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図 1．新規提案した発光素子層構造

図 2．各バイアス時のエネルギーバンド図
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A novel light emitting device, the so-called monopolar LED, is proposed and investigated. 
Here monopolar means that the device contains only n-layers. At the same time, holes could be 
directly injected into an active region as a tunnel current by utilizing large polarization field in 
an Al(In)N layer. A simulation result indicated that the energy levels between the valence band 
maxima of an active region and the conduction band minima of an electron capture layer were 
well-aligned, implying that holes could be generated at the active region. On the contrary, the 
result also suggested that a lack of hole accumulation in the active region could be a serious 
issue. So far the fabricated devices have not emitted light under the bias. 

１．はじめに 

ワイドバンドギャップを有する窒化物半導体は、半導体としての性質を示す一方、強い誘電体的性質も示す材料である。

具体的には、極めて大きな分極効果を示し、ピエゾ分極や自発分極に基づく分極固定電荷がヘテロ界面に発生し[1]、
MV/cm オーダの巨大な電場が発生する。本研究の目的は、窒化物半導体が有するこの巨大分極効果を利用して、p 型層

を全く必要としない「モノポーラ LED」を新規に提案し、その実現可能性を検証することである。従来、LED では pn
接合間に活性層を配置し、n層から電子を、p層から正孔をそれぞれ供給して、それらの再結合による発光を利用してい

る。本研究では、p型層からの正孔注入に代わり、n型層から正孔を活性層へ直接トンネル注入させて発光を得ることが

目的である。

２．素子層構造設計 

上述した原理による新規発光素子を実現するための素子層構造について説

明する。図 1にその素子層構造を示す。本素子に必要な層は大きく分けて 4つ

あり、①電子注入層、②活性層、③トンネル層、④電子捕獲層である。①電子

注入層は電子を②活性層に注入し、②活性層では電子と正孔が再結合して発光

する。活性層として、ここでは青色発光する標準的な GaInN/GaN量子井戸を

用いた。一方、③④は本素子のみに存在する特異な層である。本素子の正孔注

入は、②活性層の「価電子帯」に存在する「電子」が、③トンネル層を介して、

④電子捕獲層の「伝導帯」に直接トンネルすることで行われる。そのためには、

③トンネル層のエネルギー準位が巨大分極電場によって大きく傾斜するととも

に、その層厚が数 nmと薄い必要がある。そこで、本研究では、我々がこれま

で検討してきたトンネル接合構造[2-3]を上記観点から鑑みることで、当初予定

していた AlInNではなく、より分極が大きい AlN（厚さ 2nm）を利用する方針

とした。また、上述した電流捕獲層の伝導帯エネルギー準位を少しでも下げる

ために、高濃度に Siドープした GaInNおよびその組成傾斜層を電子捕獲層と

した。この層構造のシミュレーションによる 0Vおよび 3.5V印加時のエネル

ギーバンド図を図 2に示す。上記層構造に工夫を凝らすことで 0V時でもすで
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図 3．X 線回折曲線と PL スペクトル 

図 4．電流光出力特性と電流電圧特性 

に②活性層の価電子帯上端と電子捕獲層伝導帯下端のエネルギー差は 0.5V 程度と極めて小さい。そして、3.5V 印加時

には、その二つのエネルギー準位差が無くなり（点線楕円部）、トンネル確率が期待通り大幅に上昇すると考えられる。 
一方、本シミュレーション検討を通じて新たな課題を認識した。一般に、発光再結合確率は電子濃度と正孔濃度の積に

比例する。ゆえに十分な発光を得るためには、活性層内に正孔が十分蓄積することも必要である。現時点のシミュレーシ

ョン結果を見る限り、本素子活性層内には十分な正孔の蓄積が生じない。今後、この観点で検討する必要がある。 
 

３．実験結果 

上記設計・検討した層構造（図1）をMOVPE
成長にて形成した。AFM により表面を観察し

たところ、RMS 値は 0.62nm であり、比較的

良好な表面が得られた。また、図 3 に X 線回

折曲線とフォトルミネッセンス（PL）スペク

トルを示す。X 線回折曲線では、シミュレー

ションにみられるような微細な形状までは見

られないものの、全体の層厚に対応する良好

なフリンジが観測され、AFM 像の結果と同様、

比較的良好な界面平坦性が得られていると思われる。発光特性を示す PL スペクトルでは、従来の青色 LED 構造の結果

と比較すると、本素子層構造からの発光スペクトルの半値幅が非常に広くなっていることがわかる。結晶性が十分でない

と考えられる低温成長 AlN 上に GaInN 活性層を直接成長させたため、従来よりも結晶性が低下し、半値幅が広がった可

能性が考えられる。一方で、PL 測定では、光励起によりキャリアを生成させているため、電流注入と異なって、活性層

に電子と正孔が必ず生成され、ゆえにキャリア注入に依存しない活性層の発光効率のみを検証できる。したがって、少な

くともこの活性層に電子および正孔が注入されれば、発光することがわかった。 
最後に、従来の LED 作製プロセスを用いて本層構造発光素子を作製し、電流注入を試みた。その電流光出力特性およ

び電流電圧特性を図 4 に示す。比較として従

来の青色 LED の特性も一緒にプロットした。

残念ながら電流注入による発光は観測されな

かった。また、電流電圧特性も単純なオーム

性を示し、印加電圧が光エネルギーに変換さ

れた様子は見られない。従来の青色 LED と

の違いは立ち上がり電圧のみで、その後の微

分抵抗もほとんど同じであることから、今回

提案した素子では、電子電流が支配的に流れて

いるだけであると考えられる。 
 

４．まとめ 

本研究では、巨大分極効果を利用して正孔をトンネル注入させることで p型層を全く必要としないモノポーラ LED 実現

を目指した。素子構造を設計し、シミュレーションした結果、巨大分極が期待通りの効果を示し、トンネルする層間のエ

ネルギー準位を一致させてトンネル確率を高くできることがわかった。一方で、発光に必須である正孔の蓄積の有無の検

証が今後必要であることもわかった。また、実際に素子を作製し、電流注入させた結果、発光は観測されず、単に素子が

抵抗体となって電流が流れるだけであることがわかった。シミュレーションの結果と実験結果の双方を加味して考察する

と、トンネルによる活性層への正孔注入がなされた可能性はあるものの、その濃度が発光に寄与するには極めて少ないた

めに発光せず、再結合電流が流れず、その結果、活性層から電子がオーバーフローし、単なる電子電流が流れただけであ

ると考えられる。今後は、活性層への正孔蓄積を検討することが、モノポーラ LED 実現に重要であると考えられる。 
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