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日本原子力学会 計算科学技術部会
Computational Science & Engineering Division

総会

２００４年３月３０日
春の年会

岡山大学津島キャンパス
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議事次第

司会 （井上）
1. 部会長挨拶（竹田）
2. 部会賞表彰 (竹田)
3. 役員選出 （竹田）
4. 活動報告と活動方針
(ア) 総務 （岡）
(イ) 企画 （二ノ方）
(ウ) 広報 （功刀）
(エ) 出版・編集（佐治）
(オ) 表彰 （竹田）
(カ) 経理 （内藤）
5. 閉会挨拶 （竹田）
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1. 部会長挨拶（竹田 敏一：大阪大学）
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○部会功績賞（1名）

矢川元基様
東京大学大学院

○部会業績賞（1名）

町田昌彦様
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（3名）
宋武燮様 東京大学

坂口紀史様 北海道大学
田中伸厚様 茨城大学

2.日本原子力学会計算科学技術部会賞
の決定
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(目的)
第１条 原子力における計算科学技術分野の発展や進歩をうながすことを目的と

して、この方面において顕著な貢献をした個人またはグループに対し、日本原
子力学会計算科学技術部会部会賞（以下、部会賞と呼ぶ）を贈呈する。

(種類)
第２条 部会賞に下記賞を設ける。
1) 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が

対象。毎年1名以内とする。
2) 部会業績賞：計算科学技術分野において顕著な学術または技術上の業績のあっ

た個人またはグループが対象。毎年２名以内もしくは1グループ以内とする。
3) 部会奨励賞：計算科学技術分野において顕著な学術または技術上の業績のあっ

た４０才まで(当該年度３月３１日において)の個人が対象。毎年３名以内とす
る。

２ 部会賞受賞者は、原則として計算科学技術部会部会員とする。

日本原子力学会 計算科学技術部会 部会表彰規定
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（応募）

第3条 計算科学技術部会 ホームページ上で公募する。
２ 部会賞の推薦は自薦及び他薦とし、所定の用紙にて計算科学技術部会部

会長宛て提出する

（委員会）
第4条 計算科学技術部会 表彰小委員会が部会賞の選考と決定の任にあたる。
２ 表彰小委員会の委員長及び委員は計算科学技術部会部会長の
指名により、計算科学技術部会総会において承認する。

（選考方法等）
第5条 部会賞推薦書の様式、公募時期、選考手順等については、別途定め

る。

（表彰時期）
第6条 部会賞は日本原子力学会春の年会における計算科学技術部会総会

において表彰する。

(その他)
第7条 本規定に規定されていない事項については、計算科学技術部会運営

委員会において協議する。

付則 本規定は平成15年10月 日より施行する
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3.役員選出 (1/4) （竹田 敏一：大阪大学）

部会長 竹田　敏一 大阪大学大学院
副部会長 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

現在の役員(１/２)
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総務 経理 広報
岡　芳明* 東京大学大学院 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
宮崎　則幸 九州大学大学院 片岡　勲 大阪大学大学院 川村　充 原子燃料工業株式会社
井上　直樹 日本原子力研究所 梅木　博之 原子力発電環境整備機構 越塚　誠一 東京大学大学院

笠原　文雄 原子力発電技術機構 田中　伸厚   茨城大学

羽間　収 日本原子力研究所

企画 出版・編集 表彰

二ノ方    壽* 東京工業大学 佐治　悦郎* 原子力安全委員会 竹田　敏一* 大阪大学大学院
横川　三津夫 産業技術総合研究所 山口　彰 核燃料サイクル開発機構 岡　芳明 東京大学大学院
松岡　浩** 東北大学 蕪木　英雄 日本原子力研究所 二ノ方　壽 東京工業大学

高木　敏行 東北大学 内藤　正則 NUPEC

湊　　明彦 株式会社日立製作所
吉村　忍 東京大学大学院
山田　進 日本原子力研究所
白川　典幸 株式会社 東芝

3. 役員選出(2/4) （竹田 敏一：大阪大学）

平成１５年度計算科学技術部会運営小委員会メンバー

*  委員長
**日本原子力学会企画委員会委員
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3. 役員選出(3/4) （竹田 敏一：大阪大学）

平成１6年度役員候補

部会長（新任） 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（新任） 功刀　資彰 京都大学大学院
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総務 経理 広報
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
宮崎　則幸 九州大学大学院 片岡　勲 大阪大学大学院 田中　伸厚   茨城大学
井上　直樹 日本原子力研究所 梅木　博之 原子力発電環境整備機構 佐治　悦郎 原子力安全委員会

笠原　文雄 原子力安全基盤機構 北田　孝典 大阪大学大学院
白川　典幸 東芝ソリューション 羽間　収 日本原子力研究所

企画 出版・編集 表彰

高 木 敏 行 * 、
**

東北大学 山口　彰* 核燃料サイクル開発機構
岡　芳明* 東京大学大学院

横川　三津夫 産業技術総合研究所 蕪木　英雄 日本原子力研究所 二ノ方　壽 東京工業大学
越塚　誠一 東京大学大学院 池田　秀晃 (株)テプコシステム ズ 内藤　正則 NUPEC

吉村　忍 東京大学大学院 功刀　資彰 京都大学大学院

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
*委員長
**日本原子力学会企画委員会委員候補者

3. 役員選出(4/4) （竹田 敏一：大阪大学）

平成１6年度計算科学技術部会運営小委員会メンバー
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平成16年度 総会準備
人事(企画委員・評議員候補者推薦)
連絡調整 運営小委員会準備
活動報告とりまとめ

4. 活動報告と活動方針(1/xx)
【総務】 （岡 芳明：東京大学）
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4. 活動報告と活動方針
【企画－１ 】 （二ノ方 壽：東京工業大学）

H15年度：
(1) 研究専門委員会活動報告
■計算結果評価研究専門委員会
2003年度 7回開催
2003年 春の年会 3月30日O会場

計算科学技術部会セッションにて５件発表

■大規模シミュレーション研究専門委員会
2003年度 第4回-第7回開催
2003年 秋の大会 「地球シミュレータを用いた

原子力関連大規模シミュレーションの計画及び成果」

■原子力耐震計算科学特別専門委員会
2004年度より実質活動開始

(2) 熱流動部会との合同企画:Drフォーラム（裾野）
日本原子力学会誌, Vol.45, No12 p.(46) (2003)にて報告
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平成16年度：
■研究専門委員会

計算結果評価研究専門委員会（１年延長）
原子力耐震計算科学特別専門委員会
大規模シミュレーション研究専門委員会

■国際会議：SNA
■原子力学会企画セッション：各専門委員会
■Drフォーラム（熱流動部会と共催予定）
■その他
■活動報告とりまとめ

4. 活動報告と活動方針
【企画－２ 】 （二ノ方 壽：東京工業大学）
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4. 活動報告と活動方針
【広報－１ 】 （功刀資彰：京都大学）

１５年度事業報告：
（１）ホームページの立ち上げ

ホームページデザインの決定
正式な部会ホームページとして学会ホームページよりリンク

（２）ホームページ掲載内容
竹田部会長のご挨拶掲載
役員名簿の掲載
ニュースレター創刊号の掲載
ニュースレター第2号の掲載
計算評価法専門委員会の議事録の掲載
第1回部会賞に関する書類，情報等の掲載ならびに部会員への告知

（３）部会員メーリングリスト構築
現在majordomoというソフトを用い，ホームページを構築しているサー バー

(patras.koma.jaeri.go.jp)上に部会員用のメーリングリストシステムを構築中



15

4. 活動報告と活動方針
【広報－２ 】 （功刀資彰：京都大学）

１６年度事業計画：
（１）ホームページの充実： ニュースレター、委員会報告、国際会議案
内など

（２）部会員メーリングリストの完成
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4. 活動報告と活動方針

【出版・編集 】 （井上直樹：原研）

・H１５年度事業報告：

（１）ニュースレター創刊号の発行（２００３年５月）
・原稿依頼と収集
・編集・加工作業
・PDF化した最終稿を広報委員会宛送付（ホーム

ページ上での公開

（２）ニュースレター第２号の発行（２００３年１１月）
（同上）
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・平成15年度にはニュースレター創刊号、二号が発行されたので、平成16年度にも
そ
の活動を基本的に継続する。
・より良い、読者が求めるニュースレターにするため、”計算科学技術部会らしい”
ニュースレター像の検討を行う（企画募集、アンケートなどが考えられる）。
・ニュースレター表紙には部会員の計算結果グラフィックスを掲載しているが、それ
を公募（自薦、他薦）するシステムを構築（現在は編集委員が個別にお願いしてい
る）。応募が多ければ、将来はCGコンテストの企画なども可能。
・平成16年度は以下のとおり、3号、4号を発行する。
（１）ニュースレター３号の発行（２００４年５月）

・原稿依頼と収集
・編集・加工作業
・PDF化した最終稿を広報委員会宛送付（ホームページ上での公開）

（２）ニュースレター第４号の発行（２００４年１１月）
（同上）

・H１６年度事業計画：



18

4 活動報告と活動方針
【経理】 （内藤 正則：NUPEC）

費目 予算額 実績推定

(1) 会議費*1 ¥ 24,000

(2) 通信・発送費*2 ¥ 21,000

(3) 印刷費*2,3 ¥ 30,000

(4) 講師謝金・旅費等

¥ 60,000

(6) その他(予備費)*5 ¥ 5,000

計 ¥200,000

平成１５年度 平成１６年度

(5) 会員管理費*4

¥ 60,000

¥ 5,000

¥ 0

¥ 0

¥ 60,000

¥ 35,000

¥100,000

¥ 0

予算額

¥ 14,000

¥ 0

¥ 0

¥ 60,000

¥ 35,000

¥159,000

¥ 50,000

*1: 主に、日本原研（上野）の会議室を借用。
*2: 通信手段は電子メールとした。
*3: 会議資料、他のコピー代等は作成者側で準備した。
*4: 学会事務局における管理費用。
*5: 部会表彰費用を含む。


