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平成28年度計算科学技術部会 全体会議

第20回議事次第

久留米シティプラザ2016年9月8日(木) 12時～13時
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1. 部会長挨拶 西田部会長

2. 部会規約改正

3. 小委員会上期活動報告

a. 総務 鈴木委員長

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 西田委員長

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 （鈴木委員長）

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 （西田委員長）



�メンバー

【総務小委員会】（1/5）
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鈴木 喜雄 (JAEA) 委員長

宮村 浩子 (JAEA)

羽間 収 (CTC)

� 運営委員会開催
� 第一回

� 日時：H28年4月27日(水) 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、国内外会議の共催・後援・協賛等

� 第二回
� 日時：H28年8月19日(金) 15:00‐17:00

� 内容：企画イベント等、秋の大会全体会議準備、部会賞の募集

� 第三回
� 日時：H29年1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、

部会賞の承認、フェロー推薦、

� 第四回
� 開催日：H29年3月開催予定

� 内容：春の年会全体会議準備、次年度秋の大会における部会企画・運営の検討、

次年度体制について

【総務小委員会】（2/5）
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� 第20回全体会議開催

�日時：2016年9月8日(木) 12:00-13:00

�場所：久留米シティプラザ

�式次第
1. 部会長あいさつ（西田部会長）

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21回全体会議開催

�日時：2017年3月 12:00-13:00

�場所：東海大学 湘南キャンパス

�式次第
1. 部会賞表彰式

2. 部会長挨拶 （西田部会長）

3. 小委員会活動報告と次年度活動計画

4. 次期役員選出 （西田部会長）

5. その他

6. 次期部会長挨拶

【総務小委員会】（4/5）
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� 協賛
� 第１３回流動ダイナミクスに関する国際会議協賛

� 概要
開催日：H28年 10月10日（月）―10月12日（水）
会場：Sendai, JAPAN

【総務小委員会】（5/5）
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【企画小委員会】（1/5）

� 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

鈴木 正昭(東京理科大学)
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【企画小委員会】（2/5）

28年度上期活動報告

� 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
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【企画小委員会】（3/5）

【1】部会等運営委員会

�開催実績
� 平成27年度第3回：平成28年6月8日

－年会・大会関係
・企画セッション提案審議，無料公開セッション検討
・予稿スクリーニングスケジュールの確認
・今後の年会・大会開催予定

2017年春：東海大，2017年秋：北大
2018年春：阪大（調整中），2018年秋：岡山大

－H27収支実績の確認
－H28への引継資料の確認
－部会規約・表彰細則の改訂→配布資料
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【企画小委員会】（4/5）
【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年秋の大会)

「外部ハザード評価のための数値解析」
会場・日時：L会場、9/8 13:00-14:30（本全体会議後）
座長：（原子力機構） 西田 明美

(1) 全体概要 （原子力機構） 西田 明美

(2) マルチスケール粒子法による構造物に作用する津波力評価
（九大） 浅井 光輝

(3) 竜巻飛来物バザード評価におけるシミュレーション利用の現状
（電中研） 江口 譲

(4) 航空機衝突に対する原子力発電施設の耐衝撃設計
（原子力機構） 坪田 張二

概要：新規制基準への適合性審査においては、様々な外部ハザードに対する影響評価が求められている。しかし、
対象とする現象のスケールが非常に大きく、また、現象の不確定性も大きいため、試験によって影響評価を行う
ことは困難であり、一般的に、数値解析を用いた評価が実施されている。ただし、解析を実施する場合において
も、適切なモデル選択や境界条件設定といった課題が残されており、十分な説明性を有する解析結果を得るこ
とは容易ではない。本セッションでは、津波、竜巻、航空機衝突の3現象を対象とした解析評価について専門家

による講演を実施し、外部ハザード評価における数値解析の適切な活用法や今後の解析精度向上に係る課題
などについて議論を行う。 15

【企画小委員会】（5/5）
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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(2016年秋の大会)

会場・日時：L会場、9/8 10:20-17:25 （終日）

・材料の分子計算および核分裂・MA燃焼の解析技術：

10:20～12:00（発表6件、2LB01-2L06）

・地震その他の外部ハザードの材料・構造への影響

：14:45～16:05（発表5件、2L07-2L11）

・熱流動現象の数値解析：16:05～17:25（発表5件、2L12-2L16）

参考： 2015年春の年会：発表16件（I01-I16）
2015年秋の大会：発表13件（D08-D20）
2016年春の年会：発表17件（1B01-1B17)



【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）
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【広報小委員会】（2/4）

� WEBサイトにおける情報発信（計７件）

・【報告】日本原子力学会2016年春の年会

一般セッション

・【報告】日本原子力学会2016年春の年会

企画セッション

・【報告】平成27年度部会賞表彰式および

全体会議・平成27年度部会長挨拶

・ニュースレター25号

・第28回CCSEワークショップ報告

・平成28年度部会長挨拶

・平成28年度運営委員会の更新と第1回

議事録の掲載

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
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【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１２件）
・NUTHOS10特集号発行のお知らせ

・WCCM - APCOM 2016 IACM 奨学金のお知らせ

・【報告】日本原子力学会2016年春の年会 一般セッション

・第10回 原子炉熱流動と安全に関する日韓シンポジウム(NTHAS10)の

ご案内

・【ご報告】2015年度運営委員会議事録掲載

・【ご報告】原子力学会2016年春の年会、部会表彰式、全体会議、

企画セッション掲示

・第27回FrontISTR研究会(4/22)のご案内

・ニュースレター25号発行のお知らせ

・第28回CCSEワークショップ、会議報告掲載のご案内

・原子力学会2016年秋の大会、発表申し込みのお知らせ

・2016年度部会長挨拶および運営委員会名簿更新のご連絡

・日本原子力学会計算科学技術部会 2016年秋の大会における

懇親会のご案内

部会員の皆様方の積極的なご利用をお待ちしております
http://csed.sakura.ne.jp/mail
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【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
⇒ ・部会長挨拶の英文化（外部翻訳委託）の検討

（約3万円）
・主催、共催国際会議の案内
・原子力学会の一般セッションサマリ 等

20



【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

・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）

・田村明紀（日立製作所）

・山下晋 (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）

28年度活動報告（その1）

25号目次 3月刊行（編集終了）

●巻頭言 ㈱原子力エンジニアリング巽雅洋

●2015年秋・計算科学技術部会全体会議報告

●2016年春・計算科学技術部会全体会議案内

●2015年秋・計算技術部会一般セッション開催報告

●一言一語 東大大学院 笠原直人、FBR高等研 高橋忠男

●編集後記

22



【出版・編集小委員会】（3/5）

28年度活動報告（その2）

○計算科学技術部会ニュースレター編集と出版

26号目次

●巻頭言（原子力機構 西田明美）

●2015年度・計算科学技術部会贈賞報告

●2016年春・年会・計算科学技術部会全体会議報告

●2016年秋・計算科学技術部会全体会議案内

●2016年秋・計算科学技術部会一般セッション開催案内

●2016年秋の大会・計算科学技術部会セッション開催案内

●一言一語（仮：原子力機構 関暁之）

●年間行事予定●編集後記 23
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【出版・編集小委員会】（4/5）



25

28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28年度計算科学技術部会役員紹介

○第26号担当予定：山下、町田

○第27号担当予定：未定（村上）

【出版・編集小委員会】（5/5）
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【経理小委員会】（1/3）

� 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: 表彰に使う楯などの費用
*3: Webサイト英訳費
*4: 企画セッション講師の旅費および謝金

若手交流フォーラムにおける学生の旅費補助

平成28年9月8日現在

27

項目 H28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 163,000 163,000 0 

収入計 163,000 163,000 0 

支出

通信運搬費*1 20,000 5,327 14,673 

消耗品*2 26,000 0 26,000 

一般外注経費*3 21,000 0 21,000 

諸謝金*4 96,000 10,000 86,000

支出計 163,000 30,596 147,673 

H28年度収支見込み

経理小委員会(2/3)
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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)

� 部会Webサイトの英語版作成を企画しており(広報委
員会)、H28年度予算内で対応予定

経理小委員会(3/3)



【表彰小委員会】

平成28年度活動報告

�H27年度春の大会の推薦結果の取りまとめ

�評価フォームの見直し

�H28年度の部会賞の公募
募集期限：2016年12月23日(金)
贈呈(予定)日：2017年3月春の年会期間中
[問合せ・応募先]

日本原子力学会計算科学技術部会部会長 西田明美
e-mail: award@csed.sakura.ne.jp
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4. 告知等
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【計算科学技術部会セッション】
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【日時】 9 月8日（木） 13:00～14:30
【場所】 L会場

「外部ハザード評価のための数値解析」
座長（JAEA）西田明美

1. 全体概要 （JAEA）西田明美

2. マルチスケール粒子法による構造物に作用する津波力評価 （九大）浅井光輝

3. 竜巻飛来物ハザード評価におけるシミュレーション利用の現状 （電中研）江口譲

4. 航空機衝突に対する原子力発電施設の耐衝撃設計 （JAEA）坪田張二

� 計算科学技術

（材料の分子計算および核分裂・MA燃焼の解析技術）

座長（電中研）江口 譲10:20～12:00

� 2L01：ジルコニウム中溶質元素の第一原理計算

*板倉 充洋1、沖田 泰良2（1.JAEA、2.東大）

� 2L02：保存的上昇運動を取り入れた結晶欠陥相互作用のモデル化

*早川 頌1、沖田 泰良2、愛知 正温2、板倉 充洋3（1.東大、2.東大、3.JAEA）

� 2L03： MD法による中性子照射下結晶欠陥形成過程に及ぼす材料物性の影
響に関する検討

*沖田 泰良1、Yang Yingjuan2、板倉 充洋3（1.東大、2.東大、3.JAEA）

� 2L04： MD法を用いた原子空孔集合体-転位相互作用に及ぼす積層欠陥エネ
ルギーの影響解明

*土井原 康平1、沖田 泰良2、板倉 充洋3（1.東大、2.東大、3.JAEA）

� 2L05： TDDFTによる236Uの核分裂ダイナミクスの計算

*岩田 順敬1、千葉 敏1（1.東工大）

� 2L06：教育用FBRプラント設計プログラムのMA燃焼機能の追加

*笠原 直人1、高橋 忠男2（1.東大、2.FBR高等研）

32

【計算科学技術部会 一般セッション】



� 計算科学技術

（地震その他の外部ハザードの材料・構造への影響 ）

座長（東大）沖田泰良14:45～16:05

� 2L07：斜め衝突を受けるRC版の局部損傷評価手法に関する研究

柔飛翔体の衝突による貫通現象の検討

*西田 明美、太田 良巳、坪田 張二 （JAEA）

� 2L08：原子力プラントの包括的安全性向上のための地震時クリフエッジ回避
技術の開発 その2:建屋システムと原子炉容器・配管の検討

*崔 炳賢1、西田 明美1、郭 智宏1、山野 秀将1、高田 毅士2（1.JAEA、2.東大）

� 2L09：原子力施設の耐震評価のための組立構造解析結果の大規模分散並
列可視化

*郭 智宏1、西田 明美1、崔 炳賢1、中島 憲宏1（1.JAEA）

� 2L10：過大地震荷重下における振動数に着目した進行性変形の発生条件

*酒見 亮太1、桂 也真人1、Bari Md Abudulla Al1、佐藤 拓哉1、笠原 直人1

（1.東大）

� 2L11： PTS時における圧力容器内き裂の応力拡大係数の部位依存性評価

*阮 小勇1、中筋 俊樹1、森下 和功2（1.京大、2.京大）

【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（熱流動現象の数値解析）

座長（東大）笠原直人16：05～17：25

� 2L12：竜巻風速場モデルから導出される気圧変化率の数値解析精度

*江口 譲1、村上 貴裕1、服部 康男1、平口 博丸1（1.電中研）

� 2L13：流れ加速型腐食に対するRANSによる形状係数予測に関する研究

*恒吉 達矢1、伊藤 高啓1、辻 義之1（1.名大）

� 2L14：原子炉事故解析に向けたマルチフィジクス粒子法コードの開発

(2)空気中における噴出水の飛散挙動解析への適用

*稲垣 健太1（1.電中研）

� 2L15：核融合シミュレーションコードのGPUクラスタにおける高性能実装

*松本 和也1、朝比 祐一2、伊奈 拓也1、井戸村 泰宏1

（1.JAEA、2.CEA Cadarache）

� 2L16：多相流体問題における省通信Krylov部分空間法の性能評価

*真弓 明恵1、井戸村 泰宏1、山田 進1、伊奈 拓也1、山下 晋1（1.JAEA）

【計算科学技術部会 一般セッション】
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5. その他
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【計算科学技術部会懇親会】

36

【日 時】 ９月８日（本日） １９：００～２１：００
【場 所】 池町川ほとり 香たんや（西鉄久留米駅）

久留米市東町32-26
Tel: 0942-34-6881

【アクセス】 西鉄久留米駅から（徒歩3分）

香たんや

原子力学会会場

☆懇親会にて、今後の企画セッションについて一緒にご議論いただければ幸いです。



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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