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議事次第

1. 部会長挨拶（岡部会長）

2. 部会賞表彰式(岡部会長)
(ア) 結果の発表
(イ)表彰状授与

3.部会総会
(１)規約の改正について(岡部会長) 
(２)役員選出 （岡部会長）
(３)活動報告と活動計方針

(ア) 総務 （二ノ方委員長）
(イ) 企画 （高木委員長）
(ウ) 広報 （功刀委員長）
(エ) 出版・編集 （山口委員長）
(オ) 表彰 (岡委員長）
(カ) 経理 （内藤委員長）

(４)その他

4. 閉会挨拶 （岡部会長）



1.部会長挨拶
(岡 芳明：東京大学大学院)



2.計算科学技術部会部会賞
○部会功績賞

該当無し

○部会業績賞

該当無し

○部会ＣＧ賞

高瀬 和之様他 ３名

日本原子力研究所、大和システムエンジニア

○部会奨励賞

該当無し
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微細な気泡は下流へと移行しながら合体し、
成長する。気泡の合体は合体により気液界
面が大きく変形し、それに伴って気泡周囲
に複雑な速度分布が形成される。

燃料棒表面は薄い液膜で覆われ、
その外側をチムニー状に蒸気が
流れる二相流構造が見られる。
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3.部会規約の改正について
(岡 芳明：東京大学大学院)

【改正点】
○部会長等の任期を「１年間(再任を妨げない。)」と明確に定
めること

○学会の制度に規約を整合させること

§部会費⇒部会配付金

§学会誌⇒学会論文誌

【施行日】

２００５年４月１日



専門分野別研究部会規程（規程第１１号）により、計算科学技術部会を本規約により設置し、運営
する。

（目的）
第１条 計算科学技術部会（以下本部会）は、その研究及びその展開・普及等に関する研究・調査
活動を支援し、その発展に貢献することを目的とする。

第２条 学会正会員及び学生会員は、本部会の会員となる資格を有する。

第３条 本部会に参加を希望する会員は、所定の事項を記入した入会申込書により、学会事務局に
申し出る。なお、退会の際はその旨を事務局に通知する。

（運営費）
第４条 本部会の運営費には、部会配付金、事業収入、寄付、その他を持ってあてる。

第５条 運営費については、企画委員会を経て、理事会に報告し、その承認を得ることとする。

（総会）
第６条 総会を年１回以上開催し、本部会の事業、予算、運営等の重要事項について、承認を得る
ものとする。

計算科学技術部会規約
(修正案)



（運営）
第７条 本部会の運営は、本部会会員の互選により選出された部会長１名、副部会長若干名、及
び幹事若干名からなる運営委員会が行う。
２ 部会長、副部会長及び幹事の任期は１年とする。ただし、再任を妨げない。

第８条 事業の実施のため、運営委員会の下に、総務、経理、広報、企画、出版・編集、表彰の６
小委員会を置く。

（事業）
第９条 本部会は、次の事業を行うことができる。
(１)定期的に、「部会報」を発行し、部会員の相互交流を深めるとともに、計算科学技術に関わる
国内外の情報伝達を図る。
(２)研究会、セミナー、講演会、講習会、見学会等を適宜開催する。
(３)計算科学技術等に関わる国内外の関連学協会、諸機関と連絡をとり必要に応じて研究会等
を共催する。
(４)本部会の活動に関連する他部会、研究専門委員会、特別専門委員会等の活動に積極的に
協力する。
(５)本会の大会、本部会の関与に関する研究会等で発表された本部会員の計算科学技術等の
研究に関する優秀な論文等について、学会論文誌への投稿を積極的に奨励する。
(６)その他、適切な事業を適宜実施する。

（規約の改廃）
第１０条 本規約の変更は、運営委員会の発議に基づき、総会での承認を要する。



4. 役員選出(1/4) （岡 芳明：東京大学大学院）

平成１6年度役員

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 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

4. 役員選出(2/4) （岡 芳明：東京大学大学院）

平成１6年度計算科学技術部会運営委員会小委員会メンバー



4. 役員選出(3/4) （岡 芳明：東京大学大学院）

平成１7年度役員候補

部会長（新任） 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
副部会長（新任）高木　敏行 東北大学



総務 経理 広報
青木　尊之* 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 京都大学大学院 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 (財)原子力発電環境整備機構佐治　悦郎 (株)テプコシステムズ
笠原　文雄 原子力安全基盤機構 北田　孝典 大阪大学大学院
高瀬　和之 日本原子力研究所 中原　克彦 (株)東芝

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
ニノ方　壽* 東京工業大学

吉村? 忍 東京大学大学院 池田　秀晃 (株)テプコシステムズ 内藤　正則 (財)原子力発電技術機構
横川　三津夫 産業技術総合研究所 笠原　直人 核燃料サイクル開発機構 功刀　資彰 京都大学大学院
越塚　誠一 東京大学大学院 町田　昌彦 日本原子力研究所 高木　敏行 東北大学
湊　　明彦 (株)日立製作所
巽　雅洋 原子燃料工業(株)
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

4. 役員選出(4/4) （岡 芳明：東京大学大学院）

平成１7年度計算科学技術部会運営委員会小委員会メンバｰ(案)



5.活動報告と活動方針
【総務】（二ノ方 壽：東京工業大学）

2004年度報告
－総会開催（2005年3月）
－運営委員会開催

2004.5.13
2004.9.15
2005.2.3

－人事
－部会規約改正
－ダイアリー（業務工程表）作成
－共催・講演・協賛等
●第8回ＣＣＳＥワークショップ「計算科学
技術と原子炉設計・解析エンジニアリン
グ」協賛(主催：日本原子力研究所、日時:
平成16年6月29日（火）、会場:日本原子力
研究所計算科学技術推進センター )
●セミナー「パーソナルコンピューターを
用いた原子炉の炉心設計入門」共催(主催：
日本原子力研究所原子力コード研究委員会
原子力計算科学専門部会、日本原子力学会/
炉物理部会、日時：2005年2月11日（金)、
会場：大阪大学吹田キャンパス)

2005年度方針
－総会開催（2006年3月）
－運営委員会開催

（秋の大会中、春の年会前）
－人事
－共催・講演・協賛等(適宜)



5.活動報告と活動方針
【企画－１】（高木 敏行：東北大学）

H16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
今年度は１年間延長した最終年度で、計６回の委員会を開催し、補足調査と並行して、
これまでの調査結果を分析・評価するとともに、成果報告書の纏め作業を行った。

■大規模シミュレーション研究専門委員会
本委員会は、10月,11月,12月の計3回行った。また、ユーザー幹事会を計6回行った。

■原子力耐震計算科学特別専門委員会
8回の会合を通じて、原子力耐震安全解析で使用されている各種解析技術の現状と
問題点と将来の役割を調査することができた。

(2) 熱流動部会との合同企画:Drフォーラム
平成16年9月17日、18日 真如山荘において開催

(3) 原子力学会誌連載記事について案を作成した。



平成17年度：
■研究専門委員会活動方針

計算結果評価研究専門委員会
－報告書を完成させる。

原子力耐震計算科学特別専門委員会
－平成16年度の調査研究を継続し、大規模地震を想定した原子力プラント

耐力シミュレータの開発の検討を行う。
大規模シミュレーション研究専門委員会

－秋から冬にかけて大規模シミュレーション研究専門委員会を３～４回開催
－通年、隔月程度の頻度でユーザー幹事会を開催

■原子力学会誌連載記事の出版
■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（八戸,9月15日,16日予定）
■その他
■活動報告とりまとめ

5.活動報告と活動方針
【企画－２】（高木 敏行：東北大学）



5.活動報告と活動方針
【企画－3-1】（高木敏行：東北大学）

H16年度：

(1) 熱流動部会との合同企画:Drフォーラム(第4回)
熱流動部会ニュースレターNo.47(2004/10/29発行)に報告

開催日 9/17,18日(秋の大会最終日から2日間)
会場 真如山荘(真如堂境内)
報告 6件(学位論文の概要) 40分/件(質疑を含む)

・熱流動数値解析 ２件(自由表面波,燃料内詳細流動)
・安全解析不確定性分析 １件
・熱流動実験と評価 ２件(炉内機器,シビアアクシデント)
・粒子法構造解析 １件

参加者 22名(計算科学技術，熱流動両部会長ほか)

Drフォーラム活性化について
恒例行事として定着しつつある現状をさらに発展させ、多数の
会員が参加できる企画を検討中
ex.原子力研究の展望，若手研究者への期待などの特別講師の講演

フォーラム風景

記念撮影



5.活動報告と活動方針
【企画－3-2】（高木敏行：東北大学）

次代を担う若手研究者に学位取得を機会に講演していただき，
討論を通じて会員との懇親を深め今後の活躍を応援する目的で
企画されました。

原子力学会秋の大会のあと，一泊二日の日程で
実施されています。
第1回(2001年) 北海道，洞爺湖温泉
第2回(2002年) 福島，J-Village
第3回(2003年) 静岡，富士裾野研修センター
第4回(2004年) 京都，真如山荘
第5回(2005年) 八戸, ９月１５日, １６日 予定
第1,2回は熱流動部会主催、第3回より計算科学技術
部会との共催となりました。

一般参加者には実費を負担いただき，その他の経費は
部会主催講習会の剰余金(MATE基金)をあてています。

Drフォーラムについて

担当企画委員：湊 明彦(日立)
tel：0294-55-8074，fax：0294-53-7664
e-mail：akihiko_minato@pis.hitachi.co.jp

懇親会



5. 活動報告と活動方針
【広報－１】（功刀資彰：京都大学）

• １６年度事業報告：
（１）ホームページ掲載内容

– 岡部会長のご挨拶掲載
– 役員名簿の掲載
– ニュースレター第３、４号の掲載
– 第２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

（２）部会員メーリングリスト構築
サーバー上に部会員用のメーリングリストシス テムを構築し、部会員に告知

したが、登録者の増加方法について検討し、部会員名簿の更新と会員増強のた
めに拠点委員制度の検討を開始した。

（３）ホームページを原子力学会のサーバーに移行することになった。



5. 活動報告と活動方針
【広報－２】（功刀資彰：京都大学）

• １７年度事業方針：
（１）ホームページの移行と充実：

ホームページを原子力学会のサーバー上に移行する。

その際に、ホームページ改訂方法のマニュアルを整備する。

その他：ニュースレター、委員会報告、国際会議案内など

（２）拠点委員制度を活用し、部会員メーリングリストを更新する。

（３）学会賞募集の案内を積極的に行う。



5. 活動報告と活動方針
【出版・編集 】（山口 彰：サイクル機構）

• H１6年度事業報告：
– （１）ニュースレター第3号の発行（2004年4月）

• 2004年度計算科学技術部会表彰
• 部会企画セッション報告
• 研究専門委員会活動報告

– （２）ニュースレター第4号の発行（2004年12月）
• 2005年度計算科学技術部会表彰募集
• 部会企画セッション報告
• 研究専門委員会活動報告
• Drフォーラム報告

– (3)その他
• 部会表彰CG賞新設（総務委員会に提案）
• 連載講座計算科学手法と原子力分野における応用（企画小委員会と合

同）



5. 活動報告と活動方針
【出版・編集 】（山口 彰：サイクル機構）

• H１7年度活動方針：
– ニュースレターの発行（年2回）、記事の充実

• 計算科学技術部会表彰
• 部会企画セッション報告
• 研究専門委員会活動報告
• Drフォーラム報告
• 投稿記事（新規）など

– その他
• 部会表彰CG賞の活用

– 受賞作品をニュースレター等に掲載

• 連載講座原稿の利用（企画、広報小委員会と協力）
– Tips、応用例など



5. 活動報告と活動方針
【表彰】（岡 芳明：東京大学大学院）

2004年度報告
－表彰規程改正（CG賞追加）

（2004.9.15）
－第2回公募

（2004.10.1）
－公募締切り

（2004.12.24）
－委員会審査

（2005.1.11）
－表彰式（2005.3.29）
－表彰規程改正（功労賞追加）

2005年度方針
－第3回公募（功労賞を対象、

2005.5頃）
－公募締切り（2005.6月末

頃）
－委員会審査（2005.7）
－表彰式（2005.9）
－第4回公募（功労賞以外を対象、

2005.10）
－公募締切り（2005.12月末

頃）
－委員会審査（2006.1）
－表彰式（2006.3）



部会表彰規程(修正案)
(青字部分：平成１６年９月の運営委員会において修正)
(赤字部分：平成１７年２月の運営委員会において修正)

(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。

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。

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。

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。

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。

部会功労賞：計算科学技術部会の発展に功労のあった個人が対象。毎年２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。



（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、表彰時期等については、別途定める。

旧第６条(表彰時期) 削除

(その他)
第６条 本規程の修正及び本規程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し、決定する。

附則 本規程は、平成１５年１０月１日から施行する。

附則 本規程は平成１６年１０月１日から施行する。

附則 本規程は平成17年4月 1日より施行する。



5.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 ¥ 13,000

(2) 通信・発送費*2 ¥ 0

(3) 印刷費*2,3 ¥ 0

(4) 講師謝金・旅費等

¥ 60,000

(6) その他(予備費)*5 ¥ 32,000
計 ¥150,000

平成１６年度 平成１７年度

(5) 会員管理費*4

¥ 45,000

¥ 0

¥ 0
¥ 0

¥ 60,000

¥ 5,000

¥ 65,000

¥ 0

予算額

¥ 13,000
¥ 0

¥ 0

¥ 60,000
¥ 32,000

¥150,000

¥ 45,000

*1: 主に、日本原研（上野）の会議室を無償で借用。
*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ていただいた。
*4: 学会事務局における管理費用。
*5: 部会表彰費用を含む。



6.その他



7.閉会挨拶
【岡 芳明：東京大学大学院】


