
 

 

計算科学技術部会 ニュースレター 第７号 

AESJ-CSED   NEWSLETTER (No. 07) 
July 2006 

 
 

 

ダイナミック SGS 乱流モデルによる旋回渦流れの渦構造の可視化 

乱流渦粘性係数の分布図

AESJ Computational Science & Engineering Division 日本原子力学会 計算科学技術部会 



日本原子力学会 計算科学技術部会 ニュースレター 第７号 

2006 年 7 月 

 

目次 

 

 

・巻頭言「計算科学技術部会長挨拶」 ··················································································· 1 
 財団法人原子力発電技術機構  内藤正則 
 
・2005 年度 計算科学技術部会表彰 受賞者決定 ······························································· 3 
 
・2006 年春の年会 計算科学技術部会総会議事録 ······························································· 4 
 
・秋季セミナー「Dr.フォーラム」参加者募集の案内································································ 6 
 九州大学 守田幸路 

 
・2006 年春の年会 計算科学技術部会 企画セッション  
 「原子力発電プラントの耐震・耐力予測に関する計算科学技術」 ·········································· 8 
 
・研究専門委員会活動報告 
 「原子力耐震計算科学」研究専門委員会 ··········································································· 10 
 
・H18 年度計算科学技術部会役員 ······················································································ 12 
 
・部会設立趣意書 ············································································································ 13 
 
・編集後記 ····················································································································· 14 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

表紙図提供： 茨城大学 田中信厚 
 
複雑体系問題にも対応が可能なダイナミックＳＧＳモデル（ＬＥＳ）による流体解析コードを開発し、

旋回渦流れに適用した。その結果より得られた乱流渦粘性係数の構造を可視化した。従来手法では解析

できなかった、旋回渦と下降流の影響により螺旋状にせん断の強い部分が観察された。
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計算科学技術部会長挨拶 

 

財団法人原子力発電技術機構 内藤 正則 
計算科学技術部会２００６年度部会長 

 
 

 この度、二ノ方壽前部会長の後を継いで計算科

学技術部会の第五代部会長に就任することにな

りました。当部会の大きな特徴は、所属部会員の

多くが、核、熱流動、材料、システム、あるいは

再処理や廃棄物関連等の分野で活躍されている

方々で、当部会を二番目、あるいは三番目の部会

として位置づけている会員が過半数を占めてい

るという点にあります。現に、歴代の部会長は私

自身も含めて他の部会の部会長を経験されてい

らっしゃいます。 
計算科学技術はすべての研究者・技術者に共通し

て必要とされる技術であることから、部会活動は、

上記に例示した各技術分野の境界を埋める、ある

いは各技術分野を横断するようなことが主体と

なると考えています。 
とこ ろで、皆 様は当部 会の英文 呼称が

CSED(Computational Science and Engineering 
Division）であることをご存知でしょうか。多分、

知っている方は少数派ではないかと思います。ま

してや、海外では我が CSED はほとんど認識され

ていないのが現状ではないでしょうか。米国原子

力学会(ANS)には、CSED と類似の部会として

MCD(Mathematics and Computation Division)
があり、部会員の数は ANS 会員の 9.3%、1,000

人を超えており、ここ数年間部会員数は増加傾向

を維持しています。米国が特殊な事情にあるとは

思えません。CSED の会員数が現在の 2 倍～3 倍

になっても何の不思議もありません。 
このような当部会の現状認識にたって、計算科

学技術の高度化、その活用範囲の拡大・技術の普

及に資する諸施策を実施し、部会の発展に貢献す

るとともに、諸施策の実施・部会活動の活性化の

結果として CSED の認知度を高めたいと強く思

っています。 
計算科学技術に対する考え方・部会の位置づけ

なとは、二ノ方前部会長の就任のご挨拶の中でも

述べられたとおりであり、私も同じ考えですので、

改めて述べるのは省略します。しかし、ここで強

調したいことは、実験と解析は車の両輪であり、

どちらか一方だけでは研究開発・技術開発のスピ

ード・質・実用性の追求ともに十分な成果にはな

らないということです。このような観点からも、

各学問分野・技術分野を計算科学技術という横糸

でつなぐという役割が期待されていると考えま

す。 
部会運営のキーワードは「継続と発展」です。

二ノ方前部会長は次の 3 点を強調されました。 
 

巻巻巻頭頭頭言言言 
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１．活性化 
２．開かれた CSED 
３．財政体質の強化 
 
基本的には、この路線を継続し発展させること

になりますが、その中で、重点課題と考えている

点を以下に示します。以下の諸施策は今年度中に

実現できないものも含まれますが、少なくとも実

現に向けての企画を具体化したいと考えていま

す。 
 
１．決定済み諸施策（昨年度に企画し、今年度実

現する施策）の円滑推進 

(1)CSED が企画し、会員の皆様のご協力を得て、

原子力学会誌(和文)４月号より「計算科学手法と

原子力分野における応用」と題して連載講座を掲

載しています。予定通り 10 回にわたる連載を進

めます。 
(2)秋の大会にあわせて熱流動部会に協力して Dr
フォーラムの実施を計画し準備を進めています。

6 名の Dr 取得者の講演を予定していますので、

皆様の参加を期待します。 
(3)海外機関との協力については、韓国原子力学会

(KNS)との協力により、熱流動部会と共同でサマ

ースクールを韓国で実施すべく準備を進めてい

ます。 
 
２．計算科学技術の普及 

(1)前記１(1)項に述べた連載講座の経験を反映し

て、CSED として講習会、セミナー等を企画立案、

さらにテキストや資料集のような図書類の発刊

を検討します。 
(2)CG コンテスト等のイベント開催を計画します。 
 
３．国内外の学会・部会及び関連機関との連携 

(1)日本原子力研究開発機構(JAEA)が計画してい

る CCSE(Center for Computational Science and 
E-systems)セミナー /ワークショップに対して

CSED も共催のような形で積極的に参加したい

と考えます。 
(2) す で に 予 定 さ れ て い る 国 際 会 議

SNA(Supercomputing in Nuclear 
Applications)2007 や APCOM(Asian-Pacific 
Congress on Computational Mechanics)などに

対しても CSED が積極的に参加できる方策を検

討し、共催のような形で具体化したいと考えてい

ます。 
 
４．ホームページ等の改定と充実 

(1)皆様、部会のホームページをご覧になっている

でしょうか？ ホームページをより魅力あるも

のとし、かつ部会員にとって有益な情報を提供す

る場となるよう改定・充実させたいと考えていま

す。 
(2)上記の一環として、関連する学会や会議等のス

ケジュールなどを含めた会員に有益な情報を定

期的に提供できるようにします。具体化の過程で、

場合によってはメールマガジン(ダイレクトメー

ル)の発行を計画します。 
 
５．原子力学会内部における「計算科学技術」の

位置づけ 

(1)原子力学会春の年会、秋の大会において特別セ

ッション、オーガナイズド・セッション等を継続

して開催し、学会内での CSED の位置づけを明確

にし、その存在価値を高めていきたいと考えます。 
 
今年度は、副部会長として功刀先生(京大)、高木

先生(東北大)、吉村先生(東大)が、他に青木先生(東
工大)、越塚先生(東大)が小委員会の委員長として

部会運営に携わることになりました。部会運営に

は皆様のご協力が必要不可欠です。皆様からの積

極的な提案、あるいはご批判をいただきたいと存

じます。 
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2005 年度計算科学技術部会表彰 受賞者決定 

 

 

 2005年度計算技術部会表彰について報告します。今年度より部会功労賞が新設されました。表彰小委員

会（二ノ方委員長）にて厳正な審査の結果、以下の通り受賞者決定となりました。 

 

部会功績賞 該当なし 

部会業績賞 該当なし 

 

      

部会CG賞   茨城大学 田中 伸厚         部会奨励賞 東京大学 劉  傑  

    

      

部会功労賞 原子力発電技術機構 白川 典幸     部会功労賞 日本原子力研究開発機構 羽間 収 
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2006 年春の年会 計算科学技術部会 

総会議事録 

 
１．日時：平成１８年３月２５日（土） １２：００～１３：００ 
２．場所：日本原子力研究開発機構 大洗研究開発センター 

（日本原子力学会２００６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．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．役員選出 
５．閉会挨拶 

 
４．説明および決定事項（敬称略、順不同） 

 
（４．０）開会 
青木総務小委員会委員長の司会により総会を開始した。 
 
（４．１）部会長の挨拶 
二ノ方部会長より開会の挨拶が行われた。 
 
（４．２）部会賞表彰 
二ノ方部会長から部会表彰の趣旨説明が行われた。今年度より部会功労賞が新設されたことが説明され

た。次に、それぞれの部会賞表彰が行われ、受賞者は以下の４名である。 
部会功績賞 なし 
部会業績賞 なし 
部会 CG 賞 田中 伸厚   茨城大学 
部会奨励賞 劉  傑    東京大学 
部会功労賞 白川 典幸   原子力発電技術機構 

羽間 収    日本原子力研究開発機構 
（４．３）規約の改正 
二ノ方部会長より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、改正点大要は以下

の通りである。 
 ・文言の修正 
  幹事（若干名）⇒ 小委員会委員長  と改める 
 ・学会制度と整合する名称へ修正 
  企画委員会 ⇒ 部会等運営委員会 と改める 
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（４．４）平成１７年度活動報告および平成１８年度活動方針 
・総務 
青木総務小委員会委員長より、平成１７年度活動報告および平成１８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の代理で青木総務小委員会委員長より、平成１７年度活動報告および平成１８

年度活動方針の説明があった。特に、原子力学会誌での連載記事掲載に力を入れていくことが確認され

た。また、日韓サマースクールの開催が決定されたことが報告された。 
 
・広報 
功刀広報小委員会委員長より、平成１７年度活動報告および平成１８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の代理で青木総務小委員会委員長より、平成１７年度活動報告および平

成１８年度活動方針の説明があった。 
 
・経理 
内藤経理小委員会委員長の代理で青木総務小委員会委員長より、平成１７年度決算および平成１８年度

予算の説明があった。部会予算が削減される方向にあり、会議費でこれを吸収することが報告された。

また、繰越金の有効活用案を募りたいとの説明があった。 
 
・表彰 
二ノ方表彰小委員会委員長より、平成１７年度活動報告および平成１８年度活動予定の説明があった。 
 
以上の各小委員会の活動方針が承認された。 
 
（４．５）役員の選出 
二ノ方部会長から平成１８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              内藤  正則    原子力発電技術機構 
副部会長             功刀 資彰   京都大学 
副部会長      高木 敏行   東北大学 
副部会長      吉村 忍    東京大学 

 
また、小委員会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が委員長に就く。

各小委員会の構成は委員長に委ねられる。 
 総務小委員会  吉村 忍   東京大学 
 企画小委員会  越塚 誠一  東京大学 
 広報小委員会  功刀 資彰  京都大学 
 出版・編集小委員会 高木 敏行  東北大学 
 経理小委員会  青木 尊之  東京工業大学 
 表彰小委員会      内藤 正則  原子力発電技術機構 
 
（４．６）閉会の挨拶 
二ノ方平成１７年度部会長と青木総務小委員会委員長から挨拶が行われ、閉会となった。 
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秋季セミナー「Dr.フォーラム」参加者募集のご案内 

 
九州大学 守田 幸路 

 

主催：日本原子力学会・熱流動部会 

共催：日本原子力学会・計算科学技術部会 

会期：平成 18 年 9月 29 日〜9月 30 日 

会場：北海道電力 北二条クラブ（札幌市中央区北２条西２１丁目） 

   （地下鉄東西線「西１８丁目」駅から徒歩約１０分） 

 

秋季セミナー「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あ

ります。これまで、北海道、福島、富士山を望む裾野、京都、八戸と好評を博して参りました。熱流動

部会は今年も「秋の大会」（北海道大学）にあわせ、計算科学技術部会と共に Dr.フォーラムを開催しま

す。新しいテーマに向かって研究準備をされている方、広い視野で研究展開を期されている指導者の方、

眼前の困難に立ち向かい飛躍を胸に秘めている方、ぜひ、Dr.フォーラムにご参加下さい。「秋の大会」

会場からのアクセスも便利な札幌市内の会場にて、６名の講師の方々が、知的興奮に満ちた研究成果を

もって待ち受けています。 

 

秋季セミナー「Dr.フォーラム」プログラム（予定、敬称略） 

9 月 29 日（金）学会最終日 

 15:00 会場集合 

 15:30 Dr.フォーラム：その１ 

・スーパー軽水炉の炉心・燃料設計 

  山路 哲史（日本原子力研究開発機構） 

・三次元 one-way 気泡追跡法に基づく鉛直管内未発達気液二相気泡・スラグ流予測に関する研究 

  玉井 秀定（日本原子力研究開発機構） 

・開空間における熱流体の３次元自然対流と拡がり及び溶融凝固連成挙動に関する研究 

  日高 政隆（日立製作所） 

・認知工学的手法に基づく航空システムの安全性向上に関する研究〜「現場の知恵」を生かした

Human-Machine Interface の設計・評価に向けて〜 

  狩川 大輔（東北大学） 

 19:00 懇親会 

 

9 月 30 日（土） 

 08:00 朝食 

 09:00 Dr.フォーラム：その２ 

・円柱状構造物の流れ方向流力振動 

  中村 晶（原子力安全システム研究所） 

・ナトリウムプールに侵入する溶融金属ジェットの変形・破砕挙動 

  西村 聡（電力中央研究所） 
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 11:00 解散 

 

参加費 一般：15,000 円、学生：9,000 円（宿泊費、懇親会費込み） 

    「Dr.フォーラム」当日、会場にてお支払い下さい。 

    （銀行振込が必要な場合は、申し込み時にご連絡下さい。） 

申込締切 ７月２６日（水） 但し、定員（30 名）になり次第、締切り 

（これ以降の申し込みは、会場での宿泊ができなくなる場合がございます。予めご了承下さ

い。） 

申込方法 E-mail でお申し込み下さい。 

     タイトル「Dr.フォーラム参加」として 

     氏名、所属、連絡先（住所、電話、Fax、E-mail）を明記の上 

     下記の担当（morita@nucl.kyushu-u.ac.jp）まで 

 

問合せ先（熱流動部会「Dr.フォーラム」担当） 

 九州大学大学院工学研究院 エネルギー量子工学部門 

  守田 幸路（もりた こうじ） 

 電話: 092-642-3788、E-mail: morita@nucl.kyushu-u.ac.jp  
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2006 年春の年会計算科学技術部会企画セッション 

「原子力発電プラントの耐震・耐力予測に関する計算科学技術」 
 
 
１．日時：平成１８年３月２５日（土） １３：００～１５：００ 
２．場所：日本原子力研究開発機構 大洗研究開発センター 

（日本原子力学会２００６年春の年会会場） 
３．出席者：（敬称略、順不同） 

・ 座長 
佐藤一雄（防災科研） 

・ 講演者 
長澤和幸（東京電力）、酒井新吉（CRC ソリューションズ）、吉村忍（東大）、 
中島憲宏（原子力機構）、熊澤峰夫（原子力機構） 

・ 参加者 
４２名 
 

４．全体報告 

 「原子力耐震計算科学」特別専門委員会は平成１６年度２月に発足し、現在まで活動を行ってきた。 

本特別専門委員会は、原子力エネルギーに対して従来にも増して安全・安心を求める声に応えるため

に、原子力発電設備の機能限界や保守運用管理の基準を確認する新しい技術開発手法を探求し、原子

力耐震計算科学研究に必要な高精度モデリングとシミュレーション技術の検討や原子力安全基準な

どの整備を目的とする活動を目指している。本セッションでは本特別専門委員会におけるこれまでの

調査活動、ならびに、研究開発テーマの提案に向けた活動について報告し、広範な分野にまたがる原

子力プラントの耐震性評価の課題について、構造解析、電力供給、設備製作、および、地球物理の視

点から問題提起し、課題解決のための方向性を示している。 

 

 

 

５．報告事項（敬称略） 

（１） 原子力発電設備の耐震評価と計算科学技術（長澤和幸） 
原子力発電所の耐震信頼性実証試験により、現行耐震設

計のバランスの取れた保守性が明らかにされ、現行設計

法の合理化よりもむしろ耐震裕度を高度化し、耐震安全

性を国民に提示する方が重要だと提言された。耐震裕度

を高度化するためには、試験では実現できない規模、現

象の計算科学的評価や振動試験と計算科学技術の融合が

必要であり、電力会社側から計算科学技術への期待が述

べられた。 
 
 

（２） 三次元耐震破壊シミュレーション（酒井新吉） 
計算科学技術の技術報告として下記の解析例が紹介され、

次世代震動破壊シミュレーションに向けて、地盤－基礎

－構造物の震動破壊シミュレータ構想が示された。 
① 兵庫県南部地震の強震動解析 
② 2003 年十勝沖地震解析 
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③ スロッシング解析（流体－構造連成解析） 
④ 上部構造の地震応答解析 
⑤ 実大 RC6 層骨組の地震応答解析 

 
（３） ADVENTURE システムによる原子力構造機器の丸ごと耐

震シミュレーション（吉村忍） 
材料強度のばらつきや荷重の見積もり誤差などの不確定因

子を考慮して設定される「安全率」を高度化するために、

ADVENTURE：ADVanced ENgineering analysis Tool for 
Ultra lage REal worldシステムを用いて原子力施設丸ごと

詳細解析を行うことが提言された。本提言により、低コス

トで高い安全性の提供が可能となる。検証解析例として、

内部構造物を考慮した ABWR(Advanced Boiling Water 
Reactor)容器の震動解析が紹介され、実物大シミュレーシ

ョンの必要性が示された。 
 
 
 

（４） 部品組立構造解析にもとづく原子力プラント耐震シミュレ

ーション（中島憲宏） 
原子力分野専用のグリッドコンピューティングシステム

AEGIS (Atomic Energy Grid Infrastructure System)構想

が紹介された。AEGIS 研究の一つとして、原子力発電設備

の部品に着目し、部品の分析(Analysis)と統合(Synthesis)
解析によって各部品に生じる相互作用を見出す部品組立構

造解析が提言された。検証解析例として、部品集積として

の原子力プラント全体の静的弾性解析が示された。 
 
 
 

（５） 3 地盤＋構造物の特性同定と精密能動監視（熊澤峰夫） 
精 密 制 御 定 常 信 号 シ ス テ ム ACROSS: Accurately 
Controlled, Routinely Operated, Signal System を用いた

地球内部のアクティブ・モニタリング構想が紹介された。

原子力発電施設全体の安全保障を確立するために、地球物

理学と計算科学の融合という視点から、目に見えない地下

で起こる地震に対して、実条件下・実物大の原子力発電施

設の全容解析（事前評価、地震予測を含む）構想が示され

た。 
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研究専門委員会活動報告 

「原子力耐震計算科学」研究専門委員会 

 
第 13 回「原子力耐震計算科学」特別専門委員会 

平成 17 年 12 月 13 日（火） 日本原子力研究開発機構（出席 16 名） 

議事 

（１） 「2004 年インド洋大津波における構造物の被害の概要」(筑波大学講師 庄司 学氏) 

 津波による臨海施設や原子力発電設備への影響に関する調査を目的に、筑波大学の庄司 学氏を招

いて講演を行った。内容は、2004 年のスマトラ島沖地震によるインド洋津波被害に関する緊急調査研究

のうち、スマトラ島スリランカを中心とした道路構造物（橋梁等）の被害事例に基づく津波破壊力の評

価に関するものであった。全 60 サンプルに基づく分析結果より、津波の浸水深さと構造物の被災度と

の関係、構造物の津波被害からの津波流速の逆同定、津波の浸水深さと津波流速の関係が示された。臨

海施設構造物の津波リスクマネジメントに関連し、津波荷重の設定や構造的対策についての情報を得る

ことができた。 

（２）その他 

 日本原子力学会 2006 年春の年会における計算科学技術部会総合講演・報告に関する企画提案書につ

いて検討した。また、H17 年度 JST「原子力システム研究開発事業」応募に対する審査委員のコメント

の報告がなされ、前回の反省を踏まえ内容を再度見直して平成 18 年度の公募研究応募に積極的に取り

組む方針を再確認した。 

 

 

第 14 回「原子力耐震計算科学」特別専門委員会 

平成 18 年 2 月 17 日（金） 日本原子力研究開発機構（出席 17 名） 

議事 

（１）「耐震設計の再考」（東京大学名誉教授 高梨晃一氏） 

計算科学技術をデザイン・バイ・アナリシスへ展開するための方向性を調査するために、東京大学名誉

教授の高梨晃一氏を招いて講演を行った。建築基準法の成り立ちから遍歴、現在の塑性設計法について

紹介が行われ、さらに、本来社会的に重要な構造物については弾性設計すべきであるとの見識が述べら

れた。塑性設計から弾性設計へ移行する場合の問題点を解決するためには制振装置の利用が有効である

ことが示され、制振装置を利用した新構造システムの紹介が行われた。講演終了後、原子力プラントに

おける耐震設計の方向性、および、計算科学技術との接点について議論が行われた。 

（２）その他 

本委員会の活動の一環として、科学技術振興機構（JST）原子力システム研究開発事業へ応募すること

を提案し、内容について検討を行った。大規模地震を想定した原子力プラントの耐力シミュレータを提

案するにあたり、耐力の定義、ターゲットとする次世代炉、事象等について活発な議論が行われた。 

 

 

第 15 回「原子力耐震計算科学」特別専門委員会 

平成 18 年 5 月 15 日（月） 日本原子力研究開発機構システム計算科学センター（出席 23 名） 

議事 

（１）「最新の地球科学情報を総合した地震動予測」（（独）産業技術総合研究所活断層研究センター 吉

見雅行氏） 

地震動予測に関する最新の知見を得るために、産業技術総合研究所の吉見雅行氏を招いて講演を行った。
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震源断層付近の地形・地下構造などの地質学的知見、同一地域での過去の地震の特徴、震源過程の一般

的性質等の地球物理学的知見を取り入れることで、震源モデルの妥当性を担保する技術が紹介された。

具体的事例として、大阪湾周辺域を対象に将来の南海地震・東南海地震の長周期地震動予測として、震

源域から対象サイトまでの地下構造の設定および妥当性の確認、震源モデルの作成方法および地震動の

予測結果が示された。講演後、原子力施設の立地地域における地下構造、および、耐震指針等における

入力地震動の扱いの現状について議論した。 

（２）その他 

本年 3月に開催された日本原子力学会 2006 年春の年会における計算科学技術部会総合講演・報告にお

いて、委員 4名を含む計 5名が講演を行い、本委員会のこれまで約 2年間の活動ならびに将来展望につ

いて活動報告を行った。また、本委員会の活動の一環として、科学技術振興機構（JST）戦略的創造研

究推進事業 CREST へ応募した。（研究課題名「原子力発電プラントの耐力予測シミュレーション」とし

て 5月 10 日に提出。7月 4日にヒアリング審査。） 
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平成 18 年度計算科学技術部会役員 

 
 
 部会長 内藤 正則 原子力発電技術機構 
 副部会長 功刀 資彰 京都大学 
 副部会長 高木 敏行 東北大学 
 副部会長 吉村 忍 東京大学 

 
 
総務小委員会 

委員長： 吉村 忍 東京大学 
 中島 憲宏  日本原子力研究開発機構 
  松原 仁 日本原子力研究開発機構 
 
 
経理小委員会 

委員長： 青木 尊之 東京工業大学 
 高瀬 和之 日本原子力研究開発機構 
 
 
 
 
広報小委員会 

委員長： 功刀 資彰 京都大学大学院 
 田中 伸厚 茨城大学 
 北田 孝典 大阪大学 
 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 
 田中 信厚  茨城大学 
   永吉 拓至 日立製作所 
    高田 孝  大阪大学 
 
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 名古屋大学大学院工学研究科 
 笠原 直人 日本原子力研究開発機構 
 町田 昌彦 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： 内藤 正則 原子力発電技術機構 
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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７号 

２００６年７月 

 

編集・発行責任： 計算科学技術部会 出版・編集小委員会 
高木 敏行    
（東北大学流体科学研究所、takagi@ifs.tohoku.ac.jp） 
山本 義暢  
（名古屋大学大学院工学研究科、y-yamamoto@nucl.nagoya-u.ac.jp） 
笠原 直人 
（日本原子力研究開発機構、kasahara.naoto@jaea.go.jp） 
町田 昌彦 
（日本原子力研究開発機構、machida.masahiko@jaea.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 7 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。 
第 7 号の巻頭言では内藤新部会長（財団法人原子力発電技術機構）より、今年度の部会方針を詳細

にご紹介いただきましたので、本方針のもと部会の発展に向けて、委員各位のご協力、ご支援をお願

い申し上げます。 
本部会ではその性格上サイバーコミュニケーションに長けた方が多いかと存じますので、フェース

トゥフェースのコミュニケーションも促進できますよう、部会表彰受賞等でご活躍の皆様を中心に写

真を掲載させていただきました。 
尚、出版・編集小委員会は今年度から高木委員長（東北大学流体科学研究所）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。  
                             （笠原 直人） 

 
 

編 集 後 記 
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