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［要約］ 

 本格的な IT 情報社会の到来、継続的な省エネルギー対策の推進、安心・安全な社会を実

現するなどの社会ニーズに応えるために、今後の発展が期待される窒化物系化合物半導体

の想定デバイス（高輝度ＬＥＤ，短波長ＬＤ，受光素子・太陽電池、高周波デバイス、パ

ワーデバイス）ごとの導入シナリオの策定と、それを実現するために必要となってくるキ

ーワードを入れた技術マップの作成、そこから重要技術の抽出と目標値の設定によるロー

ドマップの作成を行った。 

 

第１章 窒化物系化合物半導体導入シナリオ 

１－１ 従来半導体の特徴と限界 

１－１－１ 化合物半導体の概要・特性 

 現在のエレクトロニクスで中核を担う Si が単一の元素からなる半導体であるのに対し

て、2 種の元素が 4 配位で結合した材料である化合物半導体は材料特性や混晶・ヘテロ構

造の活用によって、Si では実現し得ない機能を有するデバイスを作製することが可能であ

る。 

 デバイス物性としては、Si が光デバイスに適さないのに対して、化合物半導体はバンド

ギャップが広く、赤外、可視、紫外までの広範囲な波長域をカバーする。また高周波特性

に優れ、格子定数が小さいため原子間の結合力が強く、化学的安定性、熱伝導度、絶縁破

壊電圧等も高い。 

 化合物半導体の用途は電子デバイス用と光デバイス用の 2つに分けられ、電子デバイス

用としては、携帯電話用 MMIC、HEMT などの高周波デバイスやインバーター、ショットキー

バリアダイオードなどの高効率高出力デバイスがある。光デバイス用としては発光ダイオ

ード(LED)があり、各種表示デバイス、液晶バックライト、白色照明などに使用されている。

またレーザーダイオード（LD）は光通信用デバイス、CD、DVD などに使用される。 

 

１－１－２ 化合物半導体の市場規模と今後の見込み 

 化合物半導体の世界市場は、2004 年において材料で 1,200 億円、部品で 1.5 兆円であり

2009 年にむけてそれぞれ約２倍の拡大が見込まれている。またデバイス性能の向上に伴い、

ウェーハに対してエピ製品が重要になってきていることがその特徴である。材料別では、

GaAs が今後とも重要であるが、GaN、SiGe の市場拡大が著しいという予想がある。国内の

材料市場は IT バブル崩壊の 2000 年までは年率 10％で成長してきたが、その後停滞し、世

界シェアは 70％から 50％にまで低下している。GaAs、GaP、InP の新しい用途開拓が必要

になってきている。用途別の出荷額としては、LED が 50％、LD が 20％、電子デバイスが
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20％である。製品価格の推移は GaAs、GaP とも 2001 年より安定している。なお、化合物半

導体の輸出状況は、輸出量が生産量の約 50％にあたる 200 億円超で、10 年間増加傾向にあ

る。原材料になる Ga は、世界で 170 トンの需要があるうち、日本が 75％以上を占めて輸

入しており、またリサイクル、リユースを積極的に行っている。In は、供給量が 720 トン

に対して化合物半導体として使用されるのは 7トンに過ぎず、他用途の影響を強く受ける。

輸入元は 70％以上が中国であり、In、Ga も含めてほとんどの金属材料を中国に頼っている

状況である。 

 

１－１－３ 炭化珪素(SiC)の需要動向 

 SiC は高温に強く、絶縁破壊電界が高い、また GaN との格子定数差が小さいなどの特徴

を有し、その用途として高温動作デバイス、パワーデバイス、高周波デバイス他、GaN 用

の基板で用いられている。その中でも白色LED用のGaN基板として使われる割合が大きい。

なお、SiC の市場は米国の CREE 社がほぼ 1社独占状態であり、日本勢はコスト、品質で遠

くおよばない状況である。 

 SiC の市場予測として、GaN-LED 用 6H-SiC 基板、パワーデバイス用 4H-SiC 基板、車載用

ダイオード／トランジスタ用 4インチ SiC 基板、高周波デバイス用があり、市場規模その

ものに違いはあるものの市場は拡大していく見込みである。なお、材料であるウェーハの

価格は 2インチが数年で 10 分の 1に下落し、3インチ、4インチは緩やかに下落すると予

測される。SiC 事業は、CREE 社が 85～90％のシェアを占めており、その他の会社が同程度

の品質を提供できるようになると市場は爆発的に増加すると見込まれる。 

 

１－１－４ 化合物半導体製造企業構造 

 国内の化合物半導体材料メーカーは 10 社あるが、専業メーカーはなく、大会社の一部門

であるところが大半である。また、化合物半導体の大消費地の一つである台湾に生産拠点

を設立している会社もある。ここ数年各社の出荷額は大きな増減はなく、多くても 150 億

円程度で推移している。化合物半導体材料の市場拡大、適用拡大が思わしくない状況の中、

8 社で小さいパイを奪い合っているという状態である。また世界の化合物半導体材料メー

カーは、米国に 12 社、欧州に 7社、台湾に 7社、韓国に 3社あり、材料専業メーカーが多

い。中でも CREE 社は群を抜いている。 

 化合物半導体の単結晶製造装置については基板メーカーが自社開発し、量産装置を設備

メーカーに作らせるという場合が多く、結晶装置製造の専業メーカーは特に見当たらない。

一方、エピ装置メーカーはアイクストロン、ビーコインスツルメンツ、オックスフォード

インスツルメンツなど世界中にあり、海外のメーカーが独占しており、国内に対抗するメ

ーカーは太陽日酸を除いてほとんどない。 

 

１－１－５ 化合物半導体材料別技術動向と用途展開（Si を含む） 

 市場の動向は、次の 3つの流れに沿っている。 

・光デバイス系は、室内照明用、表示板、車載ランプ等から GaN 系、SiC を中心とした高

出力化、短波長化 

・電子／パワーデバイス系は携帯電話（末端、基地局）、衛星放送、ETC 等から GaN 系を中
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心とした高出力化 

・次世代 ITS、ミリ波 LAN 等の要望から InP を中心とした高周波数化 

 化合物半導体材料の製造技術としては、バルク単結晶製造技術とエピタキシャル製造技

術が主体である。SiC や GaN のバルク単結晶製造方法は溶解法ではないが、それ以外の工

程は同様である。 

 バルク単結晶製造技術については、HB 法、LEC 法、GaAs の主流である VB 法、SiC 用改良

Lely 法、GaN の製造法（アモノサーマル法が開発中）、AlN バルク結晶の製造（昇華法、HVPE

法（気相法）、フラックス法） 

 エピタキシャル製造技術については、LPE 法（液相エビ成長法）、HVPE 法（GaN の自立基

盤作成プロセス）、MBE 法（研究用）、MOCVD 法（現在の主流）、エピ技術の課題には、①エ

ピ基板評価技術の向上、②エビ基板の品質保証・標準化、③エピ量産技術と価格対応（Si

と競合可能なコスト）：多数枚･大径化装置技術が上げられる。 

 

１－１－６ 化合物半導体のロードマップ（用途、関連施策） 

 各報告書に基づき作成した材料別（Si、GaAs、InP、SiC、GaN）のロードマップ（ウエー

ハサイズ、基板サイズ、用途、技術・品質課題と関連施策）を調査した。その結果を① Si

パワーデバイスのロードマップ② GaAsのロードマップ③ InPのロードマップ④SiCのロ

ードマップ⑤ GaN のロードマップとして図示した。 

 

１－２ 窒化物半導体の特性と応用分野 

 窒化物半導体は、III-V 族半導体において、V族元素として窒素を用いた半導体。窒化ア

ルミニウム(AlN)、窒化ガリウム(GaN)、窒化インジウム(InN)、およびそれらの混晶

(AlxGayIn1-x-yN)が代表である。 

窒化物系化合物半導体は、従来のシリコン半導体や GaAs・InP・SiC などの化合物半導

体に比べてバンドギャップの大きいワイドギャップ半導体であり、またガリウム、インジ

ウム、アルミニウムの濃度を変化させることにより、大きくバンドギャップを変化させる

ことが出来る。そのため可視光領域のほぼ全てをカバーでき、発光材料として有望視され

ている。また、パワーデバイス、高周波デバイス、発光デバイスなど、今後の IT 社会、生

活の安心で安全な社会、省エネ社会を支える重要デバイス分野で、飛躍的な性能向上と消

費電力削減への貢献が期待されている。 

 

１－２－１ 窒化ガリウム（GaN; Gallium Nitride ） 

GaN は、ガリウムと窒素で構成する化合物半導体であり、バンドギャップは室温におい

て 3.45eV、波長では約 365 nm に相当し、紫外領域の光源となる。これらの物性値から GaN

の有用性を推し量ると、GaN は高パワー・高周波素子として非常に優れていることがわか

る。また、前述したように GaN のエネルギーギャップは Si の 3 倍以上もあることから、高

温でもリーク電流が少なく、600℃程度でも半導体の性質を保つことが可能であり、高温素

子としても大いに期待される。 

 

１－２－２ 窒化アルミニウム（AlN; Aluminum Nitride） 
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AlN は、強い結合エネルギーに基づく大きな熱伝導度と大きな弾性定数を持っている。

加えて、直接遷移型で最大の 6.2eV となるバンドギャップ を持ち、1018cm-3程度の n 型ド

ーピングが可能な半導体材料を有する半導体でもある。 

AlN の応用は、熱伝導度と弾性定数の大きさにより、これまで高放熱性絶縁材料や圧電素

子として検討されてきた。半導体としてよりもセラミックスとしての応用のほうが先に実

用化されており、焼結体のヒートシンクへの適用は有名である。 

  単結晶を半導体として用いる場合には、GaN 系デバイス用の基板材料としての期待が挙

げられる。AlN 基板は高い熱伝導度のほかに、GaN 系材料に対して小さな格子不整合、絶縁

性、透明といった特徴があり、高出力化が進む GaN 系デバイス用あるいは紫外発光素子の

基板としても有望である。さらに、光学的・電気的特性から見ると、紫外 AlGaN 系 LED、

電子放出源、AlGaN/GaN HEMT をはじめとするフィールドエミッターへの応用も期待される。 

 

１－２－３ 窒化インジウム（InN; Indium Nitride） 

 InN はⅢ族窒化物半導体の中で最もバンドギャップが狭く、有効質量は一番小さく、電

子の移動度やドリフト飽和速度は一番大きい。光や電子デバイス用材料として新しい応用

が期待されてきたが、結晶成長が難しく、その研究は最も遅れていた。その主な原因は、

In と N に解離する温度がきわめて低く、成長温度での窒素分子の平衡蒸気圧が高く、整合

した基盤がないなどのため、結晶成長がきわめて難しかったことである。 

 InGaN は多接合タンデム太陽電池に適した材料と考えられているが、この材料系で太陽

電池を実現するためには解決すべき多くの課題がある。最も重要な課題が p型伝導体の実

現である。InN の p 型伝導実現については Mg ドーピングの検討が、MBE 法、MOVPE 法とも

に最近開始されており、今後の進展が期待される。 

 

１－２－４ 窒化物混晶 

 窒化物半導体の特徴の一つに、同一結晶構造の化合物同士では三元、または四元混晶（一

般式：AlxGayIn1-x-yN）の作成が可能であるということである。混晶もすべて直接遷移型バ

ンド構造をもち、そのバンドギャップは室温で 1.9 eV から 6.2 eV におよぶため、紫外域

から可視光全域をカバーする発光ダイオード、レーザーダイオードおよび紫外線検出素子

用材料として最も有望な半導体である。 

 

１－３ 窒化物半導体の応用による省エネ効果 

１－３－１ 窒化物半導体を用いる事による省エネの指針 

2005 年 1 月に産業技術環境局 深野弘行により発表された「今後の地球環境問題への対

応」により、京都議定書の概要を抜粋して示した。 

 

１－３－２ 窒化物半導体の導入による削減効果 

本プロジェクトによって、既存技術では実現できなかった高輝度 LED、高出力デバイス、

高周波デバイス、医療・バイオ用光源、高精細ディスプレー用光源など適用製品の大幅な

省エネが可能となる。このうち高い省エネ効果が期待できる照明器具、パワーデバイスで

ある汎用インバーター、高周波デバイスである携帯電話の基地局について試算した。 
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現在、照明として多くの場所で使用されている白熱灯・蛍光灯を、長寿命・高効率の LED

照明に置き換えた際の CO2排出削減見込み量は、2020 年時点において 521 万 tCO2／年（原

油換算量 199 万 kL／年）、2030 年では 736 万 tCO2／年（原油換算量 281 万 kL／年）と推定

される。 

 現在、建設・土木機械、食料加工機械、搬送機械、ファン・ポンプなどに用いられてい

るSi半導体の汎用インバーターに対して、窒化ガリウムに置き換えた際のCO2削減見込み量

は、2020年時点において269万tCO2／年（原油換算量103万kL／年）、2030年では625万tCO2

／年（原油換算量239万kL／年）と推定される。 

 現在、携帯電話基地局の送信アンプに使用されている砒化ガリウム／シリコン半導体ト

ランジスタを、窒化ガリウム結晶による高電子移動度トランジスタ「窒化ガリウムHEMT」

に置き換えた際のCO2排出削減見込み量は、2020年時点において272万t CO2／年（原油換算

量104万kL／年）、2030年では496万t CO2／年（原油換算量189万kL／年）と推定される。 

 

１－４ 窒化物系化合物半導体導入シナリオ 

  

１－４－１ 導入シナリオの概要 

 近年のわが国のテーマである超高速インターネット衛星に代表される本格的な情報 IT

社会の到来、新国家エネルギー戦略による省エネ対策の継続的な推進、高度な道路交通シ

ステム（ITS)の導入などによる安心で安全な社会を実現するために、窒化物半導体の特徴

を生かした製品群を活用していくことが重要である。 

  ここでは、「窒化物系化合物半導体導入シナリオ」について、導入シナリオを目標である

マイルストーンとともに述べる。また、検討結果を一覧できる図表も掲載した。 

  対象としては高輝度 LED、短波長 LD、受光デバイス、高周波デバイス、パワーデバイス

の 5つを取り上げ、それぞれに応用分野・対応技術・マイルストーンを設定し、委員会で

の議論をもとに導入シナリオを作成した。 

 

１－４－２ 導入シナリオ 

 ５つのデバイスについて図で示したが、概ねＬＥＤ，ＬＤ，受光デバイス、高周波デバ

イス、パワーデバイスの順で市場導入が進んでいくとみられる。 

 

第２章 窒化物系化合物半導体技術マップ 

２－１ 技術マップの概要 

ここでは「窒化物系化合物半導体技術マップ」と題して、窒化物系化合物半導体の分類

と技術の全体像に関して検討を加えた。また、検討結果を概観できるよう一覧表も掲載し

た。 

  技術マップは大別すると光デバイスと電子デバイスの 2つに分かれるが、対象に高輝度

LED、短波長 LD、フォトディテクターと太陽電池（受光デバイス）、高周波デバイス、パワ

ーデバイスの 5つを取り上げ、5分類構成にした。加えて、この 5分類をさらに応用分野、

材料およびプロセス、デバイス特性の小分類に分けて、それぞれ技術を対応させた。 

  技術は、技術 1～3の 3階層構成で表示した。 
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２－２ 技術マップ 
高輝度 LED、短波長 LD、受光デバイス、高周波デバイス、パワーデバイスに分類し、そ

れぞれの応用分野や材料およびプロセス、材料特性の上で重要となってくる技術について

細分化し、一覧として示した。 

 
２－２－１ 技術マップ（光デバイス１）一覧表を示した。 
２－２－２ 技術マップ（光デバイス２）一覧表を示した。 
２－２－３ 技術マップ（電子デバイス）一覧表を示した。 
２－３ 技術マップ中のキーワード 

技術マップ中にあるキーワードを取り上げ、それぞれを詳細に報告した。 

 

第３章 窒化物系化合物半導体技術ロードマップ 

３－１ 各応用分類の重要課題の達成目標値（マイルストーン） 
 対象として、高輝度LEDと短波長LD、受光デバイス（フォトディテクターと太陽電池）、
高周波デバイス、パワーデバイスの 5つを取り上げ、それぞれについて重要課題を抽出す
るとともに達成目標（マイルストーン）を設定した。 
３－２ 技術ロードマップ 
 ここでは「窒化物系化合物半導体技術ロードマップ」を検討・作成した。また、検討結

果を全体イメージとして把握できるよう図表も掲載した。 

３－２－１ 発光デバイス技術ロードマップ （高輝度 LED） 
３－２－２ 発光デバイス技術ロードマップ （レーザー）  

３－２－３ 受光デバイス技術ロードマップ （フォトディテクター・太陽電池） 
３－２－４ 高周波デバイス技術ロードマップ 

３－２－５ パワーデバイス技術ロードマップ 

 

第４章 まとめ 

 本報告では、窒化物系化合物半導体の想定デバイスごとの導入シナリオの策定とそれを

実現するために必要となってくる技術マップの作成、重要技術の抽出と目標値の設定によ

るロードマップの作成を行った。 

 この背景には、大量で上質な情報共有を行う本格的な IT 情報社会の到来があり、携帯電

話、光通信や衛星放送などの無線通信が更なる高性能化が求められていること、温暖化の

防止、原油価格の高騰をはじめとする世界の厳しいエネルギー情勢を踏まえ、エネルギー

消費効率を 2030 年までに 30％改善する事などが盛り込まれた新・国家エネルギー戦略を

実現する継続的な省エネルギー対策の推進を図る必要があること、高度な道路交通システ

ム（ITS）の導入などによる安心で安全な社会を実現するなどの社会ニーズがあげられる。 

  

 窒化物系化合物半導体は、現在エレクトロニクスで中核を担うシリコンが単一の元素か

らなる半導体であるのに対して、多種の元素が結合しているために材料特性や混晶・ヘテ

ロ構造の活用によって、シリコンでは実現し得なかった機能を有するデバイスを作成する

ことが可能である。窒化物系化合物半導体の優位性は、シリコンが光デバイスに適さない
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のに対して、バンドギャップが広く、紫外、可視、赤外までの広範な波長域をカバーする

ことや、飽和ドリフト速度が高いこと、高周波特性に優れ、化学的安定性、熱伝導度、絶

縁破壊電界などが高いことなどがある。この優れた特徴のために、仕様用途が光デバイス

として照明用の高輝度 LED や DVD、計測用の LD、UV-センサーや高効率太陽電池、電子デバ

イスとして携帯電話基地局や高度道路交通システム用の高周波デバイス、汎用インバータ

ーや HEV 用のパワーデバイスなど多岐にわたる。また市場の動向としては、光デバイスは

室内照明用、表示板、車載ランプなどから高出力化、短波長化、電子デバイスは携帯電話

（基地局、末端）、衛星放送、ETC などから高出力化という要望がデバイスユーザーからで

ている。 

 

 調査の結果、窒化物系化合物半導体の導入を推移していく上で重要となる課題は、GaN

系結晶バルクウェーハ（口径、転位密度）の開発、GaN 系のエピ成長技術の開発、Al・In

に対する GaN 系組成制御技術の開発、GaN 系物性制御・評価技術の開発、GaN 系デバイスプ

ロセスの開発などが重要なテーマとなる。  

 

 上記の開発テーマに国家として取り組むことにより、無線通信の速度をメガからギガに

向上させることや、高輝度 LED・汎用インバーター・携帯電話基地局について試算した省
エネ効果が得られること、また次世代の交通システムの実現などが期待できる。 

 
以上 
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