
半導体の遠紫外光応用

可視光の波長範囲は400～700 nm

です（図１）．波長400 nm以下の光

は紫外光（または紫外線）と呼ばれ

ます．紫外光の中でも，波長300～

400 nmの紫外光は近紫外光，波長

200～300 nmの紫外光は遠紫外光と

呼ばれます．なお，波長200 nm以下

の紫外光は真空紫外光と呼ばれ，大気

で吸収されるため，遠紫外光が私たち

の生活環境下で利用できるもっとも波

長が短い光といえます．

波長が短いほど，光のエネルギーが

大きくなり，紫外光の有効作用である

分解能力も高くなります．そのため，

遠紫外光源は，ダイオキシンやPCB

（ポリ塩化ビフェニル）などの高安定な

有害物質の分解，殺菌・浄水など環

境や衛生分野での応用が期待されま

す．また，短波長光ほど，より微小な

領域に集光できるため，遠紫外光源

は，高密度光記録や半導体リソグラ

フィなどのナノ構造作製への応用も期

待されます．このほかにも，医療や分

析など広い応用分野が期待されます．

遠紫外の光源としては，現在，水銀

ランプやエキシマレーザなどのガス光源

が用いられています．これらは大型，

低効率，低寿命といった実用上の問題

があるばかりでなく，ガスそれ自体が

環境には有害だという問題もありま

す．また，ガス光源では，ガスの種類

で決まる特定の波長の光しか発生で

きません．例えば，水銀ランプの波長

は254 nm，ArF（フッ化アルゴン）

ガスを用いたエキシマレーザの波長は

193 nmです．

これらのガス光源を発光ダイオード

（LED）や半導体レーザ（LD）のよ

うに半導体素子化できれば，環境の観

点から無害であるばかりでなく，小型

化，高効率化，長寿命化が期待でき

ます．さらに，半導体発光素子では，

半導体の組成を変化させることで波長

を制御することができます．このよう

な半導体発光素子の特徴が発揮され

ると，既存のガス光源の置き換えだけ

でなく，新規産業の創出も期待され

ます．

紫外LED用半導体

半導体では，マイナスの電荷であ

る電子とプラスの電荷である正孔が結

合するときに光を発生します．発生

する光の波長は，半導体固有のバン

ドギャップエネルギーと呼ばれる物性

値によって決まります．バンドギャッ

プエネルギーと発生する光の波長は反

比例の関係にあるため，バンドギャッ

プエネルギーの大きい半導体ほど，短

い波長で発光します．400 nm以下の

紫外光を発生するには，３eV（エレ

クトロンボルト）以上のバンドギャッ

プエネルギーを持つ半導体が必要です

（図１）．

青色発光ダイオードやBlu-ray用青

紫半導体レーザに用いられている窒化

ガリウム（GaN）は，3.4 eVのバンド

ギャップエネルギーを持ち，GaNを用

いた波長365 nmの近紫外LEDが実用

化しています．このGaN近紫外LED

は，白色LED電球や液晶のバックライ

トに利用されるようになってきました．

窒化アルミニウム（AlN）は，図２

に示すように，GaNと同じ六方晶系の

ウルツ鉱構造と呼ばれる結晶構造を持

ち，発光素子に適した直接遷移型の

半導体です（1）．そして，AlNは直接遷

移型半導体の中で最大のバンドギャッ

プ６eVを有することから，すべての半

導体の中でもっとも短い波長210 nm

で発光することが理論上予測されてい

ます．さらに，AlNとGaNの混晶であ

る窒化アルミニウムガリウム（AlGaN）

はその組成を変えることで，波長を

210 nmから365 nmまで，遠紫外か
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ら近紫外のほぼ全域で調整できます．

これより，AlNで発光素子を作製でき

るようになると，半導体の遠紫外光応

用が可能になります．

これまでにNTT物性科学基礎研究

所は世界に先駆けて，AlNの高品質結

晶成長技術，p型およびn型ドーピン

グ技術，AlNの発光ダイオード作製

技術を開発し，半導体で最短波長

2 1 0  n mの遠紫外発光に成功しま

した（1）～（3）．しかしながら，AlN遠紫

外LEDの発光効率はGaN近紫外LED

と比べて低く，AlN遠紫外LEDの実

用化に向けては高効率化が課題です．

AlNの異方的な発光

GaN近紫外LEDと比べて，AlN遠

紫外LEDの発光効率が低い原因の１

つは，AlNからの発光が強い指向性を

持つためです．

図２に示したように，GaNやAlNな

ど窒化物半導体の結晶では，原子は

六角柱の格子状に規則正しく並んでい

ます．六角柱の底面はC面，六角柱の

図１　半導体の紫外光応用 
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図２　窒化物半導体（GaN，AlN）の結晶構造 
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側面はＡ面と呼ばれます．また，六角

柱の高さはc軸長，側面の長さはa軸長

と呼ばれます．AlNは，GaNと比べて

原子どうしの結合が強いためC面どう

しが近づき，c軸長とa軸長の比である

c/a比は小さくなります．GaNとAlN

のc/a比の違いは，わずか1.5％ですが，

半導体は構造の変化に対して敏感に発

光特性が変化します．

図３に示すように，GaNでは，従来

の半導体と同様に，発生した光はあら

ゆる方向に同じ強さで広がる均一な発

光分布を持ちます．窒化物半導体で

は，c/a比が小さくなると，c軸方向へ

の発光は弱くなり，c軸と垂直な方向

（a軸方向）への発光が強くなる特徴が

あります．このため，c/a比の小さい

AlNは，C面からはほとんど発光せず，

A面から優先的に発光する不均一な発

光分布を持ちます．計算から，AlNで

はＡ面からの発光はC面からの発光よ

りも25倍強くなることを予想していま

す．このように結晶面によって発光の

強さが変わる半導体はAlNしかありま

せん．

GaNやAlNでは，表面がC面の場合

に良質な結晶を成長しやすくなります．

そこで，これまではC面の表面を持つ

LEDが作製されてきました．しかし，

AlNでは，A面からの発光が強いこと

から，光を取り出すLED表面を従来

のC面からA面とすることで発光効率

が増加することが期待できます．

AlN遠紫外LEDの高効率化

今回作製したA面のAlN遠紫外LED

を図４に示します．LED構造は有機

金属気相成長法（MOCVD法）＊によ

り成長しました．LED表面をA面にす

るため，A面のシリコンカーバイド

（SiC）基板を用いました．AlNを成長

するためSiC基板上にAlとN原子を供

給すると，A面SiCの原子配列を模倣

して，A面のAlN層が成長します．ま

た，SiCのa軸長とc軸長はAlNのそれ

らと近いため，高品質なA面のAlNを

成長することができます．この高品質

AlN層上に，n型超格子層，n型AlN

層，AlN発光層，p型AlN層，p型超

格子層を順に成長したA面LED構造

を作製しました．n型およびp型超格子

層は，電極の接触抵抗を下げるために

用いています．本構造では，n型AlN

層から電子を，p型AlN層から正孔を

AlN発光層に供給し，そこで電子と正
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図３　GaNとAlNの発光特性 
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孔を結合させることで発光します．

A面AlN遠紫外LEDに電圧を印加

したところ，図５（a）に示すように，波

長210 nmの遠紫外光が発生しました．

A面AlN遠紫外LEDの発光波長は従

来のC面のものと同じであり，これま

での半導体の中でもっとも短い波長で

す．そして，図５（b）に示すように，A

面のAlN遠紫外LEDでは，従来のC面

と比較して，LED表面方向への発光

が強くなりました．なお，従来構造の

C面LEDにおいて，表面から傾斜した

方向で発光強度が強くなる理由は，

a軸方向に放射する光の一部がC面か

ら取り出されるためです．このように

AlN発光素子では，結晶面によって発

光強度が変わる特性を考慮して素子構

造を設計することが重要です．

今後の展開

半導体の遠紫外光応用に向けて，

AlN遠紫外LEDのさらなる高効率化

に取り組んでいきます．

■参考文献
（1） 谷保・嘉数・牧本：“世界最短波長210 nmの

遠紫外発光ダイオード，”NTT技術ジャーナ
ル，Vol.19，No.2，pp.64-67，2007．

（2） Y. Taniyasu, M. Kasu, and T. Makimoto：
“Aluminum Nitride Deep-ultraviolet Light-
emitting Diodes，”NTT Technical Review，
Vol.4，No.12，pp.54-58，2006．

（3） Y. Taniyasu, M. Kasu, and T. Makimoto：“An
Aluminium Nitride light-emitting diode with a
wavelength of 210 nanometres，”Nature，
Vol.4，No.441，pp.325-328，2006．

（左から）嘉数 誠/ 谷保 芳孝

材料に潜んでいる新しい物性を発見し，
最大限に引き出す技術を構築することで，
社会に貢献できる新しいデバイスの創出に
取り組みます．

◆問い合わせ先
NTT物性科学基礎研究所
機能物質科学研究部　薄膜材料研究グループ
TEL 046-240-3497
FAX 046-240-4729
E-mail taniyasu nttbrl.jp

（a）　波長210 nmの遠紫外発光 （b）　発光強度の放射分布 

190 200

波　長 

発
光
強
度 

210 220 230 240（nm） 

遠紫外発光 
（波長210 nm） 

図５　AIN 発光ダイオードからの波長 210 nm 遠紫外発光 

強い表面発光 弱い表面発光 
（斜め方向に発光） 

遠紫外光 
遠紫外光 

A面 C面 
p型AlN層 

AlN発光層 

n型AlN層 

A面SiC基板 

p型AlN層 

AlN発光層 

n型AlN層 

C面SiC基板 

新構造（Ａ面LED） 従来構造（Ｃ面LED） 

表面方向 

0° 

30° 

60° 

90° －90° 

－60° 

－30° 
表面からの 
傾斜角 


