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半導体の基礎
第1週のポイント
ここでは，まず半導体の歴史を学び，どのようにして現在まで半導
体技術が発展してきたかの概観を得る。原子内の電子の動きに対す
る考察から，固体中ではエネルギーバンドを形成していること，半導
体の位置づけ，半導体中での電子や正孔の挙動などが学習のポイン
トである。
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1.1 半導体の歴史

19世紀や20世紀の前半までの，半導体材料およびその利用に関する研
究・開発について簡単に紹介する。また第 1 週で学ぶ原子の量子論に関
する発展の過程についても一部を年代ごとに紹介する。
半導体に関する研究としては，1839年にファラデーが電極ではさんだ
硫化銀Ag2Sにランプを当て温度を上げると伝導性が急速に増加し，冷却
するとその効果は逆になることを見付けたのが最初である。1869 年，メ
ンデレーエフは周期律表を発見し，Ge の存在を予言した。1873 年にス
ミスはSeに光を当てると電気抵抗が減少する内部光電効果を発見した。
この性質は金属にはなく，絶縁体・半導体でこの効果が著しいことや，単
色光ではある波長より短い光によって起こることなども確認している。
1876 年に，アダムスとデイは Se と金属間に光電池現象と整流現象があ
ることを発見した。これを受けて，1883 年フリッツは Se を用いた面接
触型の整流器を作製した。
1885 年，バルマーが水素原子スペクトルの規則的な系列を発見した。
1897年にトムソンは陰極線の粒子性と電子の発見をした。1900年にプラ
ンクは，物体から出る輻射エネルギーは微小単位素量の整数倍であるこ
とを提唱した量子仮説を発表した。1903 〜 1904 年にレナードと長岡半
太郎は，中心に質量の大きい核とその周りを電子が回る原子模型を提案
した。
1905年，ブラウンは硫化金属表面での局所的な整流性を確認した。ピッ
カードは 1906 年シリコン結晶（鉱石）を用いた鉱石検波器を発明した。
1907年にはピアースが半導体としてPbS，SiC，Te，Siにより整流比100:1
の検波器を作製し，その整流特性を調べた。
1913年ボーアは水素原子模型でプランクの量子仮説を導入して，はじ
めて水素原子からの発光スペクトルを説明することができた。
ベネディクスは 1915 年に，Ge 鉱石に Cu，Pt などの金属針を当てて整
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流性を得たが，1925年メリットはGeの整流性を詳しく調べ，光照射の影
響を調べたりした。1928 年ブレッセルはセレンあるいはセレン化合物に
よる交流整流器を開発した。1929 年にはショットキーが整流作用を接触
表面層にあることを突き止めた。1931 年にはウィルソンが半導体の量子
力学による理論を発表した。
それ以後は，1945年にベル研究所でのトランジスタ効果の発見まで，整
流器を中心とした研究・開発が行われてきた。
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1.2 半導体とは

1.2.1

原子内の電子

あらゆる物質は原子から構成されており ,

原子内には負の電荷をもつ電

子と正の電荷をもつ原子核があって，それらの電子は電気的なクーロン力
で原子核に引きつけられつつ運動をしていることが，今世紀の初めに種々
の実験の結果わかってきている。
この運動をニュートンの力学の法則やマクスウェルの電磁気学の法則で
表そうとすると，矛盾が起こってしまって原子内の電子は瞬く間に原子核
と衝突してしまうという結果が得られた。この矛盾を解決するために，ボー
アは次の仮定を立てて実験結果と一致する結果を得た。水素原子のモデル
として，円の中心に +q の電荷をもつ十分に質量の大きい原子核があり，そ
の周りを負の電荷をもつ電子が円軌道をしているとした（図1.1）。そして円
軌道をして運動する電子は，古典力学の粒子のように一定の軌道を描いて

（電荷＋q）
原子核（陽子）

半径α
速度
v＝αω
電子
（電荷−q）

2

（運動量のモーメント＝α×mαω）

運動量
mv = maω
質量mの電子

図 1.1

水素原子中の電子の運動のボーア模型
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運動するが，以下の仮定に従って運動をするとした。すなわち，
i）電子は一定の半径を持つ円軌道を描いて運動をする。
ii) 電子がエネルギーを得たり失ったりするのは，軌道半径が異なる軌
道に移るときだけであり，それ以外は安定した軌道を運行する。
iii) 電子は，ある特定の円軌道上のみで運動し，その軌道は円周長が電
子のもつ波長λの整数倍のとき安定である。すなわち，
2πa = nλ

(n = 1, 2, 3L)

（1.1）

ここで，電子の波長λは，次の式で与えられる。λ＝ h/mv，ここで m
と v は， 電子のもつ質量と速度であり，h はプランク定数である。
iv) 電子は，軌道を変えるときのみ光を発生したり吸収したりする。そ
の光の振動数νは，軌道間のエネルギー差（E1 − E2)/ h で与えられる。
このような運動に対して , ニュートンの力学で代表される古典力学と
異なる新しい法則に支配された力学が必要と考えられ，これを量子力学
という。量子力学の特徴は,

原子やそれよりも小さい粒子の世界で顕著

に現れる。電子の他にも陽子や中性子などの素粒子も粒子の性質と同時
に波の性質をもつということが実験の結果わかってきている。また，こ
れらの粒子のもつエネルギーが連続的な値ではなくて，不連続なとびと
びの値をとることも特徴の一つである。他に不確定性原理などの特徴も
あるが，ここではそのことを考慮しない。
水素原子の原子核は正の電荷 q[C]と質量Ｍ［kg］を持っている。電子
は負の電荷− q［C］と質量ｍ[kg]を持ち，原子核を中心とする半径 a[m]
の円周上を速さ v [m/s]で円軌道をしているとき，電子に働く原子核から
のクーロン力と遠心力がつり合うことから，
k0

q2
mv 2
=
a
a2

（1.2）

が成り立つ。k0 はクーロン力の係数である。定常状態では（1.1）式が満
たされるから，（1.1），（1.2）式から v を消去すると

(n = 1, 2,L)

（1.3）

が得られる。
（1.3）式は水素原子内の電子の可能な軌道半径 a を示す。こ
れに h，k0，m，q の値を代入すると，n ＝１のとき
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