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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
２つのコヒーレントな光波を入力し、混合してその差周波数に対応したテラヘルツ電磁波
を放射出力するテラヘルツ電磁波放射素子において、
半絶縁性の半導体バルク層と、
該半導体バルク層の直上に半導体ヘテロ接合構造によって形成される２次元電子層と、
該２次元電子層の側面の一部に電気的に接続されたソース電極と、
該ソース電極に対向する該２次元電子層の側面の他の一部に接続されたドレイン電極と
、
該２次元電子層の上面近傍に該２次元電子層と平行に、２つの異なる直流バイアス電位
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を交互に設定できる２重ゲート電極格子と、
該半導体バルク層の下面に接して膜状に形成されたテラヘルツ帯では反射鏡として機能
し、かつ光波帯では透明な、透明金属ミラーと、
によって構成され、
２つの光波を該透明金属ミラーの下面より入射させ、かつ、２重ゲート電極格子に２つ
の異なる直流バイアス電位を交互に与え、該２重ゲート電極格子の配位に対応して２次元
電子層の電子濃度を周期的に変調せしめたこと、
を特徴とするテラヘルツ電磁波放射素子。
【請求項２】
前記２重ゲート電極格子は、ゲート電極を櫛状にエッチングし、奇数番の櫛同士をチャネ
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ルの外側で接続し、偶数番の櫛同士をチャネルの外側で接続して形成された請求項１に記
載のテラヘルツ電磁波放射素子。
【請求項３】
前記半導体バルク層の側面が該半導体バルク層よりは低い比誘電率を有する低誘電材料で
被覆されたことを特徴とする請求項１又は２に記載のテラヘルツ電磁波放射素子。
【請求項４】
前記ソース電極と前記ドレイン電極の間に一定の直流バイアス電位を与え、該２次元電子
層内の２次元電子を一様に直流ドリフト走行せしめたことを特徴とする請求項１〜３のい
ずれかに記載のテラヘルツ電磁波放射素子。
【請求項５】
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前記２重ゲート電極格子の第１の回折格子ゲート電極の格子幅がサブミクロンオーダに設
定され、かつ、該第１の回折格子ゲート電極と近隣の第２の回折格子ゲート電極との間隔
がサブミクロン以下に設定され、かつ、該第２の回折格子ゲート電極の格子幅がミクロン
ないしサブミクロンオーダに設定され、
前記２重ゲート電極格子の第１の回折格子ゲート電極のバイアス電位を制御することに
よって、該第１の回折格子ゲート電極直下の２次元電子層の電子濃度を１０の１１乗毎平
方センチメートル乃至１０の１３乗毎平方センチメートルに設定し、２重ゲート電極格子
の第２の回折格子ゲート電極のバイアス電位を制御することによって、該第２の回折格子
ゲート電極直下の２次元電子層の電子濃度を準金属的に極めて高く設定するか、或いは半
絶縁的に極めて低く設定したこと、
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を特徴とする請求項１〜４のいずれかに記載のテラヘルツ電磁波放射素子。
【請求項６】
前記２重ゲート電極格子が、該第１の回折格子ゲート電極直下の２次元電子層内と同程度
の導電率を有する材料によって形成されたことを特徴とする請求項５に記載のテラヘルツ
電磁波放射素子。
【請求項７】
前記２重ゲート電極格子の厚みが、該２重ゲート電極格子と該２次元電子層との間隔より
も薄いことを特徴とする請求項６に記載のテラヘルツ電磁波放射素子。
【請求項８】
前記２重ゲート電極格子が、半導体ヘテロ接合構造内に該２次元電子層の上部に積層して
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なる第２の２次元電子層をエッチング加工することによって形成され、かつ該第２の２次
元電子層の導電率がゲートバイアス電位によって制御できることを特徴とする請求項７に
記載のテラヘルツ電磁波放射素子。
【請求項９】
２次元電子層と透明金属ミラーの距離を、放射させる（テラヘルツ帯）電磁波の波長の（
２ｎ＋１）／４倍（但しｎは整数）に設定したことを特徴とする請求項６〜８のいずれか
に記載のテラヘルツ電磁波放射素子。
【請求項１０】
２つのコヒーレントな光波を入力し、混合してその差周波数に対応したテラヘルツ電磁波
を放射出力するテラヘルツ電磁波放射素子の製造方法において、
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半導体バルク層となる基板の直上に半導体ヘテロ接合構造によって形成される２次元電
子層と、該２次元電子層の側面の一部に電気的に接続されたソース電極と、該ソース電極
に対向する該２次元電子層の側面の他の一部に接続されたドレイン電極と、を形成し、
該２次元電子層の上面近傍に該２次元電子層と平行に、２つの異なる直流バイアス電位
を交互に設定できる２重ゲート電極格子を形成し、
該半導体バルク層の下面に接して膜状に形成されたテラヘルツ帯では反射鏡として機能
し、かつ光波帯では透明な、透明金属ミラーを形成すること、
を特徴とするテラヘルツ電磁波放射素子の製造方法。
【請求項１１】
前記半導体バルク層の側面を、該半導体バルク層よりは低い比誘電率を有する低誘電材料
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で被覆したことを特徴とする請求項１０に記載のテラヘルツ電磁波放射素子の製造方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
本発明は、２つのコヒーレントな光波を入力し、混合してその差周波数に対応したテラ
ヘルツ電磁波を放射出力するテラヘルツ電磁波放射素子及びその製造方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
２次元電子システムは、サブバンド間エネルギーに相当する光学フォノンやフォトンに
よって、コヒーレントに分極振動励起される。この振動量子を２次元電子プラズモンと称
１１

する。一般的な２次元電子濃度（１０

〜１０

１２

10

−２

ｃｍ

）において、２次元電子プ

ラズモンはミクロン乃至サブミクロンの波長領域で基本モード周波数がテラヘルツ帯に到
達する。そのため２次元電子プラズモンは、テラヘルツ帯での電磁波発振・検出、周波数
混合・逓倍等の機能を実現する機構としての可能性を秘めている。２次元電子プラズモン
の物性研究は１９７０年代初頭に開始された。テラヘルツデバイスへの応用研究は１９９
０年代に始まり、歴史はまだ浅く、実用的な素子開発には至っていない。
【０００３】
高電子移動度トランジスタ（ＨＥＭＴ）構造における２次元電子プラズモンのテラヘル
ツ帯応用はＭ．ＤｙａｋｏｎｏｖとＭ．Ｓｈｕｒによって提案された（非特許文献１参照
）。プラズモン共鳴周波数を決定する電子濃度は、ゲートバイアスで制御できるため、実
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用上重要な周波数可変特性を実現できる。ゲート・ソース間容量とゲート・ドレイン間容
量のバイアス依存性の別により、ソース、ドレインの境界条件を非対称化することができ
る。ドレイン開放端において、放射モード電磁波の取り出しが可能である。ドレイン端か
らは奇数次高調波成分が、チャネル中央付近からは偶数次高調波成分が取り出せる。そこ
で、フォトン２光波でバンド間励起された光伝導電子の持つ差周波テラヘルツ成分によっ
て２次元電子の濃度を変調すれば、テラヘルツ帯のプラズモン共鳴を誘起できる（非特許
文献２，非特許文献３参照）。この２次元電子プラズモン共鳴波は、非放射モードであっ
て外部放射は果たせないが、２次元プラズモンの近傍に金属回折格子（グレーティング）
を配したり、アンテナ構造を配することにより、非放射モードのテラヘルツ帯２次元電子
プラズモン振動を放射モード電磁波へ変換することが可能である（非特許文献３，４参照
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）。かくして、２次元電子プラズモンを利用したテラヘルツ帯フォトミキサーが実現でき
るわけである。
【０００４】
フォトミキサーを構成する場合に重要なのは以下の２点である。
（１）光波から２次元電子プラズモン共鳴への変換効率
（２）２次元電子プラズモン共鳴から放射電磁波への変換効率
このうち本発明が対象とする（２）２次元電子プラズモン共鳴から放射電磁波への変換効
率について従来技術の推移を述べる。
【０００５】
非放射モードの２次元電子プラズモン共鳴波から放射モード電磁波へのモード変換機構
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としてグレーティングカップラが導入されている。いわゆるＳｍｉｔｈ−Ｐｕｒｃｅｌ効
果としてよく知られている。
【０００６】
Ｒ．Ｊ．Ｗｉｌｋｉｎｓｏｎらは非特許文献５において、ゲート電極を入れ子状に２重
回折格子型に形成して２次元電子濃度を周期的に変調し、その場合の遠赤外光の透過・反
射特性を観測した。２次元電子濃度変調による回折格子構造が遠赤外光を効率よく吸収す
る光カップラとして機能することと、２次元電子濃度の変調によりプラズマ共鳴周波数が
制御可能であることを主張した。
【０００７】
Ｓ．Ａ．Ｍｉｋｈａｉｌｏｖは非特許文献４においてこのグレーティング構造が持つ構
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造パラメータと、２次元電子濃度、グレーティング部位の電子濃度、電子のドリフト速度
、散乱緩和時間からなる材料物性パラメータを用いて電磁波伝搬特性を明らかにした。２
次元電子がグレーティングによって周期的濃度変調を受けることによって定まるプラズマ
周波数と、グレーティング自身のプラズマ周波数が等しくなると、電子の散乱が小さけれ
ばプラズマ周波数の低域近傍で電磁波の透過係数が１を越えて増幅利得が得られることを
示した。この具体策として金属グレーティングの代わりに導電率が２次元電子プラズモン
と同程度に低い量子細線を導入する構造が提案された。
【０００８】
Ｘ．Ｇ．Ｐｅｒａｌｔａらは、非特許文献６において、２次元電子層を２層形成し、１
重回折格子型ゲートで上層の２次元電子濃度を周期変調し、テラヘルツ電磁波照射による
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２次元電子層の光応答特性を観測した。周期的濃度変調を受けることによって定まるプラ
ズマ周波数が光応答特性に与える共鳴特性が２次元電子層の２層化によって増強されるこ
とを示した。
【０００９】
モード変換のためのグレーティング構造の導入はこのほか、Ｖ．Ｒｙｚｈｉｉらが非特
許文献３において、スパイラルアンテナ構造の導入を提案した例がある。
【非特許文献１】Ｍ．Ｄｙａｋｏｎｏｖ

ａｎｄ

Ｍ．Ｓｈｕｒ，Ｐｈｙｓ．Ｒｅｖ．Ｌ

ｅｔｔ．，７１（１５），２４６５（１９９３）
【非特許文献２】Ｔ．Ｏｔｓｕｊｉ，Ｙ．Ｋａｎａｍａｒｕ，ｅｔ．ａｌ．，Ｄｉｇ．ｔ
ｈｅ

５９ｔｈ

Ａｎｎｕａｌ

Ｄｅｖ．Ｒｅｓ．Ｃｏｎｆ．，Ｎｏｔｒｅ

Ｄａｍｅ，
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ＩＮ，９７（２００１）
【非特許文献３】Ｖ．Ｒｙｚｈｉｉ，Ｉ．Ｋｈｍｙｒｏｖａ，ａｎｄ

Ｍ．Ｓｈｕｒ，Ｊ

．Ａｐｐｌ．Ｐｈｙｓ．，Ｖｏｌ．９１，Ｎｏ．４，１８７５（２００２）
【非特許文献４】Ｓ．Ａ．Ｍｉｋｈａｉｌｏｖ，Ｐｈｙｓ．Ｒｅｖ．Ｂ，Ｖｏｌ．５８，
ｐｐ．１５１７−１５３２，１９９８
【非特許文献５】Ｒ．Ｊ．Ｗｉｌｋｉｎｓｏｎ，ｅｔ．Ａｌ．，Ｊｏｕｒｎａｌ
Ａｐｐｌｉｅｄ

ｏｆ

Ｐｈｙｓｉｃｓ，Ｖｏｌ．７１，Ｎｏ．１２，ｐｐ．６０４９−６０６

１，１９９２．
【非特許文献６】Ｘ．Ｇ．Ｐｅｒａｌｔａ，ｅｔ．Ａｌ．，Ａｐｐｌｉｅｄ
ｃｓ

Ｐｈｙｓｉ

Ｌｅｔｔｅｒｓ，Ｖｏｌ．８１，Ｎｏ．９，ｐｐ．１６２７−１６２９，２００２
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．
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１０】
以上のようにグレーティング結合した２次元電子プラズモンのプラズモン共鳴の研究例
はあるが、プラズモン共鳴からテラヘルツ電磁波放射への変換効率は乏しく、フォトミキ
サーとしての実用化には障壁が高い。また、回折格子の周期性は周波数選択性を必然的に
生じさせ、広帯域なモード変換を果たすことには本質的な無理がある。
【００１１】
本発明は、以上の従来技術が抱える問題点を克服し、非放射２次元電子プラズモン波か
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ら放射電磁波への変換効率を向上させ、かつ広帯域な特性を実現することを目的としてい
る。
【課題を解決するための手段】
【００１２】
本発明のテラヘルツ電磁波放射素子は、２つのコヒーレントな光波を入力し、混合して
その差周波数に対応したテラヘルツ電磁波を放射出力する。このテラヘルツ電磁波放射素
子は、半絶縁性の半導体バルク層と、該半導体バルク層の直上に半導体ヘテロ接合構造に
よって形成される２次元電子層と、該２次元電子層の１辺に電気的に接続されたソース電
極と、該ソース電極に対向する該２次元電子層の他の１辺に接続されたドレイン電極と、
該２次元電子層の上面近傍に該２次元電子層と平行に、２つの異なる直流バイアス電位を
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交互に設定できる２重ゲート電極格子と、該半導体バルク層の下面に接して膜状に形成さ
れたテラヘルツ帯では反射鏡として機能し、かつ光波帯では透明な、透明金属ミラーと、
によって構成される。２つの光波を該透明金属ミラーの下面より入射させ、かつ、２重ゲ
ート電極格子に２つの異なる直流バイアス電位を交互に与え、該２重ゲート電極格子の配
位に対応して２次元電子層の電子濃度を周期的に変調せしめる。
【００１３】
また、本発明のテラヘルツ電磁波放射素子の製造方法は、半導体バルク層となる基板の
直上に半導体ヘテロ接合構造によって形成される２次元電子層と、該２次元電子層の１辺
に電気的に接続されたソース電極と、該ソース電極に対向する該２次元電子層の他の１辺
に接続されたドレイン電極と、を形成し、該２次元電子層の上面近傍に該２次元電子層と
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平行に、２つの異なる直流バイアス電位を交互に設定できる２重ゲート電極格子を形成し
、該半導体バルク層の下面に接して膜状に形成されたテラヘルツ帯では反射鏡として機能
し、かつ光波帯では透明な、透明金属ミラーを形成することを特徴としている。
【発明の効果】
【００１４】
本発明によれば、非放射２次元電子プラズモン波から放射電磁波への変換効率を向上さ
せ、かつ、より広帯域性を実現することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１５】
【図１】図１は本発明を具体化するテラヘルツ電磁波放射素子の第一の例を示す構造断面
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図である。
【図２】図２は本発明を具体化するテラヘルツ電磁波放射素子の第二の例を示す構造断面
図であり、ゲート電極を量子細線で形成した例を示している。
【図３】図３は数値解析するために、図１に対応して単純化した構造を示す鳥瞰図である
。
【図４】図４は図３に示す構造の断面図である。
【図５】図５は第一の例のテラヘルツ電磁波放射素子について、半絶縁性ＧａＡｓバルク
層内のｘ軸中央で２次元電子層から０．４ミクロン下方の点の電界ｘ軸成分のスペクトル
強度分布を示す図である。
【図６】図６は第一の例のテラヘルツ電磁波放射素子について、空気層内のｘ軸中央で２
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次元電子層から０．４ミクロン上方の点の電界ｘ軸成分のスペクトル強度分布を示す図で
ある。
【図７】図７は第二の例のテラヘルツ電磁波放射素子について、半絶縁性ＧａＡｓバルク
層内のｘ軸中央で２次元電子層から０．４ミクロン下方の点の電界ｘ軸成分のスペクトル
強度分布を示す図である。
【図８】図８は第二の例のテラヘルツ電磁波放射素子について、空気層内のｘ軸中央で２
次元電子層から０．４ミクロン上方の点の電界ｘ軸成分のスペクトル強度分布を示す図で
ある。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１６】
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以下、例示に基づき本発明を説明する。図１は、本発明を具体化するテラヘルツ電磁波
放射素子の第一の例を示す構造断面図である。図中の半絶縁性バルク層を構成する基板の
上に、半導体ヘテロ接合構造を形成する。半導体ヘテロ接合構造は、ワイドバンドギャッ
プのバッファ層、ナローバンドギャップの真性半導体によるチャネル層、ドナーを２次元
的にドープしたワイドバンドギャップの電子供給層（キャリア供給層）から構成され、そ
の形成は、化合物トランジスタで量産・実用化されている、分子線エピタキシー（ＭＢＥ
）や金属有機気相エピタキシー（ＭＯＶＰＥ）の技術によって、半絶縁性バルク層に半導
体ヘテロ接合構造をナノメータ精度でエピタキシャル成長させることができる。
【００１７】
バッファ層、チャネル層、電子供給層が１組となって、チャネル層と電子供給層とのチ
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ャネル側界面に２次元的に電子が閉じ込められて２次元電子層が形成される。電子供給層
の上部に更に強くｎ型にドープした半導体エピタキシャル層をオーミック層として堆積し
て、チャネルの両端部分には、更に金属電極を成膜することで、金属電極とチャネル層が
オーミック接続され、それぞれソース電極、ドレイン電極が形成される。一方チャネル上
部の該オーミック層はリセスエッチングによって除去した後に、ゲート電極を形成する。
ここまではＨＥＭＴ素子の製造に用いられている標準的なプロセスそのものである。
【００１８】
ゲート電極を櫛状にエッチングし、奇数番の櫛同士をチャネルの外側で接続し、偶数番
の櫛同士をチャネルの外側で接続して、入れ子型２重回折格子状の複ゲート電極格子（便
宜上、ゲート格子Ａ，Ｂと称する）を形成する。ゲート格子ＡとＢのバイアス電位を別に

10

することにより、ゲート格子直下の２次元電子層の電子濃度をゲート格子の周期で変調す
ることができる。
【００１９】
２重回折格子ゲートは、モリブデン等の導電率の低い準金属材料で形成するのがよい。
２重回折格子ゲートのプラズマ周波数を２次元電子層のそれに接近できるからであり、こ
れにより、テラヘルツ電磁波放射効率の増大が可能となる。また、ゲート電極の厚みはで
きる限り薄く（ゲート電極と２次元電子層との間隔以下に）形成することが放射率の向上
には重要である。
【００２０】
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２重回折格子型ゲート電極を、例えば、半導体ヘテロ接合構造内に該２次元電子層の上
部に積層してなる第２の２次元電子層をエッチング加工することによって形成すれば、電
極の厚みは極限的に薄くでき、かつ、電極の導電率も２次元電子層のそれと同程度に低減
できるので、２重回折格子型ゲートのプラズマ周波数を２次元電子層のプラズマ周波数に
接近でき、放射効率の向上が果たせる。更には、該第２の２次元電子層の導電率がゲート
バイアス電位によって制御できることから、２重回折格子型ゲートのプラズマ周波数を可
変制御することも可能である。従って、放射したい電磁波周波数に応じて放射効率をより
向上させることが可能である。
【００２１】
このようにして、素子本体が作成された後に、半絶縁性バルク層（基板）を裏面から選

30

択的にエッチングもしくは研磨し、低誘電材料のクラッド材を充填（埋める）する。この
クラッド材は、半絶縁性バルク層の周囲を被覆するように、図１に図示した左右両側だけ
でなく、図中の手前側と奥側も被覆する。このように、半絶縁性バルク層の側面をそれよ
りも誘電率の低いクラッド層で覆うと、縦型共振器内への電磁波の閉じ込めが強まり、放
射損を低減でき、より変換効率の向上が図れる。
【００２２】
最後の工程として、半絶縁性バルク層の下面に、ＩＴＯ（酸化インジウム・スズ）など
の可視から近赤外光に対しては透明で金属並みの導電率を有する、従ってテラヘルツ電磁
波には反射特性を示す透明金属を成膜する。これによって、光波入力は透過し、テラヘル
ツ電磁波にはミラーとして機能する透明金属ミラーを形成できる。
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【００２３】
次に、このようにして完成したテラヘルツ電磁波放射素子の動作を説明する。周波数が
テラヘルツ程度に接近した２つのコヒーレントな直線偏光（電界ベクトルの向きを図１で
はＥで表示）の光波を、透明金属ミラーの下面より種光として入射させる。図１では２つ
の光波の波数ベクトルをｋ１，ｋ２で、周波数をｆ０，ｆ０＋Δｆで示している。例えば
、該２光波のフォトンエネルギーが２次元プラズモンを構成する電子走行層のバンドギャ
ップエネルギーよりも大きく、かつ他の半導体エピタキシャル層および半導体基板のバン
ドギャップエネルギーよりも小さい光波を用いることにより、光励起電子を生成すること
ができる。当該光励起電子は、伝導帯ポテンシャルの自己傾斜によって加速され、差周波
成分Δｆ成分を伴って２次元プラズモン領域に注入される。この光励起電子の差周波数成
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分Δｆ成分によって２次元プラズモンが励起される。かくして、２重ゲート格子に対応し
て離散化された２次元電子領域内ではプラズモン共鳴がこの差周波数成分Δｆで励起され
る。単一２次元電子領域におけるプラズモン共鳴が励振源となり、これが２次元平面内に
離散周期的にコヒーレントに励振される。この周期構造自体が放射電磁波モードへの変換
を果たすことになるが、この周期的２次元電子層の周期性と電子濃度できまるプラズマ周
波数近傍では、この２次元電子層の透過・反射特性が極を持ち、多くは透過率の低下をも
たらすことが知られている。
【００２４】
一方、この２次元電子層が反射特性を有することから、放射電磁波にとっては、２次元
電子層と新たに設置する透明金属ミラーの間で縦方向に共振器が形成される。この共振器

10

の定在波条件に放射電磁波周波数が合致する、すなわち、共振器長が放射させる（テラヘ
ルツ帯）電磁波の波長の（２ｎ＋１）／４倍（但しｎは整数）に一致すると、放射電磁波
の反射成分によって共振器内の電磁波成分が重畳される。ところで、２次元プラズモンの
伝導帯はサブバンドに分裂しているから、プラズモン領域に到達した当該反射テラヘルツ
電磁波は、サブバンド間吸収によって２次元プラズモンを直接的に励起することができる
。これが更なるプラズマ共鳴の励起につながり、プラズマ共鳴→電磁波放射の正帰還に至
る。
【００２５】
２次元電子層と透明金属ミラーの間で構成される縦型共振器の共振器長は半絶縁性バル
ク層の厚みによって固定化されるため、誘電率が一定値の周波数領域では共振周波数は固
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定化される。しかし、２次元電子層の反射率が十分に高くはないために、共振器のＱ値（
透明電極ミラーの反射率と２次元電子層の反射率によって定まる）は高くないことから、
プラズマ周波数の近傍の比較的広い範囲で放射電磁波の増強効果が得られる。
【００２６】
そこへ、２重回折格子型ゲート電極の存在により、２重回折格子型ゲート電極自身も導
電率の高い電極領域が周期的に存在することからプラズマ周波数が特定され、このプラズ
マ周波数が２次元電子層のプラズマ周波数と同程度になれば、プラズマ周波数の低域近傍
において、この領域を通過する電磁波のエネルギーは２次元電子プラズモンからのエネル
ギー供給を受けて増幅されることになる（Ｓ．Ａ．Ｍｉｋｈａｉｌｏｖの理論）。
【００２７】

30

縦型共振器の共振周波数と２次元電子層ならびに２重回折格子型ゲートのプラズマ周波
数をおおよそ一致もしくは接近させることによって、プラズマ周波数を挟む比較的広い周
波数領域に渡り、高い電磁波放射効率を実現することができる。放射電磁波の波数ベクト
ルは図１ではΔｋで示している。
【００２８】
また、ソース電極とドレイン電極の間に一定の直流バイアス電位を与えることにより、
該２次元電子層内の２次元電子を一様に直流ドリフト走行せしめることができる。
【００２９】
図２は、本発明を具体化するテラヘルツ電磁波放射素子の第二の例を示す構造断面図で
あり、ゲート電極を量子細線で形成した例を示している。図示の構造は、先の第一の例と
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はゲート電極の構成においてのみ相違する。Ｇ１或いはＧ２と表示した量子細線にバイア
スを印加することによって、その上部に形成した電子供給層からの電子供給量を調整でき
るため、量子細線中の電子濃度を制御でき、よって導電率（電子濃度に比例する）を制御
できる。２重回折格子型ゲート電極のプラズマ周波数に応じて、電磁波放射効率が最大と
なる周波数は変移するため、当該ゲート電極を量子細線で形成するなどして電極の導電率
を制御できるようにすることで、更なる広帯域化を果たすことができる。
【実施例１】
【００３０】
図１に示したテラヘルツ電磁波放射素子のさらに具体的な構成例を例示する。半導体バ
ルク層としては、半絶縁性ＧａＡｓ（ガリウム砒素）を、そして、クラッド層としては、
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ＧａＡｓよりも誘電率の低いＳｉ３Ｎ４（窒化シリコン）、ＢＣＢ（ベンゾシクロブテン
）、ポリイミドなどの誘電体を用いることができる。半導体ヘテロ接合構造は、半導体バ
ルク層上にワイドバンドギャップの真性ＧａＡｓなどでバッファ層を形成し、その上にナ
ローバンドギャップの真性ＩｎＧａＡｓで電子走行層（チャネル）を形成し、その上にワ
イドバンドギャップのｎ型ＩｎＧａＰ層を形成する。このｎ型ＩｎＧａＰ層は過剰な電子
を有するｎ型半導体であり、電子走行層に電子を供給する役割を果たす。これは通常のＨ
ＥＭＴ（高電子移動度トランジスタ）と同じ機構である。この電子供給層の上部には、ソ
ース電極（金属）、ドレイン電極（金属）を形成するために金属・半導体接合でオーミッ
ク接合（非ダイオード接合）を作る必要から、強いｎ型のｎ＋ＧａＡｓ層などを堆積し、
更に金属（例えばＡｕやＰｔ）電極を堆積してオーミック接合を作る。チャネル上部のゲ
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ート電極部は絶縁化が必要なので、このｎ＋ＧａＡｓ層はリセスエッチングし、Ｔｉ−Ｐ
ｔ−Ａｕ或いはモリブデンなどによるゲート電極を堆積する。
【００３１】
２重回折格子型ゲート電極の第１の回折格子ゲート電極の格子幅がサブミクロンオーダ
に設定され、かつ、該第１の回折格子ゲート電極と近隣の第２の回折格子ゲート電極との
間隔がサブミクロン以下に設定され、かつ、該第２の回折格子ゲート電極の格子幅がミク
ロンないしサブミクロンオーダに設定される。また、２重回折格子型ゲート電極の第１の
回折格子ゲート電極のバイアス電位を制御することによって、該第１の回折格子ゲート電
極直下の２次元電子層の電子濃度を１０の１１乗毎平方センチメートル乃至１０の１３乗
毎平方センチメートルに設定し、２重回折格子型ゲート電極の第２の回折格子ゲート電極

20

のバイアス電位を制御することによって、該第２の回折格子ゲート電極直下の２次元電子
層の電子濃度を準金属的に極めて高く設定するか、或いは半絶縁的に極めて低く設定する
ことができる。
【実施例２】
【００３２】
図１に示したテラヘルツ電磁波放射素子の実施例１とは別の構成例を例示する。半導体
ヘテロ接合構造を、ＩｎＰ系ヘテロ接合構造にして、半導体バルク層を、半絶縁性ＩｎＰ
（インジウム燐）によって、また、クラッド層を、ＩｎＰよりも誘電率の低いＳｉ３Ｎ４
（窒化シリコン）、ＢＣＢ（ベンゾシクロブテン）、ポリイミドなどの誘電体によって形
成することができる。半導体ヘテロ接合構造は、半導体バルク層上にワイドバンドギャッ
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プの真性ＩｎＡｌＡｓなどでバッファ層を形成し、その上にナローバンドギャップの真性
ＩｎＧａＡｓで電子走行層（チャネル）を形成し、その上にＳｉをドナーとしてδドープ
（厚み方向にごく限られた領域のみにドープする意）したワイドバンドギャップのＩｎＡ
ｌＡｓ層を形成する。このＳｉ−δドープＩｎＡｌＡｓ層は過剰な電子を有するｎ型半導
体であり、電子走行層に電子を供給する役割を果たす。これは通常のＨＥＭＴ（高電子移
動度トランジスタ）と同じ機構である。この電子供給層の上部には、ソース電極（金属）
、ドレイン電極（金属）を形成するために金属・半導体接合でオーミック接合（非ダイオ
ード接合）を作る必要から、強いｎ型のｎ＋ＩｎＧａＡｓ層などを堆積し、更に金属（例
えばＡｕやＰｔ）電極を堆積してオーミック接合を作る。チャネル上部のゲート電極部は
絶縁化が必要なので、このｎ＋ＧａＡｓ層はリセスエッチングし、Ｔｉ−Ｐｔ−Ａｕ或い
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はモリブデンなどによるゲート電極を堆積する。
【実施例３】
【００３３】
ゲート格子直下の２次元電子層の電子濃度をゲート格子の周期で変調した結果について
、説明する。
【００３４】
電子走行層のチャネルに電子が誘起される閾値ゲートバイアスをＶｔｈとする。例えば
ＩｎＰ系デバイス（実施例２参照）の場合、ゲート格子Ａには例えばＶｔｈ＋０．３Ｖ、
ゲート格子Ｂはそれより高く例えばＶｔｈ＋１．０Ｖに設定すると、ゲート格子Ａの直下
のチャネルには１０１１ないし１０１２ｃｍ−２の２次元電子濃度に、ゲート格子Ｂの直
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下のチャネルには１０１４ｃｍ−２以上の準金属的高電子濃度に設定できる。一方、ゲー
ト格子Ｂのバイアスを格子Ａのそれより低く例えばＶｔｈ−０．２Ｖに設定すると、ゲー
ト格子Ｂの直下のチャネルには１０９ｃｍ−２以下の半絶縁的低電子濃度に設定できる。
【００３５】
まず、単独の格子Ａ直下の２次元電子領域では、その領域の電子濃度と寸法：ゲート長
（両側の異なる電子濃度領域までの間隔）に固有の周波数で電子プラズマが共鳴励振する
。半導体ヘテロ接合材料系でゲート長をサブミクロン、電子濃度を１０１２ｃｍ−２程度
の場合、プラズマ共鳴周波数はテラヘルツ帯に達する。フォトミキサーの場合は光波２波
を照射し、この２波の周波数差をプラズマ共鳴周波数に設定しておくと、差周波テラヘル
ツ帯でプラズマ共鳴を励起できる。これが振動の源となる。この状態は、飛び飛びの格子
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Ａ直下の領域で個々にプラズマ共鳴が励起されている。ちなみに単一の領域だけでは、こ
のプラズマ共鳴は電磁波放射には至らない。なぜならプラズマ共鳴波の波長はゲート長オ
ーダ（サブミクロン）であり、空間伝播するテラヘルツ電磁波の波長（数１０ミクロン）
とは桁違いであるからである。
【００３６】
格子ＡとＢが交互に繰り返し存在することから、プラズマ共鳴が飛び飛びの領域で励起
される。この周期構造、言い換えれば、電子濃度がゲート格子の周期で変調された回折格
子のような構造によって、この周期に対応した波長でも電子プラズマが共鳴することとな
る。ここに至っては、飛び飛びの領域のプラズマ共鳴波が互いに結合しあい、全体として
同期した大きな振動となる。この領域が空間伝播する電磁波の波長と同程度まで広いと、
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このプラズマ振動と垂直方向に電磁波放射が生じる。つまり非放射モードのプラズマ振動
が放射モード電磁波へと変換が果たされることになる。この周期構造によって決まるプラ
ズマ周波数ｆｐは、この周期（格子ＡとＢの１組の距離）を波長λの整数倍とし、電子濃
度に依存した位相速度ｖｐによってｆｐ＝ｖｐ／λで決定される。格子Ａ直下の電子濃度
領域のプラズマ周波数と格子Ｂ直下の電子濃度領域のプラズマ周波数は当然ながら異なり
、格子Ａ直下のプラズマ周波数をテラヘルツ領域に、格子Ｂ直下のプラズマ周波数をテラ
ヘルツから大きく外すように設定することによって、格子Ａ直下のプラズマ共鳴が種とな
ってその周波数の電磁波放射が得られることになる。格子Ａ、Ｂの周期はプラズマ周波数
を所望の範囲に設定できるように決定される。ちなみにプラズマ周波数と周期性、電子濃
度との関係は、非特許文献４に記されている。
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【実施例４】
【００３７】
以下、具体的な構造・材料を仮定して、図１に例示のテラヘルツ電磁波放射素子のテラ
ヘルツ帯電磁波変換効率・放射効率の改善効果を示す。図３は、数値解析するために、図
１に対応して単純化した構造を示す鳥瞰図であり、図４は、その断面図である。ここで、
バッファ層や電子供給層は、半絶縁性バルク層と同一の性質（誘電率と導電率）として近
似しており、また、図中の下部に示した数値目盛は、数値解析する領域をメッシュ状に分
割したメッシュ数を単位とする座標値である。
【００３８】
図示したような２次元電子層の電子濃度を１０１２ｃｍ−２とする幅０．１ミクロンの
１８

中濃度領域と電子濃度が１０

40

ｃｍ

−２

と金属並みに高い幅１．９ミクロンの高濃度領

域を交互に９周期分構成し、その上部に導電率が中濃度２次元電子層と同等のゲート電極
を厚さ０．１ミクロンで周期的に形成し、その上部は空気層、２次元電子層の下部は半絶
縁性ＧａＡｓバルク層とし、その下面には金属ミラーとして電気的完全反射条件を仮定す
る。この周期数は実施例３で示したような条件を満たすように選ぶ必要があり、本来は数
１０〜数１００周期とするべきであるが、例示のように、格子Ａが９領域、格子Ｂが１０
領域で構成しても、電磁波放射特性の解析結果は構造依存性を示すため十分有効である。
【００３９】
中濃度２次元電子領域のプラズマ周波数は、Ｓ．Ａ．Ｍｉｋｈａｉｌｏｖの理論（非特
許文献４参照）により、ほぼ３．４ＴＨｚとなる。ＧａＡｓの比誘電率を１３．１として
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、２次元電子層と金属ミラーとの間隙に形成される縦型共振器の共振器長がこのプラズマ
周波数３．４ＴＨｚの１／４波長となるように設定する。また、２重回折格子型ゲート電
極のプラズマ周波数も３．４ＴＨｚに一致するように、Ｓ．Ａ．Ｍｉｋｈａｉｌｏｖの理
論（非特許文献４参照）によって電極導電率を設定する。
【００４０】
この周期的中濃度２次元電子領域にプラズマ共鳴が励起された場合の、プラズマ共鳴波
から放射モード電磁波への変換、さらには素子上面の空気領域への電磁波放射電力を数値
解析する。解析は、この周期的中濃度２次元電子領域をインパルス電流源で励振し、それ
によって生じた半絶縁性バルク層内、及び空気領域の特定の座標点における電界成分の周
波数スペクトル強度分布を求める。ソースからドレイン電極方向をｘ軸に、金属ミラー面
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から上面への縦方向をｚ軸にとる。プラズマ共鳴波は、ｘ軸方向の縦波振動波であり、放
射電磁波は、電界がｘ軸成分で進行方向がｚ軸の平面波となるので、電界のｘ成分を求め
る。
【００４１】
この構造の外周はすべて電磁波吸収境界条件を設定して時間領域有限差分法を用いて電
磁波の伝播姿態の時間発展を数値解析し、その時間応答波形をフーリエ変換することによ
って周波数スペクトルを算出した結果を図５、図６に示す。なお、図中１０ＴＨｚ以上の
高周波域でのブロードで大きい電界成分のピークは数値解析上の誤差（振動的な解の収束
誤差）であるので、無視することにする。
【００４２】

20

図５は、半絶縁性ＧａＡｓバルク層内のｘ軸中央で２次元電子層から０．４ミクロン下
方の点の電界ｘ軸成分のスペクトル強度分布を示す。解析結果ａは、裏面の金属ミラーと
２重回折格子型ゲート電極を除去した構造、解析結果ｂは、裏面の金属ミラーは設置し、
２重回折格子型ゲート電極を除去した構造、解析結果ｃは、裏面の金属ミラーと２重回折
格子型ゲート電極を設置した本発明による構造である。金属ミラーの設置により、３．４
ＴＨｚを基本波とする共振効果が生じていることがわかる。更に、２重回折格子型ゲート
電極の設置により、プラズマ周波数の３．４ＴＨｚ近辺にて電界成分の増大効果が見て取
れる。
【００４３】
図６は、空気層内のｘ軸中央で２次元電子層から０．４ミクロン上方の点の電界ｘ軸成
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分のスペクトル強度分布を示す。図５の傾向と同様であるが、特に、２重回折格子型ゲー
ト電極の設置により、プラズマ周波数の３．４ＴＨｚの低域側の広い周波数範囲において
電界成分の増大効果が見て取れる。
【００４４】
周波数５ＴＨｚ付近より低い周波数領域では半絶縁性ＧａＡｓバルク層内も空気層内も
電界成分の増大が得られており、電磁波放射利得が得られていることがわかる。利得が得
られること自体は、Ｓ．Ａ．Ｍｉｋｈａｉｌｏｖの理論（非特許文献４参照）によって明
らかであるが、本発明は、縦型共振器構造を導入することによって、従前にない高い利得
と、より広い周波数特性を得ることができるのである。
【実施例５】
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【００４５】
次に、図２に例示の第二の例のテラヘルツ電磁波放射素子について、テラヘルツ帯電磁
波変換効率・放射効率の改善効果を示す。第二の例によれば、図３，図４に示すような２
次元電子層の電子濃度を１０１２ｃｍ−２とする幅０．１ミクロンの中濃度領域と電子濃
度が１０７ｃｍ−２と半絶縁性ＧａＡｓバルク層並みに低い幅１．９ミクロンの低濃度領
域を交互に９周期分構成し、その上部に導電率が中濃度２次元電子層と同等のゲート電極
を厚さ０．１ミクロンで周期的に形成し、その上部は空気層、２次元電子層の下部は半絶
縁性ＧａＡｓバルク層とし、その下面には金属ミラーとして電気的完全反射条件を仮定す
る。中濃度２次元電子領域のプラズマ周波数は、Ｓ．Ａ．Ｍｉｋｈａｉｌｏｖの理論によ
り、ほぼ３．４ＴＨｚとなる。ＧａＡｓの比誘電率を１３．１として、２次元電子層と金
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属ミラーとの間隙に形成される縦型共振器の共振器長がこのプラズマ周波数３．４ＴＨｚ
の１／４波長となるように設定する。また、２重回折格子型ゲート電極のプラズマ周波数
も３．４ＴＨｚに一致するように、Ｓ．Ａ．Ｍｉｋｈａｉｌｏｖの理論によって電極導電
率を設定する。
【００４６】
この周期的中濃度２次元電子領域にプラズマ共鳴が励起された場合の、プラズマ共鳴波
から放射モード電磁波への変換、さらには素子上面の空気領域への電磁波放射電力を数値
解析する。解析は、この周期的中濃度２次元電子領域をインパルス電流源で励振し、それ
によって生じた半絶縁性バルク層内、及び空気領域の特定の座標点における電界成分の周
波数スペクトル強度分布を求める。ソースからドレイン電極方向をｘ軸に、金属ミラー面
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から上面への縦方向をｚ軸にとる。プラズマ共鳴波は、ｘ軸方向の縦波振動波であり、放
射電磁波は、電界がｘ軸成分で進行方向がｚ軸の平面波となるので、電界のｘ成分を求め
る。
【００４７】
この構造の外周はすべて電磁波吸収境界条件を設定して時間領域有限差分法を用いて電
磁波の伝播姿態の時間発展を数値解析し、その時間応答波形をフーリエ変換することによ
って周波数スペクトルを算出した結果を図７，図８に示す。なお、図５、図６と同様、図
中１０ＴＨｚ以上の高周波域でのブロードで大きい電界成分のピークは数値解析上の誤差
（振動的な解の収束誤差）であるので、無視することにする。
【００４８】
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図７は、半絶縁性ＧａＡｓバルク層内のｘ軸中央で２次元電子層から０．４ミクロン下
方の点の電界ｘ軸成分のスペクトル強度分布を示す。図中の凡例に示す記号ｃは図５の解
析結果ｃに対応しており、裏面の金属ミラーと２重回折格子型ゲート電極を設置した本発
明による構造である。金属ミラーの設置により、３．４ＴＨｚを基本波とする共振効果が
生じていることがわかる。更に、２重回折格子型ゲート電極の設置により、プラズマ周波
数の３．４ＴＨｚ近辺から低域の広い周波数領域において電界成分の増大効果が見て取れ
る。
【００４９】
図８は、空気層内のｘ軸中央で２次元電子層から０．４ミクロン上方の点の電界ｘ軸成
分のスペクトル強度分布を示す。図６の傾向と同様であるが、特に、２重回折格子型ゲー
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ト電極の設置により、プラズマ周波数３．４ＴＨｚの低域側の広い周波数範囲において電
界成分の増大効果が見て取れる。特に、図６の例と比較すると、周期的２次元電子層の幅
１．９ミクロンの周期的領域の電子濃度を１０７ｃｍ−２と半絶縁性ＧａＡｓバルク層並
みに低く設定したことにより、この領域のプラズマ周波数が０．０１ＴＨｚ以下の低周波
域に存在することになり、準金属的な高電子濃度に設定した（従ってこの領域のプラズマ
周波数が１０ＴＨｚ以上の高周波域に存在する）図６の例よりも、より低い周波領域にま
で電界成分の増大効果が得られる。
【００５０】
本発明によれば、縦型共振器構造を導入することによって、従前にない高い利得と、よ
り広い周波数特性を得ることができるのである。
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