
平成27年度 計算科学技術部会

第13回部会表彰式

および

第19回全体会議

2016年3月26日（土） 12:00～13:00
於 東北大学 川内キャンパス



日本原子力学会計算科学技術部会

Computational Science & Engineering Division

平成27年度部会賞表彰式

○部会功績賞 中島 憲宏
（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、

第11回：功刀資彰、第12回：高木 敏行）

○部会業績賞 中村 秀夫
（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、第11回：内田俊介、第12回：山口彰）

○部会奨励賞 鈴木 正昭
（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、

第11回：沖田泰良、羽間収、Guo Liancheng 、第12回：河村拓馬）

○部会ＣＧ賞 室谷 浩平
（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、第11回：河村拓馬、竹島由里子、第12回：小野寺直幸）

○部会学生優秀講演賞 境 正俊、平林 潤一、林 祐二郎、桂 也真人
（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、

第11回：浅利圭亮、後藤和哉、第12回：西尾 慶太、石原 雅崇）

○部会功労賞 中村 均
（第3回：白川典幸、羽間収）
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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27年度計算科学技術部会功績賞

中島 憲宏氏（日本原子力研究開発機構）

「原子力工学における原子力プラントの構造解析と耐震
解析技術への貢献」

(Contributions to the Development of Structural Analysis 
and Earthquake Proof Analysis on Nuclear Facilities in 
Computational Science and Engineering)

3



中村 秀夫氏（日本原子力研究開発機構）

「軽水炉事故現象のスケーリング検討に係る解析およ
び支援実験での貢献」

(Contributions for Analyses and Experiments related to 
Scaling of Thermal‐Hydraulic Phenomena during LWR 
Accident)

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

平成27年度計算科学技術部会業績賞
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鈴木 正昭氏（東京大学大学院）

「極限荷重に対する信頼性に基づく限界強度評価法の
開発」
(Development of Reliability‐based Limit Strength 
Evaluation Methods Against Extreme Loadings)

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

平成27年度計算科学技術部会奨励賞



室谷 浩平氏（東京大学）

「粒子法による東日本大震災の3次元津波遡上解析の
可視化」
(Visualization of Three‐dimensional Tsunami Run‐up 
Analysis for the Great East Japan Earthquake using 
Particle Method)

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

平成27年度計算科学技術部会ＣＧ賞



境 正俊氏（東京大学大学院）

「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」

(Numerical Evaluation of Discharging Process of Molten 
Glass Slurry Including Platinum Metals)

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

平成27年度計算科学技術部会

学生優秀講演賞
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平林 潤一氏（東京大学大学院）

「分子シミュレーション妥当性検証のための照射欠陥形
成過程の定量化」

(Defect Formation Process for Validation of Molecular 
Simulations)

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

平成27年度計算科学技術部会

学生優秀講演賞
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林 祐二郎氏（東京大学大学院）

「軽水炉炉内構造材料に発生する照射劣化挙動予測の
ための微視的変化に関する研究」

(Nano‐scale Phenomena that Induce Irradiation 
Degradation of in‐core Structural Materials in Light 
Water Reactors)

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

平成27年度計算科学技術部会

学生優秀講演賞
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桂 也真人氏（東京大学大学院）

「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」

(Progressive Deformation of Component and Structure of 
Nuclear Power Plant under Seismic Loading)

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

平成27年度計算科学技術部会

学生優秀講演賞
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中村 均氏（原子力規制庁）

「工学シミュレーションのV&Vガイドラインの策定に関わ
る貢献」

(Contribution to Development of V&V Standard for 
Engineering Simulation)

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

平成27年度計算科学技術部会功労賞
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平成27年度計算科学技術部会 全体会議
第19回議事次第

東北大学2016年3月26日(土) 12時～13時

12

1. 部会長挨拶 笠原部会長

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 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

3. 次期役員選出

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 （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）



H27年度活動報告

メンバー
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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)

【総務小委員会】（1/9）



【総務小委員会】（2/9）
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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11月5日（木） 14:00-17:00

 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、学会事故調の提言のフォローについて

 第四回
 開催日：H28年1月12日（火） 15:30-17:00

 内容：部会賞の承認、春の年会全体会議準備



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. 部会規約改正

3. 各小委員会上期活動報告

4. 告知等
○ 企画セッション

9月9日(水)13:00-14:30

「シビアアクシデント解析の現状とChallenge 」

○ 一般セッション

9月9日(水) 14:40-18:15

【総務小委員会】（3/9）
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 第19回全体会議開催
日時：2016年3月26日(土) 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

a. 総務 （西田委員長）

b. 企画 （伊藤委員長）

c. 広報 （高田委員長、代理西田総務小委員長）

d. 出版・編集 （町田委員長）

e. 経理 （光安委員長）

4. 次期役員選出

5. その他

6. 次期部会長挨拶

【総務小委員会】（4/9）
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 春の年会：計算科学技術（計算科学技術）

3月26日(土) 10:00～11:55 座長：田中 正暁（JAEA）

1B01 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
(12)深層防護1層～3層（設計）とは異なる第４層以降のための構造強度研究

＊笠原直人、佐藤拓哉（東大）、中村いずみ（防災科技研）、町田秀夫（テプシス）、金伝栄（CTC）

1B02 (13)試験と解析による局部破損メカニズムに関する研究
＊窪田 穣穂、小木曽 慎、佐藤 拓哉、笠原 直人（東大）

1B03 (14)地震荷重の構造物への伝達特性に対する塑性変形の影響

＊酒見亮太、MD ABDULLAH AL BARI、桂也真人、笠原直人（東大）

1B04 (15)Numerical study on ratcheting and collapse failure due to seismic loading

MD ABDULLAH AL BARI, Yamato KATSURA, Ryota SAKEMI, Takuya SATO, 
＊Naoto KASAHARA（Univ.of Tokyo）

1B05 (16)破損モードマップを用いた限界強度評価法に関する提案

＊小川博志、町田秀夫 （テプシス） 、笠原直人（東大）

1B06 (17)SUS304円管の超高温外圧座屈

＊岩田耕司、唐木田泰久、金伝栄（CTC）、笠原直人（東大）

1B07 (18)信頼性に基づく限界強度評価

＊鈴木正昭、笠原直人（東大）

【総務小委員会】（5/9）
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 春の年会：計算科学技術（計算科学技術）

3月26日(土) 14:45～16:05 座長：笠原 直人（東大）

1B08 斜め衝突を受ける構造物の局部破壊評価に関する一考察

＊太田良巳、西田明美、坪田張二（JAEA）

1B09 組立構造解析技術による機器解析結果の分析

＊中島憲宏、西田明美、飯垣和彦、沢和弘（JAEA）

1B10 3次元有限要素モデルによる原子力施設の地震観測シミュレーションのための感度解析

＊崔炳賢、西田明美、中島憲宏（JAEA）

1B11 原子力施設機器の耐震評価手法による結果影響調査

＊西田明美、飯垣和彦、沢和弘（JAEA）

1B12 環境放射線データの多変量解析のための詳細度制御

＊宮村浩子（JAEA）、高橋成雄（会津大） 、井戸村泰宏、武宮博（JAEA）

【総務小委員会】（6/9）
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 春の年会：計算科学技術（計算科学技術）

3月26日(土) 16:05～17:25 座長：中島 憲宏（JAEA）

1B13 マルチスケール解析によるナトリウム冷却高速炉の熱過渡現象評価手法の整備

(1)解析手法整備の概要

＊田中正暁、檜山智之（JAEA）、村上諭（NDD）、堂田哲広、大島宏之（JAEA）

1B13 Water Spreading on Floor by Explicit Moving Particle Simulation Method

＊Zidi Wang, Tiangang Zhang, Kohei Murotani, Kazuya Shibata, Seiichi Koshizuka（Univ. of Tokyo）

1B13 粒子法を用いた東日本大震災の津波による福島第一原子力発電所1号機タービン建屋内の
3次元浸水解析

＊南日泰俊、室谷浩平、越塚誠一（東大）、永井英一、藤澤智光（プロメテック）、安重晃（構造計画研）

1B13 シビアアクシデントにおける炉内溶融のための伝熱・流動現象のモデリング

＊高畑和弥（東大）、PAVLDIS DIMITRIOS、PAIN CHRISTOPHER（Imperial College London）、
酒井 幹夫（東大）

1B13 溶融ガラス中の白金族粒子の分散・凝集状態と見かけ粘度の関係

＊荒木裕行 、酒井幹夫（東大） 、内山翠、藤原寛明 （IHI）

【総務小委員会】（7/9）
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共催 第28回CCSEワークショップ
「原子力材料における計算科学研究と原子スケールモデリングによる新展開」

日時：H27年 2月29日
会場：東京大学柏の葉キャンパス駅前サテライト１階多目的ホール

M&C+SNA+MC 2015
開催日：H27年4月19日～23日
会場：Nashville, Tennessee, USA

協賛 流動ダイナミクスに関する国際会議
開催日：H27年 10月27日～29日
会場：Sendai, JAPAN

後援 SMiRT23
開催日：H27年 8月10日～14日
会場：Manchester, UK

WCCM (MS718) High Performance CAE Applications and Environments

開催日：平成28年7月8日～13日

会場：ブラジル，サンパウロ

【総務小委員会】（8/9）
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H28年度活動計画

運営委員会開催

-年4回程度

第20回全体会議開催

-秋の大会・ 平成28年9月久留米シティプラザ

第21回全体会議開催

-春の年会平成29年3月東海大学湘南キャンパス

共催・後援等

-WCCM (MS718) 
High Performance CAE Applications and Environments

-JAEA CCSE WS等

その他

【総務小委員会】（9/9）
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【企画小委員会】（1/8）

 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】（2/8）

27年度下期活動報告

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
若手交流フォーラム
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【企画小委員会】（3/8）

【1】部会等運営委員会

開催実績
平成27年度第2回：平成27年12月14日

－年会・大会関係
・企画セッション審議
・予稿スクリーニング

→次ページで説明
・予稿ページ数およびフォーマットの変更

末尾に参考文献・英文著者名を記載（2016年春～）
予稿ページ数を2ページ以内に変更（2016年秋～）

－H27収支見込みおよびH28予算の確認
－部会規約・内規の改訂

・高齢化した部会は将来的に統廃合する可能性
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【企画小委員会】（4/8）
【1】部会等運営委員会
予稿スクリーニングについて

「学会の設立目的、定款に反すると思われるもの」「一般に学術的会合としての
学会において著しくふさわしくないもの」の年会、大会での発表、及び予稿集に
おける出版を阻止して学会に損害が及ぶことを事前に防止することが目的

• プログラム編成WGメンバーが担当セッションの予稿を対象に実施

• 原子力学会における発表として、著しく問題になる恐れがある、ないしふさわ
しくない、という懸念のあるものを摘出

⇒部会等運営委員会にて審議を行って発表中止（リジェクト）を決定

– 軍事ないし平和目的以外の内容

– 誹謗・中傷、反社会的内容

– 個人攻撃

– 商用（コマーシャル）・個人的政治的主張

– 学会に無関係・科学的内容を伴わない・原子力科学技術に無関係

– あまりに幼稚なもの、学術研究と言い難いもの

（会員の発表権を最大限尊重） 27



【企画小委員会】（5/8）
【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(2016年春の年会)

「解析コードV&Vの現状と実施例」
会場・日時：B会場、3/26 13:00-14:30（本全体会議後）

座長：（東大） 笠原 直人

(1)炉物理分野における解析コードV&Vの現状 （原子力エンジ） 巽 雅洋

(2)熱流動分野における解析コードV&VとScaling （原子力機構） 中村 秀夫

(3)原子力分野以外における解析コードV&Vの現状 （東大） 越塚 誠一

概要：近年、数値解析モデルの進歩と計算機性能の飛躍的向上により、様々な工学分野において
数値シミュレーションの果たすべき役割が増大し、それに伴ってシミュレーション結果の信頼性を
確保することが重要な課題となっている。計算科学技術部会では、設立当初から計算結果の精度
に関する検討を行う活動を継続しており、モデリング&シミュレーションのV&V（検証と妥当性確認）

に関する新しい標準に関する検討を進めてきた。本セッションは、炉物理分野、熱流動分野、およ
び異分野（土木・建築分野）における解析コードV&Vの現状および実施例を紹介し、今後策定作業
が進むと予想される各分野のV&Vの実施手順に関して、具体化の参考情報としていただくことを

企図している。 28



【企画小委員会】（6/8）
【2】原子力学会企画セッション・一般セッション

合同企画セッション(2016年春の年会)
（核燃料部会，熱流動部会，計算科学技術部会，
保健物理･環境科学部会，水化学部会）

「福島第一原子力発電所事故時の核分裂生成物挙動」

会場・日時：A会場、3/27 13:00-14:30

座長：（東大） 越塚 誠一

(1)事故時のFP挙動評価の概要 （エネ総研） 内藤 正則

(2)環境測定に基づく放出量評価 （原子力機構） 永井 晴康

(3)マスバランス評価に基づくプラント全体での挙動把握

（エネ総研） 内田 俊介

(4)FP挙動に係わる基礎事象と新たな研究への挑戦

（原子力機構） 逢坂 正彦

29



【企画小委員会】（7/8）

30

【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(2016年春の年会)

会場・日時：B会場、3/26 10:00-17:25 （終日）

・破壊試験と数値解析：10:40～11:55（発表7件、１B01-１B07）

・構造・地震および多変量の解析技術

：14:45～16:05（発表5件、１B08-１B12）

・熱流動現象の数値解析：16:05～17:25（発表5件、１B13-１B17）

参考： 2014年秋の大会：発表13件（H08-H20）
2015年春の年会：発表16件（I01-I16）
2015年秋の大会：発表13件（D08-D20）



【企画小委員会】（8/8）

【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（来年度以降）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

Md Abdullah Al Bari氏 （東京大学大学院 D1)

ポスター発表タイトル：

「Failure modes investigation of pipe structures under excessive seismic loading」

→NL等で参加報告を掲載予定 31



【広報小委員会】（1/6）

 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）

32



【広報小委員会】（2/6）

 WEBサイトにおける情報発信（計５件）

・日本原子力学会2015年秋の大会 企画セッション

・ニュースレター24号

・2015年秋の大会 計算科学技術 一般セッション

・2015年秋の大会での全体会議

・第13回（2015年度）部会賞受賞候補者推薦の募集

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

計算科学技術部会計算科学技術部会
検索

33

このイメージは、現在表示できません。

または



【広報小委員会】（3/6）

メーリングリスト(ML)の配信方法変更（会員のML利用容易化）
・配信依頼をメール（mail@csed.sakura.ne.jp）もしくはWeb上で実施

⇒ 関連する情報の迅速な共有

34

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

計算科学技術部会
ホームページ上の「ML配信」
タグ

または

部会員の皆様方の積極的なご利用をお願い申し上げます

に詳細要領があります



【広報小委員会】（4/6）

メーリングリストを用いた情報発信 （3/9時点、計31件）
・第21回FrontISTR研究会(9/28)のご案内

・日本原子力学会2015年秋の大会 企画セッション

・ニュースレター24号の発刊

・2015年秋の大会、全体会議および一般セッションのご報告

・第13回（2015年度）部会賞受賞候補者推薦の募集（合計3回）

・WCCM/APCOM2016 のご案内（合計4回）

・HPC/PFを利用したFrontISTR解析セミナー (11/6)
・候補者募集：Callfor APACM Awards nomination
・ICCM2016, Aug. 1st‐4th, Berkeley, 1st Call‐for‐Papers
・国際会議案内再度：AnInvitation to participate in ICCMS2016, IIT Bombay, 

27June‐01July2016
・第23回FrontISTR研究会 ＜FrontISTRによる接触解析および弾塑性解析 (理

論、プログラミング、解析事例) の解説＞

・ECCOMAS Congress 2016 Upcoming Deadline for Abstract Submission
・１２・７日本学術会議 第５回計算力学シンポジウム＆懇親会 35



【広報小委員会】（5/6）

メーリングリストを用いた情報発信 （計２５件） つづき
・CFD4NRS‐6国際会議のご案内

・原子力学会2016年春の年会、発表申し込み期間のお知らせ

・第24回FrontISTR研究会(12/21)のご案内 AESJ
・ECCOMAS Congress 2016 Final Deadline for Abstract Submission
・THICKET‐4 course: transfer of thermal‐hydraulic knowledge
・WCCMミニシンポジウム講演募集

・Announcement of Advanced School ‐ Isogeometric Analysis: Fundamentals 
and Applications ‐ 10‐12 June

・IGA‐Meshfree 2016のお知らせ

・日本原子力学会計算科学技術部会 懇親会のご案内

・計算科学技術部会ML配信サービスのご案内

・第28回CCSEワークショップの開催について（ご案内）

・JACM Awards 2016 の募集 （締切迫る、3/31）
・第26回FrontISTR研究会(3/18)のご案内 AESJ

36



【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

・一部日本語コンテンツの英語化
（経理小委員会より予算についてご報告あり）

37



【経理小委員会】（1/4）

 メンバー
光安 岳（（株）日立製作所）：委員長



*1: HP運営のためのサーバーレンタル料
*2: 秋の大会の学生への旅費補助

平成28年3月26日現在

39

項目 H27年度予算 本日現在 差額

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*1 20,000 5,262 14,738 
消耗品 26,000 0 26,000 
一般外注経費 21,000 3,164 17,836 
諸謝金 0 0 0
内部共催金*2 90,000 22,170 67,830
支出計 157,000 30,596 126,404 

H27年度決算見込み

【経理小委員会】（2/4）



H28年度予算

40

平成28年3月26日

項目 上期 下期 小計 内訳
前年度繰越金* 317,462 317,462 
収入 0 
本部配布金 163,000 163,000 
収入計 163,000 163,000 

支出
臨時雇賃金支出
会議(会場)費支出

旅費交通費支出
通信運搬費支出 20,000 20,000 レンタルサーバー
消耗品費支出 13,000 13,000 26,000 
一般外注経費支出 21,000 21,000 印刷，コピー
委託費支出 0 

諸謝金支出 96,000 96,000 熱流動部会若手交流
セミナーへの共済金

本部回収額支出 0 
支出計 13,000 150,000 163,000 

収支差額 150,000 -150,000 0 
* H27年度剰余金未確定のためH27年度分繰越を計上せず

【経理小委員会】（3/4）
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計算科学技術部会の会員数増加(253→257名)により部
会配付金増(157,000→163,000円)

 増額分は熱流動部会の若手交流セミナーの共催金(学
生への旅費補助)を目的とした予算へ編入

 部会Webサイトの英語版作成を企画しており(広報委員
会)、H27年度繰越金などを充当予定

【経理小委員会】（4/4）



【表彰小委員会】

平成27年度活動報告

 H27年度の部会賞の公募
1月12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、部会奨励賞1名、部会CG賞1名、
部会学生優秀講演賞4名、部会功労賞1名の候補者を決定

28年度活動計画

 H28年度の部会賞の公募

42



3. 次期役員選出（1/2）

部会長 西田 明美 （原子力機構）

副部会長 大塚 雅哉 （日立製作所）

副部会長 巽 雅洋 （原子力エンジニアリ
ング）

副部会長 笠原 直人 （東京大学）
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3. 次期役員選出（2/2）
総務小委員会 鈴木 喜雄 （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 高田 孝 （原子力機構）

出版・編集小委員会 町田 昌彦 （原子力機構）

経理小委員会 光安 岳 （日立製作所）

表彰小委員会 西田 明美 （原子力機構）

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

46



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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