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拠点大学交流事業 
平成２２年度 実施報告書 

 
 
１．拠点機関 

日 本 側 拠 点 機 関： 自然科学研究機構 核融合科学研究所 

( 中 国 側 ) 拠 点 機 関： 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： Plasma and Nuclear Fusion ）  

 研究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（10 年目） 

 

４．実施体制 

日本側実施組織 

 拠点機関：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 

 協力機関：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研究支援課 
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相手国側実施組織 

（１）国（地域）名：中国 

拠点機関：（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） 

 コーディネーター（所属部局・職・氏名）：（英文）Assistant Director・Wang Kongjia 

協力機関：（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 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。 
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６．平成２２年度研究交流目標 

今年度は，10 年の本交流事業の 終年度であり，これまでの成果の総括を行う。したが

って，これまで 10 年の交流による研究成果が効果的にまとまるよう，できるだけ多くのセ

ミナーを取り入れて計画立案を行なう。共同研究は，これまでの成果を補完して完成度を

上げるとともに，この交流以後も継続的な進展や新たな展開が期待される課題も積極的に

取り入れる。また，若手研究者育成の観点から，40 才以下の若手研究者の共同研究提案を

積極的に取り入れた。また，セミナーへの積極的参加をうながし，国際会議での発表と討

論の経験を積ませるように配慮した。さらに，この 2 国間交流をプラズマ・核融合研究を

推進している韓国など他のアジア諸国も含めた広い交流の展開を目指し，韓国側での研究

が特に進展している磁場閉じ込めプラズマ分野の韓国研究者，特に若手研究者の参加を要

請しその足がかりとする。本交流以後の具体的目標としてプラズマ・核融合研究の世界的

拠点を日本，中国，韓国等を中心に構築するとともに若手研究者育成拠点の形成を目指す。 

 

７．平成２２年度研究交流成果 

７－１ 研究協力体制の構築状況 

各研究課題の日中両国の全キーパーソンについて，前年度からの交代はなく， 終年度

の交流事業を順調に実施するとともに，10 年間の交流の総括作業を効率よく進めることが

できた。 

 

７－２ 学術面の成果 

過去 9年間の交流を通じて日本の支援と中国側の努力により，各研究課題で日中双方は，

ほぼ同等の貢献をし，多くの成果を得た。また，特定の課題ではそれぞれの得意分野でそ

れぞれ相互に貢献することができた。以下に，研究交流の 3カテゴリーである，「炉心プラ

ズマ研究」，「核融合炉工学基礎研究」及び「理論・シミュレーションによる炉心プラズマ

挙動の研究」における成果を要約する。 

 

●炉心プラズマ研究 

（課題 1：整理番号 R-1） 

 高性能プラズマ加熱における研究分野の協力が主なテーマであり，具体的には，イオン

サイクロトロン加熱，電子サイクロトロン加熱および高速中性粒子入射に関する協力であ

る。イオンサイクロトロン加熱(ICH)の研究において，中国側研究者が設計・製作した高周

波電力モジュレーションシステムを用いて，ヘリカル型超伝導核融合実験装置・LHD（日本・

核融合科学研究所。以下，「LHD 装置」という。）の ICH 維持プラズマで電力変調実験を実施

し，アンテナ間位相と加熱効率の関係を明らかにした。また，長時間加熱のための実時間

インピーダンス制御の試験を実施し，その有効性を確認した。また，トカマク型超伝導核

融合実験装置・EAST（中国・等離子体物理研究所。以下，「EAST 装置」という。）における

ICH による長時間プラズマ維持実験の準備研究をほぼ完了した。電子サイクロトロン加熱
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(ECH)研究においては，ジャイロトロンからのプラズマ閉じ込め装置までの高周波電力伝送

系の伝送効率の更なる改善を目指し，その方策として，核融合科学研究所で実績をあげた，

He-Ne レーザーを用いた光軸調整の方法を中国の EAST 装置及びダイバータ配位トカマク実

験装置・HL-2A（中国・西南物理研究院。以下，「HL-2A 装置」という。）へ適用する準備を

整えた。やはり，日本・核融合科学研究所（NIFS）で開発したコンデンサーバンク等を用

いた直流電源によるジャイロトロンの効率的なエージング法を提案し，その可能性の詳細

な検討を行った。また，日本側で実績を積んだコルゲート導波管の各種モード伝播解析と

準光学アンテナのミラー曲面の設計手法を提案し，中国側は今後それらの手法を電磁波の

可変入射角アンテナ等の設計に反映させることとした。高速中性入射ビームに関しては，

中国・等離子体物理研究所（ASIPP）で数年後を目処に入射を計画しており，NBI テストス

タンドでの実験が進行中であり，核融合科学研究所での経験をベースに日中両国の研究者

によって取得データの詳細な解析を実施した。今後の EAST 装置へ設置する実機のイオン源

や加速電極の設計に反映させていくこととした。一方，中国・西南物理研究院（SWIP）に

おいては，HL-2M 実験装置において，既に NBI 入射実験が行われているが，NIFS でのイオ

ン源のイオン成分測定，ビーム発散角 適化などの実験をベースにその性能を向上させ，

更なる大電力入射のための研究協力の道筋を確認した。 

 

（課題 2：整理番号 R-2） 

 日本側研究者は，中国・等離子体物理研究所（ASIPP）の EAST 装置，及び，西南物理研

究院（SWIP）の HL-2A 装置でトカマク実験に参加することにより，エッジ不純物輸送，高

速粒子励起 MHD，高速ガスパフによる燃料供給及び有理面でのプラズマ揺動計測等で成果を

挙げ，20 編以上の論文を公表または投稿した。中国側では，日本側の LHD 装置（核融合科

学研究所）及び QUEST 装置（九州大学）での実験に参加し，トムソン散乱計測，荷電交換

反応計測，水素ペレットを用いた高密度運転制御等で成果を挙げた。特にエッジ不純物輸

送については日中双方の装置で比較研究を行い， も権威の高い国際会議である IAEA（国

際原子力機関）エネルギー会議で口頭発表を行った。これらの共同研究は，これまで 9 年

にわたる地道な研究支援や共同研究を通じて実験装置の整備が日本・中国の両国間で進み，

共同実験も軌道に乗ってきており，加速度的に成果が得らつつある。 

 

（課題 3：整理番号 R-3） 

中国で実験が始まった，EAST 装置（等離子体物理研究所）のプラズマ壁相互作用につい

て共同研究を実施し，日本側は壁コンディショニング放電の違いによるクリーニング効果

の差について明らかにした。また，日中双方の研究者が EAST/HT-7，HL-2A などの主たる中

国の核融合装置の真空容器内で採取したダストの分析に携わっており，日本の LHD 装

置,JT-60U 装置（日本・日本原子力研究開発機構。以下，「JT-60U 装置」という。）の結果

も含めてグループとしての成果を得ている。 
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（課題 4：整理番号 R-4） 

太陽風と彗星の低温ガス粒子との相互作用による X 線発光過程や高温プラズマの光放射

に関わる多価イオン荷電交換過程の実験室実験とその詳細な理論解析，ITER（国際熱核融

合実験炉。以下，「ITER」という。）等の核融合炉材料として注目されるタングステン多価

イオンからの発光スペクトルの波長測定とその精密な理論計算が共同で実施された。いず

れも，日本の研究者が実験を実施し，中国人研究者がその理論解析を分担している点が特

徴である。 

 

（課題 5：整理番号 R-5） 

本交流による中国側からの貢献として, プラズマポリマー合成のイオン交換膜による直

接メタノール燃料電池の高性能化の可能性に着眼させたことが注目点である。日本側から

の貢献としては, 液中及び気液界面プラズマのバイオ・医療応用における新しい視点を啓

蒙し要素技術を提供したこと, そして，非平衡低温プラズマの基礎と応用研究の環境技術

への重要性を啓蒙し要素技術を提供したことが主に挙げられる。 

 

（課題 6：整理番号 R-6） 

ナノテクノロジーに関しては，中国側の電解紡糸装置によるナノファイバー形成装置の

詳細について見学することができ，そのノウハウが日本側にもたらされた。また，高エネ

ルギー密度科学に関しては，中国側にレーザー装置の設置方法などを教えることができた

ことが成果として挙げられる。 

 

（課題 7：整理番号 R-7） 

高強度短パルスレーザーと臨界密度付近のプラズマとの相互作用において，安定なチャ

ネルが形成され，さらに数十 GeV/cm の高い加速電場が形成されたことにより，それによる

電子加速が見られた。また，プラズマチャネルの端においても高エネルギーイオン加速が

計測された。この成果及び現在までの過去の研究成果も含めて，実質的に共同で研究を行

うことにより，日中双方からの貢献が目に見える形で実現した。また日本から復旦大学の

研究グループへの刺激が本成果等に反映されていると考えている。また，PIC シミュレーシ

ョンコードの共同開発，および関連する情報を共有することによって，お互いのレーザー

プラズマ相互作用の研究の進展に大いに貢献した。 

中国側のレーザーシステムが 2012 年に完成し，高速点火レーザー核融合の統合実験が開

始される旨の報告があったことにより，コーン付きターゲットのシミュレーションによる

解析の共同推進等，それぞれの研究現場での現状が明らかになり，お互いの長所を示し合

うことによって，国際協力，共同実験等の連携が促進された。 

中国から日本への貢献として，クラスターとレーザーとの相互作用により生じるイオン

ビームのエネルギースペクトルの実験データ提供が，日本から中国への貢献としては理論

モデルによりその実験データの物理的背景を明らかにした点などが挙げられる。 
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●核融合炉工学基礎研究 

（課題 8：整理番号 R-8） 

中国では，核融合炉工学，特に材料分野に対しては大きな予算が投入されたためにこの

分野の研究は活発である。CLAM（Chinese Low Activation Martensitic Steel）の照射評

価も日本を始めとした各国の協力もあり，順次進行している。その成果として，CLAM 関係

の学術論文，材料評価法に関する論文が多数出版された。日本側は材料照射の設備利用や

中国に訪問しての本格的討論，試料の作成などで貢献した。 

 

（課題 9：整理番号 R-9） 

ポスト ITER の核融合炉概念設計，特に超伝導導体及びコイル設計に関して，中国側から

の議論及び提案は，核融合科学研究所（NIFS）が現在進めているヘリカル型核融合炉（FFHR）

概念設計を進める上で有用である。一方，極低温複合絶縁材料の検討及び絶縁耐力試験方

法は，核融合用高温超電導電流リード並びに超伝導フィーダーの設計・製作に必要不可欠

であり，これらについては日本側が ITER と中国の調達分担を支援している。 

ヘリウム液化冷凍機において，プラズマ生成時に発生する間欠的な熱負荷の吸収，長期

連続運転下における強靭性・信頼性の向上は，EAST 装置及び LHD 装置の共通の課題である。

等離子体物理研究所（ASIPP）の EAST 装置での５年間の運転実績，そして，核融合科学研

究所（NIFS）の LHD 装置での 13 年間の実績で得られた経験とノウハウの交換と議論は両国

にとってほぼ同等の貢献であるといえる。 

 

（課題 10：整理番号 R-10） 

中国では主にブランケット材料の開発，製造に関する研究が主に行われ，実際にこれら

の試料を日本に持ち込み，日本ではトリチウム放出挙動評価を実施し，有益な知見を取得

することができた。そのため，両国の貢献は対等であった。 

 

（課題 11：整理番号 R-11） 

  低放射化フェライト鋼，バナジウム合金は，中国の独自の製作技術，製作条件に基づ

くもので，特性の比較により，両国における製作過程の 適化を大きく進めることができ

た。中国の核特性評価のための領域分割法と日本の炉設計 CAD システムを結合することに

より，詳細な形状を取り入れた中性子輸送解析が可能になり，日中双方の炉設計にとって

有益であった。 
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●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：整理番号 R-12） 

核融合プラズマや宇宙・天体プラズマにおける 新の乱流輸送や MHD 研究の成果を報告・

討議することにより，プラズマにおける多スール相互作用の学理を深化させた。日本から

は核融合プラズマの乱流と MHD の相互作用，中国から宇宙・天体における磁気リコネクシ

ョンに対して話題を提供し，当該分野における共同研究の可能性を検討した。 

 

（課題 13：整理番号 R-13） 

核融合プラズマや宇宙・天体プラズマにおける乱流輸送研究や MHD 研究の成果を報告・

討議することにより，これらの背景にある多スール相互作用の学理を深化させた。日本か

らはジャイロ運動論モデルなどによる乱流・MHD シミュレーション研究を，そして，中国か

らは，乱流や層流ダイナミックスの理論モデルや磁気リコネクション研究を報告・議論す

ることにより，プラズマにおける多スケール相互作用研究の方法論やシミュレーションの

方向性を明らかにした。 

 

（課題 14：整理番号 R-14） 

 日本側が，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

マ基礎過程の解明を，そして，日中双方でミクロ物理とマクロ物理を結合する多階層シミ

ュレーションモデルの構築を，そして，そのためのシミュレーション環境の整備を中国側

が実施した。 

 

（課題 15：整理番号 R-15） 

 プラズマ中の微粒子に関する実験成果として，中国・等離子体物理研究所（ASIPP）で，

壁との相互作用実験が，そして，中国・西南物理研究院では周辺プラズマ中への入射実験

が計画され，日本側が微粒子の挙動のモデリング開発と解析を行った。これらの解析結果

は中国側の実験研究に貢献した。 

 

 

７－３ 若手研究者養成 

●炉心プラズマ研究 

（課題 1：整理番号 R-1） 

 イオンサイクロトロン加熱(ICH)システムとプラズマ加熱実験，電子サイクロトロンシス

テムの 適と電子加熱及び高速中性粒子入射装置製作について中国側の若手研究者と頻繁

に議論し，高効率で高信頼性のあるプラズマ加熱法確立のため有効な研究指針を与えるこ

とができた。 
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（課題 2：整理番号 R-2） 

 日中双方の大学院生を含む若手研究者の交流をセミナー開催により実施した。現在，4名

の中国人大学院生（日本・総合研究大学院大学核融合科学専攻に所属）が核融合科学研究

所の LHD 装置を利用して勉学に励み，1名の COE 中国人研究者が LHD 実験に参加し研究を進

めている。 

 

（課題 3：整理番号 R-3） 

日本から中国への派遣研究者は 2名（共に 30 歳代）の実績があり，精力的に共同研究し

て成果を挙げているという点で若手研究者の育成に大いに貢献した。一方，中国から日本

へ受け入れした研究者として博士課程学生やポスドクの研究者が数名おり，この点につい

ても若手育成と研究交流にも大いに貢献した。本拠点事業による共同研究を元に，平成 23

年度に中国・等離子体物理研究所の若手研究者が，総合研究大学院大学（核融合科学専攻。

核融合科学研究所が併設）への入学許可を得るなど，更なる若手研究者育成の展開が期待

されている。 

 

（課題 4：整理番号 R-4） 

高密度プラズマ中の原子過程，大強度短パルスレーザーと原子の相互作用，大型ヘリカ

ル装置のトムソン散乱計測システムの研究などの新たな課題について，中国側若手研究者

を招へいした。これにより，日中間の若手研究者ネットワークの発展があった。今年度よ

り，核融合科学研究所（NIFS）の COE 研究員として，西北師範大学からポスドク 1 名の受

け入れを開始した。 

 

（課題 6：整理番号 R-6） 

現在，大阪大学には，複数名の研究大学院生が在籍しており，今後正式な大学院生とし

て教育・研究に関わる。これらは，特に本拠点事業から直接発生したものではないが，こ

れまでの本交流を通じた 10 年にわたる日中双方の交流実績のもと，大阪などの研究活動や

中国との共同研究実績を知った学生が応募してきている。今後，日本からの若手も中国研

究者とのつながりを重視して共同研究を進めることも期待される。 

 

（課題 7：整理番号 R-7） 

本研究分野で成果を挙げる Dr.Kong Qing 自身も依然として若手研究者ではあるが，他に

も Dr.Wang Pinxiao や関連する学生を共同研究に参加させ，本研究交流を通して，若手人

材の育成に貢献した。 

また，本年度共催した中国国内向け高エネルギー密度物理シンポジウムに中国側の多く

の若手研究者が聴講した。その結果，中国から日本の大学院への留学や，研究員等の身分

により日本で研究するきっかけを与えることができた。 
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●核融合炉工学基礎研究 

（課題 8：整理番号 R-8） 

若手人材交流の観点では，このプログラムの若手交流として共同研究に従事していた，

中国・等離子体物理研究所（ASIPP）の Peng 氏は本年度に中国科学技術大学の准教授に昇

任された。また，北京科学技術大学の Huang 氏は米国の大学で若手として活躍するなど，

本拠点事業における若手交流の成果が着実に現れている。 

 

（課題 10：整理番号 R-10） 

中国の若手研究者が長期にわたって日本に滞在し，日本側学生と実験・研究計画を策定

し，共同して研究を進めることができた。特に，トリチウム放出実験は中国では未だ積極

的に実験が進められておらす，トリチウム測定法やデータ評価手法などの検討を通して，

本拠点事業は若手の育成に有意義であったと考えている。また，中国・等離子体物理研究

所から博士研究員を受け入れており，全員で協力して研究を進めると共に，学生も実際に

議論にも参加できたため，それぞれの意見交換や専門分野の情報交換を行うことができ，

本交流事業でなければなし得ない情報および技術交流を行うことができた。 

 

（課題 11：整理番号 R-11） 

 中国から日本へ招聘した者は全員 30 歳までの若手であり，しかも，それぞれが初めての

外国滞在であり，若手研究者に良い機会を与えることができた。また，現在，本交流事業

の協力機関となっている中国側研究機関から日本・総合研究大学院大学（核融合科学専攻）

に， 2 名の留学生を引き受けており，若手研究者育成に大きな成果をあげている。 

 

●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：整理番号 R-12） 

議論を中心としたセミナーを行うことにより大学院学生を含む日中双方の若手研究者と

密接な交流を行い，日中双方の若手研究者に対してプラズマ物理学の 先端の研究と当該

分野の動向を教授することにより，当該研究者に対して，中長期的視野に立った研究の方

向性を示すことができた。 

 

（課題 13：整理番号 R-13） 

議論を中心としたセミナーを行うことにより大学院学生を含む日中双方の若手研究者と

密接な交流を行い，プラズマの多スケール相互作用の観点から若手研究者に対して中長期

的視野に立った研究の動機付けを行った。これらの活動の結果，大連工科大学の博士課程

学生が京都大学に滞在し，学生教育を日中共同で行うなどの成果を得た。 

 

（課題 14：整理番号 R-14） 

 日本側で開催されたセミナーには，中国の若手研究者や日本の若手研究者や学生も参加
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した。また，核融合科学研究所（NIFS）が主催した「アジア冬の学校」等を通じて，日中

の大学院生の教育活動や若手研究者の養成活動を実施した。また，中国側で行われたセミ

ナーには，中国の多くの若手研究者や学生が参加していた。 

 

（課題 15：整理番号 R-15） 

中国から日本へ招聘した研究者は全員若手であり，日本側でのモデリングの説明と指導

を行った。また，日本から中国への研究交流も若手研究者を派遣し，中国側の多くの若手

研究員と有効な共同研究を行った。 

 

 

７－４ 社会貢献 

 プラズマ核融合に直結した研究で短期的に目に見える社会貢献に言及することはそれほ

ど容易ではないが，本拠点事業はプラズマ・核融合分野の広範な領域を包含しているため，

いくつかの課題で明確な社会貢献ができたといえる。それらの概容を以下に記述する。 

 

（課題 3：整理番号 R-3） 

本拠点事業では，中国・等離子体物理研究所（ASIPP）や西南物理研究院（SWIP）を中心

に，北京，上海，成都，西安等に所在する協力機関（本拠点事業に参画する研究所・大学）

と交流し，中国側の研究レベル向上に伴い日中双方の研究発展に繋がる研究が進められて

いる。またその上で，互いの文化をより深く理解するきっかけとなり学術及び国際交流で

大いに社会貢献している。 

 

（課題 5：整理番号 R-5） 

健康を維持して快適な環境を実現するために重要な技術に関わる非平衡低温プラズマ, 

液中及び気液界面プラズマの地球環境・ナノバイオ・生命医療技術分野への応用が, 今後

益々発展する可能性への期待感を高揚させた日本側から中国側への社会貢献は特筆すべき

である。 

 

（課題 6：整理番号 R-6） 

  日本・東京工業大学が進めるナノテクノロジーは，創薬と言った直接社会に関わる分

野で，実績を挙げており，社会貢献への発展の可能性がある。 

 

（課題 7：整理番号 R-7） 

本研究分野において中国派遣の目的とした「レーザーとクラスターの相互作用」の物理

を明らかにする事は，将来の癌治療への応用に向けた基礎学術の発展に寄与するものであ

る。また，将来のレーザーがん治療装置や核融合発電へもつながるものと期待できる。 
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（課題 8：整理番号 R-8） 

この交流プログラムの成果として，中国から日本へ派遣された研究者が帰国後に学生に

紹介するため，中国政府奨学金を得て日本側研究機関へ来訪を希望する学生が増えている

ことは両国への重要な社会貢献といえる。 

 

（課題 10：整理番号 R-10） 

静岡大学では，理学部の研究室紹介において，中国との本交流事業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。本拠点事業以

外でも中国側研究機関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。 

 

（課題 11：整理番号 R-11） 

 核融合科学研究所（NIFS）においては，ホームページ等の広報活動において，中国との

本交流事業による協力関係について紹介すること等を通じて，日中両国における共同研究

に関する諸活動について，広く社会へ周知した。中国から日本へ招聘した研究者及び，核

融合科学研究所（NIFS）が併設する総合研究大学院大学（核融合科学専攻）の学生が地元

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。 

 

（課題 12：整理番号 R-12）及び（課題 13：整理番号 R-13） 

本研究分野においては，日本の研究レベルは高いものの，近年，中国は急速に研究レベ

ルが向上している。また若手研究者の研究参入意欲が高いまま推移し，人材面でも成長が

著しいことが指摘できる。科学・エネルギー分野での中国と連携は将来の日中関係を構築

する観点から重要であり，本拠点事業の共同研究が果たすこの観点からの社会貢献は大き

い。 

 

（課題 14：整理番号 R-14） 

 日中双方の研究者による研究交流は，セミナーや共同研究による学術交流のほかに，研

究環境や教育環境，さらには研究者を取り巻く生活・文化を知る機会ともなっており，日

中の文化交流としての側面も持っておりその寄与は大きい。 

 

 

 

（課題 15：整理番号 R-15） 

プラズマ中での微粒子や不純物の生成，輸送解析研究は他の分野（宇宙プラズマ，プラ

ズマプロセッシングなど）への貢献も考えられ，今後これらの分野との共同研究へ発展す

ると考えられる。 
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７－５ 今後の課題・問題点 

 それぞれの課題のキーパーソンからの示された，以下に示す課題の多くは，事業全体で

共有すべきものであり，今後の新たな交流に際して留意し改善して行くことが望まれる。 

 

（課題 2：整理番号 R-2） 

 本拠点事業の終了により中国人学生の国費留学生枠がなくなるので，今後の共同研究の

発展を考えたとき，早期の代替処置が望まれる。 

 

（課題 3：整理番号 R-3） 

10 年間にわたり継続された本拠点事業によって得られた研究上での共通基盤，及び，人

材交流により得られたネットワークは大変貴重なものである。一部の研究分野は本拠点事

業の結果を基礎としてさらに発展することが期待されているため，予算的措置を含めて，

どのように継続・発展させるかという点が課題である。 

 

（課題 8：整理番号 R-8） 

本拠点事業の終了により日本から中国への派遣が急激に減少することが懸念される。近

い将来に同等の研究交流事業が走り始めることを期待する。 

 

（課題 10：整理番号 R-10） 

今後の新たな研究交流事業では，さらに多くの大学院生，特に博士前期課程学生の中国

への派遣が可能となれば，中国での実験研究の参加の機会も増え，若手育成の観点におい

て，更に充実した持続的交流が可能となろう。 

 

（課題 12：整理番号 R-12）及び（課題 13：整理番号 R-13） 

今後の日中関係の発展と日本のリーダーシップの向上を考えれば，中国における修士・

博士課程の学生を積極的に受け入れる意義は大きい。京都大学でも G30（文部科学省「国際

化拠点整備事業 （グローバル 30）」）などの修士課程コースが開設されていることから，こ

のような枠組みとも連携することが重要であろう。 

 

 

（課題 15：整理番号 R-15） 

中国側では周辺プラズマの基礎物理を解明するための実験計画が進められており，日本

側でこれらの解析のための理論シミュレーション研究が進められている。今後，これらを

基盤にした共同研究を進めることが必要と考えられる。 
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７－６ 本研究交流事業により発表された論文 

  平成２２年度論文総数 319 本 

   うち，相手国参加研究者との共著 131 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 164 本 

 

 

８．平成２２年度研究交流実績概要 

８－１ 共同研究 

 

● 炉心プラズマ研究 

（課題 1：整理番号 R-1） 

日本から 2 名が，中国・等離子体物理研究所（ASIPP）において ICRF 加熱及び高速中性

粒子入射（NBI）装置の設計，予備実験及び EAST トカマクでのプラズマ加熱の共同実験に

参加した。また，１名が中国・西南物理研究院(SWIP)に滞在し，HL-2A 装置での電子サイク

ロトロン加熱(ECH)の共同実験に参加した。また，日本人研究者 2名が炉心プラズマに関す

るセミナー（中国・桂林で開催。H22 年度 CUP セミナー課題整理番号「S-1」）に参加し，ECH

と NBI 加熱に関する問題について，核融合科学研究所（NIFS）での研究発表を行うととも

に ASIPP と SWIP から参加した多くの参加者との研究打ち合わせを行った。一方，中国から

招聘した研究者 3名は，それぞれ核融合科学研究所（NIFS）の LHD 装置における ICRF, ECH

及び NBI 実験に参加し，有用な実験データを得た。さらに，1名は九州大学の QUEST 装置に

おける RF 電流立ち上げ実験に参加し，12kA の電流立ち上げを達成した。 

 

（課題 2：整理番号 R-2） 

 日本側より６名の研究者が中国・等離子体物理合肥研究所（ASIPP）及び西南物理研究所

（SWIP）において，また，中国側より 10 名の研究者が，日本・核融合科学研究所（NIFS）

及び九州大学応用力学研究所において共同研究を実施した。 

 

（課題 3：整理番号 R-3） 

日中双方において，核融合炉におけるプラズマ・壁相互作用と対向材料は重要な研究課

題として位置づけられており，タングステン等の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，本拠点事業の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。特に，平成 22 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：整理番号 R-4） 

高温プラズマでの多価イオン原子過程の共同研究，復旦大学での電子ビームイオントラ

ップ改造への技術協力に加えて，新たに，高密度プラズマ中の原子過程，大強度短パルス
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レーザーと原子の相互作用，大型ヘリカル装置のトムソン散乱計測システムの研究などの

新たな課題で交流があった。 

 

（課題 5：整理番号 R-5） 

中国側から FANG 研究員と MENG 教授（共に，等離子体物理研究所）が，それぞれ静岡大

学と名古屋大学に滞在し, プラズマポリマー化に関するポリプロピレン粉末の表面処理と

燃料電池用陰イオン交換膜合成の意見交換と共同実験を行った。CHEN 研究員（等離子体物

理研究所）と LUO 教授（中国・東華大学）は，それぞれ大阪大学と九州大学に滞在し, 大

気圧プラズマジェットの構造・機構を精査し, 大気圧均一グロー放電プラズマの診断技術

を習得した。日本側からは金子准教授（日本・東北大学）と水野教授（日本・豊橋技術科

学大学）が，それぞれ大連理工大学と浙江大学に滞在し, 液中及び気液界面プラズマの生

成と応用の調査・討論・共同研究課題の検討, 非平衡低温プラズマの基礎と応用の啓蒙の

ためのセミナー討論を行った。 

 

（課題 6：整理番号 R-6）及び（課題 7：整理番号 R-7） 

大阪大学と東京工業大学から研究者 2 名がそれぞれ，中国科学技術大学，東南大学に派

遣され，高エネルギー密度科学（レーザー生成プラズマ）およびナノテクノロジーの分野

において共同研究を実施した。高エネルギー密度科学実験のためのターゲット製作からナ

ノテクノロジー研究は発展し，ナノ構造生成の様々なジャンル（創薬など）に研究は展開

している。中国からは中国工程物理研究院，上海光学精密機械研究所から 2 名がそれぞれ

東京工業大学，大阪大学に招聘され共同研究を上述のテーマに関して継続した。 

 

● 核融合炉工学基礎研究 

（課題 8：整理番号 R-8） 

この分野における今年度の成果として，照射損傷モデリングの高度化の問題については，

水素，重水素と照射欠陥の相互作用についての共同研究を実施した。また，要素技術の問

題については溶接材の照射損傷の研究を推進した。そして，研究者や学生の交流について

は，特に北京科学技術大学側から新規の共同研究者を招聘したため，交流の領域は広がっ

た。 

加えて，平成 22 年 10 月に日中エネルギー材料会議が京都で開催され，中国側参加者と

多彩に直接の討論が出来たのは有効であった。 

 

（課題 9：整理番号 R-9） 

中国側の等離子体物理研究所，理科技術研究所，華北電力大学との間で共同研究を進め

た。等離子体物理研究所（ASIPP）とは，ITER 用高温超伝導電流リード，プラズマ対向壁及

びヘリウム液化冷凍機の強靭性・信頼性等について議論を行った。理科技術研究所及び華

北電力大学とは極低温複合絶縁材料の電気的・機械的特性について議論を行った。 
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（課題 10：整理番号 R-10） 

中国において制作した Li4SiO4 に注目し，実際に中性子照射を行い，生成したトリチウ

ムの放出挙動をトリチウム TDS 装置によって明らかにした。熱中性子照射した Li4SiO4 か

らのトリチウム放出挙動と重水素イオン照射した試料からの重水素放出挙動には明確な差

が見られた。トリチウム放出挙動では熱中性子照射により Li4SiO4 中に生成した照射欠陥

の消滅温度と良く一致しており，照射欠陥により捕捉されたトリチウムの放出ピークであ

ることが考えられ，熱中性子照射により生成する照射欠陥はトリチウム捕捉に大きく影響

を及ぼすことが分かった 

 

（課題 11：整理番号 R-11） 

 中国で試作した低放射化フェライト鋼の矩形管加工性の検証，中国で試作した低放射化

バナジウム合金の日本の標準材料との特性比較，ヘリカル型核融合炉 FFHR の核特性評価の

ための領域分割法の高度化を行い，炉の材料設計，核設計を共同で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：整理番号 R-12） 

日本から中国への派遣交流については，石澤（核融合科学研究所）が北京大学へ，そし

て，李（京都大学）が北京大学および浙江大学核融合理論シミュレーション研究所を訪問

した。北京大学では本拠点事業の「R-12」と「R-13」が共同で「Modeling of Theory and 

Simulation of Fusion Plasma」に関するセミナー（中国・北京で開催。H22 年度 CUP セミ

ナー課題整理番号「S-6」）を開催し，本拠点事業 10 年間の総括を行った。浙江大学では，

多スケール乱流分野での今後の共同研究の在り方について討議した。中国から日本への招

聘交流は，Xiaogang Wang(北京大学・大連工科大学)が京都大学へ，Xiao Chijie (北京大

学)が京都大学と核融合科学研究所を訪問し，共同研究を行った。また，京都において

「Physics and modeling of Multi-scale Interaction in Plasmas」に関するワークショ

ップを開催し，宇宙・天体プラズマや基礎プラズマも含めた多スケール相互作用の理論・

シミュレーションをテーマに研究活動を行った。 

 

（課題 13：整理番号 R-13） 

日本から中国への派遣交流については，内藤（山口大学）および岸本（京都大学）が北

京大学を訪問した。北京大学では本拠点事業の「R-12」と「R-13」が共同で「Modeling of 

Theory and Simulation of Fusion Plasma」に関するセミナー（中国・北京で開催。H22 年

度 CUP セミナー課題整理番号「S-6」）を開催し，本拠点事業 10 年間の総括を行った。中国

から日本への招聘交流は，2 名（Zhe Gao（精華大学）および Cai Huishan（中国科学技術

大学））が訪問し，「Physics and modeling of Multi-scale Interaction in Plasmas」

に関するワークショップを京都で開催し，宇宙・天体プラズマや基礎プラズマも含めた多
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スケール相互作用やジャイロ運動論モデルに関する理論・シミュレーション研究を実施し

た。 

 

（課題 14：整理番号 R-14） 

 日本側から研究者１名を中国に派遣し，中国から研究者２名を日本に招へいし，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），および核融合科学

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。また，この研究交流には，当初計画に入っていた日中双方の研究者１名ずつ

が，セミナーや意見交換を行った。 

 

（課題 15：整理番号 R-15） 

日本側で開発されたプラズマ中での微粒子の荷電と挙動に関するモデリングを用いて，

微粒子と壁との相互作用 (中国・等離子体物理研究所)，周辺プラズマ中での挙動 (中国・

西南物理研究院) を調べた。また，プラズマの接する壁近傍での不純物粒子の振る舞いを

調べるために不純物輸送コード (ERO) の適用性の検討を行った。 

 

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に関する議論を行うことを目的に，

本年度が本拠点事業の 終年度であることから，事業の成果報告も重点的に行うため，７

件のセミナーを実施した。 

①JSPS-CAS 拠点大学交流事業セミナー「先進的プラズマ加熱と計測システムに 

よる高性能プラズマの生成と制御に関する日中セミナー」（課題整理番号：S-1） 

②JSPS-CAS 拠点大学交流事業セミナー「第 3回日中レーザーターゲット材料研 

究会」（課題整理番号：S-2） 

③JSPS-CAS 拠点大学交流事業セミナー「超高強度レーザーによる高エネルギー 

密度プラズマの物理」（課題整理番号：S-3） 

④JSPS-CAS 拠点大学交流事業セミナー「先進核融合炉のための超電導要素技術」 

（課題整理番号：S-4） 

⑤JSPS-CAS 拠点大学交流事業セミナー「核融合炉材料・システム設計統合に関 

する日中セミナー」（課題整理番号：S-5） 

⑥JSPS-CAS 拠点大学交流事業セミナー「核融合プラズマの理論シミュレーション 

とモデリング」（課題整理番号：S-6） 

⑦JSPS-CAS 拠点大学交流事業セミナー「プラズマ・核融合分野拠点大学方式日中 

交流事業 10 年の総括セミナー」（課題整理番号：S-7） 
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８－３ 研究者交流（共同研究，セミナー以外の交流） 

平成 22 年 6 月に中国・等離子体物理研究所の主催において，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出席のも

と研究者交流会合を実施し，平成 22 年度事業計画の承認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と年間研究計画について意見交換を行った。 

また，平成 23 年 3 月に沖縄県那覇市において，両国の拠点研究機関である，日本側・核

融合科学研究所，及び，中国側・等離子体物理研究所の所長，コーディネーター，サブコ

ーディネーター，日本学術振興会及び中国科学院担当者及び両国のキーパーソンの出席の

もと，平成 22 年度事業の実施総括するための研究者交流会合を行った。この研究者交流に

あわせて，本事業 10年間の成果と本交流以後の交流の展開を議論するためのセミナー（S-7）

を実施した。 
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９．平成２２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>

 

<人／人日> 

 

<人／人日> 
合計 

日本 

<人／人日> 

実施計画  103/538    103/538 

実績 
79/497 

(13/79) 

   79/497 

(13/79) 

中国 

<人／人日> 

実施計画 87/782     87/782 

実績 
72/702 

(8/50) 

   72/702 

(8/50) 

 

<人／人日> 

実施計画       

実績      

 

<人／人日> 

実施計画       

実績      

 

<人／人日> 

実施計画       

実績      

合計 

<人／人日> 

実施計画 87/782 103/538    190/1,320

実績 
72/702 

(8/50) 

79/497 

(13/79) 

   151/1,199

(21/129)

 

※各国別に，研究者交流・共同研究・セミナーにて交流した人数・人日数を記載してくだ

さい。（なお，記入の仕方の詳細については「記入上の注意」を参考にしてください。） 

※日本側予算によらない交流についても，カッコ書きで記入してください。（合計欄は（ ）

をのぞいた人・日数としてください。） 

 

 

９－２ 国内での交流実績 

実施計画 実  績 

 16 ／ 80 <人／人日>   31 ／ 142 <人／人日> 
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１０．平成２２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  5/35  5/35 

実績 5/30  5/30 

中国 

<人／人日> 

実施計画 4/62   4/62 

実績 4/57  4/57 

 

<人／人日> 

実施計画     

実績    

合計 

<人／人日> 

実施計画 4/62 5/35  9/97 

実績 4/57 5/30  9/87 

② 国内での交流  0/0   （人／人日） 

２２年度の研

究交流活動 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成 22 年度も昨年度に引続き，各種加熱機器の整備を実行し，プラズマ

加熱実験を遂行した。LHD 装置（日本・核融合科学研究所・NIFS，以下同

じ）におけるイオンサイクロトロン加熱実験に中国研究者が参加して，今

年度新規に設置した一対の波数制御アンテナの加熱特性を調べた。また中

国研究者が作成した高周波電力のモジュレーションシステムを用いて実験

し，励起波数に対する加熱効率を測定した。またこのアンテナを用いて 90

秒間プラズマを維持した。日本人研究者が EAST 装置（中国・等離子体物理

研究所・ASIPP，以下同じ）の ICH 実験に参加した。低域混成電流駆動とイ

オンサイクロトロン加熱の重畳加熱プラズマにおいて，長時間の H モード

を達成した。しかしながら加熱効率が良くないので，その向上の方策に着

いて議論した。 

 日本側からの派遣により，HL-2M 装置（中国・西南物理研究院・SWIP，

以下同じ）の電子サイクロトロン加熱実験に参加した。これまでに 4 系統
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２２年度の研

究交流活動 

（つづき） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

の ECH システムが既に可動しているが，さらに 2 系統を増設し，新設ジャ

イロトロンからの 2MW 程度の電磁波入射実験を行った。後述するようにジ

ャイロトロンのエージングが十分に行われなかったので，入射電力は 大

2MW であった。この値は予測される L-H 遷移電力値(2.4MW)よりも小さく，

H モードは観測されなかった。ジャイロトロンからの出力電磁波を

MOU(Matching Optics Unit)で HE11モードに変換して伝送導波管に入射する

調整においてまだ効率改善の余地があり，その方法を議論した。その結果，

現状では，ジャイロトロンに供給する直流高圧電源は，HL-2A 装置（中国・

西南物理研究院・SWIP，以下同じ）の磁場電源と同じフライホイールから

供給されているので，繰返し行われるエージングの頻度が少ないことが判

明した。 

また，効率的なエージングを実施するために，コンデンサーバンク等を

用いた別の直流電源の採用の提案，そして，電磁波の可変入射角アンテナ

の設計に関する提案を行った。HL-2M 装置の電子サイクロトロン加熱実験

では，既に電子加熱や MHD 安定化などの実験を実施しており，数年前に日

中協力で作成したグルーブミラーによる偏波制御が有効であることが立証

されている。中国側からの招聘研究において，QUEST 装置（九州大学）で

の電子サイクロトロン加熱を用いたプラズマ立ち上げ実験に参加した。弱

磁場側から電磁波を O モードで入射し，O-X-B 変換プロセスを通して，遮

断電子密度以上で電子バーンシュティン波(EBW)へとモード変換する。導波

管列によってO-X-B変換が 適になるようなN//に設定でき，効率の良いEBW

電流駆動が可能となる。実験では 50kW の入射電力でプラズマ電流 12kA を

1.5 秒間達成した。 

 中国・西南物理研究院（SWIP）の研究者が，日本・核融合科学研究所（NIFS）

に来訪し，高速中性入射(NBI)加熱実験に参加した。LHD 装置の第 14 サイ

クルの開始前に，正イオン NBI のイオン源および加速ビームの収束性等の

性能を測定した。この光学測定により，加速された+H, +H2および+H3の計測

を実施した。また，その成果として，ビーム発散角を 少にするビームの

パービアンス(A/kV3/2)が得られ，その条件でのビームの入射エネルギー密

度も 大になることを確認した。HL-2M 装置では既に高速中性入射加熱行

われており，また改造後の HL-2A 装置では，NBI が計画されており，核融

合科学研究所（NIFS）におけるこの協力研究は今後の研究に大きな貢献を

すると期待する。また，中国・等離子体物理研究所（ASIPP）では，数年後

の EAST 装置への NBI 入射のために，テストスタンドでのイオン源や加速シ

ステムの実験が進行中である。大電力のアーク放電により，長時間のプラ

ズマ生成に成功している。今後高性能の EAST 用 NBI システムの建設に常用

な役割を果たすであろうと期待する。 
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２２年度の研

究交流活動 

（つづき） 

 また，本研究課題での役割をこなす 2 名の研究者が CUP セミナーに参加

し発表した。一つは電子サイクロトロン加熱実験の報告であり，他は大電

力正イオン高速中性粒子ビームの性能向上に関する報告を行った。 

LHD 装置における電子サイクロトロン波を用い，その電子遮断密度以上

のプラズマに X-B と O-X-B 変換を通した電子サイクロトロン加熱の実験結

果で，プラズマ蓄積エネルギーの増加が観測された。特に O-X-B 変換加熱

は電子遮断密度位置への電磁波の入射角度が狭隘であり，実験の精度が求

められる。また，大電力正イオン高速中性粒子においてビームの発散角を

少なくするために，加速電極の工夫やビームパービアンスの 適化が重要

であると指摘した。そして，粒子軌跡計算コードを公開し，高性能 NBI の

性能向上の設計指針を報告した。 

研究交流活動

成果 

イオンサイクロトロン加熱実験においては，中国研究者により製作され

た電力モジュレーションシステムを用いた電力変調実験で，位相制御アン

テナにおける位相と加熱効率の関係が取得できた。近年においては，日本・

核融合科学研究所（NIFS）と中国・等離子体物理研究所（ASIPP）の強力な

研究協力で大電力・定常加熱源を製作し，当分は，新設 3 台の加熱源が稼

動して，これまでの既設の１台と合わせて， 大 6MW の加熱が可能となっ

ている。 

また，定常加熱実験においては，液体整合器も設置されており，今後の

EAST 装置での大電力・定常加熱の進展が期待される。そして，電子サイク

ロトロン加熱実験においては，核融合科学研究所（NIFS）や京都大学の加

熱技術が，中国・西南物理研究院（SWIP）の HL-2A 装置に伝承され，電子

温度の増加，NTM の抑制等に効果が得られている。 

今後の課題という面では，電磁波の伝送効率向上，ジャイロトロンのエ

ージングの方法などまだ改良の余地があり，今後の実験の進展が期待され

る。 

なお，高速中性入射ビームに関しては，中国・等離子体物理研究所（ASIPP）

で数年後を目処に入射を計画しており，そのテストスタンドでの実験が開

始された。これについては，NIFS における実験研究あるいは粒子軌道コー

ドを用いた計算が，今後の設計に生かされることを期待する。HL-2M 装置

では，既に NBI 入射実験が実施されているが，NIFS での協力研究をベース

にさらなる大電力入射実験が期待される。 

日本側参加者数  

31 名 （１３－１日本側参加研究者リストを参照） 

中国側参加者数 

14 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維持のための高度加熱法の開発 

（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・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  7/67  7/67 

実績 6/66  6/66 

中国 

<人／人日> 

実施計画 9/111   9/111 

実績 10/111  10/111 

 

<人／人日> 

実施計画     

実績    

合計 

<人／人日> 

実施計画 9/111 7/67  16/178 

実績 10/111 6/66  16/177 

② 国内での交流  0/0  （人／人日） 

２２年度の研

究交流活動 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成 22 年度は本拠点事業の 終年となるので，日中双方の共同研究にと

ってその成果を形としてまとめる努力が求められた。これまでの日中双方

の共同研究の展開を踏まえ，論文発表等の研究の総括が期待できそうなテ

ーマについて，将来の日中双方による共同研究の方向性を開拓する可能性

のある新規計画を含めて，昨年度以上に重点的に共同研究を実施した。 

JT-60 装置（日本原子力研究開発機構・JAEA）の運転停止後，新装置 QUEST

（九州大学）が本格稼動し始めた結果，本年度は新規に開始する共同研究

が増加し，Heliotron-J（京都大学）を加え，日本国内での共同研究の選択

肢の多様性を維持できた。 

 一方，中国側では超伝導トカマク実験装置 HT-7 装置（中国・等離子体物

理研究所・ASIPP，以下同じ）に加え，全超伝導トカマク実験装置 EAST 装

置（中国・等離子体物理研究所・ASIPP，以下同じ）が本格的な実験に向け

順調に計画を進展させた。特に昨年度から力を注いでいるダイバータ配位

の 適化と周辺粒子制御が功を奏し，H モードという高性能プラズマ放電

を実現した。また，HL-2A 装置（中国・西南物理研究院・SWIP，以下同じ）
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２２年度の研

究交流活動 

（つづき） 

もリミター及びダイバータ配位での本格的な装置運転を行い，ECH 及び NBI

加熱を用いた H モード放電を更に改良し，その物理的理解に向けて研究準

備を進めた。各種計測装置の充実も伴い，トカマクプラズマの輸送理解に

向けて興味深いデータを算出しつつある。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）でトカマク装置も本格運転を開始し，

研究の深化に向け計測装置の準備が進んでいる。以上のように中国側の研

究も新しい局面を開拓しつつあり，これらを利用した今後の共同研究の新

芽となる展開が期待された。 

 以上の事柄を念頭に置き，日中双方の主な 6 ヶ所（日本側：核融合科学

研究所，九州大学，京都大学，中国側：等離子体物理研究所，西南物理研

究院，華中科技大学）の現有装置を共同研究の柱として設定した。本研究

のテーマとして「プラズマのコア及び周辺部の閉じ込め改善とその高性能

化」を推進し，「高ベータ（＝プラズマ圧力/閉じ込め磁気圧）・高閉じ込め

プラズマの定常保持」を目指した。閉じ込め改善モード放電の輸送物理の

解明や今後の展開を目指した新たなプラズマ計測法の開発も HL-2A 装置で

の Hモード放電達成に関連して重要な研究要素となった。 

 

 以上を踏まえて今年度の具体的研究課題を以下の通り設定した。 

（１）H モード等の改善閉じ込め放電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。 

（２）ペレット入射に関連した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。 

（３）プラズマエッジ部でのトカマク・スクレイプオフ層とヘリカル・エ

ルゴディック層での不純物/粒子/エネルギー輸送の比較研究。 

（４）高速粒子の振舞いと MHD 挙動との関連。 

（５）高性能 TV トムソン散乱計測機器の開発とその高性能化。 

（６）反射計を代表とする周辺揺動計測機器の開発とデータ解析研究。 

研究交流活動

成果 

 

 

 

 

 

 

 

 

ようやくトカマク型実験装置とヘリカル型実験装置の双方で Hモード放

電が実現し，具体的な実験比較を行うことが可能となった。この結果，周

辺磁場構造の違いによる Hモードプラズマの特性の差異を密度・温度分布

や MHD 安定性の観点から議論を開始した。閉じ込め改善プラズマの総合理

解について大きな前進となった。また，周辺粒子・不純物輸送についても

日中双方の装置で不純物イオンが放出するスペクトルの空間分布観測シス

テムの完成が近づき，2次元・3次元効果を取り入れたより詳細なデータ解

析がまもなく可能となり，これにより，磁力線に垂直及び平行方向の輸送

について実験結果に基づいたモデルの新たな構築が可能となりつつある。

また，EAST 装置で開発してきた TV トムソンが稼動し始め，初期データ
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研究交流活動

成果 

（つづき） 

が得られた。装置を更に 適化できれば，電子温度の空間分布のみならず

電子の速度空間も同時に測定でき，プラズマ実験への貢献は非常に大きい。

 上記に列記した研究，そして，関連する実験を遂行した結果，高性能プ

ラズマの定常保持へ向けた有用な知見の取得のみにとどまらず， 終年度

の研究として要求される共同研究成果の国際会議における発表や論文作成

が進み，更に新規研究の展開に向けた作業が加速された。これらの成果は，

現有装置へのフィードバックだけではなく，日本原子力研究開発機構・次

期超伝導トカマク（JT60-SA）や ITER（国際熱核融合実験炉）での核燃焼

実験のシナリオ策定へも大いに貢献した。 

本研究課題では，大学院生や博士研究員などといった若手研究者も積極

的に共同研究に参加し，中国側大学院生と積極的な研究交流を行うなど，

将来の日中間の共同研究の持続的展開に向け，大きな成果となった。 

更に当初計画には予定していなかったが，周辺不純物輸送に関する共同

研究を実施した結果，HL-2A トカマクの H モード放電において H モード遷

移後不純物が急激に減少する様子が観測された。これは周辺のエネルギー

輸送に関する輸送障壁の形成と共に不純物輸送障壁の形成を意味しており

非常に興味深い結果となった。従来のトカマクの H モード放電では不純物

の中心への蓄積が観測されており，それが原因となってプラズマが崩壊し

H モードを長い時間にわたり維持できなかった結果となった。この結果は

従来の定説を覆すものであり画期的であり，今後の日中協力で解決してい

くことが期待される。また，EAST トカマクでの共同研究の結果，プラズマ

にリチウム粉末を注ぐと，その間のみ H モードが実現できるという，これ

までの常識を覆す実験結果が得られたことも特筆すべき事項である。これ

は，いまだ初期的実験結果の段階であるので詳しい物理的機構は明らかで

はないが，今後における両国間の研究協力の新しい方向性を強く示唆する

予想外の実験結果であった。 

中国・西南物理研究院（SWIP）での高速イオン輸送に関する共同研究に

おいては，それが誘起する新しい MHD 不安定性を発見することができ，同

研究所の大学院生（陳偉氏）が博士の学位を取得した。この研究成果が認

められたことにより，この者は高い競争率を勝ち抜き，核融合科学研究所

の COE 研究員に採用された。この大学院生の功績は，当初予定には無かっ

た事柄ではあるが，この国際共同研究を継続してきた成果として列挙され

るべき快挙である。 

日本側参加者数  

49 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－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  4/24  4/24 

実績 4/23  4/23 

中国 

<人／人日> 

実施計画 7/85   7/85 

実績 7/83  7/83 

 

<人／人日> 

実施計画     

実績    

合計 

<人／人日> 

実施計画 7/85 4/24  11/109 

実績 7/83 4/23  11/106 

② 国内での交流  0/0  （人／人日） 

２２年度の研

究交流活動 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

以下の 4課題について，共同研究を計画し，実施した。 

（１）次期装置のプラズマ対向壁材料と特性評価 

中国側では核融合実験炉に向け，黒鉛に被覆したタングステン材料を開

発しており，EAST 装置（中国・等離子体物理研究所・ASIPP）内に装着し

て予備試験を行い，耐熱負荷特性などを評価してきた。タングステンの対

向材料としての適合性について，表面特性も含め，共同研究を実施した。

また，次期装置に適した対向材料の検討も行った。 

（２）HT-7 装置及び EAST 装置の長時間放電後の対向壁損耗特性 

HT-7 装置及び EAST 装置（共に，中国・等離子体物理研究所，以下同じ）

では，定常核融合炉の開発に向けた定常放電を実施している。定常運転時

のリミター温度を計測し，運転後に生成されたダストの成分（Si, B）と

寸法の計測も実施した。本件については，本事業が終了した後も引き続き，

プラズマ対向壁の熱負荷と損耗の関係を把握するために，これらの共同研

究を継続していくこととした。これらの装置に設置した対向材料試験片
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２２年度の研

究交流活動 

（つづき） 

 

は，日本・中国双方で分析を行った。  

（３）プラズマ対向材料中のトリチウム挙動 

LHD 装置（日本・核融合科学研究所・NIFS，以下同じ）では重水素放電

を実施するので少量であるがトリチウムが生成される。また，核融合実験

炉では本格的にトリチウムを扱う。このため，ブランケット増殖材や対向

材料中のトリチウム挙動の把握が必要である。ブランケット増殖材の水素

同位体挙動について，一部の模擬試験を通して材料を評価することによ

り，その健全性を明らかにすることを目的とした。 

（４）壁コンディショニングの評価 

HT-7装置において壁コンディショニングの一つの手法であるグロー放電

によるボロニゼイションを実施し，材料を設置し事後に表面分析法により

深さ方向の組成を明らかにすることを目的とした。また同時に，質量分析

計によるリサイクリングによる燃料希釈について計測を行なった。 

研究交流活動

成果 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

上記の主な課題４点について，以下の成果を得た。 

（１）次期装置のプラズマ対向壁材料と特性評価 

この研究では，タングステン被覆材の健全性を明らかにするため，表面

分析法による評価に関する議論を行なった。 

EAST 装置では，ここ 2-3 年以内に中国で開発したタングステン被覆材

（ベースは B4C もしくは Bドープ炭素）を設置・使用する計画がある。そ

こで異なるタイプのタングステン被覆材をトリチウム雰囲気下で保管し，

その後ベータ線誘起 X線計測法（BIXS）を用いてトリチウムの深さ分布に

ついて評価を行った。また，欠陥を含む材料の模擬として He の予照射を

行った場合のガス保持特性について検討したところ，照射欠陥を含むタン

グステン被覆材では 600K 以上の温度領域で急激にガス脱離が起こること

が明らかとなった。 

また，モデリング手法を用いて，タイル間ギャップに対する炭素および

炭素・タングステン混合堆積物による相違を比較した研究も行った。この

研究では，タイル材料表面における反射係数は材料に依存する計算結果と

なり，この値をどのように仮定するかによって堆積パターンが異なること

を示すことができた。 

（２）プラズマ対向材料中のトリチウム挙動 

ITERもしくはDEMOに向けたブランケット増殖材中のトリチウム挙動に

関する研究を実施した。これは，同じ水素同位体であり，かつ実験室レベ

ルでの取り扱いがトリチウムに比べると容易である重水素を用いた実験

により，トリチウム使用時の挙動を理解するための実験であり，その手法

としては，あらかじめ 973K で脱ガス処理を行った Li2TiO3 材に対し，ECR

装置により重水素照射を行い，昇温脱離法（TDS）により重水素保持量を
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研究交流活動

成果（つづき） 

評価することができた。同時に，この実験から，0.5-7.0x1018D/cm2 で粒

子フルエンスを変化させ，TDS 分析を行った場合，ピーク温度はほぼ同様

のパターンを示し500Kおよび700K前後でピークを持つことが明らかとな

った。また，材料中の総重水素蓄積量について温度依存性を調べた結果，

700K 以上の高温領域で蓄積量が大変低いという結果が得られた。これら

の結果から，ブランケットの運転温度領域（600-900K）を考慮すると，こ

の運転温度以上で放出するガスが炉内蓄積量となるが，前述の 700K 以上

での放出ガス量はほぼ検出限界レベルであり，よって Li2TiO3 へのトリチ

ウム残留量は大変低いことが明らかであるという結論を導くことができ

た。 

（３）壁コンディショニングの評価 

不純物軽減のためにボロンを被覆する手法として ICRF 放電を用いてい

たが，グロー放電による手法を HT-7 装置にて実験しており，放電中に試料

を真空容器内へ設置することで，被覆されたボロンの特長が理解できるこ

とを通して，今回は希釈ガスをヘリウムおよび重水素を用いた場合の比較

のため，X光電子分光法による深さ組成分析を行った。 

ボロンコーティング後の質量分析計による測定では，希釈ガスが重水素

の場合は，水素の時と比べてリサイクリングによる主放電プラズマの燃料

ガス希釈が少ないという結果が得られた。  

これらの研究成果は，今後，EAST 装置で行う実験にも適用される予定で

ある。 

日本側参加者数  

11 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－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 Plasmas 

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）Nobuyuki Nakamura, 

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  4/26  4/26 

実績 4/25  4/25 

中国 

<人／人日> 

実施計画 6/52   6/52 

実績 6/62  6/62 

 

<人／人日> 

実施計画     

実績    

合計 

<人／人日> 

実施計画 6/52 4/26  10/78 

実績 6/62 4/25  10/87 

② 国内での交流  0/0  （人／人日） 

２２年度の研

究交流活動 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１）田沼らは首都大学東京に設置されている電子サイクロトロン型（ECR）

多価イオン源と窓無しのSi(Li)半導体検出器を用いて，裸および水素様の

多価イオンとHeおよびH2標的との衝突による軟X線発光の観測を実施した。

この過程を理論的に理解するため，応用物理計算数学研究所（北京）のWang

教授のグループが電荷移行断面積の計算を実施。本共同研究打合せのため

田沼が，中国・応用物理計算数学研究所のWang教授を訪問した

（2010/11/3-9）。 

（２）小池（北里大学）は，中国・西北師範大学のDong教授を訪問

（2010/11/21-28）し，共同研究に係わるいくつかの論文の原稿の仕上げの

ための打ち合わせと，継続中の共同研究の進め方，特に数値計算の実行の

仕方および計算結果の物理学上の評価についての打ち合わせを行った。ま

た，訪問中，学科スタッフと学生を対象に，原子過程に関して二度の学術

講演を行った。 

（３）中村（電気通信大学）は復旦大学現代物理研究所の電子ビームイオ

ントラップ（Shanghai-EBIT）の改造・再組み立て作業に参加した
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２２年度の研

究交流活動 

（つづき） 

（2011/1/24-29）。部品の製作会社（杭州FerroTec 社）に出向き，工程の

現状を確認し，再組み立てにおける軸調整方法などを，電通大Tokyo-EBIT

の経験を基にして入念な打ち合わせを行った。 

（４）加藤（核融合科学研究所・NIFS）は，中国・応用物理計算数学研究

所のWang教授とZou准教授を訪問し（2010/9/2-7），プラズマ壁相互作用と

レーザー生成プラズマの原子過程研究について，それぞれ情報交換を行っ

た。また，スタッフ及び学生を対象に，高Z材料表面反射による水素原子の

励起と発光過程に関する学術講演を行った。 

（５）Li（IAPCM）を，日本・電気通信大学に招聘し（2010/11/8-17），電

通大の電子ビームイオンのラップを用いた多価イオン原子過程の共同研究

について打合せを行った。また，大学スタッフ，学生，所外の関連研究者

を対象に多価イオン原子過程に現れる相対論効果に関する学術講演を行っ

た。また，この招聘期間中，核融合科学研究所（NIFS）にも招へいし，NIFS

で行われているタングステン多価イオンの原子過程研究について議論を行

った。 

（６）Zeng（IAPCM）は，筑波大学のTongを訪問し（2010/12/11-24），大

強度短パルスレーザーと原子の相互作用に関する共同研究を実施した。 

（７）Yang（ASIPP）は，核融合科学研究所を訪問し（2011/1/7-13），大

型ヘリカル装置のトムソン散乱計測システムを視察，レーザーシステム，

散乱信号検出の光学系，データ集積システムなどについて研究した。また，

研究所スタッフを対象に磁場閉じ込め装置での電場と電子温度勾配の関係

について学術講演を行った。 

（８）Xiao（ASIPP）は，東京大学の門を訪問し（2011/1/10-16），磁場閉

じ込め装置の周辺プラズマ診断と関連する原子過程について議論した。 

（９）Qi（Jiaxing Univ.）を核融合科学研究所に招へいし（2011/1/17-30），

高密度プラズマでの原子過程理論について議論した。また，研究所スタッ

フ，学生を対象に，高密度プラズマでの原子過程に関して学術講演を行っ

た。 

（１０）Dong（NWNU）は，核融合科学研究所を訪問し（2011/2/11-20），

NIFS で進められているタングステン多価イオン，鉄多価イオンの電子ビー

ムイオントラップを用いた原子分光の共同研究について議論した。また，

研究所スタッフ，及び所外の関連研究者を対象に，タングステン多価イオ

ンの電子衝突過程に関する学術講演を行った。滞在期間中に，小池（北里

大）が NIFS を訪問し，本課題での共同研究の打合せと今後の進め方につい

て議論した。 

研究交流活動

成果 

本年度の主な成果として，太陽風と彗星の低温ガス粒子との相互作用に

よる X 線発光過程や高温プラズマの光放射に関わる多価イオン荷電交換過
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研究交流活動

成果 

（つづき） 

程の実験室実験とその詳細な理論解析が共同で実施されたこと，ITER 等の

核融合炉材料として注目されるタングステン多価イオンからの発光スペク

トルの波長測定とその精密な理論計算が共同で実施されたことがあげられ

る。いずれも，日本の研究者が実験を実施し，中国人研究者がその理論解

析を分担している点が特徴である。 

復旦大学の電子ビームイオントラップの改造計画，電通大や核融合研を

拠点とした電子ビームイオントラップを用いた多価イオン原子分光に関す

る共同研究にも進展があった。新たに，中国・西北師範大学からも電子ビ

ームイオントラップ導入における技術協力の依頼があり，これに関する研

究交流の更なる発展が見込まれる。 

高密度プラズマ中の原子過程，大強度短パルスレーザーと原子の相互作用，

大型ヘリカル装置のトムソン散乱計測システムの研究などの新たな課題で

中国側若手研究者の招へいが実施され，日中間の研究者ネットワークの発

展があった。 

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 

37 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－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  2/21  2/21 

実績 2/18  2/18 

中国 

<人／人日> 

実施計画 4/34   4/34 

実績 4/34  4/34 

 

<人／人日> 

実施計画     

実績    

合計 

<人／人日> 

実施計画 4/34 2/21  6/55 

実績 4/34 2/18  6/52 

② 国内での交流  0/0  （人／人日） 

２２年度の研

究交流活動 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本研究で予定していた第三期 3ヵ年計画の 終年度にあたり，日本側か

ら中国への派遣に関しては，液体プラズマによる次世代ナノバイオ科学技

術開拓を目指す，新人の金子准教授（東北大学）と，第一期における訪中

と第二期での受け入れを経験済みで，高気圧プラズマの環境・バイオ・医

療分野への応用を展開し成果をより期待できる水野教授（豊橋技術科学大

学）の計 2名を選抜した。また，中国側から日本への招へいについては，

バイオ応用対応の気中・水中高気圧放電プラズマの生成・制御が専門のCHEN

研究員（中国・等離子体物理研究所・ASIPP，以下同じ），プラズマによる

ポリマー化技術の各種工業応用関連が専門の LUO教授（東華大学）及び MENG

教授と FANG 研究員（共に，中国・等離子体物理研究所・ASIPP）の計 4名

を選抜した。 

研究交流活動の詳細については，日本側研究者の金子准教授は天津大学

（LIU 教授）と大連理工大学（QIU 教授）における液中及び液体と接触する

プラズマの生成とその応用に関しての調査を行うと共に，自らの当該研究
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２２年度の研

究交流活動 

（つづき） 

成果も紹介した。具体的には，グロー放電プラズマ照射による液体中での

ナノ粒子構造制御形成及びカーボンナノチューブ・DNA 等のナノ・バイオ

物質との複合物質形成のためのプラズマプロセス技術について意見交換と

討論を行った。ここで, 気液界面プラズマ中でイオンエネルギーを制御で

きる東北大方式の応用上の有用性が強く認識された。水野教授は訪中にあ

たり，非平衡低温プラズマの環境技術, 及びウイルスなどの不活化・殺菌

などバイオテクノロジーや医療機器への利用が進みつつある近年の動向に

注目した。そこで，この分野におけるプラズマ基礎と応用の重要性及び研

究の進め方などを啓蒙する目的で, 大連理工大学（W. YAN 教授）, 浙江大

学（K. YAN 教授）を含む計６機関において, “Recent Progress in 

Electrostatic Technology and Non-Thermal Plasma”なる題目でセミナー

を開催した。 

一方，中国側からの招へい研究者 4名のうち，FANG 教授は静岡大学（永

津教授）において, ポリマー物質であるポリプロピレン粉末のプラズマに

よる表面処理と大気圧水素プラズマによる石炭のアセチレンへの熱分解に

関する研究発表を行い, 工業応用の観点から静岡大学の関連する研究成果

と比較して討論を行った。加えて, 名古屋大学（豊田教授）とプラズマナ

ノ工学研究センターを訪問し, プラズマ応用の多様性を調査した。また，

CHEN 研究員は大阪大学（浜口教授）において, 近年バイオ・医療応用への

展開が成されている大気圧プラズマジェット(APPJ)に関して, そのプラズ

マプルームの発生及び進展機構の解明に向けて共同実験とシミュレーショ

ンの調査を行った。また, 京都大学（酒井准教授）と静岡大学（永津教授）

を訪問し, それぞれプラズマの光デバイスとバイオ・医療応用研究の実情

を調査した。工業応用指向の表面工学者の LUO 教授は，九州大学（中村教

授）において高速 CCD 撮像法を主に用いて, 高温高密度プラズマ閉じ込め

装置の周辺プラズマの計測技術と壁相互作用の制御法を習得した。 

後の MENG 教授は既に数回の来日経験があり，本交流を通し一貫して小

型化，電極への粘着性，高電力密度等の利点があるプラズマポリマー技術

による燃料電池用のプロトン交換膜合成研究を行ってきた。今回は直接メ

タノール燃料電池への応用を目指したアルカリ性陰イオン交換膜合成にお

ける課題を克服するために, 日・中両実験室での共通パラメータを有する

低温プラズマ装置を用いた場合の共同研究について意見交換を行った。ま

た, 中部大学（菅井・中村教授）を訪問し, プラズマ応用の 近のトピッ

クスに関して議論し意見交換を行った。 

研究交流活動

成果 

 

第一の日本側研究者・金子准教授の交流活動成果としては，上述のナノ・

バイオ物質を利用したバイオセンサ，ドラッグ・遺伝子デリバリーシステ

ム等への医療・バイオ応用の有効性，多様性，実用性についての中国側の
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研究交流活動

成果 

（つづき） 

認識が深まり，この新しい分野における表面改質, カーボンナノチューブ

の分離精製, 及びナノ粒子特性評価に関する共同研究の可能性が構築され

たことである。 

第二の日本側研究者・水野教授の成果としては，非平衡低温プラズマの

基礎と応用に関する学術情報交換を通して, 水銀や有機揮発性化学物質の

浄化, 水膜式電気集塵装置の有効性, 船のバラスト水の殺菌などの研究に

関して将来への発展的アドバイスを行い, 中国での健康・環境分野の一層

の発展に寄与できたことと，今後情報交換を進めることで共同研究の方策

を創出する方針で合意が成されたことである。 

一方，中国側研究者・FANG 教授の交流活動成果としては，V 型大気圧プ

ラズマトーチを用いるプラズマポリマー化物質合成の工業応用における課

題が明確化され，その可能性に向けて大きなステップが築かれたことであ

る。 

第二に，CHEN 研究員の成果としては, APPJ におけるプラズマジェットの

長さの印加電圧, 周波数, アルゴンガス流などの放電パラメータへの依存

性が一定程度度明らかになったことであり, これが APPJ のバイオ・医療分

野工業応用への展開に有用となることが期待される。 

また，第三に LUO 教授の成果としては, 習得した高温高密度プラズマ発

生装置における周辺・壁表面プラズマ挙動の診断技術が，低温プラズマを

用いての工業応用に必須のポリエチレンやポリプロピレン等のポリマーグ

ラフト化による濡れ性と粘着性の向上法の対策に生かされたことである。

さらに，第四者 MENG 教授の成果としては，プラズマポリマー化法によって

合成されたビニルベンジル塩化物から成る QPVBC 膜の電気伝導度が従来法

に比べて一桁程度向上することが分り, 今後 プラズマ中の電子エネルギ

ーとラジカル密度を精密に制御する日・中共同実験を行えば, 直接メタノ

ール燃料電池への工業応用の可能性が開けることである。 

日本側参加者数  

19 名 （１３－１日本側参加研究者リストを参照） 

中国側参加者数 

21 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  2/15  2/15 

実績 
2/12 

(0/1) 

 2/12 

(0/1) 

中国 

<人／人日> 

実施計画 4/36   4/36 

実績 2/29  2/29 

 

<人／人日> 

実施計画     

実績    

合計 

<人／人日> 

実施計画 4/36 2/15  6/51 

実績 
2/29 2/12 

(0/1) 

 4/41 

(0/1) 

② 国内での交流  0/0  （人／人日） 

２２年度の研

究交流活動 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１）田中和夫（大阪大学），Jian Zheng(中国科学技術大学)の共同研究 

平成22年度は，田中/Zheng教授のアイデアに端に発したチャレンコフ放

射研究を行った。これは，羽原准教授によるPhysics Review Letters誌へ

の論文掲載を経て，さらに実験を進め，チャレンコフ光の発生特性を利用

して固体内部での相対論電子のエネルギースペクトルを計測する実験を実

施し，成功裡に導いた。 

（２）羽原英明（大阪大学），Jian Zheng(中国科学技術大学)の共同研究 

Zheng教授が，羽原准教授の持つレーザー装置の知見に対してアドバイス

を求めた。このアドバイスは，中国側で新しくレーザー装置を設置する際

に気をつける注意点の教示などであった。10TWレベルに増強されるこの装

置では，今後日本側との共同研究が可能であり，そのいくつかの実験対象

課題について議論がなされた。 
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２２年度の研

究交流活動 

（つづき） 

（３）羽原英明/田中和夫（大阪大学），LEI Anle（上海光学精密機械研究

所）の共同研究 

超高密度プラズマ（慣性核融合）における高速点火研究の重要な課題で

ある高速電子エネルギー輸送に関する共同実験を行う研究を実施した。こ

れは，LEI教授が大阪大学で実施される同実験に参加し，高速電子のエネル

ギー輸送メカニズムに関して理解を得る目的であった。 

（４）田中和夫（大阪大学）, Hu Guangyue(中国科学技術大学)の共同研究

超高密度プラズマ（慣性核融合）における高速点火研究の重要な課題で

ある超高強度レーザーの物質への吸収に関する共同研究を行った。今回は，

招聘直前に Hu 博士の家族の都合で来日がキャンセルとなったが，今後も継

続してこの共同研究を継続する方針である。 

・長井圭治（東京工業大学），Gu Zhongze（中国・東南大学）の共同研究

東南大学生物電子工学国家重点研究室において，顧忠澤教授，超祥講師，

葛麗芹副教授らから，マイクロカプセル製造に関する研究，特に流体制御

装置の研究，およびナノ粒子の自己組織化の研究，電解紡糸装置によるナ

ノファイバー形成及びそれらの応用に関する研究を行った。この結果，

新の研究に関して，実験装置の詳細の情報もふくめて得ることができた。

こうした技術の向上は，日中のレーザープラズマ研究に有用な事はもちろ

んであるが，他の分野への展開も可能である。 

研究交流活動

成果 

今年度は，10 年計画の 終年にあたり，平成 22 年 10 月 14 日～16 日，

上海交通大学において総勢 200 名を超える日中セミナー（H22CUP セミナー

課題整理番号「S-3」）を開催した。H22 年度当初に行った研究者交流会合

での目論見通り，中国側からは，多くの若手研究者の参加があり，日中双

方の研究交流と今後のさらなる共同研究の可能性が議論された。こうした

共同研究成果は，近日中に複数の学術論文として出版されることが合意さ

れた。 

日本側参加者数  

3 名 （１３－１日本側参加研究者リストを参照） 

中国側参加者数 

6 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  3/17  3/17 

実績 3/14  3/14 

中国 

<人／人日> 

実施計画 4/35   4/35 

実績 3/21  3/21 

 

<人／人日> 

実施計画     

実績    

合計 

<人／人日> 

実施計画 4/35 3/17  7/52 

実績 3/21 3/14  6/35 

② 国内での交流    0/0   （人／人日） 

２２年度の研

究交流活動 

本研究分野として，①高速点火核融合の理論・シミュレーション，②レ

ーザーによる荷電粒子の加速，③超高強度レーザーによるクーロン爆発，

④光電離プラズマの宇宙模擬実験，の 4 分野に関して継続して研究交流を

実施予定であったが，④に関しては，担当予定であった中国側女性研究者

が出産のため実施できなかった。 

今年度は，本拠点事業の 終年と言うことで，2010 年 10 月 14 日～16 日

に「超高強度レーザーによる高エネルギー密度プラズマの物理」という CUP

セミナー（H22CUP セミナー課題整理番号「S-3」）を，核融合科学研究所・

坂上教授が開催責任者となり，中国・上海交通大学において開催した。こ

のセミナーは当初の構想として，日本で開催する予定であったが，中国側

が「若手が多数参加できるように中国で開催してほしい」という要望があ

り，上海で開催したものである。 

研究交流活動

成果 

＜科学的な成果＞ 

①に関しては，PIC シミュレーションコードの共同開発，および関連す
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研究交流活動

成果 

（つづき） 

 

る情報を共有することによって，お互いのレーザープラズマ相互作用の研

究の進展に大いに貢献した。この場の議論では，それぞれの研究現場での

現状が明らかになり，お互いの長所を示し合うことによって，国際協力，

共同実験等の連携が促進された。具体的な例として，中国側のレーザーシ

ステムが 2012 年に完成し，高速点火レーザー核融合の統合実験が開始され

るとの報告があったので，コーン付きターゲットのシミュレーションによ

る解析を共同で進めることが提案され，合意した。 

②に関しては，高強度短パルスレーザーと臨界密度付近のプラズマとの

相互作用で安定なチャネルが形成され，さらに数十 GeV/cm の高い加速電場

が形成され，それによる電子加速が見られた。またプラズマチャネルの端

においても高エネルギーイオン加速現象が観察された。この成果及び現在

までの過去の研究成果も含めて，実質的に共同で研究を実施することがで

き，日中双方からの貢献が目に見える形で実現した。また日本から，復旦

大学の本研究グループへ刺激が本成果等に反映されていると感じている。

③に関しては，中国から日本への貢献として，クラスターとレーザーと

の相互作用により生じるイオンビームのエネルギースペクトルの実験デー

タ提供が，そして，日本から中国への貢献としては理論モデルによりその

実験データの物理的背景を明らかにした点などが挙げられる。 

④は中国側女性研究者が出産のため実施できなかった。 

本研究分野において，重要なのは本計画が終了する平成 22 年度以降の継

続的な交流である。この点については，中国側研究者と議論を行い，競争

的資金などの申請を議論し，人的ネットワークや共同研究・実験を継続で

きる体制を維持して行くことで合意し， 大限の努力を継続することとし

た。 

日本側参加者数  

7 名 （１３－１日本側参加研究者リストを参照） 

中国側参加者数 

6 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 研究終了年度 平成 22 年 

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  3/19  3/19 

実績 1/5 

(0/1) 

 1/5 

(0/1) 

中国 

<人／人日> 

実施計画 4/36   4/36 

実績 4/36 

(0/1) 

 4/36 

(0/1) 

 

<人／人日> 

実施計画     

実績    

合計 

<人／人日> 

実施計画 4/36 3/19  7/55 

実績 4/36 

(0/1) 

1/5 

(0/1) 

 5/41 

(0/2) 

② 国内での交流   0/0   （人／人日） 

２２年度の研

究交流活動 

平成 22 年度は，①照射損傷モデリングの高度化の項目では，水素，重水

素と照射欠陥の相互作用についての共同研究を実施した。②要素技術につ

いては溶接材の照射損傷の研究を推進した。③研究者，学生の交流につい

ては，特に，中国・北京科学技術大学から新規の共同研究者を招聘し，新

たな研究を開始したため，交流の領域は広がった。 

加えて，平成 22 年 10 月に日中エネルギー材料会議が京都で開催され，

中国側からの参加者と多彩に直接の討論ができたのは有効であった。 

研究交流活動

成果 

 

 

 

中国の核融合炉工学，特に材料の分野は大きな予算が投入されたために

なかなかに元気である。CLAM（Chinese Low Activation Martensitic Steel）

の照射評価も日本を始めとした各国の協力もあり，順次進行しているとい

う実感がある。 

この分野における若手人材交流の観点では，このプログラムの若手交流
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研究交流活動

成果（つづき） 

として共同研究に従事していた，中国・等離子体物理研究所（ASIPP）の

Peng 氏は本年度に中国科学技術大学の准教授に昇進したり，北京科技大の

Huang 氏は米国の大学で若手研究者の筆頭として活躍するなど，若手交流

の成果が現れているのは，誠に喜ばしいことと評価できる。 

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 

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－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 Shuichi, 

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  3/17  3/17 

実績 3/17  3/17 

中国 

<人／人日> 

実施計画 6/42   6/42 

実績 7/48  7/48 

 

<人／人日> 

実施計画     

実績    

合計 

<人／人日> 

実施計画 6/42 3/17  9/59 

実績 7/48 3/17  10/65 

② 国内での交流   0/0   （人／人日） 

２２年度の研

究交流活動 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成 22 年度は，本拠点事業の 終年度であることから，研究課題の論点

及び成果を集約することを 終目的とした。中国・等離子体物理研究所

（ASIPP）の研究者 6名を，日本・核融合科学研究所（NIFS）に招聘し：①

核融合装置用大型超電導マグネットの冷却時の熱収縮ひずみの均一化と低

減化，②核融合装置用ヘリウム冷凍機の長期連続運転と高信頼化，③ITER

用高温超電導電流リードの実機製作に関する品質管理，④プラズマ加熱用

大電流・高電圧電源のノイズ・高調波の除去，⑤微小電圧検出用超電導マ

グネットクエンチ検出器，等に関する 新の研究成果等 5 点を中心に議論

を行った。 

また，日本からは，中国・等離子体物理研究所（ASIPP）へ 2名が訪問し，

⑥ヘリカル型核融合実験炉の概念設計についての講義を行うと共に，⑦核

融合実験炉における高温超電導コイル使用時のメリット等についての議論

を行った。本テーマは今年で 7 年目であるが，これまでの共同研究で得ら

れた多くの成果をまとめるため，中国・西安市にて「先進核融合炉に必要
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２２年度の研

究交流活動 

（つづき） 

な超伝導要素技術」をテーマとしたセミナー（H22CUP セミナー課題整理番

号「S-4」）を実施した。本共同研究からも 1 名が参加し，核融合実験炉用

超伝導コイルの機械的特性についての共同研究成果を発表した。 

研究交流活動

成果 

磁場変動を必要とするトカマク型超伝導核融合実験装置 EAST 装置（中

国・等離子体物理研究所・ASIPP，以下同じ）と大電流を定常維持するヘリ

カル型超伝導核融合実験装置 LHD（日本・核融合科学研究所・NIFS，以下

同じ）では，超伝導線材の構造，コイルの電気絶縁耐力も異なってくる。

超伝導マグネットの保護技術，密結合の超伝導コイル群の電流非干渉制御，

等の技術はトカマクとヘリカルで共通の要素技術を多く含む。今日まで，

EAST 装置も LHD 装置も，安定・高信頼性のもとで稼働し，多くの超伝導要

素技術を構築してきた。 

本年度の共同研究，並びに，中国・西安市で開催したセミナーにおいて，

これまでの共同研究の総括と今後の共同研究の進め方に対する議論ができ

たことは，本年度の 大の成果であった。また，複合超伝導要素技術の集

合体である核融合装置に於いて，トカマク装置とヘリカル装置の要素技術

課題を比較し整理できたことも重要な成果である。更に，ITER（国際熱核

融合実験炉）あるいは次期先進核融合炉で必要な要素技術な中で超伝導シ

ステム技術の多くを議論しインテグレート出来たことは，本拠点事業の

終年度にふさわしい成果である。 

日本側参加者数  

21 名 （１３－１日本側参加研究者リストを参照） 

中国側参加者数 

24 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  2/14  2/14 

実績 2/12  2/12 

中国 

<人／人日> 

実施計画 3/29   3/29 

実績 
3/29 

(0/1) 

 3/29 

(0/1) 

 

<人／人日> 

実施計画     

実績    

合計 

<人／人日> 

実施計画 3/29 2/14  5/43 

実績 
3/29 

(0/1) 

2/12  5/41 

(0/1) 

② 国内での交流    0/0  （人／人日） 

２２年度の研

究交流活動 

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

挙動の素過程について実験および量子化学計算の両方から明らかにした。

 特に，平成 22 年度は中国において制作した Li4SiO4 に注目し，実際に中

性子照射を行い，生成したトリチウムの放出挙動をトリチウム TDS 装置に

よって明らかにした。また、日本において Li 濃度を変えた，Li2.0TiO3、

Li2.2TiO3や Li2.4TiO3を用い、水素同位体放出挙動について検討するととも

に、Li2.0TiO3における照射欠陥消滅と水素同位体放出との相関について詳

細に検討した。 
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研究交流活動

成果 

本研究交流活動により，実際に核反応により生成したトリチウムの放出

挙動に関する知見を集積することができるとともに，これまでの基礎研究

として行ってきたイオン照射結果との比較検討から，トリチウム増殖材料

表面での水素同位体挙動とバルクでの挙動を分けて理解することができる

ことができた。なお，重水素イオン照射と熱中性子照射実験の結果から水

素同位体放出挙動に明確な差が見られ、熱中性子照射により生成する照射

欠陥はトリチウム捕捉に大きく影響を及ぼすことが示唆された。 

また、本年度の目標の一つとして掲げた，Li 濃度を変えた，Li2.0TiO3、

Li2.2TiO3や Li2.4TiO3についても熱中性子照射を行い、試料中に生成したト

リチウムの放出挙動について評価を行ったところ、Li2.2TiO3 及び Li2.4TiO3

では Li2.0TiO3と比較して、トリチウム放出スペクトルが高温側にシフトす

ることが明らかとなり、これらはリチウム濃度が増加することによる影響

であると結論づけた。 

そしてまた，Li2.0TiO3 においては熱中性子のみならずγ線照射実験を行

い，異なる照射欠陥と重水素およびトリチウムの脱離挙動との比較検討を

行ったところ，欠陥消滅が水素同位体の脱捕捉の引き金になっていること

が判明した。 

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） 

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 

WU Yican・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  3/15  3/15 

実績 3/15  3/15 

中国 

<人／人日> 

実施計画 3/50   3/50 

実績 3/50  3/50 

 

<人／人日> 

実施計画     

実績    

合計 

<人／人日> 

実施計画 3/50 3/15  6/65 

実績 3/50 3/15  6/65 

② 国内での交流    0/0   （人／人日） 

２２年度の研

究交流活動 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本拠点事業の 終年度として，これまでの炉システムの設計と技術課題

の検討を集約するのが今年度の目的であった。 

第一に，炉システム設計については，固体ブランケットと液体ブランケ

ットを想定した３次元中性子輸送計算のこれまでの協力研究をまとめて，

放射化特性，トリチウム生成率，放射線遮蔽の観点から評価を行うととも

に，構造デザインデータベースと連動した計算手法の高度化を達成した。

第二に，材料技術関係では，日中の被覆接合材料，低放射化構造材料の

比較検討と，矩形管加工など炉製作技術の比較評価を進めることにより，

各材料製作加工技術の高度化と製作設計の具体化を達成した。また，日中

の腐食試験法と結果の比較に基づき，耐食性評価手法の高度化と設計デー

タの取得を行った。以上の成果を，平成 22 年 10 月 19 日～10 月 22 日にか

けて京都大学で開催した CUP セミナー「核融合炉材料・システム設計統合

に関する日中セミナー」（H22 年度 CUP セミナー課題整理番号「S-5」）にお

いて日中間で議論を行い，意見を集約した。 

また，これらの当初計画に基づく活動に加え、中国側から、炭化物微細
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２２年度の研

究交流活動 

（つづき） 

粒子を高密度に混入し高温強度を高めた新しいバナジウム合金の提案と試

作材料の提供があり、共同で高温強度の評価を行った。 

研究交流活動

成果 

研究活動成果の総合的な集約をこれまでの関連研究者によって進め，炉

システム設計手法，評価手段，先進材料製作技術を中心とした要素技術と

技術統合の観点から全体の成果をまとめ，これに基づき，今後の炉システ

ム高度化に関する全体指針を明らかにした総括を行なった。また，これら

の発展として，今後の共同研究のあり方，重点テーマについて検討を進め

具体的な計画の策定を進めた。 

また，新しいバナジウム合金の提案に関する検討においては，中国側で

製作された炭化物微細粒子含有バナジウム合金は、粒子が集合体を作り高

温強度の向上は不十分であることが分かった。しかしながら，微小粒子の

形状を均一化等の工夫を施すことにより，一層の性能向上が期待されるこ

とから、日中両国におけるそれぞれの技術を適用し，さらに高度化を進め

ることになった。 

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） 

中国側参加者数 

17 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  2/14  2/14 

実績 2/13  2/13 

中国 

<人／人日> 

実施計画 2/20   2/20 

実績 2/20  2/20 

 

<人／人日> 

実施計画     

実績    

合計 

<人／人日> 

実施計画 2/20 2/14  4/34 

実績 2/20 2/13  4/33 

② 国内での交流  0/0     （人／人日） 

２２年度の研

究交流活動 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本年度は，乱流と MHD モードとの相互作用研究などを中心に，前年度の

研究成果を基に，閉じ込めプラズマ中の様々なスケールの揺らぎのダイナ

ミックスを主に流体モデルに基づいて発展させ，これまでの時空間スケー

ルを限定した単一階層の研究から，ミクロスケールの乱流過程とマクロス

ケールの MHD 過程を中心に，異なった時空間スケールの現象間の相互作用

やそれにともなうダイナミックスを解明する研究を実施した。 

具体的な研究内容は次のポイントに集約される。 

(1)新古典ティアリングモード現象などを想定し，自由エネルギー源の観点

からは安定なティアリングモードが乱流の存在によって不安定化する現

象，そして，ミクロスケールの乱流とマクロスケールの MHD モードの非

線形相互作用やそれら異なったスケールのモード間のエネルギー伝達機

構，それに伴う磁気島の振動現象などについて研究を実施した。 

(2)トカマク実験装置 LH-2A 装置（中国・西南物理研究院・SWIP，以下同じ）

における揺動計測の解析などを想定し，ミクロスケールの乱流から生成

される帯状流が支配するプラズマにおける乱流スペクトルの構造に関す
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２２年度の研

究交流活動 

（つづき） 

る研究を日中双方が共同で進展させた。 

(3)反転磁気シアプラズマなどの高性能トカマクプラズマの性能を制限す

るダブルティアリングモード（DTM）などの大域的な MHD モードの線形ダ

イナミックスや非線形ダイナミックス，それらがミクロな乱流輸送に与

える影響などについての理論・シミュレーション研究を日中が共同して

行った。特に，宇宙・天体プラズマで培われた磁気リコネクション現象

や異常抵抗などに関する知見を取り入れることにより，DTM 発生時の突

発的なダイナミックスやその背後の物理機構を解明し，高性能の核融合

プラズマの実現と制御の研究を展開した。 

研究交流活動

成果 

上記の研究交流活動を通して，高性能核融合プラズマの乱流輸送の制御

や安定維持に不可欠な微視的乱流や大域的な MHD 現象の非線形ダイナミッ

クスに関する研究を日本と中国双方で進展させ，今年度の成果としては，

中国・北京大学において，CUP 共同研究課題分野「R-12」「R-13」「R-15」

が共同で「Modeling of Theory and Simulation of Fusion Plasma」に関

するセミナー（H22 年度 CUP セミナー課題整理番号「S-6」），そして，京都

大学では，研究課題分野「R-12」「R-13」の研究者が共同で「Physics and 

modeling of Multi-scale Interaction in Plasmas」に関するワークショ

ップを開催し，宇宙・天体プラズマや基礎プラズマも含めた多スケール相

互作用の理論・シミュレーションをテーマに交流を行い，これらの研究を

通して，特に，反転磁気シアプラズマなどの高性能プラズマを制限・崩壊

させるダブルティアングモードの突発的かつ爆発的な非線形ダイナミック

スを支配する素過程に対して，拡張された変調不安定性の概念に基づく新

しい解析手法を提案し，それらをトリガーする物理機構（構造駆動の不安

定性）を明らかにした。 

また，ミクロな乱流とマクロな MHD モードの相互作用の物理メカニズム

（拡張された変調不安定性）や乱流ダイナモの概念，また，帯状流に支配

された乱流のパワー則スペクトルなどの概念を提案することができた。 

そして，中国における核融合研究の主要研究所である中国・西南物理研

究院や北京大学，浙江大学，大連工科大学などの主要大学との共同研究を

通して，中国における核融合理論・シミュレーション分野の発展に日本の

これまで培った当該分野の知見が重要な役割を果たすことができた。 

日本側参加者数  

19 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－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 2/11  2/11 

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 2/11  4/39 

② 国内での交流  0/0 （人／人日） 

２２年度の研

究交流活動 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成 22 年度は，前年度に行った乱流輸送研究や MHD 研究を中心に，主に，

ジャイロ運動論モデルに基づく理論・シミュレーションに関する以下の研

究課題について共同研究を実施した。 

1) 高温プラズマなどの位相空間の運動論的なダイナミックスを高精度・

高効率で再現するための数値シミュレーション手法を開拓するととも

に，多スケールの核融合プラズマの乱流輸送を研究するためのジャイ

ロ運動論ブラソフコードの開発を行った。また，この開発したコード

により，イオン系および電子系乱流による分布緩和のシミュレーショ

ンを実施，分布緩和における帯状流の役割・効果や雪崩的な分布緩和

現象について研究を実施した。また，MHD 現象をジャイロ運動論モデル

で再現する電磁粒子コードや運動論効果を保持した流体モデルによる

シミュレーション手法などの研究を進展させた。 
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２２年度の研

究 交 流 活 動

（つづき） 

2) 核融合プラズマにおいては，乱流から生成される帯状流などの 2 次的

な構造形成が乱流輸送に対して重要な役割を果たす。帯状流の中でも

時間的な振動特性を有する GAM（Geodesic Acoustic Mode）は，中国・

西南物理研究院（SWIP）のトカマク装置 LH-2A 装置における揺動計測

から詳細な研究がなされており，理論と実験・観測を詳細に比較・検

討する研究が世界的に進展している。この GAM の時空間特性と楕円度

や三角度などを考慮した様々なプラズマ形状で予測することのできる

理論モデルをジャイロ運動論モデルに基づいて導出する研究を実施し

た。 

3) 同様に HL-2A 装置（中国・西南物理研究院・SWIP，以下同じ）で観測

されている高エネルギー粒子によって駆動される内部キンクモードの

特性に関して運動論モデルによる解析を行い，不安定を起こすベータ

値の依存性などを調べ，実験との比較・検討を行った。本研究は，高

エネルギー粒子の安定な閉じ込めや MHD モードの制御の観点から重要

な役割を果たすことが期待される。 

研究交流活動

成果 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

上記の研究交流活動を通して，ジャイロ運動論モデルに基づく大規模数

値シミュレーション手法やそれに基づく核融合プラズマの乱流輸送や分布

緩和現象，さらには，乱流が生成する帯状流や GAM などの 2次的な揺らぎ

の時空間ダイナミックスに関する研究を進展させた。 

特に，ジャイロ運動論モデルによる乱流輸送シミュレーションでは，乱

流が引き起こす大域的な分布緩和現象の詳細な研究を実施し，特に乱流に

よって生成される帯状流が分布緩和や雪崩的輸送に果たす役割を明らかに

した。イオン系乱流に関しては帯状流によって径方向の輸送が分断されて

凹凸のある分布が形成されるのに対して，電子系乱流は帯状流の効果が弱

く滑らかな拘束性の強い分布が自己形成されることが解明された。また，

これらの現象を記述する局所的なエントロピー方程式を導出し，乱流輸送

の理論基盤を構築した。この分野は，今後，日中間の重要な共同研究にな

ることが期待される。また，GAM の時空間特性と楕円度や三角度などを考

慮した様々なプラズマ形状で予測することのできる理論モデルに関する研

究は，本 30B 研究の中心的な課題として多くの成果を得た。 

平成 22 年度は，中国・北京大学において，CUP 共同研究課題分野「R-12」

「R-13」「R-15」の研究者が共同で「Modeling of Theory and Simulation 

of Fusion Plasma」に関するセミナー（H22CUPセミナー課題整理番号「S-6」），

また，京都大学で，「R-12」「R-13」の研究者が共同で「Physics and modeling 

of Multi-scale Interaction in Plasmas」に関するワークショップを開催

し，ジャイロ運動論モデルや流体モデルに基づく様々の乱流輸送や MHD ダ

イナミックス，またミクロな乱流とマクロな MHD モードの相互作用などに
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研究交流活動

成果（つづき） 

関して成果を得た。今後の微小散逸の高温核融合プラズマ研究においては，

運動論効果を取り入れたシミュレーションが益々重要になる。この観点か

ら，シミュレーション手法の開拓を中心に据えた本研究課題の研究成果は

今後の日中間の共同研究協力活動において重要な役割を果すことが期待さ

れる。 

日本側参加者数  

18 名 （１３－１日本側参加研究者リストを参照） 

中国側参加者数 

17 名 （１３－２中国側参加研究者リストを参照） 

 



 52

 

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 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  1/7  1/7 

実績 1/4  1/4 

中国 

<人／人日> 

実施計画 2/20   2/20 

実績 2/14  2/14 

 

<人／人日> 

実施計画     

実績    

合計 

<人／人日> 

実施計画 2/20 1/7  3/27 

実績 2/14 1/4  3/18 

② 国内での交流       人／人日 

２２年度の研

究交流活動 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日本から中国への研究交流については，日本・核融合科学研究所（NIFS）

の堀内利得教授を，中国・応用物理計算数学研究所(IAPCM)に派遣し，

「Simulation Science at NIFS and its Future Direction」という題目の

講演を中心としたセミナーを実施し，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，日本・核融合科学研究所（NIFS）での大規模

シミュレーション研究の概要に関する紹介およびそれに基づく開放境界を

持つ多階層系の数値シミュレーション手法の議論と情報交換を行った。（平

成22年10月20日～10月23日） 

中国から日本への研究交流については，中国・応用物理計算数学研究所

(IAPCM)の Ping Zhang 氏および Dongguo Kang 氏の２名を NIFS に招聘し，

「Oxidation of metal surfaces: A view from first-principles molecular 

dynamics」，「Assisted Ignition Target Design in Central Ignition 

Inertialという２つの講演を中心としたセミナーとそれを基にした議論を

通じて，金属表面での酸化現象に関する分子動力学シミュレーション研究，

レーザー・プラズマ非線形相互作用に関するシミュレーション研究と，超
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２２年度の研

究交流活動 

（つづき） 

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 22 年 12 月 9 日～12 月 15 日） 

研究交流活動

成果 

これまでの系統的な比較研究を通じて，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両者の存

在が重要であり，さらに，②系の開放性や階層性がその動的挙動に深い関

わりを持っていること，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，それがミクロ過程であるかマクロ過程であるか

に関わらず，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

が今後重要であること等の重要な知見を得た。また，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の解明には開放境界

を持つ多階層シミュレーション手法の開発とそれを用いた多階層現象の解

明を行う必要があるという共通認識を基に，モデルの検討及び改良そして

実験結果の分析等を行った。 

平成 22 年度は，特に，時間と空間の両者が異なるスケールを持つ複数階

層にわたる複雑現象解析のためのシミュレーション手法として領域分割法

に基づく連結階層モデルの具体的な手法の検討・意見交換を行った。この

手法開発で大きな前進があったことも再確認された。さらに，プラズマ物

質相互作用に関するＭＤシミュレーションの研究に関する情報交換も行っ

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 

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  2/20  2/20 

実績 2/22  2/22 

中国 

<人／人日> 

実施計画 2/20   2/20 

実績 1/10  1/10 

 

<人／人日> 

実施計画     

実績    

合計 

<人／人日> 

実施計画 2/20 2/20  2/20 

実績 1/10 2/22  3/32 

② 国内での交流   0/0   （人／人日） 

２２年度の研

究交流活動 

これまでに日本側で開発してきた簡易Core-SOL-Divertor モデルを用い

て，中国・等離子体物理研究所（ASIPP）の超伝導トカマク HT-7 装置や EAST

装置のプラズマ稼働可能領域を明らかにしてきた。平成 22 年度はこのモデ

ルを用いて中国・西南物理研究院（SWIP）のダイバータ配位トカマク実験

装置 HL-2A のプラズマパラメータに対して，その稼働領域に関する共同研

究を行った。また，中国で計画されている微粒子と壁との相互作用実験研

究（ASIPP）と周辺プラズマ中への微粒子入射実験研究（SWIP）に対して日

本側で開発したプラズマ中での微粒子荷電と挙動に関するモデリングを用

いて共同研究を推進した。さらに，プラズマの接する壁から生成される不

純物のプラズマ中での輸送のモデリングに関する検討も行った。 



 55

研究交流活動

成果 

＜中国・等離子体物理研究所（ASIPP）との共同研究＞ 

（１）微粒子とプラズマの接する壁との相互作用を実験的に調べるために

微粒子加速方法や観測方法の検討を行った。実験的に用意できる微粒

子は大きさが数十ミクロンと大きいために水平型プラズマガンでは重

力が勝って数十 m/sec 程度しか加速できないことが明らかになった。

今後，数百 m/sec までの微粒子加速方法や加速装置配置を検討するこ

とになった。ここでは，日本側で開発した理論シミュレーションモデ

ルを応用していく。 

（２）超伝導トカマク EAST 装置（中国・等離子体物理研究所・ASIPP，以

下同じ）のポロイダルリミター上に設置されたタングステンマーカー

タイルからのタングステン不純物の生成とプラズマ中での輸送を調べ

るための検討を行った。不純物輸送に関して，中国等離子体物理研究

所（ASIPP） では EDDY コードを，そして，日本・核融合科学研究所

（NIFS） では ERO コードを用いて解析を行い，両者を比較検討する

ことになった。 

 

＜中国・西南物理研究院（SWIP）との共同研究＞ 

（１）簡易 Core-SOL-Divertor モデルを用いて HL-2A プラズマでの LHCD 

によるプラズマ稼働領域を求めた。しかしながら，HL-2A プラズマで

の H モード scaling 等が確定されておらず，各種 scaling に ITER 

scaling を使用した。今後，実験結果を踏まえて各種 scaling を見い

だして，プラズマ稼働領域を求めることになった。本共同研究では中

国・四川大学の C. J. Tang 教授のグループも参加して共同研究を推

進した。 

（２）HL-2A の干渉計用反射ミラー近傍での放電洗浄時の不純物生成と輸

送，再堆積を調べるために，その近傍のプラズマ物理量の実験結果の

検討を行った。その結果，さらに詳しいプラズマの空間分布が必要と

なり，今後実験グループに提案することになった。 

（３）中国・西南物理研究院（SWIP）で計画されている HL-2A プラズマへ

の微粒子入射実験のために，同研究院で周辺プラズマ輸送コード 

B2-EIRENE からのプラズマ分布を用いて SOL/ダイバータプラズマ中

での微粒子の挙動を調べた。その結果，周辺プラズマ領域でコードか

らのプラズマ圧力が低くて重力によって自由落下することが明らかに

なった。今後，B2-EIRENE コードによるデータと実験データを比較検

討して，より正確に周辺プラズマ空間分布を求めることになった。こ

れらを利用して，微粒子の入射位置，速度，測定方法などの 適化を

図ることになった。 

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） 
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中国側参加者数 

10 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 

整理番号 S－1 

セミナー名 

（和文）JSPS-CAS 拠点大学交流事業 

       先進的プラズマ加熱と計測システムによる高性能プラズ 

マの生成と制御に関する日中セミナー 

（英文）JSPS-CAS Core-University Program Seminar on Production 

and Control of High Performance Plasmas with Advanced 

Plasma Heating and Diagnostic Systems 

開催時期 平成 22 年 11 月 1 日 ～ 平成 22 年 11 月 4 日（4日間） 

開催地（国名，都市名，

会場名） 

（和文）中国・桂林 

（英文）Guilin，China 

日本側開催責任者 

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 

相手国側開催責任者 

氏名・所属・職 

(※日本以外で開催の場合) 

GAO Xiang・中国科学院等離子体物理研究所 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. 10/60 

B. 4/28 

C. 3/18 

 

  中国 

<人／人日> 

A. 0/0 

B. 0/0 

C. 13/78 

 

合計 

<人／人日> 

A. 10/60 

B. 4/28 

C. 16/96 

 

A.参加経費を，CUP セミナー経費から負担した参加者 

B.参加経費を，CUP 共同研究・研究者交流経費から負担した参加者 

C.参加経費を，本事業経費から負担しない参加者 
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セミナー開催の目的 磁場核融合研究を進めていく上で，将来の核融合炉における運転

領域の弾力化や装置の小型化閉じ込めプラズマの高性能化は，研究

を深化していく中で必要不可欠な課題であるが，この点について

は，ここ数年の間に LHD 装置（日本・核融合科学研究所・NIFS，以

下同じ）では高密度及び低密度領域において改善モードが，また

HL-2A 装置（中国・西南物理研究院・SWIP，以下同じ）では NBI と

ECH の重畳加熱により Hモードが達成された。また，昨年度からは

QUEST 装置（九州大学）が稼動し始めた。 

上記のことから，本セミナーではそれら高性能プラズマの制御法

について検討すると共に，その特性と輸送に関する 近の研究成果

について議論することを主な目的とし，併せて，今後の更なるプラ

ズマ閉じ込め改善研究に向けた展開のため，先進的な加熱法や先進

的な計測法の開発と現状についても討論を行った。これにより，日

中両国における本課題の問題点を整理することができ，今後の当該

分野における，より緊密な協力体制の促進が期待されるセミナーを

目的として開催した。 

セミナーの成果 本セミナーが網羅する研究分野においては，その実験環境が各分

野の協力により多岐に渡っており，従来から実験を継続している

LHD（NIFS）やヘリオトロン J（京都大学），及び，中国側の HT-7，

EAST（共に等離子体物理研究所・ASIPP，以下同じ）及び中型トカ

マク装置 HL-2A（SWIP）に加えて，QUEST 装置（九州大学）及び J-TEXT

（華中科学技術大学）がごく 近稼動し始めており，研究の深化が

進んでいる分野でもある。 

具体例を挙げると，中国側では，昨年に，HL-2A 装置（SWIP）で

は既に H モードが達成されているが，J-TEXT 装置はその H モード

研究のために建設された研究装置である。一方，日本側では，JT-60U

（日本原子力研究開発機構（JAEA））で既に様々な閉じ込め改善モ

ードが見出されおり， 近では LHD 装置においてもプラズマ内部及

び周辺部での閉じ込め改善が議論され始めている。中国・ASIPP の

EAST 装置では一昨年において，閉じ込め改善を目的とし第一壁を

炭素材に交換した。また，九州大学の QUEST 装置は球状トカマク研

究装置であり，同様の研究は北京大学や精華大学でも行われてい

る。これらに挙げた各装置はそれぞれ異なった特徴を有している

が，「閉じ込め改善を有する高性能プラズマの定常維持」という同

じ研究課題を目的として研究を進めており，これを踏まえて，本セ

ミナーでは高性能プラズマの実現やその維持に不可欠な制御法を

議論した。また，高性能プラズマを実現するためには先進的な加熱

法の開発が不可欠であり，プラズマ挙動を理解するためには多くの

物理実験に加え計測法の開発や充実も重要なポイントとして議論

を行った。 
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セミナーの成果 

（前ページからの 

続き） 

本セミナーでは，以上に挙げた事項を 近数年間の実験の進展に

併せて議論することにより，「高性能プラズマの定常維持」に向け

た日本と中国双方に共通する課題を整理することが出来ると考え

た。この点を踏まえて本セミナーで議論・情報交換を行った結果，

当該分野における今後の日中協力のより具体的な方向性をプラズ

マ制御・加熱・計測の各分野において明瞭に確認することができた。

更に，本セミナーの取り組みとして，博士学位を目指す多くの若

手研究者に発表機会を与え，その研究結果を Plasma Science & 

Technology 誌に投稿するよう推奨した。この結果として，COE 研究

者を含む 12 人の若手研究者が口頭発表を行い，その成果を論文と

して同誌に投稿した。この点は，博士の学位取得のための論文作成

という点について大きな成果が上げることができたと考えている。

また，本年度は 10 年間継続してきた本拠点事業における共同研

究のまとめや今後の展開のための具体策についても討論を行い，将

来の更なる共同研究の発展に向けた良い機会を参加者に提供でき

たと考えている。 

セミナーの運営組織 日本側・森田繁及び中国側・GAO Xiang を共同委員長とする日中各

5名から構成されるセミナー運営委員会を組織した。 

開催経費

分担内容

と金額 

日本側 内容      旅費等        金額 1,876,000 円 

中国側 内容      旅費等        金額 2,250,000 円 
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整理番号 S－2 

セミナー名 

（和文）JSPS-CAS 拠点大学交流事業セミナー 

第 3回日中レーザーターゲット材料研究会 

（英文）JSPS-CAS Core-University Program Seminar  

-The 3rd Japan-China Bilateral Workshop on IFE 

 Target Materials- 

開催時期 平成 22 年 7 月 25 日 ～ 平成 22 年 7 月 27 日（3日間） 

開催地（国名，都市名，

会場名） 

（和文）中国，海拉爾区（内モンゴル），宜必思海拉爾ホテル 

（英文）China, Hailar, Ibis Hailar Hotel 

日本側開催責任者 

氏名・所属・職 

（和文）長井圭治・東京工業大学・准教授 

（英文）Keiji Nagai, 

 Tokyo Institute of Technology, Assoc. Prof. 

相手国側開催責任者 

氏名・所属・職 

(※日本以外で開催の場合) 

唐永建・レーザー核融合研究所・教授 

(Y. Tang, Research Center of Laser Fusion, CAEP, China) 

 

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. 4/20 

B. 0/0 

C. 2/10 

 

中国 

<人／人日> 

A. 0/0 

B. 0/0 

C. 5/25 

 

合計 

<人／人日> 

A. 4/20 

B. 0/0 

C. 7/35 

A.参加経費を，CUP セミナー経費から負担した参加者 

B.参加経費を，CUP 共同研究・研究者交流経費から負担した参加者 

C.参加経費を，本事業経費から負担しない参加者 
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セミナー開催の目的 レーザープラズマはレーザーをターゲットに照射することによ

って生成する。近年のナノテクノロジーの進歩により，ターゲット

材料の多様性は著しく広がっている。しかし，ターゲット材料に求

められる規格は他の分野の材料と大きく異なった特殊なものであ

る。この特殊な材料群に関する先端情報交換のために，本セミナー

を開催した。我が国からは，レーザー核融合ターゲット研究者（材

料，インジェクション，トラッキング，クライオターゲット）に加

えてナノ材料物利の研究者 6名（このうち，本拠点事業経費による

派遣研究者は 4名）が参加し，発表を行うとともに，それぞれの専

門見地からのの議論を深めた。 

中国側からも，レーザー核融合ターゲット研究者はもちろん，レ

ーザープラズマ実験研究者，MEMS などのナノテク研究者，ダイヤ

モンドなどの機能材料研究者を含め，24 名が 4大学＋1研究所から

参加した。 

セミナーの成果 中国のレーザー核融合研究所の 新の研究動向を知ることがで

きた。間接照射型爆縮実験は順調に進んでいるようであり，次の展

開に関心が高かった。とりわけ我が国のクライオターゲットや，コ

ーンターゲットには質問が集中した。中国各地のナノテク研究者の

取り込みも進んでおり，従来からの東南大学に加えて，上海交通大

学の Li Yigui 教授，同済大学，四川大学からの発表もみられ，そ

のおのおのの研究者から，ナノ構造ゾルゲルプロセス，放射光によ

る MEMS ファブリケーション，エアロゲル，半導体加工を基盤とし

て，ターゲット材料との関わりが報告された。このセミナーをきっ

かけに新たな日中交流や共同研究も広がりつつある。 

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。

1.Chair: Y. Tang (Research Center of Laser Fusion, CAEP, China)

2.Deputy Chair: K. Nagai (Tokyo Institute of Technology, Japan)

Z. Gu (South East University, China) 

3.Organizing Committee Members: 

(1)Chinese side: L. Zhang (CAEP), B. Li (CAEP), K. Du (CAEP), 

W. Wu (CAEP), C. Wang (CAEP); 

(2)Japanese side: T． Endo (Hiroshima Univ.), T． Homma (Osaka

Univ. ), A. Iwamoto (National Inst. Fusion Sci.), T. Iyoda 

(Tokyo Inst. Technol.), M. Nakai (Osaka Univ.), N. Nemoto 

(Nihon Univ.), T. Norimatsu (Osaka Univ.), R. Tsuji (Ibaraki 

Univ. ), H. Yoshida (Gifu Univ. ) 

開催経費

分担内容

と金額 

日本側 内容       旅費      金額 700,000 円 

中国側 
内容    旅費・会場借上費 金額  700,000 円 

       資料・印刷代  金額  50,000 円 
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整理番号 S－3 

セミナー名 

（和文）JSPS-CAS 拠点大学交流事業セミナー 

－超高強度レーザーによる高エネルギー密度プラズマの物理－

（英文）JSPS-CAS Core-University Program Seminar 

        －Laser Plasma and High Energy Density Physics－ 

開催時期 平成 22 年 10 月 14 日 ～ 平成 22 年 10 月 16 日（3日間） 

開催地（国名，都市名，

会場名） 

（和文）中国，上海，上海交通大学 

（英文）China, Shanghai, Shanghai Jiao Tong University 

日本側開催責任者 

氏名・所属・職 

（和文）坂上仁志・核融合科学研究所 教授 

（英文）SAKAGAMI Hitoshi, 

National Institute for Fusion Science, 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) 

Zhu ShaoPing・APCM Professor (Theory) 

Li Ruxin・SIOM Professor (Exp) 

 

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. 7/34 

B. 0/0 

C. 1/6 

 

中国 

<人／人日> 

A. 0/0 

B. 0/0 

C. 8/40 

 

合計 

<人／人日> 

A. 7/34 

B. 0/0 

C. 9/46 

 

A.参加経費を，CUP セミナー経費から負担した参加者 

B.参加経費を，CUP 共同研究・研究者交流経費から負担した参加者 

C.参加経費を，本事業経費から負担しない参加者 
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セミナー開催の目的 超高強度レーザーを用いる高エネルギー密度プラズマ物理につ

いては，レーザー核融合をはじめ，実験室宇宙物理，粒子加速，放

射光発生など様々な魅力的な物理が含まれている。近年では，中国

でも様々なレーザーの建設が進み，それを用いた実験が盛んに行わ

れるようになっている。その一方で，研究対象が非常に幅広く多岐

の分野に亘ることから，これらの研究者が共通の議論を展開できる

場としての研究セミナーを開催した。 

ここでは，これまでに得られた知見の共有化を図る場にするとと

もに，今後の新しい国際共同研究に繋がる交流の機会，また，若い

研究者・学生に対しては国際的な発表や交流の経験を得る機会を与

えることを目的とした。 

なお，このセミナーは，中国側参加者の事情を考慮して，中国国

内の研究者を対象とした高エネルギー密度物理シンポジウムと合

同で開催した。 

セミナーの成果 多くの関連する分野の研究者が参加した結果，それぞれの研究現

場の現状が明らかになり，具体的な例として，中国側のレーザーシ

ステムが 2012 年に完成し，高速点火レーザー核融合の統合実験が

開始されるとの報告があったので，コーン付きターゲットのシミュ

レーションによる解析を共同で進めることが提案されるなど，国際

研究協力，共同実験等の連携が促進されることとなった。 

一方，本セミナーは中国の高エネルギー密度物理シンポジウムと

合同で開催したので，多数の中国人の学生および若手研究者がセミ

ナーを聴講した結果，中国から日本の大学院への留学，または，研

究員として日本で研究を行うきっかけを与えることができた。そし

て，中国における当該分野の進展が，非常に目覚ましいことを改め

て実感でき，日本側の参加者に多くの刺激を与えることができた。

更に，セミナー開催期間中に，拠点大学交流事業終了後の日中協

力について，有力な研究者と今後の連携体制について検討ができ，

その点においても非常に有意義な成果であった。 

セミナーの運営組織 核融合科学研究所（坂上仁志）と大阪大学（田中和夫，高部英明）

が中心となって実行委員会を組織した。 

開催経費

分担内容

と金額 

日本側 内容  旅費（現地への渡航費） 金額 900,000 円 

中国側 内容  会場費・資料代・旅費  金額 1,300,000 円 
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整理番号 S－4 

セミナー名 

（和文）JSPS-CAS 拠点大学交流事業セミナー 

－先進核融合炉のための超電導要素技術－ 

（英文）JSPS-CAS Core-University Program Seminar on  

Superconducting Key Technology for Advanced Fusion 

Device 

開催時期 平成 22 年 10 月 18 日 ～ 平成 22 年 10 月 21 日（4日間） 

開催地（国名，都市名，

会場名） 

（和文）中国，陜西省西安市 西安皇后大酒店 

（英文）China, Shaanxi Province, Xi’an 

日本側開催責任者 

氏名・所属・職 

（和文）三戸利行・核融合科学研究所 教授 

（英文）MITO Toshiyuki, 

National Institute for Fusion Science, 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) 

Fu Peng（傅 鹏）・中国科学院等離子体物理研究所 教授，副所長

 

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. 8/49 

B. 1/6 

C. 3/18 

 

中国 

<人／人日> 

A. 0/0 

B. 0/0 

C. 17/102 

 

合計 

<人／人日> 

A. 8/49 

B. 1/6 

C. 20/120 

 

A.参加経費を，CUP セミナー経費から負担した参加者 

B.参加経費を，CUP 共同研究・研究者交流経費から負担した参加者 

C.参加経費を，本事業経費から負担しない参加者 
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セミナー開催の目的 先進核融合炉に必要な超電導要素技術に関する日中の共同研究

（共同研究 R-9）は，毎年活発に実施されており，これまでに多く

の成果が蓄積されてきた。本セミナーでは，これらの成果をふまえ，

先進核融合炉に必要な超電導要素技術を取り上げ，それらに関連す

る 近の研究成果について議論することを目的として開催した。 

セミナー参加者の発表は，①ITER 超伝導関連技術，②LHD 装置（日

本・核融合科学研究所・NIFS，以下同じ），EAST 装置（中国・等離

子体物理研究所・ASIPP，以下同じ），等の超伝導・低温技術，③超

伝導マグネット応用技術，④高電圧技術（ITER（国際熱核融合実験

炉）用機器の絶縁試験等），⑤核融合電源技術・パワープラント技

術等が大半を占めた。 

ITER 超伝導関連技術では，超伝導フィーダーシステムの開発と

電気絶縁試験，TF/C 用 Nb3Sn 導体の製造・試験結果などが中国側よ

り報告され，Nb3Sn 導体の TF/C 巻線トライアルの試験結果について

日本側より報告された。 

日本・核融合科学研究所（NIFS）からは，ヘリカルコイルのサブ

クールと高磁場励磁へのチャレンジについて，そして，日本原子力

研究開発機構（JT-60SA 装置）からは EF コイルの単尺導体試験結

果について報告された。超伝導応用技術として，ヘリカル巻線によ

る SMES 応用，伝導冷却コイルシステム等が報告された。セミナー

閉会後，今後の共同研究の進め方や日本・中国以外の第 3国を加え

た新しい展開の可能性についても情報交換・意見交換を行った。 

セミナーの成果 本セミナーは，これまで進めてきた「先進核融合炉に必要な超伝

導要素技術」に関する研究課題及び CUP 共同研究（課題整理番号

「R-9」）の成果を， 終年度のまとめとして集約するうえで，意義

は大きいものであった。「R-9」の開始当初は，日中双方で合わせて

5 研究機関で共同研究をスタートしたが，7 年目の今回のセミナー

では，13研究機関より総勢 33名の研究者が本セミナーに参加した。

これは先進核融合炉に必要な超伝導要素技術を研究するネットワ

ーク基盤（研究機関）が拡張できたことによるものであり，本セミ

ナー及び共同研究「R-9」の 大の成果である。 

本セミナーでは，現在稼動中の超電導核融合実験装置，HT-7，EAST

装置，LHD 装置の設計・建設・運転で構築された技術，現在設計・

建設中の超電導核融合実験装置，JT-60SA（JAEA）および ITER の設

計・R&D 等で構築される要素技術について深く突き進んだ議論がで

きたことも，本セミナーの成果の一つである。 
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セミナーの成果 

（前ページからの 

続き） 

セミナー3日目の午後に，テクニカルツアーを実施した。開催場

所となった中国・西安市には，有色金属研究院の西部超導材料科技

有限公司 WST (Western Superconducting Technology Co. Ltd.) が

あり，ITER 用として中国が製造する超伝導導体は全てこの研究機

関で製造している。WST では ITER 用導体以外に，NMR，MRI 用の導

体，その原材料等も製造している。工場見学では，写真撮影は不可

であったが，工場内の細部まで視察でき，工場の技術研究者と高品

質の超伝導線材製造のノウハウについて議論ができた。セミナー参

加者全員が WST へのテクニカルツアーに参加した。中国 先端の研

究機関へのテクニカルツアーの企画は，セミナーへの参加者にとっ

ても非常に魅力的であり，意義は大きかった。 

セミナー閉会の後，共同研究「R-9」のキーパーソン，本セミナ

ーの実行委員等が集まって，今後の共同研究の進め方等についての

議論を行った。ITER の建設が進む今日，ITER 関連の日中間の共同

研究への要望は益々高くなることや，ITER 用 TF/C は 9 個分を日本

が製造するが，その超伝導線材は日中韓でそれぞれ 3分の 1を分担

製造することなど，日中以外の第 3国を加えた新しい共同研究の展

開の可能性についても情報交換・意見交換を行った。ここにおいて

は，本拠点事業終了後の共同研究実施を模索するために，有意義な

議論ができたと考えている。 

セミナーの運営組織 次のメンバーで組織委員会を構成し，セミナーの運営のための組

織とする。 

（日本側セミナー代表者） 

三戸利行，核融合科学研究所・教授 

（中国側セミナー代表者） 

Fu Peng，中国科学院等離子体物理研究所教授(副所長) 

（日本側委員） 

  ① 山田修一，核融合科学研究所・准教授 

  ② 濱島高太郎，東北大学・教授 

（中国側委員） 

① Yuntao Song・教授・中国科学院等離子体物理研究所 

  ② Weiyue WU・教授・中国科学院等離子体物理研究所 

  ③ Yanfang BI・教授・中国科学院等離子体物理研究所 

  ④ Yu WU・教授・中国科学院等離子体物理研究所 

  ⑤ Jiefeng WU・教授・中国科学院等離子体物理研究所 

    ⑥ Daming GAO・教授・中国科学院等離子体物理研究所 

開催経費

分担内容

と金額 

日本側 内容    渡航旅費         金額 1,830,000 円

中国側 内容 中国国内旅費・会場費・印刷費等 金額 2,500,000 円
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整理番号 S－5 

セミナー名 

（和文）JSPS-CAS 拠点大学交流事業 

 核融合炉材料・システム設計統合に関する日中セミナー 

（英文）JSPS-CAS Core-University Program Seminar on Fusion 

Reactor Materials and System Design Integration 

開催時期 平成 22 年 10 月 19 日 ～ 平成 22 年 10 月 22 日（4日間） 

開催地（国名，都市名，

会場名） 

（和文）日本 宇治市 京都大学おうばくプラザ 

（英文）Oubaku plaza, Uji, Kyoto, Japan 

日本側開催責任者 

氏名・所属・職 

（和文）木村晃彦・京都大学エネルギー理工学研究所 教授 

（英文）KIMURA Akihiko, IAE Kyoto University, 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) 

Heyi Wang・CAEP 中国科学院工学物理研究所 教授 

 

参加者数 

   派遣先 

派遣元 

セミナー開催国 

（ 日本 ） 

 

日本 

<人／人日> 

A. 3/9 

B. 0/0 

C. 11/55 

 

中国 

<人／人日> 

A. 6/35 

B. 0/0 

C. 0/0 

 

合計 

<人／人日> 

A. 9/44 

B. 0/0 

C. 11/55 

 

A.参加経費を，CUP セミナー経費から負担した参加者 

B.参加経費を，CUP 共同研究・研究者交流経費から負担した参加者 

C.参加経費を，本事業経費から負担しない参加者 
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セミナー開催の目的 核融合エネルギー等の先進エネルギーシステムの実現を左右す

る工学技術として，先進材料プロセス技術がある。その技術開発に

あたり，当事者間においては，システムに特有の材料要件を明確に

し，開発方針を徹底させる必要性がある。 

本セミナーでは，2007 年に開催した研究セミナーの成果を受け，

これまでの共同研究のまとめも含めて，代表的な先進核エネルギー

システムとして各種核融合ブランケットシステム等を取り上げ，各

システムに特化される材料要件を抽出するため，その実現に向けた

先進材料製造プロセス技術に関する 近の研究成果について議論

を行った。 

これにより，日中両国における現状での当該技術の枢要な課題が

整理され，今後の当該分野における日中研究協力体制の基盤が構築

させることを目標として開催した。 

セミナーの成果 日中の材料，部材製作技術の相互比較と共通課題の抽出を行っ

た。中国では，リチウム鉛合金を増殖材，冷却材とするシステム，

固体ブランケットをヘリウムガスで冷却するシステムを検討中で

独自の低放射化フェライト鋼を開発しつつある。この材料は日本で

開発した低放射化フェライト鋼に比べ，W 量が少ない代わりに Ta

量が多く，炭化物による強化効果が大きい。また熱処理温度が低く，

結晶粒径など組織が細かくなっている。そのため，強度は比較的高

いが，一方組織の安定性が低いため長時間の使用により強度が低下

することが懸念される。これに関しては長期使用を目指した熱処理

の 適化が必要との結論になった。 

一方，中国の高 Ta 化は日本の候補材料の強化にも適用できる可

能性があり，今後において改良すべき課題指針となった。高融点金

属は日中ともバナジウム合金を重点的に開発している。日本側では

高 Cr 化，微結晶粒化による強化を図っているが，中国側は高密度

の析出発生による強化を図っている。これについては，このそれぞ

れに長所・短所があるが，高 Cr 化と析出による強化を組み合わせ

るなどさらに新しい展開が可能と見込まれることを確認した。 

SiC 複合材は，従来中国側では高品質パウダーの製造，日本側は

高純度繊維の製作に高い技術を有していた。 近日本側では緻密複

合材の製作技術が高度化され，中国側で管材製作技術が進歩してい

る。これらの技術交流により，高純度高密度の部材製作技術の確立

に向けての指針が得られた。 

本セミナーの開催により，これまでの共同研究の成果をまとめ，各

素材，部材，ブランケットシステムにおける枢要な技術開発目標が

設定されると共に，日中両国のシステム・材料統合に関わる共通課

題が明確になった。今後の当該分野における日中研究協力体制の基

盤の構築に大きく寄与したと考えている。 
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セミナーの運営組織 セミナー実行委員会 

 木村晃彦（京大），室賀健夫（NIFS），長谷川晃（東北大）， 

 大貫惣明（北大） 

 Heyi Wang (CAEP) ，Yican Wu (ASIPP)， Kaiming Feng (SWIP)，

  Farong Wan (USTB) 

開催経費

分担内容

と金額 

日本側 内容        旅費    金額  800,000 円 

中国側 内容     渡航交通費等   金額  650,000 円 
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整理番号 S－6 

セミナー名 

（和文）JSPS-CAS 拠点大学交流事業セミナー 

－核融合プラズマの理論シミュレーションとモデリング－ 

（英文）JSPS-CAS Core-University Program Seminar on Modeling 

of Theory and Simulation of Fusion Plasmas 

開催時期 平成 22 年 8 月 30 日 ～ 平成 22 年 9 月 2日（4日間） 

開催地（国名，都市名，

会場名） 

（和文）中国・北京 

（英文）Beijing, P.R. China 

日本側開催責任者 

氏名・所属・職 

（和文）岸本泰明・京都大学 教授 

（英文）KISHIMOTO Yasuaki, Kyoto University, Professor 

相手国側開催責任者 

氏名・所属・職 

(※日本以外で開催の場合) 

LI Ding・中国科学技術大学 (USTC) 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. 3/18 

B. 4/24 

C. 4/25 

 

   中国 

<人／人日> 

A. 0/0 

B. 0/0 

C. 24/144 

 

合計 

<人／人日> 

A. 3/18 

B. 4/24 

C. 28/169 

A.参加経費を，CUP セミナー経費から負担した参加者 

B.参加経費を，CUP 共同研究・研究者交流経費から負担した参加者 

C.参加経費を，本事業経費から負担しない参加者 
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セミナー開催の目的 本拠点事業で実施してきた，理論シミュレーション分野の研究カ

テゴリーにおいては，コアプラズマの乱流な各種輸送現象の解明や

プラズマの接する壁近傍の不純物挙動などを明らかにしてきたが，

これらのことを集約するために，本セミナーでは，これらの理論シ

ミュレーション結果を整理すると共に，今後の日中共同研究の可能

性を探ることを主眼とした。 

また，実験研究者にも参加願い，理論・シミュレーションモデル

と測定結果の比較検討を行って，より正確なモデリングを検証する

ことも，本セミナーの目的とした。 

セミナーの成果  本セミナーでは， 初に冨田幸博（核融合科学研究所）が共同研

究課題「R-12」「R-13」及び「R-15」のこれまでの交流実績と本事

業の成果である論文の紹介を行った。それらによると，日本から中

国への派遣数は 10 年間で 43 件，中国から日本への派遣数は 32 件

であった。論文数は一昨年度までの 8 年間に合計 29 件に上ってい

る。それに続いたセミナーでは合計 26 件の成果報告があった。そ

の中で，コアプラズマ関係の成果報告として，①プラズマの乱流輸

送：９件（日本側：4件，中国側：5件），②ＭＨＤ関係：8件（日

本側：3件，中国側：5件），があり，また，③周辺プラズマ関係で

9件（日本側：4件，中国側：5件）の発表があった。 

 コアプラズマ関係では，乱流によるプラズマ輸送の理論，シミュ

レーション結果が報告された。さらに MHD 現象による 3次元平衡，

安定性の議論が行われた。さらに，中国・西南物理研究院（SWIP）

から乱流輸送と粒子輸送の実験結果が紹介されて，理論，シミュレ

ーションモデルとの比較検討が行われた。また，日本側で進められ

ている統合コードの紹介があり，今後中国側で興味がある研究者と

共同研究を進めていくことになった。 

 周辺プラズマ関係では，プラズマの接する物質中でのモンテカル

ロ法や物質前面のプラズマモデリングに関して，日本側と中国側の

モデルの違いが議論になった。これらに関しては実際の実験結果と

比較検討してモデルの改良を共同研究として進めていくことにな

った。 

セミナーの運営組織 日本側のセミナー運営については，CUP 共同研究課題「R-12」

「R-13」，そして，「R-15」として続けてきた「理論・シミュレーシ

ョ ン に よ る 炉 心 プ ラ ズ マ 挙 動 の 研 究  (Theory and 

Simulation---Core-plasma Behavior Research)」のキーパーソン

である岸本泰明（京都大学）と冨田幸博(核融合科学研究所)が中心

となり，また中国側は李定（中国科学技術大学，USTC）と高 喆 （清

華大学）が中心となって双方の研究成果をまとめて，事前に参加者

との研究打ち合わせを行い，セミナーの準備から運営，事後評価ま

で行った。 

開催経費

分担内容

と金額 

日本側 内容     渡航旅費等  金額 600,000 円 

中国側 
内容     国内旅費   金額 550,000 円 

会場費・資料印刷費等 金額 120,000 円 
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整理番号 S－7 

セミナー名 

（和文）JSPS-CAS 拠点大学交流事業 プラズマ・核融合分野 

拠点大学方式日中交流事業 10 年の総括セミナー 

（英文）JSPS-CAS Core-University Program Seminar on Summary of 

10 years’ Collaborations in Plasma and Nuclear Fusion 

Research Area 

開催時期 平成 23 年 3 月 9日 ～ 平成 23 年 3 月 11 日（3日間） 

開催地（国名，都市名，

会場名） 

（和文）日本，沖縄県那覇市・沖縄県立美術館（講座室） 

（英文）Japan, Tomigusuku-City, Hotel GranView Garden Okinawa

日本側開催責任者 

氏名・所属・職 

（和文）東井和夫・核融合科学研究所・教授 

（英文）TOI Kazuo, 

National Institute for Fusion Science, 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) 

 

 

参加者数 

   派遣先 

派遣元 

セミナー開催国 

（ 日本 ） 

 

日本 

<人／人日> 

A. 24/109 

B. 4/24 

C. 1/1 

 

中国 

<人／人日> 

A. 0/0 

B. 6/35 

C. 8/48 

 

合計 

<人／人日> 

A. 24/109 

B. 10/59 

C. 9/49 

 

A.参加経費を，CUP セミナー経費から負担した参加者 

B.参加経費を，CUP 共同研究・研究者交流経費から負担した参加者 

C.参加経費を，本事業経費から負担しない参加者 
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セミナー開催の目的 日本学術振興会（JSPS）と中国科学院（CAS）との支援を受けて，

核融合科学研究所（NIFS）と中国科学院等離子体物理研究所（ASIPP）

をそれぞれ日本側と中国側の拠点大学としてプラズマ・核融合分野

の交流事業を 2001 年度より 10 年計画として進めてきた。この間，

両国の研究者による磁気閉じ込めプラズマ，レーザープラズマ，理

論シミュレーション及び核融合炉工学さらにはプラズマの工学応

用も含めたプラズマ・核融合分野の多岐にわたる共同研究が推進さ

れ多くの研究成果はもちろん，両国の研究者間の友好的で強固な研

究ネットワークが形成されて，さらに拡大強化されてきた。この間，

重要な課題に関するセミナーをタイムリーに開催し，各段階での成

果のまとめと，その後の展開の議論を進めてきた。 

終年度にあたる平成 22 年度末に，本交流事業全体を総括する

セミナーを実施し，成果のまとめを行うこととした。ここでは，本

交流事業以降の日本と中国の 2国間，さらには他のアジア諸国も取

り込んだ交流へのさらなる展開を図るための道筋の策定を行うこ

とを目的として開催し，①10 年の成果のまとめ，② 近の研究動

向，及び③本交流事業以後に向けた展開についての発表、討論及び

総括から構成されるものとした。 

セミナーの成果 本交流事業は，プラズマ・核融合分野の極めて広いテーマを含ん

でいるため，セミナーでは，専門家以外にもわかるような基礎的内

容も取り込むように講演者にあらかじめ依頼するとともに，時間配

分も考慮してセミナーを組み立てた。講演者には、各課題のキーパ

ーソンに加え、それぞれの課題に関連し、今後の交流の大きな柱と

なりうるトピックスの専門家も取り込んだ。このような形態のセミ

ナーを開催することにより本交流事業の成果を効果的に総括でき

た。また、今後の交流の展開に関する重要な情報提供が行われた。

セミナーの運営組織 日本側・東井和夫及び中国側・Prof. WANG Kongjia を共同委員

長とする日中あわせて 7 名で構成されるセミナー運営委員会を組

織した。なお、平成 22 年度は，本事業の 終年度ということもあ

り本ｾﾐﾅｰを含め 7件が計画されたことによって、本セミナーを日本

側研究者派遣 7 名相当、中国側研究者招へい 10 名相当と見越して

立案した。ただ，本交流事業 10 年の総括ということもあり、年度

開始当初から中国側コーディネータとの討議を重ね，できるだけ多

くのキーパーソン及び本交流以後の展開に向けて関連する課題の

専門家数名もまじえたセミナーとした方が意義が大きいとの結論

に至った。これを受けて、各セミナーや共同研究の交流の質を落と

さず、年度を通じて経費節減を図り，本拠点事業を運営した。その

結果、日本側は日本側キーパーソン全員の経費負担，及び，中国側

から派遣されるキーパーソンの参加経費はすべて中国側が負担す

ることにより、当初の案よりセミナーの規模が拡大するとともに極

めて充実した内容のセミナーが実現した。 

開催経費

分担内容

と金額 

日本側 内容    旅費・会場費    金額 3,000,000 円 

中国側 内容     渡航旅費     金額 2,500,000 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 5/29  5/29 

中国 

<人／人日> 

実施計画 6/36   6/36 

実績 6/35  6/35 

合計 

<人／人日> 

実施計画 6/36 5/29  9/51 

実績 6/35 5/29  11/64 

②  国内での交流  4/24  （人／人日） 

 

所属・職名 

派遣者名 

派遣・受入先

（国・都市・機関）
派遣時期 用務・目的等 

核融合科学研究所・ 

所長・小森彰夫 

中国・合肥・

等離子体物

理研究所 

平成22年

6 月 

拠点大学交流事業「プラズマ・核融合分野」

平成22年度第1回コーディネーターズミー

ティングに出席するため。 

核融合科学研究所・ 

教授・東井和夫 

中国・合肥・

等離子体物

理研究所 

平成22年

6 月 

拠点大学交流事業「プラズマ・核融合分野」

平成22年度第1回コーディネーターズミー

ティングに出席するため。 

核融合科学研究所・ 

准教授・山田修一 

中国・合肥・

等離子体物

理研究所 

平成22年

6 月 

拠点大学交流事業「プラズマ・核融合分野」

平成22年度第1回コーディネーターズミー

ティングに出席するため。 

核融合科学研究所・ 

主任・登内紀晶 

中国・合肥・

等離子体物

理研究所 

平成22年

6 月 

拠点大学交流事業「プラズマ・核融合分野」

平成22年度第1回コーディネーターズミー

ティングに出席するため。 

核融合科学研究所・ 

係員・加藤晃子 

中国・合肥・

等離子体物

理研究所 

平成22年

6 月 

拠点大学交流事業「プラズマ・核融合分野」

平成22年度第1回コーディネーターズミー

ティングに出席するため。 

Institute of Plasma 

Physics,CAS・

Director・ 

LI Jiangang 

 

日本・沖縄・

核融合科学

研究所 

平成23年

3 月 

拠点大学交流事業「プラズマ・核融合分野」

平成22年度第2回コーディネーターズミー

ティング,及び，CUP セミナー「S-7」に出席

するため。 
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Institute of Plasma 

Physics,CAS・ 

Professor・ 

WANG Kongjia 

日本・沖縄・

核融合科学

研究所 

平成23年

3 月 

拠点大学交流事業「プラズマ・核融合分野」

平成22年度第2回コーディネーターズミー

ティング,及び，CUP セミナー「S-7」に出席

するため。 

Institute of Plasma 

Physics,CAS・ 

Professor・ 

HU Liqun 

日本・沖縄・

核融合科学

研究所 

平成23年

3 月 

拠点大学交流事業「プラズマ・核融合分野」

平成22年度第2回コーディネーターズミー

ティング,及び，CUP セミナー「S-7」に出席

するため。 

Institute of Plasma 

Physics,CAS・ 

Associate 

Professor・ 

DONG Shaohua 

日本・沖縄・

核融合科学

研究所 

平成23年

3 月 

拠点大学交流事業「プラズマ・核融合分野」

平成22年度第2回コーディネーターズミー

ティング,及び，CUP セミナー「S-7」に出席

するため。 

Bureau of 

International 

Cooperation, CAS ・

Professor・CHEN 

Weiping 

日本・沖縄・

核融合科学

研究所 

平成23年

3 月 

拠点大学交流事業「プラズマ・核融合分野」

平成22年度第2回コーディネーターズミー

ティング,及び，CUP セミナー「S-7」に出席

するため。 

Bureau of Basic 

Research, CAS・

Associate 

Professor・KONG 

Minghui 

日本・沖縄・

核融合科学

研究所 

平成23年

3 月 

拠点大学交流事業「プラズマ・核融合分野」

平成22年度第2回コーディネーターズミー

ティング，及び，CUP セミナー「S-7」に出

席するため。 

核融合科学研究所・ 

課長・押谷隆則 

日本・沖縄・

核融合科学

研究所・ 

平成23年

3 月 

拠点大学交流事業「プラズマ・核融合分野」

平成22年度第2回コーディネーターズミー

ティングに出席するため。 

核融合科学研究所・ 

課長補佐・山中誠 

日本・沖縄・

核融合科学

研究所・ 

平成23年

3 月 

拠点大学交流事業「プラズマ・核融合分野」

平成22年度第2回コーディネーターズミー

ティングに出席するため。 

核融合科学研究所・ 

主任・登内紀晶 

日本・沖縄・

核融合科学

研究所・ 

平成23年

3 月 

拠点大学交流事業「プラズマ・核融合分野」

平成22年度第2回コーディネーターズミー

ティングに出席するため。 

核融合科学研究所・ 

支援員・加藤まゆみ 

日本・沖縄・

核融合科学

研究所 

平成23年

3 月 

拠点大学交流事業「プラズマ・核融合分野」

平成22年度第2回コーディネーターズミー

ティングに出席するため。 
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１１．平成２２年度経費使用総額 

 経費内訳 金額（円） 備考 

 
 
 
 
 
 

研究交流経費 

国内旅費 12,201,010 円  

外国旅費 14,666,052 円  

謝金 0 円  

備品・消耗品購入費 1,177,838 円  

その他経費 485,100 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 円  

委託手数料 2,853,000 円  

合  計 31,383,000 円  

 

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 451,000 円 10/70 

第２四半期 4,284,266 円 23/150 

第３四半期 12,778,996 円 85/643 

第４四半期 11,015,738 円 64/478 

計 28,530,000 円 182/1,341 

 


