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○評価資料の要約  

本交流事業の目的と概要 
本交流事業は、日本と中国の磁場閉じ込め装置など各種のプラズマ生成装置を組織的

に活用し、先進的な核融合炉の実現を目指して共同で研究を進め同分野の発展に貢献する

とともに日中の研究ネットワークを構築することを目的として平成 13 年から 10 ヵ年計画

で開始された。日中双方に共同研究などの交流を企画調整する拠点大学を置いて交流が進

められた。日本側は自然科学研究機構・核融合科学研究所(NIFS)が、中国側が中国科学院

等離子体物理研究所（ASIPP）をそれぞれの拠点大学とし、総数 60 近い日中の研究機関や

大学が本事業の協力期間として参加した。したがって、日中両国のプラズマ核融合研究を

進めるほとんどすべての研究起案や組織が参加した交流組織が形成された。 
交流の課題に応じて①「炉心プラズマ性能の改善」、②「核融合炉工学の基礎研究」及

び③「核融合プラズマの理論と計算機シミュレーション」の主要な 3 研究カテゴリーを設

定し、プラズマ核融合の包括的且つ効率よく共同研究が推進できるように配慮した。さら

に、各カテゴリーの中で最重要課題を掲げて、3 カテゴリーを合わせて約 20 課題を選択し

た。カテゴリー①では、磁気閉じ込め核融合に関連した炉心プラズマの熱や粒子輸送、プ

ラズマ乱流、プラズマ閉じ込めの改善、プラズマの巨視的安定性と制御、プラズマと固体

壁との相互作用、さらにはプラズマ特性の理解に有用な原子・分子過程の研究が含まれる。

高温・高密度プラズマの生成・加熱・維持のためのプラズマ加熱技術や高度なプラズマ計

測診断装置の開発などが重要な位置を占める。また、プラズマの工学的応用分野の一部も

プラズマ・壁相互作用との関連と社会への寄与が比較的短期間で現れることも期待して含

めたことは、本交流事業の広さの反映である。さらに、磁場核融合ばかりでなく高強度レ

ーザーによる極超高密度プラズマ生成とそれを利用したレーザー核融合プラズマ物理の研

究も取り込みプラズマ物理全体を広く眺められるように配慮した。カテゴリー②では、炉

工学関連の低放射化の炉材料開発、超伝導技術、炉システム技術の統合研究などの炉工学

に関する基礎的な学術研究の協力を目指した。カテゴリー③では、大規模な計算機種ミュ

レーションと高度なプラズマ理論を駆使して炉心プラズマの体系的理解とその特性予測の

精度の向上を目指した。磁気閉じ込めプラズマの巨視的安定性、プラズマ乱流による粒子

や熱輸送現象、微視的乱流と巨視的乱流さらには中間スケールのプラズマ流も含めたマル

チスケールプラズマ相互作用、レーザーによる極超高密度プラズマ生成過程、プラズマと

固体壁との相互作用、炉内部でのダスト形成過程などが最近の主要な課題を積極的に取り

込んだ。 
本交流事業の成果 

本交流事業開始当初、中国側はこの分野の研究においてまだ初期的段階であったが、

日本側の支援を得て急速にその実力をつけてきた。これにより中国政府からの予算的支援も順

調に拡大したことにより、有力な研究装置が稼動を開始し、日本側の実験装置との連携した研究

が次第に拡大してきた。磁場閉じ込めプラズマに関する研究では、日本側のトカマク装置の

JT-60UやTRIAM-1M、ヘリカル装置のLHD,球状トーラスのQUEST、一方、中国側のトカマク装

置のTH-7、EAST、HL-2Aを用いてコアプラズマの加熱、閉じ込め改善、巨視的プラズマ安定性、

燃料水素の吸蔵や放出、不純物輸送、ダスト生成、第一壁損傷等の先進核融合炉開発で不可

欠な課題について高度な理解を目指した共同研究が推進された。このような研究において高度

のプラズマ計測診断装置の開発は不可欠であり、これに関する共同研究が強力に進められた。

このような共同実験は、コアプラズマにおける時間的・空間的スケールの大きく異なる不安定性の

相互作用、さらには周辺プラズマやダイバータプラズマと第一壁との相互作用に関連した理論の
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共同研究に刺激を与えた。また、電気通信大学の支援により中国復旦大学に完成した電子ビー

ムイオントラップを利用した多価イオンに関する共同研究が開始された。さらに、レーザーによる

超高密度プラズマの基礎物理過程や超高エネルギー密度の物理の研究が大阪大学と上海交通

大学等で進められた。炉工学に関しては、中国側と日本側それぞれで独自の低放射化炉材料

サンプルを製作し、日本の高度な材料分析装置により特性評価を行なうという比較研究も進展し

た。その結果当初は中国側材料に不都合な特性も見られたが、このような比較研究を通じて現

在では中国側も日本の材料の特性に近い性能の材料製作の技術を確立しつつある。これらの成

果は国際的な科学雑誌に約900編の論文として発表された。また、数多くの国際会議や国内学

会で発表された。約40件は招待講演としての発表であった。 
本交流では、日本から毎年40名から60名の研究者が中国へ派遣され、中国から30名から

70名の研究者を受け入れてきた。特に、この交流の40%が40歳以下の若手研究者であったこと

は重要な点である。 
 

今後の展望 
10 年にわたる本交流事業により構築された研究ネットワークを活用し、今後は、日中

の対等の交流を通じて世界に向けて発信できる優れた研究を共同で推進するとともに、競

い合う部分が今後ますます増えてくるであろう。先進的磁場閉じ込め核融合炉の実現のた

めには高性能プラズマの定常維持が不可欠である。今後は、核融合科学研究所の超伝導ヘ

リカル装置 LHD, 中国科学院等離子体物理研究所の超伝導トカマクの EAST 装置、さらに

韓国国立核融合研究所の超伝導トカマク KSTAR 装置を連携して高性能プラズマの定常化を目

指した世界的研究拠点形成を目指す。今後、国際熱核融合実験炉 ITER の完成までの約 10 年

間は、日本、中国及び韓国の東アジアのみで超伝導の核融合実験装置が稼動することになり、

必然的に先進核融合炉実現に向けた研究の世界的拠点となりこの分野の研究を先導できる。こ

のような環境で将来の世界の核融合研究を推進する優秀な若手研究者の育成を目指す。 
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○評価資料の要約（英語）  

Abstract 
 

Objectives and outline of the program 
Thermo-nuclear fusion is recognized as a clean and inexhaustible energy resource because its fuel can be 

extracted unlimitedly from sea water.  It also has the big advantage of less CO2 emission, which would 
contribute to avoiding the green house effect any more.  The realization of a fusion reactor, however, was 
found not as easy as it had been anticipated at the beginning of fusion research.  The experimental facilities 
to confine high temperature plasma stably for a long time have become so large and expensive that researches 
in the field have required international cooperation and collaboration. 

This program was started in FY 2001 as a ten-year program, aiming at deeper understanding of various 
types of high temperature plasmas and technologies toward a fusion reactor and establishing a research 
network between Japan and China in this field.  National Institute for Fusion Science (NIFS) and Institute of 
Plasma Physics, Chinese Academy of Science (ASIPP) as the Core Universities for this program coordinated 
and assisted research collaborations among more than 60 participating institutions and universities in the both 
countries.  The project consists of three major research categories: (I) improvement of core plasma 
properties, (II) basic studies of fusion reactor technologies, and (III) plasma theories and computer 
simulations.  About 20 important and urgent research topics were selected in all three categories.   
 
Achievements of the project 

In the initial phase of this collaboration program, the researches of plasma and nuclear fusion in China 
were still in developing phase.  However, large progress of the researches in China was made in several 
years with help of this collaboration program.  In addition, research budget for nuclear fusion in China 
steadily increased in parallel to this collaboration project between Japan and China.  Collaborative 
researches on magnetic fusion between two countries became very active, using JT-60U tokamak, the Large 
Helical Device (LHD), TRIAM-1M tokamak, and QUEST spherical torus in Japan, and EAST, HL-2A and 
HT-7 tokamaks in China. Main topics for collaborative researches were heating and confinement of core 
plasma, plasma-wall interaction, damage of first wall by plasma irradiation and so on, of which topics are key 
issues toward an advanced fusion reactor.  Development of plasma heating and diagnostic systems is a key 
for effective and fruitful collaborations in these research topics.  In these topics related to magnetically 
confined plasmas, a lot of important experimental results were obtained in collaborative experiments in 
toroidal devices in Japan and China.  An experimental device for study of highly ionized ions was 
completed in China, with help of a group of the Japanese University.  Collaborative researches on highly 
ionized ions became possible using both devices.  Many collaborative researches on laser plasma physics 
were carried out in this program.  Basic fusion-reactor technologies such as superconducting magnet and 
material development with low radio-activity were studied collaboratively and many important results were 
obtained.  The collaborations of this topic are growing year by year toward a fusion reactor.  Many 
Theoretical studies on fusion relevant plasmas produced a lot of important results through collaborations in 
this program.   

Every fiscal year, 40 to 60 researchers visit China from Japan and about 30 to 70 visit the other way 
around.  Young researchers under 40 account for about 40 % of the exchanges throughout the whole 
program.  The above-mentioned outcomes of this collaborative program were published with about 900 
papers in various scientific journals.  They were also presented in various international and domestic 
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conferences and workshops.  About 40 presentations were given as invited talks.   
    
Future prospects 
    Good circumstances for research collaborations have been established through this ten-year 
program.  International collaboration between Japan and China will smoothly go forward on an 
equal footing.  Steady sate sustainment of high performance plasmas with high temperature and 
density is crucial for realization of an advanced fusion reactor.  The magnetic confinement fusion 
reactor must be composed with a set of superconducting magnets and divertor structure for high 
heat and particle handling.  At present, all superconducting toroidal fusion devices exist in Japan, 
China and Korea, and this situation will last till completion of JT-60SA in ~2016 (in Japan) and 
ITER in 2020 (in France).  These devices, the largest helical device LHD in Japan, EAST tokamak 
in China and KSTAR tokamak in Korea are in research experiment phase and international 
collaboration researches are being carried out.  We, these three countries have discussed and 
agreed with establishing the world-class Center Of Excellence of plasma and nuclear fusion 
research, aiming at “Steady state confinement of high performance plasmas” with these three major 
superconducting fusion devices.  Fostering of young scientists is also an important part of this 
project, because fusion research and its development is long-term and challenging.   
 
 
 

 

 

 

 

 




