
平成25年度 計算科学技術部会 
 

第11回部会表彰式 
 

および 

 
第15回全体会議 

2014年3月27日（木） 12:00～13:00 
於 東京都市大学 世田谷キャンパス 



日本原子力学会計算科学技術部会 

Computational Science & Engineering Division 

平成25年度部会賞表彰式 

○部会功績賞  功刀 資彰 
  （第1回：矢川元基、第6回：竹田敏一、第7回：ニノ方壽、第8回：岡 芳明、第9回：内藤 正則、第10回：笠原 文雄） 

○部会業績賞  内田 俊介 
  （第1回：町田昌彦、第8回：吉村忍、第9回：守田 幸路、第10回：越塚 誠一、大島 宏之） 

○部会ＣＧ賞  河村 拓馬、竹島 由里子 
  （第2回：高瀬和之、吉田啓之、小瀬裕男、第3回：田中伸厚、第6回：西田明美、新谷文将、第8回：小瀬裕男、田中正暁、 

   第10回：中瀬 正彦、宮村 浩子） 

○部会奨励賞  沖田 泰良、羽間 収、Guo Liancheng 
  （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、第6回：伊藤啓、宇井淳、第7回：山田知典、 

   第8回：宮村浩子、鵜沢憲、第9回：高田 孝、巽 雅洋、横山 賢治、第10回：櫛田 慶幸） 

○部会功労賞  該当者なし 
  （第3回：白川典幸、羽間収） 

○部会学生優秀講演賞 浅利 圭亮、後藤 和哉 
  （第7回：小瀬裕男、第8回：Xiong Jinbiao、下川辺隆史、斎藤誠紀、第10回：中瀬 正彦、恒吉 達矢） 
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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25年度計算科学技術部会功績賞 

功刀 資彰氏（京都大学） 

 
「原子力工学における熱流動の計算科学技術に関する
卓越した研究成果及び計算科学技術部会への貢献」 

(Excellent Research Activities on Computational Science 
and Engineering of Nuclear Engineering Thermal-
Hydraulics and Contribution to CSED) 
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内田 俊介氏（日本原子力研究開発機構） 

 
「水化学における計算科学技術の研究」 
(Studies of Computational Science and Technology in 

Water Chemistry) 

 

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

 

平成25年度計算科学技術部会業績賞 
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河村 拓馬氏（日本原子力研究開発機構） 
 

「粒子ベースボリュームレンダリングに基づく遠隔可視
化技術の開発」 

(Remote Visualization System using Particle-based 
Volume Rendering) 

 

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

 

平成25年度計算科学技術部会ＣＧ賞 



竹島 由里子氏（東北大学 流体科学研究所） 
 

「構造解析のためのオントロジーに基づいた協調可視
化環境の開発」 

（Ontology-Based Cooperative Visualization Environment 
for Structural Analysis） 

 

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

 

平成25年度計算科学技術部会CG賞 



沖田 泰良（東京大学 人工物工学研究センター） 
 

「超音波信号変化から照射下微細組織を評価する材料
劣化診断シミュレータの開発」 

（An ultrasonic diagnostic technique for evaluation of 
irradiation-induced microstructural evolution in metals） 

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

 

平成25年度計算科学技術部会奨励賞 
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羽間 収（伊藤忠テクノソリューションズ株式会社） 
 

「有限要素法による3次元全自動き裂進展解析システム
の開発」 

（Research and development of automatic crack 
propagation analysis in three-dimensions by finite 
elements） 

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

 

平成25年度計算科学技術部会奨励賞 
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Guo Liancheng（九州大学大学院工学研究院） 
 

「炉心損傷事故における堆積デブリのセルフ・レベリン
グ挙動評価手法の開発」 

(Development of evaluation methodology for the self-
leveling behavior of settling debris in core disruptive 
accidents) 

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

 

平成25年度計算科学技術部会奨励賞 
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浅利 圭亮氏（東京大学大学院） 
 

「照射誘起微細組織に基づいた原子炉構造材照射劣化
予測に関する研究」 

(Prediction for irradiation-induced degradation of 
structural materials in nuclear power plants based on 
microstructural evolution) 

 

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

 

平成25年度計算科学技術部会 

学生優秀講演賞 
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後藤 和哉氏（東京大学大学院） 
 

「大規模アセンブリ構造解析のための反復法線形ソル
バの研究」 

(Research on iterative linear solver for large scale 
analysis of assembled structures) 

 

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

 

平成25年度計算科学技術部会 

学生優秀講演賞 



平成25年度計算科学技術部会 全体会議 
第15回議事次第  

東京都市大学2014年3月27日(木) 12時～13時 
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1. 部会長挨拶 越塚部会長 

2. 小委員会活動報告と年次度活動計画 

a. 総務 西田委員長 

b. 企画 掘田委員長 

c. 広報 巽 委員長 

d. 出版・編集 町田委員長 

e. 経理 秋葉委員長 

f. 表彰 越塚委員長 

3. 次期役員選出 越塚部会長 

4. その他 

5. 次期部会長挨拶 



1. 部会長挨拶 
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2. 小委員会活動報告と次年度活動計画 
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a. 総務 （西田委員長） 

b. 企画 （掘田委員長） 

c. 広報 （巽 委員長） 

d. 出版・編集 （町田委員長） 

e. 経理 （秋葉委員長） 

f. 表彰 （越塚委員長） 

g. 学会事故調 （中島委員長） 



H25年度活動報告 

 

メンバー 

【総務小委員会】（1/8） 
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西田 明美  (JAEA)  委員長 

井戸村 泰宏  (JAEA) 
藤原 大資  (テプシス) 

羽間 収 (CTC) 



運営委員会開催 
 第一回 

 日時：H25年5月30日(木) 10:00-12:00 

 内容：活動方針の確認、春の年会における表彰報告、 秋の大会における部会
企画・運営の検討、学会事故調対応 

 第二回 
 日時：H25年8月6日(火) 10:00-12:00 

 内容：各種共催・企画イベント等、秋の大会全体会議準備、 学会事故調対応 

 第三回 
 日時：H25年10月21日（火） 15:30-17:30 

 内容：各種共催・企画イベント等、春の年会における部会企画・運営の検討、
学会事故調対応、部会賞の募集について 

 第四回 
 開催日：H26年2月18日（火） 15:00-17:00 

 内容：部会賞の承認、春の年会全体会議準備、フェロー推薦 

【総務小委員会】（2/8） 
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第14回全体会議開催 

日時：2013年9月3日(火) 12:00-13:00 

場所：八戸工業大学 

式次第 
1. 部会長あいさつ（越塚部会長） 

2. 事故調報告書サマリー（中島副部会長／事故調委員） 

3. 特別講演 

「漂流物混入型津波と流体・構造物相互作用に関するスー
パーコンピューティング」  

  東北大学流体科学研究所 石本 淳 教授 

【総務小委員会】（3/8） 
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 第15回全体会議開催 
 日時：2014年3月27日(木) 12:00-13:00 

 場所：東京都市大学 

 式次第 

1. 部会賞表彰式 

2. 部会長挨拶  （越塚部会長） 

3. 小委員会活動報告と次年度活動計画 

a. 総務  （西田委員長）  

b. 企画  （堀田委員長）  

c. 広報  （巽委員長）  

d. 出版・編集  （町田委員長）  

e. 経理  （秋葉委員長）  

4. 次期役員選出     （越塚部会長）  

5. その他 

6. 次期部会長挨拶 

【総務小委員会】（4/8） 
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 秋の大会：計算科学技術部会 構造解析セッション 

   9月3日（木）10:10～12:30 座長 東京大学 越塚誠一先生 

 ガス巻込み現象の直接数値解析に向けた手法の開発（6） 
  JAEA 伊藤 啓氏  
 粒子ベースボリュームレンダリングを利用した原子力分野における大規 
   模有限要素シミュレーション結果向けのクライアント／サーバ可視化シス 
   テム 
  JAEA 河村拓馬氏 
 分子動力学法による面心立方金属の転位挙動に及ぼす材料物性の影 
   響に関する研究 
  東京大学 石原雅崇氏 
 巨大地震下における原子力施設全体の挙動解析 
  JAEA 鈴木喜雄氏 
 教育用FBRプラント設計プログラム FP-Designの活用 
  東京大学 笠原直人 先生 
 組立構造解析手法による部品集積解析 
  JAEA 中島憲宏氏 

【総務小委員会】（5/8） 
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 春の年会：計算科学技術部会 構造解析セッション 

   ３月２７日（木）14:30～16:10 座長 原子力機構 西田明美 氏 

 「非構造格子における前処理付き反復法ソルバーの最適化カーネル； 
 行列格納形式，ブロッキング，リオーダリングの効果」  

  東京大学 奥田洋司 先生 
 「分子動力学法による面心立方金属の空孔挙動に及ぼす材料物性の 
 影響に関する研究」  

  東京大学 石原雅崇 氏 
 「分子動力学法を用いた軽水炉炉内構造材における照射硬化のミクロ 
 メカニズム解明に関する研究」 
  東京大学 西尾慶太 氏 
 「教育用FBR プラント設計プログラムFP-Design による設計例」 
  東京大学 笠原直人 先生 
 「高低温流体の境界の空間変動に対する熱応力の応答に関する研究」 
  東京大学 早田浩平 氏 
 「組立構造解析を用いた固有値解析」 

  原子力機構 中島憲弘 氏 

【総務小委員会】（6/8） 
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 共催 
 SNA+MC2013 

概要 
開催日：H25年 10月27日(日)～31日(木) 
会場：Paris, France, the Convention Centre of the Cité des Sciences et de 

l'Industrie 

 第24回RACEコロキウム／第25回CCSEワークショップ 
 「構造物ライフサイクルにおける検査技術、評価技術」開催 

概要 
日時：H25年 1月16日（木） 
会場：東京大学柏キャンパス・総合研究棟・6階大会議室 
参加者：77名（大学(14名)、電力(8名)、独法(6名)、民間(30名)、原子力機構(19名)） 

 COMPSAFE2014 (次年度) 
概要 

日時：H26年4月13日（日）～16日（水） 
会場：Sendai International Center, Sendai, Japan 

 後援 
 SMiRT22 

概要 
開催日：H25年 8月18日(日)～23日(金) 
会場：San Francisco, CA, San Francisco Mariott Marqui 
計算科学のスペシャルセッションを企画 

【総務小委員会】（7/8） 
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H26年度活動計画 

運営委員会開催 

年4回程度 

第16回全体会議開催(秋の大会・京都大学吉田
キャンパス・H26年9月) 

第17回全体会議開催(春の年会・茨城大学日立
キャンパス・H27年3月) 

共催・後援等 

 COMPSAFE2014（H26年4月13日-4月16日) 

 JAEA CCSE WS等  

その他 

 

【総務小委員会】（8/8） 
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【企画小委員会】（1/7） 
25年度活動報告 
 

 
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 
共催等 
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【企画小委員会】（2/7） 

 メンバー 

・堀田 亮年(原子力規制庁)：委員長 

             部会等運営委員会委員 

・田中 伸厚(茨城大学) 

・光安 岳(日立製作所)：プログラム編成委員 
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【企画小委員会】（3/7） 
【1】部会等運営委員会 
 

開催実績 
平成25年度第1回：平成25年8月6日 
 －H25秋の大会関係 
平成25年度第2回：平成25年11月12日 
 －H26春の年会関係 
  

大会プログラム編成 
分野307リーダー：光安 岳（日立） 

25 



【企画小委員会】（4/7） 
【2】原子力学会企画セッション・一般セッション 

部会企画セッション(2013年秋の大会) 
表題：「地震動シミュレーションと構造評価手法の現状とその適用」 
日時：平成25年9月5日 13:00～14:30 
座長：中島 憲宏（JAEA） 
講師：堀宗朗（東京大学）、秋山伸一（CTC）、 
   綿引善徳（東京電力） 
 

 

部会企画セッション(2014年春の年会) 
表題：「モデリング・シミュレーションの高度化」 
日時：平成26年3月27日 13:00～14:30 
座長：越塚誠一（東京大学） 
講師：笠原文雄（規制庁）、村松健（都市大）、中村均（CTC） 
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【企画小委員会】（5/7） 
【2】原子力学会企画セッション・一般セッション 
 

第Ⅲ区分 （学会全体として、セッション区分の変更が
あった） 

 専門分野313（計算科学技術）  ←秋の大会 
     307-01（計算科学技術） ←春の年会 
 
 一般セッション 
 

 2013年秋の大会：  6 件 （J01-J06） 
 
 2014年春の年会： 11 件 （L28-L38） 
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【企画小委員会】（6/7） 
【3】Dr フォーラム 

  熱流動部会においてDrフォーラムが、若手交流フォーラ
ムとして再開され、当部会にも協力の打診があった。 

 

1) 計算科学技術部会員に公募で参加者を募り、 

2) 適切な希望者がいれば、交通費と若手フォーラム参加費
を１名程度（５万円程度）援助、 

3) 採用された方には、ニュースレター等で参加報告をして
いただく。 

こととした。 

→しかしながら、今年度は希望者がなかったため今年度は参
加を見送り） 
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【企画小委員会】（7/7） 
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 共催 
 SNA+MC2013 

概要 
開催日：H25年 10月27日(日)～31日(木) 
会場：Paris, France, the Convention Centre of the Cité des Sciences et de 

l'Industrie 

 第24回RACEコロキウム／第25回CCSEワークショップ 
 「構造物ライフサイクルにおける検査技術、評価技術」開催 

概要 
日時：H25年 1月16日（木） 
会場：東京大学柏キャンパス・総合研究棟・6階大会議室 
参加者：77名（大学(14名)、電力(8名)、独法(6名)、民間(30名)、原子力機構(19名)） 

 COMPSAFE2014 (次年度) 
概要 

日時：H26年4月13日（日）～16日（水） 
会場：Sendai International Center, Sendai, Japan 

 後援 
 SMiRT22 

概要 
開催日：H25年 8月18日(日)～23日(金) 
会場：San Francisco, CA, San Francisco Mariott Marqui 
計算科学のスペシャルセッションを企画 



【広報小委員会】（1/6） 
メンバー 

 
巽 雅洋 （原燃工）：委員長 

桐村一生  （三菱重工） 

高田 孝 （阪大） 



【広報小委員会】（2/6） 
 WEBサイトにおける情報発信 （計１５件） 

・越塚部会長挨拶の掲載 

・運営委員ページの更新 

・【報告】2013年春の大会 計算科学技術 一般セッション 

・「東京電力福島第一原子力発電所事故に関する調査委員会」中間報告
書案レビュー結果について  

・【報告】平成24年度部会賞表彰式及び第2回全体会議 

・第１０回（平成24年度）部会賞 贈賞報告  

・ 「東京電力福島第一原子力発電所事故に関する調査委員会」中間報告
書第２版案レビューのお願い  

・日本原子力学会2013年春の年会 企画セッション報告  

・ニュースレター20号  

・日本原子力学会2013年秋の大会 講演プログラムのご案内  

・ニュースレター21号 
 

  

 



【広報小委員会】（3/6） 
 WEBサイトにおける情報発信（つづき） 

・【報告】2013年秋の大会での全体会議・特別講演  

・【報告】2013年秋の大会 計算科学技術 一般セッション  

・【報告】日本原子力学会2013年秋の大会 企画セッション報告  

・第11回（2013年度）部会賞受賞候補者推薦の募集  

 

 

英語版Webサイトの立ち上げ 



【広報小委員会】（4/6） 
 メーリングリストを用いた情報発信 （３４件） 

・原子力学会2013年春の年会 計算科学技術部会一般セッションのご報告 

・原子力学会秋の大会の申し込み情報のお知らせ 

・ 「東京電力福島第一原子力発電所事故に関する調査委員会」中間報告書案レビュー結果
について 

・ 第2回FrontISTR研究会 (5/14)のご案内 

・計算科学技術部会 部会賞表彰式，全体会議のご報告 

・第１０回（平成24年度）部会賞 贈賞報告 

・ 「東京電力福島第一原子力発電所事故に関する調査委員会」中間報告書第２版案レ
ビューのお願い 

・【お知らせ】 平成25年度 部会長挨拶の掲載について 

・第8回ADVENTURE定期セミナー(5/28)のご案内 

・日本原子力学会2013年春の年会 企画セッション報告 Ｗｅｂ掲載のお知らせ 

・計算科学技術部会ニュースレター第20号をお届けします 

・第4回FrontISTR研究会（6/26、東大柏） ＜PCクラスタ・ハンズオン＞ のご案内 

・原子力学会秋の大会 計算科学技術部会全体会議における特別講演について 

・第5回FrontISTR研究会（7/29、東大生研(駒場)） ＜産業応用・ユーザー支援編＞ のご
案内 

・第１１回原子力計算科学セミナーのご案内 

・日本原子力学会2013年秋の大会 講演プログラムのご案内 



【広報小委員会】（5/6） 
 メーリングリストを用いた情報発信（つづき） 
・第1回若手交流フォーラム開催案内（主催：熱流動部会、共催：計算科学技術部会） 

・第6回FrontISTR研究会（9/3） ＜実践編（ハンズオン）＞ のご案内 

・原子力学会計算科学技術部会－秋の大会懇親会のご案内 

・【再配信】日本原子力学会2013年秋の大会 講演プログラムのご案内 

・ 計算科学技術部会ニュースレター21号掲載のお知らせ 

・Journal of Nuclear Science and Technology創刊50周年記念レビュー無料アクセスのご
案内 

・オープンソース並列有限要素法プログラムFrontISTR に関するセミナーのご案内 

・講演募集：COMPSAFE2014における原子力関連シミュレーションのMS 

・COMPSAFE2014国際会議のご案内 

・ ２０１３年秋の大会 部会全体会議、企画セッション、一般セッション 報告のＷｅｂ
掲載 

・原子力原子力学会 2014年春の年会 

・ECT2014 & CST 2014 Naples, Italy, Call-for-Papers 

・第11回（2013年度）部会賞受賞候補者推薦の募集 

・【リマインド】 第11回（2013年度）部会賞受賞候補者推薦の募集 

・ECT2014 & CST2014 Second Call for Papers Naples 

・第10回 原子力熱流動と運転、安全に関する国際会議(NUTHOS-10)開催のご案内 

・第10回FrontISTR研究会（2/21） のご案内 

・【ご案内】日本原子力学会事故調査委員会最終報告会開催（３／８東京） 



【広報小委員会】（6/6） 

今後の活動予定 

 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） 

メンバー 

・町田昌彦（日本原子力研究開発機構）：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) 

・村上貴裕 (電力中央研究所） 

・三澤丈治 (日本原子力研究開発機構) 
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【出版・編集小委員会】（2/5） 
25年度活動報告（その1） 

○計算科学技術部会ニュースレター編集と出版 

21号目次 
 ●巻頭言 東京大学 越塚誠一部会長 
 ● 2013年度役員紹介 
 ● 第10回（2012年度）日本原子力学会・計算科学技術部会 
   部会賞 贈賞報告 
 ● 行事案内  
 ● 編集後記 
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【出版・編集小委員会】（3/5） 
25年度活動報告（その2） 

22号目次 
 ●巻頭言         東京大学大学院  奥田 洋司副部会長 
 ● 2014年春の年会・計算科学技術部会全体会議案内 
 ● 2014年春の年会・計算科学技術部会一般セッション開催案内 
 ●一言一語        九州大学大学院   有馬 立身 
  「先進的地層処分に向けた計算科学からのアプローチ： 
   古典分子動力学計算を中心に」  
 ● 行事案内  
 ● 編集後記 
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【出版・編集小委員会】（4/5） 



40 

26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23号担当予定：未定 

 ○第24号担当予定：未定 

 
  

【出版・編集小委員会】（5/5） 

40 



【経理小委員会】 （1/2） 
25年度決算中間報告 
 計算科学技術部会 予算収支 25年度予算 25年度見込 見込－予算 

(1)前年度繰越金 317,462   317,462  0  
(2)当年度収入       
   部会配付金 収入 162,000  162,000  0  
            収入  計 162,000  162,000  0  
(3)当年度支出     

   82,000          
0 
0 

20,000   
60,000  

0 
0 
0  

  
35,584 

0   
0 

5,000  
40,000 

0 
0 
0  

  
46,416 

0   
0  

15,000 
20,000 

0 
0 
0  

   消耗品・外注経費*1                         
   会議費*2 
   旅費交通費*3 
   通信・運搬費*3 
   諸謝金*4 
   管理費配賦金*5 
   内部協賛金 
        その他 
            支出  計 162,000  80,584   81,416  
当(月)年度収支尻(2-3)*6 0  81,416  81,416  
翌年度 繰越金(1+2-3) 317,462 398,878 81,416  

*1: 表彰副賞 
*2: 大学・企業の会議室を無料使用 
*3: HP運営のためのサーバーレンタル料 

*4: 秋の大会総会講演者への謝金 
*5: 学会事務局における管理費用 
*6: 学会に返納 

平成26年2月18日時点 
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【経理小委員会】（2/2） 
26年度予算計画 
 計算科学技術部会 予算案 26年度予算 備 考 

(1)前年度繰越金 317,462       
(2)当年度収入     

  部会配付金収入 167,000  

             収入  計 167,000    
(3)当年度支出     
       消耗品・外注経費 76,000 部会表彰、テキスト等 
  会議費 0  
  通信・運搬費 20,000 宅急便、サーバー 
  諸謝金 60,000  講師謝金 
  管理費配賦額 0  学会事務局管理費用  
  内部共催金支出 
  その他支出 

0 
0  

 
部会表彰等 

             支出  計 162,000    
当(月)年度収支尻(2-3)  5,000  
翌年度 繰越金(1+2-3) 317,462    

平成26年2月18日時点 
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【表彰小委員会】 

25年度活動報告 

 H25年度の部会賞の公募 
2月18日に表彰小委員会を開催 
部会功績賞1名、部会業績賞1名、部会CG賞2名、部会奨励賞3名、部会学生優
秀講演賞2名の候補者を決定 

 

26年度活動計画 

 H26年度の部会賞の公募 
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3. 次期役員選出（1/2） 

部会長 山本 章夫 （名古屋大学） 

副部会長 笠原 直人 （東京大学） 

副部会長 大塚 雅哉 （日立製作所） 

副部会長 西田 明美 （原子力機構） 
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3. 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  伊藤 啓 （原子力機構） 

広報小委員会   巽  雅洋  （原子力エンジニアリング） 

出版・編集小委員会   町田 昌彦  （原子力機構） 

経理小委員会  秋葉 博 （アライドエンジニアリング） 

表彰小委員会  山本 章夫 （名古屋大学） 

部会等運営委員会委員  伊藤 啓 （原子力機構） 



4. その他 
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5. 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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