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１． 概要 

日本学術振興会「結晶の加工と評価 第 145 
委員会」では、標記の国際フォーラムを以下

のような概要で開催しました。 
○開催期間：平成 26 年 10 月 19 日（日）～

平成 26 年 10 月 22 日（水）（４日間） 
○開催場所：静岡県浜松市、浜松コングレス

センター3階会議室 
○発表件数：57 件（招待講演 29 件，一般ポ

スター発表 28 件；国内 75 人，海外 26 人） 

 
 

 
○参加者数：101 人（学界：69 人,産業界：32
人）,加えて企業展示：23 名,海外（学界 20 人、

産業界 6 人）英国：1 人，ポルトガル：１人, ア
メリカ：１人, ドイツ：7 人，フランス： 1
人，中国：1 人，韓国：2 名,ベルギー：2 人，

オーストラリア：1 人, 他 9 名） 
○予算総額：9,323,528 円（独立行政法人日

本学術振興会経費負担額 2,560,000 円を含

む） 

 
 

２． 実施概要・成果および成果公開について  

「第 7 回シリコン材料の科学と技術フォー

ラム」は、本フォーラムの創設者、東北大学

名誉教授・角野浩二氏の設立趣旨に従い、（１）

産学連携の強化と実質化、（２）次世代を担

う若手技術者・研究者の育成、（３）技術者・

研究者の国際レベルでの交流を主な目標に掲

げて、シリコン材料の科学と技術に関する学

術論文の発表と討論を10月 19日から22日ま

で 4日間に亘り実施しました。会議では著名

な研究者を国内外から招き招待講演を行う

とともに、website を通じてポスター発表

を国際的に募集しました。シリコンフォーラ

ムの参加者総数は 101 名、代表的なシリコン

ウェーハやデバイス製造メーカの研究者や技

術者が約 30％、大学・研究所の研究者、そし

て学生が 70％でした。また主講演会場に隣

接して、広告協賛企業（22 社，1 団体）に

よる技術・製品の広告展示を実施しました。 

今回は、シリコン材料の格子欠陥および不

純物制御に必要な材料科学の基礎的な内容を、

「世代交代」を意識してシリコン材料分野の

著名な講師を招待し講義していただきました。

フォーラムプログラムは、先ず、Prof. H. Bracht、

Prof. W. Bergholz,、Dr. José Coutinho、Prof. R. A. 

Peaker に 1 時間の講義、これに引き続き、格

子欠陥と不純物、パワーデバイスと関連材料、

Si 結晶成長、Si ウェーハとデバイス、評価技

術、フォトニクス、浜松からの最近の話題、

太陽電池と結晶成長、そして最後に将来の Si

技術など、最新の技術動向を見極め広く俯瞰

できるように設定しました。人材育成面では、

若手研究者のショートプレゼンおよび発表奨

励賞を設け、若い研究者・技術者育成に力を

入れました。プロシーディングス（340 ペー

ジ）も計画通り発刊し、フォーラム初日に参

加者に配布しました。さらに、充実した講演

内容を世界中に届けられるように出版事業が

進行中で、夏までに Springer から今回の代表

的な講義内容を”Lecture Note in Physic”シリ

ーズの一冊として出版いたします。 

 

３． 講演，セッション，およびイベント 

フォーラムでは、シリコンを基盤材料とす

る LSI、太陽電池、パワーデバイス、Si フォ

トニクス、放射線検出器など幅広いデバイス

への応用に関する最新の話題と、結晶育成、

格子欠陥や不純物制御に必要な材料科学の基

礎について議論いたしました。講演の質は極



めて高く、未解決の基礎的問題や関連する欠

陥評価技術についても活発な議論が行われま

した。今回は特別講演として、浜松ホトニク

ス社から「すばる望遠鏡」に搭載された高性

能・大型 CCD（電荷結合素子）イメージセン

サー、さらには CERN でヒッグス粒子発見の原

動力になった放射線検出器技術に関する発表

も行われました。また、半世紀以上に及ぶ研

究の歴史があるシリコン中の鉄不純物の問題

にも注目が集まりました。 

 

(a) 招待講演 

海外からの著名な研究者による招待講演と

して、下記 7件を含む 29 件を実施しました。 

[1] H. Bracht, University Münster: Diffusion and 
point defects in silicon materials  

[2] W. Bergholz, Jacobs University: Defect 
Engineering in Silicon Materials  

[3] J. Coutinho, University of Aveiro: Atomic defects 
and impurities in silicon materials based on 
density functional theory  

[4] A.R. Peaker, University of Manchester: Defect 
evaluation techniques for electronic and solar 
grade silicon  

[5] G. Langouche, University of Leuven: Nuclear 
methods to study defects and impurities in Si 
materials using heavy ion accelerators 

[6] L. Vivien, Univ. Paris-Sud: High-speed Si 
optoelectronic devices 

[7] D. Macdonald, The Australian National 

University: Gettering and hydrogenation of 
interstitial iron in silicon for solar cells 

 
（b）ポスター発表 

 フォーラム 2 日目は夕刻からポスター発

表を行いました。セッションでは若手育成の

ために、先ず、3 分間のショートプレゼンを

行い、その後、隣接会場で 27 件のポスター発

表を実施しました。軽食を提供しての会場で

は遅くまで熱気あふれる、非常に活発な議論

が行われました。 

 

（c）ソーシャルイベント 

会 期 初 日 は 参 加 者 登 録 と と も に 、

Get-together Party を実施し、日本文化の紹介と

して和太鼓演奏を実施しました。また晩餐会

を３日目の夕方に行いました。晩餐会では

Young Researchers Award を 3名の学生に授与

しました。最終日には、世界遺産で話題の富

士山へのエクスカーションを実施しましたが、

天候が悪く 5 合目の散策はできませんでした。

このようなイベントは、技術者・研究者の国

際レベルでの交流が主な目的です。エクスカ

ーションは海外からの招待講演者と交流し、

議論する絶好の機会ですが、国内参加者の多

くは観光と考えておられたのか、天候が悪く

参加しなかった方が多数見受けられました。

次の世代を担う方々は、「開かれた心を持って

自由に議論できるように努力していただきた

い」と期待しています。 

 

４． おわりに 

日本学術振興会による援助のおかげをもち

まして、多くの著名な海外招待講演者を招待

することができ、成功裏にフォーラムを開催

することができました。フォーラム終了後、

海外からの招待講演者から高い評価を頂き、

フォーラムの継続を求める声が届いています。

 

フォーラム集合写真（浜松コングレスセンター）


