
11）はじめに
ガラス材料は、窓ガラス、ガラス瓶、食器などの

伝統的かつ生活密着型の製品から光学機器のレン

ズ、コンピュ－タ－のハ－ドディスク、ディスプ

レ－用ガラス、光通信ファイバ－などの機能性ガラ

ス材料として広く使用されている。特に、現在精力

的に研究されているガラスがナノガラスと呼ばれる

高度に組織制御を施すことにより新規の機能を発揮

させる機能性ガラスである。

図１にナノガラスに対する基本的な考え方を示し

た。第１世代に示した状態は、ガラス中に原子やイ

オン状の活性点がランダムに分散した状態で、いわ

ゆる普通の機能性ガラスである。希土類イオンを分

散させたレ－ザ発振に使われる蛍光発光体などがこ

のグル－プに属する。研究開発では、ガラス組成を

種々変えてガラス化する新組成を探索し、その中か

ら役立つ物性を有するガラスを探し出す。第２世代

に示した状態は、原子やイオンが数個集まった微粒

子状活性点がランダムに分散した状態で、ガラスと

しての性質が支配的なナノガラスである。非線形光

学材料として期待される半導体微粒子分散ガラスが

このグル－プに属する。第３世代の状態は、活性点

のサイズが少し大きくなると共にガラスマトリック

ス中に規則的に配列して分散している状態で、結晶

としての性質が現れてくるナノガラスであり、非線

形光学材料用のフォトニクス結晶としての機能を発

現し得るガラスである。第３世代の状態のナノガラ

スが現在世界で精力的に研究されている。第３世代

の状態は、化学的な相として見ればガラス状態であ

るが、結晶に相当する物性が発現する状態である。

ガラス研究者の間では18年ほど前から第２世代，第

３世代の状態のガラスを実現しようとするアモスタ

ル構想、1)コンジュゲ－トガラス構想、1)ポ－リング技

術2) などが提案されており、現在のナノガラスはこ

れらの考え方を基盤として、より高精度化・高機能

化を目標に研究されている。

22）研究動向
現在世界で精力的に研究されている代表的な機能

性ガラスやナノガラス作製技術を以下に紹介する。

気相合成法3)

原料ガスどうしを化学反応させてその反応物を基

板に堆積させるCVD（Chemical Vapor Deposition）

法や目的物質と同じ材料（タ－ゲット）にイオンを

ぶつけて目的のイオンを叩き出して基板に再び堆積

するスパッタリング法などによる気相合成法であ

る。活性点やナノ構造はマスクや自己クロ－ニング

現象を利用して、物質を変えて繰り返し堆積するこ

とにより形成する。精度・安定性共に優れた方法で

ある。

レ－ザ－誘起構造法4)

フェムト秒レ－ザ光をレンズでガラス中に絞り込

み、照射部に構造変化を誘起して屈折率の高い部分

を形成する方法である。点だけでなく線、即ち光導

波路も形成できる。制御性・簡便性に優れる。フェ

ムト秒パルスレ－ザ光は、ナノ秒オ－ダ－のパルス

レ－ザ光と異なり、ガラス中に照射した時に加熱効

果以外のイオンの電子状態変化が関与する永久構造

変化（誘起構造）を引き起こすことが知られている。
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図１　ナノガラス基本概念
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また、高出力レ－ザ照射で引き起こされる材料表面

のアブレ－ションと呼ばれる照射損傷が発生しにく

い特長があり、レ－ザ照射に最適の光である。銀な

どのイオンの還元およびその逆のイオン化、また、

屈折率パタ－ン形成による回折格子などが現在まで

に実現されている。用途としては、高密度３次元光

記録、微細発光光源や微細回折格子などが考えられ

ている。

エッチング法5)

半導体製造におけるフォトリソグラフィ－技術を

応用した方法で、精度、安定性に優れた方法である。

気相合成法で堆積したガラス膜を精密加工技術によ

り加工して規則的な穴を空けることにより世界初の

本格的なフォトニクス結晶が作製されている。この

場合、結晶の原子に相当する物が空気柱でマトリッ

クスがガラスそのものとなる。電子線や高出力エキ

シマレ－ザ光によるアブレ－ションを利用した直接

のエッチング加工、そして、放射光X線や高速に加

速した重粒子イオンビ－ムを照射した後の照射ダ

メ－ジ部分をエッチング除去する手法なども用いら

れている。空孔を利用するのは、屈折率差を稼ぐの

に非常に効果的であること、また、界面が非常に綺

麗に仕上げられることによる。

陽極酸化法6)

図２に形成法を示す。ガラス表面に導電膜を形成

し、更に、この上にアルミニウムの薄膜を蒸着法や

スパッタリング法により形成する。NIMSが独自に

開発した機能性ガラス作製法である。アルミニウム

薄膜を陽極酸化してナノサイズの細孔がガラス面に

垂直に配列した非晶質アルミナ多孔体薄膜とする。

導電膜はアルミニウムの陽極酸化を最後まで進める

ための電極である。また、一般のアルミの陽極酸化

膜では不可能であるが、ガラス表面上の酸化膜では、

バリア層と呼ばれる細孔底部のアルミナ膜が側面の

アルミナ膜より薄いため、エッチングにより完全に

取り除ける。自己組織化過程を利用しているためマ

スク等なしでナノメ－タオ－ダ－の細孔組織が形成

できる。作製可能な細孔径は数nm～1,000nmの広範

囲に亘る。細孔中にはゾル・ゲル法や電析法により

化合物や金属を導入することが出来、ナノ組織に

様々な機能を付加することが出来る。更に、非晶質

アルミナと細孔中に導入した化合物との溶解度差を

利用して、アルミナの部分をエッチングで取り除き

ガラス表面にナノロッドやナノチュ－ブのアレイを

形成できる。二酸化チタンを導入した光触媒への応

用や磁性体を導入した高密度磁気記録媒体、そして、

誘電体を導入した疑似フォトニクス結晶などへの応

用が期待されている。

結晶化法・分相法

結晶化法は、ガラス中にナノサイズの結晶を析出

させる方法で、透明結晶化ガラスの製造法である。

ガラスの結晶化は一般的に２段熱処理法が用いられ

る。ガラスを結晶核生成温度域で加熱した後、析出

核を成長させるより高い温度で更に加熱して結晶サ

イズを調整する。レ－ザ光照射トリガ－による規則

的結晶析出7) を利用したナノガラスによる第２高調

波発生の研究例がある。また、結晶が析出し易いガ

ラス表面に結晶を析出させて機能を発現する方法も

研究されている。高橋等8) は、B2O3-GeO2系を中心と

するガラス形成系で系統的に透明結晶化ガラスを作

製し、ガラス表面に強誘電性の結晶が配向析出する

ことを見出し第二高調波発生を実現している。

分相法9) は、液相状態で２液に分離する液－液分

相（安定不混和現象）或いは液相線温度以下の潜在

分相現象を利用する方法である。分相析出相が液滴

となる、核形成・成長機構による分相領域を利用す
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図２　陽極酸化法によるガラス表面へのナノ構造形成プロセス



る。不混和温度と呼ばれる分相限界を示す温度以上

に加熱して均一な融液とした後、分相温度域に融液

を冷却して所定の時間保持し分相を進行させる。最

終的に分相融液を急冷して分相粒分散ナノガラス、

即ち、第２世代のナノガラスを得る。急冷時に融液

を引っ張ったり、圧縮したりすることで分相粒を扁

平に変形させ物性に異方性を付与することも出来

る。適用できる組成系には、アルカリ土類ケイ酸塩

系、アルカリ土類ホウ酸塩系、鉄ケイ酸塩系、チタ

ンケイ酸塩系などがある。また、第三成分として希

土類酸化物等を加えると分相粒中に濃縮されるた

め、分相粒の組成だけを優先的に変化させて機能発

現に結びつけることも出来る。

高速新ガラス探索研究

ガラス組成を変化させて新規のガラスを探索する

方法として、コンビナトリアル手法を取り入れたガ

ラス研究システムがNIMSにおいて世界に先駆けて

開発されている。10) 従来の100倍以上のスピ－ドで

新ガラス探索が可能である。図３にシステムの概念

図を示す。試料合成や物性測定を並列操作により高

速処理することで研究を高速化している。網羅的研

究により新規の機能性ガラスの発見に繋がる。

33）今後の動向
ここで紹介した各種機能性ガラス作製法はそれぞ

れに特徴のある方法であり、どれが優れているとい

うものではない。開発するガラスの種類に応じて使

い分けられる。気相合成法、レ－ザ誘起構造法、エ

ッチング法は規則的な２次元、３次元分散を作製す

るのに適しているが、生産性はあまり高くない。陽

極酸化法は規則構造を有する比較的大きなナノガラ

スを生産性良く製造するのに適している。析出現象

を利用する結晶化法や分相法も生産性に優れた方法

であるが、規則的な結晶の分散は不得意である。

今後、ここに紹介した様々な方法による材料開発

研究が並行して進み、それぞれの方法の特長を活か

した実用機能性ガラスが生み出されてゆくであろ

う。また、コンビナトリアル研究手法は、今後企業

における研究システムへと発展・普及して行き、新

材料開発を大いに加速するものと期待される。

44）まとめ
新ガラス材料の開発は、多様な合成技術とコンビ

ナトリアル手法探索の組み合わせにより精力的に進め

られると期待される。特に、環境・エネルギ－・情報

分野におけるガラス材料への要求が強く、当該分野の

研究が進むであろう。また、ガラス産業はエネルギ－

多消費型の産業であり、CO2排出削減のための省エネ

ルギ－型生産技術開発も急務である。リサイクル技術

の高度化と共に新規のアイデアに基づく工業的ガラス

製造法の研究開発も求められるであろう。
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