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平成27年7月24日 科学技術振興機構 新技術説明会 



発表内容 

０．名古屋工業大学窒化物半導体マルチビジネス創生
センターの概略 

１．研究の背景と課題 
 窒化物半導体と電界効果トランジスタ 
 GaN系トランジスタにおけるノーマリオフ化 
 リセス構造によるノーマリオフ特性の実現 

２．選択ドライエッチング技術 

３．δドープGaNキャップ技術 

４．ノーマリオフ型AlGaN/GaN HEMTの実証 

５．まとめ 
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窒化物半導体マルチビジネス創生センター 

•  多くの企業とともに社会的・地球的課題解決に協調し、互いに知恵を
共有する 

•  競争原理を働かせ革新的な技術・価値を創出するイノベーションハブ
の役割を担う 

ミッション 

• 窒化物半導体パワーデバイスの性能の革新的向上と製品化のための
原動力となる。 

• 窒化物半導体を核に、新しいか位置を創造する工学のイノベーションハ
ブの役割を担う。 

• 実用化研究を通して、産業界をリードする社会人を育成する。 
• 海外の研究機関・企業との協力を強力に推進し、グローバル工学イノ
ベーションハブを目指す。 

竣工：平成２５年９月 
事業規模（設立時）：２２．７億円（内１４億円は経産省の補助金） 

エネルギー問題や環境問題の解決貢献 
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窒化物半導体マルチビジネス創生センター 

建物概要 
• 鉄骨造・地上３階建 
• 総フロア面積  2356m2 

 クリーンルーム面積 374m2 (ISO6&7) 
 測定実験室面積 317m2  
  企業サテライトオフィス 8室 （各室21m2） 

• 有機金属気相成長装置  
• 有磁場ICP高密度プラズマエッチング装置  
• ロードロック式スパッタ装置 
• 赤外線ランプ加熱装置 
• 電子ビーム描画装置 
• 高周波・高耐圧デバイス測定システム 
• 大型X線回折装置 
• 環境制御型走査プローブ顕微鏡 
• 高精度表面形状測定システム 
• スピンコーター, 現像装置 
• ドラフトチャンバー, 廃液回収システム 

主な設備 

窒化物半導体結晶成長からデバイス作製基盤ならびに評価基盤を保有 
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GaNのメリット 

半導体 Si GaAs SiC(4H) GaN 

バンドギャップ(eV) 1.12 1.43 3.26 3.39 

電子移動度(cm2/Vs) 1400 8000 1000 1700 

電子飽和速度(cm/s) 1×107 2×107 2×107 2.6×107 

電子密度(cm-2) 1×1013(MOS) 2×1012(HEMT) 2×1013(HEMT) 

絶縁破壊電界(V/cm) 4×105 5×105 3×106 3×106 

熱伝導度(W/cmK) 1.5 0.5 4.9 1.3 

大きなバンドギャップ → 高温で安定 
絶縁破壊電界 → 高電圧動作 
電子速度が大きい → 高速・大電流動作 
電子密度が高い → 大電流動作 
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オン抵抗－耐圧相関の現状 

• Siデバイス技術は成熟し性能改善余地小 

高動作電圧と電力損失低減が鍵 6 



GaNトランジスタを用いたアプリケーション 
マイクロ波・ミリ波帯通信用デバイス 
（インフラ用が中心）   

パワーデバイス 

アプリケーション： 
 ・移動体基地局、ビル間通信 
 ・衛星通信 
 ・防衛用レーダ 
 ・車載レーダー 
 ・マイクロ波送電 
マーケット規模小 
チップやモジュールは高単価 
性能面での高付加価値が求められる 
使用周波数帯：1～100GHz 

アプリケーション： 
 ・インバーター 
 ・コンバータ 
マーケット規模大（Siの置き換え）。 
低価格性が極めて重要 
使用周波数帯：kHz～数10MHz 
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優れた材料物性（高破壊電界、移動度）からくる価値の革新的な向上への期待 

GaNトランジスタの状況 
半導体デバイスの環境 

ロードマップ化可能な、成長することが予想できること（見込みがあること）が技術
開発継続の重要な判断基準 
経済性 （大量生産、継続的な性能向上、大規模投資でも長期で回収可能）に乗る技
術開発が求められる 

GaNトランジスタの状況 
（補足）逆に、経済性に乗らなくてもよいニッチ領域もある 

時間 

価
値 

Si：継続的な発展が予想可能 

学術機関：Siデバイスを凌駕する特性の報告は多数。 
企業：サンプル出荷のリリースはあるが、爆発的な普及にはいたっていない 

どのようにして、この流れを作るか、
見せるかが、GaNトランジスタ普及
のカギ 

GaN 



GaNトランジスタ普及に求められる技術 
窒化物半導体トランジスタの継続的な進歩を支える技術  
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１．デバイス・回路設計を可能にする十分な物理の理解 
２．デバイス・回路設計技術 
３．実際に使用可能な機能デバイス実証 
４．集積化（ダウンサイジング＋多機能集積）にむけたプロセス技術 
（５．新しいアプリ開拓） 

• 結晶の不完全さやデバイスプロセスがトランジスタ
特性に及ぼす影響の理解 

  （破壊、リーク電流、電流過渡応答、電界分布観察） 
• デバイス、回路シミュレーション基盤の構築 
• ノーマリオフトランジスタの実現 
• Si並みの制御性を可能とする技術の実現 
  （ドライエッチング、イオン注入） 
• 超高周波デバイスの実現 

具体的には 



電界効果トランジスタ （Field Effect Transistor） 

ゲート 

ソース ドレイン 

電子が枯渇している領域（空乏層） 

e- 

出典：化合物半導体の魅力 



GaN トランジスタの課題 

１．結晶成長における課題 
 異種材料基板上の成長 

• 膜質 
• 膜厚、組成、界面の制御性 
• 大口径化 

 理想表面保護膜 
 未熟なプロセス（Siと比較して） 

• 耐圧、リーク 
• オン抵抗低減 
• 表面コラプス抑制 
• 集積化 

２．トランジスタにおける課題 
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ノーマリオフ特性 

GaN系トランジスタ（横型）におけるノーマリオフ特性実現の難しさ 

１．化合物半導体はエピ成長技術は高い、つまり、薄膜面内で一様であると
いう条件付きで膜厚制御や界面制御は得意 
２．イオン注入技術といった面内でドーピングプロファイルを分ける技術が不
得意（といってもよい） 
３．ゲートの下のキャリアは空乏化 と ソース・ゲート ゲート・ドレイン間は
高キャリア密度化 という相反する特性を面内で実現することが必要 

膜厚制御 

界面制御 
面内ドーピング制御 

GaNが得意な技術 GaNが不得意な技術 
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ノーマリオフ特性実現に向けた取り組みと必要な技術 

① 削る：リセスエッチング 
② 加える：選択再成長（MOCVD や それ以外） 

・横方向に形を変える（段差を設ける） 

・横方向にドーピングプロファイルを変える 
③ 作り分ける：イオン注入と活性化アニールなど 
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①②： 削った面や加える面の清浄化技術 
③： 活性化のために局所的に温める技術 

必要な技術 



ゲートリセス構造によるノーマリオフ化 

リセスゲート構造AlGaN/GaN HEMTによるノーマリオフ化 
・ゲートの下の半導体（AlGaN層）を除去 
・表面からチャネルまでの距離をゲート下のみ局所的に短縮 

ゲート下のみのキャリア空乏化を実現 

平面構造 ゲートリセス構造 
横方向に一様に電子が存在 ゲートの下のみ電子が不在 

課題：ゲートリセス構造におけるゲート・チャネル間距離の制御 
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実現したい構造 

G

u-AlGaN 
u-GaN

S D

δ-doped layer (1nm)

n-GaN

u-GaN

G
aN

 cap

Buffer

Si Substrate

Etching stop

Al2O3

結晶成長による膜厚・界面制御を利用して 
・GaN/AlGaN界面でエッチングストップ。界面の高さをゲート位置に。 
・デルタドープ（超高濃度薄層ドープ）構造をキャップ層に採用。 

① 選択ドライエッチング技術：Vth制御 
② デルタドープ技術：2DEGへのオーミックコンタクト 15 



超低ダメージエッチングシステム 
“APIOS NE-550EX” by 

STAR Electrode： 
Prevent re-deposition to Quartz Plate 
-> no decrease in optical intensity 

ISM（Inductively Super Magnetron）Plasma Source： 
 Provide high-density plasma with low RF power 

 
 

【Patent No.JP,3188353】 

【Patent No.JP,3429391】 
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選択ドライエッチング技術 

エッチング中のエンドポイントモニタの振動により、エッチングレートを算出 

Etchig Rate  
For GaN: 5.0nm/min 
For AlGaN: 0.47nm/min 

選択比10以上 

エンドポイントモニタ：表面に照射し
た光の、表面反射光と結晶中から
の反射光の干渉光の強度をモニタ。 
結晶の厚さ変化に応じて、干渉光
の強度が振動する。 
 
エッチング速度高：短周期振動 
エッチング速度低：長周期振動 

エッチング速度高 エッチング速度低 
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Ideality factor = 1.5 

選択エッチング後のショットキ特性 

150μmΦ 

Dry-etching of GaN cap 
+ 

Metallization  

AlGaN
GaN

23 nm
Ti/Al Ti/AlPd/Ti/Au

AlGaN
GaN

n-GaN Cap 100 nm
23 nm

As-Epi structure 

Evaluated structure 
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GaN/AlGaN/GaN構造のバンドプロファイル 

GaNキャップ層に一様にドーピング 

課題：GaN/AlGaN界面に誘起される負の分極電荷によるバンドの持ち上がり。
GaNキャップ上の金属から2DEGへのオーミックコンタクトが取れない？？ 19 



δドープGaNによるバリア低減、 
オーミックコンタクト改善のイメージ 

表面側 

HEMT構造の2DEG 

負の分極電荷 
基板側 
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δドープGaNキャップ構造において確認すべき事 

①．分極電荷によるGaN/AlGaN界面のバンドの持ち上がり
が低減できるか？ 
②．結晶成長でδドープGaNが作製できるか？ 
③．GaNキャップ/AlGaN/GaN構造でキャリア(2DEG）は存
在するか？ 
④．GaNキャップ上にオーミックコンタクトが形成できるか？
2DEG層にアクセスできるか？ 
⑤．GaNキャップを除去（エッチング）したら、キャリア濃度が
なくなるか？（AlGaN上にゲート電極を形成してノーマリオフ
を実現） 
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①δドープGaNキャップによるバリアの低減効果 
（一次元バンドシミュレーション） 

ポイント：Δドープ量は、分極電荷と同程度（~1013cm-2） 

①ΔEcで発生する分を除いて、バリアは低減可能 

ΔEc 
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②作製したエピ構造のSiΔドーピングプロファイル 
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・必要とするSiドーピング量は分極電荷
量（1×1013cm-2）と同等以上 
・1nm厚のGaN層中にSiをΔドーピング 

Si体積密度（設計）／（実測）=1×1020cm-3 ／0.9×1020cm-3  

②ほぼ設計通りにΔドープ構造を実現できた。 
ただし、若干Siの表面側への拡散あり。 



③④⑤GaN/AlGaN/GaN構造のホール測定 
Before etching 

 
After etching 

 

δ-doping μ=560 cm2/Vs 
Ns=1.5×1013 cm-2 

Highly resistive 
(unable to measure)  

Uniformly-doping Non Ohmic Contact - 

通常のAlGaN/GaN (Ref.) - μ=1300 cm2/Vs 
Ns=1.0×1013 cm-2 

GaN
AlGaN
GaN

AlGaN
GaN

24 

Doping profile in GaN cap  

エッチング前の移動度：GaNキャップ中の電子移動度としては高すぎる。 
→③エッチング前には2DEG部分に電子が存在 
→④2DEG層へオーミックコンタクトができている 

エッチング後に高抵抗化して測定不可能になった。 
→⑤エッチングにより2DEG部の電子も枯渇 



GaNキャップ/AlGaN/GaN HEMTのドレインI-V特性 

25 25 

Id=75mA/mm@Vg=8V 
Vth=+2~3V 
Ron=17Ωmm 

Al2O3膜厚=25nm 
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130mV/dec.

ノーマリオフ AlGaN/GaN HEMTの 
サブシュレスホールド特性 
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測定システムのノイズフロア 

Ion/Ioff:107以上 



まとめ 
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GaN/AlGaN選択ドライエッチング技術 
• 選択比>10を実証 
• 選択ドライエッチング後のAlGaN/GaNへのショットキ n値=1.5 
• エッチングばらつきが±10%を仮定→閾値ばらつき130mV増加（解

析） 

δドープGaNキャップ 
• 負の分極電荷の補償効果の確認（シミュレーション） 
• 実際の構造を作製 
• 2DEG層へのオーミックコンタクト可能 
• GaNキャップをエッチングすると電子枯渇 

ノーマリオフAlGaN/GaN HEMTを実証 

• Id=75mA/mm@Vg=8V, Vth=+2~3V, Ron=17Ωmm 
• 130mV/dec., On/Off比>107 



本技術に関する知的財産権 
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発明の名称： オーミック特性を改善したノーマ

リオフ型窒化物半導体電界効
果トランジスタ 

出願番号： 特願2014-010850  
出願日： 平成２６年１月２４日 
発明者： 分島 彰男、 江川 孝志 
出願人： 国立大学法人名古屋工業大学 



お問い合わせ先 
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国立大学法人名古屋工業大学 
産学官連携センター 知財活用部門 

〒466-8555 名古屋市昭和区御器所町 
ＴＥＬ：０５２－７３５－５６２７ 
ＦＡＸ：０５２－７３５－５５４２ 
Ｅ－ｍａｉｌ：c-socc@adm.nitech.ac.jp 
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