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表紙図提供： 日本原子力研究開発機構 伊藤 啓 
 
高速炉上部プレナムにおけるガス巻き込み現象の評価を目的として、基礎実験体系を対象とした数値解

析を行った。高精度 VOF 法を用いた解析を実施した結果、構造物後流に形成される渦流れと吸込みに

よる渦の発達、発達した渦によって誘起されるガス巻き込み現象の発生を捕えることができた。
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○○○ by Analysis:計算科学技術の役割と今後の期待 

 

大阪大学 山口 彰 
 

計算科学技術部会の設立趣旨に、“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”と述べてあ

ります。実験ではなく、解析によって設計をすることが“Design by Analysis”の目標です。設計とは、

特定の目的を達成するためにものを創り上げることですが、製品が当初の目的通りに機能すること、不

具合がない（であろう）ことを保証することが必要です。それは、模型を作って実験をすれば確かめら

れますが、計算科学技術によれば一層効率的にかつ合理的に行うことができる、場合によってはもっと

的確な判断が可能である、と期待されます。計算科学技術は、ものづくりにおける予測と意思決定に不

可欠なツールになると考えられます。 
 私は、環境・エネルギー工学専攻に所属しています。同専攻には、環境工学を学び、経済発展よりも

人に優しい街づくりを優先するという考え方の学生と、原子力工学を修めて科学技術の進展によるエネ

ルギーの確保と福祉の向上を是とする学生がいます。両者は異質な価値観をもち相容れないように感じ

るかも知れませんが、持続可能な社会を実現するためには環境保全と経済発展が必要であり、経済発展

の基盤はエネルギーであるとの前提に立てば、将来の未知のシナリオの分析・予測により意思決定をす

ることが不可欠であるという、方法論に関する共通点があると思います。 
環境とエネルギー問題における将来予測と意思決定は、設計やものづくりにおけるそれよりもはるか

に困難であると考えられます。多くの不確実な要素が含まれますし、簡単に模型をつくって確かめるこ

とができないため、何に基づけば合理的な判断ができるのか分からないからです。そこで、シミュレー

ションにより将来予測と意思決定がなされ、その方法論を支える技術は計算科学になるでしょう。例え

ば、地球温暖化の予測と対策の実施、最大規模地震の推定と耐震設計や防災対策、原子炉の安全評価と

安全規制、確率論的安全評価とその活用などは、いずれも不確実で意思決定が正しいのか否かを実験で

確かめることができません。限定されたデータを眺めつつシナリオを予測して意思決定を行わざるを得

ません。このような問題こそ、シミュレーションによって判断の確度を上げることが大切で、計算科学

技術が大いに活用される場面であると思います。“Design by Analysis”や“R&D by Analysis”だけで

なく、“Scenario Simulation by Analysis”や“Decision Making by Analysis”が将来の計算科学技術

の役割であり、期待されるところであると思います。 
計算科学技術部会が発足してから 4年間が経過し、この間、原子力研究を構成する主要な各分野の方々

が部会の運営に携わっていらっしゃいます。分野横断的な活動が定着し、2007 年春の年会からは分類

項目に計算科学技術が加えられ、計算科学技術のセッションが運営されることになりました。これら部

会活動の発展は、ひとえに関係各位のご尽力の賜物であります。私自身は、部会発足当時に役員の末席
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に加えていただきましたが、これといった貢献もできず、ここに巻頭言を書くなど恐れ多いことと思い

つつも、雑感を述べさせていただきました。計算科学技術部会のますますの発展と活動の活性化を願う

次第です。 
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計算材料科学研究のルーツ 

 
日本原子力研究開発機構 

システム計算科学センター 
蕪木 英雄 

 
計算材料科学研究のルーツは原子力研究に深く関わっていると言って良い。第 2 次世界大戦後、米国

で計算機が一般研究用に開放された国立研究所では、現在の計算科学研究のお手本となる基本的研究が

次々と行われた。ロスアラモス国立研究所(LANL)では、フォンノイマン、ウラム、メトロポリス(von 
Neuman, Ulam, Metropolis)により中性子の拡散を計算するためモンテカルロ法 (Monte Carlo 
method)が開発された。この方法では、計算に乱数を多用することから、1947 年にメトロポリスにより

「モンテカルロ」と名付けられ、1949 年にメトロポリスとウラムの論文名[1]となっている。また、1950
以降、物理学者のフェルミ(Fermi)は熱平衡状態への緩和過程に対する彼の理論的な仮説を検証するた

めに、後に FPU(Fermi-Pasta-Ulam)問題と言われる有名な数値実験を行った。彼らは 1 次元非線形格

子に対して一番低い基準振動（モード）にエネルギーを与え、それらが高いモードへと移動し、エネル

ギー等分配が成立する熱平衡状態への緩和を観察しようとした。数値実験の結果、エネルギーは低次の

モードにしか移らず、ある時間経つと大部分のエネルギーは最初のモードに戻る再帰現象が観測された

[2]。この結果は、非線形系の複雑さとともに、現象の発見に導かれる数値実験の効用を知らしめたと言

える。一方、ローレンスリバモア国立研究所 (LLNL)では、アルダーやウエインライト (Alder, 
Wainwright)ら[3]が 1950 年代の終わりから 1960 年代、1970 年代にかけて、剛体球による分子動力学

法を用いて、可逆なニュートンの運動方程式からボルツマン方程式や熱力学第二法則による不可逆的現

象の導出を試みた。この系では、少ない回数の衝突により熱平衡状態が得られることが明らかになった。

また、この剛体球の分子動力学法を液体状態へ適用し、速度の自己相関関数が指数関数的ではなく、「ロ

ングタイムテイル(long-time tail)」と呼ばれる代数的に減少する現象を発見し、液体の拡散係数に非常

に大きな影響を及ぼすことを示した。一方、アルゴンヌ国立研究所(ANL)では、直接運動方程式を解い

て粒子を動かす分子動力学法を実際の物質に適用する研究が、ラーマン(Rahman)により開始された。

彼は原子間の相互作用を記述するのに初めて解析的な式で表わされるポテンシャルを使った分子動力

学法を、液体アルゴン系へ適用し、実験と比較出来る液体構造についての特性を導出した。1964 年に

出版されたフィジカルレビュー誌の論文では、アルゴン液体の計算に現在ではおなじみのレナード・ジ

ョーンズポテンシャルが用いられ、粒子数 864 個が使用された。これは当時としては、超大規模の数値

シミュレーションであったと思われる。現在でも、レナード・ジョーンズポテンシャルで 864 個の周期

的境界条件の系は物性値を評価するのに十分有用である。また、この革新的な分子動力学法の計算を報

告した論文は、現在でも分子動力学法の基本的な論文として参考になる[4]。同じように分子動力学法を

用いて現実の系を数値シミュレーションする試みとして、ブルックヘブン国立研究所(BNL)でヴィニヤ

ード(Vineyard)らにより放射線による金属損傷の原子ダイナミックスが計算された。1960 年に出版され

たフィジカルレビュー誌では、銅を対象にしてボルン-マイヤーの指数関数型ポテンシャルを使い、原子

数は 500 から 1000 個程度の固体で、放射線による原子のはじき出し過程のダイナミックスが詳細に数

値シミュレーションされた[5]。これは当時、照射欠陥の原子炉材料に与える影響がクローズアップされ

ており、それに対して放射線による固体原子のはじき出し過程の基本的な特性を理解することが求めら

一一一話話話一一一言言言
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れていた。藤田[6]によると当時日本でもモンテカルロ法により固体原子中の放射線による衝突過程の計

算が行われていた。 
以上コンピュータシミュレーションの萌芽期においてどの様な研究が行われたかを紹介したが、これ

らの研究に共通して言えるのは、実験とか理論的方法ではとらえられない現象に着目し、数値的な手法

によりいままで思いも及ばなかった新しい現象の発見をもたらしている事である。これらの研究は、新

たな領域を開くとともに、その後の計算科学による研究のスタイルを決めた仕事と言って良い。 
 1970 年代から 1980 年代にかけて、工学分野における流体、構造計算の分野では計算機の発達と歩調

を合わせて数値シミュレーションにおいても着実な進展があったが、物理や材料科学の分野ではむしろ

計算科学研究に関する理論が整備された時期であるといえる。1990 年代に入り米国における HPC 
(High Performance Computing)、続いて 1995 年より ASC (Advanced Simulation and Computing)
プログラムの開始も刺激となり、研究の分野でも理論、実験ではなく第三の手法としての計算科学を意

識した取り組みが行われた。日本においても、ベクトル型計算機が頂点に達し、並列型計算機へと計算

環境が劇的に変化した時代でもあった。HPC プログラムでは数値シミュレーションとしては計算物理

が先行していたが、ASC プログラムでは、実験ベース(test-based)からシミュレーションベース

(simulation-based)での現象の理解をテーマに掲げた取り組みがなされた。特に材料計算科学の分野に

おいては、計算機の発展も受けて、1990 年代の後半からマルチスケールモデリングのコンセプトが形

成され、現在に至るまで発展を続けている。従来、材料の研究分野においては、電子、原子のレベルか

ら物性を研究する計算物理の世界と連続体の手法を主に用いる計算材料工学の世界には分かちがたい

壁があったのは事実である。これは、オングストローム[Å(=10-10m)]オーダの電子、原子の世界とメー

トル[m]オーダの実際の構造物との間に 1010ものスケール比があるため、当然と言えば当然である。マ

ルチスケールの考え方は、計算物理の世界と計算材料工学の世界を接続しようとする試みである。マク

ロスケールにおける現象を精確に予測するためには、そのメカニズムの原因となるミクロのスケールか

ら中間スケールを如何に接続していくかにかかっている。この様なマルチスケールモデリングの考え方

が出てきたのは当然計算機の発達が背景にあることは確かである。接続の方法としては、よりミクロの

モデルを用いて近接のスケールの間を大規模数値シミュレーションでつないでいくか、よりミクロなス

ケールのモデルによる結果の平均化操作により、近接の上位スケールへ情報を受け渡す等の方法がある。

場合によっては、ある中間のスケールでフェーズフィールド法やセルラオートマトン法の様なメソスコ

ピック特有のモデリングを行い、それより上位のスケールを数値シミュレーションする等の方法がある。

一方、例えば電子レベルの第一原理計算、原子レベルの分子動力学法、及びマクロレベルの連続体の手

法等の異なるスケールの手法を空間的に直接接続することも試みられているが、空間だけではなく時間

スケールの接続、接続境界における欠陥や弾性波等の通過等解決すべき問題は多い。いずれにせよ、現

在のスーパーコンピュータでもミクロ-マクロ間の大きなスケール比を電子、原子のモデルから接続する

のは当面不可能である。そのため実験結果をモデリングの構築や検証に利用することが行われている。

これは、数値シミュレーション結果がやっとリアルな状態の一端を再現出来るレベルに来ているという

ことを意味している。今後、実験と数値シミュレーションの協調はマルチスケールモデリングの重要な

要素となるであろう。 
 現在のスーパーコンピュータ環境では、冒頭に述べた様な萌芽期の数値シミュレーションとは比較に

ならない程の資源を我々は手にしている。例えば電子レベルから原子間相互作用を計算する第一原理計

算では、100 個を超える金属原子から構成される体系の全体エネルギーを精確に計算出来るようになり、

材料の脆化や点欠陥、転位の挙動について、実験への示唆が可能な状況になっている。また、ラーマン

によるレナード・ジョーンズ系の分子動力学シミュレーションでは、864 個の粒子の運動を追いかけて

いたが、現在では 108から 109個もの粒子を動かせる様になっている。単純に比較すると 105倍の計算

環境である。この様な環境で、見えるものの範囲は確実に拡大しており、40-50 年前とは比較にならな

い程リアルに原子、分子の挙動を見ることが可能になっている。しかし、単に原子数を増やしても、ミ

クロとマクロの間にある 1010ものスケール比を埋めることは出来そうにない。限られた計算環境の中で、

物質挙動の本質を見抜く洞察力(insight)に基づき数値実験を考案する能力が問われている。現在開発さ

れているより高速で大規模なスーパーコンピュータに対して真に重要な数値実験を考える場合に、冒頭

で述べたシミュレーションの天才達の仕事を振り返ってみるのも必要なことと思う。 
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平成 18 年日本原子力学会計算科学技術部会賞 

 受賞者の選考 

募集期限 平成 18 年 12 月 21 日（木）  

贈呈（予定日） 平成 19 年 3 月春の大会期間中           *募集は終了しました 

 
「日本原子力学会計算科学技術部会賞」第 4 回受賞候補者の推薦、部会賞・受賞者の選考が終了し、3
月春の大会期間中に贈呈予定です。受賞者の選考結果については次号に掲載予定ですが、以下に部会賞

の募集要綱を紹介します。 
 

募 集 要 綱 

 

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。毎年２名以内もしくは1グループ以内とする。 

(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１９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。毎年３名以内とする。 

(5) 部会功労賞 計算科学技術部会の発展に顕著な功労のあった個人を対象とし、毎年２名以内とする。 

(6) 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)を添付して部会長へ送付して下さい。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18年12月21日（木）必着〔下記「応募先」の項参照〕 

８．選考結果の通知 選考結果は，平成19年2月中旬に通知する。 

９．贈呈(予定) 平成19年3月 日本原子力学会2007年春の年会 計算科学技術部会総会時 

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。 
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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。 

応募先   日本原子力学会計算科学技術部会部会長 内藤正則 

        〒105-0001 東京都港区虎ノ門 4-1-8 

        虎ノ門４丁目ＭＴビル６Ｆ 

        (財)原子力発電技術機構安全解析部 

      TEL.:  03-4512-2551 FAX:  03-4512-2600 

      ms-naito@nupec.or.jp 
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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」報告 

 
企画委員（Dr.フォーラム担当） 永吉 拓至 

 

計算科学技術部会共催の熱流動部会主催 秋季セミナー「Dr.フォーラム」が今年も開催されました。

「Dr.フォーラム」は、ここ数年内に学位を取得された方々を講師に迎えて学位論文の内容を講演いた

だき、講師の方々への今後の研究・開発への激励とするとともに次代を担う研究者を会員各位に紹介す

ることを趣旨とし、好評のうちに６回目を迎えました。 

本年度のセミナーには講師 6名を含む 27 名の参加をいただき、「2006 年秋の大会」（北海道大学）の最

終日（9/29）より 1泊 2日の日程で北二条クラブ（札幌市）にての開催となりました。内藤 正則計算

科学技術部会長（NUPEC）からのご挨拶でセミナーを開会し、座長を田中 伸厚助教授（茨城大）、上出 

英樹氏（原子力機構）、山口 彰教授（大阪大）に担当いただきました。講師（所属）及び講演テーマ

は次の通りです。 

 

（１）山路 哲史氏（原子力機構） 

  「スーパー軽水炉の炉心・燃料設計」 

（２）玉井 秀定氏（原子力機構） 

  「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」 

（３）日高 正隆氏（日立製作所） 

  「開空間における熱流体の３次元自然対流と広がり及び溶融凝固練成挙動に関する研究」 

（４）狩川 大輔氏（東北大） 

  「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～」 

（５）中村 晶氏 （原安研） 

  「円柱状構造物の流れ方向流力振動 -評価手法の改善と振動メカニズム-」 

（６）西村 聡氏 （電中研） 

  「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」 

 

 うち、山路氏、日高氏、狩川氏には計算科学技術部会よりご講演をお願い致しました。山路氏からは

許認可解析手法を踏まえた実際的なスーパー軽水炉の燃料・炉心設計研究、日高氏からは原子炉の過酷

事故解析技術を火山噴火時の溶岩流挙動解析に適用した研究、狩川氏からは認知モデルを用いた航空機

パイロットの状況認識支援インターフェースの研究と、原子力分野での解析の活用、他分野への応用・

展開（火山防災）、さらには原子力分野にとどまらない計算技術の活用（航空機の安全）と、計算科学

技術部会ならではの内容とできたと考えています。それぞれ着目した熱流動現象の解明に挑んだ玉井氏、

中村氏、西村氏の講演と合わせ、全体としてバラエティ豊かで興味深い内容のセミナーとなりました。

これまでも言われてきたことですが、質疑応答を含めた１件あたりの講演時間が１時間と長いため深い

議論ができる点が本セミナーの魅力のひとつと言え、講師を含めた今回の参加者からも同様のご意見を

いただいています。全ての講演終了後の杉山 憲一郎教授（北海道大）のご挨拶をもって、１日半にわ

たるセミナーを終了致しました。 

 なお、初日講演後には澤田 隆元熱流動部会長（三菱重工）のご挨拶により懇親会を開宴し、参加者

の親睦を深めました。懇親会の最後には両部会の部会長をご経験された二ノ方 壽教授（東工大）より

ご挨拶をいただき、講師の方々及び両部会の益々の発展を祈念致しました。 

本セミナーは 2007 年度も「秋の大会」（北九州市）に合わせて開催の予定です。皆様にはご参加をご
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検討いただくとともに、講師の推薦や是非聞いてみたいテーマの提案などご協力いただくようお願い致

します。 

 

 

 
 
 

Dr フォーラム参加者のみなさんの集合写真 
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研究専門委員会活動報告 

「大規模シミュレーション」研究専門委員会 

 
 

1. 委員会の開催 

平成 17 年度第 5 回「大規模シミュレーション」研究専門委員会 

開催日；2006 年 1 月 25 日（水）、場所；日本原子力研究開発機構、出席；7 名 

議事: 

(1)地球シミュレータ利用状況の確認 

地球シミュレータを利用する各委員から、利用状況、計算の進捗、トピック等について報告があった。

また、原子力グループへ割当てられた地球シミュレータ利用時間の消化状況の確認及び今後の利用時

間の調整が行われた。 

(2) 平成 18 年度の地球シミュレータ利用について 

平成 18 年度に地球シミュレータを利用して実施する研究テーマ、研究内容及び必要な利用時間につい

て討議を行った。 

 

平成 17 年度第 6 回「大規模シミュレーション」研究専門委員会 

開催日；2006 年 3 月 29 日（水）、場所；日本原子力研究開発機構、出席；6 名 

議事: 

(1) 地球シミュレータ利用計画討議 

地球シミュレータセンターより通知のあった、平成 18 年度採用テーマについて確認するとともに、こ

れに基づき、平成 18 年度に地球シミュレータを利用して実施する研究テーマ、研究内容及び必要な利

用時間について討議した。 

 

平成 18 年度第 1 回「大規模シミュレーション」研究専門委員会 

開催日；2006 年 5 月 31 日（水）、場所；日本原子力研究開発機構、出席；5 名 

議事: 

(1) 地球シミュレータ利用計画討議 

地球シミュレータの利用を希望する委員より計算目的及び内容について説明があり、これに基づき、

原子力グループへ割当てられた地球シミュレータ利用時間の消化計画が決定された。 

 

平成 18 年度第 2 回「大規模シミュレーション」研究専門委員会 

開催日；2006 年 10 月 25 日（水）、場所；日本原子力研究開発機構、出席；7 名 

議事: 

(1) 地球シミュレータ利用状況の確認 

原子力グループへ割当てられた地球シミュレータ利用時間の消化状況の確認及び今後の利用時間の調

整が行われた。また、地球シミュレータを利用する各委員から、利用状況、研究の進捗状況、トピッ

ク等について報告があった。 

(2) HPC 技術開発に関する研究発表 

資料[1]及び[2]に基づき、奥田主査より、「放射性核種移行と地下水挙動の不確実性を含む大規模シミ

ュレーション」に関する解析手法、可視化手法及び地球シミュレータを用いた成果について報告があ

った。 

[1] Keiichi Tsujimoto, Hiroshi Okuda and Joonhong Ahn, Uncertainty Analysis of Multiple Canister 

Repository Model by Earth Simulator, Journal of the Earth Simulator, Volume 6, October 2006, 
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51-62. 

[2] 奥田洋司，陳莉，ES のためのライブラリ型 HEC-MW「並列可視化」機能，2006 年 3 月． 

 

平成 18 年度第 3 回「大規模シミュレーション」研究専門委員会 

開催日；2007 年 2 月 6 日（火）、場所；日本原子力研究開発機構、出席；8 名 

議事: 

(1) 地球シミュレータ利用状況の確認 

原子力グループへ割当てられた地球シミュレータ利用時間の消化状況の確認及び今後の利用時間の調

整が行われた。また、地球シミュレータを利用する各委員から、利用状況、研究の進捗状況、トピッ

ク等について報告があった。 

(2) 平成 19 年度の地球シミュレータ利用計画の策定 

平成 19 年度に地球シミュレータを利用して実施する研究テーマ、研究内容及び必要な利用時間につい

て討議を行った。 

 

 

2. ワークショップの開催 

原子力機構システム計算科学センターと共催にて大規模シミュレーションに関するワークショップを

開催した。開催テーマ、開催規模等については、次のとおり。 

 

第 13 回 CCSE ワークショップ 

開催日；2006 年 2 月 24 日（金） 

場所；日本原子力研究開発機構大会議室 

参加人数；52 名 

開催テーマ；原子力分野における長時空・大規模計算 

発表件数；11 件（本委員会から、第二部「地球シミュレータによる長時空・大規模計算」において 5

件を発表した） 

 

第 14 回 CCSE ワークショップ 

開催日；2006 年 6 月 28 日（金） 

場所；日本原子力研究開発機構大会議室 

参加人数；80 名 

開催テーマ；HPC を実現する高速アルゴリズムと計算モデル 

発表件数；12 件（本委員会から、第二部「革新的シミュレーションソフトウェアの研究開発」におい

て 1 件を発表した） 

 

第 15 回 CCSE ワークショップ 

開催日；2007 年 3 月 1 日（木） 

場所；日本原子力研究開発機構大会議室 

参加人数；50 名 

開催テーマ；FBR サイクル研究開発への計算科学の活用 

発表件数；9 件（本委員会のメンバーが第一部及び第三部において座長を務めた） 

 

 

3. 地球シミュレータセンターへの成果報告 

2007 年 1 月 26 日・27 日、海洋研究開発機構横浜研究所 三好記念講堂において、平成 18 年度地球シ

ミュレータ利用の成果を報告した。研究課題と担当委員については、次のとおり。 

(1) 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 

宮下敦巳（原子力機構・量子ビーム応用研究部門） 
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(2) 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 

蕪木英雄（原子力機構・システム計算科学センター） 

(3) 大規模シミュレーションによる原子炉内複雑熱流動挙動予測に関する研究 

高瀬和之（原子力機構・原子力基礎工学研究部門）、二ノ方壽（東京工業大学） 

(4) 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 

町田昌彦（原子力機構・システム計算科学センター） 

 

 

4. 「2007 年春の年会」における企画セッションの開催 

2007 年 3 月 27 日(火)～29 日(木)、名古屋大学で開催される「2007 年春の年会」において本委員会企

画のセッション（総合講演・報告２）を開催し、複数委員が研究成果を報告する。当該プログラムに

ついては、次のとおり。 

 

「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」 

（3 月 28 日（水） 13:00 ～ 14:30，J 会場）  座長（東大）奥田洋司 

（1）第一原理計算による BCC 金属のらせん転位芯構造とパイエルス応力の評価 

（JAEA）○清水大志，（阪大）尾方成信，（JAEA）山口正剛，叶野琢磨，蕪木英雄 

（2）量子多体問題の厳密計算における巨大自由度の壁とそれを克服するための超大規模並列シミュレ

ーション 

（JAEA）○町田昌彦，山田進，（電気通信大）今村俊幸 

（3）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 

（JAEA）○宮下敦巳，（電中研）大沼敏治，岩沢美佐子，土田秀一，（JAEA）吉川正人 

（4）原子炉内複雑熱流動挙動の大規模シミュレーション （JAEA）高瀬和之 

（5）大規模計算による複数廃棄体処分場モデルの不確実性解析 （東大）○辻本恵一，奥田洋司，安

俊弘 

 

 

5. 設置期間の満了に伴う後続委員会の設立 

本委員会の設置期間は 2007 年 3 月 31 日にて終了するが、その活動は、後続委員会として発足する｢原

子力システムにおけるハイエンドコンピューティング｣研究専門委員会に発展的に引き継がれる。ここ

では、本委員会の活動テーマを引き継ぐ「地球シミュレータ WG」に加え、新たな活動テーマを担う「地

層処分における高度計算機利用 WG」を設置する予定である。前者においては、具体的な計算資源とし

て地球シミュレータを対象として、高速化を中心に並列処理基盤技術の開発を進めるとともに有効性

の評価などを通じて情報交換を行う予定である。後者においては、高レベル放射性廃棄物の現実的な

処分場モデルおよび不確実性を考慮した解析に関わる計算手法、並列処理基盤技術としての可視化手

法の開発を進めるとともに有効性の評価などを通じて情報交換を行う予定である。 

 

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
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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。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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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 8 号をお届けいたします。当初の予定から大幅に遅れてしまい、桜の開花のニュ

ースも聞こえてくる時期になってしまったことをお詫び申し上げます。 
第 8 号の巻頭言では、大阪大学山口先生にご執筆いただき、一話一言シリーズでは、日本原子力研

究開発機構の蕪木様から計算材料科学研究のルーツに関する話題提供をいただきました。近年の計算

機性能・計算ソフトの発展に伴い、計算科学は既に研究手法として不可欠なものになっている一方で、

今後は計算科学でどこまでできるのか、について求められることが多いように思います。今後さらな

るブレイクスルーを成し遂げるためにも、既存の体系の再構築・再評価とった側面も必要になってく

るように感じました。また日立製作所永吉様、日本原子力研究機構樋口様に各報告記事をご提供いた

だきました。執筆者の皆様には非常に短い準備期間にもかかわらずご協力いただき、深く感謝いたし

ます。また原稿執筆以外に関しましても部会員各位には、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。 
尚、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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