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The local structure in the alkaline borosilicate glass with different fictive temperature / ○Yamada, A., 

Naito, T., Yoshida, S., Matsuoka, J. (Univ. Shiga Pref.), Yamanaka, K., Fujioka, D., Ohta, T. (SRCenter, 

Ritsumeikan Univ.)/ Sodium borosilicate glasses (Na2O-B2O3-SiO2) undergone several heat treatment were 

examined by mean of XANES spectroscopy (B K edge) using synchrotron ultra-soft x-ray. The density of 

the glasses decreased with increasing in the fictive temperature, implying that the structure transformed to 

“high-temperature” one. XANES spectra in this study showed quite consistent configuration with previous 

study, which consists of three peak area, A(at ~194 eV), B(~198 eV) and C(~203 eV). The peaks located at 

~194 eV and ~198 eV shifted to higher-energy side above 530°C, suggesting that the proportion of the 

tetraborate unit increases above this temperature. In fact, the proportion of 3-coordinated boron, which 

estimated by the peak area A and B, slightly increase with increasing fictive temperature (up to ~2-% 

increase). 
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【緒言】 

 ガラスおよび融液中のホウ素の配位状態は、組成や温度条件によって 4 配位、3 配位状態に敏感に変化す

る。このホウ素の配位数変化はガラス、融液の密度、粘性、熱伝導率などの物性を多様に変化させることが知

られている。特にガラスに関しては、形成過程における熱履歴によって構造(性質)の異なるガラスが生成され、

それによって同一組成でも異なる性質のガラスが得られる。本研究では、急冷されたガラスを再び任意の温度

で熱処理することで異なる熱履歴(仮想温度)をもつガラスを作製し、その構造、特にホウ素の配位数変化につ

いて、元素選択性が高く、試料形状の自由度の大きい放射光 X 線を用いた XAFS 分析による詳細な分析を試

みた。 

	 

【実験手法】 

 出発試料は Na2CO3, B2O3, SiO2 をそれぞれモル比で 1：１：１の割合で混合し、白金るつぼ中で 1200°C で溶

融、十分融解するまで約 1 時間保持した。その後、120℃に熱したホットプレート上に流し出し急冷を行った。そ

の後更に 485℃の炉中で約 1 時間除歪を行い、これを出発ガラスとした。この出発ガラスから複数のガラスを切

り出し、それぞれを 440°C から 530°C の範囲の数点でガラスが十分緩和するまで保持することによって、熱処

理温度を仮想温度とするガラスを作製した。尚、熱処理温度へのガラス構造の十分な緩和は、熱処理時間の

異なるガラスを作製し、その密度を測定することで確認を行った。また、より高い仮想温度を持つガラスを作製

するために、ガラス融液を流しだした後、鉄ヘラで挟み込むことで高急冷速度の条件を達成させた。得られた

ガラスの密度はトルエンを浸液としたアルキメデス法で測定し、密度-仮想温度の検量線を作製した。この検量

線によってプレス急冷したガラスの仮想温度を見積もった。構造に関する情報は、立命館大学 SR センターの

BL2 ビームラインでの超軟 X 線を用いたホウ素 K 端による XANES 分析によって取得した。XANES の測定は

全電子収量法によって行い、測定エネルギー範囲は 180-220 eV とした。 

 

 
 
 



【結果と考察】 

 熱処理を施されたガラスの密度は、仮想温度の上

昇に伴い概ね単調な減少傾向を示した。このことから、

高い仮想温度を持つガラスはより高温の構造を持っ

ていることが予想される。それらのガラスについて、得

られた XANES スペクトルを Fig. 1 に示す。スペクトル

は大きく分けて、主にホウ素の 3 配位構造に由来する

鋭いピーク(Fig. 1 挿図中 A: ~194 eV)、4 配位構造を

反映したピーク(Fig. 1 挿図中 B： ~198 eV)および 3

および 4 配位構造に起因するブロードなピーク(Fig. 1

挿図中 C：~203 eV)からなる(例えば、[1])。それらの

中から、ピークΑおよびピーク B の位置は 3 配位ホウ

素の存在量とともに高エネルギー側へと移ることが示

唆 さ れ て い る [2] 。 本 研 究 で 得 ら れ た 各 ガ ラ ス の

XANES スペクトル中のピーク A の仮想温度に伴う位

置変化を Fig. 2 に示す。ピーク位置は、少なくとも約

500°C の温度領域までほぼ一定であるのに対し、それ

以上の温度では、不連続に高エネルギー側へとシフト

していることがわかる。このことから、500°C 以上の仮想

温度を持つガラス中には 3 配位状態のホウ素が相対

的に低温のものより多く存在していることが示唆される。

実際にそれぞれのピークの積分強度より配位数を見積

もった結果、3 配位ホウ素の割合増加は低温から高温に

かけて、最大でおよそ 2 %となった。特に配位数変化は

500℃以上の温度領域で顕著に生じると考えられる。 
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Fig. 1 B K-edge XANES spectra on 

Na2O-B2O3-SiO2 glass with various fictive 

temperatures. Inset indicates the example for 

decomposition of the spectrum into A (almost 

overlapped with experimental data drawn with 

solid line), B (dashed lines) and C (dotted lines), to 

obtain the proportion of boric coordination number. 

Fig. 2 The position of peak A as a function of 

fictive temperature. 


