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示差熱重量分析による蛇紋岩構成鉱物の定量化の試み
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って、比較的簡便な手法により「蛇紋岩」の構成鉱物

１．はじめに

比と岩石組織の関係性を分類し、幅広な物性値を細分
蛇紋岩地山におけるトンネル掘削においては、調

類することができれば、蛇紋岩地山における、従来は

査・施工技術が発達した近年においても、しばしば想

想定外であった変状発生箇所に対する予測や、物理探

定外の過大な内空変位を生じさせることがあり

査における蛇紋岩岩体の解釈が困難であった内部構造

、施

1, 2）

工の安全性および経済性の観点から、蛇紋岩の調査・

の把握に繋がると考えられる。
そこで筆者らは、蛇紋岩の鉱物種と量比を分析する

分類法には取り組むべき課題が残されている。
蛇紋岩とは、主に地下深部のマントルを構成するか

方法として、熱重量示差熱分析を用いた含水鉱物の同

んらん岩類に水が付加することで、かんらん石や輝石

定および含有量の定量化手法に着目し、その有効性を

などの初生鉱物が、蛇紋石を主体とする含水鉱物（結

検証した。熱分析により蛇紋石鉱物の含有量を求める

晶構造にOH基を含む鉱物）に置換されることで形成

5)
手法として神山（2007）
は、示差熱重量分析により

された岩石の総称である。蛇紋岩の特徴として、源岩

得られる微分熱重量変化曲線より、蛇紋岩中における

となったかんらん岩の構成鉱物および組織、蛇紋岩化

リザーダイト、クリソタイル、アンチゴライトの蛇紋

のタイプと置換の程度（蛇紋岩化度）、形成後の熱や

石鉱物の量比を、ピーク面積比として求める手法を提

圧力の二次的な影響（変成作用）、変形の有無、流体

案している。しかしながら、量比を見積もるピークフ

などの付加作用、風化・変質作用などを複合的に被っ

ィット解析に用いるピーク関数は明示していない。ま

た結果、多様な鉱物の組み合わせを持った蛇紋岩類が

た、Viti et al. (2011)6)は同様に蛇紋岩類の微分熱重量

形成される。しかしながら、蛇紋岩類は一般に肉眼で

変化曲線に、ピーク形状が左右対称となるVoigt関数

の含有鉱物の判別が難しく、地質工学的には「蛇紋岩」

を用いたピークフィット解析により蛇紋石量比を求め

として単岩種に分類されてきた。施工現場において

た。ただし、熱分析では一般に試料の反応速度に温度

は、
「蛇紋岩」は比較的堅硬な塊状部の割合（塊状度）

依存性があるため、ピークの裾が低温側に伸びた非対

に基づき、塊状、葉片状、粘土状蛇紋岩にさらに細分

称形状を示すことから、ピーク形状が左右対象となる

される。また、「蛇紋岩」の物性値は非常に脆弱なも

関数では、鉱物種およびその量比の判定に不確実性が

のから堅硬なものまでを含み、他の岩種区分に比べて

生じる恐れがある。

単一岩種としては幅広い物性領域を占めている 。ま
3）

そこで本技術資料では、蛇紋岩類の適切な岩石物性

た一方で、蛇紋岩類は構成する鉱物の種類が少なく、

の分類を目的とし、異なる組織と構成鉱物を持った蛇

その構成鉱物比が物性変化に大きく影響する岩石種で

紋岩を対象に岩石薄片の観察、Ｘ線回折分析、示差熱

ある 。また、蛇紋岩が含水鉱物であるタルクやブル

重量分析を行い、蛇紋岩中の含水鉱物種の判別と微分

ーサイトを含有することで、強度（内部摩擦角）が

熱重量変化曲線のピークフィット解析による含水鉱物

低下するという報告もある

量比の定量化を試みた。

4）

。しかしながら、｢蛇紋

1, 2）

岩｣ の分類において、蛇紋岩化の度合いや、それぞれ
物性が異なるクリソタイル、リザーダイト、アンチゴ

２．分析試料の概要と岩石薄片の記載結果

ライトの蛇紋石鉱物種の区別など、蛇紋岩を構成する
鉱物の種類や量比を定量的かつ簡便に取り扱う方法は

本技術資料では、北海道内の神居古潭帯の蛇紋岩岩

確立していない。このように、蛇紋岩類の鉱物学的な

体を掘削したトンネルの建設時に採取された先進ボー

多様性に基づく物性値の特性を把握できていないこと

リングコア試料より、岩相の異なる蛇紋岩試料4種（以

が、掘削施工において蛇紋岩類の岩盤物性の事前予測

下、試料①〜④）を採取し分析に用いた。作成した岩

を困難にしている要因の一つであると考えられる。従

石薄片の記載により、4試料はいずれもハルツバージ

50

寒地土木研究所月報

№834

2022年８月

図－1 蛇紋岩試料４種の研磨片写真と岩石薄片の顕微鏡写真
上段から順に、研磨片の写真画像、偏光顕微鏡による透過像（平行ニコル）、偏光像（直行ニコル）および反射像

とする高温型の蛇紋岩に分類される1）。
試料①（B07_0206）はリザーダイト＋クリソタイ
ルを主体とする低温型のメッシュ状組織を示す塊状蛇
紋岩であり、一部に変質による褐色部が認められる。
試料②（B10_0020）と試料③（B12_0124）は低温型
のメッシュ状組織と高温型の綾織状組織が入り交じっ
た混合型の組織を示し、試料②は源岩組織を残す塊状
蛇紋岩、試料③は一部に変形を受けた葉片状蛇紋岩で
図－2 試料②の低温型・高温型蛇紋岩組織比率の推定
岩石薄片2.0×3.2cm範囲で両組織の面積比を画像のピクセ
ル数より簡易的に計算。また、不透明鉱物量(全体で10.1%)
は二値化した画像の黒色ピクセル数より計算した。

あり、クリソタイル脈を伴い、ブルーサイトを含まな
い。試料④（B16_0696）は源岩組織が不明瞭である
が変形を示さず、アンチゴライト＋ブルーサイトを主
体とする高温型の綾織状組織を示す塊状蛇紋岩であ
る。

ャイトを源岩とし、クロムスピネルを除き、かんらん

高温および低温型の蛇紋石化組織は、鏡面研磨した

石、斜方輝石の初性珪酸塩鉱物はすべて含水鉱物（蛇

岩石薄片の反射顕微鏡像（図－1最下段）を観察する

紋石類およびブルーサイト）に置換されており、蛇紋

ことで容易に識別可能である。これは、低温型蛇紋石

岩化度は100％であった。また不透明鉱物として磁鉄

のリザーダイトおよびクリソタイルは比較的柔らかい

鉱を伴う（図－1）
。通常、蛇紋岩を構成する蛇紋石鉱

（それぞれモース硬度2.5）ため選択的に研磨され、よ

物は、形成温度条件に依存し、リザーダイト＋クリソ

り硬質な高温型のアンチゴライト（モース硬度3.5-4）

タイルを主体とする低温型と、アンチゴライトを主体

部が平滑に研磨されるためである。また、混合型組織
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を持つ試料②を対象に、低温型組織（リザーダイト＋
クリソタイル＋磁鉄鉱からなるメッシュ状組織）と高
温型組織（アンチゴライト＋ブルーサイト＋磁鉄鉱か
らなる綾織状組織）の面積比を薄片のマクロ撮影画像
から簡易的に見積もった結果、高温型組織が61.1%、
低温型組織が38.9%であった（図－2）。さらに、磁鉄
鉱およびクロムスピネルを主体とする不透明鉱物量は
全体で10.1%、低温型組織内で4.5%、高温型組織内で
13.6%となり、高温型組織で磁鉄鉱の含有量が明確に
高い（図－2）
。一方、試料③については変形により両
組織が複雑に分布するため、同手法で組織の割合を推

表－1

各分析の測定条件

Ｘ線回折分析(XRD)
装置名
管球・検出機
検出機
走査範囲、ステップ幅
積算時間、測定時間

PANalytical Empyrean
Cu-Kα
PIXCel3D
2-90°, 0.026° (2θ°)
360 sec/step, 90 min

示差熱重量分析（TG-DTA)
装置名
Rigaku TG-DTA 8122/H-SL
測定温度,、昇温速度
40-1000℃, 10℃/min
測定雰囲気
N2 (200 ml/min)
測定時間
130 min
試料重量、試料パン
10 ± 0.5 mg, Pt pan
リファレンス試料
α-Al2O3 10mg

定することは困難であった。
以上の蛇紋岩4試料から粉末試料を作成し、Ｘ線回
折分析と示差熱重量分析を行った。

450℃での重量変化をブルーサイトの脱水反応として、
550-810℃の重量変化を蛇紋石類の脱水反応によるも
のとして扱った。また、110-900℃間の重量変化をLOI
（Loss on ignition: 強熱減量）とした結果、各試料の

３．分析手法

５回分析によるLOIの繰り返し再現性（相対標準偏差
３．１

Ｘ線回折分析による鉱物種の同定

Ｘ線回折分析（以下、XRD）では、粉末化した岩

:RSD）は±0.3-2.2％となった。その他の測定条件は表
－1に示す。

石試料に含まれる鉱物種を概ね0.1〜1wt%の検出限界

TGで測定された各含水鉱物の脱水量から鉱物含有

で同定および含有量の比較が可能である。XRDの測

量を求めることができる。含水鉱物であるブルーサイ

定条件を表－1に示す。蛇紋岩類を構成する3種の蛇紋

トおよび蛇紋石の脱水反応に伴う重量減少がすべて結

石鉱物種の含有の有無は、X線粉末回折データベース

晶構造中の脱水によるものと仮定し、重量変化と結晶

を参考に、33-38°および40-42°の回折角（2θ°）範囲の

構造中の水分子量から各鉱物の含有量を計算した。ブ

ピーク群から同定を試みた（図－3）。一方、ブルーサ

ルーサイトの理想的な化学式はMg(OH) 2であり、脱

イトは蛇紋石類や磁鉄鉱などのピークから独立した強

水反応［Mg(OH)2 = MgO + H2O］に伴う減量（水

ピークが多く認められるため、18°付近あるいは38°付

分子量）は11wt%となる。同様に、リザーダイト、ク

近のピークを用いて、同定および含有量の比較が可能

リソタイル、アンチゴライトの蛇紋石類の化学組成を

であった。

Mg3Si2O5(OH)4と仮定し、結晶構造に含まれる水分子
量を13wt%として計算した。

３．２

熱重量示差熱分析による含水鉱物量の測定

熱重量示差熱分析（以下、TG-DTA）とは、温度
変化における試料重量の変化（TG: thermal gradient）

３．３ DTG曲線のピークフィット解析による含水鉱物
量比の定量化

および基準物質との温度差（示差熱、DTA: differential

TG曲線における重量変化を温度あるいは時間に

thermal analysis）の変化を同時測定する分析法であ

関して1次微分することで微分熱重量変化（DTG :

る。TG-DTAでは主に試料の融解、ガラス転移、結

derivative thermo-gravimetry）曲線が得られる。

晶化、気化などの相転移、脱水、分解、酸化等の反応

DTG曲線は脱水温度が近い複数の鉱物相が共存する

を温度変化および重量変化として検出できる。岩石試

場合、各鉱物の反応ピークを分離して解析できる利点

料に対しては、TGおよびDTA曲線における脱水反応

がある7)。DTG曲線のピークフィット解析は、Python

の開始および終了温度を読み取り、その間の重量変化

3.9.6プログラム上でオープンソースライブラリSciPy

から試料の吸着水および鉱物中の結晶水の脱水量を求

0.1.8のcurve fit機能を使用した最小二乗法近似により

める手法が広く用いられている 。蛇紋岩類の脱水反

各変数の最適値を求めた。解析に用いたVoigt関数は

7）

応として40-110℃の重量減量を、試料の吸着水、2次
変質に伴う水酸化物や含水炭酸塩の脱水反応、ある
いは粘土鉱物の層間水の脱水反応とした。また、30052
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と表される。式（1）で、xは温度(℃)、aはピーク高さ、
bはピーク温度、cはローレンツ関数のピーク幅、dは
ガウス関数のピーク幅を示す変数であり、iは複素数、
Reは複素数の実数部、erfcは相補誤差関数を表す。
また、熱分析における物質の反応速度が温度依存性
を持ち、ピーク形状が非対称となる現象を単一ピー
ク形状で再現するため、ガウス分布と指数的確率分
布の畳み込みを用いた指数修正ガウス(Exponentially
Modified Gaussian: 以下、EMG) 関数によるピークフ
ィッティング法を適用した。EMG関数は次の式で示
される。
���� �

��√��
��

��

exp ���� �

���
�

|�|

� � � � erf �

�

√��

�

���
√��

�� （2）
（2）

式（2）においてa はピークの高さ、bはピーク温度、
cはピーク幅、dはピークの非対称性を示す変数であ
り、erfは誤差関数を表す。なお、両関数によるピー
クフィット解析の初期値は、目視でピークの位置と

図－3

数を読み取り入力値とし、EMG関数に関してはc値の

 線回折分析（XRD）による蛇紋岩中の鉱物の同定
Ｘ
結果（上；全体、下：33°
-45°
範囲の拡大）

上限を30、d値の下限値を-30に設定した。分離した各
ピークは、温度550℃付近の微小ピークと600-650℃の
ピークはクリソタイル、700℃付近のピークをリザー
ダイトおよびアンチゴライト、740℃付近のピークを
アンチゴライトの脱水反応によるものとし、それぞれ
のピーク面積比から各蛇紋石鉱物の含有量比を推定し
た。
４．結果と考察
４.１ XRDによる蛇紋岩中の含有鉱物の判別
図－3に示す4種の蛇紋岩試料のXRDプロファイル
からは、ブルーサイト、磁鉄鉱と蛇紋石3種のピーク
を判別した。特にブルーサイトは比較的明瞭な単独ピ
ークが確認されるため、例えば2θ=38°付近の面指数
(101)のピークから含有量は③＜④＜②＜①と分かっ
た。ただし、葉片状の変形を伴う試料③ではブルーサ
イトは未検出であった。また、磁鉄鉱はすべての試料

図－4

 差熱重量分析（TG-DTA）による蛇紋岩中のブルー
示
サイト、蛇紋石類の判別結果
上：示差熱（DTA）変化における脱水・結晶化ピーク位置、
中：熱重量（TG）変化と脱水反応範囲、下：熱重量微分変
化曲線（DTG）と各鉱物の脱水ピーク位置を示す。

で検出され、試料④でわずかに高含有であった。
蛇紋石類の高強度のピーク位置はお互いに近接する

た。まず、アンチゴライトの含有は主に37°付近のピ

ため、蛇紋石鉱物種の判別および定量分析が困難な

ークと、40-42°付近の微小ピーク群から判別でき、含

場合があるとされる。測定結果からは、33°-38°と40°

有量は③＜②＜④である。また、試料①からはアン

-43°区間の回折プロファイルの特徴から、3種の蛇紋

チゴライトは未検出であった。次にリザーダイトは、

石鉱物の含有の有無とおおよその含有量比を推定でき

36°の(111)ピークと、33.8°付近の微小な(110)ピーク
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の有無から判別でき、含有量は②、④＜③＜①である。

表－2

TGによる含水鉱物種の定量分析結果（5回の平均値、
標準偏差:SDおよび相対標準偏差:RSD）

また、クリソタイルは試料①および③で19°付近のブ
ロードなピーク、34-35°および36-37°付近のバックグ

①B07_0206
wt% SD RSD
1.00 0.01 0.9%
30-110℃ (H2O-)
300-450℃ (Brucite)
3.44 0.06 1.8%
450-550℃ (Unknown)
2.16 0.06 2.8%
550-810℃ (Serpentine) 7.78 0.1 1.3%
110-900℃ (LOI)
14.53 0.3 2.1%
含有量計算結果
①ブルーサイト含有量 31.3 wt%
②蛇紋石含有量
59.8 wt%
①＋②
91.1 wt%

②B10_0020
wt% SD RSD
0.21 0.01 3.9%
2.63 0.09 3.6%
0.61 0.06 9.4%
9.29 0.1 1.1%
12.8 0.09 0.7%

③B12_0124
wt% SD RSD
0.23 0.02 6.5%
30-110℃ (H2O-)
300-450℃ (Brucite)
0.26 0.07 27.9%
450-550℃ (Unknown)
0.73 0.06 8.3%
550-810℃ (Serpentine) 10.3 0.09 0.9%
110-900℃ (LOI)
11.6 0.14 1.2%
含有量計算結果
①ブルーサイト含有量
2.4 wt%
②蛇紋石含有量
78.9 wt%
①＋②
81.3 wt%

④B16_0696
wt% SD RSD
0.11 0.05 42.3%
2.07 0.09 4.4%
0.20 0.06 30.8%
10.20 0.17 1.7%
12.78 0.21 1.6%

TG温度範囲

ランドの緩やかな膨らみとして判別できる。これら蛇
紋石鉱物種の構成と量比は岩石薄片の記載結果と整合
的であった（図－1）
。
以上の結果から、XRDプロファイルの解析により
蛇紋岩類がアンチゴライトを含む高温型であるのか、
リザーダイトを主体とする低温型であるのか、あるい
はその混合型であるのかについて、定性的な判別が可

TG温度範囲

能であることがわかる。定性的とした理由は、XRD
分析ではピーク/バックグランド強度が共存鉱物に影
響を受けること、また、粒子の定向配列によるピーク
強度の変化が存在する可能性が常に疑われることか
ら、ピーク強度のわずかな差を有意か否か判断するこ
とが難しいためである。また、4試料はいずれも蛇紋

23.9 wt%
71.5 wt%
95.4 wt%

18.8 wt%
78.5 wt%
97.3 wt%

岩化度が100％であり、蛇紋石含有量が高い試料につ
いての結果となる。従って、様々な蛇紋岩類を対象に

の脱水反応ピークを比較すると、蛇紋岩試料①〜④に

定量的な議論を行うためには、低蛇紋岩化度の試料に

おけるアンチゴライトの含有量は試料③＜②＜④の順

ついても、どの程度まで微小ピーク群により蛇紋石種

に多く、試料①で未検出であることが分かった。また、

の判別が可能か否かの検討が別途必要である。

試料①は他の試料と異なり、DTG曲線に粘土鉱物の
脱水に由来すると考えられる110℃付近のピークの出

４．２

現と、400-500℃区間における一定速度の重量減量を

TG-DTAによる蛇紋岩中の含水鉱物の判別

示差熱重量分析（TG-DTA）による測定結果を図－

示した。これは、試料①が低温型の蛇紋石組織中に褐

4に示す。TG-DTA分析で検出が予想される蛇紋岩中

色の変質鉱物の形成が確認されていることと調和的で

の含水鉱物は、ブルーサイト、クリソタイル、リザー

ある（図－1）。4試料共通して、810℃付近に蛇紋石の

ダイト、アンチゴライト、緑泥石、タルクなどである。

分解生成物を元にかんらん石＋斜方輝石の結晶化に伴

また、熱分解を起こすマグネサイト、方解石などの炭

う発熱反応が認められた。

酸塩鉱物の含有が想定される。加えて、試料が蛇紋岩

このように、本試料においてブルーサイトと蛇紋石

化後に風化・変質を被っている場合、粘土鉱物や水酸

鉱物との脱水温度は明確に異なり、また各鉱物相のピ

化鉄などを含むと考えられる。なお、磁鉄鉱の酸化に

ークは個別に判別可能であった。従って、XRD分析

伴う重量増は窒素雰囲気下における加熱であるため無

と同様にTG-DTA分析により蛇紋石鉱物中の含水鉱

視できると考えられる。

物種の同定および定性的な含有量比の推定が可能であ

4試料のDTA測定結果からは、390℃付近、620℃付

る。

近、700℃付近および740℃付近に吸熱反応のピークが
認められた（図－4上段）。これらは、先行研究と比較
すると低温側からブルーサイト、クリソタイル、リザ

４．３

示差熱重量分析による含水鉱物の定量結果

示差熱重量分析（TG-DTA）により得られるDTA

ーダイト、アンチゴライトの脱水反応に対応する 。

およびDTG曲線から読み取れる含水鉱物の種類と脱

また、TG（図－4中段）を時間微分したDTG曲線（図

水反応温度を元に、TG曲線から各脱水反応における

－4下段）からは脱水反応に伴う重量減少速度のより

重量変化を読み取ることで、含水鉱物の定量化を試み

微小な変化を、ピークとして判別することが可能とな

た（図－4、表－2）。

8）

る。特に、DTAでは不明瞭であったクリソタイルに

初めに試料量10mg 、昇温速度10℃/minにおける

由来する530℃の微小ピーク、および700℃付近のアン

TGの測定精度および含水鉱物量の検出限界を見積も

チゴライトおよびリザーダイトに由来する微少ピーク

った。300-450℃間の重量減少分から計算したブルー

が明瞭に識別される（図－4下段）。また、740℃付近

サイト含有量（計算前の脱水量%）は試料①から④
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の順に31.3wt%（3.44%）、23.9wt% (2.63%)、2.4wt%
(0.26%)、18.8wt% (2.07%)となった。なお、試料③が
2.4wt%含有と計算されるがRSDが27.9%と高く、XRD
の測定結果においてブルーサイトは未検出であり、
TG、DTA、DTGのいずれにおいても反応ピークは認
めらない。また、ブルーサイト含有量の検出限界を標
準偏差の3倍とした場合、約2wt%（計算前0.21%）と
なる。従ってTG曲線において、0.5%以下の微少な重
量変化については、DTAやDTG曲線で明確なピーク
が確認できない場合は非検出とすべきであろう。この
ように、TGによる蛇紋岩中の含水鉱物量、特に含有

図－5

 ルーサイトのDTGピークに対するVoigt関数(左)
ブ
とEMG関数（右）によるフィッティングの例

が強度低下に繋がると考えられている2)ブルーサイト
含有量の推定については、含有量2−5wt％では誤差

定量に加えて、蛇紋岩類の岩石物性の多様性を説明す

10-20%程度、5wt%以上では誤差2−5%の精度で定量

ると考えられる低温型組織と高温型組織の構成比を精

可能と評価できる。

度良く見積もる方法について検討を行う。

蛇紋石3種についてはTG曲線の550-810℃範囲にお

通常、熱分析における反応速度は温度に対して指数

いてクリソタイル、リザーダイト、アンチゴライトの

関数的に増大する。また結晶度、粒子径、昇温速度に

脱水反応の温度域が重なっているため、それぞれの含

影響され反応速度が低下するため、DTG曲線におけ

有量を重量差として直接計算することはできない。そ

る含水鉱物の脱水ピークは、左右対象から低温側に裾

こで、550-810℃における重量変化を用いて、脱水に

が伸び、ピーク位置がシフトする形状となる（図－5）。

よる水分量を13wt%と仮定し、総蛇紋石量を推定し

解析物質の反応速度が十分に早い、昇温速度が十分に

た（図－4、表－2）。その結果、蛇紋岩化100％である

小さい、あるいは試料量（反応物の含有量）が少ない

各試料の総蛇紋石量は59.8-78.9wt％となる。ここにブ

場合などは、ピーク形状は左右対称に近づき、Gauss

ルーサイト含有量を足すと、変質鉱物を含む試料①を

関数などの対象関数によるフィッティングにより十分

除き、合計が91.1-97.3wt%となる（表－2）。その他に、

な精度で近似できると考えられる。本試料の測定条件

各試料ともに図－1、図－2で示すように不透明鉱物（磁

におけるブルーサイトのDTGピークは図－5に示すよ

鉄鉱＋クロムスピネル）を数〜10％程度含む。図－2

うに低温側に裾が伸びた形状を示す。前述のVoigt関

の簡易的な手法で求めた試料②中の不透明鉱物量は

数はGauss関数とLorenz関数の畳み込みによりピーク

10.1%であり、これをすべて比重5.2の磁鉄鉱であると

形状を求める関数であり、左右対称形のピーク形状を

仮定すると、蛇紋石は比重2.6前後、ブルーサイトは

示すため、低温側の裾の広がりと高温側の急速な反応

2.4前後であるため、磁鉄鉱含有量は約5wt%と計算さ

終了変化をうまく再現することができない（図－5左）。

れる。試料②のブルーサイト＋蛇紋石量の計算値95.4

そのため先行研究では、非対称形状を再現するために、

wt%とこの磁鉄鉱重量を足すとほぼ100％となること

複数ピークを合成することでフィッティングを行って

から、本手法により含水鉱物量の推定は概ね妥当であ

いる8)。この手法は、合成したピーク面積のみを求め

ると考えられる。ただし、本手法の精度と適用限界を

る場合は問題ないが、複数の重複ピークをより正確に

検証するために、XRDによる定量分析など他の定量

分離し、各ピークの数学的パラメーター（ピーク温度

手法との整合性を確認し、多様な蛇紋岩試料を対象に

やピーク幅、反応速度など）が熱力学的あるいは結晶

含水鉱物の総量の残差と不透明鉱物量の合計が100％

学的に意味するところを解析するためには、誤差が大

となるか否かを、今後検証する必要がある。

きく拡張性の乏しい手法であると考えられる。
一方のEMG関数はGauss関数に指数関数を畳み込ん

４．４ 
DTG曲線の非対称ピークフィット解析による
含水鉱物量比の推定
４．４．１ 
Voigt関数とEMG関数の比較とパラメータ
前述のTGによるブルーサイトおよび総蛇紋石量の
№834

ラフなど反応速度や応答速度が時間依存する、あるい
は反応が遅延するデータのフィッティングを可能とす
る9）。なお、d値に制限を設けない場合、200℃以上低

ー制限
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図－6 DTG曲線のフィッティング結果
青線は実測値を示し、上段はVoigt関数（緑線）、中段はEMG関数（赤線）、下段は両結果の実測値との残差を示す。図中の数
値は各分離ピークのピーク温度と面積比を示す。各ピークは、青：ブルーサイト、緑：クリソタイル＋リザーダイト、オレンジ：
リザーダイト＋アンチゴライト、赤：アンチゴライトを示し、紫：クリソタイルの低温側ピークもしくは未確認鉱物、を示す。

果をもたらすため、ブルーサイトの最適値をもとに、
適用するd値のおよびc値（ピーク幅）に上下限値を
設定した。図－5右の解析結果から、ブルーサイトの
DTGピークについてはd = -22.5が最適解となるため、
ここでは0から-30をd値の上下限と設定した。また、
DTGおよびDTA曲線におけるブルーサイトおよび各
蛇紋石類のピーク位置と脱水反応の終了点は、ピーク
から概ね+50〜60℃程度と見積もられるため、ピーク
の半値幅を示す変数cの値は0から30に制限した。
４．４．２ 
EMG関数によるフィッティング結果を用
いた高温型組織比率の推定

図－7

E MG関数を用いたDTG曲線のピークフィット解析に
よる蛇紋岩中の含水鉱物量比（ピーク面積比）と薄
片記載・XRD解析との対比

蛇紋岩試料4種のDTG 測定結果について、EMG関
数およびVoigt関数によるフィッティング結果を図－

弱いOH基がより低温で分解することを示しており、

6および図－7に示す。各試料のEMG関数によるフィ

アンチゴライト結晶の反応量のおよそ4％程度を占め

ッティング結果（図－6中段）は、各ピークの高温側

るとしている。従って、740℃付近の高温側ピークの

+50℃程度で急速に反応が収束するピーク形状を再現

面積比をもって、総蛇紋石量におけるアンチゴライト

しており、Voigt関数では説明できないピークの非対

含有比として仮定することは、原理的にやや過少な見

称形状を精度良く再現している。特に、アンチゴライ

積となるのものの、高温型および低温型組織の量比を

トを含む試料②、③、④においては、EMG関数では

議論する上では十分な精度があると考えられる。実際

アンチゴライトの高温側（740℃付近）のピーク形状

に、試料②の薄片試料におけるブルーサイト＋アンチ

をうまく説明しており、また、EMG関数によるアン

ゴライト＋磁鉄鉱の高温型組織と、リザーダイト＋ク

チゴライトピークの面積比は、Voigt関数の結果に比

リソタイル＋磁鉄鉱の低温型蛇紋岩組織の比率は61：

べて高い。これは、600℃付近のクリソタイルのピー

39（図－2）と見積もられるが、EMG関数により推定

クが、Voigt関数では低温側と同様に高温側にも裾が

されるブルーサイト＋アンチゴライトのピーク面積比

広がるため、高温側のリザーダイトおよびアンチゴラ

は67.7％となり（図－7）、磁鉄鉱量とブルーサイトが

イトのピーク面積が過少に見積もってしまうためであ

低温型組織にも含まれる点を踏まえると概ね整合的な

ると考えられる。

比率であると評価できる。

既存研究 では、アンチゴライトの低温側微小ピー

なお、EMG関数によるフィッティングの高精度化

クは、結晶構造中に存在する2種のOH基の内、結合の

には、以下の課題が残された。試料①に関しては、変

10)
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質鉱物の影響と考えられる400-550℃付近には一段低

３）TG曲線を微分したDTG曲線を対象に、非対称関

いテール部が存在し、EMG関数でのフィッティング

数であるEMG関数を用いたピークフィット解析を

により再現が困難であり、残差が大きい。また、試料

行うことで、総蛇紋石量に占めるアンチゴライトの

②、③の500℃付近にあるクリソタイルの微小ピーク

含有量比を推定し、低温型および高温型蛇紋岩組織

は、初期値を工夫してもうまく再現できていない。こ

の混合比を定量的に求める手法を提案した。

れは、ピークの高さ（鉱物含有量）とピーク幅（反応

４）上記２）および３）の手法により、｢蛇紋岩｣ の

速度）の関係性が整理されていないためであると考え

幅広な物性幅を構成鉱物の種類と量比に基づいて細

られる。また、試料①と③においてクリソタイルピー

分類することが可能となった考えらえる。

クの面積がリザーダイトより優勢となる結果となった

今後の課題として、低〜中程度の蛇紋岩化度を示す

が、リザーダイトおよびクリソタイルのピークが近接

より多様な蛇紋岩類を対象に、本手法の有効性を検討

しており、両ピークの分離がうまくいっているかどう

する必要がある。その後、蛇紋岩の物性値変化を支配

かは評価ができておらず、また、薄片記載やXRD測

する要素を解明し、蛇紋岩地山の岩盤物性の指標とな

定との整合性についても現時点では情報不足から判断

る分類案の提案を行いたい。

できない。また、試料②〜④の700℃付近にはアンチ
ゴライトの低温側の微小ピークと、リザーダイトのピ
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