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Fig.1 Heat capacity of isotope 

substituted B2O3 glasses around 
the glass transition temperature. 
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glass transition for isotope 
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 ホウ酸塩およびホウケイ酸塩ガラスの混合同位体効果 
 

○松岡純 1，吉田智 1，菅原透 1 
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Mixed Isotope Effects in Borate and Borosilicate Glasses / ○J. Matsuoka,1 S. Yoshida,1 T. Sugawara1 
(1Univ. Shiga Pref.) / Isotope substitution changes atomic mass without changing atomic size or 
electronegativity.  So, it is a powerful tool to study the composition dependence of thermal and 
rheological properties.  We found boron mixed isotope effects which increases the apparent 
activation energy of glass transition in B2O3 glass and decreases the viscosity in boron oxide and 
alkali borate glasses.  These indicate that the glass transition and viscous flow are related to the 
corporate motion of atoms.  Composition dependence of the viscosity of borosilicate glasses shows 
the boron-dominated to silicon-dominated transition of viscous flow with composition. 
問合先 : e-mail  matsuoka.j@mat.usp.ac.jp 
 
【緒言】  ガラスの熱物性，融液の粘性，ガラス転移については，理論と実験の両面から数多くの研究がある。

このうち理論的な研究は単純なモデルに基づく熱力学や統計力学が研究の中心である。これに対し実験的研

究は，有機高分子や酸化ホウ素など組成の単純な物質に関する時間応答特性の精密測定と，ＴＭＡによるガラ

ス転移温度など比較的短時間で測定できる物性の組成依存性に大別される。ところが後者（組成依存性）では

酸化物ガラスの場合には，ある元素の別の元素への置換により元素の質量，イオン半径，電気陰性度のすべて

が同時に変化してしまうため，これらの特性のうちどれがガラスの物性に支配的な影響を及ぼしているかを明ら

かに出来ない。そのため理論的研究と対応させることが困難である。 
 これに対し同位体置換では，イオン半径や電気陰性度を保ったまま，元素の質量，つまり格子振動の状態を

変えられる。そのため同位体効果の研究は，原子の微視的な運動状態と巨視的な物性を結びつける情報を与

えると考えられる。そこで我々はこれまでに，酸化ホウ素，ホウ酸塩，ホウケイ酸塩について，10B と 11B の同位体

比がガラスの物性に及ぼす影響を研究してきた。これらの研究で多くの物性において，同位体の混合で物性に

極値が生じる混合同位体効果の存在が明らかになった。このことは，これらの物性における原子の協奏的な運

動の重要性を示している。そこで今回は，これまでの我々の研究成果をまとめて紹介する。 

【B2O3 の比熱】  同位体

置換した B2O3 ガラスの転

移温度付近での比熱の例

を Fig.1 に，また様々な冷

却速度で作製したガラス

の比熱測定からガラス転

移温度の温度依存性を求

めて算出した転移の見か

けの活性化エネルギーを

Fig.2 に示す。１） 同位体を

混合すると活性化エネル



 
Fig.3 Viscosity of isotope substituted 

B2O3 glasses around 3 Pa.s. 
Fig.4 Isothermal viscosity of isotope 

substituted B2O3 glasses at 850 K. 

 
Fig.5 Isothermal viscosity of isotope 

substituted 10Na2O-90B2O3 glasses 
at 850K.. 

 
Fig.6 Difference of the isoviscous 

temperature at 103 Pa.s between mixed 
isotope and single isotope glasses as a 
function of silica content in 
33Na2O-(67-y)xB2O3-ySiO2. 

ギーは極大を示している。ガラス転移が原子の個別振動で生じるなら極値は生じないと考えられ，極値の存在

はガラス転移に関係する格子振動が複数のホウ素原子にまたがる協奏的な現象であることを示している。 

【B2O3の粘度】  Fig.3に

B2O3 ガラスの低粘度領域

（103 Pa.s 付近）における

粘度を，また Fig.4 に温度

850K での等温粘度を示

す。２） 同位体の混合によ

り粘度が低下しているのが

判る。この粘度低下も，粘

性流動が原子運動の協奏

的な現象であることを示し

ていると考えられる。 

 また同位体を混合しない端組成のガラスでは，10B が 11B より高粘度になっている。軽い同位体は重い同位体

より格子振動の振動数νが大きいため，隣のサイトへ原子がジャンプしようとする試行頻度は高くなり，また原子

間ポテンシャルで熱エネルギーの底上げになる零点エネルギー ｈν/２ も大きくなる。他方で，ボーズ分布を仮

定すると励起状態のエネルギー間隔はｈνであり，実際に格子振動が励起される確率は軽い同位体の方が低く

なる。実際には軽い同位体の方が高粘度になっており，後者の影響の方が大きいことになる。これは，格子振動

の励起では古典的なボルツマン分布でなく量子力学的なボーズ分布を考えることの必要性を示している。 

【Na2O-B2O3 の粘度】  Fig.5 に 10Na2O-90B2O3 ガラスの等温粘度を示す。３） 端組成で 10B の方が高粘度

なのは B2O3 のみのガラスと同様だが，混合同位体効果は見られない。これは 4 配位ホウ素の存在により，同位

体の混合比にかかわらず構造が多様になり，格子振動が局在化されたためと考えられる。 

【Na2O-B2O3-SiO2 の粘度】  33Na2O-(67-y)B2O3-ySiO2 ガラスでは，SiO2 を含まないときは混合同位体効

果が見られ，SiO2 の増加で混合効果は消滅した。４） 粘度が 103 Pa.s となる温度の混合同位体ガラスと端組成

ガラスの差は Fig.6のようになり，33Na2O-57B2O3-10SiO2と 33Na2O-52B2O3-15SiO2の間で，混合効果の有

無が急激に変化した。これは，前者では B-O 結合，後者では Si-O 結合の切断が粘性流動を支配しているため 
と考えられる。 
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