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The ultrafast infrared luminescence from bulk noble metals has been investigated by using a technique
of up-conversion luminescence spectroscopy in the energy range from 1.1 to 0.3 eV, under excitation at
1.19 eV with mode-locked Yb-fiber laser pulses. Luminescence has been observed in all the investigated
metals having rough surfaces, i.e., Au, Ag, Cu, Pt, Pd, Ni, Al, Sn, Zn, Ti and in some alloys. The metals
belonging to 1B group (Au, Ag, Cu) having appropriate surface roughness show prominent luminescence
with an instantaneous intensity as high as that in a semiconductor (InAs). The lifetime of luminescence
falls typically in the sub-picosecond range and depends on the photon energy and the excitation fluence.
In Au, the broad spectrum expanding from 1 to 0.3 eV is ascribed to intra-band radiative transitions of the
non-equilibrium electrons. A very simple model based on non-thermal and thermal electron distributions
is proposed to understand the basic behavior of the luminescence in Au. The dramatic enhancement of the
luminescence intensity by surface roughness (over 1000 times in Au) was ascribed to the increase of
absorbance and emissivity.

1.1

１．は

じ

め

に

金属における発光の研究の歴史

金属における発光現象の研究の歴史については，これ
1）

までの豊田研究報告 に詳しく書いてきたので，ここで
は今回の研究報告に特に関わりの深いバルク貴金属にお
ける発光の研究について，その歴史を簡単に振り返るこ
とにする．
金属における発光現象の研究は約 50 年前（1969 年）
2）

の Mooradian の報告 に始まる．彼はバルクの金（Au）

観測され，SERS と同様に表面プラズモンに起因するも
のと解釈された．ただし増強度は 1 ～ 2 桁程度であり，
発光の量子収率は 10

–10

の程度と言われている．その後，
5）

Au のチップからの発光 ，エヴァネッセント波励起によ
6）
る Au の発光 が報告された．時間分解の実験では，ス
トリークカメラを用いて Ag における 830 nm より長波長
5）
での発光寿命の上限を 2.4 ps と定めたという報告 があ
る．
金のナノ微粒子の発光については，生体におけるト
7）

と銅（Cu）に波長 4880 A の Ar レーザーからの光を照射

レーサーとしての応用 もあることから，2000 年頃より

し，可視領域に幅広い発光帯を発見した．これは光励起

盛んに研究が行われるようになり，定常発光 ，時間分

8）

9，10）

など多くの報告が出ている．これとは対照的

によって d バンドに作られたホールにフェルミ面付近の

解発光

電子が落ち込むことによる再結合発光と解釈された．そ

にバルクの金属の発光に関しては，我々が研究を始める

の後 1980 年代に入って，Ag の表面に吸着した分子から

まで，あまり系統的な研究は行われていなかったようで

のラマン散乱が数桁も強くなるという現象，「表面増強
3）

ラマン散乱（SERS） 」が見つかったことに触発され
て，金属表面からの発光現象にも関心が向けられるよう
4）

ある．また 1B 族貴金属以外の金属における発光は，著
者の知る限り全く報告されていなかった．
1.2

金属におけるキャリアーダイナミクスの研究

になった．Boyd ら によって Au，Ag，Cu における発

金属を光励起して作られる励起電子状態の緩和過程に

光の起源に関する詳しい研究が行われ，スペクトルの励

ついて，発光以外の手法による研究例がいくつか報告さ

起波長依存性から d バンド描像が確立されると同時に，

れている．一つは過渡反射による研究である

ラフネス（表面の細かい凹凸）による発光強度の増大が

と Ag について可視領域においてサブピコ秒領域での反

11，12）

．Au

射率変調の減衰が観測され，2 温度モデルによる解析が
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行われている．もう一つは時間分解光電子分光を用いた
13–17）

研究

である．これはポンプ光パルスによって励起さ

れた電子の分布を，プローブ光パルスによって放出され
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た光電子のエネルギー分布で，直接に観測する手法であ
13）

る．Fann らは，Au において励起後 400 fs 程度まで非

（ａ）

発光の時間波形（Au）

（ｂ）

発光強度の経時変化（Au）

熱化電子を観測し，670 fs までの分布の振舞いは非熱化
電子と熱化した電子の分布の和として理解することがで
きると述べている．
1.3

時間分解発光分光法

本研究では，光源にモードロック Yb ファイバーレー
ザーからの波長 1036 nm，パルス幅 130 fs，繰り返し 100

MHz，平均出力 600 mW のパルス光を用い，発光の時
間分解測定には，昨年度までに開発した up-conversion

（ｃ）

1）

法による高感度フェムト秒発光スペクトロメーター を
用 い て い る． 本 装 置 の 特 徴 は， 赤 外 領 域（1.1 ～ 4.5

μ m）で高い感度と時間分解能（200 fs ～ 300 fs）を有
する事であり，これにより，金属の発光においてこれま
で手が付けられていなかった，波長領域と時間領域での
研究を行うことができる．なお，光源に関しては今年
度，出力安定化回路を付加するとことにより，±1% 程
度の長時間安定性を実現し，測定精度を向上させた．

図１．
（a） Au 板（購入したまま）のキズにおける発光時間波形．
0.8 ps 付近まで続く長寿命成分が見えている．
（b） 紙やすり（#2000）で仕上げた Au 板（静止状態）におけ
る発光強度の長時間変化．最初の 100 秒で急激に強度が
減衰するとともに，スパイク状のゆらぎが重畳している．
（c） モーターの軸に取り付けられた回転試料（Au）．

と思われるが，詳細は不明である．これらの問題を解決

２．バルク金属における超高速発光

するために，試料を高速で回転させ，照射の負担を軽減

前回の報告書では金属ナノ構造における発光現象に言
及したが，試料に問題があることが判明したので，今回
はバルク金属に限定して報告する*．
2.1

するとともに観測部位のラフネスを平均化する工夫を
（ c ）参照）．これにより，再現性のあるデー
行った（図 1
タ収集が可能になった．
2.2

Au における強い発光の観測

バルク金属におけるフェムト秒発光としては，数年前
18）

Au における発光の時間波形とスペクトル

図 2（ a ）に 0.9 と 0.6 eV において観測した発光の時間

（2015 年）に白金（Pt）における観測例を報告したが ，

波形を示す．以下，発光測定には大きな安定した信号が

その当時 Au については発光を観測できなかった．それ

得られる，#320 紙やすりで叩いて仕上げた試料を用い，

まで試料としては良質の蒸着膜を使用していたが，今回
は購入したままの Au 板材を測定したところ比較的強い
発光が観測され，展望が開けた．図 1（ a ）に示すとおり，

（ａ）

発光の時間波形（Au）

この場合には詳細な測定を行うに十分なカウント数があ
る．ところが，発光が強く出るのは励起レーザー光が
偶々圧延の際に作られたキズに当たった時であり，再現
することが難しい．またキズの形状によって発光スペク
トルが異なるという問題があり，系統的な研究が困難で
あった．そこで，意図的に表面を一様に荒らすことを考
え，様々の粗さの紙やすりやダイヤモンドペーストなど
を用いて表面を仕上げ，発光強度の最適化を試みた．こ
れにより発光強度を恒常的に増大させることには成功し
た．ところがラフネスの不均一性，試料の劣化，ノイズ
の発生などの問題があり，測定の精密化が困難であるこ

（ｂ）

電子温度

とが明らかになってきた．
（ b ）はスペクトロメーターを 0.9 eV，0 ps に固定
図1
して信号強度の長時間変化を追跡したものである．1380
秒の時点で照射を開始しているが，直後から信号の減衰
が始まり，4000 秒で 2/3 近くまで減少している．また，
時々スパイク状の信号増加が見られる．これは光励起に
よって間欠的に表面のナノ構造に変化が誘起されるため

図２．
（a） Au 板（#320 叩き仕上げ）における発光の時間波形．観
測エネルギーは，0.9（●），0.6 eV（●）である．計算
（実線）では時間分解能 0.3 ps を仮定している．すべて
の曲線の極大値が重なるように縦位置を調整してある．
（b） モデルで計算した電子温度．
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（ａ）

分かる通り，時間波形は明らかにピークの右側に広がっ
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発光の時間波形（Au, 0.8 eV）

ており，有限寿命を持った発光による信号であることが
分かる．後で述べる通り，励起強度依存性は線形に近い

100%
50%
20%

ので，自己位相変調による白色光発生などの非線形現象
に起因する信号でないことが確認されている．減衰は単
純な指数関数ではなく，長寿命の成分が重畳しているこ
とが分かる．観測するエネルギーを 0.9 eV から 0.6 eV
へと下げると，長寿命成分が増加する．
図３に時間分解スペクトルを示す．いずれのスペクト
ルにも際立った構造はなく，観測したエネルギー範囲全
域に広がっている．これは 2.3 節で詳述するとおり，バ

（ｂ）発光強度（Au, 0.8 eV）

ンド内遷移による発光の特徴として理解できる．また時
間とともにスペクトルの重心が低エネルギー方向へ移動
19）

20–22）

していく傾向があるが，これは半導体 や半金属

で

見られる現象と同様，電子温度の冷却過程に対応してい
ると考えられる．

0 ps (x 1/2)

0.1 ps
0 ps

図４．
（a） 0.8 eV における Au の発光時間波形の励起強度依存性．
（b） 0.8 eV, 0 ps で評価した発光強度の励起強度依存性．ピー
クの高さが一致するようにプロットしている．●は実験，
実線はそのフィッティング，破線はモデルによる計算結
果である．

（ｂ）

（ａ）
Au

0.2 ps

(Ry)

時間分解スペクトル（Au）

Fermi-Dirac

0.5 ps
EF

1 ps

non-Thermal

図３．Au における時間分解発光スペクトル．
t = 0, 0.2, 0.5, 1 ps における実験結果をドットで，t = 0.1, 0.2,
0.5, 1.0 ps における計算結果を実線で示す．破線は t = 0 ps に
おける計算結果を 1/2 に縮小したものである．

図4
（ a ）には 0.8 eV における時間波形の励起強度依存
性を示す．励起強度依存性は試料によって若干異なる
が，この例では弱励起で寿命が短くなる傾向が見えてい

Eexc

Population

図５．
（a） Au のバンド構造の X 点付近における拡大図．文献 23 よ
り（部分図）．矢印はバンド内遷移（1.19 eV）を表す．
（b） 非熱化（ハッチングの矩形部）および熱的電子（赤線）
の分布関数．

る．この傾向がはっきり出ない試料もあるが，逆の傾向

去の発光の報告が示すように，それは可視から紫外のエ

（ b ）に示す 0.8 eV，t = 0 ps に
が見えることはない．図 4
おける発光強度の励起強度依存性は線形に近いが，少し

ネルギーに対応しており，今回の実験で用いている 1.19
eV 以下の光子では吸収も発光も起こらない．したがっ

super-linear になっている．そのべきは観測エネルギー

てこのエネルギー領域で光学遷移があるとすれば，それ

や試料によって若干異なり，1.2 〜 1.6 で変動するが，

はフェルミ面を過るバンド内遷移である．実際，表面ラ

この例では 1.24 乗程度の依存性になっている．
2.3

モデルの構築

スネスのある Au における比較的長波長（< 900 nm）の
5）

発光が観測されており ，伝導帯における intra-band 遷

実験で観測された発光の基本的な特性を理解するため

移すなわち，Drude 電子の応答と解釈されている．電子

に，非常に簡単化されたモデルを考える．まず，Au に

遷移の許容度，運動量保存則の破れ，ナノ構造に起因す

おいて可能な光学遷移について考察する．図５に示すよ

る局所場の効果など，様々の要因があり，スペクトルを

うに，運動量を保存したバンド間遷移（垂直遷移）は，

正確に予想することは困難であるが，ここではこれらの

X 点付近で sp バンドと d バンドの間で可能であるが，過

効果のエネルギー依存性をすべて無視して，状態密度と
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電子の分布関数だけで発光スペクトルを表現することに

に比例して緩和が速くなると言われており，これを検証

する．

したという時間分解光電子分光の実験もある ．しか

17）

光子エネルギー EL における発光強度は

し，ここでは観測された発光のダイナミクスが「非平衡
電子系」を仮定して定性的に理解可能かどうかを知るこ

I（EL）= ε（Eexc）ε（EL）W EL3

∫

∞

–∞

とが目的なので，非常に単純な現象論的モデルを導入す

f ［1 – （x
f – EL）］D（x）D（x – EL）dx
（x）

（1）

る．非熱化電子の分布は
– /τ
nNT
（t）= n0 e 1

（5）

t

と与えられる．ここにε（EL）は EL における放射率，ε（Eexc）
は励起光子エネルギー Eexc における放射率（＝吸収率），

に従って一様に減少すると考える．ここでは 1 光子励起

W は輻射再結合確率である．D（x）は x における状態密度

のみを考え，初期分布の大きさ n0 は励起密度に比例する

（ a ）に見る通り EF 付近における
であり，Au の場合，図 5

と仮定する．そして，この非熱化電子の減少に伴って放

バンド構造が単純なので，一定と仮定できる（図示され

出されたエネルギーは熱的な電子の加熱に用いられると

ていない L 点，K 点付近にもフェルミ面があるが，同様

考える．電子の比熱は温度に比例するので，これを受け

に単純な分散である）．光励起直後の電子系は「非平衡

とった電子系の温度は

電子系」であり，電子・電子や電子・フォノン衝突を繰

T（t）
=［T0（1 – e
2

り返しながら基底状態分布へ戻っていくと考えられるの

– /τ
2 1/2
）e 2 + TRT］

–t /τ 1

t

（6）

で，その途中の分布を正確に記述することは簡単ではな

と表される．ここで T0 は，非熱化電子のエネルギーをす

13，24）

では便宜的

べて受け取ったと仮定した場合に到達する温度，TRT は

に非平衡電子の分布を「非熱化」と「熱的」の 2 成分の

t = ∞で漸近する温度，τ 1 とτ 2 はそれぞれ熱化と冷却の時

和で表すモデルを採用して，実験結果の解釈にある程度

定数である．

い．しかし，時間分解光電子分光の文献

成功を収めているので，ここでも電子の分布関数を
f
（x）
= fFD（x）+ fNT（x）

適当なパラメータ（表１を参照）を仮定して，計算し
（2）

と表すことにする．ここで

（ a ）に，熱的電子の
た各エネルギーでの時間波形を図 2
（ b ）に示す．時間波形の計算では，装置関数
温度を図 2
（時間幅 0.3 ps）のコンボルーションを行っている．0.9，

（3）

0.6 eV における波形の特徴はよく再現されている．図 3
に時間分解スペクトルの計算結果を示す．破線は 0 ps に
おけるスペクトル（1/2 倍に縮小）で，このモデルでは

は「熱的電子」に対応する Fermi-Dirac 分布（図 5
（b）

純粋に非熱化電子のみを反映したものになっている．実

1

fFD
（x）
= ————
x / kT
e +1

の赤線）である．化学ポテンシャルは一般には温度の関
数であるが，ここでは EF 付近で DOS を一定と仮定して
いるので，常に絶対零度における EF に一致する．光励
起直後に作られる「非熱化電子」の分布は式（4）のよ
25）

（ b ）のハッチング領
うにステップ関数で表される （図 5
域）．
fNT
（x）=

{

験結果の 0 ps のスペクトルはこの曲線からは大きく乖離
しており，むしろ 0.1 ps の計算結果に近いが，時間分解
能が 0.3 ps であることを考えると，熱的成分が強調され
ているのは妥当な結果と思われる．その後の時間発展で

0.2，0.5，1 ps と強度が減少しつつ重心が低エネルギー
側へ移っていく振舞いは比較的よく再現されている．形
状の一致はあまり良いとは言えないが，次の節で述べる

1 – nNT［1 – θ（x – Eexc）］for x > 0
1 – nNT［1 – θ（–x – Eexc）］for x < 0

（4）

よ う に， 観 測 さ れ た ス ペ ク ト ル は 放 射 率 ス ペ ク ト ル

ε（EL）のフィルター効果で変形されている可能性がある
ので，形状の細かい比較はあまり意味がないと考えてい

ここでθ（x）は単位ステップ関数，nNT は光励起で作られ
る非熱化電子の初期の分布数である．ここでも吸収遷移
における運動量保存則や遷移行列要素などに伴う重みづ
13）

けを無視している．この取り扱いは Fann ら が光電子
スペクトルの再現に用いたモデルと類似している．
次に電子の緩和ダイナミクスを考えなければならな
い．非平衡電子の緩和過程については，主にポンププ
ローブ実験の解釈を目的として電子・電子散乱や電子・
25–28）

る．

表１．モデルにおけるパラメターの値（Au）
励起光子エネルギー

Eexc = 1.19 eV

熱化の時定数

τ 1 = 0.07 ps

冷却の時定数

τ 2 = 1.3 ps

非熱化電子の量

n0 = 0.06

名目最高温度

T0 = 1900 K

漸近温度

TRT = 600 K

がある．フェルミ

最後に，励起強度依存性の再現を試みたものが図 4

液体理論によれば，フェルミ面から離れるほど（E – EF）

（ a ）の実線である．励起強度の減少とともに長寿命成分

フォノン散乱を考慮した理論研究

2
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が減少する傾向は整合しているが，波形は大きく乖離し
ている．これは励起密度を下げた時の到達電子温度の低

（ａ）
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下を計算では大きく見積もり過ぎているためと思われる
（ b ）に示したわずかに
が，その理由は不明である．図 4
super-linear になる発光強度の励起強度依存性は計算結
果とよく一致している．
以上のとおり，実験と一致しない点も多いが，大まか
な傾向は再現されているので，発光は非平衡電子のバン
ド内再結合によるものであるという描像は妥当であり，
非熱化および熱的な電子によってその振舞いが定性的に
理解できると言ってよいと考えている．
2.4

（ｂ）Au (at 1.19 eV）

表面形状効果─放射率と吸収率

本稿の議論は，金属内部における非平衡電子の緩和と
発光現象自体は表面の存在とは無関係に起こるという描
像に基づいている．表面は単に内部で発生した発光の電
磁波を自由空間に放出する際の結合素子としての役割を
担っているという考え方である．表面のナノ構造が表面
プラズモンと固体内外の電磁波の結合を仲介しているこ
とは恐らく間違いないが，粒子のサイズ効果が電子状態
やその緩和過程に直接影響を与えうるナノ微粒子の発光
とは，考え方がはっきり異なる．もし表面を単なるカプ
ラーと考えるなら，その作用は熱放射に対する放射率と

図６．
（a） 各種仕上げによる Au 表面の拡散反射率スペクトル．黒実
線：#60000flat，赤実線：#320ttk，青一点鎖線：#600E cross．
（b） レーザー波長（1036 nm）での吸収強度（A）と拡散反
射率（R）の関係．#600 の試料でキズに平行（Epara）よ
り垂直（Ecross）の方が，反射率が低い．

同様に理解することができるはずである．さらにキフヒ

なっている．いずれのスペクトルも 1.2 eV 以下では若干

ホフの法則を当てはめれば，放射率＝吸収率であり，外

の傾きを持つものの目立った構造はなく，変化も大きく

部から観測される発光スペクトルは真の内部発光スペク

ない．このことから，表面凹凸構造に由来する固有モー

トルと放射率スペクトルの積になっているはずである
（式（ 1 ）を参照）．

ドは発生していないことが分かる．なお 0.65 と 0.8 eV
付近のピーク構造は分光光度計の特性によるもの思われ

これを検証するために以下のような実験を行った．各

（ b ）のように熱測定によって求めた A に対して
る．図 6

種の表面仕上げを施した 5 mm × 5 mm の試験片に波長

1036 nm のレーザー光を照射し，平衡状態になったとこ

1036 nm における拡散反射率 R をプロットすると，ほぼ
A ＋ R ＝ 100% の関係が成り立っていることから，拡散

ろで温度上昇を測定する．これを吸収率がほぼ 100% と

反射率と吸収率の測定は整合していることが確認され

みなせる標準試料での温度上昇と比較することで，吸収

る．したがって拡散反射スペクトルから吸収率スペクト

率 A を求めた．同じ試験片で発光を測定し，エネルギー

ルを求めてよいことが分かる．

0.9 eV，t = 0 ps での発光強度Ⅰを求め，同じ表面仕上げ

各種の表面仕上げを施した試料（図７参照）につい

をした別の試験片を使って拡散反射率 R を自動分光計で

て，吸収率と 0.9 eV，0 ps で評価した発光強度を調べ，

測定した．仕上げは各種の紙やすりやダイヤモンドペー

その関係を図示したのが，図 8（ a ）である．グラフ上の

ストを用いて行った．

各点は，それぞれ異なる試料に対応している．試料を回

図 6（ a ）は各種 Au 試料の拡散反射スペクトルである．

転することで平均化した発光を測定しているが，完全に

鏡面研磨したもの（#60000flat）の反射率は 2.5 eV に向

再現性を確保することは難しく，データ点のばらつきは

かって落ちていくが，これは可視領域にあるプラズマ吸

大きい．しかし，このプロットからおよそ I ∝ A の関
2.6

収（金色の起源）によるものである．今問題にしている

1.2 eV より低エネルギー側では，非常に反射率が高いこ
とが分かる．発光測定で主に用いた等方的なラフネスを
持つもの（#320ttk）では全体に吸収が増加しており，
発光を観測している 1 eV 以下では鏡面に比べて 1 桁近く
吸収（反射損失）が大きくなっていることがわかる．ま
た，一方向に研磨した試料では，研磨キズの方向に垂直
の偏光（#600Ecross）の方が，反射率が低いという結果に

図７．各種仕上げを施した Au 試料表面の写真（順不同）．

貴金属におけるフェムト秒赤外発光の観測
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（ａ）発光強度（Au）

周期構造に応じたスペクトル構造を持つことが報告され

（ｂ）

30，31）

ている

表面ラフネス（Au）

．フォノンモードの関与しない周波数領域で

は熱放射も熱的に励起された電子の再結合によって生じ
ていると考えられるので，光励起による発光に対する表

I ∝ A2.6

面形状効果も同様に考えてよいであろう．しかし，熱放
射で報告されている増強率は最大でも 2 倍程度であり，
Au における 10 倍にも昇る放射率の増強と全く同列に論
じてよいか疑問も残る．
2.5

いろいろな金属における発光

これまでに，表面ラフネスを持つ金属元素 Au，Ag，Cu，
Pt，Pd，Ni，Al，Sn，Zn，Ti の他，合金として SUS304，真
鍮で発光測定を試みたが，すべての試料で発光が観測さ
図８．
（a） 各種の仕上げを施した Au 表面の吸収率（A）と発光強
度（Ⅰ）の関係．直線は，べき関数によるフィッティン
2.6
グⅠ∝ A ．
（b） 吸収率（A）と波長 1.42 μ m におけるフーリエ振幅で評
価した表面ラフネス（Rs）の関係．直線は，べき関数に
3.5
3.6
よるフィッティング Rs ∝ A （横方向），Rs ∝ A （縦
方向）である．

係があることが分かる．式（ 1 ）によれば発光強度Ⅰは放
射率 ε（EL）と励起光の吸収率ε（Eexc）の積に比例する．さ
らに内部発光強度が励起強度の 1.24 乗に比例する（図 4
（ b ）参照）ことを勘案すると，I ∝ A

2.24

と期待されるの

れた．その結果の一部を図９に示す．表面仕上げは各試
料でばらばらなので，単純に比較することはできない
が，瞬時の発光強度は 1B 族貴金属 Au，Ag，Cu が InAs
と 同 程 度 と 非 常 に 強 く， 他 の も の は こ れ の 1/10 か ら

1/100 程度の範囲に分布している．寿命も 1B 族で最も長
く数百 fs 秒であるが，その他のものは余り長くなく，測
定限界程度のものもある．1B 族金属で比較的寿命が長
いのは，フェルミ面近傍の状態密度が低く，電子・電子
散乱，電子・フォノン散乱の確率が小さいためと考えら
れる．

で，この結果は妥当である．
これらの試料のうち代表的なものについて，レーザー

金属試料における発光の
時間波形（0.9 eV）

顕微鏡による表面形状測定を行った．放射率には波長程
度の表面構造が関与している可能性が高いので，表面の

1 次元断面図のフーリエ解析を行い，波長 1.42 μ m の成
分でラフネスを評価した．このラフネスを吸収率の関数
（ b ）である．この図より，
としてプロットしたのが，図 8
吸収率とラフネスは正の相関を持ち，およそ RS ∝ A

3.5

の関係があることがわかる．
以上により，表面ラフネスによる発光強度の増強は，
基本的に放射率（吸収率）の増大に起因すると結論する
ことができる．図 8 にはプロットしていないが，Si 基板
に蒸着した高品質の Au 膜における発光強度は，最適化
試料の 1/1000 以下であることを確認している．これま
でバルク金属の発光があまり注目されなかったのは，寿

図９．いろいろな金属試料における発光時間波形．
ピークが一致するようにプロットしている．

命が非常に短いことが一つの原因であったが，外部電磁
波とのカプリング効率が低い（2 乗で効く）ために外部
から見た発光量子効率がさらに小さくなる事も大きな理
由であったと思われる．適切な表面処理によりカプリン
グの改善さえ行えば，半導体のホットルミネッセンスと
同程度の発光が得られることになり，発光は励起電子状
態の研究手段として，大いに利用価値があると思われ
る．
表面形状効果については，熱放射特性の研究が先行し
29）

ている ．たとえば，周期的な凹凸構造を持った Pt や W
表面からの熱放射は，平滑な表面からのものより強く，

３．まとめと今後の計画

これまでに明らかになったことは下記の通りであ
る．
（ 1 ）バルクの金属を光励起すると（おそらく例外な
く）赤外領域で発光し，その寿命は 0.1 から 1 ps
程度である．
（ 2 ）Au，Ag，Cu では特に発光強度が高く，適切な表
面仕上げを行った試料では瞬時の強度は直接
ギャップ半導体 InAs と同程度である．
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（ 3 ）発光強度は表面ラフネスに強く依存し，金の場合

1000 倍程度の増強がみられる．その原因は吸収
率，放射率のラフネス依存性に帰着される．
（ 4 ）Au，Ag，Cu においてみられる幅の広い発光のス
ペクトルは，非平衡電子ホール対のバンド内再結
合として定性的に理解できる．
（ 5 ）Au における発光の時間波形は非平衡電子の熱化
と冷却過程で定性的に理解できる．
なお，貴金属における発光寿命の決定と，貴金属以外
で発光の観測は，本研究が初めてである．

Au の発光について，ごく粗い理解はできたと考える
が，課題も多く残されている．励起直後のスペクトルや
励起強度依存性などが再現できないことは明らかにモデ
ルの不備を示している．たとえば，式（ 2 ）のように非熱
化 と 熱 的 成 分 の 和 で 書 く こ と が 不 適 当 で あ る と，
28）

Baranov らによって指摘されている ．また励起された
キャリアーの試料内部への拡散や輸送が重要であるとい
24，25）

う指摘もある

．

本稿では詳しく述べなかったが，バンド間遷移も可能
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