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ADVENTURE Impact によるローマの古代建築物パンテオンの衝撃解析。パンテオンを 200 万自由度

メッシュでモデル化して、建物底部を振動させることによる応力波の伝達を解析。表紙グラフィ

ックスは応答変位を 2000 倍に強調したもの。ADVENTURE プロジェクトからご提供頂きました。
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金のコード、銀のコード、銅のコード 

 
名古屋大学 工学研究科 

マテリアル理工学専攻 量子エネルギー工学分野 
山本 章夫 

 
昔、あるところに原子炉の解析を生業とする若者がおりました。この若者は、原子炉のさまざまな解

析を行っており、その仕事ぶりには定評がありました。 
ある時、急に原子炉の解析評価が必要になりました。そこで、若者は使用する解析コードを携えて仕

事場に急ぎました。仕事場への途中、池のほとりに差し掛かったとき、あまりにも急いでいたので、若

者は持っていたコードを池の中に落としてしまいました・・・コードがないと仕事ができません。 
若者が困っていると、池の中から神様が現れて若者に尋ねました。「若き解析の勇者よ。おまえが落

としたのはどのコードかな？」と金のコード、銀のコード、銅のコードを若者に見せました。神様の説

明によると、それぞれのコードは、次のようなものでした。 
 
金のコード:非常に高い究極の予測精度を持っている。計算時間は 1週間。 
銀のコード:まずまずの予測精度を持っている。計算時間は 1分。 
銅のコード:予測精度は良くないが、使えないわけではない。計算時間は 0.1秒 
 
さて、もしもあなたが「解析の勇者」であれば、どのコードを選ぶでしょうか？ 
 
これに対する答えは千差万別だと思います。しかし、コードの開発業務に関わっている人は「金のコ

ード」を、設計業務に関係する人は「銀」もしくは「銅」のコードを選ぶ傾向があるのではないかと思

います。(実際、某メーカで炉心設計業務を担当している人に上の質問をすると、ほとんどの人が「銀の
コード」を選ぶと答えていました。) 
一般に設計業務では、様々な設計案を繰り返し解析評価し、よりよい設計に仕上げるプロセスを踏み

ます。このとき、いくら計算精度が高くても、長い計算時間を要するコードでは、繰り返しによる最適

化を十分に行うことができません。一方、計算時間が短いと、繰り返し設計を行うことはできますが、

計算精度が低いことから結果に余裕を見込む必要性が生じ、やはり最適化は難しくなります。 
この議論は、計算科学が実際に使われている現場、つまり設計業務においては、計算精度と計算時間

は同様な意味(価値)を持つ場合があることを示しています。(個人的には、これを「計算精度と計算時間
の等価性」と名付けています。) 
計算科学の醍醐味の一つは、詳細なモデルによる解析を大規模計算で行うことにより、新たな現象や

原理を明らかにすることであると思います。そのため、計算科学の研究・開発では、大規模・高精度計

算が脚光を浴びることになりがちです。しかし一方で、「計算精度と計算時間の等価性」という観点か

ら、計算時間を短縮するための研究も同じように重要であると私は考えています。 
計算時間の短縮に関しては、「計算機の能力向上を待つ」という考え方もあると思いますが、効率的

巻巻巻頭頭頭言言言 
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な加速アルゴリズムや解析モデルの開発によって、まさにオーダーが変わるほど計算時間が短縮される

のは、さほど珍しい話ではありません。また、計算機が速くなっても効率的なアルゴリズムや解析モデ

ルの価値が下がるわけでもありません。同様な観点から、計算機のハードウエア(アーキテクチャ)に適
合した計算アルゴリズムの開発も重要であると思われます。 
近年の計算機能力の向上により、やや軽視されていた感がありますが、計算時間を短縮することは、

(少なくとも設計業務において)計算精度を向上させることと同様の価値があるのです。この点を改めて
認識しつつ、バランスの良い計算科学の発展に少しでも寄与できれば、と考えております。 

 
平成 18年 2月 9日 記 
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最適評価コードによる安全解析への取り組み 

株式会社東芝 
河村真一郎 

 

 

 

 

1) 安全解析手法に関する近年の動向 

  現行の設置許可申請における「運転時の異常な過渡変化」及び「事故」の解析（安全解析）で

は、安全評価審査指針の定める判断基準に照らして、解析結果が最も厳しくなるように解析条件

を選定している。炉心一点炉近似など簡略モデルで求める解析結果の不確かさを、充分に保守的

な入力条件で考慮しておく必要があるためである。近年、詳細な核熱水力モデルを用いる最適評

価と、その評価の不確かさを統計的に扱うことで、安全裕度を適正化しようとする手法の研究が

国内外で進んでいる。 

  この分野の研究は、1970 年代の米国における原子炉冷却材喪失事故（LOCA）の安全研究に遡

る。原子炉の複雑な熱流動を現実的、精緻に解析する最適評価コードの開発と、現象メカニズム

の様々な実験研究の長年の蓄積によって、1980 年代後半に米国 NRC で最適評価コードを安全解

析へ適用することが可能と判断され、ECCS認可基準（10CFR50.46）が改訂された。最適評価モ
デルを使用する際には、解析評価の不確かさを考慮することが要求され、その具体的なガイドラ

インとして CSAU手法（Code Scaling, Applicability, and Uncertainty Evaluation Methodology）が NRC

から発行された[1]。同分野の安全研究はドイツ GRS など欧州でも独自に進展し、1990 年代より

OECD／NEAの国際会議などで情報交換や議論がなされてきている。 

  他方、原子炉の核熱結合の安定性研究などに関連し、炉心の空間動特性を詳細に解析する核熱

水力 3 次元動特性モデルが開発・実用化されるようになり、最適評価コードの適用対象は LOCA

にとどまらず、過渡・安定性の全般に広がってきた。 

  CSAU手法は LOCAの安全研究を背景としながらも、内容的には過渡解析を含め最適評価コー

計算機能力の向上と合わせ、数値計算技術の高度化は各種の原子力解析の精度向上に寄与

し、様々な高精度解析コードの開発が今日においても進められています。原子炉の設計解析に

おいて、現象をより微視的な素過程に分解して数学的に表記し、これを数値的に解くことで優

れた事象再現できるコードは“最適評価コード”と呼称されます。近年、この最適評価コード

を原子炉の安全解析に適用する動きが欧米を中心に進められ、また、国内でも議論が開始され

つつあります。 
 そこで、平成 9～12 年度に日本原子力学会「原子炉計算手法の高度化」研究専門委員会で
議論された事項の中から“最適評価コードによる安全解析への取り組み”を取り上げ、ご報告

者よりあらためて本ニュースレターのために技術報告として纏めて頂きました。 
（編集部 記） 

一一一話話話一一一言言言  
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ドを用いた汎用的な安全評価手法とされる。本稿では、CSAU 手法に基づいた安全解析手法の概

要と、最適評価コード TRACGの適用事例を紹介する。 

 

2) CSAU手法の概要 

i) CSAU手法の経緯 

米国の安全解析は、1970年代中頃に保守的評価を基本に許認可体系が確立されたが、特に LOCA

解析の保守性を適正化することを目的に、コード開発と実験研究はその後も推進された。これら

の研究の蓄積に基づいて、1983年 11月に NRCは、最適評価コードを用いた統計的な PCT評価の

方向性を明示した[2]。その後、最適評価コードの使用を考慮して、1988年9月にNRCが10CFR50.46

と Appendix-Kを改訂し、翌 1989年の 5月には、最適評価コード使用の際の基本的なガイダンス

を提示した[3]。同年12月にCSAUと呼ばれる詳細手法が、NUREGレポートとして発行された[1]。 

 

ii) CSAU手法の内容 

CSAU の NUREG レポートは、Introduction，Part-A，Part-B，Appendix で構成されており、

Introductionは背景の説明、Part-Aは手法の説明、Part-Bは PWRの LBLOCAへの適用事例、Appendix

は各種解説・バックデータである。手法の基本的な内容は、Part-Aにその全体が記述されている。 

CSAU手法は、STEP1～STEP14の作業モジュールで体系化されている。これらの STEPは、使

用する解析コードの妥当性などに関わる「適用性評価」の STEP と、「不確かさ評価」に関わる

STEPの、大まかな 2種類の STEPに区別すると分かりやすい。これを表 1に示す。 

「適用性評価」に関して様々な STEPを構成しているのは、もともと CSAUが解析に使用するコ
ードを限定しておらず、コードの適用性や妥当性の提示について、作業手順や要求を細かくして

おく必要があるためと考えられる。 
  CSAU は、最適評価モデルの提示とその検証、さらに安全解析への適用まで、評価手法の全体

を整理して体系化したものである。その開発経緯から LOCA解析を当初の対象としてまとめてい

るが、手法そのものは LOCA解析に限定しない汎用手法としており、過渡解析などへの適用も認

めている。 

  CSAU のポイントは、最適評価コードの固有の事情により構成されている部分であり、解析モ

デルが詳細になったことに伴う保守性のとり方に関わる部分である。具体的には、パラメータを

ランキング化する PIRTの作成（STEP3）、不確かさパラメータの定量化（STEP9,11）、統計解析

（STEP13）が挙げられる。 
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表 1  CSAUの作業 STEP 
  CSAU   作業内容 適用性評価 不確かさ評価 
・STEP1 ： 評価事象の定義     －      － 
・STEP2 ： プラントの定義     －      － 
・STEP3 ： PIRTの作成     ○      ○ 
・STEP4 ： コードの定義     －      － 
・STEP5 ： コード解説（モデル／検証）     ○      － 
・STEP6 ： コード適用性評価     ○      － 
・STEP7 ： 検証データベース作成     ○      － 
・STEP8 ： プラントノーディング定義     ○      － 
・STEP9 ： コードの不確かさ定義     －      ○ 
・STEP10： スケール効果の評価     ○      － 
・STEP11： 初期運転状態の不確かさ定義     －      ○ 
・STEP12： 感度解析（ﾊﾟﾗﾒｰﾀ個別）     －      ○ 
・STEP13： 感度解析（全ﾊﾟﾗﾒｰﾀ同時）     －      ○ 
・STEP14： 不確かさ考慮の解析結果     －      ○ 

 

iii) PIRTの作成（STEP3） 

  CSAUの STEP3の PIRTは、もともとは CSAUのアプローチの一部として開発されてきたが、

現在では CSAUの安全評価だけでなくコード開発や試験計画など他方面への応用が報告されてい

る。PIRT作業の概略は、評価対象となる過渡現象を同定、分析、整理した上で、評価目的に沿っ

て抽出した項目ごとに重要度を定義（ランキング付け）することである。 

  CSAUでは、階層分析法（AHP）などに基づいて PIRTを作成し、この PIRTに基づいてコード

の適用性を確認し、不確かさ評価や感度解析および統計解析を行う手順としている。要するに、

ブレーンストーミングによって重要パラメータを抽出し、それらについて感度解析を行うことで

解析結果の統計的な上限値を定めようというものである。このように、PIRTは抽出した重要パラ

メータの根拠書として位置づけることができる。 

 

iv) 不確かさパラメータの定量化（STEP9, 11） 

  CSAU で扱う不確かさパラメータには、解析モデルに関するモデルパラメータと、初期運転条

件に関するプラントパラメータがある。これらの不確かさは、検証試験データなどに基づいて定

めることになるが、その不確かさの分布については定義が困難な場合が多いため、正規分布や一

様分布を仮定するのが普通である。パラメータにバイアスを考慮する場合、正規分布であれば不

確かさ範囲をµ±σとし、平均µにバイアス分を含める。一様分布であれば上下限をバイアス分シ

フトさせる。 

  この他、CSAU ではプラントモデルや機器・系統のコンポーネントモデルのノーディングが与

える影響に触れている（STEP8）。ノーディングを変えることで解析結果に影響する可能性があ

れば、それをノーディングの不確かさ分として解析結果にバイアスとして考慮するか、あるいは
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ノーディング自体を標準化して不確かさ要因の対象から排除する などの対応が必要になる。ま

た、CSAUで他に強調されているものにスケール効果による不確かさがある（STEP10）。これは

熱水力などの分離効果試験の検証解析が、スケールアップしたプラント規模でも、同様に妥当な

結果を与えるかどうかの議論である。このスケール効果についても、上記ノーディングと同様に、

必要に応じて解析結果のバイアスなどによって考慮する。 

 

v) 統計解析（STEP13） 

  CSAU では、不確かさ評価の統計解析について、その具体的な方法を指定していない。CSAU
の主旨は、抽出したパラメータの不確かさを、解析結果の中で組み合わせて考慮することにあり、

その具体的な手法までは重要視していないと考えられる。なお、解析結果の確率的表現を 95%上
限とすることについて、NRCは、標準的な engineering practiceに沿うものであるとし、これを
認めている（Regulatory Guide 1.157）。 
 
3) 不確かさ評価手法 

i) 感度解析と統計解析 

  最適評価コードを用いて安全解析を行う場合、安全余裕
を適正に考慮する必要がある。安全余裕は、解析モデルや

解析条件の不確かさを適切に定量化することで得られる。

不確かさを考慮するのは解析結果に影響の大きいパラメ

ータであり、このような不確かさパラメータは PIRTによ
って抽出する。個々のパラメータの不確かさを定量化し、

相互に独立なモンテカルロサンプリングによって不確か

さパラメータを分散させて感度解析を実施すると、安全パ

ラメータの不確かさ分布が得られる（図 1）。この統計的
な上限値を、不確かさを考慮した解析結果とする。統計的

な上限の定め方を以下に説明する。 
 

ii) 順序統計量に基づく許容限界 

  モンテカルロ法を用いて、複数の不確かさパラメータについて同時感度解析を 59ケース行った

場合、その最大値が 95%確率／95%信頼度の上限値になる。安全パラメータの分布を限定せず、

必要解析ケース数を理論的に定めることができる点がメリット。半面、最大値に着目するため、

評価結果の再現性にバラつきが予想される点がデメリット。これは  感度解析による個々の安

全パラメータの解析結果を順序統計量として扱い、その統計的上限を許容限界として求める方法

である。 

  標本数 Nの順序統計量 Xを考え、その r番目のものが母集団の少なくとも 100α%を含む確率が

100β%の許容限界（tolerance limit）であるとする時、次式が成立する[4]。 

 ( )N
ii

r
i N i⎛

⎝
⎜

⎞
⎠
⎟ − ≥

=

−
−∑

0

1

1α α β  

TRACG Process
Models

PDF1 PDFNPDF2

X1=PDF1(SEED1) X2=PDF2(SEED2) XN=PDFN(SEEDN)

Key Output Parameter (ie. CPR)

PDFY=Yi(i=1...M)

Yi=F(X1,X2...XN)

 
図 1  TRACGの感度解析 
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ここで
N
i

⎛
⎝
⎜

⎞
⎠
⎟ は二項係数であり、βを信頼係数と呼ぶ。この式で r=Nと置くと、α=β=0.95として N

の最小値は 59になる。同様に r=N-1で 93、r=N-2で 124となり、100ケースの解析結果がある場

合、2番目に大きい結果が 95%確率／95%信頼度の上限値となる。 
 ( )∆ ∆MCPR Max MCPR i95 95/ =  i = 1～N，N=59～92 

 ( )= 2nd Max MCPR i∆  i = 1～N，N=93～123 

 

 

iii) 正規分布に基づく許容限界 

  同様にモンテカルロ法を用いて、不確かさパラメータの同時感度解析を行い、安全パラメータ

のばらつきの標準偏差から 95%確率／95%信頼度の上限値（許容限界；～2σ程度）を求める。標

準偏差を用いることでばらつきのスムージン

グを行い、評価の再現性を安定できる点がメリ

ット。半面、必要な解析ケース数を理論的には

定義できず、経験的に決めることになる。また

正規分布が前提となるため、適合度検定が必要

になる。正規分布の許容限界は次式で与える

[5]。 
 ∆MCPR k95 95/ = +µ σ    

ここで、µは感度解析の∆MCPR の平均、σは

標準偏差、kは許容限界係数であり、数表などから得る（図 2参照）。 
 
4) TRACGコードの適用 

i) 解析評価条件 

  最適評価コード TRACG[6]は、3次元中性子動特性モデ

ル、2流体モデルを備え、原子炉の空間動特性を解析評価

する。解析モデルは熱水力の各種分離効果試験から実プラ

ント試験まで広範に検証されており、プラント解析モデル

は図 3 に示すようなコンポーネント体系のノーディング

で標準化されている。 

 解析条件は、設計ノミナルを基本とし、解析結果に影響

の大きいパラメータについては、そのパラメータの不確か

さを感度解析によって考慮する。感度解析ケース数につい

ては、ここでは 100とした。 

 

ii) PIRTの定義 

  安全解析で適正な安全裕度を見込むには、解析評価の不確かさの適切な考慮が必要になる。解

析評価の不確かさは、具体的なプロセス挙動に応じて個別モデル要素の寄与が様々になる。設計

1.0

2.0

3.0

4.0

0 20 40 60 80 100

標本数N

許
容
限
界
係
数
 

K

N=∞でK=1.645

 
図 2 許容限界係数（95%確率 95%信頼度） 

図 3  ABWRプラント解析モデル 
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過渡事象を解析するに必要なモデルパラメータ全てが、事象

タイプや炉型によって固有の影響度を持つ。その影響度は、

安全パラメータ（MCPR）に対する感度であり、これを重要

度ランキングという尺度で整理することによって、考慮すべ

き不確かさパラメータを抽出することができる。 

BWR 過渡の安全解析の場合、クリティカルな安全パラメ

ータは MCPR である。MCPR は、燃料棒表面の遷移沸騰に

対する余裕を表現するものであるため、燃料チャンネル内部

熱流動の過渡変化に強い相関を持つ。中性子動特性や燃料棒

の伝熱特性は、加熱という点で熱流動に影響する。チャンネ

ルの圧損特性や再循環ポンプのコーストダウン特性は炉心

流量の変化に関わり、冷却材の除熱という点で影響する。主

蒸気管の形状や圧損特性は、圧力上昇挙動に関わり、沸騰現

象に直接影響する。このような観点から、プラント一次系に

属する主要な系統・機器のパラメータおよび熱流動に関わる

各種プロセスパラメータを挙げる。こうして抽出・列挙され

たパラメータリストには、2つの役割がある。ひとつは、使

用する最適評価コードが、それらのパラメータを解析できる、

あるいは解析モデルとして考慮しているというチェックリストとしての役割である。もうひとつ

は、それらのパラメータ個別に重要度を定め、安全解析で影響度の大きいものをスクリーニング

する役割である。このように、PIRTにはコード適用性を示し、かつ不確かさ評価の根拠を与える

2重の意味合いがある。 

PIRTの重要度の定義は、9ランクで行い、さらに Low(1-3)、Moderate(4-6)、High(7-9) の 3段階

に分ける。これらのランキングは、設計エキスパートのブレーンストーミングや、必要に応じて

解析的な検討を併用して定める。PIRT は、標準的な設計情報として管理されるべきものであり、

炉型や事象タイプ別に作成する。表 2は、BWRプラントについて Highランクのパラメータを示

すものであり、対象事象は圧力過渡変化である。圧力過渡では、炉心ボイド変化に伴い出力が大

きく上昇するため、核特性や炉心熱水力に直接・間接に影響するパラメータのランキングが高く

なる。これらのパラメータの不確かさは、分離効果試験やコンポーネント試験の検証結果に基づ

いて定量化される。各パラメータの不確かさの分布は、正規分布の仮定を基本とするが、分布の

仮定が困難な場合には、上下限を定めて一様分布を仮定する。 

 

iii) 負荷遮断解析への適用 

PIRTによって抽出され定量化された不確かさパラメータは、安全パラメータの不確かさの要因

となる。不確かさパラメータ全てを組み合わせ、原子炉の動特性を伝播して形成される安全パラ

メータの不確かさは、統計的な計算によって得られる。まず不確かさパラ  メータ設計ノミナ

ル条件としてこれを基本ケースとする。そこで各パラメータの不確かさをモンテカルロサンプリ

ングによって同時に組み合わせ、TRACGの感度解析を行う。安全パラメータ∆MCPRの不確かさ

の同時分布を求め、この正規性についてカイ 2 乗適合度検定を行い、95%確率 95%信頼度の許容

 

 Model Parameters  
Parameter Rank
Void Coefficient 9
Doppler Coefficient 8
Scram Reactivity 7
3-D Kinetics/Power Shape 8
Interfacial Shear in Channel 8
Subcooled Voiding in Channel 7
Pellet Heat Distribution 7
Pellet Heat Transfer Parameters 7
Gap Conductance 8
Void Collapse in Channel 7
Core Pressure Drop 7
Void Profile/Two Phase Level 7
Recirculation Pump Coastdown 

7Separator Carryunder 
7Separator L/A
7Separator Pressure Drop 

7

Steam Line Pressure Loss Coeff. 
9Steam Line Geometry 
9

Critical Flow of Relief Valve 8

Plant Parameters 
Parameter
Initial Reactor Power 
Initial Reactor Pressure 
Scram Insertion Speed 

 

表 2   Highランクの 
PIRTパラメータ 
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限界を計算する。このようにして不確かさを考慮した適切な∆MCPRの上限値を定めることができ

る。感度解析ケース数は、既述の通り 100ケースとした。 

  図 4は感度解析による∆MCPRのばらつきをプロットしたものである。不確かさパラメータ全て

を同時にランダムに変化させることで、∆MCPRの結果もばらつく。このばらつきの分布プロット

したのが図 5である。この分布について、カイ二乗の適合度検定を行ったところ、有意水準 5%で

正規性は棄却された。感度ケースが 100 の場合、順序統計量の許容限界は、3.2 節の記載式で

α=β=0.95 とすれば r=2 となる。∆MCPR の 2 番目に大きな値がこれに対応し、感度解析の結果か

ら許容限界は 0.09となった。 

BWRの過渡変化の中で、負荷遮断は熱的に厳しい代表事象のひとつである。負荷遮断に伴い原

子炉の圧力と出力が上昇するため、過渡時に燃料の熱的余裕が減少する。TRACGをこの解析に適

用すると、炉心の中性子束分布の歪みなど空間動特性を現実的に考慮するため、炉心の熱流動の

挙動は複雑になる。従来の安全解析コードでは、これらの過渡現象を詳細に扱えないため、入力

条件を厳しくして充分に包絡的な解析結果を得るように配慮していた。現行の安全解析ベースに

よるレファランス結果では 0.13となる。 

 

iv) 給水加熱喪失解析への適用 

 給水加熱喪失は、負荷遮断と同様に、熱的に厳しい代表事象のひとつである。給水加熱喪失は、

給水温度の異常な低下に伴い炉心入口流量の温度も低下し、ボイドフィードバックにより原子炉

出力が徐々に上昇する事象である。 
  図 6 は感度解析による∆MCPR のばらつきをプロットしたものである。給水加熱喪失では、原
子炉の出力は徐々に上昇して整定するが、その上昇量が大きければ、中性子束高設定に至りスク

ラムが動作し、その時点でMCPRは直ちに回復する。図 7は、∆MCPRのばらつきの分布をプロ
ットしたものである。この分布について、カイ二乗の適合度検定を行ったところ、有意水準 5%
で正規性は棄却されなかった。感度ケースが 100 の場合、正規分布の許容限界は、3.2 節の図 2
より標準偏差の約 1.9倍のバイアスによって与えられる。感度解析の結果から、95%確率 95%信
頼度の許容限界は 0.11となった。 
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  図 4  ABWR 負荷遮断・感度解析 
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  図 5  負荷遮断∆MCPRの適合度検定 
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  給水加熱喪失は、準静的な過渡変化であり、炉心入口流量の温度低下と原子炉出力の上昇に伴
う炉内の出力分布の変化を考慮することで、∆MCPR の緩和効果が大きくなる。現行の安全解析
ベースのレファランス解析結果で、∆MCPRは 0.15である。 
 
5) まとめ 

  最適評価コードTRACGとCSAU手法に基づいた不確かさ評価手法を過渡安全解析に 適用し、

安全余裕の適正化を試みた。不確かさパラメータの抽出には PIRT手法を用い、  これらのパラ

メータのモンテカルロサンプリングによって感度解析を行った。得られた 安全パラメータ

∆MCPR の不確かさ分布について適合度検定を実施し、その許容限界を 95%確率 95%信頼度につ

いて求めた。現行の安全解析手法に基づくレファランス解析結果に 比べて楽な結果が得られ、

最適評価手法の有効性を確認した。このように、最適評価コードを用いることで安全余裕を適正

化することで、今後のプラント設計の合理化や、運転性の向上が期待される。 
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日本原子力学会・熱流動部会主催、計算科学技術部会共催 

秋季セミナー「Dr フォーラム」報告 

 
企画委員長 上出 英樹 

 
計算科学技術部会との共催で、熱流動部会では学位取得後数年の方々を講師に迎え、学位論文
での研究成果を講演いただき、次代を担う若い方々を会員各位に紹介するとともに、今後の活動
への激励を行うことを趣旨として秋季セミナー「Dr.フォーラム」を開催している。これまで、北
海道（洞爺湖温泉）、福島（J-Village）、静岡（富士、裾野）、京都（真如堂）と４回にわたって
開催し、企画として定着してきた。今年も昨年に引き続き、熱流動部会と計算科学技術部会の共
催で、「2005 年秋の大会」（八戸工業大学）の最終日（9/15）より１泊２日の日程で開催すること
ができた。 
 当日は八戸工大から本八戸駅を経て八戸駅まで、バスとディーゼル列車を乗り継ぎ、駅前に立
つ 8 階建ての近代的な宿泊施設と会議施設を有するユートリー八戸地域地場産業振興センターに
到着した。ここに新進気鋭の講師 6名を含め、昨年の実績を上回る 29 名の参加者が集まった。 
 杉山 憲一郎 熱流動部会長の挨拶に続き、初日４名、２日目２名の講師から以下の順に講演と
質疑を合わせて 1 件 40 分から１時間の発表が行われた。座長は初日を山口 彰教授（大阪大学）、
２日目を阿部 豊教授（茨城大学）に担当頂いた。 
 
・ 画像方程式法による可視化フィールド解析に関する研究（遠藤 久氏：東北大学） 
・ 三次元 TWO-WAY 気泡追跡モデルに基づく気泡流予測に関する研究 （牧野 泰氏：三菱重工） 
・ 中性子拡散・燃焼カップリング計算（CANDLE 燃焼制御方式）（大岡 靖典氏：原子燃料工業） 
・ 高温融体中への水ジェットの貫入と直接接触沸騰に関する研究（柴本 泰照氏：日本原子力
研究所） 

・ Anisotropic turbulence modeling for accurate thermal hydraulic simulations（Dr. Emilio Baglietto：
東京工業大学） 

・ 格子ボルツマン法による水平層状二相流の界面成長及び変形に関する研究（海老原 健一
氏：日本原子力研究所） 

 
 熱流動が多いながらも計算科学の面から画像解析、炉物理解析を含む広範なテーマに対して、
次々と質問やコメントが出され時間が押してくるほど、それぞれ厳しくも暖かい白熱の議論が展
開された。例えば、画像解析のテーマでは、画像データを各位置で３原色の輝度を成分とするベ
クトル量とみなし数値演算を施すことで様々な特性を取り出す手法に、素人ながらもと手法の可
能性に促されるように質問が続いた。レイノルズ平均に基づく乱流モデルの開発として、矩形ダ
クトなどで見られる２次流れが評価可能な物理モデルを構築し、モデル定数を単純な体系でのDNS
などに基づいて定めることで一般化した研究では、研究の完成度の高さに驚嘆の声が聞かれると
ともに、その応用やモデルの一般性について議論が交わされた。紙面の関係で全部を紹介できな
いが、非常に幅広くかつ最先端の研究が紹介され、加えて十分な講演時間によりまとまった話が
聞けることで、参加者各位の研究心に火をつける結果となったものと思われる。 
 初日の夜には、白熱の議論により予定を 15 分程度繰り下げて恒例の懇親会を行い、地元の料理
に舌鼓を打つとともに参加者の親交を深める事ができた。二ノ方 壽 計算科学技術部会長の挨拶
の後、講師の方々から Dr.取得後の会社や大学での研究に関する感想と今後への思いをお聞きし
た。翌日は午前中に後半２件の講演があり、午前 11 時過ぎにプログラムを無事に終了した。会場
となったユートリー１階に設置された山車をバックに参加者の笑顔はご覧の通りであった。 

 来年は Dr.フオーラムが初めて実施された北海道の大地に６年ぶりに戻り、やはり原子力学会

秋の大会に合わせて開催する予定。読者の方々もぜひ熱い議論に参加していただければ幸いであ

る。 
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          ご講演の様子      傍聴者の皆様 

 

 

山車を背景に参加された皆様の集合写真 
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平成 17年度日本原子力学会計算科学技術部会部会賞 

受賞者の選考 
 

募集期限 平成18年1月16日(月)  贈呈(予定)日 平成18年3月24日(金) 

※募集は終了しました。 

 

 

 「日本原子力学会計算科学技術部会賞」第２回受賞候補者の推薦が終了し、現在、部会賞・受賞者

の選考が進められつつあります。受賞者の選考結果については次号に掲載予定ですが、以下に部会

賞の募集要領を紹介します。 

 

募 集 要 領          
 
１．受賞資格 原則として本部会部会員 

 

２．募集方法 正会員または賛助会員代表者の推薦による。(自薦・他薦を問わない) 

 

３．受賞対象 原子力における計算科学技術分野の発展、進歩に顕著な貢献を為した個人又はグルー

プとする。 

 

４．賞の種類等 

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。 

部会業績賞 計算科学技術分野において顕著な学術上又は技術上の業績のあった個人又はグループ

を対象とし、その主内容が原子力学会発行の「学会誌」，「英文論文誌」，「和文論文誌」，本学会主催又

は共催の国際会議論文集，本学会発行の図書に公表されたものを対象とする。関連する資料などを参

考として添付する。毎年 2名以内もしくは 1 グループ以内とする。 

部会ＣＧ賞 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又はグ

ループを対象とする。その主内容が本学会発行の「学会誌」，「英文論文誌」，「和文論文誌」，本学会主

催又は共催の国際会議論文集，本学会発行の図書に公表された研究論文および技術報告，あるいは

本学会の「春・秋の大会」で口頭発表されたものを対象とする。毎年２名以内もしくは1グループ以内とす

る。 

部会奨励賞 計算科学技術分野において顕著な学術上又は技術上の業績のあった４０歳未満(平成１７

年３月３１日において)の個人を対象とし、その内容が本学会発行の「学会誌」，「英文論文誌」，「和文論

文誌」，本学会主催の国際会議論文集，本学会発行の図書に掲載された研究論文および技術報告，あ

るいは本学会の「春・秋の大会」で口頭発表された成果を対象とする。毎年３名以内とする。 

部会功労賞 計算科学技術部会の発展に顕著な功労のあった個人を対象とし、毎年２名以内とす

る。 

その他   

部会業績賞・部会ＣＧ賞・部会奨励賞は，募集期限を起点とする過去の3年間に公表された原子力平和

利用に関する学術および技術上の優秀な成果を対象とする。ただし，複数の会員が共同してなした成果

であっても，受賞者は原則として 3 名以内とする。 

上記のいずれの賞も、該当する対象がないときは授与しないものとする。 
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５．賞 本賞は表彰楯又は賞状とする。 

 

６．応募方法 所定の推薦書に必要事項を記し，正本 1 部，コピー3 部および論文別刷などの参考資料

各 4 部(図書は 1 部)を添付して部会長へ送付して下さい。なお，部会ＣＧ賞については、当該表示・可視

化技術によるＣＧ(静止画あるいは動画)の代表的事例(ＣＤ１枚)を添付してください。 

 

７．募集期限 平成 18 年 1 月 16 日（月）必着〔下記「応募先」の項参照〕 

 

８．選考結果の通知 選考結果は，平成 18 年 2 月中旬に通知する。 

 

９．贈呈(予定) 平成 18 年 3 月 日本原子力学会 2006 年春の年会 計算科学技術部会総会時 

 

10．その他  「受賞概要」を計算科学技術部会ホームページ及びニュースレターに掲載する。なお、部

会ＣＧ賞については、添付されたＣＧを、ホームページ又はニュースレターの表紙等として使用させてい

ただくことがあります。 

 

11．選考 計算科学技術部会内に表彰委員会を設置して選考を行う。なお，受賞候補者および推薦者

は表彰委員会委員にはならない。 

 

 

応募先 日本原子力学会 計算科学技術部会部会長 二ノ方 壽 

〒152-8550 目黒区大岡山 2-12-1 N1-5 

東京工業大学・原子炉工学研究所 
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「原子力耐震計算科学」特別専門委員会活動報告 

 
第１回「原子力耐震計算科学」特別専門委員会 
平成 16年 2月 10日（火） 日本原子力研究所計算科
学技術推進センンター（出席 14名） 
議事 
（１）本研究専門委員会設立の趣旨について （吉村主

査ほか） 
本研究専門委員会は，近年進展の著しい計算科学に

着目し，計算科学技術に基づき上記課題の解決策を探

ることを目的とする．具体的には，長期にわたる人工的

励震や地震力を受ける軽水炉・高速炉・革新炉などの

各種原子力発電設備において生じる振動・破断・倒壊

事象の高精度モデリングとシミュレーション，システム・

機器の地震動や人工振動事象における経年劣化の影

響の診断や予測，シミュレーションデータと計測データ

の連携といった計算科学研究テーマについて検討する．

特に中核を担う振動現象に関しては，ポンプ機器振動

などの人工的な振動や，流動励起振動，熱的収縮・膨

張振動などの振動現象にかかわるシミュレーション技術

の課題も広く検討する．また，原子力安全の基準などの

整備にも役立つような技術検討も含める．こうした調査

研究の集積の１つの成果として，シミュレーション技術を

用いた原子力発電設備向けの 3 次元仮想振動台のコ
ンセプトの確立を目指す． 
（２）活動内容について （吉村主査ほか） 
原子力耐震計算科学の研究開発プロポーザルを最終

目標とする．検討課題案として，シミュレーションでどこ

までできるのか，シミュレーションでの実験代替性（限界

耐力），シミュレーションと実験との融合による合理的な

実証法，DB（知識）＋シミュレーションの組合せ，ターゲ
ット問題の設定が挙げられた．活動方法については，ブ

レインストーミング，調査，文献，アンケート，講演等が

挙げられた． 
以 上 

 
第 2回「原子力耐震計算科学」特別専門委員会 
平成 16年 3月 10日（火） 日本原子力研究所計算科
学技術推進センンター（出席 17名） 
議事 
（１）大規模計算力学システムADVENTUREの最新開
発状況と３次元まるごと耐震シミュレーションに向けての

課題 (吉村主査) 
 大規模計算力学システムADVENTUREについて開
発経緯，機能概要が紹介された．数百から一億自由度

メッシュの丸ごと解析が可能であり，1000 プロセッサの

超並列計算機環境でも 90%を越える高い並列効率が
得られる．またライセンスフリーのオープンソースである．

解析事例として，ABWR 原子炉容器の CAD モデルと
6 千万自由度メッシュ，X 方向加速度を受ける AWBR
炉容器の変形解析，準静的地震荷重負荷時の AWBR
炉容器の変形と応力分布，内圧負荷時の AWBR 炉容
器の変形と応力分布が紹介された．その他，地球シミュ

レータへの展開，原子炉のフルスケール耐震解析に向

けての考え得る解析フローが紹介された． 
（２）実大三次元震動破壊実験シミュレーションシステム

の開発および米国 NEES計画の紹介 （佐藤委員） 
 地震動による構造物の損傷の開始から進展，さらに崩

壊に至かを高精度に予測するシミュレーション解析シス

テムの開発を目指している．実大三次元震動破壊実験

による構造物の損傷・崩壊過程のシミュレーションによる

再現，現象が危険性を伴い実験が不可能な条件の仮

想実験の実現により，構造物の耐震設計の画期的な高

度化の実現，構造物の耐震性の飛躍的向上，世界的レ

ベルの数値震動台の実現を目的としている．シミュレー

ション解析システムの機能概要，開発体制等が紹介さ

れた．また，米国科学財団(NSF)が立ち上げた研究計
画 で あ る NEES(Network for Earthquake 
Engineering Simulation)について紹介された．地震
災害の軽減，地震工学研究を実施するネットワークの構

築し，研究データ，計算機プログラム，研究施設の共有

化，離れた場所にいる研究者相互の情報交換を目的と

する．GridによるネットワークとしてNEESgridを構築し
ており，進捗状況が紹介された． 

以 上 
 
第３回「原子力耐震計算科学」特別専門委員会 
平成 16年４月２０日（火） 日本原子力研究所計算科学
技術推進センター（出席 14名） 
議事 
（１）大規模数値計算の地震災害予想への適用－断層

から構造物まで－（堀委員） 
 地震災害予測を目的とした計算科学の適用例の研究

紹介が行われた。まず、高精度・高分解能の振動予測

を行うための強振動シミュレーションについて紹介が行

われた。都市を計算機上で模擬したバーチャルシティ

に対してシミュレーションを行い地震動の影響を調べ、

計測された地震波と良好に一致する結果が得られてい

る。次に、設計行為や設計手順をオブジェクト化し共通

化することによって非専門家にも容易に理解できる耐震
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設計体系や既存のシミュレーションプログラムと全体を

取りまとめるカーネル及びプログラム間のデータ入出力

を行うためのメディエータにより構成される統合化地震

応答シミュレーションについて紹介され、大規模地中構

造物の設計支援シミュレーションについて利用されてい

ることが解説された。最後に地盤の解析的研究として断

層形状や破壊確率に関する計算について述べ、巨大

地震への備えとしての大規模数値計算の必要性を示し、

今後の理学的・工学的な耐震計算の課題について、特

に工学的な地盤解析の必要性について解説された。 
（２）その他 
委員会の今後の活動方針について議論が行われた。

今後の予定として、原子力耐震分野の問題点の調査や

研究課題の立案を行う旨の提案がなされた。 
 
第 4回「原子力耐震計算科学」特別専門委員会 
平成 16 年６月１日（火） 日本原子力研究所計算科学
技術推進センター（出席 14名） 
議事 
（１）構造物の振動特性の同定と構造設計における振動

予測と対策（吉村委員） 
 構造物の振動特性を同定するための手法と結果及び

振動特性を考慮した構造物最適化について以下の内

容の紹介が行われた。①構造物振動特性の同定法とし

て多自由度系の運動方程式を非連成化し、独立な１自

由度の運動方程式として解く実験モード解析について。

大規模な多自由度系の振動現象が低次の少数モード

のみの採用によって自由度を大幅に削減できる。②多

点加振の実験例について。偏分反復法、多点偏分法、

FRF の圧縮法、応答のみの測定に基づく振動解析の
解説。モード特定同定法の課題について。③基礎加振

による実験モード解析について門型はりを用いた実稼

動解析の応答解析について。④振動特定を考慮した構

造最適化手法として、設計開発における要求を満たす

ための部分構造合成法を用いた階層的最適化につい

ての紹介。部分構造合成法の逆問題への応用と大規

模構造の最適化問題を部分構造の最適化問題の組み

合わせに置き換える手法による自動車の簡易車体モデ

ルを対象とした適用の結果。目標とした固有振動数を

満たすことが可能であった。 
（２）その他 
現状の耐震設計についてのニーズや今後必要とされる

研究についての議論を行った。研究の方針として、地盤

-建物連成や建物-機器連成のシミュレーション、構造機
器耐力の予見が重要である。 

以 上 
 
第５回「原子力耐震計算科学」特別専門委員会 

平成 16年７月２０日（火） 日本原子力研究所計算科学
技術推進センター（出席 15名） 
議事 
（１）津波災害の予測と対策の現状（今村教授 東北大） 
 津波災害の現状、津波予測・観測技術と社会への警

報システムについて紹介された。内容は以下のとおり。

①災害情報の情報公開について：津波情報が地域住

民に与える影響、過去の津波災害の状況と課題点の考

察 ②TIMING システムの提案：津波災害低減を目的
とした津波監視情報の共有化、予測値の提供、津波の

知識や防災に対する啓蒙促進の重要性 ③津波の発

生機構について：断層モデル、津波による２次災害 ④

津波情報の高度化：観測された津波情報を用いて予報

の誤差を是正する手法、シミュレーションによる能動的

な予測、ITBL を用いた大規模計算、社会システムとの
融合 
（２）機器耐力試験（飯島委員） 
原子力機器の耐力試験の現状について説明が行われ

た。内容は以下のとおり。①地震 PSA（確率論的安全
評価）の概要：地震 PSA 評価フロー、機器損傷確率評
価手順、事故シーケンス解析 ②耐力試験の概要：機

器耐力と炉心損傷頻度との関係、地震 PSA のための
基礎データ整備、試験工程、実機試験と部分試験の手

順、試験での入力加速度の考察、振動増幅装置の概

要 ③横型ポンプ試験の方法と結果：基準入力波によ

るポンプ水力性能への影響測定 ④解析手法：横形ポ

ンプ動的機能限界の算定を目的とした耐力解析モデル

の策定、耐力評価の案 
（３）その他 
 本委員会の具体な成果作りのための研究内容につい

て紹介が行われた。 
以 上 

 
第 6回「原子力耐震計算科学」特別専門委員会 
平成 16年 9月 14日 日本原子力研究所計算科学技
術推進センター（出席 17名） 
議事 
 第 6 回委員会では酒井委員より三次元耐震破壊シミ
ュレーションの展望と題して地震時の建屋の破壊現象

や地盤非線形性を考慮した解析に関する研究の現状

について報告がなされた。詳細に建物の破壊を解析す

るためには弾塑性を考慮する必要があり、非線形現象

を正確に取り扱える技術を開発することが重要であると

の知見が得られた。材料特性のうち減衰の周波数特性

を考慮する必要性も示唆され、より詳細な解析を目的に

する際の改良点についての意見が多数交換された。こ

れによりシミュレーションの実験代替能力の調査の一助

とした。 
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第 7回「原子力耐震計算科学」特別専門委員会 
平成16年11月16日 日本原子力研究所計算科学技
術推進センター（出席19名） 
議事 
 第7回委員会では三次元建屋解析の現状を調査する
ために、鹿島建設兼近氏を招いて「三次元解析に関す

る最近の動向」と題する研究紹介が行われた。地震時

の建屋と地盤を対象にした三次元解析、従来のバネ質

点モデルと現在の三次元モデルとの長所短所の比較

や建屋 3 次元計算の結果、円形沖積谷や兵庫県南部
地震時の三次元動的解析例をもとに、三次元シミュレー

ション解析の必要性を強く認識することが出来た。その

結果、建屋と機械構造物の耐力を推定するために考慮

すべき課題・技術の調査の一助とすることができた。 
以 上 

 
第 8回「原子力耐震計算科学」特別専門委員会 
平成 17年 1月 25日（火） 日本原子力研究所計算科
学技術推進センター（出席 18名） 
議事 
（１）地震PSA技術と耐震設計・耐震安全評価への応用
（原子力安全基盤機構 蛯沢氏） 
 地震 PSA技術を用いた耐震設計・耐震評価の手法と
適用例について解説がなされた。内容は、①地震 PSA
の概要。JNES での地震 PSA 技術開発の歴史につい
て、内的事象 PSA と地震 PSA との違いと地震 PSAの
特有事項の説明、②地震 PSA技術の説明。地震 PSA
における重要地震動の範囲、地震 PSA の手順、地震
ハザード・フラジリティ・事故シーケンス評価手順、地震

PSA コード体系。③耐震設計・耐震安全評価への応用
の紹介。静的機器、動的機器の耐力評価手法の比較、

機器耐力試験の対象機器の選定方針、事故シーケンス

評価、イベントツリー・フォールとツリー解析、炉心損傷

頻度に寄与する重要地震動範囲、強地震動後の人的

過誤の考慮、複数機器の応答の相関係数評価手法の

説明。④地震 PSA から得られる有用情報。新設・既設
プラントの耐震安全性評価、AM 対策の選定と対策の

効果の確認（例：機器免震技術の導入）、耐震安全性の

維持・向上のための対策の立案と実施された対策の有

効性の確認について。⑤地震 PSA 手法の高度化。レ
ベル 1・2・3 の各レベルに関わる高度化の内容につい
て解説。 
（２）研究提案について検討 
 研究テーマ案「大規模地震を想定した耐力シミュレー

タの開発」について検討を行った。これは原子力システ

ムの耐力性能評価を流体場・構造場・地震場の連成問

題として解析することを目的としている。 

（３）事務連絡 
 成果報告書の作成、今年度の収支報告について連絡

があった。 
以 上 

 
第 9回「原子力耐震計算科学」特別専門委員会 
平成 17年 3月 16日（水） 日本原子力研究所計算科
学技術推進センター（出席 15名） 
議事 
（１）地震の能動的モニタリングセンサーを用いた地震防

災への応用と展望（熊澤氏） 
 原子力プラントの地盤と建物の相互作用を考慮する

際に重要となる表層地盤特性に関する評価手法の研

究・開発の現状を調査することを目的とし、先端的地下

構造モニタリングシステムであるアクロス：ＡＣＲＯＳＳ

（ Accurately Controlled Routinely Operated 
Signal System）について開発者の核燃料サイクル機
構熊澤氏による技術報告が行われた。内容は以下のと

おり。①アクロスの概要解説。アクロスは地震予知研究

計画への推進案として検討された。非可視の地下で起

こる非線形的な現象の予測と地下構造の状態を常時監

視する方法である。coherent な波（弾性波と電磁波）を
入力して応答を周波数領域で計測し、線形力学系とし

てのシステム関数を得て、これから物理的に意味のある

パラメータを決める。②送信信号の設計と制御における

工夫について。周波数変調信号の例と特徴及び最適

化手法の説明。③日本列島地下常時監視システムの

紹介。当面の予定である東海地震監視計画の取り組み

について解説。④原子力施設を対象にしたアクティブセ

ーフティ技術の開発におけるアクロスの影響。アクロスを

用いることで、原子力施設立地の事前評価と地震予測

が可能になる。原子力発電プラントの安全保障確立の

ための耐震シミュレーション・システム（3 次元仮想振動
台）の開発構想の紹介。 
（２）その他 
 当委員会で提唱する研究テーマ案について議論を行

った。第一案として作成した「大規模地震を想定した耐

力シミュレータの開発」を基に議論を進めた。地盤と建

物、建物と機器など、構造間の相互作用（連成）を考慮

するべきとの意見が出された。また、対象系（配管、炉

心、機器等）を絞り込む必要がある、との意見が出され

たため、より具体的なテーマ案を次回までにまとめて次

回委員会で再検討する。 
以 上 

 
第 10回「原子力耐震計算科学」特別専門委員会 
平成 17年 5月 17日（火） 日本原子力研究所計算科
学技術推進センター（出席 15名） 
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議事 
（１）原子力耐力シミュレータに関する研究開発（吉村主

査） 
 大規模有限要素法解析の原子力機器耐力評価への

適用性を調査するために、吉村主査より並列有限要素

法計算コード ADVENTURE を用いた原子力分野の
解析事例について紹介が行われた。内容は①

ADVENUTREの紹介。ADVENTUREプロジェクトの
概要・経過、開発の背景と目的について。数百～数千、

数万のＣＰＵを用いた超並列環境での利用を目的とし

たコードであり、構造-流体連成問題や設計解析に使用
できることを目的としている。②ABWR 原子炉容器の 3
次元丸ごと解析。従来の小規模モデルでは問題の不確

かさを安全率を掛けることでカバーしていたが、計算科

学技術の活用によって予測精度の向上を図る。3.5 千
万自由度メッシュと階層型領域分割法を用いた準静的

静応力解析を行った結果、問題点としてソルバーの収

束性の悪さが挙げられる。バランシング領域分割法によ

り改善を図る。計算結果の応力分布・変形履歴の可視

化図を用いた解説。③今後のターゲット問題について。

内部構造物付の原子炉容器の地震応答シミュレーショ

ン、地震荷重を受ける原子炉容器のスロッシング解析が

考えられる。 
（２）公募研究申請案について議論 
 当委員会で提唱する研究テーマ案について議論を行

った。これまで、研究テーマ案を具体化し推進してゆく

ために委員会として公募研究へ応募する方針で活動を

進めてきたが、この度科学技術振興機構（ＪＳＴ）の戦略

的創造研究推進事業（ＣＲＥＳＴ）へ応募する方針を固

め、内容について検討した。応募するテーマ案として

「大規模地震を想定した耐力シミュレータの開発」を幹

事側で作成し、それを元に委員による議論が行われた。

研究で明らかにすべき知見について（どの系を解析す

ることが耐震安全上重要であるか）、またどのようなデー

タを得ることが安全設計に役立つかについて意見が出

された。（議論された内容をもとに研究提案書を作成し、

5月 23日にＪＳＴへ応募した。）。 
以 上 

 
第 11回「原子力耐震計算科学」特別専門委員会 
平成 17年 7月 4日（月） 防災科学技術研究所兵庫耐
震工学研究センター（出席 14名） 
議事 
（１）E-ディフェンスについて（防災研井上氏） 
 先端耐震実験施設の調査を目的として、兵庫県三木

市に建設された実大三次元震動破壊実験施設（E-ディ
フェンス）に関して講演が行われた。内容は①E-ディフ
ェンス計画について。1995 年 1 月 17 日に発生した兵

庫県南部地震を契機に構造物の耐震安全性の検証の

必要性が認識されたが、実験室規模ではなく実大施設

の震動応答の研究のために E-ディフェンスは建設され
た。②震動台の能力・仕様に関して。E-ディフェンスの
震動台は最大搭載質量 1200 トン、搭載面積 20m×
15m であり、加振能力は水平方向に加速度 900cm/s2
速度 200cm/s 変位 100cm、垂直方向に加速度
1500cm/s2 速度 70cm/s、変位 50cm である。搭載質
量・面積・速度・変位は世界最大である。③今後の研究

計画に関して。ＲＣ構造物の安全限界測定、耐震設計

済み木造住居の安全性検証実験、地盤の加振実験等

が予定されている。 
（２）公募研究応募の報告 
 本委員会の活動の一環として、学技術振興機構（ＪＳ

Ｔ）野戦略的創造研究推進事業（ＣＲＥＳＴ）へ応募を行

った件について説明が行われた。研究課題は「大規模

地震を想定した原子力プラントの耐力シミュレータの開

発」であり、原子力設備の耐震安全性や機器の機能限

界を数値シミュレーションにより見極めることを可能とす

る耐力シミュレータの研究開発を目的としている。今後

も他の公募研究への研究提案を精力的に行ってゆく予

定である。 
以 上 

 
第 12回「原子力耐震計算科学」特別専門委員会 
平成17年10月7日（金） 日本原子力研究開発機構シ
ステム計算科学センター（出席18名） 
議事 
（１）「原子炉模型などの振動台実験映像」（前橋工科大

河西教授） 
 原子炉内構造物の設計時の振動安全実験・解析に関

する調査を目的に、前橋工科大河西教授を招いて講演

を行った。内容は①高温ガス炉炉心構造物の衝突振動

実験。1/5縮尺実験模型を用いた垂直面 2次元振動台
実験、水平面 2 次元振動台実験の結果。入力振動周
期と反力の関係についての考察。コンピュータを用いた

シミュレーション結果との比較。②実物炉心の 2 次元垂
直面地震応答解析。③CANDU 炉炉心の衝突振動。

1/5 縮尺 CANDU 炉炉心模型を用いた振動台実験の
結果。④プールのスロッシング。タンク構造中の水中配

管の挙動に関する実験。ブロックを内臓するプールのス

ロッシングと水の動きの可視化、スロッシング抑制技術

の開発について。 
（２）その他 
 平成17年10月より第二期の活動が開始された。前期
間の成果と延長の趣旨、今後の研究・活動項目につい

て報告が行われた。 

以 上
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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６号をお届けいたします。またまた、例年より遅れてしまい、ひとえに編集

担当の私めの責任です。。。 急なお願いにもかかわらず、表紙グラフィックスをご提供頂いた、

東大の吉村先生、巻頭言を頂いた名古屋大学の山本先生、技術報告をご執筆頂いた東芝の河村様、

小野様、本当に有難うございました。 
表紙グラフィックスは ADVENTUREによる地震応答波解析例です。現在の計算科学技術の象

徴のようなご研究の成果といえます。編者者ながら感動しきっております。すごい時代だな～と。 
日本原子力学会の標準委員会では様々な民間基準の策定が進められておりますが、昨年１２月

より統計安全手法に関する分科会がスタートしたことを聞きつけ、これに関連した技術報告を掲

載することにしました。計算技術の進展と原子力安全の結実が象徴される代表的な取り組みだと

思いますので、読者の皆様もご注目頂ければ幸甚です。 
 さて、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。  
（池田 秀晃） 
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