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重水の Foreign Availability 情報 
 

米満 啓 
 

１．「ｄ体試料」規制緩和運動の真打登場 

 近年、表題の規制緩和運動は慎重論の壁にぶつかり膠着状態が続いています。本稿で取り上げ

る重水の Foreign Availability 情報は、その壁を一気に突破する決定打です。 

（規制緩和運動の概要は＜附録１＞にまとめてありますのでそちらを御覧下さい） 

1-1 慎重論の壁 

 今までの私たちの論拠は「少量輸出なら安全保障上懸念なし」でした。（懸念用途は重水炉で

減速材としての使用でトン単位が必要。NSG も「年間重水素 200kg＝重水 1t 超えたら規制」） 

これに対し当局は、①｢日本だけ突出して緩和するのは不義理｣、②｢NSG 規制外(重水 1t 以下)

としても不安が少しでもあれば困る｣の 2 点から慎重論を唱えてきました。 

うち①は上記 NSG の枠内に管理できれば OK でしょうが、②は厄介です。量で安心を論ず

る、すなわち「何 kg なら絶対安心か？」という問いへの「客観的答え」は困難だからです。 

 「私の感覚」では百分の一（重水 10kg）も見ておけば「おつりがくる」と思います。なぜな

ら原水禁ニュースによると、核爆弾に必要な Pu の最小量は最新技術でも 1kg。技術が進んで

も、長崎（Pu 合金 6.2kg とか）の十分の一を切ることができていないのですから。それに超小

型炉なら重水の１回当たり使用量も少ないけれど、運転回数は大きくなります。使えば重水は劣

化しますから、結局は何度も重水を補充することになるでしょう。 

それでも「将来的に重水ロスゼロの技術が開発されたら」とか「10g の Pu で原爆を作れたら

どうするのか？」などと問いを重ねることは可能です。つまりその気になれば無限に質問を続け

ることができるのです。このような隘路にはまりこんでいるのが、緩和運動の現状です。 
 

1-2 「重水そのもの」の Foreign Availability を通して見てみよう 

「重水そのもの」という点が重要です。「重水そのもの」が現地調達可能である以上「d 体試

料を買い集めて重水を作られる」可能性を（量に関係なく）ゼロと言い切れるからです。 

 たとえばトルエンの d 体（C7D8）から重水 100 ㎖（重水素量 20g）を中国で作ることを考えて

みましょう。金額的な面もさりながら、より本質的問題は分離抽出のための人手・設備・時間で

す。そもそも重水そのものが現地の試薬屋ですぐ買えるのに、なぜ手間暇かけて重水素の分離抽

出するのか？ どこの国であれ、国防予算をそのようなお遊びに費やし、その上核開発の工程を

遅滞させることなど許される筈がありません。 

ｄ体試料から現地で重水を作ると 

・作業…日本で購入 ⇒ 輸出 ⇒ 現地引取 ⇒ 重水素を分離抽出 ⇒ 重水を製造 (何日かかる？) 

・出費…ｄ体トルエン(SigmaAldrich 日本価格 205,500 円) ＋ 輸出入経費（工数・設備費は別） 

重水そのものを現地で購入すると 

・作業…現地の試薬屋に発注するだけ（数日内に入手できる） 

・出費…1,658.92 元(SigmaAldrich 中国価格)≒2.７万円 

 以下本稿では、重水（そのもの）について、中国・インドにおける各社の状況、世界的試薬メー

カーである Sigma Aldrich の各国での状況を見ていきます。 
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２．中国 

【国産品】 

1 沃凱 

（OURCHEM） 

国药集团化学试剂有限公司のブランド 

https://www.reagent.com.cn/home/PeoductSearch/keywordSearch/7789-20-0  

2 伊諾凱 

（INNOCHEM） 

北京伊诺凯科技有限公司 
https://www.inno-chem.com.cn/detail/1779507.html  

3 阿拉丁 

（Aladdin） 

上海阿拉丁生化科技股份有限公司 

http://www.aladdin-e.com/zh_cn/catalogsearch/result/?form_key=YEtlYmJDMI7XXMWd&q=7789-20-0  

4 羅恩 

（RHAWN） 

上海易恩化学技术有限公司のブランド 
https://www.rhawn.cn/search/7789-20-0  

5 麦克林 

(MACKLIN) 

上海麦克林生化科技有限公司 

http://www.macklin.cn/search/7789-20-0  

6 安耐吉化学 

(Energy Chemical) 

萨恩化学技术（上海）有限公司のブランド 

https://www.energy-chemical.com/search.html?key=7789-20-0  

7 克拉玛尔 
(Klamar) 

上海谱振生物科技有限公司のブランド 
http://www.klamar-reagent.com/Productshow-24026.html  

8 国华 上海瀚思化工有限公司のブランド 

http://www.gh-hansi.com/products_k-7789-20-0.html  

9 

 

ACMEC 上海吉至生化科技有限公司のブランド 

http://www.acmec-e.net/proDetail-14726865.html  

10 可道 
(CODOW) 

广州和为医药科技有限公司のブランド 
http://www.codow.com.cn/product/search?k=7789-20-0  

11 雷丁 
(Reading) 

无锡海伦化学股份有限公司のブランド 
http://www.reading-chemicals.com/index.php/Index/products_show?id=11253  

13 MREDA 北京迈瑞达科技有限公司のブランド 
http://www.mreda.com.cn/search.do?a=s&searchtype=3&psize=10&q=7

789-20-0&searchtmp=simplesearch&t=-1  

14 

 

翁江 广东翁江化学试剂有限公司 

http://www.wj-chem.com/product/170298.html  

【欧米品】 

1 Sigma Aldrich（米） 上海に在庫して販売 4 節参照 

2 Amresco(米) 上海鈺博生物科技有限公司で在庫(現貨)販売 👉詳しくはこちらを 

3 AlfaAesar（英） 北京伊诺凯科技有限公司で在庫(現貨)販売 👉詳しくはこちらを 

4 Acros（ベルギー） 北京伊诺凯科技有限公司で在庫(現貨)販売 👉詳しくはこちらを 

5 Armar AG（スイス） 上海迈瑞尔化学技术有限公司で在庫(現貨)販売 👉詳しくはこちらを 

6 Isowataer(加) 北京伊诺凯科技有限公司で在庫(現貨)販売 👉詳しくはこちらを 

7 Cambridge（米） 北京伊诺凯科技有限公司で在庫(現貨)販売 👉詳しくはこちらを 

 

 なお入手が容易なのは重水素ガスも同様です。現地でのボンベ売り情報も入手したので、参考

まで＜附録２＞で御覧に入れます。 
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https://www.rhawn.cn/search/7789-20-0
http://www.macklin.cn/search/7789-20-0
https://www.energy-chemical.com/search.html?key=7789-20-0
http://www.klamar-reagent.com/Productshow-24026.html
http://www.gh-hansi.com/products_k-7789-20-0.html
http://www.acmec-e.net/proDetail-14726865.html
http://www.codow.com.cn/product/search?k=7789-20-0
http://www.reading-chemicals.com/index.php/Index/products_show?id=11253
http://www.mreda.com.cn/search.do?a=s&searchtype=3&psize=10&q=7789-20-0&searchtmp=simplesearch&t=-1
http://www.mreda.com.cn/search.do?a=s&searchtype=3&psize=10&q=7789-20-0&searchtmp=simplesearch&t=-1
http://www.wj-chem.com/product/170298.html
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【欧米各社の中国在庫販売】 

AMRESCO（米）の中国在庫販売（2019.3.3） 

 

AlfaAesar（英）の中国在庫販売（Innochem サイトより抜粋 2019.2.16） 

 

 

 

 

Acros（ベルギー）の中国在庫販売（Innochem サイトより抜粋 2019.2.16） 

 

 

 

  

2 節 Top へ戻る 
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Armar AG（スイス）の中国在庫販売（2019.3.3） 

 

 

Isowataer(加) の中国在庫販売（Innochem サイトより抜粋 2019.2.16） 

 

 

 

Cambridge（米）の中国在庫販売（Innochem サイトより抜粋 2019.2.16） 

 

 

 

 

  

2 節 Top へ戻る 
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３．インド 

1 Sigma Aldrich（米） バンガロールに在庫して販売 4 節参照 

2 Carbanio（印） https://www.carbanio.com/chemical/deutrium-oxide-7789-20-0-ch-p66bsr3  

 
3 HWB（印） http://www.hwb.gov.in/htmldocs/RTI/purchase_1.asp  

 

 

https://www.carbanio.com/chemical/deutrium-oxide-7789-20-0-ch-p66bsr3
http://www.hwb.gov.in/htmldocs/RTI/purchase_1.asp
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4 SYNMR（印） http://www.synmr.in/  

 

 

 

 

  

3 節 Top へ戻る 

http://www.synmr.in/
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４．シグマアルドリッチ情報 

【要約】 

 3 月 4 日に「品番 151882 の重水」の納期検索を行った結果を下表にまとめました。 

 いずれも「現地在庫あり」か「（在庫ないが）即日海外拠点から取寄せ可能」というもので 

「今から許可取るので X 日待て」はゼロでした。 

なお、検索画面に「3 月 3 日発送可」とあるのは、検索時点でサイトが未更新だったため、前日

のデータが表示されたものと思います。 

1)中国（大陸） 上海在庫から即納（価格は元建）☞詳しくはこちらを 

2)香港 現地に在庫あるが不足分は米国ミルウォーキーから即日発送（少量ゆえ米国

General License 利用してと思われる。価格は米ドル建）☞詳しくはこちらを 

3)台湾 現地に在庫あり。不足分は Schneldorf（バイエルン）から即日発送 

（価格 Euro 建）☞詳しくはこちらを 

4)シンガポール 現地(Sigma Aldrich Pte Ltd)に在庫（価格 S$建）☞詳しくはこちらを 

5)インド バンガロールの在庫から即日発送（価格ルピー建）☞詳しくはこちらを 

6)パキスタン 現地に在庫あり。不足分は Schneldorf（バイエルン）から即日発送 

（価格 Euro 建）☞詳しくはこちらを 

7)UAE UAE 現地に在庫あり。取寄は Schneldorf（バイエルン）から即日発送 

（価格 Euro 建）☞詳しくはこちらを 

8)イスラエル  ְרחֹובֹות（おそらくレホボト…テルアビブ南郊）の拠点から即日発送 

（価格シュキル建）☞詳しくはこちらを 

9)エジプト 現地に在庫あり。取寄は Schneldorf（バイエルン）から即日発送 

（価格 Euro 建）☞詳しくはこちらを 

10)メキシコ Toluca（メヒコ州）の拠点に在庫。不足分は Estados Unidos（米国）から

即日発送（少量ゆえ米国 General License を利用してと思われる。価格は

ペソ建）☞詳しくはこちらを 

11)ロシア 現地に在庫あり。取寄は Schneldorf（バイエルン）から即日発送 

（価格 Euro 建）☞詳しくはこちらを 
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【Sigma Aldrich の重水納期検索画面】…検索日 3.4 

1 中国 上海在庫から即納（価格は元建て） 

 
2 香港 現地に在庫あるが不足分は米国ミルウォーキーから即取寄（少量ゆえ米国 General License

を利用してと思われる） 

 

4 節 Top へ戻る 
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3 台湾 現地に在庫あり。不足分は Schneldorf（バイエルン）から即日発送（価格 Euro 建） 

 

4 シンガポール 現地(Sigma Aldrich Pte Ltd)に在庫（価格も S$建） 

 

 

4 節 Top へ戻る 
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5 インド バンガロールの在庫から即納（価格はルピー建て） 

 

6 パキスタン 現地に在庫あり。不足分は Schneldorf（バイエルン）から即日発送 

（価格も Euro 建） 

 

4 節 Top へ戻る 
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7 UAE 現地に在庫あり。取寄は Schneldorf（バイエルン）から即納（価格も Euro 建） 

 

8 イスラエル ְרחֹובֹות（おそらくレホボト…テルアビブ南郊）の拠点から即納 

 

 

4 節 Top へ戻る 
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9 エジプト 現地に在庫あり。取寄は Schneldorf（バイエルン）から即納（価格も Euro 建て） 

 

 

10 メキシコ Toluca（メヒコ州）の拠点に在庫。不足分は Estados Unidos(米国)から即日発送 

 

4 節 Top へ戻る 
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11 ロシア 現地に在庫あり。不足分は Schneldorf（バイエルン）から即発送（価格も Euro 建） 

 

  

4 節 Top へ戻る 
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＜附録１＞ 「ｄ体試料」規制緩和運動の概要 

 

 本文 1 頁は、Foreign Availability の意義を強調するため、「ｄ体試料」に関する記述を敢えて

省略しました。（初めてこの問題に関心持って下さった読者の皆様、すみません！）  

本文を理解するのに必要な基礎知識をここで簡単にまとめておきます。 

【ｄ体試料】 

 水素化合物中の軽水素(H)を重水素(D)で置換することを「ｄ体化」（deuteration）といいま

す。水なら(H2O→D2O)、ベンゼンなら(C6H6→C6D6)という具合です。 

 「ｄ体化」物質は化学分析において、質量分析用の標識化標準試料、NMR（核磁気共鳴）分

析用の溶媒、として使われます。うち質量分析用の方（本稿ではこれを「ｄ体試料」と呼びま

す）は、分析時の使用量も小さく、市販パッケージが少量（通常は mg 単位）であることから、

輸出による安全保障上の懸念小ということで、長年にわたり規制緩和運動が続けられています。 

 

【規制の概要】 

「ｄ体試料」のような重水素化合物は、核・原子力関連品として輸出令別表第 1 の 2 項(3)で

規制されています。《貨物等省令》の具体的規制仕様記述は次の通り。  

1 条三号 重水素又は重水素化合物であって、重水素の原子数の水素の原子数に対する比率が 5,000

分の１を超えるもの 

 規制の背景は、重水が原子炉の減速材として使われることにあります。重水素化合物は、そこ

から重水素を分離して重水が製造されることへの懸念から、つまり重水の材料という意味で規制

対象になっているわけです。 

 

【規制緩和論の概要】 

 ３つ論旨があります。このうち 3)は今年に入ってから注目されたポイントです。過去の緩和運

動の挫折は、3)の要素が不十分だったからではないか、と私は見ています。 

1)モノとしての懸念性；原子炉で使用となれば大量（トン単位）が必要です。mg 単位の「ｄ

体試料」ならば安全保障上の問題性はないのではないか。 

2)国際レジーム規定の規制範囲；NSG においても、規制対象を年間 1 仕向国当たり 200kg 超

に限定しています。よって mg 単位の「ｄ体試料」の規制を緩和しても NSG 規定に抵触せ

ず、という議論です。 

 3)Foreign Availability；現地で調達可能なら日本で頑張って輸出規制する意義は薄れます。 

 

【規制緩和はどこまで進んだか】 

 2010 年の通達改正で、「い①」地域（＝ホワイト国）と「い②」地域（下記 14 か国）向けの少

量（重水素 1kg 以内）案件が特別一般包括許可適用可能になりました。 
「い②」地域とは 

  4大レジーム全加入のウクライナ・トルコ、 核兵器開発放棄を宣言したブラジル・南ア 

  旧ソ連のカザフ・ベラルーシ・バルト三国、 東欧のスロバキア・スロベニア・ルーマニア 

地中海のキプロス・マルタ 

 しかし中国・インド・東南アジアをはじめ、まだ多くの地域が残っています。これらの地域向

け案件は、個別許可か特定包括許可を取らねば輸出できません。どちらの手続にしても、申請に

当たり多大のエネルギーを要します。 このため CISTEC や産業界から、更なる規制緩和の要

望が政府に寄せられてきましたが、いまだ功を奏していない状況にあります。 
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＜附録２＞ 中国における重水素ガスのボンベ売り情報 

 

 

 

 

重水素ガス価格. 本日（2019.3.3）最新の重水素ガス価格動向－アリババ 

武汉纽瑞德特种气体有限公司 
http://www.nrdgas.com/  

泰竽工业气体有限公司 
http://www.cdtyqt.com/  

成都宏锦化工有限责任公司 
http://www.cdhjhg.com/  

佛山市智程气体有限公司 
http://www.cdhjhg.com/  

青岛贵达特种气体有限公司 
 http://www.yuxinqiti.com/  

成都宏锦化工有限责任公司 
http://www.cdhjhg.com/  

奥博瑞(天津)科技有限公司 
https://aoboruikeji.cn.china.cn/  

http://www.nrdgas.com/
http://www.cdtyqt.com/
http://www.cdhjhg.com/
http://www.cdhjhg.com/
http://www.yuxinqiti.com/
http://www.cdhjhg.com/
https://aoboruikeji.cn.china.cn/

