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（炉物理）部会・連絡会  平成 24年度活動報告書 
（提出期限：翌年度 4 月 30 日（火）） 

 
１．部会員・連絡会員数 （433）名（平成 25 年 3 月 31 日現在） 
 
２．当該年度予算（支出） （ 629,000 ）円 
 
３．当該年度および新年度運営体制   

※H24 年度運営委員リストは「別紙１」、H25 年度運営委員リストは「別紙２」のとおり 
 （次期改選予定時期：平成 26 年 3 月（１期 2 年）） 
 

４．大会／年会における部会・連絡会企画等の開催状況 
（１）秋の大会 
  セッション名「炉物理・核データの将来に向けて」（開催時間：90 分） 

    開催日： 9 月 20 日（木） 会場名：Q 会場 
  ■共催（ 主催：炉物理部会 ） 

    参加者数：  約 80 名 
 

５．国内会議／国際会議／セミナー／シンポジウム／勉強会等の開催状況 
（１）企画名「第 44 回炉物理夏期セミナー 炉物理の基礎・実験から応用へ ―モデリング・シ

ミュレーション―」 
開催日： 2012 年 8 月 1 日（水）～8 月 3 日（金）  
会場：リゾートホテル ラフォーレ那須 

  ■主催 
    参加者数：77 名 
    ※セミナー講義内容は「別紙３」のとおり 

（１）企画名「AESJ-KNS Joint Workshop on Reactor Physics and Nuclear Data」 
開催日： 2013 年 3 月 25 日（月） 
会場：近畿大学 東大阪キャンパス 38 号館 2 階 多目的室 

  ■共催（AESJ 炉物理部会・核データ部会 、KNS 炉物理部会・核データ部会） 
    参加者数：41 名 
    ※プログラムは「別紙４」のとおり 
 
 
６．成果の出版物掲載（部会・連絡会活動としての特集記事、特別寄稿、出版物など） 

（２）セミナーテキスト 
発行日： 2012 年 8 月 1 日  発行部数：110 部 

 （３）部会報・連絡会報 「炉物理の研究」（第 65 号） 
    年 1 回発行   発行時期：2013 年 3 月 

■HP 掲載 http://rpg.jaea.go.jp/else/rpd/annual_report/index.html 
 （４）その他 
 
７．その他の特記すべき活動（部会賞授与等を含む） 
 （１）日本原子力学会炉物理部会第 37 回全体会議 平成 24 年 9 月 20 日 
 （２）日本原子力学会炉物理部会第 38 回全体会議 平成 25 年 3 月 28 日 
 （３）平成 24 年度(第 6 回)炉物理部会賞 
    炉物理部会の規程に基づき公募、選考を経て、以下の 2 件に決定した。炉物理部会第 37 
    回全体会議(平成 24 年 9 月 20 日、広島大学 東広島キャンパス 総合科学部東講義棟)に 
 て同賞を授与した。 



 

    「Design study on small and simple nuclear reactors intended for large-diameter 
  Si crystal doping using PWR fuel assemblies」Byambajav munkhbat（東京工業大学） 

    「空間依存動特性方程式の数値解法の高度化」伴 雄一郎 (東芝) 
 

以上 



 

別紙 1 
 
2012年度炉物理部会運営委員

氏　名 役職 所属

岩崎　智彦 部会長（任期1年） 東北大学

岡嶋　成晃 副部会長（任期1年） 原子力機構

高橋　利昌 庶務幹事（任期1年） 東北電力

辻本　和文 庶務幹事（任期2年） 原子力機構

北田　孝典 部会等運営委員会担当運営委員 大阪大学

高木　直行 編集委員会担当運営委員 東京都市大学

奥村　啓介 HP担当幹事 原子力機構

小嶋　健介 HP担当幹事 原子力機構

大岡　靖典 財務小委員会担当幹事（任期1年） 原子燃料工業

佐野　忠史 財務小委員会担当幹事（任期2年） 京大炉

木村　佳央 編集小委員会担当幹事（任期1年） 中部電力

桐村　一生 編集小委員会担当幹事（任期2年） 三菱重工業

岡嶋　成晃 セミナー小委員会担当幹事（任期1年） 原子力機構

辻本　和文 セミナー小委員会担当幹事（任期1年） 原子力機構

遠藤　知弘 学術交流小委員会担当幹事（任期1年） 名古屋大学

郡司　智 学術交流小委員会担当幹事（任期2年） 東芝

谷中　裕 学生・若手小委員会担当幹事（任期1年） 原子力機構

田淵　将人 学生・若手小委員会担当幹事（任期2年） 原子力ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ  
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2013年度炉物理部会運営委員

氏　名 役職 所属

岡嶋　成晃 部会長（任期1年） 日本原子力研究開発機構

中島　健 副部会長（任期1年） 京都大学原子炉実験所

辻本　和文 庶務幹事（任期1年） 日本原子力研究開発機構

山本　俊弘 庶務幹事（任期2年） 京都大学原子炉実験所

北田　孝典 部会等運営委員会担当運営委員 大阪大学

高木　直行 編集委員会担当運営委員 東京都市大学

奥村　啓介 HP担当幹事 日本原子力研究開発機構

小嶋　健介 HP担当幹事 日本原子力研究開発機構

佐野　忠史 財務小委員会担当幹事（任期1年） 京都大学原子炉実験所

中里　道 財務小委員会担当幹事（任期2年） 三菱重工業株式会社

桐村　一生 編集小委員会担当幹事（任期1年） 三菱重工業株式会社

儀宝　明徳 編集小委員会担当幹事（任期2年） 四電エンジニアリング株式会社

中島　健 セミナー小委員会担当幹事（任期1年） 京都大学原子炉実験所

山本　俊弘 セミナー小委員会担当幹事（任期1年） 京都大学原子炉実験所

郡司　智 学術交流小委員会担当幹事（任期1年） 東芝

多田　健一 学術交流小委員会担当幹事（任期2年） 株式会社テプコシステムズ

田淵　将人 学生・若手小委員会担当幹事（任期1年） 原子力エンジニアリング

吉田　絵美 学生・若手小委員会担当幹事（任期2年） 四電エンジニアリング株式会社  
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