
令
和
元
年
度
　
共
同
研
究
成
果
報
告
書

富
山
大
学 
研
究
推
進
機
構 

水
素
同
位
体
科
学
研
究
セ
ン
タ
ー

 
 

令和元年度 
 

共同研究成果報告書 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

富山大学 研究推進機構 
水素同位体科学研究センター 

 

 
 

令和元年度 
 

共同研究成果報告書 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

富山大学 研究推進機構 
水素同位体科学研究センター 

 

 
 

令和元年度 
 

共同研究成果報告書 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

富山大学 研究推進機構 
水素同位体科学研究センター 

 



 

 

 

 

水素同位体科学研究センター 

一般共同研究成果報告書 



目  次 

 

一般共同研究 

スパッタリング法を用いた高性能触媒の開発 
富山大学・工学部 椿  範立 …… 

 

トリチウムオートラジオグラフィによる鉄鋼材料中の水素の挙動解析 
茨城大学・工学部 伊藤 吾朗 …… 

 
第一原理計算による金属空孔中の水素に関する研究 

九州大学・応用力学研究所 大澤 一人 …… 
 

核物理研究用トリチウム標的の開発 
東京大学・理学系研究科附属・原子核科学研究センター 今井 伸明 …… 

 

黒鉛中での水素同位体の拡散 
高エネルギー加速器研究機構・物質構造科学研究所 河村 成肇 …… 

 

土壌に取り込まれたトリチウム量の測定手法の検討 
九州大学・大学院総合理工学研究院 片山 一成 …… 

 

マイクロ波により合成したカーボン粉粒体による水電解反応 
旭川工業高等専門学校・物質化学工学科 小寺 史浩 …… 

 

誘電泳動を利用した表面抗原発現細胞の分離と回収 
兵庫県立大学・大学院物質理学研究科 安川 智之 …… 

 

液-液分離相における芳香族炭化水素の光電気化学的水素化触媒の開発 
富山県立大学・工学部 脇坂  暢 …… 

 

ステンレスからのトリチウム放出の湿度依存性 
日本原子力研究開発機構・Ｊ－ＰＡＲＣセンター 原田 正英 …… 

 
トリチウムを含む放射線照射によるＤＮＡ二本鎖切断に及ぼす茶カテキンの防御挙動 

静岡大学・学術院理学領域 大矢 恭久 …… 

目  次 

 

一般共同研究 

スパッタリング法を用いた高性能触媒の開発 
富山大学・工学部 椿  範立 …… 

 

トリチウムオートラジオグラフィによる鉄鋼材料中の水素の挙動解析 
茨城大学・工学部 伊藤 吾朗 …… 

 
第一原理計算による金属空孔中の水素に関する研究 

九州大学・応用力学研究所 大澤 一人 …… 
 

核物理研究用トリチウム標的の開発 
東京大学・理学系研究科附属・原子核科学研究センター 今井 伸明 …… 

 

黒鉛中での水素同位体の拡散 
高エネルギー加速器研究機構・物質構造科学研究所 河村 成肇 …… 

 

土壌に取り込まれたトリチウム量の測定手法の検討 
九州大学・大学院総合理工学研究院 片山 一成 …… 

 

マイクロ波により合成したカーボン粉粒体による水電解反応 
旭川工業高等専門学校・物質化学工学科 小寺 史浩 …… 

 

誘電泳動を利用した表面抗原発現細胞の分離と回収 
兵庫県立大学・大学院物質理学研究科 安川 智之 …… 

 

液-液分離相における芳香族炭化水素の光電気化学的水素化触媒の開発 
富山県立大学・工学部 脇坂  暢 …… 

 

ステンレスからのトリチウム放出の湿度依存性 
日本原子力研究開発機構・Ｊ－ＰＡＲＣセンター 原田 正英 …… 

 
トリチウムを含む放射線照射によるＤＮＡ二本鎖切断に及ぼす茶カテキンの防御挙動 

静岡大学・学術院理学領域 大矢 恭久 …… 

1

3

5

7

10

12

14

16

18

20

22

目  次 

 

一般共同研究 

スパッタリング法を用いた高性能触媒の開発 
富山大学・工学部 椿  範立 …… 

 

トリチウムオートラジオグラフィによる鉄鋼材料中の水素の挙動解析 
茨城大学・工学部 伊藤 吾朗 …… 

 
第一原理計算による金属空孔中の水素に関する研究 

九州大学・応用力学研究所 大澤 一人 …… 
 

核物理研究用トリチウム標的の開発 
東京大学・理学系研究科附属・原子核科学研究センター 今井 伸明 …… 

 

黒鉛中での水素同位体の拡散 
高エネルギー加速器研究機構・物質構造科学研究所 河村 成肇 …… 

 

土壌に取り込まれたトリチウム量の測定手法の検討 
九州大学・大学院総合理工学研究院 片山 一成 …… 

 

マイクロ波により合成したカーボン粉粒体による水電解反応 
旭川工業高等専門学校・物質化学工学科 小寺 史浩 …… 

 

誘電泳動を利用した表面抗原発現細胞の分離と回収 
兵庫県立大学・大学院物質理学研究科 安川 智之 …… 

 

液-液分離相における芳香族炭化水素の光電気化学的水素化触媒の開発 
富山県立大学・工学部 脇坂  暢 …… 

 

ステンレスからのトリチウム放出の湿度依存性 
日本原子力研究開発機構・Ｊ－ＰＡＲＣセンター 原田 正英 …… 

 
トリチウムを含む放射線照射によるＤＮＡ二本鎖切断に及ぼす茶カテキンの防御挙動 

静岡大学・学術院理学領域 大矢 恭久 …… 



局所溶解格子間不純物を含む金属中のトリチウム分布の可視化 
九州大学・大学院総合理工学研究院 橋爪 健一 …… 

 
ゼオライトを用いた水素および水素同位体の分離 

岐阜大学 研究推進・社会連携機構 近江 靖則 …… 
 

高強度金属材料の環境脆化に関与する水素の挙動解析 
新居浜工業高等専門学校・環境材料工学科 真中 俊明 …… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

24

26

28



HRC2019-01 

スパッタリング法を用いた高性能触媒の開発 
Development of new highly-active catalyst by sputtering method 

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 

Massive CO2 emission results in a series of ecological problems such as global warming and ocean 

acidification. Therefore, catalytic conversion of CO2 is a promising route to mitigate the detrimental effects 

that also accomplishes effective recycling of carbon element. Common catalytic products include LPG, 

gasoline, aromatics, and etc. Thereinto, liquefied petroleum gas (LPG), which is composed of propane and 

butanes, has environmentally benign characters and it has been widely used as domestic fuels or chemical 

feed. However, the chemical inertness of CO2 molecules and imprecise regulation of carbon-chain length 

hinder the effective conversion of CO2 molecules to target products. Zeolites, as a superior support, have 

been diffusely used in this catalytic processes. Generally, the acidity properties of zeolites as well as the 

distribution of metal active sites play crucial factors during reaction processes. Achieving good regulation 

of acid properties and active site distribution has important academic significance for achieving benign 

catalytic processes.1-5 Herein, a new sputtered catalyst with the efficient dispersion of active sites, 

controlled acid properties and weak strong metal-support interaction (SMSI) effect, has been fabricated for 

directly catalyzing CO2 into LPG products (65.6% selectivity for LPG at 4.7% conversion). 

 

2. Experimental 

Commercial H-ꞵ zeolite (Tosoh Co., SiO2/Al2O3=27.0 molar ratio, 526 m2/g) were pre-calcined at 550 
oC for 3 h. The physical sputtering apparatus is demonstrated in Scheme 1. Metallic Cu-Zn plate (purity 

99.9%) was used as the sputtering target. 4.5 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 300 W. The hexagonal barrel was rotated 

at 3.5 rpm and vibrated mechanically to mix the 

support and deposited metal uniformly. Subsequently, 

Cu-Zn nanoparticles supported H-ꞵ zeolite catalysts 

with different loading were 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 Cu-Zn supported catalyst, denoted as CZ-Hꞵ-S. Prior to reaction, the obtained 

catalyst was reduced in H2 at 220 oC for 1h. 

 

3. Results and discussion 

Scheme 1 Scheme of the sputtering devices 
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HR-TEM image of used sputtered catalyst was shown in Fig. 1a. Obviously, metal active sites are well 

dispersed on the Hꞵ zeolite support with an average particle size of about 8 nm. In addition, the detailed 

schematic of the reaction process is depicted in 

Fig. 1b. First, the CO2 reactant produces a 

methanol intermediate at the active sites of Cu-Zn. 

Subsequently, the formed CH3OH intermediate 

undergoes a series of dehydration reactions at the 

acidic site of the Hꞵ zeolite support to generate 

dimethyl ether (DME) and the LPG product. As 

seen, the distribution of metal active sites as well 

as the acidity of the zeolite support can 

significantly affect the catalytic performance. 

Herein, the Cu-Zn nanoparticles supported 

catalyst was fabricated by utilizing the sputtering 

devices. In addition to sputtered catalysts having 

an excellent active site distribution, the interaction 

between the metal and the support is also weaker 

than the catalyst prepared by traditional methods. 

Meanwhile, acid strength can be well controlled 

by controlling the coverage or destruction of 

metal sites. CO2 hydrogenation reactions over different catalysts are also compared, as pictured in Fig. 1c. 

Visibly, LPG selectivity obtained from sputtered catalysts are significantly higher than physical mixing one 

under the same reaction conditions. 

 

4. Conclusion 
The tandem catalyst of CZ-Hꞵ-S for directly conversion of CO2 feed to LPG is successfully prepared 

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

bound between metal sites and zeolite support results in the weak interaction. Meanwhile, the acid 

properties can be well regulated by sputtering time. Thus, the sputtered catalyst exhibits much higher LPG 

selectivity than the catalyst prepared by physical mixing method (Zeolite and metal catalyst). The described 

synthesis herein provides a novel pathway to efficient synthesize LPG product from CO2 hydrogenation via 

regulating SMSI effect and acidity properties of zeolites in heterogeneous catalysis field. 

 

5. Related Publications 

(1) Appl Catal A, 2013, 456, 75-81. (2) Fuel, 2013, 112, 140-144. (3) ACS Catal, 2014, 4, 1-8. (4) Chem 

Sci, 2019, 10, 3701-3705. (5) Ind Eng Chem Res, 2019, 58, 7085-93. 

 

Fig. 1 HRTEM images of used CZ-Hꞵ-S catalyst 
(a) and schematic of the tandem reaction (b); (c) 
Products selectivity obtained from two catalysts 
(sputtered catalyst and physical mixing one).  
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トリチウムオートラジオグラフィによる鉄鋼材料中の水素の挙動解析 
Tritium-autoradiography study on hydrogen behavior in steels 

茨城大学 工学部 伊藤吾朗*、小林純也、大学院理工学研究科 岡崎共洋、 
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． 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。水素脆化機構として、水素により原子間の結合力が低下するとする

格子脆化説(HEDE: Hydrogen-Enhanced Decohesion Theory)、水素が転位の易動度を増加させ、き裂

先端領域のせん断変形を局所化し、局所的延性破壊を助長するという水素助長局所塑性変形説

(HELP: Hydrogen-Enhanced Localized Plasticity Theory)、水素が、塑性変形に伴う原子空孔の生成と

その局所的凝集を助長し、局所的延性的破壊を容易にするとする水素助長ひずみ誘起空孔説

(HESIV: Hydrogen-Enhanced Strain-Induced Vacancy Theory)、が有力と考えられている 1)。しかし現

状ではまだ統一的な理解に至っておらず、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。この中で HESIV については、一度空孔またはその凝集体が生成すれば、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、純鉄でのモデル実験により示されている 2)。ま

た著者らもフェライト系ステンレス鋼 SUS430J1L において、脱水素してもわずかながら延性の低

下が残存することを確認している(図 1)3)。 

HEDE と HELP では固溶水素の作用を想定しているが、HESIV では比較的弱いトラップ状態の

水素、より正確に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自体に脆化の原因があ

る。そうであれば再び外部から水素をチャージすれば水素助長ひずみ誘起空孔由来の欠陥に水素

が再トラップされることが予想される。本研究では、トリチウムオートラジオグラフィ(TARG)を

用いて、水素を含んだ状態で変形した SUS430J1L において、HESIV 由来の空孔系欠陥に再トラッ

プされる水素の可視化を試みた。 
 

図 1 SUS430J1L 鋼を種々の条件で引張変形した時の応力-ひずみ線図 
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２．実験 

表１に試料として用いた SUS430J1L

鋼の化学組成を示す。また図 2 には 1mm

厚さの供試鋼板の金属組織を示した。等

軸のフェライト粒から成るほぼ単相組

織であるが、Nb および Ti を含む炭化物

が第 2 相として存在する。 

この鋼板から切出した引張試験片を

7%変形後 25℃で 168h 保持し、トリチウ

ムチャージを行った。富山大学水素同位

体科学研究センターで、室温でトリチウ

ムガス（1200Pa, 18GBq）によるチャージ

を行い、試料表面にコロジオン膜被覆後、原子核用写真乳剤(Ilford L4 を蒸留水で 10 倍に希釈)を

被覆し、液体窒素中で 20d 露光した。露光後所定の条件で現像・定着処理を行い、EDＸ付きの SEM

で観察した。 

 
表１ 用いたSUS430J1L鋼の化学組成 (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. 

 

３． 結果と考察 

トリチウムの存在を示す銀粒子は観察されなかった。原因は、乳剤の希釈率が高すぎたことに

あると考えており、来年度に再度実験を行いたいと考えている。 

          

４．まとめ 

水素脆化機構として提案されている HESIV 説について、直接証拠を得る目的でフェライト系

ステンレス鋼に対して TARG を行ったが、トリチウム(水素)の存在を示す銀粒子が観察できなか

った。来年度再び実験条件に抜けがないことを確認した上で実施する予定である。 
 

５．謝辞 

本研究を行うにあたり、御協力いただきました富山大学水素同位体科学研究センターの関係各

位に厚く御礼申し上げます。 

 
６．引用文献 

(1) 南雲道彦: 水素脆化の基礎, 内田老鶴圃, 2008. 
(2) K. Takai, K., Shoda H., Suzuki H., Nagumo M. Acta Mater., 56(2008), 5185.  
(3) 伊藤吾朗, 橋本 明, 小林純也, 岡崎共洋, 波多野雄治: 富山大学水素同位体科学研究センター

平成 29 年度共同研究成果報告書.  

図 2 用いた SUS430J1L 鋼の組織 
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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． 研究の背景 
 タングステンは耐摩耗性に優れ、高い融点、高い熱伝導度、低い水素溶解度、といった特徴を

持つ金属で核融合炉のプラズマ対向材料として期待されている。しかし、核融合炉では水素同位

体がプラズマ照射の形で強制的に侵入する。照射を受けたタングステン試料の表面近くでは相当

な量の水素（水素同位体）が残留することが観察されている。特に、長い半減期を持つ放射性同

位体の三重水素の残留量が問題である。元々タングステン結晶には水素はほとんど残留しないと

考えられる。しかし、照射によって形成された空孔型欠陥や試料に含まれている不純物が水素同

位体の捕獲サイトになると予測されている。さらに、タングステンには他の金属にはない面白い

特徴があり関心が持たれている。その１つは単原子空孔同士の結合力は非常に弱いため、通常の

金属とは異なり二原子空孔や空孔クラスターが不安定であると予測された。しかし、陽電子消滅

実験によると、単原子空孔が結合することで空孔クラスターの形成が観測されている。本研究で

はタングステンに微量に含まれる不純物や核融合炉で導入される水素（水素同位体）による二原

子空孔の安定化について研究した。 

 

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。周期的境界条件の影響を緩和するために比

較的大きな計算セル(BCC格子で 6×6×6、格子点 432個)を使った。平面波の cut-offエネルギー

は酸素などの不純物を考慮して 520eV とした。単原子空孔 V が 2 個と格子間原子の水素 HI が k

個集まった空孔水素複合体の結合エネルギーEbを計算した。ここで Wc はタングステンの完全結

晶、E は系の凝集エネルギーを表す関数である。 

       [ ] [ ] [ ] [ ]( )C2
I W)1(HVHV2 EkEkEEE kb ++−+=  （１） 

酸素を含んだ二原子空孔に捕獲された k 個の水素の結合エネルギーEHも計算した。 

[ ] [ ] [ ] [ ]( )C2
I

2H WOHVHOV kEEkEEE k +−+=   （２） 

結合エネルギーの符号は正の時に引力を表す。 

 

３． 計算結果 
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空孔は安定化するが 1NN より 2NN 配置がより安定である。さらに 2 個以上の水素が捕獲されると

再び 1NN 配置が安定になる。従って、水素の個数 k=0,1,2,3・・・について安定な二原子空孔の構

造は 1NN→2NN→1NN→1NN・・・となる。タングステン中の二原子空孔は基本的には 1NN配置が安

定であるが(1)、水素 1個が捕獲されたときは例外的に 2NN配置の方が安定である。 

二原子空孔は不純物（炭素、窒素、酸素）によっても安定化される。その中で酸素は最も強い

安定化をもたらし、タングステン結晶中の拡散も早い。そこで、図 2 のように酸素で安定化した

二原子空孔に捕獲される水素の結合エネルギーを計算した。図 2(a)のように空孔は酸素を挟んだ

2NN 配置が最も安定である。結合エネルギーは水素 1個で EH=1.166eV、水素 2個で EH=2.320eVで

ある。この結合エネルギーの大きさは単原子空孔と水素の結合エネルギーよりも少し大きい。酸

素を含んだ空孔型欠陥でも水素を捕獲する能力は十分大きいことがわかった。 

 

４． まとめと考察 

タングステン中の単原子空孔間の結合エネルギーは非常に小さく空孔クラスターの成長はでき

ないと予測された。しかし、金属に含まれる不純物の存在で空孔型欠陥が安定化する可能性があ

る。また、そのような不純物で安定化した空孔型欠陥にも水素を捕獲する能力がある。 

 

５．引用文献 

(1) K. Ohsawa, T. Toyama, Y. Hatano, M. Yamaguchi, H. Watanabe, J. Nucl. Mater. 527 
(2019) 151825.  

 

 

図 1:二原子空孔と水素の最安定構造と結合エネルギーEb 

 
図 2:酸素で安定化した二原子空孔と水素の最安定構造と結合エネルギーEH 
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核物理研究用トリチウム標的の開発 
Development of tritium target for nuclear physics research 
東京大学 理学系研究科 今井伸明*、Kathrin Wimmer 

東北大学 理学研究科 三木謙二郎、宇津城雄大、齋藤由子、酒井大輔 
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． 緒言 
 最近の加速器技術の発展により、地球上には存在しない短寿命な放射性同位体をビームとして

人工的に生成することが可能となった。こ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。とりわけ、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は興味深い。本研究では、中性子過剰核に現れるエキゾチックで新し

い原子核の量子状態の探索を行う為に、トリチウムチタン(TiTx)標的の開発を行っている。 
具体的には、標的を理化学研究所(理研)RI ビームファクトリーで使用することを計画している。

用途は多岐に渡るが、その一つが三中性子のみからなる原子核の探索である。近年の研究で四中

性子共鳴状態の観測が報告(1)されたことを契機として、中性子のみからなる原子核系の研究が脚

光を集めている。我々は、トリチウム同士を衝突させて電荷の交換を引き起こすことで三中性子

系を生成する予定である。またそれ以外にも、質量数のより大きな中性子過剰核を対象として、

「変形共存(2)」と呼ばれる複数の原子核形状の量子力学的重ね合わせ状態の探索や「BCS-BEC ク

ロスオーバー状態(3) 」という原子核の新しい相の探索も行う。 
こうした実験を遂行するために、我々は厚さが数µm～100 µm 程度で平坦かつ自立する TiTx

標的の開発を行っている。また、トリチウムとの原子核反応がチタンからのバックグラウンドに

埋もれてしまわないよう、トリチウム／チタン原子数比を 1.5 以上とすることを目指している。 
 

２．実験 

本年度は主に以下の二項目に渡る実験を遂行した。 
(1) 標的製作条件の最適化と吸蔵水素量の定量化 

標的の製作には以下の方法を採用している。まず、真

空下でチタンフォイルを電気炉によって加熱し、表面の

水分や酸化被膜を移動させる。その後、フォイルを水素

ガスに曝して自発的に水素を吸収させる。 
本年度は、目標とする寸法、水素／チタン原子数比、

平坦さの条件を満たす標的を製作するために、製作手

順の最適化を行った。真空系の真空度の改善を行うと

ともに、標的製作時のチタンフォイル加熱温度および

時間、標的保持方法の条件を変化させて試料の作成を

行った。この際、水素ガスとしては、トリチウムの代わりに重水素を使用した。 
さらに、作成した試料の成分分析を行う目的で、東北大学 CYRIC 施設においてビーム照射実

験を遂行した。運動エネルギー30MeV の陽子ビームを試料に照射し、散乱角 30 度および 45 度

図１ 東北大学 CYRIC におけるビ

ーム無照射実験のセットアップ。図

の中心位置に試料を設置し、散乱さ

れる陽子を計数した。 
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に散乱される陽子をプラスチック検出器および NaI 検出器を用いて計数した（図１）。 
(2) TiTx標的からのトリチウム放出量の測定 
実際に標的を理研で使用する際の安全評価を目的として、重水素によって 1/2000 濃度に希釈し

たトリチウムを 0.8GBq までチャージした TiTx標的を試作し、そこから自発的に放出されるトリ

チウム量を測定した。試料を大気下、真空下に放置し、放出されるトリチウムを酸化銅と水バブ

ラーによって捕捉した。補足されたトリチウムの放射能は液体シンチレータにより決定した。 
 

３． 結果と考察 

実験の項目に示す二項目の各々について結果を示す。 
(1) 最適化の結果、真空度約 1×10-5Pa の条件下で、チ

タンフォイル加熱温度 600 度、加熱時間 1 時間として

製作を行うと、再現性をもって試料に重水素を吸蔵さ

せることができた。また、平坦さを担保するため、

SUS304 製のフレームでチタンフォイルを固定し、フ

レームと共に加熱、水素曝露を行う方法を採用するこ

とにした。作成した標的を CYRIC 施設で分析したとこ

ろ、実際に重水素起源の強いピークを観測し、全ての

標的に対して重水素／チタン比率～1.7 を達成してい

ることが確認された。得られたスペクトルの一例を図

２に示す。作成した標的に対して重水素起源の強いピークが観測されている。 
(2) 放出測定の結果、一時間当たりに標的から放出されるトリチウム量は、大気下と真空下いず

れの条件においても、吸蔵量に対して 10-7以下のオーダーであることが分かった。理研の安全管

理の制約と比較して、この放出量は問題とならないレベルであることを確認した。 
 

４．まとめ 

核物理実験用の TiTx標的の開発を遂行している。重水素を用いた標的作成方法の最適化を行っ

た結果、再現性をもって重水素をチタン薄膜中に吸蔵させることができるようになった。東北大

学 CYRIC 施設において 30MeV の陽子ビームを用いた定量分析を行った結果、作成したいずれの

標的でも水素/チタン比率～1.7 が達成されていることが明らかとなった。 
さらに、今後理研で TiTx標的を利用するにあたっての安全評価の為に、0.8GBq の低濃度 TiTx

標的を試作し、そこからのトリチウム放出量を測定した。１時間当たりの放出量は、吸蔵量に対

して 10-7以下のオーダーであることが分かり、理研での使用の許容範囲にあることを確認した。

今後は実際に実験で使用する高濃度の TiTx標的を作成し、それを用いて理研でビーム実験を遂行

する。 
 

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。また、含有量の評価

にあたり、東北大学サイクロトロン・ラジオアイソトープセンターにて実験を遂行した。 

図２ CYRICで取得した定量分析ス

ペクトル。TiDx 標的に対して重水素

起源の強いピークが見られる。 
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６．引用文献 

(1) K. Kisamori, S. Shimoura et al., Phys. Rev. Lett. 116, 052501 (2016). 
(2) H. Shinomiya and T. Matsuo, Phys. Rev. C 84, 044317 (2011). 
(3) K. Wimmer et al., Phys. Rev. Lett., 105, 252501(2011). 
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黒鉛中での水素同位体の拡散 
Diffusion of hydrogen isotopes in graphite 

高エネルギー加速器研究機構 物質構造科学研究所 河村成肇* 牧村俊助 的場史朗 
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 原正憲 

 

１． 緒言 
茨城県に建設された陽子加速器施設 J-PARC（Japan Proton Accelerator Research Complex）

では、加速された陽子と標的材料との核反応により生じる様々な２次粒子を多種多様な研究に利

用している。J-PARC は 3 つの陽子加速器と 2 次粒子を生成・利用する 4 つの施設で構成され、

各 2 次粒子を生成する標的には生成効率と安定性の観点から最適な物性値を持つ材料が選ばれて

いる。物質・生命科学実験施設（MLF）におけるミュオン生成では黒鉛（東洋炭素 IG-430U）が

用いられている。2cm 厚の黒鉛がビームライン真空中に設置され、黒鉛を通過する陽子の約 5%
が炭素原子核との衝突でミュオン（厳密には崩壊してミュオンを生成するパイ中間子）を生成し、

残りの陽子は黒鉛を素通りし、下流の中性子生成標的（水銀）に達する。 
黒鉛中では 2 次粒子と同時に RI も多数生成され、代表的なものは 7Be とトリチウムである。

特にトリチウムは MLF の設計強度（1MW）下では年間 0.5TBq 生成され、700℃に達する黒鉛

中を拡散・放出さることにより施設の運用に影響することが懸念されている。 
現在 500kW で運転している MLF において、今後のビーム出力増強を前に、黒鉛中で生成され

るトリチウムの処理は喫緊の課題である。また、使用済み標的の長期保管においてもトリチウム

の拡散は、その方針を決める上で重要な知見となる。そこで、本研究では黒鉛表面におけるトリ

チウム放出機構の統括的な理解を目指す。 
 

２．実験  

IG-430U試験片（9mm×9mm×0.5mm）へのトリチウム注入はイオン銃により2019/8/22に実

施した。3keVに加速された(DT)+を0.5µAで2時間照射、電流値積算で約1.3MBqのトリチウムを

表面から約30nmの深さを中心に注入した試料を作成した。照射終了から約2時間経過後に取り出

された試料は直ちに銅製試料台に載せ、それを平成30年度に作成した電離箱（3.2L、感度0.2Bq/cc）
の底に設置、基礎実験室内の大気（25.6℃、相対湿度（RH）83%）と共に封入した。 

  

図１ 基礎実験室内に設置された電離箱と読み出し用ピコ・アンメータ（左）、電離箱底面に設置さ
れた試料（中央）、電離箱の断面図（右） 

試料 

電離箱 

ピコ・アンメータ 
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チウム放出機構の統括的な理解を目指す。 
 

２．実験  

IG-430U試験片（9mm×9mm×0.5mm）へのトリチウム注入はイオン銃により2019/8/22に実

施した。3keVに加速された(DT)+を0.5µAで2時間照射、電流値積算で約1.3MBqのトリチウムを
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された試料は直ちに銅製試料台に載せ、それを平成30年度に作成した電離箱（3.2L、感度0.2Bq/cc）
の底に設置、基礎実験室内の大気（25.6℃、相対湿度（RH）83%）と共に封入した。 

  

図１ 基礎実験室内に設置された電離箱と読み出し用ピコ・アンメータ（左）、電離箱底面に設置さ
れた試料（中央）、電離箱の断面図（右） 

試料 

電離箱 

ピコ・アンメータ 
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図 1 に実験装置の全体図を示す。電離箱外壁面への HV（400V）の印加、及び電流の読み出し

にはピコ・アンメータ（日置電機 SM7110）を使用した。SM7110 の外部出力はロガーで記録さ
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放したため、密閉状態での連続計測は照射 1 日後からとなる。 
 

３． 結果と考察 

図 2に電離電流の実測値を示す。左図の 50 日以降で見られるデータの下降は室温の低下による
結露（露点温度 22.5℃）のためと考えられる。また 100 日以降の揺れ（拡大すると 1 日周期の揺
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と、各々3.7kBq（0.3%）、630Bq(0.05%)となる。（トリチウムβ線の電離能：2.7×10-17A/Bq） 

 

図 2 測定開始（2019/8/22）から終了（2020/2/2）までの電離電流（左）と開始 2週間の拡大（右） 

 

４．まとめ 

原らが実施している IG-430U を水中に浸漬した実験では時定数が数カ月の放出成分が確認さ

れている。本試料を電離箱測定終了後に水中に浸漬したところ、そのような成分は観測されなか

った。この違いの説明は難しく、来年度に測定方法を進展させ、精密測定でこれに挑む。 
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１． 緒言 
 トリチウムは、ウランの三体核分裂等により原子炉内で発生する放射性核種のひとつであり、

高温条件では比較的容易に金属壁を透過する性質を有する。そのため、原子炉燃料、炉心構造材、

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。これまでの共同研究により、トリチウム水に浸

された土壌粒子には、無視できない量のトリチウムが保持されることが明らかとなっている。昨

年度実施したマイクロ波支援酸溶解法による予備的な試験により、1000℃加熱後もトリチウムが

土壌に存在することを確認した。本研究では、土壌中残留トリチウムを定量的に評価するため、

装置の改良を行うとともに、比較的短期間のトリチウム水との接触による土壌へのトリチウム保

持量の測定を行った。また、イメージングプレート(IP)法による土壌残留トリチウムの測定につい

ても検討した。 

 

２．実験  

土壌の溶解に用いる装置の概略図を Fig.1に

示す。本装置は、アクリル製グローブボック

ス内に設置されたマイクロ波加熱装置（アン

トンパール製）とトリチウム回収系から構成

される。耐酸性・耐圧性容器内に酸溶液と土

壌試料を入れ、マイクロ波加熱を行う。圧力

上昇に伴い耐圧性容器からトリチウムの一部

が放出される可能性がある。そこで、グロー

ブボックス内を水素添加不活性ガスでパージするとともに、スクロールポンプで排気を行う。こ

の際、グローブボックス内が負圧になることで、周囲の空気がボックス内に取り込まれ、パージ

ガスとともに排気される。トリチウム回収系は、第一水バブラー、白金触媒塔、第二水バブラー

から構成される。HTO や TF は第一水バブラーに捕集され、HT は、触媒塔で酸化されて HTO に

変換された後、第二水バブラーに捕集される。マイクロ波加熱後、酸溶液およびバブラー水中の

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する。本年度は、マイクロ波加熱装置

の電源ケーブルを貫通孔に通すことにより、グローブボックスの気密性を向上させた。また、排

気系のガス流路に金属接手を用いて気密性を高めた。 
本実験では、粒径 75µm 以下の天然土壌充填層にトリチウム水を供給し、透水方式によりトリ

チウム水と土壌を接触させた。その後、試料の一部を 1000℃まで加熱し、上述のトリチウム回収

Fig.1 マイクロ波支援酸溶解装置概略図 
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系と同様な方法で、放出されるトリチウムを水バブラーにより捕集した。1000℃加熱後の試料の

一部を酸溶解した。また、残りの一部を用いて IP 法によるトリチウム検出の可能性を検討した。 
 

３． 結果と考察 

Fig.2 の左側にマイクロ波支援酸溶解前後の土壌

試料の写真の例を示す。ここでは試料約 0.04g に対

しフッ化水素酸 5cc と硝酸 2cc を注水して、室温か

ら 200℃まで 30 分で昇温し、40 分間保持した。土

壌のほとんどが溶解していることがわかる。ただし、

容器の底に若干白い粉末が残留した。Fig.2 の右側

に本実験で用いた試料（Sample 5-1）と以前用いた

試料（Sample 5-2）[1]の結果を比較して示す。試料

5-2 は、約 250kBq/cc のトリチウム水に約 900 日間

浸漬させたものであり、試料 5-1 は約 230kBq/cc の

トリチウム水に透水方式で 4 時間接触したもので

ある。接触水トリチウム濃度は同程度だが、トリチウム水との接触

時間に大きな差があるにもかかわらず、おおよそ同じような結果が

得られた。試料 5-1 の方が総保持量が 2 倍程度大きいのは、粒径の

違いによる可能性がある。1000℃加熱による放出量と酸溶解による

放出量は、ほぼ同程度であることが分かった。また、マイクロ波加

熱中に放出されるトリチウムの化学形は、HTO よりも HT の方が多

かった。フッ酸により粘土鉱物の構造が破壊されて生じた金属イオ

ンが、硝酸イオンと反応する際に水素が発生したものと考えられる。 

1000℃加熱後の土壌試料を IP 上に置き約一か月放置した。得られた像を Fig.3 に示す。バック

グラウンドとの差は大きくないものの、試料を置いた中央で高濃度部分の密度が高く、土壌試料

にトリチウムが存在することが示唆される。今後、測定方法の最適化を図りつつ、1000℃加熱前

後での比較や、土壌試料ごとの比較を行う予定である。 

 

４．まとめ 

マイクロ波支援酸溶装置の改良を行い、本手法の最適化を進めた。4 時間程度のトリチウム水

との接触でも、酸溶解による回収が必要であることがわかった。IP 法により土壌に残留するトリ

チウムの有無を評価できる可能性が示唆された。 

 

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の
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６．引用文献 
[1] T. Huga, K. Katayama et al., Nucl. Mater. Energy, 17 (2018) 62-68. 

Fig.2 (左)溶解前後の土壌試料の写真、

（右)単位質量当たりのトリチウム回収量 

Fig.3 IP 法による測定結果 
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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 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持つことが知られており，大きな期待が持たれる材料

である。我々は，マルチモード式マイクロ波 (MW) ＋ 触媒 (SiC, Ni powder, HZSM-5, Mo2C) に
よる気相中でのメタン直接分解（CH4 → 2H2 + C）により metal@onion-like C を主成分とする

炭素粉粒体を合成し，その炭素粉粒体の応用に取り組んでいる 1, 2)。これまでの研究から，Ni metal 
@multilayered graphene のグラフェン層に異元素の存在が確認された。本研究では，基礎研究の

観点から，電界を用いる炭素粉粒体の新規分離手法の検討，さらに応用研究の観点から固体高分

子形水電解用電極として水素発生反応について評価した。 

２．実験  
分離手法について，これまでの研究から Ni metal@multilayered graphene 微粒子に電気的性

質の異なる複数の型（金属型，半導体型等）の存在が示唆されたことから，その選択的な分離制

御法について検討した。一般にナノカーボン粉末の分離制御には，超遠心分離，ゲルカラムクロ

マトグラフィーなどの手法が提案されている。一方，我々は，電界法に着目し研究を進めた。こ

の手法は，異なる表面電荷の差を利用し無担体電気泳動により微粒子を制御するものである。本

実験では，最初の取り組みとして，流動アガロースゲルを用いて分離セルの左右に配置した電極

（Pt）に電圧を印加して分離制御を試みた。 
電極性能について，電解技術のひとつである固体高分子形水電解は，強酸の電解質を用いるた

め高耐食性が要求され，ニッケルや鉄のような金属材料は使用できない。Ni metal@multilayered 
graphene は，金属ニッケルを異元素ドープ多層グラフェンで覆った構造を持つことから，耐食性

についても一定の性能を持つと考えられる。本実験では，合成した炭素粉粒体を流動パラフィン

と練り混ぜてカーボンペース電極（Φ=3mm, BAS 製）を作製し，電極静止状態での電位掃引法

により，酸性溶液中の溶存酸素の有無における電流-電位曲線を測定した。 

３．結果と考察 

電界による粉粒体の分離制御について，Fig.1 に分離セルの経時変化を示した。左側が負極，右

側が正極である。また，上から（a）電圧印加前，（b）電圧印加 10 分後，（c）電圧印加 30 分後

の様子である。Fig.1 から，電圧印加後，粉粒体は正極側に泳動し，およそ 10 分程度でバンドの

分離が確認された。さらに電圧の印加を続けることで，バンド間の距離は，より正極側に広がっ

た。このことから，電界による電位密度の勾配形成を応用した炭素粉粒体の分離制御の可能性が

示唆された。 
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３．結果と考察 
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た。このことから，電界による電位密度の勾配形成を応用した炭素粉粒体の分離制御の可能性が
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次に，炭素粉粒体を充填したカーボン

ペースト電極を用いて，酸性水溶液中

（dil. H2SO4）における水電解カソード

反応を測定した。酸性水溶液中における

溶存酸素の有無における電流-電位曲線

を Fig.2 に示す。Fig.2 より，－0.3V vs. 
SHE 付近から還元反応に基づく還元電

流が観測された。その onset 電位は，溶

存酸素の有無により影響を受けること

が示された。 
また，炭素粉粒体の実働性能について，

外部機関の協力により固体高分子形水

電解セルの基本構造である膜電極接合体（MEA）を作製し評価した。その結果，合成した炭素粉

粒体の電解効率は，Pt 等の貴金属には及ばないものの，非貴金属としては，十分な性能を示すこ

とが分かった。  

４．まとめ 

本研究により，電界を用いる炭素粉粒体の新たな分離制御の可能性が見出された。また，酸性

水溶液中における炭素粉粒体の水電解カソード性能を測定し onset 電位に関する新たな知見を得

た。加えて，MEA の実働性能についても，有益な知見を得るに至った。 
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Figure 1  Image of elapsed-time for carrier-free electrophoresis (250V) at carbon powder synthesized 
by multimode microwave.  (a) before electrophoresis, (b) after 10 minutes, (c) after 30 minutes. 
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Figure 2  Liner sweep voltammograms at carbon paste 
electrode (φ=3 mm）packed carbon powder synthesized 
by multimode microwave in acidic solution under 
different atmosphere. SR=10mV/s. 
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１． 緒言 
 本研究では，細胞母集団の中から標的の細胞を迅速で簡便に識別し，さらに，分離して回収す

る技術の開発を目的とする．血液中には数多くの種類の有用な細胞が存在するが，その量は極わ

ずかであるため稀少な細胞の迅速で簡便な検出と回収が切望されている．昨年度，表面抗原に対

する抗体を固定化した微粒子と細胞懸濁液に混合して複合体を作製し，その誘電泳動特性の差か

らマイクロ空間内で複合体を空間的に異なる位置に分離して標的抗原を発現する細胞を識別した．

しかし，流路外に分離回収できないことが大きな問題であった．そこで，本研究では，細胞のア

レイ化の際に，有用な細胞を選択的にウェル内に濃縮捕捉する技術の開発と有用な細胞を識別し

て選択的に回収する手法の開発を行った．選択的な濃縮と回収を達成するために，バレルスパッ

タを用いて作製した金属金担持微粒子を細胞表面抗原のラベルとして用いた．

 

２．実験 

マイクロウェル（直径 16 µm, 高さ 10 µm）を有するマイクロバンド電極を作製した．この電極

の上部にスペーサー（厚み 30 µm）を介して，マイクロバンド電極を直交するように配置して裕

泳動デバイスを作製した．このデバイスに細胞懸濁液を導入後，上下の電極に対して 3 MHz, 3 Vpp

の交流電圧を印加し，細胞アレイを形成した．標的細胞として抗 Rabbit Serum Albumin (RSA) 抗

体を分泌するハイブリドーマを使用した．ウェル底面に抗原である RSA を固定化した．細胞アレ

イの形成後，細胞から分泌される抗体を固定化抗原によって捕捉した．さらに，蛍光標識抗体で

ラベルした．ウェルからの選択的な細胞の回収に，負の誘電泳動を利用した．抗体分泌能が確認

された細胞を有するウェルの底面と上部のマイクロ電極間にのみ交流電圧（100 kHz, 6 Vpp）を印

加した．

 

３． 結果と考察 

図左上に，作製した電極デバイスの写真を示す．マイクロウェルアレイが，下基板のマイクロ

バンド電極と上基板のマイクロバンド電極の格子点上に形成されていることがわかる．すべての

マイクロバンド電極に交流電圧を印加すると分散して浮遊していた細胞は，瞬時にマイクロウェ

ル内へと移動し細胞アレイを形成した．これは，マイクロウェル内に強い電場勾配が形成され，

細胞が正の誘電泳動によって電場強度の強いウェル内に移動するためである．ウェルへの細胞の

捕捉率は 93%であった．

図左下に，赤に蛍光染色したハイブリドーマ細胞と無染色のミエローマ細胞をアレイ化した際

の蛍光顕微鏡写真を示す．イメージ内の 30 ウェル内には，細胞が 1 個ずつ捕捉されている．赤蛍

光を示す細胞がハイブリドーマ細胞で，蛍光を示さない細胞がミエローマ細胞である．この細胞

アレイをインキュベートし，抗体を産生させ蛍光標識抗体（緑色）でラベルした．図右下に，蛍
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光標識抗体の捕捉を示す蛍光顕微鏡イメージを示す．図左下のハイブリドーマ細胞の存在を示す

赤色蛍光を示すウェルと図右下の緑色蛍光を示すウェルの位置が一致した．これは，ウェル内に

捕捉されたハイブリドーマ細胞が抗 RSA 抗体を分泌し，ウェル底面に固定化した RSA 抗原に捕

捉されたことを示している．一方，抗体を産生する機能を持たないミエローマ細胞が捕捉された

ウェルから，緑色蛍光は観察されなかった．これらより，細胞から分泌される抗体をウェル内に

濃縮して捕捉することにより，細胞母集団の中から抗体産生能を有するハイブリドーマ細胞を識

別できることを示せた．

次に，負の誘電泳動を用いたアレイ化細胞の選択的回収を行った．図右上に，電場の形成方法

を示す．下基板のバンド電極 A と上基板のバンド電極 2 に交流電圧を印加した．すると，格子点

A-2 に強い電場勾配が形成される．このとき，電場強度の強い領域から反発力の作用する周波数

の電圧を印加すると，格子点 A-2 に捕捉された細胞のみをウェル外へと回収することができた．

目的のウェル内に捕捉された細胞だけを回収するために，印加周波数および電圧強度の最適化を

行った． 

 

Fig. （左上）マイクロウェルアレイ電極の光学顕微鏡写真．（右上）選択的な

電場形成法．（左下）赤染色した細胞および（右下）緑染色した分泌抗体の蛍光

顕微鏡写真． 

 

４．まとめ 

本研究で示した，「細胞アレイの形成」，「機能性細胞の識別」および「機能性細胞の選択的回収」

の一連の操作が可能なシステムを構築することにより，細胞母集団の中から稀少な機能性細胞を

迅速，簡便に分離取得する手法を目指す． 
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 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の令和元年度一般共同研究の助
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１． 緒言 
 マイクロエマルションは通常のエマルションと異なり、熱力学的に安定かつ透明な分散系であ

り、水(プロトン)と油(芳香族炭化水素)両方に対してナノレベルの輸送チャンネルが形成される。

また、親水性・親油性のバランスをとることにより、過剰油相/界面活性剤相/過剰水相に分離する

1。本研究では、この階層的な相分離構造を利用することで水素化反応場と酸素発生反応場の分離

を行い、光触媒による芳香族炭化水素の選択的水素化還元を試みた。 
 

２．実験  

バレルスパッタ法により市販の TiO2光触媒(P25)に Pt 助触媒を 2.6wt%担持した。電子顕微鏡

観察から、Pt は平均粒径 1.7 nm のナノ粒子状に高分散担持していることが明らかとなった。ト

ルエンと 1 M H2SO4に 1-ドデシルスルホン酸 Na と t-ブチルアルコールを添加して W/O 型マイ

クロエマルションを調製した。約 20 ml のマイクロエマルションに対し 5 mg の P/TiO2光触媒を

入れ、脱酸素・撹拌しながら 365 nm の LED 紫外光を照射して光触媒反応を行った。生成物の同

定・定量はガスクロマトグラフ(GC)により行った。 
 

３． 結果と考察 

図 1 は反応後の油相の GC 結果である。期待

に反し、トルエンの水素化物であるメチルシク

ロヘキサンの生成はまったく認められなかっ

た。最も生成量が多かったのはジベンジルであ

り、次いで 2 メチル 4 フェニル 2 ブタノール

(2M4P2B)が生成した。酸化物であるベンズア

ルデヒドとベンジルアルコールの生成は少量

にとどまった。閉鎖循環型反応器による分析か

ら、水素ガスの生成が明らかとなった。以上の

ことから、光照射で生成したホールによってト

ルエンがラジカル化し、Pt 助触媒上で水素が

生成することで励起電子が消費すると考えら

れる。他方，光触媒のホールによってトルエン

のラジカル化が起き、もう一つのトルエンとメチル基を介してカップリング反応(式 2)が起きたと

考えられる。また、2M4P2B はラジカル化したトルエンと t-ブチルアルコールがクロスカップリ

図 1 光触媒反応後の油相 GC 結果 
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図 1 光触媒反応後の油相 GC 結果 
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ングしたために生成したと考えられる。このようなカップリング反応は、酸化物系不均一光触媒

ではこれまで報告例がない。 
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４．まとめ 

本研究では，Pt/TiO2光触媒を用いて、新規有機合成経路の検討を行った。当初の目的である芳

香族炭化水素を水素化還元することはできなかったが、これまでに例を見ない新たなカップリン

グ反応経路を見出すことができた。この光触媒反応は、通常のクロスカップリング反応で用いら

れる有機ハロゲン化物や有機金属化合物などの前駆体、基質以外の有機溶媒が不要であり、今後

のカップリング反応への応用拡大が期待される． 
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ステンレスからのトリチウム放出の湿度依存性 
Humidity dependence of tritium desorption from stainless steel 
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１． 緒言 
 大強度陽子加速器施設（J-PARC）では、3GeV＆1MW（現在出力は 0.5MW）の陽子ビームを

水銀標的に照射し、核破砕反応により発生した中性子を共用実験に利用している。水銀標的容器

の健全性の確保のために、毎年行っている水銀標的容器の交換の際に、核破砕生成物であるトリ

チウムが大気中に放出されることが問題となっている。水銀中で発生したトリチウムが、水銀標

的容器交換時に大気中に放出されるまでの過程は、不明な部分が多く、定量的な議論が難しい。

そこで、本課題は、水銀中に発生したトリチウムが大気に放出されるまでの挙動を明らかにする

ことを目的とし、2019 年度は、水もしくは湿度がある環境下でのステンレスからトリチウム放出

速度の定量化を行うことを目指した。 
 
２．実験  

実験では、富山大学が保有するトリチウムを加熱暴露した SUS316L 試料（試料①と試料③）

とイオン照射した SUS316L 試料（試料②）を、さらに 943K で脱トリチウム化（2011/08/03）
し、空気中に保管した試料を用いた。表面研磨した場合（試料①）、研磨しなかった場合（試料②、

試料③）について、純水に浸漬させ、液体シンチレーター測定による浸漬水へのトリチウムの放

出量及びイメージングプレートによる浸漬後の表面トリチウム濃度を測定した。 
調湿下でのトリチウムの実験は、調湿した大気をトリチウムを含んだ試料に送り、その大気

を捕集することで気中への移行量を測定するものである。2019 年度は、機材の準備が間に合わず、

実施できなかった。 
 

３． 結果 

実験の結果、浸漬水では、試料①

で 17.7 kBq、試料②で 38.9 kBq、試

料③で 15.0 kBq のトリチウムが観

測された。また、表面トリチウム濃

度は、図１に示すように、試料①に

ついては、表面のトリチウム濃度が

低いが、試料②及び試料③について

は、表面のトリチウム濃度が高いこ

とが分かった。 

 
 

②Sample
イオン照射試料

①Sample

③Sample

トリチウムスタンダード

 
図１ 浸漬後のイメージングプレートによる表面トリ

チウム濃度の測定結果 
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４．まとめ 

水もしくは湿度がある環境下でのステンレスからトリチウム放出速度の定量化を行うことを目

的とし、実験を開始した。一部の実験は実施できなかったが、表面状態の違いによるトリチウム

の拡散の違いを観測することができた。継続して実験を行っており、さらなる拡散の具合を観測

中である。実施できなかった実験を含め、2020 年度も継続して実験を行うことを希望する。 
 

５．謝辞 

 本研究の円滑な遂行にあたり、ご協力いただきました富山大学水素同位体科学研究センターの

スタッフの皆様には感謝いたします。 
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トリチウムを含む放射線照射による DNA 二本鎖切断に及ぼす茶カテキンの防御挙動 
Protective behavior of tea catechins on DNA double strand breaks 

by radiation including tritium 
静岡大学 学術院理学領域 大矢恭久* 

静岡大学 大学院総合科学技術研究科 仲田萌子、山﨑翔太、和田拓郎、 
小池彩華、趙明忠 

静岡大学 理学部 原山朔弥、孫飛 
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 

同志社大学  生命医科学部  剣持貴弘 
 

１． 緒言 

 福島第一原子力発電所事故以来、放射性汚染水による生体への放射線影響が問題視されている。

DNA の二重鎖切断（DNA double-strand breaks：DSBs）挙動評価は放射線傷害を評価する上で重要

な指標となる。また放射線防護の観点から、DNA 損傷を防ぐ機構の理解が必要不可欠である。DNA

損傷の要因として放射線誘起ラジカルによる間接作用が最も大きいと考えられているため、ラジ

カルを除去する抗酸化作用を持つ天然物質に注目が集まっている。中でも静岡の特産である茶に

は、発ガン抑制効果が高いとされている茶カテキンが含まれているため、この DSBs 防御効果を

60Co-γ線を用いて評価することとした。本研究ではゲノムサイズの長鎖 DNA に、茶カテキンの主

要成分であり生理活性の強い(—)-epigallocatechin gallate（EGCg）を加えた試料に対して放射線を

照射して損傷を加えた後、蛍光顕微鏡を用いた DNA 一分子観察法によって画像解析することで、

DNA 二重鎖切断効率を定量的に評価した。 

 

２．実験 

T4 バクテリオファージ DNA（T4 GT7: 166 kbp）2.2 µL
を注射用水 200.0 µL と共にマイクロチューブに加え、

その外部から 60Co-γ線（5.0×10-1 Gy/h）を 10, 20, 30 分

間照射した。それぞれの DNA 溶液に EGCg を加え、濃

度を 0, 1, 10, 100 µM に調節した。DNA と混合する

EGCg は、元々混在していた雑菌による影響を取り除く

ため、事前に γ 線滅菌を施した。照射後、トリス塩酸

緩衝液（pH 7.5, 1 M）11 µL、3-メルカプト-1,2-プロパ

ンジオール（97.0 %）8.8 µL、YOYO-1（5 µM）3.0 µL
を DNA 溶液と混合した。ポリ-L-リシン溶液（0.1 %）

15 µL で成膜したガラス皿表面に混合溶液 9 µL を滴下

し、マイクロピペットで引き延ばす形で DNA を張り付

けた。最後に蛍光顕微鏡を用いて DNA を観察し、その

長さを測定、DNA 平均長さを算出することで各試料に

おける DNA 二重鎖切断回数を定量的に評価した。 

図 1 60Co-γ線照射装置 

図 2 DNA 貼り付け作業 

60Co-γ線 
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３． 結果と考察 

図 3 は、EGCg を添加した 60Co-γ 線照射

試料における DNA 切断回数を表したグラ

フである。EGCg 無添加の結果と比較する

と、EGCg を添加した試料では DNA 切断回

数の減少が見られた。これは、EGCg が

60Co-γ 線照射によって混合液中に発生した

ラジカルと反応することで、DNA との反応

を抑制したためであると考えられる。グラ

フの傾きから計算した各試料の DNA 切断

速度は、EGCg 無添加試料では 0.38 回/Gy、

EGCg 添加試料では低濃度順に 0.25、0.30、

0.24 回/Gy となっており、EGCg 添加によって損傷速度の減少が見られた。しかし、EGCg 濃度を

1 µM から 100 µM に増加させても、それ以上放射線防護効果は上昇しなかった。この結果から、

EGCg によるラジカル消去能は、1 µM で飽和したと考えられる。 

 

４．まとめ 

  本研究では、放射線による DNA 二重鎖切断に対して、茶カテキンの主要成分である EGCg によ

る放射線防護効果の濃度依存性を調べた。EGCg 添加によって DNA 二重鎖切断速度の減少が見ら

れたが、その放射線防護作用はある一定の濃度で飽和することが示唆された。茶抽出物摂取後に

血漿中の EGCg 濃度が数 µM に到達したという報告があることから、細胞中ではより低濃度であ

ることが予想される。今後の展望として、より低濃度における EGCg 濃度依存性について評価す

る。3H-β 線及び 45Ca-β 線についても同様の実験を行い、DNA 損傷に及ぼす LET 依存性について

評価する。また、ESR 装置を用いて試料中のラジカル濃度を測定し、DNA 二重鎖切断速度とラジ

カル濃度との相関を調べる。 
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１．概要 
金属、合金中に溶解した水素同位体は、様々なポテンシャル勾配の影響を受け拡散する。

これを拡散方程式（一次元:x）で記述すれば次式となる。 

 

 
 

ここで、J、D、C 、kB、T はそれぞれ、水素の拡散流束、拡散係数、濃度、ボルツマン定数、

絶対温度であり、また、Q*、Z*e、v* は熱拡散、電界拡散、圧力拡散を特徴付けるパラメー

タで、輸送熱、有効電荷、有効体積である。我々は、これまでこれらのパラメータについて

実験的な検討を加えてきた。(1)式の最後の項は他の溶解元素による影響を示している。拡

散項とこの最終項にのみ注目すれば、(1)式は次式のようになる。 

 

𝐽𝐽𝐽𝐽 = −𝐷𝐷𝐷𝐷(
𝜕𝜕𝜕𝜕𝜕𝜕𝜕𝜕
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𝜕𝜕𝜕𝜕𝜕𝜕𝜕𝜕

) 

 
ここで、KAi は水素の活量を aHとしたときの ∂ ln𝑎𝑎𝑎𝑎H /𝜕𝜕𝜕𝜕𝐴𝐴𝐴𝐴𝑖𝑖𝑖𝑖  の値、Ai は他の溶解元素 i の濃

度である。この項は、水素以外の合金成分あるいは不純物が不均一に分布固溶していた場

合、金属中の水素同位体の溶解分布に影響することを意味する。この効果により、水素濃度

が平衡状態となった時、水素についても不均一になることが予想されるが、それぞれの合金

成分、不純物の水素への影響について、その詳細はわかっていない。本申請では、代表的な

水素吸蔵金属であるジルコニウム（Zr）について、局所的に溶解した酸素、炭素、硫黄など

の格子間不純物がどのように水素溶解分布に影響を及ぼすかを、トリチウムを用いて可視

化することで実験的に明らかにすることを目的とした。今年度は、Zr に溶解した酸素（O）

の影響に注目し、不均一な酸素濃度分布を有する試料を作製し、トリチウムの溶解分布を測

定した。 

 

２．実験 

試料として Zr 粉末と酸化ジルコニウム(ZrO2)粉末を用い、粉末冶金法にて２つの酸素濃度

を有する２層構造の合金試料を作製した。まず、ZrO1.0となるようにそれぞれの粉末を秤量、

メタノール中で混合、乾燥し、混合粉末を得た。この混合粉末と純 Zr 粉末とを金型プレス

内で重ね、20 MPa で一軸形成し、さらに 200 MPa で静水圧プレスして２層構造の形成体を

得た。これを真空中にて 1000℃で 1時間加熱することで円板状の焼結体（直径約 8 mm、厚

さ約 2 mm）を得た。焼成後の試料は理論密度の 93%以上であった。酸素分析の結果、純 Zr
部分と ZrO1.0 部分の組成は ZrO0.04 と ZrO0.12 であった。これは、純 Zr 粉末自体の自然酸化、

および、試料作製時の酸化により、それぞれ酸素濃度が増えたものと考えられる。さらに、

酸素濃度分布を確認するために試料を切断し、切断面のビッカース硬度を測定した。この試

料にトリチウム（T）を含む水素ガス(T/H～10-7)を 370wt-ppm 吸収させた後、500℃で 5 時

間焼鈍を行い、水素の拡散を防ぐために急冷した。その後、水素濃度分布をイメージングプ

レート（IP）法を用いて測定した。 

 

(1) 

(2) 
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３．結果 

図１に焼成後の２層 ZrO0.04/ ZrO0.12円板試料を、図２に試料切断後の断面（研磨済み）の光

学顕微鏡写真をそれぞれ示す。切断面の光沢は、酸素濃度によって違いが見られる。図３は、

切断面のビッカース硬度の測定結果を示したものである。ZrO0.04 に比べ ZrO0.12 の硬度が高

く、また、同じ酸素濃度領域ではほぼ一定の硬度値であった。これは酸素濃度分布を反映してい

るものと考えられる。 

図４は、トリチウムを溶解後、試料を切断し断面を IP測定した結果の一例である。酸素溶

解量によってトリチウム濃度が異なった。今回の実験条件では、写真左側の低酸素濃度側

（ZrO0.04）のトリチウム濃度が高く、酸素は水素の溶解を阻害する傾向にあった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４．まとめ 

 酸素を固溶した Zr 焼結体中にトリチウムを溶解させ、溶解酸素濃度がトリチウムの溶解

に影響することを明確に可視化することができた。今後、酸素濃度、試料温度などをパラメ

ータとしてトリチウム溶解にどのような影響があるかを調べていく予定である。また、酸素

以外の溶解不純物についても検討していく。 

図４ ZrO0.04/ ZrO0.12円板試料中の 
トリチウム分布（500℃、5h 加熱） 

高 

低 

図１ ZrO0.04/ ZrO0.12 円板試料 図２ ZrO0.04/ ZrO0.12円板試料の切断面 

図３ ZrO0.04/ ZrO0.12円板試料 

切断面のビッカース硬度 

1 mm 
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１． 緒言 
 水素および水素同位体の分離は、核融合炉燃料サイクルにおける重水素、トリチウムの分離、

精製の他、医療、製薬に向けた廉価な重水素生産や、今後大量に生産、消費される「水素社会」

の水素ガスから重水素、トリチウム成分の分離、回収などへの応用が期待される。既存の水素同

位体の分離方法として、深冷蒸留法、GS 法、水素吸蔵合金や透過膜の利用が知られている。しか

し、極低温や有毒・腐食性ガス、ウランの使用、金属材料の寿命等に課題があり、より温和かつ

簡便な分離技術の開発が求められている。そこで本研究では、規則的な細孔構造を有し、吸着剤

や分離膜等に利用されているゼオライトを用いて、水素同位体の分離を試みた。具体的には、水

素同位体分離には、細孔径が小さいゼオライトが有望視されていることから、細孔径が小さい

CHA 型ゼオライト（CHA、細孔径：0.38×0.38 nm）の合成を行った。合成法としては、従来の

アモルファスゲルを利用した水熱法と比較して結晶化速度が速いゼオライト転換法 1)を利用し、

出発ゼオライトとして同一構造（CBU）を有する FAU 型ゼオライト（FAU）を使用し、Cs-CHA
型ゼオライト（Cs-CHA）の合成を検討した。 
 

２．実験 

 Si・Al 源として異なる Si/Al 比を有する FAU(日揮触媒化成製, Si/Al=10)、有機構造規定剤とし

て N, N, N-トリメチル-1-アダマンタンアンモニウムヒドロキシド(TMAdaOH)、硬化剤として水

酸化ナトリウム(NaOH)または水酸化セシウム(CsOH)を使用した。SiO2: Al2O3 :TMAdaOH : 
MOH : H2O =1 : 0.05 : 0.2 : 0.2 : 44（M＝Na or CS）となるように水性ゲル混合物を調製し、8
時間室温で撹拌後、テフロン内筒オートクレーブに導入し、静置条件下で 160℃、1-7 日間水熱処

理した。得られたサンプルは濾過・洗浄し、60℃一晩乾燥後、550℃、10 時間で焼成した。キャ

ラクタリゼーションは、XRD、SEM、XRF、N2吸着を用いて行った。粉末の H2および D2吸着

特性は、77k で測定した。 
 

３． 結果と考察 

ゼオライト転換に用いた Cs-CHA の合成を行った。まず、合成日数の影響を検討した。その結

果、得られた物質の XRD パターンには、合成日数 1 日では、アモルファス相に基づくブロード

なピークが、2 日で僅かに CHA に基づくピークが、3 日以降では CHA に基づくピークが観察さ

れた（図 1）。そこで、合成日数 5 日で得られた CHA の XRD パターンに観察される 2θ＝20-40°
における主要なピーク強度の和を結晶化度 100 として、他の合成日数で得られたサンプルを相対

結晶化度を算出した。その結果、2～3 日間合成で急激に相対結晶化度が向上し、5 日間以降はほ

ぼ一定となった（図 2）。また SEM 像観察から、合成日数 5 日以降には、CHA に特有な cubic
型粒子が主に観察された（図 3 (a), (b)）。しかし、球状の多孔質シリカ系粒子の存在も若干確認さ
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れた。そこで 2wt% Na-CHA 型ゼオライト（Na-CHA）を種結晶として添加し、不純物の抑制を
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り、同程度の Si/Al 比を有する Na-CHA（Si/Al 比＝7.7、674 m2/g、0.25 cm2/g）と比較し大幅に
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0.1Mpa での Cs-CHA の水素と重水素の理想吸着比を算出したところ 1.14 であり、既報（NaY
型ゼオライト、1.10,）よりも高い性能を示した 2)（図 4）。 

 

４．まとめ 

Na-CHA を種結晶として添加することにより、不純物が少ない Cs-CHA の合成に成功した。ま

た、水素および重水素の吸着測定より、既報に比べて高い吸着性能を示すことがわかった。 
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図３ 得られた Cs-CHA の SEM 像 合成日数： (a) 5, (b) 7, (c) 6 日間（種結晶添加） 
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１． 緒言 
 自動車をはじめとした各種輸送機器では、現行材料よりも高強度な金属材料を部材に適用する

ことで、軽量化と燃費向上を図ろうとする研究が推進されている。構造材料として使用するため

には強度や加工性のみならず、応力腐食割れや水素脆化などの環境脆化の防止が必須である。一

般に金属材料は高強度となるほど、環境脆化に対する感受性も増大してしまうことが知られてい

る。Al-Zn-Mg 系合金は時効硬化により高強度が得られる合金系であるが、引張応力下で大気中の

水蒸気とアルミニウム新生面との反応で生じた水素による水素脆化が生じることが知られている。

アルミニウム合金において湿潤環境中から侵入する水素量は、試験前から材料中に存在する内在

水素と比べて少ないために、それらを区別して解析する必要がある。さらに水素が破壊に及ぼす

影響を検討する上では、金属組織と水素の分布状態を対応させて観察することが重要となる。そ

こで本研究では、材料中でトラップされた水素(トリチウム)の位置を金属銀に置き換えて観察す

るトリチウムオートラジオグラフィ(TARG)を用いて、湿潤環境からアルミニウム中へ侵入する水

素分布の可視化を試みた。 
 

２．実験方法  

アルミニウムの表面に存在する自然酸化被膜は水素の侵入を妨げるため、本研究では高温湿潤

環境中に試験片を曝露し、水素を侵入させることとした。供試材として、A1050（工業用純アル

ミニウム、純度 99.5%）および Al-4.5%Zn-1.5%Mg 三元合金と用いた。まず、高温湿潤環境からア

ルミニウム中へ侵入する水素量やそれによって脆化が生じるかを調べた。Al-Zn-Mg 合金の厚さ

1mm の冷間圧延板から引張試験片を切り出し、450oC で 1h の溶体化処理・水冷、そして 40oC で

48h の予備時効を行った。そして、三愛科学社製の高圧用反応分解容器に蒸留水とともに封入し、

120oC で 24h の時効処理を行った。時効処理中の容器内は飽和水蒸気環境となるように封入する

蒸留水量を決定した。時効処理後は容器を室温まで冷却した。そして、室温の大気中でひずみ速

度 1.39×10-3s-1で引張試験を行った。比較のため、シリコンオイル中で時効処理を施したものも

準備した。また、高温湿潤環境から侵入する水素量を調べるために、焼きなまされた A1050 を

120oC の飽和水蒸気中に 24h 曝露し、四重極質量分析計を備えた昇温脱離分析装置を用いて、

100oC で 30min の予備加熱後に昇温速度 200oC/h で 600oC まで加熱し、水素量を測定した。 

TARG は、試料へのトリチウムのチャージ、試料表面への写真乳剤の被覆、液体窒素中での露

光、現像・定着処理を経て観察用試料が得られる。 
次に、材料中でトラップされた水素(トリチウム)の分布状態を調べるために、TARG を行った。

Al-Zn-Mg 合金は予備時効後に鏡面仕上げとした後にエッチングを施した。A1050 では電解研磨

後に超高真空中で 600oC まで加熱することで脱水素した。これらの試験片を高圧反応容器にトリ

チウム水とともに封入し、120oC の乾燥機内で 9h 保持し、室温まで冷却してから試験片を取り
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だし、片面に 10 倍希釈した写真乳剤を被覆した。そして、液体窒素中で 20 日間の露光、現像、

定着および水洗処理を経て、SEM による観察を行った。 
 

３． 結果と考察 

120oC の飽和水蒸気中で時効した Al-Zn-Mg 合金の破

断伸びは、シリコンオイル中で時効したものと比べ

て、約半分まで減少した。飽和水蒸気中で時効した

試験片の破面 SEM 像を Fig.1 に示す。粒界割れに加

えて、擬へき開割れが認められる。すなわち、時効

中に侵入した水素による水素脆化が生じたものと判

断される。A1050 を用いた水素量測定では、未チャ

ージ材は 0.05massppm であったのに対して、飽和水

蒸気中で時効したものは 0.94massppm まで水素量が

増加した。これらの結果から、アルミニウム材料を

高温湿潤環境に曝露することで水素チャージが可能

であることがわかった。Fig.2 にトリチウムを含む飽

和水蒸気環境に曝露した Al-Zn-Mg 合金の

TARG/SEM 像を示す。矢印で示した粒内の白色粒子

を EDS で分析すると、銀のピークが検出され、トリ

チウムが存在していたことを示している。しかし、銀

粒子はこの視野を除いて観察されなかった。また工業

用純アルミニウムにおいては、銀粒子は全く観察され

なかった。トリチウムの侵入位置や量について、詳細

に検討するためには侵入量を増加させる（例えトリチ

ウム濃度を高くするなど）ことが必要である。また、

Fig.1 に示したように水素チャージ後に変形すると粒

界割れを呈したが、TARG の結果からは、変形前には粒界へ優先的に水素がトラップされている

様子は観察されなかった。トリチウムチャージ後に応力を負荷することで、水素分布がどのよう

に変化するかを捉える必要がある。 
                                 

４．まとめ 

本研究では、湿潤環境からアルミニウム中に侵入する水素の分布状態を調べるために、TARG
を行った。トリチウムを含む高温湿潤環境に試験片を曝露した後に、TARG を行ったが、観察さ

れた銀粒子はごくわずかであり、水素の水素分布状態の可視化には至らなかった。 
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Fig.1  120oC の飽和水蒸気中で 24h 時効した

Al-Zn-Mg 合金における破面 SEM 像． 

Fig.2  120oC のトリチウムを含む飽和水蒸気 
中に 9h 曝露した Al-Zn-Mg 合金における

TARG/SEM 像． 
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