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

平成23年度部会賞表彰式	
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日本原子力学会計算科学技術部会 
Computational Science & Engineering Division 

平成23年度計算科学技術部会功績賞	

内藤　正則氏（エネルギー総合工学研究所）	

「機構論的モデルに基づく原子力安全解析技術の構築に
関する先駆的貢献」	

(Pioneering Contribution on System Development of 
Nuclear Power Plant Safety Analysis based on 
Mechanistic Models)	
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守田 幸路氏（九州大学）	

「炉心溶融事故における多相多成分流のシミュレーショ
ン技術の高度化」	

(Improvement of Simulation Technology for multiphase 
multicomponent flows in core melting accidents)	

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

平成23年度計算科学技術部会業績賞	
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高田　孝氏（大阪大学）	

「高速炉マルチフィジックスシミュレーション手法の開発」	
(Development of simulation methods for multi-physics 
phenomena in fast breeder reactors)	

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

平成23年度計算科学技術部会奨励賞	
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巽　雅洋氏（原子燃料工業株式会社）	

「細粒度並列計算アルゴリズムに基づく中性子輸送計
算コードの開発と実炉心設計への適用」	

(Development of neutron transport calculation code 
based on a fine-grain parallel algorithm and its 
application to actual reactor design tasks)	

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

平成23年度計算科学技術部会奨励賞	
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横山　賢治氏（日本原子力研究開発機構）	

「高速炉用オブジェクト統合型解析システムMARBLE 
1.0 の開発」	

(Development of MARBLE 1.0, the object-oriented 
analysis system for fast reactors)	

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

平成23年度計算科学技術部会奨励賞	
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平成23年度計算科学技術部会　全体会議	

1.  部会長挨拶 	 	　　　  （山口部会長）	

2.  部会規約改正　　　　　　　　（越塚副部会長）	

3.  小委員会活動報告と次年度活動計画	
a.  総務　 	 	 	 	（中島委員長）	

b.  企画　 	 	 	 	（越塚委員長）	

c.  広報　 	 	 	 	（巽委員長）	

d.  出版・編集　 	 	 	（町田委員長）	

e.  経理　 	 	 	 	（堀田委員長）	

f.  表彰 	 	 	 	（山口委員長）	

4.  次期役員選出　　　　 	（山口部会長）	

5.  その他	

6.  計算科学技術部会10周年記念特別講演	

7.  次期部会長挨拶	

福井大学2012年3月21日(水) 12時－13時	
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1. 部会長挨拶	
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２．部会規約改正	
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　山口　彰	

■ポイント	
学会の内規の体裁統一のため、表彰内規の見直しと、他部会との横並びで体裁と
文言統一のための微修正（英数字記号の半角文字化と制定および施行日付け）	

（目的）	
第１条　～計算科学技術部会部会賞（以下「部会賞」と称す）の内容について～	

（趣旨）	
第２条　～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。	

第３条　部会賞に下記賞を設ける。	
～	
（２）部会業績賞：～学会和文論文誌あるいは英文論文誌のいずれかに～	
（３）部会奨励賞：～応募締切日時点で原子力学会が主催ないしは共催する～	
～	



続：部会規約改正	
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　山口　彰	

（応募）	
第５条　部会賞の公募は，～ホームページ上で公募する行う。部会賞の推薦は自薦
及および他薦とし，所定の用紙にて計算科学技術部会部会長宛て提出する。	

（表彰小委員会）	
第６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。～
表彰小委員会の委員長及および委員は計算科学技術部会長が指名し，運営小委
員会の議を経て決定する。	

（表彰時期）	
第７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全体会議
において表彰する。	

（改定）	
第９条　本内規の改定は，部会運営小委員会の発議に基づき～	

（その他）	
第10条　本規定に規定されてで定められていない事項については，計算科学技術
部会運営小委員会において協議する。	



a.  総務　 	 	 	（中島委員長）	

b.  企画　 	 	 	（越塚委員長）	

c.  広報　 	 	 	（巽委員長）	

d.  出版・編集　 	 	（町田委員長）	

e.  経理　 	 	 	（堀田委員長）	

f.  表彰	 	 	 	（山口委員長）	

３. 小委員会活動報告と次年度活動計画	
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H23年度活動報告	

n メンバー	

・中島　憲宏 (JAEA) ：委員長 

・中村 均 (CTC) 

・佐々 成正 (JAEA) 

【総務小委員会】（1/7）	
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n 運営委員会開催	
n  第一回	

n  日時：H23年 6月15日(水)　15:30-17:30	

n  内容：活動方針の確認、秋の大会における部会企画の検討、 ICFD2011共催
・企画に関する検討	

n  第二回	
n  日時：H23年 9月6日(水)　15:00-17:00	

n  内容：秋の総会準備、2012年春の大会における部会企画の検討	

n  第三回	
n  日時：H24年 1月20日（金）　17:30-19:00	

n  内容：2012年春の大会における部会企画・運営の検討	

n  第四回	
n  開催日：H23年 3月12日（月）　10:30-12:30	

n  内容：部会賞の承認、春の大会・全体会議準備	

【総務小委員会】（2/7）	
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n 第10回全体会議開催	

n 日時：2011年9月20日(火)　12:00-13:00	

n 場所：西日本総合展示場	

n 式次第	
1.  部会長挨拶	 	（山口部会長）	

2.  部会規約改正 	（越塚委員長）	

3.  小委員会活動報告と次年度活動計画	

a.  総務 	 	（中島委員長） 	

b.  企画 	 	（越塚委員長） 	

c.  広報 	 	（巽委員長） 	

d.  出版・編集　 	（町田委員長） 	

e.  経理 	 	（堀田委員長） 	

4.  その他	

【総務小委員会】（3/7）	
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n  第11回全体会議開催	
n  日時：2012年3月21日(水)　12:00-13:00	

n  場所：福井大学	

n  式次第	

1.  部会賞表彰式	

2.  部会長挨拶 	 	（山口部会長）	

3.  部会規約改正　　　　　（山口部会長）	

4.  小委員会活動報告と次年度活動計画	

a.  総務 	 	（中島委員長） 	

b.  企画 	 	（越塚委員長） 	

c.  広報 	 	（巽委員長） 	

d.  出版・編集　 	（町田委員長） 	

e.  経理 	 	（堀田委員長） 	

5.  次期役員選出　　　　 	（山口部会長） 	

6.  その他	

7.  計算科学技術部会10周年記念講演　　（福井大　竹田　教授）	

8.  次期部会長挨拶	

【総務小委員会】（4/7）	
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n  共催	
n  SMiRT国際会議	

オーガナイズドセッションを企画	
n  概要	

開催日：H23年 11月9日(水)～11日(金)	
会場：インド　ニューデリー	

n  第61回理論応用力学講演会	
n  概要	

日時：H23年3月7日（水）ー9日（金）	
会場：東京大学駒場キャンパス	

n  CCSEワークショップ	
　「原子力耐震計算科学の現状と将来」開催	

n  概要	
日時：H24年 1月20日（金）	
会場：東京大学柏キャンパス　総合研究棟　大会議室	
参加者：46名（大学(19名)、産業界(9名)、原子力機構(18名)）	

n  協賛	
n  第8回流動ダイナミクスに関する国際会議（The 8th ICFD） 

n  概要	
開催日：H23年 11月9日(月)～11日(水)	
会場：ホテルメトロポリタン仙台 

【総務小委員会】（5/7）	
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n  HPCIコンソーシアムへの参加	
n  HPCIコンソーシアムとは	

全国の計算機資源を連携させる「革新的ハイパフォーマンス・コンピューティング
・インフラ（ＨＰＣＩ）」への意見集約と提言	

n  目的	

「京」を中核とし、多様なユーザーニーズに応える革新的な計算
環境を実現に貢献	

n  HPCIコンソーシアムへの協力	
n  5回の会合に参加	

n  社団法人化について	
n  設立趣旨 

n  計算科学技術振興への取組みを代表する集まりとして活動	

n  正会員 
n  計算科学技術の振興活動への積極的な関与など、自身が中心となっている

コミュニティの意見の集約やコミュニティ内の必要な調整等を行う	

n  アソシエート会員 
n  コンソーシアムの活動に参加、協力（意思決定の主体とはならない）	

【総務小委員会】（6/7）	
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H24年度活動計画	

n 運営委員会開催	

n 年4回程度	

n 全体会議開催(H24年9月、広島大学　東広島C)	

n 全体会議開催(H25年3月、近畿大学　本部C)	

n 共催・後援等	

n  ICONE20共催（H24年7月30日-8月3日)	

n JAEA CCSE WS等 		

n その他	

【総務小委員会】（7/7）	
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【企画小委員会】（1/9）	
23年度活動報告 

n 部会等運営委員会 
n 原子力学会企画セッション・一般セッション 
n Dr フォーラム 
n 研究専門委員会・ワーキンググループ 
n 共催等 
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【企画小委員会】（2/9）	
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【企画小委員会】（3/9）	
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【企画小委員会】（4/9）	
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【企画小委員会】（5/9）	
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【企画小委員会】（6/9）	
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【企画小委員会】（7/9）	
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【企画小委員会】（8/9）	
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【企画小委員会】（9/9）	
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【広報小委員会】（1/4）	

メンバー 

n 巽　雅洋　（原燃工）：委員長 
n 阿萬剛史　（テプシス） 
n 平田洋介　（東芝） 
n 桐村一生  （三菱重工） 



【広報小委員会】（2/4）	

n WEBサイトにおける情報発信 
・山口部会長挨拶の掲載 
・運営委員ページの更新 
・過去の総会関連の資料のアップデート 
・ニュースレター第１６，１７号掲載 
・「シミュレーション信頼性ＷＧ」更新 
・平成23年度の報告事案と計画事案について 
・第８回(2010年度)部会賞　贈賞報告 
・2010年度部会賞表彰式及び平成23年度第１回全体会議 
・2011年秋の大会における合同企画セッションの報告 
・第9回(2011年度) 部会賞受賞候補者推薦の募集 



【広報小委員会】（3/4）	

n メーリングリストを用いた情報発信 
・【報告】HPCI準備会第2回総会 
・2011年度計算科学技術部会の役員交替について 
ʺ″計算科学技術部会ニュースレター第１６号の配信 
ʺ″【 ご報告】平成２３年度部会運営委員会の発足のご連絡 
ʺ″【依頼】HPCIコンソーシアムの具体化に向けて-中間報告-の意見募集 
ʺ″MAAPコードワークショップのご案内 
・ＨＰＣＩ検討総会（第３回・7/5開催）の会議資料 
・秋季セミナー「Dr.フォーラム」参加のご案内	

・計算科学技術部会　部会賞表彰式及び全体会議のご案内 
・計算科学技術部会ニュースレター第17号をお届けします 
・2011年秋の大会における合同企画セッションの報告	

・第9回（2011年度）計算科学技術部　部会賞 受賞候補者推薦の募集	



【広報小委員会】（4/4）	

今後の活動予定 
n 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、委員会報告、国際会議案内 
  ・企画セッション報告 
　・ＷＧ活動報告 
  ・部会賞の告知および募集案内 
　・英語コンテンツの充実 



【出版・編集小委員会】 （1/5）	

33 



34 

23年度活動報告（その１） 
n  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23年度計算科学技術部会役員紹介　等 
○部会ニュースレター第17号（９月、三澤委員） 
　●　巻頭言「計算科学技術部会長挨拶」 
　●　平成23年度役員紹介 
　●　第8回（平成22年度）部会賞　贈賞報告 
　●　行事案内（Dr.フォーラム、企画セッション等） 
　●　一言一語「電磁非破壊評価法の高度化のための数値解析法の進展」 

【出版・編集小委員会】（2/5）	
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【出版・編集小委員会】（3/5）	

23年度活動報告（その２） 
○計算科学技術部会ニュースレター第18号（村上貴裕委員） 
－－－－ー計算科学技術部会創設10周年特集号－－－－ー 
              通常記事＋10周年特集記事 

目次(通常記事） 
 ●巻頭言　名古屋大学　山本章夫 
 ● 2012年春の年会・計算科学技術部会全体会議のお知らせ 
 ● 2012年春の年会・計算科学技術部会合同セッションのお知らせ 
 ● 秋季セミナー「Dr.フォーラム」実施報告　 
 ● 年間行事予定 
 ● 編集後記 35 



36 

【出版・編集小委員会】（4/5）	
－前頁の続き－	



37 

24年度活動計画 
n  ニュースレターの発行(年２回) 

    　 ・計算科学技術部会表彰報告 
 ・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24年度計算科学技術部会役員紹介 

　○第19号担当予定：田中正暁 
　○第20号担当予定：石田直行 

【出版・編集小委員会】（5/5）	
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【経理小委員会】（1/4）	
23年度予算報告 

計算科学技術部会　予算収支 23年度予算 23年度見込 実績-予算 
(1)前年度繰越金 164,809　  164,809  0  
(2)当年度収入 
　　　　部会配付金　収入 178,000  178,000  0  
　　　　　　　　　　　 収入　　計 178,000  178,000  0  
(3)当年度支出 

　　　　　　0　　　　　　　　　 
37,000 

0 
0   

40,000  
36,000 
50,000 
15,000  

26,473 
0   
0 
0  

37,000 
36,000 
50,000 
10,000  

26,473 
-37,000   

0  
0 

-3,000 
0 
0 

-5,000  

　　　　消耗品・外注経費*1　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 
　　　　会議費*2 
　　　　旅費交通費 
　　　　通信・運搬費 
　　　　諸謝金*3 
　　　　管理費配賦金*4 
　　　  内部協賛金*5 
        その他 
　　　　　　　　　　　　支出　　計 178,000  159,473  -18,527  
当(月)年度収支尻(2-3)*6 0  18,527  18,527  
翌年度　繰越金(1+2-3) 164,809 164,809 0  

*1: 表彰副賞 
*2: 大学・企業の会議室を無料使用 
*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: 学会に返納 

平成２４年３月１４日時点 



【経理小委員会】（2/4）	
シミュレーションの信頼性WG 

通　常　予　算	 H２３年度予算	H２４年度見込	 実績ー予算	

(10) 前年度繰越金	 274,296 	 274,296 	 0 	

(11) 当年度収入	

　　　　　　協賛金　収入	 0 	

　　　　　　賛助金　収入	 350,000 	 -350,000 	

　　　　　　　　　　　　　　　収入　　計	 350,000 	 0 	 -350,000 	

(12) 当年度支出	

　　　　　　会議費　支出	 3,060 	 3,060 	

　　　　　　旅費交通費　支出	 240,000 	 80,420 	 -159,580 	

　　　　　　通信運搬費　支出	 0 	

　　　　　　消耗品費　支出	 20,000 	 20,000 	

　　　　　　一般外注経費　支出	 50,000 	 50,000 	

　　　　　　本部回収額　支出	 70,000 	 24,163 	 -45,837 	

　　　　　　　　　　　　　　　支出　　計	 310,000 	 177,643 	 -132,357	

当年度収支尻（１１－１２） 	 40,000 	 -177,643 	 -217,643	

翌年度　繰越金（１０＋１１－１２）	 314,296 	 96,653 	

平成２４年３月１４日時点 



【経理小委員会】（3/4）	
24年度予算計画 

計算科学技術部会　予算案 22年度予算 備　考 
(1)前年度繰越金 261,462　　　  
(2)当年度収入 

　　　　部会配付金　収入 150,000  

　　　　　　　　　　　　　収入　　計 150,000  
(3)当年度支出 
        消耗品・外注経費 40,000 部会表彰等 
　　　　会議費 20,000  
　　　　諸謝金 38,000  
　　　　管理費配賦額 37,000  学会事務局管理費用  
　　　　内部共催金支出 
　　　　その他支出 

0 
15,000  

Drﾌｫｰﾗﾑ中止  
部会表彰等 

　　　　　　　　　　　　　支出　　計 150,000  
当(月)年度収支尻(2-3)  0  
翌年度　繰越金(1+2-3) 261,462  

平成２４年３月１４日時点 



【経理小委員会】（4/4）	

•  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	

•  H21会員数 	 	 	       237人 
•  H22配付金 	 	 	147,000円	

•  H22最終配付金	 	  151,000円	
•  H22管理費 	 	 	  35,000円 

•  H22会員数 	 	 	       256人	
•  H23配付金 	 	 	159,000円	

•  H23最終配付金  	 	178,000円	
•  H23管理費 	 	 	  36,000円	

•  H23会員数 	 	 	       265人（H24.3.16現在）	
•  H24配付金 	 	 	150,000円	

•  H24最終配付金  	 	150,000円	
•  H24管理費 	 	 	  37,000円	



【表彰小委員会】 

23年度活動報告 
n  H23年度の部会賞の公募	

•  2月13日～3月8日に表彰小委員会をメール等にて開催	

•  部会功績賞１名、部会業績賞１名、部会奨励賞3名の候補者を決定	

n  部会賞推薦プロセスの検討	

24年度活動計画 
n  H24年度の部会賞の公募	
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４. 次期役員選出（1/2）	

部会長	 中島　憲宏	 （原子力機構）	

副部会長	 越塚　誠一	 （東京大学）	

副部会長	 山本　章夫	 （名古屋大学）	

副部会長	 堀田　亮年	 （原子力安全基盤機構）	

43 



44 

４. 次期役員選出（2/2）	

総務小委員会	   西田　明美　 　	 （原子力機構）	

企画小委員会	 　山本　章夫	 （名古屋大学）	

広報小委員会	   巽　雅洋　	 （原子力燃料工業）	

出版・編集小委員会	   町田　昌彦　	 （原子力機構）	

経理小委員会	 　堀田　亮年	 （原子力安全基盤機構）	

表彰小委員会	 　中島　憲宏	 （原子力機構）	

部会等運営委員会委員	 　山本　章夫	 （名古屋大学）	



５. その他	
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６. 計算科学技術部会10周年記念 

特別講演 

「計算科学技術部会創立10周年に向けて」 

福井大学 
竹田　敏一　教授	
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７. 次期部会長挨拶	
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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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