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センター長挨拶
岡山大学地球物質科学研究センターは，1985 年 4
月岡山大学温泉研究所の改組転換による全国共同利用
施設・地球内部研究センターを前身とし，固体地球研
究 セ ン タ ー（1995 年 4 月 ～ 2005 年 3 月 ） を 経 て，
2005 年 4 月より現在の組織体制で運営されています。
また 2007 年 4 月より，本センターを母体として岡山
大学大学院自然科学研究科地球物質科学専攻が設置さ
れました。世界を先導できる次世代研究者育成を目的
とした大学院教育を，より積極的に行うための環境整
備が進んでいます。
本センターの使命は，全国の研究者に対し，本センター
に設置された研究設備を用いた共同利用研究の機会を提供
し，地球・惑星の起源，進化およびダイナミクスに関する
先進的かつ実証的な研究を行うことによって，国内外の地
球惑星物質科学の発展に努めることにあります。私たちは，
高度な総合的地球化学分析と年代測定技術，超高圧高温実
験によって，46 億年におよぶ地球を含む惑星の歴史を紐
解き理解する上で，最も基本となる物理化学的情報を提供
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することができます。この研究能力によって，本センター

ties at ISEI to researchers in Japan, so as to contribute

が国内のみならず，国際的に高く評価される存在となりつ

to the development of solid earth sciences in Japan.

つあることは，私たち所属研究者にとってもたいへん喜ば

ISEI is characterized by the establishment of world-

しいことであります。

class, high-level techniques for ultrahigh-pressure
geochemical and geochronological analyses. These

ログラムとして，本センターの「固体地球科学の国際研究

techniques enable extraction of the most basic physi-

拠点形成」が採択されました。このプログラムに沿って，

cochemical information, which is requisite for deci-

私たちがこれまでに培ってきた全国共同利用施設としての

phering the 4.6 billion year history of the Earth and

経験と高度な分析実験技術を基盤として，国際的な教育研

other planets. It is our great pleasure that the unique

究拠点の構築を進めてきました。プログラム開始後，4 年
が経過し，試行錯誤しながらも国際拠点としての枠組みは
おおむね出来上がってきたと感じています。
私たちは現在の日本が置かれている国際的な立場を
鑑み，国内の研究者を中心とした従来型の全国共同利
用から，より国際性に富んだ共同研究拠点へと脱皮し，
“真” の COE として地球惑星科学分野を先導する役割
を果たしていかなければなりません。幸いにも国内外
の研究者コミュニティー，文部科学省ならびに岡山大

research environment established at Misasa has made
this institute very attractive to many researchers
worldwide from a broad range of geo- and planetary
science fields.
In 2003, ISEI was selected as a Center of Excellence
st
for the 21 Century (COE-21 Program) by MEXT, and

is designated as an “Establishment of International
Research Center of Solid Earth Science” . This designation is to promote an international combined research-education system derived from our successful

学からの深い理解と大きな支援を頂くと共に，所属研

experience as a Nationwide Joint-use Research Center

究者のたゆまぬ努力によって，私たちの夢に向かって

with highly advanced experimental and analytical

着実に進むことができていると感じています。私たち

techniques. In the progress of our COE-21 Program

は今後も「地球および惑星を物質科学として理解する」

and in relation to the present international standpoint

という研究方針のもと，高いレベルの基礎研究能力を

of Japan, we judged that it is time to transform ISEI

維持，発展させることによって，常に新しい研究分野
を切り開いていくことができる国際共同研究拠点して
活動し続けます。その上で，世界を先導できる次世代
研究者の育成にも拠点として積極的に取り組み，学問
の継承とさらなる発展に向けて貢献したいと願ってお
ります。

Message from the Director

and -temperature experiments and comprehensive

2003 年度には、文部科学省が実施する 21 世紀 COE プ

into a more international-oriented collaborative research center. This transition from a traditional Nationwide Joint-use Research Center mainly for domestic researchers will transform ISEI into a “real” COE that leads
our research field internationally. Through obtaining a
large degree of support from the domestic and international geoscience community, MEXT and Okayama

皆様の一層のご支援とご協力をお願い申し上げます。

University, we have fortunately succeeded in inaugurating the new ISEI despite the financial impediments
associated with the incorporation of national universi-

Message from the Director
The Institute for Study of the Earth's Interior (ISEI)
st

ties in Japan. The shift in focus and philosophy of the
ISEI is encapsulated by a change in its Japanese name
to “Institute of Terrestrial Material Science” . Note that
the English name of the institute, “Institute for Study

was renewed on April 1 , 2005 through a contract

of the Earth's Interior” (ISEI) will continue to be used.

with Ministry of Education, Culture, Sports, Science

Following our institute policy, we aim to understand

and Technology (MEXT) for a 10-year period. This fol-

the Earth in the framework of material science and to

lows the previous reorganizations (1985 and 1995) that

become an international collaborative research center.

created the Nationwide Joint-use Research Center and

This will, in turn, nucleate new research directions in

established the present framework for research and

the solid earth and planetary sciences on the basis of

education.

our unique research capabilities. Furthermore, we will

The mission of ISEI is to conduct research into the
origin, evolution and dynamics of the Earth by applying advanced experimental and analytical techniques.
Another goal is to offer experimental and analytical
techniques combined with the state-of-the-art facili-

contribute to the improvement of research and educational standards through the training of the next
generation of researchers and by fostering human exchange at ISEI.
We welcome your participation in our scientific activities at ISEI.
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沿革・History

岡山医科大学三朝温泉療養所
Misasa Hot Spring Rehabilitation Center, Okayama Medical College (1939)
2

昭和14年7月28日発足。三朝村の好意により，敷地15,949m 及び建物270m
の寄贈を受け内科・外科，及び理学診療科で温泉医学研究と診療を開始。

2

岡山医科大学放射能泉研究所
Research Center for RadioBalneology, Okayama Medical College (1943)

1940
(S15)

昭和18年11月24日改組。温泉医学部門が設置される。
さらに昭和22年1月22日，
温泉の学理に関する総合的研究を目指し，温泉化学部門が設置された。

岡山大学放射能泉研究所
Balneology Laboratory, Okayama University (1949)
昭和24年5月31日，国立学校設置法により附置研究所となる。

1950
(S25)

地学系

・温泉化学部門設置（S24）

岡山大学温泉研究所
Institute for Study of Thermal Spring Research, Okayama University (1951)
昭和26年4月1日改称
・温泉地質学部門増設（S29）
1960
(S35)

・内科・外科診療開始
（S14）
・温泉医学部門設置
（S18）

温泉研究所と三朝分院（S27）
Institute for Study of Thermal
Spring Research and Misasa
Branch Hospital (1952)

▲

医学系
1970
(S45)

岡山大学医学部付属病院
三朝分院
昭和24年5月31日，新制岡山大学
の創立と共に診療活動機関とし
て引き継がれた。昭和40年4月1
日付け省令第17号により官制化
され現在に至る。

・温泉化学部門を熱水地球
化学部門に改称（S50）
・地殻熱学部門増設（S51）

1980
(S55)

・リハビリテーション医学部門増設
（S42）
・温泉医学部門を温泉内科学部門に改称
（S52）
岡山大学医学部付属環境病態研究施設
昭和60年4月1日新設・移行。
平成3年4月12日付け省令第19号により廃止。

岡山大学地球内部研究センター
昭和60年4月1日，全国共同利用施設とし
て改組・転換。
・地球深部物質部門
・同位体岩石学部門
・地球物質循環部門
・地球物理化学部門（客員）
・地球年代学部門増設（S62）
・造岩物質物性部門増設（H03）

Institute for Study of the Earth's
Interior, Okayama University
Re-organisation for a joint-use research
center on April 1, 1985
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1990
(H2)

岡山大学地球物質科学研究センター（全国共同利用施設）
Institute for Study of the Earth's Interior
Okayama University (joint-use research center)
平成17年4月1日改組・転換

History of ISEI

平成19年4月1日，分析地球化学講座と実験地球物理学講座からなる，
自然科学研究科地球物質科学専攻が設置される。
Establishment of Division of Planetary Material Sciences (2007)
・Department of Analytical Planetary Chemistry
・Department of Experimental Planetary Physics

2007(H19)

Re-organisation on April 1, 2005

＊分析地球化学部門
・地球基礎分析化学
・地球年代学
・地球物質解析科学
・地球外物質解析科学
・地球進化学
＊実験地球物理学部門
・超高圧基礎実験科学
・地球内部物性学
・地球流体物質科学
・地球内部力学
＊国際共同研究推進部門
・国際共同研究推進部
・地球科学データベース開発部
・地球システム科学
＊客員外国人研究部門

＊Analytical Planetary Chemistry
・Fundamental Analytical Chemistry on Planetary Materials
・Chronology of Planetary Materials
・Analysis of Terrestrial Material Evolution
・Analysis of Extra-terrestrial Material Evolution
・Comparative Planetary Evolution
＊Experimental Planetary Physics
・Fundamental High-pressure Experimental Planetary Physics
・Mineral Physics of Planetary Interiors
・Physics and Chemistry of Planetary Fluids
・Dynamics of Planetary Interiors
＊Promotion of international Collaborative Research
・International Collaborative Research Promotion Affairs
・Development of Database for Planetary Science Affairs
・Planetary Dinamic System
＊International Visiting Professor

2005(H17)
平成16年，4月1日国立大学法人へ移行。
Incorporation of national universities in Japan (2004)
平成15年，文科省21世紀COEプログラムに採択される。
プログラム名「固体地球科学の国際研究拠点形成」
ISEI was selected as COE-21 program by MEXT, and is designated as an
"Establishment of an international research center for solid Earth science"（2003）

2000 (H12)
岡山大学固体地球研究センター（全国共同利用施設）
Institute for Study of the Earth's Interior
Okayama University (joint-use research center)
平成7年4月1日改組・転換

Re-organisation on April 1, 1995

＊基礎火山学部門
・マグマ学
・揮発性物質地球化学
・計算地球化学
・火成物理学（流動的客員）
＊基礎宇宙化学部門
・惑星起源物質
・地球内部化学
・比較惑星学（流動的客員）
＊地球進化学部門
・始原地球
・地球深部物性
・地球史解析
・地球内部力学（流動的客員）
＊地球科学データベース開発部

＊Basic Volcanology
・Magmalogy
・Magmatic volatiles
・Computational Mineral Physics
・Physics of Igneous Processes
＊Planetary Material Sciences
・Planetary Material
・Chemical Geodynamics
・Comparative Planetology
＊Study of the Earth's Evolution
・Study of Primitive Earth
・High-Pressure Mineral Physics
・Analysis of the Earth's History
・Dynamics of the Earth's Interior
＊Development of Database

▲地球物質科学研究センター（H17）
Institute for Study of the Earth's Interior (2005)

ISEI2007
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組織

（平成 19 年 9 月 1 日現在）
地球基礎分析化学
地

分析地球化学部門
教

授

球

年

代

学

地球物質解析科学
地球外物質解析科学

会

地

球

進

化

学

超高圧基礎実験科学

センター長

地 球 内 部 物 性 学

実験地球物理学部門

地球流体物質科学

副センター長

地 球 内 部 力 学
国際共同研究推進部

運営委員会

国際共同研究推進部門

地球科学データベース開発部
地球システム科学

客員外国人研究部門

共同利用
専門委員会

事

務

部

庶

務

係

会

計

係

共

同

利

技

術

用

係
係

区分

教 員

外国人研究員

PDフェロー

大学院学生

COE-21
スタッフ

事務部他

総 数

人数

16
【3】

3

12

17

5

15

71
＊
【 】客員教授

運営委員会
本センターの運営は、教授会と本学の教授及び学外の学識経験者を加えた運営委員会によっ
て行われる。

●運営委員会外部委員（平成 19 年 4 月 1 日委嘱）
●運営委員会内規第 2 条第 3 号委員
岡山大学大学院自然科学研究科長
高田 潤
鷲尾 誠一 岡山大学大学院自然科学研究科教授

●運営委員会内規第 2 条第 4 号委員
東北大学大学院理学研究科教授
大谷 栄治
唐戸 俊一郎 イェール大学教授
ウッズホール海洋科学研究所主任研究員
清水 孚道
東京大学大学院理学系研究科附属
野津 憲治
地殻化学実験施設教授
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藤井

敏嗣

東京大学地震研究所附属
火山噴火予知研究推進センター教授

山本

哲生

北海道大学低温科学研究所教授

Organization

(As of Sep. 1, 2007)
Fundamental Analytical Chemistry on
Planetary Materials
Chronology of Planetary Materials

Organization

Analytical Planetary
Chemistry

Analysis of Terrestrial Material Evolution

Faculty
Meeting

Analysis of Extra-terrestrial Material Evolution
Comparative Planetary Evolution
Fundamental High-pressure Experimental
Planetary Physics

Director
Experimental Planetary
Physics

Vice Director

Mineral Physics of Planetary Interiors
Physics and Chemistry of Planetary Fluids
Dynamics of Planetary Interiors

Steering
Committee

International Collaborative Research
Promotion Affairs

Promotion of International
Collaborative Research

Planetary Dinamic System

International Visiting
Professors

Committee
for Joint-use
Research

Development of Database for Planetary
Science Affairs

General Affairs

Administration Bureau

Finance
Joint -use Research
Technical Support

Faculty
Number

16
【3】

Foreign Visiting
PD
Fellows
Researchers
3

12

Graduate
Students

COE-21
Staff

Other
Staffs

Total

17

5

15

71

＊【 】Visiting Prof.

Management
The Institute is managed by the Faculty, and the Steering Committee which consists of
professors from Okayama University and scholars outside the University.

●Steering Committee (Outside the Institute, commission at April 1, 2007)
Jun TAKADA
Seiichi WASHIO

Dean, Graduate School of Natural Science and Technology, Okayama University
Professor, Graduate School of Natural Science and Technology, Okayama University

Eiji OHTANI
Shun-ichiro KARATO
Nobumichi SHIMIZU
Kenji NOTSU
Toshitsugu FUJII
Tetsuo YAMAMOTO

Professor, Graduate School of Science, Tohoku University
Professor, Yale University
Senior Scientist, Woods Hole Oceanographic Institution
Professor, Laboratory for Earthquake Chemistry, Graduate School of Science, University of Tokyo
Professor, Volcano Research Center, Earthquake Research Institute, University of Tokyo
Professor, Institute of Low Temperature Science, Hokkaido University

ISEI2007
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メンバー
セ ン タ ー 長

中村

栄三

副 セ ン タ ー 長

伊藤

英司

分析地球化学部門
中村
牧嶋
小林
森口
山下
国広
田中
辻森
圦本

栄三
昭夫
桂
拓弥
勝行
卓也
亮吏
樹
尚義

PD フ ェ ロ ー

（教 授；地球物質解析科学）
（教 授；地球基礎分析化学）
（准教授；地球年代学）
（准教授；地球基礎分析化学）
（准教授；地球外物質解析科学）
（助 教；地球外物質解析科学）
（助 教；地球年代学）
（助 教；地球物質解析科学）
（客員教授；地球進化学）

実験地球物理学部門
伊藤
桂
神﨑
薛
山崎
山下
米田
村上
中田

英司
智男
正美
献宇
大輔
茂
明
元彦
正夫

（教 授；超高圧基礎実験科学）
（教 授；地球内部物性学）
（教 授；地球流体物質科学）
（准教授；地球流体物質科学）
（准教授；超高圧基礎実験科学）
（准教授；地球流体物質科学）
（准教授；地球内部物性学）
（助 教；地球流体物質科学）
（客員教授；地球内部力学）

国際共同研究推進部門
神﨑
中村
村上
藤野

正美
栄三
元彦
清志

（教 授；兼 担）
（教 授；兼 担）
（助 教；兼 担）
（客員教授；地球システム科学）

客員外国人研究部門
TIKHOMIROV, Petr
PAUL, Bence Timothy
MYSEN, Bjorn Olav

事
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務

部

小橋
福田
井上

雅行 （事務長）
修一郎 （庶務係長・共同利用係長併任）
修 （会計係長・技術係長併任）

松浦
磯谷
高嶋
高見
渓
宮地
山涌

高明
辰夫
美喜雄
里美
睦美
洋子
裕子

ISEI2007

【教室系】
岡
清水
田中
野儀
前田

（平成 19 年 9 月 1 日現在）

智香子
ゆかり
佳代
多鶴恵
琢郎

AKA, Festus Tongwa
石川 晃
太田 努
大野 宗祐
北川 宙
翟
双猛
SHATSKIY, Anton
福井 宏之
丸山 誠史
谷内 勇介
芳野 極
魯
穎淮

COE-21 スタッフ
宇山
坂口
高野
中野
松崎

雅子
千恵
進
芳子
琢也

大 学 院 学 生
AKALU, Takele Chekol
KALININA, Elena
GEMECHU, Melesse
SAKYI, Patrick
本勛
SERJLKHUMBE, Amar-Amgalan
SOHAG, Ferdous Hasan
渡慶次 聡
BIZUNEH, Tesfaye Demissie
松田 望
MALAVIARACHCHI, Sanjeewa
MALIN CERON, Maria Isabel
MANTHILAKE, Geeth
MESSO, Charles
山川 茜
渡辺 昌樹
王
巧云

Present members
Eizo NAKAMURA

Vice Director

Eiji ITO

Analytical Planetary Chemistry
NAKAMURA (Prof., Analysis of Terrestrial Material Evolution)
MAKISHIMA (Prof., Fundamental Analytical Chemistry on Planetary
Materials)
Katsura KOBAYASHI (Assoc. Prof., Chronology of Planetary Materials)
(Assoc. Prof., Fundamental Analytical Chemistry on
Takuya
MORIGUTI
Planetary Materials)
Katsuyuki YAMASHITA (Assoc. Prof., Analysis of Extra-terrestrial Material Evolution)
(Assis. Prof., Analysis of Extra-terrestrial Material Evolution)
Takuya
KUNIHIRO
(Assis. Prof., Chronology of Planetary Materials)
Ryoji
TANAKA
(Assis. Prof., Analysis of Terrestrial Material Evolution)
Tatsuki
TSUJIMORI
Hisayoshi YURIMOTO (Vis. Prof., Comparative Planetary Evolution)
Eizo
Akio

Experimental Planetary Physics
(Prof., Fundamental High-pressure Experimental
Planetary Physics)
(Prof.,
Mineral Physics of Planetary Interiors)
Tomoo
KATSURA
(Prof.,
Physics and Chemistry of Planetary Fluids)
Masami KANZAKI
(Assoc.
Prof., Physics and Chemistry of Planetary Fluids)
Xinayu
XUE
(Assoc.
Prof., Fundamental High-pressure Experimental
Daisuke YAMAZAKI
Planetary Physics)
Shigeru YAMASHITA (Assoc. Prof., Physics and Chemistry of Planetary Fluids)
(Assoc. Prof., Mineral Physics of Planetary Interiors)
Akira
YONEDA
Motohiko MURAKAMI (Assis. Prof., Physics and Chemistry of Planetary Fluids)
(Vis. Prof., Dynamics of Planetary interiors)
Masao
NAKADA
Eiji

ITO

Promotion of International Collaborative Research
Masami
Eizo
Motohiko
Kiyoshi

KANZAKI
NAKAMURA
MURAKAMI
FUJINO

(Prof., Joint Appointment)
(Prof., Joint Appointment)
(Assis. Prof., Joint Appointment)
(Vis. Prof., Planetary Dinamic System)

International Visiting Professor
Petr
Bence Timothy
Bjorn Olav

TIKHOMIROV
PAUL
MYSEN

Administration Bureau
Masayuki
Shuichiro
Osamu
Takaaki
Tatsuo
Mikio
Satomi
Mutsumi
Yoko
Hiroko

(As of Sep. 1, 2007)

PD Fellows
Festus Tongwa
Akira
Tsutomu
Sousuke
Hiroshi
Shuangmeng
Anton
Hiroshi
Seiji
Yusuke
Takashi
Yinghuai

AKA
ISHIKAWA
OTA
OHNO
KITAGAWA
ZHAI
SHATSKIY
FUKUI
MARUYAMA
YACHI
YOSHINO
LU

Present Members

Director

COE-21Staff
Masako
Chie
Susumu
Yoshiko
Takuya

UYAMA
SAKAGUCHI
TAKANO
NAKANO
MATSUZAKI

Graduate Students
Takele Chekol
Elena
Melesse
Patrick
Benxun
Amar-Amgalan
Ferdous Hasan
Satoshi
Tesfaye Demissie
Nozomi
Sanjeewa
Maria Isabel
Geeth
Charles
Akane
Masaki
Quiaoyun

AKALU
KALININA
GEMECHU
SAKYI
SU
SERJLKHUMBE
SOHAG
TOKESHI
BIZUNEH
MATSUDA
MALAVIARACHCHI
MALIN CERON
MANTHILAKE
MESSO
YAMAKAWA
WATANABE
WANG

KOBASHI
(Director of Administration Bureau)
FUKUDA
(Chief of General Affairs & Joint-use Res.)
INOUE
(Chief of Finance & Technical Support)
MATSUURA
ISOTANI
TAKASHIMA
Chikako OKA
TAKAMI
Yukari
SHIMIZU
TANI
Kayo
TANAKA
MIYAJI
Tazue
NOGI
YAMAWAKU
Takuro
MAEDA
ISEI2007
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活動方針
固体地球の基礎研究分野において唯一の全国共同利

範な研究テーマに対応するには，本センターの研究資

用施設である本センターは，集中配備された研究設備

産を基に，分野の異なる国内外のトップクラスの研究

をもとに，世界的にもユニークかつ高度な分析・実験

者との共同研究をさらに活発に実施することが有効で

技術を活用して研究成果を上げてきました。さらにそ

す。すなわち，本センターの従来の研究体制ではカバー

の規模にもかかわらず，基盤研究能力を外部の研究者

出来ない専門分野の「トップ」クラスの国外研究者を

に還元し共同利用施設としての役割を果たしていま

長期間招聘し，当拠点の基礎研究能力の向上・研究基

す。また海外の研究者を受け入れ，質の高い共同研究

盤の整備・次世代の研究分野の開拓を確実に実施する

を実施することにも積極的に取り組んできました。そ

体制を構築していかねばなりません。「国際共同研究

の結果，本センターは地球・惑星の起源，進化，ダイ

推進部門」および，「客員外国人研究部門」はこの目

ナミクスに関して世界最高水準の実証的物質科学研究

的に沿って設置され，今まで以上に積極的に国際共同

を行い，世界的に当該研究分野を先導できる研究機関

研究を展開していくことになります。また学長のリー

として成長を続けています。このことは，本センター

ダーシップの下，本センターの教員スタッフのさらな

の研究組織体制・研究基盤整備・研究アプローチが，

る充実をはかり，拠点としての足腰を鍛えることも重

先進的な研究哲学と継続的な人的・財政的支援のもと

要な課題となるでしょう。

構築されてきたことにほかなりません。
平成 15 年度には本センターが単独（本センターの

実に進めると同時に，次世代の地球惑星科学の発展を

構成員のみ）で計画した，「固体地球科学の国際研究

も視野に入れた教育研究活動を進め，
「研究の継続性」

拠点形成」が 21 世紀 COE プログラムに採択され，国

を保証する人材の育成に努めなければならないことは

際共同研究の展開とともに，国内外の大学院生，特別

いうまでもありません。本センターでは大学院学生や

研究員（PDF）を積極的に受入れ，国際的研究環境の

若手研究者が，基盤分析実験技術の開発と応用に関与

もとでの若手研究者育成を行なっています。

してきた本センターの研究者，世界トップクラスの外

これらの実績を踏まえ，2005 年 4 月，本センター
は「地球物質科学研究センター」に改組され，拠点形
成経費「地球の起源・進化・ダイナミクスに関する国
際共同研究拠点の形成」による，より国際的な共同研
究，教育体制の構築を進めています。改組にあたり本
センターの研究体制を，基軸となる「分析地球化学部
門」および「実験地球物理学部門」へと再編するとと
もに，円滑な国際共同研究の推進をサポートする「国
際共同研究推進部門」，地球科学の新たな展開を目指
す「客員外国人研究部門」を新たに設置しました。こ
れらの部門は互いに密接な連携を保ち，地球科学の発
展に寄与することとなります。これに加え，
「スーパー

国人研究員（客員）ならびに国内外の共同研究者によっ
て，質の高い国際的研究環境の下で教育を受けるプロ
グラムを実施しています。また 2007 年 4 月より，本
センターに「分析地球化学講座」および「実験地球物
理学講座」からなる自然科学研究科「地球物質科学専
攻」を設置しました。これらの方策によって，我々は
さらに戦略的に大学院教育活動に取り組むことができ
るでしょう。本センターで教育を受けた研究エリート
たる若い研究者が，世界中で広く活動することよって，
地球科学の理解が飛躍的に進むこととなり，結果とし
て本センターのさらなる「価値」の向上へとつながっ
ていくことでしょう。

テクニシャン構想」など拠点としての基盤をより確固

本センターが国際研究拠点としてさらに積極的に活

たるものとする体制作りを今後も積極的に進めていき

動するためには，我々自身の研究成果に基づいて今後

ます。

の地球物質科学の進むべき学問的方向性を提示すると

我々は，世界最先端の総合的分析実験技術と，これ
までに蓄積された経験に基づき，固体地球科学に必要
なほぼ全ての基礎的パラメータを高精度に提供する能
力を確立しつつあります。しかし，地球惑星物質科学
の特徴は，46 億年に渡る広範囲な時間と空間（地球を
含む太陽系全体）および物質特性を総合的に研究する
ことにあり，その研究の幅は他分野と比較して極めて
広いものです。本センターにおいても「地球の起源・
進化・ダイナミクス」に関する先導的研究を実施する
なかで，地球を構成した太陽系物質の起源や物質進化
に対する情報を求め，地球科学が惑星物質研究をも内
包する形で研究領域が広がっています。このような広
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我々は，将来にわたって研究実績をあげる準備を着
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同時に，新たな研究シーズの提供，技術開発，人材育
成，知識の交流を，高いレベルで実施しなければなり
ません。すなわち国内外の研究者にとって常に魅力の
ある研究拠点でありつづけるため，本センターは研究
教育活動に対する高潔なモチベーションを常に持ち続
け，先進的な研究成果をあげることによって，共同研
究に必要な基盤設備・能力を継続して高めていく必要
があります。その結果として，本センターは基礎地球
物質科学を国際的に主導することが可能になり，人類
の「知」の蓄積に対する貢献を果たすことができると
考えます。

Action policy

In FY2005, we re-organized the research framework and established a new “Institute for Study of the
Earth's Interior” , which is designed to elucidate the
dynamic processes involved during the evolution of
the terrestrial planets based on international collaborative studies. Dove-tailing with the re-organization,
four new research divisions, “Analytical Planetary
Chemistry” , “Experimental Planetary Physics” , “Promotion of International Collaborative Research” , and
“International Visiting Professors” were established.
These divisions have not only been closely coordinated in the each other, but also enforced cuttingedge international collaborative studies to perform an
advancements in the earth sciences. A key to success
of the new ISEI is the involvement of the international
community, not only in collaborative research, but also
in continuous evaluation of the institute’ s progress
and goals. To conduct our activities at high international standards, we also organized a “Steering committee” and an “International Advisory Committee” .
ISEI is an ideal host institute for collaborative studies
with researchers from around the world, because we
have advanced experimental and technological facilities and expertise. Our final goal is to characterize processes operating during the formation and evolution
of terrestrial planets during the past 4.6 Gyr. In order to
attain this aim, it is the best way to collaborate widely
in areas, such as geology, geophysics, petrology, volcanology, meteoritics, and environmental science. For
that purpose, we are planning a program to pioneer
leading-edge earth science with long-stay affiliate scientists. This program supports not only to expand the
research field, but also to involve scientific exchange
in earth sciences well into the future.

with worldwide excellent scientist. Their expertise and
philosophy obtained from our educational program
will support their scientific career.
We have motivation for researching leading-edge
earth science, and need to do into the future. Consequently, ISEI will be an excellent international collaborative research center for earth and planetary material
science, well into the future.

Action Policy

ISEI, which is unique Collaborative Research Center
for research into the solid earth, has hosted in many
domestic researchers and conducted collaborative researches with worldwide scientists. As a consequence,
ISEI has excelled as an excellent research center, providing an efficient and productive research environment for the visitor, permitting cutting-edge research
to be performed. Our research resources and approaches have been developed with a leading-edge
philosophy and a progressive financial support. In
FY2003, the 21st century COE Program, “Establishment
of an international research center for solid Earth science” , was adopted, and the program has been highly
successful in both research and educational aspects.

Expanding research ﬁeld

Geology, Geophysics, Petrology, Volcanology,
Meteoritics, Environment science

International exchenge

Experimental

Analytical

Planetary Physics

Planetary Chemistry

COE-21 Program

地球物質科学研究センターの研究アプローチ
Conceptual image for the research strategy of ISEI.

Another our purpose of the re-organization is an
improvement of the educational environment for
next-generation scientists. We believe that it is great
educational opportunity for students to belong to ISEI
as an international collaborative research center. They
will be exposed to leading-edge earth science and
enhanced research skills through positive interaction

ISEI2007
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大学院教育
本センターでは，国際的に最高レベルの実験，分析
に基づく研究手法を自ら開発し，これらの手法を駆使
して研究活動に取り組むことによって，研究の「継続」
と「発展」を支える次世代の研究エリートを国際的な
環境の下で育成することを目指しています。さらに平
成 19 年 4 月より、岡山大学大学院自然科学研究科に
本センターを母体とする「地球惑星科学専攻」を設置
し，
「分析地球化学講座」及び，
「実験地球物理学講座」
の 2 講座を設け，博士課程大学院生の教育にあたって
います。
本センターの大学院教育の特徴は，センターのス
タッフだけでなく，世界トップクラスの外国人研究員
（客員）や博士研究員，並びに国内外の共同研究者が
ともに教育にあたり，極めて質の高い研究環境の下で，
自らの研究活動を行う中で知識・哲学を学んでいくシ
ステムにあります。これによって，本センターに所属
する学生あるいは来訪した他研究機関の学生は，通常
体験することが難しい，幅広くかつ最先端の知識体系
に触れ，研究者としてのスキルを自然に身につけてい
くことになります。このことは次世代を担う研究者に
とって非常に重要な経験となり，彼らが将来他の研究
機関で独立して研究教育活動を行なう場合にも，本セ
ンターで培った国際感覚，経験，および科学研究哲学
をもとに，新たな研究領域の創造や次々世代研究者の
育成に十分対応できることでしょう。
我々は，広く世界中から人材を確保するために，博
士課程学生に対して手厚い経済的な援助を行なってい
ます。全員の授業料免除はもちろんのこと，TA・RA
制度を活用することにより，生活するのに十分な金銭

Education
In April 2007, ISEI established an independent division within the Graduate School of Natural Science
and Technology, Okayama University (Division of
Planetary Material Sciences). The division consists
of two groups: Department of Analytical Planetary
Chemistry and Department of Experimental Planetary
Physics. One of the important missions of ISEI is to
educate graduate students who will lead the scientific
community in future generations. Such education is
achieved via world-class research activities, using selfdeveloped state-of-the-art experimental and analytical techniques. The students are constantly exposed
to an international atmosphere by interacting with
their academic supervisors, visiting scientists, affiliated faculties, postdoctoral fellows and other graduate
students from around the globe. We provide students
with a high-quality environment where they can
acquire not only analytical techniques and scientific
knowledge but also ISEI's philosophy towards science.
In order to recruit high quality graduate students,
ISEI provides all graduate students with full financial
support. This includes exemption from school fees,
support through teaching and research assistantship, travel fees for field studies and participation in
international conferences. We believe such support
will encourage students to be self-reliant and furthermore, enhance their motivation towards scientific
activities. As a result, we have graduate students not
only from Japan but also from various different countries around the world. Although all of our seminars
and classes are given in English, ISEI also offers Japanese language classes for international students so
that they may gain an insight into Japanese culture
and more smoothly fit into life in Japan.

的サポートを実施しています。この方策による学生自
身の自覚の向上と，教育研究に没頭できる環境を準備
することもまた我々の責務と言えるでしょう。その結
果，本センターには日本国内だけでなく，世界各国よ
り学生が集まるようになりつつあります。そういった
外国人留学生に対し日本語教育を実施し，日常コミュ
ニケーション能力の向上と日本文化への理解を積極的
に後押ししています。また授業およびセミナーは完全
に英語で実施 , さらには世界トップクラスの研究者に
よる特別集中講義を開催することによって，国際的な
教育環境の充実に努めています。加えて国際インター
ンプログラムの実施することによって，若い優秀な学
生に我々の研究教育活動を紹介するユニークな試みを
行っています。
優秀な研究エリートを輩出し，全世界的に人材を供
給することは，大学人の基本的使命です。我々はその
ための努力を続けるとともに，よりよい大学院教育を
目指し試行錯誤を続けています。
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外国人留学生向け日本語クラス
Japanese language class for foreign students.

Education・International Exchange

特別集中講義：世界トップクラスの研究者による集中
講義であり、本センターだけでなく国内外の意欲ある
学生の参加を促している。

定期的に開催されるグループセミナー
Regular group seminar

The lecture series by international top scientist is open
to strongly-motivated students outside of Okayama
University, either within Japan or overseas.

三朝国際インターンシッププログラム 2007
Misasa International Student Intern Program 2007.

ティータイム
Daily afternoon tea time.

国際交流協定 （部局間協定）
International Exchange (Faculty level exchange)
国
アメリカ
ドイツ
アイスランド
台湾
Country
U.S.A
Germany
Iceland
Taiwan

相手大学
カーネギー研究機構地球物理研究所
バイロイト大学バイエルン地球科学研究所
アイスランド大学地球科学研究所
国立成功大学
Afﬁliated University
Geophysical Laboratory, Carnegie Institution of Washington
Bayerisches Geoinstitut, Universitaet Bayreuth
Institute of Earth Sciences, University of Iceland
National Cheng Kung University

協定締結年月
1995 年 11 月
1998 年 12 月
2004 年 11 月
2007 年 2 月
Initiated
November 1995
December 1998
November 2004
February 2007

ISEI2007
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活動状況・Fact Sheet
（人）

（人）
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1
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2

1

05

2

日本人学生
Japanese students
外国人学生
foreign students
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20
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4

0

13

12

9

20

6

6

5

4

5

5

6

20

9

6

4

修士号取得者
Master's degree
博士号取得者
PhD degree

20

10

2

8

06

12

17

20

14

20

15

在籍学生数の推移（2007 年 9 月現在）

学位取得者数の推移（2007 年 9 月現在，2007 及び

Number of the enrolled sutudents (as of Sep. 2007).

2008 は取得見込み含む）
Number of the degree recipients (as of Sep. 2007; 2007
and 2008 are anticipated data).

2004-2007

採用数・Participants

Total:

36/ 107

応募数・Applicants

Europe

7 / 21

N. America

2 / 14

Asia

16 / 50

Japan

S. America

11 / 16

0/2

Africa

0/4

（人）

60

50
40
60

30
20
10
0

20

4
4

2004

23

10

2005

11

2006

三朝国際インターンプログラム実績
Statistical data of the past Misasa international student internship program.

13

ISEI2007

応募者数
Applications
11

2007

採用者数
Participants

2003-2007

採用数・Acceptance

Total:

16/ 85

Europe

Fact Sheet

応募数・Applicants
N. America

1/3

2/8

Asia

3 / 38

Japan

9 / 27
Oceania

1/1

Africa

0/8

PD フェロー応募・採択状況（2003 年～ 2007 年 9 月現在）
Statistical data of posdoc fellow applicants (as of Sep. 2007).

2003-2007

採択数・Acceptance

Total:

43/ 71

応募数・Applications
Europe

N. America

7 / 12

11 / 12

Asia

14 / 32

Japan

5/5

Oceania

3/3

Africa

3/7

国際共同研究応募・実施状況（2003 年～ 2007 年 9 月現在）
Statistical data of internaional collaborative researches (as of Sep. 2007).
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部門紹介・Division overview
分析地球化学部門
分析地球化学部門は，マグマ・流体形成やそれに伴
う元素の移動・分配，同位体分別などの素過程を定量
的に，かつ時間軸を入れて理解し，元素合成から太陽
系形成，地球の形成・進化などの自然界の現象を解明
することを目的としています。そのため世界最先端の
元素分析・同位体分析技術を駆使し，再現実験も織り
交ぜて研究を行なっているのが特徴です。

た一連の研究で得られる結果は，地球型惑星の地震学
的・地球化学的観測データを解釈するための基礎を提
供することになります。
地球流体物質科学分野では，地表から地球深部まで
の環境で，マグマおよび鉱物と水の相互作用を NMR，
IR，Raman，XAFS 等の分光法と分子軌道法等のシミュ
レーションにより調べています。この研究ではマグマ
や鉱物中で水がどういう状態で存在するか，どれだけ
溶け込むか，それらが環境によりどう変化するかを明
らかにしつつあります。また地表における鉱物 – 水

例えば，岩石・鉱物試料を用いて四重極型とセクター

の相互作用を調べることによって，風化作用や環境変

型高分解能 ICP 質量分析計によって 57 元素の定量分

動の素過程を解明しようとしています。さらに，マグ

析を実施しています。また安定同位体質量分析計，希

マ – 水系の相平衡や物性を地球深部環境下で放射光

ガス用質量分析計，陽イオンならびに陰イオン表面電

等を使って調べています。これらを前述の分光法によ

離型質量分析計，マルチコレクター ICP 質量分析計を

る研究と合わせて，マグマがどうして生じるか，どの

用いて H, Li, B, O, S, Ar, Sr, Ce, Nd, Hf, Os, Pb, Ra, Th, U

ように地表に移動して噴火するのかを明らかにする

の高精度同位体比分析が可能であり，K–Ar 法，Rb–Sr 法，

ことを目指しています。

La–Ce 法，Sm–Nd 法，Lu–Hf 法，Re–Os 法，Mn–Cr
法，U–Th–Pb 法による年代測定を実用化してます。
さらに 2 次イオン質量分析計を用いた局所（ミクロン
オーダー）の希土類元素定量分析，高分解能 2 次イオ

地球物質科学研究センターは，分析地球化学部門お

ン質量分析計を用いたジルコンの局所 U–Pb 年代測定

よび実験地球物理学部門の高度な研究能力をもとに，

や B–Li–Pb 同位体比，酸素同位体比測定も行なってい

それを最大限に生かした地球惑星物質科学の国際共

ます。

同研究を展開しており，地球惑星物質科学を国際的に

当部門のキーワードは，地球進化の「総合的」かつ「連
続的」理解です。試料の観察・記載から始まり，全岩
分析という古典的な手法と，最先端の局所分析を組み
合わせ，岩石学・鉱物学・年代学・地球化学的情報を
最大限に引き出し，必要に応じて新たな分析技術開発
にも取り組んでいます。この能力を生かし局所分析技
術を生かした高温高圧実験の生成物の解析や，微少量
の小惑星回収試料の初期分析も担当する予定です。

実験地球物理学部門
実験地球物理学部門では，地球型惑星の構造，ダイ
ナミクス，進化を解明することを目指しています。 こ
のため，各種鉱物，マグマ，水などの地球型惑星を構成
する物質を対象に，物理化学的性質と相平衡，相互作
用について実験的・理論的研究を行っています。
超高圧基礎実験科学・地球内部物性学分野では，地
球深部を構成する各種鉱物がどのような物性（弾性，
塑性，電気伝導度，熱伝導度）を持つのか，どのような
相平衡関係になっているのかを，川井型マルチアンビ
ル装置やダイヤモンドアンビルセル等の高温高圧発生
装置を使って調べています。また放射光を利用して X
線その場観察による地球深部物質の物性の研究も進め
ています。 高温高圧実験技術の開発にも積極的に取り
組み，川井型マルチアンビル高圧発生装置による大型
単結晶の生成を可能にし，地球深部物質について高精
度の物性データを得ることを目指しています。 こうし
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主導する中心的研究拠点となるべく努力を続けてい
ます。国際共同研究推進部門は，21 世紀 COE プログ
ラム推進室との連携のもと，研究プログラムの公募，
評価，採択および，共同研究者の受け入れを実施し，
高度な共同研究の円滑な実施を支援することを目的
としています。また本部門は，研究活動によって得ら
れた地球惑星科学の基礎データ及び研究リソースを，
国内外の研究者に広く公開する地球科学データベー
スの開発も担当しています。さらに客員分野として
「地球システム科学」分野を設置し，広範かつ総合的
な観点から地球・惑星科学研究の推進をはかっている
ことも特徴の一つです。

客員外国人研究部門
客員外国人研究部門は 5 名の長期滞在客員外国人研
究員からなり，本センターのスタッフとともに地球惑
星科学の新たな研究分野を切り開くことを目的に設
置されました。本センターは，確固たる基盤研究能力
をもとに，先進的地球惑星科学を主導し続けることを
国内外の研究者に求められています。このことを達成
するために，互いに専門性の異なるトップクラスの研
究者が交流を深め，知識，経験，技術を高めることが
必要であり，本部門がその中心的役割を果たしていま
す。さらに本部門は，将来にわたる人的交流や次世代
の研究人材育成を積極的に推し進め，多様な研究シー
ズを生み出すことによって地球物質科学の発展に寄
与していくことを目指しています。

Analytical Planetary Chemistry

For example, quantitative analyses of 57 elements are
available using ICP-QMS and ICP-SFMS. Isotope ratios of
B, O, S, Ar, Sr, Ce, Nd, Hf, Os, Pb, Ra, Th and U can be measured precisely by stable isotope, noble gas, positive and
negative thermal ionization and multi-collector ICP mass
spectrometers, making it possible to date samples by
K-Ar, Rb-Sr, La-Ce, Sm-Nd, Lu-Hf, Re-Os, Mn-Cr and U-ThPb methods. Furthermore, spot analyses (micron scales)
of trace elements by SIMS, dating of zircons by the U-Pb
method and determination of B-Li-Pb and oxygen isotope analyses in glass inclusions using HR-SIMS.
These allow us to develop a “comprehensive” understanding of Earth and solar system. Using the sophisticated methods available at ISEI, we can extract much
information from small samples using a combination of
petrology, mineralogy, geochronology and geochemistry
based on sample observation and description, classical
bulk analyses and state-of-the-art in-situ analyses for determination of elemental abundances and isotope ratios.
We have the capability of analyzing tiny run products of
high P-T experiments by spot analytical techniques and
extremely small amounts of powder or minerals from
asteroid materials that are expected to be brought by
space crafts with the next two years.

Experimental Planetary Physics
Our researches aim at understanding the structure,
dynamics and evolution of terrestrial planets, through experimental and theoretical characterization of the physicochemical properties and phase equilibria of minerals
and magmas, and their interaction with fluids.
In the fields of fundamental high-pressure experimental planetary physics / mineral physics of planetary interior, we are experimentally measuring the elasticity, plasticity, electrical and thermal conductivity for minerals at
high pressure and temperature, using Kawai-type multianvil apparatus and diamond anvil cell. Development of
new experimental techniques to grow large single crystals is also in progress to ensure the highest-quality data
from such measurements. In addition, in-situ determination of phase equilibria of minerals under high pressure
and temperature is also being carried out at synchrotron

In the field of physics and chemistry of planetary fluids,
we are investigating the interaction of water with minerals and magmas under both ambient and high-pressure
conditions with a combined experimental and theoretical approach, using spectroscopic techniques, such as
NMR, IR, Raman and XAFS, and computer simulations,
such as molecular orbital calculations. These studies not
only shed light on the dissolution mechanisms and solubilities of water in minerals and magmas, but also have
implications for a range of near-surface processes, such
as weathering and environmental issues. In addition, we
are also studying phase equilibria and physical properties of magma-water systems in-situ under high pressure
and high temperature using synchrotron radiation. These
combined studies would contribute to our understanding of important geological processes, such as magma
generation and transportation.

Division Overviews

In order to understand the nucleosynthesis, formation
and evolution of the solar system and Earth quantitatively, we are investigating (1) basic processes, such as
magma and fluid formation accompanied by elemental
redistribution and isotopic fractionation, and (2) the timing of each event by various dating methods. For these
purposes, many elemental and isotopic analytical methods, as well as low and high P-T experimental methods,
have been developed and employed.

radiation facility. Results from these studies form the basis for quantitative interpretations of seismological and
geochemical observations.

Promotion of International Collaborative
Research
In order to establish the International Center for Study
of the Earth and Planetary Science, ISEI has carried on an
international collaborative research for earth and planetary material science based on cutting-edge approaches
by geochemistry and experimental geophysics. The division “Promotion of International Collaborative Research”
put into the place for supporting the smooth implementation of advanced collaborative researchers. This division takes charge of database management for the earth
and planetary science, in order to share in our research
resources worldwide. The affiliate sub-division “Planetary
dynamic system” also promotes comprehensive earth
and planetary science.

International Visitting Professors
The division “Research Division of Affiliate Researcher”
consists of five long-stay affiliate foreign scientists. This
division pioneers leading-edge of earth and planetary
science trough the corroborative studies with other research divisions. It is fundamental to achieve our scientific
goal that researchers at ISEI as professional for geochemistry and experimental geophysics closely interact with
the excellent researchers in the different scientific field.
In consequently, the scientific knowledge, expertise and
skill will be built up. Another aim of the division is to educate excellent next-generation scientists by the education for students belonging to ISEI at a high international
standard. Through this educational program, we will contribute further progress of earth and planetary science
into the future.
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研究紹介・Research Activities
本センターでは，高いスキルと個性をもった研究者が互いに有機的グループを形成し，既存の部門をこえて研究活
動を行っている。ここでは PML グループ , 地球内部物理学研究グループ，マグマグループの研究活動の概略を紹介する。
In ISEI, each researcher, who has an unique personality and advanced skills, forms organic research groups, such as
"PML group", "Research group for physics of the earth's interior" and "Magma group". Here, research activities of each
group are reported in outline.

PML Group

PML グループ
■中村

栄三

■牧嶋

昭夫

■森口

拓弥

■山下

勝行

■小林

桂

■田中

亮吏

■辻森

樹

■国広

卓也

■ Eizo NAKAMURA
■ Takuya MORIGUTI
■ Katsura KOBAYASHI
■ Tatsuki TSUJIMORI

The Pheasant Memorial Laboratory is the nickname
of the geochemistry group at Misasa, working mainly
on trace elements and radiogenic isotopes. It commemorates a male wild pheasant that was killed by
hitting the glass window of the 2nd generation laboratory during the construction in February 1992.

PML ( The Pheasant Memorial Laboratory for
Geochemistry and Cosmochemistry) は， 天 然 試 料 お
よび実験生成物の同位体組成や元素存在度を基に，地
球を含む惑星の起源，進化およびダイナミクスの解明
をめざす研究グループである。ビッグバンによる宇宙
創成以来，さまざまな元素合成過程を経て複雑な物質

The goal of our research is to understand the origin,
evolution and the dynamics of the Earth and the Solar
system using geochemical tracers and chronometers.
Since the birth of the universe with the Big Bang, the
elements surrounding us were created through a
number of nuclearsynthetic processes, resulting in a
complex structure of materials that we see today. The

構造が構築されてきた。特に我々が存在している太陽
系（惑星系）は，宇宙の進化とともに何世代もの星の
進化および消滅の結果として形成されている。すなわ
ち太陽系前駆物質に始まり，現在の地球を含む惑星に
至る物質進化の道のりを，実証的物質科学として理解
TRITON TI

Sample ﬂow
Spot analyses

■ Akio MAKISHIMA
■ Katsuyuki YAMASHITA
■ Ryoji TANAKA
■ Takuya KUNIHIRO

MAT262

MAT262

MAT261evo.
B,Li,Pb

Re-Os

U-Th

MAT262

Rb-Sr,Sm-Nd

Bulk analyses

Sample
Repository

AGILENT 7500CS

ELEMENT

2F

Sample crushing
room

TORA

Thin section
room

HR-SIMS

Clean Laboratory
SARU

INU

ICP-MS
MC-ICP-MS

NEPTUNE

Main build.

Wet Chemisory
Lab.

Mineral
separation
room

KIJI

TARO
Dicing Saw

HR-ICP-MS

XRF

Chemistry section

SEM-EDX

DAD522

SIMS

Ultimate clean room

Main build.

ims-1270

PW2400

S-3100H
EMAX-7000

1F
Mass spectrometer lab.

ims-5f

1F

Clean room
All-fresh type
clean room

３F

VG5400

Research build. II

Fig. 1 Comprehensive Analytical System for Terrestrial and Extraterrestrial Materials (CASTEM).
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することは，宇宙における物質の多様性とその形成過
程を明らかにすることであり，地球惑星科学の第一級
のテーマである。現在我々が手にすることができる物
質（研究試料）は，さまざまな温度・圧力・化学組成
質進化（たとえば相変化，元素分配）を積分した結果
生じている。それらの過程を，地球・宇宙化学的指標
とともに時間軸を入れて詳細に読み解き，太陽系形成
前から現在に至る連続的な物質進化モデルを構築する
ことが PML グループの究極の研究目標である。
この目標の達成のため，研究目的に応じ可能な限り
微少な試料量，あるいは微小分析領域から，できる限
り多数の元素の定量，同位体存在比を得るために最良
の分析・実験技術を自ら確立してきた。現在では地球・
宇宙化学で必要とされるほぼ全ての化学的情報を得る
ことができるようになっただけでなく，物質の再分配
のタイミングや岩石，鉱物の形成年代などの時間に関
する詳細な情報をも得ることが可能となっている。
我々の目指す研究に必要不可欠というべきこれら
技術を確立する中で，個々の異なる分析機器を互い
に有機的に結びつけ総合的かつ先端的なデータを供
給する，「地球惑星物質総合解析システム」( 英語名
Comprehensive Analytical System for Terrestrial and
Extraterrestrial Materials の頭文字をとって CASTEM と

H
Li
Na
K
Rb
Cs
Fr

Be
Mg
Ca Sc Ti V
Sr Y Zr Nb
Ba L Hf Ta
Ra A Rf Db
L
A

B
Al
Mn Fe Co Ni Cu Zn Ga
Tc Ru Rh Pd Ag Cd In
Re Os Ir Pt Au Hg Tl
Bh Hs Mt

He
C N O F Ne
Si P S Cl Ar
Ge As Se Br Kr
Sn Sb Te I Xe
Pb Bi Po At Rn

La Ce Pr Nd Pm Sm Eu Gd Tb Dy Ho Er Tm Yb Lu
Ac Th Pa U Np Pu Am Cm Bk Cf Es Fm Md No Lr
Bulk analyses *1

Developing Establised

Cr
Mo
W
Sg

In order to achieve this goal, we have developed many
state of the art analytical techniques for quantitative
elemental and isotopic analyses of planetary materials,
both high precision analysis of bulk samples and high
special resolution analysis of micrometer scale samples.
Furthermore, these individual techniques were linked to
each other to produce the most advanced and comprehensive analytical system CASTEM (comprehensive analytical system for terrestrial and extraterrestrial materials),
as described in Fig 1. We envision CATSEM to operate as
a single comprehensive analytical system, which is continuously evolving towards more accuracy and higher
special resolution. Data produced from such a system will

Research Activities

構造のもと，少なくとも約 46 億年にわたる複雑な物

materials that make up our Solar system are an integration of numerous birth and evolution of stars that existed
prior to our Sun. For this reason, understanding the origin
of planetary materials and the evolution of our planetary
system as we see today from the planetary material
perspective is, in other words, unraveling the nature of
diverseness and the evolution of materials that comprises
our universe. The materials which we can obtain today
were created through an integration of at least 4.6 billion
years of evolution with diverse temperature-pressure
conditions and chemical structure. The ultimate goal of
the PML is to unravel such a complex history by placing
the geochemical and cosmochemical index within the
chronology of our Solar System and to establish a model
that explains the continuous evolution of the planetary
materials starting from the birth of our Sun.

Spot analyses *2

Abundance

Abundance

Isotope

Isotope

Abundance

Abundance

Isotope

Isotope

*1 Using XRF, ICP-MS, TIMS, and other mass spectrometers.
*2 Using by SEM-EDX, SIMS, and HR-SIMS.

Fig. 2 Analytical capability for geo- and cosmochemical materials in CASTEM.
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呼ばれている，Fig. 1）が形成されていったのはある意
味必然であった。このシステムは，あたかもそれ全体
が一つの分析機器として機能することをイメージして
おり，現在もさらに高い分析信頼性，空間解像度の分
析を目指し発展を続けている。
CASTEM では，「当たり前のデータは当たり前に出
す」，「人のふんどしは借りない」という方針のもと，
一連の分析フローによって地球・宇宙化学で重要なほ
ぼ全てのデータが系統的に出せるようになっている
（分析可能元素については Fig. 2 にまとめた）。まず，
岩石試料や高圧実験生成物に代表される試料から薄片
を製作し，光学顕微鏡観察，走査型電子顕微鏡（SEMEDX），電子線マイクロプローブ（EPMA），二次イオ
ン質量分析計（SIMS），レーザーアブレーション誘導
結合プラズマ質量分析計（LA-ICP-MS）等の局所分析
法を用いた鉱物単位の主成分元素，微量元素（REE，
HFSE 等）の定量分析を行なう。必要があれば鉱物，
メルト包有物の Li–B–Pb–O 同位体分析，ジルコンを
用いた U–Pb 法年代測定等を実施する。これまでの局
所分析では，試料中の～ 10mm レベルの分析位置（空
間座標）を，分析機器を越えて再現することは非常に
困難であった。しかし，我々は Visual Link というシ
ステムを作り上げ，光学顕微鏡，SEM-EDX，EPMA，
SIMS，LA-ICP-MS 各分析機器において分析座標を共有
することによって分析の効率を飛躍的に高めるととも

provide important information that will enhance our
knowledge of the origin and evolution of planetary
bodies, such as the Earth, Moon, Mars, and asteroids.
In CASTEM, precise and accurate abundance data
and isotopic ratios of geochemically and cosmochemically important elements are systematically obtained.
The availability of the data is shown in Fig. 2. In our
routine procedure, thin sections of rock samples and
high pressure synthetic materials are made to observe
the textures by optical microscope (OM). The samples
are then analyzed for major and trace elements (REE,
HFSE, etc) in mineral phases using variety of instruments for spot analysis such as secondary electron
microscope (SEM-EDX), electron probe microanalyzer
(EPMA), secondary ion mass spectrometer (SIMS),
laser ablation inductively coupled plasma mass spectrometer (LA-ICP-MS). The Li–B–Pb–O isotope analysis
and U–Pb zircon dating using HR-SIMS can also be
performed. We have developed a “Visual Link System”
in which the same stage positions are shared in OM,
SEM-EDX, SIMS and LA-ICP-MS to overcome the difficulty of targeting a 10 mm size spot of interest from
the vast area of a thin section (Fig. 3).
For wet chemical analysis of bulk rock and mineral
separates, sample handling including mineral separation and powder preparations are done under clean
air conditions. Major element compositions of the
samples are analyzed using X-ray fluorescence (XRF).

Meteorites
Terrestrial Materials

Samples Returned from
Asteroid (HAYABUSA, HAYABUSA mk. II, HAYABUSA X),
Mars and Moon (SELENE X, ...)

Synthetic Materials
at High P-T

Sample Preparation

under Ultra-Clean Condition

Probe Analyses

(Concentrations
and Isotope Ratios)
Laser
Electron

Chemical Treatment with
Minimum Contamination

Trace Element Geochemistry
"Visual" Link System
Laser Sampler

Ion

All Fresh type Clean Rooms

SIMS
HR-SIMS
EDX-SEM
EPMA

・Isotope Dating

by ICP-MS and TIMS

Rb-Sr, Sm-Nd, U-Th-Pb, La-Ce, Re-Os,
Lu-Hf, Mn-Cr, ...

・Isotope geochemistry

Sr, Nd, Pb, Hf, ...

・Stable Isotope Geochemistry
H, Li, B, C, O, Mg, S, Cr, Ti, ...

Standard Materials
Fig.3 Conceptual design of the comprehensive analytical system for terrestrial and extraterrestrial materials at PML.
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に，各分析点において多角的な解析を可能とし，より
厳密な議論を展開できるようになっている（Fig. 3）。
全岩，あるいは鉱物の平均化学分析には，まず汚染
い，試料を調製する必要がある。粉砕された岩石粉等
は，蛍光 X 線分析装置（XRF）での全岩主成分元素測
定を行い，化学実験用耐酸性クリーンルーム (Fig. 4）
内で酸分解や化学分離操作を行った後，誘導結合プラ
ズマ質量分析計（ICP-MS）による 57 元素の定量分析
を実施する。さらに，表面電離型質量分析計（TIMS,
Fig. 5） と マ ル チ コ レ ク タ ー（MC）-ICP-MS に よ る
B–Li–Sr–Ce–Nd–Os–Pb–Hf 等の精密同位体分析，また
Rb–Sr, Sm–Nd, U–Th–Pb, La–Ce, Re–Os, Lu–Hf, Mn–Cr
等の年代測定や U–Th–Ra 放射非平衡年代測定を実施
し，絶対的な時間軸を決定する。また，同位体比測定
用質量分析計（IRMS）による試料の C–N–O–S 同位体
分析，希ガス測定用質量分析計による K–Ar 年代測定
も行うことができる。さらに世界最高レベルの定量化
学分析法を用いて，自ら局所分析用の標準試料を作成
でき，さらに外部の標準試料をも自前で評価できるこ
とは，我々のシステムの大きな特徴の一つである。
これまでに，CASTEM を最大限活用して，隕石，マ
ントル物質，火成岩，変成岩，海洋底堆積物，高温高
圧実験生成物などに対し高度な分析技術を応用し，重
要な成果を数多くあげている。冒頭に述べたように，
我々の研究対象は極めて広範な時空間に存在する（し
ていた）物質であり，これらに対しさまざまな空間解
像度において精密な分析を行い，厳密な論理によって
普遍的なモデルの構築を目指すことが PML グループ
の研究スタイルである。我々は若い学生にその研究哲
学を伝えることによって，将来にわたって地球・宇宙
化学分野を先導できる優秀な研究者の育成にも努力を
続けている。
研究内容，設備，成果の詳細については，PML グルー
プ の ウ エ ブ サ イ ト (http://pmlgw.misasa.okayama-u.
ac.jp/) も参考にされたい。

Fig. 4 The Clean laboratory in CASTEM.

Research Activities

が少ない環境下で岩石，鉱物の粉砕や鉱物分離を行な

The samples are then transferred into the in-house
acid-resistant clean laboratory (Fig. 4), digested by
acids and the elements of interest are separated and
purified. 57 elemental abundances are determined
by ICP-MS, and precise isotope ratio analyses for B–
Li–Sr–Ce–Nd–Os–Pb–Hf are performed by thermal
ionization mass spectrometer (TIMS, Fig. 5) and multiple collector ICP-MS (MC-ICP-MS). In addition, age
determination using Rb–Sr, Sm–Nd, U–Th–Pb, La–Ce,
Re–Os, Lu–Hf, Mn–Cr systems and U–Th–Ra isotope
disequilibrium are also available. Furthermore, C–N–
O–S isotope analysis using isotope ratio mass spectrometer (IRMS) and K–Ar dating using noble gas mass
spectrometer can be done. One of the advantages of
CASTEM is that we can prepare standard materials for
in-situ analysis by determining elemental abundances
or isotope ratios by wet chemical analysis. We can
also evaluate external standard reference materials inhouse.
Applying these analytical techniques, we have been
working on many geochemical and cosmochemical
problems concerning mantle/crust recycling through
subduction zones, mantle processes such as melt extraction, metasomatism, and compositional layering,
the evolution of mantle plumes and crustal materials, the evolution of meteorites, and measurements
in high P-T experiments of parameters such as trace
element partitioning between melts and solids, trace
element diffusion in melts and kinetics.
As mentioned above, our research involves materials obtained from large temporal and special scale.
Extracting accurate geochemical and cosmochemical
information from these materials and to establish a
universal model supported by rigorous theory is the
scientific goal of the PML. We are also placing large
emphasis on the education of the graduate students
from around the globe, hoping to pass this philosophy to young scientists of the next generation
Further information of research activities and facilities in the PML are given in our web site (http://pmlgw.misasa.okayama-u.ac.jp/).

Fig. 5 Thermal ionization mass spectorometry,
Finnigan TRITON TI, in CASTEM.
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地球内部物理学研究グループ
■ 伊藤 英司

■桂

■ 米田

■ 山崎 大輔

明

智男

■ 村上 元彦
地球内部物理学研究グループは，以下のような問題
意識を持って，地球内部の構造・ダイナミクス・進化
を解明することを目標としている。
我々にとって最も基本的問題は，マントルを構成す
る物質を特定することである。地震学的手法・電磁気
学的手法でマントルを探査すると，中は決して一様で
はなく特異な構造が存在する。そのような構造を説明
する物質は何だろうか？通常の岩石では説明が困難な
構造を説明するために，マントル深部に水の存在を仮
定することが多いが，本当にマントル深部に水は存在
するのだろうか？
マントルは，固体の岩石で形成されていると考えら
れている。しかし，地質学的時間スケールでは流動し，
所謂マントル対流が起きていると考えられている。で
は，マントルを構成する岩石はどのようなメカニズム
で流動し，実際どのくらい軟らかいのだろうか？マン
トル対流を引き起こすためには，地球内部の温度構造
はどうあるべきだろうか？
マントルを構成する物質を特定することは困難であ
るが，核を構成する物質に関する我々の理解はさらに
乏しい。一般に，核は鉄とニッケルからできていると
考えられているが，それ以外にどんな元素から成って
いるだろうか？
地球は炭素質コンドライトに近い組成の隕石を材料
物質としていると考えられているが，どのような過程
で分離し，現在のような核マントル二層構造になった
のだろうか？
以上のような問題意識のもと，我々は地球内部を構
成すると考えられる物質の様々な性質を，地球内部に
相当する超高温高圧条件下で決定し，それを様々な地
球物理学的観測と比較，対照することにより，地球内
部に関するより良い理解を得るよう努力している。
我々の具体的なアプローチは以下の通りである。
１．超高圧下での始原物質の溶融実験
地球の最上部マントルを構成するカンラン岩や，地
球材料物質の最重要候補であるコンドライト隕石を，
マントル深部の圧力条件で融解させ，地球形成初期に
形成されたと考えられている「マグマの海」を実験室
で再現する。そして，マグマ - 金属間の元素分配・濡
れ関係等を調べ，そのデータをもとに核 - マントル分
離過程のシミュレーションを行う。
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Research Group for Physics of
the Earth's Interior
■ Eiji ITO		
■ Tomoo KATSURA
■ Akira YONEDA
■ Daisuke YAMAZAKI
■ Motohiko MURAKAMI
Our motivation for research stems from the big, as
yet unsolved problems regarding the Earth's interior,
as follows.
The most fundamental problem is to determine
the materials constituting the Earth's deep mantle.
The seismological and electromagnetic studies
show various kinds of characteristic structures in the
mantle. We wish to know materials to explain such
characteristic structures. Although many researchers
give some answers to such problems by presence of
substantial amount of water in the mantle, we try to
explain without assuming presence of water.
Although the mantle is mostly composed of solid
rock, in the geological time scale the mantle flows
like a viscous liquid, which is referred to as “mantle
convection” . Here, we pose the following questions.
What is the mechanism behind mantle convection?
How soft is the mantle? What temperature structure
should be considered for driving mantle convection?
Although it is difficult to know constituting materials of the deep mantle, our knowledge on the
constituent of the core is even poorer. Although it is
believed that the Earth's core is primarily composed
of iron-nickel alloy, we do not know its precise chemical composition.
It is believed that the Earth was made from carbonaceous chondritic meteorite, and that core-mantle
segregation was caused by the melting and migration
of metallic iron. In this stage, was the mantle a solid
(rock) or liquid (such as a magma ocean)?
Based on the above motivations for research, we attempt to understand more accurately the Earth's interior. To this end, we are in the process of determining
the various physical properties of the mantle constituent materials and comparing our data with the results
of geophysical observations. Because the Earth's interior exists under high-temperature and high-pressure
conditions, we must conduct experiments under
similar extreme conditions in order to accurately determine the physical properties of the Earth's interior.
Our approaches are as follows:
1. Melting experiments of primordial materials under ultra high pressure
We create a “magma ocean” in our lab by melting
peridotite, of which the uppermost mantle is thought
to be composed, or chondrite, considered to be the
most important material of the early Earth, under

２．相平衡関係の決定
物質の高圧相平衡関係を知ることは，マントルの構
造・ダイナミクスを知る上で基本的に重要な情報であ
る。我々は，X 線その場回折の手法により，高圧相平

３．マントル構成鉱物の状態方程式
マントル構成鉱物の体積 - 温度 - 圧力の関係を知る
こともまた基本的に重要である。特に，熱膨張率は地
球内部の温度分布を見積もる上で重要である。我々は，
X 線その場回折の手法により，マントル構成鉱物の高
温高圧下での体積測定を行っている。
４．地球内部構成物の弾性的性質の決定
地震学的手法は，地球内部を探査する最も有力な手
段である。我々は，様々な手法で鉱物の弾性的性質を
決定し，地震学的観測から地球内部の組成と温度に関
する情報を得ている。
超音波法は弾性定数決定法として最も基本的な手法
である。我々は，10GPa( 深さ 300km 相当 ) までの静
水圧下で超音波法による鉱物の弾性定数決定を行って
いる。
ダイヤモンドアンビル中でのブリルアン散乱は，マ
ントル最深部の圧力で弾性定数を決定する現在唯一の
手法である。我々は，これにレーザー加熱と，X 線回
折による相同定と圧力測定を加えて，下部マントル深
部の温度圧力条件で構成物質の弾性定数決定を試みて
いる。
共振法は最も高精度な弾性定数測定法であり，弾性
定数の温度依存性を狭い温度範囲で決定することが出
来る。この手法により，高圧鉱物の弾性データの精密
化と温度依存性の決定を行っている。
第３世代放射光施設のおかげで，高分解能 X 線非弾

Fig. 1 川井型超高圧発生装置 USSA-5000
Kawai-type multi-anvil apparatus USSA-5000.

2. Phase equilibrium
Phase determination of substances is one of the
most basic problems in the study of high-pressure
materials. In-situ X-ray observation is our principal
method of determining equilibrant phases. At present, we are making efforts to precisely determine the
post-perovskite transitions in analogue materials.
3. Equation of the state of mantle minerals
In order to resolve the structure and dynamics of
the mantle, it is essential to understand the P-V-T relationships of the mantle minerals. Thermal expansion
is an especially important parameter in the estimation
of temperature gradient/distribution in the Earth. We
attempt to measure high P-T volumes of mantle minerals by in situ X-ray diffraction measurements.

Research Activities

衡関係の精密決定を行っている。

ultra-high pressure conditions. We simulate the segregation process of the metallic core from the undifferentiated Earth based on studies of element partitioning between metal and silicate melt and wetting
properties.

4. Determination of the elastic properties of the materials in the Earth's interior
The most useful way to probe the Earth's interior is
through the seismological approach. Using this approach, we determine the elastic properties of minerals by the following techniques, and obtain information on the chemical composition and temperature of
the Earth's interior by comparisons with seismological
data.
The ultrasonic method is the most fundamental
method used to determine the elastic properties. We
can determine the elastic constants of minerals by the
ultrasonic method up to 10GPa (depth 100km). Further, we are in the process of developing new methods of data analysis and conducting more accurate
measurement.
Brillouin scattering spectroscopy in diamond anvil
cells is currently the only way to determine the elastic
constants under the pressure conditions at the lowermost mantle. We are now investigating the elastic
properties of the constituent minerals in the lower
mantle under the relevant P-T conditions in addition
to our conventional techniques for phase identification and pressure determination using the combined
techniques of laser heating and X-ray diffraction measurements.
Resonant ultrasonic spectroscopy is also known
as the most precise method for obtaining the elastic
constants of minerals. Thanks to its high precision,
it is possible to determine temperature dependence
of the elastic constants even in a small temperature
range. This technique is particularly useful to apply
high pressure minerals that are metastable at ambient
conditions. By this technique, we conduct refinement
of the elastic constants and determine temperature
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性散乱という新しい弾性定数測定法が可能になってい
る。この手法により，ブリルアン散乱や超音波法では
測定困難な物質の弾性定数を高圧下で測定することを
試みている。
マントルを構成する岩石は３種類以上の鉱物の複合
体である。各構成鉱物の弾性定数が分かっても，岩石
の弾性定数を見積もることは単純ではない。我々は，
実験とシミュレーションを組み合わせて，複合物質の
弾性の研究を行っている。
５．マントル構成鉱物の電気的性質の決定
電気伝導度は，弾性定数と異なり，水やマグマ等の
存在に敏感であり，また，鉄の含有量に大きく依存す
る。我々は鉱物・水流体・マグマの電気伝導度測定を
行い，地球内部における水流体とマグマの存在の検証
と鉄含有量の見積もりを行っている。
６．マントル構成鉱物のレオロジー
鉱物の流動メカニズムには，転位クリープと拡散ク
リープがある。拡散クリープ速度は，珪素など鉱物の
骨組みとなる元素の自己拡散係数から見積もることが
出来る。我々は，マントル構成鉱物の珪素の自己拡散
係数測定を行い，マントル物質の流動則の見積もりを
行っている。
マントル構成物質のレオロジーの流動則は，組成と
温度圧力だけの関数ではなく，相分布や粒径等にも大
きく依存する。我々は，複合物質の流動を左右すると
考えられるパラメータを一つ一つ解きほぐし，マント
ル構成物質の流動則の確立を試みている。
７．熱輸送係数の決定
地球内部運動の最も重要な駆動力は，不均一な温度
分布による浮力である。地球内部の温度分布をシミュ
レートするには，構成物質の熱輸送係数（熱伝導率・
熱拡散率）の知識が不可欠である。我々は，高温高圧
下で鉱物の熱伝導率と熱拡散率の同時測定を行ってい

Thanks to the third-generation synchrotron radiation facility, it has become possible to conduct highresolution inelastic X-ray scattering in determining
elasticity. By this technique, we try to measure elastic
constants of minerals whose elastic constants are difficult to measure by ultrasonic method and Brillouin
scattering.
By accumulating the data of each mantle phase using the new techniques mentioned above, we can investigate the elasticity of the mantle mineral phases.
However, it is not easy to obtain elasticity of rocks
with multiple phases from elasticity of each mineral.
We study elasticity of composite material by experiments and numerical calculation.
5. Determination of the electrical properties of mantle minerals
Electromagnetic observations provide us with important information such as the presence of water,
magma, and iron content in the deep Earth. From
this point of view, we conduct electrical conductivity measurements of the mantle minerals, fluids and
magmas under the P-T conditions of the deep mantle.
6. Rheology of mantle minerals
Diffusion creep is one of the flow mechanisms of
the mantle materials. The diffusion creep rate can
be estimated by the self-diffusion coefficient of elements such as Si that compose the framework of such
minerals. We thus can estimate the flow low of the
mantle minerals from the measurement of the Si selfdiffusion coefficient.
The flow of multi-phase “rock” does not only depend on its chemical composition, temperature, and
pressure, but also strongly on the spatial distribution and grain size of each phase. We therefore try to
construct the flow on the “bulk Earth” by the precise
analysis of the effect of each parameter.

る。さらに，熱伝導率と熱拡散率の比から比熱を求め

7. Heat transfer properties of minerals

ることを試みている。

The temperature distribution of the Earth's interior
causes the buoyancy considered to be one of the
most important driving forces of core and mantle
dynamics. Therefore, knowledge of the heat transfer
properties, such as thermal conductivity and thermal
diffusivity, of Earth materials is essential for the simulation of temperature distribution. We conduct simultaneous measurements of the thermal conductivity and
thermal diffusivity of minerals under high-pressure
and high-temperature conditions. Through this measurement, heat capacity under such pressures is also
obtained.

地球深部に相当する超高圧超高温という極限条件下
で物性測定を行うことは，挑戦的課題である。地球内
部物性の分野での新しい研究には，新しい実験技術の
開発が必要不可欠である。上記の研究を遂行するため
に，現在特に以下のような技術開発に取り組んでいる。
最も力を入れている技術開発は，焼結ダイヤモンド
アンビル (SD) によるマルチアンビル (MA) 装置での超
高圧発生である。通常の MA 装置では，発生圧力は
30GPa( 深さ 820km) に限られているので，発生圧力領
域の拡大が望まれている。我々は，アンビル材として
SD アンビルを用いることにより，発生圧力を大幅に
拡大することを試みている。この圧力発生技術開発は，
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derivative of the elastic moduli of high pressure minerals.
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It is a challenge to measure the physico-chemical
properties of materials under extreme conditions of
high-pressure and high-temperature corresponding

単に試行錯誤で行うだけではなく，綿密な応力場解析
を行い，それを指針として行っている。また，SD ア
ンビルに適した新しい超高圧発生装置（6 軸加圧シス
テム）の開発を行っている。

性実験には良質の単結晶試料の存在が不可欠である。
しかし，高圧装置内の体積は限られているので，高圧
鉱物の単結晶育成は極めて困難であった。我々は，そ
の困難を乗り越え，ミリメータサイズの単結晶育成に
成功している。
第三は高温高圧ブリルアン散乱である。我々は，
DAC による超高圧発生・ブリルアン散乱による弾性
定数測定・レーザーによる加熱・放射光Ｘ線回折によ
る相同定と圧力測定という現在最先端の技術を多数組
み合わせることにより，超高圧高温下での弾性定数決
定を可能にするよう努力している。
第四は，微小試料での共振法である。我々の単結晶
は，高圧鉱物としては巨大であるが，共振法の試料と
しては，なお極めて小さい。微小試料を用いる場合，
S/N 比が小さくなる，共振周波数が高くなるという測
定上の困難が発生する。この困難を，装置と解析手法
の双方から解決し，信頼性高い測定を目指している。

We focus on the technical development of ultra
high-pressure generation using sintered diamond
anvils. Conventional multi-anvil, high-pressure apparatuses can generate at most 30 GPa corresponding to the pressure at 820 km depth. We attempt to
substantially raise the maximum pressure generatable
by means of multi-anvil apparatuses by using sintered
diamond as the second stage anvils. This technical
development was achieved not only through trial and
error but also based on the results of thorough stress
analysis inside pressure cells. We also develop a new
high-pressure apparatus suitable for experiments with
sintered diamond anvils.
We also focus on single crystal growth of high pressure minerals. Use of high-quality single crystals is essential for researches of physical properties. However,
the volume in the high pressure apparatus is limited,
and therefore, single crystal growth of high-pressure
minerals was extremely difficult. Nevertheless, we are
making efforts for the single crystals growth and have
obtained mm-size single crystals of high-pressure
minerals.

Research Activities

第二は単結晶育成法の開発である。信頼性の高い物

to the Earth's deep interior. In order to conduct the
above projects, we are making particular efforts to the
following technical developments.

Thirdly, we are developing Brillouin scattering under
ultra-high pressure and temperature conditions. For
this study, we combine many state-of-art experimental techniques, such as high-pressure generation by
a diamond anvils cell, elastic wave velocity measurement by Brillouin spectroscopy, laser heating, phase
identification and pressure measurement using in situ
X-ray diffraction.
Finally, we are developing resonant ultrasonic spectroscopy with a microsample. Although our single
crystals are very large for high-pressure minerals, the
sizes are still insufficient for conventional resonant
ultrasonic spectroscopy. Using such microsamples,
we encounter difficulties like small S/N ratio and high
resonant frequency. We try to overcome these difficulties and obtain reliable data of elasticity.

Fig. 2 6 軸加圧システムの加圧部
6-axis compression system.

Fig. 3 1mm を越す MgSiO3 ペロフスカイト
の単結晶
Giant single crystals of MgSiO3 perovskite.
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マグマグループ
■ 神崎
■薛

正美		
献宇		

Magma Group
■ 山下

茂

■ 村上 元彦

神崎正美（マグマ物理化学）
現在の主な研究テーマは高温高圧下でのマグマとマ
ントル鉱物の構造と物性を解明することである。その
ために共同研究者とともに実験装置や手法の開発に取
り組んでいる。特にマグマやフルイドをその場観察す
る方法の開発を行っており (Fig. 1)，常圧高温用には白
金線を使った加熱システムを作成し ( 神崎 , Mysen），
高圧高温下では外熱式ダイヤモンドアンビルセル ( 山
下茂，Mysen, 神崎 )，さらにもっと高い温度では第３
世代放射光とマルチアンビル高圧装置を使った高圧 X
線ラジオグラフィ法を開発している。前二者は光学顕
微鏡その場観察だけではなく，顕微ラマン分光測定が
可能である。これらを使ってセンター内の共同研究
者と相平衡と元素分配を，その場ラマン分光法でマグ
マ，フルイドの構造を調べている。最後の高圧 X 線ラ
ジオグラフィ法はマグマとフルイドが単一相になる圧
力（第２臨界終点圧）を決定するために学外の共同研
究者とともに放射光施設 SPring-8 で実験を行ってお
り，既に各種マグマと水との第２臨界終点圧を決めて
いる。この実験は外熱式ダイヤモンドアンビルセルで
は温度の面で実現困難であり，重要な天然マグマ系で
は我々が最初に観察に成功した。得られた第２臨界終
点圧は，沈み込むスラブが脱水した時にある深さ以深
ではマグマとフルイドは分離して存在せず単一の流体
のみが生じることを意味し，マグマ生成や元素分配に
ついて重要な制約を与える。
最近は顕微ラマン分光法に力を入れており (Fig. 2，
神崎 )，急冷したマグマ ( ガラス ) や結晶試料について

■ Masami KANZAKI
■ Xianyu XUE		

■ Shigeru YAMASHITA
■ Motohiko MURAKAMI

Masami Kanzaki (Physics and Chemistry of Magma)
My research concerns the structure and physical
properties of magmas and minerals under pressures
and temperatures. For these studies, we have been
developing experimental devices and techniques. Recently we have developed several in-situ observation
techniques of magma and fluid (Fig. 1). For ambient
pressure and high temperature, we have a wire-heating system just constructed, and at high temperature
and pressure, we can use externally heated diamond
anvil cell. For much higher temperature, we apply
high-pressure X-ray radiography. First two can be
used to observe samples under optical microscope,
and micro-Raman spectra can be obtained. Using
these instruments, I and colleagues in the institute are
studying phase equilibrium, elemental partition, and
local structure of magmas and fluids. High-pressure
X-ray radiography has been used to study second
critical end point pressure (EPP) of silicate melt and
fluid at SPring-8 with colleagues of other universities.
We have determined EPPs of several natural magmawater systems. For these experiments, externally
heated diamond anvil cell, commonly used for supercritical behavior before, can not be used, because of
required high temperatures for natural systems. At
depth deeper than EPP, no separate melt and fluid
can coexist in descending slabs, and single “fluid” becomes stable. This supercirital behavior will provide
important constraints for magma genesis and elemental partitions in the slabs. Recently special effort
is given to develop micro-Raman spectroscopy (Fig 2,
Kanzaki). By combing both Raman and NMR spectroscopy, we have studied quenched magmas (glasses)
and crystals to obtain structural information and hy-

顕微ラマン分光法と NMR 分光法を組み合わせて，相
の同定，構造の情報，含水相や含水ガラス中の水素結
合についての情報などを得ている ( 薛，神崎 )。また

Fig. 1 高温高圧その場観察法
In-situ observation technique.
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Fig. 2 Micro-Raman spectrometer.

ダイヤモンドアンビルセルを用いた高圧試料のラマン
測定も行っている ( 神崎 )。ラマン分光法では蛍光の
発生が測定上の最大の問題であるが，それを回避する
ために近赤外レーザーを使えるように顕微ラマン分光
装置を改造中である ( 神崎 )。

ている。この方法では X 線吸収微細構造と似た情報を
高圧下試料の軽元素について得ることができる。この
方法を使って SiO2 ガラス等の高圧下での局所構造変
化を調べている。
その他に含水相の高圧相平衡実験 ( 谷内，神崎 )，
Fe の合金の相平衡と第一原理計算 (Wu)，水熱合成炉
を使った含水相の合成や同位体濃縮試料作成 ( 神崎 )
を行っている。
山下

茂

(1) 高温高圧「その場」観察実験でみる含水マグマの
物理化学的性質
(2) マグマへの水の溶解反応の熱力学モデル
私はマグマとそのアナログ物質の高温高圧実験によ
り，地球内部のマグマの挙動について理解を深めるこ
とを目指している。特に水を含むマグマの物理化学的
性質を解明するための基礎的な研究を行っている。含
水マグマは急冷凍結させることが困難であるため，そ
の性質を調べるためには「その場」観察実験手法の開
発が不可欠である。現在は外熱式ダイヤモンドアンビ
ルセルと顕微加熱ステージを用いて，地殻内から最上
部マントル相当の温度・圧力におけるアナログ含水マ
グマの構造の振動分光解析を行いつつある。これらの
研究はマグマの発生，分化や上昇移動の過程を定量的
に理解するためのモデルの構築を可能にするだろう。
これらの研究はマグマグループ内の他の研究者および
他の研究機関（カーネギー研究機構地球物理研究所，
ハノーファー大学鉱物学教室）の研究者と共同で進め

We are also studying phase equilibrium of hydrous
minerals (Yachi, Kanzaki), phase relations and first-priciples calculations of Fe-alloys (Wu) and synthesizing
hydrous phases and isotope-enriched samples using
cold-seal hydrothermal reactor (Kanzaki).

Research Activities

また放射光を利用した X 線非弾性散乱に一種の X
線ラマン分光実験（福井，神崎）を SPring-8 で行っ

drogen bonding in hydrous glasses and minerals (Xue,
Kanzaki). We are also able to take Raman spectra of
samples under high-pressure and temperature conditions using diamond anvil cell. In Raman spectroscopy, fluorescence is one of major obstacles to obtain
good spectra. In order to reduce fluoresence, we are
trying to develop near-infrared laser Raman system
(Kanzaki). At SPring-8, we are conducting X-ray Raman scattering experiments (Fukui, Kanzaki). X-ray
Raman scattering gives us XAFS-like local structure
information of light atoms (e.g., O, Si), even under high
pressure conditions. Using this technique, we have
observed structural changes of silica glass under pressure.

Shigeru Yamashita
Current Research Interests
(1) In situ observation of water-bearing silicate melts
and aqueous fluids
(2) Thermodynamics of water solubility in silicate
melts under pressures
The major area of my research is experimental investigation of magmatic processes in the Earth's interior,
with a specific interest in the role of volatile components such as water. My current interest is in basic
understanding of the physicochemical properties of
water-bearing magmas that are not quenchable from
high temperatures and high pressures. To this end,
I am conducting in situ vibration spectroscopy of a
series of water-bearing magma analogs and aqueous fluids, under collaborations with researchers from
both inside and outside (Geophysical Laboratory, CIW;
Institut fuer Mineralogie, Universitaet Hannover). This
will provide a rigorous petrological base for better understanding the dynamics of magma generation and
migration phenomena in depth.

ている。

Externally heated diamond anvil cell fitted to microFTIR spectrometer for in situ measurements of waterbearing magmas and aqueous fluids under high
temperatures and high pressures.

Internally heated pressure vessel for
simulating conditions of magma reservoirs
and volcanic conduits.
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献宇
私と共同研究者は主に高度な多核種・多次元 NMR

を中心とした分光法測定，非経験的分子軌道法などに
よる計算，及び高温高圧実験を通して，地球構成物質
（マグマ，ガラス，鉱物）の原子レベル構造の解明を
目指している。これらは地球物質の巨視的性質や地球
化学的諸過程における挙動を理解・モデリングするた
めには欠かせない。最近の主な研究テーマは以下の通
りである。
(1) 高圧下におけるアルミノ珪酸塩メルト・ガラスの
構造の解明
最近は特にメルトにおける水の溶解機構の解明に取
り組んでいる。水を含むケイ酸塩メルト・ガラスの構
造は天然マグマの振る舞いを理解するうえで重要な
テーマであるが，これまでの研究は振動分光法及び１
次元 NMR 分光法によるものが主であった。特に多成
分系については，スペクトルの解釈に曖昧なところが
多く，いくつかの水の溶解機構が提案されてきたもの
の，決着がついていない。我々は最近 NMR 本来の威
力を引き出すために様々な高度な１次元・２次元 NMR
測定（Fig. 1）を応用し，それを分子軌道法計算及び系
統的なアプローチと組み合わせることにより，初めて
この局面を打開した。長年論争のあったアルミノ珪酸
塩メルトへの水の溶解機構並びにその組成依存性を明
らかにしつつである。
(2) マントル鉱物の局所構造の解明
特に重要なマントル鉱物のカチオン (Si, Mg, Al) 秩序・
無秩序問題や水の溶解状態の解明に力をいれている。
既に Al2O3–SiO2–H2O 系の複数の含水鉱物 (phase egg,
topaz–OH, d–AlOOH, d–Al(OH)3 等 ) に 関 す る Si–Al 分

Xianyu XUE
The main goal of our researches is to provide an
atomic understanding of the properties of Earth materials (magmas, glasses and minerals) and of various
geochemical processes. The tools we employ are
spectroscopy, in particular, advanced multi-nuclear,
multi-dimensional solid-state NMR, ab initio molecular
orbital calculations, and high-temperature and highpressure experiments. Our recent research activities
focus on the following issues:
(1) Structure of silicate melts/glasses under high
pressure. In particular, we have made much progress
in unraveling the dissolution mechanisms of water in
aluminosilicate melts/glasses, which is an issue of utter importance because of the significant and diverse
effect of water on phase relations and physical properties. Until recently, there had been much debate
concerning the dissolution mechanisms of water in
aluminosilicate melts, because of complications in
spectral interpretation. Through the application of advanced one- and two- dimensional NMR techniques
(see Fig. 1), in combination with ab intio calculations,
we have recently unambiguously revealed the presence of a variety of OH species, including SiOH, AlOH,
free OH (e.g. MgOH), in addition to molecular H2O.
The relative abundances of these species vary systematically with melt composition, which may be the
principle reason behind the strong compositional dependency of the effect of water on melt properties.
(2) Local structure of mantle minerals, especially
issues concerning cation order/disorder and proton
distributions. We have recently made much progress
in this aspect on important mantle minerals in the
Al2O3–SiO2–H2O system (e.g. phase egg, topaz–OH,
d-AlOOH and d-Al(OH)3). We have also recently embarked a project to unravel the structures of major

Fig. 1. Two-dimensional 27Al–1H 3QMAS/HETCOR NMR spectra of hydrous glasses of orthoclase (KAlSi3O8) and
diopside (CaMgSi2O6) – anorthite (CaAl2Si2O8) eutectic compositions, revealing the presence of different OH
species (Xue & Kanzaki, 2006, 2007).
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布の秩序性，水素結合及び新しい相転移に関する知見
を得た。平成 19 年度からは MgO–Al2O3–SiO2–H2O 系
の主要マントル鉱物中の水をテーマに，科学研究費補
助金（基盤研究（A））の交付を受けている。研究手法
NMR 測定を応用することにより最大限に構造情報を
引き出す。
最後に，これらの研究によって高度な NMR 測定法
の地球物質科学における有用性，並びにその更なる開
発・応用の方向性が示された。今後は固体 NMR がよ
り広く地球物質科学問題に生かされるように普及にも

Finally, these studies have demonstrated the usefulness of, and need for advanced NMR techniques in
settling complicated structural problems. We intend
to extend our studies to a wider range of problems
in earth materials science, through collaborative researches, to help put these unique techniques to best
use.

力を入れたい。
村上

元彦

地球の内部構造及び地球深部の物理的化学的進化を
明らかにするために，地球深部物質の相平衡，元素挙
動，物性の決定を，主にダイヤモンドアンビルセル装
置を用いた高温高圧実験により行っている。
ダイヤモンドアンビルセル装置は地球中心核に迫る
圧力条件を静的に発生する事ができる唯一の方法であ
り，我々は実際の地球深部の条件を再現すべく，ダイ
ヤモンドアンビルセル装置とレーザー加熱装置を用い
て高温高圧力条件での実験を行っている。レーザー加
熱式ダイヤモンドアンビルセル装置での実験と様々な
分析手法（放射光 X 線，電子顕微鏡，分光分析など）
を組み合わせる事で，マントル構成鉱物の相平衡関係
や物性の決定を目指している。
現在は，放射光 X 線とブリルアン散乱の複合測定を
目指し，高温高圧力条件下でのマントル鉱物の弾性波
速度を決定すべく装置の開発，導入を進めている。高
温高圧の弾性波速度の結果と，地震波観測との比較に
より，地球下部マントルの鉱物学的モデルの構築を目
指している。

In-situ Brillouin scattering measurement system
installed at the beam line BL10XU of SPring-8.

Motohiko MURAKAMI
We are trying to elucidate the structure, chemical
composition and physical properties of the Earth's
deep interior based on laboratory measurements of
Earth's deep materials at high pressure and high temperature by using a diamond anvil cell high-pressure
apparatus.

Research Activities

としては，(1) と同様，様々な高度な１次元・２次元

water-bearing mantle minerals in the MgO–Al2O3 –
SiO2–H2O system (Grant-in-Aid for Scientific Research
(A)). The emphasis here is again to fully take advantage
of the rich information provided by advanced multinuclear, multi-dimensional NMR techniques.

Diamond anvil cells allow us to generate very high
pressure by compressing materials between two diamond anvils. Diamond is the strongest known material and is transparent to a wide range of electromagnetic radiations, such as X-rays, infrared, and visible
light. Through the ‘transparent’ window of diamonds,
we can directly observe various phenomena under
extremely high-pressure and -temperature conditions.
We are currently investigating the elastic properties
of mantle minerals at high pressure and high temperature using Brillouin scattering spectroscopy in a
diamond anvil cell at third-generation synchrotron
facilities. Combined measurement system by Brillouin
scattering and in-situ X-ray diffraction should give
us the essential information for the construction of a
mineralogical model of the lower mantle.

CO2 laser heating system for high PT DAC experiments.
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Hannuoba, North China Craton: Implications for melt-rock interaction in the considerably thinned lithosphereic mantle, Geochim. Cosmochim. Acta , 71, 4327 – 4341, 2007.
Usui, T., Kobayashi, K., Nakamura, E., Helmstaedt, H., Trace element fractionation in deep subduction zones inferred from a lawsonite-eclogite xenolith from the Colorado Plateau., Chem. Geol. , 239, 336 – 351, 2007.
Xue, X., Kanzaki, M. Al coordination and water speciation in hydrous aluminosilicate glasses: Direct evidence from high-resolution
heteronuclear 1H–27Al correlation NMR. Solid State Nucl. Magn. Reson. , 31, 10 – 27, 2007.
Yamazaki., D., Ito, E., Tange, Y., Yoshino, T., Zhai, S., Fukui, H., Shatskiy, A., Katsura, T., Funakoshi, K., Phase boundary between ilme-

31

ISEI2007

2007

(As of Sep. 30,2007)

nite and perovskite structures in MnGeO3 determined by in situ X-ray diffraction. Phys. Chem. Minerals , 34, 269 – 273, 2007.
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International symposium hosted by ISEI (2005~2007)

第1回COE-21国際シンポジウム（2005年3月5‐6日）

第2回COE-21国際シンポジウム（2006年2月25‐26日）

The 1 COE-21 International Symposium (5-6, Mar. 2005).

The 2nd COE-21 International Symposium (25-26, Feb. 2006).

スペースサイエンスワールド in とっとり（一般向け）：
第2回COE-21国際シンポジウムと同時開催（2006年2月
25‐26日）

第2回アジア・アフリカ学術基盤形成事業セミナー
（ダル・エス・サラーム大学，タンザニア，2006年
12月19日）

Space Science World in Tottori (public event), which was
held with The 2nd COE-21 International Symposium (25-26,
Feb. 2006).

The 2nd international Asia Africa Science Platform Program
(AASPP) seminar at University of Dar es Salaam, Tanzania
(19, Dec. 2006).

st

Publication List

Yoshino, T., Yamazaki, D., Grain growth kinetics of CaIrO3 perovskite and post-perovskite, with implications for rheology of D” layer.
Earth Planet. Sci. Lett. , 255,485 – 493, 2007.
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研究設備・Research facilities
高温高圧実験装置

High-temperature, high-pressure apparatus

・6 軸式高圧発生装置

・Six-axes multi-anvil high-pressure apparatus

・一軸加圧式川井型超高圧発生装置 USSA-5000

・Kawai-type multi-anvil high-pressure apparatus, 		

・一軸加圧式川井型超高圧発生装置 USSA-1000
・ピストンシリンダー型高圧発生装置
・内熱式ガス圧装置

USSA-5000
・Kawai-type multi-anvil high-pressure apparatus, 		
USSA-1000

・ディクソン型熱水反応装置

・Piston-cylinder apparatus

・変形機構付 DIA 型超高圧発生装置 UHP-2000/20

・Internally heated pressure vessel

・X 線その場観察用川井型超高圧発生装置 SPEED-Mk.II

・Dickson-type hydrothermal apparatus

・酸素雰囲気炉

・DIA-type multi-anvil high-pressure apparatus with a

・単結晶合成用浮遊帯域炉
・外熱式ダイヤモンド・アンビル高圧発生装置
・YAG レーザー加熱式ダイヤモンド・アンビル高圧装置
・炭酸レーザー DAC 加熱システム

deformation system, UHP-2000/20
・Kawai-type multi-anvil high-pressure apparatus for
in situ X-ray observation, SPEED-Mk.II
・Gas mixing furnace
・Floating zone furnace for single crystal growth

Ｘ線分析装置
・粉末Ｘ線回折装置
・微小部Ｘ線回折装置（PSPC）
・微小部Ｘ線回折装置（イメージングプレート）
・ラウエカメラ

・Externally heated DAC
・YAG Laser-heated DAC
・CO2-laser DAC heating system

X-ray analytical equipments

・プリセッションカメラ

・Powder X-ray diffractometer

・蛍光Ｘ線分析装置 3134P3

・Micro-focused X-ray diffractometer with a PSPC

・電子プローブマイクロアナライザー JXA-8800

・Micro-focused X-ray diffractometer with 		

・走査型電子顕微鏡装置 T220A (EDS 分析装置付 )
・走査型電子顕微鏡装置 S-3100H
(EDS 分析装置 EMAX-7000 付 )

an imaging-plate system
・Laue camera
・Precession camera
・X-ray fluorescence spectrometer 3134P3
・Electron probe micro analyzer JXA-8800
・Scanning electron microscope JSM-T220A with EDS
・Scanning electron microscope S-3100H with
EDS EMAX-7000
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Solid-state NMR spectrometer

High resolution secondary ion mass spectrometer

Varian Unity-Inova 400.

Cameca ims 1270.

ISEI2007

質量分析装置

Mass spectrometers

・二次イオン質量分析装置 Cameca ims 5f
・高分解能型二次イオン質量分析装置
・二重収束型誘導結合プラズマ質量分析装置
Element
・誘導結合プラズマ質量分析計及び
試料導入システム Agilent 7500cs
・表面電離型質量分析装置 MAT261，MAT262
・四重極マスフィルター付表面電離型質量分析計

・High resolution secondary ion mass spectrometer
Cameca ims 1270
・Sector-type inductively coupled plasma mass 		
spectrometer, Finnigan ELEMENT
・Q-pole type inductively coupled plasma mass 		
spectrometers, Agilent 7500cs
・Thermal ionization mass spectrometers 			
(for Li, B, Sr, Ce, Nd and Pb isotope analyses) 		

MAT262 RPQ (2 式 )

Finnigan MAT261and MAT262

・高感度表面電離型質量分析装置
		

・Thermal ionization mass spcectrometers with 		

Finnigan TRITON TI

retarding potential quadrupole (for Th and Os

・二重収束型高分解能誘導結合プラズマ			
		

マルチコレクタ質量分析装置 Finnigan NEPTUNE

・安定同位体比測定用質量分析装置
34

		

VG SIRA10 (δ S)

		

VG SIRA12

		

VG Tracermass

		

VG MM903

isotope analysis) MAT262 RPQ (2sets)

Research Facilities

Cameca ims 1270

・Secondary ion mass spectrometer Cameca ims 5f

・High Sensitivity thermal ionization mass
		

spectrometer Finnigan TRITON TI

・Multi-collection inductively coupled plasma 		
mass spectrometers Finnigan NEPTUNE
・Stable isotope ratio mass spectrometers

・希ガス測定用質量分析装置 VG 5400

分光分析装置

		

VG SIRA10 (δ34S)

		

VG SIRA12

		

VG Tracermass

		

VG MM903

・Noble gas mass spectrometer VG5400

・多核固体核磁気共鳴装置
・顕微ラマンスペクトロメーター
・顕微フーリエ変換赤外スぺクトロメーター

Electromagnetic spectroscopy equipments
・Nuclear magnetic resonance spectrometer

コンピュータ（サーバ）
・AlphaServer ES45
・Xeon Dual x 16node cluster

・Micro-Raman spectrometer
・Micro-FTIR spectrometer

Computers (Servers)
・AlphaServer ES45

その他分析・実験装置
・イオンクロマトグラフ Metrohm 761 Compact IC
・UV レーザーサンプラーシステム
・ガス抽出前処理装置

・Xeon Dual x 16node cluster

Other instruments

・超音波反射スペクトロスコピー装置

・Ion chromatographs Metrohm 761 Compact IC

・超音波共振法装置

・UV-laser ablation system

・単結晶整形システム

・Preparation systems for extraction

・インピーダンスアナライザー

Solartron 1260/1296

・Ultrasonic reflectivity spectroscopy system

・紫外線レーザー加工機

・Resonant ultrasound spectroscopy system

・赤外線レーザー加工機

・Single crystal cutting and lapping system
・Impedance/gain-phase analyzer Solartron 1260/1296
・Ultra-violet laser cutter
・Infra-red laser cutter
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共同利用研究員制度
岡山大学地球物質科学研究センターは，平成 17 年 4 月 1 日をもって固体地球研究センターが改組転換されて新
たに発足した全国共同利用の研究施設で，地球の起源，進化およびダイナミクスに関する研究を遂行することを
その主要な目的としています。
当センターには，これまでと同様に全国の地球科学の研究者を対象とした，共同利用研究員制度が設けられて
います。斬新なアイデアによる共同利用の応募を歓迎します。
共同利用の募集要項はホームページ（http://www.misasa.okayama-u.ac.jp/kouboindex_j.html）を参照ください。
公募は年 1 回としておりますが，公募の締め切り後でも受け入れを許可する場合がありますので，該当研究分野
の対応教員に御相談ください。申請用紙の請求及び照会は，当センター共同利用係あてに連絡いただくかホーム
ページからダウンロードしてください。

1.

全国の研究者に当センターの設備等の研究手段を提供し，専任教員との学問的交流を通じて研究の発展
を図ることを目的とします。

2.

研究内容は，現在当センターで行われている主要研究課題に関連する共同研究又は，当センターの主要
設備を使用する共同研究であることを原則とします。

3.

応募者は，(1) 研究課題，(2) 研究内容，(3) 期間等について，該当の分野の対応教員と十分な事前打ち
合わせを行ったうえ，郵送または電子メールで申請書を提出してください。

4.

採択可否は，当センターの共同利用専門委員会及び運営委員会において審議し，教授会で決定します。

5.

共同利用研究員採択者には，旅費及び滞在費の一部が支給されますが，予算の都合で調整する場合があ
ります。また，居室及び宿泊施設の利用について便宜を計らうことができます。

6.

当センターにおいて共同利用研究員として研究を実施された方は，共同利用期間終了後３ヶ月以内に，
研究状況及び成果を記載した成果報告書を，当センター共同利用係宛に郵送または電子メールで提出し
ていただきます。
なお，すでに学術雑誌等に投稿した論文の利用は，著作権法等に抵触する恐れがありますので，十分注
意いただく必要があります。

7.

当センターにおいて行った研究の成果を論文として発表される場合は，謝辞等に共同利用あるいは共同
研究である旨の文章を記載して下さい。英文の場合の参考例は次のとおりです。
1) This work was carried out under the Visiting Researcher's Program of the Institute for Study of the
Earth's Interior, Okayama University.
2) This paper presents a result of a joint research program carried out at the Institute for Study of the
Earth's Interior, Okayama University.

		

また，公表された論文は，別刷等を当センター共同利用係宛に必ず２部（コピーでも可）提出

		

して下さい。

8.
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申請書および報告書の提出先

		

〒 682-0193 鳥取県東伯郡三朝町山田 827 岡山大学地球物質科学研究センター共同利用係

		

Tel: 0858-43-1215（代表）Fax: 0858-43-2184（事務用）, 0858-43-3450（研究連絡用）

		

e-mail: eee0502@adm.okayama-u.ac.jp
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来所の前に
本センターの対応教員と十分な打ち合わせを行い，来所予定の 2 週間前までに，研究期間を決定して下さい。
これにより宿泊施設の予約及び所属長あて出張依頼の事務手続等を行います。公務の都合あるいは交通機関の都合
等で，止むを得ず上記期間を変更する場合は，速やかに対応教員を通して共同利用係まで連絡して下さい。

来所時に
旅費を支給することとなっている方は，印鑑をご持参（シャチハタは不可）下さい。なお，飛行機で来所予定の
方は，旅費の計算をする上で航空チケットの領収書が必要になりますので，来所時に必ずご持参下さい。 また，
旅費は銀行振込になりますので，旅費振込先の銀行名・預金種別・口座番号のメモを持参して下さい（本人名義で
あること，郵便局は不可）。 なお，センターの出入り口は電子錠となっていますので，夜間に出入りされる場合は，
技術係で「カードキー」の貸与を受けて下さい。

宿泊施設の利用について
1.

宿泊施設（三朝宿泊所）の利用料金は下表のとおりです。（平成 17 年 2 月 17 日より）

2.

料金は前納となっていますので，宿泊名簿に記名いただくとともに予定泊数分を管理人にお支払い		
下さい。

3.

宿泊手続きは，16:00 ～ 19:00 の間に済ませて下さい。（この時間以降に到着の場合は前もってご連絡願
います）

4.

管理人は，12:00 ～ 16:00 及び 19:00 ～翌朝 8:00 の間不在です。

5.

食事は朝食のみで，食事時間は 8:30 頃となっています。

6.

退所時間は毎日午前 10 時です。

7.

その他，三朝宿泊所使用心得を厳守願います。

三朝宿泊施設（洋室）
Western-style furnished room at the guest house.

三朝宿泊所利用料金表
期間

通常期

冷・暖房期

4 月 11 日～ 6 月 30 日

7 月 1 日～ 9 月 30 日

10 月 1 日～ 11 月 19 日

11 月 20 日～ 4 月 10 日

区分
洋室
和室
共同利用
1,200 円
800 円
一般
1,600 円
1,200 円
朝食
1 食 350 円（申込者のみ）

洋室
1,350 円
1,750 円

和室
950 円
1,350 円
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所

在

地・Adddress

建

物

鳥取県東伯郡三朝町山田 827
827 Yamada, Misasa, Tottori 682-0193, Japan
● 敷地面積

37,844 m2

建 物 名 称

構 造

積
延面積

2

m
949
359
69
51
218
114
29
66
46
376

m2
2,738
1,700
139
77
218
114
29
66
46
568

計

2,277

5,695

⑪ 三朝宿舎 M-1 号
⑫ 三朝宿舎 M-2 号

226
137

1,132
549

① 研 究 棟（本 館）
②第 二 研 究 棟
③ 年代測定機器棟
④岩 石 試 料 庫
⑤超 高 圧 実 験 室
⑥渡 り 廊 下
⑦石
工
室
⑧高 圧 実 験 室
⑨職 員 浴 室
⑩三 朝 宿 泊 所

土地は医学部・歯学部付属病院
三朝医療センターと共用

面
建面積

小

RC-3
RC-5
RC-2
RC-2
RC-1
S-2
W-1
RC-1
W-1
RC-2

小

計

363

1,681

合

計

2,640

7,376

Main Research Building (left) and
Research Building II (right).

建 物 配 置 図
① 研 究 棟（本 館）
②第 二 研 究 棟
③ 年代測定機器棟
④岩 石 試 料 庫
⑤超 高 圧 実 験 室
⑥渡 り 廊 下

⑦石
工
⑧高 圧 実 験
⑨職 員 浴
⑩三 朝 宿 泊
⑪ 三朝宿舎 M-1
⑫ 三朝宿舎 M-2

① Main Research Building
② Research Building II
③ Mass Spectrometer Lab.
④ Sample Storage
⑤ Ultra High-pressure Lab.
⑥ Connecting Corridor

室
室
室
所
号
号

⑩
⑫

⑦

③
④

⑨

②
⑥⑤

⑧

⑪
三朝医療センター

①

50m
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Bird s-eye view of ISEI

.

⑦ Workroom
⑧ High-pressure Lab.
⑨ Bathhouse
⑩ Guest House
⑪ Ofﬁcial Residence M-1
⑫ Ofﬁcial Residence M-2

日本海

境港市

JR 山陰本線

米子 I.C.

米子市

←松江

鳥取空港

9

大山
地球物質科学
研究センター

湯原 I.C.

落合 I.C.

鳥取県
三朝町

53
179

落合 J.C.T

181

←下関

313

29

線
頭
智

伯
備
線

蒜山 I.C.

180

鳥取市

倉吉市

因美
線

車道
自動
米子

181

大阪・京都→

Address・Access guide

米子空港

大阪
京都→

373

中国自動車道
院庄 I.C.

北房 J.C.T

津山線

岡山 J.C.T
岡山 I.C.

山陽自動車道
四国↓

岡山市

交通

日本海

9

至 米子

至 鳥取

倉吉駅

JR 山陰本線

179

■車・・・・・ ●米子自動車道 湯原 I.C. より
国道 313 号で 40 分
●中国自動車道 院庄 I.C. より
国道 179 号で 60 分

天神川

■JR・・・・・
消防署

川
竹田

地球物質科学
研究センター

至 国道 313 号
湯原 I.C.

三朝町役場
179

●大阪から
3 時間（智頭線経由）
●京都から
3 時間 30 分（智頭線経由）
●岡山から
3 時間（智頭・山陰線経由）
＊JR 倉吉駅からバス乗り換え
三朝温泉行き・三徳山行き
大学病院前下車（20 分）

至 三朝温泉
・三徳山

■飛行機・・・●東京ー鳥取（60 分）

三徳川

＊空港からリムジンバス乗り換え
大学病院前下車（60 分）

至 院庄 I.C.

Routemap to ISEI
Limousin Bus
(Hinomaru Kotsu,
60min.)

ISEI
Misasa

Local Bus for
Misasa-spa
(20min.)

Intercity Bus
(Nihon Kotsu,
3.5hours)

Tottori
Domestic
Airport

JR Kurayoshi Sta.

ANA (All Nippon
Airway, 60min.)

JR Express train
SUPER HAKUTO
(3hours)

Tokyo-Haneda
Domestic
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■ シンボルマーク解説
2つの弓形が地球を包むこのモチーフは、当セ
ンターの過去と未来の象徴であり、センターの歴
史と、今後私達が目指すもの−地球科学分野をリ
ードする拠点へと成長・発展すること−を表現して
います。また、当センターの英語略称 ISEI をも表
わしており、 ２つの弓形は I 、それに囲まれた曲
線をなす部分が S 、球体が E（地球）にあたりま
す。
■ ISEI Symbol
The symbol motif is emblematic of two
concepts, the past history of this institute and
our aims for the future. The symbol reﬂects our
objectives of understanding the Earth, in the
framework of material science, and of becoming
an international collaborative research center
which is a leader in our ﬁeld. Additionally, the
motif indicates the acronym of ISEI , by the
arches (I), the space between the arches (S) and
the spherical shape (E).
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