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１．はじめに 

 大阪大学レーザーエネルギー学研究センターの中

嶋誠准教授らの研究グループ（旧萩行研究室）では

テラヘルツ帯のメタマテリアル研究を強力に推進し

ており，メタマテリアル技術をテラヘルツ波の放

射・検出素子へ応用することで，素子の効率が大幅

に改善されることが期待される。たとえば，光伝導

アンテナにメタマテリアル的な形状を導入すること

で，光伝導アンテナのテラヘルツ波放射効率が改善

することが報告されている。一方，申請者らのグル

ープでは，金属表面プラズモン（以下，単にプラズ

モン）と電磁波との相互作用を利用した金属導波路

構造を非線形光学素子に導入することで，電気光学

（EO）サンプリングによるテラヘルツ波検出効率が

飛躍的に改善できることを最近実証した [1]。 
 本研究課題では上記の２つの研究グループが互い
の長所を生かし合い，メタマテリアルおよびプラズ
モニクス技術を活用して，テラヘルツ波を高効率に
発生，検出する新規なテラヘルツ帯非線形光学素子
を開発するための，基礎・基盤研究を行うことを目
的としている。 
 本年度は，次の２つの研究テーマに取り組んだ。 
(1) EOサンプリング検出感度増強のためのSi導波路
の試作： 
 この金属導波路による電場増強効果に着目し，テ
ラヘルツ波に対する，より大きな電場増強効果と EO
サンプリング検出感度の向上を目指し，金属導波路
と空間結合素子としての Si 半球レンズを一体化し
た素子の試作を行った(昨年度からの継続テーマ）。 
(2) メタマテリアル構造による波長変換素子の設
計： 
 非線形光学結晶基板上にメタマテリアル構造を作
成し、テラヘルツ波の波長変換素子（SHG 発生素子）
を設計した。 
 以下にそれぞれの取り組みの概要を示す。 
 
２．EO サンプリング検出感度増強のための Si 導波
路の試作 

 これまで用いてきたテラヘルツ波の電場増強用の
金属導波路は，テーパー付平行平板導波路にテーパ
ーの無い平行平板導波路が接続し，さらに後者に空 

 
図 1. モノリシック Si-V 溝金属導波路の設計図 
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図 2. モノリシック Si-V 溝金属導波路による THz 波

の EO サンプリング模式図 
 

図 3.  試作したモノリシック Si-V 溝金属導波路の外

観写真。 
 
間結合素子として Si 製の薄板プリズムを挿入した
構造になっていた。しかし，テーパー付とテーパー
の無い平行平板導波路接続部でのインピーダンスの
違いによる反射損失，Si プリズム板挿入の際に発生
するエアギャップによる伝搬損失が問題になってい
た。これらの損失を低減するため，空間結合素子と



しての Si 半球レンズ（光伝導アンテナの空間結合素
子として一般に用いられている）とテーパー付平行
平板金属導波路を一体化したもの（モノリシック
Si-V 溝金属導波路）を試作することにした。 
 図 1 に三角法による素子の設計図を示す。素子は
球を中心を通る２つの面でカットした形状をしてい
る（いわゆるスイカ割りの形状）。球の半径は 13 mm
でテーパー角は 20 度となるように設計し，材料には
高純度多結晶 Si を用いた。 
 図 2 にこの素子を空間結合素子として，テラヘル
ツ波の EO サンプリングを行う場合の模式図を示す。
テラヘルツ波は球面側から入射し，金属コートされ
た２つの平坦面で構成されるテーパー付平行平板導
波路により導波および集束される。導波路の狭くな
っている側の面（三日月状のとがっているほうの面，
幅が 100 μm 前後となるように研磨）に EO 結晶を配
置する。EO 結晶中を伝搬するプローブビームとテ
ラヘルツ波の伝搬方向のなす角は，用いる EO 結晶
（LiNbO3など）に応じて，Cherenkov 位相整合が成
立する角度に調整する。  
 図 3に試作したモノリシックSi-V溝金属導波路の
外観写真を示す。昨年度にも試作を試みたが蒸着し
た金コートがすぐに剥離してしまい，素子評価を行
うことができなかった。このため，Si 表面を清浄に
した状態で，Ti を 6 nm 程度蒸着させて下地を形成
し，その上に金（Au）を堆積させた。この結果，金
コートが剥離しにくくなった。現在，この素子を用
いて EO サンプリング検出感度増強効果を評価する
実験を準備中である。 
 
３．メタマテリアル構造による波長変換素子 

 図 4(a)に示すような Sprit-Ring-Resonator (SRR) タ
イプのメタマテリアル構造についてシミュレーショ
ン計算（HFSS 法)を実施し、図 4(b)に示すような，
共鳴特性を得た。SRR の金属は金（厚さ 300 nm），
基板としては GaAs（屈折率 n = 3.59）を仮定した。
基本波の周波数に対応する 0.36THz 付近で，ｘ軸方
向の偏光に対して共鳴吸収があり，その約 2 倍の
SHG周波数に近い 0.77 THz付近で y軸方向の偏光の
共鳴吸収が確認できる。このような構造を GaAs な
どの非線形光学結晶上に製作することで，THz 波の
高効率波長変換素子（SHG 素子）を実現することが
できる。 
 
４．まとめと今後の計画  

 反射あるいは導波損失を低減し，安定的な動作が
可能なモノリシックな Si-V 溝金属導波路の試作を
行った。モノリシックな素子構造とすることでテー
パー部とテーパーのない平行平板導波路部の接合部
の反射損失やエアギャップによる伝搬損失を低減で
きると考えられる。またこれまで空間結合素子とし
ては Si 三角プリズムを用いていたが，用いる EO 結
晶に応じてプリズムの底角の異なることなるものを
用意する必要があったが，今回試作した半球形状の
一部を切り出した形状にしたことで，テラヘルツ波
の入射角度の調整により，どのような EO 結晶に対
しても Cherenkov 位相整合を実現することが可能に
なった。今後は，この素子を評価することで，実際

に EO サンプリングの検出感度が改善することを実
証する。 
 またテラヘルツ波の SHG 発生を目的として SRR 
タイプのメタマテリアル構造を設計した。HFSS 法
によるシミュレーション計算を行い，基本波の約 2
倍の周波数で基本波の偏光と直交する共鳴構造とな
ることを確認した。次年度にこのメタマテリアル構
造を非線形光学結晶基板（GaAs 等）の上に製作し，
その評価を行う。 
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図 4. (a) 計算に用いた SRR 構造、単位はμm、(b) 
HFSS 計算による透過率 
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