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Abstract

Chemically strengthened glass is used as a cover glass for 

protecting the display of electronic equipment such as a smart-

phone and a tablet PC. Chemically strengthened glass is glass 

with enhanced strength by ion exchange and has excellent 

drop resistance and scratch resistance. However, a chemically 

strengthened glass tends to cause quality variation derived 

from a manufacturing process, and insufficiently chemically 

strengthened glass is broken easily.

If a cover glass is broken, it is necessary to replace the dis-

play module or to dispose of the smartphone itself and replace 

it with a new one. It is inconvenient for the user and is not pref-

erable from the viewpoint of effective use of the resources. In 

the manufacturing process of the cover glass, if we can inspect 

the condition of chemical strengthening treatment by a non-

destructive method, enhancing the quality and reducing the 

broken risk can be expected.

The feasibility of the inspection method by the optical tech-

nique using ultraviolet ray, visible ray, X-ray, etc. was exam-

ined, aiming at the whole number inspection in a short time in 

the manufacturing field of the cover glass in which the produc-

tion quantity is very large. When aluminosilicate glass, which is 

commonly used as a cover glass, was examined in a model, it 

was observed that the glass emits light by irradiation with 

deep ultraviolet rays or X-rays. And, we have discovered that 

the emission spectrum changes before and after the chemical 

strengthening treatment. In the future, by realizing a new eval-

uation method of chemically strengthened glass in the manu-

facturing process, the contribution towards the realization of 

sustainable resource utilization is expected in the whole sup-

ply chain related to cover glass. 
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要旨

スマートフォンやタブレットPCなどの電子機器の
ディスプレイを保護するカバーガラスとして，化学強化
ガラスが用いられている。化学強化ガラスはイオン交換
法により強度を高められたガラスであり，適切な化学強
化処理が施されると，優れた落下耐性や耐擦傷性が得ら
れる。
しかしながら，スマートフォン等のカバーガラスに導

入される化学強化ガラスは，製造工程に由来した品質ば
らつきが発生しやすく，化学強化処理が不十分であった
場合，製品として使用される際にガラスが割れてしまう
リスクが高くなる。スマートフォン等のカバーガラスが
破損した場合は，ディスプレイモジュールの交換や，ス
マートフォンそのものを廃棄し新品に交換する必要があ
り，利用者にとっての不便となるのみならず，限りある
資源の有効利用の観点からも好ましくない。
カバーガラスの製造工程において，化学強化処理され

た状態を，非破壊で全数検査できるようになると，製品
の出荷品質が高まり，製品使用時にガラスが割れてしま
うリスクを低下させることが期待される。生産数量が非
常に大きい製造現場において，簡易に，短時間で，全数
検査する事を目的とし，紫外線，可視光線，X線等を用
いた光学的な手法での検査方法の実現可能性を検討した。
カバーガラスとして一般的に用いられるアルミノシリ

ケートガラスをモデルに検討を実施したところ，深紫外
線やX線の照射によりガラスが発光する様子が観察され，
その発光スペクトルが化学強化処理の前後で変化する事
を発見した。
今後，製造現場における化学強化処理ガラスの新たな

評価手法として実現する事で，カバーガラスに関わるサ
プライチェーン全体において，サステナブルな資源利用
の実現に向けた貢献が期待される。
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1　はじめに

スマートフォンやタブレットPCなどの電子機器のディ
スプレイを保護するカバーガラスとして，化学強化ガラ
スが用いられている。化学強化ガラスは，イオン交換に
よりガラスの表面に圧縮応力層を形成する事で，強度が
高められたガラスである。イオン交換においては，ガラ
ス表面付近に存在する，LiイオンやNaイオンを，より大
きなアルカリイオンであるKイオンと置換させることで，
圧縮応力を発生させ，ガラスの強度を高められることが
知られている1)。
ガラスに導入されるアルカリイオン（Kイオン）の侵
入深さ，及び，その量は，カバーガラスの強度を決定す
る重要な因子であるが，その製造プロセスに起因するば
らつきが大きい。同一のタイプのスマートフォンについ
て，化学強化処理により導入されたKイオンの濃度分布
をFig. 1 に示す。同機種であるにもかかわらず，化学強
化層の分布状態が異なっている。

ディスプレイモジュールの交換や，スマートフォンその
ものを廃棄し，新しいものと交換する必要が生じるため，
利用者にとっての不便となるだけではなく，限りある資
源の有効利用の観点からも好ましくない。

2　化学強化層の評価における課題

製造されたカバーガラスの全数検査を実施し，化学強
化層の状態を評価する事ができれば，出荷品質が改善し，
製品出荷後の使用時において，ガラスが割れてしまうリ
スクを下げることが期待できる。しかしながら，スマー
トフォン用のカバーガラスを例にとると，1工場での年
間生産数が数千万枚，1日当たりに換算すると数十万枚
に及ぶため全数検査は検査負荷が非常に大きい。簡易に，
短時間で評価が実施できる事は重要なポイントとなる。
ガラス中のアルカリイオンの組成分布を評価する手法
として，例えば，TOF-SIMSを用いる手法があげられる。
Fig. 1 に示したように，ガラスに含まれるアルカリイオ
ンの分布を評価する事ができるが，微小領域の破壊的評
価手法であるため製品の全数検査には使えない。
非破壊検査の例としては，顕微ラマン分光法を用いた
評価手法がある2)。化学強化処理によって生じた残留圧
縮応力を非破壊で評価することが可能であるが，計測領
域は微細であり，また計測に時間がかかる難点がある。
光学的な評価方法，例えば，光の吸収特性，あるいは
発光特性から，アルカリイオンの存在状態を捉えること
ができると，全数検査の実現が期待できる。ガラスの光
学的な特性については石英等などで，その吸収，及び発
光特性について多くの研究がなされている3) 4) 5)。一方で，
カバーガラスの様にケイ素以外の成分を多量に含む系に
おける検討は少ない。化学強化処理の前後における，そ
の光吸収特性および発光特性を調査し，光学的な検査手
法の実現可能性についての検討を行った。

3　実験方法

3. 1　実験材料の準備
GORILLA® GLASS 2（板厚1.1 mm）をモデルガラス
として検討を実施した。化学強化処理を施されたガラス
は，400℃で溶融した硝酸カリウム溶融塩にガラスを6
時間浸漬する事で作製した。

3. 2　評価方法
3. 2. 1　ガラス成分の評価
ガラスの構成成分については，WDX（Rigaku社製 
ZSX PrimusIV）にて分析を実施し，特に含有アルカリ
イオンの組成分布はTOF-SIMS（アルバック・ファイ社
製TRIF-V nano TOF）を用いて分析した。オリジナルの
ガラス材料及び，化学強化処理されたガラス材料をそれ
ぞれ切断し，ガラス表面から内部方向におけるアルカリ
イオンの分布について評価した。

Fig. 1   K ion distribution of smartphone cover glass. Each glass is removed 

by the same type of smartphone and analyzed by TOF-SIMS. Allows 

show the thickness of the K ion distribution.

Fig. 2   An example of manufacturing process for the 3-dimensional smart-

phone cover glass.
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スマートフォン用カバーガラスの製造プロセスの一例
をFig. 2 に示す。化学強化処理が行われたのち，研磨加
工が実施される。化学強化処理における，イオン導入量
のばらつきに加えて，その後の研磨加工のプロセスでの
加工量のばらつきにより，同じ製品においても，化学強
化層の侵入深さや濃度にばらつきが生じやすい。

化学強化層の導入が不十分なカバーガラスは，製品に
組付けられて出荷されたのち，割れてしまうリスクが高
い。スマートフォンのカバーガラスが破損した場合，
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3. 2. 2　紫外可視近赤外領域の光透過・発光特性評価
ガラスの紫外から近赤外領域における光透過特性につ
いて，紫外可視赤外分光光度計（日本分光社製V-670）
を用いて評価を行った。発光特性については蛍光分光光
度計（日本分光社製FP-8600）にて評価を行った。

3. 2. 3　X線の透過特性評価
ガラスのX線透過特性について，X線源としてキヤノン
電子管デバイス製DRX-3724HD管球を用い，管電圧を
40，70，120 kV，管電流を100 mAとして，X線を照射し
た。透過したX線のエネルギーはunforce Raysafe製Xi
線量計を用いて計測し，空気に対する透過エネルギーを
1として，ガラスをセットした場合の透過率を評価した。

3. 2. 4　X線励起蛍光スペクトル
ガラスに対してX線を照射した際の紫外から可視にお
ける発光特性について以下の条件で測定を実施した。X
線光源としてキヤノン電子管デバイス製DRX-3724HD
管球を用い，管電圧を120 kV，管電流を100 mA，照射時
間を0.64秒とした。X線照射によるガラスからの発光は
ファイバマルチチャンネル分光器（オーシャンオプティ
クス社製USB2000+）に，光ファイバーケーブル（オー
シャンオプティクス社製QP1000-2-UV/VIS）を接続し
て計測を実施した。

4　評価結果

4. 1　GORILLA® GLASS 2の構成成分
WDXにより評価したガラスの構成成分比をTable 1 に
示す。アルミノシリケートガラスを主成分として，その
他成分としてはNa，Mg，Ca，Snといった成分が含まれる。

 Table 1  Chemical composition of GORILLA® GLASS 2.

Composition Content (mass %)

Na2O 12.5 

MgO 1.5 

Al2O3 21.0 

SiO2 64.4 

CaO 0.5 

SnO2 0.1 

4. 2　化学強化処理されたガラスのアルカリイオン分布
アルカリ金属イオン（Li，Na，K）の組成分布をTOF-
SIMSにて測定した結果をFig. 3 に示す。化学強化処理を
されていないガラスでは，Kイオンが検出されていない。
加えて，ガラスの表面近傍ではNaイオンの含有量が低下
している。化学強化処理が施されたガラスでは，Kイオ
ンがガラス表面近傍の約50 μmに存在する事に加えて，
元のガラスに含まれるNaイオンについても，表面近傍
に拡散している様子が見て取れる。
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Fig. 3   Li, Na and K ion distribution.  

(a) Li ion distribution  

(b) Na ion distribution  

(c) K ion distribution

4. 4　紫外可視蛍光スペクトル
紫外可視蛍光スペクトルの測定結果をFig. 5 に示す。

GORILLA® GLASS 2及びその化学強化処理品は，深紫外
線にあたる200 nmから300 nmの紫外光により励起され，
300 nmから700 nmの紫外光から可視光の領域で蛍光を
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Fig. 4  UV –visible- near infrared absorption spectra of the glasses.

4. 3　紫外可視近赤外透過スペクトル
化学強化処理の有無による，紫外可視透過スペクトル
の比較結果をFig. 4 に示す。GORILLA® GLASS 2は，波
長300 nm未満の紫外線を吸収する特性を有しているが，
化学強化処理の有無による紫外可視近赤外吸収スペクト
ルの変化は確認されなかった。



17KONICA MINOLTA TECHNOLOGY REPORT VOL. 19 (2022)

発する。化学強化処理の前後での蛍光スペクトルの変化
を比較すると，化学強化処理されたガラスでは，励起波
長約220 nmによる350 nm付近の蛍光波長の発光が増強
されている様子が観察された。

4. 6　X線励起蛍光スペクトル評価
X線励起蛍光スペクトルの測定結果をFig. 7 に示す。X

線の照射により，紫外線領域（200–450 nm）に蛍光が発
生した。また，化学強化の有無により，発光のスペクト
ルが変化している。
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Fig. 5   Fluorescence spectrum of GORILLA® GLASS 2.  

(a) GORILLA® GLASS 2  

(b) Chemically strengthened GORILLA® GLASS 2  

(c) Di�erence data (b-a)  

Color shows intensity of the luminescence.  

Red: Strong, Yellow: medium, Blue: weak 

4. 5　X線透過特性評価
X線透過特性の測定結果をFig. 6 に示す。照射したX線

は，そのエネルギーの一部がガラスに吸収されているが，
化学強化処理の有無により，エネルギー吸収量が変化す
る様子は見られなかった。
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Fig. 6   X-ray Transmittance property.  

 Blue 40 kV, Green 70 kV, Red 120 kV  

 +: GORILLA® GLASS 2  

 ○○: Chemically strengthened GORILLA® GLASS 2

200 300 400 500 600 700

200 300 400 500 600 700

200 300 400 500 600 700

Wavelength (nm)

(a)

In
te

ns
ity

 (a
.u

.)

Wavelength (nm)

(b)

In
te

ns
ity

 (a
.u

.)

Wavelength (nm)

(c)

In
te

ns
ity

 (a
.u

.)

Fig. 7   X – ray induced �uorescence spectrum.  

(a) GORILLA® GLASS 2  

(b) Chemically strengthened GORILLA® GLASS 2  

(c)  Di�erence between (b) and (a)  

Blue bar: (b)–(a)≥0, Orange bar: (b)–(a)<0 

化学強化前のガラスでは，発光スペクトルが最大とな
る波長が355 nm付近であるのに対して，化学強化後のガ
ラスでは，その波長が340 nm付近にあり，蛍光のスペク
トルが，短波長側に15 nmほどシフトしている事が確認
された。また，化学強化処理されたガラスでは，350 nm
未満の波長領域で発光強度が高まっている。

5　考察

GORILLA® GLASS 2をモデルガラスとして，化学強
化処理の前後でのガラスの構成成分の変化，及びX線，
紫外線，可視光線の光吸収特性，発光特性を評価した結
果，化学強化処理の実施により，ガラスの表面近傍にお
けるアルカリ金属イオンの組成分布が変化したガラスは，
紫外線及びX線の照射による発光スペクトルが化学強化
の前後で変化する様子が見られた。
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ガラスの構成成分分析結果，及び，シリカやアルミナ，
その他ガラスに関する構造欠陥と，発光特性に関する報
告3) 4) 5) 6)から，今回のGORILLA® GLASS 2における発光の
由来を考えると，ガラス中の酸化ケイ素構造中の欠陥構
造（酸素欠乏型欠陥：ODC，酸素過剰型欠陥：NBOHC），
酸化アルミニウム構造中の欠陥（F center，F+ center），
ガラス中に含まれる金属イオン（Sn2+，Sn4+）等に由
来する発光スペクトルが複合的に変化した結果，今回の
測定で見られた，化学強化処理前後での発光スペクトル
の差異が生じていると考えらえる。
また，ガラス以外の固体酸化物の例をとると，Liイオン
を添加した酸化マグネシウムでは，Liイオンの添加によ
り，酸化マグネシウムの発光中心（F center，F+ center）
に由来する蛍光スペクトルが変化する事が報告されてお
り7)，今回のGORILLA® GLASS 2の化学強化処理前後に
おける発光スペクトルの変化においても，アルカリイオ
ンのガラス中での存在状態の変化が，ガラス内の発光中
心に影響を及ぼした結果と推察される。

6　まとめ

スマートフォンカバーガラスに用いられる化学強化ガ
ラスを題材として，光学的な手法を用いたアルカリイオ
ン存在状態の可視化を検討した結果，化学強化処理の前
後で，深紫外線またはX線の照射により蛍光スペクトル
の変化が確認され，光学的検査手法の確立に向けた足掛
かりが得られたと考えられる。一方で，発光中心が固体
酸化物中のネットワーク構造の欠陥に由来するものであ
るならば，ガラスの組成の違いや熱処理等の条件によっ
てもその発光特性が変化する可能性があり，その発光メ
カニズムをより明確に解明していくことは，GORILLA® 
GLASS 2以外のスマートフォン用カバーガラスへの適
用可能性を検証するのみならず，電池等に使用される固
体酸化物中のイオンの移動状態を簡易に非破壊で評価で
きる可能性からも有用と考えられる。引き続き検証を進
めていきたい。
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