
Ⅳ. 非放射線誘起の光吸収 
 合成シリカガラスは、光学材料として用いられるために、光吸収帯に関する本章は、本書の中で最も重要

な章のひとつであろう。光吸収には、シリカガラスが持つ、技術が進歩してもどうにもならない「固有吸収」、

製造過程で発生する「欠陥や不純物に由来する吸収」、放射線等の高エネルギ光子の照射によって初めて生成

する「照射誘起吸収」がある。本章では前２つについて、Ⅴ章では照射誘起吸収について紹介したい。 
 
1. 本質的な吸収について 
 シリカガラスで通常用いられるのは、紫外線領域（200nm、6.2eV)から可視、近赤外領域を経て、マルチ
フォノン散乱による吸収の始まる領域（4～5ミクロン）までである。図 1は、シリカガラスの高エネルギ範
囲での光学ロスについて示したものである。200nm（6.2eV）以下の短波長領域は真空紫外領域といわれ、
その名の通り、空気、特に酸素の吸収が強く、光学系を真空にして用いないと光が透過しない領域である。

この領域でもシリカガラスは空気さえ存在しなければ良好な透過を示す。約 8eV 以上から急峻な損失増大
（吸収増大）が見られるが、これがエキシトン吸収（Exciton absorption）であり、シリカガラスを透過型
の光学材料として、利用できるのは通常約 8eV未満である。8eV未満の領域のシリカガラスの固有吸収は、
このエキシトン吸収の熱的、あるいは非晶質であることによる広がりによって生じる、後に説明するUrbach
端（edge）と、波長λの 4乗に反比例するレイリー散乱、そして振動吸収によるMultiphonon edgeによっ
て大枠が決まっている。この他、5～7eV領域に見られる原因不明の弱いUrbach edge（図中では defects(?)
と書いてある）による吸収がある。 
 8eV以上の高エネルギ（短波長）側の吸収係数は大きく、試料を薄くする以外に光透過させる方法はない。
薄いシリカガラスの作成方法として、シリカガラスをブローしてフィルムを得る方法、シリコン酸化膜を作

成し、基板のシリコンをエッチングで除去する方法がある。ただし酸化膜は強い応力がかかっているので、

試料作成にはコツがいる。これらの方法で、極薄膜を作成し、さらに高エネルギ側の測定に挑戦した、いく

つかの研究グループがある。以下、高エネルギ側より低エネルギ側の順で、シリカガラスの固有の吸収につ

いて紹介した後、欠陥、不純物に由来する光吸収について紹介したい。 

 
図1 

シリカガラスの光吸収スペクトル。実線がスペクトルの一例である。真空紫外域（＞6eV）は、レイリー散乱

（Scattering（λ－4））とUrbach edgeによって決まる吸収に加え、欠陥や不純物による吸収によって実際の

吸収が決まってくる。特に真空紫外域には、図中Defects(?)で示された未帰属の弱いUrbach edgeが存在して

おり、試料、測定者によって値は大きく異なる。赤外域はレイリー散乱の延長およびMulti Phonon Edgeと欠

陥（主としてNBOHC）と不純物（主としてOH）によって決まる。文献[1]より引用。 



2. 光学バンドギャップ以上の領域 
 図 2は、Weinbergのまとめた 8～14eV領域の吸収スペクトルである。Weinbergのデータ（present work）
はシリコン酸化膜の基板のシリコンをエッチングで除去したものを用いている。Philippのデータは反射スペ
クトルをクラマース、クローニッヒ変換（K-K変換）して、10.45eVのピークに合わせて、＋0.075eVシフト
させたものである。10.45eVの他に 12eVに幅の広い吸収が見られる。10.45eV（118.9nm）吸収は、吸収係
数 1.2～1.4×106cm－1であり、エキシトンによる吸収に帰属される。エキシトンとは、高エネルギ励起によ

りできた、電子－正孔対のことである。この電子－正孔対は一種の励起状態であるので、励起子（エキシト

ン、exciton）と呼ばれる。電子が励起された水素原子に似ていることから類推して、とびとびに並んだいく
つかの吸収線を生じることが予測される。実際にそれらは 8～9eV領域に現れてくるので後ほど触れる。
Sorokinらは、さらに高エネルギ領域の透過測定を行っている。図 3の 1、2、3はそれぞれ 70nm、130nm、
140nmのスパッタ法でNaClもしくはKCl上に堆積したシリカガラスを水中でNaClもしくはKClを溶かすこ
とにより得られた吸収スペクトルである。4はスパッタ膜の反射スペクトル、5はPhilippによって報告され
ている反射スペクトルを参考に載せてある。エキシトンピークも 10.35eV（120nm）と先の結果よりはやや
低エネルギ側に位置し、吸収係数も 1桁近く低くなっている。この他、1でははっきりしないが、2、3では、
12eVの幅の広い吸収が２つのピークに分かれて見える。細かい帰属はまだなされていないが、11.5eV帯はバ
ンド間遷移、すなわち価電子帯トップの酸素の孤立電子対（O2P）からSi3Sへの遷移である。さらに 14eV、
17eVにも吸収が見られ、それぞれさらに高エネルギ側にあるのはそれぞれO2PからSiの反結合性の 3S、O2Pか

らSiの反結合性の 3pに帰属されている。最も高エネルギピークである 19.5eVはプラズモンの励起によるも
のである。このように吸収の強い領域では透過による吸収スペクトルを測定するよりも、後述のエネルギ損

失スペクトル（EELS）の方が試料は作成しやすい。 
 

 

 
 
 
 
 
 

図2 

8～14eV 領域の光吸収。シリカガラスは

シリコン酸化膜のシリコンを除去する

ことで得ており、Philipp のデータはク

ラマース、クローニッヒ変換（K-K変換）

によって反射スペクトルを変換するこ

とで得ている。文献[2]より引用。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図3 

図2よりもさらに広いエネルギ領域での光

吸収スペクトル。1、2、3はそれぞれ70nm、

130nm、140nm のスパッタ法で NaCl もしく

はKCl上に堆積したシリカガラスを水中で

NaCl もしくは KCl を溶かすことにより得

られた吸収スペクトルである。4 はスパッ

タ膜の反射スペクトル、5は Philipp によ

って報告されている反射スペクトルを参

考に載せてある。文献[3]より引用。 



3. 真空紫外域 
 8～9eV領域の吸収スペクトルを図 4に示した。8.7eV、8.55eV、8.45eVに三本の弱い吸収帯が見られるが、
これらはエキシトン（励起子）吸収に帰属される。エキシトンの結合エネルギは 2.2eVであると見積もられ
ており、図 2と 3で見られたエキシトンの吸収ピーク位置（10.45eV）と矛盾しない（8.45＋2.2＝10.65eV）。
これらのエキシトン吸収が、熱的にあるいは非晶質であるが故の広がりが、Urbach端を形成する。それより
低エネルギ側（7.5～8.9eV）領域の吸収の温度依存性に関して、Godmanisらの報告がある（図 5）。温度範
囲 113Kから 768Kにおいて、α＝10～105cm－1の領域はUrbach則に従い、 

α＝α0 exp[(E－E0) σ/kT], σ=σ0[2kT/hω0]tanh[hω0/2kT] 
を極めてよく満たしていることを報告している（E0=8.7eV、α0=105.5cm－1、σ0=0.54、hω0=58meV）。 
 さらに 7eV以下の領域に弱い吸収裾が見られ、弱いアーバック端（Weak Urbach edge）と呼ばれる。原
因についてはまだわからず、また、その強度は微弱であることから報告者、あるいは試料によってかなり大

きく異なる。それより低エネルギ側では、赤外域のフォノンの散乱まで固有吸収は見られない。 
 

 

図5 

7.4～8.8eV領域の光吸収スペクトルの

温度依存性。温度範囲 113Kから 768Kに

おいて、α＝10～105cm－1の領域はUrbach

則に従い、 

α＝α0 exp[(E－E0) σ/kT],  

σ=σ0[2kT/hω0]tanh[hω0/2kT] 

を極めてよく満たしていることがわか

る（E0=8.7eV、α0=105.5cm
－1、σ0=0.54、

hω0=58meV）。文献[5]より引用。 

図4 

シリカガラスを吹いて得た薄膜の 8～9.2eV

領域の光スペクトル。文献[4]より引用。 

 
4. 欠陥、不純物による光吸収 
 次に欠陥、不純物による光吸収を紹介したい。高純度であるはずのシリカガラス中に光吸収帯が存在する

のは、ppm オーダの欠陥でも強い光吸収を与えうる場合があるからである。そこで、ppm オーダの欠陥の
生成過程について考えてみたい。シリカガラスは LPD 法（液相析出法）を除いて高温で製造される。シリ
カガラスの高温状態は、他のほとんどの酸化物ガラスとは異なり、溶融状態を経ずに、 
 SiO2 ⇔ SiO↑＋1/2 O2↑ ･･････････････････････････････ ① 
のように、蒸気圧の高いSiOと酸素分子とに解離する。例えば、1700℃以上の真空炉にシリカガラスを入れ
ると溶融するのではなく揮発が起こり、2000℃で数時間保持すれば、跡形もなく揮発してしまう。したがっ
て、シリカガラスは上式の高温反応の過程が凍結された状態を反映しているので、酸素欠乏欠陥（SiOx、X
＜2）が生成すると考えられる。また、CVD法でシリカガラスを生成する場合、原料のSiCl4の火炎加水分解、 
 SiCl4＋O2＋2H2 ⇒ SiO2＋4HCl ･･･････････････････････ ② 
であるので、酸素の分圧によって、酸素過剰欠陥（SiOx、X＞2）が生成することも考えられる。シリコン



酸化膜の形成は、1000℃で行われるため、①式のような還元反応は考えにくい。しかし、シリコンの酸化反
応であること考えると、 
 Si＋O2 ⇒ SiO2 ･･････････････････････････････････････ ③ 
の中間生成物（サブオキサイド）は当然、存在すると考えられる。 
 次に不純物について考えてみたい。溶融石英（Type Ⅰ、Type Ⅱ）には、Al、Fe、Na等多種類の金属不
純物が含まれており、それらによる吸収は当然存在する。しかし合成法のシリカガラス（Type Ⅲ、Type Ⅳ、
VAD法等）中の金属不純物は、ICP発光分光分析の検出限界以下までに低減されている以上、その光物性へ
の影響は考えにくい。一方、バルクシリカガラスの作成が②式の反応によることを考えるとOH基、H2O、H
基が存在すると考えられるし、実際Type Ⅲには 1000ppm以上にOH基が存在する。また、原料ガスがSiCl4
であること、VAD法では脱水処理のために、例えばCCl4のような塩素化合物を用いること（Reactive 
Atmosphere Processing：RAP）を考えると、塩素不純物も存在すると思われる。さらに、意図的に不純物
を添加することも行われている。例えば、屈折率下降と耐紫外性を持たせるために積極的にフッ素の導入を

行う試みが、光ファイバ、光学用シリカガラス、半導体絶縁膜と、異分野にまたがり、広く試みられてきて

いる。このように積極的に導入された不純物も本章での対象である。一方、放射線など、高エネルギ光子を

照射することで生成される、いわゆる放射線誘起欠陥については、本章では触れず、他章に譲る。 
 それでは、以下に高エネルギ側より順に欠陥および不純物に関する光吸収帯を紹介していく。 
 
4.1 真空紫外域の裾吸収 
(1) 溶存酸素分子とパーオキシリンケージ 
 真空紫外域の特に光学バンドギャップ近傍に現れる吸収は、光学バンドギャップの強い吸収のため明確な

吸収は見られず、吸収の裾が見られる。現在、Si-OH、Si-Cl、酸素分子、酸素過剰欠陥（例えばパーオキシ
リンケージ、POL）の４種類が、この領域に裾吸収を与えると考えられている。 
 まず、酸素過剰欠陥の一形態である酸素分子が、ガラスネットワーク中に存在していた場合、酸素分子と

同様の吸収裾が、真空紫外域に見られる。このようなガラスは、Type Ⅳに、またごく稀にType Ⅲに見られ
る。紫外光により、赤色発光と 4.8eV（266nm）光吸収帯と真空紫外吸収帯を形成するため、紫外透過材料
として好ましくない。また、酸素過剰下で作成したガラスにも、溶存酸素分子は見られる。図 6は、各種合
成シリカガラスの真空紫外光吸収スペクトルである。VAD0、1、3、7、10 はシリカスートをVAD法で作成
し、焼結過程での酸素、ヘリウム混合比をO2/He=0/10、1/10、3/10、7/10、10/10 と系統的に変化させたも
のである。酸素分圧が高いほど、光学バンドギャップ近傍の裾吸収は大きくなっていることがわかる。この

裾吸収が酸素ガス分子によるものである。図７が、酸素ガス分子の光吸収である。(a)、（b）、（c）は自然対
数をベースに 0℃、kの単位はatm－1cm－1である。Schumann-Runge帯とは、（c）に見られるO2分子の回転、

振動に基づく吸収を指すが、シリカガラス中では（b）のSchumann-Runge帯の延長部の強い吸収が見えて
いることになる。VAD10とVAD1の差スペクトルは、1×1017cm－3の酸素ガス分子のスペクトル線形とほぼ

同じになることがわかった。また、水素雰囲気中 600℃でアニールすると、赤外吸収スペクトルで 3630cm－

1の吸収帯が生成し、15時間ほどで飽和した。この吸収帯はSiOHである。高温反応、 
 ≡SiOSi≡+1/2 O2+H2 → ２≡SiOH ････････････････････ ④ 
を仮定して、IRスペクトルから見積もったSiOH量からVAD1、3、7、10の溶存酸素分子濃度を見積もると、
それぞれ 2.2×1017、2.4×1017、2.9×1017、3.2×1017cm－3となった。VAD10とVAD1の光吸収差スペクト
ルから見積もった溶存酸素量 1×1017cm－3と極めてよく一致している。紫外線照射下での光化学反応も酸素

ガス特有のものであり、これに関しては、照射欠陥による吸収の章で紹介する。 
 PLO、PLAはそれぞれ酸素プラズマ、Ar希釈酸素プラズマ法（Type Ⅳ）で作成されたものである。先の
酸素過剰VAD試料の真空紫外吸収では、溶存酸素分子による吸収の裾は 7eVで終焉していたが、PLO、PLA
では 6.5eV以下、紫外域にまで裾を引いている。これらは、加熱水素処理によってブリーチされることから
考えて、酸素分子とは異なる形態の酸素過剰欠陥であると考えられる。ひとつの可能性として、パーオキシ

リンケージが考えられる。類似の物質として過酸化水素ガス分子（H2O2）があり、その吸収スペクトルを図

８に示した。自然対数をベースに室温、ｋの単位はatm－1cm－1である。真空紫外域～紫外域まで単調に続く

裾はH2O2分子が前期解離型であることを意味し、主反応は 
 H2O2 + hν → 2OH ･･･････････････････････････････････ ⑤ 
となる。特徴的なのは、7.6eVに吸収の肩が見られることであるが、PLO、PLAシリカガラスにも 7.6eVに
わずかながら肩が見られる。 
 WET1、2は Type Ⅲであるが、WET2は通常の製品、WET1が先に述べた、極めて稀に見られる溶存酸
素分子を持つ製品である。Type Ⅲには 1000ppmを超える OH基が存在するため、VAD0と比較した場合



吸収端は低エネルギである。 
 溶存酸素分子の存在を示すデータはその他 Pffeferによる ESRによる方法（文献[9]）がある。Pffeferは
シリカガラスに酸素分子を 1、22、500 気圧で押し込み、γ線照射を行い ESR 測定を行った。その結果、
E'センターが PORに変化していくことがわかった。これは、 
 ≡Si･(E'センター) + O2≡SiOO･(POR) ･･･････････････････ ⑥ 
で表され、E'センターから POR への変化はシリカガラス中に捕獲された酸素分子の拡散によって決まるこ
とを意味する。 
 

図6 

各種合成シリカガラスの真空紫外光吸収スペク

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

図8 

過酸化水素（H2O2）分子の光吸収ス

cm2molecute－1、底はe、室温でのデ
トル。VAD0、1、3、7、10はシリカスートを垂直

軸付け法（VAD法）で作成し、焼結過程での酸素、

ヘリウム混合比を O2/He＝0/10、1/10、3/10、

7/10、10/10と系統的に変化させたものである。

WET1、WET2 は日本石英製の直接法シリカガラス

（Type Ⅲ）である。WET1は、いわゆる不良品で

あり、現在ではこのようなものが製造されるこ

とはない。PLO、PLA は三菱マテリアル製のプラ

ズマ法シリカガラス（Type Ⅳ）で、それぞれ酸

素プラズマ、Ar 希釈酸素プラズマで作成された

ものである。文献[6]より引用。 
 
 
 

図7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

酸素ガス分子の光吸収スペクトル。

ｋの単位はatm－1cm－1で、底はe、温度

0℃のデータである。（c）に見られる

振動構造がSchumann-Runge帯と呼ば

れる、酸素分子の回転、振動構造に

基づくシグナルである。このように

きれいな振動構造を得るには、酸素

分圧を上手にコントロールする必要

がある。この振動は真空紫外域の波

長標準としても利用できる。（d）の

σは吸収断面積でcm2molecute－1、底

はe、室温でのデータである。文献[7]

より引用。 
ペクトル。σは吸収断面積で

ータである。文献[8]より引用。 



(2) Si-OH 
 Si-OHとSi-Cl基も明確なピークを持たない、あるいは真空紫外域の光学的バンドギャップ近傍に位置して
おり、はっきりとしたピークは見られないため裾吸収として現れてくる。今井らはSi-OHの吸収断面積σOH

（cm2）は 7.5eV、7.8eVでそれぞれ 1.3×10－20 cm2および 11×10－20 cm2となることを見出した。参考のた

めH2Oガス分子の光吸収スペクトルを図９に示した。ここでσは吸収断面積（cm2）、k（atm－1cm－1）は室

温、自然対数である。H2Oの場合、7.5eV、7.8eVでそれぞれ 6×10－18 cm2および 8×10－18 cm2となり、ガ

ラス中のOHのそれとは 1～2 桁異なること、H2Oに見られる 170nm（7.3eV）吸収帯はシリカガラス中の
SiOHには見られないといった相違点がわかる。 
 
(3) Si-Cl 
 塩素もしくは塩素化合物は、脱水を目的にシリカガラスに故意に導入されることのある物質である。ほと

んどの塩素がシリカガラス中でSi-Cl結合を形成しているので、Si-Cl吸収の結果についてみてみよう。シリ
カスートをVAD法で作成し、塩素、ヘリウム混合比をCl2/He＝1/10、3/10、5/10と系統的に変化させて焼結
させた試料を用意した。塩素濃度をEPMAで見積もるとそれぞれ、4～6×1016 cm―3、8～11×1016 cm―3、

1.3～1.5×1016 cm―3であった。真空紫外域の光吸収測定の結果を図 10に示した。a、b、cがそれぞれ塩素、
ヘリウム混合比がCl2/He＝5/10、3/10、1/10 で焼結させた試料、d、eはHe雰囲気で焼結させたもので、そ
のうちeはCCl4で脱水を行っているもの。fは参考に載せたフッ素ドープシリカガラスである。a、b、c、eを
系統的に眺めると、塩素濃度が高いほど吸収端は低エネルギ側へとシフトしていることがわかる。脱水して

いないdに見られる低エネルギシフトは、残留OHによる吸収のためと思われる。fについては次で詳しく議
論するが、最も高エネルギに吸収端があること、7.6eVに吸収が見られることが特徴である。したがって、
EPMAより見積もった塩素濃度と真空紫外域の吸収から、シリカガラス中のSi-Cl結合の吸収断面積を見積も
ると、例えば 160nm（7.77eV）で 1.14×10－20cm2となる。この値が妥当か否かを考えるために図 11にSiCl4
ガス分子の光吸収スペクトルを示した。この場合、吸収断面積は 160nm（7.77eV）で 2×10－19cm2である。

したがってSiCl4分子のひとつのSi-Cl結合あたりで考えると 1/4 の 5×10－20cm2となるので、シリカガラス

中のSi-Clの値（1.14×10－20cm2）とはかなり近いことがわかる。SiCl4ガス分子には 140nm（8.88eV）に吸
収ピークが見られるが、シリカガラス中ではシリカガラスの強いUrbach端に隠れて、測定できない。 

 
 
 
 

 
図9 

H2Oの光吸収スペクトル。ｋの単位はatm－1cm－1、

底はe、0℃でのデータである。文献[10]より引用。

 
 
 

 

 

 

 

図10 

塩素ドープシリカガラスの真空紫外域光吸収スペ

クトル。a、b、cはVADスートロッド（～200cm2/g）

焼結時の塩素、ヘリウムの混合比Cl2/Heが 5/10、

3/10、1/10。d、eは焼結前にCCl4を用いて 800℃で

スートの脱水を行わないものと行ったもので、共に

焼結はHeのみの雰囲気で行ったものである。したが

って、a～c、eにはOH不純物は赤外吸収測定での検

出限界以下であるのに対し、dには 1.3×1019cm－3の

OH不純物が主としてSiOHの形状で残っている。いず

れも不純物による吸収端のシフトの極めて小さい

例として、フッ素を6.2×1020cm－3ドープしたものの

スペクトルをfに示した。文献[11]より引用。 



 

 

図11 

SiCl4の真空紫外吸収スペクトル。8eV以上の

領域の同スペクトルは伊吹らによって既に

測 定 さ れ て い た が [T.Ibuki et al., 

Chem.Phys.Lett., 136,447(1987)]、8eV以

下の領域に関しては報告がないので、上記

論文で用いた装置と同一の物を用いて伊吹

らが測り直したものである。これにより、

シリカガラス中に見られるSi-Clによる吸

収とSiCl4に見られる吸収の比較が可能とな

った。文献[11]より引用。 

 
 
 

4.2 7.6eV吸収帯 
 のピークは、Weeks、Mitchellらによって、放射線誘起後に初めて現れる欠陥として知られており、酸
素
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こ

過剰型であるパーオキシラジカル（POR、≡SiOO・）とNo
iO・）に帰属されてきた（PORとNBOHCについてはⅢ章で 0
16cm2、半値幅 0.5eVと求められ、帰属に関する研究は終了し
照射を行っていない試料にも、同じ半値幅をもつ 7.6eV帯

upectrosil WF（WFはwater freeの意味）に 7.6eV帯が見られ 、

射線照射には関係なくもうひとつの 7.6eVが存在すること
.6eV吸収の構造は、細野らによって提案されており、すなわ i
合も偶然 7.6eVに吸収を持つことが確認された。本章は、非

iSi≡について述べ、PORについてはⅤ章で述べることにする
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点が
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n-bridging oxygen hole center、NBOHC（≡
詳述）。そして、PORの吸収断面積は 1.3×1
たと思われた。ところが、Kaminowらは放射
が存在することを報告している。図 12 で、
る。すなわち、脱水したシリカガラスには

が明らかになった。非照射シリカガラス中の

ち酸素欠乏欠陥であるシリカガラス中のSiS
放射線誘起光吸収に関する章であるので、≡

。 
2 

rasil 2、Spectrosil A（以上 Type Ⅲ）、

ectrosil WF、Suprasil W2（以上 Type Ⅳ）

空紫外吸収スペクトル。吸収端近傍の吸収

クトル形状が、作成方法により大きく異な

と、それまで放射線誘起欠陥とされていた

eV 帯が未照射試料にも見られること、の２

最初に明らかになった報告である。文献

]より引用。 



 今までに非照射シリカガラス中に 7.6eV吸収帯が存在することが確認されたのは、ハロゲンドープシリカ
ガラス、シリコン酸化膜、水素還元下や真空雰囲気下で作成したシリカガラスである。フッ素ドープは通常、

脱水、屈折率減少、耐紫外線のために行われる。細野らは、塩素で脱水したシリカガラス中に 7.6eV吸収帯
が存在することを確認し、高温水素アニールを行った。その結果、7.6eV吸収帯強度の減少と、ラマン分光
法と赤外吸収スペクトルで測定されるSi-Hに帰属される 2260 cm－1のピークの生成および強度の増大が確

認された（図 13）。この両者の関係は図 14に示す通りで、きれいな直線関係となる。したがってメカニズム
として、 
 ≡SiSi≡+ H2 → 2≡Si-H ･･････････････････････････････ ⑦ 
が提案された。水素の拡散を考えに入れるとこの反応は定量的にも矛盾がないことがわかった。また、吸収

断面積は 4×10－20cm2となった。 
 7.6eV帯を≡SiSi≡結合に帰属させたことにはもうひとつの根拠がある。それは、シラン系ガス分子の吸収
スペクトルに7.6eV帯が見られるという事実である。図15は、伊東らによって測定された（a）ジシラン(Si2H6)、
（b）トリシラン(Si3H8)、（c）ノルマルテトラシラン(n-S に

見られる吸収は、量子化学的考察からSiSi結合のリードベ わ

かった。また、トリシランに見られる 193nm（6.7eV）帯 。

J. Chem. Phys. に発表されているのはここまでであるが、 介

しており（文献[15]）そこにはノルマルテトラシランのデー ））。

そこにははっきりと、6.15eV（202nm）吸収帯が見られ、 ギ

側に吸収ピークが現れる様子がわかる。これはシラン中の 吸

収よりも高エネルギであるためである。（余談だが、類似の よ

る吸収のほうがC-C結合による吸収よりも低エネルギに位
に現れてこない。）シラン系ガスの結果からシラン中のSi-
シリカガラス中のSiSi結合の吸収断面積の値と近い値とな
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i4H10)、のスペクトルである。7.6eV（163nm）
ルグ遷移（Rydberg transition）であることが
はSiSiSi結合のリードベルグ遷移に帰属される
同じ伊東らの研究を小長井は解説記事の中で紹

タも載っているので参考までに載せた（図15（c
シリコン鎖の数が増えるにしたがって低エネル

Si-H結合のエネルギは 10eVでSi-Si結合による
物質でアルキルがあるが、この場合C-H結合に

置するため、C-C結合による吸収はスペクトル上

Si結合による吸収の断面積は 6×10－17cm2となり、

った。 

 

中の挿入図は放射線誘起でない 7.6eV帯を持つ

カガラス（厚さ 0.5mm）を水素中で加熱処理

tm、800℃、1時間）する前（b）、後（a）のRaman

クトル。上図は、赤外線スペクトルで、実線が

処理前、破線が水素処理後の物である。水素処

前から大きな 2260 cm－1吸収が見られるが、こ

Si-Oの非対称伸縮振動（～1100 cm－1）の倍音

るものである。Ramanスペクトルのピーク強度

には意味がないため、ここでは440 cm－1に現れ

子振動によるピーク強度で規格化してある。下

、水素処理前後の差スペクトルを試料厚で割

吸収係数に直したもの。文献[13]より引用。 

4 

紫外吸収スペクトルより見積もった 7.6eV吸

数の減少とSi-Hに帰属される 2260 cm－1の吸

数の増大の関係。図中の温度は水素処理温度

る。文献[13]より引用。 



図15 

シラン系ガスの光吸収スペクトル。（a）Si2H6、

文献[14]、[15]より引用。 
（

 
 

b）Si3H8、（c）SiH4、Si2H6、Si3H8、n-Si4H10 。
 
 
 



 細野らは高温水素処理によって 7.6eV帯強度が減少することを報告したが、これとは全く逆の結果もある
ことを紹介しなければならない。図 16(a)(b)はフッ素ドープシリカガラス（フッ素量 2.8mol％）であるが、
ヘリウム雰囲気、1000℃の加熱処理で 7.6eV帯が現れてくる (a)。水素中、1000℃で処理するとその傾向は
さらに顕著となる (b)。この反応は、He中加熱後、シリカガラスにF2分子に帰属される 4.3eV光吸収帯が見
られ、その吸収係数から見積もったF2濃度と 7.6eV帯の吸収係数から見積もったSi-Si結合の吸収係数が等モ
ルであることから、 
 ≡Si-F + F-Si≡+≡Si-Si≡+ F2（He中） ････････････････ ⑧ 
の高温反応が起きていると思われる。図 17 にF2ガス分子の光吸収スペクトルを載せた。一方、高温での水

素との反応は、 
 ≡Si-F + F-Si≡+H2→≡Si-Si≡+ 2HF（H2中） ･･････････ ⑨ 
で表されると思われる。さて、細野らの結果と異なる理由として考えられるのは、細野らの使用したガラス

では、⑧の高温反応は完全に製造過程で終了しているため、⑦の水素との高温反応のみが見られたのではな

いか。 
 他のハロゲンドープシリカガラスでは、塩素ドープシリカガラスの例が報告されている。先のフッ素ドー

プでは 1000℃で 7時間程度の熱処理から 7.6eV帯の生成が確認されたが、塩素ドープシリカガラスの場合
これを１日熱処理しても変化は見られていない。脱OHシリカガラスを目的に、塩素ドープシリカスートを
真空雰囲気で焼結した場合、同様に 7.6eV帯が確認されている（図 18）。 
 

図16 

フッ素ドープシリカガラスの真空紫外吸収スペクトル（initial）。フッ素はSF6として導入さ

れ、濃度は 6.2×1020cm-3である。この試料はHe雰囲気中 1000℃で、7時間、4日処理した試

料の吸収スペクトルも図中に示した。文献[16]より引用。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

図17 

F2ガス分子の室温における光吸収スペクトル。

17]よ
εの単位はl・mol-1cm-1、底は 10。文献[

り引用。 

 

 



 シリコン熱酸化膜の吸収、反射スペクトルとも測定報告がある。シリコンは 7.6eV付近は光を通さないの
で、SOS（Silicon on Sapphire）を用い、熱酸化によりシリコンをすべてSiO2にして真空紫外吸収測定を行

っている（図 19）。7.6eVと後で述べる 6.7eV帯が見られる。服部らは、通常のシリコン熱酸化膜の反射スペ
クトルを測定し、K-K変換（前述）によって、吸収スペクトルに修正した結果を報告している（図 20）。SOS
酸化膜の吸収スペクトルと熱酸化膜の反射スペクトルのK-K変換したものは、似た傾向を示しているが、
7.6eV強度は全く異なり、前者より後者の方が 1～2桁程度大きい。しかしこれは特に不思議ではないと考え
られる。前者は、酸化膜中のみの情報を反映しているのに対し、後者は酸化膜とSi/SiO2界面の情報を共に反

映しているからである。Si/SiO2界面は急峻ではあるが、酸化途中の組成を含むことがXPS等の結果から、指
摘されているからである。 
 さて、Si-Si結合が存在するとどのような不都合が生じるのであろうか。もちろん、7.6eVの透過率が減少
するのだが問題はそれだけではない。7.6eV帯はまた、7.6eV以上の光子の照射により E'センターへと変化
する。この光解離は、多光子過程での励起での可能で、例えばArFエキシマレーザでも可能であると言われ
ている。これは 
 ≡SiSi →≡Si･(E'センター) ++Si≡+e- ･･･････････････････ ⑩ 
で表される。細野らは Si-Si結合（彼らはこれを ODCⅠ(Oxygen deficient center)と呼んでいる）と ODC
Ⅱと呼ばれる酸素欠乏型欠陥が、熱平衡にあるとしている。ODCⅡとは Si-O-Siという通常の結合から酸素
がショットキー欠陥型に抜け落ちた≡Si---Si≡構造を持ち、5.06eV吸収帯を表すものである。すなわち、 
 ≡Si-Si≡（ODCⅠ）⇔≡Si---Si≡（ODCⅡ）･･････････････ ⑪ 
である

因とな

 

 
 

 

。5eVの吸収帯は、例えばKrFエキシマレーザの発振波長と完全に一致してしまうので、7.6eVの原
る SiSiは、是非避けねばならない欠陥である。 

図18 

塩素雰囲気処理したシリカガラスの光吸収スペク

トル。VADのスートロット（粒子径～0.2μm、表面

積～10m2/g、密度～0.35g/cm3、）を塩素雰囲気で

1300℃で4時間処理した後、真空雰囲気1500℃で4

時間かけて焼結させた。真空焼結過程でシリカガラ

ス中の成分が真空中へと揮発していると考えられ

るので、径方向に10mm間隔でスペクトル測定を行っ

ている。1 が最も外側、5 は最も中央部分である。

実際、揮発が最も起こりやすいと考えられる外側の

CLS-1 試料で最も強い強度の 7.6eV帯が見られ、ロ

ッド中央へと進むにつれて（CLS-1 → CLS-2 → 

CLS-3 → CLS-4 → CLS-5）、7.6eV強度は減少して

いくことがわかった。文献[18]より引用。 
 

。シリコ
図19 

シリコン熱酸化膜の真空紫外吸収スペクトル
ンの厚さ 0.6μm、（100）面を持つSOS（Sapphire on 

silicon）基板を用い、高温酸素で酸化することによ
りシリコンを完全にSiO2化させた。1100℃で93.5時間

酸化したもの（b）、シリコンを0.2μmまでエッチング

した後、1000℃で 142.7 時間酸化したもの（a）であ

る。（b）は表面が少し白濁してしまった。（c）は（b）

の試料を水素雰囲気中 450℃で 30 分処理したもの、

（d）は（b）の試料を水素雰囲気中800℃で30分処理

し .7eV

帯 リー

チ 水素

処 また

吸

が

たものである。450℃の処理では、7.6eV帯、6

強度に変化は見られず、吸収端近傍の吸収がブ

されていることがわかる。これに対し、800℃

理を行うと7.6eV帯、6.7eV帯は完全に消失し、
収端近傍の吸収もさらにブリーチされていること

わかる。文献[19]より引用。 



 

 

図20 

シリコン基板を 1050℃で酸化し、6.2nm

の極薄膜を得た。その後反射スペクトル

を測定し、クラマース、クローニッヒ変

換（K-K 変換）により吸収スペクトルに

したもの。反射スペクトルでも 7.6eV、

6.7eV 帯および吸収端近傍の吸収が見ら

れる。ただ、図 19 に見られる吸収強度

よりも2桁強度が異なるがこれは界面に

サブオキサイドが集中しているためで

あると考えられる。すなわち、図 20 で

は界面の情報を含むのに対し、図 19 の

試料には界面は存在しない。文献[20]よ

り引用。 

 
 
4.3 6.7eV吸収帯 
 通常の作成方法によって得られたバルクのシリカガラスでは、この吸収が見られたことはない。新規な脱

水方法を狙って真空下で作成を行った場合に見られた（図 21）。一方、シリコンの熱酸化膜中およびシリコ
ン－酸化膜界面には、通常の工業プロセスの酸化条件で作成した試料でも、6.7eV吸収帯が見られる（図 19、
図 20）。トリシラン（Si3H8）の吸収スペクトルが測定されており、6.7eV、7.6eVに吸収ピークを持つ。こ
のうち、6.7eV吸収は≡SiSiSi≡構造中のSi-Siのリードベルグ遷移に帰属されている。したがって、シリカ
ガラス中の 6.7eV帯もシリカガラス中の≡SiSiSi≡構造であると考えられる。参考までに、ジシランガスは
7.6eVに、テトラシランガスは 7.6eV、6.7eV、5eVに吸収を持つ。 
 
4.4 少なくとも三つの 5eV吸収帯 
 5eV吸収帯についての研究例は非常に多く、かなりよく理解されている。それは、実用上この領域は極め
て重要であるためである。それと同時に、過去の研究データが極めて誤解されて理解されていることも多い。

その原因は、5eV付近に少なくとも３つの全く異なる欠陥に由来する吸収が現れるためである。まず、この
吸収帯は古くより溶融石英に見られ。合成シリカガラスには見られなかった、あるいは極めて吸収強度が小

さいため問題とされなかった。溶融石英中の 5eV帯強度は大きく、また青色発光を伴うので、簡便な合成物
と溶融物の判別法として用いられてきた。 
 最近は、合成シリカガラスを紫外線レーザ照射下等、より過酷な条件で使うニーズが出てきたため、耐性

を持たせる目的で、例えばハロゲンドープの合成シリカガラスが製造されるようになった。それに伴い、前 
章で紹介したように、7.6eV吸収帯が生成し、それと熱平衡にある≡Si---Si≡（ODCⅡ）も同時に発生する
ことがわかった。このODCⅡの吸収ピークの位置は正確に 5.06eVであり、次に紹介する 5.14eV吸収とは
全く異なる。 
 5.14eV吸収は、VADスートロッドを水素還元下で焼結させるようなかなり特殊な製造方法をとった時に見
られる。図 23に両者の光吸収スペクトルを示した。5.06eV（246nm）、5.14eV（242nm）の判別の仕方は
いくつかある。まず、エネルギが極めて近接しているとはいえ、両者は 4nm異なるので分光器の分解能を
4nm以上にすれば十分識別可能である。混同を避けるため、東門らは前者をB2α、後者をB2βと呼んでいる。

B2α、B2βの半値幅はそれぞれ 0.35eV、0.48eVである。したがって、吸収ピーク位置と半値幅からB2α、

B2βの判別は可能である。 
 さらに、もっとはっきりと識別できる方法がある。蛍光スペクトルを測定したとき、紫外発光（4.2eV）
が見られればB2α、青色発光（3.1eV）が見られればB2βである（図 22）。構造についてであるが、B2αと

しては前述どおり≡Si---Si≡に帰属するのが国際的にも広く認められているが、構造を決める実験データは
まったくない。しかし、特に現在までに実験データに矛盾は出ていないし、これに代わるもっと良いモデル

も今のところない。B2βについては、SiO分子との電子構造（ns2）と光物性の共通性から考えて、Siの孤立
電子対（Si lone pair center）に帰属される。吸収断面積はそれぞれ 2×10－17cm2、1×10－18cm2と求められ

ている。 



 さらに第３の 5eV帯もある。図 23 は真空中でシリカガラスのスートロッドを焼結したもので、酸素が著
しく欠損していると考えられる。このガラス中にも 5eV吸収が見られるが、これは今までの 5eV帯と大きく
異なるのは、半値幅が 1.2eVと極めて大きいことである。この大きな半値幅は、B2α帯、B2β帯がたとえ重

なり合ってもこのようには幅広にはならないので、説明がつかない。同様の欠陥によると思われる吸収がSiO
やSiの反射スペクトルに見られる（図 24）。シリコンクラスターがガラス中に見られていると考えられる。 
 ところで、溶融石英中には 5.17eV吸収帯が存在することが古くより報告されている。図 25左はOHを含
む Type Ⅰ、右はOH不純物の少ない Type Ⅱで、共に半値幅が 0.43eVである 5.17eV吸収帯が見られる。
真空雰囲気 1050℃でアニールをするとこの吸収帯の挙動は Type Ⅰと Type Ⅱで異なっており、OH基の多
い Type Ⅰでは 85時間のアニールでこの吸収帯は完全に消失するのに対し、OH基の少ない Type Ⅱでは、
562時間アニールしてもまだ 5.17eV吸収帯は残っている。5.17eV帯が現在のOH基の熱拡散により 5.17eV
帯が、5.14eVの Siの孤立電子対（Si lone pair center）と同じものであるかどうかはわからない。 
 また、微量のGe不純物が含まれている時でも、5.14eV吸収は現れる。特にVAD炉が、Geドープシリカガ
ラス系光ファイバートロッド作成に用いられたことがある場合、Geの不純物の混入の可能性はあるだろう。
Geの有無を調べるひとつの手法に、ESR（Electron Spin Resonance；電子スピン共鳴吸収法）がある。試
料にγ線を照射して、Ge Electron Centerが見られれば、Geの不純物が混入していることになる。検出限界
は、1014/cm3であるので、あまり知られていないがGeの微量分析の一手法といってもよい。X線を用いても
よいが、X線のシリカガラスへの浸入深さは、高々ミクロンであるので、検出限界濃度はγ線の場合に比べ
てかなり劣る。KrF、ArFエキシマレーザを用いてもよい。Ge不純物によるこの吸収は、Geの孤立電子対に
よるものでGe electron center（GEC）と呼ばれている。 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図22 

（a）日本酸素製真空溶融石英の光吸収スペク

トル（左）と蛍光スペクトル（右）。（b）VAD

スートロッドを、H2/He＝1/20の雰囲気中で焼

結して得たシリカガラスの光吸収スペクトル

（左）と蛍光スペクトル（右）。（a）の吸収帯

のピークは 5.06eVであるのに対し、（b）では

5.17eVであることがわかる。また（a）（b）そ

れぞれ、5.06eV、5.17eVで励起した時の蛍光

スペクトルは両者で大きく異なることがわか

る。1cm角の4面研磨試料を使用。文献[22]よ

り引用。 

 
 
 
 

 
図21 

真空焼結シリカガラスの光吸収スペ

クトル。シリカスートを He 雰囲気中

1380℃で仮焼結し多孔質シリカを得、

それを 1500℃で 40 分、真空雰囲気で

焼結させた。このロッドの外側から順

に a、b、c、d とした。ｄが中心部分

である。文献[21]より引用。 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

図23 

真空焼結シリカガラスの光吸収スペクト

ル。シリカスートをHe雰囲気中1330℃で

仮焼結し多孔質シリカを得、それを

1500℃で40分、真空雰囲気で焼結させた。

このロッドの外側から順にa、b、c、dと

した。ｄが中心部分である。文献[21]よ

り引用。 

 
 図24 

真空紫外反射スペクトル。見やすくするた

め、縦軸を 5％ずつずらしてある。文献[23]

より引用。 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

図25 

Vitreosil O.G.(Type Ⅱ、左図)

と Vitreosil I.R.(Type Ⅰ、右

図)の光吸収スペクトル。両者の

主たる違いはOH基の量であり、

Vitreosil O.G.は 0.04wt％、

Vitreosil I.R.は脱水されてい

る。真空中 1050℃でアニールす

ると 240nm 吸収帯の挙動は両者

で異なっている。文献[24]より

引用。 

 



4.5 3.8eV（325nm）吸収帯 
 プラズマ法で作成されたシリカガラス(Type Ⅳ)、塩素雰囲気下で作成されたシリカガラスに見られ、共に
ピーク位置 3.8eV 半値幅 0.69eV であることから同一の欠陥であると思われる。西川らは、Type Ⅳシリカ
ガラスを用い、3.8eV に見られる吸収の強度が加熱水素処理により減少する一方、OH 基が生成することを
報告している（図 26）。3.8eV帯をパーオキシリンケージと仮定して、 
 ≡Si-OO-Si≡+H2 → 2≡SiOH ･････････････････････････ ⑫ 
の高温水素反応を提案している。しかし、3.8eV帯の減少とOH基の生成は時間の 1/2乗則であることから拡
散律速反応であることがわかる。したがって、両者の挙動が同一であることは、同一反応中での前駆帯、生

成物の関係であることの証拠にはならない。つまり、3.8eV帯とSiOHが無関係でも拡散律速であればこのよ
うな関係が得られる。Type ⅣシリカガラスにはH2O2分子と類似の、7.6eVに肩を持つ真空紫外～紫外域に
かけて広く裾を引く独特の吸収が見られている（図 6）。加熱水素中でこちらもブリーチされていくことから、
むしろこちらがPOLと考えられる。 
 3.8eV吸収帯の原因として塩素分子モデルが提案されている。塩素ガス分子の吸収スペクトルを図 27に示
す。3.8eVに吸収帯を持ち、その半値幅は 0.69eVであり、Type Ⅳガラスに見られた線形と同じである。Type 
Ⅳには多くの不純物が含まれていることが知られている。例えば図 6で紹介したPLO、PLAサンプルの塩素
濃度をEPMA分析で見積もると、それぞれ 1.8×1018cm－3、3×1017cm－3であった。また、西川らの試料で

は 7×1017cm－3 ～2×1020cm－3もの塩素不純物が存在している。ほとんどの塩素はSi-Cl結合を形成してシリ
カガラスネットワークに存在しているが、一部塩素分子として存在していると考えられる。そこで、図 10
で用いたものと同一の試料、すなわちVAD法でスートを焼結させる時の塩素濃度を系統的に変化させた一連
の試料を用いて、紫外域の吸収スペクトルを測定した結果を図 28 に示した。塩素濃度が増大するにつれ、
3.8eV強度が増大すること、ピーク位置（3.8eV）、半値幅（0.69eV）共に塩素ガス分子に見られるそれと同
じであることから、3.8eV帯はシリカガラスネッワークに捕獲された塩素分子であると考えられる。 
 

 

 

 
 
 
 

 図26 

Type Ⅳシリカガラス（信越化学製）を

加熱水素中で処理した時の3.8eV光吸収

帯吸収強度と OH 基量。この反応は両者

とも水素分子の拡散律速反応であり、

3.8eV 帯と OH の関係を示すものではな

い。文献[25]より引用。 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 図27 

塩素ガス分子の室温での光吸収。3.77eV

（330nm）で半値幅は0.69eVである。εは

l・mol-1cm-1、底は 10、吸収断面積は 1×

10―19 cm2となる。吸収のピーク位置、半

値幅ともにType Ⅳシリカガラスに見ら

れる3.8eV吸収帯と一致する。この波長で

励起するとCl原子が生成する。この他微

弱な吸収帯が 5.188eV（568nm）に存在す

る。文献[26]より引用。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

図28 

塩素過剰シリカガラスの光吸収スペ

クトル。CL1、CL3、CL5はそれぞれCl2、

He混合比 1：10、3：10、5：10 で焼

結したもの。VaddryはCCl4で脱水した

もの。Vadwetは特に脱水処理しなか

ったもの。文献[11]より引用。 

 
 
4.6 2.0eV 
 シリカガラス単成分光ファイバを線引きした時に見られる吸収である。同一試料について、ESRの測定を
行うと、Non Bridging Oxygen Hole Center（NBOHC）が見られ、吸収強度とNBOHC濃度は完全に比例
関係にあることから、この吸収はNBOHCに帰属されている（図 29）。ESRで見積もられるNBOHC濃度か
ら 2.0eV帯の振動子強度はf＝3×10－4と見積もられている。この吸収は放射線誘起によっても現れ、帰属も

線引き誘起欠陥ほど単純でなくなるので、誘起吸収のⅤ章で再び触れたい。 
  
 

 
 
 
 
 
 
 

 

図29 

Type Ⅳシリカガラス（直径15mmΦ）

を速度 0.25～1.0m/s、湿度 2250～

2350Kで線引きした時に見られる

2.0eV吸収帯強度とESRで見積もら

れるNBOHC（Non-Bridging Oxygen 

Hole Center）濃度の関係。振動子

強度は～4.2×10－4と求まる。放射

線誘起のNBOHCと光吸収の関係は周

囲の化学結合の違いからこのよう

に単純ではない。文献[27]より引

用。 

 



 
5. 二光子吸収係数 
 エキシマレーザをはじめとするレーザを光源として用いた場合、エネルギ密度が大きいため二光子吸収過

程、あるいはそれ以上の多光子吸収過程を考えなければならない。一光子および二光子吸収が同時に生じる

場合の光の減衰はdl/dx＝αI－βI2 

で表される。α、βはそれぞれ一光子、二光子吸収係数である。二光子吸収係数について図 30を紹介する。
図中の実線はKeldyshの式によって理論的に導かれたβの値、破線は二光子のエネルギにおける一光子吸収
係数、○は実測値である。理論値があるエネルギで急峻に増大しているのに対し、実測値の増大は穏やかで

ある。これはアモルファス物質の状態密度はバンド端近傍で裾を引いていることによる。また、光の角振動

数ωにおけるβは角振動数 2ωにおけるαに比例することから、バンド端の状態密度の寄与は二光子吸収と
一光子吸収とで等しいことが示唆される。さて、この図の結果から紫外領域のレーザの二光子の見積もりが

可能となる。例えば、ArFエキシマレーザ（6.4eV）のβ値（～8×10－10cmW－1）は、KrFエキシマレーザ
（5.0eV）のβ値（～8×10－11cmW－1）より約 1桁大きいことなどがわかる。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

図30 

二光子吸収係数βの光子エネルギ

依存性。（○：実験値、実線：理論

値、点線：二光子のエネルギにおけ

る一光子吸収係数α（2ω）。文献

[28]より引用。 
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