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表紙図提供： 巽  雅洋（原子燃料工業（株）） 

 PWR 向け次世代炉心計算コード SCOPE2 は、3 次元詳細メッシュ(Pin-by-Pin)体系において、9

群 SP3 輸送ノード法に基づき計算を行う。これは、従来の粗メッシュ体系における 2群拡散ノー

ド法と燃料棒出力再構築(Pin Power Reconstruction)モデルに比べてより直接的な取り扱いであ

り、高い計算精度が期待される。 



 1

計算科学技術の夢 

 

東北大学 高木敏行  
計算科学技術部会２００４年度企画小委員会委員長 

 
 かれこれ４分の一世紀以上も前に、３次元の渦

電流解析について卒業論文を書きました。かなり

限定された境界条件の下での解析でしたので、あ

まり汎用性はありませんでした。それが大型計算

機とのつきあいの始まりです。大学院生の頃に聞

いた講演で、８年後には大型計算機センターのス

ーパーコンピュータが机の上に乗る大きさにな

ると聞き、たまげたものでした。 
このところ進めている非破壊検査の一種であ

る渦電流探傷法(Eddy Current Testing: ECT)の
信号予測の解析の速さについて比較してみると、

１９９２年に CRAY-YMP を用いて，インピーダ
ンス軌跡の１点の解析に１２００秒，８３MByte
を要していたのに、２０００年には，パソコンで

同様に２０点計算するのに、２０秒、１０MByte
となっている。計算精度が上がり、計算速度は１

０００～２０００倍に、必要とされる記憶容量は、

約１／１０になっています。電磁場解析における

Moore の法則は、CPU のスピードが１８ヶ月ご
とに２倍になるのに対して、解析手法の開発がも

たらすスピード向上は、１２ヶ月ごとに２倍にな

ると言われています。すなわち３年で３２倍の計

算速度が向上するというものです。電磁場解析で

は、実用的な解析が比較的容易に実施できるまで

になりました。 
解析の予測精度が上がり、また大規模の計算が

できるようになり、最近考えているのは、プラン

トの誕生からその廃炉にいたるまでのプラント

のライフサイクルを予測できる仮想プラントを

計算機の中に構築することです。生体の分野では、

人間の体のそれぞれの器官の機能のシミュレー

ションを元に、さまざまな階層に属する機能モジ

ュール間の相互作用として生じる複雑な生命現

象を計算機シミュレーションによって解析しよ

うとする試みがフィジオームプロジェクトとし

て進められていると聞きます。 
今夢見ている言わばプラントのフィジオーム

プロジェクトでは、機器のシミュレーションをま

ず実施します。プラントのそれぞれの機器に生じ

る現象のシミュレーションは可能になっている

と考えています。機器やシステムの挙動の空間お

よび時間的な次元も含めた予測になります。機器

に与えられる環境負荷とその応答、そして経時的

な変化を予測します。さまざまな機器に生ずる現

象の相互作用をシミュレーションすることで、シ

ステムが寿命を迎え、壊れるまでを、設計の段階

で予測しようとすることになります。また、新た

な設計法を生み出すことになります。このように、

熱、流体、材料、構造などのシミュレーション、

実験、データベース等を統合することによって機

器やシステムを仮想的な統合化環境の中に置き、

時間変化を見ることになります。この仮想プラン

トを構築することは、きわめて困難であるが、そ

の夢の実現に計算科学技術が取り組むべきだと

考えています。 
 

巻巻巻頭頭頭言言言  
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平成 16年度日本原子力学会計算科学技術部会部会賞 

受賞候補者推薦の募集 

 

募集期限 平成16年12月24日(金)  贈呈(予定)日 平成17年3月29日(火) 

 

 「日本原子力学会計算科学技術部会部会賞」第２回受賞候補者の推薦を募集いたします。（所定の推薦

書および詳細は，部会ホームページhttp://patras.koma.jaeri.go.jp/aesj-csed/index.htmlまたは下記問合せ先

まで） 

 以下の募集要領をご参考の上，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。 

 

募 集 要 領          

 

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。 

 (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１

７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
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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。 

 (8)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)を添付して部会事務局へ送付して下さい。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16年12月24日（金）部会事務局必着〔下記「問合せ先」の項参照〕 

 

８．選考結果の通知 選考結果は，平成17年2月中旬に通知する。 

 

９．贈呈(予定) 平成17年3月29日（火）（「日本原子力学会2005年春の年会」第1日計算科学技術部会総

会時  於：東海大学） 

 

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。 

 

 問合せ先  (社)日本原子力学会計算科学技術部会事務局 

         東京都台東区東上野６－９－３ 住友不動産上野ビル８号館８階 

          日本原子力研究所計算科学技術センター内 

           井上 直樹 

         電話：０３－５２４６－２５５１ 

         メール：inoue@koma.jaeri.go.jp 

         ファックス：０３－５２４６－２５３７ 
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日本原子力学会計算科学技術部会 

平成１６年度第２回運営委員会議事録 

 
1. 日時：平成１６年９月１５日(水)１０時３０分～１２時 
 
2. 場所：京都大学工学部物理系校舎２階２０１号室 
 
3. 出席者：岡部会長、内藤副部会長、功刀副部会長、高木企画小委員会委員長、山口出版・編集小委
員会委員長、巽企画小委員会委員、白川総務小委員会委員、井上総務小委員会委員 

 
4. 議題： 
(1) 審議事項： 
①表彰規程の改正について 

  ②２００４年度計算科学技術部会賞の募集について 
 
(2) 報告事項： 
各小委員会の業務報告 

 
(3) 意見交換： 
① 部会長の任期について 
② 春の年会時の企画セッションについて 

 
(4)その他 
 
5. 配付資料： 
資料１ 日本原子力学会計算科学技術部会２００４年度第２回運営委員会議事次第 
資料２ 部会表彰規程(修正案―ＣＧ賞追加版―) 
資料３ 第２回(平成１６年度)日本原子力学会計算科学技術部会部会賞 受賞候補者推薦の募集 
資料４ 計算科学技術部会年間スケジュールとダイアリ 
資料５ 広報小委員会活動報告 
資料６ 活動報告【企画】 
資料７ 日本原子力学会 計算科学技術部会活動報告  出版担当 山口 
資料８ 運営細則の制定について(ノンペーパー) 
資料９ 春の年会時の企画セッションについて(候補提案) 

 
6. 議事概要 
(1)審議事項 
① 部会表彰規程の改正について 

資料１の規程(修正案)に基づき議論があり、原案のとおり決定された。 
ただし、以下のような事項が確認された。 
＊「『結果の表示・可視化』を対象とすることになっているが、研究の内容の評価を入れるかどう

か？」との点に関しては、「研究自体はほかの人がやっても、可視化自体をやった人を表彰する

のも良い。」ということになった。 
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＊「『２名以内もしくは１グループ』という記述をどう理解するのか？」との点に関しては、「『２

名以内の個人もしくはグループ』、すなわち可能性があるケースは１名の個人、２名の個人、又

は１グループ(参加者数は問わない)のいずれかと解釈することとする、グループの場合、何人で
出てこようが盾はひとつとしてその中に氏名を記載する」こととした。 
＊ただし、実際の運用は、表彰委員会に一任する。 

②２００４年度計算科学技術部会賞の募集について 
  資料２に基づき議論され、以下のように修正のうえ決定された。 
＊ 部会業績賞、ＣＧ賞、部会奨励賞の対象となる国際会議論文集として、「本学会主催」のものだ

けでなく、「本学会共催」のものを追加する。 
＊ ＣＧ賞の対象となる成果に、部会奨励賞と同様に「本学会の『春・秋の大会』で口頭発表され

た成果」を追加する。 
＊ 問合せ先・提出先を原研井上のところにする。 

 
(2)各小委員会活動報告 
総務小委員会：資料４に基づき報告。このようなダイアリを、引継ぎのころ、各小委員会単位で

作ることとなった。 
広報小委員会：資料５に基づき報告。ホームページに関し、写真未提出の方がいらっしゃるので

完成していないとのコメントがあった。 
       メーリング・リストについて、ホームページから登録できるように、また削除で

きるようにとのコメントがあった。 
企画小委員会：資料６に基づき報告。ＳNA 及びドクターフォーラムについて、若干の意見交換

があった。 
   出版・表彰小委員会：資料７に基づき報告。部会表彰の記事は、写真を入れてやりたいとの意見

があった。 
学会誌の連載企画については、構成案は了承された。今後は、まず、執筆者候補

をリストアップした後、企画書を作成し、白川氏経由で飯尾先生に提出すること

になる。 
 
(3)意見交換 
① 部会長の任期について 
   資料８に基づき議論した結果、任期を１年(ただし、再任を妨げない)とし、部会規約を改正し
てこの規定を盛り込むこととなった。次回運営委員会にて原案を審議した後、来春の年会時の部

会総会で承認を得ることとする。 
② 春の年会時の企画セッションについて 
   大規模シミュレーション研究調査特別委員会手の成果をもとにやる方向で検討することとな

った。 
   これに関連して、企画セッションの講師に対する旅費、謝金の支給基準について議論が行われ、

「会社員には出さない。それ以外は必要に応じて出す。」ということで合意された。 
 
(4) その他 

今後の予定について、以下のとおりとなった。 
－表彰委員会： １月 11 日（火）午後開催。応募が集まったら、予め、表彰小委員会委員全
員に配る。 
－運営委員会：功刀副部会長の予定が問題なければ２月７日(月)午後。 
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2004 年秋の大会計算科学技術部会企画セッション 

「原子力シミュレーションにおける高速演算技術の動向」 
 
 

(１) 非構造格子系解法におけるハイエンド・コンピューティング 
(1) High-end Computing in Unstructured Grid Based Analysis 

東大人工物  ○奥田 洋司 
Hiroshi Okuda 

  

 PCクラスタやスーパーコンピュータなど多様なハイエンドのコンピュータを様々なニーズに特化した使い

方ができるよう，すなわち多チャンネル化したシミュレーションソフトの開発環境の整備が危急の課題であ

る．本稿では，有限要素法を中心とした非構造格子系の科学技術計算用ミドルウェアの考え方およびその開

発状況について述べる． 

 

キーワード：有限要素法，ミドルウェア，開発環境，ベクトル計算，並列計算，グリッド 

 

１．はじめに： 現在，汎用的な機能を備えた応用ソフトウェア開発，様々なニーズに応じた使い方，

多様なハードウェア環境への最適化，の３者が渾然一体となっている．技術開発のサイクルや計算機ハ

ードウェアの更新サイクルが速い状況下ではこれらは分業体制を取るのが効率的である．この点が，次

で述べる科学技術計算用ミドルウェア（HPC-MW：文部科学省 ITプログラム「戦略的基盤ソフトウェ
アの開発（H14年度～）」のサブプロジェクト 1）,2））の背景となっている．一般に，「ミドルウェア」は

OS とアプリケーションソフトの中間に位置するソフトウェアとして様々な定義ができる．同様の動機
付けのもとに ALICE, NetSolve, FEELなどの研究プロジェクトがあるが，HPC-MWはそれらに比べ
て非構造格子系のアプリケーション寄りに位置することで，より機能の向上を図っている． 
 
２．HPC-MW： 有限要素法などのシミュレーションプログラムにおいては，定式化を問わず共通的
な処理が多くある．そこで HPC-MWでは，そうした共通基盤処理部分をさまざまなハイエンド計算機
環境において最適化し，シミュレーションプログラムから容易かつ有効に利用できることを目指してい

る．2004 年 6 月公開にライブラリ型 HPC-MW とその検証用プログラムとして開発した弾性静解析プ
ログラム pSAN-hpcmwが公開されている 1）． 
ライブラリ型 HPC-MWとは，有限要素法の共通基盤となるプロセスについて，各種のハイエンド並列
計算環境に合わせて最適化されたライブラリ群である．シミュレーションプログラムの開発者が並列計

算を意識しなくても，このライブラリとリンクすることにより並列計算環境における最適化コードを生

成できるようにデザインされている．公開プログラムでは以下の機能を有している． 
 
2.1 データ入出力・メッシュ関連ユーティリティ： 自由書式による独自のデータフォーマットおよび
GeoFEMメッシュデータ形式に対する入出力処理をサポートするほか，単一領域データから分散データ
への領域分割ツールとそれを視覚的に確認するためのメッシュビューアを提供する． 
 
2.2 並列可視化： スカラー量，ベクトル量，テンソル量について各種レンダリング機能をサポートし
ている．更に，並列解析プログラムの結果を，ファイルを介さずに直接画像データに変換する機能も有

しており，極めて大規模な解析に際しても，大容量のポストデータを保存する必要はない． 
 
2.3 並列線形ソルバー： 大規模並列計算を実施するための前処理付反復法を並列化して提供する．ユ
ーザは特に並列処理を意識しなくても 2.1の領域分割ツールと組み合わせて使うことにより，効率よい
並列プログラムを作成できる．解法の種類は CG, BiCG-STAB, GPBiCG, GMRESをサポートしている．
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そして前処理手法である不完全分解法（IC/ILUや SAI）と組み合わせることができる． 
 
2.4 HPC-MW上でのアプリケーション： HPC-MWの利用によるレガシーコード並列化の効率や，そ
の性能評価を目的として，構造解析，流体解析などいくつかの種類の有限要素アプリケーションが開発

されている．とくに弾性静解析プログラム pSAN－hpcmw は商用コードとのデータ形式に対応するな
ど有限要素法による完成度の高い構造解析プログラムである．線形計算部，メッシュハンドリング部や

可視化部には HPC-MWを用いており高い並列性能を有しているので，詳細解析のための大規模計算が
可能である． 
 

３．結論： ここで述べた HPC-MW は引き続き戦略的基盤ソフトウェアプロジェクトの中で，ベクトル計算機

版やグリッド向けの性能評価など，さらに開発が進められている．pSAN については機能の高度化とともにウ

インドウズ並列環境への対応も進められている．上記のようなミドルウェアによって，コンピュータ環境が

様々な発展を見せるなかにおいても，きめ細かなニーズに対応した効率的な応用ソフトウェアが容易かつ短

い期間で開発されるようになる． 

 

参考文献： 

1) 戦略的基盤ソフトウェアの開発 WEB サイト http://www.fsis.iis.u-tokyo.ac.jp 

2) HPC-MW プロジェクト WEB サイト http://hpcmw.tokyo.rist.or.jp 
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 (2) 流体系シミュレーションの高速化 
(2) High Speed Simulation of Fluid Systems 

富士総研  ○永野 勝尋、秋山 実 
Katsuhiro Nagano, Minoru Akiyama 

  

流体解析の高速化に対して注目されているマルチグリッド系の手法として、AMGCG 法を SMAC 法の圧力補正

式の解法に適用した場合、ICCG 法に比べ４倍近い高速化が達成された。また、並列計算においても AMGCG 法

の性能は PE 数の増加に対しスケーラブルで、大規模問題では ICCG 法の 10 倍以上の性能が得られた。 

キーワード：流体解析、高速解析、AMGCG 法、並列計算 

 

１．はじめに 
一般に流体解析では線形方程式の解法に最も多くの時間を要し、この傾向は問題の規模が大きくなる

ほど顕著になる。現在広く使われている ICCG法などの反復法は格子数の増加とともに収束までの反復
回数も増加するため、問題が大規模化すると格子数の増加以上に計算時間が増加してしまう。一方、マ

ルチグリッド法は反復回数の格子数依存性が極めて小さいという特筆すべき特徴を有しており、格子数

が増加しても計算時間は格子数にほぼ比例して増加するに留まる。今回、AMGCG法を流体解析に適用
し、ICCG法をはるかに凌ぐ計算速度が得られることを確認した。 

 
２．AMGCG 法の CFD コードへの適用 

 今回用いた AMG 法はアグリゲートを用いるタイプで、アグリゲートのスムージングは行わず代わりに延長
補間において過修正を行っている 1)。各格子レベルの修正方程式は IC により緩和し、格子間のスィープは W
サイクルを用いた。これを CG 法の前処理に適用した AMGCG 法により SMAC 法の圧力補正式を解いた。例題は
60×60×60 格子で VOF 法により液柱崩壊を計算したものである。CG 法の反復回数は IC の 160 回前後に対し
AMG は 8 回から 9回に過ぎず、計算速度は平均 5.4 倍速い。SMAC 法全体でも 3.8 倍の高速化を達成している。 

図 1 AMGCG 法と ICCG 法による圧力補正式の反復回数と計算時間の比較（VOF 法による液柱崩壊解析） 

 

３．AMGCG 法の並列性能 

1PE あたり 100×100×100 格子を割り当てて

Poisson 方程式を AMGCG 法と ICCG 法で解き、並

列計算性能を比較した。AMG の緩和計算および

ICCG 法の前処理は局所 IC により並列化した。

またAMGの緩和計算にはVサイクルを適用した。

ICCG 法は格子数・PE 数の増加に伴い計算時間も

増加しているが、AMGCG 法は 8PE の場合でも反

復回数が 2回しか増加しておらず、計算時間も

1PE の約 35%増に収まっておりほぼスケーラブ

ルな性能を示している。 

  
 図 2 AMGCG 法と ICCG 法の並列性能の比較 

（数字は CG 法の反復回数） 
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４．並列 SMAC コードへの AMGCG 法の適用 

 領域分割法により並列化したSMACコードの圧力補正式にAMGCG法を適用し、角柱まわりの流れを計算した。

格子分割は 140×100×80 である。AMG の緩和計算に局所 IC を用いたため、領域の分割方法により AMGCG 法

の反復回数が変化しているが（図 3の左図）、全ケースとも 30 回未満である。並列効率は 2PE で 90%、4PE で

80%であるが、反復回数が増加していることを考慮すれば良好な結果だと考えられる。 

 
図 3 並列 SMAC法コードに AMGCG法を適用した場合の反復回数と並列性能 

 
５．結論 

 AMGCG 法を CFD に適用し次の結果を得た。 

・ SMAC 法の圧力補正式に AMGCG 法を適用し、ICCG 法を適用した場合に比べ行列計算で 5.4 倍、SMAC 法全体

で 3.8 倍の速度向上が得られた。 

・ AMGCG 法は格子数が増加しても反復回数がわずかしか増加しないので、大規模問題ほどその効果を発揮す

る。 

・ 領域分割法により並列化した SMAC コードに AMGCG 法を適用したところ、2PE で 1.8 倍、4PE で 3.2 倍の

速度向上が得られ、AMGCG 法が並列計算でも効果があることが確認できた。 

 今後はより実用的な問題への適用を通して AMG 法の効果を検討していく予定である。 

 

参考文献：1)K. Stuben：“A Review of Algebraic Multigrid”, GMD Report 69 (1999) 
 
                                                 
【質疑】 
・ 計算例は構造格子を対象としたものであるが、非構造格子で格子サイズの変化が大きい実用問題を対象

とした場合の収束性はどうか。 
（回答）一般にMG法はアスペクト比の大きな格子では収束性が劣化すると言われており、その対策として
アグリゲートの作成方法を工夫する必要がる。CFDでは境界近傍で薄い格子を使わざるを得ないので、アグ
リゲートを作成する際、境界の法線方向にのみ細格子をマージしていくといった方法が取られることが多い。

具体的にどの程度収束性が劣化するかはまだ把握しておらず今後検討していく予定である。 
 
・ 粗格子の係数行列を作成する際、絶対値の小さい成分は０にする等の処理を行っているか。 
（回答）減速ヤコビ法などでアグリゲートのスムージングを行う場合は、非ゼロ成分の数が多くなるので、

ご指摘のような処理が必要になってくる。今回はアグリゲートのスムージングは行っていないので、ご指摘

の処理は行っていない。 
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図 1. 高速計算技法のカテゴリと具体例 

部会企画セッション 計算科学技術部会「原子力シミュレーションにおける高速演算技術の動向」 
 

(3) 核設計業務における高速計算技法 
(4) Fast Computing Techniques in Neutronics Design Calculations 

原燃工  ○巽 雅洋 
                                                   Masahiro Tatsumi 
  

 設計コードは高速性・保守性の両方ともが必要であるため、従来の Fortran による記述に代り、C++等のオ

ブジェクト指向言語が注目されている。また、加速法等の数理的高速化手法と、並列化等の計算機科学的手

法を組み合わせることが一般的になりつつある。本稿ではその具体例として SCOPE2 をとりあげる。 

キーワード：核設計、加速法、並列計算、分散計算、クラスタ、グリッド、SCOPE2 

 

１．はじめに： 核設計業務における解析は、解析対象規模・目的・実施頻度の異なる複数の

ステージから構成されている。また、設計現場のニーズとして、サーベイ計算のようなある程

度の精度で大量ケース数の解析を行いたいという場合と、参照解のように 1回ないしは少数回
の解析を高精度に行いたい場合の二通りがある。特に後者に関しては、計算モデルの高度化に

伴い、計算時間が長くなる傾向にある。今後、いわゆる Best Estimate手法の採用に伴い、こ
の傾向に拍車がかかると予測される。従って、設計コードの持つべき特性として、信頼性と同

様に高速性も非常に重要な因子の一つとしてとらえるべきである。また、設計コードはその寿

命が長く、拡張性・保守性やコードの再利用性といったこれまで優先順位が低かった項目につ

いてもより考慮すべきであり、開発方法論自体にも着目することが必要である。そこで、 
２．高速計算の種類： 高速計算

のためのアプローチとしては、(1)

数理的手法、(2)計算機科学的手法

の二通りの方法が考えられる。前

者としては加速法や近似計算が、

また、後者としては分散・並列計

算、実装上の工夫がそれぞれ挙げ

られる。 

以下では、これらの核設計コード

における適用事例を示す。 

2.1 数理的手法：核設計分野では

様々な加速法が用いられているが、

収束半径を大幅に低減する効果が

あるものとして粗メッシュ再釣合

法(CMR)や粗メッシュ有限差分法

(CMFD)が挙げられる。しかし、両

手法はある条件下では収束半径が 1 を超えるという問題があった。近年、この問題を解決する一般化再釣り

合い法 (GCMR)1)が開発され注目されている。これは、CMR 法の拡張であり、同手法を採用する MOC コード等

に簡単に実装することができる。また、部分中性子流を未知数とするいわゆるレスポンス・マトリックス法

(RM)に基づく計算コードでは、すべての断面積を一定倍する CSA 法がコードの修正が不要で大きな加速性能

が期待できる手法として有益である。また、近似計算の例としては、衝突確率計算で用いられる exp 関数を

テーブル化する方法が挙げられる。これは、MOC など exp 関数の評価回数が膨大な場合に有効である。  

2.2 計算機科学的手法: 従来の核設計コードは Fortran で記述されるのが一般的であった。これには様々な

理由が考えられるが、今後は C++等のオブジェクト指向言語による記述も普及すると思われる。元来、Simula

から始まるオブジェクト指向の考え方は、シミュレーション・コードの記述に向いている。また、コンパイ

ラの最適化性能の向上やライブラリの拡充により、C++選択の魅力は増している。特に、表現テンプレート

(Expression Template)技術によるコンパイル時の大幅な最適化により、計算速度は Fortran77 で記述した場

合と遜色のないレベルになってきている。しかも、プログラムの記述性・可読性は格段に向上し、プログラ

ムライン数も Fortran で記述した場合の数分の 1以下にすることが可能である。 

開発方法論に関しても、「速さ」を目指す関数指向の「左脳型プログラミング」と Waterfall 型の旧来の開
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図 3.  PCクラスタ外観 
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図 2. SCOPE2の並列性能 

発形式から、「早さ」を目指すオブジェクト指向に基づく「右脳型プログラミング」とアジャイル開発による

新しい開発形式へのパラダイム転換が急務であると考える。ソフトウェア技術の発展は、ハードウェア技術

に比べて数倍遅いといわれており、ハードウェアの性能を活かすアプリケーションの開発が遅れているのが

現状である。また、原子力を代表とする「息の長いコード」を活用する分野では、改良・保守に必要となる

コストも無視できない。従って、「速さ」を追求することも重要だが、むしろ今後は「早さ」を追求すること

がより重要であると考える。 

余談だが、このアプローチが有効であるのは、単一プロセッサの計算機から、せいぜい 100 プロセッサ程

度までの小・中規模クラスタまでである。地球シミュレータのように、大規模環境かつマルチレベルでのベ

クトル化・並列化を意識しないとパフォーマンスを引き出すことが困難な場合、依然として Fortran が最良

の選択であると言える。従って、大規模環境では「速さ」と「早さ」を橋渡しするミドルウェアの開発、モ

ジュラー型の総合問題解決環境の開発が急務となっている。 

計算の実行方法に関しては、設計現場においても分散・並列計算の波が押し寄せている。手軽なものとし

ては、燃料設計や定数計算などのパラメータサーベイや複数ケースの計算における分散ジョブ投入が挙げら

れる。また、並列計算も一部の MC コードや MOC コードで実用化されている。炉心設計コードの並列化の例は

少ないが、モデルの詳細化が進むにつれて、並列計算の選択は必須となっていくと思われる。このような分

散・並列計算を積極的に活用するためには、現状では、計算環境の管理方法や並列プログラミングに関して

ある程度の知識が必要である。現状では、通信ライブラリ規格としては、安全解析における核熱カップリン

グ計算の場合には PVM を、非連成計算の場合には MPI が用いられることが多い。 

３．具体例： コード開発事例として、原燃工で開発した SCOPE2 コード 2)をとりあげて解説する。SCOPE2

は詳細モデルに基づく PWR 炉心計算コードであり、その膨大な計算

量のために設計段階から並列化を前提に設計した。設計はオブジェ

クト指向アプローチにより行い、従来に比べてより人間が理解しや

すい構造となっている。また、クラス間の依存度を出来るだけ少な

くし、特に開発初期においては個別部品を対象とした品質テスト

（Unit Test）を繰り返しながら実装をおこなった。これが奏功し

て、大規模なコードを短期間で完成することができた。また、設計

段階から計算効率については細心の注意を払い、検証を繰り返しな

がら実装した。具体的には(a)表現テンプレート技術(Blitz++ライ

ブラリの採用),(b)オブジェクト管理手法,(c)メッシュ分割方法と

領域分割アルゴリズム,(d)通信アルゴリズム,(e)リファクタリン

グが挙げられる。(a),(b)はキャッシュの有効利用、(c),(d)は並列

計算時の高効率に役立っている。また(e)は同じ機能を果たすプロ

グラム・コードが複数存在しないようにするために整理することで、

実装の効率化、ひいては信頼性の向上に役立つ。なお、メモリの連

続アクセスは単一ファイルによる高効率な並列 I/O の実現にも大きく係わっ

ている。 

 Pentium-4 3.0GHz を 24 台用いる場合、3 次元詳細メッシュ体系での燃焼

計算は、2時間程度で終了する。これは、従来法に比べると 1000 倍以上の計

算量を持つ計算であるが、計算時間の観点からも十分レベルであると言えよ

う。なお、並列化効率も、頻繁に通信を行っているにもかかわらず、94%と非

常に高くメッシュ分割方法と通信遅延低減への工夫が寄与している。 

 SCOPE2 の実行には、Linux ベースのクラスタを用いる。現在 70 台超の計算

ノードが常時稼働しており、SCOPE2 のみならず、ほぼ全ての設計計算コード

が本クラスタ上で実行されている。管理には Sun GridEngineTM を活用し、公

平で柔軟なジョブスケジューリングを実現している。原燃工では、数年前か

ら計算環境の増強とコストダウンの観点より、積極的に Linux ベースの PC ク

ラスタに移行してきた。計算ノードには障害が発生することを前提とし、フ

ァイルサーバや管理ノードでのバックアップや二重化等の対策を施したシス

テム構築と運用を行っている。 

４．結論： 設計手法の高度化に伴い、計算量が増加する傾向にある。設計

現場において計算時間は重要な一要因であるため、数理的手法や計算機科学

的手法の開発と適用が期待される。「速さ」と「早さ」の両方を考慮し、異分
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野間で情報交換を行うことが今後ますます重要になる。その観点からも、同部会への期待は大きく、果たす

べき役割は多いと言えよう。 

参考文献：1)日本原子力学会 2004 春の年会 O27,O28, 2)、同 2002 秋の大会 M17～M20 
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計算結果評価法研究専門委員会活動報告 

 
第 12回「計算結果評価法」研究専門委員会 

議事録 
 
日時：平成 16年 5月 25日（月）13:30～17:00 
場所：東工大 大岡山北１号館１階会議室 
出席者：二ノ方 壽（主査、東工大）、山口 彰（JNC）、
山野 直樹（東工大）、植木 絃太郎（ARTECH）、
津田 勝弘（原燃工）、羽田野 裕子（筑波大）、笠
原 文雄（ＪＮＥＳ）、越塚 誠一（東大）、植田 浩
義（原環機構）、池田 秀晃（TEPSYS）、片山 昇
（原情シ）、佐治 悦郎（TEPSYS）、内藤 俶孝（ナ
イス）、石塚 龍雄（ＣＲＣ） 
（順不同、敬称略） 
 
配布資料 
12-1 第１１回議事録（案） 
12-2 計算結果評価法研究専門委員会報告書の構成
「３章 精度評価法調査結果」で記載すべき事項 
報告書原稿の進捗（内藤委員） 
12-3 熱流動分野目次案 （山口委員） 
12-4 熱流動計算における精度検証 （田中委員） 
 
議事内容 
１．第１１回議事録案の検討をおこなった。 
２．内藤委員より資料１２－２をもとに委員会報告

書の構成に関する提案を行なった。さらに各分野か

らの報告書原稿の進捗状況の説明があった。 
３．山口委員より資料１２－３をもとに熱流動分野

における報告書の目次案の説明があった。 
４．田中委員欠席のため、田中委員から提出の資料

１２－４に関して内藤委員より熱流動計算における

精度検証の説明があった。 
５．今後のスケジュールは以下のように決まった。 
  ７月２２日（木） 第１３回専門委員会：報告

書の中間とりまとめ 
  ９月１０日（金） 第１４回専門委員会 
以上 
 
 
 

第 13回「計算結果評価法」研究専門委員会 
議事録 

 
日時：平成 16年 7月 23日（木）13:30～17:00 
場所：東工大 大岡山北１号館１階会議室 
出席者：二ノ方 壽（主査、東工大）、山口 彰（JNC）、
植木 絃太郎（ARTECH）、津田 勝弘（原燃工）、
羽田野 裕子（筑波大）、越塚 誠一（東大）、植田 浩
義（原環機構）、池田 秀晃（TEPSYS）、片山 昇
（原情シ）、堀田 亮年（TEPSYS）、綿田 雅之（関
電）、西村 元彦（川重）、清水 武司（東芝）、澤
田 隆（三菱重）、笠原 直人（ＪＮＣ）、内藤 俶
孝（ナイス）、石塚 龍雄（ＣＲＣ） 
（順不同、敬称略） 
 
配布資料 
13-1 第１２回議事録（案） 
13-2 計算結果評価法委員会報告書案（内藤委

員） 
1. はじめに           
4. 計算結果評価の一般的方法 

13-3 3.3 放射線遮蔽計算 （植木委員） 
13-4 3.4分野名：構造強度（笠原(直)委員） 
13-5 3.5伝熱流動解析 （山口委員） 

3.5.1 乱流解析 
自由液面流れ解析と混相流の詳細解析 
分野名：熱流動（単相） 
3.5.4数値流体解析結果の感度解析 

13-6 3.5.5 BWRにおける沸騰遷移事象に関する
数値的予測 （堀田委員） 

13-7 3.5.6 セパレータの２相流解析 （清水委
員） 

13-8 3.10 環境影響評価 （田中委員） 
13-9 3.7 原子炉動特性計算 （津田委員） 
13-10 3.9 放射性廃棄物処理・処分（植田委員） 
13-11 1. 炉心設計 （片山委員） 
13-12 1,.環境影響評価「大気拡散による汚染解析

の実例」 （波田野委員） 
 
議事内容 
１．第１２回議事録案の検討をおこなった。 
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２．内藤委員より資料１３－２をもとに報告書の「１

章はじめに」と「４章計算結果評価の一般的方法」

に関して記載内容案の説明があった。 
３．植木委員より資料１３－３をもとに放射線遮蔽

分野での報告書案の説明があった。 
４．笠原(直)委員より資料１３－４をもとに構造強
度分野での報告書案の説明があった。 
５． 山口委員より資料１３－５をもとに熱流

動分野での報告書案の説明があった。 
６． 堀田委員より資料１３－６をもとに熱流

動分野での報告書案の説明があった。 
７． 清水委員より資料１３－７をもとに熱流

動分野での報告書案の説明があった。 
８． 田中委員より資料１３－８をもとに環境

影響評価分野での報告書案の説明があった。 

９． 津田委員より資料１３－９をもとに原子

炉動特性分野での報告書案の説明があった。 
１０．植田委員より資料１３－１０をもとに放射性

廃棄物処理・処分分野での報告書案の説明があった。 
１１．片山委員より資料１３－１１をもとに炉心設

計分野での報告書案の説明があった。 
１２．波田野委員より資料１３－１２をもとに環境

影響評価分野での報告書案の説明があった。 
１３．その他 
次回委員会は 9月 10日（金）東工大で開催すること
とした。 
以上 
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日本原子力学会・熱流動部会主催、計算科学技術部会共催 

秋季セミナー「Dr フォーラム」実施報告 
 

上出 英樹（核燃料サイクル開発機構） 
 
 秋期セミナー「Dr フォーラム」は、学位取得後数年の方々を講師に迎え、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ことを

趣旨としている。これまで、北海道（洞爺湖温泉）、福島（J-Village）、静岡（富士、裾野研修センター）
３回を開催し好評を博してきた。昨年度から熱流動部会と計算科学技術部会の共催となり、今年も「2004
年秋の大会」(京都大学)の最終日（9/17）より１泊２日の日程で両部会の共催で開催することとなった。 
 京都らしい落ち着いた雰囲気をもつ真如堂の境内にある宿坊、真如山荘に、新進気鋭の講師 6名を含
め 28 名の参加者が集まり熱流動の枠を越えた熱い議論が展開された。京都大学から隣の吉田神社の丘
を越え歩いて 15 分ほど、当日は蒸し暑い日となり汗ばむ中で真如堂に到着、会場はエアコンでほどよ
く冷えた快適な雰囲気で 13:30 に開会した。会場は座布団に低い机と少々腰にきつい体勢となったが、
液晶プロジェクターとパソコンを持ち込み 28名がじっくり議論できるスペースとなった。 
 岡 芳明 計算科学技術部会長の挨拶に続き、６名の講師から以下の順に講演と質疑を合わせて 1 件
40分の発表が行われた。司会は前半を中村 秀夫氏（原研）、後半を賞雅 寛而教授（東京海洋大学）
に担当いただいた。 
 
・気液混相乱流場の直接数値シミュレーション 山本 義暢（名古屋大学） 
・沸騰水型原子炉内流路構造における効率向上に関する研究 秋葉 美幸（東芝） 
・原子炉熱流動解析における不確定性分析に関する研究 小倉 克規（原子力安全基盤機構） 
・高燃焼度燃料の熱流動設計評価における数値実験法の開発 三沢 丈治（日本原子力研究所） 
・炉心溶融事故時の狭隘流路内熱流動現象に関する研究 内堀 昭寛（サイクル機構） 
・Numerical Analyses of Solid Dynamics with Large Deformation by Particle Methods 宋 武燮（そ
んむそっぷ、東京大学） 
 
 途中コーヒーブレークを挟み、いずれも多くの質問やコメントが出され講師と会場が一体となって厳

しくも暖かい白熱の議論が展開された。DNSによる詳細解析から原子炉内機器や CDA時の炉内冷却に
関する実験研究、解析評価の不確定性分析、最後は人体モデルに至る粒子法の開発まで幅広くかつ切れ

のある内容に参加者各位の研究者魂に火をつける結果となったものと思われる。 
 最後に澤田 隆 熱流動部会長から閉会の言葉を頂いて 6:15 頃に Dr フォーラムを終了した。風呂に
入るなど一休みしたのち、7:00から恒例の懇親会となった。宿坊ということで精進料理かと思えば、京
都らしい華やかな料理にビール、焼酎、冷酒とつづく盛り上がりの中、各部屋にもどってさらに深夜ま

で議論は続いた。間近に迫った奈良 NUTHOS6 国際会議の準備を平行して行なう部屋もあるなど、一
瞬も無駄にしない忙しいメンバーの一面も見せていた。翌日（土）は晴天で元気に朝ご飯をいただいた

後、真如堂の三重塔をバックに記念撮影で参加者の笑顔を撮ることができた。 
 今回の秋季セミナーも昨年同様、盛況・好評のうちに終了することができ、あらためて原子力学会事

務局、 両部会関係者に深く御礼申し上げるとともに、ご講演いただいた講師各位のいっそうの活躍を
祈念いたします。来年は青森県八戸にて、やはり原子力学会秋の大会に合わせて開催する予定です。読

者の方々もぜひ参加いただき、熱い議論に加わっていだければ幸いです。 
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講演の様子（東芝 秋葉さん） 
 
 
 
 

 
 

会場から鋭く切り込む質問 
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懇親会のひとコマ 

 

 
真如堂の三重塔をバックに記念撮影 
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平成 16年度計算科学技術部会役員 

 
 
部会長  岡 芳明  東京大学大学院 
副部会長  二ノ方 壽 東京工業大学 
副部会長  内藤  正則 (財)原子力発電技術機構 
副部会長  功刀 資彰 京都大学大学院 

 
 
総務委員会 
委員長：二ノ方  壽 東京工業大学 

宮崎 則幸 九州大学大学院 
井上 直樹 日本原子力研究所 
笠原 文雄 原子力発電技術機構 
白川 典幸 東芝ソリューション 

 
 
経理委員会 
委員長：内藤 正則 (財)原子力発電技術機構 

片岡 勲  大阪大学大学院 
梅木 博之 原子力発電環境整備機構 

 
 
広報委員会 
委員長：功刀 資彰 京都大学大学院 

田中 伸厚  茨城大学 
佐治 悦郎 (株)テプコシステムズ 

北田 孝典 大阪大学大学院 
羽間 収  日本原子力研究所 

 
 
企画委員会 
委員長：高木敏行  東北大学 

横川 三津夫 産業技術総合研究所 
越塚 誠一 東京大学大学院 
吉村 忍  東京大学大学院 
湊 明彦 株式会社日立製作所 
巽 雅洋  原子燃料工業株式会社 
山田 進  日本原子力研究所 

 
 
出版・編集委員会 
委員長：山口 彰  核燃料サイクル開発機構 

蕪木 英雄 日本原子力研究所 
池田 秀晃 (株)テプコシステムズ 

 
表彰委員会 
委員長：岡 芳明  東京大学大学院 

二ノ方 壽 東京工業大学 
内藤 正則 (財)原子力発電技術機構 
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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日本原子力学会 計算科学技術部会 ニュースレター 第４号 

２００４年１２月 

 

編集・発行責任： 計算科学技術部会 出版・編集小委員会 
            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） 
池田 秀晃 
（テプコシステムズ、ikeda-hideaki@tepsys.co.jp） 

 
 
 
 
 
 
 
 ニュースレター第４号をお届けいたします。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。 
第 4号では企画小委員会の高木委員長（東北大学）に計算科学技術の夢と題して巻頭言をいただき

ました．無限の可能性を秘める計算科学技術，皆様が計算科学技術の夢を大いに語っていただき，本

部会の一層の発展を祈る次第です．特徴あるニュースレターとするため、各位のご協力、ご支援をお

願い申し上げます。 
平成 16年度より，計算科学技術部会賞にコンピュータグラフィックス（CG）賞が新設されました．

受賞作品は，部会ホームページやニュースレターの表紙を飾ることになります．皆様の自信作をどし

どしご応募ください． 
 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。ご意見等を当小委員会メンバーま

でお寄せください。  
                              （山口 彰） 

 
 

編 集 後 記 


