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 「サブクール・プール沸騰における伝熱面からの気泡離脱に関する数値シミュレーション」 

混相流数値解析手法MARSと新たに開発した沸騰・凝縮モデルを用いた数値解析手法を組み合

わせることで、サブクール度の上昇に伴い、気泡はより伸長しながら伝熱面より離脱する実

験での観察結果の傾向を再現することが可能となった。これらの成果は、原子炉内の沸騰二

相流挙動に対する予測手法の高度化に寄与することが期待される。 
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～ 巻頭言 ～ 
 

 

計算科学技術部会長挨拶 
 

 

（独）原子力安全基盤機構 
笠原 文雄 

 
第 9 代の日本原子力学会計算科学技術部会（Computational Science and Engineering 

Division, CSED）の部会長を務めることになりました。すでに数ヶ月を経過し、第 1 回の

部会運営委員会を開催して、ようやく今年度の活動が開始したと実感しております。前任

の吉村部会長及び過去の歴代部会長が推進した路線を継承しつつ、本部会の今後の発展に

微力ながら寄与したいと考えているところです。 

計算科学は計算機により科学技術上の問題を解決する学問分野として、着々と成長して

おり、その適用分野も宇宙、気象、航空機、自動車、そして原子力等さまざまな分野に拡

大しております。原子力学会においても、熱流動、安全、材料、水化学等の部会企画セッ

ション及び一般セッションで数値シミュレーション関連の発表数が増加していると思われ

ますが、計算科学技術部会では、数値解析の手法、モデル化手法、可視化手法、シミュレ

ーション速度の性能向上、計算結果の信頼性向上等、分野横断的に共通するテーマを中心

として当部会の特徴を活かした活動を展開しております。具体的には、学会にて、「可視

化技術（2007 年秋）」、「計算結果の信頼性（2008 年春）」、「耐震設計とスーパーコ

ンピューティング技術（2008 年秋）」、「ここまで来た材料の非破壊評価・検査のシミュ

レーション—原子力プラントの高経年化時代に向けて―（2009 年春）」、「計算材料科学

の炉材料へのアプローチ（2009 年秋、材料部会合同企画）」、「シミュレーションの信頼

性確保のあり方とは？－当学会としての V&V への取り組みについて－（2010 年春）」等

の企画セッション及び「計算力学と計算科学の発展（2009 年秋）」の招待講演（東洋大矢

川先生）を開催しております。 

このように発展しつつある計算科学技術分野ではありますが、計算機の能力向上を活か

したソフトウエアの開発が着実になされているか、実験に代わりうる物理現象のシミュレ



- 2 - 

ーションが可能なレベルの技術となっているか、その機能が十分に活用されているか等、

原子力分野における数値シミュレーションの現状を整理し、次世代へ向けて必須の基盤技

術である計算科学技術の発展に寄与するため、当部会も可能な限りの活動をしていきたい

と思います。 

このような状況を踏まえ、本年度は部会の下に「シミュレーションの信頼性ワーキング

グループ」を設立し、V&V（Verification & Validation）の内容及びそのプロセスを解説

し、シミュレーションの信頼性の確保に対する技術的な方法論を報告書としてまとめ、学

会標準のベースとする活動、また、JAEA を中核機関とする「革新的ハイパフォーマンス・

コンピューティング・インフラ（HPCI）の構築を主導する準備段階におけるコンソーシア

ム構成機関」への応募、さらに本年 9 月の「原子力分野におけるスーパーコンピューティ

ングとモンテカルロ・シミュレーション」の合同国際会議（SNA＋MC 2010）の共催と複

数のオーガナイズドセッションの提案・開催等、活発な活動を展開予定です。部会員の活

動への積極的な参画、支援ととともに、次世代を担う若手技術者の当部会への入会を勧め

ていただくようお願いいたします。 

 

（以上） 
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～ 平成 22 年度役員紹介 ～ 
 

部会長  笠原 文雄 （原子力安全基盤機構） 

副部会長  山口 彰 （大阪大学） 

副部会長  中島 憲宏 （原子力機構） 

副部会長  越塚 誠一 （東京大学） 

 

総務小委員会  中島 憲宏 （原子力機構） 

企画小委員会  越塚 誠一 （東京大学） 

広報小委員会  巽 雅洋  （原子力燃料工業） 

出版・編集小委員会 町田 昌彦 （原子力機構） 

経理小委員会  山口 彰  （大阪大学） 

表彰小委員会  笠原 文雄 （原子力安全基盤機構） 

部会等運営委員会委員 越塚 誠一 （東京大学） 

 

（以上） 
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～ 第７回（平成２１年度）日本原子力学会 

 計算科学技術部会 部会賞 贈賞報告～ 
表彰小委員会委員長 吉村忍（東京大学） 

 

選考経緯部会メーリングリストおよび部会ホームページを通して、本年度部会賞候補者

の募集を平成２１年１２月１８日締め切りで行いました。その結果、部会功績賞、部会業

績賞、部会奨励賞、部会学生優秀講演賞に複数名の推薦がありました。 

平成２２年１月１９日に表彰小委員会を開催し慎重に審議致しました。その選考結果を

部会運営委員会にお諮りし、 終的に、部会功績賞１件、部会奨励賞１件、部会学生優秀

講演賞１件を決定させていただきました。その結果は以下の通りです。 

 

※各賞のご紹介に続いて、受賞されました皆様よりご感想・コメントを頂いております。 

 

＜各賞のご紹介＞ 

 

部会功績賞 

受賞者名： 二ノ方 寿（にのかた ひさし） 氏（東京工業大学教授） 

業績名 ： 「計算科学技術の発展と普及ならびにシミュレーション技術者の育成に対す

る先駆的貢献」 

贈賞理由： 二ノ方寿氏は、燃料集合体のサブチャンネル解析や直接数値シミュレーショ

ン研究のパイオニアとして数々の先駆的研究を行った。特に高速炉の分野では、

ナトリウム沸騰の分野に CFD を導入し、国際ベンチマーク問題での 優秀賞

を受賞するなどの研究業績を挙げた。併せて、高速炉開発や安全評価において、

CFD を本格的に利用する先鞭をつけるとともに指導的役割を果たした。この間、

動力炉・核燃料開発事業団において、数多くの計算科学技術研究者を育成し、

それが、もんじゅの安全性評価や現在の FaCT 研究における計算科学技術の利

用に繋がっている。さらに、同氏の研究分野は混層流、乱流シミュレーション

などに発展し、その時代における 速計算機技術を駆使した原子力分野への数

値流体技術の発展と実用化に多くの貢献を果たした。東京工業大学においてこ

れらの研究を通じて、多数の学生を指導し、その卒業生は産業界、研究機関な
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どで活躍している。 

また、2002 年から 2004 年にかけて、原子力学会にて「計算結果評価法専門

委員会」を設置し、主査として計算科学技術の精度評価に関する分野横断的な

検討を主導した。本専門委員会は、計算科学技術部会が所掌する 初の専門委

員会でもあり、部会の研究活動を大きく前進させたことは特筆に価する功績で

ある。 

同氏は、計算科学技術部会発足の 2002 年度から 2004 年度には、計算科学技

術部会の副部会長として部会の黎明期の活動に貢献し、2005 年度には同部会長

として、部会の研究活動の拡大、国際協力関係の推進など、部会の発展期を牽

引した。 

以上の通り、二ノ方寿氏は、その研究経歴を通じ、一貫して計算科学技術の

発展を願い、研究活動ならびに教育活動をそのような観点から強力に推進し、

多大なる成果を挙げるとともに、同氏の育成した人材は原子力分野各界で活躍

している。 

 

部会奨励賞 

受賞者名： 山田 知典（やまだ とものり） 氏 （日本原子力研究開発機構 研究員） 

業績名 ： 「大規模有限要素法解析技術による原子力施設耐震計算科学の推進」 

贈賞理由： 山田知典氏は、近年の大地震を契機として原子力施設の耐震安全性への関心

が高まる中、大規模有限要素法解析技術を活用し、原子力プラント全体の詳細

な振動挙動が把握可能な次世代耐震シミュレーション基盤の構築を推進してい

る。これまでの研究開発において、有限要素法による大規模構造解析技術を確

立し、実在する原子炉施設に対して数値実験を重ねることにより、施設全体規

模の解析の高速化や技術向上に貢献した。具体的には仮想空間上に原子力施設

内の主要機器群シミュレーションモデル（2 億自由度）を構築し、詳細解析で

は 20 億自由度以上の超大規模問題が必要となることを示し、予測された規模の

解析を実現するため並列計算アルゴリズムの効率化に取り組み、既存手法に比

べ 10 倍の高速化を達成した。また、これらの知見を元に豊富な材料モデルを利

用した超大規模シミュレーションを可能とする新しい解析プラットフォームの

構築に取り組むなど着実な研究開発を進めている。同氏は、これまでに国内外

の賞を複数受賞するなど高い評価を受けており、今後も計算科学技術分野にお

いて先導的な役割を果たすことが期待できる。 
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部会学生優秀講演賞 

受賞者名： 小瀬 裕男（おせ やすお） 氏（京都大学大学院工学研究科原子核工学専

攻博士課程１年） 

業績名 ： 「サブクール・プール沸騰における伝熱面からの気泡離脱に関する数値シミ

ュレーション」 

贈賞理由： 小瀬裕男氏は、混相流数値解析手法 MARS を用いたサブクール・プール沸

騰における伝熱面からの気泡離脱に着目した詳細な数値シミュレーションを行

い、別途実施された可視化実験結果との比較を通じて、気泡離脱に関するメカ

ニズムを検討した。その結果、実験で観察された伝熱面からの気泡離脱過程の

基本的な特徴を、本数値シミュレーションによって良好に再現することに成功

した。2009 年秋の大会における講演では、伝熱面からの気泡離脱という複雑な

現象について行った精密な研究成果を、アニメーションを駆使しながら大変分

かりやすく発表を行った。 

 

＜受賞された皆様からのご感想・コメント＞ 

 

部会功績賞： 二ノ方 寿（にのかた ひさし） 氏（東京工業大学教授） 

この度は計算科学技術部会の部会功績賞の受賞者に選ばれ、大変光栄です。これまでの

原子炉炉心熱流動解析の仕事では多くの同僚に恵まれ、公私にわたって励まされ支えられ

てきました。この受賞は、そうした方々の賜以外にはありえないと考えております。 

私が熱流動解析を始めたきっかけは、遡ること約 40 年近くになりますが、ある財団の奨

学金とティーチングアシスタントで食い繋いだ2年間のMIT留学の期間中に受けたトード

リアス教授の指導にあります。トードリアス教授からは熱流動工学という学問を徹底的に

叩き込まれました。私が 初に与えられた課題は、渦拡散モデルに基づく VELASCO とい

う CFD コードを用いて少数ピン束内の詳細な流速分布を求め、サブチャネル解析で用い

るサブチャネル間の混合係数を定めよ、というものでした。この課題に取り組んで以来、

数値シミュレーションと実現象との関係が頭から離れたことがなく、このことが今でも研

究を行う上で大いに役に立っていると思います。 

その後、縁あって動燃（現在の JAEA）大洗工学センターで働くことになりましたが、

ナトリウムの熱流動解析コードのグループを立ち上げ、素晴らしい方々と巡り合い、一緒

に仕事をすることができました。とくに沸騰解析の世界に足を踏み入れ、二流体モデルに
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よるサブチャネル解析コードの開発、ワイヤスペーサモデルの開発等々に従事しました。

やはり何と言っても近くに実験屋さんがいたこと、実験データを身近に目にすることがで

きたことが、動燃から大学に職場が変わっても、未解明現象も含め実現象を常に念頭に置

いた数値モデルの開発とシミュレーション実践の堅持につながったと考えています。 

このところの CFD 大衆化にともない、大学でも既存の CFD を使っての研究テーマを学

生に与えることが増えてきました。その際に も気をつけなくてはならないのは、やはり

物理現象と乖離した数字の羅列に終わらないように、ということです。また、地球シミュ

レータなどの強力な計算機利用が可能となった結果、「計算科学・技術」が実体を伴って語

られるようになり、炉外実験やモックアップ試験に代替できる数値シミュレーションの実

現があながち大言壮語でなくなりました。事実、 近は燃料集合体内冷却材流れの DNS

や LES などで、適用範囲に限界がありますが、実験よりも高精度、高信頼度のデータがと

れるようになりました。それに応じて、未解明だった現象の機構も少しずつ明らかになっ

ています。 

誰でもが使えるハイエンドの計算機環境が整うことを期待しつつ、近い将来、原子炉工

学における数値シミュレーション技術がせめて現在の航空機産業や自動車産業で用いられ

ていると同様のレベルで受け入れられること、これが私の願いです。 

 

 

部会奨励賞： 山田 知典（やまだ とものり） 氏 （日本原子力研究開発機構 研究員） 

このたびは部会奨励賞をいただきまして光栄に思いますとともに、これまで多くの先生

方にご指導頂いてきたことを改めて思い出し、深く感謝している次第でございます。今回

の受賞がこれからの研究活動にとって大変励みになるとともに、改めて自分が今後どのよ

うな貢献をしていけるかを考えるよいきっかけともなりました。私が現在行っている原子

力施設における耐震計算科学といったテーマでは、まだまだ解決すべき課題が山積してい

ると認識しております。今後とも精進を続けて参りますので、諸先生方には引き続きご指

導頂けますよう、何卒宜しくお願い申し上げます。 

 

 

部会学生優秀講演賞： 小瀬 裕男（おせ やすお） 氏 

（京都大学大学院工学研究科原子核工学専攻博士課程１年） 

この度，第 7 回（平成 21 年度）日本原子力学会計算科学技術部会部会学生優秀講演賞

の受賞を賜わり、誠に光栄に存じます。この場を借りまして、御推薦下さりました諸先生
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方に厚く御礼申し上げます。さて、私の今回の講演は、飽和温度以下で発生するサブクー

ル・プール沸騰に対して、計算科学的なアプローチで現象の解明を目指した研究でござい

ます。この「沸騰」という非常に複雑な現象を対象としているために、研究を進めるにつ

れて、沸騰研究の難しさというものを再認識させられている今日この頃ですが、一方で非

常にやりがいのある研究であるとも感じております。今回の受賞を励みにして、様々な困

難を克服しながら、より一層研究に精進して参る所存です。 後になりましたが、今回の

受賞に際しましては、度重なる御指導御鞭撻を頂戴しました指導教官である功刀教授をは

じめとする諸先生方、ならびに研究室の方々に深く感謝申し上げます。 

 

（以上） 
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～ 行事案内 ～ 

○秋季セミナー「Dr.フォーラム」のご案内 

秋季セミナー「Dr.フォーラム」は、学位取得後数年の方々を講師に迎えて学位論文での研

究成果を講演いただき、次代を担う研究者を会員各位に紹介するとともに、参加者の方々

が今後広い視野で研究を進めていく機会も担っています。今回で 10 回目となる秋季セミナ

ー「Dr.フォーラム」は、 先端かつ完成度の高い研究成果についてまとまった内容がじっ

くりと聴けることから、毎年、参加者の皆様から大変好評を頂いております。 

今回は札幌から近く、支笏洞爺国立公園“水源の森”である定山渓の老舗旅館，定山渓第

一寶亭留（ホテル）翠山亭で、５名の講師の方々が知的興奮に満ちた研究成果を発表いた

だけます。 

 

※8 月末現在で予定人数に到達したため、現在申し込みは行っておりません。 

 

【プログラム】 

１日目 9 月 17 日（金） 

Dr.フォーラム・その１(15:00～) 

○ 学位取得者による研究紹介１ 

(1) 熱音響自励振動における流れ場の数値解析  （JAEA）石垣 将宏氏 

(2) 鉛ビスマス冷却直接接触沸騰水型高速炉のチムニー内二相流解析に関する研究 

（三菱 FBR システムズ(株)）山田 由美氏 

(3) 混相流－構造物連成解析手法の構築に関する研究  （JAEA）永武 拓氏 

○ シニア・若手交流会（親睦会，18:30～） 

 

２日目 9 月 18 日（土） 

Dr.フォーラム・その２(9:00～11:00) 

○ 学位取得者による研究紹介２ 

(4) 高熱流束除熱に関するヘリウムガスの強制対流熱伝達 （大阪大学）柴原 誠氏 

(5) 沸騰水型原子炉気水分離器内の旋回二相流に関する研究 

（三菱重工業(株)）片岡 宏庸氏 
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【開催場所】 

札幌 定山渓第一寶亭留（ホテル）翠山亭 

http://www.jyozankei-daiichi.co.jp/jyozankei 

（「秋の大会」会場・北海道大学から車で約 40 分：札幌市南区定山渓温泉西 3 丁目 105 番地） 

なお学会会場からは送迎バスでの移動となります。 

 

【参加費】 

一般：15,000 円，学生：3,000 円（運営費, テキスト代, 宿泊費, 懇親会費を含む） 

※一般参加費の目安は宿泊費11,000円, 懇親会費3,000円,その他1,000円とお考え下さい。） 

 

---------------------------------------- 

【問合せ先】 

日本原子力研究開発機構 次世代原子力システム研究開発部門 冷却材挙動解析グループ 

 木村 暢之（きむら のぶゆき） 

TEL 029-267-4141, FAX 029-266-3867 

E-mail: kimura.nobuyuki@jaea.go.jp 

 

（以上） 
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○2010年秋の大会「計算科学技術部会の企画セッション」のご案内 

計算科学技術部会による 2010 年秋の大会の企画セッション「リスク活用に向けた確率

論的破壊力学技術の 新動向」のご案内をいたします。 

近の原子力構造健全性に関する重要課題には、加圧熱衝撃現象時の破損発生確率や高

経年化プラントの構造機器の寿命予測や寿命延伸問題、シビア・アクシデント関連問題、

地震関連問題など、現象が複雑で多様なばらつきや不確実性が内在する問題が数多くあり

ます。これらは極低頻度の、しかし影響度の極めて大きな事象であり、確率論的手法に頼

ることなしには、安全性と経済性を両立させる解を合理的に見出すことが困難な状況にな

っています。そこで、確率論的破壊力学（Probabilistic Fracture Mechanics : PFM）の第

一人者の方々を講師として迎え、PFM 研究開発の 新動向を紹介いただくとともに、フロ

アを交えて今後の展開について議論を行います。 

 

日時・場所： 9 月 17 日(金) 13:00～14:30 N 会場  座長 (東大) 吉村忍 

 

講演プログラム： 

 (1) 確率論的破壊力学解析コード PASCAL シリーズの開発    (JAEA) 鬼沢邦雄 

 (2) 国際 PFM ラウンドロビン解析       (茨城大) 関東康祐 

 (3) プラントの維持管理への確率論的破壊力学の適用   (TYPSYS) 町田秀夫 

 (4) 耐震問題への確率論的破壊力学の適用       (JNES) 李銀生 

 (5) 軽水炉保全 適化のための総合型シミュレータ Dr. Mainte  (原燃工) 礒部仁博 

 

（以上） 
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○国際会議「SNA+MC2010」のご案内 

本国際会議は、原子力学会計算科学技術部会が共催しております。奮ってご参加下さい。 

また、開催概要および参加方法は以下のウェブサイトをご覧ください。 

 http://sna-mc-2010.org/ 

 

会議名： 「原子力分野におけるスーパーコンピューティングとモンテカルロ・ 

シミュレーション」国際会議（SNA+MC2010） 

日 程： 2010 年 10 月 17 日(日)～20 日(水) 

場 所： 東京 学術総合センター 一橋記念講堂及び会議室 

（東京都千代田区一ツ橋） 

 

主 催： 日本原子力研究開発機構 

共 催： OECD/NEA、日本原子力学会 計算科学技術部会 

後 援： 米機械学会、欧州機械学会、韓国機械学会、日本機械学会 他 

 

参加費：60,000 円（会員）、70,000 円（非会員）、20,000 円（学生） 

※共催及び後援学会の会員は、会員費用で御参加いただけます。 

※事前登録は 8 月 31 日まで、以降は会場にて受付のこと。 

※詳細はホームページ参照のこと。 

 

問合せ先： 

（名称）SNA+MC2010 組織委員会 事務局 

（住所）東京都台東区東上野 6-9-3 住友不動産上野ビル 8 号館 

日本原子力研究開発機構 システム計算科学センター 

(e-mail) info@sna-mc-2010.org 

(電話番号) 03-5246-2505 

（以上） 
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○その他共催行事 

●「第 7 回流動ダイナミクスに関する国際会議(ICFD2010)」に当部会が協賛しております。

奮ってご参加下さい。 

 

会議名：第７回流動ダイナミクスに関する国際会議 

日程：2010 年 11 月 1 日～3 日 

会場：仙台国際センター 

主催：東北大学グローバル COE プログラム 

「流動ダイナミクス知の融合教育研究世界拠点」 

http://www.ifs.tohoku.ac.jp/gcoe/ICFD_html/ICFD2010_html/index.html 

 

（以上） 
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～ 一言一語 ～ 
 

高速炉熱流動設計における数値シミュレーションの利用 

－炉容器上部プレナム部の熱流動設計－ 
 

三菱 FBR システムズ株式会社 
大山 一弘 

 

１． はじめに 

FBR サイクル実用化研究開発（FaCT）プロジェクトにおいて選定された実用炉の主概

念である MOX 燃料ループ型ナトリウム冷却炉（1,500MWe）（以下、実用炉）の主な特徴

は、経済性向上の観点から革新技術の採用に基づいて原子炉容器をコンパクト化した点に

ある。これに伴い、炉上部プレナムやホットレグ（HL）配管内が高流速化し、温度の異な

る冷却材が混合する際に生じる温度振動による熱疲労（サーマルストライピング）、自由液

面からのカバーガス巻込み、HL 配管入口部でのキャビテーションを伴う液中渦等の課題

への対策がこれまで以上に重要視されている。以下、第２章で述べる特徴を有する炉上部

プレナムを対象に３次元熱流動解析モデルを作成し、比較的大規模の数値流体計算によっ

て課題に対処した例 1) について紹介する。 

 

２． 原子炉容器上部プレナム部構造 

図 1 に原子炉容器の構造（FS フェーズⅡ設計）および図 2 に切込み付コラム型炉上部

機構（UIS）の構造を示す。「単回転プラグ＋マニピュレータ式燃料交換機（FHM）＋切

込み付コラム型 UIS」による燃料交換方式の採用等により、炉容器内径はφ10.7m に抑え

られている。一次主冷却系は 2 ループであり、1 ループあたり 1 本の HL 配管と 2 本のコ

ールドレグ（CL）配管から構成される。炉上部プレナムには一次系のナトリウムを純化す

るためのコールドトラップ（CT）2 基と崩壊熱除去のための炉内冷却器（DHX）1 基が挿

入されている。炉心の上部に設置されているコラム型 UIS は、制御棒案内管とその構造を

支持する水平板（6 段）から構成される。水平板には、炉心から出たナトリウムが UIS 内

部を通過し易い構造とするため炉心燃料集合体出口と同軸上に貫通孔が設けられている。
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下層は炉心計装支持板（CIP）、その上方 5 段はバッフル板（BP）と呼ばれる。UIS に

は FHM のアームが通過するための切込みが設けられている。この切込みを上昇する流れ

が直接液面にあたるのを防止するために、液面より下方 1400mm の位置にディッププレー

ト（DP）と呼ぶ水平板を設置している。また、HL 配管への吸込み渦の発達を抑制するこ

とを狙って、HL 配管の炉壁近傍にフロースプリッタを設置している。 
 

 

炉心 FHM
プラグ 

２重 DP 

DHX 
 CL 配管 

HL 配管

FHM
貫通孔 
プラグ 

CT

φ10.7m 

UIS 

 CL 配管 

   

 

CIP 
BP 
(BPs) 

制御棒案内管

 
図１ 原子炉容器構造概念図                   図２ UIS 構造概念図 

 

３． 課題解決のための構造対策案 

サーマルストライピング対策としては、強い温度乱れが主炉停止系制御棒下部の永久構

造物である CIP 下面に生じることが予測される。図 3 に示すように制御棒上部案内管側面

に孔を設けて BP 直下の淀み圧を用いて管内部に下降流を生じさせ、温度混合領域を CIP

下面から離す。また、永久構造部位のうち必要な箇所のみ耐熱合金（Inconel）で保護する。 

ガス巻き込み対策としては、2 重 DP により

設計定格流速条件で防止可能な見通しを得てい

るが、製作には困難が予想されたため、図 4 に

示すように機器貫通部 DP 隙間流れ抑制構造を

施した 1 重 DP を考案した。 

炉壁からの液中渦対策は、UIS 切込み部の噴

流によるプレナム内全体の大規模な循環を低減

するように、FHM 貫通孔プラグ下端位置を CIP

と 1 段目の BP の中間まで挿入する（図 5 参照）。

CL 配管からの液中渦対策は、UIS から炉壁方向

へ拡がる噴流によるドーナツ状の循環を低減す

るように、3 段目 BP までの開口率を上げて UIS

上方への流量を増やす（図 5 参照）。 

 
図３ サーマルストライピング対策構造案 

 

炉壁
Ｌ字ラビリンス２段

１重DP リークタイト構造
（リング設置）

燃料交換機貫通孔
プラグ

炉
壁

RV
中心側

図４ カバーガス巻込み対策構造案 
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φ140

φ165

φ140

φ165

DHX
HL HL

CL

CL

CL

CL

UIS切り込み

UIS切込み部への抵抗を強める
；燃料交換機貫通孔プラグ下端
位置をCIPとBP-1の中間まで挿
入（従来BP-4)

炉壁からの液中渦防止
⇒UISからの流れをHLに

対して左右対称にする

CLからの液中渦防止
⇒炉心からの流れがバッフル板

にあたり径方向に流れるのを
弱める

バッフル板の抵抗を減らす
；BP流路孔φ131⇒φ140

BP-1～-3テーパ付
（下面テーパ径φ165）

 
図５ 液中渦対策構造案 

 

４． 炉上部プレナム内熱流動解析 

第 3 章の対策構造を取り込んだ実用炉を対象とした炉上部プレナム内３次元熱流動解析

を行った。図 6 に解析モデル（流体要素数：約 1930 万）を示す。乱流モデルとしては RNG 

k-εモデルを用い、対流項の離散化には 2 次精度の MARS を用いた。その結果、図 7 に示

すように自由液面での流速低減効果が 2 重 DP 体系試験結果と遜色のないこと、図 8 に示

すように強い温度乱れ（
2'θ ）は集合体ハンドリングヘッド頂部に生じ CIP には掛からない

こと、図 9 に示すように炉壁－HL 間隙間部の渦度ピーク値もほぼ半減すること等、対策

構造の有効性が示された。ここで、 2'θ は温度乱れ強度の 大値で、以下の局所平衡モデル

に基づく式で評価する。 2'θ の RMS（Root Mean Square）は温度ゆらぎ幅に相当する 2)。 
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ここで、 2'θ は温度乱れ強さ、 µC は定数（=0.09）、R は特性時間スケール比（=0.6）、 tPr は

乱流プラントル数（=0.9）を示す。 

270°

90°

0°180°

HL

CL

FHM貫通孔プラグ
（下端：CIP-BP-1の中間位置)

DHX

HL

CL

CL CL

DP（簡素化１重）

フロースプリッタ

CIP

BP

FFDL
サンプリング管

BP-1

CIP

UIS下部

切り込み部

CR案内管

 
図６ 炉上部プレナム全体モデル 
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５． モデル試験による評価 

第 3章の対策構造を取り込んだ実用炉 1/11縮尺の炉上部プレナム水流動試験を実施した

（図 10 参照）。その結果、HL 配管吸込流速実機定格条件において、 低液位 FsL までカ

バーガス巻込みが生じないこと、CL 配管からの液中渦が発生していないこと、炉壁から液

中渦に対しては実機キャビテーション係数に対して 30～70％の裕度で防止可能であるこ

と 3) を確認しており、炉壁や内部構造物からのキャビテーションを伴う液中渦は発生しな

い見通しを得た。また、サーマルストライピング緩和構造については、実用炉 1/3 縮尺に

した 1/6 セクタモデルでの水試験が日本原子力研究開発機構にて実施されおり、その有効

性について見通しを得た（図 11 参照）4)。 

流速ピーク
約0.11m/s

流速ピーク
約0.16m/s

従来構造【２重DP体系】 対策構造【１重DP体系】

[m/s]

HLHL

CLCL

CL CL

DHX DHX

CL CL

CLCL

HL HL

 
図７ 自由液面部水平方向流速ベクトル 

 

PCR

CIP

BP-1

[K2]

温度乱れ強さ（例）*流速分布（例）

[m/s]

孔
（40mm径×6)

PCR 外側炉心燃料内側炉心燃料

 
図８ 鉛直断面流速ベクトル及び温度乱れ強さ 

 
【従来構造】 【対策構造】
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図９ 鉛直断面流速ベクトル及び渦度分布 
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６． おわりに 

炉上部プレナム内の熱流動課題に対する対策構造を検討し、その効果を数値解析及び水

流動試験にて確認した。今後、これらの対策構造は設計研究に反映するとともに、水流動

試験等により設計成立性を確実なものにしていく。 

 

参考文献 

1) Ohyama, K., Watanabe, O. and Yamano, H., “Conceptual Design for Japan 

Sodium-Cooled Fast Reactor (2): Thermal-Hydraulic Design for Reactor Upper 

Sodium Plenum in JSFR”, Proc. of ICAPP ’09, Paper 9296, Tokyo, Japan, May 10-14, 

2009. 

2) Jones. P., 1984, “Research at the Berkeley Nuclear Laboratories on the modeling of 

Thermal Stress Boundary Conditions in an LMFBR”, International Association for 

Hydraulics Research Fourth Specialists Meeting on Liquid Metal Thermal 

Hydraulics, July 31 – August 3 (1984).  

3)大山一弘，渡辺収，山野秀将，日本原子力学会 2009 年秋の大会、予稿集 J10、(2009)． 

4) Kobayashi, J. et al., “Study on Thermal Striping at UIS of Advanced Loop Type Fast 

Reactor (Water Experiment using a 1/3 Scale 60 Degree Sector Model)”, Proc. of 

ICONE-17, ICONE-75575, Brussels, Belgium, July 12-16, (2009). 

 

（以上）

   
図 10 1/11 縮尺炉上部プレナム        図 11 1/3 縮尺 1/6 セクタ UIS 下部 

水流動試験装置                  水流動試験装置 
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～ 編集後記 ～ 

日本原子力学会 計算科学技術部会 ニュースレター 第 15 号 
２０１０年９月 

 
編集・発行責任：  計算科学技術部会 出版・編集小委員会 

町田 昌彦 （委員長） 
（原子力機構、machida.masahiko@jaea.go.jp） 
石田 直行 
（日立製作所、naoyuki.ishida.sx@hitachi.com） 
田中 正暁 
（原子力機構、tanaka.masaaki@jaea.go.jp） 
村上 貴裕 
（電中研、murakami@criepi.denken.or.jp） 
三澤 丈治 
（原子力機構、misawa.takeharu@jaea.go.jp） 

 

ニュースレター第 15 号をお届けいたします。 

残暑厳しき折、皆様いかがお過ごしでしょうか、とご挨拶申し上げたいところ。未だ酷

暑が続く中、皆様いかがお過ごしでしょうか。私事恐縮ですが今回でニュースレターの編

集担当も 2 回目となりました。なんとか編集作業を終えられましたこと、ひとえに多くの

方々のご協力のおかげと強く感じております。ただ、編集作業の不手際のため配信が若干

遅くなりましたこと、この場をお借りしてお詫びいたします。 

大変急なお願いにもかかわらず、ご多忙の中、ご記事をお送り頂きました東京工業大学

教授 二ノ方先生、日本原子力研究開発機構 山田様、京都大学大学院 小瀬様には、厚

く御礼申し上げます。また、三菱 FBR システムズ株式会社 大山様・渡辺様には、「一言

一語」にて実際の高速炉設計での数値解析の利用について大変興味深いお話をお送り頂き

ました。厚く御礼を申し上げます。ありがとうございました。 

また、原稿執筆以外に関しましても部会員各位には、多大なるご協力を頂きました。出

版・編集小委員会メンバー一同、この場を借りて心よりお礼申し上げます。尚、ニュース

レターの内容や当部会の出版・編集一般に係わる活動について、部会員の皆様のご意見、

ご要望を常時歓迎いたしますので、よろしくお願い申し上げます。 

（田中 正暁） 


