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概要 

 

 本研究では，ナトリウム冷却高速炉（SFR: Sodium-cooled Fast Reactor）で想定される，最

終的に炉心の崩落に至る炉心損傷事象（CDA: Core Disruptive Accident）に至った場合を対象

として，溶融燃料の冷却性を予測・評価することが可能な解析コードの構築に資するため

に，界面固化の発生が溶融ジェット挙動に与える影響の把握とともに，界面固化が発生の

影響を考慮したジェットブレイクアップ長さ，および溶融ジェットの微粒化により生成し

た微粒化物径の予測手法を構築することを目的とした研究を実施した． 

 はじめに，これまでに実施された既存研究により得られた知見の整理，および考察を行

うために，溶融燃料・冷却材相互作用（FCI: Fuel-Coolant Interaction）に関する既存研究を整

理するとともに，既存研究に対する本研究の立ち位置を明確化した． 

 つぎに，界面固化の発生が，冷却材中に射出された溶融ジェット挙動に与える影響を把

握することを目的として，冷却材中に射出された溶融ジェット挙動を高速度カメラにより

可視観測することで，界面固化が発生する条件に対して適用可能なジェットブレイクアッ

プ長さの予測手法を検討した． 

 そして，界面固化の発生が，冷却材中に射出された溶融ジェットの微粒化に与える影響

を把握することを目的として，溶融ジェットの射出後に回収された堆積物を観測すること

により，界面固化の発生する条件に対して適用可能な微粒化物径の予測手法を検討した．

さらに、観測結果に基づき，界面固化が発生する条件に適用可能な微粒化物径の予測手法

の構築を目的として，既存研究に基づき，界面固化の発生を考慮した界面不安定性理論を，

溶融ジェットの体系に適用した．溶融ジェットの体系での基礎方程式を導出するとともに，

界面固化の発生が，界面不安定の発生に対して与える影響を理論的に検討した．その結果，

本実験より得られた微粒化物径と界面固化の発生を考慮した界面不安定性理論とを比較す

ることにより，微粒化物径の予測手法の適用が可能か検証した． 

 本研究で得られた知見の第一の応用として，溶融ジェットに作用する流体的相互作用に

着目し，二相流を再現可能な格子ボルツマン法（LBM: Lattice Boltzmann Method）に基づき，

液体ジェット挙動を再現可能な数値解析手法の構築と検証を行った． 

 本研究で得られた知見の第二の応用として，既存研究により提案されている，溶融燃料

の冷却性を簡易的に予測・評価が可能な粗混合伝熱モデルを用いることにより，SFR を対

象とした溶融燃料の冷却性を予測・評価した．このとき，本実験より得られた，界面固化

が発生する条件に対して適用可能なジェットブレイクアップ長さの予測手法，および界面

固化の発生する条件に対して適用可能な微粒化物径の予測手法を，粗混合伝熱モデルに適

用することで，界面固化の発生が溶融燃料の冷却性に与える影響を予測・評価した． 
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第1章 緒言 
 

1.1 研究背景 

1.1.1 原子力発電に対する安全対策 

 国産のエネルギー資源に乏しい日本では，原子力発電が貴重な電力の供給源となり得る．

また，今後数十年のうちに，世界的に原子力発電の利用が増大すると予想される．このこ

とから，原子力発電を継続的に利用する場合には，ウラン資源が枯渇する可能性が考えら

れる．よって，長期的に安定した電力の供給を達成するためには，高速炉の利用によるウ

ラン資源の活用が有効な選択肢の一つであると考えられる． 

 日本では，ウラン-プルトニウム混合酸化物（MOX: Mixed OXide）を燃料に，ナトリウム

を冷却材に選定することにより，ナトリウム冷却型高速炉（SFR: Sodium-cooled Fast Reactor）

の開発が行われている（Ichumiya et al., 2007; Kotake et al., 2010; Aoto et al., 2011）[1.1-1.3]．

しかしながら，2011年 3月 11日に発生した，東日本大震災の発生に伴う東京電力（株）福

島第一原子力発電所の事故を受けて，今後，原子力発電を長期的に利用する場合には，原

子力発電に対する安全対策の構築が重要な課題となると考えられる． 

 原子力発電では，放射性物質の放出や事故の発生頻度などを考慮し，原子炉の健全性に

重大な影響をおよぼす代表的な事象として設計基準事象（DBE: Design Basis Event）を想定

することにより，DBE に基づいた安全対策が構築されている（Sato et al., 2011; Suzuki et al., 

2014; 2015）[1.4-1.6]．しかしながら，DBE として想定された事象の範囲を超えた事象であ

る設計基準外事象（BDBE: Beyond Design Basis Event）が発生することにより，原子炉が重

大な損傷を受け，過酷事故（SA: Severe Accident）に至る可能性がある（Sato et al., 2011; Suzuki 

et al., 2014; 2015）[1.4-1.6]．このとき，BDBE が発生し，SA に至る可能性は十分に低い（Sato 

et al., 2011; Suzuki et al., 2014; 2015）[1.4-1.6] と考えられるものの，万が一，原子炉が重大な

損傷を受けて，SA に至った場合を想定し，安全対策を構築することが重要となる． 

 

1.1.2 炉心損傷事象の発生と要因 

 ナトリウム冷却型高速炉（SFR: Sodium-cooled Fast Reactor）では，原子炉での炉心損傷の

進展により，最終的に炉心の崩落に至る炉心損傷事象（CDA：Core Disruptive Accident）の

発生を想定した安全対策の構築が行われている（Sato et al., 2011; Suzuki et al., 2014; 2015）

[1.4-1.5]．なぜなら，原子炉が定格運転状態にある場合でも，SFR の炉心が最大反応度の体

系とならないためである（Sato et al., 2011; Suzuki et al., 2014; 2015）[1.4-1.6]．このことは，

原子炉が定格運転状態にある場合での炉心出力と，最大の炉心出力との間に裕度が存在す

るために，冷却材の沸騰や炉心の燃料配置が変化することで正の反応度が挿入された場合

には，原子炉の炉心出力が急激に増加し，炉心の健全性に重大な影響をおよぼす可能性が
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あることを意味している． 

 SFR では，CDA の要因となる事象を，炉停止（Scram）に成功するか否かにより，2 つ

の代表的な事象，すなわち，崩壊熱除去機能喪失事象（LOHRS: Loss-of Heat Removal System），

および炉停止失敗による過渡事象（ATWS: Anticipated Transient Without Scram）に大別でき

る（Sato et al., 2011; Suzuki et al., 2014; 2015）[1.4-1.6]． 

 LOHRS では，炉停止に成功した場合を想定する．この場合には，崩壊熱の除去に失敗す

ることにより CDA に至る可能性がある．SFR では，冷却材配管に 2 重バウンダリを採用

することにより，冷却材バウンダリの喪失時でも，炉心の冷却に必要な冷却材液位を確実

に確保することが可能である（Ichumiya et al., 2007; Kotake et al., 2010; Aoto et al., 2011）

[1.1-1.3]．また，冷却材にナトリウムを選定していることから，冷却材の定格運転温度から

冷却材の沸点までの温度差が大きい．よって，動力源を必要とせずに炉停止後の崩壊熱を

自然循環のみで除去することが可能である（Watanabe et al., 2015）[1.7]．このことから，

LOHRS の発生から CDA に至るまでに時間的猶予が発生する（Sato et al., 2011; Suzuki et al., 

2014; 2015）[1.4-1.6]．このために，電源の復旧，予備電源の確保，ならびに冷却材の注入

といった事故対策（AM: Accident Management）を講じることが可能である． 

 ATWS では，炉停止に失敗した場合を想定する．この場合には，炉心の出力制御が困難

になった結果，炉心の冷却不足または過出力により CDA に至る可能性がある．炉心の冷

却不足により CDA に至る場合には，1次冷却材循環ポンプの停止などによる冷却材流量の

減少が原因となるために，冷却材流量喪失型（ULOF: Unprotected Loss of Flow）と呼ばれる．

一方，炉心の過出力により CDA に至る場合には，制御棒の誤引き抜きなどによる炉心の

出力上昇が原因となるために，過出力型（UTOP: Unprotected Transient Over Power）と呼ば

れる（Sato et al., 2011; Suzuki et al., 2014; 2015）[1.4-1.6]．特に，ATWS が発生し，ULOF に

至った場合には，短時間で炉心燃料が溶融する可能性がある（Sato et al., 2011; Suzuki et al., 

2014; 2015）[1.4-1.6]．このことから，ATWS が発生した場合には，LOHRS が発生した場

合と異なり，AM を講じるために必要な時間的猶予が少ない．よって，SFR では，ATWS の

発生により CDA に至った場合を想定し，CDA を終息させるための安全対策の構築を行う

ことが必要となる． 

 

1.1.3 炉容器内終息の達成の方針 

 炉停止失敗による過渡事象（ATWS: Anticipated Transient Without Scram）が発生し，原子

炉での炉心損傷が進展することにより，最終的に炉心の崩落に至る炉心損傷事象（CDA: 

Core Disruptive Accident）に至った場合には，CDA を原子炉容器内で終息させる，炉容器内

終息（IVR: In-Vessel Retention）の達成が不可欠となる．  

 ナトリウム冷却型高速炉（SFR: Sodium-cooled Fast Reactor）では，IVR を達成するために，

溶融燃料を炉心から排出することにより，冷却材の沸騰や炉心の燃料配置の変化に起因す

る再臨界の発生を回避する設計が提案されている（Sato et al., 2011; Suzuki et al., 2014; 2015）
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[1.4-1.6]．このとき，排出された溶融燃料は制御棒案内管を通り，下部プレナムの冷却材中

に対して射出される可能性がある（Sato et al., 2011; Suzuki et al., 2014; 2015）[1.4-1.6]．下部

プレナムの冷却材中に対して溶融燃料がジェット状に射出された場合には，ジェット状に

射出された溶融燃料（以下，溶融ジェットと称す）が原子炉容器内の構造材に直接衝突し，

原子炉容器の健全性に重大な影響をおよぼすことによって，IVR の達成が困難となる可能

性が考えられる．このことから，下部プレナムの冷却材中に溶融ジェットが射出された場

合には，溶融ジェットが分断され小さくなることにより，全て崩壊する（以降，ジェット

ブレイクアップと称す）ことが求められる．このとき，設計上の観点から，ジェットブレ

イクアップに至るまでに溶融ジェットが冷却材中に侵入した距離（以降，ジェットブレイ

クアップ長さと称す）の把握が求められる． 

 また，冷却材中で溶融ジェットがジェットブレイクアップに至ることにより，原子炉容

器内の構造材との直接衝突を回避した場合でも，溶融ジェットが分断され小さくなること

（以降，微粒化と称す）により生成した微細な溶融燃料（以降、微粒化物と称す）の形状

や寸法によっては，溶融した微粒化物の冷却や崩壊熱の除去が困難となり，原子炉容器の

健全性に重大な影響を与えることによって，IVR を達成することが困難となる可能性がある

（Sato et al., 2011; Suzuki et al., 2014; 2015）[1.4-1.6]．このことから，原子炉容器内で，溶融

燃料を安定的に冷却，保持する事故後冷却（PAHR: Post Accident Heat Removal）を行い，IVR 

を達成するためには，溶融ジェットの微粒化により生成した微粒化物の形状や寸法の把握

が求められる． 
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1.2 研究対象 

1.2.1 溶融燃料の冷却性の予測 

 本研究では，ナトリウム冷却型高速炉（SFR: Sodium-cooled Fast Reactor）で，炉停止失敗

による過渡事象（ATWS: Anticipated Transient Without Scram）が発生し，原子炉での炉心損

傷が進展することにより，最終的に炉心の崩落に至る炉心損傷事象（CDA: Core Disruptive 

Accident）に至った場合を想定する．本研究では，炉容器内終息（IVR: In Vessel Retention）

の達成に不可欠となる，冷却材中に射出された溶融ジェット挙動の把握，ならびに溶融燃

料の冷却性の予測・評価を研究対象とする． 

 実際の原子炉を用いて，冷却材に射出された溶融ジェット挙動の把握，および溶融燃料

の冷却性を予測・評価することは，不可能ではないが困難である．このことから，既存研

究では，実機条件での溶融燃料挙動を解析可能な解析コードを用いることにより，溶融燃

料の冷却性を予測・評価している場合がある．また，解析コードを用いて，実際の原子炉

における溶融燃料の冷却性を予測・評価することにより，原子炉容器の下部プレナムの冷

却材深さや，微粒化した溶融燃料の受け皿となるコアキャッチャーの配置を決定するため

に必要となる設計上の指針を，予め得ることができる．このことから，実機条件での溶融

燃料挙動の解析，および溶融燃料の冷却性を予測・評価可能な解析コードの構築は重要と

なる． 

 一例として，Matsuoら（Matsuo et al., 2008）[1.8] による既存研究を挙げる．Matsuoら

（Matsuo et al., 2008）[1.8] は，Moriyamaら（Moriyama et al., 2002）[1.9] が軽水炉（LWR: Light 

Water Reactor）での溶融燃料の冷却性を予測・評価することを目的として構築した，粗混合

伝熱モデル（pmjet）を応用して，SFR での溶融燃料の冷却性を予測・評価している．この

とき，Matsuoら（Matsuo et al., 2008）[1.8] は，粗混合伝熱モデルに対して，溶融ジェット

のジェットブレイクアップ長さ，および溶融ジェットの微粒化により生成した微粒化物径

を，SFR で想定される溶融燃料・冷却材相互作用（FCI: Fuel-Coolant Interaction）の条件を

模擬することにより実施した試験結果より得られた，理論式や相関式として与えている．

このことから，解析コードを用いて，SFR での溶融燃料の冷却性を予測・評価するために

は，SFR で想定される，溶融燃料・冷却材相互作用（FCI: Fuel-Coolant Interaction）の条件

に対して適用可能な，溶融ジェットのジェットブレイクアップ長さ，および溶融ジェット

の微粒化により生成した微粒化物径の予測手法を構築することが重要となる． 

 

1.2.2 実機での溶融燃料の挙動 

 解析コードを用いることにより，溶融燃料の冷却性を予測・評価するためには，ナトリ

ウム冷却型高速炉（SFR: Sodium-cooled Fast Reactor）の条件に対して適用可能な，溶融ジェ

ットのジェットブレイクアップ長さ，および溶融ジェットの微粒化により生成した微粒化

物径の予測手法を構築することが重要となる．このためには，SFR で想定される，溶融燃
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料・冷却材相互作用（FCI: Fuel-Coolant Interaction）の条件を把握することが必要となる． 

 原子炉での炉心損傷が進展することにより，最終的に炉心の崩落に至る炉心損傷事象

（CDA: Core Disruptive Accident）に至った場合には，蒸気爆発（Vapor Explosion）の発生が

重要な問題となる．しかしながら，既存研究では，Fauskeら（Fauske et al., 2002）[1.10] や

Kondoら（Kondo et al., 1995）[1.11] によって，SFR では蒸気爆発が発生し難いことが指摘

されている．また，既存研究では，Suzukiら（Suzuki et al., 2014）[1.5] によって，軽水炉（LWR: 

Light Water Reactor）とは異なり，SFR では，溶融燃料と冷却材の間に安定な蒸気膜が形成

され難く，溶融燃料と冷却材の直接接触により，溶融ジェットが急速に崩壊する可能性が

指摘されている．このことから，SFR では，溶融燃料と冷却材が直接接触する場合の溶融

ジェット挙動を把握することが，FCI の観点から重要となると考えられる． 

 さらに，既存研究では，Chuら（Chu et al., 1995）[1.12] により，冷却材中に射出された

溶融ジェット挙動に作用すると想定される要因が示されている．このとき，冷却材中の溶

融ジェット挙動は，冷却材の沸騰や溶融燃料の固化といった熱的相互作用，ならびに溶融

ジェットと冷却材の界面で発生する界面不安定性や界面の大規模な変形の結果として発生

する溶融ジェット微粒化といった流体的相互作用を伴う，極めて複雑な熱流体現象となる

と考えられる．よって，SFR の条件に対して適用可能な，溶融ジェットのジェットブレイ

クアップ長さ，および溶融ジェットの微粒化により生成した微粒化物径の予測手法を構築

するためには，熱的相互作用，および流体的相互作用が溶融ジェット挙動におよぼす影響

を，個別に検討・評価することにより，極めて複雑な熱流体現象となる溶融ジェット挙動

に作用する要因を把握することが有効な手段であると考えられる． 

 

1.2.3 実機で想定される界面固化の発生 

 既存研究では，Magallonら（Magallon et al., 1992）[1.13] により，UO2とナトリウムを用

いて， SFR で想定される条件と近い条件での大規模な試験が実施されている．このとき，

溶融ジェットの射出後に回収された堆積物は，10-3~101 mm オーダーの微粒化物として観測

されている．一方で，Fauskeら（Fauske et al., 2002）[1.10] により，SFR で想定される，溶

融燃料・冷却材相互作用（FCI: Fuel-Coolant Interaction）条件では，溶融燃料と冷却材の初期

接触界面温度 Ti が溶融燃料の融点を下回ることが示されている．このとき，溶融燃料と冷

却材の初期接触界面温度 Ti は，Fauske（Fauske, 1973）[1.14] により，式（1.1）の通りに

書ける． 

 

 �i = �j − �c1 + √
 + �c (1.1)  

 

ここで， 
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 = (�p�)c(�p�)j  (1.2)  

 

である．このとき，T は温度，ρ は密度，Cp は比熱，λ は熱伝導率をそれぞれ示す．また，

添え字 j は溶融ジェット，c は冷却材をそれぞれ示す． 

 本研究では，溶融燃料と冷却材の初期接触界面温度 Ti が溶融燃料の融点を下回ることを，

界面固化の発生と定義する．このとき，SFR で想定される FCI の条件では，界面固化の発

生が想定されるにも関わらず，一方で，Magallonら（Magallon et al., 1992）[1.13] による，

SFR で想定される条件と近い条件で実施された大規模試験では，溶融ジェットの微粒化が

発生し，堆積物は微細な微粒化物として観測されている．このことから，SFR に対して適

用可能な，溶融ジェットのジェットブレイクアップ長さ，および溶融ジェットの微粒化に

より生成した微粒化物径の予測手法を構築するためには，界面固化の発生が溶融ジェット

挙動に与える影響を把握するとともに，界面固化が発生する条件に対して適用可能な，溶

融ジェットのジェットブレイクアップ長さ，および溶融ジェットの微粒化により生成した

微粒化物径の予測手法を構築する必要がある． 
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1.3 研究目的と論文構成 

1.3.1 研究目的 

 本研究では，ナトリウム冷却型高速炉（SFR: Sodium-cooled Fast Reactor）で想定される，

最終的に炉心の崩落に至る炉心損傷事象（CDA: Core Disruptive Accident）に至った場合を対

象として，溶融燃料の冷却性を予測・評価することが可能な解析コードの構築に資するた

めに，界面固化の発生が，溶融ジェット挙動に与える影響の把握とともに，界面固化の発

生による影響を考慮したジェットブレイクアップ長さ，および溶融ジェットの微粒化によ

り生成した微粒化物径の予測手法を構築することを目的とする． 

 

1.3.2 論文構成 

 本論文は，第 1 章から第 7 章により構成される．本研究の目的を達成するために，第 2

章から第 5 章に示す手法を実施した．また，第 6 章では，本研究で得られた知見を応用す

ることにより，溶融ジェット挙動を再現・予測することが可能な数値シミュレーションモ

デルの構築・検証に加えて，解析コードを用いた，ナトリウム冷却高速炉（SFR: Sodium-cooled 

Fast Reactor）で想定される，溶融燃料の冷却性を予測・評価した．図 1.1 に，本論文の構

成を示す． 

 第 1 章では，研究背景として，SFR で想定される，最終的に炉心の崩落に至る炉心損傷

事象（CDA: Core Disruptive Accident）の特徴と CDA を原子炉容器内で終息させる，炉容器

内終息（IVR: In-Vessel Retention）の重要性を記載した．そして，本研究の対象を示すとと

もに，SFR で想定される溶融燃料・冷却材相互作用（FCI: Fuel-Coolant Interaction）の条件

と界面固化の発生に関して記載することにより，本研究の目的を示した． 

 第 2 章では，これまでに実施された既存研究により得られた知見の整理，および考察を

行うために，溶融燃料・冷却材相互作用（FCI: Fuel-Coolant Interaction）に関する既存研究を

整理した．はじめに，既存研究で実施された試験結果より得られたジェットブレイクアッ

プ長さ，および微粒化物径を整理した．そして，既存研究で提案されている既存の予測手

法と比較することにより，溶融燃料や冷却材の違いが，ジェットブレイクアップ長さ，お

よび微粒化物径に与える影響や，既存研究で提案されている予測手法の適用範囲を検討し

た．最後に，これまでに実施された既存研究により得られた知見の整理，および考察に基

づき，既存研究に対する本研究の立ち位置を明確化した． 

 第 3 章では，界面固化の発生が，冷却材中に射出された溶融ジェット挙動に与える影響

を把握することを目的として，冷却材中に射出された溶融ジェット挙動を高速度カメラに

より可視観測した．可視化結果に基づき，界面固化の発生が，溶融ジェット挙動に与える

影響を調べるとともに，ジェットブレイクアップ長さを計測した．そして，既存の予測手

法と比較することにより，界面固化が発生する条件に対して適用可能なジェットブレイク

アップ長さの予測手法を検討した． 
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 第 4 章では，界面固化の発生が，冷却材中に射出された溶融ジェットの微粒化に与える

影響を把握することを目的として，溶融ジェットの射出後に回収された堆積物を観測した．

観測結果に基づき，堆積物を形状と寸法により分類した．さらに，ふるいにより微粒化物

径分布と質量メジアン径を計測するとともに，微粒化物の質量メジアン径と既存研究によ

り提案されている予測手法とを比較した．この結果に基づき，界面固化の発生する条件に

対して適用可能な微粒化物径の予測手法を検討した． 

 第 5 章では，界面固化が発生する条件に適用可能な微粒化物径の予測手法の構築を目的

として，既存研究に基づき，界面固化の発生を考慮した界面不安定性理論を，溶融ジェッ

トの体系に適用した．溶融ジェットの体系での基礎方程式を導出するとともに，界面固化

の発生が，界面不安定の発生に与える影響を理論的に検討した．そして，実験より得られ

た微粒化物径と界面固化の発生を考慮した界面不安定性理論とを比較することにより，微

粒化物径の予測手法の適用が可能か検証した． 

 第 6章では，二相流を再現可能な格子ボルツマン法（LBM: Lattice Boltzmann Method）に

基づき，液体ジェット挙動を再現可能な数値解析の構築と検証を行った．本章では，熱的

相互作用と流体的相互作用をともなう複雑な熱流体現象となる溶融ジェット挙動を，現実

の物理現象に基づき再現することを最終目的としている．本研究では，溶融ジェットに作

用する流体的相互作用に着目し，二相流を再現可能な LMB を用いることにより，液体ジ

ェット挙動の再現を行うとともに，数値解析の検証を行った． 

 第 7 章では，既存研究により提案されている，溶融燃料の冷却性を簡易的に予測・評価

が可能な粗混合伝熱モデル（pmjet）を用いることにより，SFR を対象とした溶融燃料の冷

却性を予測・評価した．粗混合伝熱モデルを用いるために，本実験より得られた，界面固

化が発生する条件に対して適用可能なジェットブレイクアップ長さの予測手法，および界

面固化の発生する条件に対して適用可能な微粒化物径の予測手法を，粗混合伝熱モデルに

適用することで，界面固化の発生が溶融燃料の冷却性に与える影響を予測・評価した． 

 第 8章では，結言として，各章で得られた知見の要約を記載した． 
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図 1.1 本論文の構成と各章間との関係． 
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第2章 既存研究 
 

2.1 概要 

 本章では，これまでに実施された既存研究により得られた知見の整理，および考察を行

うために，溶融燃料・冷却材相互作用（FCI: Fuel-Coolant Interaction）に関する既存研究を整

理した．はじめに，既存研究で実施された試験結果より得られたジェットブレイクアップ

長さ，および微粒化物径を整理した．そして，既存研究で提案されている既存の予測手法

と比較することにより，溶融燃料や冷却材の違いが，ジェットブレイクアップ長さ，およ

び微粒化物径に与える影響や，既存研究で提案されている予測手法の適用範囲を検討した．

最後に，これまでに実施された既存研究により得られた知見の整理，および考察に基づき，

既存研究に対する本研究の立ち位置を明確化した． 

 

2.2 既存研究で実施された試験 

2.2.1 溶融燃料・冷却材相互作用に関する既存研究の整理 

 本節では，溶融燃料・冷却材相互作用（FCI: Fuel-Coolant Interaction）に関する既存を整理

した．本研究の対象は，ナトリウム冷却型高速炉（SFR: Sodium-cooled Fast Reactor）で想定

される，最終的に炉心の崩落に至る炉心損傷事象（CDA: Core Disruptive Accident）である．

このとき，冷却材中に射出された溶融ジェット挙動は，冷却材の沸騰や溶融燃料の固化と

いった熱的相互作用，ならびに溶融ジェットと冷却材の界面で発生する界面不安定性や界

面の大規模な変形の結果として発生する溶融ジェット微粒化といった流体的相互作用を伴

う，極めて複雑な熱流体現象であると考えられる．よって，溶融ジェットのジェットブレ

イクアップ長さ，および溶融ジェットの微粒化により生成した微粒化物径の予測手法を構

築するためには，熱的相互作用，および流体的相互作用が溶融ジェット挙動に与える影響

を，個別に検討・評価することにより，溶融ジェット挙動に作用する要因を把握すること

が有効な手段であると考えられる．このことから，SFR や軽水炉（LWR: Light Water Reactor）

を対象として実施された，FCI に関する既存研究を可能な限り網羅的に整理することは，

熱的相互作用，および流体的相互作用が溶融ジェット挙動に与える影響を，個別に検討・

評価するために必要となる知見の整理と考察のために重要となる． 

 既存研究では，技術上の制約（例えば，多量の溶融物を高温に加熱する技術が未確立）

や対象とする現象が異なる（例えば，蒸気爆発の発生）ために，数 g から数十 g 程度の溶

融物を冷却材中に射出した試験が実施されている．数 g から数十 g 程度の溶融物を冷却材

中に射出した場合には，溶融ジェットではなく，溶融液滴として冷却材中に射出される（e.g., 

Armstrong et al., 1971; Mizuta, 1974; Fletcher, 1988）[2.1-2.3]．よって，本研究では，FCI に関
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する既存研究として整理する対象を，少なくとも数百 g 以上の溶融物を冷却材中に射出し

ている試験とした．また，一部の例外として，冷却材に液体窒素や液体フロンといった揮

発性液体を用いた既存研究を例外として整理した． 

 

2.2.2 酸化物/ナトリウム系での試験 

 溶融物に酸化物を選定し，冷却材にナトリウムを選定した，酸化物/ナトリウム系での既

存研究の一覧を表 2.1に示す．表では，実施機関名，試験名称，使用された溶融物，冷却材，

および該当する参考文献をそれぞれ示す． 

 

表 2.1 既存研究で実施された酸化物/ナトリウム系での試験一覧． 

Organization Melt/Coolant References 

ANL 

(M-Series) 

UO2-Mo, UO2-ZrO2-SS/ 

Sodium 

Johnson et al. (1975) [2.4] 

Sowa et al. (1979) [2.5] 

SNL 

(FLAG) 

Fe-Al2O3, UO2-ZrO2-SS/ 

Sodium 
Chu (1982) [2.6] 

JRC 

(BETULLA) 
UO2, Al2O3/Sodium 

Holtbecker et al. (1977) [2.7] 

Schins (1984) [2.8] 

Schins et al. (1984) [2.9] 

Schins-Gunnerson (1986) [2.10] 

Schins et al. (1986) [2.11] 

JRC 

(FARO/TERMOS) 
UO2/Sodium Magallon et al. (1992) [1.13] 

JAEA 

(FR Tests) 
Al 2O3/Sodium 

Matsuba et al. (2012) [2.12] 

Matsuba et al. (2015) [2.13] 

Matsuba et al. (2016) [2.14] 
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2.2.3 金属/ナトリウム系での試験 

 溶融物に金属を選定し，冷却材にナトリウムを選定した，金属/ナトリウム系での既存研

究の一覧を表 2.2に示す．表では，実施機関名，試験名称，使用された溶融物，冷却材，お

よび該当する参考文献をそれぞれ示す． 

 

表 2.2 既存研究で実施された金属/ナトリウム系での試験一覧． 

Organization Melt/Coolant References 

JRC 

(BETULLA) 
SS, Cu/Sodium 

Benz-Schins (1982) [2.15] 

Schins (1984) [2.8] 

Schins-Gunnerson (1986) [2.10] 

Schins et al. (1986) [2.11] 

ANL U, U-Zr-Fe/Sodium Gabor et al. (1988) [2.16] 

CRIEPI Cu, Ag/Sodium 

Nishimura et al. (2002) [2.17] 

Nishimura et al. (2005) [2.18] 

Nishimura et al. (2010) [2.19] 

JAEA Al2O3/Sodium Matsuba et al. (2016) [2.20] 
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2.2.4 酸化物/水系での試験 

 溶融物に酸化物を選定し，冷却材に水を選定した，酸化物/水系での既存研究の一覧を表

2.3に示す．表では，実施機関名，試験名称，使用された溶融物，冷却材，および該当する

参考文献をそれぞれ示す． 

 

表 2.3 既存研究で実施された酸化物/水系での試験一覧． 

Organization Melt/Coolant References 

SNL 

(FITS) 
Al 2O3-Fe/Water Mitchell et al. (1981) [2.21] 

ANL 

(CCM) 
UO2-ZrO2-SS/Water Spencer et al. (1994) [2.22] 

ANL 

(ZREX) 
ZrO2, Zr/Water 

Cho et al. (1997) [2.23] 

Cho et al. (1998) [2.24] 

NUPEC 

(COTELS) 
UO2-ZrO2-Zr-SS/Water 

Nagase et al. (1999) [2.25] 

Kato et al. (1999) [2.26] 

KTH 

(MIRA) 

CaO-B2O3,MnO2-TiO2, 

WO3-CaO/Water 

Haraldsson-Sehgal (1999) [2.27] 

Haraldsson (2000) [2.28] 

FZK 

(PREMIX) 
Al 2O3-Fe/Water 

Schütz et al. (1997) [2.29] 

Kaiser et al. (1997) [2.30] 

Kaiser et al. (1999) [2.31] 

Kaiser et al. (2001) [2.32] 

JRC 

(KROTOS) 
Al 2O3, UO2-ZrO2/Water 

Hohmann et al. (1995) [2.33] 

Huhtiniemi et al. (1997) [2.34] 

Huhtiniemi et al. (1999) [2.35] 

Huhtiniemi-Magallon (2001) [2.36] 
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JRC 

(FARO/TERMOS, FAT) 
UO2-ZrO2/Water 

Magallon-Hohmann (1995) [2.37] 

Magallon et al. (1997) [2.38] 

Magallon et al. (1999) [2.39] 

Magallon-Huhtiniemi (2001) [2.40] 

JAERI 

(GPM) 
Al 2O3-ZrO2, SS-C/Water Moriyama et al. (2005) [2.41] 

KTH 

(DEFOR) 

CaO-B2O3, WO3-CaO, 

MnO-TiO2, WO3-TiO2, 

Bi2O3-TiO2, Bi2O3-CaO, 

Bi2O3-WO3, WO3-ZrO2/ 

Water 

Karbojian et al. (2009) [2.42] 

Kudinov et al. (2010) [2.43] 

Kudinov et al. (2013) [2.44] 

Kudinov et al. (2015) [2.45] 

KAERI 

(TROI) 
UO2-ZrO2, ZrO2,/Water 

Park et al. (2001) [2.46] 

Song et al. (2002ab) [2.47, 2.48] 

Kim et al. (2003) [2.49] 

Song et al. (2003ab) [2.50, 2.51] 

Kim et al. (2005) [2.52] 

Song-Kim (2005) [2.53] 

Park et al. (2008) [2.54] 

Kim et al. (2008) [2.55] 

Hong et al. (2015) [2.56] 

Na et al. (2016) [2.57] 

KTH 

(PULiMS) 

Bi2O3-WO3, WO3-ZrO2/ 

Water 
Konovalenko et al. (2012) [2.58] 
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2.2.5 金属/水系での試験 

 溶融物に金属を選定し，冷却材に水を選定した，金属/水系での既存研究の一覧を表 2.4

に示す．表では，実施機関名，試験名称，使用された溶融物，冷却材，および該当する参

考文献をそれぞれ示す． 

 

表 2.4 既存研究で実施された金属/水系での試験一覧． 

Organization Melt/Coolant References 

ANL Wood’ metal/Water Spencer et al. (1986) [2.59] 

IKE Wood’ metal/Water 

Cho et al. (1991) [2.60] 

Berg et al. (1994) [2.61] 

Bürger et al. (1995) [2.62] 

JRC Wood’ metal/Water Schins et al. (1992) [2.63] 

ANL Al, Al-U/Water 
Gabor et al. (1992) [2.64] 

Gabor et al. (1994) [2.65] 

PNC 

(MELT-II) 
Wood’ metal/Water Kondo et al. (1995) [2.66] 

KTH Wood’ metal/Water Haraldsson (2000) [2.67] 

JAERI Zn, Sn, Cu/Water 

Sugiyama et al. (1999) [2.68] 

Sugiyama-Yamada (2000) [2.69] 

Sugiyama-Iguchi (2002) [2.70] 

KMU Wood’ metal/Water Bang et al. (2003) [2.71] 
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UT Wood’ metal/Water 

Abe et al. (2004) [2.72] 

Abe et al. (2005) [2.73] 

Abe et al. (2006) [2.74] 

Matsuo et al. (2008) [1.8] 

JAEA Wood’ metal/Water Matsuba et al. (2013) [2.75] 

IGCAR Wood’ metal/Water Mathai et al. (2015) [2.76] 

UNIST Wood’ metal/Water 
Heo et al. (2014) [2.77] 

Heo et al. (2015) [2.78] 

CH Al, Pb, Bi/Water Lu et al. (2016) [2.79] 

IIT Pb, Al/Water, Glycerol Pillai et al. (2016) [2.80] 

TIT Wood’ metal/Water Secareanu et al. (2016) [2.81] 

UT Wood’ metal/Water Wei et al. (2016) [2.82] 
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2.2.6 揮発性液体を用いた試験 

 一部の例外として，冷却材に液体窒素や液体フロンといった揮発性液体を用いた既存研

究の一覧を表 2.5に示す．表では，実施機関名，試験名称，使用された溶融物，冷却材，お

よび該当する参考文献をそれぞれ示す． 

 

表 2.5 既存研究で実施された揮発性液体を用いた試験一覧． 

Organization Jet/Coolant References 

PNC 

(JET-I) 
Water/Nitrogen, Freon Saito et al. (1988) [2.83] 

ANL 

(MFSBS) 
Wood’ metal/Freon 

Schneider et al. (1992) [2.84] 

Schneider (1995) [2.85] 
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2.3 微粒化物径に関する既存研究の整理 

2.3.1 微粒化物径に与える溶融物と冷却材の影響 

 ここでは，既存研究で実施された試験により得られた微粒化物径を比較することにより，

溶融燃料・冷却材相互作用（FCI: Fuel Coolant Interaction）の結果として生じる微粒化に対し

て，溶融物と冷却材がどのような影響を与えるを検証した結果に関して記載する． 

 図 2.1に，既存研究で実施された試験により得られた微粒化物径を，Weber数で整理した

結果を示す．縦軸は，微粒化物の質量メジアン径 Dm を，横軸は，ジェット径 D を代表長

さとした Weber数をそれぞれ示す．既存研究では，微粒化物の代表径として，質量メジア

ン径 Dm を用いて計測されている場合が多数である．このとき，白抜きのプロットは，冷

却材として水を使用した試験により得られた微粒化物の質量メジアン系を，塗りつぶしの

プロットは，冷却材にナトリウムを使用した試験により得られた微粒化物の質量メジアン

径をそれぞれ示す．図中には，凡例として，既存研究で実施された試験名称（もしくは，

試験が実施された組織名），溶融物と冷却材の組み合わせ，および該当する引用文献をそれ

ぞれ示す． 

 

 

図 2.1 既存研究で得られた微粒物の質量メジアン径の比較． 
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 図 2.1 より，既存研究で実施された試験より得られた微粒化物の質量メジアン径 Dm は，

Weber 数の増加にともない，減少する傾向を示すことが分かる．しかしながら，高 Weber

数（およそ，103 ~ 105 程度）となる条件では，軽水炉（LWR: Light Water Reactor）を対象

とした既存研究で実施された試験（e.g., Huhtiniemi et al., 1997; 1999; Magallon, 2006; 

Moriyama et al., 2005; Song and kim, 2005; Na et al., 2016）[2.34, 2.35, 2.40, 2.53, 2.57] より得ら

れた微粒化物の質量メジアン径 Dm は，Weber 数の増加にともない，減少する傾向は見ら

れず，ほぼ一定となる傾向を示すことが分かる．このとき，ナトリウム冷却型高速炉（SFR: 

Sodium-cooled Fast Reactor）を対象とした既存研究で実施された試験（e.g., Magallon et al., 

1992; Matsuba et al., 2016）[1.13, 2.14] より得られた微粒化物の質量メジアン径 Dm は，LWR 

を対象とした既存研究で実施された試験より得られた微粒化物の質量メジアン径 Dm と比

較して，オーダーで小さくなることが分かる． 

 以上のことから，融体として酸化物を用いる場合でも，水とナトリウムといった異なる

冷却材を用いた場合には，最終的に生成する微粒化物径に違いが生じることが示された． 

 

2.3.2 微粒化に与える溶融物と冷却材の影響 

 ここでは，ことから，融体として酸化物を用いる場合でも，水とナトリウムといった異

なる冷却材を用いた場合には，最終的に生成する微粒化物径に違いが生じる原因を考察し

た結果に関して記載する． 

 Schins and Gunnerson（Schins and Gunnerson, 1986）[2.10] による既存研究では，酸化物（UO2, 

Al 2O3），および金属（Cu, SS）を液体ナトリウム中に投入し，溶融燃料・冷却材相互作用（FCI: 

Fuel Coolant Interaction）の結果として生成する堆積物の形状と寸法を計測することで，液体

ナトリウム中での酸化物と金属の微粒化機構の差異に関する考察をしている．このとき，

Schins and Gunnerson（Schins and Gunnerson, 1986）[2.10] による既存研究では，金属（Cu, SS）

を液体ナトリウム中に投入した結果とし生成する堆積物は，滑らかな球形状の微粒化物と

なると指摘している．一方，酸化物（UO2, Al2O3）を液体ナトリウム中に投入した結果とし

て生成する堆積物は，球形状の微粒化物を含むものの，大部分が破砕した微粒化物となる

と指摘している．このとき，Al2O3 を液体ナトリウム中に投入した結果として生成する微粒

化物の破砕の特徴は，UO2 を液体ナトリウム中に投入した結果として生成する微粒化物の

破砕の特徴と同様であり，生成するの微粒化物は，観測の際にも破砕するほど脆い状態と

なると指摘している． 

 そして，Schins and Gunnerson（Schins and Gunnerson, 1986）[2.10] は，酸化物と金属の微

粒化には，以下に示す二つの要因が作用すると指摘している． 

 

（1） 溶融物が冷却材に投入された際に発生する，冷却材の急激な沸騰に起因

して生じる流体的な作用．この結果として，溶融物は急速に微粒化し，

滑らかな球形状の微粒化物が生成する． 
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（2） 溶融物の表面に生成する固化膜での温度勾配による熱応力に起因して生じ

る熱的な作用．この結果として，溶融物の表面に生成する固化膜の収縮に

よるひび割れによって破砕することにより微粒化物が生成する．このとき，

熱的な作用は，流体的な作用に遅れて発生する． 

 

このとき，Schins and Gunnerson（Schins and Gunnerson, 1986）[2.10] は，金属を液体ナトリ

ウム中に投入した場合には，熱弾性（thermoelastic）により，溶融物の表面に生成する固化

膜に作用する熱応力が金属の材料強度を超えることがなく，破砕が阻害されるために，冷

却材の急激な沸騰に起因して生じる，流体的な作用による微粒化が支配的となる結果，滑

らかな球形状の微粒化物が生成する可能性を指摘している．また，Typeklら（Typekl et al., 

2014）[2.86] による既存研究でも同様の可能性が指摘されている． 

 以上のことから，水とナトリウムの伝熱特性の違いに基づき，FCI の結果として生じる

微粒化物径に対して溶融物と冷却材が与える影響に関して，以下の二点を示すことができ

る． 

 

（1） 金属の表面が固化した場合と比較して，酸化物の表面が固化した場合は，

溶融物の表面に生じる固化膜での温度勾配に起因して生じる熱応力の作用

により破砕し易い（e.g., Schins and Gunnerson, 1986; Typekl et al., 2014）[2.10, 

2.86]． 

 

（2） 液体ナトリウムは，水と比較して，良好な伝熱特性を有する．例えば，60 ˚

C での水の熱伝導率は κw = 0.65 W/mk である．一方，600 ˚C でのナトリ

ウムの熱伝導率は κs = 74.6 W/mk（Schins and Gunnerson, 1986）[2.10] とな

る． 

 

 以上のことから，ナトリウム冷却型高速炉（SFR: Sodium-cooled Fast Reactor）を対象とし

た既存研究で実施された試験（e.g., Magallon et al., 1992; Matsuba et al., 2016）[1.13, 2.14] よ

り得られた微粒化物の質量メジアン径 Dm は，LWR を対象とした既存研究で実施された試

験より得られた微粒化物の質量メジアン径 Dm と比較して，オーダーで小さくなる原因は，

酸化物/ナトリウム系では，液体ナトリウムが良好な伝熱特性を有するために，酸化物/水系

よりも，溶融物の表面に生じる固化膜での温度勾配に起因して作用する熱応力が大きくな

るために，固化した溶融物の表面に生成する固化膜の収縮によるひび割れによって破砕し

易くなることが原因である可能性が示された． 
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2.4 ジェットブレイクアップ長さの既存研究の整理 

2.4.1 ジェットブレイクアップ長さと既存研究による予測相関式との比較 

 ここでは，既存研究で実施された試験により得られたジェットブレイクアップ長さ Lbrk 

と，ジェットブレイクアップ長さ Lbrk に関する既存の予測相関式（e.g., Saito et al., 1988; 

Epstein and Fauske, 2001）[2.83, 2.87] とを比較することにより，ジェットブレイクアップ長

さ Lbrk に対して，溶融物と冷却材による溶融燃料・冷却材相互作用（FCI: Fuel Coolant 

Interaction）がどのような影響を与えるかを検証した結果に関して記載する． 

 図2.2に，既存研究で実施された試験により得られたジェットブレイクアップ長さ Lbrk を，

Froude数 Fr で整理した結果を示す．このとき，Froude数は，Saitoら（Saito et al., 1988）[2.83] 

による既存研究で，ジェットブレイクアップ長さ Lbrk の予測相関式を構築するために定義

された無次元数である．縦軸は，既存研究で実施された試験により得られたジェットブレ

イクアップ長さ Lbrk を，ジェット径 D，および密度比 ρj/ρc で規格化した値を，横軸は

Froude数 Fr をそれぞれ示す．このとき，白抜きのプロットは，冷却材として水を使用した

試験により得られたジェットブレイクアップ長さ Lbrk を，塗りつぶしのプロットは冷却材

にナトリウムを使用した試験により得られたジェットブレイクアップ長さ Lbrk をそれぞれ

示す．図中には，凡例として，既存研究で実施された試験名称（もしくは，試験が実施さ

れた組織名），溶融物と冷却材の組み合わせ，および該当する引用文献をそれぞれ示す．ま

た，図中の一点鎖線は，Saitoら（Saito et al., 1988）[2.83] による既存研究により提案されて

いるジェットブレイクアップ長さ Lbrk に関する予測相関式を，点線は，Epstein and Eauske

（Epstein and Eauske, 2001）[2.87] による既存研究により提案されているジェットブレイク

アップ長さ Lbrk の予測相関式をそれぞれ示す． 

 Saitoら（Saito et al., 1988）[2.83] は，ジェットブレイクアップ長さの予測相関式を，式（2.1）

に示す通りに求めている．このとき，式（2.1）は，実験的に導かれたものである． 

 

 �brk�j0 = 2.1(�j��)
0.5

Fr 0.5 (2.1)  

 

Froude数 Fr は，式（2.2）に示す通りに定義される． 

 

 Fr = �j0��j0 (2.2)  

 

ここで，Lbrk はジェットブレイクアップ長さ，Dj0 は侵入径，ρ は密度，g は重力加速度を

それぞれ示す．また、添え字 j は溶融ジェット，c は冷却材をそれぞれ示す． 

 また，Saitoら（Saito et al., 1988）[2.83] は，水ジェットを液体フロン，および液体窒素中
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に射出する試験を実施し，可視観測を行っている．この結果に基づき，Saitoら（Saito et al., 

1988）[2.83] は，水ジェットの先端部分で蒸気が発生し，即座に水ジェットを包み込む蒸気

膜となるとともに，蒸気膜と周囲の冷却材との間に発生する不安定性は，ジェットブレイ

クアップを促進するものの，周囲の冷却材と水ジェットの直接接触を阻害するために，水

ジェットが冷却材中へ侵入することを促進すると指摘している． 

 さらに，Saitoら（Saito et al., 1988）[2.83] は，水ジェットの先端位置がある一定の深さま

で到達した後に，わずかに揺動するものの，ほぼ一定の値となることから，ジェットブレ

イクアップの要因として，水ジェットの慣性力，水ジェットと液体フロン，ならびに液体

窒素との密度差に起因して発生する浮力，およびその他の要因として，水ジェットと液体

フロン，ならびに液体窒素との間の熱的相互作用や流体的相互作用に起因して発生する力

のつり合いが要因となると指摘している．る．このことから，Saitoら（Saito et al., 1988）[2.83] 

は，，式（2.1）に示すジェットブレイクアップ長さの予測相関式 Lbrk を半理論的に導出し

ている． 

 Epstein and Fauske（Epstein and Fauske, 2001）[2.87] は，Ricou and Splading（Ricou and 

Splading, 1961）[2.88] による既存研究に基づき，“Entrainment assumption”が，気液や液液

の体系での，液滴やジェットの崩壊，および成層化した二相界面からの液体の“剥ぎ取り”

に対して適用可能かを検証している．このとき，Epstein and Fauske（Epstein and Fauske, 2001）

[2.87] は，“剥ぎ取り”の速度 ven を実験的に，式（2.3）に示す通りに書けると指摘してい

る． 

 

 �en = "0 (�j�a)
1/2 ' (2.3)  

 

ここで，ven は，乱流状態にある流れの境界で，乱流状態にある流れの“相”が，静止した

状態にある“相”に“剥ぎ取られる（もしくは，巻き込まれる）”平均の速度を，u は 乱

流状態にある流れの境界で，“剥ぎ取り”が発生している部分の断面での時間平均の流速を，

ρ は密度を，係数 E0 は “Entrainment Coefficient” と呼称される係数をそれぞれ示す．また，

添え字 j は，乱流状態にある流れの“相”の密度を，a は静止した状態にある“相”をそ

れぞれ示す．このとき，式（2.3）に示す，“剥ぎ取り”の速度 ven が，乱流状態にある流れ

の境界で，剥ぎ取りが発生している部分の断面での時間平均の流速 u に比例する”という

仮定が“Entrainment assumption”を示す． 

 Epstein and Fauske（Epstein and Fauske, 2001）[2.87] は，式（2.3）に基づき，高密度の液

体ジェットが侵入した後に，低密度の液体中ですべて崩壊する，すなわちジェットブレイ

クアップに至るまでに侵入する深さを示す，ジェットブレイクアップ長さ Lbrk を，式（2.4）

に示す通りに示している． 
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 �br = (02�0

 ( �
f

�
∞

)1/2

 (2.4)  

 

ここで，d0 を，高密度の液体ジェットの侵入径を示す．また、添え字 f は高密度の液体ジ

ェット，∞ は低密度の液体をそれぞれ示す．また，Matsuoら（Matsuo et al., 2008）[1.8] は，

Epstein and Fauske（Epstein and Fauske, 2001）[2.87] による既存研究で提案されている，式（2.4）

に示すジェットブレイクアップ長さ Lbrk の予測相関式を，溶融ジェットの体系を想定する

ことにより改めて導出している． 

 Epstein and Fauske（Epstein and Fauske, 2001）[2.87] は，既存研究より得られた試験結果と

の比較により，E0 の値の範囲が実験的に 0.05 から 0.1 となると指摘している．このとき，

Epstein and Fauske（Epstein and Fauske, 2001）[2.87] が E0 の値の範囲を決定するために用い

た既存の試験では，溶融ジェットの表面で冷却材の沸騰が発生するものを含む．このこと

から，Epstein and Fauske（Epstein and Fauske, 2001）[2.87] は，溶融ジェットを覆う蒸気膜の

厚さが，溶融ジェットの界面で発生する不安定波長と比較して十分に小さい場合には，式

（2.4）に示す，ジェットブレイクアップ長さ Lbrk予測相関式が適用できると指摘している．

さらに，Epstein and Fauske（Epstein and Fauske, 2001）[2.87] は，式（2.5）で定義される，

Weber 数が We ≥ 10 となる場合に，式（2.4）に示すジェットブレイクアップ長さ Lbrk の

予測相関式が適用できると指摘している． 

 

 We = '2(0�∞.  (2.5)  

 

ここで，σ は界面張力を，u は侵入速度をそれぞれ示す． 

 図 2.2より，既存研究で実施された試験により得られたジェットブレイクアップ長さ Lbrk 

は，Froude数の増加にともない増加する試験と，Froude数に依存せずほぼ一定となる試験

があることが分かる．このとき，軽水炉（LWR: Light Water Reactor）を対象とした既存研究

で実施された試験により得られたジェットブレイクアップ長さ Lbrk や，ナトリウム冷却型

高速炉（SFR: Sodium-cooled Fast Reactor）を対象とした既存研究で実施された試験により得

られたジェットブレイクアップ長さ Lbrk には，大きな差異が見られず，いずれも Epstein and 

Eauske（Epstein and Eauske, 2001）[2.87] による既存研究で提案されているジェットブレイ

クアップ長さ Lbrk に関する予測相関式に近い傾向を示した．また，低融点合金や金属単体

を水中に投入した試験より得られたジェットブレイクアップ長さ Lbrk は，Epstein and 

Eauske（Epstein and Eauske, 2001）[2.87] による既存研究で提案されているジェットブレイ

クアップ長さ Lbrk に関する予測相関式に近い傾向を示した．一方，既存研究で実施された

試験のうち，液体フロンや液体窒素といった揮発性の高い液体を冷却材として用いた試験，

および冷却材として使用される水が飽和温度や飽和温度に近い条件で実施された試験より
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得られたジェットブレイクアップ長さ Lbrk は，Saitoら（Saito et al., 1988）[2.83] による既

存のジェットブレイクアップ長さに関する予測相関式に近い傾向を示した． 

 

 

図 2.2 既存研究で得られたジェットブレイクアップ長さと予測相関式の比較． 

 

 以上のことから，融体として酸化物や金属，もしくは冷却材としてナトリウムや水を用

いる場合でも，ジェットブレイクアップ長さ Lbrk は，Epstein and Eauske（Epstein and Eauske, 

2001）[2.87] による既存研究で提案されたジェットブレイクアップ長さに Lbrk 関する予測

相関式に近い傾向を示した．しかしながら，液体フロンや液体窒素といった揮発性の高い

液体を冷却材として用いた試験，および冷却材として使用される水が飽和温度や飽和温度

に近い条件で実施された試験より得られたジェットブレイクアップ長さ Lbrk は，Saito ら

（Saito et al., 1988）[2.83] による既存研究により提案されているジェットブレイクアップ長

さ Lbrk に関する予測相関式に近い傾向を示した． 

 

2.4.2 既存研究によるジェットブレイクアップ長さの予測相関式の適用範囲 

 ここでは，液体フロンや液体窒素といった揮発性の高い液体を冷却材として用いた試験，

および冷却材として使用される水が飽和温度や飽和温度に近い条件で実施された試験より

得られたジェットブレイクアップ長さ Lbrk は，Saitoら（Saito et al., 1988）[2.83] による既
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存研究により提案されているジェットブレイクアップ長さ Lbrk に関する予測相関式に近い

傾向を示す原因を考察した結果に関して記載する． 

 表 2.6，および表 2.7に，既存研究で実施された試験により得られたジェットブレイクア

ップ長さ Lbrk が Saitoら（Saito et al., 1988）[2.83] による既存研究により提案されているジ

ェットブレイクアップ長さ Lbrk の予測相関式に従う傾向を示した試験結果を示す．このと

き，表 2.6は，液体フロンや液体窒素といった揮発性の高い液体を冷却材として用いた試験

を，表 2.7は，冷却材として使用される水が飽和温度，もしくは飽和温度に近い条件で実施

された試験をそれぞれ示す．このとき，表 2.6に示す，Saitoら（Saito et al., 1988）[2.83] に

よる試験結果に基づき，式（2.1）に示すジェットブレイクアップ長さ Lbrk が構築されてい

る． 

 表 2.6，および表 2.7より，Saitoら（Saito et al., 1988）[2.83] による既存研究により提案

されたジェットブレイクアップ長さ Lbrk の予測相関式に従う傾向を示した試験は，液体フ

ロンや液体窒素といった揮発性の高い液体を冷却材に用いた試験や，冷却材として使用さ

れる水が飽和温度，もしくは飽和温度に近い条件で実施された試験であることから，ジェ

ットが冷却材中に侵入した際に，冷却材の沸騰が発生することより，ジェットの周囲に蒸

気膜が生成され易い条件であると考えられる．実際に，Saitoら（Saito et al., 1988）[2.83] は，

試験結果に基づき，水ジェットの先端部分で蒸気が発生し，即座に水ジェットを包み込む

蒸気膜となるとともに，蒸気膜と周囲の冷却材との間に発生する不安定性は，ジェットブ

レイクアップを促進するものの，周囲の冷却材と水ジェットの直接接触を阻害するために，

水ジェットが冷却材中へ侵入することを促進すると指摘している．同様に，Schneiderら

（Schneider et al. 1992）[2.84] は，試験結果に基づき，ジェットの周囲に冷却材の厚い蒸気

膜が生成した場合には，界面不安定性に起因するジェットの微粒化が抑制される傾向があ

ることを指摘している．このとき，Epstein and Fauske（Epstein and Fauske, 1985）[2.89] によ

る既存研究では，溶融ジェット周囲に蒸気膜が生成した場合には，界面不安定性が抑制さ

れることが理論的に示されている． 

 このとき，表 2.6，および表 2.7に示す既存研究では，ジェットの周囲に厚い蒸気膜が生

成され易い条件であると考えられる．このことから，ジェットの周囲に蒸気膜が生成され

易いために，界面不安定性が抑制された結果として，ジェットの微粒化が発生し難く，ジ

ェットが冷却材に侵入し易くなることにより，Saitoら（Saito et al., 1988）[2.83] による既存

研究により提案されているジェットブレイクアップ長さ Lbrk の予測相関式に従う傾向を示

した可能性が考えられる．一方，，ジェットの周囲に蒸気膜が生成され難い条件では，界面

不安定性が抑制されずに，溶融ジェットの微粒化が発生し易くなることにより，Epstein and 

Eauske（Epstein and Eauske, 2001）[2.87] による既存研究により提案されているジェットブ

レイクアップ長さ Lbrk の予測相関式に従う可能性が考えられる． 

 冷却材の沸騰による蒸気の発生が，ジェットブレイクアップ長さに与える影響を検証す

るために，表 2.7に示す既存研究のうち，冷却材の温度を試験条件とした既存研究に着目し，
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サブクール度 ∆Tc に関してジェットブレイクアップ長さ Lbrk を整理することにより，ジェ

ットの周囲に発生する蒸気膜が，ジェットブレイクアップ長さ Lbrk におよぼす影響を検証

することとした． 

 図 2.3に，既存研究で，冷却材として使用される水が飽和温度，もしくは飽和温度に近い

条件で実施された試験より得られたジェットブレイクアップ長さ Lbrk を，サブクール度 

∆Tc により整理した結果を示す．縦軸は，ジェットブレイクアップ長さ Lbrk をジェット径  

D，および密度比 ρj/ρc で規格化した値を，横軸はサブクール度 ∆Tc をそれぞれ示す．こ

のとき，サブクール度 ∆Tc が大きいほど，冷却材の温度が飽和温度よりも低く，冷却材の

蒸気が凝縮し易いために，ジェットの周囲に蒸気膜が生成し難いと考えられる条件を示す．

図中には，凡例として，既存研究で実施された試験名称（もしくは，試験が実施された組

織名），溶融物と冷却材の組み合わせ，および該当する引用文献をそれぞれ示す．また，図

中の点線は，Epstein and Eauske（Epstein and Eauske, 2001）[2.87] による既存研究により提

案されているジェットブレイクアップ長さ Lbrk の予測相関式をそれぞれ示す．図2.3より，

冷却材のサブクール度 ∆Tc が増加すると，ジェットブレイクアップ長さ Lbrk は短くなる傾

向を示すことが分かる．このとき，冷却材のサブクール度 ∆Tc が増加すると，ジェットブ

レイクアップ長さ Lbrk は短くなる傾向は変化しないものの，Froude数が大きいほど，ジェ

ットブレイクアップ長さ Lbrk は長くなる結果となった． 

 以上のことから，体フロンや液体窒素といった揮発性の高い液体を冷却材として用いた

試験，および冷却材として使用される水が飽和温度や飽和温度に近い条件で実施された試

験より得られたジェットブレイクアップ長さ Lbrk は，Saitoら（Saito et al., 1988）[2.83] に

よる既存研究により提案されているジェットブレイクアップ長さ Lbrk に関する予測相関式

に近い傾向を示す原因をは，ジェットの周囲に厚い蒸気膜が生成され易い条件であると考

えられることから，ジェットの周囲に蒸気膜が生成され易いために，界面不安定性が抑制

された結果として，ジェットの微粒化が発生し難く，ジェットが冷却材に侵入し易くなる

ことであり，その結果として，Saitoら（Saito et al., 1988）[2.83] による既存研究により提案

されているジェットブブレイクアップ長さの予測相関式に従う可能性が示された． 

 

表 2.6 既存の揮発性液体を用いた試験一覧． 

Organization Jet/Coolant References 

PNC 

(JET-I) 
Water/Nitrogen, Freon Saito et al. (1988) [2.83] 

ANL 

(MFSBS) 
Wood’ metal/Freon 

Schneider et al. (1992) [2.84] 

Schneider (1995) [2.85] 
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表 2.7 既存の飽和条件で試験一覧． 

Organization Melt/Coolant References 

ANL Wood’ metal/Water Spencer et al. (1986) [2.59] 

PNC 

(MELT-II) 
Wood’ metal/Water Kondo et al. (1995) [2.66] 

FZK 

(PREMIX) 
Al 2O3-Fe/Water 

Schütz et al. (1997) [2.29] 

Kaiser et al. (1997) [2.30] 

Kaiser et al. (1999) [2.31] 

Kaiser et al. (2001) [2.32] 

JAERI 

(GPM) 
Al 2O3-ZrO2,SS-C/Water Moriyama et al. (2005) [2.41] 

 

 

図 2.3 ジェットブレイクアップ長さにおよぼすサブクール度の影響． 
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2.5 界面固化の発生に関するの既存研究の整理 

2.5.1 実機の条件と界面固化の発生との関係 

 ここでは，本研究で対象とする，ナトリウム冷却型高速炉（SFR: Sodium-cooled Fast Reactor）

で想定される溶融燃料・冷却材相互作用（FCI: Fuel Coolant Interaction）の条件と，界面固化

の発生との関係に関して記載する．SFR と近い条件で実施された既存研究の例として， 

Johnsonら（Johnson et al., 1975）[2.4] や，Sowaら（Sowa et al., 1979）[2.5] による既存研究

で実施された M-Series 試験や， Magallonら（Magallon et al., 1992）[1.13] による既存研究

で実施された FARO/TERMOS 試験が挙げられる．このとき，本研究で対象とする，SFR で

想定される条件と，M-Series 試験，および FARO/TERMOS 試験で実施された試験条件と

の比較を表 2.8に示す． 

 

表 2.8 SFRで想定される条件と既存研究での試験条件との比較． 

Conditions SFR M-Series*1 FARO/TERMOS*1 

Melt 

conposition 
MOX-SS UO2-Mo UO2 

Melt 

temperature 

[˚C] 

~ 3000 ~ 3100  ~ 3000 

Inlet velocity 

[m/s] 
5 4 - 18 10 

Coolant 

conposition 
Sodium Sodium Sodium 

Coolant 

temperature 

[˚C] 

395 300 - 630 400 

*1：Cited from Johnson et al. (1975) [2.4]. 

*2：Cited from Magallon et al. (1992) [1.13]. 

 

 このとき，Johnsonら（Johnson et al., 1975）[2.4] による既存研究で実施された M-Series 試

験では，SFR を対象として，数十 kg 程度の溶融物を冷却材中に射出している．試験結果
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より，Johnsonら（Johnson et al., 1975）[2.4] は，FCI の結果として生成する堆積物の大部分

は角張った不規則な形状となるものの，そのうちの 1 % 程度は滑らかな球形状となること

を指摘している．また，Magallonら（Magallon et al., 1992）[1.13] による既存研究で実施さ

れた FARO/TERMOS 試験では，SFR を対象として，数百 kg 程度の溶融物を冷却材中に

射出している．試験結果より，Magallonら（Magallon et al., 1992）[1.13] は，FCI の結果と

して生成した堆積物が，10-3~101 mm オーダーの大きさとなることを指摘している．一方で，

Fauske ら（Fauske et al., 2002）[1.10] により，SFR で想定される，FCI の条件では，溶融

燃料と冷却材の初期接触界面温度 Ti（Fauske, 1973）[1.14] が溶融燃料の融点を下回ること

により，界面固化が発生する可能性が示されている．このことから，SFR で想定される FCI 

の条件では，冷却材と接触する溶融ジェットの表面は固化し易いと想定されるものの，SFR 

と近い条件で実施された既存研究である， Johnsonら（Johnson et al., 1975）[2.4] や，Sowa

ら（Sowa et al., 1979）[2.5] により実施された M-Series 試験に加えて， Magallonら（Magallon 

et al., 1992）[1.13] により実施された FARO/TERMOS 試験では，堆積物は微粒化物として

観測されている． 

 本研究では，SFR で想定される，最終的に炉心の崩落に至る炉心損傷事象（CDA: Core 

Disruptive Accident）に至った場合を対象として，溶融燃料の冷却性を予測・評価すること

が可能な解析コードの構築に資するために，界面固化の発生が溶融ジェット挙動に与える

影響の把握とともに，界面固化の発生の影響を考慮したジェットブレイクアップ長さ，お

よび溶融ジェットの微粒化により生成した微粒化物径の予測手法を構築することを目的と

している．目的達成のために，界面固化の発生が，SFR で想定される条件での FCI，およ

び溶融燃料の冷却性に与える影響に関して，以下に示す疑問，および要請を把握する必要

があると考えられる． 

 

（1） SFR で想定される条件では，界面固化の発生が想定されるにも関わらず，

溶融燃料は，微細な堆積物として観測されるのは何故か 

 

（2） SFR で想定される条件では，界面固化の発生が溶融燃料の冷却性に与える

影響は，どのようなもので，どの程度であるのか 

 

2.5.2 界面固化の発生を伴う既存研究での試験 

 ここでは，界面固化の発生を考慮した，溶融燃料・冷却材相互作用（Fuel Coolant Interaction）

に関する既存研究を整理した結果に関して記載する．界面固化の発生を考慮した既存研究

により実施された試験では，数 g ~ 数十 g 程度の溶融物を液滴として冷却材中に射出する

試験や，数百 g 程度の溶融ジェットを射出する試験が存在する．界面固化の発生を考慮し

た，FCI に関する既存研究の一覧を表 2.9に示す．このとき，表に示す既存研究では，本研

究で定義する界面固化の発生と定義が異なる場合あることに注意する必要がある． 
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表 2.9 既存の界面固化の発生を考慮した試験一覧． 

Organization Melt/Coolant Experiment References 

ANL 
Nitrogen/ 

Water 

Rayleigh 

-Taylor  

instability 

Epstein (1977) [2.90] 

IKE 
Wood’ metal/ 

Water 

Droplet  

injection 

Büger et al. (1985) [2.91] 

Büger et al. (1986) [2.92] 

NU 
Wood’ metal/ 

Water 

Droplet  

injection 
Yang and Bankoff (1987) [2.93] 

JAERI Sn, Tin/Water 
Jet  

injection 
Sugiyama et al. (1999) [2.68] 

KTH 
Wood’ metal/ 

Water 

Droplet  

injection 

Li et al. (1998) [2.94] 

Haraldsson et al. (2001) [2.95] 

CRIEPI Cu/Sodium 
Droplet/jet 

injection 

Nishimura et al. (2002) [2.17] 

Nishimura et al. (2005) [2.18] 

Nishimura et al. (2010) [2.19] 

HU Cu/Sodium 
Droplet  

injection 

Zhang et al. (2009) [2.96] 

Zhang and Sugiyama (2010) [2.97] 

Zhang and Sugiyama (2011) [2.98] 

Zhang and Sugiyama (2012) [2.99] 
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2.5.3 本研究の立ち位置 

 ここでは，溶融燃料・冷却材相互作用（FCI: Fuel Coolant Interaction）に関する既存研究を

整理した結果に基づき，FCI に関する既存研究に対する，本研究の立ち位置を明確化する．

既存研究より，SFR で想定される，酸化物/ナトリウム系で実施された試験では，酸化物/

水系，金属/ナトリウム系，および金属/水系で実施された試験と比較して，溶融ジェットの

表面に生成した固化膜に作用する熱応力により破砕し易くなることが指摘されている

（Schins and Gunnerson, 1986）[2.10] ために，界面固化の発生そのものが溶融ジェット挙動

に与える影響を把握することは困難であると考えられる． 

 以上のことから，本研究の目的を達成するためには，界面固化の発生そのものが溶融ジ

ェット挙動に与える個別効果（Separate effect）を把握する必要があると考えられる．既存研

究では，溶融ジェットの表面に固化膜が生成すること（Sugiyama et al., 1999）[2.68] が示さ

れている．また，既存研究では，シート形状やフィラメント形状の微粒化物が生成や，溶

融ジェットが冷却材中でジェットブレイクアップに至らずに固化することで生成したと考

えられる棒状の固化物が生成することが示されているとともに，界面固化が発生する条件

であっても，溶融ジェットの侵入速度が速く，流体力学的相互作用が支配的となる条件で

得られた微粒化物の質量メジアン径 Dm の実験相関式の構築が行われている（Nishimura et 

al., 2010）[2.19]．しかしながら，界面固化の発生が，ジェットブレイクアップ長さ Lbrk に

およぼす影響や，このときのジェットブレイクアップ長さ Lbrk の予測手法，さらには界面

固化の発生が，どのような条件でどの程度の範囲で溶融ジェット挙動に対して影響をおよ

ぼすかの検証は行われていない．また，微粒化物の質量メジアン径 Dm の予測手法に関し

ても，流体力学的相互作用が支配的となる条件での微粒化物の質量メジアン径 Dm の実験

相関式が構築されている（Nishimura et al., 2010）[2.19] ものの，熱的相互作用が支配的とな

る条件，すなわち界面固化の発生が支配的となる条件での微粒化物の質量メジアン径 Dm 

の予測手法は構築されていない． 

 以上のことから，本研究では，ナトリウム冷却高速炉（SFR: Sodium-cooled Fast Reactor）

で想定される，最終的に炉心の崩落に至る炉心損傷事象（CDA: Core Disruptive Accident）に

至った場合を対象として，溶融燃料の冷却性を予測・評価することが可能な解析コードの

構築に資するために，界面固化の発生が溶融ジェット挙動に与える影響の把握とともに，

界面固化が発生の影響を考慮したジェットブレイクアップ長さ，ならびに溶融ジェットの

微粒化により生成した微粒化物径の予測手法を構築することを目的とする．また，目的を

達成するために，本研究では，界面固化の発生が溶融ジェット挙動に与える個別効果に着

目することとする． 
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2.6 まとめ 

 本章では，これまでに実施された既存研究により得られた知見の整理，および考察を行

うために，溶融燃料・冷却材相互作用（FCI: Fuel-Coolant Interaction）に関する既存研究を整

理した．はじめに，既存研究で実施された試験結果より得られたジェットブレイクアップ

長さ，および微粒化物径を整理した．そして，既存研究で提案されている既存の予測手法

と比較することにより，溶融燃料や冷却材の違いが，ジェットブレイクアップ長さ，およ

び微粒化物径に与える影響や，既存研究で提案されている予測手法の適用範囲を検討した．

最後に，これまでに実施された既存研究により得られた知見の整理，および考察に基づき，

既存研究に対する本研究の立ち位置を明確化した．その結果，以下に示す知見を得た． 

 

（1） 軽水炉（LWR: Light Water Reactor），およびナトリウム冷却型高速炉（SFR: 

Sodium-cooled Fast Reactor）での溶融燃料・冷却材相互作用（FCI: Fuel Coolant 

Interaction）に関する既存研究に関する既存研究を整理した． 

 

（2） 既存研究により得られたジェットブレイクアップ長さに関する試験結果を整理した

結果，冷却材が揮発性液体や，飽和温度や飽和温度に近い水の場合には，ジェットの

周囲に厚い蒸気膜が生成するために，微粒化の発生が阻害されることにより，ジェッ

トブレイクアップに至り難く，ジェットが冷却材中に侵入し易くなる可能性が示され

た． 

 

（3） 既存研究により得られた微粒化物の質量メジアン径に関する試験結果を整理した結

果，溶融した酸化物の微粒化に対しては，流体的相互作用による微粒化に加えて，固

化した酸化物の表面に作用する熱応力による破砕が生じるために，溶融した金属の微

粒化と比較して，最終的に生成する微粒化物径が小さくなる可能性が示された． 

 

（4） 本研究では，面固化が発生の影響を考慮したジェットブレイクアップ長さ，ならび

に溶融ジェットの微粒化により生成した微粒化物径の予測手法を構築するためには，

界面固化の発生が溶融ジェット挙動に与える個別効果に着目する必要がある． 
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第3章 界面固化の発生を伴う溶融ジェット 

射出実験 
 

3.1 概要 

 本章では，界面固化の発生が，冷却材中に射出された溶融ジェット挙動に与える影響を

把握することを目的として，冷却材中に射出された溶融ジェット挙動を高速度カメラによ

り可視観測した．可視化結果に基づき，界面固化の発生が，溶融ジェット挙動に与える影

響を調べるとともに，ジェットブレイクアップ長さを計測した．そして，既存の予測手法

と比較することにより，界面固化が発生する条件に対して適用可能なジェットブレイクア

ップ長さの予測手法を検討した．本章は，岩澤ら（岩澤他, 2015a）[3.1] の文献に基づき記

載した． 

 

3.2 模擬物質の選定 

 本実験では，ナトリウム冷却型高速炉（SFR: Sodium-cooled Fast Reactor）で想定される，

ウラン-プルトニウム混合酸化物（MOX: Mixed OXide）燃料の模擬物質として，Bi-Snの低

融点金属（融点 Tmelt = 138 ˚C）を選定し，ナトリウム冷却材の模擬物質として，水を選定

した．選定した低融点金属は，Bi： 58 wt%，Sn： 42 wt% の共晶合金（日本金属学会編, 2004）

[3.2] である．既存研究では，Li ら（Li et al., 1998）[2.94] が，Pb-Biの共晶合金と非共晶合

金を溶融液滴として水中に射出した結果，非共晶合金を用いた場合には，溶融液滴の微粒

化が共晶合金を用いた場合と比較して，温度条件，すなわち溶融液滴の初期温度と水の初

期温度に対する影響を受け難く，微粒化物径分布がほぼ一定となることを指摘している．

この試験結果に関して，Li ら（Li et al., 1998）[2.94] は，水中に射出された非共晶合金であ

る溶融液滴の温度が低下すると，一方の金属が他方の金属中に固体として晶出した固溶体

（文献中では，”musy zone” と記載されている）を形成することにより，溶融液滴の粘性が

急激に増加することが，溶融液滴の微粒化が温度条件に対する影響を受け難い原因である

可能性を指摘している． 

 本実験では，界面固化の発生，すなわち，溶融ジェットと冷却材の温度条件が溶融ジェ

ット挙動におよぼす影響を把握することを目的としている．このことから，本実験では，

Bi： 58 wt%，Sn： 42 wt% の共晶合金（日本金属学会編, 2004）[3.2] を模擬物質として選

定した．また，本実験では，冷却材中に射出された溶融ジェット挙動を可視化することを

目的としている．このことから，冷却材に水を選定した． 

 本実験と SFR で想定される溶融ジェットと冷却材の物性値の比較を表 3.1に示す．溶融
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ジェットと冷却材の密度は本実験と SFR で想定される値と近い値となっている．また，溶

融ジェットと冷却材の表面張力係数や粘性係数も本実験と SFR で想定される値と近い値

となっている．さらに，溶融ジェットと冷却材の熱伝導率や比熱も本実験と SFR で想定さ

れる値と近い値となっている．このとき，MOX 燃料の物性値は，Chawlaら（Chawla et al., 1981）

[3.3] による文献に，ナトリウム冷却材の物性値は，Golden and Tokar（Golden and Tokar, 1967）

[3.4] による文献に基づきそれぞれ記載した． 

 

表 3.1 実験と実機における物性値の比較（岩澤他, 2015a）[3.1]． 

Melt 
U-alloy138 

(200 ˚C) 

MOX fuel*1 

(3000 ˚C) 
Coolant 

Water 

(60 ˚C) 

Sodium*2 

(400 ˚C) 

Density: 

ρj [kg/m3] 
8560 8646 

Density: 

ρc [kg/m3] 
981 856 

Viscosity: 

µj [mPa·s] 
2.4 

4.0  

(UO2) 

Viscosity: 

µc [mPa·s] 
0.43 0.28 

Surface 

 tension:  

σj [N/m] 

0.410*3 
0.494*4 

(UO2) 

Surface 

 tension:  

σc [N/m] 

0.066 0.167 

Thermal 

conductivity:  

κj [W/mK] 

19.4 
11.0 

(UO2) 

Thermal 

conductivity:  

κc [W/mK] 

0.651 83.6 

Specific 

 heat:  

Cpj [J/kgK] 

186 
503 

(UO2) 

Specific 

 heat:  

Cpc [J/kgK] 

4184 1260 

*1：Physical properties of MOX fuel are reported by Chawla et al. (1981) [3.3]. 

*2：Physical properties of Sodium are reported by Golden and Tokar (1967) [3.4]. 

*3：The value of the surface tension is measured in the air. 

*4：The value of the surface tension is an average of values measured in several experiments. 
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3.3 実験装置と手順 

 図 3.1に，本実験で使用する，実験装置の模式図を示す．実験装置は，低融点金属を溶融

させテスト部へジェット状に射出する射出装置，冷却材として使用する水を充填した後，

溶融ジェットが射出されるテスト部，可視観測や温度計測をする計測系から構成される．

射出装置は，電気炉とその内部に設置された射出ノズルにより構成されており，溶融した

低融点金属を装填した後，加熱することで，溶融した低融点金属の温度を所定の温度に保

つ．このとき，射出ノズルの内部に熱電対を挿入することにより，溶融した低融点金属の

温度を計測する．テスト部には，幅 20 cm，高さ 1.5 mの一枚ガラスを三面に取り付けると

ともに，残りの一面にはステンレス製の壁面を取り付け，熱電対を設置することにより，

水の温度を測定する．また，テスト部に充填した水を循環させる配管内にヒーターを設置

することにより，水の温度を所定の温度に保つ．本実験では，水中に射出された溶融ジェ

ット挙動を高速度カメラ（Photoron社製 FASTCAM-MAX 120K）を用いて可視観測する．可

視観測の際には，半透明のフィルムを通したバックライト照明（Photoron社製メタルハライ

ドランプ HVC-SL）を，テスト部を挟み，高速度カメラの反対側から照射することにより，

テスト部の観測領域に均一かつ高輝度の照明を当てる． 

 

 

図 3.1 実験装置の模式図（岩澤他, 2015a）[3.1]． 
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 実験の手順を記載する．はじめに，テスト部に水を充填し，水温の度を所定の温度に調

節する．つぎに，溶融した低融点金属を射出装置内に入れて加熱し，所定の温度に調整す

る．そして，テスト部の上部に設置されたスライドゲートを開放する．最後に，射出プラ

グを引き抜くことにより，重力を駆動力とした自由落下により溶融ジェットを加速させて

水中に射出する．このとき，テスト部に充填した水中に射出された溶融ジェット挙動を高

速度カメラにより可視観測する．また，溶融ジェットの射出後に，テスト部の底から固化

した堆積物を回収する． 

 

3.4 実験条件の設定 

3.4.1 界面固化の定義 

 既存研究では，Fauske ら（Fauske et al., 2002）[1.10] により，ナトリウム冷却型高速炉（SFR: 

Sodium-cooled Fast Reactor）で想定される，溶融燃料・冷却材相互作用（FCI: Fuel-Coolant 

Interaction）条件では，ウラン-プルトニウム混合酸化物（MOX: Mixed OXide）燃料とナト

リウム冷却材の初期接触界面温度 Ti が MOX 燃料の融点 Tmelt を下回ることが示されてい

る．本研究では，溶融燃料と冷却材の初期接触界面温度 Ti が溶融燃料の融点 Tmelt を下回

ることを，界面固化の発生と称す．また，本研究では，界面固化の発生が，冷却材中に射

出された溶融ジェット挙動に与える影響を調べることを目的としている．このことから，

本実験では，溶融燃料と冷却材の初期接触界面温度 Ti が溶融燃料の融点 Tmelt を下回る，

界面固化が発生する条件を模擬した実験を実施した． 

 本実験では，Abeら（Abe et al., 2004）[2.72] による既存研究に基づき，初期接触界面温

度 Ti（Fauske, 1973）[1.14]，冷却材の沸点 Tboil，低融点金属の融点 Tmelt，冷却材の均質核

生成温度 Thn（Lienhard, 1976）[3.5]，冷却材の最小膜沸騰温度 Tmin （Kondo et al., 1995）[2.66] 

の関係を把握することにより，溶融ジェットと冷却材の初期温度の条件を設定した． 

 また，本実験では，溶融ジェットの初期温度 Tj，冷却材の初期温度 Tc，侵入速度 vj0，

射出径 Dj0 を，実験条件で変更するパラメータとして設定した． 

 

3.4.2 温度条件の設定 

 図 3.2 に，本実験で選定した，Bi-Sn の低融点合金と水に対する，初期接触界面温度 Ti

（Fauske, 1973）[1.14]，水の沸点 Tboil，低融点金属の融点 Tmelt，水の均質核生成温度 Thn

（Lienhard, 1976）[3.5]，水の最小膜沸騰温度 Tmin（Kondo et al., 1995）[2.66] の関係を示す． 

 このとき，横軸は溶融ジェットの初期温度 Tj，縦軸は水の初期温度 Tc をそれぞれ示す．

図 3.2 に示す，灰色の一点鎖線，黒色の実線，および灰色の実線は，初期接触界面温度 Ti

（Fauske, 1973）[1.14] が水の沸点 Tboil，低融点金属の融点 Tmelt，水の均質核生成温度 Thn

（Lienhard, 1976）[3.5] となる境界を，それぞれ示している．図 3.2に示す，灰色の点線お

よび黒色の点線は，それぞれ水の最小膜沸騰温度 Tmin（Kondo et al., 1995）[2.66] の境界，
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ならびに溶融ジェットの初期温度 Tj が低融点金属の融点 Tmelt となる境界を示したもので

ある．このとき，溶融ジェットの初期温度 Tj が低融点金属の融点 Tmelt を下回る条件では，

実験を実施することはできない．  

 初期接触界面温度 Ti とは，溶融ジェットと冷却材が接触した直後の溶融ジェット表面の

温度を示すことから，初期接触界面温度 Ti が低融点金属の融点 Tmelt を下回る場合には，

冷却材と接触した直後に溶融ジェットの表面で急速に固化が進展し易いと考えられる．こ

のことから，本研究では，初期接触界面温度 Ti が低融点金属の融点 Tmelt を上回り，冷却

材と接触した直後に溶融ジェットの表面で急速に固化が進展し難いと考えられる温度条件

を「界面固化が発生しない条件（図 3.2に示す赤色の領域）」とし，初期接触界面温度 Ti が

低融点金属の融点 Tmelt を下回り，冷却材と接触した直後に溶融ジェットの表面で，急速に

固化が進展し易いと考えられる温度条件を「界面固化が発生する条件（図 3.2に示す青色の

領域）」とした．本研究では，これらの両温度条件で実験を実施し，それらの結果を比較す

ることにより，界面固化の発生が，冷却材中に射出された溶融ジェット挙動に与える影響

を調べた．図 3.2では，赤丸により，界面固化が発生しない条件で実験を実施した温度条件，

青丸により，界面固化が発生する条件で実験を実施した温度条件をそれぞれ示す． 

 

 

図 3.2 本実験で実施した温度条件の一覧（岩澤他, 2015a）[3.1]． 
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3.4.3 侵入速度と射出径の設定 

 本実験では，溶融ジェットが水中に侵入する瞬間の速度である，侵入速度 vj0 を変更する

ために，溶融ジェットを射出する，射出ノズルの先端から静止水面までの距離により定義

される落下高さ h を，200, 500, 800 mm の 3段階に変更した．このとき，射出ノズルより

射出された溶融ジェットは，重力を駆動力とした自由落下により加速されて水中に侵入す

る．このことから，落下高さ h を変更することにより，侵入速度 vj0 を変更することがで

きる．侵入速度 vj0 の定義，算出方法，ならびに落下高さ h と侵入速度 vj0 の関係は，第

3.6節に記載する． 

 本実験では，溶融ジェットを射出する，射出ノズルの射出径を，10, 15, 20 mmの 3 段階

に変更した．図 3.3に，射出ノズルの形状と主要な寸法を示す．溶融ジェットの射出前には，

円形の射出口はステンレス製の球形プラグによって塞がれている．溶融ジェットを射出す

る際には，球形プラグを鉛直方向に引き抜くことにより，溶融ジェットを水中に射出する．

このとき，射出径 Dj0 を変更する場合でも，射出ノズルの内径 42 mm，テーパー角度 30̊ ，

ならびにノズル高さ 15 mm の値は一定とした． 

また，本実験では，溶融ジェットとして射出する低融点合金の射出質量 m は 450 g とした．

表 3.2に，本実験で実施した全実験条件の一覧を示す． 

 

表 3.2 全実験条件一覧． 

No. 

Melt Coolant Initial  

interfacial  

temp. :  

Ti [˚C] 

Falling 

distance :  

h [mm] 

Inlet 

velocity :  

vj0 [m/s] Temp. : Tj [˚C] Temp. : Tc [˚C] 

1 150 40 125 200 1.42 

2 150 40 125 200 1.41 

3 150 40 125 200 1.51 

4 150 40 125 500 2.22 

5 150 40 125 800 3.17 

6 150 70 132 800 3.17 

7 150 60 130 500 2.38 

8 150 60 130 800 3.02 

9 150 70 132 200 1.64 

10 150 20 120 200 1.43 

11 150 20 120 500 2.39 

12 150 20 120 800 3.23 

13 200 60 168 200 1.79 
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14 250 60 207 200 1.76 

15 150 60 130 200 1.69 

16 250 40 202 200 1.58 

17 200 40 164 200 1.58 

18 250 60 207 800 3.06 

19 200 60 168 800 3.23 

20 250 40 202 800 3.23 

21 200 40 164 800 3.39 

22 250 20 198 800 3.39 

23 200 20 159 800 3.23 

24 250 40 202 500 2.58 

25 200 40 164 500 2.58 

26 250 20 198 500 2.58 

27 200 20 159 500 2.74 

28 250 20 198 200 1.77 

29 200 20 159 200 1.61 

30 250 60 207 500 2.58 

31 150 60 130 500 2.27 

32 200 60 168 500 2.52 

33 300 60 245 500 2.74 

34 350 60 284 500 2.71 

 

 

図 3.3 射出ノズルの形状と主要寸法（岩澤他, 2015a）[3.1]． 
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3.5 溶融ジェット挙動の可視化 

 本節では，冷却材中に射出された溶融ジェット挙動の可視観測を行う際に，まず，溶融

ジェットの侵入速度を一定としたまま，溶融ジェットと冷却材の温度条件を変化させるこ

とにより，界面固化の発生が，溶融ジェット挙動にどのような影響を与えるのかを調べた．

つぎに，溶融ジェットと冷却材の温度条件を一定として，侵入速度を変化させることによ

り，溶融ジェットと冷却材間の相対速度差の変化が，溶融ジェット挙動にどのような影響

を与えるかを調べた． 

 

3.5.1 代表的な実験条件 

 ここでは，表 3.3に，冷却材中に射出された溶融ジェット挙動の可視化を行った代表的な

実験条件を示す．まず，落下高さを h = 800 mm に固定することで，侵入速度 vj0 をほぼ一

定に保ち，溶融ジェットの初期温度と冷却材の初期温度を変化させることにより，初期接

触界面温度 Ti の影響を調べた．このとき，図 3.3より，ケース（1）は，界面固化が発生し

ない条件であるが，ケース（2）およびケース（3）は，界面固化が発生する条件である．

ケース（3）での冷却材の初期温度は，ケース（2）より低い条件であり，ケース（2）より

もケース（3）の方が，初期接触界面温度 Ti が低く，冷却材と接触した直後に溶融ジェッ

トの表面での固化が進展し易く，界面固化が発生した場合の影響が強いと考えられる条件

である．ケース（4）では，ケース（2）から溶融ジェットと冷却材の温度条件を変えずに，

落下高さ h のみを低くすることで，vj0 侵入速度のみを遅くなるために，溶融ジェットと冷

却材間の相対速度差による影響が小さいと考えらえる条件である．本実験では，可視画像

を撮影する際の撮影速度を 4000 fps，露光時間を 0.25 msとした． 

 

表 3.3 代表的な実験条件（岩澤他, 2015a）[3.1]． 

Conditions (1) (2) (3) (4) 

Melt temp. : 

Tj [˚C] 
250 150 150 150 

Coolant temp. : 

Tc [˚C] 
60 60 20 60 

Initial interfacial temp. : 

Ti [˚C] 
207 130 120 60 

Falling distance : 

h [mm] 
800 800 800 200 

Inlet velocity : 

vj0 [m/s] 
3.06 3.02 3.23 1.69 
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3.5.2 初期温度が溶融ジェット挙動におよぼす影響 

 ここでは，表 3.3に基づき，落下高さを h = 800 mm に固定することで，侵入速度 vj0 を

一定に保ち，溶融ジェットの初期温度 Tj と冷却材の初期温度 Tc を変化させることにより，

初期接触界面温度 Ti が溶融ジェット挙動におよぼす影響に関して調べた結果に関して記

載する． 

 ケース（1）から（3）に示す実験条件で得られた，溶融ジェット挙動の可視画像を図 3.4

から図 3.6にそれぞれ示す．本実験では，テスト部の背後から照明を当てているため，可視

画像中で，影となって均一に暗くなっている部分が，溶融ジェットであることが確認でき

る．このとき，時刻が進むにつれて，可視画像中で，影となって均一に暗くなっている部

分の先端が明るくなることが確認できる．このことは，溶融ジェットがすべて微粒化物と

なり消失したために，テスト部の背後から当てた照明が透過し易くなったことが原因であ

ると考えられる．よって，本研究では，可視画像の明暗に着目することにより，溶融ジェ

ットがジェットブレイクアップに至ったことを確認することとした． 

 初期接触界面温度 Ti が低融点金属の融点 Tmelt を上回り，界面固化が発生しない条件で

ある図 3.4では，時刻 t = 0.100 s での可視画像より，溶融ジェット界面で微粒化が発生して

いるものの，溶融ジェットは維持されていると確認できる．一方，時刻 t = 0.250 s での可

視画像より，溶融ジェットがすべて微粒化物となり消失することで，ジェットブレイクア

ップに至ったことが確認できる．初期接触界面温度 Ti が低融点金属の融点 Tmelt を下回り，

界面固化が発生する条件であるものの，冷却材の初期温度 Tc が高い条件である図 3.5では，

図 3.4と同様に，時刻 t = 0.100 s での可視画像より，溶融ジェット界面で微粒化が発生して

いるものの，溶融ジェットが維持されていると確認できる．一方，時刻 t = 0.250 s での可

視画像より，溶融ジェットがすべて微粒化物となり消失することで，ジェットブレイクア

ップに至ったことが確認できる． 

 初期接触界面温度 Ti が低融点金属の融点 Tmelt を下回り，界面固化が発生する条件であ

るとともに，冷却材の初期温度 Tc が低い条件である図 3.6では，時刻 t = 0.100 s での可視

画像より，溶融ジェット界面で微粒化がほとんど発生せずに，溶融ジェットが維持されて

いることが確認できる．また，時刻 t = 0.250 s での可視画像からも，溶融ジェットが維持

されたまま，棒状の固化物となり冷却材中を落下している様子から，ジェットブレイクア

ップに至らなかったことが確認できる． 

 以上のことから，初期接触界面温度 Ti が低融点金属の融点 Tmelt を下回り，界面固化が

発生する条件であったとしても，冷却材の初期温度 Tc が低いために，初期接触界面温度 Ti 

が低い条件では，冷却材と接触した直後に溶融ジェットの表面での固化が進展し易いと考

えられるために，溶融ジェット界面で微粒化がほとんど発生せずに，ジェットブレイクア

ップに至らないことが示された．一方，初期接触界面温度 Ti が低融点金属の融点 Tmelt を

下回り，界面固化が発生する条件であったとしても，冷却材の初期温度 Tc が高いために，

初期接触界面温度 Ti が高い条件では，冷却材と接触した直後に溶融ジェットの表面での固
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化が進展し難いと考えられるために，界面固化が発生しない条件と同様に，溶融ジェット

界面で微粒化が発生し，ジェットブレイクアップに至ることが示された． 

 

 

 

図 3.4 溶融ジェット挙動の可視化結果 (Tj = 250 °C, Tc = 60 °C, Ti = 207 °C, h = 800 mm,  

vj0 = 3.06 m/s; case: (1))（岩澤他, 2015a）[3.1]． 

 

 

 

図 3.5 溶融ジェット挙動の可視化結果 (Tj = 150 °C, Tc = 60 °C, Ti = 130 °C, h = 800 mm,  

vj0 = 3.02 m/s; case: (2))（岩澤他, 2015a）[3.1]． 
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図 3.6 溶融ジェット挙動の可視化結果 (Tj = 150 °C, Tc = 20 °C, Ti = 120 °C, h = 800 mm,  

vj0 = 3.23 m/s; case: (3))（岩澤他, 2015a）[3.1]． 

 

 このとき，図 3.4と図 3.5にそれぞれ示す，溶融ジェット挙動には大きな差異は見られな

かった．また，既存研究では，Matsuoら（Matsuo et al., 2008）[1.8] は，界面固化が発生し

ない条件で溶融ジェットの射出実験を実施した結果，溶融ジェットは，界面不安定に起因

する微粒化の発生によりジェットブレイクアップに至る可能性を指摘している．このこと

から，界面固化が発生する条件でも，界面不安定に起因する微粒化の発生によりジェット

ブレイクアップに至っている可能性が考えられる．そこで，溶融ジェットと冷却材の温度

条件を一定として，界面不安定に対して支配的な要因となると考えられる，溶融ジェット

の侵入速度 vj0 を変更することにより，溶融ジェットの侵入速度 vj0 が溶融ジェット挙動に

およぼす影響を調べることとした． 

 

3.5.3 侵入速度が溶融ジェット挙動におよぼす影響 

 ここでは，表 3.3に基づき，界面固化が発生する条件であったとしても，ジェットブレイ

クアップに至ったケース（2）に示す実験条件から，溶融ジェットと冷却材の温度条件を変

えずに落下高さ h のみを低くすることにより，溶融ジェットの侵入速度 vj0 が溶融ジェッ

ト挙動におよぼす影響に関して調べた結果に関して記載する． 

 ケース（4）に示す実験条件で得られた，溶融ジェット挙動の可視画像を図 3.7 に示す．

図 3.7では，時刻 t = 0.100 s での可視画像より，溶融ジェット界面で微粒化がほとんど発生

せず，溶融ジェットは維持されていることが確認できる．また，時刻 t = 0.250 s での可視

画像より，溶融ジェットが維持されたまま，棒状の固化物となり冷却材中を落下している

様子から，ジェットブレイクアップに至らなかったことが確認できる．このことは，界面
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固化が発生する条件であったとしても，侵入速度 vj0 の差異によって，微粒化の発生により

ジェットブレイクアップに至るか至らないかの結果に差異が生じることを示している．相

対速度差を伴う二相間の界面は，相対速度差が大きくなると，不安定となり易く，一方で，

相対速度差が小さくなると，不安定となり難くくなることが知られている（日本機械学会

編, 1995）[3.6]．このとき，図 3.7は，図 3.5に対して，溶融ジェットと冷却材の温度条件を

変えずに落下高さ h のみを低くすることにより，溶融ジェットの侵入速度 vj0 のみを遅く

している．このことから，図 3.7に示す実験条件で，ジェットブレイクアップに至らなかっ

た要因の一つは，侵入速度 vj0 が遅くなることで，溶融ジェットと冷却材間の相対速度差が

小さくなることにより，溶融ジェット界面が不安定になり難くなった結果として，溶融ジ

ェット界面で微粒化が発生し難くなったことであると考えられる．微粒化の発生に影響を

与える他の要因として，既存研究では，溶融ジェットと冷却材の界面に作用するせん断力

や，溶融ジェットと冷却材間の熱伝達に起因する冷却材の沸騰が指摘されている．Matsuo

ら（Matsuo et al., 2008）[1.8] は，初期接触界面温度 Ti が，冷却材の沸点以下となる条件と

冷却材の沸点以上となる条件で，溶融ジェットの射出実験を実施している．実験結果より，

Matsuoら（Matsuo et al., 2008）[1.8] は，溶融ジェットと冷却材の界面に作用するせん断力

が，微粒化の要因となると指摘している．また，Sugiyamaら（Sugiyama et al., 1999）[2.68] や，

Nishimuraら（Nishimura et al., 2010）[2.19] や，Matsubaら（Matsuba et al., 2012; 2015; 2016）

[2.12-2.14] によって，溶融ジェット界面の変形により，溶融ジェット内部に冷却材が巻き

込まれることにより発生する，冷却材の急激な沸騰が微粒化の要因となると指摘されてい

る．このとき，これらの既存研究で微粒化の発生に影響を与えると指摘されている要因は，

いずれも微粒化を促進する要因である． 

 

 

図 3.7 溶融ジェット挙動の可視化結果 (Tj = 150 °C, Tc = 60 °C, Ti = 130 °C, h = 200 mm,  

vj0 = 1.69 m/s; case: (4))（岩澤他, 2015a）[3.1]． 
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 以上のことから，界面固化が発生する条件であったとしても，侵入速度 vj0 が速く，溶融

ジェットと冷却材間の相対速度差が大きい条件であるとともに，冷却材の初期温度 Tc が高

いいために初期接触界面温度 Ti が高い条件では，界面固化が発生しない条件と同様に，微

粒化の発生によりジェットブレイクアップに至ることが示された．この原因は，冷却材と

接触した直後に溶融ジェットの表面での固化が進展し難く，界面固化が発生した場合の影

響が小さいためであると考えられる． 

 

3.5.4 界面固化が発生する条件での界面挙動の詳細観測 

 ここでは，界面固化が発生する条件であっても，ジェットブレイクアップに至った図 3.5

に示す実験条件での，溶融ジェットの界面挙動を詳細に観測することにより，界面固化が

発生する条件であっても，界面不安定に起因する微粒化が発生するか調べた結果に関して

記載する． 

 図 3.8に，図 3.5に示す実験条件での，溶融ジェットの界面挙動を詳細に観測した結果を

示す．図中の目盛は，静止した水面位置からの深さを示す．本研究では，テスト部の背後

から照明を当てているため，可視画像中で，影となって均一に暗くなっている部分が，溶

融ジェットであることが確認できる．時刻 t =0.090 ~ 0.110 s にかけて，図中の矢印 A に示

す部分は影となっていることから，溶融ジェットに相当する部分であると分かるものの，

下流へ移動せず，ほぼ同じ位置に留まることが確認できる．また，矢印 A に示す部分は，

時刻が進むとともに，溶融ジェットが半径方向に膨張していることが確認できる．このこ

とは，溶融ジェット界面で波立ちが発生し，その後成長していることが原因であると考え

られる．よって，界面不安定が発生していること確認できる．そして，時刻 t = 0.130 ~ 0.170 

s にかけて，図中の矢印 A に示す部分は，可視画像中で，影となって均一に暗くなってい

る部分が減少し，明るい部分が増加することが分かる．このことから，時刻 t = 0.130 ~ 0.170 

s にかけて，矢印 A に示す部分は，溶融ジェットのから取り残された部分であり，空隙が

発生すると確認できることから，溶融ジェットの微粒化が発生したことが確認できる．ま

た，時刻 t =0.090 ~ 0.170 s かけて，図中の矢印 B に示す部分は，時刻が進むとともに，溶

融ジェットが半径方向に膨張していることが確認できる．このことは，溶融ジェット界面

で波立ちが発生し，その後成長していることが原因であると考えられる．よって，界面不

安定が発生していることが確認できる． 

 以上のことから，図 3.8に示す実験条件での，溶融ジェットの界面挙動を詳細に観測した

結果は，界面固化が発生する条件であっても，溶融ジェット界面で微粒化の発生が観測さ

れるとともに，微粒化の原因と考えられる界面不安定が発生していることを示すものであ

ると考えられる．すなわち，界面固化が発生する条件であっても，侵入速度が vj0 速く，溶

融ジェットと冷却材間の相対速度差が大きい条件では，界面不安定に起因する微粒化の発

生によりジェットブレイクアップに至る可能性が高いと考えられる． 
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図 3.8 溶融ジェットの界面挙動 (Tj = 150 °C, Tc = 60 °C, Ti = 130 °C, h = 800 mm,  

vj0 = 3.02 m/s; case: (2))（岩澤他, 2015a）[3.1]． 
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3.6 ジェット先端位置と速度の計測 

本節では，溶融ジェット射出実験から取得した可視画像に対して画像処理を施し，ジェッ

ト先端位置の時系列変化，ならびにジェット先端速度の時系列変化を計測することにより，

実験条件による溶融ジェット挙動の違いを定量的に調べた結果に関して記載する． 

 

3.6.1 画像処理方法 

 ここでは，溶融ジェット射出実験から取得した可視画像に対して画像処理を施すことに

より，ジェット先端位置の時系列変化を計測する方法に関して記載する．画像処理では，

はじめに，グレースケール（白黒）で撮影した可視画像（図 3.9（a））に対して背景除去（溶

融ジェットの存在しない背景画像の輝度値を，溶融ジェットの存在する可視画像より引く

操作）を行うことにより，背景除去画像（図 3.9（b））を取得する．つぎに，背景除去画像

に対して二値化（閾値を設定し，閾値以上の輝度値を持つ部分は白，閾値以下の輝度値を

持つ部分は黒，として輝度値の置き換えを行う操作）を行うことにより，二値化画像（図

3.9（c））を取得する．このとき，輝度値は 0 から 255までの値で表現され，輝度値が 0の

場合は黒の画像，輝度値が 255の場合は白の画像をそれぞれ示す． 

 画像処理では，Photshop®（ver. 5.0，Adobe®）を用いることにより，計算機を用いて大量

の画像を簡易に処理できる．本研究では，二値化の閾値を 135と任意に決定するとともに，

すべての処理で二値化の閾値を統一した．このことから，二値化の過程で発生する，可視

画像の解像度の限界に起因するサブピクセルの誤差は，ずべてのジェット先端速度，なら

びにジェット侵入速度の計測結果対して一定となる． 

 

     

（a）可視化画像 （b）背景除去画像 （c）二値化画像 

図 3.9 画像処理方法． 

 

 



48 

 

3.6.2 ジェット先端位置の時系列変化 

 ここでは，画像処理により，溶融ジェットの射出実験より得た可視画像からジェット先

端位置の時系列変化を計測した結果に関して記載する．本研究では，0.005 s 間隔でジェッ

ト先端位置の時系列変化を計測した． 

 表 3.3に基づき，ケース（1）から（4）に示す実験条件で計測したジェット先端位置の時

系列変化を図 3.10（a）から（d）にそれぞれ示す．界面固化が発生しない条件である図 3.10

（a）では，時刻が進むにつれて，ジェット先端位置が水面位置（z = 0）より増加すること

から，溶融ジェットが冷却材中へ侵入することが分かる．その後，時刻 t = 0.20 s 付近で，

曲線が変曲することから，ジェット先端位置が増加する速度が減少することが分かる．初

期接触界面温度 Ti が低融点金属の融点 Tmelt を下回り，界面固化が発生する条件であるも

のの，冷却材の初期温度 Tc が高い条件である図 3.10（b）では，時刻 t = 0.008 s 付近で，

わずかに曲線の変曲が見られるものの，図 3.10（a）と同様に，時刻が進むにつれて，ジェ

ット先端位置が水面位置（z = 0）より増加することから，溶融ジェットが冷却材中へ侵入す

ることが分かる．その後，時刻 t = 0.20 s 付近で，曲線が変曲することから，ジェット先端

位置が増加する速度が減少することが分かる． 

 初期接触界面温度 Ti が低融点金属の融点 Tmelt を下回り，界面固化が発生する条件であ

るとともに，冷却材の初期温度 Tc が低い条件である図 3.10（c）では，時刻が進むにつれ

て，ジェット先端位置が水面位置（z = 0）より増加することから，溶融ジェットが冷却材中

へ侵入することが分かる．しかしながら，時刻 t = 0.005 s 付近で，わずかに曲線の変曲が

見られるものの，ジェット先端位置が増加する速度は，図 3.10（a），（b）と異なり減少せず

に，ジェット先端位置はほぼ単調に増加することが分かる．初期接触界面温度 Ti が低融点

金属の融点 Tmelt を下回り，界面固化が発生する条件であり，冷却材の初期温度が高い条件

であるものの，侵入速度 vj0 が小さい条件である図 3.10（d）では，時刻が進むにつれて，

ジェット先端位置が水面位置（z = 0）より増加することから，溶融ジェットが冷却材中へ

侵入することが分かる．このとき，曲線の変曲はほとんど見られず，ジェット先端位置は

ほぼ単調に増加することが分かる． 

 以上のことから，界面固化が発生しない条件や，初期接触界面温度 Ti が低融点金属の融

点 Tmelt を下回り，界面固化が発生する条件であっても，冷却材の初期温度 Tc が高いいた

めに，冷却材と接触した直後に溶融ジェットの表面での固化が進展し難いと考えられる条

件では，溶融ジェットは，冷却材に侵入した後にジェットブレイクアップに至り，その際

のジェット先端位置は，時刻が進むにつれて増加するものの，ある時刻において変曲する

ことが示された．一方，初期接触界面温度 Ti が低融点金属の融点 Tmelt を下回り，界面固

化が発生する条件であるとともに，冷却材の初期温度 Tc が低いために，冷却材と接触した

直後に溶融ジェットの表面での固化が進展し易いと考えられる条件や，冷却材の初期温度 

Tc が高いために，冷却材と接触した直後に溶融ジェットの表面での固化が進展し難いと考

えられる条件であるものの，侵入速度 vj0 が小さい条件では，溶融ジェットは，冷却材侵入
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後にジェットブレイクアップに至らず棒状に固化し，その際のジェット先端位置は，時刻

が進むにつれてほぼ単調に増加することが示された． 

 

  

（a）Tj = 250 °C, Tc = 60 °C, Ti = 207 °C,  

h = 800 mm, vj0 = 3.06 m/s (case: (1)) 

（b）Tj = 150 °C, Tc = 60 °C, Ti = 130 °C,  

h = 800 mm, vj0 = 3.02 m/s (case: (2)) 

  

  

  
（c）Tj = 150 °C, Tc = 20 °C, Ti = 120 °C,  

h = 800 mm, vj0 = 3.23 m/s (case: (3)) 

（d）Tj = 150 °C, Tc = 60 °C, Ti = 130 °C,  

h = 200 mm, vj0 = 1.69 m/s (case: (4)) 

図 3.10 ジェット先端位置の計測結果（岩澤他, 2015a）[3.1]． 
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3.6.3 ジェット先端速度の時系列変化 

 ここでは，ジェット先端位置の時間変化の計測結果より，ジェット先端速度の時間変化

を見積もった結果に関して記載する．本研究では，式（3.1）に基づき，ジェット先端速度

の時間変化を見積もることとした． 

 

 �i = /i+1 − /i∆1  (i = 0, 1, 2 ⋯ ) (3.1)  

 

ここで，z はジェット先端位置，v はジェット先端速度，∆t は時間間隔をそれぞれ示す．

このとき，ジェット先端位置の計測間隔が 0.005 s であることから，∆t = 0.005 s となる．ま

た，添え字 i は 0 を開始とする整数であり，ij = 0 のときに t = 0，j = 1 のときに t = 0.0005 

s … とそれぞれ対応する． 

 表 3.3に示す，ケース（1）から（4）に示す実験条件で得られたジェット先端速度の時系

列変化を図 3.11（a）から（d）にそれぞれ示す．界面固化が発生しない条件である図 3.11

（a）では，時刻が進むにつれて，ジェット先端速度が増加することが分かる．その後，時

刻 t = 0.175 s 付近で，ジェット先端速度が急激に減少することが分かる．初期接触界面温

度 Ti が低融点金属の融点 Tmelt を下回り，界面固化が発生する条件であるものの，冷却材

の初期温度 Tc が高い条件である図 3.11（b）では，時刻 t = 0.05 s 付近で，一度ジェット

先端速度が減少するものの，図 3.11（a）と同様に，時刻が進むにつれて，ジェット先端速

度が増加することが分かる．そして，その後，時刻 t = 0.150 s 付近で，ジェット先端速度

が急激に減少することが分かる． 

 初期接触界面温度 Ti が低融点金属の融点 Tmelt を下回り，界面固化が発生する条件であ

るとともに，冷却材の初期温度 Tc が低い条件である図 3.11（c）では，時刻が進むにつれ

て，ジェット先端速度が増加することが分かる．その後，時刻 t = 0.05 s 付近で，ジェット

先端速度が急激に減少し，ジェット先端速度が 2 m/s 程度となった後に，緩やかに減少す

ることが分かる．初期接触界面温度 Ti が低融点金属の融点 Tmelt を下回り，界面固化が発

生する条件であり，冷却材の初期温度が高い条件であるものの，侵入速度 vj0 が小さい図

3.11（d）では，ジェット先端速度が，1.5 ~ 2.0 m/s 程度となった後に，緩やかに減少するこ

とが分かる． 

 以上のことから，界面固化が発生しない条件や，初期接触界面温度 Ti が低融点金属の融

点 Tmelt を下回り，界面固化が発生する条件であっても，冷却材の初期温度 Tc が高いいた

めに，冷却材と接触した直後に溶融ジェットの表面での固化が進展し難いと考えられる条

件では，ジェット先端速度は，時刻が進むにつれて増加し，ある時刻において急激に減少

することが示された．一方，初期接触界面温度 Ti が低融点金属の融点 Tmelt を下回り，界

面固化が発生する条件であるとともに，冷却材の初期温度 Tc が低いために，冷却材と接触

した直後に溶融ジェットの表面での固化が進展し易いと考えられる状件や，冷却材の初期
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温度 Tc が高い条件であるものの，侵入速度 vj0 が小さい条件では，ジェット先端速度は，

溶融ジェットの侵入直後に現象し，ほぼ一定の速度となることが示された． 

 

  
（a）Tj = 250 °C, Tc = 60 °C, Ti = 207 °C,  

h = 800 mm, vj0 = 3.06 m/s (case: (1)) 

（b）Tj = 150 °C, Tc = 60 °C, Ti = 130 °C,  

h = 800 mm, vj0 = 3.02 m/s (case: (2)) 

  

  

  

（c）Tj = 150 °C, Tc = 20 °C, Ti = 120 °C,  

h = 800 mm, vj0 = 3.23 m/s (case: (3)) 

（d）Tj = 150 °C, Tc = 60 °C, Ti = 130 °C,  

h = 200 mm, vj0 = 1.69 m/s (case: (4)) 

図 3.11 ジェット先端速度の計測結果（岩澤他, 2015a）[3.1]． 

 



52 

 

3.6.4 落下高さと侵入速度との関係 

 本実験では，溶融ジェットが水中に侵入する瞬間の速度である，侵入速度 vj0 を変更する

ために，溶融ジェットを射出する，射出ノズルの先端から静止水面までの距離により定義

される落下高さ h を，200, 500, 800 mm の 3段階に変更した．このとき，射出ノズルより

射出された溶融ジェットは，重力を駆動力とした自由落下により加速されて水中に侵入す

る．このことから，落下高さ h を変更することにより，侵入速度 vj0 を変更することがで

きる．ここでは，侵入速度 vj0 の定義を記載するとともに，落下高さ h と侵入速度 vj0 の

関係，ならびに侵入速度 vj0 のばらつきに関して調べた結果を記載する． 

 図 3.12に，ジェット先端速度，およびジェット先端速度と侵入速度との関係を示す．本

研究では，図 3.12（a）に示すジェット先端位置より，式（3.2）に基づき，図 3.12（b）に

示すジェット先端速度を見積もる．本研究では，侵入速度 vj0 を，溶融ジェットが冷却材に

侵入した直後のジェット先端速度として，式（3.2）に示す通りに定義する． 

 

 �70 = �0 = /1 − /0∆1  (3.2)  

 

このことから，侵入速度 vj0 は，時刻 t = 0 となるときのジェット先端速度であると分かる．

よって，時刻 t = 0 におけるジェット先端速度は，図 3.12より，時刻 t = 0，および時刻 t = 

0.005 となるときのジェット先端位置より見積もられる． 

 図 3.13 に，落下高さ h と侵入速度 vj0 の関係，および侵入速度 vj0 のばらつきを示す．

このとき，図 3.13（a）は，射出ノズルの先端から静止水面までの距離により定義される落

下高さ h を 00, 500, 800 mm の 3段階に変更することにより得られた，溶融ジェットの侵

入速度 vj0 をそれぞれ示す．また，図 3.13（b）は，得られた侵入速度 vj0 のばらつきを示

す．図 3.13（a）より，落下高さ h が増加するほど侵入速度 vj0 が増加することが分かる．

また，図 3.12（a）に対して，式（3.3）に示す曲線を示す． 

 

 �70 = √�ℎ (3.3)  

 

このとき，g は重力加速度である．式（3.3）は，位置エネルギーと運動エネルギーの保存

則により導かれる理想的な関係式である．図 3.13（a）より，侵入速度 vj0 は，式（3.3）よ

りも小さい値となっており，落下高さ h が増加するほど，式（3.3）との差が大きくなるこ

とが分かる．このことは，溶融ジェットを射出する射出ノズル内部での損失，溶融ジェッ

トの落下中に空気より受ける摩擦抵抗，および静止液面との衝突による損失などが原因と

考えられる．また，落下高さ h が増加するにつれて，式（3.3）との差が大きくなるのは，

溶融ジェットの落下速度が増加することにより，溶融ジェットの落下中に空気より受ける

摩擦抵抗や，静止液面との衝突による損失が増加することが原因と考えられる．図 3.13（b）
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より，本実験では，落下高さ h の違いに関わらず，侵入速度 vj0 のばらつきが 7 % ~ 13 % 

程度となることが分かる．ばらつきの原因として，溶融ジェットを射出する際や，溶融ジ

ェットが静止液面に衝突する際に発生する，溶融ジェットの軸ぶれなどが考えられる． 

 

  

（a）ジェット先端位置の一例 （b）ジェット先端位置の一例 

図 3.12 ジェット先端速度，ならびにジェット先端速度と侵入速度との関係． 

 

  

（a）落下高さによる侵入速度の変化 （b）侵入速度のばらつき 

図 3.13 落下高さによる侵入速度の変化とばらつきの評価． 
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3.7 ジェットブレイクアップ長さの計測 

 本節では，ジェットブレイクアップ長さの計測を行うことにより，界面固化の発生がジ

ェットブレイク長さにおよぼす影響とともに，既存の予測相関式との比較を行うことで，

界面固化が発生する条件において適用可能なジェット予測相関式に関して検討した． 

 

3.7.1 ジェットブレイクアップ長さの定義 

 ここでは，ジェット先端速度 v と可視化画像との対応に基づき，ジェットブレイクアッ

プ長さ Lbrk を定義する．また，本研究では，溶融ジェットがすべて微粒化物となり消失す

ることをジェットブレイクアップと定義している．このことから，初期接触界面温度 Ti が

低融点金属の融点 Tmelt を下回り，界面固化が発生する条件であるとともに，冷却材の初期

温度 Tc が低いために，冷却材と接触した直後に溶融ジェットの表面での固化が進展し易い

と考えられる状件や，冷却材の初期温度 Tc が高い条件であるものの，侵入速度 vj0 が小さ

い条件で，ジェットブレイクアップに至らず，棒状の固化物となり冷却材中を落下する結

果からは，ジェットブレイクアップ長さを求めることはできない． 

 表 3.3に基づき，ケース（1）とケース（2）に示す実験条件で得られたジェット先端速度 

v，ならびにジェット先端位置 z とジェットブレイクアップ位置との関係を図 3.14，oyobi 

図 3.15にそれぞれ示す．界面固化が発生しない条件である図 3.14（a）では，時刻 t = 0.19 s 

までの間に，ジェット先端速度 v は 3 ~ 4 m/s まで増加するものの，その後 1 m/s 程度ま

で急減少した．界面固化が発生する条件である図 3.14（b）では，時刻 t = 0.15 s までの間

に，ジェット先端速度 v は 3 ~ 4 m/s まで増加するものの，その後 1 m/s 程度まで急減少

した．ジェット先端速度 v の増加が止まり，急激に減少を開始する際，ジェット先端速度 v 

は 20 ~ 50 % 程度減少した．このことから，ジェット先端速度 v は加速領域と減少領域に

分けることができる．このとき，図 3.4，および図 3.5にそれぞれ示した溶融ジェット挙動

の可視化結果から，ケース（1），およびケース（2）に示す実験条件では，冷却材中に侵入

した溶融ジェットが崩壊し，すべて微粒化物となることにより，ジェットブレイクアップ

に至ることが確認できた．このとき，図 3.14 に示すジェット先端速度 v の増加が止まり，

急激に減少を開始する時刻と，図 3.4，および図 3.5にそれぞれ示す溶融ジェットが消失し，

すべて微粒化物となる時刻が一致していた．このことから，図 3.15に示す，加速領域での

ジェット先端位置は溶融ジェットの先端を，減少領域での先端位置は落下する微粒化物の

最下端を，それぞれ示していると考えられる．よって，本研究では，図 3.14，および図 3.15

にそれぞれ示す加速領域と減速領域の境を，冷却材中に侵入した溶融ジェットが崩壊し，

すべて微粒化物となることにより，ジェットブレイクアップに至る位置であると決定でき

る． 
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（a）Tj = 250 °C, Tc = 60 °C, Ti = 207 °C,  

h = 800 mm, vj0 = 3.06 m/s (case: (1)) 

（b）Tj = 150 °C, Tc = 60 °C, Ti = 130 °C,  

h = 800 mm, vj0 = 3.02 m/s (case: (2)) 

図 3.14 ジェット先端速度とジェットブレイクアップ位置の関係（岩澤他, 2015a）[3.1]． 

 

  

（a）Tj = 250 °C, Tc = 60 °C, Ti = 207 °C,  

h = 800 mm, vj0 = 3.06 m/s (case: (1)) 

（b）Tj = 150 °C, Tc = 60 °C, Ti = 130 °C,  

h = 800 mm, vj0 = 3.02 m/s (case: (2)) 

図 3.15 ジェット先端位置とジェットブレイクアップ位置の関係（岩澤他, 2015a）[3.1]． 
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 以上のことから，本研究では，図 3.14に示す通り，ジェット先端速度 v の増加が止まり，

急激に減少を開始する直前の，ジェットブレイクアップ位置に至る時刻 t をジェットブレ

イクアップ時刻 tbrk と定義するととともに，図 3.15に示す通り，水面からジェットブレイ

クアップに至る位置までに溶融ジェットが侵入した距離を，ジェットブレイクアップ長さ 

Lbrk と定義した．この定義は，Moriyamaら（Moriyama et al., 2005）[2.41] や Matsuoら（Matsuo 

et al., 2008）[1.8] による既存研究と同様の定義である． 

 

3.7.2 ジェットブレイクアップ長さにおよぼす初期接触界面温度の影響 

 ここでは，ジェットブレイクアップ長さ Lbrk に対する初期接触界面温度 Ti の影響を調

べることにより，界面固化の発生がジェットブレイクアップ長さに与える影響を検証した

結果に関して記載する． 

 図 3.16に，ジェットブレイクアップ長さ Lbrk に対する初期接触界面温度 Ti の影響を示

す．横軸は初期接触界面温度 Ti ，縦軸はジェットブレイクアップ長さ Lbrk を射出径 Dj0，

ならびに溶融ジェットの密度 ρj と冷却材の密度ρc を用いた密度比 ρj/ρc により規格化し

た値をそれぞれ示す．このときのジェットブレイクアップ長さ Lbrk を計測した実験条件と

計測結果を，表 3.4 に示す．図 3.16に示す，赤い白抜きの四角いプロットは，界面固化が

発生しない条件，青い塗りつぶしの四角いプロットは，界面固化が発生する条件で得られ

たジェットブレイクアップ長さ Lbrk の測定結果をそれぞれ示す．また，黒い白抜きの丸い

プロットは，Matsuoら（Matsuo et al., 2008）[1.8] による，界面固化が発生しない条件で計

測されたジェットブレイクアップ長さ Lbrk の計測結果を示す．図 3.16に示す，灰色の点線

と一点鎖線は，初期接触界面温度 Ti が冷却材の均質核生成温度 Thn（Lienhard 1976）[3.5] と

冷却材の沸点 Tboil となるときの温度をそれぞれ示す．また，黒色と灰色の実線は，本研究

と Matsuoらの研究において，初期接触界面温度 Ti が低融点金属の融点 Tmelt となるときの

温度をそれぞれ示す．このとき，本研究と Matsuoら（Matsuo et al., 2008）[1.8] の既存研究

の間で，初期接触界面温度 Ti が低融点金属の融点 Tmelt となるときの温度が異なるのは，

本研究と Matsuoら（Matsuo et al., 2008）[1.8] の既存研究の間で，実験に使用した低融点合

金の融点が異なるためである．Matsuoら（Matsuo et al., 2008）[1.8] の既存研究では，実験

に使用した低融点合金の融点は，Tmelt = 78.8 ̊ C である． 

 表 3.4に示す通り，図 3.16では，初期接触界面温度 Ti が 200 ˚C程度となる条件で得ら

れたジェットブレイクアップ長さ Lbrk の測定値は，溶融ジェットの初期温度 Tj が 250 ˚C，

冷却材の初期温度 Tc が 40 ˚C と 60 ˚C，落下高さ h が 500 mm と 800 mm となる実験条

件より得られた測定値である．このことから，ジェットブレイクアップ長さ Lbrk の測定値

がばらつきの発生は，同程度の初期接触界面温度 Ti となる条件であっても，溶融ジェット

や冷却材の初期温度，ならびに侵入速度の条件が異なることが原因であると，考えられる．

このとき，Matsuoら（Matsuo et al., 2008）[1.8] の既存研究より得られたジェットブレイク

アップ長さ Lbrk の測定値を初期接触界面温度 Ti で整理すると，本研究において得られた
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ジェットブレイクアップ長さ Lbrk の計測値と同程度のばらつきが生じていることが分かる． 

 本研究では，界面固化が発生する条件と界面固化が発生しない条件でジェットブレイク

アップ長さを計測している．一方，Matsuoら（Matsuo et al., 2008）[1.8] の既存研究では，

界面固化が発生しない条件においてのみ，ジェットブレイクアップ長さ Lbrk を計測してい

る．このことから，実験条件の違いにより発生するジェットブレイクアップ長さの計測値

のばらつきを考慮した上でも，ジェットブレイクアップに至った場合におけるジェットブ

レイクアップ長さ Lbrk に対して，初期接触界面温度 Ti がほぼ影響しないないことが分か

る．このことは，界面固化が発生する条件であっても，ジェットブレイクアップに至った

場合，界面固化の発生は，ジェットブレイクアップ長さ Lbrk に対しては，ほぼ影響しない

ないことを示している． 

 また，図 3.16より，溶融ジェットと冷却材間の界面で発生する冷却材の沸騰がジェット

ブレイクアップ長さ Lbrk におよぼす影響も検討することができる．本研究では，初期接触

界面温度 Ti が冷却材の沸点 Tboil 以上となる条件で実験を行っている．一方，Matsuo ら

（Matsuo et al., 2008）[1.8] の既存研究では，初期接触界面温度 Ti が冷却材の沸点 Tboil 以

下となる条件と，沸点以上となる条件で実験を行っている．このとき，本研究と Matsuoら

（Matsuo et al., 2008）[1.8] の既存研究で得られたジェットブレイクアップ長さ Lbrk のばら

つきは同程度であった．このことは，溶融ジェットと冷却材間の界面において発生する，

核沸騰もしくは遷移沸騰がジェットブレイクアップ長さ Lbrk におよぼす影響が小さいこと

を示していると考えられる． 

 

表 3.4 ジェットブレイクアップ長さの計測条件と計測結果． 

Conditions Jet breakup length : Lbrk 

No. 

Melt 

temp. : 

Tj [˚C] 

Coolant 

temp. : 

Tc [˚C] 

Initial 

interfacial 

temp. : 

Ti [˚C] 

Inlet 

velocity : 

vj0 [m/s] 

Froude 

number :  

Fr1/2 [-] 

Measured 

value :  

[mm] 

Normalized 

value :  

[-] 

1 250 60 207 3.06 6.92 602 10.24 

2 150 60 130 3.02 6.81 429 7.29 

3 200 60 168 3.23 7.28 355 6.04 

4 250 40 202 3.23 7.28 471 8.01 

5 250 40 202 2.58 5.83 457 5.83 

6 150 70 132 3.17 7.17 414 7.04 

7 250 60 207 2.58 5.83 438 7.41 

8 350 60 284 2.72 6.13 372 6.30 
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図 3.16 ジェットブレイクアップ長さと初期接触界面温度との関係（岩澤他, 2015a）

[3.1]． 

 

3.7.3 ジェットブレイクアップ長さと既存の予測相関式との比較 

 ここでは，ジェットブレイクアップ長さ Lbrk に対する Froude数 Fr の影響を調べるとと

もに，ジェットブレイクアップ長さ Lbrk と既存のジェットブレイクアップ長さ予測相関式

との比較を行うことにより，界面固化が発生する条件であっても，ジェットブレイクアッ

プに至った場合に適用可能なジェットブレイクアップ長さ Lbrk の予測手法を検討した結果

に関して記載する． 

 図 3.17に，ジェットブレイクアップ長さ Lbrk に対する Froude数 Fr の影響を示す．Froude

数 Fr は，Saitoら（Saito et al., 1988）[2.83] の既存研究に基づき，式（3.4）に示す通りに

定義する．このとき，vj0 は侵入速度，g は重力加速度，Dj0 は射出径をそれぞれ示す．こ

こで，横軸は Froude数 Fr ，縦軸はジェットブレイクアップ長さ Lbrk を射出径 Dj0，なら

びに溶融ジェットの密度 ρj と冷却材の密度 ρc を用いた密度比 ρj/ρc により規格化した値

をそれぞれ示す．図 3.17に示す，一点鎖線は Saitoらによる予測相関式（Saito et al., 1988）

[2.83] を，点線は Epstein and Fauskeによる予測相関式（Epstein and Fauske, 2001）[2.87] を

それぞれ示す．Saitoらによる予測相関式と Epstein and Fauskeによる予測相関式は，それぞ

れ，式（3.5），および式（3.6）に示す． 

 

 Fr = �j02��j0 (3.4)  
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 �brk�j0 = 2.1(�j�c)
0.5 Fr0.5 (3.5)  

 

 �<=>�j0 = 12"0 (�j�c)
0.5

 (3.6)  

 

図 3.17に，赤い白抜きの四角いプロットは界面固化が発生しない条件，青い塗りつぶしの

四角いプロットは界面固化が発生する条件で計測されたジェットブレイクアップ長さ Lbrk 

の測定結果をそれぞれ示す．また，黒い白抜きの丸いプロットは，Matsuoら（Matsuo et al., 

2008）[1.8] の既存研究による，界面固化が発生しない条件において計測されたジェットブ

レイクアップ長さ Lbrk の計測結果である． 

 

 

図 3.17 ジェットブレイクアップ長さと既存の予測相関式との比較（岩澤他, 

2015a）[3.1]． 

 

 表 3.4 に示す通り，本研究では，同程度の Froude数においても，溶融ジェットや冷却材

の初期温度，および溶融ジェットの侵入速度の条件が異なることにより，ジェットブレイ

クアップ長さの Lbrk 測定値がばらついたものと考えられる．このとき，Matsuoら（Matsuo 

et al., 2008）[1.8] の既存研究より得られたジェットブレイクアップ長さ Lbrk の測定値を

Froude数で整理した場合にも，本研究で得られたジェットブレイクアップ長さ Lbrk の計測

値と同程度のばらつきが生じることが分かる．このことから，実験条件の違いによるジェ
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ットブレイクアップ長さ Lbrk の測定値のばらつきを考慮した上でも，本研究で得られたジ

ェットブレイクアップ長さ Lbrk は Froude数に対する依存性が認められず，定量的に Saito

ら（Saito et al., 1988）[2.83] による予測相関式と異なる値となることが分かる．一方，本研

究で得られたジェットブレイクアップ長さ Lbrk は，Epstein and Fauske（Epstein and Fauske, 

2001）[2. 87] が提唱している E0 = 0.05 ~ 0.10 の値を用いた Epstein-Fauskeの相関式に近い

傾向を示した．この結果は，Matsuoら（Matsuo, et al., 2008）[1.8] の既存研究で実施された，

界面固化が発生しない条件で計測された，ジェットブレイクアップ長さの計測結果 Lbrk と

同様の結果である． 

 以上のことから，界面固化が発生する条件においても，冷却材の初期温度が高く，侵入

速度が速いために，溶融ジェットと冷却材間の相対速度差が大きい条件では，界面固化が

発生しない条件と同様に，ジェットブレイクアップ長さの予測に対して，Epstein and Fauske

（Epstein and Fauske, 2001）[2. 87] による予測相関式が適用できる可能性が示された． 
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3.8 まとめ 

 本章では，界面固化の発生が，冷却材中に射出された溶融ジェット挙動に与える影響を

把握することを目的として，界面固化の発生を伴う溶融ジェット射出実験を実施した．実

験では，溶融した低融点金属を水中に自由落下させ，水中での溶融ジェット挙動を高速度

カメラにより可視観測した．実験より取得した可視化画像に対して画像処理を施し，ジェ

ット先端位置，およびジェット先端速度の時系列変化を取得することにより，ジェットブ

レイクアップ長さの計測を行うとともに，既存研究により提案されている予測相関式と比

較した．その結果，以下に示す知見を得た． 

 

（1） 界面固化が発生する場合でも，冷却材の初期温度が高いために初期接触界面温度と

低融点合金の融点との差が大きく，溶融ジェットの侵入速度が大きい条件では，溶融

ジェット溶融ジェット界面での微粒化が発生し，ジェットブレイクアップに至ること

が示された． 

 

（2） 界面固化が発生する条件では，溶融ジェットの侵入速度が小さい条件や，溶融ジェ

ットの侵入速度が大きい条件でも，冷却材の初期温度が低いために初期接触界面温度

と低融点合金の融点との差が小さい条件では，溶融ジェット界面での微粒化が発生し

難くなり，溶融ジェットが棒状に固化することで，ジェットブレイクアップに至らな

いことが示された． 

 

（3） 界面固化が発生する条件でも，冷却材の初期温度が高いために初期接触界面温度と

低融点合金の融点との差が大きく，溶融ジェットの侵入速度が大きい条件では，界面

固化が発生しない条件と同様に，界面不安定性に起因する微粒化によりジェットブレ

イクアップに至る可能性が示された． 

 

（4） 界面固化が発生する条件でも，ジェットブレイクアップに至った場合には，界面固

化が発生しない条件と同様の定義である，ジェット先端速度が急減少する位置を，冷

却材中において溶融ジェットがすべて微粒化物となり消失する，ジェットブレイクア

ップ位置と決定し，ジェットブレイクアップ長さを計測できることが示された． 

 

（5） 界面固化が発生する条件でも，ジェットブレイクアップに至った場合には，界面固

化の発生がジェットブレイクアップ長さに与える影響は小さくなり，予測には，界面

固化が発生しない条件と同様に，Epstein-Fauskeによる既存研究により提案されてい

る予測相関式が適用できる可能性が示された． 
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第4章 界面固化の発生を伴う溶融ジェットか

らの生成微粒化物の計測 
 

4.1 概要 

 本章では，界面固化の発生が，冷却材中に射出された溶融ジェットの微粒化に与える影

響を把握することを目的として，溶融ジェットの射出後に回収された堆積物を観測した．

観測結果に基づき，堆積物を形状と寸法により分類した．さらに，ふるいにより微粒化物

径分布と質量メジアン径を計測するとともに，微粒化物の質量メジアン径と既存研究によ

り提案されている予測手法とを比較した．この結果に基づき，界面固化の発生する条件に

対して適用可能な微粒化物径の予測手法を検討した．本章は，岩澤ら（岩澤他, 2015b）[4.1] 

の文献に基づき記載した． 

 

4.2 堆積物の観測 

4.2.1 堆積物の外観 

 ここでは，表 4.1に示す，冷却材中に射出された溶融ジェット挙動の可視化を行った代表

的な実験条件に基づき，溶融ジェットの射出後，テスト部より回収した堆積物を観測した

結果に関して記載する．表 4.1に示す実験条件は，第 3章の表 3.1に示す実験条件と同一で

ある．これは，表 3.1に示す実験条件より得られた堆積物を観測したためである． 

 ケース（1）から（3）では，落下高さを h = 800 mm に固定することで，侵入速度 vj0 を

ほぼ一定に保ち，溶融ジェットの初期温度と冷却材の初期温度を変化させることにより，

初期接触界面温度 Ti の影響を調べた．このとき，図 3.3より，ケース（1）は，界面固化が

発生しない条件であるが，ケース（2）およびケース（3）は，界面固化が発生する条件で

ある．ケース（3）での冷却材の初期温度は，ケース（2）より低い条件であり，ケース（2）

よりもケース（3）の方が，初期接触界面温度 Ti が低く，冷却材と接触した直後に溶融ジ

ェットの表面での固化が進展し易く，界面固化が発生した場合の影響が強いと考えられる

条件である．ケース（4）では，ケース（2）から溶融ジェットと冷却材の温度条件を変え

ずに，落下高さ h のみを低くすることで，vj0 侵入速度のみを遅くなるために，溶融ジェッ

トと冷却材間の相対速度差による影響が小さいと考えらえる条件である． 

 ケース（1）から（4）に示す実験条件で，溶融ジェットの射出後にテスト部より回収し

た堆積物の外観を，図 4.1から図 4.4にそれぞれ示す．初期接触界面温度 Ti が低融点金属

の融点 Tmelt を上回り，界面固化が発生しない条件である図 4.1では，赤い点線で囲んだ領

域 A に示す 30 mm 程度の大きさの堆積物と，青い点線で囲んだ領域 B に示す 100 mm 程
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度の大きさの堆積物が生成した．初期接触界面温度 Ti が低融点金属の融点 Tmelt を下回り，

界面固化が発生する条件であるものの，冷却材の初期温度 Tc が高い条件である図 4.2では，

図 4.1と同様に，赤い点線で囲んだ領域 A に示す 30 mm 程度の大きさの堆積物と，青い点

線で囲んだ領域 B に示す 100 mm 程度の大きさの堆積物が生成した．初期接触界面温度 Ti 

が低融点金属の融点 Tmelt を下回り，界面固化が発生する条件であるとともに，冷却材の初

期温度 Tc が低い条件である図 4.3では，赤い点線で囲んだ領域 A に示す 30 mm 程度の大

きさの堆積物と，青い点線で囲んだ領域 B に示す 100 mm 程度の大きさの堆積物に加え，

緑色の矢印 C で示す 200 mm 程度の大きさの棒状の堆積物が生成した．また，図 4.2から

溶融ジェットと冷却材の温度条件を変えずに，落下高さ h のみを低くすることにより，溶

融ジェットの侵入速度 vj0 のみを遅くした図 4.4でも，赤い点線で囲んだ領域 A に示す 30 

mm 程度の大きさの堆積物と，青い点線で囲んだ領域 B に示す 100 mm 程度の大きさの堆

積物に加えて，緑矢印 Cに示す 200 mm 程度の大きさの棒状の堆積物が生成した．このと

き，図 4.1から図 4.4では，赤い点線で囲んだ領域 A に示す 30 mm 程度の大きさの堆積物

は，全てばらばらの細かい堆積物となっていた． 

 第 3 章の 3.5 節に示す，溶融ジェット挙動の可視観測結果より，図 3.5，ならびに図 3.6

では，溶融ジェット界面で微粒化が発生し，ジェットブレイクアップに至った．一方，図

3.7，ならびに図 3.8 では，溶融ジェット界面でほとんど微粒化が発生せず，溶融ジェット

が維持されたまま，棒状の固化物となり冷却材中を落下し，ジェットブレイクアップに至

らなかった．このことから，図 4.1から図 4.4に示す 30 mm 程度の大きさの堆積物と，100 

mm 程度の大きさの堆積物は溶融ジェットの微粒化により生成した微粒化物であると分か

る．そして，棒状の堆積物は，冷却材中で溶融ジェットが維持されたまま固化することに

より生成した棒状の固化物であると分かる． 

 以上のことから，界面固化が発生しない条件や，初期接触界面温度 Ti が低融点金属の融

点 Tmelt を下回り，界面固化が発生する条件であっても，冷却材の初期温度 Tc が高いため

に，初期接触界面温度 Ti と低融点金属の融点 Tmelt の差が小さい条件では，堆積物は，全

て溶融ジェットの微粒化により生成した微粒化物となっていることが示された．一方，界

面固化が発生する条件であり，侵入速度 vj0 が遅い場合や，侵入速度 vj0 が速い場合であっ

ても，冷却材の初期温度 Tc が低いために，初期接触界面温度 Ti と低融点金属の融点 Tmelt 

の差が大きい条件では，堆積物は，溶融ジェットの微粒化により生成した微粒化物と，冷

却材で溶融ジェットが維持されたまま固化することにより生成した棒状の固化物となって

いることが示された． 
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表 4.1 堆積物の外観を観測した代表的な実験条件（岩澤他, 2015b）[4.1]． 

Conditions (1) (2) (3) (4) 

Melt temp. : 

Tj [˚C] 
250 150 150 150 

Coolant temp. : 

Tc [˚C] 
60 60 20 60 

Initial interfacial temp. : 

Ti [˚C] 
207 130 120 60 

Falling distance : 

h [mm] 
800 800 800 200 

Inlet velocity : 

vj0 [m/s] 
3.06 3.02 3.23 1.69 

 

 

 

 
図 4.1 堆積物の外観 (Tj = 250 ˚C, Tc = 60 ˚C, Ti = 207 ˚C, h = 800 mm, vj0 = 3.06 m/s;  

case: (1))（岩澤他, 2015b）[4.1]． 
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図 4.2 堆積物の外観 (Tj = 150 ˚C, Tc = 60 ˚C, Ti = 130 ˚C, h = 800 mm, vj0 = 3.02 m/s;  

case: (2))（岩澤他, 2015b）[4.1]． 

 

 

図 4.3 堆積物の外観 (Tj = 150 ˚C, Tc = 20 ˚C, Ti = 120 ˚C, h = 800 mm, vj0 = 3.23 m/s;  

case: (3))（岩澤他, 2015b）[4.1]． 
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図 4.4 堆積物の外観（Tj = 150 ˚C, Tc = 60 ˚C, Ti = 130 ˚C, h = 200 mm, vj0 = 1.69 m/s;  

case: (4))（岩澤他, 2015b）[4.1]． 

 

4.2.2 堆積物の形状 

 ここでは，表 4.1に示す，ケース（1）から（4）に示す実験条件で，溶融ジェットの射出

後にテスト部より回収した微粒化物を観測することで，微粒化物を形状により分類した結

果に関して記載する．ケース（1），および（2）で，溶融ジェットの射出後にテスト部より

回収した堆積物のうち，図 4.1，および図 4.2の赤い点線で囲んだ領域 A に示す 30 mm 程

度の大きさの堆積物，すなわち溶融ジェットの微粒化により生成した微粒化物の形状を図

4.5，および図 4.6にそれぞれ示す．界面固化が発生しない条件である図 4.1の赤い点線で囲

んだ領域 A に示す，30 mm 程度の大きさの微粒化物は，図 4.5（a）から（f）に示す形状と

なっていた．図 4.1の青い点線で囲んだ領域 Bに示す，100 mm 程度の大きさの微粒化物は，

図 4.5（g）に示す形状となっていた．このとき，図 4.5（a），（b）に示す微粒化物は，球形

状もしくは端部が球形状となっていた．図 4.5（c），（d）に示す微粒化物は，鋭く細いフィ

ラメント形状もしくはフィラメントが入り組んだ形状となっていた．図 4.5（e），（f）に示

す微粒化物は，薄いシート形状もしくはシート状の微粒化物が変形した形状となっていた．

図 4.5（g）に示す微粒化物は，図中の A に示す部分では微粒化物の端部が薄いシート形状

となっており，一方，図中の B に示す部分では微粒化物の端部が鋭く細いフィラメント形

状となっている，複雑形状の微粒化物となっていた． 

 初期接触界面温度 Ti が低融点金属の融点 Tmelt を下回り，界面固化が発生する条件であ
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るものの，冷却材の初期温度 Tc が高い条件である図 4.2の赤い点線で囲んだ領域A に示す，

30 mm 程度の大きさの微粒化物は，図 4.6（a）から（d）に示す形状となっていた．図 4.2

の青い点線で囲まれた領域 B に示す，100 mm 程度の大きさの微粒化物は，図 4.6（e）に示

す形状となっていた．このとき，図 4.6（a）に示す微粒化物は，球形状となっていた．図

4.6（b）に示す微粒化物は，鋭く細いフィラメント形状となっていた．図 4.6（c），（d）に

示す微粒化物は，薄いシート形状もしくはシート状の微粒化物が変形した形状となってい

た．このとき，図 4.5（b），（d）に示す，端部が球形状やフィラメントが入り組んだ形状と

なっていた微粒化物は見られなかった．図 4.6（e）に示す複雑形状の微粒化物の端部は薄い

シート形状となっており，鋭く細いフィラメント形状となっていた端部は見られなかった． 

 以上のことから，同一の実験条件あっても，球形状，フィラメント形状，ならびにシー

ト形状といった異なる形状の微粒化物が生成するとともに，このことは，初期接触界面温

度 Ti や侵入速度 vj0 に依らないことが示された． 

 

  

（a） （b） 

  

（c） （d） 

  

（e） （f） 
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（g） 

図 4.5 堆積物の形状 (Tj = 250 ˚C, Tc = 60 ˚C, Ti = 207 ˚C, h = 800 mm, vj0 = 3.06 m/s; 

case: (1))（岩澤他, 2015b）[4.1]． 

 

 

  

（a） （b） 

  

（c） （d） 
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（e） 

図 4.6 堆積物の形状 (Tj = 150 ˚C, Tc = 60 ˚C, Ti = 130 ˚C, h = 800 mm, vj0 = 3.02 m/s;  

case: (2))（岩澤他, 2015b）[4.1]． 

 

4.3 棒状の固化物の観測 

4.3.1 棒状の固化物の外観 

 ここでは，表 4.1に示す実験条件で，溶融ジェットの射出後にテスト部より回収した堆積

物のうち，棒状の固化物を観測した結果に関して記載する．ケース（3），および（4）で，

溶融ジェットの射出後にテスト部より回収した堆積物のうち，冷却材中で溶融ジェットが

維持されたまま固化することにより生成した棒状の固化物の形状を図 4.7，および図 4.8に

それぞれ示す． 

 初期接触界面温度 Ti が低融点金属の融点 Tmelt を下回り，界面固化が発生する条件であ

るとともに，冷却材の初期温度 Tc が低い条件では，棒状の固化物は図 4.7（a）に示す形状

となっていた．このとき，棒状の固化物は細く長い形状となっていた．図 4.7（a）で赤い点

線で囲んだ領域 B に示す部分を観測すると，棒状の固化物の表面に微細な皺が生成してい

ることが確認できる．図 4.7（a）で赤い点線で囲んだ領域 B に示す棒状の固化物の断面の

形状を図 4.7（b）に示す．このとき，棒状の固化物の断面は，ある厚さを持った円筒形状

となっていた．初期接触界面温度 Ti が低融点金属の融点 Tmelt を下回り，界面固化が発生

する条件であるものの，冷却材の初期温度 Tc が高い条件であるが，侵入速度 vj0 が小さい

条件では，棒状の固化物は図 4.8（a）に示す形状となっていた．このとき，棒状の固化物は

細く長い形状となっていた．図 4.8（a）でおいて赤い点線で囲んだ領域 A に示す棒状の固

化物の断面の形状を図 4.8（b）に示す．このとき，棒状の固化物は，図 4.7に示す棒状の固

化物と同様に，棒状の固化物の表面に微細な皺が生成していることが確認できる．しかし

ながら，棒状の固化物の断面は，ある厚さを持った円筒形状とならず，密な形状となって

いた． 

 棒状の固化物の表面に生成した微細な皺の生成の様子を観測した結果を図 4.9に示す．図

4.9（a）に，棒状の固化物の形状と，棒状の固化物の表面に生成した皺の形状，および皺の
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間隔を観測した結果を示す．このとき，棒状の固化物は，図 4.7，および図 4.8と同様に細

く長い形状となっていた．図 4.9（a）に示す棒状の固化物の表面のうち，赤い実線で囲んだ

領域を拡大すると，棒状の固化物の表面に生成する皺の間隔は，930 µm，ならびに 905 µm と

なっていた．このとき，図 4.9（a）に示す棒状の固化物は，画像の上部から下部の方向に対

して，溶融ジェットが射出された結果として生成した固化物である．よって，棒状の固化

物の表面に生成した微細な皺は，溶融ジェットの射出方向に対して直角に生成したことが

分かる．図 4.9（b）に棒状の固化物の断面から内部の形状を観測した結果を示す．断面の

形状は，図 4.7に示す棒状の固化物と同様に，ある厚さを持った円筒形状となっていた．こ

のとき，棒状の固化物の内部の形状を観測すると，表面に微細な皺は生成しておらず，滑

らかな形状となっていた． 

 以上のことから，界面固化が発生する条件で，冷却材中で溶融ジェットが維持されたま

ま固化することにより生成した棒状の固化物を観測した結果，棒状の固化物の表面に，溶

融ジェットの射出方向に対して直角に，微細な皺が生成することが示された．このとき，

冷却材の初期温度 Tc が低い条件では，棒状の固化物の断面は，ある厚さを持った円筒形状

となることが示された．一方，冷却材の初期温度 Tc が高い条件では，棒状の固化物の断面

は，ある厚さを持った円筒形状とならず，密な形状となることが示された．また，このと

き，円筒形状となる棒状の固化物の内部には微細な皺が生成しておらず，なめらかな形状

となることが示された． 

 

 

 

  

（a）全体の形状 （b）断面の形状 

図 4.7 棒状の固化物の外観 (Tj = 150 ˚C, Tc = 20 ˚C, Ti = 120 ˚C, h = 800 mm, vj0 = 3.23 m/s; 

case: (3))． 
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（a）全体の形状 （b）先端の形状 

図 4.8 棒状の固化物の外観 (Tj = 150 ˚C, Tc = 60 ˚C, Ti = 130 ˚C, h = 200 mm, vj0 = 1.69 m/s; 

case: (4))． 

 

  

（a）生成する皺の間隔 （b）内部の形状 

図 4.9 棒状の固化物表面に生成する皺 (Tj = 150 ˚C, Tc = 20 ˚C, Ti = 120 ˚C, h = 200 mm,  

vj0 = 1.43 m/s)． 

 

4.3.2 棒状の固化物表面の皺間隔の計測方法 

 ここでは，棒状の固化物の表面に生成した微細な皺の間隔を計測する方法に関して記載

する．図 4.10に，棒状の固化物表面に生成する皺間隔の計測方法を示す．本研究では，図

4.10（a）に示す通り，棒状の固化物の表面を撮影した画像に基づき計測した．計測では，

まず，棒状の固化物の表面に生成した皺に目印をつ付ける（図 4.10（a）の赤線）．そして，

目印を付けた皺の間隔を，任意の位置で 100 回計測する（図 4.10（a）の青線）．このこと

により，図 4.10（b）に示す，棒状の固化物の表面に生成する皺間隔の分布を得ることがで

きる．このとき，図 4.10（b）の横軸は，棒状の固化物の表面に生成する皺間隔を示してい

る．このとき，皺間隔の分布の区間幅は，0.2 mm である．縦軸は，計測した皺間隔が，各

区間幅内の値となった皺間隔の回数を，計測回数の合計で規格化した頻度を示す． 
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（a）画像基づく皺間隔の計測 （b）計測結果の一例 

図 4.10 棒状の固化物表面の皺間隔の計測方法． 

 

4.3.3 棒状の固化物表面の皺間隔の計測結果 

 ここでは，棒状の固化物の表面に生成した微細な皺の間隔を計測した結果に関して記載

する．本研究では，表 4.2に示す条件で，棒状の固化物の表面に生成した皺の間隔を計測し

た．このとき，棒状の固化膜の表面に生成した皺の間隔 r を測定した結果の平均値も示す． 

 

表 4.2 固化物表面の皺間隔の計測条件と計測結果． 

Conditions  

No. 

Melt 

temp. : 

Tj [˚C] 

Coolant 

temp. : 

Tc [˚C] 

Initial 

interfacial 

temp. : 

Ti [˚C] 

Inlet 

velocity : 

vj0 [m/s] 

Ripple 

width :  

r [mm] 

1 150 40 125 1.43 1.03 

2 150 40 125 1.41 1.04 

3 150 40 125 1.52 1.25 

4 150 40 125 2.22 0.56 

5 150 40 125 3.33 0.35 

6 150 20 120 1.43 0.74 

7 150 20 120 2.39 0.50 

8 150 20 120 3.23 0.30 
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 図 3.3より，本研究では，棒状の固化物の表面に生成した皺の間隔を計測した条件は，す

べて界面固化が発生する条件であると分かる．また，冷却材の初期温度 Tj はすべて 20 ~ 40 

˚C となる条件である．これは，冷却材の初期温度 Tc が 60 ˚C 以上となると，棒状の固化

物の表面に生成する皺の間隔が不規則となり，皺の間隔の測定が困難となるためである．

落下高さ h が 200，500，800 mm となる実験条件で計測することにより，侵入速度 vj0 が

棒状の固化物の表面に生成した皺の間隔に与える影響を調べた． 

 図 4.11に，棒状の固化物の表面に生成した皺の間隔を測定した結果を示す．棒状の固化

物が生成する条件で，冷却材の初期温度 Tc が高く，侵入速度 vj0 が遅い条件である図 4.11

（a）では，棒状の固化物の表面に生成した皺の間隔 r は，1 mm 程度となった．棒状の固

化物が生成する条件で，冷却材の初期温度 Tc が低く，侵入速度 vj0 が遅い条件である図

4.11（b）では，棒状の固化物の表面に生成した皺の間隔 r は，図 4.11（a）と同様に，1 mm 

程度となった．一方，棒状の固化物が生成するする条件で，冷却材の初期温度 Tc が高く，

侵入速度 vj0 が速い条件である図 4.11（c）では，棒状の固化物の表面に生成した皺の間隔 r 

は，0.5 mm 程度となった．棒状の固化物が生成する条件で，冷却材の初期温度 Tc が低く，

侵入速度 vj0 が遅い条件である図 4.11（d）では，棒状の固化物の表面に生成した皺の間隔 r 

は，図 4.11（c）と同様に，0.5 mm 程度となった．このことから，侵入速度 vj0 の増加によ

り，棒状の固化物の表面に生成した皺間の隔 r が小さくなることが示された．また，冷却

材の初期温度 Tc ，すなわち初期接触界面温度 Ti は，固化物の表面に生成した皺の間隔 r 

に対してほぼ影響しないないことが分かる． 

 図 4.12に，棒状の固化物の表面に生成した皺の間隔を測定した結果と，Kelvin-Helmholtz

不安定性の不安定波長（日本機械学会編, 1995）[3.6] ならびに臨界 Weber数となるときの

液滴直径とを比較した結果を示す．，横軸は溶融ジェットと冷却材間の相対速度 vrel ，縦軸

は棒状の固化物の表面に生成した皺の間隔 r ，Kelvin-Helmholtz不安定性の不安定波長，な

らびに臨界 Weber数となるときの液滴直径 Dd をそれぞれ示す．ここで，Kelvin-Helmholtz

不安定性は二相間の相対速度差に起因して発生する界面不安定性である．本研究では，式

（4.1）に示す界面不安定が発生する最小の波長である中立安定波長 λn と，式（4.2）に示

す不安定が最も不安定化する波長である最不安定波長 λm と，棒状の固化物の表面に生成

した皺の間隔 r とを比較した．また，臨界 Weber数とは液滴の表面が不安定となり液滴が

微粒化すると考えられる Weber数のことであり，その値は液滴に係る抵抗力と界面張力の

釣り合いから理論的に求めることができる．本研究では，臨界 Weber数を 18とする（e.g., 

Moriyama et al., 2002; Matsuo et al., 2008）[1.9, 1.8] ことにより，液滴径 Dd に対する式（4.3）

と，棒状の固化物の表面に生成した皺の間隔 r とを比較した．  

 

 �? = 2@.(�7 + ��)�7���=AB2  (4.1)  
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 �C = 3@.(�7 + ��)�7���=AB2  (4.2)  

 

 �E = 18.���=AB2  (4.3)  

 

  
（a）Tj = 150 °C, Tc = 40 °C, Ti = 125 °C,  

h = 200 mm, vj0 = 1.41 m/s 

（b）Tj = 150 °C, Tc = 20 °C, Ti = 120 °C,  

h = 200 mm, vj0 = 1.43 m/s 

  

  

（c）Tj = 150 °C, Tc = 40 °C, Ti = 125 °C,  

h = 800 mm, vj0 = 3.33 m/s 

（d）Tj = 150 °C, Tc = 20 °C, Ti = 120 °C,  

h = 800 mm, vj0 = 1.23 m/s (case: (3)) 

図 4.11 棒状固化物表面の皺間隔の計測結果． 

 

ここで，ρ は密度，σ は界面張力，vrel は溶融ジェットと冷却材間の相対速度差をそれぞれ

示す．また，添え字 j は溶融ジェットを，c は冷却材をそれぞれ示す．本研究では，溶融ジ

ェットと冷却材界面に作用する界面張力の値を計測することが困難であることから，表 3.1

に示す，空気中で計測した，溶融状態の低融点合金の表面張力の測定値を界面張力の値と

して用いることとした．また，本研究では，溶融ジェットが静止した冷却材中に射出され
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ることから，式（4.1），式（4.2）ならびに式（4.3）にそれぞれ示す，Kelvin-Helmholtz不安

定性の不安定波長ならびに臨界 Weber数となるときの液滴直径を見積もる際に使用する，

溶融ジェットと冷却材間の相対速度差 vrel として，侵入速度 vj0 を用いることとした．図

4.12に示すシンボルは，侵入速度 vj0 の値を示している．また，溶融ジェットの侵入後にジ

ェット先端速度 v が変化する範囲を，溶融ジェットと冷却材間の相対速度差 vrel が取り得

る値の範囲として，エラーバーに示した． 

 

 

図 4.12 球形状の微粒化物径と既存の理論との比較． 

 

 図 4.12より，棒状の固化物の表面に生成した皺の間隔は Kelvin-Helmholtz不安定性の不

安定波長と良い一致を示した．このことから，棒状の固化物の表面に生成する皺は，溶融

ジェットと冷却材間に固化膜が生成していない状態で，界面不安定に起因して生成する可

能性が示された．このとき，，棒状の固化物が生成する条件は，界面固化が発生する条件で

あってもジェットブレイクアップに至る条件と比較して，冷却材の初期温度 Tc が低い条件

である初期接触界面温度 Ti が低い条件では，冷却材と接触した直後に溶融ジェットの表面

での固化が進展し易いと考えられる．このことから，棒状の固化物の表面に生成した皺は，

溶融ジェット界面に生成した微小な不安定波が増幅することなく，固化することにより生

成したものと考えられる． 

 以上のことから，棒状の固化物の表面に生成した微細な皺の間隔を計測した結果，侵入
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速度 vj0 が増加するにつれて，棒状の固化物の表面に生成する微細な皺の間隔 r は小さく

なるものの，初期接触界面温度 Ti に依らないことが示された．このとき，棒状の固化物の

表面に生成する微細な皺間隔は，Kelvin-Helmholtz不安定性の不安定波長と良い一致を示し

た．このことから，棒状の固化物の表面に生成する皺は，溶融ジェットと冷却材間に固化

膜が生成していない状態で，界面不安定に起因して生成する可能性が示された．また，棒

状の固化物の表面に生成した皺は，溶融ジェット界面に生成した微小な不安定波が増幅す

ることなく，固化することにより生成する可能性が示された． 
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4.4 微粒化物径の計測 

4.4.1 計測対象とする微粒化物 

 ここでは，4.2節に示す微粒化物の観測結果に基づき，微粒化物径の計測対象とする微粒

化物に関して記載する．図 4.5（g）ならびに図 4.5（e）に示す複雑形状の微粒化物は，球・

フィラメント・シート形状の微粒化物よりも寸法が大きい．このことから，複雑形状の微

粒化物は，溶融ジェットが，球・フィラメント・シート形状の微粒化物となる微粒化の過

程で固化したか，一度微粒化した球・フィラメント・シート形状の微粒化物が合体するこ

とで，複雑形状の微粒化物として生成した可能性が考えられる．複雑形状の微粒化物が生

成した場合には，溶融燃料が大きな塊となって原子炉の構造材に到達する可能性が考えら

れる．また，複雑形状の微粒化物は，生成する堆積物の全質量に対して大きな割合を占め

ることから，崩壊熱の除去に対しても大きな影響を与える可能性が考えられる．よって，

複雑形状の微粒化物の生成メカニズムを明確にすることは重要となる． 

 一方，球・フィラメント・シート形状の微粒化物は冷却材中で冷却されることにより，

固化すると考えられる．しかしながら，生成する微粒化物の形状や寸法は崩壊熱の除去に

おける要因となる．このことから，球・フィラメント・シート形状の微粒化物の生成メカ

ニズムを明確にすることは重要となる．そこで，本研究では，球・フィラメント・シート

形状の微粒化物の生成メカニズムを解明することを目的として，球・フィラメント・シー

ト形状の微粒化物を微粒化物径の計測対象とした． 

  

4.4.2 微粒化物径の計測手法 

 ここでは，微粒化物径の計測方法に関して記載する．本研究では，微粒化物を JIS規格の

ふるいにかけることにより，ふるい径として微粒化物径を算出した．ふるいの目の開きは

四角い形状となっており，その一辺の長さが目の開きとして定義される．微粒化物径の計

測で使用したふるいの目の開きは，50 mm，500 mm，710mm，1 mm，2 mm，4 mm，4.75 mm，

5.6 mm，6.7 mm，8 mm，12 mm である． 

 微粒化物径を計測する際には，はじめに，目の開きが小さい順に下からふるいを重ね，

その中に微粒化物を投入する．次に，重ねたふるいをふるうことにより，微粒化物をふる

いの目の開きに従った大きさ毎に分類する．最後に，各ふるいに残った微粒化物の質量を

計測する．このことから，投入した全微粒化物のうち，ふるいの目の開きに従った大きさ

の微粒化物が，どの程度の割合で存在するかを質量基準で計測することにより，微粒化物

径分布を得ることができる．このとき，微粒化物径分布の区間幅は，ふるいの目の開きに

よって決定される（たとえば，目の開きが 500 mm のふるいに残った微粒化物分布の区間

幅は，500 mm よりひとつ目の開きが大きいふるいにより，710 - 500 = 210 mm と決定され

る）． 
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4.4.3 質量メジアン径の定義と算出方法 

 ここでは，微粒化物の平均径として用いる質量メジアン径の定義とその算出方法に関し

て記載する．溶融燃料の冷却性を予測・評価する場合には，冷却材中に侵入した溶融ジェ

ットの質量のうち，どれだけの質量が微粒化したかを予測・評価することが重要となる．

よって，本研究では，質量を基準として算出する質量メジアン径を微粒化物の平均径とし

て用いることとした．また，既存の研究（e.g., Moriyama et al., 2002; Matsuo et al., 2008）[1.9, 

1.8] においても，微粒化物の平均径として質量メジアン径を用いている．このことから，

既存研究と比較するために，平均径として質量メジアン径を用いることは有効である． 

 図 4.13に，累積質量分布に基づく質量メジアン径の定義を示す．質量メジアン径とは，

累積質量分布がちょうど 50 %となるときの微粒化物径であり，微粒化物の質量を基準とし

た平均径である．質量メジアン径を算出するためには，まず，図 4.13（a）に示す微粒化物

径分布の計測結果より，図 4.13（b）に示す累積質量分布を算出する．このとき，微粒化物

径分布は，微粒化物をふるいにかけることにより計測する．また，微粒化物の累積質量分

布は，式（4.4）に基づき算出する．式（4.4）より，微粒化物の累積質量分布は，微粒化物

径分布を，微粒化物径分布の区間幅で単純に積分したものであると分かる． 

 

 G = ∑ I>∆(>
J

>=1
 (4.4)  

 

ここで，F は微粒化物の累積質量分布，K は使用したふるいの個数（たとえば，目の開き

が 250 mm，500 mm，710 mm，1 mm，2 mm，4 mm，4.75 mm のふるいを使用した場合に

は，K = 7），fk は k 番目における微粒化物径分布の値，∆dk は k 番目での微粒化物径分布

の区間幅をそれぞれ示す．添え字 k は，1 ~ K までの整数値を取り，添え字の値が小さい

順に，ふるいの目の開きが小さいふるいとそれぞれ対応（たとえば，k = 1，2 は，目の開

きが 250 mm，500 mm のふるいとそれぞれ対応）する．また，区間幅 ∆dk は，k 番目と k-1 

番目のふるいの目の開きの差により定義（たとえば，k = 2 の場合，∆dk = 500 - 250 mm と

して定義する．ただし，k =1 の場合，∆dk = 250 - 0 mm として定義）する． 

 図 4.14に質量メジアン径 Dm の算出方法の概念図を示す．本研究では，累積質量分布に

基づき，質量メジアン径を，式（4.5）に示す線形補完により算出する． 

 

 �C = (B + 50 − GBLG L( (4.5)  

 

ここで，∆d は質量メジアン径 Dm が存在する微粒化物径分布の区間幅，dl は Dm が存在

する微粒化物径分布の区間幅の下限値，∆F は質量メジアン径 Dm が存在する累積質量分布

の区間幅，Fl は質量メジアン径 Dm が存在する累積質量分布の区間幅の下限値を示す． 



79 

 

 

  

（a）微粒化物分布の一例 （b）累積質量分布と質量メジアン径の関係 

図 4.13 累積質量分布に基づく質量メジアン径の定義． 

 

 

図 4.14 質量メジアン径の算出方法の概念図． 
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4.4.4 球・フィラメント・シート形状を含めた微粒化物径 

 ここでは，球・フィラメント・シート形状の微粒化物を含めた微粒化物径分布を計測し

た結果に基づき，質量メジアン径を算出した結果に関して記載する．本研究では，4.4.6 節

の表 4.3に示す実験条件で微粒化物分布の計測と質量メジアン径の算出を行った． 

 表 4.3に示す，No.1 から No.4 は，表 3.3に示す，ケース（1）から（4）と同一の実験条

件であり，4.2節で観測した堆積物を用いて微粒化物径分布を計測した．No.5 と No.6 では，

No.1 から溶融ジェットと冷却材の温度条件を変えずに，落下高さを h = 800 mm から h = 

500 mm と h = 200 mm へとそれぞれ低くすることにより，侵入速度 vj0 のみを遅くした．

また，No.7では，No.2から溶融ジェットと冷却材の温度条件を変えずに，落下高さを h = 800 

mm から h = 500 mm へと低くすることにより，侵入速度 vj0 のみを遅くした．このとき，

No.4 では，No.2 から溶融ジェットと冷却材の温度条件を変えずに，落下高さを h = 800 mm 

から h = 200 mm へと低くすることにより，侵入速度 vj0 のみを低くしていることから，

No.7 では，落下高さに関して， h = 800 mm と h = 200 mm との間を補完することも目的

とした．このとき，図 3.3より，No.1, 5, 6 は界面固化が発生しない条件，No.2 から No.4 と 

No.4 は界面固化が発生する条件である． 

 No.1から No.4，すなわちケース（1）から（4）に示す実験条件で，球・フィラメント・

シート形状を含めた微粒化物に対して得られた微粒化物径分布と累積質量分布を図 4.15（a）

から（d）にそれぞれ示す．微粒化物径分布の計測では，目の開きが 250 mm，500 mm，710mm，

1 mm，2 mm，4 mm，4.75 mm，5.6 mm，6.7 mm，8 mm，12 mm となるふるいを用いた．

微粒化物径分布は，ふるいにより分けた微粒化物の質量を，微粒化物の総質量とふるいの

目の開きで規格化した値を示す．界面固化が発生しない条件である図 4.15（a）では，4 ~ 4.75 

mm の大きさの微粒化物が最も多くなった．期接触界面温度 Ti が低融点金属の融点 Tmelt 

を下回り，界面固化が発生する条件であるものの，冷却材の初期温度 Tc が高い条件である

図 4.15（b）では，4 ~ 4.75 mm の大きさの粒化物が最も多くなった．初期接触界面温度 Ti が

低融点金属の融点 Tmelt を下回り，界面固化が発生する条件であるとともに，冷却材の初期

温度 Tc が低い条件である図 4.15（c）では，6.7 ~ 8 mm の大きさの微粒化物が最も多くな

った．図 4.15（b）から溶融ジェットと冷却材の温度条件を変えずに，落下高さ h のみを

低くすることにより，溶融ジェットの侵入速度 vj0 のみを遅くした図 4.15（d）では，6.7 ~ 

8 mm の大きさの微粒化物が最も多くなった． 
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（a）Tj = 250 °C, Tc = 60 °C, Ti = 207 °C,  

h = 800 mm, vj0 = 3.06 m/s (case: (1)) 

（b）Tj = 150 °C, Tc = 60 °C, Ti = 130 °C,  

h = 800 mm, vj0 = 3.02 m/s (case: (2)) 

  

  

（c）Tj = 150 °C, Tc = 20 °C, Ti = 120 °C,  

h = 800 mm, vj0 = 3.23 m/s (case: (3)) 

（d）Tj = 150 °C, Tc = 60 °C, Ti = 130 °C,  

h = 200 mm, vj0 = 1.69 m/s (case: (4)) 

図 4.15 球，フィラメント，シート形状を含めた微粒化物径分布． 

 

 図 4.16に，球・フィラメント・シート形状を含めた微粒化物に対して得られた微粒化物

の質量メジアン径と，Kelvin-Helmholtz不安定性の不安定波長（日本機械学会編, 1995）[3.6]，

ならびに臨界 Weber数となるときの液滴直径とを比較した結果を示す．このとき，球・フ

ィラメント・シート形状を含めた微粒化物の質量メジアン径の計測結果は，4.4.6節の表 4.3

に示す．横軸は溶融ジェットと冷却材間の相対速度差 vrel ，縦軸は微粒化物の質量メジア

ン径 Dm ，Kelvin-Helmholtz不安定性の不安定波長 λ ，ならびに臨界 Weber数となるとき

の液滴直径 Dd をそれぞれ示す．ここで，Kelvin-Helmholtz不安定性は二相間の相対速度差

に起因して発生する界面不安定性である．本研究では，式（4.6）に示す，界面不安定が発

生する最小の波長である中立安定波長 λn と，式（4.7）に示す，界面不安定が最大となる

波長である最不安定波長 λm と，微粒化物の質量メジアン径 Dm とを比較した．また，臨

界 Weber数とは液滴の表面が不安定となり液滴が微粒化すると考えられる Weber数のこと
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であり，その値は液滴に係る抵抗力と界面張力の釣り合いから理論的に求めることができ

る．本研究では，臨界 Weber数を 18とする（e.g., Moriyama et al., 2002; Matsuo et al., 2008）

[1.9, 1.8] ことにより，液滴径 Dd に対する式（4.8）と微粒化物の質量メジアン径 Dm とを

比較した． 

 

 �? = 2@.(�7 + ��)�7���=AB2  (4.6)  

 

 �C = 3@.(�7 + ��)�7���=AB2  (4.7)  

 

 �E = 18.���=AB2  (4.8)  

 

ここで，ρ は密度，σ は界面張力，vrel は溶融ジェットと冷却材間の相対速度差をそれぞれ

示す．また，添え字 j は溶融ジェットを，c は冷却材をそれぞれ示す．本研究では，溶融ジ

ェットと冷却材界面に作用する界面張力の値を計測することが困難であることから，表 3.1

に示す，空気中で計測した，溶融状態の低融点合金の表面張力の測定値を界面張力の値と

して用いることとした．また，本研究では，溶融ジェットが静止した冷却材中に射出され

ることから，式（4.6），式（4.7）ならびに式（4.8）にそれぞれ示す，Kelvin-Helmholtz不安

定性の不安定波長ならびに臨界 Weber数となるときの液滴直径を見積もる際に使用する，

溶融ジェットと冷却材間の相対速度差 vrel として，侵入速度 vj0 を用いることとした．図

4.16に示すシンボルは，侵入速度 vj0 の値を示している．また，溶融ジェットの侵入後にジ

ェット先端速度 v が変化する範囲を，溶融ジェットと冷却材間の相対速度差 vrel が取り得

る値の範囲として，エラーバーに示した． 

 図 4.16より，球・フィラメント・シート形状を含めた微粒化物に対して得られた質量メ

ジアン径 Dm は，Kelvin-Helmholtz不安定性の不安定波長 λ ，ならびに臨界 Weber数とな

るときの液滴直径 Dd よりも大きい値を示した．また，このときの質量メジアン径 Dm は，

侵入速度 vj0 と初期接触界面温度 Ti に対する依存性が小さいことが示された．このことか

ら，既存の流体的不安定理論では，本実験より得られた，球・フィラメント・シート形状

を含めた微粒化物に対して得られた質量メジアン径 Dm を過小評価することが示された． 
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図 4.16 球・フィラメント・シート形状を含めた微粒化物径と既存の理論との比較． 

 

4.4.5 球形状の微粒物径 

 4.2節より，生成した微粒化物の形状を観測した結果，球形状の微粒化物が生成すること

が示された．一方，臨界 Weber数とは，液滴の表面が不安定となり液滴が微粒化すると考

えられる Weber数のことである．よって，生成した微粒化物のうち，球形状の微粒化物は

臨界 Weber数理論に従って生成した可能性が考えられる．このことから，ここでは，球形

状の微粒化物の生成メカニズムを解明することを目的として，球形状の微粒化物径分布を

計測した結果に基づき，質量メジアン径を算出した関して記載する．本研究では，4.4.6 節

の表 4.3に示す実験条件で球形状の微粒化物分布の計測と質量メジアン径の算出を行った． 

 No.1から No.4，すなわちケース（1）から（4）に示す実験条件で，球形状の微粒化物に

対して得られた微粒化物径分布と累積質量分布を図 4.17（a）から（d）にそれぞれ示す．微

粒化物径分布の計測では，目の開きが 250 mm，500 mm，710 mm，1 mm，2 mm，4 mm，

4.75 mm となるるふるいを用いた．微粒化物径分布は，ふるいにより分けた微粒化物の質

量を，微粒化物の総質量とふるいの目の開きで規格化した値を示す．界面固化が発生しな

い条件である図 4.17（a）では，710 mm ~ 1 mm の大きさの微粒化物が最も多くなった．期

接触界面温度 Ti が低融点金属の融点 Tmelt を下回り，界面固化が発生する条件であるもの

の，冷却材の初期温度 Tc が高い条件である図 4.17（b）では，1 ~ 2 mm の大きさの微粒化

物が最も多くなった．初期接触界面温度 Ti が低融点金属の融点 Tmelt を下回り，界面固化
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が発生する条件であるとともに，冷却材の初期温度 Tc が低い条件である図 4.17（c）では，

500 mm ~ 710 mm の大きさの微粒化物が最も多くなった．図 4.17（b）から溶融ジェットと

冷却材の温度条件を変えずに，落下高さ h のみを低くすることにより，溶融ジェットの侵

入速度 vj0 のみを遅くした図 4.17（d）では，2 ~ 4 mm の大きさの微粒化物が最も多くなっ

た． 

 

  
（a）Tj = 250 °C, Tc = 60 °C, Ti = 207 °C,  

h = 800 mm, vj0 = 3.06 m/s (case: (1)) 

（b）Tj = 150 °C, Tc = 60 °C, Ti = 130 °C,  

h = 800 mm, vj0 = 3.02 m/s (case: (2)) 

  

  
（c）Tj = 150 °C, Tc = 20 °C, Ti = 120 °C,  

h = 800 mm, vj0 = 3.23 m/s (case: (3)) 

（d）Tj = 150 °C, Tc = 60 °C, Ti = 130 °C,  

h = 200 mm, vj0 = 1.69 m/s (case: (4)) 

図 4.17 球形状の微粒化物径分布（岩澤他, 2015b）[4.1]． 

 

 図 4.18に，球形状の微粒化物に対して得られた質量メジアン径と，Kelvin-Helmholtz不安

定性の不安定波長（日本機械学会編, 1995）[3.6]，ならびに臨界 Weber数となるときの液滴

直径とを比較した結果を示す．このとき，球形状の微粒化物の質量メジアン径の計測結果

は，4.4.6節の表 4.3 に示す．横軸は溶融ジェットと冷却材の相対速度差 vrel ，縦軸は球形

状の微粒化物に対して得られた質量メジアン径 Dm，Kelvin-Helmholtz 不安定性の不安定波
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長 λ，臨界 Weber数となるときの液滴直径 Dd をそれぞれ示す．ここでは，前節と同様に，

溶融ジェットと冷却材界面に作用する界面張力の値を計測することが困難であることから，

表 3.1に示す，空気中で計測した，溶融状態の低融点合金の表面張力の測定値を界面張力の

値として用いることとした．また，式（4.6），式（4.7），ならびに式（４.8）にそれぞれ示

す，Kelvin-Helmholtz不安定性の不安定波長 λ ならびに臨界 Weber数となるときの液滴直

径 Dd を見積もる際に使用する，溶融ジェットと冷却材間の相対速度差 vrel として，侵入

速度 vj0 を用いることとした．図 4.18 にに示すシンボルは，侵入速度 vj0 の値を示してお

り，溶融ジェットの侵入後にジェット先端速度 v が変化する範囲を，溶融ジェットと冷却

材間の相対速度差 vrel が取り得る値の範囲として，エラーバーに示した． 

 図 4.18より，球形状の微粒化物に対して得られた質量メジアン径 Dm は，侵入速度 vj0 に

対する依存性を示し，臨界 Weber数となるときの液滴直径 Dd に近い傾向を示した．また，

球形状の微粒化物に対して得られた質量メジアン径 Dm は，初期接触界面温度 Ti に対する

依存性が小さいことが示された．このとき，臨界 Weber数理論では，界面固化の発生は想

定されていない．このことから，球形状の微粒化物は，溶融ジェットが冷却材に侵入した

直後に，界面固化の影響が比較的小さい状態で臨界 Weber数理論に従い生成した可能性が

示された． 

 

 
図 4.18 球形状の微粒化物径と既存の理論との比較（岩澤他, 2015b）[4.1]． 
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4.4.6 フィラメント・シート形状の微粒化物径の計測 

 4.2節より，生成した微粒化物の形状を観測した結果，フィラメント・シート形状の微粒

化物が生成することが示された．そこで，ここでは，フィラメント・シート形状の微粒化

物の生成メカニズムを解明することを目的として，フィラメント・シート形状の微粒化物

径分布を計測した結果に基づき，質量メジアン径を算出した結果に関して記載する．本研

究では，4.4.6節の表 4.3 に示す実験条件でフィラメント・シート形状の微粒化物分布の計

測と質量メジアン径の算出を行った． 

 

表 4.3 質量メジアン径の計測条件と計測結果． 

Conditions Mass median diam. : Dm 

No. 

Melt 

temp. : 

Tj [˚C] 

Coolant 

temp. : 

Tj [˚C] 

Initial 

interfacial 

temp. : 

Tj [˚C] 

Inlet 

velocity : 

vj0 [m/s] 

Spherical, 

filament  

and sheet : 

[mm] 

Spherical  

shapes : 

[mm] 

Filament  

and sheet : 

[mm] 

1 250 60 207 3.06 4.54 1.35 4.58 

2 150 60 130 3.02 5.44 1.46 5.45 

3 150 20 120 3.23 6.99 0.85 7.00 

4 150 60 130 1.69 7.30 2.83 7.31 

5 250 60 207 2.58 4.78 1.44 4.81 

6 250 60 207 1.79 6.14 2.81 6.29 

7 150 60 130 2.38 6.35 1.71 6.38 

 

 No.1から No.4，すなわちケース（1）から（4）に示す実験条件で，フィラメント・シー

ト形状の微粒化物に対して得られた微粒化物径分布と累積質量分布をそれぞれ図 4.19（a）

から（d）に示す．このとき，フィラメント・シート形状の微粒化物径分布は，図 4.15に示

す球・フィラメント・シート形状を含めた微粒化物径分布から，図 4.17に示す球形状の微

粒化物径分布を差し引くことで算出した．微粒化物径分布は，ふるいにより分けた微粒化

物の質量を，微粒化物の総質量とふるいの目の開きで規格化した値を示す．界面固化が発

生しない条件である図 4.19（a）では，4 ~ 4.75 mm の大きさの微粒化物が最も多くなった．

初期接触界面温度 Ti が低融点金属の融点 Tmelt を下回り，界面固化が発生する条件である

ものの，冷却材の初期温度 Tc が高い条件である図 4.19（b）では，4 ~ 4.75 mm の大きさの

微粒化物が最も多くなった．初期接触界面温度 Ti が低融点金属の融点 Tmelt を下回り，界

面固化が発生する条件であるとともに，冷却材の初期温度 Tc が低い条件である図 4.19（c）

では，6.7 ~ 8 mm の大きさの微粒化物が最も多くなった．図 4.19（b）から溶融ジェットと

冷却材の温度条件を変えずに，落下高さ h のみを低くすることにより，溶融ジェットの侵
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入速度 vj0 のみを遅くした図 4.19（d）では，6.7 ~ 8 mm の大きさの微粒化物が最も多くな

った． 

 

  

（a）Tj = 250 °C, Tc = 60 °C, Ti = 207 °C,  

h = 800 mm, vj0 = 3.06 m/s (case: (1)) 

（b）Tj = 150 °C, Tc = 60 °C, Ti = 130 °C,  

h = 800 mm, vj0 = 3.02 m/s (case: (2)) 

  

  

（c）Tj = 150 °C, Tc = 20 °C, Ti = 120 °C,  

h = 800 mm, vj0 = 3.23 m/s (case: (3)) 

（d）Tj = 150 °C, Tc = 60 °C, Ti = 130 °C,  

h = 200 mm, vj0 = 1.69 m/s (case: (4)) 

図 4.19 フィラメント・シート形状の微粒化物径分布（岩澤他, 2015b）[4.1]． 

 

 図 4.20に，フィラメント・シート形状の微粒化物に対して得られた質量メジアン径と，

Kelvin-Helmholtz不安定性の不安定波長（日本機械学会編, 1995）[3.6]，ならびに臨界 Weber

数となるときの液滴直径とを比較した結果を示す．このとき，球・フィラメント・シート

形状を含めた微粒化物の質量メジアン径，球形状の質量メジアン径，ならびにフィラメン

ト・シート形状の微粒化物の質量メジアン径の計測結果の一覧を表 4.3 に示す．このとき，

フィラメント・シート形状の微粒化物の質量メジアン径は，球・フィラメント・シート形

状を含めた微粒化物の質量メジアン径よりもわずかに大きいことが分かる．このことは，

フィラメント・シート形状の微粒化物の質量メジアン径を算出する際に，球・フィラメン
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ト・シート形状を含めた微粒化径分布から，球形状の微粒化物径分布を差し引いたことが

原因である．すなわち，フィラメント・シート形状の微粒径分布では，0 ~ 4 mm 程度の大

きさの球形状の微粒化物径分布の分が減少しているために，微粒化物径分布が大きい側に

偏った結果，質量メジアン径が大きくなったことが分かる．また，このときの質量メジア

ン径の変化がわずかであることから，球形状の微粒化物の生成割合は，フィラメント・シ

ート形状の微粒化物の生成割合と比較して少ないことが分かる． 

 図 4.20では，横軸は溶融ジェットと冷却材の相対速度差 vrel，縦軸はフィラメント・シー

ト形状の微粒化物に対して得られた質量メジアン径 Dm，Kelvin-Helmholtz 不安定性の不安

定波長 λ，臨界 Weber数となるときの液滴直径 Dd をそれぞれ示す．ここでは，前節と同

様に，溶融ジェットと冷却材界面に作用する界面張力の値を計測することが困難であるこ

とから，表 3.1に示す，空気中で計測した，溶融状態の低融点合金の表面張力の測定値を界

面張力の値として用いることとした．また，式（4.6），式（4.7），ならびに式（４.8）にそ

れぞれ示す，Kelvin-Helmholtz不安定性の不安定波長 λ，ならびに臨界 Weber数となるとき

の液滴直径 Dd を見積もる際に使用する，溶融ジェットと冷却材間の相対速度差 vrel とし

て，侵入速度 vj0 を用いることとした．図 4.20 にに示すシンボルは，侵入速度 vj0 を示し

ており，溶融ジェットの侵入後にジェット先端速度 v が変化する範囲を，溶融ジェットと

冷却材間の相対速度差 vrel が取り得る値の範囲として，エラーバーに示した． 

 図 4.20より，フィラメント・シート形状の微粒化物に対して得られた質量メジアン径 Dm 

は，Kelvin-Helmholtz不安定性の不安定波長 λ，ならびに臨界 Weber数となるときの液滴直

径 Dd よりも大きい値を示した．また，フィラメント・シート形状の微粒化物に対して得

られた質量メジアン径 Dm は，侵入速度 vj0 と初期接触界面温度 Ti に対する依存性が小さ

いことが示された． 

 以上のことから，既存の流体力学的不安定理論では，本実験より得られた，フィラメン

ト・シート形状の微粒化物に対して得られた質量メジアン径 Dm を過小評価するが示され

た．すなわち，既存の流体力学的不安定理論では，本実験より得られた，フィラメント・

シート形状の微粒化物に対して得られた質量メジアン径 Dm を予測できないことが分かる．

このとき，既存の流体力学的不安定理論では，界面固化の発生は想定されていない．この

ことが，図 4.20に示す，実験と理論との違いの要因である可能性が考えられる．すなわち，

フィラメント・シート形状の微粒化物の生成に対しては，界面固化の発生が影響をおよぼ

している可能性が考えられる．このことから，フィラメント・シート形状の微粒化物に対

して得られた質量メジアン径 Dm を予測するためには，界面固化の発生を考慮した予測手

法の構築が必要となると考えられる． 
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図 4.20 フィラメント・シート形状の微粒化物径と既存の理論との

比較（岩澤他, 2015b）[4.1]． 
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4.5 まとめ 

 本章では，界面固化の発生が，冷却材中に射出された溶融ジェットの微粒化に与える影

響を把握することを目的とし，界面固化を伴う溶融ジェット射出実験により得られた堆積

物の観測した．観測結果に基づき，堆積物を形状と寸法により分類した．さらに，ふるい

により微粒化物径分布と質量メジアン径を計測するとともに，微粒化物の質量メジアン径

と既存研究により提案されている予測手法とを比較した．この結果に基づき，界面固化の

発生する条件に対して適用可能な微粒化物径の予測手法を検討した．その結果，以下に示

す知見を得た． 

 

（1） 界面固化が発生する場合でも，冷却材の初期温度が高いために初期接触界面温度と

低融点合金の融点との差が大きく，侵入速度が大きい条件では，堆積物は全て微粒化

物となることが示された． 

 

（2） 界面固化が発生する条件では，溶融ジェットの侵入速度が小さい条件や，溶融ジェ

ットの侵入速度が大きい条件でも，冷却材の初期温度が低いために初期接触界面温度

と低融点合金の融点との差が小さい条件では，堆積物は微粒化物と棒状の固化物とな

ることが示された． 

 

（3） 堆積物の観測結果より，棒状の固化物の表面には微細な皺が生成することが示され

た．また，微細な皺の間隔を計測した結果，溶融ジェットの侵入速度が増加するにつ

れて，棒状の固化物の表面に生成する微細な皺間隔が小さくなるが，初期接触界面温

度に依らないことが示された．このとき，棒状の固化物の表面に生成する微細な皺間

隔は，Kelvin-Helmholtz不安定性による不安定波長と良い一致を示した． 

 

（4） 堆積物の観測結果より，同一の実験条件でも，球形状，鋭く細いフィラメント形状

や薄いシート形状といった異なる形状の微粒化物が生成することが示された．このこ

とは，初期接触界面温度や溶融ジェットの侵入速度に依らないことが示された． 

 

（5） 球形状の微粒化物の質量メジアン径は，臨界 Weber数となるときの液滴直径に近い

傾向を示した．一方，フィラメント形状やシート形状といった微粒化物の質量メジア

ン径は，臨界 Weber数となるときの液滴直径や Kelvin-Helmholtz不安定性の不安定波

長よりも大きな値を示した．よって，既存研究により提案されている予測手法では，

フィラメント形状やシート形状といった微粒化物の質量メジアン径を予測できない

ことが示された． 
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第5章 溶融ジェットでの界面固化の発生を考

慮した界面不安定性理論 
 

5.1 概要 

 本章では，界面固化が発生する条件に適用可能な微粒化物径の予測手法の構築を目的と

して，既存研究に基づき，界面固化の発生を考慮した界面不安定性理論を，溶融ジェット

の体系に適用した．溶融ジェットの体系での基礎方程式を導出するとともに，界面固化の

発生が，界面不安定の発生に与える影響を理論的に検討した．そして，実験より得られた

微粒化物径と界面固化の発生を考慮した界面不安定性理論とを比較することにより，微粒

化物径の予測手法の適用が可能か検証した．本章は，岩澤ら（岩澤他, 2015b）[4.1] の文献

に基づき記載した． 

 

5.2 既存研究 

 既存研究では，Epstein（Epstein, 1977）[2.90] は，高速増殖炉（FBR: Fast Breeder Reactor）

で，UO2や ThO2といった溶融燃料が原子炉容器（RV: Reactor Vessel）の下部に到達した場

合を想定し，溶融燃料と RV の表面が溶融することにより発生した液体状の鋼鉄との間に，

溶融燃料の固化膜が生成した状態での界面不安定性理論の構築を行っている．このとき，

Epstein（1977）[Epstein, 2.90] が溶融燃料の固化膜が生成を考慮した水平層状流の体系での

界面不安定性理論の構築を行った体系は，ある深さを持つ液体状の鋼鉄の上に溶融燃料が

存在し，溶融燃料と液体状の鋼鉄との間に，溶融燃料の固化膜が生成した体系である． 

 既存研究では，Haraldsson（Haraldsson et al., 2001）ら [2.95] は，軽水炉（LWR: Light Water 

Reactor）での溶融燃料・冷却材相互作用（FCI: Fuel-Coolant Interaction）に着目し，溶融液

滴の表面に生成した固化膜が溶融液滴の変形と微粒化に対して与える影響を調べるために，

界面固化の発生を考慮した水平層状流の体系での界面不安定性理論の解析を行っている．

このとき，Haraldsson（Haraldsson et al., 2001）ら [2.95] が界面不安定性理論の解析を行っ

た体系は，無限遠の広さを持つ溶融燃料と冷却材との間に，溶融燃料の固化膜が生成した

体系である． 

 

5.3 溶融ジェットの体系への適用 

 本研究では，Epstein（Epstein, 1977）[2.90] と Haraldsson（Haraldsson et al., 2001）[2.95] ら

の既存研究に基づき，冷却材中を溶融ジェットが鉛直に落下する体系（以下，溶融ジェッ
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トの体系と称す）で，溶融燃料と冷却材との間に，溶融燃料の固化膜が生成し，界面固化

の発生を考慮した界面不安定性理論の基礎方程式の定式化を行う．このとき，Haraldsson

（Haraldsson et al., 2001）[2.95] による水平層状流の体系で定式化された基礎方程式を，溶

融ジェットの体系で，界面固化の発生を考慮した界面不安定理論の基礎方程式を定式化し

た．界面不安定性理論で解析することができる，成長した二次元の不安定波から微粒化物

の生成に関しては，様々な分裂機構が想定される．このことから，界面不安定性理論で解

析することができる，成長した二次元の不安定波の波長は，直接微粒化した後の微粒化物

径と対応するわけではない．しかしながら，界面不安定性理論の解析により得られた不安

定波長と実験により得られた微粒化物の質量メジアン径との比較を行うことにより，界面

固化の発生が微粒化物の生成におよぼす影響を検討できると考えられる． 

 

5.4 基礎方程式 

 ここでは，水平層状流の体系での界面固化を考慮した界面不安定理論の基礎方程式の定

式化とともに，溶融ジェットの体系での界面固化を考慮した界面不安定理論の基礎方程式

の定式化に関して記載する．ここで，界面固化を考慮した界面不安定性理論で想定される

基礎方程式を導出するために，以下の仮定を置く．このとき，仮定の（1）から（3）まで

は，界面固化を考慮しない二相界面を想定した界面不安定性理論の基礎方程式を導出する

ために置く仮定と同様である． 

 

（1） 流体の粘性の影響は，界面張力に比べて小さく，無視する． 

（2） 流れは非圧縮性，渦なしを仮定し，重力は y方向に作用する． 

（3） 二相界面と存在する固化膜の変位は微小とする． 

（4） 端部の影響は無視できるほど，固化膜は薄く，十分に広いとする． 

（5） 温度上昇による曲げや熱応力などの影響は考慮しない． 

 

5.4.1 水平層状流の体系での基礎方程式 

 ここでは，水平層状流の体系での界面固化を考慮した界面不安定理論の基礎方程式に関

して記載する．水平層状流の体系での界面固化を考慮した界面不安定理論の概念図を図 5.1

に示す．このとき，水平層状流の体系は，Haraldsson（Haraldsson et al., 2001）[2.95] による

界面固化の発生を考慮した水平層状流の体系での界面不安定性理論と同様である．図 5.1で，

流体 1（溶融ジェット）と示される y > 0 の領域では，水平方向である x 方向に一様の速

度 U1 で流れる．また，流体 2（冷却材）と示される y < 0 の領域では，x 方向に一様の速

度 U2 で流れる．ここで，流体 1と流体 2は x方向に対して無限遠にわたって存在すると

仮定する．各相の流体の密度はそれぞれ ρ1 および ρ2 と書く． 
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 これらの仮定に基づき，本節で取り扱う界面固化の発生を考慮した面不安定性理論では，

式（5.1）から式（5.3）に示す，流体 1と流体 2に対する非圧縮性，非粘性流体を想定した

2次元の連続の式と Eulerの運動方程式を用いる．式（5.1）から式（5.3）は各相に対して成

立する．このとき，本節で取り扱う界面固化の発生を考慮した面不安定性理論では，二相

界面と存在する固化膜の変位が微小であるという仮定から，二相界面と存在する固化膜の

変位に起因して発生する流速もまた微小となると仮定する．よって，式（5.2），ならびに式

（5.3）中の微小となる非線形項を無視できる． 

 

 

図 5.1 水平層状流の体系における界面固化を考慮した界面不安定理論の概念図． 

 

 M'MN + M�MO = 0 (5.1)  

 

 M'M1 + P M'MN = − 1� MQMN  (5.2)  

 

 M�M1 + P M�MN = − 1� MQMO − � (5.3)  

 

 二相界面と存在する固化膜の変位が微小であるという仮定から，固化膜が存在する二相

界面を伝搬するのは微小であると仮定することができる．このことから，固化膜が存在す

る二相界面の変位 η  は，式（5.4）の通りに書ける．ここで，ω   は微小擾乱の角振動数，k 

は微小擾乱の波数，i は虚数単位，η0 は任意定数をそれぞれ示す． 
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 R(1, N) = R0ST(UV−>W) (5.4)  

 

本節で取り扱う界面固化の発生を考慮した面不安定性理論では，では，y方向の流速の変動

成分 v は，固化膜が存在する二相界面の変動によって発生する．このとき，各相の流体は，

x 方向に一様に流速 U で流れていることから，y 方向の流速の変動成分と固化膜が存在す

る二相界面の変位との関係は，式（5.5）通りに書ける．式（5.5）は各相に対して成立する． 

 

 � = (R(1 = MRM1 + P MRMN (5.5)  

 

 固化膜を介した溶融ジェットと冷却材間の圧力の連続条件を式（5.6）に示す．ここで，

σ  は界面張力，P は各流体の圧力を示す．式（5.6）に示す左辺第 1項は固化膜の材料力学

的強度に基づく弾性力の項であり，左辺第 2 項は固化膜に作用する溶融ジェット（流体 1）

と冷却材（流体 2）間に作用する界面張力の項をそれぞれ示す．ここで，界面張力 σ  は，

σ = σ1 ＋ σ2 と定義する（Epstein, 1977）[2.90]．σ1 は溶融ジェットと固化膜との間に作用す

る界面張力，σ2 は，冷却材と固化膜との間に作用する界面張力をそれぞれ示す．しかしな

がら，σ1 ，ならびに σ2  の値を正確に見積もることは困難である．よって，本研究では，σ1 

として 200 ˚C における空気と溶融した低融点合金の表面張力の値（0.410 N/m）を，σ2 と

して 65 ˚C における空気と水の表面張力の値（0.065 N/m）をそれぞれ使用した．D は固化

膜の材料力学的強度を表す曲げ剛性に相当する．しかしながら，本研究では，溶融ジェッ

ト界面で生成し固化しつつある固化膜を想定することから，このときの曲げ剛性 D の値は

固体材料の曲げ剛性 D の値と異なる可能性に留意する必要がある． 

 このとき，二相界面を介した流体間の圧力の連続条件を示すラプラス則に対して，式（5.6）

は，固化膜の材料力学的強度に基づく弾性力を示す項である � ∂��/ ∂�� を追加したもので

あることが分かる． 

 

 � M4RMN4 − . M2RMN2 = Q2 − Q1 (5.6)  

 

 本節で取り扱う界面固化の発生を考慮した面不安定性理論で想定する流れは非圧縮性，

渦なしであることから，各相の流体の流速は，速度ポテンシャル φ  を用いて式（5.7）の通

りに書ける．このとき，各相の流体の速度ポテンシャルは式（5.8）に示す境界条件を満足

する． 
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 ' = − MYMN , � = − MYMO (5.7)  

 

 MY1MN (1, N, −∞) = 0,   MY2MN (1, N, ∞) = 0 (5.8)  

 

また，各相の流体の速度ポテンシャルを表す式（5.7）を，連続の式を表す式（5.1）に代入

することにより，式（5.9）を得る． 

 

 M2YMN2 + M2YMO2 = 0 (5.9)  

 

5.4.2 溶融ジェットの体系での基礎方程式 

 ここでは，溶融ジェットの体系での界面固化を考慮した界面不安定理論の基礎方程式に

関して記載する．溶融ジェットの体系での界面固化を考慮した界面不安定理論の概念図を

図 5.2に示す．図 5.2で，流体 1（溶融ジェット）と示される x < 0 の領域では，鉛直方向

である y 方向に一様の速度 V1 で流れる．また，流体 2（冷却材）と示される x > 0 の領

域では，x 方向に一様の速度 V2 で流れる．ここで，流体 1と流体 2は y 方向に対して無

限遠にわたって存在すると仮定する．各相の流体の密度は ρ1 および ρ2 と書く． 

 これらの仮定に基づき，本節で取り扱う界面固化の発生を考慮した面不安定性理論では，

式（5.10）から式（5.12）に示す，流体 1と流体 2に対する非圧縮性，非粘性流体を想定し

た 2次元の連続の式と Eulerの運動方程式を用いる．式（5.10）から式（5.12）は各相に対

して成立する．このとき，本節で取り扱う界面固化の発生を考慮した面不安定性理論では，

二相界面と存在する固化膜の変位が微小であるという仮定から，二相界面と存在する固化

膜の変位に起因して発生する流速もまた微小となると仮定する．よって，式（5.11），なら

びに式（5.12）中の微小となる非線形項を無視できる． 

 

 M'MN + M�MO = 0 (5.10)  

 

 M'M1 + [ M'MO = − 1� MQMN  (5.11)  

 

 M�M1 + [ M�MO = − 1� MQMO + � (5.12)  
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図 5.2 溶融ジェットの体系における界面固化を考慮した界面不安定理論の概念図

（岩澤他, 2015b）[4.1]． 

 

 二相界面と存在する固化膜の変位が微小であるという仮定から，固化膜が存在する二相

界面を伝搬するのは微小であると仮定することができる．このことから，固化膜が存在す

る二相界面の変位 η は，式（5.13）の通りに書ける．ここで，ω  は微小擾乱の角振動数，k 

は微小擾乱の波数，i は虚数単位，η0 は任意定数をそれぞれ示す． 

 

 R(1, O) = R0ST(UV−>\) (5.13)  

 

本節で取り扱う界面固化の発生を考慮した面不安定性理論では，では，x 方向の流速の変動

成分 u は，固化膜が存在する二相界面の変動によって発生する．このとき，各相の流体は，y 方

向に一様に流速 V で流れていることから，x 方向の流速の変動成分と固化膜が存在する二相界

面の変位との関係は，式（5.14）通りに書ける．式（5.14）は各相に対して成立する． 

 

 ' = (R(1 = MRM1 + [ MRMO (5.14)  

 

 固化膜を介した溶融ジェットと冷却材間の圧力の連続条件を式（5.15）に示す．ここで，

σ  は界面張力，P は各流体の圧力をそれぞれ示す．水平層状流の体系での界面固化を考慮

した界面不安定理論の基礎方程式と同様に，式（5.15）に示す左辺第 1項は固化膜の材料力

学的強度に基づく弾性力の項であり，左辺第2項は固化膜に作用する溶融ジェット（流体1）
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と冷却材（流体 2）間に作用する界面張力の項をそれぞれ示す．ここで，界面張力 σ  は，

σ = σ1＋σ2 と定義する（Epstein, 1977）[2.90]．σ1 は溶融ジェットと固化膜との間に作用する

界面張力，σ2 は，冷却材と固化膜との間に作用する界面張力をそれぞれ示す．このとき，

前節と同様に，σ1 ，ならびに σ2  の値を正確に見積もることは困難である．よって，本研究

では，σ1 として 200 ˚C における空気と溶融した低融点合金の表面張力の値（0.410 N/m）

を，σ2 として 65 ˚C における空気と水の表面張力の値（0.065 N/m）をそれぞれ使用した．

D は固化膜の材料力学的強度を表す曲げ剛性に相当する．ここでも，本研究では，溶融ジ

ェット界面で生成し固化しつつある固化膜を想定することから，このときの曲げ剛性 D の

値は固体材料の曲げ剛性 D の値と異なる可能性に留意する必要がある． 

 このとき，二相界面を介した流体間の圧力の連続条件を示すラプラス則に対して，式（5.6）

は，固化膜の材料力学的強度に基づく弾性力を示す項である � ∂��/ ∂�� を追加したもので

あることが分かる． 

 

 � M4RMO4 − . M2RMO2 = Q1 − Q2 (5.15)  

 

 本節で取り扱う界面固化の発生を考慮した面不安定性理論で想定する流れは非圧縮性，

渦なしであることから，各相の流体の流速は速度ポテンシャル φ  を用いて式（5.16）の通

りに書ける．このとき，各相の流体の速度ポテンシャルは式（5.17）に示す境界条件を満足

する． 

 

 ' = − MYMN ,  � = − MYMO (5.16)  

 

 MY1MO (1, −∞, O) = 0,  MY2MO (1, ∞, O) = 0 (5.17)  

 

また，各相の流体の速度ポテンシャルを表す式（5.16）を，連続の式を表す式（5.10）に代

入することにより，式（5.18）を得る． 

 

 M2YMN2 + M2YMO2 = 0 (5.18)  

 

 以上のことから，溶融ジェットの体系での界面固化を考慮した界面不安定理論の基礎方

程式は，水平層状流の体系での界面固化を考慮した界面不安定理論の基礎方程式の座標系

を変換したものであると分かる． 



98 

 

 

5.5 界面の増幅率の導出 

 ここでは，水平層状流の体系での界面固化の発生を考慮した界面不安定理論の基礎方程

式と，溶融ジェットの体系での界面固化の発生を考慮した界面不安定理論の基礎方程式に

基づき，界面固化を考慮した二相界面の増幅率の導出に関して記載する．固化膜が存在す

る二相界面の時間増幅率 γt と空間増幅率 γx は，固化膜が存在する二相界面を伝搬する微

小擾乱を表す式を用いて定義する．また，水平層状流の体系と溶融ジェットの体系での，

界面固化の発生を考慮した二相界面の時間増幅率を導出することにより，体系の違いが界

面不安定性ににおよぼす影響を検討する． 

 

5.5.1 水平層状流の体系における界面の増幅率 

 ここでは，水平層状流の体系での，界面固化の発生を考慮した界面不安定理論の基礎方

程式に基づき，固化膜が存在する二相界面の時間増幅率の導出に関して記載する．ここで，

固化膜が存在する二相界面の時間増幅率 γt と空間増幅率 γx は，固化膜が存在する二相界

面を伝搬する微小擾乱の平均的な増幅率を示しており，式（5.4）に示す，固化膜が存在す

る二相界面の微小擾乱の式を用いることで，式（5.19），および（5.20）に示す通りに書け

る（e.g., Itoh et al., 2004; Matsuo et al., 2008）[5.1, 1.8]． 

 

 ]t ≡ Re (1R (R(1) = Re(ab) = −bT (5.19) 

 

 ]x ≡ Re (1R (R(N) = Re(ad) = −dT (5.20) 

 

よって，水平層状流の体系での界面固化の発生を考慮した界面不安定理論でも，固化膜が

存在する二相界面の時間増幅率 γt と空間増幅率 γx を導出するためには，固化膜が存在す

る二相界面を伝搬する微小擾乱の角振動数 ω と波数 k の関係を導出する必要がある． 

 基礎方程式に基づき，固化膜が存在する二相界面を伝搬する微小擾乱の角振動数と波数

の関係を導出することにより，固化膜が存在する二相界面の時間増幅率を導出する．まず

は，流体 1，および流体 2の圧力 P は，式（5.3）を y 方向に積分することにより，式（5.21）

に示す通りに書ける．このとき，各相の流速を速度ポテンシャル φ  により置き換えること

により，式（5.22）に示す通りに書ける． 

 

 Q = � MM1 (∫ −�(O) + �P MMN(∫ −�(O) − ��O (5.21) 
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 Q = � MYM1 + �P MYMN − ��O (5.22) 

 

 速度ポテンシャルは位置 x，y，および時刻 t に関して独立であると仮定するとともに，

速度ポテンシャル φ  が時刻 t に関して周期的に変動すると仮定する．そして，変数分離を

行うことにより，速度ポテンシャルは φ  式（5.23）に示す通りに書ける．ここで，C0 は

任意の定数を示す． 

 

 Y(1, N, O) = f(N)g (O)� (1),  � (1) = 0STUV (5.23) 

 

式（5.23）を式（5.9）に代入することにより，式（5.24）に示す関係を得る．ここで，固化

膜が存在する二相界面を伝搬する微小擾乱の波数 k は複素数であるとする． 

 

 f′′f = − g ′′
g = −d2 (5.24) 

 

式（5.24）を解くことにより，X，ならびに Y は式（5.25）に示す通りに書ける．ここで，

C1 から C4は任意の定数を示す． 

 

 f = 1ST>W + 2S−T>W,  g = 3S>\ + 4S−>\ (5.25) 

 

ここで，固化膜が存在する二相界面を伝搬する微小擾乱が x の正方向へ伝搬すると仮定す

るとともに，各相の流体の速度ポテンシャル φ が満足する境界条件を示す式（5.8）を考慮

することにより，各相の速度ポテンシャル φ は式（5.26）に示す通りに書ける．ここで，

φ01，φ02 は任意の定数を示す． 

 

 Y1(1, N, O) = Y01S−>\ST(UV−>W),  Y2(1, N, O) = Y02S>\ST(UV−>W) (5.26) 

 

 ここで，固化膜が存在する二相界面の変位 η を表す式（4.4）と，各相の流体の速度ポテ

ンシャル φ を表す式（5.37）を，式（5.22）へ代入し，各相の圧力に関して差を取ること

により，式（5.27）を得る． 

 

 Q2 − Q1 = Y02�2(b − P2d)aS>\ST(UV−>W)
− Y01�1(b − P1d)aS−>\ST(UV−>W) + (�1 − �2)�R0ST(UV−>W) (5.27) 
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また，y 方向の流速の変動成分と固化膜が存在する二相界面の変位との関係を示す，式（5.5）

に対して，固化膜が存在する二相界面の変位を示す，式（5.4）と，各相の流速 u, v と速度

ポテンシャル φ の関係を示す，式（5.7），および各相の速度ポテンシャル φ を示す，式（5.26）

を代入することにより，式（5.28）を得る． 

 

 Y01dS−>\ = R0(b − dP1)a,  Y02dS>\ = −R0(b − dP2)a (5.28) 

 

さらに，固化膜が存在する二相界面を介した溶融ジェットと冷却材間の圧力の連続条件を

示す式（5.6）に対して，固化膜が存在する二相界面の変位を示す式（5.4）を代入すること

により，式（5.29）を得る． 

 

 �d4 + .d2R0ST(UV−>W) = Q2 − Q1 (5.29) 

 

 以上のことから，式（5.27）を式（5.29）に代入するとともに，式（5.28）を用いて， φ01，

φ02，ならびに e±kx を消去し，固化膜が存在する二相界面を伝搬する角振動数 ω について

整理することにより，式（5.30）を得る． 

 

 (�1 + �2)b2 − 2d(�1P1 + �2P2)b                                       
− �d5 − .d3 + (�1P12 + �2P22)d2 + (�1 − �2)�d = 0 

(5.30) 

 

このとき，式（5.30）は，固化膜が存在する二相界面を伝搬する微小擾乱の角振動数 ω に

関する二次方程式なので，波数 k の関数として解くことができる．よって，固化膜が存在

する二相界面を伝搬する微小擾乱の角振動数 ω と波数 k の関係は，式（5.31）に示す通り

に書ける． 

 

 b = (�1P1 + �2P2)d�1 + �2  

                ±√ �d5
�1 + �2 + .d3

�1 + �2 − �1�2(P1 − P2)2d2
(�1 + �2)2 − (�1 − �2)�d�1 + �2  

(5.31) 

 

 本研究では，微粒化物の平均径として質量メジアン径を使用した．微粒化物径として質

量メジアン径を使用することにより，溶融ジェットが微粒化する際の空間的な影響（すな

わち，溶融ジェットの侵入直度に微粒化が発生するのか，もしくは溶融ジェットが十分に

侵入した後に微粒化が発生するのか）が平均化される．よって，界面不安定性理論による

不安定波長の解析を行う際には，固化膜が存在する二相界面で発生する微小擾乱の空間増
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幅率を考慮せず，時間増幅率のみを考慮した． 

 固化膜が存在する二相界面で発生する微小擾乱の空間増幅率を考慮せず，固化膜が存在

する二相界面が空間的に均一に増幅すると仮定することにより，式（5.20）に示す溶融ジェ

ット界面の空間増幅率の定義より γx = 0，すなわち - ki = 0 を得る．このことは，固化膜が

存在する二相界面を伝搬する微小擾乱の波数 k が虚数部を持たないことを示す．よって，

固化膜が界面を伝搬する微小擾乱の角振動数 ω を示す式（5.31）の右辺第 1 項は実数とな

る．固化膜が存在する二相界面が時間的に増幅するためには，式（5.10）より，固化膜が存

在する二相界面を伝搬する微小擾乱の角振動数 ω が，虚数部を持つことが必要となる．固

化膜が存在する二相界面が空間的に均一に増幅すると仮定することにより，式（5.31）の右

辺第 1 項は実数となる．このことから，固化膜が存在する二相界面を伝搬する微小擾乱の

角振動数 ω が虚数部を持つためには，式（5.31）の右辺第 2 項が虚数となることが必要と

なる．このとき，式（5.32）の関係を満足する場合，式（5.31）の右辺第 2項が虚数となる． 

 

 (�1 − �2)�d�1 + �2 + �1�2(P1 − P2)2d2
(�1 + �2)2 > .d3

�1 + �2 + �d5
�1 + �2 (5.32)  

 

 このことから，界面固化の発生を考慮した界面不安定性理論で想定する，固化膜が存在

する二相界面の時間的増幅率 γt は，固化膜が存在する二相界面を伝搬する微小擾乱の波長 

λ と波数 k の関係 λ = 2π/k を用いて，式（5.33）に示す通りに書ける． 

 

 ]t = [(�1 − �2)��1 + �2 (2@� ) + �1�2(P1 − P2)2
(�1 + �2)2 (2@� )2           

                           − .�1 + �2 (2@� )3 − ��1 + �2 (2@� )5]
12
 

(5.33)  

 

式（5.33）では，右辺第 1項が重力に関する項，右辺第 2項が二相間の相対速度差に関する

項，右辺第 3 項が界面張力に関する項，そして右辺第 4 項は固化膜の曲げ剛性に関する項

をそれぞれ示す． 

 

5.5.2 溶融ジェットの体系における界面の増幅率 

 ここでは，水平層状流の体系での，界面固化の発生を考慮した界面不安定理論に基づき，

固化膜が存在する二相界面の時間増幅率の導出に関して記載する．ここで，固化膜が存在

する二相界面の時間増幅率 γt と空間増幅率 γy は，固化膜が存在する二相界面を伝搬する

微小擾乱の平均的な増幅率を示しており，式（5.13）に示す，固化膜が存在する二相界面を

伝搬するの微小擾乱の式を用いることにより，式（5.34），および（5.35）に示す通りに書
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ける（e.g., Itoh et al., 2004; Matsuo et al., 2008）[5.1, 1.8]．このとき，固化膜が存在するする

二相界面の時間増幅率 γt と空間増幅率 γy は，第 2 章に記載した，界面固化の発生を考慮

しない二相界面時間増幅率 γt と空間増幅率 γy と同一であるものの，溶融ジェットの体系

に適用するために，座標を変換したものである． 

 

 ]t ≡ Re (1R (R(1) = Re(ab) = −bT (5.34)  

 

 ]y ≡ Re (1R (R(O) = Re(ad) = −dT (5.35)  

 

よって，溶融ジェットの体系での界面固化の発生を考慮した界面不安定理論界面不安定性

理論でも，固化膜が存在する二相界面の時間増幅率 γt と空間増幅率 γy を導出するために

は，固化膜が存在する二相界面を伝搬する微小擾乱の角振動数 ω  と波数 k の関係を導出

する必要がある． 

 基礎方程式に基づき，固化膜が存在する二相界面を伝搬する微小擾乱の角振動数 ω と波

数 k の関係を導出することにより，固化膜が存在する二相界面の時間増幅率を導出する．

まずは，流体 1，および流体 2 の圧力 P は，式（5.11）を x 方向に積分することにより，

式（5.35）に示す通りに書ける．このとき，各相の流速を速度ポテンシャル φ   により置き

換えることにより，式（5.37）に示す通りに書ける． 

 

 Q = � MM1 (∫ −'(N) + �[ MMO (∫−'(N) (5.36)  

 

 Q = � MYM1 + �[ MYMO  (5.37)  

 

 速度ポテンシャルは位置 x，y，および時刻 t に関して独立であると仮定するとともに，

速度ポテンシャル φ が時刻 t に関して周期的に変動すると仮定する．そして，変数分離を

行うことにより，速度ポテンシャル φ は，式（5.38）に示す通りに書ける．ここで，C0 は

任意の定数を示す． 

 

 Y(1, N, O) = f(N)g (O)� (1),  � (1) = 0STUV (5.38)  

 

式（5.38）を式（5.18）に代入することにより，式（5.39）に示す関係式を得る．ここで，

固化膜が存在する二相界面を伝搬する微小擾乱の波数 k は複素数であるとする． 
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 − f′′f = g ′′
g = −d2 (5.39)  

 

式（5.39）を解くことにより，X，および Y は，式（5.40）に示す通りに書ける．ここで，

C1 から C4は任意の定数を示す． 

 

 f = 1S>W + 2S−>W,  g = 3ST>\ + 4S−T>\ (5.40)  

 

ここで，固化膜が存在する二相界面を伝搬する微小擾乱が y の正方向へ伝搬すると仮定す

るとともに，各相の速度ポテンシャル φ が満足する境界条件である式（5.17）を考慮する

ことにより，各相の速度ポテンシャル φ は，式（5.4）に示す通りに書ける．ここで，φ01，

φ02 は任意の定数を示す． 

 

 Y1(1, N, O) = Y01S>WST(UV−>\),  Y2(1, N, O) = Y02S−>WST(UV−>\) (5.41)  

 

 ここで，固化膜が存在する二相界面の変位 η を表す式（5.13）と，各相の速度ポテンシ

ャル φ を示す式（5.41）を，式（5.37）へ代入し，各相の流体の圧力に関して差を取るこ

とにより，式（5.42）を得る． 

 

 Q1 − Q2 = Y01�1(b − d[1)aS>WST(UV−>\)  
− Y02�2(b − d[2)aS−>WST(UV−>\) (5.42)  

 

また，y 方向の流速の変動成分と固化膜が存在する二相界面の変位との関係を示す式（5.14）

に対して，固化膜が存在する二相界面の変位を示す式（5.13）と，各相の流体の流速 u, v と

速度ポテンシャル φ の関係を示す式（5.16），および各相の速度ポテンシャル φ を示す式

（5.41）を代入することにより，式（5.43）を得る． 

 

 Y01dS>W = −R0(b − d[1)a,  Y02dS−>W = R0(b − d[2)a (5.43)  

 

さらに，固化膜が存在する二相界面を介した溶融ジェットと冷却材間の圧力の連続条件を

示す式（5.15）に対して，固化膜が存在する二相界面の変位を示す式（5.13）を代入するこ

とにより，式（5.44）を得る． 

 

 �d4 + .d2R0ST(UV−>W) = Q1 − Q2 (5.44)  
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 以上のことから，式（5.42）を式（5.44）に代入するとともに，式（5.43）を用いて，φ01，

φ02，ならびに e±kyを消去し，固化膜が存在する二相界面を伝搬する角振動数 ω について整

理することにより，式（5.45）を得る． 

 

 (�1 + �2)b2 − 2d(�1[1 + �2[2)b                           
− �d5 − .d3 + (�1[12 + �2[22)d2 = 0 

(5.45)  

 

このとき，式（5.45）は，固化膜が存在する二相界面を伝搬する微小擾乱の角振動数 ω に

関する二次方程式なので，波数 k の関数として解くことができる．よって，固化膜が存在

する二相界面を伝搬する微小擾乱の角振動数 ω と波数 k の関係は，式（5.46）に示す通り

に書ける． 

 

 

b = (�1[1 + �2[2)d�1 + �2 ± √ �d5
�1 + �2 + .d3

�1 + �2 − �1�2([1 − [2)2d2
(�1 + �2)2  (5.46) 

 

 本研究では，微粒化物の平均径として質量メジアン径を使用した．微粒化物径として質

量メジアン径を使用することにより，溶融ジェットが微粒化する際の空間的な影響（すな

わち，溶融ジェットの侵入直度に微粒化が発生するのか，もしくは溶融ジェットが十分に

侵入した後に微粒化が発生するのか）が平均化される．よって，界面不安定性理論による

不安定波長の解析を行う際には，固化膜が存在する二相界面で発生する微小擾乱の空間増

幅率を考慮せず，時間増幅率のみを考慮した． 

 固化膜が存在する二相界面で発生する微小擾乱の空間増幅率を考慮せず，固化膜が存在

する二相界面が空間的に均一に増幅すると仮定すると，式（5.35）に示す溶融ジェット界面

の空間増幅率の定義より γy = 0，すなわち - ki = 0 を得る．このことは，固化膜が存在する

二相界面を伝搬する微小擾乱の波数 k が虚数部を持たないことを示す．よって，固化膜が

存在する二相界面を伝搬する微小擾乱の角振動数 ω を示す，式（5.46）の右辺第 1 項は実

数となる．固化膜が存在する二相界面が時間的に増幅するためには，式（5.34）より，固化

膜が存在する二相界面を伝搬する微小擾乱の角振動数 ω が虚数部を持つことが必要とな

る．固化膜が存在する二相界面が空間的に均一に増幅すると仮定することにより，式（5.46）

の右辺第 1 項は実数となる．このことから，固化膜が存在する二相界面を伝搬する微小擾

乱の角振動数 ω が虚数部を持つためには，式（5.46）の右辺第 2 項が虚数となることが必

要となる．このとき，式（5.47）の関係を満足する場合，式（5.46）の右辺第 2項が虚数と

なる． 
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 �1�2([1 − [2)2d2
(�1 + �2)2 > .d3

�1 + �2 + �d5
�1 + �2 (5.47)  

 

 このことから，界面固化の発生を考慮した界面不安定性理論で想定する，固化膜が存在

する二相界面の時間的増幅率 γt は，固化膜が存在する二相界面を伝搬する微小擾乱の波長 

λ と波数 k の関係 λ = 2π/k を用いて，式（5.48）に示す通りに書ける． 

 

 

]t = [�1�2([1 − [2)2
(�1 + �2)2 (2@� )2 − .�1 + �2 (2@� )3 − ��1 + �2 (2@� )5]

12
 (5.48) 

 

式（5.48）では，右辺第 1項が二相間の相対速度差に関する項，右辺第 2項が界面張力に関

する項，そして右辺第 3項は固化膜の曲げ剛性に関する項をそれぞれ示す． 

 水平層状流の体系での固化膜が存在する二相界面の時間増幅率 γt を示す，式（5.33）と，

溶融ジェットの体系での固化膜が存在する二相界面の時間増幅率 γt を示す，式（5.48）と

を比較することにより，溶融ジェットの体系での固化膜が存在する二相界面の時間増幅率 

γt は，水平層状流の体系での固化膜が存在する二相界面の時間増幅率 γt から，重力に関す

る項を消去したものであると分かる． 

 

5.6 既存の界面不安定性への帰着 

5.6.1 Rayleigh-Taylor 不安定性への帰着 

 ここでは，界面固化の発生を考慮した界面不安定性理論から，既存の界面不安定性理論

である Rayleigh-Taylor不安定性（日本機械学会編, 1995）[3.6] への帰着に関して記載する．

水平層状流の体系での界面固化の発生を考慮した界面不安定性理論より求められた，固化

膜が存在する二相界面の時間増幅率 γt は，式（5.49）に示す通りに書ける． 

 

 ]t = [(�1 − �2)��1 + �2 (2@� ) + �1�2(P1 − P2)2
(�1 + �2)2 (2@� )2           

                           − .�1 + �2 (2@� )3 − ��1 + �2 (2@� )5]
12
 

(5.49)  

 

ここで，ρ は密度，U は x（水平）方向への一様な流速，σ は界面張力，D は溶融ジェッ

トと冷却性の二相界面に生成する固化膜の材料力学的な強度を示す曲げ剛性，g は重力加

速度，λ は固化膜が存在する二相界面を伝搬する微小擾乱の波長をそれぞれ示す．添え字 1，
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2は，溶融ジェットと冷却材をそれぞれ示す． 

 Rayleigh-Taylor不安定性では，重力加速度 g が鉛直方向に作用している体系を想定する

ことから，流体は静止（U1 = U2 = 0）するとともに，成層化した流体 1，2間（すなわち，

溶融ジェットと冷却材の間）で，固化膜が存在しない（D = 0）状態での二相間の界面不安

定性を考える．よって，式（5.49）より，このときの二相界面の時間増幅率 γt は式（5.50）

に示す通りに書ける． 

 

 

]V = [(�1 − �2)��1 + �2 (2@� ) − .�1 + �2 (2@� )3]
12  (5.50)  

 

式（5.50）より，このときの中立安定波長 λn と最不安定波長 λm は，式（5.51），および式

（5.51）に示す通りにそれぞれ導出できる．ここで，中立安定波長 λn は，二相界面の時間

増幅率が γt = 0 となるような波長として，最不安定波長 λm は，二相界面の時間増幅率が 

dγt/dt = 0 となるような波長としてそれぞれ求められる．一方，溶融ジェットの体系での界

面固化の発生を考慮した界面不安定性理論からは，Rayleigh-Taylor不安定性へ帰着できない．

なぜなら，式（5.48）に示す通り，溶融ジェットの体系での界面固化の発生を考慮した界面

不安定性理論より導出される，固化膜が存在する二相界面の時間増幅率 γt では，重力の影

響が反映されないためである． 

 

 �n = 2@ [ .(�1 − �2)�]12  (5.51)  

 

 �m = 2@ [ 3.(�1 − �2)�]12  (5.52)  

 

 以上のことから，界面固化の発生を考慮した界面不安定性理論より，既存の界面不安定

性理論である Rayleigh-Taylor不安定性へ帰着できた．よって，界面固化の発生を考慮した

界面不安定性理論は，既存の界面不安定性理論である Rayleigh-Taylor不安定性と理論的に

整合性が取れたものである． 

 

5.6.2 Kelvin-Helmholtz 不安定性への帰着 

 ここでは，界面固化の発生を考慮した界面不安定性理論から，既存の界面不安定性理論

であるKelvin-Helmholtz不安定性（日本機械学会編, 1995）[3.6] への帰着に関して記載する．

水平層状流の体系での界面固化の発生を考慮した界面不安定性理論より求められた，固化

膜が存在する二相界面の時間増幅率 γt は，式（5.53），ならびに溶融ジェットの体系での界
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面固化の発生を考慮した界面不安定性理論より求められた，固化膜が存在する二相界面の

時間増幅率 γt は，式（5.54）に示す通りにそれぞれ書ける． 

 

 ]t = [(�1 − �2)��1 + �2 (2@� ) + �1�2(P1 − P2)2
(�1 + �2)2 (2@� )2           

                                     − .�1 + �2 (2@� )3 − ��1 + �2 (2@� )5]
12
 

(5.53) 

 

 

]t = [�1�2([1 − [2)2
(�1 + �2)2 (2@� )2 − .�1 + �2 (2@� )3 − ��1 + �2 (2@� )5]

12
 (5.54) 

 

ここで，ρ は密度，U は x（水平）方向への一様な流速，V は y（鉛直）方向への一様な

流速，σ は界面張力，D は溶融ジェットと冷却性の間に生成する固化膜の材料力学的な強

度を示す曲げ剛性，g は重力加速度，λ は固化膜が存在する二相界面を伝搬する微小擾乱

の波長をそれぞれ示す．添え字 1，2は，溶融ジェットと冷却材をそれぞれ示す． 

 Kelvin-Helmholtz不安定性では，重力の影響を無視した体系を想定することから，g = 0と

するとともに，成層化した流体 1，2間で，固化膜が存在しない（D = 0）状態での二相間の

界面不安定性を考える．ここで，仮に，式（5.54）での各相の流体の一様な流速 V を U と

置き換えることにより，式（5.53），ならびに式（5.54）より，このときの二相界面の時間

増幅率 γt は，式（5.55）に示す通りに書ける． 

 

 

]V = [�1�2(P1 − P2)2
�1 + �2 (2@� )2 − .�1 + �2 (2@� )3]

12
 (5.55)  

 

式（5.55）より，中立安定波長 λn と最不安定波長 λm は，式（5.56），および式（5.57）に

示す通りにそれぞれ導出できる．このとき，中立安定波長 λn は，二相界面の時間増幅率が 

γt = 0 となるような波長として，最不安定波長 λm は，二相界面の時間増幅率が dγt/dt = 0 と

なるような波長としてそれぞれ求められる． 

 

 �n = 2@.(�1 + �2)�1�2(P1 − P2)2  (5.56)  
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 �m = 3@.(�1 + �2)�1�2(P1 − P2)2 (5.57)  

 

 以上のことから，界面固化の発生を考慮した界面不安定性理論より，既存の界面不安定

性理論である Kelvin-Helmholtz不安定性へ帰着できた．よって，界面固化の発生を考慮した

界面不安定性理論は，既存の界面不安定性理論である Kelvin-Helmholtz不安定性と理論的に

整合性が取れたものである． 

 

5.7 界面の増幅率と不安定波長の理論解析 

 ここでは，界面固化の発生を考慮した界面不安定性理論により，固化膜が存在する二相

界面の時間増幅率と不安定波長を解析した結果に関して記載する．まず，固化膜が存在す

る二相界面の時間増幅率と不安定波長の関係を調べるとともに，体系の違いが二相界面の

時間増幅率と不安定波長におよぼす影響を検討した．そして，界面固化の発生が二相界面

の時間増幅率と不安定波長におよぼす影響を検討した． 

 

5.7.1 界面の増幅率と不安定波長の関係 

 ここでは，Kelvin-Helmholtz不安定性，および Rayleigh-Taylor不安定性（日本機械学会編, 

1995）[3.6] に基づく二相界面の時間増幅率 γt を見積もることにより，二相界面の時間増

幅率  γt と不安定波長  λ との関係を調べた結果に関して記載する．本研究では，

Rayleigh-Taylor 不安定性での二相界面の時間増幅率  γt を，式（5.58）に基づき，

Kelvin-Helmholtz不安定性での二相界面の時間増幅率 γt を，式（5.59）に基づきそれぞれ見

積もった．本研究では，第 3章の表 3.1に示す，本実験で使用した低融点合金と水の物性値

を，二相界面の時間増幅率 γt を見積もるために使用した．このことから，二相界面の時間

増幅率 γt は，溶融ジェットと冷却材により構成される二相間の時間増幅率 γt として解析

される． 

 

 

]V = [(�1 − �2)��1 + �2 (2@� ) − .�1 + �2 (2@� )3]
12  (5.58)  

 

 

]V = [�1�2(P1 − P2)2
�1 + �2 (2@� )2 − .�1 + �2 (2@� )3]

12
 (5.59)  

 

ここで，ρ は密度，U は x（水平）方向への一様な流速，σ は界面張力，g は重力加速度，
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λ は二相界面を伝搬する微小擾乱の波長をそれぞれ示す．添え字 1，2は，溶融ジェットと

冷却材をそれぞれ示す． 

 二相界面の時間増幅率と不安定波長の関係を図 5.3に示す．図 5.3（a）に，Kelvin-Helmholtz

不安定性に基づき見積もった二相界面の時間増幅率と不安定波長の関係を示す．横軸は二

相界面を伝搬する微小擾乱の波長 λ を，縦軸は二相界面の時間増幅率 γt をそれぞれ示す．

ここでは，式（5.59）に示す，二相間の相対速度差を U1 - U2 = 1.0 m/s とした．図 5.3（a）

より，二相界面を伝搬する波長 λ が大きくなり，ある大きさより波長 λ が大きくなると，

時間増幅率 γt がゼロより急激に増加する．このことは，二相界面が不安定となり，増幅を

開始することを示す．この点を中立安定点と呼び，この点での波長 λ を中立安定波長 λn と

呼ぶ（e.g., Itoh et al., 2004; Matsuo et al., 2008）[5.1, 1.8]．中立安定点での中立安定波長 λn は，

二相界面の時間増幅率が γt = 0 となるような波長 λ として求められる．二相界面が増幅を

開始した後に，さらに波長 λ が大きくなると，ある大きさの波長 λ で時間増幅率 γt が最

大となる．このこは，二相界面が最も不安定となり，二相界面の時間増幅率が最大となる

ことを示す．この点を最不安定点と呼び，この点での波長 λ を最不安定波長 λm と呼ぶ

（e.g., Itoh et al., 2004; Matsuo et al., 2008）[5.1, 1.8]．最不安定点での最不安定波長 λm は，

二相界面の時間増幅率が dγt/dt = 0 となるような波長 λ として求められる．このことから，

二相界面の時間増幅率 γt を見積もることにより，二相界面での不安定波長 λ の大きさの

見積もりとともに，二相界面の時間増幅率 γt の値より，二相界面の不安定の程度を見積も

ることが可能であることが分かる． 

 図 5.3（b）に，Kelvin-Helmholtz不安定性と Rayleigh-Taylor不安定性に基づき見積もった

二相界面の時間増幅率 γt の比較を示す．横軸は二相界面を伝搬する微小擾乱の波長 λ を，

縦軸は二相界面の時間増幅率 γt をそれぞれ示す．ここでは，図 5.3（a）と同様に，式（5.59）

に示す Kelvin-Helmholtz不安定性での二相間の相対速度差を U1 - U2 = 1.0 m/s とした．ここ

で，Rayleigh-Taylor不安定性では，二相はともに静止（U1 = U2 = 0）し，成層化した二相間

での界面不安定性を考えることから，Rayleigh-Taylor不安定性での二相間の相対速度差を 

U1 - U2 = 0 とした．このとき，図 5.3（b）に示す，Kelvin-Helmholtz不安定性に基づく二相

界面の時間増幅率 γt は，図 5.3（a）に示す，Kelvin-Helmholtz 不安定性に基づく二相界面

の時間増幅率 γt と同一である．Rayleigh-Taylor不安定性では，二相はともに静止（U1 = U2 

= 0）し，成層化した二相間での界面不安定性を考えることから，二相界面の時間増幅率 γt は，

二相間の相対速度差に依存しない．一方，Kelvin-Helmholtz不安定性では，二相間の相対速

度差に起因する界面不安定を考えることから，二相界面の時間増幅率 γt は，二相間の相対

速度差に依存する．このことから，Rayleigh-Taylor不安定性でも，Kelvin-Helmholtz不安定

性と同様に，二相界面の時間増幅率を見積もることができることが分かる． 
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（a）Kelvin-Helmholtz不安定性の 

二相界面の時間増幅率と不安定波長 

（b）Kelvin-Helmholtz不安定性と

Rayleigh-Taylor不安定性の時間増幅率 

図 5.3 界面の増幅率と不安定波長の関係． 

 

5.7.2 体系の違いがおよぼす影響 

 ここでは，水平層状流の体系と溶融ジェットの体系の違いが二相界面の時間増幅率 γt と

不安定波長 λ に対しておよぼす影響を検討した結果に関して記載する． 

 水平層状流の体系で，界面固化の発生を考慮した界面不安定性理論より求められた，固

化膜が存在する二相界面の時間増幅率 γt は式（5.60），ならびに溶融ジェットの体系で，界

面固化の発生を考慮した界面不安定性理論より求められた，固化膜が存在する二相界面の

時間増幅率 γt は式（5.61）に示す通りにそれぞれ書ける．本研究では，第 3 章の表 3.1 に

示す，本実験で使用した低融点合金と水の物性値を，固化膜が存在する二相界面の時間増

幅率 γt を解析するために使用した．このことから，固化膜が存在する二相界面の時間増幅

率 γt は，溶融ジェットと冷却材により構成される二相界面の時間増幅率 γt として解析さ

れる． 

 

 ]t = [(�1 − �2)��1 + �2 (2@� ) + �1�2(P1 − P2)2
(�1 + �2)2 (2@� )2           

                                     − .�1 + �2 (2@� )3 − ��1 + �2 (2@� )5]
12
 

(5.60) 
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]t = [�1�2([1 − [2)2
(�1 + �2)2 (2@� )2 − .�1 + �2 (2@� )3 − ��1 + �2 (2@� )5]

12
 (5.61) 

 

ここで，ρ は密度，U は x（水平）方向への一様な流速，V は y（鉛直）方向への一様な

流速，σ は界面張力，D は溶融ジェットと冷却性の間に生成する固化膜の材料力学的強度

を示す曲げ剛性，g は重力加速度，λ は固化膜が存在する二相界面を伝搬する微小擾乱の

波長をそれぞれ示す．添え字 1，2は，溶融ジェットと冷却材をそれぞれ示す． 

 体系の違いによる溶融ジェット界面の時間増幅率 γt と不安定波長 λ の関係を図 5.4 に

示す．このとき，溶融ジェットと冷却材の二相界面に生成する固化膜の曲げ剛性の値は D = 

0 とした．このことは，溶融ジェットと冷却材の二相界面に固化膜が存在しないことを示

す． 

 図 5.4（a）に，溶融ジェットと冷却材との間の相対速度差を U1 - U2 = V1 - V2 = vrel = 0.1 m/s 

としたときの，水平層状流の体系と溶融ジェットの体系での，溶融ジェットと冷却材の二

相界面の時間増幅率 γt と不安定波長 λ の関係を示す．横軸は二相界面を伝搬する微小擾

乱の波長 λ を，縦軸は二相界面の時間増幅率 γt をそれぞれ示す．図 5.4（a）より，水平

層状流の体系での二相界面の時間増幅率 γt は，溶融ジェットの体系での二相界面の時間増

幅率 γt より大きくなった．また，水平層状流の体系での中立安定波長 λm は，溶融ジェッ

トの体系での中立安定波長 λm より大きくなった．図 5.4（b）に，溶融ジェットと冷却材

と間の相対速度差を U1 - U2 = V1 - V2 = vrel = 1.0 m/s としたときの，水平層状流の体系と溶融

ジェットの体系での，溶融ジェット界面の時間増幅率 γt と不安定波長 λ の関係を示す．

横軸は二相界面を伝搬する微小擾乱の波長 λ を，縦軸は二相界面の時間増幅率 γt をそれ

ぞれ示す．図 5.4（b）より，水平層状流の体系での二相界面の時間増幅率 γt は，溶融ジェ

ットの体系ので二相界面の時間増幅率 γt とほぼ等しくなった．また，水平層状流の体系で

の中立安定波長 λm は，溶融ジェットの体系での中立安定波長 λm とほぼ等しくなった．

このことから，界面不安定性理論では，水平層状流の体系と溶融ジェットの体系の違いは，

溶融ジェットと冷却材と間の相対速度差が小さくなると顕著になることが示された． 
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（a）vrel = 0.1 m/s, D = 0 （b）vrel = 1.0 m/s, D = 0 

図 5.4 体系の違いが二相界面の時間増幅率におよぼす影響． 

 

 

図 5.5 体系の違いが不安定波長におよぼす影響． 

 

 図 5.5に体系の違いが不安定波長に対しておよぼす影響を示す．横軸は二相間の相対速度

差 vrel ，縦軸は不安定波長 λ をそれぞれ示す．青線は水平層状流の体系での不安定波長 λ 

を，赤線は溶融ジェットの体系での不安定波長 λ をそれぞれ示す．水平層状流の体系と溶

融ジェットの体系での不安定波長 λ を比較すると，溶融ジェットと冷却材間の相対速度差 

vrel がおよそ 1 m/s より小さくなる場合に，水平層状流の体系での不安定波長が溶融ジェッ

トの体系での不安定波長より小さくなる．一方，溶融ジェットと冷却材間の相対速度差が
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およそ 1 m/s より大きくなる場合に，水平層状流の体系での不安定波長と溶融ジェットの

体系での不安定波長とほぼ同一となる．このことから，体系の違いにより，二相界面の時

間増幅率と不安定波長に対して影響をおよぼす要因は，体系に作用する重力であり，体系

に作用する重力の影響は，溶融ジェットと冷却材間の相対速度差が 1 m/s より小さくなる

と顕著になることが示された． 

 

5.7.3 界面固化の発生がおよぼす影響 

 ここでは，界面固化の発生を考慮した界面不安定性理論より求められた，固化膜が存在

するときの二相界面の時間増幅率を見積もることにより，界面固化の発生が界面不安定に

およぼす影響を検討した結果に関して記載する． 

 式（5.48）に基づき，溶融ジェットの体系を想定することにより，溶融ジェットと冷却材

の二相間の相対速度差を V1 - V2 = 1.0 m/s，固化膜の材料力学的強度を示す曲げ剛性を D = 0

としたときの溶融ジェットと冷却材の二相界面の時間増幅率と不安定波長の関係を見積も

った結果を図 5.6（a）に示す．本研究では，第 3章の表 3.1に示す，本実験で使用した低融

点合金と水の物性値を，溶融ジェットと冷却材の二相界面の時間増幅率を解析するために

使用した．横軸は溶融ジェットと冷却材の二相界面を伝搬する微小擾乱の波長を，縦軸は

溶融ジェットと冷却材の二相界面の時間増幅率をそれぞれ示す．ここで，D = 0 とすること

は，溶融ジェットと冷却材の二相界面に固化膜の様な強度を担うものが存在せず，液体の

溶融ジェットと液体の冷却材が直接接触している状態，すなわち，Kelvin-Helmholtz不安定

性に対応することを示す．実際に，図 5.6（a）に示す溶融ジェットと冷却材の二相界面の時

間増幅率は，図 5.4（b）に示す Kelvin-Helmholtz不安定性による二相界面の時間増幅率と同

一となる．図 5.6（a）より，溶融ジェットと冷却材の二相界面を伝搬する波長が大きくなり，

ある大きさより波長が大きくなると，時間増幅率がゼロより急激に増加を開始する．この

ことは，溶融ジェットと冷却材の二相界面が不安定となり，界面の増幅が開始することを

示す．この点を中立安定点と呼び，この点での波長を中立安定波長 λn と呼ぶ（e.g., Itoh et al., 

2004; Matsuo et al., 2008）[5.1, 1.8]．中立安定点での中立安定波長は，溶融ジェットと冷却材

の二相界面の時間増幅率が γt = 0 となるような波長として求められる．溶融ジェット界面

が増幅を開始した後に，さらに波長が大きくなると，ある大きさの波長で時間増幅率が最

大となる．このことは，溶融ジェットと冷却材の二相界面が最も不安定となり，界面の増

幅が最大となることを示す．この点を最不安定点と呼び，この点での波長を最不安定波長 

λm と呼ぶ（e.g., Itoh et al., 2004; Matsuo et al., 2008）[5.1, 1.8]．最不安定点での最不安定波長

は，溶融ジェット界面の時間増幅率が dγt/dt = 0 となるような波長として求められる．この

ことから，界面固化の発生を考慮した界面不安定性理論より求められた，溶融ジェットと

冷却材の二相界面の時間増幅率を見積もることにより，溶融ジェットと冷却材の二相界面

での不安定波長の大きさの見積もりとともに，溶融ジェットと冷却材の二相界面の時間増

幅率の値より，溶融ジェットと冷却材の二相界面の不安定の程度を見積もることが可能で
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あることが分かる． 

 溶融ジェットと冷却材の二相間の相対速度差を V1 - V2 = 1.0 m/s，固化膜の材料力学的強

度を示す曲げ剛性を D = 0，ならびに D = 1.0 Nm としたときの溶融ジェットと冷却材の二

相界面の時間増幅率と不安定波長の関係を図 5.6（b）に示す．横軸は溶融ジェットと冷却

材の二相界面を伝搬する微小擾乱の波長を，縦軸は溶融ジェットと冷却材の二相界面の時

間増幅率をそれぞれ示す．D = 1.0 Nm としたときの時間増幅率は，D = 0 としたときの時

間増幅率より小さくなった．また，D = 1.0 Nm としたときの中立安定波長は，D = 0 とし

たときの中立安定波長より大きくなった．このことは，界面固化の発生により溶融ジェッ

トと冷却材の二相界面に固化膜が生成し，曲げ剛性が増加することにより，溶融ジェット

と冷却材の二相界面を伝搬する微小擾乱の波長がより大きくならないと界面不安定が発生

せず，界面不安定が発生した場合でも，時間増幅率が小さくなることを示す．このことか

ら，界面固化の発生を考慮した界面不安定性理論では，界面固化の発生により溶融ジェッ

トと冷却材の二相界面に固化膜が生成し，曲げ剛性が増加することにより，界面不安定が

抑制されることが示された． 

 

  

（a）界面固化のない場合における界面の 

時間増幅率． 

（b）界面固化の発生が界面の時間増幅率 

におよぼす影響． 

図 5.6 界面固化の発生が界面不安定性におよぼす影響（岩澤他, 2015b）[4.1]． 

 

 図 5.7に，界面固化の発生を考慮した界面不安定性理論では，界面固化の影響が大きくな

ることにより，固化膜の材料力学的強度を示す曲げ剛性が増加した場合に，曲げ剛性が不

安定波長に対してどの程度の影響をおよぼすかを検討した結果を示す．このとき，曲げ剛

性をパラメータとして，中立安定波長と最不安定波長の変化を調べた．曲げ剛性を D = 10-7 

~ 10-4 Nm まで変化させたときの，界面固化の発生を考慮した界面不安定性理論に基づき求
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められる，中立安定波長と最不安定波長と，Kelvin-Helmholtz不安定性に基づき求められる，

中立安定波長と最不安定波長，および臨界 Weber数となるときの液滴径とを比較した．横

軸は溶融ジェットと冷却材の二相間の相対速度差 vrel を，縦軸は不安定波長 λ と液滴径 

Dd をそれぞれ示す．このとき，界面固化の発生を考慮した界面不安定性理論では，

Kelvin-Helmholtz不安定性よりも，同一の相対速度差であっても，中立安定波長，および最

不安定波長を大きく見積もることが分かる．また，曲げ剛性が増加するにつれて，同一の

相対速度差であっても中立安定波長と最不安定波長を大きく見積もることが分かる．この

ことから，界面固化の発生を考慮した界面不安定性理論では，界面固化の影響が大きくな

ることにより曲げ剛性が増加した場合には，曲げ剛性が増加するほど，界面不安定が抑制

されることが示された． 

 

 

図 5.7 界面固化の発生が不安定波長におよぼす影響（岩澤他, 2015b）[4.1]． 

 

 図 5.8に，界面固化の発生を考慮した界面不安定性理論では，固化膜の材料力学的強度を

示す曲げ剛性，ならびに界面張力がどの程度の範囲となると不安定波長に対して影響をお

よぼすかを検討した結果を示す．このとき，溶融ジェットと冷却材の二相間の相対速度差

を V1 - V2 = 1.0 m/s とした． 
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（a）曲げ剛性が不安定波長に 

影響をおよぼす範囲 

（b）界面張力が不安定波長に影響を 

およぼす範囲 

図 5.8 固化膜の曲げ剛性が不安定波長におよぼす影響． 

 

 図 5.8（a）に，固化膜の曲げ剛性による不安定波長の変化を見積もった結果を示す．横軸

は固化膜の曲げ剛性，縦軸は不安定波長をそれぞれ示す．固化膜の曲げ剛性の値がおよそ D 

= 10-8 Nm より大きくなると，固化膜の曲げ剛性の増加にともない，不安定波長はも増加す

ることが分かる．一方，固化膜の曲げ剛性がおよそ D = 10-8 Nm より小さくなると，不安

定波長は固化膜の曲げ剛性に依存せず，ほぼ一定の値となることが分かる．このことから，

界面固化が発生すると，溶融ジェットと冷却材の二相界面に生成した固化膜がただちに不

安定波長に対して影響をおよぼすわけではなく，界面固化の影響が大きくなり，曲げ剛性

がある程度（およそ D = 10-8 Nm）の大きさとならないと，不安定波長に対して影響をおよ

ぼさないことが示された． 

 図 5.8（b）に界面張力による不安定波長の変化を見積もった結果を示す．横軸は固化膜

の曲げ剛性，縦軸は不安定波長をそれぞれ示す．このとき，界面張力の値を便宜的に 0.5σ，
σ，2σ と変化させることにより，界面張力が不安定波長に対して影響ををおよぼす範囲を

調べた．曲げ剛性がおよそ D = 10-8 Nm より小さい場合には，界面張力を 0.5σ と小さくす

ると，不安定波長が小さくなる．よって，より小さな波長でも界面不安定が発生すること

が分かる．また，界面張力を 2σ  と大きくすると，不安定波長が大きくなる．一方，固化

膜の曲げ剛性がおよそ D = 10-8 Nm より大きい場合には，界面張力は不安定波長に対して

ほとんど影響をおよぼさないことが分かる．このことから，界面固化が発生した場合でも，

界面固化の影響が小さく，曲げ剛性の値が小さい場合には，界面張力は不安定波長に対し

て影響をおよぼすものの，界面固化の影響が大きくなる場合には，不安定波長に対して，
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界面張力はほとんど影響をおよぼさず，曲げ剛性，すなわち界面固化の発生が支配的とな

ることが示された． 

 以上のことから，界面固化の発生を考慮した界面不安定性理論に基づき，溶融ジェット

と冷却材の二相界面の時間増幅率と不安定波長を見積もった結果，界面固化の発生により，

溶融ジェットと冷却材の二相界面を伝搬する微小擾乱の波長がより大きくならないと界面

不安定が発生せず，界面不安定が発生した場合でも，時間増幅率が小さくなることが示さ

れた．このことから，界面固化の発生より界面不安定が抑制されることが示された．しか

しながら，界面固化が発生すると，ただちに界面不安定に影響をおよぼすわけではなく，

界面固化の影響がある程度の大くなり，固化膜の材料力学的強度を示す曲げ剛性の値があ

る程度の値より大きくなった場合であることが示された．また，界面固化の影響が小さい

場合には，界面不安定に対して界面張力の影響が支配的となるが，界面固化の影響が大き

い場合には，界面不安定に対して界面張力はほぼ影響をおよぼさないことが示された． 

 

5.8 界面固化を伴う溶融ジェットの微粒化挙動 

5.8.1 質量メジアン径と不安定波長との比較 

 ここでは，フィラメント・シート形状といった微粒化物の質量メジアン径を予測可能な

手法の構築を目的として，フィラメント・シート形状といった微粒化物の質量メジアン径

と，界面固化の発生を考慮した界面不安定性理論より求めた不安定波長とを比較した結果

に関して記載する．  

 図 5.9に，フィラメント・シート形状といった微粒化物の質量メジアン径と，臨界 Weber

数となるときの液滴直径，Kelvin-Helmholtz 不安定性の不安定波長，および界面固化の発生

を考慮した界面不安定性理論より求めた不安定波長との比較を示す．図 5.9 に示す横軸は，

溶融ジェットと冷却材間の相対速度差 vrel ，縦軸は，フィラメント・シート形状といった

微粒化物の質量メジアン径 Dm，界面固化の発生を考慮した界面不安定性理論より求めた不

安定波長 λ，ならびに臨界 Weber数となるときの液滴直径 Dd をそれぞれ示す．本研究で

は，溶融ジェットと冷却材の二相界面に生成する固化膜の材料力学的強度を示す曲げ剛性 

D の値を見積もることは困難であることから，固化膜の材料力学的強度を示す曲げ剛性を

パラメータとして，界面固化の発生を考慮した界面不安定性理論より不安定波長を見積も

ることとした．フィラメント・シート形状といった微粒化物の質量メジアン径の値は，界

面固化の発生を考慮した界面不安定性理論で，溶融ジェットと冷却材の二相界面に生成す

る固化膜の材料力学的強度を示す曲げ剛性の値を D = 10-6 ~ 10-5 Nm とした場合の中立安定

波長と最不安定波長に近い傾向を示した．このことから，界面固化の発生を考慮した界面

不安定性理論により，既存の理論として用いた，臨界 Weber数となるときの液滴直径や，

Kelvin-Helmholtz 不安定性の不安定波長では予測できなかったフィラメント・シート形状と

いった微粒化物の質量メジアン径を予測できることが示された． 
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図 5.9 フィラメント・シート形状の微粒化物径と界面固化の発生を考慮した 

界面不安定性理論との比較（岩澤他, 2015b）[4.1]． 

 

5.8.2 溶融ジェットの表面に生成する固化膜の厚さ 

 ここでは，フィラメント・シート形状といった微粒化物の質量メジアン径の値と，界面

固化の発生を考慮した界面不安定性理論に基づく不安定波長の値との比較により求められ

た，溶融ジェットと冷却材の二相界面に生成する固化膜の材料力学的強度を示す曲げ剛性

の値に基づき，フィラメント・シート形状といった微粒化物が生成する際に溶融ジェット

と冷却材の二相界面に生成する固化膜の厚さ δ  を見積もった結果に関して記載する． 

 本研究では，材料力学に基づいた固体平板の曲げ剛性の値 D と固体平板の厚さ δ の関

係を示す，式（5.62）（日本機械学会編, 2007）[5.2] を用いて，溶融ジェットと冷却材の二

相界面に生成する固化膜の材料力学的強度を示す曲げ剛性の値が D = 10-6 ～ 10-5 Nm と

なる場合での，溶融ジェットと冷却材の二相界面に生成する固化膜の厚さ δ  を見積もった．

ここで，E は固化膜のヤング率，ε は固化膜のポアソン比をそれぞれ示す． 

 

 � = "v3
12(1 − �2) (5.62)  
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本研究では，溶融ジェット射出実験に使用した低融点合金である Bi-Sn合金の 120 ˚C での

固体状態のヤング率とポアソン比を用いた．このとき，ヤング率とポアソン比の値はそれ

ぞれ E = 3.30×10 N/m と ε = 0.40 となる．よって，式（5.62）より，溶融ジェットと冷却

材の二相界面に生成する固化膜の厚さとして δ   = 6.7 ∼ 15 µm を得ることができる．このこ

とから，溶融ジェットと冷却材の二相界面で界面固化が発生した場合には，µm オーダーの

固化膜が生成した状態で溶融ジェットの微粒化が発生することにより，フィラメント・シ

ート形状といった微粒化物が生成する可能性が示された． 

 また，図 5.10に，界面固化の発生を考慮した界面不安定性理論では，固化膜の厚さ，な

らびに界面張力がどの程度の範囲となると不安定波長に対して影響をおよぼすかを検討し

た結果を示す．図 5.10（a）に，溶融ジェットと冷却材の二相界面に生成する固化膜の厚さ

の変化による不安定波長の変化を見積もった結果を示す．横軸は固化膜の厚さ，縦軸は不

安定波長をそれぞれ示す．このとき，固化膜の厚さがおよそ δ   = 2 µm より大きくなると，

固化膜の厚さの増加にともない，不安定波長も増加することが分かる．一方，固化膜の厚

さがおよそ δ   = 2 µm より小さくなると，不安定波長は固化膜の厚さに依存せず，ほぼ一

定となることが分かる．このことから，界面固化が発生すると，ただちに不安定波長に対

して影響をおよぼすわけではなく，ある程度，界面固化の影響が大きくなり，溶融ジェッ

トと冷却材の二相界面に生成する固化膜の厚さがある程度の厚さより大きくなった場合で

あることが示された．一方，界面固化の影響が小さく，溶融ジェットと冷却材の二相界面

に生成する固化膜の厚さがある程度の厚さより小さい場合には，界面固化の発生は，不安

定波長にほぼ影響をおよぼさないことが示された．図 5.10（b）に界面張力による不安定波

長の変化を見積もった結果を示す．横軸は固化膜の厚さ，縦軸は不安定波長をそれぞれ示

す．このとき，界面張力の値を便宜的に 0.5σ，σ，2σ と変化させることにより，界面張力

が不安定波長に対して影響をおよぼす範囲を調べた．固化膜の厚さがおよそ δ   = 2 µm よ

り小さい場合には，界面張力を 0.5σ  と小さくすると，不安定波長が小さくなる．よって，

より小さな波長でも界面不安定が発生することが分かる．また，界面張力を 2σ と大きくす

ると，不安定波長が大きくなる．よって，より大きな波長とならないと界面不安定が発生

しないことが分かる．一方，固化膜の厚さがおよそ δ   = 2 µm より大きい場合には，界面

張力は不安定波長に対してほとんど影響をおよぼさないことが分かる．このことから，界

面固化が発生した場合でも，界面固化の影響が小さく，溶融ジェットと冷却材の二相界面

に生成する固化膜の厚さが小さい場合には，界面張力は不安定波長に対して影響をおよぼ

すものの，界面固化の影響が大きく，溶融ジェットと冷却材の二相界面に生成する固化膜

の厚さが大きい場合には，固化膜の厚さが不安定波長に対して支配的となることが示され

た． 

 本研究では，フィラメント・シート形状といった微粒化物の質量メジアン径と，愛面固

化の発生を考慮した界面不安定性理論より求められた不安定波長との比較より，溶融ジェ

ットと冷却材の二相界面に生成する固化膜の厚さとして δ   = 6.7 ∼ 15 µm を得た．このこと
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から，フィラメント・シート形状といった微粒化物の質量メジアン径は，溶融ジェットと

冷却材の二相界面にある程度の厚さの固化膜が生成し，界面固化の発生が不安定波長に対

して支配的となる状態で生成する可能性が示された． 

 以上のことから，界面固化を考慮した界面不安定性理論は，あくまでも界面不安定性を

表現するものであり，最的に微粒化に至るまでの過程を考慮していないものの，溶融ジェ

ットと冷却材の二相界面に生成する固化膜の曲げ剛性の値を適切に設定することにより，

既存の理論として用いた，臨界Weber数となるときの液滴直径や，Kelvin-Helmholtz 不安定

性の不安定波長では予測できないフィラメント・シート形状といった微粒化物の質量メジ

アン径を予測できる可能性が示された． 

 

  

（a）固化膜の曲げ剛性が不安定波長に 

影響をおよぼす範囲 

（b）界面張力が不安定波長に影響を 

およぼす範囲 

図 5.10 固化膜の厚さが不安定波長におよぼす影響． 
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5.9 まとめ 

 本章では，界面固化が発生する条件に適用可能な微粒化物径の予測手法の構築を目的と

して，既存研究に基づき，界面固化の発生を考慮した界面不安定性理論を，溶融ジェット

の体系に適用した．溶融ジェットの体系での基礎方程式を導出するとともに，界面固化の

発生が，界面不安定の発生に与える影響を理論的に検討した．そして，実験より得られた

微粒化物径と界面固化の発生を考慮した界面不安定性理論とを比較することにより，微粒

化物径の予測手法の適用が可能か検証した．その結果，以下に示す知見を得た． 

 

（1） 界面固化の発生を考慮した界面不安定性理論を，界面固化の発生を伴う，溶融ジェ

ットの体系に適用することにより，溶融ジェットの微粒化により生成した微粒化物の

質量メジアン径の予測手法を開発した． 

 

（2） 界面固化の発生を考慮した界面不安定性理論では，水平層状流の体系では，溶融ジ

ェットの体系と比較して，固化膜を介した二相間の相対速度差が 1 m/s となると，流

れの方向に対して直角に重力が作用する重力の影響が支配的となることが示された． 

 

（3） 界面固化の発生を考慮した界面不安定性理論では，溶融ジェットと冷却材の二相界

面に固化膜が生成し，固化膜の材料力学的強度を示す曲げ剛性が増加することにより，

界面不安定性が抑制されるとともに，界面不安定が発生するために必要となる波長が

増加することが示された． 

 

（4） 界面固化の発生を考慮した界面不安定性理論により得られる不安定波長は，溶融ジ

ェットと冷却材の二相界面に生成する固化膜の曲げ剛性を，D = 10-6 ~ 10-5 Nm とし

た場合のフィラメント形状やシート形状を含めた微粒化物の質量メジアン径に近い

傾向を示した． 

 

（5） 界面固化の発生を考慮した界面不安定性理論に基づき，溶融ジェット界面に生成す

る固化膜の曲げ剛性の値を適切に設定することにより，界面固化の発生を伴う溶融ジ

ェットの微粒化により生成するフィラメント形状やシート形状といった微粒化物の

質量メジアン径を予測できることを示した． 
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第6章 格子ボルツマン法による 

液体ジェット挙動の数値解析 
 

6.1 概要 

 本章では，二相流を再現可能な格子ボルツマン法（LBM: Lattice Boltzmann Method）に基

づき，液体ジェット挙動を再現可能な数値解析の構築と検証を行った．本章では，熱的相

互作用と流体的相互作用をともなう複雑な熱流体現象となる溶融ジェット挙動を，現実の

物理現象に基づき再現することを最終目的としている．本研究では，溶融ジェットに作用

する流体的相互作用に着目し，二相流を再現可能な LMB を用いることにより，液体ジェ

ット挙動の再現を行うとともに，数値解析手法の検証を行った． 

 

6.2 数値解析による検証 

 本研究では，ナトリウム冷却型高速炉（SFR: Sodium-cooled Fast Reactor）で想定される，

最終的に炉心の崩落に至る炉心損傷事象（CDA: Core Disruptive Accident）に至った場合を対

象として，溶融燃料の冷却性を予測・評価することが可能な解析コードの構築に資するた

めに，界面固化の発生が，溶融ジェット挙動に与える影響の把握とともに，界面固化の発

生による影響を考慮したジェットブレイクアップ長さ，および溶融ジェットの微粒化によ

り生成した微粒化物径の予測手法を構築することを目的としている． 

 これまでに，本研究では，界面固化の発生を伴う溶融ジェットの射出実験を実施するこ

とにより，界面固化の発生の影響を考慮したジェットブレイクアップ長さ，および溶融ジ

ェットの微粒化により生成した微粒化物径の予測手法を構築した．一方，本研究で得られ

た知見への要求として，以下に示す二点が挙げられる． 

 

（1） 実験での可視化・計測が困難な条件での溶融ジェット挙動の再現，および詳細

な微粒化機構の解明． 

 

（2） 実験より得られた，ジェットブレイクアップ長さ，および溶融ジェットの微粒

化により生成した微粒物径の予測手法の適用範囲． 

 

 実験では，可視化・計測および，実験の実施が可能な条件に限界が存在する．このこと

から，実験結果より得られた知見への要求に応えるためには，数値解析による検証が必要

となると考えられる．図 6.1に，溶融ジェットの冷却過程で想定される，溶融ジェットと冷
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却材の模式図を示す．このとき，溶融ジェットの冷却過程では，冷却材の沸騰や溶融燃料

の固化を代表的な物理現象とする熱的相互作用，ならびに溶融ジェットと冷却材の界面で

発生する界面不安定性や界面の大規模な変形の結果として発生する溶融ジェット微粒化を

代表的な物理現象とする流体的相互作用を伴う，極めて複雑な熱流体現象となると考えら

れる（Chu et al., 1995）[1.12]．よって，数値解析により溶融ジェットの冷却過程の検証を行

うためには，相変化の影響を考慮した多成分，かつ多相流の流れを再現する必要がある． 

 しかしながら，数値解析を用いて検証をする場合には，本研究で対象とする物理現象（本

研究では，相変化の影響を考慮した多成分，かつ多相流の流れ）に対して適用する数値解

析手法が適用可能であるかを検証する必要がある．このとき，数値解析手法が，相変化の

影響を考慮した多成分，かつ多相流の流れに対して適用可能であるかを検証するためには，

検証に使用する数値解析手法を用いて，熱的相互作用，ならびに流体的相互作用が溶融ジ

ェット挙動に与える影響を，個別に再現することにより，極めて複雑な熱流体現象となる

溶融ジェット挙動に対して適用可能であるかを検証することが有効な手段であると考えら

れる． 

 本研究では，溶融ジェットの流体的相互作用に着目し，二相流に適用可能な格子ボルツ

マン法（LBM: Lattice Boltzmann Method）を用いることにより，液体ジェット挙動の再現を

行うことで，数値解析手法の検証を行った． 

 

 

図 6.1 溶融ジェットの冷却過程で想定される多相界面の模式図． 
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6.3 解析手法 

6.3.1 格子ボルツマン法の特徴 

 ここでは，格子ボルツマン法（LBM: Lattice Boltzmann Method） による数値解析手法に関

して記載する．LBM を用いた数値解析手法には，以下に示す特徴がある（蔦原, 2011）[6.1]． 

 

（1） LBM は，分子間相互作用に関する物理現象に基づいた，格子ボルツマン方程式

を直接解くことにより，流れを再現する数値解析手法である．このことから，相

変化や界面現象に関する微視的（Microscpic），および中間的（Mescoscpic）な物

理現象を数値解析手法に組み込むことが容易である． 

 

（2） LBM に基づく数値解析手法は，数値解析用のためのの解析コードの構築，およ

び並列化が容易である． 

 

 以上のことから，本研究では，LBM による数値解析により，液体ジェット挙動の再現を

行うこととした．このことは，数値解析による溶融ジェットの冷却過程の検証を行うため

に必要となる，相変化の影響を考慮した多成分，かつ多相流の流れを再現するための第一

段階となるとともに，実験の実施が困難である条件で，溶融ジェットに作用する流体的相

互作用を解明するための重要な知見を提供するものである． 

 

6.3.2 数値解析モデルの選定 

 ここでは，本研究で用いる格子ボルツマン法（LBM: Lattice Boltzmann Method）に関して

記載する． 本研究では，Heら（He et al., 1999）[6.2] による一成分二相流を再現可能な LBM 

を用いることにより，等温の条件での液体ジェット挙動の数値解析を行うこととした．本

研究では，界面固化の発生が溶融ジェット挙動におよぼす影響を対象としているものの，

本研究や既存研究（Nishimura et al., 2010）[2.19] では，溶融ジェットの侵入速度が大きくな

る条件では，溶融ジェット挙動に対して，流体的相互作用による微粒化が支配因子となる

ことが示されている．このことから，溶融ジェットに作用する流体的相互作用による微粒

化を検証は重要である． 

 本研究で使用する，格子ボルツマン法（LBM: Lattice Boltzmann Method）による数値解析

手法は，Heら（He et al., 1999）[6.2] による既存研究で構築された数値解析手法である．よ

って，本論文では，数値解析手法に関する詳細な記載を省略する．数値解析手法の詳細は，

Heら（He et al., 1999）[6.2]，および松尾ら（松尾, 他）[6.3] の文献に記載されている． 
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6.4 液体ジェット挙動の数値解析 

6.4.1 模擬実験の条件 

 本研究では，三次元一成分二相流体格子ボルツマン法の液体ジェット挙動への適用性に

ついて，模擬実験の結果との比較により検証した結果に関して記載する．本項は，松尾ら

（松尾, 他）[6.3] の文献に基づき記載する． 

 図 6.2 に模擬実験で実施する，実験装置の模式を示す．実験装置は大別すると，液体ジ

ェットをテスト部へ射出する「射出装置」，液体ジェット挙動を可視観測する「テスト部」

から構成される．「テスト部」での液体ジェット挙動は，高速度カメラにより可視観測する．

液体ジェットとして，無色透明かつ，水よりも比重（1.83）が大きい FluorinertTM (FC3283) を，

冷却材として水を用いた．ノズルの射出直径 Dj0 = 10mm の真円であり，静止した水面と平

行にすることにより，射出ノズルから液体ジェットが離脱する際に偏りが生じないように

した．また液体ジェットの侵入速度は 1 m/s 程度とすることにより，液体ジェットの射出

時に発生する液体ジェットの乱れは，水に侵入した後に発生する流体的相互作用に起因す

る乱れに比べ十分に小さくなるように配慮した．このときの模擬実験の条件を，表 6.2に示

す． 

 

表 6.1 模擬実験と実機における物性値（松尾他, 2015）[6.3]． 

Melt 
Fluorinert 

(FC-3283) 

MOX fuel*1 

(3000 ˚C) 
Coolant 

Water 

(60 ˚C) 

Sodium*2 

(400 ˚C) 

Density: 

ρj [kg/m3] 
1830 8646 

Density: 

ρc [kg/m3] 
981 856 

Viscosity: 

µj [mPa·s] 
1.46 

4.0  

(UO2) 

Viscosity: 

µc [mPa·s] 
0.43 0.28 

Surface 

 tension:  

σj [N/m] 

0.016*3 
0.494*4 

(UO2) 

Surface 

 tension:  

σc [N/m] 

0.066 0.167 

*1：Physical properties of MOX fuel are reported by Chawla et al. (1981) [3.3]. 

*2：Physical properties of Sodium are reported by Golden and Tokar (1967) [3.4]. 

*3：The value of the surface tension is measured in the air. 

*4：The value of the surface tension is an average of values measured in several experiments. 
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表 6.2 代表的な実験条件（松尾他, 2015）[6.3]． 

Conditions Values 

Jet temp. : 

Tj [˚C] 
Room temp. 

Coolant temp. : 

Tc [˚C] 
Room temp. 

Inlet velocity : 

vj0 [m/s] 
0.5-1.2 

 

 

 

 
図 6.2 模擬実験装置の模式図（松尾他, 2015）[6.3]． 
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6.4.2 無次元数の選定 

 本研究では主要な無次元数として，Saitoら（Saito et al., 1988）[2.83] の既存研究により提

案されている，ジェットブレイクアップ長さの予測相関式には含まれるが，Epstein and 

Fauske（Epstein and Fauske, 2001）[2.87] の既存研究により提案されている，ジェットブレ

イクアップ長さの予測相関式には含まれない Froude数，微粒化の指標となる Weber数，お

よび一般的に流動状態を表す Reynolds数に基づき，数値解析の条件を決定することとした．

よって，本研究では，格子ボルツマン法による液体ジェットの数値解析を，模擬実験での

無次元数の値に合わせて実施した．すなわち，液体ジェット挙動に対して，相似則が成り

立つことを前提とする．これらの無次元数を決定するために必要となる主要な物性値，お

よび模擬実験の条件を表 6.2，および表 6.3 に示す．表 6.2には，模擬実験の物性値に加え

て，SFR で想定される物性の値も比較のために示す． 

 

6.4.3 数値解析の条件 

 本項では，格子ボルツマン法に基づく数値解析を実施するための，数値解析の体系の設

定，および境界条件に関して記載する．本項は，松尾ら（松尾他, 2015）[6.3] の文献に基づ

き記載する． 

 格子ボルツマン法による数値解析は，図 6.3 に示す 120 × 120 × 500 の計算体系で実

施した．冷却材に対応する ρc = 1.0  の相で計算体系を満たした状態を初期状態とした．境

界条件として，x 方向， y 方向の側面，および z 方向底面に跳ね返り境界を設定し，z 方

向上面中央では，直径 20の円形領域を，液体ジェットの流入境界とし，溶融物（ジェット）

に対応する ρj = 2.0 の相を流入させた．また，z 方向上面の，液体ジェットの流入境界以外

の境界は，圧力を一定とした流出境界とした．冷却材の相と溶融物の相の粘性比は，μc/μj = 

0.555，重力加速度は g = 1.0 × 10−5，表面張力は σ  = 1.51 × 10−4 とした．模擬実験，および

数値解析に対する Froude 数，Weber数，Reynolds 数を，表 6.4 に示す．数値解析は，模擬

実験と比較して Reynolds 数が 1 桁低い．Froude 数，Weber 数はオーダーで等しい値とな

っている． 

 

表 6.3 数値解析の条件（松尾他, 2015）[6.3]． 

Conditions Experiment Simulation 

Froude number: 

Fr1/2 (= vj0
2/gDj0) 1/2 [-] 

1.66 1.98 

Weber number: 

We (= vj0
2ρjDj0/σ)  [-] 

309 162 

Reynolds number: 

Re (= vj0
2Dj0/ν) [-] 

6341 744 
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図 6.3 格子ボルツマン法による液体ジェットの数値

解析での体系（松尾他, 2015）[6.3]． 

 

6.4.4 数値解析の結果 

 本項では，模擬実験より得られた液体ジェット挙動と，格子ボルツマン法に基づく数値

解析より得られた液体ジェット挙動とを比較した結果に関して記載する．本項は，松尾ら

（松尾他, 2015）[6.3] の文献に基づき記載する． 

 図 6.4に，模擬実験より得られた液体ジェット挙動と，格子ボルツマン法に基づく数値解

析より得られた液体ジェット挙動をそれぞれ示す．図 6.4（a）には，模擬実験より得られた

液体ジェットの可視化結果を示す．一方，図 6.4（b）には，格子ボルツマン法に基づく数

値解析より得られた液体ジェット挙動を，液体ジェットの中心断面を密度コンター図とし

て可視化した結果を示す．このとき，模擬実験と数値解析での無次元数は，表 6.4 に示す

通りである．このとき，模擬実験により得られた液体ジェット挙動と，格子ボルツマン法

に基づき得られた液体ジェット挙動とを比較すると，両者とも，液体ジェットが侵入した

後に，界面不安定が発生し，最終的に微粒化に至ることが分かる．また，このとき，図 6.4

（b）より，格子ボルツマン法にもとづく液体ジェットの数値解析では，界面不安定が発生

し，微粒化に至ることにより，最終的にジェットブレイクアップに至ることが分かる．こ

のことは，図 6.4（a）に示す，模擬実験より得られた液体ジェットの可視化結果では，生成

した微粒化物が液体ジェットの芯の周囲を覆うことにより，可視化が困難であった部分で

ある． 
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 以上のことから，格子ボルツマン法による数値解析手法は，液体ジェットの微粒化挙動

を定性的に再現可能であることが示された． 

 

  

（a）模擬実験結果 （b）数値解析結果 

図 6.4 模擬実験と格子ボルツマン法による数値解析結果との比較（松尾他, 2015）[6.3]． 
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6.5 ジェットブレイクアップ長さの計測 

6.5.1 ジェット先端位置の計測手法 

 ここでは，格子ボルツマン法による数値解析に基づいた数値解析結果より，液体ジェッ

トの先端位置，および生成した微粒化物を排除した液体ジェットの芯の先端位置を追跡す

る手法に関して記載する．図 6.5にラベリング処理の概念図を示す．具体的な手順は以下に

示す通りである． 

 

（1） 計算体系端部より，ある閾値以上の密度数値を持つ格子点の探査を開始する．

図 6.5（a）に，模式図を示す．ここでは，液体ジェットの芯の領域，および微

粒化により生成した微粒化物が，ある閾値以上の密度数値を持つ格子点に相当

することから，ラベリング処理の対象となる． 

 

（2） 格子点探査中に，ある閾値以上の密度数値を持つ格子点を発見した場合には，

一度格子点の探査を中止し，図 6.5（b）に示す通り，ある閾値以上の密度数値

を持つ格子点の周囲 8点の格子点（三次元の場合には，周囲 26格子点）の隣接

格子点を探査することにより，隣接するある閾値以上の密度数値を持つ格子点

に対して，探査中心となっている，ある閾値以上の密度数値を持つ格子点と同

様の番号を割り当てる（ラベリングする）． 

 

（3） （2）の処理を隣接するすべての格子点に実施することにより，図 6.5（c）に青

く示す領域のように，連続したある閾値以上の密度数値を持つ格子点に同一の

ラベリング番号を与えることができる．連続したある閾値以上の密度数値を持

つ格子点のラベリングが完了した後に，中止していた格子点探査を開始する． 

 

（4） 格子点探査を開始した場合には，既にラベリング処理が完了している領域を格

子点探査の対象外とする．このことにより，すべてのある閾値以上の密度数値

を持つ隣接した格子点をラベリングすることができる．この結果，図 6.5（d）

に示す通りに，液体ジェットの芯の領域と，微粒化により生成した微粒化物を，

ラベリング番号により個別に識別できる． 

 

 以上のことから，格子ボルツマン法による液体ジェットの数値解析結果に対してラベリ

ング処理を行った一例を，図 6.6に示す．図 6.6（a）に示す数値解析結果に対してラベリン

グ処理を施すことにより，図 6.6（b）に示す通り，液体ジェットの芯と微粒化により生成

した微粒物を識別できるとともに，図 6.6（c）に示す通り，液体ジェットの芯を抽出できる． 
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（a）閾値以上の密度数値を持つ格子点の探査 

 

 

（b）閾値以上の数値を持つ隣接格子点の探査 
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（c）隣接領域のラベリング処理と再探査の開始 

 

 
（c）ラベリング処理の完了 

図 6.5 数値解析手法に対するラベリング手法の概念図． 
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（a）数値解析 （b）ラベリング処理 （c）先端位置抽出 

図 6.6 格子ボルツマン法に対するラベリング処理の結果． 

 

6.5.2 先端位置の計測結果 

 本項では，模擬実験により得られた液体ジェットの先端位置の時系列変化，および格子

ボルツマン法による数値解析により得られたジェット先端位置との比較を比較した結果に

関して記載する．本項は，松尾ら（松尾他, 2015）[6.3] の文献に基づき記載する． 

 図 6.7に，模擬実験により得られた液体ジェットの先端位置の時系列変化，および格子ボ

ルツマン法による数値解析により得られたジェット先端位置との比較を示す．両者のジェ

ット先端位置は定量的的に良く一致することが分かる．格子ボルツマン法による液体ジェ

ットの数値解析結果は，模擬実験より得られた液体ジェット挙動，およびジェット先端位

置を良く再現することから，本研究で用いた格子ボルツマンモデルは，液体ジェットのジ

ェットブレイクアップ挙動に対して適用可能であると考えられる． 

 前項で示した，ラベリング処理により液体ジェットの芯の先端位置を抽出した結果，お

よびラベリングによる抽出を行わず，生成した微粒化物を含む液体ジェットの先端位置を

比較した結果を図 6.8に示す．このとき，図 6.8（a）に示す，生成した微粒物を含む液体ジ

ェットの先端位置と比較して，図 6.8（b）に示す，ラベリング処理により抽出した液体ジ

ェットの芯の先端位置は短くなることが分かる．しかしかながら，ラベリング処理により

抽出した液体ジェットの芯の先端位置は短くなるのは，液体ジェットが計算領域に侵入し

た後，ある一定の時刻が経過した以降であることが分かる．このことから，ラベリング処

理により，液体ジェットの芯の先端位置を直接追跡することにより，ジェットブレイクア

ップ長さを直接計測可能となることが示された． 
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（a）模擬実験でのジェット先端位置 （b）数値解析でのジェット先端位置 

図 6.7格子ボルツマン法による数値解析に基づいたジェット先端位置と模擬実験によ

り得られたジェット先端位置との比較（松尾他, 2015）[6.3]． 

 

   

（a）微粒化物あり （b）微粒化物なし （c）ジェット先端と芯先端位置との比較 

図 6.8 ラベリング処理結果に基づくジェット先端位置と芯先端位置の計測． 
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また，図 6.8（c）より，格子ボルツマン法に基づく数値解析により得られた，生成した微粒

化物を含む液体ジェットの先端先端より計測したジェットブレイクアップ長さと，ラベリ

ング処理により，液体ジェットの芯の先端位置を直接計測することにより求めたジェット

ブレイクアップ長さがほぼ同様となることが分かる．このことから，ジェットブレイクア

ップ長さを，微粒化物を含むジェット先端位置より計測する手法の妥当性を示すことがで

きた． 

 

6.5.3 既存研究による予測相関式との比較 

 本項では，液体ジェットを射出する模擬実験により得られたジェットブレイクアップ長

さと，格子ボルツマン法に基づく数値解析により得られたジェットブレイクアップ長さの

比較を示す．本項は，松尾ら（松尾, 他）[6.3] の文献に基づき記載する． 

 表 6.5 に数値解析での Froude 数，Weber 数，および Reynolds 数を示す．また，表 6.6 に

数値解析での Froude 数，Weber 数，および Reynolds 数を示す．図 6.9 に液体ジェットを

射出する模擬実験により得られたジェットブレイクアップ長さと，格子ボルツマン法に基

づく数値解析により得られたジェットブレイクアップ長さの比較を示す．横軸は Froude数，

縦軸はジェットブレイクアップ長さをそれぞれ示す．図中の実線は，Saitoら（Saito et al., 1988）

[2.83] の既存研究により提案されている，ジェットブレイクアップ長さの予測相関式を，，

点線は Epstein and Fauske（Epstein and Fauske, 2001）[2.87] の既存研究により提案されてい

る，ジェットブレイクアップ長さの予測相関式をそれぞれ示している．を示している．図

6.9より，格子ボルツマン法による数値解析により得られたジェットブレイクアップ長さは，

Froude数の依存性は認められず，Epstein and Fauske（Epstein and Fauske, 2001）[2.87] の既

存研究により提案されている，ジェットブレイクアップ長さの予測相関式に従う傾向を示

す．一方，模擬実験より得られたジェットブレイクアップ長さは，どちらの予測相関式に

従っているかは判断し難い． 

 以上のことから，格子ボルツマン法を用いた液体ジェット挙動の数値解析より，液体ジ

ェットのジェットブレイクアップ長さ，すなわち，流体的相互作用がジェットブレイクア

ップの要因となる場合には，Epstein and Fauske（Epstein and Fauske, 2001）[2.87] の既存研究

により提案されている，ジェットブレイクアップ長さの予測相関式が適用できる可能性を

示した． 
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表 6.4 数値解析の条件（松尾他, 2015）[6.3]． 

Conditions Sim00 Sim01 Sim02 Sim03 Sim04 Sim05 

Froude number: 

Fr1/2 (= vj0
2/gDj0) 1/2 [-] 

1.98 3.96 5.50 5.55 8.54 54.00 

Weber number: 

We (= vj0
2ρjDj0/σ)  [-] 

162 133 128 130 117 123 

Reynolds number: 

Re (= vj0
2Dj0/ν) [-] 

744 672 660 666 648 648 

 

表 6.5 模擬実験の条件（松尾他, 2015）[6.3]． 

Conditions Exp00 Exp01 Exp02 Exp03 Exp04 Exp05 

Froude number: 

Fr1/2 (= vj0
2/gDj0) 1/2 [-] 

1.66 2.01 2.20 2.94 2.94 2.01 

Weber number: 

We (= vj0
2ρjDj0/σ)  [-] 

309 454 545 968 968 454 

Reynolds number: 

Re (= vj0
2Dj0/ν) [-] 

6341 7683 8415 11220 11220 7 683 

 

 

図 6.9 格子ボルツマン法による数値解析に基づいたジェットブレイクアップ長さと模

擬実験により得られたジェットブレイクアップ長さとの比較（松尾他, 2015）

[6.3]． 
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6.6 多緩和時間衝突則による数値安定性の向上 

6.6.1 多緩和時間衝突則の導入 

 ここでは，液体ジェット挙動の数値解析に用いる格子ボルツマン法に対して，数値安定

性の向上のために用いる，多緩和時間（MRT: Multiple-Relaxation time）衝突則に関して記載

する． 

 これまで，Heら（He et al., 1999）[6.2] により開発された，二相流対して適用可能な格子

ボルツマン法（LBM: Lattice Bolztmann Method）を用いて，松尾ら（松尾他, 2015）[6.3] は，

液体ジェット挙動の数値解析を実施している．しかしながら，松尾ら（松尾他, 2015）[6.3] に

よる液体ジェット挙動の数値解析は，模擬実験で得られる Reynold 数よりオーダーで小さ

く，数百程度であった．この原因は，松尾ら（松尾他, 2015）[6.3] が，液体ジェット挙動の

数値解析に適用した LBM の数値安定性に問題があり，模擬実験で得られる Reynold 数と

同程度の条件での数値解析が困難であったためである． 

 既存研究では，McCracken and Abraham (2005a) [6.4] により，Heら（He et al., 1999）[6.2] に

より開発された LBM に対して，MRT 衝突則（Lallemand and Luo, 2000）[6.5] を適用する

ことで，数値安定性の向上を行っている．このとき，McCracken and Abraham (2005) [6.4] は，

D2Q9速度格子での LBM の検証を行っている．さらに，McCracken and Abraham (2005b) [6.6] 

は，MRT 衝突則を適用した D2Q9速度格子での LBM を用いて，液体ジェット挙動の数値

解析を実施することで，Reynold 数の値が Re = 4000 程度となる数値解析を実施している．

MRT 衝突則とは，分布関数を速度格子に応じた変換行列により，現実の物理量（密度，流

度，応力など）に変換した状態で，現実の物理量に応じて個別に衝突（緩和）させること

により，数値安定性の向上を図る手法である（Lallemand and Luo, 2000）[6.5]． 

 以上のことから，本研究での LBM による液体ジェット挙動の数値解析に対しても MRT 

衝突則を適用することにより，数値安定性の向上を図り，模擬実験により得られる Reynold 

数と同程度の条件での液体ジェットの数値解析が可能なると考えられる． 

 

6.6.2 数値安定性の向上の検証 

 ここでは，Heら（He et al., 1999）[6.2] により開発された，二相流対して適用可能な格子

ボルツマン法（LBM: Lattice Bolztmann Method）に対して，多緩和時間（MRT: Multiple 

-Relaxation time）衝突則を適用することにより，三次元での液体ジェット挙動の数値解析を

実施した場合に，数値安定性の向上が可能かを検証した結果に関して記載する． 

 既存研究では，Premnath and Abraham (2007) [6.7] により，Heら（He et al., 1999）[6.2] に

より開発された LBM を基に，D3Q19 速度格子（図 6.10（a））での MRT 衝突則（d’Humieres 

et al., 2002）[6.8] を適用することにより，数値安定性の向上を検証している．また，既存研

究では，Sugaら（Suga et al., 2015）[6.9] は，D3Q27 速度格子（図 6.10（b））に対して，

MRT を適用することにより，多孔質内での乱流の数値解析を，LBM により実施している． 
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 本研究では，Premnath and Abraham (2007) [6.7]，および Sugaら（Suga et al., 2015）[6.9] に

よる既存研究に基づき，MRT 衝突則を用いることにより，液体ジェット挙動の数値解析で

の数値安定性の向上が可能か検証することとした． 

 

  

（a）3次元 19速度格子（D3Q19） （b）3次元 27速度格子（D3Q27） 

図 6.10 格子ボルツマン法での格子点速度方向の一例（3次元）． 

 

 図 6.11（a）に，Premnath and Abraham (2007) [6.7] による既存研究に基づき，Heら（He et 

al., 1999）[6.2] により開発された LBM に対して，D3Q19 速度格子（図 6.10（a））での

MRT 衝突則（d’Humieres et al., 2002）[6.8] を適用することにより，液体ジェット挙動の数

値解析に関する数値安定性の向上を検証した結果を示す．また，図 6.11（b）に，Sugaら（Suga 

et al., 2015）[6.9] による既存研究に基づき，Heら（He et al., 1999）[6.2] により開発された 

LBM に対して，D3Q27 速度格子（図 6.10（b））での MRT を適用することにより，液体ジ

ェット挙動の数値解析に関する数値安定性の向上を検証した結果を示す． 

 図 6.11では，高密度相を示す液体ジェットの密度は，ρh = 3.0，低密度相を示す周囲流体

の密度は，ρl = 1.0 である．高密度相と低密度相の動粘性係数が等しく，νh = νl = 1.0×10-3 で

ある．界面張力に関係する係数は，k = 5.0×10-3 である．重力加速度は，g = 1.0×10-4 であ

る．数値解析の体系の鉛直壁面は，すべり境界，底面は流出境界，上面は流入境界とした．

また，流入境界では，uj0 = 0.15，Dj0 = 20 とした．この数値解析条件では，図 6.11に示す，

液体ジェット挙動の数値解析の Reynold 数は，Re = 3000 である．このことから，松尾ら（松

尾他, 2015）[6.3] による既存研究では，数値安定性の観点から困難であった条件での液体ジ

ェット挙動の数値解析を実施することを可能とした．このとき，図 6.11（a），および図 6.11

（b）を比較すると，液体ジェットの微粒化挙動に差異があることが分かる．このことは，
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D3Q19 速度格子（図 6.10（a）），および D3Q27 速度格子（図 6.10（b））による離散化の差

異が原因であると考えられる． 

 

 

（a）3次元 19速度格子（D3Q19） 

 

（b）3次元 27速度格子（D3Q27） 

図 6.11 多緩和時間衝突則による液体ジェットの数値解析結果． 
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6.7 まとめ 

 本章では，二相流を再現可能な格子ボルツマン法（LBM: Lattice Boltzmann Method）に基

づき，液体ジェット挙動を再現可能な数値解析の構築と検証を行った．本章では，熱的相

互作用と流体的相互作用をともなう複雑な熱流体現象となる溶融ジェット挙動を，現実の

物理現象に基づき再現することを最終目的としている．本研究では，溶融ジェットに作用

する流体的相互作用に着目し，二相流を再現可能な LMB を用いることにより，液体ジェ

ット挙動の再現を行うとともに，数値解析手法の検証を行った．その結果，以下に示す知

見を得た． 

 

（1） Heら（He et al., 1999）[6.2] により構築された LBM 用いて，液体ジェット挙動の数

値解析を実施した結果，数値解析により得られた液体ジェット挙動は，流体的相互作

用に着目して実施された，液体ジェットの射出実験より得られた液体ジェット挙動と，

同様の傾向を示した． 

 

（2） Heら（He et al., 1999）[6.2] により構築された LBM を用いた液体ジェット挙動の数

値解析結果より得られた液体ジェットの先端位置，およびジェットブレイクアップ長

さは，流体的相互作用に着目して実施された，液体ジェットの射出実験より得られた

液体ジェットの先端位置，およびジェットブレイクアップ長さと同様の傾向を示した． 

 

（3） 実験結果との比較により，Heら（He et al., 1999）[6.2] により構築された LBM を三

次元に拡張することにより，等温の条件での液体ジェットのジェットブレイクアップ

挙動に対して適用可能であることが示された． 

 

（4） 液体ジェットの数値解析結果に対して，ラベリング処理を適用し液体ジェットの芯

の先端位置を追跡することで，ジェットブレイクアップ長さを直接計測することを可

能にした． 

 

（5） LBM による数値解析の結果より，液体ジェットの射出実験より得られたジェットブ

レイクアップ長さは，実験の実施が困難な条件である高 Froude数でも，Epstein and 

Fauske による既存研究により提案されている予測相関式に従うことを示した． 

 

（6） He ら（He et al., 1999） [6.2] により構築された  LBM に対して，多緩和時間

（Multiple-Relaxation Time）衝突則を導入することにより，液体ジェットの数値解析

に関する数値安定性の向上が可能であることを示した． 
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第7章 粗混合伝熱モデルによる 

溶融燃料の冷却性の予測・評価 
 

7.1 概要 

 本章では，既存研究により提案されている，溶融燃料の冷却性を簡易的に予測・評価が

可能な粗混合伝熱モデル（pmjet）を用いることにより，SFR を対象とした溶融燃料の冷却

性を予測・評価した．粗混合伝熱モデルを用いるために，本実験より得られた，界面固化

が発生する条件に対して適用可能なジェットブレイクアップ長さの予測手法，および界面

固化の発生する条件に対して適用可能な微粒化物径の予測手法を，粗混合伝熱モデルに適

用することで，界面固化の発生が溶融燃料の冷却性に与える影響を予測・評価した． 

 

7.2 既存研究 

 既存研究では，Moriyamaら（Moriyama et al., 2002）[1.9] により，軽水炉（LWR: Light Water 

Reactor）での溶融燃料の冷却性を予測・評価することを目的として，粗混合伝熱モデル（pmjet）

を構築されているる．また，既存研究では，阿部ら（阿部他, 2005）[2.73]，Abeら（Abe et al., 

2006）[2.74]，および Matsuoら（Matsuo et al., 2008）[1.8] により，Moriyamaら（Moriyama 

et al., 2002）[1.9] が構築した粗混合伝熱モデル（pmjet）を，ナトリウム冷却型高速炉（SFR: 

Sodium-cooled Fast Reactor）に適用することにより，溶融燃料の冷却性が予測・評価されて

いる． 

 このとき，既存研究では，阿部ら（阿部他, 2005）[2.73]，Abeら（Abe et al., 2006）[2.74]，

および Matsuoら（Matsuo et al., 2008）[1.8] は，Moriyamaら（Moriyama et al., 2002）[1.9] が

構築した粗混合伝熱モデル（pmjet）に対して，溶融ジェットのジェットブレイクアップ長

さ Lbrk，および溶融ジェットの微粒化により生成した微粒化物径 Dp を，SFR で想定され

る溶融燃料・冷却材相互作用（FCI: Fuel-Coolant Interaction）の条件を模擬することにより実

施した模擬実験の試験結果より得られた理論式，もしくは予測相関式として与えている．

このことから，粗混合伝熱モデル（pmjet）を用いて，SFR での溶融燃料の冷却性を予測・

評価するためには，SFR で想定される，FCI の条件に対して適用可能な，溶融ジェットの

ジェットブレイクアップ長さ Lbrk，および溶融ジェットの微粒化により生成した微粒化物径 

Dp の予測手法を構築することが必要となる． 

 本研究では，第 3 章，第 4 章，および第 5 章で，界面固化の発生を考慮した，溶融ジェ

ットのジェットブレイクアップ長さ Lbrk，および溶融ジェットの微粒化により生成した微粒

化物径の質量メジアン径 Dm の予測手法を構築した．このことから，本研究では，界面固
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化の発生を考慮した，溶融ジェットのジェットブレイクアップ長さ Lbrk，および溶融ジェッ

トの微粒化により生成した微粒化物径の質量メジアン径 Dm の予測手法を，Moriyama ら

（Moriyama et al., 2002）[1.9] が構築した粗混合伝熱モデル（pmjet）に対して適用すること

により，SFR での溶融燃料の冷却性に対して，界面固化の発生が与える影響を検証するこ

ととした． 

 既存研究では，阿部ら（阿部他, 2005）[2.73] により，Moriyamaら（Moriyama et al., 2002）

[1.9] が構築した粗混合伝熱モデル（pmjet）は，溶融ジェットの微粒化により生成した微粒

化物が冷却材中に分散する（以下、粗混合と称す）状態を単純なモデル化により見通し良

く取り扱うことできることから，粗混合伝熱モデル（pmjet）に与える理論式，もしくは予

測相関式に加えて，SFR の設計上の指針として重要となる，冷却材プールの深さ H とい

ったパラメータが溶融燃料の冷却性に対して与える影響も見通し良く得ることができると

指摘している．このことから，本研究でも，界面固化の発生を考慮した，溶融ジェットの

ジェットブレイクアップ長さ Lbrk，および溶融ジェットの微粒化により生成した微粒化物径

質量メジアン径 Dm の予測手法を適用することにより，界面固化の発生が SFR での溶融

燃料の冷却性に対して与える影響を，見通し良く検証できると考えられる． 

 本研究で使用する，粗混合伝熱モデル（pmjet）に関する解析手法は，Moriyamaら（Moriyama 

et al., 2002）[1.9] による既存研究で構築された数値解析手法である．よって，本論文では，

数値解析手法に関する詳細な記載を省略する．数値解析手法の詳細は，Moriyama ら

（Moriyama et al., 2002）[1.9]，および Matsuoら（Matsuo et al., 2008）[1.8] の文献に記載さ

れている． 

 

7.3 界面固化の発生の考慮 

 ここでは，本研究で実施した，界面固化の発生をともなう溶融ジェット射出実験に基づ

き得られた，ジェットブレイクアップ長さ Lbrk，および微粒化物径の質量メジアン径 Dm の

予測手法を，Moriyamaら（Moritama et al., 2002）[1.9] による既存研究により構築された粗

混合伝熱モデル（pmjet）に適用することにより，界面固化の発生が，溶融燃料の冷却性に

およぼす影響を簡易的に，予測・評価することとした． 

 

7.3.1 解析条件の決定 

 ここでは，界面固化の発生が，溶融燃料の冷却性に与える影響を簡易的に予測・評価す

るために，Moriyamaら（Moritama et al., 2002）[1.9] による既存研究により構築された粗混

合伝熱モデル（pmjet）に適用する，解析条件の決定に関して記載する． 

 表 7.1に，Moriyamaら（Moritama et al., 2002）[1.9] による既存研究により構築された粗

混合伝熱モデル（pmjet）に適用する，初期値，および相関式をそれぞれ示す．ここで，初

期値は，ナトリウム冷却型高速炉（SFR: Sodium-cooled Fast Reactor）の炉心損傷事象（CDA: 
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Core Disruptive Accident）で想定される条件とする．このとき，SFR の CDA で想定される

溶融燃料である MOX 燃料の物性値は，Chawlaら（Chawla et al., 1981）[3.3] による文献に，

ナトリウム冷却材の物性値は，Golden and Tokar（Golden and Tokar, 1967）[3.4] による文献

に基づきそれぞれ決定した． 

 

表 7.1 粗混合伝熱モデルに適用する初期値，および予測相関式． 

Category Input Values/Correlations 

Initial 

valuables 

Melt temperature: Tj [˚C] 3000 

Coolant temperature: Tc [˚C] 395 

Inlet velocity: vj0 [m/s] 5 

Inlet diameter: Dj0 [mm] 55 

Pool depth of the coolant: H [m] 1.5 

Void fraction of the coolant: α [-] 0.05 

Input 

correlations 

Jet breakup length: Lbrk [m] 
Saito et al. (1988) [2.83], or 

Epstein and Fauske (1988) [2.87] 

Fragment diameter: Dp [mm] 
 Crittical Waber number, or 

 Crust instability 

Boiling Heat transfer coefficient: 

hfb [W/m2K] 
 Liu and Theofanaous [7.1] 

 

7.3.2 予測相関式の決定 

 ここでは，界面固化の発生が，溶融燃料の冷却性に与える影響を簡易的に予測・評価す

るために，Moriyamaら（Moritama et al., 2002）[1.9] による既存研究により構築された粗混

合伝熱モデル（pmjet）に適用する予測相関式に関して記載する． 

 表 7.1に示した通り，本研究では，Moriyamaら（Moritama et al., 2002）[1.9] による既存

研究により構築された粗混合伝熱モデル（pmjet）に対して，ジェットブレイクアップ長さ 

Lbrk，微粒化物径の質量メジアン径 Dm，および膜沸騰熱伝達率 hfb を予測相関式として与
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える．本研究では，ジェットブレイクアップ長さの予測相関式として，Saitoら（Saito et al., 

1998）[2.83] による予測相関式，および Epstein and Fauske（Epstein and Fauske, 2001）[2.87] 

による予測相関式を与える．このとき，Saitoら（Saito et al., 1998）[2.83] による予測相関式，

および Epstein and Fauske（Epstein and Fauske, 2001）[2.87] による予測相関式は，それぞれ

式（7.2），および式（7.3）に示す通りに書ける． 

 

 Fr = �j02��j0 (7.1)  

 

 �brk�j0 = 2.1(�j�c)
0.5 Fr0.5 (7.2)  

 

 �brk�j0 = 12"0 (�j�c)
0.5

 (7.3)  

 

 式（7.1）に示す Froude数 Fr は，Saitoら（Saito et al., 1988）[2.83] の既存研究に基づき

定義される無次元数である．このとき，vj0 は侵入速度，g は重力加速度，Dj0 は侵入径を

それぞれ示す．また，ρj は溶融ジェットの密度を，ρc は冷却材の密度を，E0 は“剥ぎ取

り”の係数をそれぞれ示す．“剥ぎ取り”の係数 E0 は，Epstein and Fauske（Epstein and Fauske, 

2001）[2.87] により，E0 = 0.05 ~ 0.10 の値が提案されている． 

 既存研究では，阿部ら（阿部他, 2005）[2.73]，Abeら（Abe et al., 2006）[2.74]，および Matsuo

ら（Matsuo et al., 2008）[1.8] は，Moriyamaら（Moriyama et al., 2002）[1.9] が構築した粗混

合伝熱モデル（pmjet）を，ナトリウム冷却型高速炉（SFR: Sodium-cooled Fast Reactor）に適

用することにより，溶融燃料の冷却性を予測・評価するために，微粒化物径の質量メジア

ン径 Dm の予測相関式として，式（7.4）に示す臨界 Weber数理論により決定される液滴直

径 Dd を与えている．本研究では，微粒化物径の質量メジアン径 Dm の予測相関式として，

第 5 章に記載した，界面固化の発生を考慮した界面不安定性理論に基づき求められる，溶

融ジェットと冷却材の二相界面に生成する固化膜を伝搬する微小擾乱の不安定波長を与え

る．このとき，界面固化の発生を考慮した界面不安定性理論では，二相界面に生成する固

化膜の曲げ剛性 D を，本実験により得られら値に基づき与えることとする． 

 

 �d = 18.�c�rel2  (7.4)  

 

図 7.1に，SFR の CDA で想定される溶融燃料である MOX 燃料の物性値と，冷却材とし

て液体ナトリウムの物性値を適用することにより求めた不安定波長，および臨界 Weber数
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理論に基づく臨界直径をそれぞれ示す．このとき，式（7.5），および式（7.6）に示す，界

面固化の発生を考慮しない，Kelvin-Helmholtz不安定性による不安定波長も図7.1に示した． 

 

 
図 7.1 SFR で想定される界面固化の発生による生成微粒化物径． 

 

 �n = 2@.(�j + �c)�j�c�rel2  (7.5)  

 

 �m = 3@.(�j + �c)�j�c�rel2  (7.6)  

 

このとき，MOX 燃料の物性値は，Chawlaら（Chawla et al., 1981）[3.3] による文献に，ナ

トリウム冷却材の物性値は，Golden and Tokar（Golden and Tokar, 1967）[3.4] による文献に

基づきそれぞれ決定した．SFR の CDA で想定される溶融ジェットの侵入速度として，vj0 = 

5 m/s を仮定すると，臨界 Weber数理論より，生成する微粒化物径として Dm = 386 µm が

得られる．一方，界面固化を考慮した界面不安定性理論より，二相界面に生成した固化膜

の曲げ剛性の値が D = 10-6 Nm，および D = 10-5 Nm となる場合に生成する微粒化物として 

Dm = 3.28 mm，および Dm = 6.94 mm がそれぞれ得られる．このとき，曲げ剛性 D の値は，

本研究で実施した実験結果に基づき決定された値である．図 7.1 より，SFR の CDA で想

定される微粒化物径の見積りを行った場合には，界面固化の発生を考慮した界面不安定性

理論は，臨界 Weber数理論といった界面固化の発生を考慮しない既存の理論と比較して，

微粒化物径をオーダーで大きく見積もることが分かる． 
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 既存研究では，阿部ら（阿部他, 2005）[2.73]，Abeら（Abe et al., 2006）[2.74]，および Matsuo

ら（Matsuo et al., 2008）[1.8] は，Moriyamaら（Moriyama et al., 2002）[1.9] が構築した粗混

合伝熱モデル（pmjet）を，ナトリウム冷却型高速炉（SFR: Sodium-cooled Fast Reactor）に適

用することにより，溶融燃料の冷却性を予測・評価するために，生成した微粒化物の膜沸

騰熱伝達率 hfb の予測相関式として，式（7.7）に示す Liu-Theofanous の予測相関式 [7.1] を

与えている． 

 

 ℎfb = 0.0235 �g�p Rep {l{g (|}4
~p )(1 − �)0.25 (7.7)  

 

このとき，Rep，K，R，Prg，および Sp はそれぞれ，式（7.8）から式（7.12）に示す通りに

それぞれ定義される． 

 

 Rep = �l�p[Verm{l  (7.8)  

 

 | = �l�g (7.9)  

 

 } = ({g�g{l�B )
0.5

 (7.10)  

 

 Prg = �pg{g�g  (7.11)  

 

 Sp = �pg(�sat − �g)[�fg + 0.5�pg(�sat − �g)]Prg (7.12)  

 

ここで，α は冷却材のボイド率を，λ は熱伝導率を，µ は粘性係数を，ρ は密度を，cp は

比熱を，Lfg は冷却材の蒸発潜熱を，Dp は微粒化物径を，Vterm は微粒化物の流速を，Tp は

微粒化物（溶融ジェット）の初期温度を，Tsat は冷却材の飽和温度を，Rep は微粒化物の 

Reynolds数を，Prg は冷却材蒸気の Prandtl 数をそれぞれ示す．また，添え字 l は液体を，

g は気体をそれぞれ示す． 
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7.3.3 ジェットブレイクアップ長さの影響 

 ここでは，Moriyamaら（Moritama et al., 2002）[1.9] による既存研究により構築された粗

混合伝熱モデル（pmjet）に基づき，ジェットブレイクアップ長さ Lbrk の予測相関式が溶融

燃料の冷却性に与える影響に関して検証した結果に関して記載する． 

 図 7.2に，溶融ジェットの先端位置 Ljet と，冷却材プール深さ H の関係を示す．横軸は

時刻 t であり，t = 0 が溶融ジェットの射出開始時刻を示す．縦軸は，粗混合伝熱モデル

（pmjet）に基づき求められた溶融ジェットの先端位置 Ljet，冷却材プール深さ H，および

ジェットブレイクアップ長さ Lbrk をそれぞれ示す．このときの解析条件は，表 7.1に示す，

ナトリウム冷却型高速炉（SFR: Sodium-sooled Fast Reactor）での炉心損傷事象（CDA: Core 

Disruptive Accident）で想定される条件とした． 

 本研究では，第 3 章に記載した通り，界面固化が発生する条件に適用可能なジェットブ

レイクアップ長さ Lbrk の予測相関式として，Epstein and Fauske（Epstein and Fauske, 2001）

[2.87] による予測相関式が示されている．しかしながら，ここでは，粗混合伝熱モデル（pmjet）

に適用する，ジェットブレイクアップ長さの予測相式が，溶融ジェットの先端位置 Ljet に

対しておよぼす影響を調べるために，Saitoら（Saito et al., 1998）[2.83] による予測相関式，

および Epstein and Fauske（Epstein and Fauske, 2001）[2. 87] による予測相関式の両者を粗混

合伝熱モデル（pmjet）に与えた．このとき，Epstein and Fauske（Epstein and Fauske, 2001）

[2.87] による予測相関式に含まれる“剥ぎ取り”の係数として，E0 = 0.05 ~ 0.10 の値が提案

されている．本研究では，粗混合伝熱モデル（pmjet）に対して Epstein and Fauske（Epstein and 

Fauske, 2001）[2.87] による予測相関式を適用する場合には，“剥ぎ取り”の係数を E0 = 0.075 

とすることにより，Epstein and Fauske（Epstein and Fauske, 2001）[2.87] により提唱されてい

る“剥ぎ取り”の係数の値の中間値を与えた． 

 図 7.2に示す溶融ジェットの先端位置 Ljet より，Saitoら（Saito et al., 1998）[2.83] による

予測相関式を与えた場合には，時刻 t = 0.3 s 程度となると，冷却材中に侵入した溶融ジェ

ットは冷却材プールの床に着底し，直接衝突することが分かる．一方，溶融ジェットの先

端位置 Ljet より，Epstein and Fauske（Epstein and Fauske, 2001）[2.87] による予測相関式の

両者を与えた場合には，時刻 t = 0.2 s 程度となると，溶融ジェットは冷却材プールの床に

は着底せず，1.2 m 程度まで侵入した後に一定となることが分かる．このことから，SFR で

の CDA で想定される条件では，粗混合伝熱モデル（pmjet）に基づき，溶融ジェットの先

端位置 Ljet を見積もった結果，Epstein and Fauske（Epstein and Fauske, 2001）[2.87] による

予測相関式を与えた場合には，溶融ジェットは冷却材プールの床には着底しないことから，

溶融ジェットが直接冷却材プール床へ着底し，直接衝突することを回避できることが分か

る．一方，粗混合伝熱モデル（pmjet）に対して Saitoら（Saito et al., 1998）[2.83] による予

測相関式を与えた場合には，SFR での CDA で想定される条件では，ジェットブレイクア

ップ長が，Lbrk =≅ 2.5 m となる．このことから，冷却材プールの深さを H = 3.0 m とすれ

ば，SFR での CDA で想定される条件では，仮に，ジェットブレイクアップ長さ Lbrk が
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Saitoら（Saito et al., 1998）[2.83] による予測相関式に従う場合でも，溶融ジェットが冷却材

プールの底へ着底し，直接衝突することを回避できることが示された． 

 

 

図 7.2 粗混伝熱モデルに基づくジェット先端位置解析結果． 

 

7.3.4 投入質量と微粒化質量の関係 

 ここでは，Moriyamaら（Moritama et al., 2002）[1.9] による既存研究により構築された粗

混合伝熱モデル（pmjet）に基づき，冷却材に投入される溶融燃料の質量と，生成する微粒

化物の質量の関係を検証した結果に関して記載する． 

 図 7.3（a）に，冷却材中に投入された溶融燃料の質量 Mtotal，冷却材中（粗混合領域）に

存在する溶融ジェットの質量 Mjet，冷却材中（粗混合領域）に存在する微粒化物の質量 Mmpar，

および冷却材の床（床領域）に沈降した微粒化物の質量 Mopar をそれぞれ示す．横軸は時

刻 t であり，t = 0 が溶融ジェットの射出開始時刻を示す．縦軸は，各質量をそれぞれ示す．

このときの解析条件は，表 7.1に示す，ナトリウム冷却型高速炉（SFR: Sodium-sooled Fast 

Reactor）での炉心損傷事象（CDA: Core Disruptive Accident）で想定される条件とした．また，

このとき，粗混合伝熱モデル（pmjet）に適用するジェットブレイクアップ長さ Lbrk の予測

相関式は，Epstein and Fauske（Epstein and Fauske, 2001）[2.87] による予測相関式を与えた． 

 図 7.3（a）より，冷却材中に投入された溶融燃料の質量 Mtotalは，時刻 t = 0 ~ 3.0 s の間

に，線形的に増加することが分かる．一方，冷却材中（粗混合領域）に存在する溶融ジェ

ットの質量 Mjet は，時刻 t = 0 ~ 0.2 s の間は増加するものの，時刻 t = 0.2 s 以降は一定と

なることが分かる．このことは，溶融ジェットが冷却材に侵入した後にジェットブレイク

アップに至ることにより，溶融ジェット挙動が定常状態となるめに，冷却材中（粗混合領
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域）に存在する溶融ジェットの質量が一定となるを示す．冷却材中（粗混合領域）に存在

する微粒化物の質量 Mmpar は，冷却材中（粗混合領域）に投入された溶融燃料の質量 Mtotal 

と同様に，時刻 t = 0 ~ 2.0 s の間に，線形的に増加していることが分かる．このとから，冷

却材中（粗混合領域）に投入された溶融燃料の大部分は，微粒化物として存在することが

分かる．一方，冷却材中（粗混合領域）に投入された溶融燃料の質量 Mtotal は，時刻 t = 2.0 

s 以降では，増加する傾向が低減することが分かる．このとき，冷却材の床（床領域）に沈

降する微粒化物の質量 Mopar が，時刻 t = 2.0 s 以降に増加することから，この時刻より，

冷却材（粗混合領域）で生成した微粒化物が着底を開始することが分かる． 

 図 7.3（b）に，冷却材中（粗混合領域）に存在する微粒化物の質量 Mmpar，冷却材中（粗

混合領域）に存在する“溶融状態”の微粒化物の質量 Mmmpar，冷却材中（粗混合領域）に

存在する“固化状態”の微粒化物の質量 Mmspar，および冷却材の床（床領域）に沈降した微

粒化物の質量 Mopar をそれぞれ示す．横軸は時刻 t であり，t = 0 が溶融ジェットの射出開

始時刻を示す．縦軸は，各質量をそれぞれ示す．このときの解析条件は，表 7.1に示す，SFR 

での CDA で想定される条件とした．また，このとき，粗混合伝熱モデル（pmjet）に適用

するジェットブレイクアップ長さ Lbrk の予測相関式は，Epstein and Fauske（Epstein and 

Fauske, 2001）[2.87] による予測相関式を与えた． 

 図 7.3（b）より，冷却材中（粗混合領域）に存在する微粒化物の質量 Mmspar は，時刻 t = 

0 ~ 3.0 s の間に，冷却材中（粗混合領域）に存在する微粒化物の質量 Mmpar と同様に増加

することが分かる．一方，冷却材中（粗混合領域）に存在する“溶融状態”の微粒化物の

質量 Mmmpar は，時刻 t = 0 ~ 0.2 s の間は増加するものの，時刻 t = 0.2 s 以降は一定となる

ことが分かる．このことは，溶融ジェットが冷却材に侵入した後にジェットブレイクアッ

プに至ることにより，溶融ジェット挙動が定常状態となることから，冷却材中（粗混合領

域）に存在する“溶融状態”の微粒化物の質量が一定となることを示す．このとから，冷

却材中（粗混合領域）に存在する微粒化物の大部分は，“固化状態”の微粒化物として存在

することが分かる．また，冷却材の床（床領域）に沈降した微粒化物の質量 Mopar が，時

刻 t = 2.0 s 以降で増加することから，冷却材（粗混合領域）で生成した微粒化物は，“固化

状態”として冷却材プールの床（床領域）に着底することが分かる． 
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（a）投入質量と粒子質量 （b）溶融粒子と固化粒子 

図 7.3 粗混合伝熱モデルに基づく生成粒子質量の解析結果． 

 

7.3.5 界面固化の発生の影響 

 ここでは，界面固化の発生が，溶融燃料の冷却性に対して与える影響を検証した結果に

関して記載する． 

 図 7.4 に，冷却材中に投入された溶融燃料の質量 Mtotal，冷却材中（粗混合領域）に存在

する溶融ジェットの質量 Mjet，冷却材中（粗混合領域）に存在する微粒化物の質量 Mmpar，

および冷却材の床（床領域）に沈降した微粒化物の質量 Mopar をそれぞれ示す．横軸は時

刻 t であり，t = 0 が溶融ジェットの射出開始時刻を示す．縦軸は，各質量をそれぞれ示す．

このときの解析条件は，表 7.1に示す，ナトリウム冷却型高速炉（SFR: Sodium-sooled Fast 

Reactor）での炉心損傷事象（CDA: Core Disruptive Accident）で想定される条件とした．この

とき，粗混合伝熱モデル（pmjet）に適用するジェットブレイクアップ長さ Lbrk の予測相関

式は，Epstein and Fauske（Epstein and Fauske, 2001）[2.87] による予測相関式を与えた． 

 本研究では，界面固化の発生が溶融燃料の冷却性に与える影響を検証するために，

Moriyama ら（Moritama et al., 2002）[1.9] による既存研究で構築された粗混合伝熱モデル

（pmjet）に対して，界面固化を考慮した界面不安定性理論に基づき，生成する微粒化物径 Dp 

を，溶融ジェットと冷却材の二相界面に生成する固化膜を伝搬する微小擾乱の不安定波長

として与えた．SFR の CDA で想定される溶融ジェットの侵入速度として，vj0 = 5 m/s を

仮定することにより，二相界面に生成した固化膜の曲げ剛性の値が D = 10-6 Nm，および D 

= 10-5 Nm となる場合に生成する微粒化物として Dm = 3.28 mm，および Dm = 6.94 mm がそ

れぞれ得られる．このとき，溶融ジェットと冷却材の二相界面に生成する固化膜の曲げ剛
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性 D の値は，本研究で実施された模擬実験による実験結果に基づき決定された値である．

また，SFR の CDA で想定される溶融燃料である MOX 燃料の物性値は，Chawlaら（Chawla 

et al., 1981）[3.3] による文献に，ナトリウム冷却材の物性値は，Golden and Tokar（Golden and 

Tokar, 1967）[3.4] による文献に基づきそれぞれ決定した． 

 図 7.4（a）に，溶融ジェットと冷却材の二相界面に生成する固化膜の曲げ剛性の値が，D 

= 10-6 Nm，すなわち SFR で想定される条件では，生成する微粒化物径が Dm = 3.28 mm と

なるときの，冷却材中に投入された溶融燃料の質量 Mtotal，冷却材中（粗混合領域）に存在

する溶融ジェットの質量 Mjet，冷却材中（粗混合領域）に存在する微粒化物の質量 Mmpar，

および，冷却材の床（床領域）に沈降した微粒化物の質量 Mopar をそれぞれ示す．図 7.4（a）

より，冷却材中（粗混合領域）に存在する微粒化物の質量 Mppar は，時刻 t = 0 ~ 1.5 s の間

に，増加するもののその後，時刻 t = 1.5 s 以降で一定となることが分かる．一方，冷却材

の床に沈降した微粒化物の質量 Mopar が，時刻 t = 0.8 s 以降で増加することから，微粒化

した溶融燃料が，冷却材プールの床に沈降することが分かる．このことは，界面固化の発

生を考慮した界面不安定性理論に基づき，生成する微粒化物径を決定した場合には，生成

する微粒化物径が大きくなることにより，沈降速度が大きくなるために，冷却材プールの

床に沈降し易くなることを示す．冷却材中（粗混合領域）に存在する“溶融状態”の微粒

化物の質量 Mmmpar は，時刻 t = 0 ~ 0.6 s の間は増加するものの，時刻 t = 0.6 s 以降は一定

となることが分かる．一方，冷却材中（粗混合領域）に存在する“固化状態”の微粒化物

の質量 Mmspar は，時刻 t = 0.5 ~ 1.5 s の間は増加するものの，時刻 t = 1.5 s 以降は一定と

なることが分かる．このとから，冷却材の床（床領域）に沈降した微粒化物の質量 Mopar が，

時刻 t = 0.8 s 以降で増加することから，冷却材（粗混合領域）で生成した微粒化物は，“固

化状態”として冷却材プールの床（床領域）に着底を開始することが分かる． 

 図 7.4（b）に，溶融ジェットと冷却材の二相界面に生成する固化膜の曲げ剛性の値が，D 

= 10-5 Nm，すなわち SFR で想定される条件では，生成する微粒化物径が Dm = 6.94 mm と

なるときの，冷却材中に投入された溶融燃料の質量 Mtotal，冷却材中（粗混合領域）に存在

する溶融ジェットの質量 Mjet，冷却材中（粗混合領域）に存在する微粒化物の質量 Mmpar，

および冷却材の床（床領域）に沈降した微粒化物の質量 Mopar をそれぞれ示す．図 7.4（b）

より，冷却材中（粗混合領域）に存在する微粒化物の質量 Mppar は，時刻 t = 0 ~ 1.0 s の間

に，増加するもののその後，時刻 t = 1.0 s 以降で一定となることが分かる．一方，冷却材

の床に沈降した微粒化物の質量 Mopar が，時刻 t = 0.5 s 以降で増加することから，微粒化

した溶融燃料が，冷却材プールの床に沈降することが分かる．このことは，界面固化の発

生を考慮した界面不安定性理論に基づき，生成する微粒化物径を決定した場合には，生成

する微粒化物径が大きくなることにより，沈降速度が大きくなるために，冷却材プールの

床に沈降し易くなることを示す．冷却材中（粗混合領域）に存在する“溶融状態”の微粒

化物の質量 Mmmpar は，時刻 t = 0 ~ 1.0 s の間は増加するものの，時刻 t = 0.6 s 以降は一定

となることが分かる．また，このとき，冷却材中（粗混合領域）に存在する“溶融状態”
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の微粒化物の質量 Mmmpar は，冷却材中（粗混合領域）に存在する微粒化物の質量 Mppar と

同一の値を示すことが分かる．一方，冷却材中（粗混合領域）に存在する“固化状態”の

微粒化物の質量 Mmspar は，時刻 t = 0 ~ 3.0 s の間でゼロとなることが分かる．このことか

ら，冷却材（粗混合領域）で生成した微粒化物は，全量“溶融状態”として冷却材プール

の床（床領域）に着底を開始することが分かる． 

 

  

（a）粒子質量（D = 10-6 Nm） （b）粒子質量（D = 10-5 Nm） 

図 7.4 界面固化の発生が溶融燃料の冷却性におよぼす影響． 

 

 以上のことから，溶融ジェットと冷却材の二相界面に生成する固化膜の曲げ剛性の値が，

D = 10-5 Nm，すなわち SFR で想定される条件では，生成する微粒化物径 Dm = 6.94 mm と

なるときは，生成した微粒化物が，全量“溶融状態”として冷却材プール床に着底するこ

とが示された．このことき，“溶融状態”の微粒化物が，冷却材プールの床に直接衝突する

ことにより，原子炉容器の健全性に重大な影響を与える可能性がある．よって，安全設計

上の観点から，“溶融状態”の微粒化物が，冷却材プールの床（ここでは，原子炉容器の構

造材や，コアキャッチャーに相当する）に直接衝突することを回避することが望ましい．

このことから，冷却材プールの床の深さ H を変更することにより，冷却材プールの床の深

さ H が，溶融燃料の冷却性に与える影響を検証することとした． 

 図 7.5に，溶融ジェットと冷却材の二相界面に生成する固化膜の曲げ剛性の値が，D = 10-5 

Nm，すなわち SFR で想定される条件では，生成する微粒化物径が Dm = 6.94 mm となる

ときの，冷却材中に投入された溶融燃料の質量 Mtotal，冷却材中（粗混合領域）に存在する

溶融ジェットの質量 Mjet，冷却材中（粗混合領域）に存在する微粒化物の質量 Mmpar，およ
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び冷却材の床（床領域）に沈降した微粒化物の質量 Mopar をそれぞれ示す．このとき，解

析条件は，冷却材プールの床の深さ H を除き，図 7.4（b）に示す解析条件と同様である．

図 7.5に示す解析条件では，図 7.8（b）に示す解析条件より，冷却材プールの床の深さ H を 

1.5 m から 3.0 m へと深くした． 

 

 

図 7.5 冷却性プール深さの影響（D = 10-5 Nm, H = 3.0 m）． 

 

 図 7.5より，冷却材中（粗混合領域）に存在する微粒化物の質量 Mppar は，時刻 t = 0 ~ 2.0 

s の間に，増加するもののその後，時刻 t = 2.0 s 以降で一定となることが分かる．一方，

冷却材の床に沈降した微粒化物の質量 Mopar が，時刻 t = 1.5 s 以降で増加することから，

微粒化した溶融燃料が，冷却材プールの床（床領域）に沈降することが分かる．冷却材中

（粗混合領域）に存在する“溶融状態”の微粒化物の質量 Mmmpar は，時刻 t = 0 ~ 1.2 s の

間は増加するものの，時刻 t = 1.2 s 以降は一定となることが分かる．一方，冷却材中（粗

混合領域）に存在する“固化状態”の微粒化物の質量 Mmspar は，時刻 t = 1.0 ~ 2.0 s の間は

増加するものの，時刻 t = 2.0 s 以降は一定となることが分かる．このとから，冷却材の床

（床）に沈降した微粒化物の質量 Mopar が，時刻 t = 1.5 s 以降で増加することから，冷却

材（粗混合領域）で生成した微粒化物は，“固化状態”として冷却材プールの床に着底を開

始することが分かる． 

 以上のことから，溶融ジェットと冷却材の二相界面に生成する固化膜の曲げ剛性の値が，

D = 10-5 Nm，すなわち SFR で想定される条件では，生成する微粒化物径が Dm = 6.94 mm 

となる場合であっても，冷却材プールの床の深さが H = 3.0 m となる場合には，生成した

微粒化物は，“固化状態”として冷却材プールの床（床領域）に沈降することが示された．
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このことから，界面固化の発生を考慮した微粒化物径の予測手法を，既存研究で構築され

た粗混合伝熱モデル（pmjet）に適用した結果，SFR で想定される条件では，冷却材プール

の深さが 3.0 m あれば，溶融状態の微粒化物が，冷却材プールの床（ここでは，原子炉容

器の構造材や，コアキャッチャーに相当する）へ直接衝突することを回避できることが示

された． 
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7.4 まとめ 

 本章では，既存研究により提案されている，溶融燃料の冷却性を簡易的に予測・評価が

可能な粗混合伝熱モデル（pmjet）を用いることにより，SFR を対象とした溶融燃料の冷却

性を予測・評価した．粗混合伝熱モデルを用いるために，本実験より得られた，界面固化

が発生する条件に対して適用可能なジェットブレイクアップ長さの予測手法，および界面

固化の発生する条件に対して適用可能な微粒化物径の予測手法を，粗混合伝熱モデルに適

用することで，界面固化の発生が溶融燃料の冷却性に与える影響を予測・評価した．その

結果，以下に示す知見を得た． 

 

（1） ナトリウム冷却型高速炉（SFR: Sodium-cooled Fast Reactor）を想定し，既存研究で構

築された粗混合伝熱モデルを適用することにより，SFR で想定される条件での溶融

燃料の冷却性を簡易的に予測・評価した． 

 

（2） 界面固化の発生を伴う溶融ジェット射出実験より得られた，ジェットブレイクアッ

プ長さの予測手法を，既存研究で構築された粗混合伝熱モデルへ適用した結果，SFR 

で想定される条件では，冷却材プールの深さが 3.0 m あれば，溶融ジェットが冷却

材プールの底へ直接衝突することを回避できることを示した． 

 

（3） 界面固化の発生を考慮した界面不安定性理論に基づく微粒化物径の予測手法に基づ

き，SFR で想定される条件での微粒化物径の寸法を見積もった結果，界面固化の発

生を考慮しない，既存研究により提案されているの微粒化物径の予測手法と比較して，

生成する微粒化物径をオーダーで大きく見積もることを示した． 

 

（4） 界面固化の発生を考慮した界面不安定性理論に基づく微粒化物径の予測手法を，既

存研究で構築された粗混合伝熱モデルに適用した結果，SFR で想定される条件では，

冷却材プールの深さが 3.0 m あれば，溶融状態の微粒化物が，冷却材プールの底へ

直接衝突することを回避できることを示した． 
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第8章 結言 
 本研究では，ナトリウム冷却型高速炉（SFR: Sodium-cooled Fast Reactor）で想定される，

最終的に炉心の崩壊に至る炉心損傷事象（CDA: Core Disruptive Accident）を対象として，溶

融燃料の冷却性を予測・評価することが可能な解析コード構築に資するために，界面固化

の発生が，溶融ジェット挙動に与える影響の把握とともに，界面固化の発生による影響を

考慮した，ジェットブレイクアップ長さ，および溶融ジェットの微粒化により生成した微

粒化物径の予測手法の構築を目的とした．本研究の目的を達成するために，界面固化の発

生を伴う溶融ジェット射出実験を実施し，冷却材中に射出された溶融ジェット挙動の可視

観測，および微粒化物の観測を実施するとともに，界面固化の発生を考慮した界面不安定

性理論を溶融ジェットの体系に適用した．そして，本研究で得られた知見の応用として，

溶融ジェットに作用する流体的相互作用に着目し，二相流を再現可能な格子ボルツマン法

（LBM: Lattice Boltzmann Method）に基づき，液体ジェット挙動の数値解析を実施するとと

もに，既存研究により提案されている，溶融燃料の冷却性を簡易的に予測・評価が可能な

粗混合伝熱モデル（pmjet）を用いることにより，界面固化の発生が溶融燃料の冷却性に与

える影響を予測・評価した．その結果，以下に示す知見を得た． 

 

（1） 界面固化の発生を伴う溶融ジェット射出実験 

 本研究では，低融点金属を溶融させ，水中に射出する溶融ジェット射出実験を模擬実

験として実施した．実験では，水中での溶融ジェット挙動を高速度カメラにより可視観

測することにより，界面固化の発生が，溶融ジェット挙動に与える影響を検証した．ま

た，可視化結果に対して，画像処理を施すことにより，ジェット先端位置の時系列変化

を取得することで，ジェットブレイクアップ長さを計測した．その結果，界面固化が発

生する条件でも，冷却材の温度が高く，溶融ジェットの侵入速度が大きい条件では，ジ

ェットブレイクアップに至ることが示された．また，界面固化が発生する条件でも，ジ

ェットブレイクアップに至る場合，界面固化の発生は，ジェットブレイクアップ長さに

影響を与えず，Epstein-Fauskeによる既存研究で提案されている予測相関式が適用できる

可能性を示した． 

 

（2） 界面固化の発生を伴う溶融ジェットからの生成微粒化物の計測 

 溶融ジェットの射出後に，実験装置のテスト部に堆積した堆積物を回収し，その形状

および寸法を観測した．その結果，同一の実験条件でも，球・フィラメント・シート形

状といった異なる形状の微粒化物が生成することが示された．また，球形状の微粒化物

の質量メジアン径は，既存研究により提案されている臨界 Weber数となるときの液滴直

径と良い一致を示した．しかしながら，フィラメント・シート形状といった微粒化物の

質量メジアン径は，既存研究により提案されている臨界 Weber数となるときの液滴直径
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や Kelvin-Helmholtz 不安定性の不安定波長では過小評価となり，既存研究により提案さ

れている理論では，フィラメント・シート形状といった微粒化物の質量メジアン径を予

測できないことを示した． 

 

（3） 溶融ジェットでの界面固化の発生を考慮した界面不安定性理論 

 フィラメント・シート形状といった微粒化物の質量メジアン径を予測可能な手法の構

築を目的として，既存研究に基づき，界面固化の発生を考慮した界面不安定性理論を溶

融ジェットの体系に適用した．界面固化を考慮した界面不安定性理論では，溶融ジェッ

トと冷却材の二相界面に生成した固化膜により，界面不安定が抑制されることを示した．

また，本理論に基づき，固化膜の曲げ剛性の値を適切に設定することにより，フィラメ

ント・シート形状といった微粒化物の質量メジアン径が予測できる可能性を示した． 

 

（4） 格子ボルツマン法による液体ジェット挙動の数値解析 

 実験結果より得られた知見の適用範囲や外挿性を検討するために，溶融ジェットに作

用する流体的相互作用に着目し，二相流を再現可能な LBM を用いることにより，液体

ジェット挙動の再現を行うとともに，数値解析手法の検証を行った．その結果，本研究

で用いた，三次元一成分で二相流を再現可能な LBM は，液体ジェット挙動に対して適

用可能であることを示した．また，多緩和時間（Multiple-Relaxation Time）衝突則を導入

することにより，液体ジェットの数値解析に関する数値安定性の向上が可能であること

を示した． 

 

（5） 粗混合伝熱モデルによる溶融燃料の冷却材の予測・評価 

 既存研究により提案されている，溶融燃料の冷却性を簡易的に予測・評価が可能な粗

混合伝熱モデル（pmjet）を用いることにより，SFRを対象とした溶融燃料の冷却性を予

測・評価した．粗混合伝熱モデルを用いるために，本実験より得られたジェットブレイ

クアップ長さ，および生成微粒化物の予測手法を適用することにより，界面固化の発生

が，溶融燃料の冷却性におよぼす影響を予測・評価した．その結果，SFR で想定される

条件では，冷却材プールの深さが 3.0 m あれば，溶融ジェットが冷却材プールの床へ直

接衝突することとともに，溶融状態の微粒化物が冷却材プールの床へ直接衝突すること

を回避できることを示した．  

 

 以上の知見は，ナトリウム冷却型高速炉（SFR: Sodium-cooled Fast Reactor）での炉心損傷

事象（CDA: Core Disruptive Accident）を対象とした，溶融燃料の冷却性を予測・評価が可能

な解析コードの構築に資するものである． 
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