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シリカガラスは、レーザー光に対する損傷閾

値が極めて高く、熱的安定性も高いことから、

高出力ファイバレーザー用の母材として広く用

いられている。近年これらの材料を用いて

100kW を越えるファイバレーザーが実現されて

いる 1)。また、IoT 社会の到来に伴い、情報通信

用光ファイバの敷設範囲が急速に拡大しており、

再敷設が必要な光ファイバも増加の一途を辿っ

ている。特に海底ケーブル間の伝送損失を補填

する中継器の引き上げには多大なコストがかか

るため、光ファイバの伝送損失を下げて中継器

を削減する必要がある。現在通信用光ファイバ

の損失は 0.17 dB/km 程度であるが、光強度が

1/10 となる毎に中継器を用いて信号増幅を行う

とすると、損失が僅か 0.01 dB/km 減ることで 1

万 km 当り 10 基の中継器を節約できる。地球上

で利用される通信用光ファイバの総量を考える

と、ファイバの損失低下がもたらす経済的効果

は計り知れない。実際、1970 年初頭にファイバ

が実用化されてから、わずか 10 年の間に、損失

は 1000分の 1にまで低減された。しかしながら、

1980 年以降、光ファイバの伝送損失はほぼ横ば

い状態で、2～3 年に一度、0.01dB/km オーダー

で損失の記録が更新されているに過ぎない。こ

れは、光ファイバのコア材料として利用される

シリカガラスにおいて、伝送損失の 80％以上を

レイリー散乱損失が占めており、このレイリー

散乱を下げるためには、シリカガラスの構造凍

結温度（＝仮想温度）を下げるしか有効な手立

てがなかったためである。シリカガラスの仮想

温度を下げるためには、シリカガラスをゆっく

りと冷却し、ガラス構造が低温で凍結できるよ

うに促すか、もしくは、速く冷却しても構造が

緩和しやすいように、アルカリ金属などの添加

剤を加えてガラスの粘性を下げる必要がある。

しかし前者を行うためにはファイバの紡糸速度

を下げる必要があり、これは生産性の低下をも

たらす。また後者の方法をとると、組成揺らぎ

が助長され、却って散乱損失が増加する。この

ため、損失を大きく改善させる解決方法はない

と考えられてきた。我々はこれに対して、融液

状態のシリカガラスに圧力を印加し、高速でク

エンチすると、散乱損失が大幅に低減できるこ

とを示した。つまりシリカガラスの仮想温度で

はなく、構造を凍結する圧力（＝仮想圧力）を

制御して、レイリー散乱損失を低減する方法を

新たに提案した。我々の最初の気づきは、シリ

カガラスのネットワーク構造中にある空隙に興

味を持ったところから始まった。

本講演では、我々の研究経緯に沿

って、まずシリカガラスの空隙と

仮想温度の関係に関する研究 1)を

紹介する。 

ガラスは結晶に比べて、原子が

存在しない空間を持ちやすいとい

う特徴がある。例えばシリカガラ

スの密度が約 2.2 g/cm3、Si と O の

イオン半径として 0.34 Åと 1.27 Å
を用いて原子の体積を単純に足し

合わせると、1 cm3中の原子の占め

る体積は 0.38 cm3となる。これは、

シリカガラスにおいて、体積の 6
割以上が、原子のない、ただの空

 
図１ 分子動力学計算により作成したシリカガラスの

構造を用いて、原子のない部分を空隙として描いた図。

シリカガラスの体積は空隙によってできている 

 
図 2 シリカガラスの構造と空隙の仮想温度依存性を示す模式図 
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間から構成されていることを示す。このため、

ガラスの特性を理解する際に、体積の大部分を

占める空間構造の理解が有用な場合がある。そ

こで我々は、陽電子消滅法（PALS: Positron 
Annihilation Lifetime Spectroscopy）を用いて、ガ

ラスの空間構造、即ち「空隙」のサイズの直接

的な測定を試みた。PALS の詳細については参考

文献２，３をご参照いただきたい。測定対象と

して、構造凍結温度（仮想温度 Tf）を 1000 ～ 
1400 ℃の温度範囲に調整したガラスを用意した。

この範囲ではシリカガラスは Tfが高いほど密度

が高い。PALS で観測される空隙半径 Rv は、Tf

の上昇に伴って、増大した。シリカガラスの Tf

による構造変化を図２に模式的に示す。左図は

低い Tf、右図は高い Tfのシリカガラスを描いた

もので、左より右で全体の体積が小さくなり、

構造全体が高密度化する。PALS の結果は、Tf

の上昇に伴い、もともと大きなサイズの空隙が

存在する部分がより拡大したと解釈できる。こ

れにより、密度の高い部分はより高密度となり、

密度差と屈折率差が増大し、密度がより不均質

になると推測される。このような密度の不均質

化は Tfの上昇に伴うシリカガラスのレイリー散

乱増大と深く関係がある。そこで PALS で測定

された空隙が散乱体として振る舞うと仮定した

ところ、Rvの 6 乗と Tfの傾きからレイリー散乱

損失の Tf依存性を半定量的に説明することが出

来た 2)。このことから、PALS で観測される空隙

が小さくなれば、レイリー散乱係数の極めて小

さいガラスとなる可能性が示唆された。このこ

とから、我々はシリカガラスに圧力を印加して

空隙を小さくするとレイリー散乱損失を抑制で

きるのではないかと考えた。そこで熱間等方圧

加工装置（HIP）を用いて 2073 K の溶融状態下

で圧力を印加し、急冷して圧縮シリカガラスを

得、これらのガラスのレイリー散乱強度を測定

した 2)。図３は作成したガラスの PALS による空

隙サイズに対するレイリー散乱強度を示してい

る。仮想温度の調整だけで得たガラス(○)は最

小でも 0.55 dB/km/μm−4程度の散乱係数を示すが、

高温高圧下で凍結したガラス（●）のレイリー

散乱係数は小さく、温度 2073 K 下で圧力 200 
MPa を印加し 4 時間保持したシリカガラスのレ

イリー散乱強度が最も小さく、散乱係数にして

0.34 dB/km/μm−4 に相当する値となった。この値

を 1.55 μm における散乱損失に換算すると 0.07 
dB/km となり、現在報告されている光ファイバ

の最低伝送損失 0.1419 dB/km5)を下回る極めて

小さい値となった。印加圧力の増加と、圧力保

持時間の増加に伴い、Rv が縮小し、レイリー散

乱強度も低下した。レイリー散乱強度は Rv
6より

小さくなる傾向が観測されたが、これは圧力印

加によって Rvだけでなく、空隙の数も減少した

ためと考えている。レイリー散乱損失が低いと

いうことは、圧力を印加したシリカガラスでは

密度の揺らぎが小さく、均質なガラスができて

いるということである。半導体露光装置などに

利用されるシリカガラスは、構造を安定化させ

均質化するために、数か月を掛けてゆっくりと

冷却を行い、極めて低い仮想温度（fictive 

temperature, Tf ～ 1300K）をもつよう調整され

ているが、高温高圧下で凍結したシリカガラス

は、わずか数分で凍結した構造にもかかわらず、

露光装置用のシリカガラスよりはるかに安定し

た構造状態(レイリー散乱強度から換算すると、

Tf ～ 850K)をもつことがわかった。このような

超安定ガラス状態は、光学的特性以外にも、常

圧下で作られるシリカガラスでは現れない特徴

的な性質を示すと考えている。 

 

我々は、陽電子消滅寿命法を用いてシリカ

ガラスのレイリー散乱強度とネットワーク構造

中の空隙の大きさが深く関係することを明らか

にした。更にシリカガラスに圧力を印加するこ

とで空隙の大きさを制御出来ることを示し、シ

リカガラスの散乱係数が 0.34 dB/km/μm−4 まで

大幅に低減できることを示した。今後高出力フ

ァイバレーザーのゲイン媒質、及び超損失の光

通信用ファイバへの展開が期待されるほか、そ

の安定性の高さから耐熱材料、長期記憶媒体な

どへの応用も期待できると考えている。 
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図3  シリカガラスの空隙半径Rvと、高温高圧処理 (●)
及び常圧下で仮想温度を変えたシリカガラス（○）の

レイリー散乱強度。右軸はレイリー散乱損失係数で、

散乱係数への換算は、仮想温度のみを変えた試料（散

乱係数は参考文献 4 から既知）のレイリー散乱強度と

の比較により行った。 


