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【成果の概要】 

核融合炉材料中のトリチウム移行挙動 

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 

１１．．ははじじめめにに  

原型炉以降の核融合炉では、高温高圧水やヘリウムガスによりブランケットから蒸気発生器へ熱エネルギーを

輸送し、発生させた蒸気でタービンを回して発電することが想定されている（図１）。このとき、蒸気発生器配管

壁を透過してトリチウムが二次系に移行すると、タービン部等を通してトリチウム（T）が外部へ漏出するリスク

が高まる。 

一次系に比較的高濃度のトリチウムを含む重水（D2O）が循環しているカナダ型重水炉（CANDU炉）では、二次

系へのトリチウム透過は大きな問題とはなってい

ない。CANDU 炉一次系の場合には、重水中の重水

素（D）が中性子を吸収することでトリチウムが生

成するため、トリチウムの大部分は DTOの化学系

をとっていると考えるのが自然である。水素同位

体が金属中を透過する際には一旦原子状に解離す

る必要があるため、DTO 中のトリチウムが透過す

るためには水分子の分解が起こらなければならな

い。CANDU炉の一次冷却水温度は約300℃であり、

原型炉でも同程度の温度が想定されているが、こ

の温度での水の解離度は著しく低く、水の放射線

分解や金属の酸化反応（xDTO + M → MOx + xD + xT、

ただし Mは金属）が起こらない限りトリチウム原

子の濃度は著しく低く、透過が問題とならないも

のと考えれる。 

一方、核融合炉の一次系冷却材へのトリチウムの混入は、主にプラズマからプラズマ対向機器へ入射したトリ

チウムの透過（いわゆるプラズマ駆動透過）、およびブランケットにおける増殖領域からの構造材料（低放射化フェ

ライト鋼）を通しての透過（ガス駆動透過）によると考えられる。一次系冷却材に水を用いる場合には、下流側

金属表面でトリチウム原子が H2O中の Hと同位体交換すれば HTO（水状トリチウム）となるが、他の水素原子と

再結合すれば HT（元素状トリチウム）となる。すなわち、核融合炉一次系水中のトリチウムの化学形は CANDU炉

ほど明確ではない。一次系に元素状トリチウムが存在すると二次系への透過率が著しく増大する可能性があり、

一次系への透過時の水素同位体の化学形を理解することは極めて重要である。また、炉心においては放射線分解

で水素と酸素が生じたり、また材料の腐食防止の観点から積極的に H2ガスやO2ガスを添加する可能性もあり、こ

れらが透過トリチウムの化学形に与える影響を考慮する必要もある。さらに、一次系へ透過するトリチウムとH2O

中のH原子が同位体交換する場合には H原子が代わりに材料中に溶解することとなり、水素同位体全体のマスバ

ランスを考える際には、このH原子についても考慮する必要が生じる。しかし、高温・高圧水を取り扱うことの

困難さから、一次冷却水へのトリチウムの透過率と化学形、ならびに一次冷却材中のトリチウムの化学形を制御

した状態での二次系への透過率に関する十分なデータは得られていない。 

そこで本研究は、比較的簡便な高圧容器を用いて、金属膜を通しての水から水、水からガス、ガスから水への

トリチウム透過を調べることを目的とした。昨年度は、高濃度トリチウムを使いつつ、取り扱うトリチウムの全

量を抑えるための小型高圧透過実験装置（内容積 0.3 cm3）を作製して実験を行った。トリチウムの透過は見ら

れたものの、実験前後のHTOおよび酸化反応により発生する HTのマスバランスの評価が困難であった。そこで今

年度は、より大きな内容積（3 cm3）を持ち、ベローズバルブを通して HTの回収が可能な透過実験装置を作製し、

トリチウム透過実験を行った。 

図 1 核融合炉一次冷却系および二次冷却系における

トリチウム移行の概念図 
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２２．．透透過過実実験験  

透過実験装置の製作にあたっては、

以下のことを念頭に置いた。 

➢ 高温・高圧のトリチウム水・水蒸
気が安全に閉じ込められること。 

➢ 数百時間～数千時間の連続した
透過実験が可能であること。

➢ 温度、H2ガス分圧、O2ガス分圧等
の条件が異なる実験が並行して

進められること。

これらのことを踏まえ、図2のよ

うな透過実験装置を SUS316 ステン

レス鋼で製作した。この装置は試料

膜を隔てて 2つのセルに分かれてお

り、一方（上流側）にトリチウムを

入れ、他方（下流側）には軽水を入

れる。両端に高温水雰囲気に耐えう

るベローズシールバルブを取り付け

ており、このバルブを介して真空装

置に接続することで酸化反応により

発生した HT を捕集する。混入する

HTO蒸気はコールドトラップなどで分離する。 

 今年度はインコネル600合金の薄膜（厚さ 0.1 mm）を試料とし、トリチウム水から軽水へのトリチウム透過を

調べた。上流側のトリチウム濃度は 0.9 MBq/cm3とした。透過実験装置を組み上げ、トリチウム水と軽水を 3 cm3

ずつ充填したのち、図3に示すように Arガスを用いて加圧試験を行い漏れがないことを確認した。今回は Arガ

スを用いたが、H2あるいはO2ガスを用いることで、装置内のH2およびO2ガスの分圧を制御できる。 

 漏れのないことを確認した透過実験装置を、図 4に示すよ

うに温度の均一性が高い強制対流オーブン中に複数設置し、

280 ℃で14～61時間加熱した。そののち、下流側セルから水

を 1 cm3採取し、トリチウム濃度を液体シンチレーションカ

ウンターで測定した。なお、加熱の前後で水を含む透過実験

装置の質量を測定し、加熱中の水/水蒸気の漏洩による質量減

少がないことを確認した。また、加熱終了後にスミヤ法で透

過実験装置外壁およびオーブン内壁の汚染を調べたが、トリ

チウムは検出されなかった。なお、280 ℃における水の平衡

蒸気圧は約 6.4 MPa（約63気圧）である。 

 また、系内の水素発生量は試料のみならず装置内壁の酸化

量にも依存することから、透過メカニズムを議論するうえで

装置材料である SUS316 ステンレス鋼の酸化挙動を理解する

ことは重要である。装置内壁を非破壊で分析することは困難

なことから、SUS316ステンレス鋼薄膜(厚さ0.1 mm)を昨年度

製作した装置に装着し、5 MBq/cm3のトリチウム水と接触させたうえで、250 ℃に 300時間加熱した。そののち、

酸化膜の外観を確認すると共に、酸化膜中のトリチウム濃度をイメージングプレート（Cytiva社BAS IP TR）で

調べた。 

３３．．結結果果おおよよびび考考察察  

下流側へのトリチウム透過量の経時変化を図4に示す。約50時間までは約 1 Bq/h程度の透過速度であったが、

図2 高温高圧水トリチウム透過実験装置の概念図 

図3 加圧漏れ試験の様子 

VCR継手

ベローズシールバルブベローズシールバルブ

試料膜

VCR継手

ガスケット

上流側内容積:3 cm3

下流側内容積:3 cm3

Ar

図4 強制対流オーブン中での透過実験 
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その後透過速度が急激に増大した。50～60時間で

は約160 Bqの透過が見られた。これは物質量にし

て 1.5×10-13 molに相当する。なお、一本杉らは

300℃においてインコネル 600 合金試料（厚さ  

0.5 mm）を介しての水蒸気間のトリチウム透過を

調べ、実験開始 21日後に下流側のトリチウム濃度

の増大が見られたと報告している [1]。本研究と

は加熱時間は異なるが（50～60時間 vs. 21日間）、 

同様の透過速度の急激な上昇が起こった可能性が

ある。 

図 5 に 250 ℃で 5 MBq/cm3のトリチウム水と 

50時間接触させた SUS316ステンレス鋼の外観写

真とイメージングプレート像を示す。透過実験後

の SUS316 ステンレス鋼表面は薄茶色に変色して

おり、酸化膜が形成されていることがわかる。

AISI304 ステンレス鋼の色調と酸化膜厚さの相関

を調べた研究によると、茶色の酸化膜は 70 nm 以

下の厚さである [2]。このことから、透過実験を

行った条件下で形成される酸化膜は、比較的薄い

ことがわかる。イメージングプレート像において

は、試料と接触していた部分からの輝尽性発光強

度はバックグラウンドと同程度であった。今回の

測定における検出下限は 80 Bq/cm2程度（原子数

では4.5×1010個 T/cm2程度）であり、表面のトリ

チウム密度はこれより低いことがわかった。 

透過実験装置の内容積、内壁の表面積、温度な

どから計算したところ、70 nmの Fe2O3膜が均一に

形成されていたと仮定した場合には、280 ℃に 

おける透過実験中に発生した H2ガスの分圧は約  

200 kPa（0.2気圧）、HTガスの分圧は 150 Paに
相当すると見積もられた。 

酸化環境下において図4のように透過速度の急激な増大が見られた原因として、一般的には以下のようなこと

が考えられる。 

(1)試料中に水素同位体の捕捉サイトが存在しており、その捕捉サイトが全て埋まった（捕捉-脱捕捉が平衡に

達した）時点で透過速度が急激に増大した

(2)試料表面および透過実験装置内壁の酸化により発生した HT の分圧が増大し、透過の律速過程が表面反応か

ら試料バルク中の拡散に移行した。

(3)酸化および水素発生を抑制していた酸化被膜の剥離（ブレイクアウェイ）が生じた。

 本透過実験条件下で形成される酸化膜が薄いことから、ブレイクアウェイが生じた可能性は小さいと考えられ

る。今後、膜厚依存性などを調べ透過の律速過程を明らかにすると共に、試料に適切な熱処理を加え格子欠陥密

度を低減するなどして捕捉サイトの効果を評価する。そのうえで、試料表面および容器内壁に形成された酸化膜

の分析を行う。また、H2ガスやO2ガスの添加効果を調べ、核融合炉環境下でのトリチウム透過を予想するための

モデルを構築する。 

[1]一本杉旭人, 松本 拓, 片山一成, 大山 藍, 大宅 諒, 高温高圧水間での金属壁を介したトリチウム透過挙動, 
プラズマ・核融合学会 第38回年会, 2021, オンライン.

[2] R. Junqueira, M. S. Andrade, V. C. L. Buono, Mater. Res. 11 (2008) 421-426.

図 4 厚さ 0.1 mm のインコネル 600 合金試料を通しての  

高温高圧水から高温高圧水へのトリチウム透過量の   

経時変化（280 ℃） 

図 5 250 ℃で 5 MBq/cm3のトリチウム水と 50 時間接触  

させた SUS316ステンレス鋼の外観（左）とイメージングプ

レート像（右）。赤い点線で囲んだ領域がステンレス鋼試料。 
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【成果の概要】 
 

レーザー核融合DT燃料開発のための、液体DTのポリマー透過率の測定 
大阪大学レーザー科学研究所・有川安信 

 
研究背景 
将来のレーザー核融合発電炉では、繰り返し10~16Hz程度で連続的にレーザーが投入され、それに合わせて燃料
重水素三重水素(DT)ペレットも連続的に射出しなければならない。しかしながら現状のレーザー核融合燃料ペレ
ットの製造は困難な要素が多数あり、それが実現できる目処はまだ立っていない。最近の新しいレーザー核融合

の燃料ペレットのデザインの一つとして、ポリスチレン製のカプセル厚さ10µm、直径0.2(現状装置での実験レベ
ル)~0.5(点火レベル) mmの中に液体DTを充填した、中実燃料が核融合実験に用いられる計画がある。これまで
DT 燃料の充填には。カプセルに極細フィルチューブがついたもの用いられてきた。フィルチューブ(直径 10µm
をつけるために、カプセルに 10µmの穴をレーザー加工であけてから、それを手作業で取り付ける作業、さらに
そのチューブをガス配管と接続して、そこを伝ってDT燃料を充填する作業は極めて困難であった。そこで我々
は、ポリスチレンカプセルを液体DTに浸すだけで自然透過によって液体DTを充填できないかと考えた。 
 

ポリスチレンカプセルへの液体の透過充填 

 
図1 DT液体充填ポリスチレンカプセルの連続生成・射出の概念図 
 
図 1に示すように、液体DTの中にポリスチレンカプセルで内部を真空にしたものを浸しておくことで、カプセ
ル内に液体DTが充填され均一な燃料が形成される。これを細い(~0.6mm)管内で連続的に生成することができる。
先端部分の２つの弁の開け閉めをすることで、周囲の液体 DT ガスの蒸発圧力で射出することができる。先端
10mm程度の小さい領域のみが液体DT、それ以外は1気圧以下の気体DTであるため、ごく少量のDT燃料の消
費量に抑えることができる点も工学的に優れているといえる。 
 

  
図 2 DT 液体の模擬として、CH4を用いた液体燃料充填実験、カプセルに液体が染み込んでいく様子が観測され
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た。 
通常、三重水素を用いる前に軽水素を用いたコールドラン実験を行う。さらに、水素の液化温度は 20K 程度

であり、液体ヘリウムや極低温冷凍機の使用が必須となり実験が複雑で困難になるため、液体窒素で液化できる

メタン（CH4、これも核融合模擬燃料として利用が検討されている）を使用して原理実証実験を行った。図 2の
ように細いガラス管内でポリスチレンカプセルに液体メタンが染み込んでいく様子を観測した。液体メタン充填

カプセルが生成できたことが確認された。周囲の液体メタンを取り除いても短時間であれば液体充填状態を保持

できることが家訓された。直ちに先端を解放すると液体が気体に変わる圧力でカプセルが射出できた。まだ定量

的な充填にかかる時間並びに透過率の測定ができておらず、引き続き研究を継続し、この手法による連続燃料生

成の実現を急ぎたい。また早期に水素の液化に移行し、重水素、三重水素とステップを進めていきたい。 
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【成果の概要】 
 

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水素同位体照射影響 
 

静岡大学学術院理学領域・大矢 恭久 
 
[[目目的的]]  
 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、さらに照射温度を変化させて鉄イオン照射

した試料に対してプラズマ照射温度を変化させて実験を行い、D昇温脱離実験を行った。その結果、照射欠陥お

よび照射温度によりD滞留挙動が大きく変化することが示唆された。さらに中性子を照射したWに 種々の温度

での重水素(D)プラズマ照射を行い、重水素脱離実験を行うことで、中性子照射欠陥を有する W 中で重水素プラ

ズマ照射時のフラックス、フルエンスおよび照射温度により重水素滞留挙動が大きく変化することが確かめられ

た。本研究では、水素同位体の挙動を正確に予測するため、鉄イオン照射により照射欠陥が導入された W に対

し、水素同位体の軽水素と重水素の混合プラズマ照射を行い、昇温脱離法（TDS）を行った。また重水素プラズ

マを照射した後、トリチウムイオン照射を行い、イメージングプレート (IP)測定やβ線誘起 X 線検出法 (BIXS)
測定を行った。これらの結果から、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。 
 
[方方法法] 
 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。試料の一部は欠陥導入のために量子科学技術研

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(TIARA)にて、6 MeV鉄イオン照射（損傷量1 dpa）
を室温にて行われた。これらの試料に静岡大学にあるプラズマ駆動透過(PDP)装置を用いてDプラズマまたはH/D
混合プラズマ(H:D=50:50)を照射エネルギー100 eVに設定して照射温度を373-473 Kとして、フラックス1×1021 m-

2 s-1においてフルエンス 1×1025 m-2まで照射した。H/D混合プラズマ照射した試料に関しては、TDS を昇温速度

30 K min-1にて室温~1273 Kまで行った。またDプラズマ照射試料については照射後に富山大学にて、トリチウム

イオン照射を照射エネルギーエネルギー１keVでフラックス2.8×1017 T+ m-2 s-1においてフルエンス : 1×1021 T+ 
m-2を行い、IP測定やBIXS測定を行った。 
 
[結結果果・・考考察察]  
図 1 に非損傷およびFe２＋損傷W(1 dpa)試料にD プラズマおよびTイオン照射を行った IP結果を示す。また、

図2、3 には非損傷試料およびFe２＋損傷試料におけるBIXS結果、図4 にはH/D混合プラズマ照射を行い、その

後TDS実験を行った際のHとDのスペクトルを、損傷試料と非損傷試料で比較したものを示す。IP測定の結果

より、Dプラズマ照射によってTが増加したことがわかる。図2のBIXS結果から、非損傷試料においてDプラ

ズマ照射を行った場合とプラズマ照射していない場合を比較すると試料内部のトリチウムの深さ分布が等しいこ

とがわかり、Dプラズマ照射を行うことにより表面近くに存在するTが増加したことが示唆された。また損傷試

料においては、BIXS結果から試料内部の T 分布が増加していることがわかり、損傷導入によって水素同位体の

捕捉が増加したと考えられる。図4では照射損傷を導入すると水素同位体の滞留が、大きく増加することがわか

る。特にDの滞留が増加しており、水素同位体プラズマ照射下において損傷試料におけるT滞留が増加する可能

性が示唆された。 
今後はさらに、詳細な照射欠陥分布と水素滞留挙動を明らかにするために種々の高エネルギー粒子を照射した

Wに対して高温高フラックスでのDプラズマ照射およびH/D混合プラズマ照射を行ない、TDS、GDOESやBIXS
を用いて水素同位体滞留挙動を明らかにし、HIDTシミュレーションでその挙動解析も検討する。 
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図2 非損傷試料におけるBIXS比較 

図1 非損傷およびFe２＋損傷W(1 dpa)試料のIP結果 

図4  H/D混合プラズマ照射におけるTDSスペクトル  

図3  Fe２＋損傷試料におけるBIXS比較 
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【成果の概要】 
 

トリチウムβ線による細胞環境下におけるゲノムDNA二本鎖切断の定量的評価 
 

同志社大学生命医科学部・剣持貴弘 
 
本研究は、トリチウムβ線による細胞環境下におけるゲノムDNAの二本鎖切断効率（DSB）を定量的に評価
することを目的とする。本研究では特にDNA二本鎖切断の温度依存性について研究を進めた。ヒトの体温が37℃
程度であることを考えると、DSBに関する温度依存性の知見は重要となってくるが、これまでそのような報告は
なされていない。本実験では、ゲノムサイズの長鎖DNAであるT4 GT7 DNA（166 kbp, counter length 57 m)、
3.0 – 5.2 MBq/cm3のトリチウム水を使用した。図1(a)にトリチウム水中におけるDNA長さの経時変化の温度依
存性を示す。実験結果からトリチウム水からのβ線の寄与がない滅菌水のみの場合でも時間経過と共にDNAの
長さが短くなっていることがわかる。本実験では、マイクロチューブ内で生じるDNAのDSBを計測しており、
この条件下ではDNAは熱揺らぎを受けてブラウン運動している。したがって、溶液中のDNAは熱揺らぎによ
る力学的な刺激を受けることによって DSB を受けることが考えられる。このような熱的な揺らぎによる力学刺
激によって引き起こされる DSB メカニズムにつては、本報告が始めてある。熱揺らぎに誘起される力学的な刺
激以外にも、溶液中に含まれる酸素による酸化も DSB に寄与する可能性がある。また、トリチウム水を使用し
た実験条件の場合においても、どの温度条件下でもDNA長は時間経過と共に減少している。同じ条件下におけ
るトリチウム水と滅菌水によるDNA長の差がβ線による照射効果をあらわしている。熱揺らぎによる力学的刺
激や酸化などによる DSB 頻度は温度上昇に伴ってその効率が大きくなるという結果が得られている。一方、β
線照射効果による単位照射線量あたりの DSB 頻度は 3～16℃で大きな変化は観測されないが、25℃では DNA
切断効率が 10倍程度促進される結果が得られた（図 1(b)）。DSBに関するβ線の寄与と温度による作用の割合
について、温度上昇と共に熱揺らぎに起因する DSB が増加することは明らかであるが、β線による寄与も温度
と共に促進されている。この促進作用については、β線によって生じた活性種の溶液中での拡散が温度が高くな

るにつれて速くなった結果、DSBを促進したことが考えられる。さらに、図1(c)に示すように、25℃のDNA長
さ分布において、10–20 mのDNAの割合が60%程度を示しており、T4 GT7 DANの切断前の長さが40 m
程度であるため、これは熱的な力学刺激で生じるDSBがDNAの中心付近で優先的に切断されたことによって、
DNAの長さ分布がDNA長さの半分付近に集中している結果になる。それに対して、3–16℃の切断条件では、
切断位置に関して優先的な傾向は観測されず長さ分布が広い分布をもっている。この結果はトリチウムβ線によ

って誘起されるDSBが生じる位置がランダムに生じていることを反映した結果である。 
本研究では、長鎖DNAの二本鎖切断に関する温度依存性について研究を実施した。実験結果から、25℃の実
験条件下でのDSBは3～16℃のDSBに関して、その切断頻度が10倍程度促進されることを明らかにした。さ
らに、トリチウムβ線による DSB の切断位置がランダムに生じるのに対し、熱揺らぎによる力学的な刺激によ
って引き起こされるDSBがDNA長の半分付近の長さで選択的に生じることを見出した。 
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同志社大学生命医科学部・剣持貴弘 
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【成果の概要】 
不純物レーザードーピングによる金属のトリチウム透過の抑制 

 
北海道大学大学院工学研究院・信太祐二 

 

１．研究背景と目的 

水素同位体は金属を透過しやすいため炉内からのトリチウム（T）の漏洩が懸念されており，T透過を抑制す

る技術の開発が急務となっている。T 透過を防ぐ手法として，水素同位体の透過が小さいセラミックの薄膜で冷

却管等の表面をコーティングする方法がある。一方，コーティング膜は潜在的にクラックや剥離が生じる可能性

があり，また対象物の形状や製造方法によってはコーティング自体が困難な場合がある。そのため，金属材料そ

のものの水素同位体透過を抑制する（水素同位体の侵入を抑制する）技術が望まれる。Y.Uedaらは，タングステ

ン中に存在する炭素が水素同位体の動きを抑制する可能性を報告している（例えばFED, 87(2012)1356.）。このよ

うな結果をヒントに，液中レーザードーピングにより金属中に不純物（炭素，窒素，酸素）を導入し，金属その

ものの表面を水素同位体が侵入しづらい性質に変えることでT透過を抑制できるのではないかと考えた。液中レ

ーザードーピングとは，ドープする元素を含む溶媒中で金属にレーザー照射することで表面直下に他元素を導入

する手法であり，プラズマプロセスの分野では広く知られている。一方，この手法が水素同位体透過に対しどの

ような影響を与えるのかはほとんど調べられていない。ドープ層が水素同位体の拡散バリアとなることで金属中

への水素の侵入を抑制できる可能性がある。この手法はコーティング法と組み合わせることで，コーティング法

の弱点を補強できるという利点も有している。 
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２．実験 
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料に汚染防止フィルムを介して IP シートを密着させ，室

温で1時間曝露した後，輝尽発光（PSL）強度を調べた。

保持されたTの捕捉の強さを評価するため，トリチウム

ガス曝露後，試料を真空下で加熱する実験を行った。

150℃で3時間，引き続き300℃で3時間加熱し，それぞ

れの加熱後に IP測定でT量の変化を評価した。 
 
３．結果と考察 

トリチウムガス曝露後に IP 測定で調べた PSL 発光

強度分布を図1に示す。試料によってはレーザー照射し

た部分と非照射部の色が異なっており，レーザー照射に

よりT保持量が変わったことを示している。この画像か

ら求めた単位面積あたりのPSL発光強度を図2(a)に示す。

フルエンスが 0.2J/cm2および 1.4J/cm2の場合，非照射部

 
図１ トリチウムガス曝露後に IP 測定により調べ

たPSL発光強度分布。点線で示した円内部の周囲

と色の異なる部分がレーザー照射した部分。レーザ

ー照射は直径約2.2mmのレーザーを縦2列，横2
列に互いに少し重ねて照射したため，照射部は完全

な円ではない。 
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と照射部で PSL 強度はほとんど変わらなかった。

0.2J/cm2 の場合は不純物が十分にドープされてい

なかった可能性がある。また，1.4J/cm2 の場合は

レーザー強度が強すぎたため，アブレーションに

よりドープ層がはぎ取られた可能性がある。一方，

フルエンスが 0.5J/cm2の場合，レーザー非照射部

に比べ T 保持量は半分程度だった。150℃および

400℃で真空加熱した後の T 量の減少割合を図

2(b)に示す。このグラフの縦軸は，150℃および

400℃での真空加熱後の PSL 発光強度をトリチウ

ムガス曝露直後のPSL発光強度で除算した値であ

る。真空加熱によるT量の減少割合はどの試料で

もほとんど違いはなかった。このことから，レー

ザードーピング後のTの捕捉の強さはほとんど変

化しなかったことを示唆している。フルエンスが

0.5J/cm2では T 量が半分になっていたこともふま

えると，0.5J/cm2 のレーザードーピングにより，

表面直下におけるTの捕獲の強さはほとんど変わ

らないが T 捕捉量が減ったものと考えられる。T
捕捉量が減った理由についてはまだよくわかって

おらず，今後の検討課題である。 
 
４．まとめと次年度の予定 

本研究では， レーザードーピングした

SUS316Lに対しT曝露を行い，ドープ層のT捕捉

挙動を調べた。その結果，本実験のレーザードー

ピング条件では，レーザーフルエンスが 0.5J/cm2

で最もT量が少なくなること，フルエンスの違い

によって捕捉の強さはほとんど変わらないことが

わかった。今後は，ドープした試料の重水素透過

実験，不純物のドープ量とドープ深さの調査，ド

ープ層の欠陥微細構造評価，等を行う。これらに

より，レーザードーピングによる水素透過への影

響とそのメカニズムの考察を行う。 
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図 2  (a) T 曝露後および真空加熱後のPSL 信号強度と

(b) T曝露後と真空加熱後のPSL発光強度の比。レーザ

ー非照射部を「Undoped area」，レーザー照射部（ドー

プされた部分）を「Doped area」と示している。 
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【成果の概要】 
 

水素同位体プラズマ照射したタングステン材料の高温酸化に伴う水素同位体放出挙動 
 

近畿大学理工学部・大塚 哲平 
 
核融合炉では燃料プラズマから高エネルギーの水

素同位体がタングステン表面に入射する。このため、

水素同位体はタングステン表面近傍に強く捕獲され

た状態にある（図 1 参照）。本研究では核融合炉の冷

却材および真空喪失事故を想定し、タングステン表面

の高温酸化に伴って、タングステン表面近傍の水素同

位体がどのように放出されてくるのかを明らかにす

ることを目的としている。 
 
本年度は、タングステンに水素同位体を注入するた

めに、図2に示すようなDCグロー放電プラズマによ

る水素同位体注入実験装置を作製した。本装置では、

銅製の試料ホルダー上に試料をモリブデン製マスク

で固定したあと、赤外線加熱装置によりホルダーを加

熱することにより試料を773 Kまで加熱することがで

きる。DC 電源は最大 500 V 印可でき、マスフローコ

ントローラーにより各種ガスを比率を変えて導入す

ることができる。今後は、重水素のみ、重水素・ヘリ

ウム、重水素・窒素比率を変化させて、W試料に水素

同位体を注入したあと、重水素の昇温脱離分析を実施

する予定である。また、本実験装置で水素同位体注入

した W を富山大学においてトリチウム曝露すること

により、試料にトリチウムを導入する。これにより、

試料に取り込まれたトリチウムが W 酸化に伴ってど

のように放出されてくるかを調べることができるよ

うになる。 
これまでに、事故時を想定し873 K以上の温度領域

に着目し、純 W および W-Re 合金の酸化挙動を調べ

てきた[1, 2]。今年度は、メンテナンス時に想定される

673 K〜873 Kにおける純Wの酸化挙動を調べた。 
試料には ITER grade W 板（アライドマテリアル株

式会社製、純度99.99 %、10 mm x 10 mm x 1 mmt）を

用いた。試料を石英反応管に入れた後、酸素ガス（400 
Torr）で満たし、673 K〜873 Kの一定温度で300時間

かけて酸化実験を行った。 
図3に673 K〜873 Kにおける ITER grade Wの酸化

挙動を示す。ITER grade Wの酸化時間 tに対して重量

増加Δ𝑚𝑚𝑚𝑚は 200 時間までは下記の直線則に従っている

ようであった。 
Δ𝑚𝑚𝑚𝑚 = 𝑘𝑘𝑘𝑘𝑙𝑙𝑙𝑙𝑡𝑡𝑡𝑡      (1) 

ここで、𝑘𝑘𝑘𝑘𝑙𝑙𝑙𝑙は直線酸化速度である。 
 図4に各温度における ITER garade Wの𝑘𝑘𝑘𝑘𝑙𝑙𝑙𝑙を温度の

逆数に対して対数プロットしたものを示す。図中、𝑘𝑘𝑘𝑘𝑙𝑙𝑙𝑙
は良いアレーニウスの関係を示しており、その温度依

 
図1 核融合炉におけるタングステンの酸化現象の概念図 

 
図2 DCグロー放電プラズマ水素同位体注入実験装置 

 
図3  673 K〜873 Kにおける ITER grade W 

の酸化挙動 
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存性は(2)式のように表されることがわかった。 

𝑘𝑘𝑘𝑘𝑙𝑙𝑙𝑙 = (3.3 × 10−9)𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒 �−174.8
𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅

�      (2) 

酸化の活性化エネルギーEa=-174.8 kJ mol-1 ともとめら

れた。 
 W の酸化による WO3 の生成ギブスエネルギーは、

673 Kにおいて-444.3 kJ molO2
-1である。また、W中の

酸素の拡散の活性化エネルギーは125.1 kJ mol-1である

[1]。ITER grade Wの酸化は、200時間以内では、ほぼ

直線則を示すようであったが、酸化の活性化エネルギ

ーは WO3-x中の酸素または空孔の拡散により説明され

ることが示唆された。今後は、水素同位体注入した 
ITER grade Wの酸化挙動を調べるとともに、酸化時の

水素同位体放出挙動を調べる予定である。 
 
参考文献 
[1] V. K. Sicca and C. J. Rosa, Corrosion Science, Vol. 20, pp. 1201-1219 (1980). 
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図4 ITER grade Wの直線酸化速度の温度依存性 
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【成果の概要】 
 

14 MeV 中性子照射試験用トリチウムターゲットの製作 
核融合科学研究所・小林 真 

 
研究の背景 

D-T 核融合炉では 14 MeV のエネルギーを持った中性子が発生し、このエネルギーを用いて発電を行う。その

ため、発生した中性子を実時間計測する中性子検出器が必要である。国内の様々な研究機関で核融合炉用中性子

計測器の開発が進んでいるが、検出器の実用性を評価する上で 14 MeV 中性子の照射試験は必須である。国内に

おいて 14 MeV 中性子を発生させることができるのは、大量トリチウムの取扱いが可能な大阪大学が所有する

OKTAVIAN のみである。OKTAVIAN においては、加速した重水素をトリチウムターゲットに入射し、D-T 核融

合反応により中性子を発生させるが、トリチウムターゲットの入手が困難であることが深刻な問題となっている。

そこで本申請課題では、チタン薄膜への純トリチウムガス吸蔵により OKTAVIAN 用トリチウムターゲットを製

作し、国内における中性子検出器研究開発活動へ貢献することを目的とする。 
 
予備実験の結果 
トリチウム吸蔵試験を実施する前にコールド試験として重水素吸蔵試験を行った。チタン膜を蒸着したキャッ

プ型ターゲットを富山大学水素同位体科学研究センターに設置された真空装置に導入し、300~350 ℃程度の加熱

処理を実施した。その後、5 Ciトリチウム相当の重水素ガスを装置内に充填し圧力の経時変化を観察した。300 ℃
から温度を上昇させることで重水素吸蔵が開始され、最終的に 50%程度の重水素が吸蔵された。一方、チタン箔

表面には粒状の析出物が形成しており、表面を擦ることで簡単に剥離してしまうことがわかった。放射性物質で

あるトリチウムを吸収したチタン粉末の飛散を防ぐための手法の最適化が必要と考えられた。 
 
実験手順 
上記の実験では、チタン膜を蒸着する銅基板の酸化の影響や粗

い表面がチタンと銅の反応を促し、チタン・不純物化合物の形成や

チタン・銅合金形成などの過程が重水素吸蔵特性を劣化させる原

因となったと考察された。従って、基板の影響を極力下げつつ、最

適な水素同位体吸蔵法を探索することを目的に、核融合科学研究

所に重水素吸蔵試験装置を用意した。装置の写真を図１に示す。本

装置はターゲット曝露用石英管と重水素吸蔵ゲッター、ガス貯め

込みタンク部から成る。ターゲット曝露用石英管に試料を導入し

管状炉により加熱を行う。重水素吸蔵ゲッター部は片側封止石英

管内に Saes getters 社製 st707(ZrVFe 系合金)ペレットを導入し重水

素ガスを吸蔵させた。必要に応じベローズシールバルブを開け、重

水素吸蔵ゲッターを加熱することで重水素を脱離させることがで

きる。なお、この吸蔵・脱離プロセスにおいては酸素等の不純物は

脱離しないので、純度の高い重水素を実験に供することができる。

ガス貯め込みタンク部は ICF114規格のニップル管を用いた。容積

は 1110 cm3である。重水素曝露試験においては、重水素吸蔵合金

から脱離した重水素ガスを規定の圧力に調整し、ガス貯め込みタ

ンク部に貯め込み、余分な重水素ガスは排気した。その後、ターゲット曝露用石英管のベローズシールバルブを

開とすることで重水素曝露を開始した。 
重水素ガス圧力はバラトロンゲージにて計測した。この圧力計を用いて、全ての構成機器の容積測定を実施し

た。 
銅基板の表面研磨と不純物除去については、サンドペーパーで研磨を行った後、液体コンパウンドを用いて鏡面

研磨を実施した。さらにチタンを蒸着する前に、キャップ型ターゲットを上記装置に導入し、10-6 Pa以下の真空

化で600 ℃まで加熱処理することで表面の不純物を除去した。その後、5 μｍ厚のチタン膜を蒸着した。このキャ

ップ型ターゲットについて、加熱処理の後、重水素曝露試験を行った。 
 

図１ 本試験で用いた重水素曝露装置 
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結果・考察 
本試験においては以下の２つの実験を実施した。なお、両実験では別のキャップ型ターゲットを使用した。 
1 回目の実験では、キャップ型ターゲットを 400 ℃で加熱処理した後、5 Ci トリチウム相当の重水素ガスを曝

露した。しかしながら、450 ℃まで加熱温度を変化させたが重水素の吸蔵は確認できなかったため、一度重水素

ガスを真空排気し、その後470 ℃まで昇温した後、再度重水素ガス曝露を行った。その際の重水素ガス圧力の経

時変化を図２に示す。100分間程度の曝露で、約 1/3の重水素が吸蔵された。この後、温度を順に下降させること

で若干の吸蔵が認められた。この試験から、以下のことが考察された。まず重水素吸蔵量が目標の 1/3 程度とな

ったことについては、試料温度は470 ℃と高く、チタン・銅界面の反応によりチタンの重水素吸蔵特性が変化し

たものと考えられた。一方、450 ℃までの重水素曝露では重水素は吸蔵されなかったことについては、チタン表

面酸化物層が重水素の吸蔵を妨げていることが考え

られ、この除去が必要である。重水素曝露中は系を閉

じた状態であるため、チタン表面酸化物が重水素と

反応して水分が生成し脱離しても系内から取り除か

れないため、チタン表面からの酸化物除去が効果的

に進行しない。従って、水素同位体ガスを用いた短時

間の曝露と真空排気を繰り返すことで表面酸化物層

を効果的に除去できると考えられた。 
1回目の実験結果を踏まえ、2回目の実験を以下の

通り実施した。キャップ型ターゲットを 300 ℃で加

熱処理した後、5 Ci トリチウム相当の重水素ガスを

曝露した。300 ℃、350 ℃と複数回重水素ガス曝露及

び真空排気を繰り返したが、重水素ガス吸蔵は明確

には確認されなかった。その後、400 ℃まで昇温し重

水素ガス曝露を開始したところ、重水素の吸蔵が認

められたため、真空排気及び重水素曝露を 2回行い表

面を処理した後、再度重水素ガス曝露を行った。その

際の重水素ガス圧力の経時変化を図３に示す。200 分

程度の曝露で半分程度の重水素が吸蔵された。その

後、速度は緩やかになるものの吸蔵は続き、最終的に

2/3 程度の重水素が吸蔵された。以上のとおり 1 回目

の実験と比較して2回目では重水素吸蔵量は2倍に増

加した。このことから、水素同位体ガス曝露を繰り返

すことでチタン表面酸化層が除去されることが示唆

された。また、重水素ガス圧力変化において、曝露開

始初期と200分以降において圧力減少速度が変化した

ことについては、重水素吸蔵プロセスが変化したこと

を示しているが、このことについてはまだ不明瞭であ

るため、今後実験により明らかにする予定である。 
 
まとめ 
キャップ型ターゲット底面に蒸着した5 μｍ厚チタン膜に適切にトリチウムを吸蔵させるための前試験として、

重水素ガスを用いた実験を実施した。チタン表面酸化物層により重水素吸蔵が阻害されることが示唆されたため、

水素同位体を用いた短時間の曝露及び真空排気を繰り返し、チタン表面で酸素と水素同位体の反応により水分を

形成し除去した。この処理により、重水素吸蔵特性に大幅な改善が確認された。まだ目標の 5 Ciトリチウム相当

量の重水素吸蔵には成功していないが、本手法を最適化することでこの達成を目指す予定である。 

図３ 重水素曝露実験の結果（２回目） 

図２ 重水素曝露実験の結果（1回目） 
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【成果の概要】 
 

タングステンの水素同位体保持挙動に及ぼす熱・粒子負荷の影響 
 

九州大学応用力学研究所・徳永和俊 
 
目的： 
トリチウム(T)のダイバータや第一壁材料表面における保持特性は、燃料制御、安全性等のため、その挙動や機

構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対向材表面では、プラズマからの熱・粒子負荷

や不純物の飛来等の影響を受け、種々の影響により表面損傷が発生すると共に、ITER のダイバータ板や原型炉

の第一壁やダイバータ板の表面材料としては、タングステン(W)が使用される。従って、タングステンの T 挙動

に及ぼす熱・粒子負荷や不純物の飛来等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

ために必要である。本研究では、W について、電子線及びイオン照射による照射損傷を受けた W 材や熱負荷や

応力負荷されたW材に対して、Tの吸収・保持特性を調べ、T挙動に及ぼすこれら素過程の影響を明らかにする

ことを目的とする。 
 
実験方法： 
（１）W試料に関して、熱負荷、電子・イオン照射、強度試験を行い、種々の負荷をかけた試料を作製する。 
（２）これらの試料に対して、富山大学水素同位体科学研究センターにおいてT曝露装置等を用いて、Tを含む

水素同位体を注入し、BIXS法、IP法等によりトリチウムの吸収・保持特性を調べる。 
（３）高エネルギー電子線照射された W 試料は陽電子寿命測定を行い、照射により導入された格子欠陥等の同

定とTの保持挙動の関係を明らかにする。 
（４）高エネルギーイオン照射された W 試料は、表面近傍に照射欠陥が蓄積され、これらの T 保持挙動を調べ

ることにより、照射欠陥への保持挙動やフレンケルペアの初期欠陥が導入される電子線照射の場合と比較するこ

とにより、照射欠陥の種類の違いによるT保持挙動の違いを明らかにする。 
（５）高熱負荷を受けたWやW合金について、その前後のT保持挙動を調へ、熱負荷による組織変化との関係

を明らかにし、熱影響を評価する。 
 
結果： 
今回は、試料は、ITER grade W(応力除去処理W材)の板材から表面がND-TD面となるように切り出し、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再結

晶処理材を用いた。サイズは、10 mm x 10 mm x 1 mmである。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5 x 1018 /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、100℃で排気後、

100 ℃、10 Torr、T濃度5%、暴露時間4時間でT暴露を行った。その後、IPを用いたT測定、及びBIXS測

定を行った。図1には、IP測定を行った結果を示す。図2には、図1を含めた IP測定の結果から標準試料を用

い、T量を定量化した結果を示した。再結晶処理材では、応力除去処理材と比較し、T量が少ないことがわかる。

これは、応力除去処理材では、転位、結晶粒界やひずみにより、より多くのTは保持されているものと考えられ

る。また、電子線、及びFe イオン照射材では、いずれもT 量が増加している。増加の割合は電子線照射材の方

が大きい。T の検出範囲は、表面の数μｍオーダーと考えられ、この領域の損傷量は Fe イオン照射の場合が大

きいにも関わらず電子線照射材の方が T 量が多い。これは、100℃での暴露による組織変化や拡散などの影響が

あるものと考えられ、検討を進める。今後、これらの試料に対する 400℃排気、350℃での T 暴露実験を含め、

T保持量やBIXS測定結果を検討し、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。 
電子線照射に関しては、これまで、強制水冷却されたタンクの表面にアルミフォイルで梱包した試料を固定し

て照射を行っていた。しかし、試料の温度制御が不安定になる場合が見られていた。今年度は、強制的に流動し

ている冷却水の中に試料を固定し、電子線照射を行った。図3には、電子線のエネルギー分布を示す。10MeV以

上のエネルギーでは、Wが放射化するため、エネルギーを制限している。また、図4には、今回使用した強制水

冷却用のアルミ(Al)製のホルダーを示す。ホルダーの中に試料を固定し、試料の裏面に熱電対を接続し、温度測

定を行うことにより、正確な温度測定を行うことができた。 
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【成果の概要】 
 

ヘリウムプラズマ照射によるタングステン合金のナノ繊維構造形成 
 

大阪大学大学院研究科・上田良夫 
 
１．研究目的 
 Heプラズマ照射によって主に剛性の高い高融点金属表面に発生するナノ繊維構造（Fuzzと呼ばれる）につい 
ては、核融合炉における影響評価や他分野への応用を目的として、多くの研究が行われその形成条件や形成 
機構について理解が進んでいる。しかしながら、合金系の研究はまだ十分ではなく、特に形成条件が大きく 
異なる金属が混合したした場合の形成条件やナノ繊維構造の特性については今後さらなる研究が必要であ 
る。本研究では、核融合炉中性子照射環境でW中に生じるReを想定したW-Re合金のナノ繊維構造について、 
WやRe単体との比較を行うとともに、W-MoやW-Ta等の合金系のナノ繊維構造の形成条件を明らかにする。 
具体的には、W-ReとW-Mo合金（構成元素のどちらもナノ繊維構造を形成しやすい）に対して、ヘリウムプ

ラズマを照射して、ナノ繊維構造の形成条件（特に温度）を明らかにする。W-Re合金については、Re割合を最

大で25％程度として、核融合炉の中性子照射環境で想定される最大濃度の合金についても評価が可能となり、さ

らにはメカニズムの解明に資することができる様な広い濃度範囲で実験を行う。また、W-Mo 合金については、

広い混合比の試料に対して実験を行い、形成条件を明らかにする。さらに、形成されたナノ繊維構造中の元素比

を明らかにし、ナノ繊維構造の形成において、基板から原子が輸送されるメカニズムについて考察を行う。さら

に、W-Ta のように、ナノ繊維構造を形成しやすい元素（W）と形成しにくい元素（Ta）が混合された場合のナ

ノ繊維構造形成条件についても明らかにする。 
 

２．実験方法 
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図１ WとW-50Mo合金上のナノ繊維構造形成 
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あることを考えると、EDX ではナノ繊維構造内の

組成比を主に測定していることになる。このことよ

り、ナノ繊維構造中ではバルクと異なる元素組成と

なる可能性が示された。 
この点をより詳しく調べるため、ナノ繊維構造部

分のみを削り取って、ICP massで元素分析を行い、

EDX の結果と比較したものを図 3 に示す。ICP 
Mass 分析では、ナノ繊維構造を形成したのち、ナ

ノ繊維部分のみを ICP に注入する溶液中に混入し、

元素分析を行っている。ICP 発光分析、及び EDX
とも元素比率校正済みの分析器であるため、直接比

較することが可能である。図３より、ICP発光分析

とEDXではどちらでもMoとWの比率がほぼ等し

いという結果が得られた。さらにナノ繊維構造中で

これらの比率が一定かどうかを評価するために、

GD-OES法を用いて、元素組成比の深さ分布を調べた。な

お、GD-OESでは元素組成比の絶対校正は行っていないた

め、ここでは元素組成比が繊維層中で深さ分布があるかど

うかを調べるために行っている。なお、ここでdepthにつ

いては、バルクでの深さとスパッタ時間の関係を用いてい

るためナノ繊維層では正確ではないが、ナノ繊維構造はバ

ルクに比べ密度が低いことと、同時にスパッタリング率も

小さいことを考えると実際の深さと比べてファクター２以

内の違いと推察される。ただ、今後この点については正確

に評価を行いたいと考える。さて図４より、ナノ繊維構造

中でも元素組成比に変化があることが推察される。繊維の

先端近くでは、Wの比率が非常に大きくなっていることが

わかり、W原子がナノ繊維の先端近くに局在していること

が示唆される。今回使用したバルク材料では、Mo の濃度

が大きいが、ナノ繊維構造中では、特にナノ繊維の先端で

は、Wの方がかなり大きくなっていることがわかり、ナノ

繊維構造の形成や成長メカニズムの解明、あるいは、ナノ

繊維構造中での元素の振る舞いについて新たな成果が得ら

れたと考えている。今後さらにこの材料でも検討を進める

予定です。 
また、まだ初期的な実験のみのため、ここでは WRe 合

金のナノ繊維構造のデータを示すことは差し控えるが、

WRe合金でもW単体とほぼ同様な繊維構造が形成されて

おり、今後系統的なデータを取得した上で、さらに実験を

進めたいと考えている。 
 
４．まとめと今後の計画 
これまでにWMo合金を用いてナノ繊維構造の形成条件（温度）及びナノ繊維構造中の元素組成の分析結果を

示した。その結果、ナノ繊維構造中ではバルクと異なる元素分布、特にナノ繊維層中で深さ分布が示唆されるデ

ータを得たことは新しい成果である。今後この合金を用いた研究を進めるとともに、W-Re、及び W-Ta の実験

も進める予定である。これらの実験結果より、合金系のナノ繊維構造形成に対して、新たな知見が得られると考

えられる。 
 

図２ W-Re合金の元素分析（EDX） 

図３ W-Re合金元素分析（EDXとICP比較） 

図４ W/Mo比の深さ分布（GD-OES深さ分析） 
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【成果の概要】 
 

真空下での効果的なトリチウム除染 
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

トカマク原型炉での炉内トリチウム除染を考えると、真空状態でブランケットのプラズマ対向材の制御温度が

500℃である必要がある。この条件下でトリチウム除染の手法を確立するため、富山大学双方向研究にて管理

区域内で利用可能なグロー放電装置に試料加熱機構を加え、温度制御を伴うトリチウム除染に関する研究を行う。

原型炉での壁温度運用を想定し、等温脱離効果のみと、グロー放電効果を加えた場合に関する研究を進める。対

象とする試料はタングステンとした。

２．２０２１年度の実施内容

・試料加熱装置改造（前年度からの継続）

グロー放電装置の試料台（セラミックス製）破損および試料加熱を伴う実験を新たに行うため、セラミックス

ヒーターを利用可能なステージへの改造を行った。設計および部品製作（ここまでは昨年度報告済み）の後、非

管理区域でのセラミックスと温度調整器の接続および加熱動作試験を行った。管理区域内のグロー放電装置に対

しては部品の仮組を行い、サイズ確認を行った。別途、別の故障として電流モニター系の接触不良が見つかった

ため、その修理を行った。２０２１年度は施設修理に伴う管理区域への立ち入り禁止時期があったため、前述の

内容までを立ち入りができる期間に実施した。

・今後使用する試料の準備および検討

中性子照射損傷模擬として、タングステン試料への鉄イオン照射を京都大学 装置にて行った（同実験は京

都大学の共同研究にて実施）。

グロー放電への曝露前の比較実験として、量研機構六ケ所研究所のプラズマ照射装置を使用し、重水素プラズ

マ照射後の温度制御による重水素脱離挙動について、それぞれ昇温脱離法（ および等温脱離法（ 度で

維持した後、 で昇温）を実施した。図に重水素の脱離スペクトルを示す。タングステン試料へのフルエ

ンスはいずれも 、プラズマ照射時の試料温度は 200℃である。

等温処理した試料に対しては、 ℃に至

るまでの昇温処理、およびその後の等温脱離

である ℃ 分保持の過程で一部の重水素

脱離が促進され、図が示す右端のピークは

℃では脱離処理できなかった残留量とと

してみなす事ができる。昇温脱離法との違い

をみると、右端のピーク領域（～ ℃の処

理として考察）で約半分の残留重水素がある

こと、また ℃等温処理と、未昇温（青線）

を比較すると、わずかながら等温処理中にも

脱離が観測されていることがわかる。

今後、管理区域内のグロー放電装置を用いて、

さらに脱離効果が得られるのかを検証する。
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