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 単一光子検出に向けたコラムナ量子ドットによるナノ細線電流チャネルの形成と評価

図 １．InAs/AlGaAs コラムナ量子ドット試料の断

面 STEM 像 
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We have characterized structural, optical and transport properties of InAs/AlGaAs columnar quantum dots 

(CQDs) formed by depositing a short-period AlGaAs/GaAs/InAs superlattice (SL) on a 1.8 Monolayer (ML) 
of InAs seed QDs layer. Photoluminescence measurements reveal that the SL region surrounding the CQDs 
acts as a potential barrier at the interface between the GaAs layer while the CQDs acts as a potential well. 
Using an n-i-n structure containing a layer of CQDs in the intrinsic region and a layer of n+-GaAs in the 
n-type region, we demonstrated that the CQDs form a conductive channel by blocking the current through the 
SL region. This result indicates that the CQDs can function as a kind of nanowire and provide potential 
applications for electronic devices such as a single-photon detector. 

  

 

１．はじめに 

電子や正孔を量子的に閉じ込める機能を持つ「量子ドット」は、その特性を活かした高性能なレーザや高効率太陽電池

の研究をはじめ、単一光子発生器や単一光子検出器など極限的な機能を持った次世代デバイスの研究が盛んに行われてい

る。これらのデバイスを実現するために、結晶成長技術を駆使した量子ドットのサイズや密度制御の研究が精力的に進め

られており、様々な新しい成長技術が開発されている。近年では、量子ドットを薄いスペーサ層で近接させて積層するこ

とで成長方向に長く円筒状になるコラムナ量子ドット（Columnar Quantum Dots: CQDs）が注目されており、レーザや光

増幅器の偏光制御に役立てられている[1,2]。このコラムナ量子ドットは積層数を増やすことで成長方向の長さを 100nm

以上にすることもでき、ナノ細線状の構造を形成することが可能である。 

我々は、コラムナ量子ドットと Type-II バンド構造をとる材料の量子ドットと組み合わせることでフォトトランジスタ

を構成し、単一光子レベルの微弱光でも感度を持つ超高感度光検出器への応用を検討している。この光検出器はベースと

なる部分が量子ドットであるため、１個の電荷蓄積に対しても大きな障壁低下効果を生じ大きなエミッタ―コレクタ間電

流が得られると期待できる。本研究では、この単一光子検出器を実現するための基幹素子となるコラムナ量子ドットによ

るナノ細線電流チャネルについて、その結晶成長と基礎特性評価および電気伝導測定による電流チャネルとしての動作実

証を行った。 

 

２．コラムナ量子ドットの結晶成長と評価 

一般的な InAs/GaAs 系材料のコラムナ量子ドットでは、CQD とその周辺

の超格子層ともに GaAs の伝導帯バンド端よりエネルギーが低くなるため、

CQD 中だけに電流を流すことは不可能である。そこで、AlGaAs 系材料をス

ペーサ層として CQD を作製することで、超格子層は GaAs に対してポテンシ

ャル障壁となり、In 組成比が高く超格子層と比べてエネルギー障壁が低く

なる CQD 中に集中して電流を流すことが可能となる。 

試料は分線エピタキシー法（MBE）により GaAs(100)基板上に作製した。

CQD の成長方法としては、基板温度 580℃で GaAs バッファ層成長後、基板

温度を 510℃に下げ、InAs 種量子ドットを堆積量 1.8 Monolayer (ML)で成

長した後、基板温度を 530℃に昇温し、Al0.5Ga0.5As 8ML、GaAs 2ML、InAs 1ML

の超格子を 30 周期成長した。超格子の界面を平坦にするために、各 GaAs
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図 ２．コラムナ量子ドットを含む試料と含まない試料の

室温における蛍光スペクトル 

図 ３．n-i-n ダイオード試料の 3.8K における電流電圧特性。実

線は CQD を含む試料で破線は CQD を含まない超格子

障壁のみの参照用試料。 

層成長後は 60s の成長中断を設けた。SL の成長中には、反射高速電子回折（RHEED）によりストリークとスポッティパタ

ーンが交互に現れ、量子ドットが正常に積層されていることを確認している。CQD 成長後はその上に 200nm の GaAs を成

長した。 

図１に作製した試料の Scanning Transmission Electron 

Microscopy (STEM)による断面観察結果を示す。中心に円筒状に白

く表れている部分が CQD で、転位もなく良質な結晶が得られている

ことが分かる。下部から上部に向かって直径が約 20nm から 40nm に

大きくなっている形状をしており、コントラストの様子から最下部

の種量子ドット部分が最も In 組成が高くなっていることが分かる。 

成長した試料の室温における蛍光測定の結果を図２に示す。低エ

ネルギー側のピークは CQD からの発光で、高エネルギー側のピーク

は AlGaAs/GaAs/InAs 超格子層からの発光である。この結果から、

GaAs のバンド間エネルギー1.42eV に対して CQD はエネルギーが低

いためポテンシャル井戸となり、超格子層はエネルギーが高いため

ポテンシャル障壁となることが分かる。したがって、GaAs 層から

CQD 層に電子を流そうとした場合、ポテンシャル障壁となっている

CQD 周辺の超格子層には電子は流れず、ポテンシャル井戸となって

いる CQD 中に電子が集中して流れることが予想される。 

 

３．n-i-n ダイオードによるナノ細線電流チャネルの動作実証 

次に、CQD 中に電流が流れるかどうかを確認するために、CQD 層を n+-GaAs 層で挟んだ n-i-n ダイオードを作製し、そ

の電流電圧特性を測定した。試料は、n+-GaAs(100)基板上に

n+-GaAs バッファを 300nm 成長したのち、積層数 20 層で前述

と同じ成長条件でノンドープの CQD 層を成長させ、300nm の

n+-GaAs キャップ層を成長した。試料はフォトリソグラフィー

で 20μm 角のメサに加工し、基板側と表面にオーミック電極を

形成した。メサ中には約 40,000 個の CQD が含まれており、チ

ャネル面積の割合はメサに対して約 10％である。参照用試料

として、CQD を含まない超格子障壁のみの試料も作製した。図

３に 3.8K における二つの試料の電流電圧特性を示す。図から

CQD を含まない超格子層だけの試料はポテンシャル障壁の影

響による指数関数的な電流増加を示し低電圧領域では電流は

ほとんど流れていないのに対し、CQD を含む試料はほぼ線形な

特性で電流量も参照用試料と比べて 100 倍以上大きいことが

分かる。これは CQD 中を電流が流れていることを明瞭に示して

いる結果であり、さらに線形な特性から CQD 中にはポテンシャ

ル障壁が存在していないことを示唆している。 

 

４．まとめ 

本研究では、新しい検出機構を持った単一光子検出器に関し、基幹素子であるナノ細線電流チャネルを実現するために

これまでにないコラムナ量子ドットを用いた形成を試み、その結晶成長と評価を行った。その結果、サイズや形状、エネ

ルギー状態が理想的なナノ細線構造を得ることができた。また、n-i-n ダイオードを用いてナノ細線の電気伝導性を確認

し、電流チャネルとしての動作を実証した。本研究の成果は、単一光子検出器への応用に加え単一電子トランジスタなど

の他のナノ細線デバイスへの応用可能性も期待できる。 
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