
 

拠点大学交流事業  

平成２１年度 実施報告書  
 
１．拠点機関 

日 本 側 拠 点 大 学： 自然科学研究機構 核融合科学研究所 
（中国側）拠点大学： 中国科学院 等離子体物理研究所 

  
 
２．交流分野・研究テーマ 
（和文）： プラズマ・核融合 ～先進核融合炉の炉心と炉工学に関する研究～    

                （交流分野：  プラズマ・核融合   ）  
 
（英文）：Plasma and Nuclear Fusion  - Study of Plasma Confinement for advanced reactors and   

 Fusion Engineering - 
                 （交流分野： プラズマ・核融合   ）  

交流課題に係るホームページ：

http://www.nifs.ac.jp/collaboration/Japan-China/index-j.html 
 
３．開始年度 
  平成１３年度（９年度目） 
 
４．実施組織 
日本側実施組織 
 拠点大学：核融合科学研究所（NIFS） 
 実施組織代表者（所属部局・職・氏名）：核融合科学研究所・所長・小森 彰夫 
 コーディネーター（所属部局・職・氏名）：核融合科学研究所・教授・東井 和夫 
 協力大学：北海道大学，室蘭工業大学，岩手大学，東北大学，新潟大学，筑波大学， 

東京大学，東京工業大学，電気通信大学，富山大学，信州大学，岐阜大学，

静岡大学，名古屋大学，三重大学，京都大学，大阪大学，広島大学， 

山口大学，九州大学，長野工業高等専門学校，首都大学東京，大阪府立大学，

兵庫県立大学，日本原子力研究開発機構，慶応大学，上智大学，中央大学，

神奈川大学，東邦大学，中部大学，三重中京大学，大阪工業大学，摂南大学，

産業技術総合研究所 

 

 事務組織：核融合科学研究所管理部経営企画課 
 

様式８ 
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相手国側実施組織 
 （１）国（地域）名：中国 
    拠点大学：（英文）Institute of Plasma Physics, Chinese Academy of Science 
         （和文）中国科学院等離子体物理研究所（ASIPP） 
 実施組織代表者（所属部局・職・氏名）：（英文） 

Institute of Plasma Physics, Chinese Academy of Science 

Director・Li Jiangang 
コーディネーター（所属部局・職・氏名）：（英文） 

Institute of Plasma Physics, Chinese Academy of Science 

Assistant Director・Wang Kongjia 

 協力大学：（英文）University of Science and Technology of China(USTC); Institute 

of Modern Physics, Southwestern Institute of Physics(SWIP); 

Department of Material Science and Engineering; University of 

Science and Technology of Beijing; China Institute of Atomic 

Energy; Shanghai Institute of Ceramics; Institute of Applied 

Physics and Computational Mathematics(IAPCM); National Laser 

Physics Laboratory; Institute of Coal Chemistry; Tsinghua 

University; Northwest Normal University; Fudan University; 

Peking University; Shanghai Jiaotong University; Research Center 

of Laser Fusion, China Academy of Engineering Physics; Institute 

of Physics, Chinese Academy of Sciences; Shanghai Institute of 

Optics and Fine Mechanics; Purple Mountain Observatory; South 

Western Institute Nuclear Physics and Chemistry, China Academy 

of Engineering Physics; Dalian University of Technology; Huazhong 

University; Southeast University; Huazhong University of Science 

and Technology 

  
      （和文）中国科学技術大学，近代物理研究所，西南物理研究院，北京科学技術

大学，中国原子能科学研究院，上海セラミックス研究所，応用物理計

算数学研究所，高効率激光物理国家実験室，山西煤炭化学研究所，清

華大学，西北師範大学，復旦大学，北京大学，上海交通大学，レーザ

ー核融合研究センター，物理研究所，上海光学精密機械研究所（上海

研究所），紫金山天文台，四川材料技術研究所，大連理工大学，華中

大学，東南大学，華中科学技術大学 
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５．全期間を通じた研究交流目標 
核融合はエネルギー問題を解決する有力なエネルギー源として世界的規模で研究されて

いる。エネルギー問題は，資源の少ない日本及び，13 億の人口を抱えた中国において特に

重要である。中国では現在超伝導装置 HT-7 が稼働中であり，さらに新型超伝導トカマク

HT-7U を建設中である。日本においては，JT-60U 装置，TRIAM-1M 装置が稼働中である。ま

た，大型ヘリカル装置 LHD が稼働中である。 

 近年核融合研究は飛躍的に進歩し，実験炉建設の提案が具体的に議論される段階に来て

いる。しかしながら，大型化した実験炉の建設には，なお，時間と技術的開発を要する事

を考えれば，経済性のある先進炉の開発とエネルギー閉じこめに関する物理の解明を平行

して進めることが今後 10 年間の重要課題であるといえる。核融合科学研究所は等離子体物

理研究所との研究交流協定をもとに，10 年にわたる共同研究を推し進めてきた。今後は，

拠点大学交流事業計画に基づき西南物理研究院，北京の清華大学，物理研究所，その他の

研究所等に交流の範囲を拡大し，新たに，炉工学と理論シミュレーションを強化して核融

合の総合的共同研究を築こうとするものである。 

 日中の各研究拠点及び協力大学の持つ実験装置，研究施設及び人材を結集し，相補的研

究を遂行することにより，先進的炉心の最終的選択に必要な学術的な知見を得ることがで

きる。また，今後重要となる炉工学に関しては材料開発に関して組織化された開発研究が

行われるとともに，共同設計活動に基づき新概念を育成することができる。 

核融合研究は学際的研究であり，特に炉心の研究においてはプラズマ物理の理解が極め

て重要であった。理論シミュレーションの果たす役割は大きく，今後プラズマ・核融合学

を形成する非平衡の熱力学あるいは複雑系の科学の分野において学術的寄与を与える事が

できる。核融合プラズマの研究において原子分子過程がプラズマの特性と強く関与してお

り重要な研究課題である。ここで得られた知見は高温プラズマ計測やプラズマモデリング

の研究分野において重要な寄与をなす。核融合の周辺プラズマは工業応用プラズマと共通

点を持ち，この分野の知見の交換は社会経済的波及効果がある。慣性核融合は核融合研究

の中では特殊な位置を占めるが，今後超高密度プラズマの物理として新しい物理分野を切

り開く可能性がある。 

 

６．平成２１年度研究交流目標 
核融合科学研究所は，大学共同利用機関であると同時に，日中，日韓，日米などとの国

際共同研究を進めている。中国とは，等離子体物理研究所との研究所間協定をもとに，本

事業の拠点大学として，研究者交流，共同研究，セミナーを LHD 実験の初期段階から推進

している。本事業は残り 2 年となり，これまで数年をかけて準備を進めてきた課題で成果

があがっているものは引き続き確実に実施する。また，最近，大きく展開・進展が期待で

きる課題については，焦点を絞り，新たに実施する。これらの新規課題は，本事業終了後

も中国はもちろん韓国，インド等のアジア諸国も取り込んだ研究ネットワークの中での国
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際協力につながることを期待する。今後のアジア各国との連携の可能性については，今年，

日本で開催される第 7回アジア-プラズマ核融合連合の一般科学集会に参加するプラズマ・

核融合分野のアジア関係者と意見交換を行う予定である。 

今年度も，本事業で形成されてきた日中協力の研究ネットワークの更なる拡大と国際協

力の継続的な発展のため，日中の若手研究者を本事業の共同研究やセミナーに参加させる。 

次に，３つの主要研究分野における交流目標を述べる。 

●炉心プラズマ 

（課題 1）(1)昨年度製作の大電力定常高周波加熱源による EAST トカマクプラズマの ICRF

加熱実験を実施。(2) HT-7 と EAST におけるイオンバーンシュタイン波(IBW)加熱による閉

じ込め改善の理論検討。(3)HL-2AでのECH及びECCDによるMHD安定化と閉じ込め改善実験。 

(4) HL-2A の NBI システムの高性能化と EAST の NBI システムの検討を進める。 

（課題 2）中国の EAST，HL-2A 等を活用して，MHD 不安定性，高速イオン物理，粒子/不純

物輸送，計測開発，及び長時間放電制御に関する共同研究を実施する。日本側では LHD，QUEST

等を活用して，中国側との密接な連携を取ってこれらの重点課題の研究を進める。 

（課題 3）核融合炉に必要な定常運転下のプラズマ壁相互作用に関する共同研究を進める。

核融合炉に向けた高 Z 材のパーフォーマンス評価，対向材中のトリチウウム挙動の基礎研

究，ブランケット第一壁の挙動評価，ICRF 壁洗浄法の最適化実験，LHD で計画されている

重水素プラズマ実験や EAST での研究に反映させる。 

（課題 4）日中研究者の効果的な交流により，プラズマでの多様な原子分子過程データとプ

ラズマ診断・モデリングの研究を進める。昨年度から継続する課題に新たなトピックスも

取り込んで，共同研究を進める。共同研究を通じて日中双方の若手研究者の交流と国際的

研究者の育成を促す。本課題を主題とするセミナーを開催し，若い世代の研究者の参加を

促し，研究分野の紹介と彼らの研究に向けてのガイドラインを提供する。 

（課題 5）高気圧・非平衡プラズマ源に加えてさらに新しいプラズマ源の開発を行う。また，

環境改善技術の実用化等に必須の高圧力プラズマプロセス法の基盤の確立を目指す。 

（課題 6）上海光機研究所，中国科学技術大学，北京物理研究所，上海交通大学などと阪大，

宇都宮大学がレーザー相対論プラズマ物理，テラヘルツプラズマ物理，ターゲット工学に

おいて共同研究を展開する。新たに全分野から論文，国際会議発表などを行う。 

（課題 7）引き続き高速点火レーザー核融合に関連する相対論レーザープラズマ物理，爆縮

の流体シミュレーション，レーザーイオン加速，ならびにレーザー宇宙物理に関する理論

シミュレーションについて研究交流を行う。 

●核融合炉工学基礎研究 

（課題 8）(1)先進材料製造と高度化についての共同研究の促進，(2)溶接などの要素技術の

重要性を認識した共同研究の促進，(3)研究者，学生の交流による共同研究の促進である。 

（課題 9）先進核融合炉で切望される超伝導要素技術の中で， EAST 及び LHD の電流制御と

冷却制御，高温超伝導の核融合実験装置への応用等について重点的に共同研究を進める。 
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（課題 10）核融合炉ブランケット開発において重要であり，日中両国の研究課題の一つで

あるブランケット材料中でのトリチウム挙動をミクロ的な視点から実験および量子化学計

算により明らかにし，今後のブランケットの高度化に資する。特に固体増殖材料に注目し，

材料中での化学状態や欠陥とトリチウムを含む水素同位体の挙動との相関を明らかにする。 

（課題 11）ブランケットの燃料輸送，物質輸送の統合モデル構築，材料のデザインウィン

ドウを精緻化するための研究を推進する。また，最終年のまとめに向けた今後の重点項目

の絞込みの在り方について中国側機関と議論する。 

●理論・シミュレーションによる炉心プラズマ挙動の研究 

（課題 12）乱流輸送や MHD 現象に関する流体および運動論モデル発展させるとともに，中

国 SWIP のトカマク装置（HL-2A）実験とこれまで実施してきた理論・シミュレーション結

果を比較・検討する等の共同作業を実施する。 

（課題 13）トーラスプラズマの新古典輸送や電場形成，それらが乱流輸送に及ぼす影響な

どについて，中国 HL2A における乱流計測や帯状流・GAM に関する実験データ解析などを念

頭に共同研究を実施する。また，高エネルギー粒子駆動の MHD モードの解析を行う。 

（課題 14）核融合プラズマをはじめとする複雑性プラズマにおける自己組織化の物理を計

算機シミュレーションにより遂行する。また，レーザープラズマにおける構造形成や自己

組織化の物理解析と多階層シミュレーション手法の開発・改良を目指す。 

（課題 15）中国側のプラズマ閉じ込め装置 EAST 及び HL-2A での不純物，微粒子の輸送に関

する共同研究を推進して，不純物，微粒子の発生源を明らかにする。それらのプラズマ中

の振る舞いを解明するとともに主プラズマに対する影響等を，日本側で開発している境界

層プラズマモデルとモンテカルロ法により研究を進める。 
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７．平成２１年度研究交流成果 
７－１ 研究協力体制の構築状況 

これまで 8 年間の協力を通じて、両国でプラズマ・核融合分野の研究を行っているほと

んどすべての研究機関や大学との密接な研究ネットワークが構築されている。最近は、緩

やかではあるが着実にそのネットワークは拡充されてきている。これに加えて、新たにト

カマク装置 J-TEXT を完成させ磁場閉じ込め核融合プラズマ実験を開始した華中科学技術

大学（武漢）が、本拠点協力事業に本格的に加わった。J-TEXT は米国、テキサス大学から

譲り受け、改修を行って運転こぎつけた。中規模の研究用トカマクであり今後、日中間で

幅広い共同研究が期待できる。今年度、日本側から同大学を訪問し今後の共同研究の進め

方を議論するとともに、同トカマク用のための可視及び真空紫外分光装置設計について指

導を行った。次年度の研究協力やセミナー参加についての具体的打ち合わせを行った。 

なお、炉心プラズマカテゴリーの 2 課題の日本側キーパーソン 2 名の定年退職に伴い，

その後任を決めた。また，炉工学関連の課題の代表者 1 名も定年退職となったため後任を

決めた。 

これら新しいキーパーソンと課題代表者はこれまでも同課題で中心的役割を果たしてき

ており交流計画の作成と実施に活躍している。その他の課題のキーパーソンは前年度に引

き続いて担当しており，研究協力体制の構築に一切支障ない。 

 
７－２ 学術面の成果 

各研究分野での協力において日中両者はほぼ同等の貢献し，多くの成果が得られた。こ

のことは，本交流事業がすでに 9 年を経過し，着実に中国側が実力をつけてきた成果の現

れと言える。特に，「相手国からの貢献」及び「相手国への貢献」が顕著なものについては，

それぞれ分けて記述した。 

炉心プラズマ関連 

炉心プラズマの高性能化を目指して高温・高密度プラズマの閉じ込め制御，プラズマ加

熱技術と加熱物理，高度のプラズマ計測機器開発とそれによるプラズマ特性研究など幅広

い共同・協力研究が実施された。 

●相手国からの貢献 

多価イオン原子スペクトルや電子衝突過程に関して中国側の若手理論家が大きく貢献して，

優れた成果が得られた。レーザプラズマに関連して，阪大での光電離非平衝プラズマの実験解

析において優れた成果をあげ，Astrophysical Journal や Nature-Physics の論文として採択さ

れた。 

●相手国への貢献 

平成 19 年度から今年度にかけて，核融合科学研究所の全面的協力により，中国科学院等

離子体物理研究所において定常大電力(1.5MW)ICRF加熱用の大電力定常高周波加熱源が3台

製作された。今年度 EAST トカマクに 2 本の速波加熱アンテナがセットされて，1.5MW の大
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電力加熱を目指した実験が開始された。日本側からの提案で作成されたミリ波用グルーブ

ミラーにより，電磁波の偏光制御が可能になり，HL-2A トカマクで有効な電子加熱と関連物

理研究が進展した。日本側研究者の協力により，復旦大学における電子ビームイオントラ

ップ装置の技術開発が進んだ。 

●両者の分担による両者のほぼ同等の貢献 

LHD, EAST及びHL-2AトカマクならびにQUEST球状トカマクにおいて日中の研究者により，

電子加熱，中性子計測，高速粒子励起 MHD，エッジ不純物輸送，プラズマ密度揺動計測，エ

ッジ密度排出（Blob）等についての共同実験が行われ，多くの新しい成果が得られ，多く

の論文が公表あるいは投稿された。EAST 装置でのプラズマ壁相互作用研究は，我国の今後

の LHD 実験に直接的に役立つものである。研究成果の一部は ITPA SOL/Div トピカルグルー

プにおいて日中以外の装置との装置間比較実験装置として位置づけられた。 

実験と並行して計測開発等でも成果を挙げ，数編の論文を公表または投稿した。タング

ステン等の核融合炉用プラズマ対向材料の適合性評価，実機壁の損傷評価，トリチウム挙

動及び壁調整に関して，日中共同研究で次期装置にも貢献できる成果を得ることができた。

電子ビームイオントラップ装置に関する共同研究，多価イオン原子過程を用いた磁場閉じ

込めプラズマ診断について共同研究が行われた。 

理論面でも，多価イオン原子過程，高強度レーザー物質相互作用の原子過程について共

同研究が行われた。また，「プラズマ中の原子・分子過程」に関する日中セミナーが開催さ

れ，日中の研究動向の情報交換，これまでの共同研究の総括と今後の進め方などについて

議論が行われた。 

日本側のレーザー装置を用いて日中の研究者によりレーザープラズマ相互作用に関する

共同実験で成果をあげ，その成果を米国物理学会の招待講演として発表された。 

ターゲット開発では日中の強い連携により研究が進展し，多くの論文が生み出されてい

る。レーザー粒子加速，高速点火核融合のシミュレーション研究，クーロン爆発，及び光

電離非平衡プラズマ研究においては，日中間の若手研究者も含めた研究会を開催した。 

 

炉工学関連 

炉工学カテゴリーでは，日中研究者がほぼ対等な貢献により共同研究が進展した。  

●両者の分担による両者のほぼ同等の貢献 

中国からはブランケット材料を実際に日本に持ち込み試料とするとともに，日本では実

験計画や実験の進め方およびその評価手法について提案した。３元系固体増殖材料であり

中国が TBM で提案している Li4SiO4を用い，重水素イオン照射時の重水素滞留挙動について

明らかにした。 

また，結晶構造の異なる LiTaO3と Li3TaO4について結晶構造の違いによる重水素捕捉・滞

留挙動の違いを明らかにするため，TDS および FTIR 実験を行ない，重水素滞留量が大きく

異なるとともに OD 結合の存在状態も大きく異なることを示した。 
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トリチウム輸送解析においては，中国側からは，トリチウム輸送解析コードを，日本側

からブランケット構造設計データを提供し，対等に解析研究を進めた。材料研究では，双

方の候補材の特性比較を行なうことにより，成分や熱処理過程の差の効果が明らかになり，

双方の材料開発に貢献した。 

 

理論・シミュレーション関連 

トーラスプラズマの磁気流体的及び微視的不安定性，粒子・熱輸送，閉じ込め改善，複

雑性プラズマ及び周辺・ダイバータプラズマ関連の理論と数値解析コードの開発・改良，

ならびに実験データとの直接比較の共同研究が進展した。 

 

●相手国からの貢献 

ミクロからマクロまでの様々な物理過程を取り込んだ多階層シミュレーションコードや利

用環境の整備を進展させた。 

●相手国への貢献 

複雑性プラズマの自己組織化現象を支配する磁気リコネクション等のプラズマ基礎過程

の解明し，バーチャルリアリティ等の科学的可視化手法を教授した。 

●両者の分担による両者のほぼ同等の貢献 

核融合プラズマ中で発生する構造形成や自己組織化現象など，トーラスプラズマ理論モ

デルの妥当性や適用性に関する理解を深めた。 

日本側で開発したトーラスプラズマのコア・境界層・ダイバータ特性の基礎解析のモデ

ルとコードを中国側のプラズマ実験装置（EAST, HL-2A）に適用した。その段階で，中国側

からは実験条件や背景プラズマ配位などの詳細なデータが提示され，モデルの修正海流が

進展した。 

 

７－３ 若手研究者養成 

交流全体での 40 歳以下の若手研究者の延べ人数は，派遣で約 30％，受け入れで約 60％

に達しており，日中の若手育成にも大いに貢献している。また，本交流事業で開催したセ

ミナーや核融合科学研究所の主催で開催した「アジア冬の学校」には日中双方から若手研

究者が多数参加し，双方の研究内容について学ぶとともに，研究者相互の交流を深めて，

将来国際的な研究者になるうえで有益な体験の場を与えた。このような機会での，若手研

究者，特に大学院生間の「英語」での本格的議論の訓練が若手育成に有益であった。 

日中双方の大学院生を含む若手研究者の交流を行い，今後の母国での研究活動の進展に

寄与した。その結果として，現在，2 名の中国人大学院生（董 春鳳（DONG Chunfeng）総

研大・核融合科学専攻・博士課程 2年，及び，明 廷鳳（MING Tingfeng）総研大・核融合

科学専攻・博士課程 1年）が，核融合科学研究所にて勉学に励んでいる。 
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７－４ 社会貢献 

核融合研究は学際的研究であり広範な分野，特に超伝導技術，高周波技術，ビーム工学，

情報工学技術，プラズマによる排ガス処理や医療・バイオ技術への活用，レーザーターゲ

ット技術の医療応用，光還元，太陽光セル技術など，グリーンエネルギー，脱炭素社会に

向けた先進基盤技術として重要な社会貢献をしている。 

またこれは，プラズマ・核融合に直結したエネルギーばかりでなく，環境分野に対する

中国側の意識を格段に向上させ，エネルギーと環境を連動させた研究協力が広がりをみせ

た。 

本事業では，中国のプラズマ物理研究所や中国西南物理研究院を中心に，北京，上海，

成都，西安等の研究所・大学と交流しており，この分野では日本の貢献が中国によく知ら

れるようになった。 

静岡大学においては，理学部の研究室紹介において，中国との CUP による協力関係につ

いて紹介し，広く学生に中国との共同研究に関する活動について周知した。本 CUP プログ

ラム以外でも中国から研究者が来訪するようになり，共同研究の幅が広がった。 

核融合科学研究所においては，ホームページ等広報活動において，中国との CUP による

協力関係について紹介し，広く社会に中国との共同研究に関する活動について周知した。

招聘者が地元の国際親善活動にも参加するなどの地域貢献も行なわれた。 

また，JSPS と中国科学院 CAS との交流 30 周年記念事業において，これまでの活動概要を

講演し，関係分野以外の研究者や関係者にその重要性と今後の更なる展開の可能性を発信

した。さらに，この講演内容を「プラズマ・核融合分野における拠点大学方式日中交流事業」と題し

て，独立行政法人科学技術振興機構（JST）中国総合研究センターのホームページに記事を掲載

した。 

 

 

７－５ 今後の課題・問題点 

中国では予算を充実して核融合を進展させており，EAST および HL-2A というトカマク装

置が順調に成果を挙げつつある。これらの装置から，より良い成果を得るためにも更に共

同研究の重要性が高まっている。 

今後も人材交流を含む同様の事業を続けることが日本，中国双方から必要であるとの意

見が高く，本交流事業以後の中国を含めたアジア諸国との交流の展開を今から十分検討し

ておく必要がある。特に、磁場閉じ込め核融合分野では日本、中国に加え韓国でも装置を

構成する磁場発生コイルがすべて超伝導コイルの核融合実験装置（全超伝導装置）である

KSTAR が完成し、実験を開始している。また，韓国の研究者が中国科学院の全超伝導装置

EAST トカマクの実験に共同研究としてすでに参加している。一方、日本側は韓国の KSTAR

の支援と共同研究を行っている。このような状況を考えると、日本の全超伝導装置 LHD と

ともに EAST を有する中国, KSTAR を有する韓国との磁場閉じ込め核融合分野での今後の共
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同研究、学術交流の更なる展開が必要と考えられる。また、核融合研究は長期にわたる研

究のため若手研究者の育成がますます重要となる。今後の交流事業にも若手研究者の育成

も念頭に入れ、日中韓の共同研究拠点の形成による共同研究を推進することは 3 カ国にと

とって極めて有効である。さらに将来に向けては、超伝導装置の建設を進め同分野で力を

つけつつあるインドやアセアン諸国との連携による研究の展開と若手研究者育成が重要と

なろう。このように、これまでの日中の 2 国間交流から、日中韓による 3 カ国の新たな交

流への発展、さらに将来的には他の東アジア諸国をも加えた交流を、若手研究者育成も重

要な柱にすえて進めていくことが必要である。このような東アジア諸国との交流を、欧米

に先頭をきって進められるのではなく日本が主導することが大切である。本拠点交流事業

を通じて共同研究を進めている磁場閉じ込め分野以外の他のプラズマ関連分野においても、

このような近未来、さらにその先を見越した交流についての検討が始められている。この

ような動向も注視しておく必要があると思われる。 

 

 

７－６ 本研究交流事業により発表された論文 

  平成２１年度論文総数 129 本 

   うち，相手国参加研究者との共著 34 本 

   うち，本事業が JSPS の出資によることが明記されているもの 32 本 

（※ 詳細は別紙「論文リスト」に記入して下さい。） 
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８．平成２１年度研究交流実績概要 
８－１ 共同研究 

本事業を形成する３つの主要研究カテゴリーにおける各研究課題の交流実績を述べる。 
● 炉心プラズマ 

(課題 1) 日本から 7 名（51 人日）を中国科学院等離子体物理研究所(ASIPP；合肥)，及び

中国西南物理研究院（SWIP：成都）へ派遣し，プラズマ加熱装置と加熱実験の共同研究を

実施した。中国から 4 名（56 人日）を，核融合科学研究所（NIFS）及び日本原子力研究開

発機構（JAEA）で受入れ，プラズマ加熱機器の設計検討や特性試験ならびに LHD のプラズ

マ加熱実験を行った。 

(課題 2) 日本より 12 名を中国科学院等離子体物理研究所，中国西南物理研究院又は華中科

技大学に派遣し，中国より 17 名を受入れ，核融合科学研究所，日本原子力研究開発機構, 九

州大学応用力学研究所及び京都大学ヘリオトロン研究センターにおいて共同研究を実施し

た。 

(課題 3)核融合炉の対向材料としてのタングステン等の適合性や実機壁損傷の評価を行う

とともに，トリチウム挙動及び壁調整に関して，次期装置にも貢献できる成果を得た。特

に本年度は中国から徳島大学への滞在により堆積層のモデリングに関する成果も得た。 

(課題 4)電子ビームイオントラップ装置に関する共同研究，多価イオン原子過程を用いた磁

場閉じ込めプラズマ診断について共同研究が行われた。理論面でも多価イオン原子過程，

高強度レーザー物質相互作用の原子過程について共同研究が行われた。 

(課題 5) 中国から 3 名を受入れ，プラズマ処理カーボンナノチューブの環境汚染浄化への

応用等の研究を推進し，一方，日本から 3 名を派遣し大気圧プラズマの先端的応用，プラ

ズマのバイオ応用等に関する研究交流を行なった。 

(課題 6) 日本からレーザーとプラズマ相互作用に関して 4 名を派遣し，逆に 6 名を受け入

れて，それぞれ相対論レーザープラズマ相互作用，テラヘルツ生成，無衝突衝撃波形成，

ターゲット生成等の課題に関して共同研究を実施した。 

(課題 7)①レーザー粒子加速，②高速点火核融合のシミュレーション研究，③クーロン爆発，

及び④光電離非平衡プラズマの４つの分野で共同研究を行った。高速点火核融合のシミュ

レーション②においては，日中間の若手研究者も含めた研究会を開催した。 

 

● 核融合炉工学基礎研究 

(課題 8) 低放射化材料の分野では，中国から日本へ 3 名を招聘し，原子空孔型ループの形

成状況の観察等の共同研究を実施した。日本から中国へ 3 名派遣し，新規技術である回転

摩擦溶接技術の調査，SiC/SiC 複合材料の原料等の調査などを実施した。 

(課題 9) 中国科学院等離子体物理研究所，中国西南物理研究院等から 8 名を核融合科学研

究所に招聘し，密結合超伝導コイル郡の高精度電流制御，ITER 用 HTS 68kA 電流リード等に

ついて，最新の研究情報の交換と議論を行った。また，日本から 5 名を派遣し上記の課題
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についての共同研究を実施した。 

(課題 10)3 元系固体増殖材料であり中国が TBM で提案している Li4SiO4を用い，重水素イオ

ン照射時の重水素滞留挙動について明らかにした。 また結晶構造の異なるLiTaO3と Li3TaO4

について結晶構造の違いによる重水素捕捉・滞留挙動の違いを明らかにするため，TDS およ

び FTIR 実験を行ない，重水素滞留量が大きく異なるとともに OD 結合の存在状態も大きく

異なることを示した。 

(課題 11)トリチウムの第一壁，ブランケット，回収系の輸送解析，中国で試作した低放射

化フェライト鋼と日本の候補材との強度特性の比較検討，液体増殖材による耐食特性の試

験環境依存性および候補材間の比較を行い，炉寿命設計の高度化を進めることができた。 

 

● 理論・シミュレーションによる炉心プラズマ挙動の研究 

(課題 12) 日本から 2名を，中国西南物理研究院に派遣するとともに，中国から 2名 (北京

大学および ASIPP)を京都大学及び東京大学に招聘し，磁場閉じ込めプラズマ中の微視的お

よび電磁流体力学(MHD)不安定性に関する理論・シミュレーション研究を実施した。 

(課題 13) 日本から 2名が，中国西南物理研究院を訪問し，トロイダルプラズマの微視的不

安定性とプラズマ流効果の理論研究を実施した。 

(課題 14)日本側から 2 名の研究者を中国に派遣し，中国から 3 名の研究者を日本に招へい

し，日中双方の研究者の参加によるセミナーを応用物理計算数学研究所（北京市），上海交

通大学(上海市)及び核融合科学研究所（土岐市）で実施した。さらに，このセミナーの講

演を基調に複雑性プラズマにおける自己組織化の物理に関する計算機シミュレーション研

究に関する学術交流と共同研究を実施した。 

(課題 15)日本側で開発された簡易 Core-SOL-Divertor モデルを HL-2A プラズマに適用し

て稼働範囲を調べ，HL-2A 周辺プラズマ領域での微粒子の挙動を解析して壁から生成され

た微粒子のダイバータ上での速度および再付着条件を求めた。また，EAST, HL-2A プラズ

マ中での不純物生成，輸送，再堆積の共同研究に着手した。 

 

 

８－２ セミナー 

今後の共同研究の有効な展開と本交流の成果のまとめ方を議論するため下記のセミナー

を実施した。 

・「JSPS-CAS 拠点大学交流事業プラズマ中の原子・分子過程に関する日中セミナー」 

西安（中国）において開催し，日本側より 11 名の研究者がセミナー開催枠により， 

7 名の研究者が共同研究枠等によりセミナーに参加し，発表と今後の共同研究について 

の討論を行った。中国側は国内経費を使用して 9名の研究者がセミナーに参加した。 

 

 



 

 13

８－３ 研究者交流（共同研究，セミナー以外の交流） 

平成 21 年 7 月に中国科学院等離子体物理研究所において，両国のコーディネーター，サ

ブコーディネーター，中国科学院担当者及び各カテゴリーのキーパーソン等が集まり，平

成 21 年度事業計画の報告及び実施状況の確認を行うとともに，各カテゴリーで実施する研

究の進捗状況について意見交換を行った。 

また，平成 22 年 2 月に静岡県熱海市において，日本側の国内委員会を実施するとともに，

両国のコーディネーター，サブコーディネーター，中国科学院担当者及び各キーパーソン

の出席のもと，平成 21 年度事業における実施総括と平成 22 年度計画の策定等運営に必要

な企画立案を行うとともに，研究交流の規模や実施内容等について意見交換を行った。 
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９．平成２１年度研究交流実績人数・人日数 
９－１ 相手国との交流実績 

         

          派遣先 

派遣元 

日本 

<人／人日> 

中国 

<人／人日> 

 

<人／人日> 

合計 

<人／人日> 

日本 

<人／人日> 

実施計画  70/525  70/525 

実績 74/479  74/479 

中国 

<人／人日> 

実施計画 73/927   73/927 

実績 82/960  82/960 

 

<人／人日> 

実施計画     

実績    

合計 

<人／人日> 

実施計画 73/927 70/525  143/1,452 

実績 82/960 74/479  156/1,439 

 

 

 

９－２ 国内での交流実績 

実施計画 実  績 

   0／0  <人／人日>   26／50   <人／人日> 
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１０．平成２１年度研究交流実績状況 
１０－１ 共同研究 

整理番号 R－1 研究開始年度 平成 18 年度 研究終了年度 平成 22 年度 

研究課題名 （和文）高性能炉心プラズマ閉じ込め・維持のための高度加熱法の開発

（英文）Development of Advanced Plasma Heating for High Performance 

Plasma Confinement 

日本側代表者 

氏名・所属・職 

（和文）熊沢隆平・核融合科学研究所・教授 

（英文）KUMAZAWA Ryuhei・National Institute for Fusion Science・

Professor 

相手国側代表者 

氏名・所属・職 

GAO Xiang,  中国科学院等離子体物理研究所 教授 

YAN Longwen,   中国西南物理研究院 教授 

交流人数 

（※日本側予算に

よらない交流につ

いても，カッコ書き

で記入のこと。） 

① 相手国との交流 

派遣先 

派遣元 

日本 中国  計 

<人／人日> <人／人日> <人／人日> <人／人日>

日本 

 <人／人日> 

実施計画  7/49  7/49 

実績 7/51  7/51 

中国 

<人／人日> 

実施計画 4/77   4/77 

実績 4/56  4/56 

 

<人／人日> 

実施計画     

実績    

合計 

<人／人日> 

実施計画 4/77 7/49  11/126 

実績 4/56 7/51  11/107 

② 国内での交流   0/0    人／人日 

２１年度の研究

交流活動及び成

果 

 

平成 21 年度は，トカマク及びヘリカル装置における炉心プラズマの

高効率加熱・電流駆動，及び分布制御によるプラズマ閉じ込め性能の向

上と定常保持を最終目標として，プラズマ加熱および電流駆動に関連し

た研究を実施した。具体的には，ICRF, ECH, ECCD 及び NBI の単独，あ

るいは複合使用により高安定で高閉じ込めプラズマ生成を狙った研究

を前進させた。このため，これら基幹のプラズマ加熱機器の信頼性向上

とともに高電力・長パルス化，電力変調性能の確保を図り技術開発とプ

ラズマ実験を推進することができた。 

今年度の主要研究交流活動および成果は，以下のとおりである。 

（１）EAST における大電力 ICRF 加熱実験のための大電力定常高周波加

熱源の調整 

（２）定常大電力出力高周波加熱源の出力調整のためのフィードバック

制御 
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（３）EAST の速波励起アンテナの整合整合実験。複素共役アンテナシス

テムの関する検討 

（４）HL-2A における大電力 ECH 実験。中心電子温度 5keV 達成。ティア

リングモードの抑制。 

（５）ECH 電力出力測定法の確率 

（６）NBI 加熱ビームの実験および設計：EAST 用 NBI の概念設計，及び，

LHD #5NBI 建設への参加 

これらのプラズマ加熱法により，コアプラズマの高閉じ込め・高ベー

タプラズマの定常保持のための手法の開発に貢献できた。 

日本側参加者数  

37 名 （１３－１ 日本側「参加研究者リスト」を参照） 

中国参加者数 

11 名 （１３－２ 中国側「参加研究者リスト」を参照） 
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整理番号 R－2 研究開始年度 平成 13 年度 研究終了年度 平成 22 年度 

研究課題名 （和文）高性能炉心プラズマ閉じ込めのための計測及び制御法の開発 

（英文）Development of Diagnostic and Control Methods for High 

Performance Plasma Confinement 

日本側代表者 

氏名・所属・職 

（和文）森田 繁・核融合科学研究所・教授 

（英文）MORITA Shigeru・ National Institute for Fusion Science・

        Professor 

相手国側代表者 

氏名・所属・職 

GAO Xiang・中国科学院等離子体物理研究所・教授 

YAN Longwen・西南物理研究院・教授  

交流人数 

（※日本側予算に

よらない交流につ

いても，カッコ書き

で記入のこと。） 

① 相手国との交流 

派遣先 

派遣元 

日本 中国  計 

<人／人日> <人／人日> <人／人日> <人／人日>

日本 

 <人／人日> 

実施計画  10/94  10/94 

実績 12/100  12/100 

中国 

<人／人日> 

実施計画 12/140   12/140 

実績 17/201  17/201 

 

<人／人日> 

実施計画     

実績    

合計 

<人／人日> 

実施計画 12/140 10/94  22/234 

実績 17/201 12/100  29/301 

② 国内での交流    0/0   人／人日 

２１年度の研究

交流活動及び成

果 

 

平成 21 年度は本拠点事業後半の 4 年目となり，若手研究者の育成と

共に，日中双方での形となって現れる共同研究の進展と成果が，より一

層求められた。そのため，これまでの日中双方の共同研究の経験を踏ま

え，成果が期待できそうなテーマについて新規計画を含めて昨年度以上

に重点的に共同研究を実施する必要があった。平成 20 年度は日本国内

でこれまで本共同研究を支えてきた JT-60U がその活動を停止した為，

計測・加熱装置の充実した大型装置は LHD のみとなった。しかし，平成

21 年度は新装置 QUEST（九州大学）が本格稼動し，本装置を利用した新

規共同研究を加え，日本国内での共同研究の自由度を確保できた。 

 一方，中国側では超伝導トカマク HT-7 に加え，H18 年 10 月に初稼動

した全超伝導トカマク EAST（中国科学院等離子体物理研究所）が本格的

な実験に向け順調に計画を進めており，定常放電実現に向けた真空対向

材料の高耐熱化を完了し，ダイバータ放電を初めて実現した。また，

HL-2A トカマク（中国西南物理研究院）もリミター及びダイバータ配位
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での本格的な装置運転を開始し，H モード放電を達成した。更に中国に

おける核融合研究の第 3 拠点として華中科技大学（武漢）において

J-TEXT トカマク装置が新規稼動を開始した。以上のように中国側の研究

も新しい局面に差し掛かっており，これに応じた新規の共同研究の展開

が期待された。 

 以上の事柄を念頭に置き日中双方の主な5ヶ所の現有装置を共同研究

の柱として設定し，新規計画を含めて併せて実施した。当初設定した研

究課題に対する具体的な成果は以下の通りである。 

  

（１）内部輸送障壁モードや Hモード等，改善閉じ込めモードの安定保

持やその特性に関する実験研究と物理機構解明。 

LHD における内部輸送障壁を伴った高密度プラズマの急激な圧力上

昇によって磁気面が統計的磁場に変化することが最近理論的に予測

された。このため新たに共同研究を開始し，中国科学院等離子体物理

研究所，及び，中国西南物理研究院から若手研究者が LHD 実験に参加

した。解析結果は理論予測を支持するものであったが，それを確定す

るためには今後の更なる研究継続が必要となる。HL-2A での H モード

放電の新たな実現に伴い，リミター放電とダイバータ放電での比較実

験を行った。リミター実験では Hモードが達成されず，改めて周辺粒

子制御の重要性を確認した。 

（２）MHD やプラズマ揺動を中心とした不安定性の理解と克服への模索。

QUEST 装置の本格運転に伴い，Blob と呼ばれる周辺密度の間欠的な

放出が HL-2A トカマクとの比較研究として行われた。中国西南物理研

究院からこれを専門とする研究者が共同研究に参加し，高速度カメラ

の画像を解析することにより，QUEST のような球状トカマクでも周辺

部で Blob が発生していることを発見した。LHD でも同様な現象は観測

されており，今後の研究の進展が期待される。 

（３）プラズマ性能向上のための分光計測を柱とする周辺粒子制御法の

開発。 

プラズマ周辺部の不純物輸送を解明するためにHL-2Aトカマクで空

間分解直入射 VUV 分光器を日本側研究者と共同で開発していたが，ひ

とまず作業が完結し，その成果を米国 RSI 誌に共同発表した。また，

H モード放電時に周辺不純物がより抑制されることを発見した。成果

をヨーロッパプラズマ物理会議で発表することにした。 

（４）高速粒子の振舞いと MHD 挙動との関連。 

中国西南物理研究院の若手研究者の参加を得て，高速イオンの閉じ



 

 19

込めに関する実験を行った。データを解析したところ，古典的な閉じ

込め則に従うことが判明した。この結果を中国 Physics Letter 誌に

公表した。また，EAST での高速粒子励起 MHD 現象を研究するために名

古屋大学大学院博士課程大学院生が参加した。特に電流駆動で生じる

高速電子と MHD 現象との関連について研究を発展させた。 

（５）実験研究進展のための基盤計測機器の高性能化。 

EAST トカマクでは高熱負荷下での長時間放電の実現のためには不

純物問題を克服することが大きな課題となっている。これを解決する

ために軟X線 PHA装置を用いた不純物計測について共同研究を計測機

器の充実している LHD 装置を用いて行った。中国から若手研究者が参

加し，計測装置の駆動機構やノイズ対策等の機器そのものに関する性

能向上対策やデータ解析のための不純物輸送コードの使用について

情報を交換した。また，データ処理の高性能化のために共同研究を行

った。 

（６）物理機構解明のための先進的計測機器の開発研究。 

EAST の TV トムソン散乱計測機器の開発に関して，中国科学院，科

学技術大学博士課程大学院生及び中国科学院等離子体物理研究所の

若手研究者が日本側専門家と共同研究を継続した。ようやく装置を

EAST トカマクに取り付け計測を開始できる段階に到達した。今後，デ

ータが取得できれば EAST プラズマの物理理解に関して大きな進展と

なる。 

また，EAST での電流駆動プラズマの高エネルギー電子が放出する硬

X 線の 2 次元画像を観測するための共同研究を中国若手研究者の参加

を得て行った。この成果をトカマク内側（高磁場側）での硬 X線像観

測に応用し，逃走電子との関連を研究することが可能となった。 

 

以上の研究成果は新たな共同研究成果の論文化に向けた作業を加速

すると共に核燃焼を指向した ITER 等の次期装置への実験研究に寄与す

る。本共同研究の一環として，中国から日本に留学していた総合研究大

学の博士課程学生が学位を取得した。 

日本側参加者数  

53 名 （１３－１ 日本側「参加研究者リスト」を参照） 

中国側参加者数 

23 名 （１３－２  中国側「参加研究者リスト」を参照） 
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整理番号 R－3 研究開始年度 平成 13 年度 研究終了年度 平成 22 年度 

研究課題名 （和文）核融合炉におけるプラズマ・壁相互作用と対向材料研究 

（英文）Study on Plasma-Surface Interactions and Plasma Facing 

Materials 

日本側代表者 

氏名・所属・職 

（和文）日野 友明・北海道大学大学院工学研究科・教授 

（英文）HINO Tomoaki・Graduate School of Engineering, 

 Hokkaido University・Professor 

相手国側代表者 

氏名・所属・職 

CHEN Junling・中国科学院等離子体物理研究所・教授 

交流人数 

（※日本側予算に

よらない交流につ

いても，カッコ書き

で記入のこと。） 

① 相手国との交流 

派遣先 

派遣元 

日本 中国  計 

<人／人日> <人／人日> <人／人日> <人／人日>

日本 

 <人／人日> 

実施計画  5/42  5/42 

実績 6/42  6/42 

中国 

<人／人日> 

実施計画 7/113   7/113 

実績 8/120  8/120 

 

<人／人日> 

実施計画     

実績    

合計 

<人／人日> 

実施計画 7/113 5/42  12/155 

実績 8/120 6/42  14/162 

② 国内での交流    0/0   人／人日 

２１年度の研究

交流活動及び成

果 

 

平成 21 年度は，以下の 4課題について，実験研究を実施した。 

（１）次期装置のプラズマ対向壁材料と特性評価 

最近，中国側では，核融合実験炉に向けたタングステン被覆黒鉛材

料を開発しており，この耐プラズマ特性と表面真空特性を解明する必

要がある。これらの共同研究を実施して，表面特性を調べた。次期装

置のプラズマ対向壁用材料としての適合性を検討した。 

（２）トリチウム増殖材（Li4SiO4）の脱ガス特性に関する評価 

中国西南物理研究院で作成された Li4SiO4材を北海道大学 ECR 装置

で重水素を照射し，その後昇温脱離法による脱ガス特性の評価を行っ

た。多くの場合，打ち込まれた重水素は HD の形で捕捉されているこ

とが明らかとなった。 

（３）HT-7 及び EAST のダスト評価 

LHD で従来行われている採取ダストに対する表面分析表を用いた

ダスト評価を HT-７および EAST で開始することなり，日本から中国
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への派遣によりダスト採取へ参加し，後日中国から日本への派遣によ

り表面分析法による分析手法の習得を行った。初期データとして一部

のダストを走査型電子顕微鏡（SEM）で分析し Si,B が含まれた 10 ミ

クロン程度のダストであることを明らかにした。 

（４）モデリングによる堆積層成長の評価 

徳島大学・大宅先生のグループで開発している EDDY コードを用い

て，EAST 装置のプラズマ対向壁材料による堆積層の評価を行った。

EAST では Si,B がドープされた黒鉛を使用しているため，純黒鉛の場

合と Si ドープ黒鉛の場合に関してダイバータ近傍への堆積層成長に

関し計算を行った。スパッタ率の違いによる影響が計算結果から明確

に得られた。 

上記（１）～（４）の成果は，LHD の重水素放電及び中国の EAST 装置

に適用でき，どちらの装置においてもプラズマ閉じ込め特性の向上及び

プラズマ対向壁洗浄に貢献できるものである。今後の実験炉や原型炉に

対しても直接的に寄与するものである。 

日本側参加者数  

6 名 （１３－１ 日本側「参加研究者リスト」を参照） 

中国側参加者数 

11 名 （１３－２ 中国側「参加研究者リスト」を参照） 
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整理番号 R－4 研究開始年度 平成 13 年度 研究終了年度 平成 22 年度 

研究課題名 （和文）プラズマ中の原子分子過程 

（英文）Atomic and molecular processes in plasma 

日本側代表者 

氏名・所属・職 

（和文）中村信行・電気通信大学・准教授 

（英文）NAKAMURA Nobuyuki・University of Electro-Communications・

Associate Professor 

相手国側代表者 

氏名・所属・職 

XIAO Bingjia・中国科学院プラズマ物理研究所・教授 

交流人数 

（※日本側予算に

よらない交流につ

いても，カッコ書き

で記入のこと。） 

① 相手国との交流 

派遣先 

派遣元 

日本 中国  計 

<人／人日> <人／人日> <人／人日> <人／人日>

日本 

 <人／人日> 

実施計画  3/21  3/21 

実績 3/18  3/18 

中国 

<人／人日> 

実施計画 5/66   5/66 

実績 6/74  6/74 

 

<人／人日> 

実施計画     

実績    

合計 

<人／人日> 

実施計画 5/66 3/21  8/87 

実績 6/74 3/18  9/92 

② 国内での交流     0/0  人／人日 

２１年度の研究

交流活動及び成

果 

 

平成 21 年度の成果として，おおむね計画通りに実施できた。 

本研究に対して，中国応用物理計算数学研究所（北京）からの若手研

究者の参加が増え，研究内容にも拡がりがあった。 

西北師範大学（蘭州）も，この分野については，多くの学生を擁して

おり，理論研究では国際的に定評がある。これらの研究機関を相手に理

論面での研究交流が定着しつつあり，実験研究でも電気通信大学や首都

大学東京を中心とした多価イオン物理研究について中国側の理論家と

の共同研究を行い，優れた成果があがった。 

その他，プラズマ診断やモデリングについて中国科学院等離子体物理

研究所との共同研究も着実に進んでいる。 

なお，具体的な成果は以下の通りである。 

（１） 電子ビームイオントラップ（EBIT）を用いた多価イオン原子過

程の研究 

電気通信大学と復旦大学（上海）の担当者が協力し，復旦大学の EBIT

装置の改良が進んだ。電気通信大学の EBIT 装置で行われた多価イオ
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ンの二電子性再結合測定結果の理論解析を中国応用物理計算数学研

究所（北京）の理論家と協力して行い，優れた成果が得られた。 

（２） 多価イオン－原子衝突での電荷交換発光スペクトル解析 

首都大学東京で行われている多価イオン－原子衝突での荷電交換

発光スペクトルの解析を中国応用物理計算数学研究所の理論家を招

へいして行い，優れた成果が得られた。 

（３） 不純物イオンの衝突輻射モデルの開発とプラズマ診断へ応用 

核融合科学研究所に中国科学院等離子体物理研究所の担当者を招

へいし，炭素多価イオンの紫外・可視域スペクトル線強度比を用いた

EAST トカマク装置のプラズマ診断について共同研究の打合せを行っ

た。 

（４） ダイバータ模擬装置を用いた中性粒子輸送の研究 

東京大学のダイバータ模擬装置（MAP-II）で行われている中性粒子

輸送の研究について，中国科学院等離子体物理研究所の担当者を招へ

いして共同研究が行われた。 

（５） 高強度レーザープラズマの原子過程の研究 

核融合科学研究所と中国応用物理計算数学研究所の担当者が協力

して，高強度レーザー相互作用による金属材料の誘電応答を計算する

プログラムコードの開発が行われた。 

（６） 多価イオン原子過程の理論研究 

北里大学と西北師範大学（蘭州）の担当者により，多価イオン原子

過程の理論研究での日中協力について打合せが行われた。 

日本側参加者数  

15 名 （１３－１ 日本側「参加研究者リスト」を参照） 

中国側参加者数 

34 名 （１３－２  中国側「参加研究者リスト」を参照） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 24

整理番号 R－5 研究開始年度 平成 20 年度 研究終了年度 平成 22 年度 

研究課題名 （和文）環境応用と表面工学のための高圧力プラズマ源の開発 

（英文）Development of High Pressure Plasmas for Environmental 

Application and Materials Processing 

日本側代表者 

氏名・所属・職 

（和文）畠山 力三・東北大学大学院工学研究科・教授 

（英文）HATAKEYAMA Rikizo・Graduate School of Engineering,  

Tohoku University・Professor 

相手国側代表者 

氏名・所属・職 

WANG Xiaogang・北京大学・教授 

MENG Yuedong・中国科学院等離子体物理研究所・教授 

交流人数 

（※日本側予算に

よらない交流につ

いても，カッコ書き

で記入のこと。） 

① 相手国との交流 

派遣先 

派遣元 

日本 中国  計 

<人／人日> <人／人日> <人／人日> <人／人日>

日本 

 <人／人日> 

実施計画  3/30  3/30 

実績 3/25  3/25 

中国 

<人／人日> 

実施計画 3/36   3/36 

実績 3/36  3/36 

 

<人／人日> 

実施計画     

実績    

合計 

<人／人日> 

実施計画 3/36 3/30  6/66 

実績 3/36 3/25  6/61 

② 国内での交流   0/0  人／人日 

２１年度の研究

交流活動及び成

果 

 

中国側から WANG 教授（中国科学院等離子体物理研究所）が静岡大（永

津教授）に滞在し，カーボンナノチューブ(CNT)の環境汚染浄化への応

用に向けて，プラズマ処理によりその表面に機能性基のポリマーをグラ

フトし，高い吸着力と水等への分散性を有する CNT に変形する実験計画

を詳細に検討した。これを踏まえて今後の共同研究について種々意見交

換を行った。 

 また，NI 研究員（中国科学院等離子体物理研究所）が名古屋大学（豊

田教授）を訪問し，高密度プラズマ源としての表面波励起マイクロ波プ

ラズマを用いることによる太陽電池薄膜形成プロセシングの診断法を

主とする要素技術を詳細に調査した。マイクロ波投入窓材として石英の

代わりにアルミニウムを用いると水分の混入を完全に抑制することが

できる結果，SiH4/GeH4/H2プラズマを用いて高結晶性の SiGe 膜形成が可

能であることが分かった。 

 さらに，SHEN 研究員（中国科学院等離子体物理研究所）が名古屋大学
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（松村教授）に滞在し，プラズマトーチジェットの工業応用を目的に，

4MW の高電力供給ための制御・保護システムの最適化，及び窒素と水素

放電下でのプラズマ負荷特性の調査を行った。その結果，中国での石炭

を熱分解してアセチレンに変換するプロジェクトに有用な，プラズマト

ーチへの高電力供給と負荷特性の相互制約関係についての詳細な議論

を行うことができた。 

 一方，日本側からは小駒教授（上智大学）が大連理工大学及び大連海

事大学を訪問し，大気圧プラズマの基礎とナノパウダー表面処理や薄膜

堆積等の応用について 3回の講演を行ったところ，大変活発な質疑応答

が展開され，中国における大気圧プラズマに関する大きな反響を得た。

大連理工大学物理系では，自主製作のマイクロ波電源と二周波数複重

電源を用いた大気圧プラズマの生成と吹き出し放電，誘電体を使用しな

い RF グロー放電装置の開発等の高い水準の研究が成されていることが

分かった。 

 また，平田准教授（東京都市大学）は大連理工大学の State Key 

Laboratory に滞在し，プラズマ処理による生体適合性の向上と表面処

理，及び大気圧プラズマによる細胞/生体組織の活性化に関する特別講

演を行い，学生も含めた質疑・応答によるバイオ関連共同研究に関する

意見交換を行い，続いて，当該プラズマ研究部門で行われているマグネ

トロン型スパッタリング装置を用いた薄膜形成，誘電体バリア放電を用

いた有機物表面の改質，カーボンナノコイル合成に関する研究の有効・

波及効果と将来性についての討論も行った。 

 さらに，豊田教授（名古屋大学）が復旦大学を滞在し，中国側で推進

しているプラズマ CVD 用マイクロ波プラズマ源の研究に，自身のこれま

での誘電体構造，アンテナ構造に関する詳細な成果を導入することによ

り，より低圧力，かつ，より高気圧下で安定動作が可能な高性能プラズ

マ源開発に必須である新たなアンテナ構造設計に関する指針を得るた

めの詳細な共同研究討論を行った。 

復旦大学ではこのプラズマ気相成長技術関連の研究の他にも，光源へ

のマイクロ波技術の応用等マイクロ波を用いた新しい応用分野の研究

も進めていることが分り，今後の研究展開に非常に参考になった。 

日本側参加者数  

16 名 （１３－１ 日本側「参加研究者リスト」を参照） 

中国側参加者数 

16 名 （１３－２ 中国側「参加研究者リスト」を参照） 
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整理番号 R－6 研究開始年度 平成 18 年度 研究終了年度 平成 22 年度 

研究課題名 （和文）超高密度プラズマ（慣性核融合）に関する研究 

（英文）Study of Ultrahigh Density Plasma (Inertial Confinement

Fusion) 

日本側代表者 

氏名・所属・職 

（和文）田中 和夫・大阪大学大学院工学研究科／レーザーエネルギー

学研究センター・教授 

（英文）TANAKA Kazuo・Graduate School of Engineering / Institute 

of Laser Engineering, Osaka University・Professor 

相手国側代表者 

氏名・所属・職 

SHENG Zhengming・上海交通大学・教授 

交流人数 

（※日本側予算に

よらない交流につ

いても，カッコ書き

で記入のこと。） 

① 相手国との交流 

派遣先 

派遣元 

日本 中国  計 

<人／人日> <人／人日> <人／人日> <人／人日>

日本 

 <人／人日> 

実施計画  4/19  4/19 

実績 4/19  4/19 

中国 

<人／人日> 

実施計画 5/45   5/45 

実績 6/49  6/49 

 

<人／人日> 

実施計画     

実績    

合計 

<人／人日> 

実施計画 5/45 4/19  9/64 

実績 6/49 4/19  10/68 

② 国内での交流    0/0   人／人日 

２１年度の研究

交流活動及び成

果 

 

 レーザーとプラズマ相互作用に関して羽原，坂和（大阪大学），湯上

（宇都宮大）長井（東工大）が，それぞれ相対論レーザープラズマ相互

作用，レーザープラズマによる無衝突衝撃波形成，テラヘルツ生成，タ

ーゲット生成に関して中国を訪問し共同研究を実施した。GU(South East 

Univ),Zhaozongqing, Zhang(RCLF), Lei(SIOM), Zheng(USTC)及び QUANG 

(IOP) がそれぞれターゲット製作，相対論レーザープラズマ相互作用，

無衝突衝撃波形成に関して日本を訪問し共同研究を実施した。成果とし

ては，13 本の論文が出版され，さらに Physical Review Letters への論

文掲載も予定されている。若手の共同研究も実施された。 

日本側参加者数  

6 名 （１３－１ 日本側「参加研究者リスト」を参照） 

中国側参加者数 

8 名 （１３－２ 中国側「参加研究者リスト」を参照） 
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整理番号 R－7 研究開始年度 平成 18 年度 研究終了年度 平成 22 年度 

研究課題名 （和文）慣性核融合プラズマの理論・シミュレーション 

（英文）Theory and simulation on Inertial Fusion Plasmas 

日本側代表者 

氏名・所属・職 

（和文）高部英明・大阪大学レーザーエネルギー学研究センター・教授

（英文）TAKABE Hideaki・Institute of Laser Engineering, 

Osaka University・Professor 

相手国側代表者 

氏名・所属・職 

ZHU Shaoping・応用物理計算数学研究所・教授 

SHENG Zhengming・上海交通大学・教授 

交流人数 

（※日本側予算に

よらない交流につ

いても，カッコ書き

で記入のこと。） 

① 相手国との交流 

派遣先 

派遣元 

日本 中国  計 

<人／人日> <人／人日> <人／人日> <人／人日>

日本 

 <人／人日> 

実施計画  4/16  4/16 

実績 5/20  5/20 

中国 

<人／人日> 

実施計画 7/52   7/52 

実績 7/49  7/49 

 

<人／人日> 

実施計画     

実績    

合計 

<人／人日> 

実施計画 7/52 4/16  11/68 

実績 7/49 5/20  12/69 

② 国内での交流   0/0    人／人日 

２１年度の研究

交流活動及び成

果 

 

（１）川田重夫/Kong Qing 

復旦大学及び上海交通大学とは長年に渡りレーザー粒子加速及びプ

ラズマとの相互作用に関する共同研究を継続しており，平成21年度は高

強度のレーザーによる電子加速について集中的に研究を行った。その結

果，用いるレーザーモードにより生成される電子ビームのパラメータに

大きな違いが出ること，また近い将来にわたるレーザー強度において，

通常の条件下では，放射損失は無視できることが確認された。 

（２）坂上仁志/長友英夫/城崎知至/Sheng Zheng Ming 

Sheng 教授のグループでは，レーザー応用のための粒子コードによる

解析が盛んに行われており，特に，レーザーと表面プラズマの相互作用

の研究は，新たな光学デバイスとしての可能性を秘めており，非常に興

味深かった。また，レーザー核融合の高速点火における高エネルギー密

度に関する粒子コードによる研究についても議論でき，今後の共同研究

を進める上で非常に有益であった。 

（３）坂上仁志/ Sheng Zheng Ming 
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中国からの3 名の先生方が滞在中に，核融合研にてレーザープラズマ

シミュレーションのワークショップを開催した。 

大阪大学，京都大学，摂南大学及び名古屋大学からも参加者があり，

慣性核融合プラズマの理論シミュレーション研究を行っている日中の

主要な研究者が一堂に会することになり，この分野における交流を大い

に促進できた。 

（４）村上匡且/Yu Wei 

クーロン爆発により生じる電子とイオンのエネルギースペクトルを

定量的に評価するための理論・シミュレーションの共同研究を行なっ

た。その結果，クラスターの構成元素とイオンのエネルギースペクトル

の間の相関があきらかとなった。 

（５）村上匡且/Wu Junfeng 

大阪大学が提案した衝撃点火ターゲットの２次元流体シミュレーシ

ョンを行なった。その結果，入射レーザーパラメータとインパクターの

加速ダイナミクスの関係を明らかにするとともに，最大速度，アブレー

ション圧力等の主要物理パラメータに対する比例則が得られた。 

（６）高部英明/Wang Feilu 

招聘した WANG Feilu は学術振興会の特別研究員として 2 年間にわた

り，大阪大学にて共同研究を行い，開発した光電離非平衡のシミュレー

ション・コードを用いて，日中共同研究の実験解析を行なった。その成

果として，「光電離プラズマの実験解析」１件（Nature-Physics)と「光

電離プラズマの理論解析」１件について，それぞれ学会誌へ投稿し，掲

載可能となった。 

日本側参加者数  

6 名 （１３－１ 日本側「参加研究者リスト」を参照） 

中国側参加者数 

7 名 （１３－２ 中国側「参加研究者リスト」を参照） 
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整理番号 R－8 研究開始年度 平成 18 年度 研究終了年度 平成 22 年度 

研究課題名 （和文）核融合炉用低放射化構造材料に関する研究 

（英文）Study on Reduced Activation Materials for Fusion  

日本側代表者 

氏名・所属・職 

（和文）大貫 惣明・北海道大学・教授 

（英文）OHNUKI Somei・Hokkaido University・Professor 

相手国側代表者 

氏名・所属・職 

WAN Farong・北京科学技術大学・教授 

交流人数 

（※日本側予算に

よらない交流につ

いても，カッコ書き

で記入のこと。） 

① 相手国との交流 

派遣先 

派遣元 

日本 中国  計 

<人／人日> <人／人日> <人／人日> <人／人日>

日本 

 <人／人日> 

実施計画  3/28  3/28 

実績 3/19  3/19 

中国 

<人／人日> 

実施計画 4/53   4/53 

実績 3/39  3/39 

 

<人／人日> 

実施計画     

実績    

合計 

<人／人日> 

実施計画 4/53 3/28  7/81 

実績 3/39 3/19  6/58 

② 国内での交流    0/0   人／人日 

２１年度の研究

交流活動及び成

果 

 

先進材料製造と高度化についての共同研究の促進。②要素技術の重要

性を認識し，溶接等の分野での共同研究の促進。③研究者，学生の交流

による共同研究の促進を目的として活動した。 

中国から日本への招聘は 3件であり，フェライト鋼の照射評価を超高

圧電顕やイオン加速器で行った。特に核変換ヘリウムや水素による照射

欠陥形成に関する研究が重点となり，成果の一部は速報として J. Nucl. 

Mater.に掲載されることとなった。中国への派遣は北海道大学と京都大

学からであり，3 件が実施された。派遣先は北京科技大を肇とする北京

地区の他，蘭州の近代物理研究所が注目された。共同研究の項目はイオ

ン照射によるシミュレーション実験に特徴があった。これは中国に材料

照射用のイオン加速器関係の設備が急速に整備されたことによる。 

なお，平成 21 年 9 月には第 14 回核融合炉材料国際会議が札幌にて開

催され，それに合わせて日韓の大学院生を含めた小規模の集会が開催さ

れた。同国際会議では中国側の参加者が日本への留学生を含めて 30 名

を越え，その躍進が注目された。 

日本側参加者数  
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9 名 （１３－１ 日本側「参加研究者リスト」を参照） 

中国側参加者数 

11 名 （１３－２ 中国側「参加研究者リスト」を参照） 
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整理番号 R－9 研究開始年度 平成 16 年度 研究終了年度 平成 22 年度 

研究課題名 （和文）先進核融合炉に必要な超伝導要素技術の開発研究 

（英文）Development of superconducting key technology for advanced 

fusion reactor 

日本側代表者 

氏名・所属・職 

（和文）山田 修一・核融合科学研究所・准教授 

（英文）YAMADA Syuichi・National Institute for Fusion Science・

Associate Professor 

相手国側代表者 

氏名・所属・職 

SONG Yuntao・中国科学院等離子体物理研究所・教授 

WU Yu・中国科学院等離子体物理研究所・教授 

交流人数 

（※日本側予算に

よらない交流につ

いても，カッコ書き

で記入のこと。） 

① 相手国との交流 

派遣先 

派遣元 

日本 中国  計 

<人／人日> <人／人日> <人／人日> <人／人日>

日本 

 <人／人日> 

実施計画  5/46  5/46 

実績 5/33  5/33 

中国 

<人／人日> 

実施計画 6/51   6/51 

実績 6/48  6/48 

 

<人／人日> 

実施計画     

実績    

合計 

<人／人日> 

実施計画 6/51 5/46  11/97 

実績 6/48 5/33  11/81 

② 国内での交流     0/0  人／人日 

２１年度の研究

交流活動及び成

果 

 

平成 21 年度は，中国科学院等離子体物理研究所，中国西南物理研究

院聚変所，中国科学院理科技術研究所との間で共同研究を進めた。 

中国科学院等離子体物理研究所とは，電源制御と超伝導コイルの冷却

制御，ITER の要素研究，プラズマ対向壁について議論を行った。 

中国西南物理研究院聚変所とは，核融合実験装置用受変電設備大型フ

ライフォイール付き発電機の周波数変動の高調波の抑制について能動

フィルターの構成，制御アルゴリズム，動的解析方法と結果について議

論を行った。 

また，中国科学院理科技術研究所とは，ポリイミドフィルムを用いた

極低温複合絶縁材料のサンプル試験方法と試験結果について議論を行

った。 

これらの議論及び研究情報の交換は，トカマク実験装置 EAST の超伝

導コイルシステムの安定な運転を実現するために有用である。また，

ITER 用高温超電導電流リード並びに超伝導フィーダーの電気絶縁設計，
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要素開発研究に貢献するものであり，意義は大である。更に，プラズマ

加熱電源用の大型フライフォイール発電機における変動周波数の高調

波電流の抑制は発電機の強靭性・信頼性の向上のため重要である。 

日本側参加者数  

17 名 （１３－１ 日本側「参加研究者リスト」を参照） 

中国側参加者数 

15 名 （１３－２ 中国側「参加研究者リスト」を参照） 
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整理番号 R－10 研究開始年度 平成 18 年度 研究終了年度 平成 22 年度 

研究課題名 （和文）固体・液体増殖材におけるトリチウム挙動の解明 

（英文）Study of tritium behavior in solid and liquid breeder

materials 

日本側代表者 

氏名・所属・職 

（和文）大矢 恭久・静岡大学理学部・准教授 

（英文）OYA Yasuhisa・Shizuoka University・Associate Professor 

相手国側代表者 

氏名・所属・職 

FENG Kaiming・西南物理研究院・教授 

交流人数 

（※日本側予算に

よらない交流につ

いても，カッコ書き

で記入のこと。） 

① 相手国との交流 

派遣先 

派遣元 

日本 中国  計 

<人／人日> <人／人日> <人／人日> <人／人日>

日本 

 <人／人日> 

実施計画  3/21  3/21 

実績 3/16  3/16 

中国 

<人／人日> 

実施計画 3/70   3/70 

実績 4/70  4/70 

 

<人／人日> 

実施計画     

実績    

合計 

<人／人日> 

実施計画 3/70 3/21  6/91 

実績 4/70 3/16  7/86 

② 国内での交流   0/0   人／人日 

２１年度の研究

交流活動及び成

果 

 

核融合炉ブランケット設計において重要なトリチウムを含む水素同

位体挙動について実験および量子化学的観点からそのメカニズムにつ

いて検討した。 

 特に本年度は中国においてTBM材料として用いるLi4SiO4に注目して，

XPS，FTIR および ESR による分析を組み合わせて，Li4SiO4中における欠

陥消滅挙動や科学状態評価を行うと主に，TDS により水素同位体放出挙

動を評価した。また，結晶構造の異なる LiTaO3と Li3TaO4について結晶

構造の違いによる重水素捕捉・滞留挙動の違いを明らかにするため，TDS

および FTIR 実験を行ない，重水素滞留量が大きく異なるとともに OD 結

合の存在状態も大きく異なることを示した。 

これらの結果から，３元系固体増殖材料中での欠陥生成過程や欠陥密

度とトリチウム捕捉・放出過程の素過程や関連について検討した。また，

これらの成果を国際会議(ISFNT-9，ICFRM-14)において発表した。 

日本側参加者数  

12 名 （１３－１ 日本側「参加研究者リスト」を参照） 
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中国側参加者数 

13 名 （１３－２   中国側「参加研究者リスト」を参照） 
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整理番号 R－11 研究開始年度 平成 18 年度 研究終了年度 平成 22 年度 

研究課題名 （和文）核融合炉システムの高度化設計と技術統合 

（英文）Advanced reactor design and technological integration 

日本側代表者 

氏名・所属・職 

（和文）室賀健夫・核融合科学研究所・教授 

（英文）MUROGA Takeo・National Institute for Fusion Science・

Professor 

相手国側代表者 

氏名・所属・職 

Yican Wu・中国科学院等離子体物理研究所・教授 

交流人数 

（※日本側予算に

よらない交流につ

いても，カッコ書き

で記入のこと。） 

① 相手国との交流 

派遣先 

派遣元 

日本 中国  計 

<人／人日> <人／人日> <人／人日> <人／人日>

日本 

 <人／人日> 

実施計画  3/21  3/21 

実績 3/15  3/15 

中国 

<人／人日> 

実施計画 3/80   3/80 

実績 3/79  3/79 

 

<人／人日> 

実施計画     

実績    

合計 

<人／人日> 

実施計画 3/80 3/21  6/101 

実績 3/79 3/15  6/94 

② 国内での交流   0/0    人／人日 

２１年度の研究

交流活動及び成

果 

 

中国西南物理研究院より，Wang Pinghuai 氏を招聘し，中国西南物理

研究院で製作した低放射化フェライト鋼候補材 CLF-1 と日本の候補材

JLF-1 との基本特性の比較を行い，成分，熱処理過程の違いによる差を

明らかにした。 

また，中国科学院等離子体物理研究所から，Gao Sheng 氏と Song Yong

氏を招へいした。Gao 氏は，中国科学院等離子体物理研究所で行なわれ

ているLi-Pb合金のループ流動下腐食試験との比較のためLi-Pb攪拌流

動下腐食試験を核融合科学研究所で行い，高速恒温流動と低速温度勾配

流動の腐食過程の違いを明らかにする研究を行なった。また，Song 氏は

核融合科学研究所で設計している溶融塩ブランケット概念におけるト

リチウム制御シナリオの定量的な検討を行い，炉設計の進展に寄与し

た。  

室賀（ブランケット），長坂（材料），近藤（腐食）が，中国科学院等

離子体物理研究所と中国西南物理研究院を訪問し，これまでの共同研究

の成果のまとめ，最終年の共同研究の進め方，及び長期的な共同研究の
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進め方に関する意見交換を行なった。平成 22 年度は，以上に記載した

広範な活動を更に発展させ，システム高度化設計に向けて最終年度のと

りまとめを行う予定である。 

日本側参加者数  

12 名 （１３－１ 日本側「参加研究者リスト」を参照） 

中国側参加者数 

11 名 （１３－２ 中国側「参加研究者リスト」を参照） 
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整理番号 R－12 研究開始年度 平成 13 年度 研究終了年度 平成 22 年度 

研究課題名 （和文）プラズマのＭＨＤ及び微視的不安定性解析理論の研究 

（英文）Study on Theoretical Analysis of MHD and Microinstabilities 

in Plasmas 

日本側代表者 

氏名・所属・職 

（和文）岸本 泰明・京都大学・教授 

（英文）KISHIMOTO Yasuaki・Kyoto University・Professor 

相手国側代表者 

氏名・所属・職 

GAO Zhe・清華大学・准教授 

LI Ding・中国科学院基礎科学局・所長／教授 

交流人数 

（※日本側予算に

よらない交流につ

いても，カッコ書き

で記入のこと。） 

① 相手国との交流 

派遣先 

派遣元 

日本 中国  計 

<人／人日> <人／人日> <人／人日> <人／人日>

日本 

 <人／人日> 

実施計画  2/13  2/13 

実績 2/8  2/8 

中国 

<人／人日> 

実施計画 2/30   2/30 

実績 2/28  2/28 

 

<人／人日> 

実施計画     

実績    

合計 

<人／人日> 

実施計画 2/30 2/13  4/43 

実績 2/28 2/8  4/36 

② 国内での交流  0/0     人／人日 

２１年度の研究

交流活動及び成

果 

 

プラズマの MHD 不安定性や微視的不安定性，それらに伴う閉じ込めや

輸送現象の解析は高性能の核融合プラズマを実現するための重要な研

究課題であり，本交流計画の中心的な研究課題である。H21 年度は，H20

年度から継続してきた微視的乱流と帯状流や振動特性を有する GAM

（Geodesic Acoustic mode）の研究を進展させた。詳細は以下の通り。

（１）中国科学院等離子体物理研究所の Zhou Deng 准教授が京都大

学及び東京大学を訪問・滞在し，径電場やそれに伴うポロイダル

流が存在する場合の GAM の特性に関する研究を実施した。特に，

GAM（および音波）の周波数がポロイダル流とともに増大し，増加

率が磁力線の安全係数（ピッチ）に敏感に依存することや，GAM の

伝播特性が，停在波から進行波に変化するなどの現象を見出した。

ポロイダル流は微視的乱流に対して抑制効果がある一方，GAM の振

動数が増大すると抑制効果が低減する可能性があることから，さ

らに詳細な解析・検討が必要となり，今後も継続して研究を進展

させることとした。 
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（２）北京大学（および大連工科大学）の Xiaogang Wang 教授が，

京都大学および核融合科学研究所を訪問し，内部輸送障壁などを伴

う高性能の反転磁気シア放電を制限する Double Tearing Mode(DTM)

の研究を共同で実施した。これまでも，Wang 教授とは，DTM に発生

に伴うプラズマ流の発生やそれが乱流輸送に与える影響などについ

て共同研究を実施した経緯がある。 

今回は，DTM がもたらす爆発的な不安定性の起源について同教授と

議論を行い，磁気島の 2 次元変形による変調不安定性や帯状磁場の

発生によるティアリング不安定性などの物理機構を評価した。また，

プラズマ流が DTM に与える影響についても議論を行い，プラズマ流

による DTM の位相固定（phase lock）現象などについても知見を進

展させた。 

（３）日本側からは，山岸統博士(核融合科学研究所)や村上定義准

教授（京都大学）が中国西南物理学研究院を訪問し，電磁モデルに

よるトーラス配位での微視的不安定性解析や流体モデルに基づく乱

流輸送，さらに ICRH や ECH などのプラズマ加熱過程の運動論的解析や

それに伴う電場生成などに関する理論・シミュレーションに関して，同

研究所の J.Q. Dong 教授および乱流・加熱研究を実施している実験研究

者と議論を行った。今後，同研究所のトカマク装置 LH-2A の乱流計測や

微視的不安定性の解析，同 HL-2A の加熱実験やそれに伴うプラズマ挙

動解析などを共同で行う可能性等について議論し，検討することとし

た。 

これらの交流実績とともに，平成 22 年 1 月 25 日から 26 日にかけ

て，中国西南物理研究院において，本交流計画を中心的に推進して

いる岸本や李准教授（京都大学）を中心に，核融合科学研究所の研

究者を含め 9 名の日本の研究者が参加して “China-Japan Workshop 

on Plasma Science and Nuclear Fusion”に関するワークショップ

を行った。 

このワークショップにおいては，本研究で行ってきた乱流輸送や

MHD 現象の理論・シミュレーション研究やそれに関わる実験研究の進

展に関してレビューするとともに，今後の研究の方向性などについ

て討議を行った。 

日本側参加者数  

17 名 （１３－１ 日本側「参加研究者リスト」を参照） 

中国側参加者数 

15 名 （１３－２ 中国側「参加研究者リスト」を参照） 
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整理番号 R－13 研究開始年度 平成 13 年度 研究終了年度 平成 22 年度 

研究課題名 （和文）トーラスプラズマの輸送理論・数値解析コードの開発及び閉じ

込め改善モードの研究 

（英文）Study on transport Theory, Code Development of Numerical 

Analysis and Confinement Improved Mode in Torus Plasmas

日本側代表者 

氏名・所属・職 

（和文）岸本 泰明・京都大学・教授 

（英文）KISHIMOTO Yasuaki・Kyoto University・ Professor 

相手国側代表者 

氏名・所属・職 

GAO Zhe・清華大学・准教授 

LI Ding・中国科学院基礎科学局・所長／教授 

交流人数 

（※日本側予算に

よらない交流につ

いても，カッコ書き

で記入のこと。） 

① 相手国との交流 

派遣先 

派遣元 

日本 中国  計 

<人／人日> <人／人日> <人／人日> <人／人日>

日本 

 <人／人日> 

実施計画  2/14  2/14 

実績 2/12  2/12 

中国 

<人／人日> 

実施計画 2/28   2/28 

実績 2/28  2/28 

 

<人／人日> 

実施計画     

実績    

合計 

<人／人日> 

実施計画 2/28 2/14  4/42 

実績 2/28 2/12  4/40 

② 国内での交流   0/0    人／人日 

２１年度の研究

交流活動及び成

果 

 

トーラスプラズマでの新古典輸送や微視的不安定性に伴う異常輸送，

あるいは大域的なMHD現象は閉じ込め装置の性能を決める重要な検討課

題であり，これまでの 9年間の双方の共同研究テーマとして検討され，

成果を挙げてきた。 

平成 21 年度は，中国西南物理学研究院に佐竹・石崎両博士（核融

合科学研究所）が訪問するとともに，同研究所の He Hongda 博士が京都

大学，中国科学院等離子体物理研究所の Li Dehui 博士が京都大学およ

び東京大学を訪問・滞在し，共同研究を実施した。 

また，平成 22 年 1 月 25 日から 26 日にかけて中国西南物理研究院に

おいて，本交流計画を中心的に推進している岸本教授や李准教授（京都

大学）を中心に核融合科学研究所の研究者を含め 9名の日本の研究者が

参加して “China-Japan Workshop on Plasma Science and Nuclear 

Fusion”に関するワークショップを実施し，佐竹・石崎両博士は，本ワ

ークショップに参加して，共に研究報告を行った。詳細は以下の通り。
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（１）佐竹博士は，本交流計画の中心課題であるトーラスプラズマの新

古典輸送に関わるシミュレーションについて，当該分野のレビューと

最新の研究成果について報告を行った。特に，δf モンテカルロ法によ

るLHDプラズマに代表される3次元ヘリカル磁場配位における新古典

輸送と両極性径電場との関係を中心に，異なった輸送状態への分岐現

象や大きな径電場シアーによる orbit squeezing 効果などについて議

論した。また，中国西南物理研究院におけるトカマク装置 HL2A でも

精力的に研究が行われている GAM 振動について，長時間の GAM 振動デ

ータからスペクトル解析により周波数を高精度に同定する手法など

についても討議した。 

今後，新古典輸送過程は，乱流輸送研究においても重要になる。静

電揺動乱流場中での輸送研究の発表を行った浙江大学の理論・シミュ

レーションセンターの副所長であるZ. M. Sheng教授等の興味を示し，

今後継続的に情報交換を行うこととした。 

（２）石崎博士は，核融合プラズマへの燃料補給で重要なペレット入射

時のプラズモイドのダイナミックスのMHDシミュレーションの最新成

果について報告を行った。特に，トカマクと LHD においてはプラズモ

イドのダイナミックスが異なる様相を示すことを見出し，中国研究者

も関心を示した。HL2A では超音速分子ビーム入射(SMBI)が精力的に行

われているが，SMBI 入射のシミュレーションの可能性や周辺領域にお

ける Blob の計測実験についても討議した。 

佐竹・石崎両博士は，中国西南物理研究院滞在中に，同研究所の理

論・シミュレーション分野の若手研究者と精力的に議論を行い，若手

研究者の交流の観点から貴重な機会となった。 

（３）He Hongda 博士は京都大学を訪問し，SWIP の HL2A で発見されて

いる高エネルギー通過イオンによる内部キンクモードの挙動解析，お

よび，これら高エネルギーイオンがイオン温度勾配（ITG）モードな

どの微視的不安定性に与える影響について研究を実施した。京都大学

滞在中に，高エネルギー粒子効果を取り入れた ITG モードの分散式を

導出し，今後の共同研究の基礎を築いた。 

京都大学では，流体モデルに基づく微視的乱流と大域的なＭＨＤモ

ードとの相互作用研究やジャイロ運動論モデルに基づく乱流輸送の

シミュレーション研究を実施していることから，今後，日中間で連携

を取りながら当該分野の研究を推進して行くこととした。 

（４）Li Dehui 博士は，東京大学において，同大学のダイポールプラズ

マ閉じ込め装置RT-1における非等方圧力平衡に関する研究を実施し，
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今後，数値計算結果と実験結果の比較・検討を進めていくこととした。

また，Li Dehui 博士は，低域混成波電流(LHCD)駆動に形成される高

エネルギー電子の空間拡散効果を取り入れた数値解析も行い，反転磁

気シアプラズマなどを形成する中空電流分布の安定性などについて

研究を進めた。 

日本側参加者数  

17 名 （１３－１ 日本側「参加研究者リスト」を参照） 

中国側参加者数 

15 名 （１３－２ 中国側「参加研究者リスト」を参照） 
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整理番号 R－14 研究開始年度 平成 13 年度 研究終了年度 平成 22 年度 

研究課題名 （和文）複雑性プラズマにおける自己組織化の物理 

（英文）Physics of self-organization in complex plasmas 

日本側代表者 

氏名・所属・職 

（和文）堀内利得・核融合科学研究所・教授 

（英文）HORIUCHI Ritoku・National Institute for Fusion Science 

Professor 

相手国側代表者 

氏名・所属・職 

Zhu Shaoping ・応用物理計算数学研究所・所長 

交流人数 

（※日本側予算に

よらない交流につ

いても，カッコ書き

で記入のこと。） 

① 相手国との交流 

派遣先 

派遣元 

日本 中国  計 

<人／人日> <人／人日> <人／人日> <人／人日>

日本 

 <人／人日> 

実施計画  2/14  2/14 

実績 2/14  2/14 

中国 

<人／人日> 

実施計画 3/36   3/36 

実績 3/36  3/36 

 

<人／人日> 

実施計画     

実績    

合計 

<人／人日> 

実施計画 3/36 2/14  5/50 

実績 3/36 2/14  5/50 

② 国内での交流  0/0     人／人日 

２１年度の研究

交流活動及び成

果 

 

核融合科学研究所のSKORIC Milosと大谷寛明の2名を応用物理計算数

学研究所(IAPCM)および上海交通大学(SJTU)に派遣し，「Particle 

Simulation Study and Virtual-Reality Analysis on Magnetic 

Reconnection」および「On a complex paradigm ofOstimulated Raman 

scattering」という題目の講演を行うと共に，日中双方の研究者による

セミナーを実施し，学術交流および共同研究のテーマに関する議論を行

った。特に，核融合プラズマ中で発生する構造形成や自己組織化現象を

支配するプラズマ基礎過程に関するシミュレーション研究の詳細な議

論を実施した。（平成21年11月15日～11月21日）。 

中国応用物理計算数学研究所(IAPCM)の Pei Wenbing 氏，Mo Zeyao 氏

および Li Jinghong 氏の３名を核融合科学研究所に招聘し，「Simulation 

Researches on Laser Fusion at IAPCM」，「Two dimensional Simulation 

of Radiative Transfer for SG Laser Facility」および「JASMIN: A 

Software Infrastructure for Parallel Adaptive Structured Mesh 

Applications」という３つの講演を基にしたセミナーを通じて，レーザ
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ー・プラズマ非線形相互作用に関するシミュレーションコードの開発

と，超強レーザーとプラズマや物質相互作用に見られる自己組織化現象

に関する情報交換・共同研究を実施した（平成 21 年 10 月 26 日～11 月

6 日）。 

上記のような共同研究を通じて，下記３点の重要な知見を得た。 

（１）核融合プラズマをはじめとする複雑性プラズマ系における構造形

成では，非線形性と散逸性の存在が重要である。 

（２）系の開放性や階層性がその動的挙動に深い関わりを持っている。

（３）複雑性プラズマに見られる様々な現象を自己組織化の観点から見

たとき，現象に非常に良く似た類似性があり，その物理的意味の探

求が今後重要である。 

さらに，複雑性プラズマの自己組織化現象を支配する磁気リコネクシ

ョン等のプラズマ基礎過程を解析するためには，バーチャルリアリティ

等の科学的可視化手法やミクロからマクロまでの様々な物理過程を取

り込んだシミュレーションコードの整備が重要であることの共通認識

を得た。また，これらシミュレーション基盤技術に関する現状に関する

情報交換も行った。 

日本側参加者数  

16 名 （１３－１ 日本側「参加研究者リスト」を参照） 

中国側参加者数 

12 名 （１３－２ 中国側「参加研究者リスト」を参照） 
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整理番号 R－15 研究開始年度 平成 13 年度 研究終了年度 平成 22 年度 

研究課題名 （和文）周辺・ダイバータプラズマのモデリング及び不純物，リサイク

リング粒子のコントロール 

（英文）Modeling of edge and divertor plasma and control of 

impurities and recycling particles 

日本側代表者 

氏名・所属・職 

（和文）冨田 幸博・核融合科学研究所・准教授 

（英文）TOMITA Yukihiro・ National Institute for Fusion Science・

        Associate Professor 

相手国側代表者 

氏名・所属・職 

Zhu Sizheng・中国科学院等離子体物理研究所・教授 

交流人数 

（※日本側予算に

よらない交流につ

いても，カッコ書き

で記入のこと。） 

① 相手国との交流 

派遣先 

派遣元 

日本 中国  計 

<人／人日> <人／人日> <人／人日> <人／人日>

日本 

 <人／人日> 

実施計画  2/28  2/28 

実績 1/12  1/12 

中国 

<人／人日> 

実施計画 2/20   2/20 

実績 2/17  2/17 

 

<人／人日> 

実施計画     

実績    

合計 

<人／人日> 

実施計画 2/20 2/28  4/48 

実績 2/17 1/12  3/29 

② 国内での交流    0/0    人／人日 

２１年度の研究

交流活動及び成

果 

 

平成 21 年度は以下の 3課題に関して共同研究を実施した。 

（１）簡易 Core-SOL-Divertor（ＣＳＤ）モデルによる HL-2A トカマク

の稼働範囲の研究 

（２）HL-2A トカマク装置における微粒子の振る舞いに関する研究 

（３）HL-2A グロー放電洗浄中の不純物の振る舞いに関する研究 

具体的な内容については，それぞれ次のとおりである。 

（１）「簡易 Core-SOL-Divertor（ＣＳＤ）モデルによる HL-2A トカマ

クの稼働範囲の研究」 

 中国電力中央研究所・日渡良爾主任研究員を中心に日本側で開発した

コアプラズマ，SOL プラズマ，ダイバータプラズマを３点モデルで連結

した簡易輸送モデル (CSD model)を用いて，中国西南物理研究院におけ

るトカマク実験装置 HL-2A での各種プラズマ加熱，電流維持手法による

プラズマ稼働領域を求めた。これによって，高閉じ込めモード(H-mode)

とダイバータ熱負荷 3.5MW/m2 以下の双方を両立させるプラズマ運転領
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域を系統的に把握することが可能となり，さらに，ブートストラップ電

流の割合を増やすことによってプラズマ運転領域が拡大することを明

らかにした。このようにして，今後の HL-2A 実験計画立案に対して有益

な情報を得ることができた。 

（２）「HL-2A トカマク装置における微粒子の振る舞いに関する研究」

 中国側の B2-EIRENE コードから得られた背景プラズマ分布を用いて

HL-2A SOL ダイバータプラズマ中での微粒子の振る舞いを調べた。トロ

イダル方向プラズマ流停留点近傍から出発した 1 mm の大きさの鉄微粒

子（HL-2A の第一壁は SS）の微粒子の速度変化を求めた。その結果，

ダイバータ板までに強磁場側では 320 ms の間に 80 m/sec に，弱磁場

側では 400 ms の間に 50 m/sec に加速されている。さらに，強磁場側

でのダイバータ板での最終速度の微粒子大きさ依存性では，1 nm の小

さな微粒子は 5 ms で 5 km/s に，1 mm の大きな微粒子は 10 s の間に

1 m/s に加速されていることが明らかになった。 

（３）HL-2A グロー放電洗浄中の不純物の振る舞いに関する研究 

 本年度から，プラズマの接する壁からの不純物生成と周辺プラズマ中

での輸送，さらに壁への再堆積の共同研究を開始した。目標は HL-2A に

セットされた干渉計用反射ミラーへの不純物解析である。本年はグロー

放電洗浄時のプラズマパラメータや反射ミラーの配置などの基礎デー

タの確認を行った。これらを基にして，不純物生成，輸送コード（ERO

コード）を用いて鉄不純物の輸送を調べるための共同研究を進めること

になった。 

日本側参加者数  

9 名 （１３－１ 日本側「参加研究者リスト」を参照） 

中国側参加者数 

9 名 （１３－２ 中国側「参加研究者リスト」を参照） 
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１０－２ セミナー 

―実施したセミナーごとに作成してください。－ 
整理番号 S－1 

セミナー名 （和文）JSPS-CAS 拠点大学交流事業 

プラズマ中の原子・分子過程に関する日中セミナー 
（英文）JSPS-CAS Core University Program Seminar on Atomic and 

Molecular Processes in Plasma 
開催時期 平成２１年１０月２６日 ～ 平成２１年１０月３１日（６日間）

開催地（国名，都市名，

会場名） 
（和文）中国，陝西省西安市，交大南洋大酒店 
（英文）China, Shaanxi Province, X’ian City,  

XJTU NAN YANG HOTEL 
日本側開催責任者 
氏名・所属・職 

（和文）小池 文博・北里大学医学部物理学・准教授 
（英文）KOIKE Fumihiro・Kitasato University・ 

Associate Professor 
相手国側開催責任者 
氏名・所属・職 
(※日本以外で開催の場合) 

DONG Chenzhong・西北師範大学・教授 

 
参加者数 
   派遣先 
派遣元 

セミナー開催国 
(  中国   ) 

 
日本 

<人／人日> 

A. 11/66

B. 3/18

C. 4/24

 
中国 

<人／人日> 

A. 0/0

B. 0/0

C. 9/54

 
合計 

<人／人日> 

A. 11/66

B. 3/18

C. 13/78

A.セミナー経費から負担 

B.共同研究・研究者交流から負担 

C.本事業経費から負担しない（「参加研究者リスト」に記載されていない研究者は集計し

ないでください。） 
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セミナー開催の目的 核融合プラズマにおいては，高温から低温までの広い領域に亘り

多岐に亘る原子・分子過程（電離，励起，輻射性再結合， 二電子

性再結合，衝突電荷移行，カスケード輻射，Auger 崩壊，分子の解

離，等）を知ることはプラズマ性能の評価や改善に欠かせない。 

また，原子・分子過程はプラズマ診断のプロービングの手段にな

る。これらの課題をこなすには，原子・分子種やその反応過程の無

限の多様性から，国際的・学際的連携による多岐に亘る研究が必要

である。今回のセミナーはこの目的に向けての活動の一環をなすも

ので，中国における専門家との共同の検討および意見交換は大きな

意味があると考えられる。 

本事業による「プラズマ中の原子・分子過程に関する日中セミナ

ー」は平成 15 年度に第 1 回目が中国，甘粛省，蘭州市で開かれ，

引き続き平成 19 年度に第 2 回目が中国，甘粛省，敦煌市で開かれ

成功を収めた。今回のセミナーはその後の２年間に亘る成果を確認

するとともに 10 年に亘る本事業の成果を纏め，加えて，その後の

最終年に向けての共同研究を推進し，確実な成果を得るためのもの

である。 

本セミナーの中国側主催組織である西北師範大学物理与電子工

学学院における原子・分子物理学研究は 2003 年度より甘粛省政府

の“Key Subject of Gansu province” に指定されており，当学院

は会議の開催についての強い意欲と十分な組織を持っており，か

つ，現地での会議運営についての資金的なサポートを得られる体制

にある。今回は甘粛省に隣接する陝西省の州都の西安市での開催を

計画した。前 2回の開催地と比較して交通の便が良く，日本のみな

らず中国国内からも参加しやすいと考えられるので参加者の増加

を期待できる。 

西北師範大学，現代物理学研究所（蘭州），蘭州大学には現在，

原子・分子物理学のグループがあり，多くの PhD Students を擁し，

対応して合計数 10 人のマスターコースの学生を抱えて活発に研究

活動を展開している。さらに，陝西省の西安市は中国の内陸部では

特段に多くの大学や研究所を抱えており，西安市での会議開催は日

本側の参加者との意見交換により，核融合プラズマのための原子・

分子データの生産についての相互理解を深めるための重要な一助

になる。さらに，日中の共同研究者が一堂に会して討議を行うこと

により，纏めの年に向けての指針についての相互理解を深めること

ができる。 
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セミナーの成果 JSPS-CAS 日中大学交流拠点事業による「プラズマ中の原子・分

子過程に関する日中セミナー」は平成15年度に第1回目が中国， 甘

粛省， 蘭州市で開かれ，引き続き，平成 19 年度に第 2回目が中国，

甘粛省， 敦煌市で開かれ成功を収めた。今回の会議はその後の２

年間に亘る成果を確認するとともに 10 年に亘る日中 CUP の成果

を纏め，加えて，その後の最終年に向けての共同研究を推進し，確

実な成果を得るために開催された。日本側から 18 名，中国側から

35 名の参加者を得て最近の研究の発表と情報交換を行った。本会

経費により参加した 14 名は共同研究の成果の発表などに中心的な

役割を果たし，会議をリードした。 
今回の日中セミナーは，共同研究「プラズマ中の原子分子過程」

の研究活動に指針を与え，意見交流をスムーズにかつ活発に行う上

で大変大きな意義があった。とりわけ，中国側の比較的潤沢な若い

マンパワーに期待して，核融合プラズマのための高精度な原子・分

子データの生産の指針を得る上で大きな成果があった。日中セミナ

ーを陝西省の西安市で開催することにより，中国の内陸部の研究機

関における若い研究者の参加を促すことができ，若い研究者に対す

る研究分野の紹介と彼らの研究に向けてのガイドラインを提供す

ることができた。これは，中国における原子・分子物理学研究の裾

野を広げる事を意味し，日中双方にとって大きな利益となる。また，

平成 15 年度および平成 19 年度の日中セミナーの開催によって，多

くの共同研究の成果を得ることができたが，今回の開催により，よ

り広い分野の発展的な共同研究のための指針を得た。 
セミナーの運営組織 次のメンバーで組織委員会（Organizing committee）を構成した。

 

代表者：（日本側）小池文博，北里大学・准教授 

（中国側）Dong ChenZhong, 西北師範大学・教授 

日本側委員： ①（代表）小池文博・北里大学・准教授 ②田沼肇・

首都大学東京・准教授 ③市村淳・JAXA 宇宙科学

研・助教 ④坂上裕之・核融合科学研究所・助教 ⑤

加藤太治・核融合科学研究所・助教 ⑥中村信行・

電気通信大学・准教授 ⑦河村徹・東工大創造エネ

ルギー・講師 

中国側委員： ①Li JiaMing・清華大学・院士 ②Wan BaoNian・

等離子体物理研究所・教授 ③（代表）Dong ChenZhong・西北師範

大学・教授 ④Zhou XiaoXin・西北師範大学・教授 ⑤Chen XiMen・

兰州大学・教授 ⑥Ma XinWen・近代物理研究所・教授 ⑦Wang 
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JianGuo・応用物理計算数学研究所・教授 ⑧Qu YiZhi ・中国科学

技術大学・教授 ⑨Chen HongShan ・西北師範大学・教授 ⑩Yan 

Jun・応用物理計算数学研究所・教授 

開催経費

分担内容

と金額 

日本側 内容  旅費         金額 1,874,960 円

中国側 内容  会場費・資料代・旅費 金額  500,000 円 
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１０－３ 研究者交流（共同研究，セミナー以外の交流） 

 

① 相手国との交流                  

派遣先 

派遣元 

日本 

<人／人日> 

中国 

<人／人日> 

 

<人／人日> 

計 

<人／人日> 

日本 

<人／人日> 

実施計画  3/15  3/15 

実績 2/8  2/8 

中国 

<人／人日> 

実施計画 5/30   5/30 

実績 6/30  6/30 

 

<人／人日> 

実施計画     

実績    

合計 

<人／人日> 

実施計画 5/30 3/15  8/45 

実績 6/30 2/8  8/38 

②  国内での交流      26/50 <人／人日> 
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１１．平成２１年度経費使用総額 

（単位 円） 

 経費内訳 金額 備考 

研究交流経費 
国内旅費 13,673,940 円  

外国旅費 13,560,410 円  

謝金 0 円  

備品・消耗品購入費 1,157,870 円  

その他経費 137,780 円  

外国旅費・謝金に係
る消費税 

0 円 
運営費交付金に
より一括納入 

計 28,530,000  

委託手数料 2,853,000  

合  計 31,383,000  

 
 
１２．四半期毎の経費使用額及び交流実績 

 

 経費使用額（円） 交流人数<人／人日> 

第１四半期 0 円 3/42 

第２四半期 2,669,030 円 16/165 

第３四半期 10,574,580 円 56/502 

第４四半期 15,286,390 円 107/780 

計 28,530,000 円 182/1,489 

 


