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表紙図提供：電力中央研究所 稲垣健太様  

表紙図はマルチフィジクス粒⼦法コードによる解析例です。 

表⾯張⼒を改良することにより、液滴衝突などの表⾯張⼒が⽀配的な体系の運動を正しく解析する 

ことが可能となりました。また、簡易的な空気抵抗モデルを実装し、液柱や液滴のブレイクアップ 

挙動を再現することが可能となりました。 
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計算科学技術部会副部会長挨拶 

「IoT 時代の計算科学」 

 

  

 

世の中は IoT(Internet of Things)時代である。様々なモノがインターネットでつながり、

IT(Information Technology)と OT(Operational Technology)を駆使した、効率的で信頼性の

高いもの作りや社会を目指して進んでいる。計算機や通信を核とした IT 技術の発達により、OT

技術と融合してシステムの状態を把握・分析・予測し、最適制御・運用を行うトータルなシステムの

実現が可能となりつつある。エネルギー、交通、環境・水利用、農業、建設等々、様々な分野で

IoT 技術を駆使したイノベーションが生まれ、新たな世界が生み出されようとしている。 

  

 IoT 技術を用いたシステムの状態分析や予測には、現状、種々のデータベースや知識、情報が

活用されており、大規模な計算をともなう計算科学技術の本格活用は未だ多くはない。しかし、

徐々に使用され、今後さらに適用が拡大していくと考えられる。システム解析コードが組み込まれ、

一部多次元化され、さらに大規模化されて詳細な予測が可能になる。その際、OT 技術による状

態把握と、シミュレーションによる状態分析や予測の融合が鍵となる。 

  

  気象予測では、先ず、各種の気象関連の測定結果を収集してデータの品質管理を行う。その

後、各格子点に内挿し、力学的平衡を達成する初期化が行われる。同時に、観測値や過去のデ

ータベースをもとに適切な境界条件が設定される。日々、膨大な観測データの品質管理が行われ、

精度の悪いデータは淘汰される。このような初期条件や境界条件を基に数値シミュレーションが行

われ、気象を予測していく。この予測結果は、測定データが足りなければ次のシミュレーションの

初期値としても使用される。この繰り返しによる解析誤差の蓄積を押さえるため、随伴方程式を用

巻頭言 

㈱日立製作所 

大塚雅哉 
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いた変分法により下流のデータを上流に反映して解析精度を向上することなども行われている。 

  

  計算科学の IoT 応用を考える際、このような気象予測の考え方が参考になるかもしれない。シミ

ュレーション自身の解析モデルや精度の向上に加え、V&V に関わる初期値や境界条件を与える

ための測定データの品質管理、測定のあり方、不足するデータの与え方や、解析誤差を低減する

ための修正方法など、データ計測と解析を融合した統一的な見地からの取り扱いが重要である。

シミュレーション自体の研究に加えて、具体的に適用する場合におけるシミュレーション周辺のこ

のような研究がさらに進むことが期待される。 

 

 原子力において、どのような IoT 活用が考えられるだろうか。人工知能は、非定常現象の相関の

取り扱いが苦手である。原子力プラントにおける各種現象の取り扱いには、物理モデルに基づい

た計算科学の活用が望ましい。実用化を加速するには何が必要か、そのために何ができるか、シ

ミュレーションを中心とした V&V の枠を超えて、IoT の世界の中での計算科学のあり方について

思い巡らしてみてはどうだろうか。今後の原子力プラントの運用や、廃炉処理などにも、広く役立

つ技術である。皆さんの新たな発想と取り組みに期待したい。 

以上
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2016 年秋の大会・計算科学技術部会全体会議 

開催報告 

 

１．日時：平成28年9月8日（木） 12:00～13:00 

２．場所：久留米シティプラザ （日本原子力学会2016年「秋の大会」L会場） 

３．議事次第 

（１）部会長挨拶 

（２）部会規約改正 

（３）小委員会上期活動報告 

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 

３）告知等 

４）その他 

 

４．議事概要および決定事項（敬称略） 

１）部会長挨拶 

西田部会長より挨拶がなされた。 

２）部会規約改正について 

部会等運営委員会伊藤委員より、部会規約改正の説明がなされた。今回の改正は部会間での表現

の統一を図るものであり、内容の変更はないことが説明され承認された。附則が部会規約内に2カ所あ

ることが指摘され、学会側に確認することとなった。 

３）小委員会上期活動報告 

各小委員会の委員長より上期活動報告がなされた。 

４）告知等 

全体会議終了後に行なわれる計算科学技術部会セッション「外部ハザード評価のための数値解析」、

計算科学技術部会の一般セッションの告知がなされた。 
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５）その他 

次回、及び今後の企画セッションのテーマに関して議論を行った。シミュレーションの信頼性分科会よ

り「シミュレーションの信頼性確保に関するガイドライン」が発刊されたことから、その内容紹介を含め、

V&Vをテーマとしてはどうかとの意見があった。また、マルチスケールマルチフィジックスをテーマとし

て、スケールや物理の異なる現象をどのようにつなげるかについて議論してはどうかとの意見があっ

た。 

以上
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2017 年春の年会・計算科学技術部会全体会議 

開催案内 

  
１． 日時：2017年3月27日（月） 12：00～13：00 

２．場所：東海大学 湘南キャンパス （日本原子力学会2017年「春の年会」G会場） 

 

３．議事次第 

全体会議 

１）部会長挨拶 

２）部会規約改正 

３）小委員会活動報告 

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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2017 年春の年会・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（熱流動および原子炉燃料に関する解析と可視化） 

2017 年 3 月 27 日（月）10:00～11:55  G 会場 （座長：JAEA 中島 憲宏） 

 

1G01：数値シミュレーションによる微粒子凝集体の見かけ粘度の評価  

*鹿島 真人 1、酒井 幹夫 2 （1. 東大、2. 東大）  

1G02：可視化用粒子データを用いた燃料溶融シミュレーションの対話的 In-Situ 可視化  

*河村 拓馬 1、野田 智之 1、井戸村 泰宏 1 （1. JAEA）  

1G03：ガラス溶融炉における固体粒子堆積時の流下シミュレーション  

*高畑 和弥 1、酒井 幹夫 1 （1. 東大）  

1G04：高速増殖炉の炉心溶融事故後冷却挙動の研究 (32) 二相系格子ボルツマン法によるジェッ

トブレイクアップの数値解析  

*齋藤 慎平 1、阿部 豊 1、金子 暁子 1、岩澤 譲 1、小山 和也 2、成合 英樹 1  

（1. 筑波大、2. MFBR）  

1G05：多相流体コード JUPITER における前処理付き省通信 CG 法ソルバの開発  

*真弓 明恵 1、井戸村 泰宏 1、伊奈 拓哉 1、山田 進 1、今村 俊幸 2  

（1. JAEA、2. 理研 AICS）  

1G06：深層学習と強化学習による燃料装荷パターン 適化手法の検討 (1)燃料装荷パターン情報

を用いた炉心核特性の予測  

*巽 雅洋 1 （1. 原子力エンジ）  

1G07：燃料増殖と MA 消滅の効果を柔軟に考慮した高速炉設計の検討  

*笠原 直人 1、高橋 忠男 2 （1. 東大、2. FBR 高等研究所） 

 

○計算科学技術（地震その他の外部ハザードの材料・構造への影響） 

2017 年 3 月 27 日（月）14:45 ～ 16:40  G 会場（座長：原子力エンジ 巽 雅洋） 

 

1G08：原子力プラントの包括的安全性向上のための地震時クリフエッジ回避技術の開発建屋シス

テムの検討  
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*西田 明美 1、崔 炳賢 1、郭 智宏 1、高田 毅士 2 （1. JAEA、2. 東大） 

1G09：多様な地震波による原子力施設の地震応答解析結果におけるばらつき評価 

*崔 炳賢 1、西田 明美 1、郭 智宏 1、村松 健 1、高田 毅士 2 （1. JAEA、2. 東大） 

1G10：大型プラント等の次世代耐震解析技術に関する研究 

*郭 智宏 1、西田 明美 1、中島 憲宏 1 （1. JAEA） 

1G11：アブダクションによるデータ解析 

*中島 憲宏 1 （1. JAEA） 

1G12：原子力施設全体規模の地震時挙動解析に向けた要素毎有限要素接触解析手法: 固着問題で

の検証 

*鈴木 喜雄 1 （1. JAEA） 

1G13：メニーコアプロセッサを用いた地盤-建物モデルに対する並列有限要素解析の性能評価 

*森田 直樹 1、高橋 容之 2、橋本 学 1、奥田 洋司 1 （1. 東大、2. 鹿島建設） 

1G14：ベイズ 適化手法を用いた動力学的破壊シミュレーションによる断層パラメータの推定  

*三橋 祐太 1,2、橋本 学 2、奥田 洋司 2、内山 不二男 1 （1. 構造計画研究所、2. 東大） 

 

○計算科学技術（熱流動現象の数値解析） 

2017 年 3 月 27 日（月）16:40～18：00  L 会場（座長：JAEA 鈴木 喜雄） 

 

1G15：斜め衝突による構造物の局部損傷評価に関する研究 その 1：剛飛翔体の斜め衝突を受け

る構造物の局部破壊評価に関する提案  

*太田 良巳 1、西田 明美 1、坪田 張二 1 （1. JAEA） 

1G16：斜め衝突による構造物の局部損傷評価に関する研究 その 2：柔飛翔体の貫通現象の検討  

*坪田 張二 1、太田 良巳 1、西田 明美 1 （1. JAEA） 

1G17：試験と解析による高温における局部破損メカニズムに関する検討 

*吉田 瑞城 1、坂口 貴史 1、窪田 穣穂 1、佐藤 拓哉 1、笠原 直人 1 （1. 東大） 

1G18：MD simulations to evaluate stable configurations of vacancy-type defect clusters in 

Zirconium 

*Yilun Hu1, Kohei Doihara1, Sho Hayakawa1, Taira Okita2, Mitsuhiro Itakura3 

 （1. Univ. of Tokyo, 2. Univ. of Tokyo, 3. JAEA）  

1G19：MD 法による中性子照射下結晶欠陥形成過程に及ぼす材料物性の影響に関する検討(2) 

中西 大貴 2、 Yang Yingjuan2、川畑 友弥 2、*沖田 泰良 1、板倉 充洋 3  

（1. 東大、2. 東大、3. JAEA） 
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2017 年春の年会・計算科学技術部会セッション 

開催案内 

 

 「シミュレーションの信頼性確保に関する取り組みの現状と課題」 

日時： 3 月 27 日（月） 13:00～14:30  G 会 場 

座長： 越塚 誠一（東大） 

 

1. シミュレーションの信頼性確保に関するガイドラインの発行 （東芝）中田耕太郎

2. シミュレーションの信頼性確保に関するガイドラインへの期待 （横国大）白鳥正樹

3. シミュレーションの信頼性確保に関する国内外の取り組みの現状と

課題 
（JAEA）田中正暁
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日本原子力学会標準 

｢シミュレーションの信頼性確保に関するガイドライン：2015｣ 

講習会の開催について 

 

原子力機構 田中 正暁 

（シミュレーションの信頼性分科会 幹事） 

 

平成 28 年 7 月に日本原子力学会標準｢シミュレーションの信頼性確保に関するガイドラ

イン：2015｣（以下、「本ガイドライン」という。）が発行されたのを期に、本ガイドライン

の理解促進を目的とした講習会を開催しました。 

講習会は午前 10 時から午後 5 時までの日程で 1 月 16 日（月）に東京会場（聴講者 23 名）、

2 月 13 日（月）に大阪会場（聴講者 18 名）の 2 回開催し、合計 41 名の参加がありました。

講習会は、2 部構成とし、第１部ではガイドライン制定の経緯、ガイドラインで示されて

いるシミュレーションの信頼性確保の考え方、V&V の考え方の変遷や動向についての紹介、

第 2 部では V&V の適用事例についての紹介を行いました。 

 

第１部では、本ガイドラインの理解を深めて頂くため、「ガイドライン作成の経緯」とし

て、シミュレーションの信頼性確保の必要性やガイドライン作成の意義、原子力学会での

ガイドライン策定に係る活動の経緯、分科会の組織・委員構成、ガイドライン策定プロセ

スなどについての説明、「ガイドラインの概要説明」として、ガイドラインの構成に従って、

シミュレーション信頼性の考え方、概念モデルの開発、数学的モデル化、物理的モデル化、

シミュレーションの予測性の判断、不確かさを考慮した予測評価の実施、評価プロセスの

実施・品質管理についての説明を行いました。さらに、「V&V の考え方の変遷・動向」と

して、原子力安全評価におけるシミュレーションの信頼性確保の取組みの歴史、モデル

V&Vの考え方および定義の変遷についての紹介、「海外の 新事情」としてASME、USNRC、

ANS、OECD/NEA/CSNI、NASA 等での活動についての紹介を行いました。 

 

第 2 部では、個別分野での V&V に関連する事例紹介として、以下の 4 つの分野からそ

れぞれご講演を頂きました。 

 

①核計算分野における事例（JAEA 大釜和也 氏） 

「次世代高速炉核設計手法のモデル V&V および UQ」との題目で、本ガイドライン
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に沿って、これまでの V&V に関連した取組を整理し、将来の高速炉の核設計手法の

V&V のロジックおよび不確かさ評価（UQ）に係る方法論の構築状況について紹介し

て頂きました（1-3）。 

②熱流動分野における事例（JAEA 田中正暁 氏） 

「ナトリウム冷却高速炉の熱疲労解析評価を対象とした実機評価までを含めた

VVUQ 実施手順『V2UP（Verification & Validation plus Uncertainty quantification, and 

Prediction）』の構築」との題目で、本ガイドラインで示される信頼性確保の考え方に従

った実施手順の構築状況の概説と、不確かさ評価（GCI 評価および Area Validation 

Method 法）の適用例について紹介して頂きました（4, 5）。 

③構造分野における事例（福井大学 月森和之 氏） 

過去に実施された汎用非線形構造解析システム（FINAS：FInite element Nonlinear 

structural Analysis System）の開発過程での実施項目と、本ガイドラインで示す信頼性確

保の考え方に沿った V&V 実施手順との整合について紹介して頂きました（6-8）。 

④環境影響分野における事例（CRIEPI 佐田幸一 氏）） 

Ｖ＆Ｖの考え方を先行的に導入して整理された日本原子力学会標準「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：

2011」における V&V の導入・検討状況と、本ガイドラインで示す考え方との対応（整

合性）について紹介して頂きました（9）。 

 

講習会後に参加者から頂いたアンケートでは概ね高い評価を頂き、本講習会は成功裏に

終了したものと考えています。 

 

事例紹介にて、お忙しい中、ご講演を頂きました講師の皆様方にはこの場をお借りして

心より御礼を申し上げます。大変ありがとうございました。 

講習会には、シミュレーションを実務とされている産業界を中心に、管理者層から若手

の方まで幅広く参加頂けたように思います。講習会での参加者の皆様方との意見交換・質

疑につきましては、アンケート結果と合わせ、今後の分科会活動に反映していきたいと考

えています。 

 

【事例紹介に関連する参考文献】 

(1) 大釜他, 次世代高速炉核設計手法のモデル V&V および UQ （1）モデル V&V および

UQ の考え方, 日本原子力学会, 2016 年秋の大会, 2H03, (2016). 



11 
 

(2) 池田他, 次世代高速炉核設計手法のモデル V&V および UQ （2）Verification, 日本原子

力学会, 2016 年秋の大会, 2H04, (2016). 

(3) 石川他, 次世代高速炉核設計手法のモデル V&V および UQ （3）Validation, 日本原子

力学会, 2016 年秋の大会, 2H05, (2016). 

(4) M. Tanaka & Y. Miyake, “Numerical simulation of thermal striping phenomena in a T-junction 

piping system for fundamental validation and uncertainty quantification by GCI estimation”, 

Bulletin of the JSME, Mechanical Engineering Journal, 2(5) (2015). 

(5) M. Tanaka, et al., “Development of V2UP (V&V plus uncertainty quantification and 

prediction) procedure for high cycle thermal fatigue in fast reactor—Framework for V&V and 

numerical prediction”, Nuclear Engineering and Design, 299 (2016), pp.174–183. 

(6) 月森，岩田，FINAS の現状と将来展望，計算工学会計算工学講演会論文集 Vol. 1(1996,5), 

771-774． 

(7) K. Tsukimori and K. Iwata, The buckling behavior of U-shaped bellows under pressure loads, 

Int. J. Pressure Vessel & Piping 44 (1990) 365-380. 

(8) 月森，岩田，川崎，笠原，高速炉機器設計のための非弾性解析に基づく評価手法の開

発(1)非弾性設計解析に関するガイドライン，日本機械学会 M&M2010, 17． 

(9) 日本原子力学会、日本原子力学会標準 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：2011（AESJ-SC-A004：2011）． 

 

 

図 東京会場での講習会の様子 
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講習会プログラム 

 

日時： （東京会場）2017 年 1 月 16 日(月)（1 日間） 

（大阪会場）2017 年 2 月 13 日(月)（1 日間） 

場所： （東京会場）科学技術館 ６階 第 1 会議室 

（http://www.jsf.or.jp/access/map/） 

 （大阪会場）大阪科学技術センター ４階 404 会議室 

（http://www.ostec.or.jp/data/access.html） 

 

講義内容（議事進行：田中 幹事（JAEA）） 講師 

はじめに（10:00~10:20） 

・主査挨拶、ガイドライン作成の経緯 中田 主査（東芝） 

ガイドライン概要説明（10:20~12:00） 

・シミュレーション信頼性の考え方（附属書 A） 

工藤 氏 

・概念モデルの開発（3.1 節 附属書 B） 

・数学的モデル化（3.2 節 附属書 C） 

・物理的モデル化（3.3 節 附属書 D） 

・シミュレーションの予測性の判断（3.4 節 附属書 E） 

・不確かさを考慮した予測評価の実施（3.5 節） 

・評価プロセスの実施・品質管理（3.6 節、3.7 節） 越塚 副主査（東京大学） 

・ガイドライン概要説明に関する質疑 講師２名、中田主査 

昼 食（12:30~14:00） 

パネル討議（14:00~16:50） 

第１部（14:00~14:30） 
(1) V&V の考え方の変遷・動向 
(2) 海外の最新事情 

 
(1) 工藤 氏 
(2) 田中 幹事（JAEA） 

第２部（14:30~16:00） 
(3) 個別事例紹介 

①核計算分野における事例 
②熱流動分野における事例 
③構造分野における事例 
④環境影響分野における事例 

 
 
①大釜 氏（JAEA） 
②田中 幹事（JAEA） 
③月森 教授（福井大） 
④佐田 委員（CRIEPI） 

休 憩（16:00~16:20） 

第３部（16:20~16:50） 
(4) 意見交換・質疑 
～ガイドラインへの期待・課題～ 

・中田 主査 
・越塚 副主査 
・田中 幹事（進行） 
・工藤 氏 
・事例紹介者 

おわりに（16:50~17:00） 

・全体質疑等、アンケート記入 中田 主査（幹事団） 
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アンケート結果（自由記述については主なもの） 

 

Q．今回の標準講習会は今後の役に立つと思いますか？ 

  

（東京会場）                      （大阪会場） 

 

【自由記述で頂いた主なご意見】 

・V&V の考え方を総合的に理解するのに良い機会 

・今後の自分自身が行う解析業務に活かせる 

・今後どう使って行くのか（効率的、有効的に）が重要。 

・コードの体系化、整備、実験拡充等のコスト面での心配がある 

・話の主体がコード開発にあり、解析コードのユーザの立場での内容が薄い 

 

Q．今回の講習はわかりやすかったですか？ 

  

（東京会場）                      （大阪会場） 

 

【自由記述で頂いた主なご意見】 

・個別事例などがあり理解の助けとなりました。 

・講演者のみなさん、とても丁寧に説明して下さり、分かり易かった。 

・事例紹介に関して、専門外の分野には難しい内容であった。 

・事例紹介に関する情報は有益、後日、振り返って資料を見直したい。 

・V&V 自体が概念的で理解しにくい。 
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Q．項目別の時間配分は如何でしょうか？ 

（東京会場）  

（大阪会場）  

 

【自由記述で頂いた主なご意見】 

・個別事例を短時間で背景から現状まで理解するのは難しい。 

・若干時間が足りていないと感じた。 

・具体的な適用例、品質保証との組み合わせの事例紹介が欲しい。 

・個別事例は概要だけでよい。各論はあまり必要ないのでは。 

 

 

Q．今回の講習会についてのご意見，ご感想、本ガイドラインへの期待等 

・意見交換で出た意見やコメントは、後日、メールで共有して欲しい。 

・実施基準の作成が進むような活動をして欲しい。 

・ユーザ視点に立ったものとなるようユーザの声を積極的に反映して欲しい 

・内作コードと商用コードに対する考え方の整理が必要では。 

・本ガイドラインの適用事例集などが整備されると、より利用しやすくなる。 

・個別分野のガイドラインを策定して頂くと産業界全体が利用できると思う。 

・シミュレーション、実験ともに「精緻」にすればコスト増につながるため、バランス点

を見つけて行くのが大事かと思う。 

・レベル別の信頼性確保について検討して欲しい。 

・検証の深度に悩まれていると思う。 
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・個別事例紹介について、エレメント１～４に基づいたものにして欲しい。 

・具体的適用事例、ベストプラクティスのテーマを拡充して頂きたい。 

（後付けでガイドラインを取り入れた事例も含め） 

・軽水炉を対象にした事例を紹介頂ければと思います。 

・個別事例については難しい内容が含まれており、時間をかけて説明して欲しい。（専門

外で複雑な式を示されても分からない） 

・不確かさを考慮した事例評価の具体例、スケーリングの考え方、予測評価に 

関する講習会を要望します。 

・国際標準化、国内への広い周知、適用事例の拡充化を含め、 

国内外の V&V に関する活動状況等を共有頂ける機会が増えると良い。 

・若手技術者には、V&V の考え方を習得できる討論的な場や機会があるとよい。 

・実験をメインとする人々にも聞いてもらうのが大事と思う。 
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原子力工学・科学と計算科学：構造解析と可視化 

 
(国研)日本原子力研究開発機構 システム計算科学センター 

中島 憲宏 

 

1．はじめに 

 理論科学と実験科学に並び、第三の科学と称される計算科学の歴史は、計算機械の発展とともにある。

そろばんのような「計算機械」とともに歩んだ科学とすれば、その歴史は古く理論科学と引けをとらな

い。電子計算機（以下計算機と略す）という電子的な「計算機械」の出現により、爆発的な展開をみせ

た 1940 年代を計算科学の起源とすれば、新しい科学である。第三の科学と称される理由の一つとして

あげられるのが、「A new kind of science」の出版である[1]。それまでにも計算科学は、新しい科学で

あるという主張を耳にしたことがあると言う人もいるであろうから、第三の科学と称される起源は「A 

new kind of science」にあるということに抵抗を覚える人もいるかもしれないが、明文化されていると

いう事実は尊重すべきである。 

原子力学会における計算科学の位置付けは、計算科学技術である。原子力工学・科学は、総合学と位

置付けられていることから、多くの基礎学術は技術として扱われる。計算科学も同様である。研究は学

術と技術の研究に大別されるが、原子力学会での計算科学分野は、原子力工学・科学における計算科学

技術が主題となっている。 

計算科学の七つの柱は、計算機技術、計算機周辺機器技術、計算機科学技術(利用技術)、可視化技術、

V&V (Validation & Verification)技術、モデリング技術、そしてモデルと考えている。計算機技術とは、

計算機そのものの研究開発の結果から得られるものであり、計算科学はハードウェア無しに論ずること

は不可能である。計算機周辺機器技術とは、計算機につながる機器の研究開発の結果から得られるもの

であり、ネットワークや記憶装置などが代表例でこれらハードウェア無しに、現代では計算科学を成立

しえない。計算機科学技術は、数値計算技術や効率化技術、データ解析技術など、広義にはいわゆる情

報処理技術のことであり、計算科学の実装技術としてプログラムを成立させるために不可欠な技術であ

る。広義な意味では、可視化技術も計算機科学技術に含まれるが本稿では、可視化技術は独立した技術

として扱う。可視化技術は、目に見えないものを見えるようにする技術であり、数値データを大量に創

造する計算科学では広報的な役割も含めて重要な地位を築いている。V&V 技術は、計算科学の一つの

一言一語 



17 
 

実装形態であるシミュレーションプログラムの正当性を立証するために必要な確認と検証をするもの

であり、計算科学が科学として立脚するために不可欠な技術である。計算科学を一言でいうならば、広

義にはモデリングとモデルから成る科学である。シミュレーションを例にとれば、モデルとは例えばシ

ミュレーションの支配方程式であり、その方程式をどのようにモデリングすなわち実体化（モデル（概

念や思考）の内にあるものを具体化するための方法論、実装手段、実装技術を幅広く含む）するかとい

う技術である。どのような方法論を計算機空間にどのように写像するかという理論的な学問といっても

過言ではなく、だからこそ第三の科学と呼ばれる。そして、この理論とプログラムという実験空間の実

装からなる両輪で学術体系が作られている計算科学は、計算機の中の理論科学と実験科学の融合学とも

いえる。 

 

2．原子力学会における計算科学 

計算科学は狭義の意味ではシミュレーションであるが、広義の意味ではシミュレーションに加え、デ

ータベース、インフォマティクス、データ分析や評価、人工知能、そしてシステム等を含む学術分野で

ある。ちなみに、日本原子力学会計算科学技術部会の紹介では、原文をそのまま引用すると『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

近年高まっています。そこで原子力の分野においても、計算科学に関わる伝熱流動、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について、共通した議論の場

を提供すべく、設立されました。』とある[2]。 

原子力学会の中には、計算科学技術部会を除くと学術分野として全部で 18 の部会・連絡会がある[3]。

それらの部会・連絡会が専門とする技術の研究開発は、理論科学、実験科学そして計算科学の分け隔て

なく、進められている。すなわち、計算科学技術部会が主体となって、あるいは、当部会だけで計算科

学の研究開発を進めているのではない。計算科学技術部会では、これら 18 の分野横断的な研究開発と

それらの共通基盤技術の研究開発を進めている。情報処理的な表現を使えば、18 の分野とはアプリケー

ションそのものであるから、横並びにするとバラバラ感が広がり、まとまった一つの学術分野という感

じはしないので、違和感を唱える人もいるが、計算科学という学術分野からすると、アプリケーション

は立派な計算科学の研究テーマの一つである。ここで、アプリケーションとは、特定の用途や目的のた

めに作られた、計算機で動作するソフトウェアのことで、例えば、構造解析プログラムや流体解析プロ

グラム、第一原理計算プログラム等のことである。 

計算科学については、様々なご意見があることを承知している。計算科学の研究は、効率化以外にな

いと断ずる意見がある。アプリケーション側、例えば原子力学会の 18 の部会・連絡会からすると、本

質は部会・連絡会の研究課題であるから、それ以外を除いたら、効率化ぐらいしか残らない、という主

張である。確かに計算機科学に寄った研究の多くは効率化の研究であると説明するのが容易である。一
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方で、計算科学に造詣が深く、かつ計算機科学に寄った研究者は、モデリングの研究であると主張する。

この主張は、簡単な言葉で表現すると精度や確度を研究の主題として論じている。計算機処理には桁落

ち等に代表されるように演算誤差がついてまわる。誤差は、演算器だけの問題でなく、数値計算法や数

値計算法の実装すなわちプログラミングによっても生じる。忘れてならないは、モデル化における精度

の議論である。近似モデルを用いた場合の近似手法にかかわる精度問題や厳密モデルを用いた場合の実

装形態すなわち数値計算レベルに落とし込む方法論や実装論にかかわる精度問題である。こういう主張

をすると、モデルやモデリングの理論的研究は、18 の部会・連絡会の主たる研究課題であると反論を受

ける事がある。つまり、私は物理屋で君は計算屋だという区分である。計算科学からの視点では、モデ

ルの理論研究は共同で行えるが、計算科学的なモデル研究は計算科学の専門分野である。ましてやモデ

ルの実装形態や数値計算レベルに落とし込む方法論や実装論を思案するモデリングの研究は、計算科学

力無くして達成しえない。 

18 の部会・連絡会で行われる計算科学研究は、よく理解され、一般的になっている様々な計算科学技

法を活用して行われていることが多く、計算科学技術部会ではモデルやモデリングの 先端手法の取込

みや研究を計算幾科学あるいは応用分野において実施している。計算科学が第三の科学であるという所

以は、ここにある。計算というサイバー空間のなかでの実験道具を通して、理論を洞察あるいは考察し、

その原理や原則をサイバー空間のなかの実験方法として考案したり、設備として実装しているのである。

その意味では、純粋な計算機科学の研究と異なり狭義の計算科学の研究では効率化の研究は多くない。

効率化の研究は、むしろ計算工学会[4]や情報処理学会[5]で行われていることが多い。 

本稿では計算科学の７つの柱の内、比較的多くの方に馴染みやすい可視化技術を取り上げ、原子力工

学・科学における計算科学を論ずる。原子力工学・科学といっても幅広いので、筆者の専門である構造

解析を題材とする。以下、可視化技術を題材として計算科学と、原子力工学・科学における計算科学を

論ずる。これにより、計算科学の本質あるいは本懐に、多くの理解と共感を得るための努力をする。 

 

2.1 可視化技術とは 

本論で使う「可視化」という用語を定義する。可視化という単語は現代造語であり、少なくとも 1983

年に出版された広辞苑から第 5 版までに「可視」という単語や「可視化」という単語は見当たらない[6] 

[7] [8]。「可視化」という単語は、現在ではインターネットの国語辞書等には掲載され、「人の目には見

えない事物や現象を、映像やグラフ・表などにして分かりやすくすること」と定義されている[9]。人の

目に見えないものとは何かという定義はさておき、少なくとも可視化の定義の中に分析や評価といった

技術は含まれていない。一方、可視化の意味に近しい単語で、古来からある用語「作画」は、「絵や写

真を作ること」である。人の目には見えないという論点を除けば、可視化と作画の定義の相違点は、「分

かりやすくする」が必須条件か否かである。「分かりやすくする」ということが、どのように作画する
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か、という可視化の研究課題であり、「分かりやすくする」ことで利用者に何かを提供しようとする技

術である。「作画」という行為の中に「分かりやすくする」という意志や意図が含まれていないとは考

えづらく、暗黙知として含まれていると考えるが、本稿では「可視化」と「作画」を区別する。例えば、

可視化研究の一つのテーマである Visual Analytics [10]における「分かりやすくする」とは、分析や評

価がしやすくなる作画を提供することである。 

「可視化」というと多くの人は、メディアやデバイス上に現れる図画そのものを思い浮かべるかもし

れないが、その図画を得る過程は深淵な研究あるいは芸術的な世界である。計算機を用いた「作画」の

研究は、ペンプロッタなどで図形出力した時代から多くの技術が開発され、ディスプレイ等に描画され

る技術[11]や構造解析のプリ/ポスト・プロセッサ[12]で利用される基本技術は 1970 年代前半迄にほぼ

完成された。その後計算機性能向上とディスプレイのカラー化等のデバイスの発展とともに一層の発展

を遂げている。1963 年から 1977 年までの計算機を用いた「作画」の基盤技術である図形処理[13]の研

究成果として、陰線消去、クリッピング、エリアシング、陰影表示、ハイライト（光沢）処理、半透明、

光線追跡、テクスチャマッピング、照明効果等がある。これらの技術により得られた図画は分かりやす

くなったとも言えるが、分かりやすく作画するというよりも、実態に近く見せる作画、あるいは視認に

よる誤認を無くす作画、物体の状態をみせる作画という表現の方が正しいと考える。つまり、分かりや

すく作画するために必要な作画基盤技術である。事実、構造解析のプリ/ポスト・プロセッサではこのよ

うな先進技術が現れる都度、素早く取り込まれ、その進化を争うものもあった[14, 15]。このような技

術は、特に、CAD/CAM[16]の世界で形状処理[17, 18]の研究として進化し、CAD/CAM における幾何モ

デル[19, 20]の曲面記述や立体記述の数学的内部記述（データ記述）や内部表現（モデル化）、そして外

部記述（作画方法論や作画技法）や外部表現（見える化）の研究へと進み、1980 年代初頭にはほぼ学

術的には体系化された。続いて、この外部記述と外部表現に特化した技術としてコンピュータ・グラフ

ィックスが生まれ、多くの可視化作品（人工物や自然物のコンピュータ・グラフィックスによる映像化、

創造世界の映像化等）や可視化技術（焦点深度、モーションブラーといった分かりやすく見せる作画技

術）が台頭してきた。シミュレーションや実験データの可視化（分かりやすい作画手法）分野では、等

値面手法やボリュームレンダリング手法などの「分かりやすくする可視化」の方法論や手段が提案され

てきた[21]。一方で、1980 年代では、フラクタル理論やブラウン運動の 1/f ゆらぎ等の多様体の数学で

はない外部記述や外部表現の取り組みが始まった。 

 

2.2 計算科学の可視化 

 Visual Analytics とは「高度な対話的視覚インタフェースを用いた解析的推論を築く科学」と定義

されている[22]。Visual Analytics の和訳は、上記の定義からすると、視覚による分析（可視化インタ

フェースを用いた分析）なのか、視覚によって認められる分析（視覚認知指向の分析）か、心眼に映る
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分析（心眼分析）なのか適訳は見当たらないが、いずれも含まれている分析概念である。こういったシ

ステムのあるいは体系化された学術テーマの「概念」を提唱することは、計算科学という学術の特長で

ある。この「概念」こそが、モデルへの論理的昇華につながるからである。「理論」と「実装」を二本

柱とする情報工学でいうところの「理論」における体系化の礎である。本稿では、Visual Analytics と

いう用語は、あえて和訳せず、その観点から計算科学における可視化について論ずる。Visual Analytics

は、コンピュータ・グラフィックス等の可視化技術を基盤とし、数学（統計学等）、情報工学（データ

管理やデータ分析）、知識工学（知識表現や機械学習）、認知科学や知覚科学を活用した総合科学ともい

っている[23]。Visual Analytics 過程は、図 1 に示すように与えられた情報（データ）から知識を抽出

するために可視化された画像を対話操作により観察し、その結果得られた知見から分析データのモデル

化したり、与えられた情報（データ）を自動化されたデータ処理により知識から分析データのモデル化

をする[11]。Visual Analytics 過程では、分析対象モデル知を獲得するために、得られた知見や知識の

データベースを構築するとともに、可視化をベースにした対話操作や自動化されたデータ処理を通して、

分析データのモデルを、学習機能を用いながら高度化する。Visual Analytics では、可視化処理との密

連成を基本とし、可視化がデータ分析結果を導く灯台役を担えることを目指している。わかりやすく構

造解析結果のデータを例にとると、構造解析結果である数値の羅列データから、どのような可視化がで

きるか対話的あるいは自動的に試してみる。その結果、例えば、スカラ―データやベクトルデータの可

視化を Visual Analytics システムがありとあらゆる可視化手段を用いて自動的に行い、対話操作者に提

示する。Visual Analytics システムは、対話操作者に、その可視化画像を見させ、注意深く観たいとこ

ろを探る行為を行わせ、その操作から、観たいところすなわち可視化の世界でいう ROI（Region Of 

Interest）を抽出し、それを知識ベースや分析対象モデルのデータとして格納する。アプリケーション

側の人間からすれば、驚くような発想による作業をアプリケーション側の人間に強要しているのである。

このような「押し付け」は計算科学の負の側面ではあるが、もう少し Visual Analytics という原理を昇

華させてみると、この負の側面が負の側面だけで終わらない可能性がある。科学者あるいは技術者であ

るのなら、可能性を否定すべきでないという意見である。もちろん否定する意見もあってよく、そのよ

うな意見の場合、この段階で計算科学、ここでは、具体的には、可視化（Visual Analytics）は無用の

長物となる。 

アプリケーション側の視点を具体に示すことは次節で詳説するが、原子力工学・科学における計算科

学の可視化、例えば設計過程で用いられる構造解析の解析結果の可視化では、この分析対象モデルはあ

らかじめ演繹的に構築されている。そもそも解析の目的が明確であれば、解析結果の分析にとどまらず

評価の仕方も明確である。その意味で、Visual Analytics という概念は、計算科学の応用が明確な分野

では成立しがたいものがある。計算科学における可視化では、この成立しがたい課題に取り組んでいる

と言っても過言ではなく、この困難極まりない課題に対して計算科学（可視化）はどう取り組むのか、
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これが計算科学の研究の醍醐味でもある。 

計算科学の研究においては、学術的に親戚関係にある情報工学の視点を取り入れる傾向が強い。情報

工学では、その研究手法として一般化という王道が示されており、これに従うと周囲からの理解は得や

すい。実装学的には、汎用化である。この一般化という表現は体系化と捉えれば、至極荘厳な価値のあ

る理論的な行動である。しかし、理論ではなく、道具としてとらえたときは、汎用ツールほど使いづら

いものはない。何にでも使えるすなわち、「帯に短し、襷に長し」で、何にも使えないという揶揄があ

る通りである。ここに計算科学の両輪である理論と実践の不適合問題が生じる。可視化の場合も同様で

あり、Visual Analytics を汎用的な分析システム（ソフトウェア）として構築しようとすれば、何でも

可視化できるシステムかもしれないが、分析のための道具として利用されうるか否かは疑問が残る。例

えば、世の中にはたくさんの汎用ポスト・プロセッサ―あるいは汎用可視化システムがある。可視化の

道具として利用されているが、分析の道具として利用されているのだろうかというと疑念が残る。 

 

 

 

図 1  Visual Analytics におけるデータ探査過程 

 

以上のように理解されづらい計算科学の研究は、モデルとモデリングの観点から論じるべきである。

Visual Analytics についても同様である。Visual Analytics は図 1 に示すように概念とともにシステム

のフレームワークが提案されている。前述のとおり、このシステム化こそは、計算科学の研究成果その

ものであるが、それぞれの機能等は具体化されていないため、実装研究が主流である情報工学分野に近

い方々からはコンセプトの研究成果にとどまっているという批判を受けることがある。このコンセプト

に手段を持ち込めば実装の研究となり、方法論を持ち込めば手法の研究となるが、計算科学の分野から
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するとやればできる研究のように思う方々が多いかもしれない。実装研究を設計過程で用いられる構造

解析の解析結果の可視化の分野で実施してみようとすると、どうしてもポスト・プロセッサの開発とい

うレッテルが貼られてしまい、忸怩たる思いをする方々も少なくない。 

Visual Analytics の一つのモデルとモデリングの提案は、Cerebral Methodology for Data Analysis

である[24, 25]。筆者自身は、この考え方を更に進め、図 2 に示すようなシステム構成をモデリングし

ている[26]。ここでは、Visual Analytics が仮定するような、 初から意味不明なデータの塊は存在し

ない。あるのは、ある意志を持って計算されたシミュレーション結果のデータである。そのデータの内

容は、演繹的な分析をすれば、ある意志を持って計算された結果を必要十分に分析できる。すなわち自

動分析可能なのである。一方、設計上予期せぬ問題や意図していない結果は出現していないのか、とい

う問題には立ち向かえない。すなわち、人工物工学がいう「全く予期せず生じた問題」は出現しないの

か、という問題提起である[27]。設計上、絶対はない。すなわち、モレやヌケは人間が考える以上あり

得るし、コストや目的の限定からくる仕様外の議論はついてまわる。一方で、PL 法に代表されるよう

に製造側の責任は、消費者側によって訴求されるものでもある。この観点からすると Visual Analytics

の提唱する可視化による発見というパラダイム、あるいはスキームが成立する。そこで、人工物工学と

可視化を融合させた Cerebral Methodology for Data Analysis により、「可視化による発見」を計算科

学（可視化）の研究事例として例示する。 

人工物工学は、帰納的分析や帰納的帰結、すなわちアブダクションに重きをおいている。一般に、演

繹的な分析は統計処理に代表されるように自動処理が容易であり、ほぼ対話的な干渉は必要ない。ある

とすれば、広報的な意味合いの強い作図あるいは作画という観点での可視化である。人工物工学が重要

と考えるあらゆる視点からの行為、例えば観察ということを考えるとアブダクションを用いた仮説形成

による分析は必要不可欠である。そして、図２に示すように、分析結果の帰結を求めるために、Cerebral 

Methodology for Data Analysis では演繹的な分析と帰納的な分析の両方結果を統合(Synthesis)して、

一つの結論を導く。その中での可視化は、様々な顔をのぞかせるが、残念ながら、当該システムでは分

析のためのインタフェースとしての可視化を肯定していない。人工知能が可視化結果を分析することは

しても、人間の目が可視化結果を分析することはないという主張である。可視化は結果である。しかし、

可視化による発見は実装している。具体的には、時刻歴変化のある可視化した画像の類似性を、画像解

析により比較し、図３に示すように仮説形成にもとづき状態を推論する。これは数値でもできることだ

ろうとの反論もあるが、数値で行う場合には同じとみなす閾値の設定に恣意的な操作が加わる。画像解

析では、閾値と言えばそうではあるが、ある程度、こんな感じでという曖昧な推論をしていくことが可

能となる。 

目的がはっきりしていないと、実験であれ解析であれ、その実行は不可能である。目的が分かってい

れば、当然のごとく何を分析するかも自明なのである。しかし、予期せぬ問題や意図していない事への



23 
 

対処は、人工物工学が指摘するように重要であり、これはアブダクションのような手段を用いなければ

なしえない。その論点をもってすれば、Visual Analytics の概念は成立しうる。 

 

 

 

図 2  Cerebral Methodology for Data Analysis 

 

 
図 3 画像データのパターンマッチングによる差異分析 

 

以上、計算科学という研究のスタンスから、Visual Analytics を例に取り、計算科学の研究の取り組

み方を議論してみた。Visual Analytics という可視化インタフェースを活用した分析技術の概念の出現

は、対話性を重視する「解析者の意図を汲んだ専用的な可視化手段」への挑戦か、汎用的な分析や評価

技術を対話性で補完しようとする技術の提案か、対話機能を活用して可視化技術を基盤とする総合工学

を構築しようとするものか、その深層意図の探求は、計算科学の今後の研究課題である。また可視化の

研究に関する議論は、計算科学の中でもその研究要件に関する議論がある[28]。 



24 
 

 

2.3 原子力工学・科学（構造解析）における計算科学の可視化 

 構造解析結果の作画と言えば、変形図と物理量の等高線図、例えば応力分布図は馴染みである。材料

の応力分布を可視化する手段として著名なものは光弾性であり、1816 年にイギリスのブリュースター

により提唱された。光弾性とは、外力を受けた弾性体が複屈折を起こす性質を利用したもので、複雑形

状の応力集中を確認する手段として広く使われてきている。光弾性試験結果の観察では、等傾線と等色

線を見る。等傾線は、主応力の向きと等しい方向に現れる線で、等色線は 大剪断応力が等しい点を連

結した線である。このような可視化技術があったからこそ、構造解析のポスト・プロセッサ―で応力分

布図等が必然的に具備されたのである。しかしながら、市販のポスト・プロセッサ―では、応力値の等

高線図や等値線図あるいは面図は具備されていても等傾線や等色線を具備しているものは非常に少な

い[29]。その理由の一つに、市販のポスト・プロセッサ―では等高線や等値面可視化を汎用技術として

実装しているので、見る部分は利用者が選択するという機能の設計思想によっている。いわゆる、情報

処理的な論理から生まれた一般化性善説による結果である。解析結果の可視化ツールの一つとして位置

付け可能な構造解析のポスト・プロセッサ―の役割は、計算結果の分析や評価を支援することにある。

そういう意味では典型的な Visual Analytics のシステムである。ポスト・プロセッサ―の当初の設計思

想が計算結果の分析や評価であったにもかかわらず、長年、計算結果である数値データの作画化にとど

まってきた[12]。これは時代的な背景を考えると、1960 年代中期から 1970 年代初頭の計算機環境に従

い、作画に留めたと分析するべきである。一方で、ポスト・プロセッサ―は、お絵描きの道具でしかな

く、計算結果の分析や評価業務にとっては無用であるとか、余計な解釈を門外漢に入る余地はないなど

の理由から、数値データの作画化が妥当な役割である、などと多くの議論と葛藤の歴史があったのも事

実である。可視化という技術は、分析や評価を支援する技術の一つでもあるという主張はいつから始ま

ったのか定かではないが、その事実は計算機により数値データを作画するポスト・プロセッサ―が開発

された頃からあった。事実、構造解析結果の分析や評価過程では、統計的手段や設計要領や仕様に基づ

いた分析断面で実施されていた。その節、解析結果報告書の図に、いわゆるカスタマイズした可視化結

果を掲載していた。その意味では、作画と分析・評価は分離された存在だったとも言えるし、一方で報

告書の作成等においては、解析者の意図を汲んだ専用的な可視化手段は必要不可欠とされたのである。

いずれにせよ専用的に構築された可視化手段は汎用作画手段と異なり、実験結果あるいは計算結果を

「分かりやすくする」ために、図を提供する技術の存在だった。図４にポスト・プロセッサ―の機能構

成例を示した。評価あるいは分析すべき項目が変形、主応力等と明示され、可視化という機能も付帯さ

れている。この機能構成図は、コマンドそのものであり、対話画面に表示されたこの階層図の所望の項

目を、スパコン等のホスト・コンピュータに接続された GRADAS と呼ばれる専用ローカル・コンピュ

ータを対話操作し、クリックするとその分析が作画図や数値表等によって可能となっている。可視化と
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しては既に４K の先端的なデバイスによって当時、超高精細な画質表現を特長とした。また、画像デー

タにお絵描きしたり、文字列を打ち込み資料化等の支援も実現していた。 

 

 

 

図 4 Visual Analytics と構造解析 

 

1940 年代初頭に砲弾の弾道をシミュレーションした結果を描画したことに始まり、1963 年に

Sketchpad が対話型システムとして提案され、世界で初めて計算結果がディスプレイに表示された時は、

ディスプレイに計算結果が描画されただけで「分かりやすく」なったと感じたのである。それまでのプ

ロッタにより紙に描かれた図形よりも、リアルタイムにディスプレイ上で描画されたのである。少なく

とも 1960 年代中期に始まる計算機とプロッタの普及にともない出現した構造解析のポスト・プロセッ

サにおいて、応力の分布や変形の様子を作画したものは、単なる数値の羅列よりも「分かりやすく」な

ったと感じたのである。ここで行われたことは、情報の可視化であり、存在するデータを作画しただけ

である。データを作画するという行為は、数学的な表現を用いれば、写像するという行為である。写像

という操作は変換であり、そこには意図は含まれない。3 次元の立体が 2 次元平面に写像されることに

より、失われる情報があるように、写像はある観点から「分かりやすくする」という操作を行った結果

でしかない。つまり、ある観点を明示的に示さない限り、写像における結果は決して「分かりやすく」

ならないのである。したがって「分かりやすくする」ためには、データを解釈して意図を持って分析や

評価がしやすくなる作画をすること、あるいは写像された作画データを解釈して意図を持って判断結果

を提示することになるが、この時代は作画にとどまっていた。端的に言えば、与えられた数値を計算機
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により描画装置に写像すなわち、作画しただけであった。 

確かに、このような時代背景を考えると、構造解析結果の可視化の世界では少なくとも、可視化のあ

り方そのものについて混沌とした錯誤の歴史が存在した。時代背景だけでなく、デバイスの進化も構造

解析結果の可視化の世界における混沌と錯誤を生み出した要因でもある。可視化技術が発展する過程に

おいて、デバイスの進歩にともない新たな課題も多々生まれてきた。デバイスがプロッタからプリンタ、

CRT そしてカラーディスプレイへ高度化され、計算機資源も飛躍的に小型化や並列化されることにより、

方法論やアルゴリズムの開拓が進んだ。デバイスの進化により「分かりやすく」なったと思いやすくな

る作画技術が格段に進化し、結果的にポスト・プロセッサ―の役割である分析や評価作業の支援は忘れ

去れたように取り残されてきた。例えば、隠面消去技術などが、その典型例である。この時代の可視化

は、まさに In-Situ 作画であり、バッチ・モード作画であった。その意味では、In-Situ 作画あるいはバ

ッチ・モード作画は、伝統的な手段であり、時代遅れな方法論であると可視化学術分野において意見が

出る可能性を否定できない。デバイスの進化により分散並列環境が発達し、かつての大型計算機やスー

パーコンピュータがデスクトップとして一般的になると、ポスト・プロセッサ―の役割はともかくとし

て「分かりやすく」なったと思いやすくなる作画機能すなわち「現代の邪悪なるもの」[15]が蔓延し、

一般論としての可視化の方法論の議論にまで進み始めたと思われる。結果的に、数値データの作画化過

程には事物や現象の分析や評価が不可欠となっていることを再確認し、可視化技術の開発潮流も変遷し

たと思われる。 

 ここで、具体的な構造解析結果の可視化例を示すことにより、高度な可視化インタフェースを使った

分析というものが成立しないかを示す。図に示すような単純な棒のようなものの先に荷重をかけて、荷

重をリリースさせたとする。この時、設計者は何を観察したいのかは明らかである。観察したいことが

明らかであるということは、観察したい部分の情報だけがあれば十分であり、この図に示すような応力

分布図など分析という過程では必要ない。この場合であれば、構造解析を多少なりともたしなむものか

らすれば、荷重をかけなかった側の引き抜き力がどの程度であるかが分かればよく、その節点番号を文

字列データから検索し、その反力をみれば、ものの 1 秒足らずで要は済むのである。いわゆる Visual 

Analytics の論理は、破綻しているのである。この議論が、工学や科学の計算科学（可視化）の必要性

問題において、何のために可視化をするのかという議論になりやすい事実である。計算科学（可視化）

が批判される一つの事例である。しかし、工学や科学の問題において計算科学（可視化）は不要な学術

あるいは技術であるのかといえば、そうではない。実践学の観点からすれば、本来の使われるべき形で

使われていないだけである。Visual Analytics という高尚なコンセプトは無くとも、可視化という技術

あるいは機能、手段は、原子力分野に限らず、工学や科学において、非常に有効であることは認知され

ている。広報的な役割を担える唯一の手段であることは間違いない事実である。 
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図 4 単純な機械構造物の時刻歴応答解析 

 

  

3．まとめ 

  学術としての計算科学と科学・工学における計算科学は、似て非なる二つの領域に立脚し、研究開

発が進展していることを議論してみた。計算科学へのわだかまりを意識した上での議論である。計算屋

と隅に追いやられがちな第三の科学は、もっと正当な評価を受けて当然である。学術としての計算科学

と科学・工学における計算科学は、似て非なるものと言ったが、そもそも同根の科学である。これから

も、それぞれの立場でその体系化という課題解決は続くであろう。両極に寄った議論ではなく、計算科

学が一層の発展をする学術体系が原子力分野においても構築されることを期待する。 

 計算科学について、やはりダメだなと思われた方もいるかもしれない。一人でも、そうか頑張ってい

るんだな、と思われた方いれば幸いであるし、計算科学という科学と工学・科学における計算科学の違

いに理解を示して頂ける方が増えたら幸いである。 

 可視化については、少し踏み込んで議論をしたので、計算科学に対する印象とはまた違った印象を受

けた方がいるかもしれない。可視化という単一のトピックスを取り上げたとき、計算科学における可視

化研究の重要性をご理解いただけただろうか？分かりやすく見せる学術の挑戦である。数学同様、不明

瞭な空間を一つの理論で切ってとり、空間を数式で表現する学問である。分かりやすく見せる空間表現

は、シミュレーションや実験という具体な手段とは独立なものである。したがって、狭義の計算科学で
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あるシミュレーションや実験科学とは立場を異なり、唯我独尊と言われても、分かりやすく見せる空間

表現の探求は続くのである。これらの理論や手段が、狭義の計算科学や実験科学に実装されていくこと

で、新たな学術体系が生まれてくることも期待すべきである。分かりやすく見せる空間とは、必ずしも

ユークリッド幾何学で表現できる空間とは限らない。向き付け可能な空間では、向き付けできない分か

りやすさを表現できないからである。もちろん、分かりやすさの微分も定義できるかもしれないが、人

間の感性などを変数に用いれば、それは困難であろう。図形処理という学術が、可視化という世界に展

開され、18 世紀に生まれたモンジェの画法幾何学からは明らかに目指す世界が変わってきている。これ

からもユークリッド幾何学を理論的根拠とする図形処理の研究が続くように、可視化分野においては、

従来の幾何学を越えた新しい幾何学を理論的根拠とする可視化処理が生まれてくる予感がする。そのよ

うな新しい時代の到来へ向けて、可視化や計算科学とお付き合い願いたい。 

 

4．雑感 

 原子力計算科学という学術の体系化は、原子力学会も取り組むべき課題の一つである。原子力のた

めの計算科学という分野の確立が今後なされていくことを期待したい。いつまでも計算科学が原子力と

いう学術分野において、外の取り巻きであって欲しくない。第三の科学としての立脚点を確立して欲し

いと切に願う。そのためには、計算機を湯水のように使うようになってほしいと思う。 

いつまで計算機を尊重する文化が続くのだろうかと思う。今や、計算機のリソースは湯水のように使

う時代である。でなければ、ユーザ・インタフェースとかにこだわったソフトウェアは生まれてこない。

父親達の時代のような恩寵の銃弾３発を胸に戦地に赴き、貴重な銃弾を使わないようにするような考え

方はやめるべきだ。計算機をもっと開放しよう。効率の悪いソフトウェアでもよいではないか、計算機

はすぐに自身の能力を倍増していく。実装を否定しないが、人間の能力をもっと別の次元で開放しては

いかがだろうか。そのためにも計算科学は進化を遂げていかなければならない。計算科学に安住の地は

ないのである。常に明日しか見てはいけない世界なのだ。 

可視化との出会いは、1976 年の夏である。大学のブリテンにレイトレーシングされた赤ワインの空

瓶がきれいにテクスチャーマッピングされたランチオンマットの上で転がって、瓶を透かして見える彩

がきれいだった。コンピュータ・グラフィックスである。それまでドットインパクトプリンターやペン

プリンターで描いた図しか知らなかった若輩者には衝撃的だった。さらには大学の計算機センターでそ

の画像がディスプレイでアニメーションする様を見た瞬間、計算科学の魔の手に抱きしめられてしまっ

た。絵を描くこともそうであるが、その絵を作り出す工程、すなわちシミュレーションに魅せられたの

である。分かりやすい算数の世界が組み合わさり、その紡がれた綾のようなプログラミング言語の羅列

を一目見て、それを解読した結果見えた景色が今でも忘れられない。しかし、その後、私は可視化の道

へは進まずシミュレーションという茨の道を歩み始めた。私には可視化がどうしても当たり前に見えて
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しまったのである。強烈な印象を与えうる刺激的な香りに惑わせられながらも、その本質が見いだせな

かったのである。 

原子力分野は閉鎖的だとの指摘も多い。原子力への反対がなせる技かもしれないが、学術としては決

して閉鎖的ではない。ただ、好き勝手にいい加減なことを言い放しにできないだけだ。そこは、どの学

術でも同じではなかろうか。研究者個人が閉鎖的にならず、開放的にしかし真摯に自身の主張をしてい

けばよいことだと思う。それを行政や事務手続きの煩雑さの問題や実用性の議論にすり替えてはならな

い。どこの分野も同じであって、その社会的影響の大小ゆえに、そのようなすり替えが起きるのである。

自動車の分野であっても、事故を起こすような車を提案してもいいとは誰も言わないであろう。確かに

原子力分野では自動運転と呼ぶようにお気楽なキャッチフレーズは自由につけられないかもしれない。

しかし、キャッチフレーズを自由につけられないからと言って、何であるというのだ。実際は運転の補

助をする装置を付けただけで、運転の責任は人間にある自動車を、夢のように運転の責任は人間にない

自動走行を標榜することは、真摯に考えれば看板に偽りありで、技術者としても科学者としてもやって

はいけない恥ずべき行為なのだ。万が一事故が発生した場合、自動運転が標榜されているので、それを

信じ切っていたから、事故の過失は運転者にないと主張する様子と、一方で自動車は運転手に提供され

たもので機械には過失がないと反論する様子が容易に空想できる。 

福島事故から６年が過ている今、原子力分野は反省すべきことが山のようにある。また、解決しなけ

ればならない問題も山積みのままである。こういった課題や問題に計算科学の研究者が、今以上に一層

参加していき、いつの日か第三の科学として原子力分野でもその地位が確立されることを祈念する。米

国オークリッジ国立研究所の Alvin M. Weinberg 所長は、「トランス・サイエンス」として、「科学技術

のもたらす問題の中には、もはや科学だけでは解決できないものが増えており、こういった問題の解決

のためには科学を超えた次元での議論が必要である。」を指摘している。まさに、この次元を超えた科

学は第三の科学である計算科学にしかできない領域である。 
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＜2017年度 年間行事予定＞ 

2017 年 4 月 ・運営委員会 

9 月 ・運営委員会 

・原子力学会 2017 年秋の大会：2017/9/13～15、北海道大学 

（第 22 回全体会議開催） 

2018 年 1 月 ・運営委員会 

3 月 ・運営委員会 

・原子力学会 2018 年春の年会：2017/3/26～28、大阪大学 吹田キャンパス

（第 23 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) 

 H29 年度の部会賞の公募 

  



33 
 

 

第 29 回 CCSE ワークショップ開催報告 

 

 

1. 会議概要 

開催日：平成 29 年 2 月 14 日（火） 

場所：航空会館（東京都港区新橋）701 会議室 

主催：日本原子力研究開発機構・システム計算科学センター 

共催：日本原子力学会計算科学技術部会 

 

システム計算科学センター（CCSE）では、原子力機構の福島研究開発部門や福島県等と連携して、

福島事故からの復興に向けた多様な計算科学技術の開発を推進しています。放射線計測データのデー

タベース化や放射線計測データをシミュレーションによって解析・将来予測する技術等について 先

端の研究成果に関する情報交換を行うため、第 29 回 CCSE ワークショップを開催しました。 

 

福島事故からの復興に向けては、福島の現状を知り、将来を予測することが重要との観点から、本

ワークショップでは、基調報告として「福島における放射線環境の経時変化と被ばく線量」のタイト

ルで、放射線計測データの有効活用や放射性物質の分布・移動を予測する技術開発の成果と課題につ

いて報告がなされました。それに続き、放射線計測とデータベース構築、可視化解析、放射性物質の

動態予測シミュレーション等の技術開発について、5 件の報告がありました。 

 

本ワークショップには、56 名（機構外 31 名、原子力機構 25 名）の参加があり、放射線計測の高

精度化に関する技術やコンピュータシミュレーション技術について活発な議論がなされました。また、

今回は研究者・技術者に加えて一般の方の参加も目立ち、福島の今後の空間線量率の変化予測や環境

中での放射性物質の動態予測などに高い関心と期待が寄せられました。 

 

2. プログラム 

―福島事故からの復興に向けた計算科学の取り組み― 

13:00～13:10 「開会挨拶」  

谷 正之（日本原子力研究開発機構 システム計算科学センター） 

13:10～14:00 「福島における放射線環境の経時変化と被ばく線量」  

斎藤 公明（日本原子力研究開発機構 福島環境安全センター） 
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14:00～14:30 「放射線計測データ統合技術の開発」  

Haruko Murakami Wainwright 

(Lawrence Berkeley National Laboratory) 

14:30～15:00 「放射性物質モニタリングデータベースシステムの現状」  

関 暁之（日本原子力研究開発機構 システム計算科学センター） 

15:20～15:50 「小型・軽量コンプトンカメラを用いた遠隔放射線イメージング技術の 

開発～コンプトンカメラデータを用いた 3 次元線源分布再構成に関する 

検討～」  

宮村 浩子（日本原子力研究開発機構 システム計算科学センター） 

15:50～16:20 「放射性セシウムの将来分布等を推測する解析モデルの開発」  

北村 哲浩（日本原子力研究開発機構 福島環境安全センター） 

16:20～16:50 「水圏における放射性物質動態評価シミュレーション技術の開発」  

山田 進（日本原子力研究開発機構 システム計算科学センター） 

16:50～17:00 「閉会挨拶」  

中島 憲宏（日本原子力研究開発機構 システム計算科学センター） 
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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 27 号 
２０１７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）

 

時の経つのは早いもので、福島原発事故から 6 年あまりも経過しました。当時、中学生だった少年少

女たちは既に大学生となる歳月です。彼らにとって、その 6 年間という時間は、とても目覚ましい成長

を遂げた貴重なものだったことでしょう。さて、部会の皆様にとっての 6年はいかがでしたでしょうか？

何が言いたいかといいますと、歳月とは人によって感じ方やあり方が大きく異なるということです。次

の 6 年、未来を予測することは困難ですが、計算科学技術が大いに進展し、人々の何等かのお役に立て

ることを願いたいと思います。今、多くの人が、その可能性に期待しているところではないでしょうか。 

（町田 昌彦） 

 


