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研究成果の概要（和文）：事故耐性燃料被覆管、SiC/SiCの材料であるSiCは大気中でSiO2の生成する酸化反応以
外に、高温の比較的低い酸素雰囲気下で焼結助剤であるAl2O3などと反応してSiOおよびAl2O3が生成し、反応生
成物が気化する。この挙動を実験的に調べた。SiCは大気雰囲気においてはSiO2の生成する反応がおこり、SiC試
料表面に保護性の薄いSiO2膜が生成し、酸化反応は停止する。真空雰囲気においては、SiOやAl2O3が生成する反
応がおこり、SiC試料表面に空孔を形成することを確認したが、熱力学評価からは、被覆管内では反応生成物が
蓄積することにより、いずれの反応も直ちに停止することが示唆された。

研究成果の概要（英文）：SiC is gaining increasing attention in nuclear fuel cladding applications as
 a promising fuel cladding. Tounderstand its soundness, the high-temperature oxidation behavior of 
high-density bulk SiC was investigated in air and vacuum (10 Pa)) and the validity of the 
experimental results was confirmed by thermodynamic calculations. The high-density bulk SiC was 
prepared from powder using spark plasma sintering (SPS). Bulk SiC and that in contact with the Al2O3
 plate were heat treated in both air and vacuum, at 1573 K and 1773 K. For the samples heat-treated 
in air, we observed a SiO2 layer on the surface with a thickness of ~1μm and some cracks. 
Alternatively, a highly porous surface　layer was observed for the samples heat treated in a vacuum.
 The thicknesses of the SiO2 and porous layers increased with increasing heat-treatment temperature.
 In addition, it was found that SiC did not react with Al2O3 in　vacuum at 1573 K, but did react at 
1773 K. 

研究分野： 核燃料工学
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１．研究開始当初の背景 
現行の軽水炉で被覆管として用いられて

いるジルコニウム合金は、原子炉の通常運転
条件下において、優れた核特性と機械的特性
を示す。しかしながら、冷却水喪失のような
厳しい事故条件では、高温の水と急速に反応
し、水素を発生させ、安全性を考慮する上で
大きな問題となっている。そこで、ジルコニ
ウム合金のメリットを有しつつ、デメリット
を克服した新しい事故耐性燃料用被覆管材
料が求められている。特に SiC はジルコニウ
ム合金よりも優れた性質を持っているだけ
ではなく、水と反応してもジルコニウム合金
よりも水素の発生量が少ないことがメリッ
トとして大きいため、事故耐性燃料被覆管材
料として有望視されている。しかしながら、
SiC は非酸化物なので、被覆管として用いる
場合には酸化が重要な問題となっている。特
に事故時の高温環境下において、低酸素分圧
下では揮発性物質である SiO、CO が発生す
る[1]。また、SiC セラミックスは焼結助剤と
して Al₂O₃を添加し、この助剤も低酸素分圧
下で反応し、揮発性物質である SiO、Al₂O、
CO が生成することが知られている[2]。 

 
SiC(s)+O₂(g) ➝ SiO(g) + CO(g)    (1) 
SiC(s)+Al₂O₃(s) 
➝SiO(g) + Al₂O(g) + CO(g)      (2) 
 
しかしながら、この SiC の高温腐食挙動の理
解は十分とは言えない。 
 
２．研究の目的 
本研究では、SiC の軽水炉利用のために、

SiC と酸素の高温での反応挙動を解明し、被
覆管の健全性を評価することを目的にした。 

 
３．研究の方法 
スパークプラズマ焼結法を用いて、SiC ペ

レットとAl₂O₃ペレットを作製した。その後、
電気炉でSiC試料単体とAl₂O₃試料と接触し
た SiC 試料を、大気雰囲気、真空雰囲気下、
それぞれ 1573K で 25h、1773K で 5h 熱処理
した。また、大気雰囲気では 1573K では 100h
熱処理も行った。熱処理後、寸法・重量変化
の測定、組成分析・微細構造観察、熱力学デ
ータによる検討も行った。 
 

４．研究成果 
4.1 大気雰囲気           
大気雰囲気で熱処理したバルクSiC試料は、

Table1 に示すように厚さが変化していたが、
重量は変化していなかった。XRD で SiO₂の
ピークが検出されたのでSEM/EDS観察を行
った。Fig.1 に示すように、表面層で O が豊
富にあり、C が乏しいことが明らかになった。
この結果、SiC 試料表面に SiO₂酸化膜が形成
されていることを確認した。また、SiO₂酸化
膜の厚さは、Fig.2 より、SiC 試料単体で熱
処理した時は約 1.2µm であり、Al₂O₃と接触

した SiC 試料を熱処理した時は約 1.5µm で
あった。SiO₂酸化膜厚さの結果から SiC 試料
の厚さ変化は SiO₂の厚さの影響によるもの
と考えられる。次に、SiO₂層の表面形態は、
非常に緻密であり、顕著な孔は存在しなかっ
たが、いくらかのクラックが存在していた。
SiO₂には相転移点が存在し、熱処理の冷却中
に SiO₂が相転移を起こし、体積が収縮した
ために発生したと考えられる。これらの結果
から、大気中の 1500℃以上の温度で以下の
反応が起こったことを示された。 

 
SiC(s)+2O2 (g)＝SiO2 (s)+CO2 (g)   (3) 
 
Table1. 大気雰囲気の SiC と Al₂O₃試料の
寸法と重量変化 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Fig1 SiCにおける破断面のSEM/EDSマッ
ピング像 (1573K、25h)スケールはすべて
100µm 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig.2 熱処理した SiO₂層の厚さ、スケール
はすべて 1µm 
 
 実際に反応(1)における酸化反応に関する
平衡定数KをThermo-Calcにより算出した。
実験条件における平衡定数KはK＝PCO2/PO2 
を用いた。その結果、Fig.3 に示すように両
温度での実験条件の平衡定数 K の値は反応



(1)の曲線よりも小さい結果となった。従って
SiC は計算結果からも反応が進むことが明ら
かとなり、実験結果は妥当であると考えられ
る。SiC と Al₂O₃の実験条件は(2)の反応に対
する平衡定数KをK＝PSiO×PAl2O×PCOとして
算出した。その結果 Fig.4 に示すように両温
度の空気中においてAl₂O₃と接触したSiCの
熱処理条件での平衡定数 K の値は反応(2)の
平衡曲線よりも大きい結果となった。実際に
実験結果からも、SiC と Al₂O₃試料は共に重
量は減少せず、SiO₂が生成しており、SiO が
生成しなかったことから反応が進まなかっ
たと考えられ、計算結果と実験結果は一致し
ていることがわかる。 

 
Fig.3 大気雰囲気の SiC の熱処理       

 
Fig.4 大気雰囲気の Al₂O₃と SiC の熱処理 
  
また、軽水炉環境下では事故に時に外部か

ら圧力容器に大気が流入し反応(3)が発生す
ることが考えられる。実験結果でも、1573K
での 25h と 100h 行った実験では、SiO₂酸化
膜の厚さはほとんど変化しておらず、SiC と
O₂の反応を阻害したと考えられる。このこと
から、反応は続くことはなく停止することが
示唆される。 
 
4.2 真空雰囲気 
 Table.2 から真空中で熱処理した試料の内
SiC 単体で熱処理した試料は寸法が縮小し、
重量が減少していた。しかし Al₂O₃と接触し
た SiC 試料は 1573K では重量が変化してお

らず、1773K では重量が減少していた。また、
Table.3よりAl₂O₃試料に関しても 1573Kで
は重量は減少しておらず、1773K では重量が
減少していた。このことから反応(2)は 1573K
では反応は進行せず、1773K では反応が進行
すると考えられる。 
 
Table.2 真空雰囲気の SiC における寸法と重
量変化 

 
Table.3 真空雰囲気の Al₂O₃における重量変化 

 
そして、すべての試料において表面が多孔

質になっており、SiC 単体で熱処理した試料
は細かい空孔が形成され、Al₂O₃と接触した
SiC は比較的大きな空孔が形成されていた。
ここで、反応 (1)に関して平衡定数 K を
Thermo-Calc で算出した。反応(1)に対応する
SiC 単体での熱処理に関する実験条件におけ
る平衡定数KはK＝PSiO×PCO ⁄PO2 を用いた。
その結果、Fig.5 より両温度における真空中
でのSiCの熱処理条件に関する平衡定数Kの
値は反応(1)の平衡曲線よりも小さい結果と
なった。この結果から、反応(1)は進み、SiC
は酸化され揮発性物質である SiO が生成す
ると考えられる。実際に、実験結果では、SiC
の重量損失が発生し、空孔が形成されている
ことから、SiC が酸化され、SiO が生成した
と考えられる。このことから、計算結果と実
験結果は一致しており、実験結果が妥当だと
考えられる。Al₂O₃と接触した SiC の酸化反
応では、反応 (2)に関する平衡定数 K を
Thermo-Calc で算出した。反応(2)より与えら
れる反応に対応する実験では、真空中の Al₂
O₃と接触した SiC の熱処理であるために、平
衡定数 K は K=PSiO×PAl2O×PCOで算出した。
その結果、Fig.6 より 1573K での真空中の
Al₂O₃と接触した SiC の熱処理条件の平衡定
数 K の値は反応(2)の平衡曲線よりも大きい
結果となった。しかしながら、1773K での平
衡定数 K の値は反応(2)の平衡曲線よりも小
さい結果となった。実際に実験結果では、SiC
ペレットは 1573K では重量損失が見られず、
1773K では重量損失が見られた。Al₂O₃ペレ
ットでも 1573K では重量損失が見られず、
1773K では重量損失が見られた。このことか
ら、SiC の重量損失は、1773K では反応(2)
の反応が進んだ結果と考えられる。故に、計
算結果と実験結果が一致していることが判
明した。また、軽水炉環境では SiC と O₂の

SiC + Al2O3 

➝ SiO + Al2O + CO 



反応において被覆管は閉じた系であるので
生成した気体化学種は被覆管内に留まる。
Fig.5より 1573K以上の温度では生成した各
気体化学種の分圧が 18Pa に達すると反応が
停止することがわかる。SiC と Al₂O₃との反
応においても、Fig.6 より今回実験で行った
両温度において軽水炉環境では反応が進ま
ないが、より高い温度では反応が進行するこ
とも判明し、それでも例えば、2000K では各
化学種が 1.33×10-2Pa に達すると反応が停止
することが熱力学的平衡曲線から判明した。
従って、低酸素分圧下における反応は被覆管
が閉じた系であるためにいずれ反応が停止
することが熱力学的平衡曲線から判明した。 

   
Fig.5 真空雰囲気の SiC の熱処理 

 
Fig.6 真空雰囲気の Al₂O₃と SiC の熱処理 
 
 
まとめ 
 SiC の軽水炉利用の可能性を検討するため
に SiC と O₂の腐食試験を行った。 
 SiC と O₂の反応においては、大気雰囲気に
おいては反応(3)が進み SiC 試料表面に SiO₂
が生成した。それによって軽水炉環境では
SiC 表面に生成した SiO₂酸化膜によって反
応(3)が停止することが判明した。真空雰囲気
においては、反応(1)と(2)進み SiC 試料表面
に空孔を形成することが判明した。軽水炉環
境においては、被覆管が閉じた系であるため
に反応(1)と(2)どちらにおいても直ぐに反応

が停止することが判明した。 
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