
　ハイドロジェノミクス紹介動画の英語字幕版を作成しまし
た。国際会議にて放映等、是非ご活用ください！

ハイドロジェノミクス紹介動画 英語字幕版

　2020年11月27日（金）-28日（土）、オンラインにて「第6回全体会
議」を開催しました。第1期公募研究メンバーの最終報告会となる本会
議で公募研究19名の先生方に大変有意義な発表をいただきました。
　2年間、全体会議、各種研究会議、国際会議にて大変お世話になり
ました。この場をお借りして心より御礼申し上げます。

第6回全体会議

　2020年12月4日（金）-5日（土）、6つの新学術領域研究
が合同で「第14回物性科学領域横断研究会」をオンライン
にて開催しました。物性物理の将来を担う若手研究者の研
究を奨励し、今後の発展研究への動機付けと物性科学のさ
らなる活況に貢献する人財育成の一助とすることを目的と
して5名に授与する「若手奨励賞」の一人として茨城大学理
工学研究科大山研究室 山本隆文さん（M2）が表彰されま
した。おめでとうございます！

第14回物性科学領域横断研究会

　ハイドロジェノミクスのご支援で行った中性
子ホログラフィーでの水素の研究で、物性科学
領域横断研究会の「若手奨励賞」を受賞するこ
とができました。共同研究者の皆様および関係
される諸先生に深く感謝いたします。

山本 隆文さん

格子中で孤立した水素の観測法の確立
～白色中性子ホログラフィーによる挑戦～

講演題目

コメント

○ 2021年5月14日（金）-15日（土）
○ 2021年8月頃
○ 2021年9月頃
○ 2021年11月19日（金）-20日（土）
○ 2021年11月26日（金）-27日（土）
○ 2021年12月12日（日）-17日（金）
○ 2022年1月頃

今後の予定

「第7回若手育成スクール・全体会議」をオンラインにて開催いたします。
「第4回ハイドロジェノミクス研究会」を開催いたします。
「第8回若手育成スクール」を開催いたします。
「第8回全体会議」を九州大学にて開催いたします。
「第15回物性科学領域横断研究会」に参画いたします。
「MRM2021（MRS-J）シンポジウム」に参画いたします。
「15th INTERNATIONAL SYMPOSIUM HYDROGEN & ENERGY ＆
第2回ハイドロジェノミクス国際会議」をスイスにて開催いたします。
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↓
“水素界面科学”や“水素化学”を

支援する学術研究

先端計測で
局在水素～高密度水素を繋ぐ

“水素界面科学”
↓

界面水素に関わる
新たな物性やデバイス機能の
解明・誘起のための学術研究

生物学－物理学－化学の
連携研究
↓

生物試料における
水素の関与する物性や機能を
新視点で捉える学術研究

無機系(+金属系)－有機系を繋ぐ
新たな“水素化学”

↓
多様なエネルギー変換・物質変換を
水素－電子カップリングの視点で

包括的に捉える学術研究

領域代表 東北大学 折茂 慎一

領域代表ご挨拶：後半に向けて

　早いもので、新学術領域研究「ハイドロジェノミクス」は4年目を迎えようとしております。2018年度に研究活動をスタートし
て以来、私たちは水素を“使いこなす”ための指導原理となる新たな水素科学（＝ハイドロジェノミクス）の構築を目指して、学問
分野の枠を超えた有機的連携に基づく研究活動を進めて参りました。
　2019年度は、第一期公募研究19名の先生方が加わり、全体会議・各種研究会・国際会議などの活発な領域活動を通じて情
報共有や研究交流を重ね、想定以上の多くの研究成果を得ることができました。2020年度は、新型コロナウイルスの影響でハ
イドロジェノミクスが主催する全てのイベントがオンラインでの開催となり、また研究自体も非常に困難な状況となりましたが、
その中においても着実に研究成果が創出されたことは、前年度までに培った有機的連携を念頭においた多様な情報共有の賜
であると考えております。
　2020年中盤には、前半のまとめも含めた中間評価資料を作成しました。作成にあたりまして、学術調査官の先生方（岩倉い
ずみ先生、緒明祐哉先生、古川森也先生、鈴木大介先生）、領域内評価グループの先生方（河村純一先生、菅野了次先生、塚田
捷先生、西出宏之先生、水木純一郎先生）、そして岡田益男先生、川合眞紀先生、射場英紀先生をはじめとする多くの領域外の
先生方に、多大なるご指導を賜りました。その結果、高次水素機能の分類やその誘起に関する水素の「位置と結合性の同時変
化」の重要性、さらに計画研究A01～A05の有機的連携による4つの新たな学術研究群なども提起することが可能となりました
（下図）。お陰様で中間評価としましては、いくつかの課題や「伸びしろ」も含めまして、Ａ評価（研究領域の設定目的に照らして期
待どおりの進展が認められる）を戴くことができました。評価コメントは以下のURLでご覧戴けます。

https://www.mext.go.jp/content/20210120-mxt_gakjokik-000010525_01.pdf

　2021年度は、第二期公募研究の先生方が参
画され、それに伴い若手研究者もいっそう増える
ものと期待されます。中間評価で見えてきた課題
解決に向けて、また想定外の発見も期待して、水
素を“使いこなす”ための指導原理に向けた研究
活動をこれら新たなメンバーも含めて進めて参り
たいと思います。
　コロナ禍のこの困難な時期に、ハイドロジェノ
ミクスの推進にご尽力下さっている領域メンバー
の先生方、そして継続的にご支援下さっておりま
すご関係の先生方に、心より感謝申し上げる次
第です。引き続きましてご指導ご鞭撻賜りますよ
うどうぞ宜しくお願い申し上げます。

領域代表ご挨拶 若手サイエンティストのご紹介

高エネルギー加速器研究機構 物質構造科学研究所　池田 一貴
　KEK物質構造科学研究所の池田一貴と申します。水素を高密度に含む物質の合成や構造解析を実
施することにより、水素が誘起する物性と原子配列との相関を明らかにする研究を行っています。水素貯
蔵、ヒドリドや水素錯イオンの対となるイオンの伝導、BCS理論により期待される高温超伝導などのさま
ざまな水素関連物性に対して、物質中で周囲の構成元素と電子をやり取りしてプロトン、ヒドリド、錯イオ
ン中の共有結合などの多様な化学状態を示す水素がどこに存在しているのかを機能発現の主役と捉え
ています。10年前まで所属していた東北大学金属材料研究所折茂研究室で培った水素化物の合成およ
び取り扱い技術と、その後の大強度陽子加速器施設（J-PARC）における世界最高強度の中性子線によ
る弾性散乱（中性子回折・全散乱）実験環境を利用して、基本となる結晶構造に水素が侵入して周期的
な配列から乱れた構造を形成する過程や物性との普遍的な関連性に興味深く取り組んでいます。
　中性子は物質構成元素の原子核により散乱されるため水素やリチウムなどの軽元素の検出に有利な
プローブであり、また全散乱法では高い実空間分解能を得られる特徴を持っているため、水素の存在位
置を決定できるとても強力なツールです。「ハイドロジェノミクス」では、水素の先端的な計測技術を提供
することにより水素を科学する挑戦に協力できることを期待しています。

　量子科学技術研究開発機構（QST）の城鮎美と申します。専門は放射光を利用した金属材料評価で、
応力・ひずみ、結晶方位などの材料物性を中心に研究を行っています。
　応力は構造物の健全性、余寿命に影響を与えることから、その評価は極めて重要です。これまで、大型
放射光施設SPring-8に設置されたQST専用ビームラインBL14B1において、新規2次元検出器の評
価、および、本検出器を利用した新たなひずみ評価技術の開発に携わり、放射光で測定が困難とされてき
た、粗大粒材の測定を実現させました。また、従来のエネルギー分散法を利用した、複層鋼板などの新し
い材料における変形挙動の評価も行っています。
　このような経験を活かし、近年は水素脆化の研究に参画しています。放射光白色X線による回折法を利
用し、東北大学 秋山教授、北條助教らとともに、鉄鋼材料中の水素脆化に対する余ひずみの効果、張出
試験片や曲げ試験片の水素脆化破壊におよぼす応力と塑性ひずみ分布の影響などを調査してきました。
引張応力が最も大きく、回折プロファイルの半価幅が最も広い領域（＝塑性ひずみが大きい領域）が、き
裂の発生位置と一致するなど、新しい知見が得られています。水素脆化の実験は難しいことも多いです
が、応力・ひずみの評価といった観点から、ハイドロジェノミクスの研究に貢献していきたいと考えており
ます。今後ともご指導のほど、何卒よろしくお願い申し上げます。

量子科学技術研究開発機構　城 鮎美

　中央大学理工学部応用化学科 張研究室助教の中田明伸と申します。私は二酸化炭素還元や水分解を
機能する光触媒を専門としています。これまで、光触媒として働く金属錯体や無機半導体、およびこれら分
子と半導体の複合系を種々開発し、その二酸化炭素還元あるいは水分解特性を高める分子/材料設計指
針を明らかにしてきました。特に、エネルギー変換型光触媒の高効率化に向けて避けては通れない、光で誘
起される電子移動過程を制御する材料や新規反応系の開発に興味を持っています。
　一方、ハイドロジェノミクスではA04分担研究者の張浩徹教授の共同研究者として、光により水素ラジ
カルが生成する、上に挙げた光電子移動系とは異なる特徴的な反応系の開発に携わっています。フェニレ
ンジアミンやアミノフェノールなどの単純な有機分子や、これらを配位子として持つ金属錯体に光照射を
行うと水素ラジカルが生成し、水素ガスの発生やメタノールの脱水素化などの水素が関わる化学反応を進
行します。最近では、この光活性ラジカルが二酸化炭素の固定化に寄与し、医薬品などのカルボン酸を光
と二酸化炭素から合成できることを見出しています。
　従来の光物質変換研究から見ると普通ではない活性水素ラジカル種の反応（ハイドロジェノミクス）に
よりさらなる面白い光反応を開拓できればと思っております。今後ともどうぞよろしくお願い申し上げます。

中央大学理工学部応用化学科　中田 明伸

1 2



A04

A03-1

A02
A03-2

A01実践的な
水素データ同化技術

↓
“水素界面科学”や“水素化学”を

支援する学術研究

先端計測で
局在水素～高密度水素を繋ぐ

“水素界面科学”
↓

界面水素に関わる
新たな物性やデバイス機能の
解明・誘起のための学術研究

生物学－物理学－化学の
連携研究
↓

生物試料における
水素の関与する物性や機能を
新視点で捉える学術研究

無機系(+金属系)－有機系を繋ぐ
新たな“水素化学”

↓
多様なエネルギー変換・物質変換を
水素－電子カップリングの視点で

包括的に捉える学術研究

領域代表 東北大学 折茂 慎一

領域代表ご挨拶：後半に向けて

　早いもので、新学術領域研究「ハイドロジェノミクス」は4年目を迎えようとしております。2018年度に研究活動をスタートし
て以来、私たちは水素を“使いこなす”ための指導原理となる新たな水素科学（＝ハイドロジェノミクス）の構築を目指して、学問
分野の枠を超えた有機的連携に基づく研究活動を進めて参りました。
　2019年度は、第一期公募研究19名の先生方が加わり、全体会議・各種研究会・国際会議などの活発な領域活動を通じて情
報共有や研究交流を重ね、想定以上の多くの研究成果を得ることができました。2020年度は、新型コロナウイルスの影響でハ
イドロジェノミクスが主催する全てのイベントがオンラインでの開催となり、また研究自体も非常に困難な状況となりましたが、
その中においても着実に研究成果が創出されたことは、前年度までに培った有機的連携を念頭においた多様な情報共有の賜
であると考えております。
　2020年中盤には、前半のまとめも含めた中間評価資料を作成しました。作成にあたりまして、学術調査官の先生方（岩倉い
ずみ先生、緒明祐哉先生、古川森也先生、鈴木大介先生）、領域内評価グループの先生方（河村純一先生、菅野了次先生、塚田
捷先生、西出宏之先生、水木純一郎先生）、そして岡田益男先生、川合眞紀先生、射場英紀先生をはじめとする多くの領域外の
先生方に、多大なるご指導を賜りました。その結果、高次水素機能の分類やその誘起に関する水素の「位置と結合性の同時変
化」の重要性、さらに計画研究A01～A05の有機的連携による4つの新たな学術研究群なども提起することが可能となりました
（下図）。お陰様で中間評価としましては、いくつかの課題や「伸びしろ」も含めまして、Ａ評価（研究領域の設定目的に照らして期
待どおりの進展が認められる）を戴くことができました。評価コメントは以下のURLでご覧戴けます。

https://www.mext.go.jp/content/20210120-mxt_gakjokik-000010525_01.pdf

　2021年度は、第二期公募研究の先生方が参
画され、それに伴い若手研究者もいっそう増える
ものと期待されます。中間評価で見えてきた課題
解決に向けて、また想定外の発見も期待して、水
素を“使いこなす”ための指導原理に向けた研究
活動をこれら新たなメンバーも含めて進めて参り
たいと思います。
　コロナ禍のこの困難な時期に、ハイドロジェノ
ミクスの推進にご尽力下さっている領域メンバー
の先生方、そして継続的にご支援下さっておりま
すご関係の先生方に、心より感謝申し上げる次
第です。引き続きましてご指導ご鞭撻賜りますよ
うどうぞ宜しくお願い申し上げます。

領域代表ご挨拶 若手サイエンティストのご紹介

高エネルギー加速器研究機構 物質構造科学研究所　池田 一貴
　KEK物質構造科学研究所の池田一貴と申します。水素を高密度に含む物質の合成や構造解析を実
施することにより、水素が誘起する物性と原子配列との相関を明らかにする研究を行っています。水素貯
蔵、ヒドリドや水素錯イオンの対となるイオンの伝導、BCS理論により期待される高温超伝導などのさま
ざまな水素関連物性に対して、物質中で周囲の構成元素と電子をやり取りしてプロトン、ヒドリド、錯イオ
ン中の共有結合などの多様な化学状態を示す水素がどこに存在しているのかを機能発現の主役と捉え
ています。10年前まで所属していた東北大学金属材料研究所折茂研究室で培った水素化物の合成およ
び取り扱い技術と、その後の大強度陽子加速器施設（J-PARC）における世界最高強度の中性子線によ
る弾性散乱（中性子回折・全散乱）実験環境を利用して、基本となる結晶構造に水素が侵入して周期的
な配列から乱れた構造を形成する過程や物性との普遍的な関連性に興味深く取り組んでいます。
　中性子は物質構成元素の原子核により散乱されるため水素やリチウムなどの軽元素の検出に有利な
プローブであり、また全散乱法では高い実空間分解能を得られる特徴を持っているため、水素の存在位
置を決定できるとても強力なツールです。「ハイドロジェノミクス」では、水素の先端的な計測技術を提供
することにより水素を科学する挑戦に協力できることを期待しています。

　量子科学技術研究開発機構（QST）の城鮎美と申します。専門は放射光を利用した金属材料評価で、
応力・ひずみ、結晶方位などの材料物性を中心に研究を行っています。
　応力は構造物の健全性、余寿命に影響を与えることから、その評価は極めて重要です。これまで、大型
放射光施設SPring-8に設置されたQST専用ビームラインBL14B1において、新規2次元検出器の評
価、および、本検出器を利用した新たなひずみ評価技術の開発に携わり、放射光で測定が困難とされてき
た、粗大粒材の測定を実現させました。また、従来のエネルギー分散法を利用した、複層鋼板などの新し
い材料における変形挙動の評価も行っています。
　このような経験を活かし、近年は水素脆化の研究に参画しています。放射光白色X線による回折法を利
用し、東北大学 秋山教授、北條助教らとともに、鉄鋼材料中の水素脆化に対する余ひずみの効果、張出
試験片や曲げ試験片の水素脆化破壊におよぼす応力と塑性ひずみ分布の影響などを調査してきました。
引張応力が最も大きく、回折プロファイルの半価幅が最も広い領域（＝塑性ひずみが大きい領域）が、き
裂の発生位置と一致するなど、新しい知見が得られています。水素脆化の実験は難しいことも多いです
が、応力・ひずみの評価といった観点から、ハイドロジェノミクスの研究に貢献していきたいと考えており
ます。今後ともご指導のほど、何卒よろしくお願い申し上げます。

量子科学技術研究開発機構　城 鮎美

　中央大学理工学部応用化学科 張研究室助教の中田明伸と申します。私は二酸化炭素還元や水分解を
機能する光触媒を専門としています。これまで、光触媒として働く金属錯体や無機半導体、およびこれら分
子と半導体の複合系を種々開発し、その二酸化炭素還元あるいは水分解特性を高める分子/材料設計指
針を明らかにしてきました。特に、エネルギー変換型光触媒の高効率化に向けて避けては通れない、光で誘
起される電子移動過程を制御する材料や新規反応系の開発に興味を持っています。
　一方、ハイドロジェノミクスではA04分担研究者の張浩徹教授の共同研究者として、光により水素ラジ
カルが生成する、上に挙げた光電子移動系とは異なる特徴的な反応系の開発に携わっています。フェニレ
ンジアミンやアミノフェノールなどの単純な有機分子や、これらを配位子として持つ金属錯体に光照射を
行うと水素ラジカルが生成し、水素ガスの発生やメタノールの脱水素化などの水素が関わる化学反応を進
行します。最近では、この光活性ラジカルが二酸化炭素の固定化に寄与し、医薬品などのカルボン酸を光
と二酸化炭素から合成できることを見出しています。
　従来の光物質変換研究から見ると普通ではない活性水素ラジカル種の反応（ハイドロジェノミクス）に
よりさらなる面白い光反応を開拓できればと思っております。今後ともどうぞよろしくお願い申し上げます。

中央大学理工学部応用化学科　中田 明伸
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A01 計画研究紹介

よって、層状に局在した水素が金属の層に
サンドイッチされたような非常に変わった
結晶構造を有していることが分かりました。
私たちは反応性の高い水素を実現する高
圧水素化技術を使い、常圧近傍では水素
化物を形成しにくい材料を対象として他の
グループからは報告のない系の水素化物
研究を進めたいと考えています。そこで最も
力を入れて研究しているのがアルミニウム
と遷移金属の合金の水素化物群です。アル
ミニウム、およびその合金は水素と反応し
にくい金属として良く知られており、わずか
な水素が侵入することで材料の劣化が生
じる水素脆化と呼ばれる現象を起こしにく
い材料として、高圧水素ガスの配管などに
使われています。この様に水素と反応し難
い性質が特長として利用されている材料で
すが、アルミニウムは軽量安価な材料です
ので、水素化物を作製し水素吸蔵材料とし
て用いることができれば重量水素密度やコ
ストの観点で非常に有利になると期待でき
ます。この様な目的から合成を試みたとい
う話は何度も耳にしましたが、実際に合成
に成功した例は極めて限定的でした。
　私たちは高圧法によりAl2CuHをはじめ、

FeやCoなどの遷移金属とアルミニウムの
合金から新規水素化物が合成できることを
見いだしました。この様な研究を進める中
で、修士一年生の学生がぜひともAl-Mn系
から新規水素化物を合成したいと志望した
ため、探索を進めてもらうことになりました。

Al-Mn系は準結晶を形成する組成に近い
こともあり解析が難しいと考え手を出すこと
を控えていたのですが、この学生の努力によ
り、見事に新しい水素化物を高圧合成する
ことに成功しました。しかし、冒頭にも述べ
たように合成された水素化物が非常に特
異な結晶構造を有しているため、X線回折
のデータからは結晶構造を決めることが困
難でした。ここで、東大の幾原先生、斎藤先
生にお願いし透過電子顕微鏡による水素

レイヤーの直接観察を行っていただき、さら
に、KEKの大友先生、池田先生に中性子回
折測定、量研の町田先生に放射光XRD測
定、東北大の佐藤先生に構造解析を実施し
ていただき、冒頭に述べた金属と水素レイ
ヤーのサンドイッチ構造を明らかにすること
に成功しました。この系については東北大の
高木先生に第一原理計算も実施していた
だき、得られた構造が最安定構造であるこ
となどが確認できました。この様に若い学生
の発想から研究をスタートし、新学術領域
内での強力な連携によって特異な水素化
物の形成を明らかにすることができました。

　A01での研究の他に若手育成のご担当
でもありますね。若手育成スクールについ
てお話をお聞かせください。
　若手育成スクールは計画研究A03-2の
小林先生、A05-2の濱田先生と一緒に担当
させていただいております。若手育成スクー
ルは全体会議との同時開催の形式に加え、
若手主体の合宿形式のものもこれまで2回
開催しています（ただし、2020年度は新型
コロナの影響でweb開催）。これまでの若
手主体のスクールは小林先生、濱田先生
がご担当なさっており、私は簡単なお手伝
いをさせていただいたのみですが、両先生
の企画力・行動力は際立っており、ご参加
いただいた若手研究者の方々には非常に
好評でした。それから若手スクールについ
て特筆すべき点として、若手研究者の方々
が非常に前向きにスクールにご参加なさっ
ていることが挙げられます。新学術領域研
究の若手育成スクールであるということか
ら発表内容は広い学術領域に渡るわけで
すが、全く分野が違う発表でも皆様非常に
積極的に質問をし、活発な議論がなされて
いました。その様な姿勢が一部の参加者だ
けで無く、例えばポスターセッションでは広
く全体で見られることが非常に頼もしいで
す。若手スクールの参加者の中から、将来

の水素科学分野を牽引する様な人材がで
てくることを期待しております。今年度の若
手主体のスクールは齋藤が担当と言うこと
でSPring-8に関連したスクールを実施し
たいと考えています。新型コロナウイルスの
影響が心配されるところではありますが、
様 な々リスクを考慮し、最適な実施形態で
準備を進めますので、皆様の積極的なご参
加をお待ちしております。

　最後に齋藤先生の研究の様子をお話い
ただけますか。
　私は機能性材料の高圧合成に興味を
持って研究を進めてきました。SPring-8に
常駐して量子科学技術研究開発機構の専
用ビームラインBL14B1の担当をしながら、
高圧下での試料の結晶構造の変化を調べ
ることが可能な放射光X線回折その場観察
を活用して、新規機能性材料の高圧合成を
行っています。私は兵庫県立大学の連携大
学院講座の客員准教授も兼務しておりま
すので、各学年最大で2名の学生を受け入
れて研究を一緒に進めさせていただいてお
ります。ここまで紹介してきました水素化物
の高圧合成研究も、兵庫県立大学の学生
と協力して進めてきたものです。現在の高
圧合成チームのメンバーは齋藤に加えて大
学院生2名、学部生2名と高圧実験をサ
ポートする技術員1名の合計6名の体制で
す。研究機関や大型施設での研究を希望し
て配属された学生達は非常に意欲的で、私
をはじめスタッフも非常に良い影響を受け
て研究活動を進めることができています。
特に学生の創造性豊かな発想にはいつも
驚かされています。

　水素クラスターの高配位化を実現する
高圧合成の技術開発をされていますね。詳
しく教えていただけますか。
　計画研究A01の目的の一つは水素が「高
密度凝集」する機能を高めるための高密度
化技術を確立することです。私たちは折茂
先生のグループと共同で高圧合成により水
素を高密度化するための技術開発を行い、
水素クラスターの高配位化を実現していま
す。はじめに、水素の高密度化のためになぜ
高圧合成を行っているかということを説明
いたします。水素は常温常圧では気体であ
り、その振る舞いは理想気体で近似すること
ができます。理想気体の反応性は圧力のlog

で増加するため、理想気体を1万気圧まで加
圧したとしても反応性が劇的に向上するこ
とは期待できません。ところが水素を含め実
在気体は圧力を上げていくと徐 に々理想気
体の振る舞いを外れていきます。1万気圧以
上の圧力下では、水素は理想気体の振る舞
いから大きく外れた非常に反応性の高い状
態になります。この様な反応性の高い水素と
金属を共存させると、常圧近傍では合成す
ることができない、水素が高密度凝集した
物質を得られるようになると考えられます。

　水素が高密度凝集した物質の合成に有
利な1万気圧以上という高い圧力の水素を
作ることは、水素ガスを圧縮して作るなどの
方法では実現が困難です。私たちはキュー
ビック型マルチアンビルプレスと呼ばれる高
圧装置を使って、1万気圧以上の水素と材
料を反応させています。この装置の圧力発
生の原理は非常にシンプルで、試料をセッ
トした立方体を6方向からピストンで等方
的に圧縮することで、試料位置に最大10万
気圧程度の高圧を発生させます。ただし、
それだけでは高圧の水素と試料を反応さ
せることはできません。それを達成するため
に、1990年代に深井先生が開発された高
圧水素化技術を用いています。高圧下で加
熱すると水素を放出するような水素化物
（内部水素源）を試料と一緒に加圧・加熱
し、発生した水素をNaClで作製した封止
カプセル内に閉じ込めることで、試料の高
圧水素化を実現する技術です。いろいろな
研究グループで利用されている実績豊富な
技術ですが、近年の高圧技術や水素化物
研究の発展の成果をうまく組み合わせる
と、従来と比べてより長時間安定に水素を
保持したり、大量の試料を水素化したりす
ることが可能となると考えました。私たちは
こうした高圧水素化技術を開発して水素の
高密度化技術の確立を目指してきました。

　その結果、10万気圧、 900℃の高温高圧
水素を2日間以上安定に保持し試料と反
応させること、一度の実験で数10mgの試
料の水素化などが可能となりました。また、
これまでは内部水素源からの水素を放出さ
せるために、内部水素源を試料とともに

500℃まで加熱する必要がありましたが、こ
の加熱温度を200℃まで下げることに成功
しました。これにより高温で分解したり相転
移する材料の高圧水素化も可能となりまし
た。合成された水素が高密度凝集した材料
は、中性子を利用した実験を行う必要があ
ることから、重水素化物合成の技術開発も
行いました。また、これらの実験は大型放射
光施設SPring-8などの大型実験施設で
行うことも多いため、例えば内部水素源か
ら発生する有毒ガスの有無など、安全性に
関する検証もしっかりと行っています。この
ようにして開発された技術をもとにして、例
えば金属のまわりに9個の水素が配位した
水素クラスターを含む水素化物の合成に
成功しました。

　この成果の一つとして、水素が層状に局
在した特異な水素化物Al2MnH3の合成に
成功されたのですね。
　今回、高圧技術を用いて合成に成功した

Al2MnH3は、計画研究間の強力な連携に

研究
分担

量子科学技術研究開発機構　上席研究員

計画研究 A01
「高密度水素による
超機能材料の合成」

齋藤 寛之

～固体物理・高圧合成技術
の開発～
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A01 計画研究紹介

よって、層状に局在した水素が金属の層に
サンドイッチされたような非常に変わった
結晶構造を有していることが分かりました。
私たちは反応性の高い水素を実現する高
圧水素化技術を使い、常圧近傍では水素
化物を形成しにくい材料を対象として他の
グループからは報告のない系の水素化物
研究を進めたいと考えています。そこで最も
力を入れて研究しているのがアルミニウム
と遷移金属の合金の水素化物群です。アル
ミニウム、およびその合金は水素と反応し
にくい金属として良く知られており、わずか
な水素が侵入することで材料の劣化が生
じる水素脆化と呼ばれる現象を起こしにく
い材料として、高圧水素ガスの配管などに
使われています。この様に水素と反応し難
い性質が特長として利用されている材料で
すが、アルミニウムは軽量安価な材料です
ので、水素化物を作製し水素吸蔵材料とし
て用いることができれば重量水素密度やコ
ストの観点で非常に有利になると期待でき
ます。この様な目的から合成を試みたとい
う話は何度も耳にしましたが、実際に合成
に成功した例は極めて限定的でした。
　私たちは高圧法によりAl2CuHをはじめ、

FeやCoなどの遷移金属とアルミニウムの
合金から新規水素化物が合成できることを
見いだしました。この様な研究を進める中
で、修士一年生の学生がぜひともAl-Mn系
から新規水素化物を合成したいと志望した
ため、探索を進めてもらうことになりました。

Al-Mn系は準結晶を形成する組成に近い
こともあり解析が難しいと考え手を出すこと
を控えていたのですが、この学生の努力によ
り、見事に新しい水素化物を高圧合成する
ことに成功しました。しかし、冒頭にも述べ
たように合成された水素化物が非常に特
異な結晶構造を有しているため、X線回折
のデータからは結晶構造を決めることが困
難でした。ここで、東大の幾原先生、斎藤先
生にお願いし透過電子顕微鏡による水素

レイヤーの直接観察を行っていただき、さら
に、KEKの大友先生、池田先生に中性子回
折測定、量研の町田先生に放射光XRD測
定、東北大の佐藤先生に構造解析を実施し
ていただき、冒頭に述べた金属と水素レイ
ヤーのサンドイッチ構造を明らかにすること
に成功しました。この系については東北大の
高木先生に第一原理計算も実施していた
だき、得られた構造が最安定構造であるこ
となどが確認できました。この様に若い学生
の発想から研究をスタートし、新学術領域
内での強力な連携によって特異な水素化
物の形成を明らかにすることができました。

　A01での研究の他に若手育成のご担当
でもありますね。若手育成スクールについ
てお話をお聞かせください。
　若手育成スクールは計画研究A03-2の
小林先生、A05-2の濱田先生と一緒に担当
させていただいております。若手育成スクー
ルは全体会議との同時開催の形式に加え、
若手主体の合宿形式のものもこれまで2回
開催しています（ただし、2020年度は新型
コロナの影響でweb開催）。これまでの若
手主体のスクールは小林先生、濱田先生
がご担当なさっており、私は簡単なお手伝
いをさせていただいたのみですが、両先生
の企画力・行動力は際立っており、ご参加
いただいた若手研究者の方々には非常に
好評でした。それから若手スクールについ
て特筆すべき点として、若手研究者の方々
が非常に前向きにスクールにご参加なさっ
ていることが挙げられます。新学術領域研
究の若手育成スクールであるということか
ら発表内容は広い学術領域に渡るわけで
すが、全く分野が違う発表でも皆様非常に
積極的に質問をし、活発な議論がなされて
いました。その様な姿勢が一部の参加者だ
けで無く、例えばポスターセッションでは広
く全体で見られることが非常に頼もしいで
す。若手スクールの参加者の中から、将来

の水素科学分野を牽引する様な人材がで
てくることを期待しております。今年度の若
手主体のスクールは齋藤が担当と言うこと
でSPring-8に関連したスクールを実施し
たいと考えています。新型コロナウイルスの
影響が心配されるところではありますが、
様 な々リスクを考慮し、最適な実施形態で
準備を進めますので、皆様の積極的なご参
加をお待ちしております。

　最後に齋藤先生の研究の様子をお話い
ただけますか。
　私は機能性材料の高圧合成に興味を
持って研究を進めてきました。SPring-8に
常駐して量子科学技術研究開発機構の専
用ビームラインBL14B1の担当をしながら、
高圧下での試料の結晶構造の変化を調べ
ることが可能な放射光X線回折その場観察
を活用して、新規機能性材料の高圧合成を
行っています。私は兵庫県立大学の連携大
学院講座の客員准教授も兼務しておりま
すので、各学年最大で2名の学生を受け入
れて研究を一緒に進めさせていただいてお
ります。ここまで紹介してきました水素化物
の高圧合成研究も、兵庫県立大学の学生
と協力して進めてきたものです。現在の高
圧合成チームのメンバーは齋藤に加えて大
学院生2名、学部生2名と高圧実験をサ
ポートする技術員1名の合計6名の体制で
す。研究機関や大型施設での研究を希望し
て配属された学生達は非常に意欲的で、私
をはじめスタッフも非常に良い影響を受け
て研究活動を進めることができています。
特に学生の創造性豊かな発想にはいつも
驚かされています。

　水素クラスターの高配位化を実現する
高圧合成の技術開発をされていますね。詳
しく教えていただけますか。
　計画研究A01の目的の一つは水素が「高
密度凝集」する機能を高めるための高密度
化技術を確立することです。私たちは折茂
先生のグループと共同で高圧合成により水
素を高密度化するための技術開発を行い、
水素クラスターの高配位化を実現していま
す。はじめに、水素の高密度化のためになぜ
高圧合成を行っているかということを説明
いたします。水素は常温常圧では気体であ
り、その振る舞いは理想気体で近似すること
ができます。理想気体の反応性は圧力のlog

で増加するため、理想気体を1万気圧まで加
圧したとしても反応性が劇的に向上するこ
とは期待できません。ところが水素を含め実
在気体は圧力を上げていくと徐 に々理想気
体の振る舞いを外れていきます。1万気圧以
上の圧力下では、水素は理想気体の振る舞
いから大きく外れた非常に反応性の高い状
態になります。この様な反応性の高い水素と
金属を共存させると、常圧近傍では合成す
ることができない、水素が高密度凝集した
物質を得られるようになると考えられます。

　水素が高密度凝集した物質の合成に有
利な1万気圧以上という高い圧力の水素を
作ることは、水素ガスを圧縮して作るなどの
方法では実現が困難です。私たちはキュー
ビック型マルチアンビルプレスと呼ばれる高
圧装置を使って、1万気圧以上の水素と材
料を反応させています。この装置の圧力発
生の原理は非常にシンプルで、試料をセッ
トした立方体を6方向からピストンで等方
的に圧縮することで、試料位置に最大10万
気圧程度の高圧を発生させます。ただし、
それだけでは高圧の水素と試料を反応さ
せることはできません。それを達成するため
に、1990年代に深井先生が開発された高
圧水素化技術を用いています。高圧下で加
熱すると水素を放出するような水素化物
（内部水素源）を試料と一緒に加圧・加熱
し、発生した水素をNaClで作製した封止
カプセル内に閉じ込めることで、試料の高
圧水素化を実現する技術です。いろいろな
研究グループで利用されている実績豊富な
技術ですが、近年の高圧技術や水素化物
研究の発展の成果をうまく組み合わせる
と、従来と比べてより長時間安定に水素を
保持したり、大量の試料を水素化したりす
ることが可能となると考えました。私たちは
こうした高圧水素化技術を開発して水素の
高密度化技術の確立を目指してきました。

　その結果、10万気圧、 900℃の高温高圧
水素を2日間以上安定に保持し試料と反
応させること、一度の実験で数10mgの試
料の水素化などが可能となりました。また、
これまでは内部水素源からの水素を放出さ
せるために、内部水素源を試料とともに

500℃まで加熱する必要がありましたが、こ
の加熱温度を200℃まで下げることに成功
しました。これにより高温で分解したり相転
移する材料の高圧水素化も可能となりまし
た。合成された水素が高密度凝集した材料
は、中性子を利用した実験を行う必要があ
ることから、重水素化物合成の技術開発も
行いました。また、これらの実験は大型放射
光施設SPring-8などの大型実験施設で
行うことも多いため、例えば内部水素源か
ら発生する有毒ガスの有無など、安全性に
関する検証もしっかりと行っています。この
ようにして開発された技術をもとにして、例
えば金属のまわりに9個の水素が配位した
水素クラスターを含む水素化物の合成に
成功しました。

　この成果の一つとして、水素が層状に局
在した特異な水素化物Al2MnH3の合成に
成功されたのですね。
　今回、高圧技術を用いて合成に成功した

Al2MnH3は、計画研究間の強力な連携に

研究
分担

量子科学技術研究開発機構　上席研究員

計画研究 A01
「高密度水素による
超機能材料の合成」

齋藤 寛之

～固体物理・高圧合成技術
の開発～
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A05-1 計画研究紹介

に配位している水素数（東北大・折茂グ
ループ）や高圧化でのLa水素化物の構造
（QST・町田グループ）、Pdナノ粒子内の
水素原子の構造（東大・山室グループ）、
水素をドープした鉄系超伝導体の構造解
析（東工大・細野グループ）などの

Rietveld解析を行っています。また、重水
素と軽水素の散乱断面積を使って、水や
水溶液の部分動径分布を導出することで
液体の構造情報を得る研究（山形大・亀
田グループ）も行っています。
　我々の研究としては、水素貯蔵合金の
水素吸蔵放出サイクルによる劣化メカニ
ズムの解明にハイドロジェノミクスにおい
て取り組んでいます。バナジウムは1水素
化物と2水素化物との間で可逆的に水素
を吸蔵放出し、室温において大気圧近傍
にプラトーを有するため、水素貯蔵材料と
して期待されています。しかし、金属V及び
高V濃度のBCC合金は水素吸蔵放出反
応のサイクル耐久性に優れているが高価
という実用的な課題があるため、V濃度が
低いBCC合金が検討されています。V濃
度を下げるためにTiやCrを添加した合金
が知られていますが、その合金の水素吸
蔵放出反応の圧力組成等温線はヒステリ
シスが大きく、またサイクル数増加により
吸蔵放出量が減少します。V10Ti35Cr55合
金の劣化のメカニズムを構造的に明らか
にすることを目的として、NOVAでの全散
乱測定データの解析を進めています。水
素吸蔵放出は1水素化物と2水素化物の
間のサイクルで、劣化への影響が大きい
のは1水素化物の構造であることが

NOVAでの構造解析と中性子非弾性散
乱実験から示唆されており、その構造を
明らかにしたいと考えています。1水素化
物のRietveld解析結果による平均構造
から計算した動径分布は、NOVAでの実
測値と一致しておらず、リバースモンテカ
ルロ法による解析を試みているところで

す。水素サイトが埋まっている2水素化物
はRietveld解析結果で実測の動径分布
が再現できることとは対照的です。
　水素の観測に対して中性子は非常に
有効ですが、微量試料の測定と偏極中性
子の利用による高度化を目指しています。
中性子回折を放射光と同等の微量試料
で実施することは原理的な困難さがあり
ます。中性子発生は指向性がなく、また中
性子は集光が困難であることに加えて、
物質の透過能力が高いために、どうしても
試料の量が必要です。NOVAにおける中
性子回折での微量測定として0.5mmφ
のキャピラリーを用いた測定を定常化さ
せることを目指しており、ハイドロジェノミ
クスにおいてラジアルコリメーターの導入
によりS/Nを100倍向上させることができ
ました。さらなるバックグラウンド低減の
ため、3Dプリンターを使ったラジアルコリ
メーターの導入を計画しています。また、
中性子のスピンを偏極させることで、水素
の干渉性散乱断面積と非干渉性散乱断
面積を分離することができます。これによ
り、軽水素の構造の解析の精度を上げる
ことを計画しています。
　我々の研究室は、池田一貴特別准教
授、本田孝志助教、大下英敏技師、総研
大学生・佐次田頌、茨城大大学院学生・
角田茉優がメンバーで、NOVAでのユー
ザー支援を行いながら、水素化物の構造
解析やNOVAの高度化を行っています。
研究室のミーティングでは、NOVAの
ハードウエアやソフトウエアの高度化か
ら、物質科学研究までディスカッションし
ています。

　A05-1をはじめ他の計画研究・公募研
究のメンバーとの連携について教えてく
ださい。
　NOVAの利用を中心として、0.7Li

（CB9H10）-0.3Li（CB11H12）のリチウムイ

オン伝導（A01 折茂グループ）、錯体水素
化物Li5MoH11の構造とダイナミクス研究
（A01 山室グループ、折茂グループ）、高圧
合成によるアルミ系水素化物の構造解析
（A01 齋藤先生）、電解質膜中の水分布
の測定（A03-1 宮武先生）、中温域高速
ヒドリドイオン伝導体LaH3-2xOxの構造
解析（A01 公募 飯村先生）、ヒドリド導電
体の構造解析（A03-2 小林先生）、デー
タ同化、水素貯蔵合金の劣化メカニズム
の研究（A05-1 町田先生）等の共同研究
を実施しています。

　大友先生の今後の目標を教えてくだ
さい。
　中性子の水素観測に対する有効性を
さらに追求したいと考えています。一つは
軽水素の構造解析の精度向上です。中性
子は非弾性散乱の観測が容易というメ
リットがありますが、軽水素の構造解析に
は非干渉性非弾性散乱の影響が無視で
きない場合があります。偏極中性子を利
用して非干渉性非弾性散乱を除去するこ
とで、軽水素の位置を決め、もともと得意
なダイナミクス観測と合わせて水素の観
測を行えるようにしたいと思っています。
もう一つは、微量試料測定です。装置とし
てのS/Nを追求するとともに、通常の構造
解析手法が適応できないようなデータに
ついても、データ同化をはじめとする計算
科学や情報科学の適用により構造解析を
可能にするような道筋をつけたいと考え
ています。これにより、薄膜中の水素の構
造解析を可能にしたいと思っています。

　世界最高強度の中性子全散乱装置
（NOVA）を開発・設置されましたね。高
汎用且つ高精度な測定・解析が出来る装
置ですが、詳しく教えていただけますか。
　物質の構造解析は、中性子線、X 線、電
子線などによる回折プロファイルの解析
が有効で、原子配列に規則性（並進対称
性）がある場合は、結晶学を基盤とした精
密な解析、いわゆるRietveld解析が広く
用いられています。一方で、原子配列に規
則性がない液体・非晶質物質において
は、回折プロファイルにBraggピークが観
測されず、Rietveld解析は適用できませ
ん。水素貯蔵合金において、水素吸蔵前
は規則性が高くても、水素吸蔵放出サイ
クルを繰り返すことにより、歪みや乱れが
導入され、合金によっては非晶質化が起
きることが知られています。全散乱実験法
は、結晶、非晶質、液体のいずれに対して
も原子間距離の情報、つまり動径分布を
実験的に得る手法であり、ランダム系物
質の構造解析手法として発展し、近年で
は結晶における局所的な原子配列の乱れ
や歪みの解析にも用いられるようになっ
ています（PDF解析）。全散乱法において

は、空間分解能の高い動径分布を得るた
めには短波長中性子やX線が必要であ
り、中性子では陽子加速器を用いたパル
ス中性子源、X線では放射光源が用いら
れています。中性子は、水素やリチウムな
どの軽元素に対しても感度が高い、物質
透過能力が高い等の特徴がありますが、
散乱断面積が運動量依存性を持たない
ことから、高分解能動径分布を得るため
の広い散乱ベクトルの回折プロファイル
を高精度で観測できる点が全散乱実験
に有利です。
　日本における中性子全散乱実験は、

1970年代後半から世界に先駆けて開始
されており、その蓄積をベースとして、私た
ちは世界トップレベルの大強度陽子加速
器を有するJ-PARCのパルス中性子源を
用いた高強度全散乱装置（NOVA）を開
発しました。NOVAはパルス中性子源の
特徴である広い波長領域の中性子を利
用した4桁にわたる広いQ領域（0.2 ＜ Q 

＜ 1000nm-1）を利用してPDF解析を行
い、Rietveld解析も十分な最高Q分解能
（ΔQ /Q = 0.35%）を有しています。さら
に、バックグラウンドを下げるための工夫
を設計時から組み込んでおり、数mg程度
の量の試料でも構造解析が可能です。試
料量が十分であれば秒単位での構造変

化の観測も可能となっています。また、水
素貯蔵材料における水素吸蔵・放出過程
を観測するための水素ガス雰囲気下実験
（＜ 10MPa）も可能です。

　中性子を用いた物質科学研究をされ
ていますね。水素-中性子の魅力をお話
しいただけますか。
　水素の観測能力が高いのが、中性子を
用いた物質科学研究の一番の魅力です。
中性子は原子核により散乱され、中性子
の水素による散乱は陽子による散乱で
す。したがって、H0、H+、H-の観測強度（散
乱断面積）は同じです。また、X線のように
観測強度が原子の持つ電子数の2乗に比
例せず、金属中の水素の観測が容易で
す。一方で、原子核が異なる同位体に依
存して散乱断面積が異なり、軽水素、重
水素、トリチウムでは断面積が異なりま
す。軽水素は同一原子からの散乱を観測
する非干渉性散乱断面積が大きく、重水
素は異なる原子からの散乱の干渉を観測
する干渉性散乱断面積が大きいという特
徴があります。このため、水素原子の振動
状態や拡散の観測には軽水素、物質の原
子の位置の解析のためには重水素化を
行うのが一般的です。NOVAでは、重水素
を使って、錯体系水素化物中の遷移金属

研究
分担

高エネルギー加速器研究機構　教授

計画研究 A05-1
「水素の先端計測による
水素機能の高精度解析」

大友 季哉

～中性子科学・
中性子散乱計測～
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A05-1 計画研究紹介

に配位している水素数（東北大・折茂グ
ループ）や高圧化でのLa水素化物の構造
（QST・町田グループ）、Pdナノ粒子内の
水素原子の構造（東大・山室グループ）、
水素をドープした鉄系超伝導体の構造解
析（東工大・細野グループ）などの

Rietveld解析を行っています。また、重水
素と軽水素の散乱断面積を使って、水や
水溶液の部分動径分布を導出することで
液体の構造情報を得る研究（山形大・亀
田グループ）も行っています。
　我々の研究としては、水素貯蔵合金の
水素吸蔵放出サイクルによる劣化メカニ
ズムの解明にハイドロジェノミクスにおい
て取り組んでいます。バナジウムは1水素
化物と2水素化物との間で可逆的に水素
を吸蔵放出し、室温において大気圧近傍
にプラトーを有するため、水素貯蔵材料と
して期待されています。しかし、金属V及び
高V濃度のBCC合金は水素吸蔵放出反
応のサイクル耐久性に優れているが高価
という実用的な課題があるため、V濃度が
低いBCC合金が検討されています。V濃
度を下げるためにTiやCrを添加した合金
が知られていますが、その合金の水素吸
蔵放出反応の圧力組成等温線はヒステリ
シスが大きく、またサイクル数増加により
吸蔵放出量が減少します。V10Ti35Cr55合
金の劣化のメカニズムを構造的に明らか
にすることを目的として、NOVAでの全散
乱測定データの解析を進めています。水
素吸蔵放出は1水素化物と2水素化物の
間のサイクルで、劣化への影響が大きい
のは1水素化物の構造であることが

NOVAでの構造解析と中性子非弾性散
乱実験から示唆されており、その構造を
明らかにしたいと考えています。1水素化
物のRietveld解析結果による平均構造
から計算した動径分布は、NOVAでの実
測値と一致しておらず、リバースモンテカ
ルロ法による解析を試みているところで

す。水素サイトが埋まっている2水素化物
はRietveld解析結果で実測の動径分布
が再現できることとは対照的です。
　水素の観測に対して中性子は非常に
有効ですが、微量試料の測定と偏極中性
子の利用による高度化を目指しています。
中性子回折を放射光と同等の微量試料
で実施することは原理的な困難さがあり
ます。中性子発生は指向性がなく、また中
性子は集光が困難であることに加えて、
物質の透過能力が高いために、どうしても
試料の量が必要です。NOVAにおける中
性子回折での微量測定として0.5mmφ
のキャピラリーを用いた測定を定常化さ
せることを目指しており、ハイドロジェノミ
クスにおいてラジアルコリメーターの導入
によりS/Nを100倍向上させることができ
ました。さらなるバックグラウンド低減の
ため、3Dプリンターを使ったラジアルコリ
メーターの導入を計画しています。また、
中性子のスピンを偏極させることで、水素
の干渉性散乱断面積と非干渉性散乱断
面積を分離することができます。これによ
り、軽水素の構造の解析の精度を上げる
ことを計画しています。
　我々の研究室は、池田一貴特別准教
授、本田孝志助教、大下英敏技師、総研
大学生・佐次田頌、茨城大大学院学生・
角田茉優がメンバーで、NOVAでのユー
ザー支援を行いながら、水素化物の構造
解析やNOVAの高度化を行っています。
研究室のミーティングでは、NOVAの
ハードウエアやソフトウエアの高度化か
ら、物質科学研究までディスカッションし
ています。

　A05-1をはじめ他の計画研究・公募研
究のメンバーとの連携について教えてく
ださい。
　NOVAの利用を中心として、0.7Li

（CB9H10）-0.3Li（CB11H12）のリチウムイ

オン伝導（A01 折茂グループ）、錯体水素
化物Li5MoH11の構造とダイナミクス研究
（A01 山室グループ、折茂グループ）、高圧
合成によるアルミ系水素化物の構造解析
（A01 齋藤先生）、電解質膜中の水分布
の測定（A03-1 宮武先生）、中温域高速
ヒドリドイオン伝導体LaH3-2xOxの構造
解析（A01 公募 飯村先生）、ヒドリド導電
体の構造解析（A03-2 小林先生）、デー
タ同化、水素貯蔵合金の劣化メカニズム
の研究（A05-1 町田先生）等の共同研究
を実施しています。

　大友先生の今後の目標を教えてくだ
さい。
　中性子の水素観測に対する有効性を
さらに追求したいと考えています。一つは
軽水素の構造解析の精度向上です。中性
子は非弾性散乱の観測が容易というメ
リットがありますが、軽水素の構造解析に
は非干渉性非弾性散乱の影響が無視で
きない場合があります。偏極中性子を利
用して非干渉性非弾性散乱を除去するこ
とで、軽水素の位置を決め、もともと得意
なダイナミクス観測と合わせて水素の観
測を行えるようにしたいと思っています。
もう一つは、微量試料測定です。装置とし
てのS/Nを追求するとともに、通常の構造
解析手法が適応できないようなデータに
ついても、データ同化をはじめとする計算
科学や情報科学の適用により構造解析を
可能にするような道筋をつけたいと考え
ています。これにより、薄膜中の水素の構
造解析を可能にしたいと思っています。

　世界最高強度の中性子全散乱装置
（NOVA）を開発・設置されましたね。高
汎用且つ高精度な測定・解析が出来る装
置ですが、詳しく教えていただけますか。
　物質の構造解析は、中性子線、X 線、電
子線などによる回折プロファイルの解析
が有効で、原子配列に規則性（並進対称
性）がある場合は、結晶学を基盤とした精
密な解析、いわゆるRietveld解析が広く
用いられています。一方で、原子配列に規
則性がない液体・非晶質物質において
は、回折プロファイルにBraggピークが観
測されず、Rietveld解析は適用できませ
ん。水素貯蔵合金において、水素吸蔵前
は規則性が高くても、水素吸蔵放出サイ
クルを繰り返すことにより、歪みや乱れが
導入され、合金によっては非晶質化が起
きることが知られています。全散乱実験法
は、結晶、非晶質、液体のいずれに対して
も原子間距離の情報、つまり動径分布を
実験的に得る手法であり、ランダム系物
質の構造解析手法として発展し、近年で
は結晶における局所的な原子配列の乱れ
や歪みの解析にも用いられるようになっ
ています（PDF解析）。全散乱法において

は、空間分解能の高い動径分布を得るた
めには短波長中性子やX線が必要であ
り、中性子では陽子加速器を用いたパル
ス中性子源、X線では放射光源が用いら
れています。中性子は、水素やリチウムな
どの軽元素に対しても感度が高い、物質
透過能力が高い等の特徴がありますが、
散乱断面積が運動量依存性を持たない
ことから、高分解能動径分布を得るため
の広い散乱ベクトルの回折プロファイル
を高精度で観測できる点が全散乱実験
に有利です。
　日本における中性子全散乱実験は、

1970年代後半から世界に先駆けて開始
されており、その蓄積をベースとして、私た
ちは世界トップレベルの大強度陽子加速
器を有するJ-PARCのパルス中性子源を
用いた高強度全散乱装置（NOVA）を開
発しました。NOVAはパルス中性子源の
特徴である広い波長領域の中性子を利
用した4桁にわたる広いQ領域（0.2 ＜ Q 

＜ 1000nm-1）を利用してPDF解析を行
い、Rietveld解析も十分な最高Q分解能
（ΔQ /Q = 0.35%）を有しています。さら
に、バックグラウンドを下げるための工夫
を設計時から組み込んでおり、数mg程度
の量の試料でも構造解析が可能です。試
料量が十分であれば秒単位での構造変

化の観測も可能となっています。また、水
素貯蔵材料における水素吸蔵・放出過程
を観測するための水素ガス雰囲気下実験
（＜ 10MPa）も可能です。

　中性子を用いた物質科学研究をされ
ていますね。水素-中性子の魅力をお話
しいただけますか。
　水素の観測能力が高いのが、中性子を
用いた物質科学研究の一番の魅力です。
中性子は原子核により散乱され、中性子
の水素による散乱は陽子による散乱で
す。したがって、H0、H+、H-の観測強度（散
乱断面積）は同じです。また、X線のように
観測強度が原子の持つ電子数の2乗に比
例せず、金属中の水素の観測が容易で
す。一方で、原子核が異なる同位体に依
存して散乱断面積が異なり、軽水素、重
水素、トリチウムでは断面積が異なりま
す。軽水素は同一原子からの散乱を観測
する非干渉性散乱断面積が大きく、重水
素は異なる原子からの散乱の干渉を観測
する干渉性散乱断面積が大きいという特
徴があります。このため、水素原子の振動
状態や拡散の観測には軽水素、物質の原
子の位置の解析のためには重水素化を
行うのが一般的です。NOVAでは、重水素
を使って、錯体系水素化物中の遷移金属

研究
分担

高エネルギー加速器研究機構　教授

計画研究 A05-1
「水素の先端計測による
水素機能の高精度解析」

大友 季哉

～中性子科学・
中性子散乱計測～
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　ハイドロジェノミクス紹介動画の英語字幕版を作成しまし
た。国際会議にて放映等、是非ご活用ください！

ハイドロジェノミクス紹介動画 英語字幕版

　2020年11月27日（金）-28日（土）、オンラインにて「第6回全体会
議」を開催しました。第1期公募研究メンバーの最終報告会となる本会
議で公募研究19名の先生方に大変有意義な発表をいただきました。
　2年間、全体会議、各種研究会議、国際会議にて大変お世話になり
ました。この場をお借りして心より御礼申し上げます。

第6回全体会議

　2020年12月4日（金）-5日（土）、6つの新学術領域研究
が合同で「第14回物性科学領域横断研究会」をオンライン
にて開催しました。物性物理の将来を担う若手研究者の研
究を奨励し、今後の発展研究への動機付けと物性科学のさ
らなる活況に貢献する人財育成の一助とすることを目的と
して5名に授与する「若手奨励賞」の一人として茨城大学理
工学研究科大山研究室 山本隆文さん（M2）が表彰されま
した。おめでとうございます！

第14回物性科学領域横断研究会

　ハイドロジェノミクスのご支援で行った中性
子ホログラフィーでの水素の研究で、物性科学
領域横断研究会の「若手奨励賞」を受賞するこ
とができました。共同研究者の皆様および関係
される諸先生に深く感謝いたします。

山本 隆文さん

格子中で孤立した水素の観測法の確立
～白色中性子ホログラフィーによる挑戦～

講演題目

コメント

○ 2021年5月14日（金）-15日（土）
○ 2021年8月頃
○ 2021年9月頃
○ 2021年11月19日（金）-20日（土）
○ 2021年11月26日（金）-27日（土）
○ 2021年12月12日（日）-17日（金）
○ 2022年1月頃

今後の予定

「第7回若手育成スクール・全体会議」をオンラインにて開催いたします。
「第4回ハイドロジェノミクス研究会」を開催いたします。
「第8回若手育成スクール」を開催いたします。
「第8回全体会議」を九州大学にて開催いたします。
「第15回物性科学領域横断研究会」に参画いたします。
「MRM2021（MRS-J）シンポジウム」に参画いたします。
「15th INTERNATIONAL SYMPOSIUM HYDROGEN & ENERGY ＆
第2回ハイドロジェノミクス国際会議」をスイスにて開催いたします。

A01 計画研究紹介P3

若手サイエンティストのご紹介P2

A05-1 計画研究紹介P5

ハイドロジェノミクス紹介動画 英語字幕版 ／ 第6回全体会議 ／ 
第14回物性科学領域横断研究会 ／ 今後の予定

P7

領域代表ご挨拶P1

H0

H-

H+

HCOV.
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