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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

２００３年３月２７日
春の年会

アルカスＳＡＳＥＢＯ
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議事次第

司会 （宮崎）
1. 部会長挨拶（矢川）
2. 役員選出 （矢川）
3. 活動報告と活動方針
(ア) 総務 （岡）
(イ) 企画 （二ノ方）
(ウ) 広報 （竹田）
(エ) 出版・編集（佐治）
(オ) 表彰 （矢川）
(カ) 経理 （内藤）
4. 閉会挨拶 （矢川）
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海外情報

放射線工学

バックエンド

ヒューマンマシン
・システム

原子力発電

社会・環境

保健物理・
環境科学

核燃料

加速器・
ビーム科学

再処理・
リサイクル

核データ
計算科学技術

材料

核融合工学

熱流動

炉物理・計算工学の研究を横糸として交流
・解析技術に重心を置いた設計研究

Design by Analysis / 
Computer-Aided R&D (CAR&D) 

・新しい手法の実用化
・超並列計算の浸透

計算科学技術部会：
原子力学会の多くの部会
（縦糸）を計算科学技術の
横糸で繋ぐ部会

計算科学技術部会の位置付け
1. 部会長挨拶（矢川 元基：東京大学）
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2. 現在の役員 (1/2) （矢川 元基：東京大学）

部会長 矢川　元基 東京大学大学院
副部会長 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
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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 竹田　敏一 大阪大学大学院
功刀　資彰 京都大学大学院 片岡　勲 大阪大学大学院 川村　充 原子燃料工業株式会社
宮崎　則幸 九州大学大学院 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
白川　典幸 株式会社 東芝 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 矢川　元基 東京大学大学院
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 竹田　敏一 大阪大学大学院
松岡　浩 東北大学 蕪木　英雄 日本原子力研究所 岡　芳明 東京大学大学院
高木　敏行 東北大学 二ノ方　壽 東京工業大学
内川　貞夫 株式会社日立製作所 内藤　正則 原子力発電技術機構
吉村　忍 東京大学大学院
井上　直樹 日本原子力研究所
山田　進 日本原子力研究所

2. 現在の役員(2/2)
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2. 役員選出(1/2) （矢川 元基：東京大学）

平成１５年度役員候補

部会長（新任） 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（新任）内藤? 正則 原子力発電技術機構
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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

2. 役員選出(2/2)

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候補
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運営小委員会役割分担

広報: 入部案内・勧誘､部会ホームページ、
学会ホームページとのリンク、会員登録（名簿管理）
メーリングアドレス、Webページ作成

経理: 予算､決算、経理
企画: 研究専門委員会､年会大会の企画

講演会、夏期セミナー、ドクターフォーラム
国際会議対応、人材育成､ 他部会や他学会との連携

出版・編集: 資料編集､学会誌論文誌関係企画
表彰: 部会表彰(功績賞､業績賞､奨励賞) 
総務: 上記以外の雑務全般、総会・運営幹事会準備等
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運営小委員会役割分担

◆部会長の下に各運営小委員会がフラットにぶら下がる組織運営
各小委員会が独立にしかし有機的に活動する
メール等の活用により情報交換は活発に

◆部会員名簿は部会長の秘書が当面の間管理にあたる予定
平成15年6月末まで矢川部会長の秘書 成島様 が管理
連絡先: hisae@garlic.q.t.u-tokyo.ac.jp
tel: 03-5841-6993, fax: 03-5841-3265

◆平成15年7月より竹田新部会長の秘書 星山様 が管理
連絡先: shiori@nucl.eng.osaka-u.ac.jp
tel&fax : 06-6879-7903

◆学会本体の企画委員会対応は企画運営小委員会の担当



10

平成１４年度 設立準備、設立総会準備
趣意書と規約(案)作成運営委員会準備
連絡調整、運営小委員会役割分担
学会事務局対応
活動報告とりまとめ

平成1５年度 総会準備
連絡調整 運営小委員会準備
活動報告とりまとめ

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

■研究専門委員会活動
- 「計算結果評価」研究専門委員会（熱流動、炉物理部会との共同）
- 大規模シミュレーション研究専門委員会：4回開催
- 他 複数の部会にまたがる提案歓迎

■２００３年部会企画
- 年会および秋の大会：企画セッションと総合講演
- 学会誌連載企画記事について
- 国際会議主催と共催準備：SCNA会議 ３年後米国、６年後日本
- Drフォーラムの実施：２００３秋の大会に連動

熱流動部会と共催（熱流動部会へ提案中）

■懸案事項
- 部会員増強
- 計算科学技術という本部会の特徴を前面に押し出した講習会等の開催：

テーマ募集－モンテカルロ法、並列計算機、大規模シミュレーションなど
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３月２７日
１３：００～１５：００ 計算科学技術部会総合講演
１５：００～１６：２０ 原子力計算科学セッション

3. 活動報告と活動方針【企画】

お知らせ
計算科学技術部会セッション（Ｈ会場）
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3. 活動報告と活動方針【広報】
（竹田 敏一：大阪大学）

（１）部会のための活動
・組織ごとの入会依頼の担当を決定 （付録参照）
・部会からの入部依頼書

+設立趣意書
+入会申込書

（２）部会委員リスト
部会員 現在179名（3月24日現在）

（３）総会講演（3月27日）
+原子力計算科学のセッション（3月27日）
+部会総会のアナウンス（総務小委員会）

（４）ホームページ
Ｈ１４年度：部会ホームページ（暫定版）の作成
Ｈ１５年度：部会ホームページの充実
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3. 活動報告と活動方針【広報】
（竹田 敏一：大阪大学）

大阪大学 竹田先生
核燃料サイクル機構 山口委員（取りまとめと連絡）

二ノ方先生と岡先生の連名で
相澤理事に依頼状を送付。

九州大学 宮崎先生
京都大学 功刀先生
NUPEC 内藤委員
産業技術総合研究所 横川委員
テプコシステムズ 竹田先生
電中研 岡先生
東京工大 二ノ方先生
東京大学 岡先生、矢川先生、吉村先生
東電 佐治委員
東北大学 高木先生
名古屋大学 竹田先生より名大の先生に依頼

原研 井上委員（取りまとめと連絡）
竹田先生(コード委員会）
そのほかに委員長、副委員長の
連名で理事長に依頼状を送付。

（さらに理事長への依頼状をつけて
各運営委員が原研の仕事上の
つきあいのある方にお願いする。）

日立 内川委員
三菱重工 竹田先生、岡先生、吉村先生
北大 岡先生
九州大学 竹田先生
熱流動部会 二ノ方先生
材料系の方 各大学の委員
その他
運営委員の知りあい 各運営委員
各大学の研究室の
卒業生の適当な方 各大学の運営委員

付録：各組織への入会依頼
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3. 活動報告と活動方針【出版・編集】
（佐治 悦郎：原安委
山口 彰 :核燃料サイクル開発機構）

担当業務：資料編集、学会誌・論文誌関係企画等
◆平成14年度活動計画
(1) 設立総会後、本部会設立紹介記事を学会誌に掲載
(2) 本部会の活動状況を踏まえ、学会誌解説や特集記事の企画立案
◆平成14年度活動実績
(1)日本原子力学会誌学会誌平成14年11月号に部会の発足と会員募集の記事を掲載
◆平成15年度の活動計画について
(1)ニュースレター発行

方法：原稿を電子データで処理してPDF形式の部会報として発行し、
電子メールで配布、あるいはWeb上で閲覧できるようにする。

時期：2003年4月、10月
(2)連載講座

企画小委員会と連繋をとり、連載講座の編集・出版を行う。
（例）熱流動部会と共同で、例えば流体、構造、材料の微視的なシミュレーション手法に関
するソフトおよびハードウェア等。
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3. 活動報告と活動方針【表彰】
（矢川 元基：東京大学）

■趣旨
原子力における計算科学技術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に対し日本原子力学会 計算科学技術部
会賞を贈呈する。
◆部会功績賞：当該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。
◆部会業績賞：当該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
人が対象。毎年２名以内。
◆部会奨励賞：当該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。
■選考の方法など
◆毎年１２月１日－１２月末日の期間、部会ホームページで公募する。

他薦のみとする。
◆授賞者選考は、表彰小委員会が行う。
◆表彰は春の大会時に行う。
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3. 活動報告と活動方針【経理】
（内藤 正則：NUPEC）

１．平成14年度予算

費目 認可金額 実績推定
(1) 会議費 ¥11,000 ¥10,420
(2) 通信・発送費 ¥7,000 ¥0

(3) 雑印刷費 ¥10,500 ¥714
(4) 部会印鑑作成費 ¥10,500 ¥13,000
(5) ホームページ開設費用 ¥20,000 ¥20,000

計 ¥59,000 ¥44,134
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3. 活動報告と活動方針【経理】
（内藤 正則：NUPEC）

２．平成15年度予算案

費目  備考 

(1)会議費 ¥24,000 運営委員会等 

(2)通信・発送費 ¥21,000 

(3)印刷費 ¥30,000 

(4)講師謝金、旅費等 ¥60,000 

仮置き 

(5)会員管理費 ¥60,000 学会事務局割当 

(6)その他 ¥5,000 予備費 

計 ¥200,000 部会使用額 14 万円 
 

上記(2)(3)(6)は仮置きであり、各小委員会にて活動計画を具体的に詰め
た段階で、総額14万円を超えない範囲で調整する。
なお、セミナーや講習会等は原則として独立採算制となる。
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4. 閉会挨拶（矢川 元基：東京大学）
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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。

添付資料「計算科学技術部会」設立趣意書


