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はじめに	

	 テラヘルツ電磁波とは，およそ 0.1 THz から 10 
THz の周波数領域の電磁波を指し，電波と光波の中

間に位置し両方の特徴を併せもつため，様々な分野

での応用が期待されている [1]．現在，実用化可能

な広帯域かつ高出力なテラヘルツ電磁波源は存在せ

ず，開発が急がれている．高強度超短パルスレーザ

ーを中性ガス中に集光すると集光点付近では中性ガ

スが電離しプラズマが生成され，生成されたプラズ

マから高出力のテラヘルツ電磁波が放射される [2]．
しかし、このテラヘルツ電磁波の放射原理は未だ解

明されていない．レーザー生成プラズマからのテラ

ヘルツ電磁波の放射原理の解明はテラヘルツ電磁波

の実用化に向け避けては通れない課題である．本研

究の目的は高強度超短パルスレーザー生成プラズマ

からのテラヘルツ電磁波放射発生機構の解明である． 
 
理論	

	 	

	 レーザーパルスのポンデロモーティブ力によって

レーザー後方部に誘起される電子プラズマ波はレー

ザー航跡場と呼ばれる	[3]．我々はレーザー航跡場

に伴う振動電流が電磁波放射源であると考えている．

静電場であるレーザー航跡場はモード変換を介して

テラヘルツ領域の電磁波を発生させることができる．

レーザー航跡場の周波数はプラズマ周波数に等しく，

結果的に電磁波の放射周波数はプラズマ周波数に等

しい．このレーザー航跡場に伴う振動電流によりプ

ラズマ中で発生した電磁波のプラズマ中の伝搬モデ

ルを	Fig.1	及び	Fig.2	に示す．	Fig.1	に示すよう

な，一様な密度分布のプラズマはプラズマ周波数も

一定である．プラズマから放射される電磁波の放射

周波数はプラズマ周波数と等しいため，電磁波の群

速度は	vg=0 となり，放射電磁波はプラズマ中で強い

減衰を受けプラズマ外部へ伝搬できない．Fig.2		に

示すように空間的にガウシアン型のレーザー IL(r)= 
I0exp(-2r2/w0

2) により生成されたプラズマは空間的

に密度分布を持つ (ne(r) ~ n0exp(-2r2/w0
2))．このとき，

径方向に密度勾配のあるプラズマから放射される電

磁波は，電子密度が変化する目安となる特性長 L 

と skin depth σ=c /ωp が σ>>L となるため，プラズ

マ中の空間的減衰から逃れプラズマ外部へ伝搬する

ことが可能である．ここで，プラズマ周波数 

 である．また，電子密度勾配が

大きいほど特性長 L は小さくなるので，レーザー

生成プラズマからの放射電磁波は空間強度分布を持

つレーザー電離による径方向の急峻な電子密度勾配

が重要である．放射周波数は径方向のプラズマ密度

で決定されるので，最大プラズマ周波数よりも低い

周波数の電磁波が放射される．	

	

シミュレーション	

	 	

	 プラズマからの電磁波放射解析に 2 次元粒子シ

ミュレーションを用いる．強度 IL=2.7×1016 W/cm2，

パルス幅 τL=120 fs，波長 λL=800 nm，集光径 w0=40 
µm，z 偏光を持つ空間的時間的にガウシアンレーザ

ーが x 方向に伝搬している．レーザー電離により生

成されるプラズマの径方向は y 方向である．N2 ガ
スを使用し，最大プラズマ周波数は 8.2 THz である． 
	 Fig.3 に集光点の位置で観測したプラズマ周波数 
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(solid line) 及び  y 方向の電子密度勾配の大きさ 
(dotted line) の y 方向プロファイルを示す．横軸は 
y 方向の位置を示し，縦軸は左側が電子密度 ne よ
り算出したプラズマ周波数 fp=ωp/2π (THz)，右側は

電子密度勾配の大きさを示す．レーザーは径方向に

空間強度分布を持つため，プラズマ周波数は径方向

に対して分布を持つ．また障壁抑制電離 [4] に従い， 
N2 ガスは最大 4 価まで電離する．径方向の価数の

変化する位置では密度変化が生じ，急峻な電子密度

勾配が 4 箇所形成される．また，急峻な電子密度勾

配の位置に対応するプラズマ周波数はそれぞれ 1.8, 
4.7, 6.6, 7.8 THz である． 
	 Fig.4 に集光点から半径 200 µm, 角度 20° の N2 
ガス中で観測した放射電磁波 cBz の周波数スペク

トルを示す．横軸は周波数 (THz) を示し，縦軸は振

幅スペクトル (V/m) を示す．放射電磁波の放射周波

数は最大プラズマ周波数 8.2 THz よりも低い 4 つ
のピークを持ち，ピーク周波数はそれぞれ 2.2, 5.0, 
6.4, 7.9 THz である．これらのピーク周波数は Fig.3 
の急峻な電子密度勾配の位置でのプラズマ周波数に

対応している． 
	 Fig.5 に最大プラズマ周波数を変化させたときの，

急峻な電子密度勾配の位置でのプラズマ周波数とプ

ラズマから放射される電磁波の放射周波数の関係を

示す．横軸は変化させた最大プラズマ周波数 (THz) 
を示し，縦軸は関連するプラズマ周波数を示す．円

形プロットは放射電磁波のピーク周波数を，四角形

プロットは急峻な電子密度勾配の位置に対応するプ

ラズマ周波数を表す．最大プラズマ周波数の変化に

関わらず，放射電磁波のピーク周波数と急峻な電子

密度勾配の位置に対応するプラズマ周波数は一致す

る．プラズマから放射された電磁波の放射周波数は

プラズマ周波数で決定されるので，レーザー生成プ

ラズマからの放射電磁波はレーザーの空間強度分布

に従い形成される径方向の急峻な電子密度勾配の位

置から放射される． 
	

結論 
	  
	 高強度超短パルスレーザー生成プラズマからのテ

ラヘルツ放射発生機構の解明を行った．我々はレー

ザーのポンデロモーティブ力によって誘起されるレ

ーザー航跡場に伴う振動電流が電磁波放射源である

ことを提唱し，レーザー生成プラズマからの電磁波

放射には空間強度分布を持つレーザーによって形成

される径方向の急峻な電子密度勾配が重要であると

考え，2 次元粒子シミュレー ションを用いて検証を

行った．レーザー生成プラズマからの電磁波放射に

はレーザー電離により形成される電子密度勾配が重

要であり，プラズマ密度の変化に関わらず電磁波は

径方向の急峻な電子密度勾配の位置から放射される． 
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Fig.3 : The profile of the plasma frequency and 

the density gradient in the y direction 
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Fig.4 : The frequency spectrum of the radiation  

emitted from laser created plasma 
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Fig.5 : When the plasma frequency is changed, 

correspondence between the plasma frequency 

at the position of the steep density gradient 

and the radiation frequency from plasma. 

 

 

 

 


