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Luminescence provides versatile tools for investigating electronic states in molecules and solids, and also
for chemical analysis or medical inspection, because it can be detected at a high sensitivity. Traditionally, the
light emission phenomena have been studied in insulators and semiconductors, which have energy gaps,
because one can expect efficient luminescence due to radiative recombination of electrons and holes. In contrast,
in the materials, which do not have energy gaps, such as metals and semimetals, the luminescence phenomena
have been seldom studied. Owing to the femtosecond time resolved spectroscopy technique, it became possible
to observe a luminescence with a very short lifetime in materials, where the time integrated luminescence
intensity is very low due to efficient non-radiative relaxation of the excited states. In the first part of this report,
study on the steady state luminescence in gapless materials such as noble metals is briefly reviewed. In the
second part, some of our recent researches with femtosecond spectroscopy in graphite, bismuth and a topological
insulator are introduced. In the last part of this report, design concept and construction of a compact femtosecond
luminescence measurement system based on a mode-locked Yb fiber laser is described.

１．は

じ

め

に

刺激により励起電子状態を作り出すと，電子は伝導体の

光による計測法は分子や固体の電子状態を調べる上で

底に，ホールは価電子帯の頂上に溜まり込み，それらが

非常に有効な方法であり，量子力学の創生期以来，物理

再結合するときに光が放出される（励起子や局在中心を

測定において重要な位置を占めている．最も基本的な測

経由することもあるが，考え方はほとんど同じである）．

定は電子の基底状態から励起状態への遷移を見る光吸収

再結合の過程として，光の放射を伴わない無輻射過程も

と反射スペクトルの測定であろう．これにより電子のエ
ネルギーダイヤグラム，固体ではバンド構造などの情報

(b)

(a)
E

が得られる．またスペクトルの形状から化学物質の同
定，吸光度の測定から物質の定量を行なうことができる．
吸収と逆の過程，すなわち物質から光が放射される現
象も物質の研究手段として重要である．発光は非常に高

EF

感度で測定できるため，微量の不純物の検出，生体にお
ける特定物質の検出にも有効であり，標識となる発光分
子を利用することで，医療の現場でも幅広く用いられて
いる．また，発光という機能は LED 照明やテレビなど

(c)

(d)

E

の他，レーザー光源として，光通信，光記憶装置，微細
加工など身近なところでも幅広く利用されている．

EF

２．ギャップレス物質における発光現象

2.1. 金属における発光現象

一般に，物質が効率よく発光するためには，図 1（ a ）
に示すようにエネルギーギャップ（禁止帯）の存在が必
要である．物質に，波長の短い光を照射したり，電気的
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図１ 半導体（ａ），金属（ｂ），半金属（ｃ），ディラック電子系（ｄ）
における発光過程．
青矢印は吸収過程，赤矢印は発光過程，赤破線矢印は高温の
電子からの過渡的な発光（ホットルミネッセンス）を表す．
黒破線はバンド分散の一部を模式的に示したものである．
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存在するので，その競合によって発光の効率が決まる．
したがって実用的な発光材料ではいかにして無輻射再結
合の確率を小さくするかが重要なポイントになる．
（ b ），
（ c ））などエネルギー
一方，金属や半金属（図 1
ギャップが存在しない物質では，励起電子は光を介さな
くてもフォノンなどエネルギーの小さな素励起に直接に
エネルギーを渡して徐々に基底状態に近づいて行くこと
ができるので，無輻射緩和が非常に効率よく起こる．し
たがって，一般に発光は非常に弱く，発光現象の研究対
象として取り上げられることが少なかった．しかし，全
く発光しないというわけではなく，金など貴金属からの
1）

発光が 1960 年代から知られている ．
図２
（ a ）に Mooradian の論文から引用した金属の発光
スペクトルを示す．波長 488 nm の Ar レーザー励起の下
で，Au では緑から赤にかけて可視発光が見えている．

Cu では 600 nm 付近に発光ピークがある．これらの発光
は，図 2（ b ）に示すように光励起によって d バンドに作
られたホールに，フェルミ面近傍の電子が落ち込むこと
によって生じると考えられている．d バンドホールの寿
命は非常に短いので，発光の寿命は短く，したがって
「時間積算発光強度」は非常に微弱である．金属では無
輻射緩和が大きい上に，伝導電子による遮蔽効果のため
に，結晶の外で観測される発光は更に弱くなり，金にお
ける発光量子効率は 10

–10

1）

程度と推定されている ．金属

の発光はこの報告の後もほとんど注目されることがな
く，十数年後に，やや系統的な仕事として現れたのが
2）

Boyd らによる研究 である．彼らは Au，Ag，Cu につい
て，発光スペクトルの励起波長依存性，表面粗さ依存性
などを詳細に調べ，バンド計算に基づく予測との比較を
行なった．図３にいろいろな励起エネルギーにおける銅
の発光スペクトルを示す．励起光子エネルギーを 2.34，
3.50，4.67 eV と 高 く し て い く と， よ り 深 い d バ ン ド
ホールに起因する新たな発光バンドが現れてくることか
ら，貴金属における発光の d バンド起源説が確実なもの
になった．また，この図で破線で示されているとおり，
表面ラフネスがあると，発光強度が増大し（Cu で約 8

図３ Cu における発光スペクトルの励起光子エネルギー依存性．
実線は平滑な表面，破線はラフな表面を持つ試料からの発光
2）
スペクトル（Boyd et al. ）．

倍），ピークが低エネルギーへシフトする傾向が見られ
るが，これは表面プラズモンとの結合によると結論され
ている．これはラフネスのある Ag 表面に吸着した分子
からのラマン散乱強度が数桁増強されるという「表面増
強ラマン（SERS）」と同様のメカニズムである．このよ
うにして金，銀，銅の発光はラフネスあるいは微粒子化
によって増大することが認知されるようになり，Au ク
3）

4）

ラスターの可視発光 ，Au クラスターの近赤外発光 ，
5）

埋め込まれた Au 微粒子の発光 など多くの報告が出て
きた．
発光ダイナミクスに関しては，28 原子クラスターで
4）

6）

発光寿命がサブμ 秒 ，ラフネスのある Au で < 2.4 ps ，
7）

Au ナノロッドで < 50 fs という報告がある．普通の金属
8）
ではないが，金属的カーボンナノチューブで 40 fs ，グ
9）
10）
ラフェンで 300 fs ，10 ～ 100 fs という報告もある．
ところが，この間にも金属固有の物性を示すはずの平滑
な金属表面からの発光に関する研究はほとんど進んでお
らず，発光現象の理解は 30 年前の状態に止まっている
ように見える．
光の吸収と放出の間には詳細つりあいの原理が成り
立っているので，あるエネルギーに強い光吸収があれ
ば，必ず同じエネルギーに強い発光が存在するはずであ
る．実際，高温の物体から放射される黒体輻射は，その
温度に見合った固体内部の電子のエネルギー分布を反映
しており，放射率（= 1─反射率）の係数に比例する強度
の「発光」が見えていると理解される．その発光による
エネルギーの損失は吸収によるエネルギーの流入とバラ
ンスしている．したがって，光励起によって電子温度が

図２ （ａ）Au および Cu の発光スペクトル．

瞬時に上がれば，その短い時間の間には対応する黒体輻
1）

（ｂ）光吸収と発光に対応する遷移（Mooradian ）．

射に対応する発光が見えるはずである．励起状態からの
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時間積分発光が弱いとすれば，それは単に励起状態の寿
命が短いからであり，瞬時の強度は決して弱くはない．
したがってサブピコ秒の時間分解測定をすれば，あまり
「光らない」ものも，瞬時には案外「光っている」場合
11，12）

がある．

2.2. グラファイトにおける発光
金属的な物質の中でも比較的発光が見えやすいのが半
金属である．半金属とは，現象論的には電気伝導度が金
属と半導体の中間くらいの大きさをもっているものと言
うことができるが，物性論的には，伝導帯の底が価電子
帯の頂上よりわずかに下になって重なりを持ち，エネル
ギーギャップがなくて，状態密度が連続している物質と
定義される．フェルミ面は重なりの中間くらいに位置す
るので，電子とホールがわずかずつ（グラファイトの場
合 10 /cm オーダー）できていて中程度の電気伝導度を
18

3

持つ．元素ではグラファイト，ビスマス，アンチモン，
テルル，セレンなどがこれに属するが，この中ではグラ
ファイトが最もバンドの重なりが小さく，ナローギャッ
プ半導体に近いバンド構造を持っている．層間の相互作
用による z 方向への弱い分散を除けばほとんど単原子層

図４ グラファイトにおける発光の時間波形．
各カーブの左端に観測した発光の光子エネルギーを示す．破
線は装置の応答関数である．挿入図は，発光の速い成分と遅
14）
い成分の寿命を示す .

グラフェンと同様の Dirac コーン型の分散を持っている
（図 1（ d ）参照）．グラファイトについては，1970 年代に

Ar レーザー（波長 488 nm）励起の元で，可視領域に発
光が見えたという報告があるが，起源は不純物か欠陥で
13）

あろうという結論になっていた ．その後もグラファイ
トの発光についてはほとんど報告がなく，2012 年頃に
なって，ようやく我々の時間分解赤外発光の測定によ
14）

り，グラファイト固有の発光が見出された ．
図４に示したとおり，近赤外 1.3 eV での発光寿命は

100 fs 程度と非常に短いが，中赤外に向かうにつれて寿
命は長くなり，0.23 eV（波長 5.4 μ m）では 2 ps 程度ま
で発光が続いている．このような研究は，中赤外領域で
の超高速分光の実現によって初めて可能になったもので
ある．ここで見えている現象は図 5（ a ）に示す光学過程
で理解される．価電子帯から伝導帯に励起された高温の

図５ （ａ）グラファイトのバンド構造と光学過程．
（ｂ）電子（赤）とホール（青）の Fermi-Dirac 分布．
時間と共に分布の幅が狭くなり，Dirac 点付近へ収束してい
く．破線は状態密度を表す．

電子はフォノン系にエネルギーを放出することによって

励起密度や観測波長にも依存するが，フェムト秒パル

冷却し Dirac 点に向けて緩和していくが，その途中で再

ス励起下におけるグラファイトの発光強度は，典型的な

結合（ホットルミネッセンス）が起こり，発光として観

直接ギャップ半導体 InAs におけるホットルミネッセン

（ b ）に示すとおり，時間の経過と共に電
測される．図 5

スと比較してもそれほど遜色はなく，半金属における励

子の分布は低エネルギーへと移っていくので，放出され

起電子状態に対して，発光分光が十分に有効なプローブ

る光のエネルギーも下がっていく．そのため低エネル

になることが示されたと我々は考えている．

ギーほど寿命が長くなるのである．

2.3. ビスマスにおける発光

の報告が出ていた ．彼らは可視領域に発光を見出し，

Bi は L 点に伝導帯の底，T 点に価電子帯の頂上があっ
て，0.03 eV 程度のバンドの重なりを持つ半金属であり，
17
3
キャリアー密度はグラファイトより少なく 10 /cm オー

発光現象は電子系の黒体輻射として理解できると結論し

ダーである ．超高速ダイナミクスに関しては，コヒー

た．さらに相関発光法によって緩和時間（電子の冷却時

レントフォノンの観測 ，過渡反射分光 ，THz 分光

間）を数 10 ～数 100 fs と見積もっている．

光電子分光

実はむしろ単原子層グラフェンの研究が先行してお
り，我々の少し前に Heinz グループの Liu らによる発光
10）

15）

16）

19）

17）

18）

，

による研究などが報告されているが，我々
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の知る限りこれまでに時間分解発光，定常発光いずれの
研究報告もなかった．波長 800 nm（1.55 eV）のパルス
20）

励起を用いて，赤外領域の時間分解発光を調べた ．発
光 寿 命 は 1.2 eV で サ ブ ps で あ る が，0.25 eV で は 数 ps
と大きく変化することが分かった．低エネルギーほど寿
21）

命が長くなる傾向は，グラファイトや半導体 にも共通
の特徴であり，電子系の温度が下がっていく過程を反映
していると考えられる．多数の時間波形から時間分解ス
ペ ク ト ル を 構 築 し た 結 果 早 い 時 間 帯（0 ～ 0.8 ps） で
ピークが 2 つある事が分かった．解析の結果，0.8 eV の
成分は T 点における直接ギャップ半導体的なバンド，

0.3 eV の成分は L 点における Dirac コーン的なバンドか
らの寄与と同定された．この結果は，たとえ状態密度は
連続していても，k 空間で異なる場所に生成された電子
ホール系は，それぞれ独立に緩和していくことを示唆し
ている．

Sb におけるキャリアー密度は 10 /cm で，もう少し
19

3

金属寄りであるが，この系においても発光を観測した．

Bi と同様の解析を行なったが詳細は省略する．
2.4. トポロジカル絶縁体における発光
近年トポロジカル絶縁体という物質群が注目を集めて
いる．トポロジカル絶縁体とは基本的にはエネルギー
ギャップを持つ絶縁体でありながら，真空とバルクの接
続条件の要請から表面にギャップレスの金属状態（エッ
ジ状態）が現れる物質のことである．伝導電子の運動量

図６ トポロジカル絶縁体 TlBiSe2 における発光の時間波形．
発光光子エネルギーは各曲線の左端に示されている．挿図は
発光の減衰時定数と，ピークに至る時間を発光光子エネル
22）
ギーの関数としてプロットしたものである ．

k とスピン S が相関しているため，運動量の符号を反転
するためにはスピンも反転する必要があり，後方散乱が
抑制されるため移動度が高く，エレクトロニクスデバイ
スの材料としても有望視されている．超高速のキャリ
アーダイナミクスは過渡吸収や時間分解光電子分光で研
究されているが，発光に関しては研究例がなかった．そ
こで我々はバンドギャップが比較的大きく（E G = 0.35
eV）， バ ル ク の 発 光 が 障 害 と な ら な い と 思 わ れ る
22）
TlBiSe2 系において，時間分解発光の測定を行なった ．
その結果を図６に示す．E G より上の 0.5 eV の発光エネ
ルギーでは，時間原点で発光強度が立ち上がったあと
ゆっくりとピークまで増大するという特徴があり，その
時定数は高エネルギーほど短くなる傾向にある．これは

InAs などのナローギャップ半導体でよく見られる振舞
いで，光励起によって伝導帯に作られた高温の電子が冷
却しながらバンド端に溜まり込んでいく過程を反映して
21）

図７ 緩和のモデル．
上下の放物線はバルクの分散，交差する直線はエッジ状態の
分散を表す．ａは励起直後の電子，ホールの分布，ｂ，ｃは引
き続く分布の時間経過を表している．実線矢印は冷却過程，
22）
破線矢印はキャリアーの消滅過程を表す ．

い る ． 一 方，EG よ り 下 の 0.3 eV で は 瞬 時 に 立 ち 上

移の前後でスピンが反転しているはずなので，励起光と

がってゆっくり単調減少していくという明らかに異なる

発光の間に円偏光相関があると考えられるが，これは未

振舞いを見せている．バルクのギャップより下で光って

だ検証されていない．

いるので，これは表面の金属状態からの発光と同定され
た．図７に示すような緩和モデルに対してレート方程式

３．高感度時間分解赤外発光測定装置の開発

を立てて計算した結果との比較から，緩和はバルクと

上に述べたように我々はこれまでにいくつかのギャッ

エッジ状態でほぼ独立に進行していると考えられる．遷

プレス物質について超高速発光の研究を進めてきたが，
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2000 mm
図８ フェムト秒発光測定装置（1 号機）のレイアウト（実寸）．
①フェムト秒パルス光源，②上方変換光学系（アップコンバーター），③分光器および検知器．

半金属については，Bi，Sb などの実験結果は論文化する

の角度によらず，ゲート光のスポットと常に数μ m の精

には至っておらず，Te，Se など手をつけていない物質も

度で正確に一致させる必要がある．これを実現するため

ある．また，バルク貴金属やその他の金属の発光ダイナ

には，光学系すべての機械的強度（剛性）を高めること

ミクスにも興味が持たれるが，白金で予備的なデータを

が必要である．そのためには，調整機構の数を極力減ら

取得した段階で止まっている．これら未完成の研究を豊

す事，全体を小型化することが有効である．特に，小型

田理研において継続推進するために，コンパクトで安定，

化によって剛性や，熱膨張による変位，光軸方向の変化

かつ高感度の時間分解赤外発光測定装置の開発を行なう

による位置ずれなどは急速に改善されると期待される．

ことにした．以下，そのコンセプトと現状を報告する．

以上のようなコンセプトに基づき設計した 1 号機の内

実験装置は，図８に示すとおり，①フェムト秒パルス

部の写真を図９に示す．モニターカメラを含めて暗箱に

光源，②上方変換光学系（アップコンバーター），③分

収めることにより，外乱（温度変化，空調の風，室内灯

光測定の 3 つの部分から構成される．中でもアプコン

からの迷光など）も排除され，以前に比べて格段に安定

バーター部分は，光学系がデリケートで調整に熟練を要

性の良いシステムが完成した．

する上，長時間安定性を確保することが困難であった．
これが上方変換の手法が普及しない原因の一つでもあっ
た．

測定感度は，従来用いていた Ti サファイアレーザー
（800 nm）と波長が異なる（1030 nm）ので，簡単には
比較できないが，ほぼ同等の性能を実現している．

この問題を解決し，安定した測定が確実に行なえるよ
うにするために，いくつかの工夫を行なった．最も重要
な設計コンセプトは各要素のデカップリングと機械的強
度安定性の確保である．一般的なフェムト秒レーザーを
使った光学実験では，光はレーザー装置の内部で 1 ～ 2

m の自由空間を飛行し，様々の光学素子を通って測定試
料に到達するまでにさらに数 m 走ることになる場合が多
い．光源の再調整などにより光線の角度がわずかでも変
化すると，下流側では大きな位置変化となり，すべての
光学系の再調整が必要になる．その点，ファイバーレー
ザーの出力端は空間に固定された理想的な点光源とみな
せるので，レーザーの再調整などによって何らの影響も
受けない（①と②のデカップリング）．しかも，出力端
は計測装置の近くに置くことができるので，光路長が短
くでき，更に不安定要素が排除される．今回は，発振波
長 1030 nm，パルス幅 150 fs，繰り返し 100 MHz，平均
出力 660 mW の手造り Yb ファイバーレーザー（1 段ア
ンプ付き）を採用した．②の部分では機械的強度と安定
性の確保が決め手である．上方変換光学系では，試料上
の発光点の像を転送して，非線形光学結晶の表面で結晶

図９ アップコンバーター内部の写真．
レーザービームを赤線で示す．写真右から入射したレーザー
光はビームスプリッターでポンプ光とゲート光に分割され，
前者は画写真下方にある試料へと導かれる．試料からの発光
は，2 つの放物面鏡によって試料から写真上方の非線形光学
結晶へ導かれ（黄色ハッチ），そこで，ゲート光と交差する．
発生した和周波は写真左端から分光器へと導かれる．暗箱の
大きさは 55 cm×43 cm である．
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４．まとめと今後の展望

今年度は，③の部分には以前から使用していた 2 重分
散分光器と冷却光電子増倍管をそのまま用いており，特
に工夫はしていない．しかし，回折格子分光器の代わり
に高コントラストの波長可変バンドパスフィルターを用
いることで，6 倍程度の効率向上が実現可能であること，
発光を集める光学系の立体角を大きくすることで，何倍
かの効率向上が見込めることが明らかになってきた．こ
れらの改良については，資金が調達できれば来年度に取
り組みたいと考えている．また，1 号機による試行錯誤
の結果，更なる小型化にも見通しが立ったので，30 cm
× 30 cm を目標にアップコンバーター 2 号機の設計を進
めている．
以上のような戦略で一桁の感度向上が実現すれば，開
発フェーズを終えて半金属，金属における発光ダイナミ
クスの研究に取り掛かれるものと考えている．
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