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表紙図提供： 笠原直人（核燃料サイクル開発機構） 

 実用高速炉では２重伝熱管型蒸気発生器が検討されている。その直管型球形管板は球殻に多数の

伝熱管が鉛直に差し込まれた形状を有している。運転中に生じる熱過渡時には、最外周孔まわり

に高い熱応力が発生する可能性があることから、当該部位の詳細構造解析が必要となる。管板に

対する手動トリップ時の非定常熱伝導解析および熱弾性解析を実施した。これにより、直管型球

形管板の外縁孔周りの詳細な応力分布を把握することができた。 
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計算科学技術部会長あいさつ 

 

東京大学 岡 芳明  
 
 

 この４月から竹田部会長のあとを引き継ぎま

した。部会の発展に尽くしたいと考えております

のでよろしくご指導のほどお願いします。 
 私のこの部会との関係ですが、平成 13 年頃計

算科学技術部会を作るとどうかとニノ方先生と

話して準備を始めたところ、矢川先生、竹田先生

らも準備を進めておられることを知り､協力して

平成 14 年度の部会設立にこぎつけました。 
 皆様よくご存知の通り計算科学技術は原子力

開発とともに始まり発展したといっても過言で

はありません。核分裂連鎖反応のシュミレーショ

ンとしてのモンテカルロ法はよく知られている

ものの 1 つです。その後原子炉の設計や安全性評

価のため大きい計算コードが作られ、科学技術計

算のハードとソフトの発展を支えました。それに

次いでＮＡＳＡの資金による数値流体力学の計

算はさらなる科学技術計算の発展をもたらしま

した。 
当時は最高速の計算機は米国では国立研究所

に、日本では日本原子力研究所や東京大学におか

れ、稼動しておりました。パソコンの性能が 80
年代のスーパーコンピュータのそれを上回った

今もこの流れは日本の地球シュミレータなどに

引き継がれています。 
様々な学問分野が発展した現在でも高速な過

渡現象、複雑複合現象など実験では説明の困難な

現象は多く存在します。計算ではもととなる方程

式で表されるモデルの範囲を越えることは不可

能ですが、物理現象を支配する因子、例えば重力、

表面張力など影響を個別に分析することも可能

です。今後も実験技術、観測計測技術の発展と相

乗して計算科学技術は発展すると考えられます。 
原子力分野での計算科学技術は、炉物理、熱流

動、構造材料、化学などの専門分野を横断的に結

ぶ役割があります。計算技法、超並列計算など独

自の課題も存在します。この特徴を生かして部会

の活動を発展させたいと考えています。 
今年度の課題としては、計算科学技術会の活動

を部会員や原子力学会会員により“見える”よう

にすることを挙げたいと思います。 
具体的にはすでに議論されてきたことも含め

て次の課題があると思います。 
１． 計算科学技術に関する解説の学会誌への

連載。 
２． 学会の年会あるいは秋の大会での部会企

画講演 
３． 若年研究者のためのセミナー 
４． 部会ホームページの充実 
５． 部会員への有用情報の発信。例えばセミナ

ー、研究会、国際会議、各機関の活動、新

聞発表などの会員へのメールの発信など

です。 
 なお、部会員の名簿の管理はそれぞれ部会長の

秘書が行うこととしており、今年は 6 月頃までに

竹田先生の秘書の星山様から当方の秘書の霜越

に名簿を引き継ぐ予定ですのでアドレスの変更

は秘書霜越  yuri@utnl.jp までお願いします。 
（平成 16 年 5 月 1 日記） 

 

新新新部部部会会会長長長就就就任任任  
あああいいいさささつつつ   
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２００４年度計算科学技術部会表彰 受賞者決定 

 

2004 年度より計算科学技術部会にて部会表彰を執り行うこととなりました。表彰委員会（竹田委員

長）にて厳正な審査の結果、以下の方々が、栄えある第 1 回目の受賞者に決定いたしました。 
 

部会功績賞  矢川元基   東京大学大学院 

部会業績賞  町田昌彦   日本原子力研究所計算科学技術推進センター 

部会奨励賞  宋武燮    東京大学 

坂口紀史   北海道大学 

田中伸厚   茨城大学 

 
受賞理由 
部会功績賞  矢川元基  東京大学大学院 

計算科学技術部会の発足を主導するとともに第 1 期部会長を務め、部会員の確保、部会活動に

大きく貢献されたことで、全員一致で部会功績賞に価すると評価されました。 
 

部会業績賞   町田昌彦  日本原子力研究所計算科学技術推進センター 

スーパーコンピュータを用いた大規模シミュレーションにより超伝導材料の電磁現象の研究、

原子力分野での照射効果の研究を行い、すぐれた研究業績をあげられた。この成果は部会業績賞

に価すると評価されました。 
 

部会奨励賞   宋武燮   東京大学 

坂口紀史  北海道大学 

田中伸厚  茨城大学 

研究活動、業績の調査により、すぐれた研究成果をあげられているので、今後とも頑張ってい

ただけるよう 3 名が部会奨励賞に価すると評価されました。 
 
2004 年春の年会の計算科学技術部会総会にて表彰式が開催され、竹田部会長より表彰ならびに記念

盾が授与されました。 
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日本原子力学会計算科学技術部会 総会議事録 

 
１．日時：平成16年3月30日（火） 12:00～13:00 
２．場所：岡山大学津島キャンパス（日本原子力学会２００４

年春の年会会場） 
３．議事次第 

１．部会長挨拶 
２．部会賞表彰 
３．役員選出 
４．活動報告と活動方針 

（ア）総務 
（イ）企画 
（ウ）広報 
（エ）出版・編集 
（オ）表彰 
（カ）経理 

５．閉会挨拶 
 
４．説明および決定事項（敬称略、順不同） 
 
（４．０）開会 
井上総務小委員会委員の司会により総会を開始した。 
 
（４．１）部会長の挨拶 
竹田部会長より開会の挨拶が行われた。 
 
（４．２）部会賞表彰 
竹田部会長から部会表彰の趣旨説明が行われた。次に、それぞ

れの部会賞の表彰が行われた。受賞者は以下の４名である。 
部会功績賞  矢川元基  東京大学大学院 
部会業績賞  町田昌彦  日本原子力研究所計算

科学技術推進センター 
部会奨励賞   宋武燮    東京大学 

坂口紀史   北海道大学 
田中伸厚   茨城大学 

 
（４．３）役員の選出 
竹田部会長から平成１６年度の部会長、副部会長が以下の通り

推薦され、承認された。 
部会長 岡 芳明 東京大学大学院 
副部会長 二ノ方 壽 東京工業大学 

副部会長 内藤  正則 (財)原子力発電技術機構 
副部会長 功刀 資彰 京都大学大学院 

 
また、以下の小委員会の構成および役員が次の通り提案され、

承認された。なお、表彰小委員会は部会長および副部会長で構

成されている。 
 
総務 
委員長： 二ノ方  壽  東京工業大学 

宮崎 則幸  九州大学大学院 
井上 直樹  日本原子力研究所 
笠原 文雄  原子力発電技術機構 
白川 典幸  東芝ソリューション 

 
経理 
委員長： 内藤 正則  (財)原子力発電技術機構 

片岡 勲  大阪大学大学院 
梅木 博之  原子力発電環境整備機構 

 
広報 
委員長： 功刀 資彰  京都大学大学院 

田中 伸厚  茨城大学 
佐治 悦郎  (株)テプコシステムズ 
北田 孝典  大阪大学大学院 
羽間 収  日本原子力研究所 

 
企画 
委員長： 高木敏行  東北大学 

横川 三津夫 産業技術総合研究所 
越塚 誠一  東京大学大学院 
吉村 忍  東京大学大学院 
湊  明彦  株式会社日立製作所 
巽 雅洋  原子燃料工業株式会社 
山田 進  日本原子力研究所 

 
出版・編集 
委員長： 山口 彰  核燃料サイクル開発機構 

蕪木 英雄  日本原子力研究所 
池田 秀晃  (株)テプコシステムズ 
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表彰 
委員長： 岡 芳明  東京大学大学院 

二ノ方 壽  東京工業大学 
内藤 正則  (財)原子力発電技術機構 
功刀 資彰  京都大学大学院 

 
（４．４）平成１５年度活動報告および平成１６年度活動方針 
・総務 
岡総務小委員会委員長より、平成１５年度の活動報告の説明が

あった。 
 
・企画 
二ノ方企画小委員会委員長より、平成１５年度活動報告および

平成１６年度活動方針の説明があった（一部は、司会の井上総

務小委員会委員、内藤経理小委員会委員長から説明された）。ま

た、高木（平成１６年度企画小委員会）委員長より挨拶が行わ

れた。 
 
・広報 
功刀広報小委員会委員長より、平成１５年度活動報告および平

成１６年度活動方針の説明があった。 
 
・出版・編集 

司会の井上総務小委員会委員より、平成１５年度活動報告およ

び平成１６年度活動方針の説明があった。 

 
・経理 

内藤経理小委員会委員長より、平成１５年度決算および平成１

６年度予算の説明があった。なお、実績推定の「その他」には

若干端数がつく可能性があるとの説明があった。「その他」の使

途は主に表彰関係である。また、資料では平成１６年度予算額

は¥159,000 となっているが、¥150,000 でやりくりする必要が

あることが説明された。 
 
以上の各小委員会の活動方針が承認された。 
 
（４．５）連絡事項 
功刀広報小委員会委員長より、原子力学会編集委員会から来て

いる各部会による学会誌特集（解説）記事の企画を本部会は未

だ提案していないため、アイディアを提案してほしいとの説明

があった。提案の連絡先は、 
功刀広報小委員会委員長 
（kunugi@nucleng.kyoto-u.ac.jp） 
高木企画小委員会委員長 
（takagi@ifs.tohoku.ac.jp） 

なお、現時点では期限はない。 
 
（４．６）閉会の挨拶 
竹田平成１５年度部会長と岡平成１６年度部会長から挨拶が行

われ、閉会となった。 
 
 
以上 
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2004 年春の大会計算科学技術部会企画セッション 

「計算結果評価法専門委員会活動報告」 
 
 
平成 14 年 3 月に「計算結果評価法」研究専門委員会の設

置が原子力学会企画委員会にて承認されました。日本原子

力学会「2004 年春の大会」（2004 年 3 月 29 日から 31 日 

岡山大学）にて、2 年間の活動概要について、幹事の内藤

俶孝専門委員および、核データ、炉物理、安全、熱流動各

分野から４名の専門委員より報告いただきまました。 
 
(1) 本専門委員会活動概況 

東工大 二ノ方 壽、ナイス 内藤 俶孝、CRC
ソリューションズ 石塚龍雄 
(2) 核データ分野における検証手法 

住友原子力 山野 直樹 
(3) モンテカルロコードによる遮蔽計算とその結果の評

価 
ARTECH 植木 紘太郎 

(4) 安全評価分野における精度検証 
三菱重工 澤田 隆 

(5) 熱流動分野における精度検証 
茨城大学 田中 伸厚 

 
 
 
1. 研究専門委員会活動概況 
 
 東工大 二ノ方 壽,  ナイス 内藤俶孝、 CRC ソ

リューションズ 石塚龍雄 
 
 計算機の発達に伴い機器の性能、安全性、現象の推移等

を、計算機によるシミュレーションの解析結果から推定す

る試みが増大し、それに伴い、計算による推定精度を評価

することの重要性が増してきている。原子力工学を構成す

る分野は炉物理、放射線挙動、熱流動等多くの分野で独立

に「計算による推定精度の評価」が行われてきたが、各分

野での現状を調査し、共通の考え方と課題を整理する目的

で、本研究専門委員会は平成 14 年 4 月に設置された。以

降 2 年間の活動概況を報告する。 
 調査活動は、下記の分野別に、それぞれの専門家が計算

結果評価法について調査した結果について報告し、全員で

検討する方式で進めた。対象分野は、①核データ、②核臨

界、③放射線遮蔽、④構造強度、⑤熱流動、⑥炉心設計、

⑦原子炉動特性、⑧原子炉安全解析、⑨放射性廃棄物処

理・処分、⑩環境影響評価である。 
 研究専門委員会は 14 年度、15 年度ので計 11 回開催さ

れ、以下の項目について報告、および検討が行われた。 
第 1 回：｢計算結果評価の一般的方法についての考察｣、「最

適評価コードによる統計的安全評価について」 
第 2 回：「多次元非線形系におけるレスポンスサーフェイ

ス構築のための随伴系を用いた一般化感度解析法につい

て」、「臨界実験ベンチマークでの誤差評価法と未臨界実験

シミュレーションによる未臨界度」 
第 3 回：「モンテカルロ法による遮へい計算結果の評価法

について」、「熱水力最適解析コード及び不確かさ評価手法

の現状」 
第 4 回：「核データと積分検証・精度評価と信頼性評価」 
第 5 回：「気象シミュレーションの現状」 
第 6 回：「地層処分の長期安全性に関する計算結果の評価

法について」、「BWR 核熱カップリングのモデルと検証に

おける課題」 
第 7 回：「計算結果評価法の一般的方法のまとめ方につい

て」 
第 8 回：「原子炉の熱流動（安全評価解析）の信頼性評価

に関する問題」 
第 9 回：「ドラフト作成に当たっての分野別目論見」 
第 10 回：「2004 年学会春の年会での報告内容」 
第 11 回：「報告書作成に当たっての分野別構想」 
 研究専門委員会の 1 年延期申請が認められたので、16
年度には「計算による推定精度の評価」に関わる各分野の

調査結果をまとめるとともに共通の考え方と課題を整理

し、報告書を作成する予定である。 
 春の年会では、上記 10 分野の内、①核データ、③放射

線遮蔽、⑧原子炉安全解析、⑤熱流動分野における調査結

果について報告する。 
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2.  核データ分野における検証手法

（Verification method on Nuclear Data） 
 

住友原子力      山野 直樹 

   SAEI            YANANO NAOKI 
  

（抄録）典型的な核データである，核構造データ，

核分裂収率データ，遅発中性子データ，崩壊熱デー

タ及び中性子断面積データの検証方法についてレビ

ューする。 
 

キーワード：核データ，核構造，核分裂収率，遅発

中性子，崩壊熱，中性子断面積，精度，検証 

 

１．はじめに  

核データとは，工学，理学，医学をはじめとする

さまざまな分野で必要とされる，原子核の反応，壊

変およびその構造に関わるデータの総称であり，崩

壊データ，断面積データがその代表的なものである。

原子核に関する核データは，測定値を基に何らかの

手法を用いて評価した値（推奨値）である。そのた

め，この評価値には必ず誤差が存在するという特徴

がある。我々は，データを用いて｢もの｣を設計し，

製作し，使用するとき，その｢もの｣が設計した通り

に性能を発揮し，かつ安全に使えるかどうかを検討

する。ところが，その設計の最初に用いられるデー

タが誤差を持つ評価値であるならば，設計した｢も

の｣においても，その誤差の影響を検討し，設計時に

目的とした性能が得られるかどうかを確証する必要

がある。そのためには，最初に使われるデータの誤

差を何らかの方法で見積もらなくてはならない。こ

こでは，核データの精度および妥当性を検討するこ

とを｢検証｣と定義して，典型的な核データである，

核構造データ，核分裂収率データ，遅発中性子デー

タ，崩壊熱データ，中性子断面積データの検証方法

についてレビューする。 

２．評価法の検討概要  

 評価済核構造データファイル ENSDF は核種のエ

ネルギー準位とその崩壊に関する実験データの集大

成であるが，測定値をそのまま格納しているのでは

なく，数値情報が論理的に見て正しいかどうかを評

価して格納されている。その検証は，遅発中性子や

崩壊熱などの積分実験を通して行われる。 
 核分裂収率データは，核分裂の直後に生成する核

種（Fission Product: FP）の生成確率である。原子

炉で重要な 235U や 239Pu のような核種については，

熱中性子，高速中性子や 14MeV 中性子入射による

測定値が得られており，それらの実験結果を再現す

るような系統式が作成されている。 
 遅発中性子データは原子炉動特性の鍵を握る重要

な核データであり，核分裂によって生成される約

1000 種類の不安定核種のなかで，β崩壊に伴う数

100 核種（遅発中性子先行核）から放出される。と

ころが，ENDF/B-VI に格納されている 272 の遅発

中性子先行核の核分裂収率データ，崩壊データを用

いて総和計算によって求めた遅発中性子数は積分実

験で得られた測定値と 10 %程度の差がある。 
 崩壊熱データは，原子炉の停止直後における FP
やアクチノイド核種の崩壊とその崩壊系列の放射性

核種から放出されるα, β, γ線が物質に吸収され

熱エネルギーとなる時間依存のデータである。崩壊

熱は LOCA や DNB の安全性評価に特に重要である。

崩壊熱データの検証には，崩壊熱の積分実験データ

と前述した核構造データ（崩壊データ）および核分

裂収率データを用いた総和計算による比較が行われ

る。 
 中性子断面積データは，断面積測定実験（微分実

験）を基に評価されるが，必要なエネルギーや角度

範囲の値を全て測定できるわけではないので，原子

核理論による理論計算を駆使して，実験値を再現す

る原子核理論モデルを構築し，その計算値を用いて

必要なエネルギー・角度範囲の全ての断面積データ

を評価している。断面積データの検証方法としては，

断面積評価時点における微分実験と原子核理論によ

る誤差・共分散評価手法と，積分実験の結果を用い

た積分検証手法がある。 
３．おわりに  

 核データの検証手法はほぼ確立していると言える。

しかしながら，検証に不可欠な実験データは不十分

であるのが現状である。核データの精度検証の信頼

性を高めるためには，より多くの微分・積分実験が

望まれる。また，JENDL-3.3 では主要 20 核種に対

して共分散を含む誤差データが評価され格納された。

この誤差データは核データを評価する際に，実験デ

ータの誤差や原子核理論模型による断面積計算の誤

差を評価して与えられており，核データの信頼性を

評価するうえで非常に有効な情報である。誤差デー

タが与えられると，断面積誤差による適用体系の予

測誤差を評価することができる。核データの利用に

おいても，この誤差データを考慮した精度検証手法

の開発が今後の課題である。 
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3.モンテカルロコードによる遮蔽計算とそ

の結果の評価 
(Shielding Calculation with the Monte Carlo 
Codes and Evaluation of the Results)  

 
ARTECH   植木 紘太郎 

      UEKI KOHTARO 

 

１．緒 言 

近年におけるコンピュータシステムの急速な発展、

並びに、MCNP コードに代表されるようなユーザー

に優しく汎用性の高いモンテカルロコードの公開等

により、モンテカルロコードを利用するユーザーが

急速に増加している。モンテカルロ法もディスクリ

ートオーディネイト Sn 法と同様に基本的にはボル

ツマン輸送方程式を解く手法であるが、後者が偏微

分方程式を決定論的に解く手法あり、計算結果には

誤差が明示されないのに対し、モンテカルロ法は積

分方程式を乱数を用いた統計的手法によって解く計

算法であるため、計算結果には常に統計誤差が伴い、

その大きさによって計算結果の信頼性が評価される

ことになる。 
２．評価法の検討概要 

 MCNP コードは米国のロスアラモス国立研究所で

開発された汎用中性子―粒子モンテカルロコードで

あり、現在、MCNP 5 まで公開されている。MCNP 4A 

になってモンテカルロ法固有の統計処理に関しても、

従来の相対標準偏差(fsd)に新たに 9 個のチェック項

目が加わり、計 10 項目のチェックポイントが設定さ

られているので、ユーザーはそれに従って結果の信

頼性を評価することになる。 

 上記のようにモンテカルロ計算結果の信頼性は計

10 項目のチェック項目があるが、まず、fsd が小さ

いことが信頼性ありと評価される第一の目安であり、

MCNP コードでは第一表に示すようなガイドライ

ンが作られている。 
ここで、点検出器タリーに対する信頼性ありと評

価される fsd として<0.05 とされており、他のタリー

の<0.1 の 1/2 になっている。点検出器タリーの fsd
を効率よく低減するには点検出器の近傍での粒子の

衝突が少なく、一般には周囲は空気あるいはボイド

が好ましい。計算点が物質中であれば、面交差タリ

ーあるいは飛程長タリーの方が fsd を効率よく低減

する。 
３．今後の課題 

 中性子に関しては fsd を信頼性ありと評価される

0.1 以下（点検出器タリーに関しては 0.05 以下）す

ることは、適切なセルの分割と各セルに対する適切

な WWB (Weight Window Bounds)等の設定により、

解決することが比較的容易に可能である。しかし、

核分裂生成物ガンマ線のように、0.5 MeV 以下の低

エネルギーガンマ線の発生確率が圧倒的に高いガン

マ線源の場合、鉄、鉛等の高密度遮蔽体深層透過問

題においては今日の高速計算システムを持ってして

も遮蔽体透過後の特に高エネルギースペクトルに対

する fsd が大きく、その低減が大きな課題となって

いる。 
 
 

 

第１表 fsd に対するガイドライン 

fsd の範囲 タリーの特性 
0.5 ~ 1 

0.2 ~ 0.5 
0.1 ~ 0.2 
< 0.10 
< 0.05 

無意味 
ファクター2 ~ 3 

信頼性が多少疑われる 
一般に点検出器を除いて信頼性あり 

点検出器に対し信頼性あり 
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4. 安全評価分野における精度検証 
(Verification of the Accuracy of Safety 
analysis) 

 
三菱重工   澤田 隆 

        SAWADA TAKASHI 

１． 緒言 

 BE コードと統計的手法を組み合わせた安全解析

手法は、従来の EM（評価モデル）および保守的な

入力条件に基づく解析の過度な保守性を排し、安全

裕度を適正化できるより合理的な手法である。米国、

仏、独では BE（最確評価）コードと統計的手法を用

いた許認可用の安全解析が行われている。ここでは

BE コードの例として LOCA（冷却材喪失事故）解析

コードについてコードの検証方法の例と精度につい

て論じる。また、統計的手法には、いくつかのアプ

ローチがあるので、それらの特徴を比較し、統計的

手法の精度＝誤差要因を論じる。 
２．BE LOCA コード 

 米国 NRC では、BE コードとして使用するために

は、CSAU（Code Scaling  Applicability and Uncertainty 
Evaluation Methodology ） と い う 手 法

（NUREG/CR-5249）でコードの妥当性を評価する。 
この手法の特徴の一つは、主要現象の抽出とそのラ

ンク付け（PIRT：Phenomena Identification and Ranking 
Table）の作成である。主要現象とは、最終的に判断

基準に照らして評価する物理量、LOCA の場合は

PCT（Peak Cladding Temperature）の計算結果に影響

を与える現象であり、この主要現象が結果に与える

影響の大きさを整理した表が PIRT である。BE コー

ドでは、影響が大きい主要現象を適切にモデル化し

ている必要がある。 
第二の特徴がコードの妥当性を確認するための検

証マトリックスである。検証は個別の現象に対する

モデルの妥当性を検証する個別効果試験の解析と、

全体的な現象を正しく模擬できているかを見る総合

効果試験の解析とからなる。個別効果の検証では、

どの実験ではどの現象の検証をするべきかを整理し、

検証すべきモデルに抜けがないように整理したもの

が検証マトリックスである。この他、各試験はスケ

ールモデルで実施されることが多いので、実機に適

用するため重要な評価モデルのスケールの外挿性も

評価し、実機規模での適用妥当性も確認する。 

この CSAU 手法により、NRC に認可されている

BE LOCA コードの例としてウエスティングハウス

社の WCOBRA/TRAC がある。WCOBRA/TRAC では

特に重要な原子炉容器内は擬似３次元（サブチャン

ネルモデル）で、二流体を蒸気、水､液滴の３領域の

非平衡モデルで表し、８保存式を解いている。配管

は１次元モデルとし、５保存式を解いている。わが

国でも、わが国の審査指針への適用性を高め、また

新しい知見を取り入れた MCOBRA/TRAC が開発さ

れている。 
３．統計的手法 

 統計的手法の基本的な考え方は、入力パラメータ

や物理現象を表すモデルには不確かさやバラツキ

（例：初期燃料線出力、熱伝達率）があり、これら

のパラメータの確率分布を入力して計算すれば計算

結果、例えば PCT もある確率分布を有する解として

得られるということである。 
 具体的には、それぞれのパラメータをランダムサ

ンプリングして設定した１組の入力を用いて BE コ

ードで計算すると、対応する１点の PCT が得られる。

これを多数回繰り返すと PCT の出現頻度分布が得

られることになる。この分布から 95％累積値をとり

判断基準と比較する。 
 BE コード、特に BE LOCA コードは計算にある程

度の時間を要する。そこで、多数回の繰り返し計算

を避けるため例えば以下の方法が採られる。確率分

布を有するパラメータの幾つかを選定して、その変

動が結果に与える影響を定量的に評価してレスポン

スサーフェスを作成し、このレスポンスサーフェス

上でパラメータをランダムサンプリングすることに

より PCT の分布を求める。あるいは、順序統計法を

利用して数十回の計算で 95％累積値〔以上の値〕を

求める方法などがあり、それぞれ得失や固有の誤差

要因がある。 
４．結言 

海外では BE（最確評価）コードと統計的手法を用

いた安全解析が、合理的設備対応による出力アップ

などに活用されている。わが国でも手法の開発と実

機適用の研究が進められており、その成果の適用が

待たれる。 
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5. 熱流動分野における精度検証 
茨城大学 田中伸厚 

 
支配方程式が非線形である熱流体分野において数

値解析は重要な役割を果たし、最近では、極力モデ

ル化を行わず解像度を上げて機構論的に支配方程式

を解くアプローチが注目されている。しかし、工学

的には妥当な計算時間で解の得られる簡易解析の方

が現実的であり、また、詳細化が精度向上に結びつ

かないケースもある。そうした場合、得られた解析

結果がどの程度の定量的誤差を含んでいるのか（精

度を有するか）、という誤差評価（精度検証）が重

要である（現時点では、そうした評価は困難なため、

数値解析の援助による設計ではその分大きな裕度が

必要で最適化やコストダウンの妨げとなっており、

もし、数値解析結果の誤差が定量的かつ手軽に評価

できれば、工学的にも多大なインパクトを与えるで

あろう）。その誤差評価の方法は、「直接（的）評

価法」と「間接（的）評価法」の二種類に大別でき

る。 
「直接評価法」は、解析対象となる問題の数値解

析結果に含まれる誤差を直接的に評価する方法であ

る。誤差には、主として、モデル化誤差、離散化誤

差、計算誤差の三つが存在する（図 1）。 モデル化

誤差は、現象を数学モデルに変換する際に生じ、初

期値や物性値などの不確かさに起因するものであり、

その代表的な直接評価法としては感度解析法がある。

計算誤差は、丸め誤差や桁落ち誤差といった計算機

に由来する誤差であり、その問題解決のため精度保

証付き計算法などが研究されている。 離散化誤差は、

微分方程式から代数方程式への離散化に伴い発生す

る誤差である。この離散化誤差を評価するため、離

散化パラメータを変化させて離散化誤差とその依存

性を推定する直接評価法が提案されているが、一般

には多大な労力を要する。離散化誤差は、数値解析

特有のものであり、重要性は十分認識されているわ

りに有効的な直接評価法は存在せず、今後はこの分

野の発展が期待される（学会の報告では、離散化誤

差の直接評価法の一例として、感度解析法を発展さ

せ離散化誤差の影響を調べる手法について簡単に紹

介した）。 

一方の、「間接評価法」は、目的とは別の問題を

対象として誤差を間接的に評価する方法である。ベ

ンチマーク解析を行い手法の妥当性や精度の評価を

行う方法は間接評価法の一つである。これは、適切

な検証問題を設定し、正解を実験データや理論解、

詳細解析による解などで与え、それと比較すること

によりコードの精度を検証するものである（このア

プローチは「原子炉における熱流動数値解析の現状

（1986）, 日本原子力学会」などの報告書にまとめ

られている）。現時点ではこうした間接評価法の方

が直接評価法と比べ現実的で実用的なため多用され

ているが、検証問題が（対象問題との間に）普遍性

を持つように適切に問題を設定することが難しい

（言い換えると、間接評価法では対象問題と検証問

題の間にも誤差が存在し（図 1）、その評価が難し

い）。 

（検証）問題

数学モデル
（e.g.微分方程式）

数値モデル
(e.g.代数方程式）

計算機上での解析
(e.g.コード、データ）

（対象）問題

モデル化

離散化

コード化

(a) モデル化誤差

間接評価法
の誤差

(b) 離散化誤差

(c) 計算誤差

解析結果  

図1 数値解析と誤差 
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計算結果評価法研究専門委員会活動報告 

 
第９回「計算結果評価法」研究専門委員会 

議事録 
 
 
日時：平成 1５年１０月２８日（金）13：30～18：
00 
場所：東工大 大岡山北１号館１階会議室 
出席者：二ノ方 壽（主査、東工大）、澤田 隆（三

菱重工）、植田 浩義（原環機構）、 
山口 彰（ＪＮＣ）、山野 直樹（住友原子力）、池

田 秀晃（テプシス）、 
植木 絃太郎（ＡＲＴＥＣＨ）、片山 昇（原情シ）、

津田 勝弘（原燃工）、 
佐治 悦郎（原安委）、西村 元彦（川重）、松原 聖
（冨士総研）、 
内藤 俶孝（ナイス）、石塚 龍雄（ＣＲＣ） 
                             

（順不同、敬称略） 
配布資料 
９－１第８回議事録（案） 
９－２計算結果評価法専門委員会 分野毎の総括委

員および担当委員 
９－３核臨界計算 
９－４放射線遮蔽 
９－４（２）核データの積分検証 
９－５構造強度 
９－６熱流動 
９－７炉心設計 
９－８ＢＷＲサブチャンネル解析 
９－８（２）ＰＷＲサブチャンネル解析 
９－９安全解析 
９－９（２）ＦＢＲ安全解析コード SIMMER-Ⅲ 
９－１０放射性廃棄物処理・処分 
 
議事内容 
１．第８回議事録案の検討をおこなった。議事内容

４、５において放射性廃棄物処理・処分が抜け落ち

ているので付け加える。その他は了承。 
２．計算科学部会ホームページに本委員会の議事録

の掲載をまた、ニュースレターに活動報告の掲載を

依頼することとした。 

３．第８回において核データは放射線遮蔽に入れる

とのことであったが、核臨界や炉心設計等複数分野

にて言及することより独立して扱うこととした。 
４．報告書作成に対する各分野での進捗状況を検討

した。各分野状況説明に対するコメントは下記のと

おり。 
４－１核データ（山野委員） 
核データでは中性子断面積だけではなく、崩壊デー

タ、核分裂収率等核データに関連する項目全般を対

象とし、レビューペーパー的にまとめる。計算結果

に与える影響は各分野にて論じることとする。 
他の物性値に関しては核データの精度ほど要求され

ないのでここでは論じないこととする。 
ページ数に関しては制限を付けない。 
核データの報告書内での位置付けは事務局で検討す

る。 
４－２核臨界（内藤委員） 
核臨界を全般的に俯瞰する。 
輸送容器（格子系）だけでなく、溶液系も考慮する。 
IESBEP（国際ベンチマークデータ）の説明も入れる。 
連続エネルギーモンテカルロとそれ以外の解析手法

との違いを入れる。 
未臨界計算結果の取扱い方（１σか３σか等）を入

れる。 
４－３放射線遮蔽（植木委員、石塚委員） 
どういう条件、精度であれば QAD 法が使えるか整

理する。 
QAD、Sn とも誤差の要因となる項目、Sn のｎや Pl
のｌ等について記述する。 
C／E で計算精度を評価するが、この結果がどのよう

に利用されるかを記述する。 
QAD や Sn とモンテカルロとの計算結果の比較（誤

差の議論）を行う。 
４－４炉心設計（片山委員） 
炉型（軽水炉、高速炉）ごとに記述する。ガス炉は

除外する。 
軽水炉の最近の計算手法は核熱以外ではＰ、Ｂとも

に共通であるので特にＰ、Ｂと分けて記述しない。 
３章には添付表の説明を記載する。 
精度検証では現状を全般的に記述し、トピックスと

してＭＯＸを言及する。 
データライブラリの精度検証についても記述する。 
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４－５構造強度 
笠原委員欠席のため余り議論せず。 
「疲労強度」以外についても包括的に、あるいは全

体の「構造強度」の議論の中で位置付けを記載して

はとの意見があった。 
４－６熱流動（山口委員） 
解析手法よりは検証方法や精度を重点に記述する。 
７件の繋がりを明確にするため、二相流も含めて全

体のマトリックスの中でどこに位置付けられるかを

記載する。 
４－７原子炉動特性（堀田委員欠席、津田委員、池

田委員） 
精度検証に関してＰＷＲも記載するかどうか検討す

る。 
沸騰サブチャンネル解析コードは熱流動に入るので

はとの意見があり、該当分野にて調整する。 
４－８原子炉安全解析 
  （ 時間切れにて細かな説明なく、とくにコメ

ントなし ） 
４－９放射性廃棄物処理・処分（梅木委員代理、植

田氏） 
計算結果の検証より品質保証に重点を置いている。 
 
その他 
次回は１２月８日（月）とし、今回のコメントを反

映した概要書を持ち寄り審議する。 
以上 
 
 

第 10 回「計算結果評価法」研究専門委員会 
議事録 

 
 
日時：平成 1５年１２月８日（月）13：30～17：30 
場所：東工大 大岡山北１号館１階会議室 
出席者：二ノ方 壽（主査、東工大）、澤田 隆（三

菱重工）、植田 浩義（原環機構）、 
山口 彰（JNC）、山野 直樹（住友原子力）、田中 

伸厚（茨城大）、 
植木 絃太郎（ARTECH）、津田 勝弘（原燃工）、

佐治 悦郎（原安委）、片山 昇（原情シ）、西村 元
彦（川重）、笠原 直人（ＪＮＣ）、笠原 文雄（Ｊ

ＮＥＳ）、堀田 亮年（TEPSYS）、内藤 俶孝（ナ

イス）、石塚 龍雄（ＣＲＣ） 
                            

（順不同、敬称略） 
配布資料 
１０－１ 第９回議事録（案） 
１０－２ 原子炉動特性（TEPSYS 堀田委員） 
１０－３ 構造強度（ＪＮＣ笠原委員） 
１０－４ 乱流解析（川重西村委員） 
１０－５ 放射線遮蔽（ＣＲＣ石塚委員） 
１０－６ 炉心設計（原情シ片山委員） 
１０－７ 核データの検証（住友原子力山野委員） 
１０－８ ＢＥコードの和訳について（三菱重工澤

田委員） 
１０－９ ２００４年春の年会 企画セッション提

案書 
１０－１０原子炉安全解析（ＪＮＥＳ笠原委員） 
 
議事内容 
１．第９回議事録案の検討をおこなった。議事録案

の４－６、４－７を下記のように変更する。 
   ４－６熱流動・・・ 
解析手法よりは検証方法や精度を重点に記述する。 
７件の繋がりを明確にするため、二相流も含めて全

体のマトリックスの中でどこに位置付けられるかを

記載する。 
   ４－７原子炉動特性・・・ 
精度検証に関してＰＷＲも記載するかどうか検討す

る。 
沸騰サブチャンネル解析コードは熱流動に入るので

はとの意見があり、該当分野にて調整する。 
  また、議事録を計算科学部会のＨＰには内容を

簡素化して掲載することとし、内容は幹事に一任す

る。 
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２．核臨界計算を対象として報告書作成内容に関し

て議論があった。対象分野で使用される主たる計算

コードが複数ある場合にはそれらの計算手法、誤差

要因等を俯瞰的に記述し、その上で特定コードに関

して記述してはとの提案があった。 
３．原子炉動特性（TEPSYS 堀田委員） 
  BWR におけるプラント動特性モデルに関する

説明があった。モデルの検証方法に関して熱、圧力

等の個々のモデルに対する試験検証は行われている

が、モデル全体としての検証に対して実測可能項目

が少ないことより実プラントへ適用された場合の精

度検証方法の難しさが説明された。 
炉心設計（原情シ片山委員） 
第９回会合資料の改訂版について説明があった。当

説明に対する議論では熱やボイドに関する記述を増

やしてはとのコメントを受けて、核と熱を分けて本

分野では静的な核特性だけを取り扱うとの意見と、

核熱カップリングに意義があり分離は難しいとの意

見があった。ボイドに関しては熱流動分野にて記載

してはとのコメントがあったが、片山委員より、熱

やボイドに関して記述を増やし次回に各委員にて検

討願うこととで了解された。 
構造強度（JNC 笠原委員） 
第８回会合資料に構造強度分野全体を俯瞰した内容

を追加した改定版の説明があった。Validation, 
Verification 等の、分野にまたがった共通用語の定義

を本委員会で記述することとした。 
原子炉安全解析（JNES 笠原委員） 
OECD/NEA における不確かさ評価活動と題して

LOCA 解析を対象として不確かさに関する国際的な

グループ活動の説明があった。原子炉安全解析分野

では、CSAU 手法を含めて Best Estimate 評価と誤差

評価を中心に報告書で記述されるが、本資料はその

大枠の中に追加される付属的な位置づけとなる。 
７．乱流解析（川重西村委員） 
  熱流動分野の一事例として乱流解析による内部

流れの検証解析例が紹介された。熱流動分野では、

乱流解析の他、構造と熱の連成解析、自由液面解析、

流体と構造の熱伝達係数、精度評価等の議題がある

旨の説明があった。 
その他 
１）２００４年春の年会企画セッションでの当専門

委員会発表は、内藤、山野、植木、澤田および田中

委員に依頼することとした。 
２）資料１０－８の BE コードの和訳はメールにお

いて各委員に紹介されていることよ 
り発表は省略した。 

  ３）資料１０－５の放射線遮蔽の発表は次回へ

延期とした。 
  ４）次回会合日時は、２月９日（月）１３：３

０からとした。 
以上 
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第１１回「計算結果評価法」研究専門委員会 
議事録 

 
 
日時：平成 1６年２月９日（月）13：30～17：30 
場所：東工大 大岡山北１号館１階会議室 
出席者：二ノ方 壽（主査、東工大）、澤田 隆（三

菱重工）、山口 彰（JNC）、山野 直樹（住友原子

力）、田中 伸厚（茨城大）、植木 絃太郎（ARTECH）、      

津田 勝弘（原燃工）、清水 武司（東芝）、西村 元
彦（川重）、笠原 直人（ＪＮＣ）、内藤 俶孝（ナ

イス）、石塚 龍雄（ＣＲＣ） 
 （順不同、敬称略） 
 
配布資料 
１１－１ 第１０回議事録（案） 
１１－２ 「環境影響評価分野」報告書概要（茨城

大 田中委員） 
１１－３ Ⅲ分野名：構造強度（ＪＮＣ笠原委員） 
１１－４ 「計算結果評価法」専門委員会報告書骨

子（案；改２） 
（炉心設計分）（三菱重 澤田委員） 
１１－５ 熱流動：サブチャンネル解析コードの執

筆方針概要（TEPSYS 堀田委員） 
１１－６ 分野名：放射線遮蔽 （ＣＲＣ石塚委員） 
１１－７ 委員会報告書におけるコードの説明につ

いての提案（TEPSYS 堀田委員） 
１１－８ 「計算結果表評価法」研究専門委員会報

告書の作成方針（案）（ナイス内藤委員） 
１１－９ 「計算結果表評価法」の研究の進め方 
１１－１０原子力学会 計算科学技術部会企画セッ

ション 予稿（５編） 
１１－１１「計算結果表評価法」研究専門委員会 設

置期間延長申請書 
１１－１２原子炉動特性（原燃工 津田委員） 
 
議事内容 
１．第１０回議事録案の検討をおこなった。議事録

案の下記のように変更する。 
   ２．核臨界を対象として・・・ 
対象分野で使用される主たるコード・・・ 
俯瞰的に記述し、その上で特定コードに関して記述

してはとの提案があった。 
   ５．構造強度 

Validation、Verification 等の、分野にまたがった共通

用語の定義を本委員会で記述することとした。 
   ７．乱流解析 
     ・ 流体と構造の熱伝達係数、精度評価

等の課題がある旨の説明があった。 
 
２．環境影響評価（茨城大田中委員） 
  報告書作成方針の説明があり、了承された。ま

た、平成１６年度上期を作成の目標時期とする旨の

説明があった。 
３．構造強度（ＪＮＣ笠原委員） 
  第１０回の報告内容へのコメントを反映して報

告がなされた。議論の中でモデルや誤差が一意的に

決められないため、たとえばモデル（数学、物理、

数値）、誤差（プログラム、モデル、入力データ）、

事務局にて特徴をまとめた案を作成することした。 
遮蔽（ＣＲＣ石塚委員） 
報告書内容に対して数式を簡潔にする、引用文献番

号を記載してはとのコメントがあった。また、遮蔽

分野において核データから群定数を作成する手順を

記述することとした。 
原子炉動特性（原燃工津田委員） 
  第９回の報告内容へのコメントを反映して報告

がなされた。 
熱流動（TEPSYS 堀田委員欠席のため、内藤委員

が一部代読） 
コード概要は誤差要因となる項目は記述するが、な

るべく簡潔になるようにすることとした。 
報告書作成方針（ナイス内藤委員） 
報告書作成方針に関して説明があり、下記のように

決まった。 
１）報告者内の図表等は著作権を考慮して自作とす

る。 
２）資料１１－８の３－１０に放射性廃棄物処理処

分を入れる。 
  ６．定義・考え方の整理 を４．一般的方法 の

後ろに入れる。 
３）定義に関しては、内藤委員が定義を要する項目

をまとめることとした。 
以上 
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平成 16 年度計算科学技術部会役員 

 
 
部会長  岡 芳明  東京大学大学院 
副部会長  二ノ方 壽 東京工業大学 
副部会長  内藤  正則 (財)原子力発電技術機構 
副部会長  功刀 資彰 京都大学大学院 

 
 
総務委員会 
委員長：二ノ方  壽 東京工業大学 

宮崎 則幸 九州大学大学院 
井上 直樹 日本原子力研究所 
笠原 文雄 原子力発電技術機構 
白川 典幸 東芝ソリューション 

 
 
経理委員会 
委員長：内藤 正則 (財)原子力発電技術機構 

片岡 勲  大阪大学大学院 
梅木 博之 原子力発電環境整備機構 

 
 
広報委員会 
委員長：功刀 資彰 京都大学大学院 

田中 伸厚  茨城大学 
佐治 悦郎 (株)テプコシステムズ 

北田 孝典 大阪大学大学院 
羽間 収  日本原子力研究所 

 
 
企画委員会 
委員長：高木敏行  東北大学 

横川 三津夫 産業技術総合研究所 
越塚 誠一 東京大学大学院 
吉村 忍  東京大学大学院 
湊  明彦 株式会社日立製作所 
巽 雅洋  原子燃料工業株式会社 
山田 進  日本原子力研究所 

 
 
出版・編集委員会 
委員長：山口 彰  核燃料サイクル開発機構 

蕪木 英雄 日本原子力研究所 
池田 秀晃 (株)テプコシステムズ 

 
表彰委員会 
委員長：岡 芳明  東京大学大学院 

二ノ方 壽 東京工業大学 
内藤 正則 (財)原子力発電技術機構 
功刀 資彰 京都大学大学院
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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る。今年 3 月に稼動を始めた地

球シミュレータのように、地球全体の温暖化現象などを包括的に模擬しようとい

う研究が典型的な活動である。  

一方、原子力研究の歴史では、中性子物理を中心として、実験では全てを模擬

出来ない場合、数値実験により技術の進歩を図ってきたし、原子力工業界の活動

でも炉心設計、燃料熱水力、安全設計、構造設計、耐震設計など多くの分野で計

算工学の技術を活用してきた。しかしながら、これまでの技術活動においては、

実験と解析技術が車の両輪のように結合して進歩してきたが、今後は Design by 

Analysis あるいは Computer-Aided R&D (CAR&D)という、解析技術に重心を置いた

設計研究活動が中心になってきつつあると考える。 

解析手法についても、従来の差分法等の枠を超えたメッシュフリー手法等いく

つかの新しい手法が試みられ実用化されつつある。また計算機についても、超大

型から PC レベルまでの並列機が本格的に用いられ、幅広いハード環境が整いつつ

ある。 

さらに、原子力分野の特徴として技術継承は大変重要なテーマとなりつつあり、

解析の妥当性、信頼性の確保を目的としたベンチマーク解析等、解析技術自体に

重点を置いた活動も必要になってきた。 

このような状況下で、原子力に係わる全ての計算工学の分野の研究者が一堂に

集まり､計算工学の研究をとおして交流することは、原子力が培ってきた研究技術

をさらに発展させ、より広く社会貢献を行なう上で意義の深いことと考え、本部

会の設立を提案する。 

関連する分野として、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を想定しているが、応用数理等、

関連学協会との連携も視野に入れ、さらに広範な計算工学分野にわたることも考

えられる。 
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 ニュースレター第３号をお届けいたします。部会員各位には原稿執筆、素材提供などで多大なるご

協力を頂きました。出版・編集小委員会メンバー一同、この場を借りて心よりお礼申し上げます。 
昨年度の創刊号、第 2 号をさらに発展させ、読みやすく、部会員の興味を引く内容とするために力

を尽くす所存です。計算科学技術部会に相応しく、特徴あるニュースレターとするため、各位のご協

力、ご支援をお願い申し上げます。 
 出版・編集小委員会では、ニュースレターの内容や当部会の出版・編集一般に係わる活動について、

部会員の皆さまのご意見、ご要望、ご提案を常時歓迎いたします。ご意見等を当小委員会メンバーま

でお寄せください。  
                              （山口 彰） 
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