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1.  緒言

凝固中に生成するミクロ偏析およびマクロ偏析は，鋳塊
品質に悪影響を及ぼす因子であり，品質向上のために，こ
れらの偏析生成過程を正しく理解し，制御することが求め
られる。肉眼スケールの濃度の不均一分布であるマクロ偏
析は，溶質が濃化したデンドライト樹間の液相が流動に
よって特定の領域に集積することで形成する 1–3）。その流
動は凝固収縮，自然対流および固液共存領域の変形などに
よって決まる複雑なものであるため，シミュレーションを
援用したマクロ偏析生成挙動の解析が試みられてきた 4）。
非圧縮性流体を対象に，固液共存流れをダルシー則で表
し，さらに密度変化にブジネスク近似を用いた場合，マク
ロ偏析生成過程は下記の方程式で解析される 5）。

   （1）

   （2）

   （3）

   （4）

ここで，u→は流速ベクトル，tは時間，ρは密度，vは動粘性
係数，Kは透過率，Δρは温度および溶質濃度の変化に伴う
密度変化量，g→は重力ベクトル，Tは温度，Cpは比熱，q→は
熱流束ベクトル，ΔHは凝固潜熱，fsは固相割合，clは液相
内溶質濃度である。Δρは温度変化と濃度変化に伴う体積
膨張係数をそれぞれβT，βcとし，参照温度T0と参照濃度c0

を用いれば，Δρ/ρ＝－βT（T－T0）－βc（cl－c0）と与えら
れる。式（1）は連続の式，式（2）はナビエ－ストークス方
程式，式（3）は熱伝導方程式，そして式（4）は拡散による
輸送現象を無視した溶質保存の関係式である。マクロ偏析
の生成過程を適切にシミュレートするためには，正確な物
性値を用いることに加えて，透過率のデンドライトアーム
間隔依存性やデンドライト成長方向に対する依存性 6）と
いった凝固組織の影響を適切に考慮する必要がある。ここ
で，式（4）の右辺は，局所的な領域（計算格子点内）におい
て凝固が進行するに伴って増加（または減少）する液相濃
度の時間変化を表す。すなわち，∂cl /∂fsはミクロ偏析挙動
を表し，ここにも組織変化の影響を適切に考慮する必要が
ある。本研究の対象は，ミクロ偏析挙動∂cl /∂fsの高精度化
であり，その詳細を以下に述べる。
マクロ偏析モデルの式（4）における∂cl /∂fsには，レバー

ルールやScheilモデルといった簡便なモデルが用いられる
ことが多い。しかしながら，そのような単純化がマクロ偏
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析の予測および解析の精度を低下させることが懸念され
る。マクロ偏析モデルにおけるミクロ偏析の計算の高精度
化は古くからの重要課題であり 4,7,8），例えば，溶質拡散の
一次元数値解析を導入する方法 9），CALPHAD法の熱力学
計算と連成する方法 10），さらにはデンドライト形態を簡便
に考慮したモデルを導入する方法 11）など様々な試みが報
告されている。しかしながら，これらの試みにおいてはミ
クロ偏析挙動に対する組織変化の影響が詳細に考慮され
ておらず，さらなる高精度化が望まれる。一方，現在では
フェーズフィールド法 12–16）をはじめとする組織形成シミュ
レーションによって，ミクロ偏析生成挙動を高精度に解析
することが可能になった 17）。ただし，組織形成シミュレー
ションは高計算コストを要するため，マクロ偏析モデルの
計算と直接連成することは困難である。さらに，組織形成
シミュレーションによるミクロ偏析の計算結果をマクロ偏
析モデルの計算に導入する手段も発展していない。
マクロ偏析生成過程を適切にシミュレートするために

は，そのモデルにおけるミクロ偏析の計算の高精度化が
望まれる。そのためには，簡便で低計算コストでありつつ
も，組織形成シミュレーションと同等の精度でミクロ偏析
挙動を算出する手法が必要である。本研究の前報 18）にお
いては，このような特長を有するミクロ偏析計算システム
の開発を目的として，機械学習によるミクロ偏析予測を試
みた。その結果，機械学習の方法であるディープラーニン
グ 19）によって，二次枝間のミクロ偏析生成挙動を対象にし
た一次元有限差分法の計算結果を学習し，精度良く予測す
るシステムの構築が可能であった。また，その計算システ
ムは非常に小規模なネットワークから構成される低計算コ
ストのシステムであった。そこで本研究では，まずディー
プラーニングに基づいてフェーズフィールド・シミュレー
ションによるミクロ偏析生成挙動の計算結果を学習し，予
測する計算システムの開発を行う。そして，そのミクロ偏
析計算システムをマクロ偏析シミュレーションに拡張する
ことを試みる。ここで，本研究で試みるマクロ偏析シミュ
レーションにおいては，フェーズフィールド法の計算結果
と同様のミクロ偏析挙動が記述されるため，ミクロ偏析と
それに起因するマクロ偏析に対する組織変化の影響が考慮
されているといえる。この点において，本研究は機械学習
に基づいた凝固現象のスケール・ブリッジングの試みに相
当する。

2.  フェーズフィールド・シミュレーション

フェーズフィールド法は種々の相変態過程における組
織形成をシミュレートする強力な計算手法として発展し
ている 12）。この手法では，秩序変数φによって相の種類を
区別し，φが連続かつ急峻に変化する領域を界面とみな
す。したがって，この手法において界面は有限の厚さWを

有する。このような組織の表現方法によって，複雑な組
織変化の際にも，界面の位置を記録して更新するような
煩雑な手続きを必要としないことがこの手法の特長の一
つである。ただし，従来型のフェーズフィールド法では，
Gibbs-Thomson効果や界面移動に伴う溶質保存則およびエ
ネルギー保存則（Stefan条件）に非物理的な効果が生じて
しまい，定量的に正しい計算結果を得ることが困難であっ
た。しかし，これを解決した定量的フェーズフィールド
法 16, 20–23）が開発され，この定量的手法は凝固組織形成を高
精度に計算する手法として重要な役割を担っている 13–15）。
本研究においては，定量的フェーズフィールド法を用い
てミクロ偏析の生成過程をシミュレートし，その結果を
ディープラーニングの訓練データとした。ミクロ偏析を高
精度に記述するためには本来三次元シミュレーションが必
要であるが，本目的における初段階の試みとして，低計算
コストの二次元シミュレーションを実施し，特に一方向凝
固における定常成長からのミクロ偏析生成挙動を算出し
た。
ミクロ偏析を記述するためには固相内拡散を陽に考慮
することが必要である。そこで本研究では，著者らが開発
した固相内拡散を記述可能な定量的フェーズフィールド
法 21–23）を用いた。本モデルにおいては，フェーズフィール
ド変数をφで表し，φ＝＋1のときに固相，φ＝－1のとき
に液相を表す。そして，φの時間変化は下記の方程式にし
たがって計算される。

   （5）

ここで，tは時間，∂iは i方向の空間微分を表す。λは，界面
幅W0，キャピラリー長d0と定数a1＝0.8839を用いて，λ＝
a1W0/d0と与えられるカップリング定数，yは温度勾配方向
の空間座標，Vpは引抜速度，lTは熱拡散長である。そして，
ucは無次元過飽和度であり，以下のように与えられる。

   （6）

ここで，cl,pfmは液相濃度，cl
eは参照温度T0における液相の

平衡濃度，keは平衡分配係数である。なお，cl,pfmはメゾス
ケールの液相濃度場であり，式（4）のマクロ偏析モデルに
おける液相濃度clとは異なる。後者はマクロスケールの計
算格子点内の平均値とみなすことができ，cl,pfmを平均化し
た量がclに相当する。また，式（5）におけるW（n）は界面
の法線方向n＝－∇φ/|∇φ|に依存した界面幅，τはφの易
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動度であり，それぞれ下記のように与えられる。

   （7）

   （8）

ここで，ε4は界面エネルギーの異方性強度，a2はa2＝
0.6267と与えられる定数，Dlは液相内拡散係数である。濃
度の時間変化，すなわち式（6）の無次元過飽和度ucの時間
変化は下記の式で計算される。

   （9）

ここで，D（φ）は固相内拡散係数Dsを用いて，D（φ）＝
［keDs＋Dl＋（keDs－Dl）φ］/2と与えられる。Jatはantitrapping 

currentと呼ばれる界面内部の濃度場補正項であり，下記の
ように与えられる。

   （10）

また，式（9）のJnoiseは濃度場の揺らぎに起因する拡散流束
であり，文献 24）にしたがって白色ノイズを与えた。本計算
では，温度場は定常状態であることを想定して，下記の式
を用いた。

   （11）

ここで，Gは温度勾配であり，本研究では参照温度T0とし
て固相線温度を用いた。液相線勾配mlと合金の初期濃度c0

を用いて，凝固温度範囲をΔT＝ |ml|（1－ke）c0 /keと表せば，
d0＝ γslTm/（ΔTΔH），lT＝ΔT/Gと与えられる。ここで，γsl

は固液界面エネルギー，Tmは純金属の融点，ΔHは凝固潜
熱である。したがって，本計算モデルに入力すべき合金の
物性値は，Tm，ΔH，ml，ke，Dl，Ds，γsl，ε4であり，入力すべ
き凝固条件は，GとVpもしくはGと冷却速度T

4

＝GVpであ
る。
一定の温度勾配Gおよび冷却速度T

4

のもとで，上記の
φとucの時間発展方程式を差分法により解き，一方向凝
固をシミュレートした。その二次元計算領域の模式図を
Fig.1に示す。横軸方向の領域サイズLxは500 µm（768メッ
シュ），縦軸方向の領域サイズLyは熱拡散長よりも大きく
なるように合金組成と温度勾配に応じて設定した（1024
メッシュ以上）。そして，計算領域の横軸中心で縦軸下端
の位置に半円の初期核を配置し，縦軸方向に温度勾配Gを

設定して，縦軸方向への一方向凝固をシミュレートした
（Fig.1（a））。横軸方向および縦軸方向の境界条件は，それ
ぞれ周期的境界条件，ゼロノイマン条件とした。なお，初
期に一つの核のみを与えたが，凝固中にブランチングが生
じ，定常状態においては横軸方向に複数の一次アームが含
まれる。界面幅は計算格子間隔Δxを用いてW0＝1.3Δxと
与え，時間ステップはΔt＝Δx2/（5Dl

*）とした。ここで，Dl
*

は液相線温度における液相内拡散係数である。定常成長後
のミクロ偏析生成挙動を計算するため，固相の成長が定常
状態になるまでmoving frame calculationを行った 23）。すな
わち，固相の成長先端がLyの半分に達した際に計算システ
ムをその先端速度で縦軸方向に移動させ，固相の成長先端
を追跡することで定常状態まで計算した（Fig.1（b））。そし
て，成長速度がほぼ一定になったところで，moving frame 
calculationを停止し，縦軸の上部にLyの半分と128メッシュ
分の長さの領域を追加し，凝固末期まで計算した（Fig.1
（c））。縦軸の上部にメッシュを追加した理由は，ミクロ偏
析挙動に対するシステム上部の境界の影響を除去するため
である。ミクロ偏析挙動は，縦軸方向の高さ中心から上部
に約670 µmまでの領域を対象に算出した。

Fe基二元系合金を対象とし，溶質元素としてC，Si，Mn，
Pを考慮した。訓練データの条件として，Fe-C合金の初期
濃度は0.01，0.05，0.08 mass%，冷却速度は10，15，20 K/s
とした。SiとMnの初期濃度は1.0，1.5，2.0 mass%，冷却速
度は3，5，7 K/sとした。そして，Pは初期濃度を0.05，0.08，
0.1 mass%とし，冷却速度を1，3，5 K/sとした。いずれの合
金系に対しても10000，15000，20000 K/mの三種類の温度
勾配を対象にシミュレーションを行った。したがって，108
種類の合金および凝固条件の計算を行った。訓練データを
算出した条件をTable 1にまとめ，本研究で用いた物性値の
一部をTable 2に示す。これらの物性値は合金系および濃度

Fig. 1.  Schematic illustrations of computational domains for 
phase-field simulations of directional solidification (a) in 
the initial state, (b) steady state and (c) after steady state.
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によらず一定としたため，ディープラーニングでは入力値
として考慮しない。一方，合金によって変化させた物性値
は，平衡分配係数ke，液相線勾配ml，液相と固相内拡散係
数の振動数因子Dl

0，Ds
0および活性化エネルギーQl，Qsで

あり，これらをディープラーニングの入力値として考慮し
た。これらの物性値には前報と同様に文献 25,26）の値を用い
た。ミクロ偏析を計算する際は，2500×Δt秒毎に fsとcl /c0

を算出し，それらを訓練データとした。ここで，clはcl,pfmを
液相領域にわたって平均した値である。
組織形成シミュレーションの計算例をFig.2に示す。合

金濃度や凝固条件に応じて組織形態とサイズが決められ
る。本計算条件ではデンドライト成長（Fig.2（a））の他，セ
ル成長（Fig.2（b），（c））も含まれる。このような定常成長
後のミクロ偏析生成過程を算出し，訓練データを得た。そ
の全訓練データをFig.3に示す。これはcl /c0を fsとT

4

に対
してプロットしたものであり，それぞれのT

4

における fs－

cl /c0断面内にはc0とGの異なるデータがプロットされて
いる。また，紙面奥側の fs－cl /c0断面には各溶質の全ての
データを示した。溶質の種類によって，偏析の濃度範囲は
大きく異なるとともに，fsの増加に対する濃度の増加挙動
も異なっている。これら全ての訓練データを用いて機械学
習を行った。その方法を次章で説明する。

Fig. 3.  All training data obtained by quantitative phase-field 
simulations for (a) Fe-C, (b) Fe-Si, (c) Fe-Mn and (d) 
Fe-P alloys. In each fs-cl/c0 section at a fixed T

4

, data for 
different c0 and G are shown. The plots on the rearmost 
section represent all data for each element. (Online 
version in color.)

Table 1.  Conditions of quantitative phase-field simulations for training data.

Solute Initial concentration, c0 (mass%) Cooling rate, T
4

 (K/s) Temperature gradient, G (K/m)
C 0.01, 0.05, 0.08 10, 15, 20

10000, 15000, 20000
Si

1.0, 1.5, 2.0 3, 5, 7
Mn
P 0.05, 0.08, 0.1 1, 3, 5

Table 2.  Parameters used in this study.

Physical quantity Value
Molar volume, Vm (m3/mol) 7.09 × 10–6

Solid-liquid interface energy, γsl (J/m2) 0.204
Strength of anisotropy, ε4 0.02
Melting point, Tm (K) 1811
Latent heat, ΔH (kJ/kg) 251
Specific heat (at 1800 K), Cp (J/(kg K)) 808
Thermal conductivity, λT (W/(mK)) 41
Heat transfer coefficient, ha (W/(m2K)) 10000
Density, ρ (kg/m3) 7000
Kinetic viscosity, ν (m2/s) 8 × 10–7

Coefficient of thermal expansion, βT (1/K) 3 × 10–5

Coefficient of solutal expansion, βc (1/mass%) 0.36
Permeability coefficient, K0 (m2) 5.7 × 10–11

Fig. 2.  Snapshots of microstructures calculated by quantitative 
phase-field model for (a) Fe-0.08 mass%C alloy at T

4

=20 
K/s and G=10 K/mm, (b) Fe-1.0 mass%Mn alloy at T

4

=5 
K/s and G=10 K/mm and (c) Fe-0.05 mass%P alloy at 
T
4

=3 K/s and G=15 K/mm. The concentration field is 
represented by the gray scale where cmax and cmin in the 
scale bar corresponds to 0.35 and 0.02 mass% C in (a), 
1.4 and 0.9 mass%Mn in (b) and 0.22 and 0.02 mass%P 
in (c).

Fig. 3.  All training data obtained by quantitative phase-field 
simulations for (a) Fe-C, (b) Fe-Si, (c) Fe-Mn and (d) 
Fe-P alloys. In each fs-cl/c0 section at a fixed T

4

, data for 
different c0 and G are shown. The plots on the rearmost 
section represent all data for each element. (Online 
version in color.)
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3． ディープラーニングによる 
ミクロ偏析計算システムの構築

前報 18）においては，ミクロ偏析予測に適したディープ
ラーニングのモデルとアルゴリズムの組み合わせを明らか
にした。本研究においても前報 18）と同じモデルとアルゴリ
ズムを用いた。本論文の議論に必要な内容のみを簡潔に説
明する。
ディープラーニングは，入力層，中間層，出力層と呼ば

れる3層の階層構造からなり，下記の式に基づいて入力値
から出力値を得る。

   （12）

ここで，zk
(h)の上付文字hは層を区別し，下付文字kはその

層内のノードを区別する。h＝0のときの｛z(h)｝は入力値に
相当し，そのノード数Nhは入力値の総数を表す。そして，h

＝H＋1のときの｛z(h)｝は出力値である。ここでHは計算に
考慮する中間層の層数を表す。σ（·）は活性化関数と呼ばれ
る関数であり，本研究では，h≦Hの｛z(h)｝を求める際には

双曲線関数σ（x）＝ tanh（x）を用い，h＝H＋1の｛z(h)｝（出
力値）を求める際には恒等関数σ（x）＝xを用いた。式（12）
におけるwjk

(h)は結合重み，bj
(h)（＝wj0

(h)）はバイアスと呼ば
れ，これらの値を求めることが学習の目的である。その方
法として，本研究ではミニバッチ型の勾配降下法の一つで
あるAdaptive moment estimation（Adam）27）を用いた。また，
過学習の問題を防ぐために学習の早期終了を行った。さら
に学習前に入力値と出力値に対数関数を用いた正規化 18）

を施すことで，数値の桁が大きく異なる変数の影響も適切
に考慮できるようにした。
ディープラーニングにおける入力変数は，x＝（ fs，T

4

，
G，c0，ke，ml，Ds

0，Qs，Dl
0，Ql）であり，出力値はcl /c0であ

る。ディープラーニングのシステムは，中間層を3層，それ
らのノード数を12とした。また，ミニバッチ処理において
選択する訓練データ数を500，学習回数を3000回として学
習を行った。ディープラーニングの実装にはプログラミン
グ言語Python 3.5を用い，フレームワークchainerを用いて
GPU並列計算を行った。ただし，次章で述べるマクロ偏析
シミュレーションは，それに用いたディープラーニングの
システムを含めて fortranでコーディングした。
このようにして構築したミクロ偏析計算システムの予

測結果をFig.4に示す。実線がその予測結果，プロットは

Fig. 4.  Comparison between the microsegregation behavior obtained by Deep Learning and phase-field simulations for (a) Fe-0.06 
mass%C alloy at T

4

=17 K/s and G=17.5 K/mm, (b) Fe-1.8 mass%Si alloy at T
4

=6 K/s and G=12.5 K/mm, (c) Fe-1.8 mass%Mn 
alloy at T

4

=6 K/s and G=17.5 K/mm, (d) Fe-0.07 mass%P alloy at T
4

=2 K/s and G=12.5 K/mm. In each figure, one of every four 
symbols is shown for the result of the phase-field simulation. (Online version in color.)
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フェーズフィールド法の計算結果を示しており，これらの
初期濃度および凝固条件は学習に用いていない。Fe-P合金
の予測結果が高固相率側においてフェーズフィールド法の
結果からやや逸脱しているものの，全てのケースで精度良
く予測できているといえる。したがって，本研究で開発し
たディーラーニングの手法は組織変化の影響も含んだミク
ロ偏析挙動を高精度に計算可能であることが示された。
ここで，本研究で開発した計算システム（以降，2D-PFM

システムと呼ぶ）と，前報 18）で開発した一次元有限差分法
（1D-FDM）のデータを学習した計算システム（1D-FDMシ
ステム），そしてScheilモデルの結果を比較する。Fig.5に示
したのは，Fe-0.01 mass%C合金をT

4

＝10 K/s（Fig.5（a））と
20 K/s（Fig.5（b））で凝固させた際のCのミクロ偏析挙動
の計算結果である。マーカー付きの実線は2D-PFMシステ
ム，マーカーなしの実線は1D-FDMシステム，破線はScheil
モデルの計算結果である。2D-PFMシステムに関しては，
例としてG＝10000と20000 K/mの結果を示した。Scheilモ
デルの結果は当然ながらT

4

に依存せず，両冷却速度で同じ
挙動を示している。そして，1D-FDMシステムの結果はT

4

に依存し，この場合はT
4

の増加によって最終凝固部の濃度
が高くなっている。一方，2D-PFMシステムの結果はT

4

の
みならずGにも明らかに依存していることが分かる。ここ
で，Scheilモデルと1D-FDMシステムの結果を比べると，後
者の方が高固相率側で濃度が低い。つまり，後者において
は凝固中に溶質が固相内により多く取り込まれたことを意
味する。これは，1D-FDMシステムにおいて固相内拡散に
よる後方拡散が考慮されていること，さらには液相におけ
る溶質濃化層の形成も考慮されているためである。また，
固相内の後方拡散は拡散が二次元的に生じる方が促進され
るため，凝固末期においては，1D-FDMシステムの結果よ
りも2D-PFMシステムの結果の方が低濃度になっている。
ただし，この両システムの結果に差が生じる理由を理解す

るためには，後方拡散のみでは無く，組織の時間変化を考
慮したより詳細な議論を必要とする。ただし，その議論は
本研究の対象外である。ここで重要なことは，2D-PFMの
結果には組織変化の影響が含まれており，その予測結果は
1D-FDMシステムとScheilモデルと明らかに異なることで
ある。同様の比較をFe-0.1 mass%P合金に対しても行った。
その結果をFig.6に示す。この場合，2D-PFMシステムの結
果においてG依存性がより顕著に表れている。マクロ偏析
生成過程を正しく理解するためには，このようなミクロ偏
析挙動の凝固条件依存性の詳細を適切に考慮する必要があ
ると考えられる。
なお，本研究では，計算システムをマクロ偏析モデルに

導入することを目的としたため，出力値としてcl /c0のみ
を考慮した。凝固後の偏析を詳細に記述するためには，固
液界面における固相濃度などの情報を学習し，出力値と
して考慮する必要がある。本計算システムを用いれば，そ
のような出力値を追加することも可能であると考えられ
る。なお，本研究のシステム（2D-PFMシステム，さらに
は1D-FDMシステムも含む）は，画像認識や音声認識等で
使用されるディープラーニングに比べれば，中間層の数と
ノード数が少なく，非常に小規模なシステムといえる。し
たがって，計算コストが低い。また，複数の合金系に適用
可能であるという汎用性も有し，本研究が目的としたミク
ロ偏析計算手法の開発が可能であることが示された。そこ
で，本研究ではこのシステムがマクロ偏析シミュレーショ
ンに導入可能であるかを調査した。それについて次節で説
明する。

4． ディープラーニングによるミクロ偏析 
計算システムのマクロ偏析モデルへの実装

ディープラーニングに基づいて，簡便かつ低計算コスト

Fig. 5.  Comparison between the calculated results of the microsegregation of C at (a) T
4

=10 K/s and (b) 20 K/s in Fe-0.01 mass%C 
alloy. The solid lines with open square and filled circle are the results of the present model (2D-PFM system) for G=10000 
and 20000 K/m, respectively. The solid line without the symbol is the result of the Deep Learning based on the data of one-
dimensional finite difference calculation developed in the previous report (1D-FDM system)18). The dashed line indicates the 
result of Scheil model. (Online version in color.)
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でありつつも，組織形成シミュレーションと同等の高い精
度でミクロ偏析を計算するシステムの開発が可能である
ことが示された。本研究では，このシステムが実際にマク
ロ偏析モデルに導入可能であることを確認するために，前
節で開発した2D-PFMシステムをマクロ偏析モデルに導入
し，偏析の生成過程のシミュレーションを行った。さらに，
マクロ偏析予測におけるミクロ偏析挙動の重要性を調査す
る目的で，1D-FDMシステムを導入したモデルと従来型の
Scheilモデルに基づくモデルのシミュレーションも行い，
これら三種類のモデルの結果を比較した。
本研究では，式（1）から（4）で表されるマクロ偏析モデ

ル 5）を用いた。式（1）の連続の式と式（2）のナビエ―ストー
クス方程式の計算にはSOLA法を用い，ダルシー項の計算
の安定化のためにSawadaらの陰的解法を用いた 5）。透過率
はKozeny-Carmanモデルに基づいてK＝K0（1.0－ fs）3/fs

2と
与え，流動限界固相率を fs＝0.85に設定した。式（3）の温
度場の方程式は温度回復法を用いて解いた。Fe-0.1 mass%P
合金の凝固過程を対象に，64×64 mmの正方形状の二次元
系を用いて，上下の境界と右端の境界は断熱壁，左端の境
界は5 K/sの一定の速度で冷却される条件で計算を行った。
初期温度は液相線温度1807 K，空間格子点間隔はΔx＝0.5 
mm，時間ステップはΔt＝1.0×10－3 sに設定した。本研究
で用いた物性値をTable 2に示す。すべての物性値はMurao
らの計算 28）と同じ値を用いたが，濃度に関する体積膨張係
数βcには，βc＝0.36（mass%－1）の大きな値を仮定した。本
シミュレーションの目的はマクロ偏析挙動に対する∂cl /∂fs
の影響を見ることにある。そこで，計算負荷の小さな本凝
固条件において自然対流の効果を顕在化させ，マクロ偏析
を生成させるためにβcにこのような値を便宜的に用いた。
続いて，濃度場の方程式（4）の右辺における∂cl /∂fsの計算
方法を以下に説明する。
本研究で開発した2D-PFMシステムおよび1D-FDMシス

テムでは，出力値を入力値で解析的に微分することが可能
である。しかしながら，簡便な実装のために，本計算では
∂cl /∂fsを数値差分で求めた。つまり，∂cl /∂fsを下記の式で計
算した。

   （13）

ここで，Δfs＝1.0×10－5であり，x’は fs以外の入力値であ
る。ここで，2D-PFMシステムの出力値cl /c0は，局所的な冷
却速度T

4

と温度勾配Gに依存する。これらを式（3）の熱伝
導方程式から算出される温度場によって決めることも可能
であるが，本計算では簡単のためにT

4

＝1 K/s，G＝15000 
K/mの一定値を設定した。また，1D-FDMシステムを導入
したシミュレーションでは，∂cl /∂fsの計算の際はT

4

＝1 K/s
の一定値を用いた。そして，∂cl /∂fsにScheilモデルを使用し
た従来のマクロ偏析シミュレーションにおいては，高固相
率側で計算を打ち切る必要があるため，すべての計算にお
いて fs＝0.98以上は完全な固相とみなした。
まず，Scheilモデルに基づく従来型のマクロ偏析モデル

の計算結果をFig.7とFig.8に示す。Fig.7は0.98≦cl /c0≦
1.02の範囲の濃度をグレースケールで表したものであり，
液相内の濃度分布を示している。これらの図においてグ
レースケールの濃淡が急激に変化する箇所が固相の成長先
端に相当する。また，液相内の速度ベクトルを矢印で示し
ており，その速度の大きさ（mm/s）を矢印の長さとグレー
スケールで表した。一方，Fig.8は18≦cl /c0≦21の範囲の
濃度をグレースケールで表しており，固相領域（高固相率
領域）におけるcl /c0の分布が示されている。固相領域のcl

は残留液相における平均のP濃度を表しており，この値は
ミクロ偏析によって液相領域（低固相率領域）のclよりも
高くなる。特に，この不均一分布は固相内のマクロ偏析の
パターンに対応する。また，これらの図において，cl /c0＜

Fig. 6.  Comparison between the calculated results of the microsegregation of P at (a) T
4

=1 K/s and (b) 5 K/s in Fe-0.1 mass%P alloy. 
The solid lines with open square and filled circle are the results of the present model (2D-PFM system) for G=10000 and 20000 
K/m, respectively. The solid line without the symbol is the result of the Deep Learning based on the data of one-dimensional 
finite difference calculation developed in the previous report (1D-FDM system)18). The dashed line indicates the result of Scheil 
model. (Online version in color.)
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18の低濃度領域は示されていないため，濃淡が急激に変化
する箇所が固相の成長先端に対応していないことに注意さ
れたい。Fig.7とFig.8において，凝固は左側の鋳壁から開始
して右方向に進行している。そして，凝固に伴う溶質分配
によって濃度差が生じ，重力の影響でP濃度の低い液相が
底部に流動している。その流れに伴って，固相側に低濃度
領域が筋状に現れ，チャンネル型のマクロ偏析が生成して
いる。

1D-FDMシステムを導入したシミュレーション結果を
Fig.9とFig.10に示す。Fig.10はFig.8と比べて低濃度かつ狭
い範囲の濃度を表していることに注意されたい。Fig.9と

Fig.10において，Fig.7およびFig.8の場合と同様に，濃度変
化に伴う密度差によって対流が生じ，低濃度領域がチャン
ネル状に現れるマクロ偏析が生成している。ここで重要な
点は，Fig.8に比べてFig.10における固相領域の濃度が全
体的に低く，チャンネル状に現れる偏析帯の本数が増加し
ているものの，偏析による濃度差は小さくなっていること
である。続いて，2D-PFMシステムの計算結果をFig.11と
Fig.12に示す。ここで，Fig.12のグレースケールは，Fig.8と
Fig.10に比べて低濃度で狭い範囲を表している。固相領域
の濃度が全体的に低く，偏析による濃度差が小さくなると
いう傾向は1D-FDMシステムよりも2D-PFMシステムの方

Fig. 10.  Snapshots of concentration fields at (a) t=50 s, (b) t=100 s, 
(c) t=150 s, (d) t=200 s and (e) t=250 s calculated by the 
macrosegregation model based on 1D-FDM system. The 
concentration fields are represented by the gray scale.

Fig. 9.  Snapshots of concentration fields at (a) t=50 s, (b) t=100 
s, (c) t=150 s, (d) t=200 s and (e) t=250 s calculated 
by the macrosegregation model based on the 1D-FDM 
system. The concentration fields are represented by 
the gray scale. The arrows indicate the velocity vector 
in the liquid, the size and color of which represent the 
magnitude of the velocity (mm/s).

Fig. 7.  Snapshots of concentration fields at (a) t=50 s, (b) t=100 s, 
(c) t=150 s, (d) t=200 s and (e) t=250 s calculated by the 
macrosegregation model based on the Scheil model. The 
concentration fields are represented by the gray scale. 
The arrows indicate the velocity vector in the liquid, the 
size and color of which represent the magnitude of the 
velocity (mm/s).

Fig. 8.  Snapshots of concentration fields at (a) t=50 s, (b) t=100 s, 
(c) t=150 s, (d) t=200 s and (e) t=250 s calculated by the 
macrosegregation model based on the Scheil model. The 
concentration fields are represented by the gray scale.
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が顕著である。これら三種類の計算における偏析生成挙動
の差は，Fig.6（a）に示したミクロ偏析挙動の差に起因する。
Scheilモデルに比べて，1D-FDMシステム，そして2D-PFM
システムの方が凝固末期における液相濃度が低い。これは
固相内拡散の影響，さらには凝固組織の影響によることを
既に述べた。このようなミクロ偏析の変化が自然対流を変
化させ，チャンネルの形状や本数の変化，そして偏析濃度
の変化を導いている。すなわち，本シミュレーション結果
の比較は，マクロ偏析予測において適切なミクロ偏析挙動
を考慮することの重要性を示している。

1D-FDMシステムおよび2D-PFMモデルに基づくマクロ

偏析シミュレーションに要した計算時間は，Scheilモデル
に基づく従来型のシミュレーションに要した時間の約5倍
であった。ただし，この計算時間の増加分には，濃度場の
変化に伴う流体解析の収束計算コストの変化が含まれてい
る。この計算時間の増加に関しては詳細を解析する必要が
あるが，本ミクロ偏析計算システムは複数の合金系を扱え
るようにして構築したため，対象とする合金のみに適用可
能なシステムに縮小することで計算時間の短縮が見込まれ
る。
上述の通り，本研究で開発したディープラーニングによ

るミクロ偏析計算システムはマクロ偏析モデルに導入可能
であることが示された。このモデルにはミクロ偏析に対す
る組織変化の影響が考慮されており，この点において本計
算は凝固現象のスケール・ブリッジングの試みにも相当す
ることを論文の冒頭で述べた。ただし，この試みに対して
は多くの課題が残っている。まず，本研究では一方向凝固
における柱状晶の定常成長を対象にミクロ偏析計算システ
ムを構築した。したがって，本システムでは等軸晶凝固で
生成するミクロ偏析挙動が考慮されていない。さらに，マ
クロ偏析シミュレーションではミクロ偏析の計算における
冷却速度と温度勾配を一定にした。ここで，本研究で構築
したミクロ偏析計算システムにおいては非定常な温度場の
変化に応じた組織変化の影響が考慮されていないことに注
意されたい。つまり，マクロな温度場の変化に応じて，凝
固組織の成長速度やアーム間隔等が変化し，それに伴って
ミクロ偏析挙動が変化するが，そのような非定常な組織変
化の効果が考慮できていない。ミクロ偏析は組織変化の履
歴によって決定されるため，非定常な温度場における凝固
の履歴の影響を陽に取り入れることは大変重要である。た
だし，非定常凝固を対象としたときには，非常に多くの条
件下での訓練データの作成とその学習が必要になる。効率
的に非定常凝固の偏析を予測するためには，時系列データ
の学習に適したリカレント型ニューラルネットワーク 19）

を用いるなど，ディープラーニングのシステムの検討も必
要になると考えられ，それは今後の重要課題として残る。

5.  結言

マクロ偏析生成過程を適切にシミュレートするために
は，マクロ偏析モデルにおけるミクロ偏析の計算の高精度
化が必要である。そのためには，簡便で低計算コストであ
りつつも，組織形成シミュレーションと同等の高い精度で
ミクロ偏析挙動を算出する手法が必要である。本研究の前
報 18）では，機械学習の方法であるディープラーニングに
基づいてミクロ偏析を予測する計算システムの開発を試
み，一次元有限差分法によるミクロ偏析挙動の計算結果を
用いて，ミクロ偏析予測に適したモデルとアルゴリズムの
組み合わせを明らかにした。本論文では，組織変化の影響

Fig. 11.  Snapshots of concentration fields at (a) t=50 s, (b) t=100 
s, (c) t=150 s, (d) t=200 s and (e) t=250 s calculated 
by the macrosegregation model based on the 2D-PFM 
system. The concentration fields are represented by 
the gray scale. The arrows indicate the velocity vector 
in the liquid, the size and color of which represent the 
magnitude of the velocity (mm/s).

Fig. 12.  Snapshots of concentration fields at (a) t=50 s, (b) t=100 s, 
(c) t=150 s, (d) t=200 s and (e) t=250 s calculated by the 
macrosegregation model based on 2D-PFM system. The 
concentration fields are represented by the gray scale.
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を考慮した計算システムを開発するため，定量的フェーズ
フィールド法による一方向凝固のシミュレーションから
ミクロ偏析挙動を算出し，学習させた。その結果，定量的
フェーズフィールド法の計算と同等の高い精度でFe-X（X
＝C，Si，Mn，P）二元系合金のミクロ偏析を予測する計算
システムが開発できた。ただし，本研究では訓練データと
して二次元シミュレーションの結果を用いており，高精度
予測のためには三次元シミュレーションの結果を学習す
る必要がある。また，本計算システムは実験データを訓練
データとすることも可能であるから，実験データを主とし
て，不足のデータをシミュレーションで補う形でシステム
を構築する方法も実用的なシステムの開発に有力であると
考えられる。特に，フェーズフィールド法のデータに限ら
ず，他の組織形成シミュレーションのデータや実験データ
を訓練データとして活用し，ミクロ偏析予測を高精度化で
きることは，本アプローチの大きな利点であり，これは今
後の重要な取り組みの一つといえる。
本論文では，上記の通り構築したミクロ偏析予測システ

ムがマクロ偏析シミュレーションに導入可能であることを
示した。そして，前報 18）で構築した一次元有限差分法の結
果を学習した計算システムとScheilモデルを導入したマク
ロ偏析モデルのシミュレーションをそれぞれ行い，マクロ
偏析予測におけるミクロ偏析の計算の重要性を示した。本
論文で構築した計算システムは定量的フェーズフィールド
法の計算結果を学習したものであるため，本マクロ偏析シ
ミュレーションにおいては凝固組織の影響が考慮されてい
るといえる。ただし，より適切に凝固組織の影響を取り入
れるためには，多様な凝固条件，特に非定常な温度場を対
象にした凝固組織の変化とミクロ偏析の関係を学習する必
要があり，今後の重要課題として残る。
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