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本研究では，発光強度増強に向けた新たな方法として ErV 中心の作製過程で行うダイヤモンド中への
Er 原子のイオン注入に着目し研究を遂行した．最近，NV 中心の作製においてイオン注入温度を変化さ
せると発光強度が大きくなることが報告されていることから，ダイヤモンド中に Er イオンを注入すると
きの温度が ErV 中心の発光強度に及ぼす影響を調べるとともに，この ErV 欠陥中心からの ErV 中心の発
光観測を行った．

１．研究背景・目的
量子情報通信は従来の通信とは異なり，物理法則に基づいたきわめて安全性の高い情報通信として期待されている．
通常，情報をやり取りする上で重要となるのが，情報の伝送損失を如何に低減するかということにある．そのため，情
報損失の少ない 1.5 μ m 帯域の波長の光が使用されるが，長距離通信になるとこの帯域でも情報の伝送損失が大きくな
り，量子中継器が必要となる．現在，この量子中継器の媒体としてイオンや原子を用いた研究が盛んであるが，これら
の多くは，可視光波長域（0.6 ～ 0.8 μ m 帯）に発光特性を持つ．近年，量子中継器として期待されているダイヤモンド
中の窒素複合欠陥中心（以下，NV 中心）は，常温動作且つ量子スピンのコヒーレンスが長い（ミリ秒オーダー）という
特長があるが，光波長域は，上述のように可視域の 0.6 μ m ～ 0.75 μ m である．これらの可視光波長での発光は，情報通
信で損失の少ない 1.5 μ m 帯域（10 km で 3 dB 程度）へ光波長変換する必要がある．これは，スピンと光の間の情報の転
写や光波長変換時の損失を起こす．それゆえ，1.5 μ m 帯域で動作する原子やイオンを用いた量子中継器が期待される．
最近，ダイヤモンド中にイオン注入されたアンサンブルの Er 欠陥中心（以下，ErV 中心）から，常温において 1.5 μ m
1）

帯の発光が確認された ．そのため，ダイヤモンド中の ErV 中心が量子中継器の新たな候補として期待されている．し
かしながら，ErV 中心の発光強度の弱さが原因で単一 ErV 中心における発光が確認されておらず，発光特性に関して未
解明な部分が多い．
本研究では，発光強度増強に向けた新たな方法として ErV 中心の作製過程で行うダイヤモンド中への Er 原子のイオン
注入に着目する．最近，NV 中心の作製においてイオン注入温度を変化させると発光強度が大きくなることが報告され
た．そこで，ダイヤモンド中に Er イオンを注入するときの温度が ErV 中心の発光強度に及ぼす影響を調べるとともに，
この高発光強度を持つ ErV 欠陥中心を用いた単一 ErV 中心の観測を目指す．

２．研究内容
本研究では，ダイヤモンド中に Er 原子をイオン注入するときの温度を変化させて作製した ErV 中心からの発光強度に
関しての光学特性評価を行った．ダイヤモンド中の欠陥中心を作製する上で重要となるイオン注入条件は，イオン注入
量（加速度等），イオン注入時の温度，アニールの温度と時間である．最近，NV 中心のイオン注入温度により発光特性
1）

が変わることが確認されており ，ErV 中心でもこのイオン注入温度を 600℃と 800℃にしてアンサンブルの ErV 中心の
作製を行った．ダイヤモンド基板は，面方位 [100] を持つダイヤモンドを使用した．イオン注入は，イオンテクノセン
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ターに外注した．イオン注入量は，2 × 10 /cm オーダーに設定し，アニールの温度と時間は，800℃で 1 時間半とした．
また，温度を段階的に変化させアニールした．作製したサンプルの光学特性評価は，自作の共焦点レーザー顕微鏡を使
用した．励起光は 980 nm レーザーを使用し，励起光強度は 30 mW とした．
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３．研究成果
ダイヤモンド基板は，サイズが 2 mm×2 mm×1 mm で，面方位
[100] を持つダイヤモンドを使用しイオン注入を行った．ダイヤモ
ンド基板は，表裏がわかるように角に切り欠けを入れて行った．
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どのダイヤモンド基板もイオン注入量は，2×10 /cm オーダーで
行った．このとき，ダイヤモンド基板を 2 枚ずつ，イオン注入時
の温度を，200℃と 600℃に設定し行った．また，イオン注入後の
ア ニ ー ル 処 理 は，2 段 階 処 理 で 行 い，600 ℃，800 ℃ を 45 分 ず つ
行った．図 1（a）と（b）に，アニール後のダイヤモンド基板の写真と
基板全体の光学顕微鏡写真を示す．イオン注入時の温度を 600℃で
行ったダイヤモンド基板は，表面が黒くなっているのが確認され
た．これは，表面でのダイヤモンド基板の炭化が非常に激しかっ
たことが推測される．一方で，イオン注入時の温度を 200℃とした
ダイヤモンド基板は，炭化は少ないが若干黄色味がかっているこ
とが確認された．以前イオン注入時の温度を操作しなかった時と
ほとんど表面に関しては変わらないことがわかった．しかしなが
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ら，温度を上げることで，イオン注入量（10 /cm オーダー）を多
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くして起こっていた表面の炭化が，イオン注入量が 10 /cm オー
ダーでも起こることが分かった．共焦点レーザー顕微鏡により欠

図１ （a）アニール後のダイヤモンド基板の写真 ,（b）ア
ニール後のダイヤモンド基板全体の光学顕微鏡写真，
（c）熱混酸後処理後のダイヤモンド基板の写真．

陥中心の評価にむけて，表面の炭化の除去を熱混酸により行った．
その結果を図 1（c）に示す．200℃でイオン注入を行った方が，600℃に比べてイオン注入した場所としていない場所との
差がはっきりしている．
次に，共焦点レーザー顕微鏡を用いて，発光の確認を行った．光波長が 980 nm を持つ CW の励起光（強度 : 30 mW）
を 200℃と 600℃でイオン注入したサンプルに照射した．600℃のサンプルは，ダイヤモンド基板中に作製された ErV 中
心からの発光は観測できなかった．一方で，200℃のサンプルからは，ErV 中心からの発光を観測した．また，イオン
注入時の温度を高温にしない場合と比べて，欠陥中心からの発光増強したことでパワーメータにより強度（～ 500 μ W）
を観測できた．ErV 中心からの発光かを確認するため，励起光の偏光を変化させることで，発光強度を測定した．発光
強度が，20 μ W 程度の変化が確認されたことから欠陥中心からの発光であると考えられる．

４．結論
イオン注入時の温度を変えることでも，イオン注入量を減らしても表面での炭化が激しく起こることが確認された．
これは，イオン注入時における表面層が荒くなることだけでなく，イオン注入時の温度を変化させることで起こる炭素
の移動などが影響していると考えられる．そのため，単一の Er 欠陥中心の作製に向けて，イオン注入量の調整に加え
て，イオン注入時の温度を調整することが重要であることがわかった．また，200℃でイオン注入したアンサンブルの
Er 欠陥中心の発光が増強できた．
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