
コヒーレントテラヘルツ波帯への道

コヒーレント電磁波の開拓と利用は 年のマル
コーニによるラジオ波の送信実験に始まり，その後ほぼ
年で けたのペースで高周波化が進み， 世紀の終

わりには 線波長にまで達している． 世紀は正にコ
ヒーレント電磁波開拓の世紀であった．この流れを図１
に示しているが，電磁波の開拓と利用開始の間には
年から 年の遅れがあり，この時間差は現在でも余り
大きく変っていないことが読み取れる．

年のルビーによるレーザ光波の出現は，それま
でほぼ連続して進められてきた電波の高周波数帯への開
拓が突然 けた以上の周波数を飛び越えて，光波帯まで
コヒーレント電磁波が拡張されたものであった．その後
光波帯は，各種材料による多様なレーザの開発とともに，
非線形光学効果を用いたレーザ光の波長変換などによ
り，目覚ましい充実を見ている．この光波帯へのジャン
プは，電波の高周波化が従来法で壁にぶつかったためで
もあった．その壁は正に「テラヘルツ（THz）波の壁」で
あり，サブテラヘルツから数十 THz 帯の電磁波の発生，
検出とその利用が長く滞っていた．

年代初頭から活発化した各種レーザによる光波
帯の開発研究とともに，飛び越した周波数帯であるテラ
ヘルツ帯の電磁波発生の研究が当時活発に行われていた
ことは大変興味深い．新たに出現したコヒーレント光波
であるレーザ光を用い，ミクシングによる低周波数であ
るテラヘルツ帯への変換である．中でも新たに立ち上
がった非線形光学を発展させながら理論及び実験の両面
から精力的に研究を行った矢島ら（ ）や Pantellら（ ），
Shen（ ）の研究は特筆されよう．しかしその後の遠赤外域
で連続発振するガスレーザの出現で，これらの研究は全
くといえるほどやんでしまった．
このような状況の中， 年に半導体や誘電体など，
種々の物質が有する分子振動（フォノン）がテラヘルツ周
波数領域に存在することから，フォノンを励起，振動さ
せることに基づく，テラヘルツ波の発生やテラヘルツ周
波数の変換（ ）（ ）を考えていた東北大の西澤らは，その後
も一貫して研究を続け， 年に GaP のフォノンを
YAGレーザで励起することによるラマンレーザ発振（ ）

や，このラマン発振線と励起光の光混合（差周波発生）
による THz の発生（ ）などを達成した．また阪大の吉
永らのグループによる精力的な遠赤外分光の研究（ ）があ
る．これらの先駆的な研究は，今日のわが国における活
発なテラヘルツ波研究につながる多くの成果と研究者を
輩出する土壌を作り出した歴史を持つもので，大変重要
である．この半世紀ほど前に飛び越した光波と電波の間

長い間未踏破であったテラヘルツ帯電磁波が，近年の光源開発とその応用で大きな展開を見せ始めている．本稿では，

電磁波開拓全体の歴史に触れながら，テラヘルツ波の歩みを概観する．一般にコヒーレント波源には，超広帯域の同調

特性と狭線幅特性というトレードオフの関係にある特性が求められ，両特性を有効に生かすには，発振周波数の連続的

な制御とともに，ランダムで高速な周波数制御が重要である．テラヘルツ波源でこの特性を満たす可能性を持つ二つの

テラヘルツ波源を紹介しながら，テラヘルツテクノロジーの展開について述べる．
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の周波数帯であるテラヘルツ帯電磁波の研究は，我が国
における特色ある活動に支えられ，近年の新たな展開が
世界的に活発化し，周辺技術の充実も図られるように
なってきている．
テラヘルツ帯の定義は多様であるが，未開拓な

Hz（ THz）の周波数範囲ととらえるこ
とが多い．このテラヘルツギャップともいえる周波数帯
の利用は正にこれからである．これまで新たに開拓され
た周波数帯のコヒーレント電磁波は，新たな通信応用を
開くとともに，常にこれを用いた基礎計測をはじめとし
た広範な応用が同時に発展してきた．図 は 周波数と
そのエネルギーに対応した分子や原子，結晶の各種振動

エネルギー及び電磁波の利用を示している．テラヘルツ
帯では分子の回転によるエネルギー遷移は無数にあり，
また生体分子などの巨大分子では振動準位や分子間相互
作用などがこのエネルギー帯にあり，情報の解析と整理
は正にこれからである．分子の構造やダイナミクスの理
解に不可欠な赤外域分光や ESRをはじめとしたマイク
ロ波を用いた測定などの例と同様に，テラヘルツ帯電磁
波による新たな物性測定が期待されるゆえんである．

テラヘルツ波源

テラヘルツ波源は 種類に大別できる．一つは単色波

図 コヒーレント電磁波開拓の推移

図 各種電磁波の役割とテラヘルツ波帯
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源であり，連続波（CW）とパルス動作とがある．他方は，
フェムト秒レーザ光を光伝導素子や光整流素子に照射し
て発生させる，位相関係を保った広帯域な周波数成分か
らなるモノサイクルテラヘルツ電磁波パルスである．テ
ラヘルツ波帯は大変広く，どのテラヘルツ波周波数が重
要かは現段階では多くの期待はあるが，光通信波長のよ
うにはっきり決まってはいない．そのため，広帯域にわ
たって特性を取得する計測とそのための光源は重要であ
る．
フェムト秒レーザ光を光伝導素子に照射して生じる光

伝導電流により発生するサブピコ秒のモノサイクルパル
ス電磁波の物質応答をフーリエ変換してスペクトルを求
めるテラヘルツ時間領域分光法（THz TDS：THz
Time Domain Spectroscopy）（ ）は，スペクトル帯域が数
THz から数十 THz と広帯域であるとともに，振幅と位
相が同時に得られるという特色を持つ．この分光法は，
チタンサファイヤレーザなどの安定なフェムト秒光源の
開発が大きく寄与している．光伝導素子には低温で分子
線エピタキシアル成長させたGaAs が用いられるが，電
気光学結晶による光整流も特に広帯域動作に用いられて
いる．初期の Zhang ら（ ）やMittleman Nuss ら（ ）の報告
は研究者を広く感化し，多くの研究者がこの光源の開発
とその分光応用に加わるきっかけを与え，この分野の興
隆を見ているといえる．
赤外域での基本的な分光計測には，現在ではフーリエ

分光（FT IR）が一般的に用いられるが，センシングや
通信などの実利用には単色である範囲を同調できる光源
が不可欠である．テラヘルツ電磁波の場合も同様で，基
礎研究には THz TDS は大変優れた方法で，世界中で特
色ある多くの研究が進められているが，テラヘルツ波の
今後の発展にも，フーリエ変換を必要としない単色で広
帯域にわたって周波数可変特性を持つ，高いコヒーレン

ス性を持つ光源が望まれる．
テラヘルツ波帯のレーザには，分子ガスレーザや
p Ge レーザ，自由電子レーザや最近進展が急な量子カ
スケード（QC）レーザなどがある．また，電子デバイス
による発振の高周波数化や高調波発生によるサブテラヘ
ルツからテラヘルツ波帯への展開も活発化している．非
線形光学効果のパラメトリック発振や発生による，常温
動作でかつテーブルトップサイズのテラヘルツ波固体光
源は，広い周波数領域を容易に同調できる特長を持つ．
テラヘルツ波光源はその利用する分野により，周波数域，
同調速度，出力，パルス幅，スペクトル線幅，繰返しな
ど，最も適した発生方法が選ばれるもので，種々の方式
が平行して用いられることと思う．図 はコヒーレント
テラヘルツ波源に求められる，出力，同調範囲，線幅の
３特性を軸に，各種光源の特性を示す．半導体光源の小
型，高効率，量産性などによる重要性は言を待たない．
QCレーザの最新の報告では 強磁界中での動作ではあ
るが THz（ ）という， THz 近くまでその発振周波数
が拡大されており，今後の一層の発展が期待できる．こ
の図は，テラヘルツ波帯光源にだけ求められる特性では
なく，コヒーレント光源に共通であり，超広帯域の同調
特性と狭線幅特性はトレードオフの関係にあることが多
い．本稿では特にこの両特性に優れている，周波数が広
帯域に可変なテラヘルツ波源を紹介する．

単色広帯域同調制御テラヘルツ波源

超広帯域の同調特性と狭線幅特性を同時に兼ね備える
ことは，求める究極の光源特性ではある一方，その両特
性を有効に生かすには，発振周波数の連続的な高速制御
とともに，ランダムな制御（frequency agile 性）が重
要である．我々は， LiNbO（LN）結晶のポラリトンの誘

図 コヒーレントテラヘルツ波源と期待される性能



導散乱（ ）による THz の波長同調が可能なテラヘル
ツ光源とともに，有機非線形結晶 DAST を用いた差周
波発生による THz にも及ぶ超広帯域なテラヘルツ
光源の開発を進めてきた．このような広い帯域を持つ光
源に周波数を任意に高速に制御できる frequency agile

性が付与できれば，理想の光源としての特徴を持つこと
ができる．我々が開発を進めている，テラヘルツ波周波
数をミリ秒でランダムにアクセス可能なテラヘルツ波源
を紹介する．

（ ） 高速周波数制御テラヘルツパラメトリック装置
川瀬，伊藤らは 年に LN結晶を用いた周波数可
変なテラヘルツ波の発生を実現し報告した（ ）．励起に

nmの YAGレーザ光を用い，ポラリトンによるラ
マン散乱により発生する励起波長に近接した波（ストー
クス波，ここではアイドラ波と呼ぶ）に対して共振器を
構成して発振を得ている．アイドラ光と励起光の角度を

の範囲で変化させることにより， THz の周
波数範囲を同調することができるもので，テラヘルツパ
ラメトリック発振器（TPO）と名付けた．周波数同調は
TPO共振器全体を精密回転台に載せ，角度制御で行っ
ている．テラヘルツ波出力の LN結晶外への取出しにシ
リコンプリズムを用いる方式の開発は，テラヘルツ波波
長を変化させても出力ビームの位置は変化することがな
く，動作上では大変重要なことである．しかし，高速な
ランダム周波数動作は不可能であった．
南出らは，リング共振器の折返し鏡の設定条件を工夫

することにより，この鏡の角度変化のみで波長同調が実
現できる優れた方法を考案した（ ）．図 はこのリング
型 TPOの装置の写真を示すもので，ガルバノ光学スキャ
ナ上の反射鏡により高速に角度制御する構成になってい
る． × mm とコンパクトでシンプルな構成となっ
ており， THz の発振が得られる．励起レーザの繰
返し周期に応じて，発振域内で任意の周波数をパルスご
とに制御できる．この装置を使って特徴的なスペクトル
を持つ複数の材料の成分別の濃度を，材料ごとの特徴的
なスペクトルについて測定点ごとに順次掃引して透過強
度を計測することにより，決定でき，測定部位を二次元
掃引することにより，面内の成分分布をほぼリアルタイ
ムに求めることが可能になっている（ ）．

（ ） 高速周波数制御テラヘルツ差周波発生
波長光源を用いた差周波発生（DFG）によるテラヘ

ルツ波発生は，光波波長の制御によって広帯域なテラヘ
ルツ周波数がカバーできる特長を持つ． Tanabe らは
GaP と近赤外域光源の組合せにより， THz の範
囲で高効率な差周波発生を実現している（ ）．広帯域の
DFG動作を行うには，角度の位相整合が一般に必要で
あり，制御システムが複雑化し高速周波数同調を難しく

する．
有機非線形光学結晶は，一般に高い非線形光学係数を
有するとともに，光波帯とテラヘルツ波帯での屈折率差
が小さいことから， DFGによる高効率かつ広帯域なテ
ラヘルツ波発生が期待される材料である．中でもイオン
塩結晶 DAST（ dimethylamino N methyl stilbazolium
tosylate）はその大きな非線形性（ pm V）ととも
に，コリニアな位相整合が m付近で得られる
という大きな特色を持ち，DAST による THz DFGの帯
域は Taniuchi らにより示されている（ ）（ ）ように
THz 以上と驚くほど広い．
位相整合を満たしながら DFGの 波長光の周波数間
隔を高速に制御できれば，発生するテラヘルツ周波数も
高速制御できる．二つの KTP 結晶を配置した 波長発
振パラメトリック発振器（OPO）の周波数制御を，ランダ
ムに高速にアクセスすることで DAST DFGによる超広
帯域な frequency agile なテラヘルツ波発生を実現して
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図 リング型 TPO の構成と出力特性



いる．図５（ ）にDAST DFGの構成を示す．Qスイッ
チ Nd YAGレーザの第二高調波（ nm， ns， Hz）
で KTP OPO を励起する．ミラー M ， M により構成
される共振器内には二つのKTP 結晶（ ， ，
× × mm）が配置されており，各KTP 結晶はガルバ
ノ光学スキャナ（HDS LSA A ）によって独立かつ
高速に角度制御ができるようになっている． KTP 結晶
の内部角 を の範囲内で変化させることで

nmの波長範囲内にある 波長光を得るこ
とができる．共振器は折返し構成となっており，出力さ
れる 波長光は波長制御による結晶角度の変化に対し
て，出力ビームの位置変動が生じないようにし，その出
力を DAST 結晶に集光している．偏光方向を DAST 結
晶の a 軸方向に一致させることでコリニア位相整合を満
たす THz DFGを実現することができる．発生したテラ
ヘルツ波は，室温動作のパイロ検出器によって検出する．
図５（ ）は， KTP OPO の波長 を nm に固

定し， （＞ ）を波長掃引（ nm）して得
られるテラヘルツ波出力スペクトルであり，
THz（波長 m）にわたる超広帯域にその出

力は及んでいる．出力スペクトルに多くの構造が見られ
るが，これは DAST のフォノンモードによる吸収と屈
折率の異常分散による位相不整合の影響，及び用いてい
るフィルタや検出器の窓材を含んだスペクトル特性が反
映した結果である．この広いスペクトル範囲において，
テラヘルツ周波数の選択制御は KTP OPOの KTP 結晶
を設定時間 ms で任意に角度制御することで可能であ
り，微分計測や差分測定など多様な計測法を駆使できる．
共振器を用いないパラメトリック発生（TPG）では，ア

イドラに種光を入れてロックすることにより，フーリエ
限界の MHz 以下の線幅での動作を実現している（ ）．
今後，上述の TPO， DFGを共に種光により狭線化を行
い，広範なテラヘルツ周波数域をフーリエ限界のスペク

トル幅で高速に波長制御を可能とし，高分解の分光や計
測に利用したい．

テラヘルツテクノロジーの展開

「テラヘルツ領域は，ほかにないどんな重要な情報を
引き出すことができ，どんな重要な作用・機能が可能な
のか」という問いかけとその探求が世界中で続けられて
いる．テラヘルツ周波数帯の電磁波は，図 に示すよう
な格子振動や，高分子の分子内振動，分子間相互作用な
どの振動モードとのエネルギー授受を効率良く生じるこ
とから，物質固有の情報を引き出すことができるととも
に，コヒーレント励起を含めて作用制御が期待されてい
る．
生体試料に対するテラヘルツ帯の振動分光の研究にお
いては，複雑に絡み合った低周波数の振動スペクトルの
中から分子構造や機能にかかわる特徴的なスペクトル
ピークの情報検出が重要である．テラヘルツ帯では分子
のマクロな構造に関連した情報である，水素結合による
分子間相互作用，格子振動や分子の骨格伸縮，変角，ね
じれなどの振動が得られる．これにより， DNA の結合
状態や，コンホメーションの変化，結晶多形の識別など
が可能であり，テラヘルツ帯のバイオフォトニクスが期
待されており，このため世界中で生体試料の吸収スペク
トルのデータの収集と解析が行われている．
テラヘルツセンシングシステムの応用研究は，今後の
展開と期待が大きい．このシステムの基本構成は精度の
高い科学用のテラヘルツ分光システムと同じであり，光
源や検出部とともに，システム構築にはテラヘルツ帯で
の受動光学部品の開発も必須である．テラヘルツイメー
ジングは，空間分解能を持つテラヘルツ分光システムに
ほかならず，空間的にどこにどのようなものがあるかを
知ることができることから，産業への展開が期待される．
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工業生産の検査やセキュリティ，医学などの分野で，セ
ンシングや診断に用いられる装置の開発が進みつつあ
る．
通信の高度化はとどまるところがない．光波をキャリ

ヤとし，テラヘルツをサブキャリヤとした系に対しても，
光ファイバは十分な伝送帯域を持つことから，超ブロー
ドバンドの通信の期待が持たれている．一方位相情報を
含むテラビット通信などのこれからの通信に，テラヘル
ツのクロック技術が基本的な基礎技術として必要とな
る．また米国では宇宙での空間伝搬による直接テラヘル
ツ波通信が真剣に検討されている． space space の通信
手段として送受信系の小型，指向性とともに，大気の水
蒸気によるテラヘルツ波の吸収により，地上からの盗聴
が全く不可能なことから，セキュリティ上の側面が大き
いためである．これらの目的には，連続発振するテラヘ
ルツ光源が必須であり，サブテラヘルツ動作の電子デバ
イスやテラヘルツ帯の量子カスケードレーザなどの展開
が必要である．
テラヘルツテクノロジーは，ナノサイエンスとのかか

わりは今後も大きい．ナノ構造に由来して新たに具現す
る物性に基づくテラヘルツデバイスの提案と研究が既に
幾つか進められており，本小特集でも紹介されている．
これまでは考えることもなかったテラヘルツエネル

ギー帯での精密な計測や実験ができるようになってきて
おり，幅広い科学技術分野で様々な新たな活用の可能性
を持っている．応用が期待される医学，薬学，生物学な
どのライフサイエンス，農学，食品，化学，通信，計測
応用，天文，セキュリティなどで，それぞれの専門家と
テラヘルツの研究者との共同研究により新たな融合分野
が生まれようとしている．このためには内外の研究者や，
産業界との活発な共同作業が必要であり，それによって
「テラヘルツ領域は，ほかにないどんな重要な情報を引
き出すことができ，どんな重要な作用・機能が可能なの
か」という問いかけに答えることができよう．

文 献

（１） T. Yajima and N.Takeuchi, Far infrared difference frequency

generation by picosecond laser pulses, Jpn. J. Appl. Phys.,

vol.9, no.11, pp.1361 1371, Nov. 1970.

（２） J.M. Yarborough, S.S. Sussman, H.E. Purhoff, R .H. Pantell,

and B.C. Johnson, Efficient, tunable optical emission from

LiNbO 3 without a resonator, Appl. Phys. Lett. , vol.15, no.3,

pp.102 105, Aug. 1969.

（３） Y.R. Shen, Theory of stimulated raman effect. , Phys.

Rev., vol.138, no.6A, pp.A1741 A1746, June 1965.

（４） 西澤潤一，“半導体で実現した変圧器，”電子科学， pp.46 48,

April 1964.

（５） 西澤潤一，“エサキダイオードと長波長レーザー，”電子技術，
vol.7, no.3, pp.102 106, 1965.

（６） J. Nishizawa and K. Suto, Semiconductor Raman laser, J.

Appl. Phys., vol.51, no.5, pp.2429 2431, May 1980.

（７） K. Suto and J. Nishizawa, Low threshold semiconductor ra

man laser, IEEE J. Quantum Electron., vol.QE 19, no.8.

pp.1251 1254, Aug. 1983.

（８） 阪井清美，三石明善，南 茂夫，吉永 弘，“遠赤外フィルター
モノクロメーターの試作，”応用物理， vol.34, no.3, pp.176

180, 1965.

（９） 阪井清美，萩行正憲，“テラヘルツ時間領域分光法とイメージン
グ，”レーザー研究， vol.30, no.7, pp.376 384, July 2002.

（ ） B.B. Hu, J.T. Darrow, X.C. Zhang, D.H. Auston, and P.R.

Smith, Optically steerable photoconducting antennas, Appl.

Phys. Lett. , vol.56, no.10, pp.886 888, March 1990.

（ ） D.M. Mittleman, R. H. Jacobsen, and M.C. Nuss, T ray im

aging, IEEE J. Sel. Top. Quantum Electron., vol.2, no.3,

pp.679 692, Sept. 1996.

（ ） G. Scalari, L. Sirigu, C. Walther, J. Faist, M.L. Sadowsky,

H.E. Beere, and D. Ritchie, 1.39 THz quantum cascade laser

in strong magnetic field, CPT 2006 Technical Digest, no.F 1,

pp.67 70, Jan. 2006.

（ ） K. Kawase, M. Sato, T. Taniuchi, and H. Ito, Coherent tun

able THz wave generation from LiNbO 3 with monolithic grating

coupler, Appl. Phys. Lette., vol.68, no.18, pp.2483 2485,

April 1996.

（ ） 南出泰亜，川瀬晃道，今井一宏，佐藤 篤，伊藤弘昌，“連続周
波数可変リング型 THz波パラメトリック発振器，”レーザー研
究， vol.29, no.11, pp.744 748, Nov. 2001.

（ ） K. Akiyama, H. Minamide, and H. Ito, Spectroscopic imaging

with a ring cavity THz wave parametric oscillator, 13th

Coherent Laser Radar Conference, pp.214 217, Oct. 2005.

（ ） T. Tanabe, K. Suto, J. Nishizawa, K. Saito, and T. Kimura,

Tunable terahertz wave generation in the 3 to 7 THz region

from GaP, Appl. Phys. Lett. , vol.83, no.2, pp.237 239, July

2003.

（ ） K. Kawase, M. Mizuno, S. Sohma, H. Takahashi, T. Taniuchi,

Y. Urata, S. Wada, H. Tashiro, and H. Ito, Difference

frequency terahertz wave generation from 4 dimethylamino N

methyl 4 stilbazolium tosylate by use of an electronically tuned

Ti:sapphire laser, Opt. Lett. , vol.24, no.15, pp.1065 1067,

Aug. 1999.

（ ） T. Taniuchi, J. Shikata, and H. Ito, Tunable terahertz wave

generation in DAST crystal with dual wavelength KTP optical

parametric oscillator, E lectron. Lett. , vol.36, no.16, pp.1414

1416, Aug. 2000.

（ ） T. Taniuchi, H. Adachi, S. Okada, T. Sasaki, and H. Naka

nishi, Continuously tunable THz and far infrared wave genera

tion from DAST crystal, E lectron. Lett. , vol.40, no.9, pp.549

551, April 2004.

（ ） H. Imai, K. Kawase, H. Minamide, and H. Ito, Achromatical

ly injection seeded terahertz wave parametric generator, Opt.

Lett. , vol.27, no.24, pp.2173 2175, Dec. 2002.

（平成 年 月 日受付 平成 年 月 日最終受付）

テラヘルツテクノロジー──未知の電磁波がもたらすブレークスルー──小特集 テラヘルツ波の課題と展望

伊藤 弘昌（正員：フェロー）
東北大・工・通信卒， 同大学院工

学研究科博士課程了．工博．同大学電気通信研
究所助手，助教授を経て，現在同大学教授．未
来科学技術研究センター長を歴任， よ
り電気通信研究所所長．理化学研究所テラヘル
ツ研究プロジェクトチームリーダー， JST “さ
きがけ”の研究統括を兼務．レーザー及び非線
形光学とテラヘルツ周波数帯に及ぶ幅広い応用
の研究に従事．昭 年度本会米澤記念学術奨
励賞，昭 年度本会論文賞， レーザー学
会論文賞各受賞．応用物理学会，日本光学会，
レーザー学会， IEEE 各会員．OSA Fellow


