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トトリリチチウウムムをを含含むむ放放射射線線照照射射にによよるる DNA 二二本本鎖鎖切切断断にに及及ぼぼすす茶茶カカテテキキンンのの防防御御挙挙動動 
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 芦沢京祐、平田詩織、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 
１１．． 緒緒言言 

 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、β、γ線

でも放出エネルギーによって LET がおおきく異なるため、DNA 二重鎖切断挙動は変化すること

が考えられる。また、茶カテキンは放射線によって生成した活性種を消去する効果があるため、

本研究ではゲノムサイズの長鎖 DNA を用い、蛍光顕微鏡による DNA 一分子観察法によって画

像解析することで、茶カテキン防御挙動を明らかにすることとした。 

 

２２．．実実験験 

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（5 

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。ここに茶カテキンの主成分である EGCg, EGC, ECg, EC を 10 µM 加えた試料

に 60Co-γ線照射を 5.0×10-1 Gy/h にて 10 分間マイクロチューブ外部から行った。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

ことで同濃度の茶カテキンの DNA 切断回数を比較した。 

 

３３．． 結結果果とと考考察察 
  図 1 にそれぞれの放射線を照射した際の平均 DNA 切断回数をまとめた。γ線は線量率が高いた

め、線量として約 6 倍高い。そのため、β線の方が γ線よりも単位線量あたりの切断回数が多いこ

とがわかる。そのため、高 LET 放射線では DNA 切断回数が増加することが示された。また、ど

のような茶カテキンを添加しても DNA 切断回数が半分ほどに低減していることから、茶カテキ

ンにより活性なラジカル種の消去に大きな寄与していると考えられる。どの放射線種でも切断回

数の減少率は、EC<ECg<EGC<EGCg の順になっており、茶カテキンの抗酸化作用の大きさと同じ

であることがわかった。従って、カテキンの抗酸化作用に応じた DNA の保護効果が示されたと言
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える。また、EGCg を添加した場合には DNA 切断回数は 1/4〜1/5 程度まで低減されることが示さ

れた。 

 EGCg における放射線防護作用をしらべるために、EGCg 濃度を変化させ、3H-β 線または 60Co-γ

線照射した際の線量率依存性を図 2 にまとめた。 

この結果より、その線量率でも DNA 切断回数は減少することがわかる。また、EGCg 濃度が高く

なるに従って DNA 切断回数は大きく減少することが示された。茶抽出物摂取後、血漿中 EGCg 濃

度が約 4 µM に達したという報告[1]もあり、体内への茶の摂取が DNA 二重鎖切断の防御に大きく

寄与することが示唆された。 

 

４４．．ままととめめ 

  本研究では、放射線による DNA 二重鎖切断に及ぼす茶カテキン防御効果について明らかにし

た。放射線種が異なっても茶カテキンの添加により DNA 二重鎖切断を大きく低減することがで

きることが示された。 

 

５５．．謝謝辞辞 

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および静岡大学超

領域研究「放射科学が切り拓くグリーン・エネルギー超領域科学研究」として実施した。 

 

参考文献 

1) K. Nakagawa, et al., Biosci. Biotech. Biochem., 61 (12), 1981-1985 (1997). 

図 1 種々の放射線照射による DNA 二重鎖切断回数の茶カテキン添加効果 

図 2 種々の濃度の EGCg を添加した際の DNA 二重鎖切断回数の線量率依存性 
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電電磁磁波波をを用用いいるる金金属属内内包包カカーーボボンンオオニニオオンンのの高高性性能能化化 
Upgrade of Ni metal@onion-like carbon by electromagnetic waves  

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 
  

１１．．緒緒言言   

 近年，電極材料としてカーボン微粒子が注目を集めている．なかでもオニオン様カーボン微粒

子 (OLC)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いる．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 金属コアと OLC シェル構造を持つ Ni@OLC を主成

分とする炭素粉末を合成し，その電極応用に取り組んできた 1)．これまでの研究から，Ni@OLC
のグラフェン層に異元素の存在が示唆され，静止電極法により高い H+還元活性が確認された．本

研究では，分離精製した Ni@OLC の固体高分子形水電解の応用を目指し，回転電極法（RDE 法）

により強酸電解質中の水素発生反応（H+還元反応）について評価した．また，電極性能の高性能

化には，シェル層 C の構造制御が不可欠であることから，マイクロ波磁場により誘起された内部

電場に着目し評価に着手した．今回は，マイクロ波を利用したシェル C 層の結晶構造制御に向け

た評価サンプルのひとつとして，多角バレルスパッタ法によりダイヤモンド様シェル構造を有す

る Ni@DLC の合成およびラマン解析を試みた． 

２２．．実実験験  
Ni@OLCのH+還元反応を評価するため，本研究では，広く用いられているRDE法を選択した．

評価用の Ni@OLC-Nafion 修飾電極の作製は，分離精製した Ni@OLC 粉末，アルコール (Wako
純薬)，Nafion (Sigma-Aldrich) の混合インクを調製し，ガラス状カーボン円盤電極（GC, 電極

径=3.0 ｍｍ , 外径=6.0 mm, BAS) に回転させながら塗布した．比較のため，Pt/C 粉末 
(TEC10E50E, TANAKA)，Ni 粉末 (99.9%,3-7µm, Strem Chemicals) の Nafion 修飾電極も作製

した．Nafion 中の分散状態の確認のため，調製した混合インクをスライドガラスに滴下・乾燥さ

せ，倒立顕微鏡（BMJ-3400TL, Wraymer）にて観察した．RDE 法による電気化学測定は，作用

極として各 Nafion 修飾電極を組み合わせた回転ディスク電極用装置 (RDE-2, BAS)，参照極とし

て Ag/AgCl (3M-NaCl, BAS)，対極として螺旋白金線を使用した．回転速度は 2000 rpm，掃引速

度は 50 mV/s とし，高純度窒素にて除酸素した強酸性溶液中 (0.5M-H2SO4(aq.))の H+還元反応に

基づく還元電流を測定した． 
 また，マイクロ波によるシェル C 層の結晶構造制御の評価サンプルとして，ダイヤモンド結合

(SP3C-C 結合) を有する Ni@DLC の合成を試みた．Ni@DLC の合成は，センター所有の多角バ

レルプラズマ化学蒸着(PCVD)装置を用いた．原料の Ni 粉末は，ニッケル粉末 (99.99%, 10 µm, 
ニラコ)を用いた．合成した Ni@DLC はラマン分光光度計（RMP-500, JASCO）にて評価した． 

３３．．結結果果とと考考察察  
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 Ni@OLC 粉末を導電性高分子である Nafion にて GC
電極上にキャストし Ni@OLC-Nafion 電極を作製した．

比較のため，Pt/C-Nafion 電極，Ni-Nafion 電極も準備し

た．並行して Nafion インクをスライドガラスに滴下・乾

燥させ顕微鏡により分散状態を確認した（Fig.1 参照）． 
作製した各 Nafion 修飾電極をセットした回転電極装

置による H+還元の電流-電位曲線を Fig.2 に示す．Fig.2
から，各電極に特徴的な波形が得られた．また，測定中，

電極から水素泡の発生を確認した．Fig.2 から Ni-Nafion
電極は，電位掃引を繰り返す毎に電流値が低下し，電解

液に Ni イオンの溶出が確認された．一方，Ni@OLC- 
Nafion 電極は，ベンチマークである Pt/C-Nafion には及

ばないものの高い活性を示し，電解液に Ni イオンは検出

されなかった．このことは，これまでの静止電極による

Ni@OLC の H+還元活性の結果を支持するものである． 
 次にマイクロ波によるシェル C 層の結晶構造制御の評

価サンプルのひとつとして，多角バレル PCVD 装置によ

り，Ni 微粒子の表面をダイヤモンドライクカーボンフィ

ルムが覆った Ni@DLC 微粒子を合成した．合成した

Ni@DLC のラマンスペクトルを測定した結果，得られた

スペクトルからダイヤモンドフィルムに特徴的なラマン

散乱が観測され，シェル層に SP3C-C 結合の生成が確認

された． 

４４．．ままととめめ  

本研究により，これまでの Ni@OLC 微粒子の H+還元

能を補足する重要な結果を得ることができた．また，

Ni@OLC の高性能化に向けた評価サンプルとして，多角

バレル PCVD 法により Ni@DLC 微粒子の合成に成功し

た．現在，合成した Ni@DLC 微粒子にマイクロ波を照射

し，その構造に与える効果を評価中である． 

５５．．謝謝辞辞  

本研究の成果の一部は，富山大学水素同位体科学研究センターの一般共同研究助成により得られた

ものである．関係各位に深く感謝申し上げる． 

６６．．参参考考文文献献 
(1) F. Kodera, H. Takada, H. Nishimura, Y. Akinaga, A. Miyakoshi, M. Umeda, Electrochemistry, 83, 339 

(2015).  

Figure 2 Cyclic voltammograms at 
Ni-Nafion, Pt/C-Nafion, and Ni@OLC 
-Nafion electrodes in degassed acidic 
solution. SR = 50 mV/s. 

Figure 1 Microscopic images of each 
Nafion-modified electrode. 
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solution. SR = 50 mV/s. 

Figure 1 Microscopic images of each 
Nafion-modified electrode. 
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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* 的場史朗 
高エネルギー加速器研究機構 素粒子原子核研究所 牧村俊助 

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 
  

１１．．  緒緒言言 
大強度陽子加速器施設 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、物質・生命科学実験施設（MLF）におけるミュオン生成では、ミュオン生成効率と

陽子ビーム照射時の安定性の観点から、等方性黒鉛（東洋炭素 IG-430U）が標的として用いら

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。 
黒鉛中には 7Be やトリチウム等の RI も生成される。トリチウムは MLF の設計強度（1MW）

では年間 0.5TBq が生成されると見積もられ、放射線安全上の問題となっている。現在のビーム

強度 700kW での黒鉛の温度は 700℃以下であるが、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は文献値よりも圧倒的に高く 1)、その原因も不明で、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、

使用済み標的の長期保管の観点で重要である。本研究は黒鉛表面におけるトリチウム放出機構の

包括的な理解を目指すものである。 
  

２２．．実実験験    

今年度は昨年度に引き続き、2020 年 11 月 12 日に 0.1MBq のトリチウム照射を行った黒鉛

（IG-430U）試料を封入した電離箱の観測を継続して行った。また、同日に同一条件で生成した

別の黒鉛試料は水に含浸し、定期的に水をサンプリングし、液体シンチレータによるトリチウム

の計量も継続している。 
図１に示すように、電離箱は昨年度の恒温化などの改修により感度が向上し 0.3±3(RMS) fA

（総放出量換算で 10±100 Bq）を達成している。今年度のセンターの改修期間（2021 年 7～9
月）は電源を落としていた。その前後に電流値のわずかな低下がみられたが、これは基礎実験室

の室温の上昇によるもので、温度補正によりほぼ変化がないことが確認されている。観測は

2022 年 3 月 24 日まで行っているが、その間の電離電流の上昇、即ちトリチウムの放出は見られ

なかった。その後、同試料は水に含浸し、液体シンチレータによる計測を行う。 
電離箱改修前の平成 31 年度に照射した黒鉛試料では、照射後約 3 日目までは有意な放出が見

られたが、改修後の試料にはそのような傾向はみられない。これは、トリチウム照射から電離箱

封入まで試料が置かれた室内の湿度の違いによる可能性があるが、原因は不明である。同試料は

電離箱計測後、水中に含浸し 100 日（トリチウム照射から 1 年弱）経過頃からトリチウムが放

出されている。これとの比較のため電離箱に封入したのと同一条件でトリチウムを照射した別試

料は照射の翌日に水に含浸している。図２に結果を示す。 
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図図１１  電電離離箱箱のの測測定定結結果果  
22001199 年年照照射射試試料料（（左左図図））とと 22002211 年年照照射射試試料料（（右右図図））。。右右図図ののフフルルススケケーールルはは 110000ffAA でで左左図図のの

11//77 ととななっってていいるる。。改改修修（（恒恒温温化化））にによよりり左左図図にに見見らられれるる結結露露由由来来とと考考ええらられれるる落落ちち込込みみはは右右図図

でではは見見らられれなないい。。ままたた、、黒黒鉛鉛試試料料をを覆覆ううよよううにに設設置置ししたたカカププトトンン箔箔にによよりり黒黒鉛鉛試試料料中中でで崩崩壊壊ししたた

トトリリチチウウムムのの直直達達ββ線線ははカカッットトさされれ、、左左図図のの 335500ffAA ののオオフフセセッットトもも右右図図でではは見見らられれなないい。。  

  

３３．．  結結果果とと考考察察  

電離箱の観測では明確なトリチウム放出は確認されて

いない。一方、水に含浸した試料は 2019 年、2021 年

照射ともに約 0.5Bq/日の放出率が観測されている。電

離箱でも同程度の放出を観測するには、感度（100Bq
（RMS））から、複数年以上の観測が必要となる。照射

量を増やした試料を使用するなど、何らかの措置を講じ

る必要があると考えられる。 
  

４４．．ままととめめ  

電離箱及び水中含浸した試料ともに放出率や総放出量に関して、ある程度包括的な知見が得ら

れつつある。一方で、照射直後や電離箱からの試料取り出し直後の水素放出挙動に、試料により

定性的な違いが見られ、照射条件・観測条件を変えた更なる観測が必要と考えられる。 
  

５５．．謝謝辞辞  

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３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。 
 
６６．．引引用用文文献献  

(1) N. Kawamura et al., Fusion Engineering and Design 172 (2021) 112801, 
http://doi.org/10.1016/j.fusengdes.2021.112801. 

図図２２  水水中中含含浸浸試試料料のの測測定定結結果果  
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図図２２  水水中中含含浸浸試試料料のの測測定定結結果果  
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          高高強強度度金金属属材材料料のの環環境境脆脆化化にに関関与与すするる水水素素のの挙挙動動解解析析 
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* 
茨城大学 工学部 伊藤吾朗 

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 
  

１１．．  緒緒言言 
 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と燃費向上に直結するた

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

環境で侵入する水素による破壊（水素脆化）の防止が必須となる。代表的な構造用金属材料であ

る鉄鋼材料では高強度になるほど、水素脆化感受性が高くなることが知られている 1)。材料中で

の水素挙動を解析し、どのようなメカニズムで水素脆化が生じているかを明らかにすることが出

来れば、耐水素脆化特性と高強度を両立した材料の開発指針が見出せるであろう。これまでに

様々な水素脆化メカニズムが提案されてきたが、最近では水素助長ひずみ誘起空孔理論 2)が注目

されている。本理論では、水素脆化における水素の役割は塑性変形に伴う原子空孔の生成とその

凝集を助長し、延性的な破壊の進行を容易にするとされている。これまでに、昇温脱離分析法や

陽電子消滅法によって、水素を含んだ状態で応力負荷すると、空孔やそのクラスターの数密度が

増加することが示されている 3)が、金属組織とそれらの欠陥の分布状態の対応関係はまだ報告さ

れていない。トリチウムオートラジオグラフィーは、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手法であり、上記の空孔やそのクラスター密度が高い

領域と金属組織の対応付けに使用できるものと期待される。フェライト・オーステナイトの相比

が 1：1 の二相ステンレス鋼では、フェライト/オーステナイトの相界面が水素のトラップサイト

あるいは拡散経路として働くかについての見解が分かれている 4),5)。 

 本研究では、トリチウムオートラジオグラフィーを用いて、水素誘起欠陥の分布状態を可視化

することおよび二相ステンレス鋼における相界面が水素のトラップサイトであるかを明らかにす

ることを目的とした。今年度は、管理区域の改修のため、トリチウムを用いない予備実験に取り

組んだ。 

  

２２．．実実験験方方法法    

水素誘起欠陥を可視化する実験には、厚さ 1mm の 99.99mass%純鉄を用いた。受け入れ材に対

して Ar 気流下、800oC で 1h の焼きなましを行った。引張試験片を切り出し、陰極電解による水

素チャージをしながら、20%の塑性ひずみを与えた。陰極電解には、3%NaCl+3g/L NH4SCN 水溶

液を用い、電流密度 100A/m2、陽極を白金、プレチャージ時間 1h、ひずみ速度 1.67×10-5s-1 とし

た。変形した試験片に対して、昇温脱離分析（TDA）法による水素分析と水素マイクロプリント

（HMPT）法による拡散性水素の可視化を行った。TDA は検出器にガスクロマトグラフを用い

て、室温から 300oC まで 100oC/h で昇温し、2min 毎に放出される水素を測定した。変形後から

TDA 測定までの室温保持時間を変化させて測定を行った。HMPT では、変形後の試料表面を機
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械研磨、電解研磨後にエッチングを施し、金属組織を現出した。暗室内で試料表面に写真乳剤を

被覆し、室温で所定の時間保持してから定着処理を行った。それから、走査型電子顕微鏡

（SEM）を用いて、乳剤被覆面の観察を行った。乳剤被覆までの時間や被覆後の室温保持時間を

変化させて、試験片の水素量や存在状態を変化させた実験を行った。 

二相ステンレス鋼の実験では、トリチウムオートラジオグラフィーを行う前に、試料表面の結

晶方位を後方散乱電子回折（EBSD）法により取得した試験片を準備した。 

 

３３．． 実実験験結結果果とと考考察察 

図 1 に水素チャージしながら 20%変形した純鉄の

HMPT/SEM 像を示す。除荷してから 40min 後に乳剤被覆した

試料では、結晶粒界や粒内に水素の放出を示す銀粒子が認めら

れた（図 1(a)）。TDA 測定の結果、水素量は除荷直後

2.65ppm、24h 後は 0.209ppm であった。除荷してから 24h 後に

乳剤被覆して、168h 保持した試料では銀粒子は認められなかっ

た（図 1(b)）。室温 168h 保持後の水素量は 0.089ppm であり、

図は省略するが水素放出曲線ではおよそ 130oC にピークがあっ

た。このピークは水素誘起欠陥に起因するものと推察され、他

のトラップサイトよりも強く水素をトラップしたため、室温保

持中には放出されず、HMPT で検出されなかったものと考えら

れる。トリチウムオートラジオグラフィーを適用することで、

水素誘起欠陥にトラップされた水素を可視化することが望まれ

る。                                                                             

 

４４．．ままととめめ 

純鉄に水素チャージしながら変形を与え、HMPT と TDA により水素挙動を調べ、水素誘起欠

陥の形成を示唆する結果が得られた。 

 

５５．．謝謝辞辞 

トリチウムを扱う実験の計画にあたり、富山大学水素同位体科学研究センターの関係各位にご

助言をいただきましたことに感謝いたします。 

 

６６．．引引用用文文献献 

1) 南雲道彦：水素脆性の基礎, 内田老鶴圃, (2008), 222-224. 

2) M. Nagumo: Materials Science and Technology, 20 (2004), 940-950. 

3) T. Doshida, H.Suzuki, K.Takai, N.Oshima, T.Hirade：ISIJ International, 52 (2012), 198-207. 

4) H.K.Yalçì, D.V.Edmonds: Materials Characterization, 34 (1995), 97-104. 

5) J.Ovejero-García: Journal of Materials Science, 20 (1985), 2623–2629. 

図図 11  水水素素チチャャーージジししななががらら 2200%%変変

形形ししたた純純鉄鉄のの HHMMPPTT//SSEEMM 像像..((aa))：：
除除荷荷ししててかからら 4400mmiinn 後後にに乳乳剤剤被被覆覆、、

室室温温保保持持2244hh,,  ((bb))：：除除荷荷ししててかからら2244hh
後後にに乳乳剤剤被被覆覆,,  室室温温保保持持 116688hh..  
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トトリリチチウウムムオオーートトララジジオオググララフフィィにによよるる鉄鉄鋼鋼材材料料中中のの水水素素のの挙挙動動解解析析 
Tritium-autoradiography study on hydrogen behavior in steels 

茨城大学 工学部 小林純也、工藤瞬、木村太一、倉本繁＊ 
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 

  

１１．．  緒緒言言 
2050 年の CO2 排出ゼロを目指したカーボンニュートラルの実現に向け、自動車等の構造や各

種部品に用いられる高強度鋼の開発が盛んに行われている。鉄鋼材料の高強度化にはマルテンサ

イト強化や予加工による転位強化等が利用されている。しかしながら、外部環境から鉄鋼材料内

部に侵入した水素が、それら強化因子と相まって鉄鋼材料の延性を低下させる水素脆化が生じる

ことが知られている。先進高強度鋼の中でも、残留オーステナイト（γ）の変態誘起塑性により高

強度・高延性を有する低合金 TRIP 鋼は次世代自動車用高強度鋼板として注目されている。この

低合金 TRIP 鋼の母相は水素拡散速度の速い BCC 相を主としており、先の水素による延性低下

が懸念されている。これまでに低合金 TRIP 鋼中の第二相である残留 γ は水素トラップによる耐

水素脆化特性向上効果があると知られており、その残留 γ 量を加工熱処理や冷却速度制御によっ

て増加、また残留 γを微細分散化させることで更なる耐水素脆化特性の向上が期待できる 1)。 
本研究では残留 γ増加や微細分散化のための加工熱処理方法として熱間圧延を選択し、加工熱

処理を施した低合金 TRIP 鋼の耐水素脆化特性を調査した。本年度は実験遂行にあたり制限があ

ったため、本報告では 2020 年度に実施した熱間圧延無しの低合金 TRIP 鋼のトリチウムチャー

ジ後試験片に、水素マイクロプリント法（HMPT）を利用して水素挙動を観察した結果から、加工

熱処理を施した低合金 TRIP 鋼中の水素挙動を検討した。 
  

２２．．実実験験  

供試鋼には表 1 に示す化学組成を有する板厚

5mm の熱間圧延鋼板を用いた。この供試鋼を圧延

用に短冊状に加工し、その試験片に図 1 のような熱

処理のみの条件 A と 60％の圧延率で 1 パス熱間圧

延を行う条件 B を施した。低ひずみ速度法（SSRT）
引張試験片は標点距離 12mm、幅 5 mm、板厚 0.8 
mm とし、試験片への水素導入は 24h の陰極チャー

ジ（チャージ液：pH 2.5 の H2SO4 水溶液に 0.1 
mass%の NH4SCN 添加、電流密度:20A/m2）によっ

て行った。SSRT 引張試験は大気環境中でひずみ速 
度を 1.38×10-6/s とし、水素チャージ有り、あるいは無し両方の条件で試験した。残留 γ の体積

率と炭素濃度は XRD を用いて評価し、微細組織観察とその解析は SEM-EBSD で行った。 
 
３３．．  結結果果とと考考察察  

図 2（A）に条件 A：熱処理のみ、図 2（B）に条件 B：熱間圧延とオーステンパー処理を施し 

C Si Mn Nb Mo Al Fe 

0.4 1.5 1.5 0.05 0.2 <0.005 Bal. 

表表 1  供供試試鋼鋼のの化化学学組組成成（（mass%）） 

図図 1  熱熱処処理理線線図図 
t 
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た試験片の公称応力-公称ひずみ線図を示す。図 2 よ

り、γ 域加熱後に熱間圧延を施すことによって一様

伸びが著しく増加した。また、条件 A で見られた水

素チャージによる延性や引張強さの低下が熱間圧

延を施した条件 B では見られなかった。各試料の組

織観察を行ったところ、条件 A の組織は等軸粒であ

り、母相組織のベイニティックフェライト（BCC 相）

は結晶粒内に長く、幅のある形状となった。また、

残留 γは比較的大きな塊状や微細なフィルム状が混

在しており、分布にばらつきがあった。一方で条件

B では、結晶粒界は不明瞭ではあるが、圧延方向に

伸長したような微細な母相組織が観察され、残留 γ

は微細なフィルム状や微細粒状で均一に分散され

ていた。図 3 に示したトリチウムチャージ後の

HMPT による組織観察では、残留 γの存在位置であ

る粒内母相組織の間や粒界上炭化物（NbC）に Ag
粒子が観察された 2)。これは、外部環境から侵入し

た水素が残留 γ等の第二相にトラップされているこ

とを示している。条件 A では水素をトラップした安

定性の低い塊状残留 γが変形早期にマルテンサイト

に変態することで、水素バーストによる破壊の起点

となると推察される。一方で、条件 B においては均

一に微細分散された安定性の高い残留 γが変形後期

まで相変態せず、破壊起点の発生を遅らせ、水素脆

化の傾向がみられなくなったと考えられる。 
  

４４．．ままととめめ  

γ域熱間圧延後にオーステンパー処理を施した低

合金 TRIP 鋼は、微細な母相組織と均一微細に分散

された残留 γにより耐水素脆化特性が向上した。 
  

５５．．謝謝辞辞  

本研究を行うにあたり、トリチウムの取扱い等に全面的に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関係各位に厚く御礼申し上げます。 
 

６６．．引引用用文文献献  

(1) K. Sugimoto, J. Kobayashi, Y. Nakajima, Mater. Sci. Forum, 783-786 (2013), 1015-1020. 

(2) 掛札直弥, 茨城大学大学院令和 2 年度修士論文, (2020), 1-63. 
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図図 2  SSRT 引引張張試試験験結結果果  （（A））条条件件 A：：
熱熱処処理理ののみみ、、（（B））条条件件 B：：熱熱間間圧圧延延 

図図 3  本本研研究究とと同同化化学学組組成成をを有有すするる供供試試
鋼鋼でで、、γ 域域加加熱熱後後のの冷冷却却速速度度をを制制御御ししたた
熱熱処処理理ののみみ低低合合金金 TRIP 鋼鋼ののトトリリチチウウムム
チチャャーージジ後後 HMPTししたた際際のの SEM観観察察結結
果果（（赤赤枠枠内内のの白白点点部部分分かからら Ag がが検検出出ささ
れれたた））2) 

10



HRC2021-05 
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伸びが著しく増加した。また、条件 A で見られた水

素チャージによる延性や引張強さの低下が熱間圧

延を施した条件 B では見られなかった。各試料の組

織観察を行ったところ、条件 A の組織は等軸粒であ

り、母相組織のベイニティックフェライト（BCC 相）

は結晶粒内に長く、幅のある形状となった。また、

残留 γは比較的大きな塊状や微細なフィルム状が混

在しており、分布にばらつきがあった。一方で条件

B では、結晶粒界は不明瞭ではあるが、圧延方向に

伸長したような微細な母相組織が観察され、残留 γ

は微細なフィルム状や微細粒状で均一に分散され

ていた。図 3 に示したトリチウムチャージ後の

HMPT による組織観察では、残留 γの存在位置であ

る粒内母相組織の間や粒界上炭化物（NbC）に Ag
粒子が観察された 2)。これは、外部環境から侵入し

た水素が残留 γ等の第二相にトラップされているこ

とを示している。条件 A では水素をトラップした安

定性の低い塊状残留 γが変形早期にマルテンサイト

に変態することで、水素バーストによる破壊の起点

となると推察される。一方で、条件 B においては均

一に微細分散された安定性の高い残留 γが変形後期

まで相変態せず、破壊起点の発生を遅らせ、水素脆

化の傾向がみられなくなったと考えられる。 
  

４４．．ままととめめ  

γ域熱間圧延後にオーステンパー処理を施した低

合金 TRIP 鋼は、微細な母相組織と均一微細に分散

された残留 γにより耐水素脆化特性が向上した。 
  

５５．．謝謝辞辞  

本研究を行うにあたり、トリチウムの取扱い等に全面的にご協力いただきました富山大学水
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熱熱処処理理ののみみ、、（（B））条条件件 B：：熱熱間間圧圧延延 

図図 3  本本研研究究とと同同化化学学組組成成をを有有すするる供供試試
鋼鋼でで、、γ 域域加加熱熱後後のの冷冷却却速速度度をを制制御御ししたた
熱熱処処理理ののみみ低低合合金金 TRIP 鋼鋼ののトトリリチチウウムム
チチャャーージジ後後 HMPTししたた際際のの SEM観観察察結結
果果（（赤赤枠枠内内のの白白点点部部分分かからら Ag がが検検出出ささ
れれたた））2) 
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低低シシリリカカ小小細細孔孔ゼゼオオラライイトトをを用用いいたた水水素素おおよよびび水水素素同同位位体体のの分分離離 
Separation of hydrogen and hydrogen isotope using small pore and low-silica 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 

  

１１．．  緒緒言言 
 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

RHO 型（RHO、細孔径：0.36×0.36 nm）、KFI 型（KFI、細孔径：0.39×0.39 nm）、LTA 型（LTA、

細孔径：0.41×0.41 nm）、CHA 型ゼオライト（CHA、細孔径：0.38×0.38 nm）の合成を行った。 
  

２２．．実実験験  

 RHO の合成では、Si 源としてコロイダルシリカ、Al 源としてアルミン酸ナトリウム、構造規

定剤として 18-クラウン 6-エーテル（18-c-6）、鉱化剤として水酸化ナトリウム、水酸化セシウム

を使用した。Na2O：Cs2O：Al2O3：SiO2：18-c-6：H2O = 1.8：0.3：1：10：0.5：100 になるよ

うに水性ゲル混合物を混合し、室温で 24 時間攪拌後、テフロン内筒オートクレーブに導入し、静

置条件下で 110℃、8 日間水熱処理を行った。KFI の合成では、Si 源としてコロイダルシリカ、

Al 源として水酸化アルミニウム、構造規定剤として 18-c-6、鉱化剤として水酸化カリウム、硝酸

ストロンチウムを使用した。SiO2：Al2O3：K2O：SrO：18-c-6：H2O = 10：1：2.3：0.1：1：160
の水性ゲル混合物となるように水性ゲル混合物を調製し、室温で攪拌後、静置条件下で 150℃、9
日間水熱処理した。LTA の合成では、Si 源としてコロイダルシリカ、Al 源としてアルミン酸ナト

リウム、構造規定剤として水酸化テトラメチルアンモニウムを用いた。モル組成比が Al2O3 : Si2O : 
Na2O : TMA2O : H2O = 1: 10.0 : 1.45 : 2.55 : 320 になるように水性ゲル混合物を混合し、4℃で

48 時間熟成後、静置条件下 100℃で 60 時間水熱処理を行った。CHA の合成では、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、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℃、6 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。焼成後、全てのサンプルを Na 型にイオン交換した。キャラクタリ

ゼーションは、XRD、SEM、XRF、H2、D2および N2吸着を用いて行った。 
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３３．．  結結果果とと考考察察  

様々小細孔ゼオライトの合成を行った。その後、RHO は H 型、Na 型に、KFI は Na 型にイオ

ン交換した。H 型にする際は、硝酸アンモニウム、Na 型にするときは、塩化ナトリウムを使用

した。得られた物性値を Table 1 に示す。RHO の場合、Na 型にイオン交換した場合、N2吸着量

は低く、H 型に交換し、細孔があるかを確認した。その結果、吸着量は既報と同等の BET 比表

面積および細孔容量を示した。このことは、H 型 RHO を除く Na 型などにイオン交換した RHO
は、脱水する際に中心対称構造（Im m）から非中心対称構造（I 3m）に相転移することが報告

されていることから、今回の Na 型 RHO の N2吸着量が低いのは、非中心対称構造（I 3m）に

構造が変化したため、細孔容積と細孔径が大幅に小さくなり、8 員環細孔口にあるカチオンによ

って、N2分子が細孔内への侵入を制限されるためであると思われる。その他、KFI、LTA、CHA
は既報と同等な BET 比表面積および細孔容量を示した。 

それらのサンプルを用いて、77K で H2および D2吸着測定を行った（Table 2）。RHO は他の

ゼオライトと比べ吸着量は少なかった。これは、低温で測定すると、RHO の 8 員環サイトに存在

する Na+が動きにくく、分子径が N2よりも小さい H2 (0.28 nm)および D2でも細孔内に入ること

ができないからだと考える。101.3kPa での D2/H2の理想吸着比（α）を算出したところ、RHO、

KFI、LTA、CHA はそれぞれ 0.842、1.02、1.26、1.06 であった（Table 3.2）。RHO の場合、

H2選択性、その他は D2選択性を示した。 

４４．．ままととめめ  

様々な細孔径の小さいゼオライトの合成し、77K で H2および D2吸着測定を行った。RHO の

場合、H2選択性、その他は D2選択性を示すことがわかった。 
  

５５．．謝謝辞辞  

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。 

Table. 1  様々な小細孔なゼオライトの物性値 

Sample name Si/Al ratio 
BET specific surface area 

[m2 g-1] 
Micropore Volume 

[cm3 g-1] 
RHO (H 型) 3.90 9(984) -(0.38 

KFI 3.43 778 0.30 
LTA 2.99 775 0.29 
CHA - 601 0.22 

 
Table. 2  様々な小細孔なゼオライトの異なる構造での H2および D2吸着量 

Type of zeolite 
The amount of D2 adsorbed 

(101 kPa) [mmol g⁻¹] 
The amount of H2 adsorbed 

(101 kPa) [mmol g⁻¹] 
α 

RHO 0.576 0.683 0.84 
KFI 7.56 7.39 1.02 
LTA 6.80 5.37 1.26 
CHA 6.79 6.42 1.06 
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３３．．  結結果果とと考考察察  

様々小細孔ゼオライトの合成を行った。その後、RHO は H 型、Na 型に、KFI は Na 型にイオ

ン交換した。H 型にする際は、硝酸アンモニウム、Na 型にするときは、塩化ナトリウムを使用

した。得られた物性値を Table 1 に示す。RHO の場合、Na 型にイオン交換した場合、N2吸着量

は低く、H 型に交換し、細孔があるかを確認した。その結果、吸着量は既報と同等の BET 比表

面積および細孔容量を示した。このことは、H 型 RHO を除く Na 型などにイオン交換した RHO
は、脱水する際に中心対称構造（Im m）から非中心対称構造（I 3m）に相転移することが報告

されていることから、今回の Na 型 RHO の N2吸着量が低いのは、非中心対称構造（I 3m）に

構造が変化したため、細孔容積と細孔径が大幅に小さくなり、8 員環細孔口にあるカチオンによ

って、N2分子が細孔内への侵入を制限されるためであると思われる。その他、KFI、LTA、CHA
は既報と同等な BET 比表面積および細孔容量を示した。 
それらのサンプルを用いて、77K で H2および D2吸着測定を行った（Table 2）。RHO は他の

ゼオライトと比べ吸着量は少なかった。これは、低温で測定すると、RHO の 8 員環サイトに存在

する Na+が動きにくく、分子径が N2よりも小さい H2 (0.28 nm)および D2でも細孔内に入ること

ができないからだと考える。101.3kPa での D2/H2の理想吸着比（α）を算出したところ、RHO、

KFI、LTA、CHA はそれぞれ 0.842、1.02、1.26、1.06 であった（Table 3.2）。RHO の場合、

H2選択性、その他は D2選択性を示した。 

４４．．ままととめめ  

様々な細孔径の小さいゼオライトの合成し、77K で H2および D2吸着測定を行った。RHO の

場合、H2選択性、その他は D2選択性を示すことがわかった。 
  

５５．．謝謝辞辞  

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。 

Table. 1  様々な小細孔なゼオライトの物性値 

Sample name Si/Al ratio 
BET specific surface area 

[m2 g-1] 
Micropore Volume 

[cm3 g-1] 
RHO (H 型) 3.90 9(984) -(0.38 

KFI 3.43 778 0.30 
LTA 2.99 775 0.29 
CHA - 601 0.22 

 
Table. 2  様々な小細孔なゼオライトの異なる構造での H2および D2吸着量 

Type of zeolite 
The amount of D2 adsorbed 

(101 kPa) [mmol g⁻¹] 
The amount of H2 adsorbed 

(101 kPa) [mmol g⁻¹] 
α 

RHO 0.576 0.683 0.84 
KFI 7.56 7.39 1.02 
LTA 6.80 5.37 1.26 
CHA 6.79 6.42 1.06 
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          スステテンンレレスス及及びびアアルルミミニニウウムム合合金金かかららののトトリリチチウウムム放放出出のの環環境境依依存存性性 
The environmental dependence of tritium desorption from stainless steel and aluminum alloy 

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 

 
１１．．  緒緒言言 
 大強度陽子加速器施設（J-PARC）では、3GeV＆1MW（現在出力は 0.7MW）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、定量化が難しい。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 年度からは、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

出速度の定量化を目指し研究を開始した。2020 年度は、主に、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実験を進めた。2021 年度は、2020 年度に実施できなかった水もしく

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、アルミニウム合金からト

リチウム放出速度の定量化、トリチウムを用いた水素・水間における同位体交換速度の測定、密

閉など水銀使用条件の検討を行い、水銀の取り扱いが可能となれば、水銀からステンレスへのト

リチウム移行速度の定量化を目指した。しかし、世界的な新型コロナウィルスの流行に伴い、

2020 年度と同様 2021 年度も出張が大幅に制限されたため、実験準備を進めたが、実験を開始

するまでには至らなかった。 
  

２２．．実実験験方方法法  

準備を進めているトリチウムを用いた水素・水間における同位体交換速度の測定における実験

装置概要を図 1 に示す。トリチウムガスを含むガスを蒸留水に通し、水中のトリチウム水濃度を

測定することで、交換速度を測定する。図 2 には、同じく準備を進めている調湿装置の概要を示

す。この装置で、調湿環境を構築し、ステンレスもしくはアルミニウム合金からのトリチウム放

出速度の定量化を行う。 
  

３３．．  結結果果  

まだ実験は実施していないため、有意な結果は得られていない。 
  

４４．．ままととめめとと今今後後  

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、アルミニウム

合金からトリチウム放出速度の定量化、トリチウムを用いた水素・水間における同位体交換速度

の測定の実験準備を進めている。2022 年度継続した実験を希望する。 
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５５．．謝謝辞辞  

  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。 

 

  

図図１１  実実験験装装置置概概要要  
  

  

図図２２  調調湿湿実実験験装装置置概概要要  
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核核物物理理実実験験用用トトリリチチウウムム標標的的のの開開発発 
Development of tritium target for nuclear reaction study 

東北大学 理学研究科 三木謙二郎*、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 

 
１１．．  緒緒言言 
 原子核は、陽子・中性子から構成され、地球上に天然に存在する原子核には陽子と中性子がお

よそ均等に含まれている。原子核物理学は、元々はこうした原子核の研究を中心に発展してい

た。しかし近年の加速器施設の高度化により、陽子・中性子数が不均衡な放射性同位体を人工的

に生成することが可能となり、その新たな性質を明らかにすることが精力的に進められるように

なった。我々は、特に中性子過剰な原子核に発現する新奇な量子状態に興味をもち、その探索の

為の強力な道具としてトリチウムチタン(Ti-3H)標的の開発を行ってきた。 

標的を用いてまず実施するのは三中性子のみからなる原子核系の探索実験である。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

究が注目されている。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（目的[A]）。またそれ以外にも、トリチウム原子核内の中性子を

移行する反応を利用して、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

目指している（目的[B]）。 
これらの実験の為に、[A] 10 mm×14 mm(厚さ約 75 μm)、[B] 30 mm 角(厚さ約 5 μm)の二

種類の標的が必要とされた。[A]については、2020年度までに富山大学において要求仕様を満た

すトリチウム量 1.6 TBq、T/Ti = 1.5 の標的が

完成した。本年度は主にこの標的を用いて理化

学研究所(理研)RIBF 施設で加速器実験を遂行

した。 

 

２２．．実実験験  

 三中性子系探索実験を RIBF 施設で遂行し

た。この実験では 3H(3H,3He)3n 測定を行った。

すなわちトリチウム標的に対してトリチウムビ

ームを照射し、散乱される 3He 粒子のエネルギ

ーを決定した。そして、エネルギー保存則を利

用することで、三中性子系が持つエネルギーを

決定した。もし安定ないし準安定な状態が存在

すれば、特定のエネルギーにピークが観測され

る。実験全体のセットアップを図１に示す。 

加速器によって 4He イオンを加速し、9Be 標

図図１１  三三中中性性子子系系生生成成実実験験をを実実施施ししたた際際のの  
理理研研 RRIIBBFF 施施設設ににおおけけるる実実験験セセッットトアアッッププ  
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的に照射した。原子核破砕反応によって生成され

る核種の中から破砕片分離装置BigRIPSにより、

3H を純度 99%以上で選択した。得られた 3H ビ

ームを Ti-3H 標的に照射し、反応によって生成し

た 3He 粒子を磁気分析装置 SHARAQ によって

観測しエネルギーを決定した。 

Ti-3H 標的の作業は、理研内のホットラボ（非

密封 RI 取扱施設）において実施した。格納容器

を開封し、標的を標的ラダーにマウントした上

で、真空チェンバーに封じた。真空を維持したま

まそのチェンバーをビームラインに移送し設置

した。標的周辺のセットアップを図２に示す。ト

リチウムの拡散を防止するために、標的の上下流

には薄いチタンウィンドウを設置して、標的と上下流のビームラインを隔離した。真空ポンプの

排気は全て排気ガスバッファに蓄積し、トリチウムが完全に密閉された条件で実験を実施した。 
 

３３．．  結結果果とと考考察察  

本実験により、三中性子系のエネルギーの約 20 MeV の範囲に渡るデータを取得することに成

功した。標的の母材であるチタンからのバックグラウンドが懸念されていたが、統計的に十分に

有意に標的のトリチウムからの寄与を確認することができた。実験では、チタンに対するバック

グラウンドスペクトルも取得しており、それを減算した上でピークの有無を検討し、最終結果と

する。現在、詳細な解析を進めている。一連のトリチウム作業においては想定外のトリチウム検

出などは発生せず、安全に実験を完了することができた。 
  

４４．．ままととめめ  

2020 年度に富山大学で製作した Ti-3H 標的を用いて、本年度は三中性子系の探索実験を理研

RIBF 施設で実施した。これにより 3H(3H,3He)3n 反応について三中性子系エネルギー約 20MeV
の範囲に渡るデータの取得に成功した。現在はデータ解析を遂行している。 
  

５５．．謝謝辞辞    
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。特に今年度は、理化

学研究所内におけるトリチウムの取り扱いについても、アドバイスを頂いた。三中性子系探索実

験は、理研 RIBF 施設において RIBF-SHARAQ11 コラボレーションの下で遂行した。  

 

６６．．引引用用文文献献  

(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).  

図図２２  トトリリチチウウムム標標的的周周辺辺ののセセッットトアアッッププ  
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第第一一原原理理計計算算にによよるる金金属属空空孔孔中中のの水水素素にに関関すするる研研究究 
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 

  

１１．．    ははじじめめにに 
 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、レニウムは中性子による核変換によって生成するためにその影響が研究された。

しかし、レニウム添加によって空孔の生成が抑制されるなど材料特性の向上に貢献することもわ

かってきた。そこで、積極的にレニウムをタングステンに添加することが検討されている。本研

究では W-Re 合金中の水素のエネルギー準位を計算し移動・拡散に対する影響を考察した。 
  

２２．．    計計算算方方法法  

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。図１の状態

図を見ると W-Re 合金ではレニウムが 20%程度までは

BCC 構造である。そこでレニウム濃度は十分低いことを

仮定し、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して計算を行った。水素は T-site が

安定である。そこで、レニウムとの位置関係を考慮して

水素のエネルギー準位を計算した。また、隣の T-site に

移動する際の経路と障壁の高さを計算した。その際

nudged elastic band (NEB)法を用いた。 

  

３３．．    計計算算結結果果とと考考察察  

まず、タングステン結晶中の 2 個のレニウ

ム原子間の相互作用を計算した。図 2 のよう

に、およそ第三近接配置までは強い斥力がは

たらき、斥力は格子定数の 2 倍程度の距離ま

で到達する。従って、タングステンにレニウム

が少量混じった合金ではレニウムは適当な距

離を保ちランダムに分散すると考えられる。 

 
図図 11::W--Re 合合金金のの状状態態図図 11))  

 
図図 22::Re 原原子子 22つつのの位位置置ととエエネネルルギギーーのの関関係係  
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次に、レニウム原子の近傍にある水素のエネルギー準位、および隣の T-site 移動する時のエネ

ルギー障壁の高さ計算した。図 3a のようにタングステン格子で原子 1 個をレニウムに置換する。

そして、レニウムに最も近い T-site (a)から遠くの(i)にある水素のエネルギー準位を計算し、(a)か

ら(i)に移動する遷移経路に沿ってエネルギー準位を計算した。図 3b のように、最もレニウムに近

い T-site(a)では水素のエネルギー準位は 0.1eV 程度高くなった。レニウム添加によって水素溶解度

は一層低くなること、そのためレニウム近傍に水素は寄り付かないことが推測される。また、純

粋なタングステン中の水素の移動障壁は約 0.21eV であるが、レニウムから離れた T-site (g)より遠

くでは水素はレニウムの影響をほとんど受けないことがわかった。 

最後に、W-Re 合金中を拡散する水素の様子を調べるために図 4a のようにタングステンの中の

2 個をレニウムに置換した系を用意した。2 個のレニウムは<111>方向に十分な離れている。この

系は W-Re では Re0.8%の合金に対応している。水素はレニウムを避けるように移動すると考えら

れるので、T-site の(0)から(11)を通る水素のエネルギー準位と移動経路に沿ったエネルギー準位を

図 4b に示す。この経路ではエネルギー準位は僅かに高くなることがあるが、純粋なタングステン

とほぼ同じで障壁は 0.21 から 0.23eV だった。 

  以上のことをまとめる。タングステンにレニウムを添加しても濃度が低い場合は水素の移動に

対するエネルギー障壁はあまり変わらない。ただし、水素はレニウム近傍を避けると考えられる

ので拡散に使える空間は狭くなる。従って、レニウム添加は水素の移動・拡散を阻害する方向に

はたらくと予想される。 

 

４４．．引引用用文文献献  

(1) M. Ekman, K. Persson, G. Grimvall, J. Nucl. Mater. 278 (2000) 273-276. 
                                                                              

 

図図 3a: 1 個個のの Re 原原子子近近傍傍のの水水素素((T-site: 

 a-i))とと遷遷移移経経路路のの模模式式図図  
 

図図 3b::  図図 3a にに沿沿っったた水水素素ののエエネネルルギギーー準準位位  

 
図図 4a: 2 個個のの Re 原原子子間間をを通通るる水水素素

((TT--ssiittee::  00--1111))とと遷遷移移経経路路のの模模式式図図  
 

図図 4b: 図図 4a にに沿沿っったた水水素素ののエエネネルルギギーー準準位位  
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誘誘電電泳泳動動をを利利用用ししたた機機能能性性細細胞胞のの選選択択的的ななアアレレイイ化化 
Selective concentration 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 

  

１１．．  緒緒言言 
 本研究では，ヘテロな血球細胞の中から高親和性抗体を産生する B 細胞を，「誘電泳動により迅

速，簡便に，選択的にアレイ化する技術の開発」を行う．B 細胞に発現する抗体に対する抗原を

金属被覆粒子表面に固定化し，細胞と混合して細胞表面に粒子を導入する．微粒子で標識した細

胞の誘電泳動挙動を評価し，標識細胞と非標識細胞を混合した細胞懸濁液から選択的に標識細胞

を濃縮（アレイ化）できることを示す．なお，捕捉した細胞の抗体産生能を評価するために，ウ

ェル底面にも抗原を固定化し，この抗原に捕捉された分泌抗体を蛍光ラベルする．さらには，有

用細胞を選択的に誘電泳動で回収できるシステムについても検討を開始する．バンド電極上に配

置したマイクロウェル型電極を用い，バンド電極格子点に選択的に電場を誘発する計画である． 

  

２２．．実実験験  

ITO 基板上にフォトレジストでマイクロウェル（直径 16 µm，ウェル間距離 32 µm，高さ 10 µm）

アレイ（ウェル数，10000）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．標的細胞として Jurkat 細胞，非

標的細胞として CD71 を発現した K562 細胞を用いた．化学架橋剤を用いて，蛍光性微粒子（直径

0.5 µm）に抗 CD71 抗体を固定化し，その微粒子を K562 細胞表面に修飾した．遠心分離により未

反応の微粒子を除去した．微粒子を修飾した K562 細胞と未修飾の Jurkat 細胞を混合し誘電泳動デ

バイスに導入した．デバイスにリン酸緩衝液を送液しながら，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． 

  

３３．．  結結果果とと考考察察  

K562 細胞の誘電泳動挙動を評価した．K562 細胞は約 400 kHz 以上の周波数領域において正の

誘電泳動によりウェル内に捕捉され，約 300 kHz 以下の周波数領域において負の誘電泳動により

ウェル－ウェル間にドット上配列した．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．また，Jurkat

細胞の誘電泳動挙動もほぼ同様であった．微粒子は，100 kHz から 1 MHz のすべての周波数領域

において負の誘電泳動挙動を示した． 

K562 細胞と微粒子に作用する誘電泳動力を比較した．粒子に作用する誘電泳動力は，溶液およ

び周囲の電場が同じであるならば，粒子半径，クラウジウスモソッティ因子の実部に比例する．

印加周波数を 500 kHz に設定した場合，K562 細胞に作用する誘電泳動力は，微粒子（直径 0.5 µm）

に作用する誘電泳動力の 2400 倍と算出された．よって，細胞に微粒子が修飾された場合，細胞に

は正の誘電泳動が，微粒子には負の誘電泳動が作用するため，微粒子が細胞に修飾されると細胞

に作用する正の誘電泳動による引力が微粒子に作用する反発力によって相殺され，ウェルへの捕
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捉が阻害されると期待できる． 

微粒子修飾 K562 細胞の SEM 観察を行ったところ，単一 K562 細胞に約 5000 個の微粒子が修飾

されることがわかった．この微粒子修飾 K562 細胞の誘電泳動特性を調査した．微粒子修飾 K562

細胞には，500 kHz 以下で負の誘電泳動が，1 MHz 以上で正の誘電泳動が作用した．すなわち，

交差周波数が，高周波数領域にシフトした．細胞に修飾した微粒子に負の誘電泳動が作用するた

めであり，500 kHz において微粒子修飾 K562 細胞と Jurkat 細胞の分離の可能性を示す． 

そこで，Jurkat 細胞と微粒子修飾 K562 細胞の混合溶液をデバイスに導入し，500 kHz の交流電

圧を印加した．図に，光学顕微鏡画像および蛍光顕微鏡画像の合成写真を示す．交流電圧印加前

は，K562 細胞および微粒子修飾 K562 細胞ともにランダムに下流に流された（図 A）．なお，K562

細胞には，蛍光性の微粒子が多数修飾され蛍光を発していることがわかる．交流電圧を印加する

と蛍光を示さない標識の Jurkat 細胞は，正の誘電泳動により電場強度の強いマイクロウェル内に

捕捉された（図 B 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（図 B の白矢

印）．500 kHz の交流電圧印加において，未修飾の K562 細胞には正の誘電泳動が作用し，微粒子

修飾 K562 細胞には正の誘電泳動が作用しないことがわかる．これは，この周波数において微粒

子に負の誘電泳動が作用するため，細胞に作用する正の誘電泳動力を相殺してウェル内への捕捉

を阻害するためである．図 C に，溶液送液後 3 分の合成写真を示す．ウェルに捕捉された標的の

Jurkat 細胞はウェル内に残ったが，捕捉されなかった微粒子修飾 Jurkat 細胞は下流へと流された．

以上のことから，発現する表面抗原に基づき微粒子を修飾することで，粒子等で化学修飾するこ

となく標的細胞のみをウェル内に濃縮回収できることを示した． 

Fig. Jurkat 細胞（黒矢印）およ

び微粒子修飾 K562 細胞（白矢印）

の合成画像． (A)500 kHz の交流

電圧印加前，(B) 交流電圧印加 5

秒後および(C) 溶液を送液してから 3 分後．  

 

４４．．ままととめめ  

本研究により，細胞の微粒子を修飾することにより誘電泳動による力の作用を制御し，同程度

の誘電泳動挙動を示す細胞と分離して濃縮回収できることを示せた．今後，送液速度および印加

電圧強度の最適化を行い，細胞群の中から標的細胞のみを未修飾で濃縮回収できるシステムの開

発を目指す． 
  

５５．．謝謝辞辞  

 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 3 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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水水素素化化反反応応にによよるる二二酸酸化化炭炭素素かからら高高付付加加価価値値化化学学品品へへのの新新規規触触媒媒研研究究 
Studies on new catalysts for CO2 hydrogenation to form value-added chemicals 

富山大学 学術研究部 楊 国輝＊、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 阿部 孝之、田口 明 

  

１１．．  緒緒言言 
二酸化炭素（CO2）は炭素循環の終点として温室効果ガスであり、地球温暖化の主な原因物質と

認められている。化石資源由来の CO2を高付加価値化学品へ大幅に転換することは、環境・気候

問題にとって理想的な解決策と考えられる。当研究室は数年前から CO2を原料とし、図 1 で示す

ような酢酸メチル（基礎化学品）やエタノール（基礎化学品、燃料および消毒剤原料）へ新規合

成ルートを構想してきた 1, 2)。五つの転換ステップの内に、鍵となる最も重要な要所は④のジエチ

ルエーテル（Dimethyl ether: DME）カルボニル化反応である。本研究では、基材の表面に金属粒子

を精密に堆積させる多角バレルスパッタリング装置を用い、活性金属とした Cu を担体であるゼ

オライトに担持せ、多種のカルボニル反応用金属/ゼオライト触媒の調製と性能評価を行った。 

  

２２．．実実験験  

本研究では、触媒担体としてモルデナイト (H-MOR)、活性金属として Cu を用いた。金属担

持量が 0.5wt% になるように含浸法 (Cu/MOR)、イオン交換法 (Cu-MOR)、多角バレルスパッ

タリング法 (HMS-P@Cu, HMS-G@Cu) の 3 種類の Cu 担持法により、触媒調製を行った。多

角バレルスパッタリング法で触媒を調製する際、ゼオライトのパウダー（HMS-P）と圧縮成形し

た後の粒状の物（HMS-G）を用意し、２つのスパッタリング触媒を調製した。還元は 450℃ で 
H2 ガスを 40 mL/min を流通させ、12 h を行った。反応は、触媒量 0.5 g, 220℃, 2.0 MPa, 7 h 
で行い、反応ガスは、DME/CO/Ar =5.20 : 91.66 : 3.14 (vol%) の物を 20 mL/min で流通させた。

生成物は GC で分析を行った。 
  

３３．．  結結果果とと考考察察  

EDX で触媒の元素組成を分析した。分析結果によると、今回スパッタリング時間 20 分、

RF300W で行ったとき、0.53wt%の銅が担持されていることを確認した。次に、TEM を用いて、

触媒の構造と金属粒子の状態を観察した。SEM の画像を図２に示した。図２の（A）は含浸法、

（B）はスパッタリング法を用いて銅を担持させた MOR ゼオライトである。含浸法では銅粒子の

図図 11、、CCOO22かからら酢酢酸酸メメチチルルややエエタタノノーールルへへのの新新規規合合成成ルルーートト：：①①水水素素化化、、

②②脱脱水水、、③③逆逆水水性性ガガススシシフフトト、、④④カカルルボボニニルル化化、、⑤⑤水水素素化化  
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サイズが 5nm よりも小さいものから、

20nm 近いものと大きさにばらつきがある。

しかしスパッタリング法で銅を担持させる

ことで、含浸法に比べ各段に細かな銅粒子

を担持させることができ、また均一に高分

散されていることが確認できた。 
DME のカルボニル化反応結果を図３に

示した。H-MOR よりも、金属 Cu を担持

させた H-MOR の方が高い STY (Space 
Time Yield : 空時収量) の値を示した。また 
Cu/MOR, Cu-MOR と比較すると、HMS-
P@Cu、HMS-G@Cu の方が STY の値が高

いという結果を示した。これは含浸法、イオ

ン交換法では調製の段階で焼成を有するた

め、金属酸化物の凝集 (シンタリング) が起

こり、活性が低下したためと考えられる。し

かし、多角バレルスパッタリング法では、金

属粒子をそのままゼオライトに担持するこ

とができるため、シンタリングを抑制する

ことができたと考えられる。そのため、多角

バレルスパッタリング法により調製した触

媒が他の 2 つの調製法 (含浸法・イオン交

換法) よりも高い MA （Methyl acetate）の STY 値を示した。  

  

４４．．ままととめめ  

多角バレルスパッタリング法は、DME のカルボニル化反応用触媒を調製するにあたって、目

的生成物である MA を多く得られる有効な調製法であると実証した。本研究により CO2を原料

とする酢酸エチルやエタノールの新規合成ルートの効率転換が出来て、将来の合成プラントが商

業化されると、CO2排出量を大幅に削減できると考えられる。 
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図図３３  カカルルボボニニルル化化反反応応ににおおいいてて、、異異ななるる方方法法

でで調調製製ししたた触触媒媒のの性性能能評評価価  

図図２２  （（AA））普普通通のの含含浸浸方方法法でで調調製製ししたた触触媒媒とと（（BB））

多多角角ススパパッッタタリリンンググ法法でで獲獲得得ししたた触触媒媒のの TTEEMM 画画像像  

(A)                     (B) 
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局局所所溶溶解解格格子子間間不不純純物物をを含含むむ金金属属中中ののトトリリチチウウムム分分布布のの可可視視化化  
Visualization of tritium distribution in metals containing localized interstitial impurities  

九州大学総合理工学府 千野純敬、西原昂汰、橋爪健一*  
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 

  

１１．．概概要要 
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。

金属中に不純物元素や合金成分が溶解していれば、それらが形成するポテンシャルにより、

水素の拡散および水素濃度分布に影響す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（T）を用いてその分布を

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）と炭素（C）の影響に注目し、不均一な O 濃度分布、C 濃度分布を有する 2層構造試

料を作製し、T の溶解分布をイメージングプレート（IP）法を用いて測定した。 

２．実験 

金属 Zr、ZrO2 および ZrC の各粉末を用い、粉末冶金法にて純 Zr と Zr に O、C を溶解させ

た２層構造の試料を作製した。試料組成としては純 Zr、Zr(O)0.5、Zr(O)0.1、Zr(C)0.05、Zr(C)0.1

とし、純 Zr とその他の組成の２層構造試料とした。まず、各粉末を秤量、メタノール中で

混合、乾燥し、混合粉末を得た。純 Zr 粉末と混合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層構造の成型体を得た。これを真空中

にて 1000℃、1時間加熱することで円板状の焼結体（φ 8 mm x 2 mmt）を得た。焼成後の試

料は理論密度の 93%以上で、XRD 測定の結果、O 溶解試料は O が Zr に溶解し Zr 単独相に、

C 溶解試料では一部の ZrC が共存することを確認した。円板試料を短冊状に切断（8x2x1 

mm3）、表面を研磨し、T 溶解試料とした。この試料に T を含む水素ガス(T 濃度 5%)を 700℃

で約 50wt-ppm 吸収させた後、そのまま 1時間焼鈍を行い、水素の拡散を防ぐために急冷し

た。T 濃度分布を IP 法を用いて測定した。その後、各試料を 300℃、500℃の順番でそれぞ

れ３時間の焼鈍を繰り返し、IP 測定を実施し T の再分布の様子を観察した。 

３．結果 

図１に２層 Zr/ Zr(O)0.1試料の写真と、T 溶解 700℃、１時間焼鈍後の表面（表裏両面）の IP
測定結果を示す。明らかに Zr(O)0.1 に比べ純 Zr 側の T 濃度が高いことが分かる。この試料

の表面をダイヤモンドシートで研磨し、その後 IP 測定した試料内部の結果を図２に示す。

研磨残りのため分かりにくいが、試料内部は表面ほどの濃度差がなく、また表面とは逆にわ

ずかに Zr(O)0.1側が高いことが分かる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図１ 700℃焼鈍 Zr/ Zr(O)0.1試料 

表面（未研磨）の T 分布 

図２ 700℃焼鈍 Zr/ Zr(O)0.1試料 

内部（研磨後）の T 分布 
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それぞれの２層試料について、同様にして得られた IP 測定の結果から、純 Zr 側の PSL 値

を基準にして規格化した不純物側の PSL 値を「規格化強度」と定義してまとめたものを図

３以降に示す。まず、T 溶解 700℃,１時間焼鈍後の表面の結果（図３）では、「規格化強度」

はすべて１より小さく、表面 T 濃度は純 Zr 側で高かった。一方、それらの試料を表面研磨

した後は、図４のように、どの試料も１に近づき、表面ほどの差がなく、Zr(C)0.1 試料を除

き、わずかに不純物溶解側が大きく、研磨前の表面の結果とは逆転していた。300℃で真空

焼鈍した各試料の「規格化強度」を焼鈍後の研磨前と研磨後の結果を、それぞれ、図５と６

に示す。700℃焼鈍後とは異なり、「規格化強度」は１を超え不純物溶解側が高くなっていた。

ただ、研磨後は 700℃の結果とほぼ同じであった。さらに、500℃で真空焼鈍した各試料の

「規格化強度」をそれぞれ、図７と８に示す。表面は「規格化強度」が１に近く、700℃、

300℃の結果とも一致しなかった。研磨後の内部は、焼鈍温度にかかわらずほぼ傾向が一致

し、C 溶解試料では純 Zr 側で高く、逆に、O 溶解試料では O 溶解側で若干高くなった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４．まとめ 

 酸素、炭素を添加した Zr の２層試料中にトリチウムを溶解させ、トリチウムの再分布挙

動を調べた。試料内部と表面でトリチウム再分布が異なり、また、表面のトリチウム濃度は

条件によって大きく変化し、また、表面濃度は内部のトリチウム濃度を反映しないことが分

かった。一方、試料内部のトリチウム濃度は、炭素添加で低下、酸素溶解で増大傾向にあっ

たが、それぞれの不純物の影響は比較的小さかった。 

図４ 700℃焼鈍研磨試料の規格化強度 図３ 700℃焼鈍未研磨試料の規格化強度 

図 5 300℃焼鈍未研磨試料の規格化強度 

図７ 500℃焼鈍未研磨試料の規格化強度 

図６ 300℃焼鈍研磨試料の規格化強度 

図８ 500℃焼鈍研磨試料の規格化強度 
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