


まえがき 
 
 昨今の気温上昇、ゲリラ豪雨、更にはスーパー台風のような異常気象は、産業革命以来、
急速な産業・経済の発展に伴い、石炭、石油及び天然ガス等の化石燃料を大量に消費した
ことによる温暖化が原因と言われています。昨年末、国連気候変動枠組み条約第２１回締
約国会議（COP21）が開催され、地球温暖化対策の新枠組み「パリ協定」が採択されました。
その概要は今世紀後半に「実質排出ゼロ」を目指すという画期的な目標が掲げられ、目標
達成のため、全ての国が 2020 年以降の温室効果ガス削減目標を策定し、５年ごとにそれを
見直すことを義務づけたものです。この協定により世界の温暖化対策は新たな局面を迎え
ることとなり、既に EU では脱化石エネルギーに向けた研究開発が急ピッチで進められてい
ます。日本政府も削減目標達成の具体策を示す「地球温暖化対策計画」の策定を急いでい
ます。しかし、世界全体で実質排出量をゼロにするためには新技術や新概念の導入が不可
欠であり、現状ではそう簡単に達成できるとは言えない状況にあります。 
 当センターでは、上記目標の達成策として水素同位体（軽水素、重水素及び三重水素 （ト
リチウム）)のエネルギー利用が有効であると考え、その基礎的・応用的研究を行っていま
す。例えば、軽水素（H2）は酸素と反応することでエネルギー（熱、電気）を放出して水を
生成します。また、エネルギーを用いて水から H2 を得ることもでき、H2 と水の資源循環に
よる持続可能なエネルギーシステムの構築が期待できます。一方、重水素（D）及びトリチ
ウム（T）は 21 世紀の高密度エネルギー源として注目されている核融合炉の燃料として使
用できます。 即ち、水素同位体は次世代のクリーンエネルギーシステムを構築するための
キーマテリアルであると言えます。 
 これらのエネルギーシステムを具現化するために、当センターでは国内外の研究機関や
民間等との連携を積極的に進め、水素同位体を安全かつ効率的に利用するための基礎研究
及び要素技術の研究開発を進めています。また大学に属するセンターとして学部・大学院
教育にも注力しており、水素同位体による新たなエネルギーシステムを担う次世代のリー
ダー育成・輩出に努めています。 

当センターの一般共同研究は、水素エネルギー科学やトリチウム利用研究を対象とし、
センターの運営費より助成金を支出した自助努力によって研究の幅を広げ、深化するため
に行っています。もともと平成 21 年度に共同利用・共同研究としてスタートしましたが、
翌年から現在の名称に改めました。昨年度の採択件数は過去最多の 14 件となりました。一
方、トリチウム安全取扱い技術の高度化やトリチウムと核融合炉材料との相互作用などに
関連する核融合トリチウム研究課題は、核融合科学研究所双方向型共同研究として実施し
ており、昨年度は 13 件の採択でした。本報告書はこれら２つの成果をまとめたものです。 
昨年度より本センターは、特徴ある研究をより推進することを目的として設立された富

山大学研究推進機構（平成 27年 4 月設置）に参画しました。これを一つの契機としてスタ
ッフ一同、更なる研究・教育の「高み」を目指し、新たな気持ちで鋭意努力する所存です
ので、関係各位におかれましても一層のご指導ご鞭撻をお願い申し上げる次第です。  

 
平成 28年 4 月 
富山大学 研究推進機構 水素同位体科学研究センター 

                     センター長  阿部孝之  
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図 1  PSC-1用アタッチメント 

とシリコンの押さえ 
 

プラスチックシンチレータを用いたトリチウム測定-専用機の性能評価

Evaluation of prototype equipment for plastic scintillator sheets 
お茶の水女子大学 基幹研究院 古田悦子*、大学院博士前期課程 岩崎紀子

富山大学 水素同位体科学研究センター 田口明

 

１． 緒言 
 トリチウムに代表される低エネルギーベータ線放出核種の測定に於いて放射性有機廃液の発生

を抑える方法として、液体シンチレータに代えて、プラスチックシンチレータ（PS）を用いるこ

とが出来る。既存の液体シンチレーションカウンター（LSC）に 20mL ガラスバイアルを用いて、

初期データを取得した。しかし、一般の LSC 用バイアルは 20mL が最大であり、PS シート（不

揮発性化合物の測定に適す）1,2）、PS ペレット（揮発性化合物の測定に適す）3）のどちらを用い

た場合も、単位体積当たりの検出下限値を環境放射能レベルに下げることは難しい。検出効率が

高く、検出限界を下げることを目的に、プラスチックシンチレータ専用器（PSC）PSC-1，その

後 PSC-2 の 2 台を試作した。その結果を報告する。 
 

２．実験  

PSC-1 は 2 本の光電子増倍管（PMT）の間隔が 20.3mm であり、それを改良し、PMT の間隔

を 36.3mm としたものを PSC-2 とした。PSC-1 は PS シート専用器であり、PSC-2 では複数枚

のシートおよび PS ペレットも測定可能とした。図 1 が PSC-1 用アタッチメントである。2 本の

PMTｓを直線上に並べて同時計数回路とし、MCA に繋いであり、

通常の LSC と構造は同一であるが、遮蔽体は特に設けていない。

PS シートは BS-400（サンゴバン）の 0.5mm 厚を 48 mmφに

切り取ったものである。用いた試料は、主にトリチウムメチオニ

ン（Moravek）であり、純水で希釈し約 0.04 Bq/mL ~1 KBq/mL
とした。PS シートの表面の親水化のために、2 分の DBD プラズ

マ処理（Ar ガス）を行った。放射能は、PS への滴下量と同一か

希釈以前の濃度のものを Tri-Carb3110TR（PerkinElmer）を用

いて求めた。 
 

３． 結果および考察 

図 2 に PSC-1 を用いた場合の、トリチウムメチオニンの放射能と正味計数値の関係を示す。それ

ぞれのポイントで測定条件は異なるものの、0.04Bq/mL から 209Bq/mL の範囲で、良い直線性を

示している。測定時間は試料の放射能強度に応じて変えることで、SD の少ない正味計数率を得れ

ばよいが、滴下容量は一定にさせた方が定量性がより良くなる。図 2 の場合、薄い放射能範囲の

No.1~No.3 では、LSC で測定することが不可能な量になったことなどから、放射能は希釈率から

の推定値となっているため、R2値が若干良くないが、十分な定量性があると判断できる。PSC-1
での検出限界値 4）は、図 3に示すようになった。すなわち、試料が 2ｍLの場合の平均計数効率 

が 32.7％であり、10 時間測定では 0.01Bq/mL が検出限界であった。 

1
1
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図 2 PSC-1 を用いた、トリチウムメチオ

ニンの正味計数率と放射能の関係

No.1; 0.04 Bq/mL 溶液を 1mL 滴下し、10
時間測定した場合(希釈以前の放射能

の希釈率から求めた値) 
No.2; 0.25 Bq/5μL 溶液を 5μL 滴下し、1

時間測定

No.3; 3 Bq/60μL溶液を 60μL滴下し、1 時

間測定

No.4-7; 5.1-209 Bq/5μL溶液を 5μL滴下

し、1,000 秒測定 

図 3  PSC-1 を用いたトリチウムメチオニンの検出限

界。BG10ｈ測定、ｋ＝2の場合を示す。 

図 4  PSC-2 の試料ホルダー(右)とペレット容器

（アクリル製）とマルチシートホルダー；7枚装着

可能(左) 

                       

図 4右は PSC-2の専用の試料ホルダー、左はペレット容器（揮発性のトリチウム水用）とシート

ホルダー（最大 7組の試料体を装着可能）の外観を示す。PSC-1同様に、シートに関しては良い

効率を示したが、ペレットに関しては、想定した良い効率が得られなかった。いずれのバイアル

も 2日目には 2％程度のリークが起こった。この改善が必要である。 

 

４．まとめ 

本研究は、液体シンチレーションカウンターでのプラスチックシンチレータを用いたトリチウ

ム測定における「制約」となる試料容量を増すことを目的とした専用器の開発にある。専用器は、

不揮発性の標識化合物測定でのプラスチックシンチレータ（PS）シートの測定には高効率であっ

たが、PS ペレットに対しては有効な容器が作成できなかった。今後、容器の素材等を変更する。 
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Development of New Highly-Active Catalyst by Sputtering Method
（スパッタリング法を用いた新規高活性触媒の開発） 

N. Tsubaki*, A. Taguchi, T. Abe (Univ. of Toyama) 
富山大学 工学部 椿 範立*、 

富山大学 研究推進機構 水素同位体科学研究センター 田口 明、阿部 孝之 

 

1. Introduction

Fischer-Tropsch synthesis (FTS) as the core of the gas-to-liquids (GTL) processes, has recently 

received a renewed interest as a versatile catalytic route for producing environmentally benign and 

ultraclean fuels from syngas. Generally, hydrocarbon products from FTS follow the Anderson-Schulz- 

Flory (ASF) distribution law. In order to disobey the ASF law to obtain more selective products expected, 

especially gasoline-ranged middle isoparaffins from FTS, acid zeolite is regarded as an excellent support 

candidate for selectively producing branched paraffins. To overcome the problems in the conventional 

preparation method of acid zeolite based metal catalyst, a new sputtering process on powders termed as the 

“polygonal barrel-sputtering” method has been proposed as an efficient method to directly deposit highly 

dispersed Co nanoparticles (NPs) on acid zeolite. Herein, we design an ultra-stable Y (USY) zeolite 

supported cobalt catalyst prepared by the polygonal physical sputtering method for directly synthesize 

gasoline-ranged isoparaffins from syngas via modified FTS reaction. 

2. Experimental

Commercial H-USY powders (Tosoh Co., SiO2/Al2O3=6.3 molar ratio, 466 m2/g) were pre-calcined at 

550 oC for 3 h. The physical sputtering apparatus is demonstrated in Scheme 1. Metallic cobalt plate (purity 

99.9%) was used as the sputtering target. 5.0 g of the pretreated zeolite powders was loaded into the cavity 

barrel. Then, the vacuum chamber was evacuated to 8.0×10-4 Pa, followed by introducing a pure Ar with a 

flow rate of 29 mL·min-1 into the chamber until the 

pressure reached 2.0 Pa. The input power was 

controlled to 350 W. The hexagonal barrel was rotated 

at 3.5 rpm and vibrated mechanically to mix the 

support and deposited metal uniformly. After 200 min 

sputtering, about 7 wt% of Co loaded onto the zeolite 

powder was obtained. Thereafter, a 1.0% O2/N2 flow 

was gradually introduced into the cavity barrel to 

reach common pressure, and kept for 1 h to stabilize 

the metallic Co supported catalyst, denoted as 

Co/USY-S. The obtained catalyst was reduced in H2 at 260oC for 1h, denoted as Co/USY-S-260. 

3. Results and discussion

The particle size comparison of different catalysts was demonstrated in HRTEM images of Fig. 1. The 

impregnated Co particles exhibited large aggregation on USY zeolite with an average particle size of about 

Scheme 1 Schematic representation of the 

sputtering apparatus 
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20 nm. But in the case of sputtered catalyst, cobalt nanoparticles were well-dispersed on zeolite with an 

average diameter of about 5 nm. Smaller and narrower particle distribution on the sputtered catalyst was

attributed to the stir assistance of mechanical apparatus during the atomic-scale sputtering process. In detail, 

cobalt atoms derived from the attack by Ar plasma stream are homogenously deposited onto the USY 

zeolite surface with continuous hexagonal rotation and spin, as well as mechanical vibration provided by 

the rolling barrel. From H2 chemisorption, a high 

Co dispersion of 17.2% was also observed for the 

sputtered Co/USY-S, much higher than that of 

5.3% for the impregnated one.  

Herein, the higher cobalt dispersion on 

sputtered catalyst contributed to better spatial 

arrangement of two kinds of active sites, making a 

more suitable distance between FTS sites and 

acidic sites nearby (Figure 1c), if compared to the 

conventional impregnated one. Therefore the 

sputtered Co/USY-S catalyst exhibited much 

higher CO conversion the catalyst prepared by 

conventional impregnation under the same FTS 

conditions. Under the same iso-conversion of 

about 50%, the sputtered Co/USY-S-260 showed 

very high Ciso/Cn value of 1.02, clearly exceeding 

that of 0.74 on the impregnated one. Otherwise 

FTS activity was independent of zeolite type on sputtered catalysts.

4. Conclusion 

The bifuntional Co/USY catalyst for directly conversion of syngas to isoparaffins was successfully 

prepared by physical-sputtering route. Different from conventional impregnation method, the physical 

wedging bound between Co atoms and zeolite support results in the weak interaction. The sputtered 

catalyst exhibited much higher CO conversion and isoparaffins selectivity than the catalyst prepared by 

conventional impregnation. The described synthesis herein provides a new pathway to solve the problem 

caused by the strong metal-support interactions (MSI) in heterogeneous catalysis.

5. Related Publications
(1) Lu, P.; Sun, J.; Zhu, P.; Abe, T.; Yang, R.; Taguchi, A; Vitidsant, T.; Tsubaki, N.*, J. Energy Chem. 
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Yang, G.; Yoneyama, Y.; Tsubaki, N.* ACS Catal. 2014, 4, 3346-3356. 

 
Figure 1 HRTEM images of reduced impregnated 
Co/USY-I catalyst (a) and reduced sputtered 
Co/USY-S catalyst (b); (c) Schematic of the tandem 
reaction including FTS and acid catalysis achieved 
on the sputtered bifuctional catalyst. 
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１． 緒言 
 タングステンは低い水素溶解度と高い融点という特徴を持つ金属で核融合炉材料として有望で

ある。その溶解度を考慮すると、タングステンが完全な結晶格子であれば内部に水素はほとんど

残留しない。しかし、実際には不純物や照射によって作られた空孔型欠陥があり、かなりの量の

水素（同位体）が残留すると考えられる。また、一般に水素は金属空孔の生成エネルギーを著し

く低下させる作用があるので、水素誘起による空孔の超多量生成が起こる可能性もある。特に、

放射性同位元素であるトリチウム(T)の残留量は核融合炉の安全のために問題になっている。また、

核融合反応は nHeTD +→+ なのでDとTの二種類の水素同位体が共存する特徴的な系である。

そこで本研究では熱力学的モデルを使うことで有限温度におけるタングステン空孔に捕獲される

水素同位体ごとの量について計算した。 
 

２．計算方法と２つの空孔生成モデル  

熱力学的モデルとは熱平衡状態を仮定し自由エネルギー TSUF −= に基づいて系の状態を議

論する理論である。内部エネルギーの項U を決める要素は空孔と水素同位体との結合エネルギー

や水素同位体の零点振動エネルギーである。同位体による違いは主にこの振動数の違いに由来す

る。これらの数値は密度汎関数法に基づいた第一原理計算を行うことで得られた。計算ソフトと

しては汎用コードの VASP を使った。 
 空孔に水素同位体a が i 個、水素同位体b が j 個捕獲された空孔水素複合体を j

b
i

a HHV と表す

ことにする。ここでV は空孔を表す。タングステンの総原子数を 0N 、初期に試料に注入された

水素同位体 Ha
と Hb

の総数を HN とする。ただし、今回は水素同位体の注入量はそれぞれ 2/HN
で同数とした。内部エネルギーは空の空孔生成エネルギー ve 、空孔と水素同位体との結合エネル

ギー ije 、空孔水素複合体の総数 N から 

         ∑+=
ij

ijijv enNeU  ただし ∑=
ij

ijnN  

となる。ここで ijn は空孔水素複合体 j
b

i
a HHV の個数である。エントロピーの項は 

vibcom SSS +=  
で配置のエントロピー

comS と振動のエントロピー
vibS から構成されている。

comS は格子中での空

孔や水素同位体の配置の仕方から計算される。
vibS は空孔が存在することによる格子振動の乱れ

に由来する。どちらもボルツマンの関係式 WkS B ln= から計算される。 
本研究では以上の事項に基づき、二つの空孔生成モデルを使って水素同位体の捕獲量を計算し

た。モデル I：空孔は弾き出しによって最初に一定の個数が作られ、その後は不変とするモデル。

すなわち、N 一定の条件下で F の極小条件を計算する。モデル II：空孔は水素による空孔生成エ

ネルギーの低下、いわゆる空孔の超多量生成によって作られる。 N は可変としたモデル。 
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20 nm. But in the case of sputtered catalyst, cobalt nanoparticles were well-dispersed on zeolite with an 

average diameter of about 5 nm. Smaller and narrower particle distribution on the sputtered catalyst was
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図１ タングステン空孔と水素同位体

(H,D,T)との結合エネルギー。 

３． 計算結果 
タングステン空孔と水素同位体との結合エネルギ

ーを図１に示す。空孔との結合は軽い水素同位体の

方が強い。また、計算から導いた空の空孔生成エネ

ルギーは約 eV03.3=ve であった。だから、図１に

より空孔に 3 個以上水素が捕獲された場合は空孔の

生成エネルギーが負になるので、いわゆる空孔の超

多量生成が起こる可能性がある。

モデル I（N 一定）で計算した結果を図２に示す。

この例では空孔濃度は
510−
、H と D または D と T

の組合せで初期注入量はそれぞれ
4105 −× である。

結合エネルギーが大きい軽い水素同位体の方が空孔

に多く捕獲される。モデル II（N 可変）の結果を図３に示す。水素濃度が低い場合、空孔濃度は

通常の熱平衡濃度に一致する。ところが水素濃度がある閾値を超えると空孔の超多量生成が起こ

り始め急に空孔水素複合体濃度が上昇する。この領域では水素自身が空孔を生成するように作用

し始め、高い水素濃度ではほぼ全部の水素が納まるだけの空孔が生成される。

 

４．考察 

本研究では２つの空孔生成モデルを使って水素の捕獲量を計算した。実際にはどちらのケース

が起こるかは材料として重要な問題である。モデル II で仮定した空孔の超多量生成は水素を固溶

しない Mo でも高い水素分圧下では観察されている。しかし、水素の照射下でも起こることを明

確に示す実験はない。しかしながら、図３では
410−
程度の水素濃度でも空孔生成は促進される。

照射によってもこの程度の水素は導入されると思われる。実験による検証が待たれる。 
 

５．引用文献 

(1) K. Ohsawa, F. Nakamori, Y. Hatano, M. Yamaguchi, J. Nucl. Mater. 458 (2015) 187.

 

図２ モデル I により計算した一定濃度の空孔

に捕獲された水素同位体の量と温度の関係 

 

図３ モデル II により計算した各温度での

注入水素量と空孔水素複合体濃度との関係 
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Study of tritium concentration in environmental water samples
核融合科学研究所･総合研究大学院大学 赤田尚史，田中将裕

総合研究大学院大学 池本憲弘
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富山大学研究推進機構水素同位体科学研究センター 鳥養祐二

                  

１． 緒言 
 日本では、これまでに全国各地で環境水中トリチウム濃度に関する調査されており、その結果

が報告されている 1)。しかし、近年では一般環境での報告例はごくわずかである 2)。富山県内のデ

ータとしては、これまでに 1980 年代の降水や降雪、7 大河川、地下水を対象にいくつかのデータ

が報告されているが 3,4)、近年の測定結果についての報告は無い。大陸からの季節風の影響を強く

受ける富山県では、日本の他地域に比べて環境水中トリチウム濃度が高くなる可能性もある。我々

は、昨年度から富山市周辺において河川水の採取し、トリチウム濃度の計測を開始した。本報で

は、富山市内の河川水や冬季降水（雪）を対象としたトリチウム濃度測定を行うと共に、過去に

報告されているデータとの比較･検討を行った結果について報告する。 
 

２．実験 

本研究では、富山市内の常願寺川、熊野川、神通川、井田川、そして富山市に隣接する射水市

の新堀川の 5 河川を調査対象とした。河川水の採水は、2015 年 8 月に行った。海水の混入を予防

するために、比較的上流で試料を採取した。降水（雪）については、富山大学理学部屋上におい

て 2014 年 12 月から 2015 年 3 月までの間に約 1 週間間隔で採取を行った。採取試料水は、実験

室に持ち帰り、pH と電気伝導度の測定を行った後、ろ過･蒸留した。その後、固体高分子膜電解

濃縮装置（トリピュア，ペルメレック電極）を用いて電解濃縮操作を行った。濃縮後、再度蒸留

した試料水をポリバイアル内で同量のシンチレーター（Ultima Gold LLT, パーキンエルマー）と

十分混合し（65mL）、測定用試料とした。トリチウム分析は、水素同位体科学研究センターの低

バックグラウンド液体シンチレーションカウンター（LB-5, Aloka）を用いて行った。 
 

３． 結果と考察 

図1に、試料採取地点と測定結果を示す。河川水中トリチウム濃度は0.35~0.82 Bq/Lの範囲で、

平均 0.54±0.17 Bq/L であった。昨年の調査結果と比較し、新堀川でやや高い傾向にあった。日

本における近年の環境トリチウム濃度は、原子力規制庁が関係省庁や４７都道府県等の協力を得

て「日本の環境放射能と放射線」データベースとして公開している 5)。このデータベースより、

近年の千葉市における降水中トリチウム濃度は（2013 年 7 月~2014 年 6 月）、0.11~0.51 Bq/L の

範囲で平均 0.30±0.13 Bq/L と報告されている。本調査で得られた結果は、千葉市における降水

中トリチウム濃度と比べて同程度かやや高い傾向にあった。 
図 2 に、富山大で採取された降雪中トリチウム濃度の時系列変動について、富山市内のアメダ

スにより観測された降水量データと共に示す。降雪中トリチウム濃度は 0.48～2.08 Bq/L の範囲
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に捕獲された水素同位体の量と温度の関係 

 

図３ モデル II により計算した各温度での

注入水素量と空孔水素複合体濃度との関係 
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環境水中トリチウム濃度に関する研究

Study of tritium concentration in environmental water samples
核融合科学研究所･総合研究大学院大学 赤田尚史，田中将裕

総合研究大学院大学 池本憲弘

富山大学理学部   上田晃，岡北渚沙

富山大学研究推進機構水素同位体科学研究センター 鳥養祐二

                  

１． 緒言 
 日本では、これまでに全国各地で環境水中トリチウム濃度に関する調査されており、その結果

が報告されている 1)。しかし、近年では一般環境での報告例はごくわずかである 2)。富山県内のデ

ータとしては、これまでに 1980 年代の降水や降雪、7 大河川、地下水を対象にいくつかのデータ

が報告されているが 3,4)、近年の測定結果についての報告は無い。大陸からの季節風の影響を強く

受ける富山県では、日本の他地域に比べて環境水中トリチウム濃度が高くなる可能性もある。我々

は、昨年度から富山市周辺において河川水の採取し、トリチウム濃度の計測を開始した。本報で

は、富山市内の河川水や冬季降水（雪）を対象としたトリチウム濃度測定を行うと共に、過去に

報告されているデータとの比較･検討を行った結果について報告する。 
 

２．実験 

本研究では、富山市内の常願寺川、熊野川、神通川、井田川、そして富山市に隣接する射水市

の新堀川の 5 河川を調査対象とした。河川水の採水は、2015 年 8 月に行った。海水の混入を予防

するために、比較的上流で試料を採取した。降水（雪）については、富山大学理学部屋上におい

て 2014 年 12 月から 2015 年 3 月までの間に約 1 週間間隔で採取を行った。採取試料水は、実験

室に持ち帰り、pH と電気伝導度の測定を行った後、ろ過･蒸留した。その後、固体高分子膜電解

濃縮装置（トリピュア，ペルメレック電極）を用いて電解濃縮操作を行った。濃縮後、再度蒸留

した試料水をポリバイアル内で同量のシンチレーター（Ultima Gold LLT, パーキンエルマー）と

十分混合し（65mL）、測定用試料とした。トリチウム分析は、水素同位体科学研究センターの低

バックグラウンド液体シンチレーションカウンター（LB-5, Aloka）を用いて行った。 
 

３． 結果と考察 

図1に、試料採取地点と測定結果を示す。河川水中トリチウム濃度は0.35~0.82 Bq/Lの範囲で、

平均 0.54±0.17 Bq/L であった。昨年の調査結果と比較し、新堀川でやや高い傾向にあった。日

本における近年の環境トリチウム濃度は、原子力規制庁が関係省庁や４７都道府県等の協力を得

て「日本の環境放射能と放射線」データベースとして公開している 5)。このデータベースより、

近年の千葉市における降水中トリチウム濃度は（2013 年 7 月~2014 年 6 月）、0.11~0.51 Bq/L の

範囲で平均 0.30±0.13 Bq/L と報告されている。本調査で得られた結果は、千葉市における降水

中トリチウム濃度と比べて同程度かやや高い傾向にあった。 
図 2 に、富山大で採取された降雪中トリチウム濃度の時系列変動について、富山市内のアメダ

スにより観測された降水量データと共に示す。降雪中トリチウム濃度は 0.48～2.08 Bq/L の範囲
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で平均 1.01±0.47 Bq/L と河川水に比べて比較的高い濃度を示した。これは、北西の季節風により

もたらされた大陸高緯度地

域起源の空気塊の影響と考

えられる。今後、風場解析や

後方流後解析などの気象デ

ータ解析を行うことで、濃度

上昇の要因を明らかにする

必要がある。 
 本年度の調査により、近年

の 2 年分のデータベースが

得られたが、バックグラウン

ド環境トリチウム濃度を示

すためには更なる継続的な

観測が重要である。 

 

４．まとめ 

富山市内の河川水および

冬季降水（雪）中トリチウム

濃度について調査した結果、

それぞれ 0.35~0.82 Bq/L お

よび 0.48～2.08 Bq/L の範

囲であり、河川水に比べ冬季

の降水（雪）は高い傾向にあ

った。今後、気象データ解析

により詳細を明らかにする

と共に、更なるデータを蓄積

することで、近年の環境トリ

チウム濃度レベルとその変動傾向について、詳細を明らかにする必要がある。 
 
５．謝辞 

富山大学水素同位体科学研究センターの関係者の方々には様々な面で協力いただいた。 

 

６．引用文献 

(1) Momoshima et al., Radiochim. Act., 54 (1991) 129. 
(2) Sugihaera et al. Fusion Sci. Tevhnol., 54 (2008) 289. 
(3) 佐竹洋，木津暢彦，水谷義彦, 富山大学トリチウム科学センター報告, 4 (1984) 67.
(4) 佐竹洋, 地球化学, 20 (1986) 90. 
(5) URL, ( http://www.kankyo-hoshano.go.jp/kl_db/servlet/com_s_index) 

図 1 河川水採取地点とトリチウム濃度 

図 2 冬季降水（雪）中トリチウム濃度と降水量の時系列変動 

■：降水量 
●：トリチウム濃度 
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スパッタ法による金属酸化物ナノ粒子修飾電極の作製と水電解の活性評価

Preparation of metal oxide nanoparticle-modified electrode and its activity evaluation 
for water electrolysis 

金沢大学 理工研究域 桑原貴之*、中村謙太、稲葉洋介、松本莉果子

富山大学 水素同位体科学研究センター 阿部孝之

 

１． 緒言 
 水の電気分解 (2H2O → 2H2 + O2)では、図１で示される陽

極で起こる酸化反応(2H2O →O2 + 4H+ + 4e-)の過電圧が大き

く、律速段階となることから、高活性な水の酸化触媒を開発

することが重要である。酸化イリジウム(IrO2)などの金属酸

化物が高い水の酸化触媒活性を示すことが知られており、実

用性を考えた場合、触媒活性の高さに加え、少量で広い活性

面を有する触媒の開発が要求される。本研究室では、これま

でに IrO2 や酸化コバルトを修飾した触媒電極を作製し、その

水の酸化触媒活性について報告してきた。1),2) 本研究では、

スパッタ法や湿式法を組み合わせて金属酸化物による水の

酸化触媒を創製し、低い過電圧で水素生成が可能な水電解システムの開発を目的としている。本

年度は、スパッタ法や電着法を用いて IrO2, MnO2修飾電極を作製し、その電気化学触媒について

評価を行った。また、IrO2 修飾電極を用いた系において、水の酸化触媒特性をより詳細に調べる

ために電気化学インピーダンス（EIS）測定による解析を行った。3) 本報告書では、IrO2 修飾電極

系について報告する。 
 

２．実験  

pH 13 に調整した 2 mM Na2IrCl6 水溶液を 80 °C に加熱し、加水分解・縮合反応を進行させるこ

とで IrO2 コロイドを調製した。4) この溶液を pH 2 に調整して電着溶液とした。銀-塩化銀電極を

参照極、白金箔を対極、FTO 電極を作用極として定電位電着(印加電位：1.2 V vs. Ag/AgCl)を行っ

た。IrO2 を析出させた電極を、150 °C で 1 時間熱処理し、修飾電極とした。この修飾電極を作用

極、0.05 M リン酸イオンを含む KNO3水溶液を電解液とし、掃引速度を 0.5 mVs-1 としたリニアス

イープボルタンメトリー(LSV)によって触媒電極の特性を評価した。また、 EIS 測定では、振幅

幅 10 mV、周波数範囲 10mHz ~ 100kHz とした。酸素発生実験では、時間の定電位電解を行った後、

発生した気体の一部からガスクロマトグラフィーにより酸素発生量を測定した。 
 

３． 結果と考察 

図 2（左）に IrO2 修飾電極を用いたときの電流電圧特性を示す。リン酸イオン（Pi）の添加に

よって水の酸化の過電圧が約 0.2V 減少し、Pi 濃度の増加によって、触媒電流が増加することを確

認した。この触媒電流の増加を考察するために、1.1V に印加した状態での EIS の結果を図 2（右）

に示す。得られた Nyquist plot について等価回路を用いてフィッティングを行い、抵抗成分および

図 1 電気化学的水の酸化反応
のイメージ図
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で平均 1.01±0.47 Bq/L と河川水に比べて比較的高い濃度を示した。これは、北西の季節風により

もたらされた大陸高緯度地

域起源の空気塊の影響と考

えられる。今後、風場解析や

後方流後解析などの気象デ

ータ解析を行うことで、濃度

上昇の要因を明らかにする

必要がある。 
 本年度の調査により、近年

の 2 年分のデータベースが

得られたが、バックグラウン

ド環境トリチウム濃度を示

すためには更なる継続的な

観測が重要である。 

 

４．まとめ 

富山市内の河川水および

冬季降水（雪）中トリチウム

濃度について調査した結果、

それぞれ 0.35~0.82 Bq/L お

よび 0.48～2.08 Bq/L の範

囲であり、河川水に比べ冬季

の降水（雪）は高い傾向にあ

った。今後、気象データ解析

により詳細を明らかにする

と共に、更なるデータを蓄積

することで、近年の環境トリ

チウム濃度レベルとその変動傾向について、詳細を明らかにする必要がある。 
 
５．謝辞 

富山大学水素同位体科学研究センターの関係者の方々には様々な面で協力いただいた。 

 

６．引用文献 

(1) Momoshima et al., Radiochim. Act., 54 (1991) 129. 
(2) Sugihaera et al. Fusion Sci. Tevhnol., 54 (2008) 289. 
(3) 佐竹洋，木津暢彦，水谷義彦, 富山大学トリチウム科学センター報告, 4 (1984) 67.
(4) 佐竹洋, 地球化学, 20 (1986) 90. 
(5) URL, ( http://www.kankyo-hoshano.go.jp/kl_db/servlet/com_s_index) 
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図 2 冬季降水（雪）中トリチウム濃度と降水量の時系列変動 

■：降水量 
●：トリチウム濃度 
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スパッタ法による金属酸化物ナノ粒子修飾電極の作製と水電解の活性評価

Preparation of metal oxide nanoparticle-modified electrode and its activity evaluation 
for water electrolysis 

金沢大学 理工研究域 桑原貴之*、中村謙太、稲葉洋介、松本莉果子

富山大学 水素同位体科学研究センター 阿部孝之

 

１． 緒言 
 水の電気分解 (2H2O → 2H2 + O2)では、図１で示される陽

極で起こる酸化反応(2H2O →O2 + 4H+ + 4e-)の過電圧が大き

く、律速段階となることから、高活性な水の酸化触媒を開発

することが重要である。酸化イリジウム(IrO2)などの金属酸

化物が高い水の酸化触媒活性を示すことが知られており、実

用性を考えた場合、触媒活性の高さに加え、少量で広い活性

面を有する触媒の開発が要求される。本研究室では、これま

でに IrO2 や酸化コバルトを修飾した触媒電極を作製し、その

水の酸化触媒活性について報告してきた。1),2) 本研究では、

スパッタ法や湿式法を組み合わせて金属酸化物による水の

酸化触媒を創製し、低い過電圧で水素生成が可能な水電解システムの開発を目的としている。本

年度は、スパッタ法や電着法を用いて IrO2, MnO2修飾電極を作製し、その電気化学触媒について

評価を行った。また、IrO2 修飾電極を用いた系において、水の酸化触媒特性をより詳細に調べる

ために電気化学インピーダンス（EIS）測定による解析を行った。3) 本報告書では、IrO2 修飾電極

系について報告する。 
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pH 13 に調整した 2 mM Na2IrCl6 水溶液を 80 °C に加熱し、加水分解・縮合反応を進行させるこ

とで IrO2 コロイドを調製した。4) この溶液を pH 2 に調整して電着溶液とした。銀-塩化銀電極を

参照極、白金箔を対極、FTO 電極を作用極として定電位電着(印加電位：1.2 V vs. Ag/AgCl)を行っ

た。IrO2 を析出させた電極を、150 °C で 1 時間熱処理し、修飾電極とした。この修飾電極を作用

極、0.05 M リン酸イオンを含む KNO3水溶液を電解液とし、掃引速度を 0.5 mVs-1 としたリニアス

イープボルタンメトリー(LSV)によって触媒電極の特性を評価した。また、 EIS 測定では、振幅

幅 10 mV、周波数範囲 10mHz ~ 100kHz とした。酸素発生実験では、時間の定電位電解を行った後、

発生した気体の一部からガスクロマトグラフィーにより酸素発生量を測定した。 
 

３． 結果と考察 

図 2（左）に IrO2 修飾電極を用いたときの電流電圧特性を示す。リン酸イオン（Pi）の添加に

よって水の酸化の過電圧が約 0.2V 減少し、Pi 濃度の増加によって、触媒電流が増加することを確

認した。この触媒電流の増加を考察するために、1.1V に印加した状態での EIS の結果を図 2（右）
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図 1 電気化学的水の酸化反応
のイメージ図
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容量成分の分離を行った結果、電荷移動抵抗と拡散抵抗に由来する抵抗成分の減少と容量成分変

化が観察され、Ir の酸化に伴う Pi の吸着および脱離が水の酸化に大きく影響することを確認した。 
                                       

また、LSV より、Pi を含まない場合の Tafel slope は、約 120mV dec-1 であり、M + OH- → M-OH + 

e- の素過程が律速段階であるのに対し、Pi を含む場合の Tafel slopeは、約 50mV dec-1であり、M-OH 

+ OH- → M-O + H2O + e-の素過程が律速段階であると考察した。

４．まとめ 

本年度は、水の酸化触媒として金属酸化物（IrO2, MnO2）を作製し、従来の触媒電流および酸素

発生実験に加え、交流インピーダンス測定および Tafel 測定を加えることで、酸素発生過程のよ

り細かく解析した。その結果、Pi の添加による触媒電流の増加は、リン酸イオンのプロトンアク

セプターとしての性質と高酸化時の電荷補償として働く結果、律速過程が変わることに由来する

ことが示唆された。 
 

５．謝辞 

本研究は平成２７年度富山大学 HRC 一般共同研究の一環として実施されました。関係者各位に

感謝致します。

 
６．引用文献 

(1) T. Kuwabara, M. Yagi et al., J. Phys. Chem. C, 112 (2008) 3774. 

(2) T. Kuwabara, K. Nakamura, K. Takahashi et al., J. Electroanal. Chem., 2015, 740, 14-20.

(3) Y. Inaba，K. Nakamura, T. Kuwabara et al., Effect of phosphate ions for water oxidation using 

electrodeposited iridium oxide modified-electrode, The Pacifichem 2015, ENRG 1033

(4) Y. Zhao, T. E. Mallouk et al., J. Phys. Chem. Lett., 2 (2011) 402. 

図 2（左）水の酸化触媒電流値の Pi 濃度依存性（掃引速度 0.5ｍV s-1），（右）EIS 測定の
Pi 濃度依存性（印加 DC 電位 1.1V vs Ag/AgCl）
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スパッタリング法を用いて調製した Pt-Ru-C 電極触媒の反応選択性評価

Reaction selectivity study of Pt-Ru-C electrocatalysts prepared by sputtering techniques
長岡技術科学大学 物質材料工学専攻 梅田実*、白仁田沙代子、张玮琦 

富山大学 研究推進機構 水素同位体科学研究センター 阿部孝之 

 

１． 緒言 
 直接メタノール燃料電池(DMFC)は、メタノール酸化反応と酸素還元反応から、直接、電気エネルギー

を生成する小型で高効率な発電システムである。この特長により、DMFC はリチウムイオン二次電池に代

わる次世代の携帯機器用バッテリーとして期待されている。しかし、現状の発電性能は実用できるほど高

くなく、その要因の一つとして、供給されたメタノールや酸素が対極に達するメタノールクロスオーバー、

および酸素クロスリークによる電極反応の阻害が挙げられている 1)。この問題に対し、これまで我々は、メ

タノールと酸素が共存する環境下で反応選択性を発現する電極触媒を検討し、スパッタリング法で調製し

た Pt-C や Pt-Ru-C 触媒が酸素存在下でメタノール酸化性能が向上する酸素増感メタノール酸化性能を

有することを見出している 2)。一方、以前、Pt-C 電極において、加熱処理を行うと、酸素増感メタノール酸

化性能が低下することが明らかとなった 3)。この知見は、DMFC の発電性能が実用的なシステムで使用さ

れる膜電極接合体(MEA)作製時のホットプレス温度に影響されることを示唆している。そこで、本研究で

はPt-Ru-C電極のメタノール酸化反応選択性に及ぼす加熱の影響を検討するとともに、Pt-Ru-C電極をア

ノードに用いた MEA を作製し、セル性能評価を行った。
 

２．実験  

2-1. 試料の調製

 Pt-Ru-C 薄膜電極は、multi-sputter-target machine(CS-200、ULVAC)を用いて調製した。ターゲットには

Pt と Ru 円盤、及び二つのグラファイト円盤(直径: 8 cm)を使用した。基板として用いた金フラグ電極(直

径:8 mm、厚さ: 0.3 mm)は、超音波洗浄器を用いてアセトンとミリ Q 水中で各 10 分間洗浄し、乾燥後、ホ

ルダーに装着した。このホルダーを真空チャンバー内に導入し、ロータリーポンプとターボ分子ポンプを

用いてベース圧力が 3 × 10-4 Paになるまで真空排気した。続いて、99.999%のAr ガスを 3 Paの圧力にな

るようにチャンバーに導入し、基板上の不純物を逆スパッタリングで除去した後、室温で 30 分間スパッタリ

ングを行った。この時、ホルダーは 10 rpm の速度で回転させ、Pt と Ru 用の高周波電源と C 用の直流電

源の出力は、Pt: 50 W、Ru: 120 W、C: 500 W に設定した。スパッタリング後、大気圧になるまで N2 ガスを

導入し、試料を取り出した。この試料は、真空乾燥機内で更にアニーリング処理した(加熱温度: 80、100、

120、160℃、処理時間: 30 分)。一方、MEA 用の Pt-Ru-C 電極は基板にカーボンクロスを用い、上記の条

件でスパッタリングすることで調製した(成膜面積: 5 cm2)。

2-2. 電気化学測定

 調製した Pt-Ru-C 電極のメタノール酸化性能は、Pt コイルを対極、Ag/Ag2SO4電極を参照極に使用し、

N2、あるいは O2 飽和した 0.5 mol dm-3 H2SO4 + 1 mol dm-3 メタノール中でメタノール酸化ボルタモグラム

を測定することで評価した(測定温度: 室温、掃引速度: 10 mV s-1)。一方、MEA(電極面積: 5 cm2)は、電

解質膜として使用した 0.5 mol dm-3 H2SO4中で煮沸処理したナフィオン117膜(デュポン)をカーボンクロス

にスパッタリングした Pt-Ru-C 上に 5 wt.%ナフィオン溶液を塗布したアノードとナフィオン溶液とアルコー
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容量成分の分離を行った結果、電荷移動抵抗と拡散抵抗に由来する抵抗成分の減少と容量成分変

化が観察され、Ir の酸化に伴う Pi の吸着および脱離が水の酸化に大きく影響することを確認した。 
                                       

また、LSV より、Pi を含まない場合の Tafel slope は、約 120mV dec-1 であり、M + OH- → M-OH + 

e- の素過程が律速段階であるのに対し、Pi を含む場合の Tafel slopeは、約 50mV dec-1であり、M-OH 

+ OH- → M-O + H2O + e-の素過程が律速段階であると考察した。

４．まとめ 

本年度は、水の酸化触媒として金属酸化物（IrO2, MnO2）を作製し、従来の触媒電流および酸素

発生実験に加え、交流インピーダンス測定および Tafel 測定を加えることで、酸素発生過程のよ

り細かく解析した。その結果、Pi の添加による触媒電流の増加は、リン酸イオンのプロトンアク

セプターとしての性質と高酸化時の電荷補償として働く結果、律速過程が変わることに由来する

ことが示唆された。 
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スパッタリング法を用いて調製した Pt-Ru-C 電極触媒の反応選択性評価

Reaction selectivity study of Pt-Ru-C electrocatalysts prepared by sputtering techniques
長岡技術科学大学 物質材料工学専攻 梅田実*、白仁田沙代子、张玮琦 

富山大学 研究推進機構 水素同位体科学研究センター 阿部孝之 

 

１． 緒言 
 直接メタノール燃料電池(DMFC)は、メタノール酸化反応と酸素還元反応から、直接、電気エネルギー

を生成する小型で高効率な発電システムである。この特長により、DMFC はリチウムイオン二次電池に代

わる次世代の携帯機器用バッテリーとして期待されている。しかし、現状の発電性能は実用できるほど高

くなく、その要因の一つとして、供給されたメタノールや酸素が対極に達するメタノールクロスオーバー、

および酸素クロスリークによる電極反応の阻害が挙げられている 1)。この問題に対し、これまで我々は、メ

タノールと酸素が共存する環境下で反応選択性を発現する電極触媒を検討し、スパッタリング法で調製し

た Pt-C や Pt-Ru-C 触媒が酸素存在下でメタノール酸化性能が向上する酸素増感メタノール酸化性能を

有することを見出している 2)。一方、以前、Pt-C 電極において、加熱処理を行うと、酸素増感メタノール酸

化性能が低下することが明らかとなった 3)。この知見は、DMFC の発電性能が実用的なシステムで使用さ

れる膜電極接合体(MEA)作製時のホットプレス温度に影響されることを示唆している。そこで、本研究で

はPt-Ru-C電極のメタノール酸化反応選択性に及ぼす加熱の影響を検討するとともに、Pt-Ru-C電極をア

ノードに用いた MEA を作製し、セル性能評価を行った。
 

２．実験  

2-1. 試料の調製

 Pt-Ru-C 薄膜電極は、multi-sputter-target machine(CS-200、ULVAC)を用いて調製した。ターゲットには

Pt と Ru 円盤、及び二つのグラファイト円盤(直径: 8 cm)を使用した。基板として用いた金フラグ電極(直

径:8 mm、厚さ: 0.3 mm)は、超音波洗浄器を用いてアセトンとミリ Q 水中で各 10 分間洗浄し、乾燥後、ホ

ルダーに装着した。このホルダーを真空チャンバー内に導入し、ロータリーポンプとターボ分子ポンプを

用いてベース圧力が 3 × 10-4 Paになるまで真空排気した。続いて、99.999%のAr ガスを 3 Paの圧力にな

るようにチャンバーに導入し、基板上の不純物を逆スパッタリングで除去した後、室温で 30 分間スパッタリ

ングを行った。この時、ホルダーは 10 rpm の速度で回転させ、Pt と Ru 用の高周波電源と C 用の直流電

源の出力は、Pt: 50 W、Ru: 120 W、C: 500 W に設定した。スパッタリング後、大気圧になるまで N2 ガスを

導入し、試料を取り出した。この試料は、真空乾燥機内で更にアニーリング処理した(加熱温度: 80、100、

120、160℃、処理時間: 30 分)。一方、MEA 用の Pt-Ru-C 電極は基板にカーボンクロスを用い、上記の条

件でスパッタリングすることで調製した(成膜面積: 5 cm2)。

2-2. 電気化学測定

 調製した Pt-Ru-C 電極のメタノール酸化性能は、Pt コイルを対極、Ag/Ag2SO4電極を参照極に使用し、

N2、あるいは O2 飽和した 0.5 mol dm-3 H2SO4 + 1 mol dm-3 メタノール中でメタノール酸化ボルタモグラム

を測定することで評価した(測定温度: 室温、掃引速度: 10 mV s-1)。一方、MEA(電極面積: 5 cm2)は、電

解質膜として使用した 0.5 mol dm-3 H2SO4中で煮沸処理したナフィオン117膜(デュポン)をカーボンクロス

にスパッタリングした Pt-Ru-C 上に 5 wt.%ナフィオン溶液を塗布したアノードとナフィオン溶液とアルコー
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ル水溶液から調製した Pt 担持カーボン触媒(Pt 担持量 49.5 wt.%、

田中貴金属)塗工液をカーボンペーパに塗布したカソード(Pt 使用

量: 1.0 mg cm-2)で挟み、7.5 kN で 10 分間ホットプレスすることで作

製した。この MEA を単セルに導入し、アノードに Ar、あるいは O2 飽

和した 1 mol dm-3 メタノール水溶液、カソードに加湿 H2ガスを 50 ml 

min-1 で供給しながらメタノール酸化ボルタモグラムを測定した(セル

温度: 60℃、掃引速度: 50 mV s-1)。続いて、カソード供給ガスを加湿

O2 ガスに変え(流速: 50 ml min-1)、電流密度－出力密度(i–p)カーブ

を測定した(セル温度: 60℃、電流印加速度: 2 mA s-1)。なお、本報

告書では電極電位を可逆水素電極電位(RHE)で表記している。
 

３． 結果と考察 

 まず、Pt-Ru-C 電極の熱的安定性を評価した。Figure 1 は(A)処理

前、(B)加熱処理後(160℃)の Pt-Ru-Cのメタノール酸化ボルタモグラ

ムを示す。処理前、メタノール酸化電流は O2 雰囲気の方が高く、酸

素増感メタノール酸化性能が発現した。これに対し、160℃の加熱処

理では酸素増感メタノール酸化性能が低下した。Figure 1(C)には、

加熱処理温度と 0.6 V vs. RHE における N2雰囲気に対する O2雰囲

気下のメタノール酸化電流の比(iO2/iN2)の関係を示した。電流比は

100℃の加熱処理までは変化しなかった。そこで、この結果を基に、

100℃でホットプレスすることで MEA を作製し、セル試験を行った。

その結果を Figure 2 に示す。アノードに Ar、あるいは O2 で飽和した

1 mol dm-3 メタノールを供給した場合、O2 飽和の方が高いメタノール

酸化電流が得られた(Figure 2(A))。カソードガスを加湿 H2 ガスから

加湿 O2 ガスに変えて i–p カーブを測定すると、出力密度は O2の存

在により増加した(Figure 2(B))。これらの結果から、Pt-Ru-C 電極をア

ノードに用いてMEAを作製しても酸素増感メタノール酸化性能が発

現し、このことにより DMFC の発電性能が向上することがわかった。

４．まとめ 

 本研究から、Pt-Ru-C を DMFC アノードに用いることで発電性能を

向上できることが明らかとなった。 
 

５．謝辞 

 本研究の成果の一部は、富山大学水素同位体科学研究センター

の一般共同研究によって得られたものである(HRC2015-06)。
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多段階化学増幅システムを搭載した高感度免疫測定システムの開発

Highly-sensitive immunosensing systems based on the multi-step chemical amplifications
兵庫県立大学大学院物質理学研究科 安川智之*
富山大学水素同位体科学研究センター 阿部孝之

 

１． 緒言 
 誘電泳動を用いると微粒子や細胞を高速に操作することが可能であり，これまで，迅速で簡便

な免疫測定 1-4)および細胞表面抗原の識別 5, 6)に応用してきた．負の誘電泳動により微粒子や細胞

を抗体固定化基板上へと誘導すると基板－粒子間で抗体－抗原反応による免疫認識反応が進行し

粒子は基板上に捕捉される．しかし，固定化抗体と反応しない粒子は捕捉されず再分散する．よ

って，残った粒子数から免疫測定が可能となる．誘電泳動により微粒子や細胞を配列化して基板

表面に接触させるために必要とする時間はわずか数秒であり，その配列化状態を数分間保持する

だけで免疫捕捉が可能であるため，本手法は極めて迅速な免疫測定法である．また，未反応粒子

は，電圧印加を停止するだけと自動で行われる簡便性も有する．しかし，測定可能な濃度領域は，

通常の酵素免疫測定法と同程度であった．そこで，本研究では，免疫測定の高感度化および単一

細胞の表面抗原発現量の定量を目指し，多段階化学増幅システムを用い羅高感度計測システムの

開発に取り組んだ． 
  

２．実験 

図 1 に，免疫反応によって捕捉された β－ガ

ラクトシダーゼ（β-gal）の酵素反応により生

成する 4-アミノフェノールの多段階増幅シス

テムによる計測法の概念図を示す．ここでは，

血中腫瘍マーカーとして知られているがん胎

児性抗原（CEA）をモデルターゲットとした．

抗 CEA 抗体を固定化した微粒子の表面に

CEA と β-gal 修飾抗体を反応させてサンドイ

ッチ型免疫複合体を形成させた．ここに，酵

素基質を添加し，β-gal の加水分解反応により電気化学的に活性な p-アミノフェノール（PAP）を

生成させた．IDA 電極（幅：10 µm，間隔：5 µm，対本数：65 本）とグラッシーカーボン（GC）

電極（直径：1 mm）を用いてセルを作製した．GC 電極を 0.1 mM 硝酸銀水溶液に，IDA 電極を

酵素反応生成物である PAP を含む溶液に 10 分間浸漬した．IDA 電極の片方をポテンショスタッ

トに接続し，電極電位を PAP の酸化体であるキノンイミン（QI）が十分に還元される-0.1 V に保

持した．GC 電極の表面上に還元析出した銀をリニアスイープボルタンメトリー（LSV，掃引速度：

20 mV/s）によりストリッピングし，得られた酸化電流応答から酵素反応により生成された PAP

濃度を定量した．また，還元析出された銀を走査型電子顕微鏡（SEM）により観察した．

３． 結果と考察 

図 1. 多段階増幅システムによる高感度免疫測

定法の概念図．
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ル水溶液から調製した Pt 担持カーボン触媒(Pt 担持量 49.5 wt.%、

田中貴金属)塗工液をカーボンペーパに塗布したカソード(Pt 使用

量: 1.0 mg cm-2)で挟み、7.5 kN で 10 分間ホットプレスすることで作

製した。この MEA を単セルに導入し、アノードに Ar、あるいは O2 飽

和した 1 mol dm-3 メタノール水溶液、カソードに加湿 H2ガスを 50 ml 

min-1 で供給しながらメタノール酸化ボルタモグラムを測定した(セル

温度: 60℃、掃引速度: 50 mV s-1)。続いて、カソード供給ガスを加湿

O2 ガスに変え(流速: 50 ml min-1)、電流密度－出力密度(i–p)カーブ

を測定した(セル温度: 60℃、電流印加速度: 2 mA s-1)。なお、本報

告書では電極電位を可逆水素電極電位(RHE)で表記している。
 

３． 結果と考察 

 まず、Pt-Ru-C 電極の熱的安定性を評価した。Figure 1 は(A)処理

前、(B)加熱処理後(160℃)の Pt-Ru-Cのメタノール酸化ボルタモグラ

ムを示す。処理前、メタノール酸化電流は O2 雰囲気の方が高く、酸

素増感メタノール酸化性能が発現した。これに対し、160℃の加熱処

理では酸素増感メタノール酸化性能が低下した。Figure 1(C)には、

加熱処理温度と 0.6 V vs. RHE における N2雰囲気に対する O2雰囲

気下のメタノール酸化電流の比(iO2/iN2)の関係を示した。電流比は

100℃の加熱処理までは変化しなかった。そこで、この結果を基に、

100℃でホットプレスすることで MEA を作製し、セル試験を行った。

その結果を Figure 2 に示す。アノードに Ar、あるいは O2 で飽和した

1 mol dm-3 メタノールを供給した場合、O2 飽和の方が高いメタノール

酸化電流が得られた(Figure 2(A))。カソードガスを加湿 H2 ガスから

加湿 O2 ガスに変えて i–p カーブを測定すると、出力密度は O2の存

在により増加した(Figure 2(B))。これらの結果から、Pt-Ru-C 電極をア

ノードに用いてMEAを作製しても酸素増感メタノール酸化性能が発

現し、このことにより DMFC の発電性能が向上することがわかった。

４．まとめ 

 本研究から、Pt-Ru-C を DMFC アノードに用いることで発電性能を

向上できることが明らかとなった。 
 

５．謝辞 

 本研究の成果の一部は、富山大学水素同位体科学研究センター

の一般共同研究によって得られたものである(HRC2015-06)。
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多段階化学増幅システムを搭載した高感度免疫測定システムの開発

Highly-sensitive immunosensing systems based on the multi-step chemical amplifications
兵庫県立大学大学院物質理学研究科 安川智之*
富山大学水素同位体科学研究センター 阿部孝之

 

１． 緒言 
 誘電泳動を用いると微粒子や細胞を高速に操作することが可能であり，これまで，迅速で簡便

な免疫測定 1-4)および細胞表面抗原の識別 5, 6)に応用してきた．負の誘電泳動により微粒子や細胞

を抗体固定化基板上へと誘導すると基板－粒子間で抗体－抗原反応による免疫認識反応が進行し

粒子は基板上に捕捉される．しかし，固定化抗体と反応しない粒子は捕捉されず再分散する．よ

って，残った粒子数から免疫測定が可能となる．誘電泳動により微粒子や細胞を配列化して基板

表面に接触させるために必要とする時間はわずか数秒であり，その配列化状態を数分間保持する

だけで免疫捕捉が可能であるため，本手法は極めて迅速な免疫測定法である．また，未反応粒子

は，電圧印加を停止するだけと自動で行われる簡便性も有する．しかし，測定可能な濃度領域は，

通常の酵素免疫測定法と同程度であった．そこで，本研究では，免疫測定の高感度化および単一

細胞の表面抗原発現量の定量を目指し，多段階化学増幅システムを用い羅高感度計測システムの

開発に取り組んだ． 
  

２．実験 

図 1 に，免疫反応によって捕捉された β－ガ

ラクトシダーゼ（β-gal）の酵素反応により生

成する 4-アミノフェノールの多段階増幅シス

テムによる計測法の概念図を示す．ここでは，

血中腫瘍マーカーとして知られているがん胎

児性抗原（CEA）をモデルターゲットとした．

抗 CEA 抗体を固定化した微粒子の表面に

CEA と β-gal 修飾抗体を反応させてサンドイ

ッチ型免疫複合体を形成させた．ここに，酵

素基質を添加し，β-gal の加水分解反応により電気化学的に活性な p-アミノフェノール（PAP）を

生成させた．IDA 電極（幅：10 µm，間隔：5 µm，対本数：65 本）とグラッシーカーボン（GC）

電極（直径：1 mm）を用いてセルを作製した．GC 電極を 0.1 mM 硝酸銀水溶液に，IDA 電極を

酵素反応生成物である PAP を含む溶液に 10 分間浸漬した．IDA 電極の片方をポテンショスタッ

トに接続し，電極電位を PAP の酸化体であるキノンイミン（QI）が十分に還元される-0.1 V に保

持した．GC 電極の表面上に還元析出した銀をリニアスイープボルタンメトリー（LSV，掃引速度：

20 mV/s）によりストリッピングし，得られた酸化電流応答から酵素反応により生成された PAP

濃度を定量した．また，還元析出された銀を走査型電子顕微鏡（SEM）により観察した．

３． 結果と考察 

図 1. 多段階増幅システムによる高感度免疫測

定法の概念図．
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多段階増幅システムを用いて，濃度の異な

る PAP の銀への変換濃縮を行った．10 分間

電池反応を進行させた後，GC 電極表面に析

出した銀の酸化溶出を行った．図 2 に，酸化

ストリッピングで得られたボルタモグラム

と検量線を示す．電極電位を正の方向に掃引

すると，0.28 V に電極表面に濃縮された銀の

酸化溶出に伴う電流応答が観測され，その

後，ほぼゼロに戻った．よって，このシス

テムを用いると，IDA 電極で酸化された PAP

を銀に変換して電極表面に蓄積できる．銀

の蓄積量を示す応答電荷量は，PAP濃度の増加に伴って増加した．交互くし型電極を用いたPAP/QI

のレドックスサイクリングを利用すると，電荷量は 10 nM から 100 µM の PAP 濃度領域において

直線的に増加した．これは，レドックスサイクルを利用しない方法と比較して 1 桁高感度に PAP

を計測できる．また，化学増幅法を用いない場合と比較すると感度は約 100 倍となった．また，

グルコース酸化酵素（GOx）の酵素反応を用いて，電極反応で生成した QI を再還元し PAP を再

生させた．この手法を用いた場合でも，PAP の酸化反応に応じて銀イオンの電解還元による金属

銀の析出が進行して GC 電極に蓄積できた． 
 

４．まとめ 

この手法により，酵素反応生成物の濃縮，交互くし型マイクロバンド電極での電解還元または

GOx の酵素反応による PAP の再生および金属銀への変換蓄積の多段階化学増幅が可能である．

さらに，微粒子に抗体および酵素を修飾すると，誘電泳動による迅速性と簡便性を組み込んだ高

感度計測を可能にすると期待できる． 
 

５．謝辞 

本研究は，平成 27 年度富山大学水素同位体科学研究センターの一般共同研究のご支援により

実施されました．ここに，厚くお礼申し上げます．
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図 2. （左）PAP の酸化によって析出した銀の酸

化ストリッピングボルタモグラム．（右）交互く

し型電極を用いた際の PAP の検量線．
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有機薄膜太陽電池を用いた水素エネルギー変換

Hydrogen energy conversion using organic thin film solar cell 
名古屋工業大学大学院工学研究科 加藤大輝、松本友樹、青木 純*

富山大学研究推進機構水素同位体科学研究センター 阿部孝之

 

１． 緒言 
 持続可能な社会を構築していくためには太陽エネルギーを安定に利用できるシステムを作り上

げる必要がある。その方法のひとつに太陽電池の利用がある。太陽電池は太陽エネルギーを利用

したクリーンなエネルギー源であるが、昼夜、天候、季節による出力変動が大きい。その解決策

には二次蓄電池との組合せや水素などの高エネルギー物質への変換が考えられる。近年、シリコ

ン太陽電池に比べ安価で簡便に作製できるバルクへテロ接合型(BHJ)有機薄膜太陽電池の性能が

向上していることから、有機薄膜太陽電池を経由した太陽エネルギーの水素エネルギー変換につ

いて提案を行っている。代表的な有機薄膜太陽電池であるポリチオフェン誘導体(P3HT)とフラー

レン誘導体(PCBM)を用いた太陽電池では、開放電圧が 0.56V しか出力せず、単セルで水を電気

分解して水素を取り出すことはできない。そこで、これまでの共同研究から直列にモジュール化

してその最適なセル数の検討結果、６セルで開放電圧 3.4V を出力した。このモジュールを用いて

バレルスパッタリングにより調製した白金担持炭素微粒子電極を用いた水の電気分解セルと組み

合わせたところ、1 時間の擬似太陽光(100mW/cm2)の照射下、電解電流値 1.1mA、電解電圧 2.3V
となり、水素 0.5mL を発生することを実証した。 
今年度の共同研究では、有機薄膜太陽電池の特徴である柔軟性に着目し、PET 基板上にフレキ

シブル有機薄膜太陽電池の作製と屈曲耐性の検討を行った。また、P3HT 系太陽電池では吸収波

長領域の制限のためエネルギー変換効率が 3％弱しか達成できない。そこで、長波長領域まで吸

収可能なポリ(チエノチオフェンベンゾジチオフェン)( PTB7)へ変えて、変換効率の向上を図った。 
 

２．実験  

屈曲回数による劣化測定は、曲率半径(14mm)のガラス管に ITO/PET または PET 基板太陽電

池を巻き付け、屈曲回数に対する太陽電池特性の変化を測定した。また、屈曲に伴う電極劣化を

4 探針法によって確認した。屈曲による透明電極の抵抗増加を抑制するため、ポリオール法によ

り銀ナノワイヤー(AgNW)を合成し、AgNW 修飾 ITO/PET のシート抵抗の変化の測定を行った。 
次に、太陽電池のエネルギー変換効率の向上を図るため、P3HT から長波長領域まで吸収可能

な PTB7 に変えて有機薄膜太陽電池を作製し、その特性評価を行った。 
 

３． 結果と考察 

PET 基板太陽電池の屈曲回数に対する太陽電池特性の低下の主な原因は ITO/PET 基板の抵抗

値の増加であることを明らかにした。コンダクティブAFM測定から ITO/PET基板を屈曲すると、

均一な導電面に絶縁性を示す皺が形成された。そこで屈曲後も抵抗値の増加を抑えるために、

AgNW を ITO/PET 基板上に修飾することにした。図 1 に調製した AgNW の光学顕微鏡写真を示

す。直径 25nm(文献値)、平均長さ 15µm の AgNW が得られ、二次元状に重なり合いがみられる。
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な PTB7 に変えて有機薄膜太陽電池を作製し、その特性評価を行った。 
 

３． 結果と考察 

PET 基板太陽電池の屈曲回数に対する太陽電池特性の低下の主な原因は ITO/PET 基板の抵抗

値の増加であることを明らかにした。コンダクティブAFM測定から ITO/PET基板を屈曲すると、

均一な導電面に絶縁性を示す皺が形成された。そこで屈曲後も抵抗値の増加を抑えるために、

AgNW を ITO/PET 基板上に修飾することにした。図 1 に調製した AgNW の光学顕微鏡写真を示

す。直径 25nm(文献値)、平均長さ 15µm の AgNW が得られ、二次元状に重なり合いがみられる。

15
15



                                   HRC2015-08 

この AgNW を ITO/PET 基板にスピンコートして、屈曲に対するシート抵抗の増加を図 2 に調べ

た。その結果、150 回の屈曲により BareITO/PET では 20Ω/sq から 80 Ω/sq に増加したのに対し、

AgNW 修飾 ITO/PET では抵抗値の増加が 40Ω/sq に抑えられた。 
図３に PTB7 と P3HT を用いた有機薄膜太陽電池の電流-電圧特性と光電変換効率(ICPE)スペ

クトルを示す。短絡電流密度は P3HT の 6.4 から PTB7 の 12.9mA/cm2へ約 2 倍増加し、開放電

圧は P3HT の 0.60 から PTB7 の 0.69V へ、エネルギー変換効率は P3HT の 2.38 から PTB7 の

5.19%へ向上した。この理由は主に波長 750nm まで吸収できかつ 400nm に吸収を持つ PCBM の

変換効率が向上したためである。 
                                       

４．まとめ 

AgNW を ITO/PET 基板上に塗布することで 150 回の屈曲により BareITO/PET の 80 Ω/sq か

ら 40Ω/sq に抑えられた。エネルギー変換効率は P3HT の 2.38 から PTB7 の 5.19%へ向上した。

今後は PTB7 太陽電池を直列配置してソーラー水素製造の検討を行う予定である。 
 

５．謝辞 
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Fig.3 Polymer solar cell performance using PTB7 and P3HT. 
(A)I-V characteristics, (B) IPCE spectra 

 
Fig.1 Photograph of Ag nanowires. 
 
 

 
Fig.2 Relationship between sheet 
resistance and bending cycles. Black:bare 
ITO, Red:AgNW coated ITO. 

__ 
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トリチウムオートラジオグラフィによる金属材料中の水素の挙動解析
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１． 緒言

 多くの金属材料において、外部環境から侵入した水素の影響により機械的特性が低下する水素

脆化が起こることが知られている。水素脆化機構は未だ解明されておらず、これを明らかにする

ためには材料中の水素挙動を調査する必要がある。トリチウムオートラジオグラフィ(TARG)は材

料中の水素の存在位置と金属組織を対応させて観察できる有力な手法である(1)。本研究では水素

脆化に敏感であることが知られている Al-Zn-Mg 三元合金に対して、ガスあるいは水環境からトリ

チウムを導入し、その挙動を TARG により調査した。

２．実験  

試料は Al-5.8mass%Zn-2.4mass%Mg 合金の 1mm 厚さの冷間圧延板材である。まずトリチウムガ

スを用いた実験では、板材から圧延方向が長軸となるように 25×8mm の短冊状試験片を切り出し

た。そして 470°C で 1h の溶体化処理後、水焼入れし、120°C で 18h の時効処理を施した。表面は

電解研磨後エッチングを施し、粒界を現出した。この試験片を圧力 1333Pa、温度 120°C のトリチ

ウムガスに 13h 曝露した。曝露は 2 日間に分けて行い、夜間はガスを排気し、真空状態で保持し

た。曝露終了後試験片に写真用乳剤を被覆し、液体窒素中で 14d 露光した。そして、現像、定着

処理、水洗後に乾燥させ、SEM を用いて、試験片の乳剤面を観察した。トリチウム水を用いた実

験では、板材から圧延方向が長軸となるように 15×50mm の短冊状試験片を切り出した。そして

470°C で 1h の溶体化処理後、水焼入れし、120°C で 24h の時効処理を施した。表面は電解研磨に

より鏡面仕上げとした。この試験片に対して、ボルトで定変位を与えられる 4 点曲げジグを用い

て応力負荷しながら引張応力面をトリチウム水に曝露した。まず、ジグにより 0.2%耐力の 9 割ま

で応力を負荷し、引張面に濃度 40MBq/mL のトリチウム水を滴下し、その上からフィルムを被せ

ることで試験片と密着させた。そして、ボルトを回転させて 0.2%耐力の 9 割まで応力を増加させ

た。以後、45 分毎にボルトを 1 回転(ピッチ 0.8mm)させ、段階的に負荷応力を増加させていった。

回転数が 6 回に達した後、45 分保持し、ジグから試験片を取り外した。引張面側に乳剤を被覆し、

ガス曝露材と同様の工程を経て、SEM 観察を行った。

３． 結果と考察

図1はガス曝露材および水曝露材におけるTARG/SEM像である。どちらの条件でも銀粒子は観察

されなかった。アルミニウム母相上の酸化膜はトリチウムの透過を妨げると報告されている(2)。

本間と藤田(3)は5052合金および6063合金の加熱による表面酸化膜性状の変化を調べている。表面

酸化膜は非晶質の水和酸化物であり、真空中150°Cでの加熱により、脱水して欠陥を含む非晶質構

造となり、MgO層が形成されるとしている。そしてMgが表面へ拡散・透過できる程度のバリアー
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性であることから、水素の拡散・放出のバリアーとしての機能に限界があると考察している。本

研究でガス曝露材において、銀粒子が観察されなかったのは、120°Cの加熱では表面酸化膜の性状

が変化せず、トリチウムの透過を妨げたためと考えられる。一方で、水曝露材においては、応力

負荷により表面酸化膜が破壊され、アルミニウム新生面と水の反応により、トリチウムが侵入す

ることを期待したが、負荷速度が速すぎたため、酸化膜の破壊が瞬間的にしか起こらず、新生面

と水の反応時間が短かったため、トリチウムがほとんど内部に侵入せず、銀粒子が観察されなか

ったものと考えられる。

４．まとめ

本研究では、Al-Zn-Mg 三元合金をトリチウム水あるいはガス環境に曝露し、トリチウムの挙動

を TARG により調べた。得られた結果は以下の通りである。

(1) 120°C のトリチウムガス環境で時効処理した試験片で銀粒子が観察されなかった。これは 120°C

で加熱しても酸化膜がトリチウムの透過を妨げる能力を有していたためと考えられた。

(2) 引張面をトリチウム水に曝露し、曲げ応力を段階的に負荷した試験片で銀粒子が観察されなか

った。これは負荷速度が速く、新生面と水の反応が起こる時間が短く、トリチウムが内部にほと

んど侵入しなかったためと考えられた。

５．謝辞

 本研究は、平成 27 度富山大学水素同位体科学研究センター一般共同研究(HRC2015-09)として行

われ、またその一部は、独立行政法人日本学術振興会の科研費(25420750)、および公益財団法人軽

金属奨学会の教育研究資金により、賄われたものであり、関係各位に感謝致します。
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図 1 Al-Zn-Mg 合金の TARG/SEM 像. (a)ガス曝露材, (b)水曝露材. 
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１． 緒言 
 本研究は放射線施設内で用いたトリチウムの安全な回収機構の理解と回収装置の設計をめざす

ものである。トリチウム実験で用いられ真空容器から排気された元素状トリチウムガス(HT)をキ

ャリアガスにて回収･触媒に導入し、触媒の温度やキャリアガスの流量をパラメータとすることで

HT の酸化反応速度を定量した。HT の酸化反応はキャリアガス中の HT 濃度や触媒の表面積、吸

着･脱着平衡定数などに依存する吸着過程と吸着したトリチウムが触媒と反応する酸化還元反応

過程に依存すると考えられるが、本研究では研究の初期段階としてこれらの過程を含んだ見かけ

の酸化反応を一次反応として取り扱う計算コードを設計し、触媒を充填した反応管内部において

HTがどのような速度でトリチウム水(HTO)に変換されるのか検討することによりトリチウム回収

装置の設計に反映させることとした。

 

２．実験 

本研究は静岡大学理学部放射科学実験棟に設置されたプラズマ装置に排気トリチウムガスモニ

タリングシステムを設置し、行った。本システムでは測定部及び全トリチウム回収部の酸化触媒

として CuO、HTO 回収系として水バブラーを用いた。装置から排気された HT は回収ガスとと

もに一つ目の酸化触媒管及び水バブラーに導入されることで、酸化された HT は HTO として水

バブラーで捕集され、二つ目の酸化触媒管及び水バブラーにて全ての HT を酸化して HTO とし

て水バブラーに捕集した。本研究では一つ目と二つ目の水バブラー中のトリチウムの放射能を液

体シンチレーションカウンタにて測定し、得られた全トリチウム量と一つ目の水バブラー中のト

リチウム量の比を転換率と定義し、酸化触媒温度および回収ガス流速の変化と転換率の相関性を

明らかにし、トリチウム酸化反応における反応速度論を検討した。本年度は反応管の長さを変化

させてトリチウム回収実験を行い、回収挙動評価を行った。 
 

３． 結果と考察 

各条件における転換率の触媒温度依存性実験の結果、触媒温度が上昇すると触媒反応の進行速

度が増加し転換率が増加することが示された。また、回収ガスの流速依存性実験では流速の上昇

と共に HT が酸化されるのに必要な十分な時間がないため転換率は減少することが示唆された。

触媒表面での見かけの酸化反応を一次反応として取り扱い、触媒を充填した反応管内部において

HT 酸化反応速度を記述する計算コードを作成した。計算では、触媒反応管の入り口側のトリチウ

ム濃度(C0)に対して出口側でのトリチウム濃度(CL)を出力する酸化反応速度(k)を以下の式 1 から

最適化した。

)1(0
BTkt

L eCC −=
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図 1 Al-Zn-Mg 合金の TARG/SEM 像. (a)ガス曝露材, (b)水曝露材. 
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          触媒を用いたトリチウムの捕集・回収に関する速度論的研究

Kinetic study on tritium recovery and trap mechanism using catalyst 
静岡大学学術院理学領域 大矢恭久＊、植村有希、桜田翔大、藤田啓恵、

   東奎介、湯山健太、Hu Cui 
富山大学水素同位体科学研究センター 波多野雄治、原正憲、田口明

 

１． 緒言 
 本研究は放射線施設内で用いたトリチウムの安全な回収機構の理解と回収装置の設計をめざす

ものである。トリチウム実験で用いられ真空容器から排気された元素状トリチウムガス(HT)をキ

ャリアガスにて回収･触媒に導入し、触媒の温度やキャリアガスの流量をパラメータとすることで

HT の酸化反応速度を定量した。HT の酸化反応はキャリアガス中の HT 濃度や触媒の表面積、吸

着･脱着平衡定数などに依存する吸着過程と吸着したトリチウムが触媒と反応する酸化還元反応

過程に依存すると考えられるが、本研究では研究の初期段階としてこれらの過程を含んだ見かけ

の酸化反応を一次反応として取り扱う計算コードを設計し、触媒を充填した反応管内部において

HTがどのような速度でトリチウム水(HTO)に変換されるのか検討することによりトリチウム回収

装置の設計に反映させることとした。

 

２．実験 

本研究は静岡大学理学部放射科学実験棟に設置されたプラズマ装置に排気トリチウムガスモニ

タリングシステムを設置し、行った。本システムでは測定部及び全トリチウム回収部の酸化触媒

として CuO、HTO 回収系として水バブラーを用いた。装置から排気された HT は回収ガスとと

もに一つ目の酸化触媒管及び水バブラーに導入されることで、酸化された HT は HTO として水

バブラーで捕集され、二つ目の酸化触媒管及び水バブラーにて全ての HT を酸化して HTO とし

て水バブラーに捕集した。本研究では一つ目と二つ目の水バブラー中のトリチウムの放射能を液

体シンチレーションカウンタにて測定し、得られた全トリチウム量と一つ目の水バブラー中のト

リチウム量の比を転換率と定義し、酸化触媒温度および回収ガス流速の変化と転換率の相関性を

明らかにし、トリチウム酸化反応における反応速度論を検討した。本年度は反応管の長さを変化

させてトリチウム回収実験を行い、回収挙動評価を行った。 
 

３． 結果と考察 

各条件における転換率の触媒温度依存性実験の結果、触媒温度が上昇すると触媒反応の進行速

度が増加し転換率が増加することが示された。また、回収ガスの流速依存性実験では流速の上昇

と共に HT が酸化されるのに必要な十分な時間がないため転換率は減少することが示唆された。

触媒表面での見かけの酸化反応を一次反応として取り扱い、触媒を充填した反応管内部において

HT 酸化反応速度を記述する計算コードを作成した。計算では、触媒反応管の入り口側のトリチウ

ム濃度(C0)に対して出口側でのトリチウム濃度(CL)を出力する酸化反応速度(k)を以下の式 1 から

最適化した。

)1(0
BTkt

L eCC −=
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ここで tBT はガスの破過時間であり、反応管長さ、空塔速度及び充填率に依存する。式 1 から各

温度における酸化反応速度定数を求めることで酸

化反応速度を算出した。

図 1 に酸化銅触媒の反応管長さを 0.90 m, 0.45 m, 

0.30 m とした時のそれぞれのトリチウムガス酸化

反応速度定数の温度依存性を示す。各温度において

酸化速度定数はほぼ同様の値が得られたが、反応管

長さの増加に伴い、酸化率は増加した。また、473 K

以上の活性化エネルギーはそれぞれ0.64-0.65 eVで

あった。このことから各温度における転換率の増加

は反応管長さ増加に伴う、反応時間増加による影響

と示唆された。

また、回収ガス流速依存性実験において、回収ガ

ス流速の上昇とともに酸化反応速度が増加し、反応管内部のトリチウム濃度変化によるものと示

唆された。また反応管長さの減少に従って酸化反応速度の減少が見られた。反応管長さの減少に

より反応時間が減少することで、反応管への導入時および放出時のトリチウム濃度変化が小さく

なるため、反応管内部のトリチウム濃度分布が平均の酸化反応速度に影響したことが予想された。

 

４．まとめ 

本研究では HT の酸化反応を一次反応として取り扱い、酸化反応速度を記述する計算コードを

作成し、HT から HTO への転換率の温度依存性実験の結果から各温度における酸化反応速度を算

出した。得られた酸化反応速度定数から各パラメータの変化に伴うトリチウム除去率の変化を計

算し、トリチウム利用装置におけるトリチウム回収の安全設計を行う上での重要な指標を得るこ

とができた。 
 

５．謝辞 
本研究は富山大学水素同位体科学研究センターとの共同研究で実施した。  

本年度の成果報告

Cui Hu, Yuki Uemura, Kenta Yuyama, Hiroe Fujita, Shodai Sakurada, Keisuke Azuma, Akira 
Taguchi, Masanori Hara, Yuji Hatano, Takumi Chikada, Yasuhisa Oya“Dependence of CuO 
particle size and diameter of reaction tubing on tritium recovery for tritium safety operation” 
1st Asia-Pacific Symposium on Tritium Science, China, Nov. 1-5, 2015. (Fusion Engineering 
and Design で査読中）

大矢恭久、植村有希、藤田啓恵、桜田翔大、湯山健太、田口明、原正憲、波多野雄治、

近田拓未、”酸化銅触媒を用いたトリチウムの回収挙動評価”、日本原子力学会 2016
年春の年会、2016.3.26-28（東北大学）
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核物理実験用トリチウム標的の開発

Development of a thin Tritium-Titanium target for nuclear physics experiment 
東京大学 原子核科学研究センター 今井伸明*、北村徳隆

東京大学 物理学専攻 Kathrin Wimmer
富山大学 水素同位体科学研究センター 波多野雄治

 

１． 緒言 
  最近の重イオン加速技術の発展により、自然には安定に存在しない短寿命な放射性同位体をビ

ームとして人工的に作ることが出来るようになった。それら短寿命な放射性同位体の基本的性質

を調べる研究が世界中で精力的に行われている。中でも、天然に存在する安定な原子核に対して

過剰に中性子が付随した中性子過剰核では中性子閾値が低くなるため、非束縛な中性子準位との

相関が可能になり、今までにない集団運動が出現することが予言されている(1)。また、幾つかの

中性子過剰核では、異なる形状状態が縮退して発現している(2)。これらエキゾチックな量子状態

を調べるため、薄型 TiT 標的の開発を始めることにした。将来の実験では TiT 標的に放射性同位

体のビームを照射し、二中性子移行反応を生じさせる。中性子が 2 個付加された原子核を元の原

子核と区別する必要があり、したがって、原子核ビームは標的を通過できる薄さが必要である。

さらに、ビームの大きさが直径 2 cm 程度と大きいために、2.5x2.5 cm2厚さ 20 µm の Ti に対し

て 5 Ci（185 GBq）程度のトリチウム量を吸着させた標的を開発する。大きさの他には、被爆を

防ぐために自立型であること、機械的に強く多少の振動などで壊れないことが条件である。今年

度はまず同等量の重水を吸着させた TiD 標的を制作し、実現可能性を確かめることにした。 
 

２．製作  

まず、1 x 3 cm2、 20 µm
厚の Ti 箔を用いて、Ti:重水

素比で1:2, 1:0.24で重水素ガ

スを吸収させた。その結果を

各々図１に示す。重水素濃度

が大きい TiD2は箔が機械的

に脆く、試験管から取り出す

時に壊れてしまった。ビーム

照射実験で壊れる恐れが大い

にあることが分かった。他方、図 1(B)に示す様に、TiD0.24では脆弱性に問題はないものの、吸着

の過程で巻いてしまうことが分かった。吸着後に標的ホルダーに取り付けるときの被ばくの恐れ

を考慮すると、巻きつきのない標的を作る方法を確立する必要があった。 
巻きは吸着の過程で起こっていると考えられる。そこで、多孔質のセラミックで箔を挟み込み、

温度を下げる過程で重水素を吸着させ、完全に常温に戻した後にセラミックを外した。その結果

多少歪みがあるものの、平坦な TiD を制作することに成功した (図２参照)。 

(A) (B) 

図１. Ti 20 µm 厚に重水素を吸着させた後の様子。(A) TiD2,  
(B)TiD0.24は脆弱性に問題無いが、巻かれている。 
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３． 実験 
 TiD0.24を用いて薄膜中での重水素分布を測定するために、

241Am からのα線 3.5 (3)MeV を照射した。線源から 5 cm の箇所

に TiD0.24を設置し、標的と線源の間に 1 cm 直径のダブルコリ

メータを設置し入射軸を制御した。また、標的から 5 cm の下流

に 5 x 5 cm2の両面ストリップ型のシリコン検出器を設置し、弾

性散乱反跳測定 (ERD) 法を用いて、反跳粒子を測定した。 
  反跳粒子のエネルギーだけを測定したので、陽子もしくは重陽

子の同定はできないが、モンテカルロシミュレーションをしたと

ころ、表面付近に重陽子が存在する場合には最大 3 MeV のエネ

ルギーが測定されるはずである。TiD0.24(黒)の他に Ti 単体(赤)
の標的を用いて測定した結果を図 3 に示す。Ti 単体由来のもの

を差し引いた場合には２MeV 付近に重陽子がいないことを示

している。シミュレーションと比較したところ表面付近の 1 µm
には重陽子が少ないことを示している。 
 考えられる理由としては、標的中の重陽子が大気中の軽水と

置換したか、もしくは高温で作成したために標的深くに重水素

が入り込み、表面付近の濃度が低い可能性がある。軽水を同定

するには、標的からの飛行時間が必要であり、周期的に供給さ

れる加速器からのビームを用いて測定する予定である。また、

より低温で作成し、重陽子がより表面付近に存在すると期待で

きる TiD0.1を用いて ERD を測定し、TiD0.24との比較する予定である。 
 

４．まとめと展望 

 将来の中性子過剰放射性同位元素ビームに用いる TiT 標的を作ることを目標として、自立薄型

TiD 標的開発を始めた。多孔質セラミックで Ti 箔を挟むことで平坦な薄型 TiD を制作することに

成功した。TiD 内の重陽子分布を調べる為に、TiD0.24標的に 241Am からの 3.5 MeV α線を照射し、

弾性散乱反跳粒子を測定した。結果をシミュレーションと比較したところ、表面付近には重陽子

が少ないことが分かった。これが、標的内の軽水分布を来年度測定する予定である。 
 今後は、Ti 箔を薄くし、Ti と D の比を上げていく。また、同時に TiT 作成に向けて東大側の

安全面での設備を整えていく予定である。 
 
５．謝辞 

  本研究は富山大学水素同位体科学研究センターとの共同研究で実施した。 

 

６．引用文献 
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図 2. 多孔質セラミックで挟み

込んで製作した TiD0.1標的。平

坦化に成功した。 

図 3. ERD スペクトル。黒が

TiD0.24 標的、赤が Ti 標的に a
線を照射した場合。 

22

                                   HRC2015-12 
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１． 緒言 
 福島第一原子力発電所の事故を受け、各種放射性物質の環境挙動把握の重要性が再認識された。

原子力施設は国際的には増加する傾向にあり、放射性物質の漏洩防止策と合わせて、万が一漏洩

した際の挙動予測の精度向上が望まれている。トリチウムは原子炉で生成される放射性核種のひ

とつであり、高温下では比較的容易に金属を透過する性質を有する。そのため、原子炉燃料、構

造材、冷却水にはトリチウムが含まれる。今後世界的に進められるであろう廃炉作業においても

トリチウム汚染水が大量に生じると想定される。そのためトリチウム汚染水が、万が一周辺環境

土壌へ流出した場合の挙動予測は重要な課題と考える。また、トリチウムを含む土壌からのトリ

チウム回収手法の検討も必要である。 
 一般に土壌粒子は、吸着水、層間水、構造水の３つの形態で水分を保持しているといわれてお

り、トリチウム水と接触すると同位体交換反応によりこれらの水にトリチウムが取り込まれると

考えられる。従って土壌におけるトリチウム挙動の理解には、水挙動の理解が不可欠である。本

研究では、トリチウム水に浸漬した天然土壌をアルゴン気流中で加熱し、トリチウム脱離挙動を

観測した。また同様な条件での水蒸気脱離挙動を観測し、トリチウム挙動との比較を行った。 
 

２．実験 

富山大学水素同位体科学研究センター周辺で採取した土壌については、含水比測定と BET 比表

面積測定を実施し、水蒸気脱離実験を行った。トリチウム水浸漬実験は次年度以降に行う予定で

ある。九州大学箱崎キャンパスで採取した土壌については、含水比測定、BET 比表面積等の土性

分析を先行して行っており、本研究では水蒸気脱離実験と、トリチウム水浸漬実験、その後のト

リチウム脱離実験を行った。含水比測定は、JIS 規格(JIS A 1203)に基づいて大気中 110℃の加熱

による水分脱離量から求めた。BET 比表面積は、島津製比表面積計 TriStar-II3020 を用いた。 
(1)水蒸気脱離実験 
石英管に数 g の土壌試料を充填しアルゴンを流通させながら、5℃/min で 1000℃まで等速昇温

した。アルゴン中の水蒸気濃度はミッシェルジャパン製水分計 QMA2030 で測定した。 
(2)トリチウム水浸漬実験 
テフロン気密容器にて、約 250kBq/cc のトリチウム水約 40g に土壌試料約 40g を浸漬させ、そ

の後不定期にトリチウム水を採取し、液体シンチレーションカウンターで濃度測定した。 
(3)トリチウム脱離実験 

トリチウム水に浸漬した土壌試料を石英管に充填し、室温アルゴンパージで乾燥させた。その

後、アルゴンガスを流通させながら、5℃/min で 1000℃まで等速昇温した。出口ガスは、2 連の

水バブラーに追加させ、水蒸気状トリチウムを回収した。バブラー水は、定期的にサンプリング

し、トリチウム濃度を液体シンチレーションカウンターで測定した。 
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３． 実験 
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３． 結果と考察 

図 1 に九大土壌(1～6)と富山大土壌(7)の含水

比と比表面積を比較する。富山大土壌の方が表面

積に対する含水比が大きい。九大土壌は夏の晴れ

た日に採取したのに対して、富山大土壌は夏の小

雨の日に採取したことが要因と考えられる。図 2
に富山大土壌からの加熱に伴う水蒸気脱離挙動

を示す。多数のピークが見られることから複数の

粘土鉱物が含まれていることがわかる。1000℃
の高温でも微量な水蒸気放出が続いており、粘土

鉱物が構造水を放出しながら構造変化している

と考えられる。図 3 に九大土壌を浸漬したトリチ

ウム水のトリチウム濃度変化を示す。土壌試料に

は、トリチウム捕捉速度に大きな違いがあること

がわかった。トリチウム水に浸漬した九大土壌

(6)の一部を採取して、トリチウム脱離実験を行

った。100℃ごとのトリチウム放出量を、トリチ

ウム水未浸漬土壌からの水蒸気脱離量と比較し

て図 4 に示す。トリチウム脱離挙動は水蒸気脱離

挙動におおむね一致しているが、高温でのトリチ

ウム脱離量が水蒸気脱離量に比べて小さい。放出

されたトリチウム量は、トリチウム水浸漬実験で

の濃度減少から算出される捕捉量に対してわず

か 6.3％であった。天然土壌には有機物が含まれ

るが、仮にトリチウムが炭化水素として放出され

た場合は、今回の実験装置では回収されない。今

後、水素形及び炭化水素形トリチウムも回収でき

るように装置の改良を行う予定である。                               
 

４．まとめ 

トリチウム水との接触により、土壌は

トリチウムを捕捉し、そのトリチウムの

回収は容易ではないことが示された。 
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          固体シンチレータを用いるトリチウムガスモニタの基礎検討

Fundamental Study on New Tritium Gas Monitor Using Solid Scintillators
富山高等専門学校 高田英治*、小野寺大輝

富山大学水素同位体科学研究センター 原正憲

 

１． 緒言 
 トリチウムの漏えい検知のため、従来は電離箱や比例計数管といったガス型検出器が使用され

てきた。これらの検出器では、容量が大きいために応答速度が遅い、測定後のガスに可燃性の成

分が残留する、等の問題点があった。そこで、本研究ではこれらの課題の解決のため、固体シン

チレータを用いるトリチウムガスモニタについて検討を行った。 
 

２．開発したシステムと特性評価 

ガス中のトリチウムを検出するため、円柱型ガラスセル（φ40[mm]×35[mm]）中に短冊状に

加工したプラスチックシンチレータ（5×5×37[mm]）を 9 本等間隔に固定し、両端に光学窓及

び光電子増倍管（H8643 浜松ホトニクス）

を取り付け密封構造のトリチウムガス検出

器を製作した（図 1）。シンチレータ間に空

隙を設けることで、ガス中トリチウムから

放出されるβ線の検出効率の向上を目指し

た。またシンチレータで発生した光子は両

端に取り付けられた光電子増倍管へ伝播す

るが、それぞれの出力信号に同時計数法を

適用し、同時計数されたイベントについて

のみパルス波高分析器（MCA）で測定する

ことで、ノイズ計数の低減を試みた。測定

の結果、同時計数を行うことで、暗電流に

起因するパルス計数の低減が実現できた。 
 

３．実験  

トリチウムを含有する空気を対象とし、本システムおよび電離箱方式のトリチウムモニタ

（DGM-133 Aloka 社）による測定を行った。グローブボックス内に放出したトリチウムガスを検

出部へ循環させ、モニタの表示が安定してからトリチウム除去装置を作動し、グローブボックス

内のトリチウム濃度を下げた。この間のトリチウム濃度と計数率の変化を 20 分間隔で測定した結

果を図 2 に示す。 これらの結果より、本研究で開発したシステムによって測定された計数値は、

トリチウム濃度の変化を十分に反映していないことが分かる。これはトリチウムのシンチレータ

への吸着等によるメモリ効果によるものと考えられる。 
また、プラスチックシンチレータの表面に Al 薄膜を形成した場合および温度を 50℃まで上昇

させた場合についての測定結果を図 3、図 4 に示す。これらの対策を施しても放射能モニタによ

図 1 開発した測定システムの構成 
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３． 結果と考察 

図 1 に九大土壌(1～6)と富山大土壌(7)の含水

比と比表面積を比較する。富山大土壌の方が表面

積に対する含水比が大きい。九大土壌は夏の晴れ

た日に採取したのに対して、富山大土壌は夏の小

雨の日に採取したことが要因と考えられる。図 2
に富山大土壌からの加熱に伴う水蒸気脱離挙動

を示す。多数のピークが見られることから複数の

粘土鉱物が含まれていることがわかる。1000℃
の高温でも微量な水蒸気放出が続いており、粘土

鉱物が構造水を放出しながら構造変化している

と考えられる。図 3 に九大土壌を浸漬したトリチ

ウム水のトリチウム濃度変化を示す。土壌試料に

は、トリチウム捕捉速度に大きな違いがあること

がわかった。トリチウム水に浸漬した九大土壌

(6)の一部を採取して、トリチウム脱離実験を行

った。100℃ごとのトリチウム放出量を、トリチ

ウム水未浸漬土壌からの水蒸気脱離量と比較し

て図 4 に示す。トリチウム脱離挙動は水蒸気脱離

挙動におおむね一致しているが、高温でのトリチ

ウム脱離量が水蒸気脱離量に比べて小さい。放出

されたトリチウム量は、トリチウム水浸漬実験で

の濃度減少から算出される捕捉量に対してわず

か 6.3％であった。天然土壌には有機物が含まれ

るが、仮にトリチウムが炭化水素として放出され

た場合は、今回の実験装置では回収されない。今

後、水素形及び炭化水素形トリチウムも回収でき

るように装置の改良を行う予定である。                               
 

４．まとめ 

トリチウム水との接触により、土壌は

トリチウムを捕捉し、そのトリチウムの

回収は容易ではないことが示された。 
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          固体シンチレータを用いるトリチウムガスモニタの基礎検討

Fundamental Study on New Tritium Gas Monitor Using Solid Scintillators
富山高等専門学校 高田英治*、小野寺大輝

富山大学水素同位体科学研究センター 原正憲

 

１． 緒言 
 トリチウムの漏えい検知のため、従来は電離箱や比例計数管といったガス型検出器が使用され

てきた。これらの検出器では、容量が大きいために応答速度が遅い、測定後のガスに可燃性の成

分が残留する、等の問題点があった。そこで、本研究ではこれらの課題の解決のため、固体シン

チレータを用いるトリチウムガスモニタについて検討を行った。 
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た。またシンチレータで発生した光子は両

端に取り付けられた光電子増倍管へ伝播す

るが、それぞれの出力信号に同時計数法を

適用し、同時計数されたイベントについて

のみパルス波高分析器（MCA）で測定する

ことで、ノイズ計数の低減を試みた。測定

の結果、同時計数を行うことで、暗電流に

起因するパルス計数の低減が実現できた。 
 

３．実験  

トリチウムを含有する空気を対象とし、本システムおよび電離箱方式のトリチウムモニタ

（DGM-133 Aloka 社）による測定を行った。グローブボックス内に放出したトリチウムガスを検

出部へ循環させ、モニタの表示が安定してからトリチウム除去装置を作動し、グローブボックス

内のトリチウム濃度を下げた。この間のトリチウム濃度と計数率の変化を 20 分間隔で測定した結

果を図 2 に示す。 これらの結果より、本研究で開発したシステムによって測定された計数値は、

トリチウム濃度の変化を十分に反映していないことが分かる。これはトリチウムのシンチレータ

への吸着等によるメモリ効果によるものと考えられる。 
また、プラスチックシンチレータの表面に Al 薄膜を形成した場合および温度を 50℃まで上昇

させた場合についての測定結果を図 3、図 4 に示す。これらの対策を施しても放射能モニタによ

図 1 開発した測定システムの構成 
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る測定結果とは異なる結果となっていることが分かる。 

 
シンチレータ材料によるメモリ効果の違いを評価するため、プラスチックシンチレータに加え、

無機シンチレータである GAGG、BGO に対して液体シンチレーション検出器によるトリチウム

曝露実験を行ったが、メモリ効果に大きな違いはなかった。今回の一連の実験においては、手持

ちのシンチレータを必要な大きさに切り出して用いた。そのため、表面に傷や凹凸が多かったも

のと考えられる。提案システムの実現のためには、トリチウムのメモリ効果の小さいシンチレー

タ材料を検討すると平行して、表面処理の方法を検討することが必要である。 
 

４．まとめ 

シンチレータを用いる新しいトリチウムガスモニタの開発に向け、基本的な検討を行った。同

時計数システムを構築することで、光電子増倍管のノイズを除去可能なシステムを構築した。し

かし、トリチウムのメモリ効果が顕著に現れ、従来のトリチウムモニタに比べ、非常に時間応答

の遅い特性を示した。シンチレータの材料や表面処理の最適化を行うことが必要であり、今後は

これらの点について検討を行う予定である。

図 2 トリチウム含有ガスを対象とした測定結果 

(a) 電離箱式トリチウムモニタ (b) 本研究で開発中の測定システム 

図 3 プラスチックシンチレータの表面に 
Al 薄膜を形成した場合の測定結果 

図 4 昇温した場合の測定結果 
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(1) K. Hashizume et al., J. Nucl. Mater., 442 (2013) S880-884. 

Oxides Li
2
TiO

3
 LiAlO

2
 LiNbO

3
 SrTiO

3
 

Poly or Single Crystal Poly (1300C sintered) Single Single Single 

Crystal Structure 
Surface Index 

Monoclinic 
- 

Tetragonal 
(001) 

Hexagonal 
Z-cut 

Cubic 
(100) 

Oxide Density  g/cc 3.0 (90%TD) 2.62 4.64 5.17 

H Surface Density 

PSL /mm2  (/cm2) 

300C, 1h 7.5  (3.7x1015) 4.6 (2.3x1015) 1.3  (6.8x1014) 8.0  (4.0x1015) 

500C, 1h 43  (2.2x1016) 8.0 (4.0x1015) 5.6  (2.8x1015) 13  (6.3x1015) 

Table1   Specimens specification and IP results for DTO exposure 
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Fig. 2  TDS result of Li2TiO3 

     (D2O exposure at 500℃) 

Fig. 3	  TDS result of Li2TiO3 

       (D2 exposure at 500℃)	 
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