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１． Introduction 

Direct conversion of CO2 to high value-added chemicals, particularly olefins and aromatics, has attracted 

wide attention in the field of CO2 chemistry 1. Thereinto, oriented conversion of CO2 to Para-Xylene (PX), 

as a non-petroleum route, is a promising route and has received much attention, because PX is the main 

monomer to polyester and PET bottle 2. For direct PX synthesis from CO2 over Oxide-Zeolite system via 

methanol route, the step of methanol conversion on zeolite plays a crucial role. In the traditional methanol 

to aromatics (MTA) reaction, ZSM-5 zeolite can show excellent performance for PX selectivity, owing to 

the suitable microporous channel size for the PX product diffusion (shape selectivity) 3. However, direct 

highly selective synthesis of PX from MTA via pristine ZSM-5 zeolite without any modification is still a 

challenge for scientific research and industrial production (Figure 1). The key point is regulating the 

distribution of Al site to decrease the acid sites density on the external surface of ZSM-5 zeolite. In this 

work, we presented an Oxide-Zeolite catalyst for CO2 hydrogenation to PX, which composed of ZnCr2O4 

and tailor-made ZSM-5 zeolite. It showed significantly high PX selectivity in total hydrocarbons to 28.6%, 

which is higher than those over reported Oxide-Zeolite catalysts under the same reaction conditions with 

approximate CO2 conversion. 

 

２．Experimental 

Typically, ZnCr2O4 with a spinel structure was prepared by a precipitation method 4. HZSM-5 zeolite 

sample was prepared by a hydrothermal method 5. In brief, TEOS, NaAlO2, TPABr and Butylamine were 

dissolved in distilled water with a molar ratio of 300 SiO2: 

1 Al2O3: 1 Na2O: 13.5 TPABr: 106 Butylamine: 10160 

H2O. After magnetic stirring for 4 h, the clear solution was 

transferred into a Teflon-sealed autoclave and maintained 

at 180 °C for 48 h. After cooling down to room 

temperature, the resultant solid product was washed with 

distilled water, dried at 100 °C overnight, and calcined at 

550 °C in air for 5 h to remove the organic template 

stored in the zeolite pores. The bifunctional catalyst 

was prepared by physical mixing. 

 

３． Results and Discussion 

Figure 1. Scheme of CO2 hydrogenation to PX. 
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In the process of direct conversion of CO2 to PX via methanol route, ZnCr2O4 and ZSM-5 zeolite have 

been separately evaluated for CO2 to methanol and MTA. 

Prior to reaction, all catalysts were pre-treated at 400 oC 

for 2 h under pure H2 flow (80 mL min-1). As shown in 

Figure 2, the ZnCr2O4 presented high methanol/DME 

selectivity of 98.6% with only 1.4% CH4 selectivity by 

21.8% CO2 conversion at 350 oC and 4.0 MPa. No PX and 

other aromatics were formed over the single ZnCr2O4. In 

comparison, ZnCr2O4-ZSM-5 catalyst exhibited rather 

high PX selectivity of 24.2%, with CO2 conversion and 

aromatics selectivity as 23.1% and 85.3%, respectively, and 

the undesirable CH4 selectivity was controlled within 1%. PX selectivity is significantly higher than that of 

one containing commercial ZSM-5 zeolite, where PX selectivity was only 5.4%. These results indicate that 

the catalytic behavior can be effectively improved by adjusting the as-synthesized ZSM-5 characteristics. 

 

４．Conclusion 

An Oxide-Zeolite catalyst composing of ZnCr2O4 and tailor-made ZSM-5 zeolite was rationally designed 

for CO2 hydrogenation to PX. It showed rather high PX selectivity in total hydrocarbons to 28.6%, which is 

higher than those over reported Oxide-Zeolite catalysts under the same reaction conditions with 

approximate CO2 conversion, and even exceeds those on some surface modified ZSM-5 zeolites. Obviously, 

compared to commercial ZSM-5 zeolite, CO2 hydrogenation to PX can be significantly improved by 

adjusting the as-prepared ZSM-5 characteristics. Furthermore, by adjusting the mass ratio of oxide/zeolite 

from 2:1 to 48:1, the ratios of PX/X and PX/Aromatics can be further promoted to 97.3% and 63.9%, 

respectively. This study not only realizes direct conversion of CO2 to single target product with high 

selectivity, but also sheds a sustainable approach for producing PX. 
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１． 緒言 
 マイクロエマルションは炭化水素と水をナノレベルで分散させることができ、熱力学的に安定

である 1。研究課題では、マイクロエマルションを反応場として用い、不均一酸化物系光触媒に

より、芳香族炭化水素の水素化を目指した。前年度、バレルスパッタで調製した Pt/TiO2 触媒と

W/O 型マイクロエマルションを用いてトルエンの水素化(式 1、2)に挑戦したが、期せずカップリ

ング反応(式 3、4)によりジベンジルが高選択で生成することが明らかとなった。 
C7H8 + 6H+ + 6e- → C7H14   (式 1) 
H2O + 2h+ → 1/2O2 + 2H+   (式 2) 

   2H+ + 2e- → H2    (式 3) 
   2C7H8 + 2h+ → C6H5-CH2-CH2-C6H5 + 2H+ (式 4) 
本年度は、以下の 4 つの観点から当初目標の水素化反応(式 1)の実現を試みた。(1)水素化活性の

高い助触媒のスクリーニング。(2)副反応の水素発生を抑えるため、光触媒の伝導帯準位を下げ

る。(3)カップリング反応を抑制するため、光触媒の価電子帯準位を上げるとともに犠牲試薬を用

いる。(4)水素化触媒を別途添加する。  
 

２．実験  

本研究では水分解に実績のある TiO2(P-25)に加えて、伝導

帯準位の低い WO3、価電子帯準位の高い CdSe・CdS を光触

媒母材として採用した。助触媒には Pt、Pt-Ru 合金、Ru を採

用し、それぞれバレルスパッタ法により光触媒母材に担持し

た。反応場には W/O マイクロエマルションまたは簡易スクリ

ーニング用反応溶液を用いた。W/O マイクロエマルションは

1 M H2SO4、トルエン、界面活性剤(1-ドデカンスルホン酸ナト

リウム，t-ブチルアルコール)を混合・超音波処理することで

調製した。簡易スクリーニング用反応溶液は 1 M H2SO₄または

NaSO4(pH9 に調整)にトルエン、犠牲試薬(メタノール、KI、
FeCl2)を混合し調製した。別添の水素化触媒には市販の Pt/C 触媒(TEC10E50E、TEC10EA20E)を
用いた。 
石英ガラス反応器(30ml)に調製した反応溶液と光触媒を所定量入れ、窒素脱気下攪拌・空冷し

ながら、紫外 LED 光源(波長 365nm)を 3 時間照射して反応を行った(図 1)。光触媒反応後、炭化

水素生成物の分析にはガスクロマトグラフィ(GC)を用いた。 
 

３． 結果と考察 

 表１に、代表的な光触媒反応の結果を示す。GC 分析から、トルエンが酸化されたベンズアル

デヒド、ラジカルカップリングによるジベンジル、水素化飽和によるメチルシクロヘキサン

(MCH)が主な生成物であることが明らかとなった。  

図１ 光触媒反応装置 

                                                HRC2020-01 

新規二酸化炭素の水素化反応と触媒の開発 
Novel development of efficient catalysts and its application to CO2 hydrogenation 

富山大学 工学部 椿 範立、米山 嘉治、楊 国輝 
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、田口 明 

 

１． Introduction 

Direct conversion of CO2 to high value-added chemicals, particularly olefins and aromatics, has attracted 

wide attention in the field of CO2 chemistry 1. Thereinto, oriented conversion of CO2 to Para-Xylene (PX), 

as a non-petroleum route, is a promising route and has received much attention, because PX is the main 

monomer to polyester and PET bottle 2. For direct PX synthesis from CO2 over Oxide-Zeolite system via 

methanol route, the step of methanol conversion on zeolite plays a crucial role. In the traditional methanol 

to aromatics (MTA) reaction, ZSM-5 zeolite can show excellent performance for PX selectivity, owing to 

the suitable microporous channel size for the PX product diffusion (shape selectivity) 3. However, direct 

highly selective synthesis of PX from MTA via pristine ZSM-5 zeolite without any modification is still a 

challenge for scientific research and industrial production (Figure 1). The key point is regulating the 

distribution of Al site to decrease the acid sites density on the external surface of ZSM-5 zeolite. In this 

work, we presented an Oxide-Zeolite catalyst for CO2 hydrogenation to PX, which composed of ZnCr2O4 

and tailor-made ZSM-5 zeolite. It showed significantly high PX selectivity in total hydrocarbons to 28.6%, 

which is higher than those over reported Oxide-Zeolite catalysts under the same reaction conditions with 

approximate CO2 conversion. 

 

２．Experimental 

Typically, ZnCr2O4 with a spinel structure was prepared by a precipitation method 4. HZSM-5 zeolite 

sample was prepared by a hydrothermal method 5. In brief, TEOS, NaAlO2, TPABr and Butylamine were 

dissolved in distilled water with a molar ratio of 300 SiO2: 

1 Al2O3: 1 Na2O: 13.5 TPABr: 106 Butylamine: 10160 

H2O. After magnetic stirring for 4 h, the clear solution was 

transferred into a Teflon-sealed autoclave and maintained 

at 180 °C for 48 h. After cooling down to room 

temperature, the resultant solid product was washed with 

distilled water, dried at 100 °C overnight, and calcined at 

550 °C in air for 5 h to remove the organic template 

stored in the zeolite pores. The bifunctional catalyst 

was prepared by physical mixing. 

 

３． Results and Discussion 

Figure 1. Scheme of CO2 hydrogenation to PX. 

 

                                                HRC2020-01 

In the process of direct conversion of CO2 to PX via methanol route, ZnCr2O4 and ZSM-5 zeolite have 

been separately evaluated for CO2 to methanol and MTA. 

Prior to reaction, all catalysts were pre-treated at 400 oC 

for 2 h under pure H2 flow (80 mL min-1). As shown in 

Figure 2, the ZnCr2O4 presented high methanol/DME 

selectivity of 98.6% with only 1.4% CH4 selectivity by 

21.8% CO2 conversion at 350 oC and 4.0 MPa. No PX and 

other aromatics were formed over the single ZnCr2O4. In 

comparison, ZnCr2O4-ZSM-5 catalyst exhibited rather 

high PX selectivity of 24.2%, with CO2 conversion and 

aromatics selectivity as 23.1% and 85.3%, respectively, and 

the undesirable CH4 selectivity was controlled within 1%. PX selectivity is significantly higher than that of 

one containing commercial ZSM-5 zeolite, where PX selectivity was only 5.4%. These results indicate that 

the catalytic behavior can be effectively improved by adjusting the as-synthesized ZSM-5 characteristics. 

 

４．Conclusion 

An Oxide-Zeolite catalyst composing of ZnCr2O4 and tailor-made ZSM-5 zeolite was rationally designed 

for CO2 hydrogenation to PX. It showed rather high PX selectivity in total hydrocarbons to 28.6%, which is 

higher than those over reported Oxide-Zeolite catalysts under the same reaction conditions with 

approximate CO2 conversion, and even exceeds those on some surface modified ZSM-5 zeolites. Obviously, 

compared to commercial ZSM-5 zeolite, CO2 hydrogenation to PX can be significantly improved by 

adjusting the as-prepared ZSM-5 characteristics. Furthermore, by adjusting the mass ratio of oxide/zeolite 

from 2:1 to 48:1, the ratios of PX/X and PX/Aromatics can be further promoted to 97.3% and 63.9%, 

respectively. This study not only realizes direct conversion of CO2 to single target product with high 

selectivity, but also sheds a sustainable approach for producing PX. 
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表 1 各光触媒反応条件における生成物量 

反応条件 生成物/µmol 

光触媒 助触媒 Pt/C 犠牲試薬 アルデヒド ジベンジル MCH 

TiO2(10mg) Pt ― ― 8.1 36.4 0 

Pt-Ru ― ― 5.2 25.0 0 

Ru ― ― 3.9 13.3 0 

WO3(10mg) Pt-Ru ― ― 1.3 0 0 

CdS(10mg) Pt ― ― 2.2 0.6 0 

TiO2(3mg) Pt 3mg ― 1.4 14.2 0 

Pt 3mg FeCl2 3.7 4.7 0 

Pt 3mg MeOH 0 0 16.6 

TiO2(5mg) Pt ― MeOH 0 0.1 0 

３．１ 助触媒の影響 

TiO2光触媒において助触媒を変えても MCH は生成しなかった。Pt 助触媒が酸化反応、カッ

プリング反応ともに高い活性を示した。これは Pt がもっとも水素発生過電圧が低く、励起電子

を水素発生に消費したため、ホールの反応も促進されたと推測される。

３．２ 光触媒の電子準位の影響 

WO3、CdS ともに MCH は生成しなかった。また、酸化反応、カップリング反応ともに TiO2

に比べ活性が低い結果となった。特にカップリング反応の活性が著しく低く、トルエンラジカル

を生成しないことが示唆される。

３．３ 犠牲試薬と別添 Pt/Cの影響 

トルエンの酸化・カップリングを犠牲試薬で抑えつつ、光触媒で発生した水素とトルエンを別

添の Pt/C 触媒上で反応させて MCH が生成しないか確認を行った。犠牲触媒にメタノールを用

いた場合、狙い通り MCH を生成させることに成功した。酸化還元反応が可逆な FeCl2 では、カ 

ップリング反応を抑制することは可能なものの、MCH の生成には至らなかった。これは酸化さ

れた Fe3+が励起電子を消費したためと考えられる。 

４．まとめ 

単一光触媒、単一反応容器内では、トルエンの水素化は極めて困難であることが本研究で示さ

れた。トルエンの水素化のためには、励起電子による反応とホールによる反応の反応場を分離す

るか、光触媒で得られる水素を利用して通常の触媒反応で水素化する方法が効果的と考えられ

る。

５．謝辞 

光触媒実験では萩原英久准教授に、触媒調製では井上光浩博士に多くのご助言を頂いた。ここ

に感謝の意を表す。
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(1) Wakisaka, M., Kunitake, M., Electrochem. Commun., 64 (2016) 5.
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ステンレスからのトリチウム放出の環境依存性 
The environmental dependence of tritium desorption from stainless steel  

原子力機構 J-PARC センター ※原田 正英、髙宮 志歩、河村 成肇 
富山大学 研究推進機構 水素同位体科学研究センター 

原 正憲、波多野雄治 
 

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、まず、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。2020 年度には、前年度に引き続き、水に浸漬したス

テンレス試験片からのトリチウムの放出、調湿雰囲気下でのステンレス試験片からのトリチウム

の放出、水銀からステンレスへのトリチウムの移行速度、水素・水間における同位体交換速度の

測定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目指した。

ただ、世界的な新型コロナウィルスの流行に伴い、出張が大幅に制限されたため、新規に実験を

実施することができず、前年度からの水に浸漬したステンレス試験片からのトリチウムの放出の

観測を継続的に行った。 
 
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。2021/2/3 に、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。 
その後、期間を開けて、イメージングプレートでトリチウムの濃度を測定し、濃度変化を観測

した。 
 

３． 結果 

2019 年度の測定では、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ていた。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

とが分かっていた。 
図 2 に、2 か月後のイメージングプレートでのトリチウムの濃度測定結果を示す。試料 1 は、

研磨直後と変わらず、表層にトリチウムが戻ってきていなかった。 
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図 3 に、10 か月後のイメージングプレートで

のトリチウムの濃度測定結果を示す。通常測定し

ている部分と反対側も測定した。試料 1 は、研磨

直後と変わらず、表層にトリチウムが戻ってきて

いなかった。が反対側にはトリチウムが観測され

ているため、トリチウム自体は存在する。このこ

とから、トリチウムは、表層に析出しやすく、析

出したら、内部への拡散はしないことがわかる。 
 

４．まとめ 

新型コロナウィルスの流行により、多くの実験

が実施できなかったが、2019 年度から継続して

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目的とした実

験を行った。その結果、トリチウムは表層に析出

し、析出したトリチウムは内部拡散をしないこと

が分かった。実施できなかった実験を含め、2021
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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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 、 露 光 期 間

2020/02/03-2020/02/07 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 

 

②Sample
イオン照射試料

①Sample ③Sample

①Sampleの削り面のトリチウム分布
バックグラウンドと変わらない

②Sampleでは，イオン照
射した位置がよくわかる．
目視では見えない  

図２ 露光期間 2020/4/3～2020/6/10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(上) 拡大図（下） 
 

 
図３ 露光期間 2020/12/1～2021/3/10 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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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 和田拓郎、山﨑翔太、小池彩華、 
芦沢京祐、趙明忠 

          静岡大学 理学部 孫飛、斎藤巧、小山優輝 
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 

 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。Α線、中性子線と比較して低 LET 放射線である β、γ線の場合、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が、この放射線

による DNA 二重鎖切断影響を LET の異なる種々の放射線（3H-β線、45Ca-β線、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 に対し、種々の LET を持つ放射

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）をマイクロチューブ中のトリチウム水（4 

MBq/cc）、45CaCl2溶液（0.2 MBq/cc）にそれぞれ加え、DNA 濃度が塩基対単位で 11.7 µmol bp/L と

なるよう調整した。60Co-γ 線についてはマイクロチューブ外部から照射した。放射線以外の要因

による DNA 切断の影響を同じくするため、保管する期間は全ての試料で統一させた。放射線照射

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 10 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。 

 

３． 結果と考察 
  図 1 に LET の異なる放射線を照射した試料における DNA 切断回数を示す。3H-β 線, 45Ca-β 線, 
60Co-γ線の順に高 LET 放射線であるが、各結果の傾きから DNA 切断速度（単位：Gy-1）を求め比

較した結果を図 2 に示す。図 2 から、LET の高い放射線の方が DNA 切断速度が大きいことが分

かった。これは、局所的なラジカル密度の違いによるものと考えられる。DNA 二重鎖が切断され

るには二本の DNA 鎖が近い位置で切断される必要があるが、放射線により発生したラジカルは

寿命が短く拡散律速で、発生した付近でのみ DNA 損傷を引き起こす。そのため、高 LET 放射線

による高密度ラジカルが、効率的な DNA 二重鎖切断を引き起こしたことが考えられる。 
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  特に 60Co において DNA 切断速度が低い値となったが、この要因として高放射線量率によりラ

ジカルが再結合し、DNA への損傷が軽減されている影響が考えられた。この影響の有無を調べ

るため、より高線量率で 60Co-γ線を照

射した結果と比較したものを図 3 に示

す。ラジカル再結合の影響がある場

合、照射線量に対する DNA 切断効率が

低下するため、DNA 切断速度が減少す

ることが想定されたが、図中に示した

通り線量率増加に伴い DNA 切断速度が

高くなる結果が得られた。以上の結果

から、放射線の LET 値が高いほど

DNA 二重鎖切断が促進されることが示

唆された。 

 

４．まとめ 

  本研究では、放射線による DNA 二重鎖切断への LET 依存性を調べた。3H-β線, 45Ca-β線, 
60Co-γ線と LET の異なる放射線を DNA に照射した結果、高 LET 放射線の方が DNA 切断速度

が高い結果となった。これは高 LET 放射線により発生した高密度ラジカルが二本の DNA を近

距離で効率的に切断したためであることが考えられた。この結果から、放射線の LET 値が高い

ほど DNA 二重鎖切断が促進され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との共同研究で実施した。 
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小細孔ゼオライトを用いた水素および水素同位体の分離 
Separation of hydrogen and hydrogen isotope using small pore zeolite 

岐阜大学 高等研究院 近江靖則* 
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 

 

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、低シリ

カ CHA 型ゼオライトの合成を検討した。 
 

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)を使用した。SiO2: Al2O3 :TMAdaOH : NaOH : H2O =1 : 0.05 -0.2: 0.2 : 
0.2 : 44 となるように水性ゲル混合物を調製し、室温もしくは 60℃で 8 時間撹拌後、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。また、CHA 膜は、アルミナ支持体に

Dip-coating 法または泳動電着法にて種結晶を塗布し、種結晶塗布支持体を種結晶合成と同じ組成

の水性ゲルに浸漬した後、DGC 法による二次成長法で合成した。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。 
 

３． 結果と考察 

追加アルミ源として水酸化アルミニウムおよび、出発原料に Si/Al 比=10 の FAU 型ゼオライト

を用い、低シリカ CHA 型ゼオライト合成における Si/Al 比の影響を検討した。合成ゲル Si/Al 比
=10 では、合成日数 1 日間以上水熱処理をすることで CHA 型ゼオライトが生成することが分か

った。また、2θ = 20～40°の範囲で、CHA 型ゼオライトに基づく 12 のピーク（2θ = 20.82, 
22.12, 22.63, 23.23, 24.98, 26.04, 26.16, 27.96, 30.92, 31.17, 34.87, 36.15°）のピーク強度の和

を 100 として、相対結晶化度を算出したところ、合成日数 5 日間で最も高くなり、7 日間で少し

低くなった。7 日間では再溶解した可能性が考えられる。合成した結果も併せて示す。合成日数 7
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日間で得られたCHA型ゼオライトのSi/Al比をXRFにより測定した結果、Si/Al比=9.85となり、

合成ゲルの Si/Al 比=10 とほほ同様な値を示した。さらに、窒素吸着等温線から算出した BET 比

表面積及び細孔容量は既報と同程度の値を示した（Table. 1）。合成ゲル Si/Al 比=4 の場合、CHA
型ゼオライト特有のピークが少し確認できるが、ほとんどが出発原料の FAU 型ゼオライト特有

のピークであった。合成ゲルSi/Al比=2.5の場合、CHA型ゼオライト特有のピークは確認できず、

出発原料の FAU 型ゼオライトと水酸化アルミニウムのピークのみであった。Si/Al 比によらず、

合成日数を長くしても、得られる生成物は、ほとんど変わらなかった。さらに、原料の FAU の

溶解を促進させることを考え、合成ゲルを 60℃で攪拌し、3 日間水熱処理した結果、Si/Al 比 10
の場合、最も結晶性の高い CHA が、Si/Al 比=4, 2.5 の場合、FAU 型ゼオライトが得られた（Table. 
1）。よって、室温では確認できた CHA 型ゼオライト特有のピークが見られず、ほとんど原料で

ある FAU 型ゼオライト特有のピークが観察された。攪拌温度を 60℃にすると Si/Al 比=10 で相

対結晶化度が高くなったことから、攪拌温度を高くすることで溶解度が上がり、CHA 型ゼオライ

トは生成しやすくなることが分かった。しかし、Si/Al 比=4, 2.5 では CHA 型ゼオライトが生成し

なかったことから、Si/Al 比=10 の FAU 型ゼオライトに水酸化アルミニウムを加えることで合成

ゲル Si/Al 比を低くしても、純粋な CHA 型ゼオライトの合成は困難であることが分かった。 

４．まとめ 

FAU 型ゼオライトを原料として低シリカ CHA の合成を試みた結果、Si/Al=10 では合成に曳航

した。また、より低シリカの CHA の合成には、種結晶の添加などが合成条件をさらに詳細に検

討する必要があることが明らかとなった。 
 

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) M. Itakura, T. Inoue, A. Takahashi, T. Fujitani, Y. Oumi, T. Sano, Chem. Lett., 37 (2008) 
908. 

Table. 1  様々な Si/Al 比での合成で得られた生成物および生成物の物性値 
 Synthesis conditions  Products 

Sample 
No. 

Si/Al ratio of 
mother gel 

Synthesis 
days [days] 

Aging 
Temp.[°C]  Phase 

Relative 
crystallinity 

[-] 

Si/Al 
ratio 

BET specific 
surface area 

[m2 g-1] 

Micropore 
volume 

[cm3 g-1] 
1 10 0 r. t.  FAU     
2 10 1 r. t.  CHA 97    
3 10 2 r. t.  CHA 98    
4 10 3 r. t.  CHA 99    
5 10 5 r. t.  CHA 100  716 0.28 
6 10 7 r. t.  CHA 94 9.85 613 0.25 
7 4 3 r. t.  FAU, CHA 21    
8 4 5 r. t.  FAU, CHA 30    
9 4 7 r. t.  FAU, CHA 28    
10 2.5 3 r. t.  FAU -    
11 2.5 5 r. t.  FAU -    
12 2.5 7 r. t.  FAU -    
13 10 3 60  CHA 107 9.58 640 0.25 
14 4 3 60  FAU -    
15 2.5 3 60  FAU -    
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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 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 4 つ

の実験施設で構成され、各標的物質には 2 次粒子生成効率とビーム照射時の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

では等方性黒鉛（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を生成している。 

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。ト

リチウムは MLF の設計強度（1MW）下では年間 0.5TBq 生成すると見積もられる。現在のビーム

強度 500kW で黒鉛の温度は 500℃以下である。標的表面から放出されたトリチウム量から見積も

られた黒鉛中の拡散速度 1)は文献値 2)よりも圧倒的に高く、その原因は不明だが、今後の施設の運

用に影響することが懸念されている。また、室温でのトリチウム拡散・放出挙動の理解は、施設

の維持保守の観点のみらならず、使用済み標的の長期保管の観点からも重要度を増してきている。

本研究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ものである。 

 

２．実験  

本研究課題は平成 30 年度から継続して実施しているものであり、昨年度までに空気で満たした

電離箱中にイオン銃でトリチウムを導入した黒鉛（IG-430U）試料を封入し、黒鉛から空気中に漂

い出たトリチウムによる電離電流を長期間（半年以上）、観測し続ける手法を確立している。 

従来、660Bq（0.2Bq/cc）程度であった検出感度を、電離箱の恒温化と黒鉛中のトリチウムの崩

壊に由来するβ線の遮蔽によって、今年度は大幅に感度を向上し、新たな照射試料に対する測定を

開始した。黒鉛試料は同ロットから切り出したものを二つ用意し、ともに約 0.1MBq 程度のトリ

チウムを 2020 年 11 月 12 日に 3keV で注入している。この条件は平成 31 年度の最初の照射試料と

同等である。これらの試料は照射翌日にイオン銃の真空チェンバーから取り出され、1 つは従来

通り空気とともに電離箱に封入し、もう 1 つは純水中に含浸し、定期的に水をサンプリングし液

体シンチレータにかけることで、水中に漂い出たトリチウム量を同定している。 

平成 31 年度に照射した最初の黒鉛試料からのトリチウム放出は、照射後約 3 日目以降は全く観

測されない状態で 150 日以上経過した。それ以上の放出はないものと推測されたが、念のため水

中に含浸する手法に切り替えたところ、水中に入れてから 100 日（トリチウム照射から 1 年弱）

を超えた頃から、水中に徐々にトリチウムが出てきていることが観測されている。約１年程度の

トリチウムの遊走期間の後に放出が始まったと捉えることもできるが、黒鉛表面での空気と水の

同位体交換の違いなど不確定な要素もあり、今年度の計測では、空気中と水中での違いを確認す

るため、同等の条件で照射した二つの試料による観測を並行して行っている。 
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なお、打ち込まれたトリチウムの黒鉛中での飛程（打ち込み深さ）は 280±120(RMS) Å と見積
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図１ 電離箱（左図）と液体シンチレータ（右図）の測定結果 

液体シンチレータの方は赤点が今年度の照射試料、黒点が平成 31 年度の試料を示す 

 

４．まとめ 

照射時期、空気中か水中かでその後の放出挙動に大きな違いが見られ、定性的な理解にも達し

ていない。今後、継続して観測を進めるとともに、来年度以降に実施を検討する新たな試料の照

射条件に関する検討をすすめる。 

 

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の令和２年度一般共同研究の助

成と、関係各位の指導のもと実施されました。コロナ禍でのご尽力に深く感謝申し上げます。 
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高強度金属材料の環境脆化に関与する水素の挙動解析 
Hydrogen behavior in some high strength metals associated with  

environmental embrittlement 
新居浜工業高等専門学校 環境材料工学科 真中俊明* 

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 
 構造用金属材料の高強度化は、車両をはじめとして構造物の軽量化に直結するため、盛んに研

究が行われている。構造材料として使用するためには強度や加工性に加えて、使用環境（製造工

程）で侵入する水素による破壊の防止が必須となる。例えば、高強度 Al-Zn-Mg 系合金は使用環

境中の水蒸気とアルミニウム表面の反応で生じた原子上水素によって割れが生じることが知られ

ている。また、製造工程中に侵入した水素による破壊として、高強度鋼の溶接時に生じる低温割

れが挙げられる。溶接時に大気中の水蒸気が乖離することで生じた原子上水素が鋼材中に侵入し

ていき、水素脆化を生じ、割れを発生させる（低温割れ）。工業的には予熱を行い、溶接後から室

温までの冷却時間を長くすることで水素を試料外に放出させることで割れの防止が達成される。

しかしながら、予熱工程は高コスト化を招くため、これに代わる方法が求められている。水素挙

動の観点からは、溶接金属組織に高強度を発現するための bcc 構造のマルテンサイト組織中に、

残留オーステナイトを分散させる方策を検討している。fcc 構造を有するオーステナイト相は水素

の拡散速度が遅く、水素のトラップ効果による割れ防止の可能性がある。しかしながら、水素の

トラップ効果については、拡散性水素の可視化法である水素マイクロプリント法（HMPT）の結

果ではオーステナイト相内部と相界面のいずれかはまだ議論がわかれている。 
 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Al-Zn-Mg合金と二相ステンレス溶接金属に適用

し、水素分布状態の可視化を試みた。 
 

２．実験方法  

Al-Zn-Mg 合金へのトリチウム添加は次のように行った。1mm の冷間圧延材から短冊状試験片

を切り出し、溶体化処理・水冷、人工時効を行った。試料表面は鏡面仕上げとして、エッチング

を施して粒界を現出した。それから、テフロン容器に 40MBq/mL のトリチウム水 0.1mL ととも

に試料をセットし、ステンレス製の高圧反応容器に密閉した。それから、120oC で 6h 保持し、ト

リチウム水蒸気とアルミニウムの反応でチャージを試みた。 
二相ステンレス溶接金属へのトリチウムチャージは次のように行った。多パス溶接された試験

片から、短冊状試験片を切り出し、鏡面仕上げとしてエッチングを施して、粒界と相の判別が行

えるようにした。そして、200℃で圧力 1.2kPa、濃度 18GBq のトリチウムガス中にて、4h 保持

することでトリチウムをチャージした。チャージ後のトリチウム回収時には、試料を石英ガラス

管ごと液体窒素で冷却し、後の乳剤被覆までのトリチウムの放出を妨げるようにした。 
 トリチウムチャージされた試験片に対して、次の手順で TARG を行った。暗室にて蒸留水で

3 倍に希釈した写真乳剤をワイヤーループ法で試料表面に被覆し、液体窒素中で露光した。そし
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図１ 電離箱（左図）と液体シンチレータ（右図）の測定結果 

液体シンチレータの方は赤点が今年度の照射試料、黒点が平成 31 年度の試料を示す 

 

４．まとめ 

照射時期、空気中か水中かでその後の放出挙動に大きな違いが見られ、定性的な理解にも達し

ていない。今後、継続して観測を進めるとともに、来年度以降に実施を検討する新たな試料の照

射条件に関する検討をすすめる。 

 

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の令和２年度一般共同研究の助

成と、関係各位の指導のもと実施されました。コロナ禍でのご尽力に深く感謝申し上げます。 

 

６．引用文献 

(1) N. Kawamura et al., to be published in the proceedings of the 3rd Asia Pacific Symposium 
on Tritium Science (APSOT-3) 
(2) H. Atsumi et al., J. Vac. Soc. Jpn. 49 (2006) 49. 
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て現像・定着・水洗・乾燥を経て、SEM により乳剤被覆面を観察した。 

 

３． 結果と考察 

図 1 に水蒸気チャージした Al-Zn-Mg 合金における

TARG/SEM 像を示す。図中の白色粒子は EDS により

銀粒子であることを確かめた。すなわち、TARG の原

理からそれらの銀粒子はトリチウムが存在していたこ

とを表す。銀粒子の観察される頻度は高く、複数の視

野で同程度のサイズ・量の銀粒子の析出が認められた。

昨年度までの研究で、アルミニウム合金に TARG を適

用した場合には検出される銀粒子の量はごくわずかで

あった。そのため、水蒸気チャージはアルミニウムに

対して、トリチウムをチャージする手法として効果的

であると考えられる。 
しかしながら、図 1 中の中心付近に見られる粗大な銀

粒子は、写真乳剤中の臭化銀粒子径が 0.12µm である

ことから、本来観察されるべきものではなく、このよ

うな粗大な銀粒子が形成された原因を調べなければな

らない。 
図 2 には、二相ステンレス溶接金属における

TARG/SEM 像および陰極電解で水素チャージした場

合の HMPT/SEM 像を示す。HMPT では、拡散性水素

が可視化されるが、その放出サイトは相界面であった。

一方で、トリチウムガスチャージした試料における

TARG では、銀粒子はほとんど観察されなかった。 次
年度はチャージされるトリチウム量を増やして、図 2
のように相界面が水素トラップサイトの役割を果たす

か否かを明らかにしたい。                                       
 

４．まとめ 

本研究では、水蒸気およびガスチャージにより高強度金属材料中にトリチウムを導入し、その

分布状態を TARG により調査した。水蒸気チャージはアルミニウム合金へトリチウムを導入する

ために有効であることが示唆された。 
 

５．謝辞 

本研究を行うにあたって、トリチウムの取り扱いや実験操作をご指導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感謝いたします。 

図 1 トリチウム水蒸気チャージした

Al-Zn-Mg 合金における TARG/SEM 像 

図 2 二相ステンレス溶接金属における 
TARG/SEM 像(a)および HMPT/SEM 像(b). 
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核物理実験用トリチウム標的の開発 
Development of tritium target for nuclear reaction study 

東北大学 理学研究科 三木謙二郎*、宇津城雄大、亀谷晃毅 
東京大学 理学系研究科 今井伸明 

理化学研究所 仁科センター 上坂友洋 
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、原正憲 

 

１． 緒言 
 近年の原子核物理学では、地球上には存在しない短寿命な放射性同位体を人工的に生成し、そ

の基本的性質を明らかにすることが精力的に進められている。我々は、中性子が過剰な原子核に

現れる新しい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。 
標的は主に理化学研究所(理研)RIBF 施設で利用する。まず、三中性子のみからなる原子核の探

索実験を遂行する。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、トリチウム原子核内の陽子を原

子核反応によって中性子に転換する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、

トリチウム原子核内の中性子を利用して、質量数の大きな中性子過剰核に現れる「変形共存(2)」

と呼ばれる原子核形状の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

核相の探索を目指す。 
これらの実験を遂行するために、厚さが数µm～100 µm 程度で T/Ti 原子数比が 1.5 以上の TiTx

標的の開発を行っている。標的製作方法には、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。 
昨年度までの共同研究では、重水素チタン(TiDx)標的製作を通して、標的作成方法の最適化を

行った。これにより、D/Ti 原子数比~ 1.7 の標的を十分な再現性の下で製作することが可能とな

った。本年度は、これを踏まえてトリチウム標的の実製作を行った。 
 

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) グローブボックス用標的製作装置の開発と重水素を用いたコールド試験 

昨年度までの研究で、標的製作における真空度、温度、時間条件の最適解は得られた。その上

で、最終的な TiTx標的の製作にあたっては 50 Ci のトリチウムを用いる必要があり、高レベル実

験室内のグローブボックス内で製作を行う必要があった。グローブボックス内の作業スペースは

限られるため、本年度はまずコンパクトな標的製作装置の開発とそれを用いた標的の試作を東北

大で行った（2020 年 4-8 月）。その上で、装置を富山大のグローブボックス内に設置し、最初に

重水素ガスを用いたコールドランを行った（2020 年 9 月）。 
(2) TiTx標的の実製作と理研への輸送 
 トリチウムボンベを製作装置に取り付けて、TiTx標的の製作を実施した（2020 年 11-12 月）。

そして完成した標的を A 型輸送容器に封じ、理研へ輸送した（2021 年 3 月）。 
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３． 結果と考察 

実験の項目に示す二項目の各々について記述する。 
(1) 標的製作装置をグローブボックス内に設置した様

子を図１に示す。この装置を用いて TiDx標的製作を行

った。事前に最適化した方法と比較して水素の吸収速

度が遅いことが確認されたが、標的を 10-20℃昇温させ

たところ、吸収速度が増大し、最終的に D/Ti 原子数比

率=1.60 の標的の製作に成功した。 
(2) 同じ製作手順を用いて TiTx製作を実施したが、ト

リチウムの吸蔵が途中で停止した。標的の昇温、降温

を繰り返したものの T/Ti~1 程度の吸蔵が限界であっ

た。この原因が購入したトリチウムボンベ内の不純物

にあることが想定されたので、チタンや Zr-Ni ゲッタ

ーを用いてトリチウムガスの吸収、再放出を繰り返す

ことでガスの純化を行った。純化後のガスを使用して

再度 TiTx製作を実施したところ、コールドランの状況

が再現され、最終的に T/Ti 原子数比率=1.53 をもつ標

的の製作に成功した。標的の写真を図２に示す。 
 

４．まとめ 

核物理実験用の TiTx標的の開発を行っている。グロ

ーブボックス用の標的製作装置を開発し、重水素を用

いたコールドランで実際に D/Ti 原子数比率=1.60 の標

的が製作可能であることを実証した。その上で、高濃

度トリチウムを用いた TiTx標的の実作を行い、トリチ

ウム/チタン比率=1.53 の標的が完成した。完成した標的

を理化学研究所に輸送した。来年度に加速器実験に利用される予定である。 
 

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。また、TiDx標的内の

重水素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。 

 
６．引用文献 
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(2) H. Shinomiya and T. Matsuo, Phys. Rev. C 84, 044317 (2011). 
(3) K. Wimmer et al., Phys. Rev. Lett. 105, 252501(2011). 

図１ グローブボックス内に設置し

た TiTx標的製作装置の写真 

図２ 完成した TiTx標的の写真 
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誘電泳動を利用した機能性細胞の識別と選択的回収 
Discrimination and selective retrieval of functional cells based on the dielectrophoresis 

兵庫県立大学 大学院物質理学研究科 安川智之*、鈴木雅登 
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 
 ヘテロな細胞群の中から標的細胞を迅速，簡便，非侵襲に分離することは，ごくわずかに存在

する機能性細胞を有効利用するために極めて重要である．誘電泳動は，不均一電場中の粒子の分

極に起因して粒子に力が作用する現象である．電場の強い領域への引力を正の誘電泳動（p-DEP）

と，強電場領域からの斥力を負の誘電泳動（n-DEP）と呼ぶ．また，DEP 力の作用しない周波数

を交差周波数と呼ぶ．交差周波数は細胞膜容量や直径に依存するため，細胞の種類によって異な

るが，その差はわずかであるため細胞の濃縮や分離への応用は限定的であった．そこで，本研究

では高分子粒子や金属被覆粒子を細胞表面に標識し誘電泳動挙動を評価した．さらに，標識細胞

と非標識細胞を混合した細胞懸濁液を準備し分離・濃縮した． 

 

２．実験 

ITO 基板上にフォトレジストでマイクロウェル（直径 15 µm，ウェル間距離 32 µm，高さ 10 µm）

アレイを作製した．このマイクロウェルアレイ電極基板の上にスペーサー（厚さ 30 µm）を介し

て ITO 基板を配置し誘電泳動デバイスとした．金被覆チタン酸バリウム粒子（Au-BaTiO3，直径

0.5 µm）およびカルボキシ基修飾蛍光性ポリスチレン粒子（蛍光性 COOH-PSt，直径 0.5 µm）を

用いた．化学架橋剤を用いて K562 細胞の表面に COOH-PSt 微粒子を修飾した．微粒子修飾 K562

細胞懸濁液（1.0×106 cellsmL-1，導電率 50 mSm-1）を誘電泳動デバイスに導入し，交流電圧（20 Vpp，

100 kHz～5 MHz）を印加し粒子の誘電泳動挙動を観察した． 

 

３． 結果と考察 

まず，K562 細胞の誘電泳動挙動について調査した．K562 細胞は低周波数領域においてウェル

間のレジスト上に格子状に配列し，高周波数領域においてウェル内に捕捉された．すなわち，細

胞には低周波数領域で n-DEP が，高周波数領域で p-DEP が作用した（図 1A）．これは，理論計算

と一致した．300-400 kHz では，明確な細胞の誘電泳動挙動が観察できなかったことから，この周

波数領域に交差周波数がある．次に，Au-BaTiO3粒子の挙動を調査したところ，細胞と同様の挙

動を示した．蛍光 COOH-PSt 粒子は，100 kHz から 1 MHz のすべての周波数領域において n-DEP

の挙動を示した．よって，COOH-PSt 粒子で標識した細胞をウェル内に捕捉するためには，非標

識の細胞と比較して高周波数の交流電圧を印加する必要がある．図 1B に，COOH-PSt 粒子を標識

した K562 細胞の蛍光顕微鏡写真を示す．K562 細胞から蛍光性 COOH-PSt 粒子に由来する緑色蛍

光が観察された．また，明らかに細胞の周囲に凹凸が観察された．これらから，K562 細胞の表面

に均一に蛍光性 PSt-COOH を標識できた．そこで，微粒子修飾細胞の誘電泳動を行った．図 1C

に，500 kHz の交流電圧を印加してから 5 秒後の標識細胞および非標識細胞の合成蛍光顕微鏡写真

を示す．交流電圧を印加すると緑色蛍光を示さない非標識細胞は，p-DEP により瞬時に電場強度
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の強いマイクロウェル内に捕捉された（図 1C の黒矢印）．一方，標識細胞は捕捉されず流路内を

下流に流れた．また，400 kHz の交流電圧を印加した際には，標識細胞および非標識細胞ともにウ

ェル内に捕捉されなかった．さらに，MHz 領域の交流電圧を印加した際には，両細胞ともウェル

内に捕捉された．理論計算から，この細胞の交差周波数は 400 kHz であり，400 kHz では細胞に誘

電泳動が作用せず，標識細胞には粒子への n-DEP が作用する．また，印加周波数が 500 kHz の場

合，細胞にはわずかな p-DEP が作用することがわかった．このことから，500 kHz の交流電圧を

印加すると，細胞には p-DEP が作用し粒子には n-DEP が作用するため，粒子に標識された微粒子

への n-DEPの総力が，細胞への p-DEP力とつり合い，標識細胞に p-DEPが作用しないとわかった． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.  (A) K562 細胞，Au-BaTiO3粒子および COOH-PSt 粒子の誘電泳動挙動の

周波数特性．(B) COOH-PSt 粒子標識 K562 細胞の蛍光顕微鏡画像．(C) マイク

ロウェルアレイ電極を用いた細胞の誘電泳動挙動の顕微鏡画像．印加周波数：

500 kHz．白矢印：粒子標識 K562 細胞，黒矢印：非標識細胞． 

 

４．まとめ 

本研究により，粒子標識細胞と非標識細胞の誘電泳動による力の方向を制御できることができ

た．今後，細胞の表面抗原に対する抗体を利用した細胞への微粒子標識を行い，表面抗原の発現

に基づくヘテロな細胞集団の中から機能性細胞を迅速，簡便に分離取得する手法を目指す． 
 

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の令和元年度一般共同研究の助

成により遂行された。助成に対し、深く感謝申し上げます。 
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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 
Behavior of hydrogen in steels investigated by means of tritium autoradiography 

茨城大学 工学部 伊藤吾朗*、小林純也 
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。著者らは、bcc のフェライト(δ)相と fcc の

オーステナイト(γ)相の 2 相がほぼ 1:1 で存在する 2 相ステンレス鋼 SUS329J4L を試料として、水

素が、各相および δ/γ境界にどのように分配されるかを、トリチウムオートラジオグラフィ(TARG)

を用いて調査しようとしてきた。2013 年度に得られた結果 1)では、負荷応力が少ない場合は、水

素のほとんどは δ/γ 界面から検出されるのに対して、負荷応力が高くなると δ 粒内から多数検出

されるようになった。よく用いられる TARG の手法として、トリチウムチャージ後 3d 程度室温で

放置し、拡散性水素を十分に放出させてから、乳剤被覆・露光が行われる 2)。しかし前述の結果

は、トリチウムチャージの 1d 後に乳剤被覆しているので、乳剤被覆後液体窒素に浸漬するまで、

および液体窒素から取出して現像するまでの時間に放出される水素による効果、すなわち水素マ

イクロプリント(HMPT)の効果、も含まれていると推察される。そこで本年度はその影響を把握す

る目的で、長期間の露光を行ってから現像した試料と、単に乳剤被覆後液体窒素に浸漬し、試料

が液体窒素温度に達すると思われる 30min 保持後に液体窒素から取出して現像した(露光を実質

的に行わない)試料とについて、得られる銀粒子の量を比較することにした。 
 

２．実験 

1mm 厚さの供試鋼 3)板材から 23×8mm の試験片を切り出し、耐水研磨紙で湿式研磨を施した後、

バフ研磨により鏡面に仕上げ、さらに王水により食刻し組織を現出した。2018 年度に行った同様

の実験では、食刻が浅かったために、銀粒子(トリチウム存在位置または水素放出位置)と組織との

関係を把握することができなかった。本研究では、それを踏まえ、過食刻とした試料の応力負荷

材および無負荷材を用意した。応力負荷材においては 3 点曲げジグを用いて 0.2%耐力の 90%の応

力を負荷した。これらの試料を 200℃で圧力 1.2kPa、濃度 18GBq のトリチウムガス中にて、4h 保

持することでトリチウムをチャージした。チャージ後のトリチウム回収時に、試料からの脱水素

を極力抑える目的で、試料を石英ガラス管ごと液体窒素で冷却した。 

試料表面に原子核用写真乳剤(Ilford L4 を蒸留水で 4 倍に希釈)を被覆した。試料の半数は、液体

窒素中で 12d 露光し、残りの半数は上述のように液体窒素温度に達すると思われる 30min 保持後

に液体窒素から取出した。その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。しかしトリチウムの存在を示す銀粒子は、観察されなかった。1×2×8mm の試料 2 個を液

体シンチレータ液に浸漬し、シンチレーションカウンターで線量を測定した結果、268Bq であっ

た。バックグラウンドは 1Bq 程度なので、試料は十分チャージされていたことになる。この結果

から、銀粒子が観察されなかった原因として、チャージ後のトリチウム回収時やその他のハンド
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リング時に、水素拡散が速いと報告されている δ 相からトリチウムが放出される一方で、拡散が

遅くトリチウムが残っていると思われる γ 相が過食刻により窪んだ箇所にあるため、トリチウム

から放出される β-線が臭化銀粒子まで届かなかったと考えた。 

そこで次に、上記と同条件でトリチウムチャージ試料の研磨面に乳剤を被覆し、液体窒素中で、

11d の露光または 30min 浸漬を行い、現像・定着処理後、上記と同様に EDX 付きの SEM を用い、

観察倍率 1000 倍で約 16 視野、合計約 0.17mm2 の面積を観察した。観察前に、金属組織との対応

を図る目的で、碁盤目状に 1mm 間隔でケガキ線を入れた。そして無食刻で観察した後、#2000 の

耐水研磨紙による研磨、バフ研磨により乳剤を除去し、王水で食刻し、研磨面を観察した時と同

じ場所を観察した。 

 
３． 結果と考察 

30min 浸漬後直ちに現像した試料では、約 0.17mm2 の視野に 4 個の銀粒子しか検出されなかっ

たのに対し、11d 露光した試料では、同じ面積に 33 個の銀粒子が観察された。前者の個数 4 は、

露光時間比 1:528 から推算される個数(0.06)に比べて多く、従って後者においても HMPT の効果に

より検出された銀粒子が 4 個程度含まれていることになるが、全検出数の約 1/10 であり、今後行

う予定の金属組織との対応において結果の大勢を左右しないと結論される。 

金属組織との対応については、食刻前後の写真撮影は終了したが、食刻前の写真が一般のアプ

リケーションで開けない形式となっているため、まだできていない。次年度に行う予定である。 

 

４．まとめ 

トリチウムチャージ後、拡散性水素を十分放出させない場合に、TARG を行った場合に、HMPT
の効果がどの程度含まれているかを調査する目的で、乳剤被覆後、液体窒素に浸漬してから 30min
後および 11d 露光後に現像・定着し、検出される銀粒子数を比較した。その結果、浸漬後 30min
で観察した試料からも露光時間から推算される量以上の銀粒子が検出され、11d 露光した試料に

も HMPT の効果が含まれていることが分かったが、その量は全銀粒子数の約 1/10 であり、金属

組織との対応において大勢を左右しないと結論された。 
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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． はじめに 
 核融合炉のダイバーター材料としてタングステン(W)が注目されている。タングステンは耐照

射性に優れ、融点が高く、水素溶解度が極めて低いなどプラズマ対向材料として優秀な特性を持

っている。ところが、照射によって発生する空孔型欠陥にはかなりの量の水素(水素同位体)が捕

獲されることが知られており、特に放射性同位体であるトリチウムの残留が問題視されている。

最近はタングステンにレニウム(Re)を添加することで空孔型欠陥の発生が抑制されることが分か

ってきた。元々、レニウムは中性子がタングステンに吸収され核変換によって生成するので、そ

の影響が研究された。ところが、レニウム添加によって空孔型欠陥の量が減ることや可塑性が改

善されることなど材料特性の向上がみられることがわかってきた。そこで、最近は積極的にレニ

ウムをタングステンに添加しその影響が研究されている。本研究では W-Re 合金中の水素、特に

水素のエネルギー準位や移動に対する障壁を第一原理計算によって計算した。 
 
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 5×5×5、格子点 250 個)を使った。平面波の cut-off エネルギー

は 350eV とした。BCC 格子のタングステン原子を 1個または 2個レニウム原子に置換する。さら

に、そのような W-Re 合金中に水素を侵入型原子として入れる。水素の移動経路や障壁の高さに

は鞍点計算で定評がある nudged elastic band (NEB)法を使って求めた。この計算ルーチンは VASP

に標準的に装備されている。 

 

３．  計算結果と考察 

まず、(1)タングステン中の 2個のレニウムの位置とエネルギーの関係を調べた。図 1(a)は近接

する 2個のレニウム原子の位置関係、図 1(b)はそれぞれの配置のW-Re合金のエネルギーである。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
図 1(a): bcc 格子中の 2 個の Re の

相対的位置関係。 nn は nearest 

neighbor を表す。 
 

図 1(b) :2個の Re の位置関係(nn)とエネルギー 
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一部の例外はあるが 2 つのレニウム原子間の距離が遠いほど安定である。そこで、レニウムが十

分希薄な W-Re 合金ではレニウム同士はなるべく距離をとりランダムに分布すると考えられる。 

 次に図 2(a)で示すように、(2)タングステンをレニウム 1 個に置換した系の水素のエネルギー

準位および移動に対する障壁を計算した。水素は純粋なタングステン bcc 格子の中では T-site が

安定であるが、Re の少ない W-Re 合金でも同様に T-site が安定である。図 2(b)によると、純粋な

タングステン格子中の水素では隣接した T-site 間の移動エネルギーは 0.21eV である。また、レニ

ウムの近傍ではエネルギー準位が高くなる。障壁も影響を受けて、T-site の a-b の間は 0.15eV と

障壁は低くなるが、b-c の間は高くなる。また、レニウムからかなり遠くであっても水素は影響を

受けることを示唆している。タングステンは水素溶解度が極めて低いが、レニウムの添加でます

ます水素を固溶しなくなると考えられる。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

最後に(3)レニウムの水素の安定構造に対する影響を調べた。レニ

ウムは水素のエネルギー準位を上げることは既に示した通りである

が、もう１つ影響を及ぼす。図 3 は 2 格子離れたレニウム原子の間

にある水素を示す。この時、水素の安定な位置が T-site よりも格子定

数の 3%ほど、図 3 でいうと W-Re のボンド上の O-site 方向に移動す

る。レニウムの割合がさらに多いと水素の最も安定な位置は W-Re 上

の O-site に移ってゆく。一般に bcc 格子では O-site は T-site より数が

少ないので、そこが安定な侵入型原子の移動は難しくなる傾向にあ

る。以上の結果よりレニウムの濃度が大きいと水素や水素同位体の

移動を阻害する可能性がある。 

 

４．まとめ 

W-Re 合金中の水素の状態を第一原理計算によって研究した。図 1 よりタングステン中のレニウ

ムはお互いに距離をとり分散すると考えられる。図 2 よりレニウム添加によりレニウム近傍の水

素のエネルギー準位は高くなる。また、水素の移動エネルギーはレニウムのすぐ近傍では低下す

る。しかし、系全体では水素のエネルギー準位を上げること、図 3 のように水素の安定な位置が

O-site 寄りに移ることなどから、レニウム添加は水素の拡散・移動を阻害する効果の方が大きくな

ると考えられる。 

 

図 2(a):Re 近傍の T-site(a～i)にある水素

と移動経路の模式図 
 

図 2(b) :Re 近傍の水素のエネルギー準位と障壁 

 
図3:Reに挟まれた位置

の水素の模式図 
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マイクロ波メタン分解法により合成したカーボン粉体による電解反応 
Electrolytic Reaction on Carbon Powder synthesized by Microwave-assisted  

Catalytic Methane Decomposition 
旭川高専 物質化学工学科 小寺史浩*，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 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 Ni metal@onion-like C (Ni @ 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きた 1, 2)．昨年度の研究から，

泳動法を用いる Ni @ C の新たな精密分離の可能性および水電解における優れた電極触媒特性が

見出された 3)．本年度の研究では，1) 電界を用いる精密分離技術の高度化としてキャピラリー電

気泳動への応用，2) 固体高分子形燃料電池用アノード電極としての水素酸化反応，3) Ni 微粒子

を内包するダイヤモンドライクカーボン（Ni@DLC）粉末の作製について取り組んだ． 

２．実験  
1)  ナノカーボンの分離手法について，本実験では，分離技法の高度化としてキャピラリー電気

泳動を実施した．中性，塩基性，酸性緩衝溶液に Ni @ C 粉末を加えたものを試料とし，Fig.1 の

装置により，プラス側に試料，マイナス側に緩衝溶液をセットし，10 秒 500V 印加させた後，プ

ラス側の溶液を緩衝溶液に入れ替え，60 分 500V 印可させた．その後，分離したバンドを赤外顕

微鏡（IRT5200, JASCO）で解析した．  
2)  PEFC には，希少な白金が用いられている．カソード側と同様に，アノード側の代替触媒に

ついても非白金系触媒の開発が重要である．Ni@C は，Ni 金属を多層グラフェンが覆った構造を

持つことから一定の耐食性能を持つ．本実験では，Ni@C 粉末と Nafion により，触媒インクを調

製し，そのインクを GC 電極に塗布し Nafion-Ni@C
電極を作製し，水素飽和溶液（dil. H2SO4）中におけ

る電極静止状態での電位掃引法により，水素酸化能

を評価した． 
3)  Ni@C は，パイ共役系が歪んだ球構造を有してい

る．この構造にマルチモード式マイクロ波を照射さ

せると，マイクロ波磁場により誘起させた内部電場

が生じ，表層カーボンの結晶構造に影響を与えると

考えられる．その影響を評価するため，多角バレル

スパッタ装置により出力：150 W，Ar ガス流量：5 
sccm，トルエン流量：7 sccm，ガス圧：10 Pa，処理

時間：1 時間，温度：100 ℃，バレル：6 角バレル，

Figure 1  Schematic diagram of capillary 
electrophoresis instrument. System is 
composed of two electrolyte reservoirs 
connected by a capillary, a power supply. 
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バレル操作：振り子（振幅：±60°, 速度：4 rpm）｝にて，Ni 粉末（130 μm, 富士フィルム和

光純薬製）にプラズマを実施し，Ni@C と近い構造を持つ Ni@DLC 粒子の合成を試みた． 

３．結果と考察 

1)  Ni@C 粉末に対してキャピラリー電気泳動を実施した結果，Fig.2 に示すように pH 中性時に

複数のバンドが確認された．一方，酸性，塩基性に

おいて，バンドは観察されなかった．バンド 1，バン

ド 3，バンド 4 の表面状態を赤外顕微鏡により測定し

た．その結果，泳動分離前のカーボンオニオン粉末

には-NH⁺基と-COH 基が特に多いことが分かった．

一方，分離後のバンド１には-NH⁺基と-COH 基，バ

ンド３には-NH⁺基と-CHOH 基，バンド４には-NH₂

⁺基と-COH 基が多く存在することが確認された． 
2)  次に，Nafion-Ni@C 電極における水素酸化能を

評価した．水素飽和溶液（dil. H2SO4）中における測

定結果を Fig.3 に示した．Fig.3 より，Nafion-Ni@C
電極による水素酸化電流が確認された．Pt/C のイン

ク添加量を同量として作製した Nafion-Pt/C 電極と

近い活性を示した． 
3)  バレルスパッタ装置によりプラズマ CVD 条件

にて，Ni 粉末にバレルスパッタリングを実施した．

その結果，攪拌治具の有無により，僅かに表面状態

が異なる Ni@DLC 粒子が合成された． 

４．まとめ 

本研究により，Ni@C 粉末の分離技術の高度化としてキャピラリー電気泳動の応用可能性，

PEFC 用アノード電極として水素酸化活性を見出した．また，バレルスパッタリング法により

Ni@DLC 粉末を合成した．今後につながる有益な知見を得るに至った． 
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Figure 3  Liner sweep voltammograms at 
various electrodes in acidic solution under H2. 
SR=10mV/s. 
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Figure 2  Capillary electrophoresis image of 
Ni@C powder synthesized by multimode 
microwave. 
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