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主要マントル鉱物の高温高圧物性と実験地球物理学

Experimental geophysics―measurement of physical and chemical properties of

major mantle minerals at high pressures and temperatures

桂 智男(Tomoo KATSURA)

In this article, I review four topics of my past researches that are intended to bring new

insights about structure and dynamics of the Earth's mantle. Firstly, the phase boundary of

dissociation of ringwoodite to bridgmanite plus periclase, so called postspinel transition, in

Mg2SiO4 was determined by means of insitu Xray diŠraction. This study showed that the

Clapeyron slope of this reaction was － 0.4 MPa/K, which is much smaller than previously

considered. This shallow slope suggests that seismically observed depression of the 600km

discontinuity under subduction zones cannot be explained by a temperature eŠect only, and

that the 660km discontinuity will not be a barrier of mantle convection. Secondly, the

thermal expansion coe‹cients of four major mantle minerals were determined by using a new

multianvil press with an oscillation system, which enables us to obtain highquality diŠrac-

tion patterns at high temperatures. Together with the pressures of the olivinewadsleyite tran-

sition in (Mg,Fe)2SiO4, an adiabatic geotherm in the whole mantle was estimated. This proˆle

shows that adiabatic gradients in the upper and lower mantle, respectively are 0.40.6 and 0.3

0.5 K/km. Thirdly, the hopping and proton conductions of olivine, wadsleyite and ringwoo-

dite were measured under conditions of their stability ˆelds. The magnitudes of hopping and

proton conductions, respectively, are larger and smaller than previously considered, which

suggests that the mantle transition zone is essentially dry. Fourthly, watercontent depen-

dence of Si lattice and grainboundary selfdiŠusion in forsterite was measured to show that

their watercontents are around 0.3, which is signiˆcantly smaller than those obtained by de-

formation experiment. In addition, watercontent exponent of lattice selfdiŠusion

coe‹cient of oxygen is zero within uncertainty. These watercontent exponents suggest that

eŠects of water on mantle rheology could be limited.

Keywords: Highpressure and hightemperature experiment, Mantle, Olivine, Wadsleyite,

Ringwoodite, Bridgmanite, Phase relation, Thermal expansion coe‹cient, Elec-

trical conductivity, SelfdiŠusion coe‹cients

I. は じ め に

この度，2016 年度の日本鉱物科学会賞をいただいた。

私の専門分野である地球内部物性の研究目的の一つは，地

球物理学的観測の説明にあるので，私がこの分野の門を叩

いた 1980 年代までは，国内での地球内部物性の研究発表

の場は地震学会であった。しかし，1990 年から地球惑星

科学関連学会合同大会が始まったことにも関連して，かな

りの地球内部物性研究者は鉱物科学会の前身の一つである

鉱物学会に所属するようになった。私自身も記憶が正しけ

れば修士 2 年生から日本鉱物学会の会員にさせて頂いてい

るので，鉱物科学会賞を頂けた事を大変嬉しくかつ光栄に

思っている。

私の研究の目的は，地球のマントルの構造とダイナミク

スに関するより良い理解を得ることにある。マントル構成

鉱物の物理的・化学的性質の決定はこの目的のために行っ

ている。マントル内で大きな体積を占める鉱物が重要であ

るという考えに基づき，対象鉱物はカンラン石・ワズレア

イト・リングウッダイト・ブリッジマナイト・フェロペリ

クレスに大体限られている。構成元素もまた，主要構成元
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Fig. 1. An example of temperatepressure paths of multianvil ex-

periments. Although the pressure just after compression to a press

load of 6 MN at ambient temperature (300 K) was 24.4 GPa, it

decreased to 19.9 GPa by heating to 1700 K. It further decreased to

17.4 GPa by cooling to ambient temperature. Then, the press load

was decreased to 4 MN to decrease pressure to 15.2 GPa. Pressure

increased again to 17.7 GPa by heating to 1500 K. Modiˆed from

Katsura (2007).
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素である酸素・珪素・マグネシウム・鉄に大体限られてい

るが，水素は特別な働きをするので，水素も重要成分とし

て取り扱っている。物性研究の手法としては，マルチアン

ビル装置を用いた高温高圧実験に依っている。マルチアン

ビル装置を用いているのは惰性であることが大きいが，あ

る程度の高圧をある程度の体積に発生できるというメリッ

トを生かせるように心がけてきた。研究テーマは，大別す

ると相平衡・熱弾性・電気伝導度・単結晶合成・元素自己

拡散である。ポスドクの時には，熱拡散率測定と変形実験

も行った。思いついたら手当たりしだいという傾向が強い

ので，研究テーマは相互に余り関係ないものが多いが，地

球内部を考える上で本質的なものを選んできたつもりであ

る。この小編では，その中から四つのトピックを選んで紹

介する。

II. ポストスピネル転移境界の勾配

地球の上部マントルには，410 km 不連続と 660 km 不

連続と呼ばれる二つの地震波速度急増域が存在し，マント

ルの構造とダイナミクスを考えるうえで重要な鍵であると

考えられている。このうち 660 km 不連続は，ポストスピ

ネル転移，すなわちリングウッダイト(Mg,Fe)2SiO4 から

ブリッジマナイト(Mg,Fe )SiO3 とフェロペリクレス

(Mg,Fe)O への分解に起因すると考えられている。Ito

and Takahashi(1989)はこの転移の相境界を調べ，その結

果，この転移は － 3 MPa/K というかなり急な負の勾配を

持つと報告した。相境界の勾配が負であるということは，

660 km 不連続がポストスピネル転移に起因するならば，

低温領域では相転移圧力が上昇するために 660 km 不連続

面が浅くなり，高温領域では深くなるということを意味す

る。660 km 不連続の深さ分布の最大の特徴は，環太平洋

の沈み込み帯下では深度が増大していることである

(Flanagan and Shearer, 1998; Gu et al., 1998; Flanagan and

Shearer, 1999; Chambers et al., 2005; Houser and Williams,

2010)。この地震学的観測は，沈み込み帯の下のマントル

遷移層は冷たいスラブによって低温であり，そのためにポ

ストスピネル転移圧力が上昇するためと説明されてきた。

また，マントル対流に注目すると，660 km 不連続付近が

低温であるとポストスピネル転移が浅部に移動し，低圧相

は低密度であるためその領域が周囲と比較して低密度とな

り，上向きの浮力が発生する。これは，低温部では正の熱

膨張のため密度が上昇し下向きの浮力が作用するという通

常の熱対流の駆動力と逆センスである。すなわち，ポスト

スピネル転移の相境界の負の勾配はマントル対流にブレー

キをかけるはずである。この考えに基づき，Ringwood

and Irifune(1988)は，660 km 不連続ではスラブの沈み込

みが妨げられそこにスラブが滞留するという，いわゆるメ

ガリスモデルを提唱した。このように，ポストスピネル転

移の相境界の勾配はマントルダイナミクスを考える上で極

めて重要であるので，高い精度と信頼性で決定するべきで

ある。

Ito and Takahashi(1989)はポストスピネル転移の相境

界を，カンラン石を出発物質とした急冷凍結法によって決

定した。急冷凍結法では，高温状態最終段階での鉱物組み

合わせとその組成を決定するが，その鉱物組み合わせと組

成がどのような状態を経てきて生成したのか分からない。

一般に，鉱物組み合わせ A が鉱物組み合わせ B と比較し

て安定であると示すためには，A が B から生成したこと

を示さないといけない。従って厳密にいうと，Ito and

Takahashi(1989)ではリングウッダイトとブリッジマナイ

ト＋フェロペリクレスの安定関係を調べたのではなく，カ

ンラン石に対してこれらの鉱物組み合わせが安定であるこ

とを示しているだけである。また，実験温度に到達するま

でに低温高圧条件を経由しているので，その低温高圧条件

で生成した鉱物組み合わせや組成が残っているのならば，

実験生成物の鉱物組み合わせや組成が出発物質に対して名

目的実験温度圧力条件で安定であるということさえ言えな

い。

さらに圧力決定に関して言うと， Ito and Takahashi

(1989)では，予備実験において転移圧力が既知であるとさ

れている相転移を検出し，転移圧力とプレス荷重の関係

(圧力較正曲線と呼ばれる)を得て，実際の実験の試料圧力

をプレス荷重から推定している。しかし，試料圧力は荷重

だけの関数ではなく，温度履歴や高圧セルの構成，そして

試料自体によって変化する。Figure 1 は試料温度が温度履

歴によって大きく変化することを示す一例である。室温

(約 300 K)で荷重を 6 MN へ上げた直後の圧力は 24.4 GPa

であったが，1700 K まで加熱することにより，圧力は

19.9 GPa まで低下した。次に，約 300 K まで冷却すると

圧力はさらに 17.4 GPa まで低下した。ここで荷重を 4

MN まで下げて，圧力を 15.2 GPa まで下げた後，1500 K

まで加熱すると，圧力は 17.7 GPa まで上昇した。このよ

うに，圧力較正曲線を用いた手法では試料圧力を正しく見
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Fig. 2. Concept of the insitu Xray observation system with a multianvil press in the beamline BL04B1 at SPring8. Modiˆed from Katsura

(2007).

Fig. 3. High pressure assemblage for determination of dissociation

of ringwoodite to bridgmanite plus periclase. A cross section on the

parallel to the incident Xrays and the horizontal plane. A starting

material of forsterite with 5 wt of Au is loaded in an Au tube. The

furnace system composed of the LaCrO3 heater and ZrO2 thermal

insulator is placed in the direction almost parallel to the Xray inci-

dence. The thermocouple measures temperatures at the surface of

the Au tube. Modiˆed from Katsura et al. (2003).
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積もることができない。

X 線その場回折実験はこの二つの問題点を解決してく

れる。高温高圧下の試料の鉱物組み合わせは X 線回折に

より連続的に追うことが出来る。また，X 線強度から鉱

物の量比も推定できる。試料圧力は，試料の中，もしくは

近傍に圧力標準物質を置き，その比体積を X 線回折パ

ターンから得られる格子定数から求め，熱電対で測定した

温度と組み合わせて，圧力標準物質の温度圧力体積の関

係から決定することができる。私たちはこの手法により，

ポストスピネル転移の相境界の勾配決定を行った(Katsura

et al., 2003)。

私たちの X 線その場観察回折実験は，この研究も含め

て全て放射光施設 SPring8 のビームライン BL04B1 で

行ってきた。Figure 2は，この研究その他で用いたエネル

ギー分散法による X 線その場回折システムの概念図であ

る(Katsura, 2007)。偏向電磁石から放射した白色 X 線

は，先ず四象限スリット(通常の粉末 X 線の用語だと入射

スリット。以下同じ)と呼ばれるスリットで約 0.2 × 0.5

mm2 程度の大きさに切り出し，実験ハッチ内で更に入射

スリット(発散スリット)によって 0.05 × 0.2 mm2 程度に

切り出して，試料に照射する。マルチアンビル装置の試料

部の温度分布は均一ではないので，できるだけ観察してい

る領域を小さくすることが肝心である。回折 X 線は，高

圧装置内に挿入した散乱方向幅 0.05 mm のコリメータ(散

乱スリット)と受光スリットで切り出し，Ge半導体検出器

で収集する。収集した X 線はマルチチャンネルアナライ

ザーによって分光し，X 線回折スペクトルを得る。この

実験において，回折角度 2u は固定であり，回折ピークの

d 値(面間距離)は式 によって得る。ここに，

d は d 値，c は光速，h はプランク定数，e は光子のエネ

ルギーである。マルチアンビル型高圧装置による X 線そ

の場回折実験では，圧媒体などによる X 線の吸収が大き

いので，かなり高エネルギーの X 線(30 keV 以上)を用い

る。反面，試料による X 線の反射能や Ge 半導体検出器の

検出効率は X 線のエネルギーと共に低下するので，120

keV 以上のエネルギーの X 線は余り役に立たない。

Figure 3 にこの実験に用いた高圧セルの概念図を示す。

試料は合成フォルステライトの粉末であり，これに圧力標

準物質の金を 5 重量混ぜ込んでいる。試料は金チューブ

に入れ，熱電対はこの金チューブ表面の温度を測定してい

る。ヒーターはランタンクロマイトの円筒であり，X 線

はこの円筒対称の試料系の軸方向から入射している。

この相平衡実験で直面した最大の困難は，試料の反応性
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Fig. 4. Pressure and temperature paths to determine the phase

boundary between ringwoodite and bridgmanite plus periclase. Af-

ter compression at ambient temperature, a sample is rapidly heated

from a certain temperature to a target temperature in order to induce

dissociation of ringwoodite by thermal shock. After that, a press

load is decreased gradually with keeping the high temperature to

form ringwoodite. After conˆrmation of formation of ringwoodite,

the sample is cooled to ambient temperature and then compressed

again. Modiˆed from Katsura et al. (2003).

Fig. 5. Examples of change in energydispersive Xray diŠraction

patterns associated with phase transitions. (a) Dissociation of ring-

woodite by rapid heating from a temperature of 1300 to 1550 K.

The peak of ringwoodite (220) disappeared and those of bridg-

manite appeared. (b) Formation of ringwoodite by gradual decom-

pression from 23.6 GPa at a constant temperature of 2000 K. The

ringwoodite (220) peak was found to form at a pressure of 21.5

GPa. However, change in intensities of bridgmanite peaks were not

recognized. Modiˆed from Katsura (2007).

Fig. 6. A backscattered electron image of a sample with formation

of ringwoodite from bridgmanite plus periclase. Bright parts: bridg-

manite, intermediate parts: ringwoodite, dark parts: periclase, very

bright parts: gold. Ringwoodite is forming between bridgmanite and

periclase. The bridgmanite and periclase grains are separated by in-

terstitial ringwoodite.
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の低さである。特に，リングウッダイトからブリッジマナ

イト ＋ ペリクレスへの分解は，1500 K 以上の温度で試料

をアニールすると，なかなか反応が開始しない。この状況

は，2000 K までではあるが，温度を上げても変わらな

い。しかし，反応は一旦始まると急速に進行する。これか

ら推察されることは，相転移の開始には結晶の欠陥が必要

であり，結晶を高温で焼鈍すると，結晶の完全性が高く

なって相転移が開始できないいうことである。この問題を

解決する為に，私たちは急速加熱を行った(Fig. 4)。すな

わち，試料を目的の温度まで急速に加熱すると，試料と周

囲の物質の間で熱膨張率が異なるため結晶に歪が入り，そ

れによって生じる転位から相転移が開始する。Figure 5a

にはこのプロセスにおける X 線回折パターンの変化を示

している。急速加熱前の圧力 23.5 GPa・温度 1300 K では

試料はリングウッダイトであるが，温度 1550 K まで一気

に昇温すると突然リングウッダイトのピークが消滅し，ブ

リッジマナイトのピークが出現した。これにより，この温

度圧力条件はブリッジマナイト ＋ ペリクレスの安定領域

であることが分かった。Figure 5b には逆反応であるブ

リッジマナイト ＋ ペリクレスからリングウッダイトの生

成を示している。この場合，温度を 2000 K に保ったまま

圧力を 23.6 から 21.5 GPa に降圧すると，リングッダイト

のピークが徐々に成長するのが観察できた。このリング

ウッダイトのピークの成長は非常に遅く，また他方，ブ

リッジマナイトのピークの変化は認識できない。しかし，

リングウッダイト/ブリッジマナイト比が増大するので，

この温度圧力条件がリングウッダイトの安定領域であると

推察される。このような試料を，実験後反射電子像で観察
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Fig. 7. Phase relations of dissociation of ringwoodite to bridg-

manite plus periclase. Solid circles: PT conditions where ringwoo-

dite disappeared and bridgmanite formed, Open circles: PT condi-

tions where ringwoodite grew. Thick solid line: most probable phase

boundary given by Katsura et al. (2003), whose slope is － 0.4 MPa

/K. Broken line: from Ito and Takahashi (1989), dotdashed line:

from Irifune et al. (1998).
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すると，ブリッジマナイトとペリクレスの間にリングウッ

ダイトが生成しており，ブリッジマナイトとペリクレスは

リングウッダイトで隔てられているので，それ以上は成長

できない様子がわかる(Fig. 6)。

このようにして得られた相平衡図を Figure 7 に示す。

データ点は，その鉱物組み合わせが得られた温度圧力条件

ではなく，リングウッダイトからブリッジマナイト ＋ ペ

リクレスへ，もしくはブリッジマナイト ＋ ペリクレスか

らリングウッダイトへの反応の進行が観察された温度圧力

条件である。この研究から得られた重大な結論は，ポスト

スピネル転移の相境界は，－ 0.4 ± 1.6 MPa/K と非常に

緩勾配であることである。この勾配を用いて 660 km 不連

続の凹凸を温度不均一で説明しようとすると，その不均一

は 3000 K となり，高温部ではマントルは溶融してしま

う。従って，660 km 不連続の凹凸を温度変化で説明する

ことはできない。また，660 km 不連続はマントル対流の

妨げとはなりえない。しかしこれでは，例えば太平洋プ

レートが中国の下で 660 km 不連続の上に滞留していると

いう観測を説明できない。

本研究結果は地球内部科学の常識に反しており，特に地

震学者には 660 km 不連続の深さ分布と沈み込み帯の関係

に対する説明が根本から崩れるので受け入れられるもので

はない。その理由もあって，Fei et al.(2004)と Litasov et

al.(2005)が本結果の追試を行ったが，いずれも本研究を

支持する結果となっている。本研究に先行して Irifune et

al.(1998)は Mg2SiO4 系のポストスピネル転移の相境界を

X 線その場観察の手法により決定しているが，彼らは実

験的に決定したポストスピネル転移の相境界は地震学的観

測から期待される圧力より 2 GPa 低いことを示した。私

たちの結果も Fei et al.(2004)と Litasov et al.(2005)の結

果も Irifune et al.(1998)の結果を支持している。これらの

結果をそのまま受け入れると，660 km 不連続はポストス

ピネル転移に起因していないという結論となる。しかし，

マントルの化学組成を考えると，この結論は到底受け入れ

ることができない。660 km 不連続の地震学的観測とポス

トスピネル転移の相平衡関係のこの二つの矛盾点は，マン

トルのパーセントレベルの含水化によるという説明が近年

なされれている(Ghosh et al., 2013)が，660 km 不連続付

近の温度は平均 2000 K 程度であると考えらえる(Katsura

et al., 2010)ので，このような高温でこのような含水化が

可能であるかどうかは明らかではない。

III. マントルの断熱温度勾配

温度は地球内部の状態を考える上で最も基本的な物理パ

ラメータである。にもかかわらず，地球深部の温度分布は

よく分かっていない。地表付近の温度は，地表の温度から

熱伝導方程式を使って推定することができるが，この方法

で温度を見積もると，深さとともに温度が急上昇する。あ

る程度まで高温になると，岩石は柔らかくなり，伝導では

なく対流による熱輸送が卓越するので，マントルの大部分

は対流のみで熱が輸送される断熱温度分布に従っているで

あろうと考えられる。断熱温度分布での温度勾配は次の式

で与えられる。

(1)

ここに，z は深さ，g は重力加速度，CP は定圧比熱，a は

熱膨張率である。重力加速度は，核が高密度であるためマ

ントル内ではほとんど一定であり，定圧比熱も高温ではあ

まり変化しない。しかし，熱膨張率は温度と圧力によって

大きく変化することが予想される。Figure 8 は，熱膨張率

が温度と圧力によって変化する理由を，原子間ポテンシャ

ルの点から説明した図である。原子間ポテンシャルは，平

衡位置では調和的であると近似することができるが，平衡

位置からのずれと共に非調和的になる。それにより，高温

での平均位置は絶対零度における平衡位置より長原子間距

離側にシフトする。これが熱膨張であるが，Figure 8a に

あるように，このシフトの割合は温度と共に増大するの

で，熱膨張率は温度と共に増大する。圧力がかかると，原

子間ポテンシャルは原子間距離の短い方に変化し(Fig.

8b)，これにより温度上昇による原子間距離の増加の割合

が減少する。以上の理由から，マントル鉱物の熱膨張率を

マントルとして現実な温度圧力条件で決定することが，マ

ントル内部の温度分布を見積もる上で本質的であることが

分かる。

高温高圧下での熱膨張率を求めるには，高温高圧下の体

積を測定し，それを温度で微分する。高温高圧下の鉱物の
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Fig. 8. Explanation of temperature and pres-

sure eŠects on thermal expansion coe‹cient

based on the atomic potential. (a) temperature

dependence. (b) pressure dependence. Black and

gray denote atomic potential and positions at

diŠerent temperatures at low and high pressures,

respectively.

Fig. 9. DiŠraction patters of MgO at 1800 °C collected with and

without oscillation of SPEEDMk.II. (a) Without oscillation, (b)

with oscillation. Modiˆed from Katsura et al. (2004a).

6 桂 智男

体積は，前章で述べた X 線その場回折の手法で求めるこ

とができる。しかし，マルチアンビル高圧装置を用いた

X 線回折では，粒成長のため良質の回折パターンを高温

で取得するのが困難であった。Figure 9a は温度 1800 °Cで

取得した MgO の回折パターンであるが，この場合 MgO

の回折ピークは強度の低い(311)と(422)以外は見られな

い。熱膨張率の決定では体積を温度で微分するため，通常

の格子体積測定よりも高い精度が必要であるが，このよう

な回折パターンでは熱膨張率を精度良く求めることは困難

である。

私は 2001 年度から 2003 年度にかけて，東北大学の大谷

先生を代表者とする特定領域研究「超高圧地球科学プ

レート・マントル・核相互作用の超高圧物質科学」におい

て，前述の放射光施設 SPring8 のビームライン BL04B1

に新しいマルチアンビル X 線その場観察装置を建設する

ことを任された。ビームライン BL04B1 には 2001 年の時

点で既に SPEED1500 という高温高圧 X 線その場観察用

プレスが導入され，大成功を収めていた。私に命じられた

仕事は SPEED1500 の二号機を造ることであった。

SPEED1500 の優れた点は保持したまま，主に二つの改

良を施した装置を設計し，それを SPEEDMk.II と名付け

て，2002 年に設置した(Katsura et al., 2004a)。二つの改

良点とは，焼結ダイヤモンドアンビルによる超高圧発生用

の精密ガイドブロックと，X 線回折中に試料を垂直軸周

りに回転させる揺動機構である(Fig. 10)。揺動機構は少

数の結晶粒で粉末 X 線回折パターンを取る為に微小部 X

線回折装置に通常装備されているものであるが，大型の高

圧装置に装備されたことは無かった。理想的揺動機構で

は，回転軸を 2 軸装備し，各軸に対して 90°以上回転する

べきであるが，20 ton というプレスの重量による制約上，

垂直軸のみであり，また角度範囲も 20°までであるので，

正しいピーク強度比が必要な Rietveld 解析などには使え

ない。しかし，格子定数を正確に決定するという目的に対

しては十分有効である。その一例が Figure 9b である。

Figure 9a は，前述のように試料を固定して取得した回折

パターンであるが，(111)・(200)・(220)・(222)・

(400)・(331)・(420)という大半のピークが見られない。

一方，Figure 9b は試料を 20°揺動させて取得した回折プ

ロファイルであり，(331)を除くすべての回折ピークを観

察することができ，格子定数を正確に決定することができ

る。

この揺動機構を装備した SPEEDMk.II を用いて，私た

ちは，カンラン石(Katsura et al., 2009a)・ワズレアイト

(Katsura et al., 2009b)・リングウッダイト(Katsura et al.,

2004c)・ブリッジマナイト(Katsura et al., 2009c)の体積測

定を行った。Figure 11 にその一例であるリングッダイト

の結果を示す。この図は，横軸に圧力，縦軸に高温高圧下

の体積と常温高圧下の体積の比，すなわち各圧力での 300

K からの体積膨張を示している。図中の破線は 100 K ごと

の等温線を示している。等温線の間隔は温度と共に広が

り，熱膨張率が温度と共に増大することを示している。ま
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Fig. 10. Photos of SPEEDMk.II at diŠerent

rotation angle of the oscillation system. (a) at a

rotation angle of k ＝ － 7°, (b) at a rotation

angle of k ＝ － 13°. Modiˆed from Katsura et

al. (2004a).

Fig. 11. Volume expansion of Mg2SiO4 ringwoodite at various

temperatures against pressure. The vertical axis shows the ratio of

the volume at high pressure and high temperature to that at high

pressure and ambient temperature. The pressure scale is based on

Tange et al. (2009)
Fig. 12. Phase relations of the olivinewadsleyite transition in the

system (Mg,Fe)2SiO4. Solid and open symbols denote coexisting

compositions of olivine and wadsleyite at 1900 and 1600 K, respec-

tively. Circles and squares denote olivine and wadsleyite. Modiˆed

from Katsura et al. (2010, 2004a).

7主要マントル鉱物の高温高圧物性と実験地球物理学

た，等温線は右下がりの曲線となっており，熱膨張率が圧

力と共に減少することを示している。

断熱温度勾配の式には温度が入っており，断熱温度勾配

を見積もるには，マントルのどこかある深さでの温度が必

要になる。そこで私たちは，410 km 不連続の深さとカン

ラン石ワズレアイト転移の転移圧力を比較することによ

り，410 km 不連続面での温度推定を行った。Katsura et

al.(2004b)の(Mg,Fe)2SiO4 系のカンラン石ワズレアイト

転移の相平衡図(Fig. 12)によると，マントルのカンラン

石の組成と考えられる Mg/(Mg ＋ Fe) ＝ 0.89 での転移圧

力は，温度 1600 K で 12.75 GPa，1900 K で 13.85 GPa で

ある。これらの圧力は，地球内部の深さにして 385 ± 4

km と 416 ± 4 km に相当する。一方，410 km 不連続の深

さの全地球的平均は，Chambers et al.(2005)によれば 409

km，Houser et al.(2008)によれば 410 km である。これら

から，410 km 不連続面上の温度を 1830 ± 40 K(1560 °C)

と推定した。

以上のデータから断熱温度分布を推定することができる

わけであるが，まず Figure 13a に深さに対する熱膨張率

の分布を示す。熱膨張率は相転移がない限りは深さと共に

減少する。減少の度合いは浅い領域で大きい。相転移が起

きると，熱膨張率は増大する。Figure 13b に断熱温度勾配

を示す。断熱温度勾配の挙動は熱膨張率とほぼ同じであ

る。上部マントルでの断熱温度勾配は 0.40.6 K/km，下

部マントルでは 0.30.5 K/km である。地球内部の温度勾

配として 0.3 K/km がよく使われるが，この勾配は上部マ

ントルでは小さすぎる。Figure 14 にマントルの断熱温度

分布を示す。マントル遷移層で温度分布線が折れ曲がって

いるのは，相転移に伴う潜熱のためである。マントルのポ

テンシャル温度は 1340 °Cであり，下部マントルの底の断

熱温度は 2480 °Cである。

IV. 電気伝導度から推測される遷移層の水分布

電気伝導度は地球表面上から推定できる数少ない地球内

部の物理的パラメータの一つである。地球内部を探査する

上で主要な手法は地震学であるが，電気伝導度は地震学と

は独立な情報をもたらす。マントル鉱物には主に三つの電

気伝導度メカニズムがある。最も基本的なメカニズムは，

Fe3＋ と Fe2＋ の間の電子孔によるホッピング伝導である。

二つ目は Mg 空孔によるイオン伝導である。この二つは鉄
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Fig. 13. Thermal expansion coe‹cients (a) and adiabatic temper-

ature gradient (b) in the mantle. Depth ranges: olivine, 0410 km;

wadsleyite, 410520 km; ringwoodite, 520660 km; bridgmanite,

6602900 km. Modiˆed from Katsura et al. (2010). BS81: Brown

and Shankland (1981); SD08: Stacy and Davies (2008).

Fig. 14. Adiabatic temperature distribution in the mantle. Black

curve: Katsura et al. (2010). Gray curves: temperature distribution

proposed by previous studies. Dotted line (BS81): Brown and

Shankland (1981), solid line (IK89): Ito and Katsura (1989), dot

dashed line (dS00): da Silva et al. (2000), broken line (SD08):

Stacy and Davis (2008).

8 桂 智男

マグネシウム鉱物にとって本質的であり，温度に対して敏

感である。三つ目のメカニズムは，プロトン(H＋)の移動

による電気伝導である。マントル鉱物の多くは，高圧下で

は含水することができ，含水するとそのプロトンが高速に

移動することにより電気が伝導される。このメカニズムに

基づき，鉱物の含水化を検出し，地球内部の水の分布を見

積もることができる可能性がある。

私たちの研究グループでは，2005 年度から 2006 年度に

かけて行われた特定領域研究「スタグナントスラブ・マン

トルダイナミクスの新展開」において，マントル鉱物のプ

ロトン伝導に関する研究を行った。最初にターゲットとし

たのはカンラン石であり(Yoshino et al., 2009; Yoshino et

al., 2006)，その次にワズレアイトとリングウッダイトと

いうマントル遷移層鉱物に対して測定を行った(Manthi-

lake et al., 2009; Yoshino et al., 2008)。ワズレアイトとリ

ングウッダイトの結果を示したのが Figure 15a(ワズレア

イト)とFigure 15b(リングウッダイト)である。図中の四

角で囲った数字は試料中の含水量(重量)である。ワズレ

アイトで含水量 0.3 重量と 1.2 重量の試料と，リング

ウッダイトで 0.58 重量と 0.74 重量の試料は，予め含

水化している。これらの試料に対する測定では，含水量は

電気伝導度測定前と後で測定し，含水量が高温高圧測定中

に変化しないことを確認している。ただし，これらの測定

は含水ワズレアイト・リングウッダイトの脱水が起きない

ように，温度 1000 K 以下で行っている。これらより低含

水量の測定では，測定は温度 2000 K まで昇温してから降

温過程で測定しているが，この降温過程で周囲の圧力媒体

物質から試料に水が入り込んでくるので，試料の含水化は

「その場」で行っている。これらその場で含水化させた実

験の出発物質の多くは無水カンラン石であるが，含水化の

かなりの部分は相転移中に起きる様なので，最低含水量で

の測定の試料は予めワズレアイトまたはリングウッダイト

に転移させている。図に書かれている含水量は電気伝導度

測定後のものである。予め含水化した試料では 1000 K 以

下の低温では含水量は変化しないことが観察されたので，

予め含水化していない試料による測定でも，実験後の試料

の含水量は少なくとも測定の低温領域での値を示している

と考えらえる。

Figure 15a と 15b から分かることは，低温領域での電気

伝導度は，電気伝導度測定後試料の含水量と共に上昇する

が，高温領域での電気伝導度は測定後試料の含水量に依存

しないことである。低温領域での含水量に依存する電気伝

導度はプロトン伝導を，高温領域での含水量に依存しない

電気伝導度はホッピング伝導・イオン伝導を表していると

考えられる。もう少し細かく見ると，アーレニウスプロッ

ト上の傾きは含水量と共に緩くなり，活性化エンタルピー

が含水化と共に減少することがわかる。この傾向はリング

ウッダイトで特に顕著である。私たちは，プロトン伝導の

活性化エンタルピーは含水量の 1/3 乗に従って減少すると

いうモデルを立て，以下の式に電気伝導度測定データを回

帰させた。
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Fig. 15. Electrical conductivity of (a) wadsleyite and (b) ringwoo-

dite. The symbols indicate raw data for each sample with diŠerent

water contents. Previous results from Xu et al. (1998) (XSPR98)

and Huang et al. (2005) (HXK05) are shown as a function of water

content. Thick dashed lines indicate the electrical conductivity calcu-

lated by data ˆtting based on equation (2) as a function of water

content. Numbered boxes denote the estimated water contents (in wt

) by FTIR spectroscopy. Modiˆed from Yoshino et al. (2008).

Table 1. Parameters of electrical conductivity of the major upper mantle minerals

Modiˆed from Yoshino and Katsura (2013).

9主要マントル鉱物の高温高圧物性と実験地球物理学

(2)

ここに， はホッピング伝導の活性化エンタルピー，

は含水量ゼロにおけるプロトン伝導の活性化エンタル

ピー， は含水量，a は活性化エンタルピーの含水量依

存性を表すパラメータ， と はホッピング伝導とプ

ロトン伝導の無限大温度における値を示すパラメータであ

る。このモデルでは，Mg 空孔によるイオン伝導は無視し

ている。また，プロトン伝導の頻度因子は含水量に比例す

るとしている。

Table 1 に，カンラン石・ワズレアイト・リングウッダ

イトに対する上記のパラメータの値を示す。ホッピング伝

導の活性化エンタルピーは，高圧鉱物ほど小さい値となっ

ていることがわかる。ホッピング伝導の頻度因子は

102.53.0 S/m と似た値となっており，これらから，マント

ルのような高温下でのホッピング伝導は高圧相ほど大きい

ことがわかる。含水量ゼロでのプロトン伝導の活性化エネ

ルギーはワズレアイトで小さくリングウッダイトで大きい

が，含水量依存性を示すパラメータ a の値はリングウッ

ダイトで大きい。そのため，低含水量ではワズレアイトの

方がプロトン伝導は大きいが，高含水量ではリングウッダ

イトの方が大きい。

この結果をマントル遷移層に適用し，マントル遷移層の

含水量を見積もったのが Figure 16 である。私たちがワズ

レアイトとリングウッダイトの電気伝導度の論文(Yoshi-

no et al., 2008)を出版した時点で最も信頼性の高い上部マ

ントルの電気伝導度分布の論文は，日本から合衆国までの

北太平洋という広い地域を取り扱った(Kuvshinov et al.,

2005)である。それによると，上部マントルの 400 km 以

浅の電気伝導度は 23 × 10－3 S/m で，それがマントル遷

移層で徐々に上昇し，下部マントル最上部で 100 S/m に達

する。それを，私たちのデータに基づいて見積もった含水

量 0, 0.1, 0.5, 1.0 重量のワズレアイトとリングウッダイ

トの電気伝導度と比較すると，Kuvshinov et al.(2005)の

遷移層の伝導度プロファイルは，無水のワズレアイトとリ

ングウッダイトの電気伝導度と非常に良い一致を示す。そ

して，0.1 重量以上の含水量のワズレアイトとリング

ウッダイトの電気伝導度は，Kuvshinov et al.(2005)のモ

デルと比較して，有意に高い値となる。以上より私たち
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Fig. 16. Electrical conductivity in the mantle transition zone. The

solid, broken, dotted, and dotdashed lines denote electrical con-

ductivity of peridotite with water contents of 0, 0.1, 0.5 and 1.0 wt

. The gray area denote electrical conductivity under the Northern

Paciˆc by Kuvshinov et al. (2005). Modiˆed from Yoshino et al.

(2008).
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は，マントル遷移層の水量は 0.1 重量以下の「無水」で

あると見積もった。

V. フォルステライトの珪素拡散係数の含水量依存性

マントル構成物質の流動則を知ることは，マントルダイ

ナミクスを定量的に理解するために重要である。このト

ピックに関して膨大な量の研究成果が出されているが，そ

の中で最も重要な結論の一つが，カンラン石のクリープ速

度は含水化により増加するというものである (Karato,

2010; Mackwell et al., 1985)。Hirth and Kohlstedt(2003)

は，それまでの含水変形実験の結果を総括し，カンラン石

のクリープ速度は含水量の 1.2 乗に比例するとした。しか

し，カンラン石のクリープ速度の含水量依存性は過大評価

されている可能性がある。その理由の一つは，含水変形実

験の多くは水に飽和した状態で行われているが，そのよう

な条件下では流体相が存在すると予想され，その流体がカ

ンラン石の粒界を滑らせるために，カンラン石自身のク

リープ速度増加以上の含水量依存性を観測している可能性

があるからである。上部マントル主要部の含水量は 100

ppm 前後と見積もられ，水に不飽和であるので，地球の

マントルではクリープに対する含水量の指数は 1.2 乗より

小さいと予想される。

この予想の元，私たちはフォルステライト中の珪素自己

拡散係数の含水量依存性の決定を行った。珪素はカンラン

石中で最も遅い拡散種であるので，クリープが拡散律速す

るような高温条件下では，珪素の拡散がクリープを律速す

ると期待される。拡散メカニズムの中では格子拡散が最も

基本的なものであるが，粒界拡散クリープは粒界拡散に支

配されるので，これもまた重要である。そこで，格子拡散

と粒界拡散の両方の珪素自己拡散係数を含水量の関数とし

て測定した(Fei et al., 2013, 2016)。

格子拡散速度の測定にはフォルステライトの合成単結晶

を用いた。この単結晶は非常に純度が高く，一番高濃度な

不純物は 80 ppm のイリジュウムである。また，TEM で

観察する限り，転位は見られない。Jaoul et al.(1981)は

フォルステライト中の珪素自己拡散係数には方位依存性は

ないとしているので，測定はすべて(010)面上で行った。

粒界拡散速度の測定には東京大学地震研究所平賀研合成に

よるフォルステライトの多結晶体を用いた(Koizumi et

al., 2010)。この多結晶体は平均粒径が 0.6 mm と非常に細

粒であり，また配向性は認められない。粒界拡散が働いて

いることを確認するためには粒径の異なる試料に対して測

定を行う必要があるので，この多結晶体を 1700 K で 20 時

間加熱して 2 mm まで粒成長させた焼結体も合成し，比較

のための測定に用いた。これらの試料は，まず圧力 8

GPa・温度 12001600 K で含水化した。含水化実験では，

片側を閉じた白金カプセルの底にブルーサイトとタルクの

混合物を入れ，その上にグラファイトとエンスタタイトの

混合物を入れて，その中に試料を埋め込み，カプセルの反

対側を閉じた。グラファイトとエンスタタイトの混合物は

加圧中の試料への機械的ダメージを防ぐための緩衝材であ

り，ブルーサイトとタルクの混合物は電気伝導度と同様に

水源である。含水量は，単結晶試料の場合 800 ppm ま

で，多結晶試料の場合はバルクで 350 ppm までである。

多結晶試料の場合，これ以上含水化させようとすると結晶

が急激に成長するので，これ以上の含水量の試料の合成は

行わなかった。含水化させた試料は，一面(単結晶試料な

らば b 面)をダイヤモンドペーストで機械的研磨し，その

後アルカリコロイダルシリカで化学研磨を行った後，29Si

に濃集した厚み 0.51.0 mm の Mg2SiO4 膜を研磨面上に作

成した。この試料を含水化実験と同じ試料環境に置き，圧

力 8 GPa で同位体拡散させた。温度条件は格子拡散の場

合は 1600 K と 1800 K，粒界拡散の場合は 13001600 K で

ある。同位体拡散させた試料は，SIMS により，29Si/(29Si

＋ 28Si)比を試料表面からの深さの関数として測定した。

粒界拡散係数の含水量依存性を求める上で問題となるの

が，結晶粒界の含水量である。粒界は結晶構造が乱れてい

るので，不純物を多く含む傾向にある。従って，粒界の含

水量は格子より大きいはずであるので，格子と粒界の含水

量を独立に決定しないといけない。私たちはそれらを以下

のようにして推定した。Figure 17 は，含水化した多結晶

体試料の FTIR スペクトルである。スペクトル中の水の

信号は，鋭いピークと幅広い隆起に大別できる。鋭いピー

クは単結晶試料と同じものである。すなわち，単結晶試料

の a 軸・b 軸・c 軸に平行な振動方向の偏光を用いて取得

した三つの FTIR スペクトルを足し合わせた合成スペク

トルのピークと，多結晶体試料の鋭いピークは，同じ位置
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Fig. 18. Examples of diŠusion proˆles against depth from sample

surfaces. (a) Single crystal forsterite，(b) polycrystalline forsterite.

The horizontal axis denotes water content per unit grain boundary

area. Modiˆed from Katsura and Fei (unpublished).

Fig. 19. Evaluation of sur-

face roughness correction fac-

tor of diŠusion coe‹cients.

Sample: single crystal forster-

ite. Modiˆed from Katsura and

Fei (unpublished).

Fig. 17. Estimation of lattice and grainboundary water in poly-

crystalline forsterite by FTIR spectroscopy. Lower ˆgure: sum of

FTIR spectra taken with oscillation directions parallel to a, b, and c
crystallographic axes, which simulates an FTIR spectrum of poly-

crystalline forsterite without grainboundary water. Upper ˆgure:

an FTIR spectrum of an actual polycrystalline forsterite sample.

The broad rise of spectrum, which is not seen in the lower ˆgure, is

interpreted as grainboundary water. Modiˆed from Katsura and

Fei (unpublished).

11主要マントル鉱物の高温高圧物性と実験地球物理学

にほぼ同じ強度で存在する。したがって，鋭いピークは結

晶内の水(水酸基)を示し，幅広い隆起は結晶界面の水を示

していると考えられる。結晶界面の水には，二つの結晶に

挟まれた流体相(厳密には結晶の外)と結晶構造が乱れた結

晶表層(厳密には結晶の中)の二つの可能性がある。このど

ちらかであるかを判定するために TEM 観察を行ったとこ

ろ，結晶の間には流体相らしいものは何も存在しないこと

が分かった。従って，この実験における「界面の水」は結

晶表層の構造が乱れた部分に含まれている水であることが

わかる。

得られた格子拡散と粒界拡散の 29Si/(29Si ＋ 28Si)比のプ

ロファイルを試料表面からの深さの関数として Figure 18

に示す。格子拡散の場合，拡散プロファイルは対称的であ

り，以下の式に回帰して拡散係数を求めた。

(3)

ここに，c は SIMS で測定した試料の 29Si/(29Si ＋ 28Si)比，

c0 は天然の 29Si/(29Si ＋ 28Si)比，c1 は薄膜の初期 29Si/(29Si

＋ 28Si)比，z は深さ，h は薄膜の見かけの厚み， は珪

素格子拡散係数，t は拡散時間である。 は SIMS の深

さ分解能などによる測定誤差の補正項である。この補正係

数は，様々な表面粗度の試料に対して，拡散時間ゼロの実

験(いわゆるゼロタイムラン)を行うことによって求めた

(Fig. 19)。粒界拡散の場合は，多結晶内部に向かって長

い尾を引くプロファイルとなっている(Fig. 18b)。これは

粒界拡散は格子拡散より高速であるが，その一方，界面の

体積が結晶内部と比較して小さいことによる。粒界拡散の

プロファイルは以下の式に回帰して，拡散係数を求めた。

(4)

ここに， は珪素粒界拡散係数である。

上に解説した手法によって測定した珪素の格子拡散係数

と粒界拡散係数を含水量の関数として表示したのが

Figure 20 である (Katsura and Fei，公表準備中)。高圧含

水条件下の結果と共に，常圧での拡散係数も示している。

常圧試料の含水量は検出限界以下なので，測定点は含水量

検出限界上に表示し，可能な範囲を矢印で示している。温
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Fig. 20. Silicon selfdiŠusion coe‹cients of forsterite and olivine

as a function of water content. The large and small symbols denote

hydrous and anhydrous samples. Water contents in anhydrous sam-

ples are below detection limits of watercontent measurement by FT

IR, and therefore, the data points are shown at the detection limit-

ed of watercontent measurement. (a) Lattice diŠusion. Large

black circles: hydrous forsterite at a pressure of 8 GPa (Fei et al.,

2013), small black circles: anhydrous forsterite at ambient pressure

(Fei et al., 2012), large gray triangles: hydrous olivine at a pressure

of 2 GPa (Costa and Chakraborty, 2008), small gray triangles: dry

olivine at ambient pressure (Dohmen et al., 2002). (b) Grain

boundary diŠusion. (Fei et al., 2016). Modiˆed from Katsura and

Fei (unpublished).

Fig. 21. Oxygen lattice selfdiŠusion coe‹cients of forsterite and

olivine as a function of water content. Large black circles: hydrous

forsterite at a pressure of 8 GPa (Fei et al., 2014), small black cir-

cles: anhydrous forsterite at ambient pressure (Fei et al., 2014),

large gray triangles: hydrous olivine at a pressure of 2 GPa (Costa

and Chakraborty, 2008), small gray triangles: dry olivine at ambient

pressure (Dohmen et al., 2002). Modiˆed from Katsura and Fei

(unpublished).
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度条件は，格子拡散・粒界拡散共に 1600 K であるが，こ

のプロット上の格子拡散測定点は実際に 1600 K であるの

に対し，粒界拡散の測定は温度 1200 K から 1600 K で行わ

れており，1600 K と異なる温度での測定点は，活性化エ

ンタルピー 220 kJ/mol. で温度 1600 K に補正している。

試料の含水量と拡散係数を という式に回帰

し て 含 水 量 指 数 を 求 め る と ， 格 子 拡 散 の 場 合

，粒界拡散の場合 と

なった。Costa and Chakraborty(2008)は，サンカルロス

のカンラン石単結晶を用いて含水カンラン石の珪素格子拡

散係数を測定した。彼らはこの結果を Dohmen et al.

(2002)による常圧すなわち無水のカンラン石の珪素格子拡

散係数と比較し，カンラン石の珪素格子拡散係数の含水量

依存性が大きい(含水量指数 0.5 ～ 2.0)可能性を示唆し

た。しかし，Costa and Chakraborty(2008)は 50 ppm と

～ 370 ppm の二つの含水量で測定を行っており，それら

を比較することにより含水量指数を求めると，0.23 ±

0.15 となり，私たちの結果と非常に良い一致を示してい

る(Fig. 21a)。私たちは，常圧高温でフォルステライトの

珪素自己拡散係数を測定したが(Fei et al., 2012)，その結

果は，私たちの含水フォルステライトに対する測定結果と

調和的である(Fig. 21b)。逆に，Dohmen(2002)のカンラ

ン石の珪素自己拡散係数は私たちのフォルステライトの珪

素自己拡散係数より一桁低い。カンラン石は鉄その他の不

純物を含んでいるので，その珪素自己拡散係数はフォルス

テライトより大きいはずである。これは，含水系の比較で

明瞭に示されている(Fig. 20a)。原因は不明であるが，

データセットの調和性などを考えると，Dohmen(2002)の

常圧下での測定値に問題がある可能性が高い。珪素粒界拡

散係数には先行研究が無いので，格子拡散係数の場合のよ

うな比較はできないが，少なくとも，高圧含水系と常圧無

水系の測定値は調和的である(Fig. 20b)。さらに，私たち

は珪素自己拡散係数測定と並行して酸素格子拡散係数を含

水量の関数として測定し(Fig. 21)，酸素格子拡散係数の

含水量指数は であることを示した(Fei

et al., 2014)。すなわち，酸素格子拡散係数は含水量に依

存しない。

上記の含水量指数は，変形実験から結論された含水量指

数の 1.2 よりはるかに小さい。すなわち，珪素・酸素自己

拡散係数から評価すると，カンラン石レオロジーの含水量

依存性はこれまで考えていたより遥かに小さい。例えば，
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含水量が 10 倍になったとすると，変形実験に従えばク

リープ速度は 16 倍になるはずであるが，今回の結果を用

いると，クリープ速度は 1.5 ～ 2.5 倍にしかならない。水

の存在はマントルダイナミクスに大きな影響を与えると従

来信じられてきたが，それは過大評価である可能性が高い。

VI. お わ り に

以上，私が今まで行ってきた研究の中で代表的なものを

4 つ紹介させていただいた。地球内部を考える上で本質的

なテーマを選んできたつもりであったが，もっと重要な貢

献ができなかったのかと反省する点が多い。私も既に 50

代半ばなので，残された 10 数年間にもっと重要な貢献が

できるよう，ターゲットをよく考えて研究を進めていきた

いと考えている。

私の現在の研究テーマの一つは，地球内部のダイナミク

スに対する水の影響の見直しである。地球内部のダイナミ

クスに対する水の影響は多くの研究者によって推進されて

いる。この分野の殆ど全ての研究者は，水は劇的にマント

ル構成物質の物性を変え，そのため水は地球内部のダイナ

ミクスを考える上で非常に重要であるという前提で研究を

進めている。私もその考えには基本的には賛成である。し

かし，重要であるという前提が大きすぎて，その結果にバ

イアスがかかり，私たちの地球内部ダイナミクスに関する

理解を歪ませている可能性があると考えている。私は，水

の重要性は現在の理解より限定的であるかもしれないと考

えながらマントル構成鉱物の物性に対する水の影響を研究

している数少ない研究者であるので，この考えを生かして

マントルダイナミクスに関してユニークな知見をもたらす

ことができればと考えている。

私のもう一つの研究テーマは，ドイツ放射光施設 DESY

にマルチアンビル装置による X 線その場観察システムを

建設し，下部マントル条件下で大容量高温高圧 X 線その

場観察実験を行うことである。マルチアンビルによる大容

量高温高圧 X 線その場観察実験は，SPring8 の BL04B1

で 20 年間行われている。しかし，BL04B1 は偏光電磁石

からの X 線を用いており，その強度は下部マントル条件

下での実験を行うには十分とは言えない。私たちが DESY

から与えられた光源はダンピングウィグラーと呼ばれるも

ので，偏光電磁石と比較して 10 倍の輝度を得られるはず

である。光源の建設は諸事情があって遅れているが，完成

の暁には，これまでにない高輝度な X 線による下部マン

トル物性の研究を行うことができると考えている。
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