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（様式４－１） 

二国間交流事業 共同研究報告書 

 

平成２６年４月１４日 
 

 独立行政法人日本学術振興会理事長 殿 

 

共同研究代表者所属・部局  名古屋大学・工学研究科        

（ふりがな）        ざいま   しげあき 

職・氏 名  教授・財満 鎭明         
 

1. 事 業 名 相手国（ ベルギー ）との共同研究  振興会対応機関（ FWO ） 

2. 研 究 課 題 名 先端電子・光電子デバイスに向けたシリコンゲルマニウム錫薄膜形成技術と物性解明  

3. 全 採 用 期 間 

平成 24 年 4 月 1 日 ～ 平成 26 年 3 月 31 日（ 2 年 0 ヶ月） 

4. 経 費 総 額 

（1）本事業により執行した研究経費総額 4,840,000 円 

初年度経費 2,420,000 円、 ２年度経費 2,420,000 円、 ３年度経費    0 円 

（2）本事業経費以外の国内における研究経費総額 0 円 

5．研究組織 

（1）日本側参加者（代表者は除く） 

氏 名 所 属・職 名 

中塚理 名古屋大学・准教授 

坂下満男 名古屋大学・助教 

竹内和歌奈 名古屋大学・助教 

黒澤昌志 日本学術振興会特別研究員（ＰＤ） 

加藤公彦 名古屋大学・博士研究員 

柴山茂久 名古屋大学・博士課程後期課程 

浅野孝典 名古屋大学・博士課程後期課程 

山羽隆 名古屋大学・博士課程後期課程 

池進一 名古屋大学・博士課程前期課程 

朝羽俊介 名古屋大学・博士課程前期課程 

保崎航也 名古屋大学・博士課程前期課程 

木戸脇翔平 名古屋大学・博士課程前期課程 

大村拓磨 名古屋大学・博士課程前期課程 

鈴木陽洋 名古屋大学・博士課程前期課程 

荒平貴光 名古屋大学・博士課程前期課程 

（2）相手国側研究代表者 

所属・職名・氏名 Interuniversity Microelectronics Center (imec)・Chief Scientist・Matty Caymax 
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（3）相手国参加者（代表者は除く） 

氏  名 所 属・職 名 

Andre Vantomme Katholieke Universiteit Leuven・Full Professor 

Kristiaan Temst Katholieke Universiteit Leuven・Full Professor 

Roger Loo imec・Senior scientist 

Clement Mercling imec・Senior scientist 

Claudia Fleischmann imec・Post doctral fellow 

Federica Gencarelli imec・Post doctral fellow 

Yosuke Shimura imec・Post doctral fellow 

Wei Wang imec・Post doctral fellow 

Somya Gupta imec・Post doctral fellow 

Arul Kumar imec・Senior scientist 

 Annelies Delabie  imec・Senior scientist 
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6．研究実績概要（全期間を通じた研究の目的・研究計画の実施状況・成果等の概要を簡潔に記載してくださ

い。） 

本共同研究では、(Si)GeSn 自身の材料物性および(Si)GeSn と絶縁膜などの異種材料界面物性の解明を

進め、次世代の非 Si 系高移動度チャネル材料および高電子デバイスのための直接遷移型半導体の開発を

推進する。本年度は、主に下記の 3 項目に則って共同研究を進めた。 

①Ge(Si)Sn 混晶エピタキシャル層の結晶成長および物性解明 

両者が有する高品質 GeSn 混晶層の結晶成長技術の構築を目指した。GeSn 層および GeSiSn 層にお

いて、結晶歪みの大きさや基板面方位依存性などを解明し、ひずみエネルギー制御による Sn 析出抑

制・Sn 高組成化技術を構築した。さらに、GeSn 材料の光電特性評価によって、そのエネルギーバン

ドギャップやキャリア移動度等の電子物性と結晶物性との系統的な研究を行った。 

② GeSn 系材料に対する表面・界面制御技術の開発 

Ⅳ族多元混晶材料に対する金属酸化物絶縁膜および金属薄膜との界面物性の解明とその制御技術

を開発した。界面反応、電気的特性に関する共同研究を imec、名古屋大学、ルーベン大学の 3 機関で

推進し、MOS 構造あるいはソース・ドレイン電極応用に向けた技術開発を行った。 

③共同研究成果の共有、若手研究者の育成および社会への還元 

共同研究成果を、学術論文や国際会議で発表すると共に、GeSn 材料に関するワークショップなど

を共同開催し、研究成果の社会への還元を図り、本研究分野の発展に寄与する。また、若手研究者を

連れてベルギー・imec を訪問し、Face-to-face での研究打合せを通して、若手研究者が世界の最先端

の研究者、研究施設に触れる機会を与え、その育成に資する活動を行った。 

 2012 年 9 月には、imec から Roger Loo 博士が名古屋大学を訪問し、終日にわたり、本研究室スタッフ

および学生との研究討論および施設見学を行った。その後、京都で開催された International Conference on 

Solid State Device and Materials（SSDM2012）の会場において、Roger Loo 博士、および講演のため来日

した Geert Eneman 博士（imec）と本学スタッフとで研究討論、試料の交換、および来年度のワークショ

ップ開催に関する打ち合わせを行った。また、Roger Loo 博士は、その後、横浜で開催された International 

Union of Material Research Societies-International Conference on Electronic Materials（IUMRS-IECM2012）に

も参加し、研究成果に関する講演を行うとともに、名古屋大学の発表内容に関して研究討論を行った。 

 2013 年 3 月には、名古屋大学のメンバーが imec を訪問した。参加者は imec の最先端研究施設を見学

した。研究交流会が開催され、名古屋大学、imec、Leuven 大学などから 21 名の研究者が参加した。研

究交流会においては、計 14 件の発表が行われ、活発な研究討論が行われた。また、中塚は、同時期に

ルーベンで開催された国際会議 MAM2013 にも参加し、研究発表および討論を行った。 

 2013 年 6 月に九州で開催された The 8th International Conference on Silicon Epitaxy and Heterostructures 

(ICSI-8)において、名古屋大学、imec、Leuven 大学の研究者が中心となって、GeSn ワークショップとの

ジョイント特別セッションを開催した。この会議には、Imec の Matty Caymax 博士、他 imec の研究者が

複数名来日し、研究発表および討論を行った。 

2014 年 3 月には、名古屋大学のメンバーが imec を再び訪問した。参加者は imec の最先端の研究施設、

装置群を見学した。また、二国間研究交流会が開催され、名古屋大学、imec、Leuven 大学などから 18

名の研究者が参加した。研究交流会においては、計 15 件の発表が行われ、活発な研究討論が行われた。

また、新年度以降の共同研究に関する意見交換も行われた。中塚は、同時期にドイツ・ケムニッツで開

催された国際会議 MAM2013 にも参加し、研究発表および討論を行った。 


