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SiC-MOSFET のボディダイオードに順方向通電を行うと，エピタキシャル層中に積層欠陥が拡大してオン電圧が上昇す
るという問題がある。そこで，キャリア寿命の短いバッファ層を SiC エピタキシャル層 / 基板界面に挿入し，通電時に注入
される過剰キャリア密度を減少させることで，積層欠陥の拡大が抑制できることを確認した。バッファ層として，窒素高
密度ドープ層（窒素密度：1×1018 cm−3，10 µm）を備えた pn ダイオードを試作し，DC600 A/cm2 で 1 時間の通電におい

エネルギーマネジメントに貢献するパワー半導体

When a forward current ﬂows through an internal body diode of a SiC-MOSFET, the problem that a forward voltage increases with
expanding stacking faults in the epitaxial layer occurs. Fuji Electric conﬁrmed that the reduction of the excess carrier density by inserting a
buﬀer layer with a short carrier lifetime between the epitaxial layer and the substrate could suppress the stacking faults expansion. We made
a trial pn diode with a highly nitrogen doped buﬀer layer (nitrogen density: 1×1018 cm−3, 10 µm) and found no stack faults expansion even after
the current conduction of 600 A/cm2 DC for an hour.
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順方向通電劣化の原因は，通電中に積層欠陥が拡大し，
〈注 1〉エピタキシャル基板：SiC 基板に SiC のエピタキシャル層を
形成したもの
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順方向通電劣化時の積層欠陥の拡大図

（b）再結合促進層付の構造
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積層欠陥の拡大抑制のためのダイオード構造
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〈注 2〉基底面転位：SiC 単結晶（0001）面に存在する転位
〈注 3〉貫通刃状転位：SiC 単結晶（0001）面を貫通する刃状転位

〈注 4〉時間分解フォトルミネッセンス：バンド端 PL 発光の減衰時
間評価
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N 高密度ドープによる少数キャリア寿命低減
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再結合促進層付ダイオードの順方向通電劣化抑制効果
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減することが分かった。また，少数キャリア寿命の温度変
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エピタキシャル層中における積層欠陥の発生の有無を評価

電劣化抑制

した。典型的な PL イメージを図

のグラフ中に示す。再

結合促進層を備えた pn ダイオード B では積層欠陥が一つ
MOSFET のボディダイオードを想定して，エピタキ

も発生していないことに対し，pn ダイオード A では三角
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形や帯状の積層欠陥がそれぞれ複数発生していた。電流

層（再結合促進層）を備えた pn ダイオードによる順方

密度を上げるほどオン電圧変動が大きくなったこと，なら
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びにオン電圧変動量は積層欠陥面積と比例関係にあること

板上に再結合促進層として N ドープバッファ層（N：1×

から，電流密度を上げるほど新たに積層欠陥が拡大してい

向通電劣化評価を行った。4H-SiC4
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リアがエピタキシャル層 / 基板界面に注入されているため，

ド層は，Al イオン注入（2×10 cm ，0.3 µm）により形

エピタキシャル層 / 基板界面に存在する BPD から積層欠

成した。素子サイズは 3 mm 角である。順方向通電試験は，

陥が拡大していると考えられる。さらに，再結合促進層を

DC300 A/cm2 から DC600 A/cm2 の通電を行った。600 A/

備えた pn ダイオード B では 2,700 A/cm2 までパルス通電

2

cm での通電後に電極を剥離し，励起波長 425 nm で PL

試験を実施したが，積層欠陥の発生は見られなかった。

イメージを評価して，積層欠陥の拡大の有無を調査した
（ダイオード B）
。

N 高密度ドープ再結合促進層の管理

N 低密度ドープした n 遷移層（N：4×1017 cm−3，0.1 µ
m）を備えた pn ダイオード A をリファレンスとして作製

少数キャリア寿命を N 密度により制御する場合，再結

し，同様に評価した。DC300 A/cm2 × 1 時間のスクリー

合促進層の N 密度評価が重要である。深さ方向の N 密度

ニングを行った後，オン電圧変動のなかった 6 チップを選

評価手法である広がり抵抗測定法や SIMS は，破壊検査で

別し，DC300 A/cm2 から DC600 A/cm2 までステップ状に

あるため，ウェーハ受入れ検査への適用が難しい。そこで，

のグラフ

光学的な非破壊検査が可能な共焦点ラマン測定を検討した。

増やした電流密度で各 1 時間通電を行った。図
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MCR によるバッファ層のピーク分離

トル波形を取り出した後で，ピーク分離を行う必要がある

信号強度（a.u.）

ことが分かった。
LOPC ピーク

取り出したスペクトルにピークフィッティングを行い，
手動でピーク分離を行うことも可能であるが，測定者に

N 高密度ドープ

依存せず安定した評価を行うために，多変量スペクトル
分解法（MCR：Multivariate Curve Resolution）を用いて，
バッファ層のスペクトルを自動分離し，そのピークを評価

ラマンシフト（cm−1）
（b）Nドープによるラマンスペクトル変化

した。具体的には，深さ方向で取得した多数のラマンスペ
クトルが共通するスペクトルの和で成り立っていると仮定
し，各スペクトルを分離し，それぞれのピーク位置を評価

図6

ラマン測定による N ドープ密度定量

している。図

⒜に，自動分離した 3 種類のスペクトルを
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1,100

が，単一ピークとして評価できていることが分かる。また，

SiC-MOSFET のバイポーラ劣化抑制のためのバッファ層技術

示す。シングルピークのスペクトルに近い状態まで分離で
きていることが分かる。また図

⒝には，それぞれのスペ

クトル強度（面積を積分した値）の深さ方向の依存性を示
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