JT-60U に お け る 損 耗 と 再 堆 積
日 本 原 子 力 研 究 所 那 珂 研 究 所

２．実験方法
２．１ 採取した分析タイルの運転履歴
Fig.1 は１９９７年６月－１９９８年１０月の
Ｗ型ダイバータ領域の断面構造を示す。この運転
時期は内側ダイバータ板とドームウィングタイル
間の排気用スロットを用いた片側排気実験が行な
われた。
実験期間中、
計 3600 回の重水素放電 と、
大気開放の直前に各１ヶ月、計 700 回の軽水素放
電が行われ、また 2 度のボロ二ゼーションが実施
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３．実験結果
Fig.2 は内側ダイバータ板下部タイル上のセパ
ラトリックス入射頻度の最も高い領域に形成され
た再堆積層の低倍率像（左）とその拡大 SEM 像（右）
を示す。タイルの材質は CFC（CVI 法）であり、こ
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された。中性粒子ビーム入射（ＮＢＩ）加熱の累
積時間は約 1２０００秒であった。
２．２ 損耗・再堆積現象の評価方法
分析タイルは微量ながらトリチウムを含むため、
損耗・再堆積層の厚さ分布測定と、断面の微構造
観察には放射線管理施設内に設置された走査電子
顕微鏡（ＳＥＭ）とダイアルゲ－ジ等を用いた。
（１）再堆積層の厚さ測定および微構造観察
黒鉛タイル上に形成された再堆積層の厚さ測定
は、タイル基材上の再堆積層の表面に直交方向の
破断面観察によって行った。この手法は、特に内
部組織の明瞭な CFC 基材と再堆積層の界面の識別
に有効であり、
条件によっては 50nm の堆積層の識
別も可能であるが、通常は数 100nm が限界と考え
られる。等方性黒鉛タイルでは界面の判定がより
難しく、測定限界は数μｍ程度である。再堆積層
の微構造観察では電子線のエネルギーを数 kV に
設定し、より忠実な表面構造観察を可能にした。
（２）損耗深さ分布測定
JT-60U ダイバータタイルのポロイダル方向の
厚さ加工精度は平均で３ミクロン前後であり、ポ
ロイダル方向の厚さ変化量から数１０ミクロンの
損耗深さの評価が可能である。厚さ測定はドラフ
ト中で、ダイアルゲージを使用して行った。
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１．はじめに
現行の大型磁場閉じ込め核融合装置のプラズマ
対向壁における損耗・再堆積の研究は、壁からの
不純物生成・輸送・堆積機構の解明、また壁への
熱流束評価等のための温度計測の面から重要であ
る。またＩＴＥＲ建設において、炉内トリチウム
蓄積、ダイバータ板の損耗、および光学的計測機
器への影響等と関連し重要課題となっており、現
行装置の現象機構解明が急務といえる[1],[2]。
ＪＴ－６０においては、大電流化改造前の下部
X 点ダイバータタイル上の再堆積層の内外非対称
性、膜質の相異等についての報告がある[3]。１９
９０年代に入ってプラズマ対向面の損耗・再堆積
現象への関心は高まりを見せ、先駆的な研究が成
されて来た。その間の研究状況は[1]に、総説とし
ては[2]に詳しい。トカマクに関して[4]等がある。
本報告ではＪＴ－６０ＵのＷ型ダイバータ領域
で使用された CFC (黒鉛)タイル上の損耗と再堆積
現象について最近の分析結果を報告する。
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Fig. 2 SEM images of redeposition layers on the
inner divertor tile used in the W-shaped divertor
region of JT-60U.

Fig.1 Cross-sectional view of W-shaped divertor of
JT-60U in the 1997-1998 experimental campaign.
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の材料特有の直径約５０μm の円柱状ネットワー
ク構造が破断面上に再堆積層界面まで連続的に存
在する様子が観察される。右側の拡大写真では、
破断面がテラス状であったため、テラス上に露出
した下層再堆積層中の柱状（columnar）構造物の
存在が捉えられている。
再堆積層の厚さは６０μm
に達し、中層から上層にかけて層状（lamellar）
構造の層が認められ、３０μm 以下の下層では柱
状組織が支配的な傾向にある。
上層の層状構造は、
形成温度がセパラトリックスからの高熱流束と熱
抵抗の大きい下部再堆積層の存在によって高かっ
たことに因ると考えられる。再堆積層上部の水素
同位体濃度が下層の値に比べ低いとの報告[5]は
この仮説と符合する。
Fig. 3 は、外側ダイバータ板の上部タイル表面
層のポロイダル破断面 SEM 像を示す。CFC 特有の
円柱状ネットワーク構造が最表面まで存在し、再
堆積層が形成されていないことが判る。表面は深
さ数μm オーダーの損耗に起因するうねりを示す。
Fig. 4 はドーム部を構成するドームトップタイ
ル（a）
、内側ウィングタイル（b）、外側ウィング
タイル（c）上の矢印で示したポロイダル位置の断
面観察結果を示す。ドーム頭頂部には島状の再堆
積層が一部に認められるものの、基本的には連続
的な再堆積層は観察されず、損耗傾向にあると判
断される。ドームウィングでは、内側ウィングタ
イルの中ほどに局部的に２０μm 厚さの再堆積層
が認められるが（Fig.4b）
、インボード側端部付近
では損耗を示唆する表面構造も観察されている。
一方、外側ウィングタイル上では粒状あるいは島
状の再堆積が認められるが測定限界以上の厚さ
（数μm）の連続的堆積層は確認されていない。
Fig. 5 は、上から順に、内側（左）および外側
（右）ダイバータタイルのトロイダル中央部の損
耗/再堆積層の厚さ/深さ、実験期間中のダイバー
タ板上のセパラトリックスの入射頻度、及び各シ
ョットにおける NBI 加熱入力の重みを付けたセ
パラトリックスの入射頻度、の各ポロイダル分布
を示す。横軸はダイバータ板インボード側端部を
起点とするポロイダル方向の距離である。最上段
のグラフにおいて、網掛け○は堆積層厚さ、△は
損耗深さと堆積層厚さを含む実効的厚さ変化、□
は実効的厚さから再堆積層厚さ変化を差し引いた
損耗深さの評価結果を示す。内側ダイバータ寄り
に最大厚さ６０μm の再堆積層が、一方、外側ダ
イバータ板の下部タイル上には最大深さ２０μm
の損耗が認められた。内側ダイバータ板下部タイ
ル上の再堆積層の厚さ分布は、セパラトリックス
の入射頻度分布およびＮＢＩ加熱入力の重みつき
入射頻度分布と相関し、再堆積が少なくともセパ
ラトリックスの入射位置領域で進行することを示
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Fig.3 A SEM image of fractured faces of the outer
divertor tile used in the W-shaped divertor region.
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Fig. 4 SEM images of fractured top-surface layer of
graphite tiles used in the dome region of JT-60U.
唆している。一方、外側ダイバータ板上の損耗深
さ分布は、外側セパラトリックスの入射頻度分布
と相関を示すが、損耗深さが最大となる位置は、
セパラトリックスの最高頻度の位置より約２０mm
アウトボード側に位置する。Fig. 6 に示す様に、
ダイバータ配位放電では通常、外側でより低粒子
束、高電子温度、高熱流束の傾向を示す[6],[7]。
つまり外側ダイバータ板においてスパッタリング
による損耗傾向が強く、損耗は電子温度分布にも
依存する可能性が予想される。
損耗/再堆積現象の
支配因子としては、さらに入射粒子束中の炭素イ
オンの割合があり[8]、この内外非対称性との係わ
りについての研究が今後重要と思われる。
Fig.5 の内側ダイバータ板上の再堆積層厚さ分
布には主ピークのインボード側に更にサブピーク
の存在が認められた。Fig.7 はこのサブピーク付近
の再堆積層のトロイダル方向破断面 SEM 像を示す。
タイル表面に対し２０～３０°で磁力線侵入方向
に傾斜した柱状組織の存在が認められる。柱状構
造は、比較的低温度で、堆積物質が基板に対し斜
入射の場合に生じると考えられ、この領域の再堆
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Fig. 5 Poloidal distributions of redeposition/erosion on the inner and the outer divertor plates: Erosion depth
profiles were estimated from difference between effective tile thickness change and redeposition layer thickness.
Correlations can be found among distribution profiles of redeposition/erosion, striking frequency of separatrix and the
striking frequency weighted with NBI power.
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Fig. 7 SEM (poloidal section) of columnarstructure redeposition layers on the inner divertor
plate, away from the most frequent separatrix hitting
zone.

Fig. 6 Probable explanation for the in-out asymmetry
in erosion/redeposition is the higher particle flux with
the lower ion temperature on the inner divertor plate
compared to those on the outer divertor plate [6].
積層はセパラトリックスの入射位置から遠い、比
較的低温領域で形成されることが示唆される[9]。
４．おわりに

JT-60U の W 型ダイバータ領域の内側スロットか
らの排気実験時期の使用済みタイルについて、損
耗・再堆積の状況を分析した。
ダイバータ板では、内側で再堆積、外側では損
耗の明瞭な内外非対称性を示した。
再堆積層厚さ、
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損耗深さのポロイダル分布と、内外セパラトリッ
クスの入射位置頻度分布とは相関性を示した。再
堆積層の構造には柱状および層状があり、層状は
セパラトリックス入射領域に形成される厚い再堆
積層の上層に、一方、柱状はそれらの下層、ある
いは入射領域からインボード側に離れた領域に観
察され、形成時の温度による説明を試みた。
ドーム頭頂部は損耗傾向にある。一方、この時
期のドームウィングタイルに関しては内側ウィン
グの一部にのみ連続した再堆積層が認められた。
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