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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 の効率的核偏極法の開発を試みて固体 HD

試料の H-NMR 測定の実験を行うとともに、レーザ
ー照射可能な無背壁固体 HD 薄膜ターゲットを試作
する。 

 

研究項目と今年度の成果

１） 実験装置構成： 

約１－４Kの領域におけるHの効率的核偏極法と
して水素吸着性強磁性錯体の利用を着想した。一方
D の偏極は RF 法[4]による。最終的な段階での実験
装置構成を図１に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図１．本研究の最終段階の計画における実験装置構成。 

 

２） 無背壁固体 HD薄膜ターゲットの試作： 

H26 年度に引き続き、気相からの直接固化方式に
よるレーザー照射用固体 H2 薄膜ターゲットの作成
実験を行った。実験は、H26 成果報告書に記述した
改造型気相セル 2 号を図１の冷凍機ヘッドに取り付
け、セル内の細スリット加工カートリッジ上に無背 

 

 

図２．固体 H2 薄膜作成実験の温

度・水素圧プロット（上）及

び撮影画像（右）; 上から 

(a) スリット加工カートリッジ、 

(b) H2導入前、 

(c) 導入 7分後、 

(d) 導入 32分後=導入終了、 

(e) 冷凍機停止 55 秒後(一部気化)、 

(f) 冷凍機停止 63秒後(全気化)。 

 

壁固体薄膜が形成された様
子及び冷凍機停止後固体膜
が溶融・気化してカートリ
ッジが初期画像に戻った様
子が観察された。 

なお、カートリッジは純
銅製で幅 10mm高さ 6mm厚
さ 1mmであり、画像内左側
の丸孔は内径 1mm である。
画像内の種々の切り込みは
無背壁薄膜形成観察のため
機械加工したものである。 

次の段階では、幅 0.2mm、
長さ 2mmのスリットを設け
たサファイア膜カートリッ
ジをこの改造気相セル 2 号
に取り付け、無背壁固体水
素薄膜の形成実験を行う。 



３） 固体 HDマイクロプローブの NMR実験： 

H25 年度に用意した強磁場電磁石とその電源及び
H26 成果報告書記載の PC ベース・ポータブル NMR

偏極測定装置[5]を用いて NMR 実験を進めた。まず、
内容積が 4.3mm 径、長さ 18mm の KelF プローブセ
ル内に固体 HD 模擬天然白ゴムを内蔵させ室温
H-NMR 実験を行った。その周波数スイープ測定の
結果の例を図３に示す。 

測定手順は
まず共鳴電流
値を外れた電
磁石電流値に
てバックグラ
ウンド測定を
行い、次に共鳴
電流値にてシ
グナル測定を
行ってバック
グラウンド差
引の処理を行
う。室温測定な
のでシグナル
が小さいが、青 

図３．模擬プローブ室温 NMR測定結果  線が absorption、 

一方の赤線が
dispersion で あ り 、 い ず れ も 周 波 数 約
10.9779+0.0200MHz 近傍にて、前者が偶関数、後者
が奇関数の共鳴分布を示している。 

 次いでこの KelF プローブセル内の白ゴムを抜き
去り HD 導入キャピラリー付きキャップで閉止して、
セル内に HD を凝縮固化させた H-NMR 実験を試み
た。 

冷凍機 NMR 実験では、冷凍機運転が NMR 信号
に大きなノイズを与えることが予備実験で判ってい
たので、数分間の NMR 測定中は冷凍機を停止する
必要がある。数分間の冷凍機停止によりプローブセ
ル近傍の温度がどの程度上昇するかを測定した結果
を図４の前半に示す。HD 導入ラインの閉塞防止用
ヒーター加熱が約 0.1W 以下であれば、5分間の冷凍
機停止でセル近傍が 20Kを大きく超えることはなか
った。次にセル内に極く僅かの HD を凝縮固化させ
て同様の測定を行った結果が図４の後半である。そ
の結果、2 分間の冷凍機停止による HD 圧変化はな
かったが、3 分間の冷凍機停止中の後半に HD の気
化による圧上昇が観測された。 

 さらにセル内に有意な量の HD を凝縮させての
NMR 実験を試みた。プローブコイルはセルの有効長
さ 18mm の下端領域 6mm に巻かれており、この部
分に容積150ccのHDシリンダーから初期圧500mbar

にて HD ガスを供給し凝縮させた。0.5 分間乃至 1

分間冷凍機を停止したいずれでも、図５に示すよう
にセル近傍温度は 20K 近くに上昇し、HD の大部分
が気化してシリンダーに戻ってしまった。このため
凝縮 HDの NMR 測定は行えなかった。 

実験後の考察として、HD 凝縮後比較的短時間に 

冷凍機停止実験を行ったため、凝縮 HD が冷凍機温
度と十分な熱的平衡状態に到達していなかった可能
性があり、待ち時間を十分採った実験を計画してい
る。 

４） 強磁性錯体による核偏極実験の準備： 

前年度までに良好な HD 吸着及び回収成績を得た
強磁性錯体 Prussian Blue Analogue を用いて図１の
HD 偏極実験を行うため、プローブセルと連結する
錯体セル及び冷凍機取り付けロッドを製作した。 

図 4．空セル及び HD少量凝縮セルの冷凍機停止実験。 

図 5．所定量 HD凝縮セルの冷凍機停止実験。 

 

今後の予定
上述したように、H28 年度には 0.2mmスリット付

きサファイア膜カートリッジの無背壁固体 H2 薄膜
試作実験を実施するとともに、所定量 HD 凝縮セル
の短時間冷凍機停止実験を続けて固体 HD の冷凍機
NMR 実験を試みる。 
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