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（様式４） 

二国間交流事業 共同研究報告書 
 

平成２８年３月３１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 東京工業大学・量子ナノエレクトロニクス研究センター  

（ふりがな）      おだ    しゅんり 

職・氏 名  教授・小田 俊理                 
 

1. 事 業 名 相手国（ 中国 ）との共同研究  振興会対応機関（ CAS ） 

2. 研 究 課 題 名  熱電発電応用を目指した Si/SiGeナノワイヤヘテロ構造の研究                                       

3. 全 採 用 期 間  

平成 ２５年４月１日 ～ 平成 ２８年３月 ３１日 （３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  4,110,943 円 

初年度経費 1,500,000円、 ２年度経費 1,260,943円、 ３年度経費 1,350,000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 

水田 博 

波多野 睦子 

内田 建 

河野 行雄 

小寺 哲夫 

北陸先端科学技術大学院大学・教授 

東京工業大学・教授 

慶應義塾大学・教授 

東京工業大学・准教授 

東京工業大学・准教授 

（2）相手国側研究代表者 

所属・職名・氏名 中国科学院 半導体研究所・教授・LI Chuanbo                                   

（3）相手国参加者（代表者は除く） 

氏  名 所 属・職 名 

Buwen Cheng 

Chunlai Xue 

Yuhua Zuo 

Qiming Wang 

Shaoyun Huang 

中国科学院半導体研究所・教授 

中国科学院半導体研究所・准教授 

中国科学院半導体研究所・准教授 

中国科学院半導体研究所・教授 

北京大学・副教授 
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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。） 

 

本研究の目的は、Si および Ge のナノワイヤをコアシェル構造や超格子構造などの種々の構造で形成して、

高効率熱電素子としての可能性を実験的に調べる事である。 
SiGe ナノワイヤの作製では、東工大で Au または Ag 触媒 VLS-CVD （ vapor-liquid-solid 

chemical-vapor-deposition)法により Si および Ge のコアシェルナノワイヤを形成する。中国科学院では、

UHV-CVD (ultra-high-vacuum CVD)法により Si/Ge 超格子薄膜を堆積した後に１段階化学エッチング法に

よりナノワイヤを形成する。作製されたナノワイヤの構造、結晶性、欠陥などの評価には、TEM、SEM、フォトル

ミネセンス、Tip増強ラマン散乱法などを用いる。SiGeナノワイヤ熱電素子の作製では、東工大および中国科学

院で形成されたナノワイヤを用いて、東工大量子ナノエレクトロニクス研究センターでデバイスを作製する。電子

ビーム露光装置で電極パターンを形成し、ナノワイヤデバイスを作製する。電気伝導度、熱伝導度、熱起電力

の測定を行う。東工大のデバイス作製技術と中国科学院の熱電特性測定技術を相補的に融合することが狙い

である。 
 Ge/Si コアシェルナノワイヤの作製では、Si シェルを形成する際に金粒子が核となって Si ナノツリ

ー構造を形成してしまうことが問題であった。東工大では Ge ナノワイヤの形成後、Si シェルを連続し

て形成するため昇温する過程で Ge 原料ガスを供給し続ける方法により金粒子のマイグレーションを抑

制して、ナノツリー構造の無い Ge/Si コアシェルナノワイヤの形成に成功した。さらに電子ビーム露光

技術により熱電素子を形成して熱電特性の測定を行った。その結果、従来の BiTe 系熱電素子に匹敵す

る熱電性能指数 ZT～0.6を得た。さらにナノワイヤ径を縮小することにより、ZTが 1を超える性能を達

成できる見込みを示した。 

 また、1 次元ナノワイヤ構造だけでは無く、0 次元半導体量子ドット、2 次元原子薄膜、新材料 GeSn

など多くの新規材料研究に展開し、多くの知見を得ることが出来た。 

 

日本側研究代表者の小田俊理は、H25年 11月、H26 年 8 月、H27年 10 月の 3 回（延べ 18日間）にわ

たって北京の中国科学院半導体研究所を訪問し、中国側研究代表者の C.B.Li 教授はじめ共同研究参加

メンバーと研究討論を行った。さらに、半導体研究所の研究者、大学院生に対して 3回のセミナー講演

を行い、質疑応答を通じて相互の国際共同研究に対する理解を深めた。さらに、北京滞在中には、北京

大学の Shaoyun Huang副教授、Ru Huang教授を訪問し、セミナー講演を行った。また、清華大学微電子

学研究所に Wei Chen教授、Ning Deng教授、Huaqiang Wu 副教授を訪問して、高速電子デバイスに関す

る意見交換を行った。 

 日本側研究分担者の河野行雄准教授は H26年 3月、波多野睦子教授は H27年 10-11月、北陸先端科学

技術大学院大学の水田博教授は H26年 3月と H28年 3月の 2回にわたって北京を訪問し、半導体研究所

において研究討論およびセミナー講演を行った。 

 

 一方、中国科学院半導体研究所からは、C.B. Li 教授をはじめ、共同研究者が H26 年 2 月、H26 年 11

月、H27 年 3月、H28年 3月の 4回（延べ 12 名、70 日）にわたって東工大を訪問し、共同研究を実施、

討論を行った。また、半導体研究所の研究者の訪問に合わせて、東工大で量子ナノ構造半導体に関する

国際ワークショップを開催した。二国間共同研究の参加メンバーの他にも、東工大を訪問中の海外の研

究者等が招待講演を行った。H26 年 2 月 5 日には、カリフォルニア大学サンタバーバラ校の Kaustav 
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Banerjee 教授により「2D Electronics: graphene and beyond」と題する基調講演があった。H26 年 11

月 4 日には、フランス CEA/LETI の Simon Deleonibus 部長、パリ大学の Mohamed Boutchichi 准教授、

さらに東工大小田研究室に滞在中の若手博士研究員である、Marolop D. K. Simanullang（インドネシ

ア）、Zhengyu Xu（中国）、Jaime Oscar Tenorio Pearl（メキシコ）、David Herbschleb（オランダ）の

講演があり、名実ともに国際色あふれるワークショップとなった。H28年 3月 30日には、二国間共同研

究の最終国際シンポジウムを開催し、東工大から 6件の講演、慶應義塾大学から 1件、中国科学院半導

体研究所から 4件の研究発表の他、フランス CEA/LETIの Simon Deleonibus部長による特別講演が行わ

れた。 

 

この研究期間中に得られた成果の一つ、新半導体材料 SnGeの作製に関する論文を共著で出版された。 
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7．派遣・受入実績 

（１） 全研究期間中に相手国または相手国以外の国を訪問した日本側参加者氏名、派遣期間、主たる訪問

先（年度毎に並べ、相手国以外の国における訪問先には下線を引き、国名を明記してください。） 

氏名 
期      間 

（現地到着日～現地出発日） 
主たる訪問先 

H25年度 

小田 俊理 

河野 行雄 

水田 博 

 

H26年度 

小田 俊理 

 

H27年度 

小田 俊理 

波多野 睦子 

水田 博 

 

 

H25/11/4-11/7 

H26/3/19-3/21 

H26/3/27-3/29 

 

 

H26/8/9-8/18 

 

 

H27/10/31-11/3 

H27/10/31-11/3 

H28/3/10-3/12 

 

 

中国科学院半導体研究所・中国 

中国科学院半導体研究所・中国 

中国科学院半導体研究所・中国 

 

 

中国科学院半導体研究所・中国 

 

 

中国科学院半導体研究所・中国 

中国科学院半導体研究所・中国 

中国科学院半導体研究所・中国 

 

計 7 名（延べ人数） 計 31日 

（２）全研究期間中に受け入れた相手国参加者氏名、来日期間、主たる訪問先（年度毎に並べ、振興会か

ら滞在費等の支給を受けた研究者に＊印をつけてください。） 

氏名 
期      間 

（来日日～離日日） 
主たる訪問先 

H25年度 

＊Buwen Cheng・中国科学院 

＊Chuanbo Li・中国科学院 

＊Chulai Xue・中国科学院 

H26年度 

＊Chuanbo Li・中国科学院 

＊Chunlai Xue・中国科学院 

＊Buwen Cheng・中国科学院 

＊Chuanbo Li・中国科学院 

＊Yuhua Zuo・中国科学院 

H27年度 

＊Chuanbo Li・中国科学院 

＊Chunlai Xue・中国科学院 

＊Buwen Cheng・中国科学院 

Zhi Liu・中国科学院 

 

H26/2/4-2/8 

H26/2/4-2/8 

H26/2/4-2/8 

 

H26/11/2-H26/11/8 

H26/11/2-H26/11/8 

H26/11/2-H26/11/8 

H27/3/23-H27/3/29 

H27/3/23-H27/3/29 

 

H28/3/27-H28/3/31 

H28/3/27-H28/3/31 

H28/3/27-H28/3/31 

H28/3/27-H28/3/31 

 

東京工業大学 

東京工業大学 

東京工業大学 

 

東京工業大学 

東京工業大学 

東京工業大学 

東京工業大学 

東京工業大学 

 

東京工業大学 

東京工業大学 

東京工業大学 

東京工業大学 

 計 12 名（延べ人数） 計 70 日 




