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１．はじめに
アクチノイド系列は原子番号８９のアクチニウム
（Ac）から始まり１
０３番元素のローレンシウム（Lr）
で終わる１）。１０４番元素ラザホージウム（Rf）以降の元
素は超アクチノイド元素あるいは超重元素と呼ばれて
いる。図１に示したように超重元素はこれまで原子番
号１１８の 合 成 ま で が 報 告 さ れ２）、１１１番 元 素
Roentgenium（Rg、正式な日本語名はまだ決まってい
ない）までの元素名が国際純正応用化学連合（IUPAC）
により承認されている。超重元素は、冷戦時代には国
の威信をかけて米国と旧ソ連が合成を競い合い１０６番
元素までを発見した。１
０７番元素からはドイツの重イ
オン研究所が精力的な合成実験を行い１１２番元素まで
発見し、１
１３番元素以降はロシアのドブナ合同原子核
研究所が合成を報告している。最近、理化学研究所が
１１３番元素の合成を報告し３）、今後の追試によっては、
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図１

元素の周期表
緑で示したのが超重元素（超アクチノイド元素）
の領域。周期表からずれている１０９番以降は化学的
性質が未確認。また、アクチノイド系列を通常の
周期表とは異なる形式で示した。これはトリウム
（Th）からプルトニウム（Pu）に至る元素の性質が
５d 遷移金属の性質に似ていることによる。



初めて日本に由来する元素名が実現するかもしれな

素のジルコニウム（Zr）およびハフニウム（Hf）を同

い。

じ条件下で比較しながら化学挙動を調べている。最近、

一方、合成された超重元素の化学的な研究は、１０４

フッ化水素酸（HF）溶液中で Rf と同族元素の陰イオ

番元素ラザホージウム（Rf）を対象にした実験的な研

ン交換樹脂への吸着が一定の条件下で著しく異なるこ

究が６０年代末に初めて報告４）されて以来、１１２番元素

とを確認したので紹介する９）。

を対象にした研究まで試みられている５）。この超重元
素の化学的研究における最大の興味は「メンデレーエ

２．実験手法

フの周期表」の拡張であり、原子番号順に周期表が拡
張できるか否かという点である。また、中・重元素の

実験の概略を図２に示す。タンデム加速器で加速し

領域で既に知られているように「軌道電子に対する相

た １８O イ オ ン ビ ー ム を ２４８Cm タ ー ゲ ッ ト に 照 射 し

対論効果」は、元素の化学的性質に影響を与える。よ

た。２４８Cm（１８O，５ n）反応で合成された ２６１Rf は反跳で

り重い超重元素領域ではこの影響が更に大きくなり、

ターゲットから放出され塩化カリウム粒子を含むヘリ

相対論効果を考慮した理論では超重元素の化学的性質

ウム（He）ガス中で減速・捕獲される。粒子に付着し

が周期律からずれると予測している６）。これまでの実

た ２６１Rf は He ガス気流によりテフロンチューブを通し

験的研究の結果から、１
０４番元素から１
０８番元素は、

て約２０m 離れた化学実験室に数秒で運ばれ、α線測定

それぞれ周期表第４族から８族元素までの化学的性質

装置に結合された迅速イオン交換分離装置（AIDA）へ

に近く同じ族に属すると考えられ、周期表上第７周期

と導入される。AIDA は直径１．
６mm、長さ７．
０mm（ま

の６ d 遷移元素と位置づけられてきた７）。

たは直径１．
０mm、長さ３．
５mm）の小型イオン交換カラ

しかし、超重元素は生成量が少なく半減期も短いた

ム２０本を２セット装着し（図３）、７８秒の半減期で壊

め、化学的性質を調べるためには、化学操作から測定

変する ２６１Rf を対象に、溶液化、イオン交換分離そして

に至るまで、対象とする超重核が存在している必要が

α線測定までの一連の操作をコンピューター制御で自

ある。従って、効率がよく迅速で単純な化学操作が必

動的に繰り返し行うことができる。２６１Rf は２分間の捕

要であり、この制約が研究の最大の問題である。現在、

集の後、捕集部をカラム上部に移動し１．
９〜１３．
９M の

１１２番元素の化学的性質が周期表第１
２族の水銀の性質
に近いかそれとも希ガスのラドンに近いかという研究
が進められているが５）、実験結果には未だ問題が多く
確証を得るに至ってはいない。このような化学挙動実
験に基づいて超重元素が周期表のどの族に相当するか
を決定する研究を第１世代の研究と呼ぶ。一方、超重
元素と周期表上で同族元素の化学的挙動に異なる性質
が存在するか、あるいは「相対論効果」の影響がどの
ように同族元素間に現れているかといった視点でより
詳しい化学的性質を調べる研究を第２世代と呼んでい
るが、これまでに同族元素間の化学的性質に定量的な
違いを報告した例はない。
我々の研究グループは原研タンデム加速器施設にお
いて、これまで Rf に対して第２世代の先駆的研究を進
めてきた８）。研究対象として扱うことができる ２６１Rf は、
生成量が１分間に２原子程度であり、半減期も７８秒と
短いため、これまでに高効率で迅速な実験手法の開発
を進めてきた。また、同手法を利用してハロゲン化物
イオンによる陰イオン錯体形成を対象に、Rf と同族元



図２

実験の概略
タンデム加速器で加速した １８O イオンを ２４８Cm ター
ゲットに照射し、反跳した生成物（２６１Rf など）を
ガスジェット搬送法で AIDA へ運び、自動制御で迅
速に化学分離およびα線測定を行う。
AIDA：Automated lon-exchange separation
apparatus coupled with the detection system for
Alpha spectroscopy
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係数（Kd 値）を測定した。その結果、１ M 以上のフ
ッ化水素酸溶液中では、その濃度上昇とともに Zr およ
び Hf の Kd 値が減少することが観測された。このことは
陰イオン交換樹脂に Zr および Hf が吸着する際に、主
に HF ２−がカウンターイオンとして振るまうことを示
す。
また、natGe（１８O，xn）および natGd（１８O，xn）反応で
８６分）およ
それぞれ生成する短寿命の ８５Zr（半減期７．
び １６９Hf（同３．
２４分）を対象にしたカラム法におけるオ
ンライン実験を行い、溶離曲線とそのピーク位置から
Kd 値を求め、バッチ法で得た Kd 値と比較した。両手
図３ AIDA の化学分離部（写真）
。中心に移動式の樹脂
製カラムホルダー（２本）が見える。

法を用いて導出した Kd 値はよい一致を示しており、こ
れはオンラインカラム法での２
０秒という短い分離時
間にもかかわらず、十分に平衡状態に達してイオン交
換が行われていることを示している。また ２６１Rf を対象

フッ化水素酸溶液で溶液化しながらイオン交換カラム

にしたオンライン実験で得られる吸着率と Kd 値の相

に導入する。カラム中の陰イオン交換樹脂には溶液内

関を求め、分配係数１
０〜２００の領域で精度よく Kd 値

の陰イオンが選択的に吸着されるので、同条件下では

が得られることを確認した。

−

フッ化水素の解離で生成する HF ２ が同樹脂に吸着さ
れている。そこにフッ化物イオンと陰イオン錯体を形
２６１

４．Rf の陰イオン交換挙動

２６１

成した Rf が導入されると、 Rf の陰イオン錯体は
HF ２− と競争しながら樹脂と溶液の２相間に分配さ

合計４２２６回の繰り返し実験で ２６１Rf の壊変に伴う２６６

れ、一定量が溶出する。次に樹脂に残った ２６１Rf を４ M

個のα粒子を観測することができた。これは１６回の実

塩酸で全て溶出し、この両者をそれぞれ Ta 製試料皿に

験 で １ 個 の ２６１Rf 原 子 を 観 測 し た こ と に な る。８５Zr

受け、高温の He ガスとハロゲンランプで迅速に蒸発

と １６９Hf のオンライン実験で得られた吸着率と Kd 値の

乾固し、自動的にα線検出器に運び測定を開始する。

関係から、２６１Rf の Kd 値を導出した。図４に得られたフ

両者の放射能の比から ２６１Rf の樹脂への吸着率が求めら

ッ化水素酸溶液中における Rf の陰イオン交換挙動を

れる。α線測定開始までにかかる時間は ２６１Rf の半減期
にほぼ相当する７０秒ほどであり、小型カラムでのイオ
ン交換分離の時間はわずか２０秒にすぎない。本実験で
は数日間にわたり自動的に繰り返し行う分離実験で、
統計上の精度の向上に努めた。また、フッ化水素酸濃
度を１．
９〜１３．
９M に変えることで、平衡に関与する溶
液中の HF ２−濃度に対する ２６１Rf の陰イオン交換樹脂へ
の吸着率変化を求めた９）。

３．４族元素 Zr および Hf の陰イオン交換挙動
Rf の実験に先立ち、同族元素である Zr および Hf と
Rf の化学挙動を比較するために、まず放射性トレーサ
ーの ８８Zr および １７５Hf を対象にバッチ法を用いて、陰イ
オン交換樹脂と溶液の２相間の原子の分配を示す分配
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図４

陰イオン交換樹脂に対する Rf、Zr および Hf の分
配係数（K d）とフッ化水素酸濃度の関係。



フッ化水素酸濃度と Kd 値の関係で示す。図から明らか

重元素の合成に必要な超ウラン放射性ターゲットが利

なように陰イオン交換樹脂に吸着する Rf のフッ化物

用できる国内唯一の施設である。しかし、ビーム種お

錯イオンは、同族元素の Zr および Hf の同イオンと全

よびビーム量の制約から Rf および Db の実験に限定さ

く異なる挙動を示し、Rf のフッ化水素酸濃度に対する

れる。現在、タンデム加速器で計画されている大電流

Kd 値の減少の度合いが Zr および Hf に比べて小さいこ

の安定核ビーム利用とブースター加速器の利用が、
１０６

とがわかった。一般的に両対数で示した溶液濃度と Kd

番以上の元素の化学的研究には必要不可欠である。そ

値の関係の傾きは、対象とする化学種のチャージを示

の完成は、我々が実績を持つ第２世代の超重元素化学

すとされることから、Rf は Zr や Hf と異なった化学種

をより重い元素に拡張することを可能にするととも

を形成していることが推測できる（ただし、高濃度の

に、長い半減期を持つ１０９番元素マイトネリウムの同

フッ化水素酸中では、主として存在する HF

−
２

の濃度

に関する情報が不足しているために、はっきりとした

位体合成や国内外で未だ挑戦されていない第１世代の
化学研究へ道を開く可能性がある。

チャージを示すことはできない）
。また、相対論効果
を考慮した理論計算において４族元素のフッ化物錯イ

なお本成果は、ドイツ重イオン研究所および大阪大

オン形成の安定性は MF６２−（M は Zr あるいは Hf、Rf）

学、新潟大学、理化学研究所、筑波大学、東京都立大

といった同じ化学種では Zr 〜 Hf ＞ Rf という傾向を示

学、金沢大学、徳島大学との研究協力により得られた

したが １０）、このような大きな Kd 値の違いは予測できな

ものである。

い。この結果は同様に Rf が同族元素と異なった化学種
を形成することを示唆しているかもしれない。このよ
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