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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　半導体層上に設けられた、Ｎｉ含有層を持つゲート電極と、
　前記ゲート電極の上面と側面とを被覆し、融点が１６００℃以上の金属又は前記金属の
酸化物若しくは窒化物である被覆層と、
　前記ゲート電極及び前記被覆層を覆うように設けられ、前記ゲート電極の段差の形状を
反映した段差を有する絶縁膜と、
　前記絶縁膜の段差を覆う位置に設けられた金属層と、を備えることを特徴とする半導体
装置。
【請求項２】
　半導体層上に設けられた、Ｎｉ含有層を持つゲート電極と、
　前記ゲート電極を覆うように設けられ、前記ゲート電極の段差の形状を反映した段差を
有する絶縁膜と、
　前記ゲート電極における前記Ｎｉ含有層と前記絶縁膜との間に設けられ、融点が１６０
０℃以上の金属又は前記金属の酸化物若しくは窒化物である被覆層と、
　前記絶縁膜の段差を覆う位置に設けられた金属層と、を備え、
　前記絶縁膜は、前記被覆層の上面及び側面に接するように形成されてなることを特徴と
する半導体装置。
【請求項３】
　前記融点が１６００℃以上の金属は、Ｔｉ、Ｃｒ、Ｍｏ、Ｔａ、Ｗ、およびＨｆのいず
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れかであることを特徴とする請求項１または２記載の半導体装置。
【請求項４】
　前記被覆層の厚さは、１０ｎｍ以上且つ１００ｎｍ以下であることを特徴とする請求項
１から３のいずれか一項記載の半導体装置。
【請求項５】
　半導体層上に、内壁が逆テーパ形状の開口を有するレジスト層を形成する工程と、
　前記レジスト層上および前記開口内の前記半導体層上に、Ｎｉ含有層を持つゲート電極
の材料層を被着する工程と、
　スパッタ法により、前記レジスト層上および前記ゲート電極における前記Ｎｉ含有層の
露出面を覆って、融点が１６００℃以上の金属又は前記金属の酸化物若しくは窒化物であ
る被覆層を被着する工程と、
　前記レジスト層を除去することで、前記レジスト層上の前記材料層および前記被覆層を
除去する工程と、
　前記被覆層上に、前記ゲート電極の段差の形状を反映した段差を有する絶縁膜を形成す
る工程と、
　前記絶縁膜の段差を覆う位置に金属層を形成する工程と、を有することを特徴とする半
導体装置の製造方法。
【請求項６】
　前記融点が１６００℃以上の金属は、Ｔｉ、Ｃｒ、Ｍｏ、Ｔａ、Ｗ、およびＨｆのいず
れかであることを特徴とする請求項５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、半導体装置及びその製造方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　窒化物半導体を用いた半導体装置は、高周波且つ高出力で動作するパワー素子等に用い
られている。特に、マイクロ波、準ミリ波、及びミリ波等の高周波帯域での増幅に適した
半導体装置として、例えば高電子移動度トランジスタ（ＨＥＭＴ：High Electron Mobili
ty Transistor）等のＦＥＴ（Field Effect Transistor）が知られている。
【０００３】
　また、窒化物半導体を用いた半導体装置では、窒化物半導体層上に、保護膜として窒化
シリコン膜を設けることがなされている。窒化シリコン膜を保護膜として用いることで、
ドレイン電流のコラプス現象を低減することができる。例えば特許文献１では、窒化物半
導体層と窒化シリコン膜との密着性を向上させるために、組成を限定した窒化シリコン膜
を用いることを開示している。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２００６－２６１２５２号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　窒化物半導体を用いたＦＥＴの一例として、窒化物半導体層上に設けられたゲート電極
を覆うように絶縁膜が設けられる。絶縁膜上には、例えばフィールドプレート等の金属層
が設けられる。このようなＦＥＴを通電させると、ゲート電極に含まれるＮｉが、絶縁膜
内を金属層に向かって拡散し、その結果、ゲート電極と金属層とが短絡して故障すること
がある。
【０００６】
　本発明は、上記課題に鑑みなされたものであり、通電不良を抑制することが可能な半導
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体装置及びその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】
【０００７】
　本発明は、半導体層上に設けられた、Ｎｉ含有層を持つゲート電極と、前記ゲート電極
を覆うように設けられ、前記ゲート電極の段差の形状を反映した段差を有する絶縁膜と、
前記ゲート電極における前記Ｎｉ含有層と前記絶縁膜との間に設けられ、融点が１６００
℃以上の金属又は前記金属の酸化物若しくは窒化物である被覆層と、前記絶縁膜の段差を
覆う位置に設けられた金属層と、を備えることを特徴とする半導体装置である。本発明に
よれば、半導体装置の通電不良を抑制することができる。
【０００８】
　上記構成において、前記融点が１６００℃以上の金属は、Ｔｉ、Ｃｒ、Ｍｏ、Ｔａ、Ｗ
、およびＨｆのいずれかである構成とすることができる。
【０００９】
　上記構成において、前記金属層は、前記ゲート電極に沿って設けられてなるフィールド
プレートあるいは前記ゲート電極を覆って設けられてなるソースウォールである構成とす
ることができる。
【００１０】
　上記構成において、前記被覆層の厚さは、１０ｎｍ以上且つ１００ｎｍ以下である構成
とすることができる。
【００１１】
　上記構成において、前記絶縁膜は、前記被覆層の上面及び側面に接するように形成され
てなる構成とすることができる。
【００１２】
　本発明は、半導体層上に、内壁が逆テーパ形状の開口を有するレジスト層を形成する工
程と、前記レジスト層上および前記開口内の前記半導体層上に、Ｎｉ含有層を持つゲート
電極の材料層を被着する工程と、スパッタ法により、前記レジスト層上および前記ゲート
電極における前記Ｎｉ含有層の露出面を覆って、融点が１６００℃以上の金属又は前記金
属の酸化物若しくは窒化物である被覆層を被着する工程と、前記レジスト層を除去するこ
とで、前記レジスト層上の前記材料層および前記被覆層を除去する工程と、前記被覆層上
に、前記ゲート電極の段差の形状を反映した段差を有する絶縁膜を形成する工程と、前記
絶縁膜の段差を覆う位置に金属層を形成する工程と、を有することを特徴とする半導体装
置の製造方法である。本発明によれば、半導体装置の通電不良を抑制することができる。
【００１３】
　上記構成において、前記融点が１６００℃以上の金属は、Ｔｉ、Ｃｒ、Ｍｏ、Ｔａ、Ｗ
、およびＨｆのいずれかである構成とすることができる。
【００１４】
　上記構成において、前記金属層は、前記ゲート電極に沿って設けられてなるフィールド
プレートあるいは前記ゲート電極を覆って設けられてなるソースウォールである構成とす
ることができる。
【００１５】
　上記構成において、前記レジスト層の開口は、前記ゲート電極および前記ゲート電極に
接続される電極パッドのパターンを備え、前記被覆層は導電性である構成とすることがで
きる。
【発明の効果】
【００１６】
　本発明によれば、半導体装置の通電不良を抑制することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１７】
【図１】図１は、比較例１に係る半導体装置の断面図の例である。
【図２】図２は、実施例１に係る半導体装置の断面図の例である。
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【図３】図３（ａ）から図３（ｃ）は、実施例１に係る半導体装置の製造方法を示す断面
図（その１）の例である。
【図４】図４（ａ）から図４（ｃ）は、実施例１に係る半導体装置の製造方法を示す断面
図（その２）の例である。
【図５】図５（ａ）は、実施例１の変形例１に係る半導体装置の断面図の例であり、図５
（ｂ）は、実施例１の変形例２に係る半導体装置の断面図の例である。
【発明を実施するための形態】
【００１８】
　まず、窒化物半導体を用いたＦＥＴの場合を例に、比較例１について説明する。図１は
、比較例１に係る半導体装置の断面図の例である。図１のように、ＳｉＣ基板である基板
１０上に、窒化物半導体層１２として、ＧａＮ層であるチャネル層１４とＡｌＧａＮ層で
ある電子供給層１６とがこの順に設けられている。なお、基板１０とチャネル層１４との
間に、ＡｌＮ層であるバリア層が設けられていてもよい。また、電子供給層１６上に、Ｇ
ａＮ層であるキャップ層が設けられていてもよい。
【００１９】
　窒化物半導体層１２上に、例えば窒化シリコン膜である第１絶縁膜１８が設けられてい
る。第１絶縁膜１８には開口が形成されている。この開口に埋め込まれるように、窒化物
半導体層１２上に、ゲート電極２０が設けられている。ゲート電極２０は、窒化物半導体
層１２側からＮｉ膜２２とＡｕ膜２４とがこの順に積層された金属膜である。つまり、ゲ
ート電極２０は、Ｎｉ含有層を有している。ゲート電極２０は、Ｔ字形状をしたＴ型ゲー
ト電極であり、窒化物半導体層１２にショットキー接合している。
【００２０】
　窒化物半導体層１２上に、ゲート電極２０を挟むように、ソース電極２６とドレイン電
極２８とが設けられている。ソース電極２６及びドレイン電極２８は、例えば窒化物半導
体層１２側からＴｉ膜とＡｌ膜とがこの順に積層された金属膜であり、窒化物半導体層１
２にオーミック接合している。
【００２１】
　第１絶縁膜１８上に、ゲート電極２０を覆うように、例えば窒化シリコン膜である第２
絶縁膜３０が設けられている。第２絶縁膜３０は、ゲート電極２０の段差の形状を反映し
た段差を有する。第１絶縁膜１８と第２絶縁膜３０とは、窒化物半導体層１２を保護する
機能を有する。第２絶縁膜３０は、ゲート電極２０の上面及び側面に接するように設けら
れている。ソース電極２６上及びドレイン電極２８上には、第２絶縁膜３０と第１絶縁膜
１８とを貫通して、ソース配線３２及びドレイン配線３４が設けられている。ソース配線
３２は、例えばソース電極２６の上面に接して設けられている。ドレイン配線３４は、例
えばドレイン電極２８の上面に接して設けられている。ソース配線３２及びドレイン配線
３４は、例えばＡｕめっき層等の金属層である。
【００２２】
　第２絶縁膜３０上に、ＦＥＴの活性領域外でソース配線３２に接続されることで、ソー
ス電極２６に電気的に接続されたフィールドプレート３６が設けられている。フィールド
プレート３６は、ゲート電極２０とドレイン電極２８との間の第２絶縁膜３０の段差を覆
う位置に設けられ、ゲート電極２０に沿ってゲート電極２０上まで延在している。フィー
ルドプレート３６は、例えばＡｕめっき層等の金属層である。
【００２３】
　比較例１のＦＥＴに対して高温通電試験を行った。高温通電試験は、ドレイン・ソース
電流が所定の大きさになるようにゲート電極２０に印加する負の電圧を制御して行った。
高温通電試験後のＦＥＴにおいて、ゲート電極２０に含まれるＮｉが、接地電位となるソ
ース電極２６と同電位のフィールドプレート３６に向かって拡散する現象が起こった。こ
れは、ゲート電極２０に含まれるＮｉが、ゲート電極２０に吸着した水分等の酸素と反応
してイオン化したＮｉ酸化物となり、高温通電試験の熱と電界によって、このイオン化し
たＮｉ酸化物がフィールドプレート３６に向かって拡散したものと考えられる。図１にお
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いて、Ｎｉが拡散した領域を符号３８で示す。
【００２４】
　このように、ゲート電極２０に含まれるＮｉが第２絶縁膜３０内をフィールドプレート
３６に向かって拡散することで、ゲート電極２０とフィールドプレート３６とが短絡し、
半導体装置が壊れてしまうことがある。そこで、このような通電不良を抑制することが可
能な実施例について以下に説明する。
【実施例１】
【００２５】
　図２は、実施例１に係る半導体装置の断面図の例である。図２のように、比較例１の図
１と比べて、被覆層４０が設けられている点で異なる。その他の構成は図１と同じである
ため、被覆層４０に関して以下に説明し、その他の構成については説明を省略する。
【００２６】
　被覆層４０は、Ａｕ膜２４の上面及び側面並びにＮｉ膜２２の側面を覆って設けられて
いる。被覆層４０は、導電性金属で形成されていて、融点が１６００℃以上の金属（以下
において高融点金属と称す）で形成されている。１６００℃以上の融点を持つ金属は、Ｎ
ｉの拡散を効果的に抑制することができる。高融点金属の一例として、Ｔｉ、Ｃｒ、Ｍｏ
、Ｔａ、Ｗ、及びＨｆのいずれかが挙げられる。被覆層４０は、これら高融点金属の単層
の場合でもよいし、積層の場合でもよい。したがって、被覆層４０として、Ｔｉ膜、Ｃｒ
膜、Ｍｏ膜、Ｔａ膜、Ｗ膜、及びＨｆ膜のうちの少なくとも１つを含むことができる。
【００２７】
　また、被覆層４０は、高融点金属の酸化物又は窒化物を用いることもでき、これら高融
点金属の酸化物又は窒化物の単層の場合でも、積層の場合でもよい。したがって、被覆層
４０は、酸化Ｔｉ膜、酸化Ｃｒ膜、酸化Ｍｏ膜、酸化Ｔａ膜、酸化Ｗ膜、酸化Ｈｆ膜、窒
化Ｔｉ膜、窒化Ｃｒ膜、窒化Ｍｏ膜、窒化Ｔａ膜、窒化Ｗ膜、及び窒化Ｈｆ膜のうちの少
なくとも１つを含むこともできる。高融点金属の酸化物又は窒化物は、高融点金属に比べ
てより緻密性が得られる。これにより、ゲート電極２０に含まれるＮｉの拡散を更に効果
的に抑制できる。
【００２８】
　第２絶縁膜３０は、被覆層４０を覆うように設けられており、例えば被覆層４０の上面
及び側面に接して設けられている。このように、被覆層４０の存在により、第２絶縁膜３
０は、Ｎｉ膜２２及びＡｕ膜２４に接することなく設けられている。言い換えると、被覆
層４０は、Ｎｉ膜２２及びＡｕ膜２４と第２絶縁膜３０とが接しないよう、Ｎｉ膜２２と
Ａｕ膜２４とを露出させることなく覆うように設けられている。
【００２９】
　次に、実施例１に係る半導体装置の製造方法について説明する。図３（ａ）から図４（
ｃ）は、実施例１に係る半導体装置の製造方法を示す断面図の例である。図３（ａ）のよ
うに、基板１０上に、窒化物半導体層１２として、ＧａＮ層であるチャネル層１４とＡｌ
ＧａＮ層である電子供給層１６とをこの順に形成する。チャネル層１４及び電子供給層１
６の形成は、ＭＯＣＶＤ法（有機金属気相成長法）を用いることができる。窒化物半導体
層１２上に、真空蒸着法及びリフトオフ法を用いて、窒化物半導体層１２側からＴｉ膜と
Ａｌ膜とがこの順に積層された金属膜を形成する。その後、例えば５００℃から８００℃
の温度で金属膜にアニールを行い、窒化物半導体層１２にオーミック接合するオーミック
電極であるソース電極２６とドレイン電極２８とを形成する。
【００３０】
　図３（ｂ）のように、ソース電極２６とドレイン電極２８とを覆うように窒化物半導体
層１２上に、プラズマＣＶＤ法（プラズマ化学気相成長法）を用いて、例えば窒化シリコ
ン膜である第１絶縁膜１８を形成する。ソース電極２６とドレイン電極２８との間であっ
て、ゲート電極を形成すべき領域の第１絶縁膜１８を除去して開口４２を形成する。開口
４２の底面は、電子供給層１６が露出している。第１絶縁膜１８上にフォトレジストであ
るレジスト層４４を塗布する。レジスト層４４に露光・現像を行い、第１絶縁膜１８の開
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口４２に対応する位置に逆テーパ形状からなる開口４６を形成する。
【００３１】
　図３（ｃ）のように、レジスト層４４上及びレジスト層４４の開口４６内の電子供給層
１６上に、真空蒸着法を用いて、Ｎｉ膜２２とＡｕ膜２４とをこの順に成膜する。Ｎｉ膜
２２の膜厚は、例えば１００ｎｍである。Ａｕ膜２４の膜厚は、例えば４００ｎｍである
。これにより、第１絶縁膜１８の開口４２に、窒化物半導体層１２側からＮｉ膜２２とＡ
ｕ膜２４とがこの順に積層された金属膜が形成される。これらＮｉ膜２２とＡｕ膜２４と
は、Ｎｉ含有層を持つゲート電極の材料層である。
【００３２】
　図４（ａ）のように、スパッタ法により、レジスト層４４上およびレジスト層４４の開
口４６内に形成されたＮｉ膜２２とＡｕ膜２４との露出面２５を覆って、被覆層４０を形
成する。即ち、図３（ｃ）におけるＮｉ膜２２とＡｕ膜２４それぞれの露出面２５が被覆
層４０で覆われるようにする。被覆層４０は、Ｎｉ膜２２とＡｕ膜２４とが露出すること
なく完全に覆うように形成される。ここで、工程簡略化のために、Ｎｉ膜２２とＡｕ膜２
４とを形成する際に用いたレジスト層４４を用いて被覆層４０を形成する場合、レジスト
層４４の影になる部分への被覆層４０の回り込みを考慮する必要がある。このことから、
被覆層４０については、Ｎｉ膜２２とＡｕ膜２４との形成に用いた真空蒸着法をそのまま
用いるのではなく、スパッタ法を用いて形成することが有効である。スパッタ法を用いる
ことで、真空蒸着法を用いた場合に比べて、被覆層４０の回り込みが大きいためである。
【００３３】
　なお、被覆層４０は、Ｎｉ膜２２とＡｕ膜２４とを形成した後、レジスト層４４を除去
し、スパッタ法により被覆層４０を窒化物半導体層１２上に全面に形成した後、新規のレ
ジスト層を用いてゲート電極以外の領域の被覆層４０を除去することで形成することもで
きる。この場合は、真空蒸着法を用いて被覆層４０を形成することもできる。
【００３４】
　また、Ｎｉ膜２２とＡｕ膜２４と被覆層４０とを全てスパッタ法で形成することもでき
る。ただし、この場合は、Ｎｉ膜２２とＡｕ膜２４と被覆層４０とが、レジスト層４４の
開口４６の内壁にも成膜されやすいため、Ｎｉ膜２２、Ａｕ膜２４、被覆層４０の厚みの
適正化が求められる。レジスト層４４の開口４６の内壁にこれら材料が厚く成膜されると
、後のレジスト層４４の除去が難しくなるためである。
【００３５】
　次に、被覆層４０の形成について詳しく説明する。被覆層４０が高融点金属からなる場
合、低い成膜レートで高融点金属をスパッタする。成膜レートは、５０ｎｍ／ｍｉｎ以下
の場合が好ましく、２０ｎｍ／ｍｉｎ以下の場合がより好ましい。これにより、大きな運
動エネルギーを有する高融点金属粒子がＡｕ膜２４の上面に付着した後、Ａｕ膜２４の上
面からＡｕ膜２４の側面及びＮｉ膜２２の側面まで回り込む時間を稼ぐことができる。よ
って、Ｎｉ膜２２とＡｕ膜２４とを露出させることなく被覆層４０で覆うことができる。
高融点金属のスパッタ条件として、例えば以下の条件が挙げられる。Ａｒガスを４０～６
０ｓｃｃｍ流し、１０～７５ｍＴｏｒｒのガス圧の下、高融点金属がＴｉの場合はＤＣ電
力を３００～７００Ｗとし、Ｃｒの場合は３００～９００Ｗとし、Ｍｏ、Ｈｆの場合は３
００～１０００Ｗとし、Ｔａ、Ｗの場合は５００～１２００Ｗとすることができる。
【００３６】
　被覆層４０が高融点金属の酸化物又は窒化物からなる場合は、次の２つの方法のいずれ
かを用いることができる。１つ目の方法は、反応性スパッタ法を用いて、低い成膜レート
で高融点金属の酸化物又は窒化物からなる被覆層４０を形成する方法である。この場合で
も、スパッタの成膜レートを低くすることで、Ｎｉ膜２２とＡｕ膜２４とを露出させるこ
となく被覆層４０で覆うことができる。反応性スパッタ法を用いた場合のスパッタ条件と
して、例えば以下の条件が挙げられる。例えば酸化Ｔｉの場合は、成膜時のガス流量比は
Ｏ２：Ａｒ＝５～１５ｓｃｃｍ：３５～４５ｓｃｃｍで、圧力は１０～７５ｍＴｏｒｒで
、パワーは３００～７００Ｗとなる。また、例えば窒化Ｔｉの場合は、成膜時のガス流量
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比はＮ２：Ａｒ＝１０～３０ｓｃｃｍ：３０～５０ｓｃｃｍで、圧力は１０～７５ｍＴｏ
ｒｒで、パワーは３００～７００Ｗとなる。
【００３７】
　２つ目の方法は、低い成膜レートで高融点金属をスパッタした後、高融点金属に酸素プ
ラズマ処理又は窒素プラズマ処理をすることで、高融点金属の酸化物又は窒化物からなる
被覆層４０を形成する方法である。酸素プラズマ処理及び窒素プラズマ処理は、高融点金
属を形成したスパッタ装置から取り出さずに大気に晒すことなく処理してもよいし、取り
出して大気に晒した後に別の装置で処理してもよい。別の装置で処理する場合は、レジス
ト層４４をリフトオフ法で除去してから処理してもよいし、除去する前に処理してもよい
。酸素プラズマ処理及び窒素プラズマ処理の条件として、例えば以下の条件が挙げられる
。酸素プラズマ処理及び窒素プラズマ処理は、共に、プラズマ処理時の圧力は１．０Ｔｏ
ｒｒで、パワーは２００Ｗで、処理時間は５分とすることができる。
【００３８】
　図４（ｂ）のように、リフトオフ法によりレジスト層４４を除去する。これにより、レ
ジスト層４４上に形成されたＮｉ膜２２、Ａｕ膜２４、及び被覆層４０が取り除かれ、窒
化物半導体層１２上にＮｉ膜２２とＡｕ膜２４とを含むゲート電極２０が形成される。
【００３９】
　図４（ｃ）のように、被覆層４０を覆うように、プラズマＣＶＤ法を用いて、例えば窒
化シリコン膜である第２絶縁膜３０を形成する。第２絶縁膜３０は、ゲート電極２０の段
差を反映した段差を有する。第２絶縁膜３０は、例えば被覆層４０の上面及び側面に接す
るように形成される。ソース電極２６上及びドレイン電極２８上の第２絶縁膜３０と第１
絶縁膜１８とを除去して開口を形成する。開口内及び第２絶縁膜３０上に、めっき法を用
いて、金属層を形成する。金属層は、ソース電極２６の上面に接するソース配線３２、ド
レイン電極２８の上面に接するドレイン配線３４、及び第２絶縁膜３０の段差を覆う位置
に設けられたフィールドプレート３６を含む。
【００４０】
　実施例１のＦＥＴは、図２のように、ゲート電極２０に含まれるＮｉ膜２２（Ｎｉ含有
層）と第２絶縁膜３０との間に被覆層４０が設けられている。実施例１のＦＥＴを通電さ
せた場合、ゲート電極２０に含まれるＮｉは、Ｎｉ膜２２から第２絶縁膜３０に向かって
拡散し易い。このため、Ｎｉ膜２２と第２絶縁膜３０との間に被覆層４０を設けることで
、ゲート電極２０に含まれるＮｉが、第２絶縁膜３０に拡散することを抑制できる。した
がって、実施例１によれば、ＦＥＴの通電不良を抑制することができる。
【００４１】
　ゲート電極２０に含まれるＮｉの拡散を抑制する観点から、被覆層４０は、Ｎｉ膜２２
を露出させることなく完全に覆うように、Ｎｉ膜２２と第２絶縁膜３０との間に設けられ
ていることが好ましい。また、被覆層４０は、Ｎｉ膜２２とＡｕ膜２４とを露出させるこ
となく完全に覆うように設けられ、被覆層４０によって、Ｎｉ膜２２及びＡｕ膜２４と第
２絶縁膜３０とが接しない場合がより好ましい。
【００４２】
　実施例１のＦＥＴは、以下の製造工程を有して製造される。即ち、窒化物半導体層１２
上に、内壁が逆テーパ形状の開口４６を有するレジスト層４４を形成し（図３（ｂ））、
レジスト層４４上およびレジスト層４４の開口４６内の窒化物半導体層１２上にＮｉ含有
層を持つゲート電極の材料層（Ｎｉ膜２２とＡｕ膜２４）を被着する（図３（ｃ））。そ
の後、スパッタ法により、レジスト層４４上およびゲート電極におけるＮｉ含有層（Ｎｉ
膜２２）の露出面を覆って、被覆層４０を被着した後（図４（ａ））、レジスト層４４を
除去することで、レジスト層４４上のＮｉ膜２２、Ａｕ膜２４、被覆層４０を除去する（
図４（ｂ））。そして、被覆層４０上に、ゲート電極２０の段差の形状を反映した段差を
有する第２絶縁膜３０を形成し、第２絶縁膜３０の段差を覆う位置にフィールドプレート
３６を形成する（図４（ｃ））。
【００４３】
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　図２で説明したように、第２絶縁膜３０は、被覆層４０の上面及び側面に接して形成さ
れることが好ましい。比較例１の図１のように、第２絶縁膜３０が、ゲート電極２０の上
面及び側面に接して形成される場合、Ａｕ膜２４と第２絶縁膜３０との密着性の悪さから
膜剥がれが生じる恐れがある。しかしながら、第２絶縁膜３０が被覆層４０の上面及び側
面に接して形成される場合、被覆層４０はＴｉやＣｒ等の高融点金属又は高融点金属の酸
化物若しくは窒化物であることから、被覆層４０と第２絶縁膜３０との密着性を向上させ
ることができる。よって、膜剥がれを抑制することができる。
【００４４】
　被覆層４０の厚さは、薄い場合には、ゲート電極２０に含まれるＮｉの拡散を抑制する
効果が弱まることから、１０ｎｍ以上であることが望ましい。一方、厚い場合には、ゲー
ト電極２０に接続する貫通電極を形成するために第２絶縁膜３０にバイアホールを形成す
る際の加工性が悪くなることから、１００ｎｍ以下であることが望ましい。したがって、
被覆層４０の厚さは、１０ｎｍ以上且つ１００ｎｍ以下であることが好ましく、２０ｎｍ
以上且つ９０ｎｍ以下であることがより好ましく、３０ｎｍ以上且つ８０ｎｍ以下である
ことがさらに好ましい。
【００４５】
　図４（ａ）及び図４（ｂ）のように、ゲート電極２０と被覆層４０の形状（パターン）
は、レジスト層４４の開口４６の形状によって決定される。このレジスト層４４の開口４
６の形状は、ゲート電極２０の形状だけでなく、ゲート電極２０の延長上に接続される電
極パッド（不図示）の形状を備えていてもよい。即ち、レジスト層４４の開口４６は、ゲ
ート電極２０及びゲート電極２０に接続される電極パッドの形状（パターン）を備えてい
る場合でもよい。この場合、レジスト層４４の開口４６内には、ゲート電極２０と被覆層
４０だけでなく、電極パッドと電極パッドを覆う被覆層４０とが形成される。この際、被
覆層４０は、導電性を持った材料で構成されることが好ましい。被覆層４０が導電性を持
つことにより、被覆層４０が電極パッドの一部を構成しても、電極パッドの導電性を損な
うことを抑制できるためである。
【００４６】
　図２のように、フィールドプレート３６は、第２絶縁膜３０の段差を覆う位置に設けら
れ、ゲート電極２０に沿ってゲート電極２０上まで延在している場合を例に説明した。し
かしながら、図５（ａ）の実施例１の変形例１に係るＦＥＴのように、フィールドプレー
ト３６ａが、ゲート電極２０とドレイン電極２８との間に位置し、ゲート電極２０上まで
延在していない場合でもよい。なお、フィールドプレート３６ａも、フィールドプレート
３６と同様に、例えばＡｕめっき等の金属層からなり、ＦＥＴの活性領域外でソース配線
３２に接続されている。
【００４７】
　また、フィールドプレート３６の代わりに、図５（ｂ）の実施例１の変形例２に係るＦ
ＥＴのように、ソースウォール３７が設けられている場合でもよい。ソースウォール３７
は、例えばＡｕめっき層等の金属層からなり、ソース配線３２に接続され、第２絶縁膜３
０上でゲート電極２０を覆うように、ソース配線３２から第２絶縁膜３０の段差を覆う位
置に延在して設けられている。
【００４８】
　第２絶縁膜３０上に形成される金属層であるフィールドプレート３６、３６ａ及びソー
スウォール３７は、ソース電極２６に電気的に接続されている場合に限らず、ソース電極
２６に電気的に接続されていない場合でもよい。フィールドプレート３６、３６ａ及びソ
ースウォール３７は、浮き導体の場合でもよい。しかしながら、フィールドプレート３６
、３６ａ及びソースウォール３７がソース電極２６に電気的に接続されている場合は、比
較例１で説明したように、ゲート電極２０のＮｉがフィールドプレート３６、３６ａ及び
ソースウォール３７に向かって拡散され易い。したがって、フィールドプレート３６、３
６ａ及びソースウォール３７がソース電極２６に電気的に接続されている場合に、被覆層
４０を設けることは有効である。
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　基板１０は、ＳｉＣ基板の他にも、例えばＳｉ基板、サファイア基板、又はＧａＮ基板
を用いることができる。基板１０上に形成される窒化物半導体層としては、ＧａＮ層、Ｉ
ｎＮ層、ＡｌＮ層、ＩｎＧａＮ層、ＡｌＧａＮ層、ＩｎＡｌＮ層、及びＩｎＡｌＧａＮ層
のうちの少なくとも１つを含む単層又は積層を用いることができる。また、基板１０上に
窒化物半導体層以外の半導体層、例えばＧａＡｓ系半導体層が設けられている場合でもよ
い。ＧａＡｓ系半導体層として、ＧａＡｓ層、ＡｌＧａＡｓ層、ＩｎＧａＡｓ層等が挙げ
られる。第１絶縁膜１８及び第２絶縁膜３０は、窒化シリコン膜以外の絶縁膜を用いても
よい。ゲート電極２０は、Ｎｉ膜２２とＡｕ膜２４との間に、例えばＴｉ膜やＭｏ膜等の
バリアメタル膜が設けられている場合でもよい。
【００５０】
　以上、本発明の実施例について詳述したが、本発明はかかる特定の実施例に限定される
ものではなく、特許請求の範囲に記載された本発明の要旨の範囲内において、種々の変形
・変更が可能である。
【符号の説明】
【００５１】
　１０　基板
　１２　窒化物半導体層
　１４　チャネル層
　１６　電子供給層
　１８　第１絶縁膜
　２０　ゲート電極
　２２　Ｎｉ膜
　２４　Ａｕ膜
　２５　露出面
　２６　ソース電極
　２８　ドレイン電極
　３０　第２絶縁膜
　３２　ソース配線
　３４　ドレイン配線
　３６、３６ａ　フィールドプレート
　３７　ソースウォール
　３８　Ｎｉが拡散した領域
　４０　被覆層
　４２　開口
　４４　レジスト層
　４６　開口
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