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表紙図提供：九州大学 武田知弥，守田幸路 様 

（平成２３年度計算科学技術部会 部会業績賞受賞） 

 

 「Particle-based Simulation of Melt Freezing Behavior in a Pin Bundle」 

有限体積粒子法を基本とするCFDコードで７ピン束流路における固液混合融体の侵入・固化

挙動実験を解析した結果の例です。流体の挙動をラグランジェ的に解く「粒子ベースシミュ

レーション法」は、複雑な流体の界面形状を詳細に模擬できることから、これまで困難であ

った原子炉過酷事故における多成分多相流現象の局所的な素過程を直接的に解析できる手法

として期待されています。 
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～ 巻頭言 ～ 

 

 

計算科学技術部会長挨拶 

計算科学による分野横断的かつ計算科学による分野横断的かつ計算科学による分野横断的かつ計算科学による分野横断的かつ    

基盤的な学術と技術の形成に向けて基盤的な学術と技術の形成に向けて基盤的な学術と技術の形成に向けて基盤的な学術と技術の形成に向けて 

 

 

（独）日本原子力研究開発機構 

中島 憲宏 

 

計算科学技術部会ニュースレター19 号発刊にあたり、巻頭言として第十一代計算科学部

会部会長として、一言御挨拶申し上げます。 

この度、日本原子力学会計算科学技術部会（CSED：Computational Science and 

Engineering Division）の部会長を務めさせていただくことになりました。本部会は 2002

年 9 月 16 日の秋の大会で創設されました。矢川元基 初代部会長以来、竹田敏一 第二

代部会長、岡芳明 第三代部会長、二ノ方壽 第四代部会長、内藤正則 第五代部会長、

功刀資彰 第六代部会長、高木敏行 第七代部会長、吉村忍 第八代部会長、笠原文雄 第

九代部会長、そして昨年 10 周年の祈念すべき年の山口彰 第十代部会長のリーダーシップ

により運営されてきました。その間、第Ⅲ区分のコード番号 313 として計算科学技術とい

う専門分野を確立し、平成 24 年 3 月 14 日現在で 255 名の会員からなる部会へと成長しま

した。10 年という節目の次の 1 年目、そして東京電力㈱福島第一原子力発電所の事故後の

1 年目という時期に、部会長を務めることの責任を強く感じています。 

設計工学を専門とされる畑村洋太郎先生は、自身の提唱する失敗学で「起こってしまっ

た失敗に対し、責任追及のみに終始せず、物理的・個人的な「直接原因」と背景的・組織

的な「根幹原因」を究明すること」の大事さ、肝要さを論じています。今回の事故を、失

敗学に照らし合わせて考えてみます。「過則勿憚改」と失敗に学び、「何を」、「何時」、そし

て「どのように」改めていくべきかを考え、失敗学の三要素とされる、(1)原因究明、(2)

失敗防止、(3)知識配布に、計算科学をどのように組み込めるかと考える次第です。 

計算科学を先導する米国では、DOE(Department of Energy、エネルギー省)が計算科学
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と計算機科学を総括する呼称として、「モデリングとシミュレーション」という言葉を近年、

全面に出して活動しています。モデリングには、物理モデルや数学モデル、工学モデル、

数値計算モデル、知識モデル、可視化モデルといった様々なモデルを構築するという意味

が含まれており、シミュレーションにはソフトウェアのコーディング、数値計算の実行、

効率的演算化、模擬実験、解析作業、入･出力データの作成や可視化まで含めた意味が内挿

されています。限りなく進化し、成長し続けているコンピュータとともに、「モデリングと

シミュレーション」も生命体のように、その進化を早めているのが、米国原子力分野の現

状です。 

計算科学の特徴は、分野横断的かつ基盤的に学術や技術を形成するところにあります。

計算科学を活用して、「原因究明」をするためには、様々な対象・現象・挙動を解明し、「モ

デリング」することから始める必要があると考えます。計算科学を活用して、想定内外の

故障や障害等を「防止」するためには、様々な対象・現象・挙動を予測し、「シミュレーシ

ョン」することから始める必要があると考えます。いわゆる、フロント・ローディング技

術として、「シミュレーション」が役割を果たすべきところです。そして、計算科学を用い

て、「知識配布」をするということは、分野横断的にあるいは技術基盤を共通課題として、

様々な研究者や技術者が集い、「モデリングとシミュレーション」すなわち「計算科学技術」

について幅広い交流を広げていくことに他ならないのではないかと思います。このことは、

正に、当部会の活動そのものではないかと考える次第です。 

本年度も部会員そして部会運営に携わる皆様と一致協力し、次の１年の一歩を踏み出し

ていけるように、活動を進めていきたいと思います。 

 

（以上） 
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～ ２０１２年度役員紹介 ～ 

 

部会長   中島 憲宏（日本原子力研究開発機構） 

副部会長  越塚 誠一（東京大学） 

副部会長  山本 章夫（名古屋大学） 

副部会長  堀田 亮年（原子力安全基盤機構） 

 

表彰小委員会 

委員長  中島 憲宏（日本原子力研究開発機構）（部会長兼務） 

 

企画小委員会 

委員長  山本 章夫（名古屋大学） 

 

経理小委員会 

委員長  堀田 亮年（原子力安全基盤機構）（副部会長兼務） 

 

広報小委員会 

委員長  巽 雅洋（原子燃料工業） 

  

出版・編集小委員会 

委員長  町田 昌彦（日本原子力研究開発機構） 

 

総務小委員会 

委員長  西田 明美（日本原子力研究開発機構） 

 

部会等運営委員会 

委員   山本 章夫（名古屋大学）（副部会長兼務） 

 

（敬称略） 

（以上） 
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～ 第９回（２０１１年度）日本原子力学会 

 計算科学技術部会 部会賞 贈賞報告～ 

 

部会メーリングリストおよび部会ホームページを通して、本年度部会賞候補者の募集を

平成 24 年 2 月 10 日（金）締め切りで行いました。その結果、部会功績賞、部会業績賞、

部会 CG 賞、部会奨励賞、部会学生優秀講演賞に複数名の推薦がありました。 

平成 24 年 3 月 7 日（水）までに表彰小委員会をメール等で開催し慎重に審議致しまし

た。その選考結果を部会運営委員会にお諮りし、最終的に、部会功績賞 1 件、部会業績賞

1 件、部会 CG 賞該当無し、部会奨励賞 3 件、部会学生優秀講演賞該当無し、を決定させ

ていただきました。その結果は以下の通りです。 

 

部会功績賞部会功績賞部会功績賞部会功績賞    

受賞者名：内藤 正則（ないとう まさのり） 氏（エネルギー総合工学研究所） 

業績名 ：「機構論的モデルに基づく原子力安全解析技術の構築に関する先駆的貢献」 

（英訳） Pioneering Contribution on System Development of Nuclear Power Plant 

Safety Analysis based on Mechanistic Models 

贈賞理由：内藤正則氏は、機構論的モデルに基づく原子力安全解析ソフトウェアの開発を

主導し、長年にわたる計算科学技術分野における功績は顕著である。特に、

IMPACT ソフトウェアシステムの開発においては、安全解析に係る多くの学術

分野の機構論的モデルにより構成される解析コードを 10 年計画にて完成させ

た。また、流動加速型腐食による配管の減肉の問題にも機構論的モデルにより

取組み、配管減肉解析コード DRAWTHREE の開発の牽引役を果たした。

IMPACT の CAPE や SAMPSON は、OECD/NEA が主催する国際ベンチマ

ーク問題にて極めて優れた検証結果を発表し海外から高く評価されたほか、

USNRC にも提供され、参照コードとして使用された。福島第一原子力発電所

事故後には、SAMPSON のよりシビアアクシデントの事象進展評価や再臨界

評価等適用し、その技術力を示した。内藤正則氏は、計算科学技術分野にて原

子力学会賞（論文賞、技術開発賞、技術賞）を 3 度にわたり受賞したほか、2006

年度には計算科学技術部会長として部会の発展に貢献した。2006 年の「シビア

アクシデントに関する国際会議」主催する等、国際会議の運営や企画における
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貢献も特筆すべきものがある。 

 

部会業績賞部会業績賞部会業績賞部会業績賞    

受賞者名：守田 幸路（もりた こうじ） 氏（九州大学） 

業績名 ：「炉心溶融事故における多相多成分流のシミュレーション技術の高度化」 

（英訳） Improvement of Simulation Technology for multiphase multicomponent 

flows in core melting accidents 

贈賞理由：守田幸路氏は、ナトリウム冷却高速炉の炉心溶融事故における多相多成分流の

解析コードの開発及び検証を行い、次世代炉開発におけるシミュレーション技

術の高度化に大きく貢献するとともに、世界的にも注目される研究業績を挙げ

た。炉心溶融事故は、超高温状態で溶融・固化と蒸発・凝縮が複雑に連関する

現象であり、急速に炉心物質が移動する過渡現象であることから、実験で解明

できない場合が多い。守田氏は、マクロコードである SIMMER-III の多相多

成分流のモデル化を行い実機適用可能なレベルにまで高度化を図るとともに、

最新のシミュレーション技術である粒子法に基づいた多相多成分流解析コード

を開発し、固化現象のミクロな挙動を解明することを可能にした。シビアアク

シデント研究はますます重要度が増すと考えられ、原子力安全分野における国

内のみならず国際的貢献は大きい同氏の業績を高く評価する。 

 

部会部会部会部会 CGCGCGCG 賞賞賞賞    

（該当無し） 

 

部会奨励賞部会奨励賞部会奨励賞部会奨励賞    

受賞者名：高田 孝(たかだ たかし)  氏 （大阪大学） 

業績名 ：「高速炉マルチフィジックスシミュレーション手法の開発」 

（英訳） Development of simulation methods for multi-physics phenomena in fast 

breeder reactors 

贈賞理由：髙田孝氏は、高速増殖炉の熱流動現象の数値解析手法開発にて優秀な業績をあ

げた。多次元混相流と化学反応が相互作用する高速炉特有の事故事象であるナ

トリウム漏洩・燃焼現象をメカニスティックに解く手法を世界に先駆けて開発

し、計測の困難さから実験単独では困難であった現象の機構論的解明ならびに

様々な予測評価に大いに貢献した。また、構造材への熱的影響を詳細に分析し
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設計の最適化に寄与することを目的としてラージ・エディ・シミュレーション

手法を開発、当時の計算機処理能力でも工学的利用に十分耐えられるよう、計

算時間と精度のバランスを勘案した壁近傍モデルも新たに考案した。さらには、

高速増殖炉の事故事象評価の最難関の１つである蒸気発生器伝熱管破損事象に

対して、不足膨張により音速を超えて噴出する水・蒸気と周囲のナトリウムで

形成される反応ジェット挙動を取り扱える多成分多相流の解析手法を並列技術

を駆使して開発、これも世界に先駆けて多次元数値シミュレーションを可能と

したものであり、これまで実験による実証という手段しかなかった事象評価に

対して機構論的分析手段を提供した。高速増殖炉における熱流動関連の現象解

明ならびに安全設計評価に対して、世界の先駆けとなる数値解析手法を複数開

発・提供するとともに、数値解析技術進歩の牽引役として大いに貢献してきた。

高田氏の今後の研究の進展ならびに計算科学技術分野のおける活躍と貢献が期

待できる。 

 

受賞者名：巽 雅洋(たつみ まさひろ) 氏（原子燃料工業株式会社） 

業績名 ：「細粒度並列計算アルゴリズムに基づく中性子輸送計算コードの開発と実炉心設

計への適用」 

（英訳） Development of neutron transport calculation code based on a fine-grain 

parallel algorithm and its application to actual reactor design tasks 

贈賞理由：巽雅洋氏は、多群輸送ノード法に基づく三次元詳細メッシュ炉心計算コード

SCOPE2 を実用化し、炉心設計精度の大幅な向上を果たした。計算の高精度化

に伴い、計算負荷が著しく増大する課題に対し、並列計算機の利用を前提とし

た細粒度並列計算アルゴリズムを開発し、設計現場で利用可能な高い並列性能

と実用的な計算時間を両立させた。また、計算コードのライフサイクルの長期

化に備え、高保守性の実現に向けたオブジェクト指向設計を目標に据え、並列

入出力による外部記憶管理、スカラプロセッサ向けの最適化、GPU を用いた計

算アルゴリズム開発を行っている。さらに、V&V（解析コードの体系的検証）

に注目し、炉物理分野の解析コードのシミュレーション信頼性の分野において

も独自の方法を提案している。巽氏は、炉心設計の高度化のための多群輸送ノ

ード法の発展を通じて、炉物理分野における計算科学技術研究を着実に実施し

ていることに加え、計算科学技術部会の運営委員としても活躍しており、今後

の活躍と貢献が期待できる。 
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受賞者名：横山 賢治(よこやま けんじ) 氏（日本原子力研究開発機構） 

業績名 ：「高速炉用オブジェクト統合型解析システム MARBLE 1.0 の開発」 

（英訳） Development of MARBLE 1.0, the object-oriented analysis system for fast 

reactors 

贈賞理由：横山賢治氏は、2003 年から最新の計算技術であるオブジェクト指向プログラ

ミング技術を取り入れた MARBLE システムの開発に取り組み、開発チームの

リーダーとして技術・運営の両面から中心的役割を続け、2010 年春に Version 

1.0 を完成し公開した。開発した MARBLE 1.0 は、公開され、複数の大学や

メーカーにて供用されている。横山氏は、高速炉核特性解析システムの普及や

利用サポート、システムの柔軟性や拡張性・作業効率の向上にも積極的に取り

組んでいる。その成果は、国内学会等や OECD/NEA 専門家会合などで積極的

に報告している。炉物理国際会議 PHYSOR2008 では Best Poster Award 候補

としてノミネートされるなど、国際的評価も高い。横山氏は、計算科学技術分

野の発展と技術の普及に高い意欲と関心を持っており、今後の活躍と貢献が期

待できる。 

 

部会学生優秀講演賞部会学生優秀講演賞部会学生優秀講演賞部会学生優秀講演賞    

（該当無し） 

 

（以上） 
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～ 行事案内 ～ 

○2012年秋の大会「計算科学技術部会 企画セッション」のご案内 

計算科学技術部会による 2012 年秋の大会の企画セッション「津波評価手法の現状とそ

の適用」を以下のように実施予定です。 

 

概 要： 津波高さの評価方法は、原子力発電所の安全確保と密接に関連している。本企

画セッションでは、津波評価手法の現状と課題をレビューしていただいた上で、土木学会

の手法に基づく設計基準津波の設定および評価方法を御解説いただき、東京電力福島第一

発電所および第二発電所の津波の再現解析について、現状をご紹介いただきます。 

 

日 時： ９月２０日（木） １３：００ ～ １４：３０ 

場 所： Ｍ会場 

講演プログラム：              座長 (JAEA) 中島 憲宏 

(1) 津波評価および解析手法の現状と課題  （関西大学）高橋智幸 

(2) 原子力発電所における津波の評価方法  （電中研）松山昌史 

(3) 東日本大震災の津波再現解析   （東京電力）谷 智之 

（以上） 

○計算科学技術部会 第12回全体会議のご案内 

計算科学技術部会の第 12 回全体会議を下記の通り開催致します．皆様，ご参集下さい． 

 

日 時： ９月２０日（木） １２：００ ～ １３：００ 

場 所： Ｍ会場 

議 題：・部会員への連絡事項、他（中島 憲宏 部会長） 

    ・特別講演 

○「多層溶接継手の大規模残留応力解析」 大阪府立大学 柴原正和 先生 

○「オープンソース構造解析ソフト FrontISTR 

の産業応用における現状と課題」         東京大学 奥田洋司 先生 

（以上） 
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○その他（共催，年間行事等） 

●●●●Conference on Computational Physics (CCP2012)Conference on Computational Physics (CCP2012)Conference on Computational Physics (CCP2012)Conference on Computational Physics (CCP2012)のご案内 

本国際会議は、原子力学会計算科学技術部会が共催しております。奮ってご参加下さい。

また、開催概要および参加方法は以下のウェブサイトをご覧ください。 

 

ホームページ：http://www.ile.osaka-u.ac.jp/CCP2012/ 

会議名： Conference on Computational Physics (CCP2012) 

for Physics, Chemistry, Biology, Engineering  

and related academic fields and industrial applications 

日 程：  2012 年 10 月 14 日(日)～18 日(水) 

場 所：  ニチイ学館・神戸ポートアイランドセンター 

 

 

●国際会議「SNA+MC2013」のご案内 

本国際会議は、原子力学会計算科学技術部会が共催しております。奮ってご参加下さい。 

また、開催概要および参加方法は以下のウェブサイトをご覧ください。 

 

ホームページ：https://www.sfen.fr/SNA-and-MC-2013/ 

会議名： Joint International Conference on  

Supercomputing in Nuclear Applications + Monte Carlo 

「原子力分野におけるスーパーコンピューティングと 

モンテカルロ・シミュレーションに関する国際会議（SNA+MC2013）」 

日 程： 2013 年 10 月 27 日(土)～31 日(水) 

場 所： パリ・コンベンションセンター 

Key target dates : 

December 15, 2012: Submission of Extended abstracts 

February 28, 2013:  Notification of acceptance 

July 15, 2013:   Full papers 

October 15, 2013:  Oral presentation due 
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●●●●流動ダイナミクスに関する国際会議「流動ダイナミクスに関する国際会議「流動ダイナミクスに関する国際会議「流動ダイナミクスに関する国際会議「ICFD2012ICFD2012ICFD2012ICFD2012」」」」のご案内 

本国際会議は、原子力学会計算科学技術部会が協賛しております。奮ってご参加下さい。 

また、開催概要および参加方法は以下のウェブサイトをご覧ください。 

 

ホームページ：http://www.ifs.tohoku.ac.jp/gcoe/ICFD/ICFD2012/index.html 

会議名： Ninth International Conference on Flow Dynamics 

「第 9 回 流動ダイナミクスに関する国際会議」（SNA+MC2013） 

日 程： 2012 年 9 月 19 日(水)～21 日(金) 

場 所： ホテル メトロポリタン仙台 

参加費： On-site Registration Fee:  General 20,000 JPY Student 7,000 JPY 

 

（以上） 
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～ 一言一語 ～ 

 

熱疲労評価手法の高度化のための数値解析手法の開発 

 

(株)原子力安全システム研究所 

中村 晶 

 

１． はじめに 

原子力プラントにおいて流体の温度変動によって生じる熱疲労破損は，国内外で事例が

報告
[1],[2]

されている．疲労破損を引き起こす繰り返し応力の要因には，振動等による機械

荷重のほかに温度変化による熱荷重があり，後者により発生する疲労のことを特に「熱疲

労(thermal fatigue)」と呼んでいる．一般的な金属材料は，熱すると膨張し，冷やすと収

縮する性質を有しており，それらによる材料の変形が拘束されて生じる応力が熱応力

(thermal stress)である．温度が繰返し変化すると熱応力も繰返し変化することから，応力

振幅が大きく繰り返し回数が多い場合に材料に微小なき裂ができ，それが進展して最終的

にき裂が貫通する可能性がある．これが熱疲労による破壊の一般的なメカニズムである． 

熱疲労は熱流動と構造の両分野に亘る複合現象であり，その評価手法にはまだ研究課題

がある．国外で発生した熱疲労破損事象に関連して，1990 年代に熱流動専門家と構造専門

家の協力による精力的な研究が IAEA[3]
，OECD/NEA[4]

，日本原子力学会
[5]
や日本機械学

会において行われ，その成果が「日本機械学会, 配管の高サイクル熱疲労評価指針 JSME 

S017 2003 年（以下，指針）
[6]
」に纏められた．海外では，1998 年の Civaux 発電所の余

熱除去系配管の高サイクル熱疲労による損傷経験後，フランスで大規模な R&D を実施中
[7]

であり，それに関連して OECD/NEA で国際ベンチマーク解析
[8]
が実施された． 

 

２．配管合流部の数値シミュレーション 

流体温度ゆらぎによる熱疲労現象を素過程に分解すると図 1 のようになる
[9]
．高温と低

温の流体が混合すると(1)主流中に温度ゆらぎが生じ，(2)境界層内での流体温度ゆらぎを経

て，(3)構造表面での温度ゆらぎとなる．この後熱伝導によって(4)構造内の温度ゆらぎとな

る．これが多数回繰り返されると(5)構造表面での高サイクル疲労き裂が生じ，さらに繰り

返されるとき裂進展を生じさせる．(1)～(4)までが，流体温度ゆらぎによる熱疲労特有のも
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のであり，応力変動が明らかになれば，(5)は一般的な疲労現象と同様に評価することがで

きる．また，応力は配管の円周・長手方向に不均一に分布し，板厚方向の応力変動幅にも

分布を有することが熱疲労の特徴である．そのため，き裂発生位置を適切に予測し，深さ

方向の進展にともなうき裂進展速度の変化や進展の停留を考慮することが重要となる．前

述の指針は配管設計のために策定されたものであり，実験的に計測された主流中の温度ゆ

らぎのデータベースを用いて，熱応力を安全側に評価するための手順を規定している．し

かし熱荷重の影響範囲については十分には示されておらず，き裂発生の有無を検査によっ

て確認することを念頭に置くと，熱疲労の発生を空間分布として評価する手法が必要とな

る． 

 

高温流体　T高温流体　T高温流体　T高温流体　T
HHHH

低温流体　T低温流体　T低温流体　T低温流体　T
CCCC

時間時間時間時間

熱
応

力
 

熱
応

力
 

熱
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力
 

熱
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力
 
σσ σσ

(5) 高サイクル疲労き裂発生

(3) 構造表面温度ゆらぎ

(1) 主流中の温度ゆらぎ

(2) 境界層内温度ゆらぎ

(4) 構造内の温度が変動

→ 拘束により応力変動
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(3)
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図 1 温度ゆらぎによる熱疲労現象の素過程
[9] 

 

熱応力の空間分布を予測する方法として，数値シミュレーションを活用した図 2 のよう

な評価手法が考えられている．この評価に必要な具体的な評価手順としては以下のように

なる． 

①主流中の温度ゆらぎを再現できる熱流動数値解析手法を検討 

②構造内温度を主流中の温度ゆらぎと連成させる流体・構造連成解析手法で構造温度

を計算 

③構造内温度を構造解析の入力に変換 

④構造内の応力を計算 

⑤き裂の発生評価 

それぞれは既存の手法や汎用の CFD コードを用いているが，熱疲労を再現するために計

算上の様々な設定や精度を確認してきた．①については原子力安全・保安院の高経年化対
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策強化基盤整備事業の一部として，平成 20 年度から継続的に行なわれている研究
[10]

にお

いて進展が見られた．日本原子力研究開発機構（JAEA）が実施した長周期温度変動水試

験
[11]

における流体温度変動を対象に，メッシュを同一にして複数の計算コード・乱流モデ

ルを用いてベンチマーク計算を行った
[12][13]

．その結果，Dynamic SGS モデルの LES を用

いて計算した流体温度変動強度が実験とよく合うことが示された．計算コードや差分スキ

ームによる違い
[14]

についても知見が得られてきている．②の連成解析手法については，

DES を用いて水と配管の両方を流体解析コードの中でモデル化して解いた計算が行われ

た．その結果は当研究所で開発した熱疲労統合評価手法 IMAT-F[15]
を用いて③の変換を行

い，構造解析コードを用いて④の熱応力を計算
[16]

した．このように①～④の一連の評価を

統合して行えるようになってきており，さらに得られた詳細な応力分布を用いて疲労試験

の条件を決定し，⑤に活用できるような応力変動履歴での疲労試験
[17]

が実施されている． 

 

最大応力変動幅の発生位置

流体温度の流体温度の流体温度の流体温度の時刻歴時刻歴時刻歴時刻歴

（熱流動数値解析）（熱流動数値解析）（熱流動数値解析）（熱流動数値解析）

応力応力応力応力の時刻歴の時刻歴の時刻歴の時刻歴

（応力解析）（応力解析）（応力解析）（応力解析）

疲労損傷疲労損傷疲労損傷疲労損傷評価評価評価評価

（き裂発生）（き裂発生）（き裂発生）（き裂発生）

設計条件からの設計条件からの設計条件からの設計条件からの流体流体流体流体

温度温度温度温度変動データベース変動データベース変動データベース変動データベース

温度振幅と温度振幅と温度振幅と温度振幅と頻度頻度頻度頻度

応力応力応力応力の算出の算出の算出の算出

応力振幅と回数応力振幅と回数応力振幅と回数応力振幅と回数

疲労損傷係数疲労損傷係数疲労損傷係数疲労損傷係数

き裂進展解析き裂進展解析き裂進展解析き裂進展解析

疲労曲線に対する平均応力・多軸応力等の影響

変動加重の累積評価法

等２軸応力下でのき裂進展速度試験

き裂発生評価のための疲労試験

無限平板の理論式

従来の疲労曲線

従来の従来の従来の従来の評価フロー評価フロー評価フロー評価フロー

（現行（現行（現行（現行JSME指針）指針）指針）指針）

配管

流体

2次元の例

（今年度は3次元の解析を行う）

シミュレーションを活シミュレーションを活シミュレーションを活シミュレーションを活

用した評価フロー用した評価フロー用した評価フロー用した評価フロー

詳細評価

手法として

指針を補

完

 

図 2 数値シミュレーションを活用した熱応力評価手法の高度化 

 

主流中の温度ゆらぎの再現を目的とした数値計算結果の例
[18]

を図 3 に示す．計算には汎

用の CFD コード CFX-12.1 を用い，Dynamic SGS モデルの LES，流速の移流項には 2 次

中心差分，温度の移流項には 2 次風上差分，時間積分に 2 次陰解法，壁面には壁関数を用

いて管はモデル化せず断熱境界とした．図 3(a)には 10 秒後の瞬時の壁近傍（壁から 1mm）

の流体温度と，速度勾配テンソルの第二不変量（Q 値）を示す．丸く抜けている所が枝管

であり，合流部の下流に灰色で示される Q 値の等値面は複雑な渦構造を示している．渦の
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蛇行と，渦に内包される枝管からの低温水によって，温度変動が生じている．枝管中心か

ら主管内径の 0.5 倍下流の位置で，壁近傍の温度変動強度を周方向（θ = 0 が枝管合流部）

に実験結果
[11]

と比較して図 3(b)に示す．分布形状にずれがあるが，変動強度の最大値につ

いては合うようになってきている． 

 

図 3 Dynamic SGS モデルの LES を用いた流体温度変動の数値解析例
[18] 

 

３．実験との比較検証 

今後は，疲労評価を行う上で重要な応力振幅と周期が実験と一致するかどうかを調べ，

精度確認を行う必要がある．将来的に指針による設計評価を計算で代替するためには，計

算結果に影響する種々のパラメータを把握した上で，それぞれの影響度合いを調べ，検証

と妥当性確認（V&V）へとつなげていく必要がある．熱疲労の評価で大きなボトルネック

となっていることは，熱応力を直接計測できていないことである．その理由は，例えば歪

みゲージによって計測しようとしても温度による材料の膨張が計測されてしまい，拘束に

よって“膨張しなかった”量すなわち熱応力は計測できないためである．このため，妥当

性確認を行う上で必要な，真値とみなせる実験値が得られていない．この点を解決するた

めに，当研究所では配管合流部を対象に温度分布を時刻歴で取得し，IMAT-F[15]
にて構造

解析コードの入力へと変換して熱応力を求めることを計画している．図 4 に示すようなフ

ローにて熱応力の推定を行うべく熱電対の配管への埋め込み方法と，計測された温度履歴

の管内面への逆変換方法について検討
[19]

し，実験の準備中である． 

 

(a) 10 秒後の瞬時の壁近傍の流体

温度と Q 値の等値面 
(b) 流れ方向に主配管内径の 0.5 倍下流での周

方向温度変動強度分布（○：実験
[11]

，－－－－：計算） 
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図 4 配管合流部の温度測定結果を用いた熱応力推定方法の流れ
[19] 

 

４．おわりに 

熱疲労というテーマは，（１）温度変動を引き起こす流体，（２）温度分布と拘束条件の

構造，（３）疲労によるき裂発生・進展の材料，これら 3 分野にわたる横断的研究分野であ

り，それぞれに研究課題がある．どの分野においても計算科学技術は不可欠であり，これ

までは予測やメカニズム解明が難しかった課題に対し，大きな力を発揮している．設計や

そのチェックに用いられるようになる一方で，計算結果の精度や検証が求められる場合が

ある．そのため，計算結果の検証に用いることのできる実験データを採ることは，さらに

重要性を増すと感じている．熱疲労の生じる温度変動は流体的な現象に起因するため，条

件を整備して大規模な実験を行うことには予算的な制約がある．実験条件や計測位置の決

定や，現象のさらなる理解のためにも計算が援用される．計算科学技術，特に数値流体解

析のさらなる発展は熱疲労という研究テーマには不可欠である． 
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ニュースレター第 19 号をお届けいたします。 

まだまだ暑さ厳しき折、皆様いかがお過ごしでしょうか。まずは、多くの皆様のご協力

により，ニュースレター第 19 号を発行できましたこと、この場をお借りしてお礼を申し上

げます。 

ご多忙の中、「一言一語」にて大変重要な課題であります熱疲労評価手法の数値解析手法

開発に関する最新の大変興味深いお話をお送り頂きました（株）原子力安全システム研究

所（INSS）中村様には厚く御礼を申し上げます。部会業績賞を受賞されました九州大学 守

田先生、武田様には表紙絵をご提供頂きました。大変ありがとうございました。 

遅ればせながら恐縮ですが、未曾有の東日本大震災により被災された皆様に心よりお見

舞い申し上げますとともに、被災地の一日も早い復興をお祈り申し上げます。早いもので

１年と半年が経過しようとしております。様々を考える中、本レターが部会員各位のこれ

までと変わらぬ，また一層の「つながり」を確かにする一助となりましたら大変幸いです。 

最後に、原稿執筆以外につきましても部会員各位には、多大な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。尚、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、部会員の皆様のご意見、

ご要望を常時歓迎いたしますので、よろしくお願い申し上げます。 

（田中 正暁） 


