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１．はじめに
「光配線」を LSI 内に導入する動きが始まっている．電気配線では高速化とともに伝送損失が増大することに加え，
「光配線」を
内に導入する動きが始まっている．電気配線では高速化とともに伝送損失が増大することに加え，
LSI の微細化に伴い，配線抵抗・配線間容量による信号遅延や電力消費が無視出来なくなっているためである．伝送損
の微細化に伴い，配線抵抗・配線間容量による信号遅延や電力消費が無視出来なくなっているためである．伝送損
失の小さい光配線に置き換えることで，2 桁の高速化と
桁の高速化と 2 桁の低消費電力化が可能になる．LSI において，演算・記憶は
失の小さい光配線に置き換えることで，2
電子回路により行われるため，光配線化のためには電気信号 (E) を光信号 (O) に変換する必要がある．そこで注目されて
電子回路により行われるため，光配線化のためには電気信号(E)を光信号(O)に変換する必要がある．そこで注目されて
いるのが，半導体量子井戸内に生成された励起子をキャリアとする新しい原理のE/O
E/O変換デバイスである．既存の
変換デバイスである（図 1）．既存
いるのが，半導体量子井戸内に生成された励起子をキャリアとする新しい原理の
E/O
の E/O 変換器では不可能であった小型化と高速化の同時達成が可能となるため，LSI
内光配線化のブレークスルーをもた
変換器では不可能であった小型化と高速化の同時達成が可能となるため，LSI
内光配線化のブレークスルーをもたらす
らすと期待される．またこの励起子は，量子ビットとしても注目されている（図 1）．大規模集積化から遡って量子ビッ
と期待される．またこの励起子は，量子ビットとしても注目されている．大規模集積化から遡って量子ビットの候補を
トの候補を考えたとき，ゲート操作に相互干渉性の低い光が使える励起子量子ビットのメリットは大きい．しかし従来
考えたとき，ゲート操作に相互干渉性の低い光が使える励起子量子ビットのメリットは大きい．しかし従来の励起子で
の励起子では「長い寿命」と「高い制御性」の両立が本質的に困難であり，これが上記デバイスの実用化を妨げている．
は「長い寿命」と「高い制御性」の両立が本質的に困難であり，これが上記デバイスの実用化を妨げている．励起子に
励起子には，光学遷移が許容されたブライト励起子と，光学遷移が禁止されたダーク励起子の
2 種類があるが，それぞ
は，光学遷移が許容されたブライト励起子と，光学遷移が禁止されたダーク励起子の
2 種類があるが，それぞれ寿命と
れ寿命と制御性に致命的課題を抱えているからである．
制御性に致命的課題を抱えているからである．
「長寿命なブライト励起子」を実
本研究は， II-III-V-VI 族からなる新材料(ZnO)x(InN)1-x(以下 ZAION)を用いて 1,2)，
現することを目的としたものである．ZION は ZnO と InN の擬 2 元型混晶であり，無機材料でありながら 30–60 meV の
高いエキシトン束縛エネルギーを有するため，室温 (25 meV)
でのエキシトン生成が可能になる．また ZION の強い圧電性
(e33～1 C/m2) により，量子井戸を形成した際に大きなピエゾ
電界 (～MV/cm) が発生し，電子・正孔の波動関数が空間的に
分離する．このためブライト励起子においても長寿命化が可
能となる．この室温安定・長寿命ブライト励起子が実現すれ
ば近い将来，高い制御性と長いコヒーレンス時間，室温動作
安定性を兼ね揃えた励起子量子ビットや高出力型・励起子ト
ランジスタの作製が可能となるだけでなく，従来ブラックボ
ックスとなっていた「外場による励起子輸送」の機構解明の
場をもたらすと期待される．

図
１．新材料
ZAION
を用いた励起子トランジスタならびに励起
図１
新材料 ZAION
を用いた励起子トランジスタならびに励起子
子量子ビット模式図．
量子ビット模式図．

２．実験および計算方法
量子井戸構造の作製においては高品質結晶成長が前提となる．結晶欠陥は残留キャリアを発生させ，ピエゾ電界を相
量子井戸構造の作製においては高品質結晶成長が前提となる．結晶欠陥は残留キャリアを発生させ，ピエゾ電界を相
殺するとともに，励起子の非輻射再結合中心となるからである．そこで本研究では高精度フラックス制御スパッタを用
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いることで，化学量論組成 (ZnO)x(InN)1-xを有する ZION膜を形成した．さらにエピタキシャル基板のモフォロジーや極
性等の条件を最適化することで，ZION の高品質成膜ならびに障壁層である ZnO膜との高品質ヘテロ界面の形成を試み
た．「外場による励起子輸送」の機構解明については，両極性拡散と不均一電界中での双極子の並進運動が励起子の主
な輸送機構であるとの仮説を立て，これを検証した．具体的にはデバイスシミュレータにより励起子トランジスタ内で
の電界分布を求め，それらを外力がある場合の拡散方程式に代入することで，励起子輸送の記述を試みた．

３．結果
基板の表面モフォロジーならびに極性の適切な選択により，ZION という 4 元系材料において初めて，原子レベルで急
峻な ZION/ZnO ヘテロ界面の形成に成功した．通常，基板の表面形状は高さ分布の二乗平均平方根 (RMS) 粗さで議論さ
れるが，我々は，(RMS の 3 乗で規格化した) 三乗平均である分布の「歪度」が基板上に作製する薄膜品質を決定づける
キーパラメータであることを突き止めた（図 2）
．これは，吸着原子のマイグレーションを阻害する基板表面での微少な
スパイク成分が，分布の RMS(標準偏差）ではなく歪度に反映されることに起因する 3)．また ZnO 基板を用いた場合，O
極性面上で高品質膜が得られることが分かった．これは，ウルツ鉱の結晶構造においてアニオンが成長最表面に配置さ
れたときのダングリングボンド数が極性によってい大きくことなるためであり，ダングリングボンドの少ない O 極性面
上で吸着 Zn 原子の高い表面移動度が得られるためと考えられる．高分解 TEM 像から ZION 膜の原子間距離を算出したと
ころ，O 極性面上では少なくとも 15 ML までは膜が基板に対してコヒーレント成長しており，励起子長寿命化の鍵であ
るピエゾ電界が発生していることが示唆された．またワイドギャップ障壁層として検討している ZnMgO の高品質単結晶
成長にも成功し，室温での励起子発光を確認した 4)．
次に，励起子トランジスタにおける励起子輸送現象の記述のため，デバ
イスシミュレーションを用いて電界の値を求め，外力のある場合の拡散方
程式に代入することで，励起子の濃度分布を計算した．用いた式を以下に
示す．
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ここで 𝑛𝑛𝑛𝑛, 𝜏𝜏𝜏𝜏, 𝜕𝜕𝜕𝜕, 𝐺𝐺𝐺𝐺 はそれぞれ励起子の濃度，寿命，ポテンシャル，生成率で
ある．𝐷𝐷𝐷𝐷は拡散係数，𝑘𝑘𝑘𝑘𝑏𝑏𝑏𝑏 𝑇𝑇𝑇𝑇は熱エネルギーである．デバイス内の励起子輸送

の定性的な記述には成功したが，一方で定量的には，従来報告されている
励起子トランジスタ動作を記述するには至らなかった．今後は励起子の歳
差運動も考慮した形でのドリフト速度を求めるなどして，外場による励起
子輸送の機構解明を目指す．

3)
3)．
図２．各種基板の表面高さ分布
図２ 各種基板の表面高さ分布
．

４．まとめ
室温安定・長寿命ブライト励起子実現の鍵となる，ZION/ZnO 超高品質ヘテロ界面の実現，ならびに量子井戸層となる
ZION 膜のコヒーレント成長に成功した．また ZnMgO において室温での励起子発光を確認した．今後は，励起子トランジ
スタの室温での動作実証を目指すとともに，ZION 歪量子井戸内の励起子について，量子状態の保存と破壊の機構を Rabi
振動の観測を通して解明する．
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