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論 文 内 容 の 要 旨 

 水素化アモルファスシリコン，カルコゲナイドガラス，III-V 族結晶半導体などの光伝導性半導体は

光電子デバイスの重要な材料である。光伝導性半導体では，光照射によって欠陥生成，透過率減少（光

黒化），体積変化など，種々の光誘起現象が引き起こされる。また，光照射停止後も光電流が流れ続

ける永久電流（残留光電流）の現象が報告されている。 
 本論文ではこれらのうち，カルコゲナイドガラスにおける光誘起欠陥について，そしてカルコゲナ

イドガラスと水素化アモルファス半導体および III-V族半導体GaN結晶で観測される永久光電流につ

いて，分散型現象の発現機構の動力学モデルを議論している。分散型現象とは，系の反応の進行に伴

い反応速度係数が低下していく現象のことをいい，一般に不規則系物質に見出だされているが，興味

深いことに GaN のような結晶半導体でも観察されている。これらの発現機構は長年にわたって謎で

あり，本論文の目的はその疑問に答える動力学モデルを提案することにある。 
本論文の第１章では，分散型現象の定義とその物理的基礎を概説している。第２章ではカルコゲナ

イドガラスにおける分散型光誘起欠陥の動力学について議論している。光照射によって生成された欠

陥の個数は拡張指数関数で表される時間変化を示すが，この関数が現れる理由は謎であった。本研究

では，光誘起欠陥生成に要するエネルギーが指数型の確率分布にしたがうとし，さらにそのエネルギ

ーにはある下限が存在すると仮定することで拡張指数関数が現れることを明らかにしている。 
第３章では，水素化アモルファス半導体，カルコゲナイドガラス，結晶 GaN で観測される永久光

電流の原因とその動力学を議論している。光電流のゆっくりとした減衰では光生成した電子－正孔対

の非常に遅い再結合に関するモデルが中心的役割を果たす。水素化アモルファスシリコンの場合は他

の二つと異なり，永久光電流の時間的減衰は拡張指数関数でなくべき乗関数にしたがう。この場合も

分散型反応（分散型再結合）が支配するが，これは欠陥そのものではなく，不均質構造に由来するバ

ンド端の揺らぎに対応して局在する電子と正孔の二分子型再結合によるものである。電子－正孔間距

離がガウス分布にしたがうこと，および指数関数的距離依存性をもつトンネル確率を仮定することに

より，観測されているべき乗則にしたがう永久電流を導いている。 
カルコゲナイドガラスでは正および負の荷電欠陥が中心的役割を演じる。これらの荷電欠陥は光励

起で生じた電子と正孔を捕らえて有効相関エネルギーだけ高い中性欠陥に変わる。光照射停止後，中

性欠陥は再結合によって荷電欠陥に戻るが，このとき生じる再結合は欠陥間距離に依存するトンネル

遷移が支配的である。本研究では欠陥間距離のランダムな分布に電子－正孔間のクーロン引力の効果



  

を考慮し，再結合時間の分布が永久光電流の減衰が拡張指数関数で与えられることを示している。 
III-V 結晶半導体の永久光電流が示すゆっくりと減衰する時間変化はカルコゲナイドガラスと同様

に拡張指数関数で表される。GaN 結晶では，キャリヤはドナーまたはアクセプター不純物により供給

されるが，詳細はまだ理解されていない。いわゆる出払い状態において伝導帯に供給された電子が DX
中心と呼ばれるドナー不純物に戻ると，マルチフォノン緩和過程により格子緩和が生じ，深い準位を

形成することが知られている。その格子緩和の大きさはドナー不純物の局所的安定度に関係し，結晶

であるにも関わらずランダム系物質と類似した分布をもつ構造をとる。本論文では，この格子緩和エ

ネルギーについて，カルコゲナイドガラスの光誘起生成過程でも論じた，最低値をもつ指数分布を仮

定することで，格子緩和時間が拡張指数関数で表されることを明らかにしている。 
第４章ではアモルファスカルコゲナイドのガラス転移温度を決定する新しい経験則を提案してい

る。ガラス転移温度はガラスの物理・化学的性質を決める重要なパラメーターであるが，その本質は

明らかにされていない。ガラス転移温度と相関を持つ物理量として配位数や結合エネルギーなどが論

じられているが，これらは実測が困難であり，広範な材料での正しさが証明されていない。本研究で

は実測可能なビッカース硬さと結合エネルギーおよびガラス転移温度との間の関係について経験則を

見出し，共有結合ガラスのガラス転移温度が共有結合の強度と強い相関をもつことを実験的に証明で

きる形で示している。 
 

論文審査結果の要旨 
本論文は，カルコゲナイドガラスの光誘起欠陥生成，カルコゲナイドガラスおよび III-V 族半導体

結晶 GaN における永久光電流にみられる拡張指数関数型の時間変化，並びに水素化アモルファス半

導体における永久光電流のべき乗関数型の時間変化について，動力学モデルを議論している。各分散

型現象を支配するエネルギー障壁と欠陥間距離に対する確率分布を仮定することでこれらの時間変化

が自然に導出できることを明らかにし，この分野で長期にわたる謎とされる拡張指数関数の起源を説

明している。提案されたモデルはこれまでの実験事実を踏まえた適切な物理的考察に基づいており，

より詳細な実験的検証が期待される。本論文は博士学位論文として十分な学術的価値を有している。 
 

最終試験結果の要旨 
 本論文は光伝導性半導体における欠陥関連分散型現象にみられる拡張指数関数の起源に関する新し

い知見を与え，学位論文として十分な学術的価値を有すると認められる。本論文の成果は下記の査読

付き学術論文誌５編に掲載されている。学位論文審査委員会は平成 29 年 7 月 26 日（水）に開催され

た学位論文公聴会における論文提出者との質疑応答および口頭試問などに基づき審査を行った。論文

申請者は学位授与の基準を十分に満たしているものと判断し，最終試験の結果を合格とする。 
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