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火成岩の不均一圧縮に伴う起電力の発生とそのメカニズム
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Electromotive Force Induced by Non−uniform Stress on Igneous Rocks and
Its Generation Mechanism
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Abstract
To study the electric properties of rocks in laboratory, rock samples are usually placed under hydrostatic
pressure at certain temperatures. It is expected or assumed that the electric properties are homogeneous
in small samples. However, when a block of igneous rock is placed under non−uniform pressure at room
temperature in laboratory, an electromotive force appears between the stressed and unstressed edges.
This electromotive force is relatively strong in the part where a gradient of stress/strain exists. Quartz−
free rocks such as gabbro also generate the electromotive force, often stronger than quartz−bearing rocks
such as granite. This indicates that the observed electromotive forces were due to generation of positive
charge carriers in the rocks, rather than charges due to the piezo−electric effect of quartz. Here, we focus
peroxy bond（O3X−OO−YO3 with X, Y＝Si4+, Al3+, etc. ）which is one of the most abundant lattice defects in
igneous rock−forming minerals. Deformation of these lattice defects activates positive holes that can diffuse
away into the unstressed volume through the Valence band, like charge carriers in a p−type semiconductor.
This results in the generation of electromotive force between the stressed and unstressed volumes. Similar
electromotive force may be formed in the Earth s crust where inhomogeneous stress/strain exists.

緒

任意の地下環境を再現した状態で行なうのが一般的

言

であろう．得られたデータはアレニウス式とのフィッ

岩石の誘電率や電気伝導度などの電気特性は長年に

ティングに用いられ，電気伝導度，前指数関数因数，

わたって研究されている．それらの研究では，ある温

活性化エネルギー，活性化体積といったパラメータが

度において小さな岩石試料の全体を静水圧下に置き，

見積もられる（e.g., 渡辺，2005）．しかしながら，少し
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大きなスケールで見た場合，地震発生前の断層帯や噴

の伝搬メカニズムは P 型半導体内のそれと同等であ

火前の火山体といった活動的な地殻内では，むしろ

り，本来はほぼ絶縁体に近い石英が不均一圧縮により

不均一な応力・歪み場が形成されていると考えられ

P 型半導体化したと換言することができよう．

る（e.g., Toda et al., 2002）．また，潮汐の影響により，

前述の通り，過酸化架橋は火成岩を構成する様々な

地殻を構成する岩石にかかる応力や潮汐歪みは日々変

鉱物に含まれている．よって，あらゆる火成岩，更に

化する不均一応力場をもたらしている（e.g., 佐藤ほか，

は火成岩起源の変成岩や砂礫岩は，不均一圧縮下では

1980）．

正孔を電荷キャリアとする P 型半導体と同様な電気

Freund らの研究グループは，実験室内で自然乾燥

伝導特性を有することになる．一方，非火成岩の多く

させた岩石試料の一部のみを一軸圧縮（不均一な圧縮）

は過酸化架橋を含まないので，この電気現象は起らな

し，圧縮部から非圧縮部の方向へ流れる電流，非圧縮

いことになる．

部表面の正帯電，非圧縮部表面からの赤外線放射など

もし，この正孔が実際の地殻内でも発現していると

を検出している（e.g., Freund，2009）．これらの電気・

すれば，地震・火山活動や潮汐歪みに伴い様々な電気・

電磁気現象は火成岩（ハンレイ岩，花崗岩，斜長岩など）

電磁気現象を引き起こしている可能性が考えられる．

からは検出できるが非火成岩（大理石，石灰岩など）か

しかし，これまでの研究では，正孔の発現モデルは提

らは検出されない（e.g., Takeuchi et al., 2006）．これ

唱されてきてはいるが，正孔の拡散モデルに関しては

ら現象の原因としては，彼らは圧縮部での過酸化架橋

漠然としたイメージしか示されていない．そこで本研

の変形に伴い発現する正孔を考えている．ここで過酸

究では，試料の長さを様々に変えて起電力を計測する

化架橋とは，火成岩構成鉱物に多数含まれるよく知ら

ことにより，正孔の拡散が圧縮部に対してどの程度の

れた格子欠陥であり，例えば，

距離まで有効なのかを検証し，一歩踏み込んだ正孔の
拡散モデルの構築を試みる．

O 3 S i −OO−S i O 3

（石英）

O 3 S i −OO−AlO 2

（長石類）

OMg−OO−MgO

（カンラン石類）

のような構造式で記述される．
簡単のため，石英の過酸化架橋（O3Si−OO−SiO3）
を例にとり，バンドモデルの視点から提唱されている
正孔の発現モデル（e.g., Takeuchi et al., 2010）を説明
する．理想的な石英結晶は絶縁体であり，約 7−9 eV
の禁制帯を持つ．しかし，格子欠陥がつくるエネル
ギー準位はかならずしもそれに従うわけではない．例
えば，過酸化架橋の酸素対がつくるエネルギー準位の
うち，3

* 準位が禁制帯に存在する（Fig. 1a）．この

u

準位は反結合性で，通常は電子を持たない空の準位で
ある．エネルギー準位は周辺のケイ素や酸素との量子
力学的な相互作用の結果で決まるので，過酸化架橋お
よび周辺格子の構造が外力により歪めば，3

* 準位

u

も変化することになる（Fig. 1b）．歪みが進行し 3

*

u

準位の位置が価電子帯まで下がると，隣の酸素部位か
ら電子が 1 つ移動できるようになる（Fig. 1c）．この結
果，歪んだ過酸化架橋は負に帯電し，電子を提供した
酸素部位には正孔が発現する．この正孔に更に隣の酸
素部位から電子が移動し，それだけ正孔がもとの場所
から移動することになる（Fig. 1d）．このような正孔

Fig. 1

Activation of a positive hole induced by
deformation of a peroxy bond in quartz.
Modiﬁed from Takeuchi et al.（2010）.（a）
Normal state.（b）Deformation of peroxy
bond and shifting−down of its unoccupied
3 u* energy level.（c）Jumping −in of an
electron from a neighbor oxygen site and
activation of a positive hole at the neighbor
site.
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実 験 方 法
本実験に用いた岩種は，ハンレイ岩（南アフリカ産）
と細粒花崗岩（茨城県産）である．目視では，鉱物粒子
の分布や形状に卓越方位は見られない．それぞれの岩
3
石を長さの異なるブロック状（L×3.0×2.5 cm（L＝2.5

−10 cm））にカットし，表面を 800 番の研磨剤で研磨
した．その後，室温にて数日以上にわたり自然乾燥さ
せた．
Fig. 2 に実験装置の全景と概要図を示す．電気的に
接地した金属製ケースで囲んだオイルポンプ式プレス
機（RIKEN 製 CDM−20PA）のフレーム内に岩石試料
を設置し，試料の一端のみ（L＝ 0−2.5 cm）を一軸圧
縮した．したがって，L＝2.5 cm の試料の場合には試
料の全体が圧縮されることになる．応力値はロードセ
ル（Minebea 製 CMM1−2T および CSD−819C）によっ
て計測された．また，圧縮部に歪みゲージ（Minebea
製 F−3N−12T11W03）を貼り付け，圧縮部の一軸圧
縮 方 向 の 歪 み を 計 測（Minebea 製 DSA−631 お よ び
FA410−072）した．更に，圧縮部と非圧縮部はエレク
トロメータ（ADCMT 製 8240）を通して結線され，岩
石試料を流れる電流または電位差が計測された．アル
ミ製圧縮ピストンと試料との接着面には導電性銅テー
プを挟むことにより，接触面の変化による接触電位の
変動を防ぐことが図られた．同じ銅テープを非圧縮端
側の電極としても用いることにより，圧縮端側と非圧

Fig. 2

Outline of the experimental set −up. （a）
Photograph of the entire experimental set−
up.（b）Illustration of the rock block under
non −uniform loading with equipments
to measure the load, strain, and current
（electric potential）.

縮端側とで接触電位の相殺が図られた．実際には，電
流と電位差は同時に計測できないため，計測毎にどち
らかのみを計測した．このエレクトロメータでは pA
オーダーの電流および mV オーダーの電位差を計測
するモードでのインピーダンスは，それぞれ 106 Ω程
13

実 験 結 果
Fig. 3 に細粒花崗岩の場合の実験結果の一例を示

度および 10 Ω以上であった．試料の圧縮部は加圧ピ

す．歪みは縮みの場合を正の値になるようにしてあ

ストンの試料接触面を通して接地された．

る．電流値は初期の 3 MPa 加えた状態における値を

ロードセルの有効下限値と加圧初期段階における岩

基準にしてあり，非圧縮端からエレクトロメータを

石試料の微動による影響を取り除くため，あらかじめ

通って接地方向に流れる場合が正の値になる．実験結

試料には 3 MPa の圧縮応力を与えておいた．そこか

果は正の電流値を示すことから，非圧縮端が相対的に

ら 1 ± 0.15MPa/s の応力速度で約 30 MPa まで手動で

高電位になるような起電力が発生したことになる．電

加圧した．計測された応力・歪み・電流値・電位差値

位差計測の結果も，非圧縮端が相対的に高電位になる

はリアルタイムにアナログ出力され，16 Hz サンプリ

ことを示し，電流計測の結果と調和的であった．ハン

ングでデータレコーダ（HIOKI 製 8808−50）に記録さ

レイ岩の場合にも同様の結果が得られ，非圧縮端が相

れた．各試料に対して 30 分から 1 時間以上の間隔を

対的に高電位になるような起電力が発生した．

あけて加圧・脱圧を繰り返し，各岩種の複数の試料に
ついて同様の実験を行った．

Fig. 4 に，30 MPa まで加圧した際の電流値および
電位差値を試料の長さ L に対して試料毎に示す．起
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電力は試料の長さに対して単調な増加・減少を示すわ
けではなく，中間的な長さ（L 〜 4 − 6 cm）の試料で極
大値をとり，それよりも長い試料では若干減少する傾
向があった．この傾向は，細粒花崗岩では不明瞭だっ
たが，ハンレイ岩で顕著であった．また，Fig. 4 の表
記方法では不明瞭だが，同じ岩種でも試料によって起
電力に差があり，同一試料で加圧を繰り返すと起電力
の減少する傾向のあることが大雑把ではあるが見ら
れた．

議

論

本研究で得られた結果では，石英粒子を豊富に含む
花崗岩よりも，ほとんど含まないハンレイ岩の方が大
きな起電力を示す．このことから，この起電力の主要
因が石英の圧電効果であるとは考え難い．さらに，全
ての試料は自然乾燥させてあるため，イオンを運搬し
得る流体状の間隙水が存在するとも考えがたい．つま
り，界面導電効果に起因する流動電位の発生は難しい
だろう．岩石試料に人工的な機械的外力を与えている
のは圧縮部だけであることから，起電力の源が圧縮部
Fig. 3 An example of the experimental results on
ﬁne−grained granite.（a）Stress; from 3 MPa
to 30 MPa at 1 ± 0.15 MPa/s.（b）Strain;
positive value corresponding to compression.
（c）Current; after subtracting the value at 3
MPa.

にあり，圧縮部から非圧縮部の方向へと正の電荷が運
ばれたと推測するのが自然であろう．この正電荷の正
体は，
緒言で述べた正孔であると考えることができる．
そこで，ハンレイ岩試料の有限要素法による応力・
歪み分布のシミュレーションを行ない，試料長 L に

Fig. 4 All results of the current and electric potential at the stress of 30 MPa of rock blocks with various
lengths.（a）Gabbro.（b）Fine−grained granite. The currents and potentials: after subtracting the
values at 3 MPa.
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対する起電力の傾向変化（Fig. 4）との比較を行なうこ

気引力も同時に受けるため，正孔は試料全体には拡散

とにした．Fig. 5 に，試料の圧縮状態を最もよく表す

できない．結果として電荷分布の特殊な偏りが試料の

第 3 主応力および最大剪断応力のシミュレーション結

一部に形成され，任意の異なる箇所に電位差（起電力

果を示す．それぞれの分布（応力勾配）は，L ＜ 4 − 6

の源）が現れる．時間とともに加える応力を大きくす

cm の辺りにまで及んでいることが分かる．細粒花崗

れば，電荷分布の偏り程度や起電力も大きくなる．対

岩の場合にも，同様の結果が得られると予想される．

して，試料全体を圧縮している場合（L＝2.5 cm）には，

もし，Fig. 1 に示すような原因で正孔の発現が起って

圧力および発現する正孔の濃度に顕著な差が現れない

いるとすれば，その発現部は L ＜ 4 − 6 cm の辺りま

ため，
顕著な電荷分布の偏りや起電力は形成されない．

で及ぶことになる．発現する正孔の濃度は歪み具合

試料長が L 〜 4−6 cm の場合（Fig. 6a）には，電荷

に大きく依存するであろうから，圧縮端から非圧縮端

分布が最も偏る箇所に電極を設置する格好となるた

に向かって正孔濃度は減少するであろう．この濃度差

め，計測される起電力が大きくなる．しかし，試料長

を解消するため，正孔は非圧縮部の方へ拡散しようと

が L＞4−6 cm の場合（Fig. 6b）には，正極の電極を電

する．しかし，過酸化架橋に捕捉された電子からの電

荷分布の偏りから離れた箇所に設置する格好となる．

Fig. 6
Fig. 5 Finite element analyses of a gabbro block
with the length of 10 cm under the stress
of 30 MPa.（a）The distribution of the 3rd
principal stress. （b） The distribution of
the maximum shear stress. Parameters
used: Elastic modulus is 100 GPa for gabbro
sample and 70 GPa for aluminum piston.
Poisson s ratio is 0. 25 for gabbro sample and
0.35 for aluminum piston.

Schematic illustrations of electrons and
positive holes in a rock block under non −
uniformed stress.（a）Relatively short block.
（b）Relatively long block. The top parts
indicate the distribution curves of electrons
and positive holes. The bottom parts indicate
the electrons （white circles） trapped in
deformed peroxy bonds and the positive
holes （black circles） under a balance
between the electric attractive force from
the electrons and the force for diffusion.
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この場合，正孔の一部は非圧縮端（正極の電極）まで拡

最後に，実際の地殻に対して本実験結果の単純な適

散しようとするが，克服しなければならない電子によ

用を試みる．地殻は深部ほど圧力が大きく，その勾配

る電気引力も更に大きくなる．よって，非圧縮部が見

は地質学的時間スケールではほぼ一定であるかもしれ

かけ上の電気抵抗のような役目となり，オームの法則

ないが，潮汐歪は日変化を繰り返している．本実験に

に則り起電力が低下することになる．

おける L ＜ 4 − 6 cm の試料の場合に対応して，地殻
下部から地表部へと拡散する正孔の存在が期待される
（Fig. 7a）．また，局所的に地殻応力が比較的活発に
変化している場所，例えば地震発生前の断層帯や噴火
前の火山体では，地殻応力変化により正孔が発現して
いることが期待できる（Fig. 7b−c）
．本実験における
L ＞ 6 − 10 cm の試料の場合に対応して，地表付近で
は大きな起電力にはなっていない可能性はあるが，活
動部とその周辺の電荷キャリア濃度が増加しているた
め，地殻電気伝導率構造に影響を及ぼしていることが
期待できる．
実際の地殻には地下水が存在する．正孔による電
荷の移動はこれら地下水により遮断される可能性があ
り，本実験結果だけでは，Fig. 7 に示した電場がどこ
まで顕著に形成されるかを単純には議論できない．し
かし，正孔と水との化学的反応により，新たな化学現
象の起ることが期待されている（Balk et al., 2009）．こ
れらのことを踏まえれば，地殻で発現した正孔によっ
て複雑に絡み合った種々の電気的・電磁気的・化学的
諸現象の起こることが期待される．

結

論

先行室内実験で提唱されている「火成岩の不均一圧
縮に伴う正孔電荷キャリアの発現・拡散メカニズム」
を更に検証するため，ハンレイ岩と細粒花崗岩を様々
3
な 長 さ の ブ ロ ッ ク 状（L × 3.0 × 2.5 cm（L＝2.5
− 10

cm））に整形し，一端のみ（L＝ 0 − 2.5 cm）を圧縮し
た．圧縮端と非圧縮端に電極を貼付け，不均一圧縮に
伴う電流または電位差を計測した．どちらの岩石試料
Fig. 7 Schematic illustrations of electrons and
positive holes in the Earth s crust in some
possible cases of inhomogeneous stress/
strain.（a）Tidal stress/strain.（b）Seismic
focal activation. （c） Volcanic activation.
The left parts indicate the electrons（white
circles）trapped in deformed peroxy bonds
and the positive holes（black circles）under
a balance between the electric attractive
force from the electrons and the force
for diffusion. The right parts indicate the
distribution curves of the electrons and
positive holes.

も圧縮に伴う電流・電位差を発生させたので，それら
は石英による圧電効果では説明できないことが改めて
確かめられた．これら起電力は，中間的な長さ（L 〜 4
− 6 cm）の試料で極大値をとり，それよりも長い試料
では減少する傾向を示した．この傾向はハンレイ岩で
顕著であった．一方，有限要素法による応力・歪み場
のシミュレーションによれば，L ＜ 4 − 6 cm の辺り
まで不均一圧縮による応力・歪みの影響のあることが
示された．よって，正孔の発生源は試料の半分程度に
まで及んでいることが予想される．このことから，L

火成岩の不均一圧縮に伴う起電力

〜 4 − 6 cm においては，電荷の偏りが最も大きな箇
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in rocks. Earth Planet. Sci. Lett., 283, 87−92.

所に電極を設置する格好となるため，計測される起電

Freund, F. T., M. A. S. da Silva, B. W. S. Lau, A.

力が大きくなると考えられる．一方で，より長い試料

Takeuchi and H. H. Jones（2007）
: Electric currents

（L ＞ 4 − 6 cm）においては，電荷の偏りから離れた箇

along earthquake faults and the magnetization of

所に電極の一端を設置する格好となるため，非圧縮部

pseudotachylite veins. Tectonophysics, 431, 131−

にも正孔が拡散しなければならない分（電気抵抗とし
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て機能）だけ起電力が減少していると考えられる．
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