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研究目的 

核偏極 DT レーザー融合反応[1,2]の実現可能性
追求の１つのアプローチとして、T 崩壊熱の負荷下
で固体 DT を偏極させる道筋を探る実験を行う。即
ち熱伝導性能が優れた単結晶 HD[3]に T 崩壊熱を与
えた際の想定温度である約１－４K の領域における
H 及び D の効率的核偏極法を試みるとともに、その
試作試料の H-NMR データを採取する。 

 

研究項目と今年度の成果 

１） NMR 用セル内への HD 単結晶薄膜の作成： 
HD 単結晶薄膜試料作成のためのミニチュアセル

の作製及び組み立てを実施した。セル基盤の主要部
は無酸素銅とし、これにかぶせる窓材はレーザー光
透過性及び HD 凝縮状況のファイバースコープ観察
に備えて透明な石英もしくはポリカーボネイトとし
た。後者は加工性及び強度並びに弾性に優れ、極低
温透視窓として採用されている[4]。 
まず角型セル基盤を作製し、これにポリカーボネ

イト（以下ポリカと略称）窓あるいは石英窓を取り
付けたが、窓材と金属製セル基盤との温度収縮の差
異により、前者はコーナー部での剥離のため、また
後者は窓面に亀裂が起こり、いずれも極低温におけ
る真空気密保持が困難であった。 

そこで次に図１(a)に示す円形薄窓ポリカを作製
し、この内溝に適合する縁付き円盤を備えた円形セ
ル基盤にトールシールで嵌め込み接合してセルを組
み立てた。３K 冷凍機による水素導入耐圧試験を行
ったところ、嵌め込み部円周に数個の亀裂が生じ気
密性が損なわれた。原因はポリカが弾性に富むため
薄窓が内圧で歪み円周部に応力集中を起こしたため
と考えられる。 
円周部の応力が許容値以下になるようポリカ窓を

3mm と厚くし、併せて嵌め込み部の構造寸法を温度
収縮応力に耐えるように改善する（図１(b)）ことに
より、冷却耐圧試験をパスした。 
ターゲット固体 HD 厚はポリカと基盤の間に挟む

スペーサ厚で規定され、今回の試作では厚さ 0.3mm、
径 10mm の水素ターゲットの凝縮を試みた。計算で
は 150cc の水素シリンダーの充填圧 220mbar から約
150mbar 分低下する予定が、一回目の凝縮実験では
73mbar 分低下したのみであった。原因はセル及びそ
の接続部の温度制御に問題があると考えられ、次回

実験ではこれらを改善するとともに、ファイバース
コープを取り付けて映像記録を撮る予定である。 

  

(a) 薄窓ポリカーボネイト   (b) 厚窓ポリカーボネイト 

図１．固体水素薄膜ターゲット用試作セルの円形窓 
レーザー照射部壁を薄くするには、ポリカ窓前面

及び基盤背面の照射部分を径数 mm のみ極薄窓（厚
さ 0.3mm 以下）に掘り込むことにより、レーザー照
射に適したターゲットが作製できると考えている。 
 

２） T 崩壊熱模擬負荷に対する極低温 HD 単結晶薄

膜試料の到達温度の評価： 
温度センサー装備などの複雑な構造の薄膜セルの

高真空気密が困難であることから、実験により評価
する当初の計画を変更し、当申請代表者の実験論文
[3]に基づき DT 単結晶薄膜の T 崩壊熱による温度上
昇を推算した。その結果、到達可能 DT 薄膜温度の
推定値として約 0.5K を得た。 
 
３）HD 単結晶薄膜の核偏極の試み： 
数 K の温度領域において有意に核偏極した HD 薄

膜試料の作成手法として、当研究グループは強磁性
錯体 Prussian Blue Analogue への HD 吸着及び回収を
採用し実験を始めた。 Prussian Blue Analogue は強固
で安定した化合物構造を有し、かつ水素吸着率の高
いことが知られている[5]。その中でも Ni 及び Fe 錯
体には 20K 以上のキュリー点を示すものがある[6,7]。
我々はこの種の強磁性化錯体に HD を有意な密度で
取り込ませ、その HD を回収する実験を実施した。 
まずキュリー点約 20K の錯体 Ni3[Fe(CN)6]2 約 1g

を合成試作した。さらにそのキュリー点を SQUID
測定により確認した。 
ついで合成及び保存過程で試作試料に吸着されて

いる不純物を除去するため、高真空下で摂氏約 60
度まで加熱し長時間保持する Degas 実験を行った。



その結果をプロットしたグラフを図２に示す 

 

図２．強磁性錯体 Ni3[Fe(CN)6]2試料 0.4g の 
Degas 実験結果 
 

次にこの錯体試料を 77K に冷却して HD を吸着・
回収する実験を行い表１に示すように良好な成績を
得た。さらに錯体のキュリー点以下の温度における
吸着・回収実験を行うため、錯体試料セルを３K 冷
凍機に取り付けて同様の実験を行った。これらの 
７７K 及び約２０K 錯体に関する HD 吸着・回収実
験の結果をまとめたのが表１である。 
なお、この吸着過程は物理吸着であり、超高純度

HD の純度が全く変化していないことは、回収され
たガスのガスクロ質量分析により 10-4の成分分析精
度で確認できた。 
表１における評価結果の数値約 0.5weight%は、こ

の種の錯体の報告された吸着率約 1weight%[5]に近
い値であり、さらに合成過程及び構造純度を改善す
ることができれば報告された値を達成できると考え
ている。 
なお、Ni 及び Fe 錯体よりも一層強い内部磁場の

探索としては、１６５Ho 化合物も検討する可能性があ
る。 

 
表１．錯体 HD 吸着・回収実験結果－PhaseI 

４）１K クライオスタット及び２T 超伝導マグネッ

トによる H D 単結晶薄膜試料の NMR： 
本申請研究の道筋は、前節錯体吸着・回収過程を 

強磁場下で行うことにより核偏極 HD ガスを生成し、
次にその核偏極を保持したまま NMR セルに凝縮固
化し、最後に NMR 測定を実施して偏極率を求める
ことである。このため H25 年度は強磁場電磁石及び
その電源、並びに一部の NMR 機器要素を整えた。 
 錯体合成量が限られること、従って回収 HD 用
NMR セルはマイクロ化することから、まず RCNP
にて固体 HD 核偏極 NMR 測定の実績がある１K2T
クライオスタットにてマイクロセル HD の NMR 測
定を習得する必要がある。H25 年度はこのための錯
体セル・マイクロ NMR セル連結セットの設計を行
った。 
 
今後の予定 

H26 年度にはセルの温度をより精密に制御した
HD 吸着・回収実験 Phase-II を行い、かつ単結晶薄膜
作製を試みる。一方、１K２T 超伝導マグネットを
用いて固体H DマイクロセルのNMR測定を始める。 
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実験日程 2013/11/06－07          2014/01/10, 17 & 23 

Degas 11/06 at 60 degreeC 01/10 & 17 at  50degreeC 

１ 

回

目 

温度        77K    24K     22K 

HD 吸着量(litre) 

[圧力] 

       0.0120 

[1.558 bar] 

    0.0172 

[1.637 to 0.354 bar] 

     0.0131 

[0.496 bar] 

２ 

回

目 

温度        47K 

HD 吸着量(litre) 

[圧力] 

  0.0063 

[0.046 bar] 

 評価 

(錯体重量 0.3g) 

0.0018mole/g 錯体 

=0.36weight% for H2 

0.0026mole/g 錯体 

=0.51weight% for H2 

0.0020mole/g 錯体 

=0.40weight% for H2 


	研究目的
	研究項目と今年度の成果
	謝辞
	REFERENCES

