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技術開発の背景

日本のデータセンターにおける
消費電力量の現状
約120億kWh（総発電量の１％）

10年で情報量10倍トレンドで
2030年には

総発電量の30％超予測！

IoT (Internet of Things) 社会の進化
～膨大なデータの高速処理が最重要課題～

データセンター（サーバー）
エッジコンピュータ
PC、スマートフォン、センサー

基盤となるのは ICT（情報通信技術）

超低消費電化、
高速化が極めて重要
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技術開発の背景

ゲルマニウム(Ge)材料を導入とした革新的デバイス

● 高品質Si/Geヘテロ構造のエピタキシャル成長技術
● 結晶ひずみ制御技術 ● 高効率Ge発光膜形成技術

シリコンプラットフォーム上超低消費電力・高速デバイス開発

ICTを支えるハードウェア技術
＝シリコン半導体ナノテクノロジー

本学の有するキーテクノロジー
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技術開発の背景

■半導体チップ内、チップ間
の電気配線を光配線へ

ゲルマニウム発光デバイス
光集積回路（OEIC)

■微細化ではなく、チャネル
エンジニアリングによる超高速化
高速ひずみゲルマニウム

チャネルMOSトランジスタ

革新的 ゲルマニウム 光・電子デバイス
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従来技術とその問題点(1)
現在、半導体集積回路（LSI)はシリコン（Si）による

CMOS*が主流である。特にチャネルは歪みSiが利用

されている。しかしながら、微細化限界により、性能向
上に限界が見えている。Siよりも高性能なチャネル材

料の導入が必須となっているが、いまだ実用化には
至っていない。

歪みSiチャネル
CMOS

*CMOS: Complementary Metal
Oxide Semiconductor

S. E. Thompson et al., IEEE 
Electron Device Lett. 25 (2004) 191.
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従来技術とその問題点(1)
本技術では、ゲルマニウム（Ge）に注目する。

これはGeがSiよりも高いキャリア（電子・正孔）

の移動度を持っているためである。また、その
他の半導体材料と比較しても、特に正孔の移動
度は最も高く、ｐ型のMOSFET*の特性向上に
非常に有望である。

Si Ge GaAs InAs InP InSb

電子 1400 3900 8500 40000 5400 77000

正孔 450 1800 400 500 200 850

(cm2/Vs)各種半導体のバルク移動度

*MOSFET : Metal Oxide Semiconductor
Field Effect Transistor
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新技術の特徴・従来技術との比較

SiウェハーをGeウェハーに置き換えることを
考えた場合、Geの大口径化が困難。Si上に
Ge薄膜を形成することにより、Geの高い性
能を大口径Siウェハー上に実現できる。
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従来技術とその問題点(2)
光配線を目指した、Siフォトニクスの研究が盛ん
であるが、Si上の高効率発光デバイスの実現が
いまだ実現できていない（Siの材料特性に起因）。

☆高速Ge光検出器

☆低損失Si光導波路

☆高速Si変調器

☆超小型導波ｸﾞﾚｰﾃｨﾝｸﾞｱﾚｰ
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新技術の特徴・従来技術との比較

Si上にGeを形成することで、結晶歪みを有する
Ge膜を実現でき、発光特性の飛躍的向上が達
成可能。 → Geウェハーの重要性

無歪みGe 歪み Ge Nドープ歪みGe
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新技術の特徴・従来技術との比較

Si上へGe膜を結晶成長することにより、熱膨張
率の違いから結晶歪みが導入される。

→低欠陥の結晶成長技術が必須

Si上に成長したGe
@ 高温

無歪みGe, 無歪みSi
@ 室温 @ 室温

引っ張り歪みGe

熱膨張率 : Ge > Si
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新技術の特徴・従来技術との比較

2段階成長法によって低欠陥のGe膜

の結晶成長に成功

LT-Ge grown at 600℃LT-Ge grown at 400℃ LT-Ge grown at 500℃

Si substrate

HT-Ge

200nm
LT-Ge

Si substrate

HT-Ge

200nm
LT-Ge

Si substrate

HT-Ge

200nm
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新技術の特徴・従来技術との比較

Geエピ成長と貼り合わせ法によるGOI作製手法
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新技術の特徴・従来技術との比較

各種GOI基板作製手法

SmartCuｔ法のみGOI基板が市販

GOI作製法
利用
基板

大面積
化

歪み 薄膜化
膜厚

均一性
欠陥 移動度 不純物

SmartCut法 Ge × × × ○ × △ △
Ge酸化濃縮法 SOI ○ × ○ ○ × △ △
Ge熱結晶化法 SOI ○ △ ○ ○ × △ △

Geエピ on GaAs
＋貼り合わせ

GaAs × × ○ ○ ○ ○ ×

Geエピ on Si
＋貼り合わせ（本技術）

Si ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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新技術の特徴・従来技術との比較

Si 基板を利用（高価なGe, GaAs 基板は不使用）

GOI 膜厚のウェハー面内全体での均一化が容易

H, He イオン注入なし 欠陥フリー

貼り合わせ後の研磨により欠陥層完全除去

歪み の導入が可能

→バンド構造変調 →直接遷移化
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新技術の特徴・従来技術との比較

従来技術では面内均一薄膜化が困難であっ
たが、エッチングストップ層導入により、薄膜化
を達成した。
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新技術の特徴・従来技術との比較

エッチングストップSiGe層挿入により、面内で均一な
膜厚 50 nm以下のGOI基板作製に成功

従来技術では面内均一薄膜化が困難であっ
たが、エッチングストップ層導入により、薄膜化
を達成した。
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新技術の特徴・従来技術との比較

従来技術ではGeに導入される歪みは2軸性で

あったが、選択的欠陥導入手法によって１軸
性歪みの導入に成功。これはより高い移動度
を実現し得る。

Si0.23Ge0.77 buffer

一軸性歪みGeチャネル

10nm Ge

Ge sub. 0.1%

0.5%
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想定される用途
他手法で作製されたGe膜と比較して、より
高いキャリア移動度（速度）を有する。

→ Siに代わるCMOSチャネルに有望

曲線はバルクGe基板
[1][2]は他手法のGOI

[1] Appl. Phys. Lett. 99, 032103 (2011)
[2] Thin Solid Films 508, 346 (2006)

→ LSIの基盤となる
Siウェハーを置き換える

Geの正孔移動度の比較

ドリフト

Hall
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想定される用途
作製したGOI基板から、シリコンでは困難であった
室温での強い発光が得られた。

→ Si上の光配線用発光デバイスとして有望
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想定される用途

光共振器構造を組み合わせることで、共振
モードに対応した鋭い発光ピークを観測。

→ Geレーザーの実現へ

ファブリーペロー共振

励起パワー
増加
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想定される用途

本技術は、Si基板上のみならず、プラスチック等

のフレキシブル基板上へも適用可能。ウェアラブ
ルデバイス等フレキシブル・エレクトロニクス分野
への応用に期待。

単結晶Ge単結晶Ge

Ge電子デバイス Ge光デバイス

フレキシブル基板

フレキシブル基板

完全単結晶ゲルマニウム薄膜
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実用化に向けた課題

• 現在、大学研究室にて可能な、数cmサイズ
の薄膜GOIを完成させ、高い性能を実証した。

特にエッチングストップ層導入による薄膜化の
可能性を示した。しかし、実際に大口径ウェ
ハーでのGOI作製は試作に至っていない。

• 実用化に向けて、基板貼り合わせ、選択エッ
チング、ウェハー研磨の精度を、300mmウェ

ハーレベルまで可能とする技術を確立する必
要あり。
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企業への期待

• 大口径GOIウェハーの実現には、大面積Si
ウェハーの研磨や貼り合わせ技術を持つ企
業との共同研究が重要と考えている。

• 高品質な微細加工技術を持つ企業との共同
研究により、Ge高速デバイス、Geレーザーの
実現を目指したい。

• また、赤外線センサー、フレキシブル・エレクト
ロニクス分野への展開を考えている企業には、
本技術の導入が有効と思われる。
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お問い合わせ先

東京都市大学

研究推進部 産学官連携センター

大堀 博信

ＴＥＬ ０３－５７０７ － ０１０４

ＦＡＸ ０３－５７０７ － ２１２８

e-mail sangaku@tcu.ac.jp


