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｢複雑系6｣

核分裂照射下の原子燃料セラミックスのパターン形成

電 中研 増 田秀俊 木 下幹康

[緒言】

原子炉の中で核分裂により燃焼する原子燃料セラミックス(UO2,UC等)は,そのエネルギー取り出

し量(燃焼度)があるしきい値を超えると結晶組織を変化させ,燃料ペレットの外周部(リム部)にある特

徴長さで結晶粒界を持つ新しいパターン構造が形成される日｡Fig.1に高燃焼 Uo2燃料で観測され

Fig.1高燃焼 Uo 2燃料のパターン構造

たパターン構造を示す｡これらのパターン構造は粒径が約 100nmの結晶粒によって形成されている

が,燃焼前の UO 2燃料の結晶粒径は 10トLnl程度であり,結晶粒の大きさが燃焼前と比較して約

I/100に小さくなっている(細粒化現象)｡この細粒化組織は,燃焼前の結晶粒が照射下においてより

小さな結晶粒に分割して形成されると考えられているが,詳細は明らかではなく,現在組織形成プロ

セスの定式化が待たれている｡

照射下における原子炉材料中には,核分裂によって空孔,格子間原子,転位などの照射欠陥が

生成され,また,原子燃料中にはその他にも核分裂生成物が蓄積する｡被照射金属一合金材料では,

照射された材料中にボイド格子,欠陥成分の秩序配置などパターン構造を形成するものが見出され

ており[2-4】,照射下での不安定性の発現に関する研究が報告されている[5,6]｡Walgraefらは金属一合

金材料のパターン形成を照射欠陥成分の反応拡散相互作用モデルで定式化し,線形安定性解析に

より系の安定一不安定のしきい条件を導出した｡さらにWalgraerらは,定式化した方程式について照

射欠陥の濃度変化のシミュレーションを行い,欠陥がある秩序を持って空間に局在する結果が得られ

たことを報告している[7-9]｡
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本研究では,原子燃料セラミックスに見られる細粒化現象を,格子間原子,空孔,転位などの照射

欠陥や稀ガス等の核分裂生成物が照射下において反応･拡散した結果生じる自己組織化現象のひと

つとしてとらえ,照射欠陥の反応速度論方程式で定式化し,線形安定性解析による系の安定性およ

びそのしきい条件を評価するとともに,パターン構造の形成について 1次元環状モデルでの数値シミ

ュレーションを行った｡

[計算モデル]

照射欠陥の相互作用モデルをFig.2に示す｡計算要素として,ウラン格子点の空孔(V),格子間ウ

V

I

xe
q｡

ウラン格子点の空孔

格子間ウラン原子

稀ガス原子

転位ループ

核分裂

自由表面il

Polygonization
細粒化組織

Fig.2照射欠陥の相互作用モデル

ラン原子(I),格子間稀ガス原子(Xe),V-Xeペア,気泡および転位 (pd)を考えたO燃料中で核分裂

が起こると,核分裂ダメージによって結晶の格子点から格子間にウラン原子がはじき出され,Vおよび

tが同数生成する｡生成したVとtは燃料固体中を拡散するが,その過程で一部は再結合して消滅し,

一部は結晶粒界などの自由表面に吸収されて消滅する｡また,Iは互いに l次元的に結合して転位

(pd)とよばれる線欠陥を形成する｡pdはⅠを吸収することにより成長し,Vを吸収することにより消滅する｡

さらに核分裂反応では,反応の結果,核分裂エネルギーとともに燃料中に溶けにくい核分裂生成ガ

ス(主に稀ガス)が生成する｡稀ガス(Xe)は単原子の状態で生成するが,結晶中に単原子で存在す

るには高いエネルギーが必要となるため Vと結合し,エネルギーが低く,より安定なV-xeペアとなっ

て存在する｡V-Xeペアは燃料中を拡散し,他のV-Xeペアと相互作用して気泡を形成するO気泡は

V-xeペアおよび Vを吸収し,体積を増して成長する｡成長した気泡は核分裂ダメージによって破砕

され,VおよびXeが燃料中に放出されるが,これらは再び結合し,より安定なV-xeペアとなって燃料

中に存在する｡以上の照射欠陥の相互作用を反応速度論方程式で表すと,以下の 7本の方程式が

得られる｡
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告 -Q･Kbr(Cvs-Cvsx)- .vCzCv一方vxCx.Cv-K.gbDvCv一gvbCvsCv-ZLPdDvCv

tβ∨∇2('V (1)

若 -Q-KIVCvC1-glgbDLC一一(I+C2,Zt,pdD.Cl+(.+i"Dl∇2C･

些 k -Qx.一方vxCvCx.-ZLxP｡Dx,Cxl+Dxl∇2cxldJ

些定 =KvxCvCx.+Kb,CvsxIK､bCvsC､S+Dxs∇2cxsd/

dC vs

dJ
dCvsx
dJ

-KxbC､sCvs+ZLxPdDxICx.+KvbCvCvs-KbrCvs

-KxbCxsCvs+ZLxPdDx.Cx.-Kb,Cvsx

也 =a.zLPd((I.62)D.CL-DvCv )dJ

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

ここで,C,,C,,Cxt,Cxs,Cvs,Cvsx,pdは空孔,格子間ウラン原子,格子間稀ガス原子,空孔一稀ガスペ

ア,気泡中の格子点,気泡中の稀ガス原子,転位の濃度をそれぞれ示す｡式(2)のLttおよび句は拡

散係数が相互作用の種類によって異なることを仮定して導入したパラメータである｡例えば,転位の

周囲には応力場が存在するため,転位近傍の拡散速度は応力の無い領域とは一般に異なっている｡

その他のパラメータはTablelの通りであるO

Tablel方程式(1)-(7)で用いられているパラメータ

パラメータ 定義 パラメータ 定義

Cv

C.

(■こ.

Cxs

Cvs

Cvsx

代

り
)
3
yJ

V濃度

1濃度

xe濃度

V-xeペア濃度

気泡中の格子点濃度

気泡中のXe濃度

転位密度

I,Vの生成率

xeの生成率

cf

仇

鶴

丸

‰

転

‰

転

Ⅰの拡散係数

Vの拡散係数

xeの拡散係数

V-Xeペアの拡散係数

V,Ⅰの結合定数

vxeの結合定数

自由表面のシンク強度

Ⅴ 気泡の結合定数

V-xeペア,気泡の結合定数
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Table1Contd.

パラメータ 定義 パラメータ 定義

kbr 気泡の破砕定数 C1 拡散係数パラメータ(拡散項)

Z.J VⅠに対する転位強度 ら 拡散係数パラメータ(転位項)

式(I)-(7)の方程式について,線形安定性解析により,定常状態における系の安定性を調べた｡

定常状態の安定性は定常解に対する固有値の実部の符号を調べることで判別することができる｡す

なわち,固有値の実部の符号が負のとき,系は安定であり,一方,固有値の実部の符号が正のとき,

系は不安定である｡系の定常状態が不安定なとき,系に固有の波数成分を含む揺らぎが外部から与

えられると定常状態が発散し,その波数に相当する特徴長さを有するパターン構造が形成される可能

性がある｡最大の固有値の実部が負から正に転換する点を系の安定一不安定のしきい条件として,こ

れを解析的,数値的に評価した｡また,固有値解析で判別した不安定領域において,Fig.3に示す空

間方向 l次元環状モデルでの欠陥成分の濃度変化の数値シミュレーションを行い,パターン構造の

｣ 一 ノ
領域内反応

Fig.3数値シミュレーションの 1次元環状モデル

発現について調べた｡1次元環状モデルでは,l次元環を複数の領域に分割し,欠陥成分の領域内

での反応と領域間での拡散を考えた｡拡散作用を有する欠陥成分は V I,Xe,V-Xeペアである｡各

領域内の欠陥濃度を時間積分して導出し,これを領域ごとに比較することで,欠陥成分の空間分布

を評価した｡

[結果]

照射によって生成する欠陥の種類に着目すると,燃焼度によってその存在状態を場合分けすること

ができる｡すなわち,燃焼初期にはまず空孔(V)および格子間ウラン原子(1)が生成され,次に転位
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(pd)が発達するO燃焼が進むと不溶性核分裂生成物の稀ガス原子(Xe)が生成し,燃料中にV-Xeペ

アが蓄積される｡さらに燃焼が進むと,V-Xeペアの相互作用により気泡が発達する｡燃料中の欠陥成

分の存在状態についてステージ分けし,それぞれのステーージごとに定常解に対する固有値解析を行

い,系の安定性を評価したっ各ステー-ジでの固有値の符号を調べてみると,欠陥成分としてVおよび

Ⅰのみが存在する初期ステージでは固有値の符号が負で,系が安定であることを示したのに対して,

燃焼が進み転位が発達してくると,固有値の符号が正で系が不安定となる状態が存在することが分か

ったoそこで,不安定性の発現する条件をより詳細に調べるために,式(I)-(7)の方程式について,V,

[および仇の相互作用のみを考え,式(8)-(10)で与えられる3本の方程式に縮約した｡

2 -q-cICv-Cv-rdCv･C2cv

dc.
α古 -q-cvc.-cl- (1+i.2)rdC,+(1+C･)C2C･

痩 -(.･C2)C.rd-C､′rd

(8)

(9)

(10)

ここでは,計算を簡単化するために無次元化処理を施してある｡無次元化に用いた関係式は式

(ll)の通りである｡

C､′-嘉 C､′, C.--一一虹 ci,㌔-吉 pd, q-KigbDv

T- K.gbDvt,¢2--⊥∇2,
KTgb α -普, β --

r̂.､
a.ZLD.

'̂.､

K.2gbDvDl
(= )

式(8),(9)はそれぞれ Vおよび Ⅰ濃度の時間変化を表す式であり,それぞれについて,右辺第 1

項は生成項,第2項は対消滅項､第3項は自由表面-の消滅項,第4項はpd-の吸収項,第5項

は拡散項を示している｡式(10)は転位密度の時間変化を表す式であり,第 1項はⅠを吸収してpdが成

長する効果,第2項はVを吸収してpdが消滅する効果をそれぞれ示している｡また,式(9),(10)の

左辺のαおよびβは時間に関する規格化係数である｡

この系の安定性を数値計算で調べた結果,固有値aJは転位密度rd,拡散速度パラメータ｡ および

i.2に依存しており,これらの値によって符号の転換を示すことが分かった｡al,S.およびちが十分小さい

領域では,これらのパラメータに関して展開し,それぞれの2次以上の項を無視することで,安定不
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安定性のしきい条件として式(12)の関係式が得られるO

1

tllrd(I.rd)～/4q.(h-rd)'J
㌔(1十㌔)

(12)

ここでqはVおよび Iの無次元化した生成率で,定数である.式(12)を見ると分かるように,この系

の安定-不安定性は,rd,C.およびL.2のバランスによって決定されている｡そこで,E.および句を固定し,

無次元化した転位密度r｡をパラメータとして固有値a,の変化を調べたoFig.4にC.および句を固定し,rd

2×1α7

霊 o
令
e
壁

# _2xl0-7

匝

-4×10-7
0 2 4

波数(無次元)
6 8

Fig.4固有値の転位密度依存性

を変化させたときのa)の変化を示す｡ここでrdOは与えられたS.および句に対して式(I2)0,)条件を満た

す転位密度である｡この図に見られるように,rd<rdOの条件では固有値は負の値を有しているが,r｡の

増加とともにa)の最大値も増加し,r｡-rdOのときにa･の最大値はa7-0に按するようになる｡r｡がさらに

増加し,r｡>rdOのときにa)の最大値は正に転換したoこれは,clおよびらが与えられた条件下では転位

密度についてしきい条件が存在することを示している｡このことから照射によって転位が発達し,その

密度があるしきい値よりも大きくなると系が不安定になることが分かった｡

Fig.5に式(8)-(10)を時間積分して得られる転位の密度変化を示す｡系が定常状態にある点を出発

特刻t-oとし,Vおよび Ⅰの初期値は式(8),(9)の左辺を0として得られる定常解をそれぞれ用いた｡

pdの初期低 Ll.および量は,固有値解析の結果,定常状態が不安定であることを示したr(.-92,g1-

1×10-[およびら ニーlx10-5を用いた01次元環状モデルの分割領域数を20とし,初期ゆらぎとして,あ

る一 つの領域だけに,他の領域の転位密度よりも10~5程度小さい初期値を与えた｡それぞれの領域
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における転位密度の時間変化を追跡すると,/-Oで転位が空間的に均一分布していた系から,ある

時間が経過した後に領域ごとの転位密度に差が現われ,空間的に不均一な分布となる経過が示され

ている.一方,負の固有値を与えるrd,glおよび句 の条件下では系が安定であるため,外部から揺ら

ぎが与えられても定常状態は発散せず,転位の不均一分布は観測されなかった｡高燃焼原子燃料の

細粒化組織では,ある特徴長さの粒径を有する微小な結晶粒が集合して新しいパターン構造を形成

する｡これは燃焼前のより大きな結晶粒の中で,転位等の格子欠陥が細粒化組織の粒径に相当する

特徴長さの間隔で,2次元あるいは3次元的に規則的に局在して形成されたものと理解することができ

るO本研究で行ったシミュレーションは 1次元計算であるが,転位が空間方向に規則性を持って局在

する様子が示されている｡この結果は定性的ではあるが,照射欠陥の反応拡散相互作用によって細

粒化組織が形成され得ることを示している｡

[綜言]

本研究では高燃焼原子燃料セラミックスで形成される細粒化組織について,照射により生成される

欠陥成分の反応拡散相互作用による組織形成モデルの定式化を試みた｡相互作用を一連の反応拡

散方程式で表し,まず線形安定性解析による系の安定性およびそのしきい条件について調べた｡定

常解に対する固有値の符号を追跡することにより,転位があるしきい値を超えて成長すると系が不安

定となることを明らかにした｡次に系が不安定な状態にあるときの欠陥濃度の時間変化を,空間方向

l次元環状モデルについて数値シミュレーションで調べたく)その結果,ごくわずかなゆらぎが外部から

与えられると,欠陥成分の空間分布が均一な系から,反応拡散相互作用によって不均一な構造が生

じることを確認できた0本研究では不安定性の発現を調べるために3本の簡単な方程式に縮約したが,

観測される細粒化組織の近傍には気泡が存在しており,パターン形成に何らかの効果を有していると

考えられている｡今後稀ガスおよび気泡の効果を取り入れた相互作用について調べることで,実際の
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原子炉中での相互作用により近い状況でのシミュレーションを進める0
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