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１．は　じ　め　に
1.1.	 貴金属における発光と表面形状効果
　金属における発光に関する研究の背景については，過
去の豊田研究報告1）に詳しく書いているので，本稿では，
今年度の主な課題である，表面ラフネスの効果と，金以
外の金属の発光を中心に簡単にその研究の歴史を概観す
る．金と銅における発光は，約半世紀前にMooradian2）

によって報告され，バンド間遷移に起因すると同定さ
れた．ラフネスによる発光増強の効果は，後にBoyd3）

らによって詳しく研究され，モデルによるスペクトル
の再現が試みられた．さらに，2003年にバンド内遷移
による赤外発光を報告したBeversluis4）は，なぜ表面ラ
フネスによってバンド内遷移による発光が増強される
のかについて，電磁波とプラズモンとの結合に基づい
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 The ultrafast infrared luminescence spectra, decay profiles and excitation power dependences for group 
10 (Pt, Pd, Ni) and 11 (Au, Ag, Cu) elemental metals have been investigated by means of up-conversion 
luminescence spectroscopy. The effect of surface roughness on the luminescence spectra has been 
investigated in detail for Ag surfaces with various roughness and the internal luminescence spectra are 
successfully retrieved by correcting the observed spectra with emissivity spectra obtained from calorimetric 
measurements. Comparison of the emissivity corrected spectra for these six metals shows that the peak 
position is lower in energy for group 10 metals than for group 11 metals. The luminescence lifetime is 
shorter for group 10 than for group 11 metals. These systematic differences in two groups can be related 
to a difference in density of states near the Fermi surface, strength of electron-phonon interactions, and/
or diffusivity of electrons. In this report, comparison among Au, Ag, Pt and Pd is discussed in detail. In 
the last part, the development of a compact one-box type up-converter is briefly described.

　アップコンバージョン分光法を用いて，10族（Pt, Pd, Ni）と11族（Au, Ag, Cu）金属元素について
超高速赤外発光のスペクトル，寿命，励起強度依存性を調べた．いろいろな表面粗さを持ったAgについ
て，発光スペクトルを，熱的測定で求めた放射率スペクトルで規格化することにより，内部的な発光ス
ペクトルを復元できることを示した．上記の6元素について放射率補正を施したスペクトルを比較した
ところ，10族金属ではピーク位置が11族よりも低エネルギーにあること，発光寿命が短い事が分かっ
た．これら2つの族での系統的な差異は，フェルミ面近くの状態密度，電子格子相互作用，電子の拡散
係数の大きさと関係していると考えられる．この報告では，Au, Ag, Pt, Pdの結果について詳しく議論す
る．最後に，開発した可搬型のアップコンバータについて簡単に述べる．

た議論を展開している．彼らは，表面ラフネスを持つ金
属における発光は，（1）局所場による高波数電磁場の発
生，（2）それによって運動量保存則を満たした電子遷
移，そして（3）光学遷移からプラズモンの共鳴を通し
ての放射という3ステップで理解できるとしている．し
かしこの段階では実験的な情報が少なかったために，ラ
フネスがバンド内遷移に起因する発光のスペクトルにど
のような影響を与えるかという点には，踏み込んでいな
い．
　今年度のもう一つの課題である，金以外の金属の発光
について歴史を振り返ると，金と同じ11族である銅，
銀などの貴金属についてはBoyd3）の時代から報告があ
り，可視発光はいずれもdバンドの関係するバンド間遷
移に帰属されている．しかし，バンド内遷移による赤外
発光の報告は金4）以外にはないようである．また，それ
以外のバルク金属については，可視，赤外を問わず発光
の報告は見当たらない．一方，金属ナノ粒子における発
光の研究は比較的進んでおり，特に金5–7），銀8）の研究が
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２．金属における発光過程の基本的な描像
　金属に光子エネルギー Eexcを持つ超短パルスを照射す
ると，電子がフェルミ面の下から上の非占有部分に励起
され，その直後には図1（a）のハッチングで示すような，
非熱的な電子分布ができると考えられる 11–13）．時間が経
過するにつれて，電子─電子衝突によってエネルギー交
換が行われ，次第にFermi-Dirac分布で表される熱的な
分布（図1（a）の赤線）が形成され，さらに，フォノン
の放出や試料内部へのエネルギー拡散によって冷却さ
れ，元の冷えた電子の分布に戻る．その過程で生じる再
結合発光の強度 Iは，

I （EL）= A（Eexc） ε（EL）W EL

 ∫–∞

∞

 f（x）［1 – f（x – EL）］D（x） D（x – EL）dx （1）

と与えられると考える10）*．ここにELは発光の光子エネ
ルギー，ε（EL）はELにおける放射率，A（Eexc）は励起光子
エネルギー Eexcにおける吸収率（=放射率）**である．図
1（b）に示すように，励起光のうち試料に侵入したもの
だけが電子励起に使われ，金属内部で発生した発光のう
ち表面を通過できたものだけが観測されるので，これら
の係数が必要になる．

　Wは輻射再結合の確率，D（x）はエネルギー xにおける
状態密度である．状態密度は，フェルミ面付近のバンド
構造に依存するが，ここでは簡単のために一定と仮定す
る．遷移確率Wは，遷移の種類（バンド内遷移，バンド
間遷移），運動量保存則の破れなどで変わってくるが，
これもフェルミ面近傍で一定と考える．電子の分布は，
非熱化成分とFermi-Dirac成分の和 f （x） = fNT （x） + fFD （x）
で表す．昨年度は，さらに放射率ε（EL）のエネルギー依
存性は無視するという近似の下で，金における時間分解
発光スペクトルの振舞いが，定性的に説明できることを
報告した．しかしA（Eexc）の値は表面ラフネスによって大
きく変化（数十倍）するので，同時に放射率スペクトル
の形状もかなり変化していると考えるべきであろう．実
際，高温の金属から発せられる熱放射が赤外領域で
Planckの式で与えられる黒体輻射スペクトルからずれて
くることは古くから知られており，長波長での放射率の

盛んである．また最近では，白金ナノ粒子における量子
効率の高い可視発光の報告9）があるが，この場合は，バ
ルク金属というよりは，分子的な描像が適当ではないか
と考えられている．
　このようにバルク金属全般の発光の研究は，未だ初期
段階にあると言える．
1.2.	 昨年度までの経緯と問題点
　われわれはこれまでに，紙やすりやサンドブラストに
よってラフネスを与えた金表面からの赤外発光につい
て，発光の時間波形や時間分解スペクトル，励起強度依
存性を詳細に調べ，これらの基本的な振舞いを理解する
ために，非熱化電子と熱的電子（Fermi-Dirac分布に従
う）を考慮した半現象論的なモデルを提案し，実験結果
がほぼ再現可能であることを示した1，10）．また，発光強
度が励起波長における吸収率の2乗に近い依存性を持つ
ことから，表面ラフネスによる発光の増強は，ほぼ吸収
率と放射率の増大に帰着できることを示した．
　表面にサブミクロン程度のラフネスをもつ金属表面の
場合でも，電子のダイナミクスとして見えているのは，
バルク金属の特性であるという考えは，文献4に示され
ている．我々もこの立場をとっているが，ラフネスの効
果をもっぱら吸収率と放射率，即ち物質内部と外部の電
磁場の結合効率だけに負わせている点で，我々のモデル
は，より単純化されている．スペクトル形状の再現にお
いて，運動量の保存則，遷移行列の大きさ，状態密度ス
ペクトルなどの詳細を一切考慮していない点で，単純す
ぎる解釈かもしれないが，実験結果との整合性は悪くな
いので，本質はとらえているものと考えている．
　時間分解スペクトルの情報があれば，瞬時の電子分布
の全体像をとらえることができるというのが，発光分光
の長所である．昨年度は，放射率のエネルギー依存性は
無視できる仮定して解析を行っていたが，この仮定は必
ずしも適当でないということが，しだいに明らかになっ
てきた．
　放射率スペクトルによる発光スペクトルの変形を補正
することによって，初めて理論と比較し得るスペクトル
の情報が得られると考えられるので，今年度はいろいろ
な表面ラフネスを持つ銀において放射率スペクトルと発
光スペクトルの関係を系統的に調べた．
　もう一つの課題は，各金属の個性は発光現象のどこに
現れるかである．昨年度までにAu，Ag，Cu，Pt，Pd，Ni，
Al，Sn，Zn，Tiなどで赤外発光を確認したが，系統的な比
較を行うには至らなかった．発光分光が金属の物性研究
に役立つためには，少なくとも，物質の個性が実験的に
識別できなければならない．今回は，この点を明らかに
するために，原子番号の隣接する金，銀，白金，パラジ
ウムについて集中的に検証実験を行った．

図１	（a）	光励起された金属における電子分布．ハッチング部分は
 fNT （x），赤線は fFD （x）に対応する．

 （b）	金属の発光過程における表面の効果．
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低下に起因する14–16）と言われている．したがって，金属
本来の発光スペクトルを得るためには，放射率補正を施
す必要がある．
　電子のダイナミクスについては現象論的に2つの時定
数τ 1，τ 2を導入した．非熱化分布nNTの減衰（熱化）につ
いては，

 　nNT（t） = n0 e
–t / τ

1
  （2）

電子温度の時間発展については，電子比熱が温度に比例
すると仮定し，さらに非熱化電子の熱化によるエネル
ギーの流入と，フォノン放出，拡散などによるエネル
ギーの流出を考慮して，

 – t 

T（t）=［（Tp
2 + （T0

2 – Tp
2 ）（1 – e  τ1 ））e–t / τ

2 + T 2RT］1/2
 （3）

  
─

と仮定する．ここにn0は非熱化電子の初期分布数，TRT，
T0，Tpはそれぞれ環境温度，名目最高温度，予熱温度で
ある．Tpの導入により実験との不一致が改善された10）．

３．発光に対する放射率の影響
3.1.	 サンドブラスト法による表面ラフネスの作製
　昨年度は，紙やすりで金属表面を叩くことにより等方
的で比較的均一な凹凸を作れることが分かったので，こ
の手法で作製した各種金属の発光を調べたが，この方法
ではEexc = 1.19 eV（波長1036 nm）における放射率は
30%程度が限界であり，また手作業のため，均一性と再
現性に問題があった．そこで，今年度はこの手法を発展
させ，細かい研磨砂を圧縮空気で吹き付ける「サンドブ
ラスト法」を用いることにした．この方法により，どん
な金属でも70%を超える放射率を持つ均一な面を比較
的再現性良く作製することが可能になった．また，加工
時間の調整で，放射率を系統的に調整することができ
る．粒径6 μmのアルミナを用いてブラスト加工した加
工面の45度傾斜SEM像を図２に示す．（a）は加工時間
の短いもので，基本的に平面に近く，粒子が衝突した時
にできたと思われる多数の穴が見える．（b）は最も加工
時間の長いもので，塑性変形を繰り返したためにできた
と思われる複雑で深い構造が見えている．いずれも数ミ

クロンからサブミクロン程度の構造ができていることが
わかる．SEM観察と同時に行ったEDX分析により，ア
ルミ（アルミナ研磨粉に起因する）とフッ素（ノズルの
材料テフロンに起因する）の存在が確認されているが，
いずれもフェムト秒発光は示さないことを確認したの
で，発光の測定結果には影響を与えていないものと考え
られる．
3.2.	 赤外放射率スペクトルの評価
　キルヒホフの法則により，放射率は吸収率に等しいの
で，吸収率測定によって放射率を評価することができ
る．吸収率は5 mm角の金属片にレーザー光を照射し，
そのときの温度上昇をサーミスタによって測定すること
で評価した．光源としてはYbファイバーレーザーから
の1.19 eVとOPA（Optical parametric amplifier）からの
0.6，0.42，0.3 eVの光***を用いた．図3（a）に加工時間
の異なる数個の試料についてその結果を示す．加工の深
いものから順にA，B，･･･と標識している．何れも低エネ
ルギー側で大幅に吸収率が減少しているが，加工の進ん
だものほど全体的に吸収が大きくなっていることが分か
る．0.5～ 1 eVに重ね書きした破線は，拡散反射率****

から求めた吸収率で，熱的な測定とほぼ一致している．
スペクトル形状を比較するために最大値で規格化したも
のが（b）のスペクトルである．加工が浅いものほど0.6

～ 1 eVの傾斜が急になっていることがわかる．

3.3.	 内部発光スペクトルの復元
　発光の励起にはモードロック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 

図２	 Ag表面の45°傾斜SEM像．
 （a）は加工が浅いもの，（b）は加工の進んたもの．
 1.19 eVにおける吸収率は，それぞれ14.2％，73.9%である．
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図３ （a）	熱測定によって求めた各種Ag試料における吸収スペク
トル（実線）と拡散反射から求めた吸収スペクトル（破線）．

 （b）	ピークで規格化した吸収スペクトル．
 A, B, C, D, Eの順に加工が浅くなっている．



26 金属における超高速発光の研究

MHzの光を使用し，発光測定には昨年度までに開発し
たフェムト秒発光スペクトロメータを用いた1）．試料表
面での励起光強度は最大120 mWで，これを励起強度
100%と記述している．スポット径は約20 μmである．
　前節で放射率を評価した試料において測定した0 psに
おける発光スペクトル（最大値で規格化したもの）を図
4（a）に示す．加工の浅いものほど高エネルギー側が強
調されていることがわかる．この傾向は，図3（b）の吸
収率スペクトルと同様であり，発光スペクトルが放射率
スペクトルによって変形されていることが示唆される．
観測された発光スペクトルをε（EL）で規格化すれば，本
来の発光スペクトルが得られると期待される（式（1）
参照）．図3（a）の吸収スペクトルを折れ線で表し，これ
を用いて規格化したスペクトルを図4（b）に示す．規格
化後はピーク位置が低エネルギーに移動する．吸収率の
小さいD，Eは放射率補正を行っても他のデータとの乖
離が大きいが，比較的吸収率の大きいA，B，Cはかなり
近い形に収束している．したがって，A，B，Cについて
は放射率補正により本来の発光スペクトルに近いものが
得られたと考えられる．

　加工の浅いもの（D，E）でスペクトル形状が一致しな
い原因として，①赤外吸収スペクトルの測定精度，②吸
収率と放射率の空間的な不均一性，③吸収率，放射率以
外のラフネス効果，が考えられる．凹凸のある金属表面
における電磁波と電子状態の結合にはプラズモン共鳴が
関係していると考えられている4）．共鳴振動数は凹凸の
幾何学的形状や特徴的なサイズに依存するので，励起波

長（1036 nm）における結合が強い場所と発光波長
（1100 nm～ 4100 nm）における結合が強い場所は必ず
しも一致しない．もし両者が空間的に一致（励起エネル
ギーの伝達距離以内）する場合は，発光強度はA（Eexc）と
ε（EL）の積に比例するが，共鳴振動数がEexc–ELに依存す
るある相関を持って独立に分布している場合には，単純
な積にはならないであろう．加工の浅い表面でこのよう
な不均一性があると考えれば，補正後のスペクトル形状
の不一致が理解できる可能性がある．しかし，現状では
どれが主因であるか特定することはできない．
　上述の考察に基づき，なるべく深くブラスト加工を施
して，1036 nmにおける吸収率を概ね70%以上に高め
た試料を用いて発光測定を行い，かつ放射率補正を加え
たものをスペクトル形状の解析や異なる物質間のスペク
トルの比較に用いる事とした．これにより，物質による
加工性の違いに起因する表面ラフネスの違いを排除し
て，異なる金属間の公平なスペクトル形状の比較を行う
ことができると考えられる．

４．発光における物質の個性
4.1.	 時間分解スペクトル
　これまでに合金を含む10種類以上の金属で発光を観
測したが，今回はその中で，系統的な比較を行いやすい
元素群を取り上げる．一つは11族貴金属のAu，Ag，Cu

であり，発光が強いという特徴がある．比較の対象とし
て，原子番号がそれぞれ1少ない10族遷移金属Pt，Pd，
Niを取りあげる．本稿では紙面の都合上，これらの中
で最もデータの整っているAu，Ag，Pt，Pdに絞って報告
する．
　図５にこれら4元素の放射率補正を施した時間分解発
光スペクトルを示す．まずAu（d）とAg（b）を例にとっ
て，スペクトルの特徴を説明する．Auのスペクトルが

図４ 励起強度50%で測定した0 psにおけるAgの時間分解発光ス
ペクトル．何れもピーク値で規格化してある．

 （a）放射率補正前，（b）補正後．
 A～ Eのラベルは図３と同じ．

(a) Time-resolved luminescence spectra for Ag 
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図５ 4元素Pd（a），Ag（b），Pt（c），Au（d）における時間分解発光ス
ペクトル（放射率補正済）．

 t = 0, 0.2, 0.5, 1, 2 psのスペクトルを示す．
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昨年度の報告とかなり異なっているが，これは主に放射
率補正のためであり，今回の方がより本来の姿に近いと
考えている．スペクトルが0.3から1.1 eVまで広がって
いるのは，フェルミ面付近の状態密度が連続的であるこ
との帰結であり，金属の特徴である．Au，Agではフェ
ルミ面の近傍に他のバンドはないので，この発光はバン
ド内遷移に対応すると解釈される．Auにおけるモデル
解析の結果10）を踏まえれば，ピーク位置が代表的な電子
温度を表していると考えてよい．時間とともにピークが
低エネルギー方向へ移動するのは，熱化した電子の冷却
のためである．また，0 psでスペクトルが高エネルギー
側へ大きく裾を引いているが，これは非熱化電子の分布
に対応している．
　次に（a）Pd，（c）Ptの結果と比較してみると，いくつか
の特徴に気が付く．まず，いずれも対応する11族金属
と比べて減衰が速い．またスペクトルのピークは低エネ
ルギー方向へシフトしている．さらに0 psと0.2 psのス
ペクトルの差を見ると，PdとPtでは0 psにおける高エ
ネルギー裾がそれぞれAg，Auより小さくなっており，
非熱化電子の寄与が少ないことが読み取れる．
4.2.	 時間波形
　図６に4元素の0.9，0.6，0.4 eVにおける時間波形を示
す．最も特徴的なのは0.9 eVにおける減衰波形で，10族
（Pd，Pt）は1成分であるのに対し，11族（Ag，Au）は2

成分的な振舞いを見せている．長寿命成分で比較すると，

Pd：170 fs，Pt：230 fsに対してAg：760 fs，Au：709 fs

と大きく異なる．また，10族では減衰曲線が，発光光子エ
ネルギーにほとんど依存しないのに対して，11族では低
エネルギーほど短寿命成分が少ないという特徴がある．

図７ 4元素Pd（a），Ag（b），Pt（c），Au（d）における発光時間波形の
励起強度依存性．

 いずれもピーク位置を揃えてプロットしてある．
 観測発光エネルギーは0.9 eV，励起強度は100%（黒），50%

（赤），20%（緑）である．

(a) Pd

(c) Pt (d) Au 

(b) Ag 

図６ 4元素Pd（a），Ag（b），Pt（c），Au（d）における発光の時間波形．
 いずれもピーク位置を揃えてプロットしてある．発光の観測

エネルギーは，0.9（黒），0.6（赤），0.4 eV（紫）である．
 0.9 eVにおける発光寿命は，Pd：170 fs，Pt：230 fs，長寿命

成分の寿命は，Ag：760 fs，Au：709 fsである．

(d) Au (c) Pt 

(a) Pd (b) Ag

図８	 4元素Pd，Ag，Pt，Auにおける発光特性の比較．
 （a）	0 psにおけるスペクトル（0.6 eVにおける値で規格化），
 （b）	0.9 eVにおける時間波形（ピークで規格化）．
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(b) Decay profiles 
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　図７は時間波形の励起強度依存性である．何れも弱励
起ほど寿命が短くなっている．これは励起を弱めると到
達電子温度が下がるためと考えられる．4元素の結果を
まとめて比較したのが図８である．図8（a）より10族で
はスペクトルの重心が11族より低エネルギーにあるこ
とが分かる．図8（b）より，11族の短寿命成分と10族の
波形がほぼ一致する事から，熱化過程の速さは同程度で
あることが分かる．一方，長寿命成分は，Ag，Auのみ
に現れており，11族では冷却が遅いことを示している．
4.3.	 モデルによる実験結果の再現と現象の理解
　AgとPdにおけるフィッティング結果を図９と図10
に示す．Agにおける時間分解スペクトル（図9（a））で
は，時間とともに重心が低エネルギーへ移っていく様子
が再現できている．また，図9（b）の減衰波形では，0.9 

eVでの2成分的な形状と，低エネルギーで長寿命成分の
寿命が長くなり，短寿命成分が減少している傾向が再現
されている．このモデルに基づけば，0.9 eVで短寿命成
分が顕著になるのは，高エネルギー側ほど非熱化電子の
比率が大きいことで理解できる．また，低エネルギーほ
ど寿命が長いのは，低エネルギーの電子ほど後まで残っ
ていることで説明できる．
　Pdでは，dバンドがフェルミ面近傍にあるため，赤外
領域でバンド内遷移のほかにバンド間遷移も可能であ
り，フェルミ面近傍での状態密度もdバンドの影響で一
定とは言い難いが，あえて同じモデルで解析してみた結
果が図10（a），（b）である．時間波形にやや不一致が見ら
れるものの，スペクトル形状はおよそ再現されていると
見てよいだろう．フィッティングに用いた最適パラメー
ターの値を表１に示す．6個のパラメーターを一義的に
決定するのは難しく任意性が残るが，Pdにおける冷却
時間がAgの約1/4，非熱化成分の大きさが約1/4という
差異は明らかに読み取れる．
　冷却速度の違いの原因として，
　　（1）フェルミ面近傍の状態密度
　　（2）電子格子相互作用の大きさ
が考えられる．Pdではフェルミ面にdバンドが重なるの
で，状態密度は，Agより1桁程度大きい．また電子格
子相互作用λ<ω 2>は，3倍ほど大きい17）．状態密度が大
きければ，電子─電子散乱や電子フォノン散乱における
終状態の数が増えるので，散乱確率が高くなり，熱化も

図10 Pdにおけるモデル解析の結果．
 （a）は時間分解発光スペクトルへのフィッティング，（b）は

時間波形へのフィッティング結果（ピークで規格化）である．

(a) Time resolved spectra for Pd 

(b) Decay profiles for Pd 

0.5 ps 

0.4 eV 

0 ps 

0.2 ps 

0.9 eV 0.6 eV 

∝

表１　PdとAgにおけるフィッティングパラメーターの値
Pd Ag

τ 1 0.1 0.15 ps
τ 2 0.3 1.3 ps

n0 0.012 0.05

T0 2600 K 2600 K
Tp 2400 K 2000 K
TRT 600 K 1000 K

図９ Agにおけるモデル解析の結果．
 （a）は時間分解発光スペクトルへのフィッティング，（b）は

時間波形へのフィッティング結果（ピークで規格化）である．

(a) Time resolved spectra for Ag 

(b) Decay profiles for Ag 

2 ps 

0.4 eV 

∝
0.9 eV 

0.6 eV 

0 ps 

0.2 ps
 0.5 ps 

1 ps 



 金属における超高速発光の研究 29

冷却も速くなると考えられる．また，電子格子相互作用
が大きければ，フォノンの放出確率が上がり，冷却が速
くなると予想される．（1），（2），何れも冷却を速める方
向に働くが，どちらが原因か，あるいは両方が影響して
いるか，現段階では判定できない．また，試料深部の冷
たい電子へのエネルギー拡散が冷却過程に関与している
可能性もある．
　電子─電子散乱については，フェルミ面より高いエネ
ルギーでの電子の寿命についての情報が時間分解光電子
分光から得られており18），EF＋0.5 eVにおいてAgで約
100 fs，Pdで約8 fsと報告されている．我々の測定では
ここまで区別する時間分解能はないが，大小関係は整合
している．Pdの非熱化成分n0が小さいのは，熱化が速
いので，発光測定の時間分解能（200 fs）では過小評価
されるためと思われる．

５．金属発光のまとめと展望
　以上述べて来たとおり，放射率スペクトルの補正を施
すことにより，本来の発光スペクトルと信じられるもの
が得られ，それを使って，各種金属のスペクトル形状を
比較議論することが可能になった．10族と11族の金属
における発光の振舞いには系統的な差異があり，バンド
構造や電子格子相互作用の大きさと関係していることが
示唆された．すなわち物質の個性が発光現象を通して捉
えられていることが分かった．今後は，他の金属元素や
合金における励起電子ダイナミクスへと研究を展開する
ことが可能と思われる．
　発光増強のメカニズムについてみると，「吸収率」と
「放射率」という現象論的パラメーターで整理すること
ができたが，増強のミクロなメカニズムは不問に付して
いる．プラズモンの役割などは人工的なナノ構造を利用
することで，理解が進むと期待される．
　近年，金属ナノ粒子の発光が，生体のイメージング材
やトレーサーとして注目を集めているが19，20），その発光
機構の理解は必ずしも進展していない．その理由の一つ
は，エネルギーレベルの離散化，表面準位の寄与などナ
ノサイズ特有の現象とバルク金属本来の特性の切り分け
ができていないことであると考えられる．本研究で対象
としたサブミクロン表面ラフネスを持つ金属は，基本的
にバルクの特性を反映していると考えられるので，ナノ
系の理解の基盤となるものと期待している．また，非平
衡電子系のダイナミクスは，超短パルスによるレーザー
加工など工学的な観点でも，現代の重要な課題の一つで
ある．超高速発光からこの問題の理解のために有用な情
報が得られるのではないかと期待される．
　本研究では，金属発光の基本的な振舞いを理解するた
めに極限的に簡単化したモデルを提案したが，光の侵
入，電子励起，光の放出に至る光学過程を実際の表面形

状に即してミクロに理解する必要がある．またダイナミ
クスについては，非熱化電子と熱的電子の分布を独立に
考えるのではなく，電子─電子衝突，電子─フォノン衝
突，拡散などの時空間ダイナミクスを第一原理に立ち
返って記述し，議論すべきであろう．

６．超高速赤外発光分光技術の展望
6.1.	 超高速発光スペクトロメータ
　本研究の中核となる実験手法は，アプコンバージョン
法による時間分解発光測定であった．そのために豊田理
研において開発したのが，小型で安定性の高い「超高速
発光スペクトロメータ」である．この装置の設計コンセ
プトやフィルター式分光器による検出効率の向上につい
ては過去の豊田研究報告1）で報告した．前節までで報告
した金属発光の研究は最初に製作した1号機によって行
われたが，これと並行して，さらに小型化，高感度化し
た2号機の構築もすすめた23）．その光学系の概略と外観
を図11に示す．大きな改良点は，1号機では，光学系を
光学定盤上に直付けし，55 cm×43 cmの面積を占めて
いたものを，30 cm×30 cmまで小型化して筐体に収め，
可搬型としたこと，検知器としてAPD（Avalanche Photo 

Diode）を採用することで，量子効率を向上させたこと
である．これにより，測定時間が格段に短縮される．2

図11 可搬型小型アプコン装置．
 （a）	アプコンバータ内部の光学配置図，
 （b）	アプコンバータ（右）と分光器（左）を含めた全景．
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号機は最初の調整さえ丁寧に行えば，長期間安定に動作
し，超高速分光実験に経験がなくても使いこなせるの
で，何らかの方法で普及させ，金属発光以外の研究分野
での利用も促進して，「超高速赤外発光分光」の裾野を
広げたい．
6.2.	 広帯域多チャンネル測定の可能性
　今回開発したスペクトロメータでは，波長の掃引と同
時に，常に位相整合条件を満たすように非線形光学結晶
の角度を同期して動かし，スペクトルの自動測定を可能
にした点に大きな特徴があったが，2号機製作の過程で，
ゲート光と発光のなす角度を適切に選べば，ほとんど結
晶を回転する必要がないことが，明らかになってきた．
結晶の角度を固定した場合，0.3 eV～ 0.9 eVの間で2

倍程度の効率の増減はあるものの，実用的な感度を持つ
ことが確かめられた．これまでにも，広帯域でアプコン
の位相整合条件を満たすという試み21–22）はあるが，光子
エネルギーのダイナミックレンジは1.8倍程度であり，3

倍という広帯域は著者の知る限り初めてである．さらに
最適化を進めれば3.5倍程度まで広帯域化が実現可能と
予想している．結晶を回転せずに広帯域のアプコン信号
が得られれば，多チャンネル検知器によるスペクトルの
一括取得ができ，測定時間の大幅な短縮が期待できるの
みならず，シングルショットの測定が可能になる．これ
により，例えばレーザーアブレーションなどの不可逆過
程における赤外スペクトルの解析から，瞬時の電子温度
を求めるなど，応用展開も考えられる．
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NOTES:
**** 豊田研究報告72号の式（1）における係数E3は誤りで，E

が正しい．
**** キルヒホフの法則により，熱平衡状態において吸収率は放

射率に等しいので，A（Eexc）＝ε（Eexc）である．
**** 名古屋大学にて測定．
**** 分光光度計Jasco，V-670に積分球を装着して測定．

文　　　　　献
01) 末元　徹，豊田研究報告，70 (2017) 75；豊田研究報告，

71 (2018) 59；72 (2019) 33.
02) A. Mooradian, Phys. Rev. Lett., 22 (1969) 185.

03) G. T. Boyd, Z. H. Yu and Y. R. Shen, Phys. Rev. B, 33 (1986) 

7923.

04) M. R. Beversluis, A. Bouhelier and L. Novotny, Phys. Rev. 

B, 68 (2003) 115433.

05) J. P. Wilcoxon, J. E. Martin, F. Parsapour, B. Wiedenman 

and D. F. Kelley, J. Chem. Phys., 108 (1998) 9137.

06) O. Varnavski, R. G. Ispasoiu, L. Balogh, D. Tomalia and T. 

Goodson III, J. Chem. Phys., 114 (2001) 1962.

07) S. Link, A. Beeby, S. FitzGerald, M. A. El-Sayed, T. G. 

Schaaff and R. L. Whetten, J. Phys. Chem. B, 106 (2002) 

3410.

09) J. G. Fernández, L. Trapiella-Alfonso, J. M. Costa-

Fernández, R. Pereiro and A. Sanz-Medel, Nanotechnol-

ogy, 26 (2015) 215601.

10) T. Suemoto, K. Yamanaka and N. Sugimoto, Phys. Rev. B, 

100 (2019) 125405.

11) W. S. Fann, R. Storz, H. W. K. Tom and J. Bokor, Phys. 

Rev. B, 46 (1992) 13592.

12) M. Lisowski, P. A. Loukakos, U. Bovensiepen, J. Stähler, 

C. Gahl and M. Wolf, Appl. Phys. A, 78, 165 (2004). 

13) V. E. Gusev and O. B. Wright, Phys. Rev. B, 57 (1998) 2878.

14) J. C. De Vos, Physics, 20 (1954) 690.

15) S. Roberts, Phys. Rev., 114 (1959) 104-115.

16) W. Li and S. Fan, Opt. Exp., 26 (2018) 15995.

17) Shota Ono, private communications.

18) M. Bauer, A. Marienfeld and M. Aeschlimann, Progress 

in Surface Science, 90 (2015) 319-376.

19) M. Hu, J. Chen, Z.-Y. Li, L. Au, G. V. Hartland, X. Li, M. 

Marqueze and Y. Xia, Chem. Soc. Rev., 35 (2006) 1084.

20) J. Zheng, C. Zhou, M. Yu and J. Liu, Nanoscale, 4 (2012) 

4073.

21) M. Gerecke, G. Bierhance, M. Gutmann, N. P. Ernsting and 

A. Rosspeintner, Rev. Sci. Instrum., 87 (2016) 053115.

22) X.-X. Zhang, C. Würth, L. Zhao, U. Resch-Genger, N. P. 

Ernsting and M. Sajadi, Rev. Sci. Instrum., 82, (2011) 

063108.

23) 末元　徹，分光研究，68(4) (2019) 156.


	豊田理研研究報告73号本文05.12_CMYK変換_Part23
	豊田理研研究報告73号本文05.12_CMYK変換_Part24
	豊田理研研究報告73号本文05.12_CMYK変換_Part25
	豊田理研研究報告73号本文05.12_CMYK変換_Part26
	豊田理研研究報告73号本文05.12_CMYK変換_Part27
	豊田理研研究報告73号本文05.12_CMYK変換_Part28
	豊田理研研究報告73号本文05.12_CMYK変換_Part29
	豊田理研研究報告73号本文05.12_CMYK変換_Part30



