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静岡県コンベンションアーツセンター「グランシップ」



１

１１月２３日�

A会場（中ホール） B会場（会議室１００１） C会場（展示ギャラリー）

午

前

９：００～９：４５
オーバービュー講演Ⅰ

座長：鎌田 裕（原研）
「無電流ヘリカルプラズマの高�領域の探
求について」 山田弘司（核融合研）

９：５０～１１：１０（２３aA０１‐０４）
ヘリカルⅠ 座長：永見正幸（原研）
招待講演：
�ヘリオトロン Jにおける自発的閉じ込め
遷移現象

水内 亨（京大）
�CHSにおける境界輸送障壁（ETB）の形
成実験

南 貴司（核融合研）

一般講演：２件

１１：１５～１２：５５（２３aA０１P－５０P）
プレポスターⅠ
ヘリカル 座長：水内 亨（京大）

９：００～１０：４５（２３aB０１-０５）
真空・第一壁 座長：田辺哲朗（名大）
１）LHDプラズマ対向表面のマテリアル

プローブ解析 日野友明（北大）
２）核反応分析を用いたTFTRプラズマ

対向壁表面近傍の軽元素分布測定
久保田直義（原研）

３）低エネルギー・高粒子束プラズマ照
射によるタングステン表面での水素
ブリスターとミクロン大ヘリウムバ
ブルの形成

西島 大（名大）
一般講演：２件

１０：５０～１１：３０（２３aB０６-０７）
プラズマ基礎Ⅰ

座長：田中雅慶（核融合研）
招待講演：
�電子ビーム・プラズマ系におけるビー

ムの自己捕捉現象
竹田 剛（静岡大）

一般講演：１件

１１：３５～１２：５５（２３aB０１P-３７P）
プレポスターⅡ
真空・第一壁・材料

座長：日野友明（北大）

午

後

１３：５０～１５：２０
シンポジウムⅠ
「高速点火方式によるレーザー核融合炉開
発の展望」

座長：苫米地 顕（元電中研顧問）

１５：２５～１７：１０（２３pA０１-０５）
トカマクⅠ 座長：藤澤彰英（核融合研）
招待講演：
�トカマクのH-modeにおける多次元電場
構造

糟谷直宏（核融合研）
�JT-６０UとASDEX Upgrade におけるH
モードプラズマのペデスタル特性

浦野 創（原研）

一般講演：３件

１７：２５～１８：３５
学会関連報告会

１３：５０～１５：３５（２３pB０２-０８）
プラズマ基礎Ⅱ

座長：佐々木浩一（名大）

一般講演：７件

１５：４５～１７：１５
シンポジウムⅡ
「ITERのプラズマ対向材料選択への戦
略」 座長：大野哲靖（名大）

１３：５０～１６：２０
ポスター I，II
ヘリカル，真空・第一壁・材料

夜

１８：４５～
インフォーマルミーティング
「スクレイプ・オフ層及びダイバータの物理」

世話人：大野哲靖（名大）



２

１１月２４日�

A会場（中ホール） B会場（会議室１００１） C会場（展示ギャラリー）

午

前

９：００～１０：４０（２４aA０１P-４９P）
プレポスターⅢ
トカマク

座長：坂本宜照（原研）

１０：４５～１２：１５
シンポジウムⅢ
「ヘリカル系プラズマ閉じ込め研究の核融
合研究に果たす役割」

座長：図子秀樹（九大）

１２：２０～１３：０５
オーバービュー講演Ⅱ

座長：松岡啓介（核融合研）
「JT-６０U高性能プラズマにおける定常化研
究の新展開」

竹永秀信（原研）

９：００～１０：３０（２４aB０１P-４４P）
プレポスターⅣ
プラズマ応用，慣性核融合
座長：畠山力三（東北大）［プラズマ応用］

廣岡慶彦（核融合研）［慣性核融合］
１０：３５～１２：５０（２４aB０１-０７）
プラズマ計測 座長：間瀬 淳（九大）
招待講演：
� ダイバータ模擬装置MAP-II における
再結合プラズマの診断

門 信一郎（東大）
� 高速度接線軟X線カメラによるヘリカ
ルプラズマとトカマクプラズマのMHD
揺動の研究

大舘 暁（核融合研）
� 高速プラズマ流を用いたマッハプ
ローブ計測の特性評価

安藤 晃（東北大）

一般講演：４件

１０：３５～１３：００
ポスターⅢ，Ⅳ
トカマク，プラズマ応用，慣性核融合

午

後

A会場（中ホール）

１４：００～１４：２０ 学会賞授賞式
司会：岡村昇一（核融合研）

１４：２０～１５：００ 学会賞受賞記念講演
司会：藤原正巳（核融合研名誉教授）

１５：００～１６：００
特別講演
座長：神藤正士（静岡大）

「光技術の可能性」 晝馬輝夫（浜松ホトニクス�社長）

１６：１０～１８：４０
特別企画 「プラズマ応用における最近の進展」
コーディネータ：三重野 哲（静岡大）

夜 １９：３０～２１：３０ 懇親会（ブケ東海静岡）



３

１１月２５日�

A会場（交流ホール） B会場（会議室１００１） C会場（展示ギャラリー）

午

前

９：００～１０：２５（２５aA０１-０５）
ヘリカルⅡ

座長：長崎百伸（京大）
招待講演：
�有限軌道幅効果を含めた新古典輸送シ
ミュレーション

佐竹真介（核融合研）

一般講演：４件

１０：３０～１２：００（２５aA０６-０８）
APS/EPS招待講演：

座長：田中和夫（阪大）
�ResistiveWallModeControl of HighBeta
Plasmas in the DIII-D Device

M. Okabayashi(PPPL)
�MAST and the Role of Spherical Toka-
maks in Advancing Tokamak Physics

B. Lloyd (UKAEA)
�Petawatt Laser interaction Physics

P. Norreys(CCLRC)

９：００～１０：１０（２５aB０１-０４）
加熱・加速

座長：今井 剛（筑波大）
招待講演：
�LHDにおける電子サイクロトロン加熱
プラズマのパラメータ領域拡大

久保 伸（核融合研）

一般講演：３件

１０：３０～１２：００
シンポジウムⅣ
「ITERテストブランケットモジュールの
検討」

座長：田中 知（東大）

午

後

１３：３０～１５：０２（２５pA０１P-４５P）
プレポスターⅤ
プラズマ基礎

座長：佐伯紘一（静岡大）

１５：０５～１６：４０（２５pA０１-０５）
１）ミラー

座長：谷津 潔（筑波大名誉教授）
招待講演：
�ガンマ１０プラグ部における高電力電子
加熱実験

斉藤輝雄（筑波大）

一般講演：２件

２）慣性核融合
座長：堀岡一彦（東工大）

招待講演：
�ペタワットレーザーによる球対称爆縮
ターゲットの加熱機構の解明

北川米喜（阪大）

一般講演：１件

１６：５０～１８：２０
シンポジウムⅤ
「種々のプラズマ中における渦運動の展開」

座長：津島 晴（横浜国大）

１３：３０～１５：０５（２５pB０１P-４７P）
プレポスターⅥ
プラズマ計測

座長：上田良夫（阪大）

１５：１０～１６：４５（２５pB０１-０５）
プラズマ応用

座長：永津雅章（静岡大）
招待講演：
�Initial Ignition Dynamics of Radio Fre-
quency Induction Thermal Plasma in At-
mospheric Pressure

Razzak M. Abdur（名大）
�線集光型レーザープラズマX線源による
光電子顕微鏡の開発

山口直洋（豊田工大）

一般講演：３件

１６：５０～１８：２０
シンポジウムⅥ
「超並列計算機によるプラズマ計算機シ
ミュレーション」

座長：犬塚 博（静岡大）

１５：１０～１７：４０
ポスターⅤ，Ⅵ
プラズマ基礎，計測

夜

１８：３０～
インフォーマルミーティングⅡ
「国際トカマク物理活動（ITPA）及び物理
クラスターの成果と今後の課題」
世話人：高村秀一（名大），二宮博正（原研）

１８：３０～
インフォーマルミーティングⅢ
「核融合若手研究者によるインフォーマル
ミーティング」

世話人：及川聡洋（原研）



４

１１月２６日�

A会場（中ホール） B会場（会議室１００１） C会場（展示ギャラリー）

午

前

９：００～９：４５
レビュー講演

座長：西原功修（阪大）
「レーザーと加速器：極限原子力技術」

田島俊樹（原研）

９：５０～１１：２０
シンポジウムⅦ
「核融合炉環境におけるトリチウム挙動と
リサイクル技術」

座長：宇田達彦（核融合研）

１１：３０～１２：４０（２６aA０１P-３５P）
プレポスターⅦ
ミラー

座長：犬竹正明（東北大）

９：００～１０：００（２６aB０１-０４）
炉設計 座長：小西哲之（京大）

一般講演：４件

１０：０５～１２：０５（２６aB０１P-６０P）
プレポスターⅧ
加熱・加速，磁場・電源，炉設計，新概念

座長：坂本慶司（原研）

午

後

１３：４０～１５：１５（２６pA０１-０５）
トカマクⅡ

座長：東井和夫（核融合研）
招待講演
�トカマクのディスラプション時におけ
る逃走電子プラズマの特性

河野康則（原研）
�JT-６０Uにおける負イオン源中性粒子
ビームが駆動するアルベン固有周波数
帯不安定性

篠原孝司（原研）

一般講演：３件

１５：２０～１６：５０
シンポジウムⅨ
「ITERにおける物理研究の進め方」

座長：高瀬雄一（東大）

１３：４０～１５：１０
シンポジウムⅧ
「核融合プラズマシミュレーションの進展」

座長：岡本正雄（核融合研）

１３：４０～１６：１０
ポスターⅦ，Ⅷ
ミラー，加熱・加速，磁場・電源，炉設計，新
概念



５

参加登録および発表要領

１．参加登録
参加者は参加費を受付で支払い，参加章と講演予稿集を受け取ってください．参加費は，正会員および賛助会員法人に属

する方：5,000 円，学生会員：2,500 円，非会員：7,500 円，学生非会員：3,000 円です．参加章には各自，氏名と所属をご記入

の上，会期中胸のポケット等に挿しておいてください．

２．講演番号
プログラムに記載されている講演番号，例えば「２５aA０４」は「２５日午前A会場の４番目」の講演を示しています．連名の

場合は，登壇者の左肩に○印がつけてあります．また，ポスター発表の講演番号は，「２５aA０１P」のように最後に「P」をつ

けて区別してあります．

３．講演形式および時間
・一般講演は，口頭発表とポスター発表で行われます．口頭発表は１題目につき１０分，質疑・討論のための時間は５分で

す．７分に第１鈴，講演終了時間時に第２鈴を鳴らしますので，時間厳守をお願いいたします．

・ポスター発表の内容の概略を理解していただくため，プレポスターセッションを設けてあります．一人あたり２分以内（時

間厳守）としますので，ポスターの内容を要領よくまとめてご説明ください．とくに結果，結論が明確にわかるようにご

留意願います

・ポスター会場には横１８０cm，縦１２０cmのパネルが用意されており，講演番号はパネルに貼られています．講演題目，所属，

氏名を記入した用紙（すべて英文・和文を並記してください）を該当するパネルに貼り付けてください．

・ポスターの掲示は備え付けのテープで行い，終了後はすみやかにテープ等をきれいにはがし，原状回復にご協力ください．

・ポスター発表の持ち時間１５０分の内，最初の９０分はその場を離れずに説明・討論を行ってください．残りの６０分はできる限

りその場にいて討論を行うように努めてください．

・ポスターおよび口頭発表のビューグラフはできるだけ英文でご作成いただくことが推奨されています

４．液晶プロジェクタ使用について
講演会場では，OHPの他に液晶プロジェクタも利用可能です．ただし，パソコンは各自ご用意ください（会場にはパソコ

ンを用意いたしませんのでご注意ください）．また，プレポスターセッションはOHPに限ります．液晶プロジェクタ利用者

も，機器トラブルがあった場合に備え，バックアップのOHPシートを必ずご用意ください．なお，液晶プロジェクタの使用

法等についてはあらかじめ学会WEBページでご確認ください．

５．招待講演の論文提出
招待講演採択にあたっては，学会誌５月号本会記事「招待講演募集」記事にありますとおり，講演内容の学会誌への投稿

を条件としております．研究論文，レビュー論文，解説などの形で必ず年会開催中に論文をご提出ください．なお，Rapid

Communications でのご投稿は認めませんのでご注意ください．

提出期限：年会開催期間中

提出場所：年会会場受付

提出物：論文（オリジナル１部およびコピー１部），投稿票



６

■会 場

○静岡県コンベンションアーツセンター「グランシップ」（〒４２２－８００５ 静岡市池田７９－４）

（TEL：０５４‐２０３‐５７１０， http://www.granship.or.jp/）

○会場までの主な道順と地図

�東海道新幹線 JR静岡駅にて在来線上り（清水，沼津方面）に乗り換え．JR東静岡駅下車．改札口を出た後，右方向に進む．
徒歩３分．

�東名高速道路静岡 I.C.から 6 km，車で約２０分．有料駐車場有．

○会場の概要，交通・アクセスの詳細は，会場のホームページ http://www.granship.or.jp/をご参照ください．

■会場内配置図



７

◇ 発表論文の新規性 ◇

本学会は，平成８年７月２４日付，８特総第７７０号をもって，特

許法第３０条第１項（実用新案法第１１条第１項において準用する

場合も含む）の規定に基づく学術団体として指定されておりま

す．従って，本会主催の「年会」等において，予稿，図面等の

文書をもって発表された発明または考案は，同項の規定によ

り，６ヶ月以内はその新規性が喪失せず，特許出願できます．

証明書発行用の申請書式等、詳しくは事務局へお問い合わせ下

さい．

■懇親会

懇親会を以下の要領で開催いたします．皆様お誘い合わせの上，是非ご参加ください．先着順に受付いたします．

日 時：１１月２４日�１９：３０～２１：３０
場 所：ブケ東海静岡（静岡市紺屋町９－９）

会 費：4,500 円，学生 3,500 円

申 込：１１／１０までに参加者氏名・所属・連絡先（Tel，E-mail）を明記の上，srkokun@jpc.shizuoka.ac.jp までお申し込みくだ

さい

■昼食等について

グランシップでは，弁当類の持込は禁止されています．このため，昼食等は，当日の午前中，会場受付で販売する弁当の予約券を

購入いただくか，グランシップ１階のレストラン「オアシス」または周辺のレストランをご利用ください．

レストラン オアシス（年会会場１F）のご案内

＊営業時間 １１：００～１４：３０

＊座席数： 約９０席

■現地連絡先・実行委員長代行

奥野健二（静岡大学理学部附属放射化学研究施設）

〒４２２‐８５２９ 静岡市大谷８３６ Tel：０５４‐２３８‐４８０２，Fax：０５４‐２３８‐３９８９ E-mail: srkokun@ipc.shizuoka.ac.jp

※最新の情報につきましてはプラズマ・核融合学会WEBページ http://www.jspf.or.jp/jspf_annual04/をご参照ください．
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