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1．はじめに
ランダムなネットワークを有するガラスは、
マクロスコピックに見た際には等方的な材料で
ある。一方で、ガラスは冷却過程に応じた準安
定状態であること、組成に応じた相分離傾向が
原子レベルで存在することなどを考えると、原
子レベルにおけるミクロスコピックな観点で
は、ガラスは異方性を有する材料であるといえ
る。これは、構造・組成の特異点である結晶と
は異なる点であり、それ故、欠陥や複数の原子
からなるクラスターなど局所場の制御による機
能性が生じうる。
本研究の対象は、発光中心を含有した酸化物
ガラスの作製と光学特性評価である。本研究で
は、希土類元素以外に許容遷移過程を有する発
光中心として、ns2 型発光中心 [1]に注目する。
この ns2 型発光中心（n≧ 4）は、基底状態で
ns2 電子状態、励起状態で ns1np1 をとり、基底
状態・励起状態共に最外殻に電子を有するため、
配位子場の影響を強く受ける。これまでに報告
されているブロードな蛍光を与える ns2 型発光
中心としては、Sn2+, Sb3+, Tl+, Pb2+, Bi3+, Hg0 が
ある [1-2]。ns2 型発光中心に関する科学（光物性
物理学）においては、1960 年代頃アルカリハ
ライド中においてその発光特性が調査され [3]、

Oh対称性に基づく発光機構として完成されて
いるかのように見える。しかしながら、上述の
ようにミクロスコピックには多様性を有する酸
化物ガラスおいて、非共有電子対を有する ns2

型発光中心が、単純なアルカリハライドと同じ
対称性を有する状態として存在しているとは考
えにくい。つまり、ランダム系材料において、
ns2 型発光中心の科学は未開拓の部分が多く残
されていると考えられることができる。これが
本研究をおこなう上での 1つのモチベーション
である。
我々のもう 1つのモチベーションは、賦形性
と透明性に優れた酸化物ガラスを用いた新規発
光材料の創製である。特に、高い発光効率を有
するガラスを作製できれば、その組成選択の自
由度や優れた賦形性などの特徴を利用して、大
面積にも展開可能な新規蛍光材料となることは
想像に難くない。発光材料は、マトリックス全
体に渡って連続的に構造を制御する必要のある
エネルギー輸送系の材料と異なり、発光中心近
傍の局所構造を制御することさえできれば、ラ
ンダム系ホストにおいても蛍光材料としての応
用展開が可能になると考えられる。このような
材料は、蛍光体分野だけでなく、酸化物ガラス
においても新しい一分野を拓くと期待される。
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我々は、従来の結晶蛍光体に匹敵する蛍光量子
収率を有し、かつ、種々の発光特性を示す透明
なガラス蛍光体を開発することを研究目標とし
て実験をおこなってきており、これまでに、
ns2 型発光中心として、Sn2+ [4-7], Sb3+ [8], Te4+ [9]

の発光に関する報告をおこなっている。ただ、
これまでの報告ではホストのガラス組成が統一
されておらず、系統的な調査はおこなえていな
かった。本研究では、還元雰囲気を与えうるリ
ン酸塩ガラスではなく、化学的耐久性、低温溶
融性の観点から、亜鉛リン酸塩ガラス 60ZnO- 

40B2O3（mol%）をホストとして選択した。

2．実験方法
ガラス組成は xMOα-60ZnO-40B2O3（mol%）
とし、発光中心として SnO, SbO3/2, および
TeO2 を外モルで添加した組成とした。秤量・
混合した原料をグラッシ―カーボン（GC）坩
堝を用いて、Ar雰囲気中、1100°Cで 1 時間
溶融することによりガラスを作製した。得られ
たガラスを表面研磨することにより対応するガ
ラス試料を得た。得られた試料に対して、光吸
収測定（U3500 日立製）、蛍光・蛍光励起スペ
クトル測定（F7000 日立製）、発光減衰測定
（Quantaurus-Tau 浜松ホトニクス製）、量子収
率測定（Quantaurus-QY 浜松ホトニクス製）
をおこない、その光学特性を評価した。全ての
光学特性評価は室温でおこなった。 

3．結果
得られた xSnO– and xSbO3/2–60ZnO-40B2O3
ガラスは、透明であった。一方、黄着色した
1TeO2–60ZnO-40B2O3 ガラスにおいてテルル金
属の析出が確認された。図 1（a）は xMOy–

60ZnO-40B2O3 ガラス（x: 0.1、1.0, MOy: SnO, 

SbO3/2, TeO2）の光吸収スペクトルである。全
てのガラス系で、MOyの増加に伴う光吸収の
レッドシフトが確認された。そのシフト量は、
MOy: SbO3/2 ＜ SnO ＜ TeO2 の順であった。図
1に示すように、光学吸収端の外押により Egopt

を算出し、 Fig. 1（b）にその組成依存性をまと
めた。Egopt値は、添加量増大とともに変化した。

図 2は、xMOy–60ZnO-40B2O3 ガラス（x = 0.1 
and 1.0）の PL, PLEスペクトルである。全て
の試料は、PL、PLEとも、非対称なスペクト
ルを示した。励起帯は、少なくとも 2つの成分
から構成されていることが判る。TeO2 含有ガ
ラスで確認される高エネルギー励起帯（5 eV）
は、無ドープのホストガラスにおいても確認さ
れるので（Fig. 3（d）参照）、欠陥発光に起因
していると考えられる。Sn2+ , Sb3+, Te4+ の電子
状態は同じであるが、PLピークの半値幅は
MOy: SbO3/2 < SnO < TeO2 の順序である。一方
で、PLEピークエネルギーは、添加量増大と
ともにレッドシフトした（Fig. 1 参照）。
図 3（a）–（c）は、1MOy–60ZnO-40B2O3 ガラ
スにおけるPL-PLE 3D等高線プロットであり、
無ドープ 60ZnO-40B2O3 ガラス（Fig. 3（d））
と共に示した。それぞれの内部量子収率 φを示
す。全てのマッピングにおいて楕円形の励起帯・
発光帯が確認されることから、これらが複数の
励起帯から構成されていることが判る。一方、

Fig. 1.（a）Optical absorption spectra of 
the xMOy–60ZnO–40B2O3（x = 0.1, and 1.0, 
MOy = SnO, SbO3/2, and TeO2）glasses at 
room temperature along with the non-doped 
glass.（b）Optical absorption edge Eg opt as 
a function of amount of additive.
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無ドープ 60ZnO–40B2O3 ガラスにおいても、
明瞭な発光が確認される。Te含有試料におい
ては（Fig. 4（c））、明瞭にホストに由来する励
起帯と Te由来の 2 つの励起帯が確認された。
量子収率 φは、Sn2+含有試料が最も高い値を
示した。

4．考察
まず、GC坩堝を用いた作製と ns2 型発光中
心の価数について考察する。本研究では、高純
度 Arを用いて GC坩堝中で溶融をおこなった
ことから、ns2 中心において、少なくとも酸化
はおこっていないと考えられる。このことは、

Te含有ガラスにおいて、金属ナノ粒子が確認
されたことからも理解できる。それぞれの金属
の沸点 2602°C（スズ）、1587°C（アンチモン）、
988°C（テルル）[10]、および 1100°Cの溶融温
度を鑑みると、テルルにおいては、溶融中に一
部が揮発した可能性が考えられる。 

通常の溶融急冷法で作製した 60ZnO-40B2O3 
ガラスの Egopt値 [11]と、本研究の GC坩堝を用
いて作製したガラスのそれを比較すると、後者
の方が、より低エネルギー側に吸収端が存在し

Fig. 2. Normalized PL and PLE spectra of 
0.1- and 1.0MOy–60ZnO–40B2O3 glasses at 
room temperature:（MOy =（a）SnO, （b）
SbO3/2, and（c）TeO2）. In the TeO2-doped 
glass, an excitation peak attributable to Te4+ 
species is used for normalization
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Fig. 3. PL and PLE contour plots of the 
1MO y–60ZnO-40B2O3 g lasses at room 
temperature, where MOy are （a） SnO, （b） 
SbO3/2, and （c） TeO2, respectively. The non-
d o p e d g l a s s  （d） i s  a l s o  s h o w n f o r 
comparison. PL quantum efficiency φ of 
each sample is depicted.

Fig. 4. Relationship between the peak 
energies of the PLE bands and the optical 
absorption edge Egopt of the xMOy–60ZnO-
40B2O3 glasses. A dashed line is a guide for 
eyes.
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ていることが判る。一方、発光の減衰曲線は本
研究の濃度域（1.0 mol%以下）で、元素ごと
に濃度に依存せず、ほぼ同一のプロファイルを
示した。
上述のように、ns2 型中心の PLEバンドは、
光学吸収端近傍 Egoptに位置する [4-7]。通常、発
光中心の濃度が高濃度になればなるほど、Egopt 

値は、局所構造が変化するため低エネルギーシ
フトする。この変化は、ガラス形成過程におけ
る変化であり、PLEピークエネルギーの変化
と対応すると考えられる。これまでに、Sn2+

中心において、それらの相関が議論されてきた
が、異種発光中心においては、明らかにされて
いなかった。図 4には、xMOy- 60ZnO- 40B2O3
ガラスにおける PLE帯のピークエネルギーと
光学吸収端の相関を示した。異なる 5s2 カチオ
ン種ではあるが、PLE ピークと Egopt値の間に、
線形の相関があることが判る。この相関は、最
外殻の電子が光学吸収、および、発光に関与し
ていることを如実に示すものである。一方、
Sn2+-あるいは Sb3+ドープガラスの発光が濃度
に依存せずほぼ同一のスペクトルを与えたとい
うことは、注目すべき事実であり、これは前述
の減衰曲線の変化と対応しているように考えら
れる。一方で、PLバンドの半値幅は、カチオ
ンに固有であり Egoptに依存しない、言い換え
ると、不純物のエネルギー分布に依存しない。
このことは、局所構造の分布が異なる対称性を
有する ns2 中心そのものに依存しているという
ことを示している。

Table 1 shows optical parameters of the 

0.1MOy–60ZnO-40B2O3 glasses.

Cation Sn2+ Sb3+ Te4+

Excitation peak / eV 4.42 4.71 4.07

Emission peak/ eV 2.79 3.00 3.01

Stokes shift / eV 1.63 1.71 1.06

Decay constant τ1/e / μs 5.5 3.6 （2.5）[9]

Internal quantum 
efficiency（QY） ～ 52% ～ 32% ～ 8%

1MOy–60ZnO-40B2O3 ガラスにおける光学特

性を表 1にまとめた。全てのガラスにおいて、
早いナノ秒の緩和と、遅いマイクロ秒の緩和が
確認された。早いナノ秒の緩和は、Sn2+をドー
プした ZnO-P2O5 ガラスでは確認されなかった
ので、 本ホウ酸塩ガラスにおける Sn2+中心の
特徴といえる [7]。 We have reported that the 

decay constant τ1/e of the Te4+ center in zinc 

borate glass is approximately 3 μs [9]. よって、
今回の 5s2 発光中心における T1-S0 緩和時定数
は  原子番号が増加すればするほど早くなるこ
とが判る。一方で、内部量子収率は、Sn2+が
最大値を示した。我々は、現状では、実際の局
所配位状態を明らかにできているわけではな
い。将来的に、XAFS解析などを通じて、実際
の発光に関与する電子状態を明らかにしたいと
考えている。

5．まとめ
本研究では、ns2 型発光中心を有する亜鉛リ

ン酸塩ガラスを作製し、その光学特性を評価し
た。通常の溶融急冷法で作製した試料に比べて
低エネルギー側に吸収端が存在することがわ
かった。この変化は、冷却時の局所構造の差異
を反映していると考えられる。ガラスの Egopt

と PLEピークエネルギーには、線形の相関が
見受けられた。発光減衰定数はマイクロ秒であ
るが、それぞれの元素に応じた緩和が確認され
た。同じ電子配置を有する Sn2+, Sb3+, そして 

Te4+中心のなかで、Sn2+中心が最も高い発光
効率を示した。
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