
１．粒 間 と は

粒間流体（intergranular fluids）とは主に変成岩

岩石学で用いられてきた専門用語で，岩石中の鉱物粒

子と粒子の間に存在するわずかな流体を指す。この流

体は，我々が観察する岩石では「見えない」が，岩石

中の様々な動的な現象において，必要不可欠なものと

されている。例えば，変成（化学）反応の際には物質

移動が伴うが，それを仲介・促進するものとして扱わ

れてきた。これは，変形においても同様で，特に圧力

溶解においては，中心的な役割を果たす。これらの研

究は，暗に，流体は岩石中に常に存在し，またそのす

べてが連結しているという考えを受け入れていること

が多い。そのためには，岩石中の粒子と粒子の間には

隙間がなくてはいけない。

これまで，筆者らは，鉱物粒子境界の実態とその役

割を解明する鉱物粒子境界の基礎的な研究を行ってき

た。ここでは，鉱物粒子境界を「粒界（grain bound-

ary）」および「粒間（intergranular region）」と場合

によって呼び分ける。前者は結晶同士が原子レベルで

接合している構造に対して使われるのに対し（厳密に

は，同相結晶界面に対してのみ用いるべきだが，地球

科学では異相結晶界面を指す際にも用いられ，ここで

はそれを継承する），後者は境界構造に依らず粒子と

粒子の間を指す。よって，粒間においては，粒子と定

義されないものが挟まっていてもよく，流体・空気で

占められていても構わない。セラミックスにおいて顕
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著であるが，多結晶体材料の粒間に厚さ1～10 nm程

度の粒界相が発達する場合がある。その多くは，難焼

結性材料の焼結促進の為の添加剤に伴って生じるが

（添加物質が粒間に濃集するため），このような薄層

を挟む粒間は，その幅の薄さから粒界として扱うこと

が普通である。それより十分に厚いものは，粒界相と

してではなく，独立した一つの相（バルクの性質を持

つ）としても安定に存在できるので，厚い相を挟む粒

子の境界は粒間と呼ぶべきものであろう。

最近の地球物理学的観測によって，流体が地殻およ

びマントル内で広範囲かつ不均質に分布すること（例

えば，加藤 本特集号），また地球物質科学的研究よ

り，その流体が易動性を持つことによって様々な地質

現象に直接関わってくることが見えてきた（例えば，

岡本，山本・石橋 本特集号）。地殻およびマントル

は鉱物結晶粒子の集合体であるので，その中での流体

は粒内にあるものと粒外すなわち粒間にあるものに大

別される。この区別は単に流体の存在場以外の意味を

持ち，前者は固定（トラップ）された流体，後者は易

動性の流体である（易動性の程度が様々であることは

後述する）。粒内流体は地球科学的には流体包有物と

呼称され，粒間流体と同様に多くの研究が行われてい

る（山本・石橋 本特集号）。その理由の一つは，粒

内流体自身も，粒子成長やクラックヒーリングに伴な

い粒間流体が粒内に取り込まれたものと考えられるか

らである。では，粒間流体とはいかなるものなのか？

本稿では，その実態を鉱物粒子境界の立場から考察し

た。必然的に，観察対象のスケールは鉱物の粒子径よ

り十分小さくなる。キロメートルスケールに達する地

質現象を理解するために，現時点では，筆者らの研究

成果が部分的にしか貢献していないことを素直に認め

たい。ここでは，現段階での個人的な理解・予想を提

示することにより，このような研究分野における将来

の研究の方向性を見つけるヒントになれば，という思

いで筆を進める。

２．粒界の構造

まずは，もっとも単純な粒間の構造を紹介すること

から始める。単純とはすなわち，結晶である鉱物粒子

が直接接合している構造である。Fig. 1は畑川マイロ

ナイト中の斜長石―石英粒界の高分解能電子顕微鏡像

である（Hiraga et al., 1999）。ここで結像されている

のは，結晶が持つある原子面に対応した格子縞であ

り，同じ縞の方向を持った領域が，いずれかの結晶粒

子となる。つまり，異なる方向の縞の接合部分が粒界

となる。この縞の間隔は，格子面間隔に一致するの

で，ここでは，0.5 nm程度のものである。つまり，

粒界の厚さを定義するのであれば，その程度の厚さ，

もしくはそれより狭い領域ということになる。ここで

注意しないといけないのは，このような電子顕微鏡像

では，厚さ方向に対して積分されたものが結像されて

おり，その厚さは10 nm以上にもなるということで

ある。つまり，高分解能電子顕微鏡法から粒界の構造

を明らかにするには，入射電子線方向に対して粒界の

面を平行にするという要請がある。その条件を厳密に

満たすのは難しく，縞の重なり程度や粒界像の

「sharpness」から，粒界の真の幅を推定するのであ

る。Fig. 1から，鉱物粒界は原子レベルで結合してい

ること，構造幅（原子配列が粒内と異なる領域）は少

なくとも1 nm以下であることが分かる。筆者らによ

る様々な鉱物粒界の観察により，Fig. 1で示された粒

界構造は天然試料および合成試料において，鉱物・岩

石の種類に関わらず普遍的なものであることが分かっ

てきた（平賀，1999; Hiraga et al., 2001, 2002a）。粒

界像を示したマイロナイトは，種々の岩石の中でも，

強い変形・変成作用を受けた岩石であり，かつ比較的

低温下で形成された石である。それにも関わらず，こ

のような安定した粒界構造をとることは，この粒界構

造が広範囲の地質条件下での岩石に存在することを示

唆する。

Fig. 1 High resolution transmission electron mi-
croscopy image of a quartz-plagioclase
boundary in ultramylonite (modified from
Hiraga et al., 1999).
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３．流体を持つ粒界の構造とその起源

上述した粒界に流体の入る余地はないことは明らか

である。もちろん，水1分子レベルのものが保有され

ることは可能であるが，そもそもそのような薄い層は

流体として定義されない。では，流体は粒間でどのよ

うな形態をとるのか？これまでの岩石の粒界観察から

判明した，粒間に流体相が存在する場合の普遍的構造

を Fig. 2a～cに示す（Hiraga et al., 2001）。本図では

泥質片岩中の石英3粒子の透過電子顕微鏡像が示され

ており，複数の石英粒界が観察される。Fig. 2aに示

された粒界には，長さ200 nm程度の白いレンズ状の

構造体が多数観察される。透過電顕試料では既に空隙

になっているが，元は流体で満たされていたと考えら

れる。以後，このような空隙を粒間流体包有物と呼

ぶ。本包有物は形が相似で，ほぼ一定の大きさ，そし

てほぼ等間隔で分布するという特徴を持つ。形状は，

等方的な界面張力を持つ物質が粒界で析出したときの

典型的な構造である。また分布の仕方は，元は界面を

一様に濡らしていた層状の相が温度変化（多くは冷却

中）に伴って濡れが悪くなり，界面不安定によりネッ

キング（ちぎれ）を生じて形成されたものと酷似して

いる。これらの特徴を持つ構造は necklace micro-

structureと呼ばれる（German, 1986）。レンズ形は

粒界と流体―結晶界面に働く張力の釣り合いで決定さ

れ，その釣り合いは二面角（θ）を用いて

�gb＝2�fl cosθ2 （1）

と表される。ここで，�gbおよび�flはそれぞれ粒界エ

ネルギー，流体―固体間の界面エネルギー（両者と

Fig. 2 Transmission electron microscopy image of intergranular fluid inclusions
(voids at present state) between quartz grains. (a) Numerous lens-shaped inter-
granular inclusions (bright contrast) developed between quartz grains (modi-
fied from Hiraga et al., 2001). The inclusions have similar shapes and sizes with
an almost constant distance. An observed triple grain junction is free from the
inclusion. (b) Inclusions at triple and two grain junctions (modified from Hiraga
et al., 2001). Shapes are different with different locations but have the same di-
hedral angles. (c) Inclusions at a triple grain junction. Arrow indicates the dihe-
dral angle that connects to the sub-grain boundary (SGB) (＝low-angle grain
boundary) (modified from Hiraga et al., 2002b).
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も，単位面積当たりの値であるので張力に相当する）

である。2粒子間と3粒子間（粒界3重点）に存在する

場合は形態が大きく異なるが，3つの界面が交わると

ころの二面角は同じ値をとり，その二面角が包有物の

形を決めていることが Fig. 2bの像から読み取れる。

2粒子間に発達する包有物は Fig. 3のように図示で

き，二面角（θ）とレンズ長（l）とでその大きさと

形状を表すことができる。この両値によって，1包有

物の体積（V）は

V＝π12
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�
�
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sinθ2
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�
�
�
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2－3 cosθ2＋2
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�

（2）

と表せる。Fig. 2aでの包有物の平均 l は180 nm，θ

＝45°であり，式（2）を用いることで1包有物の平均的

体積4.6×105 nm3が得られる。包有物同士の平均間隔

（s）は280 nmである。元は粒界に一様に流体が分

布していたとすると，その平均厚（w＝V 2/s）とし

て6 nmを得る。粒子の形状をケルビン14面体粒子と

し，その一辺の長さの平均長さを L とすると，その

表面積は26.8 L2，体積は11.3 L3である。全ての粒界

が見積もった厚さの流体で覆われていたとし，観察さ

れた試料内の平均 L を18μmとすると，バルク中の

粒間流体は～0.05 vol％となる。この量は顕微赤外分

光法で推定された試料内で最も多くの水が見積もられ

た量にほぼ一致した（Hiraga et al., 2002a）。

�gb�2�flであれば，二面角は0°つまり流体が2粒子

間を濡らすことになる。濡らす条件が，粒界エネル

ギーが流体―固体界面エネルギーと比べて2倍以上で

あるというのは，濡れることで2枚の流体―粒子間の

界面が形成されるからである。�gbが小さくなり，2�fl

＞�gb＞√3�flの関係になると，流体は2粒子間を濡ら

せないものの3粒子間（粒界3重点）は濡らすことに

なる。Fig. 2aで観察される二面角は45°であるので，

この条件を満たす。Fig. 2cには，泥質片岩中の小角

粒界（SGB:粒界を作る2粒子の結晶方位差が小さい

粒界）が示されている。小角粒界では隣接する粒子の

ミスフィットが小さいので，�gbが小さくなることが

多い。観察される小角粒界に接する二面角はゆうに

60°を超え，式（1）より，√3�fl＞�gbの関係を示す。

この場合，流体量にもよるが，一般に粒界3重点です

ら流体は濡らすことができず，粒間流体は包有物の形

として分布することになる。

Fig. 3 Schematic illustration of intergranular fluid inclusions with their
development process. �gb: grain boundary energy;�fl: fluid-mineral
interfacial energy;θ: dihedral angle; l : length of the inclusion; s:
distance between the inclusions; w: thickness of the fluid (width of
the microcrack).
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Fig. 2bのように，2粒子間に包有物が観察される場

合，その粒界が接合する粒界3重点に包有物が入って

くることが多いが，必ずしもそうでないことが

Fig. 2aのドライな粒界3重点から分かる。これは，観

察される粒間流体包有物が，粒界3重点を選択的に溶

解して流体が浸透（Nakamura and Watson, 2001）

するプロセス由来ではないことを示す。包有物を有す

る粒界は試料内で連結し集中して分布する傾向があ

る。実際，分光法から推定される水の量は測定箇所に

よって大きくばらつく。Fig. 2aで見られる包有物が

粒界一様に分布していることは，ほぼ等しい厚さの流

体が一時期粒界に一様に分布していたことを示す。流

体が粒界一本に対しては一様に分布しているものの，

限られた粒界にのみ偏って存在することは，特定の粒

界にクラックが選択的に生じ，そこへ流体が浸透した

ことで説明できる。しかし，粒界および流体―結晶間

の界面張力の大小関係は2粒子間を流体が濡らすこと

を許さず，界面不安定によって包有物として分裂させ

る（Fig. 3）。最終的に，分裂によって流体を挟まな

い粒界面と包有物が形成される。包有物の間の粒界

が，Fig. 1で示されるような何も挟まない粒界である

ことは，高分解電子顕微鏡法によって確認された

（Hiraga et al., 2001）。したがって，粒間包有物の形

成過程は，クラック起源の粒内流体包有物群の形成過

程と類似している。粒界における選択的なクラック形

成については後で議論する。粒内クラックと粒界ク

ラックそれぞれに浸透した流体において，前者には一

様に流体―結晶間の界面張力が働き，後者には流体―

結晶の界面張力に加えて粒界の張力が働く。結果とし

て，張力が等方的であると，包有物の形態は，粒内で

は球体に，粒界ではレンズ状になる。本岩石は，最高

変成温度として300°Cを経験している岩石であること

から，現在観察される構造は，それ以下の温度下での

界面張力の釣り合いが凍結されたものと考えられる。

石英―水系の室内実験において，600°Cから450°Cに

かけて温度低下と共に二面角が小さくなり（Holness,

1993），その結果を300°Cへ外挿した値と，測定され

た二面角は良い一致を示す（Hiraga et al., 2001）。カ

ンラン石―玄武岩質メルト系でも同様で，天然の2つ

のカンラン石斑晶の接合部にも同様な粒間メルト包有

物が観察される（Fig. 4）。この結果は，粒間に存在

する流体の形態・分布は，界面張力で支配される限

り，揮発性流体もメルトも区別せず同じ原理に基づい

て理解できることを示している。

このように，電子顕微鏡による粒間の直接観察に

よって，粒界を一様に濡らす流体は不安定で包有物と

して分裂してしまうことが分かった。しかしながら，

水やメルトが薄膜状に岩石中の粒界に分布し，それが

岩石特性（特に変形）に大きな影響を与えるとした研

究がある（例えば，Drury and Fitz Gerald, 1996; de

Kloe et al., 2000; de Meer et al., 2005）。de Kloe et al.

（2000）は種々の透過電子顕微鏡法を用いて，合成

されたカンラン石―玄武岩質メルト系でのカンラン石

粒界を調べた。彼らは電顕像で見出された粒界におけ

る黒いバンドコントラストを粒界相の存在を示す一つ

の証拠として挙げた。しかし，同様なコントラスト

は，周期構造が途切れる表面や粒界にしばしば観察さ

れる透過電子顕微鏡像特有のコントラスト（回折コン

トラストと呼ばれる）である（Hiraga et al., 2002a）。

彼らが示した，粒界が粒内に対して異なる組成を持つ

ことは粒界偏析でうまく説明される。粒界偏析とは粒

界相を生じずに粒界に特定の元素が濃集することで，

化学平衡下でも起きる（Hiraga et al., 2004）。カンラ

ン石粒界における粒界偏析では，Caや Alの濃集は

顕著であるが，Siや Feの粒界での濃度は粒内のそれ

Fig. 4 Melt inclusion (now glass) between phenoc-
rysts in volcanic rock from Kilauea, Hawaii.

235粒間流体の実態



と比べて変化しない。粒間における薄膜状メルトが凍

結したものであれば，Siや Feの濃度は有意に高くな

るべきで，それと粒界偏析は明白に区別される。カン

ラン石―玄武岩質メルト系におけるカンラン石粒界で

も，粒界への特定元素の濃集が見出されるが，適切な

高分解能電子顕微鏡観察を行うとカンラン石粒子は粒

界相を挟まず直接接していることが分かる（Hiraga

et al., 2002a）。de Kloeは電子顕微鏡法の誤った使用

法および解釈ミスによって正反対の結論を導き出して

しまっている。これまで，メルトが粒界を濡らすよう

面的に分布する報告もあるが（Faul et al., 1994;

Cmíral et al., 1998），Hiraga et al.（2002a）は，そ

のような分布はカンラン石結晶の低指数面がメルトに

対して接することにより生じるもので，そのメルトは

粒界相として薄膜状に一様に粒界に分布しているので

はないことを示した。粒界構造の推定に耐えられない

電子顕微鏡像をもって誤った結論を導き出している研

究が特に地球科学分野では見受けられるので注意が必

要である。

Yoshino et al.（2007）は1200°Cおよび13 GPaの

高温高圧条件下においてカンラン石―水系において二

面角が0°になることを示した。圧力が増加するにつ

れて，固相成分が流体に大きく溶け込むことにより，

液相成分が固相のそれに近づく。それに伴い，カンラ

ン石―流体間の界面エネルギーが著しく低下した結果

であると，Takei and Shimizu（2003）の液相吸着モ

デルに基づいて解釈される（詳しくは，清水（2010）

を参照）。この仕事は，圧力条件を広範囲にふり，二

面角が圧力に対してほぼ線形に0°に向かって小さく

なることを示した点で画期的である。厳密に，二面角

が0°であることを構造観察のみから示すには，透過

型電子顕微鏡法などを用いた詳細な解析が必要である

が，高温高圧実験後の回収物では後述する冷却時の粒

界クラックの形成によって，その観察は困難になる。

二面角が0°になることで，電気伝導度や変形特性に

劇的な変化が期待されるので，物性測定から濡れの状

態を推定することも可能であろう。

４．粒界クラック

筆者らは，岩石中の粒界の直接観察を試みた際，透

過電子顕微鏡観察用の試料をイオンミリングで薄くし

ていく過程で鉱物粒子が界面で分離してしまい，粒界

を観察することが出来ないという問題に直面した。経

験的に知ったのは，粒径の細かい岩石試料ほど粒子同

士が結合している，即ち多くの粒界が保存されている

ことである。実際に，粒界観察ができたのは，低変成

度の泥質片岩やウルトラマイロナイトといった，粒径

50μm以下の岩石である（Hiraga et al., 1999; 2001）。

焼結後の冷却の際に，粒径が小さいものほど粒界が保

存されることは，セラミックス材料の分野ではよく知

られており，粒子の細粒化技術の向上が高品質セラ

ミックスを作ることが可能になった一つの理由であ

る。特に，セラミックス材料の代表格であるアルミナ

（Al2O3）において粒界破壊は顕著で，この成因がよ

く調べられてきた（例えば，Kingery et al., 1976）。

アルミナを構成するコランダム結晶は熱膨張率の異方

性が大きく，このため高温焼結を経た試料の冷却時に

おいて，粒界で接する2粒子の最大短縮方向が異なる

ことから，2粒子間の粒界に大きな界面応力が発生す

る。この応力に耐えきれない粒界が割れてしまう。粘

性的応力解放が無視できるとすると，その界面応力

（σ）は，

σ＝0.5 YΔ�ΔT （3）

で表わされる。ここで Y はヤング率，Δ�は熱膨張
が最大と最小になる結晶軸間の線膨張率の差，ΔT

は温度変化である。よって，粒子数 N 個の系を仮定

すると，系全体でのミスフィットエネルギー（Umis）

は

Umis～
σ2

2 Y NL 3 （4）

である。ここで，粒子を一辺 L の長さを持つ立方体

とみなした（つまり，L は粒子の直径にも等しくな

る）。粒界を割るのに必要なエネルギー Ucrは，界面

エネルギー増加分と静岩圧（P）に対してクラックが

開く仕事量の和であるので，クラックを流体が満たす

とき

Ucr～ NL 2（2�fl－�gb＋Pw） （5）

ここで，w はクラック幅である（3章参照）。クラッ

クが生じるためには，ΔU＝Ucr－Umisが負になること

が必要である。ΔU＝0における L は

16（2�fl－�gb＋Pw）
Y（Δ�ΔT）2 （6）

と見積もられる。Hiraga et al.（2001）では，泥質片

岩中の小角粒界（に接する二面角を測定し130°を得

た（Fig. 2cで矢印で示された二面角）。その粒界は転
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位列からなるので，粒界エネルギーは転位周辺で弾性

的に格子が歪むことで生じるエネルギーによってその

大半が賄われる。そこで，石英の剛性率を用いること

で，そのエネルギーを計算することができ，その大き

さ～120 mJ/m2を得た。つり合いの式（1）にこれらの

二面角およびエネルギーを代入することで，平均的な

�gb～270 mJ/m2及び流体―石英間の界面エネルギー

�fl～150 mJ/m2を得た。石英の�値は c軸で最も大き

く a軸で最も小さい（Barron et al., 1982）。また，

Δ�＝�c－�a（c軸と a軸の線膨張率の差）は温度と

ともに増加する。本岩石には石英が塑性変形した痕跡

があるので，最高変成温度300°Cからの冷却時に界面

ミスフィットが生まれるとし，ΔT として280°Cを

与える。また，最低の見積もりとなる室温でのΔ�（＝
610×10－8/°C）を採用する。表層付近での破壊を考え

ているので Pw～0，Y＝95 GPaとすると，式（6）よ

り L～1μmが得られる。オーダーレベルでの推定で

あるが，この値より長い粒界は破壊し，短いのものは

保存される。したがって，この結果は，表層で採取さ

れるほとんどの岩石の大部分の粒界がクラックに転移

する可能性を示す。

しかしながら，実際の地下では，岩石の冷却に伴っ

て，上述したような界面応力蓄積から粒界割れに至

り，その後，流体の侵入，ヒーリングという過程が繰

り返されるのであろう。例えば，ΔT＝10°Cでも L

～1 mmを得る。平均的な花崗岩の粒径はその値を超

えるので，花崗岩の冷却時は粒界割れとヒーリングの

過程の繰り返しを経て地表に露出するのであろう。で

は，実際には，Fig. 3のように粒界割れによって浸透

した流体がネッキング（＝ヒーリング）してしまうま

での時間スケールはどの程度であろうか。石英―水系

における粒内マイクロクラックのヒーリング過程は調

べられており，ヒーリング長は以下の式に従うとされ

る（Brantley et al., 1990）:

a－r
a �A

�
�
�
�
�

�fltexp
�
�
�
－

Q
RT

�
�
�

Tabm

�
�
�
�
�

n

（7）

ここで，A は係数や物質定数の積，a および b は，

ヒーリング前の楕円近似されるクラックの長半径と短

半径，r は元のクラックの中心から最も近い包有物ま

での距離（つまり，a－r は t 秒後のヒーリング長），

R は気体定数，T は絶対温度，Q は活性化エネルギー

である。例えば，400°C，流体圧200 MPaの条件で

は a～2 mmおよび b～1～10μmのクラックにおい

て8時間で a－r は30μm程度と測定された。また，n

～0.4，Q～80 kJ/molが得られたデータをうまく説

明できるとした。ここでは，彼らと同様な a および b

を持つ粒界クラックの，300°Cおよび200°Cにおけ

る，a－r が～30μmになるまでの時間を見積もる。

粒内クラックとは異なり，粒界クラックはヒーリング

によって粒界に転化するので，その分駆動力が小さく

なり，�flは�fl－0.5�gbで置き換えられるであろう。

300°Cおよび200°Cでは，Brantley et al.（1990）の

場合より，駆動力が小さく，温度も低いことにより，

実験で見られたヒーリング時間と比べ，それぞれ100

および3000倍の時間がかかることが分かる。すなわ

ち，大雑把な見積りにはなるが，それぞれの温度条件

ではヒーリングに1月および数年程度かかると予想さ

れる。室温レベルの地表付近では，もはやヒーリング

作用に必要な界面拡散が十分に作用しなくなり，実際

の粒界はほとんどすべてが割れた状態にあると考えら

れる。大西・清水（2003）および Onishi and Shimizu

（2005）は新鮮な花崗岩のボーリングコアにおいて

粒間を観察し，そのほとんどが空隙になっていること

を示した。これは，今回の計算結果を支持する。多く

の結晶質岩で引張強度が圧縮強度と比べて10分の1程

度の大きさであることも（Lockner, 1995），粒界ク

ラックにその原因を求められるだろう。

一気圧下で岩石の弾性波測定を行うと，実際の鉱物

の弾性定数から予想される速度と比べ著しく遅い値が

得られることが良く知られている。封圧を掛けながら

測定を行うと，速度が圧力と共に増加し，0.5 GPa程

度で急激な増加は止まり，理想的な岩石の速度を得る

（Nishimoto et al., 2005）。これは，封圧の増加と共

にクラックが閉じていくことでよく説明される。この

ことは，実際の地殻の地震波速度断面図からも読み取

れる。岩石の種類によって理想弾性波速度は大きく異

なり，岩石種が深度方向に変化するために，粒界の効

果のみを読み取るのが難しいが，速度変化は深度10

～15 kmで上昇の程度が弱くなり，鉱物結晶から予

想される理想的な地震波速度に近づく。

我々は，粒界クラックをほとんど含まない三波川変

成帯のメタチャートを繰り返し加熱・冷却させ，その

際，加熱温度は段階的に100°Cごと引き上げ，最終的

に1100°Cまで加熱した。加熱実験間の試料冷却（室

内温度）時に超音波トランデューサーを用いて弾性波

速度，レーザー顕微鏡を用いてクラック密度を測定し
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た（温度変化実験）（Fig. 5）。さらに，岩手県・宮古

産の粒径の異なる複数のメタチャート試料の弾性波速

度とクラック密度を測定した（同一地域実験）。同一

地域の試料を用いたのは，全試料でほぼ同じ温度・圧

力履歴を持つことで，粒径のみが試料間のクラック密

度の違いをもたらすことを期待したからである。両実

験において，クラックがほぼ全ての粒界を走っている

ことを確認した。Fig. 5で分かるように，粒界クラッ

ク密度と弾性波速度にはHudson’s model（Hudson,

1981）で近似される（理論計算値），きれいな負の相

関が見られた。地殻比抵抗の地殻断面図においても，

地表付近では，鉱物から予想される抵抗値を大幅に超

えるが，深度10～15 kmに向かって，ドライな岩石

から予想される抵抗値に近づく（上嶋，2005）。この

ような地殻内の平均的な物性変化は，流体で満たされ

る粒界クラックの生成とその量で説明がつくのかもし

れない。一方，地殻深部においては，上で議論した冷

却に伴う隣接する粒子間のミスフィットは全て延性変

形で解消されるのであろう。

５．延性変形岩における粒間流体

上述したように，中浅部地殻全般には流体が広く分

布しているようである。そのようなバックグラウンド

があるにも関わらず，脆性変形領域から延性変形領域

の剪断帯にはより多くの流体が多く含まれ，またそれ

が流体移動の場となっていることが，地球物理学的観

測および地球化学的研究から予想されている（加藤

本特集号）。もし，延性領域の剪断帯内部で粒間流体

が多いのであれば，どのような形で存在しているので

あろうか？まず，塑性／脆性領域で変形を受けた岩石

は鉱物の延性度に従い，例えば石英は流動し，長石は

割れているのがしばしば観察される。剪断帯での流体

量の増加は，鉱物の選択的破壊で容易に説明される

が，問題は全ての鉱物粒子が流動している完全延性領

域における流体である。最近，我々の大気圧下での高

温一軸引張・圧縮変形実験で，クリープから破壊に至

る過程を実現できるようになった（Hiraga et al.,

2010）。フォルステライト多結晶体を温度条件1300°

C，歪速度2×10－4で変形させると，粒間（特に粒界

三重点）にボイド（空隙）が選択的に形成される

（Fig. 6）。この微細構造の形成は，低温・高歪速度

条件で生じることから，粒界すべりに伴ったミス

フィットを埋め合わせる鉱物の流動が追いつかないこ

とで形成されると考えられる。破壊に至る直前には，

ボイド端よりクラックが形成され，それらが繋がるこ

とで最終破壊に至る。もちろん，地下では封圧下なの

でこのような大気で満たされるようなキャビテーショ

ンは生じない。しかし，圧力勾配に従って自由に移動

できる流体があるとすると，キャビテーションの場に

流体が浸透し，剪断帯は周囲と比べて豊富かつ連結性

の良い流体を保持しながら変形が継続する可能性は十

分にある（Fusseis et al., 2009）。

二面角の議論において，地殻条件で連結性の良い流

体が分布できる可能性は上で述べた。転位クリープで

変形すると，転位の再配列が生じ，岩石内には多くの

亜粒界（小角粒界）が形成される。また，鉱物粒子の

選択的結晶配向が生じ，隣接する粒子の結晶方位が近

づくことから，その間に生じる粒界は小角粒界になり

やすい。この場合の二面角は Fig. 2cで分かるように

大きな値をとる。一般粒界（通常の高角粒界）に接合

する二面角が粒界3重点における濡れの基準となる

60°を下回るのに対して，小角粒界が接合する二面角

は大きな値をとってしまい，3重点粒間流体は三次元

的に連結できなくなる。即ち，剪断帯の内部では，構

造平衡の二面角の議論からは濡れの悪い場ということ

になってしまう。材料科学では，この現象を逆手にと

Fig. 5 Grain boundary crack density versus P-
wave velocity in quartzite (metachert) col-
lected from Miyako district, Iwate. Red: data
from a metachert sample annealed at differ-
ent temperatures. Blue: data from samples
with different grain size. Green: Predicted
curve based on Hudson’s model.
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り，変形（加工）によって化学・機械的耐性の高い粒

界を積極的に試料に導入し，より高品質の材料を作る

戦略がとられる（例えば，渡邊，2002）。粒界の濡れ

性変化が流体分布を決定しているとすると，剪断帯は

流体の浸透性が低いドライな場ということになってし

まう。したがって，剪断帯はマントルから供給される

流体移動にとってバリアのような役割を果たし，流体

が，剪断帯自身ではなく剪断帯下面を選択的に伝って

上昇することになるのであろう。地震学的・地質学的

に引いた地殻深部における剪断帯の下方に低比抵抗帯

が存在するように見える電磁探査の結果は（Ogawa et

al., 2001），このようなメカニズムで説明できるのか

もしれない。断層粘土の高固結性より地殻上部剪断帯

での低浸透性が議論されることがしばしばあるが（例

えば，高橋他ほか，2011），深部剪断帯でも二面角の

変化による浸透性の減少の可能性を指摘しておきた

い。

このように，微細構造の観点からは延性剪断帯はド

ライでもウエットにもなりえ，結論を出せていない。

観測の高精度化により，剪断帯そのものに流体が多く

含まれるのか，それとも周囲なのかを判定できると今

後期待したい。

６．マントル岩組成から読み取れた粒間成分

岩石における粒間成分は，全岩（バルク）組成から

鉱物粒子（内）での濃度および鉱物のモードから期待

される“理想的な岩石”バルク組成を差し引くことで

推定できる。ここであえて粒界ではなく粒間と呼んだ

のは，この推定法では粒間の構造を特定できず，必ず

しも Fig. 1で示されたような粒界からのみの化学成分

を両岩石組成の「ずれ」に認めることにはならないか

らである。「ずれ」は元素の不適合性が大きいほど顕

著になることが見出されている（例えば，Zindler and

Jagoutz, 1988）。この理由は，従来は交代・変質作用

の結果であるとされてきた。

筆者らは，不適合元素を添加した主にカンラン石を

含む試料を合成し，その粒界および粒内の化学組成を

測定した（Hiraga et al., 2004; Hiraga and Kohlstedt,

2007）。その結果，粒界には粒内に入りにくい元素，

不適合元素が濃集していることが見出された。さら

に，カンラン石系の合成試料の粒界および粒内の化学

組成は，その両領域間の平衡元素分配で決定されてい

ることが示された（Hiraga et al., 2004; Hiraga and

Kohlstedt, 2007）。つまり，粒界は化学的に独立した

相として扱え，元素分配係数をもって，マントル内の

化学平衡条件下で粒界に存在する不適合元素の濃度お

よび量を推定することが可能になった（Hiraga et al.,

2007）。天然岩石中のカンラン石粒界の直接分析でも

粒界偏析が確認され（Hiraga et al., 2003; 2004），従

来見出されていた“理想的な岩石”バルク組成と実際

の岩石バルク組成の「ずれ」をHiraga et al.（2004）

は化学平衡下での粒界偏析で説明した。その後の研究

で，偏析種（i）の偏析に対する効果が，イオン半径

のみならず価数に関して，結晶―メルト間の元素分配

における効果と同じであることが分かり，それに基づ

くと全岩石組成（Ci
whole）と“理想的な岩石”バルク

Fig. 6 Intergranular pores developed after grain boundary sliding. (a) Scanning
electron microscopy image of forsterite aggregates deformed under high tem-
perature and atmospheric conditions. Pores are formed at two and triple
grain junctions. (b) Schematic illustration of development of intergranualr
pores under grain boundary sliding.
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組成（Ci
clean）は粒界の幅（w），粒径（d），全岩粒界

偏析係数�i
whole（結晶―メルト間であれば，全岩分配

係数の逆数に相当）を用いて
�
�
�

Ci
whole

Ci
clean－1

�
�
�

/ 2.9�w・�i
whole

d （8）

のように表せるはずである。ここで，2.9は幾何学因

子である。Hiraga and Kohlstedt（2009）は，あら

ためて使える限りの公表された全岩石および個々の鉱

物の化学組成データ（5産出地からの20個のマントル

ゼノリス）を解析した。その結果，岩石中の不適合元

素濃度は鉱物結晶そのものの組成と粒界偏析（つま

り，単純な鉱物多結晶体の組成）から予想されるもの

ではなく，粒間および粒内にわずかな不適合元素をホ

ストするメルト様（元素分配に関して）インクルー

ジョンを仮定した場合に予想される元素の平衡分配
�
�
�

Ci
whole

Ci
clean－1

�
�
�

/ 2.9�f inter_incl・
�
�
�

�i
whole

1＋f intra_incl・�i
whole

�
�
�
（9）

でよく表されることが示された。ここで f inter_inclおよ

び f intra_inclはそれぞれ粒間および粒内インクルージョ

ンの体積分率である。Fig. 7では，横軸に平衡粒界偏

析から予想される値，縦軸には実際の分析値がプロッ

トされている。実線でつながった同シンボルデータそ

れぞれは，同一岩石内の各 i（不適合）元素の結果で

ある。同一試料内では傾きがほぼ1であること，分析

値が予想値に対して×103程度であることが，この図

から読み取れる。これは，粒内および粒間において化

Fig. 7 Plot of calculated (theoretical) values of w�i
whole

d（1＋f intra_incl・�i
whole）

versus ob-

served values of
�
�
�

Ci
whole

Ci
clean－1

�
�
�

/2.9. Each point represents the data from one

specific incompatible element, i, and the plots obtained from the same
sample are shown by a single symbol and are connected with a solid line.
The data along the x- and y-axes are predicted to be equal when equilib-
rium grain boudary segregation accounts for the difference between the
composition of a clean rock and that of a whole rock. This situation corre-
sponds to the points that plot on the solid line. The dashed and dotted-
dashed lines represent values that are 104, 103 and 102 larger than those for
theoretical equilibrium grain boundary segregation (modified from Hiraga
et al., 2009).
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学平衡下で元素が分布していること，粒間には粒界と

似た性質を持ち，かつ粒界に比べ～103倍も体積的に

大きな物質が存在することを示す。この体積は f inter_incl

値に置き換えると～10－3程度になり，この値は中央海

嶺玄武岩（MORB）組成より推定された玄武岩質メ

ルトが岩石から分離する際のメルト分率に符合する

（McKenzie, 2000）。粒界3重点に発生する界面張力

により浮力に抗してメルトが粒間に留まれる量がその

程度とも推定される（Waff, 1980）。このように，実

際に部分溶融を経験したマントル岩の粒間成分から，

マントル内での粒子スケールで分離せずに残留したメ

ルト量を推定できる。しかし，奇妙なのは，f inter_inclが

f intra_inclに相関しているように見られることである

（Hiraga and Kohlstedt, 2009）。マントル物質の部

分溶融時において粒成長が生じ，その際，光学顕微鏡

では見出されない大きさのメルトインクルージョンが

粒内に取り込まれた結果，粒間と粒内のメルトインク

ルージョンの量に相関があるのをマントル岩の化学組

成に見ているのかもしれない。

７．最 後 に

これまでの筆者らの研究成果のうち，粒間流体に関

係しそうな事柄をまとめてみた。まず，指摘しておき

たいのは，粒子レベルでの流体と観測から推定される

流体とが必ずしも対応すべきものではないということ

である。観測はキロメートルスケールの構造を平均化

されているものを見ているのに対し，粒子スケールは

せいぜい大きくてもセンチメートルである。

Holtzman et al.（2003）らのカンラン石＋メルト系

のせん断変形実験によって，粒間に分布していた流体

が変形によって再分布され，メルトの濃集ゾーンが面

状に形成されることが示された。これは，部分溶融時

の構造を反映しているとされるミグマタイト構造に類

似している。露頭観察では石英脈など流体の局所的移

動の痕跡が容易に見出される。観測から推定された，

流体の特定の場所への濃集は，粒子スケールに比べる

ともっとマクロな流体分布を見ている可能性がある。

地殻における流体の観測結果を解釈するにあたって

は，両スケールでの流体の分布構造に注意する必要が

あろう。
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