
平成27年度 計算科学技術部会

第18回全体会議

2015年9月9日（水） 12:00～13:00
於 静岡大学 静岡キャンパス



体 制

部会長 笠原 直人 （東京大学）
副部会長 大塚 雅哉 （(株)日立製作所）

西田 明美 （日本原子力研究開発機構）
巽 雅洋 （原子力エンジニアリング）

総務小委員会委員長 西田 明美 （日本原子力研究開発機構）
企画小委員会委員長 伊藤 啓 （日本原子力研究開発機構）
広報小委員会委員長 高田 孝 （日本原子力研究開発機構）
出版・編集小委員会委員長 町田 昌彦 （日本原子力研究開発機構）
経理小委員会委員長 光安 岳 （(株)日立製作所）
表彰小委員会委員長 笠原 直人 （東京大学）
部会等運営委員会委員 伊藤 啓 （日本原子力研究開発機構）



平成27年度計算科学技術部会 全体会議

第18回議事次第

静岡大学2015年9月9日(水) 12時～13時
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1. 部会長挨拶 笠原部会長

2. 部会規約改正

3. 小委員会上期活動報告

a. 総務 西田委員長

b. 企画 伊藤委員長

c. 広報 高田委員長

d. 出版・編集 町田委員長

e. 経理 光安委員長

f. 表彰 笠原委員長

4. 告知等

5. その他



1. 部会長挨拶
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2. 部会規約改正
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3. 小委員会上期活動報告
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a. 総務 （西田委員長）

b. 企画 （伊藤委員長）

c. 広報 （高田委員長）

d. 出版・編集 （町田委員長）

e. 経理 （光安委員長）

f. 表彰 （笠原委員長）



�メンバー

【総務小委員会】（1/5）
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西田 明美 (JAEA) 委員長

宮村 浩子 (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：H27年5月29日(金) 10:00‐12:00

� 内容：活動方針の確認、春の年会における一般セッション報告、 秋の大会に
おける部会企画・運営の検討、部会賞の募集、国内外会議の共催・後援・協賛
等

� 第二回
� 日時：H27年8月21日(金) 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、春の年会における
企画セッションの検討、部会賞の募集

� 第三回
� 日時：H27年10月開催予定

� 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、
部会賞の募集

� 第四回
� 開催日：H28年2月開催予定

� 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】（2/5）
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� 第18回全体会議開催

�日時：2015年9月9日(水) 12:00-13:00

�場所：静岡大学 静岡キャンパス

�式次第
1. 部会長あいさつ（笠原部会長）

2. 各小委員会からの活動報告

3. その他

【総務小委員会】（3/5）
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� 第19回全体会議開催

�日時：2016年3月 12:00-13:00

�場所：東北大学 川内キャンパス

�式次第
1. 部会賞表彰式

2. 部会長挨拶 （笠原部会長）

3. 小委員会活動報告と次年度活動計画

4. 次期役員選出 （笠原部会長）

5. その他

6. 次期部会長挨拶

【総務小委員会】（4/5）
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� 共催
� SNA+MC2015

�概要
開催日：H27年 4月19日（日）－4月23日（木）
会場：Nashville, Tennessee, USA

� 協賛
� 流動ダイナミクスに関する国際会議協賛

� 概要
開催日：H27年 10月27日（火）―10月29日（木）
会場：Sendai, JAPAN

� 後援
� SMiRT23

�概要
開催日：H27年 8月10日（日）―8月14日（金）
会場：Manchester, UK

【総務小委員会】（5/5）
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【企画小委員会】（1/6）

� メンバー

伊藤 啓(原子力機構)：委員長

部会等運営委員会委員

伊藤 高啓(名古屋大学)：プログラム編成委員
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【企画小委員会】（2/6）

27年度上期活動報告

� 部会等運営委員会・年会大会改革WG
� 原子力学会企画セッション・一般セッション
� 若手交流フォーラム
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【企画小委員会】（3/6）

【1】部会等運営委員会・年会大会改革WG

�開催実績
� 平成26年度第3回：平成27年4月27日

－年会・大会関係（企画セッション審議等）
－H26収支実績確認

� 平成27年度第1回：平成27年7月31日
－年会・大会関係
－部会規約・内規の改訂

� 第1回年会大会改革WG：平成27年7月31日
－演題登録システム「Confit」の導入

⇒発表申込・予稿提出締切の後ろ倒し
－予稿スクリーニングの実施

�大会プログラム編成
� 分野307-1 リーダー：伊藤 高啓（名古屋大学）
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【企画小委員会】（4/6）

【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(2015年秋の大会)

「シビアアクシデント解析の現状とChallenge」

会場・日時：D会場、9/9 13:00-14:30（本全体会議後）

座長：（東大）笠原 直人

(1) シビアアクシデント解析コードの概要 （エネ総研）内藤 正則

(2) 解析コードを用いた現象評価方法 （東芝）小島 良洋

(3) 解析モデル開発におけるChallenge （東大）岡本 孝司

概要：福島第一原子力発電所の事故から4年が経過し、炉内・炉外で生じていた現象について
様々なことが明らかになったが、炉心溶融挙動などの複雑現象に関しては未だ不明点も多く、
計測・解析の両面から現象解明が試みられている。シビアアクシデント解析コードによる現象
評価は、事故時の現象進展について妥当な結果を与えるように改良されてきているが、コード
内に存在する非常に多くのモデルが相互に関連しながら解析が行われるため、その全容を理
解することは容易では無い。一方、感度解析やシナリオ検討など、実験的アプローチを補完す
る優れた能力を有する。本セッションでは、シビアアクシデント解析コードの現状と課題に関し
て講演を行い、今後の展望等について議論を行う。
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【企画小委員会】（5/6）
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【2】原子力学会企画セッション・一般セッション
�部会一般セッション(2015年秋の大会)

会場・日時：D会場、9/9 14:40-18:10

・破壊試験と数値解析：14:40～16:20（発表6件、D08-D13）

・不確かさと信頼性：16:20～17:10（発表3件、D14-D16）

・解析モデルと可視化：17:10～18:10（発表4件、D17-D20）

参考： 2014年春の年会：発表11件（L28-L38）
2014年秋の大会：発表13件（H08-H20）
2015年春の年会：発表16件（I01-I16）



【企画小委員会】（6/6）

【3】若手交流フォーラム（主催：熱流動部会）

会 場：静岡大学静岡キャンパス（静岡県静岡市）
見学先：中部電力 浜岡原子力発電所（静岡県御前崎市）
会 期：2015年9月11日（金）～12日（土）

（9/11：学生及び若手ポスター発表、9/12：見学会）
参加費：学生会員 無料，正会員5,000円（不課税）
懇親会費：学生会員・正会員1,000円（税込み）
対象者：原子力学会員の学生および概ね35歳以下の若手研究者

・熱流動部会からの提案を受けて昨年度から共催
今後も継続予定

・計算部会からの参加者への旅費・参加費の補助（5万円程度，1-2名程度）

=> MLを利用して希望者を公募

→ Md Abdullah Al Bari （東京大学大学院 D1)への補助を決定

フォーラム参加後にNL等で参加報告を掲載予定
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【広報小委員会】（1/4）

� メンバー
�高田 孝 （JAEA）：委員長

�桐村一生 （三菱重工）

�木村佳央 （中電CTI）



【広報小委員会】（2/4）

� WEBサイトにおける情報発信（計６件）

・平成26年度部会賞表彰式及び全体会議

・2015年春の年会 計算科学技術
一般セッション

・日本原子力学会2015年春の年会
企画セッション

・平成27年度部会長挨拶

・平成27年度運営委員会の更新と
平成26年度運営委員会議事録の掲載

・部会賞表彰内規の改定および受賞者
の更新

http://csed.sakura.ne.jp/

計算科学技術部会計算科学技術部会 検索

又は



【広報小委員会】（3/4）

� メーリングリストを用いた情報発信 （計１５件）
・Final Call for Papers: CC2015 & CSC2015 Conferences

・第18回FrontISTR研究会(4/24)のご案内

・部会ホームページ更新のお知らせ

・CC2015 & CSC2015 Conferences: HPC and Cloud Computing

・日本原子力学会 2015年秋の大会、応募受付のご連絡

・第19回FrontISTR研究会(6/2)のご案内

・第12回流動ダイナミクスに関する国際会議のご案内

・WCCM2016MS Proposal Deadline extended to July 10, 2015

・2015年JACM（日本計算力学連合）総会のご案内

・WCCM2016 PL/SPL候補者推薦

・原子力学会2015年春の年会、企画セッション報告の掲載のご案内

・第20回FrontISTR研究会 ＜PCクラスタを用いたFrontISTRの並列計算ハン
ズオン／FrontISTRを組み込んだオールインワンCAEシステムのデモ＞

・計算科学技術部会懇親会のご案内

・第3回若手交流フォーラム開催のご案内



【広報小委員会】（4/4）

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



�メンバー

【出版・編集小委員会】（1/4）
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町田 昌彦 (JAEA) 委員長

田中 正暁 (JAEA)

村上 貴裕 (電力中央研究所)

田村 明紀 (日立製作所)

山下 晋 (JAEA)



ニュースレター24号発刊
目次
● 巻頭言「計算科学技術部会長挨拶 ----「計算科学の上手な活用」----」

（東大・笠原先生）
● 2014年度・計算科学技術部会贈賞報告
● 2015年春の年会・計算科学技術部会全体会議報告（運営委員会報告等）
● 2015年秋の大会・計算科学技術部会全体会議案内・部会セッション開催案内
●一言一語
○「シミュレーションの信頼性確保のためのガイドラインの策定」

（原子力機構・田中正暁）
● 編集後記

ニュースレター25号発刊
●巻頭言「計算科学技術副部会長挨拶」
●一言一語
●編集後記

【出版・編集小委員会】（2/4）

活動報告

活動予定



【出版・編集小委員会】（3/4）

24号紹介 総頁数：３２



【出版・編集小委員会】（4/4）

主要な内容24号紹介



【経理小委員会】（1/2）

� メンバー

�光安 岳（（株）日立製作所）：委員長



【経理小委員会】（2/2）

平成27年度収支見込
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項目 H27年度予算 H27年9月末見込 差引額

前年度繰越金 317,462 317,462 0

収入

部会配布金 157,000 157,000 0

収入計 157,000 157,000 0

支出

通信運搬費 20,000 5,327 14,673

消耗品 26,000 26,000

一般外注経費 21,000 21,000

諸謝金 0 0

内部共済金 90,000 50,000 40,000

支出計 157,000 55,327 101,673



4. 告知等
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【計算科学技術部会セッション】

29

【日時】 9 月9 日（水） 13:00～14:30
【場所】 D会場

「シビアアクシデント解析の現状とChallenge」
座長（東大）笠原直人

1. シビアアクシデント解析コードの概要 （エネ総研）内藤正則

2. 解析コードを用いた現象評価方法 （東芝）小島良洋

3. 解析モデル開発におけるChallenge （東大）岡本孝司



� 計算科学技術（破壊試験と数値解析）

座長（JAEA）西田明美14:40～16:20

� D08 極限荷重に対する原子炉構造物の破損メカニズム解明と破局的破壊防
止策 : (6)模擬材料を使用した破損実験と解析技術の提案

(東大) ○笠原直人，出町和之，鈴木正昭，佐藤拓哉，

(防災科研) 中村いずみ，（CTC）岩田耕司

� D09 --- : (7)地震荷重によって発生する機器・構造物の進行性変形機構に関
する研究

(東大) ○桂也真人，国府田敏明，Bari Md Abdullah Al，出町和之，笠原直人，

(日揮) 佐藤拓哉

� D10 --- : (8)Buckling and post buckling of stainless steel tube columns under 
external pressure

(東大) ○Byeongnam Jo, Koji Okamoto, Naoto Kasahara

【計算科学技術部会 一般セッション】
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� 計算科学技術（破壊試験と数値解析）

座長（JAEA）西田明美14:40～16:20

� D11 --- : (9)原子炉圧力容器の破損モードマップに関する検討

(テプシス) ○小川博志，町田秀夫，（東大）笠原直人

� D12 --- : (10)炭素鋼配管系の大変形弾塑性動的解析

(CTC) ○唐木田泰久，岩田耕司，金伝栄，（東大）笠原直人

� D13 --- : (11)過大地震荷重下の配管疲労強度の信頼性評価

(東大) ○鈴木正昭，笠原直人

【計算科学技術部会 一般セッション】
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� 計算科学技術（不確かさと信頼性）

座長（東大）笠原直人16:20～17:10

� D14 構造解析解の確かさ推定のための数値実験

(JAEA) ○中島憲宏，西田明美，川上義明，鈴木喜雄

� D15 地震リスク評価の信頼度向上のための建屋の感度検討

(JAEA) ○西田明美， (東大)高田毅士

� D16 ナトリウム冷却高速炉の熱流動解析評価手法整備におけるV&V実施手
順の具体化；(1)最小2乗法GCI評価手法の整備と不確かさ評価

(JAEA) 田中正暁
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【計算科学技術部会 一般セッション】



� 計算科学技術（解析モデルと可視化）

座長（JAEA）田中正暁17:10～18:15

� D17 白金族粒子を含む溶融ガラススラリーの排出過程の数値解析

(東大) ○境正俊，酒井幹夫

� D18 2次元情報可視化による多変量データ解析

(JAEA) ○宮村浩子，川上義明，鈴木喜雄，河村拓馬，中島憲宏

� D19 RELAP/SCDAPSIMを用いた教育向けグラフィカル解析プラットフォーム
の開発；(1)開発コンセプトとシステムアーキテクチャ

(原子力エンジ) ○玉利洋平，辻田浩介，佐藤鉱太郎，巽雅洋

� D20 --- : (2)システム設計とソフトウェア実装

(原子力エンジ) 玉利洋平， ○辻田浩介，佐藤鉱太郎，巽雅洋
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【計算科学技術部会 一般セッション】



5. その他
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【計算科学技術部会懇親会】
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【日時】 ９月９日（本日） １９：００～２１：００
【場所】 しぞ～か駅南酒場（海ぼうず姉妹店）

静岡県静岡市駿河区南町7-1
Tel: 054-282-9100
アクセス：静岡駅南口から（徒歩1分）



以 上

今年度も部会活動にご協力
賜りますようお願い申し上げます。
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