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Ⅰ-1. 利用課題名 次世代原子力エネルギーシステム用先進 SiC/SiC 複合材料の製造技術の開発 

Ⅰ-2. 利用者名 （株）エネテック総研 

Ⅰ-3. 利用施設名 京都大学エネルギー理工学研究所 DuET/MUSTER 施設 

Ⅰ-4. 利用期間 平成  19 年  8 月  1 日 – 平成  20  年  2 月  29 日 

Ⅰ-5. 利用の目的・内

容 

炭化ケイ素繊維強化炭化ケイ素マトリックス複合材料（SiC/SiC 複合材料）は、低放

射化特性と 1000℃を超える高温運転を可能にする高温強度特性から、次世代原子炉・

核融合炉や次世代カスタービン、航空宇宙分野における推進システムの耐熱構造材な

ど次世代技術への幅広い応用が期待されている。近年、開発された NITE プロセス

（Nano-Infiltration and Transient Eutectic Phase Process）より製作された NITE-

SiC/SiC 複合材料は高密度かつ優れた気密性を有する新素材である。 

当社はNITE-SiC/SiC複合材料の関連特許の優先実施権」を獲得して商品名Cera-NITETM

として実用化・工業化をすすめており、短期目標として SiC/SiC 複合材料を用いた次

世代原子力エネルギーシステム用実用大型部材の製造技術を開発している。次世代原

子力エネルギーシステムへの適用には実用環境下での微細組織・特性変化に関する基

礎データベースを確立が必須であるが、本課題では SEM、TEM を使って微細組織を明ら

かにし、実用使用環境（高温、中性子照射）を想定した耐環境試験をイオン加速器に

よる模擬実験により行なって Cera-NITE のマトリックの構造と安定性を評価したの

ち、強度試験により界面構造の効果を確認する。 

Ⅰ-6.社会・経済への

波及効果の見通し 

今回製造に成功した Cera-NITE は薄被覆・緻密な新しい SiC/SiC 複合材料であり、す

ぐれた高温強度に加えて、耐摩耗性・熱伝導度・ガス気密性などの向上が期待できる。

第 3 次オイルショックとも言える現在のエネルギー危機では新たなるエネルギー源の

開発及び現有のエネルギー設備の高効率化が強く求められているが、Cera-NITE の原

子炉・ガスタービンなどへの応用は高熱効率の高温エネルギーシステム構築と高温エ

ネルギー利用の新しい社会実現の起爆剤となる可能性を秘めている。 

SiC は鉄の次に来る構造材料の柱になりうる材料であり、Cera-NITE 開発においても形

状自由度の獲得、接合・加工技術、製造部材のサイズの拡大などの課題を推進してい

る。ADMIRE 計画における本課題の結果、大型部材の製造技術課題が抽出され、試験片

製造段階から脱却して、実用エネルギーシステムへの Cera-NITE 利用への扉が開いた

と考えている。また、従来、潜在的な魅力は十分に認識しておりながら、要素技術の

欠落や成熟度の低さで実用化に消極的であった多くの潜在的な応用分野での検討が進

められると期待できる。 

Ⅰ-7.公開延期の希望 有（1年間）              無 



Ⅱ.成果の概要 

1. 利用目的 

大型実用部材の製作には形状成型だけではなく、部材全体的に均一な組織・特性を持たせる又は制御する技術

の確保が必須条件である。今回の施設利用に関しては実用化のための基礎特性データベース及び品質管理技術

の確立を目的とし、以下の技術検討を行う。 

1）大型 Cera-NITE 部材の製造における条件出し及び複雑形状 Cera-NITE 部材製造の為の基礎研究として

Cera-NITE(TM)サンプルを試作する。 

2）基礎特性データベース及び品質管理技術の確立するための Cera-NITE の耐環境特性評価を含めた物理特性評

価を行う。 

ADMIRE 計画では原子力利用を目的として製作中の大型部材の微細組織と耐照射性を FE-SEM、FE-TEM とイ

オン加速器を使って解析し、強度試験によって強度特性と微細組織の関連付けを行い、ラボスケール材と大型

部材製造における製品の相違点の洗い出しをおこなって、安定した板材製造技術のためのデーターを収集する。

 

2. 成果内容 

2-1. 材料の試作 

Cera-NITE では先進 SiC 繊維を強化材、数十 nm

サイズの SiC ナノパウダーをマトリックス原

料、単一 PyC または C/SiC のデュアル被覆を

強化材の界面相として用いている。Tyranno-SA

繊維の表面に C/SiC のデュアル被覆(図 1)を施

し、マトリックス原料としては化学量論組成

(炭素/ケイ素の割合が 1:1)で極めて細かい SiC

ナノパウダー(粒子サイズ 20-40nm、図 2)を用

いて、プリプレグシートを作製した。プリプレ

グシートは HP のモルドのサイズに合わせ幅

22mm×長さ 40mm に切断し・積層し、プリフォームを作製、その後、京都大学 MUSTER 施設のホットプレス

で試作を行った。HP はアルゴン雰囲気で、最大温度 1850℃、20MPa、最大温度保持時間 1 時間の条件で行っ

た。 

 

2-2. FE-SEM を用いた微細組織観察 

作製出来た試料の密度は 3.2 mg/m3 であり、SiC の理論密度に近い極めて高密度の複合材料であった。機械加工

を行い、焼結体の微細組織の観察を行った。図 3 に微細組織の全体図及び繊維バンドル内部の観察写真を示す。

微細組織全体にわたって、酸化物助剤からなるマクロな偏析

は及び気孔は殆ど観察できず、極めて緻密で均一な組織とな

っていることが分かった。比較的気孔ができやすい繊維バン

ドル内部の繊維と繊維間の数μm レベルの小さな気孔及び

僅かな助剤偏析が観察された。また、繊維表面には約 100nm

以下の薄いカーボン被覆が存在している。 

 

2-3. FE-TEM を用いた微細組織観察 

透過電子顕微鏡で観察すると、Cera-NITE マトリックスと数

十-数百ナノメートルの SiC 等方結晶粒であり、Y-Al-O の残

図 1 C/SiC デュアル被覆を施した SiC 繊維の

FE-SEM 観察写真 

図 2 SiC ナノパウダーの FE-SEM 観察写真

（JEOL 社製、JSM-6700F） 



留助剤が主に繊維/マトリックス境界面、および結晶粒界に分布している。粒界上にも Y が存在 Y:Al の組成比

は 4:5 なので化学量論組成を取っているならば YAG もしくは YAP であると考えられる。ラボスケールの

NITE-SiC/SiC 複合材料と同様の状態である（図 4）。 

 

2-4. Cera-NITE のイオンビーム照射と微細組織変化 

ナトリウム冷却高速炉の被覆管温度上限が 700℃であるため、照射実験は 5.1MeV の Si イオンを用いて 800℃に

おいて行なった。ビ－ムフルエンスは 1.4×1021 ion/m2で、これは照射領域の平均損傷量 10dpa 程度に相当す

る。図 5 に TEM 像を示す。損傷領域では炭素被覆層厚さが増しているが、これははじき出し損傷によりグラフ

ァイトの層状構造が崩れるためである。NITE-SiC マトリックスにも照射による欠陥導入が認められるが、クラ

ック発生や結晶粒の変形は認められず、また残留助剤の分布及び組成も照射領域と非照射領域で差がない（図

6）。これはこれまで作ってきたラボスケールの NITE SiC/SiC 複合材料と同様の結果であり、Cera-NITE のマト

リックスの微細組織は従来のものと変らないことが示された。 

 

2-5. 強度試験と破面観察 

図 4 試作した Cera-NITE の TEM 像およ

び界面と結晶粒界上の残留助剤分析 

図 3 試作した Cera-NITE の微細組織。右

上は繊維バンドル内部の拡大写真。 

図 5 800℃でイオンビームを照射した

Cera-NITE 微細組織の断面 TEM 像 

図 6 800℃でイオンビームを照射した

Cera-NITE の EDX 分析 



試作した大型部材用 Cera-NITE を 3 点曲げ試験結果から試作したサンプルの強度は 400-600MPa であり、脆性的

な破壊をしめした。曲げ試験後の破断面を FE-SEM で観察した写真を図 7に示す。図 7の(a)と(b)から分かるよ

うに、SiC 繊維の表面からは 100nm 以下の薄いＣ層が観察できるが、SiC 被覆相は観察されなかった。これは焼

結中、SiC 被覆相は SiC マトリックスと供に成長・緻密化・結晶化され、SiC マトリックスの一部となったと考

えられる。また、100nm 以下の薄い炭素被覆相ではあるが、亀裂は炭素被覆相及び繊維ともに貫いて進展して

おり、脆性的破壊の原因となっていた。炭素被覆相と繊維表面との結合力がまだ高く、十分な亀裂分散効果を

果たせなかったと考えられ、今後界面相の改良に関する更なる検討が必要である。図 7の(C)には SiC マトリッ

クスの破面写真を示している。SiC 結晶のサイズは数百 nm から 1μm 程度の細かいものであり、助剤の偏析及

び微細な気孔は殆ど観察されなかった。また、SiC 結晶の破壊様式は主に粒内破壊であった。 

 

3.まとめ 

大型部材用の製造技術では Cera-NITE 製造ではマトリックスについては微細組織・残留助剤分布・耐照射性と

も問題なくラボスケールと同様の材料が製造できることが示された。界面に関しては従来の条件で行なうと成

型の過程で薄くなりすぎ、脆性破壊挙動を示すことから被覆条件の改良が必要である。ADMIRE 計画に対して期

待する成果を十分得られたと判断することから、本まとめをもって ADMIRE 計画における当社の活動は終了する

が、繊維被覆の改良要件等の継続課題については京都大学エネルギー理工学研究所との共同研究により推進す

る予定である。 

 

 

補：本成果を受けて既に受託研究の依頼は提出され、本年 7 月 1 日付けで受託研究契約は成立し、活動は開始

されている。 

 

 

図 7 試作した Cera-NITE の破断面観察写真 


