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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　電界効果トランジスタであって、
　ＩＩＩ族窒化物バッファ層と、
　前記ＩＩＩ族窒化物バッファ層の上にあるＩＩＩ族窒化物チャネル層と、
　前記ＩＩＩ族窒化物チャネル層の上にあるゲート電極であって、前記ゲート電極に電圧
を印加した場合に前記チャネル層の導電率を変調するように構成され、１ＧＨｚを超える
周波数で前記チャネル層の導電率の変調を可能とするように構成された長さを有する前記
ゲート電極と、
　前記ＩＩＩ族窒化物チャネル層の上にあるソース電極およびドレイン電極と、
　前記ゲート電極の上にある絶縁層と、
　前記絶縁層の上にあり、前記ソース電極に電気的に連結するフィールドプレートと
を備え、
　前記チャネル層は、第一のチャネル副層と、前記第一のチャネル副層の上にある第二の
チャネル副層とを備え、前記第一のチャネル副層はＧａＮを備え、少なくとも１×１０１

７／ｃｍ３のＦｅドーパントの濃度を持ち、前記第二のチャネル副層はＧａＮを備え、前
記第一のチャネル副層からの距離とともに減少するＦｅドーパントの濃度を持つことを特
徴とする電界効果トランジスタ。
【請求項２】
　ＩＩＩ族窒化物バリア層を前記チャネル層の上に更に備え、前記ゲート電極は前記バリ
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ア層の上にあることを特徴とする請求項１に記載の電界効果トランジスタ。
【請求項３】
　前記バリア層は、前記チャネル層の上にある第一のバリア副層と、前記第一のバリア副
層の上にある第二のバリア副層とを備え、前記第一のバリア副層はＡｌＮを備え、前記第
二のバリア副層はＡｌｘＧａ１－ｘＮ（０．１５≦ｘ≦０．４５）を備えることを特徴と
する請求項２に記載の電界効果トランジスタ。
【請求項４】
　前記第一のバリア副層は４ｎｍ以下の厚さを持ち、前記第二のバリア副層は１０乃至５
０ｎｍの厚さを持つことを特徴とする請求項３に記載の電界効果トランジスタ。
【請求項５】
　前記フィールドプレートは上部フィールドプレートを備え、前記電界効果トランジスタ
は、
　前記バリア層の上にあるスペーサ層と、
　前記ゲートに電気的に接続し、前記ドレイン電極に向かって前記ゲート電極のドレイン
側から前記スペーサ層を横切って距離ＬＦＤ１延びる下部フィールドプレートとを更に備
え、
　前記上部フィールドプレートは前記ドレイン電極に向かって前記下部フィールドプレー
トのドレイン側エッジから距離ＬＦＤ２延び、ＬＦＤ１＋ＬＦＤ２が０．３乃至２．５μ
ｍであることを特徴とする請求項１に記載の電界効果トランジスタ。
【請求項６】
　前記ＬＦＤ１が０．５μｍであり、前記ＬＦＤ２が１．２μｍであることを特徴とする
請求項５に記載の電界効果トランジスタ。
【請求項７】
　前記下部フィールドプレートが前記ソース電極に向かって前記スペーサ層を横切り、０
．５μｍ以下の距離で延びることを特徴とする請求項５に記載の電界効果トランジスタ。
【請求項８】
　前記スペーサ層がＳｉＮを備えることを特徴とする請求項５に記載の電界効果トランジ
スタ。
【請求項９】
　前記フィールドプレートは上部フィールドプレートを備え、前記電界効果トランジスタ
は、
　前記バリア層の上にあるスペーサ層と、
　前記ゲートに電気的に接続し、前記ドレイン電極に向かって前記ゲート電極のドレイン
側エッジから前記スペーサ層を横切って距離ＬＦＤ１延びる下部フィールドプレートとを
更に備え、
　前記上部フィールドプレートは前記ドレイン電極に向かって前記下部フィールドプレー
トのドレイン側エッジから距離ＬＦＤ２延び、ＬＦＤ１＋ＬＦＤ２が０．３乃至１．０μ
ｍであることを特徴とする請求項１に記載の電界効果トランジスタ。
【請求項１０】
　前記ＬＦＤ１が０．２５μｍであり、前記ＬＦＤ２が０．３μｍであることを特徴とす
る請求項９に記載の電界効果トランジスタ。
【請求項１１】
　前記下部フィールドプレートが前記ソース電極に向かって前記スペーサ層を横切り、０
．５μｍ以下の距離で延びることを特徴とする請求項９に記載の電界効果トランジスタ。
【請求項１２】
　前記スペーサ層はＳｉＮを備えることを特徴とする請求項９に記載の電界効果トランジ
スタ。
【請求項１３】
　ＳｉＣ基板を更に備え、前記ＩＩＩ族窒化物バッファ層は前記ＳｉＣ基板と前記ＩＩＩ
族窒化物チャネル層との間にあることを特徴とする請求項１に記載の電界効果トランジス
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タ。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は一般に、半導体デバイスに関し、より具体的には、ワイドバンドギャップトラ
ンジスタに関する。
【背景技術】
【０００２】
　シリコン（Ｓｉ）およびガリウムヒ素（ＧａＡｓ）のような材料は、半導体デバイスに
おいて広く応用されてきた。しかしながら、これらのよく知られている半導体材料は、よ
り高い電力用途および／またはより高い周波用途には良く適するとは言えない。その理由
は、比較的小さなバンドギャップ（例えば、室温では、Ｓｉで１．１２ｅＶおよびＧａＡ
ｓで１．４２ｅＶ）および／または比較的小さい絶縁破壊電圧を持つからである。
【０００３】
　従って、高電力、高温度および／または高周波の応用とデバイスにおける興味は、炭化
ケイ素（室温では、アルファＳｉＣで２．９９６ｅＶ）およびＩＩＩ族窒化物（例えば、
室温では、ＧａＮで３．３６ｅＶ）のような広いバンドギャップの半導体材料に向いてい
る。これらの材料は、典型的には、ガリウムヒ素およびシリコンと比較して、より高い電
界絶縁破壊強度およびより高い電子飽和速度を有する。
【０００４】
　より高い電力用途および／またはより高い周波用途のための具体的に興味のあるデバイ
スは、高電子移動度トランジスタ（ＨＥＭＴ）であり、ある場合にはまた、変調ドープ電
界効果トランジスタ（ＭＯＤＦＥＴ）として知られている。これらのデバイスは、多くの
環境下で動作上の利点を提供することができる。その理由は、異なるバンドギャップエネ
ルギーを有する二つの半導体材料のヘテロ接合において、二次元電子ガス（２ＤＥＧ）が
形成されるからであり、ここで、より小さなバンドギャップ材料は、より高い電子親和力
を有する。２ＤＥＧは、ドープしていない（無意識にドープした）より小さなバンドギャ
ップ材料内の蓄積層であり、例えば、１０１３キャリア／ｃｍ２を超える非常に高いシー
ト電子濃度を含むことが可能である。加えて、より広いバンドギャップの半導体材料にお
いて発生する電子は２ＤＥＧに移動し、減少したイオン化不純物散乱のため、高い電子移
動度を有することができる。
【０００５】
　高キャリア濃度と高キャリア移動度のこの組合せにより、ＨＥＭＴに非常に高い相互コ
ンダクタンスを与えることが可能になり、高周波用途では、金属半導体電界効果トランジ
スタ（ＭＥＳＦＥＴ）のような他のトランジスタ構造に対して、強い性能上の利点を提供
する可能性がある。
【０００６】
　窒化ガリウム／窒化アルミニウム・ガリウム（ＧａＮ／ＡｌＧａＮ）材料系で製造する
高電子移動度トランジスタは、大量のＲＦ電力を生成する能力を有し、それは、前述の高
い絶縁破壊電界、広いバンドギャップ、大きな伝導帯オフセットおよび／または高い飽和
電子ドリフト速度を含む材料特性の組合せによる。２ＤＥＧにおける電子の大部分は、Ａ
ｌＧａＮにおける分極によるものである。
【０００７】
　ＧａＮ／ＡｌＧａＮ系におけるＨＥＭＴは既に実証されてきた。特許文献１および特許
文献２では、ＡｌＧａＮ／ＧａＮ　ＨＥＭＴ構造と製造方法について説明している。同一
出願人による、および参照することにより本明細書に組み込まれた、Ｓｈｅｐｐａｒｄら
による特許文献３では、半絶縁炭化ケイ素基板、その基板上に窒化アルミニウム・バッフ
ァ層、そのバッファ層上に絶縁窒化ガリウム層、その窒化ガリウム層上に窒化アルミニウ
ム・ガリウム・バリア層、および窒化アルミニウム・ガリウム活性構造上にパッシベーシ
ョン層を有するＨＥＭＴデバイスについて説明している。
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【０００８】
　広いバンドギャップのＧａＮをベースとする高電子移動度トランジスタ（ＨＥＭＴ）は
、非特許文献１における１９９３年のその説明、および非特許文献２における１９９６年
のその電力能力の実証以来、マイクロ波デバイスとして大きな進展を遂げた。多くの研究
グループが、従来のＩＩＩ－Ｖ族デバイスに対して１０倍の改善となる、１０Ｗ／ｍｍを
超える電力密度を持つデバイスを提供した。非特許文献３、非特許文献４、および非特許
文献５を参照されたい。
【０００９】
　Ｚｈａｎｇらは、高電圧スイッチング用途用のＧａＮ　ＨＥＭＴに、重複（ｏｖｅｒｌ
ａｐｐｉｎｇ）ゲート構造、またはフィールドプレートを使用した（非特許文献６参照）
。これに続き、Ｋａｒｍａｌｋａｒらは、フィールドプレート構造に対してシミュレーシ
ョンを実施し、絶縁破壊電圧で最大５倍の増強を予測した（非特許文献７参照）。しかし
ながら、当時製造したデバイスは低い遮断周波数であったため、マイクロ波動作には適さ
なかった。Ａｎｄｏらは、最近小さなゲート寸法を有する同様の構造を使用し、ＳｉＣ基
板上に幅１ｍｍのデバイスを使用して、２ＧＨｚで１０．３Ｗの出力電力の性能を実証し
た（非特許文献８参照）。Ｃｈｉｎｉらは、更に削減したゲート寸法を有するフィールド
－プレート設計の新しい変形を実装し、サファイア基板上の幅１５０μｍのデバイスから
、４ＧＨｚで１２Ｗ／ｍｍを得た（非特許文献９参照）。
【００１０】
　ソース接続のフィールドプレートを含むＧａＮ　ＨＥＭＴデバイスについては、非特許
文献１０で説明されている。Ｓａｉｔｏらが説明するデバイスでは、単一の金属フィール
ドプレートがソースから延び、ゲートを覆う。しかしながら、そのような構成は、大きな
寄生容量を負わす可能性がある。
【先行技術文献】
【特許文献】
【００１１】
【特許文献１】米国特許第５，１９２，９８７号明細書
【特許文献２】米国特許第５，２９６，３９５号明細書
【特許文献３】米国特許第６，３１６，７９３号明細書
【特許文献４】米国特許第６，３１６，７９３号明細書
【特許文献５】米国特許出願公開第２００２／００６６９０８Ａ１号明細書、出願日２０
０１年７月１２日、公開日２００２年６月６日
【特許文献６】米国特許出願公開第２００２／０１６７０２３Ａ１号明細書、公開日２０
０２年１１月１４日
【特許文献７】米国特許出願公開第１０／６１７，８４３号明細書、出願日２００３年７
月１１日
【特許文献８】米国特許出願公開第１０／７７２，８８２号明細書、出願日２００４年２
月５日
【特許文献９】米国特許出願公開第１０／８９７，７２６号明細書、出願日２００４年７
月２３日
【特許文献１０】米国特許出願公開第１０／８４９，６１７号明細書、出願日２００４年
５月２０日
【特許文献１１】米国特許出願公開第１０／８４９，５８９号明細書、出願日２００４年
５月２０日
【特許文献１２】米国特許出願公開第２００３／００２００９２号明細書、出願日２００
２年７月２３日、公開日２００３年１月３０日
【特許文献１３】米国特許出願公開第１０／９９６，２４９号明細書、出願日２００４年
１１月２３日
【特許文献１４】米国特許出願公開第２００３／０１０２４８２Ａ１号明細書、出願日２
００２年７月１９日、公開日２００３年６月５日
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【特許文献１５】米国特許出願公開第２００４／００１２０１５Ａ１号明細書、出願日２
００２年７月１９日、公開日２００４年１月２２日
【特許文献１６】米国再発行特許第３４，８６１号明細書
【特許文献１７】米国特許第４，９４６，５４７号明細書
【特許文献１８】米国特許第５，２００，０２２号明細書
【特許文献１９】米国特許第６，２１８，６８０号明細書
【特許文献２０】米国特許第５，２１０，０５１号明細書
【特許文献２１】米国特許第５，３９３，９９３号明細書
【特許文献２２】米国特許第５，５２３，５８９号明細書
【特許文献２３】米国特許第５，５９２，５０１号明細書
【特許文献２４】米国特許第５，６８６，７３８号明細書
【特許文献２５】米国特許出願公開第２００２／０１６７０２３Ａ１号明細書
【特許文献２６】米国特許出願公開第１１／０７８，２６５号明細書、出願日２００５年
３月１１日
【特許文献２７】米国特許出願公開第１０／９３０，１６０号明細書、出願日２００４年
８月３１日
【特許文献２８】米国特許出願公開第１０／８５６，０９８号明細書、出願日２００４年
５月２８日
【特許文献２９】国際特許出願公開第ＷＯ／２００５／０２４９０９号明細書、出願日２
００４年９月９日、公開日２００５年３月１７日
【特許文献３０】米国特許第６，５８６，７６１号明細書
【非特許文献】
【００１２】
【非特許文献１】Ｋｈａｎら、Ａｐｐｌ．Ｐｈｙｓ．Ｌｅｔｔ．、ｖｏｌ．６３、ｐ．１
２１４、１９９３年
【非特許文献２】Ｗｕら、ＩＥＥＥ　Ｅｌｅｃｔｒｏｎ　Ｄｅｖｉｃｅ　Ｌｅｔｔ．、ｖ
ｏｌ．１７、ｐｐ．４５５－４５７、１９９６年９月
【非特許文献３】Ｔｉｌａｋら、ＩＥＥＥ　Ｅｌｅｃｔｒｏｎ　Ｄｅｖｉｃｅ　Ｌｅｔｔ
．、ｖｏｌ．２２、ｐｐ．５０４－５０６、２００１年１１月
【非特許文献４】Ｗｕら、ＩＥＤＭ　Ｔｅｃｈ　Ｄｉｇ．、Ｄｅｃ．２－５、２００１年
、ｐｐ．３７８－３８０
【非特許文献５】Ａｎｄｏら、ＩＥＥＥ　Ｅｌｅｃｔｒｏｎ　Ｄｅｖｉｃｅ　Ｌｅｔｔ．
、ｖｏｌ．２４、ｐｐ．２８９－２９１、２００３年５月
【非特許文献６】Ｚｈａｎｇら、ＩＥＥＥ　Ｅｌｅｃｔｒｏｎ　Ｄｅｖｉｃｅ　Ｌｅｔｔ
．、ｖｏｌ．２１、ｐｐ．４２１－４２３、２０００年９月
【非特許文献７】Ｋａｒｍａｌｋａｒら、ＩＥＥＥ　Ｔｒａｎｓ．Ｅｌｅｃｔｒｏｎ　Ｄ
ｅｖｉｃｅ、ｖｏｌ．４８、ｐｐ．１５１５－１５２１、２００１年８月
【非特許文献８】Ａｎｄｏら、ＩＥＥＥ　Ｅｌｅｃｔｒｏｎ　Ｄｅｖｉｃｅ　Ｌｅｔｔ．
、ｖｏｌ．２４、ｐｐ．２８９－２９１、２００３年５月
【非特許文献９】Ｃｈｉｎｉら、ＩＥＥＥ　Ｅｌｅｃｔｒｏｎ　Ｄｅｖｉｃｅ　Ｌｅｔｔ
．、ｖｏｌ．２５、ｐｐ．２２９－２３１、２００４年５月
【非特許文献１０】Ｓａｉｔｏら、Ｔｅｃｈｎｉｃａｌ　Ｄｉｇｅｓｔ　ｏｆ　ＩＥＤＭ
２００３、ｐｐ．５８７－５９０、ワシントン、２００３年１２月８－１０日
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１３】
　本発明の目的は、高効率および／または高電力密度のワイドバンドギャップトランジス
タを提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【００１４】
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　本発明の幾つかの実施形態による電界効果トランジスタは、ＩＩＩ族窒化物チャネル層
と、ＩＩＩ族窒化物チャネル層の上のゲート電極とを含み、ゲート電極に電圧を印加した
場合、チャネル層の導電率を変調するように構成される。ゲート電極は、１ＧＨｚを超え
る周波数において、チャネル層の導電率の変調を許容するように構成した長さを有しても
よい。ソース電極およびドレイン電極は、ＩＩＩ族窒化物チャネル層の上にあり、絶縁層
はゲート電極の上にあり、フィールドプレートは絶縁層の上にあって、ソース電極に電気
的に連結している。電界効果トランジスタは、少なくとも４ＧＨｚの周波数における連続
波またはパルス動作の下で、４０Ｗ／ｍｍ以上の電力密度を示すことができる。
【００１５】
　更に、この電界効果トランジスタは、チャネル層の上にＩＩＩ族窒化物バリア層を含ん
でもよい。ゲート電極はバリア層の上にあってもよく、バリア層とチャネル層は、バリア
層とチャネル層との間のインタフェース近くのチャネル層で、二次元電子ガスを協調して
誘起する可能性がある。
　バリア層には、チャネル層の上にある第一のバリア副層（ｓｕｂｌａｙｅｒ）と、その
第一のバリア副層の上にある第二のバリア副層とを含めてもよい。第一のバリア副層には
ＡｌＮを含めてもよく、第二のバリア副層にはＡｌｘＧａ１－ｘＮを含めてもよく、ここ
で０．１５≦ｘ≦０．４５である。
【００１６】
　もしあれば、第一のバリア副層は最大約４ｎｍの厚さを持ってもよく、第二のバリア副
層は約１０乃至５０ｎｍの厚さをもってもよい。
【００１７】
　チャネル層には、第一のチャネル副層と、そのチャネル副層の上にある第二のチャネル
副層とを含めてもよい。第一のチャネル副層にはＧａＮを含めてもよく、少なくとも約１
×１０１７／ｃｍ３のＦｅドーパントの濃度を持ってもよい。第二のチャネル副層にはＧ
ａＮを含めてもよく、第一のチャネル副層からの距離とともに減少するＦｅドーパントの
濃度をその中に持ってもよい。
【００１８】
　フィールドプレートは上部フィールド・プレートであってもよく、電界効果トランジス
タには、バリア層の上にあるスペーサ層と下部フィールドプレートとを更に含めてもよく
、下部フィールドプレートはゲートに電気的に接続し、ゲート電極のドレイン側面からド
レイン電極に向かって、スペーサ層を距離ＬＦＤ１延びる。上部フィールドプレートは、
少なくとも、下部フィールドプレートのドレイン側エッジからドレイン電極に向かって、
絶縁層を距離ＬＦＤ２延びてもよい。１乃至６ＧＨｚ範囲の動作では、ＬＦＤ１＋ＬＦＤ

２は約１乃至２．５μｍであってもよい。特には、ＬＦＤ１は約０．５μｍであってもよ
く、ＬＦＤ２は約１．２μｍであってもよい。
【００１９】
　また、下部フィールドプレートは、ソース電極に向かって、スペーサ層を距離約０μｍ
乃至約０．５μｍ延びてもよい。スペーサ層にはＳｉＮを含めてもよい。
【００２０】
　少なくとも４０Ｗ／ｍｍの電力密度を１３５Ｖのドレイン電圧で提供することができる
。電界効果トランジスタは、５０％以上の電力付加効率（ＰＡＥ）を持つことができる。
【００２１】
　本発明の幾つかの実施形態は、少なくとも４ＧＨｚの周波数における連続波またはパル
ス動作の下で、４０Ｗ／ｍｍ以上の電力密度を持つ電界効果トランジスタを提供する。１
３５Ｖのドレイン電圧で、少なくとも４０Ｗ／ｍｍの電力密度を提供することができ、電
界効果トランジスタは５０％以上のＰＡＥを持つことができる。
【００２２】
　本発明の幾つかの実施形態は、ＩＩＩ族窒化物チャネル層とそのＩＩＩ族窒化物チャネ
ル層の上にあるゲート電極とを含み、ゲート電極に電圧を印加した場合、チャネル層の導
電率を変調するよう構成した電界効果トランジスタを提供する。ゲート電極は、１ＧＨｚ
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を超える周波数で、チャネル層の導電率の変調を許容するように構成した長さを持っても
よい。ソース電極およびドレイン電極は、ＩＩＩ族窒化物チャネル層の上にあり、絶縁層
はゲート電極の上にあり、フィールドプレートは絶縁層の上にあって、ソース電極に電気
的に連結している。電界効果トランジスタは、５Ｗ／ｍｍ以上の電力密度と、少なくとも
１０ＧＨｚの周波数における連続波またはパルス動作の下で６０％以上の電力付加効率と
を示すことができる。
【００２３】
　この電界効果トランジスタには、チャネル層の上にあるＩＩＩ族窒化物バリア層を更に
含めてもよい。ゲート電極はバリア層の上にあってもよく、バリア層とチャネル層は、バ
リア層とチャネル層との間のインタフェース近くのチャネル層で、二次元電子ガスを協調
して誘起することができる。
【００２４】
　バリア層には、チャネル層の上にある第一のバリア副層と、その第一のバリア副層の上
にある第二のバリア副層とを含めてもよい。第一のバリア副層にはＡｌＮを含めてもよく
、第二のバリア副層にはＡｌｘＧａ１－ｘＮを含めてもよく、ここで、０．１５≦ｘ≦０
．４５である。
【００２５】
　もしあれば、第一のバリア副層は最大約４ｎｍの厚さを持ってもよく、第二のバリア副
層は約１０乃至５０ｎｍの厚さをもってもよい。
【００２６】
　チャネル層には、第一のチャネル副層と、そのチャネル副層の上にある第二のチャネル
副層を含めてもよい。第一のチャネル副層にはＧａＮを含めてもよく、少なくとも約１×
１０１７／ｃｍ３のＦｅドーパントの濃度を持ってもよい。第二のチャネル副層にはＧａ
Ｎを含めてもよく、第一のチャネル副層からの距離とともに減少するＦｅドーパントの濃
度をその中に持ってもよい。
【００２７】
　フィールドプレートは上部フィールドプレートであってもよく、更に、電界効果トラン
ジスタには、バリア層の上にあるスペーサ層と下部フィールドプレートとを含めてもよく
、下部フィールドプレートはゲートに電気的に接続し、ゲート電極のドレイン側エッジか
らドレイン電極に向かって、スペーサ層を距離ＬＦＤ１延びる。上部フィールドプレート
は、少なくとも、下部フィールドプレートのドレイン側エッジからドレイン電極に向かっ
て、絶縁層を距離ＬＦＤ２延びてもよい。ＬＦＤ１＋ＬＦＤ２は約０．３乃至１．０μｍ
であってもよい。特には、ＬＦＤ１は約０．２５μｍであってもよく、ＬＦＤ２は約０．
３μｍであってもよい。
【００２８】
　また、下部フィールドプレートは、ソース電極に向かって、スペーサ層を距離約０μｍ
から約０．５μｍ延びてもよい。スペーサ層にはＳｉＮを含めてもよい。
【００２９】
　少なくとも５Ｗ／ｍｍの電力密度を２８Ｖのドレイン電圧で提供することができる。
【００３０】
　本発明の幾つかの実施形態は、少なくとも１０ＧＨｚの周波数で、Ｃ級モードの連続波
またはパルス動作の下で、５Ｗ／ｍｍ以上の電力密度と６０％以上の電力付加効率とを持
つ電界効果トランジスタを提供する。
【００３１】
　５Ｗ／ｍｍ以上の電力密度を、少なくとも２８Ｖのドレイン電圧で提供することができ
る。
【００３２】
　本電界効果トランジスタは、少なくとも１０ＧＨｚの周波数のＣ級モードで動作する場
合、７Ｗ／ｍｍ以上の電力密度を持つことができる。７Ｗ／ｍｍ以上の電力密度を、少な
くとも３８Ｖのドレイン電圧で提供することができる。
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【００３３】
　本電界効果トランジスタは、少なくとも１０ＧＨｚの周波数のＣ級モードで動作する場
合、１０Ｗ／ｍｍ以上の電力密度を持つことができる。１０Ｗ／ｍｍ以上の電力密度を、
少なくとも４８Ｖのドレイン電圧で提供することができる。
【００３４】
　また、本発明の幾つかの実施形態により、上述のトランジスタ特性の様々な組合せおよ
び／または副組合せを持つトランジスタを提供することができる。
【００３５】
　本発明の更なる理解を提供するため含まれ、この出願書類に組み込まれ、その一部を構
成する添付図面は、本発明のある実施形態を示す。
【図面の簡単な説明】
【００３６】
【図１】本発明の幾つかの実施形態による単一フィールドプレート構造を持つトランジス
タの断面図である。
【図２】本発明の幾つかの実施形態によるデュアルフィールドプレート構造を持つトラン
ジスタの断面図である。
【図３】本発明の更なる実施形態によるデュアルフィールドプレート構造を持つトランジ
スタの断面図である。
【図４】１３５Ｖにバイアスした場合、４０Ｗ／ｍｍの電力密度と６０％の電力付加効率
（ＰＡＥ）を示す幅２４６μｍデバイスに対する、４ＧＨｚでの電力スイープグラフであ
る。線形利得は１８．５ｄＢであり、関連する大信号利得は１６ｄＢである。
【図５】異なるバイアスクラスでの結果を示し、幅２４６μｍデバイスに対する４ＧＨｚ
での、ドレイン・ソース間電圧ＶＤＳ対Ｐｏｕｔ、ＧａｉｎおよびＰＡＥのグラフである
。
【発明を実施するための形態】
【００３７】
　ここで本発明について、本発明の実施形態を示す添付図面を参照して、以下に更に十分
に説明する。しかしながら、本発明を、本明細書で示す実施形態に限定されるものと解釈
すべきではない。むしろ、これらの実施形態は、この開示が徹底的かつ完全であり、当業
者に対して本発明の範囲を十分に伝えるであろうということで、提供されるものである。
添付図面においては、層および領域の厚さは、明確化のため誇張されている。同じ番号は
、始めから終わりまで同じ要素を示す。本明細書で使用するように、用語「および／また
は」は、一つ以上の関連するリスト項目の任意および全ての組合せを含む。
　本明細書で使用する用語は特定の実施形態のみを説明するためであり、本発明の限定を
意図するものではない。本明細書で使用するように、文脈上明確に他の方法で示す場合を
除き、単数形「一つの（ａ、ａｎ）」および「その（ｔｈｅ）」は、同様に複数形を含む
ことを意図している。更に理解されるであろうが、用語「備える（ｃｏｍｐｒｉｓｅ）」
および／または「備えている（ｃｏｍｐｒｉｓｉｎｇ）」は、本明細書で使用する場合、
述べられた特徴、整数、ステップ、動作、要素および／または部品の存在を特定するが、
一つ以上の他の特徴、整数、ステップ、動作、要素、部品および／またはそれらのグルー
プを排除するものではない。
【００３８】
　理解されるであろうが、層、領域または基板のような要素を、もう一つの要素「の上に
（ｏｎ）」ある、または、もう一つの要素「の上に（ｏｎｔｏ）」延ばすとする場合、他
の要素の上に直接あることができるか、または他の要素の上に直接延ばすことができ、ま
たは、介在要素が存在してもよい。対照的に、要素が、もう一つの要素「の上に直接（ｄ
ｉｒｅｃｔｌｙ　ｏｎ）」ある、または、もう一つの要素「の上に直接（ｄｉｒｅｃｔｌ
ｙ　ｏｎｔｏ）」延ばすとする場合、介在要素は全く存在しない。また、理解されるであ
ろうが、要素が、もう一つの要素と「接続（ｃｏｎｎｅｃｔｅｄ）」する、または、もう
一つの要素と「連結（ｃｏｕｐｌｅｄ）」するとする場合、他の要素に直接接続すること
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ができるか、または連結することができるか、または、介在要素が存在してもよい。対照
的に、要素が、もう一つの要素と「直接接続（ｄｉｒｅｃｌｙ　ｃｏｎｎｅｃｔｅｄ）」
する、または、もう一つの要素と「直接連結（ｄｉｒｅｃｌｙ　ｃｏｕｐｌｅｄ）」する
とする場合、介在要素は全く存在しない。
【００３９】
　理解されるであろうが、本明細書で、各種の要素、部品、領域、層および／または断面
を説明するため、第一の、第二の等の用語を使用する可能性があるが、これらの用語で、
これらの要素、部品、領域、層および／または断面を限定すべきでない。これらの用語は
、一つの要素、部品、領域、層または断面をもう一つの領域、層または断面から区別する
ために、単に使用される。それ故、以下で説明する第一の要素、部品、層または断面は、
本発明の教示から逸脱することなく、第二の要素、部品、層または断面と呼称することが
できるであろう。
【００４０】
　更に、図に示すもう一つの要素に対するある要素の関係を説明するため、「より下の（
ｌｏｗｅｒ）」または「底部の（ｂｏｔｔｏｍ）」および「より上の（ｕｐｐｅｒ）」ま
たは「上部の（ｔｏｐ）」のような比較用語を本明細書で使用する可能性がある。理解さ
れるであろうが、比較用語は、図に示す方向に加えて、デバイスの異なる方向を包含する
ことを意図している。例えば、図のデバイスを反転するなら、他の要素のより下側にある
として説明した要素は、他の要素のより上側に置かれるであろう。従って、典型的な用語
「より下の」は、図の特定の方向により、「より下の」および「より上の」という両方の
方向を包含する。同様に、図の一つにおけるデバイスを反転すると、他の要素「の下に（
ｂｅｌｏｗ、ｂｅｎｅａｔｈ）」として説明する要素は、他の要素「の上に（ａｂｏｖｅ
）」位置するであろう。従って、典型的な用語「の下に」は、上および下の両方の方向を
包含する。更に、用語「の外側に（ｏｕｔｅｒ）」は、基板から最も遠く離れた表面およ
び／または層を参照するために使用される可能性がある。
【００４１】
　本発明の実施形態について、本発明の理想的な実施形態の略図である断面図を参照して
、本明細書で説明する。そのため、例えば、製造技術および／または許容誤差の結果とし
て、図の形状からの変化があり得る。それ故、本発明の実施形態を、本明細書で説明する
領域の特定の形状に限定されるものと解釈すべきではなく、例えば、製造の結果である偏
差を含めるものである。例えば、矩形として図示するエッチング領域は、典型的には、テ
ーパのある、円形または曲線の外観を持つ。それ故、図に示す領域は、実際は略図であり
、それらの形状は、デバイスの領域の正確な形状を示すことを意図しておらず、本発明の
範囲を限定することを意図してはいない。
【００４２】
　他の方法で定義しない限り、本明細書で使用する全ての用語（技術的および科学的用語
を含む）は、本発明が属する技術における通常の技術者の一人が共通に理解するものと同
じ意味を持つ。更に理解されるであろうが、共通に使用する辞書で定義するような用語は
、この明細書の文脈およびその関連技術における意味と一致する意味を持つものと解釈す
べきであり、本明細書で明示的にそのように定義しない限り、理想的または過度に公式的
意味で解釈されることはないであろう。
【００４３】
　また、当業者は評価するであろうが、もう一つの外観「に隣接して（ａｄｊａｃｅｎｔ
）」配置する構造または外観を参照することは、隣接する外観と重なり合う、または下に
横たわる部分を持つ可能性がある。
【００４４】
　本発明の実施形態は、ＩＩＩ族窒化物ベースのＨＥＭＴのような窒化物ベースのデバイ
スにおける使用に、特によく適する可能性がある。本明細書で使用するように、用語「Ｉ
ＩＩ族窒化物」は、窒素と、通常はアルミニウム（Ａｌ）、ガリウム（Ｇａ）および／ま
たはインジウム（Ｉｎ）という周期表のＩＩＩ族の要素との間で形成される半導体化合物
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を指す。また、この用語には、ＡｌＧａＮおよびＡｌＩｎＧａＮのような三元化合物およ
び四元化合物も含まれる。当業者はよく理解するように、ＩＩＩ族要素は窒素と化合して
二元（例えば、ＧａＮ）、三元（例えば、ＡｌＧａＮ、ＡｌＩｎＮ）および四元（例えば
、ＡｌＩｎＧａＮ）化合物を形成できる。これらの化合物は全て実験式（ｅｍｐｉｒｉｃ
ａｌ　ｆｏｒｍｕｌａ）であり、１モルの窒素が１モルのＩＩＩ族要素の１モルの全体と
化合する。従って、０≦ｘ≦１でＡｌｘＧａ１－ｘＮのような式が、しばしば、それらを
記述するために使用される。
【００４５】
　本発明の実施形態について特定の構造を参照して説明するが、ＧａＮベースのＨＥＭＴ
を製造するため、他の構造および／または技術もまた、本発明の幾つかの実施形態におい
て利用することができる。そのような構造および／または技術については、例えば、同一
出願人による「窒化ガリウムベースのキャップ部分にゲート電極を持つ窒化アルミニウム
・ガリウム／窒化ガリウム高電子移動度トランジスタとその製造方法」（特許文献４およ
び特許文献５参照）、Ｓｍｏｒｃｈｋｏｖａらの「バリア／スペーサ層を有するＩＩＩ族
窒化物ベースの高電子移動度トランジスタ（ＨＥＭＴ）」（特許文献６参照）、「窒化物
ベースのトランジスタとエッチング無しのコンタクト凹部を使用するその製造方法」（特
許文献７参照）、「電荷移動誘起のエネルギ・バリアを持つ窒化物へテロ接合トランジス
タとその製造方法」（特許文献８参照）、「キャップ層と凹形ゲートを持つ窒化物ベース
のトランジスタの製造方法」（特許文献９参照）、「再成長オーム性電極領域をもつ窒化
物ベースのトランジスタの製造方法と再成長オーム性電極領域をもつ窒化物ベースのトラ
ンジスタ」（特許文献１０参照）、「ハイブリッド・チャネル層を持つ半導体デバイス、
カレント・アパーチャ・トランジスタおよびその製造方法」（特許文献１１参照）、「絶
縁ゲートＡｌＧａＮ／ＧａＮ　ＨＥＭＴ」（特許文献１２参照）、および「窒化物ベース
のトランジスタのためのキャップ層および／またはパッシベーション層、トランジスタ構
造およびその製造方法」（特許文献１３参照）で説明されているものを含んでもよく、あ
たかもそれらの全体で説明しているように、その公開内容を本明細書に組み込んでいる。
【００４６】
　本発明の幾つかの実施形態は、少なくとも４ＧＨｚの周波数で、４０Ｗ／ｍｍ以上の電
力密度を持つワイドバンドギャップの電界効果トランジスタを提供する。更に、このトラ
ンジスタは、４ＧＨｚで少なくとも６０％、および／または１０ＧＨｚで少なくとも６０
％の電力付加効率（ＰＡＥ）を提供できる。幾つかの実施形態では、３ｄＢより多くない
圧縮で、電力密度および／またはＰＡＥを獲得する。
【００４７】
　本発明の幾つかの実施形態は、第二のフィールドプレートをトランジスタのソース電極
に接続するデュアルフィールドプレート構成を持つワイドバンドギャップの電界効果トラ
ンジスタを提供する。そのようなトランジスタは、改善された電力能力と削減されたゲー
ト対ドレイン間のフィードバック容量を有することができる。
【００４８】
　本発明の幾つかの実施形態による典型的なデバイスを、図１乃至図３に簡略化して示す
。しかしながら、本発明の実施形態は、本明細書で説明した特定の典型的な実施形態に限
定されると解釈すべきでなく、本明細書で説明するようなトランジスタ特性を提供する任
意の適当な構造を含むことができる。
【００４９】
　図１を見ると、単一のフィールドプレート構造を持つ部分的なＨＥＭＴデバイス構造１
００が示されている。この構造１００は、窒化物ベースのデバイスを形成することのでき
る基板１２を含む。本発明の特定の実施形態では、基板１２は、例えば、シリコンカーバ
イドの４Ｈポリタイプで可能な半絶縁性シリコンカーバイド（ＳｉＣ）基板であってもよ
い。他のシリコンカーバイド候補のポリタイプには、３Ｃ、６Ｈおよび１５Ｒポリタイプ
を含む。用語「半絶縁性」は、相対的意味で使用している。本発明の特定の実施形態では
、シリコンカーバイドのバルク結晶は、室温で約１×１０５Ω－ｃｍに等しいか、それよ
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り高い抵抗を持つ。
【００５０】
　シリコンカーバイド基板とデバイスの残りの部分との間に、適当な結晶構造遷移を提供
するため、ＡｌＮバッファ層１４を備えてもよい。バッファ層１４は、約１００ｎｍから
約５００ｎｍまでの厚さを有することができる。特定の実施形態では、バッファ層１４は
約２００ｎｍの厚さを有することができる。
【００５１】
　上述したように、追加のバッファ層、遷移層、および／または核生成層を、基板１２と
チャネル層１６との間に備えてもよい。例えば、ひずみをバランスさせる遷移層を、例え
ば、同一出願人による「ひずみバランス窒化物へテロ接合トランジスタおよびひずみバラ
ンス窒化物へテロ接合トランジスタの製造方法」（特許文献１４参照）、または、「ひず
み補償半導体構造およびひずみ補償半導体構造の製造方法」（特許文献１５参照）に記述
されているように提供してもよい。これらは、あたかも本明細書で説明しているように参
照され、その公開内容を本明細書に組み込む。
【００５２】
　適当なＳｉＣ基板は、例えば、本件特許出願人によって生産され、製造方法については
、例えば、特許文献１６、１７、１８、および１９で説明されるとおりであり、それらは
全体を参照され、その内容は本明細書に組み込まれる。同様に、ＩＩＩ族窒化物のエピタ
キシャル成長技術については、例えば、特許文献２０、２１、２２、および２３で説明さ
れており、それらは全体を参照され、その内容も本明細書に組み込まれる。
【００５３】
　シリコンカーバイドを基板材料として使用してもよいが、本発明の実施形態は、サファ
イア、窒化アルミニウム、窒化アルミニウム・ガリウム、窒化ガリウム、シリコン、Ｇａ
Ａｓ、ＬＧＯ、ＺｎＯ、ＬＡＯ、ＩｎＰおよび同様のもののような任意の適当な基板を利
用してもよい。幾つかの実施形態では、使用する基板のタイプに適切なバッファ層を形成
してもよい。例えば、サファイア基板を使用する実施形態では、バッファを、特許文献２
４で提供されるように形成してもよい。
【００５４】
　更に図１を参照すると、バッファ層１４の上にチャネル層１６を備える。チャネル層１
６は、圧縮ひずみを受ける可能性がある。更に、チャネル層１６、バッファ層１４および
／または核生成層および／または遷移層は、ＭＯＣＶＤによって、または、ＭＢＥまたは
ＨＶＰＥのような当事業者には既知の他の技術によって、堆積させることができる。
【００５５】
　本発明の幾つかの実施形態では、チャネル層１６は、ＩＩＩ族窒化物を含み、特に、Ｇ
ａＮを含む。チャネル層１６は、ドープしない（無意識にドープされている）、および／
またはドーパントでドープしてもよく、約２０Å以上の厚さまで成長させてもよい。本発
明の特定の実施形態では、チャネル層１６はＧａＮであり、約１．６μｍの厚さを持つ。
【００５６】
　図１に示すように、チャネル層１６は、バッファ層１４の上に形成された第一のチャネ
ル副層１６Ａと、第一のチャネル副層１６Ａの上に形成された第二のチャネル副層１６Ｂ
とを含むことができる。第一のチャネル副層１６Ａは、約０．１μｍ乃至８．０μｍの厚
さを持ってもよい。第一のチャネル副層１６Ａは、少なくとも約１×１０１７／ｃｍ３の
濃度でＦｅをドープしてもよく、特には、約１×１０１８／ｃｍ３のＦｅ濃度を持っても
よい。
【００５７】
　化学気相成長を使用して第一のチャネル副層１６Ａを形成する場合、Ｆｅドーパントを
提供するために、フェロセンのような有機金属原料ガスを使用してもよい。第一のチャネ
ル副層１６Ａの成長が完了した後にＦｅ原料ガスを停止すると、幾らかの残留Ｆｅが後続
の成長層内に組み込まれる可能性がある。即ち、Ｆｅ原料ガスが停止した後でも、幾らか
のＦｅ原料材料が成長装置内に残る可能性があり、エピタキシャル層におけるＦｅの濃度
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が原料停止後に比較的ゆっくり減少する原因となる可能性がある。従って、第二のチャネ
ル副層１６Ｂを第一のチャネル副層１６Ａの上に提供してもよい。第二のチャネル副層１
６Ｂは、約０．２μｍ乃至２．０μｍの厚さを持ってもよく、意図せずにドープされても
よい。しかしながら、上記で注意したように、第二のチャネル副層１６Ｂには、第一のチ
ャネル副層１６Ａからの距離とともに減少するようなＦｅドーパントの濃度を含めてもよ
い。
【００５８】
　特定の実施形態では、第一のチャネル副層１６Ａは約０．８μｍの厚さを持ち、第二の
チャネル副層１６Ｂは約０．８μｍの厚さを持つ。
【００５９】
　チャネル層１６の上にはバリア層１８を提供する。バリア層１８は、チャネル層１６の
バンドギャップより大きなバンドギャップを持ってよく、また、バリア層１８は、チャネ
ル層１６より小さい電子親和力を持ってもよい。
【００６０】
　バリア層１８をチャネル層１６の上に形成することができる。本発明の幾つかの実施形
態では、バリア層は、チャネル層１６の上の第一のバリア副層１８Ａと、第一のバリア副
層１８Ａの上の第二のバリア副層１８Ｂを含む。第一のバリア副層１８ＡはＡｌＮを含ん
でもよく、最大約４ｎｍの厚さを持ってもよい。第二のバリア副層１８ＢはＡｌｘＧａ１

－ｘを含んでもよく、約１０ｎｍ乃至５０ｎｍの厚さを持ってもよい。第二のバリア副層
１８Ｂは、約１５％乃至４５％（即ち、０．１５≦ｘ≦０．４５）のモル比を持ってもよ
い。特定の実施形態では、第一のバリア副層１８Ａは約０．８ｎｍ厚であってもよい。第
二のバリア副層１８Ｂは約２５ｎｍの厚さを持ってもよく、約２５％（即ち、ｘ≒０．２
５）のアルミニウムのモル比を持ってもよい。
【００６１】
　本発明のある実施形態によるバリア層の例については、Ｓｍｏｒｃｈｋｏｖａらの「バ
リア／スペーサ層を有するＩＩＩ族窒化物ベースの高電子移動度トランジスタ（ＨＥＭＴ
）」（特許文献２５参照）において説明されており、これは、あたかも本明細書で十分説
明しているように参照され、その内容は本明細書に組み込まれる。
【００６２】
　本発明の特定の実施形態では、バリア層１８は十分厚く、分極効果を通してチャネル層
１６とバリア層１８との間のインタフェースで、顕著なキャリア濃度を誘起するために、
十分高いＡｌ合成とドーピングを有する。
【００６３】
　ゲート電極２４をバリア層１８の上に提供する。バリア層１８を通して、上におよび／
または延びて、ソース電極およびドレイン電極をオーム性電極として提供する。バリア層
１８を通してチャネル層１６へ低抵抗接続を持つように、（例えば、焼結により）オーム
性電極を処理する。例えば、電子ビーム蒸着によってバリア層１８の上にソース電極２０
およびドレイン電極２２を形成してもよく、例えば、約８８０℃でアニールしてもよい。
それ故、図１に示すように、処理の後、オーム性電極２０および２２は、バリア層１８を
通してチャネル層１６まで延びてもよい。ゲート２４をソース２０に対して適当な電圧で
バイアスすると、チャネル層１６とバリア層１８との間のインタフェース近傍のチャネル
層１６に誘起される２ＤＥＧチャネル２６を通して、電流がソース電極２０およびドレイ
ン電極２２との間を流れることができる。
【００６４】
　ゲート２４は、例えば、電子ビーム蒸着を使用して形成してもよく、厚さ約５０乃至５
００ｎｍのニッケル層と、厚さ約１００乃至１０００ｎｍの金層とを有するＮｉ／Ａｕ構
造を含むこともできる。特定の実施形態では、ゲート２４は、約２０ｎｍのニッケルと、
約４５０ｎｍの金を含むことができる。
【００６５】
　ゲート２４は、（２０ＧＨｚ乃至１ＧＨｚの範囲における動作のため）約０．３５乃至
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２．０μｍのゲート長ＬＧを有することができる。具体的には、４ＧＨｚでの動作には、
ゲート２４は約０．５５μｍのゲート長ＬＧを有することができる。１０ＧＨｚでの動作
には、ゲート２４は約０．５μｍのゲート長ＬＧを有することができる。ゲート長（ＬＧ

）は、ゲートの下のキャリアの走行時間に影響を与える。言い換えると、デバイスの動作
周波数に影響を与える。
【００６６】
　非導電性の第一のスペーサ層６２を、ゲート２４と、ソース電極２０およびドレイン電
極２２との間のバリア層１８の上に提供する。第一のスペーサ層６２には、厚さ約５０乃
至３００ｎｍを持つＳｉｘＮｙ（２≦ｘ≦４、３≦ｙ≦５）を含めてもよい。特定の実施
形態では、第一のスペーサ層６２には、厚さ約２００ｎｍを持つＳｉ３Ｎ４の層を含めて
もよい。
【００６７】
　デバイスのメタライゼーションの前に、第一のスペーサ層６２を形成することができる
。幾つかの実施形態では、バリア層１８を形成するために使用したものと同じエピタキシ
ャル成長技術を使用して、第一のスペーサ層６２を成長させることができる。第一のスペ
ーサ層６２は、ＡｌｘＧａ１－ｘＮ（０≦ｘ≦１）である適当なスペーサ層材料とともに
、Ａｌ、ＧａまたはＩｎ合金のような、異なるＩＩＩ族要素を持つＩＩＩ族窒化物材料の
エピタキシャル材料を含むことができる。あるいは、スペーサ層６２は、ＳｉｘＮｙ、Ｓ
ｉＯ２、Ｓｉ、Ｇｅ、ＭｇＯｘ、ＭｇＮｘ、ＺｎＯ合金および／またはそれらの層シーケ
ンスを含むことができる。ＳｉＮ、ＳｉＯＮ、ＳｉＯｘ、ＭｇＮｘおよび同様なものの参
考は、化学量論および／または非化学量論を参照する。
【００６８】
　第一のスペーサ層６２は、第一のフィールドプレート６４の下のバリア層１８を覆うこ
とのみに必要であるように、第一のフィールドプレート６４とバリア層１８との間の分離
を提供するように配置される。しかしながら、製造を容易にするため、バリア層１８の上
部表面全体の上に第一のスペーサ層６２を形成してもよい。
【００６９】
　次に、ゲート２４に開口部を提供するため、第一のスペーサ層６２を選択的にエッチン
グすることができる。また、ソース電極２０およびドレイン電極２２のためにも、開口部
をエッチングする。メタライゼーションの間、ゲート２４は、バリア層１８を有する電極
内にあるように形成してもよい。
【００７０】
　第一のフィールドプレート６４は、ゲート２４と一体に形成してもよく、１乃至６ＧＨ
ｚでの動作のためには、ゲート２４のドレイン側エッジよりドレイン電極２２に向かって
１乃至２．５μｍの範囲の距離ＬＦＤ１、スペーサ層６２の上を延びてもよい。１０ＧＨ
ｚでの動作に対しては、第一のフィールドプレート６４は、０．２乃至０．６μｍの範囲
の距離ＬＦＤ１、ドレイン電極２２に向かって延びてもよい。第一のフィールドプレート
６４は、０乃至０．５μｍの範囲の距離ＬＦＳ、ゲート２４のソース側エッジよりソース
電極２０に向かって延びてもよい。特定の実施形態では、１乃至６ＧＨｚ範囲の動作に対
して、第一のフィールドプレート６４は、ドレイン電極２２に向かって約１μｍの距離Ｌ

ＦＤ１、およびソース電極２０に向かって約０．３μｍの距離ＬＦＳ、延びてもよい。１
０ＭＨｚ範囲における動作に対しては、第一のフィールドプレート６４は、ドレイン電極
２２に向かって０．２５μｍの距離ＬＦＤ１、延びてもよい。
【００７１】
　第一のフィールドプレート６４は、例えば、ゲート２４との一体的形成によって、ゲー
ト２４に電気的に接続してもよい。ゲート２４と第一のフィールドプレート６４との間に
効果的に電流を広めるために、十分な導電性経路が利用可能である限り、第一のフィール
ドプレート６４は、ゲート２４から連続的に延びることができるか、またはゲート電極２
４のソースまたはドレインのどちらかの側、または両方との接続に割れ目／孔を持つこと
ができる。
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【００７２】
　第一のフィールドプレート６４は、ゲート２４と一体で形成してもよいので、例えば、
電子ビーム蒸着を使用して第一のフィールドプレート６４を形成してもよく、第一のフィ
ールドプレート６４には、厚さ約５０乃至５００ｎｍのニッケル層と、厚さ約１００乃至
１０００ｎｍの金層とを有するＮｉ／Ａｕ構造を含めてもよい。特定の実施形態では、第
一のフィールドプレート６４には、約２０ｎｍのニッケルと、約４５０ｎｍの金とを含め
てもよい。
【００７３】
　ソースオーム性電極およびドレインオーム性電極は、チタニウム、アルミニウム、金ま
たはニッケルの合金を含むが、それには限定されない異なる材料から作ることができる。
また、ゲート２４および第一のフィールドプレート６４は、金、ニッケル、白金、チタニ
ウム、クロミウム、チタニウムとタングステンとの合金、または白金シリサイドを含むが
、それに限定はされない異なる材料から作ることができる。
【００７４】
　フィールドプレートを有するトランジスタおよびそのようなトランジスタの製造方法に
ついては、例えば、「ゲート・ソース間フィールドプレートを有するワイドバンドギャッ
プトランジスタ」（特許文献２６参照）、「フィールドプレートを有するワイドバンドギ
ャップトランジスタデバイス」（特許文献２７参照）、「フィールドプレートを有するワ
イドバンドギャップの電界効果トランジスタを含むカスコード増幅器構造」（特許文献２
８参照）、および「単一または多重ゲート・フィールドプレートの製造」（特許文献２９
参照）で説明されており、これらは、それらの全体が説明されるように参照して、その内
容が本明細書に組み込まれる。
【００７５】
　ゲート長に対して直角の方向に延びる（即ち、図１におけるページに入る、および出る
）ゲート電極２４の寸法は、本明細書ではゲート幅ＷＧとする。電力密度は、異なるサイ
ズのデバイス間の比較を可能とする正規化デバイス特性である。ゲート幅ｍｍあたりのワ
ット数における電力出力、即ち、Ｗ／ｍｍとして電力密度を定義する。
【００７６】
　図２を参照すると、デュアルフィールドプレート構造を有するトランジスタ構造２００
が示されている。第二のトランジスタ構造２００は、図１に示す第一のトランジスタ構造
１００に類似の要素と特徴を含み、例えば、第二のトランジスタ構造２００は、基板１２
の上に連続して形成したバリア層１４、チャネル層１６およびバリア層１８を含む。第二
のトランジスタ構造２００の基板１２、バリア層１４、チャネル層１６およびバリア層１
８は、第一のトランジスタ構造１００に関して上述したように形成することができる。
【００７７】
　第二のトランジスタ構造２００は、バリア層１８の上に第一のスペーサ層６２を含む。
しかしながら、第二のトランジスタ構造では、第一のスペーサ層６２は約５０乃至２００
ｎｍの厚さを持ってよく、特には、約１００ｎｍの厚さを持ってよい。
【００７８】
　また、第二のトランジスタ構造２００は、一体となっている第一のフィールドプレート
６４を有するゲート２４を含む。ゲート２４および第一のフィールドプレート６４は、上
述したように形成することができる。しかしながら、第二のトランジスタ構造２００では
、第一のフィールドプレート６４は、ドレイン電極２２に向かって約０．５μｍの距離Ｌ

ＦＤ１、延びてもよい。
【００７９】
　第二のトランジスタ構造２００は、デュアルフィールドプレート構造を含む。特に、第
二の非導電性スペーサ層７２を、第一のフィールドプレート６４および第一のスペーサ層
６２の上に形成することができる。第二のスペーサ層７２は、ＳｉＮ、ＳｉＯ２、Ｓｉ、
Ｇｅ、ＭｇＯｘ、ＭｇＮｘ、ＺｎＯ合金および／またはそれらの層シーケンスを含むこと
ができる。第二のスペーサ層７２を、スパッタ堆積、プラズマ化学気相成長（ＰＥＣＶＤ
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）または他の処理によって形成してもよい。第二のスペーサ層７２は、第一のスペーサ層
６２と同じ材料または材料の層から形成することができ、全体で５０乃至２００μｍの範
囲の厚さを持つことができる。特定の実施形態では、第二のスペーサ層７２は、Ｓｉ３Ｎ

４を含んでもよく、約１００ｎｍの厚さを持ってもよい。
【００８０】
　第二のフィールドプレート７４は、図２に示すように、ゲートに重ね合わせてもよい。
あるいは、ゲート２４のエッジ２４Ａと第二のフィールドプレート７４の始めのエッジと
の間にスペースがあってもよい。第二のフィールドプレート７４は、第一のフィールドプ
レート６４のドレイン側エッジからドレイン電極２２に向かって、距離ＬＦＤ２延び、そ
の距離は、１乃至６ＧＨｚで高い電力密度（例えば、４０Ｗ／ｍｍ）を得るため、１．０
乃至２．０μｍの範囲にあることができる。１０ＧＨｚでの動作では、ＬＦＤ２は０．３
乃至１．０μｍの範囲を持ってもよい。１乃至６ＧＨｚでの動作に対する特定の実施形態
では、第二のフィールドプレート７４は、ドレイン電極２２に向かって約１．２μｍの距
離ＬＦＤ２まで延び、第一のフィールドプレート６４と第二のフィールドプレート７４の
全長ＬＦＤ１＋ＬＦＤ２は、約１乃至２．５μｍである。１０ＧＨｚ動作に対しては、第
一のフィールドプレート６４と第二のフィールドプレート７４の全長ＬＦＤ１＋ＬＦＤ２

は、約０．５乃至１．０μｍである。特定の実施形態では、１０ＧＨｚでの動作に対して
、ＬＦＤ１＝０．２５μｍ、およびＬＦＤ２＝０．３μｍである。
【００８１】
　第二のスペーサ層７２は、第一のフィールドプレート６４と第二のフィールドプレート
７４との間に電気的分離を提供する。従って、第二のスペーサ層７２は、そのような電気
的分離を提供するため、少なくとも第一のフィールドプレート６４を十分覆ってもよい。
【００８２】
　図２に概略的に図示している接続８０を経由して、ソース電極２０に第二のフィールド
プレート７４を電気的に接続してもよい。あるいは、ゲート２４に第二のフィールドプレ
ート７４を電気的に接続してもよい。多くの異なる接続構造を使用してもよい。例えば、
第二のフィールドプレート７４をソース電極２０またはゲート電極２４に接続するため、
導電性バス（図示せず）を使用してもよい。第二のフィールドプレート７４の中へ電流を
広めるため、多重バスを使用してもよいが、一方、望まない容量を導入するほど活性領域
を極端に多く覆わない。
【００８３】
　第二のフィールドプレート７４を形成後、その構造を窒化ケイ素のような誘電性パシベ
ーション層（図示せず）で覆ってもよい。窒化ケイ素の誘電性パシベーション層について
は、例えば、Ｗｕらの「削減したトラッピングを有するＩＩＩ族窒化物ベースのＦＥＴお
よびＨＥＭＴとその製造方法」（特許文献３０参照）において説明されているように形成
してもよく、これは、本明細書で説明されているように参照して、その内容が本明細書に
組み込まれる。
【００８４】
　デュアルフィールドプレート構成は、デバイスにおけるピーク電界を減少でき、ブレー
クダウン電圧を増加し、トラッピングを削減する結果をもたらすことができる。上述のよ
うに構成した場合、ソース接続フィールドプレートを含むデュアルフィールドプレートの
シールド効果は、トランジスタデバイスのゲート・ドレイン間容量を削減でき、入力と出
力間の分離を高めることができる。
【００８５】
　フィールドプレートは、ゲートエッジのドレイン側の上の電界分布を再形成し、そのピ
ークを削減できる。このことは、デバイスのブレークダウン電圧を増加させるのみならず
、高電界トラッピング効果を削減し、それ故、高周波数での電流－電圧振幅を高める。ゲ
ート接続フィールドプレートを含むフィールドプレート構造のトレード・オフは、低電圧
でのゲート・ドレイン間容量の付加と、デバイスの利得を削減する可能性のある、高電圧
でのゲート・ドレイン間空乏長の伸長とを含む。しかしながら、本発明の幾つかの実施形
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態は、望ましい高利得のフィールドプレートを持つワイドバンドギャップの電界効果トラ
ンジスタを提供することができる。
【００８６】
　第一のスペーサ層６２の厚さは、第一のフィールドプレート６４の下の付加的チャネル
空乏の開始電圧に影響を与え、他方、フィールドプレート長（ＬＦＤ１＋ＬＦＤ２）は、
フィールド再形成領域のサイズに影響を与える。良好な周波数性能を維持するためには、
基本的設計のガイドラインは、フィールドプレートによる付加容量を、元のゲート容量の
１０乃至１５％に制限することであってもよい。第二のフィールドプレート７４とドレイ
ンとの間の分離（ＬＤＧ－ＬＦＤ１－ＬＦＤ２）は、早過ぎるブレークダウンを避けるた
め、＞２μｍに設定してもよい。ゲート・ソース間距離は約１μｍであってもよい。
【００８７】
　第二のフィールドプレート７４を電子ビーム蒸着によって形成してもよく、第一のフィ
ールドプレート６４のそれと同じ構成を持ってもよい。即ち、第二のフィールドプレート
７４には、厚さ約５０乃至５００ｎｍのニッケル層と、厚さ約１００乃至１０００ｎｍの
金層を含めてもよい。特定の実施形態では、第二のフィールドプレート７４には、約２０
ｎｍのニッケルと、約４５０ｎｍの金を含めてもよい。
【００８８】
　第三のトランジスタ構造３００を図３に示す。図２に示した第二のトランジスタ構造と
同様に、第三のトランジスタ構造３００はデュアルフィールドプレート構造を有する。し
かしながら、図３に示すように、第三のトランジスタ構造３００は、ゲート２４と一体で
構成はしない第一のフィールドプレート３６４を有する。バリア層１８およびゲート２４
を覆うように、第一のスペーサ層３６２を形成し、第一のフスペーサ層３６２の上に第一
のフィールドプレート３６４を形成する。第二のスペーサ層３７２は第一のフスペーサ層
３６２および第一のフィールドプレート３６４を覆い、第二のフィールドプレート３７４
を第二のスペーサ層３７２の上に形成する。第二のフィールドプレートは、ソース電極２
０およびドレイン電極２２の両方に向かって延びてもよい（即ち、ＬＦＳ２＞０およびＬ

ＦＤ２＞０）。
【００８９】
　第一のフスペーサ層３６２および第二のスペーサ層３７４を、上記で説明した第一のフ
スペーサ層６２および第二のスペーサ層７２と同じ材料で形成してもよく、第一のフィー
ルドプレート３６４および第二のフィールドプレート３７４を、上記で説明した第二のフ
ィールドプレート７４と同じ材料で形成してもよい。
【００９０】
　第一のフィールドプレート３６４および／または第二のスペーサ層３７２をソース電極
２０またはゲート電極２４に電気的に接続してもよい。
【００９１】
　幾つかの場合では、第二のデバイス構造２００は、第三のデバイス構造３００に比較し
て、改善された安定性および／または信頼性を達成する可能性がある。
【００９２】
　本明細書で説明した場合を除き、Ｗｕらが非特許文献４で説明しているような従来の製
造技術を使用して、典型的なデバイスを製造するエピ構造と処理ステップを実行してもよ
く、これは、その全体が説明されているように参照され、その内容が本明細書に組み込ま
れる。
【００９３】
　（デバイスの例）
　単一のフィールドプレート構造を有する第一の典型的なデバイスは、高純度半絶縁性Ｓ
ｉＣ基板１２を含む。基板１２の上にＡｌＮバッファ層１４を形成し、その厚さは約２０
０μｍである。バッファ層１４の上にＧａＮの第一のチャネル副層１６Ａを提供し、その
厚さは約０．８μｍである。第一のチャネル副層１６Ａは、約１×１０１８／ｃｍ３の濃
度でＦｅをドープする。ＧａＮの第二のチャネル副層１６Ｂは約０．８μｍの厚さを持ち
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、第一のチャネル副層１６Ａの上に形成される。第二のチャネル副層１６Ｂは無意識にド
ープされるが、第一のチャネル副層１６Ａからの距離とともに減少するＦｅドーパントの
残留濃度をその中に持つ。
【００９４】
　第二のチャネル副層１６Ｂの上に、第一のバリア副層１８Ａを提供する。第一のバリア
層はＡｌＮで形成し、その厚さは約０．８μｍである。第二のバリア層１８Ｂは約２５％
のＡｌのＡｌＧａＮを含み、第一のバリア副層１８Ａの上に形成され、その厚さは約２５
ｎｍである。
【００９５】
　第二のバリア副層１８Ｂの上に、Ｓｉ３Ｎ４で形成される第一のスペーサ層６２を提供
し、その厚さは約２００ｎｍである。
【００９６】
　ソース電極２０とドレイン電極２２は、第一のバリア層１８Ａおよび第二のバリア層１
８Ｂを通して延び、それぞれ厚さ約１０ｎｍ／１２０ｎｍ／３０ｎｍ／５０ｎｍ／で、合
計の厚さ約２２０ｎｍのＴｉ／Ａｌ／Ｎｉ／Ａｕから構成される。また、ゲート電極２４
は、第二のバリア副層１８Ｂの上に提供され、合計約４７０ｎｍ（２０ｎｍのＮｉ／４５
０ｎｍのＡｕ）の厚さのＮｉＡｕである。第一のフィールドプレート６４が第一のスペー
サ層６２の上に提供され、ゲート電極２４と同じ構成を持つ。更に、ＬＧは０．５５μｍ
、ＬＦＳは０．３μｍ、ＬＦＤ１は１μｍである。
【００９７】
　第二の典型的なデバイスでは、ＬＦＤ１は０．５μｍであり、第一のスペーサ層６２の
厚さが約１００μｍであることを除いては、デュアルフィールドプレート構造を持つ第二
の典型的なデバイスは、第一の典型的なデバイスと同じような構造を持つ。
【００９８】
　更に、第二の典型的なデバイスは、第一のフィールドプレート６４および第一のスペー
サ層６２の上に、厚さ約１００ｎｍのＳｉ３Ｎ４の第二のスペーサ層７２を含む。第二の
フィールドプレート７４はゲートと重なり合い、ドレイン電極２２に向かって、約１．２
μｍの距離ＬＦＤ２まで延び、第一のフィールドプレート６４と第二のフィールドプレー
ト７４の合計の長さは、約１．７μｍである。第二のフィールドプレート７４は、ソース
電極に電気的に接続される。
【００９９】
　第二の典型的な構造は、ゲート幅２４６μｍを持つ。
【０１００】
　ここで、本明細書で説明した典型的なデバイスの性能について説明する。他の方法で示
さない限り、図４および図５に関して以下に説明するデバイスは、上記で説明した第二の
典型的な構造を持つデバイスである。しかしながら、本発明の実施形態がこれらの特定の
デバイスに限定されると解釈すべきでなく、本明細書で説明する性能特性を提供できる他
のデバイスを含む。更に、各種の動作理論について本明細書で説明するが、本発明の実施
形態は、特定の動作理論に限定されると解釈すべきではない。
【０１０１】
　第二の典型的なデバイス構造を持つデバイスに対して、４ＧＨｚで連続波（ＣＷ）パワ
ースィープ（ｐｏｗｅｒ　ｓｗｅｅｐ）を測定し、その結果を図４に示す。室温でのオン
ウエハ状態で、かつＶＤＳ＝１３５ＶのＢ級バイアスで、デバイスを測定した。図４から
分かるように、デバイスは入力レベル２４ｄＢｍで４０Ｗ／ｍｍを超えている。４ＧＨｚ
での関連する電力付加効率（ＰＡＥ）は６０％、線形利得は１８．５ｄＢ（大信号利得１
６ｄＢ）であった。
【０１０２】
　異なるバイアスクラスに対する第二の典型的なデバイス構造を持つデバイスの性能を４
ＧＨｚで測定し、その結果を図５に示す。図５では、２８Ｖ乃至１４８Ｖの範囲のドレイ
ン・ソース間電圧に対して、出力電力Ｐｏｕｔ、利得およびＰＡＥをプロットしている。
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【０１０３】
　第二の典型的なデバイス構造の構成により、ある周波数範囲にわたって、高い利得が可
能になる。例えば、また、その構成に対する高利得は、１０ＧＨｚ（即ち、Ｘ帯周波数）
での高効率、高電力動作に導く。第二の典型的なデバイスに類似のデバイスを１０ＧＨｚ
でテストした。ＬＧが０．５μｍ、ＬＦＤ１が０．２５μｍ、およびＬＦＤ２が０．３μ
ｍである以外は、１０ＧＨｚデバイスは第二の典型的なデバイスと同じ構造であった。
【０１０４】
　１０ＧＨｚで、そのデバイスは、ＶＤＳ＝２８Ｖ（Ｃ級動作）で６３％ＰＡＥと５．３
Ｗ／ｍｍ、ＶＤＳ＝３８Ｖ（Ｃ級動作）で６４％ＰＡＥと７．４Ｗ／ｍｍ、６４％ＰＡＥ
およびＶＤＳ＝４８Ｖ（Ｃ級動作）で６２％ＰＡＥと１０．８Ｗ／ｍｍを示した。
【０１０５】
　従って、本発明の幾つかの実施形態は、ＲＦ、マイクロ波および／またはミリメータ波
の周波数で、ワイドバンドギャップの電界効果トランジスタのために改善された電力性能
を提供する可能性がある。本発明の幾つかの実施形態は、高効率、高電力および／または
高利得動作、および／または高い入力・出力間分離（即ち、減少したゲート・ドレイン間
容量ＣＧＤ）によるより安定な動作を提供することができる。
【０１０６】
　本発明の実施形態について高周波数（＞１ＧＨｚ）動作と結びつけて説明してきたが、
本発明の幾つかの実施形態は、より低い周波数での高電圧用途には、より大きな寸法で実
装してもよい。
【０１０７】
　図面および明細書では、本発明の典型的な実施形態について開示し、さらに、特定の用
語を採用したが、それらは一般的および説明的意味でのみ使用したものであり、限定を目
的とするものではない。

【図１】

【図２】

【図３】

【図４】
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