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水素との反応による Eu イオンの価数制御
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Reaction of Glass with Gas: Valence-Control of Eu Ions in
Na2O–Al2O3 –SiO2 Glasses Reacted with H2 Gas
Masayuki Nogami*

* 野上正行 フェロー

Reaction of glass with gas is proceeded by the gas permeation in glass, followed by reacting between
the glass constituent ions and gas. Among the gas compounds, H2 shows large permeation rate and
possibly react with some metal ions, which can be expected to function the novel properties of glasses.
In this study, the reaction of hydrogen with europium ion doped in silicate glasses was investigated and
3+
3+
discussed how the glass components act to reduce the Eu ions. Glasses were prepared to dope Eu
3+
ions in a Na2O–Al2O3–SiO2 system, and the changes in the valence state of Eu ions and the glass
structure surrounding the Eu atoms during heating under H 2 atmosphere were investigated using
27
fluorescence spectroscopy, X-ray absorption fine structure spectroscopy, and Al magic-angle spinning
3+
solid state nuclear magnetic resonance spectroscopy. The reduction behavior of Eu ions was dependent
3+
on the Al/Na molar ratio of the glass. For Al/Na < 1, the Al ions formed the AlO4 network structure
+
3+
accompanied by the Na ions as charge compensators of AlO4 network formers; the Eu ions occupied
the interstitial positions in the SiO4 network structure and were not reduced even under heating in H2
3+
gas. On the other hand, in the glasses containing Al2O3 with the Al/Na ratio exceeding unity, the Eu
ions commenced to be coordinated by the AlO4 units in addition to the SiO4 network structure. When
3+
heated in H2 gas, H2 gas molecules reacted with the AlO4 units surrounding Eu ions to form AlO6 units
3+
2+
terminated with OH bonds and reduced Eu ions to Eu via the extracted electrons.

１．は

じ

め

に

ようになる．希土類イオンのこのような特性を有効に利

ガラスは狭義には原料を高温に加熱して液体とし，そ

用するためにはガラス母材や作製条件の選択・設定を最

の液体構造を保ったまま冷却固化して作られたものと定

適化する必要がある．希土類イオンはガラス中では通常

義されている．そのために透明性に優れ，遷移金属や希

三価の状態が安定であるので，二価イオンとして存在さ

土類イオンを始め色々なイオンを均一に分散してドープ

せるためにはガラス組成を酸性度の高いものにし，かつ

できることから，古くから窓材や容器などの構造材料に

原料中にカーボンなどの還元剤を加えたうえで，溶融雰

加え光学レンズ，装飾品，光通信用ファイバーなどとし

囲気を水素にするなどの操作

て使われてきた . 特に最近，希土類イオンをドープした

ラスを作製した後に水素雰囲気下で加熱して希土類イオ

ものは，レーザーや LED など光関連材料としての応用

ンを還元することもできるが，水素のガラスへの移動速

1–3）

も期待されている

．希土類イオンの 4f 電子は 5s p 電
2 6

8,9）

が必要となる．またガ

10,11）

度は小さくその反応はガラス表面層に限られる

ため

子に遮蔽されているために配位子の影響を受けにくく比

に二価イオンの機能を十分に引き出すには至っていな

較的シャープな光吸収・発光スペクトルを示す．また

い．

Eu，Sm，Yb などの幾つかは二価イオンの状態も取りえ
4–7）
るとされている ．二価イオンでは 5d–4f 遷移が許容に

に安定してドープすることが出来れば，ガラスの材料と

なり，広い波長域に渡って非常に強い発光が観測される

ガラスの水素との反応を制御し二価イオンをガラス中
しての有用性は高くなるので研究の発展に期待がかけら
れる．ガラス中でのガス透過はガスの種類とガラス構造
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とで決まり，サイズの小さい水素の透過速度は他のガス
種に比べて大きいようであるが，それでもアルミニウム
金属のそれと同程度であるといわれている．またガラス
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構造との関係についても十分なデータが蓄積されていな
いし，透過のメカニズムも未だよく分かっていない．
只，ガラスを同一組成の結晶と比較したとき，その構造
は開放的であることから透過速度が高くなると思われる
し，また最近では数十μ m の厚みしかないシート状ガラ
スも使われ出しており透過速度が高くなくても作業時間
の短縮が可能になる．このような状況下で，ガラスの高
機能化を実現させるためにもガラスのガスとの反応を系
統的に検討することには意義がある．
当研究所における研究目標を『ガラスのガスとの反応
メカニズムの解明とそれを応用した新しい機能性ガラス
の開発』とし，最初に水素とユーロピウムを取り上げ，
ガラス内への水素の拡散と Eu イオンの Eu への還元
3+

2+

反応について調べている．al2o3 を含有した珪酸塩ガラ
スでの水素の透過速度は大きく，かつ Eu イオンが効率
3+

12）

よく還元されることを発見した ．また還元と同時にガ
ラス内に oH 基が生成していることも観測された．この
ような反応が起こるためには al イオンの存在が必須で
3+

あることがわかったが，Eu イオンを還元するための
3+

Fig.1.	Glass compositions prepared in this study and oxidation state of
europium atom in glasses prepared in air atmosphere and after
heating in H2 gas. Marks triangle and circle show the compositions
exhibiting fluorescence from only Eu3+ and both Eu3+ and Eu2+,
respectively, before heating in H2 gas. Red and blue colors show
the Eu3+ and Eu2+ in glasses after heating in H2 gas. Dotted red
lines are the counter lines of the optical basicity.

al イオンの役割については不明のままであった．
今回，Na2o─al2o3─Sio2 系において，al2o3 含有量
3+
の異なるガラスについて Eu イオンの還元反応を調べ，
3+
還元される Eu イオンの特定と水素との反応過程を明ら
3+
かにするとともに，al イオンの役割について考察する

で，肉眼や X 線回折実験によって異物や結晶が存在しな

ことを目的にした．

いことを確認した．

3+

２．実

験

方

法

作製したガラスの組成を図 1 に示し（モル % で記述），
そこに Eu2o3 を重量で 5% 加えるようにした．原料には

Sio2，al（oH）
3，Na2Co3，Eu2o3 を 使 用 し 電 気 炉 で 溶
融した．図 1 で al/Na 比が 1 より少ないガラスの溶融に
は白金ルツボを用いて電気炉で溶融し，更に 1500 ～
1550 ℃で 5 時間保った後，ステンレス板上に流し出し
た．一方，al/Na 比が 1 より多いガラスでは粘度が高く
ルツボから流し出すことが出来なかったので，アルミナ

て試料棒から離れて落ちた融液を双ローラーでプレスし
た．この方法で厚さ：0.1 mm，面積：10 cm 程度の透
2

明なガラス薄片が作製できた．作製した全てのガラス

ガラスの水素ガスによる処理は内径 30 mm のシリカ
ガラスチューブ内に試料を置き電気炉に装着し，油回転
ポンプで排気した後，水素ガスを約 25 ml/min の速度で
流しながら予め決めた温度・時間で処理した．
発光スペクトルの測定には日本分光製；FP-6500 を用
いた．また赤外線吸収スペクトルは日本分光製；FT-

iR4600 を用い波数：4000 ～ 2000 cm の範囲で測定し
–1

た．

XaFS 解析は大型放射光施設（SPring-8）にあるビー
ムライン BL33XU で行った．蓄積リングエネルギーは

ルツボを用いて溶融し 1570℃で 7 時間保った後，ルツボ

100 ma, 8 geV で運転し，ビームラインに入射した X 線

ごと空冷し，冷却後ルツボを割りガラスを取り出した．

を進行方向に対して 6mrad の角度を有する Rh コート Si

ガラスはガラス転移温度付近の温度から徐冷して歪を除

ミラーで反射させて高調波を抑制した．その後 Si（111）

いた．ガラスを厚さ 1 mm の平板に切り出し，その表面

チャンネルカット分光器で単色化し，高さ：0.5 mm，

を粒径 3 μ m のダイアモンドスラリーで研磨したものを

幅：1.0 mm のビームサイズとして照射した．測定はイ

測定用試料とした．Na2o を含まない al2o3─Sio2 系ガラ

オンチャンバーを用いて室温で行った．Eu の XaFS 解

スの作成には Sio2，al2o3，Eu2o3 粉末を原料にし，poly

析には Eu Laiii-edge（6.94 ～ 6.99 keV）を使用し，解析

vinyl alcohol（重合度：500）水溶液をバインダーにし
て直径 8 mm の棒状体に加圧成型した後，空気中 1500℃
で 5 時間処理して焼結体とした．溶融は金でコートした

ソフト athena を利用した．

12）

al MaS NMR 測定は Bruker Biospin, avance 400 を

27

用 い，Larmor frequency：104.261 MHz，MaS rate：15

楕円ミラーの焦点に置いたハロゲンランプからの光を対

kHz とした．スペクトルは 1M-alCl3-aq を用い，そのピー

焦点に吊るした試料棒先端に集光させて溶融するように

ク位置を –0.1 ppm として補正した．

した．温度は 2000 ℃以上になるとされており，溶融し
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３．結果および考察
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3+

3.1. Na2O─Al2O3─SiO2 系ガラスの構造と Eu イオ
ンの局所構造
前報

13,14）

で は，Eu イ オ ン を ド ー プ し た 25Na2o・
3+

75Sio2 と 25Na2o・25al2o3・50Sio2 組成のガラスにつ
いて水素との反応を調べた．25Na2o・25al2o3・50Sio2
2+
ガラスでは Eu イオンに還元されるのに対し，25Na2o・
75Sio2 ガラスではそのような反応が起こらないことを
3+
3+
見つけ，Eu イオンの還元には al イオンの共存が必須
3+
であると考えたが，その Eu イオンへの結合状態に及ぼ
す役割と水素との反応過程のついてまでは言及できな
かった．
今回取り上げた Na2o─al2o3─Sio2 系ガラスは基礎・
実用の両面において最もポピュラーなもので，その構造
もよく調べられている．ガラスの構造は Sio4 四面体が
三次元に連結した網目構造で，Na イオンは網目構造を
+

Fig. 2

27
AlMAS NMR spectra of Eu-doped (25–x)Na2O · xAl2O3 · 75SiO2
(x = 8 and 15) glasses prepared by melting in air.

切断するように結合する．そのために Na2o 量の増加と

全ての al イオンは酸素 4 配位状態にあると考えてよ

ともに，例えばガラスの粘度が低下し強度も低くなる．

い．これは al イオンは Na イオンを電荷補償として

3+

3+

+

一方，al イオンは alo4 四面体となり Si イオンと同

alo4 四面体を形成するという考えを追従するものであ

じように三次元網目構造を形成する．その際，alo4 四

る．一方，10Na2o・15al2o3・75Sio2 ガラスのスペク

3+

4+

面体の負電荷は Na イオンで補償されるので，Na2o の

トルの幅は広く，15 ppm 付近にも強度は小さいものの

存在にもかかわらず三次元網目構造が形成され，al2o3

シグナルが観測されていることから，前者のガラスには

量の増加とともに，比率が高くなり，結果としてガラス

ない酸素 5 配位あるいは 6 配位した al イオンが存在し

の粘度が高く強度も上がるようになる．このような構造

ていると考えてよいのかもしれない．只， al NMR 測

の変化は al と Na イオンの量比で決まり，al /Na = 1

定では四極子相互作用やドープされている Eu のように

の組成で全ての酸素イオンが架橋イオンとなって三次元

常磁性イオンの影響を受けてシグナルの線幅が広く観測

+

3+

+

3+

+

3+
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3+

網目構造が形成されることになる．al /Na 比が 1 より

されることもあるので未だ明確な結論を出すに至らず，

大きいガラスでの al イオンの役割については未だはっ

今後の詳細な検討を待たねばならない．

3+

+

3+

きりとわかっていない．電荷補償となる Na イオンが不

Eu イオンは Na に比べサイズも大きいので，alo4

足しているので alo4 四面体となることはできず alo6 八

四面体形成のための電荷補償として働くとは考えられな

面体となり網目構造が切断されていくという考え方と，

いが，その結合状態は Na や al イオンの影響を受けて

過剰な al イオンは依然として alo4 四面体を形成し，

変化することは予測できる．Eu イオンの結合状態を調

そこでの酸素イオンは 3 個の al イオンと結合するとい

べるために XaFS 測定を行った．Eu の Liii 吸収端を使用

うものとである．このようにガラス構造を考えるとき

し EXaFS の振動構造（κ χ（κ ））を求め，κ < 12 a まで

Na と al イオンとではその働きに違いがあり，とりわ
3+
+
け al イオンの役割については Na イオンとの関係で

の範囲でフーリエ変換を行い Eu 周りの動径分布関数を

もって議論しなければならない．更に今回の研究対象で

び 17Na2o・8al2o3・75Sio2 ガ ラ ス の ス ペ ク ト ル に は
Eu―o および Eu―Eu 結合に対応づけられているシグナ
ルが 2 Å と 3 ～ 4 Å 域に比較的明瞭なピークとしてあら
3+
われている．しかも al イオンの存在に拘わらずシグナ
3+
ル形状に違いがみられないことから，Eu イオンは比較
+
的均一に分布していると考えてよい．このことは Na や
3+
al イオンが入っていても，それらの結合様式の影響を
受けることなく Sio4 四面体で構成されるネットワーク

+

3+

3+

+

3+

ある Eu イオンの還元反応の有無を考えるためには al
3+

3+

イオンのガラス構造への役割，とりわけ Eu イオンの結
3+

合状態に及ぼす効果について掘り下げた議論が必要であ
る．

al イ オ ン の 結 合 状 態 を 調 べ る た め に al MaS
3+
+
NMR 実験を行った．そのうち al /Na = 1 を境にした
17Na2o・8al2o3・75Sio2 と 10Na2o・15al2o3・75Sio2
（いずれも Eu2o3 をドープしてある）ガラスのスペクト
ルを図 2 に示す．52 ppm 付近にピークをもつシグナル
3+
は酸素 4 配位した al イオンに帰属されている．17Na2o・
8al2o3・75Sio2 ガラスではこのシグナルのみのようで，
3+

27

3+

+

+

3+

3+

3

–1

導き出した．結果を図 3 に示す．25Na2o・75Sio2 およ

構造を 切断す る位 置に入 って いる ことに よる のだろ
う．一方，al /Na = 1 より al2o3 を多く含む 12.5Na2o・
3+

+

12.5al2o3・75Sio2 および 10Na2o・15al2o3・75Sio2 ガ
ラスのスペクトルの形状は前のものに比べて大きく異
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が肉眼でも識別できる．この波長域の発光バンドは短波
長側から順次 Eu イオンの D0 → F0, F1, F2 遷移に帰属
3+

5

7

7

7

されるもので，ガラス中では Eu イオンが安定して存在
3+

していることを示している．発光スペクトルを詳細にみ
ると，それぞれの遷移による発光ラインに分裂がみられ
る．分裂は Eu イオン周りの対称性の違いによるもの
3+

で， F1 と F2 とではそれぞれ最大 3 および 5 本になる．
7

7

図 4 で は al /Na = 1 よ り al2o3 を 多 く 含 む ガ ラ ス で
3+

+

D0 → F1 遷移が 3 本に分裂しているようで，今後，発光
微細構造（Fluorescence Line Narrowing, FLN）を測定
5

7

し検討を進めていく．今回は発光強度のガラス組成の影
響について検討した． D0 → F0,1,2 遷移のうち， D0 → F1
5

7

5

7

遷移は磁気双極子遷移で周りからの影響を受けにくいと
されている．一方， D0 → F0， F2 遷移は電子双極子遷移
5

7

7

Fig. 3 Fourier-transformed k3χ (k) data at Eu LIII-edge of Eu-doped
(25–x)Na2O · xAl2O3 · 75SiO2 (x = 0, 8, 12.5 and 15) and
30Al2O3·70SiO2 glasses prepared by melting in air.

で本来は禁制で発光がみられないが，ガラスのような無

なっている．2 Å でのシグナル強度は弱くなり幾つかの

強くなるとともに大きくなる．そこで両者の発光強度の

ピークシグナルの集合のようであるし，また，3 ～ 4 Å
のシグナルも弱くピークとして識別し難くなっている．
この傾向は 30al2o3・70Sio2 ガラスでも同じであった．

Eu イオンは Sio4 四面体だけではなく，al―o 多面体
3+

の影響を強く受けて結合しているために，酸素との結合
距離が一様でなくなっていることを示していると考えら
れる．
3.2. 作製したガラスでの Eu イオンの価数
作製したガラスの発光スペクトルを図 4 に示す．波
長：570 ～ 620 nm にピークをもつ強度の大きい発光バ
ンドがみられ，いずれのガラスも赤色発光をしているの

秩序な構造に入ると禁制が部分的に解け観測できるよう
になり，その強度は Eu イオンと o イオンとの結合が
3+

2–

（ D0 → F2）
（
/ D0 → F1））を比べることで Eu イ
比（R =
5

7

5

7

3+

15,16）

．算出した R 値を

オンの周りの結合の違いが分かる

図 4 の中に示してある．25Na2o・75Sio2 ガラスに al2o3
を導入すると R 値は一旦大きくなり，その後 al2o3 量の
増加とともに小さくなっている．al /Na = 1 より al2o3
3+

+

を多く含むガラスでは非常に小さく 17Na2o・8al2o3・

75Sio2 ガラスのそれに比べて 1/2 程度にまで小さくなっ
3+
2–
ている．Eu イオンに配位している o イオンのカチオ
ンとの結合が強くなり，その結果として Eu―o 結合は
弱まっていると考えられる．
図 4 で 25Na2o・75Sio2 および 17Na2o・8al2o3・75Sio2
ガラスは Eu イオンからの発光が観測されるだけであっ
3+

たが，12.5Na2o・12.5al2o3・75Sio2 ガラスとそれより

al2o3 含有量の多いガラスには非常にブロードな発光バ
ンドが 400 ～ 500 nm 域にみられ，その強度は al2o3 含
有量の多いものほど強く観測されている．この発光は

Eu イオンの 4f 5d → 4f （ S7/2）遷移に帰属されており，
3+
ガラスを作製した時点で一部の Eu イオンが還元された
2+

6

7

8

状態になっていることを示している．

Eu イオンの存在については X 線吸収端近傍（XaNES）
スペクトルからも識別できる．図 5 にガラスの Eu Laiii
XaNES スペクトルを示す．6983 eV と 6977 eV にピーク
3+
2+
をもつスペクトルで，それらは Eu と Eu イオンに帰
属されている．25Na2o・75Sio2 および 17Na2o・8al2o3・
3+
75Sio2 ガラスには Eu イオンのシグナルのみで，それ
2+
より al2o3 含有量の多いガラスでは Eu イオンのシグナ
ルも明瞭に観測されている．バックグランドを arctan 関
数 で 近 似 し て シ グ ナ ル を 抽 出 し，2 つ の Voigt 分 布 で
2+

Fig. 4 Fluorescence spectra of Eu-doped (25–x)Na2O · xAl2O3 · 75SiO2
(x = 0, 8, 12.5, 15) and 30Al2O3 · 70SiO2 glasses prepared by
melting in air. Numbers shown in figure are the intensity ratio of
5
D0 →7F2 to 5D0→7F1 transitions.

フッテイングして分割した．それぞれのバンドの面積比
から Eu と Eu イオンの存在割合を求めた．図 5 にその
3+

2+
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オンの影響を強く受けると考えてよく，al /Na > 1 の
3+

+

組成で Eu も存在するようになる．
2+

3.3. 水素との反応による Eu イオンの変化
図 6 に水素雰囲気下，ガラス転移温度近辺の温度で
加熱した後の発光スペクトルを示す．25Na2o・75Sio2
と 18Na2o・7al2o3・75Sio2 ガ ラ ス の ス ペ ク ト ル は 加
熱する前のものと同じであったのに対し，al2o3 含有量
の 多 い 12.5Na2o・12.5al2o3・75Sio2 お よ び 10Na2o・

15al2o3・75Sio2 と 30al2o3・70Sio2 ガラスには Eu イ
2+
オンからの発光はほとんど観測されず，替わって Eu イ
3+

オンからの発光が強くあらわれ，その発光強度は加熱温
度が高く長時間処理したものほど強くなっていた．さら
に発光もガラス表面からのみのものでなく，ガラスの中
心部分も同程度の強さで発光していることも確認でき
た．これらのことは，水素ガスがガラス内部にまで十分
侵入し Eu イオンを Eu に還元したと考えてよい．
3+

Fig. 5 XANES spectra of Eu-doped (25–x)Na2O · xAl2O3 · 75SiO2 (x =
0, 8, 12.5 and 15) and 30Al2O3 · 70SiO2 glasses prepared by
melting in air. Numbers shown in figure are the ratio of Eu2+ and
Eu2+ content.

2+

値も示してある．12.5Na2o・12.5al2o3・75Sio2 ガラス
での Eu イオンの割合は 1% 程度と小さいものであった
2+

が，al2o3 含有量の増加とともに大きくなり 30al2o3・

70Sio2 ガラスでは 21% が Eu イオンになっていると見
2+

積もることができた．
今回のガラスは酸化物原料を用い，空気雰囲気の中

1550℃近辺で溶融して作られているので，金属イオンは
4+
3+
+
3+
通常 Si ，al ，Na ，Eu として存在している．只，Eu
2+
3+
については Eu から Eu へのイオン化エネルギーが比
2+
較的小さいために Eu イオンとして存在することもでき
ると考えられる．どちらの価数をとるかは配位する酸素
イオンの活量で決まり，光学塩基度モデルで説明できる
17,18）

とされている

．光学塩基度モデルは Eu イオンに配

位している酸素イオンから中心の Eu イオンへの電子を
付与できるパワーの指標であり，酸化物ガラスではその
大きさでもってガラスの酸・塩基性を区別するのに利用
されている．この考えによると，光学塩基度はガラス組
成から計算で求めることができ，その値が大きいものほ
ど Eu イオンが安定に存在することになる．今回のガラ
3+

スについては，報告されている値（Sio2：0.48，al2o3：

0.60，Na2o：1.14）を用いて算出した値を組成に対す
る等温線で図 1 に示してある．光学塩基度の変化は Sio2
―al2o3 二成分線に平行し Na2o 量とともに変化してい
3+
く傾向にあり，Na2o 量が多いものほど Eu イオンが安
定に存在するように思われる．図 1 には実際に作製した
ガラスについて蛍光スペクトルから判断した Eu イオン
3+
の状態で，三角印は Eu イオンのみであるのに対し，丸
2+
印は Eu イオンも含まれているガラスを表している．こ
2+
3+
のような実験結果から判断すると，Eu の存在は al イ

Fig. 6 Fluorescence spectra of Eu-doped (25–x)Na2O · xAl2O3 · 75SiO2
(x = 0, 8, 12.5, 15) and 30Al2O3 · 70SiO2 glasses after heating in
H2 gas. Heat treatment conditions in H2 are follows; (a): 550oC,
20 hr, (b): 600oC, 2 hr, (c): 700oC, 10 hr, (d): 800oC, 30 hr, and
(e): 800oC, 25 hr.

他の組成のガラスについても水素ガス雰囲気下で加熱
することで Eu イオンが還元され，Eu イオンからの
3+

2+

発光を示すかを調べた結果を図 1 にまとめてある．ここ
での結果は色別で示してあり，三角印の赤色は水素ガス
中加熱しても Eu イオンからの発光のみで Eu イオン
3+

2+

への還元は起こらないガラス組成であるのに対し，丸印
の青色は全ての Eu イオンが Eu イオンに還元される
3+

2+

組成で，その境界は al /Na = 1 である．
3+

+

前報において，Eu イオンの Eu への還元にともなっ
3+

2+

て，ガラス中に oH 基の生成がみられたと述べた．今回
のガラスについてもそのことの有無を調べた．図 4 と 6
に示したガラスの波数：4000 ～ 2000 cm 域での FT-iR
–1
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すると考えてよい．Eu イオンは al―o 多面体の近傍に
3+

ドープされていることが必要で，al /Na = 1 より al2o3
3+

+

を多く含むガラスでこのような条件が整うものと考えて
い る．al /Na < 1 の ガ ラ ス で は，al―o 多 面 体 は Na
3+

+

+

イオンと結合するだけで Eu イオンと結合することはな
3+

く，そのために水素とは反応しない．
以上のようにガラスの水素ガスとの反応で，Eu イオ
3+

ンの還元にともなって al―oH 基が生成すると考える
と，al―o 多面体に何らかの構造変化が生じることも予
想 で き る． 水 素 ガ ス と の 反 応 前 後 の ガ ラ ス の FT-iR，

XaFS，NMR 測定を行った．結果の一例として 10Na2o・
15al2o3・75Sio2 ガラスの FT-iR スペクトルを図 8 に示
–1
す．1500 ～ 400cm 域 の 吸 収 は Si―o や al―o 結 合 に
–1
関する情報が得られ，1000 ～ 1200 cm の大きな吸収は
Sio4 から成る網目構造中の Si―o 伸縮振動に帰属され，
–1
–1
また 800 cm と 460 cm の吸収は Si―o―Si 結合の伸縮
Fig. 7 FT-IR spectra of glasses before and after heating in H2 gas.
The heat treatment conditions were the same as those shown in
Fig. 6.

および変角振動に帰属されるものである．このような主
な吸収バンドに加え，水素ガスと反応させる前のガラス
19–22）

には，alo4 四面体の al―o 結合に帰属されている
スペクトルを図 7 に示す．Eu イオンが還元されるもの
3+

とそうでないものとの間に際立った違いのみられている
のがわかる．すなわち，水素ガス雰囲気下で加熱しても

Eu イオンに変化のみられなかったガラスの FT-iR スペ
2+
クトルには変化が認められないのに対し，Eu イオンに
3+

還元されたガラスにはこの波数域での吸光度に大きな増

750 cm にも小さな吸収バンドが観測される．一方，反
–1
–1
応後のスペクトルには，1150 cm と 750 cm にみられ
る吸収バンドの強度が低下し，替わって alo6 八面体の
21–24）
–1
al―o 結合に帰属されている
吸収バンドが 550 cm
–1

にあらわれるのが識別できた．このようなスペクトルの
変化から，Eu イオンの還元にともなって alo4 四面体
3+

加がみられ，その増加度は al2o3 含有量の多いガラスほ

が alo6 八面体に構造変化し，そこに oH 基が形成され

ど大きくなることである．この領域の吸収バンドは非常

ると考えてよさそうである．また al MaS NMR スペ
27

に幅広く，結合状態の異なる oH 基の吸収バンドが重

クトルにも alo6 八面体の生成を示唆するシグナルの増

なっていることを示している．前報ではガウス分布を想

大がみられた．只，両スペクトルでの変化量はそれほど

（ i ），3450
（ii），3300
定 し て そ の 分 離 を 行 っ た．3600

大きなものでなく，他の要因による変化も考える必要が

（iii），3100
（iV）および 2850
（V）cm にピークをもつ 5

あるので，今後これらのことも考慮しながら研究を進め

–1

つの吸収バンドに分離でき，oH 基に結合するイオンと

ていく．

の水素結合力の大きさを考慮して，バンドⅠ；独立した

SioH， バ ン ドⅡ；oH…o―al， バ ン ドⅣ；oH…o―
Eu，バンドⅤ；oH…o―Na，と帰属した．―と…はイ
オン結合あるいは水素結合による結合を意味し，水素結
合力の大きいものほど吸収位置は低波数側にシフトして
表れる．バンドⅢは，強度が小さく明確な帰属はできな
いが，水素結合エネルギーのそれ程大きくない oH 基で
あると考えられる．水素雰囲気下で加熱した後にはこれ
らの吸収バンドのうち，バンドⅡ，Ⅲ，Ⅳの強度が大き
く増加することがわかった．oH 基の生成に関しては
al2o3 含有量の多いガラスであっても Eu2o3 をドープし
ていなければ，たとえ水素ガス雰囲気下で加熱しても

oH 基が生成されないことも確かめた．このような実験
結果から，ガラスを水素ガス雰囲気下で加熱したとき，

Eu イオンが還元されると同時にその近傍に結合してい
る al―o や Eu―o 結合が水素と反応して oH 基が生成
3+

Fig. 8 FT IR spectra of Eu-doped 10Na2O · 15Al2O3 · 75SiO2 glass before
(a) and after (b) heating in H2 gas.
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４．ま

と
め
Eu イオンをドープした Na2o─al2o3─Sio2 系ガラス
3+
2+
の水素との反応による Eu イオンの Eu への還元反応
3+
について調べた．ガラス中での Eu イオン周りの構造は
3+
+
ガ ラ ス 組 成， と り わ け al /Na 比 の 影 響 を 強 く 受 け，
3+
+
al2o3 含有量が al /Na = 1 より多い組成では，Sio4 四
面体に加え alo4 四面体に結合するようになる．水素ガ
3+
ス雰囲気下で処理したとき，このような Eu イオンが還
元されると同時に alo4 四面体に oH 基が生成する．一
3+
+
方，al2o3 含 有 量 が al /Na = 1 よ り 少 な い 組 成 で は，
3+
Eu イオンが全て Sio4 四面体に囲まれているために，
3+

水素ガスで処理しても変化することがないと結論でき
た．
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