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研究成果の概要（和文）：水素分子の吸着・脱離に関する研究は、金属間化合物への吸蔵・放出という金属材料分野で
の研究が主となっている。本研究では、ナノ物質であるフラーレンおよび水素化フラーレンに注目した。高温高圧水素
流体中で水素が吸着することによる水素化フラーレンが生成する過程、およびアルゴン流体化で水素の脱離する過程を
追跡した。その結果、水素化フラーレンは吸着過程ではなく、溶解再析出により生成することが観察された。さらに、
セレンディピティな結果として、水素化フラーレンは高温アルゴン中で、速やかに融解し、カーボンナノボール(CNB)
を生成することが明らかとなった。CNBは導電性ナノベアリング等の応用が期待される。

研究成果の概要（英文）：Adsorption and desorption process of hydrogen molecule into the materials has 
been mainly investigated in metallic substance. Here, we note fullerene and hydrogenated fullerene to 
explore their application for hydrogen recycled storage. The C60 fullerene was hydrogenated in a 
supercritical fluid of hydrogen under high pressure and high temperature. We revealed that the 
hydrogenated fullerene did not form in a hydrogen adsorption process, but formed with recrystallization 
from a dissolution process into the hydrogen fluid. Desorption of hydrogen from C60H36 was performed in a 
high temperature argon fluid. Then, carbon nanoballs (CNB) were recovered as a product of chance.　The 
CNB might be applicable to electrical conductive nano-sized bearing in mechatronics.

研究分野： 鉱物物理

キーワード： フラーレン　超臨界流体　高圧高温　カーボンナノボール　水素

  ２版



様 式 Ｃ－１９、Ｆ－１９、Ｚ－１９（共通） 

１．研究開始当初の背景 
(1) 水素エネルギーの安全な利用法の開発
は、地球温暖化にともなう環境問題と次世代
エネルギー問題を一挙に解決する来るべき
低炭素社会に対する重要なミッションであ
る。物質への吸着の研究は、多孔体や層間化
合物へのインターカレーションなど、無機材
料科学の分野でも数多くの研究が今までな
されており無機物質へのイオン交換等がそ
の多くの対象である。サイズの非常に小さな
水素分子の吸着・脱離に関する研究はむしろ、
金属間化合物への吸蔵・放出という金属材料
分野での研究が主となっている。しかしなが
ら、金属への吸蔵は、水素原子の重量比を考
えた場合の運搬効率の悪さや、高コストな金
属資源、意図せぬ脆性破壊による水素放出の
危険性等から、軽量かつ安全な水素輸送手段
としての難問が山積している。 
 
(2) 金属への吸蔵以外に、アルミニウム水
素化物（LiAlH4 等）やホウ水素化物（LiBH4 
等）、最近ではアンモニアボラン(NH3BH3)と
いった軽元素水素化物からの脱水素反応を
利用する研究も進んでいる。これらは、重量
や廉価な化合物であるといった点から、金属
水素化物における欠点を克服しているが、脱
水素化に伴い、構造も大きく変化してしまう
ため、可逆プロセスを考慮したサイクルを構
築できない難点があった。 
 
２．研究の目的 
本研究では、その可逆反応を構築しうる物

質として、ナノ物質、C60 フラーレンに注目
した。フラーレンはその表面に多量の水素を
修飾し、C60H36 の化学量論比まで水素化す
ることが知られているが、その水素化および
脱水素化反応を可逆反応サイクルとして利
用する試みは現時点で例がない。そこで、本
研究ではフラーレン分子表面への水素の可
逆的吸着・脱離プロセスについて探索する。
さらに、生成物のモルフォロジー観察から水
素化フラーレンの結晶成長プロセスについ
ても検討を加えることを目的とした。 
 
３．研究の方法 
(1) 高温高圧水素流体中で水素が吸着する
ことによる水素化フラーレンが生成する過
程、および、レーザーを照射し、水素の脱離
する過程を追跡する。光透過性にすぐれた高
圧装置であるダイヤモンドアンビルセル（以
下、DAC と略）中に、フラーレンの量に対し
て数倍の水素を封入し、過剰水素量の中で高
温高圧実験をおこなうことができる。幸いに
して、所属機関は国内の研究機関では唯一、
超高圧下で 2000 気圧を超える水素を安全に
製造しかつ超高圧容器に封入する装置を有
しているため、このようなチャレンジングな
研究が可能となった。 
水素化にともなうフラーレンの構造変化

を観察するためには、高圧下で X 線回折実験

をおこなうことが必要となる。フラーレンお
よび水素化フラーレンは軽元素で構成され
るため、実験には SPring-8 の高輝度放射光
が必要となった。 

 
(2) 水素リサイクルを想定するにあたって、
フラーレンへの水素吸着実験と共に、水素化
フラーレンからの水素脱離プロセスの観察
も必要と考えた。市販の C60H36 水素化フラ
ーレンを超臨界アルゴン中で加熱した場合
の変化を追跡した。高圧アルゴンは水素に比
べて危険性が小さいため、大容量の HIP 装置
も用いて実験をおこなった。 
 
４．研究成果 
(1) 実験は高圧発生装置として、対称型ダ
イヤモンドアンビルセル装置を用い、アンビ
ルには先端径600ミクロンのフラットアンビ
ルを準備した、出発試料は C60(Aldrich 製)
粉末を用い、水素源として水素流体を、NIMS
の高圧ガス充填装置により 1500 気圧で、タ
ングステンもしくはレニウムガスケット中
に C60 と共に封入した。試料構成を図１に示
す。 

図１ DAC レーザー加熱実験の試料構成 
  
Ｘ線回折実験は SPring-8 の BL10XU にておこ
ない、加熱にはファイバーレーザーを用いた。
圧力はルビー蛍光法で決定した。結果の一例
を図に示す。図 2に、MEW 媒体（メタノール・
エタノール・水混合媒体）中で圧縮した C60
との比較実験を載せる。加熱前のパターンで
あるが、既に、水素が構造中に入り込んでい
ることが確認できる。 

図 2 C60 フラーレン（下）と水素流体中の
フラーレン（上）の X線回折パターン比較 
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確認された。このような、ナノボールの生成
は、おそらく、表面修飾フラーレンがアルゴ
ンと不混和な状態で流体化し、急冷の過程に
おいて、等方的な圧力下で球状に固化したも
のと考えられる。従来、カーボン微小球はプ
ラズマ法により合成されることが知られる
が、集積時の重力の影響や、過酷な温度条件

生成したカーボンナノボールの高分解
（上）とその高倍率写真

カーボンナノボールの走査型透過顕

比較のために同様の高温高圧処理を施し
からは、球状生成物は得られず、フラ

観察により
確認された。このような、ナノボールの生成
は、おそらく、表面修飾フラーレンがアルゴ
ンと不混和な状態で流体化し、急冷の過程に
おいて、等方的な圧力下で球状に固化したも
のと考えられる。従来、カーボン微小球はプ
ラズマ法により合成されることが知られる
が、集積時の重力の影響や、過酷な温度条件

からの急冷により不均質に扁
多い。それに対して、今回の合成は、等方的
な静水圧の性質を利用した真球合成法とい
える。このような真球状のカーボンナノボー
ルは導電性ナノベアリングとしての応用等
が期待できる
このように、

から、はからずもカーボンナノボールの合成
が実現できた。この結果は、一種のセレンデ
ィピティな研究産物といえ、特に
目される
物質であることから今後の
究が嘱望される。
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