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（石英ガラス中の水の拡散：	

ケイ酸塩メルトおよびガラス中における拡散メカニズムの原子スケールでの理解に向けて）	

	

	 	

	 マグマや鉱物中でおこる原子・分子の拡散現象は，マグマが冷え固まったガラスや鉱物中に元

素の空間分布として記録される．拡散は周囲の物理化学条件の変化に伴って起こる過程であり，

その記録を用いて，ガラスや鉱物が経験した地質過程 (結晶成長，マグマ上昇など) の推定が可
能となる．また，拡散係数から見積もられる鉱物の電気伝導度やレオロジー等の物性値は，地球

内部観測データの解釈や物理モデル計算に利用される．すなわち，地球科学において拡散現象の

理解は，鉱物の成長や変質，岩石の形成や変形，マグマの物性変化などの結果として生じるダイ

ナミックな地質活動を，原子・分子レベルの素過程の結果として捉えることに繋がるものである．

特に拡散メカニズムの理解は，実験により限定された条件下で明らかとなる拡散現象を，地球内

部の様々な温度・圧力・化学組成条件に応用することを可能とするため，正確かつ詳細な理解に

は必要不可欠である． 
	 マグマ中の水の拡散は，マグマの粘性や水以外の原子や分子の挙動を変化させ，気泡成長速度

に影響を与えることで，火山の噴火様式に多様性を生み出す (e.g., Ni et al., 2015)．また，火山ガ
ラス中に残る水の濃度プロファイルはマグマ上昇速度計として用いる事ができる (Liu et al., 
2007; Lloyd et al., 2014)．マグマ活動や沈み込み体での揮発性成分の循環を理解するためには，ケ
イ酸塩ガラス中の水の拡散を理解することが重要であるが，これまでは拡散係数は温度・圧力・

ガラス組成に対する経験式で記述されるのみであり (e.g., Zhang et al., 2007)，基礎的な理解は十分
になされてこなかった．本研究では，ケイ酸塩ガラス中の水の拡散について，拡散メカニズムの

原子レベルでの理解を目指し，ケイ酸塩ガラスの骨格構造を形成する SiO2の組成を持つ石英ガラ

スを用いた水の拡散実験をおこなった． 

【石英ガラス中の水拡散モデル構築とケイ酸塩メルト中の水拡散への拡張】	

	 石英ガラス中の 1H2O の拡散実験 (水蒸気圧 50bar, 850-650°C) により構築した石英ガラス中の
水の拡散モデル (Kuroda et al., 2018) を，Nowak and Behrens (1997) に報告されている流紋岩質メ
ルト中の水の拡散データと比較することで，石英ガラス中の水の拡散モデルを他組成のケイ酸塩

ガラス・メルト中の水の拡散に応用させることの妥当性を示した． 
	 ケイ酸塩ガラス・石英ガラス中の水は，水分子または水酸基 (Si-OH) として存在し，主なる拡
散種は水分子であることが知られている (e.g., Zhang et al., 2007)．Kuroda et al. (2018) では，これ
まで議論されてこなかった水分子が拡散する際の通り道に注目し，水酸基形成反応 (H2O + 
Si-O-Si = 2Si-OH) で生成されるSiとOの結合が切れた箇所 (非架橋酸素の存在箇所) を通って水
分子が拡散するとする，水の拡散モデルを構築した．本研究ではこの水の拡散モデルに，ガラス・

メルトに含まれる金属陽イオンの影響 (陽イオンの存在により形成される非架橋酸素がつくる，
拡散経路) ，およびメルト構造の影響 (メルトの粘性および剛性率と，拡散に必要な活性化エネ
ルギーの関係) を考慮に入れることで，流紋岩質メルト中の水の拡散も説明できることを明らか
にした．また，本研究の拡散モデルから導出される，水の拡散係数とメルトの粘性との関係が，

Persikov et al. (2010) に経験的に報告された拡散係数の粘性依存性と一致していることから，石英
ガラスおよび流紋岩質ガラス・メルト中での水の拡散が，同一の拡散メカニズムで起きていると



	

	

結論付けた． 

【含水石英ガラス中での水素同位体交換反応に伴う同位体分別の発見】	

	 1H2Oおよび 2H2O含水石英ガラスを用いた水素同位体交換実験 (水蒸気圧 50bar, 900-750°C) を
おこない，含水ガラス中での非平衡水素同位体交換反応では，ガラス中での水拡散に伴う同位体

効果に比べ，ガラスへの水溶解の際の同位体効果が大きい可能性があることを明らかにした． 
	 二次イオン質量分析計 (SIMS) の分析で得られたガラスサンプル中の水素同位体交換プロファ
イルは，含水ガラスと 1H2Oの交換反応のほうが，2H2Oとの交換反応よりも優位に進行している
ことを示唆しており，含水ガラス中の非平衡水素同位体交換反応に伴い，大きな同位体分別が起

きている可能性が示唆された．また，加熱時間を変えた同位体交換実験の結果から，ガラス表面

における水素同位体交換反応は，数時間単位で非平衡であり，その反応速度は含水ガラスと 1H2O
の反応のほうが，2H2Oよりも速い可能性があることも明らかとなった．実験で得られた同位体プ
ロファイルは，ガラス表面での水素同位体非平衡反応のみを考慮した水の拡散モデル (Kuroda et 
al., 2018) で説明可能であることから，含水ガラス中での非平衡水素同位体交換反応では，ガラス
中での水拡散に伴う同位体効果に比べ，ガラスへの水溶解の際の同位体効果が大きいと考えられ

る．ガラス表面における水素同位体交換反応は，数時間単位で非平衡であることから，マグマ中

の発泡現象のような短時間の現象に伴い，大きな水素同位体分別が起きている可能性を指摘した． 

【石英ガラス中の水拡散における高速拡散経路の発見】	

	 2Hをトレーサーとした石英ガラス中の水拡散実験 (水蒸気圧 50bar, 900-750°C) をおこない，ま
た，測定可能な濃度範囲の広い SIMS を分析に用いることで，従来「水の拡散」として認識され
てきた拡散プロファイルを超えて，低濃度ながらも 2H がより遠方まで拡散するプロファイルを
発見した． 
	 新たに発見した水の拡散プロファイルは，含水量依存性を示す通常の水の拡散 (Kuroda et al., 
2018) とは異なり，含水量依存性を持たず，かつ 10倍以上大きな拡散係数で説明されるものであ
った．この高速の拡散係数の活性化エネルギーは，通常の水の拡散と同程度であることから，高

速拡散の拡散種は水分子であり，石英ガラス中には Si-OHの存在箇所を通り，含水量依存性を示
す拡散経路 (Kuroda et al., 2018) に加え，水が高速拡散する別の通り道が存在すると予測される．
反応性の低い希ガスは，ガラス構造中の繋がった隙間 (自由体積) を高速で拡散し，拡散の活性
化エネルギーが拡散種の原子半径に対し正の相関を持つことが知られている (e.g., Behrens, 
2010)．水分子の半径を考慮すると，本研究で得られた水の高速拡散は，希ガスで見られる一連の
トレンドに一致することから，水分子の高速拡散経路は，希ガス同様に繋がった自由体積である

と結論付けた．さらに実験条件よりも高含水量条件下では，自由体積を通って拡散する水分子量

の増加が予測され，また，高速拡散は段時間で効率的に起こる現象であるため，マグマ上昇のよ

うな地質現象において，高速拡散が水輸送に寄与する可能性があることも示した． 
	

	

	

	

	

	

	


