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INTRODUCTION 

 ガラス中に存在する銀は、孤立したイオンや原子
の状態から、会合したナノクラスタ、ナノ微粒子の
状態まで様々な形態で安定に存在することが知られ
ており、それぞれの状態によって特有の光学的性質
を発現する。例えば、古くより着色ガラスとして用
いられてきた銀黄ガラスの着色は、銀ナノ微粒子の
表面プラズモン共鳴によるが、一方、このようなナ
ノ微粒子が非常に大きな三次光学非線形性を示すこ
とが報告されており、これまで多くの研究がなされ
てきた。また、ごく最近では、ナノクラスタ状態に
ある銀原子が、紫外域から可視域にかけて強い発光
を示すことが報告され話題になっている[1, 2]。さら
に、銀イオンをドープしたリン酸塩ガラスは、広い
ダイナミックレンジを有する電離放射線のガラス線
量計として実用化されている。 

 しかし、ガラス中の銀の存在状態、とりわけクラ
スタ状態にある銀の構造と光学特性との関係は、十
分には解明されていない。また、銀は、希土類イオ
ンなどの他の発光イオンと共存すると、それらのイ
オンと強い相互作用をもち、発光強度が著しく増強
されることが報告されている。このような増強効果
のメカニズムとして、表面プラズモン共鳴や、銀か
ら発光イオンへのエネルギー移動などが考えられて
いるが、明らかになっていない[3]。それは、媒質中
での銀の存在状態そのものが十分に明らかにされて
いないことが一つの大きな要因である。 

 我々は、イオン交換によりガラス中に銀を導入し、
ガラス中での銀の存在状態を明らかにすることを目
的として、銀の吸収・発光スペクトルなどの分光学
的な特性を調査している。イオン交換では、種々の
組成のガラスについて、幅広い濃度範囲に亘って銀
の導入量を制御することが可能であることから、本
研究では、特に、銀濃度およびガラス組成の影響に
ついて検討した。 

EXPERIMENTAL PROCEDURES 

 ガラスは、アルミノホウケイ酸塩ガラスとした。
(25+x)Na2O･(25-x)Al2O3･10B2O3･40SiO2（x = 0, 2, 5 

mol%、それぞれ ABS25, ABS27, ABS30 と記す）の
組成になるように原料（SiO2, Al2O3, B2O3, Na2CO3）
を調合、混合し、1600 oC で溶融、ガラス化した。得

られたガラスを厚さ約 1 mm に成形、研磨し、試料
を得た。これを種々の組成比の溶融塩  yAgNO3･
(100-y)NaNO3（y = 0.001 – 10 mol%）に、400oC で 48

時間浸漬し、イオン交換を行った。イオン交換した
ABS25 ガラスの厚み方向での EDX 測定より、これ
らのイオン交換条件では、ガラス中の銀の分布は、
表面付近に比べガラス内部ではやや低いものの概ね
均一に分布していた。 

 イオン交換後の試料の吸収、発光スペクトル測定
を行った。 

 なお、アルミノ（ホウ）ケイ酸塩ガラスでは、Al2O3

に対して Na2O の割合が多いほどガラス中での非架
橋酸素（１つのガラス形成カチオンとのみ結合した
酸素）の割合が多くなる。すなわち本研究で用いた
ガ ラ ス で は 、 非 架 橋 酸 素 の 割 合 は 、
ABS25<ABS27<ABS30 の順で大きくなる。 

RESULTS AND DISCUSSION 

 Fig. 1 にイオン交換前の ABS27 及び y = 0.01, 0.1, 

1.0 mol%の溶融塩でイオン交換したガラスの吸収ス
ペクトルと、ABS25及びABS30をそれぞれ y = 0.001, 

0.1 mol%の溶融塩でイオン交換したガラスの吸収ス
ペクトルを示す。どの組成のガラスもイオン交換後、
溶融塩中の銀濃度が高いほど、吸収端が長波長側に
シフトした。しかし、ABS25 では、全てのガラスで
吸収端は 400 nm 以下で無色であった。これに対し、
図に示すように ABS27 では y≧1.0 mol%で、ABS30

では y≧0.05 mol%で吸収は 400 nm 以上に達し、黄
色に着色した。これよりそれぞれ銀ナノ微粒子が生
成していることがわかる。また、スペクトルの比較
より、Na2O の割合が大きい、すなわち非架橋酸素の
割合が大きいガラスほど吸収端が長波長側にシフト
し、導入された銀イオンがクラスタ化、さらにはナ
ノ微粒子化しやすいことがわかる。 

 y = 0.001 mol%でイオン交換した ABS25 ガラスで
は、孤立した Ag+の吸収に帰属できるショルダーが
約 220 nm に見られた。これはガラス中に導入された
銀濃度が非常に低いためである。Fig. 2 にこのスペ
クトルと、イオン交換前の ABS25 ガラスのスペクト
ルとの差スペクトルを示す。229 nm（および 208 nm）
に明瞭なピークがみられる。現在、このガラス中の
銀の濃度を蛍光X線分析により定量することにより
アルミノホウケイ酸塩ガラス中での孤立した Ag+イ
オンのモル吸光係数の見積もりを行っている 



 

 銀ドープガラスについて蛍光スペクトルを測定し
た。220 nm から 360 nm の範囲で励起したところ、
330 nm から 530 nm の範囲にピークを有するブロー
ドな蛍光が観察された。ガラス中に導入された銀の
濃度が高くなるに伴って、より長波長での励起によ
る蛍光のピーク強度が増大した。また、蛍光強度は、
始め、導入される銀の濃度が高くなるに伴って、強
くなるが、ABS25 ガラスでは、イオン交換に用いた
溶融塩の硝酸銀濃度が y=0.1 mol%付近で最大とな
り、それ以上の硝酸銀濃度の溶融塩でイオン交換し
たガラスではピーク強度は減少した（濃度消光）。ナ
ノ微粒子が析出し着色したガラスでは、発光は観察
されなかった。 

 これらのブロードな蛍光スペクトルについてピー
ク分離を行った。Fig. 3 に ABS27 ガラスを硝酸銀濃
度が y=0.01, 0.1 mol%の溶融塩でイオン交換したガ
ラスの蛍光スペクトルの結果を示す。どちらも２つ
のバンド、すなわち、前者では、2.8 eV と 3.6 eV、
後者では、2.5 eV と 3.0 eV 付近にピークを持つバン
ドに分離することができた。種々の条件でイオン交
換を行ったガラスについて、蛍光スペクトルを調査
したところ、概ね、Table 1 に示されるような３種類
のバンドのいずれかに対応するか、またはこのうち
の２つのバンド（I と II または II と III）で分離する
ことができた。これまでの研究より、Band I は、ガ
ラス中で孤立した Ag+イオン、Band III は Ag2

+に同
定されているが、Band II については、十分に解明さ
れていない。今後は、それぞれのバンドの発光寿命
の測定を行い、銀濃度やガラス組成の影響について
調査する予定である。 

 

Table 1 Excitation and emission energies and 

wavelengths of the emission bands constituting 

photoluminescence spectra of Ag-incorporated 

glasses 

Band 
Excitation Emission 

(eV) (nm) (eV) (nm) 

I 5.2 240 3.76 330 

II 4.4 280 2.99 414 

III 3.8 330 2.43 510 

 

CONCLUSIONS 

 非架橋酸素の割合が異なる３種類のアルミノホウ
ケイ酸塩ガラスについて、イオン交換によりガラス
中に種々の濃度で銀を導入した。非架橋酸素の割合
が大きいガラスでは、銀イオンはよりクラスタ化し
やすい。 

 ガラス中の銀の蛍光スペクトルは、概ね３種類の
バンドの内の１つもしくは、２つのバンドの重ね合
わせでフィットすることができた。銀の濃度が高く
なると、より低エネルギーのバンドの寄与が大きく
なった。 
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Fig. 1 Absorption spectra of glasses ion-exchanged 
in AgNO3-NaNO3 molten salts with various AgNO3 
concentration, y (mol%). 
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Fig. 2 Absorption spectra of ABS25 glasses before 
and after ion-exchange in y=0.001 mol% molten salt. 
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Fig. 3 Peak decomposition of emission spectra of ABS27 
ion-exchanged in (a) y=0.01 and (b) y=0.1 mol% molten 
salts, observed with excitation at 240 nm and 280 nm, 
respectively. Dotted and dashed lines, and circles; fitting 
curves, solid lines; observed spectra. 


