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表紙図提供：南日 泰俊 氏（東京大学大学院修士課程） 

（2016 年度 計算科学技術部会 CG 賞） 

表紙図は、2011年 3月 11日に発生した津波による東京電力福島第一原子力発電所１号機のター

ビン建屋の浸水に関する粒子法を用いた３次元シミュレーション。40sに地上階の大物搬入口が

破損したと仮定。計算結果は、101sにおける浸水シミュレーション結果の全体（上）、地上階（下

左）および地下１階（下右）。色は流速を表している。地上階の非常用電源盤および地下１階の

非常用ディーゼル発電機が浸水している状況が見える。 
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計算科学技術部会部会長挨拶 

「計算科学技術部会のミッションと 

部会員の皆様にお願いしたいこと」 

 

㈱原子力ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ 

巽 雅洋 

 

計算科学技術部会は、2002 年 7 月 8 日に設立が承認され、2002 年秋の大会にて部会設立総会が

開催されました。ちょうど、初代の「地球シミュレータ」が稼働し、「コンピュートニク」として

世界に衝撃を与えた年です。それから 15 年の間に、計算機の性能は飛躍的に向上しました。テラ

フロップス級の計算能力は、少し前まで、スーパーコンピュータのような一部の環境でのみ享受で

きるものでした。それが今や、個人が自分の机の上で独占できる時代です。 

 

 このような技術的背景のもと、計算科学技術に対する期待も高まりつつありますが、私たち計

算科学技術部会が果たすべき役割はどうあるべきなのでしょうか？ 私は、当部会のミッションは、

計算科学と計算技術の二つの領域にまたがる議論を活性化することである、と捉えています。 

 

計算科学の領域では、Modeling & Simulation (M&S) がキーワードになります。Multi-Scale, 

Multi-Physics, DNS (Direct Numerical Simulation) 等のアプローチにより、計算を通じて、物理

現象に対する新しい知見を得ることが目的です。一方、計算技術の領域においては、Architecture 

& Algorithm がキーワードです。HPC (High Performance Computing)、数値演算技術、可視化技

術など、対象問題から新しい価値を抽出する方法を探求することが目的です。 

 

この計算科学と計算技術という両輪は、協調して働くことで、その効果を最大限に発揮できます。

巻頭言巻頭言巻頭言巻頭言 
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このためには、様々な分野の専門家が集まってアイデアを持ち寄り、意見を交換し、新たな視点を

見いだすことが重要となります。計算科学技術部会は、まさにこのような場を提供するために発足

した部会です。新しい視点を生み出すきっかけとなるように、部会員の皆様には、計算科学技術部

会の一般セッションにおけるご発表や活発なご議論をお願いしたいと思います。 

 

また、当部会でも長らく注力してきた Verification & Validation (V&V) についても、学会標準

が先日に発刊となり、議論の土台ができあがりつつあります。これまでに学会の企画セッションに

おいても何度か取り上げてきましたが、今後は個別領域における実施例の議論が期待されています。

これについても、是非とも皆様からの情報発信をお願いしたいと思います。 

 

最後になりましたが、部会運営委員や Web サイトのお問い合わせフォームを通じて、当部会に

対するご意見やご要望を是非ともお寄せください。部会運営委員は、部会員の皆様へのサービス係

であり、皆様のお役に立つような企画を実現してまいります。至らぬ点もあるとは思いますが、誠

心誠意、部会運営に努めてまいる所存ですので、ご理解とご協力をお願いいたします。 

 

以上
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2016 年度 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28年

12月23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、部会奨励賞、部会

CG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29年1月11日（水）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1件、部会学生優秀講演賞5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。 

 

計算科学技術部会 表彰小委員会委員長 

西田明美（日本原子力研究開発機構） 

 

部会功績賞 

計算科学技術分野において幅広くかつ顕著な貢献のあった個人を対象とし，毎年1名以内とする。 

 

受賞者名：山口 彰 氏（東京大学大学院）（0092455） 

業績名 ：「ナトリウム冷却高速炉の熱流動数値解析への貢献」 

(英訳) Contributions for Researches on Numerical Thermal-hydraulics in 

Sodium-cool Fast Reactors  

贈賞理由： 

山口氏は、1984 年に動力炉・核燃料開発事業団（現 JAEA）に入社以降、ナトリウム冷却高

速炉の伝熱流動数値解析に携わってこられた。ナトリウム単相の伝熱に関しては、有限要素法を

積極的に取り入れた燃料集合体内部熱流動解析技術の高度化に従事するとともに、1995 年に発

生した高速増殖原型炉「もんじゅ」における熱電対鞘管の破損について数値解析を用い、流力振

動による破損機構を明らかにされており、事故の原因究明に果たした役割は非常に大きい。また、

単相流だけではなく、マルチフィジックスを考慮した伝熱流動評価技術の開発としてナトリウム

の化学反応性に着目し、ナトリウム燃焼およびナトリウム－水反応に関する機構論的数値解析技

術を開発された。本業績は「もんじゅ」におけるナトリウム漏えい事故時のプラント内の伝熱流

動挙動の定量化に貢献しただけではなく、新たに開発されているナトリウム冷却高速炉の安全評

価にも多大に貢献されている。さらに、ナトリウム自由液面の挙動にも着目され、数値計算を援
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用したガス巻挙動の評価を行うとともに、ガス巻き込み量の定量化に関する方法論を構築された。 

以上、同氏は、従来実験的知見のみしか情報が得られなかった分野に、機構論的モデルに基づ

き国際的にも最先端を行く計算科学技術を多数開発され、ナトリウム冷却高速炉の伝熱流動評価

技術の高度化に多大な貢献をされている。同氏が開発されたこれらの手法は、実験的知見と解析

的知見を融合させることで、ナトリウム冷却高速炉の安全をより合理的に高度化することを可能

とするものであり、氏の果たした業績は極めて大きい。 

部会への貢献としては、2004 年度から 2011 年度にかけて、計算科学技術部会の出版編集小委

員長、経理小委員会長、副部会長、部会長と歴任された。また、2016 年度には熱流動部会の副

部会長を務められており、両部会の発展・運営ならびに学会活動に尽力されている。 

国内におけるその他の活動として、高速増殖炉サイクル実用化研究開発（FaCT）プロジェク

ト評価委員会委員（文科省）、研究開発段階炉安全解析評価検討会委員長（JNES）、発電用軽水

型原子炉の新規制基準に関する検討チーム委員（規制委員会）、発電炉リスク情報活用検討会委

員（JNES）や一般社団法人原子力安全推進協会評議員など、多岐にわたり先導的な活躍をされ

ている。 

国際的な活動についても、原子炉熱流動国際会議（NURETH）、原子炉熱流動と運転、安全に

関する国際会議（NUTHOS）や日韓原子炉熱流動と安全に関するシンポジウム（NTHAS）など

で、Technical program committee(TPC)や Local organizer committee(LOC)等を歴任され、

NUTHOS-10 では TPC chair を務められた。また、安全研究に関しても確率論的安全評価と管

理に関する国際協会(IAPSAM)において理事の一人として活躍されているとともに、Tokyo 

PSAM 2013 国際会議では Conference general chair を務められるなど、国際的にも幅広く活躍

されている。 

以上の理由から部会功績賞を贈呈することを決定した。 

 

部会業績賞 

計算科学技術分野において顕著な学術または技術上の業績のあった個人またはグループ（連名）

を対象とし，毎年 2 件以内とする。原則として，当該年度の応募締切日時点で，学会和文論文誌

あるいは英文論文誌のいずれかに，論文が掲載されていることを条件とする。 

 

受賞者名：奥田 洋司 氏（東京大学大学院）（0130940） 

業績名 ：「力学現象解明に資する並列有限要素解析システムの研究への貢献」 

(英訳) Contributions for Research on a Parallel Finite Element Analysis System that 

Contributes to Elucidation of Mechanical Phenomena 
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贈賞理由： 

奥田氏は、1985 年に東京大学大学院精密機械工学科講師、システム量子工学専攻助教授、横

浜国立大学生産工学科助教授、東京大学大学院システム量子工学専攻助教授、人工物工学研究セ

ンター助教授、教授、新領域創成科学研究科教授（人間環境学専攻）を歴任され、現在に至る。

その間、原子炉容器内の流動問題等の乱流現象を手軽に取り扱える 3 次元有限要素解析手法

(FEM)を提案されたのを初め、非圧縮性粘性流れ問題のアダプティブメッシングへの応用、メッ

シュレス法（EFGM）による応力解析システムの開発、FEM-EFGM ハイブリッド解析手法の開

発等を経て、GeoFEM と呼ばれる固体地球問題を解くための大規模並列シミュレーションプラ

ットフォームを開発された。GeoFEM は、地球固体のみならず広く理工学一般への普及を目的

に WEB 上で公開され、国内外において今なお並列有限要素解析のシーズコードとして用いられ

続けているなど当該分野に広く貢献された。特に原子力分野においては、日本原子力学会大規模

シミュレーション研究専門委員会の立ち上げから運営に尽力され、原子力分野の大規模シミュレ

ーションのテーマ抽出、地球シミュレータ利用プロジェクトへのテーマ申請により採択された。

自身も、そのテーマの一つである「地下空間における放射性核種移行と地下水挙動の大規模シミ

ュレーションに関する研究」の責任者として研究開発に従事された。また、文部科学省 IT プロ

グラム「戦略的基盤ソフトウェアの開発」の 1 テーマ「HPC ミドルウェアグループ」において、

主たるメンバーの一人として、様々なハイエンド計算機環境において、最適化された有限要素法

による大規模シミュレーションコードの効率的な開発を可能とするミドルウェア群を開発され

た。さらに、文部科学省次世代 IT 基盤構築のための研究開発「革新的シミュレーションソフト

ウェアの研究開発」の１テーマ「ハイエンド計算ミドルウェア（HPC-MW）援用構造解析シス

テムによる汎用連星シミュレーションシステム」、および、「イノベーション基盤シミュレーショ

ンソフトウェアの研究開発」における１テーマ「大規模アセンブリ構造対応構造解析ソルバーの

研究開発」プロジェクトにおいても、グループリーダやサブテーマリーダを務められた。ここで

開発された並列有限要素解析システム FrontISTR は、ものづくりにおける設計、物理現象の究

明、製造工程における力学現象の解析を目的とされ、地震時における地盤・原子力建屋の動的挙

動評価を初め、高速走行列車の車輪の転がりに起因するレール・車輪間の動的接触解析、大変形

するフィラー充填ゴムの引張評価、高性能タービンブレードの設計、電子機器の熱変形・落下衝

撃解析など、幅広い産学連携研究に取り組まれており、産業機器の開発時間縮小化・低コスト化、

および産業機器に潜む複雑な力学現象の解明等広く貢献されている。FrontISTR は今もなお、ポ

スト京スパコン重点課題「近未来型ものづくりを先導する革新的設計・製造プロセスの開発」の

コードの一つとして開発が継続されている。このように、原子力分野を初めとする理工学分野に

おける計算科学技術分野における同氏への貢献は大なるものがある。 
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これらの成果は、これまで国内外で高く評価されており、International Conference on High 

Performance Computing and Networking Europe（HPCN2001）Best Paper Award（2001 年）、

日本機械学会計算力学部門業績賞（2004 年）、日本計算工学会論文賞（2005 年）、日本シミュレ

ーション学会論文賞（2016 年）等を受賞されている。 

さらに、部会への貢献として、2013 年に計算科学技術部会の副部会長を務められており、部

会の発展・運営ならびに学会活動に尽力された。 

以上の理由から部会業績賞を贈呈することを決定した。 

 

部会奨励賞 

計算科学技術分野において顕著な学術または技術上の業績のあった，おおむね 40 才まで（当

該年度 3 月 31 日において）の個人を対象とし，毎年 3 名以内とする。少なくとも，応募締切日

時点で学会が主催ないしは共催する国内外の会議等で口頭発表の実績を有していることを条件

とする。 

 

受賞者名：岩田 順敬 氏（東京工業大学）（0226981） 

業績名 ：「時間依存密度汎関数法による核分裂ダイナミクスの微視的研究」 

(英訳) Research in dynamical aspects of nuclear fission from microscopic point of 

views by time-dependent density functional theory  

贈賞理由： 

岩田氏は応用数学と物理学の 2 分野の博士号を有する新進の研究者であり、原子核反応及び構

造理論の専門家として活躍中である。東工大に移籍以前には東大原子核科学研究センターの京プ

ロジェクトグループに所属し、多くの成果を Physical Review Letters を初めとする著名雑誌に

出版してきた。東工大では原子核に対する時間依存密度汎関数法に基づいて核分裂についての独

創的な研究を遂行中である。この模型は Skyrme 型の有効相互作用（核力のモデル）に基づいて

軸対称や反転対称などの対称性を一切仮定しない空間フル 3 次元の（全ての核子の自由度を考慮

する）時間依存微視的反応理論という複雑な計算法であるが、同氏はこの手法を駆使して核分裂

における荷電平衡の動的機構等についての研究を開始し、その初期の成果がまさに出始めたとこ

ろである。核分裂は原子力の根幹をなす物理現象であり、長い研究の歴史を有するものの、その

反応機構はまだブラックボックス状態であり、特に微視的な視点からの理解は世界的に見てもま

だ端緒についたばかりである。同氏の研究は原子核物理の立場からも最前線であるが、一方で原

子力における計算科学にも新たな地平をもたらすことのできる内容である。 

以上の理由から部会奨励賞を贈呈することを決定した。 
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部会 CG 賞 

原子力の計算科学技術分野において結果の表示・可視化について優秀な業績のあった個人また

はグループ（連名）を対象とし，毎年 2 件以内とする。 少なくとも，応募締切日時点で国内外

の会議等で口頭発表の実績を有していることを条件とする。 

 

受賞者名：稲垣 健太 氏（電力中央研究所）（0201112） 

業績名 ：「原子炉事故解析に向けたマルチフィジクス粒子法コードの開発  

(2)空気中における噴出水の飛散挙動解析への適用」 

(英訳) Development of a multi-physics MPS code for the severe accident simulation 

(2) Application for the analysis of water jet in the air 

贈賞理由： 

原子炉事故解析のために開発中であるマルチフィジクス粒子法コードにおいて、表面張力の高

精度計算を可能とするモデルを開発した。そのベンチマーク解析として液滴衝突後のブレイクア

ップ挙動のシミュレーションを実施し、その結果を可視化した。これによって得られた液滴挙動

の CG は物理法則に基づいた正しいものであると同時に、過去に実施された同様の実験結果を非

常によく再現するものであった。これらの結果は本研究が今後の原子炉シビアアクシデントシミ

ュレーションの高精度化に資するものであることを示すものである。 

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：南日 泰俊 氏（東京大学大学院）（5091817） 

業績名 ：「粒子法を用いた東日本大震災の津波による福島第一原子力発電所 1 号機タービン建

屋内の 3 次元浸水解析」 

(英訳) Three-dimensional Flooding Analysis in the Turbine Building of Unit #1 of 

Fukushima Dai-ichi Nuclear Power Plant by the Tsunami of Great East Japan 

Earthquake Using Particle Method 

贈賞理由： 

南日氏は、粒子法を用いた建屋の浸水の３次元シミュレーションの研究を行った。これまでに、

堰やゲートにおける流出流量に関して計算と実験相関式との定量的な一致を得るとともに、2011

年に発生した東日本大震災における津波による東京電力福島第一原子力発電所１号機のタービ

ン建屋の浸水の再現シミュレーションを行い、その結果を可視化した。タービン建屋の地上１階

と地下１階を模擬し、大物搬入口が破損したと仮定して、建屋内浸水を解析した。解析には東京
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大学情報基盤センターの FX10 を用いた。建屋の形状モデルは共著者の永井氏が作成し、大規模

並列計算が可能な粒子法プログラムは共著者の室谷氏が開発した。南日氏は FX10 による計算の

実行、Paraview を用いた計算結果の可視化、および考察を行った。こうした研究の成果は 2016

年 3 月に開催された日本原子力学会春の年会において南日氏が発表した。発表では大規模３次元

粒子法シミュレーション結果の可視化画像を用いて、タービン建屋の浸水がどのように非常用電

源の喪失をもたらしたかをわかりやすく示した。 

本研究は、最新の粒子法による大規模シミュレーションとして、津波による建屋浸水の解析技

術を開発するとともに、福島第一原子力発電所を例として計算を実施し、その結果をわかりやす

く可視化したものであり、原子力計算科学技術に関する意義は極めて高い。 

以上の理由から部会 CG 賞を贈呈することを決定した。 

 

部会学生優秀講演賞 

部会学生優秀講演賞：計算科学技術分野において，他の模範となる講演を行った学生を対象と

し，毎年 4 名程度とする。日本原子力学会「春の年会」あるいは「秋の大会」での計算科学技術

セッション（区分コード 307-1）で口答発表していることを条件とする。 

 

受賞者名：Bari Md Abdullah Al 氏 （東京大学大学院）（5092567） 

業績名 ：「極限荷重に対する原子炉構造物の破損メカニズム解明と破局的破壊防止策 

(15) 地震荷重によるラチェット変形と崩壊の発生条件に関する数値解析による研究」 

(英訳) Failure mechanism under extreme loading and prevention of catastrophic 

failure (15) Numerical study on ratcheting and collapse failure due to seismic 

loading  

贈賞理由： 

福島原子力発電所事故の教訓として、深層防護の「第１層から第３層（設計）」に加えて「第

４層（設計を超える状態）」への重点的な取り組みが要求されている。 第４層において取り得

る有効な対策を立案するには、壊れる場所、順番、破損モードの特定と各破損モードに対する最

適強度評価を介した現実的な事故シナリオを描く必要がある。設計想定を超える過大地震荷重が

構造物に作用した際は、破損モードとして、ラチェット変形、崩壊、疲労の発生が考えられる。

本人は動的大変形弾塑性解析法による、過大地震荷重に対する、ラチェット変形と崩壊の発生条

件を評価し、それらを破損モードマップの形で整理して示した。難しい非線形解析の実施と、福

島事故の教訓を活かすための応用面で、優れた研究を行った。 

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。 
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受賞者名：荒木 裕行 氏 （東京大学大学院（現 日立 GE ニュークリア・エナジー株式会社）） 

業績名 ：「スラリー内の微粒子構造を考慮したレオロジー評価手法の開発」 

(英訳) Development of a rheology evaluation method for a colloidal suspension 

贈賞理由： 

高レベル放射性廃液を処理するガラス溶融炉では、炉内の白金族粒子の構造が見かけ粘度に影

響を及ぼすため、その安定運転にはスラリーのレオロジー特性を評価する必要がある。既存の研

究において、溶融ガラススラリーは実験的に非ニュートン流体（shear thinning が起こる）とな

ることがわかっていたが、溶融ガラス内の微粒子の構造と見かけ粘度の関係は明らかにされてい

なかった。そこで、本研究では、スラリー内の微粒子構造が見かけ粘度に及ぼす影響を評価する

ための数値解析手法を開発した。離散要素法と数値流体力学を連成し、埋込境界法により固体-

流体間相互作用力を模擬した。本研究で開発した手法を高粘性流体中に微粒子が分散または凝集

した体系に応用し、見かけ粘度を評価した。分散状態では数値解析結果は理論式と一致したため、

数値解析モデルの妥当性が示された。凝集状態の計算において、凝集粒子が時間経過とともに解

砕されるのが観察され、そのレオロジー特性は shear thinning が示された。本研究成果より、溶

融ガラススラリーのレオロジー特性が既往の実験事実と定性的に一致した。このように、定性的

ではあるが、溶融ガラス内の微粒子の構造と見かけ粘度の関係が示されたため、本研究成果は、

将来的にガラス溶融炉の設計の高度化などに応用されると期待される。 

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：高畑 和弥 氏 （東京大学大学院）（5091880） 

業績名 ：「シビアアクシデントにおける炉内溶融のための伝熱・流動現象のモデリング」 

(英訳) Thermal hydraulics modeling on core melting in severe accidents  

贈賞理由： 

本研究では、シビアアクシデントにおける炉心構造物移行を数値シミュレーションで予測する

要素技術として、メッシュフリー粒子法の MPS 法において熱流束境界モデルを世界で初めて開

発した。メッシュフリー粒子法は、自由液面を伴う流体の挙動を容易に模擬できるため、シビア

アクシデントにおける炉心構造物移行への応用が期待されている。他方、既存のメッシュフリー

粒子法では、ディリクレ境界条件しか設定することができなかったため、数値シミュレーション

において適切に熱バランスを評価することができなかった。従って、メッシュフリー粒子法を用

いたシビアアクシデントの伝熱・流動計算に関する学術論文はいくつかあるが、その計算結果の

信頼性は高くなかった。 
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このような背景から、伝熱を伴う自由液面流れの数値シミュレーションを精度良く実行するた

めに、ガウスの発散定理を適用して、すなわち、熱流束を単位体積あたりの熱量に単位変換して、

メッシュフリー粒子法における熱流束境界モデルの開発に成功した。本研究成果は、メッシュフ

リー粒子法の伝熱問題において長らく解決できなかった問題に対するソリューションのため、革

新的な成果と言える。本研究は、英国 Imperial College London との国際共同研究であり、原子

力分野において国際的に注目度の高いテーマである。さらに、本成果は、伝熱・流動分野で世界

的に権威のある国際学術雑誌の Int. J. Heat Mass Transf.に掲載されていることから、そのオリ

ジナリティは日本原子力学会計算科学技術部会部会賞を受賞するに十分に値すると言える。 

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：早川 頌 氏 （東京大学大学院）（5092372） 

業績名 ：「照射欠陥集合体の保存的上昇運動を取り入れた転位組織発達のモデル構築」 

(英訳) A dislocation evolution model via a conservative climb motion of 

irradiation-induced defect clusters  

贈賞理由： 

早川氏は、高エネルギー中性子照射環境で長期間使用される原子炉構造材料に於いて、転位組

織発達の鍵となる欠陥集合体保存的上昇運動のモデル化を行った。同氏は、分子動力学法・機構

論的モンテカルロ法など複数の分子シミュレーションを組み合わせることで、原子的挙動に基づ

いた保存的上昇運動のモデル化に世界で初めて成功した。これらの成果は、国際会議 Nuclear 

Materials2016 において best poster award を獲得する等、世界的にも極めて評価が高く、本部

会の学生優秀講演賞受賞にふさわしいと考えられる。 

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：阮 小勇 氏 （京都大学）（5092047） 

業績名 ：「PTS 時における圧力容器内き裂の応力拡大係数の部位依存性評価」 

(英訳) Evaluations of RPV stress intensity factor during PTS events  

贈賞理由： 

阮氏は、現在、エネルギー変換科学専攻博士後期課程 2 年次に在籍し、原子力システムの健全

性評価に関する研究に従事している。同氏の研究の特色は、冷却水喪失事故時に想定されるマル

チフィジックスな現象、すなわち加圧熱衝撃（PTS）現象に対する原子炉圧力容器の応答性・健

全性の評価を、流体解析 CFD と構造解析 FEM を連成しながら進める点にある。原子力の研究

を始めてまだ 1 年半だが、本研究に関する知識やスキルを着実に身についており、早くも、圧力
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容器内のき裂の応力拡大係数の部位依存性に関するいくつかの新たな知見を取得している。これ

は原子炉の安全性向上に資する研究である。同氏の博士研究の最終目標は、確率論的リスク評価

の方法論をベースに応力評価や破壊評価を実施し、原子炉保全の最適化に関する成果をあげるこ

とだが、着実に進展していると思われる。今後の研究の進捗にもおおいに期待したい。 

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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2017 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29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 

平成28年度第14回部会賞表彰式 

１）部会賞表彰 

平成28年度第21回全体会議 

１）部会長挨拶 

２）部会規約改定 

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 

４）次期役員選出 

５）その他 

６）次期部会長挨拶 

４．議事概要および決定事項（敬称略） 

（１）平成28年度第14回部会賞表彰式 

１）部会賞表彰 

受賞者は以下の5件10名である。 

① 部会功績賞   山口 彰 氏  （東京大学大学院） 

② 部会業績賞   奥田 洋司 氏  （東京大学大学院） 

③ 部会奨励賞   岩田 順敬 氏  （東京工業大学） 

④ 部会CG賞   稲垣 健太 氏  （電力中央研究所） 

同上   南日 泰俊 氏  （東京大学大学院） 

⑤ 部会学生優秀講演賞 Bari Md Abdullah Al 氏（東京大学大学院） 

同上   荒木 裕行 氏  （東京大学大学院 
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            （現：日立GEニュークリア・エナジー株式会社）） 

同上   高畑 和弥 氏  （東京大学大学院） 

同上   早川 頌 氏  （東京大学大学院） 

同上   阮 小勇氏  （京都大学） 

（２）平成28年度第21回全体会議 

１）部会長挨拶 

西田部会長より挨拶がなされた。 

２）部会規約改定 

部会規約の改定について審議され、承認された。 

３）小委員会活動報告 

各小委員会の委員長より今年度活動と次年度活動計画の報告がなされた。 

４）次期役員選出 

次期役員として、以下の4名が選出された。 

部会長   巽 雅洋 （原子力エンジニアリング） 

副部会長   大塚 雅哉 （日立製作所） 

副部会長   伊藤 啓 （京都大学） 

副部会長   高田 孝 （日本原子力研究開発機構） 

副部会長   西田 明美 （日本原子力研究開発機構） 

また、各委員会の委員長が選出された。 

総務小委員会  鈴木 喜雄 （日本原子力研究開発機構） 

企画小委員会  伊藤 啓 （京都大学） 

広報小委員会  高田 孝 （日本原子力研究開発機構） 

出版・編集小委員会  田中 正暁 （日本原子力研究開発機構） 

経理小委員会  光安 岳 （日立製作所） 

表彰小委員会  巽 雅洋 （原子力エンジニアリング） 

部会等運営委員会  茶木 雅夫  

（エネルギー総合工学研究所（4月1日付）） 

５）その他 

なし 

６）次期部会長挨拶 

巽次期部会長より挨拶がなされた。 

以上 
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2017 年度 計算技術部会 役員紹介 

 

執行部 

部会長 巽 雅洋  (株)原子力エンジニアリング  

副部会長 大塚 雅哉 (株)日立製作所  

副部会長 伊藤 啓  京都大学  

副部会長 高田 孝  (国研)日本原子力研究開発機構  

副部会長 西田 明美 (国研)日本原子力研究開発機構  

 

総務小委員会 

委員長 鈴木 喜雄 (国研)日本原子力研究開発機構  

羽間 収  伊藤忠テクノソリューションズ(株)  

宮村 浩子 (国研)日本原子力研究開発機構  

経理小委員会 

委員長 光安 岳  (株)日立製作所  

和田 怜志 (株)東芝  

広報小委員会 

委員長 高田 孝  (国研)日本原子力研究開発機構  

桐村 一生 三菱重工業(株)  

木村 佳央 (株)中電 CTI  

企画小委員会 

委員長 伊藤 啓  京都大学 

伊藤 高啓 名古屋大学 

鈴木 正昭 東京理科大学 

出版・編集小委員会 

委員長 田中 正暁 (国研)日本原子力研究開発機構 

田村 明紀 (株) 日立製作所 

村上 貴裕 (一財)電力中央研究  

山下 晋  (国研)日本原子力研究開発機構  

酒井 幹夫 東京大学 

以上 
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2017 年秋の大会 計算科学技術部会全体会議 開催案内 

 

１．日時： 平成29年9月13日（水） 12:00～13:00 

２．場所：北海道大学 G会場（C213講義室） 

３．議事次第（案） 

（１）部会長挨拶 

（２）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、その他 

 

以上 
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2017 年秋の大会 計算科学技術部会 

一般セッション開催案内 

 

10:00~11:00 損傷・破損解析 

熱成層界面ゆらぎによる配管熱疲労に関する信頼性評価 

鈴木 正昭（東京理科大） 

 

解析と実験による切欠き付き試験片の局部破損メカニズムに関する研究 

坂口貴史、吉田瑞城、佐藤拓哉、笠原直人（東京大学） 

 

剛飛翔体衝突を受ける RC 版の損傷評価法に関する検討 

南波宏介、白井孝治（電中研）、丹羽一邦、竹越邦夫、高橋達朗（テラバイト） 

 

剛および柔飛翔体の斜め衝突による RC 版の局部損傷評価 

坪田張二、太田良巳、西田明美（原子力機構） 

 

11:00~12:00 高性能計算 

原子力施設全体規模の構造解析に向けた要素毎有限要素接触解析手法: 性能改善のための並列

化手法開発 

鈴木喜雄（原子力機構） 

 

並列 FEM のための直接法・反復法統一的線形ソルバ 

森田 直樹、橋本学、奥田洋司（東京大学） 

 

多相流体コード JUPITER における前処理付き Chebyshev 基底 CG 法ソルバの収束特性評価 

真弓明恵、井戸村泰宏、伊奈拓哉、山田進（原子力機構）、今村俊幸（理研 AICS） 

 

格子ボルツマン法を用いた物質拡散計算の高速化 

小野寺直幸、井戸村泰宏（原子力機構） 
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14:45~15:45 耐震・燃料解析 

ABWR 原子炉建屋の 3 次元 FEM 耐震解析における使用済燃料プール水のモデル化方法 

(1)矩形容器に対する仮想流体質量法の適用性 

後藤祥広、鬼塚翔平（日立 GE）、小島直貴（HiICS）、飯島唯司（日立 GE）、高原弘樹（東

工大） 

 

ABWR 原子炉建屋の 3 次元 FEM 耐震解析における使用済燃料プール水のモデル化方法 

(2)使用済燃料プール水の簡便なモデル化方法 

鬼塚翔平、後藤祥広（日立 GE）、小島直貴（HiICS）、飯島唯司（日立 GE） 

 

深層学習と強化学習による燃料装荷パターン最適化手法の検討  

(2)炉心燃焼特性の予測に関する検討 

巽雅洋（NEL） 

 

深層学習による燃料装荷パターンの直感的生成手法の検討 

石谷和己（原電エンジニアリング株式会社） 

 

15:50~16:50 事故解析 

高速増殖炉の炉心溶融事故後冷却挙動の研究 (33)格子ボルツマン法によるジェットブレイク

アップ挙動の数値シミュレーション 

齋藤慎平、阿部豊、金子暁子、成合英樹（筑波大） 

 

原子炉事故解析に向けたマルチフィジクス粒子法コードの開発 (3)共晶モデルの開発 

稲垣健太（電中研） 

 

固気混相流体系における臨界シミュレーション 

高畑和弥、酒井幹夫、山口彰（東京大学）、Pavldis Dimitrios、Pain Christopher（Imperial College 

London） 

 

DEM 粗視化モデルを用いた固気液三相流の数値シミュレーション 

田村耕太郎、酒井幹夫（東京大学） 
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16:55~18:10 微視的解析 

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(3) 

沖田泰良、中西大貴、川畑友弥、沖田泰良（東京大学）、板倉充洋（原子力研究開発機構） 

 

面心立方金属を対象とした照射欠陥挙動のモデル化 

安達悠希也、早川頌、沖田泰良（東京大学）、板倉充洋（原子力機構） 

 

MD 法を用いた原子空孔集合体-転位相互作用に及ぼす積層欠陥エネルギーの影響解明(2) 

土井原康平、沖田泰良（東京大学）、板倉充洋（原子力機構） 

 

BCC-Fe における転位-結晶欠陥集合体間相互作用の原子論的解析 

早川頌、沖田泰良（東京大学）、板倉充洋（原子力機構）、Xu Haixuan（The University of 

Tennessee）、Osetsky Yury（Oak Ridge National Laboratory） 

 

スペクトル法を用いた重イオン衝突過程の精密計算 

岩田順敬（東京工業大学、芝浦工業大学）、武井康浩（みずほ情報総研） 

 

以上 
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2017 年秋の大会 計算科学技術部会 

企画セッション開催案内 

 

◆ 粒子シミュレーション技術は何をもたらすのか？ ～課題と展望～  

日時：9 月 13 日（水）13:00～14:30 G 会場 

座長：巽 雅洋（NEL） 

(1) 粒子法による複雑現象シミュレーション   （東京大学）酒井 幹夫 

(2) 粒子法による大規模津波解析と鉄道を対象とした解析への取り組み 

        （鉄道総研）室谷 浩平 

(3) 第一原理原子・分子シミュレーションの現状と原子力分野での研究進展  

        （原子力機構）町田 昌彦 

 

【要旨】空間を格子状に分割して計算を行う格子シミュレーションとは異なり、粒子シミュレー

ションでは空間の中に多数の粒子を配置し、個々の粒子の位置やエネルギーなどの時間変化を

計算することにより、空間内の物理量分布を決定する。このため、粒子のサイズや性質を適切

に定めることにより、ミクロ（分子レベル）からマクロ（原子炉実機レベル）まで様々なスケ

ールにおいて、粒子間の複雑な相互作用（分子間力や凝集・分解など）や相変化、化学反応な

どを含む現象を解析することが可能である。本企画セッションでは、様々な粒子シミュレーシ

ョンの最新事例について講演を行い、将来展望などに関して議論する。 

 

 

◆ 安全評価における外的事象について（熱水力 RM 改訂の課題より) 

（熱流動部会合同セッション） 

日時：9 月 15 日（金）13:00～14:30 E 会場 

座長：山口 彰 (東大)  

(1) 熱水力 RM2017 について     （原子力機構）中村 秀夫 

(2) 火山噴石に関する対策と評価技術    （防衛大学校）別府 万寿博 

(3) 原子力区画火災における火災評価モデルの現状  （電中研）白井 孝治 

【要旨】日本原子力学会では、2007 年に「熱水力安全評価基盤技術高度化検討」特別専門委員

会を設置、2009 年 3 月に「熱水力安全評価基盤技術高度化戦略マップ 2009」を策定し、熱流
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動部会のホームページに公開した。その後は、熱流動部会に「熱水力安全評価基盤技術高度化

検討」ワーキンググループ（WG）を設置し、その下にサブワーキンググループ（SWG）を設

けてロードマップ（RM）のローリングを継続してきた。2011 年の東日本大震災および東京電

力福島第一原子力発電所事故後は、その教訓を RM に取り入れるべく SWG を改組し、2015

年 3 月に「熱水力安全評価基盤技術効果戦略マップ 2015（改訂版）」を策定した。その後、RM

の改訂を継続すべく、2016 年 9 月に熱流動部会において「熱水力安全評価基盤技術高度化戦

略マップ検討」WG を設置して活動を継続し、2017 年 4 月に「熱水力安全評価基盤技術高度

化戦略マップ 2017」の策定に至った。 

今回の RM 改訂においては、主に以下のことを実施した。 

・個別調査表の研究進捗に応じた知見の拡充、課題の整理・追加、国プロ等実績の追記 

・経済産業省資源エネルギー庁と原子力学会による「軽水炉安全技術・人材ロードマップ」と

本 RM との対応表作成による相互の整合性確認 

今回の RM 改訂においては更に、安全評価における外的事象に係る技術課題抽出について、

計算科学技術部会の協力を得て検討してきた。次の RM 改訂では、外的事象も含めた熱水力の

具体的なＲ＆Ｄ課題（シビアアクシデントを含む）の検討と、その結果を踏まえた技術マップ

の改訂を実施していくこととなる。 

そこで本セッションではまず、2017 改訂版について上記のような経緯及び改訂内容につい

て紹介し、続いて外的事象のうちの火山と内部火災に関する評価技術や対策等について専門家

に講演いただき、さらなる RM 改訂に向けて意見交換する。 

 

以上 
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液体金属電磁流体解析液体金属電磁流体解析液体金属電磁流体解析液体金属電磁流体解析    

────    電磁場と流体場のカップリング現象の解析電磁場と流体場のカップリング現象の解析電磁場と流体場のカップリング現象の解析電磁場と流体場のカップリング現象の解析    ────    

    

日本原子力研究開発機構 

荒関 英夫 

 

1111    はじめにはじめにはじめにはじめに    

電磁流体といえば、プラズマ電磁流体を連想される方が多いかと思うが、ここで論じるのは液体

金属電磁流体であり、特に高速炉の冷却材として用いられる液体ナトリウムを対象にした電磁流体

である。 

高速炉での電磁流体の利用は機器としての利用であり、電磁流量計と電磁ポンプが知られている。

電磁流量計は時間的に一定の磁場すなわち直流磁場を、電磁ポンプは時間的に変化する交流磁場を

利用している。電磁ポンプには種々の型のものがあるが、大容量化や高効率化などの点から、通常

高速炉の電磁ポンプといえば交流磁場を利用した環状流路の誘導型の電磁ポンプを指すことが多

い。 

電磁流量計は作動流体が水の場合も用いられているので、よく知られた機器であるが、電気伝導

率が水に比べて桁違いに大きい液体ナトリウムに適用する場合、しかも大口径の配管に適用する場

合、その高い電気伝導率に起因する非線形効果が顕在化する。一方、電磁ポンプは小型のものであ

れば問題なく実用化されているが、高速炉の主循環ポンプとして適用可能なスケールまで大容量化

する場合、やはり液体ナトリウムの高い電気伝導率に起因する非線形効果が顕在化する。 

これらの電磁流量計と電磁ポンプに顕在化する非線形効果は電磁場と流体場のカップリングに

起因して起きる現象であり、これを定量的に理解するためにはコンピュータによる数値解析、すな

わち電磁流体解析が必要である。特に電磁ポンプの場合、電磁場と流体場がカップリングして起き

る圧力脈動と不安定特性への対策が高速炉の主循環ポンプとして使える大容量電磁ポンプの開発

に向けて必要とされるため、圧力脈動と不安定特性の電磁流体解析が不可欠になっている。 

一般に電磁場も流体場も数値解法は既に開発されていて、今日では汎用解析コードでも解析でき

る対象が拡がっているのは確かであるが、上述のような電磁流量計や電磁ポンプに生じる非線形効

果の解析はどうかというと、電磁場と流体場がカップリングする場に対する知見が不足しているこ

ともあり、まだ発展途上と言わざるをえないのが実情である。 

本稿は、電磁場と流体場がカップリングする場とその数値解法について平易に解説することを目

的としている。本稿では、まず電磁場と流体場の方程式、電磁場と流体場の数値解法、電磁流体の

無次元数について説明した後、電磁場と流体場のカップリング現象、電磁ポンプの電磁場と流体場

がカップリングしておきる圧力脈動と不安定特性の解析例について述べる。 

 

2222    電磁場と流体場の方程式電磁場と流体場の方程式電磁場と流体場の方程式電磁場と流体場の方程式    

まず、電磁場と流体場の方程式を見てみる。表１に電磁場の流体場の主要な物理量である電流密

度、磁束密度、運動量保存の方程式が記されている。電流密度の方程式はオームの法則であり、電

一言一語一言一語一言一語一言一語 
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気スカラーポテンシャルの勾配、ベクトルポテンシャルの時間微分、流速と磁束密度のクロス積（フ

レミングの右手の法則）で表され、電流密度の発散はゼロである。磁束密度は磁気スカラーポテン

シャルの勾配とベクトルポテンシャルの回転で表され、磁束密度の発散はゼロである。運動量保存

の方程式は左辺の流速の時間微分項と対流項、右辺の圧力勾配項、粘性項、電磁力項、その他の項

で表され、質量保存の式として流速の発散がゼロになる。 

 

表 1 電磁場と流体場の方程式 

 

表 2 電磁場と流体場のポテンシャル方程式 
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こうして見ると、電磁場と流体場の方程式は同じ形を持っていることがわかる。ベクトル量であ

る電流密度、磁束密度、運動量の方程式は、いずれもスカラーポテンシャルの勾配（圧力もある種

のスカラーポテンシャルと見ることができる）で表され、電流密度、磁束密度、流速の発散はいず

れもゼロである。 

次に電磁場と流体場のポテンシャルの方程式を見てみる。表２に各ポテンシャルの方程式を示す。

電気スカラーポテンシャル、磁気スカラーポテンシャル、ベクトルポテンシャル、圧力の方程式は

各々元の方程式に発散させることによって得られ、いずれもポアソン方程式で表される。各々のポ

アソン方程式には拘束条件として電流密度、磁束密度、ベクトルポテンシャル、流速の発散がゼロ

という条件が加わることになる。したがって、電磁場と流体場のポテンシャルの方程式と拘束条件

は全く同じ形になっている。 

電磁場と流体場の数値解析はいずれもポテンシャルの方程式を解き、次いでベクトル量の計算を

行うというのが基本的な手順になっている。したがって、電磁場と流体場の数値解析を行う場合は、

同じ数値解法が使えるということになる。というより、同じ数値解法を使うのが合理的と考えるべ

きであろう。 

 

3333．．．．電磁場と流体場の数値解法電磁場と流体場の数値解法電磁場と流体場の数値解法電磁場と流体場の数値解法    

前節で見たように、電磁場と流体場のポテンシャルの方程式、拘束条件は同じ形をしているので、

同じ数値解法を使うのが合理的である。以下、数値解法を離散化方法、計算格子、ポテンシャルと

ベクトル量の計算方法に分けて説明する。 

流体場は差分法で離散化して、計算格子には圧力と流速を互い違いに配置させたスタッガード格

子[1][2]を用いることが多い。図１(a)は２次元直交座標での流体場のスタッガード格子である。ス

タッガード格子を用いる理由は、「流速を圧力で挟んで、圧力の１階数値微分と流速の格子点を一

致させる」ということである。スタッガード格子を用いない場合、つまり圧力と流速を同じ格子点

に置いた場合、圧力の１階数値微分は一つおきの格子点で表されることになり、圧力に非物理的な

空間振動（チェカーボード）が発生することになる。圧力と流速にスタッガード格子を用いる理由

と同じ理由で、図１(b)に示したように電気スカラーポテンシャルと電流密度にもスタッガード格子

を用いる。 

 

 

図１ スタッガード格子 
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流体場の数値解析では、拘束条件である連続の式 0=⋅∇ u を満たしつつポアソン方程式を解いて

流速を計算する方法として MAC 法[1]や SIMPLE 法[2]が知られている。これらの計算方法の原理

は self-correcting procedure と呼ばれる[3]。表３に圧力と流速の場合の self-correcting procedure

と電気スカラーポテンシャルと電流密度の場合の self-correcting procedure が示されている[4]。圧

力と流速の場合、前の時間ステップでの

n
u⋅∇ の項を残す（表２参照）。前の時間ステップで流速の

場が連続の式を満たしていない場合（ 0≠⋅∇ n
u ）、その誤差を新しい時間ステップの圧力

1+np に反

映させて

1+⋅∇ n
u がよりゼロに近くなるようにする。電気スカラーポテンシャルと電流密度の場合、

流体場のような時間依存性がないので、その代わりに緩和係数を導入して反復計算を行う。これに

よって流体場と同様に、前の反復計算ステップでの

k
J⋅∇ の項を残し、 0≠⋅∇ k

J である場合、そ

の誤差を次の反復計算ステップの

1+kφ に反映させて

1+⋅∇ k
J がよりゼロに近づくようにする。以上

が self-correcting procedure の概要である。磁気スカラーポテンシャルと磁束密度にも同様に

self-correcting procedure を適用して、 B⋅∇ がゼロになるように磁気スカラーポテンシャルのポア

ソン方程式を解くことができる。 

表３ self-correcting procedure 

 

 

4444    電磁流体の無次元数電磁流体の無次元数電磁流体の無次元数電磁流体の無次元数    

幾つかある電磁流体の無次元数のうち、代表的な磁気レイノルズ数と相互作用パラメータを直流

磁場と交流磁場に分けて表４に記した。表４の交流磁場は電磁ポンプの交流磁場を表している。 

磁気レイノルズ数は誘導磁場と印加磁場の比を表している。直流磁場では代表流速や代表長さが

大きいほど磁気レイノルズ数が大きくなる。交流磁場では周波数やポールピッチ（磁場の半波長）

が大きいほど、またスリップ（磁場の進行速度と流体の流速の差）が大きいほど磁気レイノルズ数

が大きくなる。 

相互作用パラメータは電磁力と流体の慣性力の比を表している。直流磁場、交流磁場のいずれの

場合も分子は共通の因子からなっていて、印加磁場や代表長さが大きいほど相互作用パラメータは

大きくなる。分母の因子はやや異なり、直流磁場では代表流速、交流磁場では同期速度（磁場の進

行速度）と摩擦係数の積となる。 

 

5555    電磁場と流体場のカップリング現象電磁場と流体場のカップリング現象電磁場と流体場のカップリング現象電磁場と流体場のカップリング現象    

本節では直流磁場と交流磁場における電磁場と流体場のカップリング現象の基本的な具体例を

示すことにする。 

図２は直流磁場の例であり、液体金属の流れに垂直に一様な磁場が印加された場を表している。 

図２(a)は磁気レイノルズ数が小さい場合である。液体金属の流れと印加磁場のクロス積、すなわ
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ちフレミングの右手の法則によって電流が生じる。磁気レイノルズ数が小さい場合、この電流は比

較的小さく、電流の周り生じる誘導磁場も印加磁場に比べて相対的に小さいので無視できる場合が

多い。電流と印加磁場のクロス積、すなわちフレミングの左手の法則によって液体金属の流れと逆

方向に電磁力が生じる。この電磁力は相互作用パラメータが小さい場合、液体金属の流れに及ぼす

影響は小さいが、相互作用パラメータが大きい場合は液体金属の流れに対する抵抗力となる。 

図２(b)は磁気レイノルズ数が大きい場合である。この場合、フレミングの右手の法則によって生

じる電流は比較的大きいため、この電流の周りに生じる誘導磁場も印加磁場に比べて無視できない

ほどの大きさを持つ。誘導磁場はループ状であるので、同図に示したように印加磁場と誘導磁場を

合成した磁場はあたかも液体金属の流れによって下流側に押し出された分布となる。このような磁

場の変化は電流の分布を変化させるので、磁場と電流の計算を繰り返して収束を図る必要がある。 

また、フレミングの左手の法則によって電磁力が生じるが、相互作用パラメータが小さい場合は

電磁力が液体金属の流れに及ぼす影響は相対的に小さいが、相互作用パラメータが大きい場合は液

体金属の流れに対する抵抗力として影響を及ぼす。この抵抗力は液体金属の流速分布を変形させる。

液体金属の流速分布が変形する場合は、磁場や電流の分布も変化することになる。したがって、電

磁場の計算と流体場の計算を繰り返して収束を図る必要がある。 

 

表４ 電磁流体の無次元数 
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図２ 電磁場と流体場のカップリング現象（直流磁場の例） 

 

図３は交流磁場の電磁場と流体場のカップリング現象として環状流路の誘導型電磁ポンプ内の

電磁場の挙動を例にとって説明を行う。この電磁ポンプの構造やコイル配置などは図４を参照のこ

と。 

図３(a)は磁気レイノルズ数が小さい場合の電磁ポンプの液体ナトリウム流路内の磁場と電流の

波形を表したものである。コイル電流によってつくられる印加磁場は、流路内では径方向（r 方向）

に主成分を持ち、この磁場が移動する際にファラデーの法則によって周方向（方向）に誘導電流

が生じる。これらの電流と磁場のクロス積、すなわちフレミングの左手の法則によって電磁力が生

じ、この電磁力が液体ナトリウムを駆動する。磁気レイノルズ数が小さい場合は、誘導電流は比較

的小さく、誘導電流の周り生じる誘導磁場も印加磁場に比べて小さい。 

図３(b)は磁気レイノルズ数が大きい場合である。この場合の誘導電流は比較的大きく、誘導電流

の周り生じる誘導磁場も印加磁場と同等ないしはそれ以上の大きさを持つ。その結果、印加磁場と

誘導磁場を合成した磁場は印加磁場の位相からずれた位相を持ち、誘導電流も同様に印加磁場に対

応する誘導電流の位相からずれた位相で移動することになる。ここで、誘導磁場が大きい場合はコ

イル電流や印加磁場にも影響を及ぼすことに留意されたい。この場合、コイル側の電流や磁場の計

算と液体金属側の電流や磁場の計算を繰り返して双方の数値解の収束を図ることになる。さらに、

相互作用パラメータが大きい場合は液体ナトリウムの流速分布も変化するので、電磁場と流体場の

計算を繰り返して収束を図る必要がある。この計算過程は直流磁場の場合と同様である。 
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図３ 電磁場と流体場のカップリング現象（交流磁場の例） 

 

ここで磁気レイノルズ数の大小について少し説明しておく。交流磁場では、液体金属の流れと印

加磁場のクロス積は逆起電力としてはたらくので（表１参照）、液体金属の流速が速い場合には誘

導電流は小さく、そのため誘導磁場も小さくなるので磁気レイノルズ数は小さい。逆に、液体ナト

リウムの流速が遅い場合には誘導電流は大きく、そのため誘導磁場も大きくなるので磁気レイノル

ズ数が大きくなる。このことは交流磁場の磁気レイノルズ数の定義にはスリップが含まれているこ

とからもわかる（表４参照）。すなわちスリップが大きい場合は液体ナトリウムの流速が遅く、磁

気レイノルズ数が大きい。その反対に、スリップが小さい場合は液体ナトリウムの流速が速く、磁

気レイノルズ数が小さい。 

 

6666    電磁ポンプにおける電磁場と流体場のカップリング現象電磁ポンプにおける電磁場と流体場のカップリング現象電磁ポンプにおける電磁場と流体場のカップリング現象電磁ポンプにおける電磁場と流体場のカップリング現象    

冒頭でも述べたように電磁ポンプには種々の型式があるが、大容量化や高効率化などの点から通

常高速炉の電磁ポンプといえば図４に示す環状流路の誘導型電磁ポンプを指すことが多い。このポ

ンプは、環状流路の周りに三相交流コイルを巻いて進行磁場をつくる。同図では A、B、C の三相

交流コイルに対して逆回りに巻いたのコイルを X、Y、Z としている。 

電磁ポンプの主要な性能パラメータは定格流量、定格吐出圧、定格ポンプ効率である。電磁ポン

プの主要な運転パラメータは電圧と運転周波数であり、主要な設計パラメータはポンプの流路幅、

流路の直径、ポールピッチである。その他、電磁ポンプを利用する液体ナトリウムの一巡ループの

圧力損失などの仕様も必要になる。 

電磁ポンプに所定の定格流量、定格吐出圧、ポンプ効率の性能を持たせるためには、電圧、運転

周波数、流路幅、流路の直径、ポールピッチの組み合わせを選択しなければならない。その際、コ

イル電流や力率の値も考慮しなければならない。 

このような過程を経て電磁ポンプのスペックが決まるわけであるが、実際にポンプを製作して運

転してみると、想定外の現象が生じたというのが電磁ポンプの開発の歴史でもある。 

想定外の現象として重要なものが圧力脈動と不安定特性である。いずれも電磁場と流体場がカッ

プリングして起きる現象である。 
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図４ 環状流路の誘導型電磁ポンプ 

 

    

6.16.16.16.1    圧力脈動圧力脈動圧力脈動圧力脈動    

圧力脈動は電磁ポンプの端部効果の結果として現れる現象である。図５に電磁ポンプの出口側端

部を示す。前述のように、直流磁場で磁気レイノルズ数が大きい場合、磁場はあたかも液体金属の

流れによって下流側に押し出されたような分布となる（図２(b)参照）。これと同様に電磁ポンプの

端部には図５のように液体金属の流れによってポンプの外側に押し出されたように漏れ磁場が生

じる。 

このポンプ端部での漏れ磁場が圧力脈動の原因となる[5]。図６は定格流量が 2.0m3/min の電磁

ポンプの実験において、ポンプの出口側配管に設置されたピエゾセンサーによって測定された圧力

脈動の実験データの例である。同図は運転周波数が 15Hz の場合の実験データであるので、その２

倍の周波数の 30Hz の圧力脈動が生じていることがわかる。 

この運転周波数の２倍の周波数で生じる圧力脈動の発生原因を図７に示す。図７は電磁ポンプの

ナトリウム流路、ステータコイル、鉄心を含む径方向（r）と軸方向（z）の２次元電磁流体解析の

結果で、ナトリウム流路を移動する電流密度、磁束密度、電磁力が１周期にわたってプロットされ

ている。同図から電流密度、磁束密度、電磁力、いずれもポンプの出入口端部で擾乱が生じており、

特にポンプの出口側端部の擾乱が大きくなっている。電磁力はポンプの出入口端部では負の方向

（推力と逆向きの方向）に生じていて、特に出口側端部で負の方向の大きな電磁力が生じているこ

とがわかる。電磁力は１周期の間に２回出口端部に到達するので、この電磁力の擾乱が運転周波数

の２倍の圧力脈動を引き起こしていることが理解できよう。 

圧力脈動は運転周波数の減少とともに増大することがわかっている。またポールピッチの増加や
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スリップの減少とともに増大することもわかっている。これらの運転周波数、ポールピッチ、スリ

ップへの依存性は、圧力脈動は交流電流のインピーダンスや交流磁場の磁気レイノルズ数が複雑に

関わっている現象であることを示している。 

 

図５ 電磁ポンプの端部効果 

 

図６ 電磁ポンプの圧力脈動（実験データ） 
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図７ 電磁ポンプの電磁場（解析結果） 

 

6.26.26.26.2    不安定特性不安定特性不安定特性不安定特性    

電磁ポンプに生じる不安定特性は電磁流体力学的不安定特性であり、特に大容量の電磁ポンプで

顕著となる。この不安定特性は磁気レイノルズ数が１より大きい場合に発生し、ポンプや配管の低

周波数の振動を引き起こすことが知られている[6]。磁気レイノルズ数はポールピッチが大きくなる

ほど増大する（表４参照）。ポールピッチは電磁ポンプの大容量化に伴って必然的に大きくなるの

で、大容量電磁ポンプは不安定特性の問題から逃れられないことになる。この不安定特性を回避す

るためには運転周波数を下げなければならないが、運転周波数を下げていくと今度は圧力脈動が顕

著になるので、運転周波数を際限なく下げることはできない。そのため、残された手段としてスリ

ップが小さい点を定格運転点に設定せざるをえなくなるが、これはポンプ効率の低下を招く。結局、

電磁ポンプの大容量化には限界があるということになる[7]。 

上述のように、電磁ポンプの不安定特性は磁気レイノルズ数が１より大きい場合に発生すること

は知られているが、この現象の正体は長い間解明されていなかった。以下、不安定特性の正体を説

明するために行った数値解析について述べる[8]。 

ここでの数値解析は、解析の対象を図８(a)に示した電磁ポンプの環状のナトリウム流路のみに限

定した周方向‒軸方向（-z）の電磁流体場の解析である。ここでの解析では、移動する正弦波状の

印加磁場を与え、磁場の方程式を解いて誘導磁場を求め、誘導磁場から電流密度を計算し、電磁力

を含む運動量保存方程式からナトリウム流速を計算する。不安定特性は磁場あるいはナトリウム流

の周方向の不均一性に起因して起きると考えられ、ここでの印加磁場は図８(b)に示したような周方
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向に±10%の不均一性を持つ分布とした。なお、ナトリウム流路の径方向（r）の計算メッシュは１

メッシュのみである。 

 

図８ 電磁ポンプの不安定特性（解析条件） 

 

図９(a)は磁気レイノルズ数が 2.51 の場合のポンプ出口での圧力変動の解析結果で、不規則な圧

力変動が生じていることがわかる。図９(b)はこの圧力変動の振幅スペクトルで、不規則な圧力変動

は主に 10Hz 以下の低い周波数の圧力変動であることがわかる。この低周波数の圧力変動がポンプ

や周囲の配管の共振を引き起こすことが問題となる。 

図１０は磁気レイノルズ数が 2.51 の場合のナトリウム流で、渦が生じていることがわかる。こ

の渦は下流側に流されて消滅するが、新しい渦が上流側に発生してまた下流側に流されて消滅する

というように渦の発生と消滅を繰り返す。これが 10Hz 以下の低い周波数の圧力変動の原因となっ

ている。 

磁気レイノルズ数が１より小さい場合は、印加磁場にどのような周方向の不均一分布を与えても、

ナトリウム流が周方向に不均一になるだけで渦は発生しない。また、磁気レイノルズ数が１より小

さい場合は、入口のナトリウム流にどのような周方向の不均一分布を与えても、下流側に流れるに

したがって不均一性が弱まるか均一な流れになるだけで渦は発生しない。 

磁気レイノルズ数が１より大きい場合は、印加磁場の周方向の不均一性やポンプ入口でのナトリ

ウム流の周方向の不均一性の大小に対応して、ナトリウム流の渦の強さや渦のスケール、さらには

圧力変動の大きさも変わってくる。ただし、圧力変動の主な周波数は 10Hz 以下の低い周波数であ

る点は変わりがない。 
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図９ 電磁ポンプの不安定特性（圧力変動） 

 

 

図１０ 電磁ポンプの不安定特性（ナトリウム流） 

 

7777    まとめまとめまとめまとめ    

本稿では、液体金属の電磁流体解析に関連して、電磁場と流体場の方程式、数値解法、電磁流体

の無次元数、高速炉用の電磁ポンプで電磁場と流体場がカップリングしておきる現象の解析例など

について述べた。数式や数値解法についてはできるだけ平易に書いたつもりであるが、やや専門的

すぎる箇所も残ってしまった。一般に電磁場と流体場がカップリングして起きる現象は複雑であり、

その数値解析も容易ではないことがおわかりいただけたと思うが、現象が複雑であるからこそ、よ

りシンプルな数値解析の方法を駆使しなければならないともいえるかもしれない。本稿が液体金属

の電磁流体の研究に従事している方々、あるいはこれから取り組んでいこうとする方々に役立てば

幸いです。 
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第 4 回若手交流フォーラム 参加報告 

日本原子力研究開発機構 

博士研究員 崔炳賢 

１．はじめに 

「2017 年度春の年会」の最終日である 2017 年 3 月 29 日（水）から翌 30 日（木）にかけて 1 泊 2

日の日程で、熱流動部会と計算科学技術部会の共催のもと、「第 4 回若手交流フォーラム」が開催

された。当フォーラムは、概ね 35 歳以下の若手研究者の交流促進による学会活動、特に熱流動分

野の活性化を目指し、2013 年から開催されてきたものである。当日は約 20 名の若手研究者が参加

し、ポスターセッション、見学会、懇親会が行われた。筆者は本フォーラムに計算科学技術部会員

として参加する機会をいただいたので、ここに本フォーラムに参加した感想とともに概要を報告す

る。 

 

２．第 4 回若手交流フォーラムの日程 

以下に本フォーラムの日程を示す。 

3 月 29 日（水）：学生ポスターセッション 

 13:00~16:30： 学生ポスター発表およびカムバック講演 

（会場：東海大学湘南キャンパス 6A-102 室） 

 19:00~21:00： 懇親会（ホテル京急油壺観潮荘） 

3 月 30 日（木）：若手研究者ポスターセッションおよび見学会 

 9:00~10:00：  若手研究者ポスター発表（会場：電力中央研究所横須賀地区） 

 10:00~12:00： 電力中央研究所見学 

 13:00~15:00： 東芝電力システム見学 

 15:00：  磯子駅解散 

 

３．学生ポスターセッションおよびカムバック講演 

 本フォーラムは、ポスターセッションおよび見学会の 2 部から構成された。まず、初日の学生ポ

スターセッションは、13 時過ぎから前半 5 名と後半 5 名の 2 回に分けて実施され、予定時間は各

90 分間であった。冒頭にそれぞれ 1 分間で概要を伝えるショートプレゼンから開始し、それぞれ興

味のある内容の発表を聞きに行く形式となっており、ポスターの前で発表者と聴講者との間で議論

が繰り広げられ、予定時間 90 分は短く感じた。ポスター形式ということで発表者と聴講者が率直
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に意見交換でき、興味のある内容について自由に議論できる雰囲気だった。また、多様な分野の研

究者と議論する中で、普段あまり意識しなかった側面の再発見などの刺激を受けることが出来た。 

 次に、16 時からは、第 2 回若手交流フォーラム優秀講演賞を受賞した東京海洋大の井原先生によ

り、「溶融ガラス流動計測に向けた超音波流速分布計の開発」に関する最新の進捗内容やスイス連

邦工科大学チューリヒ校における研究員生活について話題提供して頂き、大変有意義な講演となっ

た。 

 

４．懇親会 

 学生ポスターセッションの後、一行は懇親会場である神奈川県三浦市のホテル京急油壺観潮荘ま

で、約 2 時間の道のりを送迎バスで移動した。19 時より宴会場にて懇親会が行われた。美味しい料

理とビールを頂きながら、参加者同士で会話をし、途中に参加者全員の自己紹介を交えながら、楽

しい時間を過ごすことが出来た。懇親会の後も、別室に集合し、本日の総括と次回フォーラムの計

画について話し合った。 

 

５．若手研究者ポスターセッション 

 翌朝 7 時に朝食を取った後、8 時にホテルを出発し、送迎バスにて電力中央研究所横須賀地区に

到着した。まず、電力中央研究所の会議室を借り、昨日に続き若手研究者によるポスターセッショ

ンを行った。筆者は、原子力施設の地震リスク評価における建屋応答のばらつきの低減を目的とし

た研究を行っており、「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」

という題目でポスター発表を行った。昨日の学生ポスターとは異なり、企業や大学、研究所の第一

線で働く若手研究者による発表で、学生にとっては自分たちの研究は実務にどのように生かされ、

また実務における課題を知るいい機会となったと思われる。 

 

６．見学会 

 若手研究者ポスター発表後、電力中央研究所横須賀地区を見学した。発電プラント熱流動実験棟、

ヒートポンプ実験棟、燃料高度利用実験棟を中心に見て回った。それぞれ担当者による分かりやす

い説明の後、気軽に質疑応答時間もあり、充実した見学となった。個人的には、新本館の導入した

免震装置が大変興味があった。続いて、東芝電力システムに移動し、原子力関連施設を見学した。

特に、実スケールの格納容器や配管設備等、貴重な現場を直接見ることは滅多にないことで大変勉

強になった。 
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謝辞 

本フォーラムを通じて非常に有意義な時間を過ごすことが出来ました。このような素晴らしい機会

を企画して頂いた熱流動部会・計算科学技術部会の関係者の方々に心より御礼を申し上げます。さ

らに、計算科学技術部会からは本フォーラムの参加に必要な経費を援助していただきました。ここ

に厚く御礼申し上げます。 

 

 

宿泊先での集合写真 
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講習会・ワークショップ等の開催報告・連絡事項等 

 

● 協賛会議 

Fourteenth International Conference on Flow Dynamics 

「第 14 回流動ダイナミクスに関する国際会議」 

本会議は熱流動に関する国内外の研究者が集まり、研究者や学生が研究発表を通じて学術交流

を行うもので、今年で 14 回目を迎えます。多くの方々のご講演及びご参加をお待ちしておりま

す。  

 

日 時：  2017 年 11 月 1 日（水）～11 月 3 日（金）  

会 場：  仙台国際センター  

詳細・申し込み： http://www.ifs.tohoku.ac.jp/icfd2017/ 

問い合わせ先： 流体科学研究所 ICFD 事務局 

TEL&FAX：022-217-5301 

E-mail：icfd2017＠fmail.ifs.tohoku.ac.jp 

 

● 熱水力 RM2017 発行のお知らせ 

計算科学技術部会の協力のもと熱流動部会「熱水力安全評価基盤技術高度化戦略マップ検討」

ワーキンググループで見直しを行っておりました、熱水力安全評価基盤技術高度化戦略マップ

2017（熱水力 RM2017）が正式に発行されました。以下のリンクから報告書 PDF にアクセスで

きますので、ご覧いただければ幸甚です。 

http://csed.sakura.ne.jp/wp-content/uploads/2017/05/TH-RoadMap2017.pdf 

 

● 統計的安全評価に関する国際会議 BEPU2018 のご案内 

2018 年 5 月、中世の町並みが今なお残り、本年４月にはＧ７外相会合が行われたイタリア北西

部の城塞都市ルッカにて、BEPU2018 が開催されます。 

BEPU: Best Estimate Plus Uncertainty はこれまで、軽水炉の冷却材喪失事故（LOCA）など最適

評価（Best Estimate）コードを用いた安全評価を中心に実用化が図られ、海外では安全規制への適

用例もありますが、方法論や適用など、さらなる検討が必要な部分も多いと考えられています。 

BEPU 2018 は、熱水力をはじめ、炉物理、燃料、シビアアクシデント、核分裂生成物ソースタ
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ームなどマルチフィジックス、マルチスケールの多様な関連分野を包含し、V&V や スケーリング、

統計手法など不確かさの議論に不可欠な課題、軽水炉以外の炉型、数値解析手法など、広範な関連

課題を対象とし、ANS および OECD/NEA の共催によって行われます。 

 

優秀論文は、NT (Nuclear Technology) や NED (Nuclear Engineering and Design) Special Issues 

への掲載が予定されています。 

 

開催日： 2018 年 5 月 13 日 〜 19 日 

開催地： Lucca、イタリア 

論文投稿スケジュール 

・Abstract 〆切   2017 年 7 月 24 日 

（約 250〜400 語、ＨＰよりテンプレート ＤＬ可能） 

・Abstract 受理   2017 年 8 月 28 日 

・Draft 論文〆切   2017 年 11 月 17 日（14 pages, 10 MB 以内） 

・査読結果の通知１次  2018 年 1 月 12 日 

・査読コメント対応〆切  2018 年 2 月 28 日 

・査読結果の通知２次  2018 年 3 月 31 日 

・最終論文の〆切  2018 年 4 月 30 日 

なお、論文投稿スケジュール等は随時更新の可能性が有ります。 

詳細はＨＰをご覧ください。 

 HP： http://www.nineeng.com/bepu/ 

 ないし http://www.ans.org/meetings/c_3 

 

問い合わせ先 

 ・原子力規制庁 金子順一 junichi_kaneko@nsr.go.jp 

 ・日本原子力研究開発機構 中村秀夫 nakamura.hideo@jaea.go.jp 

 

● 日本原子力学会 計算科学技術部会 懇親会のご案内 

日本原子力学会 計算科学技術部会では、部会員の親睦をはかるため、下記の通り懇親会を開催

致します。 

是非お誘いあわせの上、ご参加くださいますようお願い申し上げます。 
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日  時：2017 年 9 月 13 日（水） 19:00～ 

場  所：えりも亭（011-708-5544） http://umiumi.co.jp/ 

     札幌市北区北 7 条西 5 丁目 11-2（仲小路） 

アクセス：JR 札幌駅より徒歩約 3 分 

会  費：5,500 円（学生割引有） 

 

ご参加いただける方は【ご所属・お名前】を以下の宛先までお知らせください。 

8 月 25 日（金）までにお願い致します。 

 

宛先：日本原子力研究開発機構 

   江角 亜矢子（esumi.ayako@jaea.go.jp） 

  



40 

年 間 予 定 

 

2017 年 

５月  第１回運営小委員会（実施計画の確認等） 

７月  第２回運営小委員会（全体会議準備等） 

９月  秋の大会（全体会議） 

会期： 2017 年 9 月 13 日（水）～15 日（金） 

会場： 北海道大学（札幌） 

１１月 「第 14 回流動ダイナミクスに関する国際会議 

（Fourteenth International Conference on Flow Dynamics） 

会期： 2017 年 11 月 1 日（水）～3 日（金） 

会場： 仙台国際センター  

2018 年 

１月  第３回運営小委員会（部会賞の承認等） 

３月  第４回運営小委員会（全体会議準備等） 

３月  春の年会（全体会議準備等） 

会期： 2018 年 3 月 26 日（月）～28 日（水） 

会場： 大阪大学（吹田キャンパス） 
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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 28 号 

2017 年 8 月 

 

編集・発行責任： 計算科学技術部会 出版・編集小委員会 

田中 正暁 （委員長） 

（原子力機構、tanaka.masaaki@jaea.go.jp） 

田村 明紀 

（日立製作所、akinori.tamura.mt@hitachi.com） 

村上 貴裕 

（電中研、murakami@criepi.denken.or.jp） 

山下 晋 

（原子力機構、yamashita.susumu@jaea.go.jp） 

酒井 幹夫 

（東京大学、mikio_sakai@n.t.u-tokyo.ac.jp） 

 

ニュースレター28 号をお届け致します。既に皆様御存じかもしれませんが、今年度の計算科学

技術部会の役員・委員を本レターでも御紹介させて頂いております。多くの方が留任もしくは少し

お立場を変えての御就任となっておりますが、新たに部会運営に御参加される方々、これまで役

員・委員として御尽力頂いた方々の本部会への多大な御貢献に対して、一部会員として感謝と敬意

を表させて頂きたいと思います。また、本ニュースレターの発行を行っております出版・編集小委

員会では、過去 6 年に渡り委員長を務めて頂きました町田昌彦氏に変わり、今期より田中正暁氏が

委員長に御就任されました。我々も新委員長の下、皆様の役立てる情報を発信できるよう頑張って

いきたいと思いますので、部会員の皆様におきましても引き続き御支援・御協力の程お願い致しま

す。 

（村上 貴裕） 

 

 

 

 

 

※出版・編集小委員会からのお知らせ 

過去のニュースレターは以下の計算科学技術部会ホームページからダウンロードできます。 

http://csed.sakura.ne.jp/archives/category/2_newsletter 


