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  改良型 PWR に採用する高性能蓄圧タンクは冷却材喪失事故時などの緊急時に原子炉内に

冷却水を注入するシステムで，可動部の無いフルイディクス技術を応用することで注入流量を大

流量から小流量に自動的に切り替える機能を有している．その性能については，これまでの１/２

縮尺の実圧注入試験などにより確認してきたところであるが，今回，数値解析により，小流量注入

時に流量が少なくなるメカニズム（流体抵抗発生メカニズム）を確認するとともに，小流量時の特

性が試験装置の縮尺に大きく依存しないことを確認したので，これを紹介する． 

  

   

 
 
|1. はじめに 

当社の改良型加圧水型原子力発電プラント(APWR）の非常用炉心冷却設備は，安全設備の

簡素化及び信頼性向上というニーズにこたえるために，フルイディクス技術を使ってうず巻きダン

パを考案し，注入流量の２段階切替が可能な高性能蓄圧注入系を開発した(1)．これは，従来の蓄

圧タンクと低圧注入系の両機能を合わせ持つ機能で，可動部分なしで流量を切り替えられる特

徴がある．これまで，１/５，１/２縮尺模型を用いて，緊急時の実機の作動条件を模擬した実圧性

能確認試験を行って注入特性及び作動の信頼性を確証した． 

また，これらの試験結果を踏まえて，縮尺模型試験デー夕から実機の高性能蓄圧夕ンクの性

能を評価する手法を確立している．本報では,小流量注入時のうず巻きダンパ内の流動状況を数

値解析した結果を紹介する． 

|2. 高性能蓄圧タンクの特徴 

高性能蓄圧タンクは，可動部の無いフルイディクス技術（渦，壁面付着流，噴流の衝突などの

流動現象自身を利用して流れを制御する工学分野）を応用することで，注入流量を大流量（従来

機は蓄圧タンクが分担）から小流量（従来機は低圧注入系が分担）に自動的に切り替える機能を

有している．可動部が無いことから，長寿命で保守も容易であり，苛酷な環境でも正常に作動す

るといった利点がある．高性能蓄圧タンクの構造と動作原理は以下のとおりである． 

高性能蓄圧タンクは，タンク内にスタンドパイプ，うず室などからなるうず巻きダンパを有してい

る．うず巻きダンパへの２つの流入口のうち，１つはスタンドパイプ上部に設置し（大流量流入

口），他の１つは低い位置（小流量流入口）に設置している．タンク内水位が大流量流入口よりも

高いときには，図１のように，両方の流入口から入ったほう酸水の流れがうず室内で合流し，その

後，うず室内を直進して，中心部の出口ノズルから出口配管へ流出する．このとき，流れに対する

抵抗がほとんどないため，大流量の注入となる． 
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一方，図１のようにタンク内水位が低下し，大流量流入口からの流入がなくなると，小流量流入

口のみからの流入となる．小流量流入口から入ったほう酸水は，うず室内で強い渦を形成し，中

心部の出口ノズルから出口配管へ流出する．このとき，流体の旋回による運動エネルギーがうず

室中心から下流で徐々に失われることで，大きな抵抗を発生させるため小流量の注入となる． 

 
図１ 高性能蓄圧タンクの流量調整メカニズム 

水位高ではスムースな流れで大流量，水位低では渦発生で小流量と自動で流量切替ができる． 

|3. 解析手法 

縮尺1/５，１/２及び1/１（実機）のうず巻きダンパを模擬した解析モデルを作成し，うず室からス

ロート下流の注入配管の一部まで（図２）における定常状態での小流量注入時の流動挙動を対

象とした解析を行う．メッシュは六面体メッシュにて生成する．また，境界層及び渦を高解像度で

捉えるために，壁面近傍及び渦中心（うず室中心）のメッシュサイズを細かくしている．メッシュ分

割数は，300 万～400 万程度とし，1/5 縮尺モデル，1/2 縮尺モデル及び実寸スケールのいずれ

の解析ケースもほぼ同等のメッシュ分割数としている． 

解析条件は，事故時における実機でのキャビテーション係数σ（注）の予想変動範囲を包絡で

きるよう，σ=0.3 とσ=9.4 の２条件とした（注：キャビテーション係数σ＝（ＰＤ-Ｐｖ)/ΔＰ：ここで，

ＰD；下流静圧，Ｐｖ；蒸気圧，ΔＰ；圧力損失）．また，液温度，流入面流速及び注入管出口圧力

は 1/2 縮尺模型試験時の実測データに合わせた条件を与えた． 

 
図２ 解析用モデル図 

小流量管入口及びスタンドパイプから，うず室を経て，スロート下流の注入配管までをモデル化． 
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|4. 解析結果 

縮尺モデルのフローパターン図，全圧分布図，及び乱流エネルギー分布図を図３から図５に

示す．これらの図より，以下のようなことが分かる． 

・ うず室内で規則的な渦（自由渦）が形成されることで流れが加速され，静圧が動圧に変換さ

れる．このとき，動圧はうず室中心に向かうに従い増加する． 

・ うず室を出た規則的な渦は軸方向の成分を持つ旋回流となる．この旋回流はうず室中心か

らスロート部に掛けての渦の中心部の乱れ生成（流体の粘性による強いせん断力）により，

急速に減衰する． 

・ スロート部を通過した旋回流は，拡がり管壁面近傍の速度せん断層の乱れ生成により減衰

し， 終的には軸方向のみの流れとなる．このとき，スロート下流の拡がり管で静圧回復が

微小となることで，大きな圧力損失につながると考えられる． 

・ 全体圧損の 60％（σ=9.4）～90％（σ=0.3）は，うず室からスロート部までで損失する．残り

の損失の大部分は，拡がり管で失われる．これは，旋回の強いσ=0.3 のケースではうず芯

（強制渦領域）での速度勾配の絶対値が大きいために，うず室中心からスロートにかけての

流体の粘性によるせん断力の影響が大きく，スロート部までの損失割合が大きくなる傾向が

あるためと考えられる． 

   

 図３フローパターン図（σ=0.3，

縮尺比 1/2 の場合） 

うず室で生成された自由渦は，

出口配管で軸方向の成分をも

つ旋回流となるが，急速に減衰

して軸流になる． 

  

 図４ 全圧分布図 

（縮尺比 1/5 の場合） 

うず室中心の強制渦領域で全

圧が低下し，全損失の約 90％

（σ＝0.3）～60％（σ＝9.4）をス

ロート部までに失う． 

  

 図５ 乱流エネルギー分布図

（縮尺比 1/5 の場合） 

渦中心部の粘性による強いせ

ん断力による乱れと，スロート部

下流の拡がり管部の速度せん

断層の乱れが生成． 
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各部の断面平均圧力及び断面平均乱流エネルギーの推移過程を図６，図７及び図８に示す．

評価断面は，うず室内は同心円面の断面平均値を，うず室出口より下流では配管断面平均値を

求めた．これらの図より，以下のようなことが分かる． 

・ σ=0.3 の場合は，うず室内の自由渦領域で静圧が動圧に変換され，うず室出口付近で動

圧がピークを示す．スロート部近傍では軸流速度が増大するため，動圧がやや盛上る．全

圧は，うず室出口付近で急激に低減し，圧力損失が発生している．静圧はスロート部で

小となり，拡がり管で若干回復している． 

・ σ=9.4 の場合は，うず室では出口にかけて静圧が動圧に変換され，うず室出口付近で動

圧が一旦大きくなる．うず室出口からスロート部にかけての漸縮管により，軸流速度が増大

するためさらに動圧が上昇し，スロート部でピークを示す．全圧は，うず室出口付近及びス

ロート部下流において急激に低減し，損失が発生する．静圧はスロート部で 小となり，拡

がり管で若干回復している． 

・ 旋回の強いσ=0.3 の場合は，うず室から出口ノズルに掛けてとスロート部下流拡がり管で

乱れ生成が大きくなる．一方，旋回が弱いσ=9.4 の場合は，スロート部下流拡がり管での

乱れ生成が卓越する． 

   

 
図 ６  断 面 平 均 圧 力 分 布 図

（σ=0.3，1/2 縮尺模型）

うず室内の自由渦領域で静圧が

動圧に変換されるとともに，うず

室出口付近で全圧が急激に低

減（圧力損失が発生）している．

  

 

図 ７  断 面 平 均 圧 力 分 布 図

（σ=9.4 ，1/2 縮尺模型）

σ=0.3 と比較して，全圧の低下

状況が 2 段階となっており，スロ

ート部下流での損失も大きい．

  

 
図８ 断面平均乱流エネルギー

の推移図（1/2 縮尺模型）

σ=0.3 ではうず室出口とスロート

部下流拡がり管で，σ=9.4 では

スロート部下流拡がり管で乱れ

が卓越する． 
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以上より，以下の圧力損失発生メカニズムが推定される． 

・ うず室内で規則的な渦（自由渦）が形成されることで流れが加速され，静圧が動圧に変換さ

れる．このとき，動圧はうず室中心に向かうに従い増加する． 

・ うず室を出た規則的な渦は軸方向の成分を持つ旋回流となる．この旋回流はうず室中心か

らスロート部に掛けての渦の中心部の乱れ生成（速度勾配に伴う粘性乱れ）により，急速に

減衰する． 

・ スロート部を通過した旋回流は，拡がり管壁面近傍の速度せん断層の乱れ生成により減衰

し， 終的には軸方向のみの流れとなる． 

・ 上記メカニズムはキャビテーション係数σに依存せず共通であるが，旋回の強いσ小のケ

ースではうず芯（強制渦領域）での速度勾配の絶対値が大きいために，うず室中心からスロ

ートにかけての速度勾配に伴う粘性乱れの影響が大きく，スロート部までの損失割合が大き

くなる傾向にある． 

図９に流量係数の計算結果と実験値との比較結果を示す.図より，流量係数の解析精度は，

σ=0.3 の場合で－25％，σ=9.4 の場合で＋７％で，σが小さい場合にやや過小評価されている

が，概ね実験値と合致しており，流動状況は実験値と類似していると判断できる．なお，σ=0.3 の

場合には，数値解がバラつくため，その 大値及び 小値をプロットしている．σが小さい場合

に，流量係数がやや過小評価されている点に関しては以下のような要因が考えられる． 

① σが小さい場合は流量が多いため，旋回強度が大きくなる．旋回が強くなると，遠心力によ

り生じる半径方向の圧力勾配がきつくなるため，乱流モデルの計算精度がやや悪くなった

可能性がある． 

② 流速が大きくなるため，ｙ+（壁面と壁面からの第１メッシュ点との無次元距離）がσ大の場合

に比べて 3 倍程度大きくなった．そのため，メッシュ依存性が表れた可能性がある． 

流量係数の計算結果と縮尺比の関係を図１０および図１１に示す． 

  

 

 

図９ 流量係数計算結果（縮尺

比 1/2） 

解析精度は，σ=0.3 の場合で

－25％，σ=9.4 で＋7％で，

σ小でやや過小評価されるが，

概ね実験値と合致． 

図１０ 流量係数の比較（σ=0.3） 

流量係数計算値はうず流特有の解の変動，メッ

シュ依存性などの計算誤差範囲で縮尺比によ

らずほぼ一定である． 

図１１ 流量係数の比較（σ=9.4） 

流量係数は縮尺比に依存せずに，計算誤差の

範囲でほぼ一定である． 
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図より，以下のようなことが分かる． 

・ 流量係数の計算値は縮尺比に依存せずに，計算誤差の範囲でほぼ一定となっている． 

・ 計算誤差要因としては，メッシュ依存性（誤差±15％）とうず流特有の解の変動誤差（誤差

±10％（σ=0.3），±15％（σ=9.4））などが考えられる． 

|5. まとめ 

高性能蓄圧タンク内の流動状況を流動解析により把握することで，実験では把握困難な小流

量注入時の乱流挙動について数値的に検証するとともに，圧力損失発生機構を定量的に解明

することができた．また，流動状況は縮尺比に依存せず類似となることが解析的に予測でき，実

機の流量係数は縮尺模型実験結果と同等となることが確認できた． 

なお，今回実施した数値解析では，このような数値解析による検証が実験による試験検証を補

完するとともに，縮尺模型実験結果の実寸スケールへの適用性に対する傍証を与える有効な手

段であることが示唆された． 
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