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1. はじめに 
 
波長より小さい構造体を規則的に配置した人工構

造物であるメタマテリアルは，負の屈折率によるク

ローキング現象[1]や表面プラズモンポラリトンに

よる異常透過現象[2]など，不思議な物理現象を示し，

基礎科学の観点からも応用技術の観点からも強い関

心を集めている．一方，光波と電波の境界領域であ

る電磁波のTHz帯は未開拓の周波数帯域として近年

非常に注目を集め，その利用に関する研究開発が活

発に行われている．しかし，安価で容易に手に入る

光学素子の開発が大きな課題のひとつである[3]． 
我々は，メタマテリアルの一種とみなせ，擬似的

な誘電体として振舞うメタルスリットアレイ[4]の
THz 帯での光学的性質ついて調べ[5, 6]，THz 波を制

御する新たな機能の創出について検討を行っている

[7-9]．本研究では，二段型のメタルスリットアレイ

構造において光学パスが閉じるときの共鳴モードの

振舞いとその消失メカニズムの解明を行った[10]． 
 
2. 構造とシミュレーション 
 
図１に本研究で検討した二段型のメタルスリット

アレイ構造を示す．上下のスリットアレイは同一で，

h はスリット高さ，d はスリット周期，w はスリット

幅であり，それぞれ 1000，600, および 160 µm に固

定した．また，s はスリットアレイ間のエアギャッ

プ幅，l はスリットアレイの x 方向の相対ずれ量で，

本研究ではずれが無い構造（l = 0）と半周期ずらし

た構造（l = d/2 = 300 µm）について検討した．なお，

メタル部分は完全導体と仮定した． 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
図 1 二段メタルスリットアレイ構造 

 
透過特性は，Finite Difference Time Domain (FDTD) 

法を用いて，y 方向に磁場成分をもつ p 偏光を z 方

向に沿って垂直入射した場合について計算した．x
方向には周期的境界条件を用い，解析領域は完全吸

収体で取り囲んだ．最短時間幅は 2.35 fs，最小セル

サイズは 1×1 µm2 である．透過スペクトルはシング

ルパルス波に対する応答を離散フーリエ変換して求

めた．また，フィールド分布はその透過スペクトル

から得られる共鳴周波数の単色光を用いて計算した． 
 

3. 透過スペクトル 
 
図 2(a)と(b)に，それぞれ l = 0 と l = d/2 の透過スペ

クトルの s 依存性を示す．共鳴モードの同定は，l = 0
の二段構造は s = 0のときh = 2000 µm の単層構造に

対応することから，図 3(a)に示した単層のスリット

アレイの透過スペクトルを用いて行い，Dn（n はモ

ード次数）で表した． 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
図 2 透過スペクトルの s 依存性 ((a) l = 0, (b) l = d/2) 

 
まず，l = 0 の図 2(a)において，奇数次の D1モード

の共鳴周波数は s が変化してもほとんど変わらない

が，偶数次モードの D0 と D2 の共鳴周波数は s が大

きくなるにつれてレッドシフトすることが分かる．

後で述べるように，これは z 方向に対するフィール

ド分布の対称性に起因しており，Dn と D2n+1モード

のフィールド分布は，エアギャップの中心線に対し

て，それぞれ，対称と反対称であることによる． 
 一方，l = d/2 の図 2(b)において，偶数次の D0 モー

ドと D2 モードの振舞いは，光学パスが閉じる s = 0
の近傍を除いて l = 0 の場合とあまり変わらないが，

奇数次の D1モードの振舞いは s が約 200 µm 以下の

領域で大きく異なっていることが分かる． 



l = d/2 の構造でのモード消失も含めた共鳴モード

の振舞いを詳しく見るために，図 3(b)に五つの s の

値に対する透過スペクトルを示した．s が 0 に近づ

くにつれて，D1 モードは D0 モードに急接近し合体

した後，s = 5 µm 以下で急激に減衰することが分か

る．また，同様の振舞いが D3モードと D2モードの

ペアに対しても見られる．これらのことから，s = 0
での共鳴モードの消失は，奇数次モードと偶数次モ

ードのミキシングによると結論した． 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 3 一段(a)および二段(b)構造の透過スペクトル 
 
4. 共鳴モードのフィールド分布 
 
共鳴モードの消失がモードミキシングによって起

こる物理メカニズムを明らかにするために，FDTD
法を用いて各共鳴モードに対して電磁場分布のシミ

ュレーションを行った．図 4 に四つの s の値に対し

て計算した l = d/2 の構造の D0 モードと D1 モードの

磁場分布を絶対値|Hy|を用いて示した． 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
図 4 D0モードと D1モードの磁場分布|Hy| 

 
s = 200 µm では，偶数次の D0 モードはエアギャッ

プ層を含んだ全領域に半波長共鳴的に広がっており，

そのアンチノードはエアギャップ内にあることが分

かる．従って s が大きくなると共鳴波長は長くなり，

これが偶数次モードがレッドシフトする理由である．

一方，奇数次の D1 モードはエアギャップ内でノード

をもち，上下の h = 1000 µm のスリットアレイ内に

半波長共鳴として閉じ込められていることが分かる

（ただし，振幅の符号は上下のスリットアレイで逆

である）．これが l = 0 の場合に奇数次モードの共鳴

周波数が s にあまり依存性しない理由である． 
 s = 10 µm になると，D0 モードはエアギャップ内に

アンチノードをもった半波長的共鳴を維持している

が，D1モードのアンチノードの位置はスリットの中

央からエアギャップ側にシフトし，D0 モードの分布

パターンに似てきていることが分かる．すなわち，s
が小さくなると D1モードは h = 1000 µm に対する半

波長共鳴から 1/4 波長共鳴に変化し，その結果，D0

モードの共鳴周波数に近づくことになる．そして s = 
2 µm では，D1モードと D0モードの共鳴周波数はほ

ぼ一致し，下のスリットアレイでは二つのモードは

同位相であるために constructive な干渉が，上のスリ

ットアレイでは逆位相であるために destructive な干

渉を起こし，s = 0 では共鳴モードが完全に消えるこ

とになる．これがモードミキシングによるモード消

失のメカニズムである． 
最後に，横方向のずれにより奇数次モードだけが

大きく影響を受けるメカニズムについて述べる．s
が小さくなるとエアギャップ側のスリット端にメタ

ル表面が接近する．磁場はメタル表面で同相でほぼ

完全に反射されるので，磁場のアンチノードの位置

はエアギャップ側に動かなければならない．従って，

もともとエアギャップでアンチノードをもつ偶数次

モードは分布状態を変えないが，エアギャップでノ

ードをもつ奇数次モードは分布状態を大きく変える

ことになる． 
 
5. まとめ 
 
本研究では，二段構造のメタルスリットアレイに

ついての透過スペクトルのシミュレーションから 
・横ずれがない場合，エアギャップの増大とともに

偶数次モードの共鳴周波数はレッドシフトするが，

奇数次モードの共鳴周波数はほとんど変化しない． 
・横ずれがある場合，エアギャップの減少とともに

奇数字モードは偶数次モードに急接近し，合体し

てミキシングにより消失する． 
ことを示した．さらに，このような共鳴モードの振

舞いは，偶数次モードと奇数次モードのフィールド

分布の対称性とスリット端での境界条件の変化によ

り説明された． 
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