
ナノサイエンス＆ナノテクノロジ

NTT物性科学基礎研究所の研究対

象となる１～100 nm（ナノメートル：

10億分の１メートル）のナノの世界で

は，一般的に知られているバルク（塊

状の）物質とは異なる性質が著しく現

れてきます．例えば，サイズが微小化

すると体積に対する表面積の割合が増

えてきます．これを反映して，ガスな

どの分子を吸着させるとより多くの分

子が表面と接することができるため，

吸着特性は向上します．さらにナノ領

域のサイズまで小さくなると数個の分

子レベルでの検知が可能となります．

また，物質中において電子が存在する

状態を特徴付けるバンド構造が離散化

してくるため，電気的・光学的特性は

バルクのものとは異なってきます．この

ようなナノ構造の半導体では離散化し

た準位を利用して光子や電子等の量子

１つひとつを操作することが可能にな

ることから，単一光子発光素子や単電

子トランジスタなど，従来とは異なる

原理で動作するデバイスが実現できる

ようになります．

既存の電子デバイスでは，これまで

に集積化・ダウンサイジングを追求す

ることによって，高速特性，低コスト，

低消費電力等を実現してきました．国

際半導体技術ロードマップ（ITRS:

International Technology Roadmap

for Semiconductors）によるとDRAM

（Dynamic Random Access Memory）

の金属配線幅は2015年には約25 nm

のサイズになると予想され，それを牽

引する技術はもちろんナノテクノロジ

です．私たちのグループで研究してい

る自己組織化型のナノ構造作製手法

は，リソグラフィ技術を用いた従来の

加工技術とは異なり，１～100 nmサ

イズの領域において，従来手法では実

現できない構造や機能をつくり込むこ

とをねらった技術です．ナノ構造の作

製技術は今後ますます注目され，半導

体産業を支える中心技術となって発展

していくと予想されます．

１次元ナノ構造とその応用

半導体材料の研究を通じて，これま

でにトランジスタ・レーザ等の実用的

で優れた電子・光デバイスが多数実現

され，また一方で，基礎物理分野にお

いても重要な発見が次々となされてい

ます．私たちが着目している半導体を

用いた１次元ナノ構造はナノチューブ，

ナノワイヤ，ナノロッド，またはナノベ

ルトと呼称されており，特徴として２

軸方向が100 nm以下のサイズを有す

るものです．３，２，１，および０次

元の物体を図１に示します．２次から

０次元までの半導体構造は，それぞれ

量子井戸，量子細線，量子ドットな

どと呼ばれ，３次元のバルクの構造と

は異なる特性を示します．低次元にな

るにつれて融点の低下，熱伝導率や電

子伝導度の向上等が顕著になるほか，
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新しい低次元半導体ナノ構造の創出へ向けて

半導体ナノワイヤと呼ばれる１次元のナノ構造が，将来の高機能デバイス
への応用に向けて近年広く注目を集めています．本稿では，NTT物性科学基
礎研究所が取り組んでいるナノワイヤ結晶成長方法であるVLS（Vapor-
Liquid-Solid）法によって作製したさまざまな構造とその特徴について紹介し
ます．

ナノテクノロジ ナノワイヤ ナノ構造
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図１　3, 2, 1, 0次元量子閉じ込め構造 
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具体的には，レーザに応用する場合で

は低しきい値化が，電子デバイス応用

においてはキャリア応答の高速化が期

待されます．特に１次元，０次元の構

造は，将来的な超高速あるいは超低消

費電力特性を示す電子・光デバイスへ

の応用，さらには生体分子やDNA等

はサイズが近いことから，これらを操

作するナノバイオデバイスへの応用が

期待されています．

ナノ構造の作製において所望の特性

を得るために重要なのは，サイズ，組

成，結晶構造，位置，向き，密度等

をきちんと制御することです．ただし，

ナノ領域のサイズになると構造や特性

の評価がかなり難しい状況もあるなど，

まだ基礎的なフェーズの研究が多くを

占めています．

１次元半導体ナノ構造の

作製アプローチ

１次元半導体構造を作製する方法

は，バルクや２次元系である量子井戸

構造をベースとして用い，電子線リソ

グラフィ等によるパターニングをほどこ

した後，イオンビームなどを用いて加

工して作製するトップダウン的な方法

と，自然発生的に原子を積み上げて立

体構造を形成していくボトムアップ法

に分けることができます．ボトムアップ

的な作製方法はトップダウン的な方法

と比べて加工に伴う損傷が少なく，ま

た，プロセス数も少なくできるため低

コストです．しかしながら，大面積に

制御性良く作製して生産に結び付ける

にはまだまだ多くの課題があります．

近年VLS（Vapor-Liquid-Solid）

法という，１次元の半導体ナノ構造

（半導体ナノワイヤ）をボトムアップ的

に結晶成長する方法が広く研究されて

きています．図２にその成長を示しま

す．金（Au）などの金属の微粒子を

触媒として成長を行います．基板表面

に置かれたナノサイズの金属微粒子は

原料ガスを供給することにより合金と

なって融けた状態になります．さらに

原料ガスが供給されると過飽和状態と

なって基板との間に半導体が核形成さ

れ，ナノワイヤが成長します．

典型的なナノワイヤの先端の透過型

電子顕微鏡（TEM）写真を図３に示

します．この成長法では原料ガスを途

中で切り替えることにより異なる物質

を成長させることが可能であることか

ら，ヘテロ構造を形成することができ

ます．例えば図２に示すようにナノサ

イズの層を交互に形成することによっ

て超格子構造を軸方向に形成すること

ができます．また，ナノワイヤ形成後

に，成長温度を高く設定し直してVPE

（Vapor Phase Epitaxy）モードに切

り替えてから成長を行うことにより側

壁に結晶成長させることができます．

つまり，動径方向にもヘテロ構造を形

成することが可能であり，このような

構造をコア・マルチシェル構造と呼ん

でいます（図２⑧）．

ナノワイヤの直径や位置は触媒とな

る金属微粒子のサイズと位置をあらか

じめ決めておくことで制御できます．

また，ナノワイヤは決まった結晶方向

に成長する特徴があるため，基板方位

を選ぶことにより垂直に立ったナノワ

イヤを実現できます．電子線リソグ

ラフィにより触媒となるAu微粒子を配

列し，その後VLS法で成長したガリウ

ムヒ素（GaAs）ナノワイヤの２次元ア

レイを図４（a）に，インジウムリン

（InP）ナノワイヤの１次元アレイを図

４（b）に示します．さらに，私たちの

研究所で開発された原子ステップ位置

に自己組織化によってAuの微粒子を

配列化させる技術を用いて，シリコン

（Si）基板にガリウムリン（GaP）ナ

図２　VLS成長モードとコア・シェル構造 
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図３　ナノワイヤのTEM像 
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ノワイヤを成長した結果を図４（c）に

示します．このように原子ステップに

沿ったナノワイヤ列を作製することに

も成功しています．これはすべてボト

ムアップ的な手法で作製された画期的

な例です．

ナノワイヤの電気および光特性

電子・光半導体デバイスは家電製

品，ネットワーク機器，コンピュータ

や医療機器など，社会の中では欠かせ

ないものです．よりコンパクト化・高

性能化のシステム要求にこたえるため

に新しい機能や飛躍的に高い性能を持

つナノデバイスの開発が興味を持たれ

ているところです．半導体ナノワイヤ

はその成長と組織化の特徴を活かすこ

とにより新規なナノスケールの光・電

子デバイスをもたらす有力な候補と期

待されています．次にナノワイヤの電

気，光特性について述べます．

インジウムヒ素（InAs）ナノワイヤは

高い電子移動度を有するためにナノ電

子材料として注目されています．私た

ちはInAsナノワイヤが電界効果型トラ

ンジスタ（FET）のチャネルとして有

効であることを確かめました．InAsナ

ノワイヤを成長基板から剥離してから

SiO２の絶縁層で覆われたSi基板上に

固定し，図５に示すように電子線リソ

グラフィと金属蒸着による電極形成を

経てFETを作製しました．ナノワイヤ

の直径は先端部の40 nmから根元付近

の160 nmまで変化したテーパ状となっ

ています．私たちは室温で電流測定を

行い，バックゲート電圧を変えること

でInAsチャネルのキャリア濃度が変化

することを確かめました．この結果は，

InAsナノワイヤベースの単電子トラン

ジスタ実現へ向けた重要な一歩です．

GaAs系量子構造のナノワイヤは

レーザや光検知器などの光デバイスへ

向けて精力的に研究されています．私

たちはVLS法によりGaAsの径を制御

したナノワイヤを成長させ，量子的な

波動関数の閉じ込めに起因する量子サ

イズ効果の存在を発光特性から確認す

ることができました．図６に示すよう

にAu触媒のサイズを小さくすることで

ナノワイヤの径が小さくなり発光ピー

クがブルーシフト＊１します．このよう

な結果は量子構造の経験的な物理モ

デル形成に役立ち，加えて，新たなデ

バイスの設計指針にも極めて有用です．

新規のナノ構造

半導体へテロ構造は基礎的な物理研

究とデバイス応用の両面において極め

て重要な役割を果たすことが知られて

います．ここでは，ナノワイヤをベース

としたヘテロ構造に着目しています．

この構造は，軸方向と動径方向に大き

な歪みを有することになりますが，ナ

ノのサイズであるために層間に比較的

大きな結晶格子間隔のミスマッチがあ
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＊1 ブルーシフト：半導体ナノ構造に見られる
一般的な現象で，構造のサイズが小さくな
ると発光する波長が短波長側に移動する現
象．半導体中の電子の量子的な閉じ込め効
果と呼ばれるものに起因します．

図４　配列化したナノワイヤ 
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（a）　２次元配列した 
　     GaAsナノワイヤ 

（c）　Si基板原子ステップ上の 
　    配列GaPナノワイヤ 

（b）　１次元配列した 
　     InPナノワイヤ 

図５　InAsナノワイヤFET
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るにもかかわらず，欠陥のない結晶を

作製することができます．この特徴を

積極的に活用すると，ヘテロ構造を作

製する材料の組合せの自由度は一般的

な薄膜成長より相当増えることになり

ます．InAs/InPやGaAs/GaP等は従

来の薄膜成長では難しい組合せである

と知られていますが，私たちは図７（a）

のTEM写真に示すようなアルミニウム

ヒ素（AlAs）/GaAs/GaPのヘテロ構

造を作製しました．また，図７（b）に

示すようにGaAsとGaPの格子定数差

は約４％もの大きさであるにもかかわ

らず欠陥や転位は見られません．さら

に，図７（c）に示すようにSi基板上に

GaP，InPのナノワイヤを続けて成長

することにも成功しています．Si上の

Ⅲ-Ⅴ族化合物＊２半導体のエピタキ

シャル成長＊３はSiをベースとした電子

回路作製技術と光デバイス作製技術を

融合した電子・光集積デバイスの実現

に展望が開けます．

ナノワイヤの動径方向のヘテロ構造

作製は既存のリソグラフィ技術では実

現不可能な構造です．私たちは図８（a）

に示すようにGaP/GaAs/GaPのコ

ア・マルチシェルナノワイヤ構造を作

製しました．ナノワイヤを動径方向に

スライスすることで平面透過電子顕微

鏡像に示すような興味深い構造が現れ

ます．元素マッピングにより確かにヘ

テロ構造が形成されていることを確認

しました．さらに図８（b）に示すように，

動径方向のヘテロ構造を作製した後，

選択的ウェットエッチング法と呼ばれ

る手法により一方の層のみを除去する

ことで空気と半導体の層が動径方向に

繰り返された構造を形成することがで

きました．計算でのシミュレーション

ではこのエアギャップを有したコア・マ

ルチシェル構造は光を強く閉じ込める

ことのできる構造であることが分かり，

例えば単一光子を発する量子構造の活

性層を有したフォトニック共振器デバ

イスとして期待されます．

平面を這うナノワイヤ

ナノワイヤベースのデバイスは一般

的に図４で示すようなフリースタン

ディングの配列構造で集積することが

考えられています．しかしながらこのよ

うなデバイスは電極配線がかなり複雑

になります．もし，半導体基板の平面

上に配列したナノワイヤが作製できれ

図６　GaAs系量子構造のナノワイヤ 
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（a）　量子の閉じ込めの様子を 
　　 示す径の異なるナノ ワイヤ 
　　 の模式図 

（b）　20, 10, 5 nm の直径のAu微粒子を 
　　 用いて成長したGaAsのシングル  
　　 ナノワイヤからの低温発光 
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図７　ヘテロ構造のナノワイヤ 
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（b）　GaAs/GaP界面の高分解TEM像 （c）　Si（111）基板上成長した 
　    GaP/InPヘテロナノワイヤ 
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（a）　ヘテロ構造を持つナノワイヤのTEM像 

GaP

＊2 Ⅲ-Ⅴ族化合物：Al，Ga，Inなどの周期表Ⅲ
族元素と，N，P，AsなどのⅤ族元素との
化合物の総称．

＊3 エピタキシャル成長：薄膜結晶成長技術の
１つ．基板となる結晶の上に結晶成長を行
い，下地の基板の結晶面にそろえて配列す
る成長様式．
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ば，電極形成も比較的容易であり，発

光デバイスや光検出器等を作製した場

合に，高い効率で，光の取り出しおよ

び光照射が可能となります．私たちは

図９に示すように触媒を用いたVLS法

によるナノワイヤ成長において基板表

面を横方向に成長する技術を新たに開

発しました．原子間力顕微鏡（AFM）

による測定でGaAsナノワイヤが横方

向に成長している様子が分かります．

この横方向のナノワイヤはサイズ，位

置，濃度を制御することができます．

フリースタンディングタイプとはまた異

なった手法で新たなデバイス開発が期

待されます．

ま と め

私たちは半導体ナノワイヤが基礎的

な研究対象として多くの魅力を有する

だけでなく，ナノスケールの特徴を活

かしたさまざまな電子・光デバイスと

して応用できる可能性があることを示

してきました．この分野の発展やデバ

イス化への展開において重要なのは，

ナノワイヤ成長のキーとなるパラメータ

を適切に制御し，組成や構造，サイ

ズ，モホロジ（表面状態），不純物

ドーピング等をデバイス実現に要求さ

れるスペックに近づけることです．ここ

に記述してきた例は，従来技術で作製

される電子・光デバイスの能力を凌駕

する可能性を，このボトムアップ的に

作製されるナノワイヤは秘めていると

少なからず感じさせるものでしょう．将

来のネットワーク技術において要求さ

れる機能を提供するための，ユニーク

なナノ領域の電子・光デバイスの実現

に向けて，私たちの研究するナノワイ

ヤの複雑な構造や組成を制御する技術

は一助となるものと信じています．

（後列左から）舘野 功太/ 後藤 秀樹

（前列左から）寒川 哲臣/ 章 国強

未知のナノ領域に私たちは大変魅力を感
じています．研究を進める中でさまざまな
課題に直面しますが，難しい問題を解決し
た瞬間，誰も知らないことを発見あるいは
解明した瞬間の興奮が忘れられません．

◆問い合わせ先
NTT物性科学基礎研究所
量子光物性研究部
TEL 046-240-2827
FAX 046-270-2342
E-mail zhang will.brl.ntt.co.jp

図８　コア・マルチシェルナノワイヤ 

（a）　GaP/GaAs/GaP コア・マルチシェルナノワイヤ， 
　　 TEM像と元素マッピング像 

（b）　エアギャップを有した 
　　 GaP/InGaP のコア・ 
　　 マルチシェル構造 
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図９　VLSモードで成長する横成長ナノワイヤの模式図とAFM像 
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