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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
a) 量子井戸構造を有する層であって量子井戸内のサブバンド間の遷移エネルギーの大
きさが異なるm個（mは2以上の整数）の量子井戸構造層が積層され、各量子井戸構造層を
積層方向の両側から挟むようにn型半導体から成る層であるn層及びp型半導体から成る層
であるp層が設けられた積層体と、
b) 前記m個の量子井戸構造層の各々において、該量子井戸構造層を挟む前記n層及び前
記p層に直接又は間接的に接続された、該量子井戸構造層の量子井戸内の電荷を前記n層又
は前記p層に移動させる電圧を印加する電圧印加手段と、
c) 前記m個の量子井戸構造層の各々への前記電圧の印加のON/OFFを切り替える電圧切替
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手段と、
d) 前記積層体内又は該積層体に隣接して設けられた、前記m個の量子井戸構造層の各々
から該量子井戸構造層の量子井戸におけるサブバンド間の遷移エネルギーに対応して1種
類ずつ生じる合計m種類の波長の光がいずれも共振するように、単一の周期から成る周期
的屈折率分布が形成されているフォトニック結晶部と
を備えることを特徴とする熱輻射光源。
【請求項２】
前記mが2であることを特徴とする請求項１に記載の熱輻射光源。
【請求項３】
前記積層体及び前記フォトニック結晶部が一体で構成されていることを特徴とする請求
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項１又は２に記載の熱輻射光源。
【請求項４】
前記フォトニック結晶部が、前記積層体と、該積層体の各層を貫くように積層方向に設
けられ、前記量子井戸構造層、前記n層及び前記p層に平行に周期的に配置された空孔から
成ることを特徴とする請求項３に記載の熱輻射光源。
【請求項５】
前記積層体において、第１半導体層、第１の前記量子井戸構造層である第１量子井戸構
造層、第２半導体層、第２の前記量子井戸構造層である第２量子井戸構造層、及び第３半
導体層がこの順で積層されており、
前記第１半導体層及び前記第３半導体層が前記n層及び前記p層のいずれか一方であって
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、前記第２半導体層が前記n層及び前記p層のうち前記第１半導体層及び前記第３半導体層
のものとは異なる方であり、
前記第１半導体層及び前記第３半導体層に前記電圧印加手段が接続されている
ことを特徴とする請求項１〜４のいずれかに記載の熱輻射光源。
【請求項６】
前記m種類の波長が、前記フォトニック結晶部の基本モードの共振波長及び1又は複数の
高次モードの共振波長、又は該フォトニック結晶部の複数の高次モードの共振波長である
ことを特徴とする請求項１〜５のいずれかに記載の熱輻射光源。
【請求項７】
前記フォトニック結晶部が、板材に該板材とは屈折率が異なる領域である異屈折率領域
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が三角格子状又は正方格子状に配置されているものであることを特徴とする請求項１〜６
のいずれかに記載の熱輻射光源。
【請求項８】
a) 量子井戸構造を有する層であって量子井戸内のサブバンド間の遷移エネルギーの大
きさが異なるm個（mは2以上の整数）の量子井戸構造層が積層され、各量子井戸構造層を
積層方向の両側から挟むようにn型半導体から成る層であるn層及びp型半導体から成る層
であるp層が設けられた積層体と、
b) 前記積層体内又は該積層体に隣接して設けられた、前記m個の量子井戸構造層の各々
から前記遷移エネルギーに対応して1種類ずつ生じる合計m種類の波長の光がいずれも共振
するように、単一の周期から成る周期的屈折率分布が形成されているフォトニック結晶部
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と
を備えることを特徴とする熱輻射光源用素子。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
本発明は熱輻射光源に関する。熱輻射光源は、熱輻射により放射される電磁波を光源と
する装置であるが、熱を入力とし、光（電磁波）を出力する熱−光変換装置と捉えること
ができる。この入力たる熱が電磁波（赤外線）で与えられる場合、波長変換装置とも捉え
ることができる。また、熱ではなく電気エネルギーを投入することにより熱輻射を発生さ
せる装置と捉えることもできる。本発明における「熱輻射光源」は、これらいずれをも対
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象とする。
【背景技術】
【０００２】
熱輻射光源は、物体に熱を与えるだけで発光を得ることができる、という利点を有する
。熱輻射光源は、例えば赤外線を用いた各種センサの光源に用いることができ、特に、エ
ンジンの排ガス中の成分を分析するガスセンサにおいて、エンジンの廃熱をセンシングの
ための赤外線に変換する光源として好適に用いることができる。
【０００３】
熱が与えられた物体が発する電磁波は、その温度に依存した波長範囲に広がるスペクト
ルを有する。例えば物体を数十℃〜数百℃に加熱することにより得られる電磁波の波長範
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囲は数μm〜数十μmとなり、高温になるほど、その範囲は短波長側に広がる。しかし、前
述の赤外線センサでは一般に特定の1又は複数の波長の赤外線のみを利用するため、この
ような熱輻射光源を用いると、特定波長以外の不要な赤外線が被測定物に照射されてしま
い、被測定物が加熱されてしまう等の悪影響が生じる。また、電気エネルギーを投入する
ことにより熱輻射を発生させる場合において、広帯域の輻射が生じる光源では消費電力の
増大が問題となる。
【０００４】
このような問題点を解決するべく、特許文献１では、フォトニック結晶内に量子井戸構
造が形成された熱輻射光源が提案されている。フォトニック結晶とは、周期的な屈折率分
布を有する物であって、当該周期に対応した特定の波長を有する光の定在波が形成され得
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るものである。フォトニック結晶には、特許文献１では主に板材に該基材とは屈折率が異
なる領域である異屈折率領域（典型的には空孔）が周期的に設けられているものが用いら
れているが、基台上（空気中）に柱状の部材（異屈折率部材）を周期的に配置することに
より、基台上の部分（空気及び異屈折率部材）をフォトニック結晶として用いることもで
きる。量子井戸構造とは、エネルギーバンドギャップの大きさが異なる複数種の、厚さ数
nm〜十数nm程度の半導体の層を積層することにより井戸型のエネルギーポテンシャル（量
子井戸）を形成した物の構造をいう。
【０００５】
この熱輻射光源では、熱源から熱が供給されると、量子井戸構造の量子井戸内に形成さ
れる離散的な複数のエネルギー準位（サブバンド）間において遷移（サブバンド間遷移）
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が生じ、その遷移エネルギーに対応した波長中心とした有限の帯域幅を有する発光が生じ
る。そして、当該量子井戸構造が設けられたフォトニック結晶内において、該フォトニッ
ク結晶の周期により定まる1つの波長を有する光が共振して増幅され、当該1つの波長にお
いて鋭いピークを有する波長スペクトルを持つ光が生成される。
【０００６】
この熱輻射光源にはさらに、量子井戸構造に電圧を印加するための電極が設けられてい
る。この電圧の印加のON/OFFにより、量子井戸内の電子又は正孔の数を変化させ、それに
より上記特定波長の光の強度を制御することができる。
【先行技術文献】
【特許文献】
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【０００７】
【特許文献１】国際公開WO2015/129668号
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
例えばエンジンの排ガス中の成分を分析する上記のガスセンサでは、アンモニア(NH3)
や亜酸化窒素(N2O)等の複数の気体成分を検出する必要がある。赤外線の吸収波長は検出
対象の成分毎に異なる（例えば、アンモニアでは10.3μm、亜酸化窒素では7.7μm）ため
、複数の波長の光（赤外線）を区別して検出する必要がある。そのために、それら複数の
波長の重畳光を試料（排ガス等）に照射したうえで、波長の識別が可能な検出器を用いて
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各波長の光を検出することも可能ではあるが、そのような検出器は高価である。それに対
して、それら複数の波長の光を1波長ずつ高速で切り替えながら試料に照射すれば、それ
自体では波長の識別を行わない安価な検出器を用いて、波長毎の光の検出を行うことがで
きる。しかしながら、特許文献１に記載の熱輻射光源は、1つの波長の光のみが増幅され
るため、このような目的で使用することができない。
【０００９】
本発明が解決しようとする課題は、複数の波長を1波長ずつ高速で切り替えて生成する
ことができる熱輻射光源を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
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上記課題を解決するために成された本発明に係る熱輻射光源は、
a) 量子井戸構造を有する層であって量子井戸内のサブバンド間の遷移エネルギーの大
きさが異なるm個（mは2以上の整数）の量子井戸構造層が積層され、各量子井戸構造層を
積層方向の両側から挟むようにn型半導体から成る層であるn層及びp型半導体から成る層
であるp層が設けられた積層体と、
b) 前記m個の量子井戸構造層の各々において、該量子井戸構造層を挟む前記n層及び前
記p層に直接又は間接的に接続された、該量子井戸構造層の量子井戸内の電荷を前記n層又
は前記p層に移動させる電圧を印加する電圧印加手段と、
c) 前記m個の量子井戸構造層の各々への前記電圧の印加のON/OFFを切り替える電圧切替
手段と、
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d) 前記積層体内又は該積層体に隣接して設けられた、前記m個の量子井戸構造層の各々
から該量子井戸構造層の量子井戸におけるサブバンド間の遷移エネルギーに対応して1種
類ずつ生じる合計m種類の波長の光がいずれも共振するように、単一の周期から成る周期
的屈折率分布が形成されているフォトニック結晶部と
を備えることを特徴とする。
【００１１】
従来、フォトニック結晶を用いた熱輻射光源では、フォトニック結晶において基本モー
ドの共振に基づいて1つの波長の光を増幅していた。しかし、フォトニック結晶では高次
モードの共振も生じ得ることから、基本モードの共振と共に1又は複数の高次モードの共
振も（あるいは基本モードの共振ではなく複数の高次モードの共振を）利用することによ
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り、複数の波長の光を共振して増幅することができる。これら複数の波長の値は、屈折率
分布の周期に依存する他、屈折率分布を構成する異屈折率領域や異屈折率部材の大きさ、
あるいはフォトニック結晶全体の厚さ（光がフォトニック結晶よりも拡がって分布するた
め、フォトニック結晶の厚さによって有効屈折率が相違する）を調整することにより、設
定することができる。
【００１２】
そこで、本発明に係る熱輻射光源では、量子井戸内のサブバンド間の遷移エネルギーの
大きさが異なるm個の量子井戸構造層を設け、加熱時に生じる波長が遷移エネルギーの大
きさにより異なることから1つの量子井戸構造層から1波長ずつ、合計m種類の波長の光が
生成されることを利用する。すなわち、当該m種類の波長の光が共振するようにフォトニ
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ック結晶部を形成しておく。これにより、電圧切替手段の操作により電圧印加手段から電
圧が印加されていない量子井戸構造層からは、その量子井戸構造層における所定波長の光
が生成されてフォトニック結晶部において増幅される。それに対して、電圧が印加された
量子井戸構造層では、量子井戸内の電荷がn層又はp層に移動するため、その量子井戸構造
層における所定波長の光の強度が弱くなる。こうして、m個の量子井戸構造層に対応したm
種類の波長の光につき、それぞれ光の強弱を制御することができる。
【００１３】
本発明に係る熱輻射光源によれば、該熱輻射光源を加熱したうえで、電圧切替手段を用
いてm個の量子井戸構造層の各々への電圧の印加のON/OFFを切り替えることにより、m種類
の波長のうちの任意の1又は複数の波長を含む光をフォトニック結晶部で増幅して放出す
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ることができる。放出される光の波長は、前記電圧のON/OFFで切り替えることができるた
め応答が速く、波長の切り替えを高速で行うことができる。例えば、電圧の印加をOFFに
する量子井戸構造層を1個ずつ切り替えてゆくと、m種類の波長の光が1種類ずつ順に切り
替わって放出されるため、それ自体では波長の識別を行わない安価な検出器を用いて波長
毎の光の検出を行うことができる。
【００１４】
フォトニック結晶部は、積層体内に設けられていてもよいし、それら各層とは別に設け
られていてもよい。但し、各量子井戸構造層との距離の差が生じないように、フォトニッ
ク結晶部は前記複数の量子井戸構造層、n層及びp層と一体にとなるように設けられている
ことが望ましい。例えば、前記フォトニック結晶部は、前記積層体と、該積層体の各層を
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貫くように積層方向に設けられ、前記量子井戸構造層、前記n層及び前記p層に平行に周期
的に配置された空孔から成る、という構成を取ることができる。
【００１５】
前記n層及び前記p層は、1個の量子井戸構造層に対して1個ずつ設けてもよいが、隣接す
る量子井戸構造層間で共有することが望ましい。例えば、「n層、量子井戸構造層、p層、
量子井戸構造層」を1周期として繰り返すように各層を設けることができる。なお、量子
井戸に電子が存在する量子井戸構造層を用いる場合には該量子井戸構造層と前記p層の間
に、量子井戸に正孔が存在する量子井戸構造層を用いる場合には該量子井戸構造層と前記
n層の間に、絶縁体から成るi層を設けてもよい。
【００１６】
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前記電圧印加手段は、前記n層及び前記p層に直接接続されていてもよいし、前記n層又
は前記p層に間接的に接続されていてもよい。電圧印加手段がn層又はp層に間接的に接続
されている例として、
前記積層体において、第１半導体層、第１の前記量子井戸構造層である第１量子井戸構
造層、第２半導体層、第２の前記量子井戸構造層である第２量子井戸構造層、及び第３半
導体層がこの順で積層されており、
前記第１半導体層及び前記第３半導体層が前記n層及び前記p層のいずれか一方であって
、前記第２半導体層が前記n層及び前記p層のうち前記第１半導体層及び前記第３半導体層
のものとは異なる方であり、
前記第１半導体層及び前記第３半導体層に前記電圧印加手段が接続されている
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ものが挙げられる。
【００１７】
第１及び第３半導体層がn層、第２半導体層がp層の場合には、第１半導体層を正、第３
半導体層を負とする電圧を両層の間に印加すると、第１量子井戸構造層の量子井戸内の電
荷は、該電荷が電子である場合には第１半導体層（n層）に移動し、該電荷が正孔である
場合には第２半導体層（p層）に移動するのに対して、第２量子井戸構造層の量子井戸内
の電荷（電子及び正孔のいずれの場合も）は第２半導体層、第３半導体層（n層）のいず
れにも移動しない。それに対して第１半導体層を負、第３半導体層を正とする電圧を両層
の間に印加すると、第１量子井戸構造層の量子井戸内の電荷（同上）は移動しないのに対
して、第２量子井戸構造層の量子井戸内の電荷は第３半導体層（電子の場合）又は第２半
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導体層（正孔の場合）に移動する。つまり、量子井戸構造層から見て、隣接する半導体層
のうち、電位が高い方がn層であれば当該量子井戸層内からの電荷の移動が生じ、電位が
低い方がn層であれば当該量子井戸層内からの電荷の移動が生じない。
【００１８】
第１及び第３半導体層がp層、第２半導体層がn層の場合も同様に、量子井戸構造層に隣
接する半導体層のうち、電位が高い方がn層であれば当該量子井戸層内からの電荷の移動
が生じ、電位が低い方がn層であれば当該量子井戸層内からの電荷の移動が生じない。
【００１９】
なお、第１、２量子井戸構造層及び第１〜第３半導体層以外にも、量子井戸構造層、n
層あるいはp層が存在してもよい。
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【００２０】
本発明に係る熱輻射光源用素子は、
a) 量子井戸構造を有する層であって量子井戸内のサブバンド間の遷移エネルギーの大
きさが異なるm個（mは2以上の整数）の量子井戸構造層が積層され、各量子井戸構造層を
積層方向の両側から挟むようにn型半導体から成る層であるn層及びp型半導体から成る層
であるp層が設けられた積層体と、
b) 前記積層体内又は該積層体に隣接して設けられた、前記m個の量子井戸構造層の各々
から前記遷移エネルギーに対応して1種類ずつ生じる合計m種類の波長の光がいずれも共振
するように、単一の周期から成る周期的屈折率分布が形成されているフォトニック結晶部
と
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を備えることを特徴とする。
【発明の効果】
【００２１】
本発明により、複数の波長を1波長ずつ高速で切り替えて生成することができる熱輻射
光源が得られる。
【図面の簡単な説明】
【００２２】
【図１】本発明に係る熱輻射光源の第１の実施形態を示す縦断面図(a)及び上面図(b)。
【図２】空孔の周期長を一定とした場合と、母材の厚みを一定とした場合のそれぞれにつ
いて、フォトニック結晶部における基本モードと第１高次モードの共振波数の関係を計算
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で求めた結果を示すグラフ。
【図３】電極間に電圧を印加していない状態(a)及び印加した状態(b)におけるn層、量子
井戸構造層及びp層の電子のエネルギー状態を示す図。
【図４】第１実施形態の熱輻射光源の変形例を示す縦断面図。
【図５】第１実施形態の熱輻射光源における熱輻射スペクトルを計算で求めた結果を示す
グラフ。
【図６】第１実施形態の変形例の熱輻射光源を用いて、熱輻射スペクトルを測定した結果
を示すグラフ。
【図７】第１スイッチ又は第２スイッチのいずれかのみがONである場合の熱輻射スペクト
ルの測定結果を、第１スイッチ及び第２スイッチが共にOFFである場合の熱輻射スペクト
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ルの測定結果から差し引いた結果を示すグラフ。
【図８】本発明に係る熱輻射光源の第２の実施形態を示す縦断面図(a)及び上面図(b)。
【図９】第２実施形態の熱輻射光源における熱輻射スペクトルを計算で求めた結果を示す
グラフ。
【図１０】積層体の外にフォトニック結晶部を設けた熱輻射光源の一例を示す縦断面図。
【図１１】積層体の外にフォトニック結晶部を設けた熱輻射光源の別の例を示す縦断面図
(a)及びそのフォトニック結晶部の上面図(b)。
【発明を実施するための形態】
【００２３】
図１〜図１１を用いて、本発明に係る熱輻射光源の実施形態を示す。
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【００２４】
(1) 本発明に係る熱輻射光源の第１実施形態
(1‑1) 第１実施形態の熱輻射光源の構成
図１に、本発明に係る熱輻射光源の第１実施形態を示す。この熱輻射光源１０は、互い
に平行に離間して配置された第１量子井戸構造層１１１及び第２量子井戸構造層１１２と
、第１量子井戸構造層１１１と第２量子井戸構造層１１２に挟まれたp層１３と、第１量
子井戸構造層１１１のp層１３とは反対側に設けられた第１n層１２１と、第２量子井戸構
造層１１２のp層１３とは反対側に設けられた第２n層１２２を有する。また、第１量子井
戸構造層１１１とp層１３の間には第１i層１４１が、第２量子井戸構造層１１２とp層１
３の間には第２i層１４２が、それぞれ設けられている。すなわち、第１n層１２１、第１
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量子井戸構造層１１１、第１i層１４１、p層１３、第２i層１４２、第２量子井戸構造層
１１２、第２n層１２２がこの順で積層された積層体１０Ｓが形成されている。
【００２５】
第１量子井戸構造層１１１及び第２量子井戸構造層１１２はいずれも、GaAsから成り電
荷がドープされていないGaAs層と、Al1‑xGaxAsのうちx=0.66であるAl0.34Ga0.66Asから成
り1×1017cm‑3の密度で電子がドープされているAlGaAs層が交互に多数積層されている構
造を有する。これら第１量子井戸構造層１１１及び第２量子井戸構造層１１２では、GaAs
とAl0.34Ga0.66Asはバンドギャップが重なり、Al0.34Ga0.66AsよりもGaAsの方がバンドギ
ャップが小さいため、GaAs側を底とする量子井戸が形成され、GaAsに電子が捕らえられる
と共にGaAsにサブバンドが形成される。サブバンドのエネルギーはGaAs層の厚み及びAlGa
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As層におけるAlの組成比に依存する。GaAs層の厚みは、第１量子井戸構造層１１１では結
晶構造の21周期分（1周期は約0.283nm）である約5.943nm、第２量子井戸構造層１１２で
は結晶構造の28周期分である約7.924nmである。このGaAs層の厚みの相違に基づくサブバ
ンドのエネルギーの相違により、第１量子井戸構造層１１１及び第２量子井戸構造層１１
２では加熱時に、互いに異なる波長の光が生成される。それらの波長は、設計上、第１量
子井戸構造層１１１では約7.7μm（亜酸化窒素の吸収波長と同じ）、第２量子井戸構造層
１１２では10.3μm（アンモニアの吸収波長と同じ）である。第１量子井戸構造層１１１
全体の厚みは278nmとし、第２量子井戸構造層１１２全体の厚みは306nmとした。
【００２６】
第１量子井戸構造層１１１及び第２量子井戸構造層１１２はGaAs層とAlGaAs層から成る
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ものには限られず、例えば窒化物半導体から成る量子井戸構造層を用いてもよい。窒化物
半導体から成る量子井戸構造層として、例えばGaNから成り電子がドープされた層とAl1‑x
GaxN（0<x<1）から成る層を交互に積層したものが挙げられる。量子井戸構造層にGaN/Al1
‑xGaxNを用いることにより、加熱温度を少なくとも600℃程度まで高くすることができ、

それにより光の出力を大きくすることができると共に、波長の選択範囲を広くすることが
できる。AlGaN層におけるGa原子1個当たりのAl原子の数(1‑x)の値が大きく（xの値が小さ
く）なるほど、GaNとのバンドギャップの大きさの差が大きくなるため、より短波長の熱
輻射が生じる。
【００２７】
p層１３はp型半導体から成り、第１n層１２１及び第２n層１２２はn型半導体から成る
17

。本実施形態では、p型半導体には正孔が密度2×10
17

導体には電子が密度1×10
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cm

‑3

でドープされたGaAsを、n型半

cm

‑3

でドープされたGaAsを用いた。各層の厚みは、p層１３で

は200nm、第１n層１２１では500nm、第２n層１２２では650nmとした。
【００２８】
第１i層１４１及び第２i層１４２は、ドープされていない真性半導体であるGaAsを用い
た。なお、これら第１i層１４１及び第２i層１４２は、積層体１０Ｓの電気容量を調整す
るために設けられている。積層体１０Ｓの電気容量は、前記n型半導体及び前記p型半導体
の電気抵抗と共に熱輻射光源の動作速度を左右する物理量であり、電気容量及び電気抵抗
が小さいほど動作速度が速くなる。第１i層１４１及び第２i層１４２を厚くするほど積層
体１０Ｓの電気容量は小さくなって動作速度を速くする方向に寄与するのに対して、電気
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抵抗は大きくなって動作速度を遅くする方向に寄与する。従って、動作速度の点では第１
i層１４１及び第２i層１４２の厚みが厚いほど良いが、当該厚みが厚いほど光の強度変調
に必要な電圧値が増大してしまう。そのため、これら動作速度や電圧値を勘案して、第１
i層１４１及び第２i層１４２の厚みを定めるとよい。また、第１i層１４１及び第２i層１
４２は本発明の熱輻射光源における必須要素ではなく、省略してもよい。
【００２９】
第１n層１２１には第１スイッチ１６１を介して第１電源１５１の正極が、第２n層１２
２には第２スイッチ１６２を介して第２電源１５２の正極が、それぞれ接続されている。
また、p層１３には第１電源１５１の負極及び第２電源１５２の負極が接続されている。
第１スイッチ１６１及び第２スイッチ１６２には、それらの開閉（ON/OFF）を制御する制
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御部１７が接続されている。これら第１電源１５１及び第２電源１５２が前記電圧印加手
段に該当し、第１スイッチ１６１、第２スイッチ１６２及び制御部１７が前記電圧切替手
段に該当する。
【００３０】
積層体１０Ｓのうち第２n層１２２を除く各層を貫くように、円柱状の空孔（異屈折率
領域）２２が設けられている。空孔２２は、積層体１０Ｓの各層に垂直に延びており、各
層に平行な方向に周期的に複数配置されている。各層に垂直な方向から見ると、空孔２２
は三角格子状に配置されており、周期長aは5.9μm、空孔２２の半径rは0.27a（約1.59μm
）である。このように積層体１０Ｓのうち第２n層１２２を除く部分（これを「母材２１
」と呼ぶ）と空孔２２を合わせて、フォトニック結晶部２０が構成される。
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【００３１】
このフォトニック結晶部２０は、以下に述べるように、波長が第１量子井戸構造層１１
１の発光波長と同じ約7.7μmである光と、波長が第２量子井戸構造層１１２の発光波長と
同じ約10.3μmである光の双方が共振するように設計されている。
【００３２】
フォトニック結晶部２０における共振波長は、空孔２２が配置された周期長a及びフォ
トニック結晶部２０において光が感じる有効屈折率に依存する。有効屈折率は、母材２１
を構成する各層の屈折率や空孔２２（空気）の屈折率、フォトニック結晶部２０中で空孔
２２が占める割合、及び積層体１０Ｓの厚みにより定まる。ここで積層体１０Ｓの厚みは
、それが薄くなるほどフォトニック結晶部２０で共振する光の電界が積層体１０Ｓの外側
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の空気中に染み出す割合が大きくなることから、有効屈折率に影響を及ぼす。なお、本実
施形態では、母材２１の材料がいずれも（AlGaAsを含む）GaAs系であるため、母材２１を
構成する各層の屈折率はほぼ同じとみなすことができる。
【００３３】
そこで、(i)空孔２２の周期長を一定とした場合と、(ii)積層体１０Ｓの厚みを一定と
した場合のそれぞれについて、フォトニック結晶部２０における基本モードと第１高次モ
ードの共振波数の関係を計算で求めた。その結果を図２のグラフに示す。図２では、(i)
については実線で示し、(ii)については破線で示した。(i)では、周期長を5.5〜6.5μmの
範囲内の1つの値に固定した計算を、11種の周期長について行った。(ii)では、厚みを1.9
〜2.7μmの範囲内の1つの値に固定した計算を、9種の厚みについて行った。グラフ上で(i
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)の実線と(ii)の破線が交差する点は、当該実線に対応する厚み及び当該破線に対応する
周期長を有するフォトニック結晶部２０において、横軸の値が基本モードの共振波数であ
って、縦軸の値が第１高次モードの共振波数の値であることを示している。図２中に丸印
で囲んだ点から、フォトニック結晶部２０の周期長が約5.9μm、積層体１０Ｓの厚みが約
2.3μmのときに、基本モードの共振波数が約970cm‑1、第１高次モードの共振波数が約130
0cm‑1となる。これらの共振波数に対応する共振波長は、基本モードではλ2（約10.3μm
）、第１高次モードではλ1（約7.7μm）であり、上述の第２量子井戸構造層１１２及び
第１量子井戸構造層１１１の発光波長と一致する。
【００３４】
(1‑2) 第１実施形態の熱輻射光源の動作

30

本実施形態の熱輻射光源１０の動作を説明する。第１スイッチ１６１及び第２スイッチ
１６２が共にOFFの状態で熱輻射光源１０が加熱されると、第１量子井戸構造層１１１及
び第２量子井戸構造層１１２ではそれぞれ、量子井戸に形成されているサブバンド間で電
子が遷移し、その遷移エネルギーに対応した波長の光が生成される（図３(a)）。このと
き第１量子井戸構造層１１１では波長λ1を中心とした有限の帯域幅の発光が生じ、第２
量子井戸構造層１１２では波長λ2中心とした有限の帯域幅の発光が生じる。これらの光
のうち、フォトニック結晶部２０の共振波長である波長λ1及びλ2の光のみがフォトニッ
ク結晶部２０で共振して増幅され、熱輻射光源１０の外部に放出される。
【００３５】
第２スイッチはOFFのままで第１スイッチ１６１をOFFからONに切り替えると、第１量子
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井戸構造層１１１では、ドープされていた電子が第１n層１２１へと移動し、量子井戸内
の電子の数が減少する（図３(b)）。これにより、第１量子井戸構造層１１１からの光の
強度が低下し、フォトニック結晶部２０で共振して増幅されて熱輻射光源１０の外部に放
出される波長λ1の光の強度も低下する。それに対して第２量子井戸構造層１１２では、
第２スイッチがOFFのままであるため、波長λ2を中心とした有限の帯域幅の発光が生じる
。そのため、波長λ2の光はフォトニック結晶部２０で共振して増幅され、熱輻射光源１
０の外部に放出される。
【００３６】
同様の理由により、第１スイッチ１６１をOFFとし、第２スイッチ１６２をONにすると
、波長λ2の光の強度が低下し、波長λ1の光がフォトニック結晶部２０で増幅されて熱輻
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射光源１０の外部に放出される。
【００３７】
以上のように、第１スイッチ１６１及び第２スイッチ１６２のいずれか一方をON、他方
をOFFにすることにより、波長λ1の光と波長λ2の光を選択的に熱輻射光源１０の外部に
放出させることができる。
【００３８】
(1‑3) 第１実施形態の熱輻射光源の変形例
図４を用いて、第１実施形態の熱輻射光源の変形例を説明する。この熱輻射光源１０Ａ
は、積層体１０Ｓ及びフォトニック結晶部２０は第１実施形態の熱輻射光源１０のものと
同じ構成を有する。第１電源１５１Ａ及びそれに直列に接続された第１スイッチ１６１Ａ
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、並びに第２電源１５２Ａ及びそれに直列に接続された第２スイッチ１６２Ａは、並列に
設けられており、いずれも第１n層１２１及び第２n層１２２に接続されている。第１電源
１５１Ａは第１n層１２１側が正極、第２電源１５２Ａは第２n層１２２側が正極となるよ
うに設けられている。p層１３には、直接的には電源が接続されていないが、第１量子井
戸構造層１１１への電圧印加という点では第２n層１２２、第２量子井戸構造層１１２及
び第２i層１４２を介して間接的に第１電源１５１Ａ及び第２電源１５２Ａに接続されて
いる。第２量子井戸構造層１１２の電圧印加の場合も同様である。
【００３９】
この熱輻射光源１０Ａでは、加熱された状態で第１スイッチ１６１ＡをON、第２スイッ
チ１６２ＡをOFFにすると、第１量子井戸構造層１１１ではドープされていた電子が第１n
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層１２１へと移動するのに対して、第２量子井戸構造層１１２ではドープされていた電子
の移動が生じない。これにより、前述の熱輻射光源１０と同様の理由により波長λ2の光
のみが選択的に熱輻射光源１０Ａの外部に放出される。同様に、第１スイッチ１６１Ａを
OFF、第２スイッチ１６２ＡをONにすると、波長λ1の光のみが選択的に熱輻射光源１０の
外部に放出される。
【００４０】
その他、熱輻射光源１０及び１０Ａにおいて、第１量子井戸構造層１１１及び第２量子
井戸構造層１１２の一方又は両方に、電子の代わりに正孔をドープしてもよい。この場合
には、熱輻射光源１０における第１電源１５１及び第２電源１５２の極性は上記の例と同
じにする。また、熱輻射光源１０及び１０Ａや上述のように2つの量子井戸構造層の一方
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又は両方に正孔をドープした場合において、第１n層１２１及び第２n層１２２の代わりに
p型半導体から成る層を、p層１３の代わりにn型半導体から成る層を、それぞれ用いても
よい。この場合には、熱輻射光源１０では、第１電源１５１及び第２電源１５２の極性を
上記の例とは逆にする。
【００４１】
(1‑4) 第１実施形態の熱輻射光源に関する計算結果及び測定結果
図５に、第１実施形態の熱輻射光源１０につき、光源から面垂直方向に得られる熱輻射
スペクトルを計算で求めた結果をグラフで示す。グラフの縦軸は、光源の熱輻射強度を、
同じ温度の黒体輻射強度で規格化した値である放射率で示した。第１スイッチ１６１及び
第２スイッチ１６２が共にOFFの場合には波数が約1300cm‑1（共振波長λ1に対応）及び約
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‑1

970cm

（共振波長λ2に対応）にピークが見られる。それに対して、第１スイッチ１６１

をONにすると波数約1300cm‑1のピーク強度が減少し、第２スイッチ１６２をONにすると波
数約970cm‑1のピーク強度が減少する。これは、上記の動作通りである。
【００４２】
図６に、熱輻射スペクトルを実験で求めた結果を示す。ここでは変形例の熱輻射光源１
０Ａを用い、フォトニック結晶部２０の格子定数aを6.2μmとした。実験では面垂直方向
からずれた角度の放射も集光しているため、波数約1300cm‑1及び約970cm‑1のピーク以外
にも複数の小さなピークが見られるものの、上記2波数（2波長）のピークの強度が電圧に
より変化しており、計算結果に対応する測定結果が得られた。
【００４３】
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このように得られた測定結果につき、第１スイッチ及び第２スイッチが共にOFFである
場合のデータから、(i)第１スイッチ１６１がONであって第２スイッチがOFFである場合の
データを差し引いたもの、及び(ii)第１スイッチ１６１がOFFであって第２スイッチがON
である場合のデータを差し引いたものを図７に示す。図７では上記2波数から離れた複数
の小さなピークがほぼ差し引かれると共に、スイッチがOFFである方の量子井戸構造層か
らの発光も差し引かれてほぼ0になっている。図７でピークとして現れているのは、第１
スイッチ１６１がONの時に波数約1300cm‑1のピーク強度が減少した結果として当該波数に
おいて差として現れたものと、第２スイッチ１６２がONの時に波数約970cm‑1のピーク強
度が減少した結果として当該波数において差として現れたものである。
【００４４】
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この熱輻射光源１０Ａをセンサの光源として使用する際にも、検出器で得られたデータ
に対してスイッチがOFFの（発光が強い）ときの値とスイッチがONの（発光が弱い）とき
の差し引きを行うことにより、他の帯域のピークを除去することができる。
【００４５】
(2) 本発明に係る熱輻射光源の第２実施形態
(2‑1) 第２実施形態の熱輻射光源の構成
図８を用いて、第２実施形態の熱輻射光源の構成を説明する。この熱輻射光源１０Ｂは
、量子井戸構造を有する第１量子井戸構造層１１１Ｂ、第２量子井戸構造層１１２Ｂ及び
第３量子井戸構造層１１３Ｂと、n型半導体から成る第１n層１２１Ｂ及び第２n層１２２
Ｂと、p型半導体から成る第１p層１３１Ｂ及び第２p層１３２Ｂと、真性半導体から成る
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第１i層１４１Ｂ、第２i層１４２Ｂ及び第３i層１４３Ｂが平行に設けられた積層体１０
ＳＢを有する。積層体１０ＳＢでの各層の積層順（及び厚み）は、第１n層１２１Ｂ（200
nm）、第１量子井戸構造層１１１Ｂ（280nm）、第１i層１４１Ｂ（150nm）、第１p層１３
１Ｂ（200nm）、第２i層１４２Ｂ（150nm）、第２量子井戸構造層１１２Ｂ（306nm）、第
２n層１２２Ｂ（200nm）、第３量子井戸構造層１１３Ｂ（263nm）、第３i層１４３Ｂ（15
0nm）、第２p層１３２Ｂ（200nm）である。量子井戸構造の構成、並びにp型半導体、n型
半導体及び真性半導体の材料には、第１実施形態と同じものを用いる。p型半導体にドー
プした正孔の密度、及びn型半導体にドープした電子の密度は、共に2×1017cm‑3である。
【００４６】
上記３つの量子井戸構造層におけるGaAs層の厚みは、第１量子井戸構造層１１１Ｂでは
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結晶構造の22周期分である約6.226nm、第２量子井戸構造層１１２Ｂでは28周期分である
約7.924nm、第３量子井戸構造層１１３Ｂでは17周期分である約4.811nmとした。これによ
り、加熱時に、第１量子井戸構造層１１１Ｂでは波数約1250cm‑1（波長約8.0μm）、第２
量子井戸構造層１１２Ｂでは波数約970cm‑1（波長約10.3μm）、第３量子井戸構造層１１
３Ｂでは波数約1500cm‑1（波長約6.7μm）の光が生成される。
【００４７】
積層体１０ＳＢのうち第２p層１３２Ｂ及び第３i層１４３Ｂを除く各層を貫くように該
各層に垂直に、円柱状の空孔２２Ｂが設けられている。空孔２２Ｂは、各層に垂直な方向
から見ると正方格子状に配置されており、周期長aは4.8μm、空孔２２の半径rは0.28a（
約1.34μm）である。このように積層体１０ＳＢのうち第２p層１３２Ｂ及び第３i層１４
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３Ｂを除く部分（母材２１Ｂ）と空孔２２Ｂを合わせて、フォトニック結晶部２０Ｂが構
成される。
【００４８】
また、第１量子井戸構造層１１１Ｂ、第２量子井戸構造層１１２Ｂ及び第３量子井戸構
造層１１３Ｂにそれぞれ電圧を印加するように、それら各層に対応して第１電源１５１Ｂ
、第２電源１５２Ｂ及び第３電源１５３Ｂが設けられており、各電源は各量子井戸構造層
を挟むp層及びn層に接続されている。また、第１電源１５１Ｂ、第２電源１５２Ｂ及び第
３電源１５３Ｂに対応して、第１スイッチ１６１Ｂ、第２スイッチ１６２Ｂ及び第３スイ
ッチ１６３Ｂが設けられている。これら第１スイッチ１６１Ｂ、第２スイッチ１６２Ｂ及
び第３スイッチ１６３Ｂは、互いに独立にON/OFFすることができる。

50

(11)

JP 6795853 B2 2020.12.2

【００４９】
(2‑2) 第２実施形態の熱輻射光源の動作
本実施形態の熱輻射光源１０Ｂの動作を説明する。第１スイッチ１６１Ｂ〜第３スイッ
チ１６３ＢがいずれもOFFの状態で熱輻射光源１０Ｂが加熱されると、第１量子井戸構造
層１１１Ｂ、第２量子井戸構造層１１２Ｂ及び第３量子井戸構造層１１３Ｂでは、各量子
井戸構造層の量子井戸のサブバンドにおける遷移エネルギーに対応して、それぞれ波長λ
1、λ2及びλ3を中心とした有限の帯域幅の発光が生じる。フォトニック結晶部２０Ｂに

は、これら3種の波長を中心とした発光が混合した状態で導入され、波長λ1、λ2及びλ3
の光のみがフォトニック結晶部２０Ｂで共振して増幅され、熱輻射光源１０Ｂの外部に放
出される。

10

【００５０】
第１スイッチ１６１ＢをONにすると、第１量子井戸構造層１１１Ｂにドープされていた
電子が第１n層１２１Ｂへと移動し、量子井戸内の電子の数が減少するため、フォトニッ
ク結晶部２０Ｂに導入される波長λ1の光の強度が減少する。その結果、熱輻射光源１０
Ｂの外部に放出される波長λ1の光の強度も減少する。同様に、第２スイッチ１６２ＢをO
Nにすると波長λ2の光の強度が減少し、第３スイッチ１６３ＢをONにすると波長λ3の光
の強度が減少する。第１スイッチ１６１Ｂ〜第３スイッチ１６３Ｂは互いに独立にON/OFF
することができるため、熱輻射光源１０Ｂの外部に放出される波長λ1、λ2及びλ3の光
の強弱を独立に制御することができる。
【００５１】
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(2‑3) 第２実施形態の熱輻射光源に関する計算結果
図９に、第２実施形態の熱輻射光源１０Ｂの熱輻射スペクトルを計算で求めた結果をグ
ラフで示す。第１スイッチ１６１Ｂ〜第３スイッチ１６３Ｂが全てOFFの場合には、波数
が約970cm‑1（共振波長λ2に対応）、約1230cm‑1（共振波長λ1に対応）及び約1530cm‑1
（共振波長λ3に対応）にピークが見られる。第１スイッチ１６１ＢをONにすると波数約1
230cm‑1のピーク強度が減少する。同様に、第２スイッチ１６２ＢをONにすると波数約970
cm‑1のピーク強度が減少し、第３スイッチ１６３ＢをONにすると波数約1530cm‑1のピーク
強度が減少する。この結果より、第１スイッチ１６１Ｂ〜第３スイッチ１６３ＢのON/OFF
を切り替えることによって3種の波長（波数）の光の強弱が独立に制御されることが確認
できる。
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【００５２】
(3) その他
ここまで、量子井戸構造層がサブバンド間の遷移エネルギーの異なる2層及び3層である
場合を例として説明したが、4層以上の場合においても、各量子井戸構造層の遷移エネル
ギーに対応する波長の光が共振するフォトニック結晶部を設計することで、4種以上の波
長の光の強弱を独立に制御することができる熱輻射光源が得られる。
【００５３】
また、ここまではフォトニック結晶部を積層体内に設ける例を示したが、積層体に隣接
して、すなわち積層体の外にフォトニック結晶部を設けてもよい。図１０に示した熱輻射
光源１０Ｃでは、積層体１０Ｓの外側である第１n層１２１の表面に隣接して、母材２１
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Ｃに空孔（異屈折率領域）２２Ｃを周期的に配置したフォトニック結晶部２０Ｃが設けら
れている。積層体１０Ｓには空孔は設けられていない。空孔２２Ｃは第１実施形態におけ
る空孔２２と同様に三角格子状に配置してもよいし（図１(b)参照）、正方格子状等の他
の配置としてもよい。母材２１Ｃの材料は特に問わないが、例えば積層体１０Ｓ中のn層
、i層又はp層と同じ材料を用いることができ、特に自由キャリア吸収に由来する不要な発
光を防ぐという点でi層と同じ材料を好適に用いることができる。
【００５４】
図１１に示した熱輻射光源１０Ｄでは、積層体１０Ｓの外側である第１n層１２１の表
面から垂直に延びる柱状の部材である異屈折率部材２３が周期的に配置されている。異屈
折率部材２３及び該異屈折率部材２３の周囲の空気と合わせてフォトニック結晶部２０Ｄ
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が構成されている。異屈折率部材２３は、図１１(b)に示した例では三角格子状に配置さ
れているが、正方格子状等の他の配置としてもよい。
【００５５】
これら熱輻射光源１０Ｃ及び熱輻射光源１０Ｄはいずれも、第１実施形態の熱輻射光源
１０と同様の動作により、第１スイッチ１６１及び第２スイッチ１６２のON/OFFに応じた
目的波長を含む帯域幅の発光が第１量子井戸構造層１１１及び／又は第２量子井戸構造層
１１２で生じ、フォトニック結晶部２０Ｃ、２０Ｄで当該目的波長の光が共振して増幅さ
れ、外部に放出される。
【符号の説明】
【００５６】
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１０、１０Ａ、１０Ｂ、１０Ｃ、１０Ｄ…熱輻射光源
１０Ｓ、１０ＳＢ…積層体
１１１、１１１Ｂ…第１量子井戸構造層
１１２、１１２Ｂ…第２量子井戸構造層
１１３Ｂ…第３量子井戸構造層
１２１、１２１Ｂ…第１n層
１２２、１２２Ｂ…第２n層
１３…p層
１３１Ｂ…第１p層
１３２Ｂ…第２p層
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１４１、１４１Ｂ…第１i層
１４２、１４２Ｂ…第２i層
１４３Ｂ…第３i層
１５１、１５１Ａ、１５１Ｂ…第１電源
１５２、１５２Ａ、１５２Ｂ…第２電源
１５３Ｂ…第３電源
１６１、１６１Ａ、１６１Ｂ…第１スイッチ
１６２、１６２Ａ、１６２Ｂ…第２スイッチ
１６３Ｂ…第３スイッチ
１７…制御部
２０、２０Ｂ、２０Ｃ、２０Ｄ…フォトニック結晶部
２１、２１Ｂ、２１Ｃ…母材
２２、２２Ｂ、２２Ｃ…空孔
２３…異屈折率部材
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【図１】

【図２】

【図３】

【図４】
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【図６】
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【図７】

【図９】
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【図１１】
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