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概要 ＥＡ (600字～800字程度にまとめてください。) 
 
 氷の高圧相の中で、Ih-XI, III-IX, V-XIII, XII-XIV, VI-XV, VII-VIIIの各ペアは、水分子の四面体が作る基

本的なフレームワークは同一でありながら、水素の秩序度が異なる相のペアであることがわかる。この中で、Ic, II, 

IVの各相はそのペアの相手が見つかっていない。本研究の目的は、これらのミッシングペアを X線・中性子回折・ラマ

ン散乱を用いて発見すること、またそのための技術開発を行うことである。氷の研究において最も重要なことは、実験

の再現性を担保することであり、本研究において、温度圧力を自由に精度よくコントロールしつつ X 線・ラマン測定およ

び中性子測定が行える装置を開発したことは、本研究の最大の成果の一つである。特に、中性子散乱実験用温度圧

力制御システム（これを「水戸システム」と名づけた）では、液体窒素フロータイプの温度制御機構を対抗型高圧容器

の試料付近のみに設置することで、これまでの高圧中性子実験を一変するようなシステムにすることができた。この成

果は水戸で開催された国際結晶学会の高圧支部における国際会議(IUCr-HP2012, 水戸)で発表され、されに 2013年

に High Pressure Research 誌に掲載されると、国内外の研究者から多くの問い合わせがあった。すでに本装置を利

用した共同研究がいくつもスタートしており、中には国際共同研究（日仏交流促進事業, JSPS）に発展したものもある。

また、本装置を利用して氷 VI 相の秩序相とされる氷 XV 相に関して新たな知見が得られ、現在投稿準備中である。こ

の成果はこれまで安定相とされていた氷XV相の安定領域に疑問を投げかけるものであり、もし掲載されれば大きな反

響があるだろう。 
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欧文概要 ＥＺ 

 
Ice shows us tremendous varieties of phases, at least 16 crystalline phases are known so far. In the 
family of ice phases, ice Ih-XI, III-IX, V-XIII, XI-XV, VII-VIII, XII-XIV are the pairs of proton 
disorder-order phases, meaning that oxygen sublattice is mostly the same each other but just show the 
difference of orderness of hydrogen. The final goal of this project is to find the missing pairs, i.e., 
the pairs for ices Ic, II, and IV. This project also contributes a technical developments for high 
pressure x-ray/neutron studies. Particularly, the development of temperature-pressure controlling 
system for high pressure neutron scattering (called ‘Mito-system’) is worth-noting. The Mito system 
was first presented in the IUCr-HP2012 conference held in Mito, Japan and published in High Pressure 
Research in 2013. These presentation and publication have attracted a large variety of researchers, 
and actually many collaboration has already been started. A new knowledge for the relationship between 
ice VI and XV are also one of achievements in this project, and has prepared for publication. 
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