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ニュースレター第16号の発行について 

  

はじめに、このたびの東日本大震災で被災されました地域の方々、ならびにご関係者に

おかれましては、出版・編集小委員会一同、心よりお見舞いを申し上げますとともに、一

日も早いご回復をお祈りいたします。 

 さて、本ニュースレターは3月11日の震災直前に編集を終えたものです。福島第一原発の

事故を受け、今後の原子力を取り巻く環境が大きく変わるものと思われます。そこで、震

災直前までの計算科学技術部会の活動の記録として、本ニュースレターは編集内容を変え

ずにそのまま発行することといたしました。ご意見等ございましたら、最終ページに載せ

ております委員宛にメールでご連絡をお願いいたします。 

 最後に、震災の影響でニュースレターの発行が大幅に遅れましたことについてはご容赦

願います。 

 

出版・編集小委員会一同 

 

 

 

 

 

「2011年春の年会」開催中止に関するお知らせ 

 

3月28日（月）～30（水）に福井大学で開催を予定しておりました「2011年春の年会」

は、東北地方太平洋沖地震の影響、および福島原子力発電所の状況等を鑑み、中止となり

ました。尚、「2011年春の年会」開催中止にかかる各種料金・発表の取り扱いにつきまし

ては、以下、ホームページをご参照下さい。締切りが4/22（金）となっております。ご注

意ください。 

http://www.aesj.or.jp/meeting/2011s/j/J11Spr_kakusyutoriatsukai.html 

 

また、原子力学会ホームページにて「東日本大震災に関する本会の活動について」および

「東日本大震災における原子力災害に関する情報」が掲載されております。 
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表紙図提供： 日本原子力研究開発機構 山下 晋、山田 知典、菖蒲 敬久、村松 壽晴 

 

開発中の気－液－固統一 非圧縮性粘性・残留応力評価コード SPLICE(「一言一語」参照)によりレーザ

ー照射時の純アルミニウム板の溶融挙動を評価した結果であり、溶接ビ－ド(移動熱源)や溶融池拡大の

時間変化(固定熱源)など、実験での観察結果の傾向を再現することが可能となった。これらの成果は今

後、残留応力などの機械的特性を適性化し、レーザー溶接補修技術を確立・標準化してゆく上で大きな

役割を果たすと期待される。 
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シミュレーションの信頼性を高める方法論 

 

 原子炉の安全性を評価したり工学製品を設計する目的でシ

ミュレーションを使用するには、シミュレーションの信頼性

を確保することが必要不可欠です。検証と妥当性確認

(Verification and Validation, V&V)は、シミュレーション

の信頼性を高める方法論として最近注目されています。アメ

リカ機械学会(ASME)からは、ASME V&V-10と20の２種類の規

格が既に発刊されており、V&V-10には基本的考え方が、

V&V-20には誤差(error)と不確かさ(uncertainty)の評価方

法が示されています。まもなく発刊されるV&V-30では、原子

力分野におけるV&Vが記述されることになっています。ASME 

V&Vでは、「現実の問題」を最上位に位置づけ、検証と妥当性

確認の２段階の手順を要求します。検証は、「現実の問題」を

表す概念モデルがシミュレーションによって正しく解かれて

いるかどうかを、解析解と計算結果の比較などによって定量

化することです。妥当性確認は、そもそも概念モデルが「現

実の問題」を表すのに適切であるかどうかを、実験結果と計

算結果を比較することで定量化することです。 

 日本原子力学会計算科学技術部会では、「シミュレーションの信頼性」ワーキンググループ（主査：

笠原文雄様、幹事：堀田亮年様、越塚誠一）を 2010年 4月に発足させ、これまで 3回の会合を開催し

ています。本ワーキンググループでは、シミュレーションの信頼性に関する国内外の様々な動向につい

て情報提供するとともに、シミュレーションのV&Vに関して、核、熱流動、構造などの分野に共通の基

本的な概念を確立すべく活動しています。今後増えていくと予想されるシミュレーションを用いる様々

な規格の基盤となるような考え方を提供したいと思っています。 

 一方、品質マネジメントにおいてもV&Vが重視されています。例えば、ISO 9001では「顧客」を最上

位に位置づけ、各プロセスに対する検証と、シミュレーション業務全体に対する妥当性確認を規定して

います。プログラムのバグや入力ミスなどは品質マネジメントの問題です。ただし、ISO 9001は産業一

般に適用できる広い規格です。そこで、各分野に固有の要求事項を加えた規格も作られています。例え

ば、原子力分野では「顧客」の代わりに「原子力安全」を最上位に位置づけた規格JEAC 4111が日本電

気協会より発刊されています。同様に、航空宇宙分野でも JIS Q 9100が作られています。シミュレー

ションに対する品質マネジメントに関しては、英国の非営利団体NAFMESがQSS001を中心に様々な文書

を発刊しています。日本では、日本計算工学会に「シミュレーションの品質・信頼性に関わる調査・研

究分科会(HQC分科会)」（主査：白鳥正樹先生）が 2009年に発足し、規格として HQC-S-001および 002

巻巻巻頭頭頭言言言   

 

計算科学技術部会副部会長 

越塚 誠一 

（東京大学） 
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がまもなく発刊される予定です。この委員会には自動車会社などからも委員が参加しており、一般産業

に共通するシミュレーションの品質マネジメントの規格になっています。日本原子力技術協会からは

2010年 12月に「原子力施設における許認可申請等に係る解析業務の品質向上ガイドライン」が発刊さ

れています。 

 さらに、日本機械学会では計算力学技術者資格認定制度を 2003年から運営しており、シミュレーシ

ョン技術者の力量の向上と標準化に貢献しています。この制度は、固体力学分野と熱流体力学分野があ

り、それぞれ初級、２級、１級、上級が設けられています。技術者の力量はシミュレーションの品質マ

ネジメントにおいても必要不可欠の要素であり、資格認定制度とHQC委員会は協調してシミュレーショ

ンの品質の向上を目指しています。 

 このようにシミュレーションの信頼性を高めるための様々な動きが日本国内において進んでいます。

規格はビジネスの戦略の一環でもあり、国際的な競争と協調のバランスが必要です。計算科学技術部会

の「シミュレーションの信頼性」ワーキンググループの活動は、こうした動きの中で重要な位置を占め

ております。計算科学技術部会員の皆様からのより一層のご協力やご助言をいただけましたら幸いです。 
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2011 年春の年会 計算科学技術部会全体会議のお知らせ 

 

 3/29（火）12：00-13：00 I会場にて「計算科学技術部会」第10回全体会議を開

催いたします。部会員皆様のご出席をお待ちしております。 

 

 

～式次第～ 

 1.部会長挨拶 （笠原部会長） 

 2.部会賞表彰式 

 3.小委員会活動報告と次年度活動計画 

 a.総務 （中島委員長） 

 b.企画 （越塚委員長） 

 c.広報 （巽委員長） 

 d.出版・編集 （町田委員長） 

 e.経理 （山口委員長） 

 4.次期役員選出 （笠原部会長） 

 5.その他 

 6.次期部会長挨拶 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

中止となりました。総会決議等については下記案内が部会員向けに

メール配信されておりますので、ご参考願います。 
 

＊＊＊＊＊＊＊＊総会決議等について＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 
4/14(木)9時～4/22(金）17時までの間を、 
１）総会の代替対処方針（案）に関するご意見の公募期間とするとともに、 
２）2010年度総会で承認されるべき、「本部会の事業、予算、運営等の重要事項」
について、部会員からの意見公募期間とさせて頂きます。その承認方法は、部会総
会の承認方法と同様と致します。 
 
承認が得られた場合は、4/22（金）17時に、に平成23年度運営委員 
会を発足させ、平成23年度の部会運営を開始することと致します。 
 
回答要領は、以下の通りとさせていただきます。 
 
「平成22年度の部会実施報告ならびに平成23年度計画」に、 
ご賛同頂けない方のみ、総務委員会の中島まで、メールにて御連絡下さい。 
また、ご質問等につきましても、下記メールアドレスまで御願いします。 
nakajima.norihiro@jaea.go.jp 
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 
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2011 年春の年会 計算科学技術部会合同セッション 

 

 

「軽水炉の安全解析コードに関わる国際情勢と今後のコード開発の課題」 

（3月29日（火）13：00－14：30、I会場）   座長（JNES）笠原文雄 

 

我が国の軽水炉はハードウェアについてはほぼ完全に国産化されているが、安全解析コードな

どのソフトウェアは米国で開発されたものを現在でも用いている。しかしながら、グローバルな

国際競争の中で最新の安全解析コードを入手することが困難になりつつある。一方、韓国や中国

では軽水炉の国産化と同時に安全解析コードの国産化を並行して進めており、ハードウェアとソ

フトウェアの両面からバランスの取れた開発を行っている。また、米国や欧州では原子力熱流動

分野における先進的なソフトウェア開発の大規模プロジェクトが立ち上がりつつある。 

 そこで軽水炉の安全解析コードを中心に、韓国や中国での開発の状況、米国や欧州での先進的

なソフトウェア開発プロジェクト、最適評価やV&V(Verification and Validation)の取り組みに

ついてまとめ、我が国として今後取り組むべき課題について議論する。（越塚誠一） 

 

（１）中国と韓国の情勢                      （JAEA）中村秀夫 

（２）米国と欧州の情勢                    （テプシス）堀田亮年 

（３）実験データを戦略的知的財産に                （東大）岡本孝司 

（４）我が国の安全解析コードの開発の展望              （JNES）宇井淳 

 

中止となりました 
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～ 一言一語 ～ 

 

レーザー溶接・切断プロセスに係わる計算科学研究 

 

日本原子力研究開発機構 

村松 壽晴 

 

1. はじめに 

ナトリウム(Na)冷却高速増殖炉の実用化段階では、現行軽水炉と同等以上の保守・補修性の確

保が電気事業者より求められている。特に、Naと水とのバウンダリを形成する蒸気発生器の伝熱

管については、従来の端栓措置に加え、プラント寿命期間中の構造健全性を担保する補修技術の

確立が不可欠となる。この観点より、探傷用渦電流センサーと超短パルスレーザーによる非熱加

工技術を組み合せた革新的な保守・溶接補修技術が開発されつつある 1)。しかしながら、プラン

ト寿命期間中の溶接補修部構造健全性を担保するための残留応力低減の考え方や補修母材の機械

的強度特性の変化などの観点からの現象論的且つ定量的な評価は行われてきていない。 

他方、レーザー切断に関しては、現行軽水炉サイクルシステムから高速増殖炉サイクルシステ

ムへの移行に伴う既存原子力発電所の廃止措置技術や高速増殖炉サイクル運用に伴う使用済燃料

再処理を効率的に進めるための切断・解体技術を確立するためには、燃料集合体を含む原子炉構

造物の安全且つ高速・効率的な切断・解体法の開発・標準化が必須となる。 

以下では、レーザー溶接・切断プロセスを特徴づける溶融・凝固現象を含む複合物理過程に対

する、計算科学と高精度実験を併用した現在進行中の評価例を紹介する。 

 

2. レーザー溶接プロセスに対する計算科学研究 

(1) 評価すべき複合物理過程 2) 

図１は、補修部位にレーザー光が照射されてから補修が完了するまでの特徴的な挙動を模式的

に示したもので、その評価においては、レーザー光－物質相互作用(波長吸収－分子振動誘起によ

る実効入熱量)、半溶融帯(Mushy zone)を介した溶融金属－固体材料間の熱的機械的相互作用、溶

融・凝固相変化過程－金属結晶化過程－残留応力生成過程の連成などの複合物理過程を定量化す

る必要がある。更には、結晶核挙動を特徴づける空間スケール(～nm)と時間スケール(～ns)から

出発し、残留応力挙動を支配する空間スケール(～mm)と時間スケール(～ms)までの極めて広い時

間空間に亘るマルチスケール現象を、実際のマクロ挙動を損なう事無く取扱う必要がある(図２)。 



 

9 

 

 

 

 

図１ レーザー溶接プロセス 

 

 

 

結晶核 等軸晶デンドライト

溶融金属対流

柱状
デンドライト

半溶融金属対流 母材金属

 
 

図２ 溶融池内マルチスケール・マルチフィジックス挙動 

 

 

 

 

(2) 多次元非圧縮性粘性流・残留応力評価コードSPLICEの開発 3) 

上記の様々なマルチスケール複合物理過程を数値解析的に取り扱えるようにするため、ミクロ

挙動とマクロ挙動とを多階層スケールモデルにより接続する気－液－固統一 非圧縮性粘性流・残

留応力評価コードSPLICE (residual Stress control using Phenomenological modeling for Laser 

welding repair process In Computational Environment) を開発中である。同コードの主要目(現

状)を表１にまとめる。 
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表１ SPLICEコードの主要目 

1. 基礎式 (気－液－固統一非圧縮性粘性流体)
連続の式、運動量保存式、エネルギー保存式、界面移流方程式

2. 数学モデル
空間離散化
時間積分
圧力解法

3. 物理モデル
相変化
界面追跡
自由界面
固相表現
入熱近似

： CIP有限体積法 (VSIA based FVM)
： Explicit
： AMG-BiCGstab法

： 温度回復法
： THINC/WLIC法
： 表面張力およびマランゴニ効果
： FAVOR法
： ガウス分布(平面)、ランベルト-ベール則(軸方向)  

 

 

(3) SPLICEコードによる溶接シミュレーションと高精度実験 

SPLICEコードをビ－ドオンプレート溶接シミュレーション(レーザー出力 160 W、レーザー光

スポット径2.0 mm、スウィ－プ速度10 mm/s)に適用した。図３は、レーザー光スウィ－プ照射時

の溶融池挙動について、シミュレーション結果と高速度カメラ映像を比較したもので、シミュレ

ーション結果は溶接後に現れる溶接ビ－ドなどの特徴的挙動を的確に再現していることが分かる

4)。 

 図４は、レーザー照射時に補修母材が固体から液体に相変化してゆく際の境界(固液界面)を大

型放射光施設(SPring-8)の高強度X線でその場観察した結果で、レーザー光照射による補修母材

の溶融過程を的確に捉えていることが分かる 5)。 

 溶接シミュレーションと高精度実験による詳細データは、レーザー溶接時に発生するマルチス

ケール複合物理過程を現象論的に理解する上で極めて有効であるとともに、ミクロ挙動とマクロ

挙動とを接続するための新たな物理モデリングにおいて強力なツールとなり得る。 
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試験片

2次元シート発光用高強度シンクロトロンX線 : 30keV

レーザー光 残留応力観察用エリア検出器 溶融金属対流観察用CCDカメラ

330 W
1.0 mmf

固液界面

溶融池

2mm P = 160 W
φL = 0.5 mm
V = 5 mm/s

固液界面

溶接ビ－ド

実験結果 (於松浦機械製作所殿)

解析結果 (SPLICE コード)

750 1000 1250 温度 (K)

レーザー光

P = 300 W
φL = 2.0 mm

V = 10 mm/s

 

図３ ビ－ドオンプレート溶接時    図４ 大型放射光施設(SPring-8)において 

   の溶融池挙動の比較          観察したレーザー光照射時の固液界面 

 

3. レーザー切断プロセスに対する計算科学研究 

(1) 評価すべき複合物理過程 

図５は、切断対象物にレーザー光が照射されてから切断が完了するまでの特徴的な挙動を模式

的に示したものである。この評価では、前記レーザー溶接プロセスで必要となる複合物理過程に

加え、高出力レーザーおよび超音速アシストガスの利用に起因して、圧縮性流体を基礎式とした

金属蒸発過程、溶融金属排出過程なども厳密に取扱うことが必要になる。特に、レーザー切断性

能を左右する溶融金属排出過程は、超音速アシストガス流動による吹飛ばし効果に依るところが

大きいことから、溶融金属－固体材料－アシストガス間の熱的機械的相互作用を厳密に取扱うこ

とが要求される。 

 

 

図５ レーザー切断プロセス 
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(2) 切断シミュレーションへのSPLICEコードの適用 

非圧縮性粘性流体に対する基礎式で定式化した SPLICEコードを、その適用性評価を目的とし

てアシストガスを用いないレーザー切断シミュレーション(レーザー出力 4 kW、レーザー光スポ

ット径1.0 mm、スウィ－プ速度5 mm/s、切断対象物厚み13 mm)に適用した。 

 シミュレーション1.6秒毎の切断状況を切断対象物の温度とともに図６に示した。レーザー光

照射による入熱により切断対象物の温度が融点を超えて溶融し、これが重力によって滴下・排出

されることにより、切断が進行している様子が再現されている。 

 

 

 

図６ レーザー切断挙動 

 

図７に、レーザー切断終了後の切り口面を実験結果と比較する。切断面下部には滴下した溶融

金属が堆積・凝固しており、滴下する過程で凝固したドロス(溶融酸化物)が実験結果と同様に再

現されている。 

原子炉実機での厚板切断(新型転換炉ふげんのカランドリア管板150 mm、加圧水型炉の圧力容

器 200mm)では、溶融金属排出過程の適切化(排出流路の確保)が切断性能を大きく左右する。この

最適化に向けた切断条件(レーザー出力、レーザースポット径、スウィ－プ速度、超音速アシスト

ガス流動など)の検討では、レーザー溶接時と同様にマルチスケール複合物理過程の適切な取扱い

が不可欠であることから、切断シミュレーションが強力なツールとなり得る。 
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図７ レーザー切断終了後の切り口面の比較 

 

4. おわりに 

高速増殖実用炉設計では、プラントコンパクト化、プラント保守時間短縮、プラント長寿命化

などを主要なキーワードとして進められており、これらは溶接補修技術に対して、狭隘部補修性

の向上、補修作業効率の向上、補修信頼性の向上などを要求することになる。 

他方、原子炉廃止措置では、環境負荷(高レベル廃棄物量)低減、プラント解体工期短縮、狭隘

部切断実現などが開発目標に据えられており、これらは切断技術に対して、溶融酸化物の低減、

解体作業効率の向上、微細切断性の向上などを要求することになる。 

レーザー光はその性質上、高出力、高出力密度、ファイバー伝送による遠隔作業性などを備え、

レーザー照射条件の最適化などが達成されれば、上記の要求を一挙に解決できるポテンシャルを

持つ。しかしながら本稿で述べた通り、条件最適化において対象とすべきはマルチスケール複合

物理過程であり、実験的アプローチのみでの達成は困難を極めると予想される。この観点から、

計算科学アプローチに期待する面が非常に大きく、本稿で紹介した溶融・凝固現象を含むマルチ

スケール複合物理過程の計算科学シミュレーションと高精度実験により、その基本的特性評価の

見通しが得られた意義は大きい。 

なお本稿の内容は、原子力機構(レーザー共同研究所(敦賀)、FBRプラント工学研究センター(敦

賀)、量子ビーム応用研究部門(播磨)、原子力基礎工学研究部門(東海)、原子炉廃止措置研究開発

センター(敦賀)、次世代原子力システム研究開発部門(東海))が、京都大学、大阪大学、若狭湾エ

ネルギー研究センター(敦賀)、㈱松浦機械製作所(福井)、浜松ホトニクス㈱(浜松)、レーザック

ス㈱(知立)と共に進める共同研究プロジェクト成果の一部を取りまとめたものである。 
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秋季セミナー「Dr.フォーラム」実施報告 

計算科学技術部会 企画小委員会長 越塚誠一(東大） 

 

 2010年9月 17日(金)～18日(土)に札幌市街近郊の定山渓にて Dr.フォーラムが開催されまし

た。Dr.フォーラムは、学位取得後数年の方々を講師に迎えて学位論文での研究成果を講演いただ

き、次代を担う研究者を会員各位に紹介するとともに、参加者の方々が今後広い視野で研究を進

めていく機会も担っています。今回で10回目を数え、第3回からは計算科学技術部会と熱流動部

会の共催になっています。例年、日本原子力学会秋の大会に合わせており、今年度も北海道大学

での秋の大会の３日目の午後から翌日の午前にかけて開催されました。講師５名を含めて３５名

の参加があり、活発な議論が交わされました。 

 

日程：2010年9月17日(金)～18日(土) 

場所：定山渓第一寶亭留（ホテル）翠山亭 

 

【プログラム】 

１日目 9月17日（金） 

Dr.フォーラム・その１(15:00～18:00) 

(1) 熱音響自励振動における流れ場の数値解析 

 （JAEA）石垣 将宏氏 

(2) 鉛ビスマス冷却直接接触沸騰水型高速炉のチムニー内二相流解析に関する研究 

 （三菱FBRシステムズ(株)）山田 由美氏 

(3) 混相流－構造物連成解析手法の構築に関する研究 

 （JAEA）永武 拓氏 

シニア・若手交流会（親睦会，18:30～） 

 

２日目 9月18日（土） 

Dr.フォーラム・その２(9:00～11:00) 

(4) 高熱流束除熱に関するヘリウムガスの強制対流熱伝達 

 （大阪大学）柴原 誠氏 

(5) 沸騰水型原子炉気水分離器内の旋回二相流に関する研究 

 （三菱重工業(株)）片岡 宏庸氏 

 
Dr.フォーラム参加者 
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2011年度 計算科学技術部会に関する年間行事予定 

 

 －運営委員会（年3回程度開催） 

  －ICONE19国際会議（会期：2011年5月16日(月)－19日(木)、会場：幕張メッセ、国際会議場） 

    http://www.icone19.org/ 
http://www.asmeconferences.org/ICONE19/index.cfm 
中止となりました 

  －2011秋の大会（会期：2011年9月20日(火)－22日(木)、会場：北九州国際会議場、西日本総

合展示場） 

  －Dr.フォーラム(開催日、会場：未定) 

  －CCSEワークショップ（開催日：未定、会場：日本原子力研究開発機構） 

  －2012春の年会（会期：2012年3月27日(火)－29日(木)、会場：近畿大学） 

  －計算科学技術部会10周年記念企画（検討中） 
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日本原子力学会 計算科学技術部会 ニュースレター 第１６号 

２０１１年３月 

 

編集・発行責任： 計算科学技術部会 出版・編集小委員会 

町田 昌彦（委員長） 

（原子力機構、machida.masahiko@jaea.go.jp） 

石田 直行 

（日立製作所、naoyuki.ishida.sx@hitachi.com） 

田中 正暁 

（原子力機構、tanaka.masaaki@jaea.go.jp） 

村上 貴裕  

（電中研、murakami@criepi.denken.or.jp） 

三澤 丈治 

（原子力機構、misawa.takeharu@jaea.go.jp） 

 

ニュースレター第16号をお届けいたします。部会員各位には原稿執筆、素材提供などで多大な

るご協力を頂きました。出版・編集小委員会メンバー一同、この場を借りて心よりお礼申し上げ

ます。本ニュースレターでは、2011年春の年会での計算科学技術部会行事のご案内をさせていた

だいております。原子力分野での世界的な動きが活発化している中、グローバルな競争に勝ち残

るために、ますます計算科学技術の役割が重要になってくるものと思われます。このテーマにつ

いて合同企画セッションにて議論されますので、皆様のご参加をお待ちしております。 

ニュースレターの内容や当部会の出版・編集一般に係わる活動について、部会員の皆さまのご

意見、ご要望を常時歓迎いたしますので、どうぞよろしくお願い申し上げます。  

                             （石田 直行） 

 

 

編 集 後 記 


