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　テラヘルツ（1THz=10 12Hz）周波数
領域はマイクロ波と赤外線の間にあ
る。このテラヘルツ領域において検出
できる分子の振動励起は化学分析に有
用であり、工業計測機器や国家防衛の
用途に使われている。テラヘルツ放射
の短いパルスと電気光学サンプリング
を組み合わせた時間領域分光法は、媒
質の遠赤外応答の実部と虚部の同時超
高速測定を行うことができる（1）、（2）。テ
ラヘルツ放出モード同期フェムト秒レ
ーザはまだ利用できないが、容易なテ
ラヘルツパルス発生の方法には、光波
領域のモード同期レーザの利用が含ま
れる。1ピコ秒以下の継続時間をもつ
短いテラヘルツパルスは、サブピコ秒
の光パルスの強度エンベロープを探知
する電場に相当する。
　現在は、テラヘルツ周波数の非線形
光学の研究に用いる、高ピーク出力テ
ラヘルツ光源の開発が活発に行われて
いる。線形分光法の場合は、ピーク出
力ではなく、平均出力が重要になる。
高繰返し速度（50～1000MHz）のフェ
ムト秒光源は、レーザ増幅システムの
光源よりも簡単かつ安価であり、雑音
も少ない。2台の同期したパルスレー
ザを使用し、その1つをテラへルツパ
ルスの発生に、もう1つをテラヘルツ電
場の検出に使うと、機械的な駆動部品
のないテラヘルツ分光法の構成が可能
になる（3）。ここでは半導体にもとづく

高繰返し速度テラヘルツ光源につい
て、最近の開発のいくつかを議論する。
この急速に成長する分野で進行してい
る近年の開発のすべては議論できない
ため、その数例を取上げる。

光導電エミッタ
　光パルスからのテラヘルツ放射の発
生には、2つの基本的な機構がある。
より簡単な機構は光整流にもとづいて

いる。反転対称性のない透明媒質の場
合は、強い光パルスが双極子電荷分布
を誘起し、誘起された双極子は光パル
スと一緒に移動して、テラヘルツ波を放
出する。一般に、ワイドギャップ半導体
のテルル化亜鉛（ZnTe）、またはDAST
のような有機非線形結晶が使われる。
光整流は簡単な動作に利点があり、モ
ード同期レーザから結晶への集束ビー
ムの入射だけが必要になる。結晶の光
吸収による、実現可能な帯域幅の制約
が欠点になる。また、光整流は位相整
合が必要になる。つまり、短いテラヘ
ルツパルスを効率よく発生させるには、

テラヘルツ光源

ジャレド・ワールストランド、トーマス・デコルシー、グレゴール・クラット、スティーブン・カンディフ

テラヘルツ放射に使われる高繰返しフェムト秒光源の最近の開発は、放射効
率の改善の可能性を示し、光伝導エミッタが重要なテラヘルツ光源になるこ
とを示唆している。
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図1　遠方場に発生するテラヘルツ放射の破壊的干渉を防ぐために、光導電エミッタの相互嵌合

デンバーエミッタも相互干渉を防ぐために、金属の厚みの変化を用いて不透明ストライプの横方
向の対称性を破ることが必要になる。



光パルスの群速度とテラヘルツ波の位
相速度を整合しなければならない。
　ここで重視する第二の発生機構は、
光導電放出にもとづいている（4）。この
場合のテラヘルツパルスは半導体に衝
突した光パルスから発生した光励起キ
ャリアの加速により放出される。この
場合の半導体と光パルスは、一般に、
ヒ化ガリウム（GaAs）とTi：サファイア
レーザパルスの組み合わせ、またはフ
ァイバレーザとヒ化インジウムガリウ
ム（InGaAs）の組み合わせが使われる。
半導体内部に存在する電場からはテラ
ヘルツ放射バーストを放出する電流渦
が生成されるが、テラヘルツパルスは
バイアス場の方向に偏光しているため、
テラヘルツ放射は最適化されていな
い。したがって、テラヘルツ放出の伝
搬方向は試料の面内になり、外部への
放射が難しくなる。そのため、バイア
ス場は一般に半導体表面の面内に向く
横方向場が使われる。
　光導電光源は、媒質内の強い電場の
存在が必要になる。従来の光導電スイ
ッチは電場の加速を強化してテラヘル
ツ放出を増強しているが、この増強は

活性領域が狭くなり、放射効率が減少
する。光導電エミッタの電圧を増加し
て放射効率を改善する試みは、バイア
スされた金属‐半導体‐金属構造の複雑
な物理学による妨害を受ける。バイア
スが増加すると、半絶縁性GaAs内部
のキャリア捕獲不純物のために、電位
分布は正に帯電したアノードの近傍に
集中する（5）。アノードのミクロンサイズ
の内部は500kV/cmの強い電界強度に
なると報告されている。これは非常に
大きな電界強度だが、これらの「捕獲
増強場」が金属電極の数ミクロンサイ

ズの内部だけに存在する事実は、それ
らをテラヘルツ発生に利用することを
困難にする。楕円形状の焦点を使用す
ると、強い捕獲増強場を利用できるが、
その結果としてのエミッタの活性領域
は依然としてかなり狭い（5）。
　フォトリソグラフィまたは電子ビー
ムリソグラフィを用いて加工した金属‐
半導体‐金属（MSM）の相互嵌合による
指構造を使用して、これらの問題の解
決を可能にする特殊な光導電テラヘル
ツエミッタを設計した。相互嵌合バイ
アス金属ストライプの簡単なアレイは、

るため、発生した放射の遠方場におけ
る破壊的干渉を引き起こす。したがっ
て、二つの電極間を1つおきにマスク
することが重要になる（図1a）。その結
果、照射されたすべての活性領域のキ
ャリアは一方向に加速され、発生した
テラヘルツ放射は遠方場においてコヒ
ーレント状態の重ね合わせになる（6）。
活性領域のサイズは10×10mm2までに
広がり、電極の幅と間隔は5μｍを選択

ートル当たり数十キロボルトのオーダ
の加速場が単一電源から容易に得られ
ることを保証している。

光‐デンバー効果
　最近、横方向の光‐デンバー効果に
もとづくテラヘルツエミッタの新しい
概念が実現された（7）。これらのエミッ
タは外部バイアスを必要としない。そ
の代わりに、光励起されたキャリア密
度内の横方向勾配が時間依存偏光のた
めの駆動力になる。このような勾配は
半導体を覆う不透明材料のエッジを励
起すると、電子の超高速拡散流を生成
する。正孔よりも速い電子の非励起領
域への拡散は、空間電荷場（つまり光‐
デンバー場）を構築する。相互嵌合光
導電エミッタと同様に、すべての金属
ストライプは二つのキャリア勾配が反
対方向になるため、金属ストライプの
簡単なアレイは破壊的干渉を引き起こ
す。一つおきの金属ストライプの厚み
変化を通して不透明ストライプの対称
性を破ると、キャリア勾配は抑圧され、
すべての活性領域は一方向のキャリア
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図2　15kV/cmのバイアス電場で動作する相互嵌合光導電エミッタと、バイアス電圧なしで動
作する光‐デンバーエミッタの時間領域過渡特性を比較している。この比較から、光‐デンバーエ
ミッタは、バイアスのあるエミッタと同等の性能をもつことが分かる。挿入図は光‐デンバーエミ
ッタの走査電極を示している。右側には厚い金層で覆われたアルミニウムの壁が現われている。



勾配になる（図1b）。
　高速走査テラヘルツ精密分光計を使
用して、光‐デンバーエミッタと15kV/
cmの加速場をもつ相互嵌合光導電エ
ミッタのテラヘルツ電場を測定して比
較した（図2）。光導電エミッタは半絶
縁性GaAs上に作製し、光‐デンバーエ
ミッタはリン化インジウム（InP）基板上
に成長したIn0.53Ga0.47Asのエピタキシ
ャル層上に試作した。InGaAsのバンド
ギャップエネルギー（0.74eV）はGaAs
（1.42eV）よりも小さいため、光‐デン
バーエミッタは小型エルビウムドープ
フェムト秒レーザと組み合わせて使用
した（8）。

ラジオ周波数バイアス
　エミッタのサイズを拡大するもう1
つの方法は、ラジオ周波数（RF）バイ
アスを使用する。捕獲増強場はキャリ
アが電極から半導体に注入されたとき
にだけ存在する。エミッタをバイアス
するレーザの繰返し速度近傍の周波数
によるRF場を使用すると、金属電極
と半導体との間に絶縁層が存在して
も、半導体の内部には均一なバイアス
場を形成できることが分かった。RF
バイアスはタンク回路を用いて受動的
に増強されるため、高電圧の電極は不
要になる（図3）。RFバイアスをレーザ
の繰返し速度に同期することで、定（dc）
電場の効果的な形成、あるいは繰返し
速度のわずかにずれた周波数の使用が
可能になった。後者は差周波数を用い
たロックイン検出を行なうことができ
る。RFバイアスと絶縁電極の使用は、
光導電エミッタの場合に共通の問題と
なる強いレーザ場と大きなバイアス場
に対して、顕著なロバスト性を示すこ
とも分かった。テラヘルツ放出はバイ
アスの増加による飽和の兆候を示さな
かったが、このことはバイアス場のさ

らなる増強によって改善の余地がある
ことを示唆している。
　要約すると、技術が成熟している光
伝導超高速テラヘルツ光源は、最近そ

の技術がさらに進歩し、そこには改善
の余地があり、テラヘルツ放射を発生
する重要な方法としての地位を継続で
きることが分かった。
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図3　テラへルツエミッタのサイズはラジオ周波数バイアスを用いて拡大できる。ラジオ数波数を、
レーザの繰返し速度に近い周波数をもつエミッタにバイアスすると、半導体の内部にはテラヘルツ
放射の発生に十分な均一バイアス場が形成される。このバイアス方式はバイアス場の受動増強を
利用している。テラヘルツ場のピークは、バイアス振幅の増加とともに増加する。


