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 論  文  
 
 

小型電磁流速計を用いた液体金属二相流の乱流計測 
* 

Measurements of Turbulence in a Liquid-Metal Two-Phase Flow  
by Using a Miniature Electro-Magnetic Probe 

有 吉   玄**        浅 井 勇 吾*** 

ARIYOSHI Gen              ASAI Yugo 

伊 藤 大 介****        齊 藤 泰 司****        三 島 嘉一郎† 
ITO Daisuke               SAITO Yasushi            MISHIMA Kaichiro 

 
Abstract  A nitrogen gas–lead bismuth two-phase flow was experimentally studied as a 
two-phase flow with large liquid-to-gas density ratio. Experiments were performed to understand 
turbulent structure in a liquid-metal two-phase flow by using a miniature electro-magnetic probe. 
Radial profiles of axial liquid velocity and turbulence intensity were measured by using the 
electro-magnetic probe. Turbulence is induced mainly by rising bubbles in the liquid-metal. 
Measurement results show that the turbulence intensity at the tube center was proportional to the 
void fraction to the power of 0.8 for higher void fraction at the present experimental conditions. 
 
Keywords: Liquid-metal, Bubble induced turbulence, Electro-magnetic probe, ADS, Severe 

accident 
 
 
1. 緒 言 

 近年、鉛ビスマス液体金属ターゲットを用いた

加速器駆動システム（ADS : Accelerator-Driven 
System）に関する様々な研究が行われているが

[1-3]、ADS の開発においても通常の原子炉と同

様に炉心溶融や蒸気発生器破断などに代表され

る過酷事象に対する安全対策および評価が極め

て重要である。これらのシビアアクシデント時に

形成される二相流は空気-水系に代表される一般

的な気液二相流に対して、気液密度比が一桁程度

高い高密度比気液二相流となる。高密度比気液二

相流の一つである鉛ビスマス気液二相流は気液

密度比が高いことはもちろん、液相が高い表面張

力をもつという特徴がある。これらの物性値パラ

メータ領域における二相流挙動に関する研究成

果は現在少なく、従来導出されている空気-水系

二相流に対するモデルを適用できる可能性は低

いと考えられる。したがって、液体金属気液二相

流に適用可能なモデルを導出する必要があるが、

前述の通り液体金属気液二相流の流動挙動に関

する研究結果は現状では少なく、今後さらに詳細

なデータベースの構築が必要となる。著者らはこ

れまで中性子ラジオグラフィや４センサープロ

ーブを用いて液体金属二相流のボイド率や界面

積濃度などのデータベースを構築し、界面抗力な

どのモデル化を行ってきたが[4]、二相流特性は相

間における相互作用に強く依存するため、液相の

速度分布や乱流特性も詳しく調べる必要がある。

そこで、本研究では鉛ビスマス-窒素二相流の乱

流特性を実験的に検討することを目的とした。 
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2. 電磁流速計による液体金属二相流の計測 

2.1 電磁流速計の計測原理および詳細構造 

導電性流体が磁場を横切って運動する時、流体

中にはファラデーの法則により誘導起電力が生

じる。このファラデーの法則を計測原理として永

久磁石を用いた小型電磁流速計を作製した。

Fig.1 は電磁流速計の内部構造および外観を詳細

に示したものである。図に示すようにサマリウム

コバルト磁石（SmCo）の両端に電極を取り付け、

その外側をステンレス管で被覆した[5,6]。 
 

 
Fig.1 Detail of electro-magnetic probe. 

 
Table 1 に SmCo 磁石の物理的特性を示した。

SmCo 磁石は高い磁束密度と保磁力を有し、かつ

キュリー点が高いことが特徴である。鉛ビスマス

を用いた実験では 200℃以上で計測を行うため、

高温で使用可能な磁石が必要になるが、SmCo 磁

石は計測温度においても十分その物理的特性を

維持すると考えられる。 
 

Table 1 Physical properties of SmCo magnet. 

 
 
2.2 電磁流速計較正実験 

 作製した電磁流速計を計測に用いるためには、

あらかじめ起電力特性を明らかにしておく必要

がある。電磁流速計の較正は Fig.2 に示す較正用

回転型試験装置を用いて行った。回転型試験装置

は回転円筒容器、加熱ヒーターおよび駆動機構か

ら成る。回転円筒容器内は直径 300mm であり、

その内部は直径 102mm の円筒を設置しているた

め環状の流路となっている。加熱した円筒容器に

鉛ビスマスを高さ 35mm まで満たし、回転軸から

130mm(回転円筒壁面から 20mm）、容器底面から

1mm の位置に電磁流速計を挿入した。これは回

転開始時において円筒底面に形成されるエクマ

ン層のスケールに対応しており、非定常下におい

ても円筒底面の速度と流体速度に大きな差が生

じない設置条件となっている。したがって、容器

内の鉛ビスマスが剛体回転すると仮定すること

ができ、鉛ビスマスの接線方向速度 calibu を変化

させて誘導起電力 calibV を計測した。なお、この

とき鉛ビスマスの上面は自由表面となっている。

また、作製した電磁流速計は個々に特性が異なる

ため、円筒容器を回転させる前にオフセット電圧

offsetV を計測しておく必要がある。 

 

 
Fig.2 Schematic of calibration setup. 

 
Table 2 Physical properties of Pb-Bi and water. 

 
 
Fig.3 は較正実験の一例を示しており、この較正

結果から式(1)に示す比例定数 k が算出できる。

ここで、比例定数 k は電極間距離や磁石の位置、

また、その磁束密度や導電性流体の透磁率に依存

する値になるが、この比例定数 k と二相流計測時

における誘導起電力 offsetVV  から液相速度 u を

評価することができる。なお、Table 2 に使用し

た鉛ビスマスの物理的特性を示す。 

また、今回得られた誘導起電力の大きさは過去

に行われた研究結果[5]と比較すると 1/8 倍程度

Residual magnetism 0.3 T
Coercive force 756-796 kA/m
Product (BH) maxium 207-220 kJ/m3

Curie point 800　℃

Density Kinetic viscosity Surface tension

Pb-Bi
200℃
Water
25℃

10460

997

0.401

0.073

         

71029.1 

71093.8 
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の大きさであった。これは使用した磁石の磁束密

度が過去の研究において使用された磁石の磁束

密度に比べて小さいことや、導電性流体の透磁率

および電極間距離の違いによるものと考えられ、

これらの違いを考慮すれば同程度の誘導起電力

を計測できていることが分かった。また、計測シ

ステムの出力における SN比は最も小さい誘導起

電力の場合においても 10 以上であり、Fig.3 に示

す誘導起電力の範囲においては 10～300 程度の

値となる。したがって、本実験における計測に適

したシステムであると考えられる。 

 
k

VV

u

offsetcalib

calib



                    (1) 

 

 
Fig.3 Calibration results of magnetic probe. 

 
2.3 二相流計測における電磁流速計の信号処理 

電磁流速計によって計測される二相流の計測

信号には気相と液相の情報が混在している。した

がって、液相速度の算出には電圧信号に含まれる

気相および液相の信号を分離し、液相のみの電圧

信号を抽出する必要がある[4]。Fig.4 は電磁流速

計から得られる信号波形の一例であり、信号処理

の手順を示している。この図に示すように、電磁

流速計では液相速度に比例した誘導起電力が計

測できるが、信号波形において、急激に電圧が低

下している部分が存在していることが分かる。こ

れは電磁流速計の電極部分に気泡が接触する際

に、導体である鉛ビスマスの量が電極部付近で減

少し、誘導起電力が低下するためである。したが

って、以下のような液相信号のみを抽出するため

の信号処理を行った。 

 
(a)  Original signal. 

 

 
(b)  Extracted signal. 

 

 
(c)  Final extracted signal. 

Fig.4 Signal processing procedure. 
 

信号処理手順 
①一般的には一定の閾値を設定して、信号波形 

を分離することが多いが、本計測では液相速度

が大きく変動するため、一定の閾値を用いて正

確な信号処理を行うことが難しかった。そこで、

得られた信号の移動平均値を算出し、適当な電

圧値 thV を引いた値を閾値とし Fig.4 (a)のよう

に気相と液相の信号を分離した。なお、移動平

均の算出には任意のデータ点に対して、その前

後 100 個の計 201 点のデータを用いた。 

②しかしながら、①の処理では気泡通過前後に発

生する急激な電圧変化を取り除くことはでき

ない。したがって、Fig.4 (b)のように電圧信号

を前後に遡り、時間微分の符号が初めて変化す

る点のみを気液の境界であるとし、最終的な気

液の信号の分離を行った。 
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Fig.5 Schematic of experimental apparatus (left) and detail of test section (right). 

 
以上の信号処理により、Fig.4 (c)に示すように、

液相信号のみを抽出し、液相の時間平均流速と乱

流強度を算出した。 
 

3. 実験装置および実験方法 

 Fig.5 に鉛ビスマス二相流ループ全体の概略図

および試験部の詳細図を示す。実験装置は気液混

合部、試験部、気液セパレータ、ダウンカマー、

電磁ポンプ、ドレンタンクおよびキャリブレーシ

ョンタンクにより構成されている。試験部は、内

径 D=50mm、長さ 2m のステンレス円管を使用し

ている。Fig.5 に示すようにステンレス円管の下

端面から 100mm の位置を流れ方向の原点（z=0）
とし、高さ方向 3 箇所（z/D=3.2, 17.6, 32.4）に小

型電磁流速計を設置した。 

作動流体には、鉛ビスマス（Pb: 44.5wt%，Bi: 
55.5wt%）と高純度窒素ガスを用いた。窒素ガス

ボンベから気液混合部に設置されたガスインジ

ェクターを通して試験部に窒素ガスを導入した。

Fig.6 はガスインジェクターの概観を示しており、

縦横 7mm 間隔に配置した 101 本のステンレス製

細管（外径 0.95mm、内径 0.75mm）により構成さ

れている。また、ガスインジェクターは円管流路

内に設置されており、流路は試験部流路に直接接

続されている。気液混合部から上昇した気液二相

流は、試験部を通過した後、気液セパレータによ

って鉛ビスマスと窒素に分離され、鉛ビスマスの

みがダウンカマーおよび電磁ポンプを通過し循

環する。 

 
Fig.6 Gas injector nozzle. 

 
気相流量はマスフローコントローラを用いて

測定し、液体金属の流量は電磁流量計を用いて計

測した。出口圧力は大気圧とし、実験は気相見か

け流速を jg=0.05, 0.1, 0.15m/s、液相見かけ流速を

jf=0.1, 0.2m/s に変化させて行った。なお、鉛ビス

マスは大きな密度を有するため、気相見かけ流速

は液深さによって大きく変化する。そこで、本論

文では気相見かけ流速の記載においては、温度補

正のみを行い、出口部（大気圧）条件における換

算値を示している。また、見かけ流速の温度補正

は理想気体を仮定して行い、計測位置における気

相見かけ流速の算出の際には計測した圧力分布

を基に補正を行った。そして、高さ方向 3 箇所に

設置した電磁流速計を用いて鉛直方向速度変動

の半径方向分布を計測した。また、Fig.3 に示し

たように、本実験で用いた電磁流速計で得られる

誘導起電力は数十 μV 程度の微小電圧であるため、

低雑音プリアンプおよび直流アンプで増幅した

後、AD ボード( マイクロサイエンス社製 ADM- 
688PCI )を用いてサンプリングを行った。サンプ

リング周波数は10kHzとし、計測時間は60秒間、

液温は 200℃とした。 
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Fig.7 Typical output signal of velocity fluctuations measured by electro-magnetic probe. 

 

 
Fig.8 Typical output signal of velocity fluctuations measured by electro-magnetic probe. 

 

Fig.9 Effect of superficial gas velocity on void fraction, liquid velocity and turbulence intensity for jf=0.2m/s, 
z/D=32.4 (a)(b)(c), effect of z/D on void fraction, liquid velocity and turbulence intensity for jg=0.15m/s, 
jf=0.2m/s (d)(e)(f). 
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4. 実験結果および考察 

4.1 電磁流速計を用いた二相流計測 

 実際の二相流計測時における計測信号の一例

を Fig.7および Fig.8に示す。Fig.7は gj =0.05m/s、
fj =0.2m/s で得られた計測信号である。この見か

け流速条件において空気-水系では Mishima-Ishii
の流動様式線図を用いると気泡流と判別できる

[7]。一方、Fig.7 に示す信号からは気泡衝突時に

おける誘導起電力の低下時間が短いことが分か

り、小気泡の存在が確認できる。したがって、鉛

ビスマス-窒素二相流においても、この流動条件

では気泡流であると考えることができる。また、

Fig.8における実験条件は gj =0.15m/s、 fj =0.1m/s
であり、先と同様に空気-水系においては流動様

式線図上の気泡流とスラグ流の境界付近に相当

する。Fig.8 に示す計測信号では気泡衝突時にお

ける誘導起電力の低下時間が長い部分が確認で

き、かつ小気泡の衝突を示す誘導起電力の低下時

間が短い信号も確認できる。したがって、この条

件においては鉛ビスマス二相流においても大気

泡と小気泡が混在する流動状態であることが分

かる。このように、電磁流速計では液相速度変動

のみならず流動状態の変化に関しても計測信号

から推測可能であることが分かる。 
また、電磁流速計先端部を気泡が通過する際に

は先端部周りの鉛ビスマスの量が少なくなるた

め、誘導起電力が低下し、出力電圧がオフセット

電圧値に漸近するが、Fig.8 の計測信号では、気

泡通過を示すオフセット電圧値をさらに下回る

電圧を計測している部分が存在していることが

分かる。これは鉛ビスマスが逆流することによる

逆起電力であると考えられ、逆流が生じているこ

とが分かる。 
4.2 液相速度分布および乱流強度分布 

 Fig.9(a)、 (d)は過去に本実験と同じ実験装置で

同実験条件において電気抵抗式ボイドプローブ

を用いて計測したボイド率の半径方向分布の一

例である[4]。また、Fig.9(b)、(e)および(c)、(f)
は、本実験において電磁流速計を用いて計測した

鉛直方向液相速度および乱流強度の半径方向分

布の一例である。まず、Fig.9(a)、(d)に示すボイ

ド率分布は管中心にピークを持つ形状を示して

おり、気相見かけ流速の増加および高さ方向への

流れの発達に伴いボイド率が増加することが分

かる。次に液相速度分布に関して、Fig.9(b)に示

すように気相見かけ流速 gj を 0.05～0.15m/sに増

大させると液相速度が上昇していることが分か

る。さらに Fig.9(e)に示すように高さ方向への流

れの発達に伴って液相速度が増大することが分

かる。これは、気泡の上昇により生じる気液界面

抗力が液相に対して流れ方向に働くことが要因

と考えられる。Fig.9(a)、(d)に示したように、気

相見かけ流速 gj の増大に伴いボイド率が増大す

ることで、気液界面抗力による気相から液相への

運動量輸送が促進されると考えられ、液相速度の

増大に寄与すると考えられる。 

また、Fig.9(b)、(e)中の破線は式(2)で表される

単相流における乱流境界層速度分布の指数則で

あり、本研究では実験で求めた管中心速度を用い

て分布を示している。また、Fig.10 は計測した液

相速度と式(2)との差を示している。Fig.10 に示

すように、条件 gj =0.15m/s を除けば、液相速度

は r/R=0～0.4 の範囲で式(2)との差が小さく、管

中心付近の流速分布が平坦であることが分かる。

しかし、r/R=0.4 から流路壁面近傍の領域におい

ては式(2)と液相速度が 20～60%程度異なること

が分かる。したがって、この領域では壁面乱流に

加えて、気泡の混入による乱れの影響が重畳して

いると考えられる。一方、管中心部に比較的近い

r/R=0～0.4 の領域では気相見かけ流速の増大に

伴って式(2)との差も増大していることが分かる。

また、この領域は壁面から比較的離れているため

壁面乱流の効果は小さくなると考えられる。した

がって、この領域における式(2)との差の増大は、

気相見かけ流速の増加に伴うボイド率や気泡数

の増大よって生じる乱れが主な要因考えられる

ため、この領域では、気泡の混入によって誘起さ

れる乱れが支配的であると考えられる。 

 
Fig.10 Difference between liquid velocity and Eq.(2). 
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 Fig.9(c)、(f)に乱流強度分布の一例を示す。

Fig.9(c)では気相見かけ流速が gj =0.05m/s から

0.15m/s へと増大するにつれて乱流強度が増大し

ており、また、Fig.9(f)に示すように、高さ方向に

流れが発達するにつれて乱流強度が増大してい

ることが分かる。一方、本実験条件におけるドリ

フト速度の変化は乱流強度の増加に比べ、あまり

顕著ではなく、乱流強度の増加の主要因はボイド

率あるいは気泡数であると考えられる。 
また、本実験で得られた乱流強度は単相流と比

較して極めて大きい。これは、乱流強度を無次元

化する際の代表速度に依存していると考えられ

る。本研究では管断面平均の液相速度で無次元化

を行ったが、本実験条件では液相流速は比較的小

さかった。ここで、気泡の存在により誘起される

乱れの大きさは界面における相対速度程度と考

えられ、このとき上記の定義では乱流強度は見か

け上大きな値をとると考えられる。したがって、

計測された乱流強度はほぼ妥当な値であると考

えられる。 
4.3 気泡誘起乱流 

 本実験で計測した乱流強度は壁面乱流と、気泡

により誘起される乱れが重畳した計測結果であ

る。しかし、管中心における乱れは、先に述べた

ように、主に気泡による乱流生成が支配的である

と考えられる。そこで、Fig.11 に示すように管中

心部における乱流強度とボイド率の関係を空気-

水系における気泡誘起乱流の実験データと比較

した。図中の実線および破線は式(3)および式(4)

による計算線を表す。式(3)は気泡周りの速度場

をポテンシャル流れとし、ウェイクにおける回転

成分を無視した半理論式であり[8]、式(4)は空気-

水系での実験式である[9]。図から、z/D=3.2 のデ

ータを除くと乱流強度は流体の物性値の違いが

あるにもかかわらず、予想に反して式(4)および

空気-水系のデータともよく一致した結果となっ

た。しかしながら、式(4)は空気-水系に対して導

出された実験式であり、その適用範囲は明らかで

はなく、乱流生成のメカニズムについては、さら

に詳しく調べる必要がある。また、図中において、

z/D=3.2 における乱流強度は式(4)の実験式から

外れているが、これは z/D=3.2 付近は気液混合部

に比較的近いため助走距離が短く、流れが完全に

発達していないことが原因と考えられる。 

 
5.0ruu                     (3) 

 
8.085.0 u                   (4) 

 

 
Fig.11 Bubble-induced turbulence. 

 

5. 結論 

 小型電磁流速計による鉛ビスマス-窒素二相流

の液相速度および乱流強度を計測した結果、以下

の結論を得た。 

① gj =0.05, 0.1m/s における液相速度分布は、

r/R=0～0.4 において平坦な分布形状を示す

ことが分かった。 

② 乱流強度は気相見かけ流速の増大および高

さ方向への流れの発達に伴い増加する。これ

らは主にボイド率の増加によるものと考え

られる。 

③ 管中心部の乱流強度の計測結果から、乱流強

度は主に気泡によって誘起された乱れと考

えられ、ボイド率の 0.8 乗に比例しているこ

とが分かった。また、z/D=17.6 および 32.4
では乱流強度は式(4)および空気-水系のデ

ータともよく一致したが、z/D=3.2 における

乱流強度は式(4)よりも大きな値を取る。こ

れは、助走距離が短く、流れが完全に発達し

ていないためと考えられる。なお、この結果

は空気-水系とは大きく物性値が異なるにも

かかわらず、式(4)や空気-水系のデータと一

致する予想に反した結果であり、そのメカニ

ズムは不明なため、今後検討が必要である。 

Eq.(3) 

Eq.(4) 



 

�������	
�abcdeff�������

������a��������� !"#$a

��%&!'()��b��#*+	,��ab

cd�

���-.�/�012345�6a�78�

��9:�;<��=�>�34?"�@A,B

CDE�FG�!'()HI�BC,Ja�KL

�4M�NOP�34?"�?&��Q�!'(

)HI�R&SbTU,Na������VWX

b��,OY!'()HI�Z[D\b��]"

,Ja�^_Xb

`ghijklmno

�Q���pqrs�tCuvwxyz{|}~��

�����z�~���6a��=��9:z�������

��e��������"�f���������=��

����!"������ �¡��¢��>���r£

���

�������VW��FG,�¤¥�O¦,

!'()�HI,��a§¨�©ªbr£>,�

«¬�ab� ®�¯æ/°±�²b����

�³´!"zµ¶��¯æ����� !"�·¸

���Raµ¶�r£/¹º»¼½�6a�¾

���¿���$aµ¶�r£/ÀÁÂ�,OY

Ã���¿���

ÄgÅÆÇÈÉÊËÌÍÎÅÆÏÐhiÑhiÒÓ

ÄgÔ hiÕo

Ö×�����ØDÙ���$D������ÚÛw

��05,ØD����ÚÛw��ÜÝ�ÞYß«

�01àáâ�345���r£�ã���¡z$

D���ã���ä\�345�å��çè��éfêë�¢

�ì3íÖ�îï�ð	+�ñ34DE���

òó	+ôæõö÷,345�ì3í	+ÞY�

��r£�ø34ù(�34ù(�,()���

\ú\� û�!"�¯æ��SN�34üý

/þ¢��=�ÿ���üý,ßff��abø3

4r£��a�

Äg` hiÆ������

34r£�ø34r£� û�!"�	õBC

�
�abcdef,�X����!"/��!"��

,�Xb�z!"�����������ab34 

û/r£,O+�õö�	���#,�æ��G

������f�ë�õö�r£� �34��

�.cf��� @,�34r£�ì3õö!"÷

,#$��01%�&',(���()��


�abcdef���*�+b,+	S-.�/���

�-.å�0�fõö÷,1ñÞY��&'� û

NOP!"�2�Xb����&'�3×�ð

�ØD�4
�345�3×�ð�&'�563

4?"�(789:���


�ac;,&'�5634?"�<20�345

�3×,����X34�=>õz345�?@�

ßA�BCD+Ja�/ab��a�\�r£#

� ���345îï	+?@,Aß&,J\�

34?"�����ab�\/��E,.F�

�O¦,cf��-��G,Na�/345H�º�

î��èIJ�K7L�²b�
�
�acd��D

\bO¦,MNõö,34Xbr£®��æ�S

b��,Ob


�acd�O�PQ|RO|SOTUTVVRTWPU|UX�UVRTWPU
Y|�Z~PQT~��Pz[RTWPUVRT� VRPPWOU 
�T~��UYOXP\|~~�]̂ ZPRO�PUS_�̀


�acf�O�PQ|RO|SOTUTVVRTWPU|UX�UVRTWPU
Y|�Z~P �TU�PUSR|SOTUz[RTWPU VRT�
VRPPWOU �T~��UYOXP\|~~�]̂ ZPRO�PUS_�̀

g|Z|UPYPg̀��~SOZ"|YP[~T\ hT~̀�i {T̀jz��fã�
622

 

Nomenclature 
D  : inner diameter of test section ]mm[  

fj  : superficial liquid velocity  sm  
gj  : superficial gas velocity  sm  

k  : constant in Eq.(1)  Vsm   
r  : radial position ]mm[  
R  : tube radius  sm  
u  : liquid velocity  sm  

calibu  : rotational velocity of Pb-Bi   sm  
ru  : relative velocity  sm  
,u  : turbulence intensity  sm  

meanUu , :non-dimensional turbulence intensity ]-[  

maxU  : maximal value of velocity in turbulent 
boundary layer  sm  

 rU   : velocity of turbulent boundary layer  sm  

meanU  : cross sectional averaged velocity  sm  
 V  : induced voltage ]V[  

calib V  : induced voltage for calibration ]V[  
offset V  : offset voltage ]V[  

z  : axial position ]mm[  

 

Greek letters 
  : void fraction ][  
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