
 

拠点大学交流事業  

平成１９年度 実施計画書 
 
１．拠点機関 

日 本 側 拠 点 大 学： 自然科学研究機構 核融合科学研究所 

（中国側）拠点機関： 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～  
（英文）： Plasma and Nuclear Fusion ‒Study of Plasma Confinement for advanced reactors  

and Fusion Engineering̶   

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（7年度目） 
 
 
４．実施組織 
日本側実施組織 
     拠点大学： 核融合科学研究所 

  実施組織代表者（所属部局・職・氏名）： 核融合科学研究所・所長・本島 修 
 コーディネーター（所属部局・職・氏名）： 核融合科学研究所・教授・東井和夫 
     協力大学：北海道大学、室蘭工業大学、岩手大学、東北大学、新潟大学、筑波  

          大学、東京大学、東京工業大学、電気通信大学、富山大学、信州大 

          学、岐阜大学、静岡大学、名古屋大学、三重大学、京都大学、大阪 

          大学、広島大学、山口大学、九州大学、長野工業高等専門学校、首 

          都大学東京、大阪府立大学、兵庫県立大学、日本原子力研究開発機 

構、慶応大学、上智大学、中央大学、神奈川大学、東邦大学、中部 

大学、三重中京大学、大阪工業大学、摂南大学、産業技術総合研究 

所 

     事務組織：核融合科学研究所管理部経営企画課   
 
相手国側実施組織（拠点大学名・協力大学名は、和英併記願います。） 
     拠点大学：（英文）Institute of Plasma Physics, Chinese Academy of Science  
          （和文）中国科学院等離子体物理研究所  



 

 

  実施組織代表者（所属部局・職・氏名）：（英文）  
Institute of Plasma Physics, Chinese Academy of Science・Director・Li Jiangang 
 コーディネーター（所属部局・職・氏名）：（英文） 
Institute of Plasma Physics, Chinese Academy of Science・Assistant Director・ 

Wang Kongjia 
     協力大学：（英・和文） 

（英文）University of Science and Technology Of China(USTC); Institute 

of Modern Physics、Southwestern Institute of Physics(SWIP)、Dept. 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 Inst. Of Opt. and Fine 

Mech.; Purple Mountain Observatory; South Western Institute Nuclear 

Physics and Chemistry, China Academy of Engineering Physics; Dalian 

University of Technology; Huazhong University; Southeast University 

          （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  
 



 

 

５．拠点大学交流としての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合肥等離

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

今後は、拠点大学交流事業計画に基づき西南物理研究院、北京の清華大学、物理研究所、

その他の研究所等に交流の範囲を拡大し、新たに、炉工学と理論シミュレーションを強化

して核融合の総合的共同研究を築こうとするものである。 
 日中の各研究拠点及び協力大学の持つ実験装置、研究施設、及び人材を結集し、相補的

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

出来る。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あたえる事ができる。核

融合プラズマの研究において原子分子過程がプラズマの特性と強く関与しており重要な研

究課題である。ここで得られた知見は高温プラズマ計測やプラズマモデリングの研究分野

において重要な寄与をなす。核融合の周辺プラズマは工業応用プラズマと共通点を持ち、

この分野の知見の交換は社会経済的波及効果がある。慣性核融合は核融合研究の中では特

殊な位置を占めるが、今後超高密度プラズマの物理として新しい物理分野を切り開く可能

性がある。 
 

６．前年度までの研究交流活動による目標達成状況 
拠点大学である核融合科学研究所では大型ヘリカル装置 LHD を用いた閉じ込め実験

が軌道に乗り、拠点事業としてもプラズマの加熱と閉じ込め、プラズマと炉壁との相互作

用などに関して多数の中国人研究者を迎えて共同研究を行ってきた。また、JT-60Uトカマ
ク装置（日本原子力研究開発機構）においてトカマクプラズマと密接に関連した課題の共

同研究が進展した。また、プラズマに直結した研究ばかりでなく LHDや JT-60Uにおける
プラズマ加熱装置やプラズマ計測技術に関する共同研究が、中国 HT-7、HL-2Aトカマク装
置、さらには前年度に完成しプラズマ生成実験に入った EAST 装置でのプラズマ関連の共



 

 

同研究が急速に立ち上がりつつある。 
このように日本側と中国側に優れた環状プラズマ閉じ込め装置が順調に稼動し多くの

共同実験が可能となった。これらを活用した日中の共同研究により、環状閉じ込めプラズ

マに共通する課題の研究が可能となった。このような研究は異なる視点からの重要な知見

の獲得につながり、いくつかの興味深い結果が得られている。等離子体物理研究所では、

EAST装置の建設に絡んだ超伝導技術を含んだ総合システム、超伝導環状装置の技術開発に
重点を置いた共同研究が新たな段階に至ったとともに広範なプラズマ閉じ込めの実験フェ

イズに入ったといえる。 
本事業を形成する３つの主要研究カテゴリーに関する研究成果を以下に記述する。 

● 炉心プラズマ 

等離子体物理研究所の 1.5MW 出力のイオンサイクロトロン周波数帯の高周波加熱源の

設計製作において、NIFS で採用されている水冷フェライトを制御グリッドとスクリーング

リッドに挿入し、寄生振動発生を抑制する方策を提案した。また、NIFS の既設の MW 級定常

ダミー負荷について NIFS の MW 級定常ダミー負荷で測定されたインピーダンスの周波数依

存性のデータを示し、外部にスタブチューナーを有する整合システムの必要性を提案した。 

HL-2A 用の ECH システムについて、ジャイロトロンの負帰還電圧制御、アーキング後の

処理法、加熱効率向上のための偏向器の必要性について議論しまた改良案を提案した。ま

た HL-2A プラズマの ECH/ECCD について電力吸収分布及び駆動電流分布を計算した。 

JT-60U における密度揺動を L モードプラズマや MARFE が発生している放電について遠

赤外レーザーを用いた協同的散乱計測を用いて研究を行ない、HT-7（プラズマ物理研究所）

トカマクと比較した．L モード放電について両装置とも 200kHz 程度の揺動成分が観測され

たが，揺動の波数は 1桁近く違っている可能性がある。ITG/ETG を念頭に置き議論した。 

EAST でここ数年以内に NBI が本格的に導入される．これを利用した ITB 形成の手法開

発の一環として JT-60 を利用して逆転磁場配位形成によるコア部 ITB 研究を行った．ITB プ

ラズマにおいて中性子発生量の空間分布を計測し解析した。その結果、中性子空間分布も

コア部に急峻な勾配を有していることを示した。 

ITER で構想されている固体リミター挿入時のプラズマとの相互作用を粒子シミュレー

ションコード「EMC3-EIRENE」を用いて解析した． 

HL-2Aで開発された超音速ガスジェット法による粒子補給法のLHDへの提供可能性の技

術検討を行った。 

LHDのYAGトムソン散乱装置を参考にEASTの電子温度及び電子密度空間分布計測用YAG

トムソン散乱システムを検討した。 

EAST トカマクにおける真空排気システム及びガス供給法の開発のために，LHD の同上

装置を用いて共同研究を行ない，大型装置でのガス供給法について真空容器内圧力計測用

高速電離真空計によるモニタリングと併せたシステムの構築法について検討した。 

 



 

 

●炉工学： 

4 つの主要課題（１）先進炉材料研究、（２）超伝導技術、（３）ブランケット・トリチ

ウム分野研究、及び（４）炉設計要素技術研究、での重要な成果が得られた。 
先進炉材料研究では、日中間でバナジウムを含めたレフラクトリーメタル、SiC/SiC 複

合材料など先進材料の製造と高度化、要素技術の共同研究を進め、ミクロ組織、ミクロ組

成、引張特性、疲労特性、照射挙動や耐熱性の等の総合評価を行なった。また，ガス原子

と欠陥の相互作用に関して電解放射型高分解能電子顕微鏡を用いてナノレベルで系統的に

明らかにする研究、マルチビーム超高圧電子顕微鏡によるミクロ構造変化をその場解析す

る研究も更なる充実を図った。SiC/SiC 複合材料に関しては、新規開発の NITE プロセスに

より、研究室レベルで極めて結晶性の高い高密度材料を安価に作製できることが示された。 

超伝導技術関連研究では、核融合科学研究所、中国科学院プラズマ物理研究所等との

間で、大型超伝導コイルの冷却、冷凍技術に関する研究成果の発表と議論を行った。また、

電工研究所とは HTS マグネット及び HTS 電力応用並びに共同研究の実施についての打合せ

を行った。更に、中国科学院プラズマ物理研究所とは、EAST及び LHDの冷却、定常維持、
加温等の課題等について議論した。 

ブランケット・トリチウム分野研究では、量子化学計算を用いた固体増殖材料中にお

ける欠陥の生成過程に関する評価および XPS(UPS)および TDS による固体増殖材料中での水

素同位体の捕捉過程について検討を行った。その結果、リチウムよりも酸素の方がはじき

出しエネルギーが小さく、欠陥生成に大きく寄与することを量子化学的に明らかにしたと

ともに、水素同位体の捕捉について中心金属の価数の変化が水素同位体の捕捉に大きく影

響を与えていることを明らかにした。 

炉設計要素技術研究では、これまでの要素技術開発から技術統合に向けた発展を目指

した炉システムの設計と技術課題の抽出および統合指針を明らかにするため議論を行い、

これまでの研究協力分野に加え、ブランケット熱流動分野において重点的に協力を進める

こととした。この方針に従い ASIPP から京大、NIFS に研究者を受け入れ、ブランケット試

験用液体金属ループ設計の日中の比較検討、さらには高温クリープ、粒子線照射のデータ

整備を進めた。 
 
● 理論・シミュレーション 

「トーラスプラズマの磁気流体（MHD）及び微視的不安定性の解析理論」の課題に関

して、電子及びイオン温度勾配型不安定性の解析理論の体系化のまとめとして、WKB 法と積分

方程式に基づく非局所安定性解析法を比較検討した（佐貫）。また、京大の岸本と李継全はジャイ

ロ流体コードに基づきドリフト波乱流の３D 非線形シミュレーションを行い、２D 理論モデルの結果と

比較検討を行った。これらの結果は、第21回 IAEA会議で発表された。プラズマ中のゾナーフロー

や GAM についてモード構造、減衰率などの評価を行った。これらの研究成果は、Phys. 

Plasmas 13(2006)10072 に論文としてまとめられ、第 21 回 IAEA 会議で発表された。 



 

 

「輸送理論（新古典輸送、異常輸送）及び数値解析コードの研究、閉じ込め改善モー

ドの研究」の課題に関して、Aike Wang(SWIP)は NIFS を訪問し、ニューラルネットワークを用い

たトカマクプラズマでの disruption prediction に関連した研究テーマについて検討した。さらに、

Zhe Gao et al.( Phys. of Plasmas (2006), 論文リスト参照)による GAMやゾナーフローに関する理論

モデルの電磁的なモードへの拡張について議論をおこなった。また、ヘリカルプラズマの 3次元性

や帯状流（zonal flow）のの衝突減衰については、電場に依存する部分としない部分があることを指

摘し、ヘリカルとトカマクプラズマにおける電場形成機構の違いについての理論検討を行った。 

「核融合プラズマ中の複雑性プラズマ物理の数理」の課題に関して、磁気リコネクシ

ョンのための階層横断モデルに基づき、構造形成と開放性の関係、およびミクロ物理系と

マクロ物理系の相互作用を中心に議論を行った。また、Li Jinghong 氏を核融合科学研究所

に招聘し、同氏の開発した輻射輸送過程を取り込んだシミュレーションコード（LARED-R）

の開発と、レーザーとプラズマ非線形相互作用に見られる自己組織化現象に関する共同研

究を実施した。 

「プラズマ周辺部及びダイバータープラズマに関連する研究テーマ」の課題に関して、 

簡易 Core-SOL-Divertor モデルを基盤にした計算機コードを改良し、EAST トカマクプラズ

マの特性予測の共同研究を進めた。また，核融合科学研究所で開発中の周辺プラズマ輸送

コード UEDGE を用いて西南物理研究院のダイバータ配位トカマク装置 HL-2A の周辺プラズ

マのシミュレーションを行い、SLOPS5.0 の結果との比較検討を行った。 

 
７．平成１９年度の研究交流目標 
本事業を形成する３つの主要研究カテゴリーのそれぞれについて研究交流目標を記述す

る。 
● 炉心プラズマ 

過去 5年間，トカマク装置 JT-60U, HT-7, HL-2A, TRIAM-1M, ヘリカル装置 LHD, 
CHS, Heliotron-J, 球状トーラス装置 LATE, TST, SUNISTなどの高温プラズマ閉じ込め
装置が順調に稼動し、高性能プラズマの生成、閉じ込め改善、そしてその定常保持にむけ

た共同研究が軌道に乗り出した。また、昨年度には最新鋭の超伝導トカマク EAST が等離
子体物理研究所で稼働し，九州大学ではシャットダウンされた TRIAM-1Mに代わって新た
な球状トカマク QUEST の建設へ向けての準備研究装置 CPD の実験が開始された。  

これらの閉じ込め装置を活用し、プラズマのコア及び周辺部の閉じ込め改善と高ベー

タ（＝プラズマ圧力/閉じ込め磁気圧）化のための基礎的研究を推進しそれらの成果の最適
な組み合わせにより「高ベータ・高閉じ込めプラズマの定常保持」を目指す。炉心プラズ

マの高効率加熱・電流駆動、及び分布制御によるプラズマ閉じ込め性能の向上と定常保持

を目標として共同研究を進める。この研究を支える重要な要素であるプラズマ加熱装置と

プラズマ計測診断機器の開発を引き続き推進する。加熱装置の信頼性向上とともに高電

力・長パルス化の技術開発、計測･診断装置については高時間空間分解能を有する多次元で



 

 

高信頼性（高安定動作）を有するプラズマ計測法の開発と改良を同時に進める．これらの

研究に加え，プラズマの定常保持を狙った各種プラズマパラメータのフィードバック及び

フィードフォワード制御法，ディスラプションやプラズマ崩壊の影響の軽減や回避を狙っ

た制御法の開発を進める。さらに、プラズマ・壁相互作用は高性能プラズマの生成と長時

間維持のための基本的要素であり、プラズマ対向材料の損耗・改質・水素同位体リテンシ

ョン特性の研究を進める。これらの共同研究に加え、EASTでの本格的な実験に向けた実験
計画検討を日中で共同して進める。 

慣性核融合の分野では、中国側にも最新のレーザ装置による実験研究や数値シミュレ

ーションを推進する拠点が出来上がり学術的な成果を得る段階に入った。大阪大学と中国

側研究機関において超高強度レーザを用いた相対論プラズマ物理の共同実験、高速点火レ

ーザ核融合の基礎研究を進める。 
● 核融合炉工学基礎研究 

日中の低放射化材料の製造技術と試作材料の特性を比較検討し、製造技術の一層の向上

に向けた指針を明らかにするとともに、高度化した材料特性データを用いたブランケット

構造設計を共同で進める。また、トリチウムを中心にブランケット要素技術の高度化に向

けた基礎実験を共同で行う。さらに EAST の運転開始に合わせて、LHD の経験との比較の下、

超伝導機器システム技術の高度化とデータベース化を進める。 

● 理論・シミュレーションによる炉心プラズマ挙動の研究 

  最近の重要なテーマであるトロイダルプラズマにおける異常輸送と電子及びイオン温度勾配

型不安定性の関連性を解明するための線形及び非線形解析についての検討を前年度に引き続

き行い、理論の体系化を模索する。また、磁気閉じ込め核融合で最重要課題の一つであるプラズ

マ周辺部及びダイバータプラズマ領域の挙動を解析するための解析コードの更なる改良と高度化

を図る。一方、慣性核融合プラズマに関連して、高密度レーザとプラズマの相互作用による特有の

非線形波動（ソリトン）の形成機構等の研究の進展を図る。 
 
 



 

 

８．平成１９年度の研究交流の概要 
８－１ 共同研究 
平成 19年度の交流事業は、3 つの柱となる研究カテゴリー（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）につ

いて、引き続き共同研究を進める。 

●「炉心プラズマ」に関しては、 

11A 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 

11B 高性能炉心プラズマ閉じ込めのための計測及び制御法の開発 

12A 核融合炉におけるプラズマ・壁相互作用と対向材料研究 

13A プラズマ中の原子分子過程 

14C 環境応用と表面工学のための高圧力プラズマ源の開発  

15A 超高密度プラズマ（慣性核融合）に関する研究 

15B  慣性核融合プラズマの理論・シミュレーション 

の主要研究課題を設定する。各課題の計画の概要を以下に記述する。 

  11Aのプラズマ加熱実験と加熱機器開発についての交流概要は下記の通りである。 

平成 19 年度は、トカマク及びヘリカル装置における炉心プラズマの高効率加熱・電流駆動、

及び分布制御によるプラズマ閉じ込め性能の向上と定常保持を最終目標として、プラズマ

加熱および電流駆動に関連した研究を進める。ICRF, LHCD, ECH、ECCD 及び NBI の単独、あ

るいは複合使用により高安定で高閉じ込めプラズマ生成を狙った研究を進める。このため、

これら基幹のプラズマ加熱機器の信頼性向上とともに高電力・長パルス化、電力変調性能

の確保を図り技術開発とプラズマ実験を推進する。主要課題の 5例を以下に示す。 

①大電力 ICRF 加熱実験と長パルス化。 

②ECH 及び ECCD による MHD 安定性と閉じ込め改善。 

③LHCD による電流駆動、電流スタートアップ。 

④大電力 NBI によるプラズマ加熱、電流駆動と高速イオン生成とその影響研究。 

⑤複合加熱の相乗効果によるプラズマ性能向上。 

11Bのプラズマ閉じ込めと計測機器開発についての交流概要は下記の通りである。平成

19 年度は本拠点事業後半の 2 年目となり，日中双方での着実な共同研究の進展と成果が求

められる．特に，これまであまり取り上げてこられなかったテーマについては残りの共同

研究の年数を考えると早急に立ち上げる必要性がある。装置の定常運転に加えてプラズマ

の帰還制御及びプラズマ計測の開発が益々重要になってきている。以上の事柄を念頭に置

き，「プラズマのコア及び周辺部の閉じ込め改善とその高ベータ（＝プラズマ圧力/閉じ込め
磁気圧）化」の研究を推進し，「高ベータ・高閉じ込めプラズマの定常保持」を目指す。装

置性能の高機能化を目指した新たなプラズマ計測法の開発や計測信頼性の向上を目的とし

た研究も重要な研究要素となる。高密度領域での定常運転保持を指向した各種プラズマ制

御法，ディスラプションやプラズマ熱的崩壊の回避や軽減に関する制御法等の開発も併せ



 

 

て実施する。具体的研究課題を以下に示す。 

①内部輸送障壁モードや H モード等，改善閉じ込めモードの安定保持やその特性に関する
実験研究と物理機構解明． 

②MHDやプラズマ揺動を中心とした不安定性の理解と克服への模索 
③実験研究進展のための基盤計測機器の高性能化 
④物理機構解明のための先進的計測機器の開発研究 
⑤プラズマ性能向上のための周辺粒子制御 
これらの成果の現有装置へのフィードバックだけではなく，九大・球状トカマク，日本

原子力研究開発機構の JT-60SA等，今後計画されている高温プラズマ発生装置への定常運
転制御への貢献，更には，ITERでの核燃焼実験のシナリオ策定への貢献も目指している。 

12Aのプラズマ・炉壁相互作用についての交流概要は下記の通りである。 
①プラズマ対向壁材料ボロン・シリコン・チタンと黒鉛の複合材料，タングステン材料の

開発と特性評価。また、炭素，タングステンを含めた対向壁材料中の水素同位体，トリチ

ウム挙動に関する実験研究。 
②ICRF壁コンディショニング。 
これらの実験研究を EAST, LHD等で推進する。 

13Aについては、理論及び原子分子データについての共同研究は、高Z多価イオンから

の放射過程、衝突過程、二電子性再結合過程の研究、ならびに分子のデータベースの構築

を目指す。復旦大学で建設されたEBITが動き出し電通大との間で日中のEBITを用いた多価

イオン分光研究についての共同研究を行う。 

14Cについてはプラズマの環境応用と資源の有効活用に向けた基礎研究で協力する。 
15A, 15Bの慣性核融合プラズマに関する交流概要は下記の通りである。 

引き続き、テラヘルツ領域という新しい、高密度エネルギー科学の領域を広げる研究を行

う。高速点火関係では、さらに、新しい試みとして、上海光学精密研究所において、初め

て、超高強度レーザーを使った実験、超短パルスレーザーを使った高エネルギー密度科学

に関する研究、ターゲット製作に関する共同研究を推進する。慣性核融合プラズマの理論

研究では、高エネルギーナノ秒レーザーとプラズマの相互作用に伴う高温高密度プラズマ

の放射流体力学や相対論レーザープラズマ物理の研究を推進する。 

 
●「核融合炉工学基礎研究」に関しては、 

20A   核融合炉用低放射化構造材料に関する研究 

20D   先進核融合炉に必要な超伝導要素技術の開発研究 

20E   固体・液体増殖材におけるトリチウム挙動の解明 

20F   核融合炉システムの高度化設計と技術統合 

の主要研究課題を設定する。 
  20A については、日中間で先進材料の製造と高度化、要素技術の共同を目的とした共



 

 

同研究を実施し、両国の研究者の交流・役割分担・教育交流を円滑にすることを想定す

る。平成 19年度は、新規フェライト鋼の照射評価を超高圧電顕やイオン加速器で実施する

こと、ならびに、NITE プロセスによる SiC/SiC 複合材料のために結晶性の高い高密度な材

料を安価で作製し、その評価を行うことが重要な課題となる。 

  20D については、超伝導トカマク EAST の電源制御と超伝導コイルの冷却制御につい
て議論を行う。電工研究所と中国東方電子研究所とは、核融合実験装置用受変電設備用の

超伝導ケーブル、限流器、変圧器等について議論する。世界最初の全超電導のトカマク型

実験装置 EASTの工学的な諸問題(電流制御、渦電流、ＡＣロス等)、更には ITERを見据え
た導体試験とその評価法、等について共同研究を推進する。 

 20Eについては、核融合炉ブランケット設計において重要なトリチウムを含む水素同位

体挙動について実験および量子化学的観点からそのメカニズムについて明らかにする。18

年度に引き続き量子化学計算と XPS(UPS)、FTIR および ESR による分析を組み合わせて、固

体増殖材料や配管材料等と水素同位体との相互作用を明らかにする。 

  20Fについては、炉システムの設計と技術課題の検討を深化させ統合指針を明らかにす

るのが本年度の目標である。核融合炉は熱（エネルギー）とトリチウムの発生・取り出し

のシステムと位置づけることができるが、第一壁、ブランケット、回収系を跨る熱・トリ

チウムの制御シナリオの策定に向けて、機器システム高度化に向けた基礎技術開発、中性

子工学を中心とした機器の核特性評価を行なうことを中心課題とする。 

 

●「理論・シミュレーションによる炉心プラズマ挙動の研究」に関しては、 

平成 19 年度もこれまで取り組んで来たテーマの実績に基づき、 

30Aプラズマの MHD 及び微視的不安定性解析理論の研究 

30B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 

30C複雑性プラズマにおける自己組織化の物理 

30D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 
に関する共同研究を進める。 

30Aについては、異常輸送と電子及びイオン温度勾配型不安定性の関連性を解明するため

の線形及び非線形解析についての検討を前年度に引き続き行い、理論の体系を模索する。特に、

京大の岸本と西南物理の李継全が検討してきたジャイロ流体コードによう検討結果と非局所安定

性解析結果について比較検討を行う。また、昨年度から検討を開始したプラズマ中のゾナーフロ

ーや Geodesic Acoustic Mode(GAM)について、モード構造、減衰率の評価などを継続して行う。 

30B については、トーラスプラズマの新古典輸送の解明及び微視的不安定性などの揺らぎ

に伴う異輸送の軽減化の問題は磁場閉じ込め装置の性能を決める重要な研究課題である。西

南物理研究院や清華大との共同研究として検討してきたプラズマの温度勾配型不安定性と異常

輸送との関連性、シェアーフローによる異常輸送の軽減化に関する研究テーマを継続的な研究

項目にして、更なる進展を図る。 



 

 

30Cについては、共同研究を通じて①複雑性プラズマ系における構造形成では、非線形

性と散逸性の存在、②系の開放性や階層性、③複雑性プラズマに見られる様々な現象の自

己組織化、についての成果を得てきたが、これらに内在する物理機構の探究を目的として、

日中両者のシミュレーション研究の成果の分析を行う。 

  30Dについては、核融合科学研究所の二次元周辺プラズマ流体シミュレーションコード 

UEDGE を用いて HL-2A において計画されているクローズドダイバータ配位でのバイアスダ

イバータ実験による中性粒子の制御可能性を調べる。 

 

８－２ セミナー 
 今年度は、「核融合炉材料・システム設計統合に関する日中セミナー」、「プラズマ中の原

子・分子過程に関する日中セミナー」及び「ターゲット材料セミナー」の 3 件のセミナー
を実施し、関連の課題のこれまでの成果の総括と評価、今後の共同研究の方針検討を行う。 

「核融合炉材料・システム設計統合に関する日中セミナー」は参加予定者 84名（日本
から 26名）に達する比較的大きなセミナーである。核融合エネルギーシステムの実現を左
右する炉工学課題として、プロセスを含む先進材料技術、機器開発に向けた技術統合、さ

らにこれらをシステムの高度化につなげるための設計統合が上げられる。本セミナーでは、

核融合ブランケットおよび各機器システムを取り上げ、製造プロセス技術に重点を置いた

材料開発、技術統合による機器開発、システム高度化設計、及び関連基礎研究の最近の研

究成果について議論する。本セミナーにより、各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

になり、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れると期待される。 
「プラズマ中の原子・分子過程に関する日中セミナー」は、総勢 25 名の参加者（日本

からの参加者は 10 名程度）で、核融合プラズマに関連した高温から低温までの広い領域に

亘り多岐に亘る原子・分子過程（電離、励起、輻射性再結合, 二電子性再結合、衝突電荷

移行、カスケード輻射、Auger 崩壊、分子の解離、等）に関する発表・討論を行うことを

目的として企画されている。 

  「ターゲット材料セミナー」は、参加者 20数名（日本側から約５名）の比較的小規模
のセミナーである。このセミナーでは、レーザープラズマ・ターゲット製作・材料科学の

研究者が一堂に会して問題提起とその探索方法に関する議論を行う。相互に密接に議論す

る自由討論の時間を用意する 
 

８－３ 研究者交流（共同研究、セミナー以外の交流） 
平成 19 年度共同研究プログラムを確定しアカデミック・レポートを編集する目的でコー

ディネータ会議を 2007 年 5 月ごろに等離子体物理研究所にて開催する。2007 年度拠点事業

の研究成果の集約、2008 年度の研究計画を検討する目的で、2008 年 2 月頃に日本でコーデ

ィネータ会議を開催する。 



 

 

９．平成１９年度交流人数・人日数総表 
９－１ 相手国との交流計画 

（単位：人／人日） 

    派遣先 

派遣元 

日本 

（JSPS） 

中国 
（CAS）

   合計 

日本（JSPS）  69/492    69/492 

中国（CAS） 65/881     65/881 

       

       

       

合計 65/881 69/492    134/1373

 

※各国別に、研究者交流・共同研究・セミナーにて交流する人数・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。） 

 

 

９－２ 国内での交流計画 

－ ／ －（人／人日） 

 


