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Fabrication of Novel Oxynitride Semiconductors for Room-Temperature Operating
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A novel ZnO-based semiconductor, ZnInON (ZION), has been developed as a channel material in
excitonic transistors. The reciprocal space mapping of x-ray diffraction reveals that ZION films are
coherently grown on ZnO templates, indicating that a piezoelectric field can be generated in the ZION/ZnO
quantum wells (QWs). Owing to this piezoelectric field, ZION-QWs have significantly long exciton lifetime
of about 1 μsec (calculated by device simulator), which is several orders of magnitude longer than those in
conventional QWs such as GaAs-based QWs. Furthermore, we have fabricated for the first time
atomically-flat ZION films with tunable band gap from 1.5 eV to 3.3 eV by magnetron sputtering that has
great advantages in mass production. From these results, ZION is expected to open new pathways for
excitonic transistor that may replace current electronic devices.

はじめに
LSI 伝送の光化が進んでいる．従来の光信号処理システムでは，光－電気信号変換時に生じる伝送遅延(～nsec)や，電
子デバイスの膨大な消費電力が問題となっており，光伝送に対応した新たなシステムの構築が急務となっている．電流を
伴うことなく励起状態が移動する「エキシトン（励起状態の電子-正孔対）流」を利用したトランジスタは，光信号を直
接処理できるため高速化(～psec)が可能となる一方，電流によるジュール熱損失が低く消費電力は従来電子デバイスの
1/100 以下となる．またシリコン LSI プロセスとの互換性が高く高集積化が可能で
ある．即ち電子デバイスの高集積性と，光デバイスの高速・省電力性を併せ持つデ
バイスであり，次世代トランジスタとして期待されている．しかし，従来の III-V
族半導体を用いたエキシトニックトランジスタは動作温度が 150K 以下に限定され
(1)
，実用化の目途は立っていない．本研究では，エキシトニックトランジスタの室
温動作を目指し，高いエキシトン束縛エネルギー(60meV)を有する ZnO をベースに
した新しい半導体材料「ZnInON」を開発したので報告する．
図１. エキシトントランジスタ
模式図

１．ZnInON 量子井戸におけるエキシトン寿命シミュレーション
酸窒化物は半導体として未開拓の材料系であったが，筆者らは Zn と In を含む酸窒化物が半導体特性を有することを見
出した(2)．上記材料は，バンドギャップ可変(1.0-3.4 eV) (3,4)というユニーク
な性質に加え，ピエゾ定数が大きい(e33～1C/m2)という特長を有しており,c
軸方向にコヒーレントに量子井戸を形成した場合、結晶格子の歪みによって
井戸層には数百万 V/cm もの強いピエゾ電界が発生する．本研究では、上記
ピエゾ電界がエキシトン寿命に与える影響を調べるため，ZnInON 量子井戸
内での電子―ホール波動関数を計算し、それらの重なり積分をもとに、エキ
シトンの再結合確率を見積もった。図３にデバイスシミュレーションにより
計算した ZnInON 量子井戸内のエキシトン再結合レートを示す．高い結晶欠
陥密度密度に関わらず低再結合レートを示しており，その寿命は 1μsec を超
える．この値は従来の III-V 族材料に比べ 4 桁長く，高効率エキシトン流生
図２ ZnInON 量子井戸におけるエキシトン再結
成が可能であることを示している．
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２．新規半導体材料 ZnInON の高品質結晶成長
エキシトン流生成のためには ZnInON 膜の高品質化が必須である．本研究では，量産性に優れたスパッタリング法と，
独自に考案した結晶核制御技術を用いることにより、低コスト且つ高品質な ZnInON 膜の実現を目指している。具体的
には、低コスト基板（サファイア基板）上に ZnInON と同じ結晶構造(ウルツ鉱型)を有する ZnO 膜の単結晶成長を試み、
これをバッファー層とすることで ZnInON の高品質結晶成長を行った．サファイア上への単結晶 ZnO 膜の成長は．その
大きな格子定数差（不整合率 18%）によりこれまで実現には至っていない．本研究では窒素添加結晶化法（NMC 法）と
いう新たな手法を開発し(5-8)，サファイア上への ZnO 単結晶の作製を試みた．本手法では，まず ZnO 成膜雰囲気中に不
純物である窒素原子を導入し、ZnO の結晶粒の成長を意図的に阻害することで高密度な結晶粒を有するバッファー層
（NMC バッファー層）を作製する．結晶粒の高密度化により格子不整合
に起因する歪み・界面エネルギーが低減され，転位の発生が抑制される
とともに，結晶軸の揃った結晶粒が形成される．その後，上記結晶粒を
核生成サイトとして 2 次元的に結晶成長させることで、ZnO 単結晶膜を
作製する．得られた ZnO 膜の原子間力顕微鏡（ＡＦＭ）像を図 2 に示す．
直線性の高いステップが観測され，サファイア基板上且つスパッタリン
グ法によっても高品質なエピタキシャル ZnO 膜を得ることが出来た。上
記 ZnO 膜の移動度および残留キャリア濃度はそれぞれ 90 cm2/Vsec およ
び 1015 cm-3 であり，電気特性にも優れていることが分かった．
図３ ZnO の表面 AFM 像．

３．ピエゾ電界発生のためのコヒーレント成長の実現
本デバイス構造において，ピエゾ電界は ZnInON 内に生じる結晶歪みにより発生させる．具体的には ZnO/ZION 量子
井戸において、ZnInON 膜を ZnO 膜に対してコヒーレント（格子緩和させず）に成長させることで、ピエゾ電界を発生
させる。この時，結晶欠陥により歪みエネルギーが緩和されるため，結晶成長時において，いかに欠陥発生を抑制するか
が重要となる．本研究では上述の結晶核制御技術による高品質バッファー
層の形成に加え、高密度ラジカル源を用い酸素原子／窒素原子数比を緻密
に制御することで，ZnO に対する ZnInON 膜のコヒーレント成長を実現
させた。図４に ZnInON (105) 面近傍におけるＸ線回折逆格子マップを示
す．ZnInON 膜厚が１μm の時，下地の ZnO に対し完全に格子緩和して
いたのに対し，膜厚が 30 nm の時は(100)方向の格子定数が ZnO と完全に
一致しており，コヒーレント成長していることが確認された．また AFM
像から，このとき ZnInON 膜は原子レベルで平坦な表面を有することが分
かった．今後は，コヒーレント成長させた原子平坦 ZnInON 膜を用いて量
子井戸を作製し，フォトルミネッセンス(PL)スペクトルおよびデバイスミ
図４ ZnInON(105)面からの X 線回折逆格子マップ.
ュレーションによりピエゾ電界強度を算出し，格子不整合度，井戸幅等の
パラメータとの相関を明らかにする．またそれらの量子井戸について時間分解 PL 測定を行い，エキシトン寿命に対する
ピエゾ電界の効果を明らかにする．
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