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【第１号議案】 

2019 年度事業報告書（案） 

 

1． 定時社員総会の開催 

 2019 年度定時社員総会を、2019 年 5 月 23 日に、東京大学・伊藤国際学術研究センターで開

催した。 

 また、総会記念シンポジウム「き裂伝播形態形成の数理と破壊制御」と題して、横浜国立大

学名誉教授、放送大学客員教授角洋一氏に基調講演をいただいた。 

 

2． 理事会の開催 

 2019 年度の理事会は、2019 年 8 月 5 日、9 月 27 日、11 月 27 日、2020 年 1 月 28 日、3 月

27 日、6 月 8 日の 6 回開催した。 

 

3． 代表会員および理事・役員の選挙 

 代表会員選出および理事・役員選挙を実施した。 

 

4． 表彰 

 表彰委員会にて審査・選考し、今年度の授賞者を理事会にて決定した。 

○ 計算工学大賞 

Antonio Huerta 氏 スペイン カタルーニャ工科大学 

○ 功績賞 

中村均氏   原子力規制庁 

○ 川井メダル 

和田義孝氏  近畿大学 

○ 庄子メダル 

高垣昌和氏    公益財団法人鉄道総合技術研究所 

○ 技術賞 

登坂博行氏    株式会社地圏環境テクノロジー 

「統合型地圏流体シミュレータ GETFLOWS」   

○ 論文賞 

・ 「幾何学的非線形性と荷重条件の不確かさを考慮したトポロジー 適化」 

西野崇行氏、加藤準治氏、京谷孝史氏 

・ 「Nitsche の方法を用いた有限被覆法における摩擦なし接触解析手法」 

月野誠氏 

○ 論文奨励賞 

・ 「Level Set 法と PLIC-VOF 法のカップリングによる格子ボルツマン法の 3 次元自由

表面流れ解析モデルの構築」 

佐藤兼太氏 

○ 博士論文賞 

倉石孝氏 

「Space–Time Computational Analysis of Tire Aerodynamics with Actual Geometry, Road Contact, 

Tire Deformation and Fluid Friction」 
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【第１号議案】 

 

5． 計算工学講演会 

 第 24 回計算工学講演会を、2019 年 5 月 29 日より 31 日までソニックシティ（埼玉県さいた

ま市）において開催した。29 件の OS に対して 319 件の一般講演が行われた。そして、これら

の講演原稿を収録した計算工学講演会論文集 Vol.24 を講演会ホームページからのダウンロード

形式で発刊した。講演会において Jacob Fish 教授（米国コロンビア大学）による特別講演を行

い、シンポジウムやランチョンセミナーさらに学生向け特別企画も行った。例年通りグラフィ

クスアワードおよびベストペーパーアワードの表彰も実施した。なお、詳細については別紙 1

を参照。 

 

6． 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・講演会を開催した。なお、詳細については別

紙２を参照。 

(1) 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（アドバンストコー

ス付き）」を開催した。（東京、2019 年 9 月 10 日～ 9 月 12 日） 

(2) セミナー「不確かさのモデリング・シミュレーション法に関する研究会」を開催した。

（東京、2019 年 11 月 21 日） 

(3) HQC 講習会「シミュレーションの品質保証講習会～工学シミュレーションの標準手順

の実装と記録作成の課題～」を開催した。（東京、2019 年 12 月 3 日） 

(4) ウインタースクール「トポロジー 適化の基礎〜積層造形によるものづくりへの応用

〜」を開催した。（東京、2020 年 2 月 21 日） 

 

7． 若手の支援と活性化 

(1) JSCES スカラーシップアワードの募集・審査・選考を行い、第 24 回計算工学講演会に

おいて表彰した。受賞者は別紙 1 の通り。 

(2) 学生向けセミナーとして「サマーキャンプ」を開催した。（埼玉、2019 年 9 月 14 日～

15 日）なお、詳細については別紙 1 を参照。 

 

8． 学会刊行物の企画・刊行 

(1) 計算力学レクチャーコースの書籍として「固有値解析」が 2019 年 12 月に出版された。

また、同コースとして「非線形並列有限要素法」、「ボクセル解析」の 2 冊についても

2020 年発行の見込みとなった。 

(2) 学会編として「ソフトコンピューティング」の出版計画を進め,2020 年発行の見込みと

なった。 

 

9． 会誌の編集と発行 

(1) 会誌「計算工学」第 24 巻 2 号～4 号および第 25 巻 1 号を発行した。 

(2) 会誌編集会議を各号発行に合わせて 3 回実施し、会誌企画と編集作業の進捗を確認し

た。 

(3) 会誌委員会内部の役割分担、作業手順等の実状の確認と合理化を行い，「計算工学会会

誌委員会幹事・副幹事申し合わせ」に代えて，「日本計算工学会会誌委員会申し合わ
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【第１号議案】 

せ」を策定した。 

(4) 会誌に掲載する広告の特別会員優待枠の年間契約をニュースレターとホームページで募

集し、随時契約と合わせて着実な広告掲載を実施した。 

(5) 会誌配布の合理化のため、理事・会誌委員の入部数を削減した。（原則として配布しな

い。） 

 

10． 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を実施し、

No.20190004 から No.20200002 までの論文を発行した。 

(2) 表彰委員会論文部会を組織し、論文賞および論文奨励賞の推薦、審査、審査結果に基づ

いた表彰委員会への推薦を行った。 

(3) 論文審査期間の適正化のための方策を実施した． 

 

11． 研究会の活動 

(1) 研究会規程に基づいて、以下の研究会の活動が実施された。 

① High Quality Computing（HQC）研究会 

② PSE（問題解決環境）研究会 

③ 多元災害シミュレーション研究会 

④ 不確かさのモデリング・シミュレーション法に関する研究会 

⑤ ベンチマークデータ共有研究会 

⑥ 自動車構造モデルベース開発研究会 

⑦ 機械学習の工学問題適用に関する研究会 

なお、詳細については別紙３を参照。 

 

12． 会員活動 

(1) フェロー会員の公募、選考を行い， 3 名に日本計算工学会フェローの称号を授与する

ことを理事会にて決定した。 

 中村均氏  原子力規制庁 

吉村忍氏  東京大学 

櫻井英行氏 清水建設株式会社 

(2) フェロー会員の年会費を明示するように会費規程の改定を検討した。 

(3) フェロー審査委員会の構成を見直すようにフェロー制度規程を改定した。 

 

13． 広報活動 

(1) ニュースレターの発信を定期的に行った。 

(2) 組織的なホームページ管理体制の下で、常に新しい情報を会員に届けるための更新と改

善を行った。 

(3) ニュースレター配信基準の見直しを行った。 

(4) 講習会申込時の「メール代替フォーム」利用を促し、申込や集計手続きの簡易化を推進

した。 

(5) 定期的なホームページの更新を行った。情報セキュリティの管理体制の維持に努め、セ
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【第１号議案】 

キュリティ事故はゼロであった。 

 

14． 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、その内容を見直し、充実させることで、本学

会の活動を広く海外へ発信した。 

(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 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) 国際会議等を企画・開催した。 

・ 計算工学講演会に特別講演者（Jacob Fish 教授(Columbia University)）を招聘した。 

・ JSCES と GACM（ドイツ）との共催による第 5 回独日ワークショップ（2019 年 9 月

23, 24 日、ドレスデン）を開催した。 

・ APCOM2019（2019 年 12 月 18 日〜21 日、台北）を支援した。 

・ WCCM XIV & ECCOMAS2020（2020 年 7 月 19 日〜24 日、パリ）を支援した。 

・ JACM と共催する COMPSAFE 2020（2020 年 3 月 8 日〜11 日、神戸）の開催を新型コ

ロナウイルス（COVID-19）の影響のため 12 月に延期し、準備した。 

・ IWACOM-IV（2020 年 9 月 16 日〜18 日、名古屋）を企画・準備したが、新型コロナウ

イルス（COVID-19）の影響のため開催中止とした。 

・ WCCM XV & APCOM VIII（2022 年 7 月 31 日～ 8 月 5 日、横浜）の準備を支援した。 

 

15． 他学協会との連携 

(1) 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）の交流を行った。 

(2) 「横断型基幹科学技術研究団体連合」に参加し、その活動の情報共有を図った。 

(3) 安全工学シンポジウム 2019（日本学術会議主催）を共催した。 

(4) 第 9 回計算力学シンポジウム（日本学術会議主催）を共催し、幹事学会を務めた。 

(5) 第 65 回理論応用力学講演会を共催した。 

(6) 理論応用力学コンソーシアムに正会員として加入した。 

 

16． 寄付・基金 

(1) 庄子基金：庄子メダル贈賞費用およびサマーキャンプの費用等に充てた。 

(2) 川井基金：川井メダルの贈賞費用等に充てた。 

(3) 基金運用に関する申し合わせ，寄附受け入れ申し合わせを検討した。 

 

17． 選挙 

  代表会員選出および理事・役員選挙を実施した。 

 

18． 事務局 

  事務職員の待遇改善（福利厚生，給与）を行った。 

 

19． 財務 

5



【第１号議案】 

 適切なガバナンスのもと、健全な財務運営を実施した。会費収入にもとづく会員向けサービ

ス（非収益事業）の他、一部で収益事業（学会標準・CDROM 販売、講演会展示ブースや会誌

掲載広告等に関する収入）も実施しているが、必要な販売費、一般管理費を考慮すると、納税

は発生していない。 

以上 
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【第 1 号議案】 

（別紙 1） 

第 24 回計算工学講演会 

2019 年 5 月 29 日(水)～5 月 31 日(金) ソニックシティ（大宮） 

【グラフィックスアワード】(７ 件) 

 最優秀賞 

作品名： フロー電池の充放電性能最大化 ―トポロジー最適化によって導き出された美しき

流動場構造 

講演論文題目：流動場設計を目的としたマルチフィデリティトポロジー最適化法 

著 者：矢地 謙太郎（大阪大学）、山﨑 慎太郎（大阪大学）、藤田 喜久雄（大阪大学） 

 

 優秀賞 

作品名： 医用画像と数理モデルを組み合わせた脳血管網モデリングと全脳循環血流場の数値

計算 

講演論文題目：全脳循環血流場の大規模並列シミュレーション 

著 者：石田 駿一（神戸大学）、北出 宏紀（大阪大学）、伊井 仁志（首都大学東京）、 

今井 陽介（神戸大学）、和田 成生（大阪大学） 

 

 動画賞 

作品名： 血管内治療を“見る”～ステント留置・コイル塞栓術と血流への効果～ 

講演論文題目：脳血管内治療分野における数値解析技術の適用と臨床応用への可能性 

著 者：藤村 宗一郎（東京理科大学）、高尾 洋之（東京慈恵会医科大学）、 

内山 祐也（東京理科大学）、大野 宏（東京理科大学）、石井匠（東京理科大学）、 

奥平 拓真（東京理科大学）、石橋 敏寛（東京慈恵会医科大学）、 

福留 功二（東京理科大学）、村山雄一（東京慈恵会医科大学）、 

山本 誠（東京理科大学） 

 

 特別賞 (MicroAVS 賞)  

作品名： 防災教育のための VR 技術を用いた津波疑似体験システム 

講演論文題目：防災教育のための VR 技術を用いた津波疑似体験システムの構築 

著 者： 金澤 功樹（中央大学）、植野 雄貴（中央大学）、陳 詩凌（中央大学）、 

大川 博史（(株)エイト日本技術開発）、樫山 和男（中央大学） 

 

 特別賞 (MSC Apex 賞)  

作品名： 界面に適合する AMR 法と弱圧縮性解法による高解像度気液二相流計算講 

論文題目：界面に適合する AMR 法と等温過程に基づく弱圧縮性解法による高解像度気液二相

流計算 

著 者：松下 真太郎（東京工業大学）、青木 尊之（東京工業大学） 
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【第 1 号議案】 

（別紙 1） 

 

特別賞 (Meshman 賞)  

作品名：医用画像と数理モデルを組み合わせた脳血管網モデリングと全脳循環血流場の数値

計算 

講演論文題目：全脳循環血流場の大規模並列シミュレーション 

著 者： 石田 駿一（神戸大学）、北出 宏紀（大阪大学）、伊井 仁志（首都大学東京）、 

今井 陽介（神戸大学）、和田 成生（大阪大学） 

 

特別賞 (Visual Computing 賞)  

作品名：局所細分化格子ボルツマン法によるオクラホマシティの風況解析およびトレーサー

可視化 

講演論文題目：局所細分化格子ボルツマン法を用いたオクラホマシティにおけるトレーサー

拡散解析 

著者：小野寺 直幸（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）、

河村 拓馬（日本原子力研究開発機構）、 中山浩成（日本原子力研究開発機構）、 

下川辺 隆史（東京大学） 

 

【ベストペーパーアワード】(４件) 

題 目： 大規模 MD を用いた伸線加工での転位強化メカニズムの検討 

著 者： 吉田 紘基（関西大学）、齋藤 賢一（関西大学）、宅間 正則（関西大学）、 

高橋 可昌（関西大学）、佐藤 知広（関西大学） 

 

題 目：データを記述する方程式の推定 

著 者： 古賀 壱成（プログレス・テクノロジーズ株式会社）、小野 謙二（九州大学） 

 

題 目： ハミルトニアンモンテカルロ法による水みちの経路推定 

著 者： 藤澤 和謙（京都大学）、村上 章（京都大学） 

 

題 目： 表皮構造の数理モデルにおける細胞の扁平化と細胞の多面体形状について 

著 者：上坂 正晃(東京大学)、後藤田 剛(名古屋大学)、一本嶋 佐理(株式会社資生堂)、 

北畑 裕之(千葉大学)、小林 康明(北海道大学)、安ヶ平 裕介(北海道大学)、 

傳田 光洋(株式会社資生堂)、長山 雅晴(北海道大学) 
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【第 1 号議案】 

（別紙 1） 

JSCES スカラーシップアワード（1 名） 

  寺原 拓哉（早稲田大学） 

 

JSCES 学生サマーキャンプ 2019（JSCES 夏季学生講演会 2019） 

2019 年 9 月 14 日・15 日 長瀞荘（埼玉県秩父郡長瀞町）  

【JSCES 夏季学生講演会 2019 優秀講演賞】(2 件) 

金澤 凌平（筑波大学大学院） 

「シームレスき裂進展解析による不連続な変位場の表現に関する数値解析的検討」 

南手 陽太郎（筑波大学大学院） 

「Adaptive Discontinuous Galerkin 法における p 法と h 法の⽐較」 
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【第 1 号議案】 

（別紙 2） 

 

(1) サマースクール 2019 in 東京 「非線形有限要素法による弾塑性解析の理論と実践（アドバ

ンストコース付き）」 

日 程： 2019 年 9 月 10 日（火）－ 9 月 12 日（木） 

会 場： 中央大学 理工学部(後楽園キャンパス) 

講 師： 寺田賢二郎（東北大学）、石井建樹（木更津工業高等専門学校）、車谷麻緒（茨城大学）、 

斉木功（東北大学）、松井和己（横浜国立大学）、山川優樹（東北大学） 

 

(2) HQC 講習会「シミュレーションの品質保証講習会～工学シミュレーションの標準手順の実装と

記録作成の課題～」 

日 程： 2019 年 12 月 3 日（火） 

会 場： みずほ情報総研株式会社 安田シーケンスタワー 2F 会議室 

講 師： 松井和己（横浜国立大学）、吉田有一郎（東芝インフォメーションシステムズ(株)）、

長谷川浩志（芝浦工業大学） 

 

(3) ウィンタースクール「トポロジー最適化の基礎～積層造形によるものづくりへの応用～」 

日 程： 2020 年 2 月 21 日（金） 

会 場： 中央大学 理工学部（後楽園キャンパス）2 号館 2221 教室 

講 師： 加藤準治（名古屋大学）、牛島邦晴（東京理科大学） 
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 「公募型研究会」として「High Quality Computing（HQC）研究会」、「PSE（問題解決環境）研

究会」、「多元災害シミュレーション研究会」、「不確かさのモデリング・シミュレーション研究会」、

「自動車構造モデルベース開発研究会」「機械学習の工学問題適用に関する研究会」の 6 つの研究

会が活動を行ってきた。すべての研究会について、来年度も活動を継続することとなった。 

 

【公募型研究会】 

(1) High Quality Computing（HQC）研究会 

主  査： 越塚 誠一（東京大学） 

副主査： 高野 直樹（慶應義塾大学）、山田 貴博（横浜国立大学）、 

吉田 有一郎（東芝インフォメーションシステムズ(株)） 

幹 事： 櫻井 英行（清水建設(株)）、長谷川 浩志（芝浦工業大学）、 

松井 和己（横浜国立大学）、羽間 収（伊藤忠テクノソリューションズ(株)） 

2019 年度は 2 回の研究会を実施し、工学シミュレーションの品質等に関する最新の情報を

紹介した。日本計算工学会員および一般向けに講習会を東京のみずほ情報総研にて 12 月に実

施した。次回会合の計画などのため、2 回の幹事会を開催した。 

① 第 8 回幹事会：2019 年 6 月 26 日（木）12:30-13:30、東京大学工学部 8 号館 2 階 232 号室 

② 第 6 回会合：2019 年 6 月 26 日（木）14:00-17:00、東京大学工学部 8号館 2 階 226 号室 

● データ市場からのオープンイノベーション～AI はニーズに打たれデータを食って育

つ～（大澤幸生様(東京大学)） 

● 深層学習によるき裂進展予測～計算力学サロゲートモデルの構築～（和田義孝様(近畿

大学)） 

● Society5.0 を支える計算情報科学基盤創成へ向けて～「人・社会」と「システム・サ

ービス」のモデル化に関する考察～（平野徹様(ダイキン情報システム)） 

③ 第 9 回幹事会：2019 年 11 月 11 日（月）12:30-13:30、東京大学工学部 8 号館 2 階 232 号

室 

④ 第 7 回会合：2019 年 11 月 11 日（月）14:00-17:00、東京大学工学部 8号館 2 階 226 号 

● ASME V&V 40-2018 の概要（菊池貴博様(武蔵野赤十字病院)） 

● 不確かさのモデリング・シミュレーション（高野直樹副主査） 

⑤ 講習会：シミュレーションの品質保証講習会～工学シミュレーションの標準手順の実装と

記録作成の課題～、2019 年 12 月 3 日（火）10:00-16:30、みずほ情報総研株式会社 安田

シーケンスタワー2F 会議室 

● 工学シミュレーションにおける V&V 概論 

● 工学シミュレーションの標準手順（HQC002）の説明 

● 記録作成法の課題 

● 工学シミュレーションの標準手順（HQC002）の実装方法の説明 

● 全体質疑 

(2) PSE（問題解決環境）研究会 

主  査： 日置 慎冶 (帝塚山大学） 

副主査： 松本 正己 (米子工業高等専門学校)、渡邉 洋彰（富士通株式会社） 

幹 事： 樫山 和男 (中央大学)、門岡 良昌 (富士通株式会社)、川田 重夫 (宇都宮大学)、
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鈴木 克幸 (東京大学)、寺元 貴幸 (津山工業高等専門学校)、 

丹羽 量久 (長崎大学)、早勢 欣和 (富山高等専門学校)、 

藤崎 正英 (富士通株式会社)、前田 太陽 (埼玉工業大学)、 

真鍋 保彦 (沼津工業高等専門学校)、宮地 英生 (東京都市大学) 

第 22 回 PSE ワークショップを開催した。また国際会議においても PSE セッションなを主催

もした。また日本計算工学会講演会では，学会設立以来毎年複数のオーガナイズドセッショ

ンを開催している。そして PSE に関わる図書や雑誌，記事などの出版も行っている。 

① 日本計算工学会：2019 年 5 月 29 日 (水)  - 5 月 31 日 (金)、ソニックシティ（埼玉

県さいたま市大宮） 

● PSE オーガナイズドセッション 

② 第 22 回 問題解決環境ワークショップ 2019：⻑崎⼤学 ⽂教キャンパス (〒852-8521 

⻑崎市⽂教町 1-14) ICT 基盤センター、令和元年 9⽉20⽇(⾦) 13:30〜17:00-9⽉21⽇

(⼟) 10:00〜12:10 

③ APCOM2019：2019 年 12 月 18 日から 21 日、台北国際会議センター 

以下のミニシンポジウムの実施 

● [MS1601A] Problem Solving Environment(PSE) in Scientific Computing 

● [MS1601B] Problem Solving Environment(PSE) in Scientific Computing 

④ 2020 年 第 1 回 PSE 研究会： 2020 年 2 月 14 日(金)  13:00～17:00、富士通株式会社 

汐留本社。 

(3) 多元災害シミュレーション研究会 

主 査： 浅井 光輝（九州大学） 

副主査： 桜庭 雅明（日本工営株式会社）、 

秋山 伸一 （伊藤忠テクノソリューションズ株式会社） 

幹 事： 森口周二（東北大学）、野島 和也 （日本工営株式会社）、 

高瀬 慎介（八戸工業大学）、車谷 麻緒（茨城大学） 

2019 年度第１回研究会は、CTC が所有するイノベーション/コラボレーションスペース

DEJIMA、第 2 回研究会は、八戸工業大学、第３回研究会（不確かさモデリング・シミュレー

ション研究会とジョイント）で開催した。最新の研究施設を見学したのち、災害科学・防災

学における多元的な物理現象の計算機シミュレーションに関する最新の研究成果や周辺技術

について議論し、問題発見や問題解決のための意見・情報交換や技術交流を行っており、防

災・減災解析で用いられている構造流体解析手法のベンチマーク問題の実験を行い、委員が

もっているツールで解析が可能か検討を行っている。第 24 回計算工学講演会では、他の研究

グループとの共催で OS を開き、研究会以外の場でも議論を深めている。 

① 2019年度第1回研究会：2019年 4月 25日、CTCオープンイノベーションスペースDEJIMA  

● 本研究会では、「防災・減災に関するイノベーション」として VR/MR あるいは AI など

の最新の技術を防災活動にどのように活用できるかについて議論を行った。  

② 2019 年度第 2 回研究会：2019 年 8 月 18−19 日、八戸ポータルミュージアムはっち、八

戸工業大学  

● 本研究会では、構造流体連成解析のための検証例題について新たに行った実験につい

て説明が行われた。また、先行して解析をしている、九州大学浅井先生、京都大学牛
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島先生、八戸工大高瀬先生より、現状の解析結果について報告が行われ、議論が行わ

れた。 

③ 2019 年第 3回勉強会：2019 年 12 月 27 日、 

場所：東北大学 災害科学国際研究所  

● 不確かさモデリング・シミュレーション研究会とのジョイントで研究会を行い、各分

野での不確実性を考慮した解析について講演をいただき、議論が行われた。 

 

(4) 不確かさのモデリング・シミュレーション法に関する研究会 

主 査： 高野 直樹（慶應義塾大学） 

副主査： 松田 哲也（筑波大学）、小坂部 和也（みずほ情報総研株式会社）、 

山本 真哉（清水建設株式会社） 

幹 事： 村松 眞由（慶應義塾大学）、平島 禎（JSOL）、功刀 厚志（JSOL）、 

木島 秀弥（ユーイーエス・ソフトウェア・アジア）、杉本 剛（日産自動車）、 

田村 茂之（伊藤忠テクノソリューションズ）、 

永井 亨（エムエスシーソフトウェア）、中川 英則（小山工業高等専門学校）、 

平川 和明（本田技術研究所） 

① 無料セミナー「不確かさのモデリング・シミュレーションのためのツール」：2019 年 4

月 22 日、みずほ情報総研株式会社会議室 

● 不確かさのモデリング・シミュレーションの有用性・現状・展望（高野直樹（慶應義

塾大学）） 

● 共通プラットフォームを活用した工学シミュレーションにおける不確かさ・ばらつき

の評価（小坂部和也（みずほ情報総研）） 

● 自動車構造シミュレーションにおけるばらつき発生・伝播の可視化技術（岡村昌浩、

平島偵（JSOL）） 

● 浸炭熱処理・高周波熱処理シミュレーションにおける解析品質への影響因子とその改

善に関する調査（杉本剛（日産自動車）、木島秀彌（ユーイーエス・ソフトウェア・ア

ジア）、田村茂之（伊藤忠テクノソリューションズ）） 

② 無料セミナー「製造業および土木分野における不確かさのモデリング・シミュレーショ

ン」：2019 年 11 月 21 日、みずほ情報総研株式会社会議室 

● V&V と UQ：製造業における諸問題の確率的シミュレーション（高野直樹（慶應義塾大

学）） 

● 土木分野におけるシミュレーションの不確かさに対する取組み（山本信哉（清水建設）） 

● 合理的な構造健全性評価のための確率論的破壊力学と不確かさ（小坂部和也（みずほ

情報総研）） 

● 自動車構造シミュレーションにおけるばらつき発生・伝播の可視化技術（岡村昌浩、

平島偵（JSOL）） 

③ 合同研究会「自然災害シミュレーションにおける不確かさモデリングの研究展望」（多

元災害シミュレーション研究会との合同研究会）： 2019 年 12 月 27 日、東北大学防災

科学国際研究所多目的ホール 

● 不確かさ研究会の活動紹介（高野直樹（慶應義塾大学）） 

● 多元災害シミュレーション研究会の活動紹介（浅井光輝（九州大学）） 
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● センシングによる構造解析モデルの不確定性定量化と既存構造物性能評価への展開

（西尾真由子（筑波大学）） 

● 不確かさの定量化に向けたコンクリート部材の一斉載荷実験と数値解析の検討（車谷

麻緒（茨城大学）） 

● 土木分野におけるシミュレーションの不確かさに対する取組み（山本真哉（清水建設）） 

● 建物の崩壊現象に出現する不確かさについて（磯部大吾郎（筑波大学）） 

④ 2019 年度第 1 回幹事会：2019 年 12 月 27 日、東北大学防災科学国際研究所セミナー室 

 

(5) 自動車構造モデルベース開発研究会 

主 査： 岡澤 重信（山梨大学） 

副主査： 藤川 智士（マツダ株式会社）、加藤 準治（名古屋大学） 

幹 事： 大西 有希（東京工業大学）、河口 篤志（株式会社豊田中央研究所） 

自動車構造モデルベース開発において重要となる性能や目的関数さらに制約条件などを整理

し、その解決策などを見出して自動車構造モデルベース開発の学術的体系化を目指す。2019 年

度は、成熟しつつある構造モデルベース開発をどのように取りまとめるかについて議論を行っ

た。 

① 2019 年度第１回幹事会：2019 年 9 月 27 日（木）18:00〜19:00、日本計算工学会 事務

局 

② 2019 年度第 2 回幹事会：2019 年 11 月 27 日（木）14:00〜15:00、日本計算工学会 事

務 

③ 2019 年度第 3 回幹事会：2019 年 12 月 13 日（金）10:00〜12:00、マツダ株式会社 会

議室 

 

(6) 機械学習の工学問題適用に関する研究会 

主 査： 和田 義孝 (近畿大学) 

副主査： 中林 靖 (東洋大学) 

幹 事： 荻野 正雄 (大同大学)三好 昭生 (株式会社インサイト） 

機械学習等の適用のガイドラインなどの知見の公開も視野に入れた活動も行うことを目的と

して活動を２０１９年度より始めた。特集号が企画され今年度末を締め切りとして次年度に論

文集の発行を予定している。 

① 第 1 回会合：2019 年 5 月 8 日、近畿大学東京センター大会議室 

● 研究会設立趣旨（和田主査） 

● 機械学習等に対する期待と課題（和田主査） 

● 活動計画（和田主査） 

● 委員自己紹介・フラッシュトーク（全委員） 

● AI・機械学習の適用事例（望月委員） 

● 計算工学講演会 OS 報告（荻野幹事, 三好幹事） 

● 今後の活動に関する意見交換（全委員） 

● 次回会合および事務連絡（和田主査） 

② 第 2 回会合：2020 年 1 月 17 日、近畿大学東京センター大会議室 
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● フラッシュトーク（片山、 望月、各委員、 三好幹事） 

● データ同化による既存土木構造物の性能評価（筑波大学 西尾准教授) 

● データ駆動型最適設計への展望（山崎委員） 

● 学会活動報告（和田主査） 

● 今後の活動について（中林副主査） 

● 次回会合および事務連絡（三好幹事） 
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2019 年度 

 

決 算 報 告 書 

 

自 2019 年 4 月 1 日 

至 2020 年 3 月 31 日 

 

税務監査報告書 

貸借対照表 

損益計算書 

財産目録 

 

【参考資料】 

会員数・決算経緯グラフ 
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【第2号議案】

一般社団法人　日本計算工学会 2020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】 55,993,642          50,706,784          5,286,858           
　　　現　金　預　金 51,096,646          49,132,784          1,963,862           

　　　前　渡　金 -                       -                       -                       

　　　立　替　金 65,494                -                       65,494                

　　　前払費用 2,319,525           -                       2,319,525           

　　　未　収　入　金 120,000              74,000                46,000                

　　　仮　払　金 2,391,977           1,500,000           891,977              

　資　産　の　部　計 55,993,642          50,706,784          5,286,858           

Ⅱ　負債の部
　【流　動　負　債】 11,675,038          6,203,427           5,471,611           
　　　未　払　金 -                       -                       -                       

　　　前　受　金 8,957,909           3,810,000           5,147,909           

　　　仮　受　金 2,613,143           2,300,061           313,082              

　　　預　り　金 33,986                23,366                10,620                

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

　負　債　の　部　計 11,675,038          6,203,427           5,471,611           

Ⅲ　純資産の部
　【繰　越　金】 44,318,604          44,503,357          -184,753            

　繰　越　剰　余　金 44,318,604          44,503,357          -184,753            

　　（うち当期純利益） 176,753              1,539,429           -1,362,676          

　純　資　産　の　部　計 44,318,604          44,503,357          -184,753            

  負債及び純資産の部計 55,993,642          50,706,784          5,286,858           

2019年度 貸借対照表
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自　2019年4月  1日
一般社団法人　日本計算工学会 至　2020年3月31日

（単位：円）

科　目 当年度 前年度 増減

【売　上　高】 29,143,490             29,967,619             -824,129                
　　　会費収入 13,870,000             13,735,000             135,000                  
　　　論文掲載料 510,000                  540,000                  -30,000                  
　　　会誌広告料 2,688,580               1,692,900               995,680                  
　　　講演会開催費 9,079,360               9,443,756               -364,396                
　　　寄付金（川井基金） -                           -                           -                           
　　　寄付金（庄子基金） -                           -                           -                           
　　　寄付金（フェロー基金） 30,000                   -                           30,000                   
　　　寄付金（JSCESスカラーシップ基金） -                           -                           -                           
　　　講習会費 2,464,000               2,700,000               -236,000                
　　　研究会費 425,600                  777,000                  -351,400                
　　　その他売上高 75,950                   69,440                   6,510                     
　　　国際会議運営費（GJ-4) -                           -                           -                           
　　　国際会議運営費（COMPSAFE2020） -                           789,523                  -789,523                
　　　国際会議運営費（日韓ワークショップ） -                           220,000                  -220,000                

　売　上　総　利　益 29,143,490             29,967,619             -824,129                

【販売費及び一般管理費】 29,304,928             28,400,464             904,464                  
　　　講演会開催費 6,925,140               7,629,270               -704,130                
　　　講習会費 1,332,392               1,321,050               11,342                   
　　　研究会費 424,490                  329,652                  94,838                   
　　　会誌発行費 4,026,547               3,583,108               443,439                  
　　　論文発行費 171,506                  128,256                  43,250                   
　　　IACM関係費 1,067,175               982,545                  84,630                   
　　　ホームページ管理費 520,300                  1,161,324               -641,024                
　　　学協会関係費 109,689                  89,947                   19,742                   
　　　会議費 145,004                  133,650                  11,354                   
　　　会員システム管理費 394,560                  421,200                  -26,640                  
　　　総会関係費 432,003                  433,426                  -1,423                   
　　　特別講演費 387,480                  -                           387,480                  
　　　国際会議運営費（COMPSAFE2020） -                           789,523                  -789,523                
　　　国際会議運営費（IWACOM) 608,023                  -                           608,023                  
　　　国際会議運営費（日韓ワークショップ） -                           255,640                  -255,640                
　　　学会表彰費 181,552                  196,862                  -15,310                  
　　　若手育成費（JSCESｽｶﾗｰｼｯﾌﾟｱﾜｰﾄﾞ） 200,000                  200,000                  -                           
　　　通信費 395,286                  394,684                  602                        
　　　印刷費 392,275                  372,614                  19,661                   
　　　人件費 6,764,342               5,788,468               975,874                  
　　　法定福利費 1,000,833               780,468                  220,365                  
　　　福利厚生費 261,620                  -                           261,620                  
　　　通勤交通費 348,743                  340,043                  8,700                     
　　　什器・備品費 172,164                  174,890                  -2,726                   
　　　光熱費 199,537                  200,428                  -891                      
　　　消耗品費 219,949                  182,216                  37,733                   
　　　事務所賃料 1,768,500               1,814,400               -45,900                  
　　　保険料（火災保険） 17,000                   -17,000                  
　　　選挙費 219,980                  1,552                     218,428                  
　　　未納会費処理損 -                           -                           
　　　租税公課 2,200                     600                        1,600                     
　　　雑費 245,224                  176,667                  68,557                   
　　　学会運営費 388,414                  500,981                  -112,567                

営　業　利　益 -161,438                1,567,155               -1,728,593             

【営　業　外　収　益】 46,728                   42,319                   4,409                     
　　　受　取　利　息 334                        276                        58                         
　　　雑　収　入 46,394                   42,043                   4,351                     

経　常　利　益 -114,710                1,609,474               -1,724,184             
税引前当期純利益 -114,710                1,609,474               -1,724,184             

　　　法人税・住民税・事業税 70,043                   70,045                   -2                         

当　期　純　利　益 -184,753                1,539,429               -1,724,182             

2019年度 損益計算書
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【第2号議案】

一般社団法人　日本計算工学会 2020年3月31日現在

Ⅰ．資産
(単位:円)

費　　目 金　　額
現　金 事務局 24,774
預　金 みずほ銀行根津支店普通預金№1109931 2,239,265

みずほ銀行根津支店普通預金№1109958 1,922,232
三菱東京UFJ銀行本郷支店普通預金№0052024 3,605,000
みずほ銀行根津支店普通預金№1115419 850,969
みずほ銀行根津支店普通預金№1117004 16,601,777
みずほ銀行根津支店普通預金№1172382 922,874
みずほ銀行根津支店普通預金№1174520 0
みずほ銀行根津支店普通預金№1212813 1,112,105
みずほ銀行根津支店普通預金№1224161 1,439,888
みずほ銀行根津支店普通預金№4118849 3,120,839
ゆうちょ銀行振替口座№00170-1-662808 19,250,566
ゆうちょ銀行通常郵便貯金№10120-76374261 6,357

合計 51,096,646

種類 金額
立替金 社会保険料２月分個人負担分 65,494

合計 65,494

費　　目 金　　額
1,659,525

660,000
合計 2,319,525

費　　目 金　　額
未収入金 個人会員 正会員 15名 120,000 ※2019年度分4月中に5名入金済

合計 120,000

費　　目 金　　額
IWACOM 891,977

1,500,000
合計 2,391,977

Ⅱ．負債

費　　目 金　　額
前受金 B級 1社 100,000

C級 10社 500,000
正会員フェロー 6名 72,000
正会員 329名 2,584,000
シニア会員 28名 112,000
学生会員 1３名 26,000

4,763,909
300,000
500,000

合計 8,957,909

費　　目 金　　額
仮受金 281,298

IWACOM 891,977
1,439,868

合計 2,613,143

費　　目 金　　額
預り金 給料天引き源泉所得税１～３月分 33,986

合計 33,986

費　　目 金　　額
未払法人税等 2019年度分法人住民税 70,000

合計 70,000

2019年度 財産目録

細　　　目

細　　　目

細　　　目

細　　　目

WCCM
仮払金

細　　　目

前払費用

細　　　目

COMPSAFE2020
第25回講演会システム使用料

特別会員　

細　　　目

細　　　目

細　　　目

第25回講演会企業スポンサー講演費

COMPSAFE2020（助成金・企業展示費ほか）

第25回講演会機器展示

WCCM

COMPSAFE2014余剰金

個人会員
※年会費4,000：12名含む（正特）
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【第2号議案】

年度末（3/31現在）

A級 B級 C級
53

(9件)
64

(11件)
68

(11件)
77

(13件)
77

(14件)
85

(13件)
84

(16件)
111

(16件)
105

(17件)
110

(19件)

会員推移

特別会員 正会員
(フェロー含む)

シニア
会員

学生会員 研究室会員

63

2011年度 10 10 49 842 14 50

2010年度 10 11 40 832 12

49

2013年度 11 9 61 861 31 48

2012年度 10 9 58 853 18

49

2015年度 11 9 60 871 43 46

2014年度 11 9 60 875 34

57

2017年度 11 9 63 859 42 43

2016年度 10 9 63 853 41

2019年度 決算経緯グラフ

56

2019年度 14 8 67 907 40 52

2018年度 11 10 64 899 40
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百
万

売上総利益 事業活動費 事務経常費 純利益
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【第 3 号議案】 

 

 

 

 

2019 年度 

 

監 査 報 告 書 

 

自 2019 年 4 月 1 日 

至 2020 年 3 月 31 日 
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【第 4 号議案】 

 

 

 

 

2020・2021 年度 

 

役 員 選 任 の 件 ( 案 )  

 

理事・監事候補者名簿 

 

【参考資料】 

1.選挙結果 

2.代表会員名簿 
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【第 4 号議案】 
 

 

2020・2021 年度 役員選任の件 (案) 

【 理事・監事候補者名簿 】 

 

 

 

[役員名] [氏名] [勤務先／学校名] [所属部署] [職名] 

会 長(理事) 佐々木 直哉 株式会社日立製作所 研究開発グループ 技師長 

副会長(理事) 磯部 大吾郎 筑波大学 システム情報系 構造エネルギー工学域 教授 

副会長(理事) 櫻井 英行 清水建設株式会社 技術研究所 社会ｼｽﾃﾑ技術ｾﾝﾀ  ー  上席研究員 

理    事 浅井 光輝 九州大学大学院 工学研究院 社会基盤部門 准教授 

理    事 荒井 政大 名古屋大学 工学研究科 航空宇宙工学専攻 教授 

理    事 石田 雅利 鹿島建設株式会社 技術研究所 建築解析グループ 専任部長 

理    事 加藤 準治 名古屋大学 大学院工学研究科  土木工学専攻 教授 

理    事 櫻庭 雅明 日本工営株式会社 技術本部先端研究開発センター センター長 

理    事 塩谷 隆二 東洋大学 総合情報学部 教授 

理    事 白崎 実 横浜国立大学大学院 環境情報研究院社会環境と情報部門 准教授 

理    事 高垣 昌和 公益財団法人 鉄道総合技術研究所 鉄道力学研究部計算力学 研究室長 

理    事 高橋 昭如 東京理科大学 理工学部 機械工学科 准教授 

理    事 坪倉 誠 神戸大学大学院 システム情報学研究科 計算科学専攻 教授 

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 羽間 収 伊藤忠テクノソリューションズ株式会社 原子力・エンジニアリング部  エキスパートエンジニア 

理    事 長谷川 浩志 芝浦工業大学 ｼｽﾃﾑ理工学部 機械制御ｼｽﾃﾑ学科 教授 

理    事 藤川 智士 マツダ株式会社 パワートレイン開発本部 主査 

理    事 松本 純一 国立研究開発法人 産業技術総合研究所 機能材料ｺﾝﾋﾟｭﾃｰｼｮﾅﾙﾃﾞｻﾞｲﾝ研究ｾﾝﾀ  ー 研究チーム長 

理    事 山﨑 伯公 日本製鉄株式会社 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 

理    事 渡邉 浩志 エムエスシーソフトウエア株式会社 テクニカルサポート部 ｼﾆｱｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝｴﾝｼﾞﾆｱ 

監    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 藤崎 正英 富士通株式会社 ＤＸソリューション事業本部 ｴｸｾﾞｸﾃｨﾌﾞｱｰｷﾃｸﾄ 
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【第 4 号議案】 

2020・2021 年度 

【 代表会員名簿 】 

 

 

  氏 名 所 属   氏 名 所 属  氏 名 所 属 

1 浅井  光輝 九州大学大学院 39 櫻庭  雅明 日本工営 77 萩原  世也 佐賀大学 

2 畔上  秀幸 名古屋大学大学院  40 佐々木  直哉 日立製作所 78 羽間  収 伊藤忠ﾃｸﾉｿﾘｭｰｼｮﾝｽ  ゙

3 荒井  政大 名古屋大学 41 猿渡  智治 ＪＳＯＬ 79 長谷川  浩志 芝浦工業大学 

4 石井  建樹 木更津工業高等専門学校  42 沢田  龍作 サワダ技研  80 早勢  欣和 富山高等専門学校 

5 石田  智裕 サイバネットシステム  43 澤田  有弘 産業技術総合研究所 81 針谷  昌幸 日立製作所 

6 石田  雅利 鹿島建設  44 塩谷  隆二 東洋大学 82 平島  禎 ＪＳＯＬ 

7 石原  大輔 九州工業大学大学院 45 下川辺  隆史 東京大学 83 平林  智子 豊田中央研究所 

8 磯部  大吾郎 筑波大学 46 白崎  実 横浜国立大学大学院 84 廣瀬  壮一 東京工業大学 

9 市村  強 東京大学地震研究所  47 鈴木  克幸 東京大学 85 藤岡  奨 水資源機構 

10 井上  裕嗣 東京工業大学 48 高垣  昌和 鉄道総合技術研究所 86 藤川  智士 マツダ  

11 岩本  達志 ＩＨＩ 49 高木  知弘 京都工芸繊維大学 87 藤崎  正英 富士通  

12 牛島  省 京都大学 50 高木  敏行 東北大学 88 藤澤  智光 プロメテック・ソフトウェア 

13 生出  佳 メカニカルデザイン 51 高瀬  慎介 八戸工業大学 89 別府  万寿博 防衛大学校 

14 大崎  純 京都大学大学院 52 高野  直樹 慶応義塾大学 90 前田  朝樹 ＩＨＩ検査計測 

15 大西  有希 東京工業大学 53 高橋  由紀夫 電力中央研究所 91 松井  和己 横浜国立大学 

16 大林  茂 東北大学 54 高橋  昭如 東京理科大学 92 松尾  亜紀子 慶應義塾大学 

17 岡澤  重信 山梨大学 55 田上  大助 九州大学 93 松田  哲也 筑波大学大学院 

18 岡田  裕 東京理科大学 56 滝沢  研二 早稲田大学 94 松本  正己 米子工業高等専門学校 

19 荻野  正雄 大同大学 57 竹原  和夫 ＪＩＰテクノサイエンス 95 松本  純一 産業技術総合研究所 

20 奥田  洋司 東京大学大学院 58 只野  裕一 佐賀大学 96 松本  真周 サイバネットシステム  

21 奥村  大 名古屋大学大学院 59 田中  聖三 広島工業大学 97 村松  眞由 慶應義塾大学 

22 尾崎  伸吾 横浜国立大学 60 田中  正暁 日本原子力研究開発機構 98 森口  周二 東北大学 

23 樫山  和男 中央大学 61 月野  誠 くいんと 99 山川  優樹 東北大学 

24 角  有司 宇宙航空研究開発機構 62 坪倉  誠 神戸大学大学院 100 山崎  慎太郎 大阪大学大学院 

25 加藤  準治 名古屋大学 63 坪田  健一 千葉大学 101 山﨑  伯公 日本製鉄 

26 河合  浩志 東洋大学 64 寺田  賢二郎 東北大学 102 山下  拓三 防災科学技術研究所 

27 北  栄輔 名古屋大学 65 寺元  貴幸 津山工業高等専門学校 103 山田  貴博 横浜国立大学 

28 北村  充 広島大学 66 冨永  直利 アドバンスソフト  104 山出  吉伸 みずほ情報総研  

29 北村  隆行 京都大学大学院 67 中井  健太郎 名古屋大学大学院 105 山村  和人 日本製鉄  

30 車谷  麻緒 茨城大学 68 永井  学志 岐阜大学 106 山本  誠 東京理科大学 

31 紅露  一寛 新潟大学 69 中島  研吾 東京大学情報基盤ｾﾝﾀ  ー 107 山本  真哉 清水建設  

32 越塚  誠一 東京大学大学院  70 長嶋  利夫 上智大学 108 弓削  康平 成蹊大学 

33 越村  俊一 東北大学  71 中住  昭吾 産業技術総合研究所 109 油橋  信宏 丸山製作所 

34 小林  卓哉 メカニカルデザイン 72 永野  勝尋 みずほ情報総研  110 吉村  忍 東京大学大学院 

35 近藤  典夫 日本大学 73 西尾  真由子 筑波大学 111 和田  義孝 近畿大学 

36 坂  敏秀 鹿島建設 74 西脇  眞二 京都大学大学院 112 渡邉  浩志 エムエスシーソフトウェア 

37 阪田  升 環境シミュレーション 75 野島  和也 日本工営  113 渡邉  大 芝浦工業大学 

38 櫻井  英行 清水建設  76 野村  卓史 日本大学      

 

（参考資料2）
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【第 5 号議案】 

 

 

 

 

2020 年度 

 

事 業 計 画 ( 案 )  

 

自 2020 年 4 月 1 日 

至 2021 年 3 月 31 日 
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【第 5 号議案】 

 

2020 年度事業計画書（案） 

 

活動方針 

日本計算工学会は、計算工学・計算力学の発展・進展を希求する学術団体として、第 3 回世界

計算力学会議（1994 年、千葉）（WCCM III）を契機に 1995 年に設立されてから今年で 25 年を

迎えた。本会においては、現在、多くの学会で会員数減少が大きな問題になっている中で会員数

は非常に堅調に推移しており、計算工学講演会の参加者数、発表件数についても、ここ数年は、

増加傾向にある。このような状況は、本会が社会からのニーズに適切に対応しながら、期待され

ていることの一つの表れと認識しており、今後もさらなる活性化を推進していく。 

これからの時代、千変万化の社会情勢、新しい情報技術や最先端科学の急激な進展に伴い、社

会や学会を取り巻く環境は複雑化している。一つの方向性として、Society5.0 や SDGs、AI、IoT

等の大きな動きや技術の変化・進化や今回の COVID-19 のようなウイルス感染等の目に見えない

予測不可能な現象など、人や社会、自然、情報、機械システム等の関係性において、持続性科学

として、アナリシスやシンセシスとしての特徴を活かした計算工学的アプローチに基づく、“複

雑な現象やシステムをシミュレーションで予測・俯瞰し異分野をつなげる方向感覚やデータを通

した多様な相互作用”が、大きな課題解決や「新たな価値」を生み出すきっかけになると思われ

る。他方、昨今の情報分析過剰の風潮に抗い、原点として、複雑現象解明に根ざした専門性深化

もさらに推進することも大切である。 

したがって、現状をよく分析し、改めて“日本計算工学会の強みは何か”を自問自答しなが

ら、技術者や研究者にとって魅力がある新しい技術や手法、考え方の発信とその手がかりを掴め

る交流の場の提供、それに対応した人材育成を推進して行くことが今後も取り組むべき活動内容

と考えられる。さらに、今回のパンデミック等の社会機能が麻痺をした状態においても、ある程

度円滑な学会活動ができるようなレジリエントな運営の仕組み作りも検討する。 

このような状況も踏まえ、活動方針としては、 

『多様な変化に応えられる魅力的な学会をめざし、計算工学の深化と進化、普及展開、人材育成

を推進する』を掲げる。この方針のもと、2020 年度は以下の活動を推進する。 

 

（1）レジリエントで多様な人材育成、産学官連携につながる、魅力ある活動の推進 

本会では主力行事である計算工学講演会をはじめとして、国際会議や各種講習会、特徴ある

研究会、学生サマーキャンプ等を開催し、テーマ毎に議論、学習する場を設けており、その活

動も年々活発になってきている。一方、講演会においては、情報交流と産学連携の入り口とし

て中小企業活用や地方創生の視点で公設試験研究機関主体のシンポジウム等、他学会にはない

取り組み等も実施している。まず、このような活動群を着実に継続し、推進、拡張していく。

さらに、これまでの活動データ等を基に本学会の実態を俯瞰し、強みと弱みを省察すること

で、まだ少ない企業会員も含め、多くの会員にとって参加しやすい魅力ある環境を構築する。 

一方、今後、出会いや触れ合いの場としての学会機能が困難な場合も想定し、遠隔でも会員

が行事に参加できるような、IT やオンライン活用等の仕掛け作りを検討する。 

（2）新しい時代に対応した計算工学の進化、変貌への布石議論 

計算工学は、CPS（Cyber-Physical System）分野におけるサイバー空間での有用な技術や手

法、考え方として、数理情報科学や AI、データ解析との連携も踏まえ、活用される分野が

様々なところに広がっている。本会が果たすべき役割の一つとして、このような社会的な要求

に応える研究、技術開発、普及啓発を牽引するために、従来からの研究分野に加え、これまで
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とは異なる協調領域や新分野の思索、考え方の啓発活動に努める。また、技術やツールを最終

価値につなげるために、現象理解のための解析から活用するための解析という視点の設計文化

を醸成する活動も検討する。  

（3）健全な財政運営 

本年度は新型コロナウイルス感染症に端を発した緊急事態宣言等の影響を受け、講演会他の

イベントの中止、または延期等が発生するため、最小限の損失に抑えた運営を策定して進めて

行く。 

基本的には、消費税の増税や物価の上昇、学会活動活性化による事務作業およびそのための

人件費増加等のいくつかの課題を踏まえ、健全な財政運営を維持すべく、運営の合理化ととも

に、会員・広報事業の活性化等により会員数の更なる増員をめざす。  

 

1. 理事会の開催 

 2020 年度の理事会は、計 7 回の開催を予定している。新型コロナウイルス感染症予防の観点

から、対面の会議との同等性および安全性を担保した形で遠隔会議システムを導入する。 

 担当理事の役割と責任を明確化するとともに、業務の執行においては事業の継続性に配慮す

る。 

 

2. 規程類の点検・改訂 

 規程類について新型コロナウイルス感染症予防対策を含めた点検を行い、不備、不整合等を

解消するための改訂を行う。 

 

3. 表彰 

 学会賞などの表彰制度の規程および運用の見直しを行う。2020 年度の贈賞については、表彰

委員会にて審査し、2020 年度の該当者選考を行う。 

 

4. 計算工学講演会 

 新型コロナウイルス感染症への対策として第 25 回計算工学講演会を中止とした．ただし，投

稿いただいた講演論文をまとめて「第 25 回計算工学講演会論文集」として発行し，講演論文集

の発行を以て，第 25 回計算工学講演会が成立したものとし、掲載された講演論文の取扱いは

「既発表」とすることになった．なお，グラフィクスアワードの表彰は実施，ベストペーパー

アワードの表彰は中止とする． 

 

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」は新型コロナウイ

ルス感染症予防に鑑み，今年度の開催を中止とする。 

(3) ウィンタースクール「トポロジー最適化の基礎」を開催する。 

(4) HQC 講習会「シミュレーションの品質保証講習会」を開催する。 

(5) 計算工学の学術的深化と産業利用の高度化に関する様々なセミナーの開催を検討する。 
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6. 若手の支援と活性化 

(1) 学生向けセミナー「サマーキャンプ」は新型コロナウイルス感染症予防に鑑み，今年度

の開催を中止とする。 

(2) JSCES スカラーシップアワードの募集・審査を行う。 

 

7. 会誌の編集と発行 

(1) 会誌「計算工学」第 25 巻 2 号～4 号および第 26 巻 1 号を発行する。 

(2) 会誌編集会議（web 会議を含む）を各号発行に合わせて実施し、会誌企画と編集作業の進

捗を確認する。 

(3) 会誌委員会内部の役割分担、作業手順等の合理化を検討し、必要に応じて内規および申

し合わせの改訂を行う。 

(4) 会誌に掲載する広告の特別会員優待枠の年間契約を募集する。 

 

8. 論文集の発行 

(1) 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。 

(2) 表彰委員会論文部会を開催して、論文賞および論文奨励賞の推薦、審査、審査結果に基

づき、表彰委員会への推薦を行う。 

 

9. 研究会および研究分科会の活動 

(1) 研究会規程に基づき研究会・研究分科会の募集を継続する。 

(2) ７つの研究会で活動を行う。 

(3) 研究会主催の講習会・ワークショップの開催、会誌特集記事、論文集特集号の充実を促

進する。 

 

10. 学会刊行物の企画、刊行 

(1) 既刊の計算力学レクチャーコースの普及活動を行う。 

(2) 新しく刊行予定の計算力学レクチャーコース「非線形並列有限要素法」、「ボクセル解析」、

および学会編「ソフトコンピューティング」の 2020 年度内発行を目指し、出版活動を進

める。 

(3) 出版元（丸善出版）と協力して出版事業の活性化を図る。 

 

11. 会員活動 

(1) 会員増強と会員サービスのさらなる向上を目指す。 

(2) フェロー会員の公募、選考を行う。 

(3) 名誉会員の推薦を行う。 

 

12. 広報活動 

(1) 組織的なホームページ管理体制の下で、常に新しい情報を会員に届けるための更新と改

善を行う。 

(2) ニュースレターの発信を行う。 

(3) 広報委員会の活動を活性化し、会員へのサービス向上ならびに広く学会活動の周知に努

める。 
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(4) 情報セキュリティ管理体制の維持に努める。 

 

13. 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、その内容を充実させる。 

(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) 国際会議等を企画・開催・支援する。 

・ 計算工学講演会に特別講演者（Antonio Huerta 教授（カタルーニャ工科大））を招聘

する（新型コロナウイルス（COVID-19）の影響のため中止）。 

・ WCCM XIV & ECCOMAS2020（2020 年 7 月 19 日〜24 日、パリ）を支援する（新型コロナウ

イルス（COVID-19）の影響のため予定された日程での開催中止）。 

・ JACM と共催する COMPSAFE 2020（2020 年 12 月 8 日〜11 日、神戸）をオンライン開催

する。 

・ WCCM XV & APCOM VIII（2022 年 7 月 31 日～ 8 月 5 日、横浜）の準備を支援する。 

 

14. 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）の交流を行う。 

(2) 「横断型基幹科学技術研究団体連合」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) 理論応用力学コンソーシアムに参加するとともに、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。 

 

15. 寄付・基金 

(1) 庄子基金：庄子メダル贈賞費用およびサマーキャンプの費用等に充てる。 

(2) 川井基金：川井メダルの贈賞費用等に充てる。 

 

16. 技術者倫理 

(1) 技術者倫理を重視し、倫理綱領に沿った学会活動を行う。 

(2) 倫理委員会規程を策定し、倫理綱領の周知・啓発・運用を推進する。 

 

17. 健全な運営 

適切なガバナンスのもと、学会の収支・損益、資産面など健全な財務運営の継続に努める。

収益事業と非収益事業（会費収入に対する会員向けサービスなど）を明確化し、収益事業に対

しては税務申告を行う。 

新型コロナウイルス感染症感染拡大の防止と職員の安全確保に配慮した事務局運営を行う。 

 

以上 
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2020 年度 

 

事 業 予 算 ( 案 )  

 

自 2020 年 4 月 1 日 

至 2021 年 3 月 31 日 
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自：2020年4月 1日

至：2021年3月31日

　(単位:円)

項　　　目 2020年度予算案 備　　　考

会費 13,650,000 2020年度年会費

論文掲載料 600,000 論文掲載料：20件

会誌広告料 2,160,000 会誌の広告掲載料

講演会参加費 1,248,000 第25回講演会（論文掲載料　非学生1万円x100　学生2千円x99，論文集販売7千円ｘ20）

寄付金（フェロー基金） 0

講習会費 500,000 ウィンタースクールのみ開催

研究会費 100,000 HQC(講習会・学会標準)、PSE、多元災害、不確かさ、自動車構造、機械学習

国際会議運営費 12,000,000 COMPSAFE2020

その他 60,000 会誌別購入など

雑収入 30,000 学術著作権協会配当など

計 30,348,000

国際会議積立金取崩 0

IWACOM積立金取崩 0

WCCM積立金取崩 0

川井基金取崩 20,000 川井メダル作成費

庄子基金取崩 35,000 庄子メダル作成費

フェロー基金取崩 0

JSCESｽｶﾗｰｼｯﾌﾟｱﾜｰﾄﾞ基金取崩 0 JSCESｽｶﾗｰｼｯﾌﾟｱﾜｰﾄﾞ（2020年）副賞

収入計 30,403,000

項　　　目 2020年度予算案 備　　　考

事業活動費 20,671,943

講演会開催費 1,406,943 第25回講演会（投稿システム，論文集発行費用）

講習会費 200,000 ウィンタースクールのみ開催

研究会費 50,000 HQC(講習会・学会標準)、PSE、多元災害、不確かさ、自動車構造、機械学習

会誌発行費 3,600,000 会誌印刷費(広告掲載費含む)、発送費、掲載謝礼金(Amazonｶｰﾄﾞ)　等

論文発行費 150,000 査読謝礼金(Amazonｶｰﾄﾞ)、J-stage使用料、論文搭載費

IACM関係費 1,100,000 IACM会費、送金手数料

ホームページ管理費 600,000 WEB保守費、追加ページ　等

学協会関係費 90,000 横断型基幹科学技術年会費、日本工学会年会費、理論応用力学、安全工学ｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑ共催費

会議費 100,000 会合費

会員システム管理費 390,000 会員ｼｽﾃﾑ管理費

総会関係費 30,000 案内状、会場費、懇親会費、講師謝礼等

特別講演費 0 計算工学大賞受賞者招聘費

国際会議運営費 12,000,000 COMPSAFE2020

学会賞表彰費 200,000 総会時表彰(川井メダルと庄子メダルを含む)

通信費 360,000 電話代、ﾌﾚｯﾂ光代、宅配便代、レターパック代、切手代、年会費請求書発送費

印刷費 345,000 コピー機リース、コピーカウント代

若手育成費 50,000 JSCESｽｶﾗｰｼｯﾌﾟｱﾜｰﾄﾞ（2020年）副賞

事務経常費 11,167,300

人件費 6,400,000 事務局（給与・賞与）

法定福利費 800,000 事務局(厚生年金・健康保険・労働保険料・雇用保険)

福利厚生費 800,000 事務局（退職金）

通勤交通費 450,000 事務局、理事

什器・備品費 100,000 会計ソフト保守費、PC　等

光熱費 200,000 電気、ガス、水道

消耗品費 250,000 事務局消耗品、学会封筒（長3、角2）

事務所賃料 1,914,300 事務局賃料、更新料

選挙費 10,000 2020・2021年度代表委員および役員理事選出選挙

租税公課 70,000 法人都民税

保険料 18,000 事務局火災保険

雑費 155,000 三菱UFJ・みずほWEB利用料、WEB・ATM振込手数料、貸金庫利用料　等

学会運営費 500,000 会計事務所、司法書士

計 32,339,243

国際会議積立 0

IWACOM積立 0 IWACOM準備金

WCCM積立 500,000 WCCM準備金

川井基金積立 0

庄子基金積立 0

フェロー基金積立 0

JSCESｽｶﾗｰｼｯﾌﾟｱﾜｰﾄﾞ基金積立 0

支出計 32,839,243

収支増減（純利益） -2,436,243 

2020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 2020年度予算案
積立金 0
前年度繰越金 2,939,265
合計 2,939,265

【支出の部】
項目 2020年度予算案

取り崩し金 0
今年度繰越金 2,939,265
合計 2,939,265

IWACOM準備金
【収入の部】

項目 2020年度予算案
積立金 0
前年度繰越金 891,977
合計 891,977

【支出の部】
項目 2020年度予算案

取り崩し金 0
今年度繰越金 891,977
合計 891,977

WCCM準備金
【収入の部】

項目 2020年度予算案
積立金 500,000
前年度繰越金 1,439,868
合計 1,939,868

【支出の部】
項目 2020年度予算案

取り崩し金 0
今年度繰越金 1,939,868
合計 1,939,868

◆基金状況
川井基金
【収入の部】

項目 2020年度予算案
積立金 0
前年度繰越金 430,052
合計 430,052

【支出の部】
項目 2020年度予算案

取り崩し金 20,000 川井メダル作成費

今年度繰越金 410,052
合計 430,052

庄子基金
【収入の部】

項目 2020年度予算案
積立金 0
前年度繰越金 850,969
合計 850,969

【支出の部】
項目 2020年度予算案

取り崩し金 35,000 庄子メダル作成費、サマーキャンプの補助金

今年度繰越金 815,969
合計 850,969

フェロー基金
【収入の部】

項目 2020年度予算案
積立金 0
前年度繰越金 120,000
合計 120,000

【支出の部】
項目 2020年度予算案

取り崩し金 0
今年度繰越金 120,000
合計 120,000

JSCESスカラーシップアワード基金
【収入の部】

項目 2020年度予算案
積立金 0
前年度繰越金 0
合計 0

【支出の部】
項目 2020年度予算案

取り崩し金 0
今年度繰越金 0
合計 0
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