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研究成果の概要（和文）：スラブの脱水に伴う地殻流体は多くのケイ酸塩成分を溶かし込んでいるが、急冷することが
困難であり、その組成を詳しく決めることは困難である。本研究では高温高圧その場分析法を開発することを試みた。
提案する方法は、パルスレーザーをダイヤモンドアンビルセル中の試料内に集光し、プラズマし、冷えて中性原子に戻
る際に発光スペクトルを観察する。原子固有のピークが観察して、化学組成を決める。このアイデアを実現するために
、本研究費で外熱式ダイヤモンドアンビルセル、分光器、ゲート付き検出器とピコ秒レーザーを導入した。高温高圧の
流体を生成することは出来ているが、そのレーザー誘起プラズマ分光測定にまでは至っていない。

研究成果の概要（英文）：Slab-derived fluids can contain substantial amounts of silicate components, but it
 is difficult to quench such fluids, and its composition can not be determined precisely. In this study, I
 proposed a novel in-situ method for chemical analysis of fluid under high pressure and temperature condit
ions. In this method, pulsed laser beam is focused in small area of sample within diamond anvil cell (DAC)
. Plasma will be produced, and then plasma cools down to form neutral atoms. Then characteristic wavelengt
h light inherent to atoms will be emitted. By analyzing this light, we can determine chemical composition 
of the fluid in DAC. 
To evaluate this proposed method, externally-heated DAC, monochrometer, gated-intensifier and CCD detector
, and pico-second laser are introduced, So far, high-pressure and temperature fluids have been produced us
ing externally heated DAC, but laser induced plasma light in DAC has not been detected yet.
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１．研究開始当初の背景 
（１）地球内部にある流体（水とマグマ、さ
らにそれらが相互に溶解したものも含む）は、
最近では「地殻流体」と呼ばれており、地球
科学でホットな話題となっている。その理由
は、地殻流体が地震や火山と関連が深いこと
が明らかにされつつあるためである。したが
って、地殻流体の組成や物性等を色々な圧
力・温度条件で実験的に解明する必要がある。
火山の根っこは、海洋プレートが日本列島に
沈み込んで、ある程度の深さでプレート上面
の含水鉱物の脱水反応が起こり、そこで出来
たかなり岩石成分を溶かし込んだ地殻流体
と周りの岩石の反応からマグマの源が発生
するためと考えられている。ここでどのよう
な組成や微量元素の特徴を持つマグマが生
成するかは、地殻流体と周りの岩石間での反
応、各相間でどのような元素分配が起こるか
で決まる。元素分配についての実験的な理解
が深まると、実際に噴火した火山岩の組成を
調べることで日本列島の地下で何が起こっ
ているかを知る手がかりとなる。そこで地殻
流体（ここでは水流体でマグマ成分を溶かし
込んだものを想定）と結晶、場合によっては
地殻流体と含水マグマ２相間での元素分配
を測定することが必要となる。しかし実はこ
の元素分配測定はかなり難しい。その理由は、
そのような流体はそのままの状態で常温常
圧まで回収することが極めて困難であり、結
晶化や、組成が変化してしまうことが避けら
れない。これを克服するには、高温高圧下「そ
の場」で化学組成を決めることが考えられる
が、これはかなり難問である。 
 
２．研究の目的 
 高温高圧下「その場」の化学組成測定法で
すぐに考えつくのは蛍光 X 線の利用であり、
いくらかの研究が既に行われている。これは
放射光 X 線を高圧下の試料に導入して、そこ
から発生する蛍光 X 線を観察する。蛍光 X 線
ピークは試料に含まれる元素固有であるた
め、化学分析ができることになる。しかしこ
の方法にも致命的な欠点がある。リチウム、
ボロン、酸素などの軽い元素が測定できない
ことである。これはそれらの元素に対応する
蛍光X線が低エネルギーであるため吸収され
やすく、空気でさえ邪魔となる。高圧装置で
はガスケットやアンビル材料を通して観察
する必要があるため、大きな吸収は避けられ
ず、この方法での軽元素の測定は絶望的であ
る。 
 そこで全く新しい高圧高温その場分析法
を考えることを本研究の目的として設定し
た。 
 
３．研究の方法 
 この問題意識はここ十年ほど折に触れて
考えてきており、３つの分析方法を新しく考
案することができた、 
 第一の方法は、粒子線を試料に当てて、そ

こから出る X線を測定する PIXIE 法を利用す
ることである。PIXIE 法はもちろん高圧試料
に使われたことはない。粒子線（多くは陽子
線）が高圧装置を通過できるか疑問に感じら
れるかもしれないが、石英内部等にある流体
包有物を破壊せずに、この方法で測定してい
る例があること、また PIXIE 法の経験者から
ダイヤモンドアンビルセルを使った場合の
可能性を尋ねたところ可能であろうとの意
見を頂いていることから、可能性が十分ある
と考えている。なお、ダイヤモンドアンビル
セル(DAC)とは図に示すように単結晶ダイヤ
モンド２個の先端を対向させて、その間に試
料を挟んで高圧を発生する装置である。この
写真はダイヤモンドが見やすいように試料
部を外してあるが、金属板に穴をあけたガス
ケットというものをこのダイヤモンドの間
に挟み、穴の部分に試料を詰める。液体試料
を導入することも可能である。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
必要ならば粒子線が入射する側のダイヤモ
ンドを薄くする、粒子線の入る側のダイヤモ
ンドに穴を掘るなどして、粒子線が実際にダ
イヤモンドを通過する距離を短くする工夫
が可能である。また、X 線を観察することか
ら、蛍光 X線と同じく軽元素について問題が
あるが、軽元素に核改変を生じさせた場合に
は固有のガンマ線が出てくる。ガンマ線はエ
ネルギーが高く、ダイヤモンドでの吸収は少
ないため、少なくとも一部の軽元素の測定が
可能となる。しかしタンデム型の加速器が必
要であり、簡単には取り組めない欠点がある。 
 第２の方法は、X 線ラマン散乱を利用する
方法である。X 線ラマン散乱では入射 X 線の
エネルギーに対して、酸素なら酸素の K線に
対応するだけエネルギーが低くなった散乱
が観察される現象である。入射 X線のエネル
ギーにはあまり制約がないので、例えばダイ
ヤモンドであまり吸収されないX線エネルギ
ーを選択することができる。軽元素からの X
線ラマン散乱のエネルギーは入射エネルギ
ーとそれほど変わらないため、吸収の問題は
避けられる。X 線ラマン散乱ができるビーム
ラインは日本では Spring-8 の台湾ビームラ
インがある。神崎らは組成を測定する目的で
はなく、高圧下（しかし室温）での酸素やケ
イ素の局所構造を知るためにDACを使ってこ
の方法を利用したことがあって、高圧下の酸
素やケイ素のシグナル自体が観察できるこ
とは実証している。ただし、X 線ラマン散乱
はかなり弱いため、放射光を使ってもかなり



の時間（１試料１つのスペクトルのために１
日程度）がかかり、分析のためには数多くの
測定が必要なため、実際的には難しい面があ
る。もっとも我々の以前の研究では高分解能
のスペクトルを測定する必要があったが、分
析のために分解能は必要ないので、測定時間
はかなり減らせる可能性はある。今後、次期
世代の放射光が使えるようになると実用的
になるかもしれない。また、重い元素は吸収
があるため、軽元素の測定に制約されるだろ
う。 
 第３番目の方法は、レーザー誘起ブレーク
ダウン分光法(LIBS)を利用する。これはパル
スレーザーを試料表面に集光し、表面をプラ
ズマ化させて、数十ナノ秒後にそれが冷却し
て中性原子となる際の発光スペクトルを観
察する方法である。発光スペクトルは元素に
固有であるために、化学分析ができる。特に
軽元素で測定できないということはない。そ
の原理から明らかなように表面の分析方法
であって、これまで高圧高温状態の試料に適
用された例はない。ただ、常圧の液体内部に
レーザーを集光して、プラズマ化して測定さ
れた例はある。DAC の場合はダイヤモンドを
透過させてレーザー光を内部に集光するこ
とは可能であるために、この方法は可能かも
しれない。ただ、どの程度のプラズマが発生
するのか、十分に測定可能な発光スペクトル
がでるのかは誰も知らない。 
 このように３つの方法を考案した。どれも
オリジナルなアイデアであるが、１、２番目
は加速器や放射光が必要であり、色々と実験
上の困難や制約が予想される。また、本研究
期間中は外部への出張が十分に出来ないこ
とが予想されたので、本研究では特殊装置を
必要としない、我々の実験室でもできそうな
３番目の LIBS 法に挑戦することにした。な
お、この方法については、文献検索しても見
つけることができなかったので、世界的に見
ても新しいアイデアだと思われる。 
 この研究のためには、まず高温高圧条件を
安定に発生できる高温高圧装置が必要であ
る。次にパルスレーザーと発光スペクトルを
観察する分光器が必要である。それらを本研
究費で購入した。元々フェムト秒のレーザー
の導入を予定していたが、実際の使える予算
とレーザー出力の関係でピコ秒レーザーに
変更した、そのため、研究題名と使っている
レーザーが違っていることになっている。 
 
４．研究成果 
 
 まず初年度終わりに DAC を導入した。これ
は Bill Bassett 博士の考案した水熱ダイヤ
モンドアンビルセル(HDAC)と呼ばれるもの
で、Bassett 博士とも相談して、本研究に最
適な構成にしてもらった。DAC 装置自体の特
徴としては、コンパクト（手のひらに載る）、
顕微鏡下でダイヤモンド窓を通して高圧下
の試料を観察できる、ラマン、赤外、X 線回

折などの測定が可能などを挙げることがで
きる。HDAC の場合、ダイヤモンドの周りにヒ
ーターが巻いてあって、それにより 1000 C̊
までの温度を圧力と同時に発生することが
できる点である。それ以上の温度ではダイヤ
モンドがグラファイト化するために、1000 ̊ C

以上の温度は出せないが、地殻流体を調べる
には普通これで十分である。下にその写真を
示す。 
 
HDAC 本体は初年度末に導入し、それ以外の加
熱用の電源、温度測定システム、高温高圧下
の試料観測のための顕微光学系、試料の画像
を温度、時間とともに動画で記録するシステ
ムはそれぞれ部品の購入、既存の装置の改造
などによって構築した（主に２年度実施）。
ヒーターは上下ダイヤモンドそれぞれに付
いているため、２系統の加熱電源が必要であ
った。最初は電気コントローラー２台のシス
テムを自作したが、加熱初期に電流が流れす
ぎて過熱することがあり、この方式は放棄し
た。その後、デジタル DC 電源で２チャンネ
ルある製品を見つけたので、それを購入した。
加熱自体はこの DC 電源のつまみを回すこと
で制御できる。２系統あっても特に制御に問
題なく 800 C̊ まで安定して加熱できた。温
度はアンビル表面（高圧にはならない部分）
に接触した熱電対（上下アンビルそれぞれ１
つ）で測定する。ダイヤモンドは熱伝導率が
極めてよいため、試料内部と熱電対の位置で
の温度差は小さく、数度以内と言われている。
実際に圧力はかけずに、しかしそれ以外は実
際の実験と同じ条件で金属ガスケット内に
温度較正物質を入れて融点を顕微鏡下で実
際に観察したところ、温度差は最大で５度で
あることを確認した。また、温度２点はデジ
タルマルチメータで測定し、PC 画面上に表示
するように PC 上でプログラムを自作した。 
 温度は上記のようにして測定されるが、問
題は圧力である。室温の場合、ルビー蛍光法
を使うのが定番であるが、高温では使えない。
HDAC における圧力の測定では、水が多い場合
には水の状態方程式を使う方法があるが、圧
力の制約などもあり今回は使わなかった。現
在、高温でも使える蛍光による圧力測定法と
して提案されている物質は全て高温の地殻
流体と容易に反応してしまい。今回の目的に
は使えない。残るのはダイヤモンドのラマン
ピーク位置（波長）の圧力による変化を使う



方法である。これは通常、13C 濃縮原料から
合成したダイヤモンドの小片を試料内に入
れておいて、そのラマンピークの波数シフト
量から圧力を推定するものである（温度の効
果は測定温度を使って補正する）。13C ダイヤ
モンドを使う理由は、ダイヤモンドアンビル
自体からのラマンピークと重ならないため
である。アンビルは天然ダイヤモンドを使っ
ているためほぼ 12C 炭素からなる。ラマンピ
ークの位置が同位体の種類（質量）に依存す
るため、アンビルからのピークと試料部の１
３C ダイヤモンドからのピークを分離して観
察できる。しかし本研究ではこの方法は採用
せず、ダイヤモンドアンビルのキュレット面
（先端）からのラマン散乱だけを選択的に観
察することにした。これは試料部に余計なも
のを入れる必要がないことと、方法自体は
DAC であれば普遍的に使えるためである。こ
れを可能にしているのは、我々が顕微ラマン
測定システムを自作しており、今回の測定に
適した構成に最適化できるためである。市販
品ではこうはいかない。具体的には共焦点構
成にして、レーザースポット以外からのラマ
ン散乱をなるべく低減することにした。そう
するとほぼキュレット面からだけのラマン
散乱を得ることができる。もちろん試料から
のラマン測定も出来るので、本研究の主目的
ではないが、含水メルトや地殻流体の局所構
造をラマン分光法を使って調べることがで
きる。顕微ラマン装置は、共同利用・共同研
究等で利用できるように整備しており、この
HDAC を使った実験も可能である。 
 実際に試料を入れて加圧した状態で、加熱
してみた。試料画像は顕微鏡に取り付けた
CCDカメラでPCにリアルタイムで表示できる。
一方、同じ PC 画面上にアンビル温度と時間
を表示しており、この画面自体を動画として
記録している。これによって、温度・時間の
情報を含んだ試料動画を得ている。これは試
料の状態の変化を温度とともに記録してい
るため、後で動画を解析して、転移などの温
度を正確に求めることができる。下に示した
のはそのシステムで得たものである。黒い部
分はガスケット（イリジウム）であり、丸い
部分が試料室である。ガスケット材はこの実
験では重要であり、我々の経験ではイリジウ
ムのみがガスケットとして使えて、かつ最も
流体には溶けにくい性質を持っている。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

実験の圧力は 1 GPa 程度である。組成は
B2O3-H2O 系であり、高温で流体１相になった
状態から、温度を下げて行って、結晶がガス
ケット部分から核形成して、中央方向へと成
長していった状態が見えている。結晶にはよ
く発達した結晶面が見えている。確認はして
ないが、BOOH 結晶と思われる。その他の部分
は B2O3 と溶かし込んだ水流体が満たしてい
る状態である。本研究の目的は、この流体部
分（および結晶も）の組成を測定したいので
あり、高温高圧下での流体を作成・保持する
ことについては実現された。 
 発光分析のための分光装置についてであ
るが、発光スペクトルの取得のために、エシ
ェル分光器を導入した。本研究の目的には広
い波長範囲で、かつ周波数分解能の高い分光
が必要がある。これは色々な元素に固有のピ
ークが広い波長範囲に分布していること、ピ
ークを分離するに十分な分解能が必要であ
るためである。これを同時に実現できるのが
エシェル分光器であり、同時に異なった領域
の周波数範囲をCCD検出器上で２次元的に展
開するため、一度の測定でこれが可能となる。
また、中性原子となって発光している時のみ
測定を行う必要があるため、ゲート付きのイ
メージインテンシファイアをCCD検出器前に
付けている。つまり、レーザー照射直後はプ
ラズマが発生しており、白色の強い光が出て
いるため、この時間領域で測定することは避
けないといけない。そのためレーザー照射時
からディレイを入れて、プラズマが冷却し、
中性原子になり始める時間でイメージイン
テンシファイアを動作させて、CCD 検出器に
増感した光を検出させる。分光器と検出器は
導入して、テストを終えて使える状態になっ
ている。 
 ピコ秒パルスレーザーであるが、波長が
1064 nm で、レーザー出力が 1 mJ のものを導
入した。1064 nm は YAG レーザーの波長であ
り、YAG レーザーは DAC の加熱実験ではよく
使われているので、ダイヤモンド窓を透過さ
せることに問題はないと思われる。ただ、実
際のパルスレーザーを HDAC 中に集光しての
実験はまだ実施できていない。これはレーザ
ーのトラブルなどのためである。現在、レー
ザーを調整して、実験が行えるように整備し
ているところである。 
 予想外のトラブルなどで LIBS 測定の実現
を研究期間内に終えることができず、研究期
間を短く設定しすぎていたと反省している。
今後もこの開発を優先的に進めていくつも
りであり、このオリジナルな着想を自ら世界
に先駆けて実証したいと考えている。 
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