


まえがき 
 
 昨今の気温上昇、ゲリラ豪雨、更にはスーパー台風のような異常気象は、産業革命以来、
急速な産業・経済の発展に伴い、石炭、石油及び天然ガス等の化石燃料を大量に消費した
ことによる温暖化が原因と言われています。昨年末、国連気候変動枠組み条約第２１回締
約国会議（COP21）が開催され、地球温暖化対策の新枠組み「パリ協定」が採択されました。
その概要は今世紀後半に「実質排出ゼロ」を目指すという画期的な目標が掲げられ、目標
達成のため、全ての国が 2020 年以降の温室効果ガス削減目標を策定し、５年ごとにそれを
見直すことを義務づけたものです。この協定により世界の温暖化対策は新たな局面を迎え
ることとなり、既に EU では脱化石エネルギーに向けた研究開発が急ピッチで進められてい
ます。日本政府も削減目標達成の具体策を示す「地球温暖化対策計画」の策定を急いでい
ます。しかし、世界全体で実質排出量をゼロにするためには新技術や新概念の導入が不可
欠であり、現状ではそう簡単に達成できるとは言えない状況にあります。 
 当センターでは、上記目標の達成策として水素同位体（軽水素、重水素及び三重水素 （ト
リチウム）)のエネルギー利用が有効であると考え、その基礎的・応用的研究を行っていま
す。例えば、軽水素（H2）は酸素と反応することでエネルギー（熱、電気）を放出して水を
生成します。また、エネルギーを用いて水から H2 を得ることもでき、H2 と水の資源循環に
よる持続可能なエネルギーシステムの構築が期待できます。一方、重水素（D）及びトリチ
ウム（T）は 21 世紀の高密度エネルギー源として注目されている核融合炉の燃料として使
用できます。 即ち、水素同位体は次世代のクリーンエネルギーシステムを構築するための
キーマテリアルであると言えます。 
 これらのエネルギーシステムを具現化するために、当センターでは国内外の研究機関や
民間等との連携を積極的に進め、水素同位体を安全かつ効率的に利用するための基礎研究
及び要素技術の研究開発を進めています。また大学に属するセンターとして学部・大学院
教育にも注力しており、水素同位体による新たなエネルギーシステムを担う次世代のリー
ダー育成・輩出に努めています。 

当センターの一般共同研究は、水素エネルギー科学やトリチウム利用研究を対象とし、
センターの運営費より助成金を支出した自助努力によって研究の幅を広げ、深化するため
に行っています。もともと平成 21 年度に共同利用・共同研究としてスタートしましたが、
翌年から現在の名称に改めました。昨年度の採択件数は過去最多の 14 件となりました。一
方、トリチウム安全取扱い技術の高度化やトリチウムと核融合炉材料との相互作用などに
関連する核融合トリチウム研究課題は、核融合科学研究所双方向型共同研究として実施し
ており、昨年度は 13 件の採択でした。本報告書はこれら２つの成果をまとめたものです。 
昨年度より本センターは、特徴ある研究をより推進することを目的として設立された富

山大学研究推進機構（平成 27年 4 月設置）に参画しました。これを一つの契機としてスタ
ッフ一同、更なる研究・教育の「高み」を目指し、新たな気持ちで鋭意努力する所存です
ので、関係各位におかれましても一層のご指導ご鞭撻をお願い申し上げる次第です。  

 
平成 28年 4 月 
富山大学 研究推進機構 水素同位体科学研究センター 

                     センター長  阿部孝之  
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核融合炉材料中の水素同位体の捕獲および脱離における同位体効果	
	

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	

【はじめに】	
核融合炉材料中のトリチウム（T）の捕獲は貴重な資源であるTの退蔵を招くうえ、Tインベントリー

の増大や放射性廃棄物の発生につながる安全上も重要な問題である。取扱いの容易さからTの代わりに

重水素Dを用いて材料との相互作用を調べる研究が広く行われているが、Dで得られた結果からTの挙動

を予測するには、同位体効果に関する知見が必要不可欠である。一方で、加熱や同位体交換を利用した

Tの放出が除染技術として提案されているが、同位体交換法の効果を予測するには共存する水素同位体

がTの挙動に与える影響を理解する必要がある。また、LHDの場合のようにTが極低濃度で存在する場合

にも共存同位体の影響の理解が不可欠である。 

加えて、Dを用いた実験で「果たしてDの挙動が定量的に正しく捉えられているか？」という疑問もあ

る。これは試料中に導入されたDが分析を実施するまでに脱離する可能性があるためである。材料中に

導入された水素は、室温近傍で拡散し容易に外部へ脱離する「拡散性水素」と、欠陥等に捕獲され室温

近傍ではほとんど移動しない「非拡散性水素」に大別できる。水素同位体のリテンション測定において

拡散性水素の脱離が問題となることは当然であるが、ここで注意が必要なのは、同位体を使った実験の

場合には雰囲気中の軽水素Hとの交換により「非拡散性水素」の脱離も起こり得ることである。例えば、

Dを導入した試料を大気中に保持した場合には、外部から取り込まれたHが欠陥に捕獲されたDと同位体

交換を起こす可能性がある。このことに気付かず試料中のD濃度から材料中の捕獲サイト濃度を見積も

ると、実際にはかなりの量のサイトがDではなくHで占有されていることから、捕獲サイト濃度を過小評

価するリスクがある。このような同位体交換は、Tを用いる場合でも当然問題となる。 

このような観点から本研究では、核融合炉材料候補材中の水素同位体の捕獲と脱離における同位体効

果ならびに共存同位体の影響を調べる。今年度はまず、共存同位体の影響を調べるため、重イオン照射

により欠陥を導入した低放射化フェライト鋼試料をD2ガスに曝露したのち昇温脱離実験を行った。また、

同様にイオン照射を行った鉄鋼試料をD2O水蒸気に曝露し、Dの侵入挙動を調べた。また、H、D、Tの測定

が可能な昇温脱離実験装置を設計・製作した。 

 

【低放射化フェライト鋼中のDの挙動に及ぼすHの影響】 

試料には鏡面に研磨された低放射化フェライト鋼F82H板材を用いた。Max-Planck-Institut für 

Plasmaphysik（IPP）の協力を得て、これらの試料に20 MeVのWイオンを照射した。はじき出し損傷量は

最大となる深さでの値で0.54 dpaである。照射損傷分布はSRIMコード[1]により評価した。これらの試

料の一部を0.1 MPaのD2ガスに473 Kで5時間曝露した。そののち、同様にIPPの協力を得て、Dの深さ方向

分布を核反応法で分析した。プローブには3Heビームを用い、D(3He,p)4He反応を利用した。また、水素

同位体の昇温脱離スペクトルを測定した。測定には、東北大学金属材料研究所附属量子エネルギー材料

科学国際研究センターの昇温脱離実験装置を用いた。この装置は試料交換室が取り付けられており分析

室が超高真空に保たれているため、H2ガスについてもバックグラウンドが低い。しかし、Tを取り扱える

仕様にはなっていない。 

また、一部のW照射F82H試料を室温でD2O水蒸気に曝露した。このとき、試料と重水をステンレス製の

バルブ付容器に入れたのち、液体窒素を用いて一旦重水を凍らせ、ロータリーポンプで容器内を真空に
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排気してから密閉した。その

のち容器を室温に戻し、試料

を平衡圧のD2O水蒸気（298 K

で2.7 kPa）に1年間曝露した。

試料を取り出したのち、IPP

の協力を得てDの深さ方向分

布を核反応法で分析した。 

図1にSRIMコードで計算し

た損傷分布およびDの深さ方

向分布を示す。損傷量は深さ

およそ2 mで最大値（0.54 

dpa）を示している。D濃度は

損傷が導入されている領域で

著しく高くなっており、照射

欠陥にDが捕獲されているこ

とがわかる。核反応法はDの検

出に広く用いられているが、D

とHでは検出に用いる核反応

が異なるため、両方の同位体

が同時に測定されている例は

ほとんどない。 

図2に昇温脱離実験の結果

を示す。D2ガスに曝露したの

ち昇温脱離実験を行うまでの

間には、核反応法による分析

のための試料輸送等に伴い 

数カ月が経過していた。興味

深いことに、脱離した水素同

位体の大部分はHであり、Dの

量はHの1/20に過ぎなかった。

また、H2の脱離ピークがD2と同

じ温度に現れていることから、試料中でのHとDの存在状態は同じであったと考えられる。すなわち、H

もDと同様に照射欠陥に捕獲されていた可能性が高い。図1では損傷欠陥に捕獲されているDの濃度は

0.02 at.%程度となっているが、捕獲サイトの濃度はこの値より一桁高かった恐れがある。多くの文献

では、D濃度=捕獲サイト濃度という取扱いがなされている。また、昇温脱離測定がなされている文献に

おいても、バックグラウンドが高いためか、H2のスペクトルが記載されていない場合が大半であり、照

射欠陥に捕獲されているHの量が評価されている例はほとんどない。以上の結果は、特定の同位体だけ

の分析結果から水素同位体リテンションや捕獲サイト濃度を評価することのリスクを如実に示してい

る。Hの源としては、もともと試料中に不純物としてものと、気相中の水蒸気とが考えられるが、現時

点では明らかになっておらず、その解明にはさらなる研究が必要である。 
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図 1 20 MeV W イオンで照射した F82H 鋼試料中の損傷分布（破線、
右軸）および 0.1 MPa の D2 ガスに 473 K で 5 時間曝露したのちの
Dの深さ方向分布（左軸）。 

図 2 20 MeV W イオンで照射した F82H 鋼試料を 0.1 MPa の D2ガスに
5時間曝露したのちに測定した昇温脱離スペクトル。D2ガス曝露から
昇温脱離実験までの間には数カ月が経過していた。 
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D2O水蒸気に曝露した試料中

のDの深さ方向分布を図3に示す。

Dが試料中に侵入し照射欠陥に

捕獲されていることが明瞭にわ

かる。鉄鋼材料が水分子からD

を奪うことは熱力学的に不可能

なので、試料の酸化に伴い遊離

したDが吸収されたと考えられ

る（xFe + yD2O → FexOy + 2yD）。

この結果から、大気に試料を曝

露するとHが侵入することが予

測される。先述のように図2で検

出されたHの源は現時点では明

らかではないが、同様の過程で

侵入したHがDと同位体交換反応

を起こし照射欠陥を占有した可

能性が高い。現在、あらかじめ

照射欠陥をHで占有させた試料

を同様にD2O水蒸気に曝露して

おり、この試料中のD分布を測定

することで同位体交換に関する

知見が得られると期待される。 

 

【トリチウム昇温脱離実験装置

の設計・製作】 

 現在、製作を進めているH、D、

Tの測定を目指した昇温脱離実

験装置の概念図を図4に示す。高温でのTの吸収が少なく、かつ汚染した場合の交換が容易なため、測定

室は石英ガラス製とした。メンテナンスのため測定室に大気を導入した際はターボ分子ポンプとスクロ

ールポンプで排気するが、そののちはガスを外部へ排出しないスパッタイオンポンプで超高真空を維持

することとした。これにより、Tの取り扱が可能となる。また、H2のバックグラウンドを極力低減するた

め、試料交換室（予備排気室）を設置する予定である。完成後、照射損傷を導入したW試料等を用いて

欠陥と水素同位体の結合エネルギーにおける同位体効果を調べる予定である。 

参考文献

[1] J.F. Ziegler, SRIM - The Stopping and Range of Ions in Matter, ver. SRIM-2008.3, 

http://srim.org.   

[2] A. H. Harvey and E. W. Lemmon, J. Phys. Chem. Ref. Data, 31 (2002) 173. 

図 3 20 MeV W イオンで照射した F82H 鋼試料中の損傷分布（破線、
右軸）および室温で D2O 水蒸気に 1年間曝露したのちの Dの深さ方
向分布（左軸）。 

図 4 トリチウムを使用可能な昇温脱離実験装置の模式図。QMS は
四重極質量分析計、TMP はターボ分子ポンプ、SP はスクロールポ
ンプ、IP はスパッタイオンポンプを示す。 
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D2O水蒸気に曝露した試料中

のDの深さ方向分布を図3に示す。

Dが試料中に侵入し照射欠陥に

捕獲されていることが明瞭にわ

かる。鉄鋼材料が水分子からD

を奪うことは熱力学的に不可能

なので、試料の酸化に伴い遊離

したDが吸収されたと考えられ

る（xFe + yD2O → FexOy + 2yD）。

この結果から、大気に試料を曝

露するとHが侵入することが予

測される。先述のように図2で検

出されたHの源は現時点では明

らかではないが、同様の過程で

侵入したHがDと同位体交換反応

を起こし照射欠陥を占有した可

能性が高い。現在、あらかじめ

照射欠陥をHで占有させた試料

を同様にD2O水蒸気に曝露して

おり、この試料中のD分布を測定

することで同位体交換に関する

知見が得られると期待される。 
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 現在、製作を進めているH、D、

Tの測定を目指した昇温脱離実

験装置の概念図を図4に示す。高温でのTの吸収が少なく、かつ汚染した場合の交換が容易なため、測定
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ールポンプで排気するが、そののちはガスを外部へ排出しないスパッタイオンポンプで超高真空を維持

することとした。これにより、Tの取り扱が可能となる。また、H2のバックグラウンドを極力低減するた

め、試料交換室（予備排気室）を設置する予定である。完成後、照射損傷を導入したW試料等を用いて
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図 3 20 MeV W イオンで照射した F82H 鋼試料中の損傷分布（破線、
右軸）および室温で D2O 水蒸気に 1年間曝露したのちの Dの深さ方
向分布（左軸）。 

図 4 トリチウムを使用可能な昇温脱離実験装置の模式図。QMS は
四重極質量分析計、TMP はターボ分子ポンプ、SP はスクロールポ
ンプ、IP はスパッタイオンポンプを示す。 
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一致した。したがって、中性子照射による

欠陥は 1173 K の加熱によって回復すること

が示唆された。また、Fe2+照射試料において

は、0.1 dpa、1.0 dpa で透過率はほぼ同じで

あり、14 MeV 中性子照射のものと比較する

と低い値となった。しかし、1123 K 以上の

温度で透過率が未照射 W のものと一致した

が、1173 K 加熱後はさらに減少した。その

ため照射欠陥は 1073 K 以下でのみ影響する

ことが示唆された。図 3 に PAS による 0.1 dpa
の Fe2+ 照射試料における空孔型欠陥サイズ

の評価をまとめた。試料中の欠陥濃度は 573 
K の加熱では増加したが、1173 K では未加

熱試料のものより減少した。また、照射後

の加熱に伴い、陽電子の寿命が未加熱試料

に比べ延びていることから、加熱により試

料中の欠陥が集合し、サイズが増大するこ

とが明らかとなった。したがって透過率の

減少は加熱による欠陥サイズの増加が影響

を及していると示唆された。

今後はさらに重イオン照射エネルギーに

より欠陥分布を制御し、種々の条件で同様

の測定を行い、水素滞留挙動との相関につ

いて検討する。
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図 2 各試料における D 透過率  

図 3 焼鈍試料中の長寿命陽電子の寿
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高温下における中性子照射タングステン中のトリチウム滞留挙動

                      静岡大学学術院理学領域 大矢 恭久

[目的 ] 
 核融合炉のプラズマ対向壁には、水素同位体滞留量の少ないタングステン (W)の利用が

検討されている。プラズマ対向壁は高温下で DT 核融合反応により生成した中性子を含む

高エネルギー粒子に曝されるため、照射欠陥が導入され、この照射欠陥に水素同位体が捕

捉され安定化することが予想される。これまでに室温にて種々の損傷量まで Fe2+照射した

W 試料における重水素（D）滞留挙動評価を行った。その結果、Fe2+照射した W 試料では

損傷量増加に伴い、新たな D 捕捉サイトの形成が示唆された。しかし、照射欠陥は熱によ

り、安定化するとともに、拡散して回復する等の複雑な挙動をするため、熱影響を考慮し

た水素滞留量評価が必要不可欠である。そこで本研究では、中性子および重イオン照射し

た W に、D 滞留挙動評価のため D2
+イオンを照射し、昇温脱離法（TDS）を行った。また、

これらの試料に D 透過実験および陽電子消滅分光法（PAS）を行い、原子空孔やボイドの

安定性と高温での回復挙動が水素同位体挙動に及ぼす影響について知見を得ることとした。

[方法 ] 
 試料としてアライドマテリアル社製の歪取加工済 W ディスク試料（6 mmφ×0.5 mm t）及

びニラコ社製の圧延 W 箔を用い、不純物除去のため高真空下（< 10-6 Pa）で 1173 K にて

30 分間加熱処理を行った。重イオン照射として日本原子力研究開発機構（ JAEA）の 3MV
タンデム加速器を用いて 6 MeV Fe2+を照射損傷量 0.01-1.0 dpa まで照射した。核融合中性

子照射は JAEA の核融合中性子源施設（FNS）にて 14 MeV 中性子照射を W ディスク試料

のみに対し 1×10-6 dpa まで行った。これらの試料と未照射 W 試料に D2
+イオンを照射エネ

ルギー1.0 keV D2
+、フラックス 8.75×1017 D+ m-2 s-1、フルエンス 1.0×1022 D+ m-2 まで照射

した後、D 滞留挙動評価のため昇温脱離法（TDS）を昇温速度 30 K min-1 にて行った。ま

た、これらの Fe2+照射 W 箔試料及び核融合反応中性子照射 W ディスク試料に対し、D ガ

ス透過実験を、ガス圧力 80.0 kPa で 973 - 1173 K の温度領域にて行った。さらに Fe2+照射 W
ディスク試料を高真空下（< 10-6 Pa）で 573 K、1173 K にて 30 分加熱した後、陽電子消滅

分光法（PAS）により欠陥生成・回復挙動についても検討した。

[結果・考察 ] 
 図 1 に各試料における D2 TDS スペクトルを示す。TDS スペクトルは 4 つの脱離ピーク

で構成されており、過去の研究より Peak 1（400 K）は表面吸着および転位ループによる D
捕捉 [2-3]、Peak 2、3（550、650 K）は原子空孔及び原子空孔集合体による捕捉 [3]、Peak 4
（850 K）はボイドによる捕捉 [4]であると帰属した。Fe2+照射試料は、損傷量の増加に伴い

ボイドが形成され、D の安定な捕捉サ

イトになることが示唆された。核融合

反応中性子照射では、Peak 2 において

Fe2+ 0.1 dpa 照射試料と同程度の D 放

出ピークが得られ、低損傷量から原子

空孔・原子空孔集合体などのはじき出

しによる欠陥が導入されることが示唆

された。

 図 2 に各試料の D 透過率の温度依存

性を Zakharov 氏の結果 [5]とともに示

す。14 MeV 中性子照射試料における

透過率は未照射 W に比べ減少したが、

1123 K 以降は未照射 W のものと一致

し、1173 K の加熱において、973 K の

透過率（図中星印）も未照射のものと
図 1 各試料における D2TDS スペクトル  
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一致した。したがって、中性子照射による

欠陥は 1173 K の加熱によって回復すること

が示唆された。また、Fe2+照射試料において

は、0.1 dpa、1.0 dpa で透過率はほぼ同じで

あり、14 MeV 中性子照射のものと比較する

と低い値となった。しかし、1123 K 以上の

温度で透過率が未照射 W のものと一致した

が、1173 K 加熱後はさらに減少した。その

ため照射欠陥は 1073 K 以下でのみ影響する

ことが示唆された。図 3 に PAS による 0.1 dpa
の Fe2+ 照射試料における空孔型欠陥サイズ

の評価をまとめた。試料中の欠陥濃度は 573 
K の加熱では増加したが、1173 K では未加

熱試料のものより減少した。また、照射後

の加熱に伴い、陽電子の寿命が未加熱試料

に比べ延びていることから、加熱により試

料中の欠陥が集合し、サイズが増大するこ

とが明らかとなった。したがって透過率の

減少は加熱による欠陥サイズの増加が影響

を及していると示唆された。

今後はさらに重イオン照射エネルギーに

より欠陥分布を制御し、種々の条件で同様

の測定を行い、水素滞留挙動との相関につ

いて検討する。

[1]Y. Hatano, et al.: J. Plasma Fusion Res. 89 (2013) 725.
[2]H. Eleveld et al.,  J. Nucl. Mater. 191 (1992) 433.
[3]H. Iwakiri et al., J. Nucl Mater. 307 (2002) 135.
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高温下における中性子照射タングステン中のトリチウム滞留挙動

                      静岡大学学術院理学領域 大矢 恭久

[目的 ] 
 核融合炉のプラズマ対向壁には、水素同位体滞留量の少ないタングステン (W)の利用が

検討されている。プラズマ対向壁は高温下で DT 核融合反応により生成した中性子を含む

高エネルギー粒子に曝されるため、照射欠陥が導入され、この照射欠陥に水素同位体が捕

捉され安定化することが予想される。これまでに室温にて種々の損傷量まで Fe2+照射した

W 試料における重水素（D）滞留挙動評価を行った。その結果、Fe2+照射した W 試料では

損傷量増加に伴い、新たな D 捕捉サイトの形成が示唆された。しかし、照射欠陥は熱によ

り、安定化するとともに、拡散して回復する等の複雑な挙動をするため、熱影響を考慮し

た水素滞留量評価が必要不可欠である。そこで本研究では、中性子および重イオン照射し

た W に、D 滞留挙動評価のため D2
+イオンを照射し、昇温脱離法（TDS）を行った。また、

これらの試料に D 透過実験および陽電子消滅分光法（PAS）を行い、原子空孔やボイドの

安定性と高温での回復挙動が水素同位体挙動に及ぼす影響について知見を得ることとした。

[方法 ] 
 試料としてアライドマテリアル社製の歪取加工済 W ディスク試料（6 mmφ×0.5 mm t）及

びニラコ社製の圧延 W 箔を用い、不純物除去のため高真空下（< 10-6 Pa）で 1173 K にて

30 分間加熱処理を行った。重イオン照射として日本原子力研究開発機構（ JAEA）の 3MV
タンデム加速器を用いて 6 MeV Fe2+を照射損傷量 0.01-1.0 dpa まで照射した。核融合中性

子照射は JAEA の核融合中性子源施設（FNS）にて 14 MeV 中性子照射を W ディスク試料

のみに対し 1×10-6 dpa まで行った。これらの試料と未照射 W 試料に D2
+イオンを照射エネ

ルギー1.0 keV D2
+、フラックス 8.75×1017 D+ m-2 s-1、フルエンス 1.0×1022 D+ m-2 まで照射

した後、D 滞留挙動評価のため昇温脱離法（TDS）を昇温速度 30 K min-1 にて行った。ま

た、これらの Fe2+照射 W 箔試料及び核融合反応中性子照射 W ディスク試料に対し、D ガ

ス透過実験を、ガス圧力 80.0 kPa で 973 - 1173 K の温度領域にて行った。さらに Fe2+照射 W
ディスク試料を高真空下（< 10-6 Pa）で 573 K、1173 K にて 30 分加熱した後、陽電子消滅

分光法（PAS）により欠陥生成・回復挙動についても検討した。

[結果・考察 ] 
 図 1 に各試料における D2 TDS スペクトルを示す。TDS スペクトルは 4 つの脱離ピーク

で構成されており、過去の研究より Peak 1（400 K）は表面吸着および転位ループによる D
捕捉 [2-3]、Peak 2、3（550、650 K）は原子空孔及び原子空孔集合体による捕捉 [3]、Peak 4
（850 K）はボイドによる捕捉 [4]であると帰属した。Fe2+照射試料は、損傷量の増加に伴い

ボイドが形成され、D の安定な捕捉サ

イトになることが示唆された。核融合

反応中性子照射では、Peak 2 において

Fe2+ 0.1 dpa 照射試料と同程度の D 放

出ピークが得られ、低損傷量から原子

空孔・原子空孔集合体などのはじき出

しによる欠陥が導入されることが示唆

された。

 図 2 に各試料の D 透過率の温度依存

性を Zakharov 氏の結果 [5]とともに示

す。14 MeV 中性子照射試料における

透過率は未照射 W に比べ減少したが、

1123 K 以降は未照射 W のものと一致

し、1173 K の加熱において、973 K の

透過率（図中星印）も未照射のものと
図 1 各試料における D2TDS スペクトル  
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高粒子負荷環境下でのタングステンのリテンション 
 

大阪大学 大学院工学研究科 上田良夫 
 

１．緒言 
タングステンプラズマ対向材料の水素同位体リテンションについては、中性子照射損

傷影響と共に、高粒子負荷（高フラックス、高フルエンス）環境下での現象の解明がまだ

不十分である。特に、はじき出しを伴わない捕獲サイトの形成や、それに伴うリテンショ

ンの増加などについては不明な点が多い。そこで本研究では、中性子照射欠陥模擬の目的

で 6.4 MeV Fe を入射した試料、及びそこに低エネルギー（1keV）高フルエンス重水素イ

オン照射を行った W 試料を D/T 混合ガスに曝露し、トラップされた T のバルク領域での分

布をエッチング法を用いて測定し、水素同位体の蓄積・拡散挙動を調べた。 
 

２．高エネルギーイオン照射損傷と、高フルエンス重水素照射を与えたタングステン中の

トリチウム分布評価 
実験方法 

T 濃度 7.2%（D/T 混合ガス）、圧力 1.2 kPa の混合ガスに 3 時間曝露した（曝露温度は

573 K）。曝露後試料のT吸蔵量の深さ分布をエッチング法と IP測定を組み合わせて行った。

これにより、深さ方向の 1 次元分布だけではなく、3 次元的にトリチウムの分布を測定でき

ることになり、トリチウム挙動をより精

密に評価することが可能となる。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図１ 0.7 dpa まで損傷を与えた試料のトリ
チウムの深さ分布（損傷部(Fe damaged area)
とそれ以外(Reference)）。曝露温度 300℃。 
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結果と考察 
まず、高エネルギーイオンで損傷を与えたタ

ングステン試料（0.7 dpa）について、損傷の

有無がトリチウム分布に与える影響を D/T 混

合ガスにさらして調べた。その結果を図１に示

す。トリチウムの濃度分布は最表面が最も高く、

内部に向かってほぼ単調に減少する。損傷のあ

る領域とない領域を比較すると、損傷のある領

域（深さ約 2 µm まで）の方がトリチウム濃度

が高くなっていることがわかる。このことから、

Fe イオン照射により、トリチウムの捕獲サイ

ト密度が増加していることがわかる。しかし

ながら、損傷領域のトリチウム濃度は内部に

向かって減少しており、他の研究で見られる

ような損傷領域で水素同位体濃度がほぼ一定

になる様な分布形状になっておらず、捕獲サ

イトが完全に埋まっているとは考えにくい。 
 次に図 1 の試料と同様に損傷を与えた試

料に対して、1 keV の D イオンを 1 x 1024 m-2

のフルエンスまで注入した試料について D/T
混合ガスを曝露した後、深さ分布を調べた結

果を図２に示す。また、図２のデータを最表

面の濃度で規格化した深さ分布のデータを図

３に示す。図２より、重水素イオンを注入した領域には、他の領域よりも一桁以上大きい

トリチウムの蓄積が観測された。また、損傷部と非損傷部には、図１よりもやや深いとこ

ろまで蓄積量の差が見られたが、この差は Fe イオン照射に起因する損傷が影響していると

考える。 
重水素イオンを注入した領域に多くのトリチウムが蓄積している理由を考察するため、

最表面濃度で規格化した分布を見ると、2 ミクロンより深いところで、すべての領域の値が

ほぼ同じ値になっていることがわかる。このことは、すべての領域で、同じ拡散メカニズ

ム（同じ拡散係数）でトリチウムが内部に拡散していることを示している。従って、重水

素イオン注入部分のトリチウム蓄積量が多い理由は、イオンビーム照射により表面が変質

し（酸化物層の一部が除去される等）、ガス状のトリチウムがタングステン内部に吸収され

やすくなったことが理由と考えられ、2µm 以上の深さでは、高フルエンス照射による明確

な蓄積量の増加は見られなかった。 
 

図２ 重水素イオン照射した損傷試料の

トリチウムの深さ分布。曝露温度 300℃。 

図３ 図２の分布を、最表面の濃度で規

格化した深さ分布。 
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高粒子負荷環境下でのタングステンのリテンション 
 

大阪大学 大学院工学研究科 上田良夫 
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ダスト中の水素同位体測定（分析）手法の開発  
 
                  九州大学大学院総合理工学研究院 大塚 哲平  
 
【目的】  

核融合炉プラズマ対向壁はプラズマ -壁相互作用により損耗し、その損耗した壁材料の一

部が粒子やその凝集体の形態で飛散し、ダストとして対向壁の隙間や真空容器床部に堆積

する。ダストは捕集や回収が難しいため、放射性トリチウム（T）がダストに取り込まれ

ると、真空容器内部の T 蓄積量が増大し続けることが懸念されている。近年、プラズマ対

向壁材料として様々な金属（合金）材料の利用が検討されているが、これら金属（合金）

ダストへの T 蓄積挙動に関する研究はまだ始まったばかりである。金属（合金）ダストは

様々な組成やサイズをもつので、これらへの T または水素同位体の取り込み挙動を明らか

にするためには、従来のような、ダスト中の水素同位体の高温または昇温による脱離抽出

により総量を評価するだけでなく、個々のダスト粒子の水素同位体取り込み挙動を明らか

にする必要がある。本研究の目的は、検出しやすい T からのβ線（電子線）やβ線誘起 X
線を計測する技術、すなわちトリチウムトレーサー技術を応用して、個々のダスト中に取

り込まれた水素同位体の定量を試み、その測定（分析）手法を確立することである。昨年

度、ダストを模擬したチタン（Ti）粒子中の T をイメージングプレート（ IP）法によって

検出し、定量化することに成功した。本年度は、タングステンの粒子中の T 検出に IP 法

を応用し、本手法の実機ダストへの適用可能性を検討した。また、β線誘起 X 線測定（BIXS）

法によって粒子中の T の検出を試みた。  
 
【実験】  

試料として、図 1 に示すような、平均粒径 50 µm
の多面体状のタングステン（W）粒子を用いた。数

mg の W 粒子を石英ガラス製の試験管に入れたあと、

試験管口に石英ウールを詰めることによって、排気

および水素（トリチウム）導入中の粒子の飛散を防

いだ。  
T を含んだ水素（T/H=1.0 x 10-4）を 793 K, 13.3 

kPa で 2 時間かけて、粒子に曝露した。  
 曝露後、粒子を粘着性ゴムシート上に分散させて

固定した。つぎに、図 2 に示すように、イメージン

グプレート（ IP）とゴムシート上の粒子とを 2 時間

密着させることにより、粒子から発せられた β 線強

度を測定した。  
 富山大学において T を吸収させた Ti 粒子の BIXS
測定をアルゴン（Ar）ガス雰囲気で 24 時間行った。  
 
【結果および考察】  
 図 2 に T 曝露した W 粒子の IP 像を示す。図中、

青色から緑、赤色になるにつれて β 線強度が強くな

ることを示している。β 線強度は W 粒子の存在位置

で高かった。また、W 粒子サイズは 50 µm 程度であ

るにも関わらず、粒子周囲の 100 µm までβ線が観

測された。これは、W 粒子内部または表面から発せ

られたβ線が空気中を通って IP に入射したためで

あると考えられる。平均 5.7 keV のエネルギーをも

つ電子の飛程は、W 粒子中でわずか 0.1 µm、空気

中で 1 mm である。これらを考慮すると、T は W 粒

 
図 1 W 粒子  

20 µm

100 µm

 
図 2 T 曝露した W 粒子の IP 像  
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子の最表面だけでなく、粒子表面からやや深い領域

にも存在したと考えられる。このように、W 粒子の

T 蓄積量（濃度）を定量するには、粒子の表面から

内部にかけての詳細な T 分布状態を知る必要がある。 
 図 3 は、T を均一に吸収させた Ti 粒子の BIXS 測

定結果である。図をみると、Ti 内部の T から発せら

れた電子が Ti と相互作用することにより誘起され

た特性 X 線スペクトル Ti Kαの強度が高く、相対的

に Ti 粒子外部の Ar ガスとの相互作用に起因するス

ペクトル強度 Ar Kαは小さいことがわかる。この結

果は、T が Ti 粒子内部に均一に分布していたことに

合致している。前出の W 粒子のように、表面または

表面近傍に T が多く存在していれば、Ar Kαの強度

が相対的に大きくなることが予想される。  
ここまで述べてきたように、IP 法は電子線を検出

することにより T を含む個々の粒子の存在位置や、T 蓄積挙動を、BIXS 法は X 線を検出

することにより粒子表面から内部にかけての T 分布状態を探るのに適しており、相補完的

な役割を果たす。今後は、さまざまな組成、構造をもつ金属粒子に T を曝露または吸収さ

せたあとに、 IP 法および BIXS 法を実施し、ダスト中の T 定量技術の向上を目指す。  

【成果発表】  
口頭発表

1. T. Otsuka and Y. Hatano, Application of tritium tracer techniques on investigation 
of tritium retention in metallic dust, 15th International Conference on 
PLASMA-FACING MATERIALS and COMPONENTS for FUSION 
APPLICATIONS(PFMC15), Aix-en-Provence, France, 18-22 May, 21 (2015). 
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図 3 T を吸収させた Ti 粒子の

BIXS 測定結果  
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ヘリカル炉タングステン第一壁における 
トリチウム透過・滞留挙動に及ぼす炭素不純物影響 

 
静岡大学学術院理学領域 近田 拓未 

 
[目的]  

タングステン（W）は高融点、低スパッタ率という性質から核融合炉内のプラズマ対向材として使用

が検討されている。核融合炉運転時には、水素同位体、中性子、不純物炭素（C）などの高エネルギー

粒子が W に照射され水素同位体捕捉サイトとなる照射欠陥が形成される。さらに、不純物 C 照射によ

る C-W 混合層の形成により、重水素（D）の拡散を抑制することが過去の研究から明らかとなっている

[1-2]。そのため、炉内では C-W 混合層の形成と照射欠陥の形成がダイナミックに引き起こされ、非照

射 W 中の水素同位体滞留挙動とは大きく異なることが予想される。また、その相互作用の理解は実機

での水素同位体ダイナミクスの解明に必要不可欠である。そこで本研究では、W 試料に鉄イオン（Fe2+）

照射し欠陥を導入した後、C+照射を行い、D 滞留挙動を昇温脱離法（TDS）によって評価した。これら

の結果から欠陥導入タングステン中の D 滞留挙動に及ぼす C＋照射影響について考察した。

[実験] 

アライドマテリアル社製の歪取加工済み W（10 mmφ×0.5 mmt）を用い、不純物除去のため高真空下

（<10-6 Pa）で 1173 K にて 30 分間加熱処理を行った。Fe2+照射として日本原子力研究開発機構（JAEA）

高崎量子応用研究所の 3 MV タンデム加速器（TIARA）を用いて 6 MeV Fe2+を照射損傷量 0.01、0.1 、

1.0 dpa まで照射した。これらの試料と未照射 W 試料に静岡大学の 3 種イオン同時照射装置を用いて、

C+を照射エネルギー10 keV C+、フラックス 1.0×1017 C+ m-2 s-1、フルエンス 1.0×1020 ~ 1.0×1021 C+ m-2

まで照射した。その後、D+を照射エネルギー3 keV D+、フラックス 1.0×1018 D+ m-2 s-1、フルエンス 1.0

×1022 D+ m-2 まで照射した後、昇温脱離法（TDS）を昇温速度 30 K min-1 にて 1173 K まで行った。

[結果・考察] 

 図 1 に Fe2+- C+照射 W と Fe2+照射 W におけ

る D2 TDS スペクトルを示す。TDS スペクトル

は 400、600、780 K における 3 つの脱離ピーク

で構成されており、過去の研究より Peak 1

（400K）は表面吸着および転位ループによる D

捕捉[3-4]、Peak 2、3（600、780 K）はそれぞれ

原子空孔とボイドによる捕捉[5]であると帰属

した。図 2 は各ピークにおける D 滞留量を示し

た。まず、Fe2+- C+照射 W（C＋照射フルエンス

1.0×1020 C+ m-2）と Fe2+照射 W を比較すると

Fe2+- C+照射 W において Peak 2、3 の D 放出量

が増加していることから C+照射により原子空

孔の増加が考えられた。次に、Fe2+- C+照射 W

（C＋照射フルエンス 1.0×1021 C+ m-2）と Fe2+

図 1 Fe
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+
照射 W と Fe

2+
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子の最表面だけでなく、粒子表面からやや深い領域

にも存在したと考えられる。このように、W 粒子の

T 蓄積量（濃度）を定量するには、粒子の表面から

内部にかけての詳細な T 分布状態を知る必要がある。 
 図 3 は、T を均一に吸収させた Ti 粒子の BIXS 測

定結果である。図をみると、Ti 内部の T から発せら

れた電子が Ti と相互作用することにより誘起され

た特性 X 線スペクトル Ti Kαの強度が高く、相対的

に Ti 粒子外部の Ar ガスとの相互作用に起因するス

ペクトル強度 Ar Kαは小さいことがわかる。この結

果は、T が Ti 粒子内部に均一に分布していたことに

合致している。前出の W 粒子のように、表面または

表面近傍に T が多く存在していれば、Ar Kαの強度

が相対的に大きくなることが予想される。  
ここまで述べてきたように、IP 法は電子線を検出

することにより T を含む個々の粒子の存在位置や、T 蓄積挙動を、BIXS 法は X 線を検出

することにより粒子表面から内部にかけての T 分布状態を探るのに適しており、相補完的

な役割を果たす。今後は、さまざまな組成、構造をもつ金属粒子に T を曝露または吸収さ

せたあとに、 IP 法および BIXS 法を実施し、ダスト中の T 定量技術の向上を目指す。  

【成果発表】  
口頭発表

1. T. Otsuka and Y. Hatano, Application of tritium tracer techniques on investigation 
of tritium retention in metallic dust, 15th International Conference on 
PLASMA-FACING MATERIALS and COMPONENTS for FUSION 
APPLICATIONS(PFMC15), Aix-en-Provence, France, 18-22 May, 21 (2015). 
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ヘリカル炉タングステン第一壁における 
トリチウム透過・滞留挙動に及ぼす炭素不純物影響 

 
静岡大学学術院理学領域 近田 拓未 

 
[目的]  

タングステン（W）は高融点、低スパッタ率という性質から核融合炉内のプラズマ対向材として使用

が検討されている。核融合炉運転時には、水素同位体、中性子、不純物炭素（C）などの高エネルギー

粒子が W に照射され水素同位体捕捉サイトとなる照射欠陥が形成される。さらに、不純物 C 照射によ

る C-W 混合層の形成により、重水素（D）の拡散を抑制することが過去の研究から明らかとなっている

[1-2]。そのため、炉内では C-W 混合層の形成と照射欠陥の形成がダイナミックに引き起こされ、非照

射 W 中の水素同位体滞留挙動とは大きく異なることが予想される。また、その相互作用の理解は実機

での水素同位体ダイナミクスの解明に必要不可欠である。そこで本研究では、W 試料に鉄イオン（Fe2+）

照射し欠陥を導入した後、C+照射を行い、D 滞留挙動を昇温脱離法（TDS）によって評価した。これら

の結果から欠陥導入タングステン中の D 滞留挙動に及ぼす C＋照射影響について考察した。

[実験] 

アライドマテリアル社製の歪取加工済み W（10 mmφ×0.5 mmt）を用い、不純物除去のため高真空下

（<10-6 Pa）で 1173 K にて 30 分間加熱処理を行った。Fe2+照射として日本原子力研究開発機構（JAEA）

高崎量子応用研究所の 3 MV タンデム加速器（TIARA）を用いて 6 MeV Fe2+を照射損傷量 0.01、0.1 、

1.0 dpa まで照射した。これらの試料と未照射 W 試料に静岡大学の 3 種イオン同時照射装置を用いて、

C+を照射エネルギー10 keV C+、フラックス 1.0×1017 C+ m-2 s-1、フルエンス 1.0×1020 ~ 1.0×1021 C+ m-2

まで照射した。その後、D+を照射エネルギー3 keV D+、フラックス 1.0×1018 D+ m-2 s-1、フルエンス 1.0

×1022 D+ m-2 まで照射した後、昇温脱離法（TDS）を昇温速度 30 K min-1 にて 1173 K まで行った。

[結果・考察] 

 図 1 に Fe2+- C+照射 W と Fe2+照射 W におけ

る D2 TDS スペクトルを示す。TDS スペクトル

は 400、600、780 K における 3 つの脱離ピーク

で構成されており、過去の研究より Peak 1

（400K）は表面吸着および転位ループによる D

捕捉[3-4]、Peak 2、3（600、780 K）はそれぞれ

原子空孔とボイドによる捕捉[5]であると帰属

した。図 2 は各ピークにおける D 滞留量を示し

た。まず、Fe2+- C+照射 W（C＋照射フルエンス

1.0×1020 C+ m-2）と Fe2+照射 W を比較すると

Fe2+- C+照射 W において Peak 2、3 の D 放出量

が増加していることから C+照射により原子空

孔の増加が考えられた。次に、Fe2+- C+照射 W

（C＋照射フルエンス 1.0×1021 C+ m-2）と Fe2+
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照射 W を比較すると C+照射量が増加することで Peak 2、3 の D の放出量が減少している。これは、原

子空孔やボイドに C が捕捉され D 捕捉サイトが減少したためだと考えられる。また、過去の研究では、

C+照射 W からのスパッタリングによる炭化水素放出について、高フルエンス C+照射 W において低フル

エンス C+照射 W と比較すると CH4の放出が多く、水素の放出量が多いことが分かっている（表 1）。こ

のことから、C＋照射量の増加により表面での水素リサイクリングが増加し W 中の欠陥に捕捉される D

の量が減少したと示唆された。

図 2 に Fe2+- C+照射 W と C+照射 W における D2 TDS

スペクトルを示す。Fe2+- C+照射 W における Peak 1

の重水素放出量は C+照射 W の D 放出量と同じであ

り、表面吸着および転位ループによるDの捕捉はFe2+

照射による損傷量に依らないことがわかった。一方、

Peak 3 について、Fe2+照射損傷量の増加に伴って D

放出量が増加している。これは Fe2+照射量の増加に

伴いボイドが形成され、そこに D が捕捉されたため

だと考えられる。

図 1及び 2と過去の研究[6]における種々の照射損傷

量における Fe2+照射 W の D2 TDS スペクトル（図 3）

を比較すると、Peak 1 の重水素放出は C+未照射 W と

比べて増加しており、C+照射による転位ループの増

加と C による表面吸着によるものと考えらえる。

Peak 3 は、Fe2+照射 W に比べて Fe2+- C+照射 W では

放出量が減少していることから表面での滞留量増加

によりバルク方向への D 拡散が抑制され、ボイドへ

の捕捉が低減したと考えられた。今後はシミュレー

ションコードを活用し水素捕捉エネルギーを評価す

ることにより、高エネルギーC＋照射が水素同位体滞

留に及ぼす影響を詳細に検討する。

[1] T. Shimada et al., J. Nucl. Mater. 313 (2003) 204. 

[2] V. Kh. Alimov et al., J. Nucl. Mater. 282 (2000) 125-130. 

[3] O. V. Ogorodnikova et al., J. Nucl. Mater. 313-316 (2003) 469. 

[4] H. Eleveld and A. Van Veen, J. Nucl. Mater. 191 (1992) 433-438. 

[5] G. N. Luo et al., Fusion Eng. Des. 81, 8-14 (2006) 975. 

[6] Y. Oya et al., J. Nucl. Mater. 461 (2015) 336-340.

表 1 各試料に対し 3.0 keV H2
+照射した際の炭化水素放出量(m-2 s-1)

図 3  種々の照射損傷量の W における D2 TDS

スペクトル [6]

図 2  Fe2+- C+照射 W と C+照射 W における D2

TDS スペクトル
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炉内材料による水素同位体の保持に対するプラズマ曝露の影響

九州大学応用力学研究所 徳永 和俊

１．目的

核融合炉では、第一壁・ブランケット及びダイバータの表面は、燃料であるトリチウムを含む水素同

位体及び核融合反応で発生する中性子、ヘリウムが照射される。特に、トリチウムの第一壁・ブランケ

ット及びダイバータアーマ材における材料表面からの注入、保持、拡散、透過現象は、燃料制御、トリ

チウムリテンション、安全性、また、これによるトリチウム放電実験の制限などのため、その挙動を明

らかにすることが重要である。さらに、実機プラズマ装置の第一壁表面では、プラズマ粒子照射及び熱

負荷を受けると共にスパッタリング等によって放出された第一壁成分や酸素等の残留ガスを含む再堆

積層が形成され、複雑な表面変質が発生することが知られており、これらのトリチウム挙動に及ぼす影

響を調べることは将来の核融合炉実機装置で発生する現象を予測するためには必要である。本研究では、

九州大学応用力学研究所の球状トカマク 装置において各種の条件でプラズマ照射された試料に対

して、トリチウムの吸収・保持特性を調べ、実機プラズマ照射効果を明らかにすることを目的とする。

これまで、 装置において真空容器壁表面に試料を長期設置し、プラズマ放電実験を行った試料の

表面分析及びトリチウム曝露実験を行い、再堆積層の形成とトリチウム吸蔵の関係を明らかにした。

本年度は、さらに、組成、厚みの異なる再堆積層についても実験を進め、これらの関係の詳細を明ら

かにした。また、 装置に設置されたプラズマ曝露試料駆動装置を用い、大気等に晒すことなく直

ちにトリチウムガスに曝露してトリチウムの保持挙動を評価した場合と比較することにより、トリチウ

ム保持挙動及ぼす大気曝露の影響を評価する。

２．実験方法

九州大学応用力研究所の球状トカマク 装置の真空容器壁表面に試料 長期設置試料 を固定し、

一連のプラズマ放電実験後の大気開放時に試料を取り出し、 線光電子分光分析器 及び加速器 、

等を用いて、分析・観察を行う。さらに、富山大学水素同位体科学研究センターのＴ曝露装置を用

いてＴを含む水素同位体に曝露し、イメージングプレート 法及び 中でのβ線誘起 線計測

法により の吸収・保持特性を調べる。Ｔの曝露時間は 時間、曝露圧力は 、Ｔ濃度は ％の条件

で曝露実験を実施した。これまでに、第 サイクル 年 月取り付け、 年 月取り出し 、第 サ

イクル 年 月取り付け、 年 月取り出し 及び第 サイクル 年 月取り付け、 年 月取

り出し の試料について、室温排気・室温曝露、 ℃排気・ ℃曝露及び ℃排気・ ℃曝露実験

を行ってきた。今回、第 サイクル 年 月取り付け、 年 月取り出し の試料に関して、壁

温度と同じ ℃排気・ ℃曝露実験を行った結果について報告する。

３．結果

第 サイクル時に設置したＷの試料表面には、 分析の結果、これまでの試料とは異なり、Ｗ、

及び を主成分とする薄い堆積層が形成されていることがわかった。また、堆積層のＷ 、Ｗ 及び

Ｗ のスペクトルは、通常のＷピークと比較し、その形状や数が異なっており、酸化等の影響がある

ものと考えられる。図 及び図 には、 及びＷ試料の 分析の結果を示した。 の表

面には 分析の結果、一層に満たない程度のＷの堆積が検出された。また、 及びＷ表面には、
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照射 W を比較すると C+照射量が増加することで Peak 2、3 の D の放出量が減少している。これは、原

子空孔やボイドに C が捕捉され D 捕捉サイトが減少したためだと考えられる。また、過去の研究では、

C+照射 W からのスパッタリングによる炭化水素放出について、高フルエンス C+照射 W において低フル

エンス C+照射 W と比較すると CH4の放出が多く、水素の放出量が多いことが分かっている（表 1）。こ

のことから、C＋照射量の増加により表面での水素リサイクリングが増加し W 中の欠陥に捕捉される D

の量が減少したと示唆された。

図 2 に Fe2+- C+照射 W と C+照射 W における D2 TDS

スペクトルを示す。Fe2+- C+照射 W における Peak 1

の重水素放出量は C+照射 W の D 放出量と同じであ

り、表面吸着および転位ループによるDの捕捉はFe2+

照射による損傷量に依らないことがわかった。一方、

Peak 3 について、Fe2+照射損傷量の増加に伴って D

放出量が増加している。これは Fe2+照射量の増加に

伴いボイドが形成され、そこに D が捕捉されたため

だと考えられる。

図 1及び 2と過去の研究[6]における種々の照射損傷

量における Fe2+照射 W の D2 TDS スペクトル（図 3）

を比較すると、Peak 1 の重水素放出は C+未照射 W と

比べて増加しており、C+照射による転位ループの増

加と C による表面吸着によるものと考えらえる。

Peak 3 は、Fe2+照射 W に比べて Fe2+- C+照射 W では

放出量が減少していることから表面での滞留量増加

によりバルク方向への D 拡散が抑制され、ボイドへ

の捕捉が低減したと考えられた。今後はシミュレー

ションコードを活用し水素捕捉エネルギーを評価す

ることにより、高エネルギーC＋照射が水素同位体滞

留に及ぼす影響を詳細に検討する。

[1] T. Shimada et al., J. Nucl. Mater. 313 (2003) 204. 

[2] V. Kh. Alimov et al., J. Nucl. Mater. 282 (2000) 125-130. 

[3] O. V. Ogorodnikova et al., J. Nucl. Mater. 313-316 (2003) 469. 

[4] H. Eleveld and A. Van Veen, J. Nucl. Mater. 191 (1992) 433-438. 

[5] G. N. Luo et al., Fusion Eng. Des. 81, 8-14 (2006) 975. 

[6] Y. Oya et al., J. Nucl. Mater. 461 (2015) 336-340.

表 1 各試料に対し 3.0 keV H2
+照射した際の炭化水素放出量(m-2 s-1)

図 3  種々の照射損傷量の W における D2 TDS

スペクトル [6]

図 2  Fe2+- C+照射 W と C+照射 W における D2

TDS スペクトル
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１．目的

核融合炉では、第一壁・ブランケット及びダイバータの表面は、燃料であるトリチウムを含む水素同

位体及び核融合反応で発生する中性子、ヘリウムが照射される。特に、トリチウムの第一壁・ブランケ

ット及びダイバータアーマ材における材料表面からの注入、保持、拡散、透過現象は、燃料制御、トリ

チウムリテンション、安全性、また、これによるトリチウム放電実験の制限などのため、その挙動を明

らかにすることが重要である。さらに、実機プラズマ装置の第一壁表面では、プラズマ粒子照射及び熱

負荷を受けると共にスパッタリング等によって放出された第一壁成分や酸素等の残留ガスを含む再堆

積層が形成され、複雑な表面変質が発生することが知られており、これらのトリチウム挙動に及ぼす影

響を調べることは将来の核融合炉実機装置で発生する現象を予測するためには必要である。本研究では、

九州大学応用力学研究所の球状トカマク 装置において各種の条件でプラズマ照射された試料に対

して、トリチウムの吸収・保持特性を調べ、実機プラズマ照射効果を明らかにすることを目的とする。

これまで、 装置において真空容器壁表面に試料を長期設置し、プラズマ放電実験を行った試料の

表面分析及びトリチウム曝露実験を行い、再堆積層の形成とトリチウム吸蔵の関係を明らかにした。

本年度は、さらに、組成、厚みの異なる再堆積層についても実験を進め、これらの関係の詳細を明ら

かにした。また、 装置に設置されたプラズマ曝露試料駆動装置を用い、大気等に晒すことなく直

ちにトリチウムガスに曝露してトリチウムの保持挙動を評価した場合と比較することにより、トリチウ

ム保持挙動及ぼす大気曝露の影響を評価する。

２．実験方法

九州大学応用力研究所の球状トカマク 装置の真空容器壁表面に試料 長期設置試料 を固定し、

一連のプラズマ放電実験後の大気開放時に試料を取り出し、 線光電子分光分析器 及び加速器 、

等を用いて、分析・観察を行う。さらに、富山大学水素同位体科学研究センターのＴ曝露装置を用

いてＴを含む水素同位体に曝露し、イメージングプレート 法及び 中でのβ線誘起 線計測

法により の吸収・保持特性を調べる。Ｔの曝露時間は 時間、曝露圧力は 、Ｔ濃度は ％の条件

で曝露実験を実施した。これまでに、第 サイクル 年 月取り付け、 年 月取り出し 、第 サ

イクル 年 月取り付け、 年 月取り出し 及び第 サイクル 年 月取り付け、 年 月取

り出し の試料について、室温排気・室温曝露、 ℃排気・ ℃曝露及び ℃排気・ ℃曝露実験

を行ってきた。今回、第 サイクル 年 月取り付け、 年 月取り出し の試料に関して、壁

温度と同じ ℃排気・ ℃曝露実験を行った結果について報告する。

３．結果

第 サイクル時に設置したＷの試料表面には、 分析の結果、これまでの試料とは異なり、Ｗ、

及び を主成分とする薄い堆積層が形成されていることがわかった。また、堆積層のＷ 、Ｗ 及び

Ｗ のスペクトルは、通常のＷピークと比較し、その形状や数が異なっており、酸化等の影響がある

ものと考えられる。図 及び図 には、 及びＷ試料の 分析の結果を示した。 の表

面には 分析の結果、一層に満たない程度のＷの堆積が検出された。また、 及びＷ表面には、
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図 ℃排気後の ℃のＴ暴露後の試料の 像

水素が検出されているが、その量は未プラズマ曝露試料とほとんど変わらない量であった。

図 には、Ｔ暴露後の 像を示した。これまでの試料では、未プラズマ曝露試料と比較し、プラズマ

曝露試料におけるＴ量は再堆積層の形成により大幅に増加していたが、今回の試料では、 及び

Ｗ試料共にプラズマ曝露試料の方がＴ量が少ないことがわかる。標準試料との比較からＴ量は、

及びＷ試料で、未プラズマ曝露試料及びプラズマ曝露試料それぞれ、 及び 、

及び となり、プラズマ曝露試料のＴ量は、未プラズマ曝露試料と比較し、

で、 、Ｗで となっている。これらの結果は、再堆積層が存在するためにＴ量の吸着や拡

散が阻害されたものと考えられ、再堆積の特質によっては、Ｔの拡散バリアとして機能することが考え

られる。

図１ の 及び 分析

結果

図 Ｗの 及び 分析結果
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核融合ターゲットへのトリチウムドープ促進効果の紫外線特性評価  
 
             大阪大学レーザーエネルギー学研究センター 山ノ井 航平  
 
背景・目的  
 本研究は核融合用 D+T(重水素+三重水素 )ターゲット開発のために、ポリスチレンへの

トリチウムドープ手法を確立することを目的とする。先行研究おいて、水銀ランプを用い

た紫外線照射によりポリスチレンの D-T 置換反応が促進されることが見いだされ、置換効

率 20%を達成した。しかし、紫外線がポリスチレンに侵入しないため、置換促進反応は表

面から約 4 um の極表面のみに限られた。最近の研究により、より透過度の高い波長の紫

外線を用いる事で均一ドープが可能であることが示唆されており、現在はその紫外線の波

長依存性とドープ濃度の定量を目的として実験を進めている。トリチウムは水素の同位体

であり、放射性物質であるため、種々の化合物のラベリングに適していると言える。しか

し、放射性物質であるために取扱が難しく、有機合成の段階で高濃度トリチウムを使用す

ることは望ましくない。また、ターゲット形成の前段階で多くのトリチウムを添加すると

重合度の制御ができないという問題もある。紫外線照射による置換は作業者の被爆や環境

汚染を最低限に防ぐことができる上に、元々のシェルの形状を維持した状態での添加が可

能である。さらに本研究手法を用いれば表面層のみへのトリチウムドープが可能であり、

紫外線波長を選択する事で任意の厚さの層状構造の作製も容易になる。一方で、紫外線照

射により、ポリスチレンにダメージを起こす、ドープ効率に限界があるなどのデメリット

もある。そこで新しい方法として、グロー放電によるトリチウムへのドープを考えた。低

圧のトリチウム下でグロー放電を行い、そのプラズマをポリスチレンに曝すことでこれま

で以上に高効率でドープを行うことができると考えられる。本研究ではこの手法の原理実

証を行うべく、富山大学水素同位体科学研究センターにて実験を行った。  
  
実験・結果  
 紫外線照射実験は大阪大学レーザーエネルギー学研究センターで行い、プラズマ照射実

験は水素同位体科学研究センターにあるトリチウムグロー放電装置を用いて実験を行った。

実験系の模式図を fig.1 に示す。紫外線照射実験では 4.8x104 Pa のトリチウム雰囲気下で

Nd:YAG レーザーの 3 倍波（355 nm, 10 ns, 10 Hz, 25 mW）と 4 倍波（266 nm, 10 ns, 10 
Hz,17 mW ） を そ れ ぞ れ ２ 時 間 照 射 し た 。 プ ラ ズ マ 暴 露 実 験 で は 、 水 素 ガ ス 120 
Pa(H:D:T=82:13:4.7)下で 250V の電圧をかけ、１時間のグロー放電を行った。試料は

15x15x0.04 mm のポリスチレン膜を使用している。置換促進後、イメージングプレートに

よる計測を行い、標準線源によって被放射能の校正を行った。結果として 266 nm と 355 
nm でそれぞれ 1.1x1011、2.1x1010 Bq/g、プラズマ照射で 2.1x1010Bq/g の比放射能となっ

た。266 nm ではポリスチレンは高い吸収係数を持つ一方、355 nm では透過してしまう。

このため、266 nm と 355 nm で１桁近い差が出たのは、ポリスチレンの吸収係数の違い

によるものと考えられる。また、4.8x104 Pa のトリチウム下でポリスチレンを２時間放置

した場合は 9.1x109 Bq/g であり、優位な差が得られたと言える。これらの結果より置換効

率を算出した。結果を Table1 にまとめる。この置換効率を考えると、1%のトリチウム置

換量を得るためには 266 nm で 13 時間、355 nm で 73 時間、プラズマ照射で 36 時間かか

る計算となる。プラズマ照射の場合では、そもそも照射系のトリチウムの絶対量に差があ

るため、プラズマのトリチウム濃度や圧力をさらに上げることで置換量を増大することが

可能である。しかし、BIXS で計測した結果と試料裏面のイメージングプレート計測の結

果を見る限りでは、ドープは最表面に限定されている可能性が高く、今後は紫外線照射手

法と比較して、試料の深さ方向のドープ濃度を調べる必要がある。いずれにしても 266 nm
のレーザーを用いれば 1 日たらずで 1%の濃度に容易に達することが明らかになり、トリ

チウム使用の安全性の観点からも有効な手法であると言える。  
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図 ℃排気後の ℃のＴ暴露後の試料の 像

水素が検出されているが、その量は未プラズマ曝露試料とほとんど変わらない量であった。

図 には、Ｔ暴露後の 像を示した。これまでの試料では、未プラズマ曝露試料と比較し、プラズマ

曝露試料におけるＴ量は再堆積層の形成により大幅に増加していたが、今回の試料では、 及び

Ｗ試料共にプラズマ曝露試料の方がＴ量が少ないことがわかる。標準試料との比較からＴ量は、

及びＷ試料で、未プラズマ曝露試料及びプラズマ曝露試料それぞれ、 及び 、

及び となり、プラズマ曝露試料のＴ量は、未プラズマ曝露試料と比較し、

で、 、Ｗで となっている。これらの結果は、再堆積層が存在するためにＴ量の吸着や拡

散が阻害されたものと考えられ、再堆積の特質によっては、Ｔの拡散バリアとして機能することが考え

られる。

図１ の 及び 分析

結果

図 Ｗの 及び 分析結果
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核融合ターゲットへのトリチウムドープ促進効果の紫外線特性評価  
 
             大阪大学レーザーエネルギー学研究センター 山ノ井 航平  
 
背景・目的  
 本研究は核融合用 D+T(重水素+三重水素 )ターゲット開発のために、ポリスチレンへの

トリチウムドープ手法を確立することを目的とする。先行研究おいて、水銀ランプを用い

た紫外線照射によりポリスチレンの D-T 置換反応が促進されることが見いだされ、置換効

率 20%を達成した。しかし、紫外線がポリスチレンに侵入しないため、置換促進反応は表

面から約 4 um の極表面のみに限られた。最近の研究により、より透過度の高い波長の紫

外線を用いる事で均一ドープが可能であることが示唆されており、現在はその紫外線の波

長依存性とドープ濃度の定量を目的として実験を進めている。トリチウムは水素の同位体

であり、放射性物質であるため、種々の化合物のラベリングに適していると言える。しか

し、放射性物質であるために取扱が難しく、有機合成の段階で高濃度トリチウムを使用す

ることは望ましくない。また、ターゲット形成の前段階で多くのトリチウムを添加すると

重合度の制御ができないという問題もある。紫外線照射による置換は作業者の被爆や環境

汚染を最低限に防ぐことができる上に、元々のシェルの形状を維持した状態での添加が可

能である。さらに本研究手法を用いれば表面層のみへのトリチウムドープが可能であり、

紫外線波長を選択する事で任意の厚さの層状構造の作製も容易になる。一方で、紫外線照

射により、ポリスチレンにダメージを起こす、ドープ効率に限界があるなどのデメリット

もある。そこで新しい方法として、グロー放電によるトリチウムへのドープを考えた。低

圧のトリチウム下でグロー放電を行い、そのプラズマをポリスチレンに曝すことでこれま

で以上に高効率でドープを行うことができると考えられる。本研究ではこの手法の原理実

証を行うべく、富山大学水素同位体科学研究センターにて実験を行った。  
  
実験・結果  
 紫外線照射実験は大阪大学レーザーエネルギー学研究センターで行い、プラズマ照射実

験は水素同位体科学研究センターにあるトリチウムグロー放電装置を用いて実験を行った。

実験系の模式図を fig.1 に示す。紫外線照射実験では 4.8x104 Pa のトリチウム雰囲気下で

Nd:YAG レーザーの 3 倍波（355 nm, 10 ns, 10 Hz, 25 mW）と 4 倍波（266 nm, 10 ns, 10 
Hz,17 mW ） を そ れ ぞ れ ２ 時 間 照 射 し た 。 プ ラ ズ マ 暴 露 実 験 で は 、 水 素 ガ ス 120 
Pa(H:D:T=82:13:4.7)下で 250V の電圧をかけ、１時間のグロー放電を行った。試料は

15x15x0.04 mm のポリスチレン膜を使用している。置換促進後、イメージングプレートに

よる計測を行い、標準線源によって被放射能の校正を行った。結果として 266 nm と 355 
nm でそれぞれ 1.1x1011、2.1x1010 Bq/g、プラズマ照射で 2.1x1010Bq/g の比放射能となっ

た。266 nm ではポリスチレンは高い吸収係数を持つ一方、355 nm では透過してしまう。

このため、266 nm と 355 nm で１桁近い差が出たのは、ポリスチレンの吸収係数の違い

によるものと考えられる。また、4.8x104 Pa のトリチウム下でポリスチレンを２時間放置

した場合は 9.1x109 Bq/g であり、優位な差が得られたと言える。これらの結果より置換効

率を算出した。結果を Table1 にまとめる。この置換効率を考えると、1%のトリチウム置

換量を得るためには 266 nm で 13 時間、355 nm で 73 時間、プラズマ照射で 36 時間かか

る計算となる。プラズマ照射の場合では、そもそも照射系のトリチウムの絶対量に差があ

るため、プラズマのトリチウム濃度や圧力をさらに上げることで置換量を増大することが

可能である。しかし、BIXS で計測した結果と試料裏面のイメージングプレート計測の結

果を見る限りでは、ドープは最表面に限定されている可能性が高く、今後は紫外線照射手

法と比較して、試料の深さ方向のドープ濃度を調べる必要がある。いずれにしても 266 nm
のレーザーを用いれば 1 日たらずで 1%の濃度に容易に達することが明らかになり、トリ

チウム使用の安全性の観点からも有効な手法であると言える。  
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Fig. 1. The experimental setups for Wilzbach method with (a) UV laser 

irradiation and (b) hydrogen plasma irradiation. 
 
Table 1 

 

time

[hour]

energy

[J]

pressure

[Pa]
PSL

radioactive 

[Bq/g]

doping rate 

[Bq/g/hr]

w/o irrad 2 - 4.8 × 10
4 1.41  9.1 × 10

9
  4.5 × 10

9
 

266 nm 2 1.1 × 10
2

4.8 × 10
4 17.8  1.1 × 10

11
  5.7 × 10

10
 

355 nm 2 1.7 × 10
2

 4.8 × 10
4
 3.24 2.1× 10

10
 1.0 × 10

10
 

plasma 1 5.4 × 10
1  6 3.32  2.1 × 10

10
  2.1× 10

10
 

 
 
 本研究の成果は国際学会「 Inertial Fusion Sciences  
& Applications (IFSA 2015)」「Asia-Pacific symposium on Tritium science (APSOT-1)」、
国内学会「第 32 回プラズマ核融合学会年会」にて発表され、Asia-Pacific symposium on 
Tritium science (APSOT-1)では研究協力者の岩佐祐希が学生発表賞を授与した。  
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タングステンに保持されたトリチウムの長期放出挙動とベーキングによる除去

北海道大学大学院工学研究院 信太祐二

1. 研究目的

トリチウム安全性や燃料回収の観点からタングステン（W）のトリチウム（T）保持・脱離挙

動の解明が重要である。W の水素同位体保持量は多くの研究者により調べられているが，大抵の場合，

イオン注入やガス曝露等により水素を蓄積させた直後に水素同位体保持量を調べることが多く，保持

量が長期間にわたりどれだけ放出されるのか（長期放出）はよくわかっていない。プラズマ対向材料

の長期使用および T 除去の観点から，T の長期放出挙動を把握することは重要と考えられる。また，

W の T 保持量は少ないものとされていたが，中性子照射やヘリウム（He）照射，T の内部への拡散等

により T 保持量がかなり増加することが知られており，W の迅速な T 除去法を確立する必要がある。

ベーキングは最も簡便な T 除去法であり ITER でも実施予定であるが，どの程度の温度でどのくらい

の T を除去できるのかなど，不明な点は多い。

本研究では，W に T イオン（DT+）照射を行い，保持された T が室温・真空保存下においてど

れだけ放出されるのか，また，ヘリウム照射が T の保持量や長期放出にどのような影響を及ぼすのか

を調べた。さらに，保持された T をベーキングによりどの程度除去できるのかについても評価した。

2. 実験

富山大学水素同位体科学研究センターの Tイ

オン照射装置を用いて T照射を行った。この装置は，

重水素（D）（99.5%）と T（0.5%）を含む T 源を加

熱することで T ガスを放出させ，これをイオン化し

て試料に照射する。したがって，T を含むイオンは

主に DT+であるとみなせる。イオンの入射エネルギ

ーを 1 keV とし，照射時の試料温度は室温とした。

試料電流から求めたイオンフラックスは約

1x1014cm-2s-1，照射量は 1 x 1017 (D+T)/cm2 (5 x 1014 T/cm2)である。保持された T の量を β 線誘起 X 線

計測（BIXS）法により定量評価した。また，イメージングプレート（IP）測定により輝尽発光（PSL）

強度も測定した。BIXS 法及び IP 測定は非破壊分析なので，同一試料の T 保持量を何度も測定するこ

とができるという長所を有している。照射後，試料をデシケータ内で室温・真空保存し，数週間ある

いは数ヶ月の期間をおいて T 量測定を繰り返し行い，T 量が真空下においてどれだけ変化するかを調

べた。また，T 照射直後の試料と長期保存後のいくつかの試料に対し，423～773K で等温加熱（ベー

キング）実験を行い，T がどれだけ除去できるのかを調べた。

He 照射が T の保持量や長期放出，ベーキングによる T 除去に及ぼす影響を調べるために，北

大で He 予照射した試料に対しても上記と同様な実験を行った。He 照射は照射エネルギーを 5keV，照

射温度を室温，照射量を 1x1016～1x1018He/cm2 とした。また，T 照射後のいくつかの試料に対し昇温

脱離（TDS）分析を行い，T の脱離挙動を調べた。TDS 装置の模式図を Fig.1 に示す。この TDS 分析

では，アルゴンとメタンの混合気流中で試料を 0.5K/s の昇温速度で室温から 1173K まで昇温し，1173K

において 40 分程度維持した。試料から放出された T は比例計数管により検出した。
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Fig. 1. The experimental setups for Wilzbach method with (a) UV laser 
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Table 1 
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9
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11
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10
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4
 3.24 2.1× 10

10
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1  6 3.32  2.1 × 10

10
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 本研究の成果は国際学会「 Inertial Fusion Sciences  
& Applications (IFSA 2015)」「Asia-Pacific symposium on Tritium science (APSOT-1)」、
国内学会「第 32 回プラズマ核融合学会年会」にて発表され、Asia-Pacific symposium on 
Tritium science (APSOT-1)では研究協力者の岩佐祐希が学生発表賞を授与した。  
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タングステンに保持されたトリチウムの長期放出挙動とベーキングによる除去

北海道大学大学院工学研究院 信太祐二
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3. 結果と考察

T 照射試料を真空・室温下で保存した際の T 量

の経時変化を Fig.2 に示す。参考のために T 照射し

た黒鉛の結果も載せてある。He 予照射無しの W 試

料では，T 照射後の 2 週間程度で T 保持量が約半分

に減少し，その後はゆっくりと減少した。このこと

は，タングステンに打ち込まれた水素同位体が加熱

しなくても脱離していくことを示しており，トリチ

ウムリテンションを評価する上でこのような長期放

出も考慮する必要があることを示唆している。He

予照射 W では長期放出挙動が大きく変化した。He

予照射量が 1x1017He/cm2 までは，He 照射量とともに

T 放出速度が減少した。しかし，1x1018He/cm2 にな

ると 1x1017He/cm2の場合よりも T放出速度が増加し

た。また，黒鉛（He 予照射無し）の場合，1 年近く

の保存後でも T 保持量はほとんど変化しなかった。

このような長期放出挙動の違いの原因を調べる

ために，T 照射後のいくつかの試料に対し TDS 分析

を行った。T の昇温脱離スペクトルを Fig.3 に示す。

He 照射無しの W では，350K 付近から脱離し始め，

800K 付近にピークを持つ非常に幅の広い脱離ステ

ージが見られた。このことは，もともと材料中に存

在する欠陥（転移，ベーカンシー，粒界，等）やイ

オン照射により形成された欠陥に様々な捕捉エネル

ギーで捕捉されたため，このような幅の広い脱離ピ

ークになったと考えられる。一方，He 予照射量が

1x1017He/cm2 の場合，700K 付近に大きな脱離ピーク

が現れた。本実験では 5keV の He 予照射を行ったた

め， W 原子の弾き出しにより照射欠陥が形成され

る。したがって，He 照射後の W 内部には多数の照

射欠陥（ベーカンシークラスタやボイド，He バブル

等）が形成され，これらが水素のトラップサイトと

して働くと考えられる。SRIM による計算によると，

5keV の He+イオンの注入深さは 20nm 程度，1keV の

DT+イオン入射による T（0.6keV の T に相当）の注

入深さは約 9nm である。このように He と T の注入

深さが比較的近いため，He 照射による照射欠陥に T

が捕捉されやすい。以上から，He 照射により形成さ

れた照射欠陥に捕捉された T が主として 700K 付近

Figure 2  Time evolution of tritium retention in 
tungsten and graphite samples during preservation in 
vacuum at room temperature measured with an IP 
technique.  
 
 
 

Figure 3  Thermal desorption spectra of tritium 
for tritium irradiated tungsten and graphite. Ramp 
rate during TDS analysis was 0.5 K/s. 
 
 
 

Figure 4 Temperature dependence of the fraction of 
tritium remaining in materials during TDS analysis. 
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で放出されたと考えられる。

TDS分析中に試料中に残留しているT量の温

度依存性を Fig.4 に示す。このグラフは Fig.3 の昇

温脱離スペクトルをもとに作成しており，昇温直

前の T 量を 1 に規格化している。He 照射無の場

合は 400K 付近から T 保持量が減少しているが，

He 照射した場合（1x1017He/cm2）は 600K 付近ま

でほとんど放出されず，700K 付近で急激に減少し

た。このことは，He 予照射した W では He 照射

無しに比べて，より大きな割合の T が強く捕捉さ

れていることを示している。このことが，He 予照

射 W（1x1017He/cm2）において長期放出速度（Fig.2）

が遅くなった原因と考えられる。また，黒鉛の放

出は W よりもより高温で脱離しており（Fig.3, 

Fig.4），このことが真空保存中に T がほとんど放出されなかった原因と考えられる。これらの結果か

ら，T の長期放出挙動と熱脱離挙動に関連があることが示唆された。

T 照射直後と長期保存後のベーキングによる T 量の変化を Fig.5 に示す。この図ではベーキング

直前の T 量を 1 に規格化してある。T 照射直後と長期保存後を比べてみると，He 予照射の有無にかか

わらず，長期保存後の方が除去されにくいことがわかった。これは，長期保存した試料では弱く捕捉

されている T が保存中に脱離してしまい，強く捕捉されている T が残留しているためと考えられる。

また，He 照射有/無で比較すると，He 予照射 W の方が除去されにくいことがわかった。これも，Fig.3

と Fig.4 で示したように，He 予照射 W ではより強く T が捕捉されているためと考えられる。ITER の

ベーキング温度程度（573K）では，He 照射 W（1x1017He/cm2）の場合，最大 4 割程度の T が残留す

る（Fig.5）ことになり，何らかの方法で T を除去する必要性が生じると思われる。

4.まとめと今後の予定

本実験では，非破壊で T を検出できる長所を活かし，W の T 長期放出挙動やベーキングによる

除去量，これらへの He 照射の効果を調べた。その結果，He 照射 W ではより多くの T が強く保持さ

れることにより真空・室温下や高温（ベーキング）時において T が脱離しにくくなることが明らかに

なった。今後，He 照射 W 中に強く捕捉されている T を迅速に除去するため，水素雰囲気下ベーキン

グなど効果を検証する予定である。

本研究の本年度の成果発表
[1] 12th International Symposium on Fusion Nuclear Technology, “Tritium desorption behavior and tritium 

removal by baking in helium-irradiated tungsten.”，Jeju Island, Republic of Korea, 14-18 September, 2015.
（提出論文は Fusion Engineering and Design において論文掲載が決定済）

Figure 5  Reduction of tritium retention during 
isochronal annealing (baking) for tungsten samples 
just after tritium irradiation and after approximately 
300 days preservation in vacuum. 
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LHD および QUEST におけるプラズマ対向面の化学組成と 

吸蔵された水素およびヘリウムの評価 

 

九州大学応用力学研究所 吉田直亮 

 
１．研究目的 

長時間放電が頻繁に行われる LHD や QUEST のプラズマ対向面はプラズマとの強い相互作用によって本

来とは異なる化学組成や結晶構造、内部欠陥を持つようになり、それに伴って粒子循環過程や材料の健全性

も大きく変化する。特に、粒子循環過程の理解と制御が重要な定常放電運転にとってはプラズマ対向面の化

学組成分析は研究の第一歩となる。しかしながら、プラズマ対向壁の PWI による材料特性の変化は場所依存

性が強く多くのプローブ試料を用意し分析する必要がある。本共同研究では迅速な元素分析が可能なグロー

放電分光分析法（GD-OES）を用いてこれらの大量のプローブ試料を分析し両装置における PWI について多

くの知見を得てきた。本年度は LHD の C18 及び QUEST の 2015SM の各キャンペーンにおいてそれぞれ

の装置のプラズマ対向面に貼り付け長期にプラズマ曝露した各種プローブ試料、および LHD で長年用いら

れた保護板の GD-OES 分析を行った。本稿では紙面の制約もあり、LHD C18 でプラズマ曝露されたステ

ンレス鋼（316LSS）等の分析結果とそれを基に理解の進んだプラズマ対向面変質の炉分布について報告する。 

 
２．実験結果と考察 

C18 では、①炉内各所でのプラズマ対向面の表面は PWI によってどのように変質するのか、②それによっ

て粒子循環にどのような影響をもたらすのか、更に、③ その状況は複雑な炉内でどのように分布するのか、

を明らかにすることを目的として、第 8 ポートから第 9 ポートにかけての各所にプローブ試料を設置した（図

１）。キャンペーン終了後それらを取り出し、①GD-OES、XPS を用いた表面領域の組成分析、②TEM、SEM

等を用いた内部および表面の組織観察、③携帯型色分析器を用いた RGB測定、④TDSを用いた吸蔵ガス（He、

H 等）の分析、等を行った。これらの多様な測定や観察は共同研究者が分担して行ったが、本共同研究では

主にGD-OES分析を担当した。紙面の制約もあり本稿ではGD-OES測定か得られた情報を中心に報告する。 

図 2 には典型的な表面変質を示した 4 カ所の断面 TEM 写真（SUS316L）と対応する GD-OES データ（W）

を示した。なお、GD-OES の測定には He に関する情報も得られる Ne プラズマを用いた。(a)～(d)はそれぞ

れプラズマに近いヘリカルコイル大半径内側鞍部の上部(5 位置)、外側鞍部の上部（6 位置）、ダイバータに

近い内側鞍部の下部（4 位置）、および外側鞍部の下部（8 位置）である。主プラズマに近接する 5 位置では

He プラズマによる原子弾き出し損傷により He バブル等の欠陥が極限的に導入されている。強いスパッタリ

ング損耗により顕著な不純物堆積層は見られないが、損傷の激しい表面直下 25nm 程度までの領域には炭素

が侵入しており、いわゆる混合層を形成している。このような損耗ドミナントな状況はプラズマに近接する

ヘリカルコイル大半径内側鞍部の上部を中心に全体の 44%の領域に広がっている。同じ鞍部の上部でも外壁

に近づくにつれて不純物の堆積が見られる様になる。(b)に示した 6 位置のデータはその状況を示したもので

表面は平均厚さ 36.2nm の炭素を主成分とする不純物で覆われている。下地と堆積層の界面には He バブル

が形成され He が残留していることがわかる。(c)、(d)は顕著な不純物堆積が見られた領域の例を示したもの

で、(c)では一般的な不純物に加え隣接するダイバータから直接飛来する炭素が同時に堆積する領域で、ダイ

バータの方に向かって成長した大きな空洞が多数内在するポーラスな構造となっている。他の場所の堆積層

と比べ鉄の濃度が約 1/3 程度低いのも理解できる。(d)は主プラズマから遠いためプラズマによるスパッタリ

ングによる影響が小さいと思われる場所である。厚さが 1µm を超える縞状の構造を持つ緻密な堆積層が形成
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されている。GD-OES データから組成、特に金属元素の量の違いが層状構造の原因であることが判る。

TEM/EDS を用いて行って元素分析から Fe 等金属不純物の量は 0.3at%～1.1at%の範囲で変動していること

も明らかになった。 

図 3はGD-OES測定において表面が現れるまでに要したスパッタリング時間と断面写真から求めた堆積層

の厚さとの関係をしたものである。両者には広い範囲でかなり良い比例関係が成立しており、短時間（１デ

ータ当たり 5～10 分）でデータが得られる GD-OES 測定から堆積層の厚さを求めることができることが確認

された。因みに TEM による組織観察では試料作製に時間を要し、1 データを取るのに一日程度の時間を要す

る。 

 

        
        図１試料配置                 図 2(d) 8 位置   

     

 
 

図 2(a) 5 位置, (b) 6 位置, (c) 4 位置 
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九州大学応用力学研究所 吉田直亮 
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粒子循環過程を議論する場合、炉内の壁に堆積した不純物層の厚さを知る必要があるが、本研究では炉内

に持ち込み一点当たり 30 秒程度の短時間で直接計測できる携帯型の色測定器を用いた。図 4 は C18 で用い

たプローブ試料の RGB 平均値と堆積層の相関関係を示したものである。炭素を主成分とする LHD の堆積層

では光の消衰係数が小さいため厚さ 100nm 程度までの堆積層では色測定によって厚さを評価できることが

わかった。TEM 法、XPS 法を用いて一度定量的な相関関係を求めておけば、GD-OES 法と色測定法を用い

ることによって複雑な炉内構造を持つ LHD でも PWI の 3 次元分布が定量的に理解できるようになった[1]。 

 
図 3 堆積層厚さと GD-OES スパッタリング時間の相関 

 

 
図 4 RGB 平均値と TEM 法で求めた堆積層厚さとの相関 
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グロー放電エリア

 
 

図１．水素同位体研究センターに整

備されているグロー放電洗浄装置 

 

材料表面からのトリチウム除染に関する基礎研究

核融合科学研究所・ヘリカル研究部 芦川直子

１．目的：

プラズマ対向壁からのトリチウム除染実験は，TFTR および JET の D-T プラズマ後[1-2]，および

JT-60U・D-D プラズマ後[3]に行われた例があるが，検討課題は多い．真空状態で実施する場合，酸素ガ

スを利用し水に変換して除去する方法，グロー放電を含む壁コンディショニング・プラズマで水素同位

体置換効果を得る方法，壁ベーキングなど加熱処理による方法，およびこれらの組み合わせが比較的効

率よくトリチウムを除去できる方法であると考えられている．手法が限定されている為，この中で温度

は重要なパラメータである．しなしながら ITER までの核融合実験装置の壁温度は最大で 350℃程度で

あり，各装置のベーキング温度以下で効率的な除染方法の確立が必要となる． 
トリチウムは放射性元素であるため放射化による汚染・被ばく防護という観点でも残留トリチウムは

問題となる．また，軽水素，重水素とは異なり希少元素であり，将来の D-T 核融合炉の必須元素であり，

残留トリチウムは最大限の回収・再利用が必要とされている．本研究では，実機環境を考慮した上で再

堆積層からの効率的なトリチウム除去法を明らかにすることを目的とする．試料の温度調整およびグロ

ー放電洗浄効果の組み合わせに着目しつつ，さらにグロー放電に関しては水素同位体効果を考慮した実

験計画を立案した． 
トリチウムは軽水素，重水素と比べると少なくとも 3 ケタ以上高感度で検出が可能であるため，本測

定では微量なトリチウム脱離量の変化の評価を可能にした．また本測定で用いたトリチウム・イメージ

ング・プレート（IP）法では，昇温脱離法のような試料全体からのガス放出とは異なり，堆積層程度の

深さ領域からのトリチウム量評価に適している．このようなトリチウム検知法の利点を生かし，堆積層

からのトリチウム脱離特性について評価を行った． 
 

２．方法：

図１に富山大水素同位体研究センターにあるグロー放電

装置の写真を示す．右端にグロー放電エリアがあり，左上

に四重極型質量分析計（QMS）を設置している．今回の実

験のために新たにグロー放電装置へ設置を行った．グロー

放電中に実時間で質量変化を観測するため，バイアス配管

の準備およびオリフィス効果を兼ねたバルブの整備等を行

った．その結果，現在ではグロー放電中の実時間測定が可能

である．本実験では水素に関する同位体効果を確認する為，

新たにヘリウムガス導入系を準備した．従来からある重水素系と合わせて2種類のガスによる放電洗浄

効果の違いを実施できる装置に改良した． 
同装置では試料サイズは15x15mm程度

まで可能であり，熱電対で試料温度が測定

されている．試験実験として，ステンレス

３１６材，15x15mm，厚み0.5mmの上に

炭素膜を被覆した試料を使って，重水素グ

図２．試料および重水素グロー放電の様子 
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同装置では試料サイズは15x15mm程度

まで可能であり，熱電対で試料温度が測定

されている．試験実験として，ステンレス

３１６材，15x15mm，厚み0.5mmの上に

炭素膜を被覆した試料を使って，重水素グ

図２．試料および重水素グロー放電の様子 
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図３．質量分析計による脱離ガスの

時間変化 
(a)ヘリウムグロー放電，(b)重水素
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ロー放電，ヘリウムグロー放電を実施した．図２に同装置のグロー放電エリアへ試料を設置した様子（上

部から撮影），およびで重水素グロー放電を実施した様子（水平側面から撮影）の写真を示す． 
 

３．結果 
平成 27 年度は試験実験として，炭素堆積膜つき SUS316

に対して，ヘリウムおよび重水素によるグロー放電を実施し

た．放電条件および QMS の測定状況の確認を兼ねる． 
図３にグロー放電中に測定した QMS の結果を示す．Y 軸

は QMS からの信号（電流）であり，現在のところ分圧への

返還はお紺われていない．図中に赤の矢印で，グロー放電時

間帯を示した．本実験では，最初にガス圧の調整を運用ガス

で行い．その後はガス供給ラインを閉じて放電を行った．放

電終了後は真空チャンバー内を締めきった状態で によ

る測定を行い，事後の 変化を測定した．放電終了時に

分圧の変化がほとんどないのはこのためである．その後一定

時間を経たのち排気系のバルブを開け，排気を実施した．重

水素グローの例では で排気を開始したため，全ての

ガス圧が減少している．

今回使用した運用ガスはヘリウムと重水素であるため，い

ずれのグラフでも ４が運用ガスである．放電の初期段

階で，重水素では水素同位体およびメタンの軽減が観測され

ている．これに対し，ヘリウムグロー放電では，放電開始か

ら放電後に至るまでほぼ一定であることが分かる．

まだ重水素の放電では，初期段階で水素，水が緩やかに上

昇しつつ，一定時間経過すると減ることが分かる．今後トリ

チウム吸蔵を行った試料へのグロー放電実験の測定条件を

考慮する際，このような上昇時間の考慮が必要であることが分かった．今後の実験において，堆積膜が

ある試料では，長時間の放電を実施すると，堆積膜が損耗し膜厚が減少する．今後の実験では十分に膜

厚がある状況での評価が必要であるため，今回の試験実験のように 程度の放電期間で脱離量の変

化が観測可能であることは有益な情報である．

４．まとめ： 
グロー放電装置に接続された質量分析計（QMS)を、グロー放電時に測定できるようオリフィスの設

置や配管系統の変更を伴う装置改造を実施行った。また併せて、同装置で He ガスが使用できるように

改造した。装置改造後、炭素膜をターゲットとしたグロー放電実験を He ガス、D2 ガスにて実施し、

QMS による放電中の実時間変化を観測が出来ることを確認した。今後の予定として、トリチウム曝露

した炭素、ステンレス系の堆積層に対して、同様の実験を実施し、トリチウム除染について評価を行う。 
 

[1] P. Andrew, et al., Fusion Eng. Design (1999), 
[2] D. Mueller, et al., J.Nucl. Mater. (1997), 
[3] H. Nakamura, et al., J.Nucl. Mater. (2004)
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研究課題名 ヘリウム照射タングステンへのトリチウム吸着特性  
 

                     核融合科学研究所 矢嶋美幸  
 
1. 研究の背景，目的  

将来の核融合炉材料においては，炉内のトリチウム（T）量の制約から T 吸蔵量の低い

高融点材料の使用が必要不可欠であり，材料中での T 吸蔵量の制御は重要な課題となって

くる。また将来の核融合炉では，核融合反応によりヘリウム（He）が生成されるが，He
照射に伴いナノ構造 [1]や He バブルが金属表面に形成される。これまでナノ構造の形成に

よる水素同位体保持に対する影響について調査するために，イメージングプレート（ IP）

法およびβ線誘起 X 線検出（BIXS）法を用いた表面近傍の T 濃度計測が行われてきた [2]。
その結果、ナノ構造形成による試料の表面積増大にともなって、表面近傍の T 保持量が増

大することが明らかにされた。しかし，IP 法および BIXS 法は主に材料の表面近傍に保持

されている T 濃度を計測する手法であるため，バルク部分に保持されている T の全保持量

を計測できていない可能性がある。また，曝露直後から各計測時に至るまでどの程度の T
が脱離するのかといった基礎的な知見についても明らかとなっていない。そこで本共同研

究では，水バブラーおよび比例計数管が取り付けられた昇温脱離ガス分析（TDS）装置 [3]
を用いて，ナノ構造の T 吸蔵特性についてさらに詳細な調査を行った。  

 
2．実験  
2.1 試料の作成，トリチウム曝露  
 試料には次の 2 種類の純タングステン板材（15×8×0.2 mm）を用いて実験を行った。

①表面にナノ構造が発達した試料（名古屋大学のダイバータ模擬試験装置，NAGDIS-II
において温度  1650 K，入射イオンエネルギー  55 eV，粒子束  1.3×1022 m-2s-1，照射量

5.0×1025 m-2 で He プラズマ照射を行ったもの。以下，ナノ W と表記する），②平滑な表

面を持つ試料（タングステン試料の表面を研磨し，鏡面に仕上げた試料。以下，Polished W 
と表記する）。これらの試料を真空（～10-5 Pa）中で 753 K で 1 h 30 min 加熱し，表面に

付着した不純物を脱ガス処理した後，573 K，圧力  1.2 kPa で約 5 %の T を含む重水素 -T
混合ガスに 5 h 曝露した。  
 
2.2 298K におけるトリチウム脱離挙動  

曝露後直ぐに液体窒素温度で試料を冷却し，試料を素早く曝露装置から取り出した後，

試料を脱離試験装置に収納した。脱離試験装置は試料を一定温度に保つ恒温箱， T を捕集

する水バブラーで構成されている。アルゴンガス環境下（アルゴン流量 , 100 cc・min-1）

で試料を 298 K で保持し，T 曝露直後に試料から水蒸気状 T（HTO）の状態で脱離する T
を水バブラーで回収し，液体シンチレーションカウンターで 17 h 20 min の間，適宜その

濃度を計測した。  
 
2.3 アルゴンガス環境中における昇温脱離ガス分析試験  

脱離試験（実験 2.2）を行った後，TDS 装置を用いて室温から 873 K まで 0.5 Ks-1 で昇

温し，ナノ W および Polished W の T 保持量を測定した。TDS 装置は試料をヒーターで加

熱する加熱炉，水バブラー，そして酸化銅触媒で構成されている。T はガス状（HT）か水

蒸気状のどちらかの化学形態で脱離すると予想される。そのため TDS 装置下流に水バブラ

ーを 2 つ設置し，1 つ目のバブラーで HTO を捕集した後，残った HT を酸化銅触媒内（800 
K に加熱）を通過させることで HTO へと変換させてから 2 つ目のバブラーで捕集した。

TDS 計測実験を実施する際，以下の 2 つの TDS 計測実験を同時に実施した。1）アルゴン

ガス環境下で試料を加熱し，脱離した T を水バブラーで回収した後，液体シンチレーショ

ンカウンターでその濃度を計測した。2）比例計数管を用いた T の TDS スペクトル計測を

行った。加えてどちらの実験においても，TDS 加熱後試料に残存する T 量を把握するため，

TDS 前後の試料に対してイメージングプレート計測を行った。  
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図３．質量分析計による脱離ガスの

時間変化 
(a)ヘリウムグロー放電，(b)重水素
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ロー放電，ヘリウムグロー放電を実施した．図２に同装置のグロー放電エリアへ試料を設置した様子（上

部から撮影），およびで重水素グロー放電を実施した様子（水平側面から撮影）の写真を示す． 
 

３．結果 
平成 27 年度は試験実験として，炭素堆積膜つき SUS316

に対して，ヘリウムおよび重水素によるグロー放電を実施し

た．放電条件および QMS の測定状況の確認を兼ねる． 
図３にグロー放電中に測定した QMS の結果を示す．Y 軸

は QMS からの信号（電流）であり，現在のところ分圧への

返還はお紺われていない．図中に赤の矢印で，グロー放電時

間帯を示した．本実験では，最初にガス圧の調整を運用ガス

で行い．その後はガス供給ラインを閉じて放電を行った．放

電終了後は真空チャンバー内を締めきった状態で によ

る測定を行い，事後の 変化を測定した．放電終了時に

分圧の変化がほとんどないのはこのためである．その後一定

時間を経たのち排気系のバルブを開け，排気を実施した．重

水素グローの例では で排気を開始したため，全ての

ガス圧が減少している．

今回使用した運用ガスはヘリウムと重水素であるため，い

ずれのグラフでも ４が運用ガスである．放電の初期段

階で，重水素では水素同位体およびメタンの軽減が観測され

ている．これに対し，ヘリウムグロー放電では，放電開始か

ら放電後に至るまでほぼ一定であることが分かる．

まだ重水素の放電では，初期段階で水素，水が緩やかに上

昇しつつ，一定時間経過すると減ることが分かる．今後トリ

チウム吸蔵を行った試料へのグロー放電実験の測定条件を

考慮する際，このような上昇時間の考慮が必要であることが分かった．今後の実験において，堆積膜が

ある試料では，長時間の放電を実施すると，堆積膜が損耗し膜厚が減少する．今後の実験では十分に膜

厚がある状況での評価が必要であるため，今回の試験実験のように 程度の放電期間で脱離量の変

化が観測可能であることは有益な情報である．

４．まとめ： 
グロー放電装置に接続された質量分析計（QMS)を、グロー放電時に測定できるようオリフィスの設

置や配管系統の変更を伴う装置改造を実施行った。また併せて、同装置で He ガスが使用できるように

改造した。装置改造後、炭素膜をターゲットとしたグロー放電実験を He ガス、D2 ガスにて実施し、

QMS による放電中の実時間変化を観測が出来ることを確認した。今後の予定として、トリチウム曝露

した炭素、ステンレス系の堆積層に対して、同様の実験を実施し、トリチウム除染について評価を行う。 
 

[1] P. Andrew, et al., Fusion Eng. Design (1999), 
[2] D. Mueller, et al., J.Nucl. Mater. (1997), 
[3] H. Nakamura, et al., J.Nucl. Mater. (2004)
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1. 研究の背景，目的  

将来の核融合炉材料においては，炉内のトリチウム（T）量の制約から T 吸蔵量の低い

高融点材料の使用が必要不可欠であり，材料中での T 吸蔵量の制御は重要な課題となって

くる。また将来の核融合炉では，核融合反応によりヘリウム（He）が生成されるが，He
照射に伴いナノ構造 [1]や He バブルが金属表面に形成される。これまでナノ構造の形成に

よる水素同位体保持に対する影響について調査するために，イメージングプレート（ IP）

法およびβ線誘起 X 線検出（BIXS）法を用いた表面近傍の T 濃度計測が行われてきた [2]。
その結果、ナノ構造形成による試料の表面積増大にともなって、表面近傍の T 保持量が増

大することが明らかにされた。しかし，IP 法および BIXS 法は主に材料の表面近傍に保持

されている T 濃度を計測する手法であるため，バルク部分に保持されている T の全保持量

を計測できていない可能性がある。また，曝露直後から各計測時に至るまでどの程度の T
が脱離するのかといった基礎的な知見についても明らかとなっていない。そこで本共同研

究では，水バブラーおよび比例計数管が取り付けられた昇温脱離ガス分析（TDS）装置 [3]
を用いて，ナノ構造の T 吸蔵特性についてさらに詳細な調査を行った。  

 
2．実験  
2.1 試料の作成，トリチウム曝露  
 試料には次の 2 種類の純タングステン板材（15×8×0.2 mm）を用いて実験を行った。

①表面にナノ構造が発達した試料（名古屋大学のダイバータ模擬試験装置，NAGDIS-II
において温度  1650 K，入射イオンエネルギー  55 eV，粒子束  1.3×1022 m-2s-1，照射量

5.0×1025 m-2 で He プラズマ照射を行ったもの。以下，ナノ W と表記する），②平滑な表

面を持つ試料（タングステン試料の表面を研磨し，鏡面に仕上げた試料。以下，Polished W 
と表記する）。これらの試料を真空（～10-5 Pa）中で 753 K で 1 h 30 min 加熱し，表面に

付着した不純物を脱ガス処理した後，573 K，圧力  1.2 kPa で約 5 %の T を含む重水素 -T
混合ガスに 5 h 曝露した。  
 
2.2 298K におけるトリチウム脱離挙動  

曝露後直ぐに液体窒素温度で試料を冷却し，試料を素早く曝露装置から取り出した後，

試料を脱離試験装置に収納した。脱離試験装置は試料を一定温度に保つ恒温箱， T を捕集

する水バブラーで構成されている。アルゴンガス環境下（アルゴン流量 , 100 cc・min-1）

で試料を 298 K で保持し，T 曝露直後に試料から水蒸気状 T（HTO）の状態で脱離する T
を水バブラーで回収し，液体シンチレーションカウンターで 17 h 20 min の間，適宜その

濃度を計測した。  
 
2.3 アルゴンガス環境中における昇温脱離ガス分析試験  

脱離試験（実験 2.2）を行った後，TDS 装置を用いて室温から 873 K まで 0.5 Ks-1 で昇

温し，ナノ W および Polished W の T 保持量を測定した。TDS 装置は試料をヒーターで加

熱する加熱炉，水バブラー，そして酸化銅触媒で構成されている。T はガス状（HT）か水

蒸気状のどちらかの化学形態で脱離すると予想される。そのため TDS 装置下流に水バブラ

ーを 2 つ設置し，1 つ目のバブラーで HTO を捕集した後，残った HT を酸化銅触媒内（800 
K に加熱）を通過させることで HTO へと変換させてから 2 つ目のバブラーで捕集した。

TDS 計測実験を実施する際，以下の 2 つの TDS 計測実験を同時に実施した。1）アルゴン

ガス環境下で試料を加熱し，脱離した T を水バブラーで回収した後，液体シンチレーショ

ンカウンターでその濃度を計測した。2）比例計数管を用いた T の TDS スペクトル計測を

行った。加えてどちらの実験においても，TDS 加熱後試料に残存する T 量を把握するため，

TDS 前後の試料に対してイメージングプレート計測を行った。  
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3．結果および考察  
3.1 トリチウム脱離速度の経時変化結果  
 図 1 に T 曝露直後 298 K で 17 h 20 min
保持した時の T 脱離速度の経時変化を示す。

図の横軸は時間，縦軸は T 脱離速度であり，

それぞれのプロットは試料の曝露が終了し

てから 20 min, 1 h 20 min，17 h 20 min
後の計測値を表している。図に示すように，

曝露終了後 20 min の段階で Nano W から

の T 脱離速度は 3.0×105 Bqh-1 であったが，

時間とともに減少し，17 h 20 min 後には

約 20 Bqh-1 となった。また，Polished W
からの T 脱離速度は曝露終了後 20 min の

段階で 5.6×104 Bqh-1 であったが，Nano W
と同様に時間とともに減少し，17 h 20 min

後には約 5 Bqh-1 となった。今回の実験結

果だけではデータ数が少なく精度の問題か

らナノ構造形成の有無による脱離速度の違

いについてはまだ説明ができないが，17 h 
20 min 間 298 K で保持した試料から脱離

する T の量は T 曝露直後と比べると明らか

に少なくなっており，次の節で述べる TDS
実験結果は試料中のトラッピングサイトに

安定に捕捉された T の脱離挙動が調査でき

ているものと推察される。  
 
3.2 昇温脱離ガス分析結果  
 以下，TDS 分析結果について述べる。図

2 に TDS 計測中に HT および HTO として

脱離した T の計測結果を示す。計測は水バ

ブ ラ ー を 用 い て 行 っ た 。 Nano W と

Polished W どちらの試料も HTO として脱

離する方が HT として脱離するよりも多く

観察された。試料同士を比較すると，Nano 
W の方が Polished W よりも T 脱離量が多

く，またガス状と水蒸気状のどちらの脱離

量も多くなることが分かった。  
図 3 に 比例計 数管 を用いて 計測 した

Nano W からの T 脱離スペクトル結果を示

す。横軸は時間，左の縦軸は単位面積当た

りの比例計数管のカウント数，右の縦軸は

昇温時の試料の下に設置した熱電対の計測

温度である。液体シンチレーションカウン

ターを用いて計測した結果と同様に，Nano 
W の方が Polished W よりも明らかに T 脱

離量が多く，その差は約 6 倍程度になった。

また Nano W の脱離ピークは Polished W
の 873 K 付近のものよりも低い 673 K 付近

図 1）トリチウム脱離速度の経時変化。  

図 2）TDS 計測時のトリチウム脱離形態。 

図 3）トリチウム脱離スペクトル  
（Nano W）。  
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で生じた。  
 
4．まとめと今後の方針  
 水バブラーおよび比例計数管が取り付けられた TDS 装置を用いて，ナノ構造のトリチウ

ム吸蔵特性について調査を行った結果，以下のことが明らかになった。  
①トリチウム曝露直後 298 K の一定温度で保持した場合，時間の経過とともに水蒸気状

トリチウム（HTO）として試料から気相へ放出されるトリチウムの脱離速度は減少す

ることが分かった。  
②本実験におけるトリチウム曝露条件で曝露した試料を室温から 873 K まで 0.5 Ks-1 で

昇温したところ，ナノ構造が形成した試料の方が，形成していないものに比べてトリ

チウム脱離量が多くなることが分かった。  
 今後は今回行った実験で使用した試料よりも更にナノ構造の厚みの試料を用いて，表面

積の増大が試料の全領域に保持されるトリチウム量にどのような影響を与えるのか調査す

る。またトリチウム曝露直後の試料の保持温度を変えて，トリチウム脱離速度の温度依存

性についても明らかにしていく。  
 
[1] S. Kajita et al., Nucl. Fusion 49 (2009) 095005.  
[2] M. Yajima et al., J. Nucl. Mater. 438 (2013) S1142.  
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Influence of radiogenic He on tritium retention in electron-irradiated W  

NRC Kurchatov Institute Alexander Spitsyn 

In fusion reactors, plasma-facing materials (PFMs) will be irradiated by intense fluxes of D and T, as 

well as by He ions and by 14 MeV neutrons. Tungsten (W) is a candidate PFM. Available data have shown that 

the hydrogen isotope retention in W irradiated with neutrons and exposed to hydrogen plasmas reaches relatively 

high values (~1 at.%) at temperatures around 500 K. T retained in the material will decay and produces He. This 

effect may have a significant impact on the accumulation of T in W. However, the influence of radiogenic He on 

the accumulation of T has been scarcely studied. The aim of this research is to investigate the influence of 

radiogenic He on T retention in W exposed to high energy electron beams instead of neutrons. Electron irradiation 

was employed because it can generate defects uniformly throughout the bulk of a material like neutrons without 

inducing radioactivity. 

To achieve the above-mentioned objective, the experimental study will be performed in the following 

scheme. Steps (1)–(3) are performed in Russia. 

(1) Preparation of W samples: Cutting and polishing. 

(2) Irradiation of W samples with high energy electrons (≥ 3 MeV) to ~10-3 displacements per atom (dpa).

(3) Saturation of the W samples (irradiated and as-received) with radiogenic He. All samples will be loaded with 

high concentration T gas and kept for several months to reach concentration of He in the range of 10-80 appm. 

Finally, T is removed by vacuum heating at temperature where radiogenic He will remain in the samples. 

(4) After shipping to U. Toyama, the samples are saturated with T again. Analysis of the W samples (irradiated and 

as received, with He and without He) are performed using imaging plate (IP) technique, -ray induced X-ray 

spectrometry, and thermal desorption spectrometry (TDS). Microstructures of the samples are examined with a 

scanning electron microscope. 

In 2015, a vacuum chamber equipped with a thin Ta window and a water-cooled sample holder was 

prepared in Russia to realize electron-beam irradiation without serious surface contamination. In parallel, several 

W samples (6 mm diameter and 0.2 mm thickness) were irradiated with 8.5 MeV electron beam to 10-3 dpa at 

~373 K. Hydrogen isotope absorption and desorption were examined to optimized T loading and removal 

conditions in the step (3) mentioned above.  

A part of electron-irradiated samples were exposed to D2 gas at 0.1 MPa and 573 K for 100 h. These 

samples were subjected to TDS measurements. A remaining part of the samples were exposed to DT mixture gas 

(4.9% T) at 573 K and total pressure of 3.3 kPa for 24 h. Those samples were cut into two pieces and T 

distributions throughout the sample thickness were examined by measuring -ray induced X-rays using IP (GE 

Helthcare, BAS IP MS). The IP measurements showed uniform T distribution throughout the sample thickness, 

and it was concluded that exposure to T gas at 573 K for 100 h is sufficient to saturate radiation-induced traps. In 

TDS measurements, desorption of D from irradiated samples continued up to 1100 K at the temperature ramp rate 

of 0.5 K/s. The binding energy between radiation-induced traps and D was evaluated to be 1.55–1.85 eV. T 

removal conditions will be determined based on these data. The electron irradiation was performed in the 

Research Reactor Institute, Kyoto University. The thermal desorption spectra were measured in the International 

Research Center for Nuclear Materials Science, the Institute for Materials Research, Tohoku University. 
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