
第３回「閉じ込め・輸送」サブクラスター会合報告

世話人　滝塚知典（原研）、東井和夫（核融合研）

　この会合は、平成 16 年度核融合科学研究所共同研究会「核燃焼プラズマ閉じ

込め特性の理解に向けたトロイダルプラズマ閉じ込め・輸送の包括的研究」に

に合併して行った。

　　日時：平成 16 年７月 21 日(水) - 22 日(木)

　　場所：核融合科学研究所

　　参加人数：約 40 名（核融合研 約 20 名）



プログラム

平成１6 年度核融合科学研究所共同研究会

核燃焼プラズマ閉じ込め特性の理解に向けた

トロイダルプラズマ閉じ込め・輸送の包括的研究

2004 年 7 月 21 ̶ 22 日　核融合科学研究所　管理棟 4 階大会議室

　7 月 21 日(水）

13:30-13:45 滝塚知典 原研 はじめに

座長　岸本泰明（京大）

13:45-14:20 福山　淳 京大工 トカマクプラズマ解析コード TASKの現状と課題
14:20-14:55 矢木雅敏 九大応力研 拡張輸送モデルを用いたシミュレーション (1)

14:55-15:30 本多　充 京大工 内部輸送障壁形成の輸送シミュレーション

15:30-15:45 　　　　　　　　コーヒーブレイク　（宿泊手続）

15:45-16:15 林　伸彦 原研 電流ホールプラズマの輸送シミュレーション

座長　小川雄一（東大）

16:15-17:00 北島純男 東北大工 東北大ヘリアック装置における電極バイアス実験

17:00-17:30 福田武司 阪大工 磁場反転配位プラズマの加熱特性に関する研究

17:30-18:00 浜田泰司 核融合研 　Experimental studies of zonal flows in the JIPP T-IIU
tokamak plasmas

19:00 ~ 懇　親　会（東鉄バス　１８：２２）



　7 月 22 日（木）

座長　中村祐司（京大）

 9:10- 9:35 嶋田道也
（滝塚）

原研 ITER / ITPAの課題

 9:35-10:20 山田弘司 核融合研 ヘリカル系プラズマのエネルギー閉じ込め時間の
磁場配位と回転変換依存性について

10:20-10:55 宮沢順一 核融合研 Stiffness of electron pressure profiles and a reference model
in LHD

10:55-11:25 南　貴司 核融合研 CHSのにおける周辺及び内部輸送障壁の形成
11:25-11:55 図子秀樹 九大応力研 高性能電流駆動モードの逆遷移の統計性と metastable

状態について

状態について
11:55-13:00 　　　　　　　　　　　　　昼　　　食

座長　平野洋一（産総研）

13:00-13:45 竹永秀信 原研 JT-60Uにおける周辺及び内部輸送障壁の形成と
密度揺動の関係

13:45-14:25 山岸　統
洲鎌英雄

核融合研
核融合研

ヘリカル系プラズマにおける微視的不安定性：
　静電的モード（山岸）＋電磁的モード（洲鎌）

14:25-14:55 松本太郎 原研 Statistical characteristics from ETG gyro-fluid simulation
14:55-15:25 田中謙治 核融合研 LHDのにおける粒子輸送と乱流揺動
15:25-16:00 東井和夫

竹内正樹
核融合研
名大

次元的相似低温ヘリカルプラズマによる高温プラズマ
輸送模擬実験：達成パラメータと ITB 形成（東井）
　　　　　　　＋静電揺動特性（竹内）

16:00-16:15 滝塚、東井 まとめと今後 　　　

（多治見駅行きバス　１６：３０）



はじめに　　　　　　　滝塚知典（原研）

これまでの経緯

ITPA への全日本的取組み

核融合フォーラム物理クラスター

閉じ込め・輸送サブクラスター

　第１回会合 平成 16 年 1 月 22-23 日　NIFS　 ̃ 25 名参加 (NIFS ̃15 名)

　第 2 回会合 平成 16 年 3 月 12 日　　 JAERI　 ̃ 30 名参加 (JAERI ̃20 名)

　　　「閉じ込めデータベースとモデリング」、「輸送物理」及び

　　　「定常運転と高エネルギー粒子」　ITPA meeting, Naka, 3 月 8-11 日

核融合科学研究所共同研究会　（第 3 回閉じ込め・輸送サブクラスター会合）

　　研究代表者　滝塚、　所内世話人　東井

　　　　申請要求額　 100 万円（組織人員 77 名；内 NIFS 26 名, JAERI 26 名）

　　　→採択旅費予算　 50 万円



核融合フォーラム物理サブクラスター及び ITPA トピカルグループ

サブクラスター 共同世話人

　閉じ込め・輸送
　東井和夫　（NIFS）

　滝塚知典　（原研）
　スクレイプ・オフ層及び

　ダイバータの物理

　大野哲靖　（名大）

　久保博孝　（原研）

　周辺及びペデスタルの物理
　中嶋洋輔　（筑波大）

　鎌田　裕　（原研）

　MHD、ディスラプション及び制御
　中島徳嘉　（NIFS）

　小関隆久　（原研）

　定常運転及び高エネルギー粒子
　花田和明　（九大）

　井手俊介　（原研）

　計　測
　笹尾真実子（東北大）

　草間義紀　（原研）

　制御及び運転シナリオ検討
　御手洗修　（九州東海大）

　三浦幸俊　（原研）

トピカルグループ 担当委員

　閉じ込めのデータベースと

　モデリング

　小川雄一、矢木雅敏、山田弘司、

　滝塚知典、竹永秀信

　輸送物理
　東井和夫、福田武司、福山淳、

　藤田隆明、坂本宜照



今回の研究会は

　ITPA への直接的貢献にあまり捕らわれない

「核燃焼プラズマ閉じ込め特性の理解に向けたトロイダル

プラズマ閉じ込め・輸送の包括的研究」

　実験、理論・シミュレーション、モデリング　の融合

しかし、今後の ITPA 会合を意識すること

　１１月：　20th IAEA Fusion Energy Conference

　　　　　　ITPA Meetings in Lisbon

３or４月：ITPA Meetings "Confinement DB & Modeling" , "Transport

　　　　　　Physics", "Edge & Pedestal Physics" in 京都（福山さん予定）

　　　　　　　　　　　　　　　　明日　嶋田、滝塚 「ITER/ITPA の課題」



ITER/ITPA の課題　　　嶋田道也（ITER国際チーム）

抜粋

A status report on ITER
Progress has been made in the Negotiations, but the site selection has
not been made yet. The Joint Implementation Agreement, Project
Resource Management Regulations, Decommissioning, Procurement
Allocations, Procurement Systems/Methods, Intellectual Property Rights,
Management Structure, Staff Regulation and Risk Management have been
drafted. The partners’ possible contributions to the construction cost for
each proposed site have been agreed upon. The sharing of the Diagnostics
has been agreed upon and a proposal for procurement responsibilities has
been proposed by the Diagnostics Working Group and agreed by
Participant Team Leaders. Some options for broader collaboration have
also been discussed.

Proposed Diagnostic Package Sharing
 CN ~3%, EU ~16%, JA ~14%, KO ~3%, RF ~14%, US ~16%, flex ~8%, host ~4%, fund ~22%
  (2/32)   (5/32)    (5/32)    (1/32)   (6/32)    (6/32)    (2/32)   (2/32)     (3/32)



ITPA の最近の動き

• 韓国が正式加入
• 議長：Campbell博士から Stambaugh博士
• Tokamak Physics Basis for Burning Plasmasの執筆・編集 進行中

　　( ITER Physics Basis; Nucl. Fusion 39, No.12 (1999) )
• Steady State Operation & Energetic Particlesと MHD, Disruption & Controlの再編

Schedule of ITPA meetings in fall 2004
6 TGs  at IST, Lisbon (Portugal) after 20th IAEA FEC
   except "Diagnostics" TG in Hefei (China), 12-15 Oct

Joint sessions
Beta/stability limits with MHD/D/C , TP

  strong reversed shear/current holes
Electron transport TP , CDBM
AT scenarios and divertor compatibility SS , P/E , Sol/Div
Effect of second separatrix P/E , Sol/Div
Joint experiments TP , SS



ITER に向けて何をすべきか？

ITER を用いて何をすべきか？

ITER/DEMO/核融合炉プラズマの信頼できる予測法と制御法の確立

 • 核融合プラズマ物理の解明
 • 物理に基づく予測
　 （輸送、安定性、加熱・電流駆動、燃料補給、周辺プラズマ）

 • 物理に基づく統合 (integrated)制御

プラズマ・シミュレータ

 • 実験計画、計測計画、制御法検討に利用
 • ITER 実験/他実験 → 有効性 check+整備
 • DEMOプラズマの予測 (ITER からの外挿)



プラズマ輸送

近年予測性能が飛躍的に向上

輸送シミュレーションと実験の温度分布は比較的良い一致

ペデスタルの幅？

密度分布？ 回転速度分布？ 不純物分布？

不安定性の予測と実験は比較的良い一致

不安定性 (ST, ELM, TAE 等) による輸送？輸送



High Priority Research Tasks for ITPA Topical Groups ( 2004-2005 )
• Improve experimental characterization and understanding of critical

Transport   issues for reactor relevant regimes with enhanced confinement, by:
 Physics  - Obtaining physics documentation for transport modelling of ITER

   hybrid and steady-state demonstration discharges
 - Addressing reactor relevant conditions, e.g., electron heating, Te~Ti,
   impurities, density, edge-core interaction, low momentum input...
• Contribute to and utilize international experimental ITPA database for
  tests of the commonality of hybrid and steady state scenario transport
  physics across devices
• Encourage tests of simulation predictions via comparisons to measure-
  ments of turbulence characteristics, code-to-code comparisons and
  comparisons to transport scalings

• Assemble and manage multi-machine databases, analysis tools, and
Confinement   physics models.
Database and • Evaluate global and local models for plasma confinement by testing
 Modelling   against the databases.

• Predict the performance of Burning Plasma Experiments using the
  models, and include an estimate of the uncertainty of the predictions.



ITER Predictions by Physics Based Models
Pedestal scalings

(a) J G Cordey, et al
19th FEC Lyon

(b) J G Cordey, et al
19th FEC, Lyon

(c) M Sugihara, et al
NF 40 (2002) 1743

(d) A H  Kritz, et al
29th EPS D-5.001

(e) M Sugihara, et al
submitted to PPCF

 (g) K S Shaing
T H Osborne et al
19th FEC, Lyon



補足資料（滝塚）

ITPA 会合資料

輸送物理 (TP) ＴＧ　　　　　　　　　 　　　( chairs: Doyle, Mukhovatov )

　　東井和夫、福田武司、福山淳、藤田隆明、坂本宜照

閉じ込めデータベースとモデリング (CDBM) ＴＧ ( Houlberg, Polevoi )

　　小川雄一、矢木雅敏、山田弘司、滝塚知典、竹永秀信

ITPA 会合

　1994 - 2001 Apr ITER 物理 R&D専門家会合 ( 9 ̃10 回 日本では 3回 )

　 2001 Sep　　　　NIFS ( 日本 )　　　　　　第 8回 ＨモードWS 後

　 2002 Mar　　　　GA ( 米 )、PPPL ( 米 )

　 2002 Oct　　　　Cadarache (EU)　　　　第 19 回 IAEA FEC 後

　 2003 Apr　　　　Ioffe ( ロシア )

　 2003 Sep/Oct　 GA ( 米 )　　　　　　　　第 9回 ＨモードWS 後

　 2004 Mar　　　　Naka (日本)



● 2004 Nov　　　　IST, Lisbon (EU)　　　　第 20 回 IAEA FEC 後

　　　( CDBM; Nov 8-10 , TP; Nov 8-11 )

　　　　　連絡手段　CDBM TG : iterdb@mit.edu（登録必要）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　国内問い合わせ先　滝塚

　　　　　　　　　　TP TG　　　　　　　国内問い合わせ先　東井、藤田

● 2005 Apr 18-21　Kyoto ( 日本 )　　　　　　hosted by Dr. Fukuyama

　　　CDBM, TP, and Edge &Pedestal

● 2005 Oct 3-5　St Petersburg ( ロシア )　 第 10 回 ＨモードWS 後


