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高温でのGaPのフォトリフラクテイブ効果

における電子正孔の競合効果
Electron and Hole Competition in Photorefractive Effect in Gap at High Temperature
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1.は　じ　め　に

フォトリフラクテイブ効果は,光の強度分布に応じて結

晶内の電価の空間分布が変化し,これにより生じた内部電

場により電気光学効果を介して屈折率が変化する現象であ

る1).光の干渉縞の強度分布を屈折率の回折格子として記

録することができるため,現像不要の実時間でのホログラ

ムの記録が可能である.また書き込んだホログラムを対向

する参照波で読み出すことにより,あたかも時間が反転し

たかのように進行する位相共役波を作り出すこともできる.

さらに後に述べる2光波混合により光増幅を行うことも可

能である.

フォトリフラクテイブ結晶としては,ニオブ酸リチウム

(LiNbO3)やチタン酸バリウム(BaTiO3)等の強誘電性

結晶が代表的であるが,半絶縁性の化合物半導体もフォゝト

リフラクテイブ効果を示し2ト5),半導体レーザーを光源

とした光学系の集積化にはこちらが有利であると考えられ

ている.また半導体フォトリフラクテイブ結晶は強誘電体

に比べ屈折率変化は小さいものの応答速度が速く,デバイ

スとしての高速化も期待されている.

われわれはこれまでにⅠⅠⅠ-Ⅴ族半導体でGaAsやInPに

比べバンドギャップが広く,可視域まで感度を持つGaP

に関して様々な測定を行い,この結晶でのフォトリフラク

テイブ効果に関わる不純物準位などのパラメータを求めて

きた5ト7).本論文では400K付近の高温におけるフォト

リフラクテイブ効果の測定データから電子と正孔からの寄

与を分離し,ドナーとアクセプターの2つの不純物準位を

考えたモデルにより電子と正孔の競合効果について論じる.

2.フォトリプラクテイブ2光波混合

2本のコヒ-レントな光をフォトリフラクテイブ結晶中
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で交差させると,生じた干渉縞によって書き込まれた屈折

率格子を介して2光波は結合する. Maxwellの方程式に

より電荷は電場の空間微分に比例するため,一般に光の干

渉縞とこれにより書かれた回折格子には位相ずれが生じ,
一方のビームから他方-の非対称な光パワーの移乗がおこ

る.位相ずれの大きさが格子のピッチの±1/4のとき最

大で,符号によりパワーの移乗の向きが決まる1).

弱いプローブ光をポンプ光により増幅する場合を考える

と,プローブ光を常に一定の光量で結晶に入射させながら,

図1に示すようなタイミングでポンプ光と消去光を結晶に

入射させるとする.消去光はプローブ光とはインコヒ-レ

ントな光を用いる.不純物準位がひとつの場合にはポンプ

光が入射した直後からプローブ光の出力はtを時間として,

Ip(i) - Ip. [1 + I一l-exp(- i/T)り　　　(1)

の形で指数関数的に増加する.ここでIp(t‖ま増幅された

プローブ光の出力, Ipoはポンプ光を切った場合のプロー

ブ光の出力, Xは飽和値, Tは時定数であり,結晶の方位

とキャリアの符号によりXの正負が決まる. 2光波混合

の結合定数rは,結晶の厚みをLとして

出力 _I_　_　_　_　_　_　_　⊥

図1　ポンプ光と消去光の入射のタイミング.ポンプ

光が入っている間は,プローブ光は増幅され,

指数関数的に飽和値に近づく.
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r-‡1n(1十I)　　　　　　(2)

で求められる6).この結合定数rと回折格子のピッチ168

との間には,

',A'-1-i (1 ･#)　　(3,

の関係があり,フィッティングによりデバイ長Adが求め

られる.ただしαは結晶と方位および光の波長により決

まる定数, kBはボルツマン定数, Tは温度である･

時定数Tは,

(4)

となる6).ただしFLはキャリアの移動度, TRは再結合時

間, Td′は誘電緩和時間である･

フォトリフラクテイブ効果に寄与する不純物準位が複数

である場合には,それぞれの準位の寄与の重ね合わせで,

･p(i,-IPo[1･善Iz.ll-exp(-i,Ti,}] (5)

のように表すことができる.

3.実　　　　　験

3.1実験方法

前節に示したように, 2光波混合の結合定数rと立ち

上がりの時定数Tを回折格子のピッチ人と温度Tの関数

として測定することにより,結晶の不純物準位に関する情

報が得られる.

図2に実験配置を示す.一方のHe-Neレーザーは2つ

にビームを分け,ポンプ光とプローブ光とした･もう一万

は消去光として使用した.偏光は紙面に垂直な方向である･

図1に示したタイミングでポンプ光と消去光を入射させる

ために,チョッパーを用いた･またポンプ光が結晶中でプ

ローブ光を覆いつくすように,それぞれのビームの直径を

1.5mmおよび5mmとした.ポンプ光強度は30mW/

cm2,プローブ光強度は0･9mW/cm2,フォトクロミッ

ク効果を避けるために,ポンプ光と消去光の強度は等しく

した. GaP結晶は真空槽内に収められ,ヒーターにより

温度を変化させた.干渉縞のピッチはポンプ光とプローブ

光の交叉角を変えることにより変化させた･出力信号はス

トレージオシロスコープを介して計算機に取り込み,

フィッティングを行った.

図2　実験配置

3.2　データの解析法

図3に各温度での測定データの例を示す･測定値は･室

温から380K程度まではひとつの時定数の関数でフィッ

トすることができた.これは電子による格子であることが

知られている.これ以上の温度では出力信号に時定数の遅
′

い逆符号の成分が現われ,さらに消去が不十分なために生

じたポンプ光がON時のプローブ光の跳びが観測された･

このことは高温では,正孔を放出し消去の時定数の長い第

2の準位が存在することを示している･そこでフィッティ

ング関数としては, 2つの不純物準位を考え,回折格子の

消え残りを考慮した形の式,

･p(i,-Ipoll十Ilil-exp(-i) i

-IZi1-exp(-1才)日　(6)

を採用した.

図3　増幅されたプローブ光出力の例. 400K付近ではポ

ンプ光がONになった直後に出力が下がっているの

がわかる.これは回折格子の消え残りの影響である･
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3.3　電子による回折格子

フィッティングにより求めた結合定数のうち電子による

成分から式(6)および(2), (3)を使って得たデバイ長の温度依

存性を図4に示す.高温になるほどデバイ長が長くなる傾

向があることがわかる.これは電子のトラップとして働く

イオン化されたドナーの密度が高温で減少していることを

示す.

また式(6)および(4)を使ったフィッティングにより求めた

電子の移動度と再結合時間の積を図5に示す.移動度と再

結合時間の積は,ホールの影響が出始める380K近辺か

ら急激に大きくなり始めている.このこともイオン化され

たドナーの密度が高温で減少していることを示している.
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図4　デバイ長と温度依存性
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図5　移動度と再結合時間の積の温度依存性
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図6 (a)電子による回折格子の結合定数, (b)正孔によ

る回折格子の結合定数.いずれも, □:L-0.6

ILm, ◆:A-1.0仲1, △:A-1.5FLmの場合.
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図7　T-410Kにおける結合定数の回折格子間隔依存

性

■:電子による成分, □:正孔による成分.

3.4　電子および正孔による回折格子の競合

電子および正孔による結合定数の温度依存性を3とおり　　　緩やかに減少している.格子間隔が広いほど結合定数は大

の格子間隔についてプロットしたものを図6に示す.電子　　　きい.一方正孔による成分は低温では370K以下ではほ

による格子の結合定数は350K付近から高温に向かって　　　とんとOで, 380K付近から急激に立ち上がっている.ま
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た格子間隔は電子の場合とは逆に狭いほうが結合定数が大

きい.

410Kにおける結合定数の格子間隔依存性を図7に示す.

ここでも明らかに電子の場合は格子間隔が大きいほど結合

定数が大きいが,正孔は逆である.特に注目すべきは,格

子間隔の小さい部分で,正孔による結合定数の大きさが電

子を上回っていることである.これについては次説で考察

する.

4.考　　　　　察

高温におけるGaPのフォトリプラクテイブ効果に関与

する準位としては図8のようなモデルが考えられる.ド

ナーであるPantisiteは深い不純物準位となり,電子を

キャリアとして放出し,再結合する.この準位は低温から

高温までの広い温度範囲にわたってフォトリプラクテイブ

中心として働く.もうひとつの準位は浅いアクセプター準

位で,常温ではほぼ全てイオン化されており,正孔を放出

することはできず,フォトリフラクテイブ中心としては働

かない.

ところが温度が高くなると,イオン化されていたアクセ

プターが熱励起により電子を放出し,イオン化されたド

ナーを中性化する.これにより電子による回折格子から見

るとトラップ密度が減少したことになり, 2光波混合の結

合定数は減少し,デバイ長も長くなる.
一方アクセプターの一部は中性化したことにより,正孔

を供給し始める.以前の研究では,この準位は光学不活性

で,フォトリプラクテイブ中心としては働かず,価電子帯

に熱的な励起により正孔を供給し,電子の分布を打ち消す

と考えられた.しかし今回の実験では,短い格子間隔の場

合に正孔による結合定数が電子による結合定数よりも大き

くなるという結果が得られた.これは浅いアクセプター準

Pan 

acceptor

位が光学活性であるということを示している.
一方高温での実験結果で現われた,正孔による回折格子

の消え残りは,やはりアクセプター準位の消去の時定数が

長いことを示し,光励起のレートが小さいことを表してい

る.ただし,消え残りは400K付近で最大になり,さら

に高温になるとまた減少するという現象も観測された.こ

れは消去の時定数が温度上昇と共に速くなり,結合定数の

増加に打ち勝って,消え残りが再び小さくなったと解釈で

きる.

これらのことから浅いアクセプター準位は高温になるに

つれ,徐々に中性にアクセプター密度を増し,正孔の励起

レートもそれに伴って増加して正孔の寄与による大きな

フォトリフラクテイブ効果を示すようになるということが

言える.

5.ま　　と　　め

GaPのフォトリプラクテイブ2光波混合の立ち上がり

を室温から400K付近まで測定することにより,浅いア

クセプターのふるまいを調べ,これが電子によるフォトリ

フラクテイブ回折格子と,主たるフォトリプラクテイブ中

心である深いドナー準位に与える影響を明らかにした.低

温でのGaPのフォトリプラクテイブ効果のふるまいと共

に高温でのふるまいも明らかになってきたが,今後の課題

は全ての温度域での現象を統一的に説明できる準位のモデ

ルを兄いだすことであろう.

(1995年4月24日受理)
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図8　高温でのフォトリプラクテイブ効果に関わるエネル

ギー準位のモデル.丸印はキャリアを放出してイオ

ン化されている状態を表す.
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