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耐震設計と計算科学 

 

東京大学大学院 吉村 忍 

計算科学技術部会 副部会長 
 
2007 年 7 月に発生した中越沖地震は中越地方に大きな

被害をもたらし，柏崎刈羽原子力発電所でも，これまで経

験したことのない大きな被害を受けた．地震荷重を受けた

発電所の各種機器の被災状況は順次調査が進められてい

るが，現在までのところ，耐震重要度クラスＢ，Ｃの機器

では大きな被害が出たものの，地震発生時に「止める」「冷

やす」「閉じ込める」という機能が達成され，Ａクラスの

機器にはほとんど被害は観測されていない．設計時の想定

地震を大きく超える地震動を受けたにもかかわらず，Ａク

ラス機器にほとんど被害が観測されていない理由として，

Ａクラス機器の耐震設計に込められた［安全裕度」が効果

を発揮したのではないかと言われ始めている．この点につ

いてきちんと結論付けるためには，今度の調査・検討の結

果を待たねばならないが，原子力機器に込められた耐震設

計の「安全裕度」に関連して「計算科学」の役割を考えて

みたい． 

 2001 年 12 月号の日本原子力学会誌に「計算科学とバー

チャル実証試験 － 学振未来開拓 ADVENTURE プロジェ

クトが提示する近未来 －」と題して，筆者らが 1997 年

から開発を始めた ADVENTURE システムの研究開発の背景

とシステムの性能について概説するとともに，そこから予

見される近未来のバーチャル実証試験について展望した．

そこで，工学分野における大規模計算力学シミュレーショ

ンの役割について次のように述べている． 

 

「一方，工学の世界ではどうであろうか．工学の世界も理

学同様に様々な自然現象（物理・化学現象）を対象とする．

ただし，工学においては，多くの場合に「与えられた条件

や制約のもとで 大の効果を生むような解を得ること」が

基本命題となる．別の言葉で言えば，「妥協点を探る」こ

とである．このため，工学の現場においては，利用可能な

計算機シミュレーションの時空間分解能（解析規模）に制

約があり，その制約を越えることがなかなか困難な時には，

制約の範囲内で得られた解析結果とエンジニアの有する

「経験的知識」を活用することにより，人工物が設計され，

社会に供給される．したがって，工学においては，上述の

自然現象を解明するときのような，時空間分解能や解析規

模に対する切実な要求がストレートにはなかなか現れて

こない．むしろ，高性能計算機を駆使してシミュレーショ

ンの時空間分解能を向上させることよりも，経験的知識を

活用することのほうが，現場でははるかに重視されるとい

うことである． 

 

・・・ 途中略 

 

１億自由度級メッシュを用いて，容器全体を局部構造まで

含めて力学的に正確にモデル化することができよう．素直

に考えれば，原子炉容器の力学挙動をありのままに評価し

ようとしたら，上述のサイズのメッシュモデルが本来必要

不可欠なのである．ところが現状は第ＩＩ章に述べるよう

な理由から解析規模に強い制約があるため，次のような回

避策がとられる． 

 まず，全体挙動に着目して解析する場合には，局部構造

が無視され，簡略化される．このとき，局部構造が全体挙

巻巻巻頭頭頭言言言  
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動に及ぼす影響は完全に無視され，過小評価される．一方，

局部構造に着目する場合には，全体挙動を簡易的に予測し，

局部構造のみの解析が行われる．この場合には，局部構造

に与える境界条件の設定が難しい．このようなモデル化プ

ロセスにおいて，安全率あるいは経験則が活用されてきた

のである．しかしながら，対象の複雑化とともに，モデル

化プロセスにおいて混入する不確実性や見落とし，経験則

の適用範囲の逸脱が往々にして重大な事故を引き起こす

要因となってきている．このような不確実性や見落とし等

を可能な限り排除するには，解析精度及び解析速度を現状

よりも遥かに向上させ，できるかぎり余計な過程を排除し

た丸ごと詳細解析を行うことが望まれるのである．このよ

うなシミュレーションは，もはや実験を補間するために行

われるものではなく，従来の実験ベースの「実証試験」の

代替を志向するものであり，「バーチャル実証試験」と呼

ぶことができよう． 

 

・・・ 途中略 

 

たとえば，供用前水圧試験時の炉容器の静的応力解析や地

震荷重負荷時の炉全体と各パーツの動的応力解析，あるい

は過酷事故時の衝撃解析などについて，余計な仮定を設け

ることなく解析できるだろう．」 

 

この文章を執筆した折には，今回ほどの大きな地震動が発

電所を襲うとは考えておらず，安全裕度の合理化の観点か

ら大規模詳細解析の有用性について述べた．現実には，原

子力機器の設計においてこの方向性はいまだ志向されて

いない．しかし，今回の地震では，従来の耐震設計に埋め

込まれた大きな安全裕度が，想定を超える地震に見舞われ

たにもかかわらず結果的に被害を 小限に食い止めたよ

うに思われる．しかし，結果的に被害を 小限に食い止め

た」という状況に安住すべきではなく，真の実力「耐力」

を知った上で，設計プロセスを通して込められる真の安全

裕度を定量化していることが重要な点である．この観点か

ら， 新計算科学に基づく大規模で精緻なシミュレーショ

ンの果たす役割は急速に高まっていくものと思われる． 

 

後に，1997 年に ADVENTURE システムの開発をスタート

した段階では，今回のような想定を超えた大きな地震が原

子力発電所を襲うとは考えていなかったが，いまとなって

みればシーズ主導研究として ADVENTURE システムを開発

し，様々な巨大複雑機器の大規模解析を実施してきたこと

によって，今回改めて認識されることとなった「ニーズ」

に対して，何とか対応できる体制が整ってきていたといえ

る．この意味で，「シーズ主導」研究の重要性を改めてか

み締めている． 
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日本原子力学会 計算科学技術部会ロゴマーク決定 

 

 

平成１９年７月２日～９月３０日の期間で募集しました当部会ロゴマークにつき，１１月２日に開催されました本年度第２回部会運

営委員会において，東京理科大学・井上苗土己 様による作品が採択されましたことを報告します．井上様のコメントと合わせて

部会ロゴマークを紹介します． 

 

 

 

 

このたびは，私の作品を日本原子力学会・計算科学技術部会のロゴマークに採用してい

ただき誠にありがとうございます．ロゴマークについてですが，学会名の通り中央の物

体は原子をモチーフにして３D で作成致しました．また色合は本部会の品格をイメージ

したつもりです．比較的シンプルなロゴマークではありますが，その分格式の高さをア

ピールできていると思います．本部会の益々のご発展と，原子力における計算工学分野

全体のご繁栄をお祈り申し上げます． 

東京理科大学 基礎工学研究科

電子応用工学専攻 佐竹研究室

修士２年 井上苗土己
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2007 度日本原子力学会計算科学技術部会部会賞 

受賞者の選考 
 

募集期限 平成19年12月21日(金)  贈呈(予定)日 平成20年3月春の年会期間中 

※募集期間は終了しました． 

 

第５回「日本原子力学会 計算科学技術部会賞」受賞候補者の推薦を募集いたします．以下の募集要綱をご参考の上，適当と

思われる部会賞候補者を多数ご推薦下さるようお願い申し上げます．（所定の推薦書および詳細は，部会ホームページ http:

//wwwsoc.nii.ac.jp/aesj/division/csed/index.html または下記応募先まで） 

 

募 集 要 綱 

 

１．受賞資格 原則として本部会部会員 

 

２．募集方法 正会員または賛助会員代表者の推薦による（自薦・他薦を問わない）． 

 

３．受賞対象 原子力における計算科学技術分野の発展，進歩に顕著な貢献を為した個人又はグループとする． 

 

４．賞の種類等 

(1) 部会功績賞 計算科学技術分野において幅広くかつ顕著な貢献のあった個人を対象とし，毎年1名以内とする． 

(2) 部会業績賞 計算科学技術分野において顕著な学術上又は技術上の業績のあった個人又はグループを対象とし，その主

内容が原子力学会発行の「学会誌」，「英文論文誌」，「和文論文誌」，本学会主催又は共催の国際会議論文集，本学

会発行の図書に公表されたものを対象とする．関連する資料などを参考として添付する．毎年２名以内もしくは1グルー

プ以内とする． 

(3) 部会ＣＧ賞 計算科学技術分野において結果の表示・可視化について優秀な業績のあった個人又はグループを対象とす

る．その主内容が本学会発行の「学会誌」，「英文論文誌」，「和文論文誌」，本学会主催又は共催の国際会議論文集，

本学会発行の図書に公表された研究論文および技術報告，あるいは本学会の「春・秋の大会」で口頭発表されたものを

対象とする．毎年２名以内もしくは１グループ以内とする． 

(4) 部会奨励賞 計算科学技術分野において顕著な学術上又は技術上の業績のあった４０歳未満(平成２０年３月３１日に

おいて)の個人を対象とし，その内容が本学会発行の「学会誌」，「英文論文誌」，「和文論文誌」，本学会主催の国際

会議論文集，本学会発行の図書に掲載された研究論文および技術報告，あるいは本学会の「春・秋の大会」で口頭発表

された成果を対象とする．毎年３名以内とする． 

(5) 部会功労賞 計算科学技術部会の発展に顕著な功労のあった個人を対象とし，毎年２名以内とする． 

(6) その他   

  ・部会業績賞・部会ＣＧ賞・部会奨励賞は，募集期限を起点とする過去の３年間に公表された原子力平和利用に関する

学術および技術上の優秀な成果を対象とする．ただし，複数の会員が共同してなした成果であっても，受賞者は原則と

して３名以内とする． 

・上記のいずれの賞も，該当する対象がないときは授与しないものとする． 

 

５．賞 本賞は表彰楯又は賞状とする． 

 

６．応募方法 所定の推薦書に必要事項を記し，正本１部，コピー３部および論文別刷などの参考資料各４部(図書は１部)

を添付して部会長へ送付して下さい．なお，部会ＣＧ賞については，当該表示・可視化技術によるＣＧ（静止画あるい



 5

は動画）の代表的事例（ＣＤ１枚）を添付してください． 

 

７．募集期限 平成１９年１２月２１日（金）必着〔下記「応募先」の項参照〕 

 

８．選考結果の通知 選考結果は，平成２０年２月中旬に通知する． 

 

９．贈呈(予定)  平成２０年３月 日本原子力学会２００８年春の年会 計算科学技術部会総会時 

 

10．その他  「受賞概要」を計算科学技術部会ホームページ及びニュースレターに掲載する．なお，部会ＣＧ賞については，

添付されたＣＧをホームページ又はニュースレターの表紙等として使用させていただくことがあります． 

 

11．選考 計算科学技術部会内に表彰委員会を設置して選考を行う．なお，受賞候補者および推薦者は表彰委員会委員には

ならない． 

 

 

問い合わせ・応募先   日本原子力学会計算科学技術部会部会長 功刀資彰 

        〒606-8501 

   京都市左京区吉田本町 

   京都大学大学院 工学研究科 原子核工学専攻 

   TEL.:  075-753-5823   FAX:  075-753-5823 

   E-mail:  kunugi@nucleng.kyoto-u.ac.jp 
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次世代スーパーコンピュータにかける夢 

独立行政法人理化学研究所 

次世代スーパーコンピュータ開発実施本部 

 姫野 龍太郎 himeno@riken.jp 

 

１． はじめに 

私は 2006 年から開始した次世代スーパーコンピュータ

開発プロジェクトの中で，開発グループのディレクタを務

めている．理化学研究所に次世代スーパーコンピュータ開

発実施本部が設置されたのは 2006 年１月で，それから約

二年たったところである．ここに至る経緯と私のこのプロ

ジェクトにかける夢をまとめておきたい． 

２． スーパーコンピュータとは 

そもそもスーパーコンピュータとは何か．日本では政府

調達における基準としてスーパーコンピュータはその計

算性能が1.5テラFLOPS以上であるものと定義されている．

この FLOPS とは１秒間に計算できる浮動小数点の計算の

回数を表す単位で，１．５テラ FLOPS であれば１秒間に１．

５兆回の計算ができることになる．現在のパソコンの 高

性能は１５ギガ FLOPS 程度なので，その 100 倍の性能であ

る．一般的に言えば，スーパーコンピュータとは同時代の

コンピュータから抜きんでた性能を持つコンピュータと

言えるだろう． 

現在，世界 高性能のスーパーコンピュータはアメリカ

のローレンス・リバモア国立研究所の Blue Gene/L（IBM

製）で，理論性能 596 テラ FLOPS，１秒間に 596 兆回の計

算が可能なコンピュータとされている[1]．この理論性能

とは，計算装置が全て理想的に動くことを意味し，実際の

ソフトウェアでは達成できない．そこで，アメリカのテネ

シー大学，ドンガラ教授らは連立一次方程式を解くプログ

ラムを元に LINPACK というベンチマーク・プログラム（性

能指標を出すためのプログラムのこと）を作った．その後，

１９９３年からドイツのマンハイム大学，モイヤー教授ら

とも協力して，世界中のスーパーコンピュータの性能を比

較し，５００位まで順位付けをするウェッブサイト

TOP500 を運営している．この TOP500 のリストは年２回更

新され，世界中の関係者が注目している． 

日本の地球シミュレータは 2002 年の６月から２年半に

渡って首位の座を守ったが，2004 年１１月からはアメリ

カの Blue Gene/L が首位を奪回し，今に至っている． 

３． なぜスーパーコンピュータは重要なのか 

第三期科学技術基本計画[2]の中で，スーパーコンピュ

ーティング技術は宇宙輸送技術と共に国家基幹技術とさ

れている．なぜ，国家基幹技術とされるほど重要なのであ

ろうか． 

ここで使われているスーパーコンピューティング技術

には，次の二つが含まれている． 

1)スーパーコンピュータの設計開発技術 

2)スーパーコンピュータを使った科学技術や製品開発・設

計でのシミュレーション（模擬実験）ソフトウェアの開

発技術と利用技術 

これらを少し説明しよう． 

1)スーパーコンピュータの設計開発技術 

このうち 1)はスーパーコンピュータそのものの開発で

ある．スーパーコンピュータは既に述べたように，非常に

高速に動作することが求められている．その性能の実現の

ために，その頭脳であるCPUには 先端のLSIの設計技術，

製造技術を求められる．同時に，スーパーコンピュータ内

部の通信や，コネクタ，ケーブル，冷却などを，いかに実

装していくか，など，全ての面で世界 高レベルが必要な

のである．それに加えて，次世代スーパーコンピュータで

我々が求めているのは，省電力，省スペース，低コスト，

低故障率という四つの技術課題の克服である． 

現在の次世代スーパーコンピュータの目標数値は，

LINPACK 性能１０ペタ FLOPS，消費電力３０MW 以下，設置

面積３２００平方メートル以下，完成年度２０１１年度末

である．地球シミュレータの消費電力は 大 10MW，設置

面積は 1000 平方メートルなので，計算能力で地球シミュ

レータの２５０倍だから，性能あたりの電力と設置面積で

約８０分の１にする必要がある．故障率は更に深刻だ．地

球シミュレータの場合，約 5,000CPU であるが，次世代ス

ーパーコンピュータではその数十倍必要で，故障率を数十

分の１にしないと，大規模な計算で必要な長時間の計算が

実現できない．低コストはこのプロジェクトのコストだけ

でなく，今回のプロジェクトで開発したスーパーコンピュ

ータが広く大学や研究機関，企業などで使われることを期

待しているため，この点からも重要と考えているのである． 

一一一言言言一一一話話話   
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このような省電力・省スペース・低コスト・低故障率で

高性能な LSI や通信技術は，当然家電製品など，我々の周

りにある機器にも重要である．次世代スーパーコンピュー

タの開発を通じて得られるこれらの技術は，単にスーパー

コンピュータ，あるいはコンピュータだけにとどまらず，

我々の身近な製品にもいずれ波及してくるのだ． 

さらに，今回のプロジェクトは単に次世代のスーパーコ

ンピュータを開発するだけでなく，それに続く更に次の世

代のスーパーコンピュータも継続して開発することも計

画されている．これにより，関連する産業界にとっても大

学や研究機関にとっても，継続的な研究開発ができるとも

に，研究者や技術者の育成が計画的に行えることとなる． 

2)スーパーコンピュータを使った科学技術や製品開発・設

計でのシミュレーションソフトウェアの開発技術と利

用技術 

コンピュータ・シミュレーションは理論・実験に続く第

３の方法として素粒子物理や天文などの基礎科学研究か

ら工学応用の分野まで科学技術開発では欠くことができ

ない存在となっている．当然この会報を読まれる読者は原

子力シミュレーションの研究者や技術者であるから，改め

て言うまでもないことであるが，身近な例では毎日の天気

予報にはスーパーコンピュータを使った数値予報と呼ば

れる気象変動のシミュレーションが使われているし，自動

車や飛行機，建物やダム，橋梁，携帯電話や家電製品など，

ほとんど全ての工業製品には強度計算や回路シミュレー

ション，電磁場解析など，種々のコンピュータ・シミュレ

ーションが使われている． 近は薬の開発などでもコンピ

ュータを使ったシミュレーションが行われるようになり，

従来以上に幅広い分野で広く使われるようになってきて

いる．このような状況にあるため，科学技術の競争力の点

でも製品の競争力の点でも，より正確なシミュレーション

結果が，より速く得られることが重要なのだ． 

以上の説明でスーパーコンピューティング技術が国家

基幹技術と呼ばれるのにふさわしい価値があることはお

分かりいただけたことと思う．今回のプロジェクトでは，

利用方法でも制度的な配慮を行っていることを付け加え

ておこう．一昨年改正された法律で，世界 高性能の放射

光施設 S-Pring-8 と今回開発する次世代スーパーコンピ

ュータは，所有する理化学研究所の意向にとらわれず，日

本のインフラとして大学や国公立の研究機関はもとより，

民間企業など，誰からの利用申し込みでも公平に使えるよ

うに保証している．これによって，どんな研究分野でも，

あるいは民間企業から自社製品の開発のためであっても，

利用するが可能なのである． 

４．想定している応用分野 

このプロジェクト以前の日本でのスーパーコンピュー

タ開発では，航空宇宙研究所（現宇宙開発研究機構）の数

値風洞，筑波大学の QCDPACS，海洋技術研究所（現海洋技

術開発機構）の地球シミュレータと，いずれも特定の研究

分野に目的を絞った開発が行われてきた．今回は日本のイ

ンフラとして共用することが前提のため，特定の研究分野

を想定せず，基礎研究から応用までの広い分野での利用が

前提となっている．図１は想定している様々な分野を例示

したものである[3]．しかし，このままではあまりに漠然

としていて設計の方針も立たないので，理化学研究所で国

内の著名な大学や研究機関，民間企業の研究者・技術者に

集まって頂き，2010 年頃重要となるアプリケーション・

ソフトウェア（応用ソフトウェア）２１本を選定して頂い

た．表１にその概略の内容をまとめておく．これらのソフ

トウェアの計算上重要な部分を抜き出し，スーパーコンピ

ュータの性能を測るベンチマーク・テストと呼ばれるソフ

トウェア群を作った．このベンチマーク・テストの性能が

想定している電力やコストの中で 大になるよう，スーパ

ーコンピュータが設計されている．図２は概念設計の結果

をまとめたものである[4]．既存のアプリケーションに関

しては図３のように二つのユニットを使い分けることで，

システムとしての効率的・効果的な利用が可能となる． 

 

図１．次世代スーパーコンピュータが待たれている世界 

これらのアプリケーション・ソフトウェアは既に今存在

するソフトウェアである．このプロジェクトの中では，ナ

ノサイエンスとライフサイエンスの二つの分野は，応用ソ

フトウェアの開発が計画されている．新しい世代の高速な

スーパーコンピュータは常に新しい研究分野を切り開き，

製品開発を加速してきた． 初は，構造解析，続いて流体

解析や自動車の衝突解析などの非線形構造解析が実用化

されてきた．これらに続く，次世代スーパーコンピュータ

が新たに切り開く分野はナノサイエンス，そしてライフサ

イエンスであろうと予測されている．現在，この二つの分

野のアプリケーション・ソフトウェア開発はグランドチャ
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レンジとして次世代スーパーコンピュータ開発プロジェ

クトの中で計画されており，ナノサイエンスに関しては分

子科学研究所が，ライフサイエンスについては理化学研究

所が拠点に選ばれ，それぞれのソフトウェア開発をリード

している． 

 

図２ ハードウェアの概念図 

 

図３ それぞれのユニットに適した計算の例 

５． 先端計算科学技術センター構想 

先端計算科学技術センターというような，スーパーコン

ピュータを中心とした研究教育拠点を作ることも，このプ

ロジェクトの中で構想されている．2007 年 3 月末，この

センターは神戸のポートアイランドに設置すると決定し

た．ハードウェアとしてのスーパーコンピュータはもちろ

んこのセンターの中心であり，世界中から研究者や技術者

が集まり，スーパーコンピュータを利用した研究開発と，

次の次の世代のスーパーコンピュータの研究開発，そして

学生や社会人の教育，これら全てを担うセンターができる

ものと夢をふくらませている． 

６． 後に 

私自身は自動車の周りの空気の流れを，そのデザイン段

階でシミュレーションすることを夢見て，研究を進めてき

た． 初はそんなことは実現不可能と言われ続けたが，幸

い１９９０年代始めには実現することができた．今は不可

能に見えることでも，夢見ていればやがて実現するのだと，

次の世代の技術者・研究者に伝えることが私の使命であり，

彼らの夢の実現のためにも今私はスーパーコンピュータ

の開発プロジェクトを担っている． 

参考文献 

[1]http://www.top500.org/ 

[2]http://www.mext.go.jp/a_menu/kagaku/kihon/main5_

a4.htm 

[3]http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/gijyutu/gijy

utu2/shiryo/006/06091207/004/012/001.pdf 

[4]http://www.riken.go.jp/r-world/info/release/pres

s/2007/070914/image/index.pdf 

表１．選定されたアプリケーション・ソフトウェアの分

野と概略の内容 

 

分野

(本数)
選定されたアプリケーションの内容 

巨大タンパク質系の第一原理分子動力学計算 

タンパク質立体構造の予測 

血流解析シミュレーション 

オーダーメード医療実現のための統計的有意差の検証 

遺伝子発現実験データからの遺伝子ネットワークの推定 

ラ
イ

フ
サ

イ
エ

ン
ス

(
6
)
 

蛋白質―薬物ドッキング計算 

分子動力学計算 

ＦＭＯ 分子軌道法計算 

粗視化分子動力学計算 

実空間第一原理分子動力学計算 

平面波展開第一原理分子動力学計算 

ナ
ノ

サ
イ

エ
ン

ス
(
6
)
 

溶液中の電子状態の統計力学的解析 

天体の起源を探る超大規模重力多体シミュレーション 

天
文

物
理

(
2
)
 

格子 QCD シミュレーションによる素粒子・原子核研究 

地震波伝播・強震動シミュレーションモデル 

全球雲解像大気大循環モデル 

環
境

防
災

(
3
)
 

超高解像度海洋大循環モデル 

有限要素法による構造計算 

有限差分法によるキャビテーション流れの非定常計算 

航空機解析における圧縮性流体計算 工
学

(
4
)
 

Large Eddy Simulation (LES) にもとづく非定常流体解析
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最新 CFD 技術のご紹介 

〜汎用熱流体解析プログラム STAR-CD/STAR-CCM+〜 

シーディー・アダプコ・ジャパン 

中嶋 達也 

 

1. はじめに 

 世界で も利用されている汎用熱流体解析プログラム

のひとつである STAR-CD を開発している CD-adapco は，熱

流体解析ソルバー提供およびコンサルティングの両面で

長年に渡り BWR，PWR，PBMR，LMFBR など様々な原子力施設

設計をおこなう多くの研究機関や企業に関わってきた（図

1，図 2）．この分野でも近年では，基礎研究でのツール利

用から設計現場への熱流体解析の広がりが顕著になり，商

用の汎用熱流体解析プログラムには解析ソルバーの高機

能/高精度/高速化/安定性のみならず，使い易さも重要な

ニーズとなってきている． 

 

図 1 STAR-CD による HTR 緊急時冷却解析 

（100 時間の過渡解析） 

  

図 2 STAR-CCM+によるフューエルバンドル 

まわり流れ解析 

 このような背景を受けて，CD-adapco では，これまでに

培った熱流体解析技術をベースに次世代のニーズも見据

えて，汎用熱流体解析プログラム STAR-CCM+の開発および

提供を始めている． 

本稿では主に STAR-CD と STAR-CCM+の解析事例と共に，

先端の汎用熱流体解析プログラムが持つ解析技術を紹介

する． 

2. CD-adapco の 新解析技術 

 ここでは 新解析技術を，“使い勝手”，“メッシュ技術

および計算精度/安定性”，“大規模解析および並列処理”，

“流体構造連成解析”という 4つのテーマに関するトピッ

クスとして紹介をする． 

2.1. エンジニアリング指向で使い勝手の良い GUI 

 “使い勝手”に関する 新のキーワードは“リアルタイ

ム”である．解析実行中にエンジニアがどのような情報が

必要かを考慮して開発がおこなわれたSTAR-CCM+の GUIで

は，クライアント/サーバーコンセプトにより計算実行中

に任意のコンター図/ベクトル図/グラフを同時表示しな

がら，計算進行とともにリアルタイムに結果表示をアップ

デートする（図 3）．外部から実測データなど，任意のデ

ータ群を読み込み，同じグラフに表示する事も可能のため，

実測や過去の計算結果との比較もスマートにおこなう事

ができ，迅速な解析結果の判断を実現させている．また，

一般的に流体解析の収束判断に使われる残差情報の他に

これらエンジニアリングデータを解析の収束判定条件と

して簡単に設定する事ができるため，設計者の感覚に合っ

た熱流体解析を実現している． 

 

図 3 計算実行中の STAR-CCM+ GUI 

特特特集集集
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2.2. ポリへドラルメッシュ 

 CD-adapco が提案する解析技術の中でも近年 も注目

を浴びている技術がこのポリへドラルメッシュ（図 4）で

ある．元々STAR-CD/STAR-CCM+は任意の多面体メッシュに

対応した熱流体解析ソルバーであるが，CD-adapco が独自

に開発した全自動かつ平均 10〜15 程度の面を持った高ク

オリティのポリへドラル（多面体）メッシュ作成技術によ

り，実問題の形状再現性に加え，精度と安定性のバランス

の取れた解析が短時間でおこなえるようになってきてい

る． 

 

図 4 ポリへドラルメッシュによる PWR 解析用メッシュ 

この技術の一般的な特徴として，複雑な形状を持った実

問題に対してテトラメッシュと同等の自動メッシュ性を

持ちながら，解析精度/安定性/速度に関して大きなアドバ

ンテージを持つ事が多くのテストから実証されている． 

 ここでは以下の 3 つの検証例を紹介する．まず，図 5

に流体解析の基礎検証によく使われる lid-driven cavity 

flow（上面が一定速度で移動するキャビティ内流れ）をテ

トラメッシュとポリへドラルメッシュで定常解析し，収束

性を比較した結果を示す． 

 
図 5 メッシュタイプによる計算収束性の比較 

 図の左からテトラメッシュ（約 10 万メッシュ），ポリヘ

ドラルメッシュ（約 2万 5 千メッシュ），そしてグラフは

定常計算の各イタレーションにおける残差履歴を表すも

のである．このグラフより，収束までの解析イタレーショ

ンに関してはポリへドラルメッシュの方が圧倒的に少な

く，かつ収束までの残差減少の勾配が非常に大きい特徴が

見て取れる．ちなみに解析結果は両者のメッシュでほぼ同

等であった． 

次に，解析精度の観点からテトラメッシュよりも使われ

る事が多いヘキサメッシュとの比較を紹介する．解析対象

は同じく lid-driven cavity flow で約 4 万 5 千メッシュ

のヘキサメッシュと上記と同じ2万5千メッシュのポリへ

ドラルメッシュである．図 6 にそれぞれのメッシュタイプ

を使った場合の 2方向の速度分布を示す．左は Y軸に沿っ

た（高さ方向）の X軸方向（横方向）速度分布であり，右

は X軸に沿った（横方向）の Y軸方向（高さ方向）速度成

分である．比較のために，メッシュを徐々に細かくしてい

った際のメッシュ数独立解を赤線として示してある．これ

らの結果より，この問題に対してはヘキサメッシュよりも

メッシュ数の少ないポリへドラルメッシュでも同レベル

（一部それ以上）の精度を得られる事がわかる．これは各

セルの面の数が多いポリへドラルメッシュが，このような

複雑な旋回流の流れ場に対して有効な事を示す一例であ

る． 

 
図 6 メッシュタイプによる計算精度の比較 

 後にもう１つの例として，原子力関連事例ではないが

図 7 に乗用車用エンジンの冷却流路の一部の圧力損失を

テトラメッシュとポリヘドラルメッシュのメッシュ数を

変えながらそれぞれ解析し，メッシュタイプの違いによる，

解のメッシュ数依存度を調査した結果を示す．横軸はメッ

シュ数，縦軸は圧力損失である． 

 両メッシュタイプともメッシュ数を増やすとそれぞれ

メッシュ数独立の解に近づいていく傾向は同じであるが，

テトラメッシュに比べ，ポリへドラルメッシュの方が明ら

かに少ないメッシュ数でメッシュ数独立の解に近づき，こ

れによる計算時間も大幅に短く済んでいる事がわかる．こ

の特徴は複雑な流れ場に対し，テトラメッシュと比べてセ

ルフェイスの直行性などに優れるポリへドラルメッシュ

の優位性を端的に示している． 

 ここ紹介したような特性は，その大小はあれども様々な

解析対象で確認する事ができる． 
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図 7 メッシュタイプによる計算精度/安定性の比較 

2.3. 大規模メッシュ数計算への対応 

 解析精度向上のため，もしくは実形状を正確に再現する

ためなどの理由で，ハードウェアの高性能化/低価格化を

追い風に熱流体解析で利用される解析メッシュ数もここ

一年で爆発的に増加する傾向がある．CD-adapco は

STAR-CD V4 および STAR-CCM+に対して，このようなニーズ

を視野に入れ，数億〜十億メッシュクラスの計算を前提と

して開発をおこなっており，STAR-CCM+ではソルバーだけ

でなくプリポストの並列 CPU 処理に対応する事で解析設

定や結果処理においても快適な作業を実現している． 

 原子力分野での一例としては，海外では Neutronics コ

ードの Decart と STAR-CD を連成して，燃料棒の発熱量予

測も含んだ熱流体解析がある（図 8）．この連成計算で使

われた STAR-CD の解析メッシュは少し前のもので 7000 万

メッシュ．現在はそれ以上が使われようとしている． 

 大規模計算提供の先頭を走っているのは自動車業界で

あるが， 近の事例では約 10 億メッシュのモデルを

500CPU の並列計算で解析したケースも報告されている

（図 9）． 

 原子力業界では，流れだけでなく構造体の熱伝導を含め

て PBMR 全体を一度に解析するという大規模解析が計画さ

れており，この解析も億を超えるメッシュ数の解析になる

と思われる． 

 
図 8 Decart と STAR-CD の連成計算例 

 
図 9 自動車業界での大規模メッシュ計算例 

（レーストラック上で 30 台の NASCAR の空力計算） 

2.4. 流体構造連成 

 熱流体解析で計算された壁面にかかる圧力や固体温度

を元に，構造体の応力や変形を計算する流体構造連成解析

も，ハードウェアとソフトウェアの両面の進歩により実施

される機会が増えてきている． 

 利用する熱流体解析プログラムと構造解析プログラム

をそれぞれ用意し，それぞれ間でデータ交換をしながらの

計算を交互におこなう手法が一般的であるが，熱流体解析

と構造解析の異なる解析メッシュ間でどのようにデータ

を交換するのか？どのタイミングでデータを交換するの

か？など連成解析を実現するために考えなければならな

い事は多い．これらの懸案事項は解析対象や目的などによ

っても様々な方法があるため，適宜適切なものを選択する

必要がある． 

 一例として，液体を貯蔵する大型タンクのスロッシング

解析の例を図 10 に示す．この解析では地震により大きな

入力がタンクにかかったために起こるタンクの震動を熱

流体解析プログラム STAR-CD と汎用構造解析プログラム

との連成でおこなったものである． 

 さらに 新の技術は，汎用の流体解析プログラムで適用

される事の多い有限体積法を用いた応力解析ソルバーに

より熱流体解析/固体熱伝導解析/固体応力解析を一つの

ソルバーで実施してしまおうという試みも始まっている．

応力解析に有限体積法を使うメリットとしては，一つのソ

ルバーで流体と構造の計算をおこなうために密接なカッ

プリングが可能な事，熱流体解析で培った大規模解析の技

術を応力解析にも適用できることなどがあげられている．

例として図 11 に STAR-CD による流体解析と応力解析を同

時おこなった自動車のエンジンブロックの冷却計算およ

びタービンブレードの冷却計算を示す． 

3. おわりに 

 本稿では汎用熱流体解析プログラムにより 新解析技

術の一部をトピックスとして紹介した．これらの中でポリ

ヘ ド ラ ル メ ッ シ ュ や 大 規 模 メ ッ シ ュ 対 応 は

STAR-CD/STAR-CCM+開発の中心的なトピックスであり，混

相流や燃焼解析へも制限なく適用可能である． 

 今後も研究や企業のもの作りの現場ではより複雑な形

状や，より高い解析精度を得ることが要求され続けであろ
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う．それらの要望に応えつつも，設計者にとっても熱流体

解析の敷居が低くなるよう，ツールの使い易さと共に 先

端の解析技術を提供できるよう努めていきたい． 

 
図 10 液体貯蔵タンクのスロッシング解析（流体構造連成解析） 
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秋季セミナー「Dr フォーラム」実施報告 
 

 

熱流動部会主催・計算科学技術部会共催 

九州大学 守田 幸路 

（熱流動部会企画委員長） 

 

熱流動部会および計算科学技術部会では，ここ数年

内に学位を取得された方々を講師に迎えて学位論文

での研究成果をご講演いただき，次代を担う若い

方々を会員各位に紹介するとともに，今後の活動へ

の激励を行うことを趣旨とした秋季セミナー「Dr.

フォーラム」を開催している．本セミナーは，これ

まで，北海道（洞爺湖町），福島（楢葉町），静岡

（裾野市），京都（京都市），青森（八戸市），北

海道（札幌市）と６回にわたって開催され，好評を

博してきた．今年も「2007年秋の大会」(北九州市)

の 終日（9/29）より１泊２日の日程でサンスカイ

ホテル（北九州市）にて開催した．  

今年度のセミナーには新進気鋭の講師６名を含

む32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む約１時間）が行わ

れた．開会に先立ち前川 勇熱流動部会長（カワサ

キプラントシステムズ）からご挨拶をいただき，

座長は坂場 弘氏（三菱重工），阿部 豊教授（筑

波大），飛田吉春氏（原子力機構）にご担当いた

だいた．講演テーマ（所属・講演者）は以下の通

り．  

(1) ミニチャンネル内強制流動沸騰の構成式に関

する研究（原子力機構）張 維忠氏 

(2) 気体ブローダウンにより水中に生じる動荷重

の評価と荷重発生機構（東芝）内田 憲氏 

(3) Immersed-Boundary 法によるせん断流中におけ

るベシクルの流動解析（日立製作所）山田雄士氏 

(4) 超音波パルスを用いた流動モニタリングに関す

る基礎研究（東京電力）和田守弘氏 

(5) 時空間的広がりをもつ複雑な動的システムの情

報を如何にして縮約してモデル化するか  

Forsmark 安定性試験データを題材とした適用研究

（東京電力）渡辺史紀氏 

(6) スーパー軽水炉の安全性に関する研究（東京大

学）石渡祐樹氏 

原子炉の安全設計から血流の流動解析を含む広

範なテーマに対して，多くの質問やコメントが出さ

れ白熱の議論が展開された．紙面の関係で全てを紹

介できないが，特に，(5)BWRの出力振動現象を題材

にした空間依存性のある複雑な動的システムの情報

圧縮の方法論は，基礎式の数値計算では非線形性・

不確実性（揺らぎ）の考慮が難しい現象の解明に有

用な手法ということで，現象の直接的な数値シミュ

レーションに目を向けがちな参加者の興味を大いに

かき立てる内容であった．本セミナーでは，比較的

長い講演時間で 先端かつ完成度の高い研究成果に

ついてまとまった内容が聴けること，また，質疑に

十分な時間がとれることで，研究内容への理解が深

まるとともに，参加者各位の研究にも大いに参考に

なったものと思われる．  

初日の講演後には，奈良林 直教授（北海道大学）

のご挨拶で恒例の懇親会を開宴し，Dr.フォーラム創

設時のエピソードなどご紹介いただいた．懇親会の

後には前川 勇 熱流動部会長よりご挨拶をいただ

き，講師の方々並びに両部会の益々の発展を祈念し

た．２日目の午前中には，後半２件の講演発表が行

われた．講演終了後，計算科学技術部会企画委員長 

越塚誠一教授（東京大）から閉会のご挨拶をいただ

き，会場ロビーでの参加者全員による記念撮影をも

って全プログラムを成功裏に終了した．尚，本セミ

ナーは，講師の方々をはじめ関係者のご協力で実施

することができた．この紙面をお借りして，あらた

めて厚く御礼を申し上げる．  

本セミナーは，平成 20 年度も「秋の大会」（高知工

科大）に合わせて開催される予定である．読者の方々

にも是非とも参加いただき，知的興奮を経験してい

ただければ幸いである． 
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前川 勇氏（カワサキプラントシステムズ）    開会の辞越塚 誠一教授（東京大）閉会の辞 
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2007 年度計算科学技術部会役員 

 
 
 部会長 功刀 資彰 京都大学大学院 

 副部会長 高木 敏行 東北大学 

  副部会長 吉村  忍 東京大学大学院 

 副部会長 笠原 文雄 原子力安全基盤機構 

 

 

 

総務小委員会 

委員長： 吉村 忍 東京大学大学院 

中島 憲宏 (独)日本原子力研究開発機構 

井田 真人 (独)日本原子力研究開発機構 

 

経理小委員会 

委員長： 笠原 文雄 原子力安全基盤機構 

高瀬 和之   (独)日本原子力研究開発機構 

 

 

 

 

広報小委員会 

委員長： 山本 敏久 大阪大学 

 田中 伸厚 茨城大学 

 北田 孝典 大阪大学大学院 

 中原 克彦 (株)東芝 

 阿萬 剛史 (株)テプコシステムズ 

企画小委員会 

委員長： 越塚 誠一 東京大学大学院 

    田中 伸厚 茨城大学 

永吉 拓至 (株)日立製作所 

 

出版・編集小委員会 

委員長： 高木 敏行 東北大学流体科学研究所 

 山本 義暢 名古屋大学 

 笠原 直人 (独)日本原子力研究開発機構 

 町田 昌彦 (独)日本原子力研究開発機構 

 池田 秀晃 (株)テプコシステムズ 

 

表彰小委員会 

委員長： 功刀 資彰 京都大学大学院 
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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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ご多忙の時期であるにもかかわらず，各分野にて第一線でご活躍の著名な方々にご寄稿頂いたこと，

大変感謝しております．紙面を通じてお礼申し上げたく思います． 
本稿では，「一言一話」にて最先端コンピュータ‘ペタコン（ペタフロップス・コンピューター）’

を，また，「特集」では最先端 CFD ソフトウェアの一つである‘STAR-CD’をご紹介して頂きまし

た．このように計算科学技術が益々発展していくことは，なんとも嬉しく感じます． 
方や，原子力技術分野では，まだまだ，工学実験的な検討が必要な部分も残されているかと思いま

す．巻頭言の寄稿にもありますように，より高いレベルで工学的実験と計算科学が融合し，‘より一層

世の中に貢献していく’などと模範的な夢を見る今日この頃であります． 
                             （池田 秀晃） 

 
 

編 集 後 記 


