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テラヘルツ領域

• 1 THz＝33cm-1＝48K＝4.2meV＝300mm
• 光と電波の中間領域
• 超高速・超高周波 → 通信・信号処理応用
• 紙・プラスチックなどを透過・適度な指向性

→ イメージング応用

• 指紋スペクトル・物性を決める素励起（マグノン・ソ
フトモードなど）の吸収

テラヘルツ分光技術
テラヘルツイメージング技術
テラヘルツエレクトロニクス

環境計測・食品検査（水分量調査）
生体組織検査・薬物検査・通信デバイス
超高速光通信・ナノテクノロジー
セキュリティ・材料評価・化学分析

応用分野



開発技術の要点

これまでのテラヘルツ分光技術では、スペクトル・電場
波形の取得に多数回の測定が必要であった

何が可能になる
のか？？

レーザーパルス一発で瞬時にテラヘルツ波形を
取得し、高速で繰り返し測定できる手法を開発
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• 今回の技術の原理とこれまでとの相違点

• これまでの実験結果
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• まとめと希望



時間領域分光の原理と欠点
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• 一回きりの現象は測定できない
• 絶えず変化する現象を測定できない
• 運動している物体を測定できない
• 測定に長時間必要
• スペクトル情報のイメージングができない



プローブ光１パルスにてTHz波を検出する手法。従来は、CCD
カメラなどを用いて取得したイメージから波形を取得

高速の繰り返し測定が可能な
シングルショット・THz分光法が必要！

• カメラでは１回のデータ
取得に時間的制限が存在

• シングルショットの連続
測定の高速化には不向き

・チャープパルス法 [1] Z. Jiang et al., APL 72 (1998) 1945.
・透過型エシェロン法 [2] G. P. Wakeham et al., Opt. Lett. 25 (2000) 505.
・反射型エシェロン法 [3] Y. Minami et al., APL 103 (2013) 051103.

シングルショット分光法



[5]. K. Goda, K. K. Tsia & B. Jalali, Nature 458, 1145-1149 (2009)

[4] K. Y. Kim, B. Yellampalle, G. Rodriguez, R. D. Averitt, A. J. 
Taylor, and J. H. Glownia, Appl. Phys. Lett. 88, 041123 (2006)

• チャープパルスを用いた
EOサンプリング法による
シングルショット検出[4]

• ファイバーを用いてパルスを
広げ、高速フォトダイオード
で検出[5]

• ファイバーの群速度分散により、
ピコ秒単位のTHz電場波形を数
ナノ秒まで拡大

• プローブ光を高速フォトダイ
オードで検出、1次元波形
データをオシロスコープで取得

測定原理
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Ti:Sapphire 再生増幅レーザー
中心波長：800nm
スペクトル幅：50nm
繰り返し：1kHz
パルス幅：35fs
エネルギー：2.0mJ/pulse

光ファイバー
長さ：3.0km、5.5km
カットオフ波長：

1100nm～1350nm
三菱電線工業

EO結晶
ZnTe (1 1 0), 2.0mm

高速フォトダイオード
波長帯域：400～1650nm
3dB帯域幅：25GHz
検出材料：InGaAs
Newport 1431

40dBアンプ
周波数帯域：３GHz
R&K AA040-0S

デジタルオシロスコープ
周波数帯域幅：1GHz
サンプルレート：5GSa/s
Agilent Technologies
DSO-X 3104A

実験配置



ステージスキャンによるTHz波形

シングルショットベースによるTHz波形
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規格化計算

THz波形の
取得に成功！

遅延間隔：0.667ps
実験結果



測定系
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非線形光学測定への応用

一秒で非線形応答のパワー依存性を測定可能！

LiNbO3におけるKerr効果をポンプ光の強度を変化させながら測定



相変化材料測定への応用

不可逆な相変化をリアルタイムで測定可能

DVD材料の光誘起相変化をポンプ光の強度を変化させながら測定



• OPAからの赤外光（中心波長1.2μm）をOH1結晶に照射し
THz発生、GaP結晶にて検出

• シングルモードファイバー、20GHzオシロスコープで測定

テラヘルツ測定への応用

再現性良くテラヘルツ波形を測定可能！
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高繰り返しシングルショット分光法の利点

テラヘルツスペクト
ルモニタリング応用

指紋スペクトルを通した生
産ラインモニタリング（医薬
品・半導体・絶縁体・化学
薬品・薄膜など） ラインを止めなくても

スペクトル検出可能

テラヘルツカラーイ
メージング応用

スペクトルイメージ
ングの高速化（美
術品・セキュリティ
など）

一点のスペクトル・時間情報
を瞬時に検出可能

テラヘルツOCT
パルス波形を利用した深
さ方向の診断（コンクリート
の内部観察・薬品コーティ
ングなど） 反射パルスのタ

イミングで内部
構造を推定



スペクトルモニタリング

半導体基板

半導体基板のキャリア密度評
価が簡便に可能

キャリアの応答によって
反射テラヘルツ波の強度
は大きく変化する。

各点の測定は一瞬で終わるので、試料の位置をスキャンしながら
測定するなど、ラインや動きを止めずに測定することがことが可能



カラーイメージング

• 同様の理由でイメージングの高速化も可能

スペクトル測定が一瞬なので、
ラスタースキャンを止めずに
カラーの情報を得ることがで
きる。

XYステージ



テラヘルツOCT
• テラヘルツ波は透過性が適度に良くmm～mm

オーダーの深さ方向の情報が得られる。

反射波のタイミングの情報
は時間領域に現れる
→ 深さ方向の情報
薬品のコーティング・封筒
内容物・発砲スチロール

これらをシングルショット検出！
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現状の問題点

• 高価な素子
• 時間遅れ
• 窓幅不可変
• 波形の歪み
• 検出感度・精度



ファイバーBRAGGグレーティング

長距離ファイバーの代わりにCFBGを使用
• 時間遅れの解消
• 時間幅可変の可能性
• 通信帯域でも使用可能
• チャープ可変も可能

赤は早く反射 青は奥で反射



非同軸EOサンプリング

検出結晶に非同軸EOサンプリングを使用
• 和周波/差周波成分のみを検出することで波

形歪みを解消し、広帯域化
• 感度向上？

Tani et al., Optics Express 21 (2013) 9277.

EO結晶

THz光

プローブ光

差周波信号

和周波信号
THz0 kk

THz0 kk

0k

THzk



バランス検出法

検出をPDではなく、バランス検出器に変更
• 微弱アナログ信号をアンプすることが可能に
• 高繰り返しのレーザーも使用可能に

PDPD

-
高速アンプ
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まとめ

新しいシングルショット・テラヘルツ波形
測定技術を開発
• 指紋スぺクトルモニタリング用途
• 高速イメージング用途
• テラヘルツOCT用途
希望
産学共同のプロジェクトへの応募？
超高速技術・光通信・高周波技術を融合
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