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表紙図提供： 日本原子力研究開発機構 河村拓馬様 

表紙図は核融合プラズマ乱流シミュレーションの可視化結果の一例です。このシミュレーションでは、

1兆格子を超える大規模データを取り扱っており、PBVRを利用した大規模データ向けの遠隔可視化シ

ステムを利用することで初めて解析が可能となりました。これにより燃料プラズマの閉じ込めを劣化さ

せる、乱流場の複雑なフィラメント構造を直感的に理解することが出来ました。 



1 

 

 

 

 

計算科学技術部会長挨拶 

「計算科学の上手な活用」 

 

東京大学 笠原直人 

 

  

計算科学技術部会は発足して今年度で13年目を迎えます。この間、先達の献身的な努力と計

算機の性能向上に支えられ、本技術は急速に進歩しました。例えば、並列化による大規模計算

技術、結果のビジュアル化技術、Verification & Validation(V&V)手法などが挙げられます。こ

うした成果に基づき、実験を代替することも可能になりつつあります。 

 

一方、原子力工学を構成する各分野により状況が異なることも事実です。専門分野の異なる委

員同士が多くの議論を積み重ねた V&Vガイドライン策定の過程で、こうした違いが互いに認識さ

れるようになりました。炉物理分野などはモデル化手法がほぼ確立されており、数値計算精度の

向上がそのまま最終的な予測精度向上につながります。流体や構造の分野は、線形問題につい

ては比較的高精度で大規模な解析が可能となりつつありますが、非線形問題では構成式などの

モデリングの段階に課題があり、問題毎に計算コードを検証しながら範囲を限って適用しつつある

のが現状です。一方、シビアアクシデントコードでは、現象自体に不明な点が多く、モデリングの

前提となるメカニズム解明と支配因子摘出から検討する段階にあります。 

このため、現状の V＆Vガイドラインは、各分野を包含する一般的な考え方を提示することに留

め、今後は、具体的手段は分野毎のガイドラインを別途策定する方針としています。 

 

それでは、V&Vの進んでない分野では、計算科学は無力かというと、決してそのようなことはござ

いません。自然界に多く存在する連続現象を対象とした場合、モデルの定量化が不十分で解析

巻頭言 
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結果の絶対値が不正確であっても、相対比較は可能です。この性質を利用すると、感度解析がで

きるようになり、複雑な現象の支配因子を摘出することに役立ちます。 

また、実験が不可能な複雑で大規模な現象を解明するには、多くの要素試験から全体像を描

いていく作業が必要です。このために、部分モデルを組み合わせたシミュレーション解析が有力

な手段となります。現象全体の再現実験が不可能な福島原子力発電所のシビアアクシデント解析

はその代表例です。今後は、要素試験から得られる部分的なデータに基づくシミュレーション解析

の結果と、廃炉の進捗に応じて徐々に得られる実機データを比較しながら、現象解明が進むと思

われます。シミュレーション解析から得られる計測不可能な量のビジュアル化も、事故シナリオの

検討に役立ちます。 

 

今年度は、V&Vの検討が進んでいる分野に対しては、ガイドラインの具体化を支援していきた

いと考えています。また、そうでない分野に対しても、計算科学の上手な活用法を提案できればと

思います。特に、福島原子力発電所事故以降ニーズの高いシビアアクシデント解析について、

2015年秋の大会の企画セッションを設けて、現状とその活用法について議論することを計画して

おります。 

 

以上 
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第 12回（２０１4年度）日本原子力学会 

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 26 年 12 月 26 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 CG 賞、部会奨励賞、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 27年1月7

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諮

り、最終的に、部会功績賞 1件、部会業績賞 1件、部会 CG賞 1件、部会奨励賞 1件、部会学生優秀講演賞

2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。 

 

部会功績賞 

受賞者名： 高木 敏行 氏（東北大学 流体科学研究所） 

業 績 名： 「原子力工学における電磁場の計算科学技術に関する卓越した研究成果及び計算科学技術部

会への貢献」 

(英訳) Excellent Research Activities on Computational Science and Engineering of 

Nuclear Engineering Electro-Magnetics and Contribution to CSED 

贈 賞 理 由：  

高木敏行氏は、長年にわたり原子力工学において電磁場を中心とした計算科学技術に関する卓越した

研究成果を数多く挙げてきている。また、電磁場の数値解析国際会議や電磁非破壊評価に関する国際会

議を始めとする多くの学会・委員会で指導的に活動され、日本原子力学会計算科学技術部会においても

2008 年度の部会長を務めるなど大きな貢献をしてきた。計算科学部会功績賞を受賞するにふさわしいと

判断できる。 

 高木敏行氏の研究成果は、Boundary-Fit 曲線座標変換法の研究、核融合炉に関する電磁構造解析

の研究や、シミュレーション技術を活用した渦電流探傷システムの研究など多岐にわたっている。2009 年

には、渦電流探傷システムの開発で日本原子力学会技術賞を受賞している。また、逆問題を含めた数値

電磁非破壊評価学の構築と原子力産業への応用に関する功績に関して科学技術分野の文部科学大臣

表彰・科学技術賞（研究部門）を受賞した。以上の理由から部会功労賞を贈呈することを決定した。 

 

 



4 

 

部会業績賞 

受賞者名： 山口 彰 氏（東京大学大学院原子力専攻） 

業 績 名： 「計算科学技術を用いたナトリウム冷却高速炉の伝熱流動現象の解明」 

（英訳） Application of computational science and technology to thermal hydraulics 

phenomena in sodium cooled fast reactor 

贈 賞 理 由： 

山口彰氏は、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。また、ナトリウム自由液面の挙動にも着目され、数値計算を

援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、山口彰氏は、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。山口彰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、山口

彰氏の果たした業績は極めて大であり本部会の部会業績賞を贈呈することを決定した。 

 

部会 CG賞 

受賞者名： 小野寺 直幸 氏（東京工業大学 学術国際情報センター） 

業 績 名： 「格子ボルツマン法を用いた都市部における大規模気流シミュレーションの可視化」 

（英訳） Visualization of LES wind simulation for large-scale urban area using the 

lattice Boltzmann method 

贈 賞 理 由： 

小野寺氏は、格子ボルツマン法を用いて、1m という非常に詳細な計算メッシュを用いつつ、10km のス

ケールに及ぶ複雑な都市部の大規模気流シミュレーションを LESにより実施した。このような解析は、従来

の解析の解像度を大幅に上回るものであり(10240×10080格子、鉛直方向に 512格子を用いた約 51億

点)、東工大の TSUBAME2.0の計算能力(GPU 4032個)をフルに活用した解析により初めて可能になっ
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たものである。また、この計算結果を極めてわかりやすい形で可視化することに成功しており、この成果は、

朝日新聞、読売新聞、日経新聞、PC Watch、マイナビ・ニュースなどの各種マスコミなどで取り上げられ、

最先端の研究成果を CG という手段を通じて社会に発信している。 

以上のことから、小野寺氏の業績は、計算科学技術部会の目指す方向性と合致しており、また、計算科

学技術と可視化における卓越した成果であることと判断し、計算科学技術部会・部会 CG賞を贈呈すること

を決定した。 

 

部会奨励賞 

受賞者名： 河村 拓馬 氏（日本原子力研究開発機構 システム計算科学センター） 

業 績 名： 「粒子ベースボリュームレンダリングによる“京”における大規模計算データの遠隔可視化」 

（英訳） Remote Visualization of Large-scale Simulation Results on K-computer using 

Particle-based Volume Rendering 

贈 賞 理 由： 

河村氏は、粒子ベースボリュームレンダリング（PBVR）と呼ばれる透過的可視化手法に基づくクライアン

ト・サーバ型の遠隔可視化 PBVR システムを「京」において開発し、原子力分野のペタスケールシミュレー

ションから生成される大規模計算データを遠隔地から対話的に可視化解析できるシステムの開発に成功し

た。世界最大規模の超並列計算機である「京」は、共用施設として研究機関や民間企業等の利用が認めら

れており、日本全国の組織からネットワークを使ってアクセスする遠隔利用が広くおこなわれている。 

遠隔利用の場合、「京」を用いたペタスケールシミュレーションにより生成される膨大な計算データの解析

が大きな課題となる。大規模データの解析には、対話的な可視化が一般に用いられるが、従来の可視化で

は可視化処理時間や可視化データの転送時間が計算データの量に比例することから、描画に多大な時間

を要する。そのため、「京」での利用は現実的ではない。河村氏は、GPUクラスタ等の計算サーバを対象に

開発してきた遠隔可視化 PBVRシステムのサーバ処理を「京」向けに新たに開発し、「京」上のサーバ処理

と PC 上のクライアント処理を連携させた分散可視化処理を実現することで、本課題の解決を図った。可視

化処理時間の短縮のために、マスター・スレーブ方式の動的負荷分散や、京のアーキテクチャ特性を考慮

した効率的な並列 IOを可能とするデータ分割等の先進的な計算技術を開発し、1000並列規模の効率的

な並列可視化処理を実現した。さらに、可視化データの転送時間の短縮のために、PBVR の処理特性を

活かして、転送する可視化データの量が計算データの量に依存しないようにシステムを設計するとともに、

柔軟な画像詳細度制御等の機能を実装した。その結果、ペタスケールシミュレーション結果を自在に可視

化できる、高速かつ高機能な遠隔可視化システムの開発に成功した。また、河村氏が開発した遠隔可視化

システムは、原子力分野のみならず様々な分野の「京」ユーザのニーズに応える汎用性の高いものとなって

いる。以上より、河村氏が開発した技術は今後の計算科学において大きな役割を果たすことが期待できる
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ことから、部会奨励賞を贈呈することを決定した。 

 

部会学生優秀講演賞 

受 賞 者 名： 西尾 慶太 氏 （東京大学大学院工学系研究科システム創成学専攻（現：三井住友信託銀行）） 

業 績 名： 「軽水炉炉内構造材料を対象とした照射下微細組織-機械的特性変化相関モデル構築に関す

る研究」 

（英訳）Evaluation of change in mechanical properties based on the irradiation-induced 

microstructure for austenitic stainless steels 

贈 賞 理 由： 

西尾慶太氏は、軽水炉炉内構造材料として使用されるオーステナイト鋼を対象とし、その支配的な照射

下ミクロ組織である格子間原子集合体の形成に伴う機械的特性変化を予測するモデルの構築を行ってき

た。特に、オーステナイト鋼の特徴的な材料物性である積層欠陥エネルギーに着目して、分子動力学法を

用いた系統的な計算により、その照射硬化に及ぼす影響を原子レベルの挙動に基づいて明らかにした。こ

の研究成果により、長期停止が続く国内軽水炉に於いて、過大荷重が付加された場合の構造材料の健全

性評価に資することが可能となった。計算科学に基づいて、原子力プラントの安全性及びその裕度を評価

する同研究は、分野の発展に関する貢献が大きく、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： 石原 雅崇 氏 （東京大学工学部システム創成学科（現：NTTデータ先端技術株式会社）） 

業 績 名： 「オーステナイト鋼における空孔型欠陥集合体安定形状の解明に関する研究」 

（英訳）Evaluation and predictions for behaviors of vacancy-type lattice defect in 

austenitic steels 

贈 賞 理 由： 

石原雅崇氏は、面心立方金属中に存在する空孔型欠陥集合体の安定形態に関する研究を行ってきた。

特に、米国エームズ研究所との共同研究により原子間ポテンシャルを開発し、これを用いて数 100 回に及

ぶ分子動力学計算を行うことで、様々な照射条件下での欠陥集合体の形成に関する包括的な理解に成功

した。同研究の対象材料の１つであるオーステナイト鋼は、軽水炉炉内構造材料、高速増殖炉炉心材料、

炉容器等として使用されるが、本研究では、各々の環境の特徴を十分に把握した下で、その特異的な欠陥

形態を明らかにすることに成功した。従来、このような解析には長期間の実験と多大なコストが必要であっ

たが、本研究により計算科学に基づいて予測することに成功した。これにより、検証実験の効率化に資する

ことが可能となると考えられる。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。 

（以上） 
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部会功績賞 

東北大学 流体科学研究所 

高木 敏行氏 

部会業績賞 

東京大学大学院原子力専攻 

山口 彰氏 

部会 CG賞 

東京工業大学  

学術国際情報センター 

小野寺 直幸氏 
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部会奨励賞 

日本原子力研究開発機構  

システム計算科学センター 

河村 拓馬氏 

部会学生優秀講演賞 

東京大学大学院工学系研究科システム創成学専攻 

（現：三井住友信託銀行）西尾 慶太氏 

 

東京大学工学部システム創成学科 

（現：NTTデータ先端技術株式会社） 

石原 雅崇氏 

 

(写真は代理の沖田泰良氏) 
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2015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27年3月20日（金） 12:00～13:00 

２．場所：茨城大学 日立キャンパス （日本原子力学会2015年「春の年会」I会場） 

３．議事次第 

（１）部会規約改正 

（２）第12回部会賞表彰式 

１）部会賞表彰 

（３）第17回全体会議 

１）部会長挨拶 

２）小委員会活動報告と次年度活動計画 

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）次期役員選出 

４）次期部会長挨拶 

 

４．議事概要および決定事項（敬称略） 

（１）部会規約改正 

 以下の規約改正を承認いただいた。（下線部を追加） 

 第３条 部会賞に下記賞を設ける。 

（５）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（講演

時）を対象とし，毎年4名程度とする。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。 

（２）第12回部会賞表彰式 

１）部会賞表彰 



10 

 

山本部会長から部会表彰の趣旨説明が行われ、部会賞表彰が行われた。受賞者は以下の6名6件

である。 

部会功績賞 高木 敏行氏（東北大学 流体科学研究所） 

部会業績賞 山口 彰氏（東京大学大学院 原子力専攻） 

部会CG賞 小野寺 直幸氏（東京工業大学 学術国際情報センター） 

部会奨励賞 河村 拓馬氏（日本原子力研究開発機構） 

部会学生優秀講演賞 西尾 慶太氏（東京大学大学院工学系研究科（現：三井住友信託銀行）） 

部会学生優秀講演賞 石原 雅崇氏（東京大学工学部（現：NTTデータ先端技術株式会社）） 

（３）第17回全体会議 

１）部会長挨拶 

山本部会長より開会の挨拶が行われた。 

２）小委員会活動報告と次年度活動計画 

a. 総務 

西田総務委員長より、平成26年度活動報告および平成27年度活動計画が説明された。 

b. 企画 

伊藤企画委員長より、平成26年度活動報告および平成27年度活動計画が説明された。 

c. 広報 

巽広報委員長にかわり、高田広報委員より、平成26年度活動報告および平成27年度活動計画が

説明された。 

d. 出版・編集 

町田出版・編集委員長より、平成26年度活動報告および平成27年度活動計画が説明された。 

e. 経理 

秋葉経理委員長より、平成26年度活動報告および平成27年度活動計画が説明された。 

   f.表彰 

 西田総務委員長より、平成26年度活動報告および平成27年度活動計画が説明された。 

以上の各小委員会の活動計画が承認された。 

３）次期役員選出 

山本部会長より、平成27年度の部会役員候補が紹介され、全体会議参加者により承認された。 

部会長および副部会長は以下の通り： 

部会長   笠原 直人 東京大学 

副部会長  西田 明美 日本原子力研究開発機構 

副部会長  大塚 雅哉  日立製作所 
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副部会長  巽 雅洋 原子力エンジニアリング 

各小委員会委員長は以下の通り： 

総務小委員会 西田 明美 日本原子力研究開発機構 

企画小委員会 伊藤 啓   日本原子力研究開発機構 

広報小委員会 高田 孝  大阪大学 

出版・編集小委員会 町田 昌彦 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 笠原 直人 東京大学 

部会等運営委員会 伊藤 啓   日本原子力研究開発機構 

なお、各小委員会の委員構成は、各委員長に委ねられる。 

４）次期部会長挨拶 

笠原次期部会長より挨拶が行われた。 

５）山本部会長より、閉会のあいさつが行われた。 

 

以上 
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2015年秋の大会・計算科学技術部会全体会議 

開催案内 

  
１． 日時：2015年9月9日(水)  12：00～13：00 

２．場所：静岡大学 静岡キャンパス （日本原子力学会2015年「秋の大会」D会場(共通教育A棟） 

 

３．議事次第 

全体会議 

１）部会長挨拶 

２）部会規約の学会書式改訂に伴う承認 

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 

g. 学会事故調 

４）その他 
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2015年秋の大会・計算科学技術部会一般セッション 

開催案内 

 

○計算科学技術（破壊試験と数値解析） 

2015年 9 月 9 日（水）14:40～16:20  D会場 （座長：JAEA  西田明美） 

 

D08 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；（6）模擬材料を

使用した破損実験と解析技術の提案 

(東大) ○笠原直人，出町和之，鈴木正昭，佐藤拓哉，(防災科技研) 中村いずみ， 

(CTC) 岩田耕司 

D09 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；（7）地震荷重に

よって発生する機器・構造物の進行性変形機構に関する研究 

(東大) ○桂也真人，國府田敏明，Bari Md Abdullah Al，出町和之，笠原直人， 

(日揮) 佐藤拓哉 

D10 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；（8）Buckling 

and post buckling of stainless steel tube columns under external pressure 

(Univ. of Tokyo) ○ Byeongnam Jo，Koji Okamoto，Naoto Kasahara 

D11 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；（9）原子炉圧力

容器の破損モードマップに関する検討 

(テプシス) ○小川博志，町田秀夫，(東大) 笠原直人 

D12 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；（10）炭素鋼配

管系の大変形弾塑性動的解析 

(CTC) ○唐木田泰久，岩田耕司，金伝栄，(東大) 笠原直人 

D13 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；（11）過大地震

荷重下の配管疲労強度の信頼性評価 

(東大) ○鈴木正昭，笠原直人 

 

○計算科学技術（不確かさと信頼性） 

2015年 9 月 9 日（水）16:20～17:10  D会場（座長：東大 笠原直人） 
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D14 構造解析解の確かさ推定のための数値実験 

(JAEA) ○中島憲宏，西田明美，川上義明，鈴木喜雄 

D15 地震リスク評価の信頼度向上のための建屋の感度検討 

(JAEA) ○西田明美，(東大) 高田毅士，(東京都市大) 村松健 

D16 ナトリウム冷却高速炉の熱流動解析評価手法整備における V&V 実施手順の具体化； 

（1）最小 2乗法 GCI 評価手法の整備と不確かさ評価 

(JAEA) ○田中正暁 

 

○計算科学技術（解析モデルと可視化） 

2015年 9 月 9 日（水）17:10～18:15  D会場（座長：JAEA 田中正暁） 

 

D17 白金族粒子を含む溶融ガラススラリーの排出過程の数値解析 

(東大) ○境正俊，酒井幹夫 

D18 2次元情報可視化による多変量データ解析 

(JAEA) ○宮村（中村）浩子，川上義明，鈴木喜雄，河村拓馬，中島憲宏 

D19 RELAP/SCDAPSIM を用いた教育向けグラフィカル解析プラットフォームの開発；（1）開

発コンセプトとシステムアーキテクチャ 

(原子力エンジ) ○玉利洋平，辻田浩介，佐藤鉱太郎，巽雅洋 

D20 RELAP/SCDAPSIM を用いた教育向けグラフィカル解析プラットフォームの開発；（2）シ

ステム設計とソフトウェア実装 

(原子力エンジ) 玉利洋平，○辻田浩介，佐藤鉱太郎，巽雅洋
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2015年秋の大会・計算科学技術部会セッション 

開催案内 

 

 「シビアアクシデント解析の現状と Challenge」 

日時： 9月 9日（月）13:00～14:30  D会 場 

座長：笠原直人（東大） 

(1) シビアアクシデント解析コードの概要           （エネ総研）内藤正則 

(2) 解析コードを用いた現象評価方法               （東芝）小島良洋 

(3) 解析モデル開発における Challenge             （東大）岡本孝司 
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シミュレーションの信頼性確保のためのガイドラインの策定 

 
日本原子力研究開発機構 田中 正暁 

（シミュレーションの信頼性分科会 幹事） 

１．はじめに 

近年のシミュレーション技術の進歩とコンピュータ性能の急速な向上によって、原子力分野における

シミュレーションの役割が増大し、シミュレーションの信頼性確保が重要な課題となっています。昨今、

国内ではモデリング&シミュレーションに係る検証及び妥当性確認（V&V: Verification & Validation）の

議論が発展し、その方法論が注目されています（表 1及び参考文献（1～18）参照のこと）。合わせてそ

の信頼性を継続的に改善するための仕組みが重要であり、それらの的確な実施の下でシミュレーション

の予測性能を担保する必要性があります。一方、米国及び欧州においては標準（ガイドライン）を作成

する動きが活発であり、すでに標準（ガイドライン）が発行され、それらに対する追補及び改訂作業も

進んでいます（表 2参照）。 

計算科学技術部会では2002年の設立以来、計算結果の精度の確保などシミュレーションの信頼性確保

に関する活動を推進してきました。また、2011年に発生した福島第一原子力発電所の事故の教訓（19）と

してシミュレーション技術の重要性が再認識されており、モデリング及び予測における不確かさの定量

化及びその低減に資する客観的な方法論の枠組みを構築し活用することが重要となっています。そのた

め、シミュレーション技術のV&Vのための方法論の自主的な規格化を推し進めることで、世界最高水準

の原子力安全を実現するとともに、その継続的改善を技術的に支援するためにシミュレーション技術基

盤を整備することが必要と考えられました。そこで、2012年5月に標準委員会の基盤・応用技術専門部

会（当時）に「シミュレーションの信頼性分科会」（以下、「本分科会」という。）が設置され、計算

科学技術部会の設立から10年に渡る議論のとりまとめとして、「シミュレーションの信頼性確保に関す

るガイドライン201x」（以下、「本ガイドライン」という。）の制定に向けた活動が始まりました。 

本ガイドラインは、これまでの議論と国内外でのV&Vに関する知見に基づいて、原子力にかかわるシ

ミュレーションの信頼性確保のための幅広い技術分野に共通する考え方を規定したもので、原子力関連

施設の設計、建設及び運転に適用される核、放射線、熱流動、化学反応及び構造分野、並びにこれらの

複合分野における個別のシミュレーション技術の信頼性確保のための実施基準の策定に活かされるこ

とが期待されます。 

 

２．ガイドライン作成の経緯 

計算科学技術部会が設立された 2002 年 4 月に「計算結果評価法研究専門委員会」が設置されてから

2005 年 3 月まで活動が行われ、計算結果の精度評価の考え方が整理されました。その後、2009 年 1 月

に標準委員会の基盤・応用技術専門部会（当時）に「シミュレーションの信頼性検討タスク」が設置さ

れ、シミュレーションの信頼性の技術的なガイドライン策定に向けた具体的な検討が開始されました。

2010 年から「シミュレーションの信頼性ワーキンググループ（以下、「信頼性 WG」という。）」が計算

科学技術部会に設置され、新しいモデリング＆シミュレーション（以下、「M&S」という。）の V&Vに

関する新しい標準（ガイドライン）制定の必要性が整理され、本ガイドラインの原案とするべく報告書

がとりまとめられました。これを受けて、これまでに得られた知見に基づいて原子力にかかわるシミュ

レーションの信頼性確保のための幅広い技術分野に共通する考え方を規定することを目指し、標準委員

一言一語 
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会の基盤応用・廃炉技術専門部会（旧基盤・応用技術専門部会）（以下、「専門部会」という。）に本

分科会が設置され、シミュレーションの信頼性確保に関するガイドラインの制定に向けた活動を開始し、

本ガイドラインの草稿を検討してきました。本ガイドラインは 2015 年 7 月 2 日から 9 月 1 日までの期

間で公衆審査を受けています（8月 1日現在）。今後、専門部会および標準委員会での審議を経て、了承

が得られると発行となります。 

 

３．「シミュレーションの信頼性分科会」の活動 

本分科会は、本ガイドラインの策定を目的として設立され、26 名の委員と 12 名の常時参加者（2015

年 3月現在）で構成されています。メンバーは産官学から幅広く参加し、中性子工学、熱流動や構造分

野など多くの技術分野を専門としています。本ガイドラインの策定にあたっては、信頼性WG の報告書

をベースとし、国内外で制定されているガイドライン類を参照して用語を含めて共通化できる V&V の

基本的な考え方を整理するため、個別分野に対してタスクチームを設定して議論を行うとともに、表 3

に示すように 8回の分科会を開催して草稿の検討を行ってきました。タスクチームでは、熱流動、燃料

機械設計、核設計、核熱流動、放射線、構造、化学反応の各分野について、ガイドライン本体を構成す

るエレメント１からエレメント４までの４つの主要項目に対する現時点での V&V 到達度を把握するた

めの調査（表 4参照）が行われ、ガイドラインの適用に対する課題抽出と適合性の検討を行いました。 

議論の途中経過も含めた進捗状況については、国際会議（ASME V&Vシンポジウム（10,12）、NTHAS-9

（11））及び表１に示した原子力学会企画セッションにおいて国内外に報告してきました。 

 

４．本ガイドラインの紹介 

本ガイドラインでは、モデル V&V を中心とし、これに不確かさを考慮した予測評価、文書化や品質

保証などの実施プロセスを加えた M&S の方法論の考え方にまで踏み込んでいます。表 5 に本ガイドラ

インの目次を主要項目についてのみ示します。本ガイドラインは「本体」と、その参考としての「附属

書 A～E」で構成され、さらに、「解説」が添付されています。本体で記述する各項目の考え方や説明に

関して、「附属書 A～E」や「解説」で記載される関連箇所を本体中に分かり易く示すなど配慮されてい

ます。 

ここでは、本ガイドラインの概要のみを紹介するに留めますので、詳細については公衆審査中（9 月

1日まで）の本ガイドラインはもとより、表 1の『（7）2015 年春の年会「シミュレーションの信頼性確

保のためのガイドラインの策定」（1,9）、2）ガイドラインの紹介』の発表資料（参考文献(1)で示したウェ

ブサイトからダウンロードが可能です）を参照して下さい。 

 

4.1 適用範囲と基本構成 

本ガイドラインでは、シミュレーションの信頼性を「シミュレーションによる計算結果が、予測性能

に関する所期の利用目的に即した判断基準の範囲にあること」と定義し、原子力関連施設の設計、建設

及び運転に適用される核、放射線、熱流動、化学反応及び構造分野、並びにこれらの複合分野における

M&Sの信頼性を確保するための基本的な考え方を示しています。 

 

4.2 用語及び定義 

本ガイドラインで用いる主な用語及び定義は、JIS Z4001：1999（原子力用語）、JIS Z8101-2：1999（統

計－用語及び記号－第 2部：統計的品質管理用語）及び JIS Z8404-1：2006（測定の不確かさ－第 1部：

測定の不確かさの評価における併行精度、再現精度及び真度の推定値の利用の指針）中の用語及び定義

のほか、表 6に示す用語を定義しています。 

 

4.3 基本的な考え方 

本ガイドラインでは、M&Sにおけるモデル V&Vの手順として、以下の 4つの要素（エレメント）か
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ら構成されます。 

・エレメント 1：概念モデルの開発 

・エレメント 2：数学的モデル化 

・エレメント 3：物理的モデル化 

・エレメント 4：シミュレーションモデルの予測性能判断 

これら 4 つの基本要素に、 

・不確かさを考慮した予測評価 

・評価プロセスの文書化 

・品質管理 

3 つの基本要素を追加して、図 1 に示す M&S におけるモデル V&V の手順が構成されます。ここで、

V&V に係わるプロセスのみならず、不確かさを考慮した予測評価及び品質管理についても一連の手順

の中に明確に位置付けている点が、本ガイドラインの大きな特徴となります。以下に、それぞれの基本

要素で実施される手順及びその要件に関する考え方を簡単に示します。 

 

4.3.1 エレメント 1：概念モデルの開発 

このエレメントでは、シミュレーションの対象となる現象及びシミュレーションの所期の利用目的を

特定し、それに従って、システムの範囲及び外部環境を含む環境条件、時間発展シナリオ、構成要素、

並びに関連するすべての有意と想定される物理・化学現象及びそれらを構成する重要な物理プロセスに

ついて整理し、注目システム応答変量及びその予測性能に関する要求を明確にしていきます。さらに、

これらに基づき、システム分析を行って、実現象を理想化した概念モデルを開発することもこのエレメ

ントの目的となります。附属書 Bにおいて、これらのプロセスに対する留意点等について説明していま

す。 

 

4.3.2 エレメント 2：数学的モデル化 

このエレメントでは、エレメント 1で構築した概念モデルを数学的表現（数理モデル）に変換し、さ

らにデジタル計算機によって解を求めるべく数値モデルとしていきます。また、概念モデルの数学的モ

デル化に対する検証、数理モデルへの変換に関する検証、並びにモデル検証としてコード検証（code 

verification）及び解検証（solution verification）によって確認することが重要であり、この過程を通じて

シミュレーション結果の不確かさを定量化することが必要となります。附属書 Cにおいて、これらのプ

ロセスに対する留意点等について説明し、いくつかの評価手法を紹介しています。 

 

4.3.3 エレメント 3：物理的モデル化 

このエレメントでは、エレメント 1で構築した概念モデルを実験計画に変換するとともに、妥当性確

認のための実験データの有無を確認し、必要に応じて実験計画を作成した上で実験データを取得します。

この場合、実験の総括不確かさを定量化することが重要です。概念モデルに対する物理モデルの検証を

行うことが必要となります。附属書 D において、これらのプロセスに対する留意点等について説明して

います。 

 

4.3.4 エレメント 4：シミュレーションモデルの予測性能判断 

このエレメントでは、妥当性確認のために用いる実験に対する総括不確かさの定量化及び注目システ

ム応答変量に対するこれら総括不確かさの影響を統合すること、妥当性確認のため用いる実験が存在し

ない場合にはモデルの予測性能を評価することが必要とされます。この評価結果に基づいて、所期の利

用目的に即して合否判断を下すことも要求されます。また、実施した合否判断について検証することが

必要となります。附属書 E において、これらのプロセスに対する留意点等について説明しています。 
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4.3.5 不確かさを考慮した予測評価の実施 

本ガイドラインで実施すべきプロセスの最終段に当たるこのプロセスでは、所期の利用目的にて対象

とした原子炉施設などのシステムに対して、エレメント 1から 4の過程で定量的に明らかにしたモデル

の予測性能に基づく総括不確かさを考慮しつつ、予測評価を実施するとともに、得られた数値解に対し

て注目システム応答変量に対する総括不確かさを定量化することが求められます。このとき、予測評価

に用いるシミュレーションモデルには、エレメント 1 からエレメント 4 までのモデル V&V における必

要な検証及び妥当性確認が完了している必要があります。 

このガイドラインで取り扱う不確かさの定義及び取扱い上の留意点については、附属書 Aで説明して

います。 

 

4.3.6 評価プロセスの文書化 

M&Sの効果的な運用を目的とした実施内容の文書化について、その重要性について示されています。 

 

4.3.7 品質管理 

エレメント 1からエレメント 4 の各手順と、不確かさを考慮した予測評価及び評価プロセスの文書化

は、いずれも優れた品質管理の下で実施し、これに十分な文書及びその一部としての品質記録を作成す

ることが重要です。このために、図 1において品質管理を構成要素のすべてに関連付けています。附属

書 A.6 に M&S の効果的運用のための品質管理システムについての説明が加えられています。さらに、

M&S の実施に当たって、これにかかわる解析者、コード開発者、実験者及び全体設計者の緊密な連携

体制を構築することの重要性、さらに技術者の力量管理の重要性について言及しています。 

 

4.4 本ガイドラインの解説 

「解説」には、本ガイドラインに係る補足情報、本体及び附属書に記載した事項に対する補足説明が

記載されています。具体的には、第 1 章の緒言で述べた制定の趣旨や経緯、そして、適用範囲について

詳細な説明が加えられ、シミュレーションの「信頼性」の定義に関して米国航空宇宙局（NASA：

NASA-STD-7009）が策定した M&Sの規格で用いられる「Credibility」の説明がなされている他、シミュ

レーションの信頼性確保にかかわる現行の指針体系との関係や留意点についても述べられています。本

ガイドラインで扱う M&S 及びモデル V&V に関する補足説明として、米国において複数の機関から発

行されているV&Vに関するガイドラインでのM&S及びモデルV&Vの考え方および定義の変遷につい

ての説明がなされています。V&V を実施する上で重要なプロセスである不確かさ評価の考え方や評価

手法について、ISO-GUM による計測分野での不確かさの取り扱い、AIAA 及び ASME のガイドライン

での不確かさの取り扱いについても言及しています。 

 

５．結 言 

緒言で述べた通り、シミュレーションの信頼性確保に関する共通する方法の枠組み及びその基本的な

考え方などの技術要件をまとめたガイドラインを早期に制定する必要が生じ、核・熱流動及び構造分野

など原子力に関わる幅広い分野のシミュレーションに関する技術者及び研究者が分科会に結集して、本

ガイドラインの策定作業が行われています。2015年8月現在、公衆審査まで手続きが進められています。

本ガイドラインの策定により、M&S及びモデル V&Vに係わる基本的な考え方を広く認識していただく

とともに、適用研究が活発化することが期待されます。さらに、本ガイドラインが発行された後、詳細

は検討中ですが、本ガイドラインについての講習会を予定していますので、是非ご出席いただき、幅広

い議論に参加して頂けますと幸いです。 

今回、本ガイドラインの策定について非常に簡単に概略のみを紹介させて頂きました。このように本

ガイドラインが世界に先駆けてとりまとめられたのは、計算科学技術部会の設立以降、信頼性WG や本

分科会等の活動を通じて、非常に多くの方々から多大なご尽力、貢献を頂いた結晶であることをここに



20 

 

記したいと思います。 

現在、V&V に対する重要性及び必要性は、多くの文献やご講演等によって広く知られるところとな

っています。しかしながら、具体的な適用例となると、未だ少ないように思われます。今後、個々の技

術分野あるいは評価課題に対して、持続的に実施できる実施基準（具体的手順）を策定するためにも、

モデル V&V に関する多くの適用研究と十分な議論が必要と思われます。本記事が、本ガイドラインに

対するご興味をお持ち頂ける機会、また、適用研究の芽だしとなる機会の一助となれば大変幸いです。 
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表１ 原子力学会における V&V関連企画セッション 

 

（1）2008 年春の大会「計算結果の信頼性」(1)
 

1）統計的安全評価手法について 

－安全解析としての信頼性確保の方法－ 

（統計的安全評価手法標準分科会） 

2）計算精度評価の一般的な方法 

3）安全解析の信頼性 

4）Verificationと Validation 

三島 嘉一郎 教授（京大） 

 

 

内藤 俶孝 氏（株式会社ナイス） 

笠原 文雄 氏（JNES） 

越塚 誠一 教授（東大） 

（2）2010 年春の年会「シミュレーションの信頼性確保のあり方とは？」(1)
 

1）シミュレーションにおける Verification & 

Validation（
2） 

2）海外における熱流動解析の信頼性評価 

の取り組み（3） 

3）大気拡散への数値モデルの適用について（4） 

堀田 亮年 氏（テプシス）他 

 

中田 耕太郎 氏（東芝）他 

 

佐田 幸一 氏（電中研）他 

（3）2011 年秋の大会「軽水炉分野におけるモデリング&シミュレーションの 

国際情勢と我が国の課題」(1)
 

1）韓国と中国の情勢 

－安全解析コードの国産化－ 

2）米国と欧州の情勢 

3）実験データを知的財産に 

4）今後の安全評価要件と国産の 

安全解析コードの役割 

5）軽水炉分野におけるモデリング＆シミュ 

レーションの国際情勢と我が国の課題 

中村 秀夫 氏（JAEA） 

 

堀田 亮年 氏（テプシス） 

岡本 孝司 教授（東大） 

宇井 淳 氏（JNES） 

 

山口 彰 教授（阪大） 

（4）2012 年秋の大会「数値解析技術と標準」 

1）V&V標準の世界的現状（5） 

2）有効高さ評価モデルに関する標準（6） 

3）数値解析の信頼性に関する標準（7） 

越塚 誠一 教授（東大） 

佐田 幸一 氏（電中研） 

堀田 亮年 氏（JNES） 

（5）2013 年春の年会「モデリング・シミュレーションの高度化」(1)
 

1）我が国における国産コード開発 

プロジェクトの紹介 

2）国産コード開発における V&V 

3）V&V の適用と実施の国際動向について 

松本 昌昭 氏（MRI） 

 

岡本 孝司 教授（東大） 

笠原 文雄 氏（JNES） 

（6）2014 年春の年会「シミュレーションの V&V の現状と課題」（1,8） 

1）過酷事故時格納容器内挙動の V&V 

データベース 

2）確率論的リスク評価分野における V&V 

3）V&Vに関わる技術標準の動向 

笠原 文雄 氏（規制庁） 

（代理発表：工藤 義朗 氏） 

村松 健 教授（東京都市大学） 

中村 均 氏（CTC） 

（7）2015 年春の年会「シミュレーションの信頼性確保のための 

ガイドラインの策定」（1,9） 

1）ガイドライン策定の経緯 

2）ガイドラインの紹介 

3）国内外のガイドライン策定に係る現状 

中田 耕太郎 氏（東芝） 

工藤 義朗 氏 

田中 正暁 氏（JAEA） 
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表 2 V&Vに関連する国内外で発行済みの主要ガイドライン(9)
 

（参考文献(9)に掲載されている表 1を一部更新） 

 

 発行元 ガイド等名称（一部 略記） 発行 

＜モデル V&Vに関するガイド＞ 

1) AIAA Guide for the V&V of CFD Simulations（AIAA G-077-1998(2002)） 2002 

2) ANS 

ANS Guidelines for the V&V of Scientific and Engineering Computer  

Programs for the Nuclear Industry（ANSI/ANS-10.4-1987(R1998)） 
1998 

Verification and Validation of Non-Safety-Related Scientific and Engineering Computer 

Programs for the Nuclear Industry（ANSI/ANS-10.4-2008）(Supersedes 

ANSI/ANS-10.4-1987;R1998;W2008) 

2008 

3) 

ASME 

Guide for V&V in Computational Solid Mechanics（V&V-10） 2006 

4) Illustration of the concept of Computational Solid Mechanics（V&V-10.1） 2012 

5) Standard for V&V in CFD and Heat Transfer（V&V 20） 2009 

6) 

DoD 

DoD Modeling and Simulation Management（No.5000.59） 2007 

7) 
DoD Modeling and Simulation Verification, Validation, and Accreditation (VV&A)

（No.5000.61） 
2009 

8) 

NASA 

Standard for Models and Simulations（NASA-STD-7009） 2008 

9) 
NASA Handbook for Models and Simulations: An Implementation Guide for 

NASA-STD-7009（NASA-HDBK-7009） 
2013 

10) 
OECD/ 

NEA 

Best Practice Guidelines for the Use of CFD in Nuclear Reactor Safety Applications

（NEA/CSNI/R(2007)5） 
2007 

Best Practice Guidelines for the Use of CFD in Nuclear Reactor Safety Applications - 

Revision（NEA/CSNI/R(2014)11） 
2015 

11) USNRC EMDAP（USNRC REGULATORY GUIDE 1.203） 2005 

12) 日本原子力

学会 

統計的安全評価の実施基準：2008（AESJ-SC-S001:2008） 2008 

13) ※シミュレーションの信頼性確保に関するガイドライン 201x 

＜品質 V&Vに関するガイド＞ 

14) ASME 
Quality Assurance Requirements for Nuclear Facility Applications 

（NQA-1-2012） 
2012 

15) 
日本計算 

工学会 

工学シミュレーションの品質マネジメント（第 2版） 

（JSCES S-HQC001:2014） 
2014 

16) 
工学シミュレーションの標準手順（第 2版） 

（JSCES S-HQC002:2015） 
2015 

17) 
日本電気 

協会 

原子力安全のためのマネジメントシステム規程 

（JEAC 4111-2013） 
2013 

18) 
原子力安全 

推進協会 

原子力施設における許認可申請等に係る解析業務の品質向上ガイドライン

（JANSI-GQA-01 第 2版） 
2014 
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表 3 シミュレーションの信頼性分科会の実施スケジュール 

 

１ 2012/8 ・キックオフ会合 

・信頼性WG報告書のレビュー 

２ 2012/11 ・信頼性WG報告書に基づくガイドライン（案）のレビュー 

３ 2013/5 ・ガイドライン（案）のレビュー 

・タスクチームの設置（V&V到達レベルに関する調査（第 1回）） 

４ 2013/7 ・第 1回調査結果のレビュー 

・調査結果のガイドライン（案）への反映項目の抽出 

５ 2014/1 ・第 1回調査結果を反映したガイドライン（案）のレビュー 

・第２回調査の実施（表 3） 

６ 2014/5 ・第２回調査結果を反映したガイドライン（案）のレビュー 

７ 2014/8 ・ガイドライン（分科会案）のレビュー 

－ 2014/8 ・第 25回専門部会のコメント 

８ 2014/11 ・標準委員会及び基盤応用専門部会での審議状況報告 

・ガイドライン（更新案）の説明と修正箇所の確認 

－ 2014/11 ・第 26回専門部会：決議投票結果とコメント対応説明 

－ 2014/12 ・第 59回標準委員会：ガイドライン（最終案）の報告 

－ 2015/3 ・第 27回専門部会：標準委員会の決議投票結果とコメント対応説明 

－ 2015/3 ・第 60回標準委員会：（同）書面投票結果とコメント対応説明 

－ 2015/5 ・第 28回専門部会のガイドライン（案）の承認 

－ 2015/6 ・第 61回標準委員会のガイドライン（案）の承認 

－ 2015/7 ・公衆審査対応（7/2～9/1） 

－ 2015/9 （第 29回専門部会） 

－ 2015/9 （第 62回標準委員会） 
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表 4 分科会におけるガイドラインの適用に際しての課題調査 

（第２回調査項目） 

 

対象項目 調査項目 

（エレメント 1） 

「概念モデルの開発」 

・対象事象のシナリオおよび注目変数の設定方法 

・検証実験の実機模擬性の考え方 

・概念モデルの構築のため手法の有無 

・シミュレーションモデルの予測性能に対する要求の有無 

・概念モデル開発における不確かさの発生要因と評価法 

（エレメント 2） 

「数学的モデル化」 

・概念モデルと数学モデルの対応（近似の程度等） 

・数学モデルの構成要素 

（幾何形状、支配方程式、構成方程式、初期・境界条件） 

・コード検証及び解検証における留意点 

（品質工学、不連続性、非線形性、不良設定等） 

・数学モデルにおける不確かさの発生要因と評価法 

（エレメント 3） 

「物理的モデル化」 

・概念モデルに対する実験データベースの整備状況 

（個別効果実験、総合効果実験、評価マトリックスの存在、実験デー

タベースの充足度の評価法等） 

・縮尺試験に対するスケーリング理論の有無 

・ブラインド解析のための実験データの確保 

・実験の不確かさに対する考慮 

・実験計画立案におけるシミュレーションの役割 

・実験における不確かさの発生要因と評価法 

（エレメント 4） 

「シミュレーションモデル

の予測性能判断」 

・妥当性確認実験における概念モデル、数学モデル、物理モデルの不確

かさの統合法の有無（決定論的評価指標、確率論的評価指標、不確か

さの統合法） 

・妥当性が確認された領域の定義方法 

・妥当性確認領域内・外における予測不確かさの考慮法 

・モデル予測性能の定量化方法 

・予測性能が所期の目的を満足しない場合の対処法 
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表 5 本ガイドライン（「シミュレーションの信頼性確保に関する 

ガイドライン 201x」）の目次（主要項目のみ） 

 

＜本体＞ 

1. 

2. 

3. 

3.1 

3.2 

3.3 

3.4 

3.5 

3.6 

3.7 

適用範囲 

用語及び定義 

シミュレーションの信頼性確保のための基本的な考え方 

エレメント 1：概念モデルの開発 

エレメント 2：数学的モデル化 

エレメント 3：物理的モデル化 

エレメント 4：シミュレーションモデルの予測性能判断 

不確かさを考慮した予測評価の実施 

評価プロセスの文書化 

品質管理 

＜附属書（参考）＞ 

A 

B 

C 

D 

E 

このガイドラインで取り扱う概念の説明 

エレメント 1 概念モデルの開発 

エレメント 2 数学的モデル化 

エレメント 3 物理的モデル化 

エレメント 4 シミュレーションモデルの予測性能判断 

＜本体と附属書の参考文献＞ 

＜解 説＞ 

1. 

1.1 

1.2 

1.3 

1.4 

1.5 

1.6 

1.7 

2. 

2.1 

2.2 

2.3 

3. 

はじめに 

制定の趣旨 

制定の経緯 

適用範囲 

この原子力学会ガイドラインの構成 

シミュレーションの信頼性について 

シミュレーションの信頼性確保にかかわる現行の指針体系との関係 

シミュレーションの信頼性確保のための実施基準を策定する際の留意点 

M&S及びモデル V&Vに関する補足 

M&S及びモデル V&Vについて 

Verification及び Validationの概念の定義について 

不確かさについて 

解説の参考文献 
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表 6 本ガイドラインで定義する用語 

 

1 シミュレーション Simulation 14 モデル検証 Model Verification 

2 
シミュレーションの信頼性 

Simulation Credibility 

15 モデル妥当性確認 Model Validation 

16 所期の利用目的 Intended Use 

3 
モデリング&シミュレーション 

Modeling and Simulation 17 
注目システム応答変 

SRQ: System Response Quantities of Interest 
4 システム System 

5 外部環境 External Environment 18 シナリオ Scenario 

6 モデル Model 19 不確かさ Uncertainty 

7 概念モデル Conceptual Model 20 推定誤差 Estimated Error 

8 数理モデル Mathematical Model 
21 

総括不確かさ 

Comprehensive Uncertainty 
9 
数値モデル Computational Model 

“計算モデル（Calculation Model）” 22 誤差成分 Error Source 

10 
数学的モデル Models developed in the 

Mathematical Modeling Process 

23 現象 Phenomenon 

24 事象 Event 

11 物理的モデル Physical Model 25 物理プロセス Physical Process 

12 実験 Experiment 26 限界値 Limiting Value 

13 
モデル V&V 

Model Verification and Validation 

27 予測 Prediction 

28 再現 Reproduction 
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図 1 モデリング&シミュレーションの流れ及び品質管理との関係 
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＜2015年度 年間行事予定＞ 
2015年 4月 ・M&C+SNA+MC 2015：2015/4/19～23, Nashville, USA 

2015年 5月 ・運営委員会 

8月 ・運営委員会 

・SMiRT23：2015/8/10～14, Manchester, UK 

9月 ・原子力学会 2015年秋の大会：2015/9/9～11、静岡大学静岡キャンパス 

（第 17回全体会議開催） 

10月 ・流動ダイナミクスに関する国際会議：2015/10/27～29, Sendai, Japan 

2016年 1月 ・運営委員会 

3月 ・運営委員会 

・原子力学会 2016年春の年会：2016/3/26～28、東北大学川内キャンパス 

（第 18回全体会議開催） 

 

 国内外会議、シンポジウム、WS等の共催または後援 

・SNA&MC (2015) 共催（米国） 

・SMiRT23(2015) 後援 

 

※ 年間を通じての活動項目 

 JAEA CCSE WS 等 

 WEBサイト/MLを活用したタイムリーな情報発信 

 ニュースレターの発行(年 2回) 

 H27年度の部会賞の公募 
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M&C+SNA+MC2015 開催報告 

2015.5.29／8.18 

総務 西田 

会議名： 

M&C+SNA+MC2015(Joint International Conference on Mathematics and Computation (M&C), Supercomputing 

in Nuclear Applications (SNA) and the Monte Carlo (MC) Method) 

開催地：米国/テネシー州／ナッシュビル 

開催期間：西暦 2015 年 4月 19 日（日）～西暦 2015 年 4月 23日（木）（5日間） 

開催概要： 

本会議は、主に炉物理に関する数学と計算手法の国際会議 (Advances on Mathematics, Computational 

Methods, and Reactor Physics; M&C)と原子力におけるスーパーコンピューティング国際会議 

(Supercomputing in Nuclear Applications; SNA)、および、モンテカルロ法に関する国際会議（the Monte Carlo 

Method; MC）との合同で M&C+SNA+MC2015 として 2015年 4月 19日から 23日の 5日間にわたり米国

テネシー州ナッシュビルにおいて開催された。American Nuclear Society (ANS)の Oak Ridge/Knoxvilleセ

クションが主催・協賛し、DOE、ORNL、ANS、OECD/NEA、日本原子力学会計算科学技術部会等が共

催・後援を行った。 

SNAは、1990年に水戸にて旧日本原子力研究所主催で開始され、その後日本、欧州、米国と 3年か

ら 4年毎に交代で開催されている。欧州、米国で行われるときは M&Cと合同で開催されることが多い。

1993 年にはカールスルーエ（ドイツ）で M&C+SNA1993、1997 年にはサラトガスプリングス（ニュー

ヨーク州、米国）で M&C+SNA1997 が開催された。2000 年には日本に戻り、東京で SNA2000、次に 2003

年にパリ（フランス）で SNA2003 がそれぞれ開催された。2007 年にはモントレー（米国）で

M&C+SNA2007が開催され、2010年に東京で SNAとMCの合同会議 SNA+MC2010が初めて開催され、

2013 年も同様にパリにて SNA+MC2013として開催された。 

論文数は 290 編以上、参加者は 360名以上であり、会議事務局より当初予想の５割増の参加者である

旨説明が行われた。会議は 23 の一般トピックエリアと 15の特別セッションに分類され、５つのパラレ

ルセッション形式で発表が行われた。期間中に 13のワークショップが開催された。ポスターセッショ

ンはテクニカルポスターセッションと別に、モンテカルロコードに関するポスターセッションも行われ

た。 

今回の会議 M&C+SNA+MC2015 はM&CとMCを含む初めての合同会議となったが、M&Cが事務局

として精力的に活動し、会議を成功裡に導いた。尚、合同国際会議の今後の予定として、M&Cが単独

にて韓国（済州島）にて 2017年に開催される一方、SNA+MCについては、2020年に日本で開催される

予定であり、日本原子力研究開発機構が主催する（開催地未定）。 
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SMiRT23 開催報告速報 

2015.8.21 

総務 西田 

 

会議名： 

SMiRT23 (The 23rd International Conference on Structural Mechanics in Reactor Technology) 

開催地：英国/マンチェスター 

開催期間：2015年 8 月 10日（月）～西暦 2015 年 8月 14日（金） 

開催概要： 

本国際会議は、世界各国で順次開催される世界最大の原子力分野の構造力学に関わる国際会議の定例

大会 SMiRT23（The 23rd International Conference on Structural Mechanics in Reactor Technology）である。

材料部門(Division I)、構造健全性部門(DivisionⅡ)、計算科学部門(Division Ⅲ)、原子力施設構造への外

的要因評価部門(Division Ⅳ)、構造物試験と応答解析部門(Division Ⅴ)、設計と建設部門(Division Ⅵ)、

安全と信頼性評価部門(Division Ⅶ)、保全・運転部門(Division Ⅷ)、核燃料サイクル施設・核廃棄物管理・

廃炉処理部門(Division Ⅸ)、新型炉部門(Division Ⅹ)の 10部門から構成されている。1971年から始まり、

第 23 回目を数える本会では、20 カ国全 525 報の技術論文が投稿された。参加者は 650 名を数えた盛況

な国際会議となった。会議全体では、最多投稿国は、米国、2 位が英国、3 位日本で、日本からの講演

は 54 報である。54 報の内訳は、材料部門 4 件、計算科学部門 7 件、原子力施設構造への外的要因評価

部門 3件、構造物試験と応答解析部門 17件、設計と建設部門 9件、安全と信頼性評価部門 12件、保全・

運転部門 2件である。(件数等は会議配布資料による) 

計算科学部門（Division III Applied Computation Simulation and Animation）では、航空機衝突解析、シミ

ュレーションのための数値計算技術、燃料アセンブリ解析、有限要素解析事例、経年化解析、機械部品

解析、シミュレーション技術、原子炉部品解析、流動解析、国際ベンチマークプロジェクト：SMART2013、

地盤-構造連成解析、過酷事故解析、振動および動的解析、地盤-構造連成と非線形解析の 14セッション

から構成された。計算科学部門として投稿されたものは、64 件(内日本から 7 件）であり、部門として

は活動が活発な方である。本国際会議の今後の予定として、2017 年に韓国で SMiRT24、2019 年に北米

で SMiRT25 が開催されることが決定している。 
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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 24号 

2０１5年 9月  

 

編集・発行責任： 計算科学技術部会 出版・編集小委員会 

町田 昌彦 （委員長） 

（原子力機構、machida.masahiko@jaea.go.jp） 

田中 正暁 

（原子力機構、tanaka.masaaki@jaea.go.jp） 

村上 貴裕 

（電中研、murakami@criepi.denken.or.jp） 

田村 明紀 

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

山下 晋 

（原子力機構、yamashita.susumu@jaea.go.jp） 

 

24 号の出版を今年度の初頭にと意気込んでおりましたが、予想外に時間がかかり 9 月の発刊となっ

てしまったことを部会員一同他原子力学会会員へお詫び申し上げます。これも編集長である町田の不徳

の致す所であり、皆様には多大なご迷惑をおかけしてしまいました。心から、関係者の方々にはお詫び

申し上げます。 

さて、私事ではありますが、今年度の 4 月下旬に米国ナッシュビルにて開催された

M&C+SNA+MC2015に参加して来ました。SNA+MC2010の際は、東京にて原子力機構がホストとし

て開催し、小生も微力ながら運営に携わったことが思い出されました。あの折は、本計算科学技術部会

からの多大なご協力の下、盛大な会議を成功裡に終えることができた事、部会員の方々及び原子力学会

の会員の方々に改めて感謝したいと思います。原子力機構は来る 2020年にも SNA+MC2020の開催を

決定し、上記会議でアナウンスして参りました。2020 年はオリンピックが開催予定であると同時にエ

クサスケールのスーパーコンピュータと ITERでの実験が始動する等、大きな関係イベントが目白押し

です。5年後ではありますが、計算科学部会の方々の成果のご発表にご利用いただければ誠に幸いです。

今後も原子力分野における計算科学技術の進展はますます重要となり、SNA+MC2020も盛大な会議と

なることを期待して本号の編集後記とさせていただきます。尚、M&C+SNA+MC2015の詳細について

は、本記事の参加報告（総務・西田明美著）をご覧下さい。 

（町田 昌彦） 

 


