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電子遷移効果発振の動作機構と、その特性
　　Characteristics　and　Mechanisms　of　the　Transferred　Electron　Oscillators

生　　駒　　俊　　明＊

　　Toshiaki　IKOMA

　ガン発振，LSA発振の動作機構を現象論的に考察し，それらの発振特性を材料の性質との関連におい

て解析できるような大振幅近似理論を明らかにし，これらの発振の電流波形を実験的に観測することによ

ってこの理論の妥当性を示した．その結果これらの発振現象をマイクロ波源として実用する場合に，その

動作条件を回路論的に取り扱えるようになり，設計理論に対する蕃本的な手がかりを与えたことになる，

　　　　　　　　1．はじめに

　電子遷移効果発振とは，n形GaAsのような二谷半

導体（Two－Valley　Semiconductor，導電帯にエネルギの

異なった極小点が二つ存在するような半導体）に高電界

を印加したときに，上の谷に電子が遷移することによっ

て生ずる負性抵抗特性に基づく発振をいう．一般にこれ

はその実験的発見者1）の名によってガン発振と呼ばれて

いるものであるが，その後J，A．　Copeland2）が，計算機

シミュレーションによって同じ効果に基づく異なった特

性のLSA発振と呼ばれる発振を見いだし，人によって

はガン発振と区別しているので，ここでは上記のように

広く呼称する．このような発振が見られる材料はGaAs，

InP，　CdTe，　ZnSeなどであるが，ほとんどの研究は

GaAsに関するもので，この材料が現在これらの中では

比較的よくわかっているので，本文においてはもっぱら

GaAsに関して話を進める．

　この発振周波数は，通常マイクロ波帯であって，他の

固体マイクロ波発振現象に比べて発振が良質でかつ出力

が大きく（たとえば数GHzで数10　mWCW）実用的価
値が高いとみられたため，非常に多くの研究がなされ3），

現在その動作機構の大要は明らかになったと考えてよ

い．そのため解説，レビューなどはかなり多く見受けら

れるが，本文においては筆者らがこれまで研究を進めて

きたところに基づいて，これらの発振現象をいくつかに

分類し，そのおのおのの動作機構を比較的簡単に解析

し，その特性を明らかにしてみたいと思う，

　　　2．　電子の平均ドリフト速度と電界の関係

　n一型GaAsでは，そのバンド構造に基づいて，3．2

kV／cm以上の電界では図1に示す電圧制御形の負性抵

抗特性がある，この特性はほぼ10GHz程度の周波数ま

で追随するものと考えられるが，これ以上高い周波数で

は電子の加熱および遷移に要する時間が影響し，その特

性が異なってくる．以下では簡単のため図1に示す特性

が成り立つ範囲で考え，これを同図実線で近似して表わ

すことにする．すなわち電子の平均ドリフト速度V（E）
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　図1　電子の平均ドリフト速度と電界の関係（破線

　　　はButcherらの計算による）

をVMで正規化したものをVノ（E’）とすると

　　　調：鋒謬三ム，1≦且≦劇

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（1）
　　　翻：駕1調認寿配　／

ここにE’はEMで正規化した電界，μ5’は低電界の

移動度μ‘で正規化した負の移動度，μσ’は同じく正規

化された上のバンドの移動度，VvtはVMで正規化され

た谷のドリフト速度，VM，　EMは図1のとおり．この

v－E特性は五つの特性量μ‘，EM，　Vv，　EViおよびEv2

で表わされる．

　　　　　　　　　3．　LSA発振4）

　（1）電流波形

　GaAsの半導体片の両端にオーム性電極を付けて，電

圧を印加した場合には両端の電荷の蓄積や内部の不均一

に基づく電荷蓄積を考えない場合には，均一電界がかか

り，ダイオードの端子間に図1の電圧一電流特性が現わ

れる．バイァス電界が3，2kV／cm以上であれば負特性

を示し，共振回路につなぐことによって発振が可能であ

る．一般に定常状態で発振が持続している場合は，大振

幅動作であるから，線型理論では取り扱えない．そこで

現象論的に発振状態にあるダイオードの等価回路を導

く．まずダイオードが反共振回路につながれ端子電圧が

　　　　V（t）＝Vq十「V，　sinωオ　　　　　　　　　　　　　　（2）

で変化している場合の電流を求める．ダイオード内が均

一電界の場合を考えているから，電流はドリフト電流と
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　　　　　図2　LSA発振の電圧と電流波形

変位電流からなる．変位電流はv－E特性に関係なく，
・∂ｹで与えられるから，これによって生ずる容量は

ダイオード噂電容i」　c…Eiil－（L・試料長，晒面

積）に等しい．ドリフト電流は（2）式の端子電圧に対し

て図2に示したようになるが，波形は交流振幅と直流バ

イァスによって変わってくる．後に述べる空間電荷抑制

の条件を考慮するとEノーERt＜1の範囲に限って考え

ればよい．ドリフト電流Id，if（‘）をAenOVMで正規化

したものを1d，i〆（のとすると，1d，ifノ（のは次のように定

式化される．

①1≦Eノ≦・EViノ，　Eノ＋ER’≦Eγ1ノのとき

1：：：：：：：簾濃∴（3）

・…f’・（t）一・ P罎1；1）＋廊瞬／

②1≦Eノ≦Eγ1ノ，Ev、ノ≦Eノ＋ERtのとき

　　Id，if’（t）　＝＝1＋μ5’（Ea一1）＋μ5’ER／slnω孟，

　　　　　　　O≦totf｛；θi

　　Id，ift（t）　＝＝　VVノ，　θ1≦9ωt≦二θ2

　　1d，ift（t）＝1＋μ5’（E。L1）＋Pts’ER’sin　a）t，

ll：；睡叢鵬釧㈲

③Ev・「sgEatのとき

雛i三鑑臨lll卵
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（5）

1：：：：：：：二懸選1∴卵　∫

ただし・　e・　・＝　sin－・iE紫剰で
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・≦θ1≦1・θ・一・一θi（（4）式の場合）・

・Sθ・≦臣θ・－3・一θ・（（5）式の場合），

仇一・in－・
i㌔鈴・≦θ・99・・　・・－3・一θ・

である．

サストリップ
㌘ンダ・・－1－－HA1箔テフ゜高車由変換
ll　‘’一

ズ

直列抵抗　ガンダイオード　　　　しんちゅう板

　　　　　　　　　　　　　　　　　　同軸ケープル

　　　図3　電流波形観測用の回路構成図
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（a）全電流波形

〈b）変位電流波形

、〆〆

（c）ドリフト電流波形

図4　LSA　発振の電流波形

　（2）　電流波形の観測

　n形GaAsダイオード（700×700μ2×100μ）をマイ

クロストリップ線の一端にマウントし，直列抵抗（～0．5

Ω）をそう入して電流波形を観測した．回路構成を図3

に示す，共振器はストリップ導体の上にAl箔で容量を

作ることによって形成され，共振器長は可変である，印

加電圧が約65V以上（閾値電圧は約35V）で固有周

波数よりも3倍高い2．4GHzで振幅の大きい発振を得

た．全電流波形を図4（a）に示す．またダイオード部か

ら容量性結合によって電圧を取り出し，ダイオードのも

つ容量0，7pF（測定値）に流れる変位電流の大きさに

一致するように調節した変位電流分を図4（b）に示す．

両者の差はドリフト電流でありこれを同図（c）に示す．

これは理論的に導かれた電流波形と一致しこれがLSA

発振であることと同時に，この波形を用いて以下に述べ

るように発振の特性を論議できることがわかった．なお

不純物密度は2×1014　cm”3，　Pt　＝t　6500　cm2／Vsecで，　no／f

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　11、
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～8×104sec・cm旧3で後述するLSAの条件に合っている．

　（3）　等価回路の導出

　LSA発振を起こしているダイオードのマイクロ波等

価回路は，前述のC・とドリフト電流によるコンダクタ

ンスの並列回路で表わされる．マイクロ波コンダクタン

ス，G。は（3）～（5）式の電流をフーリエ級数に展開し

基本波成分をyRで除して得られる．これを計算する

と次式を得る．

①1≦Eノ≦Ey1ノ，　Eノ＋ERノ≦Eγ1’のとき
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　x

α一
?k（・一・ast）（号＋攣）＋・〕（6）

②1≦Eノ≦Ev1’，　Eγ1’≦Eノ＋E〆のとき

G・・　・．
?k，Cts・（f＋ei＋響θ三）

　　　　　　　＋（1一μ5’）（÷・＋攣）］（7）

③Ev1’≦Eノのとき

α一 ?�?－・i一攣）

　　　　　　　＋（1－Ptsり（÷・＋邑i割（8）

　ただし，G．’　1i　G。／GoでGoはダイオードの低電界に

おけるコンダクタンスである．

　G。’の値を求めるには，μ5’とEv1’の値を知らねば

ならない．これをButcherらの計算したv－E曲線7）の

近似から，μ5ノー－O，28，．EVi’＝3．0として計算すると図

5のようになる，なお同図は次に述べる空間電荷抑止の

条件を考慮していない．

　（4）　空間電荷抑止の条件

　以上ではダイオード内に均一電界がかかるとしていた

が，ダイオード内にもともと空間電荷が存在すると，負

性抵抗特性に基づいてさらに空間電荷が蓄積され上の仮

定を破ることになる．そこで（6）～（8）式に示された負

コンダクタンスを利用して発振を起こさせるには，この

一3

　　　01234567　　　　　　　　　E〆正規化交流振幅

図5LSA発振の等価負コンダクタンスの大きさ
　　（実線がEノーER’≦1の範囲）
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空間電荷の成長を抑制する必要がある．1次近似を用い

て空間電荷密度ρの時間的変化を求めると

　　　　ρ一p｛一讐∫二μ（E）dt｝　（9）

ただし，ρoはt＝oのρ．μ（E）＜0の期間に空間電荷

は成長し，μ（E）＞0の期間に減衰する，もちろんρo＝O

ならρ≡0である．図2に示されたそれぞれの時点の空

間電荷密度を添字で示すと，

　　　　Pe3／P・・一・xp｛一（el’fill2gT，e3）｝／

　　　　Pe4／ρ一一α甲｛（θ4一θ3－2π　　　ωτノ）｝／

ただし，τe，τ！は

　　　　…毒｛t、e，∫：：Ptdt｝→　／

　　　　Tf≡訪÷お）∫1㌦’｝一’／

で，

（10）

（11）

　　それぞれ消滅，および生成の平均時定数である．空

間電荷抑制の条件，すなわちどのくらいの空間電荷が成

長しても上述したV－E特性が端子間に現われるかとい

うことは，あまりはっきりしていないが，一つの目安と

してρθ，／ρθ、＜e’1，ρθ、／ρθ、＋2。＜eととると（10）式より

一撫劉）〈　n°’f＜2㎡陰）一。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（12）

を得る，ここで，h，＝noτe，　hf＝noτ！である．（12）式か

らLSA発振が可能なno／fの範囲がバイァス電圧と交

流電圧の関数として求められる．交流電圧は負荷が決ま

れば決まるから，（12）式はバイアス条件，負荷条件が与

えられたときのLSA発振に対するno／！を与える，

数値例としてh。＝・3×103sec・cm“3，　hf　＝・　3×105sec・cm－3

ととってこれを図示すると図6のようになり，実験結果

をよく説明できることがわかる．

lO6

　10

ぐ。震

lO4

Fleming（LSA　limltation）

　／　　　　　　　　　0．01G。

　α10。　0．05G。

Copeland（experimental）

　8　　　。

G．xGg

o．“6CL°×

Gム＝0．01Go

1　　　2　　　3　　　4　　　5　　　6

　　　E。’正規化バイァス電界

図6　LSA発振が可能なno／！の範囲
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図7　LSA発振の最大負コンダクタンスとバイア

　　ス電界の関係
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図8　LSA発振の効率とバイアス電界の関係

　（5）　発振特性

　（12）式はno／f値とEノが与えられたときのERノの

最小値を決め，したがって，負コンダクタンスの最大値

を決める．これを図7に示す．この範囲内において種々

の発振特性が求められる．1例として最大効率を図8に

示す．これらの特性はCopelandの計算機解析の結果2）

とだいたい一致しており，このように簡単な解析を用い

てLSA発振の動作特性を明らかにすることができる・

さらに詳細な特性を論じる場合には，不純物密度の不均

一やオーム性電極の影響などを考えねばならないが，不

純物密度の不均一が大きい場合には，空間電荷密度の成

長が速く，LSA発振の効率が悪くなると考えられる・

　　　　　4．　定常状態における電荷分布5）

　前章では，内部電界が空間電荷発生よりも時間的に速

く変化している場合を考えたが，ここではその逆に比較

的長い試料（＞100μm）で端子電圧が一定の場合を考え

る．このときには陰極部のn＋nの界面の部分から電子

蓄積がおこり，これに対応して陽極部のnn＋界面に欠

乏層が生じる．電子計算機解によるとこの蓄積層は陽極

に移動することが知られている．しかし実際のダイオー

ドではn層内の不均一によってこの電子蓄積層はいわゆ

る電気二重層に変化してしまい，実験的にはもっぱらこ

の電気二重層が観測されている．以下この層の特性を上

Et国

E

ミ
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　　　　　　　　Xp
図9　高電界電気二重層内の電界（上）と電子分布（下）

述の折線近似を用いて簡単に解析する．

　（1）　電気二重層過剰電圧と外部電流の関係

　実験的に通常観測されるのは図9に示した高電界電気

二重層であって，この電界分布を破線のように近似して

取り扱う．電流連続の条件およびポアソン式より定常状

態においては次のいわゆる等面積則6）が成り立つ．

　　　　Ep　　　　∫　　　　　｛v（E‘）－v（E）｝・dE＝O　　　　　（13）

　　　　El
このとき拡散係数DはEによらないと仮定しており，

また層の移動速度Vd＝＝V（E，）である．　Ep，　E，は図示の

とおり．

　さて図1の折線近似と（13）式よりE。は次のようにな

る．

　　　　E，・＝EM＋｛α、一・Vbl・（α一1）｝（E，－EM），

　　　　　　　　　Ep≦Ev1

Ep＝EM＋�c1鍔曙・／
（14）

ここにα1－1／μ5’である．電気二重層にかかる過剰電圧

V，xを次のように定義すると，

　　　　Vex≡iil　Va－Et・L

図9からわかるように

　　　　レ2歳。（E・－Ei）・＋手（E・－Ei）

（15）

（16）

ここにγは欠乏層中の平均電荷密度を表わす係数でγ＝

1なら完全な空乏層で0〈γ≦1である．Waは蓄積層

幅であるが，Waは小さく，　V、。が数ボルト以上では第

2項は第1項に比して無視し得る・（14）と（16）式によっ

て，ElとVexの関係が勿一E特性を表わす特性量で表

わされたことになる．層がダイrt　一一ド内に存在するとき

の電流は，GoLEiで与えられるから，（15）と（16）式を

連立させて解き，Eiの値を求めることによってダイオ

ードの電流が求められる．

　（2）　走行時間姿態の電流波形の観測

　ダイオードを純抵抗負荷にて動作させると，上述の電

気二重層が陰極で発生し，走行し陽極で消滅しこの過程

を繰り返す．これに伴ってダイオード電流は図10に不

したようになり，一種の弛張弛緩発振をする．電流スパ

イクの繰り返し周波数はほぼVd／Lである．

13
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　　　　　T
　　　　響
　　　　　⊥
　　　　　　　トー10nsl

図10　電気二重層の走行に基づく電流振動波形の1例

　同図の谷の電流値がGoLEiでこれからE‘の値が実

験的に求められる．V。を変化させEiを求めることに

よってV，。と．E‘の関係が得られる．これを三つの試

料について実験的に求めたものを図11（a）に示す，同

図より上述の理論を用いてμ5’およびEVI’を求めると

W－E特性は同図（b）に示したようになる．このときの

V、。とE，の理論曲線を同図（a）に実線で示したが，両

者はよく合っている．

　（3）　電気二重層の生成過程

　電気二重層の定常状態では，（13）式が成立するが，生

成過程については，若干の近似を用いることによって次

式が導かれる8）．

　　　　警一∫ll：：；｛・（E，）一一v（E）｝dE（17）

この式とV－・E特性の折線近似を用いることによって，

Eiの時間的変化を数値積分によって求めることができ

る．その過程の詳細は省略するが，これはもともと存在

する電界の不均一AEとEa，　noなどによって変化す

14
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　　E，　タト但11電界　（kV／cm）

V・X対Elの実測値（点）と計算曲線（実線）

　　　0　1　　　　　4　　　　　　　　　　　E／Ev正規化電界
（b）　（a）の三つの試料に対して求められたv－－E特性

　　　　　　　　図11
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　　一一Nr　Z．一一一v－－Threshold　field

　　　　　　＼＼・。＝1014cm－3

　　　　　　　＼、
　　　　　　　　曳｝n。＝10’5cm’3

　　　　－AE＝O．01　E。
　　　　一一一AE＝O．　I　Ea

　　　　　　L＝100μ
0　　 0，1　　0．2　　0。3　　0．4　　0．5　　0．6　　0．7　　0．8

　　　　　　　　t，時間（nsec）

図12　電気二重層の生成に伴うE，の変化
　　　　　　（Ptt＝6000　cm2／Vsec）

るが，計算結果の1例を図12に示す．

　（4）　電気二重層の維持電圧

　印加電圧VaとLが与えられたときに，ダイオード

内に存在する過剰電圧の大きさは，（16）式の曲線と（15）

式の直線との交点で与えられることは前述したが，二重

層の特徴として次に述べるような性質がある，すなわち

いったん生成した電気二重層は端子電圧が閾値以下にな

っても，すぐには消滅せず，さらに低い電圧になって始

めて消滅する．この電圧を維持電圧と呼び，noL＞1012

cm幅2の試料では，（15）式の直線が（11）式の曲線に接す

る点のV。で与えられる．これを計算したものを図13

に示す．これもまたv－・E曲線noLに依存する．

1

O 500

L（μm）

1000

図13　電気二重層の維持電界（Vs／L）（破線はCope・

landの計算機解11））

5．　共振姿態発振9）

　前章ではダイオードが純抵抗負荷あるいはQの低い

回路につながれており，その中で誘起されるマイクロ波

電圧が二重層のふるまいに影響をおよぼさない場合を考

えたが，実際にGaAsダイオー…一ドをマイクロ波発振源

として実用する場合にはQの高い共振器につながれる

場合が多い．この場合には前述した電流スパイク列は生

ぜず，マイクロ波電圧によって電気二重層の発生，消滅

が制御されるようになる．したがって，発振周波数も素

子の長さから決まる固有周波数の前後にオクターブ以上

にわたって変化させることができる．このような姿態を

共振姿態と呼び，前章の姿態を走行時間姿態と呼んでい

る．
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　　　　　　　　　　　　　1め　（1）　共振姿態の電流波形

　ダイオードが共振器につながれている場合には，端子

電圧は3章に述べたように（2）式で表わされる・今LSA

発振と異なり，no／f＞4×105　sec・cm－3の場合を考える

と二重層は1サイクル中の端子電圧が閾値以上の間に十

分成長し，4章で述べた定常状態に落ち着く．次にもし

VRが十分大きく端子電圧が二重層の維持電圧Vs以下

になると二重層は消滅し始める．端子電圧が閾値以上に

なり次にVs以下になるまでの時間が層の走行時間より

短ければ層は素子の途中で消滅することになる．この場

合の端子電圧とEiの関係を図示すると，図14のよう

になり，明らかに負コンダクタンスが生じていることが

わかる．端子電圧が閾値から込以下になるまでの時間

がもし走行時間よりも長ければ，層は陽極に到達し再び

端子電圧が閾値以上になるまで発生しない．この場合で

もやはり共振が可能であって発振が持続する．両者の電

流波形の観測結果を図15に示す．このような共振姿態

が起こるためには端子電圧がγ5以下になることが必要

であるがこのことは実験的にも確iかめられている．

EE島E

十
瑞ー（軸）陶

T

0

Eに’聖

　　　　着E’・

　　　　　　O　　　　　　　　　t、O　　　　t2　t、T
　　　　　　　　　　　一一｝－t

図14　共振姿態の（a）平均電界（端子電圧÷試料長）

　　　と（b）E‘（のの時間変化（破線は周波数が高い

　　　場合）

　（2）　共振姿態の等価回路の導出

ダイオード翻は・価（t）＋票で与えられるか

ら，図13に示したEi（t）から容易に得られる．層の生

成，消滅の時定数τ！，τ。を仮定して，LSA発振の場合

と同様にフーリエ級数展開によってマイクロ波アドミタ

ンスを求めると次のようになる．

…　・・　一一lii－〔（・一α）（赫）（等瓦5）

　　　　　　θ1一θ2
　　　　　｛・可（sinθ2　　　　　十COSθ2θノ）

　　　　　＋e・ve・－s－X’，e’一…θ・一・｝

　　　　　＋（Ea－Els　ER）（…θ・一…θ・）

　　　　　一｛・＋θ1iθ2－（sin2θ1デin2θ2）｝〕（17）

一＿｝＿＿一一　一　一一　一一一 （a）

＿＿一一　　　一一一一　　　一一一一一　　　一9
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　ト　10ns　一

（a）固有周波数より低い時

CURRENT

　　　　　　昌’人k

　　　　　　ト2。♂

　　　　　　（b）固有周波数より高い時

図15　共振姿態の電流波形（A点で二重層が発生し

　　B点で消滅している）

　　　　B・・＝：M－1｝M〔（・一・）（、旱言，、）（絵E醇）

　　　　　　　　e1一θ2
　　　　　　　｛・θ’←i・仇一響2）

　　　　　　　一・i・θ・＋C碧｝

　　　　　　　＋（E¢－EtS　　Es）（・i・θ・一・i・θ・）

　　　　　　　＋÷（・i・・θ・一・i・・θ・）〕　（・8）

　ここにα＝τD／τf，E．＝＝　V，／L，　E・　・＝　Va／L，　E・h：閾値

電界，EIs：定常状態のE，，θf　・・　（Oτ／，τD：誘電緩和時

間でτ，＝：τDとした，G。’はωτノがほぼ2・4以下で負

となり，ダイオードが負コンダクタンスをもっているこ

とがわかる．またB．tは正で容量性サセプタンスをも

つことがわかる．

　数値例としてGaAsに対するE・・　・＝　3・2kV／cm，　Es

＝＝O．8　E、h，　EJS・・1．5kV／cmを用いて計算したG。’，　B．t

を図16に示す，またこれを用いて求めたリーケ線図の

1例を図17に示す．

　（3）発振特性
　ダイfi　一一ドの等価回路が与えられれば，種々の動作条

件における発振特性は，Gw＋G，・・O，　B・十B．・＝Oより

求められる（GL，　BLはそれぞれ負荷コンダクタンスお

よびサセプタンス）．一つの例として効率のバイァス電

圧依存性および周波数依存性を図18，図19に示す・こ

れらの傾向は実験結果と一致している．

　　　　　　　　　6．　おわりに

　以上で電子遷移効果発振の三つのおもな姿態の特性を

V－E特性の折線近似を用いて解折した結果の大筋につ

いて述べた．これらは従来はほとんど電子計算機を用い

て数値的に解かれてきた問題であるが，この発振現象を

15
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　（b）共振姿態のサセプタンスの大きさ

　　　　　　図16
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図17　共振姿態発振のリーケ線図の1例（1）ノos

　　は1／2　”VM2Goで正規化した出力）

マイクロ波源として実用化する場合には，回路応用に役

立つような解析が必要であると考えられるので，以上に

述べた近似理論を展開し，等価回路を導いて回路応用へ

の手がかりとした．なお，この効果を用いて，きわめて

16
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　　　　　　　0．1　　　　0．3

　　　　　　　　　　　　tO「f
図18　共振姿態発振の効率と周波数および負荷コ

　　ンダクタスンの関係

（ま）灘

　　　　　　　　鴬ζ正規化バイァス電圧

図19　共振姿態発振の効率のバイアス電圧依存性

　　の1例

応答速度の速い（数p～数10　Psec）ディジタル素子を

作ることも可能であると考えられるので，GaAs材料に

関する製造技術の今後一層の研究開発が必要であると思

われる．
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