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表紙図提供： 岩城智香子（（株）東芝） 

 管群を横切る流れは熱交換器に代表され、伝熱流動特性を把握することは極めて重要である。図
は、LES を用いて正方配列と千鳥配列の流動解析を実施した結果である。はく離点で周期的な渦
放出が見られ、この渦が管背後の渦形状を時々刻々と変化させ流れの蛇行運動を励起することが
わかった。また蛇行運動の変動周期は千鳥配列の方が小さく、これらの結果は PIV による可視化

計測結果とも良く一致した。 
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Virtual Reality ‐計算科学の一つの応用面‐ 

 
部会長 竹田 敏一  

 

計算科学技術部会は原子力研究に多くの分野で貢献できるし、現在貢献して

いますが、将来の応用の一分野として原子炉設計のVirtual reality があります。

これまで、核・熱・流動・安全面での大規模実験を実施し、原子炉各設備の特

性評価を行い、設計の妥当性を確認してきました。大規模実験は、例えば、核

設計手法の妥当性評価を例にとっても臨界集合体を用いて実施する場合が多く、

集合体に装荷する実機を模擬するための燃料、冷却材模擬物質の購入から施工

認までの前処理、実際の実験といった段階が必要であり、膨大な時間、費用を

要します。現在、各分野でのソフト開発が進み、計算、モデル化が詳細になり、

精度も向上されています。従来の保守的な解析コードにかわり物理現象をでき

る限り忠実にモデル化する best estimate コードが開発されてきました。これら

のコードでは核・熱・水力・安全性に関わる結果を正しく評価できます。さら

には用いた入力データ、モデル化の不確かさを考えることにより、その不確か

さまでも推定できます。このような計算コードを用いると実験を行わなくても、

「この範囲でなら結果を計算機を用いて予測できます」と言えるようになりま

す。 

また、各設備の機器が原子炉システム全体に与える感度が求まれば、システ

ム全体の安全性・経済性を満足いくようするには、どのような設計にすればよ

いかがわかります。例えば、現在でも軽水炉で最適な燃料装荷パターンの計算

が、例えば GA 法を用いて行われており、このような方法をより、システム全

体に広げることが望まれます。計算科学技術部会としてこのような大きな研究

課題を取り上げて、部会としての活動がより活発になることを期待します。 

巻頭言 



 2 

２００３年秋の大会 企画セッション（総合報告） 
「地球シミュレータを用いた原子力関連大規模シミュレーションの計画及び成果」 

 
 

 ９月２６日（金）、静岡大学において開催された原子力学会秋の大会で､計算科学技
術部会と大規模シミュレーション研究専門委員会の合同の企画セッション（総合報
告）「地球シミュレータを用いた原子力関連大規模シミュレーションの計画及び成果」
を行いました。 
 
 このセッションは､その題名が示すとおり､現時点で世界最高速のコンピュータで
ある「地球シミュレータ」を用いて行われた原子力関連分野の研究の研究計画とこれ
までの成果を紹介するものです。 
地球シミュレータは、平成１４年２月に完成し､同年３月から稼動を開始し、その

利用課題は、運転の安定化を待って､同年６月から公募が開始されました。そのピー
ク性能４０テラフロップス（８ギガフロップス／AP×８AP／ノード×６４０ノード）、
実効性能３５テラフロップスというスペックは､稼動後１年半あまりを経た現在でも､
なお世界最高速です。 
 
 この比類ない計算資源を原子力分野でも活用するために､原子力学会は､平成１４
年１０月､計算科学技術部会を中心として､「大規模シミュレーション研究専門委員
会」を設置し､利用テーマの抽出､研究計画の立案を行いました。そして、平成１５年
度利用課題の公募には、原子力関連分野から次の９課題が応募し、いずれも採択され､
これら９課題に対して地球シミュレータの全ノード時間の４パーセントが割り当て
られました。 
① 乱流の世界最大規模直接計算とモデリングによる応用計算 
② 直接数値解析手法による原子炉内複雑熱流動挙動の大規模シミュレーション 
③ 大強度陽子加速器計画で用いられる核破砕水銀ターゲット内部の大規模並列流体

シミュレーション 
④ 地下空間における放射性核種移行と地下水挙動の大規模シミュレーション 
⑤ 溶液の第一原理分子動力学シミュレーション 
⑥ 放射線照射に伴う材料の物性変化と破壊の微視的シミュレーション 
⑦ 耐放射線性 SiC デバイス用酸化膜の第一原理分子動力学シミュレーション 
⑧ 超伝導ナノファブリケーションによる新奇物性と中性子検出デバイス開発のため

の超伝導ダイナミクスの研究 
⑨ 多階層ダイナミックスが支配するプラズマの構造形成に関する研究 
 
 それ以降半年が経過しましたが､一部の課題では大規模なシミュレーションが始ま
っている一方、課題によってはまだコードの開発段階にあるものもあります。このセ
ッションは､この類の試みとして最初のものですので､突出して進んでいる分野のみ
が取り上げられることは避け､各課題の利用責任者から、各課題をバランスよく紹介
していただくことに主眼をおきました。残念ながら課題⑨のみ、利用責任者が訪米中
で参加できませんでしたが､広範な分野を扱っているので散漫になるのではないかと
危惧したにもかかわらず､多くの聴衆に熱心に参加していただくことができました。
（井上 直樹） 
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（１）乱流の世界最大規模直接数値計算とモデリングによる応用計算 

Direct Numerical Simulations of Fundamental Turbulent Flows with the Largest Grid 
Numbers in the World and its Application of Modeling for Engineering Turbulent 

Flows  
 

東京大学（日本原子力研究所）   荒川 忠一 
名古屋大学   金田 行雄 

ARAKAWA Chuichi,  KANEDA Yukio 
  
（抄録）乱流構造を明らかにするため、一様減衰乱流などの規範的な流れの大規模直接計算を行った。格子
点数として 40963 を採用するなど、地球シミュレータの限界を追及しながら、コルモゴルフの仮説などの検
証を行っている。また、乱流応用計算として LES を採用し、エネルギー機械の構成要素、航空機、都市環境
などの最大規模計算の可能性を追求する。 
 
キーワード：数値流体力学、乱流、直接計算、LES、一様減衰乱流 
 
１．緒言 
本課題は、2002年の Goden Bell 賞を受賞した乱流直接計算を中核として、乱流の基礎構造を明らかにす

る直接計算と、工学的な応用を可能とする大規模なLES による応用計算によって構成されている。直接計算
では、一様減衰乱流、せん断乱流、壁面乱流などの規範的な乱流を、最大規模でシミュレーションを行い、
これまでの仮説やモデルなどの信頼性を明らかにする。応用計算では、機械工学の分野で話題となる翼周り
や円柱周りの流れ、航空機とダウンバーストとの関係、さらに都市環境における流れを、世界最大規模の格
子点数を用いて明らかにするものである。 
 
２．コードの概要 
直接計算のコードの主計算部分は，高速フーリエ変換であり，4 基底実 FFT を採用している．地球シミュ

レータの上で十分にベクトル化，並列化されており，高いベクトル化率，並列化率を達成している．また，
データ転置部分も転送の最適化を行っている．格子点総数が最大 40963に及ぶ大規模計算が可能となった。 

LES においては、基礎となる差分法によるコードに対して、ベクトル化に関し、差分法計算時の空間方向
のインデックスの三重 Do ループを大規模化するなどの措置を施している。並列化については、マルチブロ
ック法を用いて計算領域を小計算領域に分割して、各小計算領域を計算要素に割り当てて並列処理するなど
の手法を採用し性能を高めている。 
 
３．シミュレーションの結果 
地球シミュレータ（ES）上で格子点総数が最大 40963 に及ぶ、スペクトル法に基づく世界最大規模の非圧

縮性乱流の直接数値シミュレーション（DNS）を行った。スペクトル法に基づく DNS では計算時間の大部
分が高速フーリエ変換（FFT）の実行に費やされるため、FFT の効率化が DNS の高効率化のためにきわめ
て重要である。その効率化のための新手法を開発、実装してES 上で 16.4Tflops の DNS（格子点数 20483）
を実現した。その DNS は乱流研究のための貴重なデータベースを提供する。そのデータ解析は現在進行中
であるが、すでにこれまでエネルギースペクトルについての新しい知見などいくつかの成果が得られている。 
応用計算に関しては翼周りの流れの格子 1億点における大規模並列LES (Large-Eddy- Simulation)計算を

行った。翼の回転に伴う翼端渦の解明と空力騒音の高精度予測を目指し、翼スパン方向に翼弦長方向と同等
の格子点を与えて、音波の伝播を詳細に計算し、翼端渦や音波の定性的な値は実験と一致していることを確
認した。 
 
４．結言 
 大規模直接計算により乱流渦構造を明らかにし、コルモゴロフの法則に対する知見を得た。さらに LES 計
算により、翼端渦の構造と騒音の解析を可能にした。 
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（２） 直接解析手法による原子炉内複雑熱流動挙動の 
大規模数値シミュレーション 

Large-Scale Numerical Simulations of Complicated Thermal-Hydraulics 
in Nuclear Reactors with Direct Analysis Methods 

 

 ○高瀬和之 1)   吉田啓之 1)   玉井秀定 1)   小瀬裕男 2) 
Kazuyuki TAKASE    Hiroyuki YOSHIDA   Hidesada TAMAI     Yasuo OSE 

    叶野琢磨 1)   秋本 肇 1)   功刀資彰 3)   佐竹信一 4) 

        Takuma KANO    Hajime AKIMOTO    Tomoaki KUNUGI    Sin-ichi SAKAKE 

1) 原研 2)(株)大和システムエンジニア 3) 京都大 4) 東京理科大 
 
 地球シミュレータを利用した大規模数値シミュレーションによって、原子炉内で起こる複雑な熱流動
現象や混相流挙動を解明するとともに、計算科学的手法による原子炉熱設計手法の確立に資する。 
 
キーワード： 大規模シミュレーション、複雑現象、熱流動、原子炉熱設計、計算科学 
 
１.はじめに 原研では、原子炉内における冷却材の複雑な伝熱
現象や相変化を含む混相流挙動に関する物理的メカニズムの詳細
を大規模シミュレーションによって数値的に解明し、また、実機
燃料集合体をフルサイズで模擬した体系下で熱流動挙動の詳細を
計算機上に再現することを目的として、地球シミュレータを利用
した大規模シミュレーションを行っている。  

２.研究計画の概要と成果の現状 研究対象は原研が開発を進め
ている低減速軽水炉 (1)の熱流動挙動である。本研究は、原研、京
都大、東京理科大のグループで行っている。原研は燃料集合体内
で起こる沸騰遷移、乱流混合、スペーサ効果等の物理現象が統合
した複雑な熱流動場における二相流解析を主目的としている。京
都大は沸騰液膜流等に関する解析、東京理科大は冷却材に及ぼす
壁乱流の効果等に関する解析を主目的としている。３つのグルー
プで得られた成果を最終的に低減速軽水炉の炉心熱設計手法の確
立に集約する考えである。主な研究項目は次のとおりである。①
燃料集合体内における冷却材の流動遷移挙動の解明、②スペーサ
等の障害物による乱れの発生、液滴の飛散と再付着、サブチャン
ネル間の乱流混合等の定量化、③狭隘流路における沸騰遷移に関
する制御パラメータの評価。 
低減速軽水炉用 37 本燃料集合体の概略を図１に示す。直径 13mm

程の燃料棒が 1mm 程度の燃料棒間ギャップで三角格子状に稠密配
置される。燃料集合体の解析には従来からサブチャンネル解析が
行われているが、実験結果に基づく構成式を必要とするため、本
研究対象である 1mm 程度以下の狭隘流路に関する実験データがな
い場合には高精度の予測は困難である。そこで、直接解析 (2)による
燃料集合体内二相流挙動の定量評価を行っている。解析結果の一
例として、第１スペーサ（図１参照）前後の軸方向速度分布を図
２に示す。解析条件は等温非加熱、圧力 7.2 MPa, 温度 283°C、入口
流量は水単相 400 kg/m2s。図２の手前は鉛直下流側、奥は上流側を
示す。スペーサによる流路断面の縮小によって局所的に流速の加
速域が見られる。 

３.まとめ  本研究で実施した地球シミュレータを利用した大規
模数値シミュレーションの結果、計算科学的手法による低減速軽
水炉の炉心熱設計法確立の可能性に関して高い見通しが得られた。 

参考文献:(1)大久保・他,JAERI-Research 2001-021 (2001). 
(2)吉田・他, 第 16 回数値流体力学シンポジウム, D11-1 (2002). 
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（３） 大強度陽子加速器計画で用いられる 

核破砕水銀ターゲット内部の大規模並列流体シミュレーション 
Large-scale parallel fluid simulations for spallation type mercury target 

adopted in the project of high-intensity proton accelerator 
 

日本原子力研究所（東京大学）   荒川 忠一 
ARAKAWA Chuichi 

  
（抄録）大強度陽子加速器計画の一環として建設される、高密度中性子散乱実験における水銀ターゲットの
熱流動および圧力波の伝播などを含めた複雑系の現象を、大規模シミュレーションにより明らかにしようと
の試みである。基礎設計への貢献のみならず、ターゲットの保守、異常運転時の挙動などを明らかにする。 
 
キーワード：数値流体力学、水銀ターゲット、陽子、キャビテーション、衝撃波 
 
１．緒言 
本課題は、大強度陽子加速器計画の一環として建設される高密度中性子散乱実験施設で中性子源として用

いられる、核破砕タイプの水銀ターゲットに関するものである。水銀ターゲットは核破砕時に解放される多
大な熱エネルギーとその結果生じる衝撃波に十分耐える必要がある。さらに、最近の実験では衝撃波が金属
壁に微細な傷を発生させていることが分かり、衝撃波の振る舞いの正確なシミュレーションの必要性が主張
されている。圧縮性熱流体コードを大規模並列に実行することで、この問題を解決したいと考えている。 
 
２．コードの概要 
使用したコードは、地球シミュレータ用にチューニングを施した圧縮性熱流体解析コードで、有限体積法

に基づくものである。時間積分には HSMAC 法を用い、BiCGSTAB 法に基づく反復法で圧力の Poisson 方
程式を解いている。支配方程式は、質量保存・運動量保存・エネルギー保存・状態方程式である。状態方程
式に水銀のものを採用することで、液体水銀の計算を行える。 
 このプログラムは計算領域を複数のブロックに分けて、各プロセッサに担当領域分の計算を分配する方法
で並列化を計っている。また、各プロセッサは担当領域のみの物理量をメモリに保持し、計算過程で領域外
の物理量が必要になった場合にはＭＰＩを用いて値を入手する。このプログラムは、計算用初期データとし
てあらかじめ領域ごとに分割して制作したものを読み込むようになっており、データの入出力まで含めパラ
レルに処理が進むように工夫されている。また計算ループのうち大きな物は１次元化が施してあり、ベクト
ル長が十分な長さになるようになっている。 
 

 
３．シミュレーションの結果 
本プログラムで、約１千万格子点のモデルに対して計算を実行してベクトル化率・並列化率を計算してみ

た。比較は３２並列計算と６４並列計算で行った。その結果、ベクトル化率は両計算とも、計算時間の 9 割
を占めるルーチンで 99.7％を超え、入出力を含めた平均でも、99.6％を超えていた。また、両条件で 30 ス
テップずつ計算を行った結果、Real time は 32 並列では 3259(s)、64 並列では 1563(s)を要し、この並列化
効率から並列化率を算出すると 100％となる。並列化率が 100％を示した理由は今調査中であるが、このプ
ログラムが Bi-CGSTAB 法に基づく反復計算を利用したものであり、前処理行列が分割数を変えた場合変化
することに原因を求められるのではないかと考え、検証計算を続けている。 
 
４．結言 
 水銀ターゲットの熱流動の解析コードを構築しつつある。圧力波を捕獲できる時間スケールと、乱流およ
び熱挙動のそれが大きく異なること、さらに構造系との連成が重要な要素となるため、これらの複雑系の解
析に向けて、計算コードを積み重ねていくことが重要である。 
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（４）地下空間における放射性核種移行と地下水挙動の 
大規模シミュレーション 

Large-Scale Simulation of Groundwater Flow and Radioactive Nuclide Transportation 
 

   奥田洋司・大橋弘忠・陳ユ（東京大学）、安成弘（Univ. of California）、植田浩義（原環機構）、 
中島研吾（高度情報）、畑中耕一郎（サイクル機構）、渡辺正（原研）、 
上田真三（三菱マテリアル）、河野浩二（富士総研） 

 
（抄録）地層処分シミュレーションに必要な，放射性核種移行と地下水挙動に関する計算コードを地球シミ
ュレータ上で最適化し，実サイトを模擬したフルスケールの詳細シミュレーションを，100 万年スケールの
長期間に関して実施し，処分場建設地選定に向けた安全評価に資する。また，当該分野における様々なシミ
ュレーションを効率的に実施するための，大規模並列データ処理，大規模並列可視化，大規模並列線形ソル
バー解法に関する共通的基盤を整備し，現在開発，整備中，あるいは今後開発されるシミュレーションコー
ドを効率的に「地球シミュレータ」上で利用する環境を整える。 
キーワード：地層処分，地下水流れ，移流拡散，FEM, FDM, マルチコンパートメントモデル，RLG, LBM 
 
１．緒言 
高レベル放射性廃棄物地層処分においては，100 万年スケールの非常に長期にわたった安全性を示す必要

があるが，実験，観測は事実上不可能であることから，実サイトを模擬したフルスケールの詳細シミュレー
ションを実施する必要がある。計算に必要な記憶容量は数テラバイトのオーダーとなり，地球シミュレータ
によってのみ実施可能となる。本研究では，次節に示すコード体系により，地層処分における放射性核種移
行，地下水挙動のミクロ・マクロ解析，および，大規模並列データ処理，大規模可視化，大規模並列線形ソ
ルバーなどの地球シミュレータにおける共通基盤的技術開発を行う。 
 
２．コード体系 
地層処分における放射性核種移行，地下水挙動は：（1）地下水，ガラス固化体収納物，キャニスタ，オー

バーパックの熱，化学反応によるソースタームの放出，（2）地下水による移動，（3）核種崩壊，沈殿，溶解，
沈着，など，非線形性の強いさまざまな物理，化学的プロセスが様々な時間，空間スケールを持ちながら相
互作用をする複雑な現象である。短期的には埋戻し直後のサイトの挙動（地下水流れ，熱，地盤応力挙動の
連成），長期的には地殻変動による断層発生などの構造変化，海面変動による塩淡境界変化（地下水流れ，熱，
物質移動の連成）などを考慮する必要がある。以下のコードについて最適化，計算を実施する： 
①GeoFEM-GW：並列有限要素法プラットフォーム GeoFEM 上に開発された有限要素法によるシミュレー
ションコード。定常飽和地下水流れと放射性核種の移流拡散解析を実施する。 
②GeoFEM-GWV：上記GeoFEM上に開発されたボクセル型有限要素法によるシミュレーションコード。長
期的な海水面変動による，地下水における塩淡境界の変動を計算する。非定常不飽和地下水流れ，非定常伝
熱解析と非定常移流拡散解析を実施する。 
③Virtual Repository：ガラス固化体，バッファ，NF 岩，FF の計算モデルを統合した，差分法による放射
性核種の輸送計算コード。マルチコンパートメントモデルにより濃度干渉効果を解析できる。 
④HLWRLG：ミクロ流動シミュレーション用に開発された実数格子ガス法によるコロイド挙動シミュレーシ
ョンコード。非定常飽和地下水流れ，非定常コロイド挙動解析と非定常移流拡散解析を実施する。 
⑤HLWLBM：ミクロ流動シミュレーション用に開発された格子ボルツマン法に，パーティクルによるコロ
イド挙動モデルを組み込んだシミュレーションコード。非定常飽和地下水流れ，非定常コロイド挙動解析と
非定常移流拡散解析を実施する。 
⑥TOUGH2：米国 LBNL により開発された多相流，熱移動，物質移動解析のための公開コード。 
 
３．結言 
 以上のコード体系について，地球シミュレータにおける性能評価ならびにフルスケールの詳細シミュレー
ションに向けての戦略を報告する。 
 



 7 

（５）溶液の第一原理分子動力学シミュレーション 
            First principles molecular dynamics simulation of solution  

 
原研  ○平田 勝、  池田 隆司 

                     HIRATA Masaru, IKEDA Takashi 
  
溶液中での金属イオンの挙動を予測するためには、イオンの周りの水分子や有機分子の配位挙動を明らかに
することが不可欠である。我々は地球シミュレータを用いた第一原理分子動力学法によるこれら金属イオン
の挙動を解析する研究に着手した。今回の発表ではこれらの概要と今後の研究計画を報告する。 
 
キーワード：地球シミュレータ、第一原理分子動力学法、溶液構造、配位挙動 
 
１．緒言 
溶液中での金属イオンの挙動を研究する溶液化学は原子力分野においても極めて重要な研究課題のひとつで
ある。近年、放射光分光、中性子散乱、超高速時間分解レーザー分光などの実験的手法の発達で、溶液で起
きる種々の化学現象を分子レベルで観測することが可能になってきた。しかし、バルクの分子集団としての
溶液の挙動と、分子を一つの単位として観測する実験手法との間には、大きなギャップが存在することも否
めない。我々は、金属イオン周りの第一配位圏のみならずそれ以遠の水分子の挙動を解析するために
Car-Parrinello 法 1)に基づく第一原理分子動力学法（ＣＰＭＤプログラム）の応用研究に着手した。この第
一原理分子動力学法はパラメータを用いることなく電子状態を正確に扱いながら各原子間に働く力を計算し、
分子動力学シミュレーションを行う手法である。この方法では、計算過程では莫大なＣＰＵ時間が要求され
るために地球シミュレータ規模の計算が不可欠である。今回、地球シミュレータ用にＣＰＭＤプログラムの
最適化を行い、基礎的な性能試験を実施した結果を報告する。 
 
２．計算手法の概要 
本研究テーマで使用するＣＰＭＤプログラムは、平面波基底を用いた第一原理電子状態計算により各原子

に働く力をHellmann-Feynman 力として求め、古典ニュートン方程式に基づき原子の動力学を求めるものであ
る。計算コストの高いルーチンとしては、1 電子軌道の直交化、重なり行列要素の計算、および FFT を挙げ
ることができる。地球シミュレータ用にこのＣＰＭＤプログラムを最適化し、水分子だけからなる系の第一
原理分子動力学シミュレーションを行って１ＭＤステップに要する計算時間のノード数依存性を調べた。下
図に示すとおり、水分子 512 個の系を用いて性能測定を実施し、ベクトル化率 99.4 %, 並列化率 99.78 %を
達成したことを確認した。 
 
３．研究計画 
価数の小さな金属イオンと比較して３価
から７価までの大きな価数を取るアクチ
ノイドイオンでは原子価の変化に伴って
配位構造が大きく変化することが知られ
ている。本研究課題では、これらの構造
変化を非経験的に予測することを一つの
目標としている。このためにはイオン周
りの多くの水分子を考慮する必要があり、
大規模計算が不可欠となる。常温常圧に
おける構造予測研究を将来的には高温高
圧下や超臨界水中での構造予測研究に発
展させることが原子力関連分野として興
味深い。 
 
１）R. Car, M. Parrinello, Phys. Rev. 
Lett., 55 (1985) 2471. 
 

Fig.  Elapsed time per MD step as a function of the number of 

nodes for ambient water.  
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（６）放射線照射に伴う材料の物性変化と破壊の微視的シミュレーション 
Radiation induced property change and fracture of materials using atomistic simulation methods 

 
   原研 蕪木英雄､ 清水大志 

                        Hideo Kaburaki, Futoshi Shimizu   
  

（抄録）原子力材料で重要な課題である金属材料の応力腐食割れ、照射硬化現象の微視的なメカニズム

を解明するために、電子及び原子レベルの微視的な大規模数値シミュレーション手法を用いて金属の強

度に関する未解決問題の知見を得る。 
キーワード：第一原理計算、経験分子動力学法、転位、結晶粒界、機械的性質、照射損傷 
 
1．緒言及びシミュレーションの計画 

 原子力材料において解決すべき重要な問題として応力腐食割れと照射硬化がある。原子炉内構造材料

の応力腐食割れは、環境、照射、応力が複雑にからみあった現象であり、その発生メカニズムは明らか

になっていない。一方、金属の照射硬化現象においても微視的な欠陥のレベルからのメカニズムの解明

はなされていない。これらの問題に対して、金属強度と照射欠陥についての基本的問題を微視的な立場

から解決することが必要とされる。そこで、以下の転位（結晶の塑性変形に主要な役割を果す格子欠陥）

移動に関する素過程と多結晶体の破壊の２つのテーマについて大規模数値シミュレーションを駆使し

た研究を実施する。 

 

(1) 第一原理計算手法による体心立方結晶中の転位の移動及び水素の影響シミュレーション 

体心立方（BCC）結晶に属する Mo および Fe 結晶内の転位の構造、転位が移動するために必要な

力（パイエルス応力）を第一原理計算により求める。さらに、Fe に関しては水素（材料の脆化に関

係し、応力腐食割れの原因の一つとされている）を投入し、そのダイナミックスを追うことで不純

物と転位の相互作用について解明し、鉄の水素に対する機械的特性の変化に関する知見を得る。 

 

(2) 経験ポテンシャル分子動力学法による多結晶金属の塑性、破壊現象シミュレーション 

通常の金属材料は、単結晶の粒が集合した多結晶体である。応力腐食割れではこれら結晶粒の粒界

において破壊が進行しており、多結晶体の塑性、破壊の微視的過程についての知見が求められてい

る。ここでは原子レベルのモデル化により、多結晶体及び照射による欠陥のシミュレーションを実

施しマクロな機械的性質が出現する微視的過程を明らかにする。 

 
２．コードの概要と課題 

 (1)の第一原理計算には、第一原理シミュレーションパッケージ VASPを用い、擬ポテンシャルには信

頼性の高い PAW を使用する。大規模な並列化には FFT ルーチンのチューニングが要求されている。 

(2)の分子動力学計算においては、ベクトル化対応アルゴリズムの導入したプログラムを新規に開発した。

地球シミュレータ実機による実証が課題である。 
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（７）耐放射線性 SiC デバイス用酸化膜の 
第一原理分子動力学シミュレーション 

First-principles molecular dynamics simulation of oxide layers for radiation-tolerant SiC devices 
 

 原研 宮下敦巳、吉川正人、南波秀樹 
  MIYASHITA Atsumi, YOSHIKAWA Masahito, NAMBA Hideki 
 電中研 大沼敏治、酒井高行、曽根田直樹 
  OHNUMA Toshiharu, SAKAI Takayuki, SONEDA Naoki 
 東京理科大 高橋昭如 
  TAKAHASHI Akiyuki 
 
（抄録）極限環境での動作が期待される SiC デバイスにおいて、SiC/SiO2界面欠陥構造とデバイス特性との
関係を第一原理分子動力学法による大規模シミュレーションによって解明し、SiC デバイス特性を最大限に
引き出せる物理的界面形成法の開発指針を得る。 
キーワード：SiC デバイス、極限環境材料、第一原理分子動力学、VASP、界面欠陥  
 
１．緒言 
ワイドギャップ半導体であるシリコンカーバイド(SiC)を材料として用いたデバイスは、耐放射線に優れ、

高電圧、高温下での動作が可能なため、従来の半導体デバイスでは動作が困難な、宇宙環境や原子炉のよう
な極限環境で用いられる事が期待されている。しかしながら、現在の SiC 電界効果トランジスタ(MOSFET)は
界面付近に存在する欠陥のため、本来期待されている性能が発揮されていない。SiC デバイスの特性を決め
る表面酸化膜界面の欠陥を見ると、従来のSi デバイスにおけるSi/SiO2界面に比べ SiC/SiO 2界面には界面欠
陥が約 100 倍多く存在しており特性劣化を招いている。このため SiC デバイスのチャネル内電子移動度は理
論的に予測される値よりも遥かに低い値しか実現できていない。SiC デバイスの性能向上のためには、高チ
ャネル移動度、高絶縁破壊電圧の SiC/SiO2界面形成技術の開発が不可欠であり、界面欠陥の物理構造とその
電気特性との関連性を明らかにし、SiC 結晶表面の酸化膜成長メカニズムを明確にする必要がある。そこで
第一原理分子動力学法を用いた大規模計算機シミュレーションにより欠陥を含む界面構造を生成し、その電
気的特性を計算することによって、界面欠陥の原子構造と材料物性との関連性を明らかにし、SiC-MOSFET の
電気特性を最大限に引き出せる物理的界面形成法の開発指針を得る事を目的としている。 
 
２．コードの概要 
大規模計算機シミュレーションには、密度汎関数に基づく第一原理 MD を扱える VASP(Vienna Ab-initio 

Simulation Package)コードを使用する。基礎方程式 には Kohn-Sham 方程式を用い、全電子計算(PAW: 
Projector Augment Wave 法)、あるいは、擬ポテンシャル法(US-PP: Ultra soft 型) を使う事で原子あたり
の平面波数を低減している。VASP コードは元来ベクトル型計算機に対応したコード、及び、MPI 並列に対応
したコードを備えているが、地球シミュレータにおけるマシン構成に最適化したコードにチューニングする
ことによって並列化効率等を上げ、SiC/SiO2界面欠陥計算に必要な大規模演算を可能としている。 
 
３．シミュレーションの方針 
SiC デバイスにおける SiO2 絶縁層はアモルファス構造であるため、現実の界面を模擬出来るよう、第一原

理 MD シミュレーションにより SiO2を急冷しアモルファス化を行う。生成されたアモルファス SiO2と結晶SiC
とを界面欠陥及び界面中間層を導入しつつ接合し、結晶SiC 上に成長したアモルファス SiO2界面の原子モデ
ル(最大 1000 原子程度)を作成する。この原子モデルに構造緩和を伴う第一原理計算を行い、得られた状態密
度等の計算結果を界面構造の分析結果ならびに電気特性の評価結果と比較することにより、酸化膜あるいは
界面における欠陥の原子構造とエネルギー準位の関連性を調べる。 
 

４．結言  
第一原理分子動力学法による大規模シミュレーションによって、SiC/SiO 2 界面欠陥構造とデバイス特性と

の関連性を明らかにし、SiC デバイス特性向上に寄与する事が期待される。 
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（８）超伝導ナノファブリケーションによる新奇物性と中性子検出デバイス
開発のための超伝導ダイナミクスの研究 

   Novel Materials Properties by Superconducting Nano-fabrications and Studies for Superconducting 
Dynamics for developments of Neutron Detecting Devices 

 
所属機関略称  原研・計科技セ＃, 大阪府大＄，東北大＊， CREST(JST)＋ 

町田昌彦#+（代表者）、叶野琢磨#、 山田進#、 加藤勝$+、 小山富男*+、石田武和$+  
  
（抄録）地球シミュレータ共同利用プロジェクト課題「超伝導ナノファブリケーションによる新奇物性と中
性子検出デバイス開発のための超伝導ダイナミクスの研究」についてプロジェクトの概要説明と初期的シミ
ュレーション結果（地球シミュレータ利用）について報告する。 
 
キーワード：ナノファブリケーション、超伝導ダイナミクス、中性子検出デバイス、地球シミュレータ 
 
１．緒言 
現在、ナノファブリケーション技術の発達によりナノスケールの超伝導体の特異な物性が超伝導デバイス

応用との関係から多くの研究者の興味を惹いている。中でも、最近発見された金属化合物超伝導体 MgB２は、
特に原子力分野でのデバイス応用へ極めて有望であることが指摘されている。これは、MgB２が中性子を吸収
し、核反応を起こす B（ボロン）を含むため、中性子の飛来は、局所的なホットスポットを生成し超伝導状
態を破壊するため、瞬間的なパルス電圧の発生等により中性子の時系列検出が基本的に可能であると考えら
れるからである。本講演では、このような超伝導状態の特異でかつ工学的に有用な物性を概説し、中性子検
出デバイス開発に資するためのナノスケール超伝導状態のダイナミクスの大規模数値シミュレーション（地
球シミュレータ利用による）の概要とそれらの初期的結果について報告する。 
 
２．地球シミュレータ利用プロジェクトの概要 
地球シミュレータ利用プロジェクトとして、緒言で述べたようにナノスケール超伝導体の超伝導状態のダ

イナミクスを大規模数値シミュレーションする。当初予定としては、以下の 2 つの数値シミュレーションを
実施する。 
１） 中性子衝突による局所的・核反応熱発生による超伝導状態の破壊と回復過程を模擬するため、超伝

導体に発生したホットスポットのダイナミクスを時間依存のギンツブルク・ランダウ方程式と熱拡散
方程式を連立させて数値シミュレーションする。 

 
２） 超伝導状態の瞬間的全破壊からの回復過程、即ち、サンプル全体として正常状態からの急冷過程を 

数値シミュレーションする。これは、時に中性子核反応による熱発生がサンプル全体の超伝導状態を
破壊してしまう可能性から系全体の一様な急冷過程を調べる必要があるため実施する。 

 
３．シミュレーションの結果（予想される結果とその評価） 
２.で記した２つのシミュレーションに対して期待される結果と物理現象としての興味を記す。 
 
１）主に、超伝導体中ホットスポットのダイナミクスは中性子照射でなく、その手軽さからレーザ照射に

より磁場中で実験が行われている。本シミュレーションでは、この実験事実の再現とその基本的物理過程を
明らかにすると同時に実験では行われていない核反応を模擬した熱発生による緩和などにアプローチする。 
 
２）系の急冷による正常状態から超伝導状態へのダイナミクスは、宇宙創生（ビッグバン）直後の相転移

ダイナミクスと類似することから、Kibble-Zurek シナリオによるストリング（超伝導では磁束量子）生成が
系のダイナミクスを支配すると考えられる。この興味深い対応関係を下にシミュレーション結果を分析する。 
 
４．結語 
以上、超伝導状態のダイナミクスについて、地球シミュレータ上でのシミュレーション結果を報告する。 
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第 5回原子力におけるスーパーコンピューティング国際会議(SNA’2003) 

International Conference on Supercomputing in Nuclear Applications 

 
日本原子力研究所計算科学技術推進センター  蕪木英雄           

原子燃料工業（株）  巽  雅洋 
 

SNA’2003 は、9 月 22 日から 24 日までフランス、パリの国際会議場で開催さ

れた。当会議は、第１回が水戸（日本）で始まり、欧州、米国と約 3 年毎に交

替で開催されている。第 2回はカールスルーエ（独）、第 3回はサラトガスプリ

ングス（米）で、第 4 回が東京（日本）に戻り、今回は第 5 回目である。今回

の会議は主に CEA 等が中心となり組織し、日、米、欧等の原子力学会等が共催

した。会議では、口頭、ポスター発表含めて 130 の講演があり、約 25 カ国から

260 名の参加者があった。前回の東京の会議で情報関連分野の研究者との交流を

積極的に進めたことを参考にして、今回も情報分野のセッションを設置し、応

用シミュレーションのための、計算機、ファイルシステム、ネットワーク等計

算環境構築に関わる話題等、今後の原子力における計算科学研究を進める上で

参考になる報告があった。 

第 1 日目の午前中は、CEA 最高顧問 Bernard Bigot 氏、OECD/NEA 所長 Luis 

Echavarri 氏、米国原子力学会会長 Larry Foulke 氏より開催の演説があった。

続いてプレナリーセッションにおいて、日本（矢川東大教授、原研）、米国(LLNL)、

ドイツ（Stuttgart 大）、フランス(EDF,CEA)から、各国における原子力研究にお

けるスーパーコンピューティング研究の現状について報告があった。スーパー

コンピューティングの手法を原子力研究に積極的に取り込んでいる状況、及び

その位置づけ、将来計画について、各国とも詳細な講演を行っていた。 

その後はパラレルで 2 つのセッションに分かれ、主に炉物理分野とその他計

算科学分野の報告があった。 

炉物理分野に関しては、SNA らしく詳細解析手法による大規模計算の適用

や、適応計算や並列計算等の高速化に関連した報告が多かった。 
詳細解析手法に関しては、燃料ペレット内の温度分布を考慮した場合におけ

る過渡時の反応度評価（阪大）、モンテカルロ法による TRU 消滅炉心の概念設

計(CEA)、モンテカルロ法による PWR/BWR 炉心の静特性解析及びロードフォ

ロー解析、（独 Stuttgart 大）、商用炉心管理のためのモンテカルロ計算と熱水力

計算のカップリング（韓ソウル大）に関する報告があった。モンテカルロ法に

よる商用炉心解析の実用化には、まだまだ計算速度が追いついていないが、い

ままさに第一歩を踏み始めた感がある。 
並列計算関係の報告としては、メモリ共有型の並列計算機において効率よく
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データ交換する方法(米 Penn State)、SPL 法に基づく並列計算コードの開発の

話(米 Florida 大)、3 次元 Pin-by-Pin 多群輸送ノード法に基づく炉心計算コード

SCOPE2 の並列パフォーマンス(原燃工)、3 次元 MOC コード DeCART におけ

る核計算と熱水力計算のカップリングにおける並列計算手法 (KAERI)、
DeCART と商用 CFDパッケージである STAR-CD をカップリングさせた話（米

Perdue 大）があった。最後の論文には、Best Student Paper Award が授与さ

れた。また、Java 言語の分散処理機構である RMI(Remote Method Invocation)
を用いた DRAGON コードの並列計算に関する話と MOC 計算のトラッキング

情報をデータベースで管理する方法（どちらも加 Montréal 大）は興味深かった。

また、動的に計算メッシュを細分化する AMR(Adaptive Mesh Refinement)法の

適用事例が数件あった。並列計算や AMR は、大規模詳細計算を行なうための手

法として、今後ともますます一般的になると思われる。 
また、計算手法の開発や総括報告として、外部中性子源が存在する場合の未

臨界度測定法(小林京大名誉教授)、安全解析における不確かさ評価手法（伊 Pisa
大）、商用炉においてペレット単位の詳細な中性子束分布を求める方法(仏
Framatome-ANP)、OECD/NEA による MOX/UO2 混在炉心の数値ベンチマー

クである”C5G7 Benchmark”に関する解析結果(米 NW 大)、MCNP5 に関する

開発(米 LANL)、詳細解析コードシステム SAPHYR の開発(仏 CEA) に関する

発表があった。 
計算科学分野のセッションでは、計算機科学、計算科学（生体、材料、気

候等）、安全解析、熱流動等の研究の報告が行われた。 

ハイパフォーマンスコンピュータ及び計算センターのセッションでは、テ

ラフロプスコンピューティングを実現するため複雑な計算機、ネットワーク、

ファイルシステムをユーザーから隠蔽する手法の開発（Stuttgart 大）、地球シ

ミュレータを利用した大規模シミュレーションとして低減速軽水炉燃料バンド

ル中の二相流解析（原研）及び有限要素法による熱応力解析（東大）、原子力災

害防止のためのサポートシステムにおける並列計算機の利用（三菱重工）等が

あった。スーパーコンピュータにより大規模な計算を実行するための環境の開

発及び実際に大規模な計算機を利用した実例等、今後スーパーコンピュータを

利用する上で参考になる講演であった。計算機科学のセッションでは、ITBL プ

ロジェクトにおける仮想研究環境（原研等）、衝撃、爆発の構造解析のための陽

的ダイナミクス手法における領域分割法の開発（仏Ecole Normale Superieure de 

Cachan 等）,数値環境システムの放射性物質の大気輸送シミュレーションへの応

用（名大、原研）、熱流動コード(STAR-CD)と全炉心中性子輸送コード(DeCART)

の結合による軽水炉への応用(米 Purdue 大、ANL,韓 KAERI)、鉄中の格子間原子

の第一原理計算(仏 CEA)があった。生体、気候等の計算科学のセッションでは、
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放射線による DNA 損傷（原研）や金属中の照射欠陥と転位の相互作用の分子動

力学シミュレーション（原研）等の他、太陽系のモデリング(仏 CEA)、地球系の

モデリング（仏 CERFACS,CEA）、海洋モデリング（仏 IFREMER）、気候モデリング

（仏 CNRS-INSU）等、欧州における宇宙から地球系のモデリングに対する一連の

取り組みについての講演があった。計算安全工学のセッションでは、主に仏

CEA,EDF で開発している安全解析コードによるシミュレーションについて一連

の発表が 6 件あった。安全解析コード CATHARE を結合した事故後シミュレータ

SPIA による PWR シャットダウン時のシミュレーション及びコードのリアルタイ

ム化、原子炉熱流動現象シミュレーション結果のインターラクティブな 3 次元

可視化ソフトウエアの開発、2相流の 3次元非定常オイラー‐オイラーシミュレ

ーションによるダイナミックスと分散、大規模な水素放出と燃焼のシミュレー

ション等、常に新しい手法を取り入れながら長期間に渡りコードの改良、開発

を継続して進めている点に感心した。熱流動のセッションでは、大規模並列環

境における節点処理型有限要素法による流体解析（東大）、鉛‐ビスマス系の乱

流直接シミュレーション（Forschungszentrum Karrlsruhe GmbH）、並列 CFD の

応用のための開発環境 Trio_U(CEA)、並列計算機による原子炉内、蒸気発生器等

の2相流シミュレーション(CEA,EDF)等の個別テーマについての報告がなされた。 

ポスターセッション及び展示は、2 日目の 18：00 から 2 時間に渡り活発な

討論が行われた。４つのセッションがあり、ハイパフォーマンスコンピュータ

及び計算センター、輸送理論及び計算炉物理、計算安全工学と先進原子炉、燃

料サイクルと廃棄物管理であった。この中から原研の羽間氏らがベストポスタ

ー賞を授与された。 

全体として 2 つのパラレルセッションに分かれていたため、両分野の交流

という点ではやや難点があったが、一つの口頭発表には十分な時間と質問時間

があり、詳細な議論が出来たことは成功であったと思う。また、会場はパリ市

内でアクセスも良く、参加者にも好評であった。 
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計算結果評価法研究専門委員会活動報告 

内藤俶孝（幹事） 
 
１． 平成 15 年度上期活動報告 
 当期においては委員会を 3 回開催し、昨年度に引き続き、分野別に評価法の

現状と課題の調査を進めるとともに報告書のまとめ方について検討した。 
第 6 回委員会（4 月 17 日）においては、「BWR 核熱水力カップリングのモデ

ルと検証による課題」および「地層処分の長期安全性に関する計算結果の評価

について」、第 7 回委員会（6 月 12 日）においては「計算結果評価法の一般的

方法とまとめ方について」、第 8 回（8 月 8 日）においては「原子炉の熱流動（安

全評価解析）の信頼性評価に関する問題」および「報告書の構成について」検

討した。 
 
２． 平成 15 年度下期活動計画 
 下期においては「計算結果評価法研究委員会報告書」のドラフトの作成を進

める。 
 第 9 回委員会（10 月 28 日）において「ドラフト作成に当たっての分野別目

論見」の作成、第 10 回（12 月 9 日）において「2004 年学会春の年会での報告

内容」の検討、第 11 回（未定）において「ドラフト」の検討を行う予定である。 
 
３．  委員会構成員 
 当委員会の構成員の紹介をしておく。  
委員長：二ノ方 壽（東工大）、幹事：内藤俶孝（ナイス）、石塚龍雄（CRC） 
 委員：青木尊之（東工大）、池田秀晃（テプコシステムズ）、植木源太郎（新

型炉技術開発）、植木博之（原子力発電環境整備機構）、笠原直人（JNC）、笠原

文雄（JNES）、茅野政道（JAERI）、蕪木英雄（JAERI）、片山昇（原電情報シ

ステム）、久木田豊（名大）、塚越誠一（東大）、佐治悦郎（内閣府）、澤田隆（三

菱重工）、清水武司（東芝）、田中伸厚（茨大）、竹田敏一（阪大）、津田勝弘（原

子燃料工業）、波多野祐子（筑波大）、成宮祥介（関西電力）、西村元彦（川崎重

工業）、堀田亮年（テプコシステムズ）、松原聖（富士総合研究所）、三澤毅（京

大）、山野直樹（住友原子力工業）、山本敏久（阪大）、山本俊弘（ＪＡＥＲＩ）、

山口彰（ＪＮＣ） 
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総務小委員会 

総務小委員長 岡 芳明 
 
（1） ２００３年春の大会（アルカス佐世保）の総会対応 

・ 部会員（全員）へのお知らせ、 
・ 配布資料（６０部）持参 
・ 昼食手配（学会事務局に申し込み） 

（2） ２００３年秋の大会（静岡大学）の対応 
・ 総会不開催の決定のお知らせ 
・ 大規模シミュレーション研究専門委員会と共催で企画セッションを実施

することの調整・準備 
 

 
企画小委員会 

 企画小委員長 二ノ方 寿 
 

１） 研究専門委員会活動 

「計算結果評価法」、「大規模シミュレーション」の研究専門委員会は、2年間

の予定で、それぞれ2002年5月、2003年1月に開始され、これまで委員会会合が

８回および4回開催された。現在、これらに加えて、「原子力耐震計算科学」に

関する研究専門委員会を今年度から開始すべく準備中である。 

２） 学会2003年秋の大会 

2003年春の年会で行った部会総合講演と原子力計算科企画セッションに引き続

き、静岡大学における秋の大会においては、大規模シミュレーション研究専門

委員会と部会の合同企画セッションを開催し、「地球シミュレーターを用いた

原子力関連大規模シミュレーションの計画及び成果」を主題として8件の講演が

行われた。 

３） Ｄｒ．フォーラムの開催（熱流動部会との合同企画） 

学会秋の大会3日目の午後、静岡県裾野市にある電気協会裾野研修所において、

この1、2年に間に博士号を取得した6名の若手研究者に博士論文の内容を中心と

する発表と活発な討論がもたれた。生憎、上記２）の企画セッションと日時が

重なり、本部会からフォーラムへの参加者数は少なかったが、それでも総勢25

名ほどの出席をみて、極めて盛会であった。 

４） 学会2004年春の年会への提案 

現在実施中の研究専門委員会活動の報告を中心とする企画セッションの提案を

行う。 

５） 国際会議 

本部会が協力する国際会議としてSupercomputing in Nuclear Applications 

小委員会活動報告 
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(SNA)があり、6年後日本で開催(予定)のときは主催することが春の部会総会で

確認された。 

 

 

経理小委員会 

経理小委員長 内藤 正則 

 

経理小委員会は、他の小委員会が企画・立案し実行する部会活動を予算面から

サポートしています。平成１５年度分として、まだ、かなりの予算残（１０万

円強）がありますので、部会員の皆様からの積極的な提案をお待ちしています。 

 

 
広報小委員会 

広報小委員長 功刀 資彰 
 

平成 15 年度上期の広報委員会活動としては、以下の通り行いました。 
昨年度末から今年度初めにかけてデザインを広報委員会内で決定し、正式な

部会ページとして学会ホームページにリンクして戴きました。 
部会のURLは、http://patras.koma.jaeri.go.jp/aesj-csedです。ご参考までに、

ホームページの最初のページを掲載しましたのでご覧ください(図１参照)。部会

員を始めとして、原子力学会の多くの皆様にアクセスして戴きたいと存じます。 
部会ホームページには、竹田部会長からのご挨拶、役員名簿の改訂、ニュー

スレター創刊号を掲載し、部会員全員にメールにて広報いたしました。また、

春の大会における総会議事録を掲載致しました。 
 
平成 15 年度下期の広報委員会活動としては、以下の事項を計画しています。 
上期にホームページ上で創刊した部会ニュースレターを全部員に周知するこ

と。 
ホームページの最初のページ上に掲載される図や掲載して欲しい関連講演会

等の情報を広く部会員にお寄せ戴きたいと考えています。掲載させていただけ

る図や部会関連情報をお持ちの皆様は、広報委員会までお知らせ戴けると幸甚

です。 
今後、開催される総会や運営委員会等の議事録に関してもその都度、ホーム

ページに掲載する予定です。 
また、懸案の部会員用メーリングリストに関しては、時間と手間がかかるた

め早急な整備はなかなか難しい面もありますが、今年度中の構築を目指したい

と考えております。 
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図１ 部会ホームページの最初の画面 

 

 
表彰小委員会 

表彰小委員長 竹田 敏一 

 

表彰小委員会からのお知らせ 

 

 部会表彰の制度が学会企画委員会で認められ、計算科学技術部会でも下記の

ような規定を作成し、学会企画委員会で承認してもらうため学会に送付しまし

た。部会表彰を本年度この規定で実行したいと思っています。部会員の皆様に

は是非、他薦、自薦を問わず公募していただくようお願い致します。詳細につ

いては別途、メールでお知らせいたします。 

 

記 
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平成１５年１０月  日制定 

 

日本原子力学会 計算科学技術部会 部会表彰規定（案） 

 

(目的) 

第１条  原子力における計算科学技術分野の発展や進歩をうながすことを目

的として、この方面において顕著な貢献をした個人またはグループに対し、日

本原子力学会計算科学技術部会部会賞（以下、部会賞と呼ぶ）を贈呈する。 

 

(種類) 

第２条  部会賞に下記賞を設ける。 

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

人が対象。 

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または技術上の業績の

あった個人またはグループが対象。毎年２名以内もしくは 1グループ以内

とする。 

3) 部会奨励賞：計算科学技術分野において顕著な学術または技術上の業績の

あった４０才まで(当該年度３月３１日において)の個人が対象。毎年３名

以内とする。 

２ 部会賞受賞者は、原則として計算科学技術部会部会員とする。 

 

（応募） 

第 3条  計算科学技術部会 ホームページ上で公募する。 

２ 部会賞の推薦は自薦及び他薦とし、所定の用紙にて計算科学技術部会部会

長宛て提出する。 

 

（委員会） 

第4条  計算科学技術部会 表彰小委員会が部会賞の選考と決定の任にあたる。 

２ 表彰小委員会の委員長及び委員は計算科学技術部会部会長の指名により、

計算科学技術部会総会において承認する。 

 

（選考方法等） 

第 5 条  部会賞推薦書の様式、公募時期、選考手順等については、別途定め

る。 

 

（表彰時期） 

第 6 条  部会賞は日本原子力学会春の年会における計算科学技術部会総会に
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おいて表彰する。 

 

(その他) 

第 7 条 本規定に規定されていない事項については、計算科学技術部会運営委

員会において協議する。 

 

付則 本規定は平成 15 年 10 月  日より施行する 

以上 

 

 
出版・編集小委員会 

出版・編集小委員長 佐治 悦郎 
 
１． ニュースレター創刊号の発行（２００３年５月） 

• 原稿依頼と収集 
• 編集・加工作業 
• PDF 化した最終稿を広報委員会宛送付（ホームページ上での公開） 

２． ニュースレター第２号の発行（２００３年１１月） 
   （同上） 
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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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            佐治 悦郎 

（原子力安全委員会、esaji@op.cao.go.jp） 

            山口 彰  

（核燃料サイクル開発機構、yamaguti@oec.jnc.go.jp） 

            蕪木 英雄 

（日本原子力研究所、kaburaki@sugar.tokai.jaeri.go.jp） 

 

 

 

 

 

 

 

 ニュースレター創刊号の発行から半年を経て、第２号をお届けいたします。目標と

した春・秋２回の発行をなんとか達成できました。これも原稿執筆者の皆さまをはじ

め関係者の方々のご協力の賜物であり、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。 

創刊号では、パソコン上で見ることだけを想定し、印刷することを考えていなかっ

たため、ページ数の膨大さ(140 ページ超！)をチェックされずに印刷された方からお

叱りの言葉をいただいてしまいました。そこで今回は、印刷しても大丈夫なページ数

に収めております。 

 出版・編集小委員会では、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、ご提案を常時歓迎いたします。

引き続き、ご意見等を当小委員会メンバーまでお寄せくださいますようお願い申し上

げます。                           （佐治 悦郎） 

 

編 集 後 記 




