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微細加工技術と原子操作

私たちは今日，携帯端末を用いて，
インターネット上の膨大な情報コンテ
ンツに気軽にアクセスし，地球上の任
意地点のストリートビューを手元で簡
単に楽しむことができます．このユビ
キタスでインタラクティブなサービス
は，テレホンカードや伝言ダイヤルが
登場した時代には正に夢のシーンでし
た．微細加工技術は，この夢を日常生
活に定着させた主役の 1 つです．

半導体の微細加工技術は，「 2 年ご
とに集積回路上のトランジスタ数は倍
になる」と予測するムーアの法則に従
い，これまで着実に進歩を遂げてきま
した．しかしこの法則に基づく集積回
路の高性能化は，微細化で顕在化する
量子効果に起因したリーク電流によ
り，近い将来に限界を迎えると考えら
れています．この限界を克服するため，
原因となる量子効果を抑制するのでは
なく，むしろ逆に積極的に利用するこ
とで新しい電子回路の実現を目指す研
究が活発に行われています．

量子効果を使った電子回路の実現に
は，量子として振る舞う電子の運動を
制御するために，量子構造と呼ばれる
微細構造を使います．ナノ構造＊ 1 と

呼ばれる微細構造は，新しい電子回路
素子の基本量子構造として重要と考え
られています．量子の運動は，ニュー
トン方程式に従う粒子性（運動量mv：
mは量子の質量，vは運動速度の大き
さ）と，シュレディンガー方程式に従
う波動性（波長λ）の二重性を持って
います．波動として振る舞う電子の波
長はド ・ ブロイ波長＊ 2 と呼ばれ，プ
ランク定数hを介してλ＝h/mvで見積
ることができます．量子構造中の電子
波長λは大体，数10 nm程度です．

一方で，半導体結晶の最近接原子間
距離は約0.25 nmで電子波長λ の約
1 %に相当するため，量子構造中の電
子状態は，構造の原子数個の加工誤差
にも敏感に反応し影響を受けます．微
細加工技術で形成したナノ構造の誤差
の現況を図 1 に示します．リソグラ
フィや自己形成などによる従来の微細
加工方法では，加工精度が量子構造に
求められる寸法や位置の精度と同等か
それ以上の大きさになっていることが
分かります．無視できないほどに大き
くなった加工誤差の影響は，素子特性
を著しく不正確にします．したがって，
量子として振る舞う電子を精密に制御
するためには，物質の基本単位である
原子 1 個の加工精度で量子構造を作

製する微細加工技術が必要になります．
天然の原子では，原子核がつくる

クーロンポテンシャルが束縛される電
子の量子状態を決定します．ポテン
シャルの形状が原子番号で決まるた
め，原子が決まれば電子状態も決まり
ます．これにより，固体結晶表面の特
定の位置にねらいを定めて原子を吸着
させる場合，フォーカシングの精度や
吸着現象が持つ統計的な不確定さが吸
着位置の誤差として残るものの，量子
閉じ込め構造としての寸法誤差はゼロ
とみなすことができます（図 1 ）．原
子操作は，走査トンネル顕微鏡（STM：
Scanning Tunneling Microscope） と
呼ばれる「原子が見える顕微鏡」が発
明されて間もなく，原子を自由に配列
する手段としての実用性が実証された
微細加工技術です（1）．吸着過程で発生
する位置の不確定さを，吸着後に原子
操作により調整すれば，寸法誤差のな
い天然原子の特徴を活かしながら，位

原子操作 STM 量子構造

＊１	 ナノ構造：縦・横・高さのいずれかが，100 nm
未満の寸法となるように造形 ・ 加工された構
造．素材の元素組成だけでは説明がつかない
性質を示すため，将来の電子 ・ 光技術への
応用が期待されています（ 1 nm=10-9m）．

＊２	 ド ・ブロイ波長：光が伝搬するとき光波とし
て波動性を示すのと同様に，物質が運動す
るときも物質波として波動性を示す，と考え
る量子力学的描像における物質波の波長．

原子１個の違いもない半導体量子構造

原子操作とは，原子の数と配列を精密に制御して微細構造を形成する技
術です．高品質な半導体結晶をエピタキシャル成長した基板にこの手法を
適用すると，これまで不可能であった，原子精度で均一な量子構造の作製
や集積化が可能になり，シリコン技術の限界を超えた次世代電子技術への
応用が期待できます．本稿では，化合物半導体表面における原子操作と，
原子操作で実現した超精密量子ドットおよびその結合構造に関する実験を
紹介します．
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置の誤差も解消することができます．
そのため原子操作は，究極の精度を
持った微細加工技術といえます．

実 験 方 法

実験には，ヒ化インジウム（InAs）
というIII-V族化合物半導体を用いま
した．この材料は，高速で動作する電
子素子や赤外線領域で動作する光素子
を作製するために用いられます．分子
線エピタキシャル成長（MBE: Molecular 
Beam Epitaxy）法と呼ばれる方法で
単結晶薄膜形成を行うことのできる結
晶成長装置（図 2（a））を用いて，InAs
薄膜をInAs基板の（111）A面と呼ばれる
結晶方位面上に形成しました．MBE
法は，超高真空下において，高純度原

料をビーム状の原子 ・ 分子気体にして
基板に照射し，方位がそろった単結晶
を基板上に形成する結晶成長方法で，
高純度でかつ結晶性が非常に高い半導
体薄膜を作製できます．結晶成長後は，
基板表面を保護膜（アモルファスヒ素
膜）で覆い，ドイツのポール ・ ドルー
デ研究所（PDI）に設置されている低
温STMまで搬送しました．STMは，
導電性の探針の先端を原子 1 個まで
鋭く尖らせ，その先端に流れるトンネ
ル電流を計測しながら探針を走査する
ことで，表面の原子配列構造や電子状
態を観測することができる装置です

（図 2（b））．
結晶表面では，原子が規則的に並ん

でおり，原子を安定に固定できるサイ

トも周期的に並んでいます（図 3（a））．
この周期性を利用すると，結晶表面は
精密な吸着原子配列を実現するための
テンプレートとして利用できます．保
護膜除去後にInAs表面をSTM観察す
ると，図 3（a）に示すような，MBE成
長で形成した原子レベルで平坦な清浄
表面と同等の（111）A表面の原子配列が
観察されました．最表面インジウム

（In）原子の規則的な欠損に起因する
0.857 nm間隔の原子安定吸着サイト
が，模型の「くぼみ」と同様の配列で
並んでいるのが確認できます．原子操
作の概念と原子操作による原子配列の
模型を図 3（b）に示します．原子操作
では，STMの尖った探針を使って基
板表面にある原子を 1 つずつねらっ

1 nm 

図 1 　従来の微細加工法によるナノ構造と集束原子吸着の比較
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て拾い上げ，所望の位置に配置します．
実験を行った基板温度 5 ケルビン（K）
では，熱による吸着原子の表面拡散が
抑制されており，各安定吸着サイトに
吸着させたIn原子はその場に固定され
ます．ここで原子操作実験に使用した
吸着In原子は，MBE成長後に結晶表
面に残留したものです（2）．実際の原子
操作は，探針と基板の間に印加する電
圧を調整することで可能になります．

In原子を 1 個ずつ 6 個まで並べた例
を図 3（c）に示します（3）．下地の基板側

に固定サイトが周期的に並んでいるお
かげで，精密かつ再現性良く原子を配
列することができます．互いの得意技
術を結集した国際連携による研究の有
効性が良く発揮された実験です．

超精密量子ドットの作製

InAs表面の吸着In原子は，表面で
自ら電子を 1 個放出して一価イオン
になります（2）．そのため，原子数Nと
その配列が精密に制御された原子集積
構造は，天然原子と同様に良く定義さ

れたクーロンポテンシャルで半導体基
板側の電子を閉じ込める，特性が正確
にそろった超精密量子ドットとして作
用します．量子ドット（量子箱）とは，
縦 ・ 横 ・ 高さのいずれもが自由電子の
ド ・ ブロイ波長（ 1 〜100 nm）程度
以下の寸法で，その内部に電子を閉じ
込められるようにしたナノ構造です．
量子ドットの概念を図 4（a）に示しま
す．量子ドットは，光や電子を応用す
る半導体素子の基本構造で，情報処理
分野においては量子演算用の量子ビッ

MBE成長 保護膜蒸着

InAs InAs

アモルファス
As保護膜

保護膜除去 原子操作

InAs InAsInAs

アモルファス
As保護膜

図 2 　半導体結晶成長と原子操作の連携
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ト構成要素の 1 つとしても研究され
ています．量子ドット内部で電子の取
り得るエネルギーは，天然原子同様に
離散的なエネルギー準位（量子準位）
のみ許容されます．また電子状態の殻
構造や電子充填のフント則などの性質
も天然原子同様なため，量子ドットは
人工原子とも呼ばれています（人工元
素ではありません）．

配列したIn原子数N＝ 6 の場合の実
験結果を図 4（b）に示します．負の電
荷を持つ電子は，電子よりずっと質量

が大きく正の電荷を持った，イオン化
した吸着In原子列による中心核の周囲
に引き寄せられています．半導体基板
側の自由電子状態が閉じ込められ，構
造内部に量子準位を形成したことを示
すスペクトルピークが，フェルミ準
位＊ 3 より低エネルギー側に観測され
ました．実験では25個まで原子を並
べ，量子ドットとしての性質を確認し
ました（4）．

超精密量子ドットの集積化

量子ドットを複数組み合わせ，天然
分子と同様の性質を示すように作製
した結合ナノ構造は人工分子とも呼
ばれています．超精密量子ドット（N＝ 6 ）
を 2 つ使って二重量子ドット分子を
形成すると，天然原子が二原子分子を

図 3 　STMを用いた原子操作によるIn原子列の形成
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＊３	 フェルミ準位：低エネルギー側の準位から
順に電子を充填したとき，電子のエネルギー
分布において量子準位の電子充填率が50 
%になるエネルギーの位置．
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形成する場合と同様に，各量子ドット
中の電子状態間の相互作用により，結
合性および反結合性の新しい分子様電
子状態が形成されました（4）（図 ₅（a））．
ここで図 5 中の電子存在確率分布 （局
所電子状態密度）像は，トンネル電流
における微分伝導度（dI/dV）の値の
大きさを利用して視覚化しています．
全く同じ形状の人工分子を複数作製し
たところ，結合性状態と反結合性状態
のスペクトル分裂エネルギーの標準偏

差は約 1 meVでした．これは，量子
特性の揺らぎが観測温度T＝ 5 Kでの
熱揺らぎ（3.5kBT/ 2 ＝0.8 meV, kBは
ボルツマン定数）と同程度で，高い再
現性を持っていることを示します．半
導体基板側の電子状態が結晶中の欠陥
や不純物の影響で乱れていては，原子
操作でどれだけ高精度な構造を作製し
ても，原子精度の価値を十分に発揮で
きません．今回，原子操作の加工精度
の高さを実験で確認できたのは，基板

側の半導体が十分に高品質な結晶で
あったからです．極微細な半導体量子
構造では，構造が原子精度で精密であ
ることに加え，半導体基板が結晶性が
高く高純度であることが不可欠という
ことが確認されました．

超精密量子ドット（N ＝ 6 ）を 3 つ
使って，三重量子ドット分子を形成し
た場合には，量子ドット三量体とみな
せるナノ構造が形成されました．この
ことは， 1 つの量子ドットの位置を原
子吸着サイト 1 個分だけ意図的にず
らし，対称性を一部壊してトンネル分
光測定すると確認できます（4）．三重量
子ドットが，理論予測に一致して励起
状態に縮退のある二準位系を構成して
おり，構造の原子レベルの変化でこの
縮退が解けています．原子 1 個分の寸
法誤差でも，特性が影響を受けること
が分かります．また集積度という観点
でみると，この三重量子ドット分子で
は，約10 nm四方の領域に量子ドット
3 つを集積化して形成した半導体構
造とみなせます．トランジスタ 1 個が
量子ドット 1 個に相当するとして集
積度を計算すると，局所的ながらも現
在使われている集積回路の約1000倍
に匹敵することが分かりました．これ
は，図 5（b）の三重量子ドット分子が，
究極まで高集積化された，極微細半導
体構造の実物大模型とみなせることを
示しています．

人工原子 ・ 分子の物性設計と解析に
は，PDIが共同研究を行っている米国
のネイバル ・ リサーチ研究所（NRL）
による理論計算が役立ちました．計算
により，構造に閉じ込められた電子状
態の起源が，表面に配列した吸着In原
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子の原子軌道ではなく，半導体基板側
の電子状態にあることが分かりました．

今後の展開

新しい電子回路の実現に向け，原子
操作で作製した構造で新たに現れる量
子現象を調べ，基板側結晶 ・ 半導体構
造と原子集積構造との相互作用を明ら
かにする研究に取り組む予定です．こ
の研究から，原子 ・ 分子エレクトロニ
クスと半導体薄膜技術を融合させた，
新しい電子技術を開拓し発展させたい

と考えています．原子操作は現在のと
ころ，原子精度のナノ構造作製が期待
できる唯一の微細加工方法です．従来
の加工法に比べて劣っている，構造製
作効率（スループット）の課題が克服
できれば，原子 1 個の誤差もなく精密
な量子構造を半導体ウエハ全面に，設
計どおりに作製する技術につながりま
す．ウエハスケール半導体技術と原
子 ・ 分子制御技術とが融合した，新し
い大規模集積回路技術の開拓にも役立
つと期待しています．
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原子操作には，原子精度という側面以外
に，自然界に存在せず化学合成でも生成不
可能なナノ構造をつくり出せるという特徴
があります．未知のナノ構造にかかわる基
礎研究は大変魅力的で，材料の物理的 ・化
学的性質の本質を理解するための新しい切
り口を，私たちに提供してくれると期待し
ています．
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