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【連携推進（具体的な連携推進活動内容とその活動の効果等）】 

 

本調査研究において、計測を担当する物質･材料研究機構を中心に、エネルギーデバイス

の材料の作成を担当する産業技術総合研究所、筑波大学、東京大学が試料を持ち寄り、強磁

場計測する形で連携が推進された。 

具体的には、産総研からは太陽光発電関連物質（酸化亜鉛試料と CZTS 試料）、筑波大

学、東京大学からトポロジカル結晶絶縁体 SnTe、更には物質･材料研究機構は CdTe 二次元

試料について、物質･材料研究機構の強磁場施設にて、強磁場輸送測定を行った。また計測

した精密データ（磁気抵抗、ホール抵抗）を使ってのキャリアの種類、濃度、移動度のパラ

メータを解析するプログラムに関する調査を産総研が中心となり行った。 

また計測だけでなく、学生も含めた研究会を開催し、様々な議論を行うことで、相互理

解がより深まり、極めて実効的な連携協力関係を構築することができた。 

 

【調査研究内容（実験等中心に背景・課題と実行された課題解決の内容と結果）】 

 

半導体デバイスにおいて、特に複数種のキャリアが伝導を担う場合、それぞれのキャリア

の移動度や濃度、極性に関する情報を分離することは重要である。実際に太陽光発電デバイ

スでは多数キャリアではなく少数キャリアの特性が、トポロジカル絶縁体ではバルクではな

く表面キャリアの特性が重要で、その特性のみを切り出して評価するために、これまで試料

品質や計測技術の向上の両面から努力が続けられている。 

その問題に対して本調査研究では、１：光照射下での強磁場輸送計測法の確立、２：高品

質試料の作成と共に、３：コンピュータープログラム使った解析による複数種のキャリア特

性の自動抽出する手法について調査を行った。 

まず強磁場輸送計測に関しては、光を照射しながら計測できるように、光ファイバを導入

したプローブの開発を行った。それを利用し、ZnO、CZTS、SnTe、CdTe といった各種半導体の
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計測を物質･材料研究機構の強磁場磁石を用いて行い、作成した光照射型輸送計測プローブが

強磁場極低温下の測定で十分に機能することを確認した。 

次世代太陽電池材料 CZTS については非常に高抵抗で、光を照射した場合としない場合での

電気抵抗の差が十分に現れ、光を照射しながら強磁場まで測定を行うという初期の目的につ

いては達成することができた。しかしながらより低温で精密な測定を行うためには試料側の

再調整が必要であり、今後新たな試料を系統的に測定していく予定である。 

トポロジカル絶縁体 SnTe では、バルクキャリアの寄与がなるべく小さくなるように、分子

線エピタキシー法でキャリア数を制御された試料について、２５テスラまでの強磁場までの

輸送測定を行った。現在までに表面電子による低磁場領域で弱反局在の振る舞いを観測し、

強磁場領域での量子振動に関しては非常に僅かながらその兆候が得られてきたところであ

る。今後は更に高品質の試料の測定を行っていく予定である。 

最後に電気伝導度の磁場依存性から逆問題を解くことによりモビリティスペクトラムを得

るためのコンピュータープログラムを使った解析を進めた。2種類の手法により解析を進め、

ある程度移動度が高く、キャリア種も少ない場合には物理的に正しい移動度スペクトルが得

られることが分かった。移動度が低く、複数の電子、正孔伝導メカニズムを持つ系への適用

可能性については今後の課題である。 
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【今後の予定】 

 

計測手段、試料作成、解析プログラムの調査とそれぞれが今回の調査研究で格段に進ん

でおり、今後更に連携を深めて定期的に研究会などを行いたいと考えている。また本連携を

きっかけにして科研費などの外部予算の獲得も今後とも目指す予定である。なお解析プログ

ラムの効率的な開発に関しては、理論、計算の研究者との連携も必要であり、TIA 連携の５

機関にこだわらず、連携可能な適切な研究者に入っていただくことを予定している。 

 


