
概要 / 目的:

流動可視化のための多重粒子陽電子放出粒子
追跡法の発展

講演者紹介:

流れの不透明性は、試験研究者にとって、取り組むべき課題の一つです。

原子炉機器における流動現象の理解は多くの場合、シミュレーションによる可視
化あるいは代理物質や代理流体を用いた実験に頼っています。陽電子放出粒
子追跡法（PEPT）は、放射性トレーサを用いた技法で、医療の画像プラットフォー
ムであるPET（ポジトロン放出断層撮影法放出）と同様の手法であるため、不透明

な流れに対する流動研究に適用可能です。これまでこの研究は複数トレーサの
同時追跡を可能にする新型PEPTの再構築アルゴリズムの開発及び展開に焦点

を置いており、これによりデータ収集の効率が上がり、新しい計測方法が可能に
なりました。今回はPEPTの基礎知識、並びに配管、熱交換器、ペブルベッド等に

おける計測での活用についてご紹介します。このような実験から得たデータは、
流動現象の基礎理解及び次世代原子炉設計に用いられる計算流体動力学モデ
ルの検証に活用することができます。

Dr. Cody Wigginsは現在、Virginia Commonwealth University
（VCU）の機械・原子力工学科でポスドク研究員として
勤務しています。2014年にテネシー大学ノックスビル校
（UTK）で原子力工学の学士号を取得し、2019年にUTKで
物理学の博士号を取得しました。ウィギンズ博士の研究
テーマは、理論研究と応用研究の両分野を含む実験的流
体力学です。

陽電子放出粒子追跡法（PEPT）は、放射性同位元素を用い不透明なシステ
ム内の流れを可視化する測定法で、これまで、開発と応用に従事してきま
した。現在は、PEPTの開発に重点を置きながら、先進エネルギー分野への
応用を目的とした熱水力学の研究を行っています。ウィギンズ博士は、
2019年11月に開催されたアメリカ原子力学会の「Pitch your PhD」コンテ
ストで優勝しており、その研究は注目を集めています。

 

Join us on December 17, 2020 
for the next                    webinar 

Development of Multiple-Particle Positron Emission 

Particle Tracking for Flow Measurement 
Flows in opaque systems can present a significant challenge to experimental 
investigators. Understanding flow phenomena in reactor components often relies on 
the use of simulation, as well as experiments using surrogate materials and fluids to 
allow optical access. Positron emission particle tracking (PEPT) is a radiotracer-based 
technique that uses the same technology as the medical imaging platform PET (positron 
emission tomography). As such, PEPT can be used to directly study flows in opaque 
systems. The research focus has been on the development and deployment of new PEPT 
reconstruction algorithms that allow the simultaneous tracking of multiple tracers, 
increasing data collection efficiency and enabling new measurements. Herein Dr. 
Wiggins will discuss the basics of PEPT, as well as its utility for measurements in pipes, 
heat exchangers, and pebble beds, among other systems. The data gleaned from such 
experiments can be used for both fundamental understanding of flow phenomena and 
validation of the computational fluid dynamics models being used for next generation 
reactor design. 

Free webcast 
December 17, 2020 at 8:30 am EST (UTC-5) 

 

Register NOW at  
https://attendee.gotowebi
nar.com/register/85407032
69334646799 

Who should attend: policy makers, managers, 
regulators, students, general public 

Meet the Presenter...   

Dr. Cody Wiggins is currently employed as a postdoctoral research 
associate at Virginia Commonwealth University (VCU) in the 
Department of Mechanical and Nuclear Engineering. He received his 
B.S. from the University of Tennessee, Knoxville (UTK) in Nuclear 
Engineering in 2014 and his Ph.D. from UTK in Physics in 2019. Dr 
Wiggins’s research has focused on experimental fluid dynamics, 
including pure and applied research components. His primary interest 
has been in the development and deployment of positron emission 
particle tracking (PEPT) – a radiotracer-based method for flow 
measurements in opaque systems. He is now studying thermal 
hydraulics for advanced energy applications, while maintaining a focus 
on the advancement of PEPT. Dr. Wiggins was the winner of the 
American Nuclear Society’s "Pitch your PhD" competition in November 
2019. 

 

The Generation IV International Forum invites you to attend web-based lectures on the next generation of 
nuclear energy systems and other cross-cutting subjects. Join internationally recognized subject matter experts 
and leading scientists in the nuclear energy arena for these short presentations. 

Upcoming Webinars 
28 January 2021 MOX Fuel for advanced reactors , Dr. Nathalie Chauvin, CEA, 

France 
25 February 2021 Overview of Waste Treatment Plant, Hanford Site, Dr. David 

Peeler, PNNL, USA 
25 March 2021 Introducing new Plant Systems Design (PSD) Code, Mr. Nawal 

Prinja, Jacobs, UK 

For more information, please contact: Patricia Paviet at Patricia.Paviet@pnnl.gov or visit the GIF website at www.gen-
4.org 

 

https://gif.jaea.go.jp/webinar/index.html#webinar048
https://gif.jaea.go.jp/webinar/index.html#webinar048


不透明流体の可視化への挑戦
不透明流体の可視化技術が必要とされる背景について紹介された。

陽電子放出粒子追跡法（PEPT）の概要
陽電子放出粒子追跡法(PEPT)の概要について紹介がなされた。また、
粒子位置再構成に用いられる従来手法について紹介され、複数粒子の追
跡への適用性と限界について述べられた。



多粒子追跡 PEPT (M-PEPT):
PEPTにより多粒子追跡を行うことを目的として、講演者らが開発

した粒子位置再構成手法の概要について述べられた。

PEPT 試験の概要:
実際のPEPT試験装置について、トレーサ粒子、PEPT用の検出器お

よび試験ループの概要が紹介された。



PEPTによる実験結果のハイライト:
PEPTを適用して得られた実験結果のハイライトとして、熱交換器

内の流れ、バッフルフロー、管内流、スワール流および充填層内の
流れ場計測結果などが示された。

PEPT計測の今後の展望:
PEPT計測に関わる技術開発の今後について、粒子位置再構成技術の
開発、計測技術の開発およびPEPTの利用拡大に向けた展開の観点か
ら、展望が述べられた。




