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研究成果の概要（和文）：　近年の高温高圧発生技術の向上によって、地球内の相平衡論的な全容はほぼ明らかになり
つつあるが、地球深部(特に下部マントル以深)を構成する鉱物がどのように岩石を形作り、全体としてどのような物性
を持つか、といったことへの理解は未だ十分とは言えない。本研究では、下部マントルや核を模擬した単相系あるいは
多相系の高温高圧実験を行い、角度分散X線回折によって得られた二次元回折図形から、選択配向性や応力環境といっ
た情報を抽出する手法を開発した。様々な圧力(応力)下に対する試料に対して解析を行ったところ、精度よく二次元回
折パターンを再現することに成功した。

研究成果の概要（英文）： Angle dispersive X-ray diffraction experiments using area detectors provide wide 
opportunity for the determination of lattice preferred crystallite orientation (LPO) and lattice strain 
under stress condition in polycrystalline materials. LPO is reflected in circumferential oscillations 
along Debye rings, while the effect of lattice strain appears in elliptic distortions of the each ring 
and a deviation of the original crystallographic geometry among rings. These are substantial factors of 
bulk physical properties in polycrystalline materials, including seismic velocity, thermal/electric 
conductivity and so on. In the present study, software code was developed, in which a two-dimensional 
diffraction pattern is simulated based on given experimental parameters and (poly)crystalline properties. 
The method in the present study is potentially an applicable technique to analyze LPO and stress field of 
polycrystalline material under extreme conditions including deforming experiments.
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１．研究開始当初の背景 

 近年の目覚ましい高温高圧発生技術なら
びに測定技術の向上によって、地球深部(特に
下部マントル以深)の物質に対する理解は飛
躍的に深まってきている。現在では、地表か
ら核に至るまで、地球を構成する主要な鉱物
の結晶構造は解明され、相平衡論的な地球内
部の全容はほぼ明らかになったといえる。 

 一方で、マントルを構成する鉱物がどのよ
うに岩石を形作り、全体としてどのような物
性を持つか、といったことへの理解は未だ十
分とは言えない。例えば、地球内部には多く
の地震波速度異方性領域が存在することが
知られているが、これは岩石を構成する鉱物
の格子選択配向が原因だと考えられている。
沈み込みやマントル対流に伴う差応力によ
って引き起こされる選択配向は、地震波だけ
でなく岩石レオロジー特性に大きな影響を
与える。さらに、多成分・多相系である地球
の岩石は、必ずしも主成分の鉱物が全体の物
性(粘性など)を支配するわけではないことが
知られている。すなわち、ダイナミックな地
球システムを考える上では、高圧鉱物の単結
晶としての性質(原子位置、組成)だけではな
く、岩石を構成する結晶の形状や大きさ・各
結晶相の空間分布・結晶方位分布などの要素
が全体の物性(弾性定数、電気・熱伝導度、粘
性など)に与える影響を総合的に理解する必
要がある。  

 

２．研究の目的 

 現在までに得られている下部マントル以
深の物質科学的な知見の多くは、レーザー加
熱ダイヤモンドアンビルセル(LH-DAC)によ
って得られたものである。DAC実験の試料容
積は極めて小さい(< 0.1μl)ため、解析手法は
極めて限定的となる。その中で、二次元検出
器を用いた角度分散 X 線回折実験は光学系
が簡便であり、放射光による強力な X 線を組
み合わせることで、高温高圧実験の合成試料
の解析に広く用いられている。通常、二次元
検出器で測定した回折図形は、一次元化して
散乱角(2θ)‐強度に変換し、相同定や格子定
数精密化を行うことが多い。しかしながら、
本来、二次元回折図形は、多結晶体の格子選
択配向性や格子歪み、粒子数の情報などを含
んでいる。例えば選択配向性はデバイリング
上の回折強度変動に関係し、格子歪みはデバ
イリングの楕円形状に反映する。これらは一
次元化してしまうと「見えなく」なってしま
う情報であるが、前述のように結晶集合体の
バルク物性に大きな影響を及ぼす極めて重
要な要素である。 

 本研究の目的は、二次元回折図形から、多
結晶体の情報(格子選択配向性や格子歪み)を
抽出するために、新規的な二次元全パターン
解析方法を開発することである。この解析が
確立すれば、常温常圧に凍結不可能な高圧鉱
物や、変形に伴う選択配向の変化をその場解
析することが可能となり、地球深部科学の新

展開が期待される。 

 

３．研究の方法 

 本研究では、コンピュータ上に生成した多
結晶体の二次元回折図形をシミュレーショ
ンし、撮影した図形と一致するように試料パ
ラメータ(たとえば結晶構造、粒子数、サイズ
分布、方位分布、格子歪みなど)と光学系パラ
メータ(カメラ長、画素形状や分解能など)を
逐次的に改良することで、配向性や応力環境
を抽出する手法を開発した。複数の結晶相が
含まれている場合は、試料パラメータを相ご
とに与え、さらに相間の体積比をパラメータ
として加えた。 

 格子選択配向性はデバイリング上の回折
強度変動に反映して観察される。今回開発し
たアルゴリズムでは、各逐次ステップについ
て、偏った方位分布を乱数的に発生させ、元
の方位分布に加減算することで、任意の方位
密度分布を再現させた。また、ある程度収束
が進んできたら、方位集中度を漸移的に変化
させることで計算速度と収束安定性の両立
を試みた。ところで、単色 X 線回折において
回折に寄与する結晶は全結晶の一部(通常
数%)に過ぎないため、全方位空間の中で回折
に寄与しない領域の密度分布を補完する方
法が重要である。本研究では、このような問
題に対して、”cube sphered grid model”と呼ば
れる方位空間分割モデルを用いた。このモデ
ルは、方位空間に極端な特異点が現れず各グ
リッドが受け持つ角度の関係が把握しやす
いという利点がある(図 1)。このモデルを用い
ることで、回折に寄与しないグリッドの方位
密度を、周囲のグリッドから推測することが
可能となる。また、分割した各グリッドに対
して予め回折パターンを計算しておくこと
によって、大幅な計算速度の向上を実現した。 

 応力による格子歪みはデバイリングの楕
円形状に反映する。ただし、圧縮軸が X 線照
射軸と平行な場合(通常の DAC 実験に相当)、
それぞれのデバイリングは真円形状を保つ
ため、一つのリングだけを解析しても応力の
情報を引き出すことは出来ない。この場合、
異なる指数のデバイリングに寄与する結晶
ごとに、結晶座標系からみた圧縮軸方向が(統

図 1. 様々な角度分割モデル 



計的に)異なることを利用し、散乱角の相互関
係を計算することで、格子ひずみ量を抽出す
ることができる。本研究では、応力が多結晶
体に及ぼす作用として弾性限界内での応力
一様モデル(Reuss model)、歪み一様モデル
(Voigt model)、およびその線形結合(Hill 平均)

を仮定し、各ステップで応力テンソル成分を
微小量変化させることでデバイリングの歪
み(=格子歪み)をフィッティングすることを
試みた。 

 

４．研究成果 

 まず、開発した解析手法の検証として、
aragonite (CaCO3, 斜方晶系)多結晶体試料の
結果を示す。用いた試料は二枚貝の一種であ
るシャコガイであり、その殻を構成する
aragonite は c 軸がある一方向に揃った強い配
向性を示すことがわかっている。測定は
SPring-8 BL10XU で行い、厚さ 100 μmにスラ
イスした上記試料に、30 keV、Φ40μmの X 線
を照射した。解析に要した時間は、一般的な
PCを用いて 20分程度であり、従来の手法に
比べて数倍程度高速である。図 2 の上段にそ
れぞれ撮像した実際の回折パターン、最適化
の結果得られたシミュレーションパターン、
両者の残差パターンを示す。多少の残差は認
められるものの、細部に至るまでデバイリン
グの強度変動を再現している様子が分かる。
また図 2の下段には、等積投影ネット(Schmidt 

net)に a,b,c 軸の方位密度分布を示した。ネッ
ト中の濃淡は全方位がランダムであった時
の密度に対する相対比 (multiple of uniform 

density)を表している。c軸が X線入射軸に強
く集中しており、a、 b 軸はその晶帯にほぼ
連続的に分布している様子がわかる。 

 次に、2 相からなる多結晶体に対して二次
元全パターン解析を行った例を示す。Al2O3

と Au の混合物質を DAC 中で 33GPa に加圧
し、レーザーを照射して粒成長を促した際の
回折パターンを図 3に示した。Al2O3の(11-20)

と Auの(111)、および Al2O3の(213-4)と Auの
(220)は回折角度が非常に近接しており、これ
までの手法ではこれらの回折ピークをフィ
ッティングに用いることが出来なかったが、
両相のパラメータを同時に改良する事が可

能になったことで、全体の二次元強度分布を
精度よく再現することが出来た。 

 さらに、一軸圧縮条件下における格子歪み
情報の抽出に関しては、放射光 X 線と DIA

型変形装置(D-DIA) を組み合わせた実験デ
ータを用いて検証した。PF-AR NE7 に設置さ
れている D-DIA 装置 ( 図 4) に Olivine 

(Mg2SiO4)多結晶体を導入し、4GPa 程度の静
水圧をかけた後、一軸圧縮した状況で 50keV

の X 線を照射し、イメージングプレートで撮
影した。X線入射方向と圧縮軸は直交してお
り、図 5上段の回折パターンにおいてデバイ

図 2. Aragonite(CaCO3)多結晶体(常圧)の解析例. 
上段: 観察された二次元回折パターンと、そのシミ
ュレーション及び残差. 下段: 結晶軸 a,b,c の方位
密度分布. 

図 3. 二相(Au 10 wt % + Al2O3 90wt%)からなる多
結晶体(30GPa)の解析例.  

図 4. D-DIA型変形
装置の模式図。差動
ラムによって上下
方向の一軸圧縮場
が実現され、X線は
圧縮軸と垂直に入
射する。 

図 5. 一軸圧縮条件における olivine 多結晶体の解
析.  (上段)観察パターンとそのシミュレーション. 
(下段)χ角と各面指数の d値の関係. 



リングは、圧縮方向である上下方向にわずか
に引き伸ばされたような形状になる。既知の
弾性定数を利用し、応力一様モデルを想定し
て解析を行ったところ、4.29GPa の差応力で
回折角度の変動を精度よく再現することが
出来た(図 5 下段)。計算の妥当性を検証する
ため、Singh et al. (1998, J. App. Phys., 83, 7567) 

の方法と比較したところ、どのデバイリング
を解析に用いた場合でも 1%程度の誤差で一
致することが分かった。 

 一方、圧縮軸と X 線方向が平行な状況は典
型的な DAC 実験の場合に相当する。この場
合、それぞれのデバイリングは真円形状を保
つため、リングの形状から応力の情報を引き
出すことは出来ない。ただし、結晶面によっ
て圧力に対する応答が異なる場合は、結晶が
持つ本来の対称性が満たされなくなったり、
回折ピークの半値幅が結晶面によって大き
く変動したりする現象が起こる。このような
状況下の解析例を、図 6に示した。DACを用
いて Al2O3多結晶体を圧力媒体なし圧縮した
結果、結晶面によって回折ピークの半値幅に
大きな変化が見られた。ピークの半値幅を再
現するようにシミュレーションを行ったと
ころ、差応力が 50GPa 程度で解が収束した。
この値は、ダイヤモンドアンビル面のラマン
シフト量から算出した圧力とよく一致して
おり、計算の妥当性が支持される。 

 本研究で開発したソフトウェアは、インタ
ーネット上に公開しており、多くのユーザー
が使用している。既に地球マントル条件にお
けるオリビン多結晶体のレオロジー解明(発
表論文①)や内核領域に存在すると考えられ
る hcp-Fe の配向性測定(発表論文⑥)の解析に
利用されており、今後も幅広い応用が期待さ
れる。 
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図 6. 圧縮軸と X 線入射方向が一致した状況下の
Al2O3 多結晶体の解析.  観察とシミュレーション
の二次元(左側)および一次元(右側)パターン. 
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