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(57)【要約】
【課題】 固体材料以外の水素の影響をほぼ完全に除去
して、当該固体材料に含まれる水素濃度の定量分析を正
確に行うことができる水素分析方法及びその装置の提供
を目的とする。
【解決手段】 固体材料表面の測定部位に不活性ガスを
供給するガス供給工程と、前記測定部位に向かってレー
ザーを照射することで前記測定部位にプラズマを発生さ
せるレーザー照射工程と、レーザー照射中においてプラ
ズマから発せられる光を測定して、測定された水素の発
光波長の発光強度に基づいて前記固体材料に含まれる水
素濃度を分析する分析工程とを有し、前記ガス供給工程
では、少なくともプラズマが発生した領域における前記
不活性ガスの圧力が、前記測定部位の周囲の圧力よりも
高圧になるように、前記不活性ガスを供給する水素分析
方法である。
【選択図】 図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
固体材料表面の測定部位に不活性ガスを供給しつつレーザーを照射して前記測定部位にプ
ラズマを発生させ、このプラズマの光から前記測定部位の水素を分析する固体材料の水素
分析方法において、
前記固体材料表面の測定部位に不活性ガスを供給するガス供給工程と、
前記測定部位に向けてレーザーを照射することで前記測定部位にプラズマを発生させる
レーザー照射工程と、
レーザー照射中においてプラズマから発せられる光を測定して、測定された水素の発光
波長の発光強度に基づいて前記固体材料に含まれる水素濃度を分析する分析工程とを有し
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、
前記ガス供給工程では、少なくともプラズマが発生した領域における前記不活性ガスの
圧力が、前記測定部位の周囲の圧力よりも高圧になるように、前記不活性ガスを供給する
こと、
を特徴とする固体材料の水素分析方法。
【請求項２】
固体材料表面の測定部位に不活性ガスを供給しつつレーザーを照射して前記測定部位にプ
ラズマを発生させ、このプラズマの光から前記測定部位の水素を分析する固体材料の水素
分析方法において、
前記測定部位を収容できる大きさであって、少なくともプラズマが発生する領域よりも
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大きいチャンバを準備する工程と、
このチャンバ内に前記測定部位を配置する工程と、
前記チャンバ内に不活性ガスを供給するガス供給工程と、
前記測定部位に向かってレーザーを照射することで前記測定部位にプラズマを発生させ
るレーザー照射工程と、
レーザー照射中においてプラズマから発せられる光を測定して、測定された水素の発光
波長の発光強度に基づいて前記固体材料に含まれる水素濃度を分析する分析工程とを有す
ること、
を特徴とする固体材料の水素分析方法。
【請求項３】
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固体材料表面の測定部位に不活性ガスを供給しつつレーザーを照射して前記測定部位にプ
ラズマを発生させ、このプラズマの光から前記測定部位の水素を分析する固体材料の水素
分析装置において、
固体材料表面の測定部位に不活性ガスを供給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することで前記測定部位にプラズマを発生させ
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から発せられる光を測定して、測定された水素の発光
波長の発光強度に基づいて前記固体材料に含まれる水素濃度を分析する分析手段とを有し
、
前記ガス供給手段は、少なくともプラズマが発生した領域における前記不活性ガスの圧
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力が、前記測定部位の周囲の圧力よりも高圧になるように、前記不活性ガスを供給するこ
と、
を特徴とする固体材料の水素分析装置。
【請求項４】
前記ガス供給手段から前記測定部位に前記不活性ガスを供給するガス供給口を、前記測定
部位を中心とする円周上に複数配置したことを特徴とする請求項３に記載の固体材料の水
素分析装置。
【請求項５】
前記ガス供給手段から前記測定部位に前記不活性ガスを供給するガス供給口に対向して遮
蔽部材を設けたことを特徴とする請求項３又は４に記載の固体材料の水素分析装置。
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【請求項６】
固体材料表面の測定部位に不活性ガスを供給しつつレーザーを照射してプラズマを発生さ
せ、このプラズマの光から前記測定部位の水素を分析する固体材料の水素分析装置におい
て、
前記測定部位を収容できる大きさであって、少なくともプラズマが発生する領域よりも
大きいチャンバと、
前記チャンバに不活性ガスを供給するガス供給手段と、
前記チャンバに収容された前記測定部位に向かってレーザーを照射することで前記測定
部位にプラズマを発生させ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から発せられた光を測定して、測定された水素の発光
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波長の発光強度に基づいて前記固体材料に含まれる水素濃度を分析する分析手段とを有す
ること、
を特徴とする固体材料の水素分析装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
本発明は、不活性ガス中の金属等の固体材料にレーザーを照射することで発生するプラ
ズマから前記固体材料に含まれる水素の濃度を分析する水素分析方法及びその装置に関す
る。
【背景技術】

20

【０００２】
不活性ガスを充填した密閉容器内に金属等の固体材料を置き、この固体材料にレーザー
を照射し、そのとき発生するプラズマから、前記固体材料に含まれる水素濃度を定量的に
分析する方法及び装置が知られている（例えば特許文献１参照）。
また、本願の発明者らは、大気圧ヘリウム雰囲気中においてジルカロイの表面にＴＥＡ
ＣＯ2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）。
【０００３】
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ところで、上記したようなレーザーを用いた水素分析装置及び方法において、固体材料
に含まれる水素濃度を正確に分析するには、当該固体材料に含まれる水素以外の水素を排
除する必要がある。このような水素の存在源は主として水分であることから、上記した従
来の水素分析装置及び方法においては、固体材料を密閉容器内に収容して大気から隔離す
るとともに、前記密閉容器を加熱して壁面に付着した水分を蒸発させつつ密閉容器内の真
空引きを行い、さらに、前記密閉容器内を水素含有量０の不活性ガスで満たして、水分由
来の水素を除去している。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
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【特許文献１】特開２０００−２８５８０号公報
【非特許文献】
【０００５】
【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
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
ところが、このように徹底的な水分の排除を行っても、測定対象の固体材料に含まれる
水素以外の水素が検出されていることが、本願発明者によって確認された。
図８は、上記した従来の水素分析装置を用いた場合において、固体材料に含まれる水素
濃度（ppm）とＨα発光強度との関係を示すグラフである。このグラフからは、固体材料
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に含まれる水素濃度が０になってもＨα発光強度が０にはならないことがわかる。このこ
とは、従来の水分除去作業では、残留水分を０にすることは困難であることを示している
。
本発明は上記の問題に鑑みてなされたもので、固体材料に含まれる水素以外の水素の影
響をほぼ完全に除去して、当該固体材料に含まれる水素濃度の定量分析を正確に行うこと
ができる水素分析方法及びその装置の提供を目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
上記の課題を解決するためには、まず、固体材料に含まれる水素以外の水素が、どこに
含まれるのかを特定する必要がある。
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そのため、本発明の発明者は、図９に示すような実験装置を作製して実験を行った。
【０００８】
Ｚｒ（ジルコニウム）で形成された固体材料としての金属材料Ｓは、含有水素濃度が０
ｐｐｍのものを用いる。また、金属材料Ｓとしては、レンズ２００によって集光されるレ
ーザー光のスポット径とほぼ同じ直径又はこれよりも若干小さい直径を有する細線状のも
のを用いた。金属材料Ｓは、加熱して表面の水分を予め蒸発させているが、残留した水分
はレーザー光の予備照射により飛散・除去することができ、かつ、線径を小さく（１ｍｍ
程度）することで、前記予備照射によっても除去できなかった水分由来の水素の影響はほ
ぼ０にできると推測した。
【０００９】
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密閉容器１００は、従来の分析方法と同様に、加熱と真空引きにより壁面や内部の水分
を除去した上で、ヘリウムガス等の不活性ガスを充填する。当該不活性ガスとしては、水
素を含ないものでなければならないことは勿論である。
この実験装置で、密閉容器１００内に配置した金属材料Ｓの先端に、金属材料Ｓの軸線
と同方向から、レンズ２００で集光したレーザー光を照射する。これにより金属材料Ｓの
先端にプラズマが発生し（プラズマが発生した領域を符号Ｐで示す）、このプラズマを図
示しない分光分析器で分析して水素濃度を測定した。
【００１０】
この実験装置を用いた実験の結果、水分由来の水素が検出された。このことから、金属
材料Ｓの周囲の雰囲気中に水分由来の水素が残留していて、この水素がプラズマ化した領
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域Ｐに侵入して検出されたものと推測できる。
【００１１】
この推測から、本発明の発明者は、金属材料Ｓの周囲の雰囲気中に含まれる水素が、プ
ラズマ化した領域Ｐに侵入しないようするべく、プラズマ化した領域Ｐと前記雰囲気との
間に隔離手段を設ければよいことに想到した。
【００１２】
そのための一つの方法は、プラズマが発生する領域の内外に圧力差を設けること、すな
わち、請求項１に記載するように、固体材料表面の測定部位に不活性ガスを供給しつつレ
ーザーを照射して前記測定部位にプラズマを発生させ、このプラズマの光から前記測定部
位の水素を分析する固体材料の水素分析方法において、前記固体材料表面の測定部位に不
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活性ガスを供給するガス供給工程と、前記測定部位に向かってレーザーを照射することで
前記測定部位にプラズマを発生させるレーザー照射工程と、レーザー照射中においてプラ
ズマから発せられる光を測定して、測定された水素の発光波長の発光強度に基づいて前記
固体材料に含まれる水素濃度を分析する分析工程とを有し、前記ガス供給工程では、少な
くともプラズマが発生した領域における前記不活性ガスの圧力が、前記測定部位の周囲の
圧力よりも高圧になるように、前記不活性ガスを供給することである。
この方法によれば、プラズマ化する領域の圧力が測定部位の周囲の圧力よりも高いので
、水分が前記領域に浸入しにくくなる。
【００１３】
他の方法は、プラズマが発生する領域とその周囲との間に壁を設けて隔離すること、す
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なわち、請求項２に記載するように、固体材料表面の測定部位に不活性ガスを供給しつつ
レーザーを照射して前記測定部位にプラズマを発生させ、このプラズマの光から前記測定
部位の水素を分析する固体材料の水素分析方法において、前記測定部位を収容できる大き
さであって、少なくともプラズマが発生する領域よりも大きいチャンバを準備する工程と
、このチャンバ内に前記測定部位を配置する工程と、前記チャンバ内に不活性ガスを供給
するガス供給工程と、前記測定部位に向かってレーザーを照射することで前記測定部位に
プラズマを発生させるレーザー照射工程と、レーザー照射中においてプラズマから発せら
れる光を測定して、測定された水素の発光波長の発光強度に基づいて前記固体材料に含ま
れる水素濃度を分析する分析工程とを有することである。
この方法では、プラズマ化する領域がチャンバによって周囲の雰囲気から隔離されてい
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るので、前記雰囲気中の水分が前記領域に浸入することはない。また、チャンバの容量が
小さいので、たとえチャンバの加熱と真空引きによっても水分が完全に除去できなくても
、残留する水分の絶対量がきわめて微量であるため、固体材料の水素濃度分析に与える影
響をきわめて小さくすることができる。
なお、請求項１，２に記載の方法はそれぞれ単独で実施しても効果が得られるが、請求
項２に記載の発明に請求項１に記載の発明を組み合わせすることで、より高精度に水素濃
度分析を行うことができる。
【００１４】
本発明の水素分析装置は、請求項３に記載するように、固体材料表面の測定部位に不活
性ガスを供給しつつレーザーを照射して前記測定部位にプラズマを発生させ、このプラズ
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マの光から前記測定部位の水素を分析する固体材料の水素分析装置において、固体材料表
面の測定部位に不活性ガスを供給するガス供給手段と、前記測定部位に向かってレーザー
を照射することで前記測定部位にプラズマを発生させ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から発せられる光を測定して、測定された水素の発光波長の発光強
度に基づいて前記固体材料に含まれる水素濃度を分析する分析手段とを有し、前記ガス供
給手段は、少なくともプラズマが発生した領域における前記不活性ガスの圧力が、前記測
定部位の周囲の圧力よりも高圧になるように、前記不活性ガスを供給する構成としてある
。
この構成によれば、プラズマ化する領域の圧力が測定部位の周囲の圧力よりも高いので
、水分が前記領域に浸入しにくくなる。

40

この場合、前記ガス供給手段から前記測定部位に前記不活性ガスを供給するガス供給口
は、請求項４に記載するように、前記ガス供給手段から前記測定部位に前記不活性ガスを
供給するガス供給口を、前記測定部位を中心とする円周上に複数配置するとよい。また、
請求項５に記載するように、前記ガス供給手段から前記測定部位に前記不活性ガスを供給
するガス供給口に対向して遮蔽部材を設けてもよい。
このようにすることで、プラズマ化する領域の不活性ガスの圧力を容易に高めることが
できる。
【００１５】
本発明の水素分析装置の他の実施形態は、請求項６に記載するように、固体材料表面の
測定部位に不活性ガスを供給しつつレーザーを照射してプラズマを発生させ、このプラズ
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マの光から前記測定部位の水素を分析する固体材料の水素分析装置において、前記測定部
位を収容できる大きさであって、少なくともプラズマが発生する領域よりも大きいチャン
バと、前記チャンバに不活性ガスを供給するガス供給手段と、前記チャンバに収容された
前記測定部位に向かってレーザーを照射することで前記測定部位にプラズマを発生させる
レーザー照射手段と、レーザー照射中においてプラズマから発せられた光を測定して、測
定された水素の発光波長の発光強度に基づいて前記固体材料に含まれる水素濃度を分析す
る分析手段とを有する構成としてある。
前記チャンバは、プラズマが発生する領域よりも大きい範囲内で可能な限り小さい容量
であるのが好ましい。
この構成によれば、プラズマが発生した領域がチャンバによって周囲の雰囲気から隔離
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され、かつ、チャンバの内容積が十分に小さいので、残留することのある水分の絶対量も
微量である。そのため、プラズマが発生した領域に前記雰囲気中の水分由来の水素が侵入
することがない。
【発明の効果】
【００１６】
本発明によれば、プラズマが発生した領域の不活性ガスの圧力を周囲の雰囲気の圧力よ
りも高い圧力としたり、プラズマが発生した領域を前記雰囲気からチャンバで隔離するこ
とで、前記雰囲気中の水素がプラズマが発生した領域に侵入することがなく、固体材料に
含まれる水素濃度を精度よく、かつ正確に分析することが可能になる。
【発明を実施するための最良の形態】
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【００１７】
以下、本発明の好適な実施形態を、図面を参照しながら詳細に説明する。
図１は、本発明の第一の実施形態にかかる水素分析装置の概略図、図２は、レーザー照
射時における測定部位の拡大図である。
水素分析装置１は、分析する固体材料である金属材料Ｓを載置する載置台３と、この載
置台３に載置された金属材料Ｓの測定部位にレーザーを照射するレーザー照射手段２と、
金属材料Ｓの前記測定部位に向けてからヘリウムや窒素，アルゴン等の不活性ガスを供給
するガス供給手段４と、レーザー照射により発生したプラズマの光を受光して水素濃度の
分析を行う分析手段５とを有している。
30

【００１８】
本発明に用いることのできる金属材料Ｓは、表面の所定の測定部位がレーザー照射手段
２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Ｓ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。
【００１９】
［レーザー照射手段］

レーザー照射手段２は、パルス発生器２２からのパルス信号に生

成されたパルス状のレーザー光を、出力部２１から金属材料Ｓの測定部位に向けて出力す
る。
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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

近傍にプラズマを発生させるエネルギ密度を有するものである。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でパルス幅５０〜５００ナ
ノ秒のレーザー照射装置を用いればよい。なお、こうしたレーザー光を照射することが可
能であれば、炭酸ガスレーザー以外のレーザー、例えばＹＡＧ (イットリウム・アルミニ
ウム・ガーネット)レーザーを用いることができる。なお、炭酸ガスレーザーを用いて不
活性ガス中の前記測定部位にレーザー光を照射することで前記測定部位近傍の不活性ガス
がプラズマ化し、ＹＡＧレーザーを用いてレーザー光を照射することで前記測定部位の金
属材料Ｓがプラズマ化する。
【００２０】
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ガス供給手段４は、ヘリウムや窒素，アルゴン等の不活性ガスを収容

したガスボンベ４２と、このガスボンベ４２から供給された不活性ガスを金属材料Ｓの測
定部位に向けて噴射する供給管４１とを有していて、供給管４１の途中部位に設けられた
弁４３により前記測定部位に供給される不活性ガスの量が制御されるようになっている。
この制御は、オペレータが手動で行うようにしてもよいが、コントローラ６によって自動
的に行うようにしてもよい。
【００２１】
供給管４１の先端のガス噴射口４１ａは、図２に示すように、レーザー光が照射される
測定部位（図２において黒塗りの部分）の近傍に配置される。測定部位の中心とガス噴射
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口４１ａとの間の距離Ｌは、レーザー光の照射によってプラズマ化される領域Ｐの不活性
ガスの圧力が、領域Ｐの外側の雰囲気の圧力よりも高くなるようにする。このように領域
Ｐの圧力をこれより外側の雰囲気の圧力より高くすることで、雰囲気中の水分の領域Ｐ内
への侵入を阻止することができる。
【００２２】
距離Ｌは、発生するプラズマの大きさ、噴射される不活性ガスの単位時間当たりの供給
量及びガス噴射口４１ａの口径、測定部位の周囲に設置するガス噴射口４１ａの数等の条
件によって決定されが、水素濃度の分析に支障を与えない範囲内で前記測定部位に可能な
限り近いものであるのが好ましい。具体的には、少なくとも照射されるレーザー光の半径

20

よりも僅かに大きい程度（レーザー光の直径が１．０ｍｍの場合は、０．５ｍｍ〜１ｍｍ
程度）とするのがよい。

ガス噴射口４１ａの数は、領域Ｐの圧力をこれより外側の雰囲

気の圧力より高くすることができるのであれば、一つであってもよいし、複数であっても
よい。

ガス噴射口４１ａを複数設ける場合は、一つのガス供給手段４から前記複数のガ

ス噴射口４１ａに不活性ガスが分配・供給されるようにしてもよいし、図示の例のように
、複数のガス供給手段４から複数のガス噴射口４１ａに不活性ガスが供給されるようにし
てもよい。
【００２３】
図３（ａ）〜（ｄ）は、ガス噴射口４１ａの配置例を示す概略平面図である。中央の黒
い点は測定部位、つまりレーザー光が照射される部位を表している。
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ガス噴射口４１ａ

を複数設ける場合は、ガス噴射口４１ａの口径及び単位時間当たりのガス供給量を同じに
するとともに、図３（ａ），（ｂ）に示すように、前記測定部位を中心とする半径Ｌ（Ｌ
については図２参照）の同一の円周Ｒ上に配置するのが好ましい。なお、複数のガス噴射
口４１ａの間隔は、図示の例のように均等間隔としてもよいが、領域Ｐの圧力をこれより
外側の雰囲気の圧力より高くすることができるのであれば、領域Ｐの圧力をこれより外側
の雰囲気の圧力より高くすることができるのであれば、不均等であってもよい。

図３（

ａ）に示す例では、二つのガス供給管４１の二つのガス噴射口４１ａを対向して配置し、
図３（ｂ）に示す例では、四つのガス供給管４１のガス噴射口４１ａを対向して配置して
40

いる。
【００２４】
図３（ｃ）の例では、ガス供給管４１を直角に配置して二つのガス噴射口４１ａが直交す
るように配置している。また、この例では、二つのガス噴射口４１ａのそれぞれに対向す
るように、逆Ｌ字形の遮蔽板４５を設けている。このような遮蔽板４５は、ガス噴射口４
１ａから噴射された不活性ガスが衝突することで拡散を阻止し、ガス噴射口４１ａを対向
して配置した場合と同等の効果が期待できる。

従って、このような遮蔽板４５を利用す

れば、ガス噴射口４１ａが一つでも領域Ｐの圧力を高めることは可能で、例えば、図３（
ｄ）に示すように、コの字形の遮蔽板４５の内部に測定部位を配置し、この内部に向けて
一つのガス噴射口４１ａから不活性ガスが噴射されるようにしてもよい。
【００２５】
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分析手段５は、金属材料Ｓの測定部位の近傍に生じるプラズマの発光状態

を測定するための光ファイバ５１と、この光ファイバ５１に入射した光が入力され、入力
された光を分析する分析器５２と、この分析器５２による分析結果を送信して表示する表
示部５３とを有している。
【００２６】
分析器５２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。

なお、光ファイバ５１の

10

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を装着した光電増倍管を設けて
、水素及び酸素の発光波長を含む範囲の波長の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。
【００２７】
［作用の説明］

上記構成の水素分析装置１の作用を、本発明の水素分析方法の一実施形

態とともに説明する。

レーザー光を金属材料Ｓ表面の測定部位に照射するに先立ち、載

置台３，金属材料Ｓ及びガス供給管４１等を加熱し、水分を除去する。また、前記測定部
位にレーザーの予備照射を行い、前記測定部位に残存している可能性のある微量の水分を
飛ばす。

次いで、弁４３を開いて、ガス供給管４１のガス噴射口４１ａから測定部位に

20

向けて不活性ガスを噴射させる。不活性ガスの供給量が規定値に達したら、レーザー光を
金属材料Ｓ表面の測定部位に照射する。これにより、測定部位の近傍にプラズマが発生す
る。
【００２８】
例えば炭酸ガスレーザーを用いた場合、プラズマは高温状態になるため、金属材料Ｓの
表面がプラズマの温度によりわずかに溶融して溶融領域が形成される。溶融領域に含まれ
る水素は、他の原子に比べて軽量であるため、溶融領域から容易に離脱することができプ
ラズマの中に飛散するようになる。プラズマ中には不活性ガスの準安定状態が形成されて
いるため、飛散した水素原子が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Ｓ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
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ため、プラズマ中に飛散することはない。また、プラズマの発生領域（図２及び図３にお
いて符号Ｐで示す領域）の圧力は、その外側の雰囲気の圧力よりも高いから、雰囲気中の
水素がプラズマ中に侵入することはない。そのため、プラズマ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、かつ正確に定量分析することができる。
【００２９】
［第二の実施形態］
図４は本発明の水素分析装置の第二の実施形態である。なお、先の実施形態と同一部位
，同一部材には同一の符号を付して詳細な説明は省略する。

この実施形態の水素分析装

置１′では、密閉可能な密閉容器８内に載置台３を設け、密閉容器８の上部にレーザー光
が通過する窓部８１を設けている。ガス供給管４１の先端が密閉容器８の内部に導入され
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、先の実施形態と同様に、載置台３に載置された金属材料Ｓの測定部位の近傍に配置され
る。

密閉容器８内の圧力を一定に保つために、密閉容器８には排気管８３が接続され、

密閉容器８の外部に配置された吸気ポンプ８５に弁８４を介して接続されている。
【００３０】
また、密閉容器８には密閉容器８内の圧力を検知する圧力センサ８２が設けられていて
、この圧力センサ８２からの検知信号に基づいて、コントローラ６が弁８４の開度を制御
して、密閉容器８内の圧力が一定に維持されるようになっている。これにより、密閉容器
８内には一定圧力の不活性ガスが充填されることになる。密閉容器８内の圧力は大気圧と
同じかそれより低い減圧状態に設定するとよい。また、真空に近い低圧状態に設定しても
よい。特に、不活性ガスとしてＨｅを用い、レーザーとしてＹＡＧレーザーを用いる場合
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は、１０Torr（1.333×103Ｐａ）付近でプラズマの発光効率が高くなることから、１０To
rr程度の低圧にするのが好ましい。
この実施形態においても、測定部位の近傍に配置したガス噴射口から不活性ガスを噴射
して少なくとも不活性ガスが、プラズマが発生する領域Ｐの圧力を密閉容器８内の他の部
分の圧力よりも高くする。
この実施形態では、密閉された密閉容器８を水素含有量が０の不活性ガスで満たすこと
ができるので、密閉容器８内の雰囲気中の水素がプラズマ中に侵入する可能性をより小さ
くすることができる。
【００３１】
10

［第三の実施形態］
図５に本発明の第三の実施形態を示す。図５では、測定部位の近傍を拡大図で示してい
る。
先の実施形態では、測定部位の近傍にガス供給管４１のガス噴射口４１ａを配置し、ガ
ス噴射口４１ａから噴射される不活性ガスにより、少なくともプラズマが発生する領域Ｐ
の圧力を、その周囲の雰囲気の圧力より高くすることで、前記雰囲気中の水素がプラズマ
中に侵入しないようにしていた。
【００３２】
この実施形態では、プラズマが発生する領域Ｐの大きさよりも僅かに大きいチャンバ９
を準備し、このチャンバ９内に前記測定部位を収容するとともに、チャンバ９内にガス供
給管４１を導入して、その先端のガス噴射口４１ａから前記測定部位に向けて不活性ガス

20

を供給するようにしている。
チャンバ９の形状は立方形状でも半球状でよい。また、チャンバ９の大きさは、レーザ
ーの種類及び出力、金属材料Ｓの種類、不活性ガスの種類及び測定部位周辺の不活性ガス
の圧力等の条件によって異なるが、例えば、出力５００ｍＪの炭酸ガスレーザーを用いて
大気圧と同程度のＨｅ雰囲気中でジルコニア（Ｚｒ）にレーザー光を照射した場合のプラ
ズマの平均直径が１ｃｍ程度であることから、１ｃｍを目安に可能な限り小さいチャンバ
９を準備するとよい。
チャンバ９は、第二の実施形態の密閉容器８と同様に密閉できるのが好ましく、レーザ
ー光が通過する窓９１と、チャンバ９内の圧力を一定に保つための排気管９３とが設けら
30

れている。
【００３３】
この実施形態では、チャンバ９により測定部位及びプラズマ化する領域Ｐを周囲の雰囲
気から遮蔽することで、前記雰囲気からプラズマ中に水素が侵入しないようにする。また
、チャンバ９の内部容積が微小であること及びチャンバ９の内部が水素含有量０の不活性
ガスで満たされることから、チャンバに残留することのある水素の量を極めて微量にする
ことができ、測定部位に含まれる水素濃度を精度よく、かつ正確に分析することができる
。
なお、この実施形態においては、先の実施形態と同様にガス噴射口４１ａを前記測定部
位の近傍に配置し、プラズマ化する領域Ｐの圧力をチャンバ９内の雰囲気の圧力よりも高
くすることで、前記雰囲気中からプラズマ中への水素の侵入をさらに抑制することができ

40

る。
【００３４】
［実施例１］
第二の実施形態の水素分析装置１′を使って、本発明の実証実験を行った。設定した条
件は以下のとおりである。
なお、金属材料としては、含有水素濃度０ｐｐｍのジルコニア（Ｚｒ）を用いた。また
、密閉容器８内の雰囲気の圧力は大気圧より僅かに高いものとした。
（１）ガス噴射口
口径

１．５ｍｍ

数

１個

50

(10)
測定部位の中心からの距離Ｌ

JP 2011‑21976 A 2011.2.3

Ｌ＝０．５ｍｍ

ガスの種類

Ｈｅ

ガスの流量

７リットル／分

（２）レーザー
レーザーの種類

ＹＡＧレーザー

パルス幅

８ｎｓ

エネルギ

１００ｍＪ

（３）

分光器

多チャンネル型分光器（ＡＴＡＧＯ

Ｍａｃｓ−３２０）
10

【００３５】
［比較例１］
ガスの流量を２リットル／分とした以外は上記と同じ条件とした。この程度の流量では
、プラズマ化する領域Ｐは周囲の雰囲気の圧力とほぼ同じ状態であると考えられる。
【００３６】
上記の条件の下での実験結果を図６に、比較結果を図７のグラフに示す。図６及び図７
において、（ａ）のグラフにおける水素（Ｈ）の発光波長（６５６．２ｎｍ）近傍を、そ
れぞれ（ｂ）に拡大して示す。
図６のグラフに示すように、水素（Ｈ）の発光波長（６５６．２ｎｍ）においてピーク
がみられず、水分由来の水素が検出されていないことがわかる。

図７のグラフでは、水

素（Ｈ）の発光波長（６５６．２ｎｍ）においてピークがみられ、水分由来の水素が検出
されている。
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以上の結果から、プラズマが発生する領域Ｐの圧力を雰囲気の圧力より高

くすることで、前記雰囲気から水分由来の水素が、プラズマが発生した領域Ｐに侵入しな
いようにできることがわかる。
【産業上の利用可能性】
【００３７】
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が、このような金
属材料に限らず、他の固体材料、例えばシリコン等の半導体材料や石英等にも適用が可能
である。また、コンパクトな装置構成で固体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構造材に対して
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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。
【図面の簡単な説明】
【００３８】
【図１】本発明の第一の実施形態にかかる水素分析装置の概略図である。
【図２】レーザー照射時における測定部位の拡大図である。
【図３】図３（ａ）〜（ｄ）は、ガス供給口の配置例を示す概略平面図である。
【図４】本発明の水素分析装置の第二の実施形態である。
【図５】本発明の第三の実施形態にかかり、測定部位の近傍の拡大図である。
【図６】本発明の実施例にかかるグラフである。
【図７】本発明の比較例にかかるグラフである。
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【図８】従来の水素分析装置を用いた場合において、固体材料に含まれる水素濃度（ppm
）とＨα発光強度との関係を示すグラフである。
【図９】固体材料に含まれる水素以外の水素が、どこに含まれるのかを特定するための実
験装置の概略図である。
【符号の説明】
【００３９】
Ｓ

金属材料

１，１′

水素分析装置

２

レーザー照射手段

３

載置台
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(11)
４

ガス供給手段

４１

ガス供給管

４１ａ

ガス噴射口

４２

ガスボンベ

５

分析手段

６

コントローラ

８

密閉容器

９

チャンバ
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