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［２］研究経過 

研究目的・概要： 

混晶半導体は組成比により、禁制帯幅や格子定数

を制御できる。デバイス設計の自由度を大きくする

ためには、InGaSb や SiGe 等の均一組成で高品質な

混晶半導体バルク単結晶成長技術の開発が望まれて

いる。しかし、均一で高品質な混晶半導体バルク単

結晶成長のためには (1)結晶成長時における結晶組

成と溶液組成の変化、及び(2)溶液の濃度分布と温度

分布の揺らぎに起因した成長界面不安定と多結晶化

の問題を解決する方法が求められている。任意の組

成を有する均一組成の混晶半導体単結晶成長を達成

するための根本的な課題は、高温溶液中の熱・溶質

輸送過程と結晶溶解・成長との関係を定量的に把握

することである。X線は溶液を透過するため、Ｘ線

イメージセンサーを用いた結晶成長過程の観察は極

めて有効な方法であると期待される。 
 本プロジェクトの目的は、(1)Ｘ線イメージセンサ

ーを用いて溶液中の溶質濃度分布の温度と時間変化

を観察し、混晶半導体結晶の溶解・成長と溶質輸送

との関係を把握すること、(2)国際宇宙ステーション

内の微小重力環境下実験と地上参照実験を行い、対

流の極めて小さい環境下での実験結果と地上実験結

果を比較することで、熱・溶質対流や結晶界面方位

が均一組成混晶半導体バルク単結晶成長に及ぼす効

果を明らかにすること、(3) InGaSbやSiGeなどの混

晶半導体バルク結晶成長技術を確立すること及び 
(4) GaAs系材料を用いて、Ｘ線画像検出器を作製す

ることである。 
本年度は、(1) Ｘ線透過法を用いて、Ge溶液中へ

のSi溶質の溶解過程とSiGe結晶成長過程の観察を行

い、溶質対流が溶解過程に及ぼす効果を確認した。

(2) 国際宇宙ステーション内実験のアンプルを準備

した。アンプルはロシアのロケットにより国際宇宙

ステーションに輸送された。(3) 熱電素子材料とし

て有望な均一組成SiGeバルク結晶成長に成功した。

また均一組成SiGeをMg蒸気下で熱処理することで

均一組成のMg2SiGe結晶を成長させた。これらの結

晶のゼーベック係数と抵抗の組成依存性と温度依存

性を調べた。(4) 結晶成長時に電流を印加すること

でGaAs結晶の成長速度を制御できることを示した。 
 
以下，研究活動状況の概要を記す。研究打ち合わ

せ・研究討論会を下記の日程で開催した。 
(1) 2011年4月25日、静岡理工科大学、小澤先生と

第1回研究打ち合わせ 
(2) 2011 年 5 月 9 日、静岡理工科大学、小澤先生と

第2回研究打ち合わせ 
(3)2011年5月10日,、宇宙航空研究開発機構、筑波

宇宙センター、「きぼう」船内実験第１回調整会 
(4) 2011年5月24日, 静岡大学電子工学研究所、岡

野先生と第1回研究打ち合わせ 
(5) 2011年6月8日―6月9日、宇宙航空研究開発機

構、筑波宇宙センター、NASA、ESA、JAXA のサ

イエンスシンポジウム 
(6) 2011年6月28日、静岡大学電子工学研究所、 
岡野先生と第2回研究打ち合わせ 
(7) 2011年7月26日、静岡大学電子工学研究所、 
岡野先生と第3回研究打ち合わせ 
(8) 2011年8月15日、宇宙航空研究開発機構、筑波

宇宙センター、第2回個別調整会 
(9) 2011年 9 月 6日、静岡大学電子工学研究所、岡

野先生と第4回研究打ち合わせ 
(10) 2011年10月4日―10月5日、静岡大学電子工

学研究所、岡野先生と第5回研究打ち合わせ  



 

(11) 2011年11月14日、宇宙航空研究開発機構相模

原キャンパス、バルク結晶成長機構WG第2回会合 
(12) 2011年12月18日―12月19日、静岡大学電子

工学研究所、共同研究打ち合わせ及びバルク結晶成

長機構WG第3回会合（稲富裕光、阪田薫穂、余野

建定（宇宙航空研究開発機構(JAXA)） 
(13) 2011年12月27日―12月28日、静岡大学電子

工学研究所、岡野先生と第6回研究打ち合わせ 
(14) 2012年1月17日― 19日、静岡大学電子工学研

究所、共同研究打ち合わせ(阪田薫穂（JAXA）) 
(15) 2012年2月2日― 4日 、中国科学院上海珪酸

塩研究所、中国回収衛星実験共同研究打ち合わせ（依

田真一、稲富裕光、余野健一（JAXA）、Yan Liu  (上
海珪酸塩研究所) 
 (16) 2012 年3 月21日、静岡大学電子工学研究所、

共同研究打ち合わせ (稲富裕光、石川毅彦、阪田薫

穂、島岡太郎 (JAXA）、岡野泰則 (大阪大学) 
 
［３］成果 
(3-1) 研究成果 
(1) Ｘ線透過法を用いて、Ge溶液中へのSi溶質の溶

解過程と SiGe 結晶成長過程の観察を行った。Si と
Geの密度差が大きいため、GaSb-InSb系と比べ、Ｘ

線透過強度の差が大きく、溶解過程におけるＸ線強

度分布の変化を明瞭に測定することができた。その

結果、溶質対流が溶解過程に及ぼす効果を確認した。 
(2) 国際宇宙ステーション実験アンプルを 5 本製作

した。アンプルはロケット打ち上げ時の振動実験に

も合格し、ロシアのロケットにより国際宇宙ステー

ションに輸送された。また、地上予備実験として、

異なった結晶面方位をもつ GaSb 種結晶/InSb/GaSb
供給原料の試料を用いて、熱パルス導入実験を実施

し、熱パルス縞の形成を確認した。 
(3)温度差法を用い均一組成SiGeバルク結晶成長実

験を実施した。温度勾配を低くすることで、SiGe結
晶の均一組成化を行った。また、均一組成SiGeをMg
蒸気下で熱処理することで均一組成のMg2SiGe結晶

成長に成功した。Si0.5Ge0.5のセーベック係数はSiや
Geの値よりも高いこと、また高温側ではSi0.5Ge0.5の

値が高く、低温側ではMg2Si0.5Ge0.5の値が高いこと、

Mg2Si0.7Ge0.3の値はMg2Si0.5Ge0.5の値よりも高く、セ

ーベック係数の値に組成依存性があることなどを示

した。 
(4)電流制御液相成長法を用いてGaAs パターン基板

上へ GaAs 厚膜結晶成長実験を行ない、電流が成長

に及ぼす効果と厚膜成長に最適な成長方向を調べた。

結晶成長時に印加する電流値により、GaAs 結晶の

成長速度を制御できることを示した。 
 

(3-2) 波及効果と発展性など 
 本研究は、画像科学と結晶成長を融合させた学際

研究である点に特色がある。また、熱・溶質輸送効

果と結晶界面方位効果を把握し、任意の組成を有す

る均一組成混晶半導体バルク単結晶成長の手法を実

験的、理論的に提案する点に学術的意義がある。本

共同研究プロジェクトは、静岡大学、宇宙航空研究

開発機構、大阪大学、静岡理工科大学との研究者ネ

ットワークを構築している。本研究は国際宇宙ステ

ーション内の微小重力実験の地上参照実験としても

位置づけており、熱・溶質対流や界面方位が混晶半

導体バルク単結晶成長に及ぼす効果を把握できると

期待される。本研究は InGaSb、SiGeや InGaAs等の

混晶半導体結晶成長にも適用できる一般的な概念の

構築を目指している。 
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