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まえがき 
 

近年、世界的に問題視されている地球温暖化は、産業革命以来、人工的に排出された二酸

化炭素（CO2）が主因であると言われており、2015 年のパリ協定では世界各国で CO2削減

に取り組むこととなりました。省エネ技術が発展している我が国の 2013 年度 CO2 排出量

は約 13 億トン（世界全体の排出量の 5～6％）と中国やアメリカと比べると既に排出量はか

なり削減されてはいますが、更なる CO2 削減が求められています。日本政府は 2030 年ま

でに 2013 年度比で 26％、2050 年には 80％削減する目標を打ち出しました。この目標を実

現するためには、従来行ってきた「省エネ」や「低炭素」の取り組みだけでは不可能であり、

エネルギー源の「脱炭素化」（脱化石燃料）が不可欠です。つまり、石炭から石油への産業

革命に匹敵する新たなエネルギー革命を成し遂げなくてはいけません。これに対し日本政

府は「水素エネルギー社会の実現」あるいは「核融合エネルギーの実用化」を成長戦略と位

置づけ、「脱炭素」エネルギーによる持続可能な社会構築を目指しています。 
水素同位体科学研究センターでは、「脱炭素」エネルギーとして水素同位体（水素、重水

素及び三重水素（トリチウム））の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、水素（H2）は酸素（O2）と反応することで CO2フリーのエネルギー

（電気、熱）を生み出します。また、各種エネルギー（電気、光等）を用いて水（H2O）か

ら CO2フリー水素の製造も可能であり、H2と H2O の資源循環による持続可能な CO2フリ

ー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 世紀の核融合燃料として注目されており、CO2 フリーな高密度エネルギー源として期待

されています。即ち、水素同位体は「脱炭素」エネルギーシステムを構築するためのキーマ

テリアルなのです。 
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、主に水素及び水素同位体を用いた環境・エネルギー研究の

推進のため、センター運営費から支出した助成金を用いて、既に５年以上継続しています。

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関連材料との相互作用などの課

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います。本報告書はこれら２つの

共同研究成果をまとめたものです。 
次世代の子供たちのためにも、持続可能な「脱炭素」エネルギー社会の実現を目指し、教

職員一同、今後も鋭意努力してまいりますので、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ます。 
 

平成３０年６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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スパッタリング法を用いた新規高活性触媒の開発

Development of New Highly-Active Catalysts by Sputtering Method
富山大学 大学院理工学研究部（工学） 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

Facile fabrication of a novel and highly-active supported catalyst is always a hot research topic for

heterogeneous catalysis via a new design method, although there are many methods for the preparation of 

supported catalysts such as impregnation and precipitation. Particularly, it makes more meaningful to use 

these high-performance catalysts for valuable chemicals production from alternative non-petroleum sources.

For example, DME as a potential clean fuel of the next generation is extensively studied by automobile 

makers for hydrogen production in fuel cells. However, conventional steam reforming of dimethyl ether 

(DME SR) catalysts present low catalytic activity and stability given the sintering and poor distribution of 

active sites. Besides, CO hydrogenation rather than petroleum cracking is increasingly used to produce 

valuable hydrocarbons owing to the strict environmental laws and regulations. There are few reports of CO 

hydrogenation for high value-added single species such as all-purpose para-xylene (PX) owing to the great 

difficulty of precise regulation of carbon chain length. Thus, the fabrication of a stable, highly-active and 

functionalized catalyst is urgent in order to meet sustainable social development and diverse demand.

2. Experimental

Conventional H-ZSM-5 or γ-Al2O3 support powder was pretreated at 120 oC for 2 h in air followed by 

cooling to room temperature. The physical sputtering apparatus is demonstrated in Scheme 1. Metal target 

was Cu and Zn for DME SR reaction, and Cr and Zn for PX synthesis. A certain amount of pretreated 

support powder was loaded into the cavity barrel. Then, the vacuum chamber was evacuated to 9.9×10-4 Pa, 

followed by introducing a pure Ar with a flow rate of 

13 mL·min-1 into the chamber until the pressure 

reached 1.0 Pa. The input power was controlled to 200

W. The hexagonal barrel was rotated at 3.0 rpm and 

vibrated mechanically to mix the support and 

deposited metal. After 180 min sputtering, about 4.09 

wt % of Cu and 1.42 wt % of Zn (detected by XRF) 

were loaded for DME SR catalyst, and approximately 

2.0 wt% of Cr and 1.0 wt% of Zn for PX synthesis 

catalyst. Thereafter, a 1.0% O2/N2 flow was gradually 

introduced into the cavity barrel to reach ambient

pressure. The obtained catalyst was noted as CuZn-S and CrZn/Z5-S respectively (S is an abbreviation of 

sputtering).

3. Results and discussion

The catalytic activity of the Cu-S and CuZn-S catalysts for DME SR was evaluated in a conventional 

Scheme 1 Schematic representation of the 

sputtering apparatus
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fixed-bed continuous flow reactor and shown in Figure 1. According to Figure 1, we can learn that the 

content of Zn has an obvious impact on the catalytic performance. With the addition of sputtering metal Zn, 

the DME conversion increases significantly. Compare to conventional CuZn catalysts, the sputtering CuZn 

catalysts exhibited a higher activity than other catalysts prepared by conventional methods owing to the

efficient dispersion of active sites. Besides, the doping of sputtering metal Zn significantly reduced the 

selectivity of undesired methane.

Based on this sputtering approach, 

a series of Cr/Zn-Z5-S catalysts were 

prepared with varied pretreatment and 

applied to CO hydrogenation to produce

PX. Catalytic performances of one-pass 

PX synthesis were listed in Figure 1. The 

distribution of products varied with the 

change of pretreatment conditions, thus 

altering sputtering preparation conditions 

was able to change the distribution of 

products. Interestingly, CrZn/Z5-S after 

treatment showed a special selectivity of 

PX. And the PX selectivity reached up to 

2.7% in hydrocarbons over this 

sputtering Cr/Zn-Z5-S catalyst.

4. Conclusion

The highly-active, functionalized CuZn-S and Cr/Zn-Z5-S catalysts were successfully prepared by 

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

catalysts presents an excellent catalytic activity as well as enhanced H2 yield. Besides that, sputtering

Cr/Zn-Z5 catalysts show a special PX selectivity. This sputtering CrZn/Z5-S catalyst realizes the possibility 

for producing specific chain length hydrocarbons which is crucial for upgrade products derived from CO 

hydrogenation. The described synthesis herein provides a new pathway to fabricate a stable and 

functionalized catalyst which meets sustainable social development and diverse demand.

5. Related Publications
(1) Lu, P.; Sun, J.; Zhu, P.; Abe, T.; Yang, R.; Taguchi, A; Vitidsant, T.; Tsubaki, N.*, J. Energy Chem. 

2015, 24, 637-641. (2) Sun, J.; Yang, G.; Ma, Q.; Ooki, I.; Taguchi, A.; Abe, T.; Xie, Q.; Yoneyama, Y.; 

Tsubaki, N.*, J. Mater. Chem. A 2014, 2, 8637-8643 (front cover paper). (3) Sun, J.; Li, X.; Taguchi, A.; 

Abe, T.; Niu, W.; Lu, P.; Yoneyama, Y.; Tsubaki, N.* ACS Catal. 2014, 4, 1-8. (4) Sun, J.; Niu, W.; 

Taguchi, A.; Abe, T.; Yoneyama, Y.; Tsubaki, N.* Catal. Sci. Technol. 2014, 4, 1260-1267. (5) Sun, J.; 

Yang, G.; Yoneyama, Y.; Tsubaki, N.* ACS Catal. 2014, 4, 3346-3356.

 
Figure 1. (a) DME conversion and (b) H2 yield, and (c) Catalytic

performance of PX synthesis over CrZn/Z5-S catalysts. Reaction

conditions: DME SR, 260 °C to 400 °C with an interval of 20 °C.

PX synthesis, 400 °C and 5.0 MPa.
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１． 緒言 
原子力発電所事故などで環境中にトリチウムが放出されると、茶へのトリチウムの取り込みが

大きな問題となる。通常、飲用茶中のトリチウム濃度評価は、液体シンチレーションカウンタを

用いるが、飲用茶をそのまま測定すると、茶の緑色成分による色クエンチングの影響を大きく受

け、計数効率が低下する。従来の方法では、飲用茶を蒸留し、蒸留水中のトリチウム濃度を測定

することでこれを避ける。しかし、測定までの蒸留作業に多大な時間がかかるため、濃度評価が

遅れるとともに、大量の試料測定には不向きである。そこで本研究では、茶によるクエンチング

挙動を調べるとともに、薬品の添加による飲用茶の酸化やろ過など、化学的･物理的な処理による

効率的なクエンチング低減化手法を検討する。昨年度は過酸化水素添加および加熱の影響を評価

し、一定の効果を得ため、今回はより強力な酸化剤である次亜塩素酸を用いて、飲用茶の酸化と

クエンチング影響との相関を明らかにし、低減化手法の適用性を検討することとした。 

 

２．実験

本実験では、市販の飲用茶を使用した。次亜塩素酸 Ca を種々の濃度で溶解した飲用茶 18 mL

にトリチウム水(トリチウム濃度 5040 Bq / mL) 2 mL を加え、次亜塩素酸濃度をそれぞれ 0、0.01、

0.05、0.1 mol / L とした試料を作成した。各試料をよく撹拌した後、1 mL ずつ PP バイアルに採取

し、シンチレーションカクテル (Emulsifier-Scintillator Plus) 20 mL と混合し、液体シンチレーショ

ンカウンタ(LSC-6100、日立製作所)を用いて試料中のトリチウム計数率を測定した。次亜塩素酸

自体の影響を調べるため、純水 18 mL にトリチウム水 2 mL を加え次亜塩素酸を 0.1 mol / L とな

るように溶解した試料も同様に測定し、計数率を比較した。また、試料の吸光度測定のため、次

亜塩素酸 Ca を種々の濃度で溶解した市販の飲用茶 18 mL に純水 2 mL 加え、同様に次亜塩素酸濃

度を 0、0.01、0.05、0.1 mol / L とした試料を作成した。この試料を 50 倍に希釈したのち石英セル

に入れ、吸光光度計(UV-2500、島津)を用いて吸光度を測定し、次亜塩素酸が吸光度変化に及ぼす

影響を評価した。さらに、各試料におけるトリチウム計数率、吸光度の経時変化を評価するため、

1 日経過後に同様にトリチウム計数率測定、吸光度測定を行った。加えて、反応温度についても

影響を調べるため、同様に作成した各試料を 70℃にて 30 分間加熱したのち、吸光度測定を行っ

た。

３． 結果と考察

市販の飲用茶の実験結果に関して、図 1 に各試料のトリチウム計数率測定結果を示す。対照と

してお茶 18 mL にトリチウム水 2 mL を加えた試料を示している。No. 1 – 5 はそれぞれ次亜塩素
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酸濃度 0、0.01、0.05、0.1 mol / L 試料および 0.1 

mol / L純水対照試料である。0.01 mol / L試料(No. 

2)では、次亜塩素酸を加えていない試料(No. 1)

と比較して計数率が大きく減少したが、濃度を

増加させたところ、計数は大きく増加し、対照

の水準まで上昇した。緑茶を用いず次亜塩素酸

のみを加えた試料(No. 5)においては、対照と比

較し計数が低下したことから、次亜塩素酸自体

がクエンチャーとして働くことが示された。ま

た、1 日経過後試料では、No. 2 以外の次亜塩素

酸を加えた全ての試料において計数率の増加が見

られた。吸光度測定結果を図 2 に示す。No. 2 試料

においては、No. 1 と比較して、紫外領域の吸光度

が大きく減少した一方で、300 nm 付近の吸光度は

増加した。これは 270 nm 付近にて吸光ピークを示

すカテキンが呈色成分へと酸化されたためである

と考えられ、トリチウム計数の低下もこれに由来

すると考えられる。さらに次亜塩素酸が高濃度の

試料では、290 nm 付近に次亜塩素酸イオンの吸光

ピークが現れ、No. 5 試料において最大となった。

また、1 日経過後は、No.5 以外の全ての試料にお

いて吸光度の減少が見られた。このことから、緑

茶成分の存在下にて経時により次亜塩素酸が分解

されることが示唆された。図 3 に加熱した各試料

における吸光度測定結果を示す。全ての試料にお

いて、経時と同様の吸光度の減少が見られたこと

から、加熱時には経時と同様の酸化･分解反応が短

時間で進行することが確認された。

４．まとめ

次亜塩素酸の適切な添加により、緑茶成分によるクエンチングを大きく抑えつつ、次亜塩素酸

イオンによるクエンチングの影響を最小限にすることが可能であることが示された。
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１． 背景 
タングステンは高い融点と熱伝導度、低い水素溶解度といった特徴を持つ金属で、しかも機械

的強度に優れ誘導放射化も少ない。そのため核融合炉のプラズマ対向材料として有望である。非

常に水素溶解度が低いため結晶格子間に水素同位体が侵入したとしても、速やかに拡散し結晶外

に出てゆくと考えられる。しかし、照射によりダメージを受けると相当な量の水素同位体がタン

グステン試料に残留することが観察されている。水素同位体の捕獲サイトは空孔型欠陥や不純物

であることが予測されている。特に、放射性同位体の三重水素の残留量が問題である。そこで、

本研究では空孔型欠陥サイトと水素の結合エネルギーを計算した。さらに、タングステン空孔の

特殊な性質が指摘されている(1)。それは、通常の金属は単原子空孔よりも二原子空孔の方が安定

である。しかし、タングステン空孔に関しては二原子空孔になると不安定であることが計算機シ

ミュレーションで示された。本研究では核融合炉材料としてタングステンを利用することを考慮

して、二原子空孔の安定性と水素の影響も研究した。 

 

２．計算方法 

第一原理計算には汎用コードである VASP を使った。二原子空孔を扱うために、比較的大きな計

算セルを用いた。BCC格子で6×6×6、格子点432個の構成された計算セルを使い、平面波のcut-off

エネルギーは 350eV とした。空孔水素複合体同士の結合エネルギーを 

     nmnmB EEEE  HVVHVH 2            式(1) 
のように定義した。ここでVは結晶中の単原子空孔、Hは水素、m とnは単原子空孔に捕獲され

た水素の個数である。関数 E はそのようなセルの凝集エネルギーである。結合エネルギー BE の正

の符号は結合を、負の符号は乖離に対応する。 

 

３． 計算結果 

タングステン中の二原子空孔と Oサイトを図 1に示す。単原子空孔と同じく、捕獲される水素

が 12 個以下の場合は Oサイト近傍が水素の安定位置である。この図では Oサイトに①から⑫まで

番号を付けた。二原子空孔の接合部分にある 6個の Oサイトを赤、その他の 6個の Oサイトは青

で区別した。二原子空孔に水素が捕獲されると図 2の(2H)や(4H)で示すように、赤色の Oサイト

の方が水素には安定である。しかし、5個以上では接合部分以外の Oサイトの方にも水素がはみ

出してゆく(6H)。また、図 2の矢印で示すように、水素は Oサイトから僅かにずれた場所の方が

安定であり、お互いに遠くなるように配置される。水素が 8個捕獲された場合は(8H)のように水

素はお互いに垂直な方向に変位する特徴的な構造を持つ。図 3は水素の個数と水素が占める安定

な Oサイトを示した。もちろん、同じ対称性を持つ同等な構造も安定である。 

表１には式(1)で計算した空孔水素複合体同士の結合エネルギーを示す。文献(1)でも指摘した
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時間で進行することが確認された。

４．まとめ

次亜塩素酸の適切な添加により、緑茶成分によるクエンチングを大きく抑えつつ、次亜塩素酸

イオンによるクエンチングの影響を最小限にすることが可能であることが示された。

５．謝辞

本研究は富山大学研究推進機構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

(1) 石河寛昭 「液体シンチレーション測定法」 南山堂 (1981)

200 300 400 500

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

1日経過
 No.1
 No.2
 No.3
 No.4
 No.5

A
bs

 / 
ar

b.
 u

ni
t

Wavelength / nm

緑茶+HClO
作成直後

 No.1
 No.2
 No.3
 No.4
 No.5

3000

4000

5000

6000

7000

8000

54321

T 
co

un
ts

 / 
cp

m

Control

 T Count
 T Count(1 day elapsed )
 Ratio(control / No.1-4)
 Ratio(1 day elapsed)

40

60

80

100

R
at

io
 / 

%

図 1 各試料におけるトリチウム計数 

200 300 400 500

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

70℃加熱
 No.1
 No.2
 No.3
 No.4
 No.5

A
bs

 / 
ar

b.
 u

ni
t

Wavelength / nm

作成直後
 No.1
 No.2
 No.3
 No.4
 No.5

図 2 各試料における吸光度 (経時影響) 

図 2 各試料における吸光度 (温度影響) 

                                              HRC2017-03 

第一原理計算による金属空孔中の水素に関する研究 
Study on hydrogen in metal vacancy by first-principle calculations 

九州大学応用力学研究所 大澤一人＊ 
富山大学 研究推進機構 水素同位体科学研究センター 波多野雄治 

 

１． 背景 
タングステンは高い融点と熱伝導度、低い水素溶解度といった特徴を持つ金属で、しかも機械

的強度に優れ誘導放射化も少ない。そのため核融合炉のプラズマ対向材料として有望である。非

常に水素溶解度が低いため結晶格子間に水素同位体が侵入したとしても、速やかに拡散し結晶外

に出てゆくと考えられる。しかし、照射によりダメージを受けると相当な量の水素同位体がタン

グステン試料に残留することが観察されている。水素同位体の捕獲サイトは空孔型欠陥や不純物

であることが予測されている。特に、放射性同位体の三重水素の残留量が問題である。そこで、

本研究では空孔型欠陥サイトと水素の結合エネルギーを計算した。さらに、タングステン空孔の

特殊な性質が指摘されている(1)。それは、通常の金属は単原子空孔よりも二原子空孔の方が安定

である。しかし、タングステン空孔に関しては二原子空孔になると不安定であることが計算機シ

ミュレーションで示された。本研究では核融合炉材料としてタングステンを利用することを考慮

して、二原子空孔の安定性と水素の影響も研究した。 

 

２．計算方法 

第一原理計算には汎用コードである VASP を使った。二原子空孔を扱うために、比較的大きな計

算セルを用いた。BCC格子で6×6×6、格子点432個の構成された計算セルを使い、平面波のcut-off

エネルギーは 350eV とした。空孔水素複合体同士の結合エネルギーを 

     nmnmB EEEE  HVVHVH 2            式(1) 
のように定義した。ここでVは結晶中の単原子空孔、Hは水素、m とnは単原子空孔に捕獲され

た水素の個数である。関数 E はそのようなセルの凝集エネルギーである。結合エネルギー BE の正
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タングステン中の二原子空孔と Oサイトを図 1に示す。単原子空孔と同じく、捕獲される水素

が 12 個以下の場合は Oサイト近傍が水素の安定位置である。この図では Oサイトに①から⑫まで

番号を付けた。二原子空孔の接合部分にある 6個の Oサイトを赤、その他の 6個の Oサイトは青

で区別した。二原子空孔に水素が捕獲されると図 2の(2H)や(4H)で示すように、赤色の Oサイト

の方が水素には安定である。しかし、5個以上では接合部分以外の Oサイトの方にも水素がはみ

出してゆく(6H)。また、図 2の矢印で示すように、水素は Oサイトから僅かにずれた場所の方が

安定であり、お互いに遠くなるように配置される。水素が 8個捕獲された場合は(8H)のように水

素はお互いに垂直な方向に変位する特徴的な構造を持つ。図 3は水素の個数と水素が占める安定

な Oサイトを示した。もちろん、同じ対称性を持つ同等な構造も安定である。 

表１には式(1)で計算した空孔水素複合体同士の結合エネルギーを示す。文献(1)でも指摘した
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通り、空の空孔同士の結合は不安定である。しかし、水素が 1個以上存在すると結合エネルギー

は正になる。水素の存在は単原子空孔同士の結合を促進する方向に作用することを示唆している。 

 

４．まとめと考察 

 タングステンの二原子空孔は単原子空孔に乖離した状態の方が安定であるが、水素の影響で結

合し二原子空孔が形成される。水素は Oサイト近傍が安定であり、二原子空孔の内部では接合部

の Oサイトを優先的に占有するので狭い空間に集まる。しかし、そのような場合でも図 2のよう

に反発力が働き、水素はお互いに少し遠くになるように変位する。水素間の相互作用にこのよう

な二面性があるがその理由はわからない。タングステンだけでなく、その他の金属材料中の空孔

も水素の影響で結合が促進される例が多く、金属水素系の重要な研究課題になると思われる。 
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図 2: 二原子空孔内の水素の安定構造。(2H)

から(8H)は捕獲された水素の個数を表す。 

 

図 3: 安定構造で水素が占める O サイトと

水素の個数の関係。 

 
表 1: 空孔水素複合体同士の結合エネルギー

     nmnmB EEEE  HVVHVH 2 。単原子空孔中の

水素の個数をmおよび n とする。 

 
図1: 二原子空孔内の12個のOサイトに番号

を付けたもの。二原子空孔は<111>方向に並

んでいる。 
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１． 緒言 
 我々の研究グループでは、昨年度より希土類酸化物へのトリ

チウム吸着、溶解挙動についての研究を開始した。希土類酸化

物として、Y2O3、Gd2O3、Er2O3、Yb2O3を選択し、円板形状

の緻密な焼結体を作製、600℃におけるトリチウムガス（T 濃

度約 5%）曝露実験を行い、吸着量と溶解量を評価した。その

結果、Gd2O3 についてのみ、試料内部への 0.1at%程度（水素

換算）の比較的高い濃度のトリチウムの溶解浸透がみられ、ま

た、Gd2O3のみ原料粉末の結晶構造である立方晶から、焼結体

では単斜晶へ変化していた。それ以外の Y2O3、Er2O3、Yb2O3

ではトリチウムは試料表面にとどまっていた。その後の文献調

査により、図１に示すようにGd2O3は高温で単斜晶に変化し、

室温に戻しても準安定状態として存在することが判明した(1)。

本年度は、このような背景をもとに、新たに希土類酸化物の種

類を増やし、希土類酸化物への水素の吸着、溶解挙動を明らか 
にすることを目的として実験を継続した。また、今回トリチウム水蒸気（DTO）曝露実験に加

え、重水素（D2）、重水（D2O）の吸収実験を実施し、昇温脱離ガス分析法（TDS）により水素

溶解、放出特性を調べた。 
２．実験  

図２に示すように、希土類酸化物として、

Y2O3、Sm2O3、Eu2O3、Gd2O3、Dy2O3、Er2O3、

Yb2O3 の焼結体円板（8mmφ, 2 mmt、密度

>95%TD）を準備し、各原料粉末および焼結体

試料について X 線回折法にて結晶構造を調べ

た。これらの希土類酸化物試料について DTO、

D2 あるいは D2O の曝露実験を行った。DTO
曝露実験には、Sm2O3、Eu2O3、Gd2O3、Dy2O3

を用いた。600℃に加熱した石英ガラス管中で

真空加熱し、DTO（T 約 0.1%、約 20Torr）に

5 時間曝露した。室温冷却、DTO 回収後に試

料を取り出し、試料表面および切断後の断面 
のトリチウム IP 像（露光時間：表面 30 分、断面 20 時間）を測定した。D2O 曝露実験は、曝露

条件を DTO の場合と同じとし、また、D2 実験ではガス圧力 1Torr としたが、その他の条件は同

図１ 希土類酸化物の結晶構造(1) 

六方  単斜  立方 

Y2O3    Sm2O3   Eu2O3   Gd2O3
 
  Dy2O3   Er2O3

 
  Yb2O3 

図２ 希土類酸化物焼結体試料 

図３ 原料粉末と焼結体の XRD 測定結果 
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試料について X 線回折法にて結晶構造を調べ

た。これらの希土類酸化物試料について DTO、

D2 あるいは D2O の曝露実験を行った。DTO
曝露実験には、Sm2O3、Eu2O3、Gd2O3、Dy2O3

を用いた。600℃に加熱した石英ガラス管中で

真空加熱し、DTO（T 約 0.1%、約 20Torr）に

5 時間曝露した。室温冷却、DTO 回収後に試

料を取り出し、試料表面および切断後の断面 
のトリチウム IP 像（露光時間：表面 30 分、断面 20 時間）を測定した。D2O 曝露実験は、曝露

条件を DTO の場合と同じとし、また、D2 実験ではガス圧力 1Torr としたが、その他の条件は同

図１ 希土類酸化物の結晶構造(1) 

六方  単斜  立方 

Y2O3    Sm2O3   Eu2O3   Gd2O3
 
  Dy2O3   Er2O3

 
  Yb2O3 

図２ 希土類酸化物焼結体試料 

図３ 原料粉末と焼結体の XRD 測定結果 
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じとした。D2、D2O 曝露した試料は、INFICON 製四重極質量分析器を有する装置にセットし、

1K/s の昇温速度で TDS スペクトルを得た。He 標準リークのイオン電流値を用いて、D 含有ガ

ス（HD、D2、HDO、D2O）の量を決定した。 
３． 結果と考察 

図３に、希土類酸化物の原料粉末と焼結体の XRD 結果を

示す。表面のトリチウム濃度測定結果を示す。Sm2O3、Eu2O3、

Gd2O3については、原料粉末は立方晶であるが、焼結体は単

斜晶に変化し、その他の試料は原料、焼結体とも立方晶であ

り、図１の分類図と一致していた。 
図４は DTO 曝露実験の結果であり、表面吸着及び溶解し

たトリチウム量を表している。吸着量、溶解量ともに Sm2O3、

Eu2O3、Gd2O3では高く、Dy2O3では低かった。また、Sm2O3、

Eu2O3、Gd2O3では、昨年度の DT ガス曝露 Gd2O3の結果と

同じく、内部までトリチウムが溶解していた。 
図５は、D2曝露した Gd2O3の TDS 結果である。主な放出

ガスは水素ガスであるが、水蒸気での放出も見られる。この

場合の放出 D 量から Gd との比率を水素濃度（H/M）として

求めるとその値は~10-3であり、昨年度の DT ガス曝露の結果

と良い一致を得た。他の希土類酸化物についても同様の測定

から、H/M を求め図６に示した。この図には、水素ガスと水

蒸気の放出比率も掲載している。この図からも Sm2O3、

Eu2O3、Gd2O3 の水素溶解量が多いことが分かる。また、こ

れらの試料は焼結体の構造が単斜晶であるものに一致してい

る。これらの単斜晶構造の試料では立方晶よりも高い密度を

有する。すなわち、より緻密な構造となっている。この緻密

な単斜晶試料で大きな水素溶解量、大きな拡散係数を示唆す

る結果となっている。今後、このような特徴を持つ希土類酸

化物中の水素溶解機構の解明に取り組みたい。 
４．まとめ 

希土類酸化物（Y2O3、Sm2O3、Eu2O3、Gd2O3、Dy2O3、Er2O3、Yb2O3）について DTO、D2あ

るいは D2O の曝露実験を行った。実験条件は、DTO、D2O では圧力約 20Torr、D2ではガス圧力

1Torr とし、加熱温度 600℃、保持時間 5h とした。単斜晶構造を有する Sm2O3、Eu2O3、Gd2O3

については高い水素溶解量、高い拡散係数が得られ、一方、立方晶構造の Y2O3、Dy2O3、Er2O3、

Yb2O3 については溶解量、拡散係数は小さいことが分かった。今後、結晶構造と水素溶解量につ

いて継続して実験を進め、希土類酸化物中のトリチウムの吸着、溶解、拡散挙動の特徴をさらに

明らかにしていく予定である。 
５．引用文献 

(1) 池上隆康, Gypsum&Lime, 251 (1994) 291.  

図５ Gd2O3の TDS スペクトル 

図４ 表面と断面のトリチウム 

図６ TDS による水素濃度評価 

Sm2O3   Eu2O3   Gd2O3    Dy2O3 
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デュアルマイクロ酵素センサの開発と単一細胞計測への応用 
Analysis of single-cell activities based on dual-microsensors modified with enzymes 

兵庫県立大学大学院物質理学研究科 安川智之*、菅野尊公 
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 
 マウス筋芽細胞株 C2C12 は培養過程における相互融合により多核の筋管へと分化し，さらに，

電気パルス印加により収縮と弛緩を繰り返す拍動能力を獲得する．培養系で電気パルス印加によ

り「筋肉（筋細胞）の運動（拍動）を制御」できることは，筋肉の生理，病理，機能を解明する

上で極めて貴重である．そこで，単一細胞レベルで非侵襲的に「筋細胞の運動」と「エネルギー

代謝（呼吸による酸素消費），グルコース取り込み」の連関を調査するために，グルコースと酸素

を，または，グルコースと乳酸を同時に計測可能なデュアルマイクロ酵素センサの開発を行った．

1 本のガラスキャプラリーにそれぞれが独立して作動するミクロンサイズの電極を埋め込んだデ

ュアルマイクロ電極を作製し，泳動電着法または誘電泳動法を利用して，各電極に酵素修飾微粒

子を選択的に固定化した． 
 

２．実験 

まず，ガラス管内部をセパレータで区切った θ 型ガラス管を細尖化し，それぞれに白金ワイヤ

（直径 2－10 m）を挿入した．熱融着による封入と先端研磨によりデュアルマイクロ電極を作製

した．バレルスパッタ装置を用いて，チタン酸バリウム粒子（直径 200 nm）に金および銅のナノ

粒子をスパッタリングして薄膜を形成した．この微粒子に 3,3’-Dithiobis(succinimidyl 
propionate)を介してグルコース酸化酵素（GOx）を固定化した．次に，飽和硝酸ナトリウム溶液

中にマイクロ電極を挿入し，白金線を対極として交流電圧（200 Hz）を印加して先端の白金をエ

ッチングして電極先端に細孔を形成した．さらに，作製した細孔内に，泳動電着法を用いて酵素

修飾微粒子を誘導した．ITO 電極を底面としたチャンバー内に，GOx 修飾微粒子の懸濁液（20 mM 

HEPES 緩衝液）を添加し， ITO 電極表面上から 10 m の位置にマイクロ電極を設置した．ITO

電極を接地し，マイクロ電極に+1.5 V の直流電圧を 20 分間印加して GOx 修飾微粒子を細孔内に

集積化した．デュアルマイクロ電極のもう片方の白金先端に，同様の方法を用いて乳酸酸化酵素

（LOx）を修飾した微粒子を導入し，異なる酵素で修飾された微粒子を固定化したデュアルマイ

クロ酵素電極を作製した． 

デュアルマイクロ酵素電極を異なる濃度のグルコース溶液中に挿入し，5分後に電極電位を+0.7 

V にステップしてアンペロメトリーを行った．また，リン酸緩衝溶液中にデュアルマイクロ酵素

電極を挿入し，異なる濃度のグルコースと乳酸を添加した

際の酸化電流の両電極の時間変化を同時にリアルタイム

で評価した． 

 

３．結果と考察 
マイクロ電極先端を電気化学的にエッチングした．マイク

ロ電極を飽和硝酸ナトリウム水溶液中に挿入し，交流電圧

図 1．電極先端の写真．（A）エッ

チング前．（B）エッチング後． 

30 m

（A） （B）
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を印加するとすぐに電極先端から気泡が観測された．これは水の電解酸化による酸素発生とプロ

トンの電解還元による水素発生に起因する．気泡の発生と同時に，金属白金のイオン化が起こり

エッチングされると考えられる．印加電圧が 4 Vppの場合，電極はエッチングされなかった．印加

電圧が 6 Vppの場合のエッチングレートは 1 m/s であった．また，8 Vpp以上では 2.5 m/s とな

った．図 1 に，6 Vppの電圧を 10 秒間印加した際の電極先端の写真を示す．電極先端に，約 10 m

の細孔が形成されたことがわかる． 

次に，泳動電着法を用いて酵素修飾微粒子を細孔内に導

入し固定化した．マイクロ電極に+1.5 V を印加すると，電

極の近傍が黒くなり，粒子がマイクロ電極先端に集まった．

図 2 に，電圧印加前と電圧印加 20 分後の電極先端の顕微

鏡写真を示す．電圧印加前に先端に形成されていた細孔が，

20 分の電圧印加により微粒子で固定化された．さらに，

電極を水で洗浄した後も粒子は電極表面に残った． 

 この電極をグルコース溶液中に挿入しアンペロメトリ

ーを行った．電極電位を+ 0.7 V にステップすると，酸化電流が観測された．これは，グルコース

の酸化に伴う酸素の還元反応で生成した過酸化水素の電極での酸化に起因する．この酸化電流は

グルコース濃度の増加に伴い増加し，グルコース濃度 50 mM 以上で飽和した．作製した GOx 修

飾電極を用いると 5～50 mM の範囲でグルコース計測が可能

であった． 

 上記の方法を用いて，デュアルマイクロ電極の先端に，選択

的に酵素修飾微粒子の固定化を行った．ここで，Lox を固定化

した電極を W1，GOx を固定化した電極を W2 とした．作製し

た酵素電極をリン酸緩衝液中に挿入し，両電極に+0.7 V の電

圧を印加した．図 3 に，両電極のアンペログラムを示す．5 mM

グルコースを添加すると W2 で酸化電流応答の急激な増加が

観測され，W1 ではほとんど応答しなかった．これは，W2 に

固定化した GOx の酵素反応により過酸化水素が生成したため

である．一方，5 mM 乳酸を添加すると W1 で急激な酸化電流

の増加が観測され，W2 ではほとんど応答しなかった．よって，

電極に固定化したそれぞれの酵素に対応する基質を同時にリ

アルタイムで検出できる． 

 

４．まとめ 

泳動電着による微粒子操作により，デュアルマイクロ電極の先端に選択的に酵素を固定化する

ことができた．この電極を筋細胞の代謝活性評価に適用し，単一細胞計測へと応用展開する． 

 
５．謝辞 

本研究は，平成 29 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．微粒子を（A）固定化前およ

び（B）20 分間泳動電着法で固定

化したマイクロ電極先端の写真． 
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電磁波によるメタン直接分解にて生成した炭素粉粒体の機能性評価 
Functionality evaluation of C-M composite powder synthesized by MW decomposition 

旭川高専 物質化学工学科 小寺史浩*，吉田生未，宮越昭彦 
長岡技大 物質材料工学専攻 梅田実 

富山大学 研究推進機構 水素同位体科学研究センター 井上光浩，阿部孝之 
 

１． 緒言  

 近年，電極材料としてナノカーボンが注目を集めている．なかでもカーボンオニオン構造を有

する metal@onion-like C は，ユニークな幾何構造により特異な電極特性を示し大きな期待が持た

れている．我々のグループでは，マルチモード式のマイクロ波（MW）照射装置に着目し，MW
＋分解触媒によるメタン直接分解反応（CH4 → 2H2 + C）により，カーボンオニオン構造を持つ

炭素粉粒体（C-M 複合粉末）の大量合成に成功した．本研究では，この C-M 複合粉末の機能に

ついて，水素吸蔵材，電極材（酸素還元用（PEMFCs 等）の観点から評価した．  
  

２．実験 

評価にあたり合成過程で C-M 複合粉末に混入した異物（主にゼオライト等のメタン分解触媒）

を分離除去し，TEM-EDX および XPS による解析をおこなった．また，水素吸蔵能については，

PCT（圧力－組成－温度）特性測定装置を用いて評価を行なった．また，電極性能については，

C-M 複合粉末を充填した多孔質マイクロ電極を作用極とし 3 電極式セルにて評価した．  
  

３． 結果と考察 

C-M 複合粉末の混入物を分離除去し，TEM-EDX および XPS による解析をおこなった．その

結果をFig.1に示す．Fig.1(a)はTEM-EDX，Fig.1(b)はXPSのワイドスキャンの測定結果である．

XPS のナロースキャン結果は紙面の関係で省略した．Fig.1 から，混入物は，装置の検出下限値

以下まで除去されていることが確認された． 
 
 
 
 

Fig. 1  (a) TEM-EDX micrograph of C-M composite powder, (b) XPS spectra of C-M 
composite powder, and (c) Raman spectra of C-M composite powder.

0 

50000 

100000 

150000 

200000 

250000 

0 200 400 600 800 1000 

Intensity / cps 

Binding Energy / eV 

200 nm

Ni

Si

O

(a) TEM -EDX (b) XPS

Figure 1.  (a) TEM-EDX micrograph of 
the C-M composite powder, (b) Wide 
scan spectra by XPS of the C-M 
composite powder.  
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Figure 1.  (a) TEM-EDX micrograph of 
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 次に，水素吸蔵能について，PCT（圧力－組成－温度）特性測定装置を用いて評価を行なった．

その結果を Table 1 に示す．なお，No.1 は分離前，No.2 は分離後の C-M 複合粉末である．Table 
1 から，No.1，No.2 のいずれもその機能を見出すことが出来なかった． 
Table 1  Results of hydrogen storage capacity to the C-M composite powder 

No. V1 / cm3 
Ar (T = 17.3ºC) H2 (T = 18ºC) 

P1 / kgf cm-2 P2 / kgf cm-2 V1 + V2 / cm3 P1 / kgf cm-2 P2 / kgf cm-2 V1 + V2 / cm3 

1 27.886 1.47 0.72 56.934 9.18 4.45 57.527 
2 27.843 1.23 0.60 57.078 9.80 4.78 57.084 

最後に電極性能について，C-M 複合粉末を充填した多孔質マイクロ電極を作用極とし 3 電極式

セルにて酸素還元測定を実施した．硫酸酸性溶液中における結果を Fig.2 に示す，Fig.2 から，C-M 
複合粉末は，白金には及ばないものの，良好な活性を示した．また，評価過程において C-M 複
合粉末の製造ロットにより onset 電位に差が確認されたことから追証をおこなった．その結果，

その機能は，表層グラフェンの層数または表面の幾何構造(ゆがみ)に依存していると推察された． 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                 
４．まとめ 

C-M 複合粉末の機能について，水素吸蔵材，酸素還元用電極の観点から評価した．今後の展望

として，水電解における水素発生能の評価にも取り組みたいと考えている． 
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acidic solution (dil. H2SO4 aq.). Sweeping was performed from the resting potential in the 
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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延性が低下する水素脆化が

起こることが知られている。水素脆化機構はまだ統一的な理解にいたっておらず、これを明らか

にするためには材料中の水素挙動を調べる必要がある。図１にこれまでに提案された主な水素脆

化機構を模式的に示したが、格子面で剥離が起こる機構(HEDE)、水素誘起局所塑性機構(HELP)、
水素助長ひずみ誘起空孔理論(HESIV)があり、最近 HESIV が有力とされる 1)。この理論では、水

素との相互作用によって安定化し高密度化する欠陥(空孔またはその集合体)が脆化の主因であり、

脱水素しても欠陥が残っていれば、延性が低下することがモデル実験により間接的に示されてい

る。本研究では、昨年度に引き続き、SUS430J1L(フェライト系ステンレス)鋼を試料とし、水素

を含んだ状態で変形しその欠陥を形成させ、いったん脱水素した後、トリチウムをチャージすれ

ばもとの欠陥にトリチウムが水素と同じようにトラップされると考え、トリチウムオートラジオ

グラフィ(TARG)によりその再トラップされたトリチウムの分布の可視化を試みた。 

図１ 主な水素脆化機構 

 

２．実験 

試料は表１に化学組成を記した 1mm厚のSUS430J1L鋼板材 2B仕上げ材(冷間圧延後、1000℃
で焼きなましし、空冷・酸洗した後、0.5%以下の圧下率で圧延)である。 

表１ 用いた SUS430J1L 鋼の成分(mass%) 

C Si Mn Cr Ni Cu Nb Ti N Fe 
0.013 0.52 0.1 19.3 0.3 0.4 0.38 0.1 0.012 Bal. 

 
この板材から引張試験片を切り出し、pH2.5の硫酸に再結合抑制触媒として0.1mass%のNH4SCN

を添加した電解液中で、陰極電解法により水素チャージしながら、ひずみ速度 1.39×10-5s-1で引張

試験を行った。この試験で得られた公称応力-公称ひずみ線図を、チャージせずに同じ速度で引張
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試験した結果とともに、図１に示した。未チャージ材では約 35%の破断伸び(突合せにより測定し

ているので、図２とは必ずしも対応しない)を示し、ディンプル型の破面であったが、水素チャー

ジしながら変形すると、破断伸びは約 8%まで減少し、擬へき開破面が観察された。同一条件で水

素チャージしながら、約 7%の塑性ひずみを与えた後に、25℃で 168h 保持し、脱水素した試験片

を再度引張試験したところ破断までの総ひずみは 30%となり、未チャージ材に比べて 5%減少した。

昨年度は与えた塑性ひずみ量を約 3.5%としたため、脱水素後の再引張試験での破断までの総ひず

みは元の 35%まで回復し、それでも欠陥が残っている可能性があると考え、TARG を行ったが、

水素の再トラップは確認されなかった。残念ながら、トリチウム取り扱い設備の都合上、今年度

の実験は見送らざるを得なくなったが、今年度の 8%変形材では、総ひずみにおいて 5%の延性低

下が見られたので、脱水素後トリチウムチャージすれば、再トラップされたトリチウムが TARG

によって可視化できる可能性は高いと判断した。 

 

    図２ SUS430J1L 鋼を種々の条件で引張変形した時の応力-ひずみ線図 

 

３．まとめ 

フェライト系ステンレス鋼を対象に、水素チャージしながら 7%の引張変形を与えた後、脱水素

し、再度引張試験した結果、無チャージで引張試験した場合に比べて、総ひずみで 5%の低下が見

られた。脱水素後トリチウムチャージすれば、再トラップされたトリチウムが TARG によって可

視化できる可能性は高いと判断された。 
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１． 緒言 
 低濃度の空気中トリチウム濃度の実時間測定において、電離箱等の既存技術では感度が低く、

作業者の被ばく線量を過小評価してしまう恐れがある。液体シンチレーションカウンタを用いた

測定は、検出感度は高いが液体内にトリチウムを溶解させなければならず、連続測定に適さない。

また、大量に可燃性の放射性廃棄物を出すという問題もある。現在、薄く柔軟性の高いプラスチ

ックシンチレータが開発されている。薄膜を重ねた薄い層はクヌッセン拡散媒体となり、空気中

からのトリチウム分離、β 線との相互作用確率の向上、トリチウム流量の制御が一度に満たせる

システムを開発できる可能性がある。本研究ではプラスチックシンチレータを積層化させた検出

部の評価のため、トリチウム計数効率や妨害ガンマ線に対する感度を評価した。 

 

２．実験 

プラスチックシンチレータを筒状に成形しバイアル瓶に導入した。バイアル瓶内のシンチレー

タを積層化させた際の電子対消滅ガンマ線照射下でのシンチレーションスペクトルを、液体シン

チレーションカウンタ(LSC)を用いて観察した。また、シンチレータに予めトリチウム水を塗布し、

LSC 計測を行い、トリチウムの検出効率を算出した。 
 

３． 結果と考察 
試料厚さに応じて検出強度は増加し、本研究の最大積層数

である 23 枚(690μm)では電子対消滅ガンマ線の全吸収に相

当するエッジが確認された。トリチウムの最大検出効率は３

０％以上と見積もられ、液体シンチレータと同等の性能を有

することがわかった。一方、図に示すとおり、積層化により

トリチウムカウント数は増加するが、増加挙動は積層数に比

例せず、飽和することが予測された。これは、シンチレータ

間の界面でシンチレーション光が散乱・遮蔽され、LSC 内の

光電子増倍管まで到達できないことが原因と考えられた。                        

 

４．まとめ 

本研究では、積層化させたプラスチックシンチレータによるトリチウム計測システムの構築を

目指し、ガンマ線に対する感度、トリチウム計数効率などを算出した。シンチレータを積層化さ

せることにより高感度の計測システムが可能と予測したが、ガンマ線感度の増加やトリチウム計

数効率の飽和など、システム構築の上で重要な課題が示された。 
 

図 積層化シンチレータ枚数と 
トリチウム検出効率の関係 
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１． 緒言 
 水は生命に不可欠な分子である。その放射性同位体であるトリチウム水(HTO および T2O)は、

基礎科学的に重要であるだけでなく、人体への影響といった観点からもトリチウム分子よりも影

響が大きいと考えられ、検出等でも関心の持たれるものである。これまでに近赤外領域の高感度・

高分解能分光を用いて、合成した超高濃度トリチウム水の 1.3 ミクロン帯の分光を行い、HTO 分

子の基礎的な吸収データの収集をしてきた 1)2)。その過程で、超高濃度のトリチウム水中での放射

線化学反応が強く示唆され、分光観測とともに化学反応の解明の必要性がわかった。そのため、

このトリチウム水の化学反応追跡実験に適しておりさらにはより安全性の高いと見込まれる、二

重管セルの製作を行った 3)。従来のセルでは放射崩壊によるトリチウムの減少以外に、その際に

放出される放射線によって周囲のトリチウム水がトリチウムへと分解してしまう。このため再酸

化させる再生器を備え、再度トリチウム水へと再酸化させることができる新規のセルを作製した。

このセルを用いて、引き続き T2O の検出も考慮してより波長の長い 1.4 ミクロン帯のレーザーを

新たに用いて分光測定を行うこととした。今年度は、管理区域でのトリチウム水の測定ができな

かったため、これまでに得られたデータの整理を行った。 
     

２．実験と結果 

1.4 ミクロン帯での測定から 41 本のトリチウム水(HTO および T2O)の遷移が観測されている。

一方、再酸化装置を備えているため、放射線分解による水の化学系からの損失は回復できると推

定され圧力も大きな変化はないにもかかわらず、トリチウム水の信号強度に低下が見られた。さ

らにトリチウム水を液体窒素で補足したのちに開放する際、2 段階に分かれて圧力が増加する様

子を観察することができた。そこで、トリチウムが水以外の化学形に変化した、あるいはステン

レス中に溶解するなどして実際に圧力を示している分子が別の分子であるなどの可能性を考慮し、

周波数データの知られている OH, CO, CO2, CH4, N2O 分子 4)の測定を近赤外周波数変調レーザー

分光法による測定を試みたところ、CO2のみ分光学的に検出できた。（測定した分子によって最低

検出感度は異なることに注意は必要である。）測定例を図に示す。シャープな信号以外に見えるう

なりはバックグラウンドである。 
 

３． 考察 

低い周波数帯での測定により T2O と考えられる遷移も観測することができた。強度低下の原因

として二酸化炭素の存在が明らかとなった。炭素の由来としてはステンレスや酸化剤として使用

している CuO に含まれる微量の炭素が考えられるが、どちらによるものであるかを特定すること

はできない。 
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図 CO2の近赤外スペクトル 

 

４．まとめ 

密閉系のステンレス容器内で気体のトリチウムを酸化させて合成した高濃度トリチウム水の近

赤外レーザー分光法による分光を行ってきた。これまでのデータから純粋なトリチウム水だけで

はなく、二酸化炭素が含まれることを分光学的に確認することができた。 
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図 CO2の近赤外スペクトル 

 

４．まとめ 
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          トリチウム汚染土壌からのトリチウム回収に関する実験 
Study on tritium recovery from tritium contaminated soil 

片山一成＊、日向達郎、古市和也、森 大輔、深田 智、田口 明 1、波多野雄治 1 
九州大学 大学院総合理工学府、1富山大学 研究推進機構 水素同位体科学研究センター 

１． 緒言 
 東日本大震災に伴う福島第一原子力発電所の重大事故の発生により、放射性物質の環境中での

挙動の理解について、その重要性が再認識されている。原子力施設や放射性同位体取扱施設は、

世界各地に多数建設されており、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。トリチウムはウランの三体核分裂等により原子炉内で生成され

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。福島第一原子力発電所では、大量に発

生したトリチウム汚染水への対応が課題となっているが、今後世界的に進められるであろう廃炉

作業においても相当量のトリチウム汚染水が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。土壌を構成する粘土鉱物

には一般に、吸着水、層間水、構造水と呼ばれる水が含まれており 1)、トリチウム水と接触する

と同位体交換反応を通じて、トリチウムが捕捉されると考えられる。そのため、土壌中トリチウ

ム挙動の把握には、土壌粒子における水分挙動の理解が重要である。そこで昨年度の共同研究に

おいて、九州大学箱崎キャンパスにて採取した天然土壌を試料として、加熱に伴う水分放出挙動

を観測した 2)。本研究では、トリチウム水に浸漬した天然土壌からの加熱に伴うトリチウム放出

挙動を観測し、水分放出挙動との関係性を調べた。 
 

２．実験  

２．１ 土壌試料 

 九州大学箱崎キャンパス内で採取した天然土壌を試料とした。含水比、粒子密度、BET 比表面

積については測定済みである。 

２．２ トリチウム水への浸漬 

 約 300Bq/cc のトリチウム水約 40cc を気密性の高いポリ容器内に注水し、土壌試料約 40g を浸

漬した。ポリ容器はアクリル製グローブボックス

内で室温保管し、不定期に水をサンプリングし、

液体シンチレーションカウンタ（LSC-5100、Aloka）

を用いてトリチウム濃度を測定した。トリチウム

濃度は時間とともに減少したことから、放射性崩

壊による消滅量を差し引いた減少量を土壌への捕

捉量とした。 

２．３ トリチウム放出実験 

 本実験では、トリチウム水に 800 日程度浸漬し

た土壌試料６つのうち２つ(試料 2，5)を用いた。

図 1 に実験装置概略図を示す。ポリ容器内のトリ 図 1 トリチウム放出実験装置概略図 
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チウム水浸漬土壌試料の一部を内径 8mm の石英管に充填した。充填層上部に外径 3mm の石英管

を接触させ、管内に加熱温度調整用の熱電対を挿入した。常温で乾燥 Ar ガスを流通させ、およそ

12 時間かけて粒子間のトリチウム水をパージした。最後に水蒸気パージを行い、土壌粒子表面及

び石英管、配管表面のトリチウムを同位体交換反応を利用して回収した。その後、5℃/min で昇温

して 1000℃に達した後、2 時間温度を保持した。最後に水蒸気パージを行った。充填層下流には、

500℃に加熱した触媒充填層を挟んで 2 つの水バブラーを設置し、充填層出口ガス中には酸素を含

む Ar ガスを添加した。水蒸気状トリチウム(HTO)は第一バブラーに回収され、水素状トリチウム

(HT)及び炭化水素状トリチウム(CH3T など)は第二バブラーに捕集される。バブラー水は約 15cc

とし、5 分ごとに取り替えることで放出トリチウム量の定量精度を高めた。 

 

３． 結果と考察 
土壌試料 2、5 について、加熱に伴うトリチウ

ム放出挙動を水分放出挙動と比較してそれぞれ

図 2、図 3 に示す。第二バブラーには明確なトリ

チウム濃度増加が見られず、トリチウムは水蒸気

状で放出されることがわかった。水分放出ピーク

と同様にトリチウム放出ピークが観測され、粘土

鉱物中の吸着水、層間水、構造水にそれぞれトリ

チウムが取り込まれることが示唆された。なお、

100℃程度で放出される水分へのトリチウム捕捉

割合が多いことがわかった。放出されたトリチウ

ム量は、土壌に捕捉されたと見積もられる量の 1

割未満であり、粘土鉱物中に安定に存在する構造

水に捕捉されたトリチウムの多くが加熱後も残留

していると考えられる。                               

 

４．まとめ 

トリチウム水に浸漬した天然土壌を加熱すると、

水分放出挙動とおおよそ同様にトリチウムが放出され、その化学形は水蒸気状であった。1000℃
加熱においても、なお土壌に残留するトリチウムが存在することが示唆された。 
 

５．謝辞 
 本研究は、富山大学研究推進機構水素同位体科学研究センター一般共同研究の助成を受けたも
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(2) 富山大学研究推進機構水素同位体科学研究センターH28 年度一般共同研究報告書  
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図 2 トリチウム放出と水分放出(試料 2) 
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図 3 トリチウム放出と水分放出(試料 5) 
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図 2 トリチウム放出と水分放出(試料 2) 
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図 3 トリチウム放出と水分放出(試料 5) 
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バレルスパッタリング法により調製した Pt、Pt-Ru 触媒における 
トルエンの電解水素付加 

Electrochemical hydrogenation of toluene at Pt and Pt-Ru catalysts  
Prepared by the barrel-sputtering method 

富山県立大学 工学部 環境・社会基盤工学科 脇坂暢＊ 
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 
 水素社会の実現に向け大規模な水素供給システムの確立が求められている。常温常圧である有

機ハイドライドは、近年有力な水素キャリアの候補として注目を浴びている 1)。近年、著者はマ

イクロエマルションを反応場とした芳香族有機分子の新規水素化電解法を考案し、白金黒電極上

においてトルエンからメチルシクロヘキサン(MCH)を高いファラデー効率で合成することに成功

した 2)。他方、多角バレルスパッタ法により調製されたナノ粒子担持触媒は、ウェットプロセス

で調製された触媒より均一粒径かつ高分散性を有し、CO2のメタン化で高活性を示すことが報告

されている。本研究では、バレルスパッタ法により調製した Pt-Ru 合金電極を、マイクロエマル

ションを用いたトルエンの直接電解水素化反応に応用し、その触媒活性を評価した。 
 

２．実験  

２．１．作用極の調製 

担体には、約 1cm 角に切り出した Ti 板(99.5%、厚さ 0.1 mm、ニラコ)、φ5mm x 4mm の Ti
ロッド(99.95%、ニラコ)、TiO2粉末(P-25)を用いた。Ti 板および Ti ロッドはバレルを固定して

スパッタを行った。Pt-Ru 合金の組成は、Pt と Ru ターゲットの曝露面積を変えることで制御し

た。実際の Pt-Ru 組成比は X 線光電子分光法により決定した。 
２．２．マイクロエマルションによるトルエンの水素付加電解 

マイクロエマルションは、トルエンと 1 M H2SO4水溶

液に界面活性剤 1-ドデカンスルホン酸ナトリウムと補助

界面活性剤 t-ブチルアルコールを所定量添加することで

調製した。界面活性剤の添加量によりマイクロエマルショ

ンの相を制御することが可能である。図 1 左に、三相(上
から過剰油相、界面活性剤相、過剰水溶液相)に分離した

マイクロエマルションの写真を示す。小角 X 線散乱

(SAXS)測定から界面活性剤相中の平均ミセル径は約 10 
nm であった。マイクロエマルションにおけるトルエンの

電解水素付加は、図 1 右に示すシングルコンパートメン

トセル、または対極の影響を除外した H 型セルを用いて

行った。作用極は界面活性剤相に配置し、式(1)に示す 6
電子反応によりトルエンから MCH が生成する。 

図 1 調製したマイクロエマルシ

ョンの写真と相分離構造を利用

した電解の模式図。 
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CH3

 +  6H+  +  6e- →   

CH3

  (1) 

生成した MCH は、界面活性剤相を介して拡散し、過剰油相から回収が可能である。対極は過

剰硫酸水溶液相に配置し、式(2)に示す水の酸化により、プロトンと酸素を生成する。 
H2O  →  1/2O2  +  2H+  +  2e-    (2) 

プロトンは過剰硫酸水溶液相から界面活性剤相に供給される。結果として全体の反応は式(3)に
示すようになり、水とトルエンから MCH と酸素が生成する。 

 

CH3

+  3H2O →   

CH3

+  3/2O2  (3) 

式(3)のギブス自由エネルギー変化から標準セル電圧は約 1.07 V であり、式(1)の標準電極電位

は約 0.16 V となる。参照極には 1 M H2SO4溶液の可逆水素電極(RHE)を用い、界面活性剤相に

配置した。 
  

３． 結果と考察 

図 2 に Pt 単味ならびに Pt-Ru 合金/Ti 板電極のトルエン含有マイクロエマルション中におけるサ

イクリックボルタモグラムを示す。マイクロエマルション中において Pt 単味/Ti 板電極でトルエ

ンの電解水素付加電流が確認された。しかし正掃引時に水素酸化電流が認められたことから、水

素も同時に発生することが示された。他方、Pt-Ru 合金/Ti 板電極では水素酸化電流は認められず、

また Ru の添加量が増すにつれ水素付加電流の立ち上がりが高電位にシフトすることが明らかと

なった。この電位シフトは、合金化電子修飾効果による Pt サイトの活性化、または Ru サイトそ

のものによる反応の活性化によって引き起こされたと考えられる。                    

 

４．まとめ 

スパッタ法により調製した Pt-Ru 合金/Ti
電極が Pt 単味/Ti 電極より高活性であり、

その電解水素付加活性は Ru 組成に強く依

存することが明らかとなった。今後、機構解

析と共にPt-Ru電極組成の最適化を目指す。 
 

５．謝辞 
水素同位体科学研究センターの井上光浩

博士にはバレルスパッタ装置操作方法のご

指導頂いた。ここに感謝の意を表す。 
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CH3

 +  6H+  +  6e- →   

CH3

  (1) 

生成した MCH は、界面活性剤相を介して拡散し、過剰油相から回収が可能である。対極は過

剰硫酸水溶液相に配置し、式(2)に示す水の酸化により、プロトンと酸素を生成する。 
H2O  →  1/2O2  +  2H+  +  2e-    (2) 

プロトンは過剰硫酸水溶液相から界面活性剤相に供給される。結果として全体の反応は式(3)に
示すようになり、水とトルエンから MCH と酸素が生成する。 

 

CH3

+  3H2O →   

CH3

+  3/2O2  (3) 

式(3)のギブス自由エネルギー変化から標準セル電圧は約 1.07 V であり、式(1)の標準電極電位

は約 0.16 V となる。参照極には 1 M H2SO4溶液の可逆水素電極(RHE)を用い、界面活性剤相に

配置した。 
  

３． 結果と考察 

図 2 に Pt 単味ならびに Pt-Ru 合金/Ti 板電極のトルエン含有マイクロエマルション中におけるサ

イクリックボルタモグラムを示す。マイクロエマルション中において Pt 単味/Ti 板電極でトルエ

ンの電解水素付加電流が確認された。しかし正掃引時に水素酸化電流が認められたことから、水

素も同時に発生することが示された。他方、Pt-Ru 合金/Ti 板電極では水素酸化電流は認められず、

また Ru の添加量が増すにつれ水素付加電流の立ち上がりが高電位にシフトすることが明らかと

なった。この電位シフトは、合金化電子修飾効果による Pt サイトの活性化、または Ru サイトそ

のものによる反応の活性化によって引き起こされたと考えられる。                    

 

４．まとめ 

スパッタ法により調製した Pt-Ru 合金/Ti
電極が Pt 単味/Ti 電極より高活性であり、

その電解水素付加活性は Ru 組成に強く依

存することが明らかとなった。今後、機構解

析と共にPt-Ru電極組成の最適化を目指す。 
 

５．謝辞 
水素同位体科学研究センターの井上光浩

博士にはバレルスパッタ装置操作方法のご

指導頂いた。ここに感謝の意を表す。 

 

６．引用文献 

(1) Bewson, E., Haueter, TH., Hottinger, P., Von Roth, F., Scherer, G. W. H., Schucan, TH. H., 
Int. J. Hydrog. Energy, 23 (1998) 905. 

(2) Wakisaka, M., Kunitake, M., Electrochem. Commun., 64 (2016) 5.  
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プロトン伝導性酸化物中のプロトン溶解量の定量 
Determination of proton solubility in proton-conductive solid oxides 

九州大学ｶｰﾎﾞﾝﾆｭｰﾄﾗﾙ･ｴﾈﾙｷﾞｰ国際研究所 松本広重*,クワティ レオナルド,寺山友規 
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 
 プロトン伝導性を持つ電解質は、燃料電池や水蒸気電解等のデバイスへの応用が期待される。

電気化学デバイスには 1)、電解質とともに電極が重要な役割を果たし、電子伝導性とプロトン伝

導性を併せ持つ、いわゆるイオン電子混合伝導体（MIEC）が高い性能を果たすと考えられる 2)。

近年、混合伝導性がいくつかの材料で報告されているが、プロトンの存在の有無とその濃度が同

定されていない。トリチウムを用いたラジオグラフィーによりこれを定量することが目的である。

本研究では、トリチウムを用いたラジオグラフィーによりこれを定量することを目的とする。我々

がこれまでに開発したプロトン伝導体である BaZr0.44Ce0.36Y0.2O3-δ（BZCY(54)8/92）および、これま

でにプロトン-電子混合伝導性材料として報告されている BaGd0.8La0.2Co2O6-δ (BGLC)、プロトン伝

導体を用いた電気化学セル用の空気・水蒸気電極として高活性であることが判明している

Ba0.5La0.5O3（BLC55）の 3試料を対象として、測定を実施した。 

 

２．実験  

試料はすべて、バリウム、ランタン、イットリウム、ガドリニウムについては硝酸塩、ジルコニ

ウムについてはオキシ硝酸塩を原料として、化学溶液法により調製した。所定の量の塩の混合水

溶液に EDTA およびクエン酸をキレート剤として添加し、蒸発乾固、か焼後、ディスク状に成形し

たものを焼成して、試料を得た。サンプルを 800℃で 1 時間真空アニールし、揮発性化学種を除

去した後、2.5kPa の部分トリチウム水蒸気（HTO、T / H〜10-6）に 500℃および 600℃で 5時間暴

露した。図 1 に示すように、暴露後、試料を室温に急冷し、試料のバルクを視覚化するために半

分に切断した。九州大学において予備測定を行うとともに、富山大学にて同測定を実施した。 

 

３． 結果と考察 

トリチウム水に暴露した後の BZCY、BLC および

BGLC のトリチウム分布を、トリチウムイメージング

プレート技術によって可視化した。図 2 は、それぞれ

673K および 873K での HTO 蒸気暴露後のサンプル

表面（左）およびその断面（右）の輝尽発光（PSL）
画像の例を示す。 

BZCY 試料では、トリチウムが観測され、プロトン

が溶解していることが示されており、同試料がプロト

ン伝導性であることと合致する。これに対して、BLC
および BGLC のトリチウム量は小さいことが分かる。

BLC および BGLC 中のトリチウムの定量結果から見

積もられるプロトン溶解量は、表１に示すように       図１トリチウム暴露試験  
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BZCY よりも一桁小さい。以上の結果より、混合伝導性が指摘されている BLC や BGLC につい

ては、プロトン溶解量があまり高くないことが明らかとなった。 

 
 

４．まとめ 

トリチウムイメージングプレート技術を用いて、BZCY、BLC 及び BGLC におけるプロトンの分布を

研究した。BZCY 試料では、トリチウムが観測され、プロトンが溶解していることが示されており、

同試料がプロトン伝導性であることと合致する。これに対して BLC および BGLC のトリチウムレベ

ルは小さい。 BLCおよび BGLCにおけるトリチウムの定量結果から推定されるプロトン溶解量は、

BZCY よりも 1桁小さい. 以上の結果より、混合伝導性が指摘されている BLC や BGLC については、

プロトン溶解量があまり高くないことが明らかとなった。この知見は、プロトン伝導材料共同体

におけるプロトン伝導電極に関する深刻な議論を再開した。 

 

５．謝辞 

本研究における同位体実験は、九州大学総合理工学研究院橋爪健一先生の指導の下に、富山大学 
研究推進機構 水素同位体科学研究センターおよび九州大学 RI センターにて行われた。関係各位

に感謝します。 
 
６．引用文献 

(1) K. Leonard, Y.-S. Lee, Y. Okuyama, K. Miyazaki, H. Matsumoto, International Journal of 
Hydrogen Energy, 42 (2017) 3926 
(2) K. Leonard, J. Druce, V. Thoreton, J.A. Kilner, H. Matsumoto, Solid State Ionics 319  
(2018) 218 
 
 
 
 
 
 

  表 1 各試料のプロトン量の推算結果 

図２イメージング結果 
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