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あらまし シリカガラス（SiO2）は通信用光ファイバのコア材料として広く用いられる.ファイバの光損失は,通信

波長帯において 0.2dB/km 程度であるが,損失が更に低減すれば光信号の増幅器の節約だけでなく,中継器の作成が原

理的に困難な量子通信の普及につながる可能性がある.このため光ファイバの損失低減は,今もなお重要な研究課題

である.我々はシリカガラスに高温下で高い圧力を印可すると,ガラスの光散乱損失が大幅に抑制されることを見出

した.また,分子動力学計算を使ったシミュレーションから,損失の更なる低減を予測した. 

キーワード シリカガラス,レイリー散乱損失,空隙,陽電子消滅寿命測定,高温高圧処理 
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Abstract Optical losses in silica glass fibers remain a challenge in their applications. The main contributor to optical 

attenuation is Rayleigh scattering. This review discusses the recent studies and findings on voids in silica glass and their effects 

on the optical loss. Through experimental studies of pressure-quenching on glass at the melting temperature, void size shrunk, 

and the optical loss was reduced to approximately half of that of conventional optical fibers at 0.2 GPa. Our modeling results 

predicted that further reduction was expected, credited to the optimization of the glass network, called topological pruning, under 

high compressive pressures of up to 4 GPa. 
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1. はじめに  

光通信ファイバの母材として広く利用され

るシリカガラスは SiO2 から成るガラスで ,一般

の多成分系ガラスに比べ ,圧倒的に高純度で ,構

造欠陥や水分量を低く抑えて均質に作りこむ

技術が確立されている．またガラスの熱膨張係

数は 5×10-7 K-1 と極めて小さく ,光学ギャップ

が 6 eV 以上であるため ,広い波長範囲の光に対

して ,吸収による熱膨張 ,屈折率変化によるレン

ズ効果といった線形・非線形光学効果が起こり

にくい．シリカガラスで光ファイバが作られて

からわずか３０年の間に ,光ファイバの通信波

長帯における損失は 20 dB/km から 0.2dB/km に

まで低減し ,伝達距離が飛躍的に伸びて世界は

情報社会へと様変わりした．今や光ファイバは

世界中に張り巡らされている．更に一桁損失が

低減すれば ,光信号の増幅器を大幅に節約でき

るだけでなく ,現在中継器の作成が困難な量子

通信が普及する可能性があると言われている [1].

しかし 1980 年以降 ,ファイバの損失はほぼ横ば

い状態で ,2－3 年毎に 0.01 dB/km のオーダーで

最低記録が更新されていた 4)．光ファイバの損

失低減は ,今もなお重要な研究課題と認識され

ており ,現況を打破するブレークスルーが望ま

れていた．  

2. シリカガラスのレイリー散乱損失の低減  

2.1. これまでのレイリー散乱損失低減方法  

シリカガラスにおいて ,伝送損失の 80％以上
はレイリー散乱損失が占めており ,その他の構
造不整合や吸収といった成分はほんのわずか
である [2]．このため ,レイリー散乱損失を抑制す
る方法を見出すことが重要となる．レイリー散
乱損失係数𝛼𝑠は ,媒体の成分の揺らぎによる損
失項𝛼𝑐と ,密度の揺らぎによる損失項𝛼𝑅の和  

𝛼𝑠 = 𝛼𝑐 + 𝛼𝑅           (1)  
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で表される．シリカガラスはケイ素と酸素か
らなる単純組成のガラスであることから ,𝛼𝑐に
関しては他のガラスに比べて小さく ,理想的と
いえる．一方で ,𝛼𝑅を密度,及びその平均揺らぎ
〈|∆𝜌|2〉を用いて書き表すと [3], 

 

𝛼𝑅 =
8𝜋3

3𝜆4

𝑛8𝑝2

𝜌2
〈|∆𝜌|2〉𝑉             (2) 

 

ここで ,は波長 ,n は屈折率 ,p は光弾性定数 ,V
は散乱体積である．このため ,密度揺らぎが小さ
いと𝛼𝑐が小さくなる．また ,式 2 の〈|∆𝜌|2〉は等温
圧縮率β c を用いて ,温度 T の平衡状態において  

〈|∆𝜌|2〉 = 𝜌2/𝑉 𝛽𝑐𝑘𝑇と表されることから ,ガラ
スの構造が T にて凍結された場合 ,この T を凍
結温度 Tf(仮想温度とも呼ばれる )と呼び ,式 (2)

を  

 

𝛼𝑅 =
8𝜋3

3𝜆4 𝑛8𝑝2𝛽𝑐𝑘𝑇𝑓        (3) 

 

と書き直すことが出来る .ここで k はボルツ

マン定数である．つまり ,通常 n, p,βc はガラス

の種類によって決まる値である．シリカガラス

の n はガラスの中で比較的小さい値である．一

方で p,βc の値は ,圧力によるガラスの構造変化

が小さいと小さくなる．これに対し ,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 Shannon の値 [4] 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．つまり ,シ

リカガラスにおいて ,体積の 6 割以上が ,原子の

ない ,ただの空間から構成されている．このため ,

シリカガラスは圧力に対して構造が変わりや

すく ,p やβ c を小さくするために適したガラス

とは言えない．これらのことから ,密度揺らぎに

よる散乱成分αR を小さくするために ,専らガラ

スの凍結温度 Tf を下げる方法が探索されてき

た．ところが ,Tf を下げるためには ,ガラスの構

造を長い時間を掛けて安定なものに凍結する

か ,構造が速く安定状態に至るように ,粘性を下

げる成分（フッ素や水酸基 ,アルカリイオンなど）

をシリカガラスに加えるといったことが必要

となる．前者はファイバの紡糸速度を下げる必

要があり ,現在音速に近い速度で紡糸を行って

いるファイバの生産工程を考えると現実的で

ない．また後者では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 ,損失を大幅に

改善する方法はないと考えられてきた．  

2.2. ガラスの空隙の散乱体としてのふるまい  

前節の計算通り ,シリカガラスは体積のほと
んどが空隙から出来ているといっても過言で
はない．このため ,空隙がガラスの特性を決めて
いる可能性がある。そこで我々はシリカガラス
中の「何もない空間」に着目し ,この空間すなわ
ち 空 隙 の サ イ ズ を , 陽 電 子 消 滅 法 （ PALS: 

Positron Annihilation Lifetime Spectroscopy）を用
いて ,直接測定する試みを行った．PALS の詳細
と ,その観察結果から空隙サイズを算出する方
法については文献 [5,6]をご参照いただきたい．
測定対象として ,構造凍結温度 Tf を 1300 K～
1700 K の温度範囲に調整したサンプルを用意
した．この範囲ではシリカガラスは ,通常 Fig. 

1(a)に示すように ,Tf が高いほど密度が高い．こ
れに対して ,PALS で観測されるポジトロニウム
の長寿命成分3,及び相当する空隙半径 Rvは ,Fig. 

1(b)に示すように Tf の上昇に伴って増大した．
なお ,Fig. 1 の Tf の値は文献 [8]を参考に ,近赤外
光領域の吸収ピーク位置から算出した．Fig. 1

の結果は ,凍結温度の上昇に伴いシリカガラス
のネットワークが密になと同時に空隙が大き
くなったことを示す．つまりこの変化が起きる
ことによって ,ガラス中の高密度部分がより高
くなる一方で ,粗な部分（空隙）の大きさが拡が
ると解釈される．これは密度の不均質化を示唆
し ,Tf の上昇に伴う粗密揺らぎの増加 ,即ちレイ
リー散乱増大と深く関係があると考えた．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 ,散乱体の半径を Rv,数密度を N,粗
密部分の屈折率比を n としたときのレイリー散
乱係数の式 [9] 

 

𝛼𝑅 =
2

3
𝜋5𝑁 (

𝑛2−1

𝑛2+2
)

(2𝑅𝑉)6

𝜆4       (4) 

 

において ,実験から得られた Rv の凍結温度依存
性を代入した．すると ,N ～  8×1020 個 cm-3 と
仮定することで ,これまで経験的に得られてい
たレイリー散乱係数の凍結温度依存性 14)．  

 

Fig. 1 (a) Density and (b) Lifetime of positron, 3 and 

corresponding void radius against fictive temperature in 

silica glass.  
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𝛼𝑅 = 4.0 × 10−4𝑇𝑓         (5) 

をよく説明できることがわかった．この N の
値は ,以前シリカガラス中の希ガス（Ar ガス）の
透過性から求められた空隙の数密度 [11] ～  1×
1020 個 cm-3 とよく一致した．散乱係数の絶対値
についても試算を行った．直径が 0.5 nm の散乱
体 (周囲との屈折率差 1.6)が数密度 5×1020 個
cm-3 存在すると仮定すると ,1 km あたり光は 3.7

×10-2 倍に減衰する．即ち減衰率にして 0.16 

dB/km となる．これは現在の光ファイバの損失
の値と良く一致することから ,空隙が散乱体と
して光の減衰を引き起こすと考えて矛盾がな
いことがわかった [5]．   

2.3. 空隙に着目したレイリー散乱低減法  

空隙を散乱体として扱う描像を仮定できる

ならば ,PALS で観測される空隙を小さくするこ

とによって ,レイリー散乱損失を抑制できるの

ではないか．このように考え ,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試みを

行った．加圧に際して ,熱間等方圧加工装置（HIP）

を用いて 2073K の溶融状態下で Ar ガスを媒体

として圧力を印加し ,急冷して高密度シリカガ

ラスを得た．これらのガラスについて ,陽電子消

滅寿命と ,レイリー散乱強度の測定を行った．

Fig. 2(a)に示したのは ,各圧力にて１時間ガラス

を保持し ,急冷したシリカガラスの陽電子寿命

と ,空隙サイズである．圧力が高くなるにつれ ,

空隙サイズが小さくなった．Fig. 2(b)には Fig. 

2(a)の各ガラスで観測されたレイリー散乱強度

を示した．印加圧力の増加に伴い ,レイリー散乱

強度が低下した．そこで ,保持時間を１時間以上

にしたガラスや ,2073 K の溶融と加圧ののちに

1500K 近い低温まで圧力を保って降温したサ

ンプルなど ,様々な条件でガラスを作成し , そ

れぞれについて空隙サイズと散乱光強度を測

定した．Fig. 3 に ,空隙サイズを横軸 ,散乱光強度

をプロットし ,それらに相当するレイリー散乱

係数を縦軸に示した．凍結圧力が高く ,圧力保持

時間が長いほど ,空隙サイズは小さくなり ,レイ

リー散乱が抑制されることがわかった．Fig. 3

の (○ )は常圧下で凍結温度を調整して得たガラ

スである．例えば凍結温度が 1342K のガラスは ,

半導体露光装置などに利用されるシリカガラ

スで ,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が行われている．し

かし ,これだけ長期間処理を行ってもせいぜい

0.55 dB/km/m−4 程度の散乱係数をもつガラス

しか得られない．なお ,通常シリカガラスファイ

バの凍結温度は 1700K 程度である．これに比べ

て ,高温高圧処理を行うと ,冷却工程は短時間で

もレイリー散乱係数は小さかった．特に , 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係数度は ,散

乱係数にして 0.34 dB/km/μm−4 に相当する ,極

めて小さい値となった。この値を 1.55 m 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/km [13]を遥かに下回った．  

3. シリカガラスの散乱の更なる抑制  

我々は高温高圧印加によって得たガラスの

構造の特徴を知るべく ,分子動力学を用いた計

 

Fig. 2 (a) The third lifetime component, τ3 (left 

vertical axis), and the corresponding void radius  

Rv, and (b) Rayleigh scattering intensity of silica 

glass as a function of the applied pressure . The 

samples are quenched at 2073 K after being hold 

under each pressure for 1hr[11). 

 
Fig. 3 The Rayleigh scattering intensity (left 

vertical axis) and the absolute value of the  

Rayleigh scattering loss (right vertical axis) are 

plotted against the void radius. The filled circles 

are for the samples made with the HIP machine. 

The broken line corresponds to the sixth power of 

the void radius (Rv). The open circles represent  

the samples made without the HIP machine [11]. 
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算シミュレーションと ,実験による構造解析を

行い ,0.2 GPa より高圧下におけるガラスの構造

を調べた．計算から求めた空隙サイズ（Fig. 4(a)

の□）は ,実験値（●）によく一致した．また構

造モデルから密度揺らぎを計算し ,圧力依存性

を調べたところ ,圧力上昇に伴い揺らぎが減少

するものの ,4 GPa を超えると Si の酸素配位数

が４以上に増加し ,密度揺らぎも増加すること

が示唆された（Fig. 4(b)）[14]． そこで最近我々

は実験的検証のため ,マルチアンビル型高圧装

置（MA）と特殊な HIP 装置を用いて更に高い

圧力範囲で高密度ガラスを作製し ,評価を行っ

ている .ラマン分光によりガラス中の不安定な

構造である三・四員環の数密度を測定し ,ガラス

の構造安定性の圧力依存性を評価したところ

これらの構造が 1GPa 付近まで減少し ,より高圧

で再び上昇することを観測した．これらのこと

から ,0.2 GPa 以上の高圧力下で（しかし 4 GPa

ほどの超高圧ではない処理で）文献 [12]を下回

る低い損失のシリカガラスを得られると推測

している．  
本稿作成に当たり一部を雑誌「レーザ研究」第 48 巻
第 7 号  p.339-343 小野  円佳 , “低損失ファイバレーザ
に向けたシリカガラスの空隙制御”から転載した .  
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Fig. 4 (a) Pressure dependence of the largest void 

radius from calculation (black) compared to the PALS- 

measured ones (red). Voids continue decreasing due to 

pressure. Insert is the expansion of the small pressure 

region. (b) Rayleigh coefficient calculated from 

density fluctuations.  [13] 

(a)

(b)
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