
Ⅴ．放射線等により誘起される光吸収 
 この章では、X, γ線、中性子線、加速イオン、紫外線、真空紫外線照射の結果、誘起される光吸収につい
て紹介する。照射を行う以前から存在する「光吸収帯」については、前章を参照していただきたい。シリカ

ガラスは、他の光学材料では到底耐えられないような環境、例えば強力な紫外線用の光学材料、原子炉や宇

宙環境のような放射線下での半導体絶縁膜や光ファイバーとして使われることが多い。本章では、これまで

に報告のあった、放射線等により誘起される光吸収に関するデータを、整理してまとめてみた。前章と同様、

類似の実験をしていながら、全く異なる結果が報告されていることもあり、その場合は、その理由について、

考察を加えてみた。 
 まず、光吸収帯の形成されるメカニズムから考えてみたい。本来であれば、シリカガラスのバンドギャッ

プ以上のエネルギーで励起されない限り、欠陥が生成されることは考えられない。しかし、シリカガラス中

には欠陥や不純物が含まれているため、これらがバンド内に準位を作り、光吸収帯を形成する。従って、そ

れらの欠陥や不純物は、放射線等誘起欠陥の前駆体となり、新たな光吸収や蛍光の原因となる。さらにレー

ザの発達により、多光子吸収過程が可能となり、バンドギャップより低エネルギーの発振波長であっても、

光誘起欠陥が生成されるようになった。歴史的には、溶融石英の放射線誘起欠陥に関する研究から始まり、

それが時代と共に合成シリカガラスに変わり、構造についての研究が始まる。放射線誘起欠陥の研究は、主

として米国で活発になされており、これは明らかに宇宙開発（NASAの Lunar計画）が背景にある。さらに、
80年代後半より機器分析の発達にともない定量が可能になると、量的議論、例えば欠陥の定量や吸収断面積
（振動子強度）の見積もりがなされるようになった。エキシマレーザリソグラフィ用の光学材料として、シ

リカガラスが注目されるようになると、エキシマレーザ誘起欠陥の研究、耐紫外線性シリカガラスの開発研

究が活発になった。このように、シリカガラスの高純度化と光源の発達に時代のニーズが加わり、常に新し 
 

 
  

い研究テーマが現れてきているといってよい。 
最初のシリカガラスの放射線誘起欠陥の報告は、

Hopwoodらによるものが最初である(1925年)。1952
年には、横田が 2.3eV, 4.1eV, 5.6eV, 5.87eV帯を見い
だし、熱や紫外線でブリーチされることを報告して

いる。1954年になると、Garino-Caninaの 242nm
の吸収帯とその蛍光帯、La bande α(α帯、290nm)、
La bande (β帯 400nm)の発見がある。以後、シリカ
ガラス中の放射線誘起吸収の論文は、急激に増えて

いく。Mitchellと Paigeは 1956年の論文の中で、放
射線誘起光吸収帯に名前を付けたが、この名前は現

在も広く使われているので、この研究から紹介する。 
 彼らは石英(結晶）と溶融石英（非晶質）に中性子、
γ線の照射を行い、誘起された光吸収帯について、

低エネルギー側から順番にAからEまでの記号を付
けている（図 1）。曲線Iは中性子を 4.2×1017n０cm-2

照射したもの、曲線IIは、E帯が見えるまで、曲線I
の試料を 520℃でアニールしたもの、曲線IIIはA帯
が飽和するまでX線を照射したもの、曲線IVはさら
に 7倍照射したものである。A帯(2.3eV)は石英結晶
では 2つに分離しており、A1(2.0eV), A2(2.7eV)と、
この論文中で名付けられている。後にNBOHC及び
その関連欠陥に帰属される。中性子照射をさらに続

けると、このバンドの吸収強度は減少していく。B1
帯(4.1eV)は、X線の大線量照射によって見られ、中
性子照射で急速にブリーチされる。B2帯(5.1eV)は、
逆にX線照射では見られなく、中性子照射で見られ
る。B2には、さらにB2α (5.06eV)、B2β(5.14eV)の
2 種類が存在することが明らかになっている。両者
とも酸素欠乏型欠陥に分類されており、詳しくは固

有吸収の章で紹介している。C帯(5.8eV)は、中性 
図1  

溶融石英中の放射線照射後の光吸収スペクト

ル。放射線誘起吸収曲線Iは中性子を

4.2×1017n０cm
-2 照射したもの、曲線IIは、E

帯が見えるまで、曲線Iの試料を 520℃でアニ

ールしたもの、曲線IIIはA帯が飽和するまでX

線を照射したもの、曲線IVはさらに 7 倍照射

したものである。文献[1]より引用。 



子でもX線でも誘起される。この吸収は、WeeksによってE'センターに帰属されている。D帯(7.2eV)は、C
とE帯に埋没してしまうのでわかりにくいが、熱アニールにより、見えてくる。E帯(7.6eV)は、照射量と共
に飽和することもなく生成する。以後は、上記各吸収帯の帰属に関する研究を、高エネルギー側から順に紹

介したい。 
 
1.各光吸収帯Review 
1.1.  E帯(7.6eV) 
 Stapelbroekらは、Type III (OH量 1000ppm程度）, Type IV（脱水）の合成シリカガラスに、γ線を室温
で 1-2×108rad(Si)照射して、ESRと光吸収測定を行った。この論文にはシリカガラス中の欠陥研究の歴史に
残る、2つの重要な発見があった。一つは、二種類のOHC(Oxygen hole center)が存在することである。詳し
くは、ESRの章で紹介してあるが、Type IIIに見られるシグナルを、Wet OHCと命名している。Type IVに
は、Wet OHCとは異なるOHC(Dry OHC)と、微弱ながらWet OHC とE'センターが見られた。その後、こ
の二つの構造決定が、ESRの超微細構造の解析からなされており、Wet OHCはNBOHC(Non-bridging OHC, 
≡SiO・)、Dry OHCは POR(Peroxy Radical, ≡SiOO・）と構造を反映した名前に改められて、現在広く使
われている。この構造決定までの数年間に出された論文中にのみ、Dry OHC, Wet OHCの名が使われている。
さて、もう一つの重要な情報が図２である。10分の isochronal annealを行い、ESRから得られるシグナル
の強度と 7.6eV吸収の強度の関係である。Total OHCとはWet OHC と Dry OHCの強度の合計であるが、
7.6eV強度の変化とかなりよく一致している。従って、7.6eV帯の原因はOHCの総計（主としてDry OHC）
であり、振動子強度 f=0.65± 50%である。 
 ところが、固有欠陥の章で紹介したとおり、7.6eV帯は放射線を照射しなくても、シリカガラス中に存在す
ることがわかった。シリカガラス中の 7.6eV 帯の吸収断面積(8×10-17cm2)と、ジシランガス分子にも見られ
る、7.6eV 帯の吸収断面積(6×10-17cm2)が、ほぼ同じであることから、シリカガラス中の 7.6eV 帯は、SiSi
結合に帰属された。従って、7.6eV帯の起源は、Total OHCと SiSiの２つがあり、偶然同じ位置に吸収帯を
もつことがわかった。図 3は、照射することなく 7.6eV帯を持つシリカガラスの、真空紫外～紫外域の光吸
収スペクトルである。7.6eVの強い吸収（吸収係数=120cm-1)の他に、約４桁強度の小さい、微弱な吸収が

 

 
図3  

7.6eV帯を有するVAD法で作成した合成シリカ

ガラスのArFエキシマレーザ照射効果。7.6eV

帯の吸収係数は大きいので 4 桁縮小して載せ

てある。5.06eV帯(B2α帯)が減少し、5.8eV帯

（C帯）が生成していくことがわかる。7.6eV

帯(E帯)強度に変化が見られないが、これはC

帯の原因であるE'センタ濃度は 1015cm-3 のオ
ーダーであるのに対し、E帯の原因であるSiSi

結合濃度は1018cm-3 のオーダーであるために、

変化が小さすぎて見えないと考えられる。文

献[3]より引用。 

 
 
 
 
 

図2  

γ線を室温で 2×108rad (Si)照射した

Suprasil W-1 (Type IV; 5-10ppmw OH)の吸

収、欠陥強度のアニールによる変化。 アニ

ール(Isochronal pulse anneal)は表記の各

温度で10分間行った。ESR測定は、77Kで、

また、光吸収測定は室温にて行っている。文

献[2]より引用。 



5.06eVに見られる。これが、先に触れたB2α帯である。細野らは、B2α帯は≡Si-O-Si≡結合中から酸素が抜
け落ちた≡Si---Si≡構造を持つとしており、さらに 7.6eVの起源である通常のSiSiの結合距離を持つ≡SiSi≡
構造とは、熱平衡関係にあるとしている。すなわち、≡Si---Si≡ ⇔≡SiSi≡である。さて、このようなシリ
カガラスに、ArFエキシマレーザを照射すると、B2α帯の強度の減少とＣ帯の生成が、同時に見られた（図

3)。C帯はE'センタに帰属されるので、この実験事実は、 
 ≡Si---Si≡ (5.06eV) → ≡Si・(E'センター）+ + Si≡ + e- ････････････① 
の式で説明できる。 
 放射線誘起の 7.6eV吸収帯は、イオン照射によっても生成するが、観測される現象は複雑になる。図 4は、
Siイオン 160keVを、室温で 6×1016cm2照射したシリカガラス中に見られる真空紫外光吸収である。確かに
7.6eV帯が見られるが、これまで見られた 7.6eV帯（破線）と比較すると半値幅が全く異なり、非常に幅広
であることに気づく。ESR濃度とこれまでに報告のあった SiSi結合、OHCの振動子強度から考えて、この
吸収の主原因は≡SiSi≡結合であり、OHC の影響は高々数%であることがわかった。この幅の広い吸収は、
低エネルギー側にもう一つ吸収があるためであると考えられ、その吸収は固有吸収の章で紹介したトリシラ

ン型の≡SiSiSi≡が有力である。トリシラン中の≡SiSiSi≡構造は 6.7eVに吸収を持つ。また、イオン照射に
より酸素がノックオンを受けた際、≡SiSi≡構造に加え、≡SiSiSi≡構造も生成したと考えられる。 
 ≡SiSiSi≡構造は、シリカガラスの素性によって生成しないこともある。図 5は、Xeイオンをシリカガラ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図5  

VAD 法で作成したノンドープシリカガラス(a)とフッ素を

6.2×1020cm-3ドープしたシリカガラス(b)に400keVのXeイオンを

2; 1×1014cm-2, 3; 5×1025cm-2, 4; 2×1026cm-2照射した後の光吸

収スペクトル。1 は未照射。TRIM の計算によると Xe は 400keV の

場合、表面より135nmの深さを中心として半値幅50nmに分布して

いると考えられる。(a)(b)を比較すると生成した真空紫外域の吸

収帯が、(b)の場合、複数であることがわかる。文献[5]より引用。

図4   

Siイオン160keVを室温で6×1016cm2照射した

シリカガラス中に見られる真空紫外光吸収。

TRIM-85を用いて、イオン注入層の半値幅部分

の厚みは 150nm 程度と見積もれるので、この

値 を 用 い て 吸 収 係 数 (Absorption 

coefficient)に換算している。点線は非照射

試料に見られる 7.6eV 帯である。半値幅が異

なっていることに気づく。この原因として考

えられるのは、低エネルギー側 6.7eV に

Si-Si-Si 結合による吸収帯が存在しているた

めであると考えられる。文献[4]より引用。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



スに照射した結果で、(a)がノンドープシリカガラスの場合、(b)がフッ素ドープシリカガラスの場合である。
ノンドープの場合は、先の図 4と同じ結果、すなわち≡SiSi≡構造(7.6eV)に加え、≡SiSiSi≡構造(6.7eV)が
生成しているのがわかる。これに対して、フッ素ドープシリカガラスでは、7.6eV の生成が抑制されている
こと、6.7eVの生成は全く認められないこと、従って 7.6eV吸収帯の半値幅は、よく知られた 0.5eVとなる
ことがわかった。フッ素をドープすることで、シリカガラスに≡SiSi≡構造や≡SiSiSi≡構造が形成される
のを抑制できるという実験事実は、応用上興味深い。 
 
1.2. D帯(7.2eV吸収）とC帯(5.8eV吸収） 
 D帯に関する研究はほとんどなく、稀にイオン照射試料に見られることが報告されているのみでよくわか

 

っていない。200nmよりも長波長側になると、通常
の分光器で測定が可能となるため、研究も多くなさ

れている。一方、C帯(5.8eV吸収）の帰属に関して
は、石英、シリカガラスのESR測定から詳しく研究
がされている。石英結晶には、ESRの章で紹介した
とおり、E1', E2'センターといったESR中心が存在し、
それぞれ 5.86eV (212nm), 5.40eV (230nm)に光吸収
帯を持ち、振動子強度はそれぞれf~0.14, f~0.2と報
告されている。この結晶のデータを参考にすると、

まずシリカガラスに見られ、Griscomによって命名
された E'γ, E'βセンターは、それぞれ石英結晶中の
E1', E2'センターと一致することがわかった。構造に
ついてはESRの章のモデル図を参照していただき
たい。図 6は、γ線を 1MGy照射したシリカガラス
の光吸収スペクトルで、(a)Suprasil 2(Type III)、
(b)Suprasil W2 (Type IV)、(c)Mitsubishi Diasil(Type 
IV)である。いずれの光吸収スペクトル中にも、5.4eV
帯のピークを見ることはできないが、5.4eV帯を考
慮しなくては波形分離が不可能である。 
 
1.3. B2帯(B2β帯, 5.14eV, B2α帯, 5.06eV) 
 現在でも度々両者は混同されているが、両者が別

の欠陥であることがCohenにより報告されている。
光吸収帯と半値幅は、 B2α帯, 5.06eV, ΔE=0.35eV、
B2β帯, 5.14eV, ΔE=0.48eV、吸収断面積は、それ
ぞれ 2×10-17cm2, 1×10-18cm2である。また 5eV励起
により発光し、そのピークは、それぞれ 4.2eV, 3.1eV
である。発光については、蛍光の章で詳述した。両

者とも非照射試料にも存在するが、B2αは照射によ

っても生成する。非照射の場合については、非照射

試料の光吸収の章に紹介してあるので、そちらを参

照していただきたい。B2α帯は、イオン、中性子照

射によって全てのシリカガラスに生成するが、その

量はガラス構造に依存する。不純物としてフッ素、

OH基を持つ場合は、B2α帯の生成は抑制される。

また、B2α帯は、照射により作られた物であれ、照

射前から存在する物であれ、紫外線(ArF, KrFエキシ
マレーザ）によりブリーチされる。ArFエキシマレ
ーザによる吸収の変化に関する一例を図 3に示した。
照射と共に 5eV帯強度が減少し、逆にE'センターの
吸収帯であるC帯(5.8eV)が増大している。またこの
とき同時に 4.3eV発光の減少も確認されている。従
って、 

図6  

γ線を1MGy照射したシリカガラスの光吸収ス

ペ ク ト ル 。 (a)Suprasil 2(Type III) 、

(b)Suprasil W2 (Type IV)、(c)Mitsubishi 

Diasil(Type IV)である。文献[6]より引用。 



 ≡Si---Si≡ (B2α) → ≡Si・(E'センター） +  +Si≡ + e-   ･････････ ② 
という光解離が考えられた。図 7に照射量と各吸収、発光の強度の関係をまとめた。5.06eVと 4.3eV強度の
減少は、極めて良い一致を示していることがわかる。5.06eV帯強度は照射時間 5分を超えると、あまり強度
減少は見られなくなるのだが、一方、E'センターは増え続けることがわかり、別のE'センター生成過程が加
わっていることは明白である。E'センターの前駆体として最も可能性があるのが、強度変化の見られなかっ
たE帯(7.6eV)で 
 ≡SiSi≡ (E帯) → ≡Si・(E'センター） +  +Si≡ + e－    ･････････ ③ 
の光誘起解離が起きていると考えられる。7.6eV帯の強度変化が見られなかったのは、7.6eV帯強度は 5.06eV
帯強度に比べて、4桁大きいためで、減少量が小さすぎて見えないのである。 
 
1.4. 4.8eV帯 
 MitchellとPaigeの論文の中では見られなかったが、LangeとTurner(1973)は、照射により、Suprasil W(Type 
IV)中に、4.8eV帯が形成されることを報告している。その後も、幾つかの報告がある。4.8eV帯と共に 1.9eV
の発光が見られ、その２つは同じ欠陥によるものだとするSilinらに対して、StathisとKastnerはSuprasil W
にF2エキシマレーザ(7.9eV)を照射して、4.8eV帯強度と 1.9eV発光強度の照射量依存性の挙動が異なることを
見いだし、両者の起源は異なる欠陥であるとしている(図 8)。Griscomらは、Suprasil W1にγ線を照射した
後、isochronal annealを行ない、各種欠陥の強度を比較した（図 9)。4.8eV強度は、200℃のアニールで急激
に強度を落とし、以後温度上昇とともに単調に減少することがわかる。これに対してPOR(Peroxy radiacal)
は、200℃で急に濃度を増してピークを形成した後、温度と共に減少していく傾向にあることがわかった。
他の全ての欠陥、吸収は 4.8eVと同様、温度と共に単調な減少を示しているため、4.8eVの起源を特定できな
いが、この実験結果から、4.8eV吸収の起源がPORである可能性だけは、除外できることがわかった。 
 

 

図7  

ArFエキシマレーザ照射量と吸収、発光の関係。

文献[7]より引用。 

 
 
 
 
 
 
 
 

図8  

Suprasil W([OH]~5ppm)に、F2 エキシマレーザ

(7.9eV)を、12mJ(~8×1015photon/cm2)/pulse

で照射中の4.8eV吸収のその場測定（上図）と、

窒素レーザ(3.7eV)で励起した赤色発光強度の

その場測定（下図）。文献[8]より引用。 



 
 
細野らは、Suprasil Wと Spectrosil(Type III)にγ線を照射した後、KrFレーザを照射して欠陥の選別を行

く説明ができる。酸素ガス分子の光化学は良く知られて

O2 (λ< 242nm) →2O  ･････････････････････････････････････ ④ 

が 4.8eV、半値幅 0.8eVであ

 

 

図9 

γ線を室温で 108rad 照射した Suprasil W1 の

isochronal anneal 曲線。アニールは各温度で

10 分行った。4.8eV 強度は、200℃のアニール

で急激に強度を落とし、以後温度上昇とともに

単調に減少することがわかる。これに対して

POR(Peroxy radiacal)は 200℃で急に濃度を増

してピークを形成した後、温度と共に減少して

いく傾向にあることがわかった。他の全ての欠

陥、吸収は4.8eVと同様、温度と共に単調な減

少をしめしているため、4.8eV の起源を特定で

きないが、この実験結果から、4.8eV 吸収の起

源がPORである可能性だけは、除外できること

がわかる。文献[9]より引用。 

 

った。図 10は光吸収スペクトルで、Suprasil Wにおいて 5eV光照射で、4.8eV帯が完全にブリーチされて
いることがわかる。この時、ESR測定で検出される POR(Peroxy radiacal)が完全にブリーチされているのに
対して、NBOHC(Non bridging oxygen hole centre)はブリーチされていないことから、4.8eV帯は PORに帰
属され、NBOHCとは無関係であるとしている。 
  4.8eV帯は、O3（オゾン）モデルを用いて矛盾な

おり、 
 
 O + O2 → O3  ･････････････････････････････････････････････ ⑤ 
 O3 + hν (λ< 320nm) → O2 (1Δg) + O(1D) ････････････････････ ⑥ 
 O(1D) → O(3P) + 630nm ････････････････････････････････････ ⑦ 
となる。オゾンガス分子の光吸収帯(Hartley帯）を図 11に示した。ピーク位置
 るが、シリカガラス中に見られる 4.8eV帯と半値幅
 
 
 
 
 
 
 
 

が一致する。スートロッド状のシリカガラスを、焼

結させる際の雰囲気を、O2/He=1/10, 3/10, 7/10, 
10/10 と系統的に変化させた試料を用意し、KrF エ
キシマレーザ照射を行ったのが、図 12 である。照
射前のスペクトルは全て同じで、破線で示した。す

 
 
 

 
 
 
 
 

図10  

射した後、KrFエキシマレーザを照射しγ線を照

てSuprasil W(Type IV)と Spectrosil(Type III)

の光吸収スペクトル。Suprasil W において 5eV

光照射で、4.8eV帯が完全にブリーチされている

ことがわかる。この時、ESR 測定で検出される

POR(Peroxy radiacal)が完全にブリーチされて

いるのに対して、NBOHC(Non bridging oxygen 

hole centre)はブリーチされていないことから、

4.8eV帯はNBOHCとは無関係であるとしている。

文献[10]より引用。 

図11  

ス分子の光吸収。Hartly帯と呼オゾンガ

ばれている。文献[11]より引用。 



なわち、照射前には導入された酸素量の影響は、この領域のスペクトル上に現れない。照射をすると、4.8eV

.5. 2.0eV帯 
Paigeの中性子照射の論文にはA帯(2.3eV)が見られるが、この吸収は現在、少なくとも合成シ

 ･･････････････････････････ ⑧ 
ような カニズムは比較的単純で、

純でないことは、図 14 を見れば明白

 

吸収帯が現れ、その強度は酸素分圧が高いほど大きいことがわかる。これらのガラスの真空紫外域の光吸収

を測定した結果は、非照射SiO2中の固有吸収の章中の図 6である。作成時の酸素分圧が高い試料ほど、真空
紫外域の吸収強度も高くなっているが、これはガラス中の溶存酸素分子による、真空紫外域の光吸収

(Schumann-Runge帯の延長）であると考えられる。酸素量 1×1017cm-3の酸素ガス分子スペクトルと、VAD10
とVAD1 の差スペクトルが、ほぼ完全に重なることから、VAD10 とVAD1 中の溶存酸素分子の量は、
1×1017cm-3程度であると考えられる。酸素ガス分子の光化学反応は、更に⑥⑦と続く。すなわち、オゾンは
紫外光により分解を受けてO(1D)となり、基底状態O(3D)へと緩和するとき、赤色発光(630nm)を伴う。従っ
て、シリカガラスでも見られる赤色発光は、ガラス中のオゾンが、紫外光で分解することによる発光である

と考えられる。 
 
1
 Mitchellと
リカガラスでは見られない。この吸収は 2eVまで裾を引いているが、Levyは、1960年に 1.98eV帯(625nm)
を報告している。Kaiserは、各種シリカガラスをファイバー化のために線引きしたところ、放射線照射を行
っていないのに、この吸収帯を見いだしている(1974年）。光通信伝送波長近傍に、線引き誘起の光吸収帯が
生成するというこの報告によって、2.0eV 帯は科学的関心のみでなく、工業的問題点として捉えられるよう
になったといえよう。線引き温度は通常、2000℃程度の高温であり、その状態から強い力がかけられること
により、ファイバー化するわけであり、 
 ≡Si-O-Si≡ → ≡Si-O・ + ・Si≡
の 結合切断がおきていると考えられる。さて、線引き誘起の 2.0eV形成のメ
日比野らは、線引き速度を変化させた 10 種類程度のファイバーを用意し、NBOHC(Non-Bridging Oxygen 
Hole Center)と 2.0eVが、完全に直線関係にあることを示している。（非照射 SiO2中の固有光吸収の図 29を
参照。）また、図 13は、線引き速度と 2eV吸収帯の吸収係数、NBOHC, Peroxy radicalの濃度の関係である。
2eV帯吸収係数とNBOHCの挙動が、よく似ていることがわかる。 
 ところが、放射線誘起欠陥の場合に起きている現象は、必ずしも単

である。この図 14で、SSWは Suprasil W、SSは Suprasil、KGSはソ連製の Type IIIシリカガラスである。
ソ連製でよく見受けられる幾つかのガラスの名称と Type I~IVの分類を表 1にまとめた。DIA, γ、nはそれ
ぞれ、線引き、γ線照射、中性子線照射を示すものである。いずれの場合でも、ピークの位置は確かに 2.0eV
であるが、半値幅が大きくなること、高エネルギー側に裾を引いているなどの違いがわかる。図 15 は、
Suprasil W1にγ線を 2×108rad(Si)照射した試料の、isochronal annealのデータである。この場合、2eV吸
収強度とNBOHC濃度の挙動は、特に 200℃までの領域で大きく異なることがわかる。 
 
 

図12  

ラススートロッドを焼結させるシリカガ

際の雰囲気をO2/He=1/10, 3/10, 7/10, 

10/10(VAD1, VAD3, VAD7, VAD10)と系統

的に変化させた試料を用意し、KrFエキシ

マレーザ照射(13mJ・cm-2・pulse-1, 100Hz, 

3 分)を行った試料の吸収スペクトル。照

射前は破線で、試料間の差は見られない

が、照射後は実線のスペクトルとなり、

酸素分圧が高い状態で作成された試料ほ

ど強い吸収帯が現れる。この4.8eV帯は、

オゾンがガラス中で生成したことによる

と考えられる。照射前の試料でこの領域

内では、酸素分圧の差がスペクトルの差

として現れなかったが、真空紫外域では

明確な差が現れている。非照射SiO2中の固

有吸収の章の図 6 参照。文献[12]より引

用。 

 
 
 



 

 
 
 
 
 

表 1 ソ連製のシリカガラスの名称と Type I~IVの分類。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ロシア語名 アルファベット表記 英語訳 Type
КИ KI 

kvarc infrrakrasnu 
Quartz glass 

infrared 
I 

КВ KV 
kvarc vodorddny 

Quartz glass 
using hydrogen 

II 

КУ KU 
kvarc ultrafiol etovij 

Quartz-glass 
for ultraviolet 

III 

КСГ KSG 
kvarc evoe steklo eazofaznoe 

Quarts glass from
Gas-phase 

III 

КУВИ KUVI 
kvarc ultrafiol etovij infrrakrasnu

Quarts glass 
for uv and ir 

IV 

 

図13  

線引き速度と 2eV 吸収帯の吸収係数、NBOHC, 

Peroxy radical の濃度の関係。文献[13]より

引用。 

図14  

1.5-3.0eV領域の光吸収。SSWは Suprasil W、SSは

Suprasil、KGSはソ連製のType IIIシリカガラスで

ある。DIA, γ、nはそれぞれ、線引き、γ線照射、

中性子線照射を示すものである。いずれの場合で

も、ピークの位置は確かに2.0eVであるが、半値幅

が大きくなること、高エネルギー側に裾を引いてい

るなどの違いがわかる。文献[14]より引用。 

図15 

Suprasil W1にγ線を2×108rad(Si)

照射した試料の、isochronal anneal

のデータ。文献[15]より引用。 



2. 自己捕獲励起子による吸収 
 シリカガラスに高エネルギーフォトンを照射し、エキシトン吸収遷移、あるいはバンド間遷移を引き起こ

すと一対の電子・正孔または励起子が形成される。これらが格子にある程度の時間留まる場合、格子歪みを

引き起こして動けなくなる。このように自らが引き起こした格子歪みによって捕獲された状態を、自己捕獲

とよぶ。励起子が自己捕獲されれば、自己捕獲励起子(Self trapped exciton, STE)になり、また電子と正孔が
互いに独立に存在するならば、正孔が自己捕獲され自己捕獲正孔(Self trapped hole)となる。自己捕獲正孔と
電子が結合すれば、これも自己捕獲励起子と呼ばれる。 
 本書はあくまでシリカガラスについての本であり、結晶である石英についての紹介は極力避けてきたが、

STEについて解説する上で、どうしても石英のデータを参考にしないと、記述が困難になるため、石英の結
果から紹介したい。さて石英に電離放射線、電子線等を照射すると青色発光が 2.8eV付近に観測される。付
近という表現なのは不純物による影響が大きく、報文によってその線形がまちまちであるためである。 
 この青色発光の起源については、谷村らが以下のような実験を行い、明らかにしている。彼らは 2MeVの
電子加速器を用いて、石英試料に電子線を照射して、STEを形成させた。STEは時間とともに発光をともな
い緩和していくが、この間、この試料の光吸収、体積変化、発光をその場測定できる実験系を用いている。

これらは全て指数関数的な緩和を示したので、図 16 ではその時定数の温度依存性を示している。青色発光
の起源が 5.4eV吸収帯であること、体積変化の絶対値が一個の SiO2分子が結晶中で占めるそれとほぼ等しい
ことから、この発光の始状態は格子歪みを持つ構造であることがわかった。 
 Shulgerの提案している、STEの構造モデルと配位座標を図 17に示した。(b)において、S, Tはそれぞれ一
重項、三重項を示している。上向きの矢印は、SiO2格子を歪ませることなく、励起した場合であり、三重項

の極小値(Ro-o~2.25Å)へと緩和する。この値は、図 18(a)でのO(1)とO(4)の距離に相当し、青色発光は、下向
きの矢印に相当する。 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図16 

石英に電子線を一発照射した後、指数関数的に

減衰する過渡的吸収帯、青色発光、体積変化の

時定数。各温度にて測定をしている。文献[16]

より引用。 

図17  

Shulgerの提案している、STEの構造モデルと

配位座標。(b)において、S, Tはそれぞれ一

重項、三重項を示している。上向きの矢印は、

SiO2格子を歪ませることなく、励起した場合

であり、三重項の極小値(Ro-o~2.25Å)へと

緩和する。この値は、図17(a)でのＯ(1)と０

(4)の距離に相当し、青色発光は、下向きの

矢印に相当する。文献[17]より引用。 

 
 
 
 



HayesらはODMR法を用いた解析を行った結果、青色発光の始状態は三重項であることを報告している。
彼らが提案している始状態のモデルを図 18に示した。(a)が通常の石英結晶の構造であるが、(b)では酸素が
抜けて隣の Si-O-Si 間に入り、E'センターと格子間酸素対(E'-Oi)を形成している。Shulger の提案する STE
から、Hayesの提案するE'-Oi対への変化に必要なエネルギーは、比較的小さい。 
 伊東らは、2.8eVでモニタした石英の青色発光の 77Kにおける励起スペクトルの測定を行っている(図 19)。
このスペクトル線形は、非照射のSiO2中の固有吸収の章の図 2, 3で示した、SiO2の固有光吸収と極めて良く
似ている。最初の鋭いピークは励起吸収、次のピークはバンド間遷移に帰属されており、青色発光が励起子

吸収もしくはバンド間遷移による固有吸収であることがわかる。 
 さて、いよいよ本題であるシリカガラスのSTEについての結果について、石英の結果と比較しつつ紹介し
たい。まず、青色発光のピーク位置は、シリカガラスの場合、2.1eVにずれて、さらにこのピークは、時間
の遅れとともに高エネルギー側へとシフトする。そしてその強度は、多成分の指数関数減衰の重ね合わせに

より、時間のべき乗に反比例して減衰する。従って、石英の時に行った指数関数の時定数で規格化すること

が不可能であるので、同じ手法をとることはできない。図 20 は、(a)青色発光強度(2.76eV, 450nm)、
(b)4.97eV(250nm)吸収のその場測定の結果である。teに示した矢印の位置で電子線を照射してSTEを形成さ
せる。発光、吸収ともに類似の減衰曲線を描く。tlの矢印のところでXeClエキシマレーザ光(4.026eV)を照 
 

図20 

 シリカガラスからの、(a)青色発光強度

(2.76eV, 450nm)、(b)4.97eV(250nm)吸収の

その場測定。teに示した矢印の位置で電子線

を照射して、STEを形成させる。tlの矢印のと

ころでXeClエキシマレーザ光(4.026eV)を照

射している。文献[20]より引用。 

 
図18  

青色発光の始状態のモデル図。図 17(a)

から図 18(a)への変化はエネルギー的に

容易である。文献[18]より引用。 

 
 
 
 

 
 
 

 
図19  

石英の青色発光の77Kにおける励起スペ

クトル。2.8eV でモニタしている。文献

[19]より引用。 

 
 
 
 
 

 



射するとその後、極めて弱い発光と吸収しか残っていないこと、発光、吸収の減衰挙動が酷似していること

がわかる。 
 谷村らは、3-5.6eV領域の過渡的光吸収スペクトルの測定を行っている。図 21は、シリカガラスに電子線
を照射した後、1マイクロ秒と 1ミリ秒経過したときの光吸収スペクトルを測定し、差スペクトルとして示
したものである。試料のシリカガラスの物性は、sample 1([OH]<1ppm, [Cl]<1ppm、○でプロット), sample 
2([OH]<1ppm, [Cl]~800ppm、□でプロット), sample 3([OH]~1200ppm, [Cl]<1ppm、△でプロット)である。
不純物の影響を全く受けていないことから、この吸収はシリカガラス固有の吸収であることがわかる。2 つ
の吸収帯 4.20eV, 5.30eVの半値幅はそれぞれ 0.78eV, 1.16eVと見積もれる。また、この吸収スペクトル線形
は、石英のそれと酷似している。石英とシリカガラスを比較した時に、吸収帯はほとんど同一で発光帯が大

きく異なることになる。これは、図 18 の配位座標で、極小点に相当するエネルギーが、格子の構造に依存
するためであると考えればよい。 
 この仮説を確認できる実験が、谷村らによってなされている。図 22はシリカガラスに 1MeV電子パルス
を一発、77Kにて照射した後の(a)470nm蛍光、(b)240nm光吸収の減衰曲線であり、図 23は静水圧下で緻 
 

図21  

過渡的光吸収スペクトル。シリカガラスに電

子線を照射した後、1マイクロ秒と1ミリ秒経

過したときの光吸収スペクトルを測定し、差

スペクトルとして示したものである。試料の

シリカガラスの物性は、sample 1([OH]<1ppm, 

[Cl]<1ppm 、 ○ で プ ロ ッ ト ), sample 

2([OH]<1ppm, [Cl]~800ppm、□でプロット), 

sample 3([OH]~1200ppm, [Cl]<1ppm、△でプ

ロット)である。文献[20]より引用。 

 

図22  

シリカガラスに1MeV電子パルスを一発、77K

にて照射した後の(a)470nm 蛍光、(b)240nm

光吸収の減衰曲線。文献[21]より引用。 

図23 

静水圧下で緻密化したシリカガラスに同様の照

射を行った試料の減衰曲線である。Suprasil 2 

(Type III), Suprasil W2 (Type IV), 

Mitsubishi(Type IV)のγ線照射(106Gy)後の紫外

吸収スペクトル。文献[21]より引用。 

 
 



密化したシリカガラスに同様の照射を行った試料の減衰曲線である。吸収の減衰曲線(b)において、1ミリ秒
以下の領域は、減衰が速く、1ミリ秒以上の領域は、減衰が遅いので、それぞれ以後、F成分、S成分と呼ぶ
ことにする。F成分はSTEに帰属されるが、この減衰特性は、静水圧下での圧縮による高密度化の影響を受
けない。これはSTEが、一つのSiO4四面体に局在化されていることを示す。高圧下のシリカガラスは、SiO4
四面体構造の変化よりもSi-O-Siの結合角の減少がおきていると考えられているからである。一方、S成分は、
STEのみでなくE'-Oi対によると考えられるが、静水圧処理による明確な変化が見られる。従って、E'-Oi対は
一つのSiO4四面体内で起きているのではなく、E'センターと格子間酸素(Oi)は異なる四面体に存在しているこ
とを意味する。 
 図 24は 215nmの吸収帯をKrCl(222nm)で励起したときの 470nm発光強度の関係で、○は Suparasil W1
のシリカガラス、●は緻密化したシリカガラスである。470nm発光の起源は 215nm吸収、すなわちE'セン
ターであることがわかる。 
 
各種最新の光源によって誘起される光吸収について 
 これまでの研究と異なり、以後の研究紹介は、最近の新規な光源により誘起される光吸収についての最新

データの意味合いをこめて書いた。従って、データとして信頼性の高いと思われるものを選んで載せたつも

りである。 
 
3. エキシマレーザ誘起吸収 
 エキシマレーザリソグラフィーのための光学系に利用するため、最も関心があるのが、エキシマレーザ耐

性である。照射後、一定時間を経て測定するという手法から研究はスタートし、その後実際にシリカガラス

を光学系として利用している最中の光透過性のモニタの必要性から、透過率の照射中のその場測定が盛んに

行われた。ここでは、その一部を紹介する。 
 
3.1. ArFエキシマレーザ照射下の結果（日本石英（株）の結果） 
 日本石英の葛生（現、福井大学）らのグループは、合成シリカガラスのArFエキシマレーザ耐性試験を行
っている。図 24は、ショット数と、6.4eVの透過率（ArFエキシマレーザの発振波長）のその場測定の結果
である。用いた試料は Type IIIで、OH量は 1200ppmである。実線は通常の試料にレーザ照射をした時の変
化である。次に試料を He雰囲気中、900℃で 2時間アニールして、同様にレーザ照射したのが破線、H2雰
囲気中、900℃で 2 時間アニールして、レーザ照射した結果が、一点鎖線である。この照射前のアニールも
効果は顕著であり、水素アニールは、シリカガラスのエキシマレーザ耐性を向上させるのに対して、He ア
ニールは全く逆で、耐性を著しく低下させることがわかる。後にコーニンググループは、シリカガラスの

KrFエキシマレーザ耐性試験を行い、水素、もしくは大気での高温アニールの効果を行っているが、同様の
結果が観察されている。これは、後に紹介する。 
 同グループはまた、各種合成シリカガラスを用意し、ArFエキシマレーザ照射による誘起吸収を報告して
いる。全て同社が VAD法で製造したもので、試料の物性を表 2に示した。ガラス化の条件、ガラス化前の
前処理によって、ED-A, ED-H, ED-C, ED-BのようにOH量、Cl量などに物性を変化させている。ArFエキ
シマレーザ 100Hz, 100mJ/cm2照射を行なう前後の光吸収スペクトルを図 25に、その差スペクトルを図 26
に示した。エキシマレーザ耐性が良かったのは、OHもしくはClを高濃度に有するED-AとED-Cであるこ
とがわかる。また、ED-AとED-Hを比較すると、OH基の効果が良くわかる。ED-Bのように、照射する以 
 
 

 

図24  

ショット数とArFエキシマレーザの発振波長で

ある、6.4eVの透過率のその場測定の結果であ

る。用いた試料はType IIIで、OH量は 1200ppm

である。実線が、試料にレーザ照射をした時の

変化である。次に試料をHe雰囲気中、900℃で2

時間アニールして、同様にレーザ照射したのが

破線、H2雰囲気中、900℃で2時間アニールして、

レーザ照射した結果が、一点鎖線である。文献

[22]より引用。  



表2 日本石英のグループが用いたシリカガラス 

         OH content        Cl content  Absorption Intensity (cm-1) 

Type  Sample   (cm-3) (ppm)     (cm-3)  (ppm)     5.0eV     5.8eV 

 A  ED-A  5.5×1018   70   ＜1017  ＜1   

 A  ED-H  2.4×1018   31   ＜1017  ＜1   

 B  ED-C  ＜1017  ＜1   3.1×1019  830   

 C  ED-B  ＜1017  ＜1    ＜1017  ＜1     0.1380     0.0131 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

図25 

各種シリカガラスに ArF エキシマレーザ

100Hz, 100mJ/cm2照射を行なう前後の光吸収ス

ペクトル。ED-A, ED-H, ED-C, ED-Bの諸物性に

ついては、表2参照。文献[23]より引用。 

図26 

図 25の差スペクトル。文献[23]より

引用。 

 
 
 



前に 5.0eV帯を持っている試料（5.0eV帯はエキシマレーザ誘起 E'センターの前駆体）は、照射後、E'セン
ターによる強い 5.8eV吸収帯が形成され、エキシマレーザの透過材料として、好ましくないことがよくわか
る。差スペクトルからも 5eV帯強度の減少と、5.8eV帯強度の増大がよくわかる。 
 
3.2. KrFエキシマレーザ照射下の透過率減少 
a) ドイツグループのデータ 
 ハイデルブルグ大学とヘラウス社は協同で、バルクとファイバーシリカガラスの、KrFエキシマレーザ耐
性のその場測定を行っている。シリカガラスの透過率変化のその場測定は、図 27 のようなセットで行って
いる。L1-L5はレンズ、BLはアパーチャ、MCはモノクロメータ、LAは重水素ランプ、PDはシリコンダ
イオード、PCはパソコン、Mは集光ミラーである。KrFエキシマレーザ光(パルス幅 20ns)は、四角形のア
パーチャ（BL）を通して、クライオスタット内の sample上に、3.5×6.5mmのビームスポットを形成する。
モノクロメータ（MC）で分光した重水素ランプ光は、ミラー（Ｍ）上に集光し、sample を通して再び L5
で集光し、MCで分光している。また sampleは Type IIIのシリカガラス(OH~800ppm)を用いている。 
 図 28はKrFエキシマレーザ、200Hz、23℃で照射したときの 215nm吸収（E'センターの吸収ピーク）の
吸光度変化（底は e)のその場測定の結果である。照射量の増大と共に吸収係数は増大するが、やがて飽和あ
るいは減少に転じることがわかる。5000発照射後、透過率の回復をその場観察したのが右半分で、数十秒の
間に急速に回復し、その後もゆっくりと回復していくのがわかる。照射温度を-180℃～23℃までの各温度で
同様の実験を行ったのが図 29である。0.32J/cm2/pulseで照射していくと、高温であるほど、少量の照射量 
 

 

図27 

ドイツグループの用いた、シリカガラスの透過

率変化のその場測定装置。L1-L5 はレンズ、BL

はアパーチャ、MCはモノクロメータ、LAは重水

素ランプ、PDはシリコンダイオード、PCはパソ

コン、Mは集光ミラー。KrFエキシマレーザ光(パ

ルス幅20ns)は、四角形のアパーチャ（BL）を通

して、クライオスタット内の sample 上に、

3.5×6.5mm のビームスポットを形成する。モノ

クロメータ（MC）で分光した重水素ランプ光は

ミラー（Ｍ）上に集光し、sample を通して再び

L5 で集光し、MC で分光している。また sample

は Type III のシリカガラス(OH~800ppm)を用い

ている。文献[24]より引用。  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

図28  

KrFエキシマレーザ、200Hz、23℃で照射したときの215nm吸収（E'センターの吸
収ピーク）の吸光度変化（底は e)のその場測定。右半分の減衰曲線は 5000 発照

射後、透過率の回復をその場観察したもの。文献[24]より引用。 



で、215nmの吸収増大が、減少に転じていくことがわかる。また、照射を停止した後、高温ほど早く回復し
ていき、-180℃の場合では、215nmの吸収損失は回復は極めて少なく、すなわち吸収として残ってしまうこ
とがわかる。これは、215nm吸収の原因であるE'センターが、照射によって生成していく反応と、照射によ
り同時に生成する水素原子が、E'センターと結合する反応の競争によって、215nm吸収強度の増減が決まっ
てくるためであると考えられる。この研究で用いた Type IIIシリカガラスには、800ppmのOH不純物が存
在しており、≡SiOH → ≡SiO + Hの光誘起解離から、水素原子が発生する。水素原子は、-180℃の低温で
は移動できず、移動が始まるのは、130K 付近以上からであることが知られている。従って水素原子の移動
のある、-100, -50, +23℃のデータと、移動のない、-180℃のデータには、大きな違いがでてくると考えられ
る。 
  
b)コーニング社のデータ 
 Corningのグループでも、各種シリカガラスの透過率のその場測定を行っている。実験のセットは、a)で紹
介したドイツグループの装置とほぼ同じである。試料は、SiCl4を天然ガスと酸素の火炎中で加水分解するこ
とによって製造された、Corning7940([OH]~900-950ppm, [Cl]~50-60ppm, [H2]~3-5×1017/cm3)、SiCl4の酸水
素炎中の火炎加水分解品([OH]~1130ppm, [Cl]~50-60ppm, [H2]~3-5×1017/cm3)、OMCTS(オクタメチルシクロ
テトラシロキサン )の天然ガスと酸素の火炎中での加水分解品 ([OH]~850-900ppm, [Cl]<10ppm, 
[H2]~3-5×1017/cm3)、TEOS(テトラエトキシシラン)を原料にゾルゲル法でドライゲルを作成し、塩素による
脱水工程を経て、焼結無孔化したもの([OH]<1ppm, [Cl]~400ppm, [H2]<<1016/cm3)、を用いている。 
 その場測定の結果は、On-line dataとして表し、また照射後 5分後のデータは、Off-line dataとして、通常
の分光機器で測定している。すなわち、On-lineの場合は、215nmの透過率のみが記録され、Off-line dataの
場合は、光吸収スペクトルが得られる。照射はKrFエキシマレーザで、室温で行い、照射中の温度上昇につ
いては特に考慮していない。図 30 はSiCl4の火炎加水分解を行う際、O2/天然ガス、O2/H2ガスによる違いに

ついて調べたものである。(Intensity)2×pulsesの単位はmJ2/cm4である。照射量7×1011mJ2/cm4以上でOn-line, 
Off-line data共にO2/天然ガス炎の方が、若干レーザ耐性が優れていることがわかる。 
 

 
 

 

図29  

-180℃～23℃までの各温度で KrF

エキシマレーザ照射を行った時

の、吸光度変化のその場測定。右

半分の減衰曲線は10000発照射後、

透過率の回復をその場観察したも

の。エキシマレーザ照射条件は、

0.32J/cm2/pulse, 200Hz。文献[24]

より引用。 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

図30 

O2/天然ガス、O2/H2ガスによって

SiCl4の火炎加水分解を行ない製造

したシリカガラスのKrFエキシマレ

ーザ耐性試験。文献[25]より引用。



 またこの論文では、新規な製法である、OMCTSを原料としたシリカガラスの、エキシマレーザ耐性が、
紹介されている。図 31に示した通り、高照射領域において、SiCl4を原料にした、通常のシリカガラスと比
較して、OMCTSを原料としたシリカガラスでは、最大で 1桁近くも、215nmでの損失が、小さくなってい
るのがわかる。図 32は、後処理による耐性の変化について調べた結果である。Hi-T refireとは 1630℃で 30
分、大気中で処理したもの、Hi-T refire & H2 treatedは 1630℃で 30分、水素雰囲気中で処理したものであ
る。Standard glassとはSiCl4を原料としたガラスである。大気中での熱処理により耐性は悪くなり、水素中
での処理により耐性は良好になることがわかる。酸素過剰火炎で作成した試料では耐性が著しく悪いデータ

がここでは得られているが、一般的ではない。Zygo Mark IVで測定したガラスの緻密化については図 33に
紹介されている。 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

図31 

OMCTS を原料としたシリカガラス

の、エキシマレーザ耐性。文献

[25]より引用。 

図32 

後処理による耐性の変化。Hi-T 

refireとは 1630℃で 30 分、大気中

で処理したもの、Hi-T refire & H2 

treatedは 1630℃で30分、水素雰囲

気中で処理したものである。

Standard glassとはSiCl4を原料と

したガラスである。文献[25]より引

用。 

 
 
 
 
 
 
 
 
図33  

KrF エキシマレーザ照射量とガラス

の緻密化。文献[25]より引用。 

 
 



4. その他の紫外線による誘起吸収 
4.1. アンジュレータ光照射 
 90年代に入ると、様々な新規光源が開発、実用化された。例えばシンクロトロン放射光、またその挿入光
源であるアンジュレータ放射光がある。また、もっと簡単で安価な光源として、エキシマランプと呼ばれる、

準単色の真空紫外光を発生するランプが、（株）ウシオ電機より発売されたが、このバルブの材質は、シリカ

ガラスである。このように、真空紫外光照射下における、シリカガラスの真空紫外吸収についてのデータが、

必要な時代になってきたといえる。 
 真空紫外光照射下での透過率のその場測定、および真空紫外吸収スペクトルに関するデータを紹介する。

光子エネルギー6.4eV, 7.6eV、半値幅~7%のアンジュレータ放射光をそれぞれ発生させ、シリカガラス試料後
方でのフォトマル出力をモニターし、光源強度は電子蓄積リングの電流値でモニターし、6.4eV光照射下で
の6.4eVの透過率の変化、あるいは7.6eV光照射下での7.6eVの透過率の変化について、その場測定を行った。
シリカガラスとして、VAD法で作成し、途中CCl4による脱水工程を含むシリカガラス(VADDRY, OH量
~10ppm)、300ppm程度のOH不純物を持つType III、VADスートロッドを焼結する際、SF6と反応させてフッ

素を2.9×10-20cm-3, 6.2×10-20cm-3導入したもの(FS, FL、共にOH量は赤外吸収法での検出限界以下)を用いた。 
 図 34(a)(b)はそれぞれ、6.4eV, 7.6eV光照射下での、6.4eV, 7.6eV光の透過率の変化のその場測定の結果であ
る。アンジュレータ放射光の光子数は、光学系の白金ミラーの反射率を考慮に入れると、6.4eV, 7.6eV光とも
にほぼ同じで 2×1015cm-2・sec-1・(100mA)-1である。VADDRYの耐性が最も悪く、次いでType III、FSとな
りFLの耐性が最も優れていた。図 34(b)の 7.6eV光照射の結果で、照射前に相当するDose=0の各点が各サン
プルでかなり異なった値であるのは、照射前の各サンプルの 7.6eVにおける透過率が異なることを反映して
いる。このアンジュレータ光照射実験でも、KrFエキシマレーザの結果と同様、OH基の濃度の高いType III
の耐性が脱水した試料よりも優れていることがわかるが、これも先の例と同様、光解離した水素原子が、光

誘起吸収の原因である誘起欠陥を不活性化させるためであると思われる。この研究の一つの興味深い知見は、

フッ素ドープの効果である。Si-F結合は、例えばSiF4ガス分子は 10eV以下に全く光吸収帯を持たないことか
らもわかるように、極めて光に対して安定であり、従って光解離するとは考えにくい。つまりOH基が、光
解離により水素原子を放出して欠陥を不活性化させる反応とは異なることがわかる。フッ素ドープシリカガ

ラスにはRamanスペクトルに見られるD1, D2帯が存在しない。これらは、平面 4員環、3員環構造に帰属さ
れており、Si-O結合は通常の 6員環構造に比べて弱いと考えられる。この弱い環状構造部分は、フッ素ドー
プにより製造工程でフッ素と反応して、消滅していると考えられる。また、6.4eVや 7.6eVはシリカガラスの
バンド間遷移に比べて、低エネルギーである。にも関わらず、吸収が誘起されていくのはどう説明されるの 
 

図34  

(a)アンジュレータ放射光 6.4eV 光照射下での、6.4eV 光の透過率の変化のその場測定。(b)アンジュ

レータ放射光 7.6eV 光照射下での、7.6eV 光の透過率の変化のその場測定。アンジュレータ放射光の

光子数は、光学系の白金ミラーの反射率を考慮に入れると、6.4eV, 7.6eV 光ともにほぼ同じで

2×1015cm-2・sec-1・(100mA)-1である。文献[26]より引用。 

 
 



か。ひとつの可能性は、現存する全てのシリカガラスは高透過率を有するが、それでも真空紫外域には微弱

な吸収が存在しており、弱いアーバックの端と呼ばれていることは、先の章で紹介した。この弱いアーバッ

ク端を形成するのは、微少な欠陥種であり、バンド間に局在準位を形成する。この局在準位への励起であれ

ば 6.4eV, 7.6eV程度の光子エネルギーでも励起可能である。アンジュレータは連続光であり、この局在準位
へ励起状態が緩和する前にもう一度励起が起こることにより、バンド間遷移が起こると考えられる。実際、

重水素ランプの大気中照射、すなわち紫外光照射でもE'センターの生成が報告されている（ESRの章を参照）。
もう一つの可能性は、アンジュレータ光に重なって現れる高調波の影響である。 
 5.2×1018cm-3程度 OH基を有するシリカガラスに、アンジュレータ光を等光子数、照射した後の光吸収の
差スペクトル（照射後-照射前）を図 35に示す。吸収端近傍では、光吸収帯の生成とブリーチが同時に起き
ていることがわかり、そこで起きている現象は単純でないことがわかる。 
 赤外域にも、幾つかの特徴的な変化が、真空紫外光照射によって見られる。シリカガラスには、Si-O非対
称伸縮振動に帰属される 1072cm-1付近の強い吸収（以下ω4ピーク）がある。「付近」というあいまいな表現

になるのは、不純物、例えばOH基や膜中の応力等によって、ω4ピークの位置が変化するためである。真空

紫外光としてアンジュレータを用いて、このメインピークの変化について調べた結果を紹介する。アンジュ

レータは、電子技術総合研究所所有の電子蓄積リングNIJI-2 号を用い、7.6eV, 8.2eV光に関しては、フッ化
物結晶のフィルタでアンジュレータの高調波成分を除去してあるが、12.6eV, 14.1eV, 17.8eV光に関しては、
適当なフィルタがないため、そのままの光を照射してある。高調波の強度は、メイン波長強度の 20%程度で
ある。 
  図 36 は、シリコンドライ熱酸化膜（膜厚 20~30nm)のω4ピークである。ドライ酸化膜であるので、これ

以外の赤外領域には目立った吸収は見られなかった。実線のスペクトルが照射前のω4ピークであり、

1072cm-1にピークを持つ。この酸化膜にアンジュレータより発生した、7.6eV, 8.2eV, 12.6eV, 14.1eV, 17.8eV
光を、光子数 4×1019photons/cm2ずつ照射した結果も同図に示した。7.6eV, 8.2eV照射では、スペクトル形状
にほとんど差が見られないが、12.6eV光照射から低端数側へのシフトが始まり、14.1eV, 17.8eVでは、その
傾向はかなり顕著になる。図 36の挿入図は、真空紫外光がシリカガラス中で、1/eに減衰する侵入深さと光
子エネルギーの関係である。O.Sorokinらのデータの縦軸を侵入深さに換算して引用した(Opt.Spectroscp., 35, 
291(1973))。従って、特に 12.6eV, 14.1eV, 17.8eV光照射の場合、酸化膜厚が 20-30nmであっても、光強度の
減衰は顕著であるため、深さ方向のデータを取る必要がある。 
 

 
 図36 

シリコンドライ熱酸化膜（膜厚 20~30nm)の

ω4ピークの真空紫外光照射による変化。実

線は照射前のω4ピークで、7.6eV, 8.2eV, 

12.6eV, 14.1eV, 17.8eV 光を、光子数

4×1019photons/cm2 ずつ照射した結果も示

した。文献[28]より引用。 

図35  

5.2×1018cm-3程度 OH 基を有するシリカガ

ラスにアンジュレータ光 6.4, 7.6, 10.8, 

14.1eV をそれぞれ照射した後の光吸収の

差スペクトル（照射後-照射前）。文献[27]

より修正して引用。 



 図 37は希釈フッ酸(HF:H2O=1:100)液を用い、23℃でのエッチング速度を示している。エッチング速度は、
試料表面を半分マスクをして照射し、エッチングを行い、段差を触針計で測定することにより、見積もった。

挿入図は、その段差の一例である。横軸はエッチング時間、縦軸は深さのプロファイルで、縦軸ゼロが照射

面になる。光照射最表面のエッチング速度は、非照射試料のエッチング速度と変わらないが、それより深部

での光照射部のエッチング速度は未照射部分の最大 4.5倍速くなっていることがわかった。このエッチング
速度の結果を基に、深さ方向の赤外吸収スペクトルの測定が可能となる。図 38は 14.1eV光照射の結果で、a
が表層部、すなわち光が入射する側表面から 7nmの深さまでのスペクトルであり、fがシリコン/酸化膜界面
近傍、29-33nm領域のスペクトルであることを意味する。表面から 7-30nm領域のスペクトルに 1072cm-1の

ピークに加え、1042cm-1のピークが現れていることに気づく。 
 メインピークの低波数シフトは、イオン注入や中性子照射でも見られ、必ず 1042cm-1で低波数シフトは
終焉し、以後いくらイオン注入しても全く変化しないことが知られている。このシフトは、Si-O-Si結合角の
低下によると考えられ、Central forth modelを仮定した換算式； 

ω=αmo-1(1 - cosθ) + 4/3αmSi-1 
を用いると、1072cm-1から 1042cm-1への変化は結合角 140°から 129°への変化であると見積もれる。通常の
6 員環構造からさらに小さい環状構造への変化が起きているとも考えられる。最も強い光に曝されている表
層部(a)では、1042cm-1ピークの存在は認められないが、表面部分では照射後、外気からの水分の吸着等の理
由で活性な平面 3員環は開環していると考えられる。E'センター濃度の結果も図 38の右に示した。表層部分
には E'センターが検出されず、7-30nm領域に局在化していることがわかる。表層部に E'センターが見られ
ない理由は 2つ考えられる。まず、赤外吸収ピークと同様の理由、すなわちE'センターが外気の水分と反応
して不活性化していることが考えられる。もう一つは、E'センター間の相互作用によるE'センターの不活性
化である。E'センターの生成量は、吸収したエネルギーの 1乗に比例することが確認されている（ESRの章
参照）。従って、表層部分の吸収したエネルギーから逆に表層部の E'センター濃度を逆算すると、50%と見
積もれる。ところが、ESR中心というのは、最低でも 10原子以上離れていないと、相互作用から不活性か
してしまうのである。17.8eV光照射も場合も、類似の結果が得られる。 
 

 

図37 

アンジュレータ光照射したシリコンドライ酸

化膜のエッチング速度。エッチングは、希釈

フッ酸(HF:H2O=1:100)液を用い、23℃で行っ

た。エッチング速度は、試料表面を半分マス

クをして照射し、エッチングを行い、段差を

触針計で測定することにより、見積もった。

挿入図は、その段差の一例である。横軸はエ

ッチング時間、縦軸は深さのプロファイルで、

縦軸ゼロが照射面になる。文献[28]より引用。

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

図38 

14.1eV 光照射したシリコン酸化膜の深

さ方向の赤外吸収スペクトルとE'センタ
ー濃度。文献[28]より引用。 

 



4.2. 重水素ランプ光照射 
  工業技術院では光の国家標準の供給の業務があり、信頼性の高い重水素ランプに単位（ルクス、カンデラ）
を与えて供給する体制を整備している。重水素ランプの安定性や高輝度化の鍵は、窓材すなわちシリカガラ

スの高品質化にかかっている。先のアンジュレータを用いた試験研究で、フッ素ドープシリカガラスの高耐

性が確認されており、このガラスを用いた重水素ランプの作成を行い、放射照度のその場測定を行い、402
時間点灯後にランプを壊して窓の透過率測定を行った。図 39は、258nmでモニターした、各種窓を有する
重水素ランプの相対光強度の変化を、その場測定したものである。Type IIIガラスには製造会社により耐性
に差が見られたので、no.1, 2, 3で示した。Type IIIの中で最も耐性の優れていた no.3よりもさらに FLの方
が、優れた耐性を示すことがわかった。フッ素ドープシリカガラス(FL)を用いた窓をランプに融着させる際、
バーナーの炎がガラスにかかり、高温になったものが FL no.1(Reguler process)、ガラスが高温にならないよ
うに注意して融着したものが FL no.2(Less heat process)である。両者を比較すると、no.2の方が、さらに耐
性が向上していることがわかる。フッ素ドープシリカガラスには高温反応； 
≡Si-F + F-Si≡ → ≡Si-Si≡ + F2が存在することを前章で紹介した。no.1の耐性が、no.2に比べて劣るのは、
高温に曝されることによって生成するSi-Si結合が、光解離によりE'センターに変化し、5.85eVに吸収を与え
るためであると考えられる。 
 図 40(a)は 402時間点灯後に、ランプを壊して窓の透過率測定を行った結果、(b)はランプの放射照度であ
る。212nm(5.85eV)の吸収はE'センター、7.6eV吸収は SiSi結合もしくは PORに帰属されるが、ESRで POR
は確認されなかったので、SiSi結合の生成と考えられる。(b)の放射照度の結果から、真空紫外～紫外全波長
領域(160nm~300nm)においてフッ素ドープシリカガラスの加熱していない窓を有するランプは、高強度であ
ることがわかった。 
 
 

図40  

重水素ランプを402時間点灯後に、ランプを

壊して測定したシリカガラス窓の(a)透過率

測定、(b)ランプの放射照度。文献[29]より

引用。 

図39  

258nm でモニターした、重水素ランプの相対

光強度の変化のその場測定。窓材としてType 

III とフッ素ドープ品を用いて比較した。

Type III ガラスには製造会社により耐性に

差が見られたので、no.1, 2, 3で示した。フ

ッ素ドープシリカガラス(FL)を用いた窓を

ランプに融着させる際、バーナーの炎がガラ

スにかかり、高温になったものが FL 

no.1(Reguler process)、ガラスが高温にな

らないように注意して融着したものが FL 

no.2(Less heat process)である。文献[29]

より引用。 
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