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Charge-ordering domains and their boundaries in strongly-correlated systems are keys in
exploring ultrafast and gigantic photoresponse of condensed matter. To this end, the
terahertz-wave emission microscope using femtosecond laser pulses was developed to 
investigate domain dynamics upon photoexcitation, or photoinduced phase transition. In
electronic ferroelectrics (tetramethyl-tetrathiafulvalene)2X, domains with ~100 μ m
characteristic sizes were successfully visualized. Change in their structures was observed upon
photoirradiation, which is attributable to cooperative domain reversal. 

  

１．背景 

雪の結晶が小さな切っ掛けから様々な形をとるように、相転移

近傍における系のゆらぎは弱い刺激で巨大な応答を生む。固体中

の電子も例外ではない；強相関電子系物質で見られる電子の結晶

化(電荷秩序、図 1(a))は、大きな電荷ゆらぎを伴っており、急冷

や磁場印加などで制御できることが近年明らかになってきた[1]。 

本研究は、電荷ゆらぎを利用した物性制御を目指し、電荷秩序

のドメイン空間構造に着目する。ドメインは一般に相転移によっ

て成長するため、その境界はまさに相転移近傍を表す構造である。

光照射でドメイン境界を駆動することは光誘起相転移を引き起こ

すことに直結し、その機構解明により、強相関電子系の多彩な電

子相(強誘電、強磁性、超伝導など)を光で操る道が拓かれる。 

２．対象物質 

擬一次元有機伝導体(TMTTF)2X (TMTTF: tetramethyl- 

tetrathiafulvalene分子、X: AsF6などのアニオン分子、図 1(b))[2]

について実験を行った。この物質における電荷秩序(転移温度~100 

K)は強誘電分極を伴い、電子間クーロン斥力による新しい強誘電性

「電子強誘電性」が生じることが知られている[3]。 

３．顕微テラヘルツ波発生の実験系構築 

図 2に本研究で構築した顕微テラヘルツ(THz)波発生実験系を示

す。フェムト秒パルスを電荷秩序(強誘電)ドメインに照射すると非

線形光学効果で THz波が発生し[4]、電荷秩序の極性(強誘電分極 P

の符号)が反転すれば THz波も反転する。この THz波形を顕微空間

マッピングすることで、正負のドメイン(境界)が可視化できる。 

THz波発生による強誘電ドメインイメージング実験は既に報告例がある[5]。本研究の特色は、この手法に光・THz強電

場印加を組み合わせることで、ドメインの光照射ダイナミクスおよび超高速(~ピコ秒)な光誘起相転移を探る点にある。 
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図1. (a)強相関電子系における電荷秩序 (b) (TMTTF)2X

結晶および、TMTTF 分子上に生じた電荷秩序の模式図 

 
図 2．顕微テラヘルツ発生実験の模式図 
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ultrafast and gigantic photoresponse of condensed matter. To this end, the terahertz-wave emission 
microscope using femtosecond laser pulses was developed to investigate domain dynamics upon 
photoexcitation, or photoinduced phase transition. In electronic ferroelectrics (tetramethyl-
tetrathiafulvalene)2X, domains with ~100 μm characteristic sizes were successfully visualized. Change in 
their structures was observed upon photoirradiation, which is attributable to cooperative domain reversal.

 

 

P
T < TC

  
( ) 

TMTTF

 X

(a) (b)

  a 



  173顕微テラヘルツ波発生法の開発による電荷秩序ドメインの空間ダイナミクス解明

 
 

４．電荷秩序ドメイン構造とその光照射変化 

図 3(a)に、(TMTTF)2AsF6で発生さ

せた THz電場波形を示す。iと iiは

パルス照射位置(後述)を変えた測定

結果である；波形が反転しているこ

とから、位置 iと iiは符号の異なる

電荷秩序(強誘電)ドメインに属する

と考えられる。 

符号を表す代表値として、遅延時

間 0 psにおける THz電場の値を試料

の各位置でマッピングしたイメージ

を図 3(b)に示す(空間分解能:5 μm)。

位置 iを含んだ E > 0のドメイン(赤)、

および iiを含んだ E < 0のドメイン

(青)は各々100 μm程度の特徴的な

空間構造を持っており、これらが正

負の強誘電ドメインに対応すると考えられる。ドメイン境界(白、E ~ 0)は概ね試料の a軸方向を向いていた。a軸は電

荷秩序が生じる一次元鎖方向であり(図 1(b))、従って強誘電分極の方向でもあると考えられる；ドメイン境界は静電的

に安定となるように(荷電ドメイン境界とならないように)、強誘電分極に平行に形成されたと理解できる。 

図 3(c)は、ドメイン境界付近(図 3(b)中の円破線)に 30 分間の光照射(スポット径 50 μm, 7 mJ/cm2, 0.89 eV)を行っ

た後に測定したイメージである。光照射によって赤から青に転じた領域が観測され(図中の楕円破線)、またその電場波形

(図 3(a)(c)の iii)は、元々青ドメインであった位置 ii のもの(図 3(a)(b))と類似していた。従ってこの変化は、光照射

によって強誘電分極が反転した結果と考えるのが自然である。注目すべきことに、この「反転」は光照射スポットの数倍

以上に渡る領域で生じた(図 3(c)の円および楕円破線)。この結果は、スポット内で最初に生じた変化が空間的に伝搬し

たことを示唆しており、ドミノ倒しにも例えられる光誘起相転移の協力性[4]を反映した可能性がある。 

５．まとめと展望 

顕微 THz波発生実験により、強相関有機伝導体の電荷秩序ドメイン(電子型強誘電ドメイン)は 100 μm程度の大きさの

空間構造を持ち、またドメインは光照射により変化することが明らかとなった。 

光照射による変化の量・形状は、照射場所に大きく依存した。従ってドメイ

ンの光照射ダイナミクスは、試料中の不純物や残留応力といった、いわゆる「結

晶の癖」に影響されると考えられる。これは強相関電子の光応答を明らかにす

る上での妨げとなるが、筆者はごく最近、アニオン秩序を示す類縁物質

(TMTTF)2ReO4において、「癖」の影響を受けずに電荷秩序ドメインが形成される

ことを見出した。本研究で開発した顕微 THz波発生実験を行うことで、より劇

的かつ超高速な光応答が見出されると期待される。 

より自在で超高速なドメイン制御に向け、高強度 THz 光源の開発を行ってい

る。波面傾斜させたフェムト秒パルスを、特定の角度で切り出した非線形光学

結晶に入射させるチェレンコフ位相整合方式により、MV/cmオーダーの高強度

THz光を発生させることができる[6]。開発中の光源で、既に図 4に示すような

単一サイクル(~0.7 THz)の THz光放射が確認できている(絶対値は評価中)。こ

の THz光を試料に印加すれば、正負非対称な電場尖頭値によって、符号も含め

たドメイン駆動が可能になると期待される。 
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図 3．(a) (TMTTF)2AsF6に、フェムト秒パルス(1.55 eV, 25 fs)を入射して発生させた THz電場

波形(偏光：b'軸)。i、ii、iiiでパルス照射位置が異なる。(b) THz発生イメージ。電場波形に

おける遅延時間 0 ps の値をカラーマップした。(c) (b)の丸破線の領域に光照射(0.89 eV, 7 

mJ/cm2, 30分)を行った後に測定した THzイメージ。 

 
図 4．傾斜パルス法を用いた高強度 THz光源 

図３． (a) (TMTTF)2AsF6に、フェムト秒パルス(1.55 eV, 25 fs)を入射して発生させたTHz電場波

形(偏光：b'軸)。i、ii、iiiでパルス照射位置が異なる。(b) THz発生イメージ。電場波形

における遅延時間0 psの値をカラーマップした。(c) (b)の丸破線の領域に光照射(0.89 

eV, 7 mJ/cm
2
, 30分)を行った後に測定したTHzイメージ。




