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革新的水冷却炉には稠密炉心の採用が検討されている。図は 37 本稠密燃料集合体内の気泡流と

液膜流の挙動を予測した結果である。気泡流に関しては、微細な気泡は下流へと移行しながら合

体を繰り返し、次第に成長する。合体によって気液界面が大きく変形し、それに伴って 1mm 程度

の狭隘な流路内に複雑な速度場が形成される。一方、液膜流に関しては、燃料棒表面は薄い液膜

で覆われ、その外側をチムニー状に蒸気が流れる二相流構造が見られる。 

－日本原子力研究所 高瀬 和之 記－
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計算科学技術部会長あいさつ 

 

東京工業大学 二ノ方 壽 
計算科学技術部会２００５年度部会長 

 
 部会発足後 4 年目に入ったこの４月から、岡部会長のあとを引き継ぐこと
になりました。この 3 年間は、その岡先生をはじめ、矢川先生、竹田先生ら
歴代部会長の強力な部会運営イニシアチブに引きずられてきたのが実情です。

今年は、いよいよ年貢の納め時で、部会長としての責任をどう全うするかが

問われる年となりました。大変な役割を引き受けたものと思いつつ、気を引

き締めて何とか、部会の発展に貢献していきたいと考えております。 

まずは私個人の話で恐縮ですが、30 年近く主に熱流動解析や高速炉安全性
解析の分野に従事してきました。何時も心に期待していましたことは、工学

設計や安全性評価を行う際、いずれの日にか数値計算結果が実験による測定値に置き換わることができ

る時代が来ることです。そのために何をなすべきか、その時々の計算機の性能によってできることに制

約があり、考えるべきことは時代を追うごとに変化してきました。その間 CFD（Computational Fluid 
Dynamics）もポピュラーになり、誰でもが使えるようになりました。それはそれで歓迎すべきことで
す。しかし計算結果が何を意味しているか議論したり、原方程式や解くべき離散化方程式が実際の自然

現象を記述する上で十分正しいかどうか確認する必要があります。迂闊に“ポピュラーな CFD”によ
る計算結果を鵜呑みにするわけにもいかないのも実情です。こうした意味で、計算科学技術の普及のみ

でなく、正しい使い方を広めていくことが私たちの役目だと思っています。 

20年ほど前、ある学術誌に掲載した論文の序論に、本解析手法は実験を代替する云々の趣旨のことを
書いたら、案の定、査読者から何を血迷っているのだ、といったようなコメントをもらったことがあり

ます。しかし、そのようなコメントは今や時代錯誤なのかもしれません。なぜなら、わが国の地球シミ

ュレーターをはじめ、その性能を凌駕する米国の超ハイエンドコンピューターの登場で、我々人類が手

中に収めつつある計算能力、計算資源は莫大なものがあり、これまでに不可能であったことが可能とな

る時代になってきたからです。もっとも、まだまだ計算資源・能力への要求はとどまるところを知りま

せんが。 

計算科学技術部会（略称 CSED: Computational Science and Engineering Division）は、このよう
な時代にマッチした部会です。実際には構造・材料、核、伝熱流動、再処理、廃棄物の処理･処分、環

境、システムなどを扱う様々な分野の方々が集まり、計算科学技術に特化させた寄合所帯を作って出発

しました。したがいまして、当部会への参加者の多くは、それぞれ本来の部会に属してご活躍されてい

ると考えられ、一部の方々は二重活動を強いられている、という見方もできます。勿論、このような各

部会の出先としての CSEDの存在価値を否定するものではありません。むしろ、余分な時間をあまり費

巻巻巻頭頭頭言言言 
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やすことなく、異なる視点の活動を行う舞台として、CSEDを捉えています。その結果として、新しい
価値の創造につながることになれば、素晴らしいことではないでしょうか。ここでは、様々なバックグ

ラウンドを持った専門家の方々が計算科学技術を中心として新たな価値を見出す機会を、CSEDが多く
提供することに大きな意義があることを申し上げたい次第です。 

CSEDは、各学問分野の境界領域を埋めたり、クロスオーバー的な活動の主体となります。しかも計
算科学技術というのは、科学技術の世界で確固たる地位を確立した方法論であります。この方法論は全

ての科学者・技術者が共有するものです。この意味で、本部会が原子力計算科学技術の最先端部分を担

当し、その活動成果を逐次、他の部会や学会内外、しいて言えば社会へフィードバックする大きな役割

があります。例えば、これまで CSEDで実施してきた大規模シミュレーション研究調査会などでは、超
大型計算や数値解析技術、計算機そのもののハードウェアに特化した CSED独自の活動があり、これら
の活動を広く他の部会にも広めていくことが求められているわけです。このような活動を通じ、CSED
が各部会間の横断的な活動を促進し、しいては学会全体でのプロフェッショナリズムの浸透に大きく貢

献できればこれ以上の喜びはありません。こうしたことを含め、今年度の努力目標として掲げるべきは、

部会の中で現在進行形のものも含めて、とりあえず以下のようになるかと思います。 

１． 活性化 
 若手研究者、女性研究者への呼びかけ 
 現在実施中の拠点委員制度の充実と部会員の増強 
 研究専門委員会の新規立ち上げ。他の部会との共同企画の増加 
 年会・秋の大会における企画セッション、総合講演などの企画 
 表彰制度の拡充、周知徹底と応募への積極的な勧誘 

２． 開かれた CSED  
 ホームページの充実 
 情報発信、交流基地化 
 ANS、KNS、ASME、JSME、IAHRなどの関連部門または部会との連携 

３． 財政体質の強化 
 テキストの販売、国際会議、講演会、他の開催による利益追求型への転換（程度の差もあ

りますが） 

と、ここまで書いて、昨年度の岡部会長の年頭の挨拶に述べられたのと大差ないことに気がつきました。

結局は、前部会長の敷いた路線をまじめに踏襲していくことが大事だということでしょう。また、部会

活動は若手、女性の参加がキーです。そのために、セミナー、ワークショップの企画、学会レベルの夏

の学校への積極的な協力（熱流動部会、発電部会と合同）、ドクターフォーラムの実施（熱流動部会と

合同）、表彰制度の活用など、積極的に実施しなければなりません。しかし何よりも、いろんなアイデ

アを皆様からいただいて、それらを実現し、CSEDをよりよく、より活発にしていくということが大事
だ、と思っています。積極的な提案をお待ちしております。どうか、よろしくお願いします。 

  
（平成 17年 5月 25日記） 
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２００４年度計算科学技術部会表彰 受賞者決定 

 
２００４年度計算科学技術部会表彰について報告します。今回よりコンピュータグラフィック賞（CG

賞）が新設されましたが、表彰委員会（岡委員長）にて厳正な審査の結果、以下の通りに受賞者決定と

なりました。 
 

部会功績賞 該当無し 

部会業績賞 該当無し 

部会ＣＧ賞 日本原子力研究所 高瀬 和之、同 吉田 啓之、(株)大和システム 

エンジニア 小瀬 裕男 

部会奨励賞 該当無し 
 
今年度は CG賞のみとなりましたが、２００５年春の年会計算科学技術部会総会にて表彰式が開催さ
れ、岡部会長より表彰ならびに記念盾が授与されました。なお、CG 受賞作品は本ニュースレターの表
紙に紹介されています。 
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２００５年春の年会 

計算科学技術部会総会議事録 

 
１．日時：平成１7年３月 29日（火） １２：００～１３：００ 
２．場所：東海大学湘南キャンパス（日本原子力学会２００5年春の年会会場） 
３．議事次第 

(1)部会長挨拶 
(2)部会賞表彰 
(3)部会総会 
①規約の改正について 
②役員選出 
③活動報告と活動方針 

（ア）総務 
（イ）企画 
（ウ）広報 
（エ）出版・編集 
（オ）表彰 
（カ）経理 

④その他 
(4)閉会挨拶 

 
４．議事概要（敬称略） 
 
（４．０）開会 
笠原総務小委員会委員の司会により総会を開始した。 

 
（４．１）部会長の挨拶 
岡部会長より開会の挨拶が行われた。 

 
（４．２）部会賞表彰 
岡部会長から部会表彰の選考結果の報告と表彰が行われた。受賞者は以下のとおり。 

部会功績賞 該当無し 
部会業績賞 該当無し 
部会ＣＧ賞 日本原子力研究所 高瀬 和之、同 吉田 啓之、(株)大和システム 

エンジニア 小瀬 裕男 
部会奨励賞 該当無し 

 
（４．３）規約の改正について 
 岡部会長から、部会規約の改正について提案があり、原案通り決定された。 
 なお、改正点は、大要以下のとおりである。 
○部会長等の任期を「１年間(再任を妨げない。)」と明確に定めること 
 ○学会の制度に規約を整合させること 
    §部会費⇒部会配付金 
    §学会誌⇒学会論文誌 
 
 
（４．４）役員の選出 
岡部会長から平成１7年度の部会長、副部会長が以下の通り推薦され、承認された。 
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 
副部会長 高木 敏行   東北大学 
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また、以下の小委員会の構成および役員が次の通り提案され、承認された。なお、表彰小委員会は部
会長および副部会長で構成されている。 
 
総務 
委員長：青木 尊之 東京工業大学 

宮崎 則幸 京都大学大学院 
井上 直樹 日本原子力研究所 
笠原 文雄 原子力安全基盤機構 
高瀬 和之 日本原子力研究所 

 
経理 
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 
中原 克彦 (株)東芝 

 
企画 
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 
委員長：山口 彰  核燃料サイクル開発機構 

池田 秀晃 (株)テプコシステムズ 
笠原 直人   核燃料サイクル開発機構 
町田 昌彦 日本原子力研究所 

 
表彰 
委員長：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 
高木 敏行   東北大学 

 
 
（４．５）活動報告及び活動方針 
・総務 
二ノ方総務小委員会委員長より、平成１６年度の活動報告及び平成１７年度活動方針の説明があっ
た。 
 
・企画 
高木企画小委員会委員長より、平成１６年度活動報告及び平成１７年度活動方針の説明があった。
特にドクター・フォーラムについて、詳細な説明と積極的参加の呼びかけがなされた。 
 
・広報 
功刀広報小委員会委員長より、平成１６年度活動報告及び平成１７年度活動方針の説明があった。 
 
・出版・編集 
山口出版・編集小委員会委員長より、平成１６年度活動報告及び平成１７年度活動方針の説明があ
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った。 
 
・表彰 
 岡表彰小委員会小委員長より、平成１６年度活動報告及び平成１７年度活動方針の説明があった。 
また、表彰規程の改正(平成１６年１０月改正及び平成１７年４月改正)について報告があり、承認さ

れた。 
 
・経理 
内藤経理小委員会委員長より、平成１６年度決算および平成１７年度予算の説明があった。 

 
以上の各小委員会の活動方針が承認された。 

 
（４．６）その他 
二ノ方副部会長より、原子力学会編集委員会から来ている日韓サマースクールの提案と当部会とし

ての対処方針(案)の説明があった。 
 
（４．６）閉会の挨拶 
岡部会長から挨拶が行われ、閉会となった。 

以 上
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２００５年春の年会・計算科学技術部会企画セッション 

「地球シミュレータを用いた大規模原子力シミュレーション」 

 
 日本原子力学会・春の年会（平成 17年 3月 29～31日、東海大学湘南校舎）にて、計算科学技
術部会総合講演セッションとして「地球シミュレータを用いた大規模原子力シミュレーション」

が開催されました。 
地球シミュレータ（http://www.es.jamstec.go.jp）は、JAERI（日本原子力研究所）、NASDA
（宇宙開発事業団 （現「宇宙航空研究開発機構」）、JAMSTEC（海洋科学技術センター（現「海
洋研究開発機構」）の 3つの法人により国家プロジェクトとして開発された先端計算機環境であり、
JAMSTECに設置されています。同機は、640台の計算ノード（PN: Processor Node）を、640×640
の単段クロスバネットワークで結合させた分散メモリ型並列計算機となります。 各 PNは、ピー
ク性能 8Gflopsのベクトル型計算プロセッサ（AP: Arithmetic Processor）8台が主記憶装置 16GB
を共有する共有メモリ型並列計算機となり、 全体では AP が 5120 台でピーク性能は 40Tflops、
主記憶容量は 10TBにも達する大規模なものです。 
 平成 15年度より「原子力関係の大規模シミュレーション研究」として、9つの具体的な研究テ
ーマが選出され、これまでにも類を見ない大規模な計算機環境を用いた原子力研究が推進されて

います。「地球シミュレータを用いた大規模原子力シミュレーション」セッションは、同アクティ

ビティの一部ではありますが、その現況とこれまでの成果について報告するものです。 
 



 8

 
 (1)大規模シミュレーション研究専門委員会の活動概要 

Large-Scale Simulations in Nuclear Engineering Using the Earth Simulator 
- Activities of Research Committee on Large-Scale Numerical Simulation 

 
○ 奥田洋司 1)、井上直樹 2) 
Hiroshi OKUDA, Naoki INOUE 
1)東京大学  2)日本原子力研究所 

 
2002 年 10 月に大規模シミュレーション研究専門委員会が設置され、これまで地球シミュレータを利用した
原子力分野における大規模シミュレーションに関する情報交換が行われてきた。ここでは、本専門委員会の
これまでの活動紹介とともに、地球シミュレータを利用した一連の研究概況を紹介する。いくつかの研究テ
ーマについては、続く講演で詳細を報告する。 
キーワード： 計算科学、大規模シミュレーション、地球シミュレータ 
 
１． 大規模シミュレーション研究専門委員会 
 本委員会では、2003 年度に原子力分野における大規模シミュレーションのニーズや技術動向に関する情報
交換、ならびに、最大の計算資源である地球シミュレータの有効な活用方法について議論を重ね、そして、
原子力分野の大規模シミュレーションのテーマを抽出して 2004 年度の地球シミュレータ利用プロジェクト
として 9 件のテーマを申請し採択された[1]。2004 年度、委員会で引き続きこれらテーマの進捗状況と成果
を評価し[2]、2005 年度もテーマ構成を多少修正しつつ、地球シミュレータ利用研究が進められた。 
 
２． 原子力分野における地球シミュレータ共同研究プロジェクト 
以下に現在進められている研究プロジェクトの一覧を示す。2004 年度の成果報告は[3]も参照されたい。 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
参考文献 [1]日本原子力学会,（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」, 2003 年秋の大会予稿集, 第Ⅲ分冊, 総 p.25-, 2003. [2] Annual Report of the Earth 
Simulation Center, April 2002-March 2003.[3] 地 球 シ ミ ュ レ ー タ セ ン タ ー WEB サ イ ト
http://www.es.jamstec.go.jp/ 
謝辞 上記研究の遂行にあたり、地球シミュレータセンターならびに(独)海洋研究開発機構の多大な支援を
得ている。ここに記して謝意を表する。 
 

稠密格子燃料集合体サブチャネル内冷却材直接乱流シ
ミュレーション

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

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
シミュレーション技術に関する研究

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

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

水銀ターゲットにおける液体水銀の圧力波伝播と容器壁
の変形挙動と気泡成長の相互作用のシミュレーション

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

溶液の第一原理分子動力学シミュレーション

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

プロジェクト名

東京工業大学ニノ方 寿⑨

原研高崎研究所宮下 敦巳⑧

東京大学奥田 洋司⑦

原研CCSE蕪木 英雄⑥

原研CCSE町田 昌彦⑤

原研CCSE荒川 忠一④

京都大学岸本 泰明③

原研東海研究所平田 勝②

原研東海研究所高瀬 和之①

所属責任者

稠密格子燃料集合体サブチャネル内冷却材直接乱流シ
ミュレーション

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

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
シミュレーション技術に関する研究

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

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

水銀ターゲットにおける液体水銀の圧力波伝播と容器壁
の変形挙動と気泡成長の相互作用のシミュレーション

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

溶液の第一原理分子動力学シミュレーション

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

プロジェクト名

東京工業大学ニノ方 寿⑨

原研高崎研究所宮下 敦巳⑧

東京大学奥田 洋司⑦

原研CCSE蕪木 英雄⑥

原研CCSE町田 昌彦⑤

原研CCSE荒川 忠一④

京都大学岸本 泰明③

原研東海研究所平田 勝②

原研東海研究所高瀬 和之①

所属責任者
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(2)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技術に関する研究 

Large-Scale Simulation of Groundwater Flow and Radioactive Nuclide Transportation 
 

○ 奥田洋司 1)、辻本恵一 2)、大橋東洋 2)、上田真三 2) 、Joonhong Ahn 3) 、青山裕司 4) 
Hiroshi OKUDA, Keiichi TSUJIMOTO, Touyou OHASHI, Shinzo UETA, Joonhong Ahn, Yuji AOYAMA 
1)東京大学  2)三菱マテリアル  3)カリフォルニア大学バークレー校  4)クインテッサジャパン 

 
地層処分シミュレーションの基盤技術として必要な、放射性核種移行と地下水挙動に関する計算コードを開
発し、地球シミュレータ上での最適化、100 万年以上の長期間について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。 
 
キーワード： 地下水挙動、放射性核種輸送、マルチコンパートメントモデル、並列 FEM、地球シミュレー
タ 
 
３． はじめに 
原子力発電における使用済燃料の再処理によって生じる高レベル放射性廃棄物に関して、それを地層処分
する際の安全性評価のためのシミュレーションに関連する基礎的研究が必要とされている。本研究は、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ことを目的としている。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当該目的のため
に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。 
 
４． マルチコンパートメントモデルに基づく放射性核種輸送計算 
本マルチコンパートメントモデルに基く放射性核種輸送計算コード「Virtual Repository」は、マルチコ
ンパートメントモデルをドメインとしたフレーム構造により、ガラス固化体、バッファ、NF 岩、FF の計算
モデルを統合した放射性核種の輸送計算コードであり、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。現時点では 1000 体構成の処分場モデルの解析が可能となり、であり、解析結果を図１に
示す。さらに、100 体構成の処分場モデルの不確実性解析も可能となっている。 
 

５． 並列有限要素法による地下水流れと放射性 
  核種の移流拡散解析 
地球シミュレータ上での高性能な並列計算が 
実証されている並列有限要素法プラットフォ 
ーム「GeoFEM」上に開発された、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 
する有限要素法コード「GeoFEM-GW」が地球シ 
ミュレータ上にて最適化された。また、物性 
値の確率論的ばらつきの取り扱いおよびその 
解への影響評価についても評価を行う。 
 

６． まとめ 
今後、地球シミュレータにおいて実機レベル 
の４万体の廃棄体を扱うほか、上記両モデル 
のカップリング解析を予定している。地層処 
分シミュレーションは今後もモデリングの改 
良が見込まれるが、本研究を通じてそれらの 
ハイエンドコンピューティング基盤を構築す 
ることができる。 

 
謝辞 本研究の遂行にあたり、地球シミュレータプロジェクトならびに経済産業省平成 16 年度革新的実用原
子力技術開発補助金事業の支援を得ている。ここに記して謝意を表する。 
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(3)大規模シミュレーションによる燃料集合体内 

複雑二相流挙動予測に関する研究 

Study on Numerical Predictions of Complicated Two-Phase Flow Dynamics  
in Fuel Bundles by Large-Scale Simulations 

 
 ○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二

相流挙動を解明するとともに、従来手法と組み合わせた新しい炉心熱設計手法の確立を目指す。 

キーワード： 大規模シミュレーション、複雑二相流現象、計算科学、熱設計手法、地球シミュレータ 
 
１.はじめに 本研究の目的は、大規模シミュレーションによる新しい炉心熱設計手法を開発することであ

る。軽水炉の炉心熱設計には従来からサブチャンネル解析コードが用いられているが、実験結果に基づく構

成式を必要とするため、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、原子炉内で起こる

複雑な二相熱流動現象を直接的に解く計算科学的手法と従来手法を組み合わせることによって、実規模試験

を必要としないシミュレーションを主体とした新しい炉心熱設計手法を確立する。 

２.研究項目と成果の現状 本研究は原研、

京都大、東京理科大のグループで行っており、

原研は燃料集合体内で起こる沸騰遷移、乱流

混合、スペーサ効果等の現象が統合された複

雑伝熱流動場における二相流解析(2)、京都大

は沸騰流、自由表面流等に関する解析、東京

理科大は冷却材に及ぼす壁乱流効果等に関

する解析をそれぞれ主目的としている。最終

的に各グループで得られた成果を炉心熱設

計手法の確立に集約させる。主な研究項目(3)

は、燃料集合体内の流動遷移挙動、スペーサ

による乱流混合、狭隘流路の沸騰遷移に関す

る制御パラメータ等である。 
本報では、原研が開発を進めている革新的

水冷却炉の稠密燃料集合体を例として行っ

た検証解析の結果を示す。稠密燃料集合体に

は直径約 13mm の燃料棒が 1mm 程度の燃料棒

間ギャップで三角格子状に配置される。図 1

は稠密燃料チャンネルを簡略模擬した矩形

流路体系で実施した水-蒸気系気泡流の解析

結果である。微細な気泡は下流へと移行しな

がら合体し、次第に大きくなる。気泡の合体

により気液界面が大きく変形し、それに伴っ

て気泡周囲に複雑な速度分布が形成される。図 2 は 37 本稠密

燃料集合体系で予測したスペーサ周辺の水と蒸気の分布であ

る。燃料棒表面は液膜で覆われ、その外側を線状に蒸気が流

れる二相流の構造が見られる。スペーサ後流で局所的に蒸気

が薄くなっている不連続な領域が見られるが、これはスペーサ後流に発生する乱れによる影響である。 

３.まとめ 地球シミュレータを利用した大規模シミュレーションによる計算科学的手法と従来手法を組み

合わせることによって、シミュレーションを主体とした炉心熱設計手法開発に関する見通しを高くした。 

参考文献：(1) 大久保 ,  他 ,  JAERI-Research  2001-021  (2001) ,  (2) 吉田, 他, 日本原子力学会誌, Vo.3, No.3, 
(2004) pp.233-241, (3) 高瀬, 他, 日本原子力学会 2003 春の年会, J61 (2003). 
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図１ 気泡流解析結果 

図２ 予測したスペーサ周囲の水－蒸気分布 

液膜 
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(4)地球シミュレータプロジェクト「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」の成果 

Numerical Studies for Novel Superconducting properties and Neutron Detector  
Applications by Superconductor Nano-fabrication Techniques 

 
日本原子力研究所 ○町田昌彦（Masahiko Machida）, 山田進(Susumu Yamada), 叶野琢磨(Takuma Kano),  

電気通信大学 今村俊幸(Toshiyuki Imamura),  
東北大 小山富男(Tomio Koyama), 

 大阪府立大学 加藤勝(Masaru Kato)、石田武和(Takekazu Ishida) 
 

 原子力分野における地球シミュレータプロジェクトの一課題「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」の１６年度の成果について報告する。
特に、達成度が高いと判断した中性子検出デバイスシミュレーションとナノスケール超伝導発現機構のシミ
ュレーション結果について報告する。 
キーワード：地球シミュレータ、中性子検出、超伝導ダイナミクス、ナノスケール超伝導発現機構 
 
１．プロジェクトの概要 
 
最近発達してきた超伝導ナノファブリケーションのテクニックにより全く新しいタイプの超伝導デバイス
開発の可能性が開けてきた。これを受けて本プロジェクトでは、以下の 3 つの新しい超伝導デバイス開発に
関連したシミュレーション研究を行う。１）中性子飛来の時系列を検出する超伝導デバイス開発のための研
究。 ２）１）のテーマを基礎からサポートし、かつ新しい超伝導物理現象を探索するための研究。主に熱
と超伝導ダイナミクスの相関をシミュレーションする一方、ナノスケール超伝導体の微視的状態も研究対象
とする。 ３）高温超伝導体と従来型金属超伝導体とをモザイク状に配置することで得られる量子ドットデバ
イスのシミュレーション。テーマ１）では、コンソーシアムの複数の実験グループと協力し、高精度中性子
検出デバイスを提案するための試行シミュレーションを実施し、テーマ２）では、ナノ超伝導体の基底状態
の探索を行う。 テーマ３）では、量子コンピュータ・キュビットモデルとして有力視されている異なる超伝
導体界面に現れる縮退半磁束のダイナミクスを大規模シミュレーションする。  
 
２．平成１６年度の主要な成果 
 
今年度最も大きな成果が得られたテーマは２）である。一般に酸化物高温超伝導体に代表されるような電
子相関の極めて強い系の代表的理論モデルとしてハバードモデルがあるが、当プロジェクトではこのモデル
を有限に閉じ込めるために調和振動子型のポテンシャルを付加し、ポテンシャルが超伝導にどのような寄与
を及ぼすかを超大規模行列（最大で千数百億次元に達する）の対角化を行うことで調べることとした。その
結果、閉じ込めポテンシャルが有効に働き、ポテンシャル中心にモットコアと呼ぶ、1 格子当たり１フェル
ミ粒子の状態を介して互いに隔たった周辺部で遠隔的ペアリング相関が発達するという全く新しいタイプの
超伝導を発見することに成功した。この超伝導は、固体で実現することは現状では簡単ではないが、トラッ
プされたフェルミ原子ガス系（原子物理の最前線の話題である）においては近い将来実現可能である。この
ような結果から当プロジェクトでは、フェルミ原子ガスの分野に論文を提出しアクセプトされている
（Machida et al., Phys.Rev.Lett. 93, 200402（2004)）。今年度、テーマ２）のためのコード開発及びチュ
ーニングは当初の予定通り進み、達成度は 100％であり、シミュレーション結果についても、当初の予想を
超え、超伝導だけでなくフェルミ原子ガス系にも影響を与える新奇超流動発現機構を発見したことは極めて
満足できる結果であると考えている。また、テーマ１）及び３）についても当初予定は十分達成されたこと
を記す。テーマ１）については、昨年度は、中性子検出のための空間分解の最小幅を見積もることができた
一方、今年度は、中性子がボロンと核反応を起こし、α粒子を放出し、その運動エネルギーが熱エネルギー
に変換される様子をモデル化し、時間分解能を見積った。その結果、ナノ sec のオーダで高速に応答可能で
あることが分かった。講演では、テーマ１）とテーマ２）についてその結果を述べその意義を議論したい。
また、全てのテーマについて、将来の発展（特に１７年度）についても言及したい。 
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(5)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 

Research on structure formation of plasmas dominated by hierarchical dynamics 
 

○ 岸本泰明 2)1)、     井戸村泰宏 2)、     坂上仁志 3)、     正木知宏 4)2) 
Yasuaki KISHIMOTO, Yasuhiro IDOMURA, Hitoshi SAKAGAMI, Tomohiro MASAKI 
1) 京都大学 ２）日本原子力研究所 ３）兵庫県立大学  ４）MATEC(株) 

 
磁場方式やレーザー方式による核融合プラズマや自然・産業プラズマにおいて、 時間・空間スケールの異な
る幅広い階層間の相互作用によって作り出される様々な構造形成現象を大規模シミュレーションにより再現
し、これによりプラズマが本質的役割を果たす「多階層・複合系」概念に基づくプラズマ理論の構築と応用
研究を展開する。 
キーワード： 多階層・複合系現象、磁場核融合、レーザー核融合、乱流輸送、レーザープラズマ相互作用 
 
７． はじめに 
高性能の核融合プラズマ実現においては、磁場方式では極めて高いベータ値とその定常維持が、レーザ

ー方式では効率的な高密度爆縮や高速点火概念の実現が要求される。これらは限られた空間に高い圧力の
プラズマを安定に保持する必要があり、そのためにはプラズマが内在的に持つ構造形成過程を積極的の活
用する必要がある。本研究は、高性能の核融合プラズマや自然プラズマで形成される様々な乱流現象、さ
らには放電・雷現象に代表される原子過程や緩和過程が関与した複雑なプラズマのダイナミックスとそれ
に伴う構造形成の背後にある物理過程を明らかにし、これにより新しいプラズマ閉じ込め概念の創出や爆
縮・点火概念の創生、また新たな燃焼プラズマの制御手法を見出すことを目的とする。 
 

８． 研究活動と成果 
本年度は、① 磁場方式であるトカマクプラズマ中で発生する乱流輸送の GT3D によるグローバルなジャ
イロ粒子シミュレーション、②レーザー核融合プラズマの爆縮過程の安定性を左右するレーリーテーラ 不
安定性の IMPAC-3DE による非線形３次元流体シミュレーション、また、③ 複雑な原子過程やプラズマ粒
子間の衝突緩和過程が本質的な役割を果たす放電・雷過程の EPIC3D による粒子シミュレーションを地球シ
ミュレータ上で実施し、様々の新しい知見を得ることに成功した。 
 

 
                         
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Fig.1（研究課題①）は、トカマクの電子系の輸送を支配する電子温度勾配（ETG）モードによる乱流シ
ミュレーション結果を示している。トカマク中で発生する最もミクロなスケールの揺らぎを、トーラス形
状したグローバルな形状効果を保ちつつ、高い精度で再現することに成功した(a)。通常の磁場構造(b)で
は径方向に長い相関長の乱流によって大きな輸送が引き起こされるが、反転した磁気シアを持つ磁場構造
では揺らぎの相関長が短くなり、輸送が低減することが見出された。Fig.2（研究課題③）は、圧縮された
ネオンガスに外部から電界を印加したときの放電過程の結果を示し、初期に発生したストリーマ構造が数
ピコ秒の短時間の間に多彩な分岐構造のスプライト構造に発展する様子を示している。放電・雷発生の突
発的な挙動が明らかになった。 

 
３．まとめ： 地球シミュレータによる大規模シミュレーションにより構造形成の物理の解明が進展しつつ
ある。 

Fig.1 (a) Global Linear structure of ETG mode in 
poloidal cross section and nonlinear turbulent structure 
in (b) normal and (c) reversed magnetic shear 
configuration by GT3D simulation. (IAEA Energy 
C f  ’2004) 

Fig2. Discharge/lightning process of 
compressed neon gas at 44.3 psec (a) and 
45.3psec by EPIC3D simulation. (Annual 
Rep. of Earth Simulator report, 2003) 

(a) (b) 

(c) 

(a) 

(b) 
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研究専門委員会活動報告 

 
第１４回「計算結果評価法」研究専門委員会 
 
日時：平成 1６年９月１０日（木） 

１３：３０～１６：３０ 
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）、久保 和造（関電、
綿田委員代理）、清水 武司（東芝）、 
内藤 俶孝（ナイス）、石塚 龍雄（ＣＲＣ）
（順不同、敬称略） 

配布資料 
１４－１  第１３回議事録（案） 
１４－２  計算結果評価法委員会報告書案（１
３回会合用資料） （内藤委員） 
１４－３  第１３回計算結果評価法専門委員
会配布資料に対するコメント （内藤委員） 
１４－４  計算結果評価法研究専門委員会（安
全評価分野における精度検証） 
                             
（綿田委員代理 久保氏） 
１４－５  3.3.2 ディスクリートオーディネー
ト法による計算結果の評価法 （石塚委員） 
１４－６  伝熱流動解析の前文についてのコ
メント （山口委員） 
 
議事内容 
１．第１３回議事録案の検討をおこなった。 
２．内藤委員より資料１４－３をもとに各分野の
委員より提出・説明のあった資料に対するコ
メントが説明された。同じく内藤委員より資
料１４－２をもとに委員会報告書の１章の
案が提示された。また、内藤委員より例えば
核データ分野の報告書内での位置をどこに
するか等、報告書全体のバランスを検討して
はとのコメントがあった。 

  また、本検討の中で山口委員より資料１４－
６をもとに熱流動解析における説明がなさ
れた。 

３．関電久保氏より資料１４－４、安全評価分野
における精度検証に関する報告書の目次案
をもとに記述概要の説明がなされた。 

４．石塚委員より資料１４－５の説明があった。
これは第１０回に提出された資料に対する
コメントを反映したものである。資料の中で
引用されているデータに関する公開、非公開
に関する記述内容を修正することとなった。 

５． その他 
１） 次回委員会は 11月 5日（金）東工大で

開催することとした。 
以 上 

 
 

第１５回「計算結果評価法」研究専門委員会 
 
日時：平成 1６年１１月４日（木） 

１３：３０～１６：３０ 
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）、澤田 隆（三
菱重）、池田 秀晃（TEPSYS）、 

津田 勝弘（原燃工）、坂場（三菱重）、
片山 昇（原情シ）、 
内藤 俶孝（ナイス）、石塚 龍雄（ＣＲＣ）
（順不同、敬称略） 

配布資料 
１５－１  第１４回議事録（案） 
１５－２  評価法報告書核臨界 （内藤委員） 
１５－３  計算結果評価の一般的方法 （内藤
委員） 
１５－４  3.3 放射線遮蔽計算 （植木委員 
代読石塚委員） 
１５－５  計算結果評価法研究専門委員会（安
全評価分野における精度評価検証） 
      （綿田委員 代読久保氏） 
１５－６  「計算結果評価法」研究専門委員会
報告書 反応度投入事象（池田委員） 
１５－７  3.10.1環境影響評価の手法 （波田
野委員 郵送） 
 
議事内容 
１．第１４回議事録案の検討をおこなった。 
２．内藤委員より資料１５－２を用いて核臨界分
野での報告書の説明があった。精度検証では
国際ベンチマークデータ ICSBEP DATAを
利用した精度検証の説明があった。 

３．内藤委員より資料１５－３を用いて報告書の
計算結果評価の一般的方法に関して説明が
あった。計算シミュレーションに至るまでの
定式化、計算機プログラミング化およびそれ
ぞれの段階での妥当性、誤差等に関する考え
方が示された。 

４．植木委員より提出された資料１５－４を用い
て遮へい分野での報告書の説明があった。以
前報告された資料にベンチマーク実験、今後
の課題が追記されたが、その説明があった。 

５．綿田委員より提出された資料１５－５を用い
て安全評価分野における最確評価コードに
関する報告書の説明があった。 

６．池田委員より資料１５－６を用いて原子炉安
全解析分野における反応度投入事象に関す
る報告書の説明があった。 

７．報告書の作成要領に関して討論があり後日、
幹事よりその要領を連絡することとした。 

以 上 
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第１６回「計算結果評価法」研究専門委員会 
 
日時：平成 1６年２月２２日（木） 

１３：３０～１６：３０ 
場所：東工大 大岡山「８０周年記念館」会議室 
出席者：二ノ方 壽（主査、東工大）、澤田 隆（三
菱重）、堀田 亮年（TEPSYS）、 

津田 勝弘（原燃工）、坂場（三菱重）、
片山 昇（原情シ）、笠原 文雄（JNES）、 
笠原 直人（JNC）、綿田 雅之（関電）、

植田 浩義（NUMO）、波多野 裕子（筑波大）、  
植木絃太郎（ARTECH）、内藤 俶孝（ナ

イス）、石塚 龍雄（ＣＲＣ） 
                             
（順不同、敬称略） 

配布資料 
１６－１  第１５回議事録（案） 
１６－２  報告書目次 （内藤委員） 
１６－３  3.5.1熱流動計算 （山口委員） 
１６－４  3.8.3 統計的安全解析手法 （綿田

委員） 
１６－５  3.9 放射性廃棄物処理・処分 （植
田委員） 
１６－６  ４章一般的方法 （内藤委員） 
１６－７  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） 
 
議事内容 
１．第１５回議事録案の検討をおこなった。 
２．資料１６－２より資料１６－７および会議開
催日以前に各委員より提出された資料をも
とに「計算結果評価法」研究専門委員会の報
告書案の検討を行なった。 

３．幹事委員にて報告書案を検討し、必要に応じ
て担当委員に加筆訂正を依頼し最終報告書
に仕上げることとなった。 

４．本専門委員会は本会をもって満期終了となっ
た。 

以 上 
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平成１７年度計算科学技術部会役員 

 
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 
副部会長 高木 敏行  東北大学 
 

 
総務委員会 

委員長：青木 尊之  東京工業大学 
宮崎 則幸  京都大学大学院 
井上 直樹  日本原子力研究所 
笠原 文雄  原子力安全基盤機構 
高瀬 和之  日本原子力研究所 

 
 
 
 
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 
中原 克彦  (株)東芝 

 
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   大阪大学大学院 
池田 秀晃  (株)テプコシステムズ 
笠原 直人  核燃料サイクル開発機構 
町田 昌彦  日本原子力研究所 

 
 
表彰委員会 

委員長：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 
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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 ニュースレター第５号をお届けいたします。例年より１ヶ月遅れの発刊となりましたが、部会

員各位の原稿執筆、素材提供などで多大なるご協力を頂いたおかげで、何とかニュースレターも

３年目のスタートを切ることができました。 
第５号の表紙を飾るのは、平成 16年度より新設されました計算科学技術部会賞・コンピュータ
グラフィックス（CG）受賞作品です。稠密格子バンドル内の複雑な２相流れがダイナミックにシ
ミュレーションされているのが分かります。受賞作を寄稿して頂いた日本原子力研究所の高瀬様

らグループの研究成果が春の年会・部会企画セッションで報告されていましたが、表紙のような

素晴しい CG に最先端の画像処理技術を合わさり、シミュレーションによる気泡挙動がまるで実
物の写真・映像のように美しいものに仕上がっていました。機会があれば、シミュレーションの

みならず画像化の最先端技術についても紹介できればと考えています。 
 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。ご意見等を当小委員会

メンバーまでお寄せください。  
（池田 秀晃） 

 

 
日本原子力学会 計算科学技術部会 ニュースレター 第５号 

２００５年６月 
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池田 秀晃 （㈱テプコシステムズ、ikeda-hideaki@tepsys.co.jp） 
笠原 直人 （核燃料サイクル開発機構、kasahara@oec.jnc.go.jp） 
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