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シリカの構造について紹介する．まず，

簡単に短距離構造秩序について紹介し，

次に中距離構造秩序について説明する．

石英を構成するSiO4四面体の六員環構造

と異なり，非晶質シリカには平面三員環

や四員環のような小さなリング構造から

九員環まで広く分布して存在しているの

が特徴である．小さなリング構造は高温

状態の凍結された状態と考えることがで

きる．この様な状態はイオンビーム等の

高エネルギービームによる熱スパイクモ

デルで説明できる．また、小さなリング

構造は光学バンドギャップを低エネルギ

ー側にシフトさせ，化学的にも活性であ

る。フッ素の添加により，小さなリング

構造を減少させることが可能である． 

The properties of planar three 

membered rings and puckered four 

membered rings of SiO4 tetrahedra were 

introduced. The strained Si-O-Si bands 

in the planar three membered rings have 

an optical absorption locating on the 

band edge. The chemically excited bond 

can be scavenged by fluorine doping, 

because it is chemically reactive. The 

present review introduced that 

unresolved optical responses of 

amorphous silica can be 

comprehensively understood by taking 

the presence of the strained bonds into 

consideration.  
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1. はじめに 

 非晶質シリカ（シリカガラス）は，光

ファイバー，半導体絶縁膜，光学材料，

フォトマスク，シリコン引き上げ用坩堝，

熱酸化炉といったといった半導体，情

報・通信分野から，触媒担持材料，ガス

分離膜など化学分野に至るまで極めて多

岐に渡る研究者にとって馴染みのある材

料である．しかし，非晶質シリカの材料

科学に関しては、必ずしも精通する必要

もなく利用されているものまた事実とい

えよう．そこで，中距離構造に関してこ

れまでの研究を総説としてまとめる前に，

用語・定義に関しての整理から始めたい． 

シリカには，石英（水晶），クリスト

バライト，キータイト，スティショバイ

ト，コーサイト等の多形（polymorphis）

が存在する．しばしば，非晶質シリカを

石英と表現されることがあるが，非晶質

シリカの密度が 2.2g/cm3であるのに対し

て，石英は結晶であり密度が 2.65g/cm3と

全く異なり，中距離構造を見ても非晶質

シリカと石英は全く異なる．従って，非

晶質シリカを石英とか石英ガラスと表現

することは学問的には誤りであるが，石

英ガラスは商標として登録されているこ

とが混乱を招いている原因である．本総

説では，学問的に最も正しい表現である

非晶質シリカを用いることにする．また

市販されている非晶質シリカはBrückner

の 1970 年の論文以来1)，Type IからType 

IVに分類されており，現在も広く使われ

ている．I, IIは溶融石英で強度が強いた

め炉心管や坩堝に利用され，III, IVが合

成非晶質シリカで高純度であるため光学

部材として利用される．ただし，現在の

プロセスは多岐に亘り，この分類のどれ

－1－ 



 

にも属さない手法で工業製品の生産が行

われている．例えば，光ファイバーから

発展した軸付け法(Vapor-phase Axial 

Deposition：VAP)，CDの保護などに利用

さ れ る 液 相 析 出 法 (Liquid Phase 

Deposition：LPD)法，アレイ導波路回析

格子(Arrayed Waveguide Grating：AWG)

に用いられる火炎堆積（Flame Hydrate 

Deposition：FHD）法などである． 

 非晶質シリカは工業的に重要であった

こと，古くより良質の材料が得られてい

ることから他の材料に比べて，詳細に構

造，物性が研究されている．特に物性に

大きな影響を与える欠陥に関する研究は，

米国において宇宙環境材料としてアポロ

計画以来精力的に研究がなされてきた．

本稿では，短距離構造秩序，中距離構造

秩序と分類して解説していきたい．短距

離構造秩序に関しては，紙面の関係で割

愛せざるを得ないが，代表的な構造を表 1

に示した． 

 

表１ 非晶質シリカの短距離構造欠陥 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

まず，なぜ短距離構造欠陥が形成される

かというと，非晶質シリカはゾルゲル法

であっても全て高温での焼成が必要とな

る（唯一例外的な手法は LPD 法のみと言

える）．従って， 

SiO2 ⇔ SiOx + xO 

という高温反応が起こり，酸素欠乏型欠

陥が形成される．シリコン酸化膜の場合

もシリコンと非晶質シリカの中間組成

(SiOx)が特に界面近傍に形成されやすく

なる．また，合成法で得られたものでは

原料のSiCl4の酸化を行っており，プロセ

ス上，酸素過剰になれば酸素過剰型欠陥

が形成される．まず，常磁性中心で最も

有名なのはE'センターで，電子スピン共

鳴(Electron Spin Resonance ;ESR)法に

より検出・定量できる。この他、シリコ

ンと酸化膜の界面に見られるPb0, Pb1セン

ター，Holzenkämpferら2)により発見され

たイオンビームを照射した非晶質シリカ

に見られる名前の付けられていない常磁

性中心(・SiSiO2)は酸素欠乏型に分類でき

る．これに対して，非架橋酸素正孔中心

(Non-Bridging Oxygen Hole Center ：

NBOHC) や ， 過 酸 化 ラ ジ カ ル (Peroxy 

radical：PR)，ガラス中の溶存酸素分子

等が酸素過剰型ESR中心である．溶存酸素

を含む非晶質シリカを紫外光透過材料と

して用いると 4.8eV光吸収帯が形成され，

赤色発光が生じる．これは，オゾン分子

の光吸収および光化学分解による発 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

光と考えられる3)．表の下段にまとめたの

は，ESR不活性な短距離構造秩序で、SiSi、

酸素がショットキー欠陥型に欠如して構

造の緩和していないSi---Si構造，そして

紫外光により青色に発光するSi:構造が

ある。また、酸素過剰型でESR不活性な構

造としては、過酸化架橋酸素（Si-OO-Si，

Peroxy Linkage：POL)も提案されている

－2－ 
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が、この構造の存在に関してはまだ実験

的に確認はされていないために議論が残

っている。このほかに不純物に基づく欠

陥 や 自 己 捕 獲 励 起 子 (Self Trapped 

Exciton：STE)などがある．重要なのは，

いずれもppmオーダーでも物性に大きな

影響を与える点である．紙面の関係で短

距離構造秩序に関しての詳細は他の総説

を参考にしていただきたい4～6)． 

  

2. 非晶質シリカの中距離構造秩序 

短距離構造秩序に対して，中距離構造

秩序は限られたグループにおいて，1970

～1990 年代に研究がなされてきたが，短

距離構造秩序ほどに研究人口が増えなか

ったのは，その物性に及ぼす影響がはっ

きりしなかったこと，実験的検証方法が

ラマン分光など，限定的であったこと，

当時の計算機でのシミュレーションは困

難であったことなどが考えられる．それ

では中距離構造とは如何なるものなのか，

図１を用いて紹介したい． 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

図１ 非晶質シリカの構造 (a) SiO4四面

体,(b) 3 員環,(c) 4 員環,(d) 5 員環. 

 

 

 

 

(a)に示すとおり，シリカの単位格子は

SiO4四面体構造からなり，頂点部分に酸素，

四面体中心にシリコンが位置している．

この四面体が頂点を共有する形でN個つ

ながってリングを形成した場合，これをN

員環とよぶ．例えば，(b)は3員環構造で，

シリコン原子 3 個と酸素原子 3 個がルー

プになった構造である．O-Si-O結合角は

四面体がしっかりした構造であるため，

ほとんど変化しないのに対して，Si-O-Si

結合は四面体同士の結合であるため，か

なり自由度を持って動くことができる．

同様に図１(c)(d)はそれぞれ 4, 6 員環を

示している．石英中では 6 員環しかとら

ないシリカがなぜ，非晶質では小さなリ

ング構造をとりうるのであろうか？それ

は，Galeenerらによる図２のSi-O-Si結合

角（θ）とエネルギーの関係を見ればわ

かるとおり，広範囲に渡ってエネルギー

が最小値をとるためである7～11)．θNGとは

先にNewtonとGibbsにより見積もられた

値12)と整合性を持たせるためにGaleener

が 10°ずらして表記している．θNとはN

個のSiO4四面体で平面N員環を形成した場

合のSi-O-Siの結合角度を示している．平

面4員環や平面5員環の場合θ4やθ5はエ

ネルギー的に不安定となるが，平面構造

を崩してしわを寄せて（puckering）最も

安定な（θ）をとることにより安定化す

る．これに対して 3 員環の場合平面構造

はθ３の位置にあるため，しわを寄せて平

面構造を崩すとより不安定化してしまう

ことがわかる．従 

O 

S 

(a)SiO4四面体 (b) ３員環 

って，3員環構造に関してのみ平面構造を

とることがわかる． 
(d)６員環 (c)４員環 

 

 

 

 

 

 



 

 

図２ Si-O-Siの結合角とその安定性.θ3, 

θ4, θ5はそれぞれ平面 3 員環,平面 4 員環,

平面 5 員環構造をとった場合の結合角を示

している. 

 

 

そして、非晶質シリカ 3500Kから急冷した

と 仮 定 し た 分 子 動 力 学 （ Molecular 

Dynamics:MD）計算を行ったところ，図３

に示すとおり6員環を中心として3～9員

環と広く分布していることが報告されて

いる13)．ただし，これは，計算上高温か

らの急冷が行われているため，三員環、

四員環の割合が実体よりも多くなってい

るという指摘もある14)．そして，急冷に

よりなぜ小さなリング構造が形成される

のか，この点についても後述する． 

 

 

図３ 分子動力学計算により見積もったSiO4

四面体のリングサイズ. 

 

 

3. 変化する中距離構造 

 1960年～1970年ごろ宇宙開発を重要視

されていた米国において，放射線損傷の

研究は重要課題であった．その一環とし

て非晶質シリカの中距離構造の変化が注

目されたのだが，そのきっかけとなった

のは中性子照射ラマン散乱スペクトルが

大きく変化することからである．それま

でにも，長距離構造ともいえる密度の興

味深い変化は知られていた．すなわち照

射量の増大に伴い結晶である石英の場合

密度は減少し，非晶質シリカの場合，増

大し大線量照射領域では両者の密度は同

じになるという報告である15,16)．図４は非

晶質シリカのラマン散乱スペクトルであ

る．435cm-1のピークは非晶質シリカのメ

インピークである．図２に示したSi-O-Si

の結合角の広い分布を幅広なメインピー

クが顕著に示している．注目すべきは

490cm-1付近と609cm-1付近に現れる鋭いピ

ーク強度と位置である．特に顕著なのは，

照射に伴い 608cm-1の強度が増大すること

である．中性子照射により増大したり，

またピーク位置が変化することから放射

線誘起欠陥に由来するピークと考えられ，

それぞれD1  line, D2  lineと命名された17)．

Dとは欠陥(defect)の意味である．また、

照射によりバンドギャップが狭くなるこ

とも知られており，欠陥生成によるもの

と考えられていた． 
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図４ 中性子照射にともない変化する非晶

質シリカのラマン散乱スペクトル.特に平面

三員環に帰属される 604cm-1近傍の鋭いピ

ーク(D2ライン)の強度の増大が顕著である. 

 

放射線誘起欠陥モデルが崩れたのは，若

くして癌で他界するまでにGaleenerらが

情熱的にD1, D2ラインに関して研究を進

めた功績が大きいといえる．図５はラマ

ン散乱スペクトルである．図中の

TF=1500℃のTFとは仮想温度（Fictive 

Temperature）のことで，1500℃に十分長

い時間保持した非晶質シリカを急冷し高

温状態を凍結させたものである．仮想温

度が高い程，D1, D2ラインの強度は大きい

ことがわかる．このことから，D1, D2ライ

ンは放射線誘起欠陥ではないことが明確

になった．構造の帰属に関して 80 年代ま

で諸説があったが21～23)，多くの研究を通

じて，それぞれ 4 員環，平面 3 員環と帰

属されている．また，非晶質であるにも

かかわらずD1, D2ラインの線幅が狭くな

る理由として，まわりを取り囲んでいる

非晶質とは振動モードがカップリングし

ないためと考えられている14)． 

 

 

             

図５ 非晶質シリカの仮想温度(TF)によるラ

マ ン 散 乱 ス ペ ク ト ル の 変 化 .(a) TF = 

1500℃,(b) TF = 1000℃.高温状態の方が,小

さなリングの割合は多いことがわかる. 

 

Vollmayrら24)は、Si-O-Si結合角の温度に

よる違いを計算しており，0Kにおいては，

150°を中心に分布しているのに対して，

3220Kでは 110°付近まで広く分布し始め，

7000Kにおいては中心角度 135°で結合角

80°付近までとりうるようになる．一方、

O-Si-O結合角はほとんど変化していない

ことも確認されている．また，冷却速度

と密度の関係も計算されており，冷却速

度 1015K/secで急冷した場合，密度は

2.36g/cm3と高密度であるのに対して，

1013K/secと徐冷した場合は 2.28g/cm3と

なる．以上まとめると，高温状態もしく

は高温状態を急冷により凍結した場合，

平面 3 員環や 4 員環といった小さなリン

－5－ 



 

グの割合が増大することがわかる．主た

る中距離構造である 6 員環に比べて小さ

なリング構造が高密度であることは，シ

リカの多形より明らかである．すなわち，

六員環で構成される石英の密度が

2.65g/cm3であるのに対して，四員環で構

成されるコーサイトで 2.92g/cm3、四面体

の面を共有しあうスティショバイトにい

たっては 4.3g/cm3となる．図６にRahmani

ら25)の報告した密度とSi-O-Siの関係に

関してのシミュレーションを示した．こ

の結果もVollmayrらの結果を強く裏付け

るものとなっている． 

 

 

図６ 分子動力学計算で見積もった Si-O-Si

結合角と密度の関係. 

 

 リングサイズの劇的変化は，高圧処理

によりもたらされることも知られている
26～28)．図７のラマン散乱スペクトルでは，

大気圧(0.1MPa)から圧力を上昇させてい

く過程で 3.56GPaではD1ラインの強度が

増大し，16.1GPaではD2ラインの強度が増

大して主成分となっていく過程がはっき

りわかる．すなわち，圧力を上昇させて

いく過程において，主構成リングサイズ

は 6 員環から 4 員環，そして 3 員環へと

変化していくことがわかる．リングサイ

ズが高圧をかけることで変化するという

実験結果は，高圧下でリングが開環後，

再結合し小さいリングとなることを意味

する．また，一番下のスペクトルは高圧

処理後大気圧に戻して測定したものであ

るが，高圧処理を行う前のスペクトル（一

番上）とは全く異なった構造であること

がわかる．Lacksら29,30)はこれらの現象を

非 晶 質 ― 非 晶 質 遷 移

(amorphous-amorphous transformation)

と呼んでいる． 

 

 

図７ 高圧下における非晶質シリカのラマン

散乱スペクトル.幅の広いピークはSi-O-Si

角度の分布を反映している.8.04GPaになる

と,四員環構造に帰属される 490cm-1のピー

クの割合が主となり,27.3GPaでは平面三員

環が主となっていくことがわかる.一番下の

スペクトルは 30GPaから大気圧まで戻した

後のスペクトル. 
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図８の太線はMD計算により求められたも

のである．圧力の上昇に伴い体積が単純

に減少していくが，8GPa付近で圧力の急

変が起こる．これは，非晶質シリカが緻

密化したことによる圧力の減少と考えら

れる．先にHemleyの高圧下でのラマンス

ペクトルでもちょうど 8GPa付近で四員環

の割合が増大していることから，六員環

から四員環への非晶質―非晶質遷移によ

るものと考えられる．25GPa付近で再び太

線が跳んで圧力の減少が見られるが，こ

れもHemleyのラマンの結果によると三員

環が増大する圧力と一致している．その

後、図８では減圧を行っているが，大気

圧下に戻しても元の 25cm3/molには戻ら

ない，いわゆる不可逆反応であることが

わかる．図７中の○と□は他のMD計算の

結果であり，それぞれ加圧，減圧である．

また，点線は大きい体積側（低圧側）か

ら石英，コーサイト，スティショバイト

のものである．鉱物学的には古くより

5GPa 以 上 で 可 逆 な 圧 力 転 移 を 示 す

Suprapiezoガラスに転移し，10GPa以上で

永久に圧縮されて石英に近い密度となる

重 シ リ カ ガ ラ ス (condensed silica 

glass)に転移することが知られている．

この鉱物学的知見は，図７や図８のデー

タでも確認できる． 

図８ 非晶質シリカへ加えられた圧力と体積

の関係.太線：分子動力学計算により求めら

れたもの.8GPaと 25GPa付近で圧力の急変

が起こっている.60GPaから減圧を行ってい

るが,大気圧下に戻しても元の 25cm3/molに

は戻らない.○と□：他のMDシミュレーション

の結果で,それぞれ加圧,減圧.点線：大きい

体積側から石英,コーサイト,スティショバイト. 

Kitamuraら31)は，非晶質シリカを高圧

処理した後の，光吸収端の変化を反射ス

ペクトル測定により明らかにしている

（図９）．室温にて 2GPaと 6GPaの圧力を

加え，その後それぞれ 700°Cと 500°Cで 1

分保持した後，降圧して試料を得ている．

圧力処理によりどれだけ緻密化したかは

アルキメデス法で見積もられたものであ

るが，16%緻密化した試料のバンド端は

0.2eV低エネルギー側にシフトしている

ことがわかる． 

 

 

図９ 高圧処理により緻密化させた非晶質

シリカの真空紫外反射スペクトル.緻密化に

よって吸収端が低エネルギー側にシフトして

いる. 
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４．中距離構造と物性 

 それでは以上の実験や計算結果を総合

的に議論してみたい．まず、平面３員環，

４員環は高温状態でその割合が大きくな

ることがいえる．従って，MD計算のよう

に実験的にはありえないような高温状態

（例えばVollmayrらは 7000Kで計算して

いる）で見積もった平面３員環、４員環

の割合は実態よりも多くでてしまう．ま

た，平面３員環，４員環構造は中性子や

イオンビーム照射でも増大する．これは、

中性子やイオンビーム照射とは，イオン

通過時に瞬間的に超高温になり，通過後

に超急冷が行われているためと考えられ

ている．Toulemondeら32～35)は、石英に電

子阻止能 12keV/nmのイオンが通過すると

きの、半径方向の温度の時間変化を計算

している．潜トラックより半径 1nm離れた

場所での温度は，1フェムト秒(fs)で上昇

始め，10fsで 3223Kまで上昇し，1psまで

3000Kを保つ．その後，急激に温度を下げ，

10psでほぼ室温に戻っていることになる．

すなわち，ビーム照射とは 3000Kの高温状

態が 10ps以内で凍結されていることに相

当することがわかる．また，高圧下で通

常の六員環から 8GPaで四員環に変化する

こと，25GPaで三員環に変化するという

Hemleyの結果は，その後のLacksのMD計算

により見事に再現していることがわかる．

平面３員環、４員環の割合が増えること

で光吸収の吸収端が低エネルギー側にシ

フトすることはKitamuraらの結果を裏付

けている．また，LinとChing36,37)はシリカ

の多形に関して，Si-O-Siの結合角と光学

バンドギャップの関係を示している．β-

トリジマイト（光学バンドギャップ 11eV, 

Si-O-Si結合角 180°）からコーサイト（光

学バンドギャップ 8.5eV, Si-O-Si結合角

140°）までがほぼ直線で結ぶことが可能

で結合角の減少に伴い，光学バンドギャ

ップエネルギーが下がることが明確に示

されている． 

以上より平面三員環構造は不安定であ

ると考えられるが，実際にそれを明確に

証明する多くの報告があるので紹介した

い．まず，Brinkerら38～40)は 600℃で焼成

したゾルゲル法で得たドライゲル（この

段階では多孔質と考えられる）を高湿度

の環境下に置き，ラマン散乱スペクトル

に現れるD2バンド（平面三員環）強度が時

間とともに減少していくことを実験的に

示している．空気中の水分子が平面三員

環と反応，開環して通常の六員環になっ

ていると考えられる．一方，D1バンド（四

員環）はほとんど変化しない．これは，

図 2 で説明したとおり，平面四員環はし

わを寄せて構造を安定化させているため

と考えられる．また，高速重イオンが通

過した非晶質シリカはエッチングにより

一つのイオンの通過（潜トラック）に対

して一本の孔（etched track）が形成さ

れることが古くより知られている．緻密

化した潜トラックのエッチング速度が５

倍程度速くなるということは感覚的に矛

盾を感じられるかもしれないが，非晶質

シリカの潜トラックの構造解析により，

早いエッチング速度のメカニズムは最近

明らかになった．図 10は非晶質シリカに

120MeV Iイオンを照射した後，48%フッ酸

で 10sエッチングした後の断面を 45°方

向から観察したSEM像である．イオンの通

過した飛跡（潜トラック）のエッチング

速度が速いために直径 200nmの孔が形成

されていることがわかる．潜トラックは

イオンビーム通過に伴う高温状態（平面

三員環）の凍結された状態であると考え

られ，不安定で反応性の高い潜トラック

はエッチング速度が速いことがわかる
41,42)．潜トラックの形成は熱スパイクモデ

ルで概ね説明できる32～35)． 
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図１０ 120MeV I イオンを照射した非晶質シ

リカを 48%フッ酸でエッチングした後の電子

顕微鏡による断面の 45°方向からの観察.

イオンは表面に垂直方向に非晶質シリカに

入射している.イオンの通過した飛跡を潜トラ

ックと呼ぶが,トラック部分のエッチング速度

が著しく速いことがわかる.化学的に活性な

平面三員環が潜トラック近傍に形成されて

いることによる. 

 

また，フッ素を添加した非晶質シリカ

の吸収端は高エネルギー側にシフトする

ことが明らかになっている43～45)．ドーピ

ングによりバンドギャップエネルギーが

増大するという一見不思議な現象である

が，ラマン散乱スペクトルにおいて，フ

ッ素の添加により平面三員環，四員環構

造がほとんど検出できないくらい僅かな

量になっていることから説明がつく．す

なわち，バンドギャップを狭めている平

面三員環，四員環構造をフッ素添加によ

り開環してバンドギャップエネルギーの

高い六員環構造へと変化したことが，バ

ンドギャップエネルギーの増大という形

で現れたと解釈できる．不安定な平面三

員環，四員環構造をフッ素添加により除

去できたために，耐放射線性や耐紫外線

性も劇的に向上している．F2レーザーリソ

グラフィー用フォトマスクとして有望視

されてきたが，インテルによるF2レーザー

リソグラフィーからの撤退の表明は我々

非晶質シリカの研究者にとっては誠に残

念である． 
表面 

５．おわりに 

非晶質シリカの研究は，古典的には米

国における宇宙開発事業における非晶質

シリカの放射線下での挙動の研究，70 年

代の光ファイバー,80 年代のKrFエキシマ

レーザリソグラフィー用フォトマスク，

レンズ，90 年代のF2レーザリソグラフィ

ーといった明確な工業的目標に牽引され

る形で学問として急速に発展した．一方，

半導体絶縁膜としても，80 年代に酸化膜

の薄膜化とそれに伴う界面構造と電気物

性の関係が問題となり，最近では層間絶

縁膜として低誘電率膜としてポーラスな

非晶質シリカが重要視されている．常に

非晶質シリカは，他の部材では耐えられ

ないような苛酷な環境や条件で候補に挙

げられているため，常に品質向上と高い

精度の構造解析が求められてきたともい

える．非晶質シリカの研究は，技術開発

からの要求に答える形で基礎科学が進歩

していった好例ともいえるのではないか． 

断面 
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