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Abstract 
We performed a self-consistent calculation of electronic states in ZnO/ZnMgO multiple quantum wells (MQWs). In 

ZnO/ZnMgO MQWs, a large Stark effect due the charges induced by spontaneous and/or piezoelectric polarizations at 
the heterointerfaces plays an important role. In addition, the band bending effects caused by ionized impurities in the 
structure were considered in order to explain the effective band gap of ZnO/ZnMgO MQWs observed by 
cathodoluminescence. The effective band gap in ZnO/ZnMgO MQWs was calculated by changing the thickness of the 
ZnO layer, Lw, the sheet polarization charge, σ, and donor concentrations Ndw in the ZnO and Ndb in the ZnMgO. A 
good agreement was obtained forσ= 10 mC/m2, Ndw = 5 x 1017 cm-3, and Ndb = 9 x 1018 cm-3. We also calculated the 
two-dimensional electron gas concentration in a thick ZnO layer grown on a ZnO/ZnMgO MQW buffer layer, and 
obtained a very good agreement between the experiment and the calculation. Therefore, this calculation can be used for 
designing ZnO-based heterojunction devices such as heterostructure field effect transistors. 
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１．研究背景と目的 

近年の高度情報化社会はコンピュータ技術の賜

であり, これから先も技術向上は常に求められる.
従って, その主要な半導体デバイスの性能向上は

もっとも必要とされる課題である.  現在用いられ

ている半導体デバイスの大半は Si 材料によるもの

である.  Si はデバイス加工の容易性や地殻埋蔵量

の多さ, 価格の安さから他の半導体材料に対して

強い優位性を持っている.  しかし, 高周波デバイ

スの材料としては GaAs など III-V 族半導体ヘテロ

接合が Si に対して優れた特性を持っている.  し
かし, これらに用いられる材料には In に代表され

るような希少金属や, 人体に対する安全性を保証

できない As などが用いられており, 代替材料の模

索がなされている. 
また, コンピュータの処理能力向上や通信速度

の高速化によって, 取り扱われるデータ量は増大

する一方であり, それらを保存するための Blu-ray
方式の記録では記録ピット間隔を高密にする目的

から, ワイドバンドギャップで短波長な GaN 青色

系半導体レーザが用いられるなど, ワイドギャッ

プな半導体材料が注目されている. 
我々は新たなワイドギャップ半導体材料として, 

地殻中の埋蔵量が豊富であり, 環境適合性が高く, 
人体への安全性が高い酸化亜鉛（ZnO）を用いた

デバイスを提案する.  ZnO は 3.37 eV という紫外

領域のバンドギャップを持ち, 強い励起子束縛エ

ネルギーを持つことから, GaN に替わる紫外領域

の発光デバイスあるいは紫外線センサーへの応用

が期待される.  また, 可視光を透過して透明であ

り, 透明導電膜や透明半導体デバイスの作製が可

能であることは特筆すべき特長である. 
透明導電膜としては現在は液晶ディスプレイに

ITOが用いられているが, これには先に述べたInが
用いられており資源の枯渇が懸念される.  また液

晶素子の配向デバイスはSi半導体であり, バック

ライトの一部を遮ることから効率のよい発色を阻

害している.  これらの問題を解決するためには透

明な半導体デバイスの開発が必要である.我々の研

究系ではZnOとZnOにMgを添加したZnMgOを積層

構造にし, ヘテロ接合を利用した高性能トランジ

スタの開発1, 2）に加え，それらを周期構造にした

ZnO/ZnMgO多重量子井戸構造を応用したデバイス

の開発を行っている.  近では図−1 に示すよう

な構造の試料において低温で明確なシュブニコ

フ・ドハース振動の観測に成功し3），材料の高品

質化をさらに進めている． 
しかし, ZnO/ZnMgO ヘテロ構造については, ヘ

テロ界面での分極電荷密度や, ZnMgO 中の不純物

濃度など，いまだ明らかにされていない材料特性

がいくつかある．本研究の目的は，ZnO/ZnMgO
ヘテロ構造のデバイス開発で重要なそれらの値を

パラメータとしてシュレディンガー方程式とポア

ソン方程式を連立させた self-consistent なバンド計

算を差分法によって行い，計算の結果得られる実

効的なバンドギャップや電子濃度を実験結果と比

較し，これらの量に関する知見を得ることである. 
 

２．試料構造と従来の実験結果について 

実効的なバンドギャップを評価するために用い

たZnO/ZnMgO多重量子井戸構造を図−1 に示す．

この構造は分子線結晶成長法によって作製した.  
試料はAl2O3基板上に低温でZnO層 （LT-ZnO層） 
を堆積させ, さらにZnO層を高温で成長させた上

に, ZnO量子井戸層 1~8 nmと, ZnMgO障壁層 5 nm
を繰り返し，40 周期の多重量子井戸を成長させた

ものである. 
このZnO/ZnMgOヘテロ構造のバンドギャップ

エネルギーの量子井戸層幅依存性は, 以前に我々

のグループから報告されており，カソード・ルミ

ネッセンス測定の結果とKröning-Pennyモデルによ

る計算結果との差はZnO/ZnMgOヘテロ接合特有の

Stark効果によるものと説明されている4）. 
しかし，その後の検討によりStark効果を考慮す

ると量子井戸層幅の広いところでエネルギーギャ

ップの振る舞いを説明することができず，構造内

の電子や不純物によるバンドの曲がりを考慮する

必要があることが分かってきている．5） 
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図−1 ZnO/ZnMgO 多重量子井戸構造 
Fig.1 Cross-sectional structure of the ZnO/ZnMgO 

multiple quantum wells.  
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そこで，本研究ではこのような電荷の影響も考

慮したバンド計算を行い．実験値との比較を通し

て，界面分極電荷密度や不純物濃度など未知の情

報を得ることを目的とした． 
 

３．電子状態の計算方法 

量子井戸層内の電子の状態を計算するためにシ

ュレディンガーの波動方程式と電荷分布によるエ

ネルギーバンドの曲がりを求めるポアソン方程式

を連立にし，差分法を用いて self-consistent な計算

を行った．計算で考慮した電荷は，ヘテロ界面の

分極電荷，ZnO 中に形成される二次元電子ガスお

よびイオン化した不純物である．そこで具体的な

計算方法と適用した境界条件について以下で説明

する. 
 

3-1 シュレディンガー方程式 

量子井戸層内の電子（あるいは正孔）の状態を

計算するため，式（1）のシュレディンガーの波動

方程式を解いた.  ここで, Ψ2およびm*は電子あ

るいは正孔の存在確率および有効質量, ħはプラン

ク定数hを 2πで割ったもの，Vは電子あるいは正

孔に対するポテンシャル, Eはエネルギーである. 

  
ΔΨ +

2m*

h2 E −V( )Ψ = 0       （1）

電子状態を求めるために，式（1）を差分法に

よって解き，そのエネルギー固有値と対応する波

動関数を求めた． 
 

3-2 ポアソン方程式と電荷中性条件 

式（1）を解くと電子や正孔の波動関数，すな

わち電荷分布が得られるので, そこに界面分極電

荷および不純物を加え，ポアソン方程式によって

電位分布と対応するエネルギーバンド（ポテンシ

ャルV）を求めることができる．ポアソン方程式

も差分法によって計算した．ポアソン方程式によ

って得られたポテンシャルを再度式（1）のポテン

シャルに反映させることで新たな電子状態が計算

でき，さらに新たなポテンシャルを求めることが

できる．このように，シュレディンガー方程式と

ポアソン方程式のそれぞれの解が収束するまで計

算を繰り返すことによって，self-consistentな解を

得ることができる．その結果，電子と正孔のエネ

ルギー準位間隔からその構造の実効的なバンドギ

ャップを知ることができる.  
なお, ここで使用した試料は周期的な構造を

持つため各周期ごとに電子, 正孔および不純物

には次のような電荷中性条件が成立する． 

 

Ndw × d + Ndb × Lb − D ⋅ EF − E0( )= 0

D =
m*

πh2

⎧ 
⎨ 
⎪ 

⎩ ⎪ 
（2）

ここで, Ndwは量子井戸層の不純物濃度, dはその

厚さNdbは障壁層の不純物濃度, Lbはその幅である.  
また, Dは電子の状態密度, EFはフェルミ準位, E0は

電子の第一準位である.なお，ここに界面分極電荷

が含まれていないのは，構造一周期当たりに，正

電荷が誘起される界面と負電荷が誘起される界面

が含まれ，それらが当量であるためである． 
 

3-3 周期境界条件 

先に述べたように, 使用した試料は多重量子井

戸構造であるため, ポテンシャルも周期的になる

必要があり，式（3）のような境界条件を課すこと

ができる.   

Ec x( )= Ec x + L( )        （3）

ここで, Ec（x）は位置xにおける伝導帯のポテン

シャル高さであり, Lは一周期の長さである. 
この計算で考慮したパラメータすべてを含む一

周期当たりのZnO/ZnMgO構造を図−2 に示す．σ

は界面分極電荷を示し，左側が正電荷，右側が負

電荷の誘起されている界面である．障壁層の不純

物濃度Ndbと量子井戸層の不純物濃度Ndwは独立し

たパラメータとして扱う.  また,量子井戸層内の不

純物はフェルミ準位EFより高エネルギー側ではす

べてイオン化し（+）, 低エネルギー側では中性の

まま（○+ ）であるとした.  
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図−2 計算を行った ZnO/ZnMgO 構造と各パラメータ

Fig.2 Calculated ZnO/ZnMgO structure and physical 
constants
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４．計算結果 

4-1 不純物を考慮しない場合 

図−3 は，すでに述べたStark効果のみを考慮し

た, ZnO/ZnMgO多重量子井戸構造のバンドギャッ

プの計算結果と実験値の比較である 5 ） ．黒丸

（●）はカソード・ルミネッセンス測定から得られ

たバンドギャップの実測値, 四角（◆）はKrönig-
Pennyモデルによる計算結果であり,Stark効果も含

まれていない．三角（▲）はStark効果（界面分極

電荷の効果）のみを考慮した計算値である.図のよ

うに，Stark効果を考慮することによってKrönig-
Pennyモデルより広い範囲で実験値を説明すること

ができるが，計算結果では量子井戸層幅が広い側

でエネルギーギャップが単調に減少しており，実

験値をうまく説明できないことがわかる． 

 
 

4-2 不純物を考慮した場合 

前節の計算結果と実験値との違いを説明するに

は，量子井戸幅が広いところでのバンドの曲がり

を考慮する必要があると考え，次に，イオン化し

た不純物の効果を考慮した．計算にはヘテロ界面

の分極電荷密度σに加えZnO, ZnMgOの各層に存

在する不純物を考慮し，それらの濃度Ndw, Ndbを変

化させて計算と実測値との比較を試みた. 
図−4 は不純物濃度Ndw, Ndbをどちらも 4×1018 cm-

3とし，σの量を変化させた場合の計算結果である.  
σは障壁と量子井戸のバンドの傾斜に対して大き

な影響を持つため 不純物濃度に加えσの影響を調

べた．この計算結果から界面分極電荷が約 10 
mC/m2 であるとすることで，より実験値に近い結

果が得られることが分かる. 
また, 図−5 はNdw = Ndbとし，その値を変化させ

たときの計算結果である．σを変化させた場合と

比べ，実効的なエネルギーギャップの変化量は小

さいが，不純物濃度を高くすると量子井戸層幅が

広いところで見られた実効エネルギーギャップの

実測値と計算値とのずれが少なくなり，実測値を

説明するには不純物によるバンドの曲がりの効果

を考慮することが重要であることを示している. 
図−6 は, これらZnO/ZnMgO多重量子井戸構造

の各ZnO量子井戸層内に形成される電子濃度の量

子井戸層幅依存性を示したものである．図では，

さらにσの大きさと層内の電子濃度の関係も示し

ている．電子濃度はNs=Ndwd+NdbLbで与えられ, 量
子井戸層中の不純物がイオン化している部分の幅d
は横軸の量子井戸幅の増加に伴い増加するため, Ns

は線形的な変化を示す．また , 電子濃度の下限

NdbLbは障壁層内の不純物から生成される 2 次元電

子ガスだと見なすことができる． 
ここで計算したσを電荷数密度に換算すると

6.2 × 1016 ~ 1.9 × 1017 m-2 となり, 比較的高密度だ

が, 生成される電子濃度は，それに比べるとかな

り低く，σにはあまり依存しないことも図−6 は示

している．このことから多重量子井戸構造中の電

子濃度は，σにはあまり依存せず，量子井戸層や

障壁層の不純物濃度によって決まると考えられる. 

 

 

図−4 実効的なエネルギーギャップの界面分極

電荷, 量子井戸層幅依存性 
Fig.4 Energy gap vs. quantum well thickness for 

various σ values 

 

図−3 実験値と Krönig-Penny モデル, Stark 効果を考

慮した状態計算の比較 
Fig.3 Calculated energy gap with/without Stark effect

is plotted as a function of quantum well thickness 
together with experimental values. 
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4-3 量子井戸層の不純物濃度が低い場合 

これまでの計算では，ZnO/ZnMgO多重量子井戸

構造のバンドギャップを説明するには，構造中の

不純物によるバンドの曲がりを考慮することが重

要で，かつ，その濃度は 4×1018 cm-3と比較的高い

ことが分かった．しかし，これまで考慮されてい

なかったが , 量子井戸層の不純物濃度は 5×
1017cm-3程度であることが実験的に分かっている6, 7）．

そこで, 量子井戸層がこのように低い不純物濃度

をもつ場合について考える． 
図−7 は量子井戸層の不純物濃度Ndwは実験値と

同じ 5×1017 cm-3とし，障壁層の不純物濃度を変化

させた場合のバンドギャップの計算値と実験値と

の比較である.  この結果から, 障壁層の不純物濃

度が 9×1018 cm-3程度であるとして，実験結果をよ

く説明できることがわかる. 

 
 

4-4 高移動度構造における電子濃度の計算 

我々の研究系ではデバイス応用に向けた高移動

度構造を作製し , シュブニコフ・ドハース

（SdH）振動を観測した3）.  SdH振動から見積もっ

た電子濃度ns=5.2×1012 cm-2が得られているため, 
計算方法と計算に用いたパラメータの妥当性を検

討するため，上記多重量子井戸とは異なる構造

（高移動度構造）で電子濃度の計算を行った. 
高移動度構造は図−8 に示されるようにZnO層 5 

nmとZnMgO層 5 nmの繰り返し構造の次に，1 µm
と厚いZnO層を成長した構造である．この構造で

は， 後（ も右側）のZnMgO/ZnOヘテロ界面に，

二次元電子が形成される．したがって，多重量子

井戸構造と同じ計算を左側の部分について行い，

Poisson方程式によって得られるヘテロ界面での電

界強度Ewと式（4）の関係を用いて, 電子濃度nsを

求めることができる． 

ns =
εEw

q
             （4）

そ の 結 果 , 量 子 井 戸 層 の 不 純 物 濃 度 を

Ndw=5×1017 cm-3, 障壁層の不純物濃度をNdb=9×1018 
cm-3とした場合に, 電子濃度ns=5.17×1012 cm-2が得

 

図−7 量子井戸層の不純物濃度が低いことを考

慮した実効的なエネルギーギャップの量

子井戸層幅依存性 
Fig.7 Energy gap vs. quantum well thickness for 

various Ndb values. 

 

図−6 電子濃度の界面分極電荷, 量子井戸層幅

依存性 
Fig.6 Electron density vs. quantum well thickness for 

various polarization charge at each interface 

 

図−5 実効的なエネルギーギャップの不純物濃

度, 量子井戸層幅依存性 
Fig.5 Energy gap vs. quantum well thickness for 

donor concentrations up to 4 × 1018 cm-3
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られ，実験で得られた電子濃度とよく一致するこ

とが分かった．このことから，これら一連のバン

ド計算と使用したパラメータ（界面分極電荷密度

σおよび各層の不純物濃度）が妥当であることが

わかる．しがたって，障壁層の不純物濃度がこの

ように高いことも正しいと考えられる． 
障壁層の不純物濃度が高い理由として，実験で

使用している Mg 原料の純度が 99.99%と他の材料

に比べて低い（Zn 原料の純度は 99.99999%）ため，

多くの不純物を含んでいる可能性があることがあ

げられる． 

 
 

５．まとめ 

ZnO/ZnMgOへテロ接合材料によるデバイス開

発に向けて, ZnO/ZnMgOヘテロ界面の分極電荷密

度, 量子井戸層, 障壁層の不純物濃度を考慮した

ZnO/ZnMgO多重量子井戸構造の実効バンドギャッ

プおよび生成される電子濃度を計算した.  その結

果をカソード・ルミネッセンスによる実験値と比

較し, 界面分極電荷密度および障壁層の不純物濃

度の見積もりを行った．その結果, 界面分極電荷

密度は 10 mC/m2，障壁層の不純物濃度は 9×1018 
cm-3程度であることが分かった. 

また, 量子井戸層内の電子濃度は界面分極電荷

密度よりもかなり低く, 構造中の不純物濃度によ

って主に決められていることが分かった.また，障

壁層内の不純物濃度は通常の半導体材料と比較す

ると高濃度（~9×1018 cm-3）であることもわかった． 
さらに, 多重量子井戸構造の実験値との比較か

ら得られた値を用いて, ZnO/ZnMgO多重量子井戸

（MQW）バッファ層をもつ高移動度構造について

の電子濃度を見積もったところ, 実験値で得られ

た 5.2×1012 cm-2 という値をよく説明できること

が分かり, 計算の妥当性が裏付けられた. 
半導体デバイスの開発においては, 材料中に生

成される電子濃度やバンドギャップを制御するこ

とが重要となる．今回, 多重量子井戸構造など繰

り返し構造をもつ試料でそれらの値を計算によっ

て見積もることが可能となった．今後は，電界効

果トランジスタの構造など, より実際のデバイス

に近い構造にも応用できるよう計算を拡張してい

く予定である． 
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図−9 バンド構造のNdb依存性 
Fig.9 Energy band diagram for various donor concentrations

Ndb in the ZnMgO barrier layer. 
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図−8 高移動度構造 
Fig.8 High-mobility structure 
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