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2013 年度事業報告書 

 

１．通常総会の開催 

 2013 年度通常総会を、2013 年 5 月 16 日に、ミューザ川崎シンフォニーホール市民交流

室で開催した。 

また、総会記念シンポジウム「心臓シミュレータ UT-Heart の研究開発の現状」と題して、

東京大学大学院新領域創成科学研究科 久田俊明教授に基調講演をいただいた。続いてもの

づくり研究会の活動報告を行った。 

 

2． 理事会の開催 

 2013 年度の理事会は、2013 年 7 月 9 日、9 月 13 日、11 月 12 日、2014 年 1 月 28 日、4

月 2 日、5月 8 日の 6回開催した。 

 

3．代表会員選挙および理事・監事・副会長・会長候補者選挙の実施 

 新たな選挙制度のもとに、代表会員選挙および理事・監事・副会長・会長候補者選挙を

実施した（2014 年 2 月 28 日投票締切）。 

 

4．表彰 

 表彰委員会にて審査・選考し、理事会にて決定した。 

 

計算工学大賞 

  Wing Kam Liu 氏   ノースウエスタン大学 

功績賞 

  新宮 清志 氏   日本大学 

大冨 浩一 氏   （株）東芝 

川井メダル 

  寺田 賢二郎 氏   東北大学 

庄子メダル 

  中村 均 氏   伊藤忠テクノソリューションズ（株） 

技術賞 

 「Particleworks」 藤澤 智光 氏 

論文賞 

・「コンクリートの破壊力学に基づく等方性損傷モデルの定式化とその性能評価」 

車谷 麻緒 氏、寺田 賢二郎 氏、加藤 準治 氏、京谷 孝史 氏、樫山 和男 氏  

・「選択的補間多項式による埋め込み境界法」西川 憲明 氏 
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論文奨励賞 

・松原 仁 氏「捩り外力を受ける環状切欠き丸棒におけるファクトリールーフ状破断面の

形成メカニズムに関する数値解析的検討」 

・越智 申久 氏「MPS 陽解法と格子法の連成による溶接プロセスの数値シミュレーション」 

 

5．計算工学講演会関係 

第 18 回計算工学講演会を、2013 年 6 月 19 日より 6 月 21 日まで、東京大学生産技術研

究所において開催した。なお、東京大学生産技術研究所革新的シミュレーション研究セン

ターとの共催であった。32 件の OS に対して 352 件の一般講演があり、これらの講演原稿

を収録した CD-ROM 版計算工学講演会論文集 Vol.18 を発刊した。講演原稿だけでなく、ビ

デオ・アニメーションも添付されている。 

菊池昇教授（University of Michigan）による特別講演、ならびに 4 件のシンポジウム

（「地域密着型 CAE の取り組み－公設試の最新動向－」、「１D-CAE 研究の必要性；産学官連

携に向けて」、「ビッグデータのプリ・ポストプロセスの最新動向」、「エクサスケールに向

けた計算工学の取り組み」）、5 件のランチョンセミナー、1 件のランチセミナーを行った。 

グラフィクスアワードは最優秀賞、優秀賞、特別賞（MicroAVS 賞）を各１件ずつ選考し、

会期中の懇親会の席で表彰を行った。また、計 4 件のベストペーパーアワード表彰を行っ

た。今回は、特に新規性に重きをおいた選考、実用性に重きをおいた選考もなされ、産か

ら 2 件、学から 2 件の講演論文の表彰を行った。 

 

6. 講習会・講演会の開催 

(1) 計算力学レクチャーシリーズの講習会を 4 回開催した。｢可視化入門｣（6 月）、「トポロ

ジー最適化」（9 月）、「フェーズフィールド法入門」（12 月）、「線形方程式の反復解法」（3

月） 

(2) サマースクール「非線形有限要素法による弾塑性解析の理論と実践」を開催した。（8 

月） 

(3) 第 2 回温故知新セミナー 山田嘉昭先生に伺う「計算工学の発展」を開催した。（6 月） 

(4) 第１回学生サマーキャンプを那須高原にて開催した。（9 月） 

 

7．学会誌の編集と発行 

(1) 学会誌「計算工学」第 18 巻 2 号～4 号および第 19 巻 1 号を発行した。 

(2) 学会誌編集委員会を 4 回開催した。 

 

8．論文集の発行 

(1) 日本計算工学会論文集の投稿論文に関して、インターネットを用いた編集、発行を行

った。（投稿件数：25 件） 
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(2) 論文賞および論文奨励賞の推薦、審査、審査結果にもとづいた表彰委員会への報告を

おこなった。 

 

9．研究会、研究分科会の活動 

(1)「ものづくりのための計算工学」研究会を計 2 回開催（11 月）した。 

・テーマ：計算力学人材の育成「事後検証型人材から事前仮説人材へ」、「材料の製造・加

工・設計における計算工学」 

(2) 1D-CAE 研究分科会は、JSME 設計研究会と合同で活動した。 

・計算工学講演会「1DCAE 研究の必要性；産学官連携に向けて」シンポジウム開催（6 月）。 

・「計算工学」2013 年 7 月号・特集記事「1DCAE の研究展開に向けて」編集。 

(3) HQC 研究分科会は第 3 期活動を 6月から開始し、計 4 回開催（8 月、10 月、12 月、1月）

した。 

(4) S&V 研究会を計 3 回開催（9 月、11 月、4 月）した。 

・テーマ：「マルチエージェントシミュレーション」（9 月）、「GPU 計算」（11 月）、「可視化：

私はここに着目する」（4 月）。 

(5) S&V 研究会内に問題解決環境（PSE）研究分科会を発足した。 

・第 16 回問題解決環境(PSE)ワークショップ 2013（9 月：2日間）、会場: 玉川大学 

・第 1 回 PSE 研究会（11 月）、会場：埼玉大学東京ステーションカレッジ  

・第 2 回 PSE 研究会（3月）、会場：宇都宮大学 工学研究科 

(6) 第 5 回総会記念シンポジウムの開催（5 月）を計画した。 

 

10．学会刊行物の企画、刊行 

「計算力学レクチャーコース」として「フェーズフィールド法入門」、「線形方程式の反復

解法」を出版した。 

 

11．会員・広報活動 

(1) フェロー制度規定の改訂を行い（2013 年 7 月 9 日改訂）、公募を行った（締切日 2013

年 12 月 20 日）。2014 年 1 月 28 日にフェロー審査委員会を開催し、2 名の候補者を理事会

にて承認した。 

(2) ホームページの更新ならびにニュースレターの発信を行った。 

(3) 会員サービスのさらなる強化策を講じるべく、企画運営委員会、理事会にて以下の議

論を行った。 

・特別会員、企業の個人会員の特典について 

・若手会員向けの企画やフェロー賞設置の可能性について 

これらについては次年度も継続審議することとなった。 
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12．国際交流活動 

(1) 日本計算工学会の英語版ホームページを作成・公開した。 

(2) IACM との連携を行った。 

・IACM EXPRESSIONS への投稿（5 月、11 月） 

・IACM 関連会議（WCCM, APCOM など）への協力と会員への広報 

・他国の IACM 支部および学協会との連携 

(3) 国際会議等の企画・開催を行った。 

・計算工学講演会に合わせて特別講演会を企画 

・第 3 回日独ワークショップ（GACM との共催）の企画 

・第 1 回安全・安心に関する計算理工学国際会議（COMPSAFE2014）の企画・開催（日本計

算力学連合、東北大学災害科学国際研究所との共催） 

 

13．他学協会との連携 

(1) 引き続き関連 3 学会（日本シミュレーション学会、日本応用数理学会）との連携を行

った。 

(2) 安全工学シンポジウム 2013（日本学術会議主催）を共催した。 

(3) 第３回計算力学シンポジウム（日本学術会議主催）を共催した。 

(4) HPCI コンソーシアムに正会員として参加し活動を行った。 

(5) 英国 NAFEMS に正会員として参加し活動を行った。 

 

14．20 周年準備委員会 

20 周年準備委員会を発足し、事業内容を検討した。 
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（第2号議案）

一般社団法人　日本計算工学会 2014年3月31日現在

（単位：円）

科　目 当年度 前年度 増減

Ⅰ　資産の部

【流　動　資　産】 37,222,183          32,439,254          4,782,929           
　　　現　金　預　金 36,610,583          31,817,254          4,793,329           

　　　立　替　金 39,600                -                       39,600                

　　　未　収　入　金 72,000                122,000              -50,000              

　　　仮　払　金 500,000              500,000              -                       

　資　産　の　部　計 37,222,183          32,439,254          4,782,929           

Ⅱ　負債の部
　【流　動　負　債】 3,991,060           3,914,140           76,920                
　　　未　払　金 -                       -                       -                       

　　　前　受　金 3,902,000           3,820,000           82,000                

　　　預　り　金 19,060                24,140                -5,080                

　　　従業員預り金・未払法人税 70,000                70,000                -                       

　負　債　の　部　計 3,991,060           3,914,140           76,920                

Ⅲ　純資産の部
　【繰　越　金】 33,231,123          28,525,114          4,706,009           

　繰　越　剰　余　金 33,231,123          28,525,114          4,706,009           

　　（うち当期純利益） 4,706,009           -                       4,706,009           

　純　資　産　の　部　計 33,231,123          28,525,114          4,706,009           

  負債及び純資産の部計 37,222,183          32,439,254          4,782,929           

貸　借　対　照　表
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自　2013年4月 1日
一般社団法人　日本計算工学会 至　2014年3月31日

（単位：円）

科　目 当年度 前年度 増減

【売　上　高】 29,182,149          29,581,805          -399,656             
　　　会　費 13,241,000          12,864,000          377,000              
　　　研究分科会会費 -                        800,000              -800,000             
　　　受託研究費 -                        -                        -                        
　　　論文掲載料 600,000              570,000              30,000                
　　　会誌広告料 1,926,750            2,267,160            -340,410             
　　　講演会参加費 8,328,169            7,459,915            868,254              
　　　寄付金（庄子基金） 500,000              -                        500,000              
　　　講習会費 3,824,506            3,628,035            196,471              
　　　研究会費 633,500              1,853,500            -1,220,000          
　　　その他売上高 128,224              139,195              -10,971              

　売　上　総　利　益 29,182,149          29,581,805          -399,656             

【販売費及び一般管理費】 24,408,555          26,993,038          -2,584,483          
　　　研究分科会活動費 630                    737,220              -736,590             
　　　受託研究費 -                        -                        -                        
　　　講演会開催費 4,402,023            4,718,893            -316,870             
　　　講習会費 2,393,258            2,608,777            -215,519             
　　　研究会費 163,602              992,328              -828,726             
　　　会誌発行費 6,079,763            7,134,250            -1,054,487          
　　　論文発行費 45,478                128,876              -83,398              
　　　IACM関係費 881,318              717,475              163,843              
　　　ホームページ管理費 585,471              590,250              -4,779                
　　　学協会関係費 374,926              512,168              -137,242             
　　　会議費 36,130                48,066                -11,936              
　　　会員システム管理費 409,500              378,000              31,500                
　　　総会関係費 456,340              389,929              66,411                
　　　特別講演費 91,455                -                        91,455                
　　　国際会議運営費 -                        -                        -                        
　　　学会表彰費 257,250              442,905              -185,655             
　　　その他 -                        10,769                -10,769              
　　　人件費 4,173,551            3,960,309            213,242              
　　　法定福利費 587,021              495,742              91,279                
　　　通勤交通費 328,050              326,980              1,070                  
　　　什器・備品費 266,073              18,900                247,173              
　　　通信費 362,823              391,828              -29,005              
　　　印刷費 357,295              319,405              37,890                
　　　消耗品費 152,413              216,624              -64,211              
　　　事務所賃料 1,217,784            1,217,784            -                        
　　　選挙費 198,443              8,455                  189,988              
　　　未納会費処理損 10,000                10,000                -                        
　　　雑費 125,073              139,858              -14,785              
　　　学会運営費 452,885              477,247              -24,362              

営　業　利　益 4,773,594            2,588,767            2,184,827            

【営　業　外　収　益】 3,017                  3,477                  -460                   
　　　受　取　利　息 3,017                  3,440                  -423                   
　　　雑　収　入 -                        37                      -37                    

経　常　利　益 4,776,611            2,592,244            2,184,367            
税引前当期純利益 4,776,611            2,592,244            2,184,367            

　　　法人税・住民税・事業税 70,602                70,687                -85                    

当　期　純　利　益 4,706,009            2,521,557            2,184,452            

損　益　計　算　書



（第2号議案）

自　2013年4月 1日

一般社団法人　日本計算工学会 至　2014年3月31日

【事業活動によるキャッシュ・フロー】

税金等調整前当期純利益

　受取利息

　立替金の増加額

　未収入金の増加額

　仮払金の増加額 -               

  未払金の増加額

　前受金の増加額

　預り金の増加額

小計

　利息の受取額

　法人税等の支払額

事業活動によるキャッシュ・フロー

【投資活動によるキャッシュ・フロー】

投資活動によるキャッシュ・フロー

【財務活動によるキャッシュ・フロー】

財務活動によるキャッシュ・フロー

【現金及び現金同等物の増減】

現金及び現金同等物の増加額

現金及び現金同等物期首残高

現金及び現金同等物期末残高

キャッシュフロー計算書

科目 当年度

4,776,611               

（単位：円）

4,793,329               

-3,017                    

-39,600                  

50,000                    

-                           

82,000                    

-5,080                    

84,303                    

3,017                     

-70,602                  

-                           

-                           

4,793,329               

31,817,254              

36,610,583              



（第2号議案）

一般社団法人　日本計算工学会 2014年3月31日現在

Ⅰ．資産
(単位:円)

種類 金額
現金 事務局 23,245

委託研究 0
分科会3 0
分科会17 0

預金 みずほ銀行根津支店普通預金№1109931 2,238,454
みずほ銀行根津支店普通預金№1109958 909,960
三菱東京UFJ銀行本郷支店普通預金№0052024 1,177,956
みずほ銀行根津支店普通預金№1115419 803,594
みずほ銀行根津支店普通預金№1117004 11,214,067
ゆうちょ銀行振替口座№00170-1-662808 18,115,320
ゆうちょ銀行通常郵便貯金№10120-76374261 2,127,987

合計 36,610,583

種類 金額
立替金 社会保険料２月分個人負担分 39,600

合計 39,600

種類 金額
未収入金 個人会員 正会員 9名 72,000 ※2013年度分

合計 72,000

種類 金額
仮払金 500,000

合計 500,000

Ⅱ．負債

種類 金額
前受金 B級 2社 200,000

Ｃ級 14社 700,000
正会員フェロー 3名 36,000
正会員 360名 2,856,000
シニア会員 20名 80,000
学生会員 15名 30,000

合計 3,902,000

種類 金額
預り金 給料天引き源泉所得税１～３月分 19,060

合計 19,060

種類 金額
未払法人税等 2013年度分法人住民税 70,000

合計 70,000

※内6名：学→正移行者含む(4,000×6)

細　　　目

細　　　目

個人会員

特別会員　

細　　　目
COMPSAFE2014 ※2012年度の仮払い2014年度精算

財　産　目　録

細　　　目

細　　　目

細　　　目

細　　　目



（第2号議案）参考資料1

自　2013年4月 1日
一般社団法人　日本計算工学会 至　2014年3月31日

【収入の部】 (単位:円)

予算 決算 前年度比 予算比

会費 12,864,000 13,000,000 13,241,000 377,000 241,000
◆H25年度会費収入：特別会員A：11社・B：9社・C：61社、正会員：851名、
　ｼﾆｱ会員：31名、学生会員：48名、研究室会員：13件（77名）　未収入会費72,000含む

研究分科会会費 800,000 0 0 -800,000 0

受託研究費 0 0 0 0 0

論文掲載料 660,000 800,000 510,000 -150,000 -290,000 20130008～20130022・20140001～20140002：17件

会誌広告料 2,046,660 2,000,000 1,863,750 -182,910 -136,250 Vol.18.2(39.3)、Vol.18.3(57.8)、Vol.18.4(39.3.)、Vol.19・1(50)

講演会参加費 7,459,915 6,500,000 8,328,169 868,254 1,828,169 第18回計算工学講演会参加費など

寄付金（庄子基金） 0 0 500,000 500,000 500,000 庄子氏からの寄付金

講習会費 3,628,035 3,300,000 3,824,506 196,471 524,506
温故知新（7.5)、可視化(27.5)、ｻﾏｰｷｬﾝﾌﾟ(30)、ﾄﾎﾟﾛｼﾞｰ(23.7)、
ｻﾏｰｽｸｰﾙ(224.8)・ﾌｨｰﾙﾄﾞ（31.5)、線形方程式(37.4)

研究会費 1,853,500 500,000 633,500 -1,220,000 133,500 HQC(46.4)・S&V（5.3)・ものづくり(10.4）

その他 139,195 100,000 128,224 -10,971 28,224 学会誌(0.8)、総会懇親会（4）、複写使用料分配金(5.7)、その他(1.5)

雑収入（利息） 3,477 0 3,017 -460 3,017 受取利息

小　計 29,454,782 26,200,000 29,032,166 -422,616 2,832,166

国際会議積立金取崩 500,000 0 0 -500,000 0

20周年記念積立金取崩 0 0 0 0 0

学会表彰基金取崩 142,905 0 257,460 114,555 257,460

収入計 30,097,687 26,200,000 29,289,626 -808,061 3,089,626

【支出の部】 (単位:円)

予算 決算 前年度比 予算比

事業活動費 19,417,683 18,090,000 16,186,453 -3,231,230 -1,903,547
研究分科会活動費 744,997 0 9,939 -735,058 9,939 分科会17（手数料630・謝礼金源泉所得税7390、学会事務局戻入金1919）

受託研究費 0 0 0 0 0
講演会開催費 4,718,893 5,500,000 4,402,023 -316,870 -1,097,977 第18回計算工学講演会関係

講習会費 2,608,777 2,500,000 2,393,258 -215,519 -106,742
温故知新（7.1)、可視化(12.3)、ｻﾏｰｷｬﾝﾌﾟ(34.1)、ﾄﾎﾟﾛｼﾞｰ(10.9)、
ｻﾏｰｽｸｰﾙ(131.2)・ﾌｨｰﾙﾄﾞ（17)、線形方程式(25.8)

研究会費 992,328 300,000 163,602 -828,726 -136,398 HQC(通信費：1.4・謝礼金1.1)・S&V（3.2)・ものづくり(10..5）

会誌発行費 7,134,250 6,500,000 6,079,763 -1,054,487 -420,237
会誌印刷費(489)・送料(69.1)・掲載謝礼金：図書ｶｰﾄﾞ(30.9)、
編集委員旅費(16)、会議費（2.7）

論文発行費 128,876 150,000 45,478 -83,398 -104,522
査読謝礼金（6）、J-STAGE登載作業費：20130005～20130022・
20140001～20140002計20件分（6.5）

IACM関係費 717,475 850,000 881,318 163,843 31,318 IACM会費(10EUR×875名、送金手数料(0.7)

ホームページ管理費 590,250 600,000 585,471 -4,779 -14,529 ｻｲﾄ管理費用(46.5)、英文化作業（12）

学協会関係費 512,168 460,000 374,926 -137,242 -85,074
日本工学会(1.8)、NAFEMS会費･送金手数料(8.6)、
横断型基幹科学技術会費(5）、HPCI(20)、共催分担金(2)

会議費 48,066 50,000 36,130 -11,936 -13,870 理事会時食事・飲料代

会員システム管理費 378,000 380,000 409,500 31,500 29,500 会員ｼｽﾃﾑ管理費、設定変更

総会関係費 389,929 500,000 456,340 66,411 -43,660 案内状(22)、会場費・会場備品費（4.3）、懇親会費（12）、講師謝礼(3.3)、その他(4)

特別講演費 0 0 91,455 91,455 91,455 菊地昇氏：謝礼金（5.5）、旅費交通費（3.4）、その他(0.2）

国際会議運営費 0 0 0 0 0
学会表彰費 442,905 300,000 257,250 -185,655 -42,750 総会時表彰

その他 10,769 0 0 -10,769 0

事務経常費 7,184,512 7,190,000 7,857,753 673,241 667,753

人件費 3,960,309 3,800,000 4,173,551 213,242 373,551 事務局2名分

法定福利費 513,682 350,000 605,646 91,964 255,646 事務局(厚生年金・健康保険・労働保険料)

通勤交通費 326,980 320,000 328,050 1,070 8,050 事務局2名分

什器・備品費 18,900 250,000 266,073 247,173 16,073 ｳｨﾙｽﾊﾞｽﾀｰ保守3年（1.1）、会計ソフト保守(1.9)、PC（9.9）、officeｿﾌﾄ（4.3）

通信費 391,828 400,000 362,823 -29,005 -37,177 電話代・ADSL代・宅配便代・切手代・ﾚﾀｰﾊﾟｯｸ代

印刷費 319,405 250,000 357,295 37,890 107,295 コピー機リース（17.4）、コピーカウント代（理事会資料の増加・カラー印刷：定款の変更など）

消耗品費 216,624 100,000 152,413 -64,211 52,413 学会封筒(12)　ほか

事務所賃料 1,217,784 1,220,000 1,217,784 0 -2,216 事務局賃料・ロッカー代

選挙費 8,455 300,000 198,443 189,988 -101,557 後納郵便封筒(1)、選挙管理委員会ｺﾞﾑ印（0.4）、印刷・発送(14.5)

租税公課 70,687 70,000 70,602 -85 602 未払法人税（法人都民税：H24.4～H25.3）、受取利息の税金

雑費 139,858 130,000 125,073 -14,785 -4,927 WEB手数料(2)、貸金庫(2.1)、WEB使用料(6)

学会運営費 477,247 420,000 452,885 -24,362 32,885 芝田会計事務所(36.7)・有野高尾事務所(8.5）

小　計 27,079,442 25,700,000 24,497,091 -2,582,351 -1,202,909

国際会議積立準備金 0 0 0 0 0

20周年記念積立準備金 500,000 500,000 500,000 0 0

学会表彰基金積立金 0 500,000 500,000 500,000

支出計 27,579,442 26,200,000 25,497,091 -2,082,351 -702,909

予算 決算 前年度比 予算比

単年度収支 2,518,245 0 3,792,535 1,274,290 3,792,535

項　　　目 2012年度決算

2013年度
備考

項　　　目 2012年度決算
2013年度

備考

1

2013年度 収支決算参考資料 　*1

備考

項　　　目 2012年度決算
2013年度



（第2号議案）参考資料1

◆積立金状況　*2

国際会議積立金
【収入の部】 (単位:円)

予算 決算 前年度比 予算比

積立準備金 432 0 356 -76 356 利息

前年度繰越金 2,737,666 2,238,098 2,238,098 -499,568 0

合　計 2,738,098 2,238,098 2,238,454 -499,644 356

【支出の部】 (単位:円)

予算 決算 前年度比 予算比

取り崩し金 500,000 0 0 -500,000 0

今年度繰越金 2,238,098 2,238,098 2,238,454 356 356

合　計 2,738,098 2,238,098 2,238,454 -499,644 356

20周年記念積立金
【収入の部】 (単位:円)

予算 決算 前年度比 予算比

積立準備金 500,000 500,000 500,000 0 0

前年度繰越金 0 500,000 500,000 500,000 0

合　計 500,000 1,000,000 1,000,000 500,000 0

【支出の部】 (単位:円)

予算 決算 前年度比 予算比

取り崩し金 0 0 0 0 0

今年度繰越金 500,000 1,000,000 1,000,000 500,000 0

合　計 500,000 1,000,000 1,000,000 500,000 0

◆基金状況　*2

庄子基金
【収入の部】 (単位:円)

予算 決算 前年度比 予算比

積立金 107 0 500,081 499,974 500,081 寄付金500,000、利息81

前年度繰越金 792,811 560,973 560,973 -231,838 0

合　計 792,918 560,973 1,061,054 268,136 500,081

【支出の部】 (単位:円)

予算 決算 前年度比 予算比

取り崩し金 231,945 300,000 257,460 25,515 -42,540

今年度繰越金 560,973 260,973 803,594 242,621 542,621

合　計 792,918 560,973 1,061,054 268,136 500,081

項　　　目 2012年度決算
2013年度

備考

*1 :  本資料は単年度の学会の収支実態を分かりやすく説明する為に作成した参考資料です。
     　正式な決算資料とは項目の分類方法、一部の金額が異なります。例えば、正式な損益計算書では、論文掲載料、会誌広告料については、
　　　 当該年度分の収入かどうかに関わらず、その年度の実収入を記載します(振込が遅れた前年度分の収入が含まれているケースもあれば、
   　　その年度分の収入が振り込まれなかった場合は、その分は含まれません。)
    　 一方、この説明資料では、単年度の収支を分かりやすくするために、振込時期に関わらず、当該年度の論文掲載、会誌広告に対応する
　　　 収入があったものとして記載します。

*2 :  これらの「積み立て金」、「基金」は会計上は計算工学会決算の繰り越し金 (2013年度は 37,222,183円) の中に含まれます。
       会計上、別の基金があるわけではありません。繰越金の一部を、内部的に別の項目を設けて、管理し、その年度毎の
       推移を記載しています。

項　　　目 2012年度決算
2013年度

備考

項　　　目 2012年度決算
2013年度

備考

2013年度
備考

項　　　目 2012年度決算
2013年度

備考

2

項　　　目 2012年度決算
2013年度

備考

項　　　目 2012年度決算
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一般社団法人　日本計算工学会 2014年3月31日現在

A級 B級 C級

53

(9件)

64

(11件)

68

(11件)

77

(13件)

一般社団法人　日本計算工学会 2014年3月31日現在

11 9 61 861 31

1
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2014・2015 年度 役員選任の件(案) 

【 理事・監事候補者名簿 】 

 

 

 

会 長(理事) 越塚 誠一 東京大学大学院  工学系研究科 ｼｽﾃﾑ創成学専攻 教授 

副会長(理事) 佐々木 直哉 (株)日立製作所  日立研究所 主管研究長 

副会長(理事) 寺田 賢二郎 東北大学 災害科学国際研究所 教授 

理    事 磯部 大吾郎 筑波大学 ｼｽﾃﾑ情報系 構造ｴﾈﾙｷﾞｰ工学域 教授 

理    事 梅津 康義 (株)ＪＳＯＬ ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ本部 開発部 部長 

理    事 岡澤 重信 広島大学大学院  工学研究科 輸送･環境ｼｽﾃﾑ専攻 准教授 

理    事 岡田 裕 東京理科大学 理工学部機械工学科 教授 

理    事 奥田 洋司 東京大学大学院 新領域創成科学研究科 人間環境学専攻 教授 

理    事 小林 卓哉 (株)メカニカルデザイン 代表取締役 

理    事 沢田 龍作 トヨタ自動車 (株) ｴﾝｼﾞﾝ設計部 開発基盤改革室 ｼﾆｱｽﾀｯﾌｴﾝｼﾞﾆｱ 

理    事 高原 浩志 日本電気(株) IT ﾌﾟﾗｯﾄﾌｫｰﾑ事業部 第三ｻｰﾊﾞ統括部 ｴｸﾞｾﾞｸﾃｨﾌﾞｴｷｽﾊﾟｰﾄ 

理    事 高野 直樹 慶応義塾大学 理工学部機械工学科 教授 

理    事 手塚 明 (独)産業技術総合研究所  集積ﾏｲｸﾛｼｽﾃﾑ研究ｾﾝﾀｰ 総括研究主幹 

理    事 中島 研吾 東京大学情報基盤ｾﾝﾀｰ ｽｰﾊﾟｰｺﾝﾋﾟｭｰﾃｨﾝｸﾞ研究部門 教授 

理    事 中村 均 伊藤忠ﾃｸﾉｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞ(株) 科学ｼｽﾃﾑ事業部  担当部長 

理    事 長嶋 利夫 上智大学 理工学部 機能創造理工学科 教授 

理    事 萩原 世也 佐賀大学 工学系研究科・機械ｼｽﾃﾑ工学専攻 教授 

理    事 藤崎 正英 富士通(株) ＴＣソリューション事業本部 ｼﾆｱﾊﾞｲｽﾌﾟﾚｼﾞﾃﾞﾝﾄ 

理    事 宮地 英生 サイバネットシステム(株) ＡＤＳ第2事業部 事業部長補佐 

理    事 山田 貴博 横浜国立大学 大学院 環境情報研究院 教授 

監     事 樫山 和男 中央大学 理工学部都市環境学科 教授 

監     事 山村 和人 新日鐵住金(株) 技術開発本部ﾌﾟﾛｾｽ研究所 ﾌﾟﾛｾｽ技術部 上席主幹研究員 

 





（第 4 号議案）参考資料 2 
 

1 

 

2014・2015 年度  

【 代表会員名簿 】 

 

 

  氏    名 所属   氏    名 所属   氏    名 所属 

1 秋葉博 アライドエンジニアリング 33 小林卓哉 メカニカルデザイン 65 西村直志 京都大学 

2 浅井光輝 九州大学 34 近藤晶子 Caemarketing 66 野島和也 日本工営 

3 畔上秀幸 名古屋大学 35 酒井譲 横浜国立大学 67 野村卓史 日本大学 

4 石井惠三 くいんと 36 阪田升 環境シミュレーション 68 萩原一郎 明治大学 

5 磯部大吾郎 筑波大学 37 佐々木猛 サンコーコンサルタント 69 萩原世也 佐賀大学 

6 市村強 東京大学  38 佐々木直哉 日立製作所 70 橋本 学 東京大学 

7 井上裕嗣 東京工業大学 39 定岡紀行 日立製作所 71 早勢欣和 富山高専 

8 岩井信弘 日産テクノ 40 沢田龍作 トヨタ自動車 72 長谷川浩志 芝浦工業大学 

9 梅津康義 ＪＳＯＬ 41 塩見忠彦 マインド 73 姫野龍太郎 理化学研究所 

10 牛島省 京都大学 42 塩谷隆二 東洋大学 74 廣瀬壮一 東京工業大学 

11 大島まり 東京大学 43 白崎実 横浜国立大学 75 藤井大地 近畿大学  

12 大富浩一 東芝 44 白山晋 東京大学 76 藤代一成 慶応義塾大学 

13 大西有三 京都大学 45 高木敏行 東北大学 77 藤崎正英 富士通 

14 大林茂 東北大学 46 高野直樹 慶応義塾大学 78 藤澤智光 プロメテック・ソフトウエア 

15 岡澤重信 広島大学  47 高橋由紀夫 電力中央研究所 79 前田健一 名古屋工業大学 

16 岡田裕 東京理科大学 48 高橋昭如 東京理科大学 80 松井和己 横浜国立大学 

17 奥田洋司 東京大学 49 高原浩志 日本電気 81 松田哲也 筑波大学 

18 奥田基 富士通 50 田上大助 九州大学 82 松本純一 産業技術総合研究所  

19 奥村大 名古屋大学 51 竹内則雄 法政大学 83 宮崎則幸 京都大学 

20 樫山和男 中央大学 52 武田洋 法政大学 84 宮地英生 サイバネットシステム 

21 河合浩志 諏訪東京理科大学 53 只野裕一 佐賀大学 85 本山惠一 ミシシッピ州立大学 

22 川口健一 東京大学 54 立石源治 エムエスシーソフトウェア 86 山縣延樹 エイシーティ 

23 川田重夫 宇都宮大学 55 田中伸厚 茨城大学 87 山﨑伯公 新日鐵住金 

24 菊地厖 日鉄住金ﾃｸﾉﾛｼﾞｰ 56 田辺誠 神奈川工科大学 88 山田貴博 横浜国立大学 

25 北栄輔 名古屋大学 57 手塚明 産業技術総合研究所  89 山村和人 新日鐵住金 

26 北村隆行 京都大学 58 寺田賢二郎 東北大学 90 山本誠 東京理科大学 

27 北村充 広島大学 59 中島研吾 東京大学 91 吉田有一郎 東芝インフォメーションシステムズ 

28 車谷麻緒 茨城大学 60 中曽根祐司 東京理科大学 92 吉村忍 東京大学 

29 小池秀耀 アドバンスソフト 61 中村均 伊藤忠テクノソリューションズ 93 渡邉浩志 エムエスシーソフトウェア 

30 紅露一寛 新潟大学 62 永井学志 岐阜大学 94 和田義孝 近畿大学 

31 越塚誠一 東京大学  63 長嶋利夫 上智大学   

32 越村俊一 東北大学 64 永野勝尋 みずほ情報総研     計 94 名
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2014 年度 

 

事 業 計 画 ( 案 )  

 

自 2014 年 4 月 1 日 
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2014 年度事業計画(案) 

 

活動方針 

日本計算工学会は、2010 年度に法人（一般社団法人）化を行い、組織としての体制を整備・

強化してきた。また、2015 年度には学会創立 20 周年を迎える。今期は、これまでの学会活動

の実績をもとに計算工学の発展を目指すとともに産学連携を強化して、会員にとってより有意

義な学会となるように活動の充実を図る。また、計算工学分野の将来のさらなる発展のために

長期的な視点で人材育成活動の活性化を進める。そこで活動方針として 

『学会創立 20 周年に向け、会員にとってより有意義な学会と人材育成活動の活性化を目指す』 

を掲げる。2014 年度はこの方針のもとに以下の活動を推進する。 

 

(1)会員にとってより有意義な学会 

会員にとってより有意義な学会となるように活動の充実を図る。計算工学の発展とともに産

学連携を強化する。講演会・国際会議の開催、および会誌・論文集の発行を着実に実施する。

講習会、講演会、研究会、表彰および会員・広報を活発にすることにより、日本計算工学会の

会員が学会参加の意義をより実感できるようにする。これらに加えて、他学協会との連携によ

って社会からも存在感のある学会となるようにする。 

(2)人材育成活動の活性化 

人材育成活動を活性化する。特に若手が計算工学分野に魅力を感じるような活動を積極的に

推進する。具体的には、計算工学講演会、研究会、サマーキャンプ、講習会、表彰、学会創立

20 周年記念事業などを通じて行う。 

(3)学会創立 20 周年に向けて 

学会創立 20 周年の記念事業を準備する。記念事業は 2015 年度に実施する。 

(4)健全な財政運営 

消費税の増税や物価の上昇など経済的環境は厳しさを増しているため、健全な財政運営とな

るよう節約を心がける。 

 

1. 定時社員総会の開催 

 2014 年度定時社員総会を、2014 年 5 月 20 日に、ミューザ川崎シンフォニーホール市民交

流室にて開催する。 

 

2. 理事会の開催 

2014 年度の理事会は、6回開催する予定である。 

 

3. 表彰 

学会賞などの表彰制度の運用については、表彰委員会にて審査し、2014 年度の該当者選考

を行う。 

 

4. 計算工学講演会関係 

第 19 回計算工学講演会を、2014 年 6 月 11 日より 6 月 13 日まで、広島国際会議場におい
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て開催する。なお、広島大学との共催としている。32 件の OS に対して 331 件の一般講演

が予定されている。これらの講演原稿を収録した CD-ROM 版計算工学講演会論文集 Vol.19

を発刊する。講演原稿だけでなく、ビデオ・アニメーションの添付も可能としている。W. K. 

Liu 教授（Northwestern University）による特別講演、マツダ株式会社の特別講演ならび

に 1 件のシンポジウム（「地域密着型 CAE の取り組み－公設試の最新動向－」）、6 件の

ランチョンセミナー、特別企画「学会主導型産官学連携博士課程学生増進プログラムによ

る若手のための将来イメージ創造講座」を行う。グラフィクスアワードおよびベストペー

パーアワードの表彰を行う。 

 

5. 講習会・講演会の開催 

本学会の活動の成果発信の場として講習会・講演会を定期的に開催する。 

(1)出版活動成果をより広く発信する場として、計算力学レクチャーコースをテキストとし

た「講習会」を計画する。 

(2)サマースクール「非線形有限要素法による弾塑性解析の理論と実践」を開催する。 

(3)計算工学のこれまでの発展に多大な貢献のあった方をお招きして「温故知新セミナー」

を開催する。 

(4)学生向けセミナーとして「サマーキャンプ」を開催する。 

 

6. 学会誌の編集と発行 

学会誌「計算工学」第 19 巻 2 号～4 号および第 20 巻 1 号を発行する。学会創立 20 周年

記念号の企画を検討する。編集規定を策定し、記事内容の確認手順の運用を検討する。 

 

7. 論文集の発行 

インターネットを通じた論文集の編集、発行作業を引き続き行う。 

 

8. 研究会、研究分科会の活動 

(1) 本部直轄の研究会として、「ものづくりのための計算工学」研究会の継続開催。 

(2) 作業部会として HQC 研究分科会、1D-CAE 研究分科会、シミュレーション＆ビジュアラ

イゼーション（S&V）研究会、グリーン CAE 研究会、問題解決環境（PSE）研究分科会の

継続、各分科会に関係する講習会や計算工学講演会におけるオーガナイズドセッション

を適宜開催予定（計算工学講演会において、6/12「PSE／計算科学・教育」として 2 つの

オーガナイズドセッション、及び「シミュレーションの信頼性と V&V」、6/13「不確かさ

のモデリング・シミュレーション」を開催予定）。 

(3) 定時社員総会にてものづくり研究会の活動報告を行う。 

(4) 公募型研究会については新たに規則を制定し、実施できるように検討する。 

(5) HPCI に関連する研究会を計画・実施する。 

 

9. 学会刊行物の企画、刊行 

継続検討中の次期計算力学レクチャーコース出版企画を実施する。 

シミュレーションの品質保証に関わる学会標準の改訂版及び事例集を発行する。 
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10. 会員・広報活動 

(1) 会員増強と会員サービスのさらなる向上を目指し、特別会員、企業の個人会員の特典

や若手会員向けの企画などについて議論を進める。 

(2) 会員制度の周知につとめる。70歳以上の正会員に対するシニア会員の案内を行う。 

(3) フェロー公募を継続する。また、名誉会員の審議を行う。 

(4) 年度途中の入会者に対する会費などの規定整備を検討する。 

(5) ホームページの更新・充実を行うとともに、情報セキュリティの管理体制を維持する。

トップページを整備する。研究会、分科会も含めた本会主催、共催の行事一覧の整備を

検討する。 

(6) ニュースレターの発行を行い、学会から会員への情報発信を行う。 

 

11. 国際交流活動 

(1) 英文ホームページの管理を行うとともに、その内容の見直しと充実を図る。 

(2) IACM との連携を維持する。 

・IACM EXPRESSIONS への投稿（5 月、11 月） 

・IACM 関連会議(WCCM など)への協力と会員への広報 

・他国の IACM 支部および学協会との連携 

(3) 国際会議等の企画・開催を行う。 

・計算工学講演会に特別講演者（W. K. Liu 教授(Northwestern University)）を招聘する。 

・WCCM2014（2014 年 7 月 20-25 日開催、バルセロナ）を支援する。 

・JSCES と GACM（ドイツ）との 

共催による第 3 回日独ワークショップを開催する。 

・国際会議 IWACOM-III の開催(2015 年)を準備する。 

 

12. 20 周年記念準備活動 

   2015 年度の学会創立 20 周年に向け、記念事業の実施に向けた準備をおこなう。記念事

業は、国際会議 IWACOM-III を 20 周年記念事業の一環として開催、学会誌記念号の発刊、

およびその他とする。 

 

13. 他学協会との連携 

(1) HPCI コンソーシアムに正会員として運営に参加する。 

(2) 引き続き関連 3 学会の連携をより緊密にするとともに、「横断型基幹科学技術研究連

合会」に参加、活動する。 

(3) 日本学術会議 安全工学シンポジウムの運営に参加する。 

(4) 日本学術会議 理論応用力学講演会の運営に参加する。 

(5) 日本学術会議 計算力学シンポジウムの運営に参加する。 

(6) 計算工学の実務適用に関して英国 NAFEMS と連携する。 

以上 
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自：2014年4月 1日

至：2015年3月31日

　(単位:円)

項　　　目 2014年度予算案 備　　　考

会費 13,000,000

研究分科会費 0

受託研究費

論文掲載料 600,000 インターネット論文掲載

会誌広告料 2,000,000 会誌への広告掲載

講演会参加費 6,500,000 第19回講演会開催費

寄付金 0

講習会費 3,300,000 直轄委員会にて講習会等企画(サマースクール, レクチャーコース)

研究会費 500,000 HQC, ものづくり，１DCAE，S＆V, 温故知新

その他 100,000 会誌別購入

計 26,000,000
国際会議積立金取崩 0
20周年記念積立金取崩 0
学会表彰基金取崩 100,000

収入計 26,100,000

項　　　目 2014年度予算案 備　　　考

事業活動費 17,810,000

研究分科会活動費 0

受託研究費 0

講演会開催費 5,500,000 第19回講演会開催費

講習会費 2,500,000 講習会開催費

研究会費 300,000 HQC, ものづくり，１DCAE，S＆V, 温故知新

会誌発行費 6,000,000 会誌印刷費、送料・掲載謝礼金(図書ｶｰﾄﾞ)、会議費

論文発行費 150,000 査読謝礼金(図書ｶｰﾄﾞ)9.6万

IACM関係費 850,000 IACM会費、送金手数料

ホームページ管理費 600,000 WEB保守費、HP英文

学協会関係費 380,000
NAFEMS会費･送金手数料11万、HPCIコンソーシアム20万、
横断型基幹科学技術会費5万、共催分担金2万、他会費8万

会議費 50,000

会員システム管理費 380,000 会員ｼｽﾃﾑ管理費

総会関係費 500,000 案内状、会場費、懇親会費、講師謝礼

特別講演費 300,000 計算工学大賞受賞者招聘費

国際会議運営費 0

学会賞表彰費 300,000 総会時表彰

事務経常費 7,370,000

人件費 4,100,000 事務局

法定福利費 500,000 事務局(厚生年金・健康保険・労働保険料・雇用保険)

通勤交通費 320,000 事務局

什器・備品費 130,000 事務局データバックアップ、電話機、コンピュータ

通信費 400,000 電話代、ADSL代、宅配便代、切手代

印刷費 300,000 コピー機リース、コピーカウント代

消耗品費 100,000 事務局備品

事務所賃料 1,220,000 事務局賃料・ロッカー代

選挙費 100,000 印刷費・通信費

租税公課 70,000 法人都民税

雑費 130,000 三菱東京UFJ・みずほWEB利用料、WEB・ATM振込手数料、貸金庫28,350　他

学会運営費 420,000 会計事務所（含む登記）

計 25,600,000
国際会議積立準備金 0
20周年記念積立金準備金 500,000
学会表彰基金 0

支出計 26,100,000

収支増減（純利益） 0
1

2014年度　事業予算（案）

一般社団法人　日本計算工学会           

【収入の部】　

 【支出の部】
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◆積立金状況

国際会議積立金
【収入の部】

項目 2014年度予算案
積立金 0
前年度繰越金 2,238,454
合計 2,238,454

【支出の部】
項目 2014年度予算案

取り崩し金 0
今年度繰越金 2,238,454
合計 2,238,454

20周年記念積立金
【収入の部】

項目 2014年度予算案
積立金 500,000
前年度繰越金 1,000,000
合計 1,500,000

【支出の部】
項目 2014年度予算案

取り崩し金 0
今年度繰越金 1,500,000
合計 1,500,000

◆基金状況

庄子基金
【収入の部】

項目 2014年度予算案
積立金 0
前年度繰越金 803,594
合計 803,594

【支出の部】
項目 2014年度予算案

取り崩し金 100,000 庄子メダル盾、若手育成費用
今年度繰越金 703,594
合計 803,594
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