;ĭĵŵ<

ĭ ĵ Ť Ɔ ¾
ŏƂni{ĻÏYƂĎđ±gġ>NĘĔêŻłā²zļYĊĺ
ĭĵŔŊ¾
¾ºÙÜķËÑËÑſőÑĭĵįÛĕÝ
ĭĵ¦ðŊ¾
¾ºÙÜķËÑËÑſőÑĭĵįŨĝãÏ9
ÌŐů9ËċŎĸ
ƏƎZJ^X
 o~moirYni{ĻÏCĔÎX¦÷INļZ9ĻÏYĶŽŶňXžISĪūıgĮK
GUCĬbeS>d:«ğĻÏY¦÷ļTĻÏĚàgÉ¯HLdU9ĚàCĽ 50 ĴƋYUD9ĻÏC
vXŶ§INĔĪBb9řªčIEŶ§INłāĪ[UĪūıKd:]N9ni{ĻÏCŏƂ
IS>dÈ¼Z9ĻÏŽYƃƂ¸ĦXac9acĚàT_łā²Kd:Gebni{ļYłā
²Z9·Ï¦ÏļYłā²ƌŒĔBbYłā²ƍXƈISAc9zļUISĈŝHeSDN
C9łāêŻĠŦXÆR>NĭĵZøØW>:ąŤƆTZ9ŏƂni{ĻÏgĩēƂÈXacđ±
HLSŵ¦ħXĚŇI9ĻÏĚàgÉ¯HLSłā²KdûřìĐgĈŝKd:£ÑƇæźĐXac
ni{ĻÏYŲ±Uİß²ųĲgMYÈÔĀŽśÖKd:ąłā²ìĐTZ9łāĪUƄłāĪ
TĻÏYĚàCËDEĥWc9ĘĔBbYłāêŻzX×çKd:ąģťY¤½ĭĵ¢T=dÒĢ
ŋöòYĭĵÕTZ9Ge]TXƂÈXAFdĘĔBbYu}mũYłā²gŢŀXĈŝHeS
Ac9ËÅ´łāŠúYêXê®HeS>d:]N9âšĈŝYN^X9ĩēƂÈµ¯ŕňg @
N£ÑƇæźgĊĺHeS>dN^9ĉ^SăĨW¤½ĭĵCĄäHed:WAąŤƆZ  ÞàŤ
ƆUISôï>NOD9 Þà_ŃńISĈŝÓT=d:ąÞàZzhqkxp Us|Ô
ýX¯@9zļĊĺXÚăĨWni{ļYżĦ`ŕňYõŎgÔýIN:
ƐƎĭĵŁų
 ÒĢöòĭĵÕXSøÂYzhqkxp 9s|gÔýIN\B9ÒĢöò9Ÿę°öX¾
ºÙÜķËÑ[AŪI>NOD9ÔƉŕň`ìĐXQ>Sí¼fLgœPN:Geg¹FS¾ºÙÜ
ķËÑTƇæźśÖ»ŌWqwĻÏY¼êUlmutp 9łā²ĪÃYďÓW
Vgœ>9]NƇæźśÖsgŗIƇæźśÖŠƉXIN:ü9ÒĢöòUYzhqkp
gŰIS9ni{ļgacéŉY=dłā²zļUKdN^XZ9ni{ĻÏŽXáC
ġKd92 Ī¦ƁĪÃgñQļYżĦCŷŘT=dUYłŦXōPN:GYN^9ĻÏŽyp
gşŜINûřni{ļYżĦXīìIN:
ƑƎĭĵêć
ƌƍni{łā²ųĲYƇæźśÖgÔýI9łā²ųĲYĻÏ¡TYśÖXê®IN
\B9łāX¤ÐHLNľěĻÏYóƀųĲYśÖX_ê®IN:
ƌƍŞĈŝTZ9ĻÏŽXƂĎħW¸ĦCġKdni{ļgġ>S>dC9ŮYa?X
áļYni{ļgġ>dGUT9ÚăĨWĈŝC»ŌUWdGUCþbBXWPN:Ge]T
X9ijèĤƅĒè¬Y¿īYėàÐèg¨ġIS9¥¶Xacłā²KdŏƂni{ļƌ¸
ĦļƍgŗIS>d:]N9ņĜƊ¦ÏgĖ¼I9Ī¦ƁXadáƌ#$/+$2(.- áƍgĦĞH
LSágĦĞHLdļgåS>d:ĞÄŊgLSĂŴ²ĈŝT=d:]N9ĥüèYáĪ
ġgĮK9čÁƅYĻÏmqugŗISAc9Ge_ŖļUISĈŝÓT=d:

ƌƍŞĈŝgĆÞà_ŃńI9¤½ĭĵUISÊŵĦŔgÓIS>d:ąÞàZ9ÿÞàXÒ
Ģöò9Ÿę°öƌâüZĻÏYƂŏøďÓĹT³ƍCîĳHeNŦù ,/30(26/ 02(2(.-(-&
#30(-&".++.(# +"0612 ++(7 2(.-!6.7 4 #  0 # 2$.(73,(3)(4 0 
.6.2 ,  , - * '61'$,   8  Cµ©HeN\B9âüTGe]T
ÇÀINžűŦùg]U^NŅţ 5"+31(.-.%(,/30(26/ 02("+$1(-" ' 0&$#".++.(# +
"0612 +1!6.1'(7 4 .6.2 , *37.-. , - * .%2 22$0 (-/0$11 X9
ľěóƀXžKdÒĢöò9Ÿę°ö[YŧŭgŞŬHLSë>N:
ƒƎ]U 
^
 ąÞàZni{ĻÏ¼êÔƉŕňõŎX¯@9zhqkxp Yłćg_UX9ûřWá
ļni{ŠúYżĦgżÍIN:ČÞà_żĦgŃńI9łāêŻYĿųĲgĊê´T»
Ś²TDdzļYĊĺgŹéĈŝKd:
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◊ ✲ ㄢ 㢟 ྡ
1 ࣑ࢡࣟࣥᖏⓎග㔞Ꮚࢻࢵࢺࡢస〇ᵓ㐀ホ౯
◊✲௦⾲⪅ྡ
ḷᒣᏛ࣭ࢩࢫࢸ࣒ᕤᏛ㒊࣭ᑿᓮ ಙᙪ
◊✲ศᢸ⪅ྡ
ḷᒣᏛᏛ㝔࣭ࢩࢫࢸ࣒ᕤᏛ◊✲⛉࣭ᐙᒣ ᪸

㸯㸬ࡣࡌࡵ
㠀く࡞་⒪࣭⏕య᩿ᒙ࣓࣮ࢪࣥࢢᢏ⾡࡛࠶ࡿගࢥࣄ࣮ࣞࣥࢫࢺࣔࢢࣛࣇ࣮(OCT)ࡀ㏆ᖺὀ┠
ࡉࢀࠊᵝࠎ࡞⮫ᗋศ㔝ࡢᛂ⏝ࡀᮇᚅࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋOCT ࡣపࢥࣄ࣮ࣞࣥࢫගࡢᖸ΅ࢆ⏝ࡋ࡚⏕య⤌
⧊ࡢ᩿㠃ࢆほᐹࡍࡿࡓࡵࠊศゎ⬟ࡢྥୖࡸほᐹ㡿ᇦࡢᣑ᭱ࡶ㔜せ࡞ࡿࡢࡀග※࡛࠶ࡿࠋ⏕య㏱
㐣ᛶࡀ㧗࠸୰ᚰἼ㛗ࢆᣢࡕࠊࡘᗈᖏᇦ࡞Ⓨගࢆ♧ࡍග※ࡀồࡵࡽࢀࡿࠋᡃࠎࡣࡇࡢせồࢆ‶ࡓࡍ
ࡃࠊⓎගᮦᩱࡋ࡚⮬ᕫ⤌⧊ InAs 㔞Ꮚࢻࢵࢺ(QD)ࢆ⏝࠸ࡓග※㛤Ⓨࢆ㐍ࡵ࡚࠸ࡿ[1]ࠋᮏ◊✲࡛ࡣࠊ
QD ࡢࢧࢬไᚚᢏ⾡ࡼࡗ࡚ࠊἼ㛗 1 ࣑ࢡࣟࣥᖏࡢᗈᖏᇦග※ࡢ㛤Ⓨࢆ┠ᣦࡋࡓࠋ
㸰㸬◊✲⤒㐣
ᖺᗘࡣࠊIn-flush ἲࡤࢀࡿࢧࢬไᚚᢏ⾡ࡼࡗ࡚ InAs-QD ࢆ 1 ࣑ࢡࣟࣥᖏࡲ࡛▷Ἴ㛗ࡍ
ࡿࡇᡂຌࡋࡓ[2]ࠋᖺᗘࡣࠊࡇࡢᡭἲࡼࡾⓎගἼ㛗ࢆไᚚࡋࡓ InAs-QD ࢆ」ᩘᒙ✚ᒙᡂ㛗ࡋࠊ
Ⓨගࢫ࣌ࢡࢺࣝࡢᗈᖏᇦࢆᅗࡗࡓࠋ
MBE ἲ ࢆ ⏝ ࠸ ࡚ GaAs ᇶ ᯈ ୖ 
GaAs 20nm
Cross-sectional
InAs-QD ࢆ⮬ᕫ⤌⧊ⓗᡂ㛗ᚋࠊIn-flush
TEM image
Al0.3GaAs 10nm
ἲࡼࡾ㧗ࡉࢆไᚚࡋࡓ QD ࢆస〇ࡋ
GaAs 30nm
'T = 32ºC dcap = 1.4 nm
ࡓࠋᅗ㸯♧ࡍࡼ࠺ࠊIn-flush ࢟
GaAs 30nm
ࣕࢵࣉࡍࡿ GaAs ᒙࡢཌࡳ㸦dcap㸧ࢆᵝࠎ 'T = 38ºC dcap = 2.0 nm
GaAs 30nm
ኚࡉࡏ࡚ QD 㧗ࡉࢆไᚚࡍࡿ 'T = 60ºC dcap = 2.4 nm
ࡶࠊ࢟ࣕࢵࣉᚋᇶᯈ ᗘࢆ▷㛫࡛
GaAs 30nm
InAs-QD
Al0.3GaAs 10nm
ୖ᪼࠾ࡼࡧୗ㝆ࡉࡏࡿ㸦In-flush㸧㝿ࡢ
2.0ML
50nm
GaAsͲbuffer
ୖ᪼ ᗘ㸦'T㸧ࢆ᭱㐺࡞್ࡍࡿࡇ
n-GaAs (100)
࡛ࠊⓎගᙉᗘࡀྛᒙ࡛ᆒ➼࡞ࡿࡼ࠺
ࡋࡓࠋᚓࡽࢀࡓࢧࣥࣉࣝࡣࠊᅗ 1 ♧ࡍ
㏻ࡾࠊTEM ࢧࣥࣉࣝࡋ࡚ຍᕤࡋࠊ᩿
ᅗ㸯 In-flush ἲࡼࡾⓎගἼ㛗ไᚚࡉࢀࡓ QD3 ᒙࢆ
㠃ほᐹࢆ⾜࠸ࠊணᐃ㏻ࡾᡂ㛗ࡉࢀ࡚࠸ࡿ
✚ᒙࡋࡓࢧࣥࣉࣝࡢ᩿㠃ᶍᘧᅗ TEM ീ
ࡇࢆ☜ࡵࡓࠋ

 ᚓࡽࢀࡓࢧࣥࣉࣝࡽࡢᐊ ࡛ࡢ PL ᐃ⤖ᯝ
ࢆᅗ㸰♧ࡍࠋ୰ᚰἼ㛗ࡀ⣙ 1.09Pm ࡛࠶ࡾࠊⓎ
ගᖏᇦࡣ 92nm ࡛࠶ࡗࡓࠋࡇࡢ୰ᚰἼ㛗ࡣࠊ⏕య
ෆࡢ࣊ࣔࢢࣟࣅࣥࡸỈࡼࡿ྾ࡀ᭱ᑠ࡞ࡿ
Ἴ㛗ᖏ࡛࠶ࡾࠊࡼࡾ῝࠸ᾐ㏱㛗ࢆᚓࡽࢀࡿ⪃࠼
ࡽࢀࡿࠋࡲࡓࠊᗈᖏᇦࡘ༢ᓠⓗ࡞Ⓨගࢫ࣌ࢡࢺ
ࣝࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡿࡇࡽࠊOCT ග※ࡋ࡚⏝࠸
ࡓሙྜࠊ㧗ศゎ⬟ࡘపࣀࢬ࡞⏬ീྲྀᚓࡀᮇ
ᚅ࡛ࡁࡿࠋⓎගࢫ࣌ࢡࢺࣝࢆࣇ࣮࢚ࣜኚࡋ࡚ᚓ
ࡽࢀࡿࢥࣄ࣮ࣞࣥࢫ㛵ᩘࡽぢ㎸ࡲࢀࡿศゎ⬟
ࡣ⣙ 5.7Pm ࡛ࠊᚑ᮶ࡢ OCT ࢆ㉸࠼ࡿᛶ⬟ࡀᮇᚅ
࡛ࡁࡿࡶࡢ࡞ࡗࡓࠋࡲࡓࠊࢥࣄ࣮ࣞࣥࢫ㛵ᩘ
ࢧࢻ࣮ࣟࣈࡣࡰぢࡽࢀ࡞ࡗࡓࡓࡵࠊOCT
⏬ീࡢపࣀࢬࡶᮇᚅ࡛ࡁࡿ[3]ࠋ

PL Intensity [arb.u.]

㸱㸬◊✲ᡂᯝ

0.90

92nm

0.95

1.00

1.05

1.10

Wavelength [Pm]

1.15

1.20

ᅗ㸰 In-flush ࡉࢀࡓ QD ✚ᒙࢧࣥࣉࣝࡽࡢ
ᐊ PL ࢫ࣌ࢡࢺࣝ
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㸲㸬ࡲ
  ࡵ

 ⏕య࣭་⒪ OCT ࡢ㧗ᛶ⬟ᐤࡍࡿග※㛤Ⓨࢆ┠ᣦࡋࠊⓎගἼ㛗 1Pm ᖏࡘᗈᖏᇦⓎගࢆ♧ࡍ
InAs-QD స〇ࢆ⾜ࡗࡓࠋIn-flush ἲࡼࡾ 1Pm ᖏࡢⓎගἼ㛗ไᚚࢆ⾜ࡗࡓ QD ࢆ✚ᒙࡋࡓࢧࣥࣉࣝ
ࢆస〇ࡋࠊTEM ࡼࡿᵓ㐀ホ౯࠾ࡼࡧ PL ᐃࡼࡿගᏛホ౯ࢆ⾜ࡗࡓࠋࡑࡢ⤖ᯝࠊ୰ᚰἼ㛗 1.09Pmࠊ
ᖏᇦ 92nm ࡢᗈᖏᇦ࡞ࢫ࣌ࢡࢺࣝࢆᐇ⌧ࡋࡓࠋOCT ග※ࡋ࡚⏝࠸ࡓሙྜග㍈᪉ྥศゎ⬟⣙ 5.7Pm
ࡀᮇᚅ࡛ࡁࠊ㧗ศゎ⬟ࡘ㧗฿㐩῝ᗘ OCT ග※ࡋ࡚ࡢ᭷⏝ᛶࡀ♧ࡉࢀࡓࠋ
ཧ⪃ᩥ⊩
[1] Nobuhiko Ozaki, Koichi Takeuchi, Shunsuke Ohkouchi, Naoki Ikeda, Yoshimasa Sugimoto, Hisaya Oda,
Kiyoshi Asakawa, and Richard A. Hogg, Appl. Phys. Lett. 103, 051121 (2013).
[2] Yuji Hino, Nobuhiko Ozaki, Shunsuke Ohkouchi, Naoki Ikeda, Yoshimasa Sugimoto, J. Crystal Growth 378,
501 (2013).
[3] Nobuhiko Ozaki, Yuji Hino, Shunsuke Ohkouchi, Naoki Ikeda, and Yoshimasa Sugimoto, Phys. Status Solidi
C 10, 1361 (2013).
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◊ ✲ ㄢ 㢟 ྡ
 ࢻ࣮ࣉࡋࡓ  ΰᬗ୰㌿Ḟ㝗ࡢ㐠ື㛵ࡍࡿ◊✲
◊✲௦⾲⪅ྡ
ᒸᒣᏛ࣭⮬↛⛉Ꮫ◊✲⛉࣭ᒣ ୗ ၿ ᩥ


◊✲ศᢸ⪅ྡ
ᒸᒣᏛ࣭⮬↛⛉Ꮫ◊✲⛉࣭అ ぢ ❳ ஓ





㸯㸬ࡣࡌࡵ
 ༙ᑟయ୰ࡢ㌿ࡢ㐠ືࡣ㸪⤖ᬗࡢ㟁Ẽⓗᛶ㉁ࡢᙳ㡪ࢆཷࡅࡿࡇࡀྂࡃࡼࡾ▱ࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋࢩࣜࢥࣥࢤ
࣐ࣝࢽ࣒࢘  ΰᬗⷧ⭷୰ࡢ㈏㏻㌿ࡢ㐠ືᑐࡋ࡚ࡶ㸪ࣥࢳࣔࣥ  ࢆࢻ࣮ࣉࡋ࡚⤖ᬗࢆ  ᆺࡍࡿ
㸪㌿㐠ືࡀቑࡍࡿࡇࢆ➹⪅ࡽࡀぢฟࡋࡓࡀ㸪ࡑࡢຠᯝࡢࡁࡉࡣ㸪ࣂࣝࢡ⤖ᬗࡽணࡉࢀࡿࡶ
ࡢࡼࡾⴭࡋࡃࡁࡃ㸪ࡇࢀࡲ࡛ᥦࡉࢀ࡚࠸ࡿ㐠ືಁ㐍ᶵᵓ࡛ࡣㄝ࡛᫂ࡁ࡞࠸ࠋ୍᪉㸪ࣂࣝࢡ༙ᑟయ⤖
ᬗ୰ࡢ㌿ࡣ୍⯡ⓗࡣᣑᙇࡋ࡚࠸ࡿࡇࡀ▱ࡽࢀ࡚࠸ࡿࡀ㸪ప ኚᙧࡋࡓヨᩱ୰࡛ࡣᣑᙇࡋ࡚࠸࡞࠸ࡇ
ࡀ▱ࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢࡇࡀ⭷୰ࡢ㌿㐠ືᑐࡍࡿ  ࢻ࣮ࣉࡢຠᯝ㛵ಀࡋ࡚࠸ࡿྍ⬟ᛶࡀ⪃࠼ࡽࢀ
ࡿࠋࡑࡇ࡛ᮏඹྠ◊✲࡛ࡣ㸪㏱㐣㟁Ꮚ㢧ᚤ㙾ほᐹࡼࡾ  ⭷㈏㏻㌿ࡢ㌿ⰺࡢᣑᙇ≧ែࢆ᫂ࡽ
ࡍࡿࡶ㸪ࡉࡽ✀ࠎࡢ  ࢻ࣮ࣉ  ⭷୰ࡢ㌿㏿ᗘࢆㄪࡿࡇࡼࡾ㸪ࡇࡢຠᯝࡢᶵᵓゎ᫂ࢆ
┠ᣦࡋࡓࠋ

㸰㸬◊✲⤒㐣
  ᇶᯈୖస〇ࡋࡓ㸪 ࢻ࣮ࣉ࠾ࡼࡧࢻ࣮ࣉ࡞ࡋࡢ  ⭷୰ࡢ㌿㏿ᗘࢆᒸᒣᏛ࡚ ᐃࡋ㸪ࡑࡢ
⤖ᯝᇶ࡙ࡁ㸪㌿㏿ᗘ ᐃ ᗘ㡿ᇦ࡛࠶ࡿ Υ⛬ᗘࡢప ࡛㌿ࢆ㐠ືࡉࡏࡓヨᩱ㸪࠾ࡼࡧ㸪Υ⛬
ᗘࡢ㧗 ࡛㌿ࢆ㐠ືࡉࡏࡓヨᩱࢆస〇ࡋ㸪㔠◊⡿Ọ◊✲ᐊ࡚㈏㏻㌿ࡢほᐹࢆ⾜ࡗࡓࠋࡑࡢ࠺ࡕ㸪୍
㒊ࡢᐇ㦂ࡘ࠸࡚ࡣ㸪 ᖺ  ᭶ᒸᒣᏛࡼࡾᒣୗ࠾ࡼࡧఅぢࡀ㔠◊ฟᙇࡋ࡚㸪㔝ᩍᤵࡢᣦᑟࡢ
ࡶඹྠ࡛ほᐹࢆ⾜ࡗࡓࠋࡲࡓ㸪 ⃰ᗘࡸ⭷ཌࡢ␗࡞ࡿ✀ࠎࡢ  ࢻ࣮ࣉ  ⭷ヨᩱࡘ࠸࡚㌿㏿ᗘ
ᐃࢆ⾜࠸㸪ヨᩱࡼࡿ  ࢻ࣮ࣉࡢຠᯝࡢ㐪࠸ࢆㄪࡓࠋ࡞࠾㸪 ᖺ  ᭶ࡣ㸪ࡇࢀࡽࡢ◊✲ࡢ㏵
୰⤒㐣ࢆ㔠◊࣮࣡ࢡࢩࣙࢵࣉࠕ᱁ᏊḞ㝗ࡀᣮᡓࡍࡿ᪂࢚ࢿࣝࢠ࣮࣭⎔ቃᮦᩱ㛤Ⓨ࡚ࠖሗ࿌ࡍࡿࡶ㸪
◊✲㐍ᤖ≧ἣヨᩱ‽ഛ᮲௳➼ࡢᡴࡕྜࢃࡏࢆ⾜ࡗࡓࠋ

㸱㸬◊✲ᡂᯝ
 Υ⛬ᗘࡢ㧗 ࡛㐠ືࡉࡏࡓ  ⭷୰ࡢ㌿ࡢ㌿ⰺࡣ㸪ࡇࢀࡲ࡛▱ࡽࢀ࡚࠸ࡿ㏻ࡾ㸪ᣑᙇࡋ࡚࠸
ࡿࡇࡀศࡗࡓࡀ㸪Υ⛬ᗘࡢప ࡛㐠ືࡉࡏࡓ㌿ࡣᣑᙇࡋ࡚࠸࡞࠸ࡇࡀ㟁Ꮚ㢧ᚤ㙾ほᐹࡢ⤖ᯝ᫂
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࡞࠸ࡢᑐࡋ࡚㸪 ࢻ࣮ࣉ⭷୰࡛ࡣ㸪ࡽࡏࢇᡂศࡶከ࠸ࡇࡀศࡗ࡚ࡁࡓࠋࡇࢀࡣ㸪 ࢻ࣮ࣉࡼࡿ
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࠙◊✲㒊ࠚ

ᶵ⬟ᛶ㓟≀༢⤖ᬗ୰ࡢ㌿ࠊᯒฟ≀➼ࡢḞ㝗ホ౯࣭ゎᯒ
◊✲௦⾲⪅ྡ
ಙᕞᏛᕤᏛ㒊 ኴᏊᩄ๎ Ⲩᬛ㈗
◊✲ศᢸ⪅ྡ
⡿Ọ୍㑻
㸯㸬ࡣࡌࡵ
ᮏ◊✲࡛ࡣࠊࢧࣇࡸࢽ࢜ࣈ㓟ࣜࢳ࣒࢘࡞ࡢᶵ⬟ᛶ㓟≀༢⤖ᬗࠊࢩࣜࢥࣥࡸࢤ࣐ࣝࢽ࣒࢘࡞
ࡢ༙ᑟయ༢⤖ᬗ୰ࡢ⤖ᬗḞ㝗ࠊ⣧≀࡞ࡢホ౯࣭ゎᯒࢆ⾜ࡗࡓࠋࡑࡢ୰࡛ᮏሗ࿌࡛ࡣࠊḟୡ௦ྥࡅ㧗㏿
㟁Ꮚࢹࣂࢫᮦᩱࡋ࡚ࠊࡲࡓ㧗ຠ⋡ III-V ᪘ኴ㝧㟁ụࡢୗᆅᇶᯈࡶࡋࡃࡣ࣎ࢺ࣒ࢭࣝ[1]ࡋ࡚ὀ┠ࡉࢀ
࡚࠸ࡿࢤ࣐ࣝࢽ࣒࢘㸦Ge㸧༢⤖ᬗࡘ࠸࡚ゝཬࡍࡿࠋ࣒࢞ࣜ࢘㸦Ga㸧ࢆῧຍࡋᆶ┤ࣈࣜࢵࢪ࣐ࣥ㸦VB㸧
ἲᘬࡁୖࡆ㸦CZ㸧ἲ࡛༢⤖ᬗࢆ⫱ᡂࡋࠊ⤖ᬗ୰ࡢ Ga ⃰ᗘศᕸࡽ VBࠊCZ ἲ࠾ࡅࡿ Ga ࡢ೫ᯒಀᩘ
ࡘ࠸࡚ホ౯ࠊ᳨ウࡋࡓࠋ
㸰㸬◊✲⤒㐣
ಙᕞᏛࡢ VB/CZ ⤖ᬗ⫱ᡂ⨨ࢆ⏝࠸࡚ࠊ[111]᪉ࡢ Ge ༢⤖ᬗࢆ VB ἲ࠾ࡼࡧ CZ ἲ࡛ᡂ㛗㏿ᗘ 5mm/h
࡛⫱ᡂࡋࡓࠋࡇࡢࡁࡿࡘࡰ⣙ 150g ࡢ Ge ཎᩱࡶཎᩱࡶ Ga ࢆῧຍࡋࠊሗ࿌ࡉࢀ࡚࠸ࡿ Ga
ࡢᖹ⾮೫ᯒಀᩘ k0=0.087[2]ࢆ⪃៖ࡋࠊ⤖ᬗࢺࢵࣉ⨨㸦ᅛ⋡ g~0㸧࡛ࡢ Ga ⃰ᗘࡣ 1×1018cm-3 ࡞ࡿࡼ࠺
ࡋࡓࠋ⤖ᬗᅇ㌿᮲௳ࡣᴟຊ VB ἲࠊCZ ἲ࡛ྠࡌ࡞ࡿࡼ࠺ࡋࡓࠋᚓࡽࢀࡓ⤖ᬗࢆཌࡉ 1.5mm ษ᩿
ࡋࠊ⤖ᬗࡢ࢟ࣕࣜ⃰ᗘ㸦Ga ⃰ᗘࡳ࡞ࡍ㸧ࡣᮾ㔠◊ࡢ࣮࣍ࣝຠᯝ ᐃࡼࡾホ౯ࡋࡓࠋ

㸲㸬ࡲ
 
 ࡵ
 ᮏඹྠ◊✲࡚ᵝࠎ࡞⤖ᬗࡢホ౯ࢆ⾜ࡗࡓ୰࡛ࠊᮏሗ
࿌࡛ࡣ Ga ῧຍ Ge ༢⤖ᬗ⫱ᡂ࠾ࡅࡿ೫ᯒ⌧㇟ࡘ࠸࡚
♧ࡋࡓࠋ␗࡞ࡿᡂ㛗᪉ἲࡶࢃࡽࡎࠊ㠀ᖖ㏆࠸ᐇ
ຠ೫ᯒಀᩘࡀᚓࡽࢀࡓࠋࡇࢀࡽࡢ⤖ᯝࢆࡶࠊࡉࡽ
ᐇ㦂ࠊゎᯒࢆ㐍ࡵࠊࣂࣝࢡ༢⤖ᬗᡂ㛗࠾ࡅࡿ⣧≀೫
ᯒࡢ⌮ゎࢆ῝ࡵࡿࠋ
ཧ⪃ᩥ⊩
[1] W.Guter et al., Appl. Phys. Lett.94 (2009) 223504.
[2] F. A. Trumbore, Bell. Syst. Tech. J. 41 (1960) 205.
[3] W.G. Pfann, Trans. AIME 194 (1952) 747.
[4] J. A. Burton et al., J. Chem. Phys. 21(1958) 1987.
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CZ-Ge

VB-Ge

䜻䝱䝸䜰⃰ᗘ CS(g) [cm-3]

㸱㸬◊✲ᡂᯝ
ᅗ 1 ࠊVB ἲ࠾ࡼࡧ CZ ἲ࡛⫱ᡂࡋࡓ Ge ༢⤖ᬗ୰ࡢ
Ga ⃰ᗘࡢᅛ⋡౫Ꮡᛶࢆ♧ࡍࠋࡶࠊᅛ⋡ g ࡢቑຍ
కࡗ࡚ Ga ⃰ᗘ㸦CS(g)㸧ࡀቑຍࡋ࡚࠸ࡿࠋࡑࡢഴྥࡣ
g<0.7 ࡛ࡣࡰ୍⮴ࡋࡓࠋᚓࡽࢀࡓ⤖ᯝࢆࠊࣀ࣮࣐ࣝࣇ
࣮ࣜࢪࣥࢢࡢᘧ CS(g)=kC0(1㸫g)k-1 [3]࡛ࣇࢵࢸࣥࢢ
ࡋࠊᐇຠ೫ᯒಀᩘ k ࢆ⟬ฟࡋࡓࠋࡇࡇ࡛ࠊC0 ࡣ⼥ᾮ୰ࡢ
ึᮇ Ga ⃰ᗘ࡛࠶ࡿࠋࡇࡢ⤖ᯝࠊVB ἲ࡛⫱ᡂࡋࡓ⤖ᬗ
࠾ࡅࡿ k ࡣ 0.107 ࡞ࡗࡓࠋࡇࡢ್ࡣࠊCZ ⤖ᬗ࡛ᚓࡽࢀ
ࡓ⤖ᯝࡶࢇ୍⮴ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࠊBPS ⌮ㄽ[4]
ࡽ v  k0 ࢆ⏝࠸࡚ィ⟬ࡉࢀࡿᐇຠ೫ᯒಀᩘࡣ 0.102 ࡞
ࡾࠊ㠀ᖖ㏆࠸್࡞ࡗࡓࠋࡇࡢࡇࡽࠊVB ἲ CZ
ἲࡣ␗࡞ࡿ⤖ᬗᡂ㛗᪉ἲ࡛࠶ࡿࡀࠊᡂ㛗᮲௳ࢆ㏆࡙ࡅࡿ
ࠊ㢮ఝ࡞೫ᯒ⌧㇟ࢆࡾ࠺ࡿࡇࡀ♧၀ࡉࢀࡓࠋヲ⣽
ࡣ⌧ᅾ᳨ウ୰࡛࠶ࡿࠋ

VB-Ge fitting
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１．はじめに
空港の保安検査場や医療現場やなどでは内部を非接触に調べる撮像装置が用いられている。その性能
と価格は、各撮像装置に用いられるシンチレータ単結晶の結晶性とその製造コストに大きく依存してい
る。そのため、良質かつ安価なシンチレータ単結晶を製造することが極めて重要である。これまで多く
のシンチレータ単結晶は、単結晶の大口径化による低コスト化が容易な引き上げ法で生産されてきた。
本研究で扱った Pr 添加 Lu3Al5O12(以下 Pr:LuAG)もその一つである。この結晶がシンチレータとして機
能するには、Pr を Lu サイトに均一に固熔させる必要がある。しかし、Pr の偏析係数は 0.06 と 1 比べ
て著しく小さい。そのため、引き上げ法でこの結晶を育成すると、著しい Pr の偏析が生じる。実際の量
産プロセスでは、育成結晶の中で Pr の濃度が許容範囲内となるように固化率を大きく制限している。つ
まり、加熱溶融する坩堝中の原料のわずかしか結晶として生産していないため、結晶育成過程における
歩留まりが非常に悪い。これが撮像装置全体の性能と価格に大きな影響を及ぼしている。代表者が従事
してきた浮遊帯溶融法は偏析制御が原理的に可能で育成方向に均一組成の長尺結晶を育成できる方法で
ある。しかし、これまでは、単結晶の大口径化が難しいため、シンチレータ単結晶の製造には用いられ
てこなかった。最近、代表者は、加熱方法の工夫によって浮遊帯溶融法でも育成結晶を大口径化できる
ことをルチルやシリコンの単結晶育成で示してきた。24 年度、この大口径化技術を Pr:LuAG 単結晶に
適用し、Pr の偏析のない Pr:LuAG 単結晶の大口径化と長尺化の両立による低コスト化を目指した。24
年度のハロゲンランプを加熱光源とした赤外線集中加熱炉を用いた実験では、育成結晶の結晶性は、μ
引き下げ法で育成した結晶の結晶性よりも良いことはもちろん、引き上げ法で育成した結晶の結晶性と
同等以上であった。しかし、Pr:LuAG の融点が 2080℃程度と非常に高いことと育成結晶が比較的透明
であることに起因して、結晶育成可能な結晶径はせいぜい 6 mm 程度に過ぎないことに加えて、原料棒
の最初の溶融に必要とされるランプ出力は 85%にも達し、結晶育成の進行とともに溶融帯の保持に必要
なランプ出力は一層増大した。育成長が 15 mm 程度になるとランプ出力を最大としても溶融が困難とな
り、育成結晶を長尺化することが困難であった。このことを踏まえ、25 年度では、新たに利用可能とな
った高融点物質の単結晶育成に適したキセノンランプを加熱光源とした赤外線集中加熱炉を用いて
Pr:LuAG 単結晶の大口径化と長尺化を目指した。
２．研究経過
高純度の Pr6O11、Lu2O3、α-Al2O3 の粉末試薬(>99.99%)を出発原料として用いて、Pr:LuAG の多結
晶原料粉末と状態図に基づき共晶組成の溶媒粉末を調製した。Pr 仕込み量が原料粉末では 1at%、溶媒
粉末では 10at%となるように秤量し、エタノールを用いた湿式混合を行った。乾燥後、空気中で 1300℃、
12 時間と 1450℃、12 時間の焼成を 2 回行った。原料粉末については、焼成後、XRD を用いて炭層試料
となっているかを調べた。焼成後の原料粉末と溶媒粉末は粉砕後、ラバープレス法により、棒状に整形
した。このとき、棒の一端が 1.5 g の溶媒となるように工夫した。作製した原料棒は、空気中で 1500℃、
12 時間の焼結を行って、結晶育成の原料棒とした。結晶育成には、1 灯あたりの最大出力が 3 kW の

キセノンランプを加熱光源とした四楕円鏡型赤外線集中加熱炉を用いた。育成速度は 1.0 mm/h、育
成雰囲気はアルゴン水素(Ar:H2=96%:4%)で行った。結晶育成においては、回転楕円鏡の傾斜角度を
15°まで 5°ステップで変化させ、溶融帯形成に必要なランプ出力の依存性、溶融帯の安定性の変化を
調べた。育成結晶の中で気泡やクラックのない部分は、切断後、両面研磨し、シンチレーション特
性等の光学特性の評価と XRD による結晶性の評価を行った。

３．研究成果
図 1 に回転楕円鏡の傾斜角度を 0~15°の範囲で系統的に変化させた条件で育成した Pr:LuAG 結晶の
写真を示した。キセノンランプを加熱光源とした装置を用いて傾斜角度 0°の育成では、わずか、30%程
度のランプ出力でも原料を溶融することができた。結晶育成の進行とともに溶融帯の保持に必要となる
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ランプ出力は増大する点はハロゲンランプを加熱光源として (a)
用いた 24 年度の実験と同様であった。しかし、25 年度の場
合、ランプ出力に余裕があることから、比較的大口径の原料
を溶融し、比較的長時間にわたって溶融帯を保持できたこと
から、直径 15mm 程度で長さ 25mm 程度の比較的大型の結晶
を育成することができた。回転楕円鏡の傾斜効果については、
育成中の溶融帯の安定性にも系統的な効果が見られた。原料 (b)
の溶融や溶融帯の安定保持に必要なランプ出力は、傾斜角度
が大きいほど大きくなり、これまでルチル単結晶の育成で見
られていた傾斜効果と類似していることがわかった。また、
溶融帯として形成する融液は垂れにくくなるような傾向示し
た。しかし、原料棒と育成結晶が接触しやすくなり、その接
触により育成結晶中にクラックが入りやすい傾向があること
がわかった。クラックについては、Fig. 1(c), (d)に示した写真
からもその傾向を確認することができた。結晶育成時の溶融 (c)
帯の安定性と育成結晶のクラックの量から判断すると傾斜角
度 5°が最適と判断された。育成結晶に着目すると図 1 から
わかるように育成時の傾斜角度によって育成結晶の色に変化
が見られた。Fig. 1(a)に示した傾斜角度が 0°の場合、育成結
晶の色は淡緑色で透明に近く、24 年度取り組んだハロゲンラ
ンプを加熱光源とした装置で育成した Pr:LuAG 結晶や引き
上げ法で量産されている Pr:LuAG 結晶に近かった。しかし、
(d)
Fig. 1 (b), (c), (d)に示した傾斜角度が 5°以上の場合、結晶の
色は淡褐色透明になった。この色の変化の直接の要因につい
ては現時点では不明であるが、賦活剤として添加した Pr の価
数変化に起因しており、育成界面での温度勾配の違いによっ
て引き起こされていると考えられる。
先に溶融帯の安定性の観点から最適と述べた 5°の条件で
育成した結晶でも Fig. 1 (b)に示したように育成結晶中には
いくつかのクラックが確認できる。その多くは、結晶育成中
の溶融帯観察中には確認されなかったもので、結晶育成後得 Fig. 1 様々な傾斜角度で育成したPr:Lu
冷却過程で生じていることがわかった。結晶育成終了後に時 AG結晶の写真(a)0°, (b)5°, (c)10°, (d)15°
間をかけ、切り離しを行うだけでなく、ランプ停止までの冷却速度を低減することでその発生を抑制で
きることもわかった。加熱光源がキセノンランプの場合、ハロゲンランプと異なり、出力を徐々に低下
させ 0 とすることが困難である。点灯可能な最低出力まで徐々に出力を低下させることができるが、出
力を 0 とするには、最低出力から遮断しなければならず、育成結晶にとっては急冷となることはさけら
れない。しかし、育成結晶の集中加熱中心から遠ざかるように継続的に移動させることで形成されるク
ラックを大幅に低減できることがわかった。一層の低減には、育成後の冷却過程に工夫が必要であるこ
とがわかった。
育成結晶の気泡やクラックの無い部分を終端
部分から切り出し、両面を鏡面研磨した後、透
過率測定をはじめとした光学特性を測定した結
果、24 年度の結晶と同じく、Pr の固溶にともな
う吸収や発光が確認された。育成結晶の結晶性
を評価するためにロッキングカーブを測定した
ところ、図 2 に示したように育成した結晶の半
値幅は 46.8 arcsec であり、引き上げ法で育成し
た Nd:LuAG 結晶の報告値 58 arcsec と同等であ
り、μ-PD 法で育成した Nd:LuAG 単結晶の報告
値 194 arcsec より小さく、結晶性については、
キセノンを光源として育成した Pr:LuAG は十分
Fig.2 Pr:LuAG 結晶のロッキングカーブ
良好であることがわかった。
４．ま と め
キセノンを加熱光源とした赤外線集中加熱炉を用いた浮遊帯溶融法は良質な Pr:LuAG 結晶の製造コ
ストの低減に寄与する有望な単結晶育成法であることがわかった。
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◊ ✲ ㄢ 㢟 ྡ
ࣇࢵ≀⤖ᬗࢆࡗࡓࢹࣂࢫᛂ⏝ࡢ◊✲
◊✲௦⾲⪅ྡ
㜰Ꮫ࣮ࣞࢨ࣮࢚ࢿࣝࢠ࣮Ꮫ◊✲ࢭࣥࢱ࣮࣭⊷ಙᙪ

◊✲ศᢸ⪅ྡ
㜰Ꮫ࣮ࣞࢨ࣮࢚ࢿࣝࢠ࣮Ꮫ◊✲ࢭࣥࢱ࣮࣭ᒣࣀ⯟ᖹ
㜰Ꮫ࣮ࣞࢨ࣮࢚ࢿࣝࢠ࣮Ꮫ◊✲ࢭࣥࢱ࣮࣭℩ᡞ្
㜰Ꮫ࣮ࣞࢨ࣮࢚ࢿࣝࢠ࣮Ꮫ◊✲ࢭࣥࢱ࣮࣭༡ భ㍤
㜰Ꮫ࣮ࣞࢨ࣮࢚ࢿࣝࢠ࣮Ꮫ◊✲ࢭࣥࢱ࣮࣭࣓ࣦࣝࣥ ࢪࣙࣥ ࢚ࣥࣆࢰ

㸯㸬ࡣࡌࡵ
ᚤ⣽ᵓ㐀ຍᕤ࡞ࠊ┿✵⣸እ㡿ᇦ࠾ࡅࡿ࣮ࣞࢨ࣮ࡸࣉࣜࢣ࣮ࢩࣙࣥᑐࡍࡿ㟂せࡀ㧗ࡲࡗ࡚࠸
ࡿࠋ୍᪉ࠊ┿✵⣸እ㡿ᇦࡢᮦᩱࡣ⌧ᅾࠊ☜❧ࡋࡓ≀ࡀ࡞࠸ࠋࣇࢵ≀⤖ᬗࡣ┿✵୰ࡸẼ୰࡛Ᏻᐃ
࡛࠶ࡾࠊྲྀࡾᢅ࠸ࡀᐜ᫆࡞ୖࠊ┿✵⣸እ㡿ᇦࡢගࢆⓎࡍࡿ≀ࡀከ࠸ࠋ࣐ࢡࣟ㹎㹂ἲࡼࡾࡇࢀࡽ
ࡢࣇࢵ≀⤖ᬗࢆ〇సࡋࠊࡑࡢගᏛ≉ᛶㄪᰝࢆ⾜࠸ࠊ┿✵⣸እࢹࣂࢫࡢᛂ⏝ࢆ┠ᣦࡍࠋᕼᅵ㢮
࢜ࣥࢆࢻ࣮ࣉࡋࡓࣇࢵ≀⤖ᬗࡣࡍ࡛ᩘከࡃሗ࿌ࡉࢀ࡚࠾ࡾࠊᨺᑕ⥺ィ ࡢࡓࡵࡢࢩࣥࢳ࣮ࣞࢱ࡞
ᛂ⏝ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࠊNd ࢆࢻ࣮ࣉࡋࡓ≀࡛ࡣ┿✵⣸እᇦ࡛ࡢ࣮ࣞࢨ࣮Ⓨࡢሗ࿌ࡶ࠶ࡾࠊ᪂
ࡓ࡞ග※ࡋ࡚ᮇᚅࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡉࡽ㏆ᖺ࡛ࡣࣂࣥࢻࢠࣕࢵࣉィ⟬ࡼࡾࠊ┤᥋㑄⛣Ⓨගࢆᣢࡘࣇ
ࢵ≀⤖ᬗࡢྍ⬟ᛶࡀ♧၀ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ┿✵⣸እᇦ࡛┤᥋㑄⛣Ⓨගࡀほ ࡉࢀࢀࡤࠊࡇࢀࡲ࡛ࡢ GaN
⣔Ⓨගࢲ࣮࢜ࢻࡼࡾࡶ▷Ἴ㛗ᇦ࡛ࡢⓎගࢲ࣮࢜ࢻ㛤Ⓨࡢྍ⬟ᛶࡀᣅࡅࡿࠋ
㸰㸬◊✲⤒㐣
࣐ࢡࣟ PD ἲࡼࡗ࡚సᡂࡉࢀࡓ Nd㸸LuLiF ⤖ᬗࠊNd㸸LaF ⤖ᬗࢆ TiS ࣮ࣞࢨ࣮ࡢ㸱ḟ㧗ㄪἼࠊ
ࣇࢵ⣲࣮ࣞࢨ࣮ࢆ⏝࠸࡚ບ㉳ࡋࠊ㸰ගᏊ྾ࡼࡿⓎගࡢ㛫Ἴ㛗ศゎࡋ࡚ࡢィ ࢆࠊࢡࣛ࢜ࢫࢱ
ࢵࢺࢆ⏝ࡋࠊప ࡛ࡢⓎග≉ᛶホ౯ࢆ⾜ࡗࡓࠋ
㸱㸬◊✲ᡂᯝ

ᮏᖺᗘࡣᘬࡁ⥆ࡁࠊNd㸸LuLiF ⤖ᬗࠊNd㸸LaF ⤖ᬗ➼ࡢᕼᅵ㢮ࢻ࣮ࣉࣇࢵ≀⤖ᬗࡽࡢⓎගࡢ
ほ ࢆ⾜ࡗࡓࠋ≉ᮏᖺᗘࡢ᪂ࡓᐇࡋࡓࢸ࣮࣐ࡋ࡚ࡣࢡࣛ࢜ࢫࢱࢵࢺࢆᑟධࡋࠊప ࡛ࡢ
ᐃ࡛࠶ࡿࠋప ࡛ࡢィ ࡛ࡣⓎගࡢ㛫ࣉࣟࣇࣝࡀࡁࡃኚࡋࠊࡇࡢኚࡢཎᅉࡘ࠸࡚㆟ㄽ
ࢆ⾜ࡗࡓࡇࢁࠊࡇࢀࡣ≉ᚩⓗ࡞ࣂࣥࢻᵓ㐀
⏤᮶ࡍࡿྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿࡇࡀ♧၀ࡉࢀࠊNd ⣔
ࣇࢵ≀ࡀ࣮ࣞࢨ࣮፹㉁ࡋ࡚⌮ⓗ࡞ 3 ‽
⣔ࡢࣂࣥࢻᵓ㐀ࢆࡾ࠺ࡿࡇࢆ♧ࡍࡇࡀ࡛
ࡁࡓࠋࡲࡓບ㉳ᙉᗘ౫Ꮡᛶホ౯ࡶ࠶ࢃࡏ࡚⾜ࡗ
ࡓࠋ࣮ࣞࢨ࣮᮲௳ࡼࡗ࡚ࡣᙉ࠸㠀⥺ᙧᛶࢆ♧
ࡍ㡿ᇦࡀ࠶ࡾࠊᙉ࠸Ⓨගࢆᚓࡸࡍ࠸࠸࠺ࡇ
ࡶࢃࡗࡓࠋ
 ࡇࢀࡽࡢᡂᯝࡘ࠸࡚ࡣᏛ➼࠾࠸୍࡚㒊
ሗ࿌ࢆ⾜࠸ࠊࢹ࣮ࢱࢆࡲࡵࡓࡶࡢࡘ࠸࡚ࡣ
ㄽᩥࢆ‽ഛ୰࡛࠶ࡿࠋ
㸲㸬ࡲ
  ࡵ
ᮏᖺᗘࡣࠊ࣮ࣞࢨ࣮Ⓨᮦᩱࡢೃ⿵࡛࠶ࡿࠊ✀ࠎ
ࡢᕼᅵ㢮ࢻ࣮ࣉ⤖ᬗࡢⓎගィ ࡢ⤖ᯝࢆࡲࡵୖ
ࡆࠊᏛⓎ⾲࣭ㄽᩥ‽ഛࢆ⾜ࡗࡓࠋ
ᚋࡢ㏣ᐇ㦂ḟ➨࡛ࡣࠊ┿✵⣸እࢹࣂࢫ㛤Ⓨࠊ
ࣇࢵ≀⤖ᬗ⫱ᡂࡢศ㔝࠾ࡅࡿࡁ࡞ࣥࣃࢡ
ࢺࢆ࠼ࡿ⤖ᯝ࡞ࡿࠋ

ᅗ䠖4.8K 䛸 298K 䛻䛚䛡䜛Ⓨග୰ᚰ 172 nm 䛾
㛫Ⓨᒎ䛾ẚ㍑㻌
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ᾋ㐟࢟ࣕࢫࢺᡂ㛗ἲࡼࡿ㧗ရ㉁ Si ከ⤖ᬗࣥࢦࢵࢺࡢ⤖ᬗᡂ㛗ᢏ⾡ࡢ㛤Ⓨ
◊✲௦⾲⪅
ྡྂᒇᏛᏛ㝔࣭ᕤᏛ◊✲⛉࣭Ᏹబ⨾ᚨ㝯
◊✲ศᢸ⪅ྡ
ྡྂᒇᏛᏛ㝔࣭ᕤᏛ◊✲⛉࣭㧗ᶫ ࠊᖹᯇ ᕦஓ

㸯㸬ࡣࡌࡵ
 ⌧ᅾὶࡢከ⤖ᬗ Si ኴ㝧㟁ụࡢ㧗ຠ⋡ᑐࡋ࡚ࠊᮦᩱ࡛࠶ࡿ Si ከ⤖ᬗࣥࢦࢵࢺ୰ࡢ⤖ᬗ⢏⏺࣭㌿
࣭⣧≀࠸ࡗࡓ⤖ᬗḞ㝗ࢆపῶࡉࡏࡿࡇࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋ⤖ᬗḞ㝗ࡢ୰࡛ࡶ㌿ࡣኴ㝧㟁ụ≉ᛶ≉
ᝏᙳ㡪ࢆ࠼ࠊࡑࡢᐦᗘపῶࡀᮃࡲࢀࡿࠋᡃࠎࡢࢢ࣮ࣝࣉ࡛ࡣࠊ⤖ᬗ᪉ࡸ⢏⏺ᛶ᱁࠸ࡗࡓከ⤖ᬗ⤌
⧊ࢆไᚚࡋࠊ㌿Ⓨ⏕ࢆᢚไࡍࡿࣉ࣮ࣟࢳࢆᐇࡋ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࠊᾋ㐟࢟ࣕࢫࢺᡂ㛗ἲ࠸࠺⊂⮬ࡢ⤖
ᬗᡂ㛗ᢏ⾡ࢆ⏝࠸ࠊࢹࣥࢻࣛࢺ⤖ᬗ࠸࠺ᶞᯞ≧ࡢ⤌⧊ࢆ⏝ࡋ࡚ከ⤖ᬗ⤌⧊ไᚚࢆ᳨ウ୰࡛࠶ࡿࠋ
 ᮏ◊✲࡛ࡣࠊࢹࣥࢻࣛࢺྠኈࡀ᥋ゐࡍࡿ㝿࡛ࡁࡿ⢏⏺ࢆࠊࢹࣥࢻࣛࢺࡢ㙐ࡀ࡞ࡍ᥋ゐゅࡋ࡚
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⧊ࢆ᫂♧ࡋᡂ㛗ࡢࡓࡵࡢ ᗘ᮲௳ࢆィ⟬ࡼࡾ᫂ࡽࡋࡓࠋ
㸰㸬◊✲⤒㐣
 ㌿Ⓨ⏕ࢆᢚไࡍࡿࢹࣥࢻࣛࢺ⤌⧊ࢆ᫂ࡽࡍࡿࡓࡵࠊࢹࣥࢻࣛࢺࡢ᥋ゐゅ⢏⏺㏆ഐࡢ㌿ᐦ
ᗘࢆ ᐃࡋࡓࠋࢹࣥࢻࣛࢺࡢ᥋ゐゅࡣࣥࢦࢵࢺୖ㠃ࡢพฝࡼࡾほᐹࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࠋࡲࡓࠊ㌿ᐦ
ᗘ ᐃࡣࠊࣇࢵ㓟◪㓟ࡢΰྜᾮ࡛ࡢ⾲㠃ࢲ࣓࣮ࢪᒙࡢ㝖ཤ࠾ࡼࡧ Sopori ⁐ᾮࡼࡿ࢚ࢵࢳࣥࢢࢆ⾜ࡗࡓ
ᚋࠊගᏛ㢧ᚤ㙾ࡢほᐹࡼࡾィ ࡋࡓࠋࡲࡓࠊḞ㝗ศᕸࢆ ᐃࡍࡿࡓࡵ⡿Ọ◊✲ᐊᡤ᭷ࡢ micro
photoluminescence(P-PL)࣓࣮ࢪ⨨ࢆ⏝ࡋࡓࠋ㏻ᖖࡢ PL ࣓࣮ࢪ⨨ࡣࠊ࣮ࣞࢨ࣮ග࡞࡛ Si ᇶ
ᯈయගࢆ↷ᑕࡋࠊᇶᯈࡽࡢⓎගࢆ CCD ࣓࢝ࣛࡼࡾᙳࡍࡿࠋ୍᪉P-PL ⨨࡛ࡣ Si ᇶᯈ CCD
࣓࢝ࣛࡢ㛫ᑐ≀ࣞࣥࢬࢆᤄධࡍࡿࡇ࡛࣑ࢡ࣮ࣟࣥ࢜ࢲ࣮ࡢḞ㝗ᐦᗘศᕸࡀᙳ࡛ࡁࡿࠋP-PL ᐃࡢ๓
ฎ⌮ࡋ࡚ࠊSi ᇶᯈࢆ࢟ࣥࣄࢻ࣓ࣟࣥࢱࣀ࣮ࣝ⁐ᾮ࡛ࣃࢵࢩ࣮࣋ࢩࣙࣥࡋࡓࠋ
 ┠ⓗࡢࢹࣥࢻࣛࢺ⤌⧊ࡢᡂ㛗ࡢࡓࡵࠊ⅔ෆయࡢ⇕㍺㏦ࢆ 3 ḟඖ⇕ὶయゎᯒࢯࣇࢺ PHOENICS 
ࡼࡾィ⟬ࡋࡓࠋィ⟬࡛ࡣࠊ⤖ᬗᡂ㛗┤๓ࡢࣄ࣮ࢱ࣮ ᗘࢆቃ⏺᮲௳ࡋࠊ⅔ࡢᑐ⛠ᛶࢆ⪃࠼ 2 ḟඖࣔࢹࣝ
࡚ィ⟬ࢆᐇࡋࡓࠋ
㸱㸬◊✲ᡂᯝ
 ᅗ 1 ࠊࢹࣥࢻࣛࢺࡢ᥋ゐゅ㌿ᐦᗘࡢ㛵ಀࢆ♧ࡍࠋࢹࣥࢻࣛࢺࡢ᥋ゐゅࡀᑠࡉ࠸ࠊ
㌿ᐦᗘࡀపୗࡋ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢ⤖ᯝࡼࡾࠊࢹࣥࢻࣛࢺࢆᖹ⾜ᡂ㛗ࡉࡏࡿࡇ࡛ࠊ⢏⏺㏆ഐࡢ㌿
Ⓨ⏕ࢆᢚไ࡛ࡁࡿࡇࡀ♧ࡉࢀࡿࠋࢹࣥࢻࣛࢺࢆᖹ⾜ᡂ㛗ࡉࡏࡿࡓࡵࡣࠊ⼥ᾮୖ㠃࠾࠸࡚∦
ഃࡢࡳ ᗘࢆపୗࡉࡏࡓ㠀ᑐ⛠࡞ ᗘศᕸࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋ୍᪉ࠊᾋ㐟࢟ࣕࢫࢺᡂ㛗ἲࡢᐇ⌧㛵ࡋ࡚
ࡣࠊ⼥ᾮෆ㒊ࡀୗฝࡢᑐ⛠࡞ ᗘศᕸࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋࡇࡢ ᗘศᕸࢆᐇ⌧ࡍࡿࡓࡵࠊ⅔ෆࡢ⇕㍺㏦
ィ⟬ࢆ⾜ࡗࡓࠋࡑࡢ⤖ᯝࢆᅗ 2 ♧ࡍࠋᅗ࡛ࡣࠊࣄ࣮ࢱ࣮ Si ⼥ᾮࡢ㛫⇕ఏᑟಀᩘࡢᑠࡉ࠸࢝
࣮࣎ࣥ〇ࡢ᩿⇕ᮦࢆタ⨨ࡋࡓ⤖ᯝ࡛࠶ࡿࠋ⼥ᾮୖ㒊ࡢࡳ㠀ᑐ⛠ࡢ ᗘศᕸ࡛࠶ࡾࠊ⼥ᾮ୰ᚰ㒊ୗࡀ
ࡿࡘࢀᑐ⛠ⓗ࡞ ᗘศᕸ࡞ࡿࠋࡋࡓࡀࡗ࡚ࠊ⅔ෆ᩿⇕ᮦࢆタ⨨ࡍࡿ࠸࠺Ᏻ౯ࡘ⡆౽࡞ᡭἲ
ࡼࡾ┠ⓗࡢ ᗘศᕸࡀᐇ⌧࡛ࡁࡿࡇࢆ♧ࡋࡓࠋ

ᅗ 1:᥋ゐゅ㌿ᐦᗘ

ᅗ 2:⇕㍺㏦ィ⟬⤖ᯝ
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ᅗ 3 P-PL ࣓࣮ࢪീࢆ♧ࡍࠋ(a)ࡣࢬࢫࣛࢫ
࢚࢘ࣁࢆ(b)ࡣ 700Υ35 ศ࡛⇕ฎ⌮ࡋࡓ࢚࢘ࣁࡢ࠺
ࡕࠊ⢏⏺㏆ഐ⢏ෆࡢ 2 ⟠ᡤ࡛ᙳࡋࡓᅗ࡛࠶ࡿࠋ
ࡇࡢᅗࡼࡾࠊ⢏⏺㏆ഐ࡛ࡣ㌿⪃࠼ࡽࢀࡿḞ㝗ࡀ
⇕ฎ⌮ࡼࡾቑṪࡋ࡚࠸ࡿᵝᏊࡀ᫂ࡽ࡞ࡗࡓࠋ
ࡲࡓࠊ⤖ᬗ⢏ෆ࠾࠸࡚ࡶᯒฟ≀ᛮࢃࢀࡿḞ㝗ࡀ
⇕ฎ⌮ࡼࡾ᪂ࡓⓎ⏕ࡋ࡚࠸ࡿࡇࡀࢃࡿࠋ㏻
ᖖࡢ PL ࣓࣮ࢪ ᐃࡣḞ㝗ࡢ✀㢮ࢆุูࡍࡿࡇ
ࡣᅔ㞴࡛࠶ࡾࠊ⡿Ọ◊ᡤ᭷ࡢP-PL ⨨ࢆ⏝ࡍࡿࡇ
࡛⤖ᬗホ౯ࡢࡁ࡞ᡭຓࡅ࡞ࡗࡓࠋ

⢏⏺㏆ഐ

⢏ෆ

(a)

(b)

2mm

ᅗ 3:P-PL ࣓࣮ࢪീ(a)⇕ฎ⌮๓ࠊ(b)⇕ฎ
⌮ᚋ
㸲㸬ࡲ
  ࡵ

 ᮏ◊✲ࡣࠊ㧗ရ㉁࡞ࣥࢦࢵࢺస〇ྥࡅࠊࢹࣥࢻࣛࢺ⤌⧊ไᚚࡼࡿ㌿Ⓨ⏕ᢚไᡭἲࢆ᳨ウࡋࡓࠋ
ࡑࡢ⤖ᯝࠊࢹࣥࢻࣛࢺྠኈࢆᖹ⾜ᡂ㛗ࡉࡏࡿࡇ࡛ࠊ⢏⏺㏆ഐⓎ⏕ࡍࡿ㌿ࢆᢚไ࡛ࡁࡿࡇࢆᐇ
㦂ࡼࡾ♧ࡋࠊලయⓗ࡞ᡂ㛗᮲௳ࡢᣦ㔪ࢆィ⟬ࡼࡾ᫂ࡽࡋࡓࠋࡲࡓࠊ⡿Ọ◊✲ᐊඹྠ࡛◊✲ࡍࡿ
ࡇࡼࡾ⤖ᬗホ౯ࢆࡼࡾヲ⣽ᐇࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁࡓࠋᮏ◊✲ࡢ⤖ᯝࡣࠊከ⤖ᬗ Si ኴ㝧㟁ụࡢ㧗ຠ⋡
ᐤࡋࠊኴ㝧㟁ụࡢᣑࡘ࡞ࡀࡿᐇ⏝ᛶࡢ㧗࠸ࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ
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