
平成30年度 計算科学技術部会

第16回部会賞表彰式

および

第25回全体会議

2019年3月21日（木）12:00～13:00
於 茨城大学水戸キャンパス

※会議開催中の写真撮影を許可くださいますようお願い申し上げます



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

平成30年度第16回部会賞表彰式
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○部会功績賞 吉村 忍 氏

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、
第13回：中島憲宏、第14回：山口彰、第15回：越塚誠一

○部会業績賞 山本 章夫 氏

第1回：町田昌彦、第4回：西田明美、鈴木喜雄、松原仁 、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、第13回：中村秀夫、第14回：奥田洋司、第15回：笠原直人

○部会奨励賞 Van Rooijen, Willem F. G. 氏

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、第13回：鈴木正昭、
第14回：岩田順敬、第15回：崔炳賢、稲垣健太、南波宏介

○部会ＣＧ賞 田村 耕太郎 氏、 岩田 順敬 氏

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、第13回：室谷浩平、第14回：稲垣健太、南日泰俊、第15回：齋藤慎平、高畑和弥

○部会学生優秀講演賞 堀田 理穂 氏、川満 昭英 氏

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、第13回：境正俊、平林潤一、林祐二郎、桂也真人、第14回：Bari Md Abdullah Al、荒木裕行、高畑和弥、早川頌、阮小勇

第15回：齋藤慎平、鹿島真人、田村耕太郎、森田直樹

○部会功労賞 大塚 雅哉 氏

第3回：白川典幸、羽間収、第13回：中村均



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

平成30年度計算科学技術部会

功績賞

吉村 忍 氏（東京大学大学院）

「大規模計算力学システムに関する研究と
その原子力分野への応用による貢献」

(Research on large-scale computational mechanics system

and contribution to nuclear field by its application)
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山本 章夫 氏（名古屋大学大学院）

「先進的炉心解析シミュレーション技術開発への貢献」
(Contributions to development of

advanced core simulation methods)
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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30年度計算科学技術部会

業績賞



Van Rooijen Willem F. G. 氏
（福井大学附属国際原子力工学研究所）

「IGA法を用いた中性子輸送計算手法の研究」
(Investigation of neutron transport calculation using

Iso-Geometric method (IGA))
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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30年度計算科学技術部会

奨励賞



田村 耕太郎 氏（東京大学大学院）

「撹拌槽内における固液混相流の数値シミュレーション」
(Numerical simulation of solid-liquid flows

in a stirred vessel)
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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30年度計算科学技術部会

CG賞



岩田 順敬 氏（東京工業大学）

「スペクトル法を用いた非線形クライン・ゴルドン方程式の
精密計算スキームの開発」

(Development of spectral-method-based high precision

numerical scheme for nonlinear Klein-Gordon equations)
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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29年度計算科学技術部会

CG賞
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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30年度計算科学技術部会

学生優秀講演賞

堀田 理穂 氏（福井大学大学院）

「IGA法を用いた中性子輸送計算手法の研究」
(Investigation of neutron transport calculation

using Iso-Geometric (IGA) method)



川満 昭英 氏（東京大学）

「MD法による中性子照射–ひずみ負荷環境下での
欠陥形成過程に及ぼす材料物性の影響に関する研究」
(MD simulations to clarify effects of the material property

on defect formation process under neutron irradiation

and applied strain)
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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29年度計算科学技術部会

学生優秀講演賞



大塚 雅哉 氏（日立製作所）

「計算科学技術部会運営の円滑化と適正化への貢献」
(Contribution to the facilitation and optimization of

management of CSED)
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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30年度計算科学技術部会

部会功労賞
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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30年度第25回全体会議

体制（下期）
部会長 伊藤 啓 京都大学

副部会長 茶木 雅夫 エネルギー総合工学研究所

副部会長 光安 岳 日立製作所

副部会長 鈴木 喜雄 日本原子力研究開発機構

副部会長 巽 雅洋 原子力エンジニアリング

総務 小委員会委員長 鈴木 喜雄 日本原子力研究開発機構

企画 小委員会委員長 鈴木 正昭 東京理科大学

広報 小委員会委員長 酒井 幹夫 東京大学

出版・編集 小委員会委員長 田中 正暁 日本原子力研究開発機構

経理 小委員会委員長 光安 岳 日立製作所

国際会議準備小委員会委員長 大谷 孝之 日本原子力研究開発機構

表彰 小委員会委員長 伊藤 啓 京都大学

部会等運営委員会委員 茶木 雅夫 エネルギー総合工学研究所



1. 部会長挨拶 伊藤 部会長

2. 小委員会活動報告
a. 総務 鈴木(喜) 委員長
b. 企画 鈴木(正) 委員長
c. 広報 酒井 委員長
d. 出版・編集 田中 委員長
e. 経理 光安 委員長
f. 国際会議準備 大谷 委員長
g. 表彰 伊藤 委員長

3. その他

4. 次期役員選出

5. 次期部会長挨拶

6. 告知等
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議事次第



1. 部会長挨拶
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2. 小委員会活動報告

a. 総務 （鈴木（喜） 委員長）

b. 企画 （鈴木（正） 委員長）

c. 広報 （酒井 委員長）

d. 出版・編集 （田中 委員長）

e. 経理 （光安 委員長）

f. 国際会議準備 (大谷 委員長)

g. 表彰 （伊藤 委員長）
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 小委員会メンバー

・鈴木 喜雄 （JAEA）：委員長

・羽間 収 （CTC）

・宮村 浩子 （JAEA）

【総務小委員会】（1/4）
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【総務小委員会】（2/4）
運営小委員会開催
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日時：H30年5月8日（月） 15:00‐17:00

内容：活動方針の確認

各小委員会活動報告等

春の年会における一般・企画セッション報告

秋の大会における企画セッションの検討

国内外会議の共催・後援・協賛等

第一回

日時：H30年8月3日（金） 13:00‐15:00

内容：各小委員会活動報告等

春の年会における企画セッションの検討

秋の大会全体会議準備

部会賞の募集

第二回

日時：H31年1月11日（金） 15:00-17:30

内容：各小委員会活動報告等

秋の大会における一般・企画セッション報告

部会賞の承認、フェロー推薦

第三回

日時：H31年3月11日（月） 15:00-17:00

内容：各小委員会活動報告等

春の年会全体会議準備

次年度体制について

第四回



【総務小委員会】（3/4）
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第24回全体会議開催

 日時：H30年9月7日(金)
12:00-13:00

 場所：岡山大学

 議事次第：

1. 部会長挨拶

2. 部会賞表彰細則改定

3. 小委員会活動報告

4. その他

5. 役員・委員の交代について

6. 告知等

第16回部会表彰式および
第25回全体会議開催
 日時：H31年3月21日（木）

12:00-13:00

 場所：茨城大学水戸キャンパス

 議事次第：

1. 部会長挨拶

2. 小委員会活動報告

3. その他

4. 次期役員選出

5. 次期部会長挨拶

6. 告知等



協賛等
 第15回流動ダイナミクスに関する国際会議協賛

（ICFD2018 “Fifteenth International Conference on Flow Dynamics”）
開催日：H30年11月7日（水）―11月9日（金）
会場 ：仙台市、日本

 第30回CCSEワークショップ共催
「AI技術の原子力および関連分野への応用」
開催日：H31年 3月11日（月）13:30-17:30
会場 ：東海村、日本

【総務小委員会】（4/4）
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【企画小委員会】（1/4）

 小委員会メンバー

鈴木 正昭(東京理科大学)：委員長

プログラム編成委員

伊藤 高啓(名古屋大学)
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【企画小委員会】（2/4）

 H30年度下期活動報告

 原子力学会企画セッション・一般セッション

 会員獲得
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【企画小委員会】（3/4）
【1】原子力学会企画セッション・一般セッション

2019年春の年会 企画セッション

「自然現象に立ち向かう計算科学技術の最前線」
会場・日時：Ｋ会場、3/21 13:00-14:30（本全体会議後）
座長：（京都大学） 伊藤 啓
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講演タイトル 講演者 所属

1. 自然ハザードによるリスク評価へのHPC活用 西田 明美 原子力機構

2. 竜巻飛来物の衝突による原子力施設防護対策評価手法 白井 孝治 電中研

3. 放射性物質の大気拡散予測 永井 晴康 原子力機構



【企画小委員会】（4/4）
【1】原子力学会企画セッション・一般セッション

2019年春の年会 一般セッション 会場・日時：Ｋ会場

3/21（木）10:30〜11:45 「微視的解析」 5件 座長：岩田 (東工大)

3/21（木）14:45〜16:00 「炉心・安全解析」 5件 座長：和田(東芝)

3/21（木）16:10〜17:10 「流体・構造解析」 4件 座長：張 (東大)
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 小委員会メンバー

・田中 正暁（日本原子力研究開発機構）：委員長

・村上 貴裕 (電力中央研究所）

・田村 明紀（(株)日立製作所）

・山下 晋 （日本原子力研究開発機構）

・張 承賢（東京大学）

（順不同）

 年次計画

・ニュースレターの発行(年２回：8月/3月)

【出版・編集小委員会】（1/5）

【検索】http://csed.sakura.ne.jp/archives/category/2_newsletter

（計算科学技術部会ホームページ／カテゴリー／ニュースレター）
22
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【出版・編集小委員会】（2/5）
計算科学技術部会： http://csed.sakura.ne.jp/



【出版・編集小委員会】（3/5）
■2018年度（上期）活動報告

30号（8月発行）目次

●巻頭言『部会長挨拶』（京都大学 伊藤 啓氏）
●2017年度・計算科学技術部会賞 贈賞報告
●2018年春の年会・ 計算科学技術部会全体会議報告
●2018年秋の大会・計算科学技術部会全体会議開催案内
●2018年秋の大会・計算科学技術部会一般/企画セッション開催案内

●一言一語 「ラジオリシス、腐食の分野での計算科学（仮）」

（エネ総工研 内田 俊介氏）

●30号特集記事「計算科学技術部会のこれからを担う皆さんへ」
ＭＨＩﾆｭｰｸﾘｱｼｽﾃﾑｽﾞ･ｿﾘｭｰｼｮﾝｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ㈱ 佐治悦郎 氏（初代委員長）

●講習会・ワークショップ等の開催報告・連絡事項等
●2017年度年間行事予定
●編集後記
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【出版・編集小委員会】（4/5）
■2018年度（下期）活動報告

31号（3月発行）目次

●巻頭言（東京大学 笠原 直人 教授）

（2018年度 部会業績賞、2015年度 部会長）

●2018年秋の大会 計算科学技術部会

全体会議／（一般・企画）セッション開催報告

●2019年春の年会 計算科学技術部会

部会賞表彰式／全体会議／（一般・企画）セッション

開催案内

●第6回若手交流フォーラム 参加報告（京都大学 栗﨑 達也氏）

●講習会・ワークショップ等の開催報告・連絡事項等

●年間予定

●編集後記 25



【出版・編集小委員会】（5/5）
◎ニュースレターに新コーナー『部会員の掲示板』を新設（案）
●目的： 部会員の相互交流を深めるとともに，計算科学技術にかかわる国内外
の情報伝達を図る

●掲載内容： 部会員からの意見やお知らせ（営利目的は不可です）

【例】・国内外での研究会・分科会等の各種会議開催案内や委員の募集

・計算科学技術に関わる最新の研究成果の紹介（自他問わず）

・国内外の最新のトピックスなどの紹介

●募集期間（メール配信と異なり、タイムラグがあります）

募集：２月～７月 → 夏号（8月）に掲載

募集：８月～１月 → 冬号（2月）に掲載

●投稿のルール化：学会及び部会の設立目的、定款、倫理規程等を尊重した学
会及び 部会の社会的役割を阻害することのないよう、掲載にあたっては「スク
リーニング要領」を部会内で設定します。

●掲載可否の決定：出版・編集小委員会で審議し、部会運営小委員会で確認

（拒否権あり）します。掲載不可の理由は開示しません。

●免責：学会、部会、出版・編集小委員会並びに運営小委員会は、掲載にあたり

如何なる責も追いません。



【広報小委員会】（1/4）

 メンバー
酒井幹夫 （東京大学）：委員長

緒方智明 （MHI-NS）

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8件）

・ニュースレター30号
・【報告】第16回（2018年度）部会賞受賞候補者推薦の募集

・【報告】日本原子力学会2018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2018年秋の大会 企画セッション

・【報告】日本原子力学会秋の大会計算科学技術部会第24回全体会議

・平成30年度第2回運営委員会議事録の掲載

・平成30年度第3回運営委員会議事録の掲載

・運営委員の変更

http://csed.sakura.ne.jp/ 計算科学技術部会計算科学技術部会
検索

または
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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 （秋の大会報告以降、計12件）
・ニュースレター第30号発行のお知らせ

・原子力安全とシビアアクシデントに関する国際ワークショップ(NUSSA-2018)開催

・FrontISTRハンズオン (第46回FrontISTR研究会)【有料】のご案内

・【Track15：Computer Code Verification and Validation】ICONE27講演募集

・【報告】平成30年度 日本原子力学会秋の大会 計算科学技術部会
第24回全体会議 議事録の掲載

・第16回（2018年度）部会賞受賞候補者推薦の募集

・OECD NEA Data Bank事務局からの若手研究者のリクルートについて

・OECD NEA Data Bank事務局からのトレーニングコース実施の調査依頼について

・第30回CCSEワークショップの開催のご案内

・日本原子力学会2019年春の年会 計算科学技術部会 懇親会のご案内

・IFERC-CSCスーパーコンピュータシステムの利用に関する公募案内（2019年度）

・KISTEC教育講座「もう一度、数学」のご案内
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【広報小委員会】（4/4）
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 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

・部会賞の告知および募集案内

・英語版WEBサイトの充実

・HP内で蓄積した情報のデータベース化

MLの活用について



【経理小委員会】（1/3）

 メンバー

光安 岳（（株）日立製作所）：委員長

和田 怜志（（株）東芝）：委員



H30年度収支見込み

*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
*5: 熱流動部会主催「若手フォーラム」にかかる共催金

平成31年3月21日現在
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項目 H30年度予算 実績額 差額

前年度繰越金 274,686 274,686 0 

収入

部会配布金 148,000 148,000 0 

収入計 148,000 148,000 0 

支出

通信運搬費*1 6,000 5,262 738 

消耗品*2 12,000 18,000 -3,000 

一般外注経費*3 20,000 0 20,000 

諸謝金*4 80,000 93,400 -13,400

内部共催金*5 30,000 30,000 0

支出計 148,000 146,662 1,338 

【経理小委員会】（2/3）



H31年度予算
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項目 上期 下期 小計 内訳
前年度繰越金 274,686 274,686 

収入 0 

本部配布金 145,000 145,000 

収入計 145,000 145,000 

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 6,000 6,000 レンタルサーバー

消耗品費支出 19,000 19,000 表彰用品

委託費支出 20,000 20,000 Webサイト英訳費

諸謝金支出 40,000 30,000 70,000 企画セッション講師謝金

その他支出 30,000 30,000
熱流動部会若手交流セミ

ナー内部共催金

本部回収額支出 0 

支出計 66,000 79,000 145,000 

収支差額 79,000 0 0 

【経理小委員会】（3/3）



【国際会議準備小委員会】 （1/9）

 メンバー

・大谷孝之（日本原子力研究開発機構）：委員長

・町田昌彦（日本原子力研究開発機構）

・長家康展 (日本原子力研究開発機構)

・佐藤達彦 (日本原子力研究開発機構)

・井戸村泰宏(日本原子力研究開発機構)

・板倉充洋 (日本原子力研究開発機構)



【国際会議準備小委員会】（2/9）
 設置の経緯

・SNA：原子力分野におけるスーパーコンピューティング国際会議

・MC：モンテカルロ･シミュレーション国際会議

・2010年よりSNA+MCとして合同開催。

2010年（日）、2013年（仏）、2015年（米）

・SNA+MC2020に向け、オールジャパン体制で開催する

ため、計算科学技術部会が主催することを検討。

2017年秋の全体会議での審議を経て臨時運営小委員会

（H29年10月5日）で主催を決定。



【国際会議準備小委員会】（3/9）
 国際会議実施体制

  一般社団法人日本原子力学会 

計算科学技術部会 
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SNA+MC2020 

組織委員会 

委員長：越塚 誠一（東京大学） 
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企画運営委員会 

委員長：横川 三津夫 
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【国際会議準備小委員会】（4/9）

 平成30年度下期活動報告

・平成30年9月7日：部会全体会議にて国際会議開催経緯

と準備状況を報告

・～平成31年1月：関連学会等の後援･共催の手続、国際

諮問ボード（IAB）の委員依頼

・平成31年1月：会議開催支援業者コンペ開始

・平成31年2月：セレクテッドペーパーについてJNST

特集号刊行承認、後援学会･IAB委員を

Web掲載、SNA+MC2020組織委員に準備

状況（メール）報告

・平成31年3月：会議開催支援業者決定



 SNA+MC2020実施計画概要(1)

○開催期間及び場所

期間：平成32年5月18日（月）～22日（金）

場所：幕張メッセ国際会議場

○会議の規模（想定）

参加人数は300～400名（国外から120～160名）。

・口頭発表320件（最大）

・ポスター発表108件（最大）

ウェルカム（軽食提供）、バンケット、

テクニカルツアー、学生アワードを含む。

予算規模は3,000～3,600万円。

【国際会議準備小委員会】（5/9）



 SNA+MC2020実施計画概要(2)

【国際会議準備小委員会】（6/9）

5月18日（月） 5月19日（火） 5月20日（水） 5月21日（木） 5月22日（金）
9:10

開場 開場 開場 開場 開場
9:30-11:00 登録受付 Plenary

(3件×1室)
+

Technical

(4件×6室)

Plenary
(3件×1室)

+
Technical

(4件×6室)

Plenary
(3件×1室)

+
Technical

(4件×6室)

Plenary
(3件×1室)

+
Technical

(4件×6室)

11:00-11:10 Break Break Break Break

11:10-12:40 Opening Plenary Technical
(4件×7室)

Technical
(4件×7室)

Technical
(4件×7室)

Closing plenary

12:40-14:10 昼食 昼食 昼食

14:10-15:40 Technical
(4件×7室)

Poster(36件) Poster(36件) Poster(36件)

15:40-15:50 Break Break Break Break

15:50-17:20 Technical
(4件×7室)

Technical
(4件×7室)

Technical
(4件×7室)

Technical
(4件×7室)

ウェルカム
17:30-18:30

バンケット
18:00-20:00

一般 会員* 学生 同伴家族 1Day

Early（2019年10月～2020年1月） ¥100,000 ¥90,000 ¥30,000 ¥15,000 －

Late （2020年2月以降） ¥110,000 ¥100,000 ¥35,000 ¥20,000 ¥50,000

会議日程案

参加登録料案



 平成31年度上期以降の活動計画（予定）

平成31年3月～：関連学会の後援・協賛手続き、

協賛企業の募集、広報の継続

平成31年4月：アブストラクト募集

平成31年8～9月：アブストラクト締切

平成31年9～10月：参加受理通知、

Early Registration開始

平成32年1月：Early Registrationの締切

平成32年1～3月：第2回組織委員会の開催

平成32年5月：SNA＋MC2020国際会議の開催

（5月18～22日）

【国際会議準備小委員会】（7/9）



 トピックス（案）

Main Topics

・Computational Nuclear Applications 

・High Performance Computing & Visualization

・Monte Carlo Methods for Simulation

Special Topics

・Fukushima Recovery & Decommissioning Issues

・Virtual Reactor & Virtual ADS

・Exa-scale Computing and Applications

・AI Technology for Nuclear Field

・Monte Carlo Simulation for Medical & Life Sci.

【国際会議準備小委員会】（8/9）



多くの皆様の

ご参加をお待ち

しております

【国際会議準備小委員会】（9/9）



【表彰小委員会】

 平成30年度活動報告

・H29年度春の年会,H30年度秋の大会の推薦結果取り纏め

・評価フォームの見直し

・H30年度の部会賞の公募
募集期限：2018年12月21日(金)
贈呈日 ：2019年3月21日(木)
[問合せ・応募先]

日本原子力学会計算科学技術部会部会長 伊藤 啓
e-mail: award@csed.sakura.ne.jp
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3. その他
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4. 次期役員選出
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役

員

部会長 茶木 雅夫 エネルギー総合工学研究所

副部会長 光安 岳 日立製作所

副部会長 鈴木 喜雄 日本原子力研究開発機構

副部会長 田中 正暁 日本原子力研究開発機構

副部会長 伊藤 啓 京都大学

各

委

員

会

総務 小委員会委員長 板倉 充洋 日本原子力研究開発機構

企画 小委員会委員長 鈴木 正昭 東京理科大学

広報 小委員会委員長 酒井 幹夫 東京大学

出版・編集 小委員会委員長 田中 正暁 日本原子力研究開発機構

経理 小委員会委員長 光安 岳 日立製作所

国際会議準備小委員会委員長 大谷 孝之 日本原子力研究開発機構

表彰 小委員会委員長 茶木 雅夫 エネルギー総合工学研究所

部会等運営委員会委員 鈴木 喜雄 日本原子力研究開発機構

H31年度体制（案）



5. 次期部会長挨拶

47



6. 告知等
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【計算科学技術部会企画セッション】
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【日時】3月21日(木)13:00～14:30

【場所】Ｋ会場

講演タイトル 講演者 所属

1. 自然ハザードによるリスク評価へのHPC活用 西田 明美 原子力機構

2. 竜巻飛来物の衝突による原子力施設防護対策評価手法 白井 孝治 電中研

3. 放射性物質の大気拡散予測 永井 晴康 原子力機構

座長 伊藤啓（京大）

自然現象に立ち向かう計算科学技術の最前線



以 上

来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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