
拠点大学交流事業 
平成２０年度 実施報告書 

 
 
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．研究交流課題名 

（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： プラズマ・核融合     ）  
 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（８年目） 
 
４．実施体制 
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 
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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：（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 

 
      （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．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。 
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６．平成２０年度研究交流目標 
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、
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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

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
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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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７．平成２０年度研究交流成果 
（交流を通じての相手国からの貢献及び相手国への貢献を含めて下さい。） 

７－１ 研究協力体制の構築状況 

炉心プラズマのカテゴリー及び理論シミュレーション課題の日本側キーパーソン 3 名

の定年退職に伴い，その後任を決めた。炉工学関連の中国側キーパーソン 1 名の転任によ

り後任が決まった。これら新キーパーソン 4 名はこれまでも同課題で中心的役割を果たし

てきており交流計画の作成と実施に活躍している。その他の課題のキーパーソンは前年度

に引き続いて担当しており，研究協力体制の構築に一切は支障ない。 

 

 

７－２ 学術面の成果 

今年度の研究では，これまで以上に日中両者のほぼ同等の貢献が各研究分野で増大した。

これは本協力事業の成果の現れと言える。 

 

炉心プラズマ関連：炉心プラズマの高性能化を目指して高温・高密度プラズマの閉じ込め

制御，プラズマ加熱技術と加熱物理，高度のプラズマ計測機器開発とそれによるプラズマ

特性研究など幅広い共同研究が実施された。 

●相手国からの貢献：高性能炉心プラズマ研究に関連して， HL-2Aトカマク（西南物理研究

院:SWIP）で開発された超音速分子ビーム入射方式の燃料補給装置がH-J（京都大学）及びLHD

装置に設置され，粒子補給と非局所輸送についての興味深い初期実験データが得られた。HT-7

（中国科学院等離子体物理研究所:ASIPP）で開発された高周波による放電洗浄技術は今後の超

伝導装置の運転に有用な貢献となるであろう。多価イオン原子過程研究や原子過程データ評価

についての中国の理論面での寄与が大きく，多くの学術的成果を上げている。中国の上海交通

大学では高エネルギーイオンのレーザー加速に対するシミュレーションを行い，より効率的な

イオンの発生方法を提案するとともに，エネルギー分布の単色化について新提案を行ったこと

は重要な貢献である。 

●相手国への貢献： LHD でのトムソン散乱，分光計測，マイクロ波計測などのための先進

的計測機器の技術蓄積は，EAST や HL-2A でのプラズマ研究の進展に具体的な貢献をした。

長パルスで大電力のイオンサイクロトロン波加熱，電子サイクロトロン波加熱及び中性粒

子入射加熱の機器設計の技術的実績や経験を中国側の伝え，EAST や HL-2A のトカマクプラ

ズマ加熱機器の運転や開発・改良に大いに貢献した。さらに，JT-60U(日本原子力研究開発

機構:JAEA)や LHD での高性能プラズマ実験に参加して得た知識や経験は，中国のトカマク

研究に有用な寄与をしている。プラズマ・壁相互作用研究でのタングステン評価法は中国

の研究に有用な寄与をしている。周辺プラズマやダイバータモデリングの手法が EAST や

HL-2A に適用され，実験に対する有用な貢献をした。超高強度レーザープラズマ相互作用に

関し，高速点火核融合 FIREX（大阪大学）に関連して，コーンターゲット中でのレーザーの

伝搬と相対論電子の輸送に関連する電磁場の発生の効果を提案し，より効果的な加熱方法
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を大阪大学より提案した。 

●両者の分担による両者のほぼ同等の貢献：ECH 加熱，EBW 加熱のためにシステムの高効率

化を両者で進めて HT-2A で実験が行われ，電子加熱について新しい成果が得られた。EAST

及び HL-2A トカマク実験に日本側研究者が参加し，中国側と共同で高速イオンの振舞い，

MHD 研究，不純物輸送研究，密度制御等について新しい成果を得た。実験と並行して計測開

発等でも成果を挙げ，数編の論文を公表または投稿した。プラズマの原子・分子分野では，

高密度プラズマや多価イオンの衝突・輻射過程理論を日中で役割分担し進めた。レーザー

プラズマ相互作用の研究は，日本側のレーザー装置を用いて行う形式であり，中国側も多

くのアイデアを盛り込んだ共同実験となっている。さらに，ターゲット開発では非常に強

い連携が構築されており，双方からのアイデアで多くの論文が生み出されている。 

「先進的プラズマ加熱と計測システム」セミナーを開催し，プラズマ生成・閉じ込めや計

測・加熱機器開発の観点より新しい研究結果や提案を紹介した。セミナーの成果は Plasma 

Science and Technology 誌の特集号として発刊される。「プラズマ壁相互作用及び核融合工

学」セミナーにおいて中国の HT-7 や EAST のプラズマ壁相互作用研究の成果が発表され，

今後の研究の進め方について活発な意見交換を行った。さらに「レーザープラズマ相互作

用とレーザーターゲット材料」セミナーでは大型レーザー用ターゲット材料とその多様化

と高精度化などについて，人的交流を基盤とするソフト面の大きな情報交流を行った。こ

のセミナーの成果は Plasma and Fusion Research 誌の特集号として発刊される。 

 

炉工学関連：炉工学カテゴリーの日中協力は，通常の共同研究とともに PWI と炉工学に関

する日中拠点大学セミナーを共同開催し，これまでの成果を総括と今後の課題の明確化を

図った。 

●相手国からの貢献：低放射化材料の分野に関して，摩擦溶接などの特定の分野では中国

側の技術が目立つ部分もできつつある。３元系固体トリチウウム増殖材料として，中国側

の提案により初めて Li3TaO4を試料として用い，その表面での O-D 結合を確認することがで

きた。高温超伝導体の HTS 68kA 電流リード及び漏れ磁場の電磁遮蔽は ITER 中国の調達分

担技術であり，この貢献は重要である。 

●相手国への貢献：現時点では日本側の設備を中国側研究者が使用した共同研究が主体で

あるが，摩擦溶接などの特定の分野では中国側の技術が目立つ部分もできつつある。今後

の進展が期待できる。 

●両者の分担による両者のほぼ同等の貢献： 超伝導技術では ITER の課題の整理と解決の

ための議論と共同検討により J. of Science and Technology の共著論文を投稿できたこと

は日中拠点大学としての成果である。中国からはブランケット材料の新規提案を受けると

ともに，その評価手法および実験手法について日本側が提案し，研究を進めた。今後，Li3TaO4

中での水素同位体挙動を明らかにすることにより，ブランケットへの適用可能性を密接な

連携により検討する。中国側から CAD システムと中性子輸送計算をリンクさせる手法が，

日本側からクリープ変形特性の評価手法がそれぞれ相手方に伝えられ，それぞれの研究が
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大きく発展するという大きな相互貢献があった。両者の候補機器素材を比較検討すること

により，製作プロセスと材料特性の相関が明らかになった。 

 

理論・シミュレーション関連：昨年度に引き続き，トーラスプラズマの磁気流体的及び微

視的不安定性，粒子・熱輸送，閉じ込め改善，複雑性プラズマ及び周辺・ダイバータプラ

ズマ関連の理論と数値解析コードの開発・改良の共同研究が進展した。 

●相手国からの貢献：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コード

の開発と，核燃焼プラズマにおける荷電粒子の輸送特性を明らかにした。 

●相手国への貢献： 日本の大型ヘリカル装置において観測された乱流・MHD に関する実験・

解析結果の議論を通して，トーラスプラズマ理論モデルの妥当性や適用性に関する理解を

深めた。また，核融合プラズマ中で発生する構造形成や自己組織化現象として LHD プラズ

マ中で発生する短波長バルーニングモードの成長と飽和についての解析を行い，非理想Ｍ

ＨＤ効果の重要性を明らかにした。ASIPP の超伝導トカマク EAST の今後の高性能プラズマ

生成に向けた運転可能領域予測に日本で開発した簡易ＣＳＤモデルが非常に役に立った。 

●両者の分担による両者のほぼ同等の貢献：理論・シミュレーションで得た知見と SWIP の

HL-2A トカマクにおける乱流計測等の実験結果との比較・検討を通して，理論モデルの妥当

性を検証するとともに，計測すべき物理量や予測される物理過程に対して基礎資料を与え

た。また，SWIP からは特徴的な閉ダイバータ配位の十分なデータが提出され，境界層プラ

ズマ研究や微粒子挙動の研究に有効に活用された。さらに共同研究から得られる成果は

HL-2A の閉ダイバータ設計や次期装置 HL-2M に大きな貢献をすると考えられる。 

 

 

７－３ 若手研究者養成 

平成 20 年度は本拠点大学協力に関連して，コアプラズマ閉じ込め，炉工学及び理論・シ

ミュレーションの広い研究分野にわたって日本の大学院において 10名を超える中国人学生

が教育と研究指導を受けている。本協力事業で日中双方の大学院生を含む若手研究者の交

流を行い，彼らに多くの刺激を与えた。現在，総合大学院大学の核融合専攻に 3 名の中国

人留学生：SHI Zhongbing（SWIP；博士課程 3 年），ZHOU Hangyu （SWIP；博士課程 2 年）

及び DONG Chunfeng（SWIP；博士課程１年）が在学し核融合研の LHD を使用してプラズマ核

融合関連の研究・勉学に励んでいる。電子ビームイオントラップを用いた多価イオン物理

研究により，復旦大学（上海）から留学していた Jian Sun 君が電気通信大学から平成 20

年 9 月に phD の学位を授与された。四川省綿陽のレーザー核融合研究所より，博士課程の

留学生を受け入れ，大阪大学工学研究科の博士号を平成 21 年 3 月 31 日に取得予定である。

また，若手研究者を IAPCM より受け入れ，特任研究員として阪大レーザー研の高速点火プ

ロジェクトの研究テーマを分担させた。中国側から博士課程学生 1 名と若手研究員 1 名を

招聘し低放射化材料研究に関する共同研究を実施した。現在，総合研究大学院大学に，本

協力事業関連の相手機関から 2 名の留学生を引き受けて核融合炉工学関連の教育・研究に
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当たり，若手研究者育成に大きな成果をあげている。京都大学では，中国応用物理計算数

学研究所職員を博士課程学生として受け入れプラズマ乱流理論シミュレーションの研究を

進めている。中国からの留学生である Li Bin（総研大博士課程３年）の粒子シミュレーシ

ョンを用いた博士論文に関する研究指導を核融合科学研究所にて行った。また，「アジア冬

の学校」や学術セミナー等を通じて，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，中国からの受け入れ者の約 50％がまもなく学位取得を準備中の大学院生あるいは

学取得後間もない 30 歳台前半あるいは 20 歳台後半の若手研究者であり本協力事業は若手

研究者の養成に大きく貢献している。これらの若手研究者の多くが，初めてまたは 2 回目

の外国滞在であり，若手研究者に良い機会を与えた。今年度開催された 3 つのセミナーへ

の日中の若手研究者が多数出席し研究発表を行った。 

なお，学位取得後に中国へ帰国した場合，指導的立場の職務についている。 

 

 

７－４ 社会貢献 

核融合研究は学際的研究であり広範な分野，特に超伝導技術，高周波技術，ビーム工学，

情報工学技術，プラズマによる排ガス処理や医療・バイオ技術への活用，レーザーターゲ

ット技術の医療応用などの分野との協力交流を通じて重要な社会貢献ができた。これらの

プラズマ核融合から派生したエネルギーばかりでなく環境・バイオ分野に対する中国側の

意識を格段に向上させた。 

 

 

７－５ 今後の課題・問題点 

中国側の大型の高温プラズマ閉じ込め実験装置である EAST, HT-7(以上，ASIPP)及び

HL-2A(SWIP)の各トカマク装置が実質的な物理・工学実験期に移行し日中の協力研究が進展

する下地が十分整ったといえる。一方，日本側ではヘリカル装置の LHD（核融合研）は順調

に稼動し共同研究が進められているが，世界有数の大型トカマク JT-60U（日本原子力研究

機構）がシャットダウンした。中国側の主要装置がトカマク型でありかつ，ITER もトカマ

ク型であることもあり，JT-60U 装置はトカマクに関連した中国側からの共同研究の重要な

受け皿であった。今後は，プラズマ計測と加熱装置技術に関する共同研究は LHD で主に受

け入れていくことになると思われるが，トカマクプラズマを使った共同実験研究は中国側

のトカマク装置を用いて実施することになり有効且つ効率的な共同研究の進め方の検討が

必要である。この際，日中の研究の相互互恵となるよう日本側の多くの実験経験と理論解

析とが密着した研究を進めていくことも強く要請される。また，JT-60SA 装置設計・製作が

日欧で進められるが，高性能プラズマ生成シナリオの策定や先進計測機器やプラズマ加熱

機器開発でのプラズマ実験以外の多角的な共同研究の芽も育てていくよう配慮が必要と考

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２０年度論文総数 ９７本 

   うち、相手国参加研究者との共著 ４１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 ５０本 

（※ 詳細は別紙「論文リスト」に記入して下さい。） 
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８．平成２０年度研究交流実績概要 
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交流実績を述べる。 

● 炉心プラズマ 

（１１Ａ） 日本から 4 名を等離子体物理研究所(ASIPP；合肥)及び JSPS-CAS 日中セミナーへ派遣

し，プラズマ加熱装置と加熱実験の共同研究を実施した。中国から 6名を受入れ，プラズマ加熱

機器の設計検討や特性試験ならびに LHD や JT-60U にてプラズマ加熱実験を行った。 

（１１Ｂ） 日本より 10 名を ASIPP，西南物理研究院(SWIP；成都)等に派遣し，中国より 12 名を受

入れ，核融合科学研究所，日本原子力研究開発機構等において共同研究を実施した。 

（１２Ａ）  LHD 及び HT-7,EAST でマテリアルプローブ実験，プラズマにさらしたタングステン対向

材料のエロージョン等の評価研究を実施した。日中双方で 10 名の研究者交流を行った。 

（１３Ａ） 日本から 4 名を IAPCM（北京）及び NWNU（蘭州）へ派遣し，中国から 6 名を受入れ多

価イオン物理，原子過程データ評価やプラズマ診断・モデリングに関する共同研究が行われた。 

（１４Ｃ） 中国から 2 名を受入れ，バリア放電開始電圧低下等の実験へ参加した。日本から 2 名

を派遣し ASIPP 等でプラズマの医療・バイオ応用に関する研究交流を行なった。 

（１５Ａ） 阪大から 2 名をそれぞれ上海光機研究所と東南大学へ派遣し，相対論レーザー光自己

集束の共同研究とこれまでの成果の論文投稿を行った。2名を上海交通大学へ派遣し，宇都宮大

の実験結果のシミュレーションモデルについて検討を行った。中国から 3名を阪大へ招聘した。 

（１５Ｂ） IAPCM（北京），IOP（北京），中国国立天文台（北京），上海交通大学，ならびに上海光

机所の理論グループと，相対論レーザープラズマの物理，レーザー粒子加速，高エネルギーイオ

ン加速，光電離プラズマ，無衝突衝撃波等の理論シミュレーション等の研究を行った。中国より

6名が来日，日本からは 3名が上記の大学，研究所を訪問した。 

● 核融合炉工学基礎研究 

（２０Ａ） 低放射化材料の分野では，中国から日本へ 4名を招聘し，原子空孔型ループの形成状

況の観察等の共同研究を実施した。日本から中国へ 3名派遣し，新規技術である回転摩擦溶接技

術の調査，SiC/SiC 複合材料の原料の調査などを実施した。 

（２０Ｄ） ASIPP から 4名を核融合科学研究所に招聘し，密結合超伝導コイル郡の高精度電流制御，

ITER 用 HTS 68kA 電流リード等について，最新の研究情報の交換と議論を行った。また，日本か

ら 4名を派遣し上記の課題についての共同研究を実施した。 

（２０Ｅ） 中国から 3名を受入，一方，日本から 2名を派遣して Li4SiO4材料の化学状態と水素同

位体の滞留・放出挙動に着目した共同研究を行った。また，中国側の提案により初めて Li3TaO4

を試料として用い，その表面での O-D 結合を確認した。 

（２０Ｆ） 中国から 3 名を受入れ，一方，日本から 3 名を派遣して，高温熱クリープ寿命の評価

と高度化，機器健全性を高める接合法，ブランケット機能を評価する 3次元中性子輸送計算等に

関する共同研究を推進した。 

● 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） 日本から 2 名を浙江大学・核融合理論シミュレーション研究所および等離子体物理研

 12



究所に派遣するとともに，中国から 2名 (精華大学および SWIP)を核融合科学研究所と京都大学

に招聘し，磁場閉じ込めプラズマ中の微視的不安定性および電磁流体力学(MHD)に関する理論・

シミュレーション研究を実施した。 

（３０Ｂ） 日本から１名が精華大学を訪問し，ヘリカル系を含むトロイダルプラズマの微視的不

安定性と電場形成による閉じ込め改善の理論研究を実施した。 

（３０Ｃ） 日本から 1 名の研究者を中国に派遣し，中国から 2 名の研究者を日本に招聘し，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。 

（３０Ｄ） 西南物理研究院から 2名を核融合科学研究所に招聘し，日本から 2名を派遣し，HL-2A 

の SOL ダイバータプラズマや微粒子挙動の解析を行った。さらに，このモデルを用いて HL-2A プ

ラズマの運転可能領域の研究を行った。 

 

 

８－２ セミナー 

今後の共同研究の有効な展開を議論するため下記の３件のセミナーを実施した。 

(1)「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生

成と制御に関する日中セミナー」：麗江（中国）において開催し，日本側より 9名の研究者がセ

ミナー開催枠により，7名の研究者が共同研究枠等によりセミナーに参加し，発表と今後の共同

研究についての討論を行った。中国側は国内経費を使用して 17 名の研究者がセミナーに参加し

た。 

(2)「JSPS-CAS 拠点大学交流事業 PWI 及び核融合工学に関する日中シンポジウム」：黄山（中

国）にて，プラズマ壁相互作用を中心とした核融合工学全体に関するセミナーとして開催し，プ

ラズマ対向壁やプラズマ壁相互作用のみならず関連分野を含め，包括的研究討論を実施し，次期

装置での重要課題とそれに対するアプローチについて検討した。日本側から 18 名，中国側から

27 名が参加し，活発な研究討論を行った。 

(3)「JSPS-CAS 拠点大学交流事業レーザープラズマ相互作用とターゲット材料に関する研究

会」:大阪にて開催し，日本側から，阪大，核融合科学研究所，日本大学など，中国側からは東

南大学，レーザー核融合研究所，及び中国鉱物大学からの参加があった。特に中国のレーザー核

融合研究所からは，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

ザープラズマ実験において，間接照射方式により 105~106の中性子発生したことが報告された。

これは対外的な初めての報告と考えられる。 

 

 

８－３ 研究者交流（共同研究、セミナー以外の交流） 

2008 年 7 月に ASIPP にて，2009 年 2 月に核融合研にて，両国のコーディネーター，サブコー

ディネータ，中国科学院担当者，さらには各カテゴリーのキーパーソン等が集まり今年度の事業

の実施状況の確認，総括と次年度計画の調整を行った。 
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９．平成２０年度研究交流実績総人数・人日数 
９－１ 相手国との交流実績 

（単位：人／人日）         

          派遣先 

派遣元 
日本 中国  合計 

日本 
実施計画  67/466  67/466 

実績 68/416  68/416 

中国 
実施計画 65/851   65/851 

実績 75/884  75/884 

 
実施計画     

実績    

合計 
実施計画 65/851 67/466  132/1,317 

実績 75/884 68/416  143/1,300 

 

※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 

  7／28  （人／人日）   2／6 （人／人日） 
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１０．平成２０年度研究交流実績状況 
１０－１ 共同研究 

―研究課題ごとに作成してください。― 

整理番号 R－11A 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・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（相手

国予算による）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 

 

実施計画  4/28  4/28 

実績 4/25  4/25 

中国 実施計画 4/42   4/42 

実績 6/77  6/77 

 実施計画     

実績    

合計 
実施計画 4/42 4/28  8/70 

実績 6/77 4/25  10/102 

② 国内での交流  0/0  人／人日 

２０年度の研究交

流活動及び成果 

今年度は本拠点事業後半の 3年目となり，日中双方での形となって現

れる共同研究の進展と成果が求められていた。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た。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た。さらに，基幹のプラズマ加熱機器の信頼性向

上，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

ズマ実験を推進した。 

今年度の主要な研究交流活動および成果は以下のとおりである。 

(1)EAST および HT-7 において、定常・大電力 ICRF 加熱実験を行うため

に、ASIPP では大電力定常高周波加熱源の製作している。NIFS における
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長年の高周波加熱技術を経験生かし、数年間に亘り大電力定常高周波加

熱源の設計、製作に協力している。今年度は３システムがほぼ完成して、

加熱装置室に設置されている。周波数領域は、25MHz~70MHz である。MW

レベルの終段増幅器の入力整合に関して、上記の周波数領域で、整合条

件が無いので、装置の改造を提案した。 

(2)EAST には RDL(Resonant Double Loop)アンテナが、既に設置されて

いる。RDL アンテナは、複素インピーダンスの虚数部を 0 にする事が出

来、そのためにプラズマ負荷抵抗の広い範囲に亘って、電力反射率を極

力軽減できるアンテナシステムである。これは、ITER のイオンサイクロ

トロン加熱のアンテナ候補である。設置されているアンテナの形状から

採用予定の周波数で、最適な外部回路を検討し、計算により求めた。 

(3)LHD では、シングルループアンテナで ICRF 加熱が行われ、大電力加

熱や定常プラズマ維持などの実験成果を得ている。新アンテナの提案し

て、現在その高周波特性が検討されている。上下真空ポートからアンテ

ナを挿入する。磁力線方向にアンテナを設置し、アンテナに入射する高

周波電力の位相を制御することにより、磁力線方向の波長を可変でき

る。一般に波長の長い高周波イオンサイクロトロン加熱では、アンテナ

負荷抵抗が大きく、大入射電力が容易に行われるが、磁力線に沿うダイ

バータでの相互作用が大きく、不純物侵入が多いのが弱点である。一方

波長の短い高周波イオンサイクロトロン加熱では、アンテナ負荷抵抗が

小さいが、プラズマの効率的な加熱が期待できる。以上の観点から、LHD

での加熱実験を第１４サイクルから開始するアンテナを設計している。

(4)電子サイクロトロン加熱では、磁場強度が決まると加熱源の周波数

が自動的に決定される。しかしながら高密度プラズマにおいては、電子

サイクロトロン波の伝播が不能(カットオフ)となる。この問題を解決す

るために、電磁波からカットオフの無い静電波(電子バーンシュティン

波：EBW)へのモード変換を行う。これらは、強磁場から入射する遅い電

磁波 Xモード(SX)から B(EBW)と弱磁場から入射する O(電磁波 Xモード)

から X(電磁波 X モード)へモード合流し、B へモード変換し加熱を行う

ものである。これらの加熱法を LHD での実験した。その結果踏まえて、

HL-2A への適用を検討した。 

(5)NBI 加熱正イオンビームの H, 2H, 3H の成分比をバルマー系列のスペ

クトラム強度を用いて測定した。NBI の運転条件による成分比変化につ

いて検討した。さらに EAST のおける NBI の概念設計を行った。 

(6)EAST での ICRF 加熱について、TORIC コードを用いた計算した。少数

イオンおよびモード変換加熱についての計算を行った。少数イオンモー

ドでは、D(H)および D(3He)についての加熱分布および各イオンへの加熱
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効率を算定した。少数イオン比が 10%以下であれば、少数イオン加熱が

主であるが、それ以上の比率になると電子加熱が主流となる。 

(7)EAST の NBI 加熱の最適化のために ACCOME コードを用いて行った。イ

オン源の位置、co あるいは ctr 入射におけるプラズマパラメータを予測

した。 

(8)EAST において LHCD(低域混成波電流駆動)システムは、長時間プラズ

マ維持に不可欠である。今年度シャットダウンした JT-60U の LHCD シス

テムとの比較とその性能向上を検討した。 

(9)NBI の負および正イオン源のイオン化率向上実験を行い、HL-2A の

NBI システムの性能向上への適用を検討した。HL-2A の NBI イオン源の

動作ガス圧は、0.2~0.5Pa であった。この条件ではビーム引き出しを行

うと、アーク電流の現象が起る。しかしながら、LHD のイオン源のオペ

レーションでは、ガス圧 0.7~1.0Pa で行っており、この条件では引き出

し電流の現象は観測されなかった。 

(10)LHD の ECH 伝送システムを検討し、HL-2A の伝送効率の向上のため

の方向性を得た。また ECH 及び ECCD による MHD 安定性と閉じ込め改善

を HL-2A で行うために、大電力マイクロ波伝送システムにおける入射ビ

ームの偏向制御法の研究を行った。 

 

 

 

日本側参加者数  

37 名 （１３－１ 日本側参加者リストを参照） 

中国側参加者数 

15 名 （１３－２ 相手国側参加研究者リストを参照） 
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―研究課題ごとに作成してください。― 

整理番号 R－11B 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のための計測及び制御法の開発 

（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・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（相手

国予算による）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 

 

実施計画  7/66  7/66 

実績 10/82  10/82 

中国 実施計画 8/147   8/147 

実績 12/168  12/168 

 実施計画     

実績    

合計 
実施計画 8/147 7/66  15/213 

実績 12/168 10/82  22/250 

② 国内での交流  0/0  人／人日 

２０年度の研究交

流活動及び成果 

 

 今年度は本拠点事業後半の 3年目となり，日中双方での形となって現

れる共同研究の進展と成果が求められていた。そのために，これまでの

日中双方の共同研究の経験を踏まえ，形として残すことが期待できそう

なテーマについて重点的に共同研究を実施した。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が運転を停止し，JT-60U（JAEA）

も昨年 8月にその活動を停止した。しかし，昨年度６月に QUEST（九大）

が稼動し，日本国内での共同研究の自由度を確保することができた。中

国側では超伝導トカマク HT-7，全超伝導トカマク EAST（ASIPP）及び

HL-2A トカマク（SWIP）に加え，華中科学技術大学において J-TEXT が新

たに稼動し始め，近年の中国側での核融合研究の充実ぶりが印象的であ

る。 

 以上の事柄を念頭に置き，上述した日中双方の主な現有装置を共同研

究の柱として設定した。当初設定した研究課題に対する具体的な成果は

以下の通りである。 
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（１）内部輸送障壁や 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 

LHD において発見されている連続水素ペレットを用いた内部粒子輸送障

壁を有する高密度放電について共同研究を行った。LHD では中心密度が

最高 1x1015cm-3 に到達する放電が得られており，ペレット入射直後には

非常に中心にピークした密度分布が得られている。連続ペレットを用い

てその安定保持に関する研究を行った。中心圧力の増大と共に大きなシ

ャフラノフシフトが観測されており，プラズマ圧力分布を考慮した予測

される磁気面変形計算とほぼ良い一致を示している。これらのプラズマ

特性を EAST トカマクのプラズマ特性と比較検討し，トカマクで観測さ

れる Hモードとの輸送障壁形成に関する物理機構について議論した。結

果を今後の EAST トカマク放電の改良に役立てる。これら一連の研究の

ため，ASIPP より若手研究者が LHD 実験に参加した。 

（２）MHD 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

HL-2A トカマクを用いて MHD 揺動に関する研究を行った。磁気プローブ

や軟Ｘ線検出器でプラズマ揺動を観測し，各揺動の位相差を明らかにす

るために，特異値分解法を信号解析に適用した。その結果 NBI 加熱の開

始と同時に揺動レベルが増大していることが判明した。更にプラズマ周

辺部での揺動を観測するために，高速度 VUV カメラを準備している。ま

た，名古屋大学大学院博士課程大学院生が合肥に滞在し，EAST トカマク

の MHD 研究を行った。 

（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

の開発 

プラズマ周辺部の不純物を含む粒子輸送を観測するためにHL-2Aトカマ

クにおいて空間分解直入射 VUV 分光器の開発を進めている。首尾よく水

素，炭素や酸素の空間分布を観測できるようになり，ECH や NBI 加熱と

共に炭素や酸素イオンが急激に増大することが判明した。これらを制御

するためにベーキングによる真空容器の脱ガスと共に必要なプラズマ

第一壁クリーニング法を施した。本研究には西南物理研究所大学院博士

課程在籍大学院生が参加した。 

（４）高速粒子の振舞いと MHD 挙動との関連 

HL-2A において中性子計測を共同研究として行った。共同研究には当地

の若手研究者及び博士課程大学院生が参加した。最近稼動し始めた重水

素中性粒子入射加熱装置（NBI）のパルス幅を極端に短くし（5ms 程度），

その高速重水素イオン（D+：30keV）と標的重水素プラズマとの相互作

用の結果生じる中性子の時間変化を観測することにより，高速イオンの
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閉じ込め時間を評価した。減衰時間は電子密度が 1x1013cm-3 の時，おお

よそ 11ms となる。この値を古典理論を基にした計算と比較したところ

良い一致を示した。この結果は当初の予想通り，高速イオンが HL-2A ト

カマクにおいて良く閉じこめられていることを示している。一方，放電

中にティアリングモードが誘起されている場合には発生中性子量が減

少することが観測されており，MHD 不安定性の成長に伴って高速イオン

の輸送が大きくなってしまうことが判明した。これらの結果を共同研究

の成果として論文にまとめ，投稿する予定である。 

（５）実験研究進展のための基盤計測機器の高性能化 

JT-60U において中性子，軟 X線及びボロメータ計測に関する共同研究を

行った。核分裂計数管を用いた中性子計測の絶対較正法を研究した。中

性子源として 137Cs や 252Cf を用いた。また，軟 X線計測やボロメータ

計測については 2対の異なったポロイダル断面を観測することにより，

トモグラフィーの手法を用いたより詳しい2次元計測法について議論を

行った。これらの 2次元計測機器から算出される大量の計測データの超

高速処理法やそれに必要なハードウェアについて検討した。得られた成

果は今後の EAST 実験に活用される予定である。 

（６）物理機構解明のための先進的計測機器の開発研究 

先進的計測機器開発の一環として EAST トカマクの電子温度及び電子密

度の空間分布計測を取り上げ，トムソン散乱装置の設計研究をここ数年

に渡り共同研究として行なってきた。システムとしては可視分光器と

CCD 検出器を使用した TV トムソンを採用した。YAG レーザーとして第二

高調波を用い，532nm の可視レーザーに変換する。電子速度分布が計測

できることが大きな利点であるが，システムが相対的に暗く受光光子数

が不足しており，低い電子温度領域を計測することが現状では困難であ

る。これを克服するために CCD データ処理法に関する新たな手法を提案

した。具体的な装置試験は中国科学院・科学技術大学・博士課程大学院

生が主となって実行した。 

 

以上の成果は現有装置の研究活動に生かされると共に ITER 等の核燃焼

を指向した次期超伝導トカマクでの実験シナリオ策定に寄与するもの

である。 

 

日本側参加者数  

51 名 （１３－１ 日本側参加者リストを参照） 

中国側参加者数 

14 名 （１３－２ 相手国側参加研究者リストを参照） 
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―研究課題ごとに作成してください。― 

整理番号 R－12A 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・北海道大学工学研究科・教授 

（英文）HINO Tomoaki・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（相手

国予算による）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 

 

実施計画  4/41  4/41 

実績 4/26  4/26 

中国 実施計画 6/110   6/110 

実績 6/110  6/110 

 実施計画     

実績    

合計 
実施計画 6/110 4/41  10/151 

実績 6/110 4/26  10/136 

② 国内での交流  0/0  人／人日 

２０年度の研究交

流活動及び成果 

 

今年度は計画どおり、招聘（6 件）及び派遣（4 件）を実施した。以

下，交流活動と成果を記す。 

（１）トリチウム増殖材の重水素保持脱離挙動 

Liu Xiang教授（西南物理研究院）が、北海道大学においてITER用の

ブランケット増殖材，リチウムタイタネートに対する重水素イオンを照

射して，照射後の重水素保持量を昇温脱離分析で測定し，TBMにおいて

生成されるトリチウム挙動の模擬実験に成功した。重水素はLiとTiに保

持され，照射量が増えるとTiに捕捉される重水素量が増加することが分

った。照射前後の原子組成の変化をAESで解析した。次年度に異なるト

リチウム増殖材について同様の実験研究を行い、成果をジャーナルに投

稿する計画である。 

（２）新タングステン材料などのプラズマ対向材料の特性評価 

中国の超伝導定常トカマク、EASTではプラズマ対向材料として真空プ

ラズマ蒸着したタングステン（VPS-W/Cu）とシリコンカーバイド(SiC/C)

を用いるため，Luo Guang-Nan教授（等離子体物理研究所）が富山大学

及び核融合科学研究所において、これらのプラズマ壁相互作用とトリチ
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ウム吸収・脱離挙動について調べた。また、実機のHT-7の重水素及びヘ

リウム主放電，グロー放電に曝したVPS-W/Cuについて，Yang Zhongshi

研究員（等離子体物理研究所）が静岡大学において、化学結合状態変化

及びガスリテンションをXPSとTDSにより測定した。Chen Junling教授(等

離子体物理研究所) は富山大学において、HT-7及びEASTで設置したマテ

リアルプローブについて，トリチウム吸収・脱離挙動を測定した。これ

らの材料の燃料水素保持脱離挙動を調べた。 

Niu Yaren研究員（上海セラミックス研究所）も静岡大学において、

研磨有り無しの真空プラズマＷコーティングしたW/Cuに対して，XPS分

析を行い，化学結合状態を調べた。この材料に重水素イオンを照射し，

重水素保持挙動は酸素化学状態とコーティングの欠陥状態に大きく依

存することが分った。 

これらの結果は、今後のEAST及びLHDの放電実験においてプラズマ壁

相互作用を解明するために直接的に役立つものである。 

（３）実機における堆積物挙動と放電洗浄 

Hu Jiansheng准教授（等離子体物理研究所）は核融合科学研究所にお

いて、HT-7トカマクで照射されたグラファイト上の堆積物，及びこの装

置で生成されたC及びBを含むダストの重水素リテンションをTDSで測定

した。芦川直子助教（核融合科学研究所）は、EASTでマテリアルポロー

ブを設置してICRF・He放電洗浄を行い，表面形態（ダメージ，、バブル

形成など）を調べ，洗浄される領域を評価し，グロー放電より効果的か

否かを検討した。これらの成果は、LHD内の堆積物挙動の把握、及び放

電洗浄の向上に役立つものである。 

（４）プラズマ対向壁及びブランケットでの水素同位体挙動 

松山政夫教授（富山大学水素同位体研究センター）、奥野健二教授（静

岡大学）、日野友明教授（北海道大学大学院工学研究科）等はプラズマ

壁相互作用に関する日中セミナーに参加して、各々プラズマ対向材料の

トリチウム挙動、プラズマ対向材料の燃料水素挙動と表面構造、ブラン

ケット内のトリチウム挙動について研究成果を紹介して、中国側の等離

子体物理研究所及び西南物理研究院の研究者と研究討論を行い、今後の

次期装置（実験炉、原型炉）において重要な課題と研究内容を議論し、

双方の研究に役立つ知見を得た。 

 

日本側参加者数  

7 名 （１３－１ 日本側参加者リストを参照） 

中国側参加者数 

13 名 （１３－２ 相手国側参加研究者リストを参照） 
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―研究課題ごとに作成してください。― 

整理番号 R－13A 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）大谷 俊介・電気通信大学・教授 

（英文）OHTANI Shunsuke・University Electro Communications・ 

Professor 

相手国側代表者 

氏名・所属・職 

WAN Baonian・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（相手

国予算による）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 

 

実施計画  4/31  4/31 

実績 4/30  4/30 

中国 実施計画 5/88   5/88 

実績 6/94  6/94 

 実施計画     

実績    

合計 
実施計画 5/88 4/31  9/119 

実績 6/94 4/30  10/124 

② 国内での交流  0/0  人／人日 

２０年度の研究交

流活動及び成果 

 

おおむね計画通りに実施できた。IAPCM（北京）からの若手研究者の

参加が増えており，今後の研究活動の発展が期待できる。NWNU（蘭州）

も多くの学生を擁しており，理論研究では国際的に定評がある。これら

の研究機関を相手に理論面での共同研究が発展しており，実験研究でも

電通大や首都大を中心とした多価イオン物理研究について中国側の理

論家との共同研究を行い，優れた成果があがった。 

その他，プラズマ診断やモデリングについて ASIPP（合肥）との共同

研究も着実に進んでいる。 

なお，具体的な成果は以下の通りである。 

 

（１）イオン－原子衝突での電荷交換発光スペクトル解析 

 電子移行により生成された励起準位が幾何学的配向しており，そこか

らの発光に分極が生じる。このことを本共同研究で実験と理論解析によ

り明らかにした。 
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（２）周辺プラズマでの原子衝突過程データの評価 

 炭素イオンとヘリウム原子との衝突による荷電交換断面積データを

高精度の理論計算により評価した。その結果，既存の実験値と理論値の

誤差を高い精度で定量化できた。 

（３）不純物多価イオンの衝突輻射モデルの開発 

 LHD のプラズマ診断で開発された，炭素イオン・鉄イオンなどの衝突

輻射モデルを EAST に応用するため，中国人研究者を招へいし今後の共

同研究について議論を行った。 

 

その他，電子ビームイオントラップを用いた多価イオン物理研究，高

密度プラズマ（Warm dense matter）分光診断のための原子過程データ

の理論研究で多くの学術成果があった。また，中国人研究者を招聘し，

電荷交換再結合分光など磁場核融合プラズマ診断の技術的な協力に関

する議論が行われた。 

 

日本側参加者数  

13 名 （１３－１ 日本側参加者リストを参照） 

中国側参加者数 

33 名 （１３－２ 相手国側参加研究者リストを参照） 
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―研究課題ごとに作成してください。― 

整理番号 R－14C 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・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（相手

国予算による）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 

 

実施計画  2/20  2/20 

実績 2/14  2/14 

中国 実施計画 2/24   2/24 

実績 2/24  2/24 

 実施計画     

実績    

合計 
実施計画 2/24 2/20  4/44 

実績 2/24 2/14  4/38 

② 国内での交流  0/0  人／人日 

２０年度の研究交

流活動及び成果 

 

中国側から MENG 教授（ASIPP）を静岡大学に招聘した。低温プラズマ

滅菌やFE-SEMを用いたナノ構造材料の解析などに関する実験に参加し，

それと共に，等離子体物理研究所の研究紹介およびプラズマプロセスを

用いた燃料電池用薄膜作製に関する特別講義を行ない，活発な質疑応答

が成された。さらに、低温プラズマプロセスに関する研究内容について

のディスカッション，および今後の共同研究について種々意見交換を行

った。 

 また，CHENG 研究員（ASIPP）を岩手大学に招聘した。自身の研究「大

気圧バリア放電によるプラズマジェットを用いたバクテリアの不活性

化」の実用化における課題である放電開始電圧を下げる方法について，

岩手大で従来から研究してきた剣山型電極を用いたバリア放電に着目

し，実験装置を使いながら説明を受け問題点を討論した。岩手大学のバ

リア放電では，平板電極で放電開始電圧が９ｋＶの場合，剣山型電極を

用いることにより５ｋＶに低下できることが分かり，中国に帰国後これ

を参考に早速実験を試みることとした。次いで，バクテリアの不活性化
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に効果のある作用についての中国側の実験結果を吟味・討論した結果，

活性酸素やＯＨラジカルなどの活性種による化学的作用が最も寄与す

ると考えられることについて議論した。最後に，岩手大学が保有するＩ

ＣＣＤカメラを用いたプラズマジェットの高速分解写真より，プラズマ

ジェットの形成維持機構の解明を図ることについて今後検討するここ

とした。 

 一方，日本側からは永津教授（静岡大）が等離子体物理研究所，中国

科学技術大学，複旦大学を訪問し，プラズマ・バイオ応用に関する研究

成果について議論を行なうと共に，低温プラズマを用いた医療器具滅菌

技術と題して各機関で講演を行なった。等離子体物理研究所では太陽電

池に関する最新研究成果，イオンビーム照射による細胞の顕微鏡解析に

関する研究などの先端研究の一端を調査することができた。中国科学技

術大では，ダイヤモンド製膜に関する新たな直流放電プラズマ CVD 装置

を作製し非常に興味ある実験成果を得ていることを確認し，今後に双方

に関連した低温プラズマ応用に関する共同研究を行っていくなど，研究

派遣も含めた意見交換を行うことができた。さらに，複旦大学の電光源

研究所ではプラズマ放電を用いた無電極光源などの興味ある研究成果

につて紹介を受けた。続いて研究所長と意見交換を行い，今後も継続し

て交流を行なうことを確認した。 

 また，寺嶋准教授（東京大）は清華大学に滞在し，大気圧を用いたバ

イオ関連の食品衛生オンサイト検査・大気汚染物質・粒子オンサイト測

定に関わるデバイス開発の基礎とデバイス設計に関する討論，研究の必

要性に関する調査を行なった。 

 

日本側参加者数  

12 名 （１３－１ 日本側参加者リストを参照） 

中国側参加者数 

13 名 （１３－２ 相手国側参加研究者リストを参照） 
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―研究課題ごとに作成してください。― 

整理番号 R－15A 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 Zheng Ming・上海交通大学・教授 

交流人数 

（※日本側予算に

よらない交流（相手

国予算による）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 

 

実施計画  4/21  4/21 

実績 4/20  4/20 

中国 実施計画 3/39   3/39 

実績 3/39  3/39 

 実施計画     

実績    

合計 
実施計画 3/39 4/21  7/60 

実績 3/39 4/20  7/59 

② 国内での交流  0/0  人／人日 

２０年度の研究交

流活動及び成果 

 

田中（阪大）と LEI 教授（上海光機研究所）との共同研究により，超

高密度プラズマを伝搬する相対論レーザー光自己集束に関してまとめ

る事ができ，結果を米国物理学会招待講演として発表できた。さらにこ

の成果は，Physics of Plasmas に招待講演論文として掲載されることが

決まった。長井（阪大）と GU 教授（東南大学）との共同研究は，日本

での超高密度プラズマを生成するためのレーザーターゲットワークシ

ョップ開催や，Appl. Phys. Lett.など数本の著名専門誌への論文とし

てまとめられた。 

湯上，東口（宇都宮大）と SHENG 教授（北京物理研究所）との共同研

究は，超高密度プラズマをレーザー照射することで発生するテラヘルツ

波発生研究に関して、宇都宮大学の実験結果を北京側がシミュレーショ

ンで物理モデルを説明するというステップに入った。超高密度プラズマ

におけるレーザープラズマ相互作用の共同研究は，日本側のレーザー装
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置を用いて行う形式であり，中国側も多くのアイデアを盛り込んだ共同

実験となっている。さらに，ターゲット開発では非常に強い連携が構築

されており，双方からのアイデアで多くの論文が生み出されている。日

本側は，中国訪問において綿陽のレーザー核融合研究所を訪問し電解紡

糸装置の見学を行った事などは，今後の研究に役立つと考えられる。 

なお，中国側から長期にわたり阪大に滞在して研究実施を希望する連

絡が来ている。これは日中事業での交流がベースになったものであり，

日本での滞在ができるよう検討していきたい。 

 

 

日本側参加者数  

13 名 （１３－１ 日本側参加者リストを参照） 

中国側参加者数 

18 名 （１３－２ 相手国側参加研究者リストを参照） 
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―研究課題ごとに作成してください。― 

整理番号 R－15B 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）三間 圀興・大阪大学レーザーエネルギー学研究センター・ 

センター長，教授 

（英文）MIMA Kunioki・Institute of Laser Engineering, Osaka  

University・Director，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（相手

国予算による）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 

 

実施計画  3/9  3/9 

実績 3/10  3/10 

中国 実施計画 5/44   5/44 

実績 6/54  6/54 

 実施計画     

実績    

合計 
実施計画 5/44 3/9  8/53 

実績 6/54 3/10  9/64 

② 国内での交流  0/0  人／人日 

２０年度の研究交

流活動及び成果 

 

今年度は以下の 3件の取り組みにより，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

の研究を進めた。 

 

（１）高部英明 

招聘した WANG Feilu と阪大で共同研究おこない，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

なった。その成果を「プラズマからの放射」1件と「プラズマでの吸収」

2 件の論文を準備した。また，来年度の実験にむけて更なるコード開発

を進めた。その結果，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得た。 

（２）川田重夫 

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した。

 29



今後は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ることを目的として，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，さらに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）三間圀興／田口俊弘 

上海交通大学物理学科，上海光学精密機械研究所などと大阪大学，摂

南大学など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，共同研究を進めた。 

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

を追求した。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し，ダブルコーンの提案とシミュレーションを

行うなど，より高い加熱効率の実現可能性を明らかにした。 

 

日本側参加者数  

3 名 （１３－１ 日本側参加者リストを参照） 

中国側参加者数 

8 名 （１３－２ 相手国側参加研究者リストを参照） 
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―研究課題ごとに作成してください。― 

整理番号 R－20A 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（相手

国予算による）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 

 

実施計画  3/22  3/22 

実績 3/13  3/13 

中国 実施計画 4/42   4/42 

実績 4/38  4/38 

 実施計画     

実績    

合計 
実施計画 4/42 3/22  7/64 

実績 4/38 3/13  7/51 

② 国内での交流  0/0  人／人日 

２０年度の研究交

流活動及び成果 

 

今年度の低放射化材料の分野では，①先進材料製造と高度化について

の共同研究の促進，②要素技術の重要性を認識し，溶接等の分野での共

同研究の促進，③研究者，学生の交流による共同研究の促進を目的とし

た。 

日本国内での共同研究として，Wan は北海道大学の超高圧電子顕微

鏡・イオン加速器研究施設において共同研究を実施し、水素イオン注入

時の原子空孔型ループの形成の状況の観察を詳細に観察した。博士課程

学生である Huang は前述の電子線・イオン照射を中国の低放射化フェラ

イト鋼である CLAM に対して実施した。これは日中の共同研究のみなら

ず、将来への若手育成の点でも有効であった。 

Song は京都大学において、中国側と共同研究を続けている NITE プロ

セスによる SiC/SiC 複合材料の改良のための意見交換と、結晶性材料の

評価を行った。これらの結果は今後の論文等に報告されることになって

いる。 

日本から中国への派遣については，大貫、柴山は北京科技大を訪問し、

新規技術である回転摩擦溶接技術の調査を行った。両国とも技術につい
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て興味は高いが、実機の適用例は中国のほうが多いと推定される。また、

中国原子能研究所の中性子照射施設を調査した。中国においても低放射

化材料研究のための中性子照射設備は整備されつつあることを確認し

た。また、セキュリティー上の問題も基礎研究については問題が無いと

判断された。この結果は今後の共同研究の立案に生かされる。 

香山は上海セラミックス研究所を中心としてSiC/SiC複合材料の原料

の調査などを実施した。この結果、ナノ粒子を使った NITE 材料の性能

向上に寄与すると期待される。 

 

日本側参加者数  

9 名 （１３－１ 日本側参加者リストを参照） 

中国側参加者数 

13 名 （１３－２ 相手国側参加研究者リストを参照） 
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―研究課題ごとに作成してください。― 

整理番号 R－20D 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（相手

国予算による）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 

 

実施計画  4/32  4/32 

実績 4/26  4/26 

中国 実施計画 5/47   5/47 

実績 4/40  4/40 

合計 
実施計画 5/47 4/32  9/79 

実績 4/40 4/26  8/66 

② 国内での交流  0/0  人／人日 

２０年度の研究交

流活動及び成果 

 

中国科学院等離子体研究所の研究者 4 名を核融合科学研究所に招聘

し，①蜜結合超伝導コイル郡の高精度電流制御，②ヘリウム冷凍機の機

器構成と高信頼運転方法，③耐高熱負荷プラズマ対抗壁の設計・設置・

実験結果，④ITER 用 HTS 68kA 電流リード，⑤ITER の漏れ磁場の電磁遮

蔽などについて，最新の研究情報の交換を行った。一方，日本からは，

中国科学院等離子体研究所へ 2名が訪問し（うち 1名は本事業による黄

山ゼミナーにも参加），⑥ヘリカル型核融合炉の磁場配位の最適化とス

プリット型ヘリカル超伝導コイルの有用性，及び⑦LHD と EAST の超電導

コイル群の詳細モデル化とコイル群の干渉電流制御等について議論を

行った。また、中国で進めている④，ITER 用高温超電導電流リードの試

験回路・試験結果、等について議論を行った。更に，今年度は，電工研

究所・理化技術研究所並びに西南物理研究所へ 2名が訪問し，⑦中性子

照射に対する超伝導線材の臨界電流の劣化特性及び中性子照射に対す

る電気絶縁材料の機械的強度の劣化特性等についての成果を報告する

と共に，⑨核融合用超電導マグネット技術から派生する産業界へのスピ

ンオフ，今後の研究課題と共同研究の進め方について議論を行った。 
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今年度の成果は、核融合用超電導コイル群の高精度・非干渉の電流制

御の手法の確立、ITER 用超電導関連の相互の理解と議論、ができたこと

である。④ITER の漏れ磁場の電磁遮蔽については共著で論文として投稿

した。一方、当初想定していた、電工研究所との高温超電導導体による

送電の有効性の提唱については、引き続き検討を進める。 

日本側参加者数  

20 名 （１３－１ 日本側参加者リストを参照） 

中国側参加者数 

18 名 （１３－２ 相手国側参加研究者リストを参照） 
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―研究課題ごとに作成してください。― 

整理番号 R－20E 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）田中 知・東京大学大学院工学系研究科・教授 

（英文）TANAKA Satoru・University of Tokyo・Professor 

相手国側代表者 

氏名・所属・職 

FENG Kaiming・西南物理研究所・教授 

交流人数 

（※日本側予算に

よらない交流（相手

国予算による）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 

 

実施計画  2/16  2/16 

実績 2/12  2/12 

中国 実施計画 3/58   3/58 

実績 3/52  3/52 

合計 
実施計画 3/58 2/16  5/74 

実績 3/52 2/12  5/64 

② 国内での交流  0/0  人／人日 

２０年度の研究交

流活動及び成果 

 

今年度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

ズムを明らかにすることを目的とした。特に液体・固体両トリチウム増

殖材料中のトリチウム滞留・放出挙動およびその同位体効果は未だ基礎

的な知見の集積が不十分であり，基礎的知見の集積が重要との視点に立

ち、実験及びシミュレーションによるトリチウムのミクロ的挙動に関す

る知見を集積した。 

 特に今年度は３元系固体増殖材料である Li4SiO4 and Li3TaO4を対象に

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した。その結果，Li4SiO4中の Li の化学状

態は照射温度に大きく依存することが示された。また，Li3TaO4 中での

O-D 結合の存在を確認することができた。これらの成果について日中シ

ンポジウムにおいて報告するとともに、中国側代表者や本研究参加者と

議論を進め、今後 Li3TaO4 試料のブランケット適用可能性や中性子照射

試料からのトリチウム放出実験の必要性について議論し、次年度の研究

計画を策定した。 
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日本側参加者数  

12 名 （１３－１ 日本側参加者リストを参照） 

中国側参加者数 

12 名 （１３－２ 相手国側参加研究者リストを参照） 
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―研究課題ごとに作成してください。― 

整理番号 R－20F 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（相手

国予算による）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 

 

実施計画  3/24  3/24 

実績 3/17  3/17 

中国 実施計画 3/67   3/67 

実績 3/67  3/67 

合計 
実施計画 3/67 3/24  6/91 

実績 3/67 3/17  6/84 

② 国内での交流  0/0  人／人日 

２０年度の研究交

流活動及び成果 

 

本事業によるセミナー（黄山）に，相良・横峯・田中が参加し，それ

ぞれ中国側のカウンターパートとこれまでの研究成果，今後の研究の進

め方，最終年までを見通した全体計画の議論を行なった。中国側からは

LI Chunjing 氏，ZENG Qin 氏，ZHENG Pengfei 氏を招聘するとともに共

同研究を進めた。これらにより，設計統合に向けた中性子・熱構造・材

料工学の総合的な取り組みを進めることができた。 

本研究をさらに進めることにより，3 次元 CAD との連携など新しい手

法を取り入れつつ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。 

 

日本側参加者数  

12 名 （１３－１ 日本側参加者リストを参照） 

中国側参加者数 

12 名 （１３－２ 相手国側参加研究者リストを参照） 
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―研究課題ごとに作成してください。― 

整理番号 R－30A 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・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（相手

国予算による）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 

 

実施計画  2/15  2/15 

実績 2/12  2/12 

中国 実施計画 2/28   2/28 

実績 2/28  2/28 

 実施計画     

実績    

合計 
実施計画 2/28 2/15  4/43 

実績 2/28 2/12  4/40 

② 国内での交流  0/0  人／人日 

２０年度の研究交

流活動及び成果 

 

プラズマのMHD不安定性及び微視的不安定性とそれに伴う異常輸送の

解析は高性能の閉じ込めプラズマを実現するための重要な研究課題で

あり，本交流計画の中心的な研究課題である。 

今年度は昨年度から継続してきた振動する帯状流である GAM

（Geodesic Acoustic mode）の特性や乱流制御に重要な装置形状依存性

に関する研究を，中日が共同でまとめ論文化するとともに，今年度にス

イス・ジュネーブで開催された IAEA 主催第 22 回核融合エネルギー会議

において報告した。 

これまでの GAM に関する研究は線形理論に基づくものであるが，今年

度は，岸本(京都大学)と ZHE Gao(精華大学)が相互に訪問し，非線形シ

ミュレーションに基づく帯状流や GAM の共同研究に着手した。さらに，

これらの共同研究に基づく知見に基づいて電子系乱流のジャイロ流体

シミュレーションを行い，帯状流とともに，乱流の作る大域的渦流が乱

流の飽和機構や構造形跡に重要な役割を果たすことを見出し，論文化し

た。 
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古川(東京大学)は、等離子体物理研究所などを訪問し，誤差磁場励起

による磁気島の不安定化とプラズマ回転による抑制の理論についての

議論を行い，現在 ITER の中心課題として位置づけられている抵抗性壁

モードの解析も念頭において，当該 MHD 分野の研究を検討した。MHD 理

論については、浙江大学 IFTS の当該分野の専門家である Ma 教授や同セ

ンター所長の Chen 教授等が強い関心を持っているため，今後の展開が

期待される。 

また，WANG Hao(SWIP)は NIFS を訪問し，ITER 等の燃焼プラズマの中

心課題であるアルファー粒子駆動のアルフェンモードの安定性解析に

着手し，本交流計画の新しい課題として位置づけることができた。 

 

日本側参加者数  

18 名 （１３－１ 日本側参加者リストを参照） 

中国側参加者数 

15 名 （１３－２ 相手国側参加研究者リストを参照） 
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―研究課題ごとに作成してください。― 

整理番号 R－30B 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・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（相手

国予算による）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 

 

実施計画  1/8  1/8 

実績 1/4  1/4 

中国 実施計画 2/28   2/28 

実績 0/0  0/0 

 実施計画     

実績    

合計 
実施計画 2/28 1/8  3/36 

実績 0/0 1/4  1/4 

② 国内での交流  0/0  人／人日 

２０年度の研究交

流活動及び成果 

 

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，成果を

挙げてきた。 

今年度は，昨年度に続き，従来の線形理論や局所理論，あるいは時空

間スケールを限定した非局所理論では理解が困難な特異な輸送現象（内

部輸送障壁の形成ダイナミックスや非拡散的な間欠輸送現象など）を，

異なった時空間スケールの揺らぎの相互作用に起因するとの着想に基

づいて解明を試みるマルチスケール研究に着手した。 

横山(NIFS)が精華大学を訪問し，高イオン温度プラズマにおける不純

物ホールの形成機構解明に向けて，イオン温度勾配が駆動する不安定性

に起因した乱流特性における質量比，電荷数依存性についての議論を行

った。 

特に，炭素不純物やさらに電荷数の高い不純物からの発光強度につい
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て，イオン温度勾配の依存性を系統的に調べる実験およびデータ整理を

することで，不純物ホール形成機構の解明が進む可能性を見当し，今後

の研究方針の策定を行った。 

 

日本側参加者数  

17 名 （１３－１ 日本側参加者リストを参照） 

中国側参加者数 

13 名 （１３－２ 相手国側参加研究者リストを参照） 
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―研究課題ごとに作成してください。― 

整理番号 R－30C 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（相手

国予算による）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 

 

実施計画  1/7  1/7 

実績 1/4  1/4 

中国 実施計画 2/20   2/20 

実績 2/16  2/16 

 実施計画     

実績    

合計 
実施計画 2/20 1/7  3/27 

実績 2/16 1/4  3/20 

② 国内での交流  0/0  人／人日 

２０年度の研究交

流活動及び成果 

 

三浦(NIFS)を応用物理計算数学研究所に派遣し，「MHD Simulation of 

High Wavenumber Ballooning-like Modes in LHD」という題目の講演を

行うと共に，日中双方の研究者による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，核融合プラズマ中で発生する構造形成や

自己組織化現象に関するシミュレーション研究に関する詳細な議論を

実施した。 

応用物理計算数学研究所(IAPCM)の LI Meng 氏および WU Changshu 氏

を核融合科学研究所に招聘し，「Simulations of gold radiation 

ablation」および「Simulation of the Transportation of High Energy 

Particle」という２つの講演を基に，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コードの開発と，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。 

なお，具体的な成果は以下の通りである。 
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（１）磁気流体シミュレーションを用いて，LHD プラズマ中で発生する

短波長バルーニングモードの成長と飽和についての解析を行った。その

結果，理想 MHD では，モードの非線形成長によって圧力分布が変形を受

け，成長を弱めるが完全な安定化は起こらないが，磁力線方向への高熱

伝導や粘性などの非理想 MHD 効果を考慮することにより，急激にバルー

ニングモードの安定化が進むことが明らかにされた。 

（２）荷電粒子の輸送コードを流体コードに結合することにより，核燃

焼プラズマ中で問題となる高エネルギーアルファー粒子や三重水素の

輸送やエネルギーデポジットに関する解析を行った。 

（３）SG-III prototype や SG-II で採用されている間接ドライブ方式

による慣性核融合では，円筒状の空洞（hohlraum）の壁を高Ｚ金属（金）

で構成しているため，金の正確な不透明度が重要となる。SG-III 

prototype や SG-II を用いた金のアブレーション実験結果とシミュレ

ーション結果を比較することにより，金の不透明度に関する数値モデル

を高精度化した。 

 

日本側参加者数  

16 名 （１３－１ 日本側参加者リストを参照） 

中国側参加者数 

12 名 （１３－２ 相手国側参加研究者リストを参照） 
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―研究課題ごとに作成してください。― 

整理番号 R－30D 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（相手

国予算による）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 

 

実施計画  2/21  2/21 

実績 2/18  2/18 

中国 実施計画 2/21   2/21 

実績 2/21  2/21 

 実施計画     

実績    

合計 
実施計画 2/21 2/21  4/42 

実績 2/21 2/18  4/39 

② 国内での交流  0/0  人／人日 

２０年度の研究交

流活動及び成果 

 

今年度は次の２課題に関して共同研究を実施した。一つは中国科学

院・等離子体物理研究所との「簡易 Core-SOL-Divertor（CSD）モデルに

よる EAST トカマクの稼働範囲の研究」であり，もう一つは西南物理研

究院との「HL-2A トカマク装置における微粒子の振る舞い」である。 

なお，具体的な成果は以下の通りである。 

 

（１）簡易 Core-SOL-Divertor（CSD）モデルによる EAST トカマクの稼

働範囲の研究 

 電力中央研究所・日渡良爾主任研究員を中心に開発したコアプラズマ

とダイバータプラズマに関する簡易輸送モデル (CSD model)を用いて，

中国科学院等離子体物理研究所における超伝導トカマク実験装置 EAST

の低域混成波電流駆動(LHCD)によるプラズマ運転領域を共同で解析す

ると共に，プラズマ運転領域の LHCD 電流駆動割合に対する依存性を明

らかにした。これによって，高閉じ込めモード(H-mode)とダイバータ熱
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負荷 3.5MW/m2 以下の双方を両立させるプラズマ運転領域を系統的に把

握することが可能となり，さらに，オーミック電流の割合を増やすこと

によってプラズマ運転領域が拡大することを明らかにした。このよう

に，今後の EAST 実験計画立案に対して有益な情報を得ることができた。

 

（２）HL-2A トカマク装置における微粒子の振る舞い 

 B2-EIRENE コードから得られたプラズマ分布を用いて HL-2A SOL ダイ

バータプラズマ中での微粒子の振る舞いを調べた。主として微粒子に働

く力はプラズマとのクーロン散乱による摩擦力である。HL-2A ではプラ

ズマのポロイダル流速が数 km/sec に達しており，上部に流れの停留点

が存在する。これらの停留点から速度０で出発した大きさ 1mm の炭素

微粒子がダイバータ板に達するまでのポロイダル方向の速度変化を高

磁場側と低磁場側で計算した。その結果，高磁場側では 30 msec で 90 

m/sec に達し，低磁場側では 10 msec で 120 m/sec に達しており，さ

らに重い鉄微粒子の場合は，それぞれ 35 msec で 75 m/sec に，15 msec 

で 80 m/sec まで加速されていることが明らかになった。 

 

日本側参加者数  

11 名 （１３－１ 日本側参加者リストを参照） 

中国側参加者数 

5 名 （１３－２ 相手国側参加研究者リストを参照） 
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１０－２ セミナー 

―実施したセミナーごとに作成してください。－ 
整理番号 S－1 

セミナー名 

（和文）JSPS 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 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２０年１１月４日 ～ 平成２０年１１月７日（４日間） 

開催地（国名、都市名、

会場名） 
（和文）中国，麗江 

（英文）China, Lijiang 

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 

① 拠点大学交流事業の経費を受けて参加した人数・人日数 
（その内、共同研究経費により支給したものについては、カッコ内にも記入のこと） 

計 

日本側参加者    16 / 104 （7/49）人/人日 16/104 

（7/49） 

 人/人日

相手国側参加者       0 /   0 （ / ）人/人日 

(   ) 国(地域)側参加者         /     （ / ）人/人日 

② 本事業の経費の支給を受けずに参加した人数 計 

日本側参加者             0 人 

17 人

相手国側参加者             17 人 

(   ) 国(地域)側参加者              人 

①と②の合計人数         33 人
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セミナー開催の目的 

磁場閉じ込めを利用した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研究課題である。本セミナー

では高性能プラズマ実現に向けた生成法とその制御に関する最近

の研究成果について議論する。併せて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についても討論を行う。これにより日中両

国における本課題の問題点が整理され，今後の当該分野における協

力体制が一層整備されることの意義は大きい。 

また，ごく最近稼動し始めた実験装置や現在建設計画中の核融合

装置のジッケンスケジュールや建設計画に関する詳細な知見を得

ることにより，今後の共同研究に向けた新たな方向性を議論する。

 

セミナーの成果 

日中双方の主な核融合プラズマ発生装置を有する大学・研究所か

ら研究の現状について多くの発表があり，今後の研究計画も同時に

紹介された。また，「高性能プラズマの定常維持」に関して両国の

研究者より多くの報告があった。 

以下，その内容について記述する。 

 

（１）LHD（NIFS）については順調な NBI 加熱装置の開発研究とそ

れに伴うプラズマ性能の向上が紹介された。ECH 電子バーンシュタ

イン波を用いたより高密度プラズマ生成や新 ICRF 設計を基にした

より長時間で安定な定常放電の実現に向けた計画を議論した。さら

に，成果を挙げつつある HIBP や反射計による計測，また MHD や不

純物輸送研究等の現状と将来計画が示された。 

（２）JT-60U（JAEA）では 2008 年 8 月に 24 年間にわたる実験を終

了したことが報告された。同時に 3%のβN を達成し，ブートストラ

ップ電流も最大で 80%に到達したことが公表された。次期計画とし

て完全超伝導トカマク装置・JT-60SA を現在建設中であり，2015 年

頃の完成を目指していることが紹介された。 

（３）日本の大学における共同研究活動として CPD（九大），LATE

（京大），H-J（京大）及び MAP-II（東大）における研究が紹介さ

れた。CPD は垂直磁場を適切に制御することにより低周波の揺動抑

制できることを示した。2008 年に実験を停止し，同年 6 月に次期

装置である QUEST の初期放電に成功した旨報告があった。LATE で

は ECH のみでプラズマ電流立ち上げに成功し，磁力線に平行に走る

高速電子の生成によりプラズマ電流が有効に流せることを実験的
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に明らかにした。H-J では西南物理研究所と共同開発している超音

速分子ビーム入射を用いてプラズマ蓄積エネルギーを50%増大させ

ることに成功した。MAP-II ではそれに設置されているトムソン散

乱装置を利用して等離子体物理研究所と共同研究を行うことによ

り，EAST トカマクでのトムソン散乱を用いた電子密度・温度分布

計測に関する設計開発を継続していることが紹介された。 

（４）EAST（ASIPP）トカマクでは 2 年前の装置稼動後真空容器壁

の改造に力を注ぎ，最近その全てを炭素化することにより，より高

性能で長時間の電流駆動放電を実現した。また，共同研究として成

果を挙げている ICRF によるプラズマ真空壁放電洗浄の結果も紹介

された。 

（５）HL-2A（SWIP）ではここ数年間で非常に数多くの計測装置が

立ち上がり，様々な物理実験が可能となりつつ現状が紹介された。

また，NBI が稼動し始め，高速イオン励起 MHD や中性子計測に関す

る共同研究が開始されている。 

（６）中国の大学における共同研究として J-TEXT（華中科技大学・

武漢市）の現状について報告があった。J-TEXT は中国 3 番目の核

融合研究の拠点として H モード研究を主体として建設された装置

であり，昨年始めてオーミック放電を良好に立ち上げることに成功

した。今後計測装置を増強することにより，共同研究を活性化して

いく旨，将来計画と併せて報告がなされた。 

 

以上の報告を基に，日中拠点大学事業の中間報告以降の２年間の

共同研究を総括すると共に，今後の 2年間の共同研究の方向性を参

加者で議論することにより，具体的内容に修正を加え，更に新たな

研究計画を加えることができた。日中双方の核融合研究装置を用い

た本共同研究の更なる発展を目指す上で，特に，超音速ガスパフを

用いた閉じ込め改善，水素ペレットを用いた高密度プラズマ達成と

その制御，MHD 研究，不純物輸送，乱流輸送等に多くの新しい可能

性が議論された。新しい加熱・計測法の研究や機器の開発も含めて，

これらの事柄を今後の修正点として共同研究計画に反映させるこ

ととした。 

今回のセミナー開催を通して，今後のより充実した研究計画の策

定が可能となり，当該分野の日中協力の一層の発展が確信された。

最後に本日中拠点大学事業最終年度にセミナー開催を要望してい

くことで参加者の意見が一致した。 
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セミナーの運営組織 

日本側・森田繁及び中国側・GAO Xiang を委員長とし，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。 

 

日本側 

森田繁（核融合科学研究所・教授） 

東井和夫（核融合科学研究所・教授） 

前川孝（京都大学エネルギー科学研究科・教授） 

花田和明（九州大学応用力学研究所・教授） 

井手俊介（日本原子力研究開発機構・研究主幹） 

 

中国側 

GAO Xiang（中国科学院等離子体物理研究所・教授）  

WANG Kongjia（中国科学院等離子体物理研究所・教授） 

YAN Longwen（西南物理研究所・教授） 

DING Xuantong（西南物理研究所・教授） 

LIU Jin（雲南大学・准教授） 

 

開催経費

分担内容

と金額 

日本側 内容              金額 

日本側参加者旅費             2,152,975 円 

中国側 内容              金額 

 金額不明 
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―実施したセミナーごとに作成してください。－ 
整理番号 S－2 

セミナー名 

（和文）JSPS 拠点大学交流事業 PWI 及び核融合工学に関する日中

シンポジウム 

（英文）JSPS Core University Program Seminar on PWI/PFC and 

Fusion Technology 

開催時期 平成２０年１０月２７日 ～ 平成２０年１０月２９日（３日間）

開催地（国名、都市名、

会場名） 
（和文）中国，黄山市 

（英文）China，Yellow Mountain 

日本側開催責任者 
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）Tomoaki Hino.  Hokkaido 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) 

Junling Chen・中国科学院等離子体物理研究所・教授 

参加者数 

③ 拠点大学交流事業の経費を受けて参加した人数・人日数 
（その内、共同研究経費により支給したものについては、カッコ内にも記入のこと） 

計 

日本側参加者    14 / 77 （ 7/43）人/人日 14/77 

（7/43） 

 人/人日

相手国側参加者       0 /  0  （ / ）人/人日 

(   ) 国(地域)側参加者         /     （ / ）人/人日 

④ 本事業の経費の支給を受けずに参加した人数 計 

日本側参加者              4 人 

31 人

相手国側参加者             27 人 

(   ) 国(地域)側参加者              人 

①と②の合計人数        45 人 

セミナー開催の目的 

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。PWI/PFC はこれらの炉工学分野及び関

連分野（プラズマ放電、理論、ITER 関連 R&D）と強く関連しており，

包括的な見地からの研究討論が重要であり，このためシンポジウム

を開催して，重要な研究とその課題について，関連分野も含め包括

的に研究討論した。 
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セミナーの成果 

本セミナーでは，炉心プラズマ挙動，PWI/PFC，ブランケット，

トリチウム，ITER 関連 R&D，理論について研究討論した。 

PWI/PFC に関して，日中のプラズマ装置（LHD,HT-7,EAST）にお

ける壁調整やプラズマ対向材料について研究討論し，適切な方法・

材料についての知見を深め，これらのパーフォーマンスを理解し

た。実験炉や実証炉においては，ブランケット，トリチウム，超伝

導なども考慮し，さらに炉心プラズマ挙動の点も考慮して，本体全

体の最適化が必要である。ブランケットの難しい課題やプラズマ対

向壁としての適合性など研究討論し，とりあえず実験炉に向けた課

題とそのアプローチについて討論できた。水素同位体に係るトリチ

ウムインベントリーや水素リサイクリング制御についても双方で

研究しており，実機及び実験データをもとに，これらの対処法を検

討した。 

また，超伝導コイルについての課題についても討論し，総合的見

地から重要課題を共通認識するとともに，各要素がどう適正化され

る必要があるかについて研究討論できた。 

本セミナーにおいて，上記のように双方にとってプラズマ壁相互

作用を中心とした核融合工学の現状，重要課題，対処法について相

互理解を深めることができ，これらは次期装置に対する研究の進展

におおいに貢献するものであった。 

 本セミナーの内容は NIFS Report（Editor は日野および J.Chen）

にまとめた。 

 

セミナーの運営組織 
ASIPP の CHEN Junling 教授が実行責任者となり，日本側責任者

は PWI/PFC のキーパーソンである北大工の日野友明である。 

開催経費

分担内容

と金額 

日本側 内容              金額 

日本側参加者旅費              1,480,430 円 

中国側 内容              金額 

 金額不明 
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―実施したセミナーごとに作成してください。－ 
整理番号 S－3 

セミナー名 

（和文）JSPS 拠点大学交流事業 レーザープラズマ相互作用と 

ターゲット材料に関する研究会 

（英文）JSPS Core University Program Seminar on laser plasma 

interaction and target materials 

開催時期 平成２０年１１月１６日 ～ 平成２０年１１月１９日（４日間）

開催地（国名、都市名、

会場名） 
（和文）大阪大学レーザーエネルギー学研究センター 

（英文）Institute of Laser Engineering, Osaka University 

日本側開催責任者 
氏名・所属・職 

（和文）乗松孝好・大阪大学レーザーエネルギー学研究センター・

教授 

（英文）NORIMATSU Takayoshi・Institute of Laser Engineering, 

Osaka 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) 

GU Zhongze・東南大学・教授 

TANG Yongjian・レーザー核融合研究所・教授 

参加者数 

⑤ 拠点大学交流事業の経費を受けて参加した人数・人日数 
（その内、共同研究経費により支給したものについては、カッコ内にも記入のこと） 

計 

日本側参加者     2 / 6  （ 0/0 ）人/人日 10/38 

（ 0/0 ）

 人/人日

相手国側参加者       8 / 32  （ 0/0 ）人/人日 

(   ) 国(地域)側参加者         /     （ / ）人/人日 

⑥ 本事業の経費の支給を受けずに参加した人数 計 

日本側参加者             23 人 

23 人

相手国側参加者             0 人 

(   ) 国(地域)側参加者              人 

①と②の合計人数        33 人 

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。2006 年度に中国において「ターゲット材料研究会」を開催し，

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った。これとは別

に，大阪大学と東南大学では 2003 年度からターゲット技術に関す

る共同研究を進め，カプセル技術，低密度材料やナノファイバーに

関する成果を上げている。 
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 一方で，中国のレーザー核融合研究所(LFRC)では SG-II モジュー

ルが 2007 年度から本格的に運用され，レーザープラズマ実験デー

タが得られつつある。2008 年の夏の時期には，それらの大まかな

概要が得られていると予想される。2007 年 11 月に乗松らは TANG

教授ら LFRC を訪問し，2008 年度に日本で研究会を開催したいこと

を伝え，中国側からはターゲットに限らずに，中国側の最新のレー

ザープラズマ実験の状況も日本側と議論したい旨が伝えられた。 

 こうした状況に置ける日中セミナーの開催によって，新しいター

ゲット材料と中国側の新しいレーザー装置による成果に関する情

報交換を行うことができ，それをふまえて，共同研究のより素早い

展開に資することが本セミナーの目的である。 
 

セミナーの成果 

 すでに日中協力事業により阪大—東南大学の共同研究が進めら

れ，主に「レーザー核融合用カプセル技術のバイオ材料への応用」

と「低密度材料のレーザープラズマ・ターゲット化」の二つの柱に

ついて，多くの成果が上がっている。2007 年度の会議では，日本

側から，阪大に加えて，核融合科学研究所，日本大学，岐阜大学等

が参加し，中国側からも東南大学，レーザー核融合研究所（綿陽）

等からの参加があった。この会議のなかで，綿陽のレーザー核融合

研究所はターゲットグループの拡大が行われ，また大型レーザーの

建設も急ピッチで進んでいることがわかってきた。 

2008 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がなされた。間接

照射方式により 10^5~10^6 の中性子発生したことが報告されたが，

これは対外的な初めての報告と考えられる。材料に関しても最先端

材料のみならず，中国レーザー研の現状報告的な総括的な報告がな

されたのは，セミナー形式の特徴が良く反映された情報収集であっ

たといえる。今後も本セミナーの継続が提案され，次回は 2010 年

に中国内で行うことを約束した。これにより，東南大学との「ナノ

構造制御新ターゲット材料」，「従来のターゲット技術の他分野への

スピンオフ」に関する共同研究の拡大と進展が期待される。 
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セミナーの運営組織 

組織委員 乗松孝好（阪大），長井圭治（阪大） 

TANG Yongjian（レーザー核融合研究所）， 

GU Zhongze（東南大学） 

現地実行委員長 乗松孝好（阪大） 

実行委員 長井圭治（阪大）ほか 

開催経費

分担内容

と金額 

日本側 内容              金額 

日本側参加者旅費               133,420 円 

中国側 内容              金額 

中国側参加者滞在費              572,000 円 

 
 

 54



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                 （単位：人／人日） 

派遣先 

派遣元 
日本 中国  計 

日本 
実施計画  5/25  5/25 

実績 3/14  3/14 

中国 
実施計画 5/30   5/30 

実績 6/24  6/24 

 実施計画     

実績    

合計 
実施計画 5/30 5/25  10/55 

実績 6/24 3/14  9/38 

② 国内での交流   0/0  人／人日 
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１１．平成２０年度経費使用総額 

（単位 円） 

 経費内訳 金額 備考 

研究交流経費 
国内旅費 12,216,860  

外国旅費 15,320,080  

謝金 0  

備品・消耗品購入費 993,060  

その他経費 0  

外国旅費・謝金に係
る消費税 

0 
運営費交付金に
より一括納入 

計 28,530,000  

委託手数料 2,853,000  

合  計 31,383,000  

 
 
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 395,000 2/35

第２四半期 3,509,710 24/253

第３四半期 11,619,665 61/520

第４四半期 13,005,625 56/492

計 28,530,000 143/1,300

 
 


