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研究目的 

核偏極 DT レーザー核融合[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の試みとして、固体
HD を模擬した極低温プローブ及び磁性錯体により
偏極させた固体 HD プローブの H-NMR 測定実験を
段階的に行い、手法の適用性と有効性並びに問題点
を明らかにする。さらに、レーザー照射可能な無背
壁固体 HD 薄膜ターゲット試料を試作する。 

 

研究項目と今年度の成果 

 

１） 実験装置構成： 

本研究の着想点は、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を利
用すること及び偏極測定 NMR に HD 吸着活性炭を
用いることである。一方 D の偏極は RF 法[4]が可能
である。当初想定した実験装置構成を図１に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図１．本研究の当初の計画に係る実験装置構成。 

（朱破線内のプローブ部は実験結果に基づき図２に改善） 

 

２）固体 HD 模擬マイクロプローブの NMR 実験： 

前年度の NMR 実験により、本報告の前報(IV)

の図４B-D に示した NMR データが得られたが、併
せていくつかの課題も明らかになった。その第一は
プローブキャップ部の温度が約 150K までしか下が
らなかったこと、その第二は NMR 測定のための冷
凍機短時間停止による温度乱れが HD 凝縮プローブ
の安定した NMR 測定を困難にすることである。 

まず前者の問題には、プローブ部に薄い銅管を被
せてより効果的な熱遮蔽を目指した。その結果、プ
ローブキャップ部の温度は 100K 以下の温度に到達
すようになった。プローブ下部の温度は伝熱ロッド
の温度、約 6K に近いと推定されるので、プローブ
内部の温度を約 50K以下に保つことは可能と考える。 

熱遮蔽銅管を被せたプローブ部の低温 NMR 測定の 

結果の一例を次頁の図３B に示す。その上の図 3A 

は前報にも示した室温真空中プローブの結果である。 

 これらの NMR 測定結果はいずれも緑線が
absorption、朱線が dispersion であるので、これらに
理論式をフィッテイグした曲線がそれぞれ赤線及び
青線であり、得られたパラメータ値を表１に掲げた。
両者の振幅係数 r の値の相違にはプローブ温度の違
いによる効果が含まれていると考えられる。 

 

表 1.Fitting results to NMR absorption and dispersion 

 

３）複室式プローブによる NMR 実験：  

次に前述の第二の問題には、HD 吸着用活性炭をプ

ローブに内蔵して安定した NMR測定を図ることにし

た。（関西熱化学株式会社より活性炭ペレットの提供

を受けた。）その結果、最終的なプローブには HD偏

極用の強磁性錯体、NMR安定測定用の HD吸着活性炭、

さらには参考測定 NMR用の模擬プローブとして白ゴ

ム、以上 3 種類の試料を考えなければならない。当

初は図１に示す如く、HD偏極用錯体セルは NMR用セ

ルとは切り離されている構造で計画していたが、こ

れらの間の HD 流路を極低温下で遠隔操作により切

り替える機構及び素子の実現は容易ではない。そこ

で計画を変更して、これら 3 種類の機能を一つのセ

ルに一体化する構造を考えることにした。それが図

２に示す複室式プローブである。 



      

図２．複室式 HD 偏極及び NMR 測定プローブ 

 

この複室式プローブの二つの横室にそれぞれ HD

吸着用活性炭ペレット及び NMR 比較用模擬プロー
ブ白ゴム、縦胴室内には粉末状強磁性錯体を装荷し
て伝熱ロッドに取り付け、さらにこれを熱遮蔽銅箱
で囲んで箱の下端をロッドに密着取り付けた。以上
の冷凍機セットを電磁石内にセットして室温大気中
で測定した結果を図３の C 及び D に、また得られた
パラメータ値を表１に示した。C (RUN02)は周波数
スイープにおける Vertical range が 0.50V、 D 

(RUN06)は 1.0V の結果である。また冷凍機運転の結
果、セルキャップ部の温度は 40K 以下に到達した。 

 

H30 年度の計画 
これまでのNMR実験は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
行ってきたが、この PC 方式では NMR シャシー内の
複数のモジュールをシャシー外の PC から制御する
ので、データ収集速度が劣る。そこで H29 年度末に
シャシー内に組み込めるコントローラーを新たに用
意した。この方式によりデータ収集速度が今までの
約 3 倍速くなり、従って短時間冷凍機停止による測
定データの S/N 比が有意に改善される筈である。 

H30 年度には改造した気相セル 2 号による無背壁
固体 HD 薄膜ターゲットの試作を進める予定である。 
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図３．各種プローブの各段階での NMR 測定結果 
（右側欄上から A: 模擬プローブ・室温真空中、B:

同左・冷凍機低温、C: 複室式セル模擬プローブ・
室温、D:同左・冷凍機真空容器内室温大気中） 

A：直巻き模擬プローブ・冷凍機内真空中 

 

B：直巻き模擬プローブ・低温測定 

 

C：複室式セル模擬プローブ・室温 

 

D：同上プローブ・冷凍機真空容器室温 

 


