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Abstract 

We are developing a food processing system by using the underwater shock wave. The effect of a underwater shock wave on the 
pressure in the vessel is the important factor for the food processing system. The purpose of this study is to research the effect of the 
arrangement of pipes on the pressure generated by underwater shock wave in the enclosed vessel. In this research, we used 2D model 
of cylinder for the vessel and the explosive was used to generate the underwater shock wave in the vessel. Numerical calculations 
were carried out by using LS-DYNA. The angle between pipes and the distance between pipes and origin point of the vessel were 
changed, as main parameters. As a result, the underwater shock wave generated at the origin point of the vessel divided transmitted 
wave and reflected wave on the pipe surface. The pressure at the center of the pipe was determined by the arrangement of pipes. 
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1．緒言 
日本における米の消費量は 1962 年から 2010 年にか

けて半減しており，現在も減少し続けている(1)．これ

は食の多様化によりパンや麺などの小麦粉製品の需要

が高まったことが大きく影響していると考えられる．

このような状況で，米の需要を高めるために，米粉を

利用する動きがある(2)．米粉とは米粒を粉末状にした

ものである．米粉は小麦粉製品を製造する際に，小麦

粉の代替となることができる．したがって，小麦粉を

米粉で代替することで米の消費量は増加すると考えら

れる．また米粉を用いることにより食感のよい製品が

製造できると報告されており，今後，米粉の需要は高

まっていくと考えられる(3)．しかし，従来の米粉製造

方法には二つの問題点がある．第一に，米粉の製造方

法は浸水工程，米粒の粉砕および乾燥工程など様々な

工程が必要であることが挙げられる(4)．これにより，

米粉を作るために，大規模な装置および時間が必要と

なる．したがって米粉を製造するために必要な費用は

高くなると考えられている．第二に，従来の米粉製造

方法では米粒を粉末状にする際に摩擦による熱が発生

することが挙げられる(5)．これにより，米粉の品質は

低下すると考えられている．  
伊東らによって従来の米粉製造方法の問題点を改善

した新しい米粉製造方法が提案されている(4)．この手

法は，水で満たされた容器内で発生させた水中衝撃波

を米粒に作用させ，粉砕する手法である．この手法で

用いる米粉製造装置は給水タンク，排水タンク，円管

容器，電極およびシリコーンゴム製のパイプにより構

成されている．電極は水で満たされた容器内において

衝撃波を発生させるために用いられており，パイプは

米を充填するために用いられている．また，水中で発

生させた衝撃波を特に水中衝撃波と呼ぶ．この手法は

従来の米粉製造方法に比べ，製造工程数が少ない．さ

らに，米粒は水中衝撃波によるスポーリング破壊によ

って一瞬で粉砕されるので，摩擦による熱の影響なし

に，粉砕することが可能である．したがって，低予算

で高品質な米粉を製造することができると考えられて

いる． 
比嘉らの研究では，水中衝撃波の挙動を実験により

観測している(6)．その結果，水中衝撃波の速度を算出

することに成功している．しかしながら，パイプの配

置およびパイプの本数が水中衝撃波の挙動に与える影

響について，詳細に調べられていない．この影響を調

べることは，米粉製造のさらなる効率化のために必要

であると考えられる． 
本研究の目的は，パイプの配置およびパイプの本数

が水中衝撃波の挙動に与える影響を調べ，米粉製造装

置の改良のための知見を得ることである． 
 
2．数値解析法 
2.1 状態方程式 
本研究では流体構造練成シミュレーションソフト

LS-DYNA を用いて数値解析をおこなった．また計算方

法にオイラー法を用いた．本解析では爆薬の爆発を用

いて水中衝撃波を発生させた．爆薬には旭化成ケミカ

ルズ(株)製の SEP を適用した．水および SEP にはそれ

ぞれ Mie-Grüneisen 状態方程式および Jones-Wilkins-Lee 
(JWL) 状態方程式を適用した．Mie-Grüneisen 状態方程

式を式(1)に示す． 
 

= 
ρ0C2μ 1+ 1-

Γ0
2 μ

1- -1 2 +Γ0ρ0e	 (1)

 



ただし 

= 1 (2)

式(1)および(2)中の e，ρ0，C，Г0および S はそれぞれ

比内部エネルギ，密度，音速，Grüneisen 係数および

Us-μp曲線の係数である．また，ρ0，C，Г0および S は材

料定数である．本数値解析で Mie-Grüneisen 状態方程式

が適用された水に対する各定数を表 1に示す(7)． 
 

Table1 Parameters of Mie-Grüneisen equation 
 of state for water 

 
 

 
 
 
 
 
 

JWL 状態方程式を式(3)に示す． 
 

	= A 1-
ω

VR1
exp -R1V +B 1-

ω

VR2
exp -R2V +

ωE
V

 (3)

 
ただし 

 V=
0
 (4)

式(3)および(4)中の ρ0 ，ρeおよび A，B，R1，R2，ωは

それぞれ，爆薬の初期密度，爆ごうガスの密度および

JWL パラメータと呼ばれる定数である．本数値解析で

JWL 状態方程式が適用された SEPに対する各定数を表 2
に示す(8)． 
 

Table2 Parameters of JWL equation of state for SEP 

 
2.2 数値解析モデル 

図 1 に本研究で用いた数値解析モデルを示す．解析

モデルは，シリコーンゴム，爆薬，水および米で構成

されている．米およびシリコーンゴムに適用した物性

値を表 3 に示す．解析モデルは二次元モデルであり，

境界条件として，容器の壁面に壁条件を適用した．図

1 中の r および θはそれぞれ，容器中心からパイプの中

心までの距離および隣り合うパイプの中心の角度であ

る．全てのパイプの中心は半径 r の円周上に存在する．

また，θ は式(5)によって決定される．式(5)中の n はパ

イプの本数である．パイプの設置距離が水中衝撃波の

挙動に与える影響を調べるために，パイプの本数 n を 8
本とし r を 80，120 および 160mm に変更し解析をおこ

なった．またパイプの本数が水中衝撃波の挙動に与え

る影響を調べるために，r を 120mm とし，パイプの本

数 n を 4，8 および 12 本に変更し解析をおこなった． 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig.1 Numerical calculation model 
 

Table3 Parameters for silicone tube and rice(9),(10) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
3．結果および考察 
3.1 代表的な流れ場 

図 2 に容器の中心とパイプの中心の距離 r=120mm お

よびパイプの本数 n=8 本の解析モデルにおける水中衝

撃波の挙動を示す．図 2 は水中衝撃波の挙動を圧力分

布により表示している．また，矢印は水中衝撃波の伝

播方向を示しており，時間 t は爆薬が爆発した瞬間を

t=0 とした．爆薬の爆発後s 経過した流れ場を図 2 
(a) に示す．図より円状の水中衝撃波が発生しているこ

とが確認できる．図 2 (b) は，水中衝撃波がパイプに到

達し，水中衝撃波の先端部が反射した瞬間を示してい

る．図 2 (c) ではパイプの間を水中衝撃波が通過してい

ることが確認できる．また，パイプ内を衝撃波が透過

していることが確認できる．そして，図 2(b) において

パイプに到達した水中衝撃波が反射し，容器の中心に

向けて伝播していることが確認できる．図 2 (d) はパイ

プ間を通過した水中衝撃波が壁面に到達し，反射した

瞬間を示している．また，パイプで回折した水中衝撃

波がパイプ後方で干渉していることが確認できる．そ

して図 2 (e) において壁面で反射した水中衝撃波が再び

パイプに到達していることが確認できる．その後，図

2(f)のように，水中衝撃波はパイプ間を通過し，容器の

中心へ向けて伝播している様子が確認できる． 
 図 2 より，爆発により発生した水中衝撃波は，パイ

プ間を通過し回折する水中衝撃波，パイプ内に透過す

る衝撃波，パイプで反射する水中衝撃波の三種類に分

類できることがわかった．ここで，米を粉砕する過程

において，水中衝撃波がパイプに与える圧力は重要で

あると考えられる．そこで水中衝撃波がパイプに与え 

ρ0 

[kg/m3] 
C 

[m/s]
S Γ0 

1000 1490 1.79 1.65 

ρ0 
[kg/m3] 

A 
[GPa] 

B 
[GPa]

R1 R2 ω 

1310 365 2.31 4.3 1.0 0.28

 E 
[MPa] ν  ρ 

[kg/m3] 

Silicone tube 4.960 0.4500 1230 

Rice 123.8 0.3900 1558 

θ =
360

deg  (5)
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Fig.2 Pressure contours for r=120mm and n=8 
 

る圧力を調べるために，図 3 にパイプ中心における圧

力変動を示す．図 3 には二つの圧力ピーク値がみられ

る．一つ目の圧力ピーク値は t=82.4s において発生し

ている．これは水中衝撃波がパイプに到達し，透過す

る際に発生した圧力上昇である．二つの目の圧力ピー

ク値は t=198s で発生している．これは壁面で反射し

た水中衝撃波がパイプを透過した際に発生した圧力上

昇である．  
 
3.2 パイプの距離とパイプ中心の圧力の関係 
 図 2 および図 3 よりパイプが水中衝撃波の挙動に与

える影響および水中衝撃波がパイプに与える圧力につ

いて確認することが出来た．ここで，パイプの配置が

水中衝撃波の挙動に与える影響を調べることは米粉製

造装置を改良する上で重要であると考えられる．そこ

で容器の中心とパイプ中心の距離 r が水中衝撃波の挙

動に与える影響を調べるために図 4 に r=80，120 およ

び 160mm の場合の水中衝撃波の挙動を示す．図 4 は実

際の流れ場の右半分を省略している．t=72.4s におい

て r=80mm では水中衝撃波がパイプ間を通過している

ことが確認できる．さらに衝撃波がパイプ内に透過し

ていることが確認できる．また，r=120mm では水中衝

撃波がパイプに到達し反射していることが確認できる．

そして r=160mm では，水中衝撃波がパイプに到達して

いないことが確認できる．t=104s において r=80mm で

は水中衝撃波がパイプ間を通過後にパイプ後方で干渉

していることが確認できる．また，r=120mm では水中

衝撃波がパイプ間を通過していることが確認できる．

さらに衝撃波がパイプ内に透過していることが確認で 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Fig.3 Pressure variation at center of the pipe  
for r=120mm and n=8 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig.4 Pressure contours for r=80, 120, 160mm and n=8 
 

きる．そして r=160mm では水中衝撃波がパイプに到達 
し，反射していることが確認できる．t=130s において

r=80mm では水中衝撃波は壁面に到達していることが

確認できる．また，r=120mm では r=80mm と同様に水

中衝撃波が壁面へ到達していることが確認できる．ま

た，パイプ間を通過した水中衝撃波がパイプ後方で干

渉していることが確認できる．そして r=160mm では水

中衝撃波はパイプ間を通過し，壁面へ到達しているこ

とが確認できる．また，この時，パイプ後方で水中衝

撃波は干渉していないことが確認できる． 
 図 4 より容器の中心とパイプの距離 r によって水中

衝撃波の挙動に違いがあることが分かった．次に容器 

(d) t=132s 

(e) t=177s (f) t=226s 

(a) ts (b) t=66.0s 

(c) t=99.8s 
r=80mm

r=120mm

r=160mm

t=72.4s ts ts
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Fig.5 Relation between pressure and r for n=8 
 
の中心とパイプの距離 r が水中衝撃波の挙動に与える

影響を定量的に調べるために図 5 にパイプの本数 n が 8
本とした場合のパイプ中心で発生した一つ目の圧力ピ

ーク値および二つ目の圧力ピーク値と r の関係を示す．

図 5 より，一つ目の圧力上昇のピーク値は r=120mm の

場合に も高いことが確認できる．また，二つ目の圧

力上昇のピーク値も r=120mm の場合に も高くなった．

これはパイプ間の距離およびパイプと壁面の距離が関

係していると考えられる．r=80mm の場合，r=120mm
および 160mm の場合に比べ，パイプ間の距離が小さい

ため，円状に発生した水中衝撃波が壁面に到達するま

でに も減衰すると考えられる．よって r=80mm の場

合，壁面で反射する水中衝撃波の圧力は も低いため，

二つ目の圧力ピークは r=120mm に比べ低くなったと考

えられる．また r=160mm ではパイプ間の距離が も大

きいため，水中衝撃波は減衰しにくいと考えられる．

しかしながら，r=160mm では，壁面とパイプの距離が

小さいため，図 4 の t=130s のように r=80mm および

r=120mm においてパイプ間通過後にパイプ後方で発生

した水中衝撃波の干渉が発生しない．よって，水中衝

撃波の干渉によって生じる圧力上昇が存在しないため， 
r=160mm の場合，二つ目の圧力ピークは r=120mm に

比べ低くなったと考えられる． 
 
3.3 パイプの本数とパイプ中心の圧力の関係 
 図 5 よりパイプの本数 n が 8 本の場合，容器の中心

とパイプの中心の距離 r が 120mm においてパイプの中

心にかかる圧力が も高くなることが分かった．ここ

で，パイプの本数 n は米粉製造量を増やす上で重要で

ある．そこでパイプの本数 n がパイプ中心にかかる圧

力に与える影響を調べるために，図 6 にパイプの距離 r
を 120mm とした場合のパイプの本数 n とパイプ中心に

おける圧力の関係を示す．図 6 より一つ目の圧力ピー

ク値は全てのパイプの本数 n の場合において同じ値で

あることが確認できる．これは，水中衝撃波がパイプ

に到達するまでの距離が等しいためであると考えられ

る．また二つ目の圧力のピーク値は n=12 の場合に n=4
および 8 の時に比べて低くなった．これは，パイプの

本数を増やすことで，パイプ間の距離が狭くなり，n=4
および 8 の時に比べ，壁面へ向かう水中衝撃波が も

減衰したためであると考えられる． 
 
4．結言 
本研究の目的は米粉製造装置の改良のために，パイ

プの配置および本数が水中衝撃波の挙動に与える影響

を調べることであった．本研究では，パイプの配置を

変更するために，容器の中心とパイプの中心までの距 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig.6 Relation between pressure and n for r=120mm 

 
離 r を 80~160mm に変更し解析をおこなった．さらに，

パイプの本数 n が水中衝撃波の挙動に与える影響を調

べるためにパイプの本数 n を 4~12 本に変更し解析をお

こなった．以下に本研究により得られた結論を示す． 
 
(1)  爆発により発生した水中衝撃波は，パイプ間を通

過し回折する水中衝撃波，パイプ内に透過する衝撃

波，パイプで反射する水中衝撃波の三種類に分類で

きることがわかった． 
(2)  水中衝撃波がパイプに与える圧力のピーク値は二

つ存在する．二つの圧力ピーク値はそれぞれ爆発に

よって発生した水中衝撃波がパイプを透過する際に

発生するピーク値および容器の壁面で反射した水中

衝撃波がパイプを透過する際に発生するピーク値で

ある． 
(3)  パイプの本数 n が 8 本において，水中衝撃波がパ

イプに与える圧力の一つ目のピーク値は，容器の中

心とパイプの中心の距離 r=120mm の場合に も高

くなった．  
(4)  容器の中心とパイプの中心の距離 r が 120mm に

おいて，水中衝撃波がパイプに与える圧力の二つ目

のピーク値は，パイプの本数 n が 8 本の場合に も

高くなった． 
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