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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
黒鉛材料の体積変化率の測定方法であって、
（１）測定対象の黒鉛材料に対してイオンビーム照射を行い、
（２）イオンビーム照射前とイオンビーム照射後の黒鉛材料とについて、観察視野中の材
料表面の空隙を除いた部分の面積比率（空隙を除いた部分の面積／（空隙を除いた部分の
面積＋空隙の開口部の面積）を求め、
（３）イオンビーム照射後の黒鉛材料における空隙を除いた部分の面積比率（空隙を除い
た部分の面積／（空隙を除いた部分の面積＋空隙の開口部の面積）について、イオンビー
ム照射前の黒鉛材料における空隙を除いた部分の面積比率（空隙を除いた部分の面積／（
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空隙を除いた部分の面積＋空隙の開口部の面積）から、
式（1）：
空隙を除いた部分の面積比率の変化率＝[(S(irr)−S(unirr)）／S(unirr)]

（1）

（式（1）において、S(unirr)はイオンビーム照射前の試料表面の空隙を除いた部分の面
積比率であり、S(irr)はイオンビーム照射後の試料表面の空隙を除いた部分の面積比率で
ある。）
により、イオンビーム照射前後における空隙を除いた部分の面積比率の変化率を算出し、
（４）上記項（３）で求めた面積比率の変化率を用いることによって、
式（3）：
体積変化率（%）＝[(S(irr)−S(unirr)）／S(unirr)]×100×3/2

（3）
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（式（3）において、S(unirr)及びS(irr)は上記式（1）と同じである。）
に基づいてイオンビーム照射による黒鉛材料の体積変化率に換算する、
ことを特徴とする黒鉛材料の体積変化率の測定方法。
【請求項２】
請求項１の方法において、前記（２）工程における空隙を除いた部分の面積比率を求める
方法が、
黒鉛材料表面の画像を撮影し、２階調化した後、２階調化された画像の黒ピクセル数ＮB
と白ピクセル数Nwを計測し、下記式により面積比率を算出する方法である、黒鉛材料の体
積変化率の測定方法：
空隙を除いた部分の面積比率（%）
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＝［白ピクセル数ＮW／（白ピクセル数ＮW＋黒ピクセル数ＮB）］×100
（黒ピクセル数ＮBは空隙の開口部を示し、白ピクセル数ＮWは空隙を除いた部分を示す）
。
【請求項３】
請求項２の方法において、請求項１の（３）及び（４）工程における面積比率の変化率を
体積変化率に換算する方法が、
イオンビーム照射前の試料とイオンビーム照射後の試料について画像を撮影し、２階調化
した後、２階調化した画像の同一面積部分について、イオンビーム照射前の白ピクセルの
数（Nw(unirr)）と、イオンビーム照射後の白ピクセルの数（Nw(irr)）を計測し、下記式
により体積変化率を算出する方法である、黒鉛材料の体積変化率の測定方法：
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体積変化率（％）＝[(NW(irr)−NW(unirr)）／NW(unirr)]×100×3/2。
【請求項４】
請求項１〜３のいずれかの測定方法において得られた黒鉛材料の体積変化率を、イオンビ
ーム照射によりはじき出される原子数（単位：dpa (displacement per atom)）を指標と
して評価することによる、中性子照射による原子のはじき出される原子数に対する黒鉛材
料の体積変化率の予測方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
本発明は、高温ガス炉の炉内構造材料等として用いられる黒鉛材料について、中性子照
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射後の体積変化率を比較的短時間で見積もることが可能な、黒鉛材料の体積変化率の測定
方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
高温ガス炉は、黒鉛減速ヘリウム冷却型中性子炉であり、試験研究炉として高温工学試
験研究炉（HTTR）が製作され、運転されている。高温ガス炉では、減速材としては、中性
子の吸収が少なく、放射線に強く、熱伝導性の良い黒鉛を用いている。黒鉛は、減速材と
炉心構造材の機能を兼ねており、熱容量が大きいことから、事故時の急激な温度上昇を抑
える役割も担っている。
【０００３】
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この様な高温ガス炉の炉心及び炉内構造材料である黒鉛は、中性子の照射下で、損傷量
増加に伴い収縮した後に、膨張に転じるという複雑な寸法変化を生じることが知られてい
る。この現象は、中性子が黒鉛材料に衝突することによって炭素原子のはじき出しが起こ
り、これが連鎖して炭素原子のはじき出しの連鎖、いわゆるカスケード損傷が生じ、ミク
ロには基底面間での欠陥クラスタリングに伴うc軸膨張と、空孔導入に伴うa軸収縮が生じ
、c軸膨張は既存ポアやマイクロクラックにより吸収されるため損傷初期、中期ではマク
ロには収縮が生じ、高線量になるとポアによる膨張吸収が飽和して、体積が増加すること
によるもの考えられる（下記非特許文献１参照）。
【０００４】
この収縮と膨張の変位点はターンアラウンド点と称されており、これが黒鉛材料の使用
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限界であるとされている。しかしながら、ガス冷却炉での使用が想定されている異方比1.
1以下の原子炉級黒鉛に対する中性子の照射データは、非特許文献１に記載されている単
一の温度（600℃）以外では極めて限られており、最も単純な照射温度および照射量の関
数についても、予測モデルによる補完に頼っている。中性子照射実験による照射データ取
得は黒鉛材料の評価にとって非常に重要であるが、ターンアラウンド点までの高線量照射
データの取得には、数年の照射時間が必要であり、これが照射データ不足の主たる要因と
なっている。
【先行技術文献】
【非特許文献】
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【０００５】
【非特許文献１】高温ガス炉黒鉛構造物の設計用照射データの内外挿法による拡張

IG‑1

10黒鉛構造物の設計用照射データの評価, JAEA‑research 2009(8), 1‑28,巻頭1〜2, 2009
‑06、日本原子力研究開発機構
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
本発明は、上記した従来技術の現状に鑑みてなされたものであり、その主な目的は、中
性子照射による黒鉛材料の寸法変化を、比較的短時間の試験で低コストで、しかも高精度
で見積もることができる方法を提供することである。
【課題を解決するための手段】
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【０００７】
本発明者は、上記した目的を達成すべく鋭意研究を重ねてきた。その結果、中性子照射
と比較して黒鉛の損傷速度が非常に大きい、加速器を用いるイオンビーム照射法によって
、比較的短時間の照射で照射線量と寸法変化との関係を求めることが可能となることを見
出した。そして、イオンビーム照射後の黒鉛材料表面において観察できる、亀裂および既
存ポアなどの空隙部分の開口部のサイズの変化量から、照射表面近傍の黒鉛材料の体積変
化を見積もることができ、これによって、中性子照射のデータと矛盾のない精度の高い体
積変化量の線量依存性のデータを短時間で取得できることを見出した。本発明は、この様
な知見に基づいて更に検討を重ねた結果完成されたものである。
【０００８】
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即ち、本発明は、下記の黒鉛材料の体積変化率の測定方法を提供するものである。
項１．

（１）測定対象の黒鉛材料に対してイオンビーム照射を行い、

（２）イオンビーム照射前とイオンビーム照射後の黒鉛材料について、観察視野中の材料
表面の空隙を除いた部分の面積比率を求め、
（３）イオンビーム照射後の黒鉛材料における空隙を除いた部分の面積比率について、イ
オンビーム照射前の黒鉛材料における空隙を除いた部分の面積比率からの変化率を算出し
、
（４）上記項（３）で求めた面積比率の変化率を体積変化率に換算する、
ことを特徴とする黒鉛材料の体積変化率の測定方法。
項２．

上記項１の方法において、（４）工程における面積比率の変化率を体積変化率に
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換算する方法が、イオンビーム照射前の試料の空隙を除いた部分の面積比率（S(unirr)）
と、イオンビーム照射後の試料の空隙を除いた部分の面積比率（S(irr)）に基づいて、下
記式により体積変化率を算出する方法である、黒鉛材料の体積変化率の測定方法：
体積変化率（％）＝[(S(irr)−S(unirr)）／S(unirr)]×100×3/2
項３．

上記項１又は２の方法において、項１の（２）工程における空隙を除いた部分の

面積比率を求める方法が、黒鉛材料表面の画像を撮影し、２階調化した後、２階調化され
た画像の黒ピクセル数ＮBと白ピクセル数ＮWを計測し、下記式により面積比率を算出する
方法である、黒鉛材料の体積比率の測定方法
空隙を除いた部分の面積比率
＝［白ピクセル数（ＮW）／（白ピクセル数（ＮW）＋黒ピクセル数（ＮB））］
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上記項３の方法において、項１の（３）及び（４）工程における面積比率の変化

率を体積変化率に換算する方法が、イオンビーム照射前の試料とイオンビーム照射後の試
料について画像を撮影し、２階調化した後、２階調化した画像の同一面積部分について、
イオンビーム照射前の白ピクセルの数（Nw(unirr)）と、イオンビーム照射後の白ピクセ
ルの数（Nw(irr)）を計測し、下記式により体積変化率を算出する方法である、黒鉛材料
の体積変化率の測定方法：
体積変化率（％）＝[(Nw(irr)−Nw(unirr)）／Nw(unirr)]×100×3/2
項５．

上記項１〜４のいずれかの方法において、イオンビームの照射量を原子あたりの

はじき出し数：dpaに換算し、黒鉛材料の体積変化率をdpaを指標として評価することによ
る、中性子照射による黒鉛材料の体積変化率の予測方法。
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【０００９】
以下、本発明の測定方法について、詳細に説明する。
【００１０】
測定対象
本発明の測定対象は、黒鉛材料である。黒鉛材料の種類については特に限定はない。例
えば、高温ガス炉の炉内構造物として用いられる微粒等方性黒鉛や人造黒鉛電極等の多孔
質黒鉛材などを測定対象とすることができるが、異方性の黒鉛も測定対象とすることがで
きる。特に、多孔質黒鉛材は、亀裂を含む空隙部を多く有するために、本発明の測定方法
の測定対象として適したものである。
【００１１】

20

測定対象の試料の形状については特に限定しないが、後述する方法によってイオンビー
ムを照射した際に、照射面の損傷に基づく形状の変化、例えば、曲率の変化などによって
照射面の面積変化が生じないように、イオンビームの飛程に対して500倍程度以上の厚さ
を有することが好ましく、特に、異方性の黒鉛については、曲率の変化が生じ易いので、
イオンビームの飛程に対して1000倍程度以上の厚さを有することが好ましく、5000倍程度
以上の厚さを有することがより好ましい。
【００１２】
測定試料の表面状態については、イオンビーム照射によって、できるだけ均一な深さに
イオンが到達するように、表面平滑性が高いことが好ましく、これにより精度の高い測定
が可能となる。例えば、イオンビーム照射面の表面の算術平均粗さＲａが、照射されるイ
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オンの飛程の1/10程度以下であることが好ましく、1/20程度以下であることがより好まし
い。このため、必要に応じて、イオンビーム照射前に、微細な砥粒を用いて鏡面研磨をす
ればよい。例えば、測定対象の表面で測定される算術平均粗さＲａが0.2μｍ以下のもの
を好適に用いることができる。算術平均粗さはJIS B 0601:2001に基づいて測定すること
ができる。
【００１３】
測定方法
（１）イオンビーム照射
本発明方法では、まず、処理対象の黒鉛材料に対してイオンビーム照射を行う。イオン
ビーム照射では、黒鉛材料の損傷速度が、通常の原子炉照射と比較すると非常に大きく、
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例えば、３桁以上大きい損傷速度とすることもできる。また、入射粒子のエネルギーが高
く、大きな一次はじき出し原子（PKA）エネルギーが得られるため、中性子照射の損傷モ
デルとしての基本的な要件であるカスケード損傷を起こすことが可能であると考えられる
。更に、イオンビーム照射法は、照射条件（照射温度・損傷量（dpa）・損傷速度（dpa/s
）など）を精密に設定、計測、制御することが可能であり、MeV級の重イオンでは試料の
誘導放射化の心配が無く、安全である。特に照射温度400℃以上では損傷速度効果が小さ
いと見積もられているため、中性子照射とイオン照射間での損傷速度の違いによる現象の
違いも限定的であると考えられる[Carbon Materials for Advanced Technologies, Edite
d by: Timothy D. Burchell, ISBN: 978‑0‑08‑042683‑9]。
【００１４】
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従って、イオンビーム照射法は、中性子照射による黒鉛材料の寸法変化を評価するため
の加速試験方法として有効な方法と考えられる。
【００１５】
イオンビーム照射は、常法に従って行えば良い。イオンビーム照射に用いるイオン種に
ついては、陽イオン化できるイオンであれば特に限定はない。また、イオンビームの照射
条件についても特に限定はないが、黒鉛からの炭素原子のはじき出しのしきいエネルギー
を超えたエネルギーを与え、カスケード損傷を生じさせた上で、更に、中性子照射による
損傷状態の加速試験として十分な損傷速度を得るためには、通常、１MeV程度以上のエネ
ルギーでイオンビーム照射を行うことが好ましい。
【００１６】
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イオンビームのエネルギーの上限についても特に限定はないが、本発明方法では、イオ
ンビーム照射によって生じる試料表面の収縮、膨張状態を観察し、これに基づいて寸法変
化を評価するので、注入されたイオンの侵入深さである飛程は、試料の表面近傍で十分で
ある。このため、使用するイオン種に応じて、例えば、飛程が最大で5μｍ程度となるエ
ネルギーでイオンビーム照射を行えば十分であり、例えば、飛程が3μｍ程度であっても
、精度のよい測定が可能である。
【００１７】
尚、注入したイオンの飛程については、TRIMコード（http://www.srim.org/参照）など
のモンテカルロシミュレーションコードによって算出することができる。
【００１８】

20

また、中性子照射によって生じる黒鉛材料の寸法変化は試料温度に依存するので、イオ
ンビーム照射の際には、試料の温度を目的とする温度近傍に維持する必要がある。通常は
、目的とする試料温度±5℃程度の範囲となるように制御すればよい。例えば、試料ホル
ダに加熱用ヒータを設置して、イオンビーム照射の際の試料温度が一定温度範囲となるよ
うに制御すればよい。
【００１９】
イオンビーム照射時の雰囲気については、特に限定されないが、窒素、He、Ar等の不活
性ガス雰囲気や真空雰囲気などの非酸化性雰囲気とすることが好ましい。
【００２０】
後述する通り、本発明方法では、試料表面の空隙の面積比率のイオンビーム照射前後で
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の変化に基づいて体積変化を見積もるので、空隙の偏在の影響を排除して、精度の高い評
価をするためには、測定対象面の広さは、測定面内に存在する主たる空隙である亀裂の長
さに対して十分な広さを有することが好ましい。例えば、イオンビームを照射する範囲に
ついては、イオンビームの照射面に存在するイオンビーム照射前の亀裂の平均長さに対し
て、縦及び横の長さがいずれも100倍程度以上であることが好ましい。
【００２１】
（２）イオンビーム照射面の空隙の面積比率の測定
次いで、イオンビーム照射を行った黒鉛材料の照射面について、亀裂などの空隙の開口
部の面積と空隙を除いた部分の面積の比率を求める。
【００２２】
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黒鉛材料は、イオンビーム照射によりa軸方向には収縮し、c軸方向には膨張するが、照
射によるc軸方向の膨張は既存の空隙に吸収されるため、比較的低線量では、材料全体と
しては収縮する。この際、図１に示すモデル図のように、イオンビーム照射された領域よ
り深い非照射域によってこの収縮が拘束されるために、照射による収縮が空隙の拡張によ
り吸収されると考えられる。このため、試料表面に平行な面内で、収縮は空隙が大きくな
ることによって表現され、膨張は空隙が小さくなることによって表現される。
【００２３】
本発明方法によれば、イオンビーム照射前後の試料について、イオンビーム照射域にお
ける試料表面の空隙の開口部の面積と空隙を除いた部分の面積の比率を求め、下記式（１
）で表されるイオンビーム照射前後における空隙を除いた部分の面積比率の変化率を算出
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する。式（１）において、S(unirr)はイオンビーム照射前の試料表面の空隙を除いた部分
の面積比率であり、S(irr)はイオンビーム照射後の試料表面の空隙を除いた部分の面積比
率である。
【００２４】
空隙を除いた部分の面積比率の変化率
＝

[(S(irr)−S(unirr)）／S(unirr)]

（１）

上記式（１）で表される面積比率の変化率を、後述する方法で体積変化率に換算するこ
とよって、イオンビーム照射前後の試料の体積変化率を求めることができる。
【００２５】
イオンビーム照射面の空隙の開口部の面積と空隙を除いた部分の面積の比率を測定する

10

方法については、特に限定はなく、任意の方法を採用できる。例えば、走査電子顕微鏡（
SEM）、ビデオマイクロスコープ等を用いて試料表面の画像を撮影し、これ画像処理して
２階調化した後、２階調化された画像において、空隙の開口部を示す黒のピクセル数ＮB
と、空隙を除いた部分を示す白のピクセル数ＮWを計測し、下記式によりこの比率を算出
することによって、簡単な方法で試料表面における空隙を除いた部分の面積の比率を求め
ることができる。特に、SEM像によればより精度の高い測定が可能となる。尚、SEM、ビデ
オマイクロスコープ等の画像を２階調化する方法については、撮影倍率、撮影コントラス
ト条件などを一定として撮影した画像に基づいて、空隙の開口部と判断される部分が黒で
表示されるように、閾値を設定すればよい。
20

【００２６】
空隙を除いた部分の面積比率
＝白ピクセル数ＮW/（白ピクセル数ＮW＋黒ピクセル数ＮB）
【００２７】
イオンビーム照射前後において、２階調化した画像の観察視野面積を同一とすれば、白
ピクセル数ＮWと黒ピクセル数ＮBの合計数は同一となるので、空隙を除いた部分の面積比
率の照射前後での変化率は、イオンビーム照射前の試料の画像における空隙を除いた部分
を示す白ピクセルの数（NW(unirr)）と空隙の開口部を示す黒ピクセル数（NB(unirr)）、
及びイオンビーム照射後の試料の画像における空隙を除いた部分を示す白ピクセルの数（
NW(irr)）と空隙の開口部を示す黒ピクセル数（NB(irr)）を用いて下記式（２）で表すこ
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とができる。
【００２８】
空隙を除いた部分の面積比率の変化率
＝[NW(irr)／（NW(irr)＋NB(irr)）−NW(unirr)／（NW(unirr)＋NB(unirr)）]
／[NW(unirr)／（NW(unirr)＋NB(unirr)]
＝（NW(irr)−NW(unirr)）／NW(unirr)

（２）

【００２９】
（３）体積変化率換算
上記した方法によって、イオンビーム照射した試料表面の空隙の開口部の面積と空隙を
除いた部分の面積の比率を求め、上記式（１）に基づいてイオンビーム照射前後における
空隙を除いた部分の面積比率の変化率を算出した後、得られた面積比率の変化率を用いる

40

ことによって、下記式（３）に基づいてイオンビーム照射による試料の体積変化率（％）
を算出することができる。
【００３０】
体積変化率（％）＝[(S(irr)−S(unirr)）／S(unirr)]×100×3/2

（３）

【００３１】
以下、上記式（３）で表される体積変化率の算出式について簡単に説明する。
【００３２】
イオンビーム照射後の試料の空隙を除いた部分の面積（A(irr)）は、試料の照射前の空
隙を除いた部分の面積A(unirr)をA(unirr)=L02で表し、A(irr)をA(irr)= (L0+ΔL )2で表
せるように長さの単位L0及びΔLを導入して、照射後の長さの変化量ΔLがL0に比べて十分
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に小さいことを前提にすると下記式で近似できる。式中、DLは長さの変化率でありDL=ΔL
/L0で表される。
【００３３】
A(irr) = (L0 + ΔL)2 = L02 + 2L0ΔL + ΔL2≒ L02(1 + 2DL)
ここで、2DLは、面積比率の変化率であり、上記式（１）（(S(irr)−S(unirr)）／S(un
irr))で表すことができる。
【００３４】
同様に、イオンビーム照射後の試料の体積V（irr） は、下記式で近似することができ
る。
10

【００３５】
V(irr) = (L0 + ΔL0)3 ≒ L03(1 + 3DL)
ここで、３DLは、体積の変化率であり、上記式（１）で表される面積比率の変化率（
(S(irr)−S(unirr)）／S(unirr)）を用いると、下記式（３）で表すことができる。
【００３６】
体積変化率（％）＝[(S(irr)−S(unirr)）／S(unirr)]×100×3/2

（３）

尚、２階調化した画像の白ピクセル数と黒ピクセル数の計測結果に基づいてイオンビー
ム照射による体積変化率を求める場合には、上記式（２）で示される面積比率の変化率（
NW(irr)−NW(unirr)）／NW(unirr)）を用いることによって、下記式（４）によってイオ
ンビーム照射による体積変化率を算出することができる。
【００３７】
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体積変化率（％）＝[(NW(irr)−NW(unirr)）／NW(unirr)]×100×3/2（４）
【００３８】
（４）測定データの評価方法
上記した方法で求めたイオンビーム照射による体積変化率について、中性子照射による
体積変化率との関連を評価する場合には、原子あたりのはじき出し数:dpa(displacement
per atom)を放射線量の指標として評価すればよい。dpaは、材料を形成するすべての格子
原子が放射線（中性子又はイオン）によって平均何回はじき出されたかを示すものであり
、上記したTRIMコードよって算出することができる。dpaは、異なる照射場で得られた照
射データを比較する目的で広く用いられている。また、同じ照射場での同じ照射量でも、
材料によって損傷効率が異なるので、材料の損傷の度合いを定義するために使用される指
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標である。
【００３９】
本発明方法によれば、後述する実施例１の結果から明らかなように、イオンビーム照射
線量の指標としてdpaを用いた場合に、イオンビーム照射の際のイオン飛程全域での平均
損傷量（dpa）と体積変化率との関係が、中性子照射実験によって得られた損傷量（dpa）
と体積変化率との関係の既知のデータと良く一致した結果となる。
【００４０】
従って、本発明の黒鉛材料の体積変化率の測定方法は、中性子照射による黒鉛材料の体
積変化率の線量依存性を予測するための加速試験方法として有効な方法といえる。
【発明の効果】
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【００４１】
以上の通り、本発明の測定方法によれば、黒鉛材料の中性子照射による寸法変化の予測
データについて、短時間のイオンビーム照射実験と比較的簡単な解析方法によって、中性
子照射の試験データと矛盾のない精度の高い体積変化量の線量依存性のデータを取得する
ことができる。
【図面の簡単な説明】
【００４２】
【図１】イオンビーム照射された領域の主たる空隙である亀裂の拡張状態をモデル的に示
す図面。
【図２】実施例１においてイオンビーム照射した黒鉛試料の照射前後における表面状態を
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示す走査電子顕微鏡(SEM)像。
【図３】実施例１においてイオンビーム照射した黒鉛試料のSEM像と、これを２階調化し
た像。
【図４】中性子照射による黒鉛材料の体積変化率の線量依存性を示す既知のデータと、実
施例１でイオンビーム照射法によって求めた黒鉛材料の体積変化率のデータを示すグラフ
。
【発明を実施するための形態】
【００４３】
以下、実施例を挙げて本発明を更に詳細に説明する。
【００４４】
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実施例１
（１）イオンビーム照射
原子力級の等方性黒鉛材料を縦4mm×幅2mm×厚さ3mm程度に加工し、イオンビーム照射
用試料を作製した。この際、表面のポアや比較的サイズの大きな亀裂などの空隙を除いた
表面における、平均の粗さが全ての試料でほぼ一定になるように研磨を行った。
【００４５】
この試料を幅×長さが約１×5mmのスリットを有するホルダによってSiC製の試料ベース
に固定して、真空チャンバー内で、Si2+イオンを5.1MeVで試料表面に照射した。黒鉛試料
のイオンビーム照射面は約４×１mmの範囲である。イオンビーム照射時には、試料ベース
の後方に設けたヒータにより、試料温度を400℃±5℃に制御した。
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【００４６】
この方法により、イオン注入量が6.7×1020ion/m2（3.3dpa）となるようにイオンビー
ム照射した試料3個と、イオン注入量が1.8×1021ion/m2（8.8dpa）となるようにイオンビ
ーム照射した試料１個と、イオン注入量が2.0×1021ion/m2（9.9dpa）となるようにイオ
ンビーム照射した試料を１個作製した。
【００４７】
図２に、イオン注入量1.8×1021ion/m2（8.8dpa）となるようにイオンビーム照射した
試料について、イオンビーム照射前と照射後の同一部分の走査電子顕微鏡（SEM）像を示
す。左図が照射前のSEM像であり、右図が照射後のSEM像である。これらのSEM像の比較に
より、イオンビーム照射によって、試料表面の空隙の開口部、特に亀裂のサイズが拡大し
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たことが確認できる。
【００４８】
（２）空隙開口部の面積比率の算出
上記した方法でイオンビーム照射を行った各試料について、照射面の走査電子顕微鏡（
SEM）像を撮影し、SEM像より空隙の開口部と判断される部分が黒で表されるように２階調
化処理を行った。
【００４９】
照射後の各試料について、SEM像と２階調化処理後のSEM像を図３に示す。上図がSEM像
であり、下図がそれぞれのSEM像に対応する２階調化処理後のSEM像である。２階調化後の
SEM像によれば、各試料の空隙の開口部が黒で表され、空隙を除いた部分が白で表されて
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いる。
【００５０】
各試料の２階調化後のSEM像における空隙の開口部を表す黒のピクセル数NB(irr)と、空
隙を除いた部分を表す白のピクセル数NW(irr)より、下記式より空隙の開口部（黒ピクセ
ル部）の面積比率を求め、同様の方法で空隙を除いた部分（白ピクセル分）の面積比率を
求めた。
【００５１】
空隙開口部の面積比率（％）
＝［黒ピクセル数ＮＢ(irr)／（白ピクセル数ＮＷ(irr)＋黒ピクセル数ＮＢ(irr)）］
×100
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【００５２】
（３）体積変化率の算出
次いで、上記した方法で求めたイオンビーム照射後の試料の２階調化処理後のSEM像に
おける空隙を除いた部分を示す白ピクセルの数NW(irr)）と、イオンビーム照射前の試料
について、照射後の試料と同一の方法で２階調化したSEM像から求めた空隙を除いた部分
を示す白ピクセルの数（NW(unirr)）の計測値を用いて、下記式によりイオンビーム照射
による試料の体積変化率を求めた。
【００５３】
体積変化率（％）＝[(NW(irr)−NW(unirr)）／Nw(unirr)]×100×3/2
【００５４】
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（４）測定結果の評価
以上の結果を下記表１に示す。尚、イオンビームの照射量については、はじき出し損傷
量をdpa単位で表した数値も示す。dpaの算出は、TRIMコードを用いて行い、黒鉛のはじき
出しのしきいエネルギーは、従来広く用いられている35eVを使用し、黒鉛の密度は、実測
値である1.75g/cm3を使用した。
【００５５】
【表１】
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【００５６】
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図４は、中性子照射による黒鉛材料の体積変化率の線量依存性を示す非特許文献１に記
載の既知のデータと、実施例１でイオンビーム照射法によって求めた黒鉛材料の体積変化
率のデータを示すグラフであり、横軸の放射線量をdpaによって示したものである。図４
のグラフでは、中性子照射量は、1.4×1025n/m2を1dpaとして換算した値で示す（Carbon‑
Materials‑Advanced‑Technologies‑Burchell, abebooks.com参照）。
【００５７】
図４から明らかなように、中性子照射による体積変化率のグラフにおける400℃でのデ
ータを、イオンビーム照射法によって実施例１で求めた体積変化率の測定値と比較した場
合に、放射線照射量をdpaで表した場合に、精度の良い一致が認められた。
【００５８】
この結果から、イオンビーム照射法によって照射イオン量を適切に制御して損傷試験を
行うことによって、中性子照射による損傷試験と比較して非常に短時間で、中性子照射に
よる黒鉛材料の損傷による寸法変化の予測データを取得することが可能であることが判る
。
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【図１】

【図２】

【図４】

【図３】
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