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あらまし 非線形光学効果を用いたテラヘルツ非線形量子カスケードレーザ光源は現在 0.6〜6 THz の周波数範
囲で動作可能な唯一の電流注入型テラヘルツ半導体光源である．近年の非線形活性層構造と導波路構造の最適化
の結果，劇的に特性向上が進んでおり，周波数帯域 1〜6 THz に及ぶシングルモード波長可変動作やミリワット
クラスの出力が達成されている．我々のグループでは結合二重上位準位構造を活性層構造に用いることでテラヘ
ルツ非線形量子カスケードレーザを大幅に高性能化できることを見出し，社会実装及び大量生産可能な小型テラ
ヘルツ半導体光源の実現を目指した研究を行っている．本論文ではまず，テラヘルツ非線形量子カスケードレー
ザ光源の動作原理とデバイス構造について述べる．次に，我々が実現した超広帯域テラヘルツ光源についてその
動作特性を説明し，イメージング応用への適用例を示す．そして，最近成功した 1 THz 以下の低周波数領域で動
作可能な非線形量子カスケードレーザについて報告する．
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量子準位構造内の電子輸送の詳細な解析と設計の

1. ま え が き

結果，QCL は MIR 領域では室温で連続動作やワット

量子カスケードレーザ (QCL) は分子線エピタキシー

クラスの高出力動作に成功し，分光分析を始めとし

や有機金属気相成長法によって成長された半導体量子

た様々な応用に用いられるに至っている．一方，THz

井戸構造内の波動関数をエンジニアリングすることに

領域においても QCL は実現され，最初の発振以降，

よって創出された光デバイスであり，中赤外 (MIR)〜

カバーするスペクトル範囲は 1.2–5.4 THz に及んでい

テラヘルツ (THz) 領域の半導体レーザである [1], [2]．

る [4], [5]．しかしながら，現在，実現されている最高

バンド間遷移を用いる従来の半導体レーザとは異なり，

動作温度は 250 K [6] ほどで，動作温度の向上は進ん

放出するフォトンのエネルギー，双極子モーメントは

でいるものの半導体レーザとしての最も求められる性

活性層内の量子井戸構造により設計することができる．

能の一つである室温動作は未だ達成されていない．

また，光出力はその活性層のカスケード結合の段数に

一方，QCL を用いた THz 光源として新たに提案さ

比例するため高出力化が可能である．QCL は，1971

れたのが 2 波長発振する MIR QCL 内部での差周波発

年のサブバンド間遷移を用いたレーザの提案 [3] から

生を用いたアプローチである [7]．これらのデバイスは

20 年以上経過した 1994 年に実現されて以降，MIR 及

THz 差周波 QCL (THz DFG-QCL)，若しくは THz 非

び THz 領域で最も成功した半導体光源となっている．

線形 QCL (nonlinear-QCL) と呼ばれ，近年，劇的に特
性向上が進んでいる [8]〜[10]．このデバイスの場合，

THz 発生には非線形光学効果を用いるため準位間に
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反転分布を形成する必要がなく，MIR QCL は容易に
室温動作させることが可能であるため，非線形 QCL
も同様に室温動作が可能である [11]．図 1 (a) にデバ

No. 6 pp. 168–176 © 一般社団法人電子情報通信学会 2021

招待論文／テラヘルツ非線形量子カスケードレーザの研究開発とその応用

2. デバイス構造と THz 発生
非線形 QCL での THz 波は非常に大きな非線形感受
率 χ (2) を有する活性層構造内の 2 色の中赤外ポンプ光
（周波数 ω1 と ω2 ）がサブバンド準位と共鳴的に相互作
用することにより発生する．光を発振し，2 次の非線形
感受率 χ (2) を実現する非線形活性層構造がデバイス特
図 1 (a) 非線形 QCL の動作の概略図，(b) 非線形 QCL 内
で反転分布した量子準位間の共鳴 DFG プロセス

イス動作の概要を示す．デバイスにしきい値以上の電
流を流すと 2 波長（ω1 , ω2 ）の MIR ポンプ光が発振
し，そこでキャビティ内の差周波発生によって周波数

ωTHz = ω1 − ω2 で THz 成分が生成される．このよう
な QCL キャビティ内の非線形光学効果を用いた取り
組みは QCL 実現直後から行われており，DFG に先が

性を決定するため，活性層構造設計は極めて重要とな
る．THz 波の強度は以下の式によって与えられる [11]．
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け，第 2 高調波を用いた短波長化の研究が行われてい

はコヒーレンス長であり，W(ωi )，n(ωi )，ki は各周波

る [12]．これら非線形 QCL は非線形光学効果を用い

数の出力，屈折率，波数ベクトルで，kTHz は THz 波

たデバイスであるが，電流駆動のモノリシック半導体

の波数ベクトル，αTHz は THz 損失，Seﬀ は相互作用の

光源であり，取り扱いやサイズの点では通常の MIR

有効面積である．よって，式 (1) より効率的な DFG を

QCL と同様である．これは実用デバイスとして非常に

得るためには大きな χ (2) ，高いポンプ光強度，低導波

重要であり，2 THz 以上の高周波領域では唯一室温動作

路損失及び位相整合を得ることが重要となる．図 1 (b)

可能なモノリシック半導体 THz 光源である．我々のグ

に単純な 3 準位構造における 2 色の MIR ポンプ光 ω1

ループでは結合二重上位準位 (dual-upper states: DAU)

と ω2 の間の THz DFG プロセスに対するサブバンド間

構造 [13]〜[15] を用いた非線形 QCL の高性能化を進

遷移の準位構造の略図を示す．式 (1) より，THz DFG

めており，社会実装可能な高性能小型半導体光源の実

出力は | χ (2) | の 2 乗に比例するため，高効率な THz 発

現を目指している．本論文ではこれまでの研究成果に

生には決定的に重要である．QCL 活性層において三

ついて紹介する．
まず，非線形 QCL の動作原理について説明し，我々
が用いている DAU 構造について，その特徴と従来構
造に対する優位性について述べる．次にその高い非線
形性を利用し，我々が実現したシングルモードとマル
チモード間の差周波混合を用いたブロードバンド THz
光源について報告する．このブロードバンド THz 光
源を用いて THz イメージングの実験を行い，極めて
明瞭な THz 画像を取得することに成功した [16]．更

つの準位間の共鳴による THz DFG(二重共鳴プロセス)
の非線形感受率 χ (2) は次のように書ける [11]．

χ(2) (ωTHz = ω1 − ω2 )

(2)

z12 z23 z31
e3
≈ ∆Ne 2
ℏ ε0 (ωTHz − ω12 + iΓ12 )
(
)
1
1
×
+
ω1 − ω13 + iΓ13 −ω2 + ω23 + iΓ23
ここで ∆Ne は反転分布しているキャリア密度， zij ，

に，従来の QCL では困難であった 1 THz 以下の低周

ωij ，Γij はダイポールモーメント，周波数，サブバンド

波数領域への動作周波数域の拡大の取り組みについて

遷移の半値幅である．式 (2) で与えられているように

報告する．我々はワットクラスの長波長 (λ > 13 µm)

非線形感受率 χ (2) はダイポールモーメント，サブバン

MIR-QCL を実現することで，波長変換効率を向上さ

ド間遷移の半値幅，ポンプ光の非線形遷移プロセスに

せ，単一のモノリシック半導体レーザとして初めてサ

対する離調などに依存している．2 色の MIR ポンプ光

ブ THz 領域での動作に成功した [17]．

の周波数がサブバンド間遷移のそれと非常に近い状況
（ω1 ∼ω13 及び ω2 ∼ω23 ）では， χ (2) の値は反転分布数
∆Ne ，ダイポールモーメント zij ，サブバンド遷移の半
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値幅 Γij によりほぼ決定される．反転分布数 ∆Ne は発

準位となるため，超格子構造における振動子強度の和

振条件から決定され，ダイポールモーメントと遷移エ

則 (f-sum rule) に関連して単一の発光上位準位と共鳴

ネルギーは活性層構造のデザインにより決定する．

非線形プロセスに寄与する下位準位間の遷移ダイポー

従来，THz DFG に対して大きな χ (2) をデザインする

ルモーメントが小さくなることに関連している．その

ことが可能な活性層として bound-to-continuum (BTC)

結果，波長スタック構造におけるアベレージの | χ (2) |

構造 [7], [18], [19] とその類似構造が用いられていた．

は低くなる [19]．一方，DAU 構造は ω1 と ω2 それぞ

これらは上位準位が 1 本で構成される活性層構造だ

れに対応する同時発振可能な遷移が存在するため，他

が，2014 年以降，我々のグループでは結合した 2 本の

の活性層構造に比べて本質的に広い利得帯域が可能で

上位準位をもつ DAU 構造を用いることで非線形 QCL

あり，従来構造では欠かせなかった 2 種類のレーザ構

の性能を飛躍的に向上させることを見出し [20]，高性

造をスタックし，集積させる必要がない．この場合，

能化への取り組みを進めてきた [10], [17], [21]〜[23]．

DAU 構造は利得帯域が極めて広いため，単にファブ

図 2 (a) に DAU 構造の準位構造を示す．QCL 活性

リペロ (FP) 発振させるだけでブロードな MIR スペク

層における χ (2) は式 (2) を適用し，全ての関連する三

トルが実現され，THz 発生が可能である．また，分布

つの準位間の非線形プロセスを考慮することによって

帰還 (DFB) 構造などを用いて 2 波長の MIR ポンプ光

計算できる．DAU 構造の場合，複数の準位間で共鳴的

を発振させることで，より高い出力を達成することも

な DFG が得られることで，上位準位が 1 本で構成さ

可能である．DAU 構造において，しきい値利得を典

れる従来構造よりも大きな | χ (2) | となる．加えて従来

型的な 15 cm−1 と仮定すると，DAU 構造に対しては

構造では一つの準位間に光学遷移が集中し単体で 2 波

| χ(2) | = 25 nm/V と計算される．これは従来構造に比

長の MIR ポンプ光を実現できるほど利得帯域が広く

べて倍近く大きい値である [20]．

ないため，2 種類のレーザ構造をスタックさせる必要

我々は実際に DAU 構造を用いた非線形 QCL を作製

があった．この場合，片方の構造の | χ (2) | は大きく設

し，従来構造を用いた素子との比較を行った．図 3 に

計できても，もう片方（短波長側）はその半分以下程度

MIR ポンプ光を波長 11 µm に設計した DAU 構造を用

の | χ (2) | となる．これは大きな

χ(2) を与える三つのサ

いた素子と 2 波長スタックした従来構造を用いた素子

ブバンド準位のうち発光下位準位がミニバンド内部の

の室温，パルス動作時における MIR ポンプパワー積と

THz 出力の関係を示す．両素子はどちらも 2.8 THz の
周波数で動作している．MIR から THz の波長変換効
率は DAU 構造素子では 0.8 mW/W2 ，2 波長スタック
した BTC 構造素子では 0.2 mW/W2 と見積もられた．

DAU 構造素子の高い MIR-THz 変換効率はより高い非
線形感受率に起因している．

図 2 (a) DAU 構造のバンド構造と量子準位の状態密度，
(b) DAU 構造の DFG プロセス
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図 3 DAU 構造（黒実線）と波長スタック BTC 構造（青
破線）における THz ピーク出力と MIR ポンプ光の
関係
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3. ブロードバンド QCL 光源
非線形 QCL では THz DFG を利用するという原理
上，2 波長の MIR ポンプ光を必要とする．現在は 2 種
類（以上）のグレーティングを用いてシングルモード
で THz スペクトルを得るアプローチが主流である．そ
のために様々な手法が用いられている [19], [24], [25]．
これらシングルモード THz 光源に加えて，我々は MIR

で吸収されている．現在，最も簡便に THz 出力を外部
に取り出すことが可能な方法としてチェレンコフ位相
整合が用いられている [19], [26]．チェレンコフ放射角
度 θ c は以下の式で与えられる．

θ c = cos−1 (βnl /βTHz )

(3)

ここで βnl は非線形分極波の伝搬定数， βTHz は THz
波の伝搬定数である．伝搬する THz 波を取り出すた

ポンプ光の一つの波長を DFB によるシングルモード

めにはデバイス端面の基板部分を研磨することにより

動作，もう片方の波長をブロードな FP 発振で動作さ

空気と半導体界面での全反射を回避することが最も重

せ，その差周波混合によってその FP によるマルチモー

要である．実際，InP 基板を 20–30◦ に研磨したデバイ

ド MIR ポンプ光をダウンコンバージョンすることで

スでは出力が大幅に増加することが実験的に確認され

極めて広帯域な THz スペクトルを実現した [10], [21]．

ている．しかしながら，チェレンコフ位相整合を用い

より高い THz 出力を得るためには MIR ポンプ光の

た場合でも，外部に取り出せる THz 出力は 20% 程度

出力を高める必要がある．そこで，我々は活性層の周

と見積もられており，更なる取り出し効率の向上が必

期数を 90 段に増加した DAU 構造の設計を行った．活

要である．

性層の周期数を増加させることにより導波モードの活

図 5 (a) に作製した 90 段の DAU 構造を活性層に有

性層への閉じ込め効率を高めることができ，同時に活

するブロードバンド素子の電流–電圧–光出力特性を示

性層内伝導電子のキャリアリサイクルによりスロープ

す．室温における最大 THz 出力は約 0.2 mW であった．

効率を向上させることができる．図 4 にデバイス構造

図 5 (b) に THz 及び MIR スペクトルを示す．DFB/FP

の模式図を示す．MIR ポンプ光の一つの波長を DFB

ポンプ法を用いて MIR マルチモードスペクトルをダ

によるシングルモード動作，もう片方の波長をブロー

ウンコンバージョンすることにより，1.0 から 3.5 THz

ドな FP 発振させる構成となっており，デバイス内部

に及ぶ，オクターブを超える THz スペクトルを得るこ

に均一な DFB 回折格子を作製している（DFB/FP ポン

とに成功した [21]．

プ法）
．シングルモード発振の位置は FP 発振を抑制し
ないようにゲインピークより大幅に外れるように設計
した．その結果，高い MIR 出力と広帯域な FP モード
のバンド幅が期待できる．一方，QCL の導波路では

THz に対する極めて大きな吸収 (> 300 cm−1 ) が存在
しているため，生成された THz 出力のほとんどは内部

図 4 非線形 QCL の導波路構造の概略図（レーザー共振方
向の断面図）
，及び QCL 構造中における 2 色の MIR
ポンプ光と THz DFG 放射の概要．MIR ポンプ光は
導波路構造内に閉じ込められており，THz 出力は InP
基板内にチェレンコフ角度 θc で発生する．

図 5 (a) ブロードバンド光源の室温電流–電圧–光出力特
性．ここで，MIR ポンプ光の電流–光出力特性の FP
側は緑の破線，DFB 側は青色の一点破線で表される．
(b) (a) の THz 及び MIR スペクトル
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4. イメージング応用
THz 周波数領域では医療，セキュリティ，分光分析，

によってテストサンプルに集光されている．図 6 (c)
にイメージングに用いた厚さ 0.3 mm のステンレス製
の板の写真を示す．サンプルを透過したビームは再び

ヘテロダイン受信機等の様々な応用において小型 THz

非球面プラスチックレンズと非軸放物面鏡によりコリ

光源が求められている．このため，従来型 THz-QCL

メート後にゴーレイセルに集光されている．ここで，

を用いたイメージング技術が開拓されており，既に 2

テストサンプルはコンピューター制御の 2 軸移動ス

次元，3 次元イメージングや THz カメラによるリア

テージを用いてラスタースキャン（100 × 180 ピクセ

ルタイムイメージングが報告されている．一方，非線

ル，スキャンステップ 200 µm）によって THz イメー

形 QCL についてはデバイス特性向上はなされていた

ジの取得を行った．イメージング実験の結果を図 6 (d)

ものの，応用に向けての具体的な適用については報告

に示す．非線形 QCL を用いて高品質な THz イメージ

されていなかった．金属導波路を用いて動作する差

を取得することに成功した．なお，ここではサンプル

周波を用いない従来型 THz-QCL では THz 波の波長

としてステンレス製の板を用いたが，ごく最近，髪の

の 1/10 程度の狭い開口部からの放射となるため，一

毛のイメージング等にも成功している [29]．

般に不均一なビームパターンとなる [27]．一方，チェ
レンコフ位相整合を用いた非線形 QCL では波長よ
りも十分大きい開口部の InP 基板からの放射となり，

5. 動作周波数領域の拡大
ここまで述べてきたように，非線形 QCL は特に

良好なガウシアン形状のビームパターンを得られる

2 THz 以上の周波数領域において様々な応用に適用可

（図 6 (b)）[16]．この点は応用に非常に適している可能

能なレベルに達しつつある．更に，差周波発生を用い

性がある．そこで，我々は図 5 に示したブロードバン

る非線形 QCL では，従来型 THz-QCL と異なり，THz

ド非線形 QCL を用いて非破壊 THz イメージング実験

発生に反転分布を必要としないことから，フォトンエ

を行った [16], [28], [29]．

ネルギーが小さくなる 2 THz 以下の低周波数領域の

THz イメージング実験のセットアップを図 6 (a) に示

THz 発生に適している可能性がある．しかしながら，

す．デバイスからの THz ビームは非軸放物面鏡 (OAP)

周波数が低くなるにつれてデバイス内部の吸収係数が

によってコリメートされ，非球面プラスチックレンズ

増加し，THz DFG の効率は周波数の 2 乗で低下するた
め，実際の低周波数領域での動作は容易ではない．そ
こで，我々は低周波数領域での動作を実現することを
目的に，大きな非線形感受率 χ (2) が可能な波長 14 µm
付近の長波長帯で高出力動作する QCL をベースとし
た非線形 QCL を作製した [17]．
従来，非線形 QCL では高性能なデバイス特性が可
能な波長 6〜11 µm 帯の MIR-QCL の活性層をベース
としてきた．より長い波長の QCL 構造では量子井戸
の井戸幅が広くなり，サブバンド間遷移の双極子モー
メントが大きくなる．これは χ (2) の大幅な増加をもた
らす．一方，非線形 QCL において高い出力を得るた
めにはより高い MIR ポンプパワーが必要不可欠だが，
長波長 MIR-QCL では，発光上位準位の LO フォノン
散乱レートの増加により反転分布数が低下し，高出力
化は難しかった．我々は DAU 構造を適用し，光吸収
係数を低減した長波長 (14 µm) 帯 MIR-QCL を設計し
た．図 7 に試作したサブ THz デバイスのバンド構造

図 6 (a) 非線形 QCL を用いたイメージングシステムの模式
図．(b) 非線形 QCL のファーフィールドビームプロ
ファイル．(c) イメージングサンプルの写真．(d) THz
イメージングの結果
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と非線形光学プロセスを示す．長波長の QCL 構造に
おいて大きな反転分布を得るため，2 本の発光上位準
位（準位 5 及び 4）の下側の準位 4 の波動関数は最初

招待論文／テラヘルツ非線形量子カスケードレーザの研究開発とその応用

の量子井戸に局在するように設計しており，上側の準
位 5 は下位準位（3，2，1）と空間的に大きく重なるよ
うに設計している．
また，ごく最近サブバンド間遷移の非線形感受率は
従来から検討されている 3 準位間の二重共鳴プロセス

(Double Resonant: DR) に加えて，2 準位間のコヒーレ
ント光整流プロセス (Optical Rectification: OR) による
寄与の可能性が指摘されている [30], [31]．この場合，
光入射等によるわずかな内部電界の状態変化によりサ
ブバンドエネルギーが変化し，THz DFG への非線形
性を生じさせる．量子井戸構造における 2 準位間の非
線形性の可能性は，30 年以上前に山西らによりバンド
間遷移に対して提案がなされている [32]．特に 3 THz
以下の低周波数領域では，形成されるサブバンド間エ
ネルギー（通常の MIR-QCL の場合 10 meV 前後）と

MIR ポンプ光との離調が大きくなる場合，DR プロセ
スによる THz DFG では，それぞれの成分がお互いに
打ち消し合う．一方，周波数が低くなるにつれ，2 準
位間の非線形プロセスであるコヒーレント OR プロセ

図 7 (a) λ∼14 µm DAU 構造のバンド構造と量子準位の波
動関数．(b) 二重共鳴プロセスとコヒーレント光整流
プロセス

スの χ (2) は大きい値となる．ここで，準位 4 と準位 2
の間の 2 準位間におけるコヒーレント OR プロセスの

χ(2) は密度行列解析により次のように書ける [30]．
z42 2 (z44 − z22 )
e3
(2)
χOR ≈ ∆N 2
ℏ ε0 (ω42 − ω2 + iΓ42 ) (ω1 − ω42 + iΓ42 )
ωTHz + i2Γ42
(4)
×
ωTHz + iΓ
図 7 の DAU 構造において全てのサブバンド準位
間 に 対 す る 遷 移 を 考 慮 し て 計 算 さ れ る 0.7 THz に
おける | χ (2) | は，式 (2) の DR プロセスに対しては

| χ(2) | = 12.3 nm/V であるのに対し，式 (4) の OR プロ
セスに対しては | χ (2) | = 126 nm/V と一桁大きい．コ
ヒーレント OR は光入射時に 2 準位間で生じる非線形
プロセスであり，式 (4) に同じサブバンド準位間の大
きなダイポールモーメント（波動関数の重なり積分）
成分が存在する．特に波動関数が広範囲に及ぶ下位準
位間のダイポールモーメントは z22 = 36 nm と非常に
大きく，他のサブバンド間遷移のダイポールモーメン
トの 5〜10 倍以上となる．また，低周波数においては
二重共鳴プロセスでは準位間の共鳴状態から離れる一

図 8 (a) サブ THz 光源の室温電流–電圧–光出力特性．こ
こで，MIR ポンプ光の電流–光出力特性は破線で表さ
れる．(b) (a) の THz 及び MIR（挿入図）スペクトル

方，コヒーレント光整流では ω1 ≈ ω2 であり，式 (4)
の分母の ω42 − ω2 及び ω1 − ω42 がどちらもゼロに近

図 8 (a) に作製した 70 周期の 13.7 µm DAU 構造を

づく．これらの要因により，サブ THz 領域ではコヒー

活性層に有し，THz DFG で 0.7 THz を発生するように

レント OR プロセスによる非線形性が支配的となる．

設計された非線形 QCL の電流–電圧–光出力特性を示
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