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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 

１．はじめに 

核融合炉材料中のトリチウム（T）の捕獲は貴重な資源であるトリチウムの退蔵を招くうえ、炉心中のトリチウ

ム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。特に将来の原型炉や商業炉では定

期的に炉内機器が交換されるが、これらの機器はトリチウムを含有すると同時に、中性子照射により放射化して

おり、崩壊熱により発熱する。この発熱を適切に利用すれば、運転終了後に機器を真空容器内に設置したまま、

トリチウムを加熱脱ガスできる可能性がある。水冷却で温度を調節する場合には、加圧水型原子炉と同程度の約

300℃が脱ガス温度の目安となるだろう。一方、機器を炉内から取り出しホットセルへ移動させる場合などに機器

の温度がこれ以上に上昇した場合のトリチウム脱離速度も把握しておく必要がある。 

プラズマ対向機器からのトリチウム放出を評価するうえで重要なのは、中性子照射で形成される格子欠陥によ

る水素同位体捕獲効果である。特にプラズマ対向材料として有望視されているタングステン(W)の場合には、空孔

型格子欠陥が水素同位体の強い捕獲サイトとして働くことがわかっており[1-3]、その影響を明らかにしておく必

要がある。 

そこで2019年度は、中性子照射を模擬するために 6.4 MeVのFeイオンを照射することで格子欠陥を導入した

タングステン試料にガス吸収法でトリチウムを吸蔵させ、200～350℃におけるトリチウム放出挙動を調べた。ま

た、非照射材と比較した。 

２．実験 

試料にはアライドマテリアル社製タングステン板材（10×10×0.5 mm）を用いた。ラップ研磨により表面を鏡

面仕上げたのち、真空中で 1000 ℃に 1時間加熱し、試料加工時に導入された歪等を除去した。そののち、京都

大学エネルギー理工学研究所の複合ビーム材料照射装置（DuET）にて6.4 MeV Feイオンを500 ℃でブラッグピー

ク近傍における損傷量（最大損傷量）が 0.5 dpa (displacement per atom)となるまで照射した。損傷量は SRIM

コード[4]の“full cascade option”を用い、はじき出しのしきいエネルギーを 90 eVとして評価した。この条

件では、[5]のFig. 1に示されているように、表面から約 1.3 µmの深さで損傷量が最大となる。 

この試料を、非照射試料と共に真空装置に入れ、真空中で 500 ℃に加熱することにより脱ガス処理した。次に、

全圧1.2 kPaの重水素（D）-トリチウム混合ガス（トリチウム濃度4%）に500 ℃で3時間曝露した。 

試料中に導入されたトリチウムの濃度と深さ方向分布を、これまでに測定した重イオン照射タングステン試料

中の重水素分布より評価する。同様に Feイオンを照射した試料を 400 ℃で 100 kPaの D2ガスに曝露したのち、

重水素の深さ方向分布を核反応法で分析した結果が[5]の Fig. 1に示されている。重水素は深さ約 1.5 mまで
の損傷領域中に、ほぼ均一の濃度(0.2 at.%)で分布している。また、[2]のFig.2には室温で 0.5 dpaまで20 MeV 

タングステンイオンを照射したタングステン試料を 400～600 ℃で 100 kPaおよび 1.2 kPaの D2ガスに曝露した

のちの重水素分布が示されている。[5]のFig. 1と同条件（100 kPa, 400 ℃）で曝露した場合の損傷領域中の重

水素濃度は0.4 at.%であり、先述の重水素濃度とほぼ同程度である。一方で、今回の実験と同じ 1.2 kPaおよび

500 ℃においては、重水素濃度は約 1/7に低下し、0.06 at.%であった。これらの結果は、本実験条件下では重水

素およびトリチウムが深さ約1.5 mまでの領域に、0.03 at.%程度の濃度で均一に分布していることを示してい

る。試料中の[T]/[D]比がDトリチウム混合ガス中の値（0.04）と等しいとすると、数百 kBq程度のトリチウムが

試料中に吸蔵されたと見積もられる。 

まず試料中のトリチウム濃度および深さ方向分布に関する情報を得るため、トリチウムからのβ線により誘起

される X線のスペクトルをアルゴン（Ar）ガス雰囲気中でSiドリフト型半導体検出器を用いて計測した（以下、

本法を BIXS法[6]と呼ぶ）。そののち図 1に示すトリチウム放出実験装置の石英ガラス管内に試料を導入し、100 

sccmのArガス気流中で200℃に加熱した。放出されるトリチウムを2段の水バブラーで捕集し、その量を液体シ

ンチレーションカウンターで測定した。1段目のバブラー（バブラー1,2）で水蒸気状のトリチウム（HTOおよび

DTO）を捕集した。元素状のトリチウム（HTおよび DT）は酸化銅と反応させることで水蒸気状としたのち、2段

目のバブラーで捕集した。バブラーを適宜交換することにより、放出量の経時変化を測定した。所定の時間加熱
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したのち試料を取り出し、再び BIXS法で試料中のトリチウム分布を測定した。以上のようなトリチウム放出実験

を300 ℃および350 ℃で実施し、その都度 BIXS法によるトリチウム分布測定を行った。非照射試料については、

200 ℃で放出実験を実施した。 

図1 トリチウム脱離試験装置の模式図 

3．結果および考察 

 Arガス雰囲気中でトリチウムを含むタングステンから放出される主な特性X線として、Ar(K)線（2.958 keV）、

W(M)線（1.775 keV）、W（L）線（8.398 keV）がある。Ar(K)線の強度は表面およびその近傍（トリチウムか
らのβ線の飛程内）のトリチウム濃度を、エネルギーが高くより深部より放出される W（L）線の強度は主にバ
ルク中のトリチウム濃度を反映する[6]。Feイオン照射試料と非照射試料の X線スペクトルを比較すると、前者

の方が W（L）線の強度が 1桁程度大きく、格子欠陥の捕獲効果によりトリチウム吸蔵量が著しく増大している

ことが示された。 

 200 ℃におけるトリチウム放出挙動を図 2に示す。この温度では照射試料と非照射試料で放出曲線に顕著な違

いは見られず、いずれの試料からも 5000～6000 Bqのトリチウムが放出された。また、照射試料では 200℃ に加

熱する前後で X線スペクトルにほとんど変化が見られなかったが、非照射材では X線強度が加熱前の 60%程度に

減少した。これらの結果は、照射試料から 200 ℃で放出されたトリチウムは非照射試料と同様に表面酸化膜に捕

獲されていたものや格子間位置に溶解していたものであり、格子欠陥に捕獲されていたトリチウムはほとんど放

出されていないことを示唆している。なお、放出されたトリチウムの 99％以上は水蒸気状（HTOまたは DTO）で

あった。これは、Arガス中に含まれる水蒸気の影響と考えられる。 

 300 ℃および350 ℃における照射試料からのトリチウム放出挙動を図 3に示す。これらの温度でも、放出され

たトリチウムの大部分は水蒸気状（HTOまたはDTO）であった。温度の上昇と共にトリチウム放出速度は顕著に増

大した。350 ℃で合計7時間加熱した時点で放出されたトリチウム量は80 kBq程度であった。 

図4にトリチウム放出実験に伴うβ線誘起特性 X線の強度変化を、加熱前の強度を 1として示す。非照射試料

では、200 ℃での放出実験後に Ar(K)線、W(M)線、W（L）線の強度が同じ割合で減少しており、試料中のト
リチウム濃度がほぼ均一に低下していることがわかる。これに対し照射試料では、表面近傍のトリチウム濃度を

反映するAr(K)線の強度は初期値の30%程度まで大きく減少したが、バルク中のトリチウム濃度を反映するW（L）
線の強度は 80%程度の値を保っていた。これらの結果は、試料内部から表面に向けてトリチウムの濃度が低下し

ている、すなわち濃度勾配が形成されていることを示している。放出されたトリチウム量（80 kBq）が先述の   

予想されるトリチウム含有量（数百 kBq）と比べて小さかったことからも、照射試料では 350 ℃での加熱により

表面近傍のトリチウムほはかなり除去できたものの、内部には依然として高濃度にトリチウムが残留していると

考えられる。これは、照射欠陥による捕獲効果で実効的なトリチウムの拡散係数が減少しているためであろう。

今後、より高温でのトリチウム放出挙動を調べる。 
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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

本研究では以下の２点に対する変化が水素同位体輸送に及ぼす影響を明らかにすること

を目的とする。

（１）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

（２）レニウム（Re）添加の影響

２．実験方法

タングステン（W）試料

高熱負荷によってタングステン材の微細組織結晶粒のサイズや方位または粒界の密度等

の変化がある。その影響を調べるため、本実験で用意した W 試料は下記の通り。

（１）単結晶タングステン試料、 100 と 110 方位、ϕ8 x t0.5 mm の円板である。

（２）多結晶タングステン試料 (a) 1573 K、 (b) 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） (c) (d) 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 11 試料と 13 試料）

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、上記の

W 試料を用いて 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 473 K と 573K とした。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。  

３．本年度の重要な実験結果と考察  
○拡散係数の活性化エネルギー

トリチウム濃度分布のフィットから

得られた拡散係数を右図に示す。未照射

と D 照射部分をそれぞれオープン・ク

ローズ記号に示す。<110>方位単結晶タ

ングステン試料の未照射部分の拡散係

数が D 照射部分より低いである。このこ

とは飽和されていない捕獲サイトによ

っ て 拡 散 が 遅 く な っ た こ と を 示 す 。

<110>と <100>方位単結晶試料を比較す

ると、<100>方位試料の方が低いである。

このことは<100>方位試料の捕獲サイト

密度が<110>試料より大きいであること

を示す。各試料のフィットから活性化エネルギーを求めると約 0.1~0.2 eV である。この値

は、一般的に認められている Frauenfelder の活性化エネルギー（0.39 eV）の値より低いで

ある。しかしながら、結論を付けるためには最低 3 点の温度データが必要であるため、2020
年 2 月に 400 K で実験を行う予定である。

〇レニウム（Re）添加の影響

473 K での純タングステンとタングステン－レニウムのトリチウムの深さ方向分布を下

図 (a)に示す。下図 (a)より深さが 0.5 µm 以深ではトリチウム強度の減衰率が異なっており、

タングステン－レニウムは純タングステンに比べ減衰率が大きいことがわかる。これはタ
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ングステン－レニウム中の重水素の拡散がタングステン中より遅いと考えられる。しかし

ながら、573 K ではタングステン－レニウム試料のトリチウム信号強度の減少率は純タン

グステンとほぼ同じであることが分かる。これはタングステン－レニウムとタングステン

中の拡散がほぼ同じであることを示す。

次に、重水素イオン照射時の温度が 463 K、563 K の時の純タングステンとタングステ

ン－レニウムの TDS スペクトルをそれぞれ下図 (c)と (d)に示す。463 K における純タング

ステンはタングステン－レニウムに比べ吸蔵量が大きいことがわかる。しかしながら、563
K では重水素吸蔵量がほぼ同じである。また、昇温脱離ピーク温度はタングステン－レニ

ウム試料が純タングステン試料に比べて 40 K 程度高くなっていることがわかる。これら

の成果をもとに、タングステン－レニウム中の拡散係数の変更が重水素吸蔵量に与える影

響を来年度にモデリングを行う予定である。

４．成果発表

国際・国内会議発表  
1. 河原竜也 , H.T.Lee, 伊庭野健造 , 上田良夫「重水素 -ヘリウム同時照射下における

タングステン -レニウム  の重水素吸蔵量特性」第36回プラズマ・核融合学会年会、

中部大学、2019 （ポスター発表）

2. 中村揚 , H.T.Lee,田口明 , 外山健 , 波多野雄治 , 大野哲靖 , 伊庭野健造 , 上田良夫 , 「タ

ングステン-レニウム合金における重水素吸蔵量」、第35回プラズマ・核融合学会年

会、大阪大学、  2018年（ポスター発表）

3. A. Nakamura, H.T. Lee, A. Taguchi, K. Ibano, Y. Ueda, “Deuterium retention in tungsten -
rhenium alloy”, 60 th  Annual meeting of the APS division of plasma physics, Portland, USA,
Nov. 5-9, 2018.（ポスター発表）

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

本研究では以下の２点に対する変化が水素同位体輸送に及ぼす影響を明らかにすること

を目的とする。

（１）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

（２）レニウム（Re）添加の影響

２．実験方法

タングステン（W）試料

高熱負荷によってタングステン材の微細組織結晶粒のサイズや方位または粒界の密度等

の変化がある。その影響を調べるため、本実験で用意した W 試料は下記の通り。

（１）単結晶タングステン試料、 100 と 110 方位、ϕ8 x t0.5 mm の円板である。

（２）多結晶タングステン試料 (a) 1573 K、 (b) 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） (c) (d) 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 11 試料と 13 試料）

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、上記の

W 試料を用いて 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 473 K と 573K とした。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。  

３．本年度の重要な実験結果と考察  
○拡散係数の活性化エネルギー

トリチウム濃度分布のフィットから

得られた拡散係数を右図に示す。未照射

と D 照射部分をそれぞれオープン・ク

ローズ記号に示す。<110>方位単結晶タ

ングステン試料の未照射部分の拡散係

数が D 照射部分より低いである。このこ

とは飽和されていない捕獲サイトによ

っ て 拡 散 が 遅 く な っ た こ と を 示 す 。

<110>と <100>方位単結晶試料を比較す

ると、<100>方位試料の方が低いである。

このことは<100>方位試料の捕獲サイト

密度が<110>試料より大きいであること

を示す。各試料のフィットから活性化エネルギーを求めると約 0.1~0.2 eV である。この値

は、一般的に認められている Frauenfelder の活性化エネルギー（0.39 eV）の値より低いで

ある。しかしながら、結論を付けるためには最低 3 点の温度データが必要であるため、2020
年 2 月に 400 K で実験を行う予定である。

〇レニウム（Re）添加の影響

473 K での純タングステンとタングステン－レニウムのトリチウムの深さ方向分布を下

図 (a)に示す。下図 (a)より深さが 0.5 µm 以深ではトリチウム強度の減衰率が異なっており、

タングステン－レニウムは純タングステンに比べ減衰率が大きいことがわかる。これはタ

1.6 1.8 2.0 2.2 2.4 2.6 2.8 3.0 3.2 3.4
10-21

10-20

10-19

10-18

10-17

10-16

W-recrystallized

SCW <111>

SCW <110>

D
iff

us
iv

ity
 (m

2 /s
)

1000/T

Matsuyama
 (2002)

Solid - Unirradiated
Open - Irradiated

SCW <100>

35



4. 山根 貴大 , Lee Heun Tae, 波多野雄治 , “鉄イオン照射と中性子照射により損傷を与え

たタングステン中の水素同位体挙動 ”、Plasma Conference 2017、姫路商工会議

所、  2017年11月20日 (月）〜24日 (金）（ポスター発表）

5. H.T. Lee “Tritium diffusion and isotope exchange in damaged tungsten”, 23rd
Meeting of the Scrape-Off-Layer and Divertor Topical Group, QST Naka, Japan,
24-27th October, 2016. (口頭発表 )

6. H.T. Lee et al., “Tritium diffusion and isotope exchange in damaged tungsten ”,
22nd PSI Conference, Rome, Italy, 30 May-3rd June, 2016. （ポスター発表）

7. Y.Ueda et al., “Nature of hydrogen trap sites in damaged tungsten at elevated
temperature”, 22nd PSI Conference, Rome, Italy, 30 May-3rd June, 2016.
（ポスター発表）

36



プラズマ・壁相互作用により表面損傷を受けた対向材料のトリチウム保持特性 

九州大学応用力学研究所 徳永 和俊 

１．目的 

核融合炉では、トリチウム(T)のダイバータや第一壁材料表面における挙動は、燃料制御、トリチウ

ム(T)リテンション、安全性等のため、その挙動を明らかにすることが重要である。また、実機プラズ

マ装置のダイバータ・第一壁表面では、核融合反応で発生する中性子やプラズマからの熱・粒子(水素

同位体・He)負荷や不純物の飛来等の影響を受け、複雑な表面損傷が発生する。従って、これらのT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QUEST装置において各種の条件でプラズマ照射さ

れた試料や電子線及びイオン照射材、熱影響や応力負荷された試料及び堆積膜を模擬的に作製した試料

に対して、トリチウム(T)の吸収・保持特性を調べ、トリチウム(T)挙動に及ぼす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。 

２．実験方法 

九州大学応用力研究所の球状トカマクQUEST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、X線光電子分光分析器(XPS)及び加速器(RBS、

ERD)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(IP)法及びAr中でのβ線誘起X線計測(BIXS)

法によりTの吸収・保持特性を調べる。Ｔの曝露時間は4時間、曝露圧力は1.3 kPa、Ｔ濃度は5％の条件

で曝露実験を実施する。また、電子線照射を行ったサンプルについてもT暴露実験を行うと共に、高エ

ネルギーイオン照射についても実験を開始した。昨年度の報告では、QUEST長期設置試料に関しては、

未プラズマ曝露試料よりTの保持量が小さかった第10サイクルの試料(2012年11月取り付け、2013年3月

取り出し)のXPS分析の結果、及び電子照射した試料の陽電子寿命測定結果について報告した。本年度は、

これらの試料の前年度報告した100℃排気・100℃T曝露実験後、さらに、400℃排気・350℃T曝露実験の

結果について報告する。また、電子線照射用の試料としては、ITER grade Ｗで圧延面に平行で圧延方

向に平行（Ｗ(1)）、及び圧延面に垂直で圧延方向に垂直(Ｗ(3))に切り出した。さらに、これらの試料

を再結晶化した試料(RC-Ｗ)についても実験を行った。試料サイズは、10mm  x 10mm x 1mmで、10mm x 10mm

の試料面から電子線照射を行った。電子線のエネルギーは10 MeVで、電子線は1mm厚の試料を透過し、

深さ方向に関して均一な初期欠陥が導入されるものと考えられる。照射量は、2.8 x 10-3 dpaで、照射

温度は、48℃である。また、電子線照射の場合、初期欠陥としては単純なプレンケルペアが試料全体に

形成される。 

３．結果 

図1には、QUEST長期設置試料の400℃排気・350℃T曝露実験後のIP測定結果を示した。また、図2には

QUEST長期設置試料の400℃排気・350℃T曝露実験後のIP測定から標準試料を元に評価したTの保持量を

示した。100℃排気・100℃T曝露場合の場合値比較すると約1000倍程度保持量が増大している。QUEST長

期設置試料では、SUS316Lでは、未使用試料では5.24 kBq/mm2であるのに対して、長期設置試料では4.12 

kBq/mm2と未使用試料と比較して小さい。Ｗに関しても同様の傾向で未使用試料では、6.85 kBq/mm2であ
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るのに対して、長期設置試料では、3.63 kBq/mm2と未使用試料と比較して半分程度で小さいことが分か 

った。XPS深さプロファイルでは、SUS316Lでは、表面近傍にＯ、Cr、Ｃ、Fe等が堆積しており、深くな

るにつれて基材の成分であるFe等が上昇していた。また、Ｗでは、表面近傍では、Ｏ、Fe、Ｃ、Cr等が

堆積しており、深くなるにつれて基材のＷが増加していた。このように表面近傍には比較的薄い再堆積

層が形成されているが、昨年度報告した100℃排気・100℃T曝露場合と同様に、400℃排気・350℃T曝露

に場合においてもこれらがTのバルクへの拡散バリアの働きをすること等によりTの保持量が小さいこ

とが原因の一つとして上げられる。また、XPS分析に使用した試料はArスパッタリングにより再堆積層

を含む表面近傍が削られている。IP測定結果では、スパッタされた部分のT量が他の試料と比較して

SUS316L、及びＷ共に、未使用試料よりやや小さいが、長期設置試料よりやや大きく、表面近傍の再堆

積層のスパッタリングに伴う損耗の影響があるものと考えられる 。

図3には、電子線照射試料の400℃排気・350℃T曝露実験後のIP測定結果を示した。また、図4、及び

図5には、未電子線照射試料、及び電子線照射試料の400℃排気・350℃T曝露実験後のIP測定から標準試

料を元に評価したTの保持量を示した。未電子線照射Ｗついては、未熱処理材については、Ｗ(1)とＷ(3)

では、100℃排気・100℃T曝露場合とは異なり、ややＷ(3)がTの保持量が多いことがわかる。これらの

試料を再結晶化させた試料では、100℃排気・100℃T曝露場合と同様に、Tの保持量が未熱処理材の数十

パーセント程度で大幅に小さくなっていることがわかる。電子線照射後の試料では未熱処理材の場合は

Tの保持量はやや低下しているのに対し、再結晶処理材ではTの保持量は未電子線照射材の数倍程度増加

している。陽電子寿命測定の結果では、再結晶化すると原子空孔がクラスター化し、欠陥の寿命が大き

くなるが、I2の強度は低下しており、原子空孔の移動により空孔集合体が成長し、密度が減り濃度は低

下していることが明らかとなった。また、電子線照射により、室温近傍での照射のため単空孔が形成さ

れていたが、これらの欠陥へのTの保持分が電子線照射ＷにおけるT保持量の増加の原因であると考えら

れる。さらに、今回の400℃排気・350℃T曝露実験では、400℃前後から原子空孔が移動することから、

今後、400℃加熱による照射欠陥の変化も考慮する必要があると考えられる 。

4.照射実験

本年度は、電子線照射実験に加え、イオン照射実験を行った。試料は、ITER grade Wの板材から表面

がND-TD面となるよう切り出し表面を鏡面研磨した応力除去処理材、及びこの試料を2000oCで、1h真空熱

処理することにより再結晶化した試料を用いた。電子線照射は、エネルギー8MeV、照射温度50oCで、照

射量は5.8 x 10-3 dpaである。電子線照射前後に陽電子寿命測定を行い、導入された欠陥を同定した。

また、イオン照射は、エネルギー2.5MeVのFeイオンを5x1018/m2（約0.5dpa）室温照射した。この場合、

試料表面の数μmの領域にカスケード損傷を伴う照射欠陥が形成される。これらの試料について、今後、

T暴露実験を行ない、T保持量やBIXS測定結果を電子線照射の場合と比較することにより、照射欠陥の違

いによるT保持特性の挙動の変化を調べる予定である。 
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図 1 QUEST長期設置試料の T暴露実験(350oC暴露)後の IP測定結果 

図 3 未電子線照射Ｗ、電子線照射Ｗの T暴露実験(350oC)後の IP測定結果 

図 4 未電子線照射Ｗの T保持量 図 5 電子線照射Ｗの T保持量 

図 2 QUEST長期設置試料の T保持量 
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とが原因の一つとして上げられる。また、XPS分析に使用した試料はArスパッタリングにより再堆積層

を含む表面近傍が削られている。IP測定結果では、スパッタされた部分のT量が他の試料と比較して

SUS316L、及びＷ共に、未使用試料よりやや小さいが、長期設置試料よりやや大きく、表面近傍の再堆

積層のスパッタリングに伴う損耗の影響があるものと考えられる 。

図3には、電子線照射試料の400℃排気・350℃T曝露実験後のIP測定結果を示した。また、図4、及び

図5には、未電子線照射試料、及び電子線照射試料の400℃排気・350℃T曝露実験後のIP測定から標準試
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くなるが、I2の強度は低下しており、原子空孔の移動により空孔集合体が成長し、密度が減り濃度は低

下していることが明らかとなった。また、電子線照射により、室温近傍での照射のため単空孔が形成さ

れていたが、これらの欠陥へのTの保持分が電子線照射ＷにおけるT保持量の増加の原因であると考えら

れる。さらに、今回の400℃排気・350℃T曝露実験では、400℃前後から原子空孔が移動することから、

今後、400℃加熱による照射欠陥の変化も考慮する必要があると考えられる 。

4.照射実験

本年度は、電子線照射実験に加え、イオン照射実験を行った。試料は、ITER grade Wの板材から表面

がND-TD面となるよう切り出し表面を鏡面研磨した応力除去処理材、及びこの試料を2000oCで、1h真空熱

処理することにより再結晶化した試料を用いた。電子線照射は、エネルギー8MeV、照射温度50oCで、照

射量は5.8 x 10-3 dpaである。電子線照射前後に陽電子寿命測定を行い、導入された欠陥を同定した。

また、イオン照射は、エネルギー2.5MeVのFeイオンを5x1018/m2（約0.5dpa）室温照射した。この場合、

試料表面の数μmの領域にカスケード損傷を伴う照射欠陥が形成される。これらの試料について、今後、

T暴露実験を行ない、T保持量やBIXS測定結果を電子線照射の場合と比較することにより、照射欠陥の違

いによるT保持特性の挙動の変化を調べる予定である。 
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1.研究背景と本研究のねらい

本研究は⾼速点⽕レーザー核融合研究における中性⼦計測の⾼度化のためのタ 
ーゲット開発を⽬的とするものである。申請者が提案しているのが、重⽔素(以
下 D と記載)ターゲットへのトリチウム(以下 T と記載)トレーサードープであ
る。DD 中性⼦と DT 中性⼦の発⽣数の⽐から、イオン温度を計測することが
できる。T1%と D99%の混合燃料で計測可能な DD および DT 中性⼦両⽅を発
⽣させることができる。

申請者の発案で、⾼速点⽕レーザー核融合⽤主燃料として液体 D2O が⽤いら
れるようになり、D2O は⽔であるため銅やチタンなど実験に応じて X 線発⽣⽤
⾦属を溶かして混ぜることができるようになった。これに T2O を 1%混⼊させ
て DT 核融合を起こすことが⽬的である。現状の D0.99T0.01O を⽤いた燃料は現
⾏の FIREX-I ⽤模擬燃料であるが、次のステップとしては D0.5T0.5O で常温サブ
イグニッション実験⽤ターゲット、低温で DT 液体にすることで点⽕発電実験
燃料になる。

2. 2019 年度の成果
ターゲット開発：2018 年までに D2O ⽔をターゲットカプセルに⼊れ、カプ

セル内に泡を残さずに封じ切ることは実現していた。LFEX を⽤いたショットに
も成功し、Physical Review Letters に成果が出た[matsuo2019PRL]。これはカプ

セルおよびフィルチューブ（カプセルが 4µcc に対してフィルチューブは 8mcc
で、フィルチューブが圧倒的⼤体積を持つ）までをすべて D2O で満たす操作を
⾏なっていた。ここで微⼩な空気ができても⽔に溶け込むことで消えるため成
功していた。しかしながら、レーザー研で使⽤可能なトリチウムの使⽤限界でき
まる DTO ⽔は 0.1mcc 程度であり、フィルチューブを満たすほどの量は作れな
い。カプセルのみに DTO ⽔を⼊れて、泡を作ってはならない、という技術的な
困難があることが明らかとなった。またレーザー核融合プラズマの電⼦温度計
測の要請から、銅やチタンなど X 線発⽣⽤トレーサーを均⼀に混⼊させること
も必須条件となった。4µcc の DTO カプセルに、後から 0.4µg の塩化銅 CuCl2

を⼊れて均⼀に溶解させるのは現実的ではない。そこで新たな⼿法を開発した。
⼀旦 D2O+CuCl2 で満たしたカプセルを作り、それを T2O 蒸気内に安置する
ことで、⽔蒸気はポリスチレンカプセル壁を透過して交換されることを⾒つけ
た。この⼿法の場合、100cc 程度の制御しやすい D2O に CuCl2 を⼗分均⼀に溶

レーザー核融合燃料用高純度トリチウム重水混合液生成

大阪大学レーザー科学研究所 有川安信
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解させものを⽤意して、従来のやり⽅でターゲットカプセルに封⼊する。その
時、カプセルからほど近いフィルチューブのテーパー部分に光感受性材料を⼊
れておく。D2O:CuCl2 を満たしたのちに、紫外光を当てることで粉が液化して
フィルチューブを塞いでから、光を⽌めると固化し、カプセルとフィルチューブ
を分離させることができる。最後に T2O ⽔蒸気中に置くことでカプセル内のみ
が DTO 混合になる。図１に実験操作を⽰す写真を⽰す。原理実証実験も⾏い、
Tritium2019 で招待講演を⾏い、論⽂発表も⾏なった[成果の欄に記載]。実験で
は D2O ターゲットを作り、H2O を T2O に⾒⽴てて、交換反応ができるか実験
をした。T2 を⽤いる場合と同じ真空容器内で、H2 ガスを酸化反応により H2O
を⽣成し、その⽣成率を測定しほほ 100%近い⽣成率を得た。その H2O ⽔蒸気
のある容器内に D2O ⼊りターゲットを設置し、半⽇放置し交換反応をさせたの
ち、顕微鏡観察で泡ができていないことを確認した上で、⾚外分光 FTIR 装置で
H2O/D2O ⽐率の変化を測定した。D-H50%以上の交換を実現していることが
⽰唆された。これは D2O ターゲットと T2O から、D:T=50:50 のターゲット製
造も可能であることを⽰している。レーザー研で DT 燃料核融合実験の可能性
を⽰した有⽤なデータである。図 2 に FTIR スペクトルを⽰す。⿊線から⾚線に
変換を⾏なった。

図 1 ターゲットへ D2O を充填する過程の写真と、T2O との交換模式図。
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下 D と記載)ターゲットへのトリチウム(以下 T と記載)トレーサードープであ
る。DD 中性⼦と DT 中性⼦の発⽣数の⽐から、イオン温度を計測することが
できる。T1%と D99%の混合燃料で計測可能な DD および DT 中性⼦両⽅を発
⽣させることができる。

申請者の発案で、⾼速点⽕レーザー核融合⽤主燃料として液体 D2O が⽤いら
れるようになり、D2O は⽔であるため銅やチタンなど実験に応じて X 線発⽣⽤
⾦属を溶かして混ぜることができるようになった。これに T2O を 1%混⼊させ
て DT 核融合を起こすことが⽬的である。現状の D0.99T0.01O を⽤いた燃料は現
⾏の FIREX-I ⽤模擬燃料であるが、次のステップとしては D0.5T0.5O で常温サブ
イグニッション実験⽤ターゲット、低温で DT 液体にすることで点⽕発電実験
燃料になる。

2. 2019 年度の成果
ターゲット開発：2018 年までに D2O ⽔をターゲットカプセルに⼊れ、カプ

セル内に泡を残さずに封じ切ることは実現していた。LFEX を⽤いたショットに
も成功し、Physical Review Letters に成果が出た[matsuo2019PRL]。これはカプ

セルおよびフィルチューブ（カプセルが 4µcc に対してフィルチューブは 8mcc
で、フィルチューブが圧倒的⼤体積を持つ）までをすべて D2O で満たす操作を
⾏なっていた。ここで微⼩な空気ができても⽔に溶け込むことで消えるため成
功していた。しかしながら、レーザー研で使⽤可能なトリチウムの使⽤限界でき
まる DTO ⽔は 0.1mcc 程度であり、フィルチューブを満たすほどの量は作れな
い。カプセルのみに DTO ⽔を⼊れて、泡を作ってはならない、という技術的な
困難があることが明らかとなった。またレーザー核融合プラズマの電⼦温度計
測の要請から、銅やチタンなど X 線発⽣⽤トレーサーを均⼀に混⼊させること
も必須条件となった。4µcc の DTO カプセルに、後から 0.4µg の塩化銅 CuCl2

を⼊れて均⼀に溶解させるのは現実的ではない。そこで新たな⼿法を開発した。
⼀旦 D2O+CuCl2 で満たしたカプセルを作り、それを T2O 蒸気内に安置する
ことで、⽔蒸気はポリスチレンカプセル壁を透過して交換されることを⾒つけ
た。この⼿法の場合、100cc 程度の制御しやすい D2O に CuCl2 を⼗分均⼀に溶

レーザー核融合燃料用高純度トリチウム重水混合液生成

大阪大学レーザー科学研究所 有川安信
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図 2 D2O ターゲットから H2O ターゲットへ交換したターゲットの FTIR スペ
クトル。H2O のラインが現れていることがわかる。50%以上の交換に成功し
た。

2020 年度研究計画
2019 年の間に、トリチウムハンドリング装置の動作試験が⾏われ、1TBq 以上
のトリチウムの放出と回収試験に成功した。モニター、排気系、ZrNi ベッド装
置の健全性を確認しており、トリチウム酸化反応の実験準備が整いつつある。
2020 年から実際のトリチウムを⽤いた実験が開始される予定である。

2019 年に原型炉に向けた新たな共同研究に関する意⾒交換が始まった。こ
の研究と同じカプセル内に、固体燃料 DT 燃料を作り、硬さなど物性値を評価
する共同研究ワーキングがスタートした。2020 年度から具体的な実験が始ま
る。これは原型炉の DT ペレットの硬さを評価するための模擬燃料でありなが
ら、レーザー核融合にとってはまさに点⽕実験⽤ターゲットを作ったことにも
なり、磁場核融合とレーザー核融合両者にとって期待される研究である。近年
中には DT 燃料による核融合実験が実現すると期待される。
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照射欠陥を有するタングステンの水素同位体交換 

北海道大学大学院工学研究院・信太祐二 

１．目的 
ITER やDEMO 炉では燃料トリチウム（T）の回収やT 安全などの観点から迅速な T 除去を行う必要が

ある．その手法のひとつとして，プラズマ対向壁を加熱するベーキングが行われる予定である．ベーキングは最

も簡便なT除去法のひとつであり，例えば ITERでは，1回あたり1週間程度のベーキングが年に2-8回程度行

われる予定である[1]．一方，申請者がこれまで行った実験において，照射欠陥を有するタングステン（W）の場

合，ITERのベーキング温度（第一壁：513K，ダイバータ部：623K，[1]）程度ではTが残留する可能性が示さ

れた[2]．また，中性子照射されたW でも水素同位体が強く捕捉されることがわかっており[3]，同様に保持され

たTがベーキング後も残留する可能性がある．これらの理由から，ベーキングによるT除去をより効率的に行う

工夫が必要と考えられる． 
水素同位体（軽水素および重水素）雰囲気下でベーキングを行うことにより，いわゆる“水素同位体交換”

を利用してW中のT 除去を促進できる可能性がある．しかし，実際にどれだけT 除去を促進できるのか，どの

ようなメカニズムで除去が促進されるかについては不明な点が多い．本研究では，Tを保持させたWを重水素（D）

ガス雰囲気下でベーキングする実験を行い，T 除去に対する水素同位体交換の効果を明らかにすることを目的と

している．これはT除去の観点だけではなく，3種の水素同位体が混在する核融合炉の水素同位体交換を理解す

るうえでも重要と考える． 

２．実験 
      本実験のフローチャートを Fig.1 に示す．まずはじめ

に，D2ガス雰囲気下ベーキングのT除去効果を調べる実験を

行った（Fig.1（a））．試料として ITER Grade W（5mmφ，

0.2mmt）を用いた．まず，He 予照射により W 表面に照射

欠陥を形成した W 試料に対しトリチウムガス（正確には T
と D の混合ガス．）曝露を行った．保持されたT 量をBIXS
および IP 測定により評価した．その後，これらの試料に対

し真空下および D2 ガス雰囲気下でベーキングを行い，再び

BIXSと IP測定によりT量の変化を調べた． 
      水素同位体雰囲気下におけるベーキングにより，もと

もと W に保持されていた水素同位体と外部の別の水素同位

体の間でどれだけ同位体交換が起きるかを調べるため，前述

の実験とは逆順で曝露する実験を行った（Fig.1（b））．この

実験では，D を保持させた W に対しトリチウムガス曝露を

行い，どれだけTが保持されるか（Tが侵入するか）を調べ

ることで水素同位体交換がどのくらい起こるのか，またどの

くらいの深さまで起こるのかを評価した． 

３．結果 
      IP 測定により調べた各曝露後における試料の輝尽発

光（Photo-stimulated luminescence (PSL)）強度（T量に相当）

を Fig.2 に示す．真空下ベーキング（T→vacuum）よりも

D2ガス雰囲気下ベーキング（T→D）の方がより多くのT が

除去されることがわかった．また，D2ガス雰囲気下ベーキン

グ（T→D）により除去された T 量と，逆順のガス曝露（D
→T）で保持された T 量はほぼ同じだった．このことは，W
中の水素同位体がベーキング中に外部の他の水素同位体と大

(a) 

(b) 

Figure 1   Flowcharts of the deuterium gas and tritium gas 
exposure experiments. Two series of gas exposures 
experiments were performed: tritium gas exposure followed 
by deuterium gas exposure (a) and deuterium gas exposure 
followed by tritium gas exposure (b).
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きく入れ替わっていることを示している． 
      BIXS 分析における X 線エネルギースペクトルを

Fig.3に示す．このスペクトルには，Ar(Kα)およびW(Mα)，
W(Lα)に起因するピークがそれぞれ2.9 keV，1.77 keV，8.40 
keV が観察された．Ar(Kα)は比較的浅い場所に保持されて

いるTから発生したβ線により生じる[4]．一方，W(Mα)と
W(Lα)は比較的深い場所に存在する T に起因する[4]．した

がって，Ar(Kα)とW(Mα)，およびAr(Kα)とW(Lα)の信

号強度の比を試料間で比べることで，どちらの試料でTがよ

り深くに保持されているのかを比べることが出来る．各曝露

後のこれらの信号強度比（W(Mα) /Ar(Kα)および W(Lα) 
/Ar(Kα)）をFig.4に示す．どちらの信号強度比もD2ガス雰

囲気下ベーキング（T→D）の後に大きく減少していることが

わかる．このことは，真空下よりも D2 ガス雰囲気下でベー

キングした方がより深くまでTが除去されていることを示し

ている．また，トリチウムガス曝露後（T only）とD→T曝

露後において，これらの信号強度比はほぼ同じだった．この

ことは，ベーキング中に外部から侵入した水素同位体が，も

ともと保持されていた水素同位体と同じ深さまで入り込んだ

ことを示している． 
      以上の結果から，D2ガス雰囲気下ベーキングにおいて

T 除去が促進された理由として，以下の二つが考えられる．

ひとつはD捕捉による結合エネルギーの低下である．ベーキ

ング中に外部からDが侵入し捕捉サイト（ベーカンシーやそ

のクラスター）に捕捉されると，捕捉サイト中の水素同位体

原子数の増加にともない結合エネルギーが低下する[5,6]．そ

れによりT原子が捕捉サイトから脱離しやすくなり，結果的

にTが速やかに表面に到達できるようになる．もうひとつの

理由は，表面における水素同位体原子同士の再結合の促進で

ある．真空下よりも D2 ガス雰囲気下の方が表面の水素同位

体の密度が高い．そのため，表面に到達したT原子はより速

やかに再結合しガス分子になるため，表面からのTの放出が

促進される．以上の理由から，T の除去が促進されたと考え

られる． 

４．まとめ 
      本研究では，照射欠陥を有するWに対しD2ガス雰囲

気下および真空下でベーキングを行い，T 除去に対する水素

同位体交換の効果を調べた．真空下よりも D2 ガス雰囲気下

の方がより多くかつより深くまでTを除去できることがわか

った．D原子が捕捉サイトを埋めることによる結合エネルギ

ーの低下，および材料表面の水素同位体密度の増加による再

結合の促進がT除去促進の原因であると考えられる． 

参考文献 
[1] D. Douai et al, J. Nucl. Mater., 463 (2015) 150-156.
[2] Y. Nobuta, Y. Hatano et al., J. Nucl. Mater., 463 (2015) 993-996.
[3] Y. Hatan et al., Nuclear Fusion, 53 (2013) 073006.
[4] M. Matsuyama et al., J. Nucl. Mater., 307-311 (2002) 729-734.
[5] K. Ohsawa et al., Physical Review, 85, 094102 (2012).
[6] Lu Sun et al., J. Nucl. Mater., 434 (2013) 395-401.

Figure 2   Intensity of photo-stimulated luminescence 
(PSL) obtained by IP measurement for W after T loading, 
heating in D2 gas after T loading, heating in a vacuum after 
T loading, and D loading followed by heating in the DT 
mixture gas. 

Figure 3   BIXS spectra for W after T loading, heating in 
D2 gas after T loading, heating in a vacuum after T loading, 
and D loading followed by heating in the DT mixture gas. 

Figure 4   Signal intensity ratio of W(Mα) X-rays to 
Ar(Kα) X-rays [W(Mα)/Ar(Kα)] and that of W(Lα) X-rays 
to Ar(Kα) X-rays [W(Lα)/Ar(Kα)] after T loading, heating 
in D2 gas after T loading, heating in a vacuum after T 
loading, and D loading followed by heating in the DT 
mixture gas.
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核融合炉材料表面における水素同位体のガンマ線照射影響 

静岡大学学術院理学領域・近田拓未 

1．研究目的 
核融合炉燃料生成・回収系中のトリチウムインベントリーは、燃料回収率の低下や放射性核種の安全性の観点

から低減が求められている。一方、ブランケット等の炉心近傍はきわめて強い放射線環境であるにも関わらず、

放射線環境下における構造材料中のトリチウム挙動についての知見は十分ではない。研究代表者は、近年ガンマ

線照射下で金属材料およびセラミックス被覆中の水素同位体透過が増加することを示した一方、照射効果の詳細

な解明には、材料表面の詳細な分析が必要であることを明らかにした。そこで本共同研究では、核融合炉内の精

密なトリチウム制御に向けて、構造材料および被覆表面における水素同位体のガンマ線照射影響を明らかにする

ことを目的とする。 

2．実験方法 
構造材料基板として低放射化フェライト鋼 F82H 平板を用いた。トリチウム透過低減被覆の成膜手法および成

膜材料として、これまで静岡大、富山大、核融合研で成膜が実施され、高い水素同位体透過低減性能が得られて

いるマグネトロンスパッタリング法で膜厚 2～3 μmの酸化イットリウム（Y2O3）被覆と膜厚500～700 μmの炭化

ケイ素（SiC）を、また有機金属分解法で膜厚約 0.6 μmの酸化ジルコニウム（ZrO2）被覆を作製した。 
被覆試料に重水素を導入するために、80 kPa の重水素に 500 ºC で 50 時間曝露した。その後、静岡大と量研高

崎のコバルト60ガンマ線照射装置を用いて、吸収線量が 1、10、100、1280 kGyとなるように照射した。照射前

後の被覆試料中の重水素滞留挙動の変化を調べるために、グロー放電発光分析装置（GD-OES）および 0.69～4.5 
MeVの 3Heビームを用いた核反応分析（NRA）で表面の重水素濃度を測定した。NRA の分析では、D (3He, p) α
で発生した陽子のエネルギースペクトルをSIMNRA7.01およびMultiSIMNRA1.4で解析し、重水素深さ分布とし

て最適化した。 

3．結果と考察 
図 1 に重水素曝露及びガンマ線照射試験後のY2O3被覆、SiC 被覆およびZrO2被覆のGD-OES による重水素深

さ分析結果を示す。Y2O3被覆の未照射試料で高い重水素強度が出ており、被覆材料によっては重水素を曝露して

いない試料においても高い重水素による発光強度が得られた。また、全ての被覆において軽水素強度に応じた重

水素強度が検出されており、これは測定中の微量のリークによって軽水素が多く検出され、重水素の発光強度に

影響を与えたためと考えられる。そのため、GD-OES による測定ではガンマ線照射量と重水素濃度に明確な相関

があるかどうかは判定できなかった。今後は高線量照射試料を用いた分析を検討し、NRAの結果との比較を通し

て測定結果の妥当性を検討する予定である。 
図2に重水素曝露後の低放射化フェライト鋼F82H基板とY2O3被覆、SiC被覆およびZrO2被覆のNRAによる

重水素深さ分析結果を示す。F82H 基板では、重水素曝露後の試料表面にクロム系酸化物が形成されていたこと

がX線光電子分光法（XPS）による分析で確認された。最表面で基板内部よりも高い重水素濃度が測定されたの

は、その酸化物層に重水素が多く滞留したためと考えられる。一方、基板内部の重水素滞留量は、被覆中に比べ

て一桁以上低い値が得られた。基板では重水素の拡散が速いため、絶対量として多く滞留しなかったためと考え

られる。マグネトロンスパッタリング法で作製した Y2O3 被覆での結果を解析したところ、照射の有無にかかわ

らず、被覆内でほぼ横ばいの重水素深さ分布が得られた。また、線量率 0.39 Gy/sで100 kGyまでガンマ線照射し

た試料においては滞留挙動に大きな変化が見られなかったが、線量率 2.43 Gy/sで1280 kGyまで照射した試料で

は、重水素濃度が著しく低下した。SiC被覆では、他の被覆試料と比較して 1～2桁高い重水素滞留量が測定され

た。マグネトロンスパッタリングで作製したSiC被覆はアモルファス構造を有し、被覆が水素同位体との結合性

が良い炭素とケイ素を有しているために、多くの重水素が滞留したと考えられる。また、Y2O3被覆試料と同様に、

線量率.43 Gy/s で 1280 kGy 照射された試料で重水素濃度が大幅に低下した。Y2O3被覆と SiC 被覆試料の結果か

ら、吸収線量ではなく、高線量率のガンマ線照射によって、試料内部の重水素の拡散と脱離が促進され、滞留量

が減少した可能性がある。有機金属分解法で作製したZrO2被覆では、被覆表面から基板界面に向かって重水素滞

留量が減少する傾向が見られた。また、線量率 0.087～0.39 Gy/sで1～100 kGyまで照射した試料においても、重
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水素濃度が減少する傾向が明確に見られた。そのため、有機金属分解法で作製したZrO2被覆では低線量率照射に

おいても重水素の拡散と脱離が促進され、被覆内部の重水素滞留量が減少した可能性が示唆された。さらに、三

つの被覆材料での結果から、被覆材料や成膜手法によって重水素拡散・脱離のためのガンマ線閾線量率が存在す

る可能性が示唆された。 
今後は、ガンマ線照射による重水素拡散・脱離のメカニズムを解明するために、FT-IR による試料中の重水素

の結合分析を始めとした微細構造分析を実施し、また重水素を滞留させた試料を軽水素雰囲気下でガンマ線照射

することで、同位体効果をガンマ線環境下での重水素滞留挙動に及ぼされる同位体効果の調査に取り組む予定で

ある。 

図 1 重水素曝露試験とガンマ線照射試験前後の Y2O3被覆、SiC 被覆及び ZrO2被覆の GD-OES による重水素深

さ分析結果 
（Y2O3被覆は最表面のみのプロファイルを示した。SiC被覆は重水素のシグナル強度が極大になっている箇

所が被覆－基板界面。ZrO2被覆は重水素シグナルが下に凸で減少し始める付近が被覆－基板界面。） 
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図 2 重水素曝露試験とガンマ線照射試験前後の低放射化フェライト鋼 F82H 基板と Y2O3 被覆、SiC 被覆及び

ZrO2被覆のNRAによる重水素深さ分析結果 
（各被覆試料は重水素濃度が著しく低下している位置までの膜厚を有している。） 
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の結合分析を始めとした微細構造分析を実施し、また重水素を滞留させた試料を軽水素雰囲気下でガンマ線照射

することで、同位体効果をガンマ線環境下での重水素滞留挙動に及ぼされる同位体効果の調査に取り組む予定で

ある。 

図 1 重水素曝露試験とガンマ線照射試験前後の Y2O3被覆、SiC 被覆及び ZrO2被覆の GD-OES による重水素深

さ分析結果 
（Y2O3被覆は最表面のみのプロファイルを示した。SiC被覆は重水素のシグナル強度が極大になっている箇

所が被覆－基板界面。ZrO2被覆は重水素シグナルが下に凸で減少し始める付近が被覆－基板界面。） 
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金属壁の水素同位体置換に関する基礎実験
核融合科学研究所・ヘリカル研究部 芦川直子

１．背景および目的

原型炉でメンテナンスを開始するには、炉内残留トリチウム（T の除染が重要な課題である。T除去の手法と

して、１）温度制御（ベーキング、崩壊熱）、２）能動的洗浄放電（グロー放電や 放電など）、３）ガス種選択

があげられる。特に、T除染については同位体置換効果を期待したによる方法が有効であることが知られている

が、細かなメカニズムの理解はいまだ不十分である。また、将来的に除染に関するモデリングを行う際には、T
除染深さ情報も必要となる。

本研究は、これら水素同位体置換実験が可能である富山大学水素同位体科学研究センターの管理区域内にある

グロー放電洗浄装置を利用し、試料の温度制御を行いつつ効果的なT除染法について検証することを目的とする。

２．２０１９年度の実施内容

・グロー放電洗浄装置にヒーター部を取り付けるべく、装置改造を進めた。また、昨年度のセラミック部破損に

伴う修理により接触不良が生じているため、これも併せて修理を行う。加熱にはセラミックヒーターを使用し、

ヒーター部の温度を熱電対で測定しながらフィードバック制御を行う。本実験ではグロー放電による曝露が予定

されているが、これまでの同装置の経験ではグローによる試料温度上昇は無視できる程度である。

・ターゲットとなる試料は を用いる。将来的にはタングステンを使った評価を予定しているが、重水素に

よるタングステンへのスパッタ率が低いため、変化量がより分かりやすい 材による評価で模擬を行う。

・ヒーターによる加熱シナリオの検討。水素同位体（ ）によるＴ置換とベーキング（崩壊熱）を加えたT
除去を考えた際、原型炉を模擬するには温度ヒストリーの制御が重要となる。常温で試料設置を行うため、Ｔ除

染実験に至る間に昇温が必要となる。緩やかな温度勾配を経て設定温度（ ℃）に達する。その際、オーバ

ーシュートにより設定値よりも増加しないよう配慮が必要となる。

トカマク原型炉では ℃でプラズマ対向壁の 除染を計画しており他共同研究よりこの温度領域でT除
染が可能なことを示した。しかし限られた温度領域で、高効率（短時間）での効率的処理が求められるた

め、ガス種、グローとの組み合わせ実験で早期 除染法に関する検討を進める。

 ３．今年度の予定 
現在，トリチウムガス曝露を行ったステンレス

膜の準備は完了しており、装置の再組立て後に温度

制御を伴う 除染実験を行う。ステンレス基板に対す

るトリチウム除染評価（富山大にて実施）では，標

準的な放電時間（ 分）で有効な 除染効果が観測

されており、同様にグロー放電開始後３０分、９０

分の残留 量の測定を行う。

図．重水素グロー放電によるトリチウムガス曝露試

料からのトリチウム除去効率の時間変化．表面トリ

チウム量はトリチウム・イメージング・プレートに

て測定し，グロー放電実施前を１として除染量は規

格化（2018年度報告書より） 
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バルク中へのヘリウム滞留および損傷導入がタングステン中の水素同位体滞留に与える影響

静岡大学 理学部・孫 飛

1. 目的

核融合炉内プラズマ対向材は、高フラックス・低エネルギーの重水素、トリチウムやヘリウムに曝される。水

素同位体滞留挙動は燃料リサイクリングや核融合炉の安全維持に大きな影響を及ぼす。プラズマ対向材には直接

水素同位体が照射され、材料内部へ拡散することにより水素同位体滞留量が増加する可能性が危惧されており、

材料中の水素同位体滞留機構を理解することが重要な課題となっている。また、核融合炉プラズマはヘリウムを

含むため、水素同位体とヘリウムとの相互作用について明らかにすることも必要である。先行研究では低エネル

ギーヘリウムイオン照射により材料表面における水素同位体滞留量が減少することが報告されているが、バルク

中でのヘリウム滞留が水素同位体挙動に及ぼす影響については理解されていない。実機環境では 14 MeV の中性

子照射により原子空孔、空孔クラスター、さらに高温ではボイドなどの様々な欠陥が生じ、これらの欠陥が水素

同位体を捕捉することで滞留量が増加する。また、バルクでは材料表面より拡散したヘリウムに加え、(n, α)反応

や拡散したトリチウムのβ壊変などによりヘリウムが生じる。そこで本研究では、高温にてタングステンへの高

エネルギーヘリウムイオン照射を行い、昇温脱離ガス分析(TDS)、イメージングプレート(IP)、β線誘起X線計測

(BIXS)により水素同位体滞留挙動への欠陥及びヘリウムの影響を評価した。

2. 実験手順

本研究ではA.L.M.T.社製の99.99 wt%の多結晶タングステンロッドを切断し、直径 6 mm、厚さ0.5 mmのディ

スクとして使用した。これを鏡面仕上げし、平均表面粗さを約 50 nmとした。製造過程で生じる内部応力や損傷、

残留ガスを除去するため、高温管状抵抗炉を用いて 1173 Kで30分間、約10-6 Paの高真空中での加熱処理を行っ

た。高エネルギーHe+照射及び重イオンによる損傷試料作製のため、これらの試料を京都大学エネルギー理工学研

究所のタンデム加速器施設 (DuET)にて、核融合炉内環境を模擬するため 6.4 MeV Fe3+照射と同時に種々のエネル

ギーでのHe+照射を行った。バルク内でのHe分布を均一にするため、201、467、737、1000 keVでのHe+照射を

22.4、14.6、12.3、9.0%の比率で行った。SRIMコードにより、2.17×1018、7.25×1018 Fe3 + m-2のフルエンスでそれ

ぞれ 0.3、1.0 dpa の損傷量と計算された。また、He のフルエンスは 6.62×1018 – 2.20×1019 He + m-2と見積もら

れ、Heと損傷量の比は平均で100 appm He / dpaとした。静岡大学にてこれらの試料にフラックス 1.0×1018 D m-2 
s-1、フルエンス1.0×1022 D m-2にて1 keV D2 +照射を行い、次に高分解能四重極質量分析計を使用し、0.5 K s-1の

昇温速度で室温から1173 Kまで高温脱離ガス分析（TDS）を行った。また、富山大学にてTガスへの暴露を圧力

1.2 kPa で、温度 773 K で 3 時間行った後、表面の T 分布をトリチウムイメージングプレート法（TIPT）で分析

し、ベータ線誘起X線計測（BIXS）によりT深度分布を評価した。 

3. 結果・考察

図1に、W1試料（高エネルギーHe +、100appm、室温照射）のD2並びにHe のTDSスペクトル及び比較のた

めのW0試料（損傷なし）でのD2の TDSスペクトルを示す。390 Kおよび570 K付近に2つの主要な脱離ピー

ク（それぞれピーク1、2とする）が確認された。これまでの研究から、ピーク1は試料表面吸着または転位ルー

プに捕捉されたDの脱離に起因し、ピーク2は空孔に捕捉されたDに対応する。ピーク1では、W1とW0の両

方でほぼ同じ脱離量であり、ピーク 1として放出するDはほぼ飽和していると考えられる。一方、ピーク2にお

いて、W1試料では広範囲に大きな脱離がみられた。弾き出し損傷の閾値エネルギー（Ed = 500 eV）よりも高い

照射エネルギーのため、高エネルギーHe +照射中に空孔などの弱い捕捉サイトが形成されたと考えられた。さら

に、700 K 付近の高温側でも小さな脱離が見られ、これは空孔クラスターやボイドなどの安定な捕捉サイトが形

成されたことを示唆している。 W1の全D滞留量は、W0 の約 3倍であった。したがって、高エネルギーHe +照

射によって安定にDが捕捉されたと考えられる。 
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図. 1 W1 (高エネルギーHe+, 100appm, R.T.)、W0 (非損傷)におけるD2及びHe TDSスペクトル 

図2にW2 (Fe3+, 0.3 dpa, R.T.), W3 (Fe3+, 0.3 dpa, 1073 K), W4 (Fe3+-He+, 0.3 dpa, 1073 K), W5 (Fe3+-He+, 1.0 dpa, R.T.), 
W6 (Fe3+-He+, 1.0 dpa, 1073 K)の TDS スペクトルを示す。室温での Fe3+単独照射試料(W2)での主な放出ピークは

663 と 771 K に位置しており、単欠陥が安定な捕捉サイトである空孔集合体やボイドに成長していることを示し

ている。しかし、高温照射試料(W3)では主な放出ピークは 580 Kに位置しており、多くのDは空孔に捕捉されて

いると考えられる。一方で、700 K以上でDの脱離が見られなかったことから、1073 K照射時のアニーリングに

より空孔クラスターやボイドが回復したことが示唆された。高温の Fe3+-He+同時照射試料(W4)では、Fe3+単独照

射試料(W3)と比較して390および 590 KにおけるDの脱離が減少した。さらに、700-900 KにおけるD脱離も見

られなかった。全D滞留量はそれぞれ1.54×1020 D m-2 (W3)、1.39×1020 D m-2 (W4)であり、高温によりFe3+-He+同

時照射によって全D滞留量も減少した。照射温度の違いについて見ると、800 KにおけるD脱離ピークはW5の
みで見られたが、1073 K照射したW6ではこの脱離ピークが見られず、D脱離は700 K以下となった。また、損

傷量の低いW4と比較すると、W6では400-600 KにおけるD脱離量が増加した。 

図. 2 W2 (Fe3+, 0.3 dpa, R.T.), W3 (Fe3+, 0.3 dpa, 1073 K), W4 (Fe3+-He+, 0.3 dpa, 1073 K), W5 (Fe3+-He+, 1.0 dpa, R.T.), W6 
(Fe3+-He+, 1.0 dpa, 1073 K) におけるD2TDSスペクトル 

図 3 にトリチウムガス曝露後の IP 測定画像および PSL 強度を示した。室温照射した試料(W2, W5)では、損傷

量の大小にかかわらずトリチウム濃度が最も高かった。W1 のトリチウム濃度は非損傷の W1 よりも低くなった

ことから、He が試料表面付近のトリチウム捕捉を抑制していることが示唆された。しかし、高温照射試料(W3, 
W4)では、Fe3+-He+同時照射したW4の方がトリチウム濃度が高い結果となった。 
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図. 1 W1 (高エネルギーHe+, 100appm, R.T.)、W0 (非損傷)におけるD2及びHe TDSスペクトル 

図2にW2 (Fe3+, 0.3 dpa, R.T.), W3 (Fe3+, 0.3 dpa, 1073 K), W4 (Fe3+-He+, 0.3 dpa, 1073 K), W5 (Fe3+-He+, 1.0 dpa, R.T.), 
W6 (Fe3+-He+, 1.0 dpa, 1073 K)の TDS スペクトルを示す。室温での Fe3+単独照射試料(W2)での主な放出ピークは

663 と 771 K に位置しており、単欠陥が安定な捕捉サイトである空孔集合体やボイドに成長していることを示し

ている。しかし、高温照射試料(W3)では主な放出ピークは 580 Kに位置しており、多くのDは空孔に捕捉されて

いると考えられる。一方で、700 K以上でDの脱離が見られなかったことから、1073 K照射時のアニーリングに

より空孔クラスターやボイドが回復したことが示唆された。高温の Fe3+-He+同時照射試料(W4)では、Fe3+単独照

射試料(W3)と比較して390および 590 KにおけるDの脱離が減少した。さらに、700-900 KにおけるD脱離も見

られなかった。全D滞留量はそれぞれ1.54×1020 D m-2 (W3)、1.39×1020 D m-2 (W4)であり、高温によりFe3+-He+同

時照射によって全D滞留量も減少した。照射温度の違いについて見ると、800 KにおけるD脱離ピークはW5の
みで見られたが、1073 K照射したW6ではこの脱離ピークが見られず、D脱離は700 K以下となった。また、損

傷量の低いW4と比較すると、W6では400-600 KにおけるD脱離量が増加した。 

図. 2 W2 (Fe3+, 0.3 dpa, R.T.), W3 (Fe3+, 0.3 dpa, 1073 K), W4 (Fe3+-He+, 0.3 dpa, 1073 K), W5 (Fe3+-He+, 1.0 dpa, R.T.), W6 
(Fe3+-He+, 1.0 dpa, 1073 K) におけるD2TDSスペクトル 

図 3 にトリチウムガス曝露後の IP 測定画像および PSL 強度を示した。室温照射した試料(W2, W5)では、損傷

量の大小にかかわらずトリチウム濃度が最も高かった。W1 のトリチウム濃度は非損傷の W1 よりも低くなった

ことから、He が試料表面付近のトリチウム捕捉を抑制していることが示唆された。しかし、高温照射試料(W3, 
W4)では、Fe3+-He+同時照射したW4の方がトリチウム濃度が高い結果となった。 

図. 3 Fe3+及びHe+を照射したWにおけるトリチウム IP画像およびPSL強度 

図4にBIXS測定によって得られたAr (Kα)、W (Mα)、W (Lα)の特性X線スペクトルを示した。Ar (Kα)に関し

て、W5及びW6におけるカウントが最も高く、次いでW2が高い結果となった。これは図 3に示した IP の結果

と一致している。しかし、高温で 0.3 dpaまで照射した試料(W3, W4)では上記の3試料よりも強度は低く、W0及
びW1 と同様の値であった。表面から 1 µm 以内のトリチウム濃度を示すW (Mα)のスペクトルでは、He-空孔集

合体形成によりトリチウム濃度が減少したと考えられる。W5が最も高い強度を示しているが、W6では大きく減

少した。これは、主な損傷が表面から 1 µm 付近に存在しているためであると考えられる。高温照射試料では多

くの欠陥が回復したことにより捕捉サイトが減少したが、W2及びW3では、そのような傾向が見られた。また、

W4の強度がW3よりも低くなっていることから、高エネルギーHe+照射によってバルク領域でのトリチウム滞留

を抑制したことが示唆された。 

図. 4 Fe3+及びHe+照射WにおけるBIXSスペクトル. (a) Ar (Kα)及びW (Mα)スペクトル. (b) 拡大されたW (Lα)ス
ペクトル.
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照射欠陥導入タングステンにおける水素同位体滞留挙動に及ぼす高温高フラックス照射影響

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中性子や高エネルギー粒子が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。一方で実機環境下での対向壁面がさらされるプラズマのフラックスおよび壁温度は

壁の位置やプラズマの運転状態により異なると考えられる。これまで鉄イオンを照射した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、照射欠

陥により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、重イオン、軽イオン、核融合反応

および核分裂反応による中性子を照射エネルギーおよびフルエンス、温度を組み合わせ、W試料内の照射欠陥を

制御した試料に対し、D滞留挙動評価のためDプラズマ照射を種々の温度、フラックスにおいて行った後に昇温

脱離法（TDS）を行った。これらの結果から、Dプラズマ照射時の温度およびフラックスが照射欠陥を有するW
中の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、京都大学エネルギー理工

学研究所の複合ビーム材料照射装置（DuET）の1.7 MVタンデム加速器を用いて6.4 MeV Fe3+を照射温度をそれ

ぞれR.T., 673 K, 873 K, 1173 K に制御した状態で照射損傷量0.1, 0.3 dpaまで照射した。これらの試料に東北大学

金属材料研究所にある小型高密度プラズマ照射装置(CDPS)を用いてDプラズマを照射エネルギー100 eV、照射温

度373 K、フラックス1.0×1021 D+ m-2 s-1においてフルエンス5.0×1024 D+ m-2まで、または照射温度623 K、フラッ

クス5×1021 D+ m-2 s-1においてフルエンス8-9×1024 D+ m-2まで照射した後、D滞留挙動評価のためTDSを昇温速度

30 K min-1 にて行った。また一部のプラズマ照射試料については照射後に静岡大学へ輸送し、走査型電子顕微鏡

(SEM)による観察を行いプラズマ照射時の表面構造変化による滞留挙動への影響についても比較を行った。 

[結果・考察] 
図1に鉄イオン照射時の温度を変化させたW試
料および鉄イオン非照射試料における D2 TDS ス

ペクトルを示す。いずれの試料においてもプラズ

マ照射温度付近からピークが立ち上がる。また、

Fe3+照射試料においてはピーク温度は 650 K で概
ね一定の値となった。室温での Fe3+照射試料から

照射温度が上昇するにつれてD滞留量が減少して

いることがわかるが、1173 KでのFe3+照射試料に

おいても Fe3+非照射試料よりも滞留量が増加して

いることがわかる。このことから Fe3+照射時のア

ニールにより照射欠陥の種類は変化しないものの

高温により欠陥量が減少していると考えられる。

しかしながら1173 KでのFe3+照射においても欠陥

が完全には回復しないことがわかる。 
図 2 に 673 Kでの Fe3+照射損傷量を変化させた

Wに対して623 KでのDプラズマ照射した後のTDS
スペクトル示す。図 1と同様にピークの立ち上がり

はプラズマ照射温度付近からとなっている。またピ

図1 Fe3+照射温度を変化させたWの373 Kでの 
Dプラズマ照射後のTDSスペクトル
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ーク温度は図1と比較すると800 K付近にまで上

昇していることがわかる。 
さらにいずれの試料のスペクトルも大きく変

化していないことがわかる。これらの結果から

623 KでのDプラズマ照射においては高温でのプ

ラズマ照射により捕捉サイトにD が安定に捕捉、

または欠陥や表面構造が変化している可能性が

示唆される。図 3 は 373 K での D プラズマ照射

後の Fe3+非照射試料における表面構造の SEM 画
像である。1μm 程度のブリスターと思われる表

面構造が観察された。これまでは今回行ったよう

なフラックス、フルエンス、照射温度では表面構

造の生成はほとんど起きないまたは無視できる

ほど小さく、そのため滞留挙動にも影響を及ぼさ

ないと考えられてきた。しかしながら、先行研究

において[1]フラックスなどの条件は異なるもの

の同程度のフルエンスでプラズマ照射したタングス

テンに対して表面構造の観察とTDSを行い、主に1~20 
μm 程度の大きさのブリスターの生成により滞留挙

動に影響を及ぼしている。また照射温度の違いにより

ブリスターの生成の有無並びにその大きさや密度が

異なるという報告がなされている。また一部

の照射温度における TDS スペクトルについてはブ

リスターが弾けることにより現れたとみられるス

パイク形状も観察されていて、表面構造の変化によ 

って滞留挙動へ及ぼす影響が大きいことが示唆さ

れている。623 K でのプラズマ照射の場合にはD 滞
留挙動におけるこのような表面構造の寄与が大き

いという可能性が考えられる。 
今後はさらに、中性子をはじめ軽水素やヘリウ

ム、電子線を用いて照射エネルギー、照射損傷量、

照射温度をパラメータとして、Dプラズマ照射した

際の D 滞留量評価を行い、プラズマ照射温度およびフラックス、フルエンスが様々な照射欠陥を持つW 内部で

水素同位体滞留挙動へ及ぼす影響について検討する。表面構造の観察も行うことで構造変化が滞留挙動に与える

効果についても照射温度などの条件を変化させて実験を行うことで評価していく。また、プラズマ照射後の試料

に対するグロー放電発光分析法(GD-OES)やトリチウムの導入を行い壊変時の β線により生じた X線を分析する

ことにより試料内部のトリチウムの深さ分布を知ることができるβ線誘起X線検出法(BIXS)などの分析手法も用

いることで水素同位体深さ分布等のより詳細な検討も行うことを予定している。 

[1] Shaoyang Qin et al., Nucl. Inst. Meth. B, 450 (2019) 210-214

400 600 800 1000
0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0   6.4 MeV Fe3+ @673 K
(5) (0.1dpa)
(6) (0.3dpa)
(7) undamaged

D
es

or
pt

io
n 

ra
te

 / 
10

17
 D

2 m
-2

 s
-1

Temperature / K

図2 Fe3+照射の損傷量を変化させたWの623 Kでの 
Dプラズマ照射後のTDSスペクトル

図3  非照射Wに373 KでのDプラズマ照射した試

料におけるSEM画像 

53



SiCおよびSiC/SiC複合材料の水素同位体の蓄積挙動・放出評価 

室蘭工業大学・もの創造系領域・岸本弘立

1. 背景と目的

SiC/SiC 複合材料は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おり、水素の

吸蔵・放出特性はブランケット候補材として必要な材料データである。構造材料に対する水素の供給源としては

14MeV中性子による（n,p）反応による材料内部での水素の発生と、核融合プラズマからの高エネルギー水素の

表面への入射などが考えられる。本研究で用いるNITE法で製作したSiC/SiC複合材料は主にβ-SiCから構成さ

れているが、複合材料はSiCマトリックスとSiC繊維、及び繊維の炭素被覆層から構成されており、将来の核融

合炉設計のためにこれらを踏まえた水素の発生量、透過量、保持量の基礎データの蓄積が必要である。本研究で

はNITE SiC/SiC複合材料のトリチウム照射と放出実験に及ぼす構造影響を評価することを目的とする。 

2. 実験方法

NITE SiC/SiC 複合材料の強化材には高結晶性 SiC 繊維である NGS アドバンストファイバー製の Hi-Nicalon
Type-S 繊維を用いた。繊維体積率 60％、

Cross-ply 構造の繊維強化構造の板材を、

ホットプレス装置を用いてアルゴン雰囲気

中で温度1870℃、圧力20MPaで加圧して

製作した。SiC繊維は厚さ 400nm-500nm
程度の熱分解炭素で予め被覆されており、

結晶構造はマトリックス、繊維共に立方晶

のβ-SiCである。参照材として京セラ製の

六方晶α-SiCとイビデン製のβ-SiCを同形

状で製作した。試験片の形状は 6㎜×6㎜

×0.5 ㎜で暴露表面を鏡面研磨で仕上げた。 

3. 結果および考察

図1は製作した試験片の後方電子散乱像

（BEI像）である。BEI像では原子番号に

応じて軽元素が暗く、重い元素は明るく映

るが、モノリシックβ-SiCの表面には気孔

は認められるものの得意なコントラストが

観察されず、ほぼ均一な組成であると思わ

れる。一方でNITE SiC/SiC複合材料は表

面状態がSiCマトリックス領域と繊維束領

域で大きく異なる。SiC マトリックス部には白いコントラストが数多く見えているが、これはイットリウムを含

む残留助剤であると考えられ、SiCマトリックス部はSiCと残留助剤で構成されているといえる。繊維束領域は

非常に複雑で、SiC繊維の断面、SiC繊維間に存在するSiCマトリックス、炭素被覆層の断面で構成されており、

繊維束領域のSiCマトリックスもSiCと残留助剤で構成されている。  
NITE SiC/SiC複合材料の繊維体積率と炭素被覆層厚さ、繊維の太さから計算される材料中のSiC：炭素の体

積比率はおおむね97：3であり、ほとんどがSiCである。しかしトリチウム照射ではイオンの侵入深さがナノス

ケールと極めて浅いために、表面に露出している状態に大きく左右されると考えられる。

複合材料試料を鏡面研磨した表面は、図2に示すように繊維束部分とマトリックス部分に大別される。マトリ

ックス部分にはSiCと残留助剤が存在する。繊維束領域はSiCマトリックス部、SiC繊維部、炭素部に分類でき

る。SiC繊維にはSiCのみ存在し、炭素部には炭素のみが存在するが、SiCマトリックス部にはSiC部と残留助

剤が存在する。しかしCross-ply構造であるために、繊維束領域とSiCマトリックス領域の比率は研磨状態によ

って変化する。そのため、今回の評価では、低倍で撮影した画像を用いてSiCマトリックス領域と繊維束領域の

図1 モノリシックβ-SiCとNITE SiC/SiC複合

材料の試料表面の後方散乱電子像
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SiCおよびSiC/SiC複合材料の水素同位体の蓄積挙動・放出評価 

室蘭工業大学・もの創造系領域・岸本弘立

1. 背景と目的

SiC/SiC 複合材料は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おり、水素の

吸蔵・放出特性はブランケット候補材として必要な材料データである。構造材料に対する水素の供給源としては

14MeV中性子による（n,p）反応による材料内部での水素の発生と、核融合プラズマからの高エネルギー水素の

表面への入射などが考えられる。本研究で用いるNITE法で製作したSiC/SiC複合材料は主にβ-SiCから構成さ

れているが、複合材料はSiCマトリックスとSiC繊維、及び繊維の炭素被覆層から構成されており、将来の核融

合炉設計のためにこれらを踏まえた水素の発生量、透過量、保持量の基礎データの蓄積が必要である。本研究で

はNITE SiC/SiC複合材料のトリチウム照射と放出実験に及ぼす構造影響を評価することを目的とする。 

2. 実験方法

NITE SiC/SiC 複合材料の強化材には高結晶性 SiC 繊維である NGS アドバンストファイバー製の Hi-Nicalon
Type-S 繊維を用いた。繊維体積率 60％、

Cross-ply 構造の繊維強化構造の板材を、

ホットプレス装置を用いてアルゴン雰囲気

中で温度1870℃、圧力20MPaで加圧して

製作した。SiC繊維は厚さ 400nm-500nm
程度の熱分解炭素で予め被覆されており、

結晶構造はマトリックス、繊維共に立方晶

のβ-SiCである。参照材として京セラ製の

六方晶α-SiCとイビデン製のβ-SiCを同形

状で製作した。試験片の形状は 6㎜×6㎜

×0.5 ㎜で暴露表面を鏡面研磨で仕上げた。 

3. 結果および考察

図1は製作した試験片の後方電子散乱像

（BEI像）である。BEI像では原子番号に

応じて軽元素が暗く、重い元素は明るく映

るが、モノリシックβ-SiCの表面には気孔

は認められるものの得意なコントラストが

観察されず、ほぼ均一な組成であると思わ

れる。一方でNITE SiC/SiC複合材料は表

面状態がSiCマトリックス領域と繊維束領

域で大きく異なる。SiC マトリックス部には白いコントラストが数多く見えているが、これはイットリウムを含

む残留助剤であると考えられ、SiCマトリックス部はSiCと残留助剤で構成されているといえる。繊維束領域は

非常に複雑で、SiC繊維の断面、SiC繊維間に存在するSiCマトリックス、炭素被覆層の断面で構成されており、

繊維束領域のSiCマトリックスもSiCと残留助剤で構成されている。  
NITE SiC/SiC複合材料の繊維体積率と炭素被覆層厚さ、繊維の太さから計算される材料中のSiC：炭素の体

積比率はおおむね97：3であり、ほとんどがSiCである。しかしトリチウム照射ではイオンの侵入深さがナノス

ケールと極めて浅いために、表面に露出している状態に大きく左右されると考えられる。

複合材料試料を鏡面研磨した表面は、図2に示すように繊維束部分とマトリックス部分に大別される。マトリ

ックス部分にはSiCと残留助剤が存在する。繊維束領域はSiCマトリックス部、SiC繊維部、炭素部に分類でき

る。SiC繊維にはSiCのみ存在し、炭素部には炭素のみが存在するが、SiCマトリックス部にはSiC部と残留助

剤が存在する。しかしCross-ply構造であるために、繊維束領域とSiCマトリックス領域の比率は研磨状態によ

って変化する。そのため、今回の評価では、低倍で撮影した画像を用いてSiCマトリックス領域と繊維束領域の

図1 モノリシックβ-SiCとNITE SiC/SiC複合

材料の試料表面の後方散乱電子像

大体の面積比率を画像上のピクセル数で算出し、さらに両領域の高倍率の画像を解析して、各々の領域 SiC、炭

素、残留助剤の面積比率を出し、低倍の結果とあわせて試験片表面上の SiC、炭素、残留助剤の面積比率の推定

を試みた。

図 3 は解析の模式図である。研磨面は低倍の画像観察では繊維束領域が 76％を占め、残りが SiC マトリック

ス領域であった。用いた試料の繊維体積率が60％であり、繊維束領域が大きな割合を占めると思われる。SiCマ

トリックス領域では 9％が焼結助剤に相当する領域であった。焼結助剤はマトリックス原料を製作する際に SiC
粉末に対して 10wt％程度添加するが、表

面に露出する残留助剤の面積は添加量をお

おむね反映していると思われる。

図3に炭素領域の解析模式図を併せて示

しているが、繊維束領域においては51％を

SiC繊維、29％を炭素領域が占め、残りが

SiC マトリックスである。本複合材料にお

いて、炭素被覆の体積比率は 3％に過ぎな

いが、繊維束領域では研磨された表面の

29％が炭素となる。Cross-ply 構造の積層

方向に平行に研磨しているため、繊維も長

さ方向が出やすく炭素領域が広がりやすい

のと、研磨時にはSiC繊維が脱落しやすく

その際に炭素被覆とSiC繊維の界面が剥離

して、炭素が試料表面に残留している可能

性が考えられる。

 今回の評価は極めて粗っぽいものである

が、SiC 繊維に施される炭素被覆層の厚さ

と繊維体積率から計算される NITE 
SiC/SiC 複合材料中の炭素の体積率に比べ

て、研磨面に出現する炭素の量が多い可能

性があるという点は重要である。照射後は

モノリシックのβ-SiCとNITE SiC/SiC複

合材料からの放出挙動を評価する予定であるが、トリチウム照射では侵入深さはナノスケールであると考えられ、

試料の炭素被覆厚さ以下である。そのため照射表面上の存在比率に大きく影響されると想定される。

大きな差異が出た場合にはモノリシックと複合材料という構造の違いや、あるいは高純度SiCであるβ-SiCと

助剤を含むNITE SiC/SiC複合材料という点に加えて、NITE SiC/SiC複合材料ではかなりの照射面積を炭素が

占めているという点を踏まえて、バルクのNITE SiC/SiC複合材料の蓄積・放出挙動を推定していく必要がある。 

図2 NITE SiC/SiC複合材料の試料表面の分類

図3 NITE SiC/SiC複合材料の試料表面の解析模式図

表1 NITE SiC/SiC複合材料の試料表面の面積比率
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【成果の概要】  

トリチウムβ線によるゲノム DNA 二重鎖切断の実時間その場計測法の確立と定量評価

同志社大学生命医科学部・剣持貴弘  

本研究の目的は、蛍光顕微鏡の DNA 一分子計測の方法論を適用した DNA 二重鎖切断

の実時間その場計測を実施し、DNA 二重鎖切断の定量的評価の方法論を確立することで

ある。ゲノム DNA 二重鎖切断の実時間その場計測を実施することで、これまで取得が困

難であった、ゲノム DNA 二重鎖切断効率の経時変化などの実験データを取得でき、2 重鎖

切断メカニズムの基礎的な知見を明らかにすることが可能である。特に，本研究が注目す

る低濃度トリチウムβ線によるゲノム DNA 二重鎖切断に関しては、知見が極めて不足し

ており、本研究を推進することで得られる知見は、今後の研究の基盤となることが期待で

きる。  
トリチウムβ線によるゲノム DNA 二重鎖切断の実時間その場計測法の確立の予備実験

として、同志社大学の実験室で光照射による DNA 二重鎖切断実験を実施した。実験に使

用した DNA は、166 キロ塩基対の長鎖 DNA である、T4 GT7 DNA を使用した。本研究で

は、DNA2 重鎖切断の実時間その場測定を効率的に実施するために、蛍光顕微鏡観察によ

って取得される DNA 一分子動画を機械学習させることによって、DNA 二重鎖切断評価の

自動化の検討も進めた。  
図１に、波長 450ー490 nm の励起光を照射した場合の DNA 二重鎖切断の実時間その場

測定結果を示す。図１は、光照射開始 5.8 秒後に DNA 二

重鎖切断を検出した結果を示す。本結果は、光照射による

DNA 二重鎖切断の結果であるが、本実験で採用した蛍光

顕微鏡による DNA 一分子観察を基盤とする実時間その場

計測の方法論は、トリチウムβ線による DNA 二重鎖切断

にも適用可能である。トリチウムβ線による DNA 二重鎖

切断を効率的に実施するために、本研究では、機械学習

を活用した動画解析の自動化を検討した。図２に蛍光顕

微鏡観察によって取得された動画を機械学習させるた

めの前段階として、DNA のエッジ検出を試みた結果を

示す。本研究では、DNA のエッジ検出アルゴリズムとし

て、Canny 法を採用した。図２上段は、動画からの DNA
のエッジが機械学習可能な精度で検出された結果であ

る。一方、図２下部の図は、動画の DNA が不鮮明で、エ

ッジ検出が不十分である。不鮮明な動画から、DNA のエ

ッジを検出するための改善方法として、Canny 法には、

Gaussian フィルタによるスムージング処理アルゴリズ

ムが適用可能であるため、スムージングによるノイズ除

去を採用することを検討している。

DNA 二重鎖切断の実時間その場計測の方法論を実用

化できるまでに確立するためには、DNA 二重鎖切断評価

の自動化が必須である。本研究を実施することによって、

ゲノムサイズの長鎖 DNA の二重鎖切断の実時間その場

計測による定量的評価のための方法論の基礎を確立す

ることができたが、本方法論を、実用化できるまで発展

させるためには、蛍光顕微鏡観察によって取得した動画

から、DNA 二重鎖切断評価の自動化が必須となること

から、今後は、機械学習を活用した自動化アルゴリズム

の確立を進める予定である。  

図 1 DNA 二重鎖切断の実時

間その場計測結果（光照射後

5.8 秒で切断を検出）  

図２ 動画からの DNA のエ

ッジ検出結果。（上段）エッジ

検出 OK。（下段）エッジ検出

不十分。
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