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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　互いに対向する一方及び他方の主面を有する半導体領域と、
　前記半導体領域の前記一方の主面上に形成されたソース電極及びドレイン電極と、
　前記半導体領域の前記一方の主面における前記ソース電極と前記ドレイン電極との間に
配置された第１の絶縁膜と、
　前記第１の絶縁膜の上に配置され且つ前記ソース電極と前記ドレイン電極との間をノー
マリオフにするためのキャリアを有しているキャリア蓄積層と、
　前記キャリア蓄積層の上に配置された第２の絶縁膜と、
　前記ソース電極と前記ドレイン電極との間を流れる電流を制御するために前記第２の絶
縁膜の上に配置されたゲート電極と
を備え、前記半導体領域は、第１の半導体層と、２次元キャリアガス層を生成するために
前記第１の半導体層と異なるバンドギャップを有する半導体材料から成り且つ前記第１の
半導体層に隣接配置されている第２の半導体層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２】
前記半導体領域は化合物半導体から成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。
【請求項３】
　前記第１の絶縁膜は、前記半導体領域にホットキャリアを生じさせることが可能な電位
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を前記ゲート電極に与えた時に前記半導体領域から飛び出したホットキャリアがトンネル
効果に基づいて通過することが可能な厚みを有していることを特徴とする請求項１又は２
記載の電界効果半導体装置。
【請求項４】
　更に、前記半導体領域の一方の主面における前記キャリア蓄積層と前記ドレイン電極と
の間の部分に配置されたフィールドプレート用絶縁膜と、前記フィールドプレート用絶縁
膜の上に配置され且つ前記ゲート電極に接続されたフィールドプレート用導電体層とを有
することを特徴とする請求項１乃至３のいずれか１つに記載の電界効果半導体装置。
【請求項５】
　互いに対向する一方及び他方の主面を有する半導体領域と、前記半導体領域の前記一方
の主面上に形成されたソース電極及びドレイン電極と、前記半導体領域の前記一方の主面
における前記ソース電極と前記ドレイン電極との間に配置された第１の絶縁膜と、前記第
１の絶縁膜の上に配置され且つ前記ソース電極と前記ドレイン電極との間をノーマリオフ
にするためのキャリアを蓄積することができる材料で形成されているキャリア蓄積層と、
前記キャリア蓄積層の上に配置された第２の絶縁膜と、前記ソース電極と前記ドレイン電
極との間を流れる電流を制御するために前記第２の絶縁膜の上に配置されたゲート電極と
を備え、前記半導体領域は、第１の半導体層と、２次元キャリアガス層を生成するために
前記第１の半導体層と異なるバンドギャップを有する半導体材料から成り且つ前記第１の
半導体層に隣接配置されている第２の半導体層とを備えている電界効果半導体装置を形成
する工程と、
前記ドレイン電極と前記ソース電極との間に所定の振幅値を有する電圧を印加すると同時
に、通常のオン動作時に前記ソース電極と前記ゲート電極との間に印加されるゲート・ソ
ース間電圧よりも高い振幅値を有するゲート・ソース間電圧を印加して前記キャリア蓄積
層にキャリアを蓄積させる工程と
を有する電界効果半導体装置の製造方法。
【請求項６】
　更に、前記電界効果半導体装置のしきい値電圧を測定する工程と、
　測定されたしきい値電圧が基準値か否かを判定する工程と、
もし、しきい値電圧が前記基準値よりも低いことを示す判定結果が得られた時には、通常
のオン動作時に前記ソース電極と前記ゲート電極との間に印加されるゲート・ソース間電
圧よりも高い振幅値を有するゲート・ソース間電圧を前記ソース電極と前記ゲート電極と
の間に印加して前記キャリア蓄積層におけるキャリアの蓄積量を増大させ、もし、しきい
値電圧が前記基準値よりも高いことを示す判定結果が得られた時には、通常のオン動作時
に前記ソース電極と前記ゲート電極との間に印加されるゲート・ソース間電圧と逆の極性
を有するゲート・ソース間電圧を前記ソース電極と前記ゲート電極との間に印加して前記
キャリア蓄積層におけるキャリアの蓄積量を減少させる工程と
を有していることを特徴とする請求項５記載の電界効果半導体装置の製造方法。
【請求項７】
　前記キャリア蓄積工程において前記キャリア蓄積層にキャリアを蓄積させる時に、前記
ソース電極と前記ゲート電極との間にパルス電圧を印加することを特徴とする請求項５又
は６記載の電界効果半導体装置の製造方法。
【請求項８】
　前記キャリア蓄積工程において前記キャリア蓄積層にキャリアを蓄積させる時に、前記
キャリア蓄積層におけるキャリアの蓄積量を調整するために、前記パルス電圧の振幅値を
調整することを特徴とする請求項７記載の電界効果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、ノーマリオフ（normally－off）状態を得ることが可能な例えばＭＥＳＦＥ
Ｔ、ＨＥＭＴ等の電界効果半導体装置及びその製造方法に関する。
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【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メタル・セミコンダクタ電界効
果トランジスタ即ちＭＥＳＦＥＴ（Metal Semiconductor Filed Effect Transistor）や
高電子移動度トランジスタ即ちHEMT( High Electron Mobility Transistor)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。
【０００３】
　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。
【０００４】
ところで、一般的な構成のＨＥＭＴは、ノーマリオン特性を有する。ノーマリオン特性の
ＨＥＭＴをオフ状態にする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。また、ノーマリオン特性のＨＥＭＴは電源投入時に過
大電流が流れる可能性があるという欠点を有するので、過大電流を抑制するための特別な
回路が必要になる。従って、ノーマリオン特性のＨＥＭＴの使い勝手は良くない。
【０００５】
　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
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、２ＤＥ
Ｇ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にビルトインポテンシャル（built－in pote
ntial）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。
【０００６】
　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。そこで、電子
供給層のゲート電極の下の部分のみを薄くしてノーマリオフ特性を得ることが考えられる
。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、電子供給層の選択的エッチングを容易且つ正確に達成することが困難であっ
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。
【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
にもある。また、ＨＥＭＴに類似しているＭＥＳＦＥＴにおいても同様な問題がある。即
ち、代表的なＭＥＳＦＥＴは、基板と、この上に形成されたバッファ層と、この上に形成
されたｎ型ＧａＮ層と、こ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か
ら成り、ノーマリオン特性を有しているのでＨＥＭＴと同様な問題を有する。
【特許文献１】特開２００５－１５８８８９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、ノーマリオフが可能であり且つ比較的良好
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な電気的特性を有している電界効果半導体装置を得ることが困難なことである。
【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、
互いに対向する一方及び他方の主面を有する半導体領域と、
　前記半導体領域の前記一方の主面上に形成されたソース電極及びドレイン電極と、
　前記半導体領域の前記一方の主面における前記ソース電極と前記ドレイン電極との間に
配置された第１の絶縁膜と、
　前記第１の絶縁膜の上に配置され且つ前記ソース電極と前記ドレイン電極との間をノー
マリオフにするためのキャリアを有しているキャリア蓄積層と、
　前記キャリア蓄積層の上に配置された第２の絶縁膜と、
　前記ソース電極と前記ドレイン電極との間を流れる電流を制御するために前記第２の絶
縁膜の上に配置されたゲート電極と
を備え、前記半導体領域は、第１の半導体層と、２次元キャリアガス層を生成するために
前記第１の半導体層と異なるバンドギャップを有する半導体材料から成り且つ前記第１の
半導体層に隣接配置されている第２の半導体層とを備えていることを特徴とする電界効果
半導体装置に係わるものである。
　
【００１０】
　なお、請求項２に示すように、前記半導体領域は化合物半導体、好ましくは３－５族化
合物半導体又は２－６族化合物半導体（例えばＺｎＯ）から成ることが望ましい。
また、請求項３に示すように、前記第１の絶縁膜は、前記半導体領域にホットキャリアを
生じさせることが可能な電位を前記ゲート電極に与えた時に前記半導体領域から飛び出し
たホットキャリアがトンネル効果に基づいて通過することが可能な厚みを有していること
が望ましい。
また、請求項４に示すように、更に、前記半導体領域の一方の主面における前記キャリア
蓄積層と前記ドレイン電極との間の部分に配置されたフィールドプレート用絶縁膜と、前
記フィールドプレート用絶縁膜の上に配置され且つ前記ゲート電極に接続されたフィール
ドプレート用導電体層とを有することが望ましい。
また、請求項５に示すように、本発明の電界効果半導体装置の製造方法は、互いに対向す
る一方及び他方の主面を有する半導体領域と、前記半導体領域の前記一方の主面上に形成
されたソース電極及びドレイン電極と、前記半導体領域の前記一方の主面における前記ソ
ース電極と前記ドレイン電極との間に配置された第１の絶縁膜と、前記第１の絶縁膜の上
に配置され且つ前記ソース電極と前記ドレイン電極との間をノーマリオフにするためのキ
ャリアを蓄積することができる材料で形成されているキャリア蓄積層と、前記キャリア蓄
積層の上に配置された第２の絶縁膜と、前記ソース電極と前記ドレイン電極との間を流れ
る電流を制御するために前記第２の絶縁膜の上に配置されたゲート電極とを備え、前記半
導体領域は、第１の半導体層と、２次元キャリアガス層を生成するために前記第１の半導
体層と異なるバンドギャップを有する半導体材料から成り且つ前記第１の半導体層に隣接
配置されている第２の半導体層とを備えている電界効果半導体装置を形成する工程と、前
記ドレイン電極と前記ソース電極との間に所定の振幅値を有する電圧を印加すると同時に
、前記ソース電極と前記ゲート電極との間に通常のオン動作時に印加されるゲート・ソー
ス間電圧よりも高い振幅値を有するゲート・ソース間電圧を印加して前記キャリア蓄積層
にキャリアを蓄積させる工程とを有しているが望ましい。
また、請求項６に示すように、更に、前記電界効果半導体装置のしきい値電圧を測定する
工程と、測定されたしきい値電圧が基準値か否かを判定する工程と、もし、しきい値電圧
が前記基準値よりも低いことを示す判定結果が得られた時には、通常のオン動作時に前記
ソース電極と前記ゲート電極との間に印加されるゲート・ソース間電圧よりも高い振幅値
を有するゲート・ソース間電圧を前記ソース電極と前記ゲート電極との間に印加して前記
キャリア蓄積層におけるキャリアの蓄積量を増大させ、もし、しきい値電圧が前記基準値
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よりも高いことを示す判定結果が得られた時には、通常のオン動作時に前記ソース電極と
前記ゲート電極との間に印加されるゲート・ソース間電圧と逆の極性を有するゲート・ソ
ース間電圧を前記ソース電極と前記ゲート電極との間に印加して前記キャリア蓄積層にお
けるキャリアの蓄積量を減少させる工程とを有していることが望ましい。
　また、請求項７に示すように、前記キャリア蓄積工程において前記キャリア蓄積層にキ
ャリアを蓄積させる時に、前記ソース電極と前記ゲート電極との間にパルス電圧を印加す
ることが望ましい。
　また、請求項８に示すように、前記キャリア蓄積工程において前記キャリア蓄積層にキ
ャリアを蓄積させる時に、前記キャリア蓄積層におけるキャリアの蓄積量を調整するため
に、前記パルス電圧の振幅値を調整することが望ましい。
【発明の効果】
【００１１】
　本発明は次の効果を有する。
（１）　本発明に従うキャリア蓄積層は、電界効果作用によって半導体領域の電流通路（
例えば、ＨＥＭＴ型電界効果半導体装置の２ＤＥＧ層又は２次元ホールガス層）を遮断す
るように機能する。即ち、キャリア蓄積層は、ゲート電極に所定のバイアス電圧を印加し
た時と同様に機能し、電流通路を遮断する。この結果、ゲート電極にバイアス電圧を印加
しない状態でドレイン電極とソース電極との間をオフ状態にすること、即ちノーマリオフ
が可能になる。ノーマリオフ特性を有する電界効果半導体装置は、電気回路において使い
勝手が良い。
（２）　半導体領域（例えば電子供給層）を薄くする等の特別な加工を加えることなしに
ノーマリオフ特性を得ることができるので、ノーマリオフにすることに基づいた電気的特
性の低下を抑えることができる。例えば、電流通路がＨＥＭＴ型電界効果半導体装置にお
ける２ＤＥＧ層の場合には、電子供給層（第２の半導体層）が比較的厚くともノーマリオ
フ特性が得られる。電子供給層（第２の半導体層）が比較的厚い場合には、２ＤＥＧ層の
電子濃度が高くなり、ＨＥＭＴ型電界効果半導体装置の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７を参照して説明する。
【実施例１】
【００１３】
図１に示すに従う横方向の電流通路を有するＨＥＭＴ型電界効果半導体装置は、単結晶シ
リコン半導体から成る支持基板１と、この基板１の一方の主面１ａの上にバッファ領域２
を介して配置された第１の半導体層としての電子走行層３及び第２の半導体層としての電
子供給層４とから成る半導体領域５と、半導体領域５の一方の主面６上に形成されたソー
ス電極７及びドレイン電極８と、半導体領域５の一方の主面６上に第１の絶縁膜９を介し
て配置されたキャリア蓄積層１０と、このキャリア蓄積層１０の上に第２の絶縁膜１１を
介して配置されたゲート電極１２と、支持基板１の他方の主面１ｂに形成された背面電極
１３とを備えている。次に、ＨＥＭＴ型電界効果半導体装置の各部を詳しく説明する。
【００１４】
　支持基板１は、半導体領域５をエピタキシャル成長させるための基板としての機能と、
半導体領域５を機械的に支持する機能を有する。本実施例では、コストの低減のために支
持基板１がシリコンで形成されている。
【００１５】
　支持基板１の一方の主面１ａ上のバッファ領域２は、周知のＭＯＣＶＤ法等の気相成長
法で形成されている。図１では、図示を簡略化するためにバッファ領域２が１つの層で示
されているが、実際には複数の層で形成されている。即ち、このバッファ領域２は、Ａｌ
Ｎ（窒化アルミニウム）から成る第１のサブレイヤ－とＧａＮ（窒化ガリウム）から成る
第２のサブレイヤーとが交互に積層された多層構造バッファである。このバッファ領域２
はＨＥＭＴ型電界効果半導体装置の動作に直接に関係していないので、これを省くことも
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できる。また、バッファ領域２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】
　バッファ領域２の上に形成された電子走行層（第１の半導体層）３は、半導体領域５の
一方の主面６に対して平行に延びる電流通路としての２ＤＥＧ層１４（破線で示す）を得
るためのものであって、不純物が添加されていないアンドープＧａＮ（窒化ガリウム）か
ら成り、１～３μｍの厚さを有する。なお、この電子走行層３をＧａＮ以外の３－５族化
合物半導体で形成することもできる。
【００１７】
　電子走行層３の上に形成された電子供給層（第２の半導体層）４は、好ましくは次式で
示される窒化物半導体で形成される。
　ＡｌxＧａ1-XＮ，
　ここで、ｘは０＜ｘ＜１を満足する数値であり、好ましくは０．２～０．４であり、よ
り好ましくは０．３である。
　この実施例１の電子供給層４はアンドープのＡｌＧａＮから成るが、ｎライク特性即ち
ｎ型半導体特性を示す。このアンドープのＡｌＧａＮから成る電子供給層４の代わりにｎ
型（第１導電型）の不純物を添加したＡｌＧａＮから成る電子供給層を設けることもでき
る。
電子供給層４は、電子走行層３よりも薄い２０ｎｍ程度の厚みに形成されているので、半
導体領域５の一方の主面６に対して垂直方向の抵抗は無視できる程小さく、一方の主面６
に平行な方向（横方向）の抵抗は垂直方向よりも大きい。また、この実施例では、電子供
給層４の表面即ち半導体領域５の一方の主面６は特別な加工が施されていない平坦面であ
る。なお、電子供給層４をＡｌＧａＮ以外の３－５族化合物半導体で形成することもでき
る。また、電子供給層４の厚みを例えば５～５０ｎｍの範囲で変更することができる。
【００１８】
　電子供給層４は、この下の電子走行層３よりも大きいバンドギャプを有し且つ異なる格
子定数を有する窒化物半導体から成る。従って、電子供給層４と電子走行層３とのヘテロ
接合面におけるピエゾ分極に基づいて、図１で点線で示す周知の２ＤＥＧ層１４が電子走
行層３内に形成される。なお、図１には、ドレイン電極８とソース電極３との間がオン状
態の時の２ＤＥＧ層１４が示されている。
【００１９】
　ソース電極７及びドレイン電極８は、半導体領域５の一方の主面６上に所定間隔を有し
て配置され、電子供給層４に低抵抗性接触している。このソース電極７及びドレイン電極
４は、例えばチタン（Ｔｉ）とアルミニウム（Ａｌ）との積層体で形成することができる
。
【００２０】
　第１の絶縁膜９は、半導体領域５の一方の主面６を覆うように形成され、キャリア蓄積
層１０に対するキャリア（電子）の蓄積モード時に２ＤＥＧ層１４から飛び出した電子（
ホットエレクトロン）を周知のトンネル効果によって通過させてキャリア蓄積層１０に蓄
積すること、及びキャリア蓄積層１０からのキャリア（電子）の放出モード時にキャリア
蓄積層１０のキャリア（電子）を周知のトンネル効果によって通過させて半導体領域５に
放出することが可能な厚みＴ１（好ましくは１ｎｍ～１０0ｎｍ、より好ましくは８ｎｍ
～１０0ｎｍ）を有する。即ち、後述から明らかなように、第１の絶縁膜９の厚みＴ１は
、キャリア蓄積層１０に対するキャリア（電子）の蓄積又はキャリア蓄積層１０からのキ
ャリア（電子）の放出のためにゲート電極１２とソース電極７との間に第１、第２及び第
３のパルス電圧V1,V2、V3のような所定のパルス電圧を印加し、トンネル効果によってキ
ャリア（電子）を通過させることができる値に設定され、好ましくは第２の絶縁膜１１の
厚みＴ２よりも薄く設定される。
この第１の絶縁膜９は、例えばポリシリコンを酸化したシリコン酸化物から成り、例えば
周知のＣＶＤ法によって形成される。なお、第１の絶縁膜９はキャリア蓄積層１０と半導
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体領域５とを電気的に分離するためのものであるので、図１に示す半導体領域５の一方の
主面６の露出部分の全体に形成する代わりに、キャリア蓄積層１０と半導体領域５との間
に限定的に形成することもできる。
【００２１】
キャリア蓄積層１０は、半導体領域５の一方の主面６上のソース電極７とドレイン電極８
との間において第１の絶縁膜９の上に配置されている。このキャリア蓄積層１０は、ＨＥ
ＭＴのノーマリオフ状態を得るためのキャリア（電子）を蓄積することができる導体から
成り、好ましく導電性を有するポリシリコンで形成される。このキャリア蓄積層１０は外
部回路、ソース電極７、ドレイン電極８及びゲート電極１２に対して電気的に接続されて
いないので、浮遊ゲート電極即ちフローティングゲート電極と呼ぶこともできる。キャリ
ア蓄積層１０に対するキャリアの蓄積動作即ち初期化動作後においては、ソース電極７と
ドレイン電極８との間をノーマリオフにすることができる量のキャリア（電子）がキャリ
ア蓄積層１０に蓄積されている。なお、キャリア蓄積層１０を金属又は結晶性半導体又は
有機半導体等で形成することもできる。
【００２２】
　第２の絶縁膜１１は例えば周知のＣＶＤ法で形成されたシリコン酸化物から成り、キャ
リア蓄積層１０を覆うように形成されている。従って、キャリア蓄積層１０は第１及び第
２の絶縁膜９，１１の中に埋設されている。第２の絶縁膜１１の厚みＴ２は、第１の絶縁
膜９の厚みＴ１よりも厚いことが望ましく、例えば８ｎｍ～２０0ｎｍに設定される。勿
論、第１及び第２の絶縁膜９、１１の厚みは、ゲート電極１２によって半導体領域５を制
御することが可能な範囲に設定される。なお、図１で第２の絶縁膜１１が第１の絶縁膜９
の全部をキャリア蓄積層１０を介して覆うように形成されているが、この代わりにキャリ
ア蓄積層１０のみを覆うように限定的に設けることもできる。
【００２３】
　ゲート電極１２は、キャリア蓄積層１０の上に第２の絶縁膜１１を介して形成された例
えばAlから成る金属層から成る。図１では、キャリア蓄積層１０とゲート電極１２とが同
一の寸法に形成され、完全に対向しているが、この代わりに両者を異なるサイズに形成す
ること、及び互いに対向する部分と対向しない部分とを有するように形成することもでき
る。ゲート電極１２には外部回路が接続されるので、これをコントロールゲート電極と呼
ぶこともできる。本発明の実施例１に従う図１のＨＥＭＴのゲート電極１２は、特許文献
１に開示されているような典型的な従来のＨＥＭＴのショットキー接触するゲート電極と
異なる。しかし、図１の電界効果半導体装置、及び後述する図４、図５、図６の電界効果
半導体装置は、従来の典型的なＨＥＭＴと同様に２ＤＥＧ層１４を使用した半導体装置で
あるので、本願ではこれ等をＨＥＭＴ又はＨＥＭＴ型電界効果半導体装置と呼ぶことにす
る。
【００２４】
　図１には、本実施例のＨＥＭＴの動作の理解を助けるために、ＨＥＭＴの電源回路、及
び初期化回路の一例が示されている。即ち、ソース電極７とドレイン電極８との間には、
負荷１５とドレイン電源スイッチ１６とを介して直流電源１７が接続されている。また、
ゲート電極１２とソース電極７との間にゲート制御スイッチ１８を介してゲート駆動電源
１９が接続されている。また、ゲート電極１２とソース電極７との間に初期化回路２０が
接続されている。初期化回路２０は、キャリア蓄積層１０に対するキャリア（電子）の蓄
積を制御するための信号をゲート電極１２に与えるものである。この初期化回路２０の詳
細は追って説明する。初期化回路２０の動作を助けるために電流検出器２１が設けられ、
この出力ライン２１ａが初期化回路２０に接続されている。電流検出器２１はソース電極
７に接続されたライン２２に電磁結合され、ソース電流の流れ始め即ちＨＥＭＴのオン開
始を初期化回路２０に知らせる。また、初期化回路２０は、ゲート制御スイッチ１８をオ
ン・オフ制御するためのライン２３とドレイン電源スイッチ１６をオン・オフ制御するラ
イン２４とを有する。また、初期化の動作及びＨＥＭＴの主動作を安定化させるためにソ
ース電極７がライン２５によって背面電極１３に接続され且つ接地されている。
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【００２５】
　初期化回路２０は、キャリア蓄積制御回路と呼ぶこともできるものであって、キャリア
蓄積層１０にキャリア（電子）を蓄積するための電圧をゲート電極１２とソース電極７と
の間に供給する機能と、ＨＥＭＴのしきい値電圧Ｖｔｈを測定する機能と、測定されたし
きい値電圧が基準値か否かを判定する機能と、しきい値電圧Ｖｔｈを基準値に調整する機
能とを有する。これ等の機能を得るために初期化回路２０は、図２に示すように、制御回
路３０と、パルス発生器３１と、第１及び第２のしきい値電圧発生回路３２、３３と、オ
ン検出用比較器３４と、基準電圧源３５と、第１及び第２のサンプルホールド回路３６、
３７とを有している。
【００２６】
パルス発生器３１は、制御回路３０に基づく制御に従ってＨＥＭＴの初期化動作時に、Ｈ
ＥＭＴの初期化動作後の通常のオン動作時のゲート・ソース間電圧Ｖｎの最大振幅値より
も十分に高い電圧振幅値を有するパルス電圧を発生する。また、このパルス発生器３１は
、図３に示す第１及び第２のパルス電圧Vp１、Vp２のように第１の極性（正極性）を有す
るパルス電圧を発生する機能の他に、第３のパルス電圧Vp３のように第１の極性（正極性
）と逆の第２の極性（負極性）を有するパルス電圧を発生する機能を有し、更に、パルス
電圧の電圧振幅値を変える機能を有する。図３のｔ1～ｔ18期間は初期化動作期間を示し
、ｔ19時点よりも後はノーマリオフのＨＥＭＴの初期化動作後の通常動作を示す。図３の
例では、図３のｔ1～ｔ2、ｔ7～ｔ8、ｔ13～ｔ14期間にパルス発生器３１から第１のパル
ス電圧Vp１、第２のパルス電圧Vp２、第３のパルス電圧Vp３が発生している。ドレイン電
極８とソース電極７との間に電源１７から所定の振幅値を有する電圧Vdを負荷１５を介し
て印加すると同時に、ｔ１～ｔ２、ｔ7～ｔ8期間に示すように、ゲート電極１２とソース
電極７との間に、ＨＥＭＴの初期化動作後の通常のオン動作時のゲート制御信号Ｖｎの振
幅値よりも高い第１及び第２の振幅値を有する第１及び第２のパルス電圧Vp１、Ｖｐ２を
印加すると、ソース電極７からドレイン電極８に向って２DEG層１４を流れる電子に対し
て第１及び第２のパルス電圧Vp１、Ｖｐ２によって運動エネルギーが与えられ、電子が加
速される。この電子の加速はゲート電極１２のソース電極７側の端からドレイン電極８側
の端に向って増大する。加速された電子が半導体領域５の中の原子と衝突すると、電子と
正孔が発生する。これにより発生した高エネルギーの電子即ちホットエレクトロンは、２
DEG層１４から飛び出し、その一部が電子供給層４と第１の絶縁層９とをトンネル効果に
よって通過し、キャリア蓄積層１０に至り、ここに蓄積される。観点を変え、このキャリ
ア蓄積層１０に対する電子の蓄積は、２DEG層１４の電子がゲート電極１２の高い電位に
よってキャリア蓄積層１０の方向に引っ張られ、トンネル効果によって第１の絶縁膜９を
通り抜けてキャリア蓄積層１０に至ることによって生じると考えることもできる。
なお、図３の第２のパルス電圧Ｖｐ２は第１のパルス電圧Vp１よりも高い振幅を有するが
、第２のパルス電圧Ｖｐ２の振幅を第１のパルス電圧Vp１の振幅と同一にすることもでき
る。
【００２７】
ゲート電極１２とソース電極７との間に通常のオン動作のための比較的低い電圧振幅のゲ
ート制御信号Vnが印加されている時には、キャリア蓄積層１０に蓄積された電子（キャリ
ア）がほとんど放出されず、長時間保持される。従って、電子が蓄積されたキャリア蓄積
層１０は、ゲート電極１２に負のバイアス電圧を印加した時と同様な機能を有し、電子走
行層３に空乏層を形成する。即ち、ゲート電極１２にバイアス電圧を印加しないノーマル
状態において電子走行層３に空乏層が形成され、ソース電極７とドレイン電極８との間の
電子の流れが遮断され、ノーマリオフ動作が得られる。
【００２８】
　もし、図３のｔ1～ｔ2の第１のパルス電圧Vp１の印加で目標とする電子をキャリア蓄積
層１０に蓄積することができれば、これによって初期化動作を終了させることができる。
しかし、１回又は所定複数回のパルス電圧の印加で目標とする量の電子（キャリア）がキ
ャリア蓄積層１０に蓄積されない場合もある。このため、本実施例では、キャリア蓄積層
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１０に対する電子の蓄積量をHEMTのしきい値電圧Vthによって判断している。第１のしき
い値電圧発生回路３２は、制御回路３０からの指令に従って図３のｔ３～ｔ4、ｔ9～ｔ10
、ｔ15～ｔ16において第１及び第２のパルス電圧Vp１、Ｖｐ２よりも十分に低い振幅を有
する第１のしきい値電圧Vth１を発生し、これをゲート電極１２に供給する。第２のしき
い値電圧発生回路３３は、制御回路３０の指令に従って図３のt５～t６、ｔ11～ｔ12、ｔ
17～ｔ18において第１及び第２のパルス電圧Vp１、Ｖｐ２よりも十分に低く且つ第１のし
きい値電圧Vth1よりも高い振幅を有する第２のしきい値電圧Vth2を発生し、これをゲート
電極１２に供給する。第１のしきい値電圧Vth1は目標しきい値電圧の下限を示し、第２の
しきい値電圧Vth2は目標しきい値電圧の上限を示している。本実施例では、複数のHEMTに
おけるしきい値電圧のバラツキを抑えるために、完成したHEMTのしきい値電圧が第１及び
第２のしきい値電圧Vth1、Vth2の間になるようにキャリア蓄積層１０のキャリア（電子）
の蓄積量が調整される。従って、本実施例のＨＥＭＴの初期化動作後の通常のオン動作時
のしきい値電圧の基準値（目標値）は第１及び第２のしきい値電圧Vth1、Vth2の間の値で
ある。
【００２９】
　図２のオン検出用比較器３４の一方の入力端子は図１の電流検出器２１の出力ライン２
１aに接続され、他方の入力端子は基準電圧源３５に接続されている。基準電圧源３５の
基準電圧Vrは、HEMTのオン開始時点のソース電流（又はドレイン電流）に対応する値を有
する。従って、HEMTのオン期間には、ライン２１aの電圧で示される電流検出信号Viが基
準電圧Vrよりも高くなり、オン検出用比較器３４の出力が高レベル（第１の電圧レベル）
になる。逆に、HEMTのオフ期間には、ライン２１aの電圧で示される電流検出信号Viが基
準電圧Vrよりも低くなり、オン検出用比較器３４の出力が低レベル（第２の電圧レベル）
になる。
【００３０】
　第１のサンプルホールド回路３６は、制御回路３０の指令に従って図３のt３～t４、ｔ
9～ｔ10、ｔ15～ｔ16期間中の好ましくは後半においてオン検出用比較器３４の出力をサ
ンプリング（抽出）し、このサンプリング時のオン検出用比較器３４の出力をホールド（
保持）して制御回路３０に送る。第２のサンプルホールド回路３７は、制御回路３０の指
令に従って図３のt５～t６、ｔ11～ｔ12、ｔ17～ｔ18期間中の好ましくは後半においてオ
ン検出用比較器３４の出力をサンプリングし、このサンプリング時のオン検出用比較器３
４の出力をホールド（保持）して制御回路３０に送る。なお、第１及び第２のサンプルホ
ールド回路３６，３７にホールドされたデータは、次のサンプリング時点又はホールド時
点までに消去される。
【００３１】
　制御回路３０は、初期化回路２０の中のパルス発生器３１と第１及び第２のしきい値電
圧発生回路３２、３３と第１及び第２のサンプルホールド回路３６、３７とに接続され、
且つ図１のスイッチ１６，１８、電流検出器２１、及びゲート電極１２に接続されており
、キャリア蓄積層１０にキャリア（電子）を蓄積するための電圧をゲート電極１２とソー
ス電極７との間に供給するための機能と、ＨＥＭＴのしきい値電圧Ｖｔｈを測定するため
の機能と、測定されたしきい値電圧が基準値か否かを判定する機能と、しきい値電圧Ｖｔ
ｈを基準値に調整する機能とを有する。
この制御回路３０は、まず、図示が省略さている初期化指令手段からライン３８に与えら
れた初期化指令に従って図３（Ａ）に示す電圧Ｖｄを負荷１５を介してドレイン電極８と
ソース電極７との間に印加するように図１のドレイン電源スイッチ１６をオン制御し、且
つ図３（Ｂ）のｔ1～ｔ2期間に第１のパルス電圧Vp１を発生するようにパルス発生器３１
を制御する。これによりパルス発生器３１から発生した第１のパルス電圧Vp１がゲート電
極１２とソース電極７との間に印加され、前述したキャリア蓄積層１０に対するキャリア
（電子）の蓄積が生じる。
【００３２】
　次に、制御回路３０は、しきい値電圧測定のために図３のｔ1～ｔ4時点で第１のしきい
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値電圧発生回路３２から第１のしきい値電圧Vth1を発生させる。図３の例では、t１～t２
の第１のパルス電圧Vp１の印加で所望量のキャリア（電子）をキャリア蓄積層１０に蓄積
できないと仮定している。このため、ｔ3～ｔ4で第１のしきい値電圧Vth1をゲート電極１
２に印加した時にHEMTがオンになる。この結果、オン検出用比較器３４からHEMTがオンで
あることを示す出力が得られる。制御回路３０は、ｔ3～ｔ4期間（好ましくはｔ3～ｔ4期
間の後半又はｔ４時点）でオン検出用比較器３４の出力をサンプリングし且つホールドす
るように第１のサンプルホールド回路３６を制御し、且つ第１のサンプルホールド回路３
６の出力（HEMTのオンを示すデータ）を受け取る。
【００３３】
　次に、制御回路３０は、図３のｔ5～ｔ6期間に第２のしきい値電圧発生回路３３から第
２のしきい値電圧Vth２を発生させる。これにより、ゲート電極１２に第２のしきい値電
圧Vth2が印加される。図３の例では、ｔ5～ｔ6期間の第２のしきい値電圧Vth2の印加時に
おいてもｔ3～ｔ4の第１のしきい値電圧Vth1の印加時と同様にHEMTはオン状態に保たれる
。従って、ｔ5～ｔ6期間にはオン検出用比較器３４からHEMTがオンであること示す出力が
得られる。制御回路３０は、ｔ5～ｔ6期間（好ましくはｔ5～ｔ6期間の後半又はｔ６時点
）でオン検出用比較器３４の出力をサンプリングし且つホールドするように第２のサンプ
ルホールド回路３７を制御し、且つ第２のサンプルホールド回路３７の出力（HEMTのオン
を示すデータ）を受け取る。なお、第２のしきい値電圧Vth2を第１のしきい値電圧Vth1よ
りも先に発生させることもできる。
【００３４】
　制御回路３０は、ｔ3～ｔ4期間の第１のサンプルホールド回路３６の出力とｔ5～ｔ6期
間の第２のサンプルホールド回路３７の出力とに基づいてHEMTのしきい値電圧が基準値か
否かを判定する。図３のｔ3～ｔ4期間、ｔ5～ｔ6期間に対応する第１及び第２のサンプル
ホールド回路３６，３７の出力は共にHEMTがオンであることを示しているので、制御回路
３０はHEMTのしきい値電圧が基準値よりも低く且つキャリア蓄積層１０のキャリア（電子
）の蓄積量が不足していると判定し、t７～t８期間に第１のパルス電圧Vp１と同一又はこ
れよりも振幅値の高い第２のパルス電圧Vp２を発生させ、且つt９～t10期間、t11～t12期
間にｔ3～ｔ4期間、ｔ5～ｔ6期間と同様なしきい値電圧測定動作を繰返して生じさせる。
もし、ｔ9～ｔ10期間で第１のしきい値電圧Vth1をゲート電極１２に印加した時にHEMTが
オフであることを示すデータが第１のサンプルホールド回路３６から制御回路３０に送ら
れ、且つｔ11～ｔ12期間で第２のしきい値電圧Vth2をゲート電極１２に印加した時にHEMT
がオンであることを示すデータが第２のサンプルホールド回路３７から制御回路３０に送
られれば、制御回路３０はHEMTのしきい値電圧が基準値であり且つキャリア蓄積層１０に
所望量のキャリア（電子）が蓄積されたと判定し、キャリア蓄積層１０に対するキャリア
（電子）の蓄積動作即ち初期化動作を終了させる。また、ｔ9～ｔ10期間で第１のしきい
値電圧Vth1をゲート電極１２に印加した時にHEMTがオンであることを示すデータが第１の
サンプルホールド回路３６から制御回路３０に送られ、且つｔ11～ｔ12期間で第２のしき
い値電圧Vth2をゲート電極１２に印加した時にHEMTがオンであることを示すデータが第２
のサンプルホールド回路３７から制御回路３０に送られれば、制御回路３０はHEMTのしき
い値電圧が基準値よりも低いと判定し、第２のパルス電圧Vp２と同一又はこれよりも高い
振幅値を有する図示されていないパルス電圧をゲート電極１２に印加するようにパルス発
生器３１を制御し、キャリア蓄積層１０にキャリア（電子）を蓄積させ、t９～t10期間、
t11～t12期間と同様なしきい値電圧測定動作を繰返して生じさせる。
【００３５】
　図３のｔ9～ｔ10、ｔ11～ｔ12の期間に第１及び第２のサンプルホールド回路３６、３
７の両方の出力がHEMTのオフを示している時には、キャリア蓄積層１０にキャリア（電子
）が過剰に蓄積され、目標とするしきい値電圧でHEMTをオンにすることができない。そこ
で、キャリア蓄積層１０の過剰にキャリア（電子）を放出するためにゲート電極１２とソ
ース電極７との間に図３（B）のｔ13～ｔ14に示す負極性の第３のパルス電圧Vp３を印加
する。第３のパルス電圧Vp３の振幅の絶対値は、第１及び第２のパルス電圧Vp１、Ｖｐ２
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と同様に初期化動作終了後の通常のオン時のゲート制御信号Vnの振幅値よりも高い。図３
の第３のパルス電圧Vp３を印加するｔ13～ｔ14において、ドレイン電極８とソース電極７
との間に電圧Ｖｄが負荷１５を介して印加されている。しかし、この代わりにドレイン電
極８の電位を電圧Ｖｄ以下、例えばソース電極７の電位と同一にすることもできる。ゲー
ト電極１２に第３のパルス電圧Vp３を印加すると、キャリア蓄積層１０に蓄積されたキャ
リア（電子）の一部がトンネル効果によって第１の絶縁膜９を通って半導体領域５に放出
され、キャリア蓄積層１０のキャリア（電子）の量が低減する。次に、ｔ15～ｔ16、ｔ17
～ｔ18においてｔ3～ｔ4、ｔ5～ｔ6と同一の動作を繰返し、目標しきい値電圧が得られた
か否かを判定する。もし、ｔ15～ｔ16でHEMTがオフであることを示す出力が第１のサンプ
ルホールド回路３６から得られ、ｔ13～ｔ18でHEMTがオンであることを示す出力が第２の
サンプルホールド回路３７から得られた時には、目標しきい値電圧が得られたと判断し、
制御回路３０によるしきい値電圧の調整が終了する。また、目標しきい値電圧が得られな
いと時には、ｔ13～ｔ18又はｔ1～ｔ18期間と同様なしきい値電圧の調整を実行する。
【００３６】
　もし、図３のｔ18時点で目標しきい値電圧が得られたと仮定すれば、初期化動作が終了
し、目標とするノーマリオフのＨＥＭＴが得られる。ノーマリオフのＨＥＭＴを使用する
時には、例えば図３のｔ18時点以降でゲート電源スイッチ１８をオンにする。このノーマ
リオフのHEMTをオン動作させる時には、例えば図３のｔ19以後に示すゲート制御信号Vnを
ゲート電極１２に供給する。ゲート制御信号Vnの最大電圧振幅値は、初期化動作終了後の
HEMTのしきい値電圧以上であり且つ第１及び第２のパルス電圧Ｖｐ１，Ｖｐ２よりも十分
に低い値に設定される。初期化動作終了後のHEMTのしきい値電圧は、既に説明したように
第１のしきい値電圧Vth１第２のしきい値電圧Vth２との間の値を有する。初期化動作終了
後のＨＥＭＴのゲート電極１２にこれをオンにするためのゲート制御信号Vnを印加すると
、キャリア蓄積層１０に蓄積された電子に基づく電界が打ち消され、キャリア蓄積層１０
の電子に基づいて遮断状態（非導通状態）にされていた２ＤＥＧ層１４が非遮断状態（導
通状態）に転換し、ソース電極７、電子供給層４、２ＤＥＧ層１４、電子供給層４、及び
ドレイン電極８の経路で電子が流れる。
また、初期化動作終了後のHEMTをオフ状態にする時には、ゲート電極１２の電圧を図３の
ｔ18～ｔ19に示すように初期化動作終了後のHEMTのしきい値電圧よりも低い値又は零にす
る。
なお、HEMTをスイッチング素子として使用する時には、例えばゲート電源スイッチ１８を
半導体スイッチで構成し、これをオン・オフ制御することによってHEMTもオン・オフさせ
る。
また、HEMTのドレイン電流のレベルを変える時にはゲート電源１９の電圧の振幅を変える
。
【００３７】
　キャリア蓄積層１０に蓄積されたキャリア（電子）は長時間保持されるので、初期化動
作終了後に初期化回路２０をHEMTから取り除くことができる。また、再度の初期化が必要
な時には、初期化回路２０をＨＥＭＴと一体的に形成することもできる。
【００３８】
　本実施例のＨＥＭＴは次の効果を有する。
（１）　電子供給層４を比較的厚く保ち且つ電子供給層４を構成するＡｌＧａＮのＡｌの
割合を比較的大きく保ってノーマリオフ特性を得ることができる。従って、ノーマリオフ
特性を有しているにも拘わらず電子走行層３に形成される２ＤＥＧ層１４の電子濃度を高
く保つことができ、オン抵抗の小さいノーマリオフ型ＨＥＭＴを提供することができる。
（２）　ゲート電極１２に高い電圧を印加することによってキャリア蓄積層１０にキャリ
ア（電子）を蓄積することができるので、キャリアの蓄積を容易に達成することができる
。
（３）　第１のパルス電圧Vp１を供給した後にしきい値電圧を測定し、必要に応じて第２
のパルス電圧Vp２及び第３のパルス電圧Vp３のいずれか一方又は両方を供給するので、所
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望のしきい値電圧を有するHEMTを容易に形成することができる。従って、同一半導体基板
に複数のHEMTを形成する場合、又は複数の個別のHEMTを形成する場合、又は１枚の半導体
ウエハに複数のHEMTを形成し、その後に分離する場合における複数のHEMTのしきい値電圧
のバラツキを小さくすることができ、HEMTの製造上の歩留りを改善することができる。
【実施例２】
【００３９】
　次に、図４に示す実施例２に従うHEMTを説明する。但し、図４及び後述する図５～図６
において図１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。
【００４０】
　図４のHEMTは、変形されたゲート電極１２aを有する。このゲート電極１２aは、キャリ
ア蓄積層１０の上に第２の絶縁膜１１を介して配置されたゲート電極部分４１の他にドレ
イン電極８の方向に延びたフィールドプレート部分４２を有する。フィールドプレート部
分４２はフィールドプレート効果を得るための導電体層であって、第１及び第２の絶縁膜
９、１１を介して半導体領域５の一方の主面６に対向し、耐圧向上に寄与する。なお、ゲ
ート電極１２a のフィールドプレート部分４２の下に配置されている第１及び第２の絶縁
膜９、１１をフィールドプレート用絶縁膜と呼ぶこともできる。
【００４１】
　図４のHEMTは更に、第２の絶縁膜１１の上にｎ型有機半導体膜４３を有する。このｎ型
有機半導体膜４３は、ｎライク型電子供給層４と同様に２DEG層１４における電子濃度の
増大に寄与し、ソース電極７とドレイン電極８との間のオン抵抗を低減することができる
。このｎ型有機半導体膜４３は、例えばフラーレン（Fullerene）又はフラーレン誘導体
（好ましくはC６０又はC７０）、又はCu等を含む金属フタロシアニン等で例えば約２００
nmの厚さに形成される。
【実施例３】
【００４２】
　図５の実施例３のHEMTは、変形された半導体領域５aを設けた他は図１と同一に形成し
たものである。変形された半導体領域５aは、図１と同一の電子走行層３と、アンドープA
lGaNから成るスペーサー層５１と、ｎ型不純物が添加された電子供給層４´とから成る。
【００４３】
　図５のスペーサー５１は電子走行層３と電子供給層４´との間に配置され、例えば２～
５nｍの厚さを有し、電子供給層４´の不純物が電子走行層３に拡散することを防ぐ効果
を有する。なお、スペーサー層５１をAlGaN以外のAlN等の別の３－５族化合物半導体で形
成することもできる。
【００４４】
　この図５のHEMTによっても図１のHEMTと同様な効果を得ることができる。なお、図５の
電子供給層４´及びスペーサー層５１を図４及び図７の実施例２及び実施例５のHEMTにも
設けることができる。
【実施例４】
【００４５】
　次に、図６を参照して実施例４のMESFET型の電界効果半導体装置を説明する。但し、図
６において図１と実質的に同一の部分には同一の符号を付してその説明を省略する。
【００４６】
　図６のMESFET型の電界効果半導体装置は、図１の半導体領域５の代わりに、ｎ型不純物
として例えばＳｉがドープされたｎ型GaN層３aから成る半導体領域５bを設け、この他は
図１と同一に形成したものである。即ち、図６において支持基板１、バッファ領域２、ソ
ース電極７、ドレイン電極８、第１及び第２の絶縁膜９，１１、キャリア蓄積層１０、ゲ
ート電極１２は図１で同一符号で示すものと同様に形成されている。ｎ型GaN層３aはチャ
ネル層又は活性層とも呼ぶことができるものであり、バッファ領域２の上に配置されてい
る。ソース電極７及びドレイン電極８はｎ型GaN層３a にオーミック接触し、キャリア蓄
積層１０及びゲート電極１２は半導体領域５ｂの一方の主面６上に図１と同様に形成され
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ている。
【００４７】
　図６のMESFET型の電界効果半導体装置においても、もし本発明に従うキャリア蓄積層１
０が無い場合には、ノーマリオン動作する。これに対し、電子が蓄積されたキャリア蓄積
層１０を設けると、これに基づいてｎ型GaN層３aに空乏層が形成され、ソース電極７とド
レイン電極８との間の電流通路が遮断され、ノーマリオフ型の電界効果半導体装置となる
。
【００４８】
　従来の典型的なMESFETのゲート電極は半導体領域にショットキー接触している。また、
従来の典型的な絶縁ゲート型FETのゲート電極は、半導体領域の上のゲート絶縁膜の上に
直接に配置されている。従って、図６の電界効果半導体装置はゲート構造において従来の
典型的なMESFET及び従来の典型的な絶縁ゲート型FETと相違している。しかし、ゲート構
造を除いて図６の電界効果半導体装置は、従来の典型的なMESFETと同様に構成されている
ので、図６の電界効果半導体装置を本願ではMESFET型の電界効果半導体装置又はMESFETと
呼ぶことにする。
【００４９】
　ノーマリオフ特性を得るための図６のキャリア蓄積層１０に対する電子の蓄積は、図１
の実施例１と同一の方法で実行される。
【００５０】
この図６の実施例４によれば、キャリア蓄積層１０の働きによってノーマリオフ特性を有
するMESFET型の電界効果半導体装置を提供することができ、図１の実施例１と同様な効果
を得ることができる。
【００５１】
　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）　図１、図４～図６の実施例においてソース電極７及びドレイン電極８のオーミッ
ク接触を助けるための半導体層（コンタクト層）を半導体領域５，５a、５bに設けること
ができる。
（２）　　半導体領域５、５a、５bの各層３，３a、４を、ＧａＮ、AｌＧａＮ以外のIｎ
ＧａＮ、ＡｌｌｎＧａＮ、ＡｌＮ、ＩｎＡｌＮ、ＡｌＰ、ＧａＰ、ＡｌｌｎＰ、Ｇａｌｎ
Ｐ、ＡｌＧａＰ、ＡｌＧａＡｓ、ＧａＡｓ、ＡｌＡｓ、ＩｎＡｓ、ＩｎＰ，ＩｎＮ、Ｇａ
ＡｓＰ等の別の３－５族化合物半導体、又はＺｎＯ等の２－６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。
（３）支持基板１をシリコン以外のＳｉＣ、サファイア、セラミックス等の半導体又は絶
縁体で形成することができる。
（４）　インバータ回路又はコンバータ回路等をＨＥＭＴ等の電界効果半導体装置で形成
するために、本発明に従う電界効果半導体装置（例えばＨＥＭＴ又はＭＥＳＦＥＴ）を同
一支持基板上に複数個設けることができる。
（５）　ソース電極７及びドレイン電極８を電子供給層４に接続する代わりに電子走行層
３に直接に接続することができる。また、ソース電極７及びドレイン電極８の下の電子供
給層４を除去し、ソース電極７及びドレイン電極８と電子走行層３との間にオーミックコ
ンタクト層（例えばｎ型半導体層）を設け、このオーミックコンタクト層にソース電極７
及びドレイン電極８を接続することができる。
（６）　図１、図４、及び図５のＨＥＭＴの電子供給層４をｐ型半導体の正孔供給層に置
き換えることができる。また、図６のＭＥＳＦＥＴの半導体領域５ｂをｐ型半導体に置き
換えることができる。これら場合には、２ＤＥＧ層１４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。この様に２次元キャリアを正孔とする場合には
、キャリア蓄積層１０に正孔を蓄積させる。
（７）キャリア蓄積層１０に所望量のキャリア（例えば電子）が蓄積されたか否かを判定
するために、ソース電極７を流れる電流を検出するための第１の電流検出器とドレイン電
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ア蓄積動作中において第１の電流検出器で検出された電流量と第２の電流検出器で検出さ
れた電流量との差を求め、この差によってキャリア蓄積層１０に所望量のキャリア（例え
ば電子）が蓄積されたか否かを判定することができる。即ち、ソース電極７から流れ出た
電子の内でドレイン電極８に到達しなかったものがキャリア蓄積層１０に蓄積される。従
って、ソース電極７から流れ出た電子量からドレイン電極８に到達した電子量を差し引く
と、キャリア蓄積層１０におけるキャリア（例えば電子）量が得られる。そこで、初期化
動作中即ちキャリア蓄積動作中にキャリア蓄積層１０におけるキャリア（例えば電子）量
を監視し、キャリア（例えば電子）量が所望量になった時に、初期化動作を終了させるこ
とができる。
（８）ゲート電極１２にパルス電圧Vp1,Vp2を印加してキャリア蓄積層１０にキャリア（
例えば電子）を蓄積させる代わりに、ゲート電極１２にパルス電圧Vp1,Vp2等の平均値に
相当する電圧、即ち直流電圧を連続的に印加してキャリア蓄積層１０にキャリア（例えば
電子）を蓄積させることもできる。この場合、直流電圧値を初期化動作終了後の通常のオ
ン時のゲート制御信号Vnよりも高くする。
（９）ゲート電極１２にパルス電圧Vp1,Vp2を印加してキャリア蓄積層１０にキャリア（
例えば電子）を蓄積させる代わりに、周知のイオン注入法によって電子線又はプロトンを
キャリア蓄積層１０に投射し、キャリア蓄積層１０に電子又は正孔を蓄積させることがで
きる。
【図面の簡単な説明】
【００５２】
【図１】本発明の実施例１のＨＥＭＴ型電界効果半導体装置を示す断面図である。
【図２】図１の初期化回路を詳しく示すブロック図である。
【図３】初期化動作時の図１及び図２の各部の電圧を示す波形図である。
【図４】本発明の実施例２のＨＥＭＴ型電界効果半導体装置を示す断面図である。
【図５】本発明の実施例３のＨＥＭＴ型電界効果半導体装置を示す断面図である。
【図６】本発明の実施例４のMESFET型電界効果半導体装置を示す断面図である。
【符号の説明】
【００５３】
１　支持基板
２　バッファ領域
３　電子走行層
３a 　n型GaN
４　電子供給層
５，５a,５b　半導体領域
７　ソース電極
８　ドレイン電極
９，１１　第１及び第２の絶縁膜
１０　キャリア蓄積層
１２　ゲート電極
２０　初期化回路
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