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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

に改善することが報告されている。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，非線形

光学素子によるテラヘルツ波検出効率が飛躍的に改

善できることを実証している。このようにメタマテ

リアル技術とプラズモニクスを同時に活用すること

で，テラヘルツ波の発生，検出素子のみならず，本

研究課題のターゲットとしている波長変換素子の効

率を大幅に改善することが可能だと思われる。たと

えば，半導体の量子井戸構造とメタマテリアルの複合構

造を用いて、近赤外領域の第 2 高調波発生(SHG)の非

線形光学係数として 1.2ｘ106 [pm/V]を観測した例が報

告されている[1]。この値は、通常のバルク結晶の非線

形光学係数108～109 [pm/V]よりも2～3 桁大きな値であ

る。本研究では中嶋誠准教授らのメタマテリアル技

術と申請者らがこれまでに開発したテラヘルツ帯プ

ラズモニクス技術を融合し，テラヘルツ波の高効率

な波長変換素子の開発を目指した基礎・基盤技術の

研究を行う。まず手始めに，波長変換素子としてはもっ

とも基本的な第 2 高調波発生(SHG)を行う素子を設計，

試作，評価し，原理実証を行うことを計画した。本年度

においては，そのための素子の設計，試作，および

素子の透過率特性評価を行った。以下に試作した素

子とその評価結果を報告する。 
 
２．素子の設計と試作 
2.1. 設計とシミュレーション計算 
 非線形光学媒質として GaAs 結晶を用い，その表面
に メ タ マ テ リ ア ル と し て よ く 用 い ら れ て い る
Sprit-Ring-Resonator (SRR)周期配列を配置した構造を
採用した。図 1(a)に示すようなGaAs基板上の SRR周 
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図 1. (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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図 2. 試作した GaAs 基板上の SRR 周期構造。 
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図 3. (a) GaAs(100)基板上SRR周期構造のTHz帯透過

率スペクトル。SRR の「C」の口方向と [010]とが平

行で，THz 波の偏光方向が「C」の口方向に平行（－ 
黒実線）と垂直な場合（－ 赤実線），「C」の口方向

と [010]とが 45 度で，「C」の口方向に平行（□白抜

き四角）と垂直な場合（○白抜き丸）。(b) GaAs(110)
基板上 SRR 周期構造の THz 帯透過率スペクトル。

SRR の「C」の口方向と [001]とが平行で，THz 波の

偏光方向が「C」の口方向に平行（－ 黒実線）と垂

直な場合（－ 赤実線），「C」の口方向と [001]とが

45 度で，「C」の口方向に平行（□白抜き四角）と垂

直な場合（○白抜き丸）。 

 

 
期構造についてシミュレーション計算（HFSS 法)を
実施し，図 1(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
減衰があり，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減衰が確認できる。
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）としての動作が期待できる。 
2.2.  素子の試作 
 GaAs 基板としては(100) 面および(110)面の高絶
縁性のものを用いた。SHG 効率は GaAs の結晶方位
と SRR の方位に依存する。GaAs(100)基板に対して
SRR の「C」の空いた口の方向が[010]と平行，およ
び 45 度傾いた配置，GaAs(110) 基板に対して[001]

方向に平行，および 45 度傾いた配置のもの，合計 4
種類のものを試作した。 
 
３．評価結果 
図 3(a)および 3(b)に，THz 時間領域分光法により

測定した，GaAs(100)基板上および GaAs(110)基板上
SRR 周期構造の THz 帯透過率スペクトルを示す。入
射する THz 波の偏光が SRR の「C」の空いた口と平
行方向の場合は 0.78 THz 付近に SRR 共鳴による減
衰ピークが，それと垂直な偏光に対しては 0.39 THz
付近に SRR 共鳴による減衰ピークがいずれの基板
の場合にも確認できる。この測定では，弱い THz 波
を用いているので，非線形光学結晶（GaAs 結晶）と
THz 波の非線形相互作用の影響はなく，SRR の GaAs
結晶軸に対する SRR の方位角の違いは観測されて
れいない。 
 
４．まとめと今後の計画  

 THz 帯透過スペクトルにおいて，試作した素子に
は SRR の直交する 2 方向（「C」の穴方向と平行お
よび垂直）の偏光に対して，設計どおり，基本波設
計周波数の 0.39 THz，および SHG 設計周波数 0.78 
THz において共鳴構造を確認することができた。今
後は，Tilted Pulse Front 法による非線形光学素子から
の高ピーク強度 THz パルス波あるいは THz-FEL に
よる高強度 THz 波を用いて，SHG 発生およびその効
率を評価する。 
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