
6 軸型マルチアンビルプレス「圧姫」

高温高圧条件を作りだし、地球深部の水・水素の振る舞いを明らかにする

超高圧中性子回折装置（PLANET）BL11

特　徴

装置構成

装置の仕様

● ６軸プレス「圧姫」を用いて、14万気圧1700℃
の高温高圧下での実験が可能

● 入射スリット、受光コリメータにより、試料回
りの物質からの散乱を除去し、クリーンな回折
パターンを取得可能

中性子回折

● 回折
分解能：Δd/d = 0.6%、d範囲：0.2 ~ 8.4 Å
ビームサイズ：1 mm角 ~ 15 mm角
ラジアルコリメータ：0.8 mm、1.5 mm、3 mm

●ラジオグラフィー
空間分解能：200 µm、視野：14 mm角

試料環境

実験可能な温度・圧力範囲
●40 万気圧、25 ~ 100℃ （パリ‐エジンバラプレス）
●14 万気圧、25 ~ 1700℃ （６軸プレス）
●20 万気圧、30 K ~ 100℃ （水戸システム）
●１万気圧、4 K ~ 室温（ピストンシリンダセル）
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中性子回折

佐野亜沙美（副装置責任者）
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（上）氷および水素ハイドレートの相図と本研究で経由した温度-圧力経路。 
（下）100 K で減圧したときに出現する相の模式図。 

High-Pressure Neutron Diffractometer
(PLANET) BL11

得られる情報 主な利用例

●中性子回折による高圧下における結晶・液体の
構造（原子位置、磁気構造）

●中性子イメージングによる高圧下の試料の透過
像

●地球中心核の水素
●低温高圧下での氷の構造多形
●鉱物中の水素結合の対称化
●液体・非晶質の圧力誘起構造変化

地球形成期における核の軽元素の謎に迫る 乱れのない立方晶氷の合成に成功

原始の地球で水素が取り込まれる様子とその進化
（地球の断面図） 氷 Ic 作成のレシピ

K. Komatsu et al., Nature  Commun. 11, 464 (2020)  (©2020 
Nature Publishing groupe)

R. Iizuka-Oku et al., Nature  Commun. 8, 14096 (2017) 
(©2017 Nature Publishing groupe)

A. Sano-Furukawa et al., Sci. Rep. 8, 15520 (2018) (©2018 
Nature Publishing Group)

鉄を主成分とする地球中心核には、多量の軽元素が含ま
れている。水素はその有力な候補のひとつだが、どのよう
なプロセスで入ったかは未だ謎である。地球形成初期を
模擬した試料（鉄＋含水鉱物＋石英）を用い、高温高圧下
での反応をその場観察をした結果、約1000 K での含水鉱
物の分解より吐きだされた水素が固体の鉄に溶け込むこ
とが分かった。その昔、原始の地球では、このようにして中
心核に水素が取り込まれていったと考えらえる。

氷は、温度圧力条件により様々な結晶構造をとる。常圧下
では通常の氷（六方晶氷 Ih）と立方晶氷（氷 Ic）を取りうる
が、両者が混じり合ってしまうため、氷 Icの単一相を作る
ことはこれまで困難であった。本研究では、まず氷 Icと同
じフレームワークを持つ水素ハイドレート（C2）を高圧下
で合成し、その後低温下で脱圧しながら水素を除去する
ことで、世界ではじめて積層不整のない氷 Icを作ることに
成功した。

δ-AlOOH中の水素位置の圧力変化

5万気圧1100Kでのブルース石中のH-D相互拡散
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