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要旨 
ガラスの加工手法の１つに，固体イオン交換法による銀イオン添加および銀析出物形成がある．銀析出物の応用のため，析出形状の制御が

要求されるが，現状では析出挙動への理解が不十分である．そこで本研究では，銀析出現象の定量評価手法を検討した．定電流／定電圧条

件で銀析出を行った結果，いずれの場合も時間の経過とともに，析出速度の上昇が確認された．これは，析出物形成に伴う電気抵抗値の変化

によるものと考えられる． 
 

1. 緒   言 

ガラスの加工法の１つとして，固体イオン交換法を援用したガラス

内銀析出物形成がある．銀析出物はガラス内配線の作製や微細穴

形成への応用が検討されている．銀析出物を微細加工に応用する

ためには析出物の微細な形状制御が要求されるが，銀析出現象の

理解は不十分である．そこで本研究では，銀析出挙動の動的観察

を行い，その挙動について考察を行った．また，銀析出面積の変化

を測定し，銀析出速度の定量評価を行った． 
 

2. 実験装置および実験方法 

固体イオン交換法とは，ガラスと金属箔を接触させ，金属箔側を

陽極とした高電圧を印加することで，ガラスに金属イオンを添加する

加工法である．本研究では，添加金属として銀(以下「Ag」)を使用し，

試料ガラスとして 20 mm 立方のホウ珪酸ガラス TEMPAX(Shott, 
BOREDLOAT®)を使用した．本研究では Ag 析出現象について扱う

ため，実験準備として試料ガラスにあらかじめ固体イオン交換法によ

り銀イオン(以下「Ag+」)，ナトリウムイオン(以下「Na+」)を添加した．

Ag 析出の際は，試料ガラスにカバーガラスとして□25×1.1 mm の

TEMPAX を接触させ，カバーガラスに Ag+を添加する．それにより試

料ガラスの Ag+添加領域に電子を供給することで，Ag+を Ag に還元

し，銀析出物を形成する． 
実験は温度 350 ℃，真空度 1.0×10-3 Pa 以下の高温・真空下で

行った．加熱は試料下部のプレートヒータと上部のタングステンヒー

タで行った． 
 

3. 銀析出挙動のその場観察のための実験系の改良 

3.1. 試料ガラス内温度場の均一化 

Fig. 1 に本研究で使用した実験試料の模式図を示す．Fig. 1(a)は
従来使用していた試料，Fig. 1(b)はガラス内の温度差を改善した試

料である．従来，銀析出は Fig. 1(a)に示す治具を使用して行われて

いたが，析出挙動の観察を容易にするため，厚い試料を用いた場

合，ガラスの Ag 箔側と Ni 箔側で約 40~60 ℃の温度差が確認され，

析出中の温度変化が大きいことが分かった．そこで，Fig. 1(b)に示す

治具(以下「横向き治具」)を作製し，析出方向に沿った温度変化の

低減を試みた．Fig. 1(b)に示す(ⅰ)，(ⅱ)，(ⅲ)の温度を測定したところ，

(ⅰ)342.2 ℃，(ⅱ)350.0 ℃，(ⅲ)333.4 ℃であった．したがって，温度差は

最大で 16.6 ℃となり，析出方向に対する温度差は改善された． 
3.2. 電源装置の制御系構築 

試料の電圧印加に使用する安定化電源装置(HUNS-3P117，以

下「メイン電源装置」)のデジタル制御系を構築した．メイン電源装置

の制御用 I/O コネクタの指定されたピンに外部から定電圧を入力す

ることで，電流値または電圧値を指定した．外部電源として，別の安

定化電源装置(KIKUSUI PMX18-2A，以下「外部電源装置」)を使

用した．続いて，構築した制御系の動作確認として，(1)電流値 3 mA

で定電流 Ag 析出を，(2)電圧値 60 V/mm で定電圧 Ag 析出を行っ

た．いずれの条件においても，実測値の誤差範囲は目標値に対し

て±5 %以内であり，挙動に問題はなかったといえる． 
 

4. Ag 析出挙動の動的観察および定量評価 

前節で構築した実験系を使用して銀析出挙動の定量評価を行っ

た．まず，定電流析出および定電圧析出を行い，その動的観察を行

った．次に，スナップショットに画像処理を施して析出面積の測定を

行い，隣り合う 2 枚のスナップショットにおける析出面積の差をとって

析出速度を算出した．また，電流値および電圧値に対する析出面積

と析出物成長速度の評価を行った． 
4.1. 定電圧 Ag 析出における実験結果 

(1)30 V/mm，(2)90 V/mm の 2 条件で Ag 析出を行った．Fig. 2 に

(1)におけるスナップショットの一例を示す．Ag+添加領域の陰極から
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Fig. 1 Schematic drawing of experimental device. (a) Vertical 
precipitation, (b) Horizontal precipitation. 
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Fig. 2 Snapshot of silver precipitation under constant voltage condition (30 V/mm). 
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陽極に向かって電場方向に Ag 析出物が成長することが確認された．

Fig. 3 に析出面積と析出速度の関係を示す．析出面積 50 mm2 以下

の場合，測定誤差の影響を大きく受けたため，ここでは，50 mm2 以

上の値を使用して線形近似を行った．なお，一部のプロットで析出

速度が負値を示しているのは，面積算出時の誤差によるものである．

同図から，いずれの条件においても，析出面積の増大に伴い析出

速度が上昇する傾向が見られた．また，析出面積が等しい場合，電

圧値の高い方が析出速度が大きい傾向が見られた．近似曲線の傾

きは(1)の場合が 0.0432，(2)の場合が 0.1612 であり，(2)が(1)の 3.73
倍と，電圧値に近い倍率であった． 
4.2. 定電流 Ag 析出における実験結果 

(1)1 mA，(2)3 mA，(3)5 mA の 3 条件で Ag 析出を行った．Fig. 4
に析出面積と析出速度の関係を示す．いずれの条件においても，

析出面積の増大に伴い析出速度が上昇する傾向が見られた．また，

析出面積が等しい場合，電流値の高い方が析出速度が大きい傾向

が見られた．近似曲線の傾きは(1)の場合が 0.0170，(2)の場合が

0.0687，(3)の場合が 0.0385 であり，(1)に対して(2)は 4.04 倍，(3)は
2.26 倍と，電流値の倍率とは明確な関係が見られなかった． 
4.3. 考察 

Ag 析出は還元反応であることから，添加領域に流れた電荷量で

反応速度が評価できると考えられる．Fig. 5 に試料ガラスの添加領域

と非添加領域の電気抵抗値を𝑅 ，𝑅 とした回路図を示す．印加電

圧を𝑉，回路全体に流れる電流を𝐼とする．陰極側から Ag 析出物が

成長すると，Ag+添加領域内に導電性を有する銀析出物が成長し，

陰極と銅極間の距離が小さくなるため，𝑅 は低下すると考えられる．

また，析出面積が等しい場合，添加領域内における導電性を有する

部分の面積が等しいため，𝑅 は等しいと考えられる． 
定電圧析出時において，添加領域に流れる電流を𝐼 ，非添加領

域に流れる電流を𝐼 とすると𝐼 ，𝐼 は以下のようにあらわすことができ

る． 

𝐼 =
𝑉

𝑅
   (𝑎), 𝐼 =

𝑉

𝑅
   (𝑏) 

定電圧析出の場合，𝑅 が減少すると𝐼 が増加すると考えられる．そ

のため，Fig. 3 のように析出面積が増加すると，R1が減少し I1 が増加

するため，Ag 析出速度が増加すると考えられる．また，𝑅 が等しい

場合，𝐼 は印加電圧𝑉に比例すると考えられる．そのため，Fig. 3 のよ

うに近似曲線の傾きは電圧値と比例関係にあると考えられる． 
定電流析出時において添加領域に流れる電流を𝐼′ ，非添加領域

に流れる電流を𝐼′ とすると𝐼′ ，𝐼′ は以下のようにあらわすことができ

る． 

𝐼′ =
𝑅

𝑅 + 𝑅
𝐼   (𝑐), 𝐼 =

𝑅

𝑅 + 𝑅
𝐼   (𝑑) 

定電流析出の場合，実験系に流れる電流値𝐼 = 𝐼′ + 𝐼′ は一定であ

る．析出するにつれて𝑅 が低下し，𝐼′ が減少するため，𝐼′ が増加す

る．そのため，Fig. 4 のように，析出面積が増加すると，Ag 析出速度

が増加すると考えられる．また，析出面積が等しい場合，電流値によ

らず(c)式の𝑅 ，𝑅 が等しいと仮定すると，𝐼′ は回路全体の電流値𝐼

に比例すると考えられる．しかし，Fig. 4 のように近似曲線の傾きと電

流値には比例関係が見られなかった．原因は 2 つ考えられる．1 つ

目は測定誤差の影響である．析出面積測定時の画像処理は手動で

行っており，画像の明暗や測定領域の切り出し方によって誤差が生

じた可能性がある．2 つ目は析出面積が等しい場合であっても𝑅 ，

𝑅 が同等ではないことである．したがって，今後は実験条件と試行回

数を増加させ，𝑅 ，𝑅 の評価をより体系的に行う必要がある． 
 

5. 結   言 

本研究では，次のような結果を得た． 
(1) 試料ガラスの温度場改善およびメイン電源装置のデジタル制

御系の構築により，実験系の改良に成功した． 
(2) 定電圧条件の場合，添加領域の電気抵抗値が減少すること

で，電流量が増加し，析出速度が上昇する． 
(3) 定電圧条件の場合，析出速度の増加率は電圧値と比例関係

にあると考えられる． 
(4) 定電流条件の場合，非添加領域に供給される電流量が減少

することで析出速度が上昇する． 
(5) 今後，析出面積測定誤差の軽減と，実験条件および試行回

数の増加をする必要がある． 
 

 

Fig. 3 Relationship between precipitation rate and precipitation area 
under constant voltage condition. 

 

 
Fig. 4 Relationship between precipitation rate and precipitation area 
under constant current condition. 
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Fig. 5 Equivalent circuit diagram of silver-doped glass during 
silver precipitation process. 
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