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窒化ガリウム (GaN ) 基板を用いたパワーデバイスおよび高周波デバイスは高効率・低消費電力を実現可能な
次世代デバイスとして期待されている。近年はGaN基板の高品質化に伴って、GaNの物性に近いデバイス性能
が得られるようになってきた。しかしながら、実用化に向けた課題としては未だに残っているのが現状である。
本稿前半では我々がGaN基板上のパワーデバイスにおける信頼性向上のために取り組んでいるテーマをメイン
に概説し、後半では高周波デバイス領域におけるGaN基板上GaNダイオードのアプリケーションに関しても概説
する。

えて、電界緩和構造を有するアバランシェ降伏可能な高

1. はじめに
GaNはワイドギャップ半導体であり、光デバイスのみ

耐圧GaNダイオードは、高周波デバイス領域への応用も

ならず、次世代パワー・高周波デバイス応用材料として

可能であり、本稿後半にてサブテラヘルツ応用を目的と

注目を集めている。表1にSi、GaNの諸特性を示す。表1

した高品質GaN基板を用いたGaN IMPATTダイオードに

に示す通り、GaNやSiCの絶縁破壊電圧はSiのそれと比べ

関する成果も併せて紹介する。

て1桁高く、バイポーラリミットによるオン抵抗を2桁
表1

程度低減することが出来る。加えて、GaNのスイッチン

パワーデバイス用半導体の諸特性

グ特性が高いため、スイッチング損失の低減が可能であ
る。GaNのこのような特長を活かして、高耐圧・高周波
領域で使用可能な、中電力用パワーデバイスや、サブテ
ラヘルツ領域の高周波デバイスとしての利用が期待され
ている。GaNのパワーデバイスの性能は日々向上してい
るが、それはGaN基板の結晶性の向上に伴う品質の安定
性が高くなったところが大きい。しかしながら、GaNは、

2. GaN結晶欠陥がデバイスに及ぼす影響

Siはもとより、SiCの結晶品質と比較して、未だ転位密度

GaN中には多くの転位があるにもかかわらず、実際に

が高くさらなる改善が必要である。一般的には、商業的

pnダイオードを作製すると、非常にリークの少ないデバ

に利用可能なGaN基板の転位密度は、106㎝－2程度であ

イスを作製可能であり、バイポーラリミットに近い特性

る。本稿では、本研究室における高品質GaN基板を用い

を示すことが分かっている[1]。他方、いくつかのデバイ

たパワーデバイスの品質向上に関する取り組み、特に縦

スではリーク電流が発生してしまいデバイス不良が生じ

型GaN pn接合ダイオードの逆方向漏れ電流と結晶欠陥

る。転位は周辺に多くの欠陥を排出し、転位を中心とし

との関係性について結晶工学的な観点から概説する。加

て意図しない電気的な特性を示すことがリーク電流の要
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因であることは、一般的な半導体デバイスの評価結果か

は、－100 V程度からリーク電流が多くなることが見て

らも理解可能である。通常の半導体とGaNの違いは、転

取れる。このサンプル群では、23個中21個は良品、2個

位密度が桁違いに高いことである。そこで、リーク電流

が不良品と歩留まりは90%を超えており、比較的良い値

が転位に起因しているとすると、GaNにおいては、特定

である。成長条件を変化すると30%程度の歩留まりしか

の転位がキラー欠陥として働き、多くの転位はリーク耐

得られない場合もあることから、その差を考察すること

性が強いことを意味していると考えられる。したがって、

ができる。

転位の起源を探ることがGaNパワーデバイスの品質向上
0

に直結する。我々は、pinダイオードを作製し、そのデ

10

2

Current density(A/cm )

バイスにおけるリーク箇所の特定、転位の伝搬の観察、
TEMによる転位の評価を組み合わせて、キラー欠陥の同
定を行ってきており[2]、その成果をここに紹介する。
図1に典型的なデバイス構造の断面模式図と実際作
製 し た デ バ イ ス の 鳥 瞰SEM像 を 示 す。HVPE法 に よ り
作製された転位密度が10 6 cm－2 台のn型GaN基板上に、
MOVPE法を用いて、ドリフト層として実効ドナー密度2
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×1016cm－3のn型のGaNを13 µm成長した。続けて、3×
1019cm－3のMgをドーピングしたp－GaN層を成長した上
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本構造を、ICP－RIE装置によりエッチングを行い、模式

図2

GaN pinダイオードの逆方向

特性

図に示してあるように、GaN基板まで深堀エッチングを
行った。通常pinダイオードでは、pn接合界面付近まで

図3は、作製したダイオードのエミッション顕微鏡像

エッチングを行い、接合界面での局所的な電界を緩和さ

である。エミッション顕微鏡では、赤外線カメラにより

せる構造をとる場合が多いが、本研究では、下地のGaN

試料から発生する熱線を観測している。もしリーク電流

層まで掘り込むことで、接合界面での電界を平行に保ち、

が生じるとジュール損による熱が発生することから、そ

電界集中を生じさせない構造をとっている[3]。デバイス

の箇所をとらえることが可能である[4]。図3では、印可

のサイズはΦ100 ～ 500 µmである。

電圧を逆方向電圧850 Vとした時のリーク箇所を写真に
インポーズしたものである。本サンプルは、リークが観
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測された不良品に相当するものであるが、明らかにリー
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クする点が3か所捉えられている。KOH溶液を用いてエッ
,QVXODWRU

チングを行うと、転位箇所のみにピットを選択的に開口
することができる。本エッチピット法にて転位箇所の観
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察を行った結果、リークの箇所と転位が存在する位置が

$O

図1

完全に一致した。また、エッチピット法では、ピットの

GaN－pinダイオードの概略図およびSEM鳥瞰図

サイズから複数の種類の転位が観測されるが、刃状転位
図1のダイオードへ逆方向電圧を印加時の

特性を

に相当する部分からはリーク箇所は発見されなかった。

図2に示す。本ダイオードの耐圧は900V程度であり、ア

さらに欠陥の種類を特定するために、我々は転位の伝搬

バランシェ電流によるソフトブレークダウンが起きてい

について調査を行った。

ることが観測された。一方、赤線で示した

K E C 情報

No.259

特性から

－9－

Oct. 2021

ୱಢνϕ

݃νϕ

¡P

¡P

6FKHPDWLFLPDJH

6FKHPDWLFLPDJH

¡P
'LVORFDWLRQ

'LVORFDWLRQ

¡P

図4

多光子顕微鏡像から得られた転位伝搬像

最後に、これまでの手法を用いて特定したリーク元に
図3

存在する転位を、TEMを用いて観察した結果を紹介する。

逆方向リーク電流発生時のエミッション像

多光子顕微鏡により転位の全体像をとらえることができ
図4は多光子励起フォトルミネッセンス法により得ら

たが、単独タイプの転位に関しては、全体にわたって螺

れたGaN中の転位伝搬像である。GaNでは、転位が非発

旋転位であることが分かった。また、結合タイプを観察

光センターとなるため、発光像を得るとダークスポット

すると、1つは混合転位、1つは刃状転位が結合している

として観測される。多光子励起法では、GaNに対して透

ことが分かった。また、混合転位と刃状転位のa軸方向

明なパルスレーザをGaNに照射する。この時、対物レン

のバーガースベクトルが逆方向を向いており、結合の際

ズを用いてレーザ密度を上げると、光強度の高い部分に

に刃状転位成分が消滅していることも明らかとなった。

おいて、多光子吸収を起こす。したがって、焦点部分の

その結果、本転位に関して螺旋転位であることを突き止

み選択的に光の吸収を実現することを可能とする。こ

めた。したがって、キラー欠陥の原因は螺旋転位にある

の原理を用いて、レーザの照射スポットをXYZ方向にス

ことが予想された。これらの転位の表面付近の拡大像を

キャンしながら発光像を取得すると、転位起因のダーク

図5に示す。左図では2本の平行な線が観測されている。

スポットを空間的に捉えることができる。図4ではコン

右図では、下から湾曲した1本の線が、途中で2本の平行

トラストを白黒逆転させているため、白い線が転位線を

線に変化していることがわかる。挿絵として表面からの

表している。上図は伝搬を上から、下図は断面から観察

TEM像を示しているが、およそ40nm程度の中空構造と

したものである。上手では青色がサンプルの表面に近く、

なっていることが分かった。これらの2本線は中空構造

黄色がサンプルの奥方向を示している。図から分かる通

の端であることと、これらの線が並行して繋がっている

り、転位が1本だけ伝搬する場合と、2本の転位が結合

ことから、本転位は螺旋転位が中空型の螺旋転位、つま

して1本となり表面まで伝搬するタイプが存在していた。

りナノパイプに変化した構造であることを突き止めた。

模式的な図をいずれも左右の図に示している。このよう

GaNのデバイスにおいてはこのナノパイプが非常に大

に、通常は転位の伝搬方向に関しては知ることができな

きなキラー欠陥とした働いている。成長条件を変化する

かったが、本手法を用いることで伝搬方向の視覚化が実

と、ナノパイプへの変換される割合が変化し、デバイス

現した。このサンプルをTEMにより転位の種類を解析す

の歩留まりが増減することも突き止めることが可能で

ることができるが、転位の伝搬方向が視覚化されている

あった。これらの結果から、GaNには多くの転位が存在

ために、サンプルの切り出し方向を決定することが可能

するものの、ピュアな螺旋転位を減少することと、螺旋

となり、転位の全体像を、より精密に解析することが可

転位からナノパイプへの変換を抑制することでデバイス

能となった[5]。

の歩留まりの向上が可能であり、理想的なデバイスを得

K E C 情報

No.259

－ 10 －

Oct. 2021

ることが可能であることを明らかにした。今後、GaN基

デバイスにおいては熱により出力が制限 (

板の作製技術の発達とともに、低転位化が進むとともに、

ているのに対し、100GHz以上の高周波側においては投

エピタキシャル成長技術の向上によりキラー欠陥フリー

入される電力によって制限 (

の成長が可能となると考えられる。現状、ナノパイプ

れている。ダイオードへの電子的な直流入力制限は (1 )

以外の転位におけるリーク電流は絶対値が小さいため解

の式で与えられる。

) され

) されることが知ら

析が進んでいないが、このような転位がリーク電流のみ
…( 1)

ならず、順方向での再結合電流の増加やデバイス寿命の
劣化を招く可能性があり、さらなる転位とデバイス品質

GaNは高い絶縁破壊電界およびキャリア飽和速度を持つ

との相関を調べていく必要がある。GaNパワーデバイス

ので、サブテラヘルツからテラヘルツ領域においてSiと比

は未だスタート地点に立ったばかりであり、将来安心し

べて10～100倍の高出力化に期待できる。

て用いることができる信頼性の高いデバイス実現のため

*D1 H[SHFWHG

に、乗り越えるべきハードルはまだまだ多い。
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逆方向リークに寄与する転位のTEM観察像

3. GaNを用いた縦型IMPATTダイオードの評価
図6 固体発振素子の周波数と出力の比較

我 々 は ア バ ラ ン シ ェ 降 伏 可 能 な 縦 型GaN－pinダ イ
オ ー ド の ア プ リ ケ ー シ ョ ン と し て、 高 周 波 デ バ イ ス
への応用も検討している。縦型GaN－pinダイオードの

図7に作製したIMPATTダイオードのデバイス構造およ

IMPATT (IMPact Ionization Time Transit ) ダ イ オ ー ド と

びアバランシェ降伏時における逆方向

しての性能を検証するため、Xバンド帯 (8 ～ 12GHz ) に

ション顕微鏡像を示す。用いた基板はn型GaN基板である。

おける動作実証を行った[6]。IMPATTダイオードとはア

MOVPE法により実効ドナー濃度6.4×1016cm－3のn型ドリ

バランシェ降伏により生じたキャリアが空乏層を走行す

フト層を3.1µm、Mg濃度2.0×1019cm－3のp型層を500nm、

ることで動的負性抵抗が得られる固体高周波デバイスで

およびp型コンタクト層を成長させた。5µmのドライエッ

あり、マイクロ波発振器として他の固体素子と比較し高

チングおよびポリイミドによる側壁保護を行うことで、垂

出力化に期待できる。固体発振素子の周波数と出力の比

直深堀構造による耐圧構造を作製し、p+－n－n+型の単一

較を図6示す[7]。図6においてサブテラヘルツ領域近傍は

走行型IMPATTダイオードとした。逆方向

テラヘルツギャップと呼ばれており、固体半導体素子に

350Vにおいてアバランシェ降伏が確認され、エミッショ

おいては十分な出力が得られていないのが現状である。

ン顕微鏡観察結果から素子全体でアバランシェ降伏してい

IMPATTダイオードの出力に関しては、100GHzまでの

ることが分かった。

K E C 情報

No.259

－ 11 －

特性とエミッ

特性から－

Oct. 2021

図10に印加電圧振幅390V、電流値1.5Aにおける GaN
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圧波形を示す。最大電界強度は2.96 MV/cmであり、ドー
ピング濃度から計算された絶縁破壊電界とほぼ一致し

Q

EX⒐HU
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た。各周波数の最大値を維持してスペクトル出力を測定

Q *D1 VXE

している。入力電圧と電流のパルス波形において、発振

$O

図7

周波数は9.52GHz、ピーク出力は14.45mWに相当する

特性

GaN－IMPATTダイオードの概略および

11.6 dBmが得られた。
作製したIMPATTダイオードを600µm角程度にダイシ
ングし、ピルパッケージ中の銅製ヒートシンクへマウン
トしボンディングした。図8にダイシング後の光学顕微
鏡像およびピルパッケージへの実装概略図を示す。ボン
ディング前後でリーク電流の増加やアバランシェ降伏電
圧の変化が無いことを確認している。

Anode

図10

GaN IMPATTダイオードのスペクトラムとパルス
電流電圧波形

Wire bonding
GaN IMPATT diode

図11は、最大ピーク出力の入力電流密度の依存性を

Insulator

示している。短絡回路とスタブチューナーを調整して、

¡P
Cathode

図8

各電流で出力を最適化した。マイクロ波発振が観測され
た最小入力電流密度は0.88 kA/cm2であった。最大ピー

ダイシング後のOM像と試料実装の概略図

ク出力は入力電流密度とともに増加し、2.2kA / cm2では
発振評価に関しては、Xバンド導波管回路 (WRJ－10 )

17.5 dBm (56.23 mWに相当 )のピーク出力が得られた。

を用いた。実験の概略図を図9に示す。高さ2.6 mm, 幅
22.9 mmの縮小導波管共振空洞にIMPATTダイオードを

9EG 9

設置し、短絡回路とスタブチューナーを用いて、周波数
と出力を調整した。IMPATTダイオードへアバランシェ
降伏電圧を超えるパルス電圧印加した。電圧振幅360 ～
400V、電流振幅0.8 ～ 2A、パルス幅500ns、繰り返し

9S9
-SN$FP

周波数2msである。スペクトラムアナライザーはアンリ
ツ社製MS2840Aを用いた。
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最大ピーク出力の入力電流密度の依存性
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以上の結果はGaN縦型ダイオードをIMPATTダイオー

マイクロ波測定の概略図

ドへ応用したファーストトライの結果であり、Xバンド
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帯における発振に初めて成功した。出力は最大56.3mW
が得られたことから、GaN基板上縦型GaNデバイスの高

GaN substrate”, Appl.Phys.Lett., 112, 182106, 2018.
[3]

H.Fukushima, S.Usami, M.Ogura, Y.Ando, A.Tanaka, M.

周波用途へのポテンシャルが示された。今後はp－GaNコ

Deki, M.Kushimoto, S.Nitta, Y.Honda, and H.Amano,

ンタクト等の寄生抵抗の要因を最適化して行くことで、

“ Vertical GaN p‒n diode with deeply etched mesa and
the capability of avalanche breakdown ”, Appl.Phys.

更なる高出力化高周波化を行っていく。

Express, 12, 026502, 2019.

4. おわりに
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T.Katsuno, T.Ishikawa, Y.Watanabe, and T.Endo,

び高周波デバイスへの現状と取り組みに関して概説し、

“Relationship between threading dislocation and

高品質化に伴ってGaNの物性に近い性能のデバイスが実
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