
 

拠点大学交流事業  

平成２０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）拠点大学： 中国科学院 等離子体物理研究所 

  
２．交流分野・研究テーマ 
（和文）： プラズマ・核融合 ～先進核融合炉の炉心と炉工学に関する研究～  
（英文）： Plasma and Nuclear Fusion  - Study of Plasma Confinement for advanced reactors and 

   Fusion Engineering - 
   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（８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 

http://www.nifs.ac.jp/collaboration/Japan-China/index-j.html


 

  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 
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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 
本事業を形成する３つの主要研究カテゴリーにおける各研究課題の目標達成状況を述べる。 
● 炉心プラズマ 

（１１A）合肥等離子体物理研究所（ASIPP）では、定常 1.5MW 出力の高周波加熱源(周波数領

域、25MHz<f<70MHz)を３台、北京の BIRM(Beijing Institute of Radio Measurement)で製

作を行っている。その出力調整およびダミー負荷の設計、製作手法の検討を行なった。ま

た西南物理研究院（SWIP）の HT-2A の電子サイクロトロン加熱実験において、プラズマに

入射する電子サイクロトロン波の偏波面制御のためのグルーブミラーの製作とシステム構
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築を行なった。 
（１１B）SWIP の HL-2A における高速 X 線カメラを用いた揺動計測，超音速ガスパフを用い

た密度分布制御法の開発，高速粒子閉じ込めに関する研究，及び EAST（ASIPP）を用い

た SOL ダイバータ，X 線分光研究等を行った。核融合科学研究所（NIFS）の LHD におい

てトムソン散乱計測法の開発，分光計測，水素ペレットを用いた超高密度放電に関する研

究，及び日本原子力研究開発機構（JAEA）の JT-60U では高速イオンのリップル輸送，テ

ィアリングモードの安定化，ELM によるエネルギー輸送等に関する実験研究を行った。特

に，HL-2A での超音速ガスパフに関する一連の技術蓄積は京大ヘリオトロン J への同装置

の設置に貢献した。また，JT-60U での高性能プラズマ実験に関して得た知識や経験，また

LHD でのトムソン散乱や分光計測に関する技術蓄積は，EAST や HL-2A でのプラズマの

高性能化や計測開発に多大な貢献をした。 
（１２A）HT-7（ASIPP）において容器内に生成される堆積物を酸素グロー放電で除去した材

料を、日本において評価した。堆積物を除去すれば含有水素も低減する結果を得た。原型

炉に向けたプラズマ対向材料としてタングステンなどについて双方で特性評価を行い、そ

の適合性について調べ、実機での試験も必要であるとの見解を得た。 
（１３A）理論研究では、プラズマ中の多価イオン原子や内殻励起原子の原子構造理論に関す

る共同研究で日本の指導的役割が見られた。原子衝突理論では、日中双方の高い成熟度を

背景として、高密度プラズマや多価イオンの衝突・輻射過程の研究が進んだ。実験研究面

では、電子ビーム多価イオン源の技術交流で日本の指導的役割が見られ、多価イオン原子

過程について大きな成果があった。敦煌にて JSPS-CAS セミナーを開催し、プラズマ中の

原子・分子過程の広い分野からの発表と討論を行なった。 

（１４C）プラズマの工業的応用に関して大気圧プラズマの環境技術への適用のみならず、ナ

ノテクノロジー及びバイオテクノロジーへのプラズマ応用の共同研究の進展が見られた。 
（１５A）レーザ核融合ターゲットとその応用に関する共同研究が進展した。特に、JSPS-CAS
の支援により黄山市にてセミナー開催し、高真球カプセル製作法，コーティング法等の議

論を行った。 
（１５Ｂ）レーザによる粒子加速、レーザ・プラズマ相互作用,相対論プラズマ等の理論研究を進展

させた。 

● 核融合炉工学基礎研究  

（２０Ａ）新規フェライト鋼や SiC/SiC 複合材料など結晶性の高い高密度な材料の照射評価の

ための共同研究を進めた。 

（２０Ｄ）密結合超伝導コイル郡の高精度電流制御、ヘリウム冷凍機の機器構成、高熱負荷プ

ラズマ対抗壁の設計などについて、EAST 及び LHD における最新の研究情報の交換を行い、

今後の研究課題について打合せを行った。 

（２０Ｅ）核融合炉ブランケット設計のための研究を実施した。また、桂林で開催のセミナー

に参加し、これまでに日中協力の成果と今後の研究課題について検討した。 
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（２０Ｆ）桂林で開催の日中セミナーにおいて炉システム統合に向けた技術高度化に関するこ

れまでの成果のまとめと今後の研究指針の策定を行なった。また、ブランケット中性子工

学解析の相互比較、接合法等の材料製造技術の高度化に向けた総合検討を進めた。 

● 理論・シミュレーションによる炉心プラズマ挙動の研究 

（３０Ａ）トーラスでの抵抗性ＭＨＤ不安定性､測地線音波モードの安定性解析等について交

流計画を展開した。抵抗性壁モード等の新たなテーマについても検討を始めている。 

（３０Ｂ）HT-7 トカマクの実験データについて乱流からの帯状流形成過程についてのシミュレ

ーション研究を行った。 

（３０Ｃ）複雑プラズマ系を研究するための多階層、多物理系の新しいシミュレーションアル

ゴリズム開発に関する議論を行った。また、超高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共同研究を実施した 
（３０Ｄ）EAST や HL-2A トカマクのダイバータプラズマ、非接触プラズマ等の解析モデルの検

討・修正を行った。 

 
７．平成２０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における各研究課題の研究交流目標を述べる。 
（１１Ａ）平成 20 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。これらのプラズマ加

熱手法の開発によりに、コアプラズマ、周辺プラズマ、さらにはダイバータプラズマまで

を考慮した高閉じ込め・高ベータプラズマの定常保持のための手法が開発できるものと期

待される。 

（１１Ｂ）平成 20 年度は本拠点事業後半の 3年目となり，これまでの日中双方の共同研究の経

験を踏まえ，今後の大きな展開が期待できそうなテーマについて重点的に共同研究を実施

する。日本国内ではこれまで本共同研究を支えてきた CHS や TRIAM-1M がその活動を停止し

た為，LHD や JT-60U が本事業の重要な 2 本柱となった。しかし今年度は QUEST（九大）が

稼動する予定であり，日本国内での共同研究の自由度が増すものと期待される。中国側で

は HT-7 に加え、全超伝導トカマク EAST（ASIPP）が稼動をはじめた。その後の装置改良を

経て今年度からは本格的な実験体制へ移行する。また，HL-2A トカマク（SWIP）では、各種

の計測装置を充実させダイバータ配位での本格的な実験に入るもの期待される。日中双方

のこれらの５ヶ所の現有装置を共同研究の柱として設定し、「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」の研究を推進し，「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」を目指す。昨年度と同様，装置性能の高機能化を目

 5



 

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。また，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。  

なお、（１１Ａ）及び（１１Ｂ）のこれまでの成果を総括し、今後３年間の効果的な共同研究を推

進するためセミナーを実施する。磁場核融合研究を進めていく上で閉じ込めプラズマの高

性能化は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にとって必要不可欠な

課題である。本セミナーでは、高性能プラズマ実現に向けての生成・制御に関する最近の

研究成果、高性能プラズマを生成するための先進的加熱法や高性能プラズマの振舞いを研

究するための先進的計測法の開発の現状等について討論する。 

（１２Ａ）①プラズマ対向壁材料開発と評価、②HT-7 及び EAST のプラズマ実験後の対向

壁表面分析と評価、③プラズマ対向材料中の水素同位体リテンション評価、④ICRF 壁

コンディショニング、及び⑤ブランケット材料の水素同位体リテンション評価を交流の

主目標である。核融合プラズマと第一壁との相互作用に関する日中の共同研究は毎年活

発に実施されており、多くの成果が蓄積されている。特に、実験炉に向けたプラズマ対

向材料及び実機プラズマ装置（LHD,HT-7, EAST）の共同研究が大きく進展している。

また、ブランケットやトリチウムなどの炉工学研究の共同研究も盛んに実施されてきて

いる。これを踏まえ、プラズマ・壁相互作用を主要課題としたセミナーを実施しこれま

での成果をまとめ、今後の展開をはかる資料とする。 

（１３Ａ）理論及び原子分子データについての共同研究は、核融合科学研究所と九州大学お

よび北里大学を中心にして、応用物理計算数学研究所、西北師範大学、復旦大学を交流

相手として進める。研究課題は、高 Z 多価イオンからの放射、衝突過程、二電子性再結

合過程、高密度プラズマの衝突輻射過程、高 Z 多価イオンと分子過程のデータベース等

である。 
（１４Ｃ）平成 19 年度までに開発された種々の高気圧・非平衡プラズマ源に加えてさらに新し

いプラズマ源の開発を行うと共に、環境改善技術の実用化と新しいナノバイオ科学技術の

開拓に必須の高圧力プラズマプロセス法の基盤の確立を目指す。 

（１５Ａ）大阪大学工学研究科と上海交通大学及び上海光機研究所との間で相対論レーザー物

質相互作用実験の共同研究をさらに発展させる。実験は、綿陽のレーザー核融合研究所の

レーザー装置、大阪大学のレーザー装置を相互に使用する。大阪大学で開発された核融合

用カプセル製造技術を東南大学との共同研究を通して、バイオセンサ製造にスピンオフさ

せたが、さらに核融合用カプセル製造技術の新しい方法の検討を行う。今年度は、新しい

ターゲットと、綿陽の新レーザーシステムである SG-II を用いたレーザープラズマ実験の

報告も含めて、情報交換を行うことにより、より広い範囲の「レーザープラズマ実験の提

案」「新しいターゲット」「新材料」「従来のターゲット技術の他分野へのスピンオフ」に関

する共同研究が期待される。これに沿って、白浜にてセミナーを開催する。 

（１５Ｂ）レーザープラズマでの高エネルギーイオンの発生とそれによる高密度プラズマの加
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熱による高速点火の可能性の理論的研究と、レーザー宇宙物理における光電離プラズマの

研究を進める。 

（２０Ａ）フェライト鋼溶接部材など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材料の作製と、そ

の評価を行うことを交流目標とする。 

（２０Ｄ）本課題では、先進核融合炉で切望される超伝導要素技術をとりあげ、現存または建

設中の超伝導核融合実験装置、あるいは日中拠点交流事業の協力大学の研究設備を用いて

その開発を行うことを目標とする。 

（２０Ｅ）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。特に液体・固体

両トリチウム増殖材料中でのトリチウム滞留・放出挙動およびその同位体効果については

未だ基礎的な知見の集積が不十分であり、本共同研究によってブランケット設計上重要な

知見を集積することが可能であると考えられる。 

（２０Ｆ）3 年目の計画として、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。 

（３０Ａ）プラズマの MHD 不安定性及び微視的不安定性はそれぞれ関連する現象は違うが、磁

場閉じ込め装置の性能を決める重要なテーマである。トカマクとヘリカルプラズマにおけ

るこれらの不安定性の非線形発展等の理論解析を進める。 

（３０Ｂ）トーラスプラズマでの新古典輸送の解明、微視的不安定性に伴う異常輸送とその軽

減化の課題を帯状流の役目に注目して進める。 

（３０Ｃ）核融合プラズマにおけるマクロな自己組織化現象とプラズマ運動エネルギーとの関

係、慣性閉じ込め核融合プラズマにおける荷電粒子の輸送や輻射による融解過程等に関す

るシミュレーション研究を実施する。 
（３０Ｄ）これまでに開発してきた簡易 Core-SOL-Divertor モデルによる EAST トカマクで得

られた周辺プラズマパラメータとの比較を実施する。また、HL-2A プラズマ閉じ込め装置

で得られた周辺プラズマ中の不純物の観測結果との比較検討を行い、不純物生成、輸送に

対してコードへのモデル化を検討する。 
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８．平成２０年度の研究交流の概要 
８－１ 共同研究 
本事業を形成する３つの主要研究カテゴリーにおける各研究課題の研究交流目標を述べる。 
（１１Ａ）①大電力 ICRF 加熱実験と長パルス化：HT-7, EAST, LHD 等で実施。②ECH 及び ECCD

による MHD 安定性と閉じ込め改善：JT-60U, HL-2A, LHD 等で実施。③LHCD による電流駆動、

電流スタートアップ：HT-7, EAST, HL-2A,JT-60U 等で実施。④大電力の Co 及び Counter NBI

による電子・イオン加熱、電流駆動による分布制御と高速イオン生成とその影響研究：

JT-60U, LHD で実施。HL-2A, EAST プラズマの NBI 加熱検討。⑤イオンバーンシュタイン波

(IBW)加熱による閉じ込め改善：HT-7, EAST への適用検討。レイトレーシングコードを用い

た IBW 加熱の最適条件の検討。⑥電子バーンシュタイン加熱と電流駆動：LATE, LHD, SUNIST

等で実施。⑦複合加熱による相乗効果によるプラズマ性能向上：HT-7, EAST,HL-2A, JT-60U, 

LHD で実施。⑧位相制御可能な定常・大電力加熱用 ICRF アンテナの開発、及び液体位相変

換器および液体整合器の開発。⑨ECH 遠隔制御技術の確立による高信頼性システム開発。 

⑩RFによる壁・ダイバータ領域のコンデショニングのための ICRF 加熱放電洗浄法の開発。 

（１１Ｂ）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プラズマ性能向上のための分光計測を柱とする周辺粒子制御法の開発。④

高速粒子の振舞いと MHD 挙動との関連。⑤実験研究進展のための基盤計測機器の高性能

化。⑥物理機構解明のための先進的計測機器の開発研究。これらの研究課題を遂行するこ

とにより，単に高性能プラズマの定常保持へ向けた有用な知見の取得にとどまらず共同研

究の成果を形として残すことが期待される。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 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，国際熱核融合実験炉

（ITER）での核燃焼実験のシナリオ策定への貢献も目指す。 
（１２Ａ）①プラズマ対向壁材料開発と評価：中国側の開発した黒鉛などの対向材料，タン

グステン材料も含め、実験評価研究を継続発展させ、対向壁としての適合性を評価する。

②HT-7 及び EAST のプラズマ実験後の対向壁表面分析と評価：HT-7 プラズマ照射によ

る対向壁表面の形態変化，再堆積層等の分析を多面体マテリアルプローブを用いて進め

る。長時間放電に担うデータベースを拡充する。③プラズマ対向材料中の水素同位体リ

テンション評価：炭素，ボロン，タングステン等，対向壁候補材料中の水素同位体，ト

リチウム挙動に関する実験を静岡大、富山大への研究者招聘によって行う。④ICRF 壁

コンディショニング：この壁洗浄を実施して、従来のグロー放電洗浄に比べてどのよう

に異なるのかについて評価する。⑤ブランケット材料の水素同位体リテンション評価 
①-④については，これまでの成果を発展させ，EAST, LHD への適用を検討する。⑤につ

いては、原型炉等への適用についても評価する。平成２０年度においても、課題と目標を

改めて進めていく。同時に ITPA へも貢献できるようにする。 
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（１３Ａ）理論の共同研究については、西北師範大学と核融合科学研究所、北里大学との多価

イオンに関するスペクトル線についての研究を発展させる。応用物理計算数学研究所及び

復旦大学とは、現在核融合科学研究所で作成しているプラズマ壁相互作用と太陽大気上層

プラズマ物理に関連した高 Z 多価イオンと分子過程のデータベースについての共同研究を

具体的に進める。また、衝突断面積データの評価活動、衝突輻射モデル構築のための共同

研究を行う。今年度から新たに、応用物理計算数学研究所と核融合研究所の間で、高密度

プラズマ中の原子衝突過程におけるプラズマ効果に関する共同研究を行う。実験研究につ

いては、東邦大学と中国科学技術大学との間で電子散乱測定に関する共同研究を行う。ま

た、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。復旦大学と電通大との間で相互の EBIT への訪

問を計画している。プラズマからの分光スペクトル線測定及び解析につては核融合科学研

究所と合肥プラズマ物理研究所、応用物理計算数学研究所が中心となって行う。 

（１４Ｃ）大気圧グロー放電利用プラズマポリマー化法による太陽電池用プロトン交換薄膜の

熱・化学安定性とメタン浸透性抑制の改善を目指して、日本においてそのプラズマ診断技

術を習得する。また、大気圧誘電体バリア放電（DBD）を基盤にして空気及び水の清浄化、

材料表面改質、バイオ作物生産性向上を目標としており、日本における DBD の代表的研究

室にてその要素技術を詳細に調査する。 

（１５Ａ）相対論レーザー物質相互作用実験の共同研究をさらに発展させる。実験は、綿陽の

レーザー核融合研究所のレーザー装置、大阪大学のレーザー装置を相互に使用する。大阪

大学で開発された核融合用カプセル製造技術を東南大学との共同研究を通して、バイオセ

ンサ用に最適化させる中で、単分散ナノ微粒子をマイクロカプセルに閉じこめる技術や、

マイクロ流体の簡便な制御法を中国側で編み出してきた。本年度は、この技術を開発した

Zhao 博士に日本側へ訪問して頂いて、共同実験を大阪大学で行うことにより、核融合用カ

プセル製造技術の新しい方法に関して検討を行う。昨年度中国にて開催したセミナーに引

き続き、日本で開催する。さらに、上海光機研究所交通大学物理学科 Zeng Ming Sheng 教

授と宇都宮大学 湯上登准教授とのテラヘルツ発生とそのモデリング共同研究では、相互

による訪問により、具体的な理解が得られる事が期待される。 

（１５Ｂ）平成 20 年度は以下の 3 件に取り組む。①招聘予定の WANG Feilu が開発した光電離

非平衡のシミュレーション・コードを用いて、日中共同研究の実験解析を行い、論文も「プ

ラズマからの放射」1件と「プラズマでの吸収」2件書き上げ、論文投稿修正中である。ま

た、世界で初めてのレーザーによる光電離プラズマの解析コードの完成の目処を付けるこ

とが出来ると期待している。②高強度短パルスレーザによる荷電粒子に関する共同研究を

実施する予定である。特にレーザーによる電子加速メカニズムを解明し，高エネルギー電

子の生成制御に結びつけたい。また，レーザーと薄膜プラズマとの相互作用についても共

同研究を進め，コリメートされ，且つレーザーからイオンへのエネルギー変換効率の高い

イオンビーム生成法の研究を進める予定である。③上海交通大学物理学科、北京の物理学
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研究所、上海光学精密機械研究所並びに北京応用物理計算数学研究所と大阪大学、摂南大

学並びに核融合科学研究所のレーザープラズマ相互作用に関係する研究者が相互交流を行

い、共同研究を進める。特に、固体ターゲットの構造やレーザーパルス波形を工夫するこ

とで、高エネルギーイオンのスペクトル制御や高エネルギー化などの対策を追求する。例

えば、ダブルフォイルターゲットやコーンターゲットの場合のイオン発生過程を明らかに

する。また、レーザー生成高エネルギーイオンによる高密度プラズマの加熱についても研

究を進める。 

（２０Ａ）炉工学の材料分野で今後を想定すると、①材料自体の製造・高度化・評価等に加

えて、②ITER のテストブランケットのデザイン・製造などに関わる接合、溶接、耐食

性、コーティングなどのより要素技術にかかわる事項が今後の課題である。平成 20 年

度は、フェライト鋼溶接部材など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材料の作製と、そ

の評価を行う。 

（２０Ｄ）中国科学院プラズマ物理研究所、電工研究所、浙江大学との共同研究を進めると共

に、上海交通大学、西南交通大学、等との共同研究の課題について議論する。EAST 装置

（ASIPP）では、プラズマ実験を順調に進めている。今年度は、特に電源制御と超伝導コイ

ルの冷却制御、ITER 要素研究、等について議論を行う。電工研究所とは、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予定である。 

（２０Ｅ）これまで実施してきた量子化学計算と XPS(UPS)、FTIR および ESR による分析を組み

合わせて、固体増殖材料中におけるトリチウムの捕捉や脱離の挙動について集中的に知見

を集積し、水素同位体との相互作用を明らかにする。特に、３元系固体増殖材料中での欠

陥とトリチウム捕捉過程およびその捕捉状態、さらには回復挙動について研究を進めてき

ており、イオン照射による欠陥生成・回復と水素捕捉・脱離挙動との相関およびそのメカ

ニズムについて検討する。これらにより材料の高度化とブランケット性能の向上をめざす

とともに、これらの知見を反映した日中共通の課題を抽出するとともにまとめる。 

（２０Ｆ）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

の策定については中性子・熱・構造・材料工学の総合的な取り組みが必要である。さらに

高度化に向けては、これらのシナリオと整合させてシステムとしての機器高度化設計を進

めることが必要である。20 年度は中性子工学に基づくシステムの総合評価を進めることを

目的とする。これにより、基礎技術と評価解析に裏づけされた低放射化の特徴を持つ機器

の特性が示されることが期待され、今後、材料特性や熱構造特性、核特性を総合的に考慮

した具体的な機器システム高度化設計に発展させていく予定である。 

（３０Ａ）プラズマの MHD 不安定性及び微視的不安定性はそれぞれ関連する現象は違うが、磁

場閉じ込め装置の性能を決める重要なテーマである。MHD に関連した今年度の研究テーマと

しては、HL-2A トカマクにおけるいわゆる e-fishbone などの問題が重要なので Wang 
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Hao(SWIP),市口（NIFS）、などが中心になってトカマクやヘリカルでの現象を比較しつつ現

象の解明に努める。あわせて、もうひとつのテーマは、一昨年度開始されたゾナーフロー

や GAM の装置パラメーター依存性などを調べるための解析理論を京大（日本）や清華大（中

国）が中心となり進展させる。 

（３０Ｂ）トーラスプラズマでの新古典輸送の解明、微視的不安定性に伴う異常輸送の軽減

化の問題は閉じ込め装置の性能を決める重要検討課題であり、これまでの８年間の双方の

共同研究テーマとして検討されており、具体的には輸送理論の展開、計算コードの構築、

電場分岐の理論、乱流の構造形成の問題などについて検討し、得られた研究成果について

は国際会議などで発表を行ってきた。今年度はこれらの実績に基づき、更に議論を展開し、

介在する物理機構の解明に心がけたい。テーマのひとつは、ASIPP の HT-7 や EAST トカマク

での輸送過程を解析するためのコード整備などの進展を図る。日本側からは、NIFS 

でヘリカルプラズマの輸送解析を担当しているメンバーが中国を訪問し、議論を進める。 

（３０Ｃ）これまでの成果を基に、核融合プラズマにおけるマクロな自己組織化現象とプラズ

マ運動エネルギーとの関係、慣性閉じ込め核融合プラズマにおける荷電粒子の輸送や輻射

による融解過程等に関するシミュレーション研究を実施する。これら個別現象の解析と並

行して、複数の階層にまたがって発生する現象（階層横断現象）を解析するための多時空

間スケールシミュレーション手法の開発に関する共同作業・情報交換を実施する。 

（３０Ｄ）①稼働を始めた EAST トカマク(ASIPP)から得られるプラズマパラメータを整理して、

簡易 Core-SOL-Divertor モデルとの比較検討を行う。②①で得られた結果を基にして、EAST 

プラズマに対するプラズマ稼働可能領域の提言を行う。③SWIP の周辺プラズマ輸送コード 

B2-EIRENE に壁との相互作用や、それによって発生する不純物の効果を正確に取り込むこ

とを目指す。④③で得られたコードを用いて HL-2A トカマク（SWIP）で得られた周辺プラ

ズマ中の不純物の観測結果との比較検討を行い、不純物生成、輸送のモデル化を検討する。 

 

８－２ セミナー 
以下の 3 件のセミナーを行い、本事業で得られたこれまでの成果を総括し、本事業終了ま

での共同研究の効果的な推進を図る。①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 JSPS-CAS セミナー（開催責任者：森田繁 核融合研教授）、

②プラズマ・壁相互作用及び核融合工学に関する JSPS-CAS セミナー（開催責任者：日野友

明 北大教授）、及び③レーザープラズマ相互作用とターゲット材料に関する JSPS-CAS セ

ミナー（開催責任者：乗松孝好 阪大レーザー研教授）。 

 

８－３ 研究者交流（共同研究、セミナー以外の交流） 

今年度の本事業の円滑な進展と次年度の計画調整のため、平成 20 年 5月合肥で開催予定の

コーディネーター会合にコーディネーター等を派遣し、平成 21 年２月核融合研で開催予定

のコーディネーター会合にコーディネーター等を受け入れる。
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９．平成２０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）  67/466    67/466 

中国（CAS） 65/851     65/851 

       

       

       

合計 65/851 67/466    132/1317

 

※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 

7／ 28（人／人日） 
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