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造岩鉱物の衝激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 

月面に残る多数のクレータは, 地球や月が
その歴史を通じて, 激しい天体衝突を受けてきたこ
とを物語る. Apollo 計画で持ち帰られた月岩石試料
と月面クレータの層序関係からクレータの>99%が
太陽系初期の 10 億年に形成されたことがわかって
いる[e.g., 1]. この時期は天体重爆撃期と呼ばれる. 
この時期の地球表層の進化は衝突天体が持ち込む莫

大な質量とエネルギーによって支配されていたであ

ろう. 特に>10 km/sの天体衝突が起こると岩石惑星
の主要構成要素である珪酸塩も蒸発するほどの加熱

を受ける[e.g., 2]. このとき発生する気液固の混相流
体はしばしば”衝突蒸気雲”と呼ばれる. 衝突蒸気雲
中ではその高温のために激しい気相化学反応が進行

し, 惑星表層平均場では生じ得えない特異な化学種
が合成される可能性がある[e.g., 3]. また莫大の運動
量とエネルギーを持つ衝突蒸気雲のその後の流体運

動は, 惑星大気を吹き飛ばす[e.g., 4]など, 惑星表層
に多大な影響を及ぼす. ところが蒸気量やその熱化
学状態はほとんど未解明であり, 実際に天体衝突が
惑星表層にどのような影響を与えたのか？を定量的

に評価するまでには至っていない. これは実証的な
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が未解

明なことが原因である. 衝撃圧縮から断熱解放過程
に至るエネルギー分配過程を記述するのは状態方程

式 (EOS)である . 珪酸塩の衝撃蒸発実験を行って
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を構築することができれば, 天体重爆撃が
初期地球表層環境に及ぼした影響を定量的に評価す

ることができるようになると期待される.  
 このような状況をふまえて, 我々は,大阪
大学レーザーエネルギー学研究センターの大型レー

ザー激光XII号-HIPERを用いて造岩鉱物の衝撃実験
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
ら断熱解放までに放つ自発光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, 今年度こそ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(~20 ns)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. 2.5 nsの短パルスは試料内に減衰衝撃
波を生じさせるため, 1 shotで Hugoniot曲線上のデ
ータ点を複数取得できるという利点を有していた. 
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, 今年度も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[5]を補強し, 論
文の質を高めるためのデータを取得する方針とし

た.  
 
実験戦略 
 地球上部マントルの構成鉱物の端成分で



ある橄欖石(Mg2SiO4)に対して, レーザーを集光し,
同方向から輝度(SOP)と速度干渉(VISAR)の同時計
測を実施した. また, 斜め上背面からの時間分解分
光計測(SSOP)も実施した. 速度干渉計測では衝撃波
速度が得られる. 既存の橄欖石の圧縮率計測の結果
[e.g., 6]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. 昨年同様に得られた輝度から
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, 衝撃波背面のすでに加熱され
た橄欖石からの光を通さない. 減衰衝撃波はレーザ
ー照射面に向かう運動量輸送を生じる系ではあるが, 
衝撃波通過直後に発する光は相図上でHugoniot曲線
上に位置する試料からのものであるとみなすことが

できる. このように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. こうして橄欖石と石英試料で
衝撃波速度と輝度カウント関係が得られる.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[e.g., 7, 8]ので, ある温度の灰色放射体が
我々の計測系を通して観測したときに得られるカウ

ント数がわかる. 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
ることができる. 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 [e.g., 9]. 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.  
 
結果 

図 1に SOP, SSOP, VISARの同時計測で得
られた生データの 1例を示す. 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. 2016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. 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図１. VISAR, SOP, SSOP計測の生データの一例. 橄
欖石, 石英の層構造を反映した不連続面がある. こ
の Shot ではわずかに衝撃波が斜めに入射している
が, おおむね 300-400 mm の領域で平滑化された良
質なパルスが入射している. 
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