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表紙図提供： 日本原子力研究開発機構 西田 明美 
 
部品ごとに構造データを作成し、解析用データとして複数のスーパーコンピュータに分散させ、部品と

部品の接合状態を考慮した連携解析により、原子力施設全体を解析するためのシステムの枠組みを実現

しました。その結果、一連の作業をすべてスーパーコンピュータに分散させることが可能となり、特大

規模を有する原子力施設の振動解析の実現可能性を見出しました。



巻巻巻頭頭頭言言言   

 

計算科学技術部会長の挨拶 

 

 

京都大学 大学院工学研究科 功刀資彰 

 

 

この度、内藤正則前部会長の後を継いで計算科学技術部会 CSED（Computational Science and 

Engineering Division）の第六代部会長に就任することになりました。当 CSED は、対象とする学術分

野が、核、熱流動、材料、システム、あるいは再処理や廃棄物関連等と多岐に亘っていますが、その研

究手段・手法が、「計算機科学」、「計算技術」あるいは「計算科学」に立脚していることを特徴とし

ています。このため CSED 部会員の多くは、各々の専門分野の部会で活躍される一方で、当 CSED にも所

属して活動されています。したがって、CSED 活動の大きな役割は、広範に亘る学術分野を横断する共通

基盤技術としての「計算科学技術」を振興・普及することであり、そのために異分野の研究者同士の交

流を促進することである、と考えています。 

昨年度は、上述の趣旨から、学会誌に連載講座「計算科学手法と原子力分野における応用」を企画・

掲載しました。 また、新しい専門分野の区分として「計算科学技術」が、「核分裂工学」の区分の中

の一専門分野として設けられました。しかし、「計算科学技術」は区分横断的な専門分野であるため、

本来であれば、独立した区分を構成すべきであるとの認識はCSED部会員共通のものであると思います。

部会員各位の本専門分野への積極的な投稿をお願いし、近い将来には独立した区分となることを期待し

ています。 

また、最近の大きな話題は、理化学研究所が主体となって開発を進めている｢京速コンピュータ｣（現

在の地球シミュレータの能力 40 テラ・フロップスを大きく上回り、Linpack で 10 ペタ・フロップスを

有する次世代スーパーコンピュータ）が兵庫県の神戸ポートアイランドに建設されることが決まり、平

成 22 年度末からの運用が計画されていると言うニュースです。この次世代スパコンをどのように設計

し、整備・運用し、これを中核とする研究教育拠点（COE）を形成するかについて議論が各地で始めら

れています。私見ですが、本 CSED においても、原子力計算科学の研究者・技術者がどのようにしてこ

の世界最速スパコンに関われるか（研究課題の摘出、利用方法、利用組織の枠組み、COE 形成＝人材育

成など）についての議論を早急に開始すべき時期にあるように思います。 
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計算科学技術に対する考え方・部会の位置づけなとは、歴代部会長の就任のご挨拶の中でも述べられ

た通りであり、私も全く同じ考えですので、ここで改めて述べるのは省略します。本年度は昨年度から

の CSED 活動を粛々と継続し、実践する年度であると認識し、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様々な活動を実践することを通して、CSED 活動の活性化を図りたいと思いま

す。また、昨年度からの継続課題であります、CSED ロゴマークは是非とも制定したいと思っていますの

で、広報活動の一環として案を公募しますので、多くのアイデアをお寄せください。 

 

今年度の部会運営のキーワードも「継続・実践・発展」です。内藤前部会長は次の 3点を強調されま

した。 

１． 活性化 

２． 開かれた CSED（Computational Science and Engineering Division） 

３． 財政体質の強化 

本年度も、この路線を継続・実施し、さらに発展させることになります。その中でも重点実施項目と

考えている点を以下に示します。 

１． 継続的活動（昨年度に企画し、今年度実現する施策）の実践 

(1) 秋の大会での区分「計算科学技術」への講演投稿を奨励しています。 

(2) 秋の大会にあわせて熱流動部会と共催する「Dr フォーラム」の計画・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) CSED ロゴマークを制定したいと思いますので、部会員皆様からの案を公募します。 

２． 計算科学技術の普及 

(1) 昨年度に実施した連載講座の経験を検討し、CSED として講習会、セミナー等の企画立案、さ

らにテキストや資料集のような図書類の発刊について引き続き検討します。 

(2) 秋の大会では CSED 企画セッション「原子力工学を革新する最新の可視化技術」を計画してい

ます。計算機の高性能化は、膨大な数値シミュレーションデータを産出し、可視化技術無く

しては理解不可能な状況に至っています。本企画セッションでは原子力分野における最新の

可視化技術を概観していただくことが出来るものと思いますので、多くの参加者を期待しま

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)が実施している CCSE(Center for Computational Science and 

E-systems)セミナー/ワークショップに対して CSED の共催を積極的に推進します。 

(2) すでに予定されている国際会議 SNA(Supercomputing in Nuclear Applications)2007 および

APCOM07(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ます。 

(3) 来年度の事業ですが、2008 年 10 月に青森で開催予定の環太平洋原子力会議 PBNC2008 での計

算科学分野のセッションとして、Computational Science and Technologies を提案しています。 

 

４． ホームページ等の改定と充実 
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(1) 昨年度は CSED ホームページを原子力学会サーバー上に移植し、現在までメーリングリスト

の拡充整備も進めています。現状のホームページは単調なものでありますが、CSED ロゴマー

クを入れ、魅力的でより分かり易く、かつ部会員にとって有益な情報を提供する場となるよ

うに充実させていき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。 

 

５． 原子力学会内部における「計算科学技術」の位置づけ 

(1) 原子力学会秋の大会、春の年会において｢計算科学技術｣への講演投稿を積極的に奨励し、独

立した区分｢計算科学技術｣へ向けた基礎固めを推進します。 

(2) 同様に秋の大会や年会において CSED 企画セッション等を継続開催し、学会内での CSED の位

置づけを明確にし、その存在価値をさらに高めていきたいと考えています。 

 

今年度は、副部会長として高木先生(東北大)、吉村先生(東大)、笠原氏（(財)原子力発電技術機構）、小

委員会の委員長として山本先生(阪大、広報)、越塚先生(東大、企画)が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やご意見、あるいはご批判

を頂きたいと存じます。 
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     2006 年度計算科学技術部会表彰 受賞者決定 

 
日本原子力学会 2006 年度計算科学技術部会表彰について報告いたします。表彰小委員会にて厳正な

審査の結果、2006 年度の受賞者は以下のように決定されました。 
 
部会功績賞 該当者なし 
部会業績賞 西田 明美、鈴木 喜雄、松原 仁（日本原子力研究開発機構） 
部会 CG 賞 該当者なし 
部会奨励賞 該当者なし 
部会功労賞 該当者なし 

 
内藤部会長から部会表彰の趣旨説明が行われ、部会賞表彰が行われました。 

 

 

 

 

 

 

 
         部会長からの部会表彰審査についてのご報告 

 

 

 

 

 

 

 
 

部会業績賞の授与（右：部会長、左：受賞者・西田明美氏） 
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2007 年春の年会 計算科学技術部会 

総会議事録 

 
１．日時：平成１９年３月２９日（木） １２：００～１３：００ 
２．場所：名古屋大学 工学部２号館 （日本原子力学会２００７年春の年会会場） 
３．議事次第 
（１）第４回部会賞表彰式 
 １）部会賞表彰 
 ２）表彰小委員会 Ｈ１８年度活動報告とＨ１９年度活動計画 
（２）総会 

１）部会長挨拶 
２）部会表彰規定の改正 
３）Ｈ１８年度活動報告とＨ１９年度活動計画 

a. 総務小委員会 
b. 企画小委員会 
c. 広報小委員会 
d. 出版・編集小委員会 
e. 経理小委員会 

４）次期役員選出 
５）その他 
６）次期部会長挨拶 

 
４．説明および決定事項（敬称略、順不同） 
（１）第４回部会賞表彰式 
１）部会賞表彰 
内藤部会長から部会表彰の趣旨説明が行われ、部会賞表彰が行われた。受賞者は以下の３名（１グル

ープ）である。 
部会功績賞 該当者なし 
部会業績賞 西田 明美、鈴木 喜雄、松原 仁 日本原子力研究開発機構 
部会 CG 賞 該当者なし 
部会奨励賞 該当者なし 
部会功労賞 該当者なし 
 

２）表彰小委員会 Ｈ１８年度活動報告とＨ１９年度活動計画 
内藤表彰小委員会委員長より、平成１８年度活動報告および平成１９年度活動計画の説明があった。 
 
（２）総会 
０）開会 
吉村総務小委員会委員長代理の原子力機構井田氏の司会により総会を開始した。 
 
１）部会長挨拶 
内藤部会長より開会の挨拶が行われた。 

 
２）部会表彰規定の改正 
内藤部会長より、部会表彰の厳正な審査を徹底するための規定改正の旨説明があり、原案通り承認さ
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れた。改正点は以下の通りである。 
［第２条］ 

（改正前） 
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。 
４．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。  
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。 

（改正後） 
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または技術上の業績のあった個人またはグループ（連名）を対

象とし、毎年２件以内とする。 当該年度の応募締切日時点で、原子力学会和文誌あるいは欧文誌のい

ずれかに、論文が掲載されていることを条件とする。 
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)の個人を対象とし、毎年３名以内とする。少なくとも、応募締切日時点で原子力学会が主催

ないしは共催する国内の会議あるいは国際会議で口頭発表の実績を有していることを条件とする。 
４．部会 CG 賞： 
原子力の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またはグル

ープ（連名）を対象とし、毎年 2 件以内とする。 少なくとも、応募締切日時点で国内外の会議等で口

頭発表の実績を有していることを条件とする。  
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。 

 
［第４条２項］ 
 （改正前） 

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。 
（改正後） 
計算科学技術部会部会長が指名し、運営委員会の議を経て決定する。 

 
３）小委員会活動報告と次年度活動計画 
a. 総務 
吉村総務小委員会委員長代理の原子力機構鈴木氏より、平成１８年度活動報告および平成１９年度活

動計画が説明された。 
b. 企画 
越塚企画小委員会委員長より、平成１８年度活動報告および平成１９年度活動計画が説明された。原

子力学会専門分野発足を実現し、２９件の一般講演の応募があったことが報告された。原子力耐震計

算科学特別専門委員会が９月で終了すること、原子力システムにおけるハイエンドコンピューティン
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グ研究専門委員会が４月から新たに発足することが報告された（原子力機構樋口氏より補足説明）。ま

た、Dr フォーラム、日韓サマースクール（韓国釜山）を開催したことが報告された。 
c. 広報 
功刀広報小委員会委員長より、平成１８年度活動報告および平成１９年度活動計画が説明された。ホ

ームページ移行に伴うリンク不具合の修正およびホームページの充実化作業について報告された。現

在、部会ロゴマークを募集中であるとの説明があった。 
d. 出版・編集 
高木出版・編集小委員会委員長より、平成１８年度活動報告および平成１９年度活動計画が説明され

た。ニュースレター第７号および第８号の発行、原子力学会誌における連載記事の掲載完了の報告が

あった。連載記事については今後有効利用を検討するとの説明があった。 
e. 経理 
青木経理小委員会委員長の代理で内藤部会長より、平成１８年度決算および平成１９年度予算が説明

された。部会予算が削減される方向にあり、前年度比 10%以上の削減となってい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。 
 
以上の各小委員会の活動計画が承認された。 

 
４）次期役員選出 
内藤部会長から平成１９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        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 
副部会長          笠原 文雄      原子力安全基盤機構 

 
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  山本 敏久  大阪大学 
 出版・編集小委員会 高木 敏行  東北大学 
 経理小委員会  笠原 文雄  原子力安全基盤機構 
 表彰小委員会      功刀 資彰  京都大学 
 部会等運営委員会委員 越塚 誠一  東京大学 
 
５）その他 

特になし 
 
６）次期部会長挨拶 

功刀平成１９年度部会長より、挨拶と小委員会メンバーの紹介が行われた。 
 
７）閉会の挨拶 
内藤部会長から挨拶が行われ、閉会となった。 
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 SNA2007(計算科学技術部会共催)参加報告 

 
計算科学技術部会では、以下の国際会議を共催致しました。本報告は、会議にて Keynote Speech を

行った日本原子力研究開発機構の蕪木英雄氏の参加報告です。 
 
１．会議名 「Joint International Topical Meeting on Mathematics & Computations and 

    Supercomputing in Nuclear Applications (M&C+SNA2007)」 
２．開催日 2007 年 4 月 15 日（日）～19 日（木） 
３．開催場所 Monterey Marriott Hotel, Monterey, California, USA 
４．主催 ANS 北カリフォルニア支部、カリフォルニア大学バークレー校、 

ローレンスリバモア国立研究所 
５．参考リンク  http://mc-sna07.nuc.berkeley.edu/>http://mc-sna07.nuc.berkeley.edu/

 

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 

 
本会議は主に炉物理に関する数学と計算手法の国際会議 (Advances on Mathematics, 

Computational Methods, and Reactor Physics; M&C)と原子力におけるスーパーコンピューティング

国際会議 (Supercomputing in Nuclear Applications; SNA)との合同で M&C+SNA 2007 として、モン

トレー（カルフォルニア州、米国）で 4 月 16 日から 19 日まで開催された。SNA は、1990 年に水戸に

て旧日本原子力研究所主催で開始され、その後日本、欧州、米国と 3 年から 4 年毎に交代で開催され

ている。欧州、米国で行われるときは M&C と合同で開催されることが多い。1993 年にはカールスルー

エ（ドイツ）で M&C+SNA 1993、1997 年にはサラトガスプリングス（ニューヨーク州、米国）で M&C+SNA 

1997 が開催された。2000 年には日本に戻り、東京で SNA 2000、次に 2003 年にパリ（フランス）で SNA 

2003 がそれぞれ開催された。特に東京での会議では情報系学問分野との交流が図られ、その精神はパ

リの会議、今回のモントレーの会議でも引き継がれた。今回の会議は SNA が開始され、日本、欧州、

米国と引き継がれて 2 周目の最後に当たり、1990 年代初頭から大きな動きとなったスーパーコンピュ

ーティングによる計算科学手法の 17 年間の発展により、原子力分野においても計算科学研究が定着し、

実験研究との交流も盛んになっていることを実感出来た。 

 今回の会議M&C+SNA 2007 は、米国カルフォルニア州サンフランシスコから飛行機で南へ約 40 分の

所にあるモントレー(Monterey)市のホテルで開催された。会議は、プレナリセッション、オーラルセ

ッション、ポスターセッションから構成されていた。第 1 日目は、本会議の委員長であるThomas Diaz 

de la Rubia(LLNL)の歓迎の挨拶に続いて行われたプレナリセッションI 「原子力エネルギー分野に

おける協力及びハイパーフォーマンスシミュレーション」で、D.Spurgeon (DOE)による「国際原子力

エネルギーパートナーシップ(GNEP)」について、J.Gonnord(CEA/DAM)による「HPCに戻ってきた欧州」、

H.Kaburaki, T.Tajima(JAEA)による「原子力分野におけるスーパーコンピューティングの進歩」と題

する基調講演により、米国、欧州、日本におけるスーパーコンピューティング及び計算科学に係わる

原子力研究の現状の報告があった。プレナリセッションはこれを含めて計 3 回実施された。「世界にお

ける原子力エネルギー」と題する 2 日目のプレナリセッションIIでは、C.H.Kim(ソウル国立大)「極東

アジアにおける原子力政策の現状」と題した講演により日本、中国、韓国等における原子力発電の現

状についての概観があった。また、W.Martin（ミシガン大）「炉物理のためのモンテカルロ法の進捗」、

D.Cacuci(CEA-Saclay)「欧州における核分裂炉技術におけるシミュレーションの役割」等の講演があ

った。最終日のプレナリセッションIIIでは、「レーザー核融合及び原子力システムにおけるHPCの最前

線」ついて講演が行われた。E.Moses（LLNL）により「高エネルギー密度科学の最前線」と題して、レ
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ーザー核融合を含めて高エネルギー密度科学の研究を推進するLLNLの実験施設NIF( National 

Ignition Facility)の建設過程が詳細に報告された。また原子力におけるHPCに関する講演もあった。

これらの情報については、会議のホームページ( http://mc-sna07.nuc.berkeley.edu/ )に紹介され

ている。 

オーラルセッションは 3 つのセッションが平行して開催され、計算炉物理、粒子輸送モンテカルロ、

計算応用医療、ハイパーフォーマンスコンピューティング、計算材料科学、計算熱流動、原子炉解析、

照射損傷、マルチフィジックス等から構成され、テーマは非常に多岐に渡っていた。ポスターセッシ

ョンは 2 回開催され、計算材料科学、原子炉解析、計算炉物理と粒子輸送、計算応用医療、マルチフ

ィジックスのための数値手法とソフトウエア等から構成されていた。今回の会議で特に印象的だった

のは、原子炉材料に関する計算材料科学の分野で世界の主要な研究者が参加していたことである（照

射欠陥についての転位動力学、キネティックモンテカルロ法、分子動力学、第一原理計算等の最新の

研究成果が発表された）。 

一方、今回米国で開催したこともあり炉物理等の M&C に関連する講演は会議全体で多くの部分を占

めており、活発な議論が行われていたが、私自身専門外のこともありその状況を報告出来ないのは残

念である。バンケットは 3 日目のポスターセッション II 終了後にモントレーベイ水族館を貸切って行

われ、各種表彰等が行われた。今回の会議では、E.Sartori (OECD/NEA)氏とお話する機会を得た。氏

は M&C 及び SNA の両方の組織に通じておられ、特に SNA については開始当時より欧州のまとめ役とし

てご尽力頂いた方である。数年で退任されることをお聞きしたため、後任の方の選出を含め依頼し快

諾を頂いた。会議全体として、計算科学は原子力分野において不可欠の手法として定着しつつあると

の印象を得た。今後、計算能力の進展に伴い、より定量的な結果の予測により実験研究との交流、融

合が期待される。今回の会議での参加者総数は、主催者側の発表によれば２７２人であった。次回の

SNA は 2010 年にモンテカルロ法国際会議と共同で SNA+MC 2010 として東京で開催予定である。 
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2007 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原子力関連大規模シミュレーション」 

 
１．日時：平成１９年３月２８日（水） １３：００～１４：３０ 
２．場所：名古屋大学 工学部２号館 （日本原子力学会２００７年春の年会Ｊ会場） 
３．座長・講演者 

・ 座長  樋口健二（奥田洋司（東大）代理） 
・ 講演者 清水大志（原子力機構）町田昌彦（原子力機構）宮下敦巳（原子力機構） 
     高瀬和之（原子力機構） 辻本恵一（東大） 

 
４．企画趣旨 

 
 2002 年 3 月より運用を開始した地球シミュレータは、科学技術計算に最適なベクトル型演算方

式を要素プロセッサーとする超並列計算機であり、単一システムとしては、演算能力、記憶領域共

に世界最大規模を誇る。この地球シミュレータを活用した原子力分野の大規模計算について事例紹

介を行うとともに、第一原理計算や流体計算など他分野とも共通するシミュレーション手法の高速

化、大規模データ処理技術など計算科学に不可欠な並列処理基盤技術に関わる成果を公開する。 
  
５．報告事項 
 
  上記企画セッションにて、以下の講演が行われた（講演概要のみ記載）。 
 
（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 
 
BCC 金属(モリブデン、鉄)のらせん転位芯構造および転位が移動するのに必要なパイエルス応
力について、密度汎関数法に基づく第一原理計算を実施した。その結果、芯構造は共に 6 回軸
構造であり、パイエルス応力はモリブデン、鉄についてそれぞれ 1.8GPa 及び 1.1GPa の値とな
るという結論を得た。 

 

（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 

 

 量子多体問題を厳密に数値シミュレーションする方法として，全ての量子力学粒子の全自

由度を考慮して基底状態(および数個の励起状態)を計算する厳密対角化法，全自由度に対

し、真っ正直に全ての量子状態を計算する全対角化法，そして、最近、特に注目を受けて

いる密度行列繰り込み群（前者二つの行列対角化に比べ、極めて大きな系に対し、重要な

自由度のみを考慮し、厳密対角化法と精度の上で遜色なく基底状態が得られる）の 3 つの

手法に注目し、その計算手法、大規模並列化、そして計算から得られる物理現象について

の成果を報告した。 
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（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 

 

1000 原子規模の結晶 SiO2/結晶 SiC 界面原子構造モデルに対して、第一原理分子動力学法によっ

て加熱・急冷計算を実行する事で、アモルファス SiO2/SiC 界面構造の生成に成功した。生成した

SiO2 層の動径分布関数(RDF)を解析した所、長周期構造を反映した微細構造は認められなかった。

また部分 RDF を評価した所、Si-O 結合距離は 0.165nm、Si-O-Si 結合角は 135 ﾟ、O-Si-O 結合角は

109 ﾟとなり、加熱・急冷計算によって良好なアモルファス SiO2/SiC 界面構造が生成されている

ことが確かめられた。 

 

（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 

 
大規模シミュレーションによって原子炉内二相流挙動を従来よりも直接的な手法で予測できる可

能性を示した他、大規模シミュレーションによる予測手法と従来の予測手法を組み合わせること

により、炉心熱設計精度の向上が期待できることを明らかにした。今後は、更なるコードの高並

列化対応とより大規模な原子炉体系への対応を進めていく 
 

（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 

 
本研究では、VR コードを地球シミュレータに移植して、従来 PC では不可能であった複数廃棄
体から構成される処分場モデルの不確実性解析を実施した。さらに、モンテカルロ法による解
析結果を統計的に収束させるためには、多数の試行が必要であるが、本研究では、Latin 
Hypercube Sampling(LHS)を適用して、不確実性解析における試行回数を低減させることに成
功した。 
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部会ロゴマーク公募のご案内 
 
 

計算科学技術部会の皆様 
 
広報小委員長の山本 敏久です。このたび、当部会のロゴマークを会員の皆様から公募することに 
いたしました。ご参考までに、暫定案を添付いたします。この暫定案にこだわらず、斬新で見栄えの

するマーク案がございましたら、奮ってご応募いただきますようお願い申し上げます。皆様からいた

だきましたマーク案は、運営委員会で選定した後、来年春の年会の特別セッションにおいて皆様にお

披露目し、正式なロゴマークとして末永く愛用させていただく予定です。なお、採用作品の作成者に

は薄謝を呈する予定です。奮ってご応募下さい。 
 
１．応募期間 平成 19 年 7 月 2 日（月）～9 月 30 日（日） 
 
２．応募要領 
PDF ファイル形式で以下のメールアドレスへ送付ください。 
  
mailto:toshi@see.eng.osaka-u.ac.jp"toshi@see.eng.osaka-u.ac.jp 
 
３．その他 
 
著作権が学会以外の機関に帰属するマークの一部を無断でコピーして使用するなどの行為はお控えく

ださい。また、採用されたマークの著作権は、当部会に所属いたしますので、ご了承ください。 
 

４．暫定版（例） 
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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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編 集 後 記 

ニュースレター第９号をお届けいたします。当初の予定（7 月末）から大幅に遅れ、夏も終わり、

ようやく秋の訪れと共に過ごしやすくなってきた時期に至ってしまったことをお詫び申し上げます。

この間、準備を始めた 7 月には、新潟中越沖地震が発生し、まとめの時期に入った 8 月には関東地方

で気象台始まって以来の猛暑を観測するなど、地球という常に変化し続ける流動的環境の上で生活す

る人間としての意識を何かと再認識させられましたが、これらと関連した様々な問題を議論し解決す

るための科学技術手法としての計算科学の重要性が取沙汰されており、計算科学技術部会の今後の

益々の発展が期待されます。 
第９号の巻頭言では、新部会長（京都大学大学院・功刀資彰先生）のご挨拶をいただき、日本原子

力研究開発機構の蕪木英雄氏からは計算科学技術部会共催の国際会議「Ｍ＆Ｃ＋ＳＮＡ２００７」参

加報告をお寄せいただきました。また、名古屋大学・山本様より、ロゴ公募文、日本原子力研究機構・

樋口様、井田様には各報告記事と総会議事録等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。 
                             （町田 昌彦） 
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