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研究成果の概要（和文）：ペタヘルツスケール固体超高速デバイス実現に向けた基盤技術となる固体電子系アト
秒時間分解分光法の開発を中心に研究を実施し、超高時間分解能化につながる30 as級単一アト秒パルス光源、
サブサイクル級の電子系バンドダイナミックイメージングが可能なサブ5 fs級時間分解ARPESの開発、固体電子
系の微小変調を捉えることが可能な高次高調波時間分解反射率計測法を実現した。また、電子分極振動の実時間
計測を実現する新しいアト秒吸収分光スキームの提案や、それを用いた世界最高周波数の分極振動計測、グラフ
ェン・グラファイトにおける電子分布再配列緩和ダイナミクスの計測など、ペタヘルツ時間スケールの物性計測
を実証した。

研究成果の概要（英文）：We have developed an isolated attosecond pulse source whose bandwidth 
corresponds to 30-as duration assuming Fourier limit based on based on a 1.6-cycle Ti:sapphire laser
 pulse, a time-resolved and angle-resolved photoelectron spectroscopy (Tr-ARPES) with sub-5fs-probe 
resolution that will enable subcycle electronic band mapping, and a time-resolved reflectivity 
measurement with much higher sensitivity than previous high-order harmonic spectroscopic techniques.
 By using our developed attosecond spectroscopic techniques, we have demonstrated a time-domain 
measurement of PHz-dipole oscillation in sapphire crystal, and Tr-ARPES measurement of the ultrafast
 evolution of energy redistribution process in photoexcited graphite. These newly developed 
attosecond spectroscopic techniques and ultrafast electronic dynamics in solid state materials will 
contribute to future development of PHz-driven solid state devices.

研究分野： 超高速光物理

キーワード： アト秒科学　アト秒時間分解分光　時間分解ARPES　グラフェン　人工二次元結晶
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研究成果の学術的意義や社会的意義
本研究で開発された固体電子系アト秒高次高調波時間分解分光技術は、世界最高の時間分解能や、これまで明瞭
に計測できなかった固体電子系微小応答を捉える高感度性など、今後のアト秒時間領域の固体電子系物性の研究
にキーとなる手法である。一研究室でこれだけ多面的なアト秒時間分解分光技術を開発している例はなく、我が
国が、ペタヘルツという従来の”3 桁以上”という極限的な動作速度を追求する超高速情報処理デバイスの実現
のイニシアチブを握る強力な基盤技術を創出した。さらに、本技術は、光電変換プロセスの高効率化や超短パル
スレーザー加工など光-電子相互作用に関わる技術・産業に新しい方向性を提供すると期待できる。

※科研費による研究は、研究者の自覚と責任において実施するものです。そのため、研究の実施や研究成果の公表等に
ついては、国の要請等に基づくものではなく、その研究成果に関する見解や責任は、研究者個人に帰属されます。



様 式 Ｃ－１９、Ｆ－１９－１、Ｚ－１９（共通） 
１．研究開始当初の背景 
アト秒パルスと、ポンプ・プローブ法を組み合わせた「アト秒時間分解分光法」は、最も直接

的なアト秒ダイナミクスの計測手法であるため、2010 年代前半には原子系ダイナミクス計測に
主に適用され、多くのハイインパクトな成果が生まれた。しかしながら、アト秒領域における電
子ダイナミクスの応用が最も期待されている固体電子系については、アト秒時間分解分光法の
適用が、極めて限られており(Schultze et al., Nature 493,75 (2013))、研究開始当初は、アト秒
技術の固体サンプル計測適用の研究が喫緊の課題であるとの認識が背景にあった。 
 研究代表者は、本課題の研究計画調書において、光をサブ PHz の周波数を有する超高周波電
界、すなわち”PHz 波”として自在に計測・制御し、PHz 波が駆動するアト秒レベルの固体電子
系ダイナミクスを利用する新しいタイプの光機能を目指す将来ビジョン”ペタヘルツエンジニア
リング”を提唱し、研究をスタートさせた(小栗克弥、日本物理学会誌 70 巻 936 (2015))。また、
研究代表者のグループでは、本課題開始直前には、すでにアト秒パルス列を用いた世界最高プロ
ーブエネルギーフェムト秒光電子分光法の開発や、世界最高時間分解能単一アト秒吸収分光法
など、固体電子系に適用可能なアト秒スペクトロスコピー技術を既に確立していた。これらの技
術により、半導体表面に光誘起されたキャリアの拡散に由来する光デンバー効果の観測や(Oguri 
et al., Applied Physics Express 8, 022401 (2015))、ワイドギャップ半導体における非線形電子
分極の実時間計測に成功してきた(Mashiko, Oguri et al., Nature Physics 12, 741 (2016))。 
 
２．研究の目的 
 本研究の目的は、研究代表者が提唱する”ペタヘルツエンジニアリング”のコンセプトを切り拓
くために、その第１ステップとして、研究代表者らの有するアト秒スペクトロスコピー技術及び
グラフェン等人工二次元結晶成長・プロセス技術を融合するという独自のアプローチにより、(i)
固体電子系ダイナミクス用アト秒分光法の開発、(ii)光波電界に対する固体電子系のアト秒スケ
ール時間応答の解明、に取り組むことである。本研究により、光が備えているサブペタヘルツ
(PHz)周波数の電磁波としてのポテンシャルを引出し、既存の高周波エレクトロニクスと比べて
1000 倍以上の情報処理速度の向上を可能とする革新的超高速光技術の実現への最初の道筋を
つけることを目指した。 
 
３．研究の方法 
 上記の目的を達成するために、これまで我々が構築してきたアト秒時間分解分光技術をベー
スに、プローブ光源の性能アップ並びに物性計測技術の多角化という新しい固体系アト秒時間
分光技術の開発と、それによるダイナミクス計測を重点化して実施する。そのために、以下の 4
課題を実施する。 
(1)アト秒パルスプローブ光源の短パルス化 
PHz 波で駆動される固体電子系の挙動を計測するためのアト秒時間分解分光技術において、ア
ト秒パルスの時間幅はその時間分解能を制限する要因である。本課題では、既に達成している
200 as 以下の時間幅を有する単一アト秒パルスの高効率発生を目標とし、まず我々のドライバ
レーザーであるチタンサファイアマルチパス増幅器からの出力の圧縮によりモノサイクル化を
図り、単一アト秒パルス発生を試みる。 
(2)単一アト秒パルスを用いた光波誘起電子分極応答の実時間計測法の提案と、絶縁体における
アト秒時間分解吸収分光 
 我々の構築したアト秒吸収分光法は、ポンプ光で励起した固体サンプルに単一アト秒パルス
を透過させ、単一アト秒パルスのスペクトルを計測しその遅延時間変化を計測するという極め
てシンプルな方法である。しかしながら、ポンプ光の光子エネルギーは 1～2 eV 領域にある一
方、プローブ光のアト秒パルスの光子エネルギーは数 10 eV 領域にあるというポンプ-プローブ
光のエネルギー差が極めて大きく、ポンプ光に誘起された固体電子系の変調がどのようにアト
秒パルスの吸収に影響するのか必ずしも明らかではなかった。本課題では、実験結果に基づき、
固体電子系を極めて単純化したモデルでアト秒吸収分光法のスキームを直観的に理解し易い描
像を構築する。更に、この手法を別のワイドギャップ物質に適用し、サンプルを拡張することを
試みる 
(3)超高時間分解プローブ角度分解光電子分光法の開発と、人工二次元結晶電子系アト秒 
ダイナミクス計測 
 我々の構築したアト秒吸収分光法は、アト秒時間分解能を有するものの得られる情報は、ポン
プ光で変調された電子状態が、プローブするアト秒パルスの吸収スペクトルの変化に転写され
たものであり、電子状態を直接計測するものではない。時間分解 ARPES という手法は、近年、
100-200 fs クラスの時間分解能で物性計測に利用され始めている新しい計測法であるが、本課
題ではこの時間分解能を光の 1 周期と同程度の時間スケール(アト秒～数フェムト秒)に飛躍的
に向上させることを試みる。 
(4)超高感度アト秒反射率計測法の開発 
 我々の構築したアト秒吸収分光法は、透過型配置をとるため、極端紫外領域のアト秒パルスを
固体サンプルに透過させるために、FIB 等で一部を超薄膜化する加工を施すなどサンプルを自
由に選択できないという問題点があった。また、吸収スペクトルを計測するために 2 次元検出
器を用いているため、単純な積算検出しか対応できず、データの S/N 比を高めるためにできる



ことは、本質的に積算回数を増やす(測定時間を延ばす)ことのみであった。本課題では、上記 2
つの問題点を克服し、サンプルの薄膜化という工程を無くし、これまでのアト秒時間分解分光法
では検出することが困難であった微弱な信号をより短時間で計測可能な手法を開発するため、
アト秒パルス列による時間分解反射率計測法の実現を試みる。 
 
４．研究成果 
(1)アト秒パルスプローブ光源の短パルス化 
本実験では、20 fs パルス幅、3 mJ パルスエネルギ

ー、3 kHz 繰返し周波数を有する CEP 安定化チタン
サファイアチャープパルス増幅システムを用いた。レ
ーザーからの出力を圧力約 1 気圧のNeガスを注入し
ている中空ファイバ(長さ 1 m、内径 400 µm)に集光
し，自己位相変調効果によりスペクトル広帯域化を行
った。波長 400 nm から 1000 nm の帯域 600 nm に
反射帯域並びに群速度分散制御可能帯域を有する超
広帯域チャープミラー対で分散補償し、パルス圧縮を
した結果、800 nm 帯におけるバンド幅 139 nm，パル
ス幅 4.1 fs、パルスエネルギー1 mJ を有する 1.6 サイ
クルの準モノサイクルパルスの発生に成功した。上記
の CEP 安定化準モノサイクルパルスを、長さ 1 mm
の Ne ガスセルに集光させることによりアト秒パルス
を発生させた．焦点距離 100 mm という比較的短焦点
の球面鏡を用いて集光させることにより，ピーク強度
3×1015 W/cm2まで集光させ，カットオフエネルギーの
高エネルギー化を図った．また，基本波の光路には，
厚み 250 µm 及び 480 µm の水晶板，そして厚み 140 
µm の BBO 結晶を組み合わせた二重光学ゲート
(DOG)法用光学素子を配置した。 

図 1(a)に，準モノサイクルパルスと DOG 法を組み
合わせて発生させたアト秒パルスの典型的なスペク
トルを示す。アト秒パルス列に特徴的な櫛状スペクト
ルではなく、コンティニュームであることがわかる。
スペクトルのピークは、およそ 140 eV に位置し、ち
ょうど Zr フィルターの最大透過波長エネルギー領域
に一致している。低エネルギー側は、Zr フィルターに
よりフィルタリングされている。コンティニュームの
半値全幅は、およそ 70 eV に到達し、10 パーセント強
度比のエッジ部分の幅は 100 eV を超えた。この帯域
幅は，フーリエ変換限界パルスを仮定した場合には、
32 as のパルス幅に相当する(図 1(b))。このように、準
モノサイクルパルスと DOG 法を組み合わせることに
よって、サブ 50 as のパルス幅をサポートするコンテ
ィニュームが比較的低エネルギー領域で実現できた。
また、計測されたアト秒コンティニュームが単一アト秒パルスであることを裏付けるため、スペ
クトルの CEP 依存コンティニュームの CEP(相対値)依存性をした(図 1(c))。CEP を変化させる
ことは，基本波のピーク電界を変化させることに対応するため、アト秒コンティニュームのエネ
ルギー分布が CEP に依存して変化していく。その結果、このようなスペクトルの周期的変化を
引き起こす。また、DOG 法における二色ゲートの効果により、基本波は反転対称性を失い、非
対称な電界になっている。そのため，アト秒コンティニューム変化は CEP の 2πの周期性を有し
ている。 
 
(2) 単一アト秒パルスを用いた光波誘起電子分極応答の実時間計測法の提案と、絶縁体における
アト秒時間分解吸収分光 

 アト秒時間分解吸収分光法は、高次高調波発生過程により発生させたアト秒時間幅を有する

極端紫外･軟 X 線領域の超短パルスをプローブ光として、可視･近赤外領域にあるポンプ光パル

ス電場によって励起されたサンプルの吸収スペクトルをポンプ光-プローブ光の遅延時間の関数

として計測するものである。本計測をモデル化するために、測定すべき対象は半導体・絶縁体の

ようなバンドギャップを有する物質を仮定した。図 2(a)は、価電子帯･伝導帯の 2 バンドに簡略

化された半導体のバンド構造の模式図である。ポンプ光の光電界(LWP)は、価電子帯-伝導帯間

に作用することで、バンド間の双極子遷移を誘起する。ここでプローブ光であるアト秒パルス

(IAP)を入射し、その吸収スペクトルをポンプ光-プローブ光間の遅延時間差∆t の関数として測

定することを考える。アト秒パルスは、EUV 領域にあることから、伝導帯における比較的高エ

(a) 

(b) 

(c) 

図 1. 1.6 サイクル(4.1 fs)準モノサイクルパルス

で発生したアト秒パルスのスペクトル(a)と、そ
のスペクトルをフーリエ変換した波形(b)。アト
秒パルスのスペクトルの CEP 依存性(c)。 
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収バンドを 3 準位に置き換えると、3 準位間の光学的ブロッホ方程式に帰着する。デコヒーレン

スやエネルギー緩和は、現象論的に取り込んだ。ここでは、半導体として GaAs を念頭に、ポン

プ光のエネルギーとバンドギャップがほぼ等しい共鳴条件の場合のシミュレーション結果を示

す。ポンプ光電場による価電子帯-伝導帯├間の遷移により、ポンプ光電場と等しい振動周期を

有する双極子振動が誘起され、マクロスコピックには、コヒーレントな電子分極が形成されてい

る。上記のような双極子振動が誘起されている時、各遅延時間のタイミングで照射されたアト秒

パルスが誘起する電子分極の虚部の大きさをプロットしたものが図 4(b)である。吸収の大きさ

が時間領域で振動していくことがわかる。この振動構造の周期は、2.6 fs と見積もられ、双極子

振動の周期と同じである。これにより、アト秒パルスの吸収プロファイルにおいて、価電子帯-
伝導帯間遷移における電子分極の情報が転写されていることがわかった。このモデルを、価電子

帯-伝導帯間を共鳴ではなく、3 光子過程で共鳴する条件に変更すると、GaN の実験結果

(Mashiko, Oguri et al., Nature Physics 12, 741 (2016))を概ね再現することが明らかになった。 
 このようにアト秒時間分解吸収分光法は、価電子帯-伝導帯間に共鳴的・非共鳴的に励起され

る双極子振動を反映することが理解できたため、実験ではバンドギャップが 3.2 eV の GaN か

ら、約 9 eV のサファイアにサンプルを変え

て測定した。図 2(c)がその振動スペクトルと

そのフーリエ変換を示している。複数の振

動モードが見えているが、最低次の 4 次か

ら 7 次までの振動があることがフーリエ変

換にて確認できる。7 次のモードの周波数は

2.7 PHz に到達し、固体物質で確認された最

高周波数の現象であることを確認した。 
 
(3)超高時間分解プローブARPESの開発と、
人工二次元結晶電子系アト秒ダイナミクス
計測 
 図 3(a)に時間分解 ARPES 用の光学系を
示す。チャープパルス増幅器から出射した
パルスをビームスプリッター（BS）で 8:2 の
強度比で分ける。前者を高次高調波発生用
のプローブ光として、後者を試料のダイナ
ミクスを起こすポンプ光とする。 プロー
ブ光用のパルスは軸外し放物面鏡（f=300 
mm）で Ar ガスが封入されたガスセル（金
属製チューブ、開口径  1 mm、セル径  3 
mm）に集光し、高次高調波発生を行う。発
生した高次高調波は SiC/Mg 多層膜鏡によ
って、27 次高調波（光子エネルギー:42.5 eV）
の成分のみを切り出し、後段の同じ多層膜構造の凹面鏡で試料に集光する。ARPES 計測には静
電半球型電子分析器（Scienta omicron R3000）を用いた。試料は真空中で軸の回転及び、面内
回転、傾斜回転機構がついており、真空中で様々な方向のバンド構造計測が可能になっている。 

(a) (b) 

図 2. 半導体におけるアト秒時間分解吸収分光法をモデル化したバンド図(a)。
価電子(VB)から伝導帯(CB)に光パルス(LWP)で励起すると同時にアト秒パルス
(IAP)でプローブする。アト秒パルスが誘起する電子分極の虚部の大きさを LWP
と IAP の遅延時間の関数としてプロットしたもの(b)。 

(a) 

(b) 

図 3. サファイアにおけるアト秒時間分解吸収分光。吸光
度の遅延時間依存性(a)とそのフーリエ変換(b)。振動構造
には、異なる周波数成分が含まれていることがわかる。 



本装置を用いて、高配向熱分解グラファイト(HOPG)並びに単層 n 型グラフェンを測定試料と
して時間分解 ARPES 計測を行い、時間分解 ARPES 装置の評価及び、グラファイト・グラフェ
ンの超高速ダイナミクス計測を行った。図 3(b)に、単層 n 型グラフェンにおけるΓ-K 方向のπバ
ンドの ARPES スペクトルを示す。この方向で計測した時には、よく知られた光電子の干渉効果
によってπバンドは片方のブランチのみ計測される。ポンプ光よりもプローブ光が先行している
場合(Δt=∞)ではポンプ光の影響がないため、K 点付近の ARPES スペクトルはポンプ光を入れ
ていないものと同じように観測される。次にポンプ光とプローブ光が重なった状態では(Δt=15 
fs)、K 点よりも高エネルギー側に電子分布が見え始める。さらに、500 fs 程度後は、励起された
電子分布はほとんど緩和している。励起された電子分布のカウントを遅延時間の関数としてプ
ロットすると、2 つの指数関数から成る緩和曲線でプロットされた。緩和時定数は、速い成分 28 
fs、遅い成分 166 fs 程度とフィッティングされ、それぞれ電子-電子散乱と、電子-格子散乱に由
来する緩和定数であると考えられる。一方、HOPG の時間分解 ARPES 実験では、特に光照射
直前・直後のダイナミクスに注目し、実験を行った結果、光照射直後の電子分布の立ち上がりか
ら、プローブ光のパルス幅は 5 fs 以下程度あることがわかった。この結果は、本計測が世界最
短であるサブ 5 
fs のプローブ時
間分解能を有す
る ARPES であ
ることを示して
いる。また、励起
直後のダイナミ
クス計測に注力
した結果、光励起
直後の伝導帯内
の超高速電子分
布変化を計測す
ることに成功し
た。このようなサ
ブ 5 fs レベルの
時 間 分 解
ARPES の実現
は、次のステップ
で あ る ATTO-
ARPES に向け
た大きなマイル
ストーンを達成
したことになる。
なお、HOPG の
実験結果は現在
論文準備中であ
ることから、図面
等の詳細は不掲
載とする。 
 
(4)超高感度アト秒反射率計測法の開発 
 本課題では、13 次から 17 次までのアト秒パルス列をプローブ光として用いた時間分解反射
率計測法を実現した。高感度検出を実現するために、光電子増倍管を検出器として用いたロック
イン検波技術をアト秒パルス時間分解測定に応用した。高感度検出法で知られるロックイン検
波技術は、通常のレーザー分光ではよく知られた手法であり、繰返し周波数の低いレーザーをベ
ースとするアト秒時間分解測定において本検出技術を初めて適用した。エピタキシャル成長し
た Bi(111)の薄膜サンプルの反射率の時間変化を計測すると、∆R/R～10-4程度の微小反射率変化
の振動が明瞭に計測できていることがわかった。この振動構造は、光によって誘起されたコヒー
レントフォノン振動に対応している。本データは、1 回の遅延時間掃引に要する時間が 80 秒で
あり、それを 3回平均化したものであり、合計でわずか 240秒の測定時間の結果である。現状の
アト秒時間分解分光技術では、測定時間が少なくとも数時間以上かかるのが一般的である。その
ため、アト秒時間分解分光技術では、例えばポンプ光の強度依存性を計測するといったパラメー
タ依存性を計測することすら難しく、精密な物性計測技術としてはまだまだ未成熟な点が多い。
我々が開発したアト秒時間分解反射率計測技術は、高感度かつ測定時間の大幅な短縮が実現で
きるため、新しい分光技術として有望である。 

(a) 

(b) (c) 

図 4. 27 次高調波(42.5 eV)をプローブ光とした時間分解 ARPES 装置(a)。本装置で計
測した n 型 SiC エピタキシャルグラフェンの ARPES スペクトル(bI と、そのポンプ・

プローブ遅延時間依存性。ポンプ光の強度は 4×1010 W/cm2。 
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