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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　シリコン基板と、
　前記シリコン基板上に島状に形成されたチャネル層としての第１の窒化アルミニウムガ
リウム（ＡｌｘＧａ１－ｘＮ（０≦ｘ≦１））層と、
　前記第１の窒化アルミニウムガリウム層上に形成された第１導電型又はｉ型のバリア層
としての第２の窒化アルミニウムガリウム（ＡｌｙＧａ１－ｙＮ（０≦ｙ≦１，ｘ＜ｙ）
）層と、
　前記第２の窒化アルミニウムガリウム層上に形成されたゲート電極と、
　前記第２の窒化アルミニウムガリウム層に電気的に接続されたドレイン電極と、
　前記第２の窒化アルミニウムガリウム層に電気的に接続され、前記ゲート電極及び前記
ドレイン電極を包囲するように前記第２の窒化アルミニウムガリウム層の周縁部側でかつ
周縁部の端部よりも内側に形成された環状のソース電極と、を備え、
　島状の前記第１の窒化アルミニウムガリウム層及び前記第２の窒化アルミニウムガリウ
ム層により一つの半導体素子が形成され、
　前記ソース電極は、前記シリコン基板に電気的に接続されていることを特徴とする窒素
化合物含有半導体装置。
【請求項２】
　シリコン基板と、
　前記シリコン基板上に島状に形成されたチャネル層としての第１の窒化アルミニウムガ
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リウム（ＡｌｘＧａ１－ｘＮ（０≦ｘ≦１））層と、
　前記第１の窒化アルミニウムガリウム層上に形成された第１導電型又はｉ型のバリア層
としての第２の窒化アルミニウムガリウム（ＡｌｙＧａ１－ｙＮ（０≦ｙ≦１，ｘ＜ｙ）
）層と、
　前記第２の窒化アルミニウムガリウム層上に形成されたゲート電極と、
　前記第２の窒化アルミニウムガリウム層に電気的に接続されたドレイン電極と、
　前記第２の窒化アルミニウムガリウム層に電気的に接続され、前記ゲート電極及び前記
ドレイン電極を包囲するように前記第２の窒化アルミニウムガリウム層の周縁部側でかつ
周縁部の端部よりも内側に形成された環状のソース電極と、を備え、
　島状の前記第１の窒化アルミニウムガリウム層及び前記第２の窒化アルミニウムガリウ
ム層により一つの半導体素子が形成され、
　島状の前記第１の窒化アルミニウムガリウム層及び前記第２の窒化アルミニウムガリウ
ム層により形成される前記半導体素子が複数個並列接続され、
　前記ソース電極は、前記シリコン基板に電気的に接続されていることを特徴とする窒素
化合物含有半導体装置。
【請求項３】
　前記半導体素子は、
　前記ゲート電極上に形成された絶縁膜と、
　前記ゲート電極を被覆するように前記絶縁膜上に形成され、前記ソース電極に電気的に
接続されたフィールドプレート電極と、をさらに備えることを特徴とする請求項１または
２に記載の窒素化合物含有半導体装置。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、電力制御に用いられる半導体装置に係り、特に、窒化物半導体を含有する電
界効果トランジスタ、ショットキーバリアダイオード等の窒素化合物含有半導体装置に関
する。
【背景技術】
【０００２】
　窒化ガリウム（ＧａＮ）を材料の一部として用いた窒化物含有半導体装置は、窒化ガリ
ウムを含有せずシリコン（Ｓｉ）を主要材料として用いた半導体装置に比較して大きいバ
ンドギャップを有し、高臨界電界を有するため、装置の小型化及び高耐圧化を実現するこ
とが容易である。これにより、電力制御用半導体装置としても、低オン抵抗かつ低損失な
半導体装置を実現することができる。
【０００３】
　なかでも、窒化アルミニウムガリウム／窒化ガリウム（ＡｌＧａＮ／ＧａＮ）ヘテロ構
造を用いた電界効果トランジスタ（ＨＦＥＴ）は、単純な素子構造により良好な特性を期
待することができる。
【０００４】
　窒化アルミニウムガリウム／窒化ガリウムヘテロ構造は、窒化ガリウム単体での基板を
製造することが困難であることから、通常、サファイア基板、シリコンカーバイド（Ｓｉ
Ｃ）基板等の基板上に結晶成長することにより形成される。サファイア、シリコンカーバ
イド等の材料は、窒化アルミニウムガリウム／窒化ガリウムヘテロ構造と比較的近い格子
定数を有するため、クラックを発生させることなく、サファイア基板又はシリコンカーバ
イド基板上に数μｍ程度の厚さの窒化ガリウム結晶膜を成長させることが可能である。
【０００５】
　しかし、サファイア基板は、熱抵抗が大きいため、基板上に形成された素子からの放熱
が困難であるという問題点があることに加え、大口径の基板は製造が困難であり、２イン
チ乃至３インチ程度の小口径の基板でも高価なものとなってしまうという問題点もある。
【０００６】
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　一方、シリコンカーバイド基板は、熱抵抗は小さいので、基板上に形成された素子から
の放熱については問題無いが、サファイア基板と同様に大口径の基板は製造が困難であり
、小口径の基板でも高価であるという問題点がある。
【０００７】
　そこで、大口径の基板を安価に製造することができ、熱抵抗も比較的小さいシリコン基
板を用いて、窒化アルミニウムガリウム／窒化ガリウムヘテロ構造を形成し、素子を作製
することが、総合的に判断して有力な方策となる。
【０００８】
　しかし、シリコンと窒化アルミニウムガリウム／窒化ガリウムヘテロ構造とは、格子定
数が大きく異なるために、歪みによるクラックが発生し易く、クラックの発生を回避する
には、１μｍ乃至２μｍ程度の厚さの窒化ガリウム層しか結晶成長させることができない
。
【０００９】
　そして、シリコン基板上の窒化ガリウム層含有素子の耐圧は、窒化ガリウム層の厚さに
よって上限が決定されるため、現状では２００Ｖ程度の耐圧を確保するのが限界であり、
６００Ｖ，１２００Ｖ又はそれ以上の高耐圧の窒化物含有半導体装置の実現は困難である
。
【００１０】
　尚、基板と熱膨張係数の異なる半導体層を形成した場合において、基板の反りを抑制し
得る半導体層の形成方法がこれまでに提案され、公知となっている（例えば、特許文献１
参照）。但し、この特許文献１に係る方法では、半導体層上に反り抑制層を形成するため
、半導体装置に構造上の制約が課されることとなる。
【００１１】
　従って、大口径の半導体基板上に格子定数又は熱膨張係数が大きく異なる半導体層を形
成すると、基板にクラックや反りが発生し易いという技術的な問題は、依然として根本的
には解決していない。
【特許文献１】特開２００３－１７４０９号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１２】
　本発明の目的は、シリコン基板上に形成された窒素化合物含有半導体層を含むヘテロ構
造を備え、数百Ｖ以上の高耐圧を有する電界効果トランジスタ等の窒素化合物含有半導体
装置を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【００１３】
　本発明の一態様では、シリコン基板と、
　前記シリコン基板上に島状に形成されたチャネル層としての第１の窒化アルミニウムガ
リウム（ＡｌｘＧａ１－ｘＮ（０≦ｘ≦１））層と、
　前記第１の窒化アルミニウムガリウム層上に形成された第１導電型又はｉ型のバリア層
としての第２の窒化アルミニウムガリウム（ＡｌｙＧａ１－ｙＮ（０≦ｙ≦１，ｘ＜ｙ）
）層と、
　前記第２の窒化アルミニウムガリウム層上に形成されたゲート電極と、
　前記第２の窒化アルミニウムガリウム層に電気的に接続されたドレイン電極と、
　前記第２の窒化アルミニウムガリウム層に電気的に接続され、前記ゲート電極及び前記
ドレイン電極を包囲するように前記第２の窒化アルミニウムガリウム層の周縁部側でかつ
周縁部の端部よりも内側に形成された環状のソース電極と、を備え、
　島状の前記第１の窒化アルミニウムガリウム層及び前記第２の窒化アルミニウムガリウ
ム層により一つの半導体素子が形成され、
　前記ソース電極は、前記シリコン基板に電気的に接続されていることを特徴とする窒素
化合物含有半導体装置が提供される。



(4) JP 4810072 B2 2011.11.9

10

20

30

40

50

　また、本発明の一態様では、シリコン基板と、
　前記シリコン基板上に島状に形成されたチャネル層としての第１の窒化アルミニウムガ
リウム（ＡｌｘＧａ１－ｘＮ（０≦ｘ≦１））層と、
　前記第１の窒化アルミニウムガリウム層上に形成された第１導電型又はｉ型のバリア層
としての第２の窒化アルミニウムガリウム（ＡｌｙＧａ１－ｙＮ（０≦ｙ≦１，ｘ＜ｙ）
）層と、
　前記第２の窒化アルミニウムガリウム層上に形成されたゲート電極と、
　前記第２の窒化アルミニウムガリウム層に電気的に接続されたドレイン電極と、
　前記第２の窒化アルミニウムガリウム層に電気的に接続され、前記ゲート電極及び前記
ドレイン電極を包囲するように前記第２の窒化アルミニウムガリウム層の周縁部側でかつ
周縁部の端部よりも内側に形成された環状のソース電極と、を備え、
　島状の前記第１の窒化アルミニウムガリウム層及び前記第２の窒化アルミニウムガリウ
ム層により一つの半導体素子が形成され、
　島状の前記第１の窒化アルミニウムガリウム層及び前記第２の窒化アルミニウムガリウ
ム層により形成される前記半導体素子が複数個並列接続され、
　前記ソース電極は、前記シリコン基板に電気的に接続されていることを特徴とする窒素
化合物含有半導体装置が提供される。
【発明の効果】
【００１４】
　本発明の実施の一形態に係る窒素化合物含有半導体装置は、上記構成により、シリコン
基板上に形成された窒素化合物含有半導体層を含むヘテロ構造を備え、数百Ｖ以上の高耐
圧を有する電界効果トランジスタ等の窒素化合物含有半導体装置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】
【００１５】
　以下、本発明に係る窒素化合物含有半導体装置の実施の形態について、図面を参照しな
がら説明する。尚、図面中の同一又は類似の構成要素には、同一の符号を付している。ま
た、下記説明においては、第１導電型をｎ型、第２導電型をｐ型として説明している。
【００１６】
　図１は、本発明の第１の実施の形態に係る窒素化合物含有半導体装置の構成を模式的に
示す斜視図である。
【００１７】
　本発明の第１の実施の形態に係る窒素化合物含有半導体装置は、シリコン（Ｓｉ）基板
１と、シリコン基板１上に島状に形成された第１の窒化アルミニウムガリウム（ＡｌｘＧ
ａ１－ｘＮ（０≦ｘ≦１））層としての窒化ガリウム（ＧａＮ）層２と、窒化ガリウム層
２上に形成された第２の窒化アルミニウムガリウム（ＡｌｙＧａ１－ｙＮ（０≦ｙ≦１，
ｘ＜ｙ））層としての窒化アルミニウムガリウム（ＡｌＧａＮ）層３と、を備えている。
【００１８】
　窒化ガリウム層２は、チャネル層として機能する半導体層であり、ｉ（intrinsic）型
窒化ガリウム層として形成するとよい。
【００１９】
　また、窒化アルミニウムガリウム層３は、チャネル層に電子を供給するバリア層として
機能する半導体層であり、ｎ型又はｉ型窒化アルミニウムガリウム層として形成するとよ
い。
【００２０】
　さらに、本発明の第１の実施の形態に係る窒素化合物含有半導体装置は、窒化アルミニ
ウムガリウム層３上の中央部に形成されたドレイン電極６と、窒化アルミニウムガリウム
層３上のドレイン電極６周囲に形成された環状のゲート電極５と、窒化アルミニウムガリ
ウム層３上のゲート電極５周囲に形成された環状のソース電極４と、を備えている。
【００２１】
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　ソース電極４及びドレイン電極６は、バリア層としての窒化アルミニウムガリウム層３
とそれぞれ接続されており、具体的には、窒化アルミニウムガリウム層３との間にそれぞ
れオーミックコンタクトを形成している。
【００２２】
　従って、電子は、ソース電極４から窒化アルミニウムガリウム／窒化ガリウム（ＡｌＧ
ａＮ／ＧａＮ）ヘテロ界面に形成される二次元電子ガス（２ＤＥＧ：2 Dimensional Elec
tron Gas）チャネルを介してドレイン電極６へと流れる。
【００２３】
　また、ゲート電極５も、窒化アルミニウムガリウム層３と接続されており、具体的には
、窒化アルミニウムガリウム層３との間にショットキー接合を形成している。
【００２４】
　尚、ソース電極４、ゲート電極５及びドレイン電極６は、チタン、アルミニウム等によ
り形成することができる。
【００２５】
　以上の構造から分かるように、本発明の第１の実施の形態に係る窒素化合物含有半導体
装置は、窒化アルミニウムガリウム／窒化ガリウムヘテロ構造を備えた電界効果トランジ
スタ（ＨＦＥＴ）である。
【００２６】
　シリコン基板１は、窒化ガリウム等のワイドバンドギャップ半導体材料からなる基板と
異なり、絶縁性を得ることはできず、導電性基板となる。通常は、基板の電位を接地電位
に設定する等、一定の電位に固定することによって、シリコン基板１上に形成される半導
体素子の安定した動作を実現する。従って、本発明の第１の実施の形態に係る窒素化合物
含有半導体装置におけるシリコン基板１は、ソース電極４と電気的に接続される。
【００２７】
　電界効果トランジスタ（ＦＥＴ）においては、ゲート電極／ドレイン電極間の電界及び
基板／ドレイン電極間の電界が臨界電圧に達する電圧が素子の耐圧となる。このため、ゲ
ート電極／ドレイン電極間距離が充分に長くとも、チャネル層としての窒化ガリウム層が
薄い場合は基板／ドレイン電極間距離が短くなり、基板／ドレイン電極間の電界が大きく
なり易く、素子の高耐圧を実現することができなくなる。
【００２８】
　シリコン基板上全面に窒化ガリウム層を結晶成長させる場合、シリコン基板と窒化ガリ
ウム層との間の格子不整合に起因するクラックや歪みを発生させることなく形成すること
ができる窒化ガリウム層の厚さは、１μｍ乃至２μｍ程度である。
【００２９】
　窒化ガリウムの臨界電界は３．３ＭＶ／ｃｍ程度であるから、厚さ１μｍ乃至２μｍ程
度の窒化ガリウム層をチャネル層として備える素子の最大耐圧は３３０Ｖ乃至６６０Ｖと
いうことなる。
【００３０】
　従って、シリコン基板上全面に窒化ガリウム層を結晶成長させる構造では、電源等に使
用する６００Ｖ乃至１２００Ｖ耐圧の高耐圧素子を実現することは困難である。
【００３１】
　しかしながら、シリコン基板は、熱抵抗が比較的小さく、サファイア基板又はシリコン
カーバイド基板と比較して大口径の基板を安価に製造することができるので、窒化アルミ
ニウムガリウム／窒化ガリウムヘテロ構造の形成に使用する基板として、依然として利用
価値がある。
【００３２】
　そこで、本発明の第１の実施の形態に係る窒素化合物含有半導体装置においては、歪み
及びクラックの発生を回避しながら、高耐圧素子を実現するに充分な厚さの窒化ガリウム
層をシリコン基板上に形成すべく、チャネル層としての窒化ガリウム層２をシリコン基板
１上に島状に結晶成長させて形成する構造を新規に採用している。
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【００３３】
　シリコン基板上全面に均一な膜として窒化ガリウム層を結晶成長させる構造では、熱膨
張率の格差や格子不整合によって歪みやクラックが発生し易いが、本発明の第１の実施の
形態に係る窒素化合物含有半導体装置の構造のように、窒化ガリウム層２をシリコン基板
１上に島状に形成することにより、熱膨張率の格差や格子不整合に起因する応力を小さく
抑制すると共に周囲に逃がすことが可能となり、シリコン基板でも、例えば厚さ１０μｍ
程度の厚い窒化ガリウム層を結晶成長させて形成することが可能となる。
【００３４】
　即ち、形成する窒化ガリウム層２の厚さに応じて、６００Ｖ乃至１２００Ｖ耐圧の高耐
圧素子を実現することができる。
【００３５】
　島状の窒化ガリウム層を結晶成長させる具体的な方法としては、公知文献（例えば、H.
 Naoi et al. J of Crystal Growth vol.248, P.573-577, 2003）にも記載されているよ
うに、窒化シリコン（ＳｉＮ）膜や二酸化シリコン（ＳｉＯ２）をマスクとして使用する
選択的エピタキシャル成長技術を用いることが可能である。
【００３６】
　また、本発明の第１の実施の形態に係る窒素化合物含有半導体装置においては、図１に
示すように、島状の窒化ガリウム層２上に形成された窒化アルミニウムガリウム層３上の
周縁部側に環状のソース電極４を形成し、かつ、シリコン基板１とソース電極４とを電気
的に接続しておくことにより、ドレイン電極６に高電圧が印加されても、島状の窒化ガリ
ウム層２及び窒化アルミニウムガリウム層３の側壁には電圧が印加されることはなく、側
壁リーク電流を防止することができる。
【００３７】
　以上のように、本発明の第１の実施の形態に係る窒素化合物含有半導体装置によれば、
窒化アルミニウムガリウム（ＡｌｘＧａ１－ｘＮ（０≦ｘ≦１））／窒化アルミニウムガ
リウム（ＡｌｙＧａ１－ｙＮ（０≦ｙ≦１，ｘ＜ｙ））ヘテロ構造電界効果トランジスタ
を構成するチャネル層としての窒素化合物含有半導体層をシリコン基板上に島状に形成す
る構造を採用することにより、熱膨張率の格差や格子不整合に起因する基板の歪みを軽減
しながら、充分な厚さの窒素化合物含有半導体層をシリコン基板上に形成して、電源等の
用途への使用にも耐え得る高耐圧素子を実現することができる。
【００３８】
　図２は、本発明の第２の実施の形態に係る窒素化合物含有半導体装置の構成を模式的に
示す平面図であり、具体的には、シリコン基板上に形成された島状の窒素化合物含有半導
体層の部分を上方から見た平面図である。
【００３９】
　図１に示す本発明の第１の実施の形態に係る窒素化合物含有半導体装置においては、窒
化アルミニウムガリウム層３上の中央部にドレイン電極６、ドレイン電極６の周囲に環状
のゲート電極５、ゲート電極５の周囲に環状のソース電極４がそれぞれ形成された構成と
なっているのに対し、図２に示す本発明の第２の実施の形態に係る窒素化合物含有半導体
装置においては、ソース電極４、ゲート電極５及びドレイン電極６が環状ではなく帯状に
形成された構成となっている。
【００４０】
　本発明の第２の実施の形態に係る窒素化合物含有半導体装置も、各電極の形状及び配置
を除くと、本発明の第１の実施の形態に係る窒素化合物含有半導体装置と同様の構造を有
する窒化アルミニウムガリウム（ＡｌｘＧａ１－ｘＮ（０≦ｘ≦１））／窒化アルミニウ
ムガリウム（ＡｌｙＧａ１－ｙＮ（０≦ｙ≦１，ｘ＜ｙ））ヘテロ構造電界効果トランジ
スタ（ＨＦＥＴ）である。
【００４１】
　図２に示すように、各電極を帯状に形成して配置することにより、ゲート幅を拡大する
ことができ、素子の通電能力を向上させることが可能となる。
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【００４２】
　図３は、図２に示す本発明の第２の実施の形態に係る窒素化合物含有半導体装置の適用
例を模式的に示す平面図である。
【００４３】
　図３に示す適用例は、ソース端子７が引き出されたリードフレームと、ドレイン端子８
が引き出されたドレイン電極配線と、ゲート端子９が引き出されたゲート電極配線と、本
発明の第２の実施の形態に係る窒素化合物含有半導体装置が島状に２個形成され、リード
フレーム上に搭載された半導体チップ１２と、２個の窒素化合物含有半導体装置上に形成
されたソース電極、ドレイン電極及びゲート電極とリードフレーム、ドレイン電極配線及
びゲート電極配線とをそれぞれ接続することにより２個の窒素化合物含有半導体装置を並
列接続するボンディングワイヤ１１と、ソース端子７、ドレイン端子８及びゲート端子９
を露出させた状態でリードフレーム、ドレイン電極配線及びゲート電極配線並びに半導体
チップ１２が封入されたパッケージ１０と、を備えている。
【００４４】
　半導体チップ１２に形成されている２個の窒素化合物含有半導体装置は、図３では本発
明の第２の実施の形態に係る窒素化合物含有半導体装置として示されているが、本発明の
第１の実施の形態に係る窒素化合物含有半導体装置であってもよいし、後述する本発明の
各実施の形態に係る窒素化合物含有半導体装置であってもよい。
【００４５】
　また、半導体チップ１２に形成する窒素化合物含有半導体装置の個数は、３個以上であ
ってもよい。
【００４６】
　このように、本発明の各実施の形態に係る窒素化合物含有半導体装置を複数個並列接続
することにより、素子の面積を拡大したのと同様の効果が得られ、パッケージ全体として
の定格電流を増大させることができる。
【００４７】
　尚、図３に示す適用例では、２個の窒素化合物含有半導体装置上に形成されたソース電
極、ドレイン電極及びゲート電極とリードフレーム、ドレイン電極配線及びゲート電極配
線との各接続を、ボンディングワイヤ１１によって形成しているが、２個の窒素化合物含
有半導体装置上に形成されたソース電極、ドレイン電極及びゲート電極上にハンダバンプ
を形成して、リードフレーム、ドレイン電極配線及びゲート電極配線とそれぞれ接続して
もよい。
【００４８】
　また、半導体チップ１２に形成されている複数個の窒素化合物含有半導体装置は、必ず
しも同一の電極パターンを有している必要はなく、それぞれ異なった電極パターンを有し
ていてもよい。
【００４９】
　図４は、本発明の第３の実施の形態に係る窒素化合物含有半導体装置の構造を示す断面
図である。
【００５０】
　本発明の第３の実施の形態に係る窒素化合物含有半導体装置は、図１に示す本発明の第
１の実施の形態に係る窒素化合物含有半導体装置に付加的構成要素を追加したものであり
、シリコン（Ｓｉ）基板１と、シリコン基板１上に島状に形成された第１の窒化アルミニ
ウムガリウム（ＡｌｘＧａ１－ｘＮ（０≦ｘ≦１））層としての窒化ガリウム（ＧａＮ）
層２と、窒化ガリウム層２上に形成された第２の窒化アルミニウムガリウム（ＡｌｙＧａ

１－ｙＮ（０≦ｙ≦１，ｘ＜ｙ））層としての窒化アルミニウムガリウム（ＡｌＧａＮ）
層３と、窒化アルミニウムガリウム層３上の中央部に形成されたドレイン電極６と、窒化
アルミニウムガリウム層３上のドレイン電極６周囲に形成された環状のゲート電極５と、
窒化アルミニウムガリウム層３上のゲート電極５周囲に形成された環状のソース電極４と
、窒化アルミニウムガリウム層３、ゲート電極５及びドレイン電極６を被覆する絶縁膜１
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３と、絶縁膜１３を介してゲート電極５周辺領域を被覆すると共にソース電極４に接続さ
れたフィールドプレート電極１４と、を備えている。
【００５１】
　即ち、本発明の第３の実施の形態に係る窒素化合物含有半導体装置は、図１に示す本発
明の第１の実施の形態に係る窒素化合物含有半導体装置に対して、さらに、窒化アルミニ
ウムガリウム層３、ゲート電極５及びドレイン電極６を被覆する絶縁膜１３と、絶縁膜１
３を介してゲート電極５周辺領域を被覆すると共にソース電極４に接続されたフィールド
プレート電極１４と、を付加した構成となっている。
【００５２】
　本発明の第３の実施の形態に係る窒素化合物含有半導体装置によれば、例えば接地電位
等の一定の電位に設定されたソース電極４に接続されたフィールドプレート電極１４がシ
ールドとして機能することにより、ゲート電極５のドレイン側端部の電界が緩和されて、
素子のさらなる高耐圧を実現することができる。
【００５３】
　図５は、本発明の第３の実施の形態に係る窒素化合物含有半導体装置の変形例の構造を
示す断面図である。
【００５４】
　図５に示す変形例は、図４に示す本発明の第３の実施の形態に係る窒素化合物含有半導
体装置の構成を一部改変したものであり、シリコン（Ｓｉ）基板１と、シリコン基板１上
に島状に形成された第１の窒化アルミニウムガリウム（ＡｌｘＧａ１－ｘＮ（０≦ｘ≦１
））層としての窒化ガリウム（ＧａＮ）層２と、窒化ガリウム層２上に形成された第２の
窒化アルミニウムガリウム（ＡｌｙＧａ１－ｙＮ（０≦ｙ≦１，ｘ＜ｙ））層としての窒
化アルミニウムガリウム（ＡｌＧａＮ）層３と、窒化アルミニウムガリウム層３上の中央
部に形成されたドレイン電極６と、窒化アルミニウムガリウム層３上のドレイン電極６周
囲に形成された環状のゲート電極５と、窒化アルミニウムガリウム層３上のゲート電極５
周囲に形成された環状のソース電極４と、窒化アルミニウムガリウム層３及びゲート電極
５を被覆すると共にドレイン電極６上に開口部が設けられた絶縁膜１３と、絶縁膜１３を
介してゲート電極５周辺領域を被覆すると共にソース電極４に接続されたフィールドプレ
ート電極１４と、絶縁膜１３を介してドレイン電極６周辺領域を被覆すると共にドレイン
電極６に接続された第２のフィールドプレート電極１５と、を備えている。
【００５５】
　即ち、この変形例は、図４に示す本発明の第３の実施の形態に係る窒素化合物含有半導
体装置に対して、絶縁膜１３のドレイン電極６上の部分に開口部を設け、さらに、絶縁膜
１３を介してドレイン電極６周辺領域を被覆すると共にドレイン電極６に接続された第２
のフィールドプレート電極１５を付加した構成となっている。
【００５６】
　本発明の第３の実施の形態に係る窒素化合物含有半導体装置の変形例によれば、第２の
フィールドプレート電極１５を絶縁膜１３上のドレイン電極６周辺領域にも設けることに
より、ドレイン電極端部の電界も緩和することが可能となり、図４に示す本発明の第３の
実施の形態に係る窒素化合物含有半導体装置よりもさらに素子の高耐圧化を図ることがで
きる。
【００５７】
　図６は、本発明の第４の実施の形態に係る窒素化合物含有半導体装置の構造を示す断面
図である。
【００５８】
　本発明の第４の実施の形態に係る窒素化合物含有半導体装置は、シリコン（Ｓｉ）基板
１と、シリコン基板１上に島状に形成された第１の窒化アルミニウムガリウム（ＡｌｘＧ
ａ１－ｘＮ（０≦ｘ≦１））層としての窒化ガリウム（ＧａＮ）層２と、窒化ガリウム層
２上に形成された第２の窒化アルミニウムガリウム（ＡｌｙＧａ１－ｙＮ（０≦ｙ≦１，
ｘ＜ｙ））層としての窒化アルミニウムガリウム（ＡｌＧａＮ）層３と、窒化アルミニウ
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ムガリウム層３上の中央部に形成されたカソード電極１７と、窒化アルミニウムガリウム
層３上の周縁部近傍に形成された環状のアノード電極１６と、窒化アルミニウムガリウム
層３及びカソード電極１７を被覆する絶縁膜１３と、アノード電極１６／カソード電極１
７間領域のアノード電極１６側の一部を絶縁膜１３を介して被覆すると共にアノード電極
１６に接続されたフィールドプレート電極１４と、を備えている。
【００５９】
　本発明の第４の実施の形態に係る窒素化合物含有半導体装置は、図４に示す本発明の第
３の実施の形態に係る窒素化合物含有半導体装置と構造的に類似しているが、ソース電極
４の代わりにアノード電極１６が形成され、ドレイン電極６の代わりにカソード電極１７
が形成され、ゲート電極５に相当するものが形成されていないことから分かるように、本
発明の第４の実施の形態に係る窒素化合物含有半導体装置は、窒化アルミニウムガリウム
／窒化ガリウムヘテロ構造を備えたショットキーバリアダイオード（ＳＢＤ）である。
【００６０】
　図４に示す本発明の第３の実施の形態に係る窒素化合物含有半導体装置は、窒化アルミ
ニウムガリウム／窒化ガリウムヘテロ構造電界効果トランジスタ（ＨＦＥＴ）であるが、
図４におけるゲート電極５は、バリア層としての窒化アルミニウムガリウム層３とショッ
トキー接合を形成しているので、ゲート電極５／ドレイン電極６間領域には、ショットキ
ーバリアダイオードが形成されていることになる。
【００６１】
　従って、図４に示す本発明の第３の実施の形態に係る窒素化合物含有半導体装置と類似
の構造により図６に示す本発明の第４の実施の形態に係る窒素化合物含有半導体装置を構
成することによって、高耐圧ショットキーバリアダイオードを実現することができる。
【００６２】
　即ち、図６に示す構造においては、バリア層としての窒化アルミニウムガリウム層３と
の間にショットキー接合を形成するアノード電極１６に接続されたフィールドプレート電
極１４を設けて、アノード電極１６／カソード電極１７間領域のアノード電極１６側の一
部を絶縁膜１３を介して被覆することにより、ショットキーバリアダイオードの高耐圧化
を図ることができる。
【００６３】
　図７は、本発明の第４の実施の形態に係る窒素化合物含有半導体装置の変形例の構造を
示す断面図である。
【００６４】
　図７に示す変形例は、図６に示す本発明の第４の実施の形態に係る窒素化合物含有半導
体装置の構成を一部改変したものであり、シリコン（Ｓｉ）基板１と、シリコン基板１上
に島状に形成された第１の窒化アルミニウムガリウム（ＡｌｘＧａ１－ｘＮ（０≦ｘ≦１
））層としての窒化ガリウム（ＧａＮ）層２と、窒化ガリウム層２上に形成された第２の
窒化アルミニウムガリウム（ＡｌｙＧａ１－ｙＮ（０≦ｙ≦１，ｘ＜ｙ））層としての窒
化アルミニウムガリウム（ＡｌＧａＮ）層３と、窒化アルミニウムガリウム層３上の中央
部に形成されたカソード電極１７と、窒化アルミニウムガリウム層３上の周縁部近傍に形
成された環状のアノード電極１６と、窒化アルミニウムガリウム層３を被覆すると共にカ
ソード電極１７上に開口部が設けられた絶縁膜１３と、アノード電極１６／カソード電極
１７間領域のアノード電極１６側の一部を絶縁膜１３を介して被覆すると共にアノード電
極１６に接続されたフィールドプレート電極１４と、絶縁膜１３を介してカソード電極１
７周辺領域を被覆すると共にカソード電極１７に接続された第２のフィールドプレート電
極１５と、を備えている。
【００６５】
　即ち、この変形例は、図６に示す本発明の第４の実施の形態に係る窒素化合物含有半導
体装置に対して、絶縁膜１３のカソード電極１７上の部分に開口部を設け、さらに、絶縁
膜１３を介してカソード電極１７周辺領域を被覆すると共にカソード電極１７に接続され
た第２のフィールドプレート電極１５を付加した構成となっている。
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【００６６】
　本発明の第４の実施の形態に係る窒素化合物含有半導体装置の変形例によれば、第２の
フィールドプレート電極１５を絶縁膜１３上のカソード電極１７周辺領域にも設けること
により、カソード電極端部の電界も緩和することが可能となり、図６に示す本発明の第４
の実施の形態に係る窒素化合物含有半導体装置よりもさらに素子の高耐圧化を図ることが
できる。
【００６７】
　図８は、本発明の第５の実施の形態に係る窒素化合物含有半導体装置の構造を示す断面
図である。
【００６８】
　本発明の第５の実施の形態に係る窒素化合物含有半導体装置は、図４に示す本発明の第
３の実施の形態に係る窒素化合物含有半導体装置に付加的構成要素を追加したものであり
、シリコン（Ｓｉ）基板１と、シリコン基板１上に島状に形成された第３の窒化アルミニ
ウムガリウム（ＡｌｚＧａ１－ｚＮ（０≦ｚ≦１））層としてのｐ型窒化ガリウム（Ｇａ
Ｎ）層１８と、ｐ型窒化ガリウム層１８上に形成された第１の窒化アルミニウムガリウム
（ＡｌｘＧａ１－ｘＮ（０≦ｘ≦１））層としての窒化ガリウム（ＧａＮ）層２と、窒化
ガリウム層２上に形成された第２の窒化アルミニウムガリウム（ＡｌｙＧａ１－ｙＮ（０
≦ｙ≦１，ｘ＜ｙ））層としての窒化アルミニウムガリウム（ＡｌＧａＮ）層３と、窒化
アルミニウムガリウム層３上の中央部に形成されたドレイン電極６と、窒化アルミニウム
ガリウム層３上のドレイン電極６周囲に形成された環状のゲート電極５と、窒化アルミニ
ウムガリウム層３上のゲート電極５周囲に形成された環状のソース電極４と、窒化アルミ
ニウムガリウム層３、ゲート電極５及びドレイン電極６を被覆する絶縁膜１３と、絶縁膜
１３を介してゲート電極５周辺領域を被覆すると共にソース電極４に接続されたフィール
ドプレート電極１４と、を備えている。
【００６９】
　即ち、本発明の第５の実施の形態に係る窒素化合物含有半導体装置は、図４に示す本発
明の第３の実施の形態に係る窒素化合物含有半導体装置に対して、さらに、シリコン基板
１上に島状に形成されたｐ型窒化ガリウム層１８を備え、その上に、窒化ガリウム層２、
窒化アルミニウムガリウム層３、ドレイン電極６、ゲート電極５、ソース電極４、絶縁膜
１３及びフィールドプレート電極１４を同様に備えた構成となっている。
【００７０】
　換言すると、本発明の第５の実施の形態に係る窒素化合物含有半導体装置は、チャネル
層を、窒化ガリウム層２だけではなく、ｐ型窒化ガリウム層１８及び窒化ガリウム層２に
よって形成している。
【００７１】
　本発明の第５の実施の形態に係る窒素化合物含有半導体装置においては、シリコン基板
１と窒化ガリウム層２との間にｐ型窒化ガリウム層１８を形成することによって、シリコ
ン基板１とドレイン電極６との間にｐｉｎダイオードが形成されている。
【００７２】
　従って、ドレイン電極６に高電圧が印加されてアバランシェ降伏が起きたときには、発
生した正孔は、速やかにｐ型窒化ガリウム層１８を通過してシリコン基板１に排出される
ため、高いアバランシェ耐量が実現され、素子の破壊や損傷を防止することができる。
【００７３】
　この場合、シリコン基板１もｐ型窒化ガリウム層１８と同一導電型のｐ型であることが
望ましい。
【００７４】
　また、シリコン基板１とｐ型窒化ガリウム層１８との間のバンド不連続を小さくするた
めに、シリコン基板１とｐ型窒化ガリウム層１８との間に、さらに窒化インジウムガリウ
ム（ＩｎＧａＮ）層を形成してもよい。
【００７５】
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　図９は、本発明の第５の実施の形態に係る窒素化合物含有半導体装置の変形例の構造を
示す断面図である。
【００７６】
　図９に示す変形例は、図８に示す本発明の第５の実施の形態に係る窒素化合物含有半導
体装置の構成を一部改変したものであり、シリコン（Ｓｉ）基板１と、シリコン基板１上
に島状に形成された第３の窒化アルミニウムガリウム（ＡｌｚＧａ１－ｚＮ（０≦ｚ≦１
））層としてのｐ型窒化ガリウム（ＧａＮ）層１８と、ｐ型窒化ガリウム層１８上に形成
された第２の窒化アルミニウムガリウム（ＡｌｙＧａ１－ｙＮ（０≦ｙ≦１，ｘ＜ｙ））
層としての窒化アルミニウムガリウム（ＡｌＧａＮ）層３と、窒化アルミニウムガリウム
層３上の中央部に形成されたドレイン電極６と、窒化アルミニウムガリウム層３上のドレ
イン電極６周囲に形成された環状のゲート電極５と、窒化アルミニウムガリウム層３上の
ゲート電極５周囲に形成されると共にｐ型窒化ガリウム層１８に接続された環状のソース
電極４と、窒化アルミニウムガリウム層３、ゲート電極５及びドレイン電極６を被覆する
絶縁膜１３と、絶縁膜１３を介してゲート電極５周辺領域を被覆すると共にソース電極４
に接続されたフィールドプレート電極１４と、を備えている。
【００７７】
　即ち、この変形例は、図８に示す本発明の第５の実施の形態に係る窒素化合物含有半導
体装置においてはｐ型窒化ガリウム層１８及び窒化ガリウム層２により形成されていたチ
ャネル層全体をｐ型窒化ガリウム層１８のみによって形成すると共に、ｐ型窒化ガリウム
層１８をソース電極４と接続している。
【００７８】
　この変形例の構成においても、ドレイン電極６に高電圧が印加されてアバランシェ降伏
が起きたときには、発生した正孔は、速やかにｐ型窒化ガリウム層１８を通過してシリコ
ン基板１に排出されるため、高いアバランシェ耐量が実現され、素子の破壊や損傷を防止
することができる。
【００７９】
　図１０は、本発明の第６の実施の形態に係る窒素化合物含有半導体装置の構造を示す断
面図である。
【００８０】
　本発明の第６の実施の形態に係る窒素化合物含有半導体装置は、シリコン（Ｓｉ）基板
１と、シリコン基板１上に島状に形成された第１の窒化アルミニウムガリウム（ＡｌｘＧ
ａ１－ｘＮ（０≦ｘ≦１））層としての窒化ガリウム（ＧａＮ）層２と、窒化ガリウム層
２上に形成された第２の窒化アルミニウムガリウム（ＡｌｙＧａ１－ｙＮ（０≦ｙ≦１，
ｘ＜ｙ））層としての窒化アルミニウムガリウム（ＡｌＧａＮ）層３と、窒化アルミニウ
ムガリウム層３上の中央部に形成されたドレイン電極６と、窒化アルミニウムガリウム層
３上のドレイン電極６周囲に形成された環状のゲート電極５と、窒化アルミニウムガリウ
ム層３上のゲート電極５周囲に形成された環状のソース電極４と、島状に形成された窒化
ガリウム層２及び窒化アルミニウムガリウム層３の周囲に形成された溝状素子分離領域内
面に形成されたパッシベーション膜１９と、パッシベーション膜１９が形成された溝状素
子分離領域に埋め込まれた絶縁部材としてのコロイダルシリカ２０と、コロイダルシリカ
２０が埋め込まれた溝状素子分離領域を被覆する絶縁膜２１と、を備えている。
【００８１】
　即ち、本発明の第６の実施の形態に係る窒素化合物含有半導体装置は、島状に形成され
た素子領域間の溝状素子分離領域内面にパッシベーション膜１９を形成してからコロイダ
ルシリカ２０を埋め込み、絶縁膜２１を溝状素子分離領域の蓋状部材として形成した構造
を有している。
【００８２】
　本発明の各実施の形態に係る窒素化合物含有半導体装置の製造工程においては、窒化ガ
リウム層２及び窒化アルミニウムガリウム層３を島状に結晶成長させて形成した後、電極
パターンを形成するときにリソグラフィ工程を行う。このとき、島状の素子領域間に溝状
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素子分離領域が残存していると、レジストが溝に入り込んでリソグラフィ工程後も残存し
、汚染源となってしまう。
【００８３】
　そこで、本発明の第６の実施の形態に係る窒素化合物含有半導体装置においては、窒化
ガリウム層２及び窒化アルミニウムガリウム層３を島状に結晶成長させて形成した後、島
状の素子領域間の溝状素子分離領域内面にパッシベーション膜１９を堆積させて形成して
からコロイダルシリカ２０を埋め込んで平坦化し、キャップ層として絶縁膜２１を堆積さ
せて形成している。
【００８４】
　以上のような構造を採用することにより、シリコン基板１上に存在していた島状の結晶
膜厚に相当する段差を１μｍ以下に軽減して平坦化することにより、溝状素子分離領域に
汚染源となる物質が入り込むのを防止することができ、また、溝状素子分離領域を絶縁部
材によって埋め込むことにより、島状の素子領域の側壁を安定化させて、縦型素子を実現
することができる。
【００８５】
　図１１は、本発明の第６の実施の形態に係る窒素化合物含有半導体装置の変形例の構造
を示す断面図である。
【００８６】
　図１１に示す変形例は、図１０に示す本発明の第６の実施の形態に係る窒素化合物含有
半導体装置に付加的構成要素を追加したものであり、シリコン（Ｓｉ）基板１と、シリコ
ン基板１上に島状に形成された第１の窒化アルミニウムガリウム（ＡｌｘＧａ１－ｘＮ（
０≦ｘ≦１））層としての窒化ガリウム（ＧａＮ）層２と、窒化ガリウム層２上に形成さ
れた第２の窒化アルミニウムガリウム（ＡｌｙＧａ１－ｙＮ（０≦ｙ≦１，ｘ＜ｙ））層
としての窒化アルミニウムガリウム（ＡｌＧａＮ）層３と、窒化アルミニウムガリウム層
３上の中央部に形成されたドレイン電極６と、窒化アルミニウムガリウム層３上のドレイ
ン電極６周囲に形成された環状のゲート電極５と、窒化アルミニウムガリウム層３上のゲ
ート電極５周囲に形成された環状のソース電極４と、島状に形成された窒化ガリウム層２
及び窒化アルミニウムガリウム層３の周囲に形成された溝状素子分離領域内面に形成され
たパッシベーション膜１９と、パッシベーション膜１９が形成された溝状素子分離領域に
埋め込まれた絶縁部材としてのコロイダルシリカ２０と、コロイダルシリカ２０が埋め込
まれた溝状素子分離領域を被覆する絶縁膜２１と、窒化アルミニウムガリウム層３、ソー
ス電極４、ゲート電極５及びドレイン電極６を被覆する絶縁膜１３と、ソース電極４上の
絶縁膜１３に設けられた開口部を介して一の素子のソース電極４と他の素子のソース電極
４とを接続するソース電極配線２４と、ソース電極配線２４を被覆する絶縁膜２３と、ド
レイン電極６上の絶縁膜１３及び絶縁膜２３に設けられた開口部を介して一の素子のドレ
イン電極６と他の素子のドレイン電極６とを接続するドレイン電極配線２６と、ゲート電
極５上の絶縁膜１３及び絶縁膜２３に設けられた開口部を介して一の素子のゲート電極５
と他の素子のゲート電極５とを接続するゲート電極配線（図示せず）と、を備えている。
【００８７】
　即ち、本発明の第６の実施の形態に係る窒素化合物含有半導体装置の変形例は、一の素
子と他の素子のソース電極４同士、ゲート電極５同士、ドレイン電極６同士をそれぞれ接
続するソース電極配線２４、ゲート電極配線、ドレイン電極配線２６を付加的構成要素と
して備えたものである。
【００８８】
　この変形例の構造によって、シリコン基板１上に形成された複数の素子が並列接続され
たこととなり、素子面積を拡大したのと同様の効果を得ることができる。
【００８９】
　図１０及び図１１に示す本発明の第６の実施の形態に係る窒素化合物含有半導体装置及
びその変形例においては、溝状素子分離領域に埋め込まれる絶縁部材としてコロイダルシ
リカを用いて説明したが、他の顆粒状絶縁部材を用いてもよいし、スピンオングラス（Ｓ
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ＯＧ）により液状ガラス材をスピンコートしてガラス層を形成してもよいし、ＢＰＳＧ（
Boro-Phospho Silicate Glass）膜を形成してもよい。
【００９０】
　また、素子は、窒化アルミニウムガリウム／窒化ガリウムヘテロ構造電界効果トランジ
スタ（ＨＦＥＴ）であるものとして説明したが、ショットキーバリアダイオード（ＳＢＤ
）であってもよい。
【００９１】
　尚、シリコン基板１とソース電極４とを電気的に接続した横型素子においては、島状の
窒化ガリウム層２及び窒化アルミニウムガリウム層３の側壁部分には電圧が印加されない
ので、溝状素子分離領域に絶縁部材を埋め込まなくても、素子の動作性能上の問題が発生
することはない。従って、この場合、溝状素子分離領域には、ポリシリコン等の半導体層
を埋め込んでもよいし、電極配線と同様の金属材料を埋め込んでもよい。
【００９２】
　以上、本発明に係る窒素化合物含有半導体装置について、第１乃至第６の実施の形態及
びそれらの変形例を例示して説明したが、本発明は、例示した実施の形態に限定されるも
のではなく、当業者が容易に想到し得る変形例は、総て本発明と均等（等価）であると考
えられる。
【００９３】
　例えば、チャネル層としての第１の窒化アルミニウムガリウム（ＡｌｘＧａ１－ｘＮ（
０≦ｘ≦１））層は、上記各実施の形態では窒化ガリウム（ＧａＮ）層２として説明した
が、バリア層としての第２の窒化アルミニウムガリウム（ＡｌｙＧａ１－ｙＮ（０≦ｙ≦
１，ｘ＜ｙ））層３よりもアルミニウム組成比の小さい窒化アルミニウムガリウム（Ａｌ
ＧａＮ）層として形成しても、実施可能である。
【００９４】
　また、窒化アルミニウムガリウム層３の厚さは、必ずしも均一でなくてもよく、局所的
に厚さが異なっていてもよいし、窒化アルミニウムガリウム層３上の一部にｎ型窒化ガリ
ウム（ＧａＮ）層を形成する等のリセス構造が採用されていてもよい。
【００９５】
　さらに、ヘテロ構造電界効果トランジスタのゲート閾値電圧は、通常、負の値であり、
ノーマリオン型の素子であるが、本発明の構成は、ゲート閾値電圧に拘わらず、ノーマリ
オフ型の素子にも適用可能である。
【００９６】
　加えて、素子の高耐圧化を図った例として、一段ソースフィールドプレート構造を用い
て説明したが、これに限らず、ドレインフィールドプレート構造、多段フィールドプレー
ト構造、リサーフ構造等の他の高耐圧化構造を用いても実施可能である。
【００９７】
　また、島状の窒化アルミニウムガリウム層／窒化ガリウム層ヘテロ構造を含む窒素化合
物含有半導体装置として、ヘテロ構造電界効果トランジスタ（ＨＦＥＴ）及びショットキ
ーバリアダイオード（ＳＢＤ）を例に挙げて説明したが、ゲート構造をＭＩＳ構造とした
ＭＩＳ－ＨＦＥＴ、ｐ型窒化アルミニウムガリウム（ＡｌＧａＮ）層を含むｐｎダイオー
ド、窒化ガリウム層のみを含むＪＦＥＴ等の素子においても、本発明の構成は適用可能で
ある。
【００９８】
　島状の窒化ガリウム層を結晶成長させる方法として、窒化シリコン（ＳｉＮ）膜や二酸
化シリコン（ＳｉＯ２）をマスクとして選択的エピタキシャル成長技術を用いる方法を挙
げたが、本発明は、島状に素子を形成することにより効果が得られるため、製造方法は結
晶成長法に限定されるものではない。
【００９９】
　また、シリコン基板上に窒化ガリウム層を結晶成長させる際に、低温で成長させた窒化
ガリウム層、窒化アルミニウム層、窒化ガリウム層と窒化アルミニウム層との超格子構造
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等をバッファ層として用いるが、このバッファ層の種類によっても限定されるものではな
い。
【図面の簡単な説明】
【０１００】
【図１】本発明の第１の実施の形態に係る窒素化合物含有半導体装置の構成を模式的に示
す斜視図である。
【図２】本発明の第２の実施の形態に係る窒素化合物含有半導体装置の構成を模式的に示
す平面図である。
【図３】図２に示す本発明の第２の実施の形態に係る窒素化合物含有半導体装置の適用例
を模式的に示す平面図である。
【図４】本発明の第３の実施の形態に係る窒素化合物含有半導体装置の構造を示す断面図
である。
【図５】本発明の第３の実施の形態に係る窒素化合物含有半導体装置の変形例の構造を示
す断面図である。
【図６】本発明の第４の実施の形態に係る窒素化合物含有半導体装置の構造を示す断面図
である。
【図７】本発明の第４の実施の形態に係る窒素化合物含有半導体装置の変形例の構造を示
す断面図である。
【図８】本発明の第５の実施の形態に係る窒素化合物含有半導体装置の構造を示す断面図
である。
【図９】本発明の第５の実施の形態に係る窒素化合物含有半導体装置の変形例の構造を示
す断面図である。
【図１０】本発明の第６の実施の形態に係る窒素化合物含有半導体装置の構造を示す断面
図である。
【図１１】本発明の第６の実施の形態に係る窒素化合物含有半導体装置の変形例の構造を
示す断面図である。
【符号の説明】
【０１０１】
１　シリコン（Ｓｉ）基板
２　窒化ガリウム（ＧａＮ）層（チャネル層）
３　窒化アルミニウムガリウム（ＡｌＧａＮ）層（バリア層）
４　ソース電極
５　ゲート電極
６　ドレイン電極
７　ソース端子
８　ドレイン端子
９　ゲート端子
１０　パッケージ
１１　ボンディングワイヤ
１２　半導体チップ
１３　絶縁膜
１４　フィールドプレート電極
１５　第２のフィールドプレート電極
１６　アノード電極
１７　カソード電極
１８　ｐ型窒化ガリウム（ＧａＮ）層
１９　パッシベーション膜
２０　コロイダルシリカ
２１　絶縁膜
２３　絶縁膜
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２４　ソース電極配線
２６　ドレイン電極配線

【図１】 【図２】
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【図５】 【図６】
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【図９】 【図１０】



(18) JP 4810072 B2 2011.11.9

【図１１】



(19) JP 4810072 B2 2011.11.9

10

20

30

フロントページの続き

(51)Int.Cl.                             ＦＩ                                                        
   Ｈ０１Ｌ  29/06     (2006.01)           Ｈ０１Ｌ  29/44    　　　Ｙ          　　　　　
   Ｈ０１Ｌ  29/41     (2006.01)           　　　　           　　　　          　　　　　

(72)発明者  齋　藤　　　渉
            神奈川県川崎市幸区小向東芝町１番地　株式会社東芝　マイクロエレクトロニクスセンター内
(72)発明者  大　村　一　郎
            神奈川県川崎市幸区小向東芝町１番地　株式会社東芝　マイクロエレクトロニクスセンター内

    審査官  原　和秀

(56)参考文献  実開昭５０－０２８６６１（ＪＰ，Ｕ）　　　
              特開平０２－０３９５７３（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開平０４－２６２５７７（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開平０６－２０９０１５（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開平１１－３０７５５２（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００３－２５７９９７（ＪＰ，Ａ）　　　

(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
              Ｈ０１Ｌ　　２１／３３８　　　
              Ｈ０１Ｌ　　２１／２８　　　　
              Ｈ０１Ｌ　　２１／７６　　　　
              Ｈ０１Ｌ　　２７／０９５　　　
              Ｈ０１Ｌ　　２９／０６　　　　
              Ｈ０１Ｌ　　２９／４１　　　　
              Ｈ０１Ｌ　　２９／４７　　　　
              Ｈ０１Ｌ　　２９／７７８　　　
              Ｈ０１Ｌ　　２９／８１２　　　
              Ｈ０１Ｌ　　２９／８７２　　　


	biblio-graphic-data
	claims
	description
	drawings
	overflow

