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評価資料の要約 
拠点事業「先進核融合炉の炉心と炉工学に関する研究」は日本及び中国の実験施設および人

的資源を活用して先進的核融合炉の開発に貢献することを目指している。拠点事業が開始され

た 2001年、日本は世界の核融合研究を先導する立場にあり、中国は急速な経済成長とともに国

際協力の舞台で同研究分野における重要な寄与を与えはじめた。緊張ある環境と両国研究者の

熱意のもとに、順調な滑り出しと成果を収めたといえる。共同実験には、拠点校である核融合

科学研究所の LHD装置と等離子体物理研究所の HT-7装置をはじめとして、日中の協力大学・

研究所の装置が有効利用された。 

拠点事業の主要課題として、I) 炉心プラズマ、II) 核融合炉工学基礎研究、III) 理論シミュレー

ションによる炉心プラズマ挙動の研究、を掲げている。それぞれの課題における成果は以下の

ように要約される。 

I) 炉心プラズマ：プラズマの加熱に関しては、１）加熱実験及び加熱技術に関する共同研究

が行われた。２）中国において行われたイオンバーンスタイン波加熱実験においては「プラズ

マ閉じ込め改善」に関して知見が得られた。３）プラズマ計測においては３次元分布計測にお

いて中国への技術移転がなされ、本格的な研究の基礎が作られた。４）第一壁材料に関しては

中国側開発の素材を日本の試験機を用いて試験する形で共同研究が行われた。５）原子分子に

関しては特に高電離イオンの原子過程の研究に関して実験及び理論の両面で成果が上がった 

６）慣性核融合に関しては、超高密度プラズマの生成と関連する物理の理解において共同研究

が行われ成果が生まれた。 

II) 核融合炉工学基礎研究：１）低放射化材料の開発、２）複合炭素繊維素材の開発 ３）核

データの評価による炉設計の信頼性向上、において成果があった。 

III) 理論シミュレーションによる炉心プラズマ挙動の研究：炉心プラズマの性能を支配する

と思われるイオン温度勾配型ドリフト波、及び、電子温度勾配型ドリフト波の安定性に関して

電場及び磁場のシアが及ぼす影響が調べられた。また、ダイバーターの挙動を調べるためのコ

ード開発が行われ、具体的な運転領域設定のために使われた。ここに挙げられた成果は 3-1~3-3

節において更に詳細に記述される。 

当拠点事業ではアカデミックレポートを毎年編纂することにより、交流が単なる人的交流・

啓発に終わる事をさけ、学術的成果として結晶するよう努力した。その結果として、学術雑誌

への発表 137件、国際会議への発表 126件が生まれた。前期 5年を経て、中国においては HT-7 

装置の研究水準は飛躍的上がり、新たに HL-2A装置の実験が開始され、超伝導トカマク EAST

の建設もほぼ完成に近づいた。このような、中国の急速な発展に立ち会い貢献できたことは幸

運なことであった。後期５年においては、これらの中国のトカマク装置と日本の大型ヘリカル

装置 LHDを活用して、環状系閉じ込め装置を統合する理解がさらに深められると期待される。

また、核融合実験炉の建設を目指した世界的機運のなかで先進核融合炉を目指した炉工学基礎

の研究がより具体的な寄与をなすことが予測される。理論・シミュレーションにおいては多重

スケールの物理現象を含む非平衡プラズマ物理の解明に向けて深化した研究が遂行される。 
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Executive Summary 
The core university program in the field of nuclear fusion "The Core plasma and 
Technologies in Advanced Fusion Reactor" aims at contributing to conceptual development 
of advanced fusion reactors as well as to the successful demonstration of an experimental 
reactor. Japan was one of the leaders in nuclear fusion research when this program was 
started and China emerged as a distinct Asian partner and international ally in nuclear 
fusion research. The early five years of the core university program was thus supported by 
focus on the mission by researchers in both two countries.  
Three primary goals and themes of this program are shown below with the major 
achievements made during the past five years:  
 I) Improvement of core plasma properties：1) ICRF heating technologies were developed in 
collaboration. 2) Ion Bernstein wave heating was investigated, experimentally clarifying its 
impact on energy confinement time. 3) Three dimensional plasma diagnostics were 
developed for future collaborations devoted to the clarification of the mechanism 
determining energy confinement. 4) As to the plasma wall interaction, the materials 
developed in China were studied in the Japanese facilities. 5) Atomic and Molecular 
processes of especially highly ionized ions were studied experimentally and theoretically.  
II) Development of fundamental reactor technologies：1) Vanadium alloy developed in Japan 
was tested in collaboration. 2) Carbon-Carbon composite material was developed in Japan 
by using the Chinese carbon powder quality controlled. 3) Qualifications of nuclear data 
were made, through which the design of fusion reactors acquired more precision. 
III) Theory and Simulation：Ion- and electron- temperature gradient modes were studied, 
which are supposed to be the causes of degradation in energy confinement. Developed new 
global code facilitates predictions of the roles of the shears in the radial electric field and 
confining magnetic field.  
During the five years of collaboration, experimental quality of the HT-7 device improved, the 
HL-2A device became available, and the EAST tokamak became close to completion. These 
devices, newly joined the program, will be used in the later 5 years to further comprehensive 
understanding of toroidal systems. On the good opportunity of construction of International 
Experimental Reactor, development of reactor technology will be given higher priority 
including its applications to advance fusion reactors. Theory and simulation will continue to 
be the most fundamental subject with recognition that the plasmas of reactor cores 
essentially involve multi-scaled physics of non-equilibrium matter. 




