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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ＩＩＩ－Ｎ材料構造と、
　ソース及びドレインと、
　前記ＩＩＩ－Ｎ材料構造の表面上に形成され、厚さを有する一層の電極画定層であって
、前記一層の電極画定層内に前記ドレインに近接する第１の側壁と、前記ソースに近接す
る第２の側壁とを有する凹部を有し、前記第１及び第２の側壁がそれぞれ複数の段を含み
、前記ＩＩＩ－Ｎ材料構造から遠い前記凹部の一部が第１の幅を有し、前記ＩＩＩ－Ｎ材
料構造に近い前記凹部の一部が第２の幅を有し、前記第１の幅が前記第２の幅より大きい
一層の電極画定層と、
　前記凹部内にあり、前記第１の側壁を少なくとも部分的に覆う拡張部分を含む電極とを
備え、
　前記第１の側壁は、前記ＩＩＩ－Ｎ材料構造の表面に対して第１の有効角を形成し、前
記第２の側壁は、前記ＩＩＩ－Ｎ材料構造の表面に対して第２の有効角を形成し、前記第
２の有効角は、前記第１の有効角より大きく、
　前記電極は、前記トランジスタのゲート領域内にゲートを備え、
　前記第１及び第２の側壁の複数の段は、それぞれ前記ゲートに直接隣接する第１の段幅
を有する第１の段と、前記第１の段に直接隣接する第２の段幅を有する第２の段と、前記
第２の段に直接隣接する第３の段幅を有する第３の段と、前記第３の段に直接隣接する第
４の段幅を有する第４の段と、を含み、
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　前記第１の側壁の複数の段における前記第１の段幅の前記第２の段幅に対する比率は、
前記第２の側壁の複数の段における前記第１の段幅の前記第２の段幅に対する比率と実質
的に同じであり、　前記第１の側壁の第１の段幅、第２の段幅及び第３の段幅の合計は、
前記第２の側壁の第１の段幅、第２の段幅及び第３の段幅の合計より大きく、前記第１の
段幅と前記第４の段幅とは、前記第２の段幅よりも大きいＩＩＩ－Ｎトランジスタ。
【請求項２】
　前記第２の有効角は、前記第１の有効角より実質的に大きい請求項１記載のトランジス
タ。
【請求項３】
　前記第２の有効角は、前記第１の有効角より少なくとも１０度大きい請求項１記載のト
ランジスタ。
【請求項４】
　前記ＩＩＩ－Ｎ材料構造は、第１のＩＩＩ－Ｎ材料層と、第２のＩＩＩ－Ｎ材料層と、
前記第１のＩＩＩ－Ｎ材料層及び前記第２のＩＩＩ－Ｎ材料層の間の組成の相違によって
、前記第２のＩＩＩ－Ｎ材料層に隣接する前記第１のＩＩＩ－Ｎ材料層内に誘起された２
ＤＥＧチャネルとを備える請求項１記載のトランジスタ。
【請求項５】
　前記第１のＩＩＩ－Ｎ材料層は、ＧａＮを含み、前記第２のＩＩＩ－Ｎ材料層は、Ａｌ
ＧａＮ、ＡｌＩｎＮ、ＡｌＩｎＧａＮ又はＢＡｌＩｎＧａＮを含む請求項４記載のトラン
ジスタ。
【請求項６】
　前記第１のＩＩＩ－Ｎ材料層及び前記第２のＩＩＩ－Ｎ材料層は、第ＩＩＩ族面又は［
０００１］配向、又は第ＩＩＩ族終端半極層であり、前記第２のＩＩＩ－Ｎ材料層は、前
記第１のＩＩＩ－Ｎ材料層と前記電極画定層との間にある請求項４記載のトランジスタ。
【請求項７】
　前記第１のＩＩＩ－Ｎ材料層及び前記第２のＩＩＩ－Ｎ材料層は、Ｎ面又は［０００－
１］配向又は窒素終端半極層であり、前記第１のＩＩＩ－Ｎ材料層は、前記第２のＩＩＩ
－Ｎ材料層と前記電極画定層との間にある請求項４記載のトランジスタ。
【請求項８】
　前記凹部は、前記電極画定層の全体の厚さに亘って延びている請求項４記載のトランジ
スタ。
【請求項９】
　前記凹部は、前記ＩＩＩ－Ｎ材料構造内まで延びている請求項８記載のトランジスタ。
【請求項１０】
　前記凹部は、前記２ＤＥＧチャネルを介して延びている請求項９記載のトランジスタ。
【請求項１１】
　前記電極画定層は、ＳｉＮｘを含む請求項１記載のトランジスタ。
【請求項１２】
　前記電極画定層の厚さは、約０．１μｍ乃至５μｍである請求項１記載のトランジスタ
。
【請求項１３】
　前記ＩＩＩ－Ｎ材料構造と前記電極画定層との間に誘電性パッシベーション層を更に備
え、前記誘電性パッシベーション層は、前記電極に隣接するＩＩＩ－Ｎ材料の表面に直接
的に接触する請求項１記載のトランジスタ。
【請求項１４】
　前記誘電性パッシベーション層は、ＳｉＮｘを含む請求項１３記載のトランジスタ。
【請求項１５】
　前記誘電性パッシベーション層は、前記電極が前記ＩＩＩ－Ｎ材料構造に直接的に接触
しないように、前記電極と前記ＩＩＩ－Ｎ材料構造との間に設けられている請求項１４記
載のトランジスタ。
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【請求項１６】
　前記誘電性パッシベーション層と前記電極画定層との間に更なる絶縁層を更に備える請
求項１４記載のトランジスタ。
【請求項１７】
　前記更なる絶縁層は、ＡｌＮを含む請求項１６記載のトランジスタ。
【請求項１８】
　前記電極の拡張部分は、前記側壁に直接的に接触する請求項１記載のトランジスタ。
【請求項１９】
　前記第１の側壁の複数の段における前記第１の段幅の前記第３の段幅に対する比率は、
前記第２の側壁の複数の段における前記第１の段幅の前記第３の段幅に対する比率と実質
的に同じである請求項１記載のトランジスタ。
【請求項２０】
　半導体デバイスを製造する方法であって、
　半導体材料構造を準備する工程と、
　前記半導体材料構造の表面上に厚さを有する一層の電極画定層を形成する工程と、
　前記一層の電極画定層上に幅を有する開口を含むマスク層をパターン化する工程と、
　前記一層の電極画定層をエッチングして凹部を形成する工程であって、前記凹部は、前
記一層の電極画定層内に、第１の側壁と、前記第１の側壁の反対側の第２の側壁とを有し
、前記第１及び第２の側壁は、それぞれ複数の段を有し、前記第１の側壁は、前記半導体
材料構造の表面に対して第１の有効角を形成し、前記第２の側壁は、前記半導体材料構造
の表面に対して第２の有効角を形成し、前記半導体材料構造から遠い凹部の一部が第１の
幅を有し、前記半導体材料構造に近い凹部の一部が第２の幅を有し、前記第１の幅が前記
第２の幅より大きい凹部を形成する工程とを有し、
　前記エッチングは、第１の手順及び第２の手順の実行を含み、前記第１の手順は、前記
電極画定層の一部を除去することを含み、前記第２の手順は、前記マスク層を完全には除
去することなく、前記マスク層の一部を除去することを含み、前記第２の手順によって、
前記マスク層の開口の幅が増加し、
　前記エッチングの結果、前記第２の有効角が前記第１の有効角より大きくなり、
　前記電極は、前記トランジスタのゲート領域内にゲートを備え、
　前記第１及び第２の側壁の複数の段は、それぞれ前記ゲートに直接隣接する第１の段幅
を有する第１の段と、前記第１の段に直接隣接する第２の段幅を有する第２の段と、前記
第２の段に直接隣接する第３の段幅を有する第３の段と、前記第３の段に直接隣接する第
４の段幅を有する第４の段と、を含み、
　前記第１の側壁の複数の段における前記第１の段幅の前記第２の段幅に対する比率は、
前記第２の側壁の複数の段における前記第１の段幅の前記第２の段幅に対する比率と実質
的に同じであり、
　前記第１の側壁の第１の段幅、第２の段幅及び第３の段幅の合計は、前記第２の側壁の
第１の段幅、第２の段幅及び第３の段幅の合計より大きく、前記第１の段幅と前記第４の
段幅とは、前記第２の段幅よりも大きくする方法。
【請求項２１】
　前記エッチングの結果、前記第２の有効角が前記第１の有効角より実質的に大きくなる
請求項２０記載の方法。
【請求項２２】
　前記エッチングの結果、前記第２の有効角が前記第１の有効角より少なくとも１０度大
きくなる請求項２０記載の方法。
【請求項２３】
　前記マスク層は、フォトレジストを含む請求項２０記載の方法。
【請求項２４】
　前記エッチング工程を実行する前に前記マスク層内で前記フォトレジストの再分布を引
き起こす工程を更に有する請求項２３記載の方法。
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【請求項２５】
　前記フォトレジストの再分布を引き起こす工程は、前記フォトレジストを熱アニール処
理する工程を含む請求項２４記載の方法。
【請求項２６】
　前記フォトレジストの再分布を引き起こす工程によって、前記開口の一方の側に第１の
傾斜側壁を有し、前記開口の他方の側に第２の傾斜側壁を有するマスク層が形成される請
求項２４記載の方法。
【請求項２７】
　前記フォトレジストの再分布を引き起こす工程によって、前記第２の傾斜側壁の傾斜が
前記第１の傾斜側壁の傾斜より大きくなる請求項２６記載の方法。
【請求項２８】
　前記マスク層を除去し、前記凹部内に電極を形成する工程を更に有する請求項２０記載
の方法。
【請求項２９】
　前記エッチングは、前記第２の手順を実行した後に前記第１の手順を再び実行し、前記
第１の手順を再び実行した後に前記第２の手順を再び実行することを含む請求項２０記載
の方法。
【請求項３０】
　前記エッチングの結果、前記電極画定層の厚さの全体に延びる凹部が形成される請求項
２０記載の方法。
【請求項３１】
　前記半導体材料構造は、ＩＩＩ－Ｎ層を含む請求項２０記載の方法。
【請求項３２】
　半導体デバイスを製造する方法において、
　半導体材料構造を準備する工程と、
　前記半導体材料構造の表面上に厚さを有する一層の電極画定層を形成する工程と、
　前記一層の電極画定層上に、第１の幅を有する複数の領域と、前記第１の幅より狭い第
２の幅を有する複数の領域とが交互に現れるパターンを形成する開口を有するマスク層を
パターン化する工程と、
　前記開口の下の前記一層の電極画定層をエッチングし、凹部を形成する工程とを有し、
前記凹部は、第１の側壁及び第２の側壁を有し、前記第１の側壁は、それぞれが前記一層
の電極画定層内に前記第１の幅を有する領域の１つに隣接する複数の側壁部（部分）を有
し、前記第２の側壁は、それぞれが前記第２の幅を有する領域の１つに隣接する複数の側
壁部を有し、
　前記エッチングの結果、前記第２の側壁の側壁部の平均傾斜が前記第１の側壁の側壁部
の平均傾斜より大きくなり、
　前記電極は、前記トランジスタのゲート領域内にゲートを備え、
　前記第１及び第２の側壁の複数の段は、それぞれ前記ゲートに直接隣接する第１の段幅
を有する第１の段と、前記第１の段に直接隣接する第２の段幅を有する第２の段と、前記
第２の段に直接隣接する第３の段幅を有する第３の段と、前記第３の段に直接隣接する第
４の段幅を有する第４の段と、を含み、
　前記第１の側壁の複数の段における前記第１の段幅の前記第２の段幅に対する比率は、
前記第２の側壁の複数の段における前記第１の段幅の前記第２の段幅に対する比率と実質
的に同じであり、
　前記第１の側壁の第１の段幅、第２の段幅及び第３の段幅の合計は、前記第２の側壁の
第１の段幅、第２の段幅及び第３の段幅の合計より大きく、前記第１の段幅と前記第４の
段幅とは、前記第２の段幅よりも大きくする方法。
【請求項３３】
　前記エッチングは、前記一層の電極画定層の厚さの全体をエッチングし、前記全体のエ
ッチングの間、前記マスク層をエッチングマスクとして使用する請求項３２記載の方法。
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【請求項３４】
　前記エッチングは、更に、前記一層の電極画定層の直下にある層をエッチングする請求
項３３記載の方法。
【請求項３５】
　前記半導体材料構造は、ＩＩＩ－Ｎ層を含む請求項３２記載の方法。
【請求項３６】
　チャネルを含む半導体材料構造と、
　前記チャネルにそれぞれ電気的に接触するソース及びドレインと、
　前記ソース及び前記ドレインの間にあり、ゲートと、前記ゲートからドレインに向かっ
て延びる拡張部分とを含む電極とを備えるトランジスタであって、
　前記トランジスタのゲート－ドレイン間隔は、２０ミクロン未満であり、
　前記ゲートが前記ソースに対して前記トランジスタの閾値電圧より低い電圧でバイアス
され、前記トランジスタのドレイン－ソース電圧が約６００Ｖ以上であるときの前記トラ
ンジスタの単位ゲート幅あたりのオフ状態ドレイン電流は、約１０－８Ａｍｐｓ／ｍｍ以
下であり、
　２マイクロ秒以下の切換時間で前記トランジスタをオンに切り換える際の前記トランジ
スタの動的オン抵抗は、前記トランジスタのＤＣオン抵抗の１．１倍未満であるトランジ
スタ。
【請求項３７】
　前記半導体材料構造は、ＩＩＩ－Ｎ材料を含み、前記チャネルは、前記ＩＩＩ－Ｎ材料
内にある請求項３６記載のトランジスタ。
【請求項３８】
　前記トランジスタのＤＣオン抵抗は、１２Ωｍｍ未満である請求項３６記載のトランジ
スタ。
【請求項３９】
　チャネルを含む半導体材料構造と、
　前記チャネルにそれぞれ電気的に接触するソース及びドレインと、
　前記ソース及び前記ドレインの間にあり、ゲートと、前記ゲートからドレインに向かっ
て延びる拡張部分とを含む電極とを備えるトランジスタであって、
　前記トランジスタのゲート－ドレイン間隔は、２０ミクロン未満であり、
　前記拡張部分は、複数の段を有し、前記拡張部分の長さ１ミクロンあたりの前記複数の
段の数は０．４より大であり、
　前記ゲートが前記ソースに対して前記トランジスタの閾値電圧より低い電圧でバイアス
され、前記トランジスタのドレイン－ソース電圧が約６００Ｖ以上であるときの前記トラ
ンジスタの単位ゲート幅あたりのオフ状態ドレイン電流は、約１０－８Ａｍｐｓ／ｍｍ以
下であるトランジスタ。
【請求項４０】
　前記拡張部分の長さは、１２ミクロン以下である請求項３９記載のトランジスタ。
【請求項４１】
　前記トランジスタのＤＣオン抵抗は、１２Ωｍｍ未満である請求項３９記載のトランジ
スタ。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　関連出願への相互参照
　本出願は、２０１３年２月１５日に出願された米国仮出願番号第６１／７６５，６３５
号の優先権を主張する。基礎出願の開示内容は、本出願の開示内容の一部を構成し、引用
によって本出願に援用される。
技術分野
　本発明は、半導体電子デバイスに関し、詳しくは、フィールドプレートに接続される電
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極を有するデバイスに関する。
【背景技術】
【０００２】
　これまで、例えば、高電圧のＰ－Ｉ－Ｎダイオード、及びパワートランジスタ、例えば
、パワーＭＯＳＦＥＴ及び絶縁ゲートバイポーラトランジスタ（Insulated Gate Bipolar
 Transistors：ＩＧＢＴ）等のパワー半導体ダイオードは、通常、シリコン（Ｓｉ）半導
体材料から製造されている。より近年になって、炭化シリコン（ＳｉＣ）パワーデバイス
も、その優れた特性のために研究されている。大電流を搬送し、高電圧をサポートし、極
低レベルのオン抵抗、高電圧デバイス動作及び高速スイッチングを提供する魅力的な候補
として、ＩＩＩ族窒化物（ＩＩＩ－Ｎ）半導体デバイスが注目されている。ここで使用す
るＩＩＩ－Ｎ又はＩＩＩ族窒化物材料、層、デバイス等の用語は、化学式ＢｗＡｌｘＩｎ

ｙＧａｚＮで表される複合半導体材料を含む材料又はデバイスを意味し、ｗ＋ｘ＋ｙ＋ｚ
は、約１である。
【０００３】
　従来のＩＩＩ－Ｎ高電子移動度トランジスタ（electron mobility transistor：ＨＥＭ
Ｔ）の実例を図１及び図２に示す。図１に示すＩＩＩ－Ｎ　ＨＥＭＴは、基板１０と、例
えば、基板上のＧａＮの層であるチャネル層１１と、例えば、チャネル層上のＡｌｘＧａ

１－ｘＮの層であるバリア層１２とを含む。チャネル層１１とバリア層１２との間の界面
の近傍のチャネル層１１内には、２次元電子ガス（two-dimensional electron gas：２Ｄ
ＥＧ）チャネル１９が誘起されている。ソース電極１４及びドレイン電極１５は、２ＤＥ
Ｇチャネルとオーミックコンタクトを形成する。ゲート１６は、ゲート領域内、すなわち
、ゲート１６の直下の２ＤＥＧの一部を変調する。
【０００４】
　ＩＩＩ－Ｎデバイスでは、一般的にフィールドプレートが使用され、これは、デバイス
の高フィールド領域に電界を形成し、ピーク電界を減少させ、デバイス降伏電圧を高め、
この結果、より高い電圧での動作を実現する。フィールドプレートが使用されている従来
のＩＩＩ－Ｎ　ＨＥＭＴの具体例を図２に示す。図２のデバイスは、図１のデバイスに含
まれている層に加えて、ゲート１６に接続されたフィールドプレート１８と、フィールド
プレート１８及びＩＩＩ－Ｎバリア層１２の間に形成されたＳｉＮ等の層である絶縁層１
３とを含む。フィールドプレート１８は、ゲート１６と同じ材料を含んでもよく、同じ材
料から形成してもよい。絶縁層１３は、表面パッシベーション層として機能でき、絶縁層
１３に隣接するＩＩＩ－Ｎ材料の表面における電圧変動を防止又は抑制する。
【０００５】
　傾斜フィールドプレート（slant field plate）は、ＩＩＩ－Ｎデバイスにおけるピー
ク電界を低減し、降伏電圧を高める点で特に有効であることが知られている。図３は、図
２と同様のＩＩＩ－Ｎデバイスであって、傾斜フィールドプレート２４を有する従来のＩ
ＩＩ－Ｎデバイスを示している。このデバイスでは、ゲート１６（すなわち、電極２９の
垂直の破線の間の部分）及び傾斜フィールドプレート２４は、単一の電極２９によって形
成されている。絶縁層２３は、ＳｉＮを材料としてもよく、電極２９の形状を少なくとも
部分的に画定する凹部を含む。また、電極画定層２３は、電極画定層２３に隣接するＩＩ
Ｉ－Ｎ材料の表面における電圧変動を防止又は抑制する表面パッシベーション層としても
機能できる。このデバイスのゲート１６及び傾斜フィールドプレート２４は、まず、ＩＩ
Ｉ－Ｎバリア層１２の表面全体上に電極画定層２３を堆積させ、ゲート１６を含む領域内
で電極画定層２３を介して傾斜側壁２５を含む凹部をエッチングし、最後に少なくとも凹
部内及び傾斜側壁２５上に電極２９を堆積させることによって形成できる。
【０００６】
　例えば、図３のフィールドプレート２４等の傾斜フィールドプレートは、図３のフィー
ルドプレート１８等の傾斜部分を含まない従来のフィールドプレートに比べて、より大き
な体積に亘ってデバイス内の電界を広げる傾向がある。したがって、傾斜フィールドプレ
ートは、基底にあるデバイスにおけるピーク電界を低減するためにより効果的であり、こ
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の結果、より大きい動作電圧及び降伏電圧を実現できる。
【０００７】
　図３のデバイスが、オフ状態において、ソース１４に対してドレイン１５に印加される
大きな電圧によってバイアスされると、半導体層１１、１２の電界は、フィールドプレー
ト２４の水平方向の長さに亘って広がる。したがって、所与の厚さの電極画定層２３につ
いて、電界が広がる領域の水平方向の長さは、フィールドプレートが、基底にあるＩＩＩ
－Ｎ材料構造の表面２８に対して形成する角度２６によって概ね決まる。角度２６が小さ
い程、電界がより広がり、これに応じて、デバイスの動作電圧及び降伏電圧がより大きく
なる。例えば、厚さ約０．８５ミクロンの電極画定層２３を有するＩＩＩ－Ｎデバイスで
は、信頼できる５０Ｖ又は１００Ｖ動作のためには、この角度を約４０度以下にする必要
があり、信頼できる３００Ｖ又は６００Ｖ動作のためには、この角度を約１０度以下にす
る必要がある。しかしながら、角度２６を小さくすると、フィールドプレート２４がドレ
イン１５に向けてより長く拡張され、必然的に、ゲート１６とドレイン１５との間の間隔
がより広くなる。更に、このような小さい角度２６では、傾斜フィールドプレート２４を
再現可能に製造することが困難な場合がある。そこで、ピーク電界を適切に抑制でき、再
現可能に製造できるフィールドプレート構造が望まれている。
【発明の概要】
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　第１の側面として、ＩＩＩ－Ｎトランジスタを開示する。このトランジスタは、ＩＩＩ
－Ｎ材料構造と、ソース及びドレインと、厚さを有する電極画定層とを備える。電極画定
層は、ＩＩＩ－Ｎ材料構造の表面上に形成され、ドレインに近接する第１の側壁と、ソー
スに近接する第２の側壁とを有する凹部を有し、第１及び第２の側壁がそれぞれ複数の段
を含む。ＩＩＩ－Ｎ材料構造から遠い凹部の一部は、第１の幅を有し、ＩＩＩ－Ｎ材料構
造に近い凹部の一部は、第２の幅を有し、第１の幅は、第２の幅より大きい。トランジス
タは、更に、凹部内にあり、第１の側壁を少なくとも部分的に覆う拡張部分を含む電極を
備える。第１の側壁は、ＩＩＩ－Ｎ材料構造の表面に対して第１の有効角を形成し、第２
の側壁は、ＩＩＩ－Ｎ材料構造の表面に対して第２の有効角を形成し、第２の有効角は、
第１の有効角より大きい。
【０００９】
　第２の側面として、トランジスタを開示する。トランジスタは、チャネルを含む半導体
材料構造と、チャネルにそれぞれ電気的に接触するソース及びドレインと、ソース及びド
レインの間にある電極とを備える。電極は、ゲートと、ゲートからドレインに向かって延
びる拡張部分とを含む電極とを備える。トランジスタのゲート－ドレイン間隔は、２０ミ
クロン未満であり、ゲートがソースに対してトランジスタの閾値電圧より低い電圧でバイ
アスされ、トランジスタのドレイン－ソース電圧が約６００Ｖ以上であるときのトランジ
スタの単位ゲート幅あたりのオフ状態ドレイン電流は、約１０－８Ａｍｐｓ／ｍｍ以下で
あり、２マイクロ秒以下の切換時間でトランジスタをオンに切り換える際のトランジスタ
の動的オン抵抗は、トランジスタのＤＣオン抵抗の１．１倍未満である。
【００１０】
　第３の側面として、トランジスタを開示する。トランジスタは、チャネルを含む半導体
材料構造と、チャネルにそれぞれ電気的に接触するソース及びドレインと、ソース及びド
レインの間にある電極とを備える。電極は、ゲートと、ゲートからドレインに向かって延
びる拡張部分とを含む電極とを備える。トランジスタのゲート－ドレイン間隔は、２０ミ
クロン未満であり、拡張部分は、複数の段を有し、拡張部分の長さ１ミクロンあたりの複
数の段の数は０．４より大であり、ゲートがソースに対してトランジスタの閾値電圧より
低い電圧でバイアスされ、トランジスタのドレイン－ソース電圧が約６００Ｖ以上である
ときのトランジスタの単位ゲート幅あたりのオフ状態ドレイン電流は、約１０－８Ａｍｐ
ｓ／ｍｍ以下である。
【００１１】
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　第４の側面として、半導体デバイスを製造する方法を開示する。方法は、半導体材料構
造を準備する工程と、半導体材料構造の表面上に厚さを有する電極画定層を形成する工程
と、電極画定層上に幅を有する開口を含むマスク層をパターン化する工程とを有する。方
法は、更に、電極画定層をエッチングして凹部を形成する工程であって、凹部は、第１の
側壁と、第１の側壁の反対側の第２の側壁とを有し、第１及び第２の側壁は、それぞれ複
数の段を有し、第１の側壁は、半導体材料構造の表面に対して第１の有効角を形成し、第
２の側壁は、半導体材料構造の表面に対して第２の有効角を形成し、半導体材料構造から
遠い凹部の一部が第１の幅を有し、半導体材料構造に近接する凹部の一部が第２の幅を有
し、第１の幅が第２の幅より大きい凹部を形成する工程とを有する。エッチングは、第１
の手順及び第２の手順の実行を含み、第１の手順は、電極画定層の一部を除去することを
含み、第２の手順は、マスク層を完全には除去することなく、マスク層の一部を除去する
ことを含み、第２の手順によって、マスク層の開口の幅が増加する。更に、電極画定層の
エッチングの結果、第２の有効角が第１の有効角より大きくなる。
【００１２】
　第５の側面として、半導体デバイスを製造する方法を開示する。方法は、半導体材料構
造を準備する工程と、半導体材料構造の表面上に厚さを有する電極画定層を形成する工程
と、電極画定層上に、開口を有するマスク層をパターン化する工程とを有する。開口は、
第１の幅を有する複数の領域と、第１の幅より狭い第２の幅を有する複数の領域とが交互
に現れるパターンを形成する。方法は、更に、開口の下の電極画定層をエッチングし、凹
部を形成する工程を有し、凹部は、第１の側壁及び第２の側壁を有し、第１の側壁は、そ
れぞれが第１の幅を有する領域の１つに隣接する複数のセクションを有し、第２の側壁は
、それぞれが第２の幅を有する領域の１つに隣接する複数のセクションを有する。更に、
エッチングの結果、第２の側壁のセクションの平均傾斜が第１の側壁のセクションの平均
傾斜より大きくなる。
【００１３】
　ここに説明したデバイス及び方法のそれぞれは、以下の特徴又は工程の１つ以上を含む
ことができる。第２の有効角は、第１の有効角より実質的に大きくすることができる。第
２の有効角は、第１の有効角より少なくとも１０度大きくすることができる。ＩＩＩ－Ｎ
材料構造は、第１のＩＩＩ－Ｎ材料層と、第２のＩＩＩ－Ｎ材料層と、第１のＩＩＩ－Ｎ
材料層及び第２のＩＩＩ－Ｎ材料層の間の組成の相違によって、第２のＩＩＩ－Ｎ材料層
に隣接する第１のＩＩＩ－Ｎ材料層内に誘起された２ＤＥＧチャネルとを備えていてもよ
い。第１のＩＩＩ－Ｎ材料層は、ＧａＮを含んでいてもよく、第２のＩＩＩ－Ｎ材料層は
、ＡｌＧａＮ、ＡｌＩｎＮ、ＡｌＩｎＧａＮ又はＢＡｌＩｎＧａＮを含んでいてもよい。
第１のＩＩＩ－Ｎ材料層及び第２のＩＩＩ－Ｎ材料層は、第ＩＩＩ族面又は［０００１］
配向、又は第ＩＩＩ族終端半極層であってもよく、第２のＩＩＩ－Ｎ材料層は、第１のＩ
ＩＩ－Ｎ材料層と電極画定層との間にあってもよい。第１のＩＩＩ－Ｎ材料層及び第２の
ＩＩＩ－Ｎ材料層は、Ｎ面又は［０００－１］配向又は窒素終端半極層であってもよく、
第１のＩＩＩ－Ｎ材料層は、第２のＩＩＩ－Ｎ材料層と電極画定層との間にあってもよい
。凹部は、電極画定層の全体の厚さに亘って延びていてもよい。凹部は、ＩＩＩ－Ｎ材料
構造内まで延びていてもよく、及び／又は２ＤＥＧチャネルを介して延びていてもよい。
【００１４】
　電極画定層は、ＳｉＮｘを含んでいてもよいトランジスタは、ＩＩＩ－Ｎ材料構造と電
極画定層との間に誘電性パッシベーション層を更に備えていてもよく、誘電性パッシベー
ション層は、電極に隣接するＩＩＩ－Ｎ材料の表面に直接的に接触する。誘電性パッシベ
ーション層は、ＳｉＮｘを含んでいてもよい。誘電性パッシベーション層は、電極がＩＩ
Ｉ－Ｎ材料構造に直接的に接触しないように、電極とＩＩＩ－Ｎ材料構造との間に設けて
もよい。トランジスタは、誘電性パッシベーション層と電極画定層との間に更なる絶縁層
を更に備えていてもよい。更なる絶縁層は、ＡｌＮを含んでいてもよい。電極の拡張部分
は、側壁に直接的に接触してもよい。
【００１５】
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　電極は、トランジスタのゲート領域内にゲートを備えていてもよく、第１及び第２の側
壁の複数の段は、それぞれゲートに直接隣接する第１の段幅を有する第１の段と、第１の
段に直接隣接する第２の段幅を有する第２の段と、第２の段に直接隣接する第３の段幅を
有する第３の段とを含んでいてもよく、第１の側壁の複数の段における第１の段幅の第２
の段幅に対する比率は、第２の側壁の複数の段における第１の段幅の第２の段幅に対する
比率と実質的に同じである。第１の側壁の複数の段における第１の段幅の第３の段幅に対
する比率は、第２の側壁の複数の段における第１の段幅の第３の段幅に対する比率と実質
的に同じであってもよい。第１の側壁の第１の段幅、第２の段幅及び第３の段幅の合計は
、第２の側壁の第１の段幅、第２の段幅及び第３の段幅の合計より大きくてもよい。
【００１６】
　半導体材料構造は、ＩＩＩ－Ｎ材料を含んでいてもよく、チャネルは、ＩＩＩ－Ｎ材料
内にあってもよい。トランジスタのＤＣオン抵抗は、１２Ωｍｍ未満であってもよい。フ
ィールドプレート又は拡張部分の長さは、１２ミクロン以下であってもよい。
【００１７】
　エッチングの結果、第２の有効角が第１の有効角より実質的に大きくなってもよい。エ
ッチングの結果、第２の有効角が第１の有効角より少なくとも１０度大きくなってもよい
。マスク層は、フォトレジストを含んでいてもよい。方法は、エッチング工程を実行する
前にマスク層内でフォトレジストの再分布を引き起こす工程を更に有していてもよい。フ
ォトレジストの再分布を引き起こす工程は、フォトレジストを熱アニール処理する工程を
含んでいてもよい。フォトレジストの再分布を引き起こす工程によって、開口の一方の側
に第１の傾斜側壁を有し、開口の他方の側に第２の傾斜側壁を有するマスク層が形成され
てもよい。フォトレジストの再分布を引き起こす工程によって、第２の傾斜側壁の傾斜が
第１の傾斜側壁の傾斜より大きくなってもよい。方法は、マスク層を除去し、凹部内に電
極を形成する工程を更に有していてもよい。エッチングは、第２の手順を実行した後に第
１の手順を再び実行し、第１の手順を再び実行した後に第２の手順を再び実行することを
含んでいてもよい。エッチングの結果、電極画定層の厚さの全体に延びる凹部が形成され
てもよい。半導体材料構造は、ＩＩＩ－Ｎ層を含んでいてもよい。エッチングでは、電極
画定層の厚さの全体をエッチングしてもよく、全体のエッチングの間、マスク層をエッチ
ングマスクとして使用する。エッチングでは、更に、電極画定層の直下にある層をエッチ
ングしてもよい。
【００１８】
　再現可能に製造できるＩＩＩ－Ｎデバイスは、ここに説明するように、低漏洩で高電圧
をサポートでき、同時に、低いオン抵抗及び高い降伏電圧を実現することができる。デバ
イスを製造する方法も開示する。ここに開示するＩＩＩ－Ｎデバイスは、トランジスタで
あってもよく、高電圧用途に適する高電圧デバイスであってもよい。本発明の１つ以上の
具体例の詳細は、添付の図面及び以下の詳細な説明に開示されている。この他の特徴及び
本発明の利点は、以下の説明、図面及び特許請求の範囲から明らかとなる。
【図面の簡単な説明】
【００１９】
【図１】従来の技術のＩＩＩ－Ｎ　ＨＥＭＴデバイスの断面図である。
【図２】従来の技術のＩＩＩ－Ｎ　ＨＥＭＴデバイスの断面図である。
【図３】従来の技術のＩＩＩ－Ｎ　ＨＥＭＴデバイスの断面図である。
【図４】ＩＩＩ－Ｎ　ＨＥＭＴデバイスの具体例の断面図である。
【図５】ＩＩＩ－Ｎ　ＨＥＭＴデバイスの具体例の断面図である。
【図６】図４及び図５のＩＩＩ－Ｎ　ＨＥＭＴの平面図である。
【図７】図４のＩＩＩ－Ｎ　ＨＥＭＴを形成する方法を説明する図である。
【図８Ａ】図４のＩＩＩ－Ｎ　ＨＥＭＴを形成する方法を説明する図である。
【図８Ｂ】図４のＩＩＩ－Ｎ　ＨＥＭＴを形成する方法を説明する図である。
【図９】図４のＩＩＩ－Ｎ　ＨＥＭＴを形成する方法を説明する図である。
【図１０Ａ】図４のＩＩＩ－Ｎ　ＨＥＭＴを形成する方法を説明する図である。
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【図１０Ｂ】図４のＩＩＩ－Ｎ　ＨＥＭＴを形成する方法を説明する図である。
【図１１】図４のＩＩＩ－Ｎ　ＨＥＭＴを形成する方法を説明する図である。
【図１２】図４のＩＩＩ－Ｎ　ＨＥＭＴを形成する方法を説明する図である。
【図１３】図４のＩＩＩ－Ｎ　ＨＥＭＴを形成する方法を説明する図である。
【図１４】図４のＩＩＩ－Ｎ　ＨＥＭＴを形成する方法を説明する図である。
【図１５】図４のＩＩＩ－Ｎ　ＨＥＭＴを形成する方法を説明する図である。
【図１６】図４のＩＩＩ－Ｎ　ＨＥＭＴを形成する方法を説明する図である。
【図１７】図４のＩＩＩ－Ｎ　ＨＥＭＴを形成する方法を説明する図である。
【図１８】ＩＩＩ－Ｎ　ＨＥＭＴデバイスの他の具体例の断面図である。
【発明を実施するための形態】
【００２０】
　各図面において、同様の符号は、同様の要素を示している。
【００２１】
　ＩＩＩ－Ｎヘテロ構造に基づくトランジスタを開示する。このデバイスの電極は、デバ
イスを再現可能に製造でき、低い漏洩で高い電圧をサポートでき、同時に低いオン抵抗及
びゲートキャパシタンスを示すことができるように設計されている。また、このデバイス
を製造する方法についても開示する。ここに説明するＩＩＩ－Ｎデバイスは、高電圧用途
に適する高電圧デバイスであってもよい。このような高電圧トランジスタでは、トランジ
スタがオフにバイアスされると（すなわち、ソースに対するゲートの電圧がトランジスタ
閾値電圧より低くなると）、トランジスタは、少なくとも、その用途において使用されて
いる高電圧以下の全ての電圧をサポートし、この電圧は、例えば、１００Ｖ、３００Ｖ、
６００Ｖ、１２００Ｖ、１７００Ｖ又はこれ以上であってもよい。高電圧トランジスタの
バイアスがオンになると（すなわち、ソースに対するゲートの電圧がトランジスタ閾値電
圧より高くなると）、高電圧トランジスタは、低いオン電圧で実質的な電流を流すことが
できる。許容可能な最大のオン電圧は、トランジスタが使用されている用途においてサポ
ートされている最大電圧である。
【００２２】
　ここに説明するトランジスタは、それぞれ、図３のデバイスに匹敵する動作電圧及び降
伏電圧を実現しながら、再現可能に製造することができるフィールドプレート構造を含む
。更に、このフィールドプレート構成によって、所与の動作電圧のために設計されるトラ
ンジスタにおいて、ゲートとドレインとの間の距離を短くでき、これによって、デバイス
オン抵抗を低減し、電気損失を最小にすることができる。
【００２３】
　図４、図５及び図１７～図１８は、ここに説明するデバイスを示している。ここに説明
するＩＩＩ－Ｎトランジスタは、それぞれ、ＩＩＩ－Ｎ材料構造上に形成された電極画定
層を含む。電極画定層は、凹部を含み、この凹部内に電極が設けられる。凹部の頂部の幅
は、凹部の底部の幅より大きい。電極は、電極画定層の一部の上にあり、電極の相対する
両側に設けられた第１及び第２の拡張部分を含む。ドレイン電極に向かって延びる第１の
拡張部分は、フィールドプレートとして機能する。第２の拡張部分は、ソース電極に向か
って延びる。電極は、電極画定領域内の凹部内にコンフォーマルに堆積され、拡張部分は
、凹部の側壁上に設けられる。したがって、拡張部分のプロファイルは、少なくとも部分
的に、側壁のプロファイルによって決定される。電極の拡張部分の下の凹部の側壁は、複
数の段（steps）を含む。側壁は、それぞれ、基底にあるＩＩＩ－Ｎ材料構造の最上位の
表面に対して、有効角（effective angle）を形成する。フィールドプレートの有効角を
画定する（すなわち、この有効角と同じである）第１の拡張部分の下方側壁の有効角は、
デバイスが使用される回路用途による要求に応じて、デバイスの高電圧動作が実現される
ように十分小さくすることができる。第２の拡張部分の有効角を画定する（したがって、
この有効角と同じである）第２の拡張部分の下の側壁の有効角は、第１の拡張部分の有効
角より大きい。これにより、第１及び第２の拡張部分が実質的に同じ有効角を有するデバ
イスと比べて、ソースとゲートとの間の所与の水平線間距離によって、ゲート－ソースキ
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ャパシタンスを小さくすることができる。
【００２４】
　図４に示すＩＩＩ－Ｎ　ＨＥＭＴは、基板１０（但し、基板は、任意である）と、基板
上の第１のＩＩＩ－Ｎ層１１と、第１のＩＩＩ－Ｎ層上の第２のＩＩＩ－Ｎ層１２とを備
える。ＩＩＩ－Ｎ層１１、１２は、互いに異なる組成を有し、これらの組成は、第１のＩ
ＩＩ－Ｎ層１１と第２のＩＩＩ－Ｎ層１２との間の界面近傍で、第１のＩＩＩ－Ｎ層１１
内に（破線で示される）２次元電子ガス（two-dimensional electron gas：２ＤＥＧ）チ
ャネル１９、すなわち、導電チャネルが誘起されるように選択される。第２のＩＩＩ－Ｎ
層１２上には、電極画定層３３が形成され、この電極画定層３３は、電極画定層３３の全
体の厚さに亘る凹部を有することができる。これに代えて、凹部１７は、電極画定層の一
部のみに亘って広がっていてもよい（図示せず）。電極画定層３３の厚さは、通常、約０
．１μｍ～５μｍ、例えば、約０．８５μｍである。電極画定層３３は、全体に亘って実
質的に均一な組成を有していてもよい。電極画定層３３は、ＳｉＮｘ等の絶縁体から形成
される。
【００２５】
　凹部には、ゲート５９が形成される。図４の具体例では、ゲート電極５９は、凹部内の
露出表面の全体をコンフォーマルにカバーしているが、以下に更に説明するように、幾つ
かの具体例では、ゲート電極５９は、凹部内の露出表面の一部のみをカバーしていてもよ
い（図示せず）。ゲート領域５１のゲート電極５９の一部６１は、デバイスのゲート６１
である。更に、ゲート電極５９は、ドレインアクセス領域５３の電極画定層の少なくとも
一部の上にある第１の拡張部分５４と、ソースアクセス領域５２の電極画定層の少なくと
も一部の上にある第２の拡張部分５５とを含む。第１の拡張部分５４は、フィールドプレ
ートとして機能し、大きいドレイン－ソース電圧によってデバイスがオフ状態にバイアス
された（すなわち、ゲート－ソース電圧がデバイス閾値電圧より低い）場合、デバイスに
おけるピーク電界を減少させる。第２の拡張部分５５は、デバイス製造の間にゲート電極
５９の凹部に対するアラインメント誤差が生じた場合に、少なくともゲート領域５１のソ
ース側エッジを超えてゲート電極５９がソースコンタクト１４に向かって延びることを確
実にするために含まれている。ゲート電極５９は、電極画定領域の凹部にコンフォーマル
に堆積されている。
【００２６】
　第１の拡張部分５４は、凹部の側壁４３の上にあり、側壁４３は、点４４（すなわち、
ゲート領域５１に最も近接する電極画定層３３の部分）からドレインの最も近くにある凹
部の上端にある点４５までの全体に亘って延びている。第２の拡張部分５５は、凹部の側
壁４６の上にあり、側壁４６は、点４７（すなわち、領域５１に最も近い電極画定層３３
の部分）から、ソースの最も近くにある凹部の上端にある点４８までの全体に亘って延び
ている。したがって拡張部分５４、５５のプロファイルは、少なくとも部分的に、側壁４
３、４６のプロファイルによって決定される。第２の拡張部分５５は、少なくとも点４８
まで、側壁４６の全体に亘って延びているように示しているが、幾つかの具体例では、拡
張部分５５は、側壁４６の一部のみに延びている（図示せず）。第２の拡張部分５５を側
壁４６の一部のみを覆うように形成することによって、ゲートキャパシタンスを低減し、
デバイス性能を向上させることができる。一方、幾つかの場合、第２の拡張部分５５を、
少なくとも点４８まで、側壁４６の全体に亘って延ばすことによって、第２の拡張部分５
５が側壁４６の一部のみを覆う同様のデバイスに比べてバラツキを低減することができる
。
【００２７】
　ソースコンタクト１４及びドレインコンタクト１５は、ゲート５９の相対する両端にあ
り、２ＤＥＧチャネル１９とオーミックコンタクトを形成する。また、ＩＩＩ－Ｎ　ＨＥ
ＭＴは、ゲート６１が堆積されたゲート領域５１と、ゲート領域５１を挟んで反対側に設
けられたソースアクセス領域５２及びドレインアクセス領域５３とを備える。ソースコン
タクト１４及びドレインコンタクト１５が堆積されたデバイス構造の領域５６は、デバイ
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スオーミック領域と呼ばれる。ソースアクセス領域５２は、ソースコンタクト１４とゲー
ト６１との間（すなわち、ゲート領域５１内のゲート電極５９の一部）にあり、ドレイン
アクセス領域５３は、ドレインコンタクト１５とゲート６１との間にある。また、ＩＩＩ
－Ｎ　ＨＥＭＴは、例えば、第１のＩＩＩ－Ｎ層１１と基板１０との間のＩＩＩ－Ｎバッ
ファ層、又は第１のＩＩＩ－Ｎ層１１と第２のＩＩＩ－Ｎ層１２との間のＡｌＮ等のＩＩ
Ｉ－Ｎ層等の更なるＩＩＩ－Ｎ層（図示せず）を含むことができる。また、ＩＩＩ－Ｎ　
ＨＥＭＴは、オプションとして、少なくともアクセス領域内にＩＩＩ－Ｎ材料表面に接触
するパッシベーション層２２を備えていてもよく、パッシベーション層２２と電極画定層
３３との間に（これもオプションである）更なる誘電体層２１を備えていてもよい。なお
、図４に示すように、電極画定層３３の凹部１７は、更なる誘電体層２１の全体の厚さに
亘って延びていてもよいが、パッシベーション２２内には延びない。したがって、パッシ
ベーション層２２は、ＩＩＩ－Ｎ材料と、ゲート領域５１内のゲート６１との間に存在し
、これによって、ゲート絶縁体として機能する。ゲート絶縁体は、ＨＥＭＴにおけるゲー
ト漏れ電流を防止することに役立つ。
【００２８】
　バラツキ（dispersion）とは、デバイスがＲＦ又はスイッチング状態で動作した場合と
、デバイスがＤＣ条件の下で動作する場合に観測される電流－電圧（Ｉ－Ｖ）特性の差を
意味する。ＩＩＩ－Ｎデバイスでは、バラツキ等の作用は、多くの場合、デバイス動作の
間の表面準位の電荷に起因するＩＩＩ－Ｎ材料層の最上位の表面における電圧フリッカに
よって引き起こされる。したがって、図４の層２２等のパッシベーション層は、最上位の
ＩＩＩ－Ｎ表面における電圧フリッカを防止又は抑圧することによってバラツキを防止又
は抑圧する。
【００２９】
　パッシベーション層２２を有する具体例では、電極画定層３３は、パッシベーション層
２２と協働して、デバイスの最上位のＩＩＩ－Ｎ表面の有効なパッシベーションを維持す
る。パッシベーション層２２と電極画定層３３との間にＡｌＮ等の更なる誘電体層２１が
設けられている場合、最上位のＩＩＩ－Ｎ表面の有効なパッシベーションを確実に維持す
るために、更なる誘電体層２１は、例えば、約２０ｎｍ未満、約１０ｎｍ未満又は約５ｎ
ｍ未満等、十分薄く形成する必要がある場合がある。更なる誘電体層２１を、例えば約２
０ｎｍ以上等、厚く形成しすぎると、パッシベーション層２２、３３の効果が劣化する場
合がある。
【００３０】
　図４のＩＩＩ－Ｎ　ＨＥＭＴは、エンハンスメントモード（enhancement-mode）デバイ
ス（すなわち、閾値電圧が０Ｖより大きい、通常、オフのデバイス）であってもよく、又
はデプリーションモード（depletion-mode）デバイス（すなわち、閾値電圧が０Ｖより小
さい、通常、オンのデバイス）であってもよい。また、図４のＩＩＩ－Ｎ　ＨＥＭＴは、
他の構成を有することもできる。例えば、一具体例においては、電極画定層３３の凹部１
７は、電極画定層３３の厚さの全体ではなく、部分的に延びていてもよく、これによって
、電極画定層３３の一部がＩＩＩ－Ｎ材料とゲートの一部６１との間に存在するようにし
てもよい（図示せず）。この場合、電極画定層３３がゲート絶縁体として機能でき、パッ
シベーション層２２及び／又は更なる誘電体層２１を省略することができる。他の具体例
では、電極画定層３３の凹部１７は、パッシベーション層２２の全体の厚さに亘って更に
延びており、ゲート６１は、基底のＩＩＩ－Ｎと直接的に接触する（図示せず）。更に他
の具体例として、図５に示すように、凹部１７をＩＩＩ－Ｎ材料内まで延ばしてもよい。
【００３１】
　図５は、ゲート電極５９の堆積の前に、電極画定層３３の凹部１７を更にエッチングし
て、パッシベーション層２２を介してＩＩＩ－Ｎ材料構造（層１１、１２）内にまで延ば
した点を除いて図４と同様のＩＩＩ－Ｎ　ＨＥＭＴを示している。図５に示すように凹部
１７は、２ＤＥＧ１９を介して延ばすことができる。凹部１７が２ＤＥＧ１９を介して延
びている場合、ＨＥＭＴは、エンハンスメントモードデバイスであってもよい。
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【００３２】
　図４及び図５に示すように、電極画定層３３の側壁４３、４６は、それぞれが複数の段
（steps）を含む（したがって、ゲート電極５９の拡張部分５４、５５も複数の段を含む
）。側壁４３、４６は、それぞれ、破線６３、６６の傾斜に等しい有効傾斜を有し、破線
６３は、点４４、４５を通過し、破線６６は、点４７、４８を通過する。したがって、側
壁４３、４６は、それぞれ、基底にあるＩＩＩ－Ｎ材料構造の最上位の表面に対して有効
角（effective angle）３６、３７を形成する。別の言い方をすれば、側壁４３、４６は
、それぞれ有効傾斜を有し、この有効傾斜は、それぞれ破線６３、６６の傾斜に等しい。
【００３３】
　図４及び図５に示すように、側壁４６の有効傾斜は、側壁４３の有効傾斜より大きく、
多くの場合、実質的に大きい。これに応じて、ＩＩＩ－Ｎ材料構造の最上位の表面に対し
て側壁４６が形成する有効角３７は、ＩＩＩ－Ｎ材料構造の最上位の表面に対して側壁４
３が形成する有効角３６より大きく、例えば、実質的に大きく、又は少なくとも１０度大
きい。電界降伏又はデバイス内の大きな電界に関連する他の望ましくない作用をデバイス
に生じさせることなく、より大きいオフ状態電圧を印加できるようにドレイン１５に隣接
する側壁４３の有効角３６は、十分小さく維持される。すなわち、有効角３６を大きくす
ると、通常、デバイスがオフ状態（すなわち、デバイス閾値電圧より小さい電圧でゲート
がソースに対してバイアスされている状態）にある場合の所与のドレイン－ソース電圧に
ついてのデバイスのピーク電界も増加し、これによって、オフ状態動作電圧及び降伏電圧
がより低くなる。一方、ソース１４とゲート６１との間の所与の間隔では、側壁４６の有
効角３７を大きくすると、ゲート－ソースキャパシタンスが低下し、デバイス性能に有益
である場合がある。図に示すように有効角３７を角度３６より大きくするのではなく、有
効角３７を角度３６と実質的に同じに形成した場合、信頼できるデバイス製造を実現し、
ゲート－ソースキャパシタンスが大きくなりすぎることを防ぐために、ソース１４及びゲ
ート６１との間の間隔を広くする必要がある場合がある。
【００３４】
　図６は、図４及び図５のデバイスの平面図（上面図）であり、交互に隣接するソースコ
ンタクト１４及びドレインコンタクト１５の「フィンガ」を示しており、ソースコンタク
ト１４は、ソースコンタクトパッド６４に接続され、ドレインコンタクト１５は、ドレイ
ンコンタクトパッド６５に接続されている。破線６０は、図４及び図５に示す断面に対応
する線を示している。図６に示すように、ゲート６１は、幅Ｓ１の領域と、幅Ｄ１の領域
とが交互に現れる蛇行パターンに形成され、Ｄ１は、Ｓ１より実質的に大きい。ソースコ
ンタクト１４のフィンガは、幅Ｓ１の領域にあり、ドレインコンタクト１５のフィンガは
、幅Ｄ１の領域にある。また、ゲート６１は、ゲートコンタクトパッド（図示せず）に接
続できる。図６は、３つのソースフィンガと３つのドレインフィンガとを示しているが、
包括的に言えば、デバイスのソースフィンガ及びドレインフィンガは、これより多くても
少なくてもよい。
【００３５】
　側壁４３、４６がそれぞれ複数の段を含み、異なる有効傾斜を有する図４及び図５に示
す形状内にゲート電極５９を含む凹部１７を再現可能に形成することは、従来の技術では
困難である場合がある。図４～図６のデバイスを製造する簡単で再現可能な方法を図７～
図１６に示す。この方法では、図６を参照して上述した幅Ｓ１及び幅Ｄ１の差を利用して
、電極画定層３３内に、図４及び図５に示すプロファイルを有する、側壁４６の有効傾斜
が側壁４３の有効傾斜より大きい凹部１７を形成する。この方法は、一回のみのリソグラ
フィステップで側壁４６の有効傾斜が側壁４３の有効傾斜より大きい（例えば、実質的に
大きい）凹部１７のプロファイルを形成する。このようなプロファイルを達成するために
用いることができる他のプロセスは、多くの場合、複数のリソグラフィステップを含み、
したがって、図７～図１６に示し、以下に説明する方法に比べて、より複雑で高価である
。
【００３６】
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　図７に示すように、例えば、有機金属気相成長（metalorganic chemical vapor deposi
tion：ＭＯＣＶＤ）又は分子線エピタキシー（molecular beam epitaxy：ＭＢＥ）によっ
て、基板１０上にＩＩＩ－Ｎ材料層１１、１２を形成する。例えば、ＭＯＣＶＤ又はプラ
ズマ化学気相成長（plasma enhanced chemical vapor deposition：ＰＥＣＶＤ）によっ
て、ＩＩＩ－Ｎ材料層１１、１２の上にパッシベーション層２２を堆積させる。次に、図
８Ａに示すように、ソースコンタクト１４及びドレインコンタクト１５を形成する。ソー
スコンタクト及びドレインコンタクトは、ＩＩＩ－Ｎ材料層内に誘起される２ＤＥＧ１９
に電気的に接触する。ソースコンタクト１４及びドレインコンタクト１５は、様々な手法
で形成できる。例えば、蒸着、スパッタリング又はＣＶＤによって、層１２の表面上のオ
ーミックコンタクト領域５６（図４）内に金属又は金属の組合せを堆積させ、熱アニール
処理を行い、この結果、堆積した金属が基底にある半導体材料と共に金属合金を形成して
もよい。これに代えて、ｎ型ドーパントをオーミック領域５６にイオン打ち込みし、続い
て、蒸着、スパッタリング又はＣＶＤによって、この領域の上に金属を堆積させてもよい
。或いは、オーミックコンタクト領域５６内の材料をエッチング除去し、ＭＯＣＶＤ又は
ＭＢＥによってこの領域内でｎ型材料を再成長させ、続いて、この領域上に金属を堆積さ
せてもよい。図８Ｂは、図８Ａのデバイスの平面図を示しており、破線８０は、断面図８
Ａの断面を示している。図８Ｂに示すように交互に隣接するソースコンタクト１４とドレ
インコンタクト１５のフィンガは、デバイス全体に亘って隣接するソースフィンガ及びド
レインフィンガの間の間隔が略々同じになるように堆積される。
【００３７】
　次に、図９に示すように、例えば、ＰＥＣＶＤ法、スパッタリング又は蒸着によって、
パッシベーション層２２上に更なる誘電体層２１及び電極画定層３３を堆積させる。そし
て、例えば、反応性イオンエッチング（reactive ion etching：ＲＩＥ）又は誘導結合プ
ラズマ（inductively coupled plasma：ＩＣＰ）エッチングによって電極画定層をエッチ
ングして凹部を形成する。凹部を形成するための手順を図１０～図１６に示す。
【００３８】
　図１０Ａに示すように、電極画定層３３上にフォトレジストマスク層７１をパターン化
し、開口７２を設ける。パターン化は、標準的なリソグラフィ処理によって行うことがで
きる。図１０Ｂは、図１０Ａのデバイスの平面図を示しており、破線９０は、図１０Ａの
断面を示している。破線の長方形は、フォトレジストマスク層７１によって覆われたソー
スフィンガ１４及びドレインフィンガ１５を示している。図１０Ｂに示すように、フォト
レジストマスク層７１の開口７２は、蛇行パターンに形成され、この蛇行パターンでは、
幅Ｓ１’の領域が幅Ｄ１’の領域と交互に現れ、Ｓ１’は、図６の幅Ｓ１と略々同じであ
り、Ｄ１’は、図６の幅Ｄ１と略々同じである。隣接するソースフィンガ及びドレインフ
ィンガの間にある開口７２の一部は、ドレインフィンガよりソースフィンガに実質的に近
くなるように配置され、したがって、Ｄ１’は、Ｓ２’より実質的に大きい。したがって
、幅Ｄ１’の領域のフォトレジストの体積及び表面積は、幅Ｓ１’の領域の体積及び表面
積より実質的に大きくなる。
【００３９】
　そして、例えば、構造を熱アニール処理することによってマスク層７１のフォトレジス
トを再分布させ（redistributed）、図１１に示すようなフォトレジストプロファイルを
得る。アニール処理は、フォトレジスト層７１又は基底にある如何なる層も損なわない温
度で実行される。図１１に示すように、フォトレジストの再分布の後、フォトレジストマ
スク層には、傾斜側壁７３、７４が形成される。側壁７３、７４の正確な傾斜及びプロフ
ァイルは、側壁に直接的に隣接するフォトレジストの部分の体積及び／又は表面積に少な
くとも部分的に依存する。（幅Ｄ１’を有する）側壁７４に隣接するフォトレジストの部
分は、（幅Ｓ１’を有する）側壁７３に隣接するフォトレジストの部分より実質的に大き
い体積及び表面積を有し、この結果、開口７２における側壁プロファイルは、非対称にな
り、側壁７３が側壁７４より急峻になる。これにより得られるフォトレジスト層７１及び
側壁７３、７４のプロファイルは、例えば、アニール時間、アニール温度、アニール処理
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が実行される雰囲気の化学的性質等のアニール条件を変更することによって制御できる。
例えば、アニール時間を長くし、又はアニール温度を高くする程、側壁７３、７４の傾斜
が小さくなるが、図１１に示し上述したような非対称性は維持される。
【００４０】
　次に、図１２に示すように、層７１のフォトレジスト材料及び電極画定層３３の材料の
両方をエッチングする化学エッチングを用いた第１のエッチングを実行することによって
、電極画定層３３の凹部を部分的に形成する。例えば、電極画定層３３がＳｉＮｘである
場合、第１のエッチングは、Ｏ２及びＳＦ６を含むエッチャントを用いる反応性イオンエ
ッチング（ＲＩＥ）又は誘導結合プラズマ（ＩＣＰ）エッチングによって実行できる。幾
つかの具体例では、第１のエッチングは、実質的に、異方性エッチングである。
【００４１】
　次に、図１３に示すように、フォトレジストマスク層７１をエッチングするが、電極画
定層３３を実質的にエッチングせず、この結果、開口７２の幅を広くする第２のエッチン
グを実行する。例えば、電極画定層３３がＳｉＮｘである場合、第２のエッチングは、Ｏ

２のみを含むエッチャントを用いる反応性イオンエッチング（ＲＩＥ）又は誘導結合プラ
ズマ（ＩＣＰ）エッチングによって実行できる。幾つかの具体例では、第２のエッチング
は、実質的に等方性エッチングである。次に、層７１のフォトレジスト材料及び電極画定
層３３の材料の両方をエッチングする化学エッチングを用いた第１のエッチングと同様の
第３のエッチングを実行することによって、図１４に示すプロファイルを得る。図１４に
示すように、電極画定層３３内の凹部のソース側に形成される側壁の水平幅７４は、凹部
のソース側に形成される側壁の水平幅７３より大きい。そして、凹部１７が電極画定層３
３を貫通し、段状の側壁を有するアパーチャが得られるまで、フォトレジストをエッチン
グする処理及びこれに続いて両方の層７１、３３をエッチングする処理を複数回繰り返す
。そして、例えば、溶剤洗浄によってフォトレジストマスク層７１を除去し、図１５に示
すプロファイルを得る。更なる誘電体層２１は、電極画定層３３に凹部をエッチングする
ために用いられるエッチング処理では実質的にエッチングされない材料から形成できる。
このような場合、更なる誘電体層２１は、エッチング停止層として機能する。
【００４２】
　次に、図１６に示すように、例えば、更なる誘電体層２１の材料をエッチングするが電
極画定層３３又はパッシベーション層２２の材料をエッチングしないエッチングを実行す
ることによって、電極画定層３３の凹部１７に隣接している更なる誘電体層２１の一部を
除去する。例えば、層３３、２２が共にＳｉＮｘであり、層２１がＡｌＮである場合、電
極画定層３３の凹部１７に隣接する層２１の一部は、フォトレジスト現像液等の基剤にお
いて化学エッチングすることができる。そして、例えば、蒸着、スパッタリング又はＣＶ
Ｄによって凹部内に電極５９をコンフォーマルに堆積させることによって、図４に示すト
ランジスタと同様な図１７に示すトランジスタが得られる。図５に示すトランジスタを形
成する場合、電極５９を堆積させる前に、凹部１７がパッシベーション層２２を貫通して
ＩＩＩ－Ｎ材料構造内にまで延びるように追加的なエッチングを行う。
【００４３】
　電極画定層３３内に凹部１７を形成する上述したエッチプロセスの性質のため、（図１
７に符号を付す）側壁４３、４６は、同じ数の段を有する。相対する両側の側壁の段は、
同時に形成され、実質的に同じ高さを有する。例えば、図１７のデバイスについて説明す
ると、段８１、９１は、同時に形成され、実質的に同じ高さを有する。同様に段８２、９
２は、実質的に同じ高さを有し、段８３、９３は、実質的に同じ高さを有し、段８４、９
４は、実質的に同じ高さを有する。更に、段８１～８４のサイズ及び幅は、反対の側壁の
対応する段のサイズ及び幅に実質的に比例する。すなわち段９１の幅に対する段８１の幅
の比率、段９２の幅に対する段８２の幅の比率、段９３の幅に対する段８３の幅の比率及
び段９４の幅に対する段８４の幅の比率は、全て略々同じ、すなわち、実質的に同じであ
る。各段を個別のリソグラフィ処理で形成する他のプロセスでは、リソグラフィ処理に固
有のアラインメント公差（例えば、アラインメント誤差）のために、上述したような対応
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する段の幅の比率の関係を維持することができない。
【００４４】
　図４～図６のデバイスは、上述した方法を僅かに変更したバージョンを用いて形成でき
る。例えば、ソースコンタクト１４及びドレインコンタクト１５は、電極画定層３３の凹
部１７の形成の後に形成してもよい。更に、図６のデバイスでは、凹部１７をＩＩＩ－Ｎ
材料構造まで延ばすための更なるエッチングステップは、以下のステップを含むことがで
きる。凹部がパッシベーション層２２を介してＩＩＩ－Ｎ材料の最上位の表面まで延びた
後、電極５９の堆積の前に、電極画定層３３及びパッシベーション層２２に用いられてい
る材料より高いエッチングレートでＩＩＩ－Ｎ材料をエッチングする化学エッチングを用
いて、構造をエッチングできる。例えば、電極画定層３３及びパッシベーション層２２が
共にＳｉＮｘである場合、Ｃｌ２ＲＩＥ又はＩＣＰエッチングを実行して、ＩＩＩ－Ｎ材
料構造内に延びる凹部を得ることができる。
【００４５】
　再び図１７のデバイスを参照すると、段８１～８４及び段９１～９４のそれぞれは、２
つの表面を有する（但し、各段は、更なる表面を有していてもよい）。一方の表面は、水
平（すなわち、ＩＩＩ－Ｎ材料構造の最上位の表面に実質的に平行）であり、他方の第２
の表面は、ＩＩＩ－Ｎ材料構造の最上位の表面に対してある角度を形成する傾斜表面であ
る。各段の傾斜表面の傾斜角は、図１１に示すように、製造工程で用いたフォトレジスト
マスク層７１の傾斜側壁によって決まる。上述のように、フォトレジスト層の側壁の傾斜
は、熱アニール等の再分布処理によって生じる。但し、段８１～８４及び段９１～９４の
傾斜表面は、実質的に垂直な表面に置換してもよい。傾斜表面の代わりに実質的に垂直な
表面が望まれる場合、フォトレジスト再分布処理を省略してもよく、この処理を変更する
ことによって、フォトレジストプロファイルを変更してもよい。
【００４６】
　図４及び図１７のデバイスにおいて、フィールドプレート５４の形状を画定する凹部１
７の側壁４３については、他の全てのデバイスパラメータを変更することなく、段の数を
多く／密度を高くすることによって、より高い電圧動作を確実に達成できることが見出さ
れた。また、予期していなかった結果として、段の数を多く／密度を高くした場合、（図
１７においてＬＧＤの符号で示す）ゲート－ドレイン間隔が狭くなっても、このデバイス
は、段の数が少ない／密度が低いデバイスと同様の信頼性で動作することができることが
見出された。更に、予期していなかった結果として、段の数を多く／密度を高くした場合
、（図１７においてＬＦＰの符号で示す）フィールドプレート長が短くなっても、このデ
バイスは、段の数が少ない／密度が低いデバイスと同様の信頼性で動作することができる
ことが見出された。例えば、フィールドプレート長ＬＦＰ（ＬＦＰは、図１７に示すよう
に、点４４からフィールドプレートの端部までの水平長さとして定義される。）が１１．
５ミクロンであり、８個の段（例えば、フィールドプレート長の１ミクロンあたり０．４
以上の段の密度）を有し、（図１７に示すように定義される）ゲート－ドレイン間隔ＬＧ

Ｄが１８ミクロン（又は、例えば、２０ミクロン未満）であるデバイスは、デバイスがオ
フ状態（すなわち、デバイス閾値電圧より低い電圧でゲートがソースに対してバイアスさ
れている状態）において、少なくとも６００Ｖのドレイン－ソース電圧をサポートするこ
とが見出された。これらのデバイスでは、ゲートがソースに対してデバイス閾値電圧より
低い電圧でバイアスされている状態で、６００Ｖのドレイン－ソース電圧における単位ゲ
ート幅あたりのオフ状態ドレイン電流は、１０－８Ａｍｐｓ／ｍｍより小さく、ＤＣオン
抵抗は、１６Ωｍｍ未満であり、ここで、ＤＣオン抵抗は、ゲートがオンにバイアスされ
た際の低いドレイン－ソース電圧におけるデバイスのＤＣ電流－電圧曲線の傾斜として定
義される。ソース及びドレインのオーミックコンタクトのために用いられる金属を厚くす
ることによって、ＤＣオン抵抗を約１２Ωｍｍ以下に更に低減できた。また、これらのデ
バイスのＤＣ－ＲＦのバラツキは、非常に小さく、スイッチング状態下のオン抵抗として
定義されるデバイスの動的なオン抵抗は、２マイクロ秒のスイッチング期間（すなわち、
スルーレート）のＤＣオン抵抗の１．１倍未満（又は、例えば、実質的に１．５倍未満）
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であった。これに対して、３段のみが形成されたフィールドプレートを有し、これ以外は
上述と同様の構造を有するデバイスでは、デバイスがオフ状態の際に少なくとも６００Ｖ
のドレイン－ソース電圧を確実にサポートするためには、２２ミクロン（又は、例えば、
２０ミクロン以上）のゲート－ドレイン間隔ＬＧＤが必要であった。更に、これらのデバ
イスでは、ゲート－ドレイン間隔が広くなったために、ＤＣオン抵抗及び動的オン抵抗が
高くなった。
【００４７】
　更に、段８１及びこれに最も近い段（段８２～８４）の相対的寸法も高電圧動作の間の
デバイスの信頼性に影響することが見出された。具体的には、図１７に示すように、段８
２、及びオプションとして段８３を段８１より小さくし、これに続く段（８４）を大きく
すると、高電圧動作の間のデバイスの信頼性が向上する。これも予期していなかった結果
である。これは、このような段サイズのパターンによって、フィールドプレートの長さに
沿った他の部分の電界の強さを維持しながら、固有のゲートのドレイン側エッジの近傍（
すなわち、点４４の付近の）のピーク電界を減少させることができ、より低いピーク電界
で大きな電圧をサポートできるためであると推測される。
【００４８】
　上述したように、ＩＩＩ－Ｎ層１１、１２は、互いに異なる組成を有する。この組成は
、第２のＩＩＩ－Ｎ層１２が第１のＩＩＩ－Ｎ層１１より大きいバンドギャップを有し、
２ＤＥＧ１９の形成に寄与するように選択される。例えば、ＩＩＩ－Ｎ層１１は、ＧａＮ
であってもよく、ＩＩＩ－Ｎ層１２は、ＡｌＧａＮ、ＡｌＩｎＧａＮ又はＢＡｌＩｎＧａ
Ｎであってもよく、層１２には、ｎ形不純物をドーピングしてもよく、又は有意な濃度の
ドーピング不純物を含まなくてもよい。層１２がドーピングされない場合、２ＤＥＧは、
層１１、１２間の分極場の差から誘起される。
【００４９】
　ＩＩＩ－Ｎ層１１、１２が非極性（non-polar）配向又は半極性（semi-polar）配向に
配向されたＩＩＩ－Ｎ材料から構成されている場合、２ＤＥＧ１９を誘起するために、第
２の半導体層１２の全部又は一部にｎ型不純物をドーピングする必要がある場合がある。
ＩＩＩ－Ｎ層１１、１２が［０００１］（すなわち、第ＩＩＩ族面）配向等の極性方向（
polar direction）に配向されている場合、２ＤＥＧ１９は、何れのＩＩＩ－Ｎ層にもド
ーピングを行う必要なく、分極場によって誘起することができるが、第２のＩＩＩ－Ｎ層
１２の全部又は一部にｎ型不純物をドーピングすることによって、２ＤＥＧシート電荷密
度（sheet charge concentration）を高めることができる。２ＤＥＧシート電荷密度を高
めることは、ダイオードのオン抵抗を低くする点で有益であるが、これによって、逆バイ
アス降伏電圧も低くなってしまうことがある。したがって、２ＤＥＧシート電荷密度は、
ダイオードが使用される用途に適する値に最適化することが好ましい。
【００５０】
　基板１０は、その上にＩＩＩ－Ｎ層１１、１２を形成できる適切な如何なる基板であっ
てもよく、例えば、炭化シリコン（ＳｉＣ）、シリコン、サファイア、ＧａＮ、ＡｌＮ又
は他のその上にＩＩＩ－Ｎデバイスを形成できる如何なる適切な基板であってもよい。幾
つかの具体例では、層１１及び層１２における材料欠陥を最小化するために、基板１０と
半導体層１１の間にＩＩＩ－Ｎバッファ層（図示せず）、例えば、ＡｌＧａＮ又はＡｌＮ
の層が設けられる。
【００５１】
　図１８は、図４及び図１７のデバイスと同様であるが、Ｎ極［０００１ｂａｒ］方向に
配向され又は窒素終端された半極材料（nitrogen-terminated semipolar material）であ
るＩＩＩ－Ｎ半導体材料上に形成されたＩＩＩ－Ｎ　ＨＥＭＴトランジスタの断面図を示
している。このデバイスは、Ｎ極又は半極性ＩＩＩ－Ｎ材料の成長に適する基板２００を
含む。層２０１は、上位のＩＩＩ－Ｎ材料における欠陥密度を低減するＧａＮ又はＡｌＮ
等のバッファ層である。幾つかの場合、層２０１を省略して、基板２００に直接的にＩＩ
Ｉ－Ｎ層２０４を成長させることもできる。ＩＩＩ－Ｎ層２０４、２０２の組成は、層２
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０２、２０４の間の界面の近傍の層２０２において２ＤＥＧ１９が誘起されるように選択
される。例えば、層２０４は、ＡｌＧａＮ又はＡｌＩｎＧａＮであってもよく、層２０２
は、ＧａＮであってもよい。ＩＩＩ－Ｎ層２０４、２０２の間にＡｌＮの層等の更なるＩ
ＩＩ－Ｎ層（図示せず）を設けてもよい。ＩＩＩ－Ｎ層２０４とは反対側となるＩＩＩ－
Ｎ層２０２の側にＡｌＩｎＧａＮ、ＡｌＩｎＮ又はＡｌＧａＮ等である更なるＩＩＩ－Ｎ
層（図示せず）を設けてもよい。電極画定層３３は、これも凹部を含み、図４及び図１７
の電極画定層３３と同様又は同じ構造を有する。ゲート５９は、凹部内に形成される。図
４及び図１７と同様に、ゲート５９は、デバイスのゲート領域５１内のアクティブなゲー
ト部分６１と、拡張部分５４、５５とを含む。ゲート５９は、電極画定領域の凹部にコン
フォーマルに堆積され、拡張部分５４は、凹部の側壁４３上に堆積される。したがって、
拡張部分５４のプロファイルは、少なくとも部分的に側壁４３のプロファイルによって画
定される。ソースコンタクト１４及びドレインコンタクト１５は、それぞれゲート５９の
相対する側に設けられ、２ＤＥＧチャネル１９に対してオーミックコンタクトを形成する
。
【００５２】
　図４及び図１７のＨＥＭＴと同様に、ＩＩＩ－Ｎ材料構造の最上位の表面上にパッシベ
ーション層２２、例えば、ＳｉＮｘ層を設けてもよく、電極画定層３３とパッシベーショ
ン層２２との間に更なる誘電体層２１、例えばＡｌＮ層を設けてもよい。図１８に示すよ
うに、電極画定層３３の凹部は、更なる誘電体層２１の全体の厚さに亘って延びていても
よいが、パッシベーション２２内には延びず、これによって、パッシベーション層２２は
、ゲート絶縁体として機能する。
【００５３】
　図１８のＩＩＩ－Ｎ　ＨＥＭＴは、エンハンスメントモード（enhancement-mode）デバ
イス（すなわち、閾値電圧が０Ｖより大きい、通常、オフのデバイス）であってもよく、
又はデプリーションモード（depletion-mode）デバイス（すなわち、閾値電圧が０Ｖより
小さい、通常、オンのデバイス）であってもよい。また、図１８のＩＩＩ－Ｎ　ＨＥＭＴ
は、他の構成を有することもできる。例えば、一具体例においては、電極画定層３３の凹
部は、電極画定層３３の厚さの全体ではなく、部分的に延びていてもよく、これによって
、電極画定層３３の一部がＩＩＩ－Ｎ材料とゲートの一部６１との間に存在する（図示せ
ず）。この場合、電極画定層３３がゲート絶縁体として機能でき、パッシベーション層２
２及び／又は更なる誘電体層２１を省略することができる。他の具体例では、電極画定層
３３の凹部は、パッシベーション層２２の全体の厚さに亘って更に延びており、ゲート５
９は、基底のＩＩＩ－Ｎ材料と直接的に接触する（図示せず）。更に他の具体例では、凹
部は、更にＩＩＩ－Ｎ材料内まで延び（図示せず）、例えば、図５のダイオードと同様に
、２ＤＥＧ１９を越えて延びている。
【００５４】
　図１８に示す基板上に形成されたＩＩＩ－Ｎ層が図４に示す基板上に形成されたＩＩＩ
－Ｎ層とは異なる結晶方位を有する点を除いて、図１８のデバイスを形成するための手順
は、図７～図１６に示した、図４のデバイスを形成するための手順と同じである。
【００５５】
　幾つかの具体例について説明した。但し、ここに開示した技術及びデバイスの思想及び
範囲から逸脱することなく、様々な変更を加えることができることは明らかである。それ
ぞれの具体例に示した特徴は、単独で若しくは互いに組み合わせて用いることができる。
したがって、他の具体例も特許請求の範囲に含まれる。
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