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◆過去5年間の代表的な論文

◆研究室紹介
近年，テラヘルツ（THz）波と呼ばれる約0.3〜10 THz
（波長1 mm〜30 μm）の電磁周波数帯の光源開発とその応
用開拓が急速に進んでいます．この帯域は電波と光波の
中間に位置しており，電波のように紙，プラスチック，
ビニール，繊維，半導体，粉体など種々の物質を透過す
ると共に，光波のようにレンズやミラーで空間を自在に
取り回すことができます．また，ミリ波に比べて波長が
短いため，多くのイメージング用途にとって必要十分な
空間分解能を有しています．さらに近年，ビタミンや
糖，医薬品，爆薬などの試薬類に固有の吸収スペクトル
がテラヘルツ帯で見出され，その応用可能性が広がりつ
つあります．
我々は，非線形光学効果を用いた広帯域波長可変テラ
ヘルツ光源の開発を理化学研究所（仙台）と共同で進めて
おり，平行して，テラヘルツ波の応用開発も企業と組ん
で精力的に進めています．具体例をあげると，奥行き分
解能3 μmのテラヘルツトモグラフィー，エンジンフィ
ルタ中のススの分布計測，封筒中の覚せい剤検出，金属
メッシュを用いたテラヘルツセンサー，さらには，ヒト
の汗腺がテラヘルツ波のヘリカルアンテナとして機能す
るか，など種々の可能性を追求しています．
◆具体的な最近の研究テーマと成果
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非線形光導波路を用い
た超広帯域テラヘルツ
波発生

周波数可変性0.2 7.2 THz.
超短THzパルス発生

光注入型テラヘルツパ
ラメトリック発生器

THz出力ピーク値100 W以上

テラヘルツトモグラ
フィー

奥行き分解能3 μm

テラヘルツ/ミリ波CT

エンジンフィルター中の煤の可視
化

過去5年間の国際会議での招待講演56件（うち基調講演9件），
院生の受賞3件
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◆学生の声
Hi, this is Yu Guan from China,
currently working in the field of
biological applications of terahertz
technology. I am really excited to
enhance my knowledge by exploring
the further potential of THz radiation in
my doctoral study.
（管 宇）
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