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2011 年 11 月 25 日 
 

PML(:Physical Measurement Laboratory )の科学者らが結晶成長させた窒化ガリウ

ム(GaN)ナノワイヤは直径わずか数十分の一マイクロメートル程度であろうが、その使

用用途は新たな発光ダイオードやダイオードレーザーから超小型共鳴器、化学センサー、

超高感度アトムプローブ用（走査）チップと多岐にわたる。 
 
低出力照明や高出力トランジスタの

実現という輝かしい未来の先駆けとし

て GaN が最初に商業的価値のある

LED として導入されて 20 年を経過す

る間に、薄膜やナノワイヤの形成のた

めにⅢ-V 族化合物半導体が様々な方

法で製造、研究されてきた。 
 

励起した GaN ナノワイヤレーザがオレンジ色に発光

している。実際のレーザー光線は UV(≈370 nm)であ

り、肉眼では見えない。レーザーを出すナノワイヤの

長さはおよそ 10 マイクロメートル、直径がおよそ

200nm。写真上部にある金属のプローブチップはレー

ザー光線を放つナノワイヤの近接効果を測るために

用いられている。その他の（レーザー光線をだしてい

ない）ナノワイヤも写真内に見ることができる。 

米国コロラド州 Boulder にある

PML の光・量子エレクトロニクス部門

(Quantum Electronics and Photonics 
Division)の最近の研究活動のほとん

どが、極めて高品質な GaN ナノワイ

ヤの結晶成長および特性評価に注がれ

ている。エネルギー変換のための半導

体測量プロジェクト (Semiconductor 
Metrology for Energy Conversion project)の共同責任者である Norman Sanford 氏は

「世界一とはいわないまでも、世界最高レベルの研究だ」と言う。 
 

p 型部分と n 型部分を作るために結晶をドープして作られた接合部において、正孔

(holes)と電子が再結合した時に GaN は光を発する。こうした層は、主にサファイア基
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板や炭化ケイ素(SiC)基板の上で、様々な蒸着法を用いて形成される。従来の方法では、

欠陥密度(defect densities)の高い結晶ができあがる。不都合なことにこの結晶格子

(lattice)内の欠陥は光の放出を制限し、信号ノイズを発生させ、デバイスの劣化を早め

てしまう。 
 
これに対し Boulder のチームは、ほとんど欠陥のない(defect-free)、断面が六角形の

GaN ナノワイヤを、シリコンベースからかなり時間をかけて結晶成長させている。彼

らの蒸着法は分子線エピキタシー（成長）法(molecular beam epitaxy: MBE)と呼ばれ

るもので、触媒粒子(catalyst particles)なしでナノワイヤを自発的に形成することがで

きる。触媒粒子はナノワイヤの成長に用いられるが、GaN の特性を損なう微量の不純

物を結晶背面に残す。Boulder チームの製造方法では長さ約 10 マイクロメートル（人

毛のおよそ 1/10 の太さ）に達するのに２～３日を要するが、かかる時間に見合うだけ

の、ほぼ完璧な結晶構造が得られる。 
欠陥の無い結晶がもつ様々な優位的

特徴のなかでも特に重要なのは、他に

比べてより多くの光を発する点である。

「単結晶 GaN ナノワイヤ LED から発

せ ら れ た 電 界 発 光

(electroluminescence: EL)は現在では

十分に明るく光るため、スペクトルそ

のものを測定することや、発熱の形跡

をみるためにドライブ電流を流してス

ペクトルを追跡することがようやく可

能になった。」と共同責任者の Kris 
Bertness 氏は言う。「MBE で結晶成

長させた GaN ナノワイヤからの電界

発光が放つスペクトルについての研

究発表は、他のどこにも例がない。」 

MBE で成長させた n 型 GaN ナノワイヤが、ハイド

ライド気相成長法(halide vapor phase epitaxy)で成

長させた p 型 GaN の薄い殻で覆われている。 
クレジット：Aric Sanders と Albert Davydov 
(Material Medical Laboratory: MML) 

 
GaN とそれに関連する合金系（インジウムやアルミニウムを含有する半導体を含む）

が、半導体を使った照明産業の急速な発展の基盤を形成する。もし、より経済的な方法

で欠陥密度の低い素材を結晶成長させられるようになれば、こうした傾向は早まると専

門家らは考えている。 
 
「従来型 GaN ベースの LED は、コスト効率は良いが（サファイア基板のように）

格子不整合な結晶成長をした基板は効率性を損なう格子のゆがみや欠点を持ってしま
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うのが問題だ」と Sanford 氏は言う。「さらに従来の平面的な LED の構造では、内部

反射に妨げられた光子が外に向かって放射されずにデバイス内に留まることになり、光

子が無駄になっている。」 
 
歪みや欠陥が本質的に解消されれば、GaN ナノワイヤ LED の技術は大きく改善され、

それゆえ構造の全く異なる、より効率の良いデバイスが開発されるはずである。ところ

で、ナノワイヤ LED を密に配置した「フォレスト」構造では、平面構造に比べて光の

抽出効率が高まる。 
 

「フォレスト」構造をしたナノワイヤ 
 

しかし、構造の違いやその他の特性を試験・測定することには大きな難題がある。「p
型 GaN は一般的な方法では成長させるのが難しい」と Bertness 氏は言う。「さらに難

題となるのはナノワイヤとの電気接触点を作ることだ。フォレスト構造には平面がなく、

さらに平面膜に接触点をとるために用いられている金属膜(metal films)よりも厚みが

あるからだ。」 
 
「こうした三次元形状はボイド注1を形成し、接点付近に化学的な不純物の捕捉を助長

し、その両方が電気的接触を悪化させ、時にはまったく機能しなくさせてしまう。わた

したちは、こうした分野を積極的に研究している。」 
 

                                                           
注1 訳者注：物体に含まれる微少な空洞。 
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チームはナノワイヤを規則的に成長させて配置する方法を探しており、一本一本のワ

イヤが等間隔・同方向に配置できるよう注意深く調整を行っている。最近、基板を覆う

窒化シリコン素材でできた「マスク層」におおよそ 200 ナノメートル幅で順にすき間

（通路）をもうけたグリッドのようなパターンを作ることで、高い確率で一定のワイヤ

だけを選択的に結晶成長させることができるとわかった。要求通りの GaN デバイスパ

ターンを製造する技術が、「安定した生産に欠かせない要素」であると Bertness 氏は言

う。 
 

GaN は照明素材としてだけではなくさまざまな分野で多用途に使用されている。

「GaN は他にも、高温の影響を受けないという優れた性質をもっている」と Robert 
Hickernell 氏は言う。Hickernell 氏は半導体測量プロジェクト (Semiconductor 
Metrology project)を行う光電子光学製造グループ(Optoelectronic Manufacturing 
Group)の代表を勤める。本グループではナノワイヤの電解効果トランジスタ(field 
effect transistors: FETs)の研究も行っており、キャリアの運搬能力の正確な測定を試

みている。「このようにして、我々は世界最高レベルの研究デバイスである GaN ナノワ

イヤ FETs にたどり着いた。」 
 

さらに、GaN ナノワイヤは物理的に強固である。その強固さが理由で、4 年前に PML
とコロラド大学が行った共同研究で、それ自体が優れた発振器になり得る極めて高品質

のナノワイヤを開発したとして話題になった。Hickernell 氏は「携帯電話の微小共鳴器

として使用される可能性がある」と言う。 
 
優れた機械特性と質量が小さいことから、GaNナノワイヤはアトグラム以下の質量検

出が可能となっている。コロラド大学で共同研究を行うPMLの研究者らは、これまで

の実験結果にもとづき、約 0.01 アトグラム、または 10 ゼプトグラム注2のセンシティビ

ティーで自信を持って質量を推定できるとしている。（参考として、ウィルスの質量は

約1アトグラム、または10-18グラム。）この規模での直接の実測は未だ行われていない。 
 
今年初め、Bertness氏、Sanford氏、およびコロラド大学の共同研究者らはGaNが本

来備えているピエゾ抵抗効果注3を使って、10 マイクロメートルの間隔に伸ばしたナノ

ワイヤがどのような応答特性を示すか測定を行った。結果は、デバイスが「質量と応力

の光分解検出センサーにすぐに応用」出来ることを示し、これに関する論文が発表され

ている。 
 

                                                           
注2 訳者注：10-21グラム 
注3 訳者注：機械的に加えられる圧力に対する、金属や半導体の抵抗値の変化のこと 

ＮＥＤＯ海外レポート ＮＯ.1081, 2012.1.25

17



 Bertness 氏は、「新しいクラスの電気応答性のある多機能走査プローブツール」を作

ることが可能だとチームで考えていると明らかにした。例えば、従来の近接場走査型光

学顕微鏡法(: NSOM)では、テーパー加工された受光用光ファイバーの先端に、直径お

よそ 10～100ナノメートルの開口部をもつスキャン用の光学的チップが必要とされる。

先端に使用されるこうした部品は物理的にも化学的にも脆弱で、品質維持期間が数時間

から数日間と非常に短い。これに対し、GaN ナノワイヤベースの NSOM では電気応答

性を有し、光学発光、光の検知、原子間力顕微鏡(: AFM)、や反射型 AFM(: RF-AFM)
といった電気的多機能性を発揮する可能性がある。 
 
最後に、GaN ナノワイヤは化学物質、生物、ガスの感知にも適している。チームと

NIST のマテリアル測定研究所(: Material Measurement Laboratory)が現在行ってい

る共同研究では、二酸化チタンのナノクラスタを直列に用いた GaN で、ベンゼンやト

ルエンといった芳香族化合物を検出できるという興味深い成果が出されている。「加え

て、我々のチームでは生体分子用に機能化する GaN ナノワイヤを使って、いくつかの

予備実験を終えている（既に発表もされている）」と Sanford 氏は言う。「世界中で様々

なグループが、GaN ナノワイヤを重要要素とした同様のセンサー技術の研究に取り組

んでいる。」 
 
 
 

 翻訳：NEDO（担当 総務企画部 望月 麻衣） 
 

 

 

出典：本資料は NIST（米国国立標準技術研究所）の以下の記事を翻訳したものである。 
“Bright Future for GaN Nanowires” 
http://www.nist.gov/pml/div686/nanowire.cfm 
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