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21世紀社会におけるパワーエレクトロニクスの重要性
Importance of Power Electronics in the Society of the 21st Century
21世紀社会では、情報ネットワークと密接に結びついた電力ネットワークが社会インフラを形成しています。電力ネット
ワークでは随所に節点がありますが、グリーンイノベーションの旗印の下、そこに設置される電力変換器や開閉器には小
型化低損失化高機能化に向けた技術革新が強く要請されています これらの機器を使いこなす電力変換／制御の技型化低損失化高機能化に向けた技術革新が強く要請されています。これらの機器を使いこなす電力変換／制御の技
術はパワーエレクトロニクスと呼ばれています。
In the 21st century, the social infrastructure consists of electric power network closely connected with information network.  
The electric power network includes many nodes, and technological innovation for electric power converters and breakers 
implemented at such nodes are strongly desired towards small size, low loss and high functionality under the “Green 
Innovation” strategy.  Electric power converting/controlling technologies by these devices are called as “Power Electronics”.
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電力エネルギーの流れとパワーエレクトロニクス
Electric Energy flow and Power ElectronicsElectric Energy flow and Power Electronics.

パワーエレクトロニクス革新に向けたSiC研究30年以上の一貫した研究開発
Consistent R&D on SiC for more than 30 years towards power electronics innovation
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パワ 半導体が有望視されており、その代
表格がシリコンカーバイド（SiC）です。産総
研は30年以上にわたり、SiC等のワイド
ギャップ半導体の結晶成長から、エピタキ
シャル膜成長、デバイス開発、応用技術
に至る研究開発を実施しています。
For power electronics innovation, power 
semiconductor devices made of novel 
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semiconductor materials having superior 
properties to Si; the front runner of these 
materials is Silicon Carbide (SiC).  The 
National Institute of Advance Industrial 
Science and Technology (AIST) has carried 
out research and development of the whole 
technologies needed for SiC power 
electronics application for more than 30
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ワイドギャップ半導体パワーエレクトロニクスロードマップ
Widegap semiconductor electronics roadmap

electronics application for more than 30 
years.
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新規半導体であるSiCに由来する技術開発の特質
Special features of the R&D coming from a novel semiconductor SiC
新規半導体材料であるSiCでは、その材料物性故に結晶成長やデバイス化プロセスにおいて、Siテクノロジーとは大きく
異なる技術開発が必要となります。その理由は、材料自身が高硬度でありプロセス温度が極めて高いため、望み通りの
成長や加工が難しかったり 残留している結晶欠陥の性質が特異でそのデバイスへの影響を予測するのが困難であっ成長や加工が難しかったり、残留している結晶欠陥の性質が特異でそのデバイスへの影響を予測するのが困難であっ
たりするためです。このため、ウェハ評価やプロセス診断においては、ナノレベルの分析／評価技術が必須となります。ま
た、SiCを用いた高性能パワーデバイスには、サブミクロン級の微細加工が必要となります。
In the field of novel semiconductor SiC, the development of quite different techniques from Si technology are necessary for 
crystal growth, device processing etc., on account of its superior material properties.  It is difficult to grow or fabricate as
intended, because SiC is extremely hard and the process temperature is extremely high.  The properties of residual crystal 
defects are quite peculiar and it is difficult to predict their influences on processing and device performance.  Therefore, 
nano-level analysis/characterization techniques are essential in wafer certification, process diagnoses etc..  Moreover, sub-
micron level fine patterning is necessary for the  fabrication of high performance SiC power devices.

SiCパワー半導体開発を支える電子顕微鏡技術
Electron microscopy supporting development of SiC power electronics.
SiCパワーエレクトロニクスの研究開発は、ナノテクノロジーを活用しつつ進められています。特に電子顕微鏡技術は、SiC
結晶中の各種の転位や積層欠陥、これらに起因するエピタキシャル膜中の欠陥、イオン注入や酸化膜形成に係わるデ
バイスプロセス 実装における高温はんだと拡散バリア層界面などの解析に威力を発揮していますバイスプロセス、実装における高温はんだと拡散バリア層界面などの解析に威力を発揮しています。
SiC power electronics has been developing under strong support by nanotechnology. Particularly, electron-microscopy has
been effectively utilized for identifications of lattice defects, developments of devices process, and system integrations.

SiO2/4H-SiCヘテロ界面の透過電子顕
微鏡高分解能像。
High-resolution transmission 
electron microscope image at 
SiO /SiC interface

貫通螺旋転位部で観察されるg=00012
反射の収束電子回折図形。Cherns-
Preston則を利用した貫通螺旋転位の変
位ベクトルの絶対量の測定が可能です。
LACBED-pattern of the 00012 
reflection at the screw dislocation with  

SiO2/SiC interface. 

STEMでのSiO2/SiC界面の平面観察によ
る軽元素のEDX-mapping像。 作製の条
件によってナノレベルでSiO2膜の不均一
性が観察されています。EDX-mapping 
images for light elements in 
observation of plan-view of SiO2/SiC 
by Scanning transmission electron 

SiCパワーエレクトロニクス関連の国家プロジェクト
National Projects concerning SiC power electronics
現在、電力エネルギーにおける省エネ、効率的運用の社会的要請を受け、SiCに代表されるワイドギャップ半導体パワー
デバイスのパワーエレクトロニクス応用（先進パワーエレクトロニクス）に関する下記の様な複数の大型国家プロジェクトが

くば ベ ナ（TIA ） お 進行中 す TIA れらを クト ク 拠点活

b=[0001]. microscopy. 

つくばイノベーションアリーナ（TIA-nano）において進行中です。TIA-nanoでは、これらをパワーエレクトロニクス拠点活用

プロジェクトとして位置付け、今後も強力に推進していく予定です。
• 産業変革研究イニシアティブ「SiCデバイスの量産試作による実用化検証」（AIST, H20〜H23）
• 次世代パワーエレクトロニクス基盤技術開発（NEDO, H21〜H24）
• 最先端研究開発支援プログラム「低炭素社会創成へ向けた炭化珪素革新パワーエレクトロニクスの研究開発」（JSPS, H21〜H25）
• 低炭素社会を実現する新材料パワー半導体プロジェクト（METI/NEDO, H22〜H26）

At present, four large national projects concerning power electronics application of widegap semiconductor power devices
(advanced power electronics) represented by SiC are on going at Tsukuba Innovation arena (TIA nano) under the social
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(advanced power electronics) represented by SiC are on-going at Tsukuba Innovation arena (TIA-nano) under the social
requirement for energy saving and effective management of electric power. TIA-nano designates these projects as power
electronics domain-using projects, and promotes these intensively in the future.
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SiCパワー半導体開発におけるナノテクノロジーの実例
Examples of Nanotechnologies in the R&D of SiC power semiconductors
SiCパワー半導体開発におけるナノレベル分析/評価/プロセッシングとしてのナノテクノロジーの実例を紹介します。

In the field of SiC power semiconductor development, examples of nanotechnologies are introduces in terms 
of nano level analysis/characterization/processingof nano-level analysis/characterization/processing.

結晶評価

4H-SiC単結晶成長時のX線トポグラフ法
in-situ観察像。成長の状態や格子欠陥
形成などの微細構造変化を観察してい
ます。(a) 結晶成長前の種結晶。 (b) 結
晶成長開始3.5時間後。マイクロパイプの
発生状態を観察しています。(c ) 4時間
後。 In-situ X-ray topography during 
SiC crystal growth.

( ) 膜
結晶評価
•Ｘ線トポグラフ、XRD
•TEM, SEM
•PL, CL, EBIC

(a)フォトルミネッセンス・イメージング法によるエピ膜
中の積層欠陥の像。(b)同一場所の放射光斜入射Ｘ
線トポグラフ法による観察像。両者の比較により観察
されるものの同定が進められています。本手法を利
用して格子欠陥とデバイスの信頼性、歩留まり低下
の原因との関係より解析が進められています。PL-
imaging for analysis of lattice defects in epitaxial 
films.

ウェハ表面評価 SEM
•AFM, PL、ラマン散乱
•光散乱、光干渉
•蛍光Ｘ線分光

共焦点光学顕微鏡によるエピウエハの観
察像。ステップバンチングおよび貫通らせ
ん転位による微小ピットが観察されていま
す。Confocal optical microscopy image 

高分解能SEMによるエピウエハ表面の観察。貫通
らせん転位による微小ピット、貫通刃状転位による
ピット、表面ステップによる凹凸などが観察されて
います。HR-SEM image of wafer surface.  Pit 

左SEM観察像と同一場所の
AFM像。AFM image at the 
same position of the SEM 
image shown on the left.

of  wafer surface. by dislocations and surface steps can be 
seen.

デバイス特性評価
•顕微発光分析
•TEM/FIB, RBS

デバイスプロセス
•リソグラフィー
•SEM
•分光エリプソメトリー

トレンチMOS構造の高分解能SEMによる観察。
SEM image of4H-SiC trench MOS structure 
in devices process research.

スーパージャンクション構造の低加速インレンズ検出
器SEMを使った観察。p領域、n領域が明確に観察さ
れています。Super junction structure by LV-SEM
with in-lens detector.

Ni-P

AuGe
TaN

回路実装構造評価
•Ｘ線顕微鏡
•TEM, SEM

SiCインゴ トからSiCインバ タに至る技術の流れとナノレベル評価技術

Ta/TaN/Ta拡散バリア層とAuGeはんだとの
界面のＸ線顕微鏡による平面観察。X-ray 
microscope image of plan-view 
Interface between AuGe-solder and 
Ta/TaN/Ta barrier-layer.

Ta/TaN/Ta拡散バリア層とAuGeはんだとの
界面のSEMによる断面観察。はんだ/基板
の界面の劣化が少ないことを示しています。
SEM image of Interface between AuGe-
solder and Ta/TaN/Ta barrier-layer.

Ta/TaN/Ta拡散バリア層とAuGeはんだ
との界面のTEMによる断面観察。TEM
image of Interface between AuGe-
solder and Ta/TaN/Ta barrier-layer.

Cu
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•EPMA, XPS, AES SiCインゴットからSiCインバータに至る技術の流れとナノレベル評価技術
Technological stream from SIC ingot to SiC inverter and nano-level analysis/characterization techniques
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