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（様式５） 

二国間交流事業 セミナー報告書 
 

平成 26年 11月 21 日 

 

独立行政法人日本学術振興会理事長 殿 

 

                                     セ ミ ナ ー 代 表 者 所 属 ・ 部 局  独立行政法人物質・材料研究機構・

光・電子材料ユニット 

（ふりがな）  こいずみ さとし 

職・氏 名   主幹研究員 小泉  聡  
 
 
 

1． 事 業 名 相手国名（  フランス  ）とのセミナー（振興会対応機関： CNRS ） 

 

 

2． セミナー名      日仏 CVD ダイヤモンドパワーデバイス研究会         

 

 

3． 期   間  平成 26年 10月 6日 ～ 平成 26年 10月 10日（  5 日間） 

 

 

4． 開 催 地 

（都市名と会場名） 福岡 西新プラザ および 大分県九重町 九州地区国立大学九重共同研修所        

 

5． 参加者数   日本側      ３８ 名（うち、滞在費等本会負担  ２３ 名） 
（代表者を含む） 

相手国側    １４ 名（うち、滞在費等本会負担   ０ 名） 
 

その他の国   ４ 名 
 

参加者  計  ５６ 名 
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6．セミナー参加者 

  (1) 日本側参加者（代表者は除く。また、振興会により経費を負担された参加者には＊印を付すこと。） 

氏    名 所属・部局・職名 

＊寺地 徳之 

＊山本 卓 

＊大谷 亮太 

＊JANSSENS Stoffel  

＊FIORI Alexandre 

＊金子 純一 

＊植田 研二 

澤邊 厚仁 

＊吉武 剛 

＊梅沢 仁 

＊大曲 新矢 

＊川原田 洋 

＊波多野 睦子 

＊岩崎 孝之 

徳田 規夫 

＊山崎 聡 

＊竹内 大輔 

＊牧野 俊晴 

＊加藤 宙光 

＊大橋 弘通 

＊鈴木 真理子 

＊松本 翼 

＊桑原 大輔 

＊川島 宏幸 

楢木野 宏 

片宗 優貴 

儀間 弘樹 

花田 尊徳 

竹市 悟志 

PANGESTY AZIZAH INTAN 

Ahmed Abdelrahman 

（独）物質・材料研究機構・光・電子材料ユニット・主幹研究員 

（独）物質・材料研究機構・光・電子材料ユニット・ポスドク研究員 

（独）物質・材料研究機構・光・電子材料ユニット・ポスドク研究員 

（独）物質・材料研究機構・光・電子材料ユニット・ポスドク研究員 

（独）物質・材料研究機構・光・電子材料ユニット・ポスドク研究員 

北海道大学・大学院 工学研究院量子理工学部門・准教授 

名古屋大学大・学院工学研究科結晶材料工学専攻・准教授 

青山学院大学・理工学部・教授 

九州大学・大学院総合理工学研究院 融合創造理工学部門・准教授 

（独）産業技術総合研究所・関西センター・主任研究員 

（独）産業技術総合研究所・関西センター・主任研究員 

早稲田大学・基幹理工学部 電子光システム学科・教授 

東京工業大学・大学院理工学研究科 電子物理工学専攻・教授 

東京工業大学・大学院理工学研究科 電子物理工学専攻・助教 

金沢大学・理工研究域電子情報学系 薄膜電子工学研究室・准教授 

（独）産業技術総合研究所・エネルギー技術研究部門・総括研究主幹 

（独）産総研・エネルギー技術研究部門・上席主任研究員 

（独）産総研・エネルギー技術研究部門・上席主任研究員 

（独）産総研・エネルギー技術研究部門・主任研究員 

（独）産総研・エネルギー技術研究部門・客員研究員 

（株）東芝・研究開発センター電子デバイスラボ・主任研究員 

（独）産総研・エネルギー技術研究部門・ポスドク研究員 

筑波大学大学院・博士後期課程・大学院生 

筑波大学大学院・博士後期課程・大学院生 

九州大学大学院・総合理工学府 量子プロセス理工学専攻・大学院生 

九州大学大学院・総合理工学府 量子プロセス理工学専攻・大学院生 

九州大学大学院・総合理工学府 量子プロセス理工学専攻・大学院生 

九州大学大学院・総合理工学府 量子プロセス理工学専攻・大学院生 

九州大学大学院・総合理工学府 量子プロセス理工学専攻・大学院生 

九州大学大学院・総合理工学府 量子プロセス理工学専攻・大学院生 

九州大学大学院・総合理工学府 量子プロセス理工学専攻・大学院生 
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Egiza Mohamed 

冨永 亜希 

清水 麻希 

津川 和夫 

山口 馨 

谷口 尚 

九州大学大学院・総合理工学府 量子プロセス理工学専攻・大学院生 

九州大学・大学院総合理工学研究院 融合創造理工学部門・助教 

東京工業大学・大学院理工学研究科・ポスドク研究員 

コーンズテクノロジー株式会社・アプリケーションマネジャー 

株式会社シンテック・営業部・開発担当部長 

（独）物質・材料研究機構・先端材料プロセス U・グループリーダー 
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  (2) 相手国側セミナー代表者 

  所属・職名・氏名 CNRSグルノーブル・ネール研究所・准教授・Julien PERNOT  

 

(3) 相手国参加者（代表者は除く。また、振興会により経費を負担された参加者には＊印を付すこと。） 

氏   名 所属・職名 

ALVAREZ Jose  

BARJON Julien 

BUSTARRET Etienne  

EON David  

GHEERAERT Etienne  

MARECHAL Aurélien 

MURET Pierre  

PERNOT Julien  

PINAULT Marie-Amandine  

PHUNG Luong-Viet  

ROUGER Nicolas  

TALLAIRE  Alexandre  

TRANCHANT Nicolas 

CNRS - LGEP - Gif sur Yvette (Paris)・CNRS Researcher 

GEMaC, Univ. Versailles Saint-Quentin・ Associate professor 

Institut Néel, CNRS, Grenoble・ Director of research 

Institut Néel, Univ. Grenoble・ Associate professor 

Institut Néel, Univ. Grenoble・ Professor 

Univ. Grenoble - NEEL – Grenoble・PhD course student 

Institut Néel, Univ. Grenoble・ Professor 

Institut Néel, Univ. Grenoble・ Associate Professor 

UVSQ - GEMAC - Versailles (Paris)・CNRS researcher 

INSA - AMPERE – Lyon・Associate professor 

CNRS - G2ELab – Grenoble・CNRS researcher 

CNRS - LSPM - Villetaneuse (Paris)・CNRS Researcher 

CEA - LIST - Saclay (Paris)・CEA PhD Ing researcher 

 

(4) 日本または相手国以外の国の参加者 

氏   名 所属・職名（国名） 

Nebel Christoph 

Haenen Ken 

Araujo Daniel  

Nemanich Robert 

IAF, Fraunhofer Freiburg・教授、ユニット長（ドイツ） 

Hasselt Univ.・教授（ベルギー） 

Universidad de Cádiz・教授（スペイン） 

Arizona State Univ.・教授（アメリカ） 
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7．セミナー概要（セミナーの目的・実施状況・成果等を簡潔に記載してください。） 

本セミナーでは日仏双方からダイヤモンドパワーデバイスに関する研究を行う研究者、およびこれから

研究者として活躍が期待される若手（学生を含む）の人材を結集して活発な議論、意見交換を行う。ダイ

ヤモンドの CVD 結晶成長、ドーピング等の半導体基礎技術、物性評価、デバイス化技術、基本デバイス評

価等の議論を通して、次世代パワーデバイスとして利用するための基礎学理の構築、問題点の共有、戦略

的研究ポイントの明確化を目的とする。さらに、日仏以外の関連研究を行うキーパーソンからも本研究テ

ーマに関する講演をしていただき広く世界の動向と照らして議論を進める。 

2014年 10月 6日(月)から 10 日(金)の 5日間、九州大学の会議施設においてセミナーを開催した。前半

は福岡の西新において、九州大学西新プラザを会場として九州大学エネルギー基盤技術国際教育研究セン

ターとの共催で行った。九州大学側からのセミナー参加も歓迎し、初日は主に日本および欧米におけるダ

イヤモンドパワーデバイス研究プロジェクトの紹介、研究方針の説明、主要な成果に関して報告がなされ

た。2 日目はダイヤモンド研究に欠かせない結晶成長に関するセッションを設けた。これらにより、本研

究テーマに関する議論の基礎を形成することを目的とした。2 日目の講演終了後、会場を九州地区国立大

学九重共同研修所研に移し、九州大学グリーンアジア国際戦略プログラムと共催でセミナーを続けた。こ

の研修所は大分の山間部に位置し、都会の喧噪から離れて研究議論に集中することができる。さらに、グ

リーンアジアプログラムに所属する学生の参加を得て、一部合宿形式で交流を充実させることも目的とし

た。3 日目はパワーデバイス応用に欠かせない半導体ドーピングに関するセッションを始めに、金属ダイ

ヤモンド界面、基本的デバイスであるショトキーダイオード、MESFET およびセンサーに関する討議を行っ

た。ドーピングに関しては比較的最近の研究成果である n型ダイヤモンド成長に関する議論を行った。こ

こでは、最新の研究成果であるドーピングの異方性制御によるデバイス形成、新規 n型ドーパント探索に

関する報告などがなされ密度の濃い議論が展開した。4 日目はダイヤモンドパワーデバイスのデザイン、

pn 接合などを用いたデバイスに関する最新の研究成果が報告された。ダイヤモンドの優れた物性を生かす

用途に関する議論、独特の性質を生かした新構造デバイスの研究など、最先端の議論が展開された。この

議論は次世代のパワーデバイスとしてダイヤモンドを用いていく骨格形成のために非常に意義深く、今後

の研究方向性を検討する重要な一歩となった。最終日はダイヤモンドデバイス研究のアイデア提案、他材

料との棲み分けを意識した研究方向性に関する重要な講演がなされ、ダイヤモンド研究戦略の重要性を参

加者に印象づけた。 

総じて、半導体材料としてようやく形ができてきたダイヤモンドの研究分野を、今回のセミナーを通し

てデバイスの出口を意識した次のステップに移していく重要な足がかりとなったと考える。参加者同士の

交流も研修所での缶詰議論の末、非常に密接に、有機的に行うことができた。今後の研究展開に大きくプ

ラスに作用したと確信する。 

 


