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１．フェムト秒レーザーシステムによる超広帯域時間領域分光法の確立 

ナノ構造物質や強相関電子系の磁性や伝導特性に関わる素励起は遠赤外域から近赤外域

に存在し、その全体像を明らかにすることが重要である。その全域をカバーする電磁波パ

ルスの時間応答を測定する「時間領域分光法」を行えば、光励起状態の物性、例えば誘電

率の実部と虚部を同時に評価できるなど、他の手法では実現不可能な大きな利点がある。

このため、本事業で導入したレーザーシステムを用いて、空気中プラズマ発生による高強

度超広帯域赤外パルス波を用いた時間領域分光を試みた。 

実験配置は図 1に示す通りである。チタン

サファイア再生増幅器からのパルスエネル

ギー4mJ（うち、1mJ を使用）、 パルス幅 35fs

の赤色光をアルゴンガスを充填した石英中

空ファイバーに集光し、自己位相変調による

スペクトル拡がりを得る。これをチャープミ

ラー対で反射させた後、SPIDER(スペクトル

干渉位相電場直接再生)法でパルスの時間波

形を評価し、広帯域発生に有利なようにチ

ャープミラーの反射回数を調整する。この

パルスと厚さ 100µmのBBOを用いて発生さ

せた二倍高調波を空気に絞り込むことでプ

ラズマを発生し、二波の合成電場が非対称に

歪むことから、効率よく赤外波パルスを生成

させる。励起光を Si または Ge の基板で除去

した後、厚さ 100 μm の ZnTe 結晶で低周波

成分を検出した。また、30 THz (波長 10 μm)

を超える高周波成分については、分光器付き

HgCdTe (MCT) 検出器で観測した。 

図 2は入射光のパルス幅が 12 fs, エネルギ

ーが 200 μJの条件で発生した赤外波の強度スペクトルをMCT検出器で観測したものである。 

80 THz付近にピークをもつ滑らかなスペクトルの裾が 200 THzを超えている様子がわかる。 

図 3 は入射パルスのチャープを変えたときのスペクトル変化を示したものである。最短(12 

fs)のパルス幅が得られているとき、 チャープミラーの往復反射回数は 4 回であり、これを

基準として 1~3 往復まで増やした場合と(+1~+3), 1 往復分減らした場合 (−1) のスペクトル

変化を示してある。また、チタンサファイア再生増幅器の出力(37 fs)のパワーをほぼ同じに

図 1 超広帯域赤外波発生・検出の実験配置図  

図 2 分光器と HgCdTe 検出器で計測した超広帯域赤

外パルスの強度スペクトル （挿入図には EO サンプ

リング法で測定した電場波形も示す。） 



減衰させて使った場合のスペクトルも計測した。この図から、 −1 回のときは 37 fs の場合

に準じるほど帯域が落ちているものの、 +1~+3 回の場合はほとんど高周波端が変わらない

ことがわかる。 

結果を以下のように考察する。用いたチャープ

ミラーの負分散値は 1 回の反射につき−40 fs2で、

厚さ 100 μm の BBO 結晶の群遅延分散は波長 800 

nm の常光線で約 7.5 fs2, 400 nm の異常光線で約

20 fs2である。 従ってパルス幅が約 10 fs のとき、

基本波より第 2 高調波の方が BBO 結晶の群遅延

分散の影響を強く受けることになる。 赤外波は

基本波および第 2 高調波の両方が時間的に重な

っている領域で発生するため、その帯域は両者の

うち短い方のパルス幅で決まる。チャープミラー

の往復反射回数が 4 のときに基本波がフーリエ

変換限界(TL)パルスだったと仮定すると、第 2 高

調波は正にチャープした状態である。ここでチャ

ープミラーの往復回数を 1 つでも減らせば, 基本

波と第 2 高調波両方の時間幅が延び、発生する赤

外波の帯域が狭くなることが理解できる。チャー

プミラーの往復反射回数を 4 より多くしていくと、

基本波は負にチャープしたパルスになるが、第 2

高調波の時間幅が短くなっていくので TL パルス

に達するまでは帯域が狭くならない. これによ

り+3 まで往復回数を増やしても帯域がほとんど

変わらないという図 3 の実験結果が説明できる.  

さらに、厚さ 20 μm の GaSe を使った EO サンプリングによって、赤外パルス電場のコヒ

ーレント検出を試みた。図 2 挿入図は得られた電場波形で、図 4 にそのフーリエ変換強度

スペクトルを示す。30 THz までの成分がコヒーレントなものであることがわかる。MCT で

検出された成分も同じメカニズムで発生していることは確実であることから、本研究にお

いて 0.1-200 THz にわたる超広帯域のコヒーレントな赤外波パルスの発生に成功したといえ

る。今後は光誘起空気プラズマを用いた検出で電場検出帯域を広げていく予定である。  

 

成果発表 

[1] Matsubara, M. Bito, F. Shimosato, and M. Ashida, Proc. 35th IRMMW-THz, Fr-C1.1 (2010). 

招待講演 

[2] Matsubara and M. Ashida, Proc. 36th IRMMW-THz, W5.25 (2011). 

図 3 赤外光スペクトルの入射パルス幅依存性 
 12 fs をゼロチャープとし、負分散ミラーの反射

回数を−1 往復から+3 往復まで変えて測定した。

37 fs は再生増幅器から出力されたパルスを圧縮パ

ルスと同じエネルギーに減衰させた上で励起光と

したときのスペクトルである。 

図 4 図 2 挿入図の電場波形のフーリエ変換強度ス

ペクトル 



２．半導体量子ドット集合における超蛍光の観測（情報通信研究機構未来 ICT研究所との

共同研究） 

共鳴波長より十分短い距離にある二準位系の集合体において、全ての二準位系が励起された完

全反転分布が形成された場合、電磁波を介して個々の遷移双極子の位相が揃うために集団的な自

然放出が起こり得る。この現象は超蛍光と呼ばれ、原子・分子気体や固体中のイオンなどにおい

て研究されてきた。一方、半導体ナノ微粒子中でも電子や正孔、励起子のエネルギー準位が量子

化することによって孤立した二準位系の存在が可能となるため、半導体ナノ微粒子集合体からの

超蛍光の発現が期待される。我々は、CuCl 量子ドット集合体において２つの励起子が結合した

励起子分子状態から超蛍光を見いだした。 
用いた試料は横型ブリッジマン法によって作製されたNaCl単結晶中のCuClナノ微粒子であ

り、平均半径は約 5.5nm と見積もられた。図１に、励起子分子二光子共鳴励起下での時間分解

発光スペクトルを示す。励起光入射後の約 3ps 後に短パルス発光(FM バンド)の発生が観測され

た。この発光は励起子分子状態から発生しているものであり、また二光子共鳴励起下でのみ発生

する。そのため、二光子共鳴励起下において励起子分子－励起子間に完全反転分布が形成される

ことによる(図 2)CuCl ナノ微粒子集合体からの超蛍光であることが示唆される。また、FM バン

ドの時間波形の励起強度依存性は、そのピーク強度が励起された微粒子数の２乗に比例するとい

う超蛍光の特徴と良く一致した。半導体ナノ微粒子集合体からの超蛍光の発現は、新奇な超短パ

ルス光発生機構として非常に興味深く、半導体ナノ微粒子の新たな光物性研究分野に発展してい

く可能性がある。 

 
 

     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

成果発表 

[1] K. Miyajima, Y. Kagotani, S. Saito, M. Ashida, and T. Itoh, J. Phys., Condens. Matter 21 195802 

(2009).  

[2] K. Miyajima, S. Saito, M. Ashida, and T. Itoh, Mater. Res. Soc. Symp. Proc. 1208E, 

1208-O09-21 (2010).  

 
 

図１．二光子共鳴励起下での時間分解発光スペクト

ル．測定温度は 15K．3.172eV に励起子分子からの

短パルス発光バンド（FM）が観測された． 

図２．ナノ微粒子の励起子及び励起子分子のエネル

ギーダイアグラム．二光子共鳴励起過程による励起

子分子直接生成により、励起子分子－励起子準位間

に完全反転分布が形成される． 



[3] K. Miyajima, Y, Kagotani, K. Maeno, T. Sumino, S. Saito, and M. Ashida, CLEO 2011:Technical 

Digest, QMH4 (2011).  

[4] K. Miyajima, K. Maeno, S. Saito, M. Ashida, and T. Itoh ,Phys. Status Solidi C 8, 209-212 

(2011). 

 

３．テラヘルツ波量子カスケードレーザー光の観測（情報通信研究機構未来 ICT研究所と

の共同研究） 

 情報通信研究機構では、テラヘルツ波帯の量子カスケードレーザー(THz-QCL)の作製に成

功している。その通信への応用を検討するため、光照射によるテラヘルツ波の変調可能性

及びその変調周波数限界を明らかにすることを試みている。まずは超短パルスレーザー光

と（パルス発振する）THz-QCL への印可電流パルスとを同期した測定系を立ち上げた。 

 注入するパルス光のエネルギーを変えることで光励起キャリアの生成状態が異なること

が期待される。実際、バンドギャップ以上の光では端面における電子・正孔プラズマ生成

に伴うキャビティ条件の変化、一方、バンドギャップ以下では伝導帯の電子数減少による

出力強度の変化を見いだした。 

 

成果発表 

[1] S. Saito, N. Sekine, M. Ashida, and I. Hosako, Proc. 36th IRMMW-THz, W3C.4 (2011).  

 

４．連携セミナーの開催 

情報通信研究機構未来 ICT研究所と計 6回の連携セミナーを下記の通り行った。 

 

第 1回 Σ－KARC 連携セミナー  

「光による操作・ナノ計測の新展開を探る」 

日時 2009年 12月 25日 13:00 ～ 17:20  

場所 大阪大学大学院基礎工学研究科４階 D404-408号室 

主催 基礎工学研究科未来ラボシステム 

プログラム（敬称略） 

13:00 オープニング 司会：和田成生（基礎工学研究科未来ラボシステム長） 

挨拶：戸部義人（基礎工学研究科長） 

これまでの経緯：伊藤 正（基礎工学研究科・ナノサイエンスデザイン教育研究センター長） 

前半 司会：久保田徹（NICT 神戸研究所 未来 ICT研究センター 推進室長） 

13:15 伊都将司（基礎工学研究科・極限量子科学研究センター・JST さきがけ） 

   「光輻射力を駆使したナノ物質のマニピュレーション・加工と反応制御」 

13:55 小嶋寛明（NICT神戸研究所 未来 ICT 研究センター バイオ ICTグループ） 

   「光ピンセット法による生体分子顕微計測」 



14:35  休憩 

後半 司会：宮坂 博（基礎工学研究科・極限量子科学研究センター） 

14:50  芦田昌明（基礎工学研究科） 

   「超流動ヘリウム中の微粒子作製と光制御」 

15:30  田中秀吉（NICT 神戸研究所 未来 ICT研究センター ナノ ICTグループ） 

   「分子自己組織化に基づくナノ構造作成と評価（走査型プローブ顕微鏡による 

    精密計測）」 

16:10  閉会コメント 

    大岩和弘（NICT 神戸研究所 未来 ICT研究センター 所長） 

16:20 懇親会 

17:20  終了 

 

第２回 Σ－KARC 連携セミナー 

「光による情報通信技術の新展開を探る」 

日時 2010年 2月 24日 13:00 ～ 17:40 

場所 大阪大学大学院基礎工学研究科４階 D404-408号室 

主催 基礎工学研究科未来ラボシステム 

プログラム（敬称略） 

13:00 オープニング 

    和田成生（基礎工学研究科未来ラボシステム長） 

13:10 「光技術によるテラヘルツ電磁波の発生と通信への応用」 

    永妻 忠夫（基礎工学研究科） 

13:50 「光変調技術によるミリ波・マイクロ波発生」 

       川西哲也(NICT, 新世代ネットワーク研究センター先端 ICTデバイスグループ  

        研究マネージャー) 

14:30 「NICTにおけるテラヘルツ研究」 

    寶迫 巌（NICT, 新世代ネットワーク研究センター先端 ICTデバイス 

        グループ グループリーダー） 

14:50   休憩 

15:10 「周波数コムに基づいたテラヘルツ周波数標準技術の構築」 

       安井 武史（基礎工学研究科） 

15:50 「テラヘルツデバイス開発，及びその評価に向けた物性評価技術の開発」 

       齋藤伸吾(NICT, 新世代ネットワーク研究センター先端 ICTデバイス 

        グループ・テラヘルツプロジェクト 主任研究員） 

16:30 閉会コメント 

大岩和弘（NICT 神戸研究所 未来 ICT研究センター 所長） 



16:40 懇親会 

17:40  終了 

 

第 3回 KARC－Σ 連携セミナー 

「量子情報科学の新展開を探る」 / KARC見学会 

日時: 2010年 4月 22日(木)  : 13:00-19:00 

(見学会 16:20-17:50, 懇親会 18:00-19:00) 

場所: 情報通信研究機構 神戸研究所 

 

第 2研究棟 3階 TV会議室 

主催：情報通信研究機構 神戸研究所 未来 ICT研究センター 

共催：大阪大学 基礎工学部 未来研究ラボシステム 

13:00 オープニング  

 司会: 久保田 徹 (NICT 神戸研究所推進室長)  

 

挨拶: 大岩 和弘 (NICT 神戸研究所長) 

(1前半セッション) 座長 早坂 和弘(NICT 新世代ネットワーク研究センター 量子 ICT 

                 グループ) 

13:15 三木 茂人 (NICT 未来 ICT研究センター ナノ ICTグループ) 

 

「量子情報報通信応用に向けた超伝導ナノワイヤ単一光子検出器の開発」 

13:55 山本俊 (大阪大学 基礎工学研究科)  

 

「光量子ビットによる量子情報処理」  

14:35 休憩 

(2後半セッション) 座長 占部 伸二 (大阪大学 基礎工学研究科) 

14:50 香川晃徳(大阪大学 基礎工学研究科) 

 

「動的核偏極による核スピン量子コンピュータの初期化」 

15:30 早坂 和弘 (NICT 新世代ネットワーク研究センター 量子 ICTグループ) 

「蓄積イオンによる量子情報と光周波数標準への応用」 

16:10 閉会コメント  和田 成生(大阪大学 基礎工学研究科)  

16:20-17:50 KARC 見学会 

 ナノ ICTグループ、バイオ ICTグループ 

18:00-19:00 懇親会 



第 4回 Σ－KARC 連携セミナー 

「有機・バイオデバイスの可能性を探る」 

日時 平成 22 年 6 月 30 日 

場所 大阪大学基礎工学研究科 G 棟５F セミナー室 

第 5回 Σ－KARC 連携セミナー / 産学交流会 

日時 平成 22 年 9 月 28 日 

場所 情報通信機構 神戸研究所（KARC) 

 

第 6回Σ-KARC連携セミナー 

「知能システム・生体工学の最先端」 

 

主催：基礎工学研究科未来ラボシステム 

共催：情報通信研究機構未来 ICT 研究所、AC-net 

日時：2 月 6日（月） 

場所：大阪大学基礎工学研究科Ｄ棟 D404号室 

   13:30 オープニング 

      岡村康行（基礎工学研究科長） 

   13:40 「生体運動の神経制御戦略の新しい仮説 

       ー柔軟性・安定性・ロバスト性・冗長性ー」 

       野村泰伸（基礎工学研究科 機能創成専攻 教授） 

    14:20 「キャッチ筋とキャッチ結合組織 

               ――２つの生物組織の硬さ変化の分子機構にせまる――」 

            山田章（未来 ICT研究所 バイオ ICT 研究室 主任研究員） 

      15:00 休憩 

   15:20 細胞の力学モデル：観察を越えた生体の理解に向けて 

      和田成生（基礎工学研究科 機能創成専攻 教授） 

   16:00 「ベイズの定理を用いた新しい脳情報抽出技術の開発」 

            成瀬康（未来 ICT研究所 脳情報通信研究室 主任研究員） 

      16:40 閉会コメント 

      大岩和弘（未来 ICT研究所長） 

   16:50 懇親会 

   17:50 終了 
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