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核スピン分極の双安定性が生じる機構を説明せよ。

核スピン分極の応用について記述せよ。
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(Hint: エネルギー不整合の解消)

(既に実用化されているものでも，新規のアイディアでも構わない)

質問 etc. があれば…
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半導体量子ドット (Quantum Dot: QD)

３次元全ての方向に電子 (正孔，励起子 etc.) を閉じ込める構造

cf. 量子線 (Quantum wire), 量子井戸 (Quantum well), 量子リング (Quantum Ring)





・ 量子点接触(QPC)を利用

・ 2種類の半導体材料を積層

実際にQD構造を実現するには…

半導体量子ドット (Quantum Dot: QD)

３次元全ての方向に電子 (正孔，励起子 etc.) を閉じ込める構造

cf. 量子線 (Quantum wire), 量子井戸 (Quantum well), 量子リング (Quantum Ring)



etc…

(主に) 電気特性を評価 (主に) 光学特性を評価

Self‐assembled QD

Interface QD 光学特性の評価

Lithographic QD 電気特性の評価

Self‐assembled QD

Interface QD 光学特性の評価

Lithographic QD 電気特性の評価





光誘起核スピン分極=

Func. (励起光強度，励起偏光，外部磁場)

B
104-105 atoms/QD

多数の核スピンを配向させることで核磁場発生





• 大きな核磁場形成 (~5 T for InAlAs QD) には不可欠

• 基本的には エネルギー保存則 で説明可能



key word: 電子-核スピン間相互作用 (超微細相互作用), エネルギー不整合の解消



Part 1. 核スピン分極形成の基礎



重い正孔 (Jz=±3/2)励起子の光学遷移の場合…

右回り(左回り) 円偏光を介して 角運動量が±1変化

励起偏光によって 電子(励起子) のスピンを選択可能

Bright X

Dark X

up/down or down/up e‐h pair が光学遷移に寄与

軽い正孔 (Jz=±1/2) による寄与がなければ， σ±⇔↑↓ が言える

C. B.

V. B.

励起子 (Exciton): 電子と正孔がクーロン相互作用によって結合した準粒子



N~104-105 atom/QD



(~msec. - sec.)

電子‐核スピン間の同時スピン反転 (e‐n FF)において…

角運動量: 保存

系の全エネルギー: 非保存

e‐n FFレートの低下

エネルギー保存が満たされれば FFレート増加

ΔEe~ μeV order

ΔEn~ neV order
+3/2

-3/2

e.g. Ga (I=3/2)

+1/2
-1/2

+1/2

-1/2

Sz
Iz

E (w/ Bz)

ΔEe

ΔEnΔEnの増加 or ΔEeの減少

核磁場の双安定性・ヒステリシス



円偏光 (σ+/σ-) 励起によって QDに注入する電子スピンを選択可能

電子‐核スピン間の相互作用 (超微細相互作用) によって核磁場形成

電子のエネルギー構造変化 (OHS) からBNを評価

電子-核スピン間のエネルギー不整合 (ΔEe/ΔEn ~1000) を解消

大きな核磁場の実現・双安定特性の出現



Part 2. 核スピン分極の双安定特性



In0.75Al0.25As/Al0.3Ga0.7As QD
(発光波長帯: 750‐800 nm)

ピーク分解能~5 μeV

QD emission @5 K, 0 T
line width~ 60 μeV

X+ PL: 
more sensitive for ΔEe change





核磁場形成のレート方程式

核偏極形成レート (FF-rate)

ΔEe

ΔEe ~0 において Max. FF-rate

エネルギー不整合の解消によるBN形成促進

(観測に懸かる) 核磁場の定常値

形成レート 曲線と緩和レート曲線の交点



BN dynamics model FF-rate

fe





通常の光学評価の場合…

(同じ強度の磁場を感じている)

・ 電子-正孔再結合の発光シグナルを観測

・ 分裂エネルギーの磁場強度依存性を測定

励起子としてのg因子 (gh±ge) は評価できるが

電子・正孔のg因子を個別に求めることはできない

ref. APL 91, 261904/1-3 (2007)

BNで電子の有効磁場を相殺・正孔の分裂のみを観測，評価
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ref. APL 91, 261904/1-3 (2007)



自己集合単一InAlAs量子ドットにおいて 光誘起核スピン分極形成を確認

励起光強度，励起偏光，外部磁場強度に対する双安定性を観測

電子‐核スピン間のエネルギー不整合を補償するように核磁場形成が促進・抑制

(InAlAs QDの場合) ~5 Tに及ぶ大きな核磁場が発生

電子・正孔のg因子を個別に評価

(核磁場によるfeedback作用)
核磁場の双安定特性を利用して…

電子: ge=-0.37,正孔:  gh=2.54 (励起子: gX=2.17)
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