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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
２次元キャリアガス層を電流通路として使用するノーマリオフ型電界効果半導体装置の製
造方法であって、
基板の主面の第１の部分と第２の部分との間の第３の部分の上に、半導体材料が成長する
ことを阻害する性質を有する材料から成るマスクを形成する工程と、
前記基板の主面の前記第１の部分と前記第２の部分との上に第１の半導体材料をエピタキ
シャル成長させると共に前記マスクの上に前記第１の半導体材料を横方向成長させて、前
記基板の前記主面の前記第１及び第２の部分の上に配置された第１及び第２の成長部分と
前記マスクの上に配置され且つ前記マスクに到達しない深さの凹部を有している第３の成
長部分とを備えた第１の半導体層を得る工程と、
前記第１の半導体層の主面上に第２の半導体材料をエピタキシャル成長させて、前記第１
の半導体層の主面の前記凹部に対応した凹部を有する第２の半導体層を得る工程と、
前記第１の半導体層の前記第１の成長部分と前記第２の半導体層との間のヘテロ接合に基
づいて生じる２次元キャリアガス層に電気的に結合されたソース電極を形成する工程と、
前記第１の半導体層の前記第２の成長部分と前記第２の半導体層との間のヘテロ接合に基
づいて生じる２次元キャリアガス層に電気的に結合されたドレイン電極を形成する工程と
、
前記第２の半導体層の前記凹部の側壁上にゲート手段を形成する工程と
を備えていることを特徴とする電界効果半導体装置の製造方法。
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【請求項２】
前記第１の半導体層の主面の前記凹部は断面形状においてＶ字状溝であることを特徴とす
る請求項１記載の電界効果半導体装置の製造方法。
【請求項３】
前記第１の半導体層の主面の前記凹部は、対の側面とこの対の側面間の平坦な底面とを有
する溝であることを特徴とする請求項１記載の電界効果半導体装置の製造方法。
【請求項４】
前記第１の半導体層を得る工程は、
前記基板の主面の前記第１の部分及び前記第２の部分の上に第１の半導体材料をエピタキ
シャル成長させると共に前記マスクの上に前記第１の半導体材料を横方向成長させる第１
の工程と、
次に、前記基板の前記主面に対して垂直方向に前記第１の半導体材料をエピタキシャル成
長させると共に前記マスクの上に前記垂直方向の成長速度よりも速い成長速度で前記第１
の半導体材料を横方向成長させる第２の工程と
を備えていることを特徴とする請求項３記載の電界効果半導体装置の製造方法。
【請求項５】
２次元キャリアガス層を電流通路として使用するノーマリオフ型電界効果半導体装置の製
造方法であって、
基板の主面の第１の部分と第２の部分との間の第３の部分の上に、半導体材料が成長する
ことを阻害する性質を有する材料から成るマスクを形成する工程と、
前記基板の主面の第１の部分及び第２の部分の上に前記基板の前記主面に対して垂直方向
に第１の半導体材料をエピタキシャル成長させると共に前記マスクの上に前記第１の半導
体材料を横方向成長させて、前記基板の前記主面の前記第１及び第２の部分の上に配置さ
れた第１及び第２の成長部分と前記マスクの上に配置され且つ前記マスクに到達しない深
さの平坦な底面と対の側面とを有している凹部を含んでいる第３の成長部分とを備えてい
る第１の半導体層を得る工程と、
前記第１の半導体層の主面上に第２の半導体材料をエピタキシャル成長させて、前記第１
の半導体層の主面の前記凹部に対応した凹部を有する第２の半導体層を得る工程と、
前記第１の半導体層の前記第１の成長部分と前記第２の半導体層との間のヘテロ接合に基
づいて生じる２次元キャリアガス層に電気的に結合された第１の主電極を形成する工程と
、
前記第１の半導体層の前記凹部の前記底面に沿って生じる２次元キャリアガス層に電気的
に結合された第２の主電極を形成する工程と、
前記第２の半導体層の前記凹部の側壁上にゲート手段を形成する工程と
を備えていることを特徴とする電界効果半導体装置の製造方法。
【請求項６】
２次元キャリアガス層を電流通路として使用するノーマリオフ型電界効果半導体装置の製
造方法であって、
基板の主面の第１の部分の隣の第２の部分の上に、半導体材料が成長することを阻害する
性質を有する材料から成るマスクを形成する工程と、
前記基板の主面の第１の部分の上に前記基板の前記主面に対して垂直方向に第１の半導体
材料をエピタキシャル成長させると共に前記マスクの上に前記第１の半導体材料を横方向
成長させて、前記基板の前記主面の前記第１の部分の上に配置された第１の成長部分と、
前記マスクの上に配置され且つ前記第１の成長部分よりも薄い厚みを有している平坦部と
該平坦部と前記第１の成長部分との間の傾斜段差部を含んでいる第２の成長部分とを備え
ている第１の半導体層を得る工程と、
前記第１の半導体層の主面上に第２の半導体材料をエピタキシャル成長させて、前記第１
の半導体層の前記傾斜段差部に対応した傾斜段差部を有する第２の半導体層を得る工程と
、
前記第１の半導体層の前記第１の成長部分と前記第２の半導体層との間のヘテロ接合に基
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づいて生じる２次元キャリアガス層に電気的に結合された第１の主電極を形成する工程と
、
前記第１の半導体層の前記第２の成長部分における前記平坦部と前記第２の半導体層との
間のヘテロ接合に基づいて生じる２次元キャリアガス層に電気的に結合された第２の主電
極を形成する工程と、
前記第２の半導体層の前記傾斜段差部上にゲート手段を形成する工程と
を備えていることを特徴とする電界効果半導体装置の製造方法。
【請求項７】
２次元キャリアガス層を電流通路として使用するノーマリオフ型電界効果半導体装置の製
造方法であって、
平面的に見て基板の主面の第１の部分によって囲まれている第２の部分の上に、半導体材
料が成長することを阻害する性質を有する材料から成るマスクを形成する工程と、
前記基板の主面の第１の部分の上に第１の半導体材料をエピタキシャル成長させると共に
前記マスクの上に前記第１の半導体材料を横方向成長させて、前記基板の前記主面の前記
第１の部分の上に配置された第１の成長部分と前記マスクの上に配置され且つ前記マスク
に到達しない深さの平坦な底面とこの底面を囲む側面とを有している凹部を含んでいる第
２の成長部分とを備えている第１の半導体層を得る工程と、
前記第１の半導体層の主面上に第２の半導体材料をエピタキシャル成長させて、前記第１
の半導体層の主面の前記凹部に対応した凹部を有する第２の半導体層を得る工程と、
前記第１の半導体層の前記第１の成長部分と前記第２の半導体層との間のヘテロ接合に基
づいて生じる２次元キャリアガス層に電気的に結合された第１の主電極を形成する工程と
、
前記第１の半導体層の前記凹部の前記底面に沿って生じる２次元キャリアガス層に電気的
に結合された第２の主電極を形成する工程と、
前記第２の半導体層の前記凹部の側面上にゲート手段を形成する工程と
を備えていることを特徴とする電界効果半導体装置の製造方法。
【請求項８】
前記第２の半導体層の前記凹部の側面又は前記傾斜部における厚みは、前記第２の半導体
層の前記凹部又は前記傾斜部以外の部分の厚みよりも薄いことを特徴とする請求項１乃至
７のいずれか１つに記載の電界効果半導体装置の製造方法。
【請求項９】
　前記第１の半導体材料は少なくともＧａ（ガリウム）とＮ（窒素）とを含む第１の窒化
物半導体であり、前記第２の半導体材料は少なくともＩｎ（インジウム）又はＡｌ（アル
ミニウム）とＧａ（ガリウム）とＮ（窒素）とを含む第２の窒化物半導体であり、前記第
２の窒化物半導体は前記第１の窒化物半導体よりも大きいバンドギャップを有しているこ
とを特徴とする請求項１乃至８のいずれか１つに記載の電界効果半導体装置の製造方法。
【請求項１０】
　前記第１の半導体層は、互いに異なる成長条件で形成された複数の層の積層体から成る
ことを特徴とする請求項１乃至９のいずれか１つに記載の電界効果半導体装置の製造方法
。
【請求項１１】
　前記第２の半導体層は、互いに異なる組成を有する複数の層の積層体から成ることを特
徴とする請求項１乃至１０のいずれか１つに記載の電界効果半導体装置の製造方法。
【請求項１２】
　前記基板は前記第１の半導体材料を成長させることが可能な半導体基板又は絶縁基板で
あることを特徴とする請求項１乃至１１のいずれか１つに記載の電界効果半導体装置の製
造方法。
【請求項１３】
前記基板は前記半導体又は絶縁体から成る第１の層と、前記第１の層の上に配置された前
記第１の半導体材料を成長させることが可能な半導体から成る第２の層とから成ることを
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特徴とする請求項１乃至１１のいずれか１つに記載の電界効果半導体装置の製造方法。
【請求項１４】
　前記ゲート手段は、前記第２の半導体層にショットキー接触しているゲート電極から成
ることを特徴とする請求項１乃至１３のいずれか１つに記載の電界効果半導体装置の製造
方法。
【請求項１５】
　前記ゲート手段は、前記第２の半導体層の上に配置されたゲート絶縁膜と前記ゲート絶
縁膜の上に配置されたゲート電極とから成ることを特徴とする請求項１乃至１３のいずれ
か１つに記載の電界効果半導体装置の製造方法。
【請求項１６】
２次元キャリアガス層を電流通路として使用するノーマリオフ型電界効果半導体装置であ
って、
基板と、
前記基板の主面の第１の部分と第２の部分との間の第３の部分の上に配置され且つ半導体
材料が成長することを阻害する性質を有する材料から成るマスクと、
前記基板の主面の前記第１の部分及び前記第２の部分の上に第１の半導体材料をエピタキ
シャル成長させることによって形成された第１及び第２の成長部分と前記マスクの上に第
１の半導体材料を横方向成長させることによって形成され且つ前記マスクに到達しない深
さの凹部を有している第３の成長部分とを備えた第１の半導体層と、
前記第１の半導体層の主面上に第２の半導体材料をエピタキシャル成長させることによっ
て形成されたものであり、前記第１の半導体層の主面の前記凹部の対の側面を除く領域を
前記第１の半導体層にノーマリ状態で２次元キャリアガス層を生じさせることができる厚
みを有して覆う第１の部分と、前記第１の半導体層の前記凹部の対の側面を前記第１の半
導体層にノーマリ状態で２次元キャリアガス層を生じさせることができない厚みを有して
覆う第２の部分とを備えている第２の半導体層と、
前記第１の半導体層の前記第１の成長部分と前記第２の半導体層との間のヘテロ接合に基
づいて生じる２次元キャリアガス層に電気的に結合された第１の主電極と、
前記第１の半導体層の前記第２の成長部分と前記第２の半導体層との間のヘテロ接合に基
づいて生じる２次元キャリアガス層に電気的に結合された第２の主電極と、
前記第２の半導体層の前記第２の部分の上に配置されたゲート手段と
を備えていることを特徴とする電界効果半導体装置。
【請求項１７】
２次元キャリアガス層を電流通路として使用するノーマリオフ型電界効果半導体装置であ
って、
基板と、
前記基板の主面の第１の部分と第２の部分との間の第３の部分の上に配置され且つ半導体
材料が成長することを阻害する性質を有する材料から成るマスクと、
前記基板の主面の前記第１の部分及び前記第２の部分の上に前記基板の前記主面に対して
垂直方向に第１の半導体材料をエピタキシャル成長させると共に前記マスクの上に前記第
１の半導体材料を横方向成長させたものであって、前記基板の前記主面の前記第１及び第
２の部分の上に配置された第１及び第２の成長部分と前記マスクの上に配置され且つ前記
マスクに到達しない深さの平坦な底面と対の側面とを有している凹部を含んでいる第３の
成長部分とを備えた第１の半導体層と、
前記第１の半導体層の主面の前記凹部の対の側面を除く領域を前記第１の半導体層にノー
マリ状態で２次元キャリアガス層を生じさせることができる厚みを有して覆う第１の部分
と前記凹部の対の側面を前記第１の半導体層にノーマリ状態で２次元キャリアガス層を生
じさせることができない厚みを有して覆う第２の部分とを備えた第２の半導体層と、
前記第１の半導体層の前記第１の成長部分と前記第２の半導体層の前記第１の部分との間
のヘテロ接合に基づいて生じる２次元キャリアガス層に電気的に結合された第１の主電極
と、
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前記第１の半導体層の前記凹部の前記底面と前記第２の半導体層の前記第１の部分との間
のヘテロ接合に基づいて生じる２次元キャリアガス層に電気的に結合された第２の主電極
と、
前記第２の半導体層の前記第２の部分の上に配置されたゲート手段と
を備えていることを特徴とする電界効果型半導体装置。
【請求項１８】
２次元キャリアガス層を電流通路として使用するノーマリオフ型電界効果半導体装置であ
って、
基板と、
前記基板の主面の第１の部分の隣の第２の部分の上に配置され且つ半導体材料が成長する
ことを阻害する性質を有する材料から成るマスクと、
前記基板の主面の前記第１の部分の上に第１の半導体材料をエピタキシャル成長させるこ
とによって形成された第１の成長部分と前記マスクの上に第１の半導体材料を横方向成長
させることによって形成され且つ前記第１の成長部分よりも薄い厚みを有している平坦部
と該平坦部と前記第１の成長部分との間の傾斜段差部を含んでいる第２の成長部分とを備
えた第１の半導体層と、
前記第１の半導体層の主面上に第２の半導体材料をエピタキシャル成長させることによっ
て形成されたものであり、前記第１の半導体層の主面の前記傾斜段差部に対応する傾斜段
差部を有している第２の半導体層と、
前記第１の半導体層の前記第１の成長部分と前記第２の半導体層との間のヘテロ接合に基
づいて生じる２次元キャリアガス層に電気的に結合された第１の主電極と、
前記第１の半導体層の前記第２の成長部分における前記平坦部と前記第２の半導体層との
間のヘテロ接合に基づいて生じる２次元キャリアガス層に電気的に結合された第２の主電
極と、
前記第２の半導体層の前記傾斜段差部の上に配置されたゲート手段と
を備えていることを特徴とする電界効果半導体装置。
【請求項１９】
２次元キャリアガス層を電流通路として使用するノーマリオフ型電界効果半導体装置であ
って、
基板と、
平面的に見て前記基板の主面の第１の部分によって囲まれている第２の部分の上に配置さ
れ且つ半導体材料が成長することを阻害する性質を有する材料で形成されているマスクと
、
前記基板の主面の第１の部分の上に第１の半導体材料をエピタキシャル成長させることに
よって形成された第１の成長部分と前記マスクの上に前記第１の半導体材料を横方向成長
させることによって形成され且つ前記マスクに到達しない深さの平坦な底面とこの底面を
囲む側面とを有している凹部を含んでいる第２の成長部分とを備えた第１の半導体層と、
前記第１の半導体層の主面上に第２の半導体材料をエピタキシャル成長させることによっ
て形成されたものであり、前記第１の半導体層の前記第１の成長部分を前記第１の半導体
層にノーマリ状態で２次元キャリアガス層を生じさせることができる厚みを有して覆う第
１の部分と、前記第１の半導体層の前記第２の成長部分の前記底面を前記第１の半導体層
にノーマリ状態で２次元キャリアガス層を生じさせることができる厚みを有して覆う第２
の部分と、前記第１の半導体層の前記第２の成長部分の前記側面を前記第１の半導体層に
ノーマリ状態で２次元キャリアガス層を生じさせることができない厚みを有して覆う第３
の部分とを備えている第２の半導体層と、
前記第１の半導体層の前記第１の成長部分と前記第２の半導体層の前記第１の部分との間
のヘテロ接合に基づいて生じる２次元キャリアガス層に電気的に結合され第１の主電極と
、
前記第１の半導体層の前記第２の成長部分の前記底面と前記第２の半導体層の前記第２の
部分との間のヘテロ接合に基づいて生じる２次元キャリアガス層に電気的に結合された第
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２の主電極と、
前記第２の半導体層の前記第３の部分の上に配置されたゲート手段と
を備えていることを特徴とする電界効果型半導体装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、ノーマリオフ（normally－off）特性を有する高電子移動度トランジスタ即
ちＨＥＭＴ( High Electron Mobility Transistor)又はこれに類似のノーマリオフ型電界
効果半導体装置及びその製造方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
３－５族化合物半導体の１種である窒化物半導体を用いたHEMT等の半導体デバイスは例え
ば特開２００５－１５８８８９号公報（特許文献１）等で公知である。上記特許文献１に
開示されているＨＥＭＴは、例えば、シリコン基板の上にバッファ層を介して形成された
アンドープＧａＮから成る電子走行層と、ｎ型ＡｌＧａＮから成る電子供給層又はバリア
層と、電子供給層の上に形成されたソース電極とドレイン電極とゲート電極とを有してい
る。電子走行層と電子供給層とはバンドギャプの異なる異種材料から成り、ヘテロ接合さ
れている。従って、ヘテロ接合面のピエゾ分極と自発分極とに基づいて周知の２次元電子
ガス層即ち２ＤＥＧ層が電子走行層に生じる。２ＤＥＧ層は周知のようにドレイン電極と
ソース電極との間の電流通路（チャネル）として利用され、この電流通路を流れる電流は
ゲート電極に印加されるバイアス電圧で制御される。
【０００３】
ところで、一般的な構成のＨＥＭＴは、ゲート電極に電圧を印加しない状態（ノーマリ状
態）でソース電極とドレイン電極との間に電流が流れる特性即ちノーマリオン特性を有す
る。ノーマリオン特性のＨＥＭＴをオフ状態に保つためにはゲート電極を負電位にするた
めの負電源が必要になり、電気回路が必然的に高価になる。従って、ノーマリオン特性を
有するＨＥＭＴの使い勝手は良くない。
【０００４】
　そこで、ＡｌＧａＮから成る電子供給層を薄く形成することによってノーマリオフ特性
、即ちゲート電極に電圧を印加しない状態（ノーマリ状態）でソース電極とドレイン電極
との間に電流が流れない特性を得ることが試みられている。ＡｌＧａＮから成る電子供給
層を薄く形成すると、電子供給層と電子走行層との間のヘテロ接合に基づくピエゾ分極に
よる電界が弱くなり、２ＤＥＧ層の電子濃度が減少する。電子濃度が低下した２ＤＥＧ層
に対して電子供給層とここにショットキー接触しているゲート電極との間のビルトインポ
テンシャル（built－in potential）即ちバイアス電圧が無い状態での電位差に基づく電
界が作用すると、ゲート電極の直下の２ＤＥＧ層が消失する。このため、ゲート電極にバ
イアス電圧を加えない状態においてドレイン・ソース間がオフ状態になる。
【０００５】
　上述のように電子供給層を薄くすることによってノーマリオフのＨＥＭＴを提供するこ
とができる。しかし、電子供給層を薄くすると、ゲート電極の直下以外の２ＤＥＧ層にお
いても電子濃度の低下が生じ、ドレイン・ソース間のオン抵抗が増大する。この問題を解
決するために例えば特開２００５－１８３７３３号公報（特許文献２）に開示されている
ように電子供給層のゲート電極の下の部分のみを例えばドライエッチングで薄くしてノー
マリオフ特性を得ることが知られている。しかし、この方法を採用すると、選択的エッチ
ングによって電子供給層を薄くする時に電子走行層及び電子供給層の半導体結晶にダメー
ジが生じ、ＨＥＭＴの電気的特性が劣化する。また、電子供給層を部分的に薄くするため
の選択的エッチングを容易且つ正確に行うことが困難であった。このため、現在、ノーマ
リオフのＨＥＭＴが実用化されていない。
【０００６】
ノーマリオフ特性を有するＨＥＭＴを得るための別な方法として、電子走行層及び電子供
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給層に傾斜部分を設け、傾斜部分よりも高い部分にソース電極を配置し、傾斜部分よりも
低い部分にドレイン電極を配置し、傾斜部分の上にゲート絶縁膜を介してゲート電極を配
置することが特開２００６－１００８２０号公報（特許文献３）に開示されている。しか
し、単に電子走行層及び電子供給層に傾斜部分を設け、この傾斜部分の上にゲート絶縁膜
を介してゲート電極を配置しても、ノーマリオフ特性を確実に得ることが困難である。
【０００７】
　ノーマリオフの要望は、２ＤＥＧ層の代わりに２次元ホールガス層を使用するＨＥＭＴ
及びＨＥＭＴに類似の電界効果半導体装置にもある。
【特許文献１】特開２００５－１５８８８９号公報
【特許文献２】特開２００５－１８３７３３号公報
【特許文献３】特開２００６－１００８２０号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　従って、本発明が解決しようとする課題は、電界効果半導体装置においてノーマリオフ
特性を確実に得ることが困難なことであり、本発明の目的はノーマリオフ特性を容易且つ
確実に得ることが可能な電界効果半導体装置及びこの製造方法を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
上記課題を解決するための本発明は、２次元キャリアガス層を電流通路として使用するノ
ーマリオフ特性を有する電界効果型半導体装置の製造方法であって、
基板の主面の第１の部分と第２の部分との間の第３の部分の上に、半導体材料が成長する
ことを阻害する性質を有する材料から成るマスクを形成する工程と、
前記基板の主面の前記第１の部分と前記第２の部分との上に第１の半導体材料をエピタキ
シャル成長させると共に前記マスクの上に前記第１の半導体材料を横方向成長させて、前
記基板の前記主面の前記第１及び第２の部分の上に配置された第１及び第２の成長部分と
前記マスクの上に配置され且つ前記マスクに到達しない深さの凹部を有している第３の成
長部分とを備えた第１の半導体層を得る工程と、
前記第１の半導体層の主面上に第２の半導体材料をエピタキシャル成長させて、前記第１
の半導体層の主面の前記凹部に対応した凹部を有する第２の半導体層を得る工程と、
前記第１の半導体層の前記第１の成長部分と前記第２の半導体層との間のヘテロ接合に基
づいて生じる２次元キャリアガス層に電気的に結合されたソース電極を形成する工程と、
前記第１の半導体層の前記第２の成長部分と前記第２の半導体層との間のヘテロ接合に基
づいて生じる２次元キャリアガス層に電気的に結合されたドレイン電極を形成する工程と
、
前記第２の半導体層の前記凹部の側壁上にゲート手段を形成する工程と
を備えていることを特徴とする電界効果型半導体装置の製造方法に係わるものである。
【００１０】
　なお、請求項２に示すように、前記第１及び第２の半導体層の凹部をＶ字状溝とするこ
とが望ましい。
また、請求項３に示すように、前記第１及び第２の半導体層の凹部を、底面を有する溝と
することが望ましい。
　また、請求項４に示すように、前記第１の半導体層を成長させる時に、横方向成長速度
を複数段階に切り換えることができる。
　また、請求項５及び１７に示すように、凹部の中に平坦面を設けることができる。
また、請求項６及び１８に示すように、前記第２の半導体層の傾斜段差部の上にゲート手
段を配置し、前記第２の半導体層の傾斜段差部を基準にして一方の側に第１の主電極（例
えばソース電極）を配置し、他方の側に第２の主電極（例えばドレイン電極）を配置する
ことができる。
また、請求項７及び１９に示すように、第１及び第２の半導体層に平坦な底面とこの底面
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を囲む側面とを有している凹部を設け、前記第２の半導体層の凹部の側面上にゲート手段
を配置し、前記第２の半導体層の凹部の外側に第１の主電極（例えばソース電極）を配置
し、前記第２の半導体層の凹部の底面上に第２の主電極（例えばドレイン電極）を配置す
ることができる。
また、請求項８に示すように、前記第２の半導体層の前記凹部の側面又は傾斜部における
厚みは、前記第２の半導体層の前記凹部の側面又は傾斜部以外の部分の厚みよりも薄いこ
とが望ましい。
また、請求項９に示すように、前記第１の半導体材料は少なくともＧａ（ガリウム）とＮ
（窒素）とを含む第１の窒化物半導体（例えば、ＧａＮ又はＡｌxＧａ1-xＮ又はＡｌxＩ
ｎyＧａ1-x-yＮ）であり、前記第２の半導体材料は少なくともＩｎ（インジウム）又はＡ
ｌ（アルミニウム）とＧａ（ガリウム）とＮ（窒素）とを含む第２の窒化物半導体（例え
ば、ＡｌaＧａ1-aＮ又はＡｌaＩｎbＧａ1-a-bＮ又はＩｎbＧａ1-bＮ）であり、前記第２
の窒化物半導体は前記第１の窒化物半導体よりも大きいバンドギャップを有していること
が望ましい。
また、請求項１０に示すように、前記第１の半導体層は、互いに異なる成長条件で形成さ
れた複数の層の積層体から成ることが望ましい。
また、請求項１１に示すように、前記第２の半導体層は、互いに異なる組成を有する複数
の層の積層体から成ることが望ましい。
　また、請求項１２に示すように、前記基板は前記第１の半導体材料を成長させることが
可能な半導体基板又は絶縁基板であることが望ましい。
また、請求項１３に示すように、前記基板は前記半導体又は絶縁体から成る第１の層と、
前記第１の層の上に配置された前記第１の半導体材料を成長させることが可能な半導体か
ら成る第２の層とから成ることが望ましい。
また、請求項１４に示すように、前記ゲート手段は、前記第２の半導体層にショットキー
接触しているゲート電極から成ることが望ましい。
　また、請求項１５に示すように、前記ゲート手段を、前記第２の半導体層の上に配置さ
れたゲート絶縁膜と前記ゲート絶縁膜の上に配置されたゲート電極とで構成することがで
きる。
【発明の効果】
【００１１】
本発明は次の効果を有する。
（１）ノーマリオフ特性を有する電界効果半導体装置（例えばＨＥＭＴ）を得るために必
要な第１の半導体層（例えば電子走行層）の傾斜側面又は段差部が、マスクに基づく第１
及び第２の半導体材料の横方向成長に基づいて形成されている。即ち、第１の半導体層の
傾斜側面又は段差部及び第２の半導体層の傾斜側面又は段差が、結晶劣化を伴う第１及び
第２の半導体層のエッチング処理に基づかないで形成されている。従って、特性の良いノ
ーマリオフ型電界型効果半導体装置を容易に得ることができる。
（２）マスクの上に横方向成長に基づいて形成された第１の半導体層及び第２の半導体層
は転位密度の低く、結晶性が良いので、特性の良いノーマリオフ型電界効果半導体装置を
得ることができる。
（３）第１の半導体層に傾斜側面又は段差部を設けると共に第２の半導体層にも傾斜側面
又は段差部を設け、この傾斜側面又は段差部上にゲート電極を設けたので、第２の半導体
層の傾斜側面又は段差部を含む部分の分極に基づく電界が弱くなり、ノーマリ状態におい
て第１の半導体層に２次元キャリアガス（例えば２ＤＥＧ）が発生しないか、又は電流通
路となり得る量の２次元キャリアガス（例えば２ＤＥＧ）を発生しない。これにより、ノ
ーマリオフ型電界効果半導体装置を容易に得ることができる。
（４）第１の半導体層の凹部（例えば溝）及び第２の半導体層の傾斜側面又は段差部の角
度が変化すると、電界効果半導体装置の閾値が変化する。傾斜側面又は段差部の角度は、
第１及び第２の半導体層の成長レートで調整できるので、電界効果半導体装置の閾値の調
整が容易になる。
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請求項８に示すように、第２の半導体層（電子供給層）の傾斜側面又は段差部における厚
みを他よりも薄くすると、ノーマリオフ特性を容易且つ確実に得ることができる。また、
傾斜側面又は段差部以外の部分が厚くなると、２次元キャリアガス層におけるキャリアが
高くなり、オン抵抗が低くなる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１２】
　次に、本発明の実施形態を図１～図１７を参照して説明する。
【実施例１】
【００１３】
実施例１に従う電界効果型半導体装置としてのＨＥＭＴを製造する時には、先ず図１及び
図２に示す基板１を用意する。実施例１の基板１は、半導体基板と呼ぶこともできる単結
晶シリコン半導体から成る第１の層２とバッファ層と呼ぶこともできる窒化物半導体から
成る第２の層３との積層体から成る。基板１は、一方の主面４とこれに対向する他方の主
面５とを有し、ＨＥＭＴを構成する複数の半導体層をエピタキシャル成長させるための成
長基板としての機能する。
【００１４】
基板１の第１の層２は、第２の層３をエピタキシャル成長させることができる性質、及び
ＨＥＭＴを構成する主半導体領域及び電極を機械的に支持することができる厚み（例えば
３００～１０００μｍ）を有する。また、単結晶シリコン半導体から成る第１の層２の主
面は、ミラー指数で示す結晶の面方位において（１１１）ジャスト面である。なお、基板
１の第１の層２を、単結晶シリコン以外のＳｉＣ、ＧａＮ、ＡｌＮ等の半導体、又はサフ
ァイア、セラミックス等の絶縁体で形成することもできる。
【００１５】
基板１の第２の層３は第１の層２の主面上に配置され、ＨＥＭＴを構成する主半導体領域
のバッファ層として機能するものであり、この上に半導体材料をエピタキシャル成長させ
ることができる性質を有する。図２～図５等では、図示を簡略化するために第２の層３が
１つの層で示されているが、この実施例の第２の層３は周知のＭＯＣＶＤ（Metal Organi
c Chemical Vapor Deposition）法即ち有機金属気相成長法等のエピタキシャル成長法で
形成されたＡｌＮ（窒化アルミニウム）層とＧａＮ（窒化ガリウム）層との積層体からな
る。なお、第２の層３を、ＡｌＮ層とＧａＮ層とを交互に積層した多層構造バッファとす
ることもできる。第２の層３はＨＥＭＴの動作に直接に関係していないので、これを省く
こともできる。また、第２の層３の半導体材料をＡｌＮ、ＧａＮ以外の３－５族化合物半
導体に置き換えること、又は単層構造のバッファ層にすることもできる。
【００１６】
次に、基板１の一方の主面４即ち第２の層３の主面の第１の部分６と第２の部分７との間
の第３の部分の上にマスク９を形成する。この実施例では１つの基板１の上に複数の単位
ＨＥＭＴ（微小ＨＥＭＴ）を形成するので、複数のマスク９が図１に示すようにストライ
プ状に配置されている。マスク９は、窒化物半導体のエピタキシャル成長を阻害する性質
を有し、且つ化学的及び熱的に安定であり、且つ容易に微細パターンを形成できる絶縁材
料からなり、この実施例ではＳｉＯ2（シリコン酸化物）から成る。しかし、マスク９を
ＳｉＯ2以外のＳｉＯx（ここで、ｘは０＜ｘ＜２を満足する数値）、又はＳｉＯＮ、Ｓｉ
Ｎx（ここで、ｘはＳｉに対するＮの割合を示す任意の数値）、Ｓｉ3Ｎ4、Ｓｉ2Ｎ3等の
シリコン窒化物、又はＡｌ2Ｏ3（酸化アルミニウム）、又は低温でのエピタキシャル成長
で形成したＡｌＮ等の別の絶縁材料で形成することができる。マスク９を形成する時には
、基板１の一方の主面４の全体に例えば周知のＣＶＤ法でマスク材料の被膜を形成し、し
かる後、エッチングによって図１及び図２に示すストライプ状にパターニングする。なお
、マスク９の長手方向は後述する第１の半導体層（電子走行層）１０のＶ字状の溝１１が
延びる方向と同一に決定される。また、マスク６の長手方向は、後述する第１の半導体層
（電子走行層）１０のＶ字状の溝１１を得るために第２の層３のＧａＮ結晶の方位＜１１
-００＞に平行するか、又は方位＜１１２-０＞等とすることが望ましい。ここで、便宜的
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に示されている１-は１の上にーを付したもの即ち１の反転を意味し、２-は２の上にーを
付したもの即ち２の反転を意味する。
また、マスク９の幅は単位ＨＥＭＴのゲートの幅に対応するように決定される。この実施
例では基板１の一方の主面４の全体が平坦であるが、この代わりに、マスク９を形成する
第３の部分７を第１及び第２の部分６，７よりも高くすることもできる。
【００１７】
次に、ＨＥＭＴの電子走行層を形成するための第１の半導体材料を基板１の一方の主面４
上に周知のＭＯＶＰＥ法でエピタキシャル成長させて第１の半導体層（電子走行層）１０
を形成する。第１の半導体層（電子走行層）１０を形成するための第１の半導体材料は、
ＡｌxＩｎyＧａ1-x-yＮ（０≦ｘ＜１、０≦ｙ＜１、０≦ｘ＋ｙ＜１　）等の第１の窒化
物半導体であることが望ましい。本実施例の第１の半導体層（電子走行層）１０は、上記
組成式のｘ＝０、ｙ＝０に相当するアンドープのＧａＮで形成されている。
図４に示す第１の半導体層（電子走行層）１０を途中まで形成したものに相当する初期成
長層１０´が図３に示され、図４に完成した第１の半導体層（電子走行層）１０が示され
ている。先ず、基板１の一方の主面４上にＧａＮの成長を開始すると、基板１の一方の主
面４の＜１１－００＞方向に形成されたマスク９で覆われていない第１及び第２の部分６
、７の上にＧａＮが選択成長し、マスク９上にはＧａＮの結晶が成長しない。更にＧａＮ
の成長を継続すると、ＧａＮが、基板１の一方の主面４に対して垂直方向（縦方向）に成
長すると共に一方の主面４に対して平行な＜１１２-０＞方向即ちマスク９上を横方向に
も成長し、図４に示すようにマスク９の上に凹部としての断面形状においてＶ字状の溝１
１を有する第１の半導体層１０が得られる。半導体の横方向成長即ちＥＬＯ（Epitaxial 
Lateral Overgrowth）の技術によって平坦な膜を得る方法は周知である。本発明は、ＥＬ
Ｏによって平坦な膜を得るのではなく、平坦な膜が得られる前にＧａＮの成長を止め、マ
スク９上にＶ字状の溝１１を残す点に特長を有する。
　なお、図４に示すＶ字状の溝１１を有する第１の半導体層１０を得る時に、図３に示さ
れている初期成長層１０´を得るための成長条件と、図３に示されている初期成長層１０
´の上に更にＧａＮを成長させて図４に示すＶ字状の溝１１を有する第１の半導体層１０
を得る時の成長条件とを異なる条件にすることもできる。
【００１８】
　図４に示す完成した第１の半導体層１０は、図４において鎖線で区画して示すように基
板１（第２の層３）の一方の主面４の第１及び第２の部分６，７上に成長し、基板１の一
方の主面４に対して平行な表面を有する第１及び第２の成長部分１２、１３と、マスク９
上に形成されたＶ字状溝１１を有する第３の成長部分１４とからなる。第１及び第２の成
長部分１２、１３は後述する２ＤＥＧ層２５を形成することが可能な１～３μｍの厚みを
有する。Ｖ字状溝１１の入口の幅（最大幅）は任意に調整可能であり、マスク９の幅より
も狭くすること、又は広くすることもできる。ＧａＮの成長時間を図４に示す第１の半導
体層１０の成長時間よりも長くすると、Ｖ字状溝１１の入口の幅は図４よりも狭くなり、
且つＶ字状溝１１の深さが図４よりも浅くなる。逆に、ＧａＮの成長時間を図４に示す第
１の半導体層１０の成長時間よりも短くすると、Ｖ字状溝１１の入口の幅がマスク９の幅
よりも広くなり、第１及び第２の成長部分１２、１３にもＶ字状溝１１の一部が含まれる
。Ｖ字状溝１１はマスクに達しない深さに形成され、Ｖ字状溝１１とマスク９との間に電
流通路を形成するためのＧａＮが存在している。平面パターンにおいて、Ｖ字状溝１１の
長手方向は図１に示すマスク９の長手方向と平行に延びている。Ｖ字状溝１１は第１の半
導体層１０の基板１の一方の主面４に対して所定の角度θ（例えば３０～８０度）を有す
る対の傾斜側面１６、１７を有している。このＶ字状溝１１の傾斜側面１６、１７は後述
から明らかになるようにＨＥＭＴのノーマリオフ特性を得るために使用される。Ｖ字状溝
１１がエッチングによって形成されていないので、第１の半導体層１０の上面がエッチン
グに基づくダメージを受けていない。また、第１の半導体層１０の第３の部分１４は横方
向成長によって形成されているので、比較的転位の少ない良好な結晶性を有する。
【００１９】
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　次に、第１の半導体層１０の上に電子供給層（バリア層）として機能する第２の半導体
層１８を第２の半導体材料のエピタキシャル成長で形成する。第２の半導体層１８のため
の第２の半導体材料は、電子走行層として機能する第１の半導体層１０の第１の半導体材
料（ＧａＮ）よりも大きいバンドギャプを有し且つ第１の半導体材料（ＧａＮ）よりも小
さい格子定数を有する第２の窒化物半導体であって、ＡｌaＩｎbＧａ1-a-bＮ（０≦ａ＜
１、０≦ｂ＜１、０＜ａ＋ｂ＜１、且つｘ＜ａ）であることが望ましい。この実施例では
、上の組成式のｂ＝０に相当するＡｌaＧａ1-aＮ（０＜ａ＜１且つｘ＜ａ）が第２の半導
体材料として使用されている。なお、ａの好ましい値は０．２～０．４であり、より好ま
しい値はは０．３であり、前述の第１の半導体材料を示す組成式のｘよりも大きい。
【００２０】
第２の半導体層１８は、第１の半導体層１０の平坦面１５と各Ｖ字状溝１１の対の傾斜側
面１６，１７の上に第２の半導体材料を例えばＭＯＣＶＤ法でエピタキシャル成長させる
ことによって形成され、第１の半導体層１０のＶ字状溝１１に対応するＶ字状溝１９を有
する。更に詳しくは、第２の半導体層１８は第１の半導体層１０の平坦面１５に対して平
行な平坦面２０と各Ｖ字状溝１９の対の傾斜側面２１，２２とを有する。第２の半導体層
１８における平坦面２０を有する第１の部分２３の第１の厚みＷ１は、第２の半導体層１
８における各Ｖ字状溝１９の対の傾斜側面２１，２２を有する第２の部分２４の第２の厚
みＷ２よりも厚い。なお、第１の部分２３の第１の厚みＷ１は第２の半導体層１８の平坦
面２０に対して直交する方向の厚みであり、第２の部分２４の第２の厚みＷ２は各溝１９
の対の傾斜側面２１，２２に対して直交する方向の厚みである。第２の半導体層１８にお
ける各Ｖ字状溝１９の対の傾斜側面２１，２２の傾斜角度は第１の半導体層１０における
各Ｖ字状溝１１の対の傾斜側面１６，１７の傾斜角度と実質的に同一である。第２の半導
体層１８の第１の部分２３と第２の部分２４との厚みの相違は、第１の半導体層１０の平
坦面１５に対して平行（横）方向の成長レートが垂直（縦）方向の成長レートよりも小さ
くなるように温度や圧力等の成長条件を設定し、第２の半導体材料（ＡｌＧａＮ）を第１
の半導体層１０の上にエピタキシャル成長させることによって達成されている。
【００２１】
第２の半導体層１８の第１の部分２３の第１の厚みＷ１は、完成したＨＥＭＴがノーマリ
状態において第２の半導体層１８のピエゾ分極と自発分極との少なくとも一方に基づいて
図５及び図６において点線で示す周知の２ＤＥＧ層２５が第１の半導体層１０に生じるよ
うに決定されており、第１の半導体層１０よりも薄い例えば５～５０ｎｍ、より好ましく
は５～３０ｎｍである。また、第２の半導体層１８の第２の部分２４の第２の厚みＷ２は
、完成したＨＥＭＴがノーマリ状態において第２の半導体層１８の第２の部分２４のピエ
ゾ分極と自発分極との少なくとも一方に基づいて２ＤＥＧ層が第１の半導体層１０に生じ
ないように、又は電流通路を形成できる濃度にキャリア（電子）が生じないように決定さ
れ、好ましくは１～２０ｎｍ、より好ましくは１～１５ｎｍである。なお、対の傾斜側面
２１，２２を有するＶ字状溝１９を含む第２の半導体層１８の第２の部分２４に基づく電
界を弱める作用のみでノーマリオフ特性が得られる場合には、第２の厚みＷ２を第１の厚
みＷ１と同一にすることもできる。
【００２２】
次に、第１の半導体層１０の第１の成長部分１２と第２の半導体層１８との間のヘテロ接
合に基づいて生じる２ＤＥＧ層２５に電気的に結合された第１の主電極としてのソース電
極２６を形成し、第１の半導体層１０の第２の成長部分１３と第２の半導体層１８との間
のヘテロ接合に基づいて生じる２ＤＥＧ層に電気的に結合された第２の主電極としてのド
レイン電極２７を形成し、第２の半導体層１８のＶ字状溝１９を含む第２の厚み部分２４
の上即ちＶ字状溝１９の傾斜側面２１，２２の上にゲート手段としてのゲート電極２８を
形成する。更に詳しくは、第１の半導体層１０の第１の成長部分１２に対して第２の半導
体層１８を介して対向するように第２の半導体層１８の上に金属から成るソース電極２６
を配置し、第１の半導体層１０の第２の成長部分１３に対して第２の半導体層１８を介し
て対向するように第２の半導体層１８の上に金属から成るドレイン電極２７を配置し、第
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２の半導体層１８のＶ字状溝１９の傾斜側面２１，２２の上に金属から成るゲート電極２
８を配置する。なお、ソース電極２６及びドレイン電極２７は例えばチタン（Ｔｉ）とア
ルミニウム（Ａｌ）との積層体をアニール処理したものから成り、第１の半導体層１０の
第１及び第２の成長部分１２、１３にそれぞれオーミック（低抵抗）接触し、ゲート電極
２８は例えば白金（Ｐｔ）と金（Ａｕ）との積層体等から成り、第１の半導体層１０にシ
ョットキー接触している。
【００２３】
図６には、２つのソース電極２６と１つのドレイン電極２７と２つのゲート電極２８のみ
が示されているが、実際に複数個の単位ＨＥＭＴが得られるように更に多くのソース電極
２６、ドレイン電極２７及びゲート電極２８が設けられている。
【００２４】
次に、ＨＥＭＴの動作を説明する。電子走行層としての第１の半導体層１０の第１及び第
２の成長部分１２、１３と電子供給層としての第２の半導体層１８との間のヘテロ接合の
近傍には、ゲート電極２８に対する電圧印加の有無に無関係に２ＤＥＧ層２５が生じる。
即ち、第１の半導体層１０の第１及び第２の成長部分１２、１３の表面は平坦であり且つ
この上に第２の半導体層１８の比較的厚い第１の部分２３が形成されているので、第２の
半導体層１８のピエゾ分極と自発分極とに基づいて比較的大きな電界が得られ、ヘテロ接
合の近傍に電流通路となり得る２ＤＥＧ層２５が生じる。
【００２５】
これに対し、電子走行層としての第１の半導体層１０の第３の成長部分１４と電子供給層
としての第２の半導体層１８の比較的薄い第２の部分２４との間のヘテロ接合の近傍には
、ゲート電極２８に対する電圧印加に依存してチャネルが生じる。即ち、ゲート電極２８
に電圧が印加されていないノーマリ状態においては、第１の半導体層１０の第３の成長部
分１４に傾斜側面１６，１７を有するＶ字状溝１１が設けられ且つ第２の半導体層１８に
傾斜側面２１，２２を有するＶ字状溝１９が設けられていること、及び第２の半導体層１
８のＶ字状溝１９を有する第２の部分２４が比較的薄く形成されていることに起因して、
第１の半導体層１０の第３の成長部分１４に電流通路となり得る２ＤＥＧ層が生じない。
今、第２の半導体層１８の第１の部分２３と第２の部分２４とが同一の厚みに形成されて
いると仮定し、また、第２の半導体層１８の第１の部分２３の分極に基づく第１の半導体
層１０の平坦面１５に対して垂直な方向における電界の強さがＥであると仮定した場合に
、角度θの傾斜側面２１，２２を有する第２の半導体層１８の第２の部分２４の分極に基
づく電界の強さをＥｃｏｓθで示すことができる。換言すれば、角度θの傾斜側面２１，
２２を有する第２の半導体層１８の第２の部分２４に基づく電界の強さは、第２の半導体
層１８の第１の部分２３に基づく電界の強さよりも弱くなる。本実施例では、更に、第２
の半導体層１８の第２の部分２４が第２の半導体層１８の第１の部分２３よりも薄く形成
されているので、第２の半導体層１８の第２の部分２４に基づく電界の強さは、第２の半
導体層１８の第１の部分２３に基づく電界の強さよりも更に弱くなる。本実施例では、第
２の半導体層１８の第２の部分２４に基づく電界の強さが、第２の半導体層１８とここに
ショットキー接触しているゲート電極２８との間のビルトインポテンシャル（built－in 
potential）即ちバイアス電圧が無い状態での電位差に基づく電界の強さより低く設定さ
れているので、バイアス電圧が無い状態（ノーマリ状態）で第２の半導体層１８の第２の
部分２４に基づいて第１の半導体層１０に２ＤＥＧ層を発生させることができないか、又
は電流通路となり得る量の２ＤＥＧを発生させることができない。この結果、ノーマリ状
態においては、ソース電極２６とドレイン電極２７との間の２ＤＥＧ層２５が第１の半導
体層１０のＶ字状溝１１の近傍において分断され、ソース電極２６とドレイン電極２７と
の間に電流が流れない。　
【００２６】
ドレイン電極２７の電位をソース電極２６よりも高くし、且つゲート電極２８とソース電
極２６との間に閾値以上の電圧を印加すると、ビルトインポテンシャルが打ち消され、第
１の半導体層１０のＶ字状溝１１の近傍にもチャネルが生じ、ソース電極２６、第２の半
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導体層（電子供給層）１８、２ＤＥＧ層２５、第２の半導体層（電子供給層）１８、及び
ドレイン電極２７の経路で電子が流れ、ＨＥＭＴがオン状態になる。
【００２７】
　本実施例のＨＥＭＴは次の効果を有する。
（１）ノーマリオフ特性を有するＨＥＭＴを得るために必要な第１の半導体層（電子走行
層）１０のＶ字状溝１１及び第２の半導体層（電子供給層）１８のＶ字状溝１９が、マス
ク９の上における第１及び第２の半導体材料の横方向成長に基づいて形成されている。即
ち、第１の半導体層（電子走行層）１０のＶ字状溝１１及び第２の半導体層（電子供給層
）１８のＶ字状溝１９が、結晶劣化を伴うエッチング処理に基づかないで形成されている
。従って、ノーマリオフ特性を有しているにも拘わらずオン抵抗が小さく且つ周波数特性
が良いＨＥＭＴを容易に得ることができる。
（２）周知の横方向成長を伴って第１の半導体層（電子走行層）１０を形成すると、転位
の伝搬が制限される。従って、第１の半導体層（電子走行層）１０及びこの上に形成され
た第２の半導体層（電子供給層）１８が転位密度の低い結晶となり、特性の良いＨＥＭＴ
を得ることが可能になる。
（３）第２の半導体層（電子供給層）１８のＶ字状溝１９を有する第２の部分２４の分極
に基づく垂直方向の電界（基板１の主面４を基準にして垂直方向の電界）は第１の部分２
３に基づく垂直方向の電界よりも弱くなり、ノーマリ状態において第１の半導体層（電子
走行層）１０に２ＤＥＧが発生しないか、又は電流通路となり得る量の２ＤＥＧを発生し
ない。従って、ノーマリオフ特性を容易に得ることができる。更に、第２の半導体層（電
子供給層）１８のＶ字状溝１９を有する第２の部分２４の厚みＷ２が第１の部分２３の厚
みＷ１よりも薄く設定されているので、第２の半導体層（電子供給層）１８の第２の部分
２４に基づく電界の強さは、第２の半導体層（電子供給層）１８の第１の部分２３に基づ
く電界の強さよりも更に弱くなり、より確実にノーマリオフ特性を得ることができる。ま
た、第２の半導体層（電子供給層）１８の第１の部分２３は比較的厚く形成されているの
で、第２の半導体層（電子供給層）１８の第１の部分２３と第１の半導体層（電子走行層
）１０とに基づく２ＤＥＧ層２５の抵抗を小さくすることができる。
（４）マスク９の幅、マスク９の相互間隔、及び横方向成長の成長レートの調整によって
第１の半導体層（電子走行層）１０のＶ字状溝１１の及び第２の半導体層（電子供給層）
１８のＶ字状溝１９の斜側面２１，２２の角度、並びに第２の半導体層（電子供給層）１
８の第２の部分２４の厚みが変化する。従って、マスク９の幅、マスク９の相互間隔、及
び横方向成長の成長レートの調整によって各傾斜側面１６，１７、２１，２２の角度、並
びに第２の半導体層（電子供給層）１８の第２の部分２４の厚みを容易に調整することが
でき、ノーマリオフ特性を有するＨＥＭＴの閾値の調整を容易に行うことができる。
（５）ゲート電極２８が第２の半導体層（電子供給層）１８のＶ字状溝１９の全体を含む
ように形成されているので、ゲート電極２８の形成が容易になる。
【実施例２】
【００２８】
　次に、図７に示す実施例２に従うHEMTを説明する。但し、図７及び後述する図８～図１
７において図１～６と実質的に同一の部分には同一の参照符号を付してその説明を省略す
る。図７のHEMTは、図６に示されている実施例１に従うHEMTにおける基板１からバッファ
層として機能する第２の層３を省き、シリコンから成る第１の層２のみの基板１ａを設け
、この他は図６と同一に構成したものである。
【００２９】
　図７では基板１ａの一方の主面４ａの上に直接にマスク９が形成されている。図７のＨ
ＥＭＴのマスク９及びこれから上の部分は、図６のこれらに対応する部分と同一の方法に
よって同一に構成されている。図７に示す実施例２に従うHEMTは、実施例１の上記（１）
～（６）と同一の効果を有する他に、ＨＥＭＴの製造で要求される半導体成長工程の全て
を連続させることができるという効果を有する。
なお、図７において、基板１ａと第１の半導体層１０との間にバッファ層を介在させるこ
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とができる。
【実施例３】
【００３０】
次に、図８～図１０に示す実施例３に従うHEMTを説明する。図１０に示す実施例３に従う
HEMTは、変形された溝１１ａ，１９ａを有する他は図６に示されている実施例１のHEMTと
実質的に同一に構成されている。図１０に示す変形された溝１１ａは対の傾斜側面１６ａ
，１７ａと底面３６とを有する。変形された溝１９ａは傾斜側面２１ａ，２２ａと底面３
７とを有する。
【００３１】
底面３６，３７を有する溝１１ａ，１９ａを得るために、図２に示すマスク９を伴った基
板１と同一のものを用意し、この上にＧａＮから成る第１の半導体材料を第１の条件で選
択成長させる。図３で第１の半導体層１０を形成する場合よりも低い圧力及び温度の第１
の条件で第１の半導体材料を選択成長させると、図８に示すように基板１の一方の主面４
に平行な上面３１と傾斜側面３2、３３と、垂直側面３４、３５とを有する第１の半導体
層の中間層１０ａ´が得られる。次に、横方向成長レートが縦方向成長レートよりも早く
なる第２の条件で第１の半導体材料を所定時間エピタキシャル成長させると、図９に示す
ＧａＮから成る完成した第１の半導体層（電子走行層）１０ａが得られる。図９には理解
を助けるために中間層１０ａ´が点線で示されている。第１の半導体層１０ａは、基板１
の一方の主面４の第１及び第２の部分６、７の上に成長した第１及び第２の成長部分１２
ａ、１３ａとマスク９の上に横方向成長した第３の成長部分１４ａとを有する。また、第
１の半導体層１０ａは基板１の一方の主面４に平行な平坦な上面１５ａと溝１１ａとを有
する。溝１１ａは第１の半導体層１０ａの第３の成長部分１４ａの中に形成されている。
図９の状態よりも更にエピタキシャル成長を継続すると、溝のない平坦面になるので、溝
１１ａが残存する間に第１の半導体材料のエピタキシャル成長を終了させる。溝１１ａの
底面３６は基板１の一方の主面４に平行であり、対の傾斜側面１６ａ、１７ａは底面３６
に対して角度θを有している。
【００３２】
　次に、実施例１の第２の半導体層１８の形成方法と同一の形成方法で図１０に示すＡｌ
ＧａＮから成る第２の半導体層１８ａを形成する。第２の半導体層１８ａは基板１の一方
の主面４に対して平行な平坦な上面２０ａと溝１９ａとを有する。溝１９ａの底面３７は
、基板１の一方の主面４に対して平行である。第２の半導体層１８ａを形成する時のＡｌ
ＧａＮの横方向成長レートは、縦方向成長レートよりも小さく設定される。これにより、
第２の半導体層１８ａに第１の厚みＷ1を有する第１の部分２３ａと第１の厚みＷ1よりも
薄い第２の厚みＷ2を有する第２の部分２４ａとが生じる。なお、第１の半導体層１０ａ
の平坦な上面１５ａ及び溝１１ａの底面３６の上に第１厚みＷ1の第１の部分２３ａが生
じ、溝１１ａの対の傾斜側面１６ａ、１７ａの上に第２の厚みＷ1の第２の部分２４ａが
生じる。ＧａＮから成る第１の半導体層１０ａとＡｌＧａＮから成る第２の半導体層１８
ａの第１の厚みＷ1を有する第１の部分２３ａとの間のヘテロ接合に基づいて２ＤＥＧ層
２５が生じる。しかし、第１の半導体層１０ａと第２の半導体層１８ａの第２の厚みＷ2
を有する第２の部分２４ａとの間のヘテロ接合に基づいては２ＤＥＧ層が生じないか、又
は電流通路となり得る電子濃度の２ＤＥＧが生じない。即ち、図１０のＨＥＭＴの溝１１
ａの対の傾斜側面１６ａ、１７ａと溝１９ａの傾斜側面２１ａ、２２ａは、図６のＨＥＭ
Ｔの溝１１の対の傾斜側面１６、１７と溝１９の対の傾斜側面２１、２２と同様な効果を
発揮し、ＨＥＭＴのノーマリオフ特性が得られる。
【００３３】
　図１０のソース電極２６は、第１の半導体層１０ａの第１の成長成分１２ａに対して第
２の半導体層１８ａを介して対向するように第２の半導体層１８ａの上に配置され、ドレ
イン電極２７は第１の半導体層１０ａの第２の成長部分１３ａに対して第２の半導体層１
８ａを介して対向するように第２の半導体層１８ａの上に配置され、ゲート電極２８は第
２の半導体層１８ａの溝１９ａの対の傾斜側面２１ａ、２２ａの上に配置されている。
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【００３４】
　図１０のＨＥＭＴのゲート電極２８に電圧が印加されないノーマリ状態においては、第
１の半導体層１０ａの対の傾斜側面１６ａ、１７ａに沿って２ＤＥＧ層が生じない。ゲー
ト電極２８に閾値以上の電圧が印加されると、第１の半導体層１０ａの対の傾斜側面１６
ａ、１７ａに沿ってチャネル（電流通路）が生じる。従って、ドレイン電極２７の電位が
ソース電極２６の電位よりも高い時に、電子はソース電極２６、第２の半導体層１８ａ、
２ＤＥＧ層２５、第１の半導体層１０ａの溝１１ａの一方の傾斜側面１６ａに沿うチャネ
ル、溝１１ａの底面３６に沿う２ＤＥＧ層、溝１１ａの他方の傾斜側面１７ａに沿うチャ
ネル、溝１１ａよりもドレイン電極側の２ＤＥＧ層、第２の半導体層１８ａ、ドレイン電
極２７の経路で流れる。
【００３５】
　実施例３のＨＥＭＴは、溝１１ａ、１９ａの形状を除いて実施例１のＨＥＭＴと同一に
形成されているので、実施例１と同一の効果を得ることができる。
【実施例４】
【００３６】
図１１に示す実施例４に従うHEMTは、分割された２つのゲート電極２８ａ、２８ｂを設け
、且つｎ型不純物を含むＡｌaＧａ1-aＮから成る第２の半導体層（電子供給層）１８ｂを
設け、このｎ型の第２の半導体層１（電子供給層）１８ｂとＧａＮから成る第１の半導体
層（電子走行層）１０ａとの間にアンドープのAlNから成る周知のスペーサー層４０を配
置し、且つ斜線を付して説明的に示す低抵抗接触性改善用のｎ型不純物注入領域４１、４
２をソース電極２６とドレイン電極２７との下に設け、この他は図１０に示されている実
施例３のHEMTと実質的に同一に形成したものである。なお、図１１に示すスペーサー層４
０を本願の請求項における積層体から成る第２の半導体層の第１の層と見なすこともでき
る。この場合には、図１１の電子供給層１８ｂは積層体の第２の層と成る。
【００３７】
溝１９ａの対の傾斜側面２１ａ、２２ａ上に配置された２つのゲート電極２８ａ、２８ｂ
は溝１９ａの底面３７上で分断され、溝１９ａの外で相互に接続される。従って、２つの
ゲート電極２８ａ、２８ｂは、図１０の１つのゲート電極２８と同様に機能する。
【００３８】
スペーサー層４０は、第２の半導体層（電子供給層）１８ｂと第１の半導体層（電子走行
層）１０ａとの界面におけるバンド端オフセットを大きくし、より大きな移動度を得る効
果を有する。ｎ型不純物注入領域４１、４２は、ソース電極２６及びドレイン電極２７の
接触抵抗の低減に寄与する。図１１のゲート電極２８ａ、２８ｂの下は図１０と同様に構
成されているので、図１１のＨＥＭＴは図１０のＨＥＭＴと同様な効果も有する。
なお、図６、図７及び図１０の実施例１～３及び後述する図１２～図１５の各実施例にお
いても、図１１のスペーサー層４０とｎ型不純物注入領域４１、４２との一方又は両方に
相当するものを設けることができる。また、第２の半導体層（電子供給層）１８ｂをアン
ドープの第２の半導体材料で形成することもできる。
【実施例５】
【００３９】
図１２に示す実施例５に従うHEMTは、図１１と同様に分割された２つのゲート電極２８ａ
、２８ｂを設け、且つ第２の半導体領域１８ａの溝１９ａの底面３７にドレイン電極２７
を配置し、且つ溝１９ａの両側（外）にソース電極２６を配置し、この他は図１０に示さ
れている実施例３のHEMTと実質的に同一に形成したものである。
【００４０】
１つのソース電極２６と１つのドレイン電極２７との間に溝１９ａの１つの傾斜側面２１
ａ又は２２ａが配置され、この上にゲート電極２８ａ又は２８ｂが配置されているので、
図１２に示す実施例５に従うHEMTは、図１０に示す実施例３に従うHEMTと実質的に同一の
効果を有する。
【実施例６】
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【００４１】
図１３に示す実施例６に従うHEMTは、図６に示す実施例１に従うHEMTにゲート絶縁膜５０
を付加してＭＩＳゲート構造に変形し、この他は図６に示されている実施例１のHEMTと実
質的に同一に形成したものである。なお、図１３の実施例６の電界効果型半導体装置は典
型的なHEMTと異なる構成を有するが、基本原理は典型的なＨＥＭＴと同一であるので、こ
こではHEMTと呼ぶことにする。ゲート電極２８を伴ってゲート手段を構成する絶縁膜５０
は、第２の半導体層（電子供給層）１８の上に絶縁材料としてシリコン酸化物を被着させ
ることによって形成され、第２の半導体層（電子供給層）１８とゲート電極２８との間に
配置されている。従って、ゲート電極２８は第２の半導体層（電子供給層）１８に対して
容量結合されている。ゲート電極２８に電圧を印加しないノーマル状態では実施例１と同
様に２ＤＥＧ層２５の分断がＶ字状溝１１の傾斜側面１６，１７の近傍で生じる。ゲート
電極２８に閾値以上の電圧が印加されると、第１の半導体層（電子走行層）１０のＶ字状
溝１１の傾斜側面１６，１７に沿ってチャネルが形成され、ソース電極２６とドレイン電
極２７との間がオン状態になる。図１３の実施例６のHEMTは、図６の実施例１のHEMTと同
一の効果を有する他に、ゲート絶縁膜５０の働きでゲートリーク電流が小さくなるという
効果も有する。
　なお、図７～図１２の各実施例、後述する図１４～図１６の各実施例のHEMTにも図１３
の実施例６の絶縁膜５０と同様なものを設けることができる。
【実施例７】
【００４２】
　図１４は実施例７のＨＥＭＴの変形された基板１ｂとマスク９とを示す。基板１ｂは、
図７の実施例２の基板１ａと同様に半導体層２ａのみからなる。しかし、図１４の基板１
ｂの一方の主面４ｂは突出部５１を有する。突出部５１は図１に示すマスク９と同様にス
トライプ状に形成され、この上にマスク９を有する。突出部５１及びマスク９を有する基
板１ｂの一方の主面４ｂ上にＧａＮから成る第１の半導体材料及びＡｌＧａＮから成る第
２の半導体材料をエピタキシャル成長させる。このエピタキシャル成長の条件を変えるこ
とによって、図６に示す第１の半導体層（電子走行層）１０と第２の半導体層（電子供給
層）１８、又は図１０に示す第１の半導体層（電子走行層）１０ａと第２の半導体層（電
子供給層）１８ａに相当するものが得られる。従って、図１４は実施例７によっても、前
述までの各実施例と同様な効果を得ることができる。
【実施例８】
【００４３】
図１５に示す実施例８に従うHEMTは、変形された平面形状を有するソース電極２６ａ、ド
レイン電極２７ａ、ゲート電極２８ｃ及び凹部１９ｂを設け、この他は図１２に示されて
いる実施例５のHEMTと実質的に同一に形成したものである。図１５のHEMTにおいては、第
１の半導体層（電子走行層）の凹部及び第２の半導体層（電子供給層）の凹部１９ｂが円
形に形成され、第２の半導体層（電子供給層）の凹部１９ｂの底面３７ａの中央にドレイ
ン電極２７ａが配置され、第２の半導体層（電子供給層）の凹部１９ｂを囲む上面２０ａ
にソース電極２６ａがリング状に形成されている。ゲート電極２８ｃは凹部１９ｂの傾斜
側面２１ｃの上に配置されている。円形の平面形状を有する凹部１９ｂを形成するために
図１２と同様な基板１に円形のマスクを配置し、第１及び第２の半導体材料をエピタキシ
ャル成長させる。図１５のＨＥＭＴの断面形状は図１２と実質的に同一であるので、図１
５のＨＥＭＴにおいても前述の各実施例と同様な効果を得ることができる。なお、図１５
において平面形状において円形リング状のソース電極２６ａ、ドレイン電極２７ａ、ゲー
ト電極２８ａ及び凹部１９ｂを４角形、又は楕円等の環状に形成することができる。
【実施例９】
【００４４】
図１６に示す実施例９に従うHEMTのための基板１を伴った第１の半導体層１０ｂは、第１
の層１０１と第２の層１０２との積層体から成る。図１６の第１の半導体層１０ｂの第１
の層１０１は周知のＨＶＰＥ（Hydride Vapor Phase Epitaxial）法即ち水素化物気相エ
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ピタキシャルによって成長されたＧａＮ（第１の半導体材料）から成る。ＨＶＰＥ法によ
ればＭＯＶＰＥ法よりも速い速度でＧａＮを成長させることができる。第１の半導体層１
０ｂの第２の層１０２はＭＯＶＰＥ法によって成長されたＧａＮ（第１の半導体材料）か
ら成る。ＭＯＶＰＥ法はＨＶＰＥ法よりも成長レートが遅いが、ＨＶＰＥ法よりも転位密
度の少ない結晶を形成できると言う特長を有する。図１６では第１の層１０１の表面を覆
う結晶性の良い第２の層１０２に２ＤＥＧ層が形成されので、特性の良いHEMTを提供する
ことができる。
【実施例１０】
【００４５】
図１７に示す実施例１０に従うHEMTは、図１２に示すHEMTからドレイン電極２７よりも右
側を除いたものに相当する。この図１７に示すHEMTを製造する時には、先ず、基板１の主
面の第１の部分６の隣の第２の部分８（図１２の第３の部分に対応）の上に、半導体材料
が成長することを阻害する性質を有する材料から成るマスク９を形成する。次に、基板１
の主面４の第１の部分６の上に基板１の主面４に対して垂直方向に第１の半導体材料をエ
ピタキシャル成長させると共にマスク９の上に第１の半導体材料を横方向成長させて、基
板１の主面４の第１の部分６の上に配置された第１の成長部分１２´と、マスク９の上に
配置され且つ第１の成長部分１２´よりも薄い厚みを有している平坦部及び該平坦部と第
１の成長部分１２´との間の傾斜段差部１６ａ´を含んでいる第２の成長部分１４´とを
備えている第１の半導体層１０ａ´を得る。次に、第１の半導体層１０ａ´の主面上に第
２の半導体材料をエピタキシャル成長させて、第１の半導体層１０ａ´の傾斜段差部１６
ａ´に対応した傾斜段差部２１ａ´を有する第２の半導体層１８ａ´を得る。次に、第１
の半導体層１０ａ´の前記第１の成長部分１２´と第２の半導体層１８ａ´との間のヘテ
ロ接合に基づいて生じる２次元キャリアガス層に電気的に結合されたソース電極（第１の
主電極）２６を形成し、且つ第１の半導体層１０ａ´の前記第２の成長部分１４´におけ
る平坦部と第２の半導体層１８ａ´との間のヘテロ接合に基づいて生じる２次元キャリア
ガス層に電気的に結合されたドレイン電極（第２の主電極）２７を形成し、第２の半導体
層１８ａ´の傾斜段差部２１ａ´上にゲート手段としてのゲート電極２８ａを形成する。
図１７のＨＥＭＴは図１２の実施例５に従うＨＥＭＴと同一の基本的構成を有するので、
実施例３に従うＨＥＭＴと実質的に同一の効果を有する。
【００４６】
　本発明は、上述の実施例に限定されるものでなく、例えば、次の変形が可能なものであ
る。
（１）各層１０，１０ａ、１０ａ´、１８、１８ａ、１８ａ´、４０を、ＧａＮ、AｌＧ
ａＮ以外のIｎＧａＮ、ＡｌｌｎＧａＮ、ＡｌＮ、ＩｎＡｌＮ、ＡｌＰ、ＧａＰ、Ａｌｌ
ｎＰ、ＧａｌｎＰ、ＡｌＧａＰ、ＡｌＧａＡｓ、ＧａＡｓ、ＡｌＡｓ、ＩｎＡｓ、ＩｎＰ
，ＩｎＮ、ＧａＡｓＰ等の別の３－５族化合物半導体、又は更に別の化合物半導体で形成
することができる。
（２）各実施例の基板１の第１の層２、又は基板１ａをシリコン以外のＳｉＣ、ＧａＮ、
ＡｌＮ等の半導体、又はサファイア、セラミックス等絶縁体で形成することができる。
（３）　基板１又は１ａの第２の主面５に背面電極を設けることができる。
（４）　各実施例の第２の半導体層（電子供給層）１８，１８ａ、１８ａ´、１８ｂをｐ
型半導体から成る正孔供給層に置き換えることができる。この場合には、２ＤＥＧ層２５
に対応する領域に２次元キャリアガス層として２次元正孔ガス層が生じる。
（５）各実施例において、溝１１，１１ａの傾斜側面１６，１７、１６，１７ａ及び溝１
９，１９ａの傾斜側面２１，２２、２１ａ，２２ａ又は傾斜段部２１ａ´の効果のみでノ
ーマリオフ特性が得られる場合には、第２の半導体層（電子供給層）１８，１８ａ、１８
ａ´、１８ｂを全ての領域で同一の厚みに形成できる。
（６）各実施例において、ソース電極２６とドレイン電極２７との下の第２の半導体層（
電子供給層）１８又は１８ａ又は１８ｂ又は１８ａ´を除去して、ソース電極２６とドレ
イン電極２７とを第１の半導体層（電子走行層）１０、又は１０ａに直接に接続すること
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（７）実施例３～６、８、９において、基板１を図７の基板１ａに変形できる。
（８）ソース電極２６とドレイン電極２７との下にコンタクト層を設けることができる。
また、第２の半導体層（電子供給層）１８又は１８ａ又は１８ｂ又は１８ａ´の上に、表
面電荷のコントロールのため等の目的で例えばアンドープＧａＮ又はＡｌＧａＮ等から成
るキャップ層を設けることができる。
（９）各実施例において、ソース電極２６の位置にドレイン電極２７を配置し、ドレイン
電極２７の位置にソース電極２６を配置することができる。
（１０）第１の層２と第２の層３との組合せから成る基板１を使用する各施例において、
第２の層３の上面の全体又はほぼ全体に第１の半導体層（電子走行層）１０，１０ａ、１
０ａ´、　１０ｂと同一の半導体材料（例えばアンドープのＧａＮ）をＭＯＶＰＥで形成
し、この上にマスク９を形成することができる。
【図面の簡単な説明】
【００４７】
【図１】本発明の実施例１のＨＥＭＴのためのマスクを伴った基板１を示す平面図である
。
【図２】図１のＡ－Ａ線を示す断面図である。
【図３】図２の基板上に第１の半導体層の一部を形成した状態を示す断面図である。
【図４】図２の基板上に第１の半導体層の全部を形成した状態を示す断面図である。
【図５】図２の基板上に第１及び第２の半導体層を形成した状態を示す断面図である。
【図６】実施例１の完成したＨＥＭＴを示す断面図である。
【図７】実施例２の完成したＨＥＭＴを示す断面図である。
【図８】実施例３のＨＥＭＴを形成するためにマスクを伴った基板上に第１の半導体層の
一部を形成した状態を示す面面図である。
【図９】実施例３のＨＥＭＴを形成するためにマスクを伴った基板上に第１の半導体層の
全部を形成した状態を示す面面図である。
【図１０】実施例３の完成したＨＥＭＴを示す断面図である。
【図１１】実施例４の完成したＨＥＭＴを示す断面図である。
【図１２】実施例５の完成したＨＥＭＴを示す断面図である。
【図１３】実施例６の完成したＨＥＭＴを示す断面図である。
【図１４】実施例７のＨＥＭＴを形成するためのマスクを伴った基板を示す断面図である
。
【図１５】実施例８の完成したＨＥＭＴを示す平面図である。
【図１６】実施例９のＨＥＭＴのための基板及びマスクを伴った第１の半導体層を図４と
同様に示す断面図である。
【図１７】実施例１０の完成したＨＥＭＴを示す断面図である。
【符号の説明】
【００４８】
１，１ａ、１ｂ　基板
９　マスク
１０，１０ａ　第１の半導体層（電子走行層）
１８，１８ａ　第２の半導体層（電子供給層）
１１，１１ａ、１９，１９ａ　溝（凹部）
２６　ソース電極
２７　ドレイン電極
２８　ゲート電極
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