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Passive terahertz (THz)microscopy, investigating how matters emit THz photons without
 

external illumination, is of particular interest.The passive microscopy,however,has not been
 

extensively carried out because of the lack of sensitive detectors.A series of novel terahertz
 

detectors utilizing GaAs/AlGaAs quantum dots or quantum wells are described.The detectors
 

are featured with unprecedented sensitivities,making it possible to catch individual THz photons
 

spontaneously emitted from tiny objects.Particularly,charge sensitive infrared photodetectors
(CSIPs),fabricated in GaAs/AlGaAs double quantum well heterostructure crystals,are shown to

 
be versatile detectors reminiscent of CMOS sensors, which will find widespread applications

 
beyond passive microscopy.As to passive microscopy,a quantum dot detector(wavelength of150

μm)has led to realization of THz-photon counting imaging of quantum Hall devices.Spatial
 

resolution well below the defraction limit is targeted constructing confocula microscopes combin-

ing CSIPs and non-aperture type near-field techniques.

Key words: single-photon detection,quantum well detector,quantum dot detector,CSIP,passive
 

microscopy

可視・近赤外光領域のはるか長波長側に広がるテラヘル

ツの電磁波領域(30THz～0.3THz程度，波長 10～1000

μm)は，あらゆる分子の振動・回転をはじめ，固体の格

子振動・不純物準位・超伝導体のエネルギーギャップ・半

導体微細構造中の電子の量子化準位，等々，物質の多くの

重要なエネルギースペクトルに対応する．そのため，古く

から分子分光学，赤外/電波天文学や基礎物性分野で特別

の重要性を担ってきた．近年，さらに新たな計測法が普及

し，またすぐれたテラヘルツ単色光源の開発も進んできた

ため，医療・食品・安全・環境・通信といった身近な分野

への応用が盛んに検討されるようになった（レビューとし

て，たとえば文献1，2を参照されたい)．本稿では，それ

とは異なる応用展開の方向として，パッシブ顕微鏡の開発

およびそれに必要な超高感度検出器の開拓について記した

い．筆者らのグループでは，10年ほど前から半導体量子

構造を用いたテラヘルツ領域の単一光子検出器の開発を行

っており，それを利用してパッシブ走査型顕微鏡を並行し

て開発してきた．

以下では，パッシブ顕微鏡の意味合いおよび必要な検出

器感度について記した後，量子ドットによる光子検出

器 に簡単に触れ，さらに，最近開発した二重量子井戸

による超高感度検出器 について詳しく解説する．後者

は，超高感度を有するだけでなく，4.2K以上で動作しか

つ単純な素子構造でアレー化にも適することから，顕微鏡

を超えたより広範な応用が期待できる．パッシブ顕微鏡に

関しては，量子ホール電子系を測定対象とする実験結

果 を簡単に紹介し，最後に，汎用性のパッシブ顕微

鏡開拓に向けた将来展望を，近接場技術に簡単に触れつ

つ，記したい．

1. パッシブ顕微鏡

光学顕微鏡といえば可視・近赤外領域のそれを思い浮か
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べる．しかし，もしテラヘルツ領域にすぐれた顕微鏡が存

在すれば科学的に大変興味深い．テラヘルツ領域に多くの

重要なスペクトルが存在することだけでなく，高感度の

“パッシブ計測”を行うことで，従来顕微鏡とは一味違う

計測を行うことができるからである．従来の顕微鏡は，外

部から光を測定対象に照射し，透過・反射光または蛍光や

散乱光を調べる．そのような“アクティブ計測”は，測定

対象物の構造や同定を行ううえでは強力である．しかし，

あるがままの状態でミクロレベルで起こっている現象を知

るために最適の方法ではない．なぜなら，ほとんどの現象

の素過程に伴うエネルギーは可視光のエネルギーとは大き

く異なるし，そうでない場合は，照射光が現象を大きくか

き乱してしまうからである．一方，物質の (原子核・イオ

ンコアの移動を伴う)ミクロ運動のモードは例外なくテラ

ヘルツ領域であり，電子の重要な運動モードの多くもテラ

ヘルツ領域にある．したがって，どんな現象もテラヘルツ

領域のさまざまな励起を伴うだろう．さらに，イオンコア

や電子の運動はほとんどの場合電気分極を伴うので，物質

は自分たちのミクロな運動の特徴を，テラヘルツ電磁波に

刻印して外部世界に発信しているはずだ．もし対象が完全

な熱平衡状態という，ほとんどありえない状況にあるな

ら，自明のプランク輻射しか観察できないだろう．しか

し，調べるべき何らかの現象がそこにあるなら，その系は

完全な熱平衡状態ではないだろう．したがって，得られる

結果は自明でない．そこで，測定対象自体が発するテラヘ

ルツ波をとらえる“パッシブ計測”をミクロレベルで行え

ば，物質や生命現象の秘密を探る貴重な情報が得られると

思われる．特に，生体活動が生体分子の熱的な乱雑運動か

らのちょっとしたゆらぎとみなせるなら，熱運動からのわ

ずかなずれを空間・時間の高い分解能で調べることが大変

有意義と思われる．空間分解能の制約が気になるが，回折

限界は幾何光学上の制約にすぎず，以下で触れるように，

近接場を利用すれば原理的に分解能の制約は存在しない．

しかし，残念ながら現在，上記したようなパッシブ顕微

計測は存在しない．それは，必要な感度をもち，かつ使い

勝手のよい検出器が存在しないからである．だが，最近新

たな検出器が開発されて，パッシブ顕微鏡が現実味を帯び

てきた．それを以下に記そう．

2. 検 出 器

2.1 必要感度と従来検出器

興味あるパッシブ計測に，どの程度の検出器感度が必要

かを考えよう．一般に，パワー Pの入射光を平均時間Δt

で計測して信号雑音比 S/N の信号を得るとき，その検出

器の感度を一般に｛(S/N)/P｝Δf で定義する．ただし，

Δf＝1/(2πΔt)は測定のスピード (バンド幅)である．感

度の逆数を等価雑音入力，NEP＝｛P/(S/N)｝/Δf ，とい

う．感度をさらに検出器の受光面積Aで規格化した値を比

検出能(specific detectivity)，D ＝A ｛(S/N)/P｝Δf ，

とよぶ．信号電流 (電圧) I の入射光パワーに対する比

を responsivity(R＝I /P)とよぶが，感度または D は

当然 R に比例する；つまり，D ＝A (R/I )Δf ．

ただし，I ＝ (I－I ) は雑音電流 (電圧)，かつ

S/N＝I /I である．

雑音(I )の原因として，検出器自体の雑音に加えて，

入射する光子束自体がもつ統計ゆらぎによる光子雑音が存

在する．筆者らのパッシブ計測は，光子雑音を精密に測る

ことといってよいだろう．そのために，検出器自体の雑音

は光子雑音より十分小さくなければならない．単位面積当

たりφ の光子束が量子効率η，受光面積Aの検出器に入

射するとき，Δt秒間に検出される平均光子数はηAφΔt

なので，光子雑音による S/N 比は (ηAφΔt) となる．

したがって，筆者らの測定のために，検出器の D は

D ＝(1/hν)｛η/(2πφ)｝ (hν；光子エネルギー)―back-

ground-limited infrared-photodetector (BLIP)の比検出

能とよばれる―よりずっと大きくなければならない．300

Kの黒体輻射が視野角2πでη＝1の検出器に入射する場

合の D の値を図1に実線で示す．実際の光学系は損失

を伴い，さらに視野角＜2πかつη＜1なので，筆者らの

顕微鏡に用いる検出器には粗っぽく見積もって D の

1000倍を大きく超えるD が必要と考えられる：D ＞10×

D ．図1の一点鎖線が D ＝10×D を示す．

図1には，従来の高感度検出器のデータをまとめてある

(カッコ内は動作温度)．HgCdTe等の狭隘バンドギャッ

プ半導体の真性バンド間遷移や，Geや Si中のさまざまな
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図1 従来検 出能の特性検 ．D
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不純物準位 を利用する検出器，および量子井戸検出

器 (QWIP, HEIWP) ，さらに超伝導トンネル接合検出

器 (STJ) 等が挙げられる．これらの中で，実線は常温

の背景輻射が存在する条件下で測定されており，光子雑音

が含まれる結果なので見かけ上 D ＜D だが，検出器

自体の本当の D が D より大きいかどうかは不明で

ある．検出器自体の性能と考えてよいのは点線のデータで

あり，光子雑音が無視できる条件 (極低温の背景輻射下)

で測定されている．それらの中で，D ＞D を満

たすのは，Siに不純物としてAsを添加したblocked-

impurity-band検出器 (Si:As, BIB) ，GeにGaを添加

した2つの検出器 (Ge:Ga ，およびストレス印加のGe:

Ga )のみである．これらは，いずれも2006年2月に打

ち上げられた赤外天文衛星「あかり」に搭載された検出器

であり ，従来検出器の中で現在の世界最高レベルの感度

と考えてよいだろう．それでも，D を大幅に超え

ているわけではなく，パッシブ顕微鏡にはまだ感度が十分

でない可能性がある．

感度以外にも重要な要素がある．可視域では，CCDや

CMOSセンサーによってディジタルカメラが革命的に普

及したことを思い出していただきたい．それを可能にした

のは，センサーのチップ上に増幅・読み出し・制御のSi-

LSIを一緒に作り込んで大規模アレーを実現したことが決

定的だろう．CCDやCMOSセンサーの信号出力が入射光

量の時間積分に比例する点もアレー化を大いに助けたはず

である．テラへルツ領域で，いくらかでもCCDやCMOS

センサーに近いものがあればよいが，残念ながら従来検出

器の中には基板に電子回路を作り込めるものは存在しない

し，出力信号が時間積分値に比例するものも存在しない．

そのため，Si:As(BIB)，Ge:Ga，stressed Ge:Gaを含

め，QWIP，InSb，PbS，HgCdTe等でアレー (たとえば

640×512画素程度)が作られ一部製品化もされているが，

いずれも画素ごとに信号積分回路を付加したうえ，Inバ

ンプとよばれる方法でSi-LSIに接続する複雑な工程を経

て製造される．そのためきわめて高価であり，必ずしも広

汎な応用を容易に期待できる状況ではない．

しかし最近，感度が良いばかりでなく，使い勝手も良い

検出器が開発されるに至った．それを以下で解説しよう．

2.2 新検出器の基本的枠組み

感度を桁違いに改善し，できれば使い勝手も向上した

い．まず感度から考えよう．一般に，光子1個の吸収によ

り g個の電子が光電流として電極間を移動するとき，gを

その検出器の光伝導利得 (photoconductive gain)とよぶ．

その際，信号電流は I ＝ηg(P/hν)eとなり，また R≡

I /P＝ηg(e/hν)である．図1に示した従来の光伝導型

検出器は，単純には図2(a)のように光子1個の吸収で励

起担体 (電子または正孔)を1個生成して光電流として計

測する．そのため，多くの場合 g＜1であり，たとえ理想

的に g＝1かつη＝1としても，responsivityはたかだか

R＝e/hν 8A/W (λ＝10μm)程度である．このことが

従来検出器の D に限界を与えてきた．筆者らが開発した

検出器はこれとは異なり，図2(b)に示すように浮遊ゲー

トをもつトランジスターである．半導体の微小孤立領域

(浮遊ゲート)をテラヘルツ光で励起して電子を1個追い

出し，孤立領域が電子を失って＋eに帯電することを，近

傍に置かれた電荷敏感素子で検知する．＋eの帯電によっ

て電荷敏感素子の電流がΔI 変化するとし，また帯電の再

結合寿命をτ とすると，1回の光子吸収によって g＝

ΔIτ /e≫1個の電子が電流として検出される．以下で記

す検出器はいずれもGaAs/AlGaAsのヘテロ構造結晶か

ら作られ，すべて単一光子検出感度をもつ．基本的構造

は，以下2章3節および4節の2グループに大別される．

2.3 量子ドット (QD)検出器

概念図を図2(c)に示すように，孤立領域としてサブミ

クロンサイズの半導体量子ドット (QD)を用い，電荷敏

感素子として単電子トランジスター (SET)を利用する

“QD検出器”である．このグループについてはすでに解

説記事 があるので，ここでは簡潔な記述にとどめる．

SETは電荷にきわめて敏感な超低雑音のトランジスター

Si:As-BIBは米国Raytheon社のアレーが使われている．それぞれの D 値は，松浦周二氏 (宇宙航空研究開発機構)と土井靖生氏 (東京
大学大学院総合文化研究科)に教示いただいたNEPの値をもとに受光面積＝波長 を仮定して計算した．

図2 検出機構と検出器の概念図．(a)従来型，(b)新たな機

構，(c)QD検出器，(d)DQW 検出器 (CSIP)．
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として知られ，テラヘルツ光子の吸収によって隣接した量

子ドットが＋eに帯電すると，SETを流れる数百pAの

電流がオン・オフされて信号となる．具体的には，強磁場

中でのサイクロトロン共鳴を利用する単一量子ドット

(SQD)の SQD検出器 (波長＝140～180μm，D 10

cm Hz /W )，量子ドットのプラズマ共鳴を利用する

並列二重量子ドット (DQD)のDQD検出器 (波長 600

μm，D 10 cm Hz /W )，およびアルミニウム接

合SETと量子ドットを組み合わせたQD/Al-SET検出器

(波長 600～1000μm，D 10 cm Hz /W ) の 3

種類がある．これらQD検出器の D はいずれも D

より桁違いに大きく，また従来型検出器の最高感度に比べ

ても3桁程度感度がまさる．4章に記すように，筆者らは

これらの検出器を用いて基礎研究向きのパッシブ顕微鏡を

開発し，テラヘルツ・フォトンカウンティング・イメージ

ングを行っている ．

2.4 二重量子井戸 (DQW)検出器，または CSIP

前節のQD検出器は，圧倒的感度を有するが，広汎な応

用には必ずしも適さない．まず，SET動作のために0.4

K程度以下の極低温を必要とするため使用が簡便でなく，

また，素子構造が比較的複雑でゲート電圧の微調が必要

等，アレー化が難しい．さらに，光子の吸収機構としてサ

イクロトロン共鳴やプラズマ共鳴を利用しており，動作

波長域が100μmより長波長側に限られる．それらの弱点

をカバーする検出器が，以下で記述する二重量子井戸

(DQW)によるDQW検出器であり，筆者らは特にcharge-

sensitive infrared phototransistor(CSIP)とよんでいる ．

図2(d)に概念図を示す．光励起で帯電する孤立領域

は，図3(a)の二重量子井戸構造の表面に近いGaAs量子

井戸 (QW1)からメサエッチングとゲートバイアスによっ

て作る (図3(b))．その平面サイズは，目的に応じて自

由に選ぶことが可能である (L×W＝0.5×1μm～200×

40μm程度の範囲)．QW1の孤立領域から下方に距離約

150nmにある第2の量子井戸 (QW2)が作る二次元伝導

チャネルが電荷敏感素子となる．図3(a)に示すように，

QW1中には井戸幅で決まる二次元エネルギーサブバンド

が生じる．サブバンド間励起を起こすテラヘルツ光 (hν＝

E )によって電子を励起し，励起電子はバリア層 (2nm-

Al Ga As)をトンネル遷移により素早く脱出して下層

のQW2に移動して吸収される．この過程でQW1の孤立

領域が＋eに帯電することにより，(平行平板コンデンサ

ーと同様に)向かい合うQW2の領域が－eに帯電する．

したがって，単一光子の吸収によってQW1の電流 が

ΔI ＝eμV /L

だけ増大して信号となる．ここでμはQW2の電子移動

度，V はQW2の伝導チャネルへの印加電圧(eV ＜hν)

である．たとえば，μ＝1m/Vs，V ＝10mV，L＝16

μmとするとΔI ＝6.3pAとなる．また，励起寿命は容易

にτ ＞1sとなるので，出力は積分型となり，かつ圧倒

的に大きな光伝導利得，g＝ΔIτ /e＞10，および感度

が得られる．

以下で示す結果はすべて E ＝90meV (λ＝14μm)の

量子井戸 (図3(a))に対するものであり，温度4.2Kの

測定で得られている．図3(b)に示すように，300Kの背

景輻射が入射する条件で負のクロスゲート・バイアス電圧

V を印加すると，QW1の孤立領域が光励起により正に

帯電するため，孤立領域が形成されるV ＝－0.72V以下

で伝導度 (G＝I/V )が暗黒条件下の値に比べて増大す

る．この増大幅ΔG は，図4に示すように輻射強度によ

ってほとんど変化せず飽和する．その理由はτ が1時

間以上ときわめて長く，入射光によって生じる正電荷が

次々に蓄積して，図4の右に示すように，QW1の静電ポ

テンシャルがU＝－E ＝－90meV程度低下した(a→ c)

とき飽和し，感度も事実上消失するからである．

検出器として実際に使用するために，図5に示すように

図3 (a)CSIPに用いるヘテロ構造結晶．(b)伝導度のゲー

ト電圧依存性．量子井戸1が電気的に遮断されると，テラヘ

ルツ光励起 (波長14μm)により正に帯電して伝導度G が増

大する．囲みは素子の光学顕微鏡写真．
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リセットゲート (図5(a)，(d)の RG)に正の電圧パルス

(幅：100ns，振幅：＋0.2V程度)を印加して，必要なタ

イミングで孤立領域を中性化 (図5(b)→(c))して感度を

復活させる．図5(e)は，リセットパルス印加(周期；Δt＝

60ms)により得られる電流信号の波形を，異なる入射光

強度に対して示している．このように，CSIPの出力は入

射光の積分で与えられる．図5(e)のインセットは，きわ

めて微弱な光によって＋eが1個ずつ蓄積 (フォトンカウ

ンティング)して電流がステップ (ΔI ＝eμV /L )的に

増大する様子を示す．

動作速度はリセットパルスの繰り返し周波数で決まり，

現実には最高10ns程度となるだろう．感度に関連する係

数は，受光面積A＝14×6μm の検出器でΔI ＝3pA

(μ＝0.4m /Vs)，g＝2×10～2×10，R＝4×10～4×

10 A/W (t ＝1ms～1s)，NEP 6.8×10 W/Hz ，

D 1.2×10 cmHz /W と，いずれもきわめてすぐれ

た数値が得られている ．R が大きいことは，特別低雑音

の前置増幅器を必要としないことを意味する．入射光のダ

イナミックレンジは10 以上が確かめられているが，実際

はさらに10 程度に達すると考えられる．CSIPは開発途

上の検出器であり，今後さらなる改善の余地も大きい．雑

音(I )は，現在，電流ショットノイズや熱雑音よりはる

かに大きな1/f雑音で決まっており，おそらく結晶の不完

全性による電荷ゆらぎに起因する．用いたGaAs/AlGaAs

結晶は電子移動度の値(μ＝0.4m/Vs at4.2K)からもわ

かるように高純度とはいえない．また，量子効率が比較的

低い (η＝2%)のだが，これは入射光の電子系への結合が

最適化されていないためである．今後，より高純度の結晶

を用い，さらに入射光に対して金属グレーティングやパッ

チアンテナを適切に設計することにより，もろもろの特性

係数をさらに2桁程度向上できる可能性があるだろう．

感度特性の優秀さに加えて，CSIPは検出波長 (現在は

約14μm)を，量子井戸幅を変化させることでほぼ自由に

設計できる利点がある．さらに4.2K以上で動作しかつ

ゲート電圧の微調整が不要等，使い勝手がよい．また，作

製が容易な単純な素子構造をもち，かつ積分型の信号を有

することから，他のあらゆる高感度テラヘルツ検出器に比

べて最もアレー化に適するといえる．将来的に，GaAs系

IC技術との組み合わせが可能になれば，CCDやCMOS

センサーに似てテラヘルツの超高感度計測技術に大きな影

響を与えるかもしれない．

3. フォトンカウンティング・イメージング

上記の2章3節に記したSQD検出器 (図6(a))を用い

て，図6(c)に示す共焦点の走査型テラヘルツ顕微鏡によ

るテラヘルツ (波長150μm)のパッシブ計測が行われて

図4 伝導度増大幅の入射テラへルツ光強度依存性．右の図

は，弱い入射光で伝導度の増大が飽和する機構．

図5 (a)，(d)リセットゲート (RG)つきの素子 (波長14

μm)．正パルスをRGに印加して素子をリセット：(b)→

(c)．(e)リセット動作で得られる検出器出力の時間波形．イ

ンセットは，極微弱光による単一光子吸収ごとのステップ的

電流増大．
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いる．ただし，SQD検出器は0.3Kに置かれ，測定対象

は4.2Kに置かれた量子ホール素子である ．図6(b)

は，フォトンカウンティングによる典型的なテレグラフ信

号の例である．光学系の構成は，レンズや窓材として

ZnSe，Si，TPX (プラスチック)等を用いる点を除けば，

可視・近赤外と同様の設計である ．Siの超半球レンズ

(SIL:solid immersion lens)の焦点位置に測定物を置き，

そこからのテラヘルツ光が他方の焦点位置に置かれた検出

器に集められる．SILによって波長以下の分解能(50μm)

を得ている．

測定物として量子ホール素子をXYステージで挿引す

ることによって得たのが，図7に示す二次元のパッシブ・

イメージング画像である ．強磁場下の量子ホール効果状

態において，二次元電子系のエネルギー準位はランダウ準

位に分裂し，エネルギー損失なしに電流が流れるが，電流

端子と二次元電子系との境界ではトンネルによる電子の注

入と脱出が起こっており，そのため非平衡電子がランダウ

準位間を遷移してテラヘルツを発光する．図7(a)，(b)，

(f)は，素子の各場所からの光子の飛来頻度 (図7(c)～

(e))の明暗による二次元プロットである．電子系の対角

的反対の2か所でのみ非平衡分布が生成することがわか

る．光子のカウント数は最も明るい点で40photons/s程

度であり，量子効率 (2%程度)を考慮しても大変微弱な

テラヘルツ光であることがわかる．スペースの関係でこれ

以上は示さないが，磁場の値や電流値によってテラヘルツ

発光には特徴的空間パターンが現れ，非平衡電子系のダイ

ナミクスについて他では得られない知見を与える．また，

スペクトル測定によって電子系のエネルギー分布の情報も

得られる．これらはすべて，パッシブ計測だからこそ得ら

れた情報である．

4. 回折限界を超えるパッシブ顕微鏡

前章に記した顕微鏡の分解能はSi-SILによる回折限界

で制限され，また極低温試料しか観察できない．筆者らは

現在，CSIP検出器を用いて，回折限界を超える分解能を

目指した走査型顕微鏡を開発している．図8(a)，(c)に概

略を示すように，ピンホールをもつ共焦点光学系 (波長

～14μm)の対物レンズ (室温)の焦点領域に原子間力顕

微鏡 (AFM)の金属探針を配置する．図8(b)のように，

探針は先端からナノメートル近傍の試料表面のエバネセン

図6 (a)SQD検出器 (波長150μm)を用いた (c)走査型共

焦点顕微鏡．(b)は検出器電流の光子吸収によるテレグラフ

信号．

図7 量子ホール効果素子のフォトンカウンティング・イメ

ージング．図6の顕微鏡を使用．

図8 (a)CSIPを用いて開発中の常温試料用走査型共焦点顕

微鏡．(b)，(c)金属探針による非開口式近接場を利用可能．
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ト波を散乱するので，探針を走査することによってエバネ

セント波の分布をきわめて高い分解能で画像化できるはず

である．

このような探針による近接場技術は，物質内に閉じ込め

られた電子波が探針へのトンネルにより取り出される走査

トンネル顕微鏡 (STM)と類似しており，optical STM

ともよばれる ．この技術によるアクティブ計測がすでに

可視からマイクロ波にいたる全領域で行われ，回折限界を

大きく超える分解能が確認されている ．しかし，パ

ッシブ計測はまだほとんど行われておらず，SiC上の金薄

膜からの熱放射を従来検出器 (HgCdTe，波長約10μm)

で計測した報告が一例あるのみである ．図8に示す

CSIP搭載の顕微鏡により，パッシブ計測の可能性を今後

大いに広げたいと考えている．将来的には，複数の波長を

同時に計測するCSIPが開発され，多色性の顕微鏡計測が

可能になるかもしれない．

フォトンカウンティング可能な検出器がテラヘルツの広

い波長範囲にまたがって複数登場した．特に，CSIPは検

出波長を広範囲に設計することが可能であり，使用方法も

簡単なことから，今後，天文を含め広範囲の応用が大いに

期待される．パッシブ顕微鏡に関しては，物性基礎研究に

適した形態 (極低温試料を観察対象とし，分解能が回折限

界の制約を受ける)がすでに開発されたが，現在，CSIP

を用いて，任意の試料温度で測定可能，かつ回折限界を大

きく超える分解能をもつ顕微鏡の開発が進んでいる．本文

には記さなかったが，CSIPの焦点面アレーの開発，およ

びその応用による汎用パッシブ顕微鏡の開拓も試みられて

いる．

今後，テラヘルツ高感度検出器の応用による計測技術

が，パッシブ顕微鏡を含めて大きく発展することを期待し

たい．

本稿執筆に当たって，電波・赤外線天文学で使用されて

いる高感度検出器について松浦周二氏，土井靖生氏，川田

光伸氏より教示を得た．研究には，Zhenghua An，上田

剛慈，生嶋健司，梶原優介，平川一彦，長井奈緒美，

O.Astafiev，V.Antonov，Jeng-Chun Cheng，佐久間寿

人，吉村育大，朝岡大介その他多くの方々の協力を得た．

今研究は科学技術振興機構 (JST)による戦略的基礎研究

(CREST)の助成を得て行われた．
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