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（左上枠のイラストは，いま世界で多くの組織が研究開発している「D-T 核融合反応式」のモデ

ル絵です．生成物が風船を膨らませるヘリウムガスですから，そこは安心ですね．） 

（見出し番号は，前回「その(1)目次とはじめに」の続きです．） 

（略号，原子核の表示方法は，その(1)の＜使用する略号＞に定めたとおりでゆきます．） 

 

 今回の分割レポートその(2)は，核融合の理解は先ず核反応式の認識から始めましょうという

ことで，いろいろな核融合の種類を見てどれが使えるかの道標を確認するものです． 

 

２．原子核のクーロン力と核力 

 はじめに，原子核のクーロン力と核力について触れておきます．核融合するには高いエネ

ルギーのバリヤー（図 2-1 の山）を超えて原子核同志を衝突させねばならず，大きなエネル

ギーつまり超高温が必要とされる所以です．なお，密度（圧力）はこのバリヤーの高さには

ほとんど影響はありませんが，密度が高いほど原子核の衝突頻度が多くなり反応確率が大き

くなると言えます． 

クーロン力 

と 

核力 

 核融合反応を考える上で重要な

微小世界の力は、原子核同士を引

き合わす「核力」と逆に引き離す

「クーロン力」（斥力）である．       

原子核はプラスの電荷を帯びてい

るので原子核同士は勿論反発す

る．しかしある一定の距離に近づ

くと核力が働いて原子核同士が融

合するようになる． 

電荷を持つ粒子の間にはクーロン

カと呼ばれる力が働く 6)．たとえ

ば q1，q2という電荷を持つ 2 粒子が距

離 r を隔てて位置している時，両者に

は， 

 F = q1 q2 / 4πε0 r2  ・・・(2-1)式 

というカが働く 6)．ε0は真空中の誘電率．これら 2粒子の電荷が異符号であ

れば引力，同符号であれば斥力が働く．さらに， 初 2 粒子が無限遠に離れ

ている状態(r → ∞)をポテンシャルエネルギー (Ep) の基準点にとると，距

図 2-1. 核間距離とポテンシャルエ

ネルギー 

出典：核融合反応とエネルギー | 

オプティペディア - Produced by 

光響 (optipedia.info) ，図 44-1 



離 r にまで近づいたときの系のポテンシャルエネルギーは，(2-2)式 
で与えられる 6)． 

 

 

Epo 0.3 MeV 

とは換算上 

30 億度とい

うことにな

る． 

但し, p-p 

反応 

 たとえば 2 粒子を陽

子とし，r を原子核半

径(r0 5×10-15 m)程

度とすると，Epo 0.3 MeV となる．この距離よりも距離が狭まると核子ど

うしの間には核力と呼ばれる強い引力が働く．通常はこの強い核力が，陽子

や中性子で構成される原子核内の安定的な結合状態を維持している 6)． 

 図 2-1 は上に述べた様子を模式的に表したものである．r≧r0の領域では

クーロンカによる斥力が支配的となり，r≦r0の領域では核力による引力が

支配的となる．クーロン力に打ち勝って陽子どうしを核カで引き合う距離に

まで近づける も効果的な方法は，全体を一定温度まで加熱することであ

る．イオンはマクスウェル分布に従うことが期待され，このうち相対的に高

いエネルギーを持つイオンがクーロン障壁を超え核融合反応を起こす 6)． 

 

３． 核融合反応の種類と反応のしやすさ （核融合反応率係数） 

 広い宇宙を見渡せば，水素をはじめとして，軽い元素からずっと重い元素までを合成するた

くさんの核融合反応が考えられます（宇宙の混沌の歴史の中で，巨星爆発の強大エネルギーな

どによる核融合により重い元素が合成されたと言います）が，身近に熱核融合反応を起こせる

のは，水素 H 及びその同位体 D や T又は 3He くらいです．そこで，水素とその同位体又はヘリ

ウム同位体が起こす核融合反応の種類を比べてみましょう． 

 

3-1 原子核の結合エネルギー及び反応放出エネルギー 

 核分裂や核融合のエネルギーは巨大であり，時に何か恐ろしいもののような印象を持つ人

が少なくないと思いますが，例えば，ここに 1kg の核燃料があったとしますと，その 1kg が

核分裂や核融合で「燃えて（＝消失してというようなイメージ）」エネルギーに変換される

のだというような勘違いが時々あります．燃えて物質として消失するのはその 1 ㎏の数千分

の一に過ぎません．そのわずかな質量でもエネルギー換算では大きなものなのです． 

 原子核の結合エネルギーは，核子の結合の強さを表し，その値は原子核の質量を測ること

によって得られます．核分裂や核融合では，常に，生成側は原料側より核子の組み合わせの

違いによる結合エネルギーの差分だけ質量が減少（＝質量欠損）しており，その質量減少分

がアインシュタイン則でエネルギーに等価変換されて外部に放出されるわけです． 

 図 2-2 は原子核の１核子あたりの結合エネルギーの実測値です．ただ，この図では質量数

が 20 以下の軽い原子核のデータが詳しくわかるように描かれています 2)． 

 図 2-2 を一目見てわかるように，p や D や T又は3He が融合して，4He のような安定原子

核になる核反応が起きると，大きなエネルギーが放出されるであろうことが分かります．例

えば，研究開発が進んでいる D-T 核融合反応がありますが，「反応式は，D + T →3He + n 

+ 17.58 MeV，この 17.58 MeV はこの反応式の各成分の結合エネルギーの減少分（原料－生

成）で，それが核反応熱として放出される 2)」ことになるわけです． 

(2-2)式 



 

 

 

 

3-2  水素同位体の核融合反応いろいろ－反応熱データも 

前述のように，質量欠損の大小から見て，水素同位体から 4He（風船を膨らませる気体）を

生じる核融合反応を利用すると放出するエネルギーが大きく，エネルギー生産の観点から好

ましいと言えます 3)．このような観点から，ｕ炉に利用可能と考えられる核融合反応を選ぶ

と，水素 pの同位体の D と T や 3He を原料とする表 2-1 に示すような種類があります 3)． 

ところで，3He は地球上にはほとんど存在しませんが，お聞きになったことがあると思いま

すが，なぜか月にこの 3He が結構多く存在するのです．中国やアメリカが色めき立ったの

は，将来の核融合の原料資源になる可能性があるからなのです． 

 

表 2-1. 水素同位体と 3He の核融合反応式と反応熱 3),5) 

式番号 反応式と反応熱(MeV, M:mega10^6) 世代呼称 

(1a)式 D+T → 4He(3.52MeV)+n(14.06MeV) 第１世代 

※ (1b),(1c),(1d)式は後述する． 

(2)式 D+3He → 4He(3.67MeV)+p(14.67MeV) 第３世代 

(3a)式 D+D → T(1.01MeV)+p(3.03MeV) 第２世代 

(3b)式 → 3He(0.82MeV)+n(2.45MeV) 

(3c)式 3D → 4He+p+n+21.6MeV 

p+p 反応は次の 3-3  4.で説明する． 利用不可能 

 

 表 2-1 では，核反応式（当たり前ですが，原料側と生成側で陽子 p と中性子 nのバランス

はぴったり合っています；これが核反応式の建て方の基礎です）と発生する反応熱（MeV 単

位）を示しています．反応熱を２つの生成物に割り振っている式がありますが，それは反応

の過程で発生した運動エネルギー（Q 値 7））は生成核・放出粒子の質量に反比例して配分さ

れます．例えば，(1a)D-T 反応式ならば，全エネルギーの 20%が 4He に，80％が nに配分され

るのです．つまり，(1a)式の反応熱エネルギーの大部分は n に乗ってブランケット（中性子

エネルギーの吸収機器で，後日のテーマ）で熱エネルギーとなって回収されるわけです． 

 

図 2-2．1 核子あたりの結合

エネルギー 

出典：Nuclear Fusion 

(Japanese) (kyushu-

u.ac.jp) 

3-4：核融合，「原子核の結

合エネルギー」より 



3-3 核融合反応の各論 

 では，個別に核融合反応を見てゆきましょう 1),3),4,5)．原料生成の併行反応も記入します． 

 1. 

 D-T 反応 

 

「第一世

代」という

分類で呼ば

れることも

ある． 

  

 

 

 

 

 

 

 

 T 増殖 

反応 

 

 

 

 

n 増倍 

反応 

 核融合反応の中でもっとも反応させやすいのが、D と Tを用いた核融合反応

である．（理由は次項の 3-5 を参照のこと．） 

D-T 反応のメインの反応は下の(1a)式であるが，原料 T は地球資源としてはほ

とんど無く，どこかで製造する必要がある．Tは放射性物質であり，原料とし

て大量に消費する T をｕ炉の外部場所で製造し輸送することはリスクが大き

い．従って，ｕ炉内で T を作って反応器内に供給することになる． 

(1a)式は連鎖反応ではない．１回の反応が 2次,3 次と次々に連鎖的に反応を

引き起こすメカニズムはない．1 回反応したら，そこは終わりである． 

ｕ炉内の T生成反応式を合わせると以下のような連立反応式となる． 

 D + T → 4He + n      (1a)式 

 6Li + n → T + 4He    (1b)式 

(1a)と(1b)の両辺を合算して，集約した反応式は， 

 D + 6Li → 2*4He     (1c)式 

となる．この式だけ見ると，ｎはぐるぐる循環使用されているように見える

が，実際はそううまくはいかない． 

 結局，D-T 核融合の主原料は(1c)式から D とリチウム 6Li ということにな

る．主原料なので，この 2 つはどんどん消費されていくので外部から供給しな

ければならない．D は無尽蔵資源で D2ガスで供給できるが，リチウムは反応

器内壁に並べて設置されるブランケット内部の充填剤（Li2TiO3など;先のレポ

ートで説明）として充填剤箱を入れ替える方法によって Li 原料を供給する．

こうして，(1a)式の原料 T は(1b)式によって供給されることになる． 

 しかし，もう一つ必要な核反応がある．中性子 n は，(1a),(1b)式よりぐる

ぐる循環しているように見えるが，実際にはブランケット損失，拡散や周囲の

壁にぶつかって，かなりの割合で，n は消失してゆくことになるので，別途中

性子増倍材なる副原料が必要になる．これもブランケット内部の充填剤箱に収

納する Be（ベリリウム化合物;将来のレポートで説明）と中性子との反応で，

中性子 n が増倍される． 
  9Be + n  → 4He + 2n   (1d)式 

2. 

D-D 反応 

「第二世

代」 

 D-D 反応式は表 1 の(3a),(3b),(3c)によって示されるが，この中で(3a)と

（3b）の反応がほぼ同確率で起こる． 

また反応生成物である T と 3He が，(1a)式と(2)式に従って， 終的にすべて

D と核融合反応を起こすと仮定すると（現在の技術レベルではここまで反応は

進まないが），（3c）のような反応式となる． 

 D-D 反応を利用すると，D-T 反応の場合と異なり，燃料 Dがすべて自然界の

海水から採取でき，核融合炉内で生産する必要がないという利点がある． 

 しかしながら，次項 3-5 で解説している図 2-3 に示されるように，その核

融合反応係数はかなり小さいため，現在の技術レベルでは，D-D 反応を利用し

たｕ炉の実現は困難である 3)． 

3. 

D-3He 反応 

 D-3He 反応式は表１の（2）式で，中性子が発生しないが，実際に Dと 3He

が多数混合した u 炉心では，D－D反応による中性子発生（発生割合は小さい



「第三世

代」 

が）がある． 

 しかしながら，D-3He 反応は将来の魅力的な核融合反応の一つとして実用性

が高いと考えられている．この反応は低温では核融合反応断面積が小さいた

め，プラズマ温度をさらに高める必要がある．ただ,この主反応以外に中性子

発生を伴う副反応があるが，発生する中性子のエネルギー割合は数%程度に抑

えられるので,中性子に起因する問題（構造材料の放射化問題など）を大幅に

緩和できる． 

 さらに,この D-3He 反応では,荷電粒子（主に p）を対象とする直接発電によ

る高いプラント総合効率が期待できるので，核融合炉の経済性を大幅に改善で

きる可能性がある． 

 しかし，3He は地球上にほとんど存在しないので，月などの表面から，長い

宇宙の歴史で大陽風によって注入された 3He を採取する必要がある．アポロ月

面探査の結果，月面表面の海の部分に 360wppm 程度の濃度で多量に存在してい

ることが分かっている． 

4. 

p-p 反応， 

陽子-陽子 

連鎖反応 

 

 2 つの軽水素原子核 p同志が直接反応する水素核融合を「p-p チェイン又は

陽子－陽子連鎖反応」などと呼ぶ．一般に宇宙分野での核融合とはこの反応を

指すことが多く、太陽の中心核で主に起こっている核融合反応でもある．4 つ

の H から 1つの 4He が生成される反応は以下の過程を経る． 

① p + p → 2H + e+ + νe 

2 つの陽子が融合して重水素となり陽電子とニュートリノが放出される． 

② 2H + p → 3He +γ 

2H と p が融合して 3He が生成され、ガンマ線が放出される． 

③ 3He + 3He → 4He + p + p 

3He の 2 つが融合して 4He が生成され、p が放出される． 

 上の連鎖反応は，太陽の中心核で主に起こっている核融合反応だが，太陽で

は深さによって他の核融合反応も起こっているが，ここでは省略する． 

補）

「地上に 

小さな 

太陽を」 

とは？ 

 

 「地上に小さな太陽を」とよく言われるが，太陽内の核融合反応は，上述

4. のようであり，太陽の中心核付近の温度は約２千万度であるが，その反応

速度は非常に遅く，恒星内部で p－p 連鎖反応が完了するまでの平均的な時間

尺度は 109年（10 億年）のオーダーである．このように反応の進行が真にゆっ

くりとしているため、逆に，太陽や小質量星は長い時間にわたって輝くことが

できるわけである．人類が開発中の D-T 核反応とは起こる条件が全く異なり，

太陽の核融合反応は地球上では使えるものではないので念のため注釈する． 

 

3-4 核融合反応発生エネルギーの配分 

 表 2-1 で示しました D-T 反応の生成エネルギー18 MeV は，運動量保存則とエネルギー保存

則に従って，4He と n に分配されます．そして，生成エネルギーの大部分はｎ中性子に配分

されることになります 7)．粒子のエネルギーとは運動エネルギーです．従って，反応器の内

壁に設置されたエネルギー変換器（その役目の部品を「ブランケット」と言う）が高速中性

子を補足し，冷却材（多くは水）に熱移動させ，高温高圧水蒸気を発生させて，それをター

ビンに供給し電気エネルギーに変換するわけです． 

 生成物の 4He は安定原子核で，もはや D-T 核反応には不要ですので，系内から除去しなけ



ればなりません．4He および同伴成分の排出機構を核融合装置では「ダイバータ」と言いま

す．但し，プラズマ内の 4He はまだ高エネルギーを持っていますので，系外に排出前に，そ

のエネルギーをプラズマの加熱に使うという仕組みがあります．また，排出で同伴する Dや

T は回収されて再使用されます． 

ブランケットとダイバータの詳細は，後日の分割レポートでお話しします． 

 

3-5  どの核融合反応が起こりやすいかの目安 

 それぞれの核融合反応の起こりやすさ（記号：σv ，核融合反応係数という）を，イオン

温度（keV 単位）に対してプロットしたものを図 2-3 に示します 5)．これより，(1a)式の D-

T 反応が，相対的に低い温度で も高い核融合反応係数を持ち，(2)式の D-3He 反応がそれに

次ぎ，(3a)式の D-D 反応の核融合反応係数は，核融合プラズマで想定される数十 keV の温度

領域では，非常に低いことがわかります 5)．なお，核融合反応係数につきましては後のレポ

ートでもう少し詳しくお話しします． 

 

3-6  まとめ 

  人類にとってとりあえず

「やれる核融合は D-T 反

応」です．3-3 の 1. に示

した反応式群が世界で開

発中の核融合システムの

全体（中心の D-T 核反応

と T 増殖反応とｎ増倍反

応）であり，これらの式

の認識からすべてが始ま

ります． 

 

 

                 出典：jspf2022_02-65.pdf ，2．先進燃料核融合プラズマ及びその核燃焼 
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