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１．はじめに 

 国際熱核融合実験炉 ITER では、炭素材やベリリ

ウム材をプラズマ対向壁の材料として使用するこ

とを検討しているが、この場合、炉内に残留する

トリチウムの多くはプラズマ対向壁中に存在する。

このため、プラズマ対向壁中のトリチウム量を評

価することは、燃料リサイクリング、炉内保守の

観点から重要である。また、トリチウムが も多

く残留していると考えられているダイバータでは、

トリチウム吸蔵量が材料の損耗／再堆積過程によ

り大きな影響を受けるためトリチウム蓄積量の評

価が極めて難しい。したがって、日本原子力研究

所の臨界プラズマ試験装置（以後 JT-60U）など実

機で使用された炭素材プラズマ対向壁タイル内へ

のトリチウム吸蔵量の評価およびそれに及ぼす損

耗／堆積量の影響を調べることは、プラズマ対向

壁の設計および真空容器内トリチウム残留量の評

価を行う上で重要な知見を与える。 

 JT-60U では、1991 年 7月より重水素運転を開始

しており、DD 反応によりトリチウムが生成される。

燃焼法による運転初期のプラズマ対向壁中トリチ

ウム測定結果では、DD 反応で生成されたトリチウ

ムの約 50％がプラズマ対向壁（炭素材）に残留し

ていると評価されている〔1〕。しかし、得られた

トリチウム分布と堆積膜厚分布との関係、あるい

は、どのようなメカニズムでトリチウムが蓄積さ

れるのかについては、わかっていない。そこで、

今回、JT-60U プラズマ対向壁タイルのより詳細な

分析を行うため、従来から行われていた燃焼法に

よるトリチウム残留量の評価に加え、イメージン

グプレート（IP）〔2〕及び走査電子顕微鏡（SEM）

によって、広範囲に渡って炉内トリチウム分布及

びタイル表面の堆積膜厚分布を測定した。また、

トリチウムの残留過程を調べるために、軌道追跡

モンテカルロ（OFMC）コードを用いて重水素放電

中に DD 反応で生成される高エネルギートリトン

のプラズマからの損失及びプラズマ対向壁への入

射分布を計算した。 

 本報告では、JT-60U ダイバータ領域のトリチウ

ム分布測定結果を紹介し、堆積膜厚分布と比較す

る。JT-60U ダイバータタイルの損耗／再堆積分布

測定結果については別途詳細に報告されるので、

ここでは、結果のみを紹介する。さらに、OFMC コ

ードを用いた高エネルギートリトンのプラズマ対

向壁への入射分布計算結果とトリチウム残留分布

測定結果とを比較し、JT-60U プラズマ対向壁にお

けるトリチウム残留過程について述べる。なお、

本研究の詳細は、参考文献〔3〕に報告されている。 

 

２．測定および解析方法 

２．１ トリチウム測定方法 

 JT-60U プラズマ対向壁に残留したトリチウム

を測定するために、燃焼法とイメージングプレー

ト（IP）法の２つの方法を用いた。燃焼法は、分

析タイルから切り出した試料を燃焼させてトリチ

ウムを水の形で回収し、液体シンチレーションカ

ウンターでトリチウム量を測定する方法である。

本測定法は、試料中にあるトリチウムの絶対量を

測定する有用な測定法であるが、測定に時間を要

するために広範囲に渡る詳細なトリチウム分布を

調べる手法には向かない。従って、この燃焼法は、

主にダイバータ領域のトリチウム残留量を定量す

るために用いた。 

 IP 法は、IP をタイル表面に密着させて、IP に

記録されたβ線入射分布密度（トリチウム分布密

度）を IP リーダーで読み取り解析する方法である

〔4,5〕。この IP 測定ではタイル表面から数µm の

深さに存在するトリチウムを測定することが可能

である。本測定法は、タイル表面のトリチウム分

布を測定する比較的簡便な方法であり、複数の IP

を用いることにより一度に何枚ものタイル表面の

トリチウム分布像を得ることができる。この方法

により、真空容器内第一壁、ダイバータタイルの

ポロイダル方向のトリチウム分布、及びドーム頂

部タイルのトロイダル方向（トーラス一周）トリ

チウム分布を測定した。 

 

２．２ 道追跡モンテカルロ（OFMC）コード 

    によるトリトン軌道損失計算 

 高エネルギーイオンのプラズマからの損失過程

の重要なメカニズムの一つとして、トロイダル磁

場のリップルによる輸送が挙げられる。JT-60U で

は、このリップル損失の評価を OFMC コードを用い

て行った実績がある〔6,7〕。DD反応で生成される

高エネルギートリトン（1MeV）は、トロイダル磁

場リップルにより損失することが予想されるため、

この OFMC コードを用いてプラズマ対向壁へのト

リトン入射分布を評価した。OFMC コードでは、ト

ロイダル磁場コイルの作る磁場とプラズマ平衡か

ら算出される磁場とを重ね合わせ、クーロン衝突
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をモンテカルロ法で扱いながら、合成磁場中にお

けるテスト粒子の軌道を追跡する。テスト粒子の

出発点は、プラズマ温度分布、密度分布によって

与え、それぞれのテスト粒子に対して、プラズマ

中で熱化（プラズマ温度と同程度の 10keV 以下）

するか、壁に衝突するまで軌道を追跡する。本計

算では、一連の実験運転の中で１ショット当たり

のトリトン生成量が も多い高βp H モードプラ

ズマにおける典型的なプラズマ配位及びプラズマ

パラメータを使用した。 

 

３． 結果及び考察 

３．１ トリチウム測定結果 

Fig.１に燃焼法により得られた W型ダイバータタ

イル中のトリチウム残留分布を示す。 もトリチ

ウムレベルが高い領域は、ドーム頂部タイル（DMb）

で観測され、ダイバ− タタ− ゲットタイル

（DVa,b,c,d）では低かった。内外バッフル板端部

のトリチウム濃度を比較すると、外側で高い値を

示した。これらの結果は、IP測定結果と定性的に

一致した。Fig.2 に W 型ダイバータ領域における

損耗／再堆積分布を示す〔8〕。この図から、内側

ダイバータで堆積が支配的であり、外側ダイバー

タでは損耗が支配的であることがわかる。また、

ドーム部のほとんどの部位では堆積膜は見られな

かった。これらのことから、タイル表面の堆積膜

厚分布は、IP や燃焼法で得られたトリチウム分布

と相関がないことがわかった。また、ドーム頂部

タイル（DMb）についてトロイダル方向全周の IP

によるトリチウム分布測定結果（Fig.3）では、ト

リチウムレベルはトロイダル磁場コイル（TFC）の

中間で高く、TFC 直下では低かった。この傾向は

トロイダル方向に周期的に現れていることから、

トリチウム分布はトロイダル磁場コイルのリップ

ルの影響を受けていることがわかった。燃焼法で

得られたダイバ− タ領域のトリチウム残留量を、

IP で得られたドーム頂部のトリチウムトロイダ

ル分布を考慮してトロイダル方向に積算すると、

ダイバ− タ領域に残留しているトリチウムは、中

性子測定結果から算出されるトリチウム全生成量

（18GBq：サンプル設置期間）の約 10％となった。

ダイバ− タターゲットタイルについては、わずか
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1％であった。第一壁タイルにおけるポロイダル方

向の IP 測定結果では、外側及び内側赤道面の第一

壁タイルのトリチウムレベルが比較的高く、特に

外側赤道面が高かった。ダイバータ領域と比較す

ると全体的に第一壁のトリチウムレベルは低い傾

向を示した。 

 

３．２ トリトン軌道損失計算結果 

  Fig.4 に W 型ダイバータ領域のポロイダル方

向におけるトリトン軌道損失計算結果の粒子束分

布と IP 測定結果との比較を示す。ここで、計算結

果は、トロイダル方向に平均したものを示し、IP

測定結果は、トロイダル磁場コイル間の中央部の

サンプルタイルを測定したものである。両者とも、

ドーム頂部で高く、ダイバータターゲットタイル

では低い。内外バッフル板を比較した場合も、両

者とも外側バッフルで高くなっており、計算結果

と IP測定結果とは良い一致を示した。ドーム頂部

におけるトロイダル方向のトリチウム分布につい

ても、計算結果及び IP測定結果は一致し、セクタ

ー中心で高くトロイダル方向に周期的に分布して

いる。第一壁におけるトリチウム分布についても、

計算結果と IP 測定結果とも外側赤道面でトリチ

ウムレベルが高かった。また、軌道損失計算結果

では、生成されたトリチウムの約 30％がプラズマ

から損失し、ほとんどエネルギーを失うことなく

プラズマ対向壁に入射されている。ダイバータ部

に注目した場合、生成された量の約 12％が入射さ

れており、燃焼法で得られたトリチウム残留量

10％に対し定量的にも比較的良い一致を示した。

以上のことから、JT-60U のプラズマ対向壁に残留

しているトリチウムの分布は、高エネルギートリ

トンとして打ち込まれたものが大きく反映されて

いると言える。 

  一方、表面温度の高いダイバータターゲット

タイルは、タイル表面温度が高いためにトリチウ

ム残留量が少ないと考えられるが、W 型ダイバー

タでのプラズマ配位ではもともとダイバータター

ゲットタイルへのトリトンの入射量が少ないため

温度の効果ははっきりしない。そこで、W 型ダイ

バータへ改造する前のオープンダイバータ期の高

性能放電実験についても計算を行い、燃焼法によ

り得られた同時期のトリチウム分布結果〔1〕と比

較した。Fig.5 に燃焼法により得られたオープン

ダイバータのトリチウム分布と OFMC コードによ

り計算された高エネルギートリトンの粒子束分布

（トロイダル方向平均）を示す。両者とも c列で

は高いものの、外側ストライクポイントの f列で

は燃焼法による測定結果が低くなっている。これ

は、W 型ダイバータと同様にストライクポイント

のタイル表面温度が高いためにトリチウム残留量

が少なくなったと考えられる。 

 

 オープンダイバ− タ期に燃焼法により測定した

トリチウム分布の結果から、生成されたトリチウ

ムの約 50％がプラズマ対向壁に残留していたこ

とがわかっている〔1〕。今回行った OFMC コードで

の計算結果からは、生成されたトリチウムの約

30％が高エネルギー粒子としてプラズマ対向壁に

入射されたことがわかったため、残り 20％がプラ

ズマ中で熱化した低エネルギー成分によるものと

考えられる。OFMC コードでは、低エネルギー粒子

（プラズマ温度：10keV 以下）の軌道は計算モデ

ルの適用範囲を超えるため、その入射分布等はわ

からないが、タイル表面の浅い領域に入射される。

重水素放電実験後の軽水素を用いたトカマク洗浄

放電では〜keV オーダーのイオンが入射され、グ
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ロー放電洗浄ではさらに低い〜500 eV 程度のイオ

ンが入射される。この場合、トリチウムを除去で

きるのはタイル表面近傍（nm領域）のトリチウム

であることから、低エネルギー成分のトリチウム

は実験放電や軽水素ガス等による壁洗浄放電等に

よって系外に放出されるものと、さらになお残留

するものとに別れると考えられる。こうした洗浄

放電などを行った後でも、ダイバータ部での OFMC

コードによる計算結果と燃焼法測定結果とが比較

的良い一致を示していることは、壁洗浄の影響の

及ばない数µm の比較的深い位置に多くのトリチ

ウムが入射されていることを示している。この深

さまで入射されたトリチウムは、温度が上昇しな

い限り従来の壁洗浄では除去できずにタイル内に

残留することになる。 

 

４．まとめ 

  JT-60U プラズマ対向壁のトリチウム分布は、

DD 反応で生成される高エネルギートリトンのプ

ラズマからの損失を反映し、さらにダイバ− タタ

ーゲットタイルでは表面温度が高いためにトリチ

ウム残留量が少ないことがわかった。また、OFMC

コードを使用した高βp H モードプラズマ中のト

リトン軌道損失計算結果から、生成された高エネ

ルギートリトンの約 30％が熱化せずにプラズマ

から損失していること、プラズマ対向壁へのトリ

トンの入射エネルギーは 大〜1MeV と高く、生成

時のエネルギーが損失されずに壁に深く入射され

ていることがわかった。DT 放電実験を行った JET

や TFTR では、ほとんどのトリチウムが低エネルギ

ー粒子や中性粒子として存在し、主に炭素不純物

に取込まれながらタイル表面等に堆積していくた

め、堆積膜には多くのトリチウムが含まれる。ま

た、その堆積物はプラズマが直接当たらない部分

にたまるために表面温度が低く、トリチウムが保

持される。このため、堆積膜分布はトリチウム分

布と密接に関係している〔9〕。一方、DD放電実験

を行っている JT-60U の W型ダイバータでは、トリ

チウムのタイルに取込まれる主たる過程が高エネ

ルギーイオンの入射であることから、トリチウム

分布と堆積膜分布とは相関がない。低エネルギー

粒子や中性化したトリチウムが堆積層に取込まれ

る可能性はあるが、JT-60U では、プラズマが直接

当たる内側ダイバータターゲットタイル表面に堆

積膜が存在し、そのタイル表面温度が高いために

堆積膜中のトリチウム残留量が少ないと考えられ

る。 

 本研究により、重水素放電で生成された高エネ

ルギートリトンの挙動が閉じ込め磁場の影響を強

く受け、壁洗浄を行っても除去できない深い場所

に留まっていることが明らかとなった。今後は、

トリチウムの深さ分布を測定するとともに、こう

したトリチウムの除去方法を検討する必要がある。

また、トリチウムを燃料として使用する将来の核

融合炉においては、低エネルギーまたは中性粒子

としてのトリチウムの残留分布を評価していく必

要があり、この課題に関連して、今後はさらに

JT-60U における重水素分布についても評価を進

める予定である。 
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