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まえがき  
 
 近年、世界的に問題視されている地球温暖化は二酸化炭素 （CO

2
） が主因であると言わ

れており、CO
2
排出量の削減が世界規模で求められています。わが国の 2013 年度における

CO
2
排出量は約 13 億トンあり、地球全体の排出量の 5～6％を占めています。中国やアメリ

カと比べれば、日本は省エネ技術の普及で相当削減されてはいますが、このまま世界全体
で CO

2
を出し続けると、遅かれ早かれ地球は人間が住めない星になるでしょう。2015 年の

パリ協定では、全世界で CO
2
 削減に取り組むこととなっており、日本政府も 2030 年までに

2013 年度比で 26％、2050 年には 80％削減する目標を打ち出しました。もし、エネルギー
源を化石燃料から水素に置き換えることが出来れば、この削減目標を達成することができ
ます。日本政府はさらに「水素工ネルギ一社会の実現」を成長戦略と位置づけ、水素エネ
ルギーに関する国家的な研究開発を推し進めようとしています。このような背景を踏まえ
ると、次世代の子供たちのためにも、脱炭素（脱化石燃料）社会を構築することは、我々
研究者にとって喫緊の課題と言えます。 
 水素同位体科学研究センターでは、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（H

2
）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 H
2
を得ることもでき、

H
2
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
ルなのです。 
 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、主に水素及び水素同位体のエネルギー、環境を研究課題

として扱い、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行っています。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関連材料との相互作用などの課題
は、核融合科学研究所双方向型共同研究として実施しています。本報告書はこれら２つの
共同研究の成果をまとめたものです。 
平成 27年度より当センターは、特色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に参画しました。継続可能な環境・エネルギー社会の実現を目指
し、水素同位体科学研究の飛躍的な進展を図るため、教職員一同、今後も鋭意努力してま
いりますので、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ます。 
 
 

平成２９年５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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お茶中のトリチウム直接測定におけるクエンチング挙動とその低減化

Development of quenching reduction technique for tritium measurement in tea
静岡大学学術院理学領域

大矢恭久*、植村有希、桜田翔大、藤田啓恵、東奎介、周啓来

富山大学研究推進機構水素同位体科学研究センター

原正憲、波多野雄治

１． 緒言 
原子力発電所事故などで環境中にトリチウムが放出されると、茶葉へのトリチウムの取り込み

が大きな問題となる。飲用茶中のトリチウム濃度評価には液体シンチレーションカウンターが用

いられるが、飲用茶をそのまま測定すると、シンチレーションカクテル成分の発光ピークが茶の

緑色成分(クロロフィル)やカテキンの吸収ピークと重なるため(1)、色クエンチングの影響で正確な

トリチウム濃度評価が困難となる。そのため、通常は飲用茶を一度蒸留し、トリチウム濃度を評

価する。しかし、この方法では迅速かつ大量の試料測定は困難になる。そこで本研究では、お茶

によるクエンチング挙動を調べるとともに、化学処理による迅速かつ効率的なクエンチング低減

化手法について検討することとした。

２．実験

本実験では、市販の飲用茶と、厚生労働基準に従い静岡県産煎茶の茶葉から抽出した飲用茶

(90℃の純水 150 mL に対し茶葉 5 g、1 分間溶出)を使用した。飲用茶の色クエンチングによる計数

率変化の評価および過酸化水素による色クエンチング除去評価のため、飲用茶 18 mL にトリチウ

ム水(トリチウム濃度 18585 Bq / mL) 1 mL、30 %過酸化水素を種々の濃度に希釈した水溶液を 1 mL

加え、過酸化水素の割合を 0、0.05、0.005、0.0005 とした試料を作成した。試料をよく撹拌した

後、1 mL ずつバイアル瓶に採取し、シンチレーションカクテル (PerkinElmer 製、

Emulsifier-Scintillator Plus) 20 mL と混ぜ、液体シンチレーションカウンター(LSC-5100、 Aloka)を

用いて試料中のトリチウム計数率を測定した。トリチウム水 1 mL、純水 19 mL を混合したコント

ロール試料も同様に測定し、計数率を比較した。

また、試料の吸光度測定のため、市販の飲用茶と静岡県産煎茶の茶葉から抽出した飲用茶それ

ぞれ 18 mL に 30 %過酸化水素を種々の濃度に希釈した水溶液を 1 mL 加え、同様に過酸化水素の

割合を 0、0.05、0.005、0.0005 とした試料を作成した。この試料を石英セルに入れ、吸光光度計

(UV-2500、島津)を用いて純水をバックグラウンドとして吸光度を測定し、過酸化水素が吸光度変

化に及ぼす影響を評価した。さらに、各試料におけるトリチウム計数率、吸光度の経時変化を評

価するため、1 日経過後に同様にトリチウム計数率測定、吸光度測定を行った。

３． 結果と考察

市販の飲用茶の実験結果に関して、図 1 に各試料のトリチウム計数率測定結果を示す。グラフ

中には試料作成直後のトリチウム計数率(cps)を示している。過酸化水素を加えていない試料(No. 

1)では、コントロール試料と比較して 19 %程度のトリチウム計数率の減少がみられ、お茶による

1
1
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色クエンチング効果が示唆された。過酸化水素を加え

た試料(No.2-4)では、コントロール試料と比較して 13 %

程度減少したが、過酸化水素濃度に関わらず No. 1 と比

較してトリチウム計数率が増加した。1 日経過後の試料

では、全ての試料において計数率の増加が見られた。

また、吸光度測定結果を図 2 に示す。過酸化水素を加

えた試料(No.2-4)では、過酸化水素を加えていない試料

(No. 1)と比較して、350-500 nm の範囲における吸光度

が減少した。1 日経過後は、No.1 は吸光度が増加し、

No.2、No.3 は大きく吸光度が減少した。トリチウム計

数率の増加は、過酸化水素によるクロロフィルの酸化

によりクロロフィルが無色の低分子物質に分解され、

脱色されたことによるものと示唆された。

図 3、4 に静岡県産煎茶試料のトリチウム計数率およ

び吸光度測定結果を示す。市販の飲用茶試料の結果と

同様に、No.1-4 はコントロール試料と比較してトリチ

ウム計数率が大幅に減少し、お茶による色クエンチン

グが見られた。また、No.2-4 の試料においても、過酸

化水素によるトリチウム計数率の増加はほとんど見ら

れなかった。吸光度も、過酸化水素の添加による変化

は見られなかった。市販の飲用茶試料と比較して、煎

茶試料は吸光度が大きく、カテキン・クロロフィルな

どの色クエンチングに寄与する成分が多いため、十分

に酸化されず脱色が起こらなかった可能性が示唆され

た。

４．まとめ

以上の結果から、過酸化水素の添加は市販の飲用茶

における色クエンチング低減に有効であることが示

された。次年度では、他の市販飲用茶での実験、及び

過酸化水素以外の脱色のための薬品を使用し、色クエ

ンチング除去を評価する。

５．謝辞

本研究は富山大学研究推進機構水素同位体科学研

究センターとの共同研究で実施した。

６．引用文献

(1) 石河寛昭 「液体シンチレーション測定法」 南山堂 (1981)
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図 3 静岡県煎茶試料におけるトリチウム

計数率 

図 4 静岡県煎茶試料における吸光度 
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スパッタリング法を用いた高性能触媒の開発

Development of new highly-active catalyst by sputtering method
富山大学 大学院理工学研究部（工学） 椿 範立*

富山大学 研究推進機構 水素同位体科学研究センター 田口 明、阿部 孝之

     

1. Introduction

 Due to the unique structure and excellent properties, graphene (G) based materials have attracted a vast 

amount of research attentions to implore various applications on electrodes, sensors, catalysts and so on. 

Especially G supported metal nanoparticles (NPs) exhibit novel and extraordinary catalytic properties. The 

large surface area, electrical conductivity and mechanical strength make graphene the most promising 

substrate to be coupled with metal NP catalysts to achieve high 

catalytic performance.

 In this report, three kinds of noble metals (Pd, Ru and Rh) were 

loaded on G by the novel physical sputtering process (Figure 1),

respectively. These Pd/G, Ru/G and Rh/G catalysts were used as 

catalyst for the direct synthesis of hydrogen peroxide from hydrogen 

and oxygen, hydrolytic dehydrogenation of alkaline sodium 

borohydride and 1-hexene hydroformylation, respectively. Benefiting 

from the excellent structure, these catalysts exhibited good catalytic 

performance in respective reaction. 
 

2. Experimental  

Using commercial graphene nano-plates powder as the 

support, metallic Pd, Ru or Rh plate (purity 99. 9%) was 

respectively used as the sputtering target to prepare Pd/G, 

Ru/G or Rh/G catalysts by sputtering method. The input 

power was controlled to 200 W. The hexagonal barrel 

was rotated at 3.5 rpm and vibrated mechanically. After 

sputtering, a 1.0% O2/N2 flow was gradually introduced 

into the cavity barrel to reach common pressure, and kept 

for 1 h to stabilize the catalyst. These catalysts were 

directly used for reactions without any further reduction. 
 

3. Results and discussion 

a. Ru/G catalyst for H2 produced by hydrolysis dehydrogenation of NaBH4: The large specific surface 

area and sheet structure of G provide extensive space for high loading amount (20% decided by TGA,

Figure 2a) and highly dispersed metal NP. These Ru NPs presented uniform spatial interval and the particle 

sizes evenly mainly distributed in the 1-2.5 nm rang (TEM, Figure 2b). Sputtered Ru/G catalyst is effective 

Figure 1 Schematic representation 

of metal NPs sputtered on Graphene 

Figure 2 a. TGA curve of Ru/G; b. TEM 

images of Ru/G; c. Ru3p XPS spectrum of 

Ru/G; d. Arrhenius plots of Ru/G for 

hydrolysis dehydrogenation of NaBH4 

3
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Development of new highly-active catalyst by sputtering method
富山大学 大学院理工学研究部（工学） 椿 範立*

富山大学 研究推進機構 水素同位体科学研究センター 田口 明、阿部 孝之
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for production of H2 by hydrolysis dehydrogenation of NaBH4 with low activation energy (Figure 2d). 

b. Pd/G catalyst for direct synthesis of H2O2 from H2 and O2:

Direct synthesis of H2O2 from H2 and O2, a more economic and 

greener route, has attracted much attention in recent years. The 

comparison of catalytic performance between Pd/G-spu catalyst 

prepared by sputtering method and Pd/G-IM catalyst prepared 

by impregnation method was shown in Figure 3. Pd/G-spu 

catalyst exhibited better catalytic activity and selectivity than

Pd/G-IM.   

c. Ru/G catalyst for hydroformylation of 1-hexene: Alkene 

hydroformylation is one of important homogeneous catalysis 

reactions. We want to develop more efficient heterogeneous catalysts for alkene hydroformylation with 

high catalytic activity and product selectivity. The catalytic activity of Rh/G catalyst prepared by sputtering 

method was investigated for hydroformylation of 1-hexene at different temperatures as listed in Table 1.

With the increasing temperature, the conversion of 1-hexene and selectivity of heptanl were increased. The 

sputtered Rh/G catalyst exhibited good catalytic performance on hydrofromylation. 
Table 1 The hydroformylation of 1-hexene over Rh/G catalyst at varied reaction temperatue

Temp. 
(oC)

Reaction time 
(h)

Conv. 
(%)

Selectivity (%) n/i ratio of 
heptanalInternal 

hexene
Hexane Heptanal

50 4 60.7 16.4 0.38 80.6 1.6
60 4 95.9 28.4 0.17 70.9 1.57
70 4 99.8 7.9 2.8 88.0 0.99
90 4 99.8 6.26 0.76 91.4 0.75

 

4. Conclusion 

Three kinds of noble metals (Ru, Pd, Rh) were loaded on graphene successful by the novel physical 

sputtering process, which was used as catalyst for hydrolytic dehydrogenation of NaBH4 and the direct 

synthesis of H2O2 from H2 and O2, as well as hydroformylation reaction, respectively. Due to the large 

specific surface area and 2D sheet structure of graphene along with the assistance of continuous rotation 

and mechanical vibration in sputtering process, metal NPs of these metal/G catalysts exhibited uniform 

ultrafine size, extremely high dispersion and high exposed surface area. Benefiting from the excellent 

structure, these catalysts exhibited good catalytic performance in respective reaction. 
 

5. Related Publications

(1) M. Tan, G. Yang, T. Wang, T. Vitidsant, J. Li, Q. Wei, P. Ai, M. Wu, J. Zheng, N. Tsubaki. Catal. Sci. 

Tech., 6(2016), 1162; (2) M. Tan, D. Wang, P. Ai, G. Liu, M. Wu, J. Zheng, G. Yang, Y. Yoneyama, N. 

Tsubaki. Applied Catalysis A: General, 527(2016), 53;(3) Lu, P.; Sun, J.; Zhu, P.; Abe, T.; Yang, R.; Taguchi, 

A; Vitidsant, T.; Tsubaki, N., J. Energy Chem. 24(2015), 637; (4) J. Sun, X. Li, A. Taguchi, T. Abe, W. Niu,

P. Lu; Y. Yoneyama; N. Tsubaki, ACS Catal., 4(2014), 1 
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１． 緒言 
 液体シンチレーションカウンター（LSC）を用いたトリチウム測定において、液体シンチレー

タ（LS）に代えて有機シンチレータであるプラスチックシンチレータ（PS）の使用を進めてきて

いる 1）。この PS 法は、最も測定しにくいしとされているトリチウムであっても、LS と同等かそ

れ以上の計数効率が得られ、かつ放射性の有機廃液・固体廃棄物が発生しない優位性がある。こ

れにより、後処理にかかる費用と時間が大幅に削減できる。PS 法の唯一の弱点として、充分な質

の国産品がなく、従来用いてきた PS は輸入品であるため、少量の購入がしづらく、かつ高額と

なり、入手までに時間もかかることが挙げられた。近年の古田らによる研究を受けて、一昨年度

末より国内の大手プラスチックメーカーらによる｢国産 PS｣の試作が始まった。これらの性能が、

従来用いてきた PS と同等の性能を示した場合、PS を用いた測定法の一般への推進が望める。こ

の際、最も低エネルギーのトリチウムが測定出来れば、「優れた性能」を示すと評価できる。かつ、

従来品に比べ、より優れた性能の PS の製作にも繋がる可能性がある。 
 数種類の国産 PS を用いたトリチウム測定性能評価および物性評価を行い、トリチウム測定に

使用可能な、かつ今まで以上に優れた PS を見いだすことを目的とする。 
 

２．実験  

TI 社製の成分の異なる PS（No1～15、0.5 mm 厚)、および帝人製 PS のシート(1 mm 厚)を入

手し、以下の項目の評価を行った。対象として従来用いてきたサンゴバン製 PS（BC-400、0.5mm
厚）も同時に評価を行った。なお、TI社のNo1~12は蛍光物質2種類の比率と量が異なり、No13~15
は基礎となる有機物の組成が異なる。また、プラスチックの親水化のためのプラズマ処理 2）には、

3 機種を用いた。その特徴を、表 1 に示す。これら機種間で親水効果に差があるかを検討した。 
実験方法：              表 1    プラズマ処理装置比較表 
① シートを LSC 用

20mL バイアルに入る

13 mm×50 mm にカ

ットし、トリチウム標

識化合物（3H     

-methionine, Moravek Biochemicals）を滴下乾燥し、別の 1 枚を被せて密着させ LSC（Tri- 
Carb 3110TR）を用いて測定し、同時にプラズマ処理効果が得られるかについて検討した。 

② 別途、物性評価(赤外吸収スペクトル，紫外可視吸光スペクトル，発光スペクトル、 融点測

定など)を行った。 
 

３． 結果と考察 

プラズマ装置 社名型番など ガス:プラズマ源 処理数 

1 DBD 自作 Ar（He） 1 枚ずつ 

2 低圧 I 社、IP-220P Air（コンプレッサー） 複数同時可 

3 低温 TPF社 Air、希ガス、N2, O2 1 枚ずつ 
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for production of H2 by hydrolysis dehydrogenation of NaBH4 with low activation energy (Figure 2d). 
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synthesis of H2O2 from H2 and O2, as well as hydroformylation reaction, respectively. Due to the large 
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and mechanical vibration in sputtering process, metal NPs of these metal/G catalysts exhibited uniform 

ultrafine size, extremely high dispersion and high exposed surface area. Benefiting from the excellent 
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図 2  プラスチックシンチレータの赤外線スペクトル 

測 定 装 置 ：  Spectrum100 （ PerkinElmer)、   

分解能：1 cm-1、積算数：16 
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TI社の数種類と、帝人、これらとの比較のための BC-400を用いた際の 3H-methionineの計数効

率を図 1に示した。 

TI社の PSは、初期に

は蛍光剤の添加量を

変更し（No.1～12）、

後にベースとなる高

分子の組成を変更し

た。初期の物には、室

内の蛍光灯による蓄

光が多かったが、後に

はその点も改善され

た。一方、帝人の製品

は、初期の TI社製品

と同様、極端に低い効

率を示した。これら PS 

の違いの一例を示す赤外 

線スペクトルを図 2に示す。大きな違

いとして帝人のみ NH 結合（もしくは

-OH）が観測された。さらに吸収スペク

トルの観測では、最大波長は変わらな

いものの、帝人のみ蛍光収率が低かっ

た。既存の LSCに搭載された PMT には

不向きであることは明らかである。 

プラズマ処理に関しては、いずれの 

方法も違いはなく、希ガスを使用する 

ことなく、一度に大量の処理が可能な 

「低圧」プラズマで充分なことが判明 

した。 

                                  

４．まとめ 

国産の PSであって、既存の LSCの使

用に於いて従来品と遜色のない優れた

PSが得られた。さらに、プラズマ処理は、従来用いてきた DBD-plasmaに限る必要はなく、どの

方法でも、トリチウムの測定効率を上げる効果があることが明らかとなった。今後、廃液を発生

させることのない、PS法を推進していくための前提となる確認が取れた。 

 

５．引用文献 

(1)  Etsuko FURUTA et.Al., J Applied Radiation and Isotopes, 93，13-17, 2014. 

(2)  Etsuko Furuta, J Radioanal Nucl Chemis, 299, 471-476,2014.

図 1 プラスチックシンチレータのトリチウム計数効率の比較 

試料：5μLの場合、No.11までは、さらに低い計数効率を示す 
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図 1:二原子空孔の安定構造(a)Fe,Nb,Ta(b)V,Cr,W。 

第一原理計算による金属空孔中の水素に関する研究

Study on hydrogen in metal vacancy by first-principle calculations
九州大学応用力学研究所 大澤一人＊

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

 

１．研究背景 

タングステンは高い融点、高い熱伝導度、低い水素溶解度といった特徴を持つ金属で、しかも

機械的強度に優れ誘導放射化も少ない。そのため核融合炉のプラズマ対向材料として有望である。

その非常に低い水素溶解度のために結晶格子間に水素が侵入したとしても、速やかに拡散し結晶

外に出てゆくと考えられる。しかし、照射によって注入した場合、水素は相当な量がタングステ

ン試料に残留することが示されている。特に、放射性同位体の三重水素の残留量が問題である。

結晶には水素および水素同位体は貯まらないので、捕獲サイトは空孔型欠陥や不純物であること

が予測されている。そこで、そのようなサイトに貯まる水素および水素同位体の量や結合エネル

ギー、乖離温度などに関する研究が行われている。 

ところで、最近 Ventelon ら[1]によってタングステン空孔に関して重要な発見があった。通常

の金属は単原子空孔よりも二原子空孔の方が安定である。さらに多くの空孔が集まればボイドが

形成される。しかし、タングステン空孔に関しては二原子空孔よりも単原子空孔のままの方が安

定であることが密度汎関数法に基づいた第一原理計算から示唆された。ただしこれは水素の無い

状態での計算である。そこで、本研究では核融合炉を意識し水素が作用した場合の二原子空孔の

安定性を研究する。比較のために他の BCC 金属空孔に水素が作用したときの影響、特に鉄とタン

グステンの二原子空孔を比較した結果を報告する。 

 

２．計算方法 

第一原理計算には汎用コードである VASPを使った。周期的境界条件の影響を緩和するために比

較的大きな計算セルを用いた。BCC格子で 6×6×6、格子点 432個の構成されたセルを使い、平面

波の cut-offエネルギーは 350eVとした。空孔水素複合体同士の結合エネルギーを 

[ ] [ ] [ ]nmnmB EEEE +−+= HVVHVH 2  

のように定義した。ここでV は金属結晶中の単空孔、Hは水素、m と n は単空孔に捕獲された水

素の個数である。関数 E はそのようなセルの凝集エネルギーである。正の符号は引力を表す。 

 

３． 計算結果 

BCC 金属中では図 1 のような二原子

空孔の配置が可能である。Fe、Nb、Ta

は(a)の<100>方向、V、Cr、W は(b)の

<111>方向の配置が安定であり、これは

Ventelonの計算とも一致する。 
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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

 

１．研究背景 
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機械的強度に優れ誘導放射化も少ない。そのため核融合炉のプラズマ対向材料として有望である。

その非常に低い水素溶解度のために結晶格子間に水素が侵入したとしても、速やかに拡散し結晶
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２．計算方法 

第一原理計算には汎用コードである VASPを使った。周期的境界条件の影響を緩和するために比
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[ ] [ ] [ ]nmnmB EEEE +−+= HVVHVH 2  

のように定義した。ここでV は金属結晶中の単空孔、Hは水素、m と n は単空孔に捕獲された水

素の個数である。関数 E はそのようなセルの凝集エネルギーである。正の符号は引力を表す。 

 

３． 計算結果 

BCC 金属中では図 1 のような二原子

空孔の配置が可能である。Fe、Nb、Ta

は(a)の<100>方向、V、Cr、W は(b)の

<111>方向の配置が安定であり、これは

Ventelonの計算とも一致する。 
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図 2:水素が捕獲された時の鉄二原子空孔の安

定構造。(b)の<111>方向の配置が安定になる。 

 鉄の二原子空孔に水素が捕獲されると

図 2 のように空孔の配置にも変化が起き

る。鉄の場合、水素 0個と１個では空孔は

<100>方向の配置が安定であるが、2 個以

上捕獲されると<111>方向の配置が安定に

なる。一方で、タングステンの二原子空孔

は水素の個数に関係なく<111>方向の配置

が安定である。 

 図 3 は 4 種類の BCC 金属中の空孔、およ

び空孔水素複合体の結合エネルギーを示す。タングステン以外の金属では二原子空孔を形成した

方が安定である。しかし、タングステンだけは二原子空孔は不安定であり、先行研究[1]と一致す

る。しかし、空孔水素複合体になると結合した方が安定である。図 4 はタングステン空孔に水素

が 0, 1, 2, 3, 6 個捕獲した空孔水素複合体同士の結合エネルギーであり、水素が 1 個以上存在す

れば結合することで安定化する。 
 

４. 議論 

 核融合炉の材料研究ではタングステン中の空孔が拡散し成長してボイドなど大きな照射組織を

形成する過程は重要なテーマである。本研究の結果ではタングステン中の二原子空孔は不安定で

あるから生成せず、少なくとも単空孔同士は結合しないと予測される。逆に、水素が作用すると

結合が促進されるというモデルが提案できる。核融合炉では水素同位体はプラズマ照射によって

常に供給されることを考慮すると、その存在は照射組織の形成に影響があると考えられる。 
 
５. 引用文献 

[1] L. Ventelon et al. J. Nucl. Mat. 425 (2012) 16-21. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
図 3: BCC 金属中の空孔 V および空孔

水素複合体 VH6の結合エネルギー。 

 
図 4:タングステン中の空孔および空孔

水素複合体同士の結合エネルギー。 
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誘電泳動と微粒子ラベルによる細胞分離

Separation of cells with particle labeling based on the dielectrophoresis
兵庫県立大学大学院物質理学研究科 安川智之*、田中泰周

富山大学 研究推進機構 水素同位体科学研究センター 阿部孝之

 

１． 緒言 
 これまで，誘電泳動による細胞操作法を利用し，特定の表面抗原を発現する細胞を細胞母集団

の中から識別した．マイクロ流路内に 3 極の電極が存在すると印加電圧強度，周波数および位相

を制御することにより流路内の電場パターンを変換できるため異なる位置に細胞パターンを形成

できる．この方法を利用して，細胞母集団中における特定の表面抗原発現細胞の存在率を迅速で

簡便に計測できることを示した 1, 2)．しかし，この方法では，マイクロ空間内で，発現細胞と未発

現細胞の集積化位置が異なるだけであり，デバイス外へ分離回収することはできない．そこで，

本研究では，微小電極を組み込んだマイクロ流路を用いて微粒子や細胞の挙動を調べた．標的抗

原を発現する細胞に免疫反応を介して微粒子をラベルし，マイクロ流体内で作用させた誘電泳動

力により，抗原発現量別に分離回収することを最終目的としている． 
 

２．実験 

誘電泳動による細胞分離用のマイ

クロ流路デバイスを作製した．図 1

に，デバイスの模式図を示す．光リ

ソグラフィーと化学エッチングによ

り ITO 基板上に 2 つの長方形（4×14 

mm）を準備し，その上に，ネガティ

ブフォトレジストである SU-8 を用

いて誘導用電極と分離用電極を作製

した．スペーサ（30 µm）を介して 2

枚の同じデザインの基板を重ね合わ

せて流路構造を有する誘電泳動デバイスを作製した．細胞懸濁液を誘導用電極側（図 1A 右側）

から分離用電極側（左側）へと導入した．誘導用電極の中央に 50 µm の開口部を設けた．分離用

電極は，異なるサイズの 5 つのバンド電極から構成されている（図 1B）．灰色のバンド電極は，

レジストを取り除き ITO 表面が露出している．中央のバンド電極 A（250 × 100 µm，先端部 45°）

の両翼にバンド電極 B（150 × 50 µm）および C（100 × 50 µm）を配置した．それぞれのギャップ

は，20 および 40 µm とした．バンド電極 A の先端は，誘導用電極の開口部から 500 µm 下流に設

置されている．

THP-1 細胞と赤血球の混合懸濁液を流路内に 0.2 mm/s で導入した．0.2 M スクロース溶液に 0.1 

M リン酸緩衝液を加え，導電率を 110 mS/m に調製した溶液に細胞を懸濁した．誘導用電極に交

流電圧（15 Vpp，100 kHz）を印加した．分離用電極電圧は 10−14 Vpp とした．分離用電極に到達

した THP-1 細胞および赤血球がギャップ B−C またはギャップ A−B を通過する率を評価した．

45°

40 µm

20 µm

band A

band B1

gap distance

band B2

100 µm

50 µm

50 µm

250 µm

150 µm

band C1

Separator electrode

100 µm

band C2

ITO electrodes

Flow direction
polyester film
(30-µm thick)

30 mm
φ 3mm

Navigator 
electrode

Separator 
electrode

(A) (B)

図 1．細胞分離用のマイクロ流路デバイスの模式図．

（A）マイクロ流路構造を示す全体図．（B）分離部． 
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３．結果と考察 

細胞の誘電泳動挙動の周波数依存性を調べたところ，100 kHz 以下で両細胞に負の誘電泳動が作

用した．誘導用電極に交流電圧を印加すると，細胞は電極エッジに沿って移動し流路中央にある

開口部へと誘導され，開口部を通過して下流へと流されて分離用電極の先端に到達した．図 2 に，

分離用電極を通過する THP-1 細胞の連続写真を示す．図 2A 中の矢印で示した細胞は，2 秒後に

分離用電極の先端に到達（図 2B）し，分離用電極により形成される反発力により流路の外側へと

導かれた（図 2C）．ギャップ A−B に到達した細胞は，ギャップ A−B を流れることなく外側へと

誘導された（図 2D）．そして，ギャップ B−C を通過して下流へと流れた（図 2E）．THP-1 細胞が

ギャップ B−C を通過する割合の印加電圧依存性を調べた．通過率は電圧の増加に伴って増加し，

14 Vpp を印加すると 90%に達した．15 Vpp 以上の電圧を印加した場合には，電極表面から気泡が

発生することがあるため，このデバイスを用いた場合には，14 Vpp を最適とした．デバイスに赤

血球懸濁液を導入し，分離用電極に 14 Vpp を印加した．赤血球は分離用電極先端で負の誘電泳動

が作用して流路の外側へと移動し，ギャップ A−B を通過して下流へと流れた．赤血球は THP-1

細胞と比較してサイズが小さいため作用する反発力が小さい．よって，ギャップ幅の小さいギャ

ップ A−B を通過する．THP-1 細胞と赤血球の混合懸濁液をデバイスに導入し，それぞれの細胞の

さがれる位置を制御した．THP-1 細胞のギャップ B−C 通過率および赤血球のギャップ A−B 通過

率は，それぞれ 88%および 44%であった．

図 2．マイクロ流路内の分離器を通過する THP-1 細胞の連続写真．

 

４．まとめ 

負の誘電泳動による反発力を用いて，マイクロ流路中を流れる THP-1 細胞と赤血球を誘導用電

極により中央部に集積化し，さらに，分離用電極により流れる位置を制御できた．異なるデザイ

ンの電極を用いた流れ位置制御についても検討をしており，今後，デザインの最適化を図る．
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          トリチウムオートラジオグラフィによる金属材料中の水素の挙動解析

Behavior of hydrogen in metallic material investigated by means of tritium 
autoradiography 

茨城大学 工学部 伊藤吾朗*、小林純也、大学院生 真中俊明

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

 

１． 緒言 
 多くの金属材料において、外部環境から侵入した水素の影響により延性が低下する水素脆化が

起こることが知られている。水素脆化機構はまだ統一的な理解にいたっておらず、これを明らか

にするためには材料中の水素挙動を調べる必要がある。これまでに提案された水素脆化機構の一

つに、水素助長ひずみ誘起空孔理論がある。この理論では、水素との相互作用によって安定化し

高密度化する欠陥(空孔またはその集合体)が脆化の主因であり、脱水素しても欠陥が残っていれば、

延性が低下することがモデル実験により間接的に示されている。本研究では、SUS430J1L(フェラ

イト系ステンレス)鋼を試料とし、水素を含んだ状態で変形しその欠陥を形成させ、いったん脱水

素した後、トリチウムをチャージすればもとの欠陥にトリチウムが水素と同じようにトラップさ

れると考え、トリチウムオートラジオグラフィ(TARG)によりその再トラップされたトリチウムの

分布の可視化を試みた。 
 

２．試料および実験方法  

試料は表１に化学組成を記した 1mm 厚の SUS430J1L 鋼板材 2B 仕上げ材(冷間圧延後、1000°C

で焼きなましし、空冷・酸洗した後、0.5%以下の圧下率で圧延)である。

この板材から引張試験片を切り出し、pH2.5の硫酸に再結合抑制触媒として0.1mass%のNH4SCN

を添加した電解液中で、陰極電解法により水素チャージしながら、ひずみ速度 1.39×10-5s-1 で引張

試験を行った。この試験で得られた公称応力-公称ひずみ線図を、チャージせずに同じ速度で引張

試験した結果とともに、図１に示した。未チャージ材では約 35%の破断伸び(突合せにより測定し

ているので、図１とは必ずしも対応しない)を示し、ディンプル型の破面であったが、水素チャー

ジしながら変形すると、破断伸びは約 7%まで減少し、擬へき開破面が観察された。同一条件で水

素チャージしながら、約 3.5%の塑性ひずみを与えた後に、25°C で 168h 保持し、脱水素したもの

を TARG 用試験片とした。試験片の乳剤被覆予定面は、バフ研磨後、エッチングを施した。それ

から、トリチウムガス(50°C、133Pa、濃度 7.8%)に 1h 暴露し、乳剤被覆、液体窒素中で 14d の露

光、現像、定着、SEM 観察を行った。

表１ 用いた SUS430J1L 鋼の成分(mass%)

C Si Mn Cr Ni Cu Nb Ti N Fe

0.013 0.52 0.1 19.3 0.3 0.4 0.38 0.1 0.012 Bal.

 
３． 結果と考察 

図２は得られた TARG/SEM 像である。銀粒子(水素トラップサイトを示す)は観察されなかった。

本研究で用いたものと同じ試料に 3 点曲げにより耐力の 9 割を負荷しながら、トリチウムガス
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図 2．マイクロ流路内の分離器を通過する THP-1 細胞の連続写真．

 

４．まとめ 

負の誘電泳動による反発力を用いて，マイクロ流路中を流れる THP-1 細胞と赤血球を誘導用電

極により中央部に集積化し，さらに，分離用電極により流れる位置を制御できた．異なるデザイ

ンの電極を用いた流れ位置制御についても検討をしており，今後，デザインの最適化を図る．
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          トリチウムオートラジオグラフィによる金属材料中の水素の挙動解析

Behavior of hydrogen in metallic material investigated by means of tritium 
autoradiography 

茨城大学 工学部 伊藤吾朗*、小林純也、大学院生 真中俊明

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

 

１． 緒言 
 多くの金属材料において、外部環境から侵入した水素の影響により延性が低下する水素脆化が

起こることが知られている。水素脆化機構はまだ統一的な理解にいたっておらず、これを明らか

にするためには材料中の水素挙動を調べる必要がある。これまでに提案された水素脆化機構の一

つに、水素助長ひずみ誘起空孔理論がある。この理論では、水素との相互作用によって安定化し

高密度化する欠陥(空孔またはその集合体)が脆化の主因であり、脱水素しても欠陥が残っていれば、

延性が低下することがモデル実験により間接的に示されている。本研究では、SUS430J1L(フェラ

イト系ステンレス)鋼を試料とし、水素を含んだ状態で変形しその欠陥を形成させ、いったん脱水

素した後、トリチウムをチャージすればもとの欠陥にトリチウムが水素と同じようにトラップさ

れると考え、トリチウムオートラジオグラフィ(TARG)によりその再トラップされたトリチウムの

分布の可視化を試みた。 
 

２．試料および実験方法  

試料は表１に化学組成を記した 1mm 厚の SUS430J1L 鋼板材 2B 仕上げ材(冷間圧延後、1000°C

で焼きなましし、空冷・酸洗した後、0.5%以下の圧下率で圧延)である。

この板材から引張試験片を切り出し、pH2.5の硫酸に再結合抑制触媒として0.1mass%のNH4SCN

を添加した電解液中で、陰極電解法により水素チャージしながら、ひずみ速度 1.39×10-5s-1 で引張

試験を行った。この試験で得られた公称応力-公称ひずみ線図を、チャージせずに同じ速度で引張

試験した結果とともに、図１に示した。未チャージ材では約 35%の破断伸び(突合せにより測定し

ているので、図１とは必ずしも対応しない)を示し、ディンプル型の破面であったが、水素チャー

ジしながら変形すると、破断伸びは約 7%まで減少し、擬へき開破面が観察された。同一条件で水

素チャージしながら、約 3.5%の塑性ひずみを与えた後に、25°C で 168h 保持し、脱水素したもの

を TARG 用試験片とした。試験片の乳剤被覆予定面は、バフ研磨後、エッチングを施した。それ

から、トリチウムガス(50°C、133Pa、濃度 7.8%)に 1h 暴露し、乳剤被覆、液体窒素中で 14d の露

光、現像、定着、SEM 観察を行った。

表１ 用いた SUS430J1L 鋼の成分(mass%)

C Si Mn Cr Ni Cu Nb Ti N Fe

0.013 0.52 0.1 19.3 0.3 0.4 0.38 0.1 0.012 Bal.

 
３． 結果と考察 

図２は得られた TARG/SEM 像である。銀粒子(水素トラップサイトを示す)は観察されなかった。

本研究で用いたものと同じ試料に 3 点曲げにより耐力の 9 割を負荷しながら、トリチウムガス
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(25°C、573Pa、濃度 17%)に 6.5h 暴露し、TARG

を行った過去の研究 1)では、粒界近傍に銀粒子

が観察されている。本研究の暴露条件では、ト

リチウムが試料中にほとんど浸入しなかった

ものと推察される。

今回の TARG の試料と同じ状態の試験片(水

素チャージ、3.5%変形引張変形、除荷、25°C

で 168h 保持)を、再度同条件で引張変形を継続

させたところ、延性(破断伸び)は未チャージ材

と同レベルまで回復した。したがって、3.5%で

は変形量が少なすぎて空孔またはその集合体

がほとんど形成されなかったために、トリチウ

ムが侵入してもトラップサイトがないため、ト

リチウムチャージ終了から TARG のための乳剤

被覆までの間に、トリチウムがほとんど試料外

に脱離してしまったと推察される。また、変形

中の水素チャージは陰極電解で行っているのに

対して、トリチウムのチャージは大気圧以下の

トリチウムガスで行っていることも、検出され

なかった一因と考えられる。

４．まとめ 

TARG を用いて、水素を含んだ状態で変形し

たSUS430J1L鋼における水素トラップサイトの

可視化を試みたが、水素の存在を示す銀粒子は

観察されなかった。過去に同一試料を用いて行った実験との比較から, 今回の実験では, 試験片内

部にトリチウムが侵入していなかったものと推察された。

 

５．謝辞 

本研究を行うにあたり、実験設備を利用させていただくとともに、御指導をいただきました富

山大学水素同位体科学研究センターの関係各位に厚く御礼申し上げます。 
 

６．引用文献 

(1) 菅原篤史, 茨城大学大学院修士論文, 2015. 

図１ SUS430J1L鋼の低ひずみ速度引張試

験時の応力-ひずみ線図。

図２  3.5% の塑性ひずみを与えた

SUS430J1L 鋼の TARG/SEM 像。
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土壌粒子へのトリチウム捕捉に関する研究

Study on tritium sorption into soil particles
片山一成*、日向達郎、二宮 傑、古市和也、深田 智、田口 明 1、波多野雄治 1

九州大学 大学院総合理工学研究院、1 富山大学 研究推進機構 水素同位体科学研究センター

１． 緒言

 福島第一原子力発電所の事故を受け、各種放射性物質の環境挙動の重要性が再認識されている。

原子力施設は世界各地に多数建設されており、放射性物質の漏洩防止策と合わせて、万が一漏洩

した際の挙動予測の精度向上が望まれている。トリチウムはウランの三体核分裂等により原子炉

内で生成される放射性核種のひとつであり、高温下では比較的容易に金属を透過する性質を有す

る。そのため、原子炉燃料、構造材、冷却水にはトリチウムが含まれる。福島第一原子力発電所

では、大量に発生したトリチウム汚染水への対応が課題となっているが、今後世界的に進められ

るであろう廃炉作業においてもトリチウム汚染水が大量に生じると想定される。そのためトリチ

ウム汚染水が、万が一周辺環境土壌へ流出した場合の挙動予測は重要な課題と考える。

土壌粒子には一般に、吸着水、層間水、構造水と呼ばれる水が含まれており、トリチウム水と

接触すると同位体交換反応を通じて、トリチウムが捕捉されると考えられる。そのため、土壌中

トリチウム挙動の把握には、土壌粒子における水挙動の理解が重要である。本研究では、九州大

学箱崎キャンパスにて採取した 6 つの天然土壌を試料として、加熱に伴う水蒸気放出挙動を観測

した。さらに、トリチウム水に浸漬した天然土壌からの加熱に伴うトリチウム水蒸気放出挙動を

観測した。実験結果から土壌粒子へのトリチウム捕捉機構について検討した。

２．実験  

２．１ 土壌試料 

 九州大学箱崎キャンパス内６ヶ所において、土壌を採取した。含水比、粒子密度、BET 比表面

積については、測定済みである。

２．２ 水蒸気放出実験 

 石英管に土壌試料を約 0.5g 充填し、まず常温で乾燥 Ar ガスを流通させ、およそ 12 時間かけて

粒子間に存在する水をパージした。その後、5℃/min で昇温して 1000℃に達した後、2 時間温度を

保持した。充填層出口ガス中の水分濃度は水分計

(ﾐｯｼｪﾙｼﾞｬﾊﾟﾝ製 QMA2030)を用いて測定した。

２．３ トリチウム水放出実験 

 土壌試料 40g を約 250kBq/cc のトリチウム水

40cc に浸漬し、長期間保管した。本実験では、浸

漬土壌のひとつを選定し、加熱に伴うトリチウム

水蒸気放出挙動を観測した。図１に実験装置概略

図を示す。553 日間トリチウム水に浸漬した土壌

試料を石英管に充填し、常温で乾燥 Ar ガスを流

通させ、およそ 12 時間かけて粒子間のトリチウ
図 1 トリチウム水蒸気放出実験装置概略
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(25°C、573Pa、濃度 17%)に 6.5h 暴露し、TARG
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観察されなかった。過去に同一試料を用いて行った実験との比較から, 今回の実験では, 試験片内
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ム水をパージした。その後、5℃/min で昇温して 1000℃に達した後、2 時間温度を保持した。放出

されるトリチウム水蒸気は、水バブラーにて捕集した。昨年度の実験では、一つの水バブラー中

の水を定期的にサンプリングする手法を用いたが、トリチウム濃度のバラつきが大きく、詳細な

放出挙動が観測できなかった。そこで、今年度は、定期的に水バブラーを交換することで、トリ

チウム濃度測定の精度向上を図った。

３． 結果と考察

1000℃加熱により灰色に変色する土壌と、黒

色に変色する土壌があることがわかった。6 つの

試料からは、ピーク高さは異なるものの、加熱

に伴う4つの放出ピークが観測された（図2, 3）。

ピーク 1 は約 100℃、ピーク 2 は 200~300℃、ピ

ーク3は450~500℃、ピーク4は約580℃である。

ピーク 1 および 2 は層間水、ピーク 3 および 4

は構造水の放出と考えられる。水蒸気放出特性

は含まれる粘土鉱物を反映しており、6 つの土壌

試料には混合比は異なるものの同様な粘土鉱物

が含まれていると言える。なお、水蒸気の放出は

1000℃でも継続して観測されており、粘土鉱物構

造内に安定に存在する構造水の放出には長期高

温加熱が必要であることが分かった。

図 4 に各温度での水蒸気とトリチウムの放出

挙動を比較する。トリチウムが最も放出されたの

は、70℃付近であった。この温度付近から水蒸気

放出が始まっており、土壌粒子自身から放出され

た水蒸気との同位体交換反応に起

因するのではないかと考えている。

250℃付近および 450℃付近のト

リチウム放出ピークは、水蒸気放

出ピークよりやや低温側に位置す

る。トリチウムは、層間水・構造

水の中でもより交換し易い水に入

り込み、その結果全体として、放

出の際に水よりも低温に放出ピー

クがみられるのではないかと推測

している。なお、トリチウムバラ

ンスから、1000℃加熱後も土壌粒子内にトリチウムが残留していると示唆され、構造水内に取り

込まれたトリチウムの回収は、容易ではないことが明らかになった。

150oC

300oC

450oC

580oC

150oC

300oC 450oC

580oC

図 2 水蒸気放出挙動（灰色変色試料）

図 3 水蒸気放出挙動（黒変色試料）

図 4 水蒸気とトリチウム水蒸気の放出挙動の比較
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希土類酸化物のトリチウム吸着溶解挙動の研究

Tritium adsorption and dissolution behavior in rare earth oxides
九州大学大学院総合理工学府 城慎之介、橋爪健一*

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

１． 緒言 
我々の研究グループでは、アルミナ、ジルコニアのような水素をほとんど溶解しない酸化物セ

ラミックスから、水素溶解量の高い BaCeO3のような酸化物プロトン導電体まで、酸化物中の水

素吸着、溶解挙動をトリチウムを使い系統的に調べてきた(1-3)。水素の溶解量については、酸化物 
内の Free Volume の値が重要なパラメータ

の一つと考えられる。希土類酸化物は立方晶

系の結晶構造（C-希土構造）を有し(4)、図１

に示すように、原子番号順にその格子定数は

小さくなり、Free Volume も格子定数と同

様原子番号順に小さくなる。このような性質

から希土類酸化物中の水素の溶解、拡散挙動

は興味深いが、ほとんど調べられていない。

本共同研究では、トリチウムを使って数種の

希土類酸化物中の水素溶解量変化を調べた。 

２．実験

希土類酸化物として、Y2O3、Gd2O3、Er2O3、Yb2O3の焼結体円板（8mmφ, 2 mmt、密度>95%TD、

格子定数：Gd2O3>Y2O3>Er2O3>Yb2O3）を準備し、マグネシアスピネル単結晶を標準試料として、

トリチウムの吸着、溶解実験を行った。吸着溶解実験では、600℃に加熱した石英ガラス管中で真

空加熱した酸化物試料に、DT ガス（T 約 5%、1Torr）を 5 時間曝露した。室温冷却、DT ガス回

収後に試料を取り出し、試料表面および切断後の断面のトリチウム IP 像（露光時間：表面 15 分、

断面 19 時間）を測定した。各原料粉末および焼結体試料について X 線回折法にて結晶構造を調

べた。 

３． 結果と考察

図２に、希土類酸化物表面のトリチウム濃度測定結果を

示す。希土類酸化物では、スピネル試料の 2〜3 倍の値とな

っていた。若干スピネル試料よりも高いが、これは試料が

多結晶体であるため、表面粗さが単結晶スピネルよりも大

きいことが原因の一つと考えられる。図３に、各試料の切

断面のトリチウム濃度分布を示す。切断面のトリチウム分

布については、Gd2O3以外の希土類酸化物は試料表面近傍

から僅かに拡散溶解しており、原子番号による明確な違い 

図１ M2O3酸化物の格子定数との Free Volume 

図２ 希土類酸化物の表面 T 吸着 
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ム水をパージした。その後、5℃/min で昇温して 1000℃に達した後、2 時間温度を保持した。放出

されるトリチウム水蒸気は、水バブラーにて捕集した。昨年度の実験では、一つの水バブラー中

の水を定期的にサンプリングする手法を用いたが、トリチウム濃度のバラつきが大きく、詳細な

放出挙動が観測できなかった。そこで、今年度は、定期的に水バブラーを交換することで、トリ

チウム濃度測定の精度向上を図った。

３． 結果と考察

1000℃加熱により灰色に変色する土壌と、黒

色に変色する土壌があることがわかった。6 つの

試料からは、ピーク高さは異なるものの、加熱

に伴う4つの放出ピークが観測された（図2, 3）。

ピーク 1 は約 100℃、ピーク 2 は 200~300℃、ピ

ーク3は450~500℃、ピーク4は約580℃である。

ピーク 1 および 2 は層間水、ピーク 3 および 4

は構造水の放出と考えられる。水蒸気放出特性

は含まれる粘土鉱物を反映しており、6 つの土壌

試料には混合比は異なるものの同様な粘土鉱物

が含まれていると言える。なお、水蒸気の放出は

1000℃でも継続して観測されており、粘土鉱物構

造内に安定に存在する構造水の放出には長期高

温加熱が必要であることが分かった。

図 4 に各温度での水蒸気とトリチウムの放出

挙動を比較する。トリチウムが最も放出されたの

は、70℃付近であった。この温度付近から水蒸気

放出が始まっており、土壌粒子自身から放出され

た水蒸気との同位体交換反応に起

因するのではないかと考えている。

250℃付近および 450℃付近のト

リチウム放出ピークは、水蒸気放

出ピークよりやや低温側に位置す

る。トリチウムは、層間水・構造

水の中でもより交換し易い水に入

り込み、その結果全体として、放

出の際に水よりも低温に放出ピー

クがみられるのではないかと推測

している。なお、トリチウムバラ

ンスから、1000℃加熱後も土壌粒子内にトリチウムが残留していると示唆され、構造水内に取り

込まれたトリチウムの回収は、容易ではないことが明らかになった。

150oC

300oC

450oC

580oC

150oC

300oC 450oC

580oC

図 2 水蒸気放出挙動（灰色変色試料）

図 3 水蒸気放出挙動（黒変色試料）

図 4 水蒸気とトリチウム水蒸気の放出挙動の比較

14

                               HRC2016-09

希土類酸化物のトリチウム吸着溶解挙動の研究

Tritium adsorption and dissolution behavior in rare earth oxides
九州大学大学院総合理工学府 城慎之介、橋爪健一*

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

１． 緒言 
我々の研究グループでは、アルミナ、ジルコニアのような水素をほとんど溶解しない酸化物セ

ラミックスから、水素溶解量の高い BaCeO3のような酸化物プロトン導電体まで、酸化物中の水

素吸着、溶解挙動をトリチウムを使い系統的に調べてきた(1-3)。水素の溶解量については、酸化物 
内の Free Volume の値が重要なパラメータ

の一つと考えられる。希土類酸化物は立方晶

系の結晶構造（C-希土構造）を有し(4)、図１

に示すように、原子番号順にその格子定数は

小さくなり、Free Volume も格子定数と同

様原子番号順に小さくなる。このような性質

から希土類酸化物中の水素の溶解、拡散挙動

は興味深いが、ほとんど調べられていない。

本共同研究では、トリチウムを使って数種の

希土類酸化物中の水素溶解量変化を調べた。 

２．実験

希土類酸化物として、Y2O3、Gd2O3、Er2O3、Yb2O3の焼結体円板（8mmφ, 2 mmt、密度>95%TD、

格子定数：Gd2O3>Y2O3>Er2O3>Yb2O3）を準備し、マグネシアスピネル単結晶を標準試料として、

トリチウムの吸着、溶解実験を行った。吸着溶解実験では、600℃に加熱した石英ガラス管中で真

空加熱した酸化物試料に、DT ガス（T 約 5%、1Torr）を 5 時間曝露した。室温冷却、DT ガス回

収後に試料を取り出し、試料表面および切断後の断面のトリチウム IP 像（露光時間：表面 15 分、

断面 19 時間）を測定した。各原料粉末および焼結体試料について X 線回折法にて結晶構造を調

べた。 

３． 結果と考察

図２に、希土類酸化物表面のトリチウム濃度測定結果を

示す。希土類酸化物では、スピネル試料の 2〜3 倍の値とな

っていた。若干スピネル試料よりも高いが、これは試料が

多結晶体であるため、表面粗さが単結晶スピネルよりも大

きいことが原因の一つと考えられる。図３に、各試料の切

断面のトリチウム濃度分布を示す。切断面のトリチウム分

布については、Gd2O3以外の希土類酸化物は試料表面近傍

から僅かに拡散溶解しており、原子番号による明確な違い 

図１ M2O3酸化物の格子定数との Free Volume 

図２ 希土類酸化物の表面 T 吸着 
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は見られなかった。表面近傍のトリチウム濃度から水素濃度を算出すると、100 ppm 程度の値と

なり、スピネルの濃度約 10ppm よりも大きいものの、比較的小さな値となった。また、試料表面

からのトリチウムの浸透深さから判断すると、600℃でのトリチウムの拡散係数は 10-8 cm2/s 程度

の値となる。一方、Gd2O3のみ試料中にほぼ一様にトリチウムが高い濃度で分布していることが

分かる。水素濃度を算出すると、1000 ppm 程度の値となり、また、均一に分布していることか

ら見積もられる拡散係数は 10-6 cm2/s を超える値となった。図４に各試料粉末と焼結後の Gd2O3

の XRD 測定結果を示す。Gd2O3では立方晶から単斜晶に変化しており、この変化に伴い密度は

上昇している。このような結晶構造の変化が、Gd2O3のトリチウム溶解量、拡散係数の結果の一

因があると思われるが、現段階では詳細について不明である。 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

４．まとめ

希土類酸化物（Y2O3、Gd2O3、Er2O3、Yb2O3）についてトリチウムの吸着量、溶解量をトリチ

ウムガス曝露実験（DT ガス 1Torr、600℃、5 時間）によって調べた。Y2O3、Er2O3、Yb2O3に

ついてはほぼ同程度の吸着量、溶解量、拡散係数が得られ、吸着量については単結晶スピネルと

同程度であり、溶解量、拡散係数も小さいことが分かった。一方、Gd2O3は、焼結体では結晶構

造が変化し、C-希土構造よりも密度が高くなっているにもかかわらず、溶解量、拡散係数が非常

に高くなっていた。今後、継続して実験を進め、希土類酸化物中のトリチウムの吸着、溶解、拡

散挙動を明らかにしていく予定である。 

５．引用文献

(1) K. Hashizume et al., J. Plasma Fusion Res. SERIES, 10 (2012) 33.

(2) K. Hashizume et al., J. Nucl. Mater., 442 (2013) S880. 

(3) K. Yamashita et al., Solid State Ionics, 275(2015)43.

(4) F. S. Galasso, “Structure and Properties of Inorganic Solids”, Pergamon Press (1970).
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図４ 酸化物粉末と Gd2O3 焼結体

の XRD 結果 
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有機太陽電池を用いた太陽光水電解一体型デバイスによる水素製造

Hydrogen production from water electrolysis using organic photovoltaics 
金沢大学 理工研究域 桑原貴之*、稲葉洋介

富山大学 研究推進機構 水素同位体科学研究センター 阿部孝之 

１． 緒言 
炭化水素と水蒸気から水素を作る水蒸気改質法は、一般的な水素製造方法として現在に至って

いる。その一方で、再生可能エネルギーと組み合わせた水電解 (2H2O → 2H2 + O2)による水素製造

は、ゼロエミッション型のエネルギー供給システムとして確立して

いるものの、エネルギー損失が大きく、触媒の開発、システムの効

率化、低コスト化など様々な研究が行われている。申請者は、これ

までに長寿命を有する有機薄膜太陽電池（OPV）を開発し、共同研

究企業により国内初の OPV の実用化を達成している（2015 年 4 月）。

本研究の最終目標は、図 1 に示されるようなこの OPV と水電解シ

ステムを組み合わせた一体型デバイスを開発し 1)、水素製造を試み

ることである。

金属酸化物は水の酸化反応に触媒作用を示す有力な材料候補として知られている。本研究室で

はこれまでに、貴金属系の酸化イリジウム(IrOx)や卑金属系の酸化マンガン(MnOx)および酸化コバ

ルト(CoOx)を用いた修飾電極を作製し、その電気化学特性について報告してきた 2)。しかし、図 2

のような水電解や電解めっき、電気化学合成などの工業用のアノード電極材料として利用するた

めには、より高活性かつ高耐久な触媒開発が重要となる。本研究では、卑金属系酸化物修飾電極

の活性サイト量の増大を目的として、表面のナノ構造を制御した MnOxとコバルトマンガン複合

酸化物(CoMnOx)を修飾した電極の電気化学特性評価を行い、有機太陽電池との複合化を試みた。

 

２．実験  

各種金属源を含む電着溶液中でアノード電着を行い、導電性透明電極（FTO）上に金属酸化物

をそれぞれ修飾した。電着溶液には IrOx ナノ粒子、MnSO4、CoSO4 を含む水溶液を用いた。得ら

れた修飾電極は、各種支持電解質を含む電解液中でサイクリックボルタンメトリー(CV)、定電位

電解により評価した。また、修飾電極の表面 SEM および EDS 測定により表面形状観察および元

素分析を行った。

３． 結果と考察 

卑金属系酸化物修飾電極の表面ナノ構造制御の効果検討 
卑金属系酸化物である MnOx や CoOx は資源的制約が小さく、

貴金属系酸化物に代わる有望な触媒材料と考えられる。しかし、

これまでに本研究室で作製した修飾電極は触媒作用を示すもの

の活性の点で課題が残っている。そこで本研究では、「MnOx表面

の 3 次元構造化」を試みた。まず、電着溶液中の Mn 濃度を 150

倍とし、液温を室温から 80°Cとした条件で修飾電極を作製した。

図 2 に電気量を 100mC として作製した MnOx修飾電極の表面 SEM 画像を示す。MnOxは蜘蛛の巣

図 2 100mC の電気量の修飾電

極の表面 SEM 画像 

図1 水電解-太陽電池の複合化
のイメージ図
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は見られなかった。表面近傍のトリチウム濃度から水素濃度を算出すると、100 ppm 程度の値と

なり、スピネルの濃度約 10ppm よりも大きいものの、比較的小さな値となった。また、試料表面

からのトリチウムの浸透深さから判断すると、600℃でのトリチウムの拡散係数は 10-8 cm2/s 程度

の値となる。一方、Gd2O3のみ試料中にほぼ一様にトリチウムが高い濃度で分布していることが

分かる。水素濃度を算出すると、1000 ppm 程度の値となり、また、均一に分布していることか

ら見積もられる拡散係数は 10-6 cm2/s を超える値となった。図４に各試料粉末と焼結後の Gd2O3

の XRD 測定結果を示す。Gd2O3では立方晶から単斜晶に変化しており、この変化に伴い密度は

上昇している。このような結晶構造の変化が、Gd2O3のトリチウム溶解量、拡散係数の結果の一

因があると思われるが、現段階では詳細について不明である。 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

４．まとめ

希土類酸化物（Y2O3、Gd2O3、Er2O3、Yb2O3）についてトリチウムの吸着量、溶解量をトリチ

ウムガス曝露実験（DT ガス 1Torr、600℃、5 時間）によって調べた。Y2O3、Er2O3、Yb2O3に

ついてはほぼ同程度の吸着量、溶解量、拡散係数が得られ、吸着量については単結晶スピネルと

同程度であり、溶解量、拡散係数も小さいことが分かった。一方、Gd2O3は、焼結体では結晶構

造が変化し、C-希土構造よりも密度が高くなっているにもかかわらず、溶解量、拡散係数が非常

に高くなっていた。今後、継続して実験を進め、希土類酸化物中のトリチウムの吸着、溶解、拡

散挙動を明らかにしていく予定である。 

５．引用文献

(1) K. Hashizume et al., J. Plasma Fusion Res. SERIES, 10 (2012) 33.

(2) K. Hashizume et al., J. Nucl. Mater., 442 (2013) S880. 

(3) K. Yamashita et al., Solid State Ionics, 275(2015)43.

(4) F. S. Galasso, “Structure and Properties of Inorganic Solids”, Pergamon Press (1970).
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有機太陽電池を用いた太陽光水電解一体型デバイスによる水素製造

Hydrogen production from water electrolysis using organic photovoltaics 
金沢大学 理工研究域 桑原貴之*、稲葉洋介

富山大学 研究推進機構 水素同位体科学研究センター 阿部孝之 

１． 緒言 
炭化水素と水蒸気から水素を作る水蒸気改質法は、一般的な水素製造方法として現在に至って

いる。その一方で、再生可能エネルギーと組み合わせた水電解 (2H2O → 2H2 + O2)による水素製造

は、ゼロエミッション型のエネルギー供給システムとして確立して

いるものの、エネルギー損失が大きく、触媒の開発、システムの効

率化、低コスト化など様々な研究が行われている。申請者は、これ

までに長寿命を有する有機薄膜太陽電池（OPV）を開発し、共同研

究企業により国内初の OPV の実用化を達成している（2015 年 4 月）。

本研究の最終目標は、図 1 に示されるようなこの OPV と水電解シ

ステムを組み合わせた一体型デバイスを開発し 1)、水素製造を試み

ることである。

金属酸化物は水の酸化反応に触媒作用を示す有力な材料候補として知られている。本研究室で

はこれまでに、貴金属系の酸化イリジウム(IrOx)や卑金属系の酸化マンガン(MnOx)および酸化コバ

ルト(CoOx)を用いた修飾電極を作製し、その電気化学特性について報告してきた 2)。しかし、図 2

のような水電解や電解めっき、電気化学合成などの工業用のアノード電極材料として利用するた

めには、より高活性かつ高耐久な触媒開発が重要となる。本研究では、卑金属系酸化物修飾電極

の活性サイト量の増大を目的として、表面のナノ構造を制御した MnOxとコバルトマンガン複合

酸化物(CoMnOx)を修飾した電極の電気化学特性評価を行い、有機太陽電池との複合化を試みた。

 

２．実験  

各種金属源を含む電着溶液中でアノード電着を行い、導電性透明電極（FTO）上に金属酸化物

をそれぞれ修飾した。電着溶液には IrOx ナノ粒子、MnSO4、CoSO4 を含む水溶液を用いた。得ら

れた修飾電極は、各種支持電解質を含む電解液中でサイクリックボルタンメトリー(CV)、定電位

電解により評価した。また、修飾電極の表面 SEM および EDS 測定により表面形状観察および元

素分析を行った。

３． 結果と考察 

卑金属系酸化物修飾電極の表面ナノ構造制御の効果検討 
卑金属系酸化物である MnOx や CoOx は資源的制約が小さく、

貴金属系酸化物に代わる有望な触媒材料と考えられる。しかし、

これまでに本研究室で作製した修飾電極は触媒作用を示すもの

の活性の点で課題が残っている。そこで本研究では、「MnOx表面

の 3 次元構造化」を試みた。まず、電着溶液中の Mn 濃度を 150

倍とし、液温を室温から 80°Cとした条件で修飾電極を作製した。

図 2 に電気量を 100mC として作製した MnOx修飾電極の表面 SEM 画像を示す。MnOxは蜘蛛の巣

図 2 100mC の電気量の修飾電

極の表面 SEM 画像 

図1 水電解-太陽電池の複合化
のイメージ図
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状の膜を形成しており、膜が 3 次元的に成長したことを確認

した。図 3 に今回作製した MnOx修飾電極とこれまでに作製

した MnOx 修飾電極を用いた電流-時間曲線を示す。MnOx 表

面の 3 次元化によって、水の酸化電流値は約 1.2 倍程度増大

した。次に、仕込み比が(Co:Mn = 1:29)になるように電解液を

調製し修飾電極を作製した。図 4 に作製した CoMnOx修飾電

極の表面 SEM 画像を示す。CoMnOxの表面上に裂溝が観察さ

れた。これは、金属原子と酸化原子間の結合距離が異なる異

種金属源を複合したことによって加熱処理時に応力が発生

したためだと推定している。図 5 に今回作製した CoMnOx修

飾電極とこれまでに作製したMnOxおよびCoOx修飾電極を用いた

電流-時間曲線を示す。CoMnOx修飾電極の水の酸化電流値は約 3.5

倍程度増大した。このように電

着条件を検討し、酸化物膜の微

細構造を制御することによっ

て、水の酸化反応を向上させる

ことに成功した。この結果は、

比較で用いた IrO2 電極系の

70%の効率であり、卑金属を用

いながらも高い活性が発現す

る触媒膜の開発を達成した（図 5）。最後に、4 素子を直列させた有機太陽電池と水電解セルを組

み合わせることで、光エネルギーからの水素発生実験を行った結果、2 時間の光照射で 19.7 µmol

の水素発生を確認した。Solar to hydrogen 変換効率を算出すると約 1%であった。

 

４．まとめ 

FTO電極上に、蜘蛛の巣状のMnOx膜及び裂溝を有するCoMnOx膜を作製することに成功した。

また、今回作製した MnOx修飾電極は以前作製した MnOxに比べ 1.2 倍程度の酸素発生量を与え、

CoMnOx修飾電極は 3 倍程度の酸素発生量を与えた。この結果から、3 次元構造化による触媒活性

の向上に成功した。最後に、4 素子を直列させた有機太陽電池と水電解セルを組み合わせること

で、2 時間の光照射で 19.7 µmol の水素発生を確認した。

 

５．謝辞 

本研究は平成２８年度富山大学 HRC一般共同研究の一環として実施されました。関係者各位に

感謝致します。 

 
６．引用文献 

(1) M. Gratzel, et al., Science, 345, 1593, 2014.

(2) T. Kuwabara, et al., J. Electroanal. Chem., 2015, 740, 14-20.
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プロトン伝導性固体電解質を用いた電気化学セルによるトリチウムの

電気化学・熱力学特性評価

Electrochemical and thermodynamic evaluation of tritium in proton conducting oxides
九州大学ｶｰﾎﾞﾝﾆｭｰﾄﾗﾙ･ｴﾈﾙｷﾞｰ国際研究所 松本広重*、寺山友規、藤崎貴也

富山大学 研究推進機構 水素同位体科学研究センター 阿部孝之

 

１． 緒言 
 プロトン伝導性固体電解質は、金属酸化物中に価数の低い陽イオンによる置換により酸素空孔

を導入し、これに雰囲気中の水分子が溶解することにより、プロトンがイオン伝導種として働く

セラミックス材料である。固体酸化物燃料電池や水素分離、水素センサに利用することができる。

我々はこれまでに、プロトン伝導性固体電解質である CaZr0.9In0.1O3-αを用いた電気化学セルを作

製し、軽水素と重水素を電極質に導入した（Fig.1a）。その結果、同位体ガスを導入した電極間に

起電力を生じること、および、その起源が電解質中のプロトンとデューテロンの移動度の違いに

よることを明らかにした（H. Matsumoto et al., Solid State Ionics 175 (2004) 491）。同位体効果

による起電力発現は、これまでに他に例がない。トリチウムを用いた場合に観測される起電力に

興味が持たれる。一方、上記電気化学デバイスには、電解質とともに電極が重要な役割を果たし、

電子伝導性とプロトン伝導性を併せ持つ、いわゆるイオン電子混合伝導体（MIEC）が高い性能

を果たすと考えられる（Fig.1b）。近年、混合伝導性がいくつかの材料で報告されているが、プロ

トンの存在の有無とその濃度が同定されていない。トリチウムを用いたラジオグラフィーが有力

な手法となる。これらの材料・現象へのトリチウムの利用について検討した結果を報告する。 

(a) V

H2 D2
          D+

H+

Φ

EMF ?
 

 
Fig.1 (a) Schematic illustration of H2/D2 electrochemical cell (Hydrogen isotope cell); (b) 
Comparison of Electron conducting and mixed conducting electrolyte. 
 

２．実験 

水素同位体電池の実験セルを Fig.2 (a)に示す。直径 13mm、厚さ 0.5-1mm 程度の電解質に多

孔質白金電極を塗布焼き付けしたものを用い、400-800℃程度に加熱した状態で水素の同位体ガス

を 4 方コックにより切り替え、起電力応答を観測する。 
電極材料のラジオグラフィーの実験の模式図を Fig.2 (b)に示す。水素イオンと電子の混合伝導

性を有する可能性のある材料について、所定の温度にてトリチウム雰囲気に暴露し、残留するト

リチウムを測定する。 

19
18



                                   HRC2016-10 
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５．謝辞 
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Fig.2 (a) Schematic illustration of H2/D2 electrochemical cell apparatus.; (b) Concept of 
examining proton-electron mixed conductivity by tritium radiography. 
 

３． 結果と考察 

水素同位体電池の実験では、以下のガス雰囲気による起電力変化を調べる： 
H2, Pt|specimen|Pt, H2      (1) 
H2, Pt|specimen|Pt, T2      (2) 

T2に切り替える時間と流量はそれぞれ、10 分および 30mL/min と見積もられ、その場合、300mL
のガスが必要となる。また、T2 が希釈されている場合にはその補正が必要であり、理論的な取り

扱いが難しくなる。したがって、水素同位体電池の実験をこのままの形で実施するのは困難であ

ると結論される。セルの形状やトリチウムの使用量、あるいは電池の構成を工夫する余地はある

かもしれないので、今後検討する。 
電子伝導性とプロトン伝導性を併せ持つ材料として、現在、BaGd0.8La0.2Co2O6-δ   (BGLC)、

Ba0.5Sr0.5Fe0.8Zn0.2O3-δなどが報告されている。これらがどれくらいの量の水素を含むことが出来

るかはわからないため、トリチウム暴露時間および温度をパラメータとして変化させてラジオグ

ラフィーを実施すれば、水素イオンの含有の有無が確認できる可能性が高い。したがって、本実

験は、トリチウムを用いて調べることが有効であると判断される。 
 

４．まとめ 

水素同位体電池：水素同位体イオンの移動度の違いにより起電力が発現するまれな起電現象で

あるが、トリチウムを使って実施するのは困難であると考えられる。 
プロトン－電子混合伝導性電極の探索：混合伝導性電極（MIEC）になっているか（水素種が

含まれているか）を調べる手段として、トリチウムの利用が有用であると考えられる。今後、報

告のあるいくつかの材料について、実験を実施する。 
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マイクロ波分解触媒における Ni 成分の炭素系粉末生成に与える影響

Effect on growth of carbon-based particles by modified Ni powder contained in 
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１． 緒言 
 近年，様々な展開がみられる燃料電池であるが，技術課題のひとつとして，空気極の酸素還元

能の向上がある．最近，我々は，既存技術に依らない新規技術として電磁波及び Ni ゼオライト系

分解触媒の組合せによるメタン直接分解を試み，水素生成と共に高い酸素還元能を有する炭素粉

粒体が生成することを見出した 1)．この炭素粉粒体は，強酸による浸漬処理後も酸素還元能およ

び磁性を維持しており，メタン分解触媒に含まれる Ni 粉末とメタン分解により生じる炭素による

Ni 包含カーボンオニオン（Ni-CNO）成分がその機能発現に重要な役割を果たしていることがわ

かってきた．すなわち，メタン分解触媒構成成分である Ni 粉末に着目することで，その機能解明

に大きく近づくと予想される．しかしながら，生成した炭素粉粒体には反応時に使用したメタン

分解触媒成分が混在しており，さらなる機能解明にはこれらの分解触媒成分の除去が不可欠であ

る．そこで本研究では，Ni-CNO の精密な電気化学的評価を行うため，液相抽出，酸化剤処理な

どの処理により，生成した炭素粉粒体の分離・精製を試みた． 
 

２．実験 

蒸留水とトルエンで構成された液-液界面を形成している溶液にメタン分解により作製した炭

素粉粒体を添加して炭素粒子を分散させた．分散後，不純物成分が存在する水相側を除去し，新

たに蒸留水を注いで液-液界面を形成させ再び炭素粒子の分散を行った．炭素粒子の拡散を複数回

繰り返してから濾過によって有機溶媒相に取り込まれた炭素粒子を分離し，蒸留水およびエタノ

ールで洗浄後，乾燥させた．乾燥後，炭素粒子を湯浴中で加温した 30%過酸化水素水に添加し，

攪拌しながら 30 分間反応させた．その後，濾過によって炭素粒子を分離し，蒸留水およびエタノ

ールで洗浄後，乾燥させることで炭素粒子の処理を行った．処理前後の炭素粒子の評価は X 線回

折分析(XRD)，X 線蛍光分析(XRF)，透過型電子顕微鏡(TEM)を用いて実施した．  
 

３． 結果と考察 

炭素粉粒体の処理前，液-液抽出処理後，液-液抽出と過酸化水素の複合処理後の XRD 結果を

Fig.1 (A)，(B)，(C)に示す．(A)処理前と(B)液-液抽出処理後の XRD スペクトルを比較すると分解

触媒成分であるゼオライト(HZSM-5)のピークが消失していることが確認された．また(A)処理前

と(C)複合処理後のXRDスペクトルを比較すると分解触媒成分である炭化モリブデン(Mo2C)のピ

ークが消失していることが確認された．また，グラフェンの酸化で生じる酸化グラフェンが存在

するとき，XRD スペクトルにおいて 2θ= 5~15°の領域に酸化グラフェンのピークが出現するよ

うになるが，今回の測定ではそのようなピークが出現しなかったことから過酸化水素処理は炭素
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Fig.2 (a) Schematic illustration of H2/D2 electrochemical cell apparatus.; (b) Concept of 
examining proton-electron mixed conductivity by tritium radiography. 
 

３． 結果と考察 

水素同位体電池の実験では、以下のガス雰囲気による起電力変化を調べる： 
H2, Pt|specimen|Pt, H2      (1) 
H2, Pt|specimen|Pt, T2      (2) 

T2に切り替える時間と流量はそれぞれ、10 分および 30mL/min と見積もられ、その場合、300mL
のガスが必要となる。また、T2 が希釈されている場合にはその補正が必要であり、理論的な取り

扱いが難しくなる。したがって、水素同位体電池の実験をこのままの形で実施するのは困難であ
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ラフィーを実施すれば、水素イオンの含有の有無が確認できる可能性が高い。したがって、本実

験は、トリチウムを用いて調べることが有効であると判断される。 
 

４．まとめ 

水素同位体電池：水素同位体イオンの移動度の違いにより起電力が発現するまれな起電現象で

あるが、トリチウムを使って実施するのは困難であると考えられる。 
プロトン－電子混合伝導性電極の探索：混合伝導性電極（MIEC）になっているか（水素種が

含まれているか）を調べる手段として、トリチウムの利用が有用であると考えられる。今後、報

告のあるいくつかの材料について、実験を実施する。 
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粒子のグラフェン成分を酸化すること
はなく，かつ Mo2C を処理できていると
考えられる．  

Fig.2 (A)，(B)，(C)に炭素粉粒体の処
理前，溶液抽出処理後，溶液抽出と過酸
化水素の複合処理後のTEM結果を示す．
Fig.2 から(A)，(B)，(C)のいずれにおい
ても Ni-CNO の存在が確認された． 

Fig.3 (A)，(B)，(C)に炭素粉粒体の処
理前，溶液抽出処理後，溶液抽出と過酸
化水素の複合処理後の XRF 結果を示
す．XRF の測定結果からもゼオライト
に含まれる Al，炭化モリブデンに含ま
れる Mo の含有量が減少していること
が確認できた． 

以上のことから，液液抽出処理はゼオ
ライト(HZSM-5)成分を，また過酸化水
素による処理は Mo2C を分離すること
ができ，今後は Ni 包含カーボンオニオ
ン構造の精密な電気化学評価を行うこ
とが可能になると期待できる．                                    
  
４．まとめ 

Ni-CNO の精密な電気化学的評価を
行うため，電磁波によるメタン直接分解
により生成した炭素粉粒体に混在する
メタン分解触媒成分の分離手法を確立
した．今後の展望として，分解触媒の構
成成分である Ni 粉末に着目することで，
酸素還元の機能解明に取り組みたいと
考えている． 
  
５．謝辞 
 本研究の成果の一部は，富山大学水素同位体科学研究センターの一般共同研究によって得られたも
のである(HRC2016-12)． 
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(1) F.Kodera, H.Takada, H.Nishimura, Y.Akinaga, A.Miyakoshi, M.Umeda, Electrochemistry, 83, (2015) 339. 

Figure 1 XRD patterns of Ni-CNO (A = untreated, B 

= after liquid-liquid extraction, C = after liquid-liquid 

extraction and H2O2 treatment). 
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Figure 2 TEM images of Ni-CNO (A = untreated, B = 

after liquid-liquid extraction, C = after liquid-liquid 

extraction and H2O2 treatment). 
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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 

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滞留量の増大や

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。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T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。 

本年度は主に核融合炉冷却材配管としての使用が想定されているCuCrZr合金について研究を進めた。

Cuは水素同位体の溶解度が極めて低い金属ではあるが、これまでのDの透過実験の結果[1-3]から、

CuCrZr合金は使用想定温度領域（～300℃）においてCuより2桁程度高い水素同位体溶解度を有すること

がわかっている。水素同位体との化学的親和力が高いZrが添加されていること、またCrやZrを主成分と

する微細な析出物（数nm～数十nm）が多数存在しており[4]、母相との界面や、これら微粒子の存在に

よって誘起される格子歪が水素同位体の捕獲サイトとして働くことなどが原因として考えられる。しか

し、詳細なメカニズムや同位体効果については明らかになっていない。また、透過実験の場合には、強

い捕獲サイト（透過実験を行う温度では捕獲された水素同位体が脱離できない、いわゆる不可逆な捕獲

サイト）は一度水素同位体に占有されるとその後は透過挙動に影響を及ぼさない。従って、透過実験で

評価された溶解度は水素同位体滞留量と一致しない可能性もある。そこで本研究では、Goodfellow社製

Cu-1.0 mass% Cr-0.1 mass% Zr合金（以下Cu-1Cr-0.1Zr合金）および比較材である大和合金社製Cu-0.9 

mass% Cr合金（以下Cu-0.9Cr合金）をH2ガス、D2ガスならびにH2-D2混合ガスに曝露し、HおよびDの昇温

脱離スペクトルをすることで、これら銅合金中の水素同位体捕獲と同位体効果を調べた。 

Cu-1Cr-0.1Zr合金の供試材は直径25 mm、長さ100 mmの丸棒である。大気中で980℃に30分間加熱した

のち水中に投入し急冷することで溶体化処理とした。丸棒中央部から10×10×1 mmの試験片を切り出し

たのち、両面を機械的に研磨して鏡面に仕上げ試料とした。そののち、真空中（～10−5 Pa）で460℃に 

3時間加熱した。以下、この熱処理をPA（prime annealing）処理と呼ぶ。PA処理後の析出物の大きさは

数nm程度である[4]。水素同位体挙動に及ぼす析出物粒径の影響を調べるため、一部の試料にはPA処理

に加えて530℃で1時間、あるいは610℃で1時間の熱処理を行った。600℃での熱処理により、析出物粒

径は大きなもので数十nm程度に増大する[4]。Cu-0.9Cr合金の場合には厚さ1 mmの板材から10×10×1 mm

の試験片を切り出し、同様に鏡面に仕上げ試料とした。メーカーにおいて既に熱処理されていたため、

追加の熱処理は行わなかった。比較のため、純Cuについても同様に鏡面に仕上げた試料を準備した。こ

れらの試料を100 kPaのH2ガス、D2ガスあるいは50%H2-50%D2混合ガスに300～500℃にて30分～36時間曝露

した。そののち、水素同位体の昇温脱離スペクトル（TDSスペクトル）を昇温速度0.5℃/sで測定した。

TDSスペクトルの測定には、昨年度本研究で設置した昇温脱離実験装置を用い、高真空に排気された石

英管中の試料を外部から管状炉で加熱し、脱離したガスを四重極質量分析計（QMS）で測定した。QMSの

H2ガスおよびD2ガスに対する感度はそれぞれのガス種の標準リークを用いて校正した。 
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図1にCu-１Cr-0.1Zr合金をD2ガスに300℃および400℃で曝露したのち昇温脱離測定で評価したD滞留

量の経時変化を示す。曝露開始当初は拡散係数が大きい400℃の方が高いD滞留量を示しているが、400℃

では2時間程度で滞留量が飽和したのに対し、300℃では時間の平方根にほぼ比例して増大を続け、約20

時間で逆転した。これらのことから、厚さが1 mm程度であれば400℃において2時間程度の曝露で試料が

水素同位体により飽和されることがわかった。また、参考文献[2,3]で報告されているようにCuCrZr合

金中には水素同位体が発熱的に溶解することが確認された。ただし、図１に示したD滞留量は参考文献

[2,3]で報告されているDの溶解度から予想される値よりも一桁大きい値であり、このことから[2,3]で

実施された透過実験の結果には強い捕獲サイト（不可逆な捕獲サイト）の影響が反映されていない可能

性が高く、水素同位体滞留量の予測には不適であることが示された。 

Cu-１Cr-0.1Zr合金と同様の条件でD2ガスに曝露した純Cu試料の昇温脱離測定では有意なシグナルは

観測されず、ごく微量のDしか溶解していないことが示された。また、Cu-0.9Cr合金ではシグナルは観

測されたものの、D滞留量はCu-1Cr-0.1Zr合金と比較して一桁程度小さかった。以上のことから、Cu-１

Cr-0.1Zr合金中ではCrを主成分とする析出物も水素同位体を捕獲するものの、Zrが支配的な水素同位体
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価すると共に、このような共存効果が現れるメカニズムの解明を進める。なお、QMSの感度を校正して

求めた50％H2-50%D2混合ガスに曝露した際のHとDの滞留量はいずれも2 mol/m3程度であり、滞留量には

明確な同位体効果は見られなかった。 
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図 1 Cu-1Cr-0.1Zr 合金を 300℃および

400℃で 100 kPa の D2ガスに曝露した際の

D滞留量の経時変化 

図 2  熱処理条件が異なる Cu-1Cr-0.1Zr

合金を 400℃で 100 kPa の D2ガスに 2時間

曝露したのちの昇温脱離スペクトル。 

図 3 100 kPa の H2ガスあるいは D2ガスに

400℃で10時間曝露したCu-1Cr-0.1Zr合金

からの H2および D2の昇温脱離スペクトル。

比較が容易となるよう縦軸は規格化した。

図 4 全圧 100 kPa の 50%H2-50%D2混合ガス

に 400℃で 10 時間曝露した Cu-1Cr-0.1Zr

合金からの H2、HD、D2の昇温脱離スペクト

ル。 
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ムディスクを SEM で観察したところ、各粒子を識別することができた。ダスト粒子のサイズは 5

～100 µm であった。図 1(c)にインジウムディスク表面の IP 像を示す。図中、青、緑、黄色から赤

色になるにつれてβ線強度が強いことを示している。なお、白い点線で描かれた円の内部がイン

ジウムディスクであり、その周囲の明るい青色の太い円は、インジウムディスクと IP との位置関

係を示すための印であり、蛍光塗料による IP の発光原理を利用したもの（β線強度とは無関係）

である。インジウムディスク表面において、β線強度は複数の箇所でスポット状に高くなってお

り、それらは広く分散していた。また、β線強度の高低や、スポットのサイズはさまざまで、バ

リエーションに富んでいることがわかった。

 図 2 に図 1(a)～(c)を重ね合わせ合成した IP 像を示す。複数の高β線強度のスポットと SEM 像

のダスト粒子との分布は良く一致していた。ただし、β線が検出されなかったダスト粒子も存在

しており、必ずしもすべてのダストがトリチウムを保持しているわけではないことが示唆され

た。また、β線強度と粒子サイズとの明確な相関は見られなかった。

【考察】

 本研究結果から、ダスト粒子のトリチウムの保持特性は、ダスト粒子の組成や微細構造によっ

て異なることが考えられる。本研究手法で得られた図 2 を手掛かりにすることにより、トリチウ

ム保持特性が大きく異なるダスト粒子、たとえば極めてβ線強度が高いダスト粒子と、まったく

β線が検出されなかったダスト粒子をピックアップすることが可能になり、それぞれのダスト粒

子の組成や微細組織観察ができるようになった。今後、ピックアップしたダスト粒子について

SEM-EDS、EPMA による組成分析や、TEM による微細組織観察が進展することにより、ダスト粒

図 2 図 1(a)～(c)を重ね合わせ合成させた IP 像
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ダスト中の水素同位体測定（分析）手法の開発

近畿大学理工学部 大塚 哲平

【目的】

本研究の目的は、核融合炉内で発生したダスト（粉末粒子およびその凝集体）中の水素同位体

の新しい測定手法を開発し、確立することである。昨年度までに、トリチウム（T）を含んだ粉末

状金属粒子（模擬ダスト粒子）の取扱い、およびその安全対策について検討し、粒子の新規捕

集・固定方法を開発した。また、模擬ダスト粒子に T を吸収させ、粒子表面および内部の T 分布

をイメージングプレート（IP）によって可視化・定量化することに成功した。最終年度である本年

度の目的は、本研究で開発した手法を実機で得られたダスト粒子中の水素同位体の保持特性評価

に応用することである。

【実験方法】

 英国 JET 核融合実験炉では ITER で想定される模擬プラズマ対向材料 ITER Like Wall（ILW）を

用いた重水素プラズマ放電実験が行われてきた。この際に生成したダスト粒子の微細組織評価お

よびトリチウム保持特性評価については BA 研究として、NIFS 増崎、芦川らが中心になって実験

研究を進めている。この JER-ILW ダストの一部を本研究の試料として用いた。

極微量のダスト粒子を薬包紙上に分散させたあと、ディスク状のインジウムベッド表面に埋め

込むようにして固定した。試料表面を光学顕微鏡および走査型電子顕微鏡（SEM）により観察し

た。なお、BA 共研ではこれらの試料を電子線マイクロアナライザ（EPMA）、X 線光電子分析

（XPS）によって組成分析し、透過型電子顕微鏡（TEM）による観察を行っている。

 遮光容器内においてダスト粒子が固定されているインジウムディスクの表面に IP の検出表面を

密着させることにより、ダスト粒子内部および表面の T から放出される β線強度を 2 時間測定し

た。

【実験結果】

 図 1(a)にダスト粒子が固定されたインジウムディスクの表面写真を示す。インジウムの金属色の

ために、小さなダスト粒子を識別することは極めて難しかった。図 1(b)に示すように、インジウ

図 1 インジウムベッドの(a)光学顕微鏡写真、(b)SEM 像、および(c)IP 像
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子個別のトリチウム保持特性を評価できるようになり、ダスト粒子全体のトリチウム保持特性と

の相関が明らかになると期待される。
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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

及び、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・ ℃曝露実験を行ってきた。今回、第 サイクルの試料に関して、 ℃排気・ ℃曝露実験

を行った結果について報告する。

３．結果

図 には、Ｔ暴露後の 像を示した。 ℃排気・ ℃曝露試料と比較し、 量は大幅に増加した。し

かし、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、 ℃排気・ ℃曝露試料と同様に、

及びＷ試料共にプラズマ曝露試料が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、
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子個別のトリチウム保持特性を評価できるようになり、ダスト粒子全体のトリチウム保持特性と

の相関が明らかになると期待される。
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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
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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、
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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

及び、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・ ℃曝露実験を行ってきた。今回、第 サイクルの試料に関して、 ℃排気・ ℃曝露実験

を行った結果について報告する。

３．結果

図 には、Ｔ暴露後の 像を示した。 ℃排気・ ℃曝露試料と比較し、 量は大幅に増加した。し

かし、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、 ℃排気・ ℃曝露試料と同様に、

及びＷ試料共にプラズマ曝露試料が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、
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図 ℃排気後の ℃のＴ暴露後の試料の 像から評価したＴ量、ここで、 未使用

試料、 ：長期設置試料、 ：長期設置試料の表面を 深さ分析のため スパ

ッタされた試料

図 ℃排気後、 ℃のＴ暴露後の試料の 像

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。また、これまでの 測定結果を図 に示す。

図 に未使用の試料 未プラズマ曝露試料 と長期設置試料の 測定結果を示した。この 測定で

は、表面近傍からのＴによる の特性 線に加え、 では、 、 及び 、また、Ｗでは、Ｗの特

性Ｘ線が検出された。さらに、制動Ｘ線も検出され、 ℃曝露では、内部にもトリチウムが拡散して

いることが分かる。図 には、 Ｓ 及びＷ試料に対して、 の特定Ｘ線の対する 及びＷの特定Ｘ

線の強度比を比較したものを示す。たとえば、Ｗの場合、 の特定Ｘ線は、表面から 程度までの
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図 ℃排気後の ℃のＴ暴露後の試料の 測定結果、 未使用 、

長期設置 、 未使用Ｗ、 長期設置Ｗ

図 ℃排気後の ℃のＴ暴露後の試料の 測定結果から導出した特性Ｘ線の比、

の特性Ｘ線に対する の特性Ｘ線の比 、 の特性Ｘ線に対するＷの

特性Ｘ線の比 Ｗ

Ｔ量を反映しているのに対して、Ｗの特定Ｘ線は表面から μ 程度の深さまでのＴ量を反映している。

長期設置試料は、未使用の試料に対して、それらの比が大きく、より内部にもＴが存在していることが

分かる。 測定の場合は、 の場合、最大 μ 程度の深さまでに存在するＴを、また、Ｗの場合は、こ

れよりも浅い領域からのＴを検出しているもの考えられ、 測定における の特性Ｘ線との比は、

測定よりも深い部分に存在するＴも検出されているものと考えられる。これらの結果は、再堆積層の存

在によりＴ量の吸着や拡散挙動が変化することを示しており、膜質等との詳細な関係を明らかにする必

要がある。

NIFS13KUHR027

31
30
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性Ｘ線が検出された。さらに、制動Ｘ線も検出され、 ℃曝露では、内部にもトリチウムが拡散して
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Ｔ量を反映しているのに対して、Ｗの特定Ｘ線は表面から μ 程度の深さまでのＴ量を反映している。

長期設置試料は、未使用の試料に対して、それらの比が大きく、より内部にもＴが存在していることが

分かる。 測定の場合は、 の場合、最大 μ 程度の深さまでに存在するＴを、また、Ｗの場合は、こ

れよりも浅い領域からのＴを検出しているもの考えられ、 測定における の特性Ｘ線との比は、

測定よりも深い部分に存在するＴも検出されているものと考えられる。これらの結果は、再堆積層の存

在によりＴ量の吸着や拡散挙動が変化することを示しており、膜質等との詳細な関係を明らかにする必

要がある。
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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

 本研究はレーザー核融合用の三重水素 (トリチウム )添加燃料ターゲット開発において、

ポリスチレン製のシェルターゲットへのトリチウム添加促進技術を確立することを目的と

する。核融合イオン温度評価のためには DT 中性子と DD 中性子の比からイオン温度評価

を行うために重水素に対してトリチウムを 1%添加したターゲットの作製が求められてい

る。ポリスチレンなどの有機物にトリチウムを添加する手法としては有機物とトリチウム

ガスを接触させる Wilzbach 法が挙げられるが、その添加効率はトリチウム自身のβ崩壊に

よって決定するので、高濃度の添加には反応促進が求められる。高木等は紫外線を照射す

ることによって添加促進が起こることを報告したが、照射した紫外線と促進効果について

は未解明な部分が多かった。昨年までの成果として、紫外線照射量と添加されたトリチウ

ムの関係及び添加されたトリチウムの空間分布が紫外線のエネルギー吸収減衰分布に従う

ことを明らかにした。

本年度は紫外線照射による促進メカニズムの解明を行った。紫外線照射による添加促進

は①ベンゼン環による紫外線の吸収、励起、②分子内でラジカル生成、③ラジカルとトリ

チウムの反応という過程をたどると考えられているが、反応がポリスチレン中のどの位置

でどのくらいの頻度で生じるかは明らかになっていない。これらの過程の理解はポリスチ

レン材料の架橋または分解反応の予測を行う際において重要なものである。反応過程は分

子振動による同位体効果を利用できるため、顕微ラマン測定による測定を行った。

実験方法・結果

トリチウム添加を行った試料は放射性物質となるため、取り扱いや様々な装置の使用が

難しくなる。このため、本研究ではポリスチレンを重水素雰囲気下で紫外線照射した試料

を用いて反応過程の測定を行った。膜厚 7μm のポリスチレン薄膜をスライドガラス上に

PVA 溶液を塗布して固定した試料を用意した。この試料を真空チャンバーに設置し、大気

を脱気したのち 105Pa の重水素ガスをパージした。真空容器の石英窓を通して、Nd:YAG レ

ーザーの 4 倍波 (266nm, 10ns, 10Hz, 15mW)をそれぞれ 0, 2, 5, 10 時間照射した。照射終了

後、重水素ガスは脱気し試料の取り出しを行った。

反応位置は分子振動の同位体効果を利用して検出ができる。本研究では顕微ラマン顕微

鏡 (JASCO, NRS-2100)を用いて測定を行った。光源は Ar イオンレーザー (514.5 nm)を用い、

発振部で 100 mW の入射エネルギーを確認した。試料からの散乱光は 100 倍の対物レンズ

により集光され、スリットを通して分光器へ入射した。分光は 500-3200 cm-1 に渡って行っ

た。

 ポリスチレン中での C-H および C-D の振動モードを確かめる為、紫外線を照射していな

いポリスチレンと化学的に重水素が置換された重水素化ポリスチレンを測定すると Fig.1
のような結果が得られた。2300cm-1 付近に観測される主鎖 C-D 伸縮について、紫外線を照

射した試料と比較すると重水素雰囲気下での照射量が増大するにつれ C-D 伸縮が増大し

ていることが観測された。一方、照射量が増大してもベンゼン環の伸縮ピークの増大が見

られなかった。

これらの結果から、重水素はベンゼン環ではなく主鎖に結合が行われていることが示唆

される。しかしながら、2900cm-1 付近に観測される主鎖 C-H 伸縮も C-D 伸縮同様に増大

していることから単純な水素交換以外の反応が生じている可能性も考えられる。

現時点では紫外線を照射した試料のラマン分光スペクトルは迷光が増大し、正確な測定

を妨げている。今後はスリット等の条件を変化させることにより迷光を除去することで、

精度の良いスペクトルを取得するとともに、赤外分光や熱分析などの方式を組み合わせる

ことによって一連の過程の理解につなげていく予定である。
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Fig. 1. ポリスチレン (黒 )と重水素化ポリスチレン (赤 )のラマンスペクトル

Fig.2 主鎖 C-D 伸縮スペクトル Fig.3 ベンゼン環伸縮スペクトル

成果発表  
 本研究の成果は「第 11 回核融合エネルギー連合講演会」にてポスター発表が行われた。  
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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

 本研究はレーザー核融合用の三重水素 (トリチウム )添加燃料ターゲット開発において、

ポリスチレン製のシェルターゲットへのトリチウム添加促進技術を確立することを目的と
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を行うために重水素に対してトリチウムを 1%添加したターゲットの作製が求められてい
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いポリスチレンと化学的に重水素が置換された重水素化ポリスチレンを測定すると Fig.1
のような結果が得られた。2300cm-1 付近に観測される主鎖 C-D 伸縮について、紫外線を照

射した試料と比較すると重水素雰囲気下での照射量が増大するにつれ C-D 伸縮が増大し

ていることが観測された。一方、照射量が増大してもベンゼン環の伸縮ピークの増大が見

られなかった。

これらの結果から、重水素はベンゼン環ではなく主鎖に結合が行われていることが示唆

される。しかしながら、2900cm-1 付近に観測される主鎖 C-H 伸縮も C-D 伸縮同様に増大

していることから単純な水素交換以外の反応が生じている可能性も考えられる。

現時点では紫外線を照射した試料のラマン分光スペクトルは迷光が増大し、正確な測定

を妨げている。今後はスリット等の条件を変化させることにより迷光を除去することで、

精度の良いスペクトルを取得するとともに、赤外分光や熱分析などの方式を組み合わせる

ことによって一連の過程の理解につなげていく予定である。
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Fig. 1. ポリスチレン (黒 )と重水素化ポリスチレン (赤 )のラマンスペクトル

Fig.2 主鎖 C-D 伸縮スペクトル Fig.3 ベンゼン環伸縮スペクトル

成果発表  
 本研究の成果は「第 11 回核融合エネルギー連合講演会」にてポスター発表が行われた。  
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水素雰囲気下ベーキングによるタングステンからのトリチウム除去

北海道大学大学院工学研究院 信太祐二

研究目的

トリチウムに関わる炉内の安全や燃料回収の観点からタングステン（W）中のトリチウム（T）

保持・脱離挙動の解明が重要である。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 W の T 保持量が大きく増加することが知られており，

効率的な T 除去法を確立する必要がある。等温加熱（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，その除去効果には

不明点が多い。また，ベーキングによる T 除去を促進させる新しい手法の探索も重要である。

材料中の T の検出は非破壊で何度も繰り返し行うことができる。これは軽水素や重水素では困難

であり，T を用いる大きなメリットである。本研究はこのような長所を生かし，イオン照射により保

持させた T がベーキングによりどの程度除去できるのかを評価した。また，T2ガス曝露により W に

保持させた T を重水素（D）雰囲気下でベーキングし，同位体交換を利用した T 除去の促進を試みた。

実験

ベーキング実験については，He 予照射した W（多結晶 W，ニラコ社製）に T イオン照射した試

料を用いた。He 予照射は北大の ECR イオン源を用いて行った。照射エネルギーを 5keV，照射中の試

料温度を室温，照射量を 1×1016～1×1018 He/cm2 とした。この試料に対し，富山大学水素同位体科学

研究センターで T イオン照射を行った。T イオン照射装置では，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。DT+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 1×1014 cm-2s-1，照射量は 1×1017 (D+T)/cm2 (5

×1014 T/cm2)である。保持された T の量をイメージングプレート（IP）法により評価した。一部の試

料は真空下で長期保存した。照射直後と長期保存後の試料に対し，423K～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。

これとは別に，D2 雰囲気下でのベーキング実験を行った。上記と同じく He 予照射した W 試料

（ITER Grade W，アライドマテリアル社製）を，T2 分圧 85.2Pa のもとで，573K で 3 時間曝露した。

この後，IP 測定により T 量を評価し，一部の試料は真空下，残りの試料は D2雰囲気下でベーキング

実験を行った。ベーキングは 573K で 3 時間行った。ベーキング後，IP 測定により T 量の変化を評価

した。

結果と考察

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.1 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の試料を比べてみると，長期保存後の

方が除去されにくいことがわかる。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，強く捕捉されている T が主に残留するためと考えられる。このことは，T が照射されてか

ら長時間経つとベーキングにより T が除去されにくくなることを示している。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。これは，He 予照射 W では，He 照
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射により形成された He バブルなどに強く T が捕捉されているためと考えられる。このような，同一

試料を何度もベーキングして保持量変化を測定す

ることは，非破壊検出が難しい軽水素（H）や D

では困難な実験である。

真空下および D2 雰囲気下におけるベーキン

グ前後の T 保持量を Fig.2 に示す。真空下のベー

キングよりも D2雰囲気下でのベーキングの方が，

T 量が大きく減少した。これは，D2雰囲気下の方

がより T 除去を促進できることを示している。こ

の理由として以下の二つが考えられる。D2 雰囲気

下でベーキングする際，D2 が表面に吸着し，その

一部は D 原子に解離する。これにより W 表面の

D 濃度が高まり，材料内部から表面に到達した T

が D と再結合しやすくなるため，T の放出が促進

される。二つ目の可能性として，D が W 内部に侵

入しトラップサイトに捕捉されることにより，W

内で脱捕捉したT がトラップサイトに再捕獲され

にくくなり，表面に到達しやすくなることがあげ

られる。そのため T の放出が促進される。以上二

つ両方が原因になっている可能性もある。このよ

うなメカニズムについては現時点でははっきりわ

かっていない。今後はこのような同位体交換のメ

カニズムの解明につながる実験を行いたいと考え

ている。

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，ベーキングによる T 除去量や同位体交換

による T 除去の促進効果を調べた。その結果，He

照射 W では T が除去されにくくなること，D2 雰囲気下でベーキングすることで T 除去が促進される

こと，等があきらかになった。今後の実験では，同位体交換により T 除去が促進されるメカニズムの

解明を目指すとともに，プラズマ照射による T 除去効果も検証する予定である。また，どのようなト

ラップサイトでどのような条件で同位体交換が起こるのか，高分解能で水素同位体二次元分布観察が

できる同位体顕微鏡を用いて検討したいと考えている。

５．成果の公表（平成２８年度に公表された論文）

(1) “Tritium desorption and tritium removal from tungsten pre-irradiated with helium”,

Yuji Nobuta, Yuji Hatano, Yuji Torikai, Masao Matsuyama, Shinsuke Abe, Yuji Yamauchi,

Fusion Engineering and Design, 109-111 (2016) 1179-1182.

Figure 1  Reduction of tritium retention during 
isochronal annealing (baking) for tungsten samples 
just after tritium irradiation and after approximately 
300 days preservation in vacuum. 
 
 

Figure 2 Reduction of tritium retention for 
helium-irradiated tungsten after baking at 573 K in a 
vacuum and D2 atmosphere. 
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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 

 

図２．グロー放電装置への試料設置状況(左)，および重
水素グロー放電の様子(右)． 

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・キャンペーン後[1-2]，
および JT-60U装置 D-Dプラズマ放電終了後[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（崩壊熱）を利用した壁温度調整による方法，

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，かつ将来の D-T核融合炉の必須元素なので，

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．特に，グロー放電洗浄のガス

種依存性（水素同位体置換効果）に着目した実験計画とした． 
富山大学双方向研究で実施することで，軽水素，重水素，トリチウムでの置換効果を実験可能である．

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（TIP）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．実験装置

図１に富山大水素同位体研究センター・放射線管理区域

内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）を有し

ている．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

整備等を実施しており，現在ではグロー

放電中の実時間測定が可能である．また，

本実験でヘリウムガス導入系を設置した．

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15 mm x 15

mmが可能であり，熱電対で試料温度が測定
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図３．重水素，ヘリウム・グロー放電による炭素膜およびステ

ンレス（SUS）316基板上のトリチウム除去効果．(a)トリチウム
イメージングプレート（TIP）で得られた画像、(b)TIPの解析結

果(曝露時間および面積で規格化) 
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可能である．堆積膜の基板材料は厚み0.5 mmのステンレス（SUS）316材である．同材料の表面を機械研

磨した後に、スパッタ法による炭素膜(大阪大学），およびヘキサカルボニルタングステン（Tungsten 

hexacarbonyl，W(CO)6)を用いた炭素・タングステン膜（静岡大学）を成膜した． 
堆積膜付きステンレス試料をあらかじめトリチウムをガス雰囲気下にて吸蔵させ，その後にグロー放

電装置にてトリチウム除染実験を行った．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の様子（水平側面から撮影）の写真を示す．これまでグロー

放電中に実時間で膜の状況を観察できる真空観測窓が無かったが，新たに放電エリアの上部へ真空窓を

設置し，実時間観察が出来るように改良した．本実験では膜が残った状況でグロー放電を終了させる必

要があるため，観測窓の追加は大きな利点がある． 
 

３．結果 
図３は SUS316基板上に炭素膜（ ）へトリチウム をガス吸着させた試料を，重水素，ヘ

リウム・グロー放電それぞれに曝露した結果を示す．グロー放電曝露前，グロー放電 分経過後，

分経過後に大気へ取り出し

TIPにて表面の残留トリチウ

ム量を測定した．重水素グロ

ーでは経過時間と共に炭素膜，

およびその周辺の SUS316基

板のトリチウム量が軽減して

いる．それに対し，ヘリウム

では 分ではほぼ変化が無い

ことが分かった．このように

トリチウム除去の観点では，

水素同位体置換効果が有効で

あるため重水素のみでトリチ

ウム除去が観測された．

新たに炭素 タングステン

混合膜からのトリチウム除去

実験を実施した．同混合膜の

原子組成比（X 線光電子分光

法により評価）はタングステ

ン：炭素＝３：７程度である．

図４(a)に未照射炭素・タング
ステン膜の走査型電子顕微鏡

（SEM）による表面観察の結果
を示す．5-10ミクロンの周期で
亀裂が発生しており，また同膜

の取り扱い時には容易に引っか

き傷が発生するため，同膜は非結晶質であると考えられる．また図 4(a)から，広い領域で一様に被覆が
されていることが確認できる．図 4(b)は重水素グローに 25 分曝露後の SEM による表面観察の結果で

(a)
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ある．亀裂箇所が鋭角になっており，また 2-3
ミクロンの円形の様子が観察されている．同様

の円形構造は未照射材でも観察されているが，

エネルギー分散型 X線分光法の結果から円形と
この周囲で組成に関する違いは得られなかった．

図５では同混合膜へ重水素およびヘリウム・

グロー放電後に TIPで測定した残留トリチウム

量を示す．炭素膜と大きく異なり，本膜では最

初の 分ではトリチウム量が増加した．実験時

間の制約からヘリウム・グロー放電は 分まで，

重水素グロー放電は 分まで実施したが，重水

素グロー放電においてもトリチウム減少量は微

量という結果が得られた．組成比から考えると

炭素が主であり，炭素膜での結果からは 分経

過で顕著なトリチウム除去結果が得られること

を想定していたが，異なる効果が示唆されるこ

とが分かった．混合膜で考えられる事象として

選択スパッタリングの可能性，またタングステ

ンが金属であるため表面酸化の可能性が考えら

れるが，組成を含む表面分析によるさらなる表

面変化について引き続き分析を行う予定である．

４．まとめ 
炭素膜および金属・炭素混合堆積膜へのグロー放電によるトリチウム除去実験を行い，次に示す結果

を得た． 
１．重水素およびヘリウムガスによるグロー放

電によるトリチウム除去実験を行った．炭素膜で

は重水素では早期にトリチウムが除去されるのに

くらべて，ヘリウムでは緩やかな変化となった．

また重水素グローでのトリチウム軽減は，ほぼ膜

厚軽減と同様の変化と想定される．また，基板と

して使用している SUS316（バルク材）でも同様の

変化であることが分かった． 
２．炭素-タングステン混合膜へのグロー放電に

よるトリチウム除去では，トリチウム減少量が緩

やかであった．また，最初の 20分間では炭素膜と
は異なりトリチウム量が増加する現象が観測され

た．今後グロー放電による表面変質について詳細

な分析および考察を行う． 
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図５．重水素，ヘリウム・グロー放電による炭素-
タングステン膜のトリチウム除去効果 
 

図４．炭素・タングステン膜の SEMによる表
面観察結果(a)未照射，(b)重水素グロー曝露後 
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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，曝露時間の変化が水素同位体保持量にどのような影響を与えるかといっ

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，一般的な昇温

脱離ガス分析（TDS）装置の他に，水バブラーおよび比例計数管が取り付けられた TDS 装

置 [3]を用いて，ナノ構造の水素同位体保持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，水素同位体曝露  
 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 水素同位体の曝露時間変化実験  

ナノ W および Polished W を 573 K，圧力  1.2 kPa で重水素ガスに 5 h，20 h，40 h 曝

露した。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 の重水素保持量を測定した。  
 
2.3 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。  
 
2.4 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 2.3）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
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（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。  
 

3．結果および考察  
3.1 重水素保持量のガス曝露時間変化結

果  
 図 1 に重水素ガス曝露時間を変化させ曝

露した（5 h，20 h，40 h）ナノ W および

Polished W の 873 K までの総脱離量を曝露

時間に対してプロットした結果を示す。重

水素ガス曝露時間を変化させると，ナノ W
は曝露時間の変化に対して大きな変化は見

られなかったが、Polished W は曝露時間の

増加にともないと明らかに脱離量が上昇す

ることがわかった。これはナノ構造形成に

より，重水素の拡散が大きく変化（拡散を阻

害）したことを示していると考えられる。  
 
3.2 トリチウム脱離速度の経時変化結果  
 図 2 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

図 2）トリチウム脱離速度の経時変化。  

図 3）TDS 計測時のトリチウム脱離形態。 

図 1）重水素保持量のガス曝露時間変化。 
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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，曝露時間の変化が水素同位体保持量にどのような影響を与えるかといっ

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，一般的な昇温

脱離ガス分析（TDS）装置の他に，水バブラーおよび比例計数管が取り付けられた TDS 装

置 [3]を用いて，ナノ構造の水素同位体保持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，水素同位体曝露  
 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 水素同位体の曝露時間変化実験  

ナノ W および Polished W を 573 K，圧力  1.2 kPa で重水素ガスに 5 h，20 h，40 h 曝

露した。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 の重水素保持量を測定した。  
 
2.3 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。  
 
2.4 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 2.3）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
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（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。  
 

3．結果および考察  
3.1 重水素保持量のガス曝露時間変化結

果  
 図 1 に重水素ガス曝露時間を変化させ曝

露した（5 h，20 h，40 h）ナノ W および

Polished W の 873 K までの総脱離量を曝露

時間に対してプロットした結果を示す。重

水素ガス曝露時間を変化させると，ナノ W
は曝露時間の変化に対して大きな変化は見

られなかったが、Polished W は曝露時間の

増加にともないと明らかに脱離量が上昇す

ることがわかった。これはナノ構造形成に

より，重水素の拡散が大きく変化（拡散を阻

害）したことを示していると考えられる。  
 
3.2 トリチウム脱離速度の経時変化結果  
 図 2 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

図 2）トリチウム脱離速度の経時変化。  

図 3）TDS 計測時のトリチウム脱離形態。 

図 1）重水素保持量のガス曝露時間変化。 
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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。  
 
3.3 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 3
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 4 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 付近で生じた。  
 
4．まとめと今後の方針  
 TDS 装置を用いて，ナノ構造のトリチウムを含む水素同位体吸蔵特性について研究を行

った結果，以下のことが明らかになった。  
 ①重水素ガスを用いた長時間曝露実験を行った結果，NanoW は曝露時間の変化に対し  

て大きな変化は見られなかったが、Polished W は曝露時間の増加にともないと明らか  
に脱離量が上昇することがわかった。  

②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。  
③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。  
 
[1] S. Kajita et al., Nucl. Fusion 49 (2009) 095005.  
[2] M. Yajima et al., J. Nucl. Mater. 438 (2013) S1142.  
[3] 直江昭吾ら，富山大学水素同位体研究センター研究報告 , 28 (2008)23-31. 

図 4）トリチウム脱離スペクトル  
（Nano W）。  
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Influence of radiogenic He on tritium retention in electron-irradiated W  

 

NRC Kurchatov Institute Alexander Spitsyn 

 

Tungsten (W) is a candidate plasma-facing material (PFM). Irradiation of 14 MeV fusion neutrons 

induces defects uniformly throughout the bulk of PFM. Available data have shown that the hydrogen isotope 

retention in W irradiated with neutrons reaches relatively high values (~1 at.%) at temperatures around 500 K. 

Tritium (T) retained in PFM will decay and produces 3He. 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. 

In 2016, irradiation of pulsed electron beam to W samples was performed in Russia using a vacuum 

chamber equipped with a water-cooled sample holder (Fig. 1 (a) and (b)). This setup realizes electron beam 

irradiation without serious surface contamination. The conditions of electron beam irradiation are summarized in 

Table 1. The damage level reached 10−4–10−3 dpa (displacement per atom). 

The irradiated W samples was shipped to University of Toyama to examine deuterium (D) retention and 

desorption before T experiments. The sample was placed on the cathode of DC glow discharge device and 

exposed to D neutrals (atoms and molecules) by maintaining DC glow discharge at 1 Pa, 400 V and 0.18 A. 

Temperature of sample was kept below 473 K to avoid clustering of vacancies introduced by electron beam 

irradiation. The flux and fluence of D atoms were 2×1018 D/m2s and 2×1023 D/m2, respectively. After measuring 

the depth profiles of D in the near-surface regions using nuclear reaction analysis, the retention of D will be 

measured using thermal desorption spectrometry. The conditions of T loading will be decided based on this 

information.   

 

Table 1 Conditions of electron beam irradiation 

Energy Pulse duration Pulse current Frequency Beam size Temperature Fluence 

10 MeV 4.5 µs 160 mA 40-60 Hz 22×22 mm 323-423 K 7×1021 –7×1022 e/m2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1 Schematic drawing of vacuum chamber equipped with water-cooled sample holder for electron beam 

irradiation (a), photo of sample holder (b), and photo if irradiated W samples (c).  

(a) 
(b) (c) 
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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。  
 
3.3 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 3
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 4 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 付近で生じた。  
 
4．まとめと今後の方針  
 TDS 装置を用いて，ナノ構造のトリチウムを含む水素同位体吸蔵特性について研究を行

った結果，以下のことが明らかになった。  
 ①重水素ガスを用いた長時間曝露実験を行った結果，NanoW は曝露時間の変化に対し  

て大きな変化は見られなかったが、Polished W は曝露時間の増加にともないと明らか  
に脱離量が上昇することがわかった。  

②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。  
③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。  
 
[1] S. Kajita et al., Nucl. Fusion 49 (2009) 095005.  
[2] M. Yajima et al., J. Nucl. Mater. 438 (2013) S1142.  
[3] 直江昭吾ら，富山大学水素同位体研究センター研究報告 , 28 (2008)23-31. 

図 4）トリチウム脱離スペクトル  
（Nano W）。  
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Influence of radiogenic He on tritium retention in electron-irradiated W  

 

NRC Kurchatov Institute Alexander Spitsyn 

 

Tungsten (W) is a candidate plasma-facing material (PFM). Irradiation of 14 MeV fusion neutrons 

induces defects uniformly throughout the bulk of PFM. Available data have shown that the hydrogen isotope 

retention in W irradiated with neutrons reaches relatively high values (~1 at.%) at temperatures around 500 K. 

Tritium (T) retained in PFM will decay and produces 3He. 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. 

In 2016, irradiation of pulsed electron beam to W samples was performed in Russia using a vacuum 

chamber equipped with a water-cooled sample holder (Fig. 1 (a) and (b)). This setup realizes electron beam 

irradiation without serious surface contamination. The conditions of electron beam irradiation are summarized in 

Table 1. The damage level reached 10−4–10−3 dpa (displacement per atom). 

The irradiated W samples was shipped to University of Toyama to examine deuterium (D) retention and 

desorption before T experiments. The sample was placed on the cathode of DC glow discharge device and 

exposed to D neutrals (atoms and molecules) by maintaining DC glow discharge at 1 Pa, 400 V and 0.18 A. 

Temperature of sample was kept below 473 K to avoid clustering of vacancies introduced by electron beam 

irradiation. The flux and fluence of D atoms were 2×1018 D/m2s and 2×1023 D/m2, respectively. After measuring 

the depth profiles of D in the near-surface regions using nuclear reaction analysis, the retention of D will be 

measured using thermal desorption spectrometry. The conditions of T loading will be decided based on this 

information.   

 

Table 1 Conditions of electron beam irradiation 

Energy Pulse duration Pulse current Frequency Beam size Temperature Fluence 

10 MeV 4.5 µs 160 mA 40-60 Hz 22×22 mm 323-423 K 7×1021 –7×1022 e/m2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1 Schematic drawing of vacuum chamber equipped with water-cooled sample holder for electron beam 

irradiation (a), photo of sample holder (b), and photo if irradiated W samples (c).  

(a) 
(b) (c) 
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照射損傷分布を制御したタングステン中での水素同位体挙動

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、水素同位体滞留量が少ないタングステン (W)の利用を

検討する研究が広く進められており、ITER において  W をプラズマ対向壁に用いる案が検

討されている。核融合炉運転中にはプラズマから 14 MeV 中性子が W に照射されることで

欠陥が形成され、トリチウムが安定的に捕捉されることが懸念されている。これまで鉄イ

オン (Fe2+)を照射した W、核分裂反応または核融合反応による中性子を照射した W に重水

素イオン (D2+)照射を行い、D 脱離実験を行った。その結果、照射損傷分布により D 滞留挙

動が大きく変化することが示唆された。そこで本研究では、種々の重イオン照射エネルギ

ーおよびフルエンスを組み合わせ、W 試料内の照射損傷分布を制御した試料に対し、D 滞

留挙動評価のため D2+イオン照射及び昇温脱離法（TDS）を行った。さらに、富山大学にて

重水素 -トリチウムイオン (DT+)照射、BIXS 測定及び IP 測定を行い、試料表面及び試料中

のトリチウム分布を評価した。これらの結果から、照射損傷分布がトリチウム滞留挙動に

与える影響を評価し、核融合炉実環境下でのトリチウム滞留ダイナミックスを明らかにす

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 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。

重イオン照射として量子科学技術研究開発機構（QST）高崎量子応用研究所の 3 MV タン

デム加速器を用いて 0.8 MeV Fe+を照射損傷量 0.1 dpa まで照射した後に、 6 MeV Fe2+を照

射損傷量 0.03-0.1 dpa まで照射した。これらの試料に D2+イオンを照射エネルギー 1.0 keV 
D2+、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、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 0.8 
MeV Fe+照射、6 MeV Fe2+照射 W 試料に対し、富山大学にて DT+照射を照射エネルギー 1.0 
keV DT+、フラックス 1.6-1.7×1017 DT+ m-2 s-1、フルエンス 5.8-6.1×1020 DT+ m-2 まで照射

した後、BIXS 測定及び IP 測定を行い、試料表面及び試料中の T 分布を評価した。

 [結果・考察 ]
図 1 に、SRIM code を用いて試料中の照射損傷分布のシミュレーションを行った結果を

示す [1]。6 MeV Fe2+照射に加え 0.8 MeV Fe+を照射した試料 (No.1、No.2)では、表面から 0.5 
µm 付近に高密度の照射損傷が導入されている。図 2 に各 Fe イオン照射試料における 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

転位ループへの捕捉 [2-3]、Peak 2、3（550、650 
K）は原子空孔及び原子空孔集合体への捕捉 [3]、
Peak 4（850 K）はボイドへの捕捉 [4]であると

帰属した。表面吸着または転位ループによる D
滞留量は照射損傷量によって変化せず、飽和し

ていることが示唆された。また、試料 No.1、
No.2 では、0.8 MeV Fe+照射によって表面付近

の損傷量が増加したにもかかわらず、全 D 滞

留量は 1 割程度減少し、原子空孔集合体による

D 滞留量は大きく減少、一方で原子空孔による

D 滞留量はわずかに増加した。また、ボイドに

よる D 滞留量は、6 MeV Fe2+による照射損傷量

が同じである場合 (試料 No.1 と No.3)、同程度

であった。表面付近に欠陥が増加することによ

図 1 各試料における照射損傷分布

のシミュレーション [1]
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り、D がより低温側で放出されるが、ボイドへ

は安定に捕捉されることが示唆された。

図 3 に、 DT+照射を行った試料に対する

BIXS 測 定の 結果を 示す 。 Ar (Kα )ピ ーク

(2.597 keV)は表面から約 50 nm までの T 濃度

を表し、W (Mα)ピーク (1.774 keV)は表面から

約 1 µm 付近の T 濃度を表している [5]。0.8 
MeV Fe+ + 6 MeV Fe2+照射試料 (No.1、No.2)に
おける Ar (Kα)ピーク強度及び W (Mα)ピーク

強度は、6 MeV Fe2+照射試料 (No.3)と比較して

どちらも大きく、表面付近に形成された高密

度の欠陥に T が捕捉されていることが示唆さ

れた。また、IP 測定結果からも、0.8 MeV Fe+  

+ 6 MeV Fe2+照射試料 (No.1、No.2)では、6 MeV 
Fe2+照射試料 (No.3)と比較して、表面付近の T
濃度が高いことが示された。

これらのことから、表面付近の欠陥が増加

すると、水素同位体の脱捕捉効果が促進され

てより低温側で水素同位体が放出され、原子

空孔集合体などの安定な捕捉サイト中の水素

同位体滞留量が減少する可能性が示唆された。

今後はさらに、重イオン照射エネルギー、

照射損傷量を変化させ、欠陥分布を制御し

た試料に対し、種々の条件で同様の測定を

行い、照射欠陥分布が水素滞留挙動へ及ぼ

す影響について検討する。

[1]http://www.srim.org/
[2]H. Eleveld et al. , J. Nucl. Mater.  191 (1992) 433.
[3]H. Iwakiri et al. , J. Nucl Mater. 307 (2002) 135.
[4]G.N. Luo et al. , Fusion Eng. Des. 81 (2006) 957.
[5]M. Matsuyama et al. ,  J. Nucl. Mater.  307  (2002) 729.

成果発表

H. Fujita, Y. Uemura, S. Sakurada, K. Azuma, Q. Zhou, T. Toyama, N. Yoshida, Y. Hatano, T. 
Chikada, Y. Oya, “The damage depth profile effect on hydrogen isotope retention behavior in 
heavy ion irradiated tungsten ”, Fusion Engineering and Design , to be submitted .
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り、D がより低温側で放出されるが、ボイドへ

は安定に捕捉されることが示唆された。

図 3 に、 DT+照射を行った試料に対する

BIXS 測 定の 結果を 示す 。 Ar (Kα )ピ ーク

(2.597 keV)は表面から約 50 nm までの T 濃度

を表し、W (Mα)ピーク (1.774 keV)は表面から

約 1 µm 付近の T 濃度を表している [5]。0.8 
MeV Fe+ + 6 MeV Fe2+照射試料 (No.1、No.2)に
おける Ar (Kα)ピーク強度及び W (Mα)ピーク

強度は、6 MeV Fe2+照射試料 (No.3)と比較して

どちらも大きく、表面付近に形成された高密

度の欠陥に T が捕捉されていることが示唆さ

れた。また、IP 測定結果からも、0.8 MeV Fe+  

+ 6 MeV Fe2+照射試料 (No.1、No.2)では、6 MeV 
Fe2+照射試料 (No.3)と比較して、表面付近の T
濃度が高いことが示された。

これらのことから、表面付近の欠陥が増加

すると、水素同位体の脱捕捉効果が促進され

てより低温側で水素同位体が放出され、原子

空孔集合体などの安定な捕捉サイト中の水素

同位体滞留量が減少する可能性が示唆された。

今後はさらに、重イオン照射エネルギー、

照射損傷量を変化させ、欠陥分布を制御し

た試料に対し、種々の条件で同様の測定を

行い、照射欠陥分布が水素滞留挙動へ及ぼ

す影響について検討する。

[1]http://www.srim.org/
[2]H. Eleveld et al. , J. Nucl. Mater.  191 (1992) 433.
[3]H. Iwakiri et al. , J. Nucl Mater. 307 (2002) 135.
[4]G.N. Luo et al. , Fusion Eng. Des. 81 (2006) 957.
[5]M. Matsuyama et al. ,  J. Nucl. Mater.  307  (2002) 729.
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Chikada, Y. Oya, “The damage depth profile effect on hydrogen isotope retention behavior in 
heavy ion irradiated tungsten ”, Fusion Engineering and Design , to be submitted .
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プラズマにより改質された核融合材料中の水素同位体輸送  
 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 大阪大学工学研究科	 Lee	 Heun Tae 
 
１．目的  
本研究は、下記の点を明らかにしていくことを目的とする。  
・	F82H 鉄鋼材料表面形状の変化やプラズマ照射によって蓄積したヘリウムが水素同

位体放出特性に及ぼす影響の評価（壁材領域 ) 
・	高エネルギーイオン照射損傷を与えたタングステン中の水素捕捉特性に及ぼす影響

の評価（ダイバター材領域 ) 
・	熱負荷により溶融させたタングステン材料のバルク形状の変化が水素同位体輸送に

及ぼす影響の評価（ダイバター材領域 ) 
 
２．実験方法  
トリチウム曝露実験  
	 ガスへの曝露によって進行する材料中の水素同位体放出特性蓄積を調べるため、 F82H
や W 試料を用意し、T 濃度 7.2%（D/T 混合ガス）、圧力 1.2 kPa の混合ガスに曝露した。曝
露時間は  3 時間とし曝露し、曝露温度は 773 K（ F82H）と 573K（W）とした。 曝露後 F82H
試料の T 吸蔵量の実感依存性をグローブボックス内の Ar 気中で測定した。曝露後 W 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。  
用意した W 試料は下記の通り。  
1) 単結晶タングステン試料、 111 方位、ϕ10 x t0.5 mm の円板である。  
2) 1573 K、 2273 K での 1 時間真空アニール処理のある W 試料、 10 x 10 x t1 mm の板材で
ある。（圧延焼結材、A.L.M.T.社製）  
3) 1173 K での 1 時間真空アニール処理のある W 試料、5 x 10 x t1 mm の板材である。（ ITER
グレード W 材料） ITER グレード材料は、結晶粒の伸びる方向が  90 度違い、試料の厚さ
方向平行および垂直になっている。（以下 ITER D11 試料と ITER D13 試料）  
 
D グロー曝露実験  
	 2273 K での 1 時間真空アニール処理のある W 試料を用いて実験を行った．高エネルギー

Fe イオンを照射することで照射損傷を形成し、D グロープラズマ曝露を行った。実験後、試
料内に残っている重水素の量を計測するために TDS 装置を用いた。本研究では水素同位体
の脱離エネルギーを検証するために照射フルエンスと  dpa をパ  ラメータとして実験を行
った。  
 
３．実験結果と考察  
〇 F82H 鉄鋼材料表面形状の変化やプラズマ照射

によって蓄積したヘリウムが水素同位体放出特性

に及ぼす影響の評価  
	 750 K 以上の温度領域では D 照射によって

F82H 試料の表面状態が大きく変化する。まず、

表面形状の変化の有無がトリチウム放出特性に与

える影響を D/T 混合ガスにさらして調べた。D/T
曝露後の表面近傍のトリチウム強度の時間依存性

を図１に示す。トリチウムの表面濃度は曝露後減

少し、1000 分後ほぼ単調に増加することがわかる。
このことから、0 から 100 分までには概ね T 放出
が律速段階することと考える。しかしながら、100
分以上の場合は内部から T が拡散し、表面近傍に
トラプされることがわかる。表面変化のある領域

T-residual near surface time evolution at RT 

6 
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図  1： IP 法より測定した表面近傍のトリ
チウム強度の時間依存性（表面形状変化

の影響）  
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（ 818 K）とない領域（ 750 K）を比較すると、1000
分後には傾きがほぼ一定であることがわかる。こ

のことから、表面変化は内部拡散に及ぼす影響は

少ないと考える。また、強度の絶対位置を比較す

ると、表面変化によって新しいトラプサイトが形

成されているとは考えにくい。  
	 次に図 1 の 818K 試料に対して、D+He 同時照
射した試料について D/T 混合ガスを曝露した後、
表面近傍のトリチウム強度の時間依存性を調べた

結果を図２に示す。時間 0 から 2000 分までには
強度がほぼ一定であることがわかる。しかしなが

ら、	 時間 2000 分以上の場合差が見られる．こ
の差は He イオン照射に形成する He バブルが影
響していると考える。  
 
〇高エネルギーイオン照射損傷を与えたタングス

テン中の水素捕捉特性に及ぼす影響の評価  
TDS による重水素吸蔵量測定結果を、曝露時間
を  36000 秒とした試料損傷依存性は図 3 に示す。
図 3 より、損傷の有る試料では  700~900K 付近で
脱離スペクトルが確認できる。また、損傷の無い試

料では  700K 付近で脱離スペクトルが現れている。
この  700K 付近の脱離スペクトルは試料固有の捕
獲サイト、700~900K 付近の脱離スペクトルが鉄イ
オン照射  によって形成された捕獲サイトで捕獲さ
れた重水素を表していると考えられる。また、  
dpa が大きくなるにつれピークが高くなっている
ことから、dpa が大きくなるにつれ鉄イ  オン照射
によって形成される捕獲サイトの密度が大きくなっ

ていると考えられる。  
 
〇熱負荷により溶融させたタングステン材料のバ

ルク形状の変化が水素同位体輸送に及ぼす影響の

評価  
	 高熱負荷によってタングステン材のバルク結晶

が大きくなることをわかっている。本実験では

様々のバルク形状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。 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 4 に示す。図 4 のデータは最
表面の濃度で規格化した深さ分布のデータである。 
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。多結晶試料の場

合は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。しかしながら、単結晶試料と多結晶試

料を比較すると、差が見られる．この差は粒界拡散が水素同位体輸送に影響していると考

える。粒界拡散が拡散メカニズムとして、多結晶試料のデータを検討する必要がある。  
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Figure 1.3: Logarithm of the residual Tritium activity, ar, normalized to the surface 
activity ao, plotted as a function of depth for reference W specimens following Tritium 
gas exposure at 200 °C and 300 °C for 3 h at 1.2 kPa. 
 
Experimental Goal 

We obtain T depth profiles for five different samples with varying microstructure as 
listed below: (1) SCW (100), (2) 2000 °C annealed recrystallized W, (3) 1300 °C 
annealed reference W, (4) 900 °C annealed W in orientation parallel to rolling direction, 
(5) 900 °C annealed W in orientation perpendicular to rolling direction. See Figure 1.4. 
 

Figure 1.4: Representative images of sample microstructure 
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タングステンプラズマ対向壁のトリチウム滞留・透過挙動におよぼすヘリウム・炭素照射影響評価 
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、低スパッタ率等の特性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。炉運転時には、中性子や水素同位体、不純物炭素（C）、ヘリウム（He）などの高エネ

ルギー粒子が照射され、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、W-C混合層の形

成や He バブルの形成が同時に引き起こされ、水素同位体の拡散が抑制されることが過去の研究から明

らかとなっている。そのため、実炉環境下でのW中の水素同位体滞留挙動は、非照射Wのそれとは大

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。その基礎研究として、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+照射後に重水素イオン（D2+）照射を行い、昇温脱離法（TDS）によって重水素滞留挙動を評価し

た。さらに、富山大学にてトリチウムイオン（T+）照射、線誘起 X線計測法（BIXS）を行い、試料中

の T分布の評価を行った。

[実験]

アライドマテリアル社製の歪取加工W（10 mmφ×0.5 mmt）を試料として用い、高真空下（< 10‒6 Pa）

で 1173 Kにて 30分間加熱処理を行った。この試料に量子科学技術研究開発機構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、D2+

を照射エネルギー3 keV D2+、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。照射深さは、Fe2+照射は約 1.5

µm、C+照射およびD2+照射は約 50 nmである。また、試料の深さ方向の D濃度を評価するために Hydrogen 

Isotope Diffusion and Trapping（HIDT）シミュレーションコード[1]を用いた。さらに、富山大学にて Fe2+-

C+照射試料と Fe2+照射試料に対して、T+を照射エネルギー1.8 keV T+、フラックス 1.58×1014 T+ m-2 s-1、

フルエンス 5.67×1017 T+ m-2まで照射した後、BIXS測定を用いて試料中の T分布の評価を行った。

[結果・考察]

 図 1、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。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（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（600、780 K）

はそれぞれ原子空孔とボイドによる捕捉[4]であると

帰属した。Peak 1の D放出率は Fe2+照射量が増加し

ているにもかかわらず、Fe2+- C+照射Wと C+照射W

において同程度であった。また、Peak 3 における D

放出率は Fe2+照射量増加に伴って増加した。このこ

とから、転位ループに捕捉されている D 滞留量は
図 1 Fe

2+
-C

+
照射W（1.0、0.1 dpa）における D

2
TDSスペ

クトルとシミュレーションによるスペクトル
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Fe2+照射量に依らず、C+照射による寄与が大きいこと

が明らかとなった。一方で、Dは Fe2+照射によって形

成された原子空孔やボイドのような安定な捕捉サイ

トに捕捉され、Fe2+照射量の増加に伴い D滞留量が増

加することが明らかとなった。また、今回のシミュレ

ーションに際して、炭素が捕捉されている原子空孔

への水素の捕捉エネルギーが 0.7-0.9 eVであり、炭素

が捕捉されていない場合は 1.0-1.2 eV である[5]こと

から、Peak 1-3の捕捉エネルギーを 0.5、0.7-1.2、1.5

eV とそれぞれ設定したところ、実験のスペクトルを

再現できた。このシミュレーション結果より算出し

た各試料における深さ方向の D 濃度シミュレーショ

ンを図 3に示す。これより、C+照射によって高濃度の

D捕捉サイトが表面付近（約 50 nm）に形成し、Dが

選択的に捕捉されたことが示唆された。また、バルク

では、Fe2+照射量の増加に伴ってバルク方向へ拡散し

捕捉されるD濃度が上昇することが明らかとなった。

 図 4に Fe2+- C+照射W（1.0 dpa）と C+照射Wにお

ける BIXSスペクトルを示す。Ar（Kα）の脱出深さは

約 50 nm[6]であり、Ar（Kα）のピーク強度は C+照射

深さ中の T量を示している。また、W（Mα）の脱出

深さは約 1.0 µm[6]であることから、W（Mα）ピーク

強度は Fe2+照射深さ中の T量を示している。Fe2+- C+

照射WのW（Mα）ピーク強度は C+照射Wよりも大

きく、W（Mα）ピーク強度と Ar（Kα）のピーク強度

の比は、Fe2+- C+照射W、C+照射Wにおいてそれぞれ

0.815、0.753 となった。これより、T はバルクへ拡散

しFe2+照射によって形成された欠陥への捕捉されたこ

とが示唆された。

以上より、C+照射により表面付近に高濃度の欠陥が

形成する一方で、Fe2+照射によって形成されたバルク

中の安定な捕捉サイトが存在することでバルク方向

への Dの拡散が促進されることが明らかとなった。
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図 2 Fe
2+

-C
+
照射W（0.01 dpa）と C

+
照射Wにおける D

2
TDS

スペクトルとシミュレーションによるスペクトル

図 3 Fe
2+

-C
+
照射W と C

+
照射Wにおける試料深さ方向

の D濃度シミュレーション結果

図 4 Fe2+-C+照射Wと C+照射Wに対する BIXSスペクトル
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アルカリ系固体高分子電解質膜形水電解による低濃度トリチウム水の 
減容・濃縮技術の開発 

  
富山大学研究推進機構水素同位体科学研究センター 阿部孝之 

 
1. 緒言
 福島第一原発では、現在、喫緊に解決すべき課題としてトリチウム汚染水の処理が挙げられて

いる。この点に関し、固体電解質膜を用いた水電解は有用なトリチウム水の減容・濃縮法の一つ

である[1]。しかし、トリチウム汚染水処理への適用には更なるトリチウム分離性能の向上は求め
られているが、プロトン交換型電解質膜を用いたシステムは強酸性下であることから、分離性能

のキーマテリアルである電極触媒が貴金属系に限られる。これに対し、アニオン（OH-）交換性を

有する固体電解質膜を用いたシステムは系内がアルカリ性となる。そのため、非貴金属系電極触

媒を用いても溶解の懸念がなく、触媒種の選定範囲が広がる。そこで、本研究ではアルカリ型固

体高分子電解質膜を用いた水電解システムに注目し、本システムのトリチウム汚染水処理への適

用を目指すべく、その心臓部である膜電極接合体（MEA）の作製を検討した。

2. 実験
 評価に使用したMEAは、アルカリ系電解質膜として
AHA（トクヤマ）、電極触媒にPt担持カーボン（Pt/C）触
媒（Pt担持量：45.7wt%、田中貴金属）を使用し、以下の
ように作製した[2]。Pt/C触媒をアニオン交換イオノマー溶
液（4級化スチレンブチレンブロック共重合体（QSEBS）
イオノマー溶液（溶媒：DMSO、濃度：0.8 wt.%）、テクノ
プロ・R&D）で分散させ、この触媒塗工液を電解質膜の
両面に塗布した。乾燥後、カーボンペーパー（TGP-H-060、
TORAY）で試料を挟み、1 MPaの条件でホットプレス（温
度：100℃、プレス時間：90秒）した（電極触媒面積：10 cm2、

Pt使用量：1 mg/cm2）（図1（A）参照）。得られたMEAは
図1（B）に示す電解セル（ケミックス）に導入し、サイ
クリックボルタンメトリー（CV）を行うことで動作を評
価した（掃引速度：50 mV/s、セル温度：室温）。

3. 結果と考察
 作製したMEAの動作を評価するために、参照極に Pt
線を用いて、作用極に純水、対極に加湿水素を供給しな

がら CV測定を行った（図 2（A）参照）。得られた Pt/C
のCVを図 2（B）に示す。CV形状はアルカリ溶液中の
Ptの結果[3]とは明らかに異なっており、電位窓も広がっ
ていた。これは MEA が正常に作動していないことを示
している。 図 1 (A) 作製したMEAと（B）水電解評

価用セルの写真と概略図

(II)  (I)  (IV)  (V)  (III)  

(I) MEA、(II) ガスケット、(III) カーボンペ
ーパー、(IV) セパレータ、(V) エンドプレ
ート
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Fe2+照射量に依らず、C+照射による寄与が大きいこと

が明らかとなった。一方で、Dは Fe2+照射によって形

成された原子空孔やボイドのような安定な捕捉サイ

トに捕捉され、Fe2+照射量の増加に伴い D滞留量が増

加することが明らかとなった。また、今回のシミュレ

ーションに際して、炭素が捕捉されている原子空孔

への水素の捕捉エネルギーが 0.7-0.9 eVであり、炭素

が捕捉されていない場合は 1.0-1.2 eV である[5]こと

から、Peak 1-3の捕捉エネルギーを 0.5、0.7-1.2、1.5

eV とそれぞれ設定したところ、実験のスペクトルを

再現できた。このシミュレーション結果より算出し

た各試料における深さ方向の D 濃度シミュレーショ

ンを図 3に示す。これより、C+照射によって高濃度の

D捕捉サイトが表面付近（約 50 nm）に形成し、Dが

選択的に捕捉されたことが示唆された。また、バルク

では、Fe2+照射量の増加に伴ってバルク方向へ拡散し

捕捉されるD濃度が上昇することが明らかとなった。

 図 4に Fe2+- C+照射W（1.0 dpa）と C+照射Wにお

ける BIXSスペクトルを示す。Ar（Kα）の脱出深さは

約 50 nm[6]であり、Ar（Kα）のピーク強度は C+照射

深さ中の T量を示している。また、W（Mα）の脱出

深さは約 1.0 µm[6]であることから、W（Mα）ピーク

強度は Fe2+照射深さ中の T量を示している。Fe2+- C+

照射WのW（Mα）ピーク強度は C+照射Wよりも大

きく、W（Mα）ピーク強度と Ar（Kα）のピーク強度

の比は、Fe2+- C+照射W、C+照射Wにおいてそれぞれ

0.815、0.753 となった。これより、T はバルクへ拡散

しFe2+照射によって形成された欠陥への捕捉されたこ

とが示唆された。

以上より、C+照射により表面付近に高濃度の欠陥が

形成する一方で、Fe2+照射によって形成されたバルク

中の安定な捕捉サイトが存在することでバルク方向

への Dの拡散が促進されることが明らかとなった。
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[5] S. Jin et al., J. Nucl. Mater. 415 (2011) S709-S712

[6] M. Matsuyama et al., J. Nucl. Mater. 307-311 (2002) 729-734.

図 2 Fe
2+

-C
+
照射W（0.01 dpa）と C

+
照射Wにおける D

2
TDS

スペクトルとシミュレーションによるスペクトル

図 3 Fe
2+

-C
+
照射W と C

+
照射Wにおける試料深さ方向

の D濃度シミュレーション結果
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アルカリ系固体高分子電解質膜形水電解による低濃度トリチウム水の 
減容・濃縮技術の開発 

  
富山大学研究推進機構水素同位体科学研究センター 阿部孝之 

 
1. 緒言
 福島第一原発では、現在、喫緊に解決すべき課題としてトリチウム汚染水の処理が挙げられて

いる。この点に関し、固体電解質膜を用いた水電解は有用なトリチウム水の減容・濃縮法の一つ

である[1]。しかし、トリチウム汚染水処理への適用には更なるトリチウム分離性能の向上は求め
られているが、プロトン交換型電解質膜を用いたシステムは強酸性下であることから、分離性能

のキーマテリアルである電極触媒が貴金属系に限られる。これに対し、アニオン（OH-）交換性を

有する固体電解質膜を用いたシステムは系内がアルカリ性となる。そのため、非貴金属系電極触

媒を用いても溶解の懸念がなく、触媒種の選定範囲が広がる。そこで、本研究ではアルカリ型固

体高分子電解質膜を用いた水電解システムに注目し、本システムのトリチウム汚染水処理への適

用を目指すべく、その心臓部である膜電極接合体（MEA）の作製を検討した。

2. 実験
 評価に使用したMEAは、アルカリ系電解質膜として
AHA（トクヤマ）、電極触媒にPt担持カーボン（Pt/C）触
媒（Pt担持量：45.7wt%、田中貴金属）を使用し、以下の
ように作製した[2]。Pt/C触媒をアニオン交換イオノマー溶
液（4級化スチレンブチレンブロック共重合体（QSEBS）
イオノマー溶液（溶媒：DMSO、濃度：0.8 wt.%）、テクノ
プロ・R&D）で分散させ、この触媒塗工液を電解質膜の
両面に塗布した。乾燥後、カーボンペーパー（TGP-H-060、
TORAY）で試料を挟み、1 MPaの条件でホットプレス（温
度：100℃、プレス時間：90秒）した（電極触媒面積：10 cm2、

Pt使用量：1 mg/cm2）（図1（A）参照）。得られたMEAは
図1（B）に示す電解セル（ケミックス）に導入し、サイ
クリックボルタンメトリー（CV）を行うことで動作を評
価した（掃引速度：50 mV/s、セル温度：室温）。

3. 結果と考察
 作製したMEAの動作を評価するために、参照極に Pt
線を用いて、作用極に純水、対極に加湿水素を供給しな

がら CV測定を行った（図 2（A）参照）。得られた Pt/C
のCVを図 2（B）に示す。CV形状はアルカリ溶液中の
Ptの結果[3]とは明らかに異なっており、電位窓も広がっ
ていた。これは MEA が正常に作動していないことを示
している。 図 1 (A) 作製したMEAと（B）水電解評

価用セルの写真と概略図

(II)  (I)  (IV)  (V)  (III)  

(I) MEA、(II) ガスケット、(III) カーボンペ
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SiC/SiC 複合材料の水素同位体共存性評価  
 
                            室蘭工業大学 岸本弘立  
 
1. 背景と目的  
SiC/SiC 複合材料は高温強度・耐照射損傷・低放射化などの特性が優れていることから、

核融合炉のブランケットや高熱負荷コンポーネントの構造材として期待されている。ブラ

ンケット候補材として SiC/SiC 複合材料が抱える課題の一つとしてヘリウムガスや水素同

位体との共存性・気密性の確保が挙げられている。室蘭工業大学では NITE 法による

SiC/SiC 複合材料を開発しているが、NITE 法では Original と呼ばれる元々の手法、さら

に生産性の改善のために中間素材技術や成形技術を改良した DEMO-NITE 法、さらに

DEMO-NITE 法でも第 1 世代、第 2 世代と開発が進んでいる。核分裂生成物を封じ込める

必要がある SiC/SiC 燃料被覆管では SiC/SiC 管材においては使用する SiC 繊維、中間素材、

成型技術を開発することで気密性を確保してきた。これらの技術は将来の核融合炉構造材

にも応用されるべきものであるが、新型の NITE 材についての水素・ヘリウムの挙動研究

は十分ではなく将来の核融合炉材料としては評価法確立と拡散・透過のメカニズムの解明

が必要である。本研究では DEMO-NITE SiC/SiC 複合材料の水素同位体の共存性について

透過性評価とトリチウム暴露による保持量計測を行って改善点を見出すことを目的とする。 
 
2. 実験方法  
まず DEMO-NITE 法で SiC/SiC 管材を製作し、技術スクリーニングを実施した。SiC 粉末

と高結晶化繊維から中間素材とプリフォームが製作し、内径 10mm、肉厚 1mm の SiC/SiC
管を HIP 法で製作した。開発初期段階、開発中期段階、現段階の管材の ID を G-0、G-1、
G-2 として、研究協力者の早坂大輔により H2 ガスの真空吹付法による気密性の評価と微

細組織観察を行った。この結果に基づいてトリチウム暴露試験片の製作のための技術選定、

形状選定と試料製作を行った。  
 
3. 実験結果  
図 1 は製作した試験片の微細組織観察結

果を示す。開発初期段階（G-0）では繊

維バンドル間のマトリックスにクラック

が入り、また繊維バンドル自体も湾曲し

ているのが観察される。開発中期段階

（G-1）ではマトリックスのクラックは

観察されないが、焼結助剤が偏在し、ま

た繊維バンドル内に気孔が存在している

のが観察される。現在の段階（G-2）で

は残留焼結助剤は緻密に分散しクラック、

気孔ともほぼ観察されない。図 2 は H2

ガスの真空吹付法による試験結果である

が検出範囲が狭いため、G-0 は悪い、G-1、
G-2 は良いという大雑把な結果となった。

検出領域の広いヘリウムガスを使った試

験では G-1 と G-2 でも明瞭な相違が観察

される。このことから核融合炉材料とし

て耐えうるのは最新技術の NITE 法のみ

で あ る こ と が 示 さ れ 、 G-2 の

DEMO-NITE 法により 6mm×6mm 角×

0.5mm のトリチウム暴露試験片を製作

することとした。  

開発中期段階
（G-1）

開発初期段階
（G-0）

現段階
（G-2）

図 1  DEMO-NITE 法で製作された

SiC/SiC 複合材料の微細組織  

図 2 真空吹付法試験による SiC/SiC
複合材料の H2 ガス気密性試験結果  

G-0 G-1 G-2
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 この結果に関し、動作不良の要因の一つ

として、MEA作製時に用いたアニオン交換
イオノマーの性能不良が考えられる。そこ

で、この要因を評価するために、MEAから
電極層を剥がし、1 mol/dm3 KOH中でCV
を測定した（対極：Pt、参照極：飽和カロ
メロ電極（SCE））。得られた結果を図 3に
示す（掃引速度：50 mV/s）。このCV形状
は図2（B）に示したMEAの結果と異なり、
水素の吸脱着ピーク、及びPt酸化物の形成
と還元反応が、それぞれ-1.0～0.6 V vs. SCE
と>0.6 V vs. SCEあたりに明瞭に認められ
た。また、電位窓も図 2（B）に比べ狭くな
っており、この形状はアルカリ水溶液中の

典型的な Pt のボルタモグラムにも類似す
る。つまり、この結果は本研究で用いたア

ニオン交換イオノマーが電極層内で OH-伝

導を阻害していないことを示し、本要因が

MEA の動作不良に大きく影響していない
ことを示唆する。

 なお、MEA動作不良に関しては、その他
の要因として、

・電解質膜自体のOH-伝導不良

・電解質膜－電極層間の密着性不良

が挙げられる。今後、これらの要因につい

ても検討することで良好に作動するアルカ

リ型固体高分子電解質膜を用いた MEA の
作製条件を明らかにし、低濃度トリチウム

水の減容・濃縮技術の開発に繋げていく予

定である。

（参考文献）
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8992. [3] P.S. Khadle, U. Krewer, J. Phys. Chem.C 118 (2014) 11215. 
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図 2 （A）CV 測定の概略図と（B）作製した MEA
における Pt/C の CV（掃引速度：50 mV/s、温度：
室温）
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図 3 MEAから剥がした電極層のCV（1 mol/dm3

KOH溶液中、掃引速度 50 mV/s、温度：室温）
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SiC/SiC 複合材料の水素同位体共存性評価  
 
                            室蘭工業大学 岸本弘立  
 
1. 背景と目的  
SiC/SiC 複合材料は高温強度・耐照射損傷・低放射化などの特性が優れていることから、
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SiC/SiC 複合材料を開発しているが、NITE 法では Original と呼ばれる元々の手法、さら
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DEMO-NITE 法でも第 1 世代、第 2 世代と開発が進んでいる。核分裂生成物を封じ込める

必要がある SiC/SiC 燃料被覆管では SiC/SiC 管材においては使用する SiC 繊維、中間素材、

成型技術を開発することで気密性を確保してきた。これらの技術は将来の核融合炉構造材

にも応用されるべきものであるが、新型の NITE 材についての水素・ヘリウムの挙動研究

は十分ではなく将来の核融合炉材料としては評価法確立と拡散・透過のメカニズムの解明
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と高結晶化繊維から中間素材とプリフォームが製作し、内径 10mm、肉厚 1mm の SiC/SiC
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G-2 として、研究協力者の早坂大輔により H2 ガスの真空吹付法による気密性の評価と微

細組織観察を行った。この結果に基づいてトリチウム暴露試験片の製作のための技術選定、

形状選定と試料製作を行った。  
 
3. 実験結果  
図 1 は製作した試験片の微細組織観察結

果を示す。開発初期段階（G-0）では繊

維バンドル間のマトリックスにクラック

が入り、また繊維バンドル自体も湾曲し

ているのが観察される。開発中期段階

（G-1）ではマトリックスのクラックは

観察されないが、焼結助剤が偏在し、ま

た繊維バンドル内に気孔が存在している

のが観察される。現在の段階（G-2）で

は残留焼結助剤は緻密に分散しクラック、

気孔ともほぼ観察されない。図 2 は H2

ガスの真空吹付法による試験結果である

が検出範囲が狭いため、G-0 は悪い、G-1、
G-2 は良いという大雑把な結果となった。

検出領域の広いヘリウムガスを使った試

験では G-1 と G-2 でも明瞭な相違が観察

される。このことから核融合炉材料とし

て耐えうるのは最新技術の NITE 法のみ

で あ る こ と が 示 さ れ 、 G-2 の

DEMO-NITE 法により 6mm×6mm 角×

0.5mm のトリチウム暴露試験片を製作

することとした。  
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図 1  DEMO-NITE 法で製作された

SiC/SiC 複合材料の微細組織  

図 2 真空吹付法試験による SiC/SiC
複合材料の H2 ガス気密性試験結果  

G-0 G-1 G-2
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GD-OES測定を用いた LHD保護壁における水素同位体の拡散・滞留・脱離特性の評価 

 

九州大学応用力学研究所 吉田直亮 

 

1．背景と研究目的 

LHD における D-D 放電実験では僅かながら発生する高エネルギーT（1MeV）の安全管理が新たな課題とな

っている。発生した T はプラズマに対向する真空容器保護板やダイバータの表面に飛来し、その一部は材料内

部に侵入し捕捉される。トリチウムを安全に管理するためには T が LHD 内のどこにどれだけ捕捉され、どのよう

様な状況で放出されるかを評価できることが重要である。 

LHD における PWI は以下の様な特徴的な要素によって支配されている。①プラズマ対向材料として水素同

位体との相互作用が全く異なる炭素材料(黒鉛)と金属（ステンレス鋼）が混在して使われている、②真空容器内

部の構造が非常に複雑である、③真空容器壁の表面温度が低い（≤100ºC）、④金属材料に激しい照射効果を

及ぼすHeプラズマ放電が頻繁に行われている。これらの要素が複雑に絡みあい、LHD真空容器保護板の 56%

は C を主成分とする不純物堆積層で覆われており（堆積ドミナント）、残りの 44%（主プラズマと近接する inner 

board 領域）ではプラズマによるスパッタリング損耗が勝り保護板（ステンレス鋼）の表面を覆う不純物層は極めて

薄い（損耗ドミナント）。真空容器内各所にモニター用の金属クーポンを設置して各キャンペーンの PWI を調べ

てきたこれまでの研究から、①堆積ドミナント領域においてはプラズマとの位置関係によって堆積層の厚さや内

部構造、組成などが大きく異なること、②損耗ドミナント領域の最表面（厚さ 5 10nm程度）は Cや O、下地や再

堆積した Fe, Cr, Ni が混ざりあった混合層となっており、ナノサイズの He バブルや照射欠陥がこの領域も含め

少なくとも深さ 60nm 以上の領域にまで形成されていることなどが明らかになっている。また、表面状態の違いは

侵入した水素同位体の挙動に大きな影響をあたえていることも報告されている。 

D-D 放電で発生した T の一部はエネルギーを十分失う前に、保護板と衝突し材料内部に深く（≤6µm）侵入

することも想定される。従って真空容器内での T の挙動を議論するためには、長期にわたってプラズマに曝され、

不純物が厚く積み重なった堆積ドミナントな領域や損耗が繰り返し起こっている表面での T の挙動を理解する

必要がある。特に、キャンペーン開始時に行われるグロー放電洗浄やボロニゼーションなどの表面処理は上述

の単キャンペーンでの PWI 研究からは見通すことが難しい現象を引き起こしている可能性があり複数のキャン

ペーンで引き続き使用された実際の保護板で起こっている現象を調べる事は非常に重要である。 

従って本研究では使用済みとして保管されていた保護板の中から代表的な PWI を受けたと思われるもの（6

枚）と、サイクル 18でプローブ試料を設置した保護板を新たに取外したもの（6枚）、計 12枚の保護板を入手し、

それぞれについて表面変質と水素同位体保持・拡散・放出の特性を調べることとした。本年度はまず、GD-OES

と TEM、SEM を用いた表面変質層の表面及び直下の内部構造と組成の調査に取り組み、水素同位体の挙動

を調べるための実験（GD-OES、TDS）の準備を進めた。 

 

2．実験方法 

表面変質層の組成を GD-OES 測定装置（HORIBA 製 GD-Profiler2、富山大学）を用いて調べた。なお、測

定には He も測定可能な Neのグロー放電（直径 7mm）を用いた。SEMを用いて表面組織を調べる一方、プラズ

マ対向面から FIBを用いて薄膜断面試料を切り出すことによって TEM及び STEM/EDSを用いて断面の組織・

組成を調べた。 

 

3．実験結果及び考察 

図１（a）、（b）、（c）は inner board 領域のプラズマに近い損耗領域、ダイバータに近くそのプラズマ対向面が

直接見通せる堆積領域、及びプラズマから遠い outer board の堆積領域で長期間使用された保護板の典型的

なGD-OESデータであり各元素に対応する発光線の強度をスパッタリング時間に対してプロットしたものである。

(a)の最表面で高い値を持つ C の濃度はスパッタリングにより急激に減少し、0.8 秒程度（約 30nm）ではほぼ本

来のステンレス鋼となる。注目すべきは He と H の深さ分布である。He の最表面近傍での濃度は約 20at%程度

に達している。信号のバックグランドが高いため詳細な議論はできないが、少なくとも深さ 50nm 程度でも数 at%

の Heが捕捉されていることがわかる。一方、Hはステンレス鋼内に拡散し深く侵入していることがわかる。図２(a)、

(b)は図１（a）の表面状態と断面構造を示したもので損耗領域といえどもその構造は単純ではなく場所によって

は堆積や損耗・損傷が複雑に絡みあっていることが分かる。 

堆積ドミナントな図１（ｂ）、（ｃ）における元素のスパッタリング時間依存性は特異である。表面近傍でも数 at%の

ステンレス鋼の構成元素（Fe, Cr, Ni）が存在し深くなるにつれてこれらの元素は徐々に増加し、逆に C は徐々
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に減少する。なぜこのような複雑な現象を示すかは図３の断面

SEM 写真から明らかである。即ち、表面は凹凸が激しく、それ

に伴って堆積層が非常に薄い場所もあれば 4µm 程度堆積し

ている場所もある。堆積層は波打った複雑な層状構造となって

おり、白い像を示す場所は各キャンペーンの始めに行われた

表面洗浄時に積もった金属元素の多い層である。保護板の表

面が平滑な表面に仕上げられていないことも堆積現象を一層

複雑にしている。図４は図１（ｂ）における堆積層の断面TEM写

真である。構造は単純な炭素の堆積層とは異なり、大きさが数

nm 100nmの空隙が大量に含まれており、また 1at％程度の金

属元素も混在している。 

 

4. 今後の方針 

本年度後半及び来年度は損耗ドミナント領域の混合層や損

傷層が、また、堆積層の複雑な層状構造が水素同位体の保持

や拡散・放出にどのような影響を与えるのかを注入重水素の

深さ分布を GD-OES で測定することによって明らかにしていく

予定である。 

 

  

 

 

 

図 1 GD-OES データ。(a) 損耗

ドミナント領域、(b)、(c) 堆積ド

ミナント領域 

図 3 堆積ドミナント領域（図 1(c)の断

面 SEM 像 
図 4 堆積ドミナント領域（図 1(b)）の

堆積層の断面組織 

図 2 (a) 損耗ドミナント領域の表面

（SEM 像）、(b) 断面組織（TEM 像） 
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