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Abstract

In order to predict or to evaluate the structural reliability of a ceramic structure, we calculate the probability

of the fracture of the structure based on  material properties on the distribution of cracks (mesoscopic theory)

by Monte Carlo simulation. Monte Carlo simulation is executed by parallel systems which are on different cites.

We construct the geometrical simulation consists of nearly one million of 3-D finite elements with more than

millions of degree of freedom (DOF) for parallel finite element stress analysis. As the objective ceramic

structure, we chose an actual reactor core component of the JAERI
，
s High Temperature Engineering Test

Reactor (HTTR). We are developing the system by which we use several PC clusters through the network.

1 緒言
21世紀に解決すべき科学技術上の課題としてエネルギー産業や製造業の高度化があり、それにはエネルギー関

連機器や製造物の高性能化・長寿命化・経済性向上などが必要である。特に、高温度構造物にセラミックスが従

来の金属材料に代わって用いられるようになれば、熱効率の向上などを通じて地球的規模での環境負荷の軽減へ

の寄与は大きい。このためには超高温などの極限的環境をも想定した材料工学、構造力学、計算工学の最新の知

見を統合する構造設計・健全性評価手法の開発が不可欠である。本研究開発では、このような背景の下でセラミ

ックス構造物の極めて大規模な確率論的設計・健全性評価のための手法・ソフトウェアを開発する。

本研究開発では、セラミックス構造物の評価については、有限要素法によるマクロスコピック評価を行なうが、

材料特性値や構成方程式はメゾスコピック解析として理論的な扱いと現象論的な扱いの両方を用いる。解析規模

は、複雑な構造物の100万自由度を超える規模の問題を扱う。

セラミックス材料および構造物の設計の最適化や健全性評価に確率論的評価を用いることは、材料特性のばら

つきが構造物の挙動に与える影響や外的要因の不確実性の影響などを評価する上で非常に有用である。本研究開

発では、セラミックス構造物の確率論的評価を行なう。確率論的評価手法にはモンテカルロ法があるが、100万自

由度を超える規模の有限要素法構造解析をパラメトリックに行なう必要がある。これには膨大な計算コストが掛

かり、これに対処するため 4機関の超並列機をネットワークで接続して行なう。

実証解析には原子炉の実用黒鉛減速材を用い、これをもとに高温ガス炉の信頼性向上策としての材質の適正化

の指針を探る。

2 大規模確率計算
解析対象であるセラミックス構造物として、日本原子力研究所・高温工学試験研究炉HTTR (High

Temperature Engineering Test Reactor) の炉心部可動反射体 (黒鉛製) を選び、100万自由度を超える規模でモデ

ル化する。物性値のき裂分布依存性 (メゾスコピック理論) に基づき、破壊確率の計算をモンテカルロ法により行

なう。モンテカルロ法は広域ネットワーク上で実行する。

2.1 メゾスコピックモデリング
セラミックスの熱機械的物性を微細組織の特性（結晶子／結晶粒と気孔の集合組織）に依存するとするメゾス
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コピック記述モデルにより次にあげる物性の予測法を設定する。

1) セルフコンシステントモデルによる弾性定数、ポアソン比

2) 結晶子内原子間距離基準モデルによる線膨張係数

2.2 粘弾性構造ソルバおよび熱伝導解析ソルバ
本研究開発では、高温照射下における各種構造物に対する性能

評価を可能とするため、並列計算機対応の確率論的構造解析を目

標として粘弾性構造解析ソルバ [1] および熱伝導解析ソルバを開

発した。粘弾性構造解析ソルバの主な特徴は、以下の通りである。

・ 照射クリープを考慮した粘弾性解析

・ メソスコピックモデルを取り入れたモデリング

・ 異方性の考慮

・ ソリッド要素による微小変形解析

・ CG法による有限要素解析ソルバー

・ 反復法による非線形解析

・ 階層型領域分割法 (HDDM) による並列計算 [4]

熱伝導解析ソルバの主な特徴は、以下の通りである。

・ CG法による有限要素解析ソルバー

・ HDDM による並列計算

実証解析の予備試験として、HDDMによる粘弾性構造解析ソル

バにより、HTTRの炉心部可動反射体(黒鉛製)に対して弾性応力

解析を行なった [5][6]。HDDMによる解析モデル (HTTR) を図 1

に、解析結果を図 2 に示す。

2.3 モンテカルロ法
メゾスコピック材料物性モデルを、マクロスコピック構造健全性解析・評価に次のとおり応用する。物性値の

統計的変動 [3] を考慮した構造物の応力解析の直接シミュレーションを行ない、その結果得られる応力分布から、

破壊確率を評価する。

ネットワーク上におけるモンテカルロ法では、微視的組織の特性値を実験値から得られた分布関数にしたがっ

てランダムに生成させ、その値に対して粘弾性応力解析を行ない、求められた応力分布から破壊するか否かを判

定する。一回の計算時間が少なくて数時間、自由度が数百万の大規模計算になると数日掛かる応力解析を、発生

させた乱数が均一に分布する回数行わなければならない。これを行うには一つのクラスタ環境では非常に効率が

悪いので、複数機関のクラスタをネットワークを介して利用するシステムを開発中である。このシステムは以下

の特徴を有する。

1. モンテカルロ計算では、長時間にわたり繰返し計算が行なわれる。ネットワークを介して実行させた場合、

もし一機関のクラスタ環境に不都合が生じた場合でも、他の機関には影響を与えず、残りの機関のクラスタ

を用いて計算を続行できる為安定性の面でもすぐれた方法である。

2. 外部機関との通信には SecureShell(SSH) を用いることによって、通信を暗号化する為、実行が長時間、多数

回のログインを行う場合でも、IPスプーフィングなどの外部からの不正アクセスを防止でき、セキュリティ

面でも優れている。

3. WindowsGUIでユーザーフレンドリーなツールを用いることによってモンテカルロ実行、及び接続されたク

物
質
・
材
料
分
野

図1 HDDMによる解析モデルの分割

図2 弾性応力解析結果
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ラスタの状況の監視がスムーズに行える。

3 ネットワークの活用について
破壊確率計算のモンテカルロ法をネットワーク上で実行するため、複数機関のクラスタをネットワークを介し

て利用するシステムを開発中である。本システムは、アライドエンジニアリング、九州大学、東京大学、横浜国

立大学の4機関のクラスタを用いる。アライドエンジニアリングのWindowsPC上のGUIにて実行命令をLinuxPC

に送信し、LinuxPCにて乱数を発生させ、各機関にIMnetを介して送信し、各機関のクラスタマシンにて並列粘

弾性応力解析を実行する。

4 まとめ及び今後の予定
高温照射下における各種構造物に対する性能評価を可能とするため、階層型領域分割法による粘弾性構造解析

ソルバ、熱伝導解析ソルバを開発した。実証解析の予備試験として、階層型領域分割法による粘弾性構造解析ソ

ルバにより、原研高温工学試験研究炉 HTTRの炉心部可動反射体(黒鉛製)に対して弾性応力解析を行なった。セ

ラミックスのメゾスコピックモデリングでは、セルフコンシステントモデルによる弾性定数、ポアソン比の予測

法を定式化した [2]。メゾスコピック材料物性モデルを、確率論的にマクロスコピック構造健全性解析・評価を行

なうため、大規模なモンテカルロ法を行なう必要がある。そのため現在、複数機関のクラスタをネットワークを

介して利用するシステムを開発中である。

今後の予定としては、実証解析の予備試験として、階層型領域分割法による粘弾性構造解析ソルバにより

HTTR反射体の粘弾性解析、階層型領域分割法による熱伝導解析ソルバによりの熱伝導解析を行なう。メゾスコ

ピック理論に基づいて黒鉛の結晶子内原子間距離基準モデルによる線膨張係数の予測法を設定する。また、複数

のクラスタをネットワークを介して利用するシステムを完成させ、大規模モンテカルロ法を行ない大規模詳細モ

デルに基づく構造健全性解析・評価を実施する。

5 研究実施体制
研究実施体制は次のとおりである。
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