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表紙図提供： 東京大学 酒井幹夫 
 
核燃料製造工程や再処理工程において、多くの粉体プロセスがあり、シミュレーションによる設計・運

転の検討が望まれている。現在、粉体シミュレーションにおいて、計算上使用できる粒子数に制限があ

ることが問題になっている。著者らは、オリジナル粒子群を大きなモデル粒子で代表する粗視化手法を

開発し、その妥当性を検証した。 
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計算科学技術部会長挨拶 

 
東北大学流体科学研究所 

高木 敏行 

 

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

Division, CSED）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 年度

に発足しました。それ以後、矢川元基 初代部会長、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 第六代部会長のリ

ーダーシップにより運営されてきております。今年度の部会長としての責任を強く感じて

いるしだいです。 

本部会の特徴はその対象とする学術分野が計算機を用いた解析や処理という方法に基づ

くところであり、他の多くの部会とは異なり､研究の対象物にこだわらないと言うことです。

そのような観点で、適用の対象とする専門分野が異なっても、横糸としての計算科学、計

算技術に関する言葉が通じるという特色を生かして、幅広い交流が深められればと考えて

おります。 

ここ数年の本部会の活動を振り返ってみますと、学会誌に「計算科学手法と原子力分野

における応用」が掲載されました。その後、部会編集として小冊子になり､昨年度は部会員

に配布されるとともに、春の年会や秋の大会等で配布され部会員の増加に向けて働きかけ

に使われています。計算科学技術部会企画セッション等を開催しています。発表用の分類

巻巻巻頭頭頭言言言



2 

項目として第Ⅲ区分の核分裂工学にコード 313 が設定され、春の年会や秋の大会で一般の

発表がなされています。また、部会表彰を進めてきました。さらに、次世代スーパーコン

ピュータに向けて、意見が集約され、部会員の意見が反映されています。これにより、部

会の認知も進んできていると考えます。 

今年度はこれまでの活動に加えて、よりいっそう見える CSED をめざして以下の活動を

進めていきたいと思います。 

 

１． 情報発信 

CSED のホームページをリニューワル 

部会としての適切な意見をホームページにより発信 

ニュースレターの継続的発信 

Mailing list による部会員への情報発信 

 

２． 学会発表と論文投稿 

春と秋の大会での一般発表の呼びかけ 

部会企画セッションの開催 

学会誌への投稿を容易にするための専門分野区分コード設定の働きかけ 

 

３． 次世代コンピュータシステムへの貢献 

原子力学会としての次世代コンピュータシステムへの要望、提案 

部会企画セッションでの講演、意見の集約 

 

４． 国内外会議、セミナー等の開催、共催、協賛 

Dr. フォーラムの熱流動部会との共催 
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計算科学技術に関する国内外の会議に対する共催、協賛、 

将来の主催行事の検討 

 

５． 部会員の増加 

部会員の名簿の整理 

部会入会リーフレットの作成 

様々な機会での部会入会への働きかけ 

 

６． 部会賞の授賞 

積極的な応募の働きかけ 

春の年会や秋の大会での発表をとらえた応募の呼びかけ 

プレゼンテーション賞の設置の検討 

 

今年度はこのニュースレターにも掲載されておりますように、例年にも増して強力な

副部会長。小委委員会委員長、小委員会委員により運営されております。部会員の皆さん

からもご意見をいただきながら活動を進めて参ります。今年度のご協力よろしくお願いい

たします。 
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200７年度計算科学技術部会表彰 受賞者決定 
 

2007 年度計算科学技術部会表彰について報告します。表彰小委員会（功刀委員長）におけ

る厳正な審査の結果、2007 年度の部会賞受賞者は以下の通りに決定しました。 

 

部会功績賞 該当者なし 

部会業績賞 該当者なし 

部会ＣＧ賞 該当者なし 

部会奨励賞 酒井 幹夫（東京大学） 

部会功労賞 該当者なし 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図１．部会奨励賞の授与（左：部会長、右：酒井幹夫氏） 
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なお、今回の表彰式では部会ロゴマーク作成者への感謝状贈呈も併せて行われました。 

 

感謝状贈呈「ロゴマーク作成」 井上 苗土己（東京理科大学） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図２．感謝状の贈呈（左：部会長、右：井上苗土己氏代理の佐竹信一氏） 
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秋季セミナー「Dｒ．フォーラム」参加者募集の案内 
 
 
 

熱流動部会および計算科学技術部会（共催）では、原子力学会「秋の大会」に併せて毎

年開催しております秋季セミナー「Dr.フォーラム」の開催に向けて準備を進めております。

本フォーラムは、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も

のです。今年は、高知工科大学（高知県香美市）で開催される「秋の大会」に合わせて実

施する予定です。 

今回で８回目となる秋季セミナー「Dr.フォーラム」は、最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じっくりと聴けることから、毎年、参加者の皆様から大変好

評を頂いております。 

本年度のフォーラムは、以下の日程・場所での開催を予定しております。 

 

開催場所：国民宿舎 桂浜荘 

http://www.katsurahama.jp/index.html 

（「秋の大会」会場・高知工科大学から車で約 30 分：高知市浦戸城山 830-25） 

なお学会会場からは送迎バスでの移動となります。 

 

日 程：平成 20 年 9 月 6 日(土)午後〜9 月 7 日(日)午前 

・ 6 日（学会最終日）午後２時頃から夕方７時頃までフォーラム第１部、その後懇親会

（一泊） 

・ 7 日午前９時頃からフォーラム第２部、午前中に解散 
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プログラム【予定】 

１日目 9 月 6 日（土） 

Dr.フォーラム・その１(15:00～19:00) 

(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 

懇親会（19:00～） 

 

２日目 9 月 7 日（日） 

Dr.フォーラム・その２(9:00～11:00) 

(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)マルチスケール混相流体方程式の構築 

 （東京理科大）米本 幸弘氏 

 

参加費 （運営費，テキスト代，宿泊費，懇親会費を含む） 

 一般：15,000 円，学生：4,000 円 

 Dr.フォーラム当日，会場にてお支払い下さい。 

 

申込締切 8 月 8 日（金） 但し，定員（30 名）になり次第，締切り 
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申込方法 以下の申込を高田（問合せ先）まで返信願います。 

------「Dr.フォーラム参加」参加申込----- 

ご氏名 ： 

ご所属 ： 

ご連絡先：TEL, E-mail 

ご宿泊の要否： 

会員種別：（正、学生等） 

所属部会：（熱流動、計算科学部会等） 

---------------------------------------- 
 

問合せ先（熱流動部会「Dr.フォーラム」担当） 

 大阪大学大学院工学研究科 環境・エネルギー工学専攻 

 高田 孝（たかた たかし） 

 電話: 06-6879-7895，E-mail: takata_t@see.eng.osaka-u.ac.jp 

 
 
-------------------- 
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秋の大会「計算科学技術部会の企画セッション」の案内 
 
 

計算科学技術部会では、秋の大会で下記の企画セッションを開催いたします。ふるってご

参加ください。 

 

セッション名：「耐震設計とスーパーコンピューティング技術」 

 (9 月 4 日(木) 13:00-14:30 D 会場) 座長（東北大）高木 敏行 

(1)原子力施設規模の振動シミュレーションの実現に向けて ··········· (JAEA)中島憲宏 

(2) 次世代スーパーコンピュータがもたらす新たな地平 ············· (理研)姫野龍太郎 

 
 

（概要） 

2007 年 7 月に発生した中越沖地震で地震荷重を受けた柏崎刈羽原子力発電所の各種機器

の被災状況は、現在までのところ、耐震重要度クラス B、C の機器には大きな被害が出た

ものの、A クラスの機器にはほとんど被害が観測されておらず、耐震設計の大きな安全裕

度が効果を発揮したと言われている。安全裕度の定量的確認には、地震動のコンピュータ

ーモデルを用い、構造強度などを評価する「地震応答解析」が行われるが、大きな構造物

の局部構造の挙動把握に最新計算科学に基づく大規模で精緻なシミュレーションを用いる

ことができれば、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等が排除され、

より定量的な裕度の把握が可能となる。 

本セッションでは巨大複雑システムの大規模シミュレーションの開発状況、耐震解析へ

の適用、また、シミュレーションの時空間分解能の制約を取り払う役割を担う次世代スー

パーコンピュータ開発プロジェクトの現状について議論を深める。 
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「第 57 回理論応用力学講演会報告」 

 

東京大学 越塚誠一 
 

第 57 回理論応用力学講演会が 2008 年 6 月 10 日（火）～12 日（木）に日本学術会議（東

京六本木）において開催された。この講演会は日本学術会議が主催し、応用力学に関する

国際組織 IUTAM の国内版として長い歴史がある。共催には応用力学に関係する 21 の学会

が加わっている。日本原子力学会も共催学会に名を連ねている。講演会の運営のため、持

ち回りの幹事学会および副幹事学会が中心となり、各共催学会から運営委員を出していた

だいて運営委員会を構成する。今回の主幹事学会は地盤工学会であり、日本原子力学会は

５つの副幹事学会の１つとして運営に貢献した。日本原子力学会の中では計算科学技術部

会が本講演会を担当することになり、東京大学の文屋信太郎先生と越塚が運営委員をつと

めた。 

３日間の会議のうち、特別講演が 3 件、パネルディスカッションが 4 件でパネリストが

19 名、オーガナイズドセッションが 27 テーマで講演が 229 件、一般セッションが 4 テー

マで講演が 36 件という内容であった。このうち、原子力学会として組織したのは、パネル

ディスカッションが１件とオーガナイズドセッションが１テーマである。これらについて、

以下に概要を報告する。 

オーガナイズドセッション OS4「連成現象・複合現象のシミュレーション」は、吉村忍

先生と文屋信太郎先生がオーガナイザーをつとめ、6 月 10 日の午前に連続する２つのセッ

ションという構成で 12 件の発表があった。流体-構造連成解析、固液二相流解析、希薄流

体解析、固体高分子形燃料電池の熱-電気-圧力の連成解析、電磁場-熱連成解析、連成解析

用ソフトウェア開発、避難シミュレータ、交通流シミュレータ、鉄道軌道のバラスト解析、

動的メッシュ生成など多様な内容であった。シミュレーション技術が実用問題に適用され
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ていく時には連成解析が必要な場合が多く、今後はさらにこうした連成解析の研究例が増

えていくと考えられる。 

6 月 10 日の午後にパネルディスカッション「原子力における最先端科学技術」がおこな

われた。コーディネータおよび座長は越塚で、５名のパネリストに講演いただいいた。（敬

称略） 

吉村忍（東京大学）「原子力耐震計算科学」 

中島憲宏（日本原子力研究開発機構）「組立構造解析手法に基づく３次元仮想振動台の展

開」 

湊明彦（アドバンスソフト）「原子力における熱流動と構造の数値解析技術」 

内藤正則（エネルギー総合工学研究所）「原子力安全解析における CFD の活用」 

森井正（原子力安全基盤機構）「JNES における軽水炉安全問題への CFD 技術の適用」 

中越地震により柏崎刈羽原子力発電所が被害を受けたことから耐震解析のニーズが高ま

ったこと、配管減肉による破断事故などで原子力プラントの高経年化に関わる解析が必要

になり、その多くが連成問題であることなどが議論された。今後、計算機の能力がますま

す向上していく中で、大規模計算を用いることでどのように原子力の実際問題の解決に貢

献していくのか示す必要がある、という問題も提起された。 

理論応用力学講演会は様々な学会からの参加者があり、分野横断的であるという特徴が

ある。今回の講演会では地盤工学会が主幹事学会であることから、本報告者は地盤力学に

関する発表を紹介しようと思う。6 月 10 日の特別講演では地盤工学会会長である名古屋大

学の浅岡顯先生が、砂と粘土を両極端として地盤力学が構築されていることを、日本の高

速道路などの解析例も交えながら講演された。砂地盤の短時間における液状化現象と粘土

地盤の長時間における地盤沈下とが同じ力学で統一的に記述できるなど、地盤工学の最近

の発展を知ることができた。また、地盤のせん断ひずみと応力の複雑な関係が離散要素法

によりシミュレーションできるようになっている。例えば月の砂の形状を CT で測定し、
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これを用いて月の地盤特性をシミュレーションから得るというような意欲的な研究もあり、

大変興味深かった。 
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2008 年度計算科学技術部会役員 

 
 
 部会長 高木 敏行 東北大学 
 副部会長 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 

 
 
総務委員会 

委員長： 吉村 忍 東京大学 
 中島 憲宏 原子力機構 
 櫛田 慶幸 原子力機構 
 
経理委員会 

委員長： 山口 彰 大阪大学 
 
 
広報委員会 

委員長： 巽 雅洋 原子力燃料工業 
 田中伸厚 茨城大学 
 北田孝典 大阪大学 
 阿萬剛史 テプコシステムズ 
 平田洋介 東芝 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

企画委員会 

委員長： 笠原 文雄 原子力安全基盤機構 
 田中 伸厚 茨城大学 
 永吉 拓至 日立製作所 
 
 
出版・編集委員会 

委員長：越塚誠一 東京大学 
石田直行 日立製作所 
田中正暁 原子力機構 

 町田昌彦 原子力機構 
 山本義暢 名古屋大学 
 
表彰委員会 

委員長：高木 敏行 東北大学 
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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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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 11 号をお届けいたします。非常に短い準備期間にもかかわらず、部会員各位に

は原稿執筆、素材提供などで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。 
計算科学分野においては近年のソフト及びハードの急速な進展に伴い分野間の敷居が低くなり、他

分野間の交流の機会が極めて多くなってきたように感じます。原子力学会計算科学技術部会において

もこのような情報交流の機会がますます重要になると思います。 
尚、出版・編集小委員会は今年度から越塚委員長（東京大学）のもと、上記の新しいメンバーで活

動することになりました。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。  
                             （山本 義暢） 

 
 

編 集 後 記 
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