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(57)【要約】
【課題】 結晶内での吸収を大幅に低減でき、界面から
外部への取出し効率を高めることができ、かつガウス光
学系の適用が容易な回転対称に近いテラヘルツ波の出力
分布を得ることができるテラヘルツ波発生方法及び装置
を提供する。
【解決手段】 非線形光学結晶１２の一端面１２ａをテ
ラヘルツ波４の発生方向にほぼ直交させ、端面上のほぼ
同一点１３においてポンプ光２とアイドラー光３を全反
射させ、かつ発生したテラヘルツ波４をほぼ垂直に出射
する。
【選択図】
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
パラメトリック効果によってテラヘルツ波発生が可能な非線形光学結晶内にポンプ光を
入射し、ノンコリニア位相整合条件を満たす方向にアイドラー光とテラヘルツ波を発生さ
せるテラヘルツ波発生方法であって、
非線形光学結晶の一端面をテラヘルツ波の発生方向にほぼ直交させ、該端面上のほぼ同
一点においてポンプ光とアイドラー光を全反射させ、かつ発生したテラヘルツ波をほぼ垂
直に出射する、ことを特徴とするテラヘルツ波発生方法。
【請求項２】
非線形光学結晶の前記端面に対するポンプ光とアイドラー光の入射角θｐ、θｉはそれ
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ぞれの全反射角より大きく、テラヘルツ波の入射角はその全反射角より小さい、ことを特
徴とする請求項１に記載のテラヘルツ波発生方法。
【請求項３】
前記ポンプ光として第１レーザー光を入射し、非線形光学結晶内で発生するアイドラー
光を該全反射点で全反射させかつ増幅する登頂型の共振器を構成する、ことを特徴とする
請求項１に記載のテラヘルツ波発生方法。
【請求項４】
前記ポンプ光として単一周波数の第１レーザー光を使用し、かつ、非線形光学結晶内で
発生するアイドラー光の発生方向に単一周波数の別の第２レーザー光を光注入する、こと
を特徴とする請求項１に記載のテラヘルツ波発生方法。
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【請求項５】
前記ポンプ光の波長又はその入射角を変化させて、テラヘルツ波の波長を変化させる、
ことを特徴とする請求項１に記載のテラヘルツ波発生方法。
【請求項６】
パラメトリック効果によってテラヘルツ波発生が可能な非線形光学結晶と、該非線形光
学結晶内にポンプ光を入射するレーザー装置とを備え、ノンコリニア位相整合条件を満た
す方向にアイドラー光とテラヘルツ波を発生させるテラヘルツ波発生装置であって、
前記非線形光学結晶の一端面がテラヘルツ波の発生方向にほぼ直交し、該端面上のほぼ
同一点においてポンプ光とアイドラー光が全反射し、これにより発生したテラヘルツ波が
ほぼ垂直に出射するように位置決めされている、ことを特徴とするテラヘルツ波発生装置
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。
【請求項７】
非線形光学結晶の前記端面に対するポンプ光とアイドラー光の入射角θｐ、θｉはそれ
ぞれの全反射角より大きく、テラヘルツ波の入射角はその全反射角より小さい、ことを特
徴とする請求項６に記載のテラヘルツ波発生装置。
【請求項８】
前記ポンプ光として第１レーザー光を出力する第１レーザー装置と、非線形光学結晶内
で発生するアイドラー光を該全反射点で全反射させかつ増幅する登頂型の共振器とを備え
る、ことを特徴とする請求項６に記載のテラヘルツ波発生装置。
【請求項９】
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前記ポンプ光として単一周波数の第１レーザー光を出力する第１レーザー装置と、かつ
、非線形光学結晶内で発生するアイドラー光の発生方向に単一周波数の別の第２レーザー
光を光注入する第２レーザー装置とを備える、ことを特徴とする請求項６に記載のテラヘ
ルツ波発生装置。
【請求項１０】
前記第１レーザー装置は、ポンプ光の波長を変えることができる可変波長レーザー装置
である、ことを特徴とする請求項８又は９に記載のテラヘルツ波発生装置。
【請求項１１】
前記非線形光学結晶の一端面にテラヘルツ波の反射率を低減する反射低減部材を備える
、ことを特徴とする請求項６に記載のテラヘルツ波発生装置。
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【請求項１２】
前記非線形光学結晶の一端面にテラヘルツ波を集光する集光レンズを備える、ことを特
徴とする請求項６に記載のテラヘルツ波発生装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
本発明はノンコリニア型のテラヘルツ波発生方法及び装置に係わり、更に詳しくは、結
晶内部で発生したテラヘルツ波を結晶外に取り出す方法及び装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
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１ＴＨｚ前後の周波数を有する電磁波、すなわちこの領域の遠赤外線及びサブミリ波を
「テラヘルツ波」と呼ぶ。テラヘルツ波は、光波と電波の境界に位置しており、光波と電
波の両方の特性を有する。
テラヘルツ波の特徴の１つは、電波の物質透過性を有する最短波長域であり、かつ光波
の直進性を備えた最長波長であるという点である。すなわち、電波のように様々な物質を
透過することができ、波長が短い（１ｍｍ前後〜３０μｍ前後）ことから、電波帯では最
も高い空間分解能が得られ、かつ光波のようにレンズやミラーによる引き回しが可能であ
る。
【０００３】
図１０（Ａ）は、このテラヘルツ波の発生原理図である。この図において、１は非線形
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光学結晶（例えばＬｉＮｂＯ３ ）、２はポンプ光（又は励起光と呼ぶ）、３はアイドラー
光、４はテラヘルツ波である。なおポンプ光２とアイドラー光３は波長１μｍ前後の赤外
光である。
ラマン活性かつ遠赤外活性を有する非線形光学結晶１にポンプ光２を一定方向に入射す
ると、誘導ラマン効果（又はパラメトリック相互作用）により物質の素励起波（ポラリト
ン）を介してアイドラー光３とテラヘルツ波４が発生する。この場合、ポンプ光２（ωｐ
）、テラヘルツ波４（ωＴ ）、アイドラー光３（ωｉ ）の間には、式（１）で示すエネル
ギー保存則と式（２）で示す運動量保存則（位相整合条件）が成り立つ。なお、式（２）
はベクトルであり、ノンコリニアな位相整合条件は、この図１０（Ｂ）に示すように表現
できる。
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【０００４】
ωｐ ＝ωＴ ＋ωｉ ．．．（１）
κｐ ＝κＴ ＋κｉ ．．．（２）
【０００５】
このとき発生するアイドラー光３とテラヘルツ波４は空間的な広がりを持ち、その出射
角度に応じてそれらの波長は連続的に変化する。このシングルパス配置におけるブロード
なアイドラー波及びテラヘルツ波の発生をＴＰＧ（ＴＨｚ−ｗａｖｅ
ｉｃ

Ｐａｒａｍｅｔｒ

Ｇｅｎｅｒａｔｉｏｎ）と呼ぶ。

なお、基本的な光パラメトリック過程は、１個のポンプ光子の消滅と、１個のアイドラ
ー光子および１個のシグナル光子の同時生成によって定義される。アイドラー光あるいは

40

シグナル光が共振する場合、ポンプ光強度が一定のしきい値を超えるとパラメトリック発
振が生じる。また、１個のポンプ光子の消滅と、１個のアイドラー光子および１個のポラ
リトンの同時生成が誘導ラマン散乱であり、広義のパラメトリック相互作用に含まれる。
【０００６】
しかし、上述したシングルパス配置のテラヘルツ波発生装置で発生したテラヘルツ波は
非常に微弱であり、しかもその大部分は、非線形光学結晶中を数百μｍ進む間に吸収され
てしまうという問題があった。例えば、ＬｉＮｂＯ３ 結晶の吸収によって、長さ３ｍｍを
進む間にテラヘルツ波は約０．１％程度の小さい値となる。
【０００７】
この問題を解決するために、特許文献１、２が開示されている。また特許文献３（非公
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開）及び非特許文献１、２等が本発明に関連する。
【０００８】
図１１は特許文献１に開示されたサブミリ波発生装置の模式図である。この図に示すよ
うに、上述したブロードなアイドラー光３に対して特定方向（角度θ）に共振器Ｍ１、Ｍ
２を構成することで、特定方向のアイドラー光３の強度を高めることができる。なお、こ
の図で５は、レーザー光をポンプ光２として照射するレーザ装置、６はテラヘルツ波４を
外部に取り出すためのプリズムである。またプリズム６は、テラヘルツ波に対して吸収係
数の小さい材質からなる。
【０００９】
図１２は特許文献２に開示されたテラヘルツ波発生装置の模式図である。この図に示す
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ように、ポンプ光２として単一周波数の第１レーザー光７を使用し、かつアイドラー光３
の発生方向に単一周波数の別の第２レーザー光８を光注入することによって、発生するテ
ラヘルツ波の出力を大幅に増大することができる。またこの図で９は、上述したプリズム
６を複数並べたプリズムアレイである。
【００１０】
【特許文献１】特開平０９−１４６１３１号公報、「サブミリ波発生装置」
【特許文献２】特開２００２−０７２２６９号公報、「テラヘルツ波発生方法及び装置」
【特許文献３】特願２００３−１０７８８５号、未公開
【００１１】
【非特許文献１】Ｋ．Ｋａｗａｓｅ
ｐｒｉｓｍ

ｃｏｕｐｌｅｒ

ｏｓｃｉｌｌａｔｏｒ

ｆｏｒ

ｅｔ．ａｌ，
ａ

，Ａｐｐｌｉｅｄ

Ａｒｒａｙｅｄ

Ｔ Ｈ ｚ ‑ｗ ａ ｖ ｅ

ｓｉｌｉｃｏｎ
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ｐａｒａｍｅｔｒｉｃ

Ｏｐｔｉｃｓ，ｖｏｌ．４０，Ｎｏ．９，ｐ

ｐ ． １ ４ ２ ３ ‑１ ４ ２ ６ ， ２ ０ ０ １
【非特許文献２】Ｋ．Ｋａｗａｓｅ

ｅｔ．ａｌ，

ａｒａｍｅｔｒｉｃ

，Ｊｏｕｒｎａｌ

Ａｐｐｌｉｅｄ

ｓｏｕｒｃｅ

Ｔｅｒａｈｅｒｔｚ
ｏｆ

ｗａｖｅ

Ｐｈｙｓｉｃｓ

ｐ

Ｄ；

Ｐ ｈ ｙ ｓ ｉ ｃ ｓ ， ｖ ｏ ｌ ． ３ ５ ， Ｎ ｏ ． ３ ， ｐ ｐ ． Ｒ １ ‑Ｒ １ ４ ， ２ ０

０２
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１２】
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上述したように、ラマン活性かつ遠赤外活性を有する非線形光学結晶１にポンプ光２（
励起光）を一定方向に入射すると、パラメトリック相互作用によりアイドラー光３とテラ
ヘルツ波４が発生する。このとき発生するアイドラー光３とテラヘルツ波４は図１０に示
した位相整合条件を満たす方向に空間的な広がりを持ち、その出射角度に応じてそれらの
波長は連続的に変化する。
また図１１に示したようにアイドラー光３に対して特定方向に共振器Ｍ１，Ｍ２を構成
することで、特定方向のアイドラー光３とテラヘルツ波４の強度を高めることができる。
【００１３】
しかし結晶内部で発生したテラヘルツ波４を結晶外に取り出すためには結晶端面で全反
射条件を避ける必要がある。そのため、これまでは図１１、１２に示したように、非線形

40

光学結晶１に比べ屈折率が小さい材料でプリズム６やプリズムアレイ９を形成し、これを
非線形光学結晶１に取付けることでテラヘルツ波４を結晶外に取り出していた。
しかし、かかる従来の手段には、以下の問題点があった。
（１）テラヘルツ波の発生点が非線形光学結晶の内部であるため、結晶内部での吸収量が
多い。例えば、上述のように、ＬｉＮｂＯ３ 結晶の吸収によって、長さ３ｍｍを進む間に
テラヘルツ波は約０．１％程度まで減少する。
（２）非線形光学結晶とプリズムの境界面では斜めにテラヘルツ波が入射するため、透過
率が減少し、テラヘルツ波の取り出し効率が低い。
（３）単一のプリズムでは取り出せるテラヘルツ波の出力が弱すぎ、またプリズムアレイ
を用いると、出力は高まるが、複数のプリズムからなるプリズムアレイでテラヘルツ波４
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が分散して取り出されるので、テラヘルツ波の波面が不均一となり出射ビーム径も円状（
もしくは楕円状）にならず、応用展開において支障をきたしてきた。
すなわち、テラヘルツ波４の出力分布がその光軸まわりに回転対称であれば、光軸上か
ら出た光線の屈折、反射などにおける光線追跡が容易にできるが、従来の手段では発生時
のテラヘルツ波が回転対称から大きく外れているためガウス光学系の適用が困難であった
。
【００１４】
本発明は、かかる問題点を解決するために創案されたものである。すなわち本発明の目
的は、結晶内での吸収を大幅に低減でき、界面から外部への取出し効率を高めることがで
き、かつガウス光学系の適用が容易な回転対称に近いテラヘルツ波の出力分布を得ること

10

ができるテラヘルツ波発生方法及び装置を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【００１５】
本発明によれば、パラメトリック効果によってテラヘルツ波発生が可能な非線形光学結
晶内にポンプ光を入射し、ノンコリニア位相整合条件を満たす方向にアイドラー光とテラ
ヘルツ波を発生させるテラヘルツ波発生方法であって、
非線形光学結晶の一端面をテラヘルツ波の発生方向にほぼ直交させ、該端面上のほぼ同
一点においてポンプ光とアイドラー光を全反射させ、かつ発生したテラヘルツ波をほぼ垂
直に出射する、ことを特徴とするテラヘルツ波発生方法が提供される。
【００１６】
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また本発明によれば、パラメトリック効果によってテラヘルツ波発生が可能な非線形光
学結晶と、該非線形光学結晶内にポンプ光を入射するレーザー装置とを備え、ノンコリニ
ア位相整合条件を満たす方向にアイドラー光とテラヘルツ波を発生させるテラヘルツ波発
生装置であって、
前記非線形光学結晶の一端面がテラヘルツ波の発生方向にほぼ直交し、該端面上のほぼ
同一点においてポンプ光とアイドラー光が全反射し、これにより発生したテラヘルツ波が
ほぼ垂直に出射するように位置決めされている、ことを特徴とするテラヘルツ波発生装置
が提供される。
【００１７】
上記本発明の方法及び装置によれば、非線形光学結晶の一端面上のほぼ同一点において
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ポンプ光とアイドラー光を全反射させてテラヘルツ波を発生させるので、テラヘルツ波の
発生箇所が結晶の端面又は端面近傍となり結晶内での吸収を大幅に低減できる。
また、発生したテラヘルツ波を非線形光学結晶の一端面に対してほぼ垂直に出射するの
で、端面（界面）での反射がほとんどなく、界面から外部への取出し効率を高めることが
できる。
さらに、テラヘルツ波の発生点はポンプ光とアイドラー光の全反射点またはその近傍と
なり、実質的に１点で発生しかつ端面に対してほぼ垂直に出射するので、ガウス光学系の
適用が容易な回転対称に近いテラヘルツ波の出力分布を得ることができる。
【００１８】
本発明の好ましい実施形態によれば、非線形光学結晶の前記端面に対するポンプ光とア
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イドラー光の入射角θｐ、θｉはそれぞれの全反射角より大きく、テラヘルツ波の入射角
はその全反射角より小さい。
【００１９】
この手段により、ポンプ光とアイドラー光を非線形光学結晶の端面で全反射させ、テラ
ヘルツ波を全反射なしで外部へ取出すことができる。
【００２０】
また、前記ポンプ光として第１レーザー光を出力する第１レーザー装置と、非線形光学
結晶内で発生するアイドラー光を該全反射点で全反射させかつ増幅する登頂型の共振器と
を備え、前記ポンプ光として第１レーザー光を入射し、非線形光学結晶内で発生するアイ
ドラー光を該全反射点で全反射させかつ増幅する登頂型の共振器を構成する。前記共振器
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は、アイドラー光を多重往復することで増幅することが好ましい。
【００２１】
この手段により、前記ポンプ光として第１レーザー光を入射し、非線形光学結晶内で発
生するアイドラー光を該全反射点で全反射させかつ増幅することができる。
登頂型の共振器は回転ステージ上に配置し回転することで、ポンプ光の共振器に対する
角度を変化させることで、テラヘルツ波の波長を連続的に変えることができる。また、ポ
ンプ光の入射角を可動ミラーなどで変えることにより固定された共振器に対してポンプ光
の共振器に対する角度を変化させることが可能であるので、テラヘルツ波の波長を連続的
に変えることもできる。
【００２２】
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また、前記ポンプ光として単一周波数の第１レーザー光を出力する第１レーザー装置と
、かつ、非線形光学結晶内で発生するアイドラー光の発生方向に単一周波数の別の第２レ
ーザー光を光注入する第２レーザー装置とを備え、前記ポンプ光として単一周波数の第１
レーザー光を使用し、かつ、非線形光学結晶内で発生するアイドラー光の発生方向に単一
周波数の別の第２レーザー光を光注入する。
【００２３】
この手段により、第１レーザー装置を用いてポンプ光として単一周波数の第１レーザー
光を出力し非線形光学結晶内に入射することができる。また、第２レーザー装置を用いて
非線形光学結晶内で発生するアイドラー光の発生方向に単一周波数の別の第２レーザー光
を光注入するので、パラメトリック相互作用のみで非線形光学結晶内にアイドラー波を発
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生させるよりも、強いアイドラー波を発生することができる。
これにより、この方向のアイドラー波の光強度が高まり、ノンコリニアな位相整合条件
を満たすテラヘルツ波の強度を大幅に高まることができる。
また、第２レーザー光で強化されるアイドラー波の指向性が強く、かつ第１レーザー光
と第２レーザー光の両方が単一周波数のレーザー光であるので、発生するテラヘルツ波の
発生方向の指向性が高まるばかりでなく、スペクトル幅も大幅に狭線化できる。
【００２４】
前記ポンプ光の波長又はその入射角を変化させて、テラヘルツ波の波長を変化させる、
ことが好ましい。
この方法により、テラヘルツ波の波長を変化させることができる。
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【００２５】
また、前記第１レーザー装置は、ポンプ光の波長を変えることができる可変波長レーザ
ー装置である、ことが好ましい。
この構成により、ポンプ光の波長を変えてテラヘルツ波の波長を変化させることができ
る。
【００２６】
本発明の好ましい実施形態によれば、前記非線形光学結晶の一端面にテラヘルツ波の反
射率を低減する反射低減部材を備える。
かかる反射低減部材として非線形光学結晶の屈折率より低い屈折率を有する複数の異な
る平行基板を用いて、段階的に屈折率を大気の屈折率に近づけることで、反射率を低減し
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、テラヘルツ波の取り出し効率を向上できる。また、減反射加工を用いることにより、端
面でのテラヘルツ波の反射をさらに低減し、界面から外部への取り出し効率を更に高める
ことができる。
【００２７】
また前記非線形光学結晶の一端面にテラヘルツ波を集光する集光レンズを備える、こと
が好ましい。
かかる集光レンズにより、テラヘルツ波を平行光として取り出すことができる。また、
テラヘルツ波をテラヘルツファイバーの端面に集光させ、テラヘルツファイバーを介して
自由に伝播させることができる。また、集光レンズとして反射低減部材の一部もしくは全
部を用いることにより、光学素子の点数を少なくし、効率の良い光学系の配置が可能とな
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る。
【発明の効果】
【００２８】
上述したように、本発明のテラヘルツ波発生方法及び装置は、結晶内での吸収を大幅に
低減でき、界面から外部への取出し効率を高めることができ、かつガウス光学系の適用が
容易な回転対称に近いテラヘルツ波の出力分布を得ることができる、等の優れた効果を有
する。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２９】
以下、本発明の好ましい実施形態を図面を参照して説明する。なお、各図において、共
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通する部分には同一の符号を付し重複した説明を省略する。
【００３０】
図１（Ａ）は、本発明のテラヘルツ波発生装置の第１実施形態図である。
この図に示すように、本発明のテラヘルツ波発生装置１０は、パラメトリック効果によ
ってテラヘルツ波発生が可能な非線形光学結晶１２と、この非線形光学結晶１２内にポン
プ光２としてレーザ光を入射する第１レーザー装置１４とを備え、ノンコリニア位相整合
条件を満たす方向にアイドラー光３とテラヘルツ波４を発生させるようになっている。
また、この例において、本発明のテラヘルツ波発生装置１０は、更に、非線形光学結晶
１２内で発生するアイドラー光３を同一の全反射点１３で全反射させかつ増幅する登頂型
の共振器１５とを備える。共振器１５は、２枚の反射ミラー１５ａ，１５ｂからなる。反
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射ミラー１５ａ，１５ｂは、ポンプ光２は透過し、アイドラー光３は反射して、非線形光
学結晶１２内で発生するアイドラー光３を増幅するように構成されている。
なお、この共振器１５の代わりに、非線形光学結晶１２内で発生するアイドラー光３の
発生方向に単一周波数の別の第２レーザー光を光注入する第２レーザー装置を備えてもよ
い。
また、発生するテラヘルツ波４の波長を可変にするために、第１レーザー装置１４は、
ポンプ光２の波長を変えることができる可変波長レーザー装置であるのがよい。
また、可変波長レーザー装置を用いる代わりに、その他の構成位置を変えずに、ポンプ
光の入射角を変化させてもよい。
【００３１】
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図１（Ｂ）は、全反射点１３における角度位相整合条件を示している。
この図に示すように、非線形光学結晶１２の一端面１２ａ（この図で上面）は、テラヘ
ルツ波４の発生方向にほぼ直交し、この端面１２ａ上のほぼ同一点１３においてポンプ光
２とアイドラー光３が全反射し、これにより発生したテラヘルツ波４がほぼ垂直に出射す
るように位置決めされている。
【００３２】
図２は、本発明におけるポンプ光及びアイドラー光のテラヘルツ取り出し面に対する入
射角及び屈折率の説明図である。
この図において、非線形光学結晶１２の端面１２ａに対するポンプ光２とアイドラー光
３の入射角θｐ、θｉはそれぞれの全反射角θｒより大きく設定されている。また、テラ
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ヘルツ波４の端面１２ａに対する入射角は、その全反射角より小さく、この例では端面１
２ａに対しほぼ直交するように設定される。
【００３３】
図１（Ａ）において、非線形光学結晶１２にポンプ光２（励起光）を入射するとポラリ
トンを介したノンコリニア型のパラメトリック効果によりアイドラー光３とテラヘルツ波
４が発生する。このとき発生するアイドラー波３とテラヘルツ波４は空間的な広がりを持
ち、その出射角度に応じてそれらの波長は連続的に変化する。
この空間的な広がりを持って出射するアイドラー光３に対して特定方向（角度θｉ）に
共振器１５を構成することで、特定方向のアイドラー光３の強度を高めることができる。
このとき、ポンプ光２（励起光）、アイドラー光３、テラヘルツ波４の３波間には式（
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１）（２）で示したエネルギー保存則および運動量保存則である位相整合条件が成り立つ
。
本発明は、ポンプ光２（励起光）を非線形光学結晶１２の端面１２ａに斜めに入射し、
非線形光学結晶の端面１２ａで全反射させ、全反射点１３を頂点に登頂型の左右対称な共
振器１５を構成し、テラヘルツ波４は非線形光学結晶１２の端面１２ａに対してほぼ垂直
に取り出すことを特徴とする。
【００３４】
結晶１２の端面１２ａから垂直方向にテラヘルツ波４を取り出すことで、端面１２ａで
の反射率を抑え，テラヘルツ波４の取出し効率を改善でき、かつ出射したテラヘルツ波４
のビーム形状がガウス型のビームプロファイルで取り出すことができる。さらに、テラヘ
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ルツ波４の取り出し面をアイドラー光３の全反射点１３とすることで、非線形光学結晶１
２によるテラヘルツ波４の吸収ロスを回避でき出射効率が向上する。
【００３５】
図１（Ｂ）に例示するように、テラヘルツ波４のパラメトリック発生において、ポンプ
光２（励起光）とアイドラー光３の角度は近接し、かつテラヘルツ波４に対して比較的大
きな角度を持って発生する。そのため、ポンプ光２とアイドラー光３を結晶端面１２ａで
全反射させて共振器１５の構成を保ちながら、テラヘルツ波４を非線形光学結晶１２の端
面１２ａに対して垂直に取り出すことが可能となる。
例えば非線形光学結晶１２にＬｉＮｂＯ３ を用いた場合、ポンプ光２およびアイドラー
光３はテラヘルツ波４とそれぞれ例えば、６４．３°、６５°をなすため、テラヘルツ波
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４を結晶端面１２ａに対して垂直（出射角０°）に発生させるには、結晶端面にポンプ光
を６４．３°の角度で入射させる必要がある。このときアイドラー光は端面に対して６５
°の角度で発生するように２枚のミラー１５ａ，１５ｂを配置する必要がある。
【００３６】
図２において、ポンプ光２の波長を１．０６４μｍとするとアイドラー光３の波長は１
．０７μｍとなり、ＬｉＮｂＯ３ のこれらの波長に対する屈折率ｎｐ

，

ｉ

は２．１５で

あるため、全反射角θｒは２７．７°である。そのため、ポンプ光２とアイドラー光３の
入射角θｐ、θｉを６４．３°、６５°と設定することで、結晶端面１２ａに入射するポ
ンプ光２、アイドラー光３は全反射し登頂型の共振器１５を構成できる。
【００３７】
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図３は、本発明のテラヘルツ波発生装置の第２実施形態図である。この例では、非線形
光学結晶１２の一端面１２ａにテラヘルツ波４の反射率を低減する反射低減部材１６を備
えている。この反射低減部材１６とは、屈折率及び／又は厚さを、テラヘルツ波４の結晶
端面１２ａ

での反射率を低減させるために設計及び選択されたものであり、より好まし

くは、テラヘルツ波４の吸収係数が低く、かつ低屈折率の材料であり、相殺的な干渉を生
じさせることで反射を低下させ、透過率を１００％に近づけるように設計された厚さのも
のが好ましい。
境界面（端面１２ａ）での透過率Ｔは屈折率差にも依存する。テラヘルツ波４を非線形
光学結晶１２から大気中に取り出す場合、非線形光学結晶１２の端面１２ａに低屈折率の
材料１６を取り付け、内部反射を抑え大気中への取り出し効率を向上することができる。
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【００３８】
一般に、屈折率の異なる境界面において光の透過率は入射角に依存する。例えば、非線
形光学結晶１２としてＬｉＮｂＯ３ を用いた場合、テラヘルツ波帯の屈折率ｎＴ

Ｈ ｚ

は５

．２である。
【００３９】
図４は、本発明におけるテラヘルツ波の入射角と透過率との関係図である。この図にお
いて横軸は入射角、縦軸は透過率であり、大気中に出てくるテラヘルツ波の透過率を計算
した結果である。
またこの図において、○印（ｃａｓｅ１）は、非線形光学結晶にＬｉＮｂＯ３ 結晶を用
いて、ＬｉＮｂＯ３ 結晶（テラヘルツ波屈折率：５．２５）から直接大気中にテラヘルツ
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波を取り出す場合のＬｉＮｂＯ３ と大気境界面での透過率である。
この図から入射角０°のとき透過率が最大となり入射角が大きくなるにつれて減少する
ことがわかる。このことはＬｉＮｂＯ３ で発生したテラヘルツ波を最も効率よく取り出せ
る角度は、入射角０°つまり、非線形光学結晶から垂直に出射するときを意味している。
すなわち、非線形光学結晶１２からテラヘルツ波４を垂直に取り出す場合が、最も効率よ
くテラヘルツ波を取り出せることがわかる。
【００４０】
図３のｃａｓｅ２とｃａｓｅ３は、反射低減部材１６として低屈折率基板を取り付けた
場合を示している。ｃａｓｅ２は、ＬｉＮｂＯ３ の端面にＭｇＯ（屈折率３．２５）の低
屈折率基板を取付けた場合、ｃａｓｅ３は、ＬｉＮｂＯ３ の端面にＭｇＯの低屈折率基板
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１６とテラヘルツ波に対して透明な樹脂（屈折率１．５）を取付けた場合である。
【００４１】
図３からｃａｓｅ１〜ｃａｓｅ３のいずれの場合も垂直入射（出射角０°）が最も透過
率が高いことがわかる。なお、テラヘルツ波に対して透明な樹脂としては、特許文献３（
特 願 ２ ０ ０ ３ ‑− １ ０ ７ ８ ８ ５ 号 ） に あ げ ら れ る 樹 脂 が 使 用 可 能 で あ る 。
ただし、この低屈折率の条件として、非線形光学結晶との端面にてポンプ光、アイドラ
ー光に対しては全反射となることが条件である。例えば、非線形光学結晶にＬｉＮｂＯ３
結晶を用い、反射低減部材としてＭｇＯ結晶を用いる場合、ポンプ光およびアイドラー光
に対するＬｉＮｂＯ３ とＭｇＯ屈折率はそれぞれ２．１５、１．７２であることから全反
射角はその境界面で５３．１°となる。テラヘルツ波を垂直に取り出すにはポンプ光とア
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イドラー光の結晶への入射角が６４．３°、６５°であるため、ポンプ光とアイドラー光
は結晶端面に対して６４．３°、６５°で入射させる。これは全反射角５３．１°より大
きいため全反射となり、登頂型の共振器構成が可能となる。
【００４２】
前述の登頂型の共振器構成に加え、結晶端面から垂直に出射するテラヘルツ波に対して
は反射低減部材となり、ポンプ光およびアイドラー光に対しては全反射する材料を取付け
ることでさらに効率よくテラヘルツ波を取り出すことができる。また、効率の良いテラヘ
ルツ波の取り出しのために、低屈折率基板１６に加え、もしくはその代わりに、相殺的な
干渉を生じさせることで反射を抑えるために設計された厚さの材料（ＡＲコーティング）
と組み合わせることが可能である。
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テラヘルツ波４を非線形光学結晶の端面１２ａから垂直に取り出すことで、テラヘルツ
波のビーム形状を乱れなくほぼガウス型のビームプロファイルで取り出すことができる。
すなわち、従来の技術ではテラヘルツ波の取り出しにシリコンプリズムアレイ９を用い
ていたため、波面が乱れてしまい、集光に複数のレンズを用いる必要があったが、本発明
では平面からテラヘルツ波が出射するため、ガウス型のビーム径は出射するためこれらの
問題が改善できる。
【００４３】
図５、図６は、本発明のテラヘルツ波発生装置の第３、第４実施形態図である。この例
では、非線形光学結晶１２の一端面１２ａに、低屈折率基板１６に加えてテラヘルツ波４
を集光する集光レンズ１８を直接取り付けている。
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なお、上記で述べた反射低減部材を材料としたコリメートレンズを直接取り付けてもよ
い。
【００４４】
図５、図６のように、テラヘルツ波発生点１３の直後にレンズ１８を取付けることで小
さいビーム径で平行化でき、同時にこの樹脂レンズが反射低減部材の役割を果たしている
。このことで、これまでは一旦大気中に取り出し、複数枚のレンズでビーム径を小さくす
るか、ビームの一部を切り出してビーム径を小さくしていたため、各光学部品端面で生じ
るロスの問題を改善できる。
また樹脂レンズを用いることができるので、図６のようにレンズ１８とテラヘルツファ
イバー１９を組み合わせたファイバーカプラーを直接取り付けることができる。
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【実施例１】
【００４５】
図７は、本発明のテラヘルツ波発生装置の実験光学系の構成図である。
この実施例では、非線形光学結晶１２は、４×５×５０ｍｍのＬｉＮｂＯ３ 結晶２本と
台形状のＬｉＮｂＯ３ 結晶で構成されている。また非線形光学結晶１２の頂端面１２ａに
は厚さ１ｍｍのＭｇＯ基板１６を貼り付け、そこからテラヘルツ波４を取り出している。
ポンプ光２を入射するためには１．０６４μｍのＮｄ：ＹＡＧレーザー１４を用いた。ポ
ンプ光２はミラー（Ｍ１）１５ａから共振器内に入射し登頂点（頂端面１２ａ）で反射さ
れミラー（Ｍ２）１５ｂから出射する。結晶内で発生したアイドラー光３は共振器ミラー
Ｍ１，Ｍ２で共振し増幅されテラヘルツ波４が登頂点１２ａから垂直方向に出射する。出

10

射したテラヘルツ波４はＭｇＯ基板１６とテラヘルツ用レンズ２２を介してボロメーター
検出器２３で検出される。なお、２１はポンプ光２を遮断するダンパーである。
【００４６】
図８は、この実施例で発生したテラヘルツ波のビーム形状を示す図である。この図はＭ
ｇＯ基板１６から約２０ｃｍのところで測定した横方向のビーム形状である。測定は１ｍ
ｍφのピンホールをステージで走査し強度をプロットして測定した。
この図から、半値全幅は約７ｍｍであり、ほぼガウス形状で出射していることが確認さ
れた。このときのテラヘルツ波は１．６ＴＨｚである。
【００４７】
図９は、本発明で発生したテラヘルツ波の入出力特性図である。この図に示すように、

20

発振閾値は１３．５ｍＪ／ｐｕｌｓｅであった。また２６ｍＪ／ｐｕｌｓｅのポンプ光入
力に対して、テラヘルツ波の出力は４２ｐＪ／ｐｕｌｓｅであり、従来のテラヘルツ波パ
ラメトリック発振器とほぼ同等の出力を観測した。これはボロメーター検出器の飽和エネ
ルギーのほぼ５倍であり各種分光測定には十分な出力エネルギーである。
【００４８】
上述したように、従来は、テラヘルツ波の取り出しにプリズムアレイを用いていたこと
から、結晶から出射直後のビーム形状がギザギザ状になっていた。
これに対して、本発明では、テラヘルツ波の発生点がポンプ光とアイドラー光の全反射
点またはその近傍となり、実質的に１点で発生しかつ端面に対してほぼ垂直に出射するの
で、ガウス光学系の適用が容易な回転対称に近いテラヘルツ波の出力分布を得ることがで
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きることが、図８の実施例からも確認された。
【００４９】
また、本発明は、結晶端面から垂直にテラヘルツ波を取り出すことで反射による損失の
低下、波面の乱れの回避、ビーム形状の改善が可能である。また、この構成を用いること
で、これまで困難であったＡＲコーティングやテラヘルツ波ファイバーなどを光源と一体
型で取付けることも実施形態で示したように可能となる。
本発明では、テラヘルツ波パラメトリック発振器の構成において、非線形光学結晶の端
面でポンプ光とアイドラー光を反射させ、反射点を頂点とした登頂型の共振器を構成する
。ポンプ光の端面での反射角は、ポンプ光自身とアイドラー光が全反射し、位相整合条件
下でテラヘルツ波が反射面に対して垂直に出射する角度とする。
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このとき、テラヘルツ波出射点（ポンプ光、アイドラー光の反射点）に、ポンプ光、ア
イドラー光は全反射し、テラヘルツ波に対しては、その反射を低減させるような素材を取
付けることが重要となる。
例えば、ＭｇＯ結晶は、ポンプ光とアイドラー光に対する屈折率が１．７２であり、テ
ラヘルツ波に対する屈折率は３．２５であるため、非線形光学結晶面でテラヘルツ波の反
射を低減させ、アイドラー光に対して共振器を構成することが可能となる。ＭｇＯ基板１
６にはレンズ１８や樹脂などの取り付けが可能である。
【００５０】
なお、本発明は上述した実施例及び実施形態に限定されず、本発明の要旨を逸脱しない
範囲で種々変更できることは勿論である。
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【図面の簡単な説明】
【００５１】
【図１】本発明のテラヘルツ波発生装置の第１実施形態図である。
【図２】本発明におけるポンプ光及びアイドラー光のテラヘルツ取り出し面に対する入射
角及び屈折率の説明図である。
【図３】本発明のテラヘルツ波発生装置の第２実施形態図である。
【図４】本発明におけるテラヘルツ波の入射角と透過率との関係図である。
【図５】本発明のテラヘルツ波発生装置の第３実施形態図である。
【図６】本発明のテラヘルツ波発生装置の第４実施形態図である。
【図７】本発明のテラヘルツ波発生装置の実験光学系の構成図である。
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【図８】本発明で発生したテラヘルツ波のビーム形状を示す図である。
【図９】本発明で発生したテラヘルツ波の入出力特性図である。
【図１０】テラヘルツ波の発生原理図である。
【図１１】特許文献１に開示されたサブミリ波発生装置の模式図である。
【図１２】特許文献２に開示されたテラヘルツ波発生装置の模式図である。
【符号の説明】
【００５２】
１，１′

非線形光学結晶、２

３

アイドラー光、４

５

レーザ装置、６

７

第１レーザー光、８

９

プリズムアレイ

ポンプ光（励起光）、

テラヘルツ波、
プリズム、
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第２レーザー光、

１０

テラヘルツ波発生装置、

１２

非線形光学結晶（ＬｉＮｂＯ３ 結晶）、１２ａ

１３

全反射点、１５

１６

反射低減部材（低屈折率基板、ＭｇＯ基板）、

１８

集光レンズ、１９

２１

ダンパー、２２

共振器、１５ａ，１５ｂ

一端面（頂端面）、

反射ミラー（共振器ミラー）、

テラヘルツファイバー、
テラヘルツ用レンズ、２３

ボロメーター検出器
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