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仮訳 
 

原子スケールの調査が LED の効率における 
重要な謎を解き明かす（米国） 

2013 年 5 月 22 日 
 
MIT とブルックヘブン国立研究所の科学者が電子顕微鏡画像技術によって固体照明、即ち

LED の論争に決着をつけ、新たな実験の可能性をもたらした。 
 

 
 
ニューヨーク州、アプトン―薄型テレビの高解像度の光から何年も続けて使える電球ま

で、発光ダイオード(LED)は技術革新を続けている。よく知られているように LED の効

率と汎用性―そして、半導体レーザーや太陽光発電を含むその他の固体技術、即ち半導体

技術―により、LED の人気はますます高まっている。しかし、すべての潜在能力は未だに

未開発のままである。それには、これらのデバイスを作動させている半導体合金が科学者

を悩ませ続けているということがある。 
 
 議論を呼んだ論争は、高輝度の優れた LED 半導体の一つであるインジウム窒化ガリウ

ム (InGaN)をめぐるもので、材料中のインジウムに富んだクラスターが LED の優れた効

率に貢献しているか否かで専門家の意見が分かれていた。今回、マサチューセッツ工科大

学(MIT)と米国エネルギー省(DOE)ブルックヘブン国立研究所の研究者が、クラスターが

 
集束イオンビーム機器の傍らにいる CFN（ブルックヘブン国立研究所機能性ナノ

材料研究センター）の Kim Kisslinger 氏は、電子顕微鏡に準備するため InGaN
サンプルをちょうど 20nm の厚さまで薄くした。 
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効率の源でないことをはっきりと実証した。Applied Physics Letters 誌に 5 月 16 日付で

オンライン掲載された研究結果は、LED 技術の基礎的な理解を深め、新しい研究への道を

拓くものとなった。 
 
 「この発見は LED 界における重要な謎の解明に役立ち、他の高感度で最先端のエレク

トロニクスを進展させる革新的な実験的技術を示しました。」と語るのは MIT Materials 
Science and Engineering の Thomas Lord 准教授である Silvija Gradečak 氏。「この研

究によって、光とエネルギーを今までにない効率で提供可能な半導体技術を、真に修得す

ることに近づきました。」 
 

よりよい電球を作製 
タングステンやその他の金属でできた白熱光を放つワイヤーを使った昔ながらの電球

である白熱電灯は、エネルギーの僅か 5%しか可視光に変換できず、残りは熱として失わ

れる。蛍光灯では(発光)効率は約 20%まで上がるが、住居や職場を照らすために必要とさ

れる電力の 80%は依然として無駄になっている。これら二つの例からも、光は主たる効果

というより、発熱反応の副産物に過ぎず、本質的に技術を非効率にしている。 
 
 「半導体の光は電流を直接光子に変換します。」と語るのはブルックヘブン国立研究所

の機能性ナノ材料研究センター(CFN)の電子顕微鏡グループのリーダーで、本研究の共同

執筆者である Eric Stach 氏である。「LED 電球は半導体を使って、エレクトロルミネッ

センス(電界発光又は電子発光)と呼ばれるプロセスで発光させます。理論的にはこのプロ

セスの(発光)効率はほぼ 100%ですが、実験ではそのレベルまで達することはできません。

このような食い違いがこの研究の動機になりました。」 
 

この研究では、科学者は実用化で特に有望視されている LED 合成物である InGaN（発

 
CFN の低電圧の走査型透過電子顕微鏡によって作り出されたこれらの InGaN サンプル画像により、

時間による構造変化がないことがわかる。スキャンしてから 16 分後、いかなる損傷も分解もみられ

ず、高倍率(c)においても、LED 効率の中核をなすと考えられていたクラスターが全くみられない。 
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音は in-gan）に注目した。InGaN 合金は転移、つまり電気の流れや光生成を阻害する可

能性のある構造的な不完全性を含有しているが、なぜか非常に性能がよい。発光反応を理

解するために、物理学者は原子スケールで何が起こっているかを理解することが必要であ

った。しかし、研究者が調査を始めてから、すべての人が同じ結論に辿り着いたわけでは

なかった。 
 
論議を呼ぶクラスター 

「数年前に、ある研究者チームが InGaN サンプルの調査に電子顕微鏡を使用し、驚くべ

き現象を確認しました。材料が自然に分解し、このような分離されたインジウムに富んだ

クラスターを形成したようにみえたのです。」と

Stach 氏。「この作用で効率的な発光を説明すること

ができました。電子が InGaN の構造的な問題を避け

るように、クラスターが助けたようなのです。しかし、

その後、別のグループが、電子顕微鏡それ自体がクラ

スター分解を引き起こすのではないかと提起して、事

態はますます興味深くなってきました。半導体界は真

二つに分かれました。」 
 
 電子顕微鏡は、材料を調べるために光を用いるとい

うよりも、精密に調整した電子ビームをサンプルに照

射し、そして電子ビームがサンプルを通過する時に、

原子構造を明らかにするためその相互作用を検出す

る。InGaN 合金の調査に足る高解像度を得るために、

昔の実験で使用された電子顕微鏡では高電圧ビーム

が必要であった。議論は、効率的な発光のメカニズム

を発見するよりも、実験そのものがクラスターを作り

出したのか否かをめぐって繰り広げられた。 
 
改良された画像 

「ブルックヘブン研究所の CFN で入手可能な最新機

器が、この有望な材料の試験方法を変えました。」と Gradečak 氏。「CFN の収差補正さ

れた走査型透過電子顕微鏡(STEM)が LED サンプルに向けて新たな非破壊への窓を開き

ました。初めて、サンプルに影響を与えるデバイスの危険がなく、オングストローム―即

ち、1nm の 10 分の 1―レベルの詳細を把握することに成功しました。」 
研究者たちは、第一線の STEM 技術を高分解能電子エネルギー損失分光法(EELS)と組

み合わせ、サンプル通過時に電子のエネルギー損失を測定した。MIT のポスドク研究者で、

本研究の主執筆者である Kamal Baloch 氏と、CFN の Aaron Johnston-Peck 氏が実際に

これらの画像技術を、最初にクラスター論争を引き起こしたサンプルと同じものに適用し、

 
この走査型透過電子顕微鏡による

特定の InGaN サンプルの非破壊画

像が、最終的にインジウムに富んだ

クラスターが発光効率を促進して

いないことを実証し、10 年来の研

究が明らかになった。 
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問題の解決にあたった。 
 
 「効率的な発光が続いている間でさえ、実際にはこれらのサンプル中にインジウムに富

んだクラスターが存在しないことを発見しました。」と Baloch 氏は語った。「別の方法

で作り出される他のサンプルに、クラスターが発生する可能性は依然としてありますが、

重要なことは我々が InGaN 材料を調べるための確実な方法を確立したということです。

この驚くべき合金の謎を解く助けとなる、クラスター形成と発光との本質的な関係の探査

にこれらの非破壊画像技術を使うことができます。」 
 

高度な画像機器以上に、研究者たちはナノスケールのサンプル調整の専門家であるブル

ックヘブン研究所の物理学者 Kim Kisslinger 氏の技術を活用した。InGaN のサンプルは

ちょうど 20nm の厚さにまで薄くされたが、これは STEM 及び EELS の実験用材料の調

整に不可欠なステップである。さらに、サンプルは画像解像度に影響を与える恐れのある

人工物を取り除くため、丹念に洗浄され研磨された。 
 

本研究は米国エネルギー省科学局によって資金提供を受けている Energy Frontier 
Research Center である Center for Excitonics によって支援された。また、ブルックヘブ

ン国立研究所の機能的ナノマテリアルセンターでの研究は、MIT の Center for Materials 
Science Engineering で実施された追加研究と共に、DOE 科学局によって支援された。 
 

「Center for Excitonics は、これらの研究が最終的には LED 技術の限界を押し広げる

ことを分かっており、この本質的な問題を調査する自由と資金を提供してくれました。」

と Gradečak 氏。これは MIT とブルックヘブンの CFN の強い連携によるものであり、科

学技術を真に前進させる専門性と装置が集結したことの証明です。 
 

機能性ナノ材料研究センターは、DOE 科学局が支援するナノスケールでの学際的な研

究用の主要な国立ユーザー施設である、DOE の 5 つの Nanoscale Science Research 
Center の 1 つである。NSRCs は、ナノスケールの材料の製造、加工、評価、モデル化の

ための最先端の能力を研究者に提供する一連の補完的施設から成り、National 
Nanotechnology Initiative における最大規模の投資である。NSRCs は、DOE のアルゴ

ンヌ、ブルックヘブン、ローレンスバークレー、オークリッジ、サンディアの各国立研究

所に所在する。DOE NSRCs について、詳しくはウェブサイトを参照のこと。 
 
DOE の科学局(Office of Science)は、物理科学の基礎研究をサポートする米国における唯

一の大規模な組織で、現代の最も喫緊な課題に取り組んでいる。詳しくはウェブサイト

science.energy.gov を参照のこと。 
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http://science.energy.gov/bes/suf/user-facilities/nanoscale-science-research-centers
http://science.energy.gov/
http://science.energy.gov/


 
 

翻訳：NEDO（担当 総務企画部 勝本 智子） 
 
出典：本資料は Brookhaven National Laboratory の以下の記事を翻訳したものである。 
“Atomic-Scale Investigations Solve Key Puzzle of LED Efficiency”  
http://www.bnl.gov/newsroom/news.php?a=11543 
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