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量子世代の光暗号通信を可能にする
ゲルマニウム・スピンLED 



シリコン・プラットフォーム上  
ゲルマニウム光・電子・スピン集積回路 

Ge CMOS 

Ge laser 

Ge spin 

Ge OEIC （Optoelectronic Integrated Circuit） 



ゲルマニウムを基幹材料とする革新デバイス 
によってICT、IoT、AI に貢献 

高効率Ge熱電素子 

高速低消費電力 Ge CMOS 

Si/Ge MEMSセンサー 

高効率Ge発光デバイス 

Ge化学センサー 

量子暗号光通信用 

GeスピンLED 



東京都市大学 総合研究所 

平成16年、本学の理念である 

『持続可能な社会発展をもたらすための人材育成と学術研究』 
を実現すべく開設 

 

総合研究所の主な目的 

・研究成果を社会へ還元   
・学生の高度な教育 

新棟＠世田谷キャンパス 

H30～ 

総合研究所＠等々力キャンパス 

H16～ 



総合研究所  
ナノエレクトロニクス研究センター 

三谷 祐一郎 
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総合研究所 

 ＠世田谷区等々力 

（センター長） 
星 裕介 

（副学長） （ナノ科学技術 

 学際研究センター長） 



総合研究所  
ナノエレクトロニクス研究センター 

Si/Ge分子線エピタキシー（MBE） 

・高分解能X線回折装置 
・原子間力顕微鏡（AFM） 
・レーザー顕微鏡 
・低温電気測定装置 
・デバイス評価システム etc 

準クリーンルーム 

顕微PL分光装置 

ナノ科学技術学際研究
センターの共用機器 

https://www.nanocenter.tcu.ac.jp/ 



イオン注入装置 

・スパッタリング装置 
・ドライエッチング装置 
・金属蒸着装置 
・RTA、熱酸化炉  
・露光装置 etc 

クリーンルーム (300m2) 

総合研究所  
ナノエレクトロニクス研究センター 

電子線描画装置（EB） 

プラズマCVD 



IoTを支えるシリコン半導体テクノロジー 

健康、医療 

食料 

建造物 

橋梁、地震 

災害対策 

車、交通 電力網 

スマートグリッド 
GPS 渋滞 

健康管理 

血圧や体温 

食材、加工、流通、家畜 

（トレーサビリティ） 

ヒト （電子機器） 

パソコン、携帯、スマホ 

サーバー 

 エネルギー・ハーベスティング技術 （→  高効率化） 

モノ 

 センサー技術 （→ 超小型化、低消費電力化） 

防犯、生活 
子供、老人の安全 

家電、ペット、施錠 

 電子デバイス（→  超高速化、低消費電力化） 

事故防止 

Internet of Things 

(IoT) 

IoTを支える基盤技術 

インターネット 

シリコン半導体大規模集積回路（LSI）技術と、 

光通信技術を基盤とした高度情報通信技術（ICT) 

AI 



Googleデータセンター http://www.google.com/about/datacenters/gallery/ 

世界のデータセンターでの消費電力量                                 

                 → エネルギー需要の ２ ％                 

→ さらに10年で10倍 

サーバー （シリコン半導体素子） 
の発熱が最重要課題                               

情報量増大によるエネルギー問題 



電気配線 光配線 
 高速 

 超低消費電力 

チップ内光配線と高移動度材料導入がカギ 

電
気
配
線

 
光
配
線

 

 RC遅延 
 消費電力 大 

LD PD 
Optical signal 

Electrical signal 

Si CMOS 
微細化限界 高移動度材料（Ge） 



Ge CMOS  

歪みGe-on-Insulator基板 

シリコンの数倍の電子・正孔 

移動度を持ち、超高速化が可能 

                            歪みによる直接遷移化 

        により、飛躍的発光効率増大が可能 

Ge光デバイス 

 Si MOSデバイスの微細化限界 

 Siチップの消費電力増大 

Siプラットフォーム上 

Ge光電子集積回路 

（Ge OEIC） 

シリコンLSIの問題 

～ Ge OEIC～ 

OEIC: Optoelectronic 
Integrated Circuit 



なぜゲルマニウムか？ 

GeはSiよりも高いキャリア（電子・正孔）の移動度を

持っている。また、その他の半導体材料と比較しても、
特に正孔の移動度は最も高く、ｐ型のMOSFET*の特
性向上に非常に有望である。 
 

Si Ge GaAs InAs InP InSb 

電子 1400 3900 8500 40000 5400 77000 

正孔 450 1800 400 500 200 850 

(cm2/Vs) 各種半導体のバルク移動度 

*MOSFET : Metal Oxide Semiconductor 

                     Field Effect Transistor 



無歪みGe 歪み Ge n型ドープ歪みGe 

歪みとドーピングによるGeの 
バンドエンジニアリング（直接遷移化） 

歪み、ｎ型ドープにより、伝導帯Γバレーが低化  

          →直接遷移の寄与増大で発光効率の飛躍的向上 



Si上へGe膜を結晶成長することにより、熱膨張率の違い
から結晶歪みが導入される。  

                     →低欠陥の結晶成長技術が必須 

Si上に成長したGe  

 @ 高温 

無歪みGe, 無歪みSi  

@ 室温 @ 室温 

引っ張り歪みGe 

熱膨張率 : Ge > Si 

Geへの歪み導入メカニズム 



Ge-on-Insulator (GOI) 基板 

SiウェハーをGeウェハーに置き換えることを考えた
場合、Geの大口径化が困難。Si上にGe薄膜を形
成することにより、Geの高い性能を大口径Siウェ
ハー上に実現できる。 



歪みGe-on-Insulator (GOI) 基板 

無転位歪みGe-OI(GOI)基板形成に成功 

Geｴﾋﾟ成長 

（2段階成長法）  

         + CMP 
貼り合わせ 

+ 熱処理 

Si 基板 

熱酸化 
選択エッチング 

 + CMP 

GOI 

200 nm 

歪みGe  

SiO2 

Si 基板 

Si 基板 

 高移動度達成 
   （市販Ge基板レベル） 
 室温発光達成 



歪みGe-on-Insulator (GOI) 基板 

各種GOI基板作製手法 

  SmartCuｔ法のみGOI基板が市販 

GOI作製法 
利用 

基板 
大面積
化 

歪み 薄膜化 
膜厚 

均一性 
欠陥 移動度 不純物 

SmartCut法 Ge × × × ○ × △ △ 
Ge酸化濃縮法 SOI ○ × ○ ○ × △ △ 
Ge熱結晶化法 SOI ○ △ ○ ○ × △ △ 

Geエピ on GaAs 

＋貼り合わせ 
GaAs × × ○ ○ ○ ○ × 

Geエピ on Si 

＋貼り合わせ（本技術） 
Si ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 



歪みGe-on-Insulator (GOI) 基板 

  Si 基板を利用（高価なGe, GaAs 基板は不使用） 

  GOI 膜厚のウェハー面内全体での均一化が容易 

  H, He イオン注入なし   欠陥フリー 

  貼り合わせ後の研磨により欠陥層完全除去 

  歪み の導入が可能 

         →バンド構造変調 →直接遷移化 



歪みGe-on-Insulator (GOI) 基板 

従来技術では面内均一薄膜化が困難であったが、
エッチングストップ層導入により、薄膜化を達成した。 



歪みGe-on-Insulator (GOI) 基板 

エッチングストップSiGe層挿入により、面内で均一な 
膜厚 50 nm以下のGOI基板作製に成功 

従来技術では面内均一薄膜化が困難であったが、
エッチングストップ層導入により、薄膜化を達成した。 



超高移動度歪みGeチャネル基板開発 
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Appl. Phys. Lett. 95, 122109 (2009).  

歪みによる正孔有効質量の制御 

SiGe 

Si cap 

SiGe 

歪みGe チャネル 

B doped SiGe 

Si(100) 基板 

緩和Si1-xGex 擬似基板 

緩和Si1-xGex 

圧縮歪み Ge 

歪みGe変調ドープ構造 



n-type Conc. 4.0×1019cm-3 

Power : 2.0 mW 

@ 300K 

Detector Limit 
Ge-on-Si 

(GOS) 

GOI 

nドープ歪みGe-on-Insulatorの高効率発光 



Ge-on-Si からの室温電流注入発光 

EL: Electroluminescence K. Yamada et al., ECS 2020. 

室温EL 

pnダイオードの電流-電圧特性 



マイクロディスク共振器 

MD MD with BG MD： マイクロ・ 
       ディスク 
BG： ブラッグ・ 
      グレーティング 

R=8.0 µm 
R=8.0 µm 
Period=400 nm 

X. Xu, K. Sawano et 
al., Optics Express 
25, 6550 (2017). 
 
H. Hashimoto et al., 
MBE2016. 
Y. Kumazawa et al., 
ICSI-10 (2017).  



Geマイクロブリッジ作製による歪み増強 

P. Zhou, K. Sawano et al., JJAP 57, 04FH10 (2018) 



Geマイクロブリッジの室温発光スペクトル 
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    After etching of LT-Ge  
    Ge microbridge 
    Ge-on-Si 

幅 :6.5 μm 

長さ:45 μm 

Ge microbridge 

After etching of LT-Ge  

HT-Ge 

LT-Ge 

Si 

500nm 

40nm 

田村他、応物2018秋 



Geマイクロブリッジ構造   

Ge MEMSデバイスへの応用 
幅:5µm 

MEMSデバイスへの応用 

 歪み制御 

 発光波長制御 

 光検出 

 導波路 

 ブリッジ中への量子ドット 

   高移動度2次元正孔ガス 



Si 

SiO2 

p-Ge(111) 

i-Ge 

n-Ge 

P -doping 

AlSi 

LED with ferromagnetic 
contacts on GOI platform 

Co2FeAlSi 

① エピタキシャル成長による、高品質な強磁性体とGeの界面実現により、高効率スピン注入 

② 高品質歪みGOI上に形成したpinダイオード構造からの高効率電流注入発光 

スピンLED ～オンチップ円偏光発光素子～ 

大阪大 浜屋Gr. の 
スピン注入技術 

近赤外円偏光発光 → 偏光多重通信、量子暗号技術、化学センサー、医療、
ディスプレイ、不揮発性光メモリ等への応用が期待 

～磁性体から半導体へのスピン注入効率と発光効率が最大の課題～ 

室温EL 

Detector 

limit 

近赤外 
円偏光 
発光  

Ge-on-Si 

都市大 の 
Ge発光デバイス 



Ge円偏光LED搭載光電子集積チップへの応用 

科研費 
基盤研究(B) 

2019-2021 


