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表紙図提供： 日本原子力研究開発機構 門吉 朊子 

 

照射硬化現象の原因の一つである積層欠陥四面体と転位の相互作用について、スーパーコンピュータを

用いて分子動力学シミュレーションを行いました。その結果、積層欠陥四面体は高温では安定に存在で

きず、転位との相互作用による硬化も温度による影響を強く受けることがわかりました。こうしたミク

ロなレベルでの知見を得るためには、シミュレーションの役割はとても重要です。
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1. 巻頭言 「正しい方程式を正しく解くこと」 

 

大阪大学  山口 彰 

 

この 3 月、「災害予測シミュレーションの高度化」公開シンポジウムが開催され、計算科学技術部会

の初代部会長、矢川元基先生の基調講演を拝聴した。その演題は「大規模シミュレーション解の精度向

上について」である。総額 1150 億円の予算で 10 ペタフロップスの性能を持つ世界最速の次世代スーパ

ーコンピュータが完成すれば、計算科学技術は大いに進展し、利用が拡大するであろう。すると計算精

度の問題は解決され、精度の心配無用で計算科学の恩恵を受けることができるかと思えば、あに図らん

や、計算精度はますます重要性を増してくることになる。次世代スーパーコンピュータが開発されても

喜んでばかりはいられないとのことである。 

計算科学技術は、何らかの形で産業の役に立つことが求められているわけであり、そのために巨費を

投じて計算機の開発が進められている。一方、計算機を使って解くべき問題の大規模化と現象の複雑化、

解像度のミクロ化により、研究者や技術者が要求する計算機の性能はますます高くなり、次世代スーパ

ーコンピュータが完成したとしてもその両者のギャップは拡大しこそすれ、埋まることは無いであろう。

我々が精度を気にすることなく、“普通に”シミュレーションを行うためには、計算機に桁違いの性能

を要求しなければならず、「リアリティ」をそのまま「シミュレーション」すれば物事がわかるという

時代はまだまだ先のことである（そのような時代が到来するかすら分からない）。 

しかしながら、計算科学技術は今でも十分、役に立っている。Verification & Validation (V&V)とコ

ードの管理が適切になされていればの前提のもとである。「コンピュータによる流体力学（P.J.ローチェ）」

によれば、Validation とは正しい方程式を解いていること（solving the right equations）を確証する

ことであり、Verification とは方程式を正しく解いていること（solving the equations right）を確証す

ることである。方程式とは実験事実を演繹して得た仮説やモデルであり、構成方程式や境界条件も含ま

れるであろう。つまり、正しい仮説のもとに現象が正しく方程式化されていることを実験データなどと

の比較により確かめることが Validation である。Verification は、プログラミングエラーがなく離散化

のスキームやメッシュ分割が適切であることを確かめることである。Validation ではモデリングエラー

を評価し、Verification はデバグや誤差評価を行うことであると考えることができよう。正しい方程式

を正しく解いていることを示すことが V&V である。その範囲において我々はシミュレーションに信頼

を寄せ、その恩恵に与ることができる。 

このたび、日本原子力学会の標準委員会、基盤応用技術専門部会に「シミュレーションの信頼性検討

タスクグループ」が発足し、シミュレーションの信頼性の技術的なガイドラインに関する具体的な検討

を行うという。原子力分野の計算科学技術利用において、シミュレーションの V&V の重要性を考える

と、時宜を得た活動というべきである。計算科学技術部会としても注目すべき課題であり、高い関心を

持ってシミュレーションの信頼性の問題を考えていただくことを部会員各位に期待する。 

巻巻巻頭頭頭言言言   
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最後に、本稿を執筆している最中、矢川元基先生が計算科学、計算力学における功績にて日本学士院賞

を受賞されたという朗報が舞い込んだ。紙面を借りて、心より受賞のお祝いを申し上げつつ筆を置きた

い。 
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2. 平成 20 年度 計算科学技術部会表彰 受賞者決定 

 
日本原子力学会 平成 20 年度計算科学技術部会表彰について報告いたします。表彰小委員会にて厳

正な審査の結果、平成 20 年度受賞者は以下のように決定されました。 

 

部会功績賞 竹田敏一 

部会業績賞 該当者なし 

部会ＣＧ賞 西田明美・新谷文将 

部会奨励賞 伊藤啓、 宇井淳 

部会功労賞 該当者なし 

 

高木部会長から部会表彰の趣旨説明が行われ、部会賞表彰が行われました。 

 
         部会長からの部会表彰審査についてのご報告がありました。 

 
 

部会業績賞の授与（左：部会長、右：受賞者・竹田敏一氏）の様子です。 
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3. 一言一話 

「原子炉圧力容器鋼の粒界脆化に関する研究: 

オージェ電子分光法と第一原理計算による脆化メカニズム研究」 
 

 

日本原子力研究開発機構 システム計算科学センター 山口正剛 

日本原子力研究開発機構 安全研究センター 西山裕孝 

 

概要 

原子炉圧力容器鋼には不純物元素としてリン(P)などが含まれる。鋼材を製造する際の熱処理によりこの

P が結晶粒界に偏析することが知られているが、中性子照射下では生成した格子欠陥を介した P の拡散に

よってさらに偏析する。P の粒界偏析は粒界強度の低下をもたらし、この現象は粒界脆化と呼ばれる。粒

界脆化は粒界の高々2～3 原子層における不純物（溶質）原子の偏析が巨視的な破壊靭性の低下をもたらす

現象であるが，偏析元素がどのように粒界強度を低下させているのかは長い間分からないままであった。

しかし、最近の計算機能力の著しい向上や計算手法の進捗により，一昔前には原子数個程度しか取扱えな

かった第一原理計算でも現在では原子 100 個程度からなる粒界をシミュレートできるようになり，粒界強

度低下のメカニズムが原子・電子レベルから次第に明らかになって来た。本稿では、それらの研究の現状

を概説し、実験的研究と計算科学的研究が連携している例を紹介する。 

 

I. はじめに－原子炉圧力容器鋼の粒界脆化 

 

原子炉圧力容器鋼の照射脆化は，中性子照射によって形成される銅富化析出物や点欠陥集合体等が結晶

粒内の転位運動の障害物として作用し，材料が硬化することによって主に生じる。現在の照射脆化の予測

はこの硬化型脆化に基づいている。運転開始から 30 年を迎える軽水炉プラントでは，その後 10 年毎に行

われる高経年化技術評価において，原子炉圧力容器の中性子照射量が非常に高い値に達する 60 年運転後の

照射脆化を予測し，破壊力学によって健全性の確認が行われる。このように原子炉圧力容器の長期使用を

見込む場合，熱，中性子照射により材料中の不純物元素であるリン（P）が結晶粒界に偏析し，粒界強度が

弱められて粒界破壊が生じることによる脆化，いわゆる粒界脆化を検討しておく必要性が指摘されている
1）。このため，粒界 P 濃度の中性子照射量依存性とそのモデル化を行い，また，粒界への P 偏析がどのよう

に粒界強度の低下と関係し，破壊靭性の低下に影響するかを調べることが必要である。（独）日本原子力研

究開発機構（以下，｢原子力機構｣とする。）では，原子炉圧力容器用 A533B 鋼を材料試験炉（JMTR）等によ

って中性子照射し，ミクロ分析や破壊靭性試験を実施した。また，原子力機構の安全研究センターとシス

テム計算科学センターとで密接に連携しながら，第一原理計算による粒界脆化メカニズム解明や反応速度

論による粒界偏析シミュレーション法の開発を進めている。 

本稿ではこれら原子力機構での最近の研究成果 2)～5)を中心に，原子炉圧力容器用 A533B 鋼について，熱，

中性子照射による P の偏析機構とそのモデル，結果として生じる巨視的な破壊靭性の変化を概説する．そ

して，中性子照射された A533B 鋼の粒界分析の例を示し，粒界に偏析している元素により粒界強度が低下

するメカニズムを原子・電子レベルからの第一原理計算によって明らかにした結果について紹介する。な

お、本稿は原子力学会材料部会による解説の一部 6)を加筆・修正したものである。 

 

1. 粒界偏析 

A533B 鋼は，焼き入れ・焼き戻しの後，600～650℃の範囲で溶接後熱処理が施されるため，受領状態（非

照射）の粒界にはこの温度における熱平衡偏析濃度に近い P が偏析している。熱平衡偏析の駆動力は，溶

質原子（ここでは P）による格子歪みエネルギーが粒内よりも粒界で小さくなるためである。この自由エ

ネルギーの変化量をΔGPとすると，熱平衡偏析濃度は次式で示される 1)。 
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T は温度，R はガス定数，CGB
Pは粒界 P 濃度，Cm

P は材料中の P の含有率である。また，温度 T における
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D は拡散係数，αは粒界富化率，d は粒界厚さである。両式中，偏析濃度の計算結果に大きく影響するΔ

GP及び拡散係数 D を調べるため，筆者らは原子炉圧力容器用 C-Mn 鋼で 300℃，400℃において 6 万時間

以上の等温加熱試験を実施した。その結果，原子炉圧力容器の使用温度である 290℃では，拡散係数 D は

小さく，熱のみの影響では相当に長時間経過した後においても粒界 P 濃度はほとんど変化しないことを確

認した 2)。 

しかし，中性子照射下では，P と格子欠陥の相互作用により P の粒界偏析が加速／誘起される。ここで

は，a) 照射により導入される空孔により，P と空孔の位置交換の頻度が高くなり P の拡散速度が大きくな

る，b) 照射によって導入される自己格子間原子と P が格子点位置を中心とする混合亜鈴型格子間原子を生

成して P が移動する，という 2 つのメカニズムが考えられている 1)。a)のメカニズムに基づく偏析予測式で

は，(1)式で示される熱平衡偏析濃度は変わらずに，(2)式中の拡散係数 D が，主に照射速度の増加に伴って

大きくなり，その空孔濃度から決定される。b)に基づく場合，照射速度に依存した混合亜鈴型格子間原子

の粒界と粒内での濃度勾配が偏析量を与えるものとすると，偏析の時間変化は(2)式と同様であり，拡散係

数は混合亜鈴型格子間原子の移動エネルギーから求められる。また，反応速度論に基づく予測式では，空

孔，格子間原子，固溶原子について生成，消滅，再結合，シンクへの流れを考え，粒界の境界条件を与え

て偏析濃度を算出する。ただし，偏析に大きく影響する混合亜鈴型格子間原子の移動エネルギーには，デ

ータをフィッティングした値が使用される。原子力機構では，後述する第一原理計算によって仮定を排し，

原子空孔や自己格子間原子の生成エネルギーや移動エネルギーの値を決定するなど，より物理的意義が明

確となるような反応速度論による予測式の構築を進めている。これに対しては，照射速度の効果をどう取

り入れるかが重要であり，今後，監視試験片などを利用した粒界偏析データによる検証も必要である。 

 

2. 粒界偏析による破壊靭性の変化 

供用期間中における原子炉圧力容器が健全であること，すなわち脆性破壊が発生しないことを判定する

上で最も重要な材料特性は破壊靭性値である。破壊靭性値は、温度の低下に従って破壊様式が延性から脆

性へ遷移する際に急激に低下するが、その遷移温度を延性脆性遷移温度 (Ductile-to-Brittle Transition 

Temperature = DBTT)と呼ぶ。非照射材に対する破壊靭性値と温度の関係（破壊靭性曲線）を基準として，

監視試験片として原子炉に装荷されているシャルピー衝撃試験片で測定する DBTTの中性子照射による高

温側への上昇分（シフト）が、破壊靭性値の評価にとって重要となる。 

ところが，破壊靱性値を評価すべき原子炉圧力容器鋼に対して，粒界 P 濃度と粒界強度の低下の結果と

して生じる DBTT の上昇の関係についてはこれまでデータが尐なく，粒界 P 濃度の範囲が狭い等の問題点が

あった。このため筆者らは，P の含有率を変えた原子炉圧

力容器鋼を製作し，450℃から 550℃で 1 万時間までの等温

加熱試験，粒界分析及びシャルピー衝撃試験による DBTT 測

定を行い，粒界 P 濃度 10％の増加は DBTT を 40℃シフトさ

せるという関係を得た（図 1）2)。ここで，粒界 P 濃度が低

い場合には，脆性破壊の様式はほぼ全面へき開破壊である

に対し，粒界 P 濃度の増加とともに DBTT が上昇し，小さい

粒界炭化物による凹凸が特徴的な粒界破壊（図 2）が卓越

してくる。粒界破壊は，材料が応力を受けると結晶粒界の

析出物で応力集中が生じて微視き裂が発生し，偏析により

強度が低下した粒界の剥離により脆性的にき裂が伝播する

ことで起こる。図 1 は非照射材の熱処理による結果であり

......(1) 

..(2) 

図 1 粒界 P 濃度と DBTT の関係 
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材料の硬化は生じていないが，結晶粒内の照射硬化は粒界での応

力集中を大きくする作用があり，粒界破壊を助長すると考えられ

る。P は照射硬化の原因にもなるとされているが，メカニズムは十

分に解明されていない。そこで粒界だけでなく，結晶粒内での P

の照射硬化への寄与のメカニズムを調べるため、永井、外山らと

ともに中性子照射材を用いた陽電子消滅法及び 3 次元アトムプロ

ーブ法によるミクロ組織分析を行った。この結果から，P 含有率の

増加に伴い，結晶粒内に平均直径 4～5nm の空孔によって安定化さ

れた P 原子のクラスターが生じて照射硬化の原因になることを明

らかにした 3)。最近，中性子照射材では，図 1 に示す関係の傾きが

小さくなることが他機関のデータでも示されている。すなわち，照射硬化が生じ，格子欠陥が存在する中

性子照射材では，粒界に偏析している P の粒界強度への影響が緩和される。この理由については，現時点

では明確ではなく，後述の粒界脆化メカニズムと併せた検討が必要となっている。 

 

II. 中性子照射された原子炉圧力容器鋼での粒界偏析元素の分析 

 

 粒界脆化においては，粒界のせいぜい 2～3

原子層での溶質原子の濃度変化が，巨視的な強

度に支配的な影響を持つ。粒界脆化の影響とな

る元素の種類，濃度を調べるためには，材料の

極表面を分析する技術が必要である。そのため

に有力な手段の一つとしてオージェ電子分光

分析（AES）がある。試料に通常は数 keV～数十

keV の電子ビームを照射すると，試料原子の内

殻励起とより浅い殻からの電子の遷移による

エネルギー差により X線とオージェ電子が放出

される。固体ではオージェ電子の脱出深さは数

nm 以下であり，そのエネルギーは元素に固有で

あるため，極表面に存在する原子の種類が分か

る。AES で粒界偏析を調べるには粒界を露出さ

せる必要があるため，試験片を AES の超高真空チャンバー

内にセットして液体窒素で冷却し，ハンマーで叩いて脆性

破壊させる。原子力機構では，種々の放射線防護の対策を

行った AES 装置を廃棄物安全試験施設(WASTEF)の管理区域

に設置している。図 3 に，JMTR で中性子照射された A533B

鋼（P 含有率が 0.026wt.%，中性子照射量が 6.9×1023n/m2 

(E>1MeV)）で測定した粒界破面のオージェ電子のスペクト

ルを示す 3)。なお，縦軸は，オージェ電子のカウント数 N(E)

ではなく，その微分 dN/dE で示すのが一般的である。Fe ピ

ーク群以外に P，モリブデン（Mo），炭素（C）, ニッケル

（Ni）のオージェ電子エネルギーに対応するところにピー

クが現われている。Fe と各元素のピーク高さの比から定量

分析を行うことができる。非照射材の粒界破面でも同じ種

類の元素が検出されるが，中性子照射量の増加により，P，

Ni の粒界濃度は増加し，Mo はほとんど変化せず，C は減尐

する場合が多い。詳細な中性子照射による粒界濃度の変化

等については参考文献 2)3)を参照されたい。これまでの研

究では，等温加熱処理や中性子照射を行うことによって，

図 2 粒界破面の例 
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図 3 粒界破面でのオージェ電子スペクトル 

図4 Bcc Fe∑3(111)対称傾角粒界(GB)を含

むユニットセル。(a) 側面図。(b) 粒界(GB)

で割って上から見た図。site 0は粒界上の空

孔サイト，site 1iは格子間サイト，site 11

は表面吸着サイト，その他はFe原子のサイト

を示す。このセル中では同一原子層にFe原子

が4個ある。 
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偏析濃度の変化と DBTT の実験的な関係から，P 偏析は粒界強度を低下させ，逆に C 偏析は粒界強度を増加

させることが知られている。しかし，そのメカニズムは，例えば，P は周囲の金属原子と共有結合的な強

い結合をし，そのためまわりの Fe 原子同志の結合が弱まるために粒界強度が低下する，として説明される

など推測の域を出なかった 6)。 

 

III. 第一原理計算による粒界脆化メカニズムの解明 

AES 分析によって検出された P, Mo, C, Ni 等の

元素が，粒界における原子間結合にどのような影

響を与えているのかについて，最近では第一原理

計算法による計算から知見が得られるようになっ

てきた。以下ではその例を紹介する。 

 第一原理計算とは，量子力学の基本方程式であ

るシュレーディンガー方程式を解いて物質の電子

構造を求める計算のことである。物質の性質は電

子の振る舞いに帰着し，電子の振る舞いはシュレ

ーディンガー方程式によって記述できるので，こ

の方程式さえ解くことができれば物質の性質は解

明できるはずである。しかしながら数個の原子か

らなる系に対しても膨大な計算量を必要とするた

めになかなか適用範囲が広がらなかった。ところ

が近年の計算機と計算コード双方の進歩により，

100 原子程度の系を計算対象にできるようになり，

以下で紹介するような粒界偏析を模擬した計算が

可能になってきた。 

粒界には様々な種類があるが，図 4 に示したの

は bcc 構造で回転軸が<11
_

0>，

傾角が 70.5 度の∑3(111)対称

傾角粒界を含むユニットセル

である。76 個の Fe 原子からな

り，セルの上下には約 0.1 nm

程度の真空領域(vac)を入れ，

粒界面の上下の結晶が互いに

自由に滑ることができるよう

にしている。異なる原子層上に

ある原子には違う番号を付け

て区別している。この粒界の粒

界エネルギーは計算によると

1.23 J/m2であり，破面の(111)

自由表面のエネルギー 2.69 

J/m2の半分程度あるため，比較

的エネルギーが高めの粒界で

ある。通常割れやすいのはエネ

ルギーの高いランダム粒界と

言われているが，それに近い粒

界と考えられる。 

このセルを用いて粒界偏析

図 5 擬似的な引っ張り試験計算の概念図。粒界の近傍で，

ある破壊面(fracture plane)を仮定して引き離し，分離長

さ(separation)の異なる点を 10 点程度用意し，各点にお

いて構造緩和計算を行う。2 つの破面を十分に離した点に

おけるエネルギーの上昇分が粒界凝集エネルギー(2γあ

るいは 2γint と記す)である。破壊面をいくつか変えて同

様の計算を行い，最も小さい粒界凝集エネルギー（最も弱

い破壊面）を最終的な結果とする。 

図 6 各原子サイトにおける溶質原子(X=B, C, P, S)の偏析エネルギー(-Δ

Eseg(site,1))の計算結果。site 0,1,2 は粒界近傍のサイト，site 9,10,11 は表

面近傍のサイトを示す(図 4 参照) 。脆化元素である S,P は粒界よりも表面で安

定 になり、強化元素である B, C は表面よりも粒界で安定になる。 
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を模擬した第一原理計算を以下のようにして行う。溶質元素が粒内から粒界へ移動して粒界にトラップさ

れ，粒界偏析していく様子を動力学的に計算できればいいのだが，そのような計算は時間がかかりすぎて

できない。そこで，溶質原子は「手で」動かして各偏析原子配置における偏析エネルギー（溶質原子が粒

内にあるときと粒界にあるときのエネルギー差）を計算し，そのエネルギーが大きければその配置は実現

しやすいと考え，粒界偏析を模擬していった。そして，得られた偏析原子配置に対して図 5 に示すような

擬似的な引っ張り試験計算を行い，粒界強度の指標である粒界凝集エネルギー(2γint)を計算した。粒界凝

集エネルギー(2γint)に関する破壊力学的考察については、文献 5)を参照されたい。 

原子炉圧力容器鋼において問題となる P（弱い脆化元素）とともに、強い脆化元素である硫黄(S)、粒界

強化元素と言われているホウ素(B)、C についての計算結果を紹介する。図 6 は，各原子サイトにおける偏

析エネルギーの計算結果である。この図から P 原子は粒界において(site 0, 2 において）偏析エネルギー

が約 1 eV /atom と大きいので粒界偏析しやすいこと，表面(site 9, 10, 11)においては 10-20%程度さら

に安定化することがわかる。粒界凝集エネルギー(2γint=2γs-γgb)は，2 つの破壊表面のエネルギー(2γs)

から粒界エネルギー(γgb)を引いたものなので，粒界よりも表面で安定化する元素は粒界凝集エネルギーを

下げて脆化をもたらす。すなわち，P は粒界上に偏析すれば粒界の強度を低下させる能力を持つことが，

図 6 の結果から推測できる。同様にして、S は非常に強い脆化効果を持つこと、逆にＢやＣは強化効果を

持つことが推測できる。 

次に，図 4 のセル内の粒界近傍で P 原子を(NP=)1-8 個偏析させていったときの偏析エネルギーの変化を

図 7 に示した。各偏析濃度において最も安定な偏析配置を探しつつ偏析させいったところ，NP= 4 では 4 個

の site 2 からなる原子層が P 原子で埋まる状態が最も安定であった。さらに，NP=8 では site 2 に 4 個，

site -3 に 4 個偏析する配置が最も安定になった。site 2 同士の距離は約 0.4 nm であり，P 原子同士に

相互作用はあまり働かない。このため，4 個の偏析までは原子 1 個あたりの偏析エネルギーに大きな変化

は見られず，トータルの偏析エネルギーは順調に増加していく。5 個以上になると P 原子同士が互いに隣

接する配置が生じ，隣接すると P 原子同士に反発力が働く。このため，原子 1 個当たりの偏析エネルギー

は低下していき，トータルの偏析エネルギーはほとんど上がらない状態になることが図 7 からわかる。9

個以上の配置についても計算してみたが，トータルの偏析エネルギーが急激に下がってしまうのでかなり

実現しにくいと考えられる。同様に B や C も高濃度の偏析は起こりにくい。しかしＳに関してはトータル

の偏析エネルギーが順調に増

加していくので、比較的高濃度

まで偏析しやすいことがわか

る。 

site 2 から見て，site 0, -2

等は距離が近く，site -3 は尐

し距離が遠い(図 4 参照)。つま

り，粒界中では P 原子同士が隣

接しようとすると互いに反発

力が働き，結果として site 2

と site -3からなる 2つの原子

層にスプリットした形で P 原

子が偏析することがわかった。

Fe中においては Fe-P結合の方

が P-P 結合よりも強く形成さ

れるため，Fe 中における P-P

結合はあまり強くならず，その

平衡原子間距離が Fe-Fe 結合

距離よりも長くなってしまう

ことにより，Fe 中で隣接した

P-P間に反発が働くと考えられ

る。 

図 7 図 4のセル中のサイト 2, -3 に P原子を(Nx=)1-8個偏析させたときの，

P 原子 1 個あたりの偏析エネルギー(棒グラフ,-ΔEseggb(Nx))とトータルでの

偏析エネルギー(線グラフ,-ΔEseg(stable conf., Nx))の計算結果。どの元素

も低濃度偏析(Nx=1-4)の範囲では偏析しやすいが、高濃度まで偏析しやすい

のは S だけであり、その他は偏析しにくくなることがわかる。 
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以上のことから，P 原子同士が

互いに隣接するぐらいに粒界偏

析した状態というのはあまり安

定な状態ではないことがわかる。

このことは，前述のように中性子

照射材では非照射材に比べて P

偏析による粒界強度の低下が緩

和されることと関係するかもし

れない。現時点では推測に過ぎな

いが，照射材では多量の格子欠陥

によってあまり安定ではない P

偏析の原子配置がかき乱される

ため，非照射に比べて粒界強度低

下が現れにくい可能性がある。 

各偏析濃度において図 5 に示

した擬似的な引張り試験計算を

行った結果を図 8 に示す。P によ

る粒界凝集エネルギー(2γint)低

下の効果はあまり大きくないも

のの，セル中 8 個の P 原子の偏析

によって 2γintは約 25%減尐する

ことがわかる。図 6 において示したように(i)P 原子は粒界よりも表面でより安定化する効果があるが，こ

れは図 8 中の Nx=0-4 における 2γintの低下として現れている。さらに，(ii)粒界中で P 原子同士が反発す

る効果が加わり、図 8 中の Nx=4-8 の範囲における 2γintの低下が現れる。Nx=4-8 の範囲では、偏析原子構

造に乱れが生じるためと思われるが単調には減尐しない。しかし、Nx=8 では Nx=4 までの減尐率よりも明ら

かに大きく減尐しており、(i)(ii)の両者の効果が同程度に効いて 2γintすなわち粒界強度の低下が起きて

いることが分かる。また、Ｓでは非常に激しい 2γint の低下が起きること、Ｂ，Ｃでは低濃度(Nx = 0-4)

偏析の範囲で逆に 2γintの上昇が起きることがわかる。 

以上のような、偏析濃度上昇に対する粒界凝集エネルギーの変化(Δ2γint)の計算結果を図 9 にまとめた
5)。B, C は P, S とは逆に表面よりも粒界で安定化するため、偏析濃度上昇に伴って粒界凝集エネルギーを

上げる効果があることが分かった。これは、B, C が粒

界強化元素であることを示唆しており、実験事実と一

致する。図 9 では高純度鉄において測定された DBTT の

変化 7)と比較して粒界凝集エネルギーの変化(Δ2γ

int)をプロットしているが，両者は非常によく相関して

おり，粒界凝集エネルギーが粒界偏析による粒界強度

低下のカギを握っていることがわかる。DBTT は硬さや

粒径，組織など他の条件にも依存するが，図 6 に示し

た DBTTの測定 7)ではそれらが一定になるように注意深

く実験がなされているため，このようなよい相関が成

り立つと考えられる。また，破壊エネルギーの大部分

は塑性変形に要するエネルギー(γp)に費やされてい

るが，γpは 2γintに依存するはずなので，結果として

2γint が最も重要なパラメータになっていると考えら

れる。 

以上のようにして，B, C は強化元素，P,S が脆化元

素であることとその効果の程度を第一原理計算から理

解することができた。さらに，計算には次のような利

図 8 各偏析濃度に対する粒界凝集エネルギー(棒グラフ，2γint)と最大引

張り応力(線グラフ, σmax)の計算結果。1 atom/nm2 は大まかには 1 at.%GB

に相当する。Ｓは強い脆化元素、Ｐは弱い脆化元素、Ｂ，Ｃは低濃度(Nx=1-4)

の偏析において強化元素として振る舞うことがわかる。 

図9 偏析濃度上昇に対する粒界凝集エネルギーの

変化(Δ2γint)についての計算結果5)と，高純度鉄に

おいて測定されたDBTTの変化(ΔDBTT)7)。両者がよ

く相関しており、2γintが粒界脆化のカギを握る物

理量であることがわかる。 
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点がある。前述のように，A533B 鋼の粒界破面の AES 分析では合金元素である Ni や Mo も検出されている

が，これらの元素が粒界にどのような影響を与えているかは実験的にはあまり明らかではない。しかし第

一原理計算ではそれらの元素が粒界偏析した場合の計算をすることも可能である。計算した結果，あくま

でこれらの元素が粒界に偏析した（析出物等は作っていない）と仮定した場合の結論だが，Mo は 1 原子当

たりで見れば C と同程度の強化作用があること，Ni には脆化作用も強化作用もほとんどないことが分かっ

た。このように，実験的には捉えにくい様々な元素の影響についての知見を第一原理計算で補い，実験理

論の両輪で粒界脆化メカニズムについての理解を進めることができるようになった。 

 

IV. おわりに 

 

｢マクロな破壊現象から最も遠いミクロな電子構造を扱う第一原理計算が、破壊の研究や高経年化に関す

る研究に役立つのか?｣と考えられる方も多いと思う。本稿では，原子炉圧力容器鋼の粒界脆化に関する研

究への第一原理計算法の適用例をとりあげ、長い間推測の域を越えられず定性的な説明しかされてこなか

った粒界強度の低下メカニズムを計算から説明できることを示した。粒界での現象解明は照射脆化だけで

なく，応力腐食割れ，水素脆化等に見られるような原子炉構造材料の务化メカニズムの解明を図る上で不

可欠である。これらの課題に対し，オージェ電子分光分析に代表されるような粒界の元素分析技術と原子・

電子レベルから理論的根拠を与える計算科学的手法は今後も有力な手段になるだろう。 

このような大規模計算はここ数年で可能となった。大まかに言って計算機（スパコン）の能力は５年で

１０倍という驚異的な伸びを示している。また第一原理計算手法に関しても、計算法のたゆまぬ改良や並

列化による高速化が図られ、それらの相乗効果によって冒頭で述べたように計算セルあたり１００原子程

度の遷移金属元素が扱えるようになった。それによって粒界というマイクロストラクチャーが第一原理計

算によって扱えるようになったのである。計算機の進歩はまだまだ続くので、今後も計算できる範囲が広

がっていき、結晶転位に関する計算なども徐々に可能になっていくだろうと期待している。 
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4. SNA2010+MC2010 開催案内 
 

 

（独）日本原子力研究開発機構は、平成 22 年 10 月 17 日(日)から 20 日(水)までの 4 日間、一橋記念

講堂におきまして、標記国際会議を下記の要領にて開催致します。  

平成 2 年に日本で第 1 回の開催から数えて、SNA の開催は今回で第 7 回を迎えます。また、今回

はモンテカルロ・シミュレーションの国際会議 MC との合同企画となります。  

SNA2010＋MC2010 では、国内外から原子力分野関連の研究機関、企業、大学より講演者を招き、

原子力分野における高性能計算、数値シミュレーション等の研究開発状況や成果、さらには計算科学

の技術動向について研究発表や、ポスターセッション等を行い、計算科学と計算機科学の更なる発展

に繋げることを目的としています（次ページにポスターを添付してあります)。 

 

 

   会議名（英語）：         

Joint International Conference on  

Supercomputing in Nuclear Applications + MonteCarlo 2010 Tokyo 

      

会議名（和訳）： 

 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・シミューションの合同国際会議 (SNA2010＋MC2010) 

 

 

日  時：       平成 22 年 10 月 17 日(日)～20 日(水) 

場 所：      一橋記念講堂 （学術総合センター内） 

主 催：       （独）日本原子力研究開発機構 

共 催：        OECD/NEA （平成 20 年 11 月現在） 

来場者数：            約 500 名 

ホームページ：       http://sna2010.jaea.go.jp/  

連絡先：    SNA2010 運営委員会事務局  Tel.03-5246-2505  

           Email: sna_mc_2010@jaea.go.jp。 
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2010年 10月17日（日）-20日（水）

場所：一橋記念講堂場所：一橋記念講堂

http://sna-mc-2010.jaea.go.jp/

SNA2010運営委員会事務局

Tel.03-5246-2505 

Email:sna_mc_2010@ml.jaea.go.jp

●Computational Applications ( Nuclear Reactor Analysis, Nuclear Safety,  Thermal  

Hydraulics,  Biomedicine, Nano-Science, Nuclear Fuel Cycle / Repository Performance,

Materials, Fluid Dynamics, Plasma Physics / Fusion,  Earthquake Proof, Structural Analysis, 

Shielding,  Dosimetry, Radiation Effect, Space and Aviation, etc. )

● Computational Science (Applications, Methodology, Modeling, Code  Development, 

Verification, Basic Data, etc.)

●Computer Science (Visualization, Tools, Hardware, Middleware, etc.)

●Information Technology and its applications (CAE, Communications, etc.)

● Computational Methods using High Performance Computers

(Parallel Computing, Grid Computing, Custom computing, etc.)

●Computational Applications ( Nuclear Reactor Analysis, Nuclear Safety,  Thermal  

Hydraulics,  Biomedicine, Nano-Science, Nuclear Fuel Cycle / Repository Performance,

Materials, Fluid Dynamics, Plasma Physics / Fusion,  Earthquake Proof, Structural Analysis, 

Shielding,  Dosimetry, Radiation Effect, Space and Aviation, etc. )

● Computational Science (Applications, Methodology, Modeling, Code  Development, 

Verification, Basic Data, etc.)

●Computer Science (Visualization, Tools, Hardware, Middleware, etc.)

●Information Technology and its applications (CAE, Communications, etc.)

● Computational Methods using High Performance Computers

(Parallel Computing, Grid Computing, Custom computing, etc.)

主催：（独）日本原子力研究開発機構主催：（独）日本原子力研究開発機構

セッショントピック

至祝田橋

靖国通り

至御茶ノ水

至九段下

小学館■

共立講堂■ ■学士会館

一橋記念講堂

至神田

至神田橋

至皇居

竹橋駅

■パレスサイドビル

至北の丸公園

至代官町

首都高速４号線

神保町駅

白
山
通
り

東京メトロ半蔵門線、都営地下鉄三田線、都営地下鉄新宿線
「神保町」駅下車 A8出口から徒歩8分
東京メトロ東西線「竹橋」駅下車 1B出口から徒歩4分

会場案内図

共催：共催： OECD/NEAOECD/NEA （平成（平成2121年年33月現在）月現在）
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5. 2009 年春の年会 計算科学技術部会 総会議事録 

 

１．日時：平成２１年３月２３日（月） １２：００～１３：００ 

２．場所：東京工業大学 大岡山キャンパス 西６号館 W611 

     （日本原子力学会 2009 年「春の年会」I 会場） 

３．総会議事次第 

１）部会長挨拶 

２）小委員会活動報告と次年度活動計画 

a. 総務小委員会 

b. 企画小委員会 

c. 広報小委員会 

d. 出版・編集小委員会 

e. 経理小委員会 

f. 表彰小委員会 

３）次期役員選出 

４）その他 

５）次期部会長挨拶 

 

４．議事概要および決定事項（敬称略） 

 

平成 21 年度部会賞表彰式 

１）部会賞表彰 

・今年度の受賞者は以下の通り： 

部会功績賞 国立大学法人 大阪大学   竹田敏一 

部会業績賞 該当なし 

部会奨励賞 独立行政法人 日本原子力研究開発機構 伊藤啓 

      独立行政法人 原子力安全基盤機構  宇井淳 

部会 CG 賞 独立行政法人 日本原子力研究開発機構 西田明美 

      独立行政法人 日本原子力研究開発機構 新谷文将 

部会功労賞 該当なし 

感謝状（部会ロゴマーク） 該当者なし 

・部会長により、受賞者の紹介および賞状授与が行われた。 

・受賞者の竹田氏には、トロフィーが贈られた。 

 

総会 

０）開会 

・総務小委員会委員の司会により、総会の開会が宣言された。 

 

１）部会長挨拶 

・平成 20 年度部会長より開会の挨拶が行われた。 

 

２）小委員会活動報告と次年度活動計画 

a. 総務 

 総務小委員会委員長より、平成 20 年度活動報告および平成 21 年度活動計画が説明された。 

 

b. 企画 
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 企画小委員会委員長より、平成 20 年度活動報告および平成 21 年度活動計画が説明された。 

 

c. 広報 

 広報小委員会委員長より、平成 20 年度活動報告および平成 21 年度活動計画が説明された。 

 

d. 出版・編集 

 出版・編集小委員会委員長より、平成 20 年度活動報告および平成 21 年度活動計画が説明された。 

 

e. 経理 

 経理小委員会委員長より、平成 20 年度活動報告および平成 21 年度活動計画が説明された。 

 

f. 表彰 

 表彰小委員会委員長より、平成 20 年度活動報告および平成 21 年度活動計画が説明された。 また、

部会表彰規定改正の提案がされた。 

 

・以上の各小委員会の活動計画が承認された。 

 

３）次期役員選出 

・高木部会長より、平成 21 年度の部会役員が推薦され、総会参加者により承認された。部会長およ

び副部会長は以下の通り： 

 

部会長     吉村 忍   東京大学 

副部会長    笠原 文雄  原子力安全基盤機構 

副部会長 山口 彰   大阪大学 

副部会長 中島 憲宏  日本原子力研究開発機構 

 

各小委員会委員長は以下の通り： 

 

 総務小委員会  中島 憲宏   日本原子力研究開発機構 

 企画小委員会  笠原 文雄  原子力安全基盤機構 

 広報小委員会  巽 雅洋 原子力燃料工業 

 出版・編集小委員会 越塚 誠一 東京大学 

 経理小委員会  山口 彰 大阪大学 

 表彰小委員会  吉村 忍  東京大学 

 部会等運営委員会委 笠原 文雄 原子力安全基盤機構 

 

・なお、各小委員会の委員構成は、各委員長に委ねられる。 

 

４）その他 

 

５）次期部会長挨拶 

・平成 21 年度部会長より挨拶が行われた。 

 

６）総務委員により、総会の閉会が宣言された。 
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6. 2009 年春の年会計算科学技術部会企画セッション 

ここまで来た材料の破壊現象と非破壊評価シミュレーション 

―原子力プラントの高経年化時代に向けて― 

 
１．日時：平成２１年３月２３日（月） １３：００～１４：３０ 

２．場所：東京工業大学 大岡山キャンパス 西６号館 W611 

     （日本原子力学会 2009 年「春の年会」I 会場） 

３．座長・講演者 

 

 座長 高木敏行（東北大） 

 

講演者 久保百司 (東北大) 

 山口克彦 (福島大) 

 古川 敬 (発電技検) 

    

 

４．企画趣旨 

 

我が国の原子力プラントにおいては運転期間が 30 年を超えるプラントが増加しつつあり、構造材

料の経年务化に伴う課題、いわゆる高経年化が問題となっている。そのような背景の下、構造材料

の疲労や照射などによる内部組織変化に着目した機構論的シミュレーション技術の開発が進められ

ており、量子分子動力学による破壊現象のダイナミックス等の研究がある。一方、構造物の内部情

報を解体などによって直接見ることなく非破壊で見られる新しい非破壊検査法として磁気特性を利

用した検査法、超音波を利用した方法等については、モンテカルロ法を用いたシミュレーション手

法等の研究が進められている。 

本企画の目的は、これらの計算科学技術を活用した非破壊評価手法の現状、課題、開発計画等を紹

介いただき、今後の原子力プラントの高経年化時代に向けての活用方策を討議することである。 

 

５．報告事項 

 

  上記企画セッションにて、以下の講演が行われた（講演概要のみ記載）。 

 

（1） 量子分子動力学による破壊現象ダイナミクス 久保百司 (東北大) 

 

昨今の原子力プラントにおける破壊事故、き裂発生事例は、力学的な破壊挙動の理解のみならず、

応力腐食割れや水素脆化割れなどの応力場、流体場での化学反応ダイナミクスを電子・原子レベルで

解明する必要性を強く示唆している。しかし、機械工学分野で従来から活用されてきた流体力学や固

体力学では、化学反応を取り扱うことは不可能であるため、「破壊現象における化学反応」の理論的

な検討はほとんど行われてこなかった。ここで、化学反応のシミュレーションには、量子論の活用が

必須であり、最近、化学の分野では第一原理分子動力学法を活用した化学反応ダイナミクス計算が徐々

に行われるようになってきた。しかし、第一原理分子動力学法は計算負荷が非常に大きいため、数十

原子からなる小規模系の計算が一般的であり、応力場、流体場などの複雑環境下での化学反応ダイナ

ミクスの解明は困難であった。これに対し著者らは、従来の第一原理分子動力学法に比較し、5000 倍

以上の高速化を実現しSCF-Tight-Binding 量子分子動力学法を開発し、数百原子系における化学反応
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ダイナミクスの解明を可能とした。さらには、オリジナルに考案した部分対角化法、動的ハイブリッ

ド法などの高速計算手法の開発により、数千原子以上の大規模計算を実現した。また、この

SCF-Tight-Binding 量子分子動力学法を基礎に、応力場、流体場、摩擦場、衝撃場、電場、光などの

複雑環境場が化学反応ダイナミクスに与える影響を解明可能なマルチフィジックス量子分子動力学法

を開発することにも成功した。そこで本講演では、著者らが開発したマルチフィジックス量子分子動

力学法の概要とその原子力プラントにおける破壊現象ダイナミクスへの応用例について紹介するとと

もに、今後の展望について述べる。 

 
（2）モンテカルロ法による务化磁性金属の磁壁移動シミュレーション  山口克彦 (福島大) 

 

構造材料として広く用いられている鉄鋼材の务化を早期に検出することは、安全な社会を維持する

ために重要であることは強く認識されているところであろう。そのため超音波やうず電流などを利用

した非破壊検査手法の開発が活発に行われてきた。特に超音波による非破壊検査手法は対象を鉄鋼材

に限らずひび割れ検出などのために広く行きわたっている。そして通常の使用においては重大な損傷

が起こる以前に、維持基準を充分満足させながら、务化部位を発見することが可能と考えられている。

しかし近い将来、より初期の务化部位を検出することが求められる場合も増えてくることが考えられ

る。特に务化部位の進み具合が加速度的に速くなると予想されるケースではいかに早い段階で务化を

検出できるかが問題とされるだろう。例えば高速流体の触れる壁面で生じる小さなささくれは、管全

体の対称性を崩し、その結果乱流の発生と、引き続く非線形的な相乗効果による急激な破壊を引き起

こす可能性がある。このような場合、通常の超音波検査が务化を検出するような実際のひび割れや乖

離・剥離が起こってからでは遅すぎる恐れがある。そのためひびや剥離といった幾何的損傷にはまだ

至っていないものの、局所的に応力が集中しはじめ、歪みを起こしている段階で検出できる技術が求

められるようになるだろう。これはいわば原子レベルの差異から引き起こされる物性的変化を検出す

るようなものである。いくつかある非破壊検査手法のうち、磁気的非破壊検査は古くから試みられて

いるもののひとつである。特に磁性体でもある鉄鋼材に対して、印加磁場を変化させた場合に測定さ

れるバルクハウゼンノイズは磁気的非破壊検査の代表例といえる。また近年、インコネルやステンレ

スなどの本来非磁性である構造材がその务化により磁性をもつことを利用した検出法も提案されてい

る。しかしそのデータの分析手法が確立されていないことや定量化が困難なことから、超音波診断な

どに比べると実用化が遅れている。だが物質のもつ磁性というものは、その物性が原子サイズレベル

で引き起こされる極めてミクロ的なものであり、务化を早期に検出できる可能性がある。本発表では、

このような将来性を見据えて、磁気的非破壊検査の解析手法の一助となりうるシミュレーション、特

に磁場印加の際の磁壁移動を中心に紹介する。 

 

（3）原子力機器超音波探傷への大規模シミュレーションの適用  古川 敬 (発電技検) 

 

原子力発電プラントの高経年化に伴い保全技術の重要性が増している。保全技術を支える技術の一

つに非破壊検査があり、それらの中でも超音波を用いる超音波探傷試験(UT)は、き裂の検出に加え長

さや高さの測定が可能であることから、供用期間中検査等に適用されている。特に、2003 年10 月に

施行された改正電気事業法等により、軽水炉機器にき裂が発見された場合には、き裂の寸法、部位に

加わる応力、き裂進展速度などを基に構造上の健全性を評価することが義務化されるとともに、健全

性が確認できれば継続運転という選択肢が選べるようになり1)、UT技術の高度化と信頼性の確保がま

すます重要なこととなっている2)。UT の原理は検査対象部位内に超音波パルスを送信し、き裂等が

存在する場合は、き裂等で反射した超音波をエコーとして検知することで、き裂の有無や寸法を測定

する方法である。UT を実施する際には、き裂があった場合に的確にエコーを検知できる様な適正な

探傷条件の検討や、エコーの伝搬経路を推定しエコーの発生位置を特定するといった探傷結果の解釈

が重要であり、シミュレーション解析技術の活用が期待されている。本講演では、UT の計算機シミ

ュレーションに関する課題と現状を紹介し、これまで実施してきたシミュレーション解析の適用事例

を紹介する。 
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7. Ｄｒ．フォーラム報告 
 

計算科学技術部会 企画小委員会長 笠原文雄（JNES） 

 

計算科学技術部会では、熱流動部会との共催で、学位取得後数年の方々を講師に迎えて学位論文で

の研究成果を講演してもらう「Dr.フォーラム」を開催している。編集小委員会より本年度のフォーラ

ムの報告記事を要請されたが、当部会員の多くが加盟していると思われる熱流動部会のニュースレタ

ー第 63 号（2009 年 1 月）ですでに詳細に報告されていることから、内容が重複する点はご容赦いた

だき、計算科学技術部会の立場からの感想を述べることとしたい。 

今回で８回目となる Dr.フォーラムは「2008 年秋の大会」（高知工科大学）の最終日（9/6）より１

泊２日の日程で高知市内の名勝、桂浜そばにある国民宿舎桂浜荘にて開催された。 

今年度のセミナーには新進気鋭の講師６名を含む２２名が参加し、初日４件、２日目２件の講演発表

（１件当たり質疑応答を含め約１時間）が行われた。開会に先立ち高木敏行計算科学技術部会長（東

北大学）から挨拶があり、座長にはいずれも当部会員でもある田中伸厚教授（茨城大学）、山口彰教授

（大阪大学）にご担当頂いた。講演テーマ（所属・講演者）は以下の通り。 

 

(1) Experimental and Analytical Modeling of Natural Circulation and Forced Circulation BWRs 

Thermal-Hydraulic, Core-Wide, and Regional Stability Phenomena 

（電力中央研究所・古谷 正裕氏） 

(2) 核特性予測値の不確かさの評価と低減のための拡張バイアス因子法に関する研究 

（JAEA・久語 輝彦氏） 

(3) 飽和およびサブクールプール沸騰の限界熱流束機構の研究 

（JAEA・小野 綾子氏） 

(4) 単純せん断流中の気泡に働く揚力に対する界面活性剤の影響 

（東芝・福多 将人氏） 

(5) 鉛ビスマスと放射性不純物の蒸発特性に関する実験研究 

（JAEA・大野 修司氏） 

(6) 気液界面数理モデルの構築 

（東京理科大・米本 幸弘氏） 

 

上記講演では、（3）及び（5）以外は計算科学が中心あるいは解析を含む内容であり、最先端の研

究内容に興味を覚えた。(1)は ABWR 及び ESBWR を対象とした安定性試験施設による反応度フィー

ドバックを模擬した試験データの分析と許認可解析コードの結果との比較が行われ、試験の有用性と

解析コードの性能が確認された。古谷氏はフェルメールの生地で有名なオランダのデルフト工科大学

で審査を受け学位を取得されたとのことで、その行動力にも驚いた。 (2)は核計算コードによる核特

性値の予測値誤差評価に関して実験解析値に対する実験値の比で設計計算値を補正する従来のバイア

ス因子法の制約（実物大模擬実験に対しては良い結果を与えるが、範囲適用が狭い。）を可能な限り取

り除くべく、既存の臨界実験から得られた炉物理実験を活用し、バイアス因子法の適用性を高めるこ

とを目的とした研究である。不確かさ評価法の理論的説明のほか同手法の実証に関する研究、高速炉

炉心設計への適用など、大型のモックアップ試験装置が減尐している状況を考えるとその有効活用に

期待が持てる。（4）は水中を上昇する単一気泡の挙動について、界面活性剤の影響で純水に比べ上昇

速度が大幅に低下するメカニズムを数値解析により分析・評価した内容であり、気泡表面に働くマラ

ンゴニ応力により気泡表面に働く揚力の低下がその要因であることが示された。非常に基礎的な研究

であるが数値解析によるメカニズム把握の有用性を感じた。(6)も気液界面の挙動に関する研究である

が、ミクロからマクロまでの界面現象を分析し、気泡の合一・分裂・反発挙動についてのモデル開発

を行った。今回の発表では、分裂を除く合一・反発モデルをミクロ的には熱・物質移動、マクロ的に

は気液界面の周囲流体力をモデル化したプロセスが示されたほか、実施したマイクロバブル流の可視
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化実験の気泡の合体挙動が示され、その動画が非常に興味深い映像であった。非常に薄い液膜に対し

てレイノルズ方程式に基づく潤滑理論での分析を試みたが、液膜の崩壊による気泡の合体が速すぎる

結果となり、物質拡散等の物理過程の導入が必要と考えられるとのことである。 

 

 筆者は今回が初めての参加であったが、どの発表も学位取得のベースとなった研究であり、背景説

明から研究目的、内容、結論に至るまでの研究プロセスが良く分かる発表であった。比較するべきで

はないが、直前まで聴講していた学会の発表が 10 分程度と短く消化不良であったことを考えると、

内容の濃い発表をじっくり聞けたことでアカデミックな雰囲気を味わえたのは収穫であった。参加者

は大学、産業界などのベテラン・若手研究者であり、質疑応答を聴いているだけで若手には勉強にな

ったものと思われる。 

 

初日の講演後には、三島 嘉一郎熱流動部会長（京都大学）から懇親会の開会挨拶があり、懇親会の

みに駆けつけてくれた前計算科学技術部会長功刀京都大学教授も交えて、様々な話題が飛び交う交流

の場となった。話題が引きも切らず大部屋宿泊室に場所を改め２次会となり、夜おそくまで交流が続

く楽しく、かつ、有益な情報交換の場となった。会員諸氏にはぜひ一度参加してみてはいかがだろう

か。 
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8. 2009 年度 計算科学技術部会役員 
 

 
平成 21 年度の計算科学技術部会役員が以下のように決まりました。 

 

部会長      吉村 忍 東京大学 

副部会長     笠原 文雄 原子力安全基盤機構 

副部会長  山口 彰 大阪大学 

副部会長  中島 憲宏 日本原子力研究開発機構 

 

 総務小委員会  中島 憲宏   日本原子力研究開発機構 

 企画小委員会  笠原 文雄  原子力安全基盤機構 

 広報小委員会  巽 雅洋 原子力燃料工業 

 出版・編集小委員会 越塚 誠一 東京大学 

 経理小委員会  山口 彰 大阪大学 

 表彰小委員会  吉村 忍  東京大学 

 部会等運営委員会委 笠原 文雄 原子力安全基盤機構 
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9. 計算科学技術部会設立趣意書 

 

 

 

計算科学の発達により、人工物の設計を実験に大きく頼らず、計算科学に基づき研究・

設計しようという動きが近年高まっている。今年 3 月に稼動を始めた地球シミュレータ

のように、地球全体の温暖化現象などを包括的に模擬しようという研究が典型的な活動

である。 

 

一方、原子力研究の歴史では、中性子物理を中心として、実験では全てを模擬出来な

い場合、数値実験により技術の進歩を図ってきたし、原子力工業界の活動でも炉心設計、

燃料熱水力、安全設計、構造設計、耐震設計など多くの分野で計算工学の技術を活用し

てきた。しかしながら、これまでの技術活動においては、実験と解析技術が車の両輪の

ように結合して進歩してきたが、今後は Design by Analysis あるいは Computer-Aided R&D 

(CAR&D)という、解析技術に重心を置いた設計研究活動が中心になってきつつあると考え

る。 

 

解析手法についても、従来の差分法等の枠を超えたメッシュフリー手法等いくつかの

新しい手法が試みられ実用化されつつある。また計算機についても、超大型から PC レベ

ルまでの並列機が本格的に用いられ、幅広いハード環境が整いつつある。 

 

さらに、原子力分野の特徴として技術継承は大変重要なテーマとなりつつあり、解析

の妥当性、信頼性の確保を目的としたベンチマーク解析等、解析技術自体に重点を置い

た活動も必要になってきた。 

 

このような状況下で、原子力に係わる全ての計算工学の分野の研究者が一堂に集まり､

計算工学の研究をとおして交流することは、原子力が培ってきた研究技術をさらに発展

させ、より広く社会貢献を行なう上で意義の深いことと考え、本部会の設立を提案する。 

 

関連する分野として、伝熱流動、中性子物理、材料、構造、電磁気、耐震、環境、並

列計算機技術、CAE、ベンチマーク活動等を想定しているが、応用数理等、関連学協会と

の連携も視野に入れ、さらに広範な計算工学分野にわたることも考えられる。 
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10. 編集後記 
 

 

 

日本原子力学会 計算科学技術部会 ニュースレター 第１２号 

２００９年４月 

 

編集・発行責任： 計算科学技術部会 出版・編集小委員会 

越塚 誠一（委員長） 

（東京大学、koshizuka@sys.t.u-tokyo.ac.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） 

町田 昌彦 

（原子力機構、machida.masahiko@jaea.go.jp） 

山本 義暢 

（名古屋大学、g44091a@nucc.cc.nagoya-u.ac.jp） 

 

 

  

ニュースレター第１２号をお届けいたします。当初の予定（３月末）より遅れ、発行の時期が、東

京の桜も散り、新緑があざやかな季節になってしまったことをお詫び申し上げます。この冬、東京で

は目立った積雪もなく、冬らしい季節感をあまり感じることなく過ごしておりましたが、3 月初めに、

北海道に出張した際には、始めて、道路上に積もった雪を見ることができました。しかし、現地の人

に聞くとそれでも、今年は例年に比べ暖かいとのことで、温暖化を何かと意識させられた冬でありま

した。こうした地球の変化と関連し、エネルギーと言うキーワードがメディアをにぎわしております

が、かの米国では、超並列計算機を利用した計算科学でエネルギー問題解決に当ろうという議論があ

るやに聞いております。どうやら、今後も計算科学の重要性は増し、原子力学会・計算科学技術部会

の今後の益々の発展が期待されます。 

第１２号の巻頭言では、新副部会長（大阪大学・山口彰先生）からとても興味深い巻頭言をいただ

き、日本原子力研究開発機構の山口正剛氏からは、一言一話として「原子炉圧力容器鋼の粒界脆化に

関する研究 －オージェ電子分光法と第一原理計算による脆化メカニズム研究－」と題する最近のご研

究の成果を分かり易くまとめた記事をお寄せいただきました。また、JNES・笠原様より Dr.フォーラ

ム報告、日本原子力開発機構・,高柳様、和久様より SNA2010＋MC2010 国際会議開催案内、同機構・

櫛田様には各報告記事と総会議事録等をご提供いただきました。執筆者の皆様には非常に短い準備期

間にもかかわらずご協力いただき、深く感謝いたします。また原稿執筆以外に関しましても部会員各

位には、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。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。 

                             （町田 昌彦） 

 


