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表紙図提供： 九州大学大学院 工学研究院 有馬 立身 

 
 
表紙図は、今号の一言一語記事「先進的地層処分に向けた計算科学からのアプローチ：古典分子動

力学計算を中心に」より抜粋しました。上図は、真空中で UO2
2+に水を 5 つ配位させたときの

Gaussian09 で求めた最適化構造です（中心の青球は U,赤球は O, 白球は H を表しています）。実

験的には水の配位数は 4.5-5.3 となることが知られています。下図は、モンモリロナイト（層電荷：

−0.33e、UO2
2+：6 つ）の 300K でのスナップショットです。紫球は K+、灰色の多角形は

UO2
2+-(H2O)4-5Wを表しています。 
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「過去の占いは慎重に、未来の占いは大胆に」 
 

 

 

平成 25 年 3 月 1 日 

東京大学大学院新領域創成科学研究科 

人間環境学専攻・奥田洋司 

 

数年前になるが、とある総合商社と一緒に、「企業活動もしくは研究課題として次に何に

取り組むべきか？」を議論するという、文字通り課題探索型の共同研究に携わる機会があ

った。思い返せば、イノベーション創出というキーワードをちらほら見かけるようになっ

た頃である。「次に何に取り組めばよいか（＝何を研究すればよいか）を知りたい」という

企業側、しかも非製造業、の要望に最初はやや面食らった。抱えている明確な課題が既に

あり、その解決方法を一緒に考えるのが通常の共同研究スタイルだからである。ただ、普

段、博士課程の学生には、「研究テーマが決まれば、ある意味でその研究は半分終わったよ

うなものだよ」と言っているし、実際そう思っているので、このようにテーマ設定自体を

目的にした研究があっても良く、こうした悩みは理系、文系を問わないものだと妙に納得

したことを憶えている。 

議論の俎上に乗った研究課題には文理融合さまざまなものがあった。例えば、水素社会

構築、燃料電池自動車の普及、広告戦略と消費者行動、組織内の知識伝搬、などである。

そして、それらはすべてが、課題解決のためにはシミュレーションを必要とするものであ

った。計算科学技術部会でシミュレーションと言えば、偏微分方程式と境界条件で記述さ

れた事象を計算機の助けを借りて解析することを指すであろう。ただ最近は、大量生産・

大量消費への反省と、限られた地球との共存を視野に、環境・ひと・社会との横断的な関

係を含めたシミュレーションの必要性が謳われている。筆者もご多分にもれず、前段で触

れた商社との共同研究を含め、大学での講義(脚注 1)や研究テーマの一部でそうした問題

を設定し、モデリングやシミュレーションを試みている。 

巻頭言 
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さて、困ったことに、オーセンティックなシミュレーションと較べて言えば、そこには

拠り所となる第一原理や解くべき数学モデル、要素還元主義的な方法論、ましてや、客観

的に定量化できる状態変数のようなものすら確固たるものがない。前段で触れた共同研究

において、相手側の商社のかたは、今で言う V&Vの必要性を、「占いは要りません」と表現

された。 

 お叱りを覚悟でシミュレーションのことを「占い」と表現するとすれば、多くのシミュ

レーション関連研究は「過去の占い」に偏りすぎている。もちろん V&V は重要かつ喫緊の

ものであり、それを軽んじるつもりはない。だが、コードの検証と妥当性の評価が慎重に

実施された暁には、本来の「未来の占い」をもっと大胆に実施してよいのではないだろう

か。とくに、原子力の分野では、世間的な評価を懸念するあまり、シミュレーションの適

用（対象問題の設定、モデル化、境界条件の設定、結果の解釈など）において、委縮して

いると思えるほど保守的になり過ぎている。シミュレーションの魅力をアピールし、当該

分野の人材育成を進めるうえでも、これは自戒の念を込めて、もっと大胆な未来予測を実

施してもよいと感じている。 

 最後に、シミュレーション結果の断片が独り歩きして「ただの占い」になってしまわな

いための方法について触れておきたい。いくつか考えられよう。不確実性の考慮、感度解

析、計算結果に影響を与えるパラメータの明記と排除、などである。そして、究極の透明

性の確保は、ソースコードの公開であることを申し添えたい。 

 

脚注 1） 

東京大学工学部システム創成学科 3 年「応用プロジェクト／50 年後の未来を予測する －

新技術の普及過程モデリング－」 

http://www.multi.k.u-tokyo.ac.jp/lectures/pukiwiki/ 

この演習講義では、マルチエージェントシミュレーションによって 50年後の燃料電池自動

車の普及割合を予測している。学生は、独自のデータベースやエージェントモデルを提案

し、結果を議論する。同時に、モデル化の違いがシミュレーション結果に大きく影響して

しまうことも学んでいる。 

 

以上 

 

http://www.multi.k.u-tokyo.ac.jp/lectures/pukiwiki/
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2014年春の年会・計算科学技術部会全体会議 

開催案内 

  
１．日時：2014年3月27日(木)  12：00～13：00 

２．場所：東京都市大学世田谷キャンパス （日本原子力学会2014年「春の年会」L会場） 

 

３．議事次第 

第11回部会賞表彰式 

１）部会賞表彰 

全体会議 

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 

f. 表彰小委員会 

g. 学会事故調 

３）次期役員選出 

４）その他 

５）次期部会長挨拶 
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2014年春の年会・計算科学技術部会一般セッション 

開催案内 

構造関連のスペシャルセッション（SS）を企画。セッション構成は以下のとおり。 

 

○計算科学技術（構造解析）（6 名） 

2014 年 3 月 27 日（木）14:30～16:10 L 会場（座長：JAEA 西田明美） 

 

L28 非構造格子における前処理付き反復法ソルバーの最適化カーネル；行列格納形式，ブロッキ

ング，リオーダリングの効果 

(東大) ○奥田洋司 

L29 分子動力学法による面心立方金属の空孔挙動に及ぼす材料物性の影響に関する研究 

(東大) ○石原雅崇，浅利圭亮，沖田泰良，(JAEA) 板倉充洋 

L30 分子動力学法を用いた軽水炉炉内構造材における照射硬化のミクロメカニズム解明に関す

る研究 

(東大) ○西尾慶太，浅利圭亮，沖田泰良，(JAEA) 板倉充洋 

L31 教育用 FBR プラント設計プログラム FP-Design による設計例 

(東大) ○笠原直人，(FBR 高等研) 高橋忠男 

L32 高低温流体の境界の空間変動に対する熱応力の応答に関する研究 

(東大) ○早田浩平，水谷崇人，笠原直人 

L33 組立構造解析を用いた固有値解析 

(JAEA) ○中島憲宏 

 

○計算科学技術（計算科学技術）（5 名） 

2014 年 3 月 27 日（木）16:10～17:30 L 会場（座長：JAEA 中島憲宏） 

 

L34 ハザード適合地震波による構造物の応答解析 

(大成建設) ○五十嵐さやか，坂本成弘，(JAEA) 西田明美，(東京都市大) 村松健， 

(東大) 高田毅士 

L35 高速炉の高サイクル熱疲労解析評価に対する V&V 実施手順の具体化 

(JAEA) ○田中正暁，大野修司 
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L36 3D Numerical Simulation of a Self-leveling Experiment using CFD-DEM Code 

(Kyushu Univ.) ○ LianCheng Guo，Koji Morita，(JAEA) Hirotaka Tagami， 

Yoshiharu Tobita 

L37 Development of a Hybrid Particle-Mesh Method for Multiphase Flow Simulations 

(Kyushu Univ.) ○ XianXing Liu，LianCheng Guo，Koji Morita 

L38 電磁ポンプ用三次元電磁流体解析コードの開発 

(東芝) ○浅田隆利，平田洋介，相澤利枝，鈴木哲，藤島寧 

 

・当日は評価シートを配布、回収予定。 

 

【参考情報】 

核燃料部会，水化学部会，熱流動部会，計算科学技術部会合同セッション 

「事故評価におけるソースターム解析の課題と今後の対応」 

（3 月 26 日（水） 13:00～14:30，G 会場） 座長（JAEA）日高昭秀 

1) シビアアクシデント解析における FP 移行挙動の取り扱い（JAEA）丸山結 

2) PIRT を用いたソースターム評価の問題点の摘出（エネ総研）岡田英俊 

3) 環境/汚染水評価から見たソースターム評価の問題点（JAEA）内田俊介 
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2014年春の年会・計算科学技術部会企画セッション 

開催案内 

 

 「「シミュレーションの V&V の現状と課題」」 

日時：3 月 27 日（木） 13:00～14:30，L 会場 

座長：越塚 誠一（東大） 

1) 「過酷事故時格納容器内挙動のV&V データベース」 笠原文雄（JNES） 

2) 「確率論的リスク評価分野におけるV&V」 村松健（東京都市大） 

3) 「V&V に関わる技術標準の動向」 中村均（CTC） 
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先進的地層処分に向けた計算科学からのアプローチ： 

古典分子動力学計算を中心に 

 

九州大学大学院 工学研究院 

有馬 立身 

1．はじめに 

 2011 年 3 月 11 日の東日本大震災により福島第一原子力発電所で炉心溶融を伴う過酷事故が発生し、

セシウムをはじめとする放射性物質が環境中に放出された。これを契機に我が国の原子力政策は大きな

転換を余儀なくされている。その一つに使用済燃料の直接処分が挙げられる。これは使用済燃料再処理

によって発生する高レベル放射性廃棄物ガラス固化体を地層処分する従来の処分概念とは異なり、否が

応でもアクチニド元素の振る舞いに大いに注意を払う必要が生じている。震災前より筆者は大学・研究

機関協力のもと、アクチニドに関連した地層処分環境における現象という観点から、計算科学の評価・

技術手法の整備を行っている。いくつか例を挙げると、トリウムの水和自由エネルギーおよび錯形成反

応定数の推定、ウラニルイオンの粘土中での拡散・吸着挙動のシミュレーション、ライトアクチニドの

地下環境中での主要化学種の構造推定、粘土の層間水-間隙水における核種の移行挙動シミュレーション

等である。今回はウラニルイオン（UO22+）のモンモリロナイト中での振る舞いを中心とした計算研究

の一端を紹介したい。 

 

2．ウラニルイオンのニアフィールド現象への計算科学からのアプローチ 

ウランの地下環境中での主要化学種と考えられているウラニルイオンの振る舞いに焦点を絞り、主に

古典分子動力学を用いてその挙動について評価した。計算対象とした系は、自由水（炭酸イオンを含む）、

モンモリロナイト層間水およびモンモリロナイトのベーサル面を表面とするその近傍における表面水

とした。 

 

2.1 ウラニルイオンの自由水中における拡散挙動 

 分子動力学（MD）計算コードとして河村の開発した MXDORTO を用いた[1]。MD 計算の核となる

原子間ポテンシャル関数には水のものとして全自由度分子モデル（BMX-EX 型）を採用した[2]。

BMX-EX 型原子間ポテンシャル関数を式(1-4)に示す。式(1)の第一項から第三項は、静電相互作用、近

接反発、分子間力、第四項および第五項は、共有結合、第六項は水分子などが壊れないように導入され

た調整項である。更に、このポテンシャルモデルでは、水の双極子モーメントを再現するように三体力

一言一語 
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項も考慮されている（式(2)）。水、粘土鉱物、Na+および K+イオンのポテンシャルパラメータも河村等

によって決定されたものを採用した[2]。炭酸イオンに関しては、川野等が炭酸カルシウムの MD 計算

で使用したものを基に[3]、電荷と共にいくつかのポテンシャルパラメータは、量子計算で得られた物性

値を利用し、水系の計算に適するように設定し直した。ウラニルイオンのポテンシャルパラメータに関

しては後述する。表 1 に本計算で決定したポテンシャルパラメータをまとめた。 

 

 

 

2

0 6

0

1 1 2 2

2

3 3 3

1
( ) exp

4

exp( ) exp( )

exp

i j i j ij i j

ij ij i j

ij i j ij

ij ij ij ij ij ij

ij ij ij ij

z z e a a r c c
U r f b b

r b b r

D r D r

D r r



 



  
    

  

   

   
  

  (1) 

    210 12cos),,( kkfrrU ijkjkijijkijk     (2) 

   1exp

1
1




mijr rrg
k   (3) 

 
2

1

exp 1r jk m

k
g r r


  
 

  (4) 

 

表 1 UO22+および CO32−のポテンシャルパラメータ 

Atom z (e) a [Å] b [Å] c [(kcal/mol)1/2Å3] 

Carbonate ion 

O -0.9661 1.7615 0.1404 20 

C 0.8983 0.9678 0.1241 0.0 

Uranyl ion 

O -0.25 1.868 0.1510 20.0 

U 2.50 1.650 0.1585 0.0 

Two body terms for covalent bond 

 D1 [kcal/mol] 1 

[Å−1] 

D2 [kcal/mol] 2 [Å−1] D3 

[kcal/mol] 

3 [Å−2] r3 [Å] 

O-U 70170.626 5.0 -7023.28 2.24 0.0 0.0 0.0 

Oc-Cc 38923.121 5.5 -4845.582 2.5 0.0 0.0 0.0 

Three body terms for covalent bond 

 f [10-11J]  [degree] rm [Å] gr [Å−1] 

O-U-O 0.000367 180.0 1.69619 11.9 
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 ウラニルイオンのポテンシャルパラメータを決定するにあたり、ウランのイオン電荷から見直した。

UO22+の U イオンの電荷は実験的に得られていないので、ここでは、量子化学用計算コード Gaussian09

を使って決定した[4]。計算手法としては DFT 法と HF 法とのハイブリット型である B3LYP 法、U の

基底関数には Stuttgurt 1997 RSC ECP、O には aug-cc-pvtz を採用した[5]。真空中での UO22+の構造

最適化計算から、U のファンデルワールス半径を 0.186 nm としたときの静電ポテンシャル電荷を U イ

オンの電荷とした。最終的に、U イオンの電荷は+2.5(e)、酸素イオンの電荷は−0.25 (e)と決定した。次

に、イオン電荷以外のポテンシャルパラメータを決めるために、O-U-O 全エネルギーの U-O 間距離依

存性および、∠O-U-O 角度依存性を計算し、それに合うように設定した（図 1）。但し、量子化学計算

の結果だけでは、ウラニルイオンの水和構造をよりよく再現しないことから、実験データも合わせて参

考にした[6]。ウラニルイオンのポテンシャルパラメータを表 1 にまとめる。また参考までに図 2 には真

空中で UO22+に水を 5 つ配位させたときの Gaussian09 で求めた最適化構造を示す。U-O 距離は 1.7455 

Å、U-OW距離は 2.4975 Å であった。実験的には水の配位数は 4.5-5.3、U-OW距離は 2.40-2.46 Å であ

ることが知られている[6]。 

 

 

図 1 Gaussian09 によるウラニルイオンの全エネルギーの U-O 距離および∠O-U-O 角度依存性 
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図 2 UO2(H2O)52+の最適化構造 

  

はじめに、水系での拡散を議論する上で基本となる水の自己拡散係数を MD 計算と実験値で比較した。

MD 計算は 2500 の H2O 分子について 300K から 363K に対して、大気圧下（0.1 MPa）で実行した。

結果を Weingartner のレビュー論文に掲載されている値とともに図 3 に示す[7]。この温度範囲で MD

計算値は測定値の 68%から 86%の値となり、温度が高くなるにつれて両者が近づく傾向が見られた。

MD 計算での活性化エネルギーは、19.0 kJ/mol であった。一方、測定値の活性化エネルギーは、300K

付近で 15.9-18.3 kJ/mol であった。ここでは水系でのイオン拡散は三次元的なものとし、以下の

Einstein の関係式から拡散係数を導出した。 

 

21
( ) (0)

6
i iD r t r

t
    (5) 

 

 

 

図 3 水の自己拡散係数の比較 
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 次に、UO22+-CO32−-Na+-H2O 系の MD 計算を行った。スーパーセルを構成する H2O、UO22+、CO32−

および Na+イオンの和が 2000 分子になるようにし、UO2CO3を 6 から 18 分子まで変化させた。更に、

UO22+が 18 分子のとき CO32−のみ 36 分子に増やした系についても計算した。このとき電気的中性条件

を満たすために Na+を導入した。イオンの初期配置については、UO22+の近くに CO32−を配置するよう

なことをせずに、ランダムに分布させた。計算結果は、UO22+と CO32−の拡散係数はばらつきこそある

ものの、ほぼ同程度であることが分かった。また、イオン強度の関数として、それぞれの拡散係数を見

たところ、水の拡散係数にはイオン強度の依存性が現れており、UO22+と CO32−の拡散係数にも、明確

ではないがイオン強度の増加とともに拡散係数が低下する傾向があることが判明した。拡散係数の大き

さに関しては、UO22+で水の 18％から 44％程度、CO32−で 24％から 46％程度となった。UO22+を 18 分

子に固定し、CO32−を 18 分子と 36 分子で比較したものを図 4 に示す。炭酸イオンが増加すると UO22+

と CO32−の拡散係数は低下した。この系でも UO22+と CO32−の初期配置をランダムとしたが、炭酸イオ

ン濃度が高くなると UO2CO3、まれに UO2(CO3)22−の生成が観察できるようになる（図 5）。そこで、

CO32−を 36 分子導入した系について、UO22+と UO2CO3の拡散係数を比較した。錯体の数が十分ではな

いため誤差は大きいものの、UO2CO3の拡散係数の方がいくぶん小さくなるような結果となった[8]。 

 

 

図 4 UO22+と CO32−の拡散係数の CO32−モル濃度依存性 
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図 5 UO22+-CO32−-Na+-H2O 系の 300K でのシミュレーションのスナップショット 

灰色の多角形は UO22+-(H2O)4-5、茶色の三角形は CO32−、黄球は Na+、赤い矢印は UO2CO3 および

UO2(CO3)22−を表す 

 

2.2 ウラニルイオンのモンモリロナイト層間水での拡散挙動 

 モンモリロナイト：Nax(Al2-xMgx)Si4O10(OH)4に対して、層間水の厚さを 2 から 4 水分子層に変化さ

せ、UO22+の拡散シミュレーションを実施した。ここで、x=0.33 のとき層電荷は−0.33e、x=0.5 では−0.5e

である。図 6 にモンモリロナイト（層電荷−0.33e）の 300K におけるスナップショットを示す。いずれ

の場合も UO22+は水分子を主に 5 つ配位していた。 

 

 

図 6 モンモリロナイト層間水中の UO22+ 

(a)  2 水分子層、(b)  4 水分子層 
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 2 水分子層を持つモンモリロナイト中での UO22+の拡散係数を純水中の水の拡散係数との比で表し、

層電荷とイオン強度の関数として図 7 に示す。層電荷が負に大きくなると拡散係数が小さくなることが

明らかとなった。一方、イオン強度の依存性は、値のばらつきが大きく傾向は見られない。更に、図に

は示していないが、UO22+の拡散係数は Na+のものより小さくなった。活性化エネルギーについては、

ばらつきが大きく傾向は見られなかった。活性化エネルギーは拡散係数の精度に大きく左右されるので、

慎重に考察する必要がある。拡散係数および活性化エネルギーの計算精度については、計算時間を長く

すること、イオンの数を増やすことで（その分系を大きくする必要がある）、改善できると考えている。

3 水分子および 4 水分子層を持つモンモリロナイトに対しても同様の解析を行った。図 8 は 4 水分子層

を有するモンモリロナイトに対する拡散係数を表している。層電荷およびイオン強度に対する振るまい

は 2 および 3 水分子層のものと変わらない。図 7 および図 8 より、層間水が多くなると UO22+の拡散係

数は大きくなることが明らかとなった。 

 

 

図 7 層間水中の UO22+の拡散係数（2 水分子層） 

左：層電荷−0.33e、右：層電荷−0.5e 
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図 8 層間水中の UO22+の拡散係数（4 水分子層） 

左：層電荷−0.33e、右：層電荷−0.5e 

 

2.3 モンモリロナイト表面水における拡散・吸着挙動 

 モンモリロナイトの層間を大きく広げ、そこへ水分子を大量に導入することで、ベーサル面を表面と

する表面水中でのイオンの拡散挙動を調べた[9,10]。層電荷を−0.5e または−0.33e とし、UO22+を 1-6

分子まで変化させた。図 9 にモンモリロナイト（層電荷−0.33e、UO22+ 6 分子）の 300K でのスナップ

ショットを示す。UO22+は水分子を主に 5 つ配位し、ベーサル面近傍にも水を配位したまま吸着してい

ることが観察できる。ここで、モンモリロナイトの表面水中での拡散係数を比較する。図 9 で分かるよ

うに、ベーサル面のごく近傍と離れたところに存在するものでは、その拡散係数が異なることが想像で

きる。しかしながら、K+や UO22+は数が少ないため、z 軸方向（層に垂直な方向）に領域分けして、拡

散係数を求めるとなると、さらに数が少なくなり誤差も大きくなる。ここでは、特に領域分けせずに拡

散係数を求めた。結果を図 10 に示す。この拡散係数は、これまでと同様に純水中の水の拡散係数との

比で表している。モンモリロナイトでは、層電荷の大きい方がいずれの拡散係数も小さくなる。更に、

K+と UO22+では電荷の大きな UO22+の方が吸着の効果が大きくなるため、拡散係数は小さくなる。次に、

モンモリロナイト（層電荷−0.33e、UO22+ 6 分子）表面水中での各イオンの動きを評価する。拡散の軌

跡としてイオンの存在確率を計算し、その三次元空間分布を VESTA を使って描画した[11]。拡散係数

の大きな水分子であってもベーサル面ごく近傍では、Si-O 四面体で構成される六員環の中心での存在確

率が高いことが分かる（図 11 の緑色の部分）。図 12 左に K+の空間分布、右に UO22+の空間分布を示す。

ここでは注目するイオンの分布を見やすくするため、水分子は描画していない。K+の分布は UO22+より

も空間的に大きく広がっており、拡散が大きいことが分かる。また、UO22+のベーサル面に吸着してい

ると思われるものは、吸着していないものに比べて、その空間分布が狭く、二次元的に移動しているこ

とがよく表れている。 
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図 9 モンモリロナイト（層電荷：−0.33e、UO22+：6 つ）の 300K でのスナップショット 

紫球は K+、それ以外は図 6 と同じ 

 

 

図 10 モンモリロナイト表面水における各イオンの拡散係数 

（ここで O は水分子の酸素） 
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図 11 ベーサル面近傍の水分子の分布 

 

 

  

図 12 ベーサル面近傍でのイオンの拡散の軌跡（空間分布） 

左は K+、右は UO22+の分布 

 

4．まとめ 

 ウラニルイオン（UO22+）を含む水系での MD 計算を可能にするために、原子間ポテンシャル関数を

量子化学計算および実験値を参考に整備し、いくつかの条件のもとで、自由水および粘土に対してシミ

ュレーション計算を実施した。自由水中では、イオン強度が高くなると拡散係数は低下することを明ら

かにした。その際、ウラニルイオンの拡散係数は炭酸イオン（CO32−）と同程度の大きさを示した。モ

ンモリロナイトの層間水中における拡散係数は、層電荷が大きくなると低下し、層間水分子数が増加す

ると大きくなることがシミュレーションからも明らかとなった。ベーサル面を表面とする吸着・拡散挙

動については、モンモリロナイトの層電荷が大きくなると、その分吸着効果が高くなるため、拡散係数

は逆に小さくなることが MD 計算によって示された。 
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5．雑感 

 原子力分野におけるミクロスケールの計算研究について思うところを述べたい。 

東日本大震災以来、いくつかの委員会や研究会が発足し、この分野の研究のアクティビティは高まっ

たかのように見えるが、本質的にはあまり変わっていないと筆者は感じている。いくつか理由があるが、

まず、人手不足である。結局のところ、特定の研究者に仕事が集中しているだけで、当事者が困ってい

るということを耳にする。それなら若手あるいは異分野の研究者の参入が盛んになればいいのであるが、

それを促す仕組みがない。あったとしても継続されていないのが現状である（「J-ACTINET による原子

力人材育成」の一環として実施した計算科学スクールは平成 24 年度で終了している）。若い初学者に研

究の面白さが分かるまでにはある程度の時間が必要であることは言うまでもない。昨今これが大問題で

ある。大学にいて感じることであるが、就職活動とインターネットである。研究はこれらとの時間の奪

い合いである。インターネットに関して言えば、新しい文化を利用したり、遊ぶだけではなく、文化を

創造する方にもっと熱心になってくれればと思うのは筆者だけだろうか。一方、異分野からの参入はど

うかといえば、これは原子力への理解に尽きるのではないかと思う。原子力に好意的であるか、そうで

ないかに関わらず、せっかく入ってきたとしても、原子力独特の実用性へのこだわり（やむを得ない面

もある）、事務手続きの煩雑さなどに嫌気がさして離れてしまう。これは原子力技術・学問が様々な分

野の知識の集積の上に成り立っていることを考えると、極めて深刻な問題である。 

 計算研究そのものについて考えてみる。アクチニドを含む計算は特に量子計算の場合、軽元素とは比

べものにならないくらい重い
．．

。研究室レベルで何とかなるのは、UO2 でもユニットセル数個分である。

VASP や WIEN2k に代表される第一原理計算プログラムを使うとき、フルポテンシャル、電子相関、

相対論効果と計算精度を上げようとすれば、ますます計算負荷は大きくなる。今回紹介した Gaussian09

も周期的境界条件の計算はできるとうたってはいるが、アクチニドを計算するとなると高性能ワークス

テーションでも全く歯が立たない（今回紹介していないが Pu3+の水和錯体の最適化構造の探索ですら

Xeon で 10 個程度のコアを使っても一週間以上を要した）。近い将来 CUDA や Xeon Phi で何とかなる

のだろうか。その前に各大学・研究所にあるスーパーコンピュータをはじめとする計算資源の有効利用

をあらためて考える必要があると思う。その際、外部からの運用に対して、できるだけ簡単な手続きで

接続できることを、セキュリティと利便性は相反するとは思うが、是非ともお願いしたい。また、量子

計算ではその計算手法（最新のアイデアが日々導入される）が専門的であるため、実験家や初心者が完

全に理解するのは不可能に近いと言っていい。更に、計算プログラム自身も複雑化・高度化しているは

ずなのだが、GUI が立派で計算の設定が簡単にできてしまうと、特に初心者はややもすると思わぬとこ

ろでミスを犯しかねない。こういった事態を招かないためにも、また本来的な意味での意見交換や研究

のアイデアを膨らませるためにも、もっと専門家との触れ合いや人材交流が盛んになってもいいのでは

と思う。電子メールを使うのもわるくはないが、直接会って話をするのとでは緊張感も、理解する喜び

もずいぶん違うのではないだろうか。 

 悲観的なことも言ったが、人手不足やアクティビティの問題、アクチニド研究が挑戦的であることは、

裏を返せば研究のタネはそこらじゅうに転がっているということでもある。関係者の皆さんには是非若
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手や知り合いに原子力のミクロスケールの計算研究の面白さを語って頂き、一人でも多くの仲間が増え

ることを願うとともに、この分野の研究が益々発展することを切に希望します。 
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＜2014年度 年間行事予定＞ 

2014 年 4 月 ・COMPSAFE2014：2014/4/13～16, Sendai, Japan 

5 月 ・運営委員会 

9 月 ・運営委員会 

・原子力学会 2014 年秋の大会：2013/9/8～10、京都大学吉田キャンパス 

（第 15 回全体会議開催） 

2015 年 1 月 ・運営委員会 

3 月 ・運営委員会 

・原子力学会 2015 年春の年会：2014/3/20～22、茨城大学日立キャンパス 

（第 16 回全体会議開催） 

 

※ 年間を通じての活動項目 

 JAEA CCSE WS 等 

 WEB サイト/ML を活用したタイムリーな情報発信 

 ニュースレターの発行(年２回) 

 H26 年度の部会賞の公募 
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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 22号 

２０１4年 3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 22 号をお届けいたします。今号では、地層処分研究における原子・分子レベルで

の計算科学の取組みについて九大の有馬先生より一言一語の記事をいただきました。地層処分研究は、

福島原発事故後、原子力エネルギーの在り方が頻繁に議論される際に、必ず話題となる一方、除染後の

廃棄土壌の減容化や処分等との関連もあって、改めて脚光を浴びています。有馬先生には、ページ数と

時間が限られる中、読み応えのある研究紹介をご執筆いただいた他、今後の原子力研究における計算科

学研究に関する問題点や展望についても記していただきました。是非、ご一読をおすすめ致します。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。          （町田 昌彦） 


