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概 要
我々の身のまわりでは、至る所で光デバイスが活躍している。本稿では、2014 年ノーベル物理学賞で脚光
を浴び、照明の省エネルギー化の旗手としてますます応用の裾野を広げている発光ダイオード（LED）を例
にとって光デバイスの紹介をした後、紫外線デバイスへの応用に期待されている酸化亜鉛（ZnO）の成膜方法
および発光特性について述べる。
１. はじめに
光デバイスは身近である。米子高専の校内や周辺を歩
くだけでも、沢山使われている（図 1）
。夜、廊下の明か
りが自動で点く（赤外線センサ）
、教室のプロジェクター
のリモコン（赤外線発光ダイオード（LED）
）
、クリスマ
スの時期の寮（LED）
、学校の前の太陽電池など、例示

圧力を下げて高い電圧を掛けると放電が生じ、発光する。
この光は物質固有のもので、とびとびの波長をもつ（線
スペクトルという）
。この発光はボーアの原子模型によっ
て説明される。原子内部の電子は、特定のとびとびなエ
ネルギー状態にあり、その状態に対応する軌道を運動し
ている。電子が外殻のエネルギー状態から内殻のエネル

に苦労しない。この中で、LED はきわめて多くの場所で
用いられており、光デバイスの中でも最も身近といえる。
しかしながら、LED はカラフルな明かりであるという印
象程度しかもたれていないかも知れない。そこで、まず
は LED を紹介する。

ギー状態へと遷移するときに、ある条件（振動数条件）
を満たす光を放射する。LED は水素、ヘリウムやナトリ
ウム蒸気と異なり固体材料であるから、エネルギー状態
の様子が異なるが、上記の例で示した発光の原理と基本
的に同様である。照明というと白熱電球（豆電球など）
がイメージされやすいが、白熱電球の発光原理は黒体放

２．LED について
LED の発光原理はルミネッセンス（luminescence）
といい、日本語で言うと「蛍光」である。電極を封入し
たガラス管に水素、ヘリウムやナトリウム蒸気を入れて、

射といい、白熱したフィラメントから放射される光であ
り、発光過程に熱が生じない LED とは異なる。
LED に関するトピックとして、2014 年ノーベル物理
学賞を挙げる。2014 年ノーベル物理学賞は、赤崎勇（名
城大学）
、天野浩（名古屋大学）
、中村修二（カリフォル
ニア州立大学サンタバーバラ校）の 3 氏に対して贈られ

図 1 身近にある光デバイス。（左）学校前の太陽光発電
施設、（右）寄宿舎管理棟の電飾。白枠内は LED 素子。
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た 1)。3 氏の研究は、青色 LED の研究開発に関するもの
である。LED にはほかに赤色、緑色、黄色、赤外、紫外
など様々な色のものがあるが、なぜ青色で受賞となった
のか。それは、LED の材料開発と白色照明に関係してい
る。LED という素子構造を作製し、はじめて発色させた
という報告は 1907 年である 2)。そのときの材料は SiC
というものであり、色は黄色であった。1950 年代には、
GaAs（現在の LED 材料のために広く使われている半導
体基板）の結晶成長技術の向上があり、1962 年には、

GaAsP という材料を用いた赤色 LED が報告された 3)。
これが可視領域の LED のはじまりであった。その後、
1960 年代は GaP という基板の結晶成長技術が向上し、
緑色 LED（1968 年）と黄色 LED（1972 年）が開発さ
れた。ここで「光の三原色」を考える。光は、赤、緑、
青の 3 色ですべての色が作れる。したがって、LED にお
いても、赤色、緑色が開発されたら、次は青色と考える
のは LED 材料の開発者共通の意志であった。1970 年～
80 年当時、ZnSe, SiC, GaN などの、青色で発光するワ
イドバンドギャップ材料の LED 化（p 型・n 型半導体の
形成）の研究が進められていた。しかし、どの材料もそ

(a)

(b)

図 2 反応性高周波スパッタリング装置（島津製作所製）
(a)、ガラス基板上に成膜した ZnO 薄膜 (b)。黒線の上側は
ZnO が成膜されているが下側はされていない。

れぞれ問題点があり、青色 LED は開発・量産化されて
いない状況であった。この状況を打破したのが赤崎･天
野･中村の 3 氏であった。3 氏の研究成果および関連企業
（特に日亜化学工業（株）および豊田合成（株）
）の青色
LED 量産技術によって、青色 LED は 1990 年代中盤か
ら指示板や案内標識など低輝度応用に用いられはじめ、

豊富に産出されるため安価である、(2) ヒトへの適合性
が高い（例えば、顔料などにも用いられる、(3) セラミ
ックのため耐熱性が高いなどあり、光デバイス応用とし
ては、(1) 室温で 3.37 eV のバンドギャップエネルギー
をもつ直接遷移型半導体である、(2) 他酸化物半導体と
比較しても大きな励起子束縛エネルギー（60 meV）をも

現在に至るまで高輝度化の研究が続けられている。上記
のように、青色 LED の開発によって、赤、緑、青の三
原色を混色させる、または青色に蛍光体による黄色を混
色させることで白色 LED が開発され、その高効率化（低
消費電力化）が進展している 4)。白色光源は、多くの光
源の中でも照明用途として特に重要である。さらに、前

っている、(3) 可視光（波長約 400 – 約 800 nm）に対
して透明であることなどが挙げられ、紫外線（波長約 400
nm 以下）の LED、センサや透明導電膜への応用に期待
されている。
以下は、反応性高周波スパッタリング装置（図 2(a)）
を用いた ZnO 薄膜（図 2(b)）の成膜方法である。まず、

述のように白熱電球や蛍光灯とは異なり、LED は原理的
に熱を生じないため、高効率な白色光源として、既存照
明からの置き換えが進められている。ノーベル物理学賞
の受賞理由は、“efficient blue light-emitting diodes
leading to bright and energy-saving white light
sources (高輝度・低消費電力白色光源を可能とした高効

ロータリーポンプと油拡散ポンプを組み合わせて容器を
10-3 Pa 台まで真空引きし、純度 99.9%の Ar ガス（8.0
ml/min）および 99.9%の O2 ガス（1.5 ml/min）を容器
内に導入する。この希薄真空中において、高周波電源（電
力 100 W）によって基板―ターゲット間でグロー放電を
生じさせ、Ar 原子がイオン化する。放電により得られた

率青色 LED の発明)”であった。つまり、青色 LED そ
のものの発明よりも、高効率な白色光源を可能とした青
色 LED の発明に力点が置かれた受賞理由となっている。
白色 LED への置き換えの身近な例は、街灯やコンビニ
エンスストアの照明など長時間点灯に用いられる照明な
どであり、意外な例ではイカ釣り漁船の集魚灯の LED

高い運動エネルギーをもちながら Ar イオンが ZnO ター
ゲットに衝突し、掘られた ZnO 分子が O2 と反応しなが
ら基板に蒸着される。このような成膜方法により、スパ
ッタリングは基板の大面積化に対応しやすく、産業的に
広く用いられている。
ガラス基板上の ZnO 薄膜の室温フォトルミネッセン

化のようなものもある。実際、鳥取県水産試験場が LED
集魚灯の実用化検討を進めており、既存光源と遜色ない
漁獲量がより少ない燃油量で得られるとの結果が得られ
ている 5)。このように、白色 LED 照明の高効率化は社会
の低エネルギー化に貢献している。

ス（PL）スペクトルを図 3 に示す。フォトルミネッセン
スは日本分光 FP-6500 を用いた。励起光源は Xe ランプ
（電力 150 W）で、フィルタにより波長 220 nm の紫外
線のみを試料に励起した。最も強い発光ピークを示した
409 nm 付近は ZnO の基礎吸収端に一致する。そのほか
にも 468 nm、546 nm、607 nm などにピークがあり、

３．酸化亜鉛（ZnO）を用いた光デバイス応用
当研究室はデバイス応用として、特に光デバイス応用
に向けた材料の基礎研究に取り組んでいる。現在は ZnO
を試作・評価している。この ZnO の利点は、(1) 亜鉛が

紫色～黄色で発光することが分かった。これらはバンド･
不純物間遷移、ドナー･アクセプタ対再結合、励起子再結
合など様々な発光メカニズムによるものと考えられる。
目下当研究室で立ち上げを進めている極低温 PL を用い
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図 3 ZnO 薄膜の室温 PL スペクトル。

て温度依存性および励起光強度依存性を検討し、ZnO の
発光メカニズムを明らかにしていくつもりである。
４．まとめ
光デバイスは身近にある。その中でも LED は、案内
板、照明、電飾などに用いられていて、最も身近である
といえる。LED の原理はルミネッセンスに基づくもので
あり、黒体放射を原理としている白熱電球とは異なり、
発光に熱が関与しないため省電力である。2014 年のノー
ベル物理学賞の受賞理由は、
“高輝度・低消費電力白色光
源を可能とした高効率青色 LED の発明”に対してであ
った。次に本研究で試作・評価を進めている ZnO の光デ
バイス応用への検討を紹介した。
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