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はじめに 

本共同研究は，高速衝突による衝撃圧縮が高機
能光学材料の特性に与える影響や効果を調べ，将来
的には，これらの知見から非平衡状態の新材料を応
用した高機能光学材料の新たな展開につなげること
を目的としている。 

Bi ドープシリカガラスは，数十 MPa 程度の圧
縮圧力に伴うひずみに起因すると考えられる着色・
吸収スペクトル変化・蛍光スペクトル変化が見られ
ると藤本により報告されている。このことから，本
共同研究では，これまで，Bi ドープシリカガラス試
料に衝撃を与えて回収する試験的な実験を行い，回
収した試料を分光学的に評価（蛍光分光スペクトル）
し，物性変化を探索することを目的としてきた。 

これまでの成果 

このためにまず，図 1 に示す小型衝撃試験装置
を用いて，脆性材料に対して再現性のよい衝撃回収
を行う方法の技術開発を行った。高圧窒素ガスを駆
動源として，直径 7 mm，厚さ 2 mmの銅製ディスク
をステンレス管内で 180 m/s に加速し，密閉した試
料室に設置した試料（大阪大学レーザーエネルギー
研究センターで製作されたディスク状の Bi ドープ
シリカガラス，直径 12.5 mm，厚さ 2 mm）に衝突さ
せ，衝撃を加えた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1 小型衝撃試験装置 作動原理 

 

実験後，回収した試料を，レーザー研に持ち込
み，蛍光分光スペクトルを計測した。スペクトルの
例を図 2 に示す。この時の励起光波長は 800 nmであ
った。衝撃後の試料の蛍光は，わずかではあるが，
長波長側にシフトしていることが見出された。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2 衝撃前後の蛍光スペクトルの比較 

（スパイク状の信号はノイズ） 

 

以上のように見出された蛍光スペクトルの変化
をより詳細に調べるため，静的に圧縮を加え，ひず
み（応力）と着色・蛍光スペクトル変化の関係を調
べることとした。まず，Biドープシリカガラス試料
を圧縮する方法を検討した。これは，高密度ポリエ
チレンまたはアルミニウム合金製であり，外径 30 

mm，内径 12.5 mm（Bi ドープシリカガラス試料試
料外径と同寸），厚さ 8 mmのリング状である。これ
に割りを入れ，M2.6のネジで締めることにより，試
料に圧縮を加えるものである。圧縮する際にひずみ
ゲージを使用し，加えた応力を推定した。高密度ポ
リエチレン製リングを使用した場合では，リングに
柔軟性があるため，試料にクラックが入ることなく，
圧縮を行うことができた。計測できた最大ひずみは，
5.5×10-4 程度であった。これは，ガラスの縦弾性係
数を 80 GPaとした場合（理科年表（丸善）），軸方向
の応力は，44 MPa と見積もられる。一方，高密度ポ
リエチレン自体の強度の限界や，柔軟性のため，ネ
ジを締めても時間とともにガラス試料のひずみが緩
和してしまう現象が見られた。10分間程度保持でき
る最大のひずみは，3.5×10-4程度（28 MPa）であっ
た。アルミニウム合金製リングを使用した場合には，
より大きなひずみを与えることができるものの，リ
ングに柔軟性がないことによる応力集中が問題とな
り，5.1×10-4程度のひずみ（41 MPa）を与えたとこ
ろでクラックが入り始めた。さらにネジを締めこん
だところ，クラックが成長し，試料の破壊，飛散が
進み，ごく短時間には，最大 1.3×10-3程度のひずみ
（104 MPa）を加えることができたが，その時点で
試料が完全に破壊してしまった。 

これらの圧縮実験では，目視では，全体的な着色
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等の変化は観察できなかったが，クラックが入った
部分については，観察する角度により，濃色に着色
しているように見えた。 

次に，この方法で応力を加えた条件下において，
蛍光特性の変化の関係について調べた。その結果，
圧縮下で蛍光のピークはシフトする場合があること
がわかった。シフトした例を図 3 に示す。しかし，
シフトの量，方向は，圧縮条件，励起光波長により
まちまちであった。現段階では，圧縮と蛍光変化の
関係について結論は出せていない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3 圧縮下における蛍光スペクトル変化の例 

（励起光波長 500 nm） 

 

また，これらのことから，圧縮に伴い生じるク
ラックが蛍光スペクトルの変化に影響を及ぼしてい
る可能性について検討した。藤本らの報告では，蛍
光ピークがシフトする試料は，濃色に着色していた。
この実験で，アルミニウム合金製リングを使用した
際，クラックが入ったが，このクラックは，観察す
る角度によっては，濃色に着色しているように見え
た。藤本らの報告の試料は，高温状態から冷却する
際に得られているが，その際の冷却状態の不均一性
から試料に局所的なひずみが与えられ，試料が破壊
する応力を超えて微細なクラックが局所的に入って
いるとも推測される。図 2 に蛍光スペクトルを示し
た衝撃回収後の試料についても，クラックが入って
いた。 

今年度の成果 

これらの議論を基礎として，今年度は，クラック
が蛍光スペクトルの変化に及ぼす影響について評価
することとした。クラックが入る場合の，もっとも
極端な条件として，Biドープシリカガラス試料を乳
鉢で破砕し，この粉末状の試料の蛍光を計測した。 

結果の例を図 4 に示す。粉末状の試料では，励起
光波長が 500 nmの場合，蛍光のピークが長波長側に
シフトした。これは，図 3 に示した圧縮下でクラッ
クが入った場合と同傾向のピークシフトであった。
図 3では，ピークの波長は 1150 nm（出発試料），1160 

nm（30 MPa程度の圧縮），1170 nm（30 MPa を超え
る圧縮：クラックが目視で確認できた）とシフトし
たが，図 4の粉末状の試料では 1170 nmにピークを
示した。 

また，励起光波長が 700 nmの場合，破砕による蛍
光のピークシフトは，ほとんど見られず，800 nmの

場合は，シフト量は小さいものの短波長側にシフト
していた。これらの事実は，これまでの実験結果と
矛盾しなかった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 4 破砕した粉末状試料の蛍光スペクトル変化の
例。比較のため載せた出発試料のスペクトルは，図
3 のデータと同一である。（励起光波長 500 nm） 

 

 これまでの研究をまとめると以下の通りとなる。 

 

1. Biドープシリカガラスを衝撃圧縮後，回収した試
料の蛍光スペクトルは，励起光波長が 500 nm，800 

nmの時，ピークが長波長側にシフトした。回収試料
には，目視でクラックが確認できた。励起光波長が
700 nmでは，シフトが明らかではなかった。 

 

2. 静的な圧縮下での蛍光スペクトルは，励起光波長
が 500 nmでは長波長側に，800 nmでは短波長側に
ピークがシフトした。励起光波長が 700 nmの時は，
シフトが明らかではなかった。圧縮が大きかった際
の試料には目視でクラックが確認できた。 

 

3. 破砕した試料の蛍光スペクトルは，500 nmでは長
波長側に，800 nmでは短波長側にピークがシフトし
た。励起光波長が 700 nmの時は，シフトが明らかで
はなかった。 

 

4. Biドープシリカガラスは，製作時の急冷による圧
縮，衝撃圧縮，静的圧縮，破砕等，何らかの応力が
加えられることにより，蛍光スペクトルのピークが
シフトすることが明らかになった。シフトの方向，
量については，励起光波長等にも依存するようであ
り，現段階では，統一的な知見が得られていない。 
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