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プロジェクトの背景



事業の背景

平成24年度発電用原子炉等安全対策高度化技術基盤整備事業

 12程度の事業が並行して実施されている
 原子力発電施設に適用する制振装置開発に向けた基盤整備
 薄型コアキャッチャーの開発に向けた基礎整備
 シビアアクシデント時の水素処理システムの開発に向けた基礎整備
 高エネルギー密度蓄電池の火災防護対策に向けた基盤整備
 原子力緊急事態における作業支援機器に係るフィージビリティスタディ
 原子力緊急時対応資機材の整備・運用
 モデリング・シミュレーションの高度化
 水素安全対策高度化
 燃料露出過程における熱流動現象の解析手法の高度化
 フィルタベントの性能評価のための技術基盤整備
 シビアアクシデント時の燃料破損・溶融過程解析手法の高度化
 特殊環境下で使用可能な監視システム高度化

平成24年11月末からスタート
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研究の背景

背景
 米国産解析コードのソースコード非公開化の流れによる解析コードのブラックボ

ックス化
 プラント輸出時の独自コードの必要性
 シビアアクシデント規制要件化への対応

必要性
 安全の高度化に向けて基礎基盤となる部分については、国が主導して研究開発

を進め、技術基盤を整備する
 国産コード開発時のプロジェクト終了後におけるサポート体制の不備を回避
 コード開発に付随する実験データの取得やV&Vの体制整備
 人材育成

 モデリング・シミュレーションコードのあるべき姿を検討。（将来の目標設定）

 体制、精度評価方法、維持・活用に関する検討（目標達成のためのプロセスの検
討）
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プロジェクトの目的と実施概要

原子力施設プラントのモデリング・シミュレーション技術の開発や高度化に
向けて、我が国の原子力施設の安全を支える重要な技術基盤として、我が
国独自のモデリング・シミュレーション技術を開発し、その成果を反映した解
析コードやソフトウェア等の開発、それを継続的に活用していくための体制
について検討を行う。

具体的には、開発対象とする解析コードやデータライブラリを含むソフトウェ
ア等に関する情報の整理、開発・メンテナンス体制を含む開発方法・体制の
検討を行う。
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開発対象の
検討

開発・活用に
関する検討



今年度の事業実施の流れ
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① 国内外のソフトウェア等
利用の現状調査

② 国内のソフトウェア等
の開発動向の調査

各国で利用されているソフトウェア等

③ 海外のソフトウェア等
の開発動向の調査

海外ソフトウェア等の機能・
開発体制・保守活用体制

国内ソフトウェア開発
の現状 対比

国内での開発が必要な
ソフトウェア等

④ 国内のソフトウェア等に
関するニーズ調査

ユーザーが求める機能要件

⑤ 開発対象ソフトウェアに関する検討

開発対象ソフトウェア
と機能要件

開発の優先度

（１）開発対象の検討

モデリング・シミュレーション開発マップ

① 開発対象ソフトウェア等
の選定体制に関する検討

② ソフトウェア等の
開発体制の検討

③ ソフトウェア等の精度評
価・検証に関するデータの
現状調査と、評価・検証方

法の検討

④ ソフトウェア等の維持・
活用に関する検討

ソフトウェア等の選定／開発／精度評価・
検証／維持・活用の体制と方法（案）

⑤ コード試作によ
る検討結果の検証

⑥ 開発ポータルサイ
トの開設と運営検証

モデリング・シミュ
レーション
知識基盤

（将来）

（２）開発・活用に関する検討



モデリング・シミュレーション開発委員会

・委員会の役割：本事業で実施する各調査・検討項目に関して、その計画に関
する指導と、調査結果の評価（整理された調査結果から得られる知見や課
題の抽出）を行う。
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氏名 所属・役職 専門分野

委員長 可視化情報学、原子力安全工学、
原子炉熱流体工学

委員 可視化技術＊

委員 原子炉物理、炉心設計

委員 伝熱流動

委員 シビアアクシデント解析

委員 研究開発機関

委員 原子炉システム安全

委員 原子力関連解析コードの開発・普及

委員 原子力プラントメーカー

委員 原子力プラントメーカー

委員 原子力プラントメーカー



実施内容１（開発対象の検討）
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開発対象の検討

国内外の調査

国内

ソフトウェアの利用の現状を整理した上で、各機関の開発状況を整理

JAEA・・・PRODASに登録されているコードの整理、利用状況、開発状況

JNES・・・規制側の国産コード開発の状況

メーカ3社によるアンケート調査

外国

米国・・・CASL、NEAMS等の国家プロジェクト

欧州・・・SARNETによる欧州全体のコミュニティ、ASTECコード

韓国・・・MARSコード、SPACEコード

中国・・・COSINEコード
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１．国内におけるソフトウェア等の利用の現状と開発動向

１）国内のソフトウェア等の利用の現状

a)公開コードの利用の現状

・「公開」コードのデータベース

日本原子力研究開発機構で開発されたコード PRODAS

主に米国で開発されたコード RSICCに登録

世界各国で開発されたコード OECD/NEAデータバンクに登録

・登録された公開コードの数

PRODAS 428

RSICC 1507

米国内のみ 32

米政府機関と契約者のみ 8

DOEの個別輸出許可(10CFR810) 3

OECD/NEA 2238

上記の公開コードは、国内では全て高度情報科学技術研究機構（ＲＩＳＴ）から配布
されている。

10



国内でよく配布されているソフトウェアとは
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DANTSYS 3.0
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◎ JFS-3-J4.0
◎ SWAT3.1
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◎ SLAROM-UF-2010
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◎ FEMAXI-6, 7

UMG 3.3
SOURCEＳ-4C
SAND-II-SNL

EASY-2010
TRANSX2.15

QAD-CGGP-A
BOT3P 5.3

◎ ChainJ40 (DCHAIN)
◎ QAD-CGGP2
ANISN-ORNL, PC

PARTISN 5.97
◎ G33GP, G33GP2

NJOY-99
◎ SRAC2006

◎ ORIGEN2.2-UPJ
DOORS 3.2a

◎ MVP/GMVP-II
ORIGEN2.2
◎ PHITS2

SCALE4, 5, 6.1
MCNP5, 6/MCNPX

ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
名

配付数

： メーカ、ソフトウェアハウス
： 大学、研究機関

国内ソフトウェア

国外ソフトウェア
： メーカ、ソフトウェアハウス
： 大学、研究機関

PRODASに登録された428の国産コード
のうち、よく使われているのは
PHITS,MVP,SRAC,FEMAXIなど数えるほ
どである。

PHITSは直接配布を加えると800超

原子力安全基盤機構(JNES)は大学、研究機関に含む。

図１ 我が国における公開ソフトウェアの配布状況



なぜ、国外のソフトウェアが利用されるのか？

12

理由 回答数

許認可コードとして実績がある 15

他に同じ機能のコードが無い 12

検証・実績による信頼性がある 11

デファクトスタンダードである 8

使い易い・使い慣れている 7

ユーザーが多く情報が豊富である 5

入手が容易、（自主開発に比べて）コストが安い 5

自主開発コード等の参照として導入 4

顧客・協力先が使用している。 4

ユーザーサービス、保守体制が整っている 3

機能追加などの拡張性がある 2

表２ 国外ソフトウェアを利用する主な理由

・許認可コードとしての実績
・機能
・信頼性
・ユーザー数

財団法人 高度情報科学技術研究機構、「原子力利用を支えるソフト
ウェアの状況と開発に関する調査」報告書、新技術振興渡辺記念会
科学技術調査研究助成、より



１．国内におけるソフトウェア等の利用の現状と開発動向

１）国内のソフトウェア等の利用の現状

c) 国内のソフトウェア等の利用における課題
 公開コードの利用では、炉心解析（臨界解析）や放射線輸送計算を除いて、

国内で開発されたソフトウェア等の利用が少ない。

 利用側の安全解析では、古いバージョンの主に米国製の計算コードに依存し
ているところが多く、最新の知見が取り入れられた安全解析が行われている
とは言い難くなっている。さらに、ソフトウェアセキュリティや、原子力技術の海
外展開の際にも不安が残る。

 規制側では継続的に自主開発コードや公開コードなどの整備改良がおこなわ
れているが、その成果は組織内で閉じたものとなっており、広く用いられるも
のとなっていない。
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（参考資料）独立行政法人原子力安全基盤機構（JNES)「JNES２０１２シンポジウム－JNESの持つ機能をこれから規制にどう活か
すか－ 講演資料集」平成24年11月6日



１．国内におけるソフトウェア等の利用の現状と開発動向

２） 国内のソフトウェア等の開発動向

a)日本原子力研究開発機構における開発

① PRODASにより公開されている主なソフトウェア等

PHITS 核反応・粒子輸送モンテカルロ法コード

MVP/GMVP 放射線輸送計算と臨界安全性コード

SRAC 熱中性子炉体系標準コード

FEMAXI 燃料ふるまい解析コード

DCHAIN 燃焼計算（線源計算）

ACE-3D 三次元二流体モデル解析コード

JENDL－4.0 汎用評価済核データライブラリ

② 公開されていないが、開発が継続されているコード

MOSRA 原子炉解析のためのモジュラーコードシステム：

TPFIT 詳細二相流シミュレーションコード

STORM 詳細乱流シミュレーションコード

RANNS 燃料挙動解析コード
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１．国内におけるソフトウェア等の利用の現状と開発動向

２） 国内のソフトウェア等の開発動向

b) 規制機関（原子力安全基盤機構）における開発
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 原子力安全基盤機構（JNES）の安全研究
 規制当局が実施する科学的合理的な安全規制を支援するため、以下の

目的を持つ研究として定義
 安全規制制度の企画立案及び規制基準等の整備

 安全規制を実施する際の技術的な手法・手段の整備

 安全規制を実施する際の判断に必要な技術的知見の取得

 規制活動を的確に実施する上で必要な技術基盤の整備

 安全規制上の課題を分析し、課題解決のために必要となる安全研究ニー
ズを抽出し、安全研究ニーズに応えるために必要な研究実施内容・スケジ
ュールを決定し、「安全研究計画」として策定。

 以下が、公開されている。

・ 原子力安全基盤機構「安全研究計画（平成24年度版）」平成24年7月制定

（参考資料）独立行政法人原子力安全基盤機構（JNES)「JNES２０１２シンポジウム－JNESの持つ機能をこれから規制にどう活か
すか－ 講演資料集」平成24年11月6日



JNESにおける国産コード開発

安全研究として、以下の2分野で、国産コード開発が進められている。

 発電炉設計審査分野

 原子力防災分野
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（参考資料）独立行政法人原子力安全基盤機構「安全研究計画（平成24年度版）」平成24年7月制定

国産システムコードの開発
・ストレステスト（2次評価）、新たに導入される原子力プラント設計概念に対する安全評価に
対処する。

・多重故障を始めとするBDBA（Beyond Design Basis Accident）の安全評価を実現し、福島事
故及びその対策評価にかかわる新知見を迅速かつ科学的・合理的に取り込む。

・世界的な潮流にもなりつつある規制基盤の強化及びバックフィットに対しても，その実現を支
援する機能を実装する。

・コードの開発を通じて、トピカルレポートの技術審査及び安全規制の実効性の向上に直接に寄
与できる高度な技術能力を有する人材を多数育成する。

●国産シビアアクシデント解析コードの開発
・現在、総合ＳＡ解析コードとして米国で開発されたコード（MELCOR）を使用しているが、
将来使用制限もありうること、及び福島事故の分析に基づくより詳細な解析が必要となる場合
が想定される。

・長期的視点に立ち国産の総合ＳＡ解析コード及び機構論的ＳＡ解析コードの開発を進める必要
がある。

・福島事故の分析に基づき抽出された技術的課題を解決するため、実験的知見の取得が必要であ
る。



JNESにおける国産システムコードの開発計画

 フェーズ１（平成24年度～平成25年度）
原型版（1次元版）を作成し、代表的システムコードと同等の機能を実装することを目標とする。

・従来システムコードの調査、及び新システムコードへの要求仕様の作成

・1次元要素モデル及びソルバプログラムの作成、並びに検証

・検証問題の作成

・1次元要素モデルの統合、並びに新システムコード1次元版の作成及び検証

・プリポストプロセッサ原型版の作成及び検証

・TRACEコード上で高度化機能及び安全評価手法の検討、並びに高度化機能及び高性能ソルバの開発
及び検証

・人材育成、技術継承

 フェーズ２（平成26年度～平成28年度）
3次元化を実施するとともに、系統的な妥当性評価を実施し、コードを実用化することを目標とする。

・3次元要素モデル及びソルバプログラムの作成、並びに検証

・3次元要素モデルの統合、並びに新システムコード3次元版の作成及び検証

・プリポストプロセッサの機能拡張及び検証

・システムコード全体プログラムの妥当性評価及び実用化

・個別効果試験等の妥当性評価用試験の実施

・TRACEコード上で高度化機能及び安全評価手法の検討、並びに高度化機能及び高性能ソルバの開発
及び検証

・人材育成、技術継承
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（参考資料）独立行政法人原子力安全基盤機構「安全研究計画（平成24年度版）」平成24年7月制定



JNESにおける国産シビアアクシデント解析コードの開発計画
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 炉心損傷・溶融進展機構論モデル（機構論的SA解析コード）
福島第一原子力発電所の冷温停止に向けた臨界監視のための対策に対処するため、炉心損傷進展に伴
うデブリ挙動に着目し、その冷却状況、未臨界状態を把握する必要がある。

・核・熱カップリングを考慮したSA解析コードを整備する。

・FBR炉心損傷評価コード（ASTERIA)の開発実績を有効活用し、コード開発だけでなく、検証実験（炉内
試験、炉外基礎試験）、個別事象見当も含めて、解析モデルを開発する。

・核動特性についてはデブリの非均質性を取り扱うために最新のモンテカルロ計算コードMVPを適用し、
熱水力特性については多成分多相流多速度場流体、化学反応、共晶反応を評価し、燃料挙動について
は定常状態、初期炉心損傷過程、燃料溶融過程を評価できるシステムを構築する。

・フェーズ１（平成24年度～平成26年度）：ベースモデルの開発

・フェーズ２（平成27年度～平成28年度）：モデルの高度化、評価機能の拡充

 国産総合SA解析コードの開発
福島事故の教訓を反映し、最新の知見を適時に導入して柔軟性のある安全評価を可能とすること、及び
SA解析最適評価コードとしての説明性を高める。

・平成24年度

・コード開発の基盤構築

福島第一原子力発電所事故分析、PIRTによる物理現象同定及びこれを基盤とした妥当性確認実験
データベースの拡充、総合SA解析コードの課題摘出

・総合SA解析コードの性能要件、開発工程の検討

・平成25年度：コード構造、構成式等の定式化

・平成26年度～平成27年度：コーディング及び検証

・平成28年度：妥当性確認

（参考資料）独立行政法人原子力安全基盤機構「安全研究計画（平成24年度版）」平成24年7月制定



１．国内におけるソフトウェア等の利用の現状と開発動向

２） 国内のソフトウェア等の開発動向

c) その他の研究機関等での開発

【エネルギー総合工学研究所】

SAMPSON シビアアクシデント解析コード。軽水炉発電プラント
の定常運転から原子炉内事象を経て格納容器事
象に至る一連のシビアアクシデント事象を、11個の
独立モジュールを組み合わせて解析する。

【電力中央研究所】

原子力技術研究所 主に、放射性廃棄物地層処分関連のコード開発を
行っている。人工バリアシステム安全評価解析コー
ド（RAPRAN）の旧版はOECD/NEA DBに登録。

地球工学研究所 地震応答解析コードを多数開発している。原子力
発電所の解析を目的としたものには、FEMによる地
盤-構造物連成系の軸対称複素振動応答解析コ-ド
(CRAS)、非線形動的有効応力解析コード(NAFSS-
2D)、基礎地盤及び周辺斜面の信頼性評価システ
ム Ver.1.0(SRSGS)、などがある。
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１．国内におけるソフトウェア等の利用の現状と開発動向

２） 国内のソフトウェア等の開発動向

d)国内でのソフトウェア等の開発における課題

①これまでの国内でのソフトウェア開発体制の問題点の分析と体制
案の検討

なぜ国産ソフトウェアの利用が進まないか＝三つの問題；

・開発者と利用者のインセンティブの差、

・適切な維持・活用体制の欠如、

・ソフトウェア開発の全体戦略の欠如、

の開発側における課題を解決する必要がある。

②規制側と利用側が共通に用いることのできる知識基盤の構築

規制側で多くの安全解析コードの開発が行われているが、これ
を利用者側と共有して合理的に安全高度化を図ることが必要。そ
のためには共通の知識基盤の構築が必要。（欧米の事例）
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１．国内におけるソフトウェア等の利用の現状と開発動向（アンケート）

21

本アンケート調査は、国産の原子力ソフトウェアの将来像を国、関係機関に提
言するための基礎資料として、以下の把握を目的とする

 原子力メーカでの原子力ソフトウェアの利用状況

 国産で開発すべき原子力ソフトウェアの重要度

 開発した国産の原子力ソフトウェアを多くのユーザに利用していただく
ための保守・管理体制

 対象機関

原子力メーカー３社



メーカ３社に対するアンケート結果まとめ

現在利用しているコードに対して、
 現状のメーカのコード利用形態は、改良して利用するケースが半分、そのまま利

用しているケースが半分。今後も使っていく予定がある。
 核（炉心）計算、熱流動解析の分野でコードを利用する場合が多い。
 コーディングが古く、機能が十分でない点が課題だが、メンテナンスに対する大

きな課題はない。

国産コードへの期待
 国産コードへの期待は同じく核（炉心）計算と熱流動解析に対するものが多い。
 国産コードのソースコード公開は必要と考えている。
 国産コードは規制機関のエンドースが必要である。（V&V評価されたベースコード

としての位置づけ）
 保守サポートは、わかりやすいマニュアルとバージョン管理、技術サポートが期

待されている。
 保守管理のための支払い費用には数万から５００万円レベルまでばらつきがあ

る。
 参考：米国オークリッジ国立研究所放射線安全情報センター（RSICC）は，

“$849.37／1本”でコードを提供
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２．国外におけるソフトウェア等の利用の現状と開発動向（米国）

 CASLプロジェクト
 CASLプログラム（Consortium for Advanced Simulation of Light Water Reactors）
 2010年にDOEによって開始された。

目的
 いくつかのレガシーコード（RELAP5）を統合して、バーチャル原子炉を開発するこ

とを目標
 産業界における通常運転時の課題（クラッドの生成）の解決など、DBAの範囲な

いでの対応が主目的

 SAへの対応
 現状では、SA関連への対応は目標の上位には位置づけられていない
 しかし、シビアアクシデントに対して、バーチャル原子炉を利用した評価を包括的

に実施することが可能
 2015年にスタートする次フェーズでは、MELCORとMAAPとの連結が予定
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米国におけるコード開発状況

 CASLの技術ターゲット

 6つのtechnical Focus Area
 Advanced Modeling Applications
 Virtual Reactor Integration
 Radiation Trasport Methods
 Thermal Hydraulics Methods
 Material Performance and Optimization
 Validation and Uncertainty Quantification
 Collaboration and Ideation

24

VERA（Virtual Environment
for Reactor Application)として

技術を集約

http://www.casl.gov/VRI.shtml



米国におけるコード開発状況

 NEAMSプログラム（The Nuclear Energy Advanced Modeling and Simulation
）のねらい
 短期的ニーズ：アップレート、高燃焼度化
 中期的ニーズ：小型炉、長期運転（６０～８０年）の認証
 長期的ニーズ：第４世代炉、廃棄物処分、クローズ燃料サイクル

25 http://science.energy.gov/~/media/ascr/ascac/pdf/meetings/nov09/larzelere.pdf



米国におけるコード開発状況

 NEAMSは、米国DOEによって遂行
 Integrated Performance and Safety Codes（IPSC）
 Fundamental Methods and Models
 Verification , Validation and Uncertainty Quantification
 Capability Transfer
 Enabling Computational Technologies

 IPSCの特徴は以下のとおり
 原子力エネルギーシステム技術の性能と安全を予測する連続体レベルのコード
 特徴的なキーワードは、3次元、科学に基づいた物理、高解像度、統合システム
 巨大なコード作成チーム（25人程度）
 長期的なコミットメント（10年程度）
 Verification 、Validation及び不確実性の定量化によってコードが作成される
 相互運用性フレームワークと近代的なソフトウエア開発技術の利用と、ツールへ

の統合

26

http://science.energy.gov/~/media/ascr/ascac
/pdf/meetings/nov09/larzelere.pdf



米国におけるコード開発状況

 Reactor IPSCの目的
 原子炉モデルに対して、近代的な高性能技術を適用

 原子炉の設計に対するターンアラウンドタイムを向上

 計算モデルの不確実性を理解し、不確実性を低減

 デスクトップ上の計算では、原子炉スケールの計算を高頻度に繰り返し、バラン
スを取ったアプローチをとり、ペタスケール以上の大型計算では、詳細で、高精
度なシミュレーションを実施するようなバランスのとれたアプローチ
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欧州におけるコード開発状況

 代表的シビアアクシデント研究は、欧州の科学技術政策を反映した欧州委
員会の大型研究助成プログラムであるフレームワークプログラム（FwP）の
一つとして実施されてきている。

28

第5次FwP EURSAFE （2001-2003)第5次FwP EURSAFE （2001-2003)

・PIRT分析によりシビアアクシデント課題を評価し、21課題に絞り込み

第6次FwP SARNET （2004-2006)第6次FwP SARNET （2004-2006)
・シビアアクシデント研究に携わる51機関が参加
・EURSAFEを再検討し、6項目の最優先の研究課題を特定

第7次FwP SARNET2（2007-2013)第7次FwP SARNET2（2007-2013)

・19か国（欧州、カナダ、米国）、19研究機関、8大学、８電気事業者、７規制機関
が参加
・フランス放射線防護・原子力安全研究所（IRSN)が調整役
・米国はNRC、韓国はKAERI、KINSが参加

 SARNET研究から得られる知見は、シビアアクシデント解析コードASTECに
集約される。

シビアアクシデント研究



欧州におけるコード開発状況

 研究課題の絞り込み、優先付けは、EURSAFE PIRTに基づいている。

 以下の観点から総合的に判断
• 実験研究により知見を得る必要がある
• 解析研究により既存のデータを統合する必要がある（最適評価）
• 保守的評価手法を開発する必要がある
• 新たなAM策開発のための研究開発が必要である
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現象のリストアップ
安全の視点から重要と

判断されるもの
知見が不足していると

判断されるもの

課題レベル
原子炉
容器内

原子炉
容器外

動的
荷重

長期的
荷重

核分裂
生成物

合計

抽出された現象 162 149 461 116 128 1016

安全の視点から重要と判断されるもの 43 48 82 36 30 239

知見が不足していると判断されるもの 24 28 26 10 18 106

研究が必要と判断されたもの 6 4 5 1 5 21



欧州におけるコード開発状況

 ASTECは、1996年からフランスIRSNとドイツGRSが共同開発を進めている

 現在は、SARNETが開発をけん引している。重要な安全課題に関するモデ
ルの開発を通じてSARNETで生まれる知識の貯蔵庫の役割を果たす。

 現在の開発計画
• モデル開発（実験とモデリング）

• コード評価
• 対象プラント：PWR（仏900, 1300MWe、独Konvoi 1300、Westinghouse 1000）、BWR、VVER、CANDU

• ベンチマーク：MELCOR、MAAP、ICARE/CATHARE、ATHLET-CD、SCDAP/RELAP5、COCOSYS、
TONUS

• モデル拡張： BWR、CANDU

• ユーザサポート： コード配布、エラー対応、マイナー開発、ASTEC Webサイト、 クラブミ
ーティング、ワークショップ、ユーザ要求分析、ユーザ・サポート料130,000€
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コリウムとデブリ
の冷却

損傷炉心の再冠水・冷却、デブリ再溶融、溶融プール形成及び冷却性、原子炉容
器外でのデブリ形成と冷却性

溶融炉心とコン
クリートの反応

コンクリート侵食に対するコンクリート特性の影響、MCCIに対する金属層の影響、
晩期の水冷却効果

格納容器 原子炉容器外での燃料と冷却材の相互作用、格納容器内の水素混合と燃焼

ソースターム ソースタームに対する酸化の影響、原子炉冷却系と格納容器におけるヨウ素化学

ASTEC開発状況



韓国のコード利用と開発の経緯
 韓国では、原子力を輸出産業化するとの戦略的目標の下で官民の協力を通じて技術開発が精力的に行わ

れている。我が国と同様、当初は米国の原子力ソフトウェアに依存してきた。

31

1990年代中頃まで1990年代中頃まで

①WestinghouseやABB-CE, AECLが開発したEMコード群の安全評価などへの利用
②USNRCのRELAP5/Mod2、Mod3.1〜 Mod3.3、COBRA-TF、TRAC、TRACE、SNAP、フランスCEA等の
CATHARE、カナダAECLのCATHENAを導入し、炉開発や安全評価など様々な事象解析に利用

③USNRCが開発したRELAP5コードの韓国改良版RELAP5/Mod3.1/KをベースにしたKEPRI Realistic
Evaluation Model (KREM)の開発と大破断LOCAの安全解析への利用

 USNRCのコードはICAPやCAMPなどUSNRCが主催するコードの開発と保守に係る国際プログラム
に加盟して、フランスやカナダとは各機関と個別の協定を結び、各々入手

1990年代後半1990年代後半
・上記①のコード群の韓国改良版の開発、上記②を発展させる形で、BEコードMARSの開発

2007年以降2007年以降
・米国政府の方針も有り、韓国国内で独自の炉設計を行うに当たり米国コードが利用できなくなり、国の
主導により国産コードの開発が積極的に進められている。

教育科学技術部
（MEST）

韓国原子力研究所
（KAERI） ）

韓国原子力安全技
術院（KINS）

知識経済部（MKE）

韓国水力原子力株
式会社（KHNP）

原子力環境技術院
（NETEC）

韓国電力公社
（KEPCO※）

電力研究院
（KEPRI）

※KEPCOは2001年に6企業に分割されて送配電会社となり、原子力発電所はKHNPに移管されている。

MARS開発

SPACE開発



韓国におけるコード開発状況
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•米国NRCの標準コードがRELAPからTRACEに移行したことを契機に1997年から開
発

開発経緯

•KAERIの熱水力安全研究チームの中の熱水力システムコード開発グループ（約30
名）で開発、

•開発費は主にMEST（旧MOST）が拠出し
•ソフトウェアのみで当初10年間に約7億円
•実験費庁として、システム効果実験や個別効果実験の実施、国際共同研究プロ
ジェクトへの参加等

体制、予算

•RELAP5等をベースに開発に着手。その後、格納容器解析や多次元炉心解析が追
加されている。開発内容

•RELAP5/Mod3.3コード用の評価課題
• 3次元流動現象に対する種々のベンチマーク問題、個別効果試験データ、システ
ム総合試験データ

•OECD/NEAのプロジェクトやベンチマーク問題に参加
•韓国内の産官学でMARS Users Group (MUG)を構築
コードの性能向上と検証を行う。ワークショップ、バージョンアップ、MUG会合を実
施。

性能検証

 MARSコード開発状況



韓国におけるコード開発状況

 2013年1月にSPACEが完成し、KHNPは審査をしたうえで同年度より原子力発電の
審査に活用する予定との新聞発表が行われた。
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• 新型軽水炉APR+の開発を目指す産業界用の新たなBEコードとして開発開発経緯

• MKEとKHNPが主担当。MARSの開発に携わったKAERIも参加開発体制

• 炉設計と安全解析のための独立した国産コードの確保
• 開発途上国への炉輸出と技術移転における制限の排除
• 古いコードを置き換えるとともに、古いコードに対する競争力を高める。
• 10年計画
• 2006〜 2009 コードシステムの開発。パイロットコードリリース。
• 2010〜 2012 V&Vの実施及びトピカルレポートの作成とKINSによる承認
• 2012〜 2016 SPACEと関連安全評価手法の承認

目的、計画

• プログラム言語としてC++を採用し、ゼロから開発。
• 気相と連続液相に液滴分散相を加えた2流体3流動場を採用。
• 物理モデルと相関式の開発のため、主要安全解析コード（RELAP5、TRAC-M、COBRA-TF、
CATHARE、MARS）のレビューを実施

開発内容

• APR1400を対象にPIRTを実施し５７項目を抽出
• フェーズ1で、モデル検証試験、総合試験、概念的な問題の試験
• フェーズ2で、個別効果試験（SET）、結合効果試験（CET）、総合効果試験（IET）、プラント解析
• フェーズ2は、KAERIが構築したATLASデータベースを使用。2次元や3次元の二相流動に関す
る個別効果実験やAPR1400の半分の高さ、1/288の体積を有するシステム効果実験装置。

• 個別現象に対するモデル毎に担当者を1名以上割り当てて、責任制で性能検証まで実施。約
120名が開発に関わっている。

性能検証

 SPACEコード開発状況



韓国におけるコード開発状況

 CAP
• 格納容器の安全性評価を目的として開発。気相、連続液相、液滴分散相の３つ

の場を用いて、格納容器の特定の事象を評価する。

 CUPID
• CUPIDは、炉の個々のコンポーネントに対応した多次元二層流解析コードで

KAERIにより開発された。
• システムコード内のいずれかの三次元計算モジュールまたはコンポーネント・ス

ケールのスタンドアローンコードとして使用可能である。

 シビアアクシデントコード
• MARSは格納容器内の熱水力や放射性物質の移動を解析するCONTAINや

CONTEMPT4、3次元核計算を行うMASTER、MIDAS等との結合によりシビアアク
シデントも解析できる。

• 単独コードとしては、Wolsong用シビアアクシデントコードとしてKAERIで開発され
CANDU-6用に改善されたISAAC、シビアアクシデント統合コードMIDAS、燃料冷
却材相互作用中に水蒸気爆発の伝播を予測するTRACER等が開発されている。
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 その他のコード開発状況

（参考）中村秀夫、「熱水力安全解析コードの開発の関する我が国と海外の動向」、RIST NEWS 51、(2011) 30



中国におけるコード利用と開発の経緯

 中国は、軽水炉の自主開発と併行して、フランスのPWR、カナダのCANDU炉、ロシ
アのVVER、米国のAP1000を導入

 現在のところ、建設中の原子力発電所の大部分はフランス型PWRを中国核工業集
団公司（CNNC）が改良、国産化したCPR1000である。

 第三世代炉AP1000の改良・標準炉の開発を国家核電技術有限公司（SNPTC）が
進めており、今後はAP1000改良炉（CAP1400、CAP1700）へ移行する見込み
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初期の原子力ソフトウエア利用初期の原子力ソフトウエア利用

・実用原子力利用に係る重要なソフトウェアはほとんど外国から導入
・国産ソフトウェアは研究用のみ
・主要な原子炉メーカーCNPE（China Nuclear Power Engineering）はRELAP5、MAAP等
の米国製コードで安全解析を行ってきた。

最近の動き最近の動き

・ソフトウェア自主開発の動きが顕著になり、安全評価のための原子力ソフトウェアを開
発する母体として2010年にSNPTCの下に国家核ソフトウェア開発センター（SNPSDC）を
設立し、熱水力、核設計の統合コードCOSINEの開発に着手した。
・開発方式は韓国と同様の3ステップとし、8～10年で開発完了する計画である。また、
V&Vに必要な実験データの取得のために実験装置の建設も予定している。



中国におけるコード開発状況
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• 2010〜 2012 約3年 コーディング
• 2013〜 2〜 3年 V&Vの実施
•最終 2〜 3年 安全当局による認可

開発計画

• 2010年に20名、2011年に50名へ増員、その後も徐々に増員して300名規模と
する計画である。

•期待される人員の30%程度を海外での博士取得者とし、上海交通大学、西安交
通大学など主要大学の教授（教員）も参加する。

開発体制

•２流体（気相、液相）３流動場（気相、液相、液滴）にLumped Modelの利用を可
能としてPWRの炉システム全体と格納容器を包含する熱水力BEコードである。

•燃料設計のために格子定数などへの依存性を考慮した燃料とサブチャンネル
のモデル化ができる様にする。

•プログラムの容易さと拡張性、汎用性のためにFortran 95とモジュラー型の統
合プラットフォームを採用してメンテナンスの容易さを確保し、パラレル計算に
よって高速計算を可能とする計画である。

開発内容

•コードの性能検証（V&V）の実施計画を明確に打ち出している
• 1993年にUSNRCが出した能力成熟度モデル統合CMMIをベースに品質保証
プログラムを構築し、具体的な作業はUSNRCによる規制指針に沿って実施す
るとしている。

•上海交通大学など国内の大学を中心に6種類の新しい実験装置を製作して
データベースの独自構築を図りつつある。

•海外のデータへのアクセスも積極的に行い、その一環として、JAEAがLSTF実
験により主催するOECD ROSAプロジェクトへの加盟手続きを進めている。

性能検証

 COSINEコード開発状況

（参考）中村秀夫、「熱水力安全解析コードの開発の関する我が国と海外の動向」、RIST NEWS 51、(2011) 30



モデリング・シミュレーションの高度化開発マップ
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M&S技術

核データ及び断面積処理

炉心（燃焼）解析

炉心動特性解析

臨界安全解析

放射線遮蔽解析

放射能拡散解析

燃料挙動解析

構造解析

熱流動解析

シビアアクシデント解析

リスク解析

データベース

周辺技術

整理軸

M&Sの適用分野

関連動向

我が国の技術の現状

課題、ニーズ

開発対象と開発内容

開発対象の評価
評価の視点

最新知見への対応

従来技術の改良

最新技術への対応

ソフトウェア・セキュリティ

人材育成と知識伝承

緊急性

M&S技術に対する開
発優先度をA、B、Cで

判定



開発優先度が高いと判定されたテーマ一覧

核データ処理コードNJOYを国産技術に置き変えるための技術開発

⇒ただちに取り組むべきテーマと考えられる。

放射線輸送計算コードMCNPを国産技術に置き変えるための技術開発

⇒ただちに取り組むべきテーマと考えられる。

炉心解析と熱流動解析を先進技術に置き変えるための技術開発（日本版
CASL）

⇒CFD技術による既存熱水力コードの置き換え、炉心解析と熱流動解析の
統合などの技術開発を行う。ただちに取り組むべきテーマと考えられるが、
CFD技術（商用、オープンソース）などの技術調査やコード構想を固めてい
くためのフェーズが必要である。

モデリング・シミュレーションを知識基盤化していくための技術開発（日本版
バーチャル・リアクタ）

⇒V&Vデータベースシステム、ユーザインターフェースにVR技術を利用した
シミュレーションプラットフォームなどの技術開発を行う必要がある。

38



実施項目１（開発対象の検討）のまとめ

国内外のモデリング・シミュレーションの状況の調査を実施
 国内コードは活用されていない現状がある。（塩漬けソフト：ソルトウェア）
 規制機関は国産コード開発に着手（国産システムコード、国際SAコード）
 国内メーカのアンケート調査結果から核設計及び熱流動解析に対する解析コー

ドのニーズの高さが明らかになった。
 中国、韓国は国を挙げて国産コード開発に取り組む
 米国はCALS、NEAMSプロジェクトを実施し、モデリングシミュレーション技術の蓄

積を継続
 欧州は研究成果を知識基盤としてASTECコードに成果を集約している

上記観点を整理しつつ国内における開発マップをまとめ、開発優先度の評
価を実施
 評価結果に基づき、今後の対応方針を決定
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40

実施内容２（開発・活用に関する検討）



１．検討の目的

 「国内のソフトウェア等の開発動向」で示したように、これまでJAEA（旧
JAERIを含む）で、数多くのソフトウェアが開発されてきたが、外部で実用に
供されているものは非常に少ない。

一方、米国のソフトウェアは、保守・維持体制の充実により、多くがデファク
トスタンダードの地位を占めている。

 さらに、米国のＮＥＡＭＳ／ＣＡＳＬ、欧州のASTECのように、より詳細なモデ
ルによる進歩したソフトウェアの開発計画が立てられている。

加えて、中国・韓国といった原子力産業新興国でも、国を挙げての大規模な
ソフトウェア開発プロジェクトが立ち上がっている。

上記の事情を考えて、我が国の過去のソフトウェア開発及び活用体制の反
省に立って、新たな体制の検討を行う。

まずここでは、具体的な体制案の提示に先立ち、ソフトウェア開発対象の選
定、開発の実施、維持・活用を行うための体制に求められる要件を整理す
る。

データ取得やコード試作を通じて、開発体制の検討を実施
⇒本日の発表では、略。一部、岡本先生の次発表に含む。
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２．海外の事例
２．１ 米国の事例

米国では、より高度な原子力安全解析を目指して、NEAMS （Nuclear Energy
Advanced Modeling and Simulation：DOEが進めるプログラムで、近代的な原子力エ
ネルギーシステムのコンピュータモデリングを構築することを目標としている。）に代
表されるソフトウェア開発プロジェクトがはじまろうとしている。ここではNEAMSのハブ
であるCASL、規制機関（NRC）が主導した安全解析の標準コードの成功例として
SCALEシステムの開発・維持体制、及び国が開発したコードを民間により維持・活用
している例としてRELAPコードの維持体制について示す。

CASL Consortium for Advanced Simulation of Light Water Reactors

NEAMSを進めるモデリングおよびシミュレーション拠点(Hub)として2010年に選
定されたコンソーシアムであり、電力会社(TVA）、メーカー、研究機関などから成
る。

SCALE Standardized Computer Analyses for Licensing Evaluation
米国NRCからの委託でORNLが開発した核燃料施設の臨界及び放射線安全解
析コードシステムであり、NRCに認証された標準解析コードとして米国内外で広く
用いられている。

RELAP Reactor Excursion and Leak Analysis Program

PWR及びBWRの小破断LOCA解析とシステム過渡応答解析コードであり、
SCDAPなどと組み合わせてシビアアクシデント解析にも用いられる。
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CASL の概要

 開発目的

次の３つの性能の向上を図る。

・単位エネルギー当たりの資本コストと運転コスト

既存炉の出力増強と寿命延長、次世代炉の定格出力の増加と長寿命化により、削減できる。

・核廃棄物体積

高燃焼度化によって削減できる。

・安全性

機器破損挙動に対する高詳細度の予測分析機能によって向上できる。

 開発対象
TVAが運用しているウエスチングハウス製のセコイヤとワッツバー原子力発電

所（いずれもPWR）をシミュレーションする「仮想原子炉」を構築する。
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CASLの体制
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 CASLチームの構成＝コンソーシアム形式
DOEの研究機関：オークリッジ、アイダホ、ロスアラモス、サンディア
大学 ：MIT、ノースカロライナ、ミシガン
メーカー ：ウエスチングハウス
電力会社 ：テネシー川流域開発公社（TVA）、電力中央研究所（EPRI）

上記のチームが提案書を提出して、122M$/5年の資金をDOEから獲得
（ http://www.ncsu.edu/crsc/wfdam/Talks/Cacuci.pdf ）



SCALEシステムの概要
 SCALE(Standardized Computer Analyses for Licensing Evaluation)

 米国における標準核燃料施設の臨界・遮蔽・熱安全解析コードシステム

 米国原子力規制委員会(NRC)からの委託でオークリッジ国立研究所
(ORNL)が1980年から開発開始。

 1980年代後半からは、DOEも資金を提供し、30年以上、継続的に開発と保
守が続けられている。現在では2000を超えるユーザーが世界中に居る。
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SCALEの機能
（http://scale.ornl.gov/Publications/110802_Scale_Overview.pdf）

SCALEの適用先
（http://scale.ornl.gov/Publications/110802_Scale_Overview.pdf



SCALEの開発・保守体制

ORNLのReactor and Nuclear Systems Divisionの５チームからメンバーが
出てプロジェクトチームを作って開発と保守を担当している。
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Reator and Nuclear Systems Division
http://www.ornl.gov/sci/nsed/rnsd/RNSD_Overview.pdf

SCALE team
http://scale.ornl.gov/Publications/110802_Scale_Overview.pdf

Training CourseをORNL主催で
定期的に開催し、ユーザーのサ
ポートと発掘を行っている。



RELAPの開発経緯

 米国NRCのスポンサーシップで開発・維持が行われてきたが、1996年に終
了する。その後は、民間会社であるISSがユーザーグループSDTPを組織し
て、民間資金で維持している。
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名前 開発元 特徴 備考

RELAP5
USNRC 1996年まで
ISS 1996年以降

・軽水炉、CANDU炉における設計基準
事故解析
・流体及び構造物をモデル化
・二相流に対しては、二流体、ドリフトフ
ラックス、及び均質流モデル

SCDAP/RELAP5 USNRC 1996年まで

・軽水炉、CANDU炉における設計基準
事故及び過酷事故解析
・流体及び構造物をモデル化
・二相流に対しては、二流体、ドリフトフ
ラックス、及び均質流モデル

RELAP/SCDAPSIM ISS 1996年以降

・軽水炉、CANDU炉における設計基準
事故及び過酷事故解析
・流体及び構造物をモデル化
・二相流に対しては、二流体、ドリフトフ
ラックス、及び均質流モデル

RELAP-7 USDOE 2012年開始 内容不明

RELAP5 3D USDOE 2011年再開 内容不明 2001年頃開発するも中断

ISS: Innovative Systems Software, L.L.C., President: Dr. Chris Allison

LWRSプロジェクトの下で開発

LWRSプロジェクトの下で開発INLで開発が継続中



SCDAP Development & Training Program (SDTP)の活動について

• RELAP/SCDAPSIMのユーザ会

• 27カ国から～50組織が参加
• IAEA, JAEA, CSD-Japan, CNSNS-Mexico, INSS-Japan, Hitachi-GE,

EPDC-Japan, IAE-Japan, Univ. of Catalunya, 等

• 1996年設立

• 参加費は~US$40 k/年

• RELAP/SCDAPSIMセミナーを開催
• 2，3回/年

• 初心者から上級者までの教材を用意

• 実際にパソコンを操作してRELAP/SCDAPSIMの入力を作成

• SDTPメンバは参加費用不要

• 開催場所は、Idaho Falls (USA), Osaka (Japan), Barcelona (Spain),
Ankara (Turkey), Petten (Netherland), Kanpur (India)等
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３．これまでの日本の開発・活用体制
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【主な開発機関】

日本原子力研究開発機構各組織で開発したソフトウェアをPRODASとして収
集（保守は各開発元）。

原子力安全基盤機構 機構内でクローズして開発・整備・保守・利用を実
施。

【保守活用体制】

・海外公開コード（RSICC,OECD/NEA)とJAEA開発コードは、高度情報科学技
術研究開発機構(RIST)の原子力コードセンターが国内に配布。

・PHITSはユーザーグループを組織してJAEAがサポートをしている。ほかにも
MVPやSWATなどはユーザーの相談窓口をWeb上に設けている。



４．開発・活用体制に関する検討

４．１ 開発対象ソフトウェアの選定のための体制
 開発対象とするソフトウェアの選定と優先度の決定は、時々の安全解析へ

のニーズに応じて、持続的に行っていく必要がある。

 このために年に一度程度、上記の開発対象の見直しを行えるような、常設
の委員会を置くことが考えられる。

 この委員会では、欧州のASTECにおけるSARNETの役割と同じく、開発主
体からの提案に対してPIRTなどの客観的な方法で開発の優先度を決定し
て、開発の許可を与える。
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SARNETの体制図
http://www.sar-net.eu/node/1



開発対象選定のための体制に関する具体案の例
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既存M&S関連事業
実施者

発電用原子炉等安全対策高度化技術基盤整備事業

M&S開発評価委員会（仮称） 委員会事務局

資源エネルギー庁

既存M&S関連事業
実施者

新規M&S関連事業
実施者・・・

委託

組織・運営

新規開発対象の提言事業上の要求 既存事業の評価結果

・・・
事業成果報告（年度ごと）

新規開発対象の機能要件

M&S開発評価委員会（仮称）にて、既存関連事業の評価と、新
規関連事業の機能要求を定めて、事業実施者に示す。



４．２ 開発・維持・活用体制に関する考え方
ソフトウェアの開発そして維持・活用を行っていくための課題を次の通り

に挙げて、これらの課題を解決できる開発・維持・活用体制を検討する。

（１）開発者のモチベーションの維持

研究所が開発機関の場合は、論文として成果が出にくい維持・活用の
ための活動にインセンティブを与えにくい。開発者のモチベーションを維持
する方策が必要となる。同時に、組織内外でのソフトウェア開発という仕事
へのリスペクトを高める必要がある。

（２）継続した雇用の問題

ソフト開発のためには若い力が必要であり、ポスドクなどの非正規雇用者
が多く参加する。これらの開発者のキャリアパスを保証しながら、維持・活
用に有効に活かしていく方策が必要となる。

（３）維持・活用のための資金

国の予算で長期間の維持・活用のための費用を賄うことは難しい。ユー
ザーが適切と考える費用を負担しつつ、維持・活用を行っていくのが望まし
い。そのためには、ユーザーが出費に見合う利便を得られる必要がある。

（許認可プロセスの簡略化、解析の省力化、など）
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４．３ 開発体制の具体案

ソフトウェアの開発体制の型として、次の７パターンを考えた。各パターンに
ついて、開発事業の管理、開発コスト、開発期間、成果の検証、成果の普及、
人材育成・技術伝承の点から得失を検討する。

（１）研究機関内チームによる開発 ： MCNP、SCALE、RELAPなど

国からの資金により一つの研究機関内の組織からプロジェクトチームを作
り、企画・開発・検証・普及・維持管理の全てを担当する。

（２）研究機関内での個人開発 ： 多くの研究機関製のコード

研究機関の研究者がその研究の遂行のために、ほぼ独力に近い形でソフ
トウェア開発を行う。

（３）コンソーシアムによる開発 ： CASL

異なる業種の機関から成るコンソーシアムを形成し、コンソーシアム間の
競争によって国から資金を獲得して開発を行う。コンソーシアム内の機関
ごとに開発・検証・普及・保守などの役割を分担する。
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４．３ 開発体制の具体案 （続き）

（４）中核となる開発機関と協力機関による開発： ASTEC

中核となる開発機関（ASTECの場合はGRSとIRSN）が開発を担当し、強力
する機関が精度評価・検証を担当する。

（５）オープンネットワークによる共同開発

オペレーティングシステムのLINUXのように、ネットワーク上でオープンに
協力し合ってソフトウェアの開発を行っていく。

（６）大学単独での開発

大学の研究室にて、実験によるデータ取得とソフトウェア開発を一貫して
行う。

（７）民間主導による開発

ソフトウェア開発を手掛ける民間企業が、大学や研究機関の協力を得つ
つ、公的研究機関のリソースと民間実験請負業者を利用してデータを取得
し、ソフトウェアの開発を行う。
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４．４ 維持・活用体制の具体案
（案１） 研究機関からのスピンアウト （RELAPの例）
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初期開発時 維持・活用時

研究機関
（開発主体）

スピンアウト会社

開発スタッフ

雇用

維持・活用スタッフ

雇用

国

委託

転籍

ユーザー
(国も含む）

維持・活用
経費

起業



４．４ 維持・活用体制の具体案
（案２） 維持・活用機関の雇用者と研究機関との協力による開発→維持・活用
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初期開発時 維持・活用時

研究機関
（開発主体）

維持・活用機関

開発スタッフ
派遣←雇用

開発チームに参加

維持・活用スタッフ

雇用

国

委託

帰任

ユーザー
(国を含む)

維持・活用
経費
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まとめ

平成24年度発電用原子炉等安全対策高度化技術基盤整備事業（モデリン
グ・シミュレーションの高度化）の本年度の実施概要を紹介した。

開発対象の検討
 国内外のモデリング・シミュレーションの状況の調査を実施した。
 中国、韓国において国産コード開発が盛んになってきている。
 米国、欧州の活動も参考になる。
 国内メーカのアンケート調査結果からニーズが明らかになりつつある。
 上記観点を整理しつつ国内における開発マップをまとめ、開発優先度の評価を

行った。

開発・活用に関する検討
 諸外国の状況を参考にしつつ、開発・維持活用に関する検討を実施した。
 コード開発者が、モチベーションを維持し、リスペクトされることが必要。また、継

続した雇用の維持を行うことが重要
 維持・活用のための資金を確保するための仕組みづくりが必要。
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今後の予定

下記に作業の順位付けを行った上で高優先度のものから概念設計に着手

核データ処理コードNJOYを国産技術に置き変えるための技術開発

⇒ただちに取り組むべきテーマと考えられる。

放射線輸送計算コードMCNPを国産技術に置き変えるための技術開発

⇒ただちに取り組むべきテーマと考えられる。

炉心解析と熱流動解析を先進技術に置き変えるための技術開発（日本版
CASL）

⇒CFD技術による既存熱水力コードの置き換え、炉心解析と熱流動解析の
統合などの技術開発を行う。ただちに取り組むべきテーマと考えられるが、
CFD技術（商用、オープンソース）などの技術調査やコード構想を固めてい
くためのフェーズが必要である。

モデリング・シミュレーションを知識基盤化していくための技術開発（日本版
バーチャル・リアクタ）

⇒V&Vデータベースシステム、ユーザインターフェースにVR技術を利用した
シミュレーションプラットフォームなどの技術開発を行う必要がある。
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