
Ⅵ．ラマン、赤外吸収スペクトル 
 
1.ラマンスペクトル 
 ラマンスペクトルは、色々な測定方法が可能である。Galeener の実験（文献[1]）を一例として図 1 に示
した。 市販のラマンスペクトル装置の励起レーザは、通常Arイオン(Ar+)レーザで、514.5nm, 488nmの代
表的発振線の他に、弱いながらも幾つかの波長を発振できるので便利である。原理的には励起光源は何でも

良いのだが、i)ラマン線の強度 Iは、 
I∝(ν0-ν)4 [1 - exp(-hν/kT)] -1 E2/ν ･･････････････････････････ ① 
で与えられるため、短波長の方が有利であること、ii)しかしながら短波長光を試料に照射すると、欠陥等が
誘起されて測定中物性が変化してしまう可能性があること、iii)ラマン散乱効率は極めて低いのでレーザを使
わないと観測が困難なことを考慮しなくてはならないことを考慮すると Ar+レーザの利用が最も便利である
ということになる。なお①式で、ν0 は入射光の振動数、νはストークス側のラマンシフト、[ ]内は
Bose-Einstein因子、Eは電場強度である。 
 しかしながら、励起に用いたレーザ光の波長領域に光吸収帯が存在する場合、あるいはレーザ光の二光子

（多光子）励起により達する光子エネルギー域に吸収帯が存在する場合、いろいろな問題点が生ずる場合が

ある。例を紹介しよう。 
 図 2はGe10%ドープシリカガラスを 100℃、1気圧の水素雰囲気中に 2週間置いた後、測定したラマンス
ペクトルである。励起はAr+レーザの 488nmを用いている。1060cm-1のピークはラマン散乱であるが、高波
数領域の幅広のピークはラマン散乱でなく蛍光であり、実際赤色に発光しているのが肉眼でも鮮明に確認で

きた。点線のスペクトルは水素処理をしていない、通常のGe10%ドープシリカガラスファイバのラマンスペ
クトルで、水素処理をしたファイバのような赤色発光は見られない。これは、低温水素処理により 448nm領
域に光吸収帯が形成されたためと考えられる。このような問題が発生するときは、ラマン散乱効率は極めて

悪いが、長波長レーザを用いることで、蛍光の重ならないラマンスペクトルをとることができる。また、ラ

マン散乱か蛍光かを識別するには、レーザの波長を変えて測定を行い、同じ波数にシグナルが観測されたな

らば、ラマン散乱、そうでなければ蛍光である。 
 もう一例は、ステップインデックス(SI)型 Ge10%ドープシリカガラスファイバーの導波路部に 488nm の
Ar+レーザを入射することによって、ファイバが回折格子化してしまう現象である。強力な 488nm光(2.55eV)
の二光子過程は 2.55eV×2=5.09eVの励起エネルギーに相当するが、Geドープシリカガラスには 5.04eVに強
い吸収帯が存在していることが多い。従って 488nmのAr+レーザがこの吸収帯を励起してしまうことにより、 
 

 

図1  

ラマンスペクトル測定系の一例。文献[1]より

引用。 

図2 

Ge10%ドープシリカガラスファイバのラマ

ンスペクトル(点線)。このファイバを

100℃、1気圧の水素雰囲気中に2週間置い

た後、測定したのが実線。励起波長は

488nm。この図は横軸に波長をとってあり、

ラマンスペクトルとしては変則的である。
文献[2]より引用。 



構造変化が誘起されたと考えられている。 

 図 1に戻ろう。励起に使用するAr+レーザは偏光しており、偏光方向をＥ
 →

inとして示した。試料のシリカガ

ラスは図 1のようなブロックであれば、簡単に測定できるが、フィルムの場合はレーザ光を絞り込むなどの
工夫の他、試料厚さが厚くないと測定が困難である。ブロックの場合入射面と測定面(入射方向と 90°をなす、
図では右面)は光学研磨した方が、散乱光を偏光分光器へ導く場合に、焦点が合わせ易い。そして、偏光子を
通った光(Ｅ

 →

out)の偏光方向とＥ
 →

inの偏光方向が平行であるときHH、直交するときHVと表現している。HH, HV
でスペクトル測定を行い、HHで見られてHVで見られない散乱ピークは、等方的散乱、HH, HVともに見ら
れる場合は異方的散乱であることになる。 

 図 3は典型的なシリカガラスのラマンスペクトルである。この実験で利用されたシリコン酸化膜は、水蒸
気酸化によりシリコン全てをシリカガラスにした、膜厚 6-40μmの特別の試料である。HHスペクトルにお
いて、低波数側から順に、68cm-1, 437cm-1, 494cm-1, 606cm-1, 797cm-1, ~830cm-1, 900cm-1, 1060cm-1, 
1190cm-1にピークが見られる。これらのピークの帰属について以下に紹介したい。帰属に際し、理論的予測
をたてる場合、広く認められているのが、Central-forth network dynamicsを用いた見積もりである。図 4
のようなネットワークは無限に続き、A-X の距離は常に一定、X-A-X の結合角は全て 109.5°(cos-1(-1/3))、
A-X-A(Si-O-Si)結合角をθと置く。図中の B, S, Rは Xのそれぞれ変角(bending)、伸縮(stretching)、横揺れ
(rocking)振動を意味する。さて、A-X結合の伸縮定数(α)以外はゼロとすると次に示す 4つの振動モードが予
測される。 
 ω1

2 = (α/mx)(1+cosθ) ･････････････････････････････････ ② 
 ω2

2 = (α/mx)(1-cosθ) ･････････････････････････････････ ③ 
 ω3

2 = ω1
2+(4α/3mA) ･････････････････････････････････ ④ 

 ω4
2 = ω2

2+(4α/3mA) ･････････････････････････････････ ⑤ 
ここでωiは角振動数(rad/sec)、mx, mAはそれぞれX, Aの質量である。 
 既知の値、α=444, θ=144°より見積もったωiの値をラマンスペクトル上に記したのが、図 5 である。
1060cm-1, 1190cm-1の幅広で、偏光解消度(HH/HV)の小さいラマン散乱ピークは、ω4に帰属される。一般に

波動には縦波、横波があり、それぞれTO(traverse mode), LO(Longitudial mode)と呼ばれる。1060cm-1, 
1190cm-1のツインピークが見られるのは、TO-LO splittingによるものと考えられ、ともにSiへ架橋した酸素
の非対称伸縮振動に帰属される(νδ(Si-O-Si)モード)。一方、偏光解消度の極めて大きい 437cm-1ラマン散乱
ピークはω1と一致しており、Siへ架橋した酸素の対称伸縮振動に帰属される(νs(Si-O-Si)モード)。ところで、
初期のGaleenerとLucovskyの論文中で 437cm-1と 490cm-1は、TO-LO対であると書かれている。これは誤
りで、後に彼らは訂正しているにもかかわらず（文献[5]）、この初期の論文はまだ引用されることがあるの

で注意されたい。 
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図3 

シリカガラスのラマンスペクトル。シリコン

化膜は、水蒸気酸化によりシリコン全てをシ

カガラスにした、膜厚6-40μmの特別の試料
 

図4  

Central-forth network dynamicsを用い

た見積もりである。ネットワークは無限

に続き、A-X の距離は常に一定、X-A-X

の結合角は全て109.5°(cos-1(-1/3))、

A-X-A(Si-O-Si)結合角をθと置く。図中

の B, S, R は X のそれぞれ変角

(bending)、伸縮(stretching)、横揺れ

(rocking)振動を意味する。文献[1]より

引用。 



 494cm-1と 606cm-1に見られるピークは、中性子照射により強度が増大することから長い間、Defect line
と呼ばれ、D1, D2ラインとして知られてきた。Si-O結合の切断など、様々なモデルが提案されてきたが、現
在ではDevineの提案した 494cm-1は平面 4員環に、606cm-1は平面 3員環に帰属されるというモデルに落ち
着いたといってよい。構造モデルを図 6に示した。Devineのモデルの妥当性は、Gottardiによるゾルゲル法
で作成したゲルの焼結過程におけるD1, D2ライン強度変化の研究（文献[8]）や、その後の理論計算によって

確認されている。図 7はBrinkerの実験結果で、TEOSを出発原料として酸性下、H2O/Si ~ 4で合成されたシ
リカドライゲルの乾燥、焼結過程のラマンスペクトルである。aは 50℃乾燥ゲル、bは 680℃焼結ゲル、cは
1000℃でほぼ無孔化して、シリカガラス化したもののスペクトルである。平面 4員環に帰属されるD1ライン

強度は焼結が進むに従って減少する傾向があるのに対し、D2ライン強度は 680℃で顕著に極大を示している
ことがわかる。この報告はGottardiによる報告の後追いであるが、結果がより洗練されているので掲載した。
また、平面リング構造をdefectと呼べるかどうかは疑問が残るが、以上のような歴史的背景から、今日でも
なお、defect lineあるいはD1, D2ラインといった呼び方は残っている。また、ω1,ω3,ω4は、Central forth model
を用いた見積もりと良く一致するが、ω2のみは、予測される位置に何の散乱ピークも見られない。この理由

は、ω2がラマン禁制であるためである。68cm-1帯についての研究は僅かであるが、熱的なモードによるも
のであることが知られている。 
 ラマン散乱は、高波数側にいくほど強度が弱くなるため、本来のスペクトルを反映しているわけではない。

図 5のようなラマン散乱スペクトルをI(ωL, ωS)とすると、真のラマン散乱スペクトルI(ω)は、 
 I(ω) = I(ωL, ωS)(ωL+Ω)-4[n(Ω)/Ω]-1 ･･･････････････････ ⑥ 
と補正される。ここで、ωLはレーザ光の周波数、ωS≡ ωL+Ωで定義されるωSは散乱光の周波数、Ωはラ

マンシフトである。n(Ω)はn(Ω)≡ [exp(hΩ/kT)-1]-1で定義される。こうして変換されたラマンスペクトルを
図 8に示す。 

 

 

 

 

 

 値。詳しくは本文参照。文献[1]より引用。

 

 

 

 

図5 

シリカガラスのラマンスペクトル。Central 

forth modelに従って見積もったω1～ω4の
 

 

 

 

 

 

 

図6  

シリカガラスのラマンスペクトル中に見

られる、494cm-1、606cm-1散乱ピークの構
造モデル。文献[6]より引用。 
図7  

TEOS（テトラエトキシシラン; Si(OEt)4)

を出発原料として酸性下、H2O/Si比～4で

合成したシリカドライゲルの乾燥、焼結

過程のラマンスペクトル。aは50℃乾燥ゲ

ル、bは 680℃焼結ゲル、cは 1000℃でほ

ぼ無孔化して、シリカガラス化したもの。

文献[9]より引用。 



 ラマン散乱スペクトルは、製造履歴や前述のように中性子照射、高圧処理などによって、その線形が変化

するので幾つかの例を紹介したい。Mikkelsen, Jr.とGaleenerは仮想温度(Fictive temprature; TF)を変えた一
連のシリカガラスを用意し、ラマンスペクトルを測定している。図 9は、Suprasil 1 (Type III)を 1350℃ある
いは 800℃に保持した後、水中に投下して急冷して測定したラマンスペクトルである。高温の方がω1ピーク

が高波数寄りであること、D1, D2ライン強度が大きいことがわかる。D2ラインのピーク強度の仮想温度依存

性をアーレニウスプロットしたものが図 10である。用いた試料は、Suprasil 1の他、Suprasil W1 (Type IV), 
Fluosil (ヘラウス社の商標で、フッ素が~5%ほどドープされた、光ファイバーのクラッド用ガラス), シリコ
ン酸化膜(作成方法は明記されていないが、15-35μmの厚さの物)を用いているが、仮想温度のみでD1ライン

強度が決まっていることがわかる。 
   中性子照射によるシリカガラスのラマン散乱スペクトルの例を図 11に示す。D1, D2ライン強度が中性子

照射量の増大とともに顕著に増大していることがわかり、初期においてこれらが中性子誘起欠陥であると考

えられたことは無理もない。Defect lineは、フッ素の導入によっても減少する。図 12はフッ素量のシリカガ
ラスのラマンスペクトルである。フッ素導入量の増大とともに、D1, D2ライン強度が減少していくようすが

わかる。 
 

引用。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図8  

ラマン散乱の効率を規格化したシリカ

ガラスのラマンスペクトル。規格化の

方法については本文参照。文献[1]より

図9  

Suprasil 1 (Type III)を 1350℃あるい

は 800℃に保持した後、水中に投下急冷

した後測定したラマンスペクトル。文献

[10]より引用。 
 
 
 

図10  

D2ラインのピーク強度の仮想温度依存性のア

ーレニウスプロット。文献[10]より引用。 
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図11 

中性子照射によるシリカガラスのラマ

ンスペクトル。照射量は図中を参照。文

献[11]より引用。 
吸収スペクトル 
カガラスの赤外吸収スペクトルを透過法で測定する場

数側（短波長側）の測定しか行えない。これは 1100
2200cm-1付近に位置し、この領域の吸収強度が強す
手法が知られているが、いずれも一工夫が必要である

誘電損失のため透過率が減少してしまう。シリコン上

スキー法で引き上げたシリコンが一般的であるが、1
があり、これが赤外域に吸収としてそれぞれ 1100cm
。また、通常シリコンにはドーピングがなされており

高ければ、自由電子による赤外光の吸収が大きくなり

合には、反射測定が有効である。 
測定装置として、アタッチメントの形で市販されてい

scopy)測定装置と内部多重反射(ATR; Attenuated To
のRAS装置では、通常の試料の位置にアタッチメント
容易に変えられるようになっている。入射面に対して

光の赤外光を入射各θで入射したときのSiO2薄膜によ

(ΔR/R)// = -16dπn2 k2 sin2θ / (n2
2 + k2

2)2λcosθ ･
る。ここで、d(<<λ)は薄膜の厚さ、λは赤外波長、
るとおり、RASで得られたスペクトルは吸収スペクト
の場合は、k2

2はn2
2に比べて無視できるので 

(ΔR/R)// = -4αdsin2θ/ n2
3cosθ ･････････････････

。ここでαは、吸収係数で、 
α = 4πk2 / λ ･･･････････････････････････････
ので、RAS を測定すれば、シリカガラスの場合吸収
一つの大きな特徴は、金属などの反射率が 1に近い基
て、垂直な偏光を持つ場合、S 偏光(senkrecht(垂直
l)と呼んでいる。S 偏光の場合、入射光と反射光の電
の定在波は打ち消しあって、基板表面に吸着種があっ
図12 

フッ素ドープ量の異なるシリカガラスの

ラマンスペクトル。フッ素原料はSF6を用

い、EPMAで見積もったFS, FLのフッ素量は

それぞれ 2.9×1020cm-3, 6.2×1020cm-3で

あった。文献[12]より引用。 
合は、バルク体の場合、せいぜい 2400cm-1よ
cm-1付近に位置する Si-Oの伸縮振動、及びその
ぎるためである。一方、薄膜に関しては幾つか

。まず、基板が金属や半導体の場合、自由電子

のシリカガラスの測定にも注意を要する。チョ

018cm-3程度の酸素不純物、1019cm-3程度の炭素
-1、606cm-1に現れる。Si自身の吸収は、600cm-1

、低抵抗であるため透過測定は困難である。導

、赤外光を透過しなくなるためである。このよ

るのが、高感度反射(RAS; Reflection Absorption 
tal Reflection) 測定装置である。例えば、島津製
を挿入するだけでRASの測定が可能となる。入
、垂直の方向に振動する電界ベクトルを有する

る相対反射率の変化は、 
･･････････ ⑦ 
n2, k2はSiO2の屈折率と減衰係数である。⑨式か

ルとは、一般には一致しない。しかし、シリカ

･･････････ ⑧ 

･･････････ ⑨ 
スペクトルと一致することが多い。また、RAS
板上では表面選択則があることである。入射面

な；ドイツ語))、面内に振動するものを P 偏光
場は、基板面に平行でかつ逆向きとなるため、

ても、検出されない。これに対し、P偏光の場



合は、反射により位相反転が生じるが、伝搬方向も反転するため、結果として入射光と反射光の電場ベクト

ルは、同じ向きの基板の法線方向にそろって重なる。従って、この向きに表面吸着種が存在すれば、増感さ

れて検出することが可能となる。CVD成長過程のその場診断をする場合、この手法は極めて有用で、SとP
の差スペクトルをとることにより、基板表面の吸着種と気相中の成分を識別できる。 
 ATRスペクトルは、全反射が要求される。その条件は入射臨界角θc (sinθc = n2/n1)よりも大きい角という
ことになる。メーカーで提供する結晶としてはKRS-5 (n1 = 2.4), ZnSe (n1 = 2.4), Si (n1 = 3.4), Ge (n1 = 4.0)等
がある。従って、結晶と測定膜（本書ではシリカガラス）が決まれば入射角が決まる。 
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