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 「サブクール・プール沸騰における伝熱面からの気泡離脱挙動に関する数値シミュレーショ

ンと可視化」 混相流数値解析手法MARSと新たに開発した沸騰・凝縮モデルを組み合わせた

数値解析手法により，サブクール・プール沸騰における伝熱面からの気泡離脱挙動に影響が

あるとされる伝熱面上の濡れ性を数値シミュレーションによって検討した．これらの成果は，

原子炉内の沸騰二相流挙動に対する予測手法の高度化に寄与することが期待される． 
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～ 巻頭言 ～ 

 

 

計算科学技術副部会長挨拶 

 

計算科学は炉心損傷確率の低減に貢献してきたか 

名古屋大学 

山本 章夫 

 

現在、計算科学技術の研究は、マルチフィジックス性・マルチスケール性・非線形性を

有する大規模で複雑な現象を、より正確に再現する方向に進んでいると理解している。詳

細かつ正確なシミュレーション技術は、原子力プラントのある事故シナリオに対して、そ

の物理過程をより深く理解するとともに、安全系の機器が期待したとおりに動作するか、

またこれらの機器の動作の結果、プラントが安全に停止するかどうかを確認するためにき

わめて重要であるといえる。つまり、計算科学技術が原子力発電の安全性確保に重要な役

割を果たしていることは自明である。 

一方で、詳細なシミュレーション技術の発達は、プラントの脆弱性を明らかにし、これ

によって炉心損傷確率を低減することにどの程度寄与してきたであろうか？つまり、シミ

ュレーション技術の進歩により、潜在的なプラントの脆弱性が顕在化することが、どの程

度あったであろうか？残念ながら、筆者の専門分野である原子炉物理分野については、炉

心損傷確率の低減に直接つながるようなシミュレーション技術の研究はなされてきたとは

いえず、この問いに明確に答えることは難しい。 

現在、計算科学技術に求められている観点の一つは「炉心損傷確率を低減することにど

のように寄与できるか」、言い換えれば「大局的な原子力安全にどのように寄与できるか」

ではないかと思う。航空業界では、シミュレータの訓練が安全性の向上に大きな役割を果

たしている。この事情は、原子力業界においても同様である。しかし、既存のプラントシ

ミュレータは、計算時間の観点から近似的なモデルを使用して「想定内」の事象を「再現」

するものであり、「想定外」の事象進展を妥当に再現するものではない。つまり、「想定

外事象」への対応という意味では、本質的な制約を抱えているといえる。 

では、想像力を少し（かなり？）膨らませてみよう。あらゆる内的および外的事象に対
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して、「実機の物理的挙動を実時間でほぼ完全に再現でき」「実機と同様の質感を持った

ユーザエクスペリエンスが得られる」究極のプラントシミュレータがあったとしたらどう

だろうか？ 

このようなシミュレータがあれば、ランダムに様々な内的および外的事象を起因事象と

して与えるシミュレーションを無数に繰り返し、個々のイベントに対してプラントがどの

ような応答をするのかを見ることで、プラントの潜在的な脆弱性を特定することができる

のではないだろうか。これはまさに「計算科学技術が炉心損傷確率の低減に直接寄与でき

る」一つのシナリオではないかと思う。 

このような「究極のシミュレータ」は絵空事なのだろうか。仮に現時点で絵空事である

ならば、これを実現するためには何が足らないのであろうか？それは私たちの知識なのか、

それとも複雑なシステムをシミュレーションするための方法論なのか、数値解析手法の限

界なのか、それとももっと現実的に資金的・人的リソースなのか。このようなことを考え

て見るのも、計算科学の研究の方向性にとって重要ではないかと思う次第である。 

 

以上 
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2012年春の年会・計算科学技術部会全体会議 

開催報告 

  
１．日時：平成２４年３月２１日（金） １２：００～１３：００ 

 

２．場所：福井大学 工学部１号館１号棟（日本原子力学会2012年「春の年会」F 会場） 

 

３．議事次第 

第９回部会賞表彰式 

１）部会賞表彰 

２）表彰小委員会活動報告 

総会 

１）部会長挨拶 

２）小委員会活動報告と次年度活動計画 

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 

３）次期役員選出 

４）部会創立10周年記念講演会 

５）次期部会長挨拶 

 

４．議事概要および決定事項（敬称略） 

（１）第９回部会賞表彰式 

１）部会賞表彰 

山口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５名である。 

部会功績賞 内藤 正則 (財)エネルギー総合工学研究所 

部会業績賞 守田 幸路 九州大学大学院 

部会CG 賞 該当なし 
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部会奨励賞 高田 孝 大阪大学大学院、巽 雅洋 原子燃料工業(株)、 

           横山 賢治 日本原子力研究開発機構 

部会功労賞 該当なし 

２）表彰小委員会 Ｈ２３年度活動報告とＨ２４年度活動計画 

山口表彰小委員会委員長より、平成２３年度活動報告および平成２４年度活動計画の説明があった。 

（２）総会 

０）開会 

・中島総務小委員長の司会により総会が開始された。 

１）部会長挨拶 

・山口部会長より開会の挨拶が行われた。 

２）小委員会活動報告と次年度活動計画 

a. 総務 

中島総務小委員長より、平成２３年度活動報告および平成２４年度活動計画が説明された。 

b. 企画 

山本企画小委員長より、平成２３年度活動報告および平成２４年度活動計画が説明された。 

c. 広報 

巽広報小委員長より、平成２３年度活動報告および平成２４年度活動計画が説明された。 

d. 出版・編集 

町田出版・編集小委員長より、平成２３年度活動報告および平成２４年度活動計画が説明された。 

e. 経理 

堀田経理小委員長より、平成２３年度活動報告および平成２４年度活動計画が説明された。 

・以上の各小委員会の活動計画が承認された。 

３）次期役員選出 

・山口部会長より、平成２４年度の部会役員が推薦され、総会参加者により承認された。 

部会長および副部会長は以下の通り： 

部会長   中島 憲宏  日本原子力研究開発機構 

副部会長  越塚 誠一  東京大学 

副部会長  山本 章夫  名古屋大学 

副部会長  堀田 亮年  原子力安全基盤機構 

各小委員会委員長は以下の通り： 

総務小委員会 西田 明美 日本原子力研究開発機構 

企画小委員会 越塚 誠一 東京大学 
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広報小委員会 巽 雅洋  原子力燃料工業 

出版・編集小委員会 町田 昌彦 日本原子力研究開発機構 

経理小委員会 堀田 亮年 原子力安全基盤機構 

表彰小委員会 中島 憲宏 日本原子力研究開発機構 

部会等運営委員会委 山本 章夫 名古屋大学 

・なお、各小委員会の委員構成は、各委員長に委ねられる。 

４）部会創立10周年記念講演会 

  福井大学附属国際原子力工学研究所 竹田 敏一教授より、「計算科学技術部会創立10周年に向け

て」と題して基調講演を頂いた。 

５）次期部会長挨拶 

・中島次期部会長より挨拶が行われた。 

５）中島総務小委員により、総会が閉会された。 

以上 
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2012年春の年会・計算科学技術部会合同セッション 

開催次第 

  
１．日時：平成２４年３月２１日（金） １３：００～１４：３０ 

 

日本原子力学会2012年春の大会3日目の 3月21日(水) 13:00〜14:30 において，計算科学技術部会と

熱流動部会合同セッション「我が国における軽水炉シビアアクシデント評価技術の今後」が開催されま

した。当日の様子について概要を報告いたします。 

 

座長の岡本東大教授から挨拶があり，本セッションでは3件の講演がある旨の説明がなされました。

本企画セッションには，計算科学技術をどのように原子力の研究開発に役立てていくのかというテーマ

が根底にあり，シビアアクシデント解析・予測に対して高い関心がもたれている中，多くの聴衆が集ま

り，講演後にも多くの意見が出されました。 

 

(1) 我が国のシビアアクシデント対策の変遷 (東京大学) 西脇由弘氏 

 

福島事故が起こった背景，要因を考える必要があり，それを踏まえた上で未来への提言が行われた。 

 

1.AMをめぐるこれまでの議論について 

二段階審査となった背景，TMI事故やチェルノブイリ事故以降の安全審査における日米の対策の差異，

90年代における日本のアクシデントマネジメントに対する意識の風化と米国の潮流からの乖離等につ

いて歴史的な流れが説明された。その上で，日本における確率論的安全評価への対応の遅れや一貫性の

無さが事故が起こった一つの要因であり，また，保安院とJNESの関係についても様々な問題を有してい

ることが指摘された（例えば，規制実施機関と専門性集団の連携不足） 

 

2. 環境省原子力規制庁の考慮事項について 

福島の事故で明らかになったことは，日本の規制組織(体系)とそれを支援する各団体の構成（枠組み）

に問題があるということであり，緊急時対策も不十分で規制機関に専門性が欠けていた事が指摘された。

その上で，今後日本の規制を変えるためにどのようにすべきか（どのようなメンタリティを持つべきか）

について述べられた。 
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(2) 我が国における軽水炉シビアアクシデント評価技術の今後 

 (エネルギー総合工学研究所) 内藤正則氏 

 

我が国における軽水炉シビアアクシデント評価技術の今後について俯瞰する内容での講演がなされ

た。まず，シビアアクシデントの定義から始め，日本ではアクシデントマネジメントは電力会社の自主

的な対応が期待されており，規制的措置としては要求されていない事をについて指摘があった（外国で

は規制要求となっている）。また、安全研究の歴史を概観して，日本のSAFE Projectは世界的に見ても

先駆的な研究であったが徐々に下火になったという経緯がったことが指摘された。（安全研究は後ろ向

きであり，国民の不安をあおり，原子力のアクセプタンスに有害であるという考え方が産業界に多かっ

たためと解説） 事故解析コードの開発は概して欧米では積極的に行われ，日本で開発されたものは

THALES(JAEA)やSAMPSON(NUPEC→エネ総研)がある。１つの問題点として，特定の解析項目が未知である

場合に解析条件等の設定をどうすべきかという問題が残る。さらに，これまでの解析コードで福島事故

を再現できるかというと難しく，モデル追加あるいは改良を要する部分があると指摘している。また，

安全解析コードに含めるかどうかは別として，海水中のNaCl溶融によるアルカリ腐食の問題，および再

臨界の可能性について，それが評価できる解析コードの不在を指摘した。 

「SAMPSONコードが使われなくなった経緯は？」との質問に対し，「発電所の裕度を確認するために

整備したコードであり，その目的が達成された段階で整備は実質的に終了していた。コードの保守改良

が必要であるが，それに対する予算はなく，自主的な対応とせざるをえなかった。福島の解析も十分で

はないと認識している。」との回答があった。 

 

(3) 軽水炉シビアアクシデント評価技術の課題  (大阪大学) 片岡 勲氏 

 

シビアアクシデントの基本的な物理メカニズムの理解とモデル化はこれまである程度適切に行われ

ており，福島事故の進展も想定していた通りであった。特に，燃料溶融前後までの現象については，既

存コードにて解析可能である。しかしながら、個別の炉についてシビアアクシデントがどのように進む

のか、またどの現象が起きて，どの現象が起きないのか評価するには十分ではない。 例えば，燃料棒

ヒートアップ挙動については，ギャップコンダクタンスやZr-水反応モデルにおける感度が大きく，炉

心の崩壊熱の正確な評価に対してはモデル化の一層の高度化が必要である。また，溶融デブリの冷却メ

カニズムの把握とモデル化，ソースターム評価において燃料内FPの放出挙動の把握とモデル化等が重要

重要である。さらに，デブリ・コンクリート反応挙動や水素燃焼挙動の様に，ある程度の現象把握はで

きているがまだ分からない機構もある。現状として，個別の現象については評価する技術はあったが，
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全体的な予測ができないというレベルである。今後は，現象解明にむけて研究とスケーリングが重要で

ある。 

「どのような実験を行うべきか，解析側との協議が必要である。」や「複雑な現象であり精度を上げ

ることが困難な場合がある。」等のコメントに対し「PIRTを作ることが重要。また，V&Vが必要である。」

とコメントがあった。 

 

短い時間の中で議論は尽きませんでしたが，軽水炉シビアアクシデント評価技術に対する問題点の現

時点での総括という意味において，一石を投じることができたのではないでしょうか。今後も本部会に

おける活動を通じて，さらなる議論を展開していきたいと考えます。 
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～ 特集① ～ 

計算科学技術部会長からの 10周年の挨拶 

『 計算科学技術：これまでの 10年と次の 10年 』 

大阪大学 

  山口 彰 

 

計算科学技術部会は設立 10 周年を迎えました。この間の、計算科学技

術の高度化と利用の拡大は目を見張るものがあります。先達のご尽力に心

よりお礼を申し上げるとともに敬意を表します。原子力分野では、システ

ム技術であるがゆえに複合的・総合的な分析が必要であること、実験との

関連においてスケーリングの問題を明快にしなければならないこと、設計

基準外の事象に対して安全評価を行うことなどから、シミュレーションの

重要性と意義が注目されており、計算科学技術に対して大きな期待を抱い

ています。 

10 年前を振り返りますと、2002 年 9 月 16 日、いわき明星大学における日本原子力学会秋の大会に

おいて、日本原子力学会計算科学技術部会の設立総会が開催されました。原子力の研究開発に計算科学

技術が活用される時代を迎え、原子炉物理、伝熱流動、安全性、構造・材料など、多く分野の研究者、

技術者が集い結成されたのが計算科学技術部会です。設立総会において、矢川元基初代部会長は、「原

子力はその間どちらかといえば基準に基づく設計に終始してきた。基準に基づく設計は、基準というお

手本どおりに設計すればいいのであるからコンピュータをまわす必要もない」と指摘されました。基準

というものに寄りかかりすぎると、想像力が欠如し、ただの計算になってしまいます。基準は私たちの

経験、知見、技術の結集であり、それらが進歩する限り基準を高度化させ、設計技術を進化させなけれ

ばなりません。十分な想像力を働かせてシナリオのシミュレーションとリスク管理を行い、また専門家

の合意として知見が得られたことがらについては速やかに基準化を行って設計の手順をシステム化す

るよう努めなければならないと思います。 

2011年度は計算科学技術部会が 10年目を迎える記念すべき一年でありましたが、また東京電力福島

第一原子力発電所の事故という厳しい現実に直面する年となりました。容赦のない自然の脅威の前に、

10 周 年 特 集 記 事 
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複数の原子力発電所でシビアアクシデントが発生しました。実は、原子力のシビアアクシデント研究が、

1980 年代にシミュレーション技術を大いに発展させたのです。原子力の安全は計算科学技術のルーツ

であると思います。いまだ計算機の能力が貧弱であった当時は、計算機技術に偏重するのではなく、ど

のようなシナリオが顕在化しうるのかを考え、データをとり、モデルを工夫し、シミュレーションを行

っていたと思います。シミュレーションの役割は、起こりうるシナリオの全体像を描くことであったわ

けです。品質に優れた安全解析コードを自前で持ち、シミュレーション結果の意味するところを吟味で

きる実験施設を活用し、想像力を駆使してリスクの全体像を示し、“不確かさの除去”に努めることが、

計算科学技術部会が取り組むべきミッションであると考えます。 

現在、国において既設原子力発電所のストレステストが行われています。設計上の想定を超える事象に対

する原子炉施設の頑健性を総合的に評価するものであり、シミュレーションによりこれを行います。これに

対して、ストレステストはシミュレーションで安全性を調べるに過ぎない、コンピュータによる予測は、入

力する前提条件や機器類の性能などの数字を少し変えただけでも、結果に大きく影響する（NHK科学文化部、

http://www9.nhk.or.jp/kabun-blog/600/88758.html）などの批判もあります。しかし、自然災害などに対す

る原子力施設の弱点を見出すことができ、的確に安全向上の不断の努力を行うに役立つシミュレーション技

術は、安全性を判断する重要な意思決定に活用されていくことは明らかです。 

今後は、原子力の安全を確保し、安全についての説明責任を果たし、それを理解していただくことに多く

の取り組みがなされるでしょう。あわせてエネルギー確保や環境問題への国際的な貢献のため、第 4 世代炉

や次世代軽水炉の開発などを着実に継続することも我々の責任であると認識しています。次の 10年には、計

算科学技術部会の存在感が増していくこと、計算科学技術の役割がますます重要となり、その責任も重くな

るものと確信しています。 

 

http://www9.nhk.or.jp/kabun-blog/600/88758.html
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～ 特集② ～ 

歴代部会長から寄稿（１） 

『 情報は誰のものか 』 

東洋大学計算力学研究センター長・大学院教授   

矢川 元基 

 

日本原子力学会計算科学技術部会が設立１０周年を迎えるとのこと、

創設関係者の一人として大変うれしく思う。今回の福島原子力事故に関

してもそうであるが計算科学やシミュレーションは原子力にとっても以

前にもましてますます重要な手段となってきた。しかしこのことを手放

しには喜べないこともある。この場をお借りして最近の情報の発信、伝

達や開示について思うところを述べたい。 

   最近、多くの学会や研究部会において所属する会員や部会の会員録や名簿などを公表しなくなった。原

子力計算科学部会もその例外ではない。もちろん、その理由のひとつとしては、名簿などを業者などが宣伝

広告のために悪用するなど所属する会員に迷惑をかけることが頻繁に起こるようになったためである。また、

会員の側としても、個人情報をあまり他人に知られたくないといった風潮もそれに拍車をかけているのであ

ろう。このようなことは十分理解できるとしても、残念ながら、名簿などを公表しないことがもたらすデメ

リットも多いことも同時に考える必要がある。 

  そもそも学会や研究会は、専門を共にする人々が互いに連携する場である。学会や研究部会にはその道

の専門家が所属しているので専門外のことの教えを乞いたいときなど名簿は大変役に立ったものである。名

簿の非公開はこのような会員同士の連携や連絡をしにくくしてしまうといったことがあげられる。また、学

会賞や部会賞に誰かを推薦したいときなど、名簿があれば探しやすいのにとも思ったりすることが少なくな

い。すなわち、情報があるのにもかかわらずそれが知らされないことへのいらだちともいえる。今後は、名

簿を多くの人が有効に利用できるように、パスワードを使うなどして十分な管理下で公表するなど考えられ

ないものだろうか。現状の多くはその管理が面倒なためにほったらかしにしているようにしか思えないがい

かがであろうか。 

  さて、理論、実験と並んで称されるコンピュータ・シミュレーションは、コンピュータの計算能力の爆

発的な向上とともに発展してきた。強い非線形をもつ現象や、観測および実験が困難な現象に対して、でき

るだけ現実に近いモデルを構築し、そのモデルをコンピュータ上で計算して解を得るシミュレーションによ

る解の精度は、分野によっては実験をしのぐとさえ言われている。複雑な実現象のメカニズムを解明する、
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あるいは将来を予測することは、コンピュータ・シミュレーションが担う使命のひとつである。2011年3月

11日の大地震、津波とその後の東京電力福島第一原子力発電所事故を経て、シミュレーションに関連する分

野は、大きな課題を突き付けられている。震災、福島第一原子力発電所事故に関連する様々な場面において、

シミュレーションは、本来の役割を果たし得ただろうか。シミュレーション分野に関わる科学者は、その問

いかけに対する疑念や自責、危機感がある。現状把握が困難な問題や、これまでに経験したことがない現象

に対して、コンピュータ・シミュレーションこそが現状と未来を知りえるための、科学に裏打ちされた唯一

の情報であることもあるであろう。このような場合のシミュレーション情報は、私たちの生命の維持に直接

関わる重大な情報となりうる。このような甚大な影響がある情報を、私たちは、どのように発信し、どのよ

うに受信すればよいのか。確かに精度の悪い情報を発信すると混乱をおこすということも事実ではあるが、

それは発進時にその旨を十分説明しておけばすむことである。「スピーディの存在さえ知らなかった」という

声があちこちから聞こえる。シミュレーションの結果はいったい誰のものなのだろうか。 
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～ 特集③ ～ 

歴代部会長から寄稿（２） 

『計算科学技術部会１０周年に寄せて 』 

福井大学附属国際原子力工学研究所   

竹田 敏一 

 

計算科学技術部会も今年で 10 周年を迎えられ、誠にお喜び申し上げま

す。 

10年とは早いもので、計算科学技術部会は矢川元基先生が初代部会長と

なられ、炉物理、熱水力、構造力学のソフトウェア開発を研究している方々

の協力のもとに発足しました。 

 原子力における計算科学技術の役割は、計算機の発展とともに急激に

増しており、計算科学技術は原子力開発にとって必須の学問分野となって

います。炉物理、熱水力分野での計算科学の発展は目覚ましく、さらに燃・材料分野でも、これからの計算

科学の発展が期待されています。また、計算科学技術を用いて、多分野に亘る物理現象マルチフィジクスの

研究も進められています。 

核設計分野において、従前の方法では、格子計算、集合体計算、炉心計算といったステップごとの計算を

実施し、炉心核特性の解析を実施していました。炉心計算では、燃料集合体を均質にして、拡散ノード法等

を用いて炉心核特性を求めています。このように、従前は決定論的手法が広く用いられてきましたが、燃料

棒ごとの非均質性をそのまま取り扱う手法としては、統計的手法としてモンテカルロ法があります。現在で

は、モンテカルロ法を実機炉心に適用すると計算時間が膨大になり、実機軽水炉の設計計算には適しません

が、計算機のスピードアップ、容量の増大、低価格化により、2018年頃には設計計算に用いられる期待があ

ります。 

熱水力分野においては、古くより統計手法を取り入れてきましたが、そこで取扱われる不確定性は主に通

常時の計測・制御誤差に限定した控えめなものでした。安全解析で想定されるような条件下での冷却挙動に

関する不確定性は、その解析目的に照らして依然、保守的に取扱われてきましたが、これらはともすれば、

現象の本質的な理解や解明の妨げともなってきました。近年では、これらの分野についても最適手法の開発

及び不確かさ評価が活発に実施されています。炉心部では３次元の核・熱水力評価を動的に結合させた最適

評価技術により、事故時の現実的な炉心挙動が評価可能となっています。これらは、PWRのような開水路型

の炉心も含め、実際の制御棒動作やボイド発生による局所的な反応度効果を考慮しながら、１点近似動特性
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では追うことのできない現実的な炉心の出力分布挙動を評価するものです。また、LOCA を含めた事故時の

プラント全体の二相流挙動に関しても、最適評価モデルの開発は目覚ましく、一方で CSAU（Code Scaling,  

Applicability and Uncertainty）に代表される不確かさ評価手法の確立を受けて、これらの最適評価手法を

安全解析に生かしていく取り組みも国外では既に実用化され、国内でも準備が整いつつあります。 

 核・熱水力以外の分野での最適手法の開発、不確かさ評価はこれからです。原子力材料及び核燃料の安

全性は核燃料の燃焼に伴う物性変化測定手法の開発や、高経年化による原子力構造材料劣化を予測する手法

や検査技術の開発など実験的研究とともに、放射線による材料劣化を予測するためのミクロ－マクロ相関則

を統合したマルチスケールシミュレーションモデルの開発が進められています。各スケールにおける放射線

による材料劣化の解析には、放射線による格子欠陥、空孔の挙動を分子動力学（MD）に基づき計算するミ

クロ領域解析、転位や欠陥集合体の組織発達をモンテカルロ計算モデルや速度論モデルに基づき計算するメ

ゾ領域解析、さらには材料物理を機構論的立場から研究するマクロ領域の解析があります。この 3 領域を結

び付ける境界条件については、研究はまだ充分でなく、マルチスケールシミュレーションモデル構築への課

題は多く、今後の発展が期待できます。 

また、福島事故を踏まえ、静的安全性を有する原子力プラント、全交流電源喪失が生じない原子力プラン

ト、シビアアクシデントが発生しにくい原子力プラント等の設計研究もまた、今後の日本の原子力界を支え

る上で研究してもらいたいテーマです。これらの研究も、計算科学によってより発展されることを望みます。

独創的な発想により、全世界の原子力プラントの安全性向上を目指してもらいたいと思います。今後の日本、

世界の原子力界の将来に、計算科学の成果がより多く反映されるような体制を構築することにより、優秀な

計算科学の研究者が育つことを期待します。 

 

以上 
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～ 特集④ ～ 

歴代部会長から寄稿（３） 

『計算科学技術部会１０周年に寄せて 』 

早稲田大学   

岡 芳明 

 

計算科学技術部会の 10周年おめでとうございます。 

計算科学は第二次世界大戦の頃に原子力分野で誕生し、原子力への応用

が初期のソフトとハードの発展を支えたと言っても過言ではないと思い

ます。 

日本原子力学会に計算科学技術の部会はなぜか永い間存在しませんで

したが 10年ほど前に部会設立を思い立ったところ、矢川先生らも準備中

であられたので、多くの方々の協力でめでたく設立にいたりました。その

後、部会員各位の努力により発展していることは誠に喜びにたえません。 

昔話をすると、私が計算機を使い始めた約 40年前は計算プログラムをカードにパンチして、大型計算機セ

ンターに持参して、1日あるいは数日がかりで計算結果を得ていました。 

小型計算機は 16ビットマシンが主流で、紙テープでデータを読み込んで処理しておりました。大学院生の

時の原子炉雑音の研究では、フーリエ変換のために実験データを紙テープに打出して、マシンのあった東海

村まで持って行って２，３日かけて処理しておりました。その後研究した中性子輸送計算、遮蔽の解析では

当時の最先端の大型計算機でも膨大な計算時間を要しておりました。 

ソフトに関しても多くの進歩や革新がありました。 

しかし、計算科学的手法がまだ十分成果を挙げていない分野は数多く存在します。ある程度成功している

分野でも、例えば実験に依存しない解析を目標に掲げると膨大なチャレンジが必要になります。 

福島事故の教訓を生かすための原子炉苛酷事故の解析もそれらのチャレンジの１つです。 

この機会に少し反省を述べるとすると、原子力分野では永年米国の計算コードが利用できたこともあり、

計算コードのシステム化の努力不足だったのではないでしょうか。必ずしもこれから同じものや、似た性能

のものを国産化する必要性はないのではとも思いますので、既存のソフトや手法の一歩先を行くのを目標に

するのもよいのではないでしょうか。そのための人材や予算が継続的に手当されることも期待します。 

計算科学は理論と実験とともに科学技術のための３つの基本的手法であることはご承知のとおりです。 

計算科学技部会を核として皆様の計算科学の研究と応用がますます発展することを祈ります。 
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～ 特集⑤ ～ 

歴代部会長から寄稿（４） 

『計算による科学・技術への期待と高速炉安全』 

東京工業大学 

  二ノ方 寿 

 

計算科学ということばが流布し始めたのは1980年代半ばと記憶します。

当時の認識としては、現象解明のための「実験」、「理論」に対し、第三の科

学と呼ばれる「計算科学」という新しい方法論が計算機ハードの進展ととも

に確立されつつあったことです。例えば、分子構造の決定、素粒子のハイゼ

ンベルグモデルのシミュレーション、プラズマ流体のシミュレーション、

DNA らせん構造の解明・・・など基礎科学の分野においてその発展は目覚

ましいものがありました。しかし原子力工学の分野では、1940 年代から核

反応のモンテカルロ法や輸送理論による数値シミュレーションが研究手段

の中心であったこと、初期の計算機性能の発達は原子力工学とともにあったことはよく知られた事実です。

この流れは他の分野に拡がり、現象解明に基づく工学的装置やプラントの設計、性能や安全性の評価に計算

機シミュレーションが不可避になってきたことで、計算科学に技術が加わり、「計算科学技術」ということば

が生まれて来たと考えられます。とくに数値流体力学が格段の進歩を見せたことで、今では当たり前になっ

ている風洞実験に代わる数値風洞や、モックアップ装置製作にあたっては実験装置設計に数値シミュレーシ

ョンを用い始めていましたし、実験データを実機設計や評価に外挿・適用する場合は、数値シミュレーショ

ンを用いることが既に暗黙の了解になっていたと私は考えています。 

こうした工学の分野における計算機シミュレーションの発展は、それまでの伝統的な巨視的な視点から、

より微視的で現象の機構を考慮した設計の最適化や評価を可能にしていきます。多くの工学分野で基礎科学

との融合が、計算科学を媒介として進んでいるといえます。言い換えれば、計算科学が、従来の工学を応用

科学と基礎科学の境界領域へ導く駆動力となっています。私どもが関係する原子力システム設計や安全評価

の分野では、ミクロな原子・分子の世界に入り込む以前の、連続体近似で記述される支配方程式をどれくら

い正確に解くかが大きな関心事です。連続体近似ですので、あくまでマクロスケール（巨視的）ですが、着

目する現象の時間・空間スケールでいうと、ミクロとマクロの中間、つまりメゾスケールの現象に着目点が

あり、これまで未解明であった多くの現象機構解明が可能になりつつありました。乱流の直接シミュレーシ

ョンはその典型といえるでしょう。本来の意味からいうと、このようなアプローチを計算科学と呼ぶのは憚
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られますが、むしろ計算科学技術という一括りのことばで呼ばれるのは妥当と思われます。 

しかし、ご承知の方も多いと思いますが、計算科学技術というのは必ずしも正鵠を射た用語ではないかも

しれません。確かに私達は「科学技術」を科学と技術の二つの異なる分野を包含する言葉として何の抵抗も

無く使ってきました。しかも科学技術ということば自体は定着し、殆どの国語辞典にも記載されています。

しかしながら、「科学と技術は全く別個のもので、科学技術ということばのように一緒くたにしてはいけない。

本来、科学・技術と記さなくてはならない」という意見があります。１） 科学は科学で技術ではない、と

か、科学という技術があればそれを科学技術と呼んでもよいが、それは本来の科学ではない、などという議

論が日本学術会議でもなされ、結局、今後は「科学・技術」で統一することになりました。ここでは、“計算

の科学と技術”、“計算による科学と技術”を纏めて「計算科学・技術」としたいと思います。 

さて、過去から現在の話題に転じてみますと、時間依存で 3 次元の現象である熱流動現象、化学反応や複

合現象の直接シミュレーション（DNS）などについては、未だに計算機資源の不足が叫ばれています。例え

ば近年の超並列ハイエンドコンピュータなどの利用により乱流のDNSも数 10億メッシュの計算が可能です

が、原子炉炉心の、例えば集合体一体内の二相流はおろか単相乱流現象を計算機の中に再現することが大規

模計算の目指すところとすれば、その目標達成は限られた部分でしかありません。 

計算科学・技術の典型は、法則に従って記述された支配方程式を直接数値的に解くDNSです。“正しい”

DNSで得られた数値解は実験データより高質です。物理モデルの導入や近似を行わず、或いは最小限に抑え

られたものであれば、その計算結果の正否は、離散化と離散化以降の解法上の手続きに依存することになる

わけですから、誤差解析などを通じて、計算結果の品質保証をはかることが、おそらく計算科学・技術の最

も中心的な課題になるものと思われます。なお、流体を例にとれば、最もポピュラーなのは DNSではなく、

レイノルズ平均ナビエストークス（RANS）方程式を解くもので、RANS 方程式系を閉じるために導入され

る物理モデルが計算結果の妥当性や品質を左右することは言うまでもありません。V&Vが大事になる所以で

す。RANSでは解明困難な現象や未知現象に対しては、DNSや、できる限りモデリングを使わないで済む大

渦シミュレーション（LES）が有効です。一旦、機構が解明されると、今度はその情報をベースに RANSの

モデルを構築でき、従来は解析できなかった現象がきちんと解析できるようになった、という経験が幾度か

あります。その意味では、常に DNSや LESを容易にする計算環境が身近に整備されることを切望する次第

です。 

一般論として、航空機産業や自動車産業などと比べ、原子力産業、とくに原子炉の設計現場に計算科学・

技術が入り込む余地は未だ少ないと思います。それは原子力が実証された技術に基づくのが基本だからです。

確かにそうですが、最近は少し様子が変わりつつあります。熱流動設計を例に取れば、設計相関式などは実

験情報に基づく必要があり、これだけなら CFDが入り込む余地が少ない。しかしながら、現在の設計相関式

そのものの適用範囲を超える場合、とくに流路幾何形状の変更などに対し、適用範囲からの外挿などを行い

たい場合、DNS や LES によって実験を部分的にでも代替するようになってきています。こうした計算科学
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の活用を継続発展させることによって、近い将来、高価なモックアップ装置や実験装置の製作を不要とし、

数値実験のみで完璧に代替すること、これが、第一の期待です。この期待は私が 40年近く携わってきた高速

炉の炉心熱流動数値解析の未だ到達しえなかった目標でもあります。 

福島第一原発の炉心溶融事故という現実を据えつつ、ここで高速増殖炉安全性研究に目を向けてみたいと

思います。一例をあげれば、その発生頻度は技術的に起こり得ないと考えられるほどに極めて小さい炉心損

傷事故を仮定しても、環境への放射性物質の放出は適切に抑制されることを、一連の評価によって確認する

ことが中心にありました。こうしたアプローチは、深層防護の考え方と ALARA の考え方に基づくものであ

り、高速増殖炉の開発段階の如何に拘わらず、常に採用されるもので、語弊があるかもしれませんが炉心損

傷事故は設計基準外として、AM の対象であったとしても殆ど深層防護層が設定されていなかった軽水炉と

好対照をなすものです。しかしながら、高速増殖炉では、より一層慎重な安全対策を講じているという本来

期待していた評価を受ける代わりに、むしろ意に反した結果として、炉心溶融・再臨界という苛酷な事象の

想定を回避できない炉型である、との誤った認識を一般に生みだしたことは極めて遺憾というしかありませ

ん。そのため、もんじゅ以降、実用化に向けた安全確保対策として、従来の対策を更に一歩進め、炉心損傷

をもたらす可能性がある起因事象を想定しても、炉心に持たせた固有の特性および受動安全特性によって炉

心損傷拡大を抑制でき、また炉心損傷後の再臨界の可能性を設計段階で抑制できる炉心概念を構築し、これ

らの特性を実証していこうとする新しい研究基軸が生まれつつあるのも最近の研究開発の傾向として特記さ

れる次第です。こうした研究の中心ツールになるのが、多成分・多相流の解析コードで、あくまで時間・空

間の平均場における輸送方程式を解くことになります。乱流解析でいう RANS方程式を解くことに対応しま

す。したがって構成方程式をいかに構築するかが課題です。こうした課題を解決するためには、実験とタイ

アップしつつも計算科学・技術が大きな役割を果たすことが望まれます。大規模・複雑系の典型で、モデリ

ングにはこれまでに体験したことがない困難を伴うことが予想されますが、軽水炉の炉心溶融事象進展の解

析とも共通するところが多く、是非多くの若い方々にチャレンジしていただきたい。これが第二の期待です。 

計算科学の発展のキーワードは連携といわれます。分野間の連携、協力体制は大丈夫か。問題を持ってい

る人、解法を持っている人、コード開発者、数学者、計算機設計者・開発者との連携。例えば、ハイエンド

なコンピュータになると、計算に用いるアルゴリズムが制約を受けるケースがよくあります。２）そのよう

な場合、アプリケーション開発者やその利用者が計算機のあるべき姿について計算機の開発者に要求を具体

的に出していくことが重要です。そのためには利用者もアプリケーションの中身を熟知していなければなら

ない。今後のスーパーコンピュータは数万規模の並列度を持つシステムになる可能性が高く、これに対処す

るためには計算コードの再構成が必須となります。３）そうなると計算機の設計・開発者との連携が強く求

められてくる。ここでも、基本に立ち返り、計算モデルの意味、コードの中身の把握が重要となる、という

次第です。 

そのような連携の議論とはレベルが違いますが、最近、商用汎用乱流解析コードに依存する CFDが多く
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なりました。国内外の大学でも例外でなく、学生は既に組み立てられた実験装置が与えられてデータを取得

するよろしく、入力データさえ作れば結果が出ることに安心してしまう傾向があり、何故そうした結果が出

るのか、何が正しいのか、何がおかしいのか、自分で考えさせることが重要課題となってきたのです。計算

が身近になっても、中身を知らずに計算をすることがあってはならないことです。アプリケーションをブラ

ックボックス的に使うのは計算科学ではない。ましてや計算科学技術でもない。よく、電卓を使うと計算力

が落ちるといわれていました。ワープロを使うと漢字を書けなくなります。同様に数値計算に頼りすぎると、

物理・化学現象が見えなくなります。想像力がなくなり、分析力がなくなる。このような頭の空洞化に繋が

らないように、私たちが努力をしていかなければなりません。若い後継者を育てることとともに、育つ環境

を作ることの大事さを痛感しています。私も是非皆様とともに努力を継続したいと思います。 
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～ 特集⑥ ～ 

解説記事 

『シミュレーションの信頼性を高める活動』 

東京大学   

越塚 誠一 

 

１．シミュレーションの信頼性とは 

 シミュレーションを実用的に用いるためには、その信頼性が必要不可欠である。例えば、自動車産業

においては既に多くの設計プロセスにシミュレーションが組み込まれており、目的に応じて要求される

信頼性が区別され、実用に供されている。 

 シミュレーションの信頼性を確保するための方法論として V&V(Verification and Validation)が注目

されている。日本語では Verification は「検証」、Validation は「妥当性確認」と訳される。ただし、

V&V には２種類の流れがある。第１は、モデリングに関する V&Vで、米国機械学会(ASME)の標準が

知られている。計算結果の信頼性を、現実問題に対する再現性によって担保しようとするものである。

第２は、品質マネジメントに関する V&V で、ISO9001に代表されるような一般的な品質マネジメント

の標準を、どのようにシミュレーションに適用することで品質を高めるかというものである。英国の非

営利団体である NAFEMS が品質マネジメントの V&Vに関する文書を多く出版している。 

 原子力分野においては安全解析としてシミュレーション技術が長く使われており、その信頼性の確保

は重要でありつづけている。ただし、安全解析において用いられる計算コードはシステムコードであり、

最近の V&V で主な対象としている有限要素法や有限体積法に基づいた多次元詳細解析と比較して、経

験式や実験式を多く用いる。そして、その経験式や実験式の段階で保守性を与えることにより、計算結

果の保守性を確保するという考え方を取ってきた。しかしながら、多次元詳細解析が原子力分野におい

ても次第に用いられるようになってきており、安全解析以外の設計、製造、保守、検査などのさまざま

な局面において利用が増えている。さらには、安全解析においても「保守性」ではなく「最適評価＋不

確かさ」によって信頼性を確保するという考え方が現れ、原子力学会の標準「統計的安全評価の実施基

準」AESJ-SC-S001:2008が策定されている。「最適評価＋不確かさ」の考え方は、多次元詳細解析にお

ける V&V と共通である。一方、シミュレーションの品質マネジメントにおいては、原子力分野では計

算ミスが社会的なスキャンダルに拡大されるという形で問題が現れている。 

 こうした背景から、日本原子力学会計算科学技術部会では、「シミュレーションの信頼性」ワーキン

ググループを 2010年 4月に発足させ、シミュレーションの信頼性を高めるための活動を行っている。 
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２．計算科学技術部会の取り組み 

 日本原子力学会計算科学技術部会では、2002 年から 2005 年まで「計算結果評価法研究専門委員会」

（主査：二ノ方壽、幹事：内藤俶孝、石塚龍雄）において計算の信頼性に関する核、熱流動、構造、材

料などの分野に共通する考え方が議論された。2009 年には標準委員会の基盤・応用技術専門部会のも

とに「シミュレーションの信頼性検討タスク」が作られ、海外の情勢や現状におけるニーズの分析が行

われた。2010 年に春の年会で企画セッション「シミュレーションの信頼性確保のあり方とは？―当学

会としての V&V への取り組みについて―」を開催した後、計算科学技術部会に「シミュレーションの

信頼性ワーキンググループ」（主査：笠原文雄、幹事：堀田亮年、越塚誠一）が発足した。これまでに

４回の会合が開催され、原子力に関わる様々な分野の計算科学技術における信頼性確保の必要性、米国

などの海外での情勢、ソフトウェアベンダーの状況などが紹介された。まもなく報告書が完成する予定

となっている。今後は、モデリングに関する V&Vの学会標準作成へと進むことになろう。 

 その間、標準委員会の基盤・応用技術専門部会にて策定が進められた「発電用原子炉施設の安全解析

における放出源の有効高さを求めるための数値モデル計算実施基準」については、これが詳細流体解析

を用いる標準であることから、V&V の考え方と整合するように調整されている。 

 2011 年 3 月 2 日に東京大学において「モデリング・シミュレーション技術」に関するワークショッ

プが開催され、その内容が特集として原子力 eye の 2011 年 6 月号に掲載されている。このワークショ

ップでは、我が国の核計算コードおよび安全解析のためのシステムコードが米国に完全に依存している

一方で、韓国や中国がハードウェアだけでなくソフトウェアについても着々と自主開発を進めている現

状が報告された。今後、我が国が国際的に競争していくためには、独自技術の蓄積という観点と安全規

制の近代化という観点から、我が国においても独自のコード開発が必要ではないかという問題提起がな

された。コード開発においては V&V を担保することが重要で、そのためには実験データベースの拡充

が必要不可欠であるとの指摘があった。システムコードは既に国産コードの開発プロジェクトが開始さ

れた。さらに、福島事故を受けて、シビアアクシデント解析コードについても国産コードの開発が始ま

っており、熱流動部会には 2011年 9月に「シビアアクシデント評価」研究専門委員会が発足している。 

 原子力分野全体に関わる品質マネジメントの標準として日本電気協会「原子力発電書における安全の

ための品質保証規程」JEAC4111-2009 がある。これは ISO 9001 を原子力分野に適用する場合の具体

的な要求事項を書き下したものである。同様に、ISO 9001 をシミュレーション業務に適用する場合の

具体的な要求事項を書き下した標準として、日本計算工学会から 2011 年 5 月に「工学シミュレーショ

ンの品質マネジメント」JSCES S-HQC001:2011 および「工学シミュレーションの標準手順」JSCES 

S-HQC002:2011が発行された。工学シミュレーションにおいては、「製品＝計算結果」というところが

特殊であり、その品質を確保するには計算結果を事後的に検査するだけでは難しく、計算のプロセスを
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管理することが重要になる。日本計算工学会の標準は、「シミュレーションの品質・信頼性にかかわる

調査・研究」分科会(HQC, High Quality Computing, 分科会）（主査：白鳥正樹、副主査：高野直樹、

越塚誠一、幹事：吉田有一郎、中村均、堀田亮年）において策定され、現在も分科会の活動は続いてい

る。自動車、電機、建設、原子力、ソフトウェア会社などの幅広い分野から委員が集まっている。また、

日本原子力技術協会が 2010 年に「原子力施設における許認可申請等に係る解析業務の品質向上ガイド

ライン」JANTI-CQA-01 を策定した。これは、解析の発注者と受注者の責任関係について詳細に規定

されているところが特徴である。 

 品質マネジメントにおいては、プロセスの管理やエビデンス文書の作成だけでなく、解析技術者の力

量も必要不可欠である。日本機械学会では計算力学技術者資格認定制度を 2003 年に発足させ、シミュ

レーション業務に携わる人材の能力向上に貢献している。現在のところ、固体力学と熱流体力学の２つ

の分野において、それぞれ上級、１級、２級、初級の資格が用意されている。この資格認定制度は世界

的に我が国が先導している。一方、計算力学技術者の知識として V&V が必須であることは共通認識と

なりつつあり、資格認定の要件として V&Vが位置づけられている。 

 

３．福島原発事故とシミュレーション 

 福島原発事故ではその原因究明の活動が進行中であるが、これまでに明らかになった問題点にはシミ

ュレーションの信頼性に関わる内容が含まれており、ここで述べたい。政府の事故調査委員会の中間報

告においては、シミュレーションに関する問題点として、(1) 不適切だった津波の想定、(2) 放射性物

質の大気拡散・被曝解析の活用や公開がなされなかったこと、(3) 絶対安全への固執とリスク概念の不

徹底、が指摘されている。 

 (1)の津波解析については、震源を入力データとして浅水方程式を用いた津波伝播解析によって発電所

の津波水位を想定するというシミュレーションであり、土木学会から示された手順に従っている。V&V

の観点からこの手順は適切であったのか、もし適切であったとしたら、なぜ津波水位の過小評価という

ことになってしまったのか、など、研究者の観点からのさらに詳しい検証が必要と思われる。 

 (2)の放射性物質の大気拡散・被曝解析では、避難に活用すべきことが防災計画に書かれていながらそ

うしなかったことは、規則上の大きな問題である。それとは別に専門の観点からは、この放射性物質の

大気拡散・被曝解析がリアルタイム解析であるという特殊なシミュレーションであることを踏まえて、

どのような V&V を経てどのような活用がなされうるのかを改めて検討する必要があるのではなかろう

か。 

 (3)で用いられる確率論的リスク評価(PRA)については、計算結果がリスクであるというこれも特殊な

シミュレーションであり、その V&V はどのようにすべきであるのか。特に、極めて頻度の低い事象の

Validation はどのように行い、評価の際の不確かさをどのように見積もるべきか、という大きな問題を
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含んでいる。 

 ここで取り上げたシミュレーションに関わる３つの問題点に潜む共通項として、シミュレーションを

軽視する傾向が見られることである。所詮、計算なので、対策する気にならなかった、活用する気にな

らなかった、という意識があったように感じられる。シミュレーションを軽視する心情はシミュレーシ

ョンの専門家自身にも実はあるのではなかろうか。V&V の活動によってこれが払拭され、シミュレー

ションを過小評価することや、その反対に過大評価することもなくなることが、理想的な姿であろう。 
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～ 特集⑦ ～ 

解説記事 

『原子力発電プラントの地震耐力予測シミュレーション』 

東京大学大学院工学系研究科 

吉村 忍 

 

 

１．原子力発電プラントの耐震安全性と計算科学 

 日本のような地震多発国において、原子力発電所を設置し安全に稼働させる上で耐震設計は大変重要

である。特にその重要性が再認識されたのが、2007年 7月 16日に発生したマグニチュード 6.8の新潟

県中越沖地震であった。この地震によって、震源から約 16km 地点にある東京電力柏崎刈羽原子力発電

所では、敷地内で震度 7を記録し、地震による被害が発生した。地震発生時、柏崎刈羽原子力発電所の

全 7 基のうち、3、4、7 号機の 3基の原子炉は 100％出力で運転中であった。この地震では、観測され

た最大応答加速度が設計基準地震動から予測された最大応答加速度を超え、また観測記録の応答スペク

トルが、すべての振動数範囲で設計基準地震動の応答スペクトルを大幅に上回った。中越沖地震におい

ては、安全上重要な機器・構造物に損傷はほとんどみられなかった。しかし、地震後の安全性の点検や

地震対策のためにプラントが長期間停止することとなり、柏崎刈羽原子力発電所では、6、7号機が地震

後 2年を経過してようやく再稼働に向けて動き出したものの、全プラントの復旧にはまだ時間がかかる

ことが予想されている。 

さらに 2011年 3月 11日には、マグニチュード 9.0の東北地方太平洋沖地震による未曾有の地震津波

発生を受け、同地域沿岸に立地する 4か所の原子力発電所（東京電力・福島第一原子力発電所、同第二

発電所、東北電力・女川原子力発電所、日本原子力発電・東海第二発電所）の 14基（総電気出力 1,237

万 kw）のうち、当時稼働中であった 11基中すべてにおいて制御棒が挿入され自動停止（スクラム）し

た。そのうち 8 基は冷温停止し安定した状態になったものの、福島第一原子力発電所の 6 基のうち、1

～4 号機が原子炉や使用済み燃料プールの冷却機能の喪失により、水素爆発による原子炉建屋の破壊や

放射性物質の外部への拡散が引き起こされた。関係者の懸命な努力により 2011 年暮れに冷温停止状態

が宣言されたが、事態の完全な収束にはまだ長い時間がかかる見込みである。 

原子力発電所の耐震設計はこれまで地震力と津波の影響に分けて行われており、それぞれに国の審査

指針と民間設計基準（学協会による民間規格を国がエンドース）に基づき設計・運転されてきたところ

であるが、設計想定を超える巨大地震の発生を受けて上述のような深刻な状態に陥っている。今回の地
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震が発電所に与えた影響は、事態の収束後に現地調査を含めて詳細に検証されなければならない。一方

において、耐震設計上の想定を超える巨大地震が発生した時の、原子力発電プラントの耐震性能を正確

に把握し、事前に適切な対策をとることは、国内に 54 基の原子力発電プラントを保有する日本の状況

を考えると喫緊の課題である。さらに、今回の巨大地震の被害は、地震力と津波（波力による構造物・

機器の破損と浸水による機器の機能不全）が相乗しているものと想像されるが、これらの要因と影響を

一つ一つ精密に検証しておくことが、今後の巨大地震・巨大津波対策を効果的に進める上で大変重要で

ある。 

原子力発電プラントのように社会経済的にも大きな影響のある人工物が巨大地震にさらされる際の

性能限界の確認は、可能であれば実大試験で実証されるべきであろう。しかし、2005年 4月に建設され

た実大 3次元震動破壊実験施設（E-ディフェンス）といえども、重量やサイズに関する制限から原子力

発電所自体を丸ごと震動実験することは不可能である。さらに、原子力プラントの運転中の原子炉特性

に地震動の与える影響を評価することもできない。そこで、近年発展が著しい計算科学を活用して、実

験代替としてのシミュレーションシステム構築と、さまざまな動的事象を考慮できるシミュレーション

モデルの開発が期待されている。 

以上のような背景を踏まえ、筆者らは、巨大地震力を受ける、地震発生直後の過渡状態における原子

力発電プラントの機能限界を「耐力」と定義し、マルチスケール・マルチフィジックス統合シミュレー

ションにより定量的に見極めることを可能とするシミュレータを研究開発している。 

 

２．地震耐力予測シミュレーションシステム 

著者らは、地殻－地盤－原子力建屋－機器のマルチスケール性と、機器内の挙動を支配する構造・材

料－流体－熱－炉特性等のマルチスケール・マルチフィジクス性を同時に連成させて精密に評価するこ

とができるシミュレーションモデル・手法およびコードの開発を行っている。図 1にその全体イメージ

を示す。 

この現象を扱うにあたっては、地震の発生・地殻内伝播から表層地盤－建屋－機器の揺れ、そして炉

内熱流動や連鎖核反応までという、空間スケールで数百キロから数ミリまでの 105超のマルチスケール

性とマルチフィジックス性を同時に考慮する必要がある。また、時間方向（周波数領域）には 0.1Hzか

ら 1,000Hz超、継続時間にして、十数秒から数時間のマルチスケール性とマルチフィジックス性が想定

される。本研究では、各スケールの現象の相互作用を精密かつ効率的に扱うために、次の 3つの現象に

分けてシミュレーションモデルを構築している。 
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図 1. 地震時の地震波動伝搬、建屋・機器・冷却材・炉特性の 
マルチスケール・マルチフィジクス解析のイメージ 

 

現象 A: 地震発生・地殻内波動伝搬・原子力建屋の揺れ 

 

原子力発電所のサイトから遠く離れた地点（十数ｋｍから数十ｋｍ）で地震が発生し、地中深く地震

波が伝搬するプロセスでは、地質構造を持つ地殻とサイト周辺の表層地盤の中を伝搬する地震波動を線

形計算する。これは線形計算ではあるものの、数十ｋｍオーダーの地質構造と数十から数百ｍオーダー

の表層地盤構造という異なるスケールの領域で波動伝搬を計算する大規模なマルチスケール解析とな

る。 

この地震動伝播解析は MMA（Macro-Micro Analysis）にて行う（図 1左上）。MMAは東京大学地震研究

所・堀・市村らによって開発された、マルチスケール地震波動伝播解析手法であるマクロミクロ解析を

行うソフトウェアである。マクロミクロ解析は、数十ｋｍオーダーの地質構造（地震学的スケール）を

対象とするマクロ解析と、数十から数百ｍオーダーの表層地盤構造（地震工学的スケール）を対象とす

るミクロ解析のマルチスケール連成解析である。解析モデルは地震学的・地震工学的に計測・推定され

た地盤構造データと地質構造データを基に構築される。さらに、建屋近傍では、建屋と表層地盤の相互

作用が地震波の波動伝搬挙動に影響する。そこで、建屋の動特性を上記の表層地盤構造モデルのメッシ

ュに埋め込むことにより、建屋の影響を考慮する。すなわち、マクロミクロ解析による地震発生・地殻

内波動伝搬・原子力建屋の揺れの解析では、粗いスケールのマクロ解析では地殻構造の有限要素モデル

（エラー! 参照元が見つかりません。左）、細かいスケールのミクロ解析では建屋を含む地質構造の有
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限要素モデル（エラー! 参照元が見つかりません。右）を用い、次の手順によって解析が行われる。 

1） 想定された地震シナリオ（断層による直下型地震等)に従って、地殻内の地震動伝播の様子をマク

ロ解析にて解析する。 

2） マクロ解析の地殻の地震波動を入力としてミクロ解析を行い、地殻－地盤の連成計算をする。 

3） ミクロ解析の結果、得られた地盤・建屋境界面の変位の時系列データを、現象 B を解析する際の

入力データとして渡す（図 3）。 

  

現象 B：地盤・建屋・原子力構造機器・冷却材の揺れ 

国内で採用されている従来の耐震設計では、原子炉建屋や主要構造物・機器を質点とばねの集合体で

モデル化した多質点系（バネマス）モデルが用いられている。過去の要素試験や耐震設計の経験、地震

時の応答計測によるモデルの改良を通して、質量・バネ定数・減衰率などのモデルパラメータがチュー

ニングされており、実機の地震応答挙動を比較的良好に再現できるモデルとなっている。このモデルを

用いた解析手順は次のようになる。まず、想定する地震入力に対して、多質点系モデルを用いて地震応

答解析を行い、各部における最大応答を評価する。その後、最大応答の結果を部品単位の詳細モデル（た

とえば有限要素法モデル）に入力し静的な応力解析を行い、各部品に発生する最大応力や変位などを評

価する。 

設計段階では、設計の各プロセスに安全裕度が組み込まれているため、このような簡略化モデルでも

十分と言える。しかし、原子力発電プラントが保有する真の地震耐力を求めるにはこれでは不十分であ

り、地盤・建屋・原子力構造機器をできるだけ精密にモデル化し、さらに、機器と冷却材の相互作用も

精密にシミュレーションする必要がある。 

この現象の解析には、東京大学大学院工学系研究科・吉村をリーダーとする ADVENTUREプロジェクト

（http://adventure.sys.t.u-tokyo.ac.jp/）にて開発された ADVENTUREシステムを用いる（図 1右上）。

fault

plant site

geological length scale model engineering length scale model

building (RC) reactor

bedrock

surface ground

 

図 2. MMAによるマルチスケール解析 

地盤学的スケールモデル 
（マクロ解析） 

地盤工学的スケールモデル 
（ミクロ解析） 
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図 3. MMA-ADVENTURE 連成解析 

 

まず建屋-炉容器の解析では、前述のとおり MMA のミクロ解析で得られた地盤・建屋境界面の変位の時

系列データを ADVENTURE_Solid Ver.2の入力として地震応答解析を行う（図 3）。ADVENTURE_Solid Ver.2

は、ADVENTUREプロジェクトにて開発された ADVENTURE_Solid Ver.1.x に、各種の材料非線形解析機能

や多点拘束機能などを追加して開発された構造解析ソルバである。この解析コードは、並列処理手法と

して階層型領域分割法（Hierarchical Domain Decomposition Method : HDDM）による負荷分散を採用

しており、また、前処理としてバランシング領域分割法（Balancing Domain Decomposition：BDD）を

採用している。さらに、1,000 プロセッサを越える超並列計算機においても高い並列効率を実現してい

る。 

次に、冷却剤である炉容器内部の流体の付加質量の影響を考慮するため、流体-構造連成解析を行う。

流体-構造連成解析では、構造解析ソルバ ADVENTURE_Solid と音響流体用ポアソン解析ソルバ

ADVENTURE_Thermalを、新たに開発した連成カプラ ADVENTURE_Couplerによって接続することで、分離

反復型解法による汎用的な高精度双方向連成解析を実現した。 
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 現象 C：炉内の核熱連成振動 

国内の原子力発電所は、ある一定レベルの地震力（設計用基準地震動の数分の 1程度の加速度）を感

知すると、燃料集合体の間に中性子を吸収する性質をもった制御棒が急速に挿入され、地震動が大きく

なる前に、連鎖核反応が急速停止するように設計されている。これは、原子炉スクラムと呼ばれる。し

かし、実は、連鎖反応が止まっても地震によって揺すられている最中は、原子炉内の温度は高温に保た

れ、冷却材も流動している。また、地震発生時に何らかの原因で原子炉スクラムが作動しない、あるい

は、冷却材を送るポンプが故障し停止してしまうような状況下では、連鎖核反応が継続し、冷却材流量

が不安定になる中で、地震によってプラントは揺すられ続けるという状況が起こる。特に沸騰水型原子

炉（BWR）の場合、冷却水の流動変動やそれに伴う炉心ボイド率の変動などが生じ、炉心付近の流動状

況が通常時と比べ大きく変化することが考えられるため、炉心の安定性が損なわれるかどうかの見極め

が重要である。 

この原子炉内現象のミクロスケールを担う炉内核熱連成振動解析には、3 次元核熱結合解析コード

TRAC-BF1/SKETCH-INSを、メゾスケールを記述する炉内熱流動解析には、3次元熱流動解析コード ACE-3D

を用いる（図 1 下段）。TRAC-BF1/SKETCH-INS、ACE-3D ともに日本原子力研究開発機構が有するソフト

ウェアを高度化することで研究開発を進めている。地震時における炉心発熱シミュレーションでは、地

震動に起因する流体密度と中性子束の連成振動を模擬できることが必要であることから、

TRAC-BF1/SKETCH-INS に対して地震加速度モデルを導入した。また、地震時における熱流動シミュレー

ションでは、地震によって構造物に発生する変位や変形による流体への影響を模擬できることが必要で

あることから、ACE-3Dに対して任意形状を表現できる座標系、マルチスケールな解像度を定義できる高

次有限差分法、流体中の乱れを詳細に予測できる高精度乱流モデルの導入を行い、炉内構造物等の変形

時における熱的現象のシミュレーションを可能とした。 

TRAC-BF1/SKETCH-INS の入力としては、建屋・プラント・機器解析の結果から構造・流体境界面の加

速度を用いる（図 4）。図 5 に、TRACK-BF1/SKETCH-INS による、正弦波状の加速度応答入力に対する炉

心出力応答を示す。また ACE-3D の入力として、現象 B の解析結果から構造・流体境界面の加速度と変

位、炉内核熱連成振動解析の結果から炉心発熱・入口出口流動条件を用いる（図 6）ことで連成解析を

行っている。図 7に、ACE-3Dによる二流体モデルの地震加速度に揺れる燃料集合体内の気液二相流のボ

イド分布を示す。 

使用した計算機は東京大学情報基盤センターの T2K オープンスーパーコンピュータ HA8000 であり、

64ノード（総計算コア数 1,024、理論ピーク性能 9.4テラフロップス）を用いた。また、解析には並列

弾塑性有限要素解析ソフトウェア ADVENTURE_Solidを用いた。図 8に、ある時刻における変形と相当応

力分布の様子を示す。この解析により、原子炉内細部の動的変形挙動を精密に評価できることが実証で

きた。この解析では、1時間ステップの解析に約 10分程度を要したが、テラフロップス級のスーパーコ
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図 4. TRAC-BF1/SKETCH-INS による核熱連成振動解析 
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図 5. 正弦波状の加速度応答入力に対する炉心出力応 

 

ンピュータを用いることで 2億自由度規模モデルの有限要素解析が十分に実用できることが示された。 
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図 6. ACE-3Dによる燃料集合体内沸騰流解析 

 

 

図 7. 地震加速度に揺れる燃料集合体内の気液二相流のボイド分布 
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図 8. 2億自由度規模沸騰水型原子炉圧力容器の地震応答のスナップショット（相当応力分布） 

 

しかし、この規模のスーパーコンピュータは一般に占有できるものではなく、断続的に使用すること

で 1週間に 100～150ステップ程度しか解析できず、2,048ステップの解析に半年以上かかる。また前述

のとおりこの解析では、現象 A の解析を 3 次元有限要素法モデルとはいえ粗いメッシュによる解析で、

現象 B における冷却材との相互作用効果を双方向連成解析によるものではなく Rayleigh 減衰で、それ

ぞれ置き換えた。さらに現象 Cはまったく考慮していない。これらの詳細な解析を実現するため、本研

究プロジェクトでは地震耐力予測シミュレーションシステムのグリッド化実装と、次世代スーパーコン

ピュータ向けチューニングを行っている。 

 

３．将来展望 

本研究プロジェクトにおいては、地殻－地盤－原子力建屋－機器のマルチスケール性と、機器内の挙

動を支配する構造・材料－流体－熱－炉特性等のマルチスケール・マルチフィジクス性を同時に連成さ

せて精密に評価することができるシミュレーションモデル・手法およびコードの開発を行っている。世

界的にみても、このような構想の研究開発は例がなく、その成果は世界の 430基を超える原子力発電所

の耐震安全性向上に活用できるであろう。しかし、前章までで述べたとおり、現実条件でのフルスケー

ルシミュレーションを行うには、テラフロップス級のスーパーコンピュータでは不十分である。このた

め、2012年頃から稼働予定の次世代スーパーコンピュータへの実装を念頭においたコード開発と、グリ

ッド化実装を行っている。将来的には、実在の原子力発電プラントをデジタルデータ化し、炉内の臨界

状態を扱う炉物理まで含め、できるだけ厳密に実態に近い条件とデータで耐力シミュレーションを実施

できるようになるであろう。 

さらに、2011年の東日本大震災の教訓から、原子炉容器や格納容器、主要配管系ばかりでなく、発電
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所内に設置されている冷却ポンプや非常用電源設備などのあらゆる付帯設備についても巨大地震発生

時の耐力評価が重要と認識することができ、それらの評価にも役立てていきたい。また、この大震災で

は、原子力施設の被害は地震よりも津波による影響が大きかったと思われることから、津波による被害

を評価するための取り組みとして、津波シミュレーション研究者との話し合いをすでに始めている。今

回の研究開発では、連成カプラーADVENTURE_Coulerによって内部流体と原子力構造機器の大規模並列連

成解析技術も構築したが、この技術を基盤として、近い将来大規模津波シミュレーションと建屋-機器

の変形・破壊の連成解析へと展開していきたい。 

また、福島第一原子力発電所の事故以降、各地の原子力発電所を対象にストレステストが行われてい

る。このテストは既存の原子力発電所モデルに設計想定以上の負荷をかけてコンピュータシミュレーシ

ョンを行うことにより、どの程度の最終耐力を有するかを予想するものである。このテストは、イベン

トツリー解析、フォールトツリー解析、津波解析、耐震解析、クリフエッジ解析によるシビアアクシデ

ントに対する最終耐力の評価である。最終耐力評価という狙いは、本研究開発課題の狙いと共通してい

るが、耐震解析には従来の多質点系モデルによる解析が用いられており、むしろ、本研究開発成果を積

極的に活用し、ストレステストの精度・信頼性を向上させていくことが必要と考えている。 
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～ 特集⑧ ～ 

解説記事 

『計算機の発達による計算科学への期待と 

原子力分野における課題』 

原子燃料工業（株） 

巽 雅洋 

1. まえがき 

 計算科学という言葉がまだそれほど浸透していなかった 1980年代まで原子力分野は計算機利用の花形

であったが，今日では他分野に主役を明け渡してしまったようにも思える。例えば自動車や航空機産業で

は，実験の代替手段や設計プロセスの一部として計算機が最大限に活用されており，CAE (Computer 

Aided Engineering) や Design by Analysisといった概念が広く浸透している。また，定式化された既存

の問題を解くだけでなく，現象をどのように定式化（Modeling）し模擬(Simulation)するかの検討にお

いて計算機を活用するアプローチも広がっており，計算科学は理論・実験に次ぐ「第三の科学」と認識さ

れつつある。本来，計算機の発達とその応用は車の両輪のごとく発達するのが理想であるが，多くの分野

において課題が残っている。この状況を一朝一夕に改善することは困難であり，長期的な展望のもと，積

極的な取り組みが必要である。 

 そこで本稿では，今後の計算機の発達の可能性について俯瞰し，原子力における計算機利用の方向性と

課題について議論する。最後に，これらの活動に関して本部会が担うべき役割について筆者の考えを示す。 

 

2. 計算機の発達 

 10年前の 2002年，当時の最先端スパコンであった「地球シミュレータ」がスパコン世界ランキングで

ある TOP500 の第一位に登録された。「地球シミュレータ」の実効性能は約 40 テラ FLOPS1で，当時と

しては他を凌ぐ圧倒的なパフォーマンスであった。その後の米国の巻き返しにより一位の座を長らく明け

渡していたが，つい先日，我が国の次世代スパコン「京」が再び TOP500の第一位に返り咲いた。「京」

は 2012年 11月に正式稼働を予定しているが，これまでの性能試験において「地球シミュレータ」の 250

倍の演算能力である 10 ペタ FLOPS(10000テラ FLOPS)の実効性能を有することが実証された。この他

にも，汎用プロセッサと GPU2を組み合わせた東工大の TSUBAME2.0 は，2011 年に消費電力量あたり

                                                   
1 テラとは 1兆を表し、テラ FLOPSと は 1 秒あたり 1兆回の浮動小数点演算を意味する。 
2 Graphic Processing Unit，描画用プロセッサであるが汎用のベクトル型プロセッサとして使用される。 
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の演算性能が世界一のグリーンスパコンと認定され，各国がしのぎを削るなかで我が国の存在感を示して

いる。高性能スパコンの実現自体にも計算機科学の観点から意義深いが，その真価は今後どれだけの波及

効果を生み出すことが出来るかにかかっている。 

 図 1に示した過去 20年におけるスパコン性能の推移を見ると，半導体技術の発達により演算性能がほ

ぼリニアに伸びてきたことが分かる。これは有名な「ムーアの法則」に支持されるものであり，デバイス

技術の高度化により今後 10年程度においても同様の傾向を維持することが期待されている。なお図中の

丸は，我が国のスパコンが世界第一位の座を得たとき，第二位以下を圧倒する性能向上を達成しているこ

とを示している。 

 

 

2012年時点におけるパソコン（以下，PC）の実効性能を 10ギガ FLOPS程度と見積もると， 500位の

スパコン性能が約 15年程度の時間遅れで PCにて実現されることが図 1から読み取れる。従って，2020

年頃には PCにおいてもテラ FLOPS級の実効性能が得られるであろう。近年まで PCは単一プロセッサ

システムであったため，時を経て CPUが高速化すれば，計算コードは特段の改良が無くても高速性を享

受することができた。しかしながら，今日のスパコン（すなわち未来の PCの原型）は，複数のスカラー

演算型の汎用プロセッサや GPU等のアクセラレータを搭載した演算ユニットが超高速・高性能インター

コネクト（ネットワーク）で結合された，いわば巨大な計算機クラスタであると言っても過言ではない。

なお，現在でも一般的に入手可能な PCクラスタは，プロセッサ，メモリ，インターコネクト性能こそ異

なるがスパコンと同じ方式で構築されており，プログラミングモデルも一部を除いて同様のものが利用で

 

図 1 スパコン性能の推移 (文献 1より引用) 
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きるため，PCクラスタ向けに設計された計算コードはスパコンにおいても高い実効性能を示すことが期

待される。すなわち，現在のスパコンは将来の PCクラスタ，そして現在の PCクラスタは将来の PCの

ための研究開発プラットフォームと捉えることもできる。 

 以上では，これまでのスパコン開発を通じて未来の PCに対する展望とそれに対する準備のあり方を示

した。より詳細な情報は，スパコン開発における要素技術については文献[1]が，各国におけるスパコン

開発と今後の展望については文献[2]が詳しい。また，2018～2020 年頃の実現を目標に，エクサ（1000

ペタ）FLOPS級のスパコンの開発が検討されており，ハードウェアやソフトウェア開発に関して具体的

な要件が示されている[3]。現時点では，特にソフトウェアに関しては解決すべき課題が多く，従来のア

プローチの延長線上ではエクサ FLOPSを実現することは困難であると考えられており，何らかのブレー

クスルーが必要であろう。ここで得られる知見は，PCにおいてテラフロップス級の性能を達成するため

にも参考となる。 

 

3. 原子力分野での期待 

 計算機の発達によって，原子力分野にどのような恩恵が得られるであろうか？ 2009年 5月 11日及び

12日の米国ワシントン D.Cにて，米国エネルギー省(DOE)主催のワークショップが開催され，原子力分

野におけるスパコン利用の展望について議論されている[4]。本ワークショップの目的は，エクサスケー

ル級の計算機利用を前提に，いわば原子力分野における”Scientific Grand Challenge”を整理することで

ある。ワークショップの報告書では，特に①原子力システムの解析，②物質特性の予測，③Verification, 

Validation, and Uncertainty and Risk Quantification，④原子力利用における意志決定支援，の各分野

において，結論と提言がまとめられている。詳細については本稿では触れないが，キーワードとしてマル

チスケール，マルチフィジックス，第一原理手法，新しい物理モデルの開発，堅牢性，信頼性向上，多様

性，等が挙げられる。 

 以下では，高速計算機の利用の恩恵と限界について考えるにあたり，原子炉物理分野における中性子輸

送問題解法を例に取り上げる [5]。2003 年に開催された ANS Topical Meeting Mathematics & 

Computation (M&C) のキーノートレクチャーにて，Studsvik Scandpowerの Kord Smithはモンテカ

ルロ法シミュレーション(以下 MC)による商用軽水炉の炉心特性解析の可能性について示した。燃料棒出

力の予測精度に対する要求を 1%とすると，当時の PCを用いた場合に計算時間は 5000時間(208日)と見

積った。そして，計算機性能の向上を鑑みて，炉心解析が１時間以内に完了するのは 2030年と予測した。

また炉物理国際会議 PHYSOR2008 において， ロスアラモス国立研究所の William Martin は，Smith

の発表以後のプロセッサ開発の傾向を考慮し， "Kord Smith Challenge” 達成の予測年度を 2018年に前

倒した。達成年月の予測には幅は見られるが，計算機の発達に伴って，MC等の詳細物理モデルに基づく

シミュレーション技術は，その適用範囲を広げることは間違いないだろう。 
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4. コード開発における課題 

 では，計算機が発達すればMCは万能ツールとなり得るのだろうか？ MCは使用プロセッサ数に対し

て計算性能が比例する3傾向にあり，大規模計算機を用いることで全ての問題は解決できると思うかもし

れない。しかしながら，先述の“Scientific Grand Challenge” 報告書ではむしろ逆の結論となっており，

決定論的手法の効率的な運用や MC のような統計的手法と組み合わせて活用することが，今後ますます

重要になると指摘されている。例えば，反応度係数や局所的な特性を対象とした解析では，MCを用いた

直接的な評価は，統計精度の観点から現実的でない。また，熱水力フィードバックを考慮した原子炉の特

性解析には，MCは計算コストと解の安定性から課題が残る。これらの問題は決定論的手法の得意とする

分野であり，MC等の手法と組み合わせて解析を実施することが肝要となる。特に安全解析分野では，決

定論的手法と統計的手法を組み合わせ，予測精度に関する定量的な評価をおこなうことがより一層重要に

なると思われる。たとえば，計算コードの検証や妥当性確認において，MCによる計算結果を参照解とし

て利用することは，今後より一般的になると思われる。 

 計算機発達の恩恵をどの程度享受できるかを考えた場合，決定論的手法に基づく計算コードの多くや一

部のMCコードには課題が残ることに気付く。並列計算や GPU等の最新デバイスへの対応はその一例で

ある。既にその傾向が見られ始めているが，先にも述べたように，将来の計算機は多数のプロセッサ（計

算コア）を搭載した並列計算アーキテクチャに基づいた設計となることが予想されるため，計算コードも

それに対応しておく必要がある。今後はCPUコアとGPUコアが一つのパッケージに多数組み込まれた，

いわゆるヘテロジニアス・メニーコアプロセッサが一般的となることが予想されるため，実効性能を高め

るためには計算機アーキテクチャに適したデータ構造とアルゴリズムの選択が必須となる。従って，旧来

のプロセッサ向けに設計された既存の計算コードは，計算速度の観点からはそれほど恩恵を受けない可能

性が高い。もちろん，自動並列化技術やその他の技術4も期待されるが，先にも述べたようにハードウェ

ア分野に比べてソフトウェア分野の発展は緩やかであり，この問題はいわば「永遠のテーマ」として将来

も存在し続けるだろう。 

 

5. 我が国における課題 

 計算機の開発においては，各国がそれぞれの独自性を発揮しつつ国際的な協力体制を構築している。し

かしながら，応用の一つである原子力分野においては，国際的な連携は必ずしも盤石では無い。特に近年，

米国は原子力分野の計算コードの内部（ソースコード）を非開示とする方針を採用したため，各国ならび

に我が国への影響も小さくない。このような情勢の中で，韓国は自国製プラントの海外輸出も鑑みて独自

                                                   
3 並列計算に対応していることが前提となる 
4 プロセッサやメモリ等の計算資源の仮想化モデルに基づく自動並列化技術等 
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の安全解析コードの開発を精力的に進めており，中国もこれに倣っている[6]。これらの国では，産官学

が連携する国家プロジェクトを立ち上げており，独自技術の開発・発展とそれを支える人材開発に力を注

いでいる。我が国においても，原子力発電の高度化にはさらなる技術開発が必要であり，各分野における

専門的知見のみならずそれを支える基盤技術として，計算科学技術にも精通する研究者や技術者の育成が

急務である。計算コードの実用化には設計・実装・検証・妥当性確認に数年から 10年程度の期間が必要

であるため，長期的な取り組みが必要であろう。そのためも，国家的プロジェクトにおいて，強いリーダ

ーシップの元に体制の強化が必要であると考える。とりわけ詳細物理モデルに基づく計算コードの開発・

維持と，安全評価に必要な解析手法及びコード開発は，我が国の独立性と優位性の維持向上のためにも極

めて重要である。今後の取り組みのあり方に関しては，米国にて実施されている CASL[7]が参考になる

のではないだろうか。 

 

6. あとがき 

 ものづくり立国としての戦略やエネルギーセキュリティの観点から，我が国の原子力開発に期待が寄せ

られるなかで，計算科学技術の重要性は今後さらに高まると思われる。国際競争と国際協力の間において

我が国が存在感を示すためには，産官学が効果的に連携した国家的プロジェクトを通じて，継続的な技術

開発と人材育成が必要である。当部会は，計算科学技術をテーマに分野間の横串機能を発揮することによ

り，これらの活動を支援することが期待されている。 
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～ 特集⑨ ～ 

計算科学技術部会のこれまでの主な活動 

 
計算科学技術部会は、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、

計算工学の研究と通した後流により、研究技術をさらに発展させ、より広く社会貢献を行

うこと目的として、矢川初代部会長が発起人となり、2002年に発足しました。発足からの

10年間を振り返り、これまでの部会の活動を簡単に紹介します。 

 

2002年度 計算科学技術部会を設立。 

2002年秋の大会（いわき明星大学）にて設立総会を開催。 

2003年春の年会（アルカス佐世保）にて部会総合講演「計算科学の方向」を

開催。 

部会ホームページをオープン。 

 

2003年度 2003年秋の大会（静岡大学）にて、大規模シミュレーション研究専門委員会

と合同の総合報告「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」を開催。 

2004年春の年会（岡山大学）にて総合報告「計算結果評価法専門委員会活動

報告」を開催。 

秋季セミナー「Dr.フォーラム」を熱流動部会と合同で実施（以後、定期的に

実施）。 

ニュースレターVol.1,2を発行。 

 

2004年度 2004年秋の大会（京都大学）にて、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」を開催。 

2005年春の年会（東海大学）にて企画セッション「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」を開催。 

ニュースレターVol.3,4を発行。 
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2005年度 2006年春の年会（原子力機構）にて企画セッション「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」を開催。 

ニュースレターVol.5,6を発行。 

 

2006年度 2007年春の年会（名古屋大学）にて企画セッション「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」を開催。 

ニュースレターVol.7,8を発行。 

 

2007年度 2007年秋の大会（北九州国際会議場ほか）にて、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」を開催。 

2008年春の年会（大阪大学）にて企画セッション「解析結果の信頼性」を開

催。 

ニュースレターVol.9,10を発行。 

「炉物理に関する数学・計算手法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（M&C+SNA2007）」を共催。 

計算科学技術部会ロゴマーク決定。 

 

2008年度 2008年秋の大会（高知工科大学）にて、企画セッション「耐震設計とスーパ

ーコンピューティング技術」を開催。 

2009年春の年会（東京工業大学）にて企画セッション「ここまで来た材料の

破壊現象と非破壊評価シミュレーション－原子力発電プラントの高経年化時

代に向けて－」を開催。 

ニュースレターVol.11,12を発行。 

 

2009年度 2009年秋の大会（東北大学）にて、企画セッション「計算材料科学の炉材料

へのアプローチ」、招待講演「計算力学と計算科学の発展（東洋大学 矢川元

基）」を開催。 

2010年春の年会（茨城大学）にて企画セッション「シミュレーションの信頼

性確保の有り方とは？」を開催。 

ニュースレターVol.13,14を発行。 
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2010年度 2010年秋の大会（北海道大学）にて、企画セッション「リスク活用に向けた

確率論的破壊力学技術の最新動向」を開催。 

「原子力分野におけるスーパーコンピューティングとモンテカルロ・シミュ

レーション国際会議（SNA+MC2010）」を共催。 

「第 7 回流動ダイナミクスに関する国際会議(ICFD2010)」を共催。 

ワークショップ『原子力基盤研究「モデリング・シミュレーション技術に関

する提言』を開催。 

ニュースレターVol.15,16を発行。 

 

2011年度 2011年秋の大会（北九州国際会議場ほか）にて、企画セッション「軽水炉分

野におけるモデリング＆シミュレーションの国際情勢と我が国の課題」を開

催。 

2012年春の年会（福井大学）にて企画セッション「我が国における軽水炉シ

ビアアクシデント評価技術の今後」を開催。 

ニュースレターVol.17を発行。 
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～ 特集⑩ ～ 

過去の部会賞受賞者一覧 

計算科学技術部会では、原子力における計算科学技術分野において、顕著な貢献をした個人またはグ

ループに対し、部会賞を贈呈しております。部会設立からのこれまでに以下の方々が部会賞を受賞され

ております。 

 

2004年度計算科学技術部会表彰 

部会功績賞 矢川元基 東京大学大学院 

部会業績賞 町田昌彦  日本原子力研究所計算科学技術推進センター 

部会奨励賞  宋武燮   東京大学 

坂口紀史  北海道大学 

田中伸厚  茨城大学 

 

2004年度 

部会ＣＧ賞  日本原子力研究所 高瀬 和之 

日本原子力研究所 吉田 啓之 

(株)大和システムエンジニア 小瀬 裕男 

 

2005年度計算科学技術部会表彰 

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 

日本原子力研究開発機構 羽間 収 

 

2006年度計算科学技術部会表彰 

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） 
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2007年度計算科学技術部会表彰 

部会奨励賞  酒井 幹夫（東京大学） 

 

2008年度計算科学技術部会表彰 

部会功績賞 竹田敏一（大阪大学） 

部会ＣＧ賞  西田明美・新谷文将（日本原子力研究開発機構） 

部会奨励賞  伊藤啓（日本原子力研究開発機構）、 宇井淳（原子力安全基盤機構） 

 

2009年度計算科学技術部会表彰 

部会功績賞 二ノ方 寿（東京工業大学） 

部会奨励賞  山田 知典（日本原子力研究開発機構） 

部会学生優秀講演賞 小瀬 裕男（京都大学） 

 

2010年度計算科学技術部会表彰 

部会功績賞 岡 芳明（早稲田大学） 

部会業績賞  吉村 忍（東京大学） 

部会ＣＧ賞  小瀬 裕男（京都大学） 

  田中 正暁（日本原子力研究開発機構） 

部会奨励賞  宮村 浩子（日本原子力研究開発機構） 

  鵜沢 憲（日本原子力研究開発機構） 

部会学生優秀講演賞 Xiong Jinbiao（東京大学） 

   下川辺 隆史（東京工業大学） 

   斎藤 誠紀（名古屋大学） 

 

2011年度計算科学技術部会表彰 

部会功績賞 内筒 正則（エネルギー総合工学研究所） 

部会業績賞  守田 幸路（九州大学） 

部会奨励賞  高田 考（大阪大学） 
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～ 秋季セミナー「Dr.フォーラム」実施報告 ～ 

計算科学技術部会 企画小委員会長 越塚誠一(東大） 

 

 

 2011 年 9 月 22 日(木)～23 日(金)に北九州市の国民宿舎めかり山荘にて Dr.フォーラムが開催されま

した。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、

次代を担う研究者を会員各位に紹介するとともに、参加者の方々が今後広い視野で研究を進めていく機

会も担っています。今回で 11 回目を数え、第 3 回からは計算科学技術部会と熱流動部会の共催になっ

ています。例年、日本原子力学会秋の大会に合わせており、今年度も北九州国際会議場での秋の大会の

３日目の午後から翌日の午前にかけて開催されました。講師５名を含めて２５名の参加があり、活発な

議論が交わされました。 

 

日程：2011年 9月 22日(木)～23日(金) 

場所：国民宿舎めかり山荘 

 

 

【プログラム】 

 

１日目 9月17日（金） 

 

Dr.フォーラム・その１(15:00～18:00) 

(1) ナトリウム燃焼、ナトリウム-水反応の数値解析手法の構築 

 （大阪大学）高田 孝 氏 

(2) 蒸気爆発トリガリングにおける蒸気膜崩壊過程に関する研究 

 （電力中央研究所）新井 崇洋 氏 

(3) 超音波の音響定在波中の浮遊物体挙動に関する研究 

 （(株)東芝）青木 一義 氏 

シニア・若手交流会（親睦会，18:30～） 
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２日目 9月18日（土） 

Dr.フォーラム・その２(9:00～11:00) 

(4) 乱流LESの高度化・高速化の研究 

 （JAEA）小野寺 直幸 氏 

(5) 高精度気液二相流数値解析手法の研究 

 （JAEA）伊藤 啓 氏 
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～ 2012年度 年間行事予定 ～ 

2012年 5月 ・運営委員会 

6月 ・第 24回 CCSEワークショップ,2012/6/19,東京大学柏キャンパス 

http://ccse.jaea.go.jp/ja/conf/workshop.html 

7月 ・ICONE20, 2012/7/30-8/3, Anaheim, California, USA. 

http://www.asmeconferences.org/icone20power2012/ 

・WCCM2012,2012/7/8-13, Sao Paulo, Brazil 

 http://www.wccm2012.com/ 

9月 ・運営委員会 

・原子力学会 2012年秋の大会,2012/9/19-21,広島大学 

・ICFD2012,2012/9/19-21,メトロポリタン仙台. 

  http://www.ifs.tohoku.ac.jp/gcoe/ICFD/ICFD2012/index.html 

10月 ・CCSEワークショップ 

2013年 1月 ・運営委員会 

3月 ・運営委員会 

・第 62回理論応用力学講演会,2013/3/6-8,東京工業大学大岡山キャンパス 

・原子力学会 2013年春の年会 
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～ 編集後記 ～ 

日本原子力学会 計算科学技術部会 ニュースレター 第 18号 

２０１２年６月  

 

編集・発行責任：  計算科学技術部会 出版・編集小委員会 

町田 昌彦 （委員長） 

（原子力機構、machida.masahiko@jaea.go.jp） 

石田 直行 

（日立製作所、naoyuki.ishida.sx@hitachi.com） 

田中 正暁 

（原子力機構、tanaka.masaaki@jaea.go.jp） 

村上 貴裕 

（電中研、murakami@criepi.denken.or.jp） 

三澤 丈治 

（原子力機構、misawa.takeharu@jaea.go.jp） 

 

ニュースレター第 18号をお届けいたします。今号は部会設立 10周年を記念した特集号となっており

ます。10周年特集記事では、現部会長を含む歴代の部会長からの寄稿をはじめ、ホットな話題を分かり

やすく説明した解説記事など、大変読み応えのある内容ではないでしょうか。いつもよりややページ数

（創刊号に次ぐ歴代２番目）となっておりますが、そのぶん編集にも時間を要してしまい、発行時期が

いつもより遅くなってしまった点は何卒ご容赦下さい。最後に、本ニュースレターに寄稿頂きました先

生方をはじめ、御協力頂いた全ての方へこの場を借りて謝意を表させて頂きます。 

（村上 貴裕） 


