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Abstract 

We fabricated and characterized Sb-based diodes for detecting subterahertz waves. These devices were made on 

InAs/AlSb/AlxGa1-xSb/GaSb heterostructures grown by molecular beam epitaxy. We grew several structures by 

changing the Al composition, x, of AlxGa1-xSb and the thickness, y, of the AlSb and characterized the I-V characteristics. 

The sensitivity, γ, of the diodes was estimated from the I-V characteristics. As a result, the maximum value of 4.4 V-1 

was obtained in the device for x = 0.15 and y = 1 nm, which was two times as good as that of y = 2 nm. In addition, the 

negative resistance appeared in the forward bias shifted towards the low voltage side as the x value increased, resulting 

in better rectification characteristics. 
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１．研究背景と目的 

近年，テラヘルツ電磁波の利用技術が急速に進

展し，様々な分野でその利用が考えられている１）．

テラヘルツ電磁波はちょうど電波と光波の中間の

領域である 0.1 THz ~ 10 THzの領域を指し，研究

が遅れている領域である．テラヘルツ波は半導体，

プラスチック，紙，繊維，骨，脂肪など様々な物

質を透過し，水分に吸収される特徴を持ち，直進

性も持っている．また，この領域には物質固有の

吸収スペクトルが存在するため，物質の特定も可

能である． 
我々は，その周波数領域の下端に当たるサブテ

ラヘルツ領域（0.1 THz ~ 1 THz）で動作する，高

感度パッシブディテクタの開発を目指している．

このサブテラヘルツ領域は金属の検出，低視界で

のナビゲーション，高速無線通信，災害時の救出

活動の補助などへの応用が期待されている２）．こ

の領域の検出器としてはGeをベースとしたエサキ

ダイオードやPDB（planer doped barrier）ダイオー

ド，ショットキーダイオードなどが挙げられる．

しかし，エサキダイオードでは 40 GHz以下の周波

数領域の検出に限られ，また，大量生産できない．

PDBダイオードは製造過程により検出感度の再現

性や信頼性が乏しい．ショットキーダイオードで

は接触抵抗を下げるためにバイアスが必要である．

そこで注目されているのがSb系ヘテロ構造ダイオ

ードである２-４）． 

Sb 系ヘテロ構造ダイオードは 300 GHz 程度ま

で検出可能なポテンシャルを持っており，現在は

75 GHz ~ 100 GHz の電磁波の検出が報告されてい

る．また，0 バイアスで動作するためにアレイ化

も容易である． 
本研究の目的は InAs/AlSb/AlGaSb/GaSb ヘテロ

構造ダイオードを用いて高感度サブテラヘルツデ

ィテクターを開発することである． 
ここでは，AlSb層厚とAlxGa1-xSb層のAl組成xを

変化させダイオード特性と検出感度特性を評価し

た結果について報告する。 
Sb系ヘテロ構造ダイオードは図−1 のように

InAs/AlSb/AlGaSb/GaSbから構成されており，その

エネルギーバンドは図−2 のようになっている．p-
GaSb側にプラス，n-InAs側にマイナスを印加した

場合を順バイアスとする．順バイアスを印加した

ときのバンドは図−3 のようになり，InAs層から

AlSb層をトンネルしてくる電子は，AlGaSb層のバ

ンドギャップに妨げられトンネルしにくくなる．

そのため順バイアス側では負性抵抗が発生する．

また，逆バイアスでは，バンドは図−4 のようにな

り，電子はトンネルし易く，オーミック特性とな

る．これらのことから図−5 のような 0 バイアス付

近で高い曲率を持つI-V特性が得られる．この曲率

を高めることで二乗検波による検出感度を高める

ことができる．現在報告されている検出感度γは

0 バイアスで
・
γ= 39.1 V-1である３）． 
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 図−1 Sb 系へテロ構造ダイオード 図−2 エネルギーバンド図 

 - 16 -



 サブテラヘルツ波検出を目指したダイオード構造の作製と特性評価 3 

n-InAs

AlxGa1-xSb

p-GaSb

AlSb

EF

＋ ー

逆バイアスに
より電子はト
ンネルし易く
なる

--
n-InAs

AlxGa1-xSb

p-GaSb

AlSb

EF

＋ー

順バイアスに
より電子はト
ンネルしにくく
なる

-

EF

EF

 
 図−3 順バイアス印加時 図−4 逆バイアス印加時 

  
次に AlSb 層，AlGaSb 層の働きについて述べる．  
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図−5 Sb 系へテロ構造ダイオードの I-V 特性 

AlSb 層は障壁層として働くため，図−6 のよう

にこの層を厚くすると素子電流は減少，薄くする

と素子電流は増大する．つまりこの層の膜厚によ

り素子電流を制御できる． 
AlGaSb層は順方向電流を抑制する働きがある。

図−7 のようにAl組成を高くしていくと，AlxGa1-xSb
のバンドギャップが広がっていき，AlxGa1-xSbの価

電子帯とInAsの伝導帯間が狭くなっていくため順

方向電流は抑制される．また，Al組成xを約 0.3 以

上としたとき，InAsの伝導帯下端はAlGaSbの価電

子帯上端より高くなりトンネルは起こらなくなる．

そのためxは 0.3 以下にする必要があると考えられ

る．  
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 図−6 AlSb 層が厚い場合 図−7 AlGaSb 層の Al 組成が高い場合 
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２．実験と結果 

我々は，図−8 のようにInAs/AlSb/AlGaSb/GaSb
ヘテロダイオード構造をGaAs基板上にMolecular 
Beam Epitaxy（MBE）法を用いて作製した．まず

格子不整合を緩和するためにInAsバッファ層を成

長した．その後下部のInAsコンタクト層，ダイオ

ード構造，上部InAsコンタクト層を成長させた．

上下のInAsコンタクト層にのみSiをドーピングし

ている．試料を作製する際AlxGa1-xSb層のAl組成と

AlSb層の膜厚をパラメータとして，Al組成x = 0.1，
0.15，0.2，AlSbの膜厚y = 1 nm，1.5 nm，2 nmの組

み合わせとした．これをフォトリソグラフィー，

ウェットエッチング（リン酸:過酸化水素水:純水

=1:1:60）を用いて下部InAsコンタクト層までエッ

チングを行い素子分離した。上下のInAsコンタク

ト層上にオーミック電極（In/Au = 5 nm / 110 nm）

を蒸着した．また，素子側壁の絶縁にはフォトレジ

ストを硬化させたものを用いた． 
AlxGa1-xSb層のAl組成ｘ= 0.15 とし，AlSb層膜厚

y = 1 nm，2 nmと変化させたときのI-V特性を図−9
に示す．Siのドーピング量は 1×1019 cm-3とした．

順方向電流は抑制され，逆方向電流はほぼオーミ

ックの特性が得られた．また，AlSb層が 2 nmのも

のは，1 nmのものより順方向電流，逆方向電流と

もに抑えられており，AlSb層の膜厚によって素子

電流が制御できていることが分かった．また，こ

の結果から二乗検波による検出感度γを求め図

−10 に示した．γは次のように定義されている．３）

V
I

V
Ι

∂
∂

∂
∂

= 2

2

γ  

0 バイアスでは，AlSb層を 1 nmとしたものでγ

= 4.4 V-1，2 nmとしたものでγ= 2.2 V-1となり 1 nm
の方が良い結果が得られた． 

次にAlSb層膜厚y = 1.5 nmとし，AlxGa1-xSb層の

Al組成xを 0.1，0.15，0.2 と変化させたときのI-V
特性を図−11 に示す．Siのドーピング量は 5×1018 
cm-3とした．組成xに対して電流の変化はほとんど

見られないが，負性抵抗が表れる電圧値に変化が

見られた．組成が高くなるほど負性抵抗は低電圧

側にシフトしていることが分かる． 
これらの結果についてもγを求め図−12 に示し

た．x = 0.1，0.15 のものは 0 バイアス付近でほぼ

オーミックであったため検出感度γは 0 となった．

x = 0.2 のものは，負性抵抗が最も低電圧側に表れ，

順方向電流も抑えられているのでγ= 1.2 が得られ

た． 
今後検出感度γをさらに高めるためには，

AlGaSb 層の Al 組成 x を 0.2 より高く，AlSb 障壁

層を 1 nm より薄くする必要があると考えられる．

また，InAs コンタクト層に行っている Si のドー

ピング量も検討する必要がある． 
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 図−8 作製した試料構造 図−9 Al 組成 x = 0.15 一定とし 
     AlSb の膜厚を変化時の I-V 特性 
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３．まとめ 

我々はInAs/AlSb/AlGaSbヘテロ構造ダイオード

を作製し，そのI-V特性を測定した．また，I-V特

性より二乗検波による検出感度γを計算した。そ

の結果，AlSb障壁層を 1 nmとしたものは検出感度

γ= 4.4 V-1となり，2 nmとしたものより約 2 倍良

い値が得られた．また，AlxGa1-xSb層のAl組成xを
0.1，0.15，0.2 としたものでは，xが大きくなるほ

ど負性抵抗の現れる電圧値が低電圧側にシフトし，

特にx = 0.2 の試料では順方向電流が抑えられる結

果が得られ，検出感度γ= 1.2 V-1が得られた． 
さらに検出感度γを高めるには Al 組成 x を 0.2

よりも高く，また，AlSb 膜厚 y を薄く設計するこ

とが望ましいと考えられる．また，現在段階では

行っていない GaSb 層への Si ドーピングの検討も

必要と考えられる。 
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図−12 AlSb 膜厚 y = 1.5 nm 一定とし Al 組成 x を

 変化させたときの検出感度特性 
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 変化させたときの I-V 特性 
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