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概要 

 作成日 平成１５年２月２８日 

制度･プログラム名 革新的温暖化対策技術プログラム・次世代半導体デバイスプロセス等基盤技術

プログラム 
事業（プロジェクト名） 超低損失電力素

子技術開発 

PJ コード E98007 

事業担当推進部室 
・担当者 

新エネルギー・産業技術総合開発機構（NEDO） 新電力技術開発室 

産業技術総合研究所（産総研） パワーエレクトロニクス研究センター 

事業の概要 本プロジェクトは電力利用システムにおける電力変換損失の低減を目指し、電気

エネルギーの効率的利用とシステムの小型化による省エネルギー、省資源化を図る

ため、シリコンカーバイト（SiC）、ガリウムナイトライド（GaN）等のワイドギャップ半導体

を用いた超低損失電力素子の研究開発を行うものである。 

１．事業の目的･政策的位
置付けについて 
【ＮＥＤＯ及び産総研が
関与する意義】【実施の効
果(費用対効果)】【事業の
背景･目的･位置付け】 

【ＮＥＤＯ及び産総研が関与する意義】 

電力変換損失の低減のための低損失電力素子の開発は、電力における省エネ

ルギー技術のキーテクノロジーと位置付けられるが、長期的でリスクが大きいため、

利潤を追求する企業の経済活動のみでは目標を達成するのは困難である。また、新

材料であるワイドギャップ半導体を用いるためには材料科学をベースとして、高品

質、大型結晶基板開発から基本デバイスの作製に至る一貫した研究開発が不可欠

で、素材業界や電機業界といった異業種間の技術連携を必要とする。企業の枠を

越えた研究開発としてＮＥＤＯが計画・推進する必要があった。また、長期的な国益

の観点から利潤に捕らわれない中立的な立場であり研究開発を牽引するポテンシャ

ルをも有する産総研が参画することが必要であった。 

【実施の効果(費用対効果)】 

 超低損失電力素子の実用化によるわが国の炭酸ガス排出量削減効果について、

応用分野として有望で、かつ炭酸ガス排出量削減に対する寄与が大きいと考えられ

る自動車、モータ制御インバータ、ＣＰＵ電源、ＵＰＳ、分散電源用インバータ、およ

び通信基地局発振素子における 2020 年時点での削減量の見積もりを行った。 

応 用 導入量 

省エネルギー
量(TWh/y) 

CO2 排出削減量 

(万 t-CO2/y) 

省エネルギー量

原油換算 

（万 kl/y） 

EV/FCEV 500 万台 6.25 229  145 

モーター制御 4,100 万台 9.96 366  231 

CPU 電源 6,500 万台 2.73  100  63 

UPS 2,300 万台 4.71 173  109 

分散電源 2,002 万 kW 3.83 141  89 

通信基地局  50 万基 2.30  84  53 

合 計  29.78 1,093 690 

上記の合計 1,093 万 t-CO2/y は、わが国の 1990 年の全炭酸ガス排出量（1,119

百万 t）の 0.98%に相当する。上記の省エネルギー効果(29.78TWh/y)を発電原価とし

て７円/kWhを用いて換算すると、年間で2,085億円の効果があるとの試算ができる。

これは、本プロジェクトの５年間の総経費 58 億円に対して、2020 年時点でその 36 倍

に相当する年間の効果が期待できることを意味する。 

その後の年々の効果の増大はもちろん、わが国だけの効果にとどまらず全世界的

な課題である地球環境改善へ大きく寄与することが期待される。 
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１．事業の目的･政策的位
置付けについて 
【ＮＥＤＯ及び産総研が
関与する意義】【実施の効
果(費用対効果)】【事業の
背景･目的･位置付け】 
（つづき） 

【事業の背景･目的･位置付け】 

電力エネルギーの需要が今後とも長期にわたり堅調に伸びることが予想される中、

電力消費削減対策として最も注目されているもののひとつがパワーエレクトロニクスに

よる電力制御技術である。本プロジェクトでは電力利用システムにおける電力変換損

失の低減を目指しており、電気エネルギーの効率的利用とシステムの小型による省エ

ネルギー、省資源化を図るための超低損失電力素子の開発を目的としている。 

本プロジェクトは、旧通商産業省工業技術院の産業科学技術研究開発制度下での

平成８，９年度の先導研究「ハードエレクトロニクス」を経て、旧工業技術院が所管する

ニューサンシャイン計画の超低損失電力素子技術開発として、平成１０年度に、５カ年

間の予定でスタートした。その後、産業構造審議会 産業技術分科会 研究開発小委

員会（革新的温暖化対策技術ＷＧ）（平成 13 年７月）の議論において、SiC などによる

「低損失電力素子を用いたエネルギーネットワーク技術」が、2010 年時点で効果が期

待できる課題の１つとして取り上げられ、さらに、総合科学技術会議においてもエネル

ギー分野の主要な研究開発課題として位置付けられている。また、平成１４年度から

は「革新的温暖化対策技術プログラム」、「次世代半導体デバイスプロセス等基盤技

術プログラム」の両プログラムにも位置付けられている。 

２．研究開発マネジメン
トについて 
【事業の目標】 

Si 半導体を越える超低損失電力素子の実用化につながる基礎的技術を開発する

ために、ブレークスルーをもたらす基礎要素技術の開発（基盤技術開発）と、基本デ

バイスを作製しての Si 素子に対する優位性の実証（素子化技術）を並行して行うこと

とした。加えて、実用化の方向性を明確にする次世代パワー半導体デバイス実用化

調査、及びよりリスクの大きなデバイス化要素技術の可能性を追求する超低損失電

力素子革新的要素技術の研究を同時に遂行することとして、これらのための目標を

設定した。基盤技術開発と素子化技術では、その後本プロジェクトの技術開発の進

展と世界的な技術動向に対応して基本計画を変更するとともに、基本計画目標に具

体的数値目標を加え、下記のように設定した（平成 13 年 3 月 14 日）。 

[基盤技術開発と素子化の設定目標] 

最終目標概要 要素研究 

基本計画目標 具体的数値目標 

(H13/3 見直し後) 

基盤技術開発 

 

 

基板作製技術 

SiC ウェハの 4 ｲﾝﾁ程度の

大口径化と、口径 2 ｲﾝﾁ

程度でﾏｲｸﾛﾊﾟｲﾌﾟ無しの

高品質化実現のための

SiC ﾊﾞﾙｸ結晶成長技術を

開発する。 

1.高品質化 

・2 ｲﾝﾁﾏｲｸﾛﾊﾟｲﾌﾟ無しの技

術確立 

2.大口径化 

・4インチ単結晶作製技術の確立

薄膜成長制御

技術(エピタキシ

ャル成長技術) 

1.高速エピ成長 

・成長速度 ≧20μm/h 

プ
ロ
セ
ス
要
素
技
術 

 

 

伝導度制御技

術 

素子化のためのプロセス

要素技術として、SiC 等の

半導体の薄膜成長制御

技術、伝導度制御技術及

び界面制御技術につい

て、実用技術に発展しうる

基礎技術を開発する。 

1.ｿｰｽ/ﾄﾞﾚｲﾝ用ｎ型浅接合形

成ｲｵﾝ注入技術 

・ｼｰﾄ抵抗 ≦50Ω/□ 

2.ｐ型深接合形成ｲｵﾝ注入技術

・接合深さ ～2μm 

・均一度 ±5％（10cm 角） 

・ﾄﾞｰｽﾞﾚｰﾄ(max) ～1016/cm2･h 
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２．研究開発マネジメン
トについて 
【事業の目標】 
（つづき） 

最終目標概要 要素研究 

基本計画目標 具体的数値目標 

(H13/3 見直し後) 

基盤技術開発（つづき） 

プ
ロ
セ
ス
要
素
技
術 

 

 

界面制御技術

前述 1.高チャネル移動度の MOS

界面形成 

・μch≧200cm2/V･s 

2.低抵抗且つ実用的オーミッ

クコンタクト 

 ・ρc≦1×10-6Ωcm2（n 型） 

・ρc≦1×10-5Ωcm2（ｐ型） 

 

素子設計・評価基

礎技術 

SiC 半導体等の基本物性値

や素子基本構造特性値等

の設計基礎データを収集

し、素子特性のシミュレーシ

ョンモデルを作成する。 

同左 

素子化技術 

 

接合 FET 基盤技

術 

オン抵抗値が同構造同耐

圧の Si 素子のほぼ 1/10 を

目安として優位性を実証す

る。 

代表的目標値 

耐圧≧2.0kV  

オン抵抗≦100 mΩ･cm2 

 

MOSFET 基 盤 技

術 

オン抵抗値が同構造・同耐

圧の Si 素子のほぼ 1/10 を

目安として優位性を実証す

る。 

代表的目標値 

耐圧≧1.2kV 

オン抵抗≦40 mΩ･cm2 

 

MESFET 基盤技術

電力密度値が同サイズの Si

あるいは GaAs 素子のほぼ

10 倍を目安として優位性を

実証する。 

動作周波数１GHz において、

電力密度≧5W/mm 

 

GaN-HEMT 基 盤

技術 

従来の GaAs 素子の５倍以

上の出力を目安とする高周

波、高耐圧性能を実証す

る。 

ｆT（電流遮断周波数） 

≧60GHｚ 

ドレイン耐圧≧20V 

［次世代パワー半導体デバイス実用化調査の目標］ 
・  パワー半導体素子に関する各種技術・システムの現状と将来等について調
査を行い、次世代のパワー半導体素子に求められる役割、解決すべき課題、将
来の展望等を明らかにする。 
［超低損失電力素子革新的要素技術の目標］ 

次世代パワー半導体素子の中核となりうる超低損失かつ高速動作の電力素子開

発に資するため、SiC 等のワイドギャップ半導体材料を素子化するための革新的要

素技術を開発する。 
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主な実施事項 H10fy H11fy H12fy H13fy H14fy 

基盤技術開発      

基板作製技術      

プロセス要素技術      

 素子設計・評価基礎技術      

素子化技術      

 接合 FET 基盤技術      

 MOSFET 基盤技術      

 MESFET 基盤技術      

 GaN-HEMT 基盤技術  

実用化調査  

革新的要素技術  

【事業の計画内容】 

成果とりまとめ  

(単位：百万円) 

(当初) 一般会計 

(実績) 

(当初) 特会(電多) 

(実績) 

(当初) 特会(石油) 

 (実績) 

(当初) 特会(ｴﾈ高) 

ＮＥＤＯ分 (実績) 

(当初) 特会(ｴﾈ高) 

産総研分 (実績) 

総予算額(計) (当初) 

【開発予算】    

総実績学(計) (実績) 

【開発体制】 経済産業省担当原課  産業技術

               商務情報

運営機関         新エネル

プロジェクトリーダー   独立行政

                 パワー

委託先／実施機関   財団法人

               財団法人

実施機関         独立行政

【情勢変化への対応】 
 

本プロジェクトの技術開発の進

基本計画を変更し、（１）実用化の

ける具体的な数値目標の設定

GaN-HEMT の「基盤技術開発」か

チャネル移動度の飛躍的な向上

行うこととした。 

 

    

    

    

    

H10fy H11fy H12fy H13fy H14fy 

7 13 11 

6  12  10  

 

 

 

  

315 1,530 1,580 1,540 1,250

288 1,430 1,480 1,410 未定

75 67 142

68 60 128

322 1,618 1,658 1,682 1,250

294 1,510 1,550 1,538 未定

環境局 研究開発課 

政策局 情報通信機器課 

ギー・産業技術総合開発機構 

法人 産業技術総合研究所 

エレクトロニクス研究センター長 荒井 和雄 

 新機能素子研究開発協会 

 エンジニアリング振興協会 

法人 産業技術総合研究所 

展と世界的な技術動向に対応して平成１３年３月

観点から、「基盤技術開発」、「素子化技術」にお

、（２）実用化の可能性を見出した超高周波用

ら「素子化技術」への移行、（３）SiC-MOSFET の

が期待できる新規結晶面基板作製技術の開発、を

(H13fy より基盤技術開発から移行) 
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【今後の事業の方向性】 
 

プロジェクトの目標は概ね達成した。基盤技術開発としては、結晶の大口径及び

高品質化の目標の達成ならび各種ブレークスルー要素技術の開発を行い、素子化

技術としては、SiC 基本素子において Si 素子の 1/10 以下のオン抵抗、10 倍以上の

電力密度を実証した。中間モニタリング評価において、早期実用化を期待するとの

評価を受け、実用化を可能とする技術開発への発展が期待されている。また、資源

エネルギー庁省エネルギー対策課がまとめた「省エネルギー技術戦略」（平成 14 年

6 月 12 日）において、パワーエレクトロニクスは電力エネルギーの有効利用における

共通基盤技術と位置づけられ、そのなかで SiC などを用いた超低損失電力素子の

開発が期待されている。 

このように、超低損失電力素子の早期実用化への期待度は大きい。今後は、開発

された素子化のための基盤技術を踏まえ、本プロジェクト参加企業をはじめとする国

内企業が、実用化を目指した明確な応用目標をもった個別技術の開発とそれを加

速する共通基板材料・プロセス・製造装置技術開発等を、国、ＮＥＤＯ等の制度など

を利用する、等して効率的かつ加速的に行い、導入・普及を図るべきである。この結

果は産業・民生・運輸のあらゆる分野における省エネルギーを可能とすることはもち

ろん、地球温暖化問題の解決を、持続的な経済成長及びエネルギーの安定供給と

のバランスを取りながら行うことを可能とし、持続的な社会の構築に資することとなると

考えられる。 

(1)超低損失電力素子技術開発 基盤技術開発 

要素研究 成果の概要 

 

 

基板作製

技術 

結晶成長炉内シミュレーションと X 線トポグラフを用いた成長過程そ

の場観察手法等を駆使して、欠陥発生の抑制と大口径化に成功した。

即ち、結晶成長初期に発生する高密度転位の抑制法(インプロセスエッ

チング技術)、単結晶を多結晶から分離して成長させる技術を開発、さら

に長尺結晶の成長等を加え、代表的欠陥であるマイクロパイプのない２

インチ基板、および４インチ大口径基板を作製し、目標を達成した。ま

た、デバイス特性の向上につながると期待される新規結晶面成長（c 軸

と垂直方向の a 軸結晶成長）では、この成長の課題である積層欠陥の

発生を抑制する技術を開発した。 

これらの成果は、SiC デバイスの実用化のための基板に対する要求

の第一関門を突破したものといえる。 

 

 

エ ピ

成長 

 エピ成長技術は、結晶基板の欠陥の低減と各種デバイス仕様を満た

す膜厚と電気伝導度を実現する上で重要である。横型ホットウォール

CVD 装置を用いて、伝導度制御の基本となる残留不純物濃度の低減と

ドーピングの高精度化技術を進め、高品質エピウェハを実現した。高速

成長技術は、デバイスの実用化に必要であり、新たに設計・開発した縦

型成長炉により、100μm/ｈを超える高速エピ成長ができる事を世界で初

めて示した。また、エピ膜における欠陥低減の基礎的な機構を明らかに

するとともにシミュレーションにより成長機構を明らかにした。ここで開発さ

れたエピ技術はデバイス要素技術開発において活用された。 

３．研究開発成果 
 

 

 

 

プ

ロ

セ

ス

要

素

技

術 

 

界 面

制 御

(MOS) 

4H-SiC の MOS チャネルにおけるキャリア移動度は極めて小さく、その

向上は最も重要な課題の一つである。酸化方法、後処理法、結晶面の

選択、デバイス構造の系統的研究から、4H-SiC (0001)シリコン面でチャ

ネル移動度 140cm2/Vs、a 面(11-20)で 216cm2/Vs(共にﾉｰﾏﾘｵﾌ)(世界

最高値)を得た。また、エピ技術との連係により、世界で初めてカーボン

面（000-1）で高移動度 127cm2/Vs を達成し、カーボン面を用 
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要素研究 成果の概要 

 

界面

制御

(MOS) 

いたデバイス実現の可能性を示した。この面の酸化速度は Si 半導体

並に大きく、実用上、開発の意義が大きい。開発した要素技術を統合

することにより、横型リサーフ MOSFET TEG で、700V 耐圧で 71～51m

Ω㎝ 2 と、この種の MOSFET としては世界トップクラスの低いオン抵抗を

実現した｡ 

 

 

界 面

制 御

(M/S) 

 金属/半導体の低抵抗コンタクトの形成技術はいずれのデバイス構造

でも必要かつ重要な共通基盤技術である。独自のコンタクト部構造の考

案とプロセスの精緻化を行った。ｎ型 4H-SiC で Ni 金属を堆積し、約

1000℃で熱処理する方法でコンタクト抵抗ρc＝3.3×10-7Ωcm2、ｐ型

4H-SiC に対しては Ti/Al 積層膜でρc＝9.5×10-7Ωcm2 を得た。これら

のρc 値はいずれも世界最小であり、環境温度耐性も良好であることを

確認している。この低抵抗オーミックコンタクト形成技術を、実デバイス

(ショットキーバリアダイオード SBD、MESFET、接合 FET、MOSFET)へ

適用し、有効性を確認するとともに、素子化技術担当各社への技術移

転を行い、プロジェクト全体の進捗を加速した。 

 

 

 

 

 

 

プ

ロ

セ

ス

要

素

技

術 

 

 

伝 導

度 

制御 

イオン注入技術の確立は不純物熱拡散による伝導度制御ができな

い SiC では、特に重要な課題である。高温イオン注入と急速アニール技

術により、リンイオン注入を用いて世界最小のシート抵抗 23Ω/□を実

現し、ソース形成に必要な浅い n 型層形成技術を確立した。基礎的に

は、イオン注入欠陥のアニールによる２次欠陥形成機構を明らかにする

とともに良好な接合特性が得られるアニール条件を明らかにした。実用

化に供する技術としては、ｐ型深接合形成を高スループット（従来の数

十分の一の時間）でできる高効率・高エネルギーイオン注入装置を開発

した。 

 

 

素 子 設

計 ･ 評 価

基礎技術 

開発途中にある SiC 半導体では、素子設計のため、半導体物性値の

取得とそれに基づくシミュレーションモデルの構築が必要である。また、

素子特性の解析には、Si とは異なる装置の開発が必要である。素子の

基本特性であるオン抵抗、耐圧を支配する電子・正孔移動度のキャリア

濃度・結晶方位依存性、衝突イオン化率の電界依存性を明らかにし、

移動度・衝突イオン化のシミュレーションモデルを構築した。SBD に関し

てはトンネル効果を考慮したＳＢＤリーク電流モデルによって、温度依存

性も含めて特性を記述できることを示し、ＳＢＤ最適設計手法を確立した。

SiC 素子用の素子不良解析装置を開発し､SBD・ＰｉＮダイオードの逆

方向電圧印加時の青色発光の検出に成功した。これにより、リーク電流

集中箇所と結晶欠陥箇所との対応づけが可能となった。このことは素子

不良解析に有力なツールを持つことができたことになる｡ 

超低損失電力素子技術開発 基盤技術開発 大学再委託 

３．研究開発成果(つづき) 

開発途中にある SiC 半導体では、大学の高い専門性による、現象の解析や異なる研

究アプローチが研究開発の大いなる支援になる。分光エリプソメトリによる SiC 結晶

上の酸化膜界面解析により、性質の異なる界面層の存在が明らかになって非破壊・

非接触の光学的手法による MOS 構造チャネル層の特性解明の道が開けた。ESR 法

を用いて SiC/酸化膜界面のダングリングボンド型欠陥のシグナルをとらえることに成

功し、今後の MOS 構造チャネルの特性と構造欠陥の関連の解明への見通しを得

た。また、ラマン分光法、フォトルミネッセンス分光法の高度化により、デバイス用 SiC

ウエハの構造欠陥や不純物の分布の精密評価が可能となった。レーザードーピング
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／アニーリング法では、高温プロセス無しでの Al ドーピングの可能性が示された。

また、昇華近接法やチムニー型 CVD の新しい結晶成長技術の SiC エピ成長膜質向

上への可能性が明らかになった。 

(2)超低損失電力素子技術開発 素子化技術 

要素研究 成果の概要 

 

 

接合 FET

基盤技術

開発 

接合 FET は半導体内部を電流経路であるチャネルとして使用するた

め、界面や酸化膜の影響を受けずにすみ、SiC の特長をより活用できる

素子である。プレーナーターミネーション構造による高耐圧技術や、Si

プロセスと整合性の高い SiC プロセス技術を開発することにより、完全縦

型構造の接合 FET では世界最高耐圧である 2ｋV を実現し、オン抵抗

70mΩ･cm2 を達成し、目標値を超えた。またスイッチング特性も確認し、

直流特性から動特性まで評価できる接合 FET を実現したことになる。ま

た微細化構造によりオン抵抗を 15mΩcm2 に低減できることを確認し、

世界レベルの特性を実現すると共に、素子設計技術を確立した。これら

の成果により今後のデバイス実用化への見通しを得た。 

  

 

MOSFET

基盤技術

開発 

ＭＯＳＦＥＴはノーマリーオフが得やすいパワースイッチングデバイス

であるが、ＭＯＳ界面の制御に多くの課題がある。そこでエピチャネル

埋め込み構造を採用した。エピ成長技術により 1013/cm3 台の高純度成

長、1014～1018/cm3 の n 型ドーピング、p 型イオン注入種の成長炉内熱

処理による 100%活性化と平坦化(2nm 未満)を得て、耐圧層とチャネル

層の形成技術を確立し、チャネル移動度としてピーク値で 60cm2/Vs、

高いゲート電圧領域で 10cm2/Vs の値を実現した。素子内部の電界分

布を適正に設計し、チャネル長 1～2μm レベルの素子プロセス技術を

実現することによって、Si ユニポーラ限界の 1/30 以下に相当するオン

抵抗 40mΩcm2、耐圧 1９００V の素子を実現した。これらの成果により今

後のＭＯＳＦＥＴ実用化への見通しを得た。 

  

 

MESFET

基盤技術

開発 

MESFET は高周波・大電力素子として期待されているが、その実現

には設計技術、オーミック電極形成技術、ショットキー電極形成技術、

微細加工技術及び表面処理技術などが重要である。等価回路パラメー

タの抽出と素子構造との対応により、ソース抵抗や配線容量が高周波

特性に影響することを明らかにすると共に、基盤技術開発で開発された

低オーミック電極の形成技術を適用し、ソース抵抗低減に成功した。電

極構造の検討では、ゲート幅と高周波特性との相関を確認し、ゲート電

極の微細化では、SiC-MESFET でもショートチャネル効果により高出力

化が阻害されることを明らかにした。ゲート抵抗低減のために、T 字型ゲ

ート電極の製作プロセスを確立した他、チャネル層の表面を窒化膜で

覆うことで、高周波特性を劣化させるドレーン電流の変化が抑制される

ことを見出した。 

これら技術を用いて、測定周波数 1.0GHｚで出力電力密度 5.1W/mm

と同サイズのＳｉ，ＧａＡｓの１０倍の電力密度目標を達成した。これらの成

果により今後のＭEＳＦＥＴ実用化への見通しを得た。 

３．研究開発成果(つづき) 

 

GaN-HE

MT 基 盤

技術開発 

GaN-HEMT は GaAs 並の高速動作特性と、高耐圧特性が期待され

る。これを実証するためには、ドライエッチング技術、電極構造形成技

術を含めたリセスゲート構造作製、ゲート長微細化技術が重要である。

ゲート長 0.5μm リセスゲート素子、0.21μm の T 型電極リセスゲート素

子を試作し、高出力につながる高ｇｍ化にはリセスゲート構造、素子の高
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GaN-HE

MT 基 盤

技術開発 

（つづき） 

周波化にはゲート長の短縮と T 型ゲート電極が有効であることを明らか

にした。 

フォトリソ工程の改善などによる更なる短ゲート長化等の素子微細化

と構造最適化を図り、ゲート長 0.15μm の T 型電極リセスゲート

GaN-HEMT でドレイン耐圧 30Ｖ以上を得た。また、ｇｍ＝450 mS/mm と

いう世界最高値を得た。高周波特性としてはｆT＝67 GHｚ、fmax＝126 

GHz を得、目標のドレイン耐圧 20V 以上、電流利得遮断周波数ｆT：60 

GHｚ以上を達成した。これらの成果により今後のＧaN-HEMＴ実用化へ

の見通しを得た。 

(3)超低損失電力素子 次世代パワー半導体デバイス実用化調査 

 電力素子を用いた各種システムの現状および将来動向について調査を行い、パワ

ー半導体デバイスの役割と将来展望を明らかにした。また、次世代パワー半導体デ

バイスにより可能となる新しい応用システム、及び周辺技術に求められる仕様、開発

課題を調査・検討し、具体的な応用システムのロードマップを作成した。これらの調

査により、将来の電力変換を必要とするあらゆる分野において超低損失電力素子が

期待されており、実用化のニーズが極めて高いことが判明し、技術的課題の解決が

なされれば導入は徐々に加速され 2010 年頃から本格的な普及が開始するであろう

と推測された。 

(4)超低損失電力素子技術開発 革新的要素技術の研究 

３．研究開発成果(つづき) 
 

 将来の超低損失電力素子の技術開発のためには、リスクの高い革新的要素技術

の研究を継続的に行い、基盤技術開発、素子化技術に順次適用して行くことが重要

である。そこで、以下のようなワイドギャップ半導体の結晶成長新技術、素子化プロセ

ス新技術、新材料デバイス化技術、特性評価新技術に関する研究開発を行った。 

 結晶成長新技術では、in-situ X 線トポグラフィー結晶成長観測装置を開発して、

成長素過程に関する知見を実験的に初めて明らかにし、その制御指針を実際の大

型結晶炉に適用した。低温エピ成長技術としてプラズマ CVD 法を用い従来法よりも

500℃低い温度で 4H-SiC エピ膜の成長に成功した。 

 素子化プロセス新技術では、SiC 表面に対するオゾンクリーニング処理法を確立

し、MOS 構造特性改善に有効であることを実証した。 

 新材料デバイス化技術では、Ga 極性 III 族窒化物エピ膜を界面制御性に優れた

MBE 法で実現する方法を開発し、極性制御した MBE 成長 AlGaN/GaN ヘテロ構造

で 1197cm2/Vs という世界最高水準の移動度を達成すると共に、その高品質膜を用

いてデバイス構造を試作した。また、ダイヤモンド薄膜の平坦化表面、不純物や欠

陥の低減化、世界最高のｐ型移動度（室温で 1800cm2/Vs）を実現し、この薄膜を用

いて 450℃でも理想的な整流性を示すショットキー接合素子等を試作した。更に、

3C-SiC 大面積高品質膜の作製とショットキー接合形成プロセスを進展させた。 

 特性評価新技術では、ワイドバンドギャップ半導体用の評価手法として、光 ICTS

法が深い準位の評価に有効であることを示した。また、SiC MOSFET 特性のシミュレ

ーション法を開発して、埋め込みチャネル構造がチャネル移動度を向上させる事を

確認し、実際のデバイス試作に適用して劇的な特性改善に寄与した。 

(特許･論文等について件
数を記載) 

特許 ７３件 

論文 ２６５件 詳細は別紙、論文・口頭発表、特許リスト参照 

４．実用化、事業化の見通
し 

(1) 超低損失電力素子の市場導入の必然性 

現在、電力用素子及び通信用素子として使用されている Si（シリコン）素子と GaAs

（ガリウム砒素）素子は、すでにその素子材料の物性値から決まる性能限界に近づき

つつある。このような現状において、飛躍的な性能向上が理論的に予測されている 
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４．実用化、事業化の見通
し（つづき） 

超低損失電力素子（SiC、GaN 等）の実用化が求められている。例えば、SiC 電力素

子は、原理的には電力損失が Si 素子の 1/100～1/300 に低減され、動作可能温度

が Si 素子の 150℃から 450℃に向上するといった優れた性能を有している。システム

小型化や冷却システム簡略化等を含めた応用システム全体に及ぼすメリット、さらに

省エネルギー効果を含めた総合的なコストパフォーマンスを考慮すれば、市場導入

の可能性は極めて高い。「省エネルギー技術戦略」においても、省エネルギーにお

ける SiC などを用いた超低損失素子の寄与が大いに期待されている。 

(2) 超低損失電力素子の普及分野 

 低損失性、高速動作（小型化）、あるいは高温使用のメリットが大きい、通信基地局

電源、家電、無停電電源（UPS）、自動車（EV/FCEV）、分散電源・配電系ネットワー

ク（交流スイッチを含む）、鉄道・電車など、あらゆる分野での普及が期待できる。コス

ト低減が進めば、現在インバータ化の進んでいないモータ制御への大幅な導入が期

待される。デバイス技術の進展によって、CPU 電源への適用も想定される。 

 (3) 実用化までのイメージ（シナリオ） 

本プロジェクトでフロントランナーと位置づけた SiC の実用化への展開においては、

基板では、２インチのマイクロパイプフリー及び実用段階で必要となる大口径化（４イ

ンチ）の目途がついた段階である。また、デバイス要素プロセスにおいても実用技術

に発展しうる基礎技術の重要な成果がでており、Si 素子をはるかに凌駕できる素子

性能を実現できる可能性が見えた。さらに基本素子での SiC 素子の Si 素子に対する

優位性を実証した。 

今後は、システムメリットを明確にして、特定の応用を目指した実用化研究開発に

取り組むフェーズに進めることが最も重要である。加えて、 

① 基板の更なる大口径化・高品質化、低コスト化技術開発        
② 個々の応用に適合した高性能・高信頼を実現するプロセス技術とモジュ
ール化技術 

③ モジュールを電力変換器として組み込むシステム開発の実用化加速技術
開発を並行させて進める必要がある。 
これらの取り組みによりシステムメリットの大きな応用分野への早期

導入はもちろん、その後の、産業・民生・運輸といったあらゆる分野へ
の導入の拡大が期待できる。 

実施時期 平成１３年度 中間評価実施 評価履歴 

評価項目･基準 標準的評価項目･評価基準 

実施時期 平成１５年度 事後評価実施予定 

５．評価に関する事項 

【評価実施時期】 

【評価項目･評価基準】 評価予定 

評価項目･基準 標準的評価項目･評価基準 
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「超低損失電力素子技術開発」 

（事後評価）評価概要（案） 
 
１．プロジェクト全体に関する評価結果 
１．１ 総 論 
１）総合評価 
電力エネルギーの高効率利用のための基盤となる SiC を中心とした半導体材料その
ものの開発から始まり、デバイスプロセス、デバイス試作、システム応用の検討まで
を目的とし、ワイドギャップ半導体技術を世界レベルに引き上げ、特に MOS 技術、結
晶成長技術においては、目覚しい成果と評価できる。ワイドギャップ半導体を使用し
たパワーデバイスについて、日本が世界をリードできる基盤技術を確立し、国策とし
ての省エネ推進の原動力となり、成果の詳細をまとめて、我が国の他国と差別化出来
る技術進展に寄与した点で評価できる。全体として良く吟味された計画であり、プロ
ジェクトリーダーのリーダーシップがプロジェクト全体の運営に力を発揮した。 
しかし、独創的基本技術を核とした実用化計画と他国との技術の差別化が必要であ
るが、集中研で成された成果を基本特許と呼べるような形への落とし込みが必ずしも
充分でなく、多くはプロセス特許としての事業的な寄与に留まった感がある。また、
開発された高レベルの各要素技術が必ずしも有機的に結びついているとは言えない
という意見もあった。 
各企業にできた核が大きく育って事業として成立させるにはまだ少々距離がある
感じがする。SiC の技術を広げるために結晶成長の低コスト化、高品質化について、
もう少し取り組みを大きくすべきであろう。参加企業が実用化の意志を表明したとい
うプロジェクトリーダーの発言は心強く今後何らかの仕組みによってその動きを注
視する必要がある。 

 
２）今後に対する提言 
パワーデバイスの実用化を進めるために、このプロジェクトにより、どこまで達成
され実用化まであと何が残されているのかを示したマイルストーンとロードマップ
のようなものを提示し、長期的視野にたった応用分野の検討とそれぞれの分野に用い
られる素子（デバイス）のデザイン、システム構成の開発が必要である。 
基礎研究の成果を産業化につなげる（i.e.“死の谷”を埋める）ための社会基盤の
構築が必要であり、NEDO には、基盤技術の成果に基づき応用展開促進・活性化による、
省エネ効果の早期実現を積極的に推進することを期待する。 
なお、今後のプロジェクトでは、産業界が独自に取り組む領域と、国の基幹エネル
ギー問題の解決に貢献する分野との切り分けをして、国が援助すべきところを明確に
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する必要である。科学技術基本計画の狙いは、科学技術によって“駆動”される経済
社会の構築であるので、適切な国の援助とともに参加企業等の独自の企業努力を期待
する。 
 
１．２ 各 論 
１）事業の位置付け・必要性について 
地球環境保全、エネルギー有効利用、経済成長の３点に着目して、エネルギーエレ
クトロニクスを推進し、パワーエレクトロニクス技術の基盤を担うパワー素子を提供
する本プロジェクトは，公共性が高い。また、企業単独では事業化に時間と費用がか
かり、特に、初期においてはリスクが高いため国の援助を必要としたこと等から NEDO
の事業として妥当である。 
ただし、世界に先駆けての事業化に向けて参加企業にできた核の足腰を強くし、競
争力を付け日本経済の活性化に寄与するためには、もっと積極的な取り組みを促して
もいいのではなかったか、という意見があった。 
 
２）研究開発のマネジメントについて 
適切な事業体制でプロジェクトが運営されたと判断される。プロジェクトリーダー

が全体を把握できるような体制が構築されており，プロジェクトリーダーのリーダー
シップがプロジェクト全体の運営に力を発揮した。実施者選定の根拠の記述は高く評
価できる。 
具体的な研究開発目標が明示され数値化されていて、進捗の指標として機能した。

一方、その根拠が曖昧で，課題設定や目標値の理由付けがはっきりしないものも見受
けられた。「目標設定にあたり、出来るか出来ないかではなく、その目標が達成すれば
実用化が見える、という観点での設定が欲しかった」という意見や、また「本プロジ
ェクトで到達する目標と事業化を行うための目標とを併記し、将来の実用化素子実現
を視野に入れた具体的目標としての認識が必要であったように思う」との意見もあっ
た。 
なお、成果に応じて、途中での延長または新たに短期のプロジェクトの発足ができ
るような柔軟なマネジメントを期待する。 

 
３）研究開発成果について 
殆どの項目で目標が達成されている。特に個別の要素技術を中心にしていくつかの
世界レベルの成果が上がっており、中には世界最高水準の成果も見受けられる。論文
や特許は量・質ともに十分で、更にまとまった書籍としての情報発信は高く評価され
る。後発ながらようやく世界水準に近づいた努力は評価できる。 
しかし、開発技術を有効な特許に仕立てる点では課題が残っている。出願特許を十
分ブラッシュアップし、基本特許に仕上げることを要望する。独創的発想を持った研
究機関をもっと取り込みプロジェクトの重要課題として研究資金を注いで集中的に
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研究展開を図っても良かったのとの意見もあった。開発された基盤技術が素子化技術
に生かされ切っていない。今後、実用化開発のステップで、更に各種デバイスのトー
タルプロセスに適用されることを期待する。 
 
４）実用化、事業化の見通しについて 
パワーエレクトロニクス産業技術におけるSiCパワー素子の適用可能性を確信させ
る基本技術確立に大きな成果があり、参加企業を主体として、企業化、実用化開発の
足がかりはできたと思われる。将来の重要な産業技術の位置付けは明らかにされてい
て、成果の実用化可能性はある程度見えており、波及効果も大きそうである。要素技
術はほぼ出そろった感があるので、これらを連携し、マーケットの大きさやエネルギ
ー問題解決に貢献する重要性などを考慮に入れながら、シナリオを考える必要がある。 
実用化の際もっとも重要な結晶の品質向上、コストダウンのシナリオが不十分であ
る。また、社会的、経済的効果に関する記述は具体性に乏しく、経済効果について応
用製品の国際競争力を獲得するという強烈な意志が感じられない。実用デバイスの開
発には、個々の企業の強い意志の下で、システム側との連携等も通じて更なる研究開
発を積極的に進めるべきである。 
 

 



 

 成果に対する評価 
基盤技術開発 バルク結晶成長技術，プロセス要素技術，素子設計・評価基

技術はすべて目標値が概ね達成された。結晶成長、MOS 界面技
において、著しい成果があり MOS 界面制御における成果は世界
ップであり世界水準の成果が上がっている。 
個別の技術について、トップデータは出ており、組み合わせ
してのトップデータも出始めているが、今後それぞれの要素技
の統合化の一層の進展と、開発された基盤技術の素子化技術へ
展望が望まれる。 
要素技術のキーとなる分野で新規独創性のある技術の確立
望ましく、プロジェクト終了後も連携を保つよう努力してほ
い。 

 

革新的要素
技術の研究
（産業技術総
合研究所） 

Ｘ線トポによる成長過程観察はチャレンジングであり、成長
術への feedback も適切になされ、新しい評価技術を開発した
は評価できる。実際の結晶成長への適用など世界水準の成果が
られており、ほぼ目標を達成している。 
ただし、革新的要素技術の課題選択と相互の関連について、
体的な基本計画プロジェクト目標の観点から一部では力が分
している感じが無きにしもあらずである。 

素子化技術 
ａ）接合ＦＥ
Ｔ基盤技術 

トータルプロセスを開発し、独創的工夫をした素子構造で世
最高水準の SiC-JFET を実現した。また、実デバイスの製造を
功させ、静特性に加えてスイッチング特性を測定するまでに至
た努力は評価できる。 
しかし、デバイスのねらいは良いが、目標値が低く設定され
いる。Si デバイスに対する優位性を十分実証しているとは言
ず、微細化に向けてより一層のプロセス技術の改善、確立が望
れる。 
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個別テーマに関する評価結果個別テーマに関する評価結果個別テーマに関する評価結果個別テーマに関する評価結果    

実用化の見通しに関する評価 今後に対する提言 
礎
術
ト

と
術
の

が
し

５年間の研究開発によって，実用化に向けた要素技術は蓄
積され、大口径化、低マイクロパイプ密度の可能性が示され
た点は評価される。開発された各要素技術の中にデバイスの
大幅な特性向上に応用できる知見が多く得られており、デバ
イス作製への適用検討も急ピッチで進みつつあるが、まだ十
分とは言えない。 
コストダウンのためのシナリオ、特にコストの大半を占め
る単結晶基板作製のコストダウンのシナリオを明確にする必
要がある。 
世界から遅れている状況から出発したにしては良く頑張っ
たと言えるが、国際競争力の向上という視点では一層の努力
が望まれる。 

具体的応用分野に適した個別素子の設計とその作
製に必要とされる個別プロセスの検討を始めるとと
もに、要素技術の高度化とその統合化を進め、企業
への技術移管を積極的に勧めていただきたい。今後
のシナリオ（技術ロードマップ）をまとめて、実用
化へ向けた提言を望む。 

技
点
得

具
散

 テーマ数が多くて力が分散している感がある。メ
インテーマとサブテーマを分けて注力するテーマを
絞ることはどうであろうか。 
実用化にあたっては革新的新技術の開発・確立は
不可欠であり、得られた成果は誰でも使えるように、
データの公表を希望するとともに、革新的要素技術
が工業技術として展開されることを期待する。 
重要な要素技術への真剣な取り組みが、独立行政
法人としての産総研の存在価値を高めることにもな
るであろう。 

界
成
っ

て
え
ま

実用的目標値を達成した点は評価される。実用上の問題を
議論のできるデバイスの試作を成功させたことは、実機での
評価が可能となり、有用な情報が得られる。具体的な仕様を
目標に開発を進める事が可能と考えられる。 
ただし、従来のシリコンデバイスの性能を大きく凌駕する
特性の実証と信頼性、再現性の確認、およびコスト問題の解
決が必要である。コンタクト抵抗率など基盤技術開発の成果
は十分反映されているが素子固有の問題で直接適用できない
ところもあった。表面安定化など実用化に不可欠な技術への
取り組みも必要である。 

他の材料によるパワー素子やSiCによるMOSFET等
との比較と棲み分けを明確化するとともに、具体的
な仕様でデバイス開発を行い、SiC デバイスの問題点
や課題を明らかにすることで、実用化及び製品化に
向けて鋭意努力する必要がある。 



 

 成果に対する評価 
ｂ）ＭＯＳＦ
ＥＴ基盤技術 

最もチャレンジングな内容であり、応用も最も期待されるテー
マに対して何とか素子特性実現にこぎつけたことは評価できる。
目標性能をクリアして世界最高水準の SiC-MOSFET を実現し、SiC
パワー素子の有効性を実証した。 
一方、Si-IGBT 等の現有のパワーデバイスに比べての優位性を
実証するには至っていない。設定目標値が低く、目標の設定が不
明確であるとともに素子化の観点からのデータを示して欲しか
った。信頼性の評価、制御電圧、MOS 界面の移動度等多くの技術
的課題に対して、基礎データの積み上げ、それによるプロセスの
改良が必要である。 

 

ｃ）ＭＥＳ
ＦＥＴ基盤技
術 

SiC MESFET の出力電力密度の目標値を達成し、その基本的な高
出力特性を実証するとともに世界最高レベルの高周波特性を確
認した。研究開発に実直に取り組んで、すぐれた高周波特性を実
現している。素朴な等価回路による解析も好感がもてる。 
ただし、SiC デバイスの特徴を出すためには電力密度だけでな
く更に大きな電力での実証を行い、できるだけ早く世界最高水準
のデバイスを開発していただきたい。 

ｄ）ＧａＮ
－ＨＥＭＴ基
盤技術 

開発目標の具体的な数値をクリアし、GaN FET の高周波特性と
しては世界レベルの性能を得て目標を達成している。 
一方、性能は世界トップクラスであるが、電力デバイスとして
の特性評価がまだなされていない。 
プロジェクトの中での本テーマの位置付け、すなわち重要要素

技術開発、プロセス、デバイス特性に関する開発の役割分担と連
携、という図式から外れている。改善すべき点か否かは分からな
いが、説明責任上の疑念がぬぐえない。 
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実用化の見通しに関する評価 今後に対する提言 

要素技術として、シミュレーション設計からプロセス技術
まで広範囲の技術を世界レベルまで向上させ、耐圧やSi-IGBT
を凌ぐオン抵抗等の優位性を実証し、実用化の可能性を示し
ている。 
しかし実用化にはまだ不十分で、オン抵抗の更なる低減と
大電流化、MOS 界面の改良が必須と考えられる。素子の試作
と、その実機での実証、再現性と信頼性の評価が不可欠であ
る。 
また、ウェハコストを考えると、シリコンより格段にすぐ
れていないと素子だけでの差別化が困難である。棲み分けや
素子周辺をあわせたシステムとしての低コスト化を模索する
べきである。 

基盤技術で開発された成果を導入して、早期に実
用可能な高性能デバイスの開発を期待する。実用化
に向けての更なる研究・開発を望む。シリコンでは
絶対に出来ない分野の開拓に徹底的に取り組むべき
である。 

SiC の高耐圧性、高電力性を実証し、Ｘバンドでの実用化
の見通しを得たのは評価できる。熱抵抗の評価など、実装に
関する課題への取り組みは妥当である。 
ただし、歩留まりと結晶の品質、プロセス技術との関連が
不明確。実用化に向けて、適用を想定するシステムにもよる
が更なる高周波化、高効率化が望まれる。 

特性を活かした特定分野への応用の道があると思
われるので、デバイスの高性能化とともに実システ
ムへの早期の導入をめざしていただきたい。 
実用化には、信頼性評価が大きな課題であり、そ
のためのプロセス条件の絞り込みに一層の努力が必
要である。 

工業化に必要な要素技術は確立され、高周波特性は実用可
能なレベルにある。コスト的な競争力を実現できれば実用化
は可能と考えられる。ただし、電力特性の評価に加え、再現
性、信頼性の確認が必要である。実用化に必須の歩留まりが、
まだ基板の歩留まりの議論にとどまっている。開発期間の短
さや、開発目標の重点化も理解できるが、今後の実用に向け
た、技術的課題とその困難性についての議論を望む。 

コスト低減や量産化技術の確立など，実用化に向
けて更なる研究・開発を継続していただきたい。 
低損失化による省エネ、耐環境という本プロジェ
クトの目標に対して、情報通信の高度化という本チ
ームの取り組みには違和感を覚えるとの意見があ
る。 



 

 
 
 
 
 
 

 成果に対する評価 

２．４ 次世
代パワー半導
体デバイス実
用化調査 

SiC デバイスの各種の適用に対して、その意義・効果・将
の予想等が調査され、さらに数値を示しながら具体的な将
を明らかにしていて有意義である。SiC デバイスならでは
を生かした提言を行っている。 
ただし、この調査では、実際のマーケッティングを視野
た将来予測が必要である。 
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実用化の見通しに関する評価 今後に対する提言 
来規模
来展望
の特徴

に入れ

 ワイドギャップ半導体を使用したパワーデバイスの
開発・実用化動向と連動しながら定期的にデータを
更新して頂きたい。実施者とくに企業が、Si デバイ
スとのいたずらな競合ではなく、SiC デバイスでなけ
ればならない、しかも日本独自の応用分野を開拓す
るための、サポートとなるようにしてほしい。 
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3.0

2.3

2.3

1.8

0.0 1.0 2.0 3.0

平均値

１．事業の位置付け・必要性について

２．研究開発マネジメントについて

３．研究開発成果について

４．実用化・事業化の見通しについて

 
 

 
（注）Ａ＝３，Ｂ＝２，Ｃ＝１，Ｄ＝０として事務局が数値に換算。 

＜判定基準＞ 
(1)事業の位置付け・必要性について (3)研究開発成果について 
・非常に重要          →A 
・重要             →B 
・概ね妥当           →C 
・妥当性がない、又は失われた  →D 

・非常によい         →A 
・よい            →B 
・概ね妥当          →C 
・妥当とはいえない      →D 

(2)研究開発マネジメントについて (4)実用化・事業化の見通しについて 
・非常によい          →A 
・よい             →B 
・概ね適切           →C 
・適切とはいえない       →D 

・明確に実現可能なプランあり →A 
・実現可能なプランあり    →B 
・概ね実現可能なプランあり  →C 
・見通しが不明        →D 

 

評価項目 平均値 素点（注） 
１．事業の位置付け・必要性について 3.0 A A A A A A
２．研究開発マネジメントについて 2.3 A C B A A B
３．研究開発成果について 2.3 B B B A A B
４．実用化・事業化の見通しについて 1.8 B B C B B C


