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Diffusion and reaction of hydrogen gas for reducing Eu ions in Glasses
Masayuki NogaMi*

* 野上正行 フェロー

We have studied a reaction of glasses with hydrogen gas to function the noble properties of glasses and
recently developed new Eu-doped Na2o–al2o3–Sio2 glasses exhibiting strong white emission from Eu2+
ions, in which al3+ ions play an important role in reducing Eu3+ to Eu2+. However, the pathway by which
the Eu3+ ions are reduced was not established. To address this question, the structural changes involving
al3+ and Eu3+ ions have been elucidated from Magic-angle Spinning Nuclear Magnetic Resonance (MaS
NMR) in solid state and X-ray absorption fine-structure (XaFS) spectroscopies. in the glasses with al/Na
>1, the al3+ ions form alo4 units without incorporating Na+ ions for charge compensation, and the Eu3+
ions are coordinated by a network structure comprising alo4 and Sio4. When heated in H2 gas, the H2 gas
molecules diffuse and react with the Eu3+ ions, reducing them to Eu2+ and forming o–H bonds. The diffusion
rate of H2 molecules was analyzed from the formation process of o–H bonds using FT-iR spectroscopy.
The reduction dynamics were also investigated using Eu3+ and Mn3+-doped Na2o–al2o3–Sio2 glasses, in
which the decolorization of brown Mn3+ to Mn2+ was monitored to determine the thickness of reacted-layer.
Thus, the diffusion and permeation coefficients at 700°C were determined to be 3.37×10–12 m2/sec and
5.49×10–17 mol/m sec Pa, respectively.

１．は

じ

め

に

されるようになる．希土類イオンのこのような特性を有

ガラスは原料を高温に加熱して液体とし，その液体構

効に利用するためには母材となるガラス組成の選択に加

造を保ったまま冷却固化して作られる非晶質体であると

えて作製条件の最適化が必要になる．二価イオンとして

されている．液体の冷却時に徐々に硬くなる性質を利用

存在させるためにはガラス組成をリン酸塩系にするか，

して様々な形状のものを作ることができるし，またセラ

あるいはケイ酸塩とするにしても酸性度の高いフッ化物

ミックスのような結晶粒界をもたないので高い透明性を

を混入させるなどの操作に加えて，原料中にカーボンな

出すことも可能である．そのために古くから窓材，容

どの還元剤を加えたうえで溶融雰囲気を水素にするなど

器，光学レンズとして用いられてきたし，最近の光ファ

の操作 も必要となる．またガラスを作製した後に水素

イバー，マイクロレンズ，極薄フィルム状ガラスなど iT

雰囲気下で加熱して希土類イオンを還元することもでき

技術を支える基幹材料としても幅広く利用されている．

るが，一般に水素のガラスへの移動速度は小さく，その

さらに液体としての高い溶解性を活かして遷移金属や希

反応はガラス表面層に限られる

土類イオンなどを均一にドープできることから，レーザ
1–3）

や LED など光関連材料としての展開も図られている

．

なかでも希土類イオンの 4f 電子は 5s p 電子に遮蔽され
2 6

ているために配位子の影響を受けにくく，比較的シャー
プな光吸収・発光スペクトルを示す．

8）

9，10）

．ガラスと水素との

反応を制御し二価イオンをガラス中に安定してドープす
ることが出来れば，ガラスの材料としての有用性はより
高くなると期待できる．
ガスとの反応による価数制御の研究はガスの透過と反
応過程を調べることから始まる．ガス透過はガスの種類

希土類イオンはガラス中では通常三価の状態で存在

とガラス構造とで決まり，水素分子やヘリウムのように

しているが，Eu，Sm，Yb などは二価イオンの状態も取

サイズの小さいガスの透過速度は大きい．一方，ガラス

．二価イオンでは 5d–4f 遷移が

の種類に関しては開放的な構造をもつ石英ガラスで最も

許容になり，広い波長域に渡って非常に強い発光が観測

大きいとされている ．それでもアルミニウム金属のそ

りえるとされている

4–7）

11）

れと同程度と小さく，ガスが透過するという概念はな
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い．このような状況下でガラス構造との関係についても
未だ十分なデータが蓄積されていないし，透過のメカニ
ズムも十分に解明されていない．只，ガラスを同一組成
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の結晶と比較したとき，その構造は開放的であることか

ンの結合状態を調べるとともに，水素による Eu イオン
3+

ら透過速度が高くなると思われるし，また最近では数十

の還元反応とガラス構造の変化を明らかにすることにし

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，

た．

透過速度が大きくなくても処理時間の短縮が可能にな

げ，ガラス内への水素の拡散と Eu イオンの Eu への

法
作 製 し た ガ ラ ス は モ ル 表 示 で 1Eu2o3・10Na2o・
15al2o3・75Sio2 と し， 必 要 に 応 じ て Na2o と al2o3 の
量比を変えたものや，Eu2o3 を 0.2 ～ 1 モルの範囲で変化
（oH）
させたものも作った．原料には Sio2，al
3，Na2Co3，
Eu2o3 を使用し，アルミナルツボを用いて 1570 ～ 1650℃
で 5 時間溶融・清澄した．電気炉から取り出しルツボご
と空冷した後，徐冷炉に入れガラス転移温度付近で 15

還元反応について調べることにした．Eu と Eu イオ

分程度保ち，その後炉内で自然冷却した．ガラスを厚さ

ンは波長がそれぞれ 600 nm と 450 nm 付近で発光するこ

1 mm の平板に切り出し，その表面を粒径 3 μ m のダイア

とから，蛍光表示体，LED，レーザなどへの応用も期待

モンドスラリーで研磨したものを測定用試料とした．作

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』とした．ガスとの反応によるガラスの機能創
出をも念頭に入れ，最初に水素とユーロピウムを取り上
3+

2+

3+

2+

２．実

験

方

できる．Eu イオンをドープした幾つかの系列のガラス

製した全てのガラスで，肉眼や x 線回折実験によって異

を作製し，実際に水素雰囲気中で加熱処理してその変化

物や結晶が存在しないことを確認した．ガラスの水素ガ

3+

を調査したところ，Na2o–al2o3–Sio2 系ガラスにドープ

スによる処理は内径 30 mm のシリカガラスチューブ内

した Eu イオンが Eu に還元されることを見出した

に試料を置き電気炉に装着し，油回転ポンプで排気した

3+

12，13）

2+

．

図１はそのようなガラスの蛍光スペクトルと実際に発光

後，水素ガスを約 25 ml/min の速度で流しながら予め決

しているガラスの写真である．水素処理した後のガラス

めた温度・時間で処理した．

はその表面だけでなく中心部からも Eu イオンの発光が

発光スペクトルは 500 W の Xe ランプからの光を分光

検出できていることからも，水素による還元反応はガラ

して試料に照射し，その発光を入射光に対して 90 度の

ス全体に行き渡っていることが確認できている．母ガラ

方向で受光・分光して測定した．

スは実用性が高い Na2o–al2o3–Sio2 系であることも応

al MaS NMR 測定には日本電子 JEoL ECX，800
MHz（18.79 T）を用いた．粉末試料を径：3.2 mm の Zro2
管 に 入 れ，MaS rate：20 kHz，excitation pulse：0.7 μ s，
τ /2 pulse width：1/3，pulse delay time：2 s で 208.5
27
MHz al MaS NMR を測定した．スペクトルは 1M–
27
alCl3-aq のピーク位置を 0 ppm として補正した． al 3Q
MaS NMR は z-filter 付きの three pulse sequence，pulse
1
delay time：0.5 s で測定した． H MaS NMR スペクト
ルは pulse repetition time：5 sec とし，TMS からのシフ

2+

用を考える上でも重要である．

27

ト量として求めた．

な役割を果たしているのかについての検討は充分でな

Eu Laiii-edge の XaFS 測定は大型放射光施設（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 100 ma，8 geV で運転し，ビームラインに
入射した X 線を進行方向に対して 6 mrad の角度を有す
る Rh コート Si ミラーで反射させて高調波を抑制した．
（111）チャンネルカット分光器で単色化し，高
その後 Si
さ：0.5 mm，幅：1.0 mm のビームサイズとして照射し
た．測定はイオンチャンバーを用いて室温で行った．Eu
の XaFS 解析は 6647 ～ 7598 eV の範囲で測定し，シグ
ナルをκ ─空間に変換した．フーリエ変換して Eu 周り動
径分布関数を求め，その第一近接を解析ソフト athena/
14）
artmis を利用してシミレーションした．計算には次式

かった．今回，核磁気共鳴（NMR）および x 線吸収微

を使って実験値に合うようにした．

Fig. 1 Fluorescence of the well-controlled Eu2+ and Eu3+ ions in glasses.
Eu3+ ions doped in as-prepared glass are reduced to Eu2+ by
heating in H2 gas. Fluorescence is changed from red (Eu3+)
emission to white/blue (Eu2+) one.

前報では，Eu イオンの還元反応には Na2o–al2o3–
3+

Sio2 系 で の al2o3 含 有 量 が Na2o の そ れ よ り 多 い 領 域
（al/Na > 1）のガラスに限られることを示した．只，そ
3+
3+
の時点では al イオンが Eu イオンの還元にどのよう

細構造（XaFS）スペクトルの解析から al と Eu イオ
3+

3+
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NjF（k）
exp（–2k σ j ）
j
2
χ（k）= S0 Σ ——————————
sin（2krj + φ（k）
）
j
j
k r2j
（1）
2 2

ここで，S0：reduction factor，F（k）
：backscattering factor，
j

σ j · is the Debye-Waller factor，rj：distance from the central
2

Eu atom，φ j：phase shift，Nj：coordination number．プロ
15）
グラムの使用に際して FEFF コード を使って後方散乱
強度と phase-shift 関数を計算した．
赤外線吸収スペクトルは日本分光製；FT-iR4600 を用
–1
い波数：4000 ～ 2000 cm の範囲で測定した．

３．結果および考察

3+

3.1. Na2O–Al2O3–SiO2 系ガラスの構造と Eu イオン
の局所構造

Fig. 2

27

al MaS NMR spectra of 12.5Na2o · 12.5al2o3 · 75Sio2 (a) and
10Na2o · 15al2o3 · 75Sio2 (b) glasses with (2 and 3) or without
(1) Eu3+ ion doping. Spectra (1) and (2) are for as-prepared glass
before heating in H2 gas, and spectra (3) are after heating in H2
gas at 800°C for 70 hr. Spectra are vertically shifted for clarity.

うな組成域のガラスでのみ，Eu イオンが Eu に還元
3+

2+

されることが分かったので，このような組成域での Eu

3+

Na2o–al2o3–Sio2 系ガラスは基礎・実用の両面にお

イオンの結合状態を al イオンとの関連で調べることが
3+

いて最もポピュラーなものの一つで，ガラスの性質も構

重要である．

造との関係でかなりよく理解されてきている．只，ガラ

なる．一方，al イオンは alo4 四面体となり Si イオ

図２に 12.5Na2o ・ 12.5al2o3 ・ 75Sio2 と 10Na2o ・
27
15al2o3・75Sio2 ガ ラ ス の al MaS NMR ス ペ ク ト ル
3+
を示す．シグナルは al イオンの酸素配位数に応じて明
瞭に区別でき，6，5 そして 4 配位についてはそれぞれ～0，
～30 そして～55 ppm にピークをもつスペクトルである
21）
とされている ．図 2 の 12.5Na2o・12.5al2o3・75Sio2
ガラスでは 55 ppm にピークをもつ単一シグナルを示し
3+
たことから，ガラス中での al イオンは全て酸素 4 配位
+
であり，Na イオンを電荷補償として alo4 四面体を形

ンと同じように三次元網目構造を形成すると考えられて

成しているという構造モデルと矛盾していない．一方，

いる．その際，alo4 四面体の負電荷は Na イオンで補
償されるので，Na イオンの存在にもかかわらず網目構

10Na2o・15al2o3・75Sio2 ガ ラ ス の ス ペ ク ト ル も 55
ppm の単一シグナルを示しているようで alo4 四面体を

造が形成され al2o3 量の増加とともに三次元網目構造の

形成していると言えよう．二つのガラスのスペクトルを

比率が高くなり，結果としてガラスの粘度が高く強度も

詳細に比較すると，10Na2o・15al2o3・75Sio2 ガラス

スは結晶とは異なり構成イオンの配列に規則性が認めら
れないので，その構造を中・長距離規模で記述すること
はできない．本系ガラスの場合，Si イオンは Sio4 四面
4+

体となり，それを酸素で三次元・無秩序的に連結して広
がった網目構造を形成するのに対し，Na イオンは網目
+

構造を切断するように結合する．そのために Na2o 量の
増加とともに，例えばガラスの粘度が低下し強度も低く
3+

4+

+

+

上がるようになる．このような構造の変化は al と Na

のスペクトルは高磁場側にやや広がっている．このこと

イオンの量比で決まり，al /Na = 1 の組成で全ての酸

は alo5 五面体の存在を示唆しているのかもしれないが，

素イオンが架橋イオンとなって三次元網目構造が形成さ

かっていない．電荷補償となる Na イオンが不足してい

al /Na = 1 を超えた全ての al イオンが alo5 五面体に
3+
なっているとは考えにくい．図 2 には Eu イオンをドー
3+
プしたガラスの測定結果も示してある．Eu イオンを
3+
ドープしても al イオンの NMR スペクトルに大きな変

3+

3+

+

+

れることになる．一方，al /Na 比が 1 より大きいガラ
3+

+

スでの al イオンの役割については未だはっきりとわ
3+

+

3+

+

3+

るので alo4 四面体となることはできず，alo5 や alo6

化は認められないが，シグナルの幅がやや広がっている

多面体となり網目構造が切断されていくという考え方

のがみてとれる（図中の数値は半値幅である）．

と，過剰な al イオンは依然として alo4 四面体を形成
．Eu イオンに関しては，網目

al イオンのより詳細な結合状態を調べるために，
3Q MaS NMR スペクトルを測定した．結果を図３に示
す．いづれのガラスも alo4 四面体を形成してはいる

構造を切断するように結合するだけで電荷補償体となっ

が，それらのシグナルの広がりに偏りが観測される．

3+

し，そこでの酸素イオンは 3 個の al イオンと結合する
3+

16–20）

というものとである

3+

3+

て alo4 四面体を形成することはないと考えられている．

10Na2o・15al2o3・75Sio2 ガラスについて F1 面の投影

只，ガラス中に al イオンが共存すると Eu イオンが
より均一に分散することから，al—o 多面体にも近接し

図をみるとやはり高磁場側で共鳴シグナルが認められ，

5 配位 al イオンの存在の可能性は否定できない．ガラ

て存在するようになるとも考えられる．前報までの研究

スの無秩序構造を反映したスペクトルの広がりも考慮し

成果として，al イオンが al /Na = 1 より多く含むよ

ながら更なる検討が必要である．

3+

3+

3+

3+

+

3+
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(c)

Fig. 4 Fourier-transformed κ3χ(k) data at Eu Liii-edge of Eu-doped
(25–x)Na2o·xal2o3 ·75Sio2 (x = 8, 12.5 and 15) glasses before
heating in H2 gas (spectra (a) to (c)). Red lines are ones simulated
using equation (1). Spectra (d) and (e) are ones after heating in
H2 gas. Heating conditions are 700°C/70 hr and 800°C/70 hr
for glass (d) and (e), respectively.

と（ 1 ）式を用いて Eu イオン周りの動径分布関数を近
3+

似した．図にはそれらの結果を赤色の実線で重ねて示し
てある．17Na2o・8al2o3・75Sio2 ガラスは実験結果と
の一致がよく Na2o—Sio2 系ガラスのスペクトルに近い
ものであった．このことは Na2o–al2o3–Sio2 三成分系
では導入された al イオンは Na イオンを電荷補償体と
3+
して alo4 四面体を形成するので，Eu イオンは al—o
3+

+

四面体に近接することはなく Sio4 四面体で構成される
ネットワーク構造を切断する位置に入ると考えてよい．

Fig. 3 Two-dimensional 27al 3Q MaS NMR spectra for 10Na2o ·
15al2o3 · 75Sio2 glass with (2 and 3) and without (1) Eu3+ ion
doping. Spectra (1) and (2) are for as-prepared glass before
heating in H2 gas, and spectrum (3) is after heating in H2 gas at
800°C for 70 hr.

Eu イオンの結合状態を調べるために XaFS 測定を
行 っ た．Eu の Liii 吸 収 端 を 使 用 し EXaFS の 振 動 構 造
3
–1
（κ ×（κ ））を求め，κ < 12 a ま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導き出した．結果を
3+
図４に示す．Eu イオンの結合状態をより明確にするた
めに 17Na2o・8al2o3・75Sio2 ガラスの結果も示してあ
3+
る．Na2o—Sio2 系ガラス中での Eu イオンの EXaFS
3+
解析に関しては幾つかの研究例があり，Eu イオンは
2–
o イオンとの距離が 2.3 Å で六つの Sio4 四面体に囲ま
れ，その Sio4 四面体の一つの酸素は非架橋であるとさ
22–25）
3+
．ここでも Eu イオンの Sio4 四面体によ
れている
る酸素八面体モデルを想定し，Eu2o3 結晶の構造データ
3+

2 Å 近傍のシャープなシグナルはそのような位置に入っ
た Eu—o 結合を示している．一方，12.5Na2o・12.5al2o3・
75Sio2 お よ び 10Na2o・15al2o3・75Sio2 ガ ラ ス の 2 Å
近 傍 の シ グ ナ ル は 強 度 は 小 さ く な っ て お り， 特 に

10Na2o・15al2o3・75Sio2 ガラスでのシグナルは著し
く小さくなったのに対し 3 ～ 4 Å に新しいシグナルが観
3+
測されている．これらの結果は，Eu イオンは Sio4 四
面体だけではなく，al—o 多面体の影響を強く受け，酸
素との結合距離が一様でなくなってくるとともに，alo4
四面体にも囲まれて存在するようになってくることを示
唆している．

Eu イオンの結合状態はその発光スペクトルにも強く
3+

反映される．図５に作製したガラスの発光スペクトルを
示す．波長：570 ～ 620 nm に 3 個のピークをもつ強度の
大きい発光スペクトルで，短波長側から順次 Eu イオン
3+

の D0 → F0, F1, F2 遷移に帰属されている．それぞれの
5

7

7

7

遷移による発光ラインの分裂は Eu イオン周りの対称性
3+

の違いによるもので， F1 と F2 とではそれぞれ最大 3 お
7

7

よび 5 本になる．また D0 → F0, 1, 2 遷移のうち， D0 → F1
5

7

5

7
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Fig. 5 Fluorescence spectra of Eu-doped (25–x)Na2o · xal2o3 · 75Sio2
(x = 8 (a), 12.5 (b) and 15 (c)) glasses.

遷移は磁気双極子遷移で周りからの影響を受けにくいの
に対し， D0 → F0, 2 遷移は電子双極子遷移で，Eu イオ
5

7

3+

ン周りの結合の影響とりわけガラスのような無秩序な構
造 を 強 く 反 映 す る と さ れ て い る．17Na2o・8al2o3・

75Sio2 ガ ラ ス の D0 → F2 遷 移 の 発 光 は 波 長 612 nm に
5

7

ピークをもち長波長側に広がったものになっているのに
対し，そのピーク波長は al2o3 含有量の増加とともに長

Fig. 6 FT-iR and 1H MaS NMR spectra of Eu-doped 25Na2o · 75Sio2
(a) and 10Na2o · 15al2o3 · 75Sio2 (b) glasses before and after
heating in H2 gas. Heating conditions in H2 gas are 500°C/50
hr and 800°C/70 hr for the 25Na2o · 75Sio2 and 10Na2o · 15al2o3
· 75Sio2 glasses, respectively. NMR spectra for glasses after
heating in H2 gas are vertically shifted for clarity.

ガラスになると 612 nm に加えて 620 nm にもピークを示

10Na2o・15al2o3・75Sio2 ガラスには検出されない．こ
+
れは Na イオンが alo4 四面体形成の電荷補償体として
の役割を担うときには oH 基を作らないことを示してい

していた．Eu イオンが異なった配位環境にあることを

る．

波長側にシフトしている．10Na2o・15al2o3・75Sio2
3+

示唆しており，それらを分離するために発光微細構造

水素ガス雰囲気下で処理した後のスペクトルは二つの

（Fluorescence Line Narrowing，FLN）解析が必要になっ

ガラスで全く異なっていた．25Na2o・75Sio2 ガラスで

てくる．

は，処理することで 2850 cm の吸収が僅かに減少して
–1

3.2. 水素との反応による Eu イオンの変化

いるようであるが，全体としての変化はほとんど見られ

ガラスを水素雰囲気下で加熱したとき，al2o3 含有量

ない．これは水素が反応したのではなく脱水縮合反応が

が al /Na = 1 より多い領域で Eu イオンが Eu に還元

起きたことによるものである．一方，10Na2o・15al2o3・
75Sio2 ガラスでは大量の oH 基が生成したことが分か
3+
る．oH 基の生成量は Eu イオンのドープ量に比例して
3+
増加するが，この組成のガラスでも Eu イオンがドープ
されていないと決して oH 基を生成することがないこと
を確認している．加熱前後の FT-iR スペクトルで分離し
–1
た吸収帯の強度を比較してみると，3500 ～ 3100 cm の

3+

+

3+

2+

され，それにともなって oH 基が生成することを確認
している．ガラス中での水や水酸基の残留はよく知ら
れていることで，その結合状態は赤外線吸収スペクト
ルの測定から調べることができる．図６はその一例で，

25Na2o・75Sio2 と 10Na2o・15al2o3・75Sio2 ガラスの
–1
FT-iR スペクトルである．3700 ～ 2500 cm に幅広い吸
収帯で，水素結合力の異なる様々な oH 基が存在してい
るのが分かる．前報では吸収帯をガウス曲線で分離し，
–1
高波数側から，独立した SioH（3600 cm ），oH…o—Si

（3450 cm ），oH…o—al（3300 cm ），oH…o—Eu
–1
–1
（3100 cm ） お よ び oH…o—Na（2850 cm ） に 帰 属
–1

–1

することができた． — 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

26，27）

．二つのガ

ラスのスペクトルは似通っているが，25Na2o・75Sio2
–1
ガラスにみられる 2850 cm （oH…o—Na）の吸収は

波数域での吸収強度が著しく増大していることから，透
過してきた水素ガスによって Eu イオンが還元され，そ
3+
れと同時に Eu イオン周りにある Si—o や al—o 結合
3+

に oH 基が生成したと考えてよい．

oH 基の生成については H-MaS NMR スペクトルか
らも検討した．図 6 にはその結果を示してある．スペク
トルは FT-iR スペクトル同様，異なった多くの結合形態
を反映して複雑である．NMR スペクトルのケミカルシ
フト値も oH 基への水素結合の強さに対応して変化する
28）
とされており ，25Na2o・75Sio2 ガラスのスペクトで
1
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—

は 13 および 4 ppm にピークをもち，それぞれ Na—o と
—
Si—o と水素結合している oH 基のプロトンに帰属する

∂S
— = RC
∂t

ことができる．一方，10Na2o・15al2o3・75Sio2 ガラ

（4）

スのスペクトルには 13 ppm 付近のシグナルは観測され

ここで C はガラス内を拡散する水素の濃度で，S は生成

ない．このことからもこの組成のガラスでは Na イオン

物である Eu …Hoal の濃度である．D と R はその時の
拡散係数と反応速度で，x と t はガラス表面からの距離と

+

は Sio4 四面体ネットワーク構造を切断するのではなく，
alo4 四面体形成の電荷補償体として結合しているため
に oH 基を生成することはないと言える．只，この組成
—
のガラスでは 4 ppm にピークをもつ Si—o と水素結合
している oH 基のシグナルのほかに 0 ppm よりも高磁場
側にシグナルが観測される．NMR スペクトルは水素結
合していないプロトンから成る TMS を標準試薬に用い
ているので，通常は 0 ppm より高磁場側にシグナルが観

2+

反応時間である．実験では生成した oH 基の濃度とか

Eu （あるいは Eu ）イオンの濃度の時間変化の測定か
ら解析するので，式（ 3 ）と（ 4 ）の近似解として生成物
30）
の濃度（St）は式（ 5 ）で与えられる ．
3+

2+

（

t
St ≅ 2Co 1 + R
—
2

—
Dt
—
π

）√

（5）

測されることはない．試料に常磁性イオンをドープする

Eu （あるいは Eu ）イオンの濃度を発光強度の測定か

ことで緩和時間が短くなり，短時間でスペクトルを測定

ら求めることができるが，発光強度は濃度の増大ととも

できる場合があるが，正しい共鳴シグナルが検出できな

に低下すること（濃度消光）もあり，必ずしも好ましい

いこともあり NMR 測定に適さないとも言われている．

手段ではない．一方，光の吸収強度は濃度（c）に比例

今回のガラスでみられた 0 ppm より高磁場側のシグナル

して変化するので，本実験のように透明体を対象にする

は常磁性イオンである Eu イオンの影響を受けたシグナ

場合，吸収強度の測定の方が適している．Eu イオンの

3+

2+

3+

2+

ルであることが推測される．水素ガスと反応させること

濃度と oH 基のそれとは 1：1 に対応しているので，ここ

で高磁場側のシグナル強度が著しく高められている．こ

では oH 基の吸収強度（a）の測定から解析することに

のことからも水素との反応で生成される oH 基は al イ

した．

3+

オンや Eu （Eu ）イオンと結合したものであると考え
3

2+

られる．このような高磁場側のシグナルは常磁性体で
ある鉄を含有した珪酸塩鉱物の測定ででも測定されてお
29）

a = –log i/ io = kcd

（6）

ここで k は oH のモル吸収係数で水素結合力の異なる吸

り ，興味深い考察ができると思われるが，更なるデー

収帯それぞれの値が求まっている必要がある．現時点で

タの蓄積が必要である．

はそのような値は未だ決定されてはいないし，実験で得

水素ガスとの反応で Eu （Eu ）イオンが優先的に配位

られる幅広い吸収帯をそれぞれの吸収バンドに精度よく

している alo4 四面体に何らかの結合変化がみられるか

分離することも難しい．本実験では，吸収強度の変化分

について al MaS NMR スペクトルから検討した．図 2

を（吸収強度の増加量；cm ）×（波数範囲；cm ）とし

と 3 には水素ガスで処理した後のガラスの測定結果も示

て算出し，加熱時間に対してプロットしたのが図７であ

3

2+

27

–1

–1

してある．3Q MaS NMR スペクトルの結果を含めて，

る．図には 700 ℃で加熱したガラスの FT-iR スペクトル

処理前後のスペクトルに違いはみられていないことか

も挿入してある．測定値を（ 5 ）式でフィッテングして拡

ら，ガラス中での al イオンの結合形態に変化がないと

散係数を算出することができる．

3+

考えてよいのかもしれない．

ガラス内で水素との反応速度は大きいために拡散速度

3.3. 反応速度の考察

が系全体の速度を左右するので，試料表面からの反応層

以上のような観測結果から，Eu イオンをドープした
3+

の厚さ測定から検討することもできる．Eu ，Eu とも
3+

2+

ガラスを水素雰囲気下で加熱すると，ガラス内に移動し

光吸収係数が極めて小さいために反応層のみの吸収ス

てきた水素ガスが Eu と al イオンが近接するところ

ペクトルを測定することは容易でない．そこで本実験で

で反応を起こし，Eu イオンに還元すると同時に oH 基

は Mn イオンを共ドープしたガラスを作製し，Mn イ

を生成すると考えてよい．

オンへの還元にともなう色の変化（茶色→無色）を測定

3+

3+

2+

3+

2+

す る 方 法 を 採 用 し た．Mn イ オ ン を 共 ド ー プ し た
3+
3+
3+
Eu —Na2o–al2o3–Sio2 系ガラスで，Eu イオンと Mn
3+

Eu ････o al + 1/2 H2 = Eu ････Hoal
3+

–

2+

（2）

水素ガスの試料中での移動と反応の速度はそれぞれ次式
で表されている

30，31）

．

イオンが共に還元されるガラスの組成は，Eu イオンを
3+

3+
+
単独にドープしたガラス同様 al /Na > 1 の領域のガラ

スであったことと，oH 基の生成は Eu イオンの還元反
3+

2

∂C
∂ C ∂S
— = D —2 – —
∂t
∂x
∂t

（3）

応に付随して起こるもので Mn イオンが還元されても
3+

oH 基が生成しないことを確かめた．実際に水素ガス雰
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式に適応して透過速度 K を見積もることができる．求
まった透過速度を拡散係数とともに図９に示す．
ガスはガラスを構成するイオンの空隙を移動していく
ので，その速度はガスの大きさと空隙のサイズ（空隙の
占める割合や方向性なども重要であるが）で決まるの
で，単純には Sio4 四面体のみのネットワーク構造でで
きているシリカガラスで最も高い透過速度を示し，Na イ
+

オンのようにネットワーク構造を切断して空隙を塞ぐと
透過速度が小さくなっていく．報告されているデータの
33）
うち，Na2o—Sio2 系ガラスの水素透過速度 （700℃で
の）と Sio2 量の関係に関しては，図 10 に示すような
データが報告されており，そこに今回の値を重ねる．報
告されている系では水素とガラスとの反応は起こらない
ので，今回の結果と直接には比較できないが，今後検討
Fig. 7 Dependence of integrated intensities of oH bands on the heating
period in H2 gas. The integrated intensities were calculated as
the absorption coefficient multiplied by the wavenumbers
ranging from 3750 to 2800 cm–1. The inset shows FT-iR spectra
for Eu-doped 10Na2o · 15al2o3 · 75Sio2 glass heated in H2 gas
at 700°C for various periods.

していくのに参考となる知見が得られたものと思われ
る．

囲気下で加熱処理したガラスは図８に示したように，反
応境界がシャープで明瞭な色変化として識別できてお
り，反応したガラス層の時間変化を測定することができ
る．図 8 はその結果である．反応層の厚み（X）の時間
30）

（t）展開に関しては Crank

31）

32）

や Doremus ，Shelby

ら

によって（ 3 ）および（ 4 ）式の数値解として次式が与え
られている．
—

√

4pKt
X= —
2Cx

（7）

ここで K は水素ガスの透過速度で p と Cx はそれぞれガ
ス圧（1 気圧），生成物の濃度である．図 8 の結果を（ 7 ）

Fig. 9 Diffusion and permeation coefficients of hydrogen in Eu3+ -doped
10Na2o·15al2o3 ·75Sio2 glass.

Fig. 8 appearance of Eu3+ -Mn3+ -doped 10Na2o · 15al2o3 · 75Sio2 glass
heated in H2 gas at 800°C for 4 hr and Dependence of thickness
of the reduced layer on the heating period in H2 gas.

Fig. 10 Relation between permeation coefficient (at 700°C) and Sio2
contents in Na2o-Sio2 glasses33). Red circle shows the per meation coefficient obtained in this study.
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４．ま
と
め
3+
+
3+
al2o3 含有量が al /Na = 1 より多い組成の Eu –Na2o–
al2o3–Sio2 ガラスを水素ガス雰囲気下で処理すると，
3+
2+
Eu イオンが Eu に還元されることを見出した．ガラ
ス中での還元反応のメカニズムを明らかにするために，

Eu や al イオンの結合状態を MaS NMR や XaFS ス
3+
ペクトルなどから調べたところ，al イオンは検討した
ガラスの全ての組成で alo4 四面体をとして結合してい
3+
3+
ることが分かった . 一方，Eu イオンの結合状態は al
3+
+
イオンの量の影響を受け，al /Na = 1 より少ない組成
3+
では，Eu イオンが全て Sio4 四面体に囲まれているの
3+
+
に対し，al /Na > 1 の領域では alo4 四面体にも結合す
るようになる．水素ガス雰囲気下で処理したとき，alo4
3+
2+
四面体に結合している Eu イオンが Eu に還元される
と同時に oH 基が生成するようになると考えた．水素ガ
スの拡散と透過速度を求めたところ，700℃での値はそ
–12
2
–17
れ ぞ れ 3.37×10 m /sec と 5.49×10 mol/m sec Pa と
3+

3+

見積もることができた．
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