率が約３倍大きく、Ｓｉ半導体に
ない特徴を有しているため、近年では、ＳｉＣ半導体を用いた電子デバイスなどの半導体
装置の開発が進められている。
【０００３】
　ＳｉＣ半導体を用いた半導体装置においては、半導体装置に電流を流すために、ＳｉＣ
半導体上にオーミック電極を形成する必要がある。たとえば、非特許文献１には、ｎ型Ｓ
ｉＣ半導体とオーミック接触をとることができる電極としてＮｉ（ニッケル）からなる電
極が開示されている。また、非特許文献１には、ｐ型ＳｉＣ半導体とオーミック接触をと
ることができる電極としてＴｉ（チタン）層とＡｌ（アルミニウム）層との積層体（Ａｌ
層がｐ型ＳｉＣ半導体に接触）からなる電極が開示されている。さらに、非特許文献１に
は、ｎ型ＳｉＣ半導体およびｐ型ＳｉＣ半導体の双方とオーミック接触をとることができ
る電極として薄いＮｉからなる電極を用いることによって、ｎ型ＳｉＣ半導体上およびｐ
型ＳｉＣ半導体上に同時に電極を形成できることが開示されている。
【非特許文献１】荒井和雄・吉田貞史共編、「ＳｉＣ素子の基礎と応用」、オーム社、２
００３年３月、ｐ．１１６～ｐ．１１８
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかしながら、ＳｉＣ半導体上にＮｉからなる電極を形成した場合には、電極の表面荒
れが発生するという問題があった。これは、電極の形成時の熱処理により、ＮｉとＳｉの
相互拡散を起こして、シリサイド化を行なうが、その過程で脱離したＣ（炭素）が反応層
内で凝集することによるものと考えられる。また、この場合には、電極が形成されたＳｉ
Ｃ半導体が浸食されてしまうという問題もあった。
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【０００５】
　また、ＳｉＣ半導体を用いた半導体装置のｐ型ＳｉＣ半導体領域上にＴｉ層とＡｌ層と
の積層体からなる電極を形成した場合には、電極の形成時の熱処理によりＡｌが融解して
、隣接する電極間において短絡が発生するという問題があった。
【０００６】
　上記の事情に鑑みて、本発明の目的は、ｎ型ＳｉＣ半導体およびｐ型ＳｉＣ半導体の双
方とオーミック接触をとることができるとともに、電極の表面荒れの発生を低減し、Ｓｉ
Ｃ半導体の浸食を低減することができるＳｉＣ半導体用オーミック電極、ＳｉＣ半導体用
オーミック電極の製造方法、そのＳｉＣ半導体用オーミック電極を用いた半導体装置およ
びその半導体装置の製造方法を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　また、本発明は、ＳｉとＮｉとを含み、さらにＰｔ（白金）を含む、ＳｉＣ半導体用オ
ーミック電極であって、ＳｉＣ半導体上に形成されたＳｉとＮｉとからなるシリサイド層
と、シリサイド層上に形成されたＰｔ層と、Ｐｔ層上に形成されたＮｉ層と、を含む、Ｓ
ｉＣ半導体用オーミック電極である。このような構成とすることによっても、ｎ型ＳｉＣ
半導体およびｐ型ＳｉＣ半導体の双方とオーミック接触をとることができるとともに、電
極の表面荒れの発生を低減し、ＳｉＣ半導体の浸食を低減することができる。
【００１１】
　また、本発明は、上記のＳｉＣ半導体用オーミック電極を製造する方法であって、Ｓｉ
Ｃ半導体上に第１Ｎｉ層を形成する工程と、第１Ｎｉ層上にＰｔ層を形成する工程と、Ｐ
ｔ層上に第２Ｎｉ層を形成する工程と、第１Ｎｉ層とＰｔ層と第２Ｎｉ層との積層体を熱
処理する工程と、を含む、ＳｉＣ半導体用オーミック電極の製造方法である。このような
構成とすることによっても、ｎ型ＳｉＣ半導体およびｐ型ＳｉＣ半導体の双方とオーミッ
ク接触をとることができるとともに、電極の表面荒れの発生を低減し、ＳｉＣ半導体の浸
食を低減することができるＳｉＣ半導体用オーミック電極を製造することができる。
【００１２】
　また、本発明は、上記のＳｉＣ半導体用オーミック電極を製造する方法であって、Ｓｉ
Ｃ半導体上にＳｉ層を形成する工程と、Ｓｉ層上に第１Ｎｉ層を形成する工程と、第１Ｎ
ｉ層上にＰｔ層を形成する工程と、Ｐｔ層上に第２Ｎｉ層を形成する工程と、Ｓｉ層と第
１Ｎｉ層とＰｔ層と第２Ｎｉ層との積層体を熱処理する工程と、を含む、ＳｉＣ半導体用
オーミック電極の製造方法である。このような構成とすることによっても、ｎ型ＳｉＣ半
導体およびｐ型ＳｉＣ半導体の双方とオーミック接触をとることができるとともに、電極
の表面荒れの発生を低減し、ＳｉＣ半導体の浸食を低減することができるＳｉＣ半導体用
オーミック電極を製造することができる。ここで、本発明のＳｉＣ半導体用オーミック電
極の製造方法においては、Ｓｉ層を構成するＳｉの原子数と第１Ｎｉ層を構成するＮｉの
原子数との比（Ｓｉの原子数／Ｎｉの原子数）が０．９以上１．１以下であることが好ま
しい。
【００１３】
　また、本発明は、上記のＳｉＣ半導体用オーミック電極を製造する方法であって、Ｓｉ
Ｃ半導体上にＳｉとＮｉとの混合層を形成する工程と、混合層上にＰｔ層を形成する工程
と、Ｐｔ層上にＮｉ層を形成する工程と、混合層とＰｔ層とＮｉ層との積層体を熱処理す
る工程と、を含む、ＳｉＣ半導体用オーミック電極の製造方法である。このような構成と
することによっても、ｎ型ＳｉＣ半導体およびｐ型ＳｉＣ半導体の双方とオーミック接触
をとることができるとともに、電極の表面荒れの発生を低減し、ＳｉＣ半導体の浸食を低
減することができるＳｉＣ半導体用オーミック電極を製造することができる。ここで、本
発明のＳｉＣ半導体用オーミック電極の製造方法においては、混合層中におけるＳｉの原
子数とＮｉの原子数との比（Ｓｉの原子数／Ｎｉの原子数）が０．９以上１．１以下であ
ることが好ましい。
【００１４】
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　また、本発明は、ｐ型ＳｉＣ半導体領域とｎ型ＳｉＣ半導体領域とを有する半導体装置
であって、ｐ型ＳｉＣ半導体領域上に上記のＳｉＣ半導体用オーミック電極が形成され、
ｎ型ＳｉＣ半導体領域上に上記のＳｉＣ半導体用オーミック電極が形成されている半導体
装置である。このような構成の半導体装置においては、ｎ型ＳｉＣ半導体およびｐ型Ｓｉ
Ｃ半導体の双方とオーミック接触をとることができるとともに、電極の表面荒れの発生を
低減し、ＳｉＣ半導体の浸食を低減することができ、さらには、ｐ型ＳｉＣ半導体領域お
よびｎ型ＳｉＣ半導体領域のそれぞれに対してオーミック接触をとる電極を同時に形成す
ることができる。
【００１５】
　さらに、本発明は、ｐ型ＳｉＣ半導体領域上への上記のＳｉＣ半導体用オーミック電極
の形成と、ｎ型ＳｉＣ半導体領域上への上記のＳｉＣ半導体用オーミック電極の形成と、
が、同時に行なわれる、半導体装置の製造方法である。このような構成とすることによっ
て、ｎ型ＳｉＣ半導体およびｐ型ＳｉＣ半導体の双方とオーミック接触をとることができ
るとともに、電極の表面荒れの発生を低減し、ＳｉＣ半導体の浸食を低減することができ
る半導体装置を製造することができ、さらには、ｐ型ＳｉＣ半導体領域およびｎ型ＳｉＣ
半導体領域のそれぞれに対してオーミック接触をとる電極を同時に形成することができる
。
【発明の効果】
【００１６】
　本発明によれば、ｎ型ＳｉＣ半導体およびｐ型ＳｉＣ半導体の双方とオーミック接触を
とることができるとともに、電極の表面荒れの発生を低減し、ＳｉＣ半導体の浸食を低減
することができるＳｉＣ半導体用オーミック電極、ＳｉＣ半導体用オーミック電極の製造
方法、そのＳｉＣ半導体用オーミック電極を用いた半導体装置およびその半導体装置の製
造方法を提供することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１７】
　以下、本発明の実施の形態について説明する。なお、本発明の図面において、同一の参
照符号は、同一部分または相当部分を表わすものとする。
【００１８】
　　（実施の形態１）
　図１に、本発明のＳｉＣ半導体用オーミック電極の好ましい一例の模式的な断面図を示
す。ここで、ＳｉＣ半導体用オーミック電極２は、ＳｉＣ半導体１上に形成されており、
ＳｉＣ半導体用オーミック電極２はＳｉＣ半導体１に対してオーミック接触をとっている
。なお、本発明において、ＳｉＣ半導体１の導電型は、ｎ型またはｐ型のいずれであって
もよい。
【００１９】
　以下、図２（ａ）～（ｃ）の模式的断面図を参照して、本発明のＳｉＣ半導体用オーミ
ック電極を製造する方法の好ましい一例について説明する。まず、図２（ａ）に示すよう
に、ＳｉＣ半導体１上にＳｉ層３を形成する。なお、Ｓｉ層３は、たとえば蒸着法または
スパッタ法などの従来から公知の方法で形成することができる。
【００２０】
　次に、図２（ｂ）に示すように、Ｓｉ層３上にＮｉ層４を形成する。なお、Ｎｉ層４は
、たとえば蒸着法またはスパッタ法などの従来から公知の方法で形成することができる。
【００２１】
　その後、Ｓｉ層３とＮｉ層４の積層体は加熱されることによって熱処理される。この熱
処理によって、Ｓｉ層３とＮｉ層４の積層体はシリサイド化され、ＳｉとＮｉとを含む図
２（ｃ）に示すＳｉＣ半導体用オーミック電極２が形成される。なお、シリサイド化とは
、ＳｉとＳｉ以外の金属との合金を形成することをいう。
【００２２】
　ここで、Ｓｉ層３を構成するＳｉの原子数とＮｉ層４を構成するＮｉの原子数との比（
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Ｓｉの原子数／Ｎｉの原子数）が０．９以上１．１以下であることが好ましく、０．９５
以上１．０５以下であることがより好ましい。Ｓｉ層３を構成するＳｉの原子数とＮｉ層
４を構成するＮｉの原子数との比（Ｓｉの原子数／Ｎｉの原子数）が０．９未満である場
合には上記熱処理によってＳｉＣ半導体１が浸食されるおそれがあり、１．１よりも大き
い場合にはＳｉ層３の一部が上記熱処理後に未反応のまま残るおそれがある。
【００２３】
　また、Ｓｉ層３を構成するＳｉの原子数とＮｉ層４を構成するＮｉの原子数との比（Ｓ
ｉの原子数／Ｎｉの原子数）が０．９５以上１．０５以下である場合には上記熱処理によ
ってＳｉＣ半導体１が浸食されることなく、ＳｉおよびＮｉが全体により均一に分散した
均質なＳｉＣ半導体用オーミック電極２を形成することができる傾向にある。
【００２４】
　また、ＳｉＣ半導体用オーミック電極２中におけるＳｉの原子数とＮｉの原子数との比
（Ｓｉの原子数／Ｎｉの原子数）が０．９以上１．１以下であることが好ましく、０．９
５以上１．０５以下であることがより好ましい。ＳｉＣ半導体用オーミック電極２中にお
けるＳｉの原子数とＮｉの原子数との比（Ｓｉの原子数／Ｎｉの原子数）が０．９未満で
ある場合にはＳｉＣ半導体用オーミック電極２が数種のシリサイドからなる不均質な合金
層となるおそれがあり、１．１よりも大きい場合にはＳｉＣ半導体用オーミック電極２が
シリサイドと未反応のＳｉとからなる不均質な合金層となるおそれがある。
【００２５】
　また、ＳｉＣ半導体用オーミック電極２中におけるＳｉの原子数とＮｉの原子数との比
（Ｓｉの原子数／Ｎｉの原子数）が０．９５以上１．０５以下である場合にはＳｉおよび
Ｎｉが全体により均一に分散した均質なＳｉＣ半導体用オーミック電極２を形成すること
ができる傾向にある。
【００２６】
　また、ＳｉＣ半導体用オーミック電極２中におけるＳｉの原子数とＮｉの原子数との比
（Ｓｉの原子数／Ｎｉの原子数）が０．９以上１．１以下、特に０．９５以上１．０５以
下である場合にはＳｉＣ半導体用オーミック電極２の表面荒れが減少する傾向にある。そ
のため、ＳｉＣ半導体用オーミック電極２の表面とその表面上に形成される配線金属層と
の接触抵抗が小さくなるとともに、ＳｉＣ半導体用オーミック電極２と配線金属層との接
着強度が増加する傾向にある。
【００２７】
　また、Ｓｉ層３の厚みとＮｉ層４の厚みとの合計厚みは５０ｎｍ以上１００ｎｍ以下で
あることが好ましい。Ｓｉ層３の厚みとＮｉ層４の厚みとの合計厚みが５０ｎｍ未満であ
る場合には形成されるＳｉＣ半導体用オーミック電極２が電極形成領域全体を覆わないお
それがあり、Ｓｉ層３の厚みとＮｉ層４の厚みとの合計厚みが１００ｎｍを超える場合に
はＳｉＣ半導体用オーミック電極２の抵抗が大きくなるおそれがある。
【００２８】
　また、Ｓｉ層３とＮｉ層４の積層体の熱処理温度は９００℃以上であることが好ましく
、９５０℃以上であることがより好ましい。Ｓｉ層３とＮｉ層４の積層体の熱処理温度が
９００℃未満である場合にはＳｉＣ半導体用オーミック電極２の形成時におけるシリサイ
ド化が不十分となるおそれがあり、Ｓｉ層３とＮｉ層４の積層体の熱処理温度が９５０℃
以上である場合にはＳｉＣ半導体用オーミック電極２の形成時におけるシリサイド化が十
分に行なわれる傾向にある。
【００２９】
　また、Ｓｉ層３とＮｉ層４の積層体の熱処理温度は１１００℃以下であることが好まし
く、１０５０℃以下であることがより好ましい。Ｓｉ層３とＮｉ層４の積層体の熱処理温
度が１１００℃よりも高い場合にはＳｉＣ半導体用オーミック電極２が損傷するおそれが
あり、Ｓｉ層３とＮｉ層４の積層体の熱処理温度が１０５０℃以下である場合にはＳｉＣ
半導体用オーミック電極２の損傷を低減することができる傾向にある。
【００３０】
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　また、Ｓｉ層３とＮｉ層４の積層体の熱処理時間は１分以上５分以下であることが好ま
しい。Ｓｉ層３とＮｉ層４の積層体の熱処理時間が１分未満である場合にはＳｉＣ半導体
用オーミック電極２の形成時におけるシリサイド化が不十分となるおそれがあり、Ｓｉ層
３とＮｉ層４の積層体の熱処理時間が５分を超える場合にはＳｉＣ半導体用オーミック電
極２が損傷するおそれがある。
【００３１】
　このようにして得られたＳｉＣ半導体用オーミック電極２は、ｎ型ＳｉＣ半導体および
ｐ型ＳｉＣ半導体の双方とオーミック接触をとることができるとともに、電極の表面荒れ
の発生が低減し、ＳｉＣ半導体１の浸食を低減することができる。
【００３２】
　なお、上記においては、Ｓｉ層３とＮｉ層４を積層した後に熱処理をしてＳｉＣ半導体
用オーミック電極２を形成したが、本発明においては、ＳｉからなるターゲットとＮｉか
らなるターゲットを同時にスパッタするなどの手法によりＳｉとＮｉの混合層を形成した
後に、この混合層を熱処理することによって、この混合層をシリサイド化して、ＳｉとＮ
ｉとを含むＳｉＣ半導体用オーミック電極２を形成することもできる。
【００３３】
　また、上記の混合層の厚みは、５０ｎｍ以上１００ｎｍ以下であることが好ましい。上
記の混合層の厚みが５０ｎｍ未満である場合には形成されるＳｉＣ半導体用オーミック電
極２が電極形成領域全体を覆わないおそれがあり、１００ｎｍを超える場合にはＳｉＣ半
導体用オーミック電極２の抵抗が大きくなるおそれがある。
【００３４】
　また、上記の混合層中におけるＳｉの原子数とＮｉの原子数との比（Ｓｉの原子数／Ｎ
ｉの原子数）は０．９以上１．１以下であることが好ましく、０．９５以上１．０５以下
であることがより好ましい。上記の混合層中におけるＳｉの原子数とＮｉの原子数との比
（Ｓｉの原子数／Ｎｉの原子数）が０．９未満である場合にはＳｉＣ半導体用オーミック
電極２が数種のシリサイドからなる不均質な合金層となるおそれがあり、１．１よりも大
きい場合にはＳｉＣ半導体用オーミック電極２がシリサイドと、未反応のＳｉと、からな
る不均質な合金層となるおそれがある。
【００３５】
　また、上記の混合層中におけるＳｉの原子数とＮｉの原子数との比（Ｓｉの原子数／Ｎ
ｉの原子数）が０．９５以上１．０５以下である場合にはＳｉおよびＮｉが全体により均
一に分散した均質なＳｉＣ半導体用オーミック電極２を形成することができる傾向にある
。
【００３６】
　また、上記の混合層中におけるＳｉの原子数とＮｉの原子数との比（Ｓｉの原子数／Ｎ
ｉの原子数）が０．９以上１．１以下、特に０．９５以上１．０５以下である場合にはＳ
ｉＣ半導体用オーミック電極２の表面荒れが減少する傾向にある。そのため、ＳｉＣ半導
体用オーミック電極２の表面とその表面上に形成される配線金属層との接触抵抗が小さく
なるとともに、ＳｉＣ半導体用オーミック電極２と配線金属層との接着強度が増加する傾
向にある。
【００３７】
　また、上記の混合層の熱処理温度は９００℃以上であることが好ましく、９５０℃以上
であることがより好ましい。上記の混合層の熱処理温度が９００℃未満である場合にはＳ
ｉＣ半導体用オーミック電極２の形成時におけるシリサイド化が不十分となるおそれがあ
り、上記の混合層の熱処理温度が９５０℃以上である場合にはＳｉＣ半導体用オーミック
電極２の形成時におけるシリサイド化が十分に行なわれる傾向にある。
【００３８】
　また、上記の混合層の熱処理温度は１１００℃以下であることが好ましく、１０５０℃
以下であることがより好ましい。上記の混合層の熱処理温度が１１００℃よりも高い場合
にはＳｉＣ半導体用オーミック電極２が損傷するおそれがあり、上記の混合層の熱処理温
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度が１０５０℃以下である場合にはＳｉＣ半導体用オーミック電極２の損傷を低減するこ
とができる傾向にある。
【００３９】
　また、上記の混合層の熱処理時間は１分以上５分以下であることが好ましい。上記の混
合層の熱処理時間が１分未満である場合にはＳｉＣ半導体用オーミック電極２の形成時に
おけるシリサイド化が不十分となるおそれがあり、上記の混合層の熱処理時間が５分を超
える場合にはＳｉＣ半導体用オーミック電極２が損傷するおそれがある。
【００４０】
　　（実施の形態２）
　以下、図３（ａ）～（ｄ）の模式的断面図を参照して、本発明のＳｉＣ半導体用オーミ
ック電極を製造する方法の好ましい他の一例について説明する。
【００４１】
　まず、図３（ａ）に示すように、ＳｉＣ半導体１上に第１Ｎｉ層４ａを形成する。なお
、第１Ｎｉ層４ａは、たとえば蒸着法またはスパッタ法などの従来から公知の方法で形成
することができる。
【００４２】
　次に、図３（ｂ）に示すように、第１Ｎｉ層４ａ上にＡｕ層５を形成する。なお、Ａｕ
層５は、たとえば蒸着法またはスパッタ法などの従来から公知の方法で形成することがで
きる。
【００４３】
　続いて、図３（ｃ）に示すように、Ａｕ層５上に第２Ｎｉ層４ｂを形成する。ここで、
第２Ｎｉ層４ｂは、たとえば蒸着法またはスパッタ法などの従来から公知の方法で形成す
ることができる。
【００４４】
　その後、第１Ｎｉ層４ａとＡｕ層５と第２Ｎｉ層４ｂの積層体は加熱されることによっ
て熱処理される。この熱処理によって、ＳｉとＮｉとを含み、さらにＡｕを含む図３（ｄ
）に示すＳｉＣ半導体用オーミック電極２が形成される。
【００４５】
　上記の熱処理によって、ＳｉＣ半導体１に接している第１Ｎｉ層４ａ中にＳｉＣ半導体
１からＳｉが拡散してシリサイド化するが、Ａｕ層５はシリサイド化しない。したがって
、Ａｕ層５の形成により、ＳｉＣ半導体１に接している第１Ｎｉ層４ａのシリサイド化を
容易に制御することが可能となる。
【００４６】
　ここで、第２Ｎｉ層４ｂの厚みは５０ｎｍ以上１００ｎｍ以下であることが好ましい。
第２Ｎｉ層４ｂの厚みが５０ｎｍ未満の場合には形成されるＳｉＣ半導体用オーミック電
極２が電極形成領域全体を覆わないおそれがあり、１００ｎｍを超える場合にはＳｉＣ半
導体用オーミック電極２の抵抗が大きくなるおそれがある。
【００４７】
　また、Ａｕ層５の厚みは２０ｎｍ以上３０ｎｍ以下であることが好ましい。Ａｕ層５の
厚みが２０ｎｍ未満である場合にはＡｕ層５を透過してＳｉが第２Ｎｉ層４ｂに拡散して
第２Ｎｉ層４ｂがシリサイド化するおそれがあり、３０ｎｍを超える場合には形成される
ＳｉＣ半導体用オーミック電極２の抵抗が大きくなるおそれがある。
【００４８】
　また、第１Ｎｉ層４ａとＡｕ層５と第２Ｎｉ層４ｂの積層体の熱処理温度は９００℃以
上であることが好ましく、９５０℃以上であることがより好ましい。第１Ｎｉ層４ａとＡ
ｕ層５と第２Ｎｉ層４ｂの積層体の熱処理温度が９００℃未満である場合にはＳｉＣ半導
体用オーミック電極２の形成時におけるシリサイド化が不十分となるおそれがあり、第１
Ｎｉ層４ａとＡｕ層５と第２Ｎｉ層４ｂの積層体の熱処理温度が９５０℃以上である場合
にはＳｉＣ半導体用オーミック電極２の形成時におけるシリサイド化が十分に行なわれる
傾向にある。
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【００４９】
　また、第１Ｎｉ層４ａとＡｕ層５と第２Ｎｉ層４ｂの積層体の熱処理温度は１１００℃
以下であることが好ましく、１０５０℃以下であることがより好ましい。第１Ｎｉ層４ａ
とＡｕ層５と第２Ｎｉ層４ｂの積層体の熱処理温度が１１００℃よりも高い場合にはＳｉ
Ｃ半導体用オーミック電極２が損傷するおそれがあり、第１Ｎｉ層４ａとＡｕ層５と第２
Ｎｉ層４ｂの積層体の熱処理温度が１０５０℃以下である場合にはＳｉＣ半導体用オーミ
ック電極２の損傷を低減することができる傾向にある。
【００５０】
　また、第１Ｎｉ層４ａとＡｕ層５と第２Ｎｉ層４ｂの積層体の熱処理時間は１分以上５
分以下であることが好ましい。第１Ｎｉ層４ａとＡｕ層５と第２Ｎｉ層４ｂの積層体の熱
処理時間が１分未満である場合にはＳｉＣ半導体用オーミック電極２の形成時におけるシ
リサイド化が不十分となるおそれがあり、第１Ｎｉ層４ａとＡｕ層５と第２Ｎｉ層４ｂの
積層体の熱処理時間が５分を超える場合にはＳｉＣ半導体用オーミック電極２が損傷する
おそれがある。
【００５１】
　このようにして得られたＳｉＣ半導体用オーミック電極２は、ｎ型ＳｉＣ半導体および
ｐ型ＳｉＣ半導体の双方とオーミック接触をとることができるとともに、電極の表面荒れ
の発生が低減し、ＳｉＣ半導体１の浸食を低減することができる。
【００５２】
　なお、上記においては、Ａｕ層５を形成したが、本発明においてはＡｕ層５に代えてＰ
ｔ層を形成してもよい。Ｐｔ層もＡｕ層５と同様にシリサイド化されないためである。こ
のとき、Ｐｔ層の厚みは、Ａｕ層５を用いた場合と同様の理由により、２０ｎｍ以上３０
ｎｍ以下であることが好ましい。
【００５３】
　　（実施の形態３）
　以下、図４（ａ）～（ｅ）の模式的断面図を参照して、本発明のＳｉＣ半導体用オーミ
ック電極を製造する方法の好ましい他の一例について説明する。
【００５４】
　まず、図４（ａ）に示すように、ＳｉＣ半導体１上にＳｉ層３を形成する。次に、図４
（ｂ）に示すように、Ｓｉ層３上に第１Ｎｉ層４ａを形成する。
【００５５】
　次いで、図４（ｃ）に示すように、第１Ｎｉ層４ａ上にＡｕ層５を形成する。続いて、
図４（ｄ）に示すように、Ａｕ層５上に第２Ｎｉ層４ｂを形成する。
【００５６】
　その後、Ｓｉ層３と第１Ｎｉ層４ａとＡｕ層５と第２Ｎｉ層４ｂの積層体は加熱される
ことによって熱処理される。この熱処理によって、ＳｉとＮｉとを含み、さらにＡｕを含
む図４（ｅ）に示すＳｉＣ半導体用オーミック電極２が形成される。
【００５７】
　このようにして得られたＳｉＣ半導体用オーミック電極２は、ｎ型ＳｉＣ半導体および
ｐ型ＳｉＣ半導体の双方とオーミック接触をとることができるとともに、電極の表面荒れ
の発生が低減し、ＳｉＣ半導体１の浸食を低減することができる。
【００５８】
　ここで、上記の熱処理によって、ＳｉＣ半導体１に接しているＳｉ層３からＳｉが拡散
してＳｉ層３と第１Ｎｉ層４ａはシリサイド化するが、Ａｕ層５はシリサイド化しない。
したがって、Ａｕ層５の形成により、ＳｉＣ半導体１に接しているＳｉ層３と第１Ｎｉ層
４ａとのシリサイド化を容易に制御することが可能となる。
【００５９】
　また、Ｓｉ層３と第１Ｎｉ層４ａとＡｕ層５と第２Ｎｉ層４ｂの積層体の熱処理温度は
９００℃以上であることが好ましく、９５０℃以上であることがより好ましい。Ｓｉ層３
と第１Ｎｉ層４ａとＡｕ層５と第２Ｎｉ層４ｂの積層体の熱処理温度が９００℃未満であ
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る場合にはＳｉＣ半導体用オーミック電極２の形成時におけるシリサイド化が不十分とな
るおそれがあり、Ｓｉ層３と第１Ｎｉ層４ａとＡｕ層５と第２Ｎｉ層４ｂの積層体の熱処
理温度が９５０℃以上である場合にはＳｉＣ半導体用オーミック電極２の形成時における
シリサイド化が十分に行なわれる傾向にある。
【００６０】
　また、Ｓｉ層３と第１Ｎｉ層４ａとＡｕ層５と第２Ｎｉ層４ｂの積層体の熱処理温度は
１１００℃以下であることが好ましく、１０５０℃以下であることがより好ましい。Ｓｉ
層３と第１Ｎｉ層４ａとＡｕ層５と第２Ｎｉ層４ｂの積層体の熱処理温度が１１００℃よ
りも高い場合にはＳｉＣ半導体用オーミック電極２が損傷するおそれがあり、Ｓｉ層３と
第１Ｎｉ層４ａとＡｕ層５と第２Ｎｉ層４ｂの積層体の熱処理温度が１０５０℃以下であ
る場合にはＳｉＣ半導体用オーミック電極２の損傷を低減することができる傾向にある。
【００６１】
　また、Ｓｉ層３と第１Ｎｉ層４ａとＡｕ層５と第２Ｎｉ層４ｂの積層体の熱処理時間は
１分以上５分以下であることが好ましい。Ｓｉ層３と第１Ｎｉ層４ａとＡｕ層５と第２Ｎ
ｉ層４ｂの積層体の熱処理時間が１分未満である場合にはＳｉＣ半導体用オーミック電極
２の形成時におけるシリサイド化が不十分となるおそれがあり、Ｓｉ層３と第１Ｎｉ層４
ａとＡｕ層５と第２Ｎｉ層４ｂの積層体の熱処理時間が５分を超える場合にはＳｉＣ半導
体用オーミック電極２が損傷するおそれがある。
【００６２】
　なお、その他の説明は、実施の形態１および実施の形態２と同様である。
　　（実施の形態４）
　以下、図５（ａ）～（ｄ）の模式的断面図を参照して、本発明のＳｉＣ半導体用オーミ
ック電極を製造する方法の好ましい他の一例について説明する。
【００６３】
　まず、図５（ａ）に示すように、たとえばＳｉからなるターゲットとＮｉからなるター
ゲットを同時にスパッタするなどの手法によりＳｉＣ半導体１上にＳｉとＮｉの混合層６
を形成する。
【００６４】
　ここで、上記の混合層６中におけるＳｉの原子数とＮｉの原子数との比（Ｓｉの原子数
／Ｎｉの原子数）は、上記の実施の形態１に記載されている理由と同様の理由により、０
．９以上１．１以下であることが好ましく、０．９５以上１．０５以下であることがより
好ましい。
【００６５】
　次に、図５（ｂ）に示すように、混合層６上にＡｕ層５を形成する。次いで、図５（ｃ
）に示すように、Ａｕ層５上にＮｉ層４を形成する。
【００６６】
　その後、混合層６とＡｕ層５とＮｉ層４の積層体は加熱されることによって熱処理され
る。この熱処理によって、ＳｉとＮｉとの混合層がシリサイド化し、ＳｉとＮｉとの混合
層とＡｕ層とＮｉ層とを含む図５（ｄ）に示すＳｉＣ半導体用オーミック電極２が形成さ
れる。
【００６７】
　また、混合層６とＡｕ層５とＮｉ層４の積層体の熱処理温度は９００℃以上であること
が好ましく、９５０℃以上であることがより好ましい。混合層６とＡｕ層５とＮｉ層４の
積層体の熱処理温度が９００℃未満である場合にはＳｉＣ半導体用オーミック電極２の形
成時におけるシリサイド化が不十分となるおそれがあり、混合層６とＡｕ層５とＮｉ層４
の積層体の熱処理温度が９５０℃以上である場合にはＳｉＣ半導体用オーミック電極２の
形成時におけるシリサイド化が十分に行なわれる傾向にある。
【００６８】
　また、混合層６とＡｕ層５とＮｉ層４の積層体の熱処理温度は１１００℃以下であるこ
とが好ましく、１０５０℃以下であることがより好ましい。混合層６とＡｕ層５とＮｉ層



(10) JP 4140648 B2 2008.8.27

10

20

30

40

50

４の積層体の熱処理温度が１１００℃よりも高い場合にはＳｉＣ半導体用オーミック電極
２が損傷するおそれがあり、混合層６とＡｕ層５とＮｉ層４の積層体の熱処理温度が１０
５０℃以下である場合にはＳｉＣ半導体用オーミック電極２の損傷を低減することができ
る傾向にある。
【００６９】
　また、混合層６とＡｕ層５とＮｉ層４の積層体の熱処理時間は１分以上５分以下である
ことが好ましい。混合層６とＡｕ層５とＮｉ層４の積層体の熱処理時間が１分未満である
場合にはＳｉＣ半導体用オーミック電極２の形成時におけるシリサイド化が不十分となる
おそれがあり、混合層６とＡｕ層５とＮｉ層４の積層体の熱処理時間が５分を超える場合
にはＳｉＣ半導体用オーミック電極２が損傷するおそれがある。
【００７０】
　このようにして得られたＳｉＣ半導体用オーミック電極２は、ｎ型ＳｉＣ半導体および
ｐ型ＳｉＣ半導体の双方とオーミック接触をとることができるとともに、電極の表面荒れ
の発生が低減し、ＳｉＣ半導体１の浸食を低減することができる。
【００７１】
　なお、その他の説明は、実施の形態１、実施の形態２および実施の形態３と同様である
。
【００７２】
　　（半導体装置）
　上記のようにして得ることができる本発明のＳｉＣ半導体用オーミック電極は、ｐ型Ｓ
ｉＣ半導体領域とｎ型ＳｉＣ半導体領域とを有する半導体装置に好適に用いることができ
る。
【００７３】
　すなわち、本発明のＳｉＣ半導体用オーミック電極は、ｐ型ＳｉＣ半導体領域およびｎ
型ＳｉＣ半導体領域のそれぞれに対してオーミック接触をとる。したがって、上記の半導
体装置の製造工程において、ｐ型ＳｉＣ半導体領域とｎ型ＳｉＣ半導体領域とをそれぞれ
露出させた後に、ｐ型ＳｉＣ半導体領域とｎ型ＳｉＣ半導体領域のそれぞれに本発明のＳ
ｉＣ半導体用オーミック電極を同時に形成することによって、電極形成工程の簡略化を図
ることができる。
【００７４】
　このような本発明の半導体装置としては、たとえば接合型電界効果トランジスタ、ＭＯ
Ｓ型電界効果トランジスタまたはバイポーラトランジスタなどが挙げられる。
【実施例】
【００７５】
　　（実施例１）
　ＳｉＣ半導体として、口径２インチの４Ｈ－ＳｉＣ半導体基板上にｎ型４Ｈ－ＳｉＣ半
導体層を２μｍの厚みでエピタキシャル成長させたものとｐ型４Ｈ－ＳｉＣ半導体層を２
μｍの厚みでエピタキシャル成長させたものとを用意した。ここで、ｎ型４Ｈ－ＳｉＣ半
導体層には、ｎ型不純物として窒素がドープされ、ｎ型４Ｈ－ＳｉＣ半導体層におけるｎ
型不純物濃度は１．４×１０19ｃｍ-3であった。また、ｐ型４Ｈ－ＳｉＣ半導体層には、
ｐ型不純物としてアルミニウムがドープされ、ｐ型４Ｈ－ＳｉＣ半導体層におけるｐ型不
純物濃度は５．０×１０18ｃｍ-3であった。
【００７６】
　上記のｎ型４Ｈ－ＳｉＣ半導体層とｐ型４Ｈ－ＳｉＣ半導体層のそれぞれの表面を洗浄
した後、これらのＳｉＣ半導体層のそれぞれの表面上にフォトリソグラフィ技術を用いて
、これらのＳｉＣ半導体層の表面の一部が露出しているレジストパターンを形成した。
【００７７】
　そして、ｎ型４Ｈ－ＳｉＣ半導体層とｐ型４Ｈ－ＳｉＣ半導体層のそれぞれの表面上に
スパッタ法によりＳｉ層を４８ｎｍの厚みで形成した。
【００７８】
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　次に、Ｓｉ層上に、スパッタ法によりＮｉ層を２６ｎｍの厚みで形成した。
　ここで、上記のＳｉ層およびＮｉ層と同一の方法および同一の条件で別途形成したＳｉ
層およびＮｉ層について、Ｓｉ層を構成するＳｉの原子数とＮｉ層を構成するＮｉの原子
数との比をオージェ電子分光分析法により測定した。その結果、ｎ型４Ｈ－ＳｉＣ半導体
層の表面上に形成されたＳｉ層およびＮｉ層とｐ型４Ｈ－ＳｉＣ半導体基板の表面上に形
成されたＳｉ層およびＮｉ層とのいずれにおいても、Ｓｉ層を構成するＳｉの原子数とＮ
ｉ層を構成するＮｉの原子数との比（Ｓｉの原子数／Ｎｉの原子数）は１．０２であるこ
とが確認された。
【００７９】
　その後、リフトオフによりレジストパターンを除去して、ｎ型４Ｈ－ＳｉＣ半導体層と
ｐ型４Ｈ－ＳｉＣ半導体層のそれぞれの表面上にパターンニングされたＳｉ層とＮｉ層の
積層体を形成した。
【００８０】
　その後、Ｓｉ層とＮｉ層の積層体が形成されたｎ型４Ｈ－ＳｉＣ半導体層を有する４Ｈ
－ＳｉＣ半導体基板とＳｉ層とＮｉ層の積層体が形成されたｐ型４Ｈ－ＳｉＣ半導体層を
有する４Ｈ－ＳｉＣ半導体基板とをそれぞれチャンバ内に入れ、アルゴン雰囲気中で、１
０００℃で２分間の加熱をして熱処理を行なった。これにより、ｎ型４Ｈ－ＳｉＣ半導体
層とｐ型４Ｈ－ＳｉＣ半導体層のそれぞれの表面上にＳｉとＮｉを含む実施例１の電極を
形成した。
【００８１】
　このようにして形成した実施例１の電極を目視により観察したところ、ｎ型４Ｈ－Ｓｉ
Ｃ半導体層の表面上に形成された実施例１の電極の表面荒れおよびｐ型４Ｈ－ＳｉＣ半導
体層の表面上に形成された実施例１の電極の表面荒れならびにｎ型４Ｈ－ＳｉＣ半導体層
の浸食およびｐ型４Ｈ－ＳｉＣ半導体層の浸食はいずれも確認されなかった。
【００８２】
　また、隣接する実施例１の電極間に電流を流すことにより、ｎ型４Ｈ－ＳｉＣ半導体層
およびｐ型４Ｈ－ＳｉＣ半導体層の表面上に形成された実施例１の電極の電流電圧特性を
それぞれ測定した。その結果、ｎ型４Ｈ－ＳｉＣ半導体層の表面上に形成された実施例１
の電極およびｐ型４Ｈ－ＳｉＣ半導体層の表面上に形成された実施例１の電極のいずれに
ついてもオーミック特性を示すことが確認された。
【００８３】
　なお、上記と同一の方法および同一の条件により別途作製した実施例１の電極について
、オージェ電子分光分析法によりその組成を分析したところ、実施例１の電極を構成する
Ｓｉの原子数とＮｉの原子数との比（Ｓｉの原子数／Ｎｉの原子数）は１．０１であるこ
とが確認された。
【００８４】
　　（実施例２）
　実施例１と同様にして、実施例１と同一のレジストパターンが形成されたｎ型４Ｈ－Ｓ
ｉＣ半導体層を有する４Ｈ－ＳｉＣ半導体基板とｐ型４Ｈ－ＳｉＣ半導体層を有する４Ｈ
－ＳｉＣ半導体基板とをそれぞれ作製した。
【００８５】
　そして、ｎ型４Ｈ－ＳｉＣ半導体層とｐ型４Ｈ－ＳｉＣ半導体層のそれぞれの表面上に
ＳｉからなるターゲットおよびＮｉからなるターゲットを同時にスパッタすることにより
、ＳｉとＮｉとの混合層を８０ｎｍの厚みで形成した。ここで、この混合層と同一の方法
および同一の条件で別途形成した混合層を構成するＳｉの原子数とＮｉの原子数との比を
オージェ電子分光分析法により測定した。その結果、ｎ型４Ｈ－ＳｉＣ半導体層の表面上
に形成された混合層およびｐ型４Ｈ－ＳｉＣ半導体層の表面上に形成された混合層のいず
れにおいても、混合層を構成するＳｉの原子数とＮｉの原子数との比（Ｓｉの原子数／Ｎ
ｉの原子数）は１．０３であることが確認された。
【００８６】
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　その後、リフトオフによりレジストパターンを除去して、ｎ型４Ｈ－ＳｉＣ半導体層と
ｐ型４Ｈ－ＳｉＣ半導体層のそれぞれの表面上にパターンニングされたＳｉとＮｉとを含
む混合層を形成した。
【００８７】
　そして、ＳｉとＮｉとを含む混合層が形成されたｎ型４Ｈ－ＳｉＣ半導体層を有する４
Ｈ－ＳｉＣ半導体基板とｐ型４Ｈ－ＳｉＣ半導体層を有する４Ｈ－ＳｉＣ半導体基板をそ
れぞれチャンバ内に入れ、アルゴン雰囲気中で、１０００℃で２分間加熱して熱処理を行
なった。これにより、ｎ型４Ｈ－ＳｉＣ半導体層とｐ型４Ｈ－ＳｉＣ半導体層のそれぞれ
の表面上にＳｉとＮｉを含む実施例２の電極を形成した。
【００８８】
　そして、上記のようにして作製した実施例２の電極を目視により実施例１と同一の基準
で観察したところ、ｎ型４Ｈ－ＳｉＣ半導体層の表面上に形成された実施例２の電極の表
面荒れおよびｐ型４Ｈ－ＳｉＣ半導体層の表面上に形成された実施例２の電極の表面荒れ
ならびにｎ型４Ｈ－ＳｉＣ半導体層の浸食およびｐ型４Ｈ－ＳｉＣ半導体層の浸食はいず
れも確認されなかった。
【００８９】
　また、隣接する実施例２の電極間に電流を流すことにより、ｎ型４Ｈ－ＳｉＣ半導体層
およびｐ型４Ｈ－ＳｉＣ半導体層の表面上に形成された実施例２の電極の電流電圧特性を
それぞれ測定した。その結果、ｎ型４Ｈ－ＳｉＣ半導体層の表面上に形成された実施例２
の電極およびｐ型４Ｈ－ＳｉＣ半導体層の表面上に形成された実施例２の電極のいずれに
ついてもオーミック特性を示すことが確認された。
【００９０】
　なお、上記と同一の方法および同一の条件により別途作製した実施例２の電極について
、オージェ電子分光分析法によりその組成を分析したところ、実施例２の電極を構成する
Ｓｉの原子数とＮｉの原子数との比（Ｓｉの原子数／Ｎｉの原子数）は１．０２であるこ
とが確認された。
【００９１】
　　（実施例３）
　実施例１と同様にして、実施例１と同一のレジストパターンが形成されたｎ型４Ｈ－Ｓ
ｉＣ半導体層を有する４Ｈ－ＳｉＣ半導体基板とｐ型４Ｈ－ＳｉＣ半導体層を有する４Ｈ
－ＳｉＣ半導体基板とをそれぞれ作製した。
【００９２】
　そして、ｎ型４Ｈ－ＳｉＣ半導体層とｐ型４Ｈ－ＳｉＣ半導体層のそれぞれの表面上に
真空蒸着法により第１Ｎｉ層を５０ｎｍの厚みで形成した。次に、第１Ｎｉ層上に、真空
蒸着法によりＡｕ層を３０ｎｍの厚みで形成した。次いで、Ａｕ層上に、真空蒸着法によ
り第２Ｎｉ層を５０ｎｍの厚みで形成した。
【００９３】
　その後、リフトオフによりレジストパターンを除去して、ｎ型４Ｈ－ＳｉＣ半導体層と
ｐ型４Ｈ－ＳｉＣ半導体層のそれぞれの表面上にパターンニングされた第１Ｎｉ層とＡｕ
層と第２Ｎｉ層からなる積層体を形成した。
【００９４】
　そして、第１Ｎｉ層とＡｕ層と第２Ｎｉ層からなる積層体が形成されたｎ型４Ｈ－Ｓｉ
Ｃ半導体層を有する４Ｈ－ＳｉＣ半導体基板とｐ型４Ｈ－ＳｉＣ半導体層を有する４Ｈ－
ＳｉＣ半導体基板をそれぞれチャンバ内に入れ、アルゴン雰囲気中で、１０００℃で２分
間の加熱をして熱処理を行なった。これにより、ｎ型４Ｈ－ＳｉＣ半導体層とｐ型４Ｈ－
ＳｉＣ半導体層のそれぞれの表面上にＳｉとＮｉとを含み、さらにＡｕを含む実施例３の
電極を形成した。
【００９５】
　そして、上記のようにして作製した実施例３の電極を目視により実施例１と同一の基準
で観察したところ、ｎ型４Ｈ－ＳｉＣ半導体層の表面上に形成された実施例３の電極の表
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面荒れおよびｐ型４Ｈ－ＳｉＣ半導体層の表面上に形成された実施例３の電極の表面荒れ
ならびにｎ型４Ｈ－ＳｉＣ半導体層の浸食およびｐ型４Ｈ－ＳｉＣ半導体層の浸食はいず
れも確認されなかった。
【００９６】
　また、隣接する実施例３の電極間に電流を流すことにより、ｎ型４Ｈ－ＳｉＣ半導体層
およびｐ型４Ｈ－ＳｉＣ半導体層の表面上に形成された実施例３の電極の電流電圧特性を
それぞれ測定した。その結果、ｎ型４Ｈ－ＳｉＣ半導体層の表面上に形成された実施例３
の電極およびｐ型４Ｈ－ＳｉＣ半導体層の表面上に形成された実施例３の電極のいずれに
ついてもオーミック特性を示すことが確認された。
【００９７】
　　（実施例４）
　実施例１と同様にして、実施例１と同一のレジストパターンが形成されたｎ型４Ｈ－Ｓ
ｉＣ半導体層を有する４Ｈ－ＳｉＣ半導体基板とｐ型４Ｈ－ＳｉＣ半導体層を有する４Ｈ
－ＳｉＣ半導体基板とをそれぞれ作製した。
【００９８】
　そして、ｎ型４Ｈ－ＳｉＣ半導体層とｐ型４Ｈ－ＳｉＣ半導体層のそれぞれの表面上に
スパッタ法によりＳｉ層を４８ｎｍの厚みで形成した。
【００９９】
　次に、このＳｉ層上にスパッタ法により第１Ｎｉ層を２６ｎｍの厚みで形成した。
　ここで、上記のＳｉ層および第１Ｎｉ層と同一の方法および同一の条件で別途形成した
Ｓｉ層および第１Ｎｉ層について、Ｓｉ層を構成するＳｉの原子数と第１Ｎｉ層を構成す
るＮｉの原子数との比をオージェ電子分光分析法により測定した。その結果、ｎ型４Ｈ－
ＳｉＣ半導体層の表面上に形成されたＳｉ層および第１Ｎｉ層とｐ型４Ｈ－ＳｉＣ半導体
層の表面上に形成されたＳｉ層および第１Ｎｉ層のいずれにおいても、Ｓｉ層を構成する
Ｓｉの原子数と第１Ｎｉ層を構成するＮｉの原子数との比（Ｓｉの原子数／Ｎｉの原子数
）は１．０２であることが確認された。
【０１００】
　続いて、第１Ｎｉ層上に、真空蒸着法によりＡｕ層を３０ｎｍの厚みで形成した。次い
で、Ａｕ層上に、真空蒸着法により第２Ｎｉ層を５０ｎｍの厚みで形成した。
【０１０１】
　その後、リフトオフによりレジストパターンを除去して、ｎ型４Ｈ－ＳｉＣ半導体層と
ｐ型４Ｈ－ＳｉＣ半導体層のそれぞれの表面上にパターンニングされたＳｉ層と第１Ｎｉ
層とＡｕ層と第２Ｎｉ層からなる積層体を形成した。
【０１０２】
　そして、Ｓｉ層と第１Ｎｉ層とＡｕ層と第２Ｎｉ層からなる積層体が形成されたｎ型４
Ｈ－ＳｉＣ半導体層を有する４Ｈ－ＳｉＣ半導体基板とｐ型４Ｈ－ＳｉＣ半導体層を有す
る４Ｈ－ＳｉＣ半導体基板をそれぞれチャンバ内に入れ、アルゴン雰囲気中で、１０００
℃で２分間の加熱をして熱処理を行なった。これにより、ｎ型４Ｈ－ＳｉＣ半導体層とｐ
型４Ｈ－ＳｉＣ半導体層のそれぞれの表面上にＳｉとＮｉとを含み、さらにＡｕを含む実
施例４の電極を形成した。
【０１０３】
　そして、上記のようにして作製した実施例４の電極を目視により実施例１と同一の基準
で観察したところ、ｎ型４Ｈ－ＳｉＣ半導体層の表面上に形成された実施例４の電極の表
面荒れおよびｐ型４Ｈ－ＳｉＣ半導体層の表面上に形成された実施例４の電極の表面荒れ
ならびにｎ型４Ｈ－ＳｉＣ半導体層の浸食およびｐ型４Ｈ－ＳｉＣ半導体層の浸食はいず
れも確認されなかった。
【０１０４】
　また、隣接する実施例４の電極間に電流を流すことにより、ｎ型４Ｈ－ＳｉＣ半導体層
およびｐ型４Ｈ－ＳｉＣ半導体層の表面上に形成された実施例４の電極の電流電圧特性を
それぞれ測定した。その結果、ｎ型４Ｈ－ＳｉＣ半導体層の表面上に形成された実施例４
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の電極およびｐ型４Ｈ－ＳｉＣ半導体層の表面上に形成された実施例４の電極のいずれに
ついてもオーミック特性を示すことが確認された。
【０１０５】
　　（実施例５）
　実施例１と同様にして、実施例１と同一のレジストパターンが形成されたｎ型４Ｈ－Ｓ
ｉＣ半導体層を有する４Ｈ－ＳｉＣ半導体基板とｐ型４Ｈ－ＳｉＣ半導体層を有する４Ｈ
－ＳｉＣ半導体基板とをそれぞれ作製した。
【０１０６】
　そして、ｎ型４Ｈ－ＳｉＣ半導体層とｐ型４Ｈ－ＳｉＣ半導体層のそれぞれの表面上に
ＳｉからなるターゲットおよびＮｉからなるターゲットを同時にスパッタすることにより
、ＳｉとＮｉとの混合層を８０ｎｍの厚みで形成した。ここで、この混合層と同一の方法
および同一の条件で別途形成した混合層を構成するＳｉの原子数とＮｉの原子数との比を
オージェ電子分光分析法により測定した。その結果、ｎ型４Ｈ－ＳｉＣ半導体層の表面上
に形成された混合層およびｐ型４Ｈ－ＳｉＣ半導体層の表面上に形成された混合層のいず
れにおいても、混合層を構成するＳｉの原子数とＮｉの原子数との比（Ｓｉの原子数／Ｎ
ｉの原子数）は１．０３であることが確認された。
【０１０７】
　続いて、上記の混合層上に、真空蒸着法によりＡｕ層を３０ｎｍの厚みで形成した。次
いで、Ａｕ層上に、真空蒸着法によりＮｉ層を５０ｎｍの厚みで形成した。
【０１０８】
　その後、リフトオフによりレジストパターンを除去して、ｎ型４Ｈ－ＳｉＣ半導体層と
ｐ型４Ｈ－ＳｉＣ半導体層のそれぞれの表面上にパターンニングされた上記の混合層とＡ
ｕ層とＮｉ層からなる積層体を形成した。
【０１０９】
　そして、上記の混合層とＡｕ層とＮｉ層からなる積層体が形成されたｎ型４Ｈ－ＳｉＣ
半導体層を有する４Ｈ－ＳｉＣ半導体基板と上記の混合層とＡｕ層とＮｉ層からなる積層
体が形成されたｐ型４Ｈ－ＳｉＣ半導体層を有する４Ｈ－ＳｉＣ半導体基板とをそれぞれ
チャンバ内に入れ、アルゴン雰囲気中で、１０００℃で２分間加熱して熱処理を行なった
。これにより、ｎ型４Ｈ－ＳｉＣ半導体層とｐ型４Ｈ－ＳｉＣ半導体層のそれぞれの表面
上にＳｉとＮｉとを含み、さらにＡｕを含む実施例５の電極を形成した。
【０１１０】
　そして、上記のようにして作製した実施例５の電極を目視により実施例１と同一の基準
で観察したところ、ｎ型４Ｈ－ＳｉＣ半導体層の表面上に形成された実施例５の電極の表
面荒れおよびｐ型４Ｈ－ＳｉＣ半導体層の表面上に形成された実施例５の電極の表面荒れ
ならびにｎ型４Ｈ－ＳｉＣ半導体層の浸食およびｐ型４Ｈ－ＳｉＣ半導体層の浸食はいず
れも確認されなかった。
【０１１１】
　また、隣接する実施例５の電極間に電流を流すことにより、ｎ型４Ｈ－ＳｉＣ半導体層
およびｐ型４Ｈ－ＳｉＣ半導体層の表面上に形成された実施例５の電極の電流電圧特性を
それぞれ測定した。その結果、ｎ型４Ｈ－ＳｉＣ半導体層の表面上に形成された実施例５
の電極およびｐ型４Ｈ－ＳｉＣ半導体層の表面上に形成された実施例５の電極のいずれに
ついてもオーミック特性を示すことが確認された。
【０１１２】
　　（比較例１）
　実施例１と同様にして、実施例１と同一のレジストパターンが形成されたｎ型４Ｈ－Ｓ
ｉＣ半導体層を有する４Ｈ－ＳｉＣ半導体基板とｐ型４Ｈ－ＳｉＣ半導体層を有する４Ｈ
－ＳｉＣ半導体基板とをそれぞれ作製した。
【０１１３】
　そして、ｎ型４Ｈ－ＳｉＣ半導体層とｐ型４Ｈ－ＳｉＣ半導体層のそれぞれの表面上に
真空蒸着法によりＮｉ層を１００ｎｍの厚みで形成した。
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　その後、リフトオフによりレジストパターンを除去して、ｎ型４Ｈ－ＳｉＣ半導体層と
ｐ型４Ｈ－ＳｉＣ半導体層のそれぞれの表面上にパターンニングされたＮｉ層を形成した
。
【０１１５】
　そして、上記のＮｉ層が形成されたｎ型４Ｈ－ＳｉＣ半導体層とｐ型４Ｈ－ＳｉＣ半導
体層をそれぞれチャンバ内に入れ、アルゴン雰囲気中で、１０００℃で２分間の加熱をし
て熱処理を行なった。これにより、ｎ型４Ｈ－ＳｉＣ半導体層とｐ型４Ｈ－ＳｉＣ半導体
層のそれぞれの表面上にＮｉを含む比較例１の電極を形成した。
【０１１６】
　そして、上記のようにして作製した比較例１の電極を目視により実施例１と同一の基準
で観察したところ、ｎ型４Ｈ－ＳｉＣ半導体層の表面上に形成された比較例１の電極の表
面およびｐ型４Ｈ－ＳｉＣ半導体層の表面上に形成された比較例１の電極の表面は、実施
例１～５の電極と比べて大きく荒れていることが確認された。
【０１１７】
　また、比較例１の電極が形成されたｎ型４Ｈ－ＳｉＣ半導体層およびｐ型４Ｈ－ＳｉＣ
半導体層はいずれも浸食されていることが確認された。
【０１１８】
　したがって、実施例１～５の電極はＳｉＣ半導体に対してオーミック電極をとるととも
に、従来の電極と比べて、電極の表面荒れの発生を低減でき、さらにＳｉＣ半導体の浸食
を低減することができることが確認された。
【０１１９】
　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特許請求の範囲に
よって示され、特許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。
【産業上の利用可能性】
【０１２０】
　本発明によれば、ｎ型ＳｉＣ半導体およびｐ型ＳｉＣ半導体の双方とオーミック接触を
とることができるとともに、電極の表面荒れの発生を低減し、ＳｉＣ半導体の浸食を低減
することができるＳｉＣ半導体用オーミック電極、ＳｉＣ半導体用オーミック電極の製造
方法、そのＳｉＣ半導体用オーミック電極を用いた半導体装置およびその半導体装置の製
造方法を提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【０１２１】
【図１】本発明のＳｉＣ半導体用オーミック電極の好ましい一例の模式的な断面図である
。
【図２】本発明のＳｉＣ半導体用オーミック電極を製造する方法の好ましい一例を図解す
るための模式的な断面図である。
【図３】本発明のＳｉＣ半導体用オーミック電極を製造する方法の他の好ましい一例を図
解するための模式的な断面図である。
【図４】本発明のＳｉＣ半導体用オーミック電極を製造する方法の他の好ましい一例を図
解するための模式的な断面図である。
【図５】本発明のＳｉＣ半導体用オーミック電極を製造する方法の他の好ましい一例を図
解するための模式的な断面図である。
【符号の説明】
【０１２２】
　１　ＳｉＣ半導体、２　ＳｉＣ半導体用オーミック電極、３　Ｓｉ層、４　Ｎｉ層、４
ａ　第１Ｎｉ層、４ｂ　第２Ｎｉ層、５　Ａｕ層、６　混合層。
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