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1. 活動の目的	

　光と電波の境界に位置するテラヘルツ帯（300GHz-30THz）
は、未開拓電磁波領域であり、研究開発のフロンティアである。
次世代ITC 技術、バイオ・医療への技術革新、非破壊検査など
大規模産業応用、超高速低エネルギー物性評価等など新科学分
野創成には不可欠であり、様々な技術開発が要請されている。"
　"
　本課題では、"
"
①新規テラヘルツ光源・イメージング技術開発"
②メタマテリアルなどを利用したテラヘルツ制御デバイス開発"
③テラヘルツ時間分光・イメージング法を利用したテラヘルツ
基礎科学"
④テラヘルツ産業応用への展開"
"
　　　　テラヘルツ応用基盤技術の開発に取り組む 



•  学術論文（査読付）：　29 編"
Ø 国際共同研究：  14編"
" "ライス大、ボーズ研究所、イエナ大、ブラウン大など"
Ø 産学連携国内共同研究：　7編"
" "岡山県立大、三重大学、福井大学、レーザー総研、"
　　　SCREENホールディングス、産総研など"

•  著書：2編"
•  国際会議招待講演：　16件"
•  国際会議主催：　1 件"
•  特許申請：　4件"
•  報道：　1 件"
•  事業経費：総計5,500万円（H28外部獲得資金）"
 

2. H28年度のテラヘルツグループにおける	
取り組みと成果	



平成28年度　共同利用・共同研究 課題一覧 

氏名　 役職　 所属機関 研究課題名（日本語） 配分額
（円） 

計画 谷　正彦 教授 福井大学・遠赤外領域開発研究センター メタマテリアルおよびプラズモニクスを活用したテラヘルツ波発生・検出素子の開発 60,000 	

計画 徳田安紀 教授 岡山県立大学・情報工学部 メタルスリットアレイの擬似誘電体的性質
とそのテラヘルツ光制御への応用 40,000 	

計画 大谷知行 
グループ
ディレク
ター 

理化学研究所・光量子工学研究領域　テラ
ヘルツ光研究グループ 

マイクロ波力学インダクタンス検出器を用
いたアレイ検出器の性能均一化に関する研
究 

70,000 	

一般 湯上登 教授 宇都宮大学工学部 レーザー生成プラズマからの電磁波放射に
関する研究 40,000 	

一般 松井 龍之介 准教授 三重大学 大学院工学研究科 電気電子工学専攻 
有機・無機半導体ハイブリッド・システム
によるアクティブ・テラヘルツ・メタマテ
リアルの開発 

50,000 	

一般 西川　博昭 准教授 近畿大学生物理工学部・医用工学科 結晶歪みと対称性の変化によるチタン酸ス
トロンチウム薄膜の強誘電性制御 60,000 	

一般 李大治 研究員 レーザー技術総合研究所 グラフェン表面プラズモンポラリトンによ
るテラヘルツ波発生の基礎研究 50,000 	

一般 掛谷一弘 准教授 京都大学工学研究科 高温超伝導体Bi2212微細構造におけるテラ
ヘルツ時間領域分光 50,000 	

一般 李　相錫 教授 鳥取大学大学院情報エレクトロニクス専攻 メタマテリアル構造のIR及びTHz帯におけ
るセンサへの応用に関する検討 60,000 	

一般 古田　寛 准教授 高知工科大学・システム工学群 カーボンナノチューブフォレストメタマテ
リアルのテラヘルツ電磁場吸収 40,000 	

一般 菜嶋　茂喜 講師 公立大学法人 大阪市立大学 大学院工学研
究科 

レーザー加工によるフレーム加工を施した
高消光比ワイヤーグリッド偏光子の作製II	

70,000 	

計画課題：３件"
一般課題：８件 



H28年度実施課題の内訳（計11 課題）"

新規テラヘルツ光源"
・イメージング技術開発"

（4件） 

テラヘルツ"
オプティクス"
（1件） 

メタマテリアルを利用した"
テラヘルツ制御デバイス"

（５件） 

テラヘルツ"
基礎科学（分光）"
（４件） 

ナノ材料"
（２件） 

レーザーテラヘルツ応用基盤技術 



3.成果の事例（THP）	

共同利用・共同研究	

国際共同研究	

産学連携共同研究	

今後の共同研究に資する独自研究成果	

国際会議開催	

H28年度メンバー（スタッフ）	
教授：斗内	
准教授：村上、川山	
特任研究員：北岸、芹田、Razanoelina、 
　　　　　  Bagsican（10月～）、酒井（〜１０月）	



マイクロ波力学インダクタンス検出器
アレイの性能均一化に関する研究 

（理研・大谷）	

共同利用・共同研究（THP） 

超伝導体145GHz用の
55画素検出デバイス
（110MKIDs）	

THz-TDSによるアンダードープYBCO
の超伝導揺らぎ（京大・掛谷）	

Tc=82K以上の100K付近から超伝導揺ら
ぎ出現に伴うσ2の増加を観察 

アンダードープBSCCO (TC=58K)の結果 
H.Murakami et al., EPL 60 (2002) 288 

検出原理 



2次元材料表面の分子吸着エネルギーの新規計測法 
（ライス大との共同研究）	

Polanyi-Wignerの式より吸着エネルギーを
導出 

 
  

sample	
adsorption energy (eV)	

Calculation	 this experiment 	
CVD graphene	

0.13a, 0.15b	
0.158 ± 0.044	

LPE graphene	 0.153 ± 0.020	
LPE WS2	 0.213d	 0.253 ± 0.015	
aO2 molecule physisorbed on undoped graphene, bO2 molecule 
physisorbed on pristine graphene 

ln (O2 concentration) versus 1/T 

F.R. Bagsican et al., Scientific Reports, in press,

THz�

IR�

Adsorp,on�

Desorp,on� O2�

放射THzパルスの振幅からグラフェン
吸着分子の吸着エネルギーを初めて実
験的に計測 

国際共同研究（THP） 

InP基板 

THz波の強度がグラフェン上の酸素分子吸着濃度によって変化 



•  ナノ粒子の物性解析に一般的に利用さ
れているドルーデ-スミスモデルではナ
ノ中空粒子は対応できない。 

•  新しくポーラロンモデルによる解析手
法を確立し、ナノ中空粒子のTHz物性
パラメータを導出できるようになった。 

intraparticle 
conductivity 

interparticle 
conductivity 

R. Rakshit et al., J. Appl. Phys. 120 (2016)  203901  

磁性ナノ中空粒子 
（CoFe2O4	） 

国際共同研究（THP） 

半絶縁性磁性ナノ中空粒子CoFe2O4の伝導率の評価 
（ボーズ研究所との共同研究）	



m面GaNの分極構造の観察	
(SCREEN社との共同研究)	

θ	

[0001] [1210]
_

[1010]
_

レーザーパル
ス	

(s偏光)

THzパルス	
(p偏光)

ワイヤー
グリッド

フォトルミネセンス(PL)では困難な 
分極反転ドメインの検出に成功	 Y. Sakai et al. , APL Photonics. 2, 041304 (2017) 

PLイメージ	

産学連携共同研究（THP） 



MOS界面ポテンシャルの評価 
(産総研、SCREEN社との共同研究)	

THz波形とCV曲線がほぼ一致	
T. Mochizuki et al., Appl. Phys. Lett. 110, 163502 (2017) 

 

LTEMとコロナ放電によって表面電荷を制
御する技術を組み合わせて、太陽電池の表
面電場を計測する新手法を開発		

産学連携共同研究（THP） 

＋またはーの 



半導体の表面電場を評価する新たな光学的手法を確立 
（2017年3月3日）	

•  太陽電池の表面電場を可視化し、変換効率向上に貢献	

報道発表（THP） 

本研究成果のポイント	
・レーザー光照射により半導体表面から放出されるテラヘルツ波で、半導体の表面電
場を非破壊・非接触で定量測定	
	
・半導体表面上の絶緑膜中にある固定電荷量とその面内分布を可視化	
	
・絶緑膜と半導体との界面の最適化による太陽電池の効率向上に貢献できると期待	



波長可変LTEMによる3接合太陽電池のサブセル評価	

Femtosecond	
pulsed	laser�

THz	wave�

M2濱内君が2016IEEE 
EDS Kansai Chapter of the 
Year Awardを受賞	

3接合太陽電池の各サブセルのイメージングに成功	

InGaP/GaAs/Geタンデム太陽電池の各サブセルpn接合付近の電子のダイナミクスを評価	
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独自研究成果（THP） 

濱内翔太他、電子情報通信学会技術研究報告・
電子デバイス　Vol.116,no.375 (2016) pp. 55 - 60 



ダイナミックテラヘルツ放射顕微鏡（DTEM）による
光励起キャリアの超高速時空間観察	

DTEMにより、低温成長（LT-）GaAsおよび半絶縁性（SI-）GaAsの光励起キャリア
の緩和時間、移動度などを考察して両者のスクリーニング効果の違いを評価。	

独自研究成果（THP） 

【Invited Paper】H. Murakami et al.,Photonics Research,Vol. 4, no.3 (2016) A9 
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国際会議開催 

開催月	 会議名（開催場所）	
2005年11月	 第１回「テラヘルツ技術国際ワークショップ」TeraTech 2005（大阪）	
2009年11月	 第２回「テラヘルツ技術国際ワークショップ」TeraTech 2009（大阪）	
2011年11月	 第1回「テラヘルツナノサイエンス国際シンポジウム」TeraNano 2011（大阪）	
2012年 7月	 第2回「テラヘルツナノサイエンス国際シンポジウム」TeraNano 2012（沖縄）	
2013年 3月	 第4回「テラヘルツナノサイエンス国際シンポジウム」TeraNano 4　（大阪）	
2013年 4月	 「光テラヘルツ科学技術国際会議」OTST2013（京都）	
2015年 7月	 第6回「テラヘルツナノサイエンス国際シンポジウム」TeraNano 6（沖縄）	
2017年11月	 第8回「テラヘルツナノサイエンス国際シンポジウム」TeraNano 8（岡山）	

これまでに主催したテラヘルツ技術およびテラヘルツ・ナノ科学
関連の国際会議（参加者数は毎回 200名程度） 

2016年3月9日開催（大阪大学）：参加者42名 
International Workshop on Terahertz Nanoscience and Nanotechnology	



4. 成果の事例　(THS) 

共同利用・共同研究 
国際共同研究 
産学連携共同研究 
今後の共同研究に資する独自研究成果 
国際会議開催 

H28年度メンバー (スタッフ) 
教授  吉村 
准教授  中嶋 
助教  高野 
特任研究員　加藤、Wang、栗原 



人工誘電体（メタマテリアル）として働く 
金属スリット配列によるテラヘルツ波 波面制御 

スリット幅制御によって
任意の波面制御が可能。 

Y. Tokuda et. al., App. Phys. Exp 5, 042502 (2012).,Appl. Phys. Exp. J. Appl. Phys. 115, 
243104 (2014)., Appl. Phys. Exp. 9, 032201 (2016)., AIP Advances, 7, 035209 (2017). 他  

岡山県立大学　徳田安紀 
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共同利用・共同研究  (THS) 



有機-無機半導体界面の 
光励起キャリア移動を利用した 
高効率テラヘルツ波光変調 

三重大学　松井龍之介 

T. Matsui et al., “Efficient Optical Modulation of Terahertz Transmission in Organic and Inorganic Semiconductor 
Hybrid System for Printed Terahertz Electronics and Photonics,” 

 Chap.5, Printed Electronics, (Intech, 2016)."

Si 

Organic 
Semiconductor Metamaterial 

elements 

光照射 

THz wave 

Si内に励起されたキャリアが、表面に塗布され
た有機半導体薄膜（~100nm）に移動する。"
→表面薄膜のキャリア密度が増大しテラヘルツ
波の透過率を減少させる。 

平面共振器付与で、 
さらに変調効率が増大。 

T. Matsui, R. Takagi, K. Takano, and M. Hangyo, Opt. Lett. 38, 4632 (2013)."
T. Matsui, H. Mori, Y. Inose, S. Kuromiya, K. Takano, M. Nakajima, and M. Hangyo, 

Jpn. J. Appl. Phys. 55, 03DC12 (2016)."
T. Matsui et al., Chap.5 Printed Electronics, (Intech, 2016)."

 

CuPc TIPS- 
pentacene 

PCBM 

様々な有機材料で可能 

共同利用・共同研究  (THS) 



パターン化カーボンナノチューブ 
フォレストの赤外吸収 高知工科大　古田寛 

with the assumption that the XRD area is proportional to the
domain size ts. The ratio of area number density Ri of the
CNTs for the two Gaussian components were estimated with
Ri ¼ ðAi=tsiÞ=ðA1=ts1 þ A2=ts2Þ, where Ai is the XRD peak
area of components i (¼ 1 or 2), and tsi is the strained
domain size in eq. (2). The ratio of area number density of
the CNT components revealed that the CNTs with larger
diameter had wider distributions of diameters, which were
close to the results of the TEM observations as shown in
Table I. Detailed mathematical treatment on the ratio of the
area number density including the effects of alignment factor
and layer number are need for further analysis.

One-dimensional mapping analysis was carried out for
the CNT forest of 0.2mm height by cross-sectional XRD
and SEM. The XRD line shapes were separated into two
components of Gaussian d1 and d2, corresponding to
diffractions from CNTs with small and large diameters.
Figure 3 shows the peak fit results of components d1 and d2
at each height level of the forest for (a) interlayer spacing
d002, (b) FWHM of interlayer spacing d002, (c) ratio of area
number density R, (d) strained domain size ts, (e) layer
number L, and (f) alignment factor Va. The CNTs with large
d002 spacing and large FWHM of d002 spacing were located
at the top of the CNT forest. Both the d002 spacing in CNTs
with small and large diameters tended to decrease with
growth time as shown in Figs. 3(a) and 3(b). It was found
that the domain size increased with the growth time under
bottom growth process for this CNT forest specimen. It is
known that the d002 spacing of MWNTs decreases with
increasing CNT diameter,14) so that the average diameter of
the MWNTs in the forests increased with the growth time.
The layer numbers of CNTs in the forest L also increased
with the CNT growth. It is reported that the growth rates of
the CNT forests decrease exponentially in catalytic thermal
CVD process for the base growth process.15) The phenomena
that the domain size and layer number increase with growth
time may be related to the growth rate reduction during the
growth time. Figure 4 shows a cross-sectional SEM image
of the side surface of the CNT forests grown under the same
condition as for the XRD measurement. The diameters
observed by SEM increased with the growth time. The

varied diameters showed good correlation with the estimated
domain sizes shown in Fig. 3(d). The higher Va decreased
with CNT growth, which was in good agreement with the
SEM morphologies. It was also found that the obtained
alignment factor increased with higher density of CNTs
observed in the top area of the forest.

In conclusion, a cross-sectional XRD method was
developed to analyze the crystal structures of directly grown
CNT forests on Si substrates. The alignment degree of the
graphene volume in the CNT forest could be evaluated from
XRD in 2!"=# scan for the forests with various degrees
of alignment from random to vertical well alignment. The
domain size of CNTs could be evaluated using a modified
Scherrer’s equation for the bending layered graphene sheets.
The advantages of the newly developed cross-sectional
XRD method over the analysis methods of SEM, TEM,
and conventional 2!=! XRD are (a) nondestructive bulk
characterization of crystal structure of CNTs and the ratio
of area number density can be obtained with their original
form, and (b) structure maps in CNT forests can be obtained
by X-ray beam scanning, resulting in the statistical infor-
mation of the crystal structures of the CNT forests. The
statistical information of the crystal structure of the CNT
forests, such as the degree of alignment, layer number,
domain size, and interlayer spacing d002 including their ratio
of area number density will contribute to developing future
applications of CNT forests.

Acknowledgment The author would like to acknowledge the Iketani
Science and Technology Foundation through which part of the present work
was financially supported.
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Fig. 3. 1D map of two peak components of d002 peak (d1 and d2) for
(a) interlayer spacing d002, (b) FWHM of interlayer spacing d002, (c) ratio
of area number density R, (d) domain size ts, (e) layer number L, and
(f) alignment factor Va.
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Fig. 4. Cross-sectional SEM image of CNT forest.
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(2010).

Multi-walled Carbon Nanotube Forest
基板に垂直にCNTが⽴っている。

A. Pander et al., Nano and Micro Letters, submitted. 
A. Pander et al., IEEE Trans. Nanotechnol., 

submitted. 

ナノチューブフォレストに２次構
造を施す技術による、赤外吸収
制御の可能性。 

AよりもB-Dの方がナノチューブ部分の面
積が小さいのですが、反射率も小さくな
ります。"
パターン化によって吸収がやや大きくな
ることがあります。 

共同利用・共同研究  (THS) 
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超格子構造を有するトポロジカル絶縁体
(GeTe/Sb2Te3)n における 
テラヘルツ誘起光電流の観測 

室温でのTHz検出　可能 

産総研　中野隆志 

Topological Insulator 
 Superlattice 

Multi-layer Dirac cone 

トポロジカル界面　=　THz吸収体 

伝導帯 
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(ディラックコーン構造) 

GeTe/Sb2Te3 SL 

K.Makino, et.al.,ACS Appleid Materials & Interfaces,8, 372408 (2016). 

共同利用・共同研究  (THS)!



スミスパーセル効果による 
テラヘルツ波発生 

レーザー総研　李大治 

スミスパーセル放射 

D. Li, et al.,  Appl.Phys.Lett. 110,151108 (2017). 

2次元金属構造と電子線バンチによる  
テラヘルツ波発生　 

(シミュレーション結果) 

共同利用・共同研究  (THS)!
国際共同研究  中国 



液晶を利用した電圧可変 
反射型テラヘルツ波長板の開発 

国際共同研究  中国　　(THS)!

電圧により偏光制御可能!

L. Wang, et al., submitted 

LC thickness 125µm 



金属ナノインクからのテラヘルツ波放射 独自研究成果 (THS)!

K. Kato, et al., Opt. Lett. (2016). Silver nano-ink "
(ULVAC, Ag1TeH) 



ジャイロトロン!
福井大学遠赤外領域センター 

独自研究成果 (THS)!
共同研究!

大型テラヘルツ光源を利用した研究成果 

Freq. 172.6 GHz 
duty ratio 50 % 
Power  60W (max.) 

高伝導ZnO"
THz帯に吸収あり"

ジャイロトロン照射による高伝導 ZnO  
における黄色発光の観測!

ジャイロトロンの!
ビームプロファイル評価 

K. Kato, et al., submitted 

福井大学　立松・出原 


