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１．戦略目標 

    ：「新原理・新機能・新構造デバイス実現のための材料開拓とナノプロセス開発」 

      （平成１９年度発足） 

 

１）戦略目標名  

新原理・新機能・新構造デバイス実現のための材料開拓とナノプロセス開発  

 

２）該当する戦略重点科学技術との関係  

本戦略目標は既存のシリコンデバイスの特性を超越する新概念・新構造に基づく次世代デバイスの創製を

目指すものであり、｢ナノ・材料｣分野の戦略重点科学技術のうち、次の３つに密接に関係する。  

①イノベーションを生む中核となる革新的材料・プロセス技術  

⑤デバイスの性能の限界を突破する先端的エレクトロニクス  

⑨ナノ領域最先端計測・加工技術  

 

３）他の戦略重点科学技術等に比して優先して実施しなければならない理由、緊急性、専門家や産業界のニ

ーズ  

CMOS に代表される半導体集積回路(LSI)で使うシリコンは、電子情報社会の今日の発展に欠かせない材料

であり、国民の生活を支える基盤材料とも言える。半導体製造技術は日々高度化され、CMOS の微細加工精度

がナノ領域に及ぶなど、ナノテクノロジー技術と不可分な関係にある。ところが、このシリコンCMOS の生産

ラインにおける微細化が極めて困難になるhp(ハーフピッチ)32nm が目前に迫っており、従来のシリコンCMOS 

とは異なる新概念・新原理に基づいたデバイスの開発が求められている。  

我が国では、1980 年代以降、ポストシリコン材料の探索とデバイス開発のために積極的な研究投資がなさ

れ、世界的に見ても優れた数多くの萌芽的研究成果を持つこととなった。JST 戦略的創造研究推進事業にお

いても、ナノテクノロジー分野別バーチャルラボとして、平成14 年度より「情報処理・通信における集積・

機能限界の克服実現のためのナノデバイス・材料・システムの創製」の戦略目標の下、「非シリコン系半導

体材料を用いた次世代デバイス用材料の開拓」、「新概念の論理回路・情報ストレージ等の構築のための強

相関材料の開拓」、「分子エレクトロニクスに関連する材料の開拓」等のプロジェクトにおいて、優れた研

究シーズを創出してきた。  

一方、諸外国、特に米国は、NSF(National Science Foundation)が中心となって、複数の産学連携組織*)

による｢ハイリスク・ハイリターン｣な研究開発を進めている。なぜ基礎サイエンスを担当するNSF がイニシ

アチブを取っているかと言えば、シリコンCMOS の延長では対応できない｢次世代エレクトロニクス(Beyond 

CMOS)への壁｣を突破できた国こそが、10～15 年後のエレクトロニクスの覇権を握ると認識しているからに他

ならない。  

シリコンCMOS での微細化に限界が見えた今こそ、我が国が持つこれらの優れた研究資産を活用し、イノ  

ベーションとして生かす重要な時期であり、本戦略目標は喫緊に取り組むべき最重要課題である。  

*)Nanoelectronics Research Initiative (NRI)、Western Institute of Nanoelectronics (WIN)、Nano 

Electronics Research Corp (NERC)、 Institute for Nanoelectronics Discovery and Exploration (INDEX)、

South West Academy for Nanoelectronics (SWAN) 等  

 

４）この目標の下、将来実現しうる革新的な成果のイメージ(イノベーション創出の姿。具体例を含めて)、



 2

及びその背景、社会・経済上の要請  

今後迎えるユビキタス・情報ネットワーク社会では、ネットワークの高速化、コンテンツの大容量化に伴

って、高度に集積化されたCPU やメモリーデバイスの実現が必須となる。以下、本戦略によって将来実現し

うる代表的な成果のイメージを列挙する。  

・Ga-As，In-Sb などの化合物半導体、GaN，AlN，ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞなどのﾜｲﾄﾞｷﾞｬｯﾌﾟ半導体の開拓：  

→ 高い移動度・高い飽和速度を利用した超高速・低消費電力デバイスにより、次世代のモバイル機器の

実現が可能  

・強相関材料(含む超伝導材料)の開拓:  

→ 電子のスピン・軌道制御により、新原理に基づいた超高速の論理回路素子や高密度の不揮発性メモリ

ーへの展開が可能  

・カーボンナノチューブや量子ドット等の新材料･新構造デバイスの開拓：  

→ ナノレベル･分子レベルでの加工性に基づいた単一電子デバイス、自己組織化を利用したナノ構造転

写技術の確立が可能  

･ 有機分子材料(高分子／低分子)の開拓  

→軽量で衝撃に強く携帯性に優れるフレキシブルデバイスの創製が可能。例としては、折りたたみ可能

な大面積ディスプレイ、ローラブル携帯コンピュータ、血圧や体温等を常時測定して健康管理ができる

ウェアラブルデバイス等が挙げられる。  

このように本戦略は、数多くのイノベーションを創出する革新的なもので、社会・経済的要請にも十分応  

えるものである。  

 

５）戦略事業実施期間中に達成を目指す研究開発目標（イノベーションの源泉となる知識の創出。技術シー

ズ。証明を目指す技術概念等）  

本戦略では、以下の技術領域における材料開拓とそれらのデバイス化に向けたプロセス開発により、次世

代ナノエレクトロ二クスデバイスの実現につながるイノベーションを創出することを目標とする。  

(１) 非シリコン系半導体(Ga-As，In-Sb などの化合物半導体、GaN，AlN、ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞなどのﾜｲﾄﾞｷﾞｬｯﾌﾟ半導体)

による従来のCMOS を超える次世代デバイス用材料の開拓とプロセス開発  

(２) 光・電気・磁気機能の多元的な融合・変換を利用して新規なデバイスの構築を可能にする材料の開拓と

プロセス開発  

(３) ナノレベル・分子レベルでの加工により新規なデバイスの構築を可能にする材料の開拓とプロセス開発  

(４) 薄く、軽量で、湾曲性・屈曲性ならびに耐衝撃性を有する携帯デバイス用の材料開拓とプロセス開発  

 

６）戦略事業実期間中に達成を目指す研究開発目標の科学的裏付け（関連研究の進捗状況、今後の当該分野

の発展の可能性、優れた研究提案が数多くなされる見込み） 

JST の戦略的創造研究推進事業として進められているナノテクノロジー分野別バーチャルラボは、当該戦

略目標において、萌芽的成果を数多く挙げてきた。これらの成果をもとに、先端ナノサイエンスを駆使して、

シリコンCMOS を超越する次世代デバイスの創製に直結する材料開発が期待できるとともに、多くの優れた研

究提案が見込める。以下、各研究開発目標に関連した研究の進捗状況をまとめる。  

(１) 非シリコン系半導体(シリコンよりも高い性能が期待できるGa-As，In-Sb などの化合物半導体、GaN，

AlN、ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞなどのﾜｲﾄﾞｷﾞｬｯﾌﾟ半導体)による従来のCMOS を超える次世代デバイス用材料の開拓とプロセス

開発  
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・ シリコンよりも数倍高い電子の移動度または高い到達速度を利用  

→ ナノサイズのデバイス中では、格子等に散乱されることなく電子が走行可能となり、1THz を超える高周

波数で動作可能なデバイスの設計が可能となった。  

(２) 光・電気・磁気機能の多元的な融合・変換を利用して新規なデバイスの構築を可能にする材料の開拓と  

プロセス開発  

・局在電子や伝導電子が互いに影響を及ぼす強相関材料  

→ 磁気的、電気的、光学的な特性を制御した新機能デバイスの構築を可能にする。例として、磁気ナノ

ドットをMOS トランジスタと融合させた超高速、低電力動作が可能な不揮発メモリの試作が行われてい

る。  

・フォトニック機能材料による光制御  

→ 電子で行っていたスイッチングなどの機能を、光で行う超高速光情報処理デバイスを構築する見通し

が立ちつつある。  

(３) ナノレベル・分子レベルでの加工により新規なデバイスの構築を可能にする材料の開拓とプロセス開発  

・カーボンナノチューブ・グラフェンに代表されるナノカーボン材料  

→ 単一分子素子の形成が可能で、新規な量子情報素子やスイッチングデバイス用材料として期待できる。  

・量子細線・量子ドット  

→ 量子サイズ効果を利用した超高速・超省電力のレーザーデバイス等が期待できる。  

(４) 薄く、軽量で、湾曲性・屈曲性ならびに耐衝撃性を有する携帯デバイス用の材料開拓とプロセス開発  

・ペンタセンに代表される有機半導体材料  

→ 軽量、大面積、フレキシブル、印刷が可能などの特性を利用した、電子ペーパー、フレキシブルディ

スプレイの応用が期待されるとともに、有機レーザーダイオードとしての応用も検討されている。 

  

７）この目標の下での研究実施にあたり、特に研究開発目標を達成するために解決が必要となる研究上の課

題、留意点、既存の施策・事業等との重複  

本戦略目標として取り上げた達成目標は、ナノサイエンスに基づいた基礎からの材料研究を中心としたテ

ーマである。しかし、大学における基礎研究のみでは、容易にイノベーションにはつながらない。それには

明確な「ものづくり」の目標を設定した研究拠点を中心としたコンソーシアムや産学連携による目的指向型

の研究が必要である。さらに研究総括の強力なイニシアチブのもと、互いのグループ間の連携を密にして、

ときには共通インフラも使いながら融合効果を出すことが必要となる。基礎(大学)、応用(企業)の明確な役

割分担、理論と実験の協力、産学官の連携を通した人材の交流等、研究投資を有効に成果につなげるための

具体的なシステムが喫緊に必要である。  

既存の施策として、平成 19 年度に終了する JST の戦略的創造研究推進事業として進められて来たナノテ

クノロジー分野別バーチャルラボのエレクトロニクス関連領域がある。これらの領域は当該戦略目標の萌芽

的研究にあたる成果を数多く挙げてきた。これらの成果をイノベーションに結びつけるためにも、本研究戦

略がこれらの研究領域を引継ぎ発展する必要がある。シーズとなるこれらの材料のデバイス化やそれらの集

積化が可能な研究拠点や共同研究施設の整備が、日本では十分に整っていない。本戦略目標を、次期ナノテ

クノロジー総合支援プロジェクトとも有効に結び付け、推進していくことが必要である。 
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２．研究領域 

   「次世代エレクトロニクスデバイスの創出に資する革新材料・プロセス研究」 

（平成１９年度発足） 

研究領域の概要 

この研究領域は、半導体ロードマップ戦略に基づく技術進化の飽和を超越することを目的として、

微細化パラダイムのみでは実現できない機能・性能を持つ、革新的且つ実用化可能なエレクトロニ

クスデバイスを創製するための材料・構造の開発及びプロセス開発を行う研究を対象とします。 

 具体的には、新しい原理により消費電力の増大、製造コストの巨額化といった実用上の問題を解

決するための高集積情報処理デバイス、有機物を含め異種材料や技術の融合により新機能・高性能

を発揮するデバイス、及びそれらを可能にするプロセス研究、また従来にない斬新なアプリケーシ

ョンを切り拓く研究等が含まれます。 

 本研究領域では、材料・プロセスの特性・機構解明に留まらず、実用技術に発展することが十分

見込まれる研究を推進します。  

 

 

       

 

 

３． 研究総括 

 

渡辺 久恒  

 

～平成 23 年 6 月 （株）半導体先端テクノロジーズ 代表取締役社長 

 

平成 23 年 1 月～ （株）EUVL 基盤開発センター 代表取締役社長 
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４． 採択課題・研究費 

 

表１．研究課題別の研究費 

（単位：千円） 

採択

年度 
研究代表者

中間評価時 

所属・役職 
研究課題 研究費＊ 

H23 年度

末実績 

平成 

１９

年度 

 

秋永広幸 産総研 センター長 機能性酸化物を用いた界面相転移スイッチングデバイスの開発 407,500 346,800 

尾辻泰一 東北大 教授 グラフェン・オン・シリコン材料・デバイス技術の開発 475,675 454,675 

佐々木孝友 大阪大 特任教授 真空紫外レーザー光発生用非線形光学結晶の開発 260,134 231,214 

菅原 聡 東工大 准教授 ハーフメタル強磁性体を用いたスピン機能ＭＯＳＦＥＴの開発 297,298 273,898 

田川精一 大阪大 特任教授 極微細加工用レジスト研究とプロセスシミュレーターの開発 435,082 391,182 

二瓶瑞久 産総研 特定研究専門員 ＬＳＩ用３次元カーボン・アクティブ配線の開発 201,500 201,500 

平成  

２０

年度 

遠藤哲郎 東北大 教授 縦型ボディーチャネルＭＯＳＦＥＴとその集積プロセスの開発 444,788 365,888 

木下博雄 兵庫県立大 教授 コヒーレントＥＵＶ光を用いた極微パタン構造計測技術の開発 298,274 260,392 

鳥海 明 東京大 教授 Ｇｅ Ｈｉｇｈ－ｋＣＭＯＳに向けた固相界面の理解と制御技術の開発 303,677 249,677 

前川禎通 原研機構 センター長 数値シミュレーションによる新材料・新機能の開発 200,000 137,000 

松井真二 兵庫県立大 教授 超高速ナノインプリントリソグラフィ技術のプロセス科学と制御技術の開発 373,394 314,644 

平成  

２１

年度 

大毛利健治 筑波大 准教授 ナノデバイスのピコ秒物理の解析による揺らぎ最小化設計指針の開発 280,000 219,700 

岡田 晋 筑波大 准教授 計算科学によるグラファイト系材料の基礎物性解明とそのデバイス応用にお

ける設計指針の開発 

130,000 60,500 

神谷庄司 名工大 教授 高密度多層配線・三次元積層構造における局所的機械強度の計測手法の開発 240,000 179,620 

木村 崇 九州大 教授 電荷レス・スピン流の三次元注入を用いた超高速スピンデバイスの開発 225,800 151,700 

長谷川剛 NIMS 主任研究員 ３端子型原子移動不揮発性デバイス「アトムトランジスター」の開発 300,000 151,400 

森 伸也 大阪大 准教授 原子論から始まる統合シミュレータの開発 222,284 96,094 

湯浅新治 産総研 センター長 革新的プロセスによる金属／機能性酸化物複合デバイスの開発 346,000 243,000 

   総研究費 5,441,406 4,328,884 

＊研究費：平成２３年度上期までの実績額に平成２３年度下期以降の計画額を加算した金額 



 6

４－１．研究課題・研究費の査定について 

 採択課題の研究費については、研究提案の書類評価、面接評価の結果に応じ、提案額を減額し、

当初予算とした。大きく減額を行った研究課題についても、期待する内容はしっかりと残し、確実

に行うように面談を実施し、減額に伴って研究内容が劣化しないように徹底した。平成２０年度の

研究課題については高く評価される課題が多く、あまり減額は行わなかったが、平成２１年度の研

究課題については、挑戦的な内容は評価されるものの現状に対して規模が大きいと判断される提案

が複数あり、大きく減額した課題があった。また理論研究者のみで構成される研究チームについて

は、設備、消耗品費を要する実験を行う研究チームよりも少ない研究予算で採択した。 

 

 

４－２．追加研究費の活用について 

 

表２．追加研究費の明細 

費目 執行額 

総括裁量経費 492

男女共同参画支援策 7

国際強化支援策 13

社会還元策 34

JST-RA 制度 33

震災復旧復興支援 56

合計 637

(単位：百万円、十万円台切捨） 

 

 

 総括裁量経費の活用方針としては、採択後の研究進捗状況に応じて、①研究加速の結果、１～２

年で効果が期待できるもの、②従来の計画内容の範囲ではないが、技術完成度のさらなる向上のた

め、追加すべきものと判断したもの、③実用化検証のため、しっかりとデータを整備しておくべき

もの、を優先して配賦している。①の具体例としては、鳥海研究チームに、試作構造における材料

物性データをあらかじめ把握しておくための測定器を導入した。②の具体例としては、森研究チー

ムに、先端 T-CAD（HyENEXSS）との融合を目指し、伊藤公平グループを追加した。③の具体例

としては、田川研究チームにシミュレーションプログラム製作費を追加し、得られた科学的な知見

を企業が活用しやすい形に仕上げるように促した。その結果、CREST 研究参加者の古澤教授らが

NEDO プロジェクトに採択され、先端レジスト材料の開発加速に貢献できる体制とすることがで

きた。 

 

 男女共同参画支援策については、JST 男女共同参画支援制度の利用推薦により、秋永研究チーム

（平成２２～２３年制度利用）、佐々木研究チーム（平成２０～２１年制度利用）の出産育児にと

もなう女性研究者の負担軽減に貢献した。 
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 国際強化支援策は、これまでに尾辻研究チームによる ISGD2008「グラフェンデバイスのテクノ

ロジー、物理、モデリングに関する国際シンポジウム」（2008 年 11 月 17～19 日）、および、2nd ISGD 

2010 （2010 年 10 月 27～29 日）、田川研究チームによる「EUV レジスト国際シンポジウム」（2010

年 11 月 17～18 日）、3 チーム合同（秋永研究チーム、長谷川研究チーム、湯浅研究チーム）による

「Frontier of Functional-Oxide Nano Electoronics」（2011 年 11 月 10～11 日）、の計 4件で、本

制度を利用した国際シンポジウムを実施した。それぞれについて、開催趣旨などを申請段階で確認

し、新規現象の学術的面白さは当然のこととして、それだけに留まらず、実デバイス化に向けての

課題を国際的な現状と照らし合わせて深く議論できるように研究チームに検討を促し、研究領域の

狙いに沿って開催していただいた。 

 

 社会還元策は 2009 年 9 月に研究成果の社会還元を促進するテーマ選定の要請を受け、研究進捗

を鑑みて、木下研究チームの EUV 極微パタン構造計測技術の開発用マスクに関する申請を最も高

く評価し、追加予算を得た。その結果、企業の協力を得て、マスクを製作でき、これらを用いた評価が

進み、検査アルゴリズムを確定し、十分に実用化に向けて研究が加速された。この結果、2011 年度の

NEDO プロジェクト採択に至った。 

 

 JST－RA 制度については、2009 年度を迎えるに当たり、JST 本部からの趣旨説明を理解し、博

士後期課程の学生について、各研究チームより申請を募り、4 チームで計 7 名の適用を得た。各研

究チームで積極的に CREST 研究に参画し、発表を行うなど、若手育成が有効に行われた。 

 

 東日本大震災の被災からの復旧復興支援にあたっては、情報収集を行ったのち、2011 年 5 月に

東北大学サイトビジット（遠藤研究室（遠藤チーム）、尾辻研究室・末光研究室（尾辻チーム）、中

川研究室（松井研究チーム））を実施した。事前に書面で知らされていた本震・余震の被害情報に留

まらず、研究進捗に支障を来たす故障設備の現場の被害状況がよく理解でき、研究チーム内の予算組み

換えや増額支援などの対策の準備が円滑に行えた。苦しい財政事情の中、JST 本部には故障設備の修

理費予算などを迅速に捻出いただき、たいへん感謝している。これをうけて、学生・若手研究者一

丸となって、復帰期間を半年以下に圧縮でき、当初の研究スケジュールに近づけられた。 
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５．研究総括のねらい 

 

シリコン集積回路の性能向上には、素子の微細化や動作周波数の向上を中心に進められてきたが、

近年これらの限界が顕在化しつつある。このためロジック回路の並列化や３次元実装などによる解

決策の開発が盛んになっている。一方で環境対策の一層の強化が望まれる中、さらなる微細化や新

デバイスの導入による超低消費電力化や、新しいデバイスアーキテクチャの採用による高次の付加

価値の付与などが期待されている。 

当領域では、限界に直面している課題を材料・プロセス科学の基礎に戻って徹底的に理解し新た

なコンセプトを創出しようとする提案（Discovery Science）、あるいは画期的な材料・プロセス、

デバイスの採用で従来技術の置き換えを追求する提案（Disruptive Technology）、さらに、異分野

材料の物性や原理の異なるデバイスを半導体デバイスと融合させて上記課題を克服しようとする

提案（Fusion Device）を募集してきた。 

募集対象としては、半導体分野における新材料の開拓、新プロセス開発、デバイス創成技術とす

る。なお、これまでに採択された課題と同じ材料、プロセスを扱う提案でも、新規なアプローチや

独創的なアイデアに基づく意欲的な提案は募集の対象として歓迎する。これらの研究の遂行に関し

ては、産学連携を通して積極的に実用化に挑戦しようとする姿勢を重視する。 

 

研究提案においては 5 年間のマイルストーンを提示して頂きます。中間評価に代表される、研究

進行中の評価を重視し、3 年目程度で実用化に向けた道筋を明確化したいと考えている。その結果

を受けて研究項目と対応予算の見直しも行いたいと考えている。 
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６．選考について 

 

本領域は、集積化システムに供する革新的な材料・プロセスという目標が位置づけられているので、

純粋基礎的な研究テーマを採択するとしても、集積化という出口形態を期待していることを認識してい

ただきながら、研究を進めることを前提としている。これらの背景のもとで、DT（Disruptive 

Technology）、DS（Discovery Science）、FD（Fusion Device）の 3 つの切り口に分類して研究課題の

公募を行ったことは、総括のねらいで述べたとおりである。また、研究領域が発足した平成 19 年度の

初回の公募に当たっては、本 CREST 領域と同時にスタートした経済産業省「ナノエレクトロニク

ス半導体新材料・新構造技術開発－うち新材料・新構造ナノ電子デバイス」プロジェクトとの連携

を意図しつつ、両プロジェクト合同公募説明会を開催し、公募・採択に臨んだ。 

 

公募に当たっては、DS、DT および FD の 3 つの切り口のテーマを募集対象とした結果、19 年度に

は 6 件が採択されたが、採択課題は 3 つの切り口の提案のそれぞれ 2 件となり、出だしはバランスよい

対応関係になった。20 年度は、DS と DT に対する提案がそれぞれ 3 件、2 件の計 5 件が採択、21 年度

は、DS、DT および FD に対する提案がそれぞれ 3 件、3 件、1 件の計 7 件が採択でき、本領域では 3

年間で 18 件の研究課題が採択できた。その結果、全体で DS が 8 件、DT が 7 件、FD が 3 件の構成と

なった。 

採択できなかった提案にも意欲的な内容や独創的なアイデアが含まれたものが多数あった。独創的な

研究構想であっても、従来の集積化システムをブレークスルーする可能性と革新材料・プロセス研究と

いう本領域の命題にそぐわない提案については、不採択とした。また、本研究領域との整合性はよいも

のの、他プロジェクトとの重複排除といった観点の考慮、バランスあるポートフォリオとなるべく配慮

したことで、たいへん遺憾ながら採択を断念した研究提案があったことも付言しておきたい。 

 

また、本領域では募集･選考方針の中で、実用技術へ発展することが十分見込まれる研究を推進する

ことを述べており、採択時には出口のイメージを研究代表者と共有し明確にするため、すべての研究課

題に対して「～の開発」という研究課題名に置き換えていただいた。例えば、理論の解析やシミュレー

ション技術の研究であっても「設計指針の開発」としたことである。 

 

採択したテーマ内容を技術カテゴリーで分類すると以下のようになり、「次世代エレクトロニクスデ

バイスの創出に資する革新材料・プロセス研究」領域として原理、材料、プロセス、計測、シミュレー

ションをカバーしたバランスのよい構成となった。 

新デバイス原理： 5 件（強相関電子、スピン 2 件、イオン移動トランジスタ、縦型 MOS） 

新デバイス材料： 4 件（グラフェン 2 件、Ge 界面、電界スピン制御） 

新プロセス科学： 3 件（レジスト、ナノインプリント、非線型光学結晶） 

新計測原理： 3 件（EUV 散乱計測、トランジスタノイズ、多層配線局所強度） 

解析シミュレーション： 3 件（スピン機能、ナノカーボン物性、統合シミュレータ） 
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７．領域アドバイザーについて 

 

 表３．領域アドバイザーの構成 

氏名 
委嘱時の所属・役職 

（※現在の所属・役職） 
任期 

石原  宏 東京工業大学 教授 

（※同大学 名誉教授） 

平成 19 年 4 月

～現在 

大泊  巌 早稲田大学 教授 

（※同大学 名誉教授） 

平成 19 年 4 月

～現在 

大野 英男 東北大学 教授 

 

平成 19 年 4 月

～現在 

榊   裕之 豊田工業大学 副学長 

（※同大学 学長） 

平成 19 年４月

～21 年 3 月 

財満 鎭明 名古屋大学 教授 

 

平成 19 年 4 月

～現在 

高木 信一 東京大学 教授 

 

平成 22 年 6 月

～現在 

前口 賢二 半導体産業研究所 所長 

（※㈱東芝マイクロエレクトロニクス 顧問） 

平成 19 年 4 月

～現在 

百瀬 寿代 ㈱東芝 半導体研究開発センター 主務 

（※同社 デバイスプロセス開発センター 同職） 

平成 19 年 4 月

～現在 

和田 敏美 産業技術総合研究所 部門長 

（※技術研究組合次世代パワーエレクトロニクス研究開発機構

（FUPET） 専務理事） 

平成 19 年 4 月

～現在 

   

領域アドバイザーの選出にあたっては、専門分野、研究業績から、深い学術的見識を有する学識

経験者、および、現在の市場と将来に向けて産業界が求める目的基礎研究のニーズを知る企業の有

識者に依頼した。また、所属機関の多様性の観点については、国立大学のみにならないよう、私立

大学、企業、独立行政法人の有識者にも協力を仰ぎ、また、性別、年齢なども配慮した陣容として、

幅広く多様な視点からのコメント、助言が得られるようにした。 

平成 19 年 4 月当初に、半導体産業研究所・所長であった前口領域アドバイザー、および、（独）

産業技術総合研究所・部門長であった和田領域アドバイザーは異動により現在の所属に変更となっ

たが、引き続きご助言をお願いする体制としている。 

また、榊領域アドバイザーは所属業務等の多忙により、やむなく 2 年間でのご退任となった。な

お、平成 22 年度より、研究課題の中間評価を開始するにあたり、本分野において、最先端の研究

を推進している現役研究者の高木教授に領域アドバイザーに就任いただいた。 
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８．研究領域の運営について 

 

本研究領域の運営に関して、第１には研究現場マインドの実態を把握することであり、そのため現場

を見る・知ることを心掛けた。具体的には、それぞれの年度の研究課題がスタートして半年後に、研究

チームの現場を訪問（サイトビジット）した。そこでは、購入装置など研究室の準備状況を視察し、研

究チームに所属する若手研究者も交えた活動報告、質疑応答を通して研究現場のマインドを把握し、研

究チーム毎の研究代表者のガバナンス、研究構想の浸透度を確認することに努めた。また、初回サイト

ビジットの際には 3 名の領域アドバイザーも同行して、準備状況を目にしていただき、その場で適切な

ご助言をいただいた。 

そのほぼ 1 年後にあたる、研究開始 1 年半後のタイミングで、全ての領域アドバイザーの参加のもと

に研究進捗報告会を実施した。研究の進展状況と当初の研究構想との整合性を確認しながら、新たに発

生した課題などを積極的に把握することに努めた。研究進捗報告会の開催に当たっては、研究代表者に

よる概要発表の後、研究チームを構成する研究グループ毎に発表していただき、さらに、若手研究者に

よる進捗発表を奨励した。これを通して、研究総括の期待を直接的に若手研究者にも伝えた。また、研

究チーム毎にどの程度まで研究代表者のガバナンスが機能しているかを確認した。研究進捗報告会の開

催後には、全ての領域アドバイザーに書面によるコメントをいただき、研究総括の見解を加味し、各研

究チームにフィードバックを行い、本 CREST での狙いの周知徹底に努めた。 

さらにその１年後にあたる研究開始 2 年半後には、総括と研究代表者、共同研究グループリーダーと

の個別面談を実施し、中間評価に向けた当初の研究目標の確認と終了シナリオを想定して、進捗状況、

成果物、残る課題について議論し、双方の見解を統一する努力を行った。 

 

第 2 には、研究成果を社会に還元する意識を高めるためにとった「～の開発」という研究課題名の狙

いの実現にこだわった。とりわけ、知的財産権の確保は産業競争力の源泉となることを訴え、研究テー

マの性質と配分研究費に応じたガイドラインを設け、出願を促す努力を試みた。しかしながら、各所属

機関での出願維持経費の抑制策のためか、一時期ほど自由に出願できないという事情もあるようで、期

待したほど出願件数は伸びていない。良い特許であればＪＳＴの支援制度があることも紹介し、発明提

案を簡単には諦めないように伝えている。近代の有力な科学者の特許化マインドは見習うべきものであ

り、科学＝非特許化ではないことを訴えた。CREST は企業研究ではないこともあり特許件数のノルマ

化までは踏み込まなかったが、公的資金である以上、国力増強の担保としての知的財産権確保は今後と

も強く奨励していきたい。特に、産業的に価値の高いと思われる出願特許に関しては、明細書の記述内

容のチェックに踏み込み、請求項の不備を指摘し、対策を促したこともあった。 

 

第 3 には、研究成果の世界に向けた自発的なアッピール活動を奨励した。 

実用化に対してはまだ距離感があったとしても、科学のフロンティアとして注目されるような研究課

題については、その科学的先行性を世界に発信し、そのプレゼンス向上を図るべく、国際シンポジウム

の開催を奨励してきた。 

具体的には、グラフェンデバイスの実証研究を提案した尾辻チームでは、グラフェン FET のデバイ

スの特性が出始めたタイミングで、後にノーベル賞受賞者となったノボセロフ博士を含む世界の有力研

究者の招致に成功し、国内での本格的なグラフェン国際シンポジウムを開催し、プレゼンスの向上に成

功した。また、機能性酸化物デバイスの秋永・長谷川・湯浅チーム合同主催による世界初の酸化物３端
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子デバイスに関する国際シンポジウムを開催し、このグループの狙いのユニークさを世界に披露し、本

CREST のプレゼンス向上に寄与した。さらに、レジストシミュレーションの開発を手がける田川チー

ムは、EUVL レジストに特化した世界初の国際シンポジウムを国内で開催し、その科学的先進性を世界

に示すことができた。 

このように、ユニークな CREST 研究チームのプレゼンスを向上させることで、世界から有力な情報

が彼らに集まり、一層の研究の質、完成度を向上させる道筋を作った。引き続き、今後もこのような活

動を強化していきたい。 

 

第 4 には、社会還元の早期化対策として、研究期間中における企業の参入を奨励した。 

具体的には、佐々木チームでは共同グループに成果活用を狙う企業に採択当初から参画してもらい、

その実用化チェーンを活用して、長寿命化技術、高信頼技術の迅速な社会還元に成功している。遠藤チ

ームでは、縦型 MOS デバイスの実践的成果に注目した企業が当初から参画しただけなく、新たに実用

化希望を表明した企業も現れ、社会還元の可能性を高めることが出来た。松井チームでは日本独自のナ

ノインプリント法（廣島メソッド）、及び、ナノインプリント材料設計（離型剤フリー）に注目した企

業が、その実用化加速を支援する体制を表明した。 
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９．研究の経過と所見 

 

・平成 19 年度採択チーム 

 

秋永チーム 

本研究チームでは、酸化物（バルク、多層構造）のもつ高絶縁性を何らかの外場で導電性に転移させ、

半導体素子では真似のしにくい三端子素子の可能性を追求する。具体的には遷移金属酸化物中の酸素欠

損の制御、あるいは、異種酸化物を接合したヘテロ界面にある強相関電子の状態の制御、という原理を

利用した不揮発性スイッチの開拓を狙っている。 

酸素欠損制御デバイスでは、Pt/TiOx 系で電界制御により 4～5 桁の電気抵抗比を実現した。強相関

電子の制御では、室温でのイオン液体を用いて、世界で初めて電気二重層によるスイッチングに成功し

た。今後、さらなる ON-OFF 比の増大、スイッチングスロープの急峻化、低電圧動作化を目指したい。 

 

尾辻チーム 

本研究チームでは、超高移動度で注目されるグラフェン（G）を使って、シリコン上に CMOS（CGOS）

を実現することを目指す。また、ギャップレス・完全対称線形分散性（リニアバンド特性）に注目して、

プラズモン共鳴テラヘルツデバイス（PRGOS）の実現に挑戦している。 

CGOS 技術に関しては、DLC ゲートスタック MOS 構造にて、初期的ながら相補的な FET 特性を

確認できた。PRGOS では反転分布・負性導電率が得られることを理論的に発見し、実験的な検証に

も成功した。今後、CGOS 構造のコンタクト抵抗問題とリーク問題の克服、および、室温連続発振テラ

ヘルツ集積型レーザーの実現を目指したい。 

 

佐々木チーム 

本研究チームでは、リソグラフィに使うマスクの微小欠陥検査装置の光源（波長 190nm 台～170nm

台）を構成する高次高調波発生用光学結晶（CLBO 結晶など）を開発する。具体的には、紫外レーザー

損傷メカニズムの解明を通して、長寿命化と短波長化を狙う。 

脱水処理、乾燥雰囲気成長と溶液攪拌操作の改善などを通して CLBO 結晶の高品質化、高均一性化

に成功し、目標（出力 200mW で 1 万時間動作）を達成した。短波長化に関しては 170nm 台の初期

的な波長変換に成功した。長寿命化は企業移管が進み、実用化が始まっている。今後、短波長化を可

能とする結晶材料の探索を強化したい。 

 

菅原チーム 

本研究チームでは、スピン分極率が高いハーフメタル強磁性体（HMF）を S/D 電極に用いた MOSFET

（スピン MOSFET）、および HMF 電極を用いた MTJ と MOSFET とを直列接続した擬似スピン

MOSFET を開発し、新概念のアーキテクチャに基づく新機能集積回路の創出を狙う。 

HMF 薄膜の開発では、RTA シリサイド化により、極薄膜絶縁体上に高性能 CFS（Co2FeSi）の作

製に成功した。擬似スピンを用いることによって低消費電力ロジックシステムの回路、およびアーキ

テクチャの有効性をシミュレーションで確認した。今後、スピン MOSFET に関しては要素課題を抽

出して、MOS 動作の検証につなげたい。 

 

 



 14

田川チーム 

本研究チームでは、EUV リソグラフィ用レジストの反応機構を解明し、ナノ分子設計およびプロセ

ス設計に活用できるプロセスシミュレーターの開発を行う。レジスト分子のイオン化エネルギーを超え

た電離放射線（電子線、EUV 光）による 2 次電子発生を端緒とするレジスト反応過程をモデル化（プ

ロセスシミュレータ）し、いわゆる RLS トレードオフ問題を最小化できるレジスト設計指針の獲得を

目指す。 

レジスト反応の基礎過程のモデル化では世界的に先行し、レジストメーカーのみならず、デバイス

メーカーなどからも、そのモデルの有用性を認識されはじめている。今後は、広く使いやすいシミュ

レータとして、レジストプロセス開発の有用なツールとして貢献することを期待する。 

 

 

・平成 20 年度採択チーム 

 

遠藤チーム 

本研究チームでは、MOSFET のチャネルを基板に垂直とすることによって、駆動電流、リーク電流

特性、集積密度の大幅な向上を目指した縦型 MOS トランジスタの開発を行う。独自の縦型構造形成プ

ロセスの開発から始まり、回路設計ツールの自作など必要なものは全て自前で開発し、半導体デバイス

の新しいユニバーサル技術プラットフォームの創出を狙っている。 

縦型チャネルをマルチピラー化することによって、放熱性能を飛躍的に向上させることができること

をシミュレーションで示した。参加企業との連携形態を一段と強化させ、実用化に必要な技術セットの

検証に取り組んでいる。本チームへの世界的注目が高まっている中、今後、論文化、特許化で先行性を

しっかりと担保したい。 

 

木下チーム 

本研究チームでは、EUV リソグラフィに使うマスクの微小欠陥検査装置のコストを大幅に圧縮でき

る新しい原理に基づく検査装置の開発を行う。フェムト秒レーザー（～800nm）の超高次高調波

（13.5nm）によるコヒーレント EUV 光源と EUV スキャトロメトリー顕微鏡（CSM）との融合により、

サブ nm 精度のパタン寸法計測および露光用マスク欠陥観察技術を開発する。 

出力 50nW 超、世界最小ビーム開き角（0.17mrad）のコヒーレント EUV 光の発生に成功した。そ

れを用いて、像再生アルゴリズムの高度化によって、非周期性パタンの像再生に成功した。これらの

成果が評価され、NEDO プロジェクトの採択につながった。今後は、光源に関して高繰り返し化によ

る高出力化、スタンドアロン化の完成度向上などを通して、早期の実用化を目指したい。 

 

鳥海チーム 

本研究チームは、電子、正孔ともにバランスよく移動度が高い Ge をチャネルとし、ゲート絶縁膜に 

High-k 絶縁膜を用いた高性能 Ge CMOS における界面制御技術の開発を行う。 

アイソトープの利用、高圧酸化雰囲気の利用など様々な要素実験を行い、GeO2界面の形成・消滅メ

カニズムを明らかにし、理想的な CV 特性を有する Ge 界面の形成に成功し、世界最高の移動度を実現

した。今後は、同様な手法を用いて High-k/Ge 構造の界面制御技術を完成させたい。 
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前川チーム 

本研究チームでは、スピン流の効果も加味した一般化ファラデー方程式の提案に基づいた数値シミ

ュレーション技術を構築する。特に、フォノンとスピンの相互変換プロセスの解明を深耕させ、新し

いスピン流応用デバイスの開拓に向けて新材料・新機能の開発を行う。その検証にあたっては、国内

外の実験グループと密な連携を図る。 

フォノンとの相互作用を利用したスピン起電力を提案し、東京大学の実験グループの協力により実

証に成功した。一方、理論研究をもとにスピンゼーベック効果を提案し、慶應義塾大学／東北大学の

実験グループの協力により実証に成功した。今後、集積化デバイスへの適用可能性を幅広く検討して

いきたい。 

 

松井チーム 

本研究チームでは、従来のナノインプリント技術の工程を大幅に簡略化できる新原理のナノインプリ

ント技術の開発と、その裏づけとなる原子レベルのプロセス科学を構築する。採択前に発明されていた

廣島法、すなわち凝縮性ガス（PFP：ペンタフルオロプロパン（HFC-245fa））雰囲気下の充填プロセ

スに加え、離型剤の分子構造設計により、低欠陥・低コスト・高スループットのナノインプリントプロ

セスの開発を行う。 

廣島法の優位性（バブル欠陥フリー、および短時間樹脂充填）を実験的検証に成功した。離型剤を

全く使わないという新しいプロセスを開拓し、その材料設計指針を得た。統合化実証のために材料開

発、最適化に多くのリソースを必要とする段階にきており、今後は、完成度向上を目指して関連企業

との連携を強化したい。 

 

 

・平成 21 年度採択チーム 

 

大毛利チーム 

本研究チームでは、デバイス特性が不安定になる超高速ナノ CMOS において、チャネルノイズ発生原

因を非定常・非平衡状態で計測・解析し、時間的・空間的な揺らぎが抑制されたナノデバイスの設計指

針を開発する。 

新型プローバーの開発を通して、従来計測不能であった高周波領域でのノイズ測定に成功し、ノイズ

低減化の指針を得た。さらに高い周波数領域の計測に向けて、新しい測定系の開発も進めている。今後

は、プローバー自身の実用化を通して、本手法を普及させたい。 

 

岡田チーム 

本研究チームでは、グラフェンをはじめとするナノカーボン物質群が、現実的な各種複合構造におい

て、どのような物性を示すか計算科学により解明し、グラファイト系デバイスの設計指針の提示を行う。  

SiO2基板上に接着しているグラフェンは、SiO2の構造に依存して剥離後の残存層数が決まることを示

した。今後は、欠陥（七員環や五員環の混在）の存在によるバンド構造の乱れを活用したデバイス応用

の設計指針提示につなげたい。 
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神谷チーム 

本研究チームでは、独自のナノインデンター装置の開発を通して、半導体集積デバイスの高密度多層

配線や三次元積層 LSI の局所的機械強度を計測するシステムを開発し、多層構造、三次元デバイスの長

期信頼性の設計指針の提示を行う。 

新型ナノインデンター装置の設計試作が完了した。また、基礎的データの収集に着手し、装置の基本

的動作の検証が進んだ。今後、強度分布マッピングを行い、破壊過程シミュレーションとの実測値との

比較を着実に行い、本手法の有効性を早期に確認したい。 

 

木村チーム 

本研究チームでは、電荷レス・スピン流の三次元注入技術、スピン方向高速変調技術、及びホイスラ

ー合金によるスピン流の超高効率生成技術を開発し、優れた熱擾乱耐性を有する超高速・極低消費電力

スピンデバイスの試作実証を目指す。 

フルホイスラー合金薄膜の高品質化に成功し、大幅に純スピン流生成効率を向上させた。今後は、ス

ピン流制御の最適化を通して、スピン流ならではの魅力的機能を発現させることを急ぎたい。 

 

長谷川チーム 

本研究チームでは、ゲート電極から金属原子（イオン）を供給し、絶縁体中にあるソース及びドレイ

ン電極をショートさせることで、高い ON/OFF 比を実現する三端子型不揮発性スイッチ、および、それ

を用いた新しい機能デバイスの開発を行う。 

印加電圧の差により揮発性スイッチと不揮発性スイッチに変化する現象を発見した。今後、相補性動

作の追求とともに、発見した新現象を利用した新機能の集積化デバイスの提案に結び付けたい。 

 

森チーム 

本研究チームでは、原子論的電子輸送シミュレーション、フォノン輸送シミュレーション、回路シミ

ュレーションを統合したシミュレータを開発する。 

統合前の個別シミュレーションに関しては、各種の構造をもつデバイス動作の予測に使われ、その有

効性が確認されている。今後、T-CAD との統合も含めて、より使いやすい形に進化させたい。 

 

湯浅チーム 

本研究チームでは、金属磁性材料と機能性金属酸化物材料の積層構造の形成に向けたプロセス開発を

行い、新しい不揮発性スイッチング機能デバイスの創出を目指す。 

電圧によるスピン制御に関して、初期的なスピン制御動作に成功した。今後、低エネルギー動作に向

けた材料探索、プロセス開発に注力し、目的とする電圧制御三端子機能デバイスの試作実証につなげた

い。 
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１０．総合所見 

 

本 CREST 領域を運営して感じたことをいくつか述べたい。 

一つはサプライズでもあるが、海外先進企業からの連携オファーが少なからずあったことである。こ

れは、彼らがテーマのオリジナリティや応用のユニークさに着目した結果であり、このような研究開発

を進めている人材が少なからず日本に力強く存在していることを再認識させられたことである。これに

対し国内企業への還元では、デバイス事業分野では課題があるものの、材料やプロセス分野の事業領域

では、実用化志向の連携希望が少なくなく、この分野での日本企業の高い挑戦性を物語っていることは

嬉しいことである。 

 

二つめは、強烈な専門性を持つ世界的な研究者ではあるが、案外自信を持って出口シナリオを語れる

研究者が少ないことである。本領域では「集積化デバイス」という視点を掲げているが、個別の物性や

現象を深耕することに熱心ではあるが集積化後のインパクトに関心が低い研究チームも少なくない。本

領域では「Discovery Science」としてテーマ分類に掲げているように科学的深耕は大いに奨励している

が、それは応用的インパクトの大きいパスツールのような科学的発見を期待しているからである。一部

では Discovery Science 的な成果も出していただいているが、更なる科学的な新コンセプトの創出を期

待したい。 

 

このように、17 チーム、総計 400 名以上からなる本 CREST には、出口イメージが具体的な研究者

と科学的な深耕が得意な研究者とが混在している。本 CREST への参加で近づいた縁をきっかけにして、

この両者の交流を促進し、科学的深さと出口イメージを併せ持つ研究者をもっと増やすことができれば、

小職の本願である。研究姿勢が類似しながら日頃交流が少ない研究者群の意見交換、哲学交換の場を提

供することを目的として、領域内部で「領域ニュース」の発行を始めた。一通り各研究チームのテーマ

紹介が終わったところで、次の段階として、得られた成果の出口イメージを、「狙いがわかりやすく書

かれる新聞記事形式」で、自ら紹介していただくニュース形式とした。これは意見交換を始めるハード

ルを下げる効果を狙っている。まだ開催数は少ないが、今後、本領域で主催するシンポジウムではこの

狙いを具現化していきたい。 

 

このような多様な価値観・科学技術観を持つ研究者集団の提案を「研究総括の想い」で自由に採択し、

かつ運営できる CREST という仕組みは、海外の研究ファンド高官らからとても羨ましがられている。

今後、日本が本格的に海外との学術連携、産業連携を強めていく中、科学的知識の深さと技術の実用化

スピリットを併せ持つ人材を増やす仕組みとして、CREST 制度は日本の国力復権を加速するためにも

一段と強化すべきものと考えている。 

 


