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物性研究 64-1(1995-4)

修士論文 (1994年度)

Si-MOS二次元電子系の γく1領域の局在現象

学習院大学 理学部 篠原克徳

我々は強磁場 (<15.6T)､極低温 (60nlK～1.1K)中のSj-MOSFET二次元電子系で､低電子濃度領域で

の金属一絶縁体転移について研究した｡ランダウ準位の充填率 γが 1以下の絶縁体領域で対角抵抗は活性

化型の温度変化を示す｡活性化エネルギーはランダウ準位の充填率の増加に伴い減少し､あるランダウ準位

の充填率でゼロになる (金罵-絶縁体転移点)｡また､この絶縁体領域での電流一電圧特性 は非線形性を示し､

ある臨界電場で急激に電流が流れ出す｡これは､電場による金属-絶縁体転移と考えられる｡活性化エネル

ギーと臨界電場はランダウ準位の充填率の関数として表せ､これよりアンダーソン局在モデルの局在領域に

おける局在長を求めることができる｡ピーク移動度が大きく異なる試料で測定した結果､臨界指数は試料に

よって異なること､移動度端のランダウ準位の充填率 γ｡は0･5より大きく､移動度の減少とともに高い充

填率に移動することがわかった｡

1. 序論

不規則ポテンシャルによる局在の問題で､二次元系は臨界的な次元であり､長年興味の

対象となってきた｡

AbrahamS,Anderson,Licciardello,andRam akrishnanのスケーリング理論によると､ゼロ磁

場では不規則.ポテンシャルの強弱に関わらず､すべての状態は局在状態になり非局在状態

は存在しない｡[1】他方､強磁場下の二次元電子系で観測される量子ホール効果は､非局

在状態の存在なしには説明ができない｡理論的には､強磁場極限で一つのランダウ準位を

考えた時､ランダウ準位の中心付近由 ま必ず非局在状態が存在し､その非局在状態の上下

の端が局在状態となることが証明されている｡【2,3,4】

局在の強さは不規則ポテンシャルにより散乱された電子の干渉によってできた波動関数

の拡がり (局在長)によって特徴づけられる｡_

安藤と青木は有限サイズスケーリング法により量子ホール効果での局在長の振る舞いを

調べ､局在長はランダウ準位の中央に近づくに伴い発散し､ランダウ準位の中央付近でエ

ネルギーの関数として5(6)∝lc-6.｢Sの様に表せることを示した.ここでC｡はランダウ準

位の中央のエネルギーである｡さらに､発散の程度を表す臨界指数 βはⅣ=0の最低ラン

ダウ準位で約 2となることを導いた.[5]また最近､Huckestein andKramerはさらに精度

をあげた計算 を行い､短距離ポテンシャル 中での最低 ランダウ準位の臨界指数

S-2.34き9.04を導いた｡【6]

この臨界指数がランダウ準位､試料サイズ､不規則性の違いに対して､どの程度普遍的
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なものなのかは大変興味深く､理論､実験さまざまな方法で研究されているが､いまだ明

確な結論は得られていない｡

本論文では､ランダウ準位の充填率が1以下の絶縁体領域中の活性化エネルギーと臨界

電場を測定することにより局在長を求め､その振る舞いを調べた結果について報告する｡

さらに､移動度が大きく異なる試料について同様の測定を行った結果を比較することによ

り､不規則ポテンシャルと電子間クーロン相互作用の影響についても議論する.

2. 測定

測定に用いた試料は異なるウェハーからとった二つのホー ルバー型Si-MOSFET試料で､

ピーク移動度は温度 60mKで､FLLMk =2･7m2N･sec (試料 1)､0･9m2N･sec (試料 2)

である｡ 試料の大きさと測定プローブの長さ､SiO2酸化膜の厚さは､試料 1が 3･0×0･3

mm 2､1.5mm ､101nm､試料2が0.6×0.1mm 2､0.4mm ､185nmである.

実験は､40OFLW希釈冷凍機と15･6T超伝導電磁石を用いて行った.試料と希釈冷凍機混

合器は銀棒により熟接触されており､試料の最低到達温度は 20mKである｡抵抗測定は

四端子測定で､1ME2以下の抵抗ではロックインアンプ (PAR杜Model124A)を用いた交

流測定 (周波数19Hz)､1ME2以上の抵抗では入力抵抗 1014E2以上のKEITHLEYModel

236SourceMeasureUnitsよる直流測定で行った｡また､臨界電場以外の抵抗測定では､電

流一電圧特性が線形な原点近傍領域で測 定を行った｡
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図1.ノ磁場15.6Tでランダウ準位の充填率を変化させたときの温度の逆数に対する対角抵抗率の変化.

(a)は試料1､0))は試料2｡
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si-MOS二次元電子系の り<1領域の局在現象

a. 活性化エネルギー

図1は､ランダウ準位の充填率を変化させて､磁場15.6Tで温度の逆数に対する対角抵

抗率の変化を測定した結果である｡ (a)は高移動度試料 (試料 1)の碍異で､ランダウ

準位の充填率 V =0.586付近を境にして､dR/dT>0の金属的振る舞いからdR/dT<0の

絶縁体的振る舞いに変わっている｡また､絶縁体領域では､1.1Kから60mKまでの測定

範囲内で､温度の逆数に対して対角抵抗率の対数がGE2の抵抗まで直線にのっている.つ

まり､R∝exp(CG/T)で表わされる活性化型電気伝導を示している｡ 他方､ (b)は低移動

度試料 (試料2)の結果で､ V =0.755付近を境にして､金属-絶縁体転移が起こっている.

絶縁体領域では､1.1Kから500mKの温度領域でR∝exp(ca/T)の活性化型電気伝導を示

している｡また､500mK以下の温度領域では､活性化型電気伝導からはずれ､ホッピン

グによる伝導が現れているこ

両方の試料ともに､活性化型電気伝導を示す範囲で図1の直線の傾きから活性化エネル

ギーCOを求めることができる.

図2は､この活性化エネルギーと

ランダウ準位の充填率の関係を表し

たものである｡試料 1では､磁場を

15.5,ll.9,9.1,6.6Tと変化させて測

定した結果を示す｡また試料2では､

磁場15･6,13･0,10･4Tと変えて同様 宮
の測定を行った結果を示す｡ラング q 3

く山

り準位の充填率の減少に伴い､活性

化エネルギーは線形に増大する｡ま

た､磁場が低いほど活性化エネルギー

がゼロになるランダウ準位の充填率

㌔が大きくなる｡ さらに､同一磁

場では低移動度試料 (試料2)の方

が高移動度試料 (試料 1)より竹

が大きいことがわかる｡

b. 瞳界電場

0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9

γ

図 2. ランダウ準位の充填率に対する活性化エネルギー

の変化.磁場を試料1で15.6T,ll.9T,9.1T,6.6T,
試料2で15.6T,13.OT,10.4Tと変えて測定した｡

絶縁体領域において電流一電圧特性の測定を行うと､試料 1､試料2ともにオームの法則

に従わなL～､非線形特性が現れる｡図3は､試料2で磁場15･6T､温度60mKでランダウ準

位の充填率を変えて電流一電圧特性を測定した結果である｡
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電圧を大きくしていくと､ある

電圧で急激に電流が流れ始める｡

これより､図 3挿入図の様に臨

界電圧 隼を決めることができる｡

ランダウ準位の充填率が大きく

なると臨界電圧は小さくなり､

あるγ で臨界電圧はゼロになる｡

3. 議論

図4は試料 2で､磁場 15.6T

で測定したランダウ準位の充填

率γに対する活性化エネルギー

と臨界電場の変化である｡ この

図から､活性化エネルギーがゼ

ロになるランダウ準位の充填率γ

と臨界電場がゼロになるγがほ

ぼ等しいことがわかる｡そこで､

IA

>
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>
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Ⅰ(nA)

図3. 試料2の温度60mK､磁場13.0Tでの絶縁体相の電流一電圧

特性｡試料1も同様の特性を示す｡.臨界電圧は挿入図の

ようにして決めた｡

活性化エネルギーがゼロになるランダウ準位の充填率を

㌔ (臨界ランダウ準位の充填率)とす

ると､活性化エネルギー Caと臨界電

場 Ec はランダウ準位の充填率の関数

として次のように表せる｡

ca∝h,-γcl･･/(1)

Ec∝h,-vcrE･･･(2)

ここで Jは任意変数である｡

実験で求められる活性化エネルギー

は､電子が局在状態の中にあるフェル

ミ準位から非局在状態に熟励起される

のに必要なエネルギーと考えられる｡

つまり､フェルミ準位と移動度端のエ

ネルギ｢差として与えられる｡他方､

試料の長さ方向に電場 Eを加えていく

0
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1
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A
)
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図4.試料 2の磁場15.6Tでのランダウ準位の充填率

に対する活性化エネルギーと臨界電場の関係｡

実線は活性化エネルギーの近似直線.
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Si-MOS二次元電子系の り<1領域の局在現象

ことにより試料内の不規則ポテンシャルは電場方向に傾く｡ その結果生じた局在状態の拡

がりめ両端間のポテンシャルエネルギー差は､ほぼeEcEと表される.ここで､Eは電子の波

動関数の拡がりの程度 (局在長)である｡このポテンシャルエネルギー差がフェル ミ準位

と移動度端のエネルギ一差程度になったとき､局在状態の電子は非局在状態に遷移するこ

とができ､急激に電流が流れ始めると考える. この模型により､活性化エネルギーと臨界

電場の関係は次の様に表すことができる｡

ca 3iEeEcE ･-(3)

式 (3)に図4の測定結果を代入すると､局在長をランダウ準位の充填率の関数として

次のように表すことができる｡

5(V, - 器 ∝鴇 -rγ-vcJ1-'･･･(4,

となる｡よって式 (4)から､局在長の臨界指数 ∫=ト1を実験から決めることができる｡

図5は活性化エネルギーと臨

界電場から求めたランダウ準位 105

の充填率と局在長の関係である｡

局在長はランダウ準位の基底サ

イクロトロン軌道半径で規格化

してある｡図より局在長は移動 ⊂l
度端に近づ くにつれて発散する 叫
ことがわかる0 --104

この結果は安藤と青木 の理論 JJ♪

【5]と矛盾していない｡また､低

移動度試料の方が高移動度試料

より局在長が長いことがわかる｡

臨界指数については､高移動

度試料 (試料 1)では磁場 15.6

Tでβ=1.4である｡低移動度試

料 (試料 2)では磁場 15.6Tで

S=2.01､13.OTで S=1.63､

10.4Tで_S=1.54である. 磁場

及び試料に対して臨界指数が異

0.001 0.01 0.1 1

Vc-V

図5. ランダウ準位の充填率に対する局在長の変化を表す｡

局在長の臨界指数は､試料 1では磁場15,6Tで 1.4､

試料2では磁場15.6Tで2.0､13.OTで1.63､10.4Tで

1.54である｡
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なる結果が得られた｡

Dolgopolovらは､電子移動度が FLpMk-3･Om2N･secの高移動度Si-MOSFErを使用 して､

電子濃度一定で磁場を変化させたときの臨界電場と活性化エネルギーを測定し､S=1.07

(Ns-1･86×1015m12 )､ S-1･20(Ns-1･25×1015m~2)を得ている.[7]

我々の測定結果とmIgopolovらの結果を合わせて考えると､低移動度試料で磁場がもっ

とも大きいときの臨界指数が有限サイズスケーリングによる計算結果に近い値となってい

ることが判る｡そして､試料の電子移動度が高くなるほど臨界指数が小さくなっている｡

この様な臨界指数の電子移動度依存性は､不規則ポテンシャルに加えて､電子間クーロン

相互作用の影響が､電子移動度が高い試料ではより大きく現れていることを示していると

考えられる｡

臨界指数S臨界ランダウ準 竹での移動 唯での準位 Vcでのクー Vcでの

位充填率 vc 度FL(m2/vs)隔月 G,A(K)ロンポテンシャルU(K) a)cT■

試料2(15.6T) 2.01±0.30 0.755±0.004 0.747 25.8 205.3 ll.7

試料2(13.OT) 1.63±0.15 0.773±0.003 0.646 25.3 189.6 8.4

試料2(10.4T) 1.54±0.100.794±0.003 0.457 26.9 171.8 4.8

試料1(15.6T) 1.4土0.3 0.586±0.002 2.468 14.1 .181.9 38.3

試料1(ll.9T) 0.606 2.178 13.0 161.0 25.3

試料1(9.1T) 0.627 1.875 12.4 144.3 17.0

表 1. 各試料と磁場での臨界指数と臨界ランダウ準位の充填率及び､臨界ランダウ準位の充填率での移

動度､ランダウ準位幅､クーロンポテンシャル､alcTの値を表す｡臨界指数を求めたもの以外は誤差記述は

省略してある｡移動度はゼロ磁場での移動度を示す｡ランダウ準位の準位幅はセルフーコンシステントボル

ン近似による準位幅である｡クーロンポテンシャルは簡単に2電子モデルによるものである｡ランダウ準位

の分離の程度はゼロ磁場での散乱緩和時間,-'n●FL/eとサイクロトロン周波数a,C-eB/m'の積a'C,により特

徴づけられる｡

表 1にそれぞれの試料と磁場で､実験から求めた臨界指数βと臨界ランダウ準位充填率

vc､臨界ランダウ準位充填率での移動度 IL-eT/m●､セルフーコンシステントボルン近似

によるラ ンダウ準位幅 Tsciu-((2/JrXha,cXh/I))1/2､電子間クー ロンポテ ンシャル

U=(e2/4786｡KXJlNs)1′2､及び a)cTの値を示す.

低電子移動度試料は高移動度試料に比べてより不規則ポテンシャルの影響が強く､また

磁場が最も大きいときにランダウ準位が最も良 く分離しているので､低移動度試料､･磁場
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si-MOS二次元電子系の いく1領域の局在現象

15.6Tでの臨界指数が強磁場極限に近い条

件で､不規則ポテンシャルによる局在の臨

界指数を最もよく表しているであろう｡ こ

の事は有限サイズスケーリング法の結果と

近い値を示していることからもわかる｡ 磁

場が小さくなるとランダウ準位の分離は悪

くなり､ランダウ準位間の相互作用が問題

になってくる｡このときの臨界指数がどの

ようになるかは難しい問題である｡

臨界指数について詳細な議論を行うため

には､今後､試料 1と2の中間の電子移動

度の試料での測定､及び試料長依存性の測

定の必要がある｡

他方､臨界ランダウ準位の充填率 γ｡ は

0.5より大きく､磁場の減少に伴い､より

0.6

画 .
rl

■

■

0 0.5 1 1.5 2 2.5

1/LA(V･S/m2)

図6.移動度の逆数に対する臨界ランダウ準位の

充填率の変化

増大している｡さらに､同一磁場では低移

動度試料の方が､高移動度試料よりγ｡は大きくなっている｡低移動度試料では､測定で

きる最大磁場15.6Tにおいても､γ=1で対角伝導率はゼロになちなかった｡このことは､

低移動度試料では不規則ポテンシャルの効果が大きいためランダウ準位の分離が悪いこと

を示している｡

図6は､移動度の逆数に対する臨界ランダウ準位の充填率の変化である｡移動度の減少

に伴い､臨界ランダウ準位の充填率は増大している｡このことは､不規則ポテンシャルの

増加により非局在状態のエネルギーが高エネルギー側に移動していくことを表している｡

この結果は､不規則ポテンシャルの増大に伴うランダウ準位間の混合を考慮に入れて非局

在状態のエネルギーを計算した安藤の結果【8,9】及び､不規則ポテンシャルと移動度端の

関係を示す他の実験結果【10,11]と矛盾していない｡

4. 結論

ランダウ準位の充填率が1以下の絶縁体領域で測定した電気伝導の活性化エネルギーと

電流一電圧特性に現れる臨界電場は､高移動度試料と低移動度試料でともに同様の特性を

示し､定性的な違いは見られなかった.こ甲ことは､今回使用した高移動度試料において

も､不規則ポテンシャルの効果が現象を支配していることを示している｡

また､一旦牲化エネルギーと臨界電場の測定結果から､局在長とその臨界指数を求めた｡

局在長は移動度端で発散し､この結果はアンダーソン局在によるモデルに矛盾しない｡実
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験で求めた局在長は､低移動度試料の方が高移動度試料より長い｡また､臨界指数は試料

と磁場により異なる結果になった.このことはAndoandAoki【5]及び､uuckcsteinand

Kramerl6]の理論の結果と異なる｡ 現在の理論は電子間クーロン相互作用の効果を考慮 し

ていない｡不規則ポテンシャルと電子間クーロン相互作用の両方の効果を考慮にいれた理

論的研究が求められる｡
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