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Abstract

　The㎜al　conductivity　of　solid　german沁m　as　a釦nction　of　the　mole倉action　of　isotopes　was　lnvestigated　by

equilibrium　molecular　d》mamics．　We　employed　the　molecular　dynamics　based　on　Green－Kubo’s鉤㎜ula　in　which

the　autocorrelation　fUnction　of　heat　flux　was　integrated　as　a　fhnction　of　duration　time．層The　results　of　calculation

showed　that　the㎜al　bonductiv晦’of　mixed　isotope－germanium　is　smaller　than　that　of　pure　isotope　gemanium，

which　is　similar　to　silicon　case．　The　results　also　showed　that　the㎜al　conductivity　of　two－mixed

isotope－germanium　is　a　fUnction　of　the　diffbrence　of　two　masses．

1（ey　words：：τ乃θ朋01　coηぬα∫vめろん。∫ρρε9εr配。η加配，ルわ1θo〃1αrのηωη’c∫

1．　緒言

　シリコンやゲルマニウムを用いた半導体技術は現在、最も

盛んに発展している技術の一つである。近年、半導体結晶

製造技術や、それを用いた高密度・高精度なLSI製造技術

が著しく発展してきている。これらの半導体は、コンピュータ

ーや家電製品などに多く用いられ、その頭脳の役割を果た

している集積回路を構成している。その集積回路では、汎

用CPU（Central　Processing　Unit）のクロック周波数は今や

3GHzを越え、また、その製造においては130nmプロセスが

使用されている現状である。これらはすでに100Wに近い発

熱量を持ち、熱対策が必須となっている。この対策にはファ

ンによる強制空冷もしくは、強制液冷システムが使用されて

おり、集積回路上部に大型のヒートシンクを直接接触させる

ことによって放熱させているのが、現在の姿である。しかし、

基本的には、熱発生源である半導体の熱対策が重要な課

題である。

　21世紀の情報化社会を担う次世代プロセッサとし

て、「デカナノ」プロセスを使用した超高速・超高集積

LSIの計画がある。これは、現在よりはるかに高いクロ

ック数で動作するプロセッサが期待されるが、ここには

多くの問題点がある。この問題点の中で最も難しいとさ

れるものの1つが熱問題である。ある。将来の指標とし

ては、CPUクロック周波数が2010年には10から、30GHz

の領域に達すると言われている。しかし、これらの発熱

量は現在のシステムの延長で考えた場合、500W以上に

、なると見積もられている。将来、現行のシステムのまま

では、この発熱量が問題化し、情報化社会の発展を減速

させる壁に発展しかねないと思われる。

　近年、高熱伝導性の半導体材料への関心が世界中で急

速に高まっている。集積回路等のパワーの高密度化の観点

から高機能性らの課題を解決し、乗り越えるために、半導体

の熱問題が取り組まれている。その解決策の一つとして、分

子動力学法を用いて、平衡分子動力学法や、非平衡分子

動力学法により熱伝導率の解析がとりくまれている。しかし、

同位体効果についての数値シミュレーショ≧での説明は、

現在まで行われていない。そこで、本研究においては、経

験的ポテンシャルを用いた分子動力学法により数値計算を

行い、ゲルマニウムの熱伝導率を調べた。

　本研究においては、分子動力学法を用いた数値シミュレ

ーションによって、熱伝導率の同位体依存性を明らかにす

る。また2粒子系で混合される2つの同位体質量の差と熱

伝導率との関係を明らかにし、結晶育成実験に指針を与え

ることを目的とする。更に、熱伝導率を高める同位体効果に

ついて研究を進める。

＊1　九州大学応用力学研究所
＊2　（現）日立製作所
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　次に、Fig．4．2は2粒子系の混合同位体の質量の差1、

2、6（g）の混合比率1％から99％までを計算した結果であ

る。2粒子系同位体の70Ge－72Ge、70Ge－76Ge、73qe－72Ge、

73Ge－74Ge、74Ge－76Geの熱伝導率との関係を表す。　Geの同

位体のベースは70Ge、73Ge、74Geで表している。この結果

からも明らかに2粒子系同位体の質量の差が大きいほど熱

伝導率は小さくなっている。

　Fig．4．3はFig．4．2で表した2粒子系同位体の同じ混

合比率、同じ質量差のデータについて、各々の平均値を取

り表した図である。その結果得られた質量差1，2，6のデ

ータは、混合した2粒子の質量差が大きい方が熱伝導率は

小さいことをFig．4．2よりも更に明瞭に表している。また混

合比率1％から99％の値の範囲でほぼ50％の軸を壌にほ

ぼ対称に熱伝導率が存在していることが分かる。

　Fig．4．4はFig．4．2のデータの質量差1の2粒子系同

位体72Ge－73Ge及び73Ge－74Geについて、50％の軸を境に

ほぼ対称なる性質を利用し、2分割して表した図である。

72Ge－73Geのデータは、72Ge－73Geとして見た混合比率5

0％から99％のデータ、及び73Ge－72Geから見た混合比率5

0％から99％・に2分割することが出来る。同様に、73Ge－74Ge

の2粒子系についても2分割する。図はその4個のデ「タで

ある混合比率50％から99％の結果を示す。これら4個のデ

ータを見ると、50％から80％の混合比率の範囲では熱伝

導率の変化は90％以上と比べると比較的小さい。混合比

率が90％以上になると熱伝導率は急激に大きくなることを

表している。

　Fig．4．5とFig．．4．6はFig．4．2のデータについてFig．

4．4の図と同様に2分割し、2粒子系同位体の質量差2と6

について、50％から99％までの混合比率の熱伝導率を表

した図である。質量差1と同様に、質量差2，6ともに混合し

た状態では、50％から臼0％の範囲では熱伝導率の変化は

小さく、90％以上では大きく変化する。
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2計算方法

2．1　分子動力学法による計算

　本研究においては、分子動力学法を用いて数値シミュレ

ーションを行う。ゲルマニウム5個の同位体を組み合わせる

ことにより、熱物性の1っである熱伝導率を、2つの近接した

質量の同位体について混合比率を1％～99％まで変化さ

せて計算をする。

　分子動力学において、粒子問のポテンシャルの表現法

は極めて重要で、ポテンシャルの精度が直接分子動力学の

計算精度に大きく関わってくる。本研究では計算精度と計

算にかかる時間を考慮し、最適なポテンシャル関数として、

経験的ポテンシャルであるStillinger－Weberポテンシャル1）

を用いる。Stillinger－Weberポテンシャルは正四面体構造を

最安定としたエネルギ状態を再現でき、ダイアモンド構造を

形成するGeのポテンシャルを計算で表現することができる。

2．2周期的境界条件

　全ての物体には表面があり、表面近傍の性質と物体内

部における性質は異なる。分子動力学法において、この表

面の効果を考慮することは非常に難しい。一般に考えられ

るマクロな系では、少なくとも1023個に近い粒子数：を考慮し

なければならない。この規模の計算では、分子動力学計算

を行うことは実際上竪可能である。したがって、一般的な分

子動力学計算において、原子や分子のバルクの性質を扱う

ことになる。この表面効果を考えないバルクの性質を可能と

する方法が周期的境界条件である。

2．3圧力制御

　基本セル内に粒子がある速度を持って運動していると仮

定すると、当然壁に粒子がぶつかる時に壁は力積を受ける。

これが圧力となる。分子動力学法ではこの圧力をある値に

制御する方法を用いる。本研究では、等方的圧力制御法で

あるアンデルセンの手法2）を用いた圧力制御を行う。

2．4温度制御

　温度制御法には様々な方法があるが、統計力学的証明

がなされている手法の中で代表的なものとしては、速度スケ

ーリング法、能勢幾等が挙げられる。本研究では、速度スケ

ーリング法と能勢法の2つの方法を用いることにする。

2．4．1速度スケーリング法

温度制御系の温度は，エネルギ等分配の法則を利用するこ

とによって次のように求められる．

E・＝
ｰ炉’・’・v1＝｛翫・7

　　　’＝1

（2．4．1）

　この関係式から，次のように全粒子の速度を強制的にス

ケーリングすることにより，温度を制御する．

’　　η9，t
V’ニV’
　　　　宥t㎝t

（2．4，2）

ここで㌃、，、は目標温度監、，記まそのステップでの温度で

ある．実際のシミュレーションにおいては，急激に変化させる

と収束しない可能性があるので，係数α（0＜α≦1）を用い

て緩やかに変化させる。

曜・ ?・傭一碧
（2．4．3）

このようにして系の温度を制御する速度スケーリング法は、

粒子速度を強制的に変化させるので，粒子の自然な挙動の

観察を行いたい場合に障害となる。これより優れた温度制

御法として能勢法も提案されている。

2。4．2能勢法

　能勢法3）には習慣性という任意パラメータが存在する。

そのパラメータは、目標温度・シミュレーション粒子数などに

依存して変化する。本研究においてはα＝0．1として制御し

ている。能勢法は温度制御法の中で、最も信頼性のある温

度制御法の1つであり、これを発展させた形の能勢一Hoover

法と共に最もよく用いられている。

　また、圧力制御を同時に行う際、能勢法ではアンデルセ

ンの手法のアルゴリズムに組み込む形で計算される。その

ため、能勢法では、速度スケーリング法に見られるような、速

度修正を行っても加速度やその他の値を、修正できないと

いうアルゴリズム上の問題は起きない。

2，5　計算の高速化

　分子動力学において、計算速度を大幅に短縮させるた

めの手法に粒子登録法がある。この粒子登録法はベルレが

Lenard－Jones系のシミュレーションで導入した方法である。

　本研究においては計算時間を短縮し、より大きな系で、

より長時間の計算を走らせることを目的としてこれを用いる。

また、Stillinger－Weberポテンシャルには3体力項があり、

力の計算に非常に大きな時間が費やされることからも、粒子

登録を行うことはカの計算を少なくする効果が非常に大きい。

StiUinger－Weberポテンシャルに関して、同様に粒子登録

を行う場合、2体力ポテンシャルに関して、Lenard－Jones系

と同様に示すことができる。
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3．熱伝導率計算法

　平衡分子動力学法による熱伝導率導出怯には・系全体

のエネルギのゆらぎを熱伝導率に結びつけたGreen－Kuboの

．式がある。アンサンブルをNVTアンサンブルとし、次の

Green－K沁04）の式を用いる。

λ＝
Rん訪f∫〈」’（∫＞」（0）＞4・　　　（3．1）

kBはボルツマン定数、　Tは設定温．度、　Vは基本セルの体積

であるbまた、Jは熱流束を表し、

である。Yは速度、　rijはrij＝ri－rjで表され、科j，轍はそれぞれ2

体力、3体力である。

鵡灘縣）謡曾呵’岡
　次に、角括弧の扱いについては、時間平均値を取ること

である。系の状態が熱平衡状態になってからでないと平衡

分子動力学ゐGreen－Kubo式を用いることはできない。した

がって、系の状態が熱平衡状態になる時間をtoと取り、その

時間から熱導束の自己相関関数についての計算を開始す

る。したがって、・

〈輔→総懸黙然｝（33）
　　　　　律1

と表される。ti。、は相関関数の平均を取る間隔でlL個の相

関関関数から平均値を取る。サンプルが1つの場合では相

関関数は異なった値を取る。しかし、熱平衡状態では時間

に対して、、系の状態は変わらないことから、平衡分子動力学

においては、時間に対しての平均値を取る5）。実際にはこ

の値は相関関数が十分に落ち着く値をt、とし、そこまでの積

分を行う。本研究においては、100万step，300［ps］の積分時

間をとる。

4．計算結果幣

率は小さい値を示している。
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共通で、質量の差が小さい組である70Ge－72Geの組と大きい
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では、5個の同位体全ての2粒子系同位体組み合わせで計

算臨それらのデーダoG・≧13G・・7℃・一76G・及びぐ7℃・一

74fe、72Ge－76Geを質量の差3、4について補足されたデー

タとして加える。Fig．4．7は同位体ベマスを70Ge、72Ge、

73G6、74Geにて表している。図は、質料の差が大きい2粒子

系同位体ほど、熱伝導率は少さくなる傾吻力『ある・

　Fig。4．8は前図と同様にgo％についてのデータである。

（Fig．4．2のデータの10％と90％のデータに相当する）質

量3、4については2粒子系同位体70Ge－73、70Ge－74Geにつ

いて補足計算し、図に加えた。図でも明らかなように、質料

の差が大きくなるほど熱伝導率は小さくなる傾向がある。F｛g．

4．9及びFig．4．10もFig．4．8と同様にして求めた⇔5％と

99回目データの図である。同様に質量の差が大きいほど熱

伝導率は小さくなる傾向がある。

5．考察
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Fig．4．9　Mass　dependence’of　the㎜al
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　　Fig。5．1は各混合比率の各質量差の平均した熱伝

導率のデータを示す。その平均した熱伝導率は・Fig．4．7

からFig．410のデータをもとに各混合比率50％、1go％，

95％，199％について、同じ質量差について、数個の熱伝

導率の値を平均して求めた。図は、なお、補足したデータ質

量の差3，4について混合比率60％、70％、80％の

熱伝導率の値を加えた。これらのデータは70Ge－73Ge及

び70Ge－74Geの2粒子系同位体の条件で計算して求めた。
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Fig．4．10　Mass　dependence　of　thermal

conductivitV　of　baseGe（99％ratio）

6

Fig．5．　l　Thermal　conductivity　of

baseGe　mean　data（50－100％Ge　ratio）

　Fig．4．7はFig．4．2について、2粒子系同位体の混合

比率50％の2っの質量の差について、x軸に質量の差をと

り、熱伝導率との関係を示した図である。50％の混合比率

　　Fig．5．1では、2粒子系同位体の各混合比率でも質量

の差が大きいほど、熱伝導率は小さくなっている。即ち、別

の視点で見ると、質量の差が小さいほど、熱伝導率が大きく

なるのは、より純度が高くなったと見ることも出来る。また、図
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には質量の差ではないが、純度100％のデータを70Geとの

差として72Geから76Geを併せて表した。（例；70Geを△m＝0

に、72Geを△mニ2に相当するとして示す）ゲルマニウムの

同位体では、質量が小さいほど、熱伝導率は大きくなる。2

粒子系の質量差が小さいほど、即ち、全体の質量としては

小さいほど熱伝導率が大きくなる。この両者の意味は同じ原

因と考える。
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以上に純度が高くなると熱伝導率は急激に大きくなる。即ち、

質量の異なる同位体が10％も加わると、熱の伝導の機構に

大きく影響することを表している。またそれ以上に異なる同

位体が増加したとしても、それ以上の全体に与える熱伝導

に対する影響は小さいことを意味している。

　　Fig．5．3はFig．5．1とFig．5．2の2次元の図を併せ

て3次元で表した図である。混合比率が90％以上大きく、

純度が高くなるほど、また2粒子系同位体である2つの混合

体質量の差が小さいほど、熱伝導率は大きくなる傾向を図

で明瞭に見ることができる。

6．まとめ

　物性値の1つである熱伝導率を分子動力学法を用いて

数値シミュレーションを行い、ゲルマニウム5個の同位体の

組み合わせにより求めた。特に2粒子系混合体の同位体質

量の差と熱伝導率の関係を求め、次のことが明らかになっ

た。

50 60 70　　　　80

賊Ge　ra廿。［％］

Fig．5．2Thermal　conductivity　of

baseGe　mean　dataで△m＝1－6｝

90 100

Fig．5．3　3－D　figure　fbr　themlal

　conductivity　of　mean　data

①2粒子系同位体の混合比率20％から8℃％の範
　　囲では、熱伝導率の変化は小さい。

②2粒子心同位体の混合比率が10％以下、及び
　　90％以上と純度が高くなるに従って、熱伝導率は

　　急激に増加する。

③2粒子系同位体では、混合比率50％～80％の範囲の

　　熱伝導率は、2つの混合体質量の差に大きく影響され、

　　その質量差が大きいほど、熱伝導率は減少する。
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　　Fig．5．2はFig．4．4からFig．46の熱伝導率のデー

タ（△m＝1，2，6）を各△mの各混合比率において平均し

た値を表した図である。更に、図には質量の差△m箒3，4

データを追加補足したデータを加えた。この図は2粒子系

同位体の質量の差が小さいほど熱伝導率は大きくなること

を示している。質量の差については80％以下の混合比率

では各熱伝導率はほぼ平行の値を示す。混合比率が90％


