
平成20年度計算科学技術部会 総会

議事次第議事次第

1. 部会長挨拶 （高木部会長）

2. 部会賞表彰式

3. 小委員会活動報告と次年度活動計画
a. 総務 （吉村委員長）

b. 企画 （笠原委員長）

c. 広報 （巽委員長）

d. 出版・編集 （越塚委員長）

e. 経理 （山口委員長）

f. 表彰 （高木委員長）

4. 次期役員選出 （高木部会長）

5. その他

6. 次期部会長挨拶

東京工業大学2009年3月23日(月) 12時－13時



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

平成20年度部会賞表彰式

○○部会功績賞部会功績賞 竹田敏一竹田敏一
（第1回：矢川元基）

○部会業績賞○部会業績賞 該当者なし該当者なし
（第1回：町田昌彦）

○部会ＣＧ賞○部会ＣＧ賞 西田明美・新谷文将西田明美・新谷文将
（第2回：高瀬和之、吉田啓之、小瀬裕男、第3回：田中伸厚）

○部会奨励賞○部会奨励賞 伊藤啓、伊藤啓、 宇井淳宇井淳
（第1回：宋武燮、坂口紀史、田中伸厚、第3回：劉傑 、第5回：酒井幹夫）

○部会功労賞○部会功労賞 該当者なし該当者なし

（（第3回：白川典幸、羽間収）

○感謝状○感謝状((部会ロゴマーク）部会ロゴマーク） 該当者なし該当者なし
（第5回：井上苗土己）



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

平成20年度計算科学技術部会功績賞

竹田敏一氏（大阪大学）

「ミクロ炉物理学の提案：原子炉物理学分野における
計算科学技術の展開」

（Proposal of Micro Reactor Physics: Development of 
CSE-based Reactor Physics）



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

平成20年度計算科学技術部会CG賞

西田明美氏（日本原子力研究開発機構）

新谷文将氏（日本原子力研究開発機構）

「配管系構造の衝撃応答解析へのSEM（スペクトル

要素法）の適用」

( Application of SEM(Spectral element method) 
for impulsive analysis of a piping structure 
system)



伊藤啓氏（日本原子力研究開発機構）

「高速炉ガス巻込み現象の評価を目的とした
高精度気液二相流数値解析手法の開発」

(Development of High-precision CFD Method for 
Gas-liquid Two-phase Flow to Evaluate Gas 
Entrainment Phenomena in Fast Breeder Reactor)

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

平成20年度計算科学技術部会奨励賞



宇井淳氏（原子力安全基盤機構）

「PWRの大破断LOCA時の格納容器内の流況と

デブリ輸送の解析及び可視化」

(Analysis and Visualization of flooding flow 
and debris transport on PWR containment 
floors under condition of  LBLOCA)

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

平成20年度計算科学技術部会奨励賞



– 総務 （吉村委員長）

– 企画 （笠原委員長）

– 広報 （巽委員長）

– 出版・編集 （越塚委員長）

– 経理 （山口委員長）

– 表彰 （高木委員長）

小委員会活動報告と次年度活動計画



20年度活動報告

運営委員会開催

20年 6月16日

20年 9月19日

21年 1月16日

21年 3月12日

総会開催（21年3月23日）

共催
JAEA CCSE WS等

21年度活動計画

運営委員会開催

年3回程度

総会開催（22年3月）

講演・協賛等

SNA2010共催

JAEA CCSE WS共催等

【総務小委員会】
委員長：吉村忍 (東京大学)

委員：中島憲宏 (JAEA)，櫛田慶幸 (JAEA)



【企画小委員会】（1/9）

メンバーメンバー

・笠原 文雄 (JNES) ：委員長

：部会等運営委員会委員

・田中 伸厚(茨城大学)：プログラム編成委員

・永吉 拓至(日立製作所)



【企画小委員会】（2/9）
20年度活動報告

専門委員会活動報告
原子力コード特別専門委員会［昭和38年～（平成17年度から計算科学技術部会担当］

炉物理、熱水力、材料の各分野の計算科学的手法の積極的活用を進め、原子力コード
およびシステム仕様の検討、情報収集、整備、提供を行った。

原子力システムにおけるハイエンドコンピューティング研究専門委員会 ［
平成19年4月1日～平成21年3月31日］

研究専門委員会を２回開催し、地球シミュレータの利用計画や利用状況、研究成果に
ついて議論した。また、原子力機構CCSEと共催にてワークショップを２回開催し、ス
ーパーコンピュティングに関わる情報交換を行った。

部会等運営委員会
原子力学会企画セッション・一般セッション
Dr フォーラム
その他の活動



【企画小委員会】（3/9）
【【11】】部会等運営委員会部会等運営委員会

H20H20年度は年度は22回開催回開催
第第11回：平成回：平成2020年年88月月66日日
－メール審議等を活用し、効率的な運営－メール審議等を活用し、効率的な運営
－「年会・大会」関係、プログラム編成方法の改善－「年会・大会」関係、プログラム編成方法の改善
－部会・連絡会・専門委員会関係－部会・連絡会・専門委員会関係
（安全部会の新設等）（安全部会の新設等）

第第22回：平成回：平成2020年年1111月月2020日日
－部会等運営委員会－部会等運営委員会WGWGの開催の開催
－－20082008年秋の大会報告年秋の大会報告
ーー20092009年春の大会の予定年春の大会の予定

大会プログラム編成大会プログラム編成
分野分野313313リーダー：田中リーダー：田中



【企画小委員会】（4/9）
【【22】】原子力学会原子力学会企画企画セッションセッション・一般セッション・一般セッション

部会企画セッション部会企画セッション(2008(2008年秋の大会）年秋の大会）
表題：「耐震設計とスーパーコンピューティング技術」表題：「耐震設計とスーパーコンピューティング技術」
日時：平成日時：平成2020年年99月月44日日 13:0013:00～～14:3014:30
講師：講師：中島憲宏中島憲宏(JAEA)(JAEA)

姫野龍太郎姫野龍太郎((理研理研))

部会企画セッション部会企画セッション(2009(2009年春の年会年春の年会))
表題：表題：
「ここまで来た材料の破壊現象と非破壊評価シミュレーシ「ここまで来た材料の破壊現象と非破壊評価シミュレーシ

ョンョン——原子力プラントの高経年化時代に向けて原子力プラントの高経年化時代に向けて――」」

日時：平成日時：平成2121年年33月月2323日日((月月)) 13:0013:00～～14:3014:30
講師：講師：久保百司久保百司 ((東北大学東北大学))

山口克彦山口克彦 ((福島大学福島大学))
古川敬古川敬 ((発電技検発電技検))



【企画小委員会】（5/9）
【【22】】原子力学会原子力学会企画企画セッションセッション・一般セッション・一般セッション

第第ⅢⅢ区分区分 専門分野専門分野313313（計算科学技術）（計算科学技術）

一般一般セッションセッション(2008(2008秋の大会）秋の大会）
発表件数：２６発表件数：２６

一般セッション一般セッション(2009(2009年春の年会年春の年会))
発表件数：１０発表件数：１０



【企画小委員会】（6/9）

【【33】】Dr Dr フォーラムフォーラム

次世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、討次世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

論を通じて相互の啓発と会員の交流を進め、今後の活躍を応援する論を通じて相互の啓発と会員の交流を進め、今後の活躍を応援する
目的で企画され、原子力学会秋の目的で企画され、原子力学会秋の大会大会の最終日から一泊二日の日程の最終日から一泊二日の日程
で実施されました。で実施されました。

第第11回回((20012001年年)) 北海道北海道 洞洞爺湖温泉湖温泉

第第22回回((20022002年年)) 福島福島 JJ--VillageVillage

第第33回回((20032003年年)) 静岡静岡 富士裾野研修センター富士裾野研修センター

第第44回回(2004(2004年年)) 京都京都 真如山荘真如山荘

第第55回回(2005(2005年年)) 八戸八戸 ユートリー八戸ユートリー八戸

第第66回回((20062006年年)) 札幌札幌 北二条クラブ北二条クラブ

第第77回回(2007(2007年）年） 北九州北九州 サンスカイホテルサンスカイホテル

第第88回回(2008(2008年）年） 高知高知 桂浜荘桂浜荘

第第1,21,2回は熱流動部会主催、第回は熱流動部会主催、第33回より計算科学技術部会と回より計算科学技術部会と

熱流動部会との共催。熱流動部会との共催。



【企画小委員会】（7/9）
第第77回回 Dr Dr フォーラムのフォーラムの報告報告

開催日開催日 ：平成：平成2020年年99月月66日日((土土),7),7日日((日日))

会場会場 ：：桂浜荘（高知市）桂浜荘（高知市）

報告報告 ：：66件件((学位論文の概要学位論文の概要)) 6060分分//件件((質疑含む質疑含む))

(1) Experimental and Analytical Modeling of Natural Circulation (1) Experimental and Analytical Modeling of Natural Circulation 

and Forced Circulation and Forced Circulation BWRsBWRs ThermalThermal--Hydraulic, CoreHydraulic, Core--Wide, and Wide, and 
Regional Stability PhenomenaRegional Stability Phenomena

（（22）核特性予測値の不確かさの評価と低減のための拡張バイアス因子法に）核特性予測値の不確かさの評価と低減のための拡張バイアス因子法に
関する研究関する研究

（（33）飽和およびサブクールプール沸騰の限界熱流束機構の研究）飽和およびサブクールプール沸騰の限界熱流束機構の研究

（（44）単純せん断流中の気泡に働く揚力に対する界面活性剤の影響）単純せん断流中の気泡に働く揚力に対する界面活性剤の影響

（（55）鉛ビスマスと放射性不純物の蒸発特性に関する実験研究）鉛ビスマスと放射性不純物の蒸発特性に関する実験研究

（（66）気液界面数理モデルの構築）気液界面数理モデルの構築

講師所属：大学：講師所属：大学：11、、研究機関研究機関：：44、企業：、企業：11

参加者参加者 ：：2222名名((計算科学技術部会から前部会長、現部会長、企画小委員長等参加計算科学技術部会から前部会長、現部会長、企画小委員長等参加))

部会世話役：永吉部会世話役：永吉



【企画小委員会】（8/9）
【【44】】その他の活動その他の活動

PBNC (PBNC (環太平洋原子力会議環太平洋原子力会議))
日程日程：平成：平成2020年年1010月月1313--1818日日
場所場所：：青森青森

原子力学会の各部会からプログラム委員を選出：越塚原子力学会の各部会からプログラム委員を選出：越塚
TopicsTopicsとしてとしてComputational Science and TechnologiesComputational Science and Technologies

理論応用力学講演会理論応用力学講演会
日程日程：平成：平成2020年年66月月1010--1212日日
場所場所：：日本学術会議日本学術会議

日本原子力学会は副幹事学会（主幹事：地盤日本原子力学会は副幹事学会（主幹事：地盤工工学会）学会）
２名のプログラム委員を選出：文屋、越塚２名のプログラム委員を選出：文屋、越塚
パネルセッションとオーガナイズドセッションを企画
論文誌分野区分の新設検討論文誌分野区分の新設検討

論文誌に審査区分「計算科学技術」の追加を申請。申請理論文誌に審査区分「計算科学技術」の追加を申請。申請理
由についてコメント対応中。由についてコメント対応中。



【企画小委員会】（9/9）
21年度活動計画

研究専門委員会活動方針
原子力コード特別専門委員会

平成20年度に継続して、炉物理、熱水力、材料の各分野を統合した計算科学技術を発展させるととも
に、原子力コードの情報交換に努め、専門部会活動の充実化を図る。部会の下に委員会を設置する方向
で検討を進める。

部会等運営委員会
原子力学会企画セッション・一般セッション
Drフォーラム
その他の活動
理論応用力学講演会理論応用力学講演会

日程日程：平成：平成2121年年66月月
場所場所：：日本学術会議日本学術会議 講堂講堂

日本原子力学会共催（主幹事：土木学会）日本原子力学会共催（主幹事：土木学会）
11名のプログラム委員を選出：文屋先生（東大）名のプログラム委員を選出：文屋先生（東大）



【広報小委員会】（1/５）
２０年度活動報告

巽 雅洋（委員長） 原子燃料工業

阿萬剛史 テプコシステムズ

堺紀夫 東芝

北田孝典 大阪大学

田中伸厚 茨城大学

ホームページでの情報発信

・高木部会長挨拶掲載

・運営委員構成並びに小委員会構成更新

・英語版ホームページの更新

・ニュースレター第10号,第11号掲載

・部会総会議事録及び運営委員会議事録掲載

・部会賞の告知並びに募集資料掲載

・各種会議案内を掲載



【広報小委員会】（２/５）

部会員へのメール配信

・2008/04 春の年会企画セッション資料 掲載案内

・2008/04 BA-CSCアンケート 配信

・2008/04 春の年会総会議事録 掲載案内

・2008/05 「Dr.フォーラム」講師 募集案内

・2008/07 「Dr.フォーラム」開催案内

・2008/08 ニュースレター11号 掲載案内

・2008/08 計算科学技術部会「部会懇親会」開催案内

・2008/09 ML(アドレス変更者(社)）情報更新(*課題)

（＊課題）会員のメールアドレス変更は、宛先不明返送メールで発見されるも、

変更後の情報把握は依然困難。（会員側にも変更連絡手段無し）

学会本部側もMLが最新ではなく、部会員ML更新には有効でなかった。



【広報小委員会】（３/５）

部会員へのメール配信（続き）

・2008/10 第6回計算科学技術部会「部会賞」募集案内

・2008/11 ICAPP09 国際会議 開催案内

・2008/11 第19回CCSEワークショップ 開催案内

・2008/12 NURETH-13 国際会議 開催案内

・2008/12 共存対流伝熱に関する国際セミナー 開催案内

・2008/12 第6回計算科学技術部会「部会賞」募集案内(再）

・2008/12 NURETH-13 国際会議 論文投稿 案内

・2008/12 NURETH-13 国際会議 論文投稿 締め切り案内



【広報小委員会】（４/５）

http://csed.genshiryoku.com



【広報小委員会】（５/５）

21年度活動計画

ホームページを活用したタイムリーな情報発信

・ニュースレター、委員会報告、国際会議案内

・部会賞の告知および募集案内

・メーリングリストとの連動

部会員拡大のための積極的な広報施策

・情報配信範囲拡大で、部会周知及び勧誘機会増加
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【出版・編集小委員会】 （1/4）

メンバーメンバー

・越塚誠一（東京大学大学院）：委員長

・石田直行（日立製作所）

・田中正暁 (日本原子力研究開発機構)

・町田昌彦（日本原子力研究開発機構)

・山本義暢（名古屋大学大学院工学研究科)
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【出版・編集小委員会】（2/4）

20年度活動報告（１）

ニュースレター第11号の発行(2008年8月)

（山本義暢委員）

・表紙の絵：酒井先生（東京大学）の粉体シミュレーション

・巻頭言「計算科学技術部会長挨拶」

・2007年度計算科学技術部会表彰受賞者決定

・秋季セミナー「Dr.フォーラム」参加者募集の案内

・秋の大会「計算科学技術部会の企画セッション」の案内

・第57回理論応用力学講演会（共催行事）活動報告

・部会設立趣意書

・編集後記



【出版・編集小委員会】（3/4）
20年度活動報告（２）

ニュースレター第12号の発行(2009年3月) （町田昌彦委員）

・巻頭言

・一言一話
・2008年度計算科学技術部会部会賞 受賞者の選考
・国際会議SNA+MC2010の案内
・春の総会「計算科学技術部会企画セッション」の案内
・秋季セミナー「Drフォーラム」実施報告書

原子力学会誌 部会紹介記事
著者：高木先生、巽様、山口先生、吉村先生、笠原様
表題：部会活動 計算科学技術部会

原子力における計算科学技術の未来
計算科学技術部会の取組み
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21年度活動計画

ニュースレターの発行(年２回)

・計算科学技術部会表彰

・計算技術部会企画セッションの報告

・研究専門委員会活動報告

・平成21年度計算科学技術部会役員

【出版・編集小委員会】（4/4）



【経理小委員会】（1/3）
20年度予算報告

計算科学技術部会 予算収支 20年度予算 20年度実績 実績-予算

(1)前年度繰越金 220,063 220,063 0 

(2)当年度収入
部会配付金 収入 152,000 152,000 0 

収入 計 152,000 152,000 0 

(3)当年度支出
会議費*1
旅費交通費
諸謝金*3

管理費配賦額*4
内部協賛金*5
その他

4,000

40,000 
41,000
30,000
10,000 

0  
61,080 
5,555

41,000
50,000
18,900 

-4,000  
61,080 

-34,445
0

20,000
8,900 

支出 計 125,000 176,535 51,535 

当(月)年度収支尻(2-3)*6 27,000 -24,535 -51,535 
翌年度 繰越金(1+2-3) 247,063 195,528 -51,535 

*1: 原子力機構(上野)会議室を無償で借用
*3: Drフォーラム講師謝金
*4: 学会事務局における管理費用
*5: Drフォーラム講師旅費(熱流動部会と協力)
*6: 予備費



【経理小委員会】（2/3）

21年度予算計画

・繰越金の有効活用案募集繰越金の有効活用案募集

計算科学技術部会 予算案 21年度予算 備 考

(1)前年度繰越金 195,528

(2)当年度収入

部会配付金 収入 155,000 

収入 計 148,000 
(3)当年度支出

会議費 4,000 経費削減
講師謝金・旅費 40,000 企画セッション等
管理費配賦額 40,000 

内部共催金支出
その他支出

50,000
14,000 

Drﾌｫｰﾗﾑ等
部会表彰等

支出 計 148,000 

当(月)年度収支尻(2-3) 0 予備費

翌年度 繰越金(1+2-3) 202,528



【経理小委員会】（3/3）

• H19会員数 231人

• H20配付金 143,000円

• H20最終配付金 152,000円

• H20管理費 41,000円

• H20会員数 239人

• H21配付金 155,000円

• H21最終配付金 148,000円

• H21管理費 40,000円



【表彰小委員会】

20年度活動報告
第６回公募

（2008年10月）

公募締め切り

（2008年12月19日）

委員会審査

（2009年1月16日）

表彰式

（2009年3月23日）

21年度活動計画
第７回公募

（2009年10月）

公募締め切り

（2009年12月末）

委員会審査

（2010年1～2月）

表彰式

（2010年3月）



部会表彰規定の改正について

（主な改正点）

第2条 第1項 第2号後段の内容変更

「当該年度の応募締切日時点で、原子力学会和文誌あるい
は欧文誌のいずれかに、論文が掲載されていることを条件と
する。」

「当該年度の応募締切日時点で、原子力学会誌, 和文論文誌
あるいは欧文論文誌のいずれかに、論文, 解説等が掲載さ
れていることを条件とする。 」

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

平成20年度総会



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

平成20年度総会

第2条 第1項 各号の表記法について
「1, 2, 3・・・」 ⇒ 「（1），（2），（3）・・・」

第2条 第1項 賞の種類を追加

第5号として

「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を対象とし、毎年4名程度とする。原子

力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313）で口頭発表していることを条件とする。」

旧第5号 ⇒ 第6号へ



次期役員選出（1/2）

部会長 吉村 忍 （東京大学）

副部会長 笠原 文雄

山口 彰

中島 憲宏

副部会長

（原子力安全基盤機構）

（大阪大学）

副部会長 （原子力機構）



次期役員選出（2/2）

総務小委員会 中島 憲宏 （原子力機構）

笠原 文雄

巽 雅洋

越塚 誠一

山口 彰

吉村 忍

笠原 文雄

（原子力安全基盤機構）

（原子力燃料工業）

（東京大学）

（大阪大学）

（東京大学）表彰小委員会

部会等運営委員会委員 （原子力安全基盤機構）

企画小委員会

広報小委員会

出版・編集小委員会

経理小委員会



その他



次期部会長挨拶



以 上

次年度も引き続き部会活動にご協力
賜りますようお願い申し上げます。
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