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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
ヘリウムガスを供給して金属材料表面の測定部位をヘリウムガス雰囲気に設定するガス
供給手段と、前記測定部位に向かってレーザーを照射して前記測定部位にアブレーション
が生じないようにヘリウムガスをプラズマ化するレーザー照射手段と、レーザー照射中に
おいてプラズマ化したヘリウムガスの内部で発生する光を測定する測定手段と、測定され
た水素の発光波長の発光強度を測定された酸素の発光波長の発光強度に基づいて補正して
前記測定部位に含まれる水素を定量的に分析する分析手段とを備えていることを特徴とす
る金属材料の水素分析装置。
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【請求項２】
8

9
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前記レーザー照射手段は、パワー密度１０ 〜５×１０ Ｗ／ｃｍ でパルス幅５０〜５
００ナノ秒の炭酸レーザーを用いることを特徴とする請求項１に記載の水素分析装置。
【請求項３】
前記測定手段は、水素の発光波長に対応した光を通過させて水素以外の原子の発光波長
に対応した光を通過させない光学フィルタ及び光学フィルタを通過した光を検出する光検
出器を用いて測定を行うことを特徴とする請求項１又は２に記載の水素分析装置。
【請求項４】
ヘリウムガスを供給して金属材料表面の測定部位をヘリウムガス雰囲気に設定し、前記
測定部位に向かってレーザーを照射して前記測定部位にアブレーションが生じないように
ヘリウムガスをプラズマ化し、レーザー照射中においてプラズマ化したヘリウムガスの内
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部で発生する光を測定し、測定された水素の発光波長の発光強度を測定された酸素の発光
波長の発光強度に基づいて補正して前記測定部位に含まれる水素を定量的に分析すること
を特徴とする金属材料の水素分析方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
本発明は、金属材料中に微量に含まれる水素を定量的に分析する装置及び方法に関する
。
【背景技術】
【０００２】
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金属材料では、例えば、ジルカロイ等のジルコニウム系材料、チタン系材料、鉄鋼等の
鉄系材料といった材料において内部に取り込まれた水素による脆化が問題となっており、
金属材料中の水素分析が重要な課題となっている。
【０００３】
金属材料中の水素を定量的に分析する場合、材料の一部を取り出して電気炉内で溶融し
、発生する水素をガズクロマトグラフィ法により定量的に分析することができるが、分析
に時間がかかる上に材料を取り出す必要があるため、分析可能な場所についても制約があ
る。
【０００４】
こうした分析手法に対して、特許文献１では、レーザーを金属材料表面に照射し、その
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際に発生するガスを質量分析計に導入して元素の定量分析を行う方法が提案されている。
【０００５】
また、本発明者らは、大気圧ヘリウム雰囲気中においてジルカロイの表面にＴＥＡＣＯ
2レーザー及びＹＡＧレーザーを照射してレーザープラズマ分光分析を行い、水素プラズ

マ発光強度とジルカロイ中の水素濃度との間に相関関係があることを確認しており、大気
圧下のヘリウム雰囲気中での二重パルスレーザー照射プラズマ分光分析法による水素濃度
の定量分析手法を報告している（非特許文献１から３参照）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
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【特許文献１】特開２０００−０２８５８０号公報
【非特許文献】
【０００７】
【非特許文献１】福元謙一、「レーザー光による原子炉材料中のオンサイト水素分析技術
の開発」原子力システム研究開発事業成果報告会資料集、独立行政法人科学技術振興機構
、平成２０年１月２２日
【非特許文献２】Muliadi Ramli et al.,"Hydrogen analysis in solid samples by util
izing He metastable atoms induced by TEA CO2 laser plasma in He gas at 1 atm", S
pectrochimica Acta Part B 62, ELSEVIER, 2007.10.10, pp.1379‑1389
【非特許文献３】Muliadi Ramli et al.,"New Method of Laser Plasma Spectroscopy fo
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r Metal Samples Using Metastable He Atoms Induced by Transversely Excited Atomsp
heric‑Pressure CO2 Laser in He Gas at 1 atm", Japanese Journal of Applied Physic
s, Vol.47, No.3, 2008, pp.1595‑1601
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
上述した先行文献では、レーザーを金属材料表面に照射することで水素濃度を定量的に
分析することができるものの、レーザー照射の際に金属材料中の母体元素等の水素以外の
原子も発光するため、水素原子の発光（Ｈα；波長６５２．２ｎｍ）のみを精度よく計測
できないといった課題がある。
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【０００９】
そこで、本発明は、ヘリウムガス雰囲気中で金属材料表面をレーザー照射して発光する
水素の発光強度により金属材料中の水素を精度よく分析することができる水素分析装置及
び方法を提供することを目的とするものである。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
本発明に係る金属材料の水素分析装置は、ヘリウムガスを供給して金属材料表面の測定
部位をヘリウムガス雰囲気に設定するガス供給手段と、前記測定部位に向かってレーザー
を照射して前記測定部位にアブレーションが生じないようにヘリウムガスをプラズマ化す
るレーザー照射手段と、レーザー照射中においてプラズマ化したヘリウムガスの内部で発
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生する光を測定する測定手段と、測定された水素の発光波長の発光強度を測定された酸素
の発光波長の発光強度に基づいて補正して前記測定部位に含まれる水素を定量的に分析す
る分析手段とを備えていることを特徴とする。さらに、前記レーザー照射手段は、パワー
密度１０8〜５×１０9Ｗ／ｃｍ2でパルス幅５０〜５００ナノ秒の炭酸レーザーを用いる
ことを特徴とする。さらに、前記測定手段は、水素の発光波長に対応した光を通過させて
水素以外の原子の発光波長に対応した光を通過させない光学フィルタ及び光学フィルタを
通過した光を検出する光検出器を用いて測定を行うことを特徴とする。
【００１１】
本発明に係る金属材料の水素分析方法は、ヘリウムガスを供給して金属材料表面の測定
部位をヘリウムガス雰囲気に設定し、前記測定部位に向かってレーザーを照射して前記測
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定部位にアブレーションが生じないようにヘリウムガスをプラズマ化し、レーザー照射中
においてプラズマ化したヘリウムガスの内部で発生する光を測定し、測定された水素の発
光波長の発光強度を測定された酸素の発光波長の発光強度に基づいて補正して前記測定部
位に含まれる水素を定量的に分析することを特徴とする。
【発明の効果】
【００１２】
上記のような構成を有することで、測定部位にアブレーションが生じないようにヘリウ
ムガスをプラズマ化し、レーザー照射に伴って測定部位がわずかに溶融し測定部位から水
素が離脱するようになり、ガスプラズマ中に飛散した水素がヘリウム準安定状態と衝突し
て発光するようになる。この場合、測定部位にアブレーションが生じていないので、金属
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材料の母体元素等がガスプラズマ中に飛散して発光することはないが、水素原子は他の原
子に比べて軽いために金属材料のわずかな溶融によって容易に離脱してガスプラズマ中に
飛散するようになる。そのため、ガスプラズマ中で発光する光を測定して水素の発光波長
の発光強度に基づいて水素を分析すれば、水素以外の原子による発光の影響をほとんど受
けることなく精度のよい分析を定量的に行うことができる。
【００１３】
測定部位に設定されたヘリウムガス雰囲気中に水蒸気又は金属材料表面に付着した水分
といった水に由来する水素の影響を除去するために、測定された酸素の発光波長の発光強
度に基づいて水由来の水素による発光強度を補正すれば、より精度の高い水素の定量分析
を行うことができる。
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【００１４】
また、水素以外の原子の発光がほとんどない状態で水素の発光強度を測定することがで
きるので、水素の発光波長に対応した光を通過させて水素以外の原子の発光波長に対応し
た光を通過させない光学フィルタ及び光学フィルタを通過した光を検出する光電子増倍管
等の光検出器を用いて測定を行えば、きわめて簡単な構成で水素の発光強度の測定を高精
度で行うことが可能となる。
【図面の簡単な説明】
【００１５】
【図１】本発明に係る実施形態に関する概略構成図である。
【図２】金属材料表面の測定部位にレーザー光を照射した場合の状態を示す模式図である
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。
【図３】ジルカロイからなる金属材料の内部に高濃度の重水素を内蔵させた場合における
重水素の発光（Ｄα）の測定結果を示すグラフである。
【図４】図３に示す測定結果において重水素の別の発光（Ｄβ）に関する波長領域につい
て高解像度で分析した測定結果を示すグラフである。
【図５】水素濃度が６００ｐｐｍのジルカロイに関する測定結果を示すグラフである。
【図６】基準データに基づいて作成した検量線を示すグラフである。
【図７】重水素を含むチタン材料に関する測定結果を示すグラフである。
【発明を実施するための形態】
【００１６】
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以下、本発明に係る実施形態について詳しく説明する。なお、以下に説明する実施形態
は、本発明を実施するにあたって好ましい具体例であるから、技術的に種々の限定がなさ
れているが、本発明は、以下の説明において特に本発明を限定する旨明記されていない限
り、これらの形態に限定されるものではない。
【００１７】
図１は、本発明に係る実施形態に関する概略構成図である。水素分析装置１は、分析す
る金属材料Ｓを載置する載置台３を収容する密閉容器２を備えており、密閉容器２にはレ
ーザー照射部５から出力されるレーザー光が通過する窓部４が設けられている。
【００１８】
レーザー照射部５は、パルス発生器６からのパルス信号によりパルス状のレーザー光を
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出力する。出力されたレーザー光は、窓部４を通過して金属材料Ｓの表面に向かって照射
されるようになる。
【００１９】
出力されるレーザー光は、金属材料Ｓ表面にアブレーションを生じない程度で表面近傍
にガスプラズマを生成するエネルギー密度を有している。例えば、炭酸ガスレーザーを用
いる場合には、パワー密度１０8〜５×１０9Ｗ／ｃｍ2でハルス幅５０〜５００ナノ秒の
レーザー照射装置を用いればよい。なお、対象となる金属材料に対してアブレーションを
起こさずにガスプラズマのみ発生させることが可能であれば、炭酸ガスレーザー以外の赤
外レーザー又は遠赤外レーザーを用いてもよく、特に限定されない。
【００２０】
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密閉容器２には、ヘリウムガスを収容したガスボンベ８が供給管７を介して接続されて
おり、供給管７に設けられた弁９により密閉容器２内に供給されるヘリウムガスの量が制
御されるようになっている。また、密閉容器２には、吸気ポンプ１０が排出管１１を介し
て接続されており、排出管１１に設けられた弁１２により密閉容器２内からの排気量が制
御されるようになっている。そして、密閉容器２内の気体圧力を検知する圧力センサ１３
からの検知信号に基づいて圧力制御部１４が弁９及び１２を制御して密閉容器２内の圧力
が一定に維持されるようになっている。こうしたヘリウムガスの供給制御により密閉容器
２内は一定圧力のヘリウムガス雰囲気に保持されるようになる。
【００２１】
密閉容器２内の圧力は、大気圧又はそれよりわずかに低い減圧状態か大気圧より高い加
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圧状態に設定すればよい。大気圧に設定する場合には、密閉容器を用いずにガスボンベ内
のヘリウムガスを直接金属材料表面に吹き付けてヘリウムガス雰囲気を保持するようにし
てもよい。
【００２２】
金属材料Ｓは、表面の所定の測定部位がレーザー照射部５から出力されるレーザー光の
光軸に一致するように位置決めされている。金属材料としては、水素を内蔵する金属材料
であれば、分析対象とすることができる。特に、水素による脆化が問題となるジルカロイ
等のジルコニウム系材料、チタン系材料、鉄鋼等の鉄系材料といった金属材料を分析する
場合に好適である。
【００２３】

50

(5)

JP 5288471 B2 2013.9.11

金属材料Ｓの測定部位の近傍に生じるガスプラズマ中における発光状態を測定するため
に光ファイバ１５が密閉容器２に取り付けられている。光ファイバ１５に入射した光は分
析部１６に入力され、分析部１６は入力された光を分析して表示部１７に送信し、表示部
１７では分析結果を表示する。
【００２４】
分析部１６は、入力された光を分光して波長毎の発光強度を測定し、後述するように、
水素の発光波長（Ｈα；６５６．２ｎｍ）及び酸素の発光波長（７７７．１ｎｍ）の発光
強度に基づいて測定部位に含まれる水素を定量的に分析する。
【００２５】
なお、光ファイバ１５の代わりに所定範囲の光波長のみを通過させる光学フィルタ（例
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えば、干渉フィルタ）を装着した光電増倍管を密閉容器２に取り付けて、水素の発光波長
に対応する光のみを光電増倍管に入射させて測定し、分析するようにしてもよい。また、
分析に必要な他の元素（例えば、酸素）についてもそれに対応する光のみを通過させる光
学フィルタを用いて測定すればよい。
【００２６】
図２は、金属材料Ｓ表面の測定部位にレーザー光を照射した場合の状態を示す模式図で
ある。レーザー光Ｌを金属材料Ｓ表面の測定部位に照射すると、表面にアブレーションは
生じないが、表面近傍に供給されているヘリウムガスがプラズマ化されてガスプラズマＰ
が発生し、多量のヘリウム準安定状態が形成される。
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【００２７】
ガスプラズマＰは高温状態になるため、金属材料表面がガスプラズマＰの温度によりわ
ずかに溶融して溶融領域Ｍが形成される。溶融領域Ｍに含まれる水素は、他の原子に比べ
て軽量であるため、溶融領域Ｍから容易に離脱することができガスプラズマＰの中に飛散
するようになる。ガスプラズマＰ中にはヘリウム準安定状態が形成されているため、飛散
した水素原子がヘリウム準安定状態に衝突して励起され発光するようになる。一方、金属
材料に含まれる母体元素等の水素以外の原子についてアブレーションが生じないため、ガ
スプラズマＰ中に飛散することはない。そのため、ガスプラズマＰ中の発光現象を分析す
れば、測定部位に含まれる水素を精度よく定量分析することができる。
【００２８】
図３は、ジルカロイ（ジルコニウムの含有量約９８％）からなる金属材料の内部に高濃
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度（２０５０ｐｐｍ）の重水素を内蔵させたものに、炭酸レーザー（エネルギー１．５Ｊ
、パルス幅２００ナノ秒）を照射し、ガスプラズマ中で発光する光を多チャンネル型分光
器（ＡＴＡＧＯ

Ｍａｃｓ−３２０）により測定した結果を示すグラフである。縦軸に光

強度をとり、横軸に発光波長をとっている。
【００２９】
図３に示すグラフをみると、ヘリウム（Ｈｅ）の発光波長（６６７．８ｎｍ）及び水素
（重水素及び水素）の発光波長（重水素Ｄα６５３．８ｎｍ、水素Ｈα６５６．２ｎｍ）
においてピークがみられ、ジルカロイの母体元素であるジルコニウム（Ｚｒ）の発光波長
領域（６４０〜６５０ｎｍ）ではほとんどピークがみられない。
【００３０】
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図４は、図３に示す測定結果において重水素及び水素の別の発光（重水素Ｄβ４８６．
０ｎｍ、水素Ｈβ４８６．１ｎｍ）に関する波長領域について高解像度で分析した測定結
果を示すグラフである。図３に示すグラフでは重水素と水素との間の発光強度が明確に区
別できないが、図４に示すグラフでは両者の発光強度が明確に区別することができ、重水
素（Ｄβ）の強いピークと水素（Ｈβ）の弱いピークが測定されている。したがって、金
属材料に含まれる重水素が発光していると確認することができる。
【００３１】
以上の実験結果からみると、図２で説明したように、金属材料表面に向かってレーザー
を照射することで、金属材料に含まれる水素がガスプラズマ中に飛散して発光しているこ
とが証明される。
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【００３２】
図４では、重水素以外に水素がわずかに発光していることが測定されているが、その発
光している水素は、ガスプラズマ中の水蒸気や金属材料表面に付着している水分といった
水に由来する水素が発光しているものと考えられる。金属材料に含まれる水素以外の水素
については、金属材料に含まれる水素の発光（Ｈα）に上乗せして測定されるためその分
を補正する必要があるが、補正すべき水素の発光強度を特定することは困難である。しか
しながら、水由来の水素は水に由来する酸素と密接に関係しているので、酸素の発光波長
（７７７．１ｎｍ）の発光強度に基づいて水由来の水素分の発光強度を推定することがで
きる。
【００３３】
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水由来の水素の発光強度を定量的に分析する場合には、水素を全く含まない金属材料に
対して上述のようにレーザー照射して水素及び酸素の発光強度を測定しその強度比を予め
算出しておけば、実際に測定された酸素の発光強度及び算出された強度比に基づいて水由
来の水素の発光強度を推定することができる。本発明者らの実験に用いた測定装置では、
水に由来する水素及び酸素の発光強度の強度比は、Ｈ：Ｏ＝４：１と算出された。
【００３４】
なお、金属材料に酸素が含まれている場合、レーザー照射により金属材料から酸素がガ
スプラズマ中に飛散することが考えられる。例えば、ジルカロイといった金属材料にはそ
れ自体に０．１％程度の酸素が含まれている。本発明者らは、酸素を含まないジルコニウ
ムからなる純度の高いＺｒ金属及び酸素を取り込んでいないジルカロイについて同じよう
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にレーザー照射をして酸素の発光強度を測定したところ、発光強度に差はないことを確認
した。すなわち、ジルカロイからガスプラズマ中に酸素が飛散していれば、ジルカロイの
方が酸素の発光強度が高くなるはずであるが、両者に差がなかったことから、ガスプラズ
マ中では水由来の酸素のみ発光していると考えられる。
【００３５】
以上のことから、酸素の発光強度に基づいて水由来の水素の発光強度を精度よく定量分
析することができ、その分を測定された水素の発光強度から差し引くことで金属材料の測
定部位に含まれる水素の発光強度を精度よく定量的に分析することができる。
【００３６】
そこで、金属材料に含まれる水素濃度がわかっているサンプルを異なる濃度で複数準備

30

し、各サンプルに図１に示すようにレーザー照射を行って水素及び酸素の発光波長の発光
強度を測定し、酸素の発光強度を４倍して水由来の水素の発光強度を算出し、測定された
水素の発光強度から水由来の水素の発光強度を差し引いて金属材料に含まれる水素の発光
強度を算出する。こうして金属材料に含まれる水素の濃度及び発光強度を定量的に関連づ
けた基準データを得ることができる。そして、得られた基準データを用いれば、測定した
発光強度から金属材料の測定部位における水素濃度を精度よく定量的に求めることが可能
となる。
【００３７】
水素を異なる濃度（０ｐｐｍ、１００ｐｐｍ、２００ｐｐｍ、４００ｐｐｍ、６００ｐ
ｐｍ）で含む５つのジルカロイを用いて基準データを作成する実験を行った。
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【００３８】
実験には、図１に示す装置において、レーザー照射には、ＴＥＡＣＯ2レーザー（エネ
ルギー１．５J、パルス幅２００ナノ秒、スポットサイズ２ｍｍ×２ｍｍ）を用い、容器
内は大気圧に設定した。実験を行う前に、容器内を５０℃に温度設定して３０分間真空状
態にし、容器内及びサンプルに付着した水分を除去した。そして、高純度のヘリウムガス
を４リットル／分で容器内に供給し、容器内の圧力を７９０ｍｍＨｇに保持するように設
定した。なお、測定を行う前に予備的にレーザー照射を行って、測定部位の表面の水分を
除去するようにしてもよい。
【００３９】
測定部位に向かってレーザーを照射することで、測定部位の近傍に半径１０ｍｍ程度の
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オレンジ色のガスプラズマ領域が観察された。
【００４０】
基準データは、１回の測定でレーザー照射を２０ショット行い、材料表面の異なる位置
で４回繰り返して測定して得られた測定結果の平均値を求めて作成した。
【００４１】
図５は、基準データに基づいて作成した検量線を示すグラフである。縦軸にヘリウムと
水素の発光強度の比をとり、横軸に水素濃度をとっている。グラフＡは、各濃度の測定結
果をプロットして描画したグラフであり、水素濃度と発光強度との間に直線的な相関関係
があることがわかる。そして、グラフＡが水素濃度０ｐｐｍで発光強度比が０となってい
ないのは、上述したように水由来の水素によるものと考えられる。
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【００４２】
そこで、酸素の発光強度に基づいて水由来の水素の発光強度を算出して測定された水素
の発光強度から差し引いて補正を行い、その結果をプロットして描画したのがグラフＢで
ある。グラフＢは、原点を通る直線として描くことができ、測定結果のばらつきも少ない
ことから、グラフＢを検量線として実際の測定結果の分析に使用することで金属材料に含
まれる水素濃度を精度よく定量的に分析することができる。
【００４３】
図６は、水素濃度が６００ｐｐｍのジルカロイにレーザー照射を行った場合にガスプラ
ズマ中で発生した光を測定した結果を示すグラフである。縦軸に発光強度をとり、横軸に
波長をとっている。図６では、ヘリウム（Ｈｅ）及び水素（Ｈ）の発光波長に関して発光
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強度のピークが明確に表れており、それ以外の原子についてはほとんど測定されていない
。
【００４４】
そして、ピークがシャープで狭い範囲となっているので、Ｓ／Ｎ比が非常に高くなって
おり、測定を高い精度で行えることがわかる。この測定結果をみると、分析感度を３０ｐ
ｐｍまで高めることが可能である。スペクトル測定結果が、このように水素の発光のみ生
じ、その発光波長付近に水素以外の母体元素等の原子の発光が生じないので、性能の良い
光学フィルタ（例えば、水素の発光（Ｈα）を通過させてヘリウム（Ｈｅ）の発光を通過
させない干渉フィルタ）及び光電子増倍管を併用して、水素の発光強度のみを高精度で測
定することが可能となる。こうした構成を用いれば、水素の検出感度はさらに向上させる
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ことができ、より高精度の分析がを行える。
【００４５】
図７は、重水素を数百ｐｐｍ含むチタン材料にレーザー照射を行った場合にガスプラズ
マ中で発生した光を測定した結果を示すグラフである。縦軸に発光強度をとり、横軸に波
長をとっている。図７においても図５と同様に、ヘリウム（Ｈｅ）及び重水素（Ｄ）の発
光波長に関して発光強度のピークが明確に表れており、それ以外の原子についてはほとん
ど測定されていない。したがって、チタン材料に含まれる水素についても同様に精度よく
定量的な分析が可能となる。
【００４６】
なお、上述した例では、水由来の水素に関して酸素の発光強度により補正を行うように
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しているが、有機物由来の水素が含まれる場合には、炭素の発光波長（２４７ｎｍ等）の
発光強度に基づいて補正することができる。
【００４７】
以上説明したように、コンパクトな装置構成で金属材料に含まれる水素を高精度で定量
的に分析することができる。そして、金属材料の測定部位を所定間隔ずつずらして測定す
れば、２次元的に分析を行うことができる。測定部位を所定間隔ずつ移動させる場合には
、例えば、レーザー光をミラー等により反射させてミラー角度を変更することで照射位置
を移動させればよい。
【００４８】
また、金属材料の表面からの深さ方向の測定部位に含まれる水素を分析する場合には、
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紫外線レーザー等を用いてアブレーションにより金属材料に所定深さまで穴を形成し、形
成した穴の底面にレーザー照射して測定を行えば、その深さにおける水素濃度を分析する
ことができる。穴の深さを所定深さずつ掘り下げることで深さ方向の水素を定量的に分析
することが可能となる。
【００４９】
また、高感度分析を行うことができるので、図４に示す水素及び重水素の発光に関する
グラフのように発光波長が近接している場合でも分析可能で、水素、重水素及び三重水素
といった同位体の分析についても精度よく行うことができる。
【産業上の利用可能性】
【００５０】
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本発明は、水素による脆化が問題となるジルカロイ等のジルコニウム系材料、チタン系
材料、鉄鋼等の鉄系材料といった金属材料を分析する場合に好適である。また、コンパク
トな装置構成で金属材料にほとんどダメージを与えることがなく、大気圧状態でも測定で
きるため、原子炉、ビル、橋梁といった構造物の金属製の構造材に対して測定することが
可能であり、幅広い分野における水素の定量分析に用いることができる。
【符号の説明】
【００５１】
Ｌ

レーザー光

Ｍ

溶融領域

Ｐ

ガスプラズマ

Ｓ

金属材料

１

水素分析装置

２

密閉容器

３

載置台

４

窓部

５

レーザー照射部

６

パルス発生器

７

供給管

８

ガスボンベ

９

弁

10

吸気ポンプ

11

排出管

12

弁

13

圧力センサ

14

圧力制御部

15

光ファイバ

16

分析部

17

表示部
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【図３】

【図４】

【図２】

【図５】

【図６】

【図７】
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