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１．は　じ　め　に
1.1. ギャップレス物質の発光
　物質に光を照射して電子を励起すると，その逆過程で
ある光の放出すなわち発光が観測される．発光のスペク
トルや減衰特性を調べることにより，励起電子状態やそ
の緩和過程に関する情報を得ることができる．また発光
が非常に高感度で測定できることから，物質の同定や化
学分析の手段，あるいは特定物質や細胞のマーカーとし
て生物学や医学でも利用されている．
　効率よく発光する物質として，半導体や絶縁体が知ら
れている．これらの物質ではエネルギーギャップが存在
するために，光励起された電子とホールはエネルギーの
小さなフォノンの放出では再結合できず，再結合の際に
エネルギーギャップ程度の大きなエネルギーを持った光
子を放出するからである．一方，エネルギーギャップの
ない物質である金属や半金属では電子とホールは小さな
エネルギーのフォノンを放出しながら連続的に基底状態
に戻ることができるので，その過程に比べて比較的遅い
発光の過程が起こる前に，ほとんどエネルギーを失って
しまう．このために，金属，半金属の発光現象は観測が

困難であり，あまり研究が進んでいない．バルク金属で
例外的に研究されているのは，Au, Ag, Cuの貴金属であ
る1，2）．これらの金属は s軌道成分で作られたフェルミ面
近傍の状態からちょうど可視光エネルギー（1～2 eV）
程度の深さにdバンドがあり，dバンド分散が小さいた
め状態密度が高く，そこに作られたホールとフェルミ面
近傍の電子が再結合して可視発光が生じると考えられて
いる．発光すると言っても量子効率は10–10程度と非常
に小さい．Auについては，表面のラフネスがあると，発
光強度が数倍から10倍程度上昇すること，微粒子にす
るとさらに発光効率が上がることが知られている3，4，5）．
　半金属であるグラファイト6），ビスマス7），アンチモン7）

やトポロジカル絶縁体の金属的表面状態8）については，
フェムト秒領域の非常に短寿命の発光が見られることを
最近我々が明らかにした．典型的な金属において発光現
象があるのか，もしあるのであればどのような特性（ス
ペクトル，寿命）を持っているのか，表面のラフネスや
粒子のサイズがどう影響しているのかを明らかにするた
めに，昨年度より豊田理研において研究を開始してい
る．本稿ではその進捗状況を報告する．なおギャップレ
ス物質の発光現象に関する背景およびこれまでの経緯の
詳細については，第70回豊田研究報告9）を参照された
い．
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1.2. 時間分解発光分光法
　これまでの研究により半金属の発光の時間波形の特徴
的な振舞いは赤外領域に現れ，多くの場合寿命は100 fs
～数psの範囲にあることが分かっているので，この条
件に対応できる恐らく唯一の手法であるアップコンバー
ジョン法（以下アプコンと略記）を用いる．光学系の概
略を図１に示す．超短パルスレーザー（ポンプ光）に
よって励起された発光と元のレーザーパルス（ゲート
光）とを非線形光学結晶（LIO）内で混合して，和周波
を発生させ，これを分光計測することにより時間的に切
り出した発光の信号を取得する．和周波を取ることによ
り，赤外のフォトンが可視のフォトンに変換されるた
め，感度の良い測定が可能になる．また時間分解能はほ
とんどパルス幅のみで決まるので，短パルス光源さえ用
意すれば数10フェムト秒までの時間分解能が実現可能
であるという特徴を持つ．
　金属では，半金属より更に発光強度が弱くなると予想
されるので，測定装置には，（1）高い感度と，（2）長
時間積算のできる安定性が要求される．

２．フェムト秒発光分光計の開発
　昨年度にフェムト秒赤外発光測定装置の1号機を完成
したが，今年度は感度の向上と測定の自動化など装置の
高度化を行ったので，その結果について報告する．
2.1. 光物性用Ybファイバーレーザーの改良
　本システムでは維持費の低減と長時間安定性を実現す
るために1段増幅付きモードロックYbファイバーレー
ザー（繰り返し周波数100 MHz）を光源として採用し
た．非線形偏波回転によるモードロックを行っているこ
のレーザーは，比較的シンプルな構成で，短いパルス幅
（150 fs）と高い出力（600 mW）を得られるという特徴
があるが，現状では市販されておらず，東大物性研小林

研究室で開発された技術を用いている．極限的な時間分
解能を求めないのであれば，Tiサファイアレーザーの代
替として一般の光物性測定に十分利用可能であること
を，昨年度の経験で実証できたが，レーザーシステムと
しては研究室レベルであるため，運用に多少の経験を要
するという問題がある．特にCW（連続的）発振状態か
らモードロック（パルス的）発振を開始させる作業に手
間がかかるので，これを自動化する試みを行った．原理
は非常に単純で，振動モーターにより共振器の終端鏡を
数mm幅で往復させ刺激を与えるものである．最適条件
が満たされていれば，ボックス内の光学系に手を触れる
ことなく，モードロックを開始させることができるよう
になった．
　ただし，室温が大きく変化（±1度以上）した場合や，
長期間運転を休止した後には，波長板やミラーの角度な
ど内部光学系の再調整を行わなければならないという問
題は克服されていない．これは，装置を小型化するこ
と，すべての光学素子を十分な機械的強度をもって固定
することにより改善されるものと考えられるので，光学
素子の固定法などを改善し，250 mm×250 mmを150 
mm×150 mmに縮小した2号機の製作にとりかかって
いる．
　キャリアー再結合発光のアプコン信号の大きさはレー
ザー光強度の3乗に比例するため，レーザー出力の安定
性は精度の高い測定のために必須である．現状では，
レーザーパワーが時々数%程度ステップ状に変化するこ
とがあるので，アプコン信号に20%程度のゆらぎを生
じ，長時間積算における測定精度の障害となっている．
　増幅器の出力の常時モニターを行ったところ，出力の
変動は増幅媒質（Ybファイバー）の励起に用いている
半導体レーザーの温度の変動によること，また出力揺ら
ぎの大きさは0.05℃程度の非常に狭い温度範囲では非常
に小さく，そのような「安定領域」は0.1℃程度の間隔で
周期的に現れることが分かった．室温の揺らぎを±1℃
程度に抑えたとしても，半導体素子の温度を0.01℃台の
精度で制御するのは現実的でないと判断し，増幅器の出
力を電源電流にフィードバックするアクティブ制御方式
を採用することとし，物性研の協力を得てその準備を進
めている．
2.2. パルス波形の計測
　精密な時間分解測定を行うには，レーザーパルス波形
の管理が重要である．パルス波形の常時モニターを可能
にするために，小型のオートコリレータ（自己相関波形
の計測）を作製した．外観と構造の模式図を図２に示
す．対象を100 fs前後のパルスに限定し，測定時間幅を
最大2 psと短めに設定することにより，マイケルソン型
の光学系を大幅に小型化するとともに光学距離変調機構
を簡素化することに成功した．マイケルソン型光学系の
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図１ フェムト秒発光分光計の模式図．
 レーザーからの光パルスはゲート光とポンプ光に分割され，

ゲート光は光学遅延を経由してLIO結晶に導かれる．ポンプ
光で励起された発光は2つの放物面鏡を介してLIO結晶に到
達する．放物面鏡の間には短波長発光カットのためのSiフィ
ルターがブリュースター角で設置されている．LIOで発生し
た和周波は分光器に導かれ，フォトマルとフォトンカウン
ターによって検出される．
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1つの腕に設置されたミラーは板バネによるパラレロイ
ド構造により平行を保ちつつ100 Hz程度の周波数で0.3 
mm程度の振幅で正弦波振動させることが可能になって
いる．スキャン幅を狭くすれば，フリンジ分解の自己相
関波形測定も可能である．Tiサファイアレーザー
（λ =780 nm），Ybファイバーレーザー（λ =1030 nm）
に対応できる*．
2.3. 波長可変フィルター式分光器の開発
　1号機で和周波の分光のために使用していた2重分散
型の分光器（SPEX Gemini 180）は，波長640 nmにおい
て透過率が12%と非常に低いことが分かった．これは回
折格子2枚とアルミ蒸着鏡6枚用の反射損失に起因する．
　そこで，波長可変フィルターを用いた透過効率の高い
分光器を開発することにした．用いたのはSemrock社か
ら最近売り出された波長可変バンドパスフィルター
（TBP01シリーズ）で，メーカーは85%以上の透過効率
を保障している10）．図1に示すように入り口にピンホー
ルを設け，コリメーターとしてはアクロマート凸レンズ
1枚だけを使用する．フィルターの透過スペクトルの例
を図３に示す．光軸に対するフィルターの角度を変化さ
せることにより，透過波長を変えることができる．中心
波長814 nmのとき半値幅が15 nm程度（0.028 eV相当）
である．一方，光源のスペクトル幅は1036 nmで約20 
nm（0.023 eV相当）なので，和周波を分光するための

波長分解能としてはちょうど適当な値といえる．1枚の
フィルターでカバーできる波長範囲が狭いので，今回は
4枚のフィルターを用意し，それぞれ545～619 nm，
620～694 nm，695～789 nm，790～890 nmを割り当
てた．1つの回転ステージに2枚をセットできるので，2
枚組みのフィルターセット2個（発光エネルギー範囲
1.07～0.59 eV，0.58～0.3 eV）を手作業で交換する方
式となっている．分光器には更に2枚のシャープカット
フィルターが組み込まれており，レーザーの基本波（ω，
1036 nm）とLIOで発生する2倍波（2ω，518 nm）を
カットしている．2重分散型分光器をこの分光器で置き
換えることで，約4～ 10倍（波長に依存）のS/N比向上
が実現した．
　従来2重分散分光器を用いていたのはアプコン測定で
はレーザーの2倍高調波（SHG）が光電子増倍管の感度
の良い波長領域に当たるため，ラマン分光並みの高いコ
ントラストが必要なのが理由であったが，誘電体多層膜
技術の進歩によりフィルターで高いコントラストが実現
できるようになった．ゲート光のSHGは非常に強いの
で，分光器に直接入らないようにブロックしているが，
それでもかなりの散乱光が分光器の入り口ピンホール上
に入射している．ゲート光のみを入れたときのバックグ
ラウンドの大きさから，594 nm付近（発光の0.9 eVに
対応）においてSHGに対して107以上のコントラストが
達成されていると推定される．このバックグラウンド
（50カウント／秒程度）は2ωカットのフィルターを挿入
しても余り変化しないので，SHGそのものではない．
一方，ゲート光強度の2乗に比例するのでLIOの1光子
励起蛍光でもない．したがって2光子吸収によるLIO結
晶からの蛍光，2倍波で励起された蛍光，パラメトリック
蛍光などの可能性が考えられる．今のところ，このバッ
クグラウンドがS/Nの限界を決めている．バックグラウ
ンドはゲート光強度の2乗に，アプコン信号は1乗に比
例するので，積算時間を気にしないのであれば，バック
グラウンドがアプコン信号の同程度以下になるように
ゲート光を弱めたほうがS/Nのよいデータが得られる．
2.4. 時間分解スペクトル測定の自動化
　アプコン測定の煩雑さの一つである光学的なアライメ
ントについては，1号機の段階で光源との光学系のデカ
プリングを図り，光学系の剛性を高めて長時間安定性を
実現することができた．またCCDカメラによってレー
ザースポットを安定的に監視できるようにし，スポット
をスクリーン上の十字線に合わせることで試料交換後も
確実に信号が得られるようになった．（図7（e）参照）
　アプコン法では，波長λを変更する毎にLIO結晶の位
相整合をとるために角度θを変更する必要があるという
問題がある．もうひとつの問題はSiフィルターである．
多くの場合励起された電子同士が衝突して高いエネル

図２ （a） オートコリレータ本体の内部構造と光学系．可動鏡はコ
イルによって駆動され左右方向に振動する．

 （b） オートコリレータの外観（左：本体、右：コントロー
ラー）．
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図３ 790～890 nm用バンドパスフィルターの透過スペクトル．
角度によって中心波長が移動する．
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ギーの電子が生成されるため，励起フォトンエネルギー
より高いエネルギーでの発光が生じる．これが赤外発光
のアプコン信号と同じ波長領域に現れるために，測定の
障害になるので，これを防止するためにローパスフィル
ターとして高抵抗Si板を試料とLIOの間に設置してい
る（図1）．このためSiフィルターの群速度分散の波長
依存性を補償するために，波長を変更する度に時間原点
t0も変更しなければならない．
　従来はこれらの作業（およびデータ処理）を手動で
行っていたために時間を取られていた．また，時間を固
定して波長を掃引するスペクトル測定は事実上不可能で
あった．これらの問題を解決するために，LabVIEW**

によるプログラムを新たに構築し，λ，θ，t0の3つのパ
ラメターを同期して動かすことができるようにした．こ
れにより，時間原点補正済みの時間波形や任意の時刻で
切り出した時間分解スペクトルがその場で得られるよう
になった．この機能を用いると，測定系の分光感度曲線
はタングステンランプ（黒体輻射）のスペクトルを取る
ことにより簡単に得られるので，感度補正も容易であ
る．未だ改良すべき点は残っているが，このプログラム
によってアプコン測定法が，万人向けの汎用的な手法と
して完成に近づいたものと考えている．
　ソフトウェアの利便性の追求は一見本質から外れた
テーマのように見えるが，測定および解析の時間と労力
が格段に軽減されれば，研究者は物性測定そのものに集
中することが可能になり，集まるデータの量も桁違いに
増えるので，超高速赤外発光という分野で新しい世界を
開く一助になるものと期待している．
2.5. 性能評価
　これまでに測定した経験のある標準的な試料を用いて
新しい装置の性能を評価し，旧システムと比較した．
　まず，図4（a）にタングステンランプ***のアプコンス
ペクトルと1900 Kの黒体輻射を仮定して算出した測定

感度の波長依存性を示す．図4（b）は弾性散乱光とゲー
ト光の和周波（クロスコリレーション）で評価した装置
関数である．これよりアンプ3.7Aの場合に時間分解能
（半値半幅）が210 fsであることが分かる．
　図５には InAs標準試料の発光時間波形（a）と時間分
解スペクトル（b）（感度補正前）を示す．特にスペクト
ルはこれまでは時間波形のデータから手作業による処理
の後，極く粗い波長間隔でしか得られなかったが，ここ
に示したように，その場で連続的な曲線として見る事が
できるので，時間分解機能を持った「分光計」として使
うことが可能になった．

３．白金ナノ構造体の発光
　本装置を用いて最初に取り組んだ物性実験としてPtナ
ノ構造体の発光現象について述べる．
3.1. 背景：白金の電子状態と発光
　金属微粒子の光物性研究では，金に関するものが先行
しており，粒径1 nm以下では分子的描像で理解され，
発光はLUMO→HOMO間またはLUMO→d-band間遷
移で，粒径10 nm以上のものでは，表面プラスモンと表
面準位の結合状態が起源と考えられている11）．溶液中の
数nmのコロイドでは，表面に配位したイオウやAu原子
の軌道が混成した状態が関与しているという説がある12）．
　光吸収遷移（垂直遷移）が起こるためにはフェルミ面
の上下に対応するバンドがなければならないが，Ptで
は，図６に示すように13），可視近赤外領域でこの条件を
満たす場所はX点とL点の近傍のみである（上向き矢
印）．同様に発光過程も同じ領域に限られる（下向き矢
印）．運動量緩和があれば，破線矢印で示すような発光
遷移も可能である．Auより価電子が1個少ないPtではd

バンドが sバンドとともにフェルミ面近傍にあるため，

図４ （a） タングステンランプ（色温度1900 K）のスペクトル（黒
線）と，総合感度の光子エネルギー依存性（赤線）．0.37, 
0.58, 0.8 eVに見える不連続はフィルターの切り替えによ
るものである．

 （b） 試料からの弾性散乱光とゲート光との相互相関波形．
  時間分解能は半値全幅で210 fsである．

Cross Correlation Sensitivity Spectrum 

図５ InAs標準試料の測定例．
（a） 各発光エネルギーにおける発光減衰曲線（各スキャンの

測定時間約1分）．バンド底（0.38 eV）に近づくにつれ
て立ち上がりが遅れる振舞いが見えている．

（b） 各時間における時間分解スペクトル（感度補正なし．た
だし0.6 eV以下のデータは1.4倍してある）．測定時間は，
1本のスペクトル当り約20分である．電子温度の低下と
ともにスペクトルが低エネルギー側へ移動していること
がわかる．
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フェルミ面近傍の電子とdバンドホールとの再結合を基
本とする描像はそのままは当てはまらない．バルクPtに
ついてこれまで発光の論文報告はなく，微粒子の発光に
ついてもほとんど報告されていなかったが，2015年に
なって thiolを配位した溶液中微粒子で47%という非常
に量子効率の高い発光が見出され14），ラベリングやイ
メージングなどの応用への期待が高まっている．
　本研究では，Ptナノ構造における発光をより純粋な形
で理解するために，溶液ではなくナノポーラスシリカ中
に固定したものを試料として用いた．
3.2. ナノポーラスシリカ
　今回測定対象としたPtナノ構造体は豊田中研におい
て，杉本，稲垣らによって作製されたものである15）．シ
リカの原料となるテトラメトキシシランに水と触媒とな
る塩酸を加え部分縮合体を合成する。直線状のシリカ縮
合体が形成されこの透明溶液に界面活性剤を混合して適
当な濃度や温度の条件を満たすと，界面活性剤に覆われ
た疎水性の成分が自己組織化により規則的な構造をもっ
て配列する．この構造を維持したまま熱処理によりシリ
カ原料部分を固化させ，さらに疎水性部分を熱処理に
よって除去すると，大きさのそろった空洞が配列したメ
ゾポーラスシリカすなわち「鋳型」が得られる．次にこ
の「鋳型」にPt化合物（塩化白金酸H2PtCl6）を水溶液
としてナノ細孔内へ導入し真空脱気後にUV光照射下で
メタノール還元剤によって還元すると金属Ptが析出し，
Ptナノ構造体（ドットやワイヤー）がシリカの枠組み内
に規則的に配列した構造が得られる．この系の特徴は，
コロイド溶液などとは異なり，各粒子がシリカ壁によっ
て絶縁されていること，粒子サイズや形状が均一である
こと，ワイヤーの場合はその方向が揃っていることなど
である．したがって，ナノ構造体の基礎物性を調べるの
に非常に有用である．さらにレーザー照射に対して耐久
性があるという点は今回の研究で分かった利点である．
　今回用いたのは，シリコン基板上にナノポーラスシリ
カ膜を作成し，Ptを析出させた後，Alを蒸着して電極と
している．電極は赤外センサーデバイスを試作する目的

であって，今回の実験には直接関係はない．図７はPt-dot
とPt-wireの透過電顕写真と構造の模式図である，dotある
いはwireの中心間の間隔は4.2 nmであり，シリカの壁で
隔てられているので，直径は約4 nm以下と推定できる．

3.3. 可視近赤外発光スペクトルと時間特性
　図８にHeCdレーザー（波長442 nm）で励起したと
きに可視から近赤外にかけて現れる定常発光のスペクト
ルを示す．スペクトル形状や強度は試料上の測定位置で
かなり変化するが，いずれも700–800 nm付近に顕著な
ピーク構造を持つ．コロイド溶液でもこの領域で発光
（黒線）が報告されているが，関係性は不明である．発
光寿命はナノ秒領域にあった（豊田中研におけるTAC
による測定）．

　図９はPt-dot（青線）とPt-wire（赤線）の赤外定常発
光スペクトルである．いずれも1150 nmにピークを持つ
シリコン基板からの発光（黒線）を差し引いたものを示

図６ Ptのバンド構造と可能な光学遷移．
 左側に状態密度（DOS）を示す．上向き矢印は1.19 eVの吸

収，下向き矢印は0.9 eVの発光に対応する．
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図７ Ptナノ構造体．
 （a），（c）Pt-wireとPt-dotのTEM写真．（b），（d）Pt-wireとPt-

dotの構造の模式図．（c）測定に用いたデバイス構造の顕微
像．赤いクロスはレーザー照射の目標位置を示す．（f）Si基
板上に作成したデバイス構造の断面（模式図）．

図８ 試料のいろいろな部位からのPt-dot（青線）とPt-wire（赤線）
の可視・近赤外定常発光スペクトル．

 励起はHeCdレーザー（λ =442 nm）である．PtNC（黒線）
は溶液中Ptナノクラスター（ref. 14）のスペクトル．
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している．1600 nm付近は検知器の感度の限界であるた
めに信号が落ちている．1300～1500 nm付近にはPtナ
ノ構造からと思われる幅広い発光スペクトルがあり，そ
の強度はPt-wireの方が強いことが分かる．そこでこの
発光帯について時間分解測定を行った．
3.4. 赤外発光の時間分解スペクトル
　図１０にアプコン法で測定したフェムト秒発光のスペ
クトルを示す．図は1.19 eVの光で励起したときの時間
原点付近でのPt-dotの時間分解スペクトル（生データ）
と感度補正したスペクトルである．0.9 eV付近で平坦な
スペクトルを持っているという点では定常発光（図9）
と矛盾しない．この発光の瞬時強度は，直接ギャップ型
で，バンド間の許容遷移が可能な半導体 InAsにおける
ホットルミネッセンスと同程度と非常に強い．Ptを析出
させていないブランクのナノポーラスシリカでは発光が
見えなかったので，観測したのはPtナノ構造体からのも

のと判断される．またピーク発光強度は励起強度に対し
て線形に近い（約1.3乗）依存性を示すので，自己位相
変調など高次の非線形効果ではない．
　図10のスペクトルは1.05～0.3 eVという非常に広い
範囲でほぼフラットであることが特徴である．このよう
な幅広いスペクトルが生じるためには，遷移可能な状態
が連続的に広がっていることが必要である．吸着分子や
欠陥などでは離散的な準位が期待されるので，これらは
発光起源としては考えにくく，金属的な連続状態の中で
発光遷移が起こっていることが示唆される．実際図6の
下向き矢印の左右を見ていくと，X点近傍で可視から
0.3 eV程度まで連続的に遷移が可能であることがわか
る．さらにもし運動量保存則が破れていれば，エネル
ギー差ゼロまでフェルミ面をまたぐ遷移が可能であると
予想される．
3.5. 赤外発光の時間発展と励起強度依存性
　図１１には発光減衰特性の励起強度依存性を示す．発
光寿命は可視発光（図8）のnsに比べて遥かに短く，ps
領域にあるので，その起源は可視発光とは異なる．弱励
起の条件ではPt-dot，Pt-wireいずれにおいても減衰特性
は単一の指数関数でよく表現できる．Pt-dotの場合，寿
命は励起強度25%時の110 fsから100%時の214 fsまで
増加する．半導体の場合も同様の現象が見られることが
あり，一般にホットフォノン効果で説明されている．こ
れは電子系からフォノン系へのエネルギー流入があまり
に大きくなると，フォノン系の温度が上がってしまい，
電子の冷却効率が下がるという効果である．

図９ 基板Siからの発光を差し引いたPt-dot（青線）とPt-wire（赤
線）の近赤外発光スペクトル（励起波長442 nm）．

 黒点線はSi基板の発光スペクトル．感度の波長依存性に対す
る補正は行っていない．

図10 Pt-dotにおける時間分解発光スペクトル．
 青○印は測定の生データ，赤●印は感度補正を施したもの

で，縦軸はphotons/s/eVに比例する．時間分解能は約220 fs
である．

Pt-dot 

Time-resolved spectrum 

図11 Pt-dot（a）とPt-wire（b）における時間波形とその励起強
度依存性．

 励起強度を最大強度を100%として表示している．
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　一方で半導体と大きく異なる点もある．半導体では電
子温度の冷却に伴って電子が伝導帯の底に溜まっていく
ため，低エネルギーほど寿命が長くなるのが一般的であ
る．半金属でもフェルミ面付近の状態密度が非常に小さ
いために，ボトルネック効果があり，やはり寿命が延び
る現象が見られる．ところがPt-dotでは発光寿命が光子
エネルギー 0.9 eVから0.35 eVの間でほとんど変化しな
い．これは図6の左に示すようにフェルミ面をまたいで
かなり大きな状態密度（DOS）が存在することを示唆し
ている．言い換えると，このサイズ（1000原子程度）
のPt微粒子ではまだ固体金属なバンドが保たれており，
離散的な準位を持った分子的描像は適当でないというこ
とになる．ただし，サイズを小さくしたことによる運動
量保存則の破れや表面プラズモンが強い発光に関与して
いる可能性がある．
　Pt-wireでは少し振舞いが異なっている．弱励起の極
限ではPt-dotとほとんど同じ減衰特性を示し，500 fs以
内では励起強度依存性もほぼ同じである．しかし，励起
強度を上げていくと，寿命の長い成分が成長してくる．
さらにその寿命は励起強度の増加とともに長くなり，強
度100%のとき，1.45psに達する．長寿命成分もスペク
トルはやはり広範囲で平坦なので，高温の電子からの発
光と同定される．dotとwireの違いとして，（1）バンド
構造の変化に伴う状態密度の変化，（2）フォノンスペク
トルの変化によるホットフォノン効果の変化，（3）長さ
方向への電子・ホールの拡散，などが考えられるが，現
在のところ，特定するところまでは至っていない．た
だ，dotでさえもバルク金属的な状態密度を維持してい
るという状況を考えると，このサイズのdotとwireで状
態密度が大きく異なるとは考えにくい．同じ理由で（2）
の可能性も低いと考えられる．したがって，（3）が有力
と現在のところ考えているが，wire間のキャリアーの乗
り移りの可能性なども含めて慎重に検討する必要がある．

４．まとめと今後の計画
　装置に関しては，光源から制御ソフトウェアまで一応
完結し，実用段階に入ったので，今後は物性測定を進め
つつ，装置の完成度を高めていく計画である．課題とし
て残っているのは，
（1）光源の小型化と安定化
　オシレータ部分の250 mm2→150 mm2の小型化は試
作中であるが，モードロックの安定性をどう確保するか
解決策は見つかっていないので，機械的強度，温度管
理，ファイバーの固定法など検討を進める．
（2）アップコンバーターのコンパクト化
　現在，機械的不安定性を徹底的に排除した300 mm2版
を試作中である．これが機能すれば可搬型の装置として
製品化も可能と思われる．

（3）フィルター式分光器の全自動化
　効率の4倍向上には成功したが，現状では，波長範囲
を変更する度にフィルターを取り外してネジ止めすると
う作業が必要であり，実験の効率を損ねているので，こ
の部分を自動化する．
　物性測定に関しては，Ptナノ構造体における発光モデ
ルを完成させるべく，追加の実験（wire長依存性の測定
など）を進める．また銅など他のナノ構造についても入
手可能なものを対象として比較を行い，金属ナノ構造に
おける発光現象の一般則を見出す努力をする．
　バルク金属の発光に関しては，各種の蒸着膜，バルク
の試料などについて予備的な測定を進めているところで
あるが，いくつかの金属で発光と思われる信号を得てい
るので，今後は各種金属試料について発光データを収集
し，表面状態，バンド構造との相関を究明したいと考え
ている．
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