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はじめに 

令和 2 年度（2020 年度）の公益財団法人 日本技術士会 原子力・放射線部会の技術士 CPD（継続研鑽）

行事である例会講演会（技術士の夕べ）は、12 月（第 69 回）、1 月（第 70 回）、3月（第 71 回）の計 3

回を実施した。新型コロナウィルス（COVID-19）に対する国等による感染拡大防止対策を受けて 2020 年

3 月の講演会は中止となった。その後、オンライン会議ソフト「マイクロソフト・チームズ」（MS-Teams

という）による WEB 講演会形式を模索し、関係の規則・規約や情報セキュリティへの注意事項をまとめ、

2021 年 12 月に再開した。これらの WEB 講演会では、全て講師は遠隔（茨城県那珂市）にて実施したと説明。

なお、12 月（第 69 回）、1月（第 70 回）機械振興会館で配信と録画したが、3 月（第 71 回）は機械振興会

館では完全無人の配信・録画をトライアルとして開催した。 

これら講演会では作成者が、講演概要（Ａ４で１枚程度の開催要旨）と技術報告（Ａ４で５枚以上の

技術資料、但し作成は任意）を執筆している。このうち、講演概要は講演の諸元（日時・場所・講師氏

名・講演テーマ名・参加人数等）と 10 行程度の講演要旨を記載したものであり、通常は講師の了解の下

で一般公開される。また、技術報告は講演概要の開催要旨の情報に加えて、技術的内容を十分に理解し

た作成者が①開催背景の説明、②講演者の講演内容の要約と解説（読者の理解を助長する関連技術情報

の追加を含む）、③質疑応答の概要等をオリジナルとして纏めたものである。技術報告はドラフト版を作

成した段階で例会講演会に参加した当部会の幹事により内容・文面・会場写真等の確認・査読が行われ、

該幹事のコメントに応じて作成者が加筆修正する。該幹事による確認・査読の後、技術報告は作成者が

講師へ連絡して確認依頼し、その内容・文面・会場写真等について了解を得た後に、会員限定で公開さ

れる（一般向けに公開したい場合は、その際に講師に再度その旨を確認する）。そのため技術報告は日本

技術士会の技術図書に該当し、これらの作成者が執筆者である。 

本書は、2020 年度に開催した前述の３回の講演会を対象に上述の主旨の技術報告を集大成し、原子力・

放射線部会が出版・監修した技術図書 1 である。 

 

2021 年 3 月 31 日 

公益財団法人 日本技術士会 

原子力・放射線部会 

部会長 和田 隆太郎 

 
1 技術士ＣＰＤ（継続研鑚）ガイドライン第 3版（平成 29 年 4 月）の表－2 (p.10)「CPD の実施形態と

時間重み係数(CPDWF)及び CPD 時間の関係」中の実施形態：6-4 技術図書執筆（成果が明確な学協会が出

版・監修した図書、登録コード 641）に該当するものと考えられる。 
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原子力・放射線部会 

「原子力・放射線部会 第 69 回技術士の夕べ 講演会」技術報告 

日 時 ：2020 年 12 月 18 日(金) 18：00～20：00 

場 所 ：web 会議システム teams を利用した web 講演会 

講 師 ：鎌田 裕氏 国立研究開発法人 量子科学技術研究開発機構 那珂核融合研究所 

演 題 ：核融合の概論（基礎と開発経緯） 

進行役 ：青山 敬（幹事） 

報告者 ：丸下 元治（幹事、副部会長） 

参加者 ：44 名 

 

１．講演概要 

核融合開発は今年、節目を迎える。日本では大型超電導トカマク JT-60SA が竣工し、フランスでは

ITER のトカマク本体の組み立てが開始された。そのため、COVID-19 対策の実施として web 例会講

演会にて 3 回の連番講演で核融合の概要、JT-60SA の試運転結果、核融合分野での国際協力について

の内容を紹介して頂く。今回（第 1 回）は「核融合の概論」との演題で核融合の基礎と開発経緯等に

ついて解説して頂く。 

なお，第２回は本格試運転が継続されてきた JT-60SA の最新情報を解説して頂き，第３回は建設に

着手した ITER 計画と国際協力の現状について解説して頂く。 

今回（第 1 回）の講演内容および当日の質疑応答を以下に示す。 

 

２．講演内容 

（０）はじめに 

核融合が目指しているのは，脱炭素社会に貢献することである。表示した ITER については第３回

で説明するが，世界 7 極の協力の下、フランスで建設中である。JT-60SA は日本と欧州で建設したプ

ラズマ実験装置である。原型炉は，最初の発電炉となる。 

地球の夜景を示したが，欧州，日本は光で輪郭が見える。これほど大きなエネルギーを使っている。

今後，暗いところ（発展途上国）も今後明るく豊かにならなければいけない。これらを含め、脱炭素

社会の実現に貢献することが核融合の目標である。 

（１）核融合について 

我々が地上で核融合反応によってエネルギーを生み出す場合、最も有効な反応は、重水素と三重水素が

融合してヘリウムと中性子となる核融合反応で、反応後に質量が減った分がエネルギーとなる。核融

合エネルギーには，以下の 4 つの特徴がある。 

① 燃料が豊富：三重水素は天然には殆どないが，炉内に置いたリチウムに核融合反応で生まれた中

性子を当てて作る。このため、燃料の元は重水素とリチウムである。これらは海水から採ることが

でき無尽蔵である。しかも燃料が偏在しないため世界平和にも貢献する。 

② 燃料 1g で石油 8 トン分のエネルギーになる。 

③ 環境にやさしく安全：まず、地球温暖化の原因となる二酸化炭素の発生がない。反応性生物の He

は無害で、高レベル廃棄物は出ない。また、核融合炉は暴走しない。 

④先端技術の結晶である。 
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（２）ITER について 

ITER の大目標は重水素と三重水素を用いた核融合燃焼と統合された核融合炉工学技術の実証である。

2007 年に 7 極（日本、米国、欧州連合、ロシア、中国、韓国、インド）による ITER 協定の下、建設

サイトであるフランスに ITER 機構が設立され、建設活動を開始した。今から 5 年後の 2025 年に運転

が始まる。ITER に必要な機器は、各極が分担して製作し、それを ITER サイトに持ち寄って， ITER

機構が全体を組み立てる。最先端の機器製作を参加極が分担することで、各国が重要技術を国内に蓄

積し、そして人材を育成することも重要な目的である。例えば、重要なコンポーネントである高さ 16m

の超電導コイル（誤差 1mm 以下）を日本で 9 個作る。既に 2 個製作した。 

（３）JT-60SA について 

JT-60SA は、日本と欧州の共同事業である。」量研那珂核融合研究所の JT-60 を日欧が製作した機器を用

いて超伝導装置に改修し、ITER の支援研究と、原型炉に向けた ITER の補完研究を行なうこと、これらに

よって核融合研研究を主導する人材を育成することを目的としている。茨城県那珂市に今年の 3 月に装置

組み立て完了した。 

（４）核融合とは（図１参照） 

太陽の原理は核融合反応である。太陽は，軽水素の原子核の陽子 4 個が重力で融合してヘリウム 1

個に軽くなる時のエネルギーで輝いている。質量数に対する 1核子当たりのエネルギー減少分を図 1(a)

に示す。鉄，ニッケルより右側は核分裂でエネルギーを外に出し，左側では核融合でエネルギーを出

すことになる。核融合反応の反応断面積を考えると地球上で核融合反応を起こすためには，重水素と

三重水素の核融合反応が一番効率良い。これは，重水素と三重水素の DT 反応の核融合反応断面積が

重水素・重水素の DD 反応や中性子の出ない DHe3 反応に比べ大きいためでる。しかしプラスとプラ

スの電荷を持った重水素と三重水素の原子核同士を近づけるためには高速で衝突させる必要があり、

そのためには 1 億度（10keV）ぐらいにしないといけない。ある程度近づくと核力が働きトンネル効

果で核融合反応が起こる。 

そういった高温では物質はプラズマになる。物質は、固体，液体，気体と変わっていくが，もっと

温度が高くなると原子が原子核と電子がバラバラになった状態，すなわちプラズマになる。 

    

（a）核融合反応と発生エネルギー       （b）核融合反応に必要となる温度 

図１ 核融合とは 

世の中のプラズマは，かみなり，オーロラ，彗星，太陽，蛍光灯等いろいろなプラズマがあるが，

縦軸に温度，横軸にプラズマの密度を取ったグラフで分類すると太陽は核融合炉に比べると密度は非
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常に高いが，温度は 1 桁程度低い。温度×密度が気圧になるが，核融合炉の 1〜２億度のプラズマは気

圧にすると数気圧ぐらいである。 

1 億度のプラズマをどうやって逃げないで核融合炉に閉じ込めるか，これは磁場を使う。磁場とプ

ラズマの親和性は，我々はオーロラで確認できる。オーロラは太陽からやってきた荷電粒子が集まっ

ている。地球には S 極の北極から N 極の南極へ磁力線があるが，太陽から来た荷電粒子は磁場を垂直

に横切ることができないので，イオンや電子は磁力線に巻き付いて磁力線と平行な方向に動き，北極

や南極に荷電粒子が集まる。この集まりがオーロラである。これが北極と南極でオーロラが出る理由

である。プラズマは磁力線で制御可能であることがオーロラからわかる。 

（５）核融合発電のしくみ（図２参照） 

実際の核融合炉の中でのプラズマは，ドーナツの形状をしている。そのプラズマの温度は 1 億もし

くは 2 億度の高い温度であり，その中で重水素と三重水素の反応が起こる。核融合炉の炉心プラズマ

は，電磁石のコイルで磁場を作りその磁場でプラズマを閉じ込める。いくつもの電磁石のコイルを組

み合わせてプラズマを閉じ込め，ドーナツ状の真空容器の中にプラズマを空中に浮かせている。その

プラズマを数億度に高めるために外部から加熱を行う。ビーム，高周波をプラズマに入射して数億度

にする。そうすることで核融合炉の炉心で重水素と三重水素の核融合反応を起こす。核融合反応で出

来る高エネルギーのヘリウムはプラスの電荷をもっているので閉じ込めた磁場の中で燃料の重水素，

三重水素と一緒に閉じ込められ、プラズマを温める（運動エネルギーを重水素や三重水素に渡す）。つ

まり、核融合を起こしているプラズマが自分を温めるのである。一方、もう一つの核融合反応生成物

である中性子は電荷を持たないので、磁場を横切ってプラズマの外に出る。この中性子を受け止める

のが外側にあるブランケットと呼ばれる部分である。ブランケットはいくつかの機能がある。まず、

出てきた中性子を受け止め、その運動エネルギーを熱にする。そこに冷却水を流して熱水にして熱交

換器でタービンを回して発電する。この熱を取り出して発電をすることがブランケットの一番大きな

目的である。もう一つの不可欠な役割は，出てきた中性子をブランケットに置いているリチウムに当

てて自分が使う燃料である三重水素を生産することである。ここで，エネルギー増倍率 Q を定義する。

これは、プラズマを数億度に温めるために使った外部の加熱入力に対して核融合出力がどれだけ取れ

るかの比率である。この値が大きければ大きい程エネルギーが増倍される性能の良い炉となる。実用

炉では Q＝20~30 程度は必要であり、ITER は，この値が 10 となることを目指している。 
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図２ 核融合発電炉の仕組み 

磁場を使って，プラズマを閉じ込めるが，その磁場は電磁石のコイルを使って発生させる。通常コ

イルの線材は銅などを使用するが，これを核融合炉で行うと発熱や消費電力量が多大となる。例えば、

ITER のトロイダル磁場コイルでは 68kA の電流をコイルに流すが，もし銅のコイルを用いると数 GW

の消費電力となってしまう。そうすると 100 万 kW（1GW）の原発の数基分の膨大な消費電力となっ

てしまい発電炉にはならない。その対策として電気抵抗のない超伝導を使う。超伝導材料である NbTi

や Nb3Sn などの素線を何度もよって導体を作り、それを巻いてコイルにするのである。ITER のトロ

イダル磁場コイルでは、断面 5cm 角で長さ 5km の Nb3Sn の導体を巻いて１基のコイルとしている。

ただし、超伝導を使う場合，温度を極低温に下げる必要がある。NbTi や Nb3Sn ではヘリウム冷凍機

を使い温度を 4K 程度に下げて超伝導として機能させる。以上のように、核融合は，極低温，超高温，

超高電圧のビームを操る総合理工学システムである。 

核融合炉の安全上の特徴は，すぐ停止することである。核融合は連鎖反応を利用しない。そして、必

要な燃料を常に外部から供給しているために、その供給を停止すればすぐに反応が停止するのである。制御

も磁場や加熱で行うため、電気が途絶えてもプラズマは消滅して核融合反応は停止する。すなわち、燃料供

給、加熱、発電、炉内電気循環、制御までのループのどこが途切れても停止する暴走をしないシステ

ムである。 

（６）日本の核融合の進め方（図３参照） 

わが国の核融合研究開発の進め方を図３に示す。日本を含む世界の核融合研究開発は 1950 年頃に始まっ

た。その後、1970 年代までの基礎研究段階を経て、臨界プラズマ試験装置 JT-60 を中核装置とする「科学

的実現性を実証」する段階に入った（図３左）。この JT-60 において、大目標である臨界プラズマ条件（Q=1

となる条件）を達成した（JT-60 では重水素のみを用い三重水素は用いていないため、両者を用いた実燃料

とした場合の換算）。そして今，我々は「科学的・技術的実現性」の時代（図３中央）におり，その中

核装置が ITER である。その次が実際にグリッドに電気を供給する最初の原型炉（デモ炉）である。
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ここで技術的な実証を行うとともに経済的実現性の見通しを立てていく。この原型炉の実現のために

は、ITER と並行して、ITER を支援する研究開発と原型炉に向けて ITER では行なうことの難しい研究開

発、そして ITER や原型炉をリードする人材を育成することが重要なポイントになる。そこを担うために

日欧共同事業である「核融合エネルギー研究分野における幅広いアプローチ（BA）活動を進めている。

BA 活動には、として JT-60SA 事業、国際核融合材料照射施設の工学実証•工学設計（IFMIF/EVEDA）事業、

原型炉の設計•工学R&DやITER遠隔実験や計算機シミュレーションを行なう国際核融合エネルギー研究セン

ター(IFERC)事業が含まれている。また、日本としての原型炉設計活動やブランケット開発が並行して進

められている。 

このような原型炉に向けた研究開発を、大学や産業界も含めた全日本的な体制で実施するため、文

部科学省は 2018 年に核融合研究開発のロードマップを作成した。ロードマップにおける最も重要な判

断は，原型炉の建設に進むかどうかの判断である。そこで不可欠な条件は ITER で所定の性能（エネ

ルギー増倍率 10）が出せるかどうかである。つまり 50 万 kW 分の核融合反応を起こすことである。

その時期は 2035 年ごろである。 

核融合導入の脱炭素のシナリオ評価は，いくつかの仮定の下で行われており、2050 年ぐらいから日

本の電力量の中で担う割合を増やしていく評価がなされている。これは，勿論うまくいったケースで

あるが，このケースになるように核融合炉技術を開発していきたいと考えている。 

 

 

図３ 日本の核融合研究の進め方 

 

（７）核融合研究の流れ 

日本を含む世界の核融合の研究は 1950 年代から始まった。日本の核融合を最初に先導したのは湯

川秀樹先生である。湯川先生は 1957 年原子力委員会で核融合反応懇親会を設置され，初代会長を務め
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られた。その後，現在のプラズマ・核融合学会の前身を設立され初代会長となり，日本の核融合研究

がスタートした。 

原型炉の形式である「トカマク型」について紹介する。トカマクは旧ソ連で装置の特徴を表す 4 つ

の最初の文字（電流 T，容器 K，磁気の M，コイル K）をつなげた造語である。形状はトロイダル磁

場コイル（図２中央の緑色のコイル）に電流を流し，ドーナツ型の真空容器に沿ったトロイダル磁場

を発生させる。次に，この磁場に沿った方向にプラズマ電流を流すと電流を取り囲む向きにポロイダ

ル地場が発生する。トロイダル磁場とポロイダル磁場を合わせると、らせん状の磁力線となる。この

らせん状の磁力線でプラズマを閉じ込める。これがトカマク方式である。 

このトカマクに至るイメージを動画で説明していく。 

まず、1 億度のイオンや電子を容器の中に閉じ込めようとするとすぐに壁に当たってしまう。壁に

当たるとどんどん冷えてしまうので，1 億度を維持することはできない。 

イオンや電子は荷電粒子なので、磁場に巻き付いてラーマー運動する。巻き付いて運動するなら壁

に当たらないようにすることが出来そうである。 

まずは単純に直線状の電磁石、すなわちソレノイドコイルを考えてみる。ソレノイドコイルの中で

は直線状の磁場ができているため、イオンや電子はそれに巻きつくためコイル内側の壁には当たらな

い。しかし、磁力線に沿った方向には動いてしまうのでソレノイドコイルの両端からプラズマが逃げ

て冷えてしまう。 

次に，ソレノイドコイルの両端の出口を狭く（両端部でコイルを密に巻く）すると磁力線が絞れる

ので，両端から出て行きづらくなるのではないか（ミラー型閉じ込め）？ たしかに、両端で反射す

る粒子が増えて逃げは減ったが、ソレノイドコイルの真ん中（中心軸周辺）の粒子は逃げてしまう。

このミラー型閉じ込めはどれだけ磁場を絞っても結局真ん中は逃げてしまうので，うまくいかなかっ

た。 

この両端から逃げるのであれば端を無くせば良い。すなわち、プラズマをドーナツ状にしてその周

りにコイルを巻いて電流を流すとドーナツ状の内部に磁力線ができ，磁力線に巻き付くし、しかも端

が無い（単純トーラス）。しかし、この単純トーラスの場合，イオンと電子が上下に分かれてしまうこ

とが分かった（理由は，今回は説明しない）。イオンと電子が分離すると良い閉じ込めにならない。 

そこで考案されたのがトカマクである。トカマクはプラズマの中に電流を流す。電流を流すとポロ

イダル磁場が出来てらせん状の磁力線になる。らせん状にすると、それに巻きついたイオンや電子が

ドーナツの中を運動していくと、上にあったものが下に，下にあったものが上に行くので，イオンと

電子の上下バラバラが解消される。らせん状の磁場で閉じ込めると非常に良い閉じ込めになる。 

（８）トカマクの展開 

1950 年代は，世界でいろいろな形の閉じ込めが試行錯誤された。日本は当初から先頭ランナーを走

ってきた。その中で旧ソ連でトカマクが考えられた。日本でも名大の山本賢三先生が，トカマクの研

究を始められた。1968 年ソ連のトカマク T-3 が 1000 万度（英国の研究者がレーザーで確認）のプラ

ズマを達成したことを受けて、1970 年代世界中でトカマクが研究されるようになった。日本でも JFT-2

が1972年に運転開始した。その後1980年代後半から、大型トカマクである日本のJT-60，欧州のJET，

米国の TFTR の 3 台が世界の炉心プラズマ研究をけん引してきた。 

JT-60 の位置付けと成果の概要を図４に示す。JT-60 では，イオン温度 5.2 億度（核融合のプラズ

マでは破られていない世界記録，1996 年），臨界プラズマ条件(Q=1)など達成などを達成してきた。た
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だし、その維持時間は数秒と短かかった。次に目指したのは高性能プラズマの維持時間の伸長であっ

た。そして，平成 15 年に 1 億度を超えるプラズマが 30 秒くらい継続できるようになった。 

エネルギー閉じ込め時間、プラズマ密度とプラズマ温度の 3 つの量が核融合プラズマの性能を表す

重要なパラメーターである（図４右）。JT-60 のエネルギー増倍率 Q=1.25（いまだに破られていない世

界記録），JET の Q=1.14 がこれまで実験で得られてきた。ITER は，Q=10 がターゲットである。 

  
図４ JT-60 の位置付けと成果の概要 

JT-60 のプラズマの映像を紹介する。プラズマは数千万度から 1 億度であり可視光線は発光せず，

真空紫外から軟 X 線領域の光が発光する。プラズマ周辺部の数万，数百万度の温度の低い領域は可視

光が見えるので映像では周辺下部が光る。発光部と暗部の境界がプラズマの外側である，中心の熱い

プラズマが浮いていることが映像から認識できる。映像が明るくなる時間帯は外から中性粒子ビーム

（機動戦士ガンダムのビームライフルと同じ）を入射している時間帯である。 

プラズマの位置や形を磁場で上手く制御可能であることを映像で紹介する。シミュレーションと実

映像で実際に制御している映像で確認いただく。プラズマの大きさは半径１ｍぐらいで，１ｍｍぐら

いの精度で位置や形状の制御が可能である。 

プラズマの開発目標として大事な自己加熱の概念，すなわち燃焼プラズマについて説明する。重水

素と三重水素の核融合反応でヘリウムと中性子が出てくる。発生する核融合エネルギーは、これら三

重水素と中性子の運動エネルギーとなる。それぞれの運動エネルギーは、ヘリウム 3.52MeV と中性子

14.06MeV の質量の逆比となり，全発生パワー5 のうち 4 が中性子，1 をヘリウムが持つことになる。

ヘリウムの原子核（α粒子）はイオンなのでプラズマの中に磁場で閉じ込められる。重水素，三重水

素のプラズマに自分の運動エネルギーを渡してプラズマは自分が自分を温める自己加熱となる。全体

の 4/5 のエネルギーは中性子が持ってプラズマの外に出て行ってブランケットを温めて発電する。核融

合炉のエネルギー増倍率と自己加熱の関係を図５にて説明する。エネルギー増倍率 Q は，外部加熱 PH

分の核融合出力であり，自己加熱割合は，全体のプラズマを温めるためのエネルギーである外部加熱

PH+α粒子の自己加熱分 Pαが分母，α粒子の自己加熱分 Pαが分子となる。ITER はエネルギー増倍率

10 なので，外から入れた PH＝1 に対して全体が 10（中性子 Pｎ＝8，ヘリウム Pα＝2），自己加熱はこ
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の式から 1/（1+2）で 67％である。自分で自分を温めるということは外部から投入するエネルギーが

少なくて済むとういうことである。そのため、この値をなるべく高くしていきたいのだが、自己加熱

割合 100％とするとプラズマを加熱パワーで能動的に制御する手法が取れなくなってしまう。つまり

外部からプラズマを制御する部分を残しておかないといけないので 8 割プラスアルファ程度とすると

エネルギー増倍率は 30 くらいである。ITER（自己加熱 2/3）ぐらいのところで本当にプラズマが制御

できるのかをまず実証していくことが ITER の重要な役割の一つである。核融合反応出力を出すこと

自体重要であるが，自己加熱の割合が 2/3 もあるところで本当に制御できるのかの検証も ITER の重要

な役割である。また、プラズマの内部にはプラズマ電流を流し続けなければならない。外部加熱（ビ

ームや高周波）は、この電流発生にも用いるので、自己加熱は 8 割程度となるのである。 

  

図５ 核融合炉のエネルギー増倍率と自己加熱の関係 

次に大事なことは，プラズマの圧力である。ITER のプラズマの圧力は数気圧ぐらいである。圧力

の二乗で核融合炉の出力密度が上がっていく。圧力は温度×密度，温度の二乗で反応断面積が増えて，

密度の二乗で粒子と粒子が衝突する頻度が高くなるので，プラズマの圧力の二乗に比例して核融合の

出力密度が上昇する。すなわち、プラズマの圧力を 2 倍に上げると出力密度は 4 倍になる。これは、

逆に、核融合炉のトータル出力が一定だとするとその分小さくコンパクトな核融合炉で済むことにな

り、圧力が高いと核融合炉の経済性が向上する。ここでもう一歩議論を進める。プラズマ研究の立場

で重要な量はプラズマの圧力そのものよりも、それを磁場の圧力で規格化したβ値がどれだけ高くと

れるかである。プラズマの圧力が上がるとプラズマは不安定（変な形状になる，エネルギーが逃げや

すくなる）になりやすいが、それを磁場の圧力（磁気圧）で押さえ込むイメージである。磁場の圧力

を 2 倍にすれば同じ安定性の範囲内でプラズマの圧力（の限界）も 2 倍にすることができる（つまり

β値は一定）。ただし、磁場も無限大にあげることはできないので，むしろ磁場の最大値（例えば十数

T 程度）を設計条件とすれば、その磁場の圧力に対して保持できるプラズマ圧力をどれくらい高くで

きるのか（β値をどこまで上げられるか）が大切である。このβ値の上限は、プラズマの形状や、プ

ラズマ中に流す電流の空間分布などで改善ができる。β値を上げていくと核融合の出力密度が上がり，

炉がコンパクトになり発電単価も下がっていく。ITER の 2 倍のβ値を取ることが出来れば石炭火力の

1.数倍以内になる試算もある。プラズマ圧力と核融合炉の経済性の関係を図６に示す。 
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図６ プラズマ圧力と核融合炉の経済性の関係 

今後の核融合炉心プラズマ開発の要点と ITER と JT-60SA の役割を図７に示す。 

ITER の役割は、自己加熱をして 50 万ｋW 核融合出力を実際に出す，それを実燃料の重水素と三

重水素で行うことである。一方、JT-60SA では、プラズマの圧力を高くし経済的な核融合炉を目指し、

どこまで圧力の高いプラズマを安定に保持できるのかを研究していく。この ITER では出来ないこと

を行うのが JT-60SA の役割である。プラズマ電流をプラズマの中に流すのがトカマクの基本（らせん

状の磁場を作る），プラズマ電流を定常的に流すことは ITER でも JT-60SA でも重要であるが，特に

プラズマ圧力が高くなると外からエネルギーを入れなくても自分で電流をトカマクのプラズマが作る

現象があり，それをうまく使いプラズマ電流を流していくことが JT-60SA のもう一つ重要なポイント

である。 

核融合炉の重水素と三重水素からできる中性子は外に出ていき，残り 1/5 のパワーは自己加熱α粒

子が持って，ヘリウムが自分の周囲にある重水素や三重水素に衝突しながらプラズマ自体を温める。

温まった熱は，結局プラズマの中でいろいろな粒子が衝突しながら乱れや乱流が発生しプラズマの外

に熱が出ていく。外に出た熱はプラズマの外側の磁力線に巻き付く。外側の磁力線は閉じた磁力線に

なっておらず，その磁力線に沿って熱は壁に到達する。この壁の部分（図７のプラズマ下部）をダイ

バータと言い，そこに大きな熱流と粒子流が到達する。そして、1ｍ2あたり 10~15MW を超える高い

熱負荷の状態がダイバータで発生する。ダイバータの材料や構造が健全であるように熱流束を緩和す

ることは重要な研究である。この研究は ITER も JT-60SA も共に研究することになっている。自己加

熱，高出力密度，プラズマ電流定常維持，高熱負荷ダイバータのすべてが同時に達成されて初めて炉

心プラズマがうまくいくことが実証されるのである。 

熱流のイメージとして，ITER のダイバータは，定常の熱流で 10~20MW/ｍ2，はやぶさなど宇宙船

の再突入で数 MW/ｍ2 程度になる。アーク溶接はこれより大きく，ロケット噴射は 50~85MW/m2 程

度である。定常的に熱負荷のかかる構造をどうするかが非常に重要開発のポイントになっている。 

次に、ブランケットは，高温プラズマを取り囲んでいる部分でプラズマからやってきた中性子を使

い，熱を取り出したり，燃料である三重水素を作ったりする部分である。1~1.5ｍ程度の大きさのモジ

ュール数百体をプラズマを取り囲むように設置し，中性子の遮蔽，燃料の取り出し，トリチウムの自
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己製造を行う。その構造（日本の原型炉の設計例）は、中性子増倍材であるベリリウム（ベリライド(Be12Ti

等)の微小球）の層と、トリチウム増殖材であるリチウム（リチウム含有セラミックス用いた微小球）の層

とを交互に積層させている。ベリリウムで中性子を増倍し、その中性子をリチウムに当てて三重水素

を製造するのである。その層間に冷却水を流し冷却水を温めて発電する。またリチウム微小球間にヘ

リウムを流し生成されたトリチウムを運搬しトリチウムを回収する。ここで重要なことは自分で使う

トリチウム量は必ず自分の核融合炉で作ることである。使ったトリチウムにくらべ作り出す比，増殖

比は 1 以上にする必要があるが、そのためには結構な工夫が必要で、これがブランケット開発の重要

項目である。ブランケット部分は今後の核融合工学の大事な集積ポイントになってくる場所である。 

  

図７ ITER と JT-60SA の相関とその研究開発の要点 

（９）原型炉にむけた取り組み 

文科省のロードマップをスケジュールにすると，ITER は初プラズマ 2025 年 12 月予定，はじめ軽

水素及びヘリウムを用いた運転を行って運転技術を確立する。その後、重水素と三重水素の実燃料運

転を 2035 年に開始し，その後出力 50 万ｋW を目指していく。日本では、ITER でこの性能が実証さ

れたことを確認し，原型炉の建設を判断する。国内では、ITER に先行及び並行して，今年 2020 年 3

月完成した JT-60SA を稼働させる。初プラズマは 2021 年の早い時期を予定している。それから実験

運転を進め、高圧力プラズマ運転を実証し，ITER の燃焼と合わせて原型炉の判断をする。これらと並

行して核融合炉工学研究を進めていく。以上が原型炉に向けた取り組みである。その工程を図８に示

す。もし，2030 年代後半に原型炉建設判断が出来ると，建設期間を 10 年とすれば 2040 年代の半ばに

原型炉で実際に発電する。実グリッドに電気を供給できるように研究開発を行っている。 

（１０）まとめ 

核融合エネルギーは燃料がほぼ無尽蔵で安全性に優れ，脱炭素社会に貢献する。システムは高温プ

ラズマを磁場で閉じ込め発電を行うシステムである。研究開発は，聡明期から日本が世界を主導して

きた。21 世紀半ばの発電実証に向け，研究開発が加速している。 

次回（第 2 回）は，プラズマ研究と炉工学の進展と，国内で完成した大型超伝導トカマク装置 JT-60SA

について説明したい。次々回（第 3 回）は，ITER 建設の進捗と、産官学の全日本体制が構築されて原

型炉の概念設計が大きく前進していることを説明したい。 
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図８ 原型炉に向けた取り組みとその工程 

３．質疑応答 

Q1 エネルギー増倍率 Q が向上してきた歴史を紹介してほしい。また，いつ頃磁場閉じ込めに決まった

のか。 (原放部会・和田) 

A1 Q=1 のイメージはプラズマを中心に考えたものである。自分を温めるために入ってきたエネルギー

に対してどれだけ核融合の出力を出せたか，それが等しくなるのが Q=1 である。しかし実際には、

工学システムとして考える必要がある。例えば、プラズマの中に加熱ビームのパワー１を入れるた

めには、入射効率などを考えると実際には３程度の電力が必要である。また、核融合出力（熱出力）

が 1 でても変換効率を考えれば電気出力は 1/3 ぐらいになる。このため、実際に核融合炉で電力を

を取り出すためには ITER で目指しているような Q=10 程度がなければ、工学システムとしてはネ

ットの電力が出てこないになる。つまり、プラズマとしては，Q=1 は大きなターゲットとなるが，

工学システムとしては，Q=10 が大きなターゲットとなる。JT-60 での Q=1 達成までには，長い時

間を要した。1970 年代，1980 年代を経てだんだん性能も向上してきた。性能が向上するまでに 20

年 30 年を要した。Q=1 になったのが 1996 年，その後，平成 20 年まで維持時間を長く向上させて

きた。JT-60 は 23 年間運転向上に組んできた。 

  原型炉をトカマクとする判断については，瞬間最大風速の時点では確定していなかった。ロード

マップができたのが 2018 年，この時トカマクを文科省が決断した。レーザー核融合はここ 10 年程

度エネルギー用というよりは学術研究用となっている。ヘリカル型（LHD）と比較し、エネルギー

を取り出すことを考えるとトカマクを選択することが適切であるとロードマップでは判断された。

現在，LHD は学術研究を担っている。 

Q2 トリチウムの発生と安全性を教えてほしい(原放部会・鈴木) 

A2 核融合の安全性の中で最も大きな課題はトリチウムである。ITER ではトリチウムを kg 単位で使用

する。トリチウム取り扱い施設を使いながら，トリチウムを循環，プラズマから発生するガス（重

水素と三重水素，不純物が混じった）を精製して純粋なトリチウムにして，また燃料としてプラズ

マに入れていくプロセスも必要である。安全性からトリチウムのバウンダリーをどこに置くかが重
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要になってくる。最初のバウンダリーは真空容器，その外にクライオスタット，建屋の壁がある。

これらが壊れて漏洩しても多重防護する他の放射線と同じ考え方で成り立っている。様々なトリチ

ウム取り扱い施設も同様に安全性を確保する。実際には kg オーダーの取り扱い施設はまだできてい

ないので安全を担保しながら効率よくトリチウムを扱えるかを ITER で検討している。その中で、

ITER のトリチウム除去系は，日本と ITER 機構が担当して施設を作っていくことになる。今後安全

な施設を作っていきたいと考えている。 

Q3 プラズマの映像において真空容器の中の状況をどうやって撮影するのか？(原放部会・横堀) 

A3 普通のビデオカメラで撮影している。ドーナツ状のプラズマをドーナツの接線方向にみるビューポ

ートが真空容器についており，窓の外側に可視光カメラを設置してプラズマを撮影している。映像

で写っていた白い点は，中性子が当たってできた撮像面の損傷である。JT-60 は重水素だけを用いて

おり，重水素と三重水素を使う自己加熱実験は ITER が初めてである。重水素と重水素の核融合反

応は２種類あり、プロトンとトリチウムができる反応と，中性子とへりルム 3 ができる反応が起き

る。この後者の核融合反応で出てきた中性子がプラズマを撮影したカメラに当たると映像に多数の

白い点が出来る。性能の良いプラズマを点けると丸一日でカメラが真っ白になり，翌日新しいカメ

ラに取り換えることになる。 

Q4 20 年前の経験ではプラズマがドリフトして材料が削られ，モリブデンが 1 日に何 cm も削られてい

た。中性子散乱で脆化し核融合炉の材料問題があった。今のこの問題の解決状況を知りたい。(原放

部会・齊藤) 

A4 質問は重要な点なので，次回詳しく説明させていただく予定である。JT-60 は日立製作所が全体と

りまとめで製作した良いトカマク装置である。JT-60 は幾度か改造を行なったが、最初は丸いプラズ

マ断面形状で，ダイバータが外側についていた。ダイバータ板は金属であった。このダイバータに

熱が到達すると金属が削れる事象があった。その後ダイバータを下の部分に移動し、同時にダイバ

ータを炭素タイルとしたことで金属が削れることは無くなった。むしろ下側の炭素のタイルが削れ

たり，炭素が気体となりプラズマの中に入ったりする事象もあった。材料とプラズマの相互作用で 2

つ重要なことがある。一つは熱流が来たときプラズマの周りにある材料の表面が健全であるか，も

う一つは中性子がやってきたときに周りの材料がどの程度脆化していくかが大事なポイントになる。

熱についてはこの 20 年間でかなり制御できるようになった。ダイバータに 20MW，30MW の入熱

があったり，瞬間的には 100MW を超えることがある。それでは材料が持たないので，ダイバータ

部にわざとアルゴンやネオンなどの原子番号の大きな不活性ガスの不純物を外から吹きかけ、その

不純物を光らせる。これによってダイバータに来た熱を光に変換する。光にすると磁力線とは関係

ないので，全方位に熱を拡散してくれる。磁力線が集まる場所に熱が集中するので材料が持たない

が，熱を光に変換することによって熱集中を抑えることが可能となり材料の健全性を保つことがで

きる。ダイバータは、最初に金属，次に炭素と材料を変更してきたが、現在では材料が金属の場合

でもそこにやってくる熱が制御可能であることが分かってきた。現在、ITER のダイバータはタング

ステン製の金属ダイバータである。核融合の歴史としては、最初は金属がダメで，炭素になったが

もう一回金属でも大丈夫となってきた。今はタングステンで行くことが考えられている。では、な

ぜタングステンなのか？ 炭素は水素を吸蔵するからである。ITER でプラズマに面する第一壁全体

を炭素にしてしまうと炭素のタイルの中に kg オーダーのトリチウムを吸蔵してしまうので，安全要

求上問題なのである。このため、吸蔵しない金属（タングステン）になった。中性子に関しては，
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構造材に中性子が来ても健全性が保てるフェライト系の F82H を使って中性子負荷 MW/m2 でも大

丈夫な原型炉設計を進めている 

Q5 オーロラの発生は，地球の磁力線に巻き込まれる太陽からの荷電粒子が主なのか，銀河線はどうな

のか。（原放部会・青山) 

A5 太陽が主というように教えられてきたので，その通り説明したが，次回までに調査して回答したい。 

Q6 エネルギー増倍率が 1 を超えたころの話を聞きたい。どのようにして 1 を超えたのか。ハードの進

歩か，運転技術の進歩か(原放部会・和田) 

A6 進歩には大きな発見があった。プラズマの中に、熱が逃げるのを妨げる輸送障壁がある条件を満た

すとできることが分かった。世界的に大きな発見が 2 つあった。一つ目は、プラズマの表面に近い

ところで断熱層が出来ることが独 ASDEX で発見された。２つ目は，プラズマ内部にも断熱層が出

来ることを JT-60 が発見した。これらを組み合わせて発生させたり制御できるようになったことで

プラズマの性能が飛躍的に進歩した。言葉を変えると、プラズマの中には様々な乱流があるが，そ

の乱流を抑える制御法が見つかったこと，すなわち、輸送障壁を作ることが出来ることで進歩した。

これを応用した運転ができるようになったのが，Q=1 になった理由である。 

Q7 講演会終了後に資料は見ることが出来るのか (原放部会・天田) 

A7 技術士会 HP に掲載する。本日参加できなかった方にも閲覧可能とする。資料自体は，既に部会 HP

の会員専用ページに掲載している。(原放部会・和田) 

Q8 2050 年に核融合炉導入，2100 年に全体の 30%に広がる文科省のロードマップの資料に 1 次エネル

ギーでない水素を同列に扱っている点が疑問に感じた。また，水素は 2100 年にゼロになっているの

はなぜか。 (原放部会・横堀) 

A8 水素エネルギーについては即答できない。調べて次回話をしたい。 

 

 
Teams 配信の様子 
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原子力・放射線部会 

「原子力・放射線部会 第 70 回技術士の夕べ 講演会」技術報告 

日 時 : 2021 年 1 月 15 日(金)17:30～19:30  

場 所 : web 会議システム teams を利用した web 講演会  

講 師 : 鎌田 裕氏 国立研究開発法人 量子科学技術研究開発機構 那珂核融合研究所副所長  

演 題 : 核融合炉の開発現状と大型超電導トカマク JT-60SA の竣工  

進行役 : 白川 正弘 (幹事)  

報告者 : 横堀 仁 (S 幹事)  

参加者 : 50 名  

 

１．講演概要 

講演は量子科学技術研究開発機構(QST)那珂核融合研究所の鎌田裕氏を講演者に迎えて開催した

(Microsoft Teams によるリモート開催)。＜脱炭素社会に大きく貢献するエネルギー＞と題する３回のシリーズ講演

で、第１回「核融合炉の基礎」に続いて今回は、第２回として「核融合炉の開発現状と大型超電導トカマク JT-

60SA の竣工」と題する講演が行われた。次回、第３回は「核融合分野での国際協力と国際熱核融合実験炉 ITER

の建設状況」を予定している。本講義では、核融合研究開発の要点、JT-60SA 計画の目標、JT-60SA 装置の概

要、建設工事のあらまし、今後の試験予定について説明があった。第１回目の核融合炉の基礎での紹介内容を

振り返る部分については簡単に触れることとし、今回の主題に沿った内容に焦点をあてて本講演録をまとめた。 

 

２．講演内容 

（１）核融合炉開発の現況 

 概念図により核融合発電炉の仕組みについて紹介があった。（図１） 

核融合の研究開発は、①科学的実現性、②科学的・技術的実現性、③技術的実証・経済的実現性と段階を踏

んで進めている。（図２）既に、核融合反応が実現可能であることを示すに足るプラズマ条件（臨界プラズマ）は我

が国の世界を先導する研究（JT-60）によって実現できている。科学的実現性は既に実証された段階にあるといえ

る。現在は、国際協力による ITER 計画とその関連研究（幅広いアプローチ活動）によって、ITER や JT-60SA の

建設が進められ、科学的・技術的実現性が実証される段階にある。続いて核融合発電の原型炉を建設し、技術

的実証や経済的実現性の実証を行ってゆく計画である。 

  
図−１ 核融合炉のしくみ                図−２ 核融合研究の進め方 
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エネルギー増倍率（Q）＝（核融合反応で発生するエネルギー／プラズマに投入した加熱エネルギー）を指標

にすると、臨界プラズマの達成（Q＝１）をもって科学的実現性の実証、次に燃焼プラズマ（Q=10）の達成で科学

的・技術的実現性の実証、更に、Q=20~30 以上の達成で技術的実証・経済的実現性の実証を目指している。核

融合炉の実用化には、ブランケットやダイバータなど工学的課題の克服が不可欠であるが、先ずは炉心プラズマ

の開発が重要課題であり、これまでは臨界プラズマ条件の達成を目指して、プラズマの加熱、プラズマ電流の維

持、熱・粒子閉じ込め、プラズマの安定性、定常的制御な総合性能の向上に精力が注がれてきた。そして、これ

らを踏まえて燃焼プラズマの実現を目指す ITER と高圧力プラズマの定常維持を目指す JT-60SA へと研究段階

が進んでいる。 

 

（２）プラズマの加熱 

核融合反応を起こすには、1020/m3 以上のプラズマ密度を１億度（10keV）以上の高温状態で効率よく保温で

きるプラズマの閉じ込め性能が必要である。そのため、核融合装置には、プラズマを高温にする加熱機能と高温

状態を維持する保温機能が必要である。プラズマを加熱する装置としては、中性粒子入射加熱装置（NBI）と高周

波（RF）加熱装置の二つが開発されてきた。また、核融合反応の結果発生する α 粒子（ヘリウム原子核）の運動

エネルギー(3.52MeV)によってもプラズマは加熱される。この核融合反応によるプラズマ内部からの加熱を自己加

熱と呼ぶ。エネルギー増倍率（Q）と自己加熱割合の関係は次のとおりである。 

Q=10（ITER）では自己加熱割合は 67%で、Q=30（発電炉）では自己加熱割合は 86%となる。 

(2.1)NBI 加熱装置 

イオンを加速して高エネルギーを付与した後に、中性化して真空容器内のプラズマ領域内に注入してその運

動エネルギーによってプラズマを加熱する。加速エネルギーが 200keV を超えると、中性化効率が正イオンは負

イオンと比べて著しく悪化することから、NBI 加熱には負イオンを加速して中性化する方法が用いられている。

ITER 用の NBI 装置は、加速エネルギー1MeV でイオンビーム電流 40A、ビーム持続時間 3600s を目標に開発を

進めている。 

(2.2)高周波（RF）加熱（電子サイクロトロン共鳴） 

高周波による加熱原理は電子レンジと同じである。電子レンジは、マグネトロンで発振した 2.54GHz の高周波

を用いるのに対し、ここではジャイロトロンによる 170GHz(ITER の場合)の高周波を発生して加熱に用いる。磁力

線の乱れた領域をピンポイントで加熱できる特徴がある。ITER 用ジャイロトロンの開発が進められており、高次モ

ード共振器による 170GHz-1MW の安定発振、1MW の大出力を 300 秒間の持続運転、先進運転方式とエネル

ギー回収による総合発振効率 60%が達成されている。長時間化については、高効率化による発熱量低減とダイヤ

モンド窓の開発があり、0.8MW で１時間（170GHz）を達成した。また、1 台のジャイロトロンで複数の周波数の高周

波を発振する技術開発を進め、2016 年には４周波数（104/137/170/203GHz）で１MW の発振を実証した。 

 

（３）電流駆動 

プラズマを磁場で閉じ込めるにはトロイダル方向（ドーナツ方向）の磁場のみでは不十分であり、ポロイダル方

向の磁場をトロイダル磁場に重畳して螺旋状の磁場の網かごを形成する必要がある。そのため、プラズマの中に

ドーナツ方向の電流（プラズマ電流と呼ぶ）を流してポロイダル方向の磁場を作り出す。このとき、プラズマ電流の

空間分布によって螺旋状の磁力線の編み方（プラズマの中心部と周辺部でどの程度螺旋の度合いが異なるか）

が決定される。プラズマに電流を流す最も基本的な手法としては、ドーナツの中央部（真ん中の穴）にセントラルソ
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レノイド（CS）コイルを設置してこれを１次コイルとし、ドーナツ状のプラズマを２次コイルと見立てる誘導方式（トラン

スの原理）が用いられる。ただし、この誘導方式でプラズマ電流を駆動するには CS コイルの電流を変化させ続け

る必要があり長時間の継続には限界がある。このため、この誘導方式のみでは、核融合炉はパルス運転となって

しまう。実は、プラズマの外部加熱源である、NBI や高周波もプラズマ電流の駆動源として機能する。更に、プラズ

マの圧力が増加すると、自発的にプラズマ電流が発生するのである（この自発電流は、1990 年に JT-60 で初め

て実験的に検証された）。（図３）これらの「非誘導方式」のプラズマ駆動源のみで必要なプラズマ電流を満たすこ

とができれば、トカマク方式核融合炉の定常運転が可能となる。非誘導電流駆動については、我が国が先導的

役割を担ってきている。名大、京大、プラ研、九大、原研等のトカマク装置による研究の着実な進展がみられ、多

様な方式 （低域混成波）を用いて発生電流 360 万アンペアの実証されている。そして、1994 年に JT-60 により、

高自発電流割合での完全非誘導電流運転が可能であることが実証された。 

 

（４）熱や粒子の閉じ込め 

プラズマの位置や形が磁場によって安定に保たれていても、熱や粒子はプラズマ中を移動してプラズマの外

に漏れ出ていく。この漏れを少なくすれば、高温高密度のプラズマを少ない加熱パワーで効率良く維持できる。こ

の指標を、「エネルギー閉じ込め時間」と言う。プラズマが持っている熱エネルギーを、加熱パワー（自己加熱＋

外部加熱）で割った値である。プラズマの冷えにくさを表す量とも言え、ある瞬間に加熱パワーをゼロとした場合、

その後熱エネルギーが 1/e に減少する時定数である。エネルギー閉じ込め時間とプラズマの維持時間とは異な

ることに注意が必要である。電気ポットに例えると、電源を切ってからある温度まで冷めるのに要する時間でポット

の保温性能を示すものがエネルギー閉じ込め時間である。一方、電源につないでおけば、何日でも一定の温度

の保温を続けることができる（＝維持時間）。（図４）因みに、ITER では４秒程度のエネルギー閉じ込め時間で

400-3000 秒の維持時間を目指している。   

  
図−３ プラズマ電流の流し方               図−４ 閉じ込め時間と維持時間 

核融合炉の実現には、プラズマ密度、温度とエネルギー閉じ込め時間の３つの積を大きくすることが重要である。

図５右に核融合炉心プラズマの性能を表す際によく用いられる「ローソン図」を示す。縦軸はプラズマ密度とエネ

ルギー閉じ込め時間の積、横軸はイオン温度を各々対数で表示している。図内の右上の部分には、Q=1 となる

領域や Q=30 となる領域等が示されている。この図から、世界のトカマク装置で得られた性能が、1970 年代、1980

年代、1990 年代と、大きく向上して来たことが分かる。この間、熱や粒子の漏洩を妨げる輸送障壁がプラズマの表

面近傍(1982 年中型トカマク ASDEX (独))や内部（1990 年 JT-60）に形成される運転モードが発見されたことで、

エネルギー閉じ込め時間が 2〜4 倍改善する等のブレークスルーがあった。そして JT-60 で、1996 年に世界記

録であるプラズマ中心イオン温度 5.2 億度と臨界プラズマ条件(Q=1.05)、1998 年に Q=1.25 の世界記録を達成し
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た。（重水素のみを用いた実験であり、重水素とトリチウムの実燃料とした場合に発生する核融合出力を計算で評

価している。）これらの世界記録は今でも保持されている。     

 

（５）プラズマの安定性 

プラズマ電流や圧力が過度に増加すると閉じ込め性能が劣化し、プラズマの平衡状態が維持できなくなりプラ

ズマが消滅してしまう。このため、プラズマの形を縦長にし、磁力線の編み方を工夫して高圧プラズマを支える必

要がある。また、高周波を用いるとその高周波が共鳴する位置でピンポイントに磁力線の乱れを修復できる。高い

プラズマ圧力で安定にプラズマを支えることができれば、コンパクトで経済的な炉が実現できる。核融合出力密度

はプラズマ圧力の２乗に比例する。このため、プラズマ圧力を高めれば、必要なプラズマ体積が小さくてすみ、同

じ核融合出力を小さな装置で得られ経済性が向上する。磁場の圧力で規格化したプラズマ圧力（β）は核融合

炉の実用化に向けた指標である。 （図６）なお、これまでの実績では、JT-60 によって、ITER 相当の高性能プラ

ズマ（β=2.5）を 28 秒間維持できている。 

 
図−５ JT-60 の成果                   図−６ コンパクトで経済的な炉 

 

（６）ダイバータの開発 

プラズマからは熱や粒子が漏れ出て来る。プラズマの最外周部は空中に浮いていて第一壁（プラズマに対向

する真空容器の壁）に直接触れないようになっているが、その外側の磁力線は閉じておらず、そこに漏れ出て来

た粒子はこの開いた磁力線に沿って「ダイバータ領域」へ導かれてくる。炉心プラズマから外部に漏れ出てくる粒

子や熱はダイバータ領域で処理することになる。ダイバータでは、10MW/m2 以上 の高い熱流束の処理が必要

とされる。参考として様々な熱流束の例が紹介された。 

  ITER 用のダイバータの最大熱負荷は 20 MW/m2 であり、タングステンのタイルを並べた水冷ダイバータの製

作が開始されている。そこでは、設計上の繰り返し回数 300 サイクルの 3 倍以上にあたる 1000 サイクル負荷を目

指した開発が進められている。 タングステンタイルの四隅と中央の変化量が特に顕著であることや、高熱負荷試

験後の変形量は、約±0.3 mm 以内であり溶融を防ぐ平面度を満足できていることなどが紹介された。 

   

（７）今後のプラズマ研究開発の要点 

ITER は、「高い閉じ込め効率で高温高密度プラズマの実現」を、一方、JT-60SA は、「高いプラズマ圧力（出力

密度）と非誘導で全プラズマ電流維持」を目指している。熱流の制御と耐高熱負荷ダイバータの研究は、ITER と

JT-60SA の量装置で重要である。そして、目指すは、上記の(3)〜(6)で述べて来た全ての性能を満足する高い

総合性能である。 
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（８）JT-60SA プロジェクト 

JT-60SA プロジェクトは 2007 年から開始した日欧の共同事業で、QST は日本の実施機関を担っている。JT-

60SA は、JT-60 の既存設備を活用しつつ、超伝導コイルを用いた装置に改造している。そのミッションは、「ITER

の技術目標達成のための先導的な支援研究を行って ITER の効率化・リスク低減を図る。」、「ITER では難しい高

圧力プラズマの定常化に挑戦し、経済性の高い原型炉設計に反映する。」更に、「ITER での実験研究、次世代

の研究開発を主導する人材を育成する。」の 3 点である。（図７） 

目標とするプラズマの特性（βとプラズマ維持時間）は下記のとおりである。 

JT-60SA（β=3.5-5.5  維持時間 100s） ⇔ ITER 標準運転（β=1-2 、400s） 

ITER 定常運転（β=2-3 、3000s） ⇔ 原型炉（β=3.5-5.5、定常） 

JT-60SA の機器製作は日欧で分担して行った。超伝導トロイダル磁場コイル、基礎架台とクライオスタット、冷凍

機設備、電源の一部などの製作は欧州で、真空容器、超伝導ポロイダル磁場コイル、NBI、高周波加熱装置など

の製作と全体組み立ては日本が担当した。2013 年から本体の組み立てを開始し、2020 年 3 月に組み立てが完

成した。（図８）引き続いて、統合コミッショニング運転を開始し、現在、2021 年のファーストプラズマに向けて準備

を進めている。 

現在、統合コミッショニングを実施中であり、2020 年 11 月 26 日に、超電導コイルの抵抗値がゼロになることを確

認した。 本体の組み立て動画や本体、ダイバータなど代表的な機器の写真が示された。バーチャルツアーによ

り、完成した施設各部の紹介があった。  

JT-60SA の建設では、高精度の機器製作と組み立てが実現できた。許容される磁場の誤差は約 1/10000 であり、

これは 10m サイズの機器で 1〜数 mm  の誤差目標に相当する。基礎架台の上面 0.6mm、トロイダル磁場コイル

2mm、真空容器 4-8mm 、ポロイダル磁場コイル 0.3-1mm、センターソレノイド 0.3-1.3mm などの製作精度と据付・

組み立て目標を全て達成した。日欧の数多くの研究機関や機器製作メーカーの長年のチームワークの賜物であ

る。JT-60SA 施設のエントランスホールに展示されているこれらの機関やメーカーのロゴ板の紹介があった。 

JT-60SA の ITER と原型炉に向けた研究計画が日欧の研究コミュニティで議論され、JT-60SA リサーチプラン 

Ver. 4.0 として 2018 年 9 月に完成している（共著者 435 名）。日本からは 174 名(18 研究機関)で欧州は 261 名 

(14 カ国, 33 研究機関)の参加である。8 つの研究領域毎に、JT-60SA の実験研究を担う若手研究者によって企

画・提案がまとめられた。JT-60SA の実験が開始された後、日本からは 250-300 名、欧州からは 200-250 名の研

究者が参加する計画となっている。 

  

図−７ ITER 計画の目標             図−８ JT-60SA 装置の完成写真 
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（９）今後の炉心プラズマ研究の展開 

 以上のように、ITER と JT-60SA を用いて、核融合原型炉を実現するための炉心プラズマ研究を進める計画で

ある。JT-60SA は、ITER に 5 年先行して試験を行い、機器製作、組み立て、トカマクシステム評価、コミッショニン

グ、実験、解析、モデリングなどで、ITER 計画を合理的に進めることに役立てる。 

そのため、ITER と JT-60SA の協力取り決めが 2019 年 11 月締結された。 また、JT-60SA は、日本に立地する

大型国際研究拠点であり、日本と欧州の大学の「オンサイトラボラトリー」を那珂研究所に設置した。 

JT-60SA での実験と原型炉の建設スケジュールの説明があった。 

 

（１０）まとめ 

これまで行われた炉心プラズマ研究開発や加熱機器、プラズマ対向壁開発の進展によって、ITER の目標の実

現を十分見通す成果が得られている。また、先進プラズマ研究を担う大型超伝導トカマク装置 JT-60SA が完成で

きた。今後、原型炉の建設に向けた進展が期待されている。  

次回（第３回）は、炉工学研究が進展し、国際熱核融合実験炉 ITER の建設が進み、産学官の全日本体制が構

築されて原型炉の概念設計も大きく前進していることを紹介する予定である。  

 

質疑応答 

Q1（和田／原放部会）：学生時代にはプラズマの持続時間は数秒であったが３０秒近くになってきているのには

驚いている。燃料を入れるタイミングを考えると３０秒という長さが良いのであろうか。燃料の入れ方はどう考え

ているのか。 

A1（鎌田）：日本では核融合炉はパルス運転ではなく定常運転を考えている。すなわち、燃料は常に供給し続け、

また、反応生成物の He は常に排気し続ける。 

燃料の D と T はガスではなく固体ペレット（10mmφx10mmL）として、チューブをとおしてプラズマ領域に供給

する。He ガスはダイバータ領域から真空ポンプで排出する。 

Q2（横堀／原放部会）：プラズマが冷める時間（保温性能）とプラズマを維持する時間についての電気ポットによ

る説明は理解できました。しかし、電気ポットでの長期にわたる保温維持と比べて、JT-60SA や ITER では短

い時間でのプラズマ持続を計画している理由が理解できませんでした。（この程度の短い時間での実証で、ど

うして定常運転が可能であることが示せるのでしょうか） 

A2（鎌田）：実験炉ではプラズマ加熱装置（NBI、RF）の除熱が制約となり、限られたプラズマ維持時間での計画と

なっている。一方、原型炉ではプラズマ加熱装置は定常運転が可能となるように設計される。 

トカマクではプラズマ電流を流し続ける必要がある。CF コイルによる誘導電流はコイルの電流を増加し続けな

ければならないということから長時間の持続は限界がある。そのため、NBI や RF のプラズマ加熱装置をプラズ

マ電流の確保のため定常運転中に流し続ける必要がある。研究的にはプラズマの安定状態が定常的に維持

できることを確認することが目的である。冷める時間（JT-60SA では３秒）の３倍もあれば、プラズマはほぼ安定

した状態となるので、更にその１０倍程度の時間に亘って安定性の維持が確認できれば、目標が達成できたと

考えている。JT-60SA では 100 秒の維持時間が目標である。また、ITER では、形状が大きいので、400〜3000

秒となっている。（以上が、プラズマの維持時間が短時間であるにもかかわらず。定常運転が可能であると判

断する理由である。） 
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Q3 (佐藤／エネルギーシステム)：温度変化の激しい環境における高精度の組み立て要求に対して、設計上どん

な点に留意したのか。 

A3（鎌田）：真空容器の表面を 200℃でベーキングする。コイルを超電導にするには-268℃となる。これらの温度

差に対し、指示位置の工夫やベローズの採用、均一に縮んでいるかの確認など様々な対応を行なった。 

Q4 (栗原／元那珂研)：真空容器内にブランケットを設置した場合配管破断事故時にどの程度のトリチウムが環境

に放出されるのか。福島第一原発（１F）で話題になっているトリチウム量との大小関係はどんなものか。 

A4（鎌田）：ブランケットの破損での放出量は正確な把握をしていないので次回回答したい。ITER では、ブランケ

ットの破損ではないが、真空容器の壁に吸着したトリチウムの真空容器破損時の放出量が検討されているが

正確な数値については次回合わせて回答する。 

C4（和田）：１F のトリチウムは液体であるが、核融合炉のトリチウムはガス状であるので、放出後地球環境に止まら

ないで大気圏外に逃げてしまうのではないか。 

Q5（和田）：JT-60SA はかぼちゃ型、ITER はドーナツ型であるが、実証炉はかぼちゃ型と考えて良いか。 

A5（鎌田）：かぼちゃ型とドーナツ型の違いは中心部分の空間の大小にある。 

トカマクは、中心ソレノイドコイル（CF コイル）による電磁誘導でプラズマに電流を流している。かぼちゃ型と比

べてドーナツ型は空間が大きくこの部分に設置する CF コイルを大きくできる。ITER は高圧プラズマによる自

発電流の発生がどの程度見込めるかが不確定であり保険の意味で CF コイルへの依存度を高くとってあり、結

果としてドーナツ型の選択となっている。JT-60SA での高圧プラズマによる自発電流発生比率を高めることで

非誘導電流のみでのプラズア制御が可能であることが実証できれば、CF コイルへの依存度は小さくできるの

で、実証炉はかぼちゃ型が選択される。 

Q6（和田）：DD、DT 実験を行うのはいつ頃を計画しているのか。 

A6（鎌田）：JT-60SA は 2023 年には DD 実験を始める（DT は行わない） 

      ITER は 2035 年から DD、DT 実験を行う。 

Q7（和田）：菅首相が 2050 年にカーボンニュートラルの実現を謳っているが、その時点では JT-60SA はどうなっ

ていると予想するか。 

A7（鎌田）：2040 年代には全ての役割を終え、核融合原型炉にミッションを委ねているので、JT-60SA は博物館

になっているのではなかろうか。 
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「原⼦⼒・放射線部会 第 71 回技術⼠の⼣べ 講演会」技術報告 
 

⽇ 時 ：2021 年 3 ⽉ 12 ⽇（⾦）18：00〜20：00 
場 所 ：web 会議システム teams を利⽤した web 講演会 
講 師 ：鎌⽥裕⽒（国⽴研究開発法⼈ 量⼦科学技術研究開発機構 那珂核融合研究所 副所⻑） 
演 題 ：シリーズ「放射線利⽤としての核融合」 
     第 3 回「核融合分野での国際協⼒と ITER 建設状況」 
司 会 ：⽩川正広（幹事） 
参加者 ：82 名（講師含む） 
作 成 ：千歳範壽（部会員） 
 
1 はじめに 

菅⾸相が所信表明演説で温室効果ガス排出量を 2050 年までに実質ゼロとする⽬標を宣⾔し、脱炭
素社会に向けてのエネルギー開発が以前にも増して求められるようになった。核融合炉は海⽔にほ
ぼ無尽蔵に存在する重⽔素や三重⽔素を燃料とし、⼆酸化炭素や⾼レベル放射性廃棄物を排出しな
いため、エネルギー問題・環境問題の根本的解決につながる技術と期待される。今、新たに注⽬され
る核融合炉について、基礎的な理論から最新の開発現状までを学び将来のエネルギー源を考える場
として、核融合シリーズの講演会が企画された。本講演会は全 3 回のうちの最後にあたり、主に、
国際熱核融合実験炉 ITER 建設に⾄るまでの国際協⼒の状況について解説された。 

第 1 回、第 2 回は機械振興会館に事務局を置いての開催であったが、今回は全てリモートで実施
し、接続や画像配信など滞りなく進⾏することができた。 
 
2 講演概要 
2-1 国際協⼒と ITER 計画 
(1) 核融合研究開発を⽀える国際協⼒ 

核融合の研究は国際協⼒と国際競争が組み合わさって進んでいる。最⼤の国際協⼒は ITER であ
り、⽇本、⽶国、欧州、ロシア、中国、インド、韓国の 7 極が参加している。各極において稼働中の
トカマク装置は 20 基を超え、これまでの研究から得られた知⾒が蓄積されている。この 7 極に ITER
機構と豪州を加え、国際的な核融合研究の枠組みを与える活動として国際トカマク物理活動（ITPA）
が 2001 年 7 ⽉に開始された。ITPA は、調整委員会と 7 つの専⾨委員会から構成され、ITER 計画
と各極の研究コミュニティを繋ぐことが主な役割である。⽇本は 3 つの専⾨委員会で議⻑を務める
など主導的な⽴場にある。 

⽇本における核融合研究においては、まずは科学的実現性の実証を進め、JT-60 において臨界プラ
ズマ条件を達成した。現在は科学的・技術的実現性を実証する段階にあり、燃焼プラズマ(エネルギ
ー増倍率 Q=10)と核融合炉⼯学技術の実証を⽬指して ITER 計画を進めている。これと並⾏し ITER
を⽀援する研究開発として、欧州と協⼒して進めている「核融合エネルギー研究分野における幅広
いアプローチ（BA）活動」があり、超伝導トカマクである JT-60SA 事業（茨城県那珂市）、国際核
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融合材料照射施設の⼯学実証•⼯学設計（IFMIF/EVEDA）事業と原型炉の設計•⼯学 R&D などを⾏
なう国際核融合エネルギー研究センター(IFERC)事業(⻘森県六ヶ所村)を実施している。この先、
2035 年頃に技術的実証と経済的実現性を⽬的とする原型炉の建設判断を⾏ない、核融合発電を実現
することを⽬指している。 
 
(2)国際熱核融合実験炉 ITER 

ITER は重⽔素とトリチウム（三重⽔素）の実燃料で持続的に核融合燃焼が可能であることを実証
する実験炉である。熱出⼒は 50 万 kW、エネルギー増倍率 Q=10 を⾒込んでいる。事業の開始は
2007 年であり、2025 年の初プラズマ運転、2035 年の核融合運転を⽬指して建設が進んでいる。き
っかけは 1985 年の⽶・ソ⾸脳会談（レーガン-ゴルバチョフ会談）で核融合の国際共同開発に合意
したことであり、⽇・欧にも呼び掛けて ITER 計画が発⾜した。その後、⽶国の離脱と再加⼊、カナ
ダの加⼊と離脱、中印韓の参加を経て、2007 年に冒頭に述べた 7 極で ITER 機構が発⾜した。建設
サイトは、フランスのサンポー
ル・レ・デュランスである。 

ITER に必要な機器は、参加 7
極の国内機関（⽇本では量⼦科
学技術研究開発機構 QST）が製
作して ITER サイトに持ち寄り、
ITER 機構が全体を組み⽴てる。
⽇本の製作分担は超伝導トロイ
ダル磁場コイル、超伝導中⼼ソ
レノイド⽤導体、⾼周波加熱装
置、中性粒⼦ビーム加熱装置、ダ
イバータ、遠隔保守機器、プラズ
マ計測装置、トリチウムプラン
ト設備などの⼀部分である(図
1)。以下にその製作状況を⽰す。 

 
(a)超伝導コイルシステム 

ITER では電気的損失と、それによる発熱を抑制するため、超伝導コイルシステムを採⽤する。
構成は、18 個のトロイダル磁場(TF)コイル、6 個の中⼼(CS)ソレノイドコイル、6 個のポロイダ
ル磁場（PF）コイルからなり、そのうち、TF コイル巻き線 9 個分、TF 導体 33 個（全体の 25％）、
TF コイル構造物の全て、CS 導体の全てを⽇本が担当する（図 2）。 

TF 導体は⾼い磁場を発⽣できる超伝導材ニオブ・スズ（Nb3Sn）を⽤い、電流 68kA、磁場 11.8T
で設計されている。導体は、直径 0.82mm の超伝導素線 900 本と銅線 522 本から構成される撚
線をステンレス（ジャケット）内に挿⼊した構造である。この導体で巻線を作り、その巻線部は
さらに TF コイル構造物で補強され、⾼さ 16.5ｍ、幅 9ｍ、重さ約 300 トンの D 型の形状の TF

図 1 ITER における⽇本の製作分担 
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コイルとなる。TF コイル構造物は
⼤型・厚⾁（約 230mm）の極低温
⽤特殊ステンレス鋼を⽤いるため
に溶接が困難であるが、溶接技術
の確⽴により、1 万分の 1 以下の
⾼精度で製作することに成功し
た。フランスの ITER サイトへの
TF コイル 1 号機の搬⼊は 2020 年
4 ⽉であり、2021 年 3 ⽉までに 3
個を搬⼊している。 

 
(b) 中性粒⼦ビーム加熱装置 

ITER の プ ラ ズ マ 加 熱 に は
1MV、40A という世界最⼤の粒⼦
ビームを使⽤するため、まず、実規模試験施設をイタリアのパドバに建設した。⽇本は直流超⾼
電圧電源の開発・製作を担当している。2019 年に据付を完了し、2020 年に試験を開始したが、
新型コロナウィルスのために現地に作業員を派遣することができず、遠隔指⽰での試験となった。
その過程で遠隔指⽰を効率よく進めるために以下の 3 つのルールを構築し、現在順調に試験を実
施している。 

① 1 指⽰ 1 アクション 1 確認 
② 要領書の超具体化 
③ ⼿元カメラと全体カメラ 

 
(c)トリチウムプラント 

重⽔素とトリチウムを燃料とする核融合反応(DT 反応)では、反応⽣成物である He や不純物が
燃料中に混⼊するとプラズマの燃焼条件が悪化するため、He や不純物を常に排気し取り除く必要
がある。ただし、排気したガスの中には燃料である重⽔素とトリチウムも同時に含まれているた
め、その中から燃料を回収・精製し、プラズマに再供給する「燃料循環システム」としてのトリチ
ウムプラントが必要である。ITER の出⼒ 50 万 kW の運転では真空容器への供給量は 5.8 ㎏/⽇で
あり、ワンススルーでの燃焼率（実際に核融合反応に使われる割合）0.3％と計算される。 

ITER のトリチウムプラントは燃料処理設備とトリチウム除去設備(DS)からなり、⽇本は DS の
50％を担当する。DS の役割は異常時の建屋の負圧維持及び建屋雰囲気中のトリチウム除去、ホッ
トセル雰囲気中のトリチウム除去、燃料処理設備排ガス中のトリチウム除去である。トリチウム
などの⽔素ガスは触媒塔で酸化され、液体の⽔として除去される。⽇本は⽔交換塔の性能検証試
験を完了し、フランス規制当局に要求される統合性能評価確認試験を 2021 年に予定している。 

 
 

図 2 超伝導コイルシステムにおける⽇本の分担 
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(d)その他の担当機器 
⾼周波加熱装置のジャイロトロン 8 基を製作し、3 基の性能確認試験を完了した。 
ダイバータプラズマ対向ユニットのうち外側部分を⽇本が担当する。ユニットを構成するタン

グステンタイル、ステンレス製⽀持構造体、クロムジルコニウム銅製の冷却管を製作し、⾼熱負荷
試験（20MW/ｍ2繰り返し加熱）において 1000 サイクルでも除熱性能の劣化や⻲裂が確認されず、
合格した。これを受け、2017 年からフルタングステンダイバータ外側ターゲットの調達を開始し
た。 

ブランケット遠隔保守装置は全部を⽇本が担当する。ブランケットは最⼤ 4 トンのモジュール
440 個に分割されていて、そのモジュールを精密に取り付けるための⼤型ロボットアームを開発
している。 

 
2-2 原型炉開発ロードマップ 

2018 年 7 ⽉ 24 ⽇の⽂部科学省核融合科学技術委員会で、原型炉研究開発ロードマップについて
の 1 次とりまとめが⾏われた。その中で、プラズマ燃焼条件などと並んで重要な技術項⽬として核
融合中性⼦源、ブランケット開発が挙げられている。 
 

(a)核融合中性⼦源 
核融合炉内では多量の⾼速中性⼦が⾶来する環境にあるため、⾼エネルギー中性⼦照射環境で

の機器や材料の開発が必要であり、そのための照射施設が必要である。現在計画している国際核
融合材料照射施設（IFMIF）では、⾼エネルギーの重⽔素ビームを液体リチウムターゲットに当て
て反応させ、核融合炉で発⽣する中性⼦と同程度の⾼エネルギー中性⼦を発⽣させ、これを試験
材料に照射する。この IFMIF の実現に向けて、⽇欧の幅広いアプローチ（BA） 活動の⼀環とし
て IFMIF 原型加速器の整備を進めており、2019 年 7 ⽉に、⾼周波四重極線形加速器 RFQ によっ
て、⽬標とする 5MeV、125ｍA の重陽⼦ビームの加速にパルス運転で成功した。この先、連続運
転での実証の後、後段に超伝導⾼周波加速器（SRF）を組み⽴て、9MeV での実証を⽬指している
(図 3)。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 3 IFMIF 原型加速器 図 4 微⼩球の製作充填技術 
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(b)ブランケット 
ブランケットは真空容器内側にブロックのように数百個のモジュールとしてプラズマを囲むよ

うに取り付けられ、熱エネルギーの取り出し、中性⼦の増殖、燃料トリチウムの製造、という役割
を持つ。中性⼦増倍材としてはベリリウム Be を、トリチウム増殖材としてはリチウム 6Li を⽤い
る。中性⼦増倍材及びトリチウム増殖材の微⼩球（直径 1mm 程度）の製作と充填技術は、⽇本が
先導している(図 4)。 

 
2-3 原型炉設計活動の⽬標 

ITER の次のステップは、核融合エ
ネルギーの技術的実証と経済的実現
性の実証を⽬的とする核融合原型炉
である。原型炉の開発は、基本的に各
極が独⾃に開発を進めることとして
いる。⽇本では、最速の場合、2035 年
頃に⼯学設計を完了し、2040 年台半
ばに運転開始することを⽬標として
いる。（図 5）。他極のスケジュールも
ほぼ類似であり、欧州は⽇本と同様、
⽶国では 2040 年頃にパイロット
プラントを、英国では 2040 年頃
にコンパクトな核融合炉を計画
している。また、中国では ITER
と並⾏して中国核融合⼯学実験
炉 CFETR を進め、2040 年頃に
系統への電⼒供給を⽬指してい
る。 

⽇本では、2015 年 6 ⽉に、原
型炉総合戦略タスクフォースの
⽅針に沿って産学官連携のオー
ルジャパン体制で原型炉概念の
構築を⽬指す原型炉設計合同特
別チームが QST 六ケ所研究所に
設置された(図 6)。そして、産業
界の発電プラント技術及び運転
経験を取り⼊れて、遠隔保守⽅式
や増殖ブランケットなども含めた原型炉の発電運転に必要な全ての設備を配する原型炉 JA DEMO
の設計が進み、21 世紀中ごろに電気出⼒ 64 万キロワット（核融合出⼒ 150 万キロワット）を発⽣

図 5 原型炉開発ロードマップ 

図 6 産学官連携の原型炉設計合同特別チームの概要
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する原型炉の建設が可能であることが⽰された。同チームでは、原型炉の開発に加えて、基本⽅針に
ついての合意形成などのワーキンググループ活動やエネルギーの⻑期⾒通しの検討なども⾏なって
いる。 

 
2-4 まとめ 

核融合は燃料がほぼ無尽蔵で安全性に優れ、脱炭素社会に⼤きく貢献できる技術である。その研
究開発において、黎明期から⽇本が世界を主導し、ITER 建設においても⽇本が重要な役割を果たし
ている。産学官のオールジャパン体制が構築され、原型炉の概念設計も前進した。新たな段階に⼊る
核融合開発への参加者を募集している。 

 
3 質疑 
Q1 特に募集している技術者の分野は何か？ 

A1 種々の分野の技術者を必要としている。例えば、超伝導技術や、様々な材料技術が必要である。また、

規格基準は原子炉と同じではない独自のものが原型炉の実現のために必須であるが、放射線防護だけ

でなく、機器の健全性確保の点も原子炉とは異なるので、それを構築していく専門家が必要である。 

Q2 燃料となるトリチウムの量が多いが、製造は可能か？ 

A2 原型炉で必要なトリチウムは 1 日に約 20 ㎏であるが、そのうちで反応により消費される量は少なく、排

気から回収精製して循環させることができる。もちろん、消費する分以上のトリチウムをブランケットで製造

する必要がある。すなわち、トリチウム増倍率（消費量の何倍生産できるか）を 1 以上にしないと核融合炉

が成り立たない。 

Q3 各国の原型炉の出力はどれぐらいか？  

A3 日本は熱出力約 150 万 kW としているのに対し、欧州はほぼ同じで、米国はこれよりは小さい。中国の

CFETR は熱出力 20 万 kW（第一期）- 100 万 kW（第二期）である。ITER は熱出力 50 万 kW である

が、発電設備を持たないので電気出力は無い。 

Q4 原型炉は各極が独自に開発するということだが、情報共有しないのか？ 

A4 ITER に関する技術情報は 7 極で共有する。一方、原型炉は国益を支えるエネルギー技術であるため

基本的にドメスティックである。各極で情報セキュリティも含めた対策の下で実施するが、技術を進めるた

めのある程度の情報共有は行なうものと考える。 

Q5 核融合開発や原型炉建設において、地元に必要なことは何か？ 

A5 国際協力には地元の理解が大変重要である。研究者の家族が滞在するので、地元の受け入れ環境が

必要で、例えば日欧の BA 活動の拠点である六ケ所村では外国人を受け入れる学校を作って頂いた。

欧州からは、とても感謝されている。 原型炉は大型の機器の搬入のために大きな港の近くが適している。

放射線に対する理解も必要である。例えば、六ケ所村のある青森県はその点で整っている。 

Q6 トリチウムに対する安全確保を原子炉と核融合炉で比較すると、どちらが大変か？ 

A6 単純な比較は難しい。トリチウムの役割や量も異なる。原子炉でも重水減速ならば多くのトリチウムが生

成されるなど、バリエーションがある。 

Q7 トリチウムの必要量が多くて大変そうだが、ヘリウム 3He を使う核融合炉はできないか？ 

A7 3He と重水素の核融合反応断面積が低いため、D-3He 反応では D-T 反応と比べて核融合に必要なプ

ラズマ閉じ込め温度が約 1 桁上がってしまう。反応生成物として中性子が出ないという利点はあるが、現
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時点では磁場閉じ込め技術が不足している。 

Q8 計測制御について、原子炉では中性子束を観測するが、核融合炉では何を観測するのか？ 

A8 外部磁場の制御には磁気センサーで測定したプラズマの位置や形状を用いる。また、プラズマ密度の

制御には中性子束を指標として用いることになるが、中性子束だけで良いかは、今後の検討課題である。

中性子増倍率を上げるためには、計測機器はできるだけ少なくして、プラズマに近いところにブランケット

を設置することが望ましいので、如何に少ない計測データでプラズマ制御ができるかが大事な課題であ

る。 

Q9 エネルギー増倍係数 Q はどのような値か？ 

A9 Q は核融合で放出されるエネルギーとプラズマに投入したエネルギーの比である。電気出力になるまで

のロスを考慮すると、プラントとして正味のエネルギーがプラスになるには、Q を 10 ぐらいにする必要があ

る。 

 

以上 
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