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制度名 重要地域技術研究開発
制度 

事業名 溶接技術の高度化による高効率･高信頼性溶接技術の開発 

事業の概要 溶接技術の信頼性を高め、溶接作業の効率向上が可能な溶接技術の開発であり、実際に
産業界で活用される高度ではあるが使い易いシステムを構築する。 
具体的には、溶接プロセス、溶接部組織および溶接変形の３つのシミュレーションモデ
ルの開発とその統合化システムを開発する。 

1.国の関与の必要
性・制度への適合性 

溶接は極めて複雑な現象であり学問としての体系化が難しいことから、溶接技術は
主として産業界において技能として蓄積されてきているが、近年コンピュータ等の
発達により、産業界の蓄えてきた技能と、主として大学・国研が主導してきた関連
学問とを総合的に体系化し溶接に関する知識の技術化を図ることが可能となってき
ている。しかしながらこれは産学官が一体となってそれぞれの役割を果たすことに
より、初めて達成できるものであり、更に、得られた成果は基盤技術であり我が国
の広範な産業分野の技術革新に貢献する可能性が極めて大きく、国家プロジェクト
としての意義は大きい。 
本プロジェクトの技術分野である溶接自体は関西特有の技術ではないが、溶接技術に関
するＣＯＥである阪大や溶接棒の国内シェアー５０％以上の企業の研究所が参加する研
究開発体制となっており、重要地域技術研究開発制度の主旨に合致するものである。 

2.事業の背景・ 
目的・位置づけ 

溶接技術は産業界において必要不可欠な基盤技術となっているが、その信頼性は熟練技
術者の技能に依存するところが多い。しかしながら、これから社会構造の変化や本格的
な高齢化社会を迎えることから、作業者に依存しない高効率・高信頼性溶接技術（溶接
設計支援システム）の開発が強く望まれている。本研究開発では、溶接の高効率化、エ
ネルギー使用量削減を図ることができる高効率・高信頼性の溶接技術の開発を実施する
ことを目的とし、建設、造船、プラント等の溶接技術が関連する広範な産業分野の技術
革新および溶接に関連する電力消費量の削減に貢献する事を目指している。 

3.事業の目標 溶接技術の信頼性を高め、溶接作業の効率向上を可能とする溶接技術の開発であり、実
際に産業界で活用される高度ではあるが使い易い溶接設計支援システムを構築する。 
具体的には、産業界がパソコンを用いて操作可能なシミュレーションモデルを開発する
と同時に、参加企業による企業化を目標とする。 

4.事業の計画内容 
（単位：百万円） 

H12FY H13FY H14FY H15FY H16FY 総額 
（５年間） 

一般会計       
特別会計（電特）       
特別会計（石特） ２．８億円 ３．０億円 ５．３億円 ４．５億円 ４．４億円 ２０億円 
特別会計（エネ高）       

総予算額（計） ２．８億円 ３．０億円 ５．３億円 ４．５億円 ４．４億円 ２０億円 
省内担当原
課 

経済産業省産業技術環境局技術振興課 

運営機関 新エネルギー・産業技術総合開発機構 
委託先 （財）宇宙環境利用推進センター 
再委託先 （株）神戸製鋼所、川崎重工業（株）、（株）ニッケイ加工 

研究開発体制 

共同研究先 大阪大学・接合研、大阪大学・工学研、東京工業大学、東北大学 
5.実用化、事業化の
見通し 

プロジェクト終了時には実用化可能なシミュレーションモデルを開発し、これを本プロ
ジェクトの中心企業である神戸製鋼所を中心に自社での実用化はもとより、国内、海外
の企業にも販売していくことを目指す。 

6.今後の展開 溶接プロセス、溶接部組織および溶接変形の３つのシミュレーションモデルの開発とそ
の統合化システムを早期に開発する。 

7.中間・事後評価 事前評価時には決めていない。 
8.研究開発成果 論文発表：５７件、  新聞・雑誌発表：３件、特許：５件、シンポジューム：１件 

基本計画の変
更 

平成１４年度 

変更内容 落下実験を平成１４年度までで終了する。 

9.情勢変化への 
対応 

評価履歴 なし 
10.今後の事業の 
方向性 

本事業で得られた成果を広く産業界へ適用を図ると同時に、本技術の適用拡大を目的に
後継ＰＪを提案。またソフトの開発・運営のためのソフトセンター設置を図る。 

作成日 平成１４年１月７日 
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「重要地域技術研究開発制度／ 
溶接技術の高度化による高効率・高信頼性溶接技術の開発」 

（中間評価）評価概要（案） 
 

 
１．プロジェクト全体に関する評価 
１．１ 総論 
１）総合評価 
本プロジェクトは、従来にはない高度な総合的溶接技術の研究開発であり、政

策および社会的ニーズと合致している。実用化された場合、国内製造業の生産現
場における問題解決と生産性の向上、および溶接技術の伝承と技術者の育成など
へ大きく寄与することが期待できることから、社会的意義が高い国家プロジェク
トである。中間段階の目標に関しては、各要素研究から貴重な知見が得られてい
ること、およびシミュレーションモデルの構築が進行していることから、概ね達
成していると判断する。 
研究着手後の２年間は、主に要素技術の研究に重点が置かれていたが、今後は、

３つのシミュレーションモデルを早急に完成させると共に、最終目標であるシス
テムの統合化に向けて、人力と資力を主要課題へ重点的に配分することが望まし
い。 
以上のことから、本プロジェクトは、現行の延長上で研究開発を継続し、最終

的には実用的な成果が得られることを期待する。 
 

２）今後の研究開発の方向性等に関する提言 
最終の目標である溶接設計支援システムを開発するためには、３つのシミュレ

ーションモデルを早急に完成させること、各ワーキンググループ間での研究連携
を密に取って、統合化のための研究にプライオリティーを持たせること、統合化
した後のシステムを見据えた方向に研究ベクトルを合わせることが重要である。
また残された課題と解決策を、十分な議論をした上で明確にして、実用化と事業
化へ向けた具体的な計画を、早急に策定することが必要になる。 
さらに、支援システムを市場へ広く普及させるために、適用範囲と使用者を設

定して使い勝手の良いシステムにすること、ソフトウェアの販売やコンサルテー
ションを行う事業体を設けることなどを検討すべきである。 
 
１．２ 各論 
１）事業の目的・政策的位置付けについて 
溶接技術を高度化するための基盤技術を明確に解明できれば、益々広範な産業

分野における技術革新を実現する可能性が高いこと、研究分野が多岐に渡ってい
る場合、民間など個々の機関による開発では特定の分野しかカバーができないこ
と、初期段階に多額の投資を必要とすることなどから、本プロジェクトに NEDO が
関与する必要性は高い。溶接研究の拠点である大阪大学接合科学研究所が中心と
なって研究開発を推進していること、関西地区の溶接関連企業が参画しているこ
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とから、重要地域技術開発制度にも合致している。 
また、エネルギー消費の削減と、国内製造業の国際競争力回復という目的は妥

当であり、目的を達成するためには、高度で総合的な溶接技術の研究開発が不可
欠である。 
 
２）研究開発のマネジメントについて 
本プロジェクトのシミュレーションモデルは国際水準以上の技術レベルを有し、

さらに最終の目標としている統合化による溶接設計支援システムは、国内外にお
いて前例がなく、新規性と独創性が高い。目標は、海外を含んだ技術動向を把握
して高い水準に設定されており、特に「溶接技術に関する基礎情報の明確化」は
新規性の高い研究である。 
計画に関しては、各要素技術とそれらの関連について良く整理されている。開

発体制は、産官学が有機的に関連しており、各ワーキンググループの分担は明確
になっている。 
一方では、溶接技術は多岐の分野に渡っており、全ての分野を網羅すること、

および実用化を考慮すると、実施者特に民間企業の参画が十分ではない。 
最終目標を達成するためには、統合化するシステムの全体像を明らかにするこ

と、および各要素技術間での研究内容の摺り合わせと調整を行うことが必要であ
り、策定した計画に沿って、それらをバランス良くマネジメントしながら研究を
推進させるべきである。 
 
３）研究開発成果について 
各要素研究から貴重かつ重要な知見が得られていること、シミュレーションモ

デルの構築が進んでいること、５３件の学術的論文を発表していることから、中
間段階の目標は概ね達成していると判断する。特に、重力が及ぼす影響を把握す
る研究過程で得られた知見は、国際的にも重要な成果であり、溶接界に大きなイ
ンパクトを与える。 
一方、現段階では各要素技術の達成度が全て同じ水準にあるとは言い難く、ま

た特許出願と一般向けの広報が不十分である。 
 
４）実用化、事業化の見通しについて 
溶接プロセス、溶接部組織、溶接変形の統合シミュレーションシステムが目標

通りに構築でき、市場に提供されれば、高い公共性を有し、産業界や学会を中心
として需要は十分にあると予測される。特に、厚板の大型構造物関連の企業では
高い需要が見込まれるほか、薄板軽量構造物関連においても要素モデルに対する
需要は高い。 
今後は、統合システムの構築にあたって、外部のソフトウェア専門企業などの

導入を前向きに考える必要がある。また、有効な特許の出願と積極的な一般向け
への情報発信が望まれる。 
その他 1.1 総論 1)今後の研究開発の方向性等に関する提言 を参照のこと。 



 

要素技術に関する評価 

 

 成果に対する評価 今後の研究開発の方向性等に関する提言 
溶接現象の解明 微小重力実験で、溶融金属の流動に対する重力の影響は軽微であることが判明し、

そのため重力因子を無視した溶接現象モデリングが可能となった。これは国際的に評
価される重要な知見である。従来から予想された結果についても、実際に確認したと
いうことは、信憑性の向上において大きな意義がある。成果は単独でも十分に利用で
きるため、実用化の目途が立てば、民間への技術移転を検討すべきである。 
溶接現象の解明で得られた貴重なデータが、構築しているシミュレーションモデル

へどのように反映されるか明確に表現して欲しい。 

本プロジェクトでは、溶融金属流動解析は消耗電極を使用しないＴＩＧ溶接を対象
としている。産業界で主として使用されるのは消耗電極ＧＭＡＷであり、そのアーク
プラズマ中での溶滴移行現象や、溶融金属流動現象の基礎解析の方法が提言されるべ
きである。実際の溶接に用いられる材料、実際に起こっている溶接状況に則して解析
対象を絞り、特にプロセスモデルおよび組織モデルとの整合性のあるデータを取得し
ていくことが望ましい。 

溶接プロセス 国際水準から見ても極めて優れた成果であり、中間段階の目標を達成している。モ
デルを修正するための課題が明確になっており、実用化システムに向けての試作シス
テムも、イメージの形成に有効である。また、発表した学術的論文については、高い
評価を受けている。 

アークモデルは軸対称となっているが、施工現場では磁気吹き、あるいはトーチ角
度などによって、非対称になる場合が多く、母材への入熱形態、および溶融池対流に
与える影響が大きい。実用性を高めるためには、このような外乱の影響を予測できる
システムとすることが望ましい。 
プロセスシミュレーションモデルの構築だけでなく、統合シミュレーションシステ

ム構築を限られた範囲内で作り上げるためには、まずは基礎的な解析システムの構築
に人力を注ぐこと、詳細研究のプライオリティーを常に見直しながら実施すること、
他のシミュレーションモデルとの密接な連携を実施することが必要となる。 

溶接部組織 490MPa 級鋼溶接金属においては、フェライト変態と特性予測を目標としており、フ
ェライト分率は実験値と予測値が良く一致することを示している。さらに、複雑組織
となる溶接金属部の特性を、メッシュ分割モデルで予測可能なことを確認している。
以上のことから、中間段階の目標を達成していると判断する。 
メッシュ分割での緻密な観察による 490MPa 級鋼溶接金属靱性の予測は、オーソドッ

クスな方法であり、数学的モデリングと連携した新しい予測シミュレーションの開発
が期待できる。 
950MPa 級鋼の靱性予測に関しては、酸素量増加による靱性劣化が示されているだけ

であり、望ましい側の靱性予測ができないので、プロセス条件や成分等も変化させ、
より広い範囲での靱性を支配する金属組織因子と、その定量的関係を明らかにすべき
である。 

490MPa 級鋼溶接金属は、アシキュラーフェライトおよびフェライト・パーライト主
体の炭酸ガス溶接金属のみを対象としているが、Ti-B 系の SMAW や SAWのアシキュラー
フェライト組織主体溶接金属の靱性予測、特にその再熱部の組織予測への展開も視野
に入れた取り組みとすべきである。 
組織自体の定量化が、どの程度客観的になされているかの議論と検証をまず十分に

する必要がある。材料が限られているので、他の材料や熱影響部などへの適用など、
シミュレーションモデルの一般性と発展性が示されることを期待する。 
 

溶接変形予測 初期段階の変形予測シミュレーションモデルの構築に成功をしており、中間時の目
標値を達成していると判断でき、成果の水準も高いレベルにある。 
一方、他のモデルとの関係が薄いように思われるので、今後はより連携を深めるこ

とが望ましい。 

実際の大型構造物に対して、推定する溶接変形の精度を明確にすること、および素
材の板厚および応力状態等に関して、研究成果の適用限界、あるいはガイドラインを
示すことが望ましい。 
データベースの構築については、計画性を十分持たせて実行する必要があり、統合

システムを睨んだデータ取得を、優先的に目指すべきである。 
割れ試験を検討しているが、実施工において発生する割れと割れ感受性試験による割
れには異なる面があるとされており、それらの関連性の究明を期待する。 

シミュレーショ
ンの統合化 

中間評価を実施した時期では、溶接プロセス、溶接部組織、溶接変形予測の各モデ
ルを構築している段階であり、それらの統合化まで進んでいない。しかし、これらの
統合化が実現すれば、独創性、新規性、先進性は十分有していると判断されるため、
今後の成果に期待したい。 

溶接現象の観察を基礎として、「溶接プロセスモデル、溶接部組織モデル、溶接
変形予測モデルの統合化されたシミュレーションシステムを構築するための基盤技
術を開発する」という考え方と、「更にそれをパソコンで実装する」という目標は
異なるものと考える。先ず基盤技術を明確にし、その後パソコンで実装するという
方向で検討して欲しい。 
要素技術間の十分な連携により、各要素での研究内容でのプライオリティーを統合

システムの構築に合わせて調整して、有用なシステムに統合することを期待する。ま
た、エンドユーザをどの分野に、あるいはどの階層に設定するかを早めに十分検討を
する必要がある。 

５
 



 ６ 
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4.実用化･事業化の見通しについて

3.研究開発成果について

2.研究開発ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄについて

1.事業の目的・政策的位置付け

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
（注）Ａ＝３，Ｂ＝２，Ｃ＝１，Ｄ＝０として事務局が数値に換算。 
 

評価項目 平均値 素点（注） 

１．事業の目的・政策的位置付けについて 2.6 A B A A A A A C 

２．研究開発マネジメントについて 2.1 A B B B B B B B 

３．研究開発成果について 2.4 B A B A A C B A 

４．実用化・事業化の見通しについて 1.9 B A B B B C B C 
 
 


