
  

計算科学技術部会 ニュースレター 第 23 号 
AESJ-CSED NEWSLETTER (No.23) 

March 2015



日本原子力学会 計算科学技術部会 ニュースレター 第 23 号 
 

2015 年 3月  
 

 

1.  巻頭言  

 

 

2.  2013 年度・計算科学技術部会贈賞報告 

 

 

3.  2014 年秋の大会・計算科学技術部会全体会議案内 

 

 

4.  2014 年秋の大会・計算科学技術部会一般セッション開催案内 

 

 

5.  2014 年秋の大会・計算科学技術部会企画セッション開催案内 

 

 

6.  一言一語 

 

 

7.  年間行事予定 

 

 

8.  編集後記 

 

  

1 

3 

13 

23 

24 

名古屋大学   山本 章夫 

日本原子力研究開発機構 中村博樹、奥村雅彦、町田昌彦 

9 

10 

12 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表紙図提供： 日本原子力研究開発機構 中村博樹様 

セシウムイオンを吸着したゼオライト（モルデナイト）の結晶構造。 

ケイ素、アルミニウム、酸素原⼦で構成されるフレーム（⾚と⻩の枠）内にセシウムイオン（緑の球）

が捕獲されている様⼦を図⽰。詳しくは本号「⼀⾔⼀語（P13〜）」へ。 
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「解析者としての責任」 

 

 

名古屋大学 山本章夫 

 

シミュレーション技術は、複雑なシステムの挙動を予測するための極めて強力な手段である。従

って、放射性物質という潜在的な危険性を内在し、巨大かつ複雑なシステムである原子力発電所

の安全性確保において、高品質・高信頼度・高性能なシミュレーション技術は不可欠なものである

といえる。 

 

このような理解のもと、2014年3月に刊行された原子力学会の福島第一事故調査報告書(丸善

出版)[http://pub.maruzen.co.jp/book_magazine/news_event/2014/108743.html]において

は、原子力安全の高度化に寄与するため、シミュレーション技術に関する各種の提言を記載して

いる。これらの概要は以下の通りである。 

 

(1)外的事象への対策の強化 

・様々なハザード解析および PRA 手法を用いた外的事象に対する包絡的な評価を通じてプラ

ント脆弱性の特定と対処を実施すべき 

・解析によりクリフエッジを特定、安全機能が喪失した場合のプラント挙動評価を通じてプラント

脆弱性への対処を実施すべき 

(2)過酷事故対策の強化 

・過酷事故解析技術を高度化し、事故進展予測精度を向上すべき 

(3)緊急事態への準備と対応体制の強化 

・適用限界を理解しつつ放射性物質の拡散解析の取り扱いを検討すべき 

(4)原子力安全評価技術の高度化 

・PRA の活用：自然現象に対する予測の精度を高めるため、自然現象の不確かさやプラントシ

ステムの耐性の不確かさを考慮する確率論的リスク評価の活用に優先的に取り組むべき 

巻頭言 
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・最先端計算機性能を用いた数値計算技法の活用：耐震解析や津波伝播と遡上解析につい

ては、常に最先端計算機性能を活用した数値計算技法を活用する方向を目指すべき 

・安全評価技術の課題や限界の正しい認識：シミュレーションやリスク評価は、その適用にあた

っての課題や限界を正しく認識しつつ、さらにその技術に関して完成度を高める努力、新しい知

見を収集する活動、品質を確保する取組を官産学が協力して進めるべき 

 

上記のように、計算科学技術に関する原子力学会事故調査委員会の提言は幅広いものになっ

ている。これは、計算科学技術部会の部会横断的な特色を良く表しているのではないかと考えて

いる。 

 

「巨大システムは、境界領域から破綻する」ことを改めて肝に銘じつつ、学際的な特色を有して

いる本部会の特徴を活かし、これらの提言を提言のみで終わらせることなく、産官学における取り

組みを着実に進めて行きたいと考えている。 

以上
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第 11回（２０１3年度）日本原子力学会 

計算科学技術部会 部会賞 贈賞報告 

  
部会メーリングリストおよび部会ホームページを通して、本年度部会賞候補者の募集を平成 25 年 12 月 27 日

（金）締め切りで行ないました。その結果、部会功績賞、部会業績賞、部会 CG 賞、部会奨励賞、部会学生優秀

講演賞に複数名の推薦がありました。 

 推薦者の推薦書、業績（論文、予稿、部会のセッションでの聴講者の評価シート等）をまとめ、平成 26 年 2 月

18 日（火）に表彰小委員会を開催し慎重に審議致しました。その選考結果を同日開催された部会運営委員会

にお諮りし、最終的に、部会功績賞 1 件、部会業績賞 1 件、部会 CG 賞 2 件、部会奨励賞 3 件、部会学生優

秀講演賞 2 件を決定させていただきました。その結果は以下の通りです。 

 

部会功績賞 

受 賞 者 名： 功刀 資彰 氏（京都大学大学院） 

業 績 名： 「原子力工学における熱流動の計算科学技術に関する卓越した研究成果及び計算科学技術部

会への貢献」 

(英訳) Excellent Research Activities on Computational Science and Engineering of 

Nuclear Engineering Thermal-Hydraulics and Contribution to CSED 

贈 賞 理 由：  

功刀資彰氏は、長年にわたり原子力工学における熱流動の計算科学技術に関する卓越した研究成果を

数多く挙げてきているだけでなく、日本原子力学会計算科学技術部会においても 2007 年度の部会長を務

めるなど大きな貢献をしてきたので、部会功績賞を受賞するにふさわしい。 

 功刀資彰氏の研究成果は、高温ガス炉に関する熱流動の研究、核融合炉に関する熱流動の研究、自由

表面流れの計算手法、MARS 法の提案、沸騰現象の詳細解析、高速増殖炉におけるガス巻き込みなど

多岐にわたっている。 

 以上の理由から部会功労賞を贈呈することを決定した。 

部会業績賞 

受 賞 者 名： 内田 俊介 氏（日本原子力研究開発機構） 

業 績 名： 「水化学における計算科学技術の研究」 

（英訳） Studies of Computational Science and Technology in Water Chemistry 

贈 賞 理 由： 
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内田俊介氏は、長年にわたり水化学の研究を先導してきた。特に原子力プラントの配管の健全性にとって

重要な流れ加速腐食(FAC)および液滴衝撃エロージョン(LDI)に関し、計算コードシステムを用いて予測

する手法を開発した。その成果は、水化学と熱流動の複雑な連成問題を計算科学技術を用いることで解く

ものであり、先端的である。 

 こうした成果は、日本原子力学会論文集英文誌等に論文として多数が掲載されている。また、日本原子

力学会の大会において、計算科学技術部会の一般セッションで継続的に発表されており 2007 秋の大会

から現在まで合計 38 件にのぼる。また、2007 年 6 月に新たに発足した水化学部会の初代部会長も勤めら

れており、最近では日本原子力学会論文集英文誌に水化学に関するレビュー論文を書いている。 

 このように内田俊介氏は水化学の分野における著名な研究者であるだけでなく、計算科学技術を水化学

の分野に取り入れ、V&V についても積極的に適用し、水化学および計算科学技術の発展に多大な貢献

をおこなっている。 

 以上の理由から部会業績賞を贈呈することを決定した。 

 

部会 CG 賞 

受 賞 者 名： 河村 拓馬 氏（日本原子力研究開発機構） 

業 績 名： 「粒子ベースボリュームレンダリングに基づく遠隔可視化技術の開発」 

（英訳） Remote Visualization System using Particle-based Volume Rendering 

贈 賞 理 由： 

河村拓馬氏は、PBVR（粒子ベースボリュームレンダリング）と呼ばれる透過的可視化手法の分散並列処理

技術を考案してクライアント・サーバ型の遠隔可視化ソフトウェアを開発し、原子力分野の大規模 3 次元シミ

ュレーションを膨大な計算データを転送することなく対話的に可視化する技術を確立した。この技術を 1 億

自由度規模の原子力施設の耐震シミュレーション結果に適用し、従来の商用可視化ソフトウェアに比べて

飛躍的に高速な可視化解析に成功した。 

近年、計算機の性能向上に伴い、原子力分野のシミュレーションから生成されるデータは大規模化・複雑

化の一途をたどっており、数十〜数百テラバイト規模のデータが日常的に生成されるようになってきた。従

来の可視化手法では①スーパーコンピュータから計算データを転送してユーザ端末上で可視化処理、②

スーパーコンピュータ上で可視化処理を行い画面のピクセルデータを転送してユーザ端末上に表示、③ス

ーパーコンピュータとユーザ端末の間でポリゴンデータを転送するクライアント・サーバ型の遠隔可視化処

理といった 3 つのアプローチが主に用いられてきた。しかしながら、①はデータ転送速度、ユーザ端末処理

性能が大幅に不足、②は画像の回転、拡大・縮小等の対話的な操作が困難といった問題に直面しており、

③についてもポリゴンデータが計算データと同様に大規模化することから、①と同様の問題が発生してい

る。 
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河村拓馬氏は、上記の問題を解決する方策として PBVR の可視化用粒子データによるデータ圧縮に着目

して③のクライアント・サーバ型可視化処理を飛躍的に高速化することに成功した。PBVR では 3 次元スカ

ラーデータを物理値によって決まる色と不透明度の粒子集団によって表現するが、表示する画像の解像度

（画素数）によって決まる粒子データサイズは最大でも 100MB 程度となることから、GB 以上の大規模デー

タに対して大きなデータ圧縮が期待できる。この点に着目して PBVR をサーバ上の粒子データ生成処理と

クライアント上の粒子データ描画処理に分離し、圧縮された粒子データを転送することで、上記のボトルネ

ックを解消した。数値実験の結果、計算データを転送してから商用可視化ソフトウェア（AVS）で処理する従

来の手法、あるいは、既存の商用クライアント・サーバ型可視化ソフトウェア（Ensight）を用いる場合に比べ

て数十倍高速な可視化処理性能、および、対話的な画像操作を可能にする描画速度（30 フレーム/秒）を

実現することに成功した。 

河村拓馬氏の提案した技術は汎用性が高く、耐震シミュレーションのような大規模有限要素解析だけでな

く、プラズマシミュレーションや燃料溶融複雑系シミュレーションといった大規模流体解析への適用事例も

示しており、河村拓馬氏が開発した技術は今後の原子力分野の計算科学において大きな役割を果たすこ

とが期待できる。 

以上の理由から部会 CG 賞を贈呈することを決定した。 

 

受 賞 者 名： 竹島 由里子 氏（東北大学） 

業 績 名： 「構造解析のためのオントロジーに基づいた協調可視化環境の開発」 

（ 英 訳 ）  Ontology-Based Cooperative Visualization Environment for Structural 

Analysis 

贈 賞 理 由： 

本研究は、数値計算や計測などによって得られた数値データを視覚的に解析する可視化処理全般を支

援・管理する環境の開発を目的としている。現象の解析を行う研究者は、可視化処理の専門家ではないこ

とが多く、可視化処理に要する手間は最小限にしたいという要望は少なくない。また、可視化処理結果は、

画像としてのみ保存されていることが多く、再現性に乏しい。本研究で提案された環境では、これらの問題

を解決するため、対象データの特性と可視化目的に応じて、適切な可視化技法を提示し、それを用いた可

視化結果を自動的に表示する。また、可視化パラメタ値の変更などの可視化処理の履歴を一括管理する

環境を兼ね備えている。本提案環境により、構造解析分野における可視化処理に要する負荷の削減、新

規の可視化結果の獲得による新たな知見の導出、データの再利用可能性による研究効率の向上などが期

待できるといえる。 

以上の理由から部会 CG 賞を贈呈することを決定した。 
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部会奨励賞 

受 賞 者 名： 沖田 泰良 氏 （東京大学） 

業 績 名： 「超音波信号変化から照射下微細組織を評価する材料劣化診断シミュレータの開発」 

（ 英 訳 ） An ultrasonic diagnostic technique for evaluation of irradiation-induced 

microstructural evolution in metals 

贈 賞 理 由： 

沖田泰良氏は．原子炉構造材料として使用されるオーステナイト鋼を対象として、ボイド，転位，析出物等

の照射環境で形成する微細組織と超音波の相互作用を定量化し、それに基づいて信号変化から微細組

織・照射劣化を評価するシミュレータの開発を行った。超音波試験は、従来からき裂探傷に用いられてきた

技術であるが、本シミュレータを併用することにより、き裂の有無に加えて、き裂発生前の材質変化を捉える

ことも可能となると考えられる。 

本研究は、分子動力学法や有限要素法等、複数の計算手法を適融合させることにより進められており、計

算技術の発展にも多大なる貢献が見られた。また、本研究は、計算科学技術を利用し原子炉の安全性と

経済性を同時に高める研究であると同時に、既存軽水炉，次世代原子炉等、広範な適用が考えられる。 

尚、本研究は、2013 年 8 月国際会議 SMiRT22 にて発表し、世界的にも注目度が高かった。 

以上の理由から部会奨励賞を贈呈することを決定した。 

 

受 賞 者 名： 羽間 収 氏 （伊藤忠テクノソリューションズ株式会社） 

業 績 名： 「有限要素法による 3 次元全自動き裂進展解析システムの開発」 

（ 英 訳 ） Research and development of automatic crack propagation analysis in 

three-dimensions by finite elements 

贈 賞 理 由： 

羽間収氏は、原子力機器を中心とした溶接部などを含む 3 次元構造物中のき裂進展解析を自動化するシ

ステムを開発し、その妥当性を示している。溶接部という複数の物性が関わり、かつ幾何学的にも複雑形状

をしている部位におけるこれまでのき裂進展解析の困難を克服し、全自動での 3 次元解析を実現し有用な

成果を得つつある。溶接部のき裂進展感受性、残留応力等を考慮しながら、3 次元ＦＥＭメッシュを自動更

新することにより、き裂進展解析を全自動化したシステムは、おそらく世界初と思われる。 

 以上の理由から部会奨励賞を贈呈することを決定した。 

 

受 賞 者 名： Guo Liancheng 氏 （九州大学） 

業 績 名： 「炉心損傷事故における堆積デブリのセルフ・レベリング挙動評価手法の開発」 

（英訳）Development of evaluation methodology for the self-leveling behavior of settling 
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debris in core disruptive accidents 

贈 賞 理 由： 

Guo Liancheng 氏は、文部科学省原子力システム研究開発事業「炉心損傷時の炉心物質再配置挙動評

価手法の開発」（研究代表機関：日本原子力研究開発機構、研究期間：平成 22〜25 年度）に再委託機関

（九州大学）の研究者（学術研究員）として参画している（平成 22 年 10 月〜平成 26 年 3 月）。この研究開

発事業において Guo Liancheng 氏は、ナトリウム冷却型高速炉における炉心損傷時の炉心物質再配置

挙動で重要な堆積デブリの自己平坦化（セルフ・レベリング）挙動について、炉内構造設計及び安全評価

に適用可能な評価手法の開発を進めた。セルフ・レベリング現象は、主として燃料とスティールの固体デブ

リ、液体ナトリウムとその蒸気が混在し流動化する相変化を伴った多成分多相流の熱流動現象である。この

ため Guo Liancheng 氏は、流体力学計算に多流体モデルを採用する高速炉安全解析コード SIMMER

の解析手法を用い、固体デブリ間の機械的相互作用を個別要素法（DEM）によって解析するオイラー／ラ

グランジェ法に基づくハイブリッドコードを開発した。本手法は、炉内構造物局所のセルフ・レベリングによる

堆積デブリの運動挙動を物理現象に基づいて高精度で解析し、その挙動に介在するメカニズムを詳細に

シミュレーションすることが可能である。これにより、初期条件として任意に与られた堆積デブリの粒径やポ

ロシティ、堆積デブリの厚みや勾配等に対する三次元的なセルフ・レベリング挙動を適切に模擬し、炉内構

造設計及び安全評価に適用できる手法の基盤技術を整備するとともに、セルフ・レベリング挙動に関連す

る既往試験データを利用することで手法の妥当性を検証した。Guo Liancheng 氏が開発したオイラー／ラ

グランジェ解析手法は、高速炉安全解析の標準コードである SIMMER の適用範囲を大幅に広げる基礎

技術として重要なものである。 

 本研究開発の成果は、軽水炉も含めた炉心損傷事故時の熱流動解析だけではなく、他の産業分野にお

ける多相流解析にも応用できる適用範囲の広い計算科学技術であり、部会奨励賞に十分値する業績と考

えられる。尚、本研究業績は、上述の原子力システム研究開発事業における成果として、本会が主催する

NTHAS8（2012 年）、「2013 年春の年会」及び「2013 年秋の大会」において口頭発表された。 

 以上の理由から部会奨励賞を贈呈することを決定した。 

 

部会学生優秀講演賞 

受 賞 者 名： 浅利 圭亮 氏 （東京大学） 

業 績 名： 「照射誘起微細組織に基づいた原子炉構造材照射劣化予測に関する研究」 

（ 英 訳 ） Prediction for irradiation-induced degradation of structural materials in 

nuclear power plants based on microstructural evolution 

贈 賞 理 由： 

浅利圭亮氏は、オーステナイト鋼を対象として、原子炉供用環境下で形成するミクロ組織と機械的特性変
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化の関係を記述するモデル構築を行ってきた。特に、オーステナイト鋼の特徴的な物性である低積層欠陥

エネルギーに着目して、米国著名研究者との共同研究により原子間ポテンシャルを開発し、またそれを用

いて網羅的な分子動力学計算を行ってきた。これにより、照射誘起微細組織としてのボイド、転位ループ等

から照射硬化を予測する手法を構築し、この手法と非破壊検査を融合させることにより、構造材料健全性

評価の高度化に資すること技術を提案した。これらの成果は、世界的にも極めて評価が高く、今後益々の

研究の発展が期待される。 

以上の理由から部会学生優秀講演賞を贈呈することを決定した。 

 

受 賞 者 名： 後藤 和哉 氏 （東京大学） 

業 績 名： 「大規模アセンブリ構造解析のための反復法線形ソルバの研究」 

（英訳）Research on iterative linear solver for large scale analysis of assembled 

structures 

贈 賞 理 由： 

構造解析の分野では年々大規模な解析が可能となってきているが、工学の実機の状況において、構造物

は複数の部品を組み合わせたアセンブル構造であり、それらの接触状態を考慮したうえで、応力解析や振

動解析をしなければならない。後藤和哉氏は、昨年 8 月にアメリカ、サンフランシスコにて開催された

SMiRT-22 において、大規模アセンブリ構造解析および大規模接触解析のための反復法線形ソルバの適

用に関する発表を行った。この研究では、ラグランジュ未定乗数法を用いた大規模構造接触解析に対し、

拘束条件に対応する自由度を効率的に除去し、さらに並列化を実施することで、反復法線形ソルバの適用

性を広げることに成功した。また、この講演では聴衆との議論も活発に交わされ、研究成果に注目が集まっ

た。 

以上の理由から部会学生優秀講演賞を贈呈することを決定した。 

 

（以上） 
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2014 年秋の大会・計算科学技術部会全体会議 

開催案内 

  
１．日時：2014年9月8日(月)  12：00～13：00 

２．場所：京都大学 吉田キャンパス （日本原子力学会2014年「秋の大会」H会場(工学部3号館W1)） 

 

３．議事次第 

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 

４）その他 
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2014 年秋の大会・計算科学技術部会一般セッション 

開催案内 

 

○計算科学技術（可視化と計算科学技術） 

2014 年 9 月 8 日（月）14:40～16:05  H 会 場（座長：東大 沖田泰良） 

 

H08 構造解析のための協調可視化環境の開発 

    (東北大) ○竹島由里子，(慶応大) 藤代一成 

H09 環境放射線データの適応的可視化アプローチ 

    (JAEA) ○宮村浩子，井戸村泰宏，武宮博，(東大) 櫻井大督，Hsiang-Yun Wu，高橋成雄 

H10 粒子ベースボリュームレンダリングによる“京”における大規模計算データの遠隔可視化 

    (JAEA) ○河村拓馬，井戸村泰宏，宮村浩子，武宮博，(理研) 今村俊幸 

H11 Development of a Hybrid Particle-Mesh Method for Simulations of Multiphase Flows  

with Phase Change 

    (Kyushu Univ.) ○ Xiao Xing Liu，Lian Cheng Guo，Koji Morita 

H12 On the use of NURBS for particle transport calculations 

    (Univ. of Fukui) ○ W.F.G. van Rooijen 

 

○計算科学技術（構造解析） 

2014 年 9 月 8 日（月）16:05～17:10  H 会 場（座長：JAEA 西田明美） 

 

H13 多孔板の平均的非弾性挙動を表現する等価応力に関する研究 

    (東大) ○ Yeldos Kultayev，笠原直人 

H14 弾性解析に基づく円筒容器の熱ラチェットひずみ予測法の開発 

    (東大) ○國府田敏明，笠原直人 

H15 MD 法を用いた BWR 炉内構造材照射硬化に及ぼす材料物性の影響に関する解明 

    (東大) ○沖田泰良，西尾慶太，石原雅嵩，(JAEA) 板倉充洋 

H16 組立構造解析手法による時刻歴応答解析 

    (JAEA) ○中島憲宏，西田明美，川上義明，鶴田理，鈴木喜雄 
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○計算科学技術（リスク評価と計算科学） 

2014 年 9 月 8 日（月）17:10～18:15  H 会 場（座長：JAEA 中島憲宏） 

 

H17 リスクマネジメント基盤技術としての地震リスク評価の信頼度向上に関する研究； 

（6）コード開発と試解析 

    (東京都市大) ○村松健，牟田仁，(CSAJ) 内山智曜 

H18 リスクマネジメント基盤技術としての地震リスク評価の信頼度向上に関する研究； 

（7）建屋・機器応答評価における専門家意見の活用 

    (東大) ○高田毅士，糸井達哉 

H19 リスクマネジメント基盤技術としての地震リスク評価の信頼度向上に関する研究； 

（8）建屋・地盤の感度検討 

    (JAEA) ○西田明美，(東大) 高田毅士，(東京都市大) 村松健 

H20 リスクマネジメント基盤技術としての地震リスク評価の信頼度向上に関する研究； 

（9）機器/配管系のフラジリティ評価 

    (東京都市大) ○古屋治，藤本滋，牟田仁，村松健
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2014 年秋の大会・計算科学技術部会企画セッション 

開催案内 

 

 「シミュレーション可視化技術の最前線」 

日時： 9 月 8 日（月）14:40～16:05  H 会 場 

座長：山本 章夫（名大） 

(1) 大規模データ可視化のための統合粒子レンダリング環境の構築  (京大)小山田耕二 

(2) 大規模 3 次元点群データの解析を支援する半透明可視化        (立命館大)田中 覚 

(3) GPU を用いた大規模シミュレーションと可視化                 (東工大)小野寺直幸 
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第一原理計算が明らかにするセシウム高選択性吸着ゼオライト 

：セシウム吸着機構解明と更なる性能向上へ向けた計算科学研究の取組み 

 

日本原子力研究開発機構 システム計算科学センター 

中村博樹、奥村雅彦、町田昌彦 

概要 

2011 年 3 月 11 日の東日本大震災に起因する東京電力福島第一原子力発電所（1F）事故以降、放射性

セシウムの優れた吸着材として、ゼオライトやフェロシアン化物等が注目され、海水や他の不純物の存

在下においても、その高い性能が試験研究により確認されると同時に、それらの使用法の最適化や材料

自体の更なる性能改善を目指した研究開発が行われてきた。それらの材料は実際、1F での汚染水処理

や環境水のセシウム浄化等に用いられ、その優れた性能は広く認知され今日に至っている。しかしなが

ら、その高い性能の微視的メカニズムは十分に研究されておらず、更なる性能向上を目指す際に必要と

なる材料学的指針は未だ十分に確立されていない。本稿では、最新の計算科学的手法（第一原理計算）

を用いることで、上記の課題に取り組んだ著者らの主な研究開発の成果を示し、今後の方向性について

議論する。 

 

§1. はじめに 

2011 年 3 月 11 日に発生した東北地方太平洋沖地震に起因する東京電力福島第一原子力発電所（1F）

事故後、原子炉内の破損燃料（通称：燃料デブリ）が発生する熱を冷却するため、急ぎ冷却水循環施設

が設置されたが、原子炉建屋には絶え間なく地下水が流入するため余分な汚染水が蓄積され、その総量

は膨大な量となって 1F 構内のタンク群に保管されている。 

 日々発生する汚染水の主要な放射性元素成分は、セシウム（Cs）, ストロンチウム（Sr）, トリチウ

ム（3H）とされているが、Cs については、これまでに設置した Cs の分離除去装置によって、その濃度

を十分に低減することが可能であり、汚染水の浄化に成果を上げていると報告されてきた.。一方、Sr, 3H

やその他の微量の放射性元素の分離除去は Cs 程、容易ではないため、タンクに大量の汚染水としてや

むなく貯蔵されてきたが、最近では、3H を除く核種を分離除去可能とする多核種除去設備（Advanced 

Liquid Processing System, ALPS）により汚染水の処理が進められ、早期の問題解決に大きな期待が寄

せられている。 

汚染水の処理に当たっては、対象放射性元素に対する高性能の分離除去を可能とする吸着材等の存在

が必須であり、その材料の開発及び選定においては、種々の試験によって多くのデータが取得されてき

た。しかし、こうした一連の開発過程には多大な時間やコストがかかる他、優れた材料を見逃している

可能性もある。例えば、試験等で得られるデータは、条件を変えると吸着性が異なってしまう場合もあ

り、物質本来の吸着性能を反映していないこともある。そこで、開発過程の短縮やコストの低減を図り、

一言一語 
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且つ科学的見地から材料の系統的評価を効率的に実施するためには、計算科学による研究開発手段が有

効であると著者らは判断し、その確立を目指して研究開発を進めてきた。 

計算科学は現在、高精度な第一原理計算により吸着機構の詳細を明らかにできる一方、分子動力学法

やモンテカルロ法に代表される原子・分子の古典力学に基づく手法も進展し、精度は追求しないが、様々

な吸着材の吸着性能を推定する上で有望な手段が存在する等、計算科学が上記課題の解決に大きく貢献

できる可能性が高い。しかし、計算科学による研究は、実験や観察結果の解釈等の目的で主に利用され

る等、未だ散発的であり、その潜在的可能性を十分に活かしきれていない。そこで、本稿では、現時点

で利用可能な第一原理計算を取り上げ、どれほど吸着材開発に貢献可能か、或いは新たな材料開発に対

し指針を与えられるかについて、著者らの研究成果を示し議論することとした。第一原理計算以外の手

法による評価の試みについては、[1, 2]を参照されたい。 

1F 事故後の汚染水処理に当たり、Cs の分離除去はその放射性レベルの高さから、最も優先度が高く、

当初よりゼオライト、チタン酸シリケート、フェロシアン化合物等が活用され、それらの高い分離除去

性能が報告されてきた[3-6]。これらの材料の特徴をまとめると、何れの材料もイオン交換により Cs を

選択的に吸着するが、フェロシアン化合物の選択性が高い上、吸着速度も速く、水溶液中からの分離除

去性能が極めて高いことが知られている。しかし、廃棄物処理という観点からは、その後に残る廃棄物

の安定性等も鑑みて、総合的見地から材料を選択する必要があり、一長一短であることが分かる。事実、

選択性、速さと言う観点では、フェロシアン化合物＞チタン酸シリケート＞ゼオライトの順となってい

るが[3]、取扱いの容易さや廃棄物としてみた場合の安定性においては、ゼオライトが優れているため、

高濃度の汚染水に対しては、まずゼオライトにて大半のセシウムを吸着分離した後、選択性の極めて高

い材料を用いて、Cs 濃度を十分に低減するといった手順が取られる等の工夫を施す必要がある。こう

した材料特性に依存した吸着材の選択に際しては、その性能を詳細に知る必要がある。更には、吸着材

料を材料科学の対象としてみた場合、その性能の起源を知り、その特徴的性能向上を追求するため、根

本的な吸着形態等の基礎知見や材料が本来有する種々の物性データを取得することが重要であること

が分かる。今現在、1F の汚染水処理については、種々の経験や物性情報が蓄積され、多核種除去施設

等の稼働による効率的な汚染水処理へと結実してきたが、その処理は今後も長く続く廃炉工程において

欠かすことができず、その基礎となる関連材料の物性研究を更に進展させる必要がある。また、これら

の科学的知見の蓄積は、1F 事故処理そして廃炉に向けた汚染水処理に係る喫緊の問題だけでなく、核

燃料廃棄物等の再処理やその保管等とも関連し、今後、日本が直面せざるを得ない更に大きな課題にお

いても必須な研究開発課題であり、その研究の意義は極めて高いと言える。1F 事故直後の汚染水処理

においては、複数の外国企業の高価な処理施設を導入することで急場を凌いだが、日本国内で同様の準

備を進めることが可能であれば、より効率的で経済的な選択ができたに違いない。将来を予測し難い私

たちにとって、どんな研究が役に立つのか、そして、どの研究に集中すべきなのか判断することは極め

て難しいが、1F の問題は改めて廃棄物処理についての基礎研究を進め、着実に知見を積み上げること

の重要性を私たちに突き付けたと言えよう。 

以上、研究開発の現状や意義について述べてきたが、実際にどのような指針を立て研究を進める必要

があるかについて考えよう。これまでの汚染水処理やその他の処理において分かった重要な事実は、ま

ず、如何に優れた性能を持つ材料を開発できるかである一方、それを長期に渡り安定にプラントとして

稼働させ、その後、保管管理できるかであることが分かる。材料が持つ性能発現の微視的メカニズムや

結晶構造が持つ機械的特性等の基礎物性を取得することは、最近、計算機の発達により進歩してきた第

一原理計算が極めて有効である。本稿では、その計算例と成果について示し、今後の研究の方向性につ
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いて議論したい。但し、第一原理計算で扱える原子・分子数は限られており、基本的に絶対零度での電

子構造を詳細に計算する手段であることに注意する必要がある。つまり、吸着材を工学的に評価する際

に重要なデータとなるイオン交換等温線、固液分配係数、吸脱着速度定数等の材料が示す熱力学データ

を直接評価することは困難であり、これらの量を直接、計算科学にて計算できることが次のステップと

なる。こうした取り組みについて知りたい読者は文献[1, 2]を参照されたい。  

本稿の構成は以下の通りである。§2 にて、第一原理計算によるゼオライトを題材として、セシウム

に対する高選択性のメカニズムについて報告した後、今後の材料開発についての方向性や計算科学を用

いる上での課題等について議論する。§3 では、これらの成果を基に、放射性物質の分離除去という課

題において、計算科学の先導による材料開発という計算材料科学者の夢がどこまで実現可能か、そして、

今後どのような研究開発が必要かについて議論する。 

 

§2. ゼオライト（モルデナイト）の高いセシウム吸着選択性メカニズム 

1F 事故直後の福島原発において発生した重要な課題は、大量に発生した汚染水から半減期が 30 年程

度の Cs-137 や Sr-90 を如何に効率的に取り除くかであった。従来、燃料の再処理工程では、上記の核

分裂生成物の除去のため、ゼオライトを吸着剤として使うことが提案されていたが、スリーマイル島で

の原発事故や今回の福島原発でも、実際に汚染水処理プラントにゼオライトが投入され、その吸着剤と

しての性能は専門家だけでなく一般の方々に対しても十分に認知されたと言える。その一方、より高性

能且つ安定な吸着剤探索のため、1F 事故後、原子力学会の有志によって、種々のゼオライトや他候補

材料に対し、様々な吸着剤の試験結果が報告されている[7]。§2 では、実際に Cs に対して高い選択性

を有することが指摘されたゼオライトの一種であるモルデナイトに着目し、その高選択性のメカニズム

を明らかにする。 

一般にゼオライトによるセシウムやストロンチウムの吸着は、イオン交換によって起こる[8]。ゼオラ

イトという物質は、基本的にはケイ素原子と酸素原子からなる骨格を有し、この骨格中にいくつもの細

孔が存在する(図 1 参照)。この骨格を形成するケイ素原子(+4 価)の一部が、アルミニウム原子（+3 価）

に置き換わることによって骨格が負に帯電する（図 1,2 参照）。この際、電気的中性を保つために、ナト

図 1 ゼオライトの一種「モルデナイト」の結晶構造(左)と Cs を吸着する 8 員環の

構造 (右)。黄色球はケイ素、青球はアルミニウム、赤球は酸素。 

7.
52

 Å
  

5.71Å 
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リウム（+1 価）などの陽イオンが骨格内の細孔に留まるが、このゼオライト中の陽イオンがセシウム

イオンを含む水溶液に触れると、ナトリウムイオンとのイオン交換によりセシウム吸着が起こる。 

ゼオライトはその骨格の構造だけで 100 以上の種類があり[9]、その種類によって吸着しやすい陽イオ

ンが変わる。例えば、セシウムを選択的に吸着するゼオライトとしては、モルデナイトやチャバサイト

が知られているが、それらに共通する陽イオンの選択性を制御する要因として次の事が知られている。

(1)陽イオンを吸着する細孔の大きさ、(2)アルミニウムとケイ素の比。要因(1)に関しては細孔の大きさ

と陽イオンの大きさが関係していることが容易に想像できる一方、要因(2)が選択性に影響を与える機構

は明確になっていない。ここではこれらの要因が、どのように陽イオン選択性と関係しているかを第一

原理計算により明らかにし、よりセシウム選択性の高いゼオライトの開発に向け、微視的レベルの理解

から得られる材料開発の方向性を議論する。以下では、セシウム高選択性を有するゼオライトの一種「モ

ルデナイト」の最も重要な細孔の一つに注目し、この細孔に対して、セシウムとナトリウムの選択性を

調べるための高精度第一原理計算による解析結果を報告する[10]。具体的な計算方法を示そう。まず、

図 1 に示してあるように、モルデナイト中の細孔の一つである 8 員環に注目する。この細孔は 3Å程度

の半径を有しており、セシウムと酸素のイオン半径(1.69Åと 1.40Å)を考慮すると、セシウムの吸着に

最適と考えられる。この細孔の内部に対し、9×9×9 のメッシュを作成し、各メッシュ点上にてセシウ

ムまたはナトリウムをおいたときのエネルギーを第一原理計算で評価した。この際、アルミニウムとケ

イ素の比を考慮するため、8 員環を構成するケイ素原子(0～4 個)をアルミニウム原子（0～4 個）に置換

した場合の計算も行なった。アルミニウムが１つ増えた場合、陽イオンも一つ増やさないと結晶全体の

電気的な中性が壊れてしまうため、骨格内の電子数を調整することでこれに対応した。この方法は仮想

結晶近似と呼ばれる手法であり、本条件等で用いられている。尚、第一原理計算には、精度の高さや優

れた計算性能を有することで定評の高い VASP コード[11]を用いて行なった。モルデナイト中のセシウ

ム吸着サイトとしては、8 員環以外にも複数あり得るが、最もセシウム吸着に適したものとして 8 員環

にのみ着目した。現実の吸着性能等を評価する場合は、すべての吸着サイトでの交換エネルギーを考慮

する必要があるが、主要な吸着メカニズムのみを明確にすることを目的としたため、複数のサイトの存

在については触れない。これらの効果を含めた、総合的な評価を可能とするモンテカルロ法を用いた結

果については[1]を参照されたい。 

 

第一原理計算により得られた結果を図 2 に示す。モルデナイトの 8 員環内にセシウム及びナトリウム

イオンを配置したときのエネルギーの分布を図 2 の左及び右側に各々示した。これらの図では、エネル

ギー最小値でのエネルギーを基準として、濃淡でそのエネルギー値（濃：小、淡：大）を表わしている。

実際の計算は 3 次元的に行なわれているが、ここではエネルギーが最小値をとる点を含む 2 次元的な面

のみを示した（図 2 の 8 員環の穴を塞ぐような 2 次元面上でナトリウムイオンもセシウムイオンも安定

化することに着目）。図 2 から分かるように、セシウムは 8 員環のほぼ中央の 1 点にエネルギーの極小

域が位置するのに対し、ナトリウムの場合は、アルミニウム原子数に依存するが、極小域が分裂してい

る場合が多い。このように極小域が分裂するかどうかが吸着における安定性に大きな影響を与えると考

えられる。図 2 の下部にある概念図にあるように、8 員環を構成する酸素原子からのポテンシャルの極

小点が一つに重なるほうが、極小点が分裂した場合に比べて、より吸着エネルギーが低くなる。これは

8 員環全体から受ける相互作用ポテンシャルの極小点が一点に集中するため、よりポテンシャルが深く

なり安定化されることを意味しており、Cs の場合その条件が満たされる一方、Na の場合は、全体から

受ける相互作用ポテンシャルが分散されてしまい、力の重畳効果が半減してしまう。これが、Na の方
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が、イオン半径が小さく電荷密度が大きいにも関わらず、クーロン相互作用によるエネルギー利得を得

られず、Cs と交換した方が安定となり、イオン交換が進行する主たる理由である。上記のように、今

回考慮した 8員環ではセシウムの方がナトリウムより安定して吸着されることが微視的に確かめられた。

もちろん、より小さい細孔ではイオン半径の小さなナトリウムの方がより安定に吸着することが想像で

Cs Na Al の数 

0 

1 

2 

3 

4 

Si 

O 

Al 

図 2 モルデナイト 8 員環における Cs と Na のエネルギー等高線マップ。8 員環を構

成する Si 原子を置換した Al 原子の数ごとに表している。Na と Cs に対するポテ

ンシャルの概略図も示す(下図)。球の色と元素の関係は図 1 参照。 
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きる。こうして、今回用いた 8 員環の半径と同じ 3Å の半径を持つ細孔がセシウム吸着に適しているこ

とが分かった。 

次にナトリウムとセシウムのイオン交換エネルギーを実際に評価した。イオン交換エネルギーEEXは 

 
)Cs()Na()Na()Cs( SMORSMOREX EEEEE   

 

で表わされる。ここで EMOR (陽イオン)は最安定点に陽イオンを含んだ場合のモルデナイトのエネルギ

ーであり、ESは陽イオンが固体として存在する場合のエネルギーである。この交換エネルギーが低い方

がセシウムに対する選択性が高く、逆に交換エネルギーが正になるとナトリウムを選択的に吸着するよ

うになる。但し、ここではエネルギーの基準として固体のエネルギーESを用いたが、本来は水和イオン

のエネルギーを基準とした方が現実的である。但し、水和エネルギーを採用したとしても、上記の定性

的（交換エネルギーの大小関係を比較する）議論は変わらない。図 3 に交換エネルギーをアルミニウム

原子の数の関数として示した。全体的な傾向としてはアルミニウム数の増加に伴い、セシウムの選択性

が劣化している様子が分かる（交換エネルギーが Al 原子数と共に増大している）。また、アルミニウム

原子数が 1 と 3 の場合は、セシウム選択性が幾分悪くなっているが、この交換エネルギーの変化にはナ

トリウムと酸素原子の距離との相関が見られる。つまり、セシウム選択性が悪くなるのは、(1)アルミニ

ウム原子が増えた場合と、(2)陽イオンと酸素原子の距離が近づいた場合である。これらは以下のような

議論から理解できる。まず、ケイ素がアルミニウムに置換されることによってゼオライトの骨格の負の

電荷が増大する。これにより酸素原子の実効負電荷も増大する。酸素原子と陽イオンの間には静電気力

による引力が働いているが、酸素の負電荷の増大に伴い、この引力もまた大きくなる。それと共に、ナ

トリウムとセシウムの場合、イオン半径の小さいナトリウムの方がより酸素に近づくことができること

から、静電気力の増大の影響を強く受けるのもナトリウムの方であり（図 4 参照）、結果としてアルミ

ニウム原子数が増えることによって得られるエネルギー利得はセシウムよりナトリウムの方が大きく

なる。これが、アルミニウムが増えた場合にセシウム選択性が比較的悪化する原因である。つまり、相

図 3 モルデナイトの 8 員環における Na と Cs の交換エネルギーと Na-O、Cs-O の結

合距離。Al 原子の置換数の関数として表している。 
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対的にナトリウムの細孔内の安定性が増すことでセシウムの選択性が悪くなるのである。その一方、陽

イオンと酸素の距離が近いときにセシウム選択性が悪くなる原因も同様の説明で理解できる。図 4 にお

いてアルミニウム原子数が 1 と 3 の時に、陽イオンと酸素の距離が縮まったのは、アルミニウム原子が

8 員環の片側に偏ったため、負電荷もアルミニウムリッチな側に偏って、よりゼオライト骨格に陽イオ

ンが近づいたためである。このようなアルミニウムの偏りがなければ、陽イオン・酸素間距離を縮小せ

ずとも、安定点に陽イオンを位置させることが可能となり、その方が、セシウム選択性が高まるはずで

ある。アルミニウム数が 2 と 4 の場合が、正に偏りのない状況に対応（分布については図 2、エネルギ

ー差については、図 3 参照）しており、セシウム選択性を高めるにはアルミニウムを、吸着する細孔の

周囲に均等に配置することが必要となる。このような詳細な制御が可能かどうかは今の所、十分な知見

を著者らは有していないが、ドープ原子位置のランダム性が十分に保障されることが必要条件であり、

合成に十分な時間をかける必要性を示していると言えよう。以上、ここまでの議論から、セシウムに対

する吸着の選択性を高めるため、ゼオライトに対し次の 3 つの条件を提案することができる。 

 

(1)半径 3Å 程度の細孔を多く有すること。 

(2)アルミニウムとケイ素の比が比較的小さいこと。 

(3)アルミニウム原子がセシウムを吸着する細孔の周囲に均等に分布すること。 

 

条件(1)(2)は、これまでにも経験的に知られていたが、今回の第一原理計算による解析で、そのメカニ

ズムはクリアになった。また、条件(3)は本研究にて得られた新たな提案である。条件(2)だけでは、ア

ルミニウム原子が単純に減った方がよいということになるが、その場合、吸着できる陽イオンの数も減

ることになり、吸着剤としての能力を下げることにも繋がる。その一方、条件(3)を満たせば、アルミニ

ウムの数を減らす必要もなく、高いセシウム選択性を保持しつつ、吸着容量を更に大きくできる可能性

図 4 Si 原子を Al 原子に置換したときの近接 O 原子が Na, Cs に及ぼすポテンシャルの

変化を示した概略図。O に隣接する Si を Al に置換したことによって O の電荷が変化し、

Na と Cs に対する O のポテンシャルが細線（赤）から太線（青）に変化する。Na の方が

この変化の影響を大きく受ける。 
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がある。最新の文献[12] によるとゼオライト骨格内でのアルミニウム原子の位置や分布を EXAFS と

NMR を用いることで実験的に確かめることが可能となったとの報告があり、これらの手法を利用する

ことで、更に高性能なゼオライトの研究開発が大きく進展するとの期待が表明されており、こうした技

術を使うことで(3)の条件が十分に満足できているかどうかについての確認手段は揃い始めていると言

えよう。もちろん、アルミニウムの位置をコントロールする技術が必要だが、上記の手法を利用するこ

とで、様々な製造過程と試験研究の試行錯誤回数を減らすことができることは明からである。著者の想

像ではあるが、上記手法により、様々な処理とアルミニウムの数と位置との間に経験則が得られれば、

ゼオライトの性能向上は加速度的に進むと考えられる。 

以上、今後は実際のゼオライトの結晶構造に対して、上記の条件を満たす物質の探索を行なうだけで

なく、それらの条件を満たす構造を生成するための条件を上記の観測手段と組み合わせることで、計算

科学によるセシウム高選択性ゼオライト開発が現実のものになると考えられる。また、これらの考察か

ら明らかなように、上記の技術や知見の蓄積は、他の放射性元素イオンの選択的吸着についても同様の

議論から十分可能であり、実験観測技術の進歩と相まって廃棄物処理を効果的に進めるためのゼオライ

ト研究開発の新たな展開が多いに期待できる。 

 

§3. 吸着材開発の将来へ向けた計算科学による取り組み 

§2 において、第一原理計算によるゼオライトの陽イオンの吸着選択性メカニズムについて述べてき

た。まず、Cs イオンに対する高い選択性を有するモルデナイトのメカニズムについては、孔内サイズ

とイオンのサイズが適合することにより、Cs イオンが感じるエネルギー安定点（極小点）が一点に集

約することで、より深くなり安定化することが分かった。この効果は、細孔がトラップされた Cs イオ

ンを取り囲み、周囲からの相互作用が重畳することで、より深いエネルギー極小点を作るというメカニ

ズムである。これは、単なる点電荷間の 1 対 1 の 1 次元的相互作用でなく、高次元で多体問題として現

れる効果である。このような絶妙な効果を調べるためには、第一原理計算が最も信頼性が高く、電荷の

分極や電荷の移動などの効果も含めて、細孔構造とイオン間の相互作用を詳細に調べることができるた

め極めて有効であることが分かる。しかし、第一原理計算が有効に機能するのは、ゼオライトの一部の

構造だけを取り出し、その一部に集中した場合のみであり、計算の精度をある程度犠牲にしても、競合

するイオンを含む水溶液に浸されたゼオライトという現実の状況を模擬し、現実に得られる評価指標で

あるイオン交換等温線を再現できるシミュレーション技術も極めて有用であることが分かる。理想を言

えば、第一原理計算により得られる精度の高さをそのまま維持し、マクロな物性評価計算を実行するの

が望ましいが、第一原理計算の枠組みにて系全体を計算するには、膨大な計算量が必要であることが分

かる。現在、スーパーコンピュータの性能進展は著しく、神戸にある「京」の先にあるエクサスケール

のマシンの開発も決まり、計算規模の拡大と高速化の進展が約束されている。しかし、最先端の計算機

の最高性能が向上しても、現在直面している課題が解決できるかどうかは分からない。より速いマシン

を追求することは国策上も重要であろうが、実際に研究すべき課題が、果たして「京」の先のマシンで

も利用できるかどうかは現時点では判然とせず、今後の開発を注視する必要があるだろう。もし、計算

機のアーキテクチャーが性能を追求するあまり、種々の研究課題に対応しきれていないとすれば、今後

大きな問題となる可能性がある。計算機の高速性能の世界一達成という正の側面だけが一人歩きするの

でなく、負の側面についても大いに議論していく必要があることを指摘したい。話が幾分、スーパーコ

ンピュータのアーキテクチャーに及んだが、高精度な第一原理計算による大規模シミュレーションを実

現することは、材料開発一般に欠かせない技術となっており、今後の産業力維持のための研究開発の軸
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にもなり得ることを指摘したい。 

 

§4．まとめ 

本稿では、放射性物質の分離除去に関し、吸着材（ゼオライト）に対する計算科学による研究成果（第

一原理計算を用いた成果）を記し、今後の研究の方向性についても議論した。第一原理計算によるゼオ

ライトの吸着メカニズム解明においては、細孔全体で陽イオンを取り囲むことで得られる相互作用の重

畳効果が重要であることが明らかにされ、計算科学の重要性を示すことができたと著者らは考えている。

また、これまで経験的な知見に留まっていた Si/Al 比に依存する吸着性能の変化を微視的な要因と結び

つけて説明した一方、今後の更なる性能向上のための指針についても記した。以上、ゼオライトにおけ

る成果を基に今後は、他の材料（例えばフェロシアン化物やチタンシリケート、そして、グラフェンや

有機化合物、生体分子等）についても吸着メカニズムや機能評価を進め、種々の知見を蓄積することで、

今後の材料開発に貢献したいと考えている。しかしながら、計算科学は日々進歩しており、本稿で示し

ていない計算手法や考え方により抜本的な進歩があるかもしれない。また、計算機のリソース環境にお

いても「京」等スーパーコンピュータの進展によって、これまで不可能とされてきた計算が可能となり、

より現実に即した計算結果が示され、実際の材料開発に貢献する成果も報告され始めているという現実

がある。今後は、第一原理計算による微視的メカニズムの探求を続ける当時に、超並列計算を駆使した

計算力不足の打破といった側面での可能性の拡大をも視野に入れて、上記の取り組みを続け、微力なが

ら計算科学が福島復興の一助となるよう、そして、日本が直面している原子力が抱える大きな課題の解

決に力を尽くして行きたいと考えている。 
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＜2014年度 年間行事予定＞ 
2014 年 4 月 ・COMPSAFE2014：2014/4/13～16, Sendai, Japan 

2014 年 5 月 ・運営委員会 

8 月 ・運営委員会 

9 月 ・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） 

9 月 ・若手交流フォーラム 

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：2015/3/20～22、茨城大学日立キャンパス 

（第 16 回全体会議開催） 

 

 国内外会議、シンポジウム、WS 等の共催または後援 

・COMPSAFE2014 (2014 年 4 月 13 日（日）－16 日（水）、Sendai International Center, Sendai, 

Japan) ＜学会が共催＞ 

・東北大学 ICFD2014 協賛 (2014 年 10 月 8－10 日、仙台) 

・SNA&MC (2015) 共催（米国） 

・SMiRT23(2015) 後援、アブストラクト〆切 2014 年 10 月 31 日 

（会期：2015 年 8 月 10 日（日）―8 月 14 日（金）、会場：Manchester, UK） 

 

※ 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 23 号 
2０１5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） 
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） 
田村 明紀 
（日立製作所、akinori.tamura.mt@hitachi.com） 
山下 晋 
（原子力機構、yamashita.susumu@jaea.go.jp）

 

23 号の編集終了が延び延びとなってしまい、2015 年の 3 月にまで食い込んでしまいました。編集長

である町田の不徳の致す所であり、皆様には多大なご迷惑をおかけしてしまいました。心から、関係者

の方々にはお詫び申し上げます。今後はこのようなことが再発しないよう、出版・編集委員会一同、気

を引き締めて参る所存です。さて、3 月という時期を迎えてしまい、やはり気になるのは、震災以後、4

年あまりも過ぎ去ってしまったことでしょうか。福島原発事故は、原子力分野の研究開発に携わる者に

とっては、忘れることの出来ない大きな事故でしたが、4 年経って振り返ってみると、部会員の方々に

も極めて大きな影響を与えた事故であったのではと思われます。研究開発の限界を感じる瞬間もあった

一方、改めて研究開発の必要性を強く再認識されたのではないかと思います。ここに、今後の部会の方々

の活躍に大いに期待し、次号の編集に早速取り掛かるつもりです。 

（町田 昌彦） 

 


