
	 

造岩鉱物の衝撃蒸発過程のその場観察: 珪酸塩の状態方程式確立に向けて 
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はじめに  

大陽系をはじめとする惑星系では, 地球の
脱出速度（11.2 km/s）を超えるような超高速衝突が
頻繁に発生する. 10km/s 超の衝突が起こると, 固体
惑星の主要構成要素である珪酸塩でさえも蒸発する 
[e.g., 1, 2]. 衝突で発生する珪酸塩蒸気は, (1)巨大衝
突による月の形成 [e.g., 3], (2)惑星大気形成 [e.g., 4], 
(3)生命前駆物質の合成 [e.g., 5], (4)原始惑星大気の
吹き飛ばし[e.g., 6, 7], (5)地質に残る”Spherule	 beds”
[e.g., 8], 及び系外惑星系における宇宙ダストの起源 
[e.g., 9]など惑星科学上の様々な未解決問題におい
て重要な役割を果たしたと考えられている. ところ
が岩石同士が超高速で衝突したときに発生する蒸気

量やその熱化学状態はほとんど未解明であり上記の

問題は大きな不定性を持っている. それは実験が困
難であるために実証的な実験データが決定的に不足

しており, 衝撃による不可逆圧縮で蓄えられたエネ
ルギーの分配過程, すなわち状態方程式(EOS)が未
解明なことが原因である[e.g., 10]. 衝撃圧縮から断
熱解放過程も含めた実験観測を行って EOS を修正
し, 幅広い温度, 密度グリッド上で圧力, 内部エネ
ルギー, エントロピーの値を備えたテーブル型 EOS
を構築する必要がある. 

我々は, 大阪大学レーザー研究センターの
大型レーザーを用いて造岩鉱物に対する衝撃実験を

行い, 天体衝突の極限状況を再現する実験を行って
いる. ~1 TPa(~30 km/s衝突相当)の衝撃圧縮状態から
断熱解放までのその場観測を行ってエネルギー分配

過程を詳細に調べ, 宇宙速度衝突に適用できる造岩
鉱物の EOSを確立することを目指している. 

本来, 今年度は新規導入される予定であっ

た 3ω光のロングパルスレーザーを用いて, 衝撃圧
縮された珪酸塩鉱物の断熱解放過程を調べる予定で

あった. これまでの 2.5 ns のパルス幅は試料内に減
衰衝撃波が生じさせるため, Hugoniot 曲線計測には
適していた. ロングパルスを用いると, 数 10 µm 厚
の試料を一様に圧縮することができるため , 
Hugoniot上のある１点からの断熱解放過程を調べる
ことができると期待された. しかし, 今年度はロン
グパルスの実用化が実現されなかったので, 予定し
ていた実験を行うことができなかった. その代わり, 
これまでに取得してきた橄欖石のHugoniot曲線デー
タを補強し, 論文の質を高めるためのデータを取得
した.  

実験  
地球上部マントルの構成鉱物である橄欖

石に対して, レーザーを集光し, 二方向からの時間
分解発光分光, 速度干渉計測を実施した. 分光計測
から輝度が, 速度干渉計測からは衝撃波速度が得ら
れる. 既存の橄欖石の圧縮率計測の結果を用いて衝
撃波速度から衝撃圧力を算出することが可能である. 
今回は得られた輝度から温度への換算を行うため, 
試料の最背面にすでに衝撃圧力・温度のデータが得

られている石英を配置した４層構造の試料を採用し

た. 試料の構成は照射面側から(1)プラスチック燃料
(20 or 30 µm厚), (2)アルミドライバ(40 µm厚), (3)橄
欖石(30 µm厚), (4) 石英(50 µm厚)である. 橄欖石と
石英はともに標準状態では透明であり, 強い衝撃圧
がかかると金属化し, VISARプローブ光を反射する. 
金属化した衝撃波面は光学的に厚いため, 各時刻で
衝撃波が通過した直後の物理量を計測することがで

きる. この特性と短時間パルスで生じる減衰衝撃波



を利用することで, 1 shotのデータから P-T平面上の
Hugoniot データを複数取得できる. 橄欖石を通り抜
けた衝撃波は, 最裏面の石英に入射する. 石英に対
してはすでに衝撃波速度に対する衝撃温度が得られ

ているので, 光学系や計測機器の影響を全て含んだ
輝度と温度の変換曲線を得ることができる. この関
係を橄欖石に適用することで, ~1TPa までの橄欖石
の衝撃圧力・温度を同時に得ることを目的とした. 
例として衝撃波速度に対して予測される輝度値を図

1に示す.ここでは金属化によって放射率が下がる効
果も計算に入れている. この図に橄欖石で予測され
る輝度曲線を重ねると赤線になる. これは予測され
る最大輝度値である. この図と実験結果を比較する
ことで, 橄欖石の衝撃温度を求める.反射率衝撃圧
力・温度が連続的に求まると, Hugoniot曲線に沿って, 
熱力学積分を行うことで, ある衝突速度に対して衝
撃生成エントロピーが求まる. このようにして橄欖
石の P-T-S Hugoniot曲線を得ることができるという
わけである.  

図 1. 衝撃波に対する 400 nmでの輝度値. 橄欖石に
対する曲線は上限値を示している. 
 
結果  

図 2, 3 に分光計, 速度干渉計(VISAR)で得
られた生データを示す. 4 層構造を反映したデータ
が得られていることがわかる. 詳細な解析は現在進
行中である. 2015年 4月のレーザー研シンポジウム
ではさらに進んだ結果を報告できる見込である. 
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図 2. 分光計測の生データ. 橄欖石への衝撃波入射
時刻に波長依存性があるのは分光計への光導入に用

いた光ファイバ内の色分散によるもの. また 530 nm
付近の吸収帯は, ２ω散乱光を防ぐためのノッチフ
ィルタによって生じたものである . 

図 3. 速度干渉計測の生データ. 反射光のカウント
値と既知のアルミの反射率を利用して試料の反射率

を計測できる. 衝撃波面が弓なりの構造を持ってい
るが, 中心の~300 µm 程度の領域ではほぼ平面衝撃
波になっていることがわかる. 
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