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研究成果の概要（和文）：ケイ酸塩鉱物中の欠陥場における陽イオン拡散を明らかにするため、天然試料と実験
回収試料について、透過電子顕微鏡を中心とするナノスケールでの微細組織・結晶構造・元素分布の解析を行っ
た。特に、天然の輝石とカンラン石の欠陥中のFeイオンの拡散現象を検討した結果、結晶中の欠陥構造である転
位と積層欠陥が、高速拡散路として重要な役割を果たすことが定性的ながら示された。また、本研究課題の一部
として隕石鉱物の欠陥構造の記載を行う過程で、輝石とカンラン石のそれぞれについて新高圧相を発見し、マン
トルに沈み込む海洋プレート内の高圧相転移メカニズムについて、新たな知見が得られた。

研究成果の概要（英文）：We have performed nanoscale observations of natural and synthetic silicate 
minerals by transmission electron microcopy to clarify cation diffusion processes in their defect 
fields. Based on relationships between defect structures and elemental distributions in the samples,
 it was qualitatively revealed that dislocations and stacking faults behave as a high-speed 
diffusion path within mineral grains. In addition, during characterization of the defect structures,
 we incidentally discovered new high-pressure phases of olivine and pyroxene, which provide some 
insights for better understanding of transformation mechanisms of silicate minerals in subducting 
lithospheres into the Earth’s mantle, in shocked meteorites.

研究分野： 鉱物学

キーワード： 欠陥　マントル鉱物　原子拡散　透過電子顕微鏡
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