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拠点大学交流事業 
平成２２年度 実施計画書 

 
 
１．拠点機関 

日 本 側 拠 点 機 関 ： 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～              

                   （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．採用年度 
 平成１３年度（１０年度目） 
 
４．実施体制 
日本側実施組織 
 拠点機関： 核融合科学研究所（NIFS） 
 実施組織代表者（所属部局・職・氏名）： 核融合科学研究所・所長・小森 彰夫 
 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 

協力機関：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 
（１）国（地域）名：中国 
拠点機関：（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（ASIPP） 
 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 

 協力機関：（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で

きる。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与える事ができる。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 つの主要研究課題における各研究項目の目標達成状況を述べる。ま

た，この章の最後に今年度の若手研究者育成の成果を記述する。 

●炉心プラズマ 

磁気閉じ込め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，プラズマ壁相互作用の制御，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。平成 19 年度から核融合
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科学研究所が全面的に協力してきた定常大電力（1.5MW）イオンサイクロトロン波周波数帯

（ICRF）加熱実験用大電力定常高周波加熱源の整備を完了し，中国科学院等離子体物理研

究所の EAST プラズマの大電力 ICRF 加熱実験に使用するための最終調整を行った。また，

中国西南物理研究院の HL-2A における電子サイクロトロン波（ECW）偏向制御システムが完

成しECWによるプラズマ制御研究が進展した。中国のEAST及びHL-2A，日本のLHD及びQUEST

において共同実験が行われ，プラズマ計測開発，高速イオンの振舞い，MHD 不安定性，不純

物輸送，粒子輸送で成果をあげた。EAST と LHD における長パルスプラズマ生成においてプ

ラズマ壁相互作用に関する共同研究が進展した。日中で理論と実験の両面から多価イオン

原子過程研究や原子過程データ評価の共同研究が進展した。低温プラズマの医療・バイオ

応用に関する研究連携が進展した。レーザープラズマに関してはコーンターゲット中のレ

ーザー伝搬と相対論電子の輸送，高エネルギーイオンのレーザー加速等の共同研究が進展

し成果をあげた。 

●核融合炉工学基礎研究 

核融合炉工学材料に関して，低放射化材料，これらの材料の溶接等について共同研究が

進展し，成果をあげた。超伝導技術分野では高温超伝導 HTS 68kA 電流リード，漏れ磁場の

電磁遮蔽等の要素技術の共同研究が進展した。ブランケット材料とその特性評価，中性子

解析，トリチウム輸送，クリープ変形特性，製作プロセスと材料特性の相関等の共同研究

が進展した。 

●理論・シミュレーションによる炉心プラズマ挙動の研究 

トーラスプラズマの MHD 及び微視的不安定性，粒子・熱輸送，高温プラズマ中での構造

形成や自己組織化，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，成果をあげた。また，レーザー

プラズマ非線形相互作用の理論シミュレーション研究により成果をあげた。EAST や HL-2A

の境界層やダイバータプラズマの理論とモデリングコードの実験との比較研究が進展した。 

  

平成 21 年度には，本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。また，核融合科学研究所の総合研究大学院大学大学院物理科学研究

科核融合科学専攻に 2名の中国人留学生が在学し，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。さらに，日本側協力大学の大学院において 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。 

 

 

７．平成２２年度研究交流目標 
今年度は，10 年の本交流事業の最終年度であり，これまでの成果の総括を行う。したが

って，これまで 10 年の交流による研究成果が効果的にまとまるよう，かなり多くのセミナ

ーもとりいれ計画立案を行なう。共同研究は，これまでの成果を補完して完成度を上げる
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とともに，この交流以後も継続的な進展や新たな展開が期待される課題も積極的に取り入

れる。また、若手研究者育成の観点から、若手研究者の共同研究提案を積極的に取り入れ、

交流人数と延べ交流日数で全体の 50％を越えるように配慮し，交流人数では約 55%、延べ

日数では約 60%とした。一方，多くの若手研究者の参加が予定される磁場閉じ込めプラズマ

及び超伝導関係のセミナーでは若手研究者交流セッションを設け、若手研究者にセッショ

ンの座長を務めさせ，彼らの研究発表ならびに今後の交流についてのパネル討論会を企画

してもらう。さらに，この 2 国間交流をプラズマ・核融合研究を推進している韓国など他

のアジア諸国も含めた広い交流の展開を目指し，韓国側での研究が特に進展している磁場

閉じ込めプラズマ関連のセミナーに韓国等の研究者，特に若手研究者の参加を要請しその

足がかりとする。本交流以後の具体的目標としてプラズマ・核融合研究の世界的拠点を日

本，中国，韓国等を中心に構築するとともに若手研究者育成拠点の形成を目指す。 

 

 

８．平成２２年度研究交流計画概要 
８－１ 共同研究 

本交流の柱となる 3主要研究課題の交流内容を下記のように要約される。 

①炉心プラズマ： 

EAST プラズマの大電力 ICRF 加熱実験，HL-2A での ECH 及び ECCD による MHD 安定化と閉

じ込め改善実験，また，EAST，HL-2A，HT-7，LHD 等のプラズマ閉じ込め装置を活用して，

高速イオン物理，粒子/不純物輸送，計測開発等に関する共同研究を進める。核融合炉に向

けた高 Z 材のパーフォーマンス評価，対向材中のトリチウウム挙動の基礎研究等に関する

共同研究を EAST 及び LHD を活用して進める。プラズマでの多様な原子分子過程データとプ

ラズマ診断・モデリングの研究成果のまとめを行う。また，相対論レーザープラズマ，タ

ーゲット工学等に関する理論シミュレーションを進める。これらの共同研究をもとに 10 年

の成果をまとめる。 

また，本交流以後に新たな展開が期待される「コアプラズマ周辺からプラズマ粒塊（プ

ラズマブロッブ）放出とダイバータ熱負荷制御」，「高融点金属第一壁とプラズマとの相互

作用」，「レーザー宇宙物理」等の進展を図る。 

②核融合炉工学基礎研究 

先進核融合炉材料製造と高度化，溶接などの要素技術，超伝導装置の電流制御と冷却制

御，高温超伝導の核融合実験装置への応用等について成果のまとめを行う。また，核融合

炉ブランケット開発においてブランケット材料中でのトリチウム挙動をミクロ的な視点か

ら実験および量子化学計算により明らかにしするとともに，ブランケットの燃料輸送，物

質輸送の統合モデル構築，材料のデザインウィンドウの精緻化，さらに核融合炉の全体シ

ステムの統合特性と最適化研究等を進め，10 年の交流成果をまとめる。低放射化炉材料研

究は本交流以後も重要課題と考えられ，その関連研究を進める。 
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③理論・シミュレーションによる炉心プラズマ挙動の研究 

トーラスプラズマの新古典輸送や電場形成，乱流輸送現象に関する流体および運動論，

高エネルギー粒子駆動の MHD モードに関する理論・シミュレーションに関する共同研究の

成果のまとめを行う。また，複雑性プラズマにおける構造形成や自己組織化の物理解析手

法の開発の成果をまとめる。さらに，磁気閉じ込めプラズマの境界層プラズマやダイバー

タプラズマと炉壁との相互作用に関して，炉内での微粒子の発生も含めた理論・シミュレ

ーション研究の成果をまとめる。 

MHD 揺動の存在下での乱流輸送の多階層シミュレーションやコアプアズマ・SOL・ダイバ

ータ統合しシミュレーションという今後の大きな展開が期待される課題を取り込む。 

これらの 3つの主要研究課題の共同研究は，本交流事業の 10 年間で構築してきた研究ネ

ットワークを通じてそれぞれ大きく進展してきた。しかも，この交流の間に中国側では世

界初のすべてのコイルが超伝導のトカマク装置 EAST（中国科学院等離子体物理研究所）を

完成させ，日本側の超伝導ヘリカル装置 LHD （核融合科学研究所）と連携し，今後の研究

の主流となる定常プラズマ保持に向けた共同研究体制が整いつつある。 

これら 3 分野は核融合開発にとって不可欠な分野であり，これらの有機的な連携により

本交流の主目的である日中の「核融合の総合的共同研究」の構築が可能となる。ただ，そ

れぞれが高度に専門化しており単純に連携することは容易ではないが，「高性能核融合炉」

実現の観点から主要な 3 研究課題でこれまでに得られた課題の集約を図る。すなわち，高

ベータ定常炉心プラズマの生成・維持，プラズマ・炉壁相互作用，高融点・低放射化炉壁

材料開発，このような高性能炉心プラズマと炉壁相互作用に関する理論・数値シミュレー

ションの高精度化が主要な項目である。さらに，次項の 8-2 にあげた総括セミナーは，ま

さに日中の「核融合の総合的共同研究」の構築を目的としている。 

 

 

８－２ セミナー 

今年度は，10 年間の本交流事業の最終年度であり，これまでの成果を効果的にまとめる

とともに今後の交流の展開を図るための方向を議論するため可能な限り多くの課題につい

てのセミナーを実施することとし，下記のセミナーを企画する。 

（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： 

桂林（中国） 

（２） 第 3回日中レーザーターゲット材料研究会： 海拉爾区（中国） 

（３） 超高強度レーザーによる高エネルギー密度プラズマの物理： 上海（中国） 

（４） 先進核融合炉のための超電導要素技術： 西安（中国） 

（５） 核融合炉材料・システム設計統合： 宇治（日本） 

（６） 核融合プラズマの理論シミュレーションとモデリング： 北京（中国） 

（７） プラズマ・核融合分野拠点大学方式日中交流事業 10 年の総括セミナー：那覇（日本） 
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８－３ 研究者交流（共同研究，セミナー以外の交流） 

 最終年度の交流状況の確認と本事業以降の取り組みについての打ち合わせを行うため，

平成 22 年 6 月に中国側拠点大学の中国科学院等離子体物理研究所において，両国のコーデ

ィネーター，サブコーディネーター，中国側のキーパーソン等により第 1 回コーディネー

ターズミーティングを実施する。また，日本側で開催する第 2 回目のコーディネーター会

合が本事業最後の会合であることから，当該年度の交流の実施状況の最終確認と本交流以

後の取り組みについての意見交換を行うとともに，この会合に併せて各課題についての 10

年間の交流全体の総括を行う「プラズマ・核融合分野拠点大学方式日中交流事業 10 年の総

括セミナー」を実施する予定である。 

 

 

９．平成２２年度研究交流計画総人数・人日数 
９－１ 相手国との交流計画 

 

    派遣先 

派遣元 

日本 

<人／人日> 

中国 

<人／人日> <人／人日> <人／人日> <人／人日> 
合計 

日本 

<人／人日> 
 103/538    103/538 

中国 

<人／人日> 
87/782     87/782 

 

<人／人日> 
      

 

<人／人日> 
      

 

<人／人日> 
      

合計 

<人／人日> 
87/782 103/538    190/1,320 

※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。） 

※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 国内での交流計画 

16／80  <人／人日> 
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１０．平成２２年度研究交流計画状況 

１０－１ 共同研究 

整理番号 R－1 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,   中国西南物理研究院 教授 

交流予定人数 

（※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 

<人／人日> 

 5/35  
5/35 

中国 

<人／人日> 

4/62   
4/62 

 

<人／人日> 

   
 

合計 

<人／人日> 
4/62 5/35  9/97 

② 国内での交流    0/0   人／人日 

２２年度の研 

究交流活動計画 

平成 22 年度も昨年度に引続き，各種加熱機器の整備を実行し，プラズ

マ加熱実験を遂行する。また日中セミナーにおいて，電子バーンシュテ

ィン波加熱および電流駆動，高速中性入射実験結果等について報告する。

イオンサイクロトロン加熱(ICH)実験に関しては，日本側から EAST およ

び HT-7 に実験参加，中国側からは，LHD の実験に参加する。日本側から

中国西南物理研究院の HL-2M の電子サイクロトロン加熱実験に参加し，

偏向制御などのハードウェアが完成した大電力マイクロ波加熱源を用い

て，電子加熱や MHD 安定化などの実験を実施する。中国側から QUEST に

おいて電子サイクロトロン加熱を用いたプラズマ立ち上げ実験に参加す

る。中国西南物理研究院の研究者が核融合科学研究所に来訪し，高速中

性入射加熱実験に参加する。 
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期待される研究

交流活動成果 

 LHD におけるイオンサイクロトロン加熱実験に参加する中国研究者と，

EAST および HT-7 での ICH 実験の結果を LHD のそれと比較検討し，トカマ

クとヘリカルプラズマにおける加熱特性(H モードプラズマ特性を含む)

を比較し議論を行う。中国西南物理研究院の HL-2M の電子サイクロトロ

ン加熱実験に関して，大電力マイクロ波加熱源を用いて，ECHH モードプ

ラズマ，核融合研究所で経験した Oおよび Xモード電子加熱やティアリ

ングモード安定化などの実験を実施する。 

また，QUEST における ECH を用いたプラズマ電流立ち上げ実験の経験

は，将来 EAST で実施され，長時間運転の一助となる事が期待される。さ

らに，中国西南物理研究院の HL-2M あるいは改造後の HL-2A では，高速

中性入射加熱が計画されており，核融合科学研究所の NBI グループとの

議論により，中国研究者がその設計等において多くの知見を得ると期待

する。 

日本側参加者数  

31 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 中国側参加者リストを参照） 
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整理番号 R－2 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維持のための高度加熱法の開発 

（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・中国西南物理研究院 教授 

交流予定人数 

（※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 

<人／人日> 

 7/67  
7/67 

中国 

<人／人日> 

9/111   
9/111 

 

<人／人日> 

   
 

合計 

<人／人日> 
9/111 7/67  16/178 

② 国内での交流     0/0  人／人日 

２２年度の研 

究交流活動計画 

平成 22 年度は本拠点事業最後の年となるので，日中双方の共同研究に

とってその成果を形としてまとめる努力が求められる。そのため，これ

までの日中双方の共同研究の展開を踏まえ，論文発表等の研究の総括が

期待できそうなテーマについて，将来の日中共同研究の方向性を開拓す

る可能性のある新規計画を含めて，昨年度以上に重点的に共同研究を実

施する必要がある。JT-60U がその活動を停止した為，昨年度は計測・加

熱装置の充実した LHD が共同研究の主体であった。しかし，本年度は新

装置 QUEST（九大）が本格稼動する予定であり，本装置を利用した新規共

同研究が多くなり，Heliotron-J(京大）を加え，日本国内での共同研究

の選択肢を拡大することが可能となった。 

 一方，中国側では超伝導トカマク HT-7 に加え，全超伝導トカマク EAST

（中国科学院等離子体物理研究所）が本格的な実験に向け順調に計画を

進めている。特に昨年度はダイバータ保護板を設置した結果初めてダイ

バータ放電を達成することに成功し，今後の高性能プラズマ放電の実現

に向け新たな運転領域を達成した。また，HL-2A トカマク（中国西南物理
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研究院）もリミター及びダイバータ配位での本格的な装置運転を行い，

昨年度には ECH 及び NBI 加熱を用いて H モード放電を達成することに成

功した。各種計測装置の充実も伴い，トカマクプラズマの輸送理解に向

けて興味深いデータを算出しつつある。更に中国における核融合研究の

第 3 拠点として華中科技大学（武漢）でトカマク装置が新規稼動を開始

し，その将来展望に向けた各種装置設計が進んでいる。以上のように中

国側の研究も新しい局面を開拓しつつあり，これらを利用した今後の共

同研究の新芽となる展開が期待される。 

 以上の事柄を念頭に置き日中双方の主な 6 ヶ所（日本側：核融合科学

研究所，九州大学，京都大学，中国側：中国科学院等離子体物理研究所，

中国西南物理研究院，華中科技大）の現有装置を共同研究の柱として設

定する。本研究のテーマをとして「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。閉じ込め

改善モード放電の輸送物理の解明や今後の展開を目指した新たなプラズ

マ計測法の開発も HL-2A での H モード放電達成に関連して重要な研究要

素となる。 

また，高密度領域での閉じ込め改善を目指したプラズマ制御法，揺動

の空間分布計測に関する計測法等の新規共同研究も今後の展開を期待し

て併せて実施する。 

 

 そこで今年度の具体的研究課題を以下の事柄とする。 

（１）Hモード等の改善閉じ込め放電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。 

（２）ペレット入射に関連した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）プラズマエッジ部でのトカマク・スクレイプオフ層とヘリカル・

エルゴディック層での不純物/粒子/エネルギー輸送の比較研究。

（４）高速粒子の振舞いと MHD 挙動との関連。 

（５）高性能 TV トムソン散乱計測機器の開発とその高性能化。 

（６）反射計を代表とする周辺揺動計測機器の開発とデータ解析研究。

期待される研究

交流活動成果 

ようやくトカマクとヘリカルの双方で Hモード放電が実現し，具体的

な実験比較を行うことが可能となった。この結果，周辺磁場構造の違い

による Hモードプラズマの特性の差異を密度・温度分布や MHD 安定性の

観点から議論できるようになり，閉じ込め改善プラズマの総合理解につ

いて大きな前進となる。また周辺粒子・不純物輸送についても日中双方
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の装置でスペクトルの空間分布を得るシステムが完成し，2次元・3次元

効果を取り入れたより詳細なデータ解析が可能となった。磁力線に垂直

及び平行方向の輸送について実験結果に基づいたモデルの新たな構築が

可能となる。また，EAST 装置で開発してきた TV トムソンがようやく稼動

の見込みとなった。実現すれば温度の空間分布のみならず電子の速度空

間も同時に測定でき，プラズマ実験への貢献は非常に大きい。 

 上に述べた研究課題を遂行することにより，高性能プラズマの定常保

持へ向けた有用な知見の取得のみにとどまらず最終年度の研究として要

求される共同研究成果の国際会議発表や論文化，更に新規研究の展開に

向けた作業の加速が期待される。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

（JT60-SA）や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。 

日本側参加者数  

48 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 中国側参加者リストを参照） 
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整理番号 R－3 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・北海道大学大学院工学研究科 教授 

（英文）HINO Tomoaki，Graduate School of Engineering,  

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 

交流予定人数 

（※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 

<人／人日> 

 4/24  
4/24 

中国 

<人／人日> 

7/85   
7/85 

 

<人／人日> 

   
 

合計 

<人／人日> 
7/85 4/24  11/109 

② 国内での交流    0/0   人／人日 

２２年度の研 

究交流活動計画 

以下の 4課題について，共同研究を計画している。 

（１）次期装置のプラズマ対向壁材料と特性評価 

中国側では核融合実験炉に向け，黒鉛に被覆したタングステン材料を

開発しており，EAST 装置内に装着して予備試験を行い，耐熱負荷特性な

どを評価してきた。タングステンの対向材料としての適合性について，

表面特性も含め，共同研究を実施する。また，次期装置に適した対向材

料の検討も行う。 

（２）HT-7 及び EAST の長時間放電後の対向壁損耗特性 

HT-7 及び EAST では，定常核融合炉の開発に向けた定常放電を実施し

ている。定常運転時のリミター温度を計測し，運転後に生成されたダス

トの成分（Si, B）と寸法の計測も実施した。今後，プラズマ対向壁の

熱負荷と損耗の関係を把握するために，これらの共同研究を継続してい

く。これらの装置に設置した対向材料試験片は双方で分析する。この結

果は定常運転についてのデータベースの構築に貢献する。 

（３）プラズマ対向材料中のトリチウム挙動 
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LHD では重水素放電を実施するので少量であるがトリチウムが生成さ

れる。また，核融合実験炉では本格的にトリチウムを扱う。このため，

ブランケット増殖材や対向材料中のトリチウム挙動の把握が必要であ

る。これまで，ブランケット増殖材の水素同位体挙動について，一部の

模擬試験を実施しており，さらに共同実験を継続する。 

（４）壁コンディショニングの評価 

HT-7 及び EAST 装置において ICRF 放電洗浄を実施して，一部の壁の状

態変化を観測している。さらに幅広く壁状態変化を調べ，このコンディ

ショニングの特徴を評価する。 

期待される研究

交流活動成果 

上記の課題について，以下の成果を期待している。 

（１）次期装置のプラズマ対向壁材料と特性評価 

タングステンのパーフォーマンスを評価するとともに，次期装置に適

したプラズマ対向壁用材料についての知見を得る。 

（２）HT-7 及び EAST の長時間放電後の対向壁損耗特性 

定常放電下での熱負荷条件と損耗との関連を調べ，長時間放電のデー

タベースの拡充に寄与する。 

（３）プラズマ対向材料中のトリチウム挙動 

ブランケット増殖材中のトリチウム挙動を解明して，トリチウム残存

量を最小にする設計条件についての知見を得る。 

（４）壁コンディショニングの評価 

ICRF 放電による壁洗浄効果を調べて，従来のグロー放電洗浄に比べて

この放電洗浄の利点及び欠点を明らかにする。 

上記の成果から，今後の LHD 重水素放電及び EAST 装置におけるプラ

ズマ閉じ込め特性の向上につながる新たなプラズマ対向材料及び壁洗

浄，及びトリチウム挙動を提案し，研究成果としてまとめる。これらは

今後の実験炉や原型炉に対しても直接的に寄与するものである。さら

に，人材交流により若手研究者への本研究分野に不可欠な表面分析法や

モデリング・コードなどの技法の習得も期待される。 

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 

11 名 （１３－２ 中国側参加者リストを参照） 
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整理番号 R－4 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）中村信行・電気通信大学 准教授 

（英文）Nobuyuki Nakamura, 

University of Electro-Communications, Associate Professor

相手国側代表者 

氏名・所属・職 

XIAO Bingjia・中国科学院プラズマ物理研究所・教授 

 

交流予定人数 

（※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 

<人／人日> 

 4/26  
4/26 

中国 

<人／人日> 

6/52   
6/52 

 

<人／人日> 

   
 

合計 

<人／人日> 
6/52 4/26  10/78 

② 国内での交流    0/0   人／人日 

２２年度の研 

究交流活動計画 

核融合科学研究所では，LHD 並びに中国側磁場閉じ込めプラズマ装置へ

の応用のために，不純物イオンの衝突輻射モデルを用いたプラズマ診断

法と関連する原子分子過程データベースの開発を日中協力して進める。

電気通信大学独自のデザインを基に建設された復元大学の電子ビームイ

オントラップ（EBIT）での多価イオン原子過程研究を協力してさらに発

展させる。 

一方，中国側理論家の協力により電通大の EBIT 実験，並びに首都大学

東京の荷電交換分光の実験結果の解析等を進める。その他，周辺プラズ

マでの中性粒子輸送，プラズマ並びに高強度レーザーと材料の相互作用

に関する共同研究を進める。 

主な共同研究の実施計画は以下のとおり。 

（１）LHD のプラズマ診断，衝突輻射モデルに関する共同研究を行うため，

中国科学院プラズマ物理研究所の Yang 助手を NIFS に招へいする。

（２）周辺プラズマでの原子分子過程と輸送，並びに中心プラズマの分

光診断に関する共同研究を行うため，中国科学院等離子体物理研究
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所の Xiao 教授を東京大学に招へいする。 

（３）上海電子ビームイオントラップを用いた多価イオン原子過程の共

同研究を行うため，電通大レーザー研の中村准教授を復旦大学に派

遣する。 

（４）東京電子ビームイオントラップを用いた多価イオン原子過程の共

同研究を行うため，応用物理計算数学研究所の Li 教授を電気通信大

学に招へいする。 

（５）多価イオンの荷電交換分光に関する共同研究を行うため，応用物

理計算数学研究所の Wang 教授の招へい，並びに首都大学東京の田沼

准教授の派遣を行う。 

（６）多価イオン原子の電子衝突過程や光吸収過程の理論に関する共同

研究を行うため，西北師範大学の Dong 教授と北里大学の小池准教授

の招へい，派遣を相互に行う。 

プラズマ，並びに高強度レーザーと金属電子相互作用の理論・モデリ

ング，及び原子分子データベースに関する共同研究を行うため，NIFS の

加藤助教を応用物理計算数学研究所に派遣する。 

期待される研究

交流活動成果 

本研究交流の実施により期待される成果を以下にまとめる。 

（１）中国 EAST 磁場閉じ込めプラズマ装置への応用に向けた，不純物イ

オンの衝突輻射モデルを用いたプラズマ診断法と関連する原子分子

過程データベースの開発。 

（２）復元大学の電子ビームイオントラップ（EBIT）装置の技術開発と，

それを用いた多価イオン原子過程研究の発展。 

（３）中国側若手理論家との研究交流を定着させる。具体的には電通大

の EBIT 実験，首都大学東京の荷電交換分光の実験結果の解析等での

共同研究の実績を積む。 

（４）プラズマ並びに高強度レーザーと材料の相互作用に関する新たな

課題抽出など，研究交流の内容と研究者ネットワークの発展。 

日本側参加者数  

15 名 （１３－１ 日本側参加者リストを参照） 

中国側参加者数 

37 名 （１３－２ 中国側参加者リストを参照） 
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整理番号 R－5 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,  

Graduate School of Engineering, 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 

交流予定人数 

（※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 

<人／人日> 

 2/21  
2/21 

中国 

<人／人日> 

4/34   
4/34 

 

<人／人日> 

   
 

合計 

<人／人日> 
4/34 2/21  6/55 

② 国内での交流   0/0  人／人日 

２２年度の研 

究交流活動計画 

平成 19 年度までの第二期において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を平成20年度から平成22年度にわたり確立する。

平成22年度は，本研究で予定している3ヵ年計画の最終年度にあたり，

日本側から中国への派遣に関しては，液体プラズマによる次世代ナノバ

イオ科学技術開拓を目指す新人の准教授 1名と，第一期における訪中と

第二期での受け入れを経験済みで，高気圧プラズマのバイオ・医療応用

を展開し成果をより期待できる教授 1名の計 2名を選抜する。中国側か

ら日本への招へいについては，バイオ応用対応の気中・水中高気圧放電

プラズマの生成・制御 1名，プラズマによるポリマー化技術の各種工業

応用関連 3名の計 4名を選抜している。 

交流活動計画の詳細については，派遣を予定する日本側研究者の一人
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は訪問先における液中及び液体と接触するプラズマの生成とその応用に

関しての調査を行うと共に，自らの当該研究成果も紹介する。具体的に

は，グロー放電プラズマ照射による液体中でのナノ粒子構造制御形成及

びカーボンナノチューブ・DNA 等のナノ・バイオ物質との複合物質形成の

ためのプラズマプロセス技術について意見交換と討論を行う。他の一人

は訪中にあたり，高気圧プラズマを利用する細胞への遺伝子導入や，ウ

イルスやバクテリアなどの捕集と不活化・殺菌などバイオテクノロジー

や医療機器への利用が進みつつある近年の動向に注目している。そこで，

この分野におけるプラズマ応用の重要性と研究の進め方などを幾つかの

訪中大学で紹介を行う。 

一方，中国側から招へい予定である中国側研究者 4 名のうち，第一者

は，訪問先においてポリマー物質のプラズマによる表面処理とプラズマ

ポリマー化による燃料電池のプロトン交換膜合成に関する討論を行う。

また，第二者は工業応用的視点でのプラズマ接触表面相互作用及び水中

放電プラズマ生成に関する技術調査と意見交換を行う。工業応用指向の

表面工学者の第三者は，滞在先において大気圧均一グロー放電プラズマ

の診断技術を習得する。 

最後の第四者は既に数回に亘り来日経験があり，本交流を通し一貫し

て小型化，電極への粘着性，高電力密度等の利点があるプラズマポリマ

ー技術による燃料電池用のプロトン交換膜合成研究を行ってきている。

今回はプラズマ中におけるポリマー官能基の分解の課題を克服するため

に，意見交換と日・中両実験室での共通パラメータを有する低温プラズ

マ装置を用いて共同研究を行う。 

期待される研究

交流活動成果 

第一の日本側研究者の交流活動成果としては，上述のナノ・バイオ物

質を利用したバイオセンサ，ドラッグ・遺伝子デリバリーシステム等へ

の医療・バイオ応用の有効性，多様性，実用性についての中国側の認識

が深まり，この新しい分野における共同研究の芽が培われことが期待さ

れる。 

第二の日本側研究者の成果としては，健康を維持して快適な環境を実

現するために重要な技術に関わるプラズマ応用分野の今後の発展への期

待感が高揚し，中国での健康・環境分野の一層の発展に寄与することと，

今後の共同研究の方策が創出されることである。 

一方，中国から招へいする中国側研究者第一者の交流活動成果として

は，V型大気圧プラズマトーチとプラズマポリマー化物質合成の工業応用

における課題が明確化され，その可能性に向けて大きなステップが築か

れることが期待される。 
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第二者の成果としてはプラズマ物理を重視した低温大気圧プラズマジ

ェットの研究がバイオ・医療分野の工業応用へと展開が図られることで

ある。 

また，第三者の成果としては習得したプラズマ診断技術を基に，工業

応用に必須のポリエチレンやポリプロピレン等のポリマーグラフト化に

よる濡れ性と粘着性の向上法が策定されることである。 

さらに，第四者の成果としては，上述課題克服に必須の密度，温度，

モノマー濃度等の低温プラズマパラメータの高精度計測技術確立に至る

ことである。 

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 

19 名 （１３－２ 中国側参加者リストを参照） 
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整理番号 R－6 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 Zhengming・上海交通大学・教授 

交流予定人数 

（※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 

<人／人日> 

 2/15  
2/15 

中国 

<人／人日> 

4/36   
4/36 

 

<人／人日> 

   
 

合計 

<人／人日> 
4/36 2/15  6/51 

② 国内での交流    0/0   人／人日 

２２年度の研 

究交流活動計画 

・田中和夫，Jian Zheng 

平成21年度は，Zheng教授の理論アイデアを端に発し，チャレンコフ放

射を使った高速電子エネルギー輸送研究がPhysics Review Lettersへの

掲載に至るという結果を生み，日中共同研究者一同は，その研究成果が

世界の分野に与えたインパクトの重みを非常に喜ばしいと受けとめてい

る。そうした経緯を踏まえ，日中拠点事業での最終年にあたり，これま

での総括を行い，今後の共同研究計画を再確認する。さらに継続してい

るチャレンコフ放射に関する実験結果の詳細検討を行う。 

・羽原英明，Jian Zheng 

超高密度プラズマ（慣性核融合）における高速点研究に本質的に重要

である高強度レーザーとプラズマとの相互作用により生成する高エネル

ギー電子の特性を調べる目的で，高速電子が誘電体ターゲットで生成す

るチェレンコフ光に着目し，それを分光する事により高速電子のエネル
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ギー分布を計測することを目的とする。特に，レーザー周波数の2倍高調

波帯で生成するコヒーレントチェレンコフ光を計測することで高速電子

の生成メカニズムをも明らかにする。本研究では，その理論的導出，評

価を共同で行い，Zheng教授の研究室のレーザー施設での共同実験に関し

て予備実験を検討する。 

・田中和夫，Lei Anle 

超高密度プラズマ（慣性核融合）における高速点火研究の重要な課題

である高速電子エネルギー輸送に関する共同実験を行う研究である。大

阪大学で実施される同実験に参加し，高速電子のエネルギー輸送メカニ

ズムに関して理解を得る事を目的とする。 

・田中和夫，Huang Lingen 

超高密度プラズマ（慣性核融合）における高速点火研究の重要な課題

である超高強度レーザーの物質への吸収に関する共同研究である。

Shanghai Institute of Optics and Fine Mecahnics(SIOM)にて実施され

るシミュレーション結果を検討し，レーザー光吸収メカニズムに関して

理解を得ることを目的とする。 

・長井圭治，Gu Zhongze 

レーザープラズマ発生材料に用いられる低密度材料，特に金属酸化物

低密度材料のエレクトロスピニング法による合成に関して，実際のレー

ザーターゲットスペックに合わせるための詳細な製造条件に関する共同

研究を行う。また，カプセル製造に不可欠なマイクロ流体に関しては，

チップ化したデバイスを製造して取り扱うことにより，更にその制御性

を高める事を目的とする。こうした技術の向上は，日中のレーザープラ

ズマ研究に有用な事はもちろんであるが，他の分野への展開も可能であ

る。 

期待される研究

交流活動成果 

今年度は，10 年計画の最終年にあたり，各交流計画の担当者は，成果

の論文化，国際会議での発表等を行い，研究成果を発信する。論文とし

ては，Physical Review Letters などが考慮対象となる。また，このプロ

ジェクトにおいてサマリーセミナーの開催を別途企画しており，中国に

おいて，10 月 14～16 日の日程で開催する予定である。このセミナーは，

平成22年2月に行われた日中キーパーソン会議においても強く支持され

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 

4 名 （１３－２ 中国側参加者リストを参照） 
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整理番号 R－7 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）高部英明・大阪大学レーザーエネルギー学研究センター 教授

（英文）TAKABE Hideaki, 

Institute of Laser Engineering, Osaka University, 

Professor 

相手国側代表者 

氏名・所属・職 

ZHU Shaoping・応用物理計算学研究所 教授 

SHENG  Zhengming・上海交通大学 教授 

交流予定人数 

（※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 

<人／人日> 

 3/17  
3/17 

中国 

<人／人日> 

4/35   
4/35 

 

<人／人日> 

   
 

合計 

<人／人日> 
4/35 3/17  7/52 

② 国内での交流   0/0    人／人日 

２２年度の研 

究交流活動計画 

 研究分野として①高速点火核融合の理論・シミュレーション，②レー

ザーによる荷電粒子の加速，③超高強度レーザーによるクーロン爆発，

④光電離プラズマの宇宙模擬実験，の 4分野に関して継続して研究交流

を実施する。 

期待される研究

交流活動成果 

科学的な成果は上記①～④個々に期待されるが，重要なのは本計画が

終了する平成 22 年度以降の継続的な交流である。競争的資金などの申請

を促し，人的ネットワークや共同研究・実験を継続できる体制を構築す

る。 

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 

6 名 （１３－２ 中国側参加者リストを参照） 
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整理番号 R－8 研究開始年度 平成 18 年 研究終了年度 平成 22 年 

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 

交流予定人数 

（※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 

<人／人日> 

 3/19  
3/19 

中国 

<人／人日> 

4/36   
4/36 

 

<人／人日> 

   
 

合計 

<人／人日> 
4/36 3/19  7/55 

② 国内での交流   0/0  人／人日 

２２年度の研 

究交流活動計画 

平成 22 年度の計画は，①照射損傷モデリングの高度化についての

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である。

なお，平成 22 年 10 月に日中エネルギー材料会議が京都で開催される

こともあり，中国側からはこの時期の訪日の要望が高い。 

期待される研究

交流活動成果 

中国の核融合工学はプラズマ物理主体から炉工学全体にわたって

急激に成長し材料分野ではフェライト鋼も試作したが，その評価には

日中の共同研究が有効である。とくに，①材料自体の製造・高度化・

評価等に加えて，②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，耐食性などの要素技術にかかわる事項が進歩すると期

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 

12 名 （１３－２ 中国側参加者リストを参照） 
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整理番号 R－9 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 

交流予定人数 

（※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 

<人／人日> 

 3/17  
3/17 

中国 

<人／人日> 

6/42   
6/42 

 

<人／人日> 

   
 

合計 

<人／人日> 
6/42 3/17  9/59 

② 国内での交流   0/0    人／人日 

２２年度の研 

究交流活動計画 

平成 22 年度は最終年度の年であり，先進核融合炉に必要な超伝導要素

技術に関する研究課題及び共同研究の成果を集約するのが目的である。

本年度は，中国科学院等離子体物理研究所と核融合科学研究所の間で次

の課題について共同研究を進める 

（１）核融合装置用大型超電導マグネットの冷却時の熱収縮ひずみの均

一化・低減化 

（２）マグネットの冷却用ヘリウム冷凍機の長期連続運転と高信頼化 

（３）ITER 用高温超電導電流リードの R&D と実機に向けた課題の整理 

（４）核融合装置用密結合超電導マグネット電源の高精度・電流非干渉

制御 

（５）プラズマ加熱用大容量・高電圧電源のノイズ・高調波除去と微小

電圧検出用超電導マグネットクエンチ検出器の非干渉化 等 

本テーマは今年で 7 年目であるが，これまでの共同研究で得られた多

くの成果をまとめるために，西安にて「先進核融合炉のための超電導要
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素技術」をトピックスとしたセミナーを実施する予定である。 

期待される研究

交流活動成果 

パルス的な大電流・大電力を扱うトカマク型超伝導核融合実験装置

EAST と大電流を定常的に維持するヘリカル型超伝導核融合実験装置 LHD

では超伝導マグネットの巻線，超電導線材の構造も異なる。また，マグ

ネット励磁用電源においても，全波整流電源（トカマク型）と相間リア

クトル付二重星型整流電源(ヘリカル型)とで，電源の構も異なる。一方，

超電導マグネットの保護技術，密結合のマグネット群の非干渉電流制御，

等は共通の要素技術である。幸い，LHD も EAST 共に，今日まで安定且つ

高い信頼性のもとで稼動し，今日まで多くの核融合装置用超電導要素技

術を構築してきた。パルス超電導核融合装置（トカマク装置）と定常超

電導核融合装置（ヘリカル装置）の要素技術課題を比較・整理し，技術

統合することによってITERあるいは次期先進核融合炉で必要な超電導シ

ステム技術をインテグレートすることが可能である。 

日本側参加者数  

21 名 （１３－１ 日本側参加者リストを参照） 

中国側参加者数 

24 名 （１３－２ 中国側参加者リストを参照） 
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整理番号 R－10 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）大矢 恭久・静岡大学理学部 准教授 

（英文）OYA Yasuhisa, Shizuoka University, Associate Professor 

相手国側代表者 

氏名・所属・職 

FENG Kaiming・西南物理研究院 教授 

交流予定人数 

（※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 

<人／人日> 

 2/14  
2/14 

中国 

<人／人日> 

3/29   
3/29 

 

<人／人日> 

   
 

合計 

<人／人日> 
3/29 2/14  5/43 

② 国内での交流   0/0    人／人日 

２２年度の研 

究交流活動計画 

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

体挙動の素過程について実験および量子化学計算の両方から明らかにす

る。本研究によりブランケット設計において重要なトリチウム滞留・放

出に関する知見を集積する。 

 特に，平成 22 年度は中国において制作した Li4SiO4，Li3TaO4および日

本で検討している Li2TiO3に注目し，実際に中性子照射を行い，生成した

トリチウムの放出挙動と欠陥消滅挙動をトリチウム TDS 装置および ESR

分析によって明らかにし，これまで重水素イオン照射で行ってきたデー

タと比較検討することにより，核反応生成トリチウムの挙動について明

らかにする。 

また，トリチウム捕捉に及ぼす Li の役割を明らかにするために，Li

濃度を変えた Li2。2TiO3 や Li2。4TiO3 を用いた実験を行う。また，シ

ミュレーションでは固体増殖材料における中心金属の役割や欠陥密度と

トリチウム放出の相関について検討を行う。 
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期待される研究

交流活動成果 

本研究交流活動により，実際に核反応により生成したトリチウムの放

出挙動に関する知見を集積することができ，これまでの基礎研究との比

較検討から，素過程について考察を深めることができる。 

また，トリチウム放出に及ぼす三元系リチウム酸化物の中心金属の役

割についても治験を集積することができ，材料の高度化とブランケット

性能の向上をめざすことができるとともに，これらの知見を反映した日

中共通の課題としてまとめる。 

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 

13 名 （１３－２ 中国側参加者リストを参照） 
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整理番号 R－11 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 

交流予定人数 

（※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 

<人／人日> 

 3/15  
3/15 

中国 

<人／人日> 

3/50   
3/50 

 

<人／人日> 

   
 

合計 

<人／人日> 
3/50 3/15  6/65 

② 国内での交流   0/0    人／人日 

２２年度の研 

究交流活動計画 

10 年計画の最終年度として，これまでの炉システムの設計と技術課題

の検討を集約するのが今年度の目的である。炉システム設計については，

固体ブランケットと液体ブランケットを想定した３次元中性子輸送計算

のこれまでの協力研究をまとめて，放射化特性，トリチウム生成率，放

射線遮蔽の観点から評価をおこなうとともに，構造設計，先進材料組成

への指針をまとめる。熱流動関係では，第一壁，ブランケットだけでな

く，日中で行なわれている熱流動・腐食試験ループの熱流動設計の比較

検討結果をまとめ，試験条件の比較による各腐食データの位置づけを行

なう。 

材料技術関係では，日中の被覆接合技術の比較検討と，炉製作技術と

しての比較評価を進め，製作設計を具体化する。また，日中の腐食試験

法と結果の比較に基づき，耐食性評価手法の高度化を進める。 

期待される研究

交流活動成果 

研究活動成果の総合的なまとめをこれまでの関連研究者によって進

め，炉システム設計手法，評価手段，先進材料製作技術を中心とした要

素技術と技術統合の観点から全体の成果をまとめる。これに基づき今後
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の炉システム高度化に関する全体指針を明らかにした総括を行なう。ま

たこれらの発展として，今後の共同研究のあり方，重点テーマについて

検討を進め具体的な計画の策定をすすめる。 

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 

16 名 （１３－２ 中国側参加者リストを参照） 
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整理番号 R－12 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 准教授 

LI Ding・中国科学院基礎科学局 所長／教授 

交流予定人数 

（※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 

<人／人日> 

 2/14  
2/14 

中国 

<人／人日> 

2/20   
2/20 

 

<人／人日> 

   
 

合計 

<人／人日> 
2/20 2/14  4/34 

② 国内での交流   0/0   人／人日 

２２年度の研 

究交流活動計画 

乱流と MHD モードとの相互作用研究などを中心に，平成 21 年度におい

て行った研究成果を基に，以下の研究課題を検討・実施する予定である。

（１）閉じ込めプラズマ中の様々なスケールの揺らぎのダイナミックス

を記述する流体モデルや運動論モデルを発展させ，これまでの乱流

輸送の研究に加えて，高エネルギー粒子や不純物がトカマクやヘリ

カル装置の閉じ込めに与える影響について研究を行う。中国西南物

理研究院のトカマク装置 LH-2A における揺動計測などの統計解析を

行い，乱流から二次的に生成される帯状流や GAM のダイナミックス，

それら二次的な揺動が乱流輸送に及ぼす影響，さらに乱流と二次的

揺動の特性やエネルギー配分比などの制御手法について研究を共同

で行う。またそれらの研究に必要な理論・シミュレーションモデル

の構築を行う。 

（２）マクロな MHD モードとミクロな乱流との相互作用を中心に，時空

間スケールの異なった揺らぎ間の相互作用やそれに伴う特異な輸送

ダイナミックスについての研究を進展させる。特に，ティアリング
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モードやダブルティアリングモードに伴う磁気島や大域的な MHD モ

ードが存在するときの乱流輸送や，ミクロな乱流揺動が大域的な MHD

モードのダイナミックスに与える影響などについて研究を進展さ

せ，平成 21 年度に続いて，多階層プラズマ概念の創出に向けた理論・

シミュレーションの取り組みを継続して行う。 

期待される研究

交流活動成果 

本交流活動を実施することにより，高性能核融合プラズマの乱流輸送

の制御や安定維持に不可欠な微視的乱流や大域的な MHD 現象の非線形ダ

イナミックスに関する研究の進展が期待される。特に，近年，乱流輸送

分野において成果を挙げている中国西南物理研究院のHL2Aなどの実験デ

ータについて共同で解析することにより，理論・シミュレーションおよ

び実験の双方で長期的な協力関係を築くことができる。 

中国の核融合研究の二大研究所である中国科学院等離子体物理研究所

および中国西南物理研究院，さらに，北京大学や浙江大学，大連工科大

学などの主要大学との共同研究を通して，中国における核融合理論・シ

ミュレーション分野の発展に日本のこれまで培った当該分野の知見が重

要な役割を果たすことができる。 

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 中国側参加者リストを参照） 
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整理番号 R－13 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 准教授 

LI Ding・中国科学院基礎科学局 所長／教授 

交流予定人数 

（※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 

<人／人日> 

 2/14  
2/14 

中国 

<人／人日> 

2/28   
2/28 

 

<人／人日> 

   
 

合計 

<人／人日> 
2/28 2/14  4/42 

② 国内での交流   0/0    人／人日 

２２年度の研 

究交流活動計画 

平成 22 年度は，平成 21 年度に行った乱流輸送の理論・シミュレーシ

ョン研究や MHD 研究を中心に，以下の研究課題について共同研究を実施

する。 

（１）負磁気シアプラズマなどの高性能トカマクプラズマの性能を制限

するダブルティアリングモード（DTM）などの大域的な MHD モードの

線形ダイナミックスや非線形ダイナミックス，それらがミクロな乱

流輸送に与える影響などについての理論・シミュレーション研究を

日中が共同して行う。特に，宇宙・天体プラズマで培われた磁気リ

コネクション現象や異常抵抗などに関する知見を取り入れることに

より，DTM 発生時の突発的なダイナミックスやその背後の物理機構を

解明を図り，高性能の核融合プラズマの実現と制御の研究に資する。

（２）高い圧力を有する高性能のトカマクプラズマでは自発電流によっ

て維持されるが，この自発電流の生成効率は磁場リップルや誤差磁場

の影響を受けるとともに，新古典ティアリングモードや抵抗性壁モー

ドなどの MHD モードによってその性能が制限される可能性が指摘され
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ている。これまで，日中双方で行ってきた MHD 研究を発展させ，磁場

リップルや誤差磁場が自発電流の生成率や上記のような各種 MHD モー

ドに与える影響に関して研究を進展させる。また，燃焼プラズマにお

いて問題となる高エネルギー粒子が MHD モードや乱流輸送に与える影

響などについても，当該分野で研究実績を持つ日本のヘリカル装置や

中国のトカマク HL2A・HT7 などの研究者と協力しながら，研究を進展

させる。 

期待される研究

交流活動成果 

本交流活動を実施することにより，大規模数値シミュレーションに基

づく核融合プラズマの乱流輸送研究や MHD 研究の進展が期待される。特

に，磁気リコネクション研究においては北京大学・大連工科大学を中心

に高い研究レベルにあることから，ディスラプションなどの原因となる

大域的な MHD 現象発生の物理メカニズムや制御手法の研究について進展

が期待される。 

中国の核融合研究の二大研究所である中国科学院等離子体物理研究所

および中国西南物理研究院，さらに，北京大学や浙江大学，大連工科大

学などの主要大学との共同研究を通して，中国における核融合理論・シ

ミュレーション分野の発展に日本のこれまで培った当該分野の知見が重

要な役割を果たすことができる。 

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 中国側参加者リストを参照） 
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整理番号 R－14 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 

交流予定人数 

（※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 

<人／人日> 

 1/7  
1/7 

中国 

<人／人日> 

2/20   
2/20 

 

<人／人日> 

   
 

合計 

<人／人日> 
2/20 1/7  3/27 

② 国内での交流    0/0   人／人日 

２２年度の研 

究交流活動計画 

これまでの成果を集大成して，核融合プラズマを始めとする複雑系プ

ラズマで見られるマクロおよびミクロ自己組織化現象を詳細に比較分析

するために，研究者の相互訪問時に日中双方でセミナーを実施する。 
さらに，これまでの共同研究の継続として，（１）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，構造形成過程

等に関するシミュレーション研究，（２）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。 

期待される研究

交流活動成果 

上記の系統的な比較研究を通じて，（Ａ）複雑系プラズマで見られるマ

クロおよびミクロ自己組織化現象における現象の類似性・共通性，さら

には，現象を支配する詳細な物理要素に関する知見の抽出が期待できる。

また，（Ｂ）これらの研究を支える基礎解析ツールである様々な多時

空間スケールシミュレーション手法に関する有益な情報交換が期待でき

る。 

日本側参加者数  
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15 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 中国側参加者リストを参照） 
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整理番号 R－15 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 

交流予定人数 

（※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 

<人／人日> 

 2/20  
2/20 

中国 

<人／人日> 

2/20   
2/20 

 

<人／人日> 

   
 

合計 

<人／人日> 
2/20 2/20  4/40 

② 国内での交流   0/0    人／人日 

２２年度の研 

究交流活動計画 

平成 21 年度までに，簡易 Core-SOL-Divertor モデルを用いた共同研究

で，中国科学院等離子体物理研究所（合肥）の超伝導トカマク HT-7 や EAST

装置のプラズマ稼働可能領域を明らかにし，中国西南物理研究院（成都）

とはダイバータ配位トカマク実験装置 HL-2A のプラズマパラメータに対

して，その稼働領域研究に着手した。また，HL-2A では周辺領域での微粒

子挙動を明らかにしてきた，さらに，両トカマク装置でのプラズマの接

する壁（ダイバータ板，リミター，第一壁等）からの不純物生成，輸送，

再堆積を調べる共同研究に着手した。平成 22 年度はこれまでの成果を踏

まえて以下の共同研究を推進する。 

＜中国科学院等離子体物理研究所との共同研究＞ 

（１）EAST 装置でのリミター配位においてリミターに設置されたマーカ

ータイルからの不純物生成と輸送，再堆積の共同研究を遂行する。

そのために，リミター近傍のプラズマのモデリングを行う。このモ

デルを用いてリミターからの不純物生成をモンテカルロコードを用

いて調べ，実験結果と比較検討を行い，モデルの妥当性等を調べる。

（２）EAST 装置での新たな実験結果を整理して，簡易 Core-SOL-Divertor 
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モデルに取り入れて，プラズマ稼働可能領域の提言を行う。 

＜中国西南物理研究院との共同研究＞ 

（１）HL-2A プラズマで得られたＨモードスケーリングなどを簡易

Core-SOL-Divertor モデルに取り込んでプラズマ稼働領域を求め

る。 

（２）HL-2A の干渉計用反射ミラー近傍での放電洗浄時の不純物生成と輸

送，再堆積を調べるために，その近傍のプラズマのモデリングを行

う。それを用いて，ERO コードによる不純物生成の共同研究を行う。

（３）当研究院で計画されている HL-2A プラズマへの微粒子入射実験の

ために周辺プラズマ輸送コード B2-EIRENE からのプラズマ分布を

用いて SOL/ダイバータプラズマ中での微粒子の挙動を調べ，入射位

置，速度，測定方法などの提言を行う。 

 以上の共同研究の遂行とこれまでの共同研究の総合報告のために平成

22 年度は中国科学院等離子体物理研究所及び中国西南物理研究院から研

究者各一人を核融合科学研究所に招へいして研究成果の検討を行う。 

これをもとにして，平成 22 年度の後半に日本側研究者二人を中国科学

院等離子体物理研究所および中国西南物理研究院へ派遣して，モデルの

再評価を行う。 

期待される研究

交流活動成果 

中国科学院等離子体物理研究所との共同研究では，新たに得られる実

験データに基づく簡易 Core-SOL-Divertor モデルによる解析で次期に計

画されている中性ビーム入射実験のためのプラズマ稼働領域が提案でき

る。さらに，不純物挙動のための１次元流体モデルによってより正確な

不純物の振る舞いを明らかにすることができ，ITER プラズマでの壁材料

への指針を与えることができる。 

 中国西南物理研究院との共同研究では，干渉計用反射ミラーへの不純

物再堆積の原因を究明することができ，それを防ぐためのバッフル板設

計に役立つ。さらに，微粒子入射実験結果と我々の挙動モデルを比較検

討することによって，これまで不明確であった微粒子の荷電，挙動の機

構が明らかとなり，核燃焼プラズマでの微粒子の挙動解析，除去の方法

を研究するための基礎データを与えることができる。 

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 

10 名 （１３－２ 中国側参加者リストを参照） 
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１０－２ セミナー 
―実施する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-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

マの生成と制御に関する日中セミナー 

（英文）JSPS-CAS 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 22 年 11 月 2 日 ～ 平成 22 年 11 月 5 日（4日間） 

開催地（国名，都市名，

会場名） 

（和文）中国・桂林 

（英文）Guilin，China 

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 
(※日本以外での開催の場合) 

GAO Xiang・中国科学院等離子体物理研究所 教授 

 
参加者数 

   派遣先 

派遣元 

セミナー開催国 

（  中国  ） 

日本 

<人／人日> 

A． 18/72 

B． 6/24 

C． 0/0 

中国 

<人／人日> 

A． 0/0 

B． 0/0 

C． 33/132 

合計 

<人／人日> 

A． 18/72 

B． 6/24 

C． 33/132 

 

A．セミナー経費から負担 

B．共同研究・研究者交流から負担 

C．本事業経費から負担しない 
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セミナー開催の目的 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。ここ数年の間に LHD では各種改善

モードが，また HL-2A では H モードが達成された。昨年度からは

QUEST が稼動し始めた。 

本セミナーではそれら高性能プラズマの特性と輸送に関する最

近の研究成果について議論する。併せて今後の更なる閉じ込め改

善研究の展開の為，先進的加熱法や先進的計測法の開発について

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。 

期待される成果 従来より実験を継続している日本側の LHD やヘリオトロン J 及

び中国側の HT-7，EAST（合肥）及び中型トカマク HL-2A（成都）

に加えて，QUEST（九州大学）及び J-TEXT（華中科技大学）がごく

最近稼動し始めた。 

中国側では昨年 HL-2A トカマクで H モードが達成され，J-TEXT

トカマクは H モード研究のために建設された。一方，日本側の

JT-60U では既に様々な閉じ込め改善モードが見出されおり，最近

では LHD に於いてもプラズマ内部及び周辺部での閉じ込め改善が

議論され始めている。 

また，QUEST は球状トカマクであり，同様の研究は北京・精華大

学でも行われている。EAST では一昨年閉じ込め改善を目的とし第

一壁を炭素材に交換した。各装置はそれぞれ異なった特徴を有し

ているが，研究目的が「閉じ込め改善を有する高性能プラズマの

定常維持」にあることは同じである。これを踏まえてセミナーで

は高性能プラズマの実現やその維持にどのような制御法が必要と

されているのかを議論する。更にそれを実現するためには先進的

な加熱法の開発が不可欠である。プラズマ挙動を理解するために

は多くの物理実験に加え計測法の開発や充実も必要である。 

以上の事柄をここ数年間の実験の進展に併せて議論することに

より「高性能プラズマの定常維持」に向けた日中双方に共通する

課題を整理することが出来る。この結果当該分野における今後の

日中協力のより具体的な方向性をプラズマ制御・加熱・計測の各

分野において明瞭に確認することが可能となる。 

最終年度となる日中協力事業の共同研究のまとめや今後の展開

のための具体策について討論するための良い機会ともなる。当該
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分野での日中双方の緊密な連携は今後の世界の核融合研究をアジ

アで協力してリードしていくための重要なステップとなる。 

セミナーの運営組織 日本側・森田繁及び中国側・GAO Xiang を共同委員長とする日中各

5名から構成されるセミナー運営委員会を組織する。 

開催経費

分担内容

と概算額 

日本側 内容      旅費        金額 1,876,000 円

中国側 内容     会場費     金額  250,000 円 

資料代・印刷費   金額   50,000 円 

滞在費等経費    金額  650,000 円 
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整理番号 S－2 

セミナー名 （和文）JSPS-CAS 拠点大学交流事業 

第３回日中レーザーターゲット材料研究会 

（英文）JSPS-CAS Core-Universtiy Program Seminar 

－The 3rd Japan-China Bilateral Workshop on IFE Target 

Materials－ 

開催時期 平成 22 年 7 月 25 日 ～ 平成 22 年 7 月 27 日（3日間） 

開催地（国名，都市名，

会場名） 

（和文）中国，海拉爾区（内モンゴル），宜必思海拉爾ホテル 

（英文）China, Hailar, Ibis Hailar Hotel 

日本側開催責任者 

氏名・所属・職 

（和文）長井圭治・東京工業大学 准教授 

（英文）NAGAI Keiji, 

 Tokyo Institute of Technology, Associate Professor 

相手国側開催責任者 

氏名・所属・職 

(※日本以外での開催の場

合) 

唐永建・レーザー核融合研究所 教授 

 

 
参加者数 

   派遣先 

派遣元 

セミナー開催国 

（  中国  ） 

日本 

<人／人日> 

A． 7/21 

B． 0/0 

C． 2/6 

中国 

<人／人日> 

A． 0/0 

B． 0/0 

C． 12/36 

合計 

<人／人日> 

A． 7/21 

B． 0/0 

C． 14/42 

 

A．セミナー経費から負担 

B．共同研究・研究者交流から負担 

C．本事業経費から負担しない 
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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。平成 19 年度に中国において，平成 20 年度に日本におい

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技術的課題を共通

認識すると共にその解決方法に関する情報交換，議論を行った。 

 一方で，中国のレーザー核融合研究所(LFRC)では SG-II モジュ

ールが平成 19 年度から本格的に運用され，レーザープラズマ実験

データが得られている。平成 20 年には唐教授らから，ターゲット

材料開発と合わせて，レーザープラズマ実験データに関する進捗

状況も報告された。 

 こうした状況における日中セミナーの開催によって，ターゲッ

ト材料と中国側のレーザー装置による成果に関する最新の情報を

交換することができると考えられる。 

期待される成果 すでに，日中協力事業により，大阪大学—東南大学の共同研究が

進められ，おもに「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。日中の共同研究

を更に進めるとともに，新しい共同研究が始まることが期待され

る。 

 最近では，マイクロ流体の制御技術などにおいて，中国側で独

自の展開が見られており，本ワークショップ開催によってそれら

の情報を入手することが可能となる。 

ターゲット製造研究を国際的に発表する機会は元々少ないが，中

国側にとっては特に少なく，前回 Plasma and Fusion Research 誌

から発刊したプロシーディングスのような形の論文発表を促し，

その結果日本側もその情報を取り出せるという意義は大きい。 

 また，中国のレーザー核融合研究所ではターゲットグループの

拡大と大型レーザー実験が急ピッチで進んでおり，それらの情報

も，世界に先駆けて入手することが可能となる。 

セミナーの運営組織 Chair:  

Y. Tang (Research Center of Laser Fusion, CAEP, China) 

Deputy Chair:  

K. Nagai (Tokyo Institute of Technology, Japan) 

Z. Gu (South East University, China) 
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Organizing Committee Members: 

Chinese side: L. Zhang (CAEP), B. Li (CAEP), K. Du (CAEP), W.

Wu (CAEP), C. Wang (CAEP); 

Japanese side: T． Endo (Hiroshima Univ.), T． Homma (Osaka

Univ. ), A. Iwamoto (National Inst. Fusion Sci.), T. Iyoda 

(Tokyo Inst. Technol.), M. Nakai (Osaka Univ.), N. Nemoto 

(Nihon Univ.), T. Norimatsu (Osaka Univ.), R. Tsuji (Ibaraki 

Univ. ), H. Yoshida (Gifu Univ. )  

開催経費

分担内容

と概算額 

日本側 内容       旅費      金額 700,000 円 

中国側 内容    旅費・会場借上費 金額  700,000 円 

       資料・印刷代  金額  50,000 円 
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整理番号 S－3 

セミナー名 （和文）JSPS-CAS 拠点大学交流事業－超高強度レーザーによる高エ

ネルギー密度プラズマの物理－ 

（英文）JSPS-CAS Core-University Program Seminar 

 －Laser Plasma and High Energy Density Physics－ 

開催時期 平成 22 年 10 月 14 日 ～ 平成 22 年 10 月 16 日（3日間） 

開催地（国名，都市名，

会場名） 

（和文）中国，上海，上海交通大学 

（英文）China, Shanghai, Shanghai Jiao Tong University 

日本側開催責任者 

氏名・所属・職 

（和文）坂上仁志・核融合科学研究所 教授 

（英文）SAKAGAMI Hitoshi, 

National Institute for Fusion Science, Professor 

相手国側開催責任者 
氏名・所属・職 
(※日本以外での開催の場合) 

Zhu ShaoPing・APCM Professor (Theory) 

Li Ruxin・SIOM Professor (Exp) 

 

 
参加者数 

   派遣先 

派遣元 

セミナー開催国 

（  中国  ） 

日本 

<人／人日> 

A． 15/45 

B． 0/0 

C． 0/0 

中国 

<人／人日> 

A． 0/0 

B． 0/0 

C． 15/45 

合計 

<人／人日> 

A． 15/45 

B． 0/0 

C． 15/45 

 

A．セミナー経費から負担 

B．共同研究・研究者交流から負担 

C．本事業経費から負担しない 
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セミナー開催の目的 超高強度レーザーを用いる高エネルギー密度プラズマ物理は，

レーザー核融合をはじめ，実験室宇宙物理，粒子加速，放射光発

生など様々な魅力的な物理が含まれている。近年では，中国でも

様々なレーザーの建設が進み，それを用いた実験が盛んに行われ

るようになっている。その一方で，研究対象が非常に幅広く多岐

の分野に亘ることから，これらの研究者が共通の議論を展開でき

る場としての日中セミナーを開催する。これまでに得られた知見

の共有化を図れる場にするとともに，今後の新しい国際共同研究

に繋がる交流の機会を設ける。さらに，若い研究者，学生に国際

的な発表，交流の機会を与える。 

なお，このセミナーは，中国側参加者の事情を考慮して，中国

国内の研究者を対象とした高エネルギー密度物理シンポジウムと

合同で開催する。 

期待される成果 レーザープラズマ研究の中でも，超高強度レーザーを用いる研

究は，レーザー技術は勿論，計測，理論・シミュレーションにつ

いても高度な知識と技術が必要である。また，比較的大きな予算

規模が必要なため，共同研究が重要になる。このセミナーでは，

できるだけ多くの関連する分野の研究者の参加が期待されてお

り，お互いの長所を示し合うことによって，国際協力，共同実験

等の連携が促進される。 

学生，若手研究者の参加を積極的に呼びかけ，今後，中国から

日本の大学院への留学，研究員として来日するきっかけを与える。

また，日本側の学生，および若手研究者にとっても，本セミナー，

あるいは関連する国際協力・共同研究を通じて多くの刺激を受け

ることができる。特に中国の当分野の進展は目覚ましく，今後の

日中協力の重要性が増すことが予想されている。本セミナーは，

そのための連携体制を構築するきっかけとなることが期待されて

いる。 

これまで多くの Phys. Rev. Lett.等の共同研究成果が挙がったこ

の事業を総括し，今後の共同研究の展開について具体的な提案を

お互いが確認し，さらに多くの共同研究，若手研究者養成に繋が

る方策を確立する。 

セミナーの運営組織 核融合科学研究所（坂上仁志）と大阪大学（田中和夫，高部英明，

長友英夫）が中心となって実行委員会を組織する。 

開催経費

分担内容

と概算額 

日本側 内容   旅費（現地渡航費）  金額 800,000 円

中国側 内容  会場費・資料代・旅費  金額 900,000 円
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整理番号 S－4 

セミナー名 （和文）JSPS-CAS 拠点大学交流事業 

－先進核融合炉のための超電導要素技術－ 

（英文）JSPS-CAS Core-University Program Seminar on  

Superconducting Key Technology for Advanced Fusion  

Device 

開催時期 平成 22 年 10 月 18 日 ～ 平成 22 年 10 月 21 日（4日間） 

開催地（国名，都市名，

会場名） 

（和文）中国，陜西省西安市のホテル 

（英文）China, Shaanxi Province, Hotel in Xi’an 

日本側開催責任者 

氏名・所属・職 

（和文）三戸利行・核融合科学研究所 教授 

（英文）MITO Toshiyuki, 

National Institute for Fusion Science, Professor 

相手国側開催責任者 
氏名・所属・職 
(※日本以外での開催の場合) 

Fu Peng（傅 鹏）・中国科学院等離子体物理研究所 教授，副所長 

 
参加者数 

   派遣先 

派遣元 

セミナー開催国 

（  中国  ） 

日本 

<人／人日> 

A． 12/48 

B． 4/16 

C． 0/0 

中国 

<人／人日> 

A． 0/0 

B． 0/0 

C． 28/112 

合計 

<人／人日> 

A． 12/48 

B． 4/16 

C． 28/112 

 

A．セミナー経費から負担 

B．共同研究・研究者交流から負担 

C．本事業経費から負担しない 
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セミナー開催の目的 先進核融合炉に必要な超電導要素技術に関する日中の共同研究

は（共同研究 20D），毎年活発に実施されており，これまでに多く

の成果が蓄積されてきた。これらの成果をふまえ本セミナーでは，

先進核融合炉に必要な超電導要素技術をとりあげ，それらに関連

する最近の研究成果について議論することを目的としている。 

融合炉用超電導要素技術（セミナーのトピックス）は，大電流

超電導導体，マグネット巻線技術，マグネットのクエンチ保護技

術，密結合マグネットの電流非干渉制御技術，大型超電導マグネ

ットの冷却技術，大型ヘリウム液化・冷凍機の高信頼化等である。

ITER 用高温超電導電流リード，ITER サテライト装置 JT-60SA の

設計等に関連する技術についても議論し，先進核融合炉に必要な

要素技術を共通の技術としてインテグレートすることも本セミナ

ーの目的の一つである。 

期待される成果 本提案の日中セミナーは，先進核融合炉に必要な超伝導要素技

術に関する研究課題及び共同研究の成果を，最終年度のまとめと

して集約するうえで，大きな意義がある。 

本セミナーでは，現在稼動中の超電導核融合実験装置，HT-7，

EAST，LHD の設計・建設・運転で構築された技術，現在設計・建設

中の超電導核融合実験装置，JT-60SA および ITER の設計・R&D 等

で構築される要素技術について議論し，技術統合することも大き

な意義の一つである。 

陜西省西安市には，有色金属研究院があり，ITER 用として中国

が製造する導体はこの研究機関で製造する。また，有色金属研究

院だけでなく西安交通大学ともこれまでに研究交流を行ってきて

おり，西安交通大学ではブライトンサイクルの冷凍機，同熱交換，

膨張タービン等の研究で，中国の最先端の研究を行っている。 

本セミナーを西安で開催することにより，中国の超電導核融合

装置に関わる研究者のみならず日本の超電導核融合装置に関わる

研究者の参加を促すことができる。本セミナーにおいて，これら

中国最先端の研究機関へのテクニカルツアーの企画は，本セミナ

ーへの参加者にとっても非常に魅力的であり，意義は大である。 

セミナーの運営組織 次のメンバーで組織委員会を構成し，セミナーの運営のための

組織とする。 

代表者 

（日本側）三戸利行，核融合科学研究所・教授 

（中国側）Fu Peng，中国科学院等離子体物理研究所教授(副所長)
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日本側委員 

① 今川信作，核融合科学研究所・教授 

  ② 高畑一也，核融合科学研究所・教授 

  ③ 柳 長門，核融合科学研究所・准教授 

  ④ 山田修一，核融合科学研究所・准教授 

  ⑤ 濱島高太郎，東北大学・教授 

  ⑥ （礒野，奥野，濱田）日本原子力研究開発機構 

中国側委員 

① Yuntao Song・教授・中国科学院等離子体物理研究所 

  ② Weiyue WU・教授・中国科学院等離子体物理研究所 

  ③ Yanfang BI・教授・中国科学院等離子体物理研究所 

  ④ Yu WU・教授・中国科学院等離子体物理研究所 

  ⑤ Jiefeng WU・教授・中国科学院等離子体物理研究所 

    ⑥ Daming GAO・教授・中国科学院等離子体物理研究所 

開催経費

分担内容

と概算額 

日本側 内容       旅費       金額  1,900,000 円

中国側 内容    移動費・滞在費  金額  1,700,000 円

会場費     金額   150,000 円

    資料代・印刷費・雑費 金額    50,000 円
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整理番号 S－5 

セミナー名 （和文）JSPS-CAS 拠点大学交流事業 

 核融合炉材料・システム設計統合に関する日中セミナー 

（英文）JSPS-CAS Core-University Program Seminar on Fusion 

Reactor Materials and System Design Integration 

開催時期 平成 22 年 10 月 20 日 ～ 平成 22 年 10 月 23 日（4日間） 

開催地（国名，都市名，

会場名） 

（和文）日本 宇治市 京都大学おうばくプラザ 

（英文）Oubaku plaza, Uji, Kyoto, Japan 

日本側開催責任者 

氏名・所属・職 

（和文）木村晃彦・京都大学エネルギー理工学研究所 教授 

（英文）KIMURA Akihiko, IAE Kyoto University, Professor 

相手国側開催責任者 
氏名・所属・職 
(※日本以外での開催の場合) 

Heyi Wang・CAEP 中国科学院工学物理研究所 教授 

 
参加者数 

   派遣先 

派遣元 

セミナー開催国 

（  日本  ） 

日本 

<人／人日> 

A． 0/0 

B． 0/0 

C． 14/56 

中国 

<人／人日> 

A． 9/36 

B． 5/20 

C． 0/0 

合計 

<人／人日> 

A． 9/36 

B． 5/20 

C． 14/56 

 

A．セミナー経費から負担 

B．共同研究・研究者交流から負担 

C．本事業経費から負担しない 
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セミナー開催の目的  核融合エネルギー等の先進エネルギーシステムの実現を左右す

る炉工技術として，先進材料プロセス技術がある。その技術開発

にあたり，システムに特有の材料要件を明確にし，開発方針を徹

底させる必要性が認識されている。本セミナーでは，2007 年の日

中セミナーの成果を受け，これまでの共同研究のまとめも含めて，

代表的な先進核エネルギーシステムとして核融合ブランケットシ

ステム等を取り上げ，各システムに特化される材料要件を抽出す

るため，その実現に向けた先進材料製造プロセス技術に関する最

近の研究成果について議論する。これにより，日中両国における

現状での当該技術の枢要な課題が整理され，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ことの意義は大きい。 

期待される成果 現在，ITER-TBM として各極から提案されている核融合ブランケッ

トシステムは５種類であり，TBM 実験の第 1段階でのブランケット

構造材料として鉄鋼材料が候補になっている。一方，第 2 段階で

は，それぞれのシステムに特有の材料が候補材として指定されて

おり，段階に応じた材料製造技術開発研究の必要性が認識されて

いる。 

 第 1 段階においては，まず，各システムにおける鉄鋼材料に対

する要件を抽出・整理し，次に各システムに共通する「基盤技術」

およびシステムに特化される「特殊技術」を明確に示すことによ

り，各システムにおける技術開発の方針を徹底させる事が肝要で

ある。第 2 段階では，第 1 段階において各システムの鉄鋼材料に

対する要件を他の候補材料に照合し，「基盤技術」と「特殊技術」

の達成度を確認し，開発方針を明確にする必要がある。 

 本セミナーの開催により，これまでの共同研究の成果をまとめ，

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

確になる。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。 

セミナーの運営組織 セミナー実行委員会 

 木村晃彦（京大），室賀健夫（NIFS），長谷川晃（東北大）， 

 大貫惣明（北大） 

 Heyi Wang (CAEP) ，Yican Wu (ASIPP)， Kaiming Feng (SWIP)，

  Farong Wan (USTB) 

開催経費

分担内容

と概算額 

日本側 内容        旅費    金額  800,000 円 

中国側 内容     中国内交通費等  金額  350,000 円 
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整理番号 S－6 

セミナー名 （和文）JSPS-CAS 拠点大学交流事業 

核融合プラズマの理論シミュレーションとモデリング 

（英文）JSPS-CAS Core-University Program Seminar on Modeling 

of Theory and Simulation of Fusion Plasmas 

開催時期 平成 22 年 8 月 2日 ～ 平成 22 年 8 月 5日（4日間） 

開催地（国名，都市名，

会場名） 
（和文）中国・北京 

（英文）Beijing, P.R. China 

日本側開催責任者 
氏名・所属・職 

（和文）岸本泰明・京都大学 教授 

（英文）KISHIMOTO Yasuaki, Kyoto University, Professor 

相手国側開催責任者 
氏名・所属・職 
(※日本以外での開催の場合) 

LI Ding・中国科学技術大学 (USTC) 教授 

 
参加者数 

   派遣先 

派遣元 

セミナー開催国 

（  中国  ） 

日本 

<人／人日> 

A． 3/12 

B． 4/16 

C． 0/0 

中国 

<人／人日> 

A． 0/0 

B． 0/0 

C． 10/40 

合計 

<人／人日> 

A． 3/12 

B． 4/16 

C． 10/40 

 

A．セミナー経費から負担 

B．共同研究・研究者交流から負担 

C．本事業経費から負担しない 
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セミナー開催の目的 これまで拠点大学方式日中交流事業の下に核融合プラズマ閉じ

込め改善に向けて理論シミュレーション共同研究を遂行してき

た。そこでは，コアプラズマの乱流など各種輸送現象の解明やプ

ラズマの接する壁近傍の不純物挙動などを明らかにしてきた。 
本セミナーでは，これらの理論シミュレーション結果を整理す

ると共に今後の日中共同研究の可能性を探る。また，実験研究者

にも参加していただき理論・シミュレーションモデルと測定結果

の比較検討を行って，より正確なモデリングを行うことを目的と

している。 
期待される成果 従来，拠点大学方式交流事業では，理論・シミュレーション関

係で多くの成果が得られてきたが，それぞれに関連する研究が統

一的に整理されてはこなかった。10年目を迎える平成22年度はこ

れまでの成果を整理する絶好の機会と考えられる。これらの整理

を経て，将来の理論・シミュレーション研究の日中共同研究の展

望が明らかにされると思われる。 

（１）コアプラズマ 

  従来，コアプラズマを中心に，輸送・閉じ込めに重要な役割

を果たす微視的乱流や乱流帯状流，GAM のダイナミックスなどに

ついて日中双方で理論・シミュレーション研究を進めてきた。

最近になり，日本や中国のトカマク装置において詳細な乱流

計測がなされるようになり，異常輸送現象の詳細が明らかにな

ってきたことから，日中が協力して理論・シミュレーションと

実験結果を比較・検討することにより，コアプラズマの理解を

一層深めるとともに，新たな共同研究の方向性について議論す

る。 

2) 周辺プラズマ 

 これまで中国の研究所では核融合プラズマに対して，粒子モデ

ルによるシミュレーション研究がなされていない。また，プラズ

マの接する壁との相互作用に関するシミュレーション研究も数が

少ない。中国の核融合プラズマ実験装置に対して日本側のモデリ

ングによるシミュレーション結果と中国側の実験結果を比較検討

してモデリングの再構築が行われ，より正確なシミュレーション

モデルができあがると考えられる。 
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セミナーの運営組織 カテゴリー30「理論・シミュレーションによる炉心プラズマ挙動

の 研 究  (Theory and Simulation---Core-plasma Behavior 

Research)」のキーパーソンである岸本泰明（京都大学）と冨田幸

博(核融合科学研究所)が中心となり，また中国側は李定（中国科

学技術大学，USTC）と高 喆 （清華大学）が中心となって双方の

研究成果をまとめて，事前に参加者との研究打ち合わせを行う。 

開催経費

分担内容

と概算額 

日本側 内容        旅費    金額 600,000 円

中国側 内容      旅費      金額 450,000 円

会場費・資料印刷費等  金額 100,000 円
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整理番号 S－7 

セミナー名 （和文）JSPS-CAS 拠点大学交流事業 プラズマ・核融合分野拠点大

学方式日中交流事業 10 年の総括セミナー 

（英文）JSPS-CAS Core-University Program Seminar on Summary of 

10 years’ Collaborations in Plasma and Nuclear Fusion 

Research Area 

開催時期 平成 23 年 3 月 8日 ～ 平成 23 年 3 月 11 日（4日間） 

開催地（国名，都市名，

会場名） 
（和文）日本・那覇市 

（英文）Japan・Naha 

日本側開催責任者 
氏名・所属・職 

（和文）東井和夫・核融合科学研究所 教授 

（英文）TOI Kazuo, 

National Institute for Fusion Science, Professor 

相手国側開催責任者 
氏名・所属・職 
(※日本以外での開催の場合) 

WANG Kongjia・中国科学院等離子体物理研究所 教授 

 
参加者数 

   派遣先 

派遣元 

セミナー開催国 

（  日本  ） 

日本 

<人／人日> 

A． 16/80 

B． 0/0 

C． 5/25 

中国 

<人／人日> 

A． 10/50 

B． 6/30 

C． 5/25 

合計 

<人／人日> 

A． 26/130 

B． 6/30 

C． 10/50 

 

A．セミナー経費から負担 

B．共同研究・研究者交流から負担 

C．本事業経費から負担しない 
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セミナー開催の目的 JSPS と CAS との支援を受けて，核融合科学研究所と中国科学院

等離子体物理研究所をそれぞれ日本側と中国側の拠点大学として

プラズマ・核融合分野の交流事業を 2001 年度より 10 年計画とし

て進めてきた。この間，両国の研究者による磁気閉じ込めプラズ

マ，レーザープラズマ，理論シミュレーション及び核融合炉工学

さらにはプラズマの工学応用も含めたプラズマ・核融合分野の多

岐にわたる共同研究が推進され多くの研究成果はもちろん，両国

の研究者間の友好的で強固な研究ネットワークが形成されて，さ

らに拡大強化されている。この間，重要な課題に関するセミナー

をタイムリーに開催し，各段階での成果のまとめと，その後の展

開の議論を進めてきている。 

最終年度にあたる今年度末に，本交流事業全体の総括するセミ

ナーを実施し，成果のまとめをはかる。そして，本交流事業以降

の日中，さらにはアジア諸国も取り込んだ交流へのさらなる展開

と発展を図るための道筋の策定を図る。 

本セミナーは，①10 年の成果のまとめ，②最近の研究動向，及

び③本交流事業以後に向けた展開についての討論会，から構成さ

れる。 

期待される成果 本交流事業は，プラズマ・核融合分野のほとんどすべてを含み，

極めて広いテーマを含んでいるため，参加予定者も全体の把握が

困難な場合も予想される。そこでセミナーでは，専門家以外にも

わかるような基礎的内容を充分に取り込むように講演者にあらか

じめ依頼するとともに時間配分も考慮してセミナーを組み立てる

予定である。講演者としては，各課題のキーパーソン，ならびに

関連したトピックスの専門家数名も取り込むことにより，この交

流事業の成果がわかりやすくまとめられるとともに，最新のトピ

ックスを取り込むことで，今後の交流の展開に関する討論の重要

な情報提供が期待できる。 

セミナーの運営組織 日本側・東井和夫及び中国側・WNAG Kongjia を共同委員長とする

日中各 5名で構成されるセミナー運営委員会を組織する。 

開催経費

分担内容

と概算額 

日本側 内容  会場費・旅費・資料費等 金額 2,100,000 円

中国側 内容    中国内交通費等    金額   500,000 円
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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                  

派遣先 

派遣元 

日本 

<人／人日>

中国 

<人／人日> 

 

<人／人日> 

計 

<人／人日> 

日本 

<人／人日> 

 3/15  3/15 

中国 

<人／人日> 

6/36   6/36 

 

<人／人日> 

    

合計 

<人／人日> 

6/36 3/15  9/51 

②  国内での交流   0/0    人／人日 

 

所属・職名 

派遣者名 

派遣・受入先

（国・都市・

機関） 

派遣時期 用務・目的等 

核 融 合 科 学 研 究

所・所長・小森彰夫

中国・合肥・

等離子体物

理研究所 

6 月 日中拠点大学交流事業平成 22 年度第 1

回コーディネーターズミーティングに

出席するため。 

核 融 合 科 学 研 究

所・教授・東井和夫

中国・合肥・

等離子体物

理研究所 

6 月 日中拠点大学交流事業平成 22 年度第 1

回コーディネーターズミーティングに

出席するため。 

核 融 合 科 学 研 究

所・准教授・山田修

一 

中国・合肥・

等離子体物

理研究所 

6 月 日中拠点大学交流事業平成 22 年度第 1

回コーディネーターズミーティングに

出席するため。 

Institute of 

Plasma 

Physics,CAS・

Director・ 

LI Jiangang 

日本・那覇・

核融合科学

研究所 

3 月 日中拠点大学交流事業平成 22 年度第 2

回コーディネーターズミーティング, 

S-7 に出席するため。 

Institute of 

Plasma 

Physics,CAS・ 

Professor・ 

WANG Kongjia 

日本・那覇・

核融合科学

研究所 

3 月 日中拠点大学交流事業平成 22 年度第 2

回コーディネーターズミーティン

グ,S-7 に出席するため。 
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Institute of 

Plasma 

Physics,CAS・ 

Professor・ 

HU Liqun 

日本・那覇・

核融合科学

研究所 

3 月 日中拠点大学交流事業平成 22 年度第 2

回コーディネーターズミーティン

グ,S-7 に出席するため。 

Institute of 

Plasma 

Physics,CAS・ 

Associate 

Professor・ 

DONG Shaohua 

日本・那覇・

核融合科学

研究所 

3 月 日中拠点大学交流事業平成 22 年度第 2

回コーディネーターズミーティン

グ,S-7 に出席するため。 

Bureau of 

International 

Cooperation, 

CAS ・Professor・

CHEN Weiping 

日本・那覇・

核融合科学

研究所 

3 月 日中拠点大学交流事業平成 22 年度第 2

回コーディネーターズミーティン

グ,S-7 に出席するため。 

Bureau of Basic 

Research, CAS・

Associate 

Professor・KONG 

Minghui 

日本・那覇・

核融合科学

研究所 

3 月 日中拠点大学交流事業平成 22 年度第 2

回コーディネーターズミーティン

グ,S-7 に出席するため。 
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１１．平成２２年度経費使用見込み額 

（単位 円） 

 経費内訳 金額 備考 

研究交流経費 
国内旅費 12,748,900 国内旅費，外国旅費の合計は，

研究交流経費の 50％以上であ
ること。 外国旅費 15,727,480

謝金 0  

備品・消耗品購
入費 

53,620  

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
研究交流経費配分額以内であ
ること 

委託手数料 2,853,000
研究交流経費の 10％を上限と
し，必要な額であること。 
また，消費税額は内額とする。

合  計 31,383,000  

 

 

１２．四半期毎の経費使用見込み額及び交流計画 

 

 経費使用見込み額（円） 交流計画人数<人／人日> 

第１四半期 3,151,320 17/154 

第２四半期 8,884,840 51/415 

第３四半期 12,026,580 97/587 

第４四半期 4,467,260 41/244 

合計 28,530,000 206/1,400 

 


