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Abstract 

The development of fusion energy is going into the experimental reactor stage, and the thermal energy from the fusion 
reaction will be generated in a plant scale through the ITER (International Thermonuclear Experimental Reactor) project. 
The remaining critical issue toward the realization of fusion energy is to map out the development strategy. Recently, 
early realization approach as for the fusion energy development is being discussed in Japan, Europe, and the United 
States. This approach implies that the devices for a Demo reactor and a proto-type reactor as seen in the fast breeder 
reactor are combined into a single device in order to advance the fusion energy development. On the other hand, a clear 
development road map for fusion energy hasn’t been suggested yet, and whether that early realization approach is 
feasible or not is still ambiguous. In order to realize the fusion energy as an user-friendly energy system, the suggestion 
of the development missions and the road map from the user-side point of view is instructive not only to Japanese but 
also to other country’s development policy after the ITER project. 

In this report, first of all, the development missions from the user’s point of view have been structured. Second, the 
development target required to demonstrate net electric generation and to introduce the fusion energy into the market is 
investigated, respectively. This investigation reveals that the completion of the ITER reference operation gives the 
outlook toward the demonstration of net electric generation and that the completion of the ITER advanced operation 
gives the possibility to introduce the fusion energy into the market. At last, the electric demonstration power plant 
Demo-CREST and the commercial power plant CREST are proposed to construct the development road map for fusion 
energy．  
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背景 

国際熱核融合実験炉（ITER）計画は、現在、建設に向けての国際協議が進めら

れている．この ITER の建設、運転をとおして核融合炉の実用化に向けて大きく前

進することが期待されている．しかしながら、ITER 計画が成功したとしても、直

ちに核融合発電が実用化されるものではない．実験炉 ITER で得られた成果をもと

にして、発電システムとしての実証、経済性の実証と実用化へのステップを経なけ

ればならない． 
核融合炉の実用化を目指すには、具体的な開発ミッションを策定し、ITER 計画

で見込まれる炉心プラズマ性能に基づき具体的な発電実証炉、実用炉を明示した開

発ステップを構築する事が必要である．その際､将来のユーザの視点を核融合炉開

発のミッションや開発ステップに反映させると共に、発電システムという観点から

ITER 計画で得られる技術的見通しを明確にする事が重要である． 
 

目的 

今後の核融合開発に対して将来のユーザの視点を反映させるために開発ミッシ

ョンならびに開発ステップを提案し今後の核融合開発に資すると共に、核融合発電

に向けて ITER 計画から得られる技術見通しを明確にする． 
 

主な成果 

1. 将来のユーザとしての視点から、部分負荷、緊急停止を含む運転の柔軟性、安

全性確保技術、メンテナンス技術、廃棄物処理・処分技術、核融合発電の魅力

の明確化も含めた開発ミッションを策定した 1)． 
2. 発電実証のためには、プラズマ性能を表す規格化ベータ値(βN)2)で 1.9 以上が必

要である事がわかった．このプラズマ性能は ITER の標準運転で達成予定であ

る．また、実用化に最低限必要な規格化ベータ値は 3.0 以上であり､このプラズ

マ性能は ITER の高性能運転で目標とされている． 
3. 当所が提案し日本の目指すべき核融合実用炉の候補とされている実用炉概念

CREST3)と実験炉 ITER の両方に整合する発電実証炉 Demo-CREST の概念検討

を行った．これによって具体的な核融合開発ステップを世界に先駆けて構築し

た(表 1)4)． 
4. 開発シナリオから得られた実用化のために目指すべき開発目標と ITER 計画か

ら得られる技術的見通しを比較した結果、プラズマ性能の改良(βN≧4.0)と材料

開発も含めた熱効率の向上(40％以上)が ITER 計画以降の重要な技術課題であ

る(表 2)． 



 

©CRIEPI －iii－

1)電力中央研究所報告「核融合動力炉実用化への開発ステップ」、T97077、平成 10 年 6 月 
2)βN は規格化ベータ値という炉心プラズマの圧力を表す指標であり､この値が大きければ出力密度が大きくな

り装置の小型化が可能になるという性質を持つ．βN≧3.5 を目指す場合、コイルや電流駆動によるフィード
バック制御が必要となる． 

3)原子力委員会核融合会議開発戦略検討分科会「核融合エネルギーの技術的実現性､ITER 計画の拡がりと裾野
としての基礎研究に関する報告書」平成 12 年 5 月 

4)Y.Aaoka, et al. “Conceptual design of a demonstration reactor for electric power generation”, 20thIAEA Fusion Energy 
Conference, IAEA-CN-116-FT/P7/4, November 2004 

 
表１：核融合炉開発ステップにおける技術進展と正味電気出力の増加の関係 

 

炉工学技術の進展 
発電実証炉 Demo-CREST 

プラズマ半径 7.3m 

超伝導磁場 16T 

 

実験炉 ITER 
プラズマ半径 6.2m

超伝導磁場 13T 
発電実証期間

熱効率 30％ 

性能向上期間 

熱効率 40％ 

実用炉 CREST
プラズマ半径

5.4m 

超伝導磁場 13T

熱効率 41％ 

ITER 標準プラズマ 

（βN～1.9） 

発電計画無し 

(発電実証への見

通しの取得) 

0kW   

ITER 高性能プラズマ 

（βN～3.5） 

(実用化への可能

性の取得) 

50 万 kW 
(発電実証試験

の完了) 

90 万 kW  

 

CREST 高性能プラズマ 

（βN≧4.0） 
  

110 万 kW 
（実用化への見

通しの取得） 

120 万 kW 
（発電原価： 

約 60mill/kWh）

 ITER では発電実証への見通しならびに実用化の可能性に必要なプラズマの開発を行う．
Demo-CREST では，発電実証期間に ITER で開発されたプラズマを用いて 50 万 kW 程度
の発電実証を行う．性能向上期間ではブランケットの交換によるプラズマ性能・熱効率の向
上により電気出力 100 万 kW 以上を目指し，実用炉 CREST への見通しを得る．  

プ
ラ
ズ
マ
物
理
の
進
展

表２ 実用化に向けて目指すべき代表的な開発目標値と ITER 計画から得られる技術的見通し 

炉 心 プ ラ ズ マ 性 能 

開発項目 目指すべき開発目標 ITER 計画で得られる見通し 

規格化ベータ値(βN) 4.0 以上 1.9～3.5 

エネルギー増倍係数

(Q 値)* 
30 以上 10～20 （20 以上の可能性も有する） 

炉 工 学 技 術 

開発項目 目指すべき開発目標 現状もしくは ITER 計画で得られる見通し 

超伝導コイル技術 磁場強度 16T（テスラ）以上 13T コイルが開発済 

プラズマ加熱技術 
加熱ビームエネルギー1.5MeV 以上

システム効率 50％以上 

加熱ビームエネルギー1.0MeV 開発済 

システム効率 30～40％開発予定 

熱効率 40％以上 
冷却水出口条件 15MPa, 320 度（熱効率 30％用）を実証

予定．25MPa, 500 度（熱効率 40％用）も計画中 

材料開発 

冷却水温度 500 度以上､中性子照射

量 10MWa/m2 以上を可能とする材料

（例えば、酸化物分散強化型フェライ

ト鋼､もしくはバナジウム合金や SiC

セラミックス系複合材） 

低放射化フェライト鋼（熱効率 30％用）のデータ取得領

域は、材料温度 500 度以下、中性子照射量 5MWa/m2

以下．この開発を優先的に行った後､熱効率 40％以上

に向けた先進材料の開発を行う予定（照射実験は国際

核融合材料照射施設（IFMIF）**で行う予定．） 

*エネルギー増倍係数（Q 値）：入力パワーに対して何倍の核融合出力が得られるかを表す（核融合出力/プラズマ加熱パワー）． 

**国際核融合材料照射施設（IFMIF）：核融合炉材料を開発するために、IEA（国際エネルギー機関）の国際協力のもとで、日

本、米国、欧州連合およびロシアが共同で計画している中性子照射施設． 



 

©CRIEPI －iv－

目     次 
 

1. 核融合発電炉の特徴と開発状況 ………………………………………………………… 1 

１.1 はじめに ……………………………………………………………………………………… 1 

１.2 磁場閉じ込め核融合発電炉の仕組み ……………………………………………………… 1 

１.3 核融合発電の特徴 …………………………………………………………………………… 2 

１.4 核融合開発の現状 …………………………………………………………………………… 5 

１.5 ITER（国際熱核融合実験炉）計画 ………………………………………………………… 7 

１.6 核融合炉開発の波及効果 …………………………………………………………………… 8 

１.7 実用化に向けての課題 …………………………………………………………………… 12 

１.8 本報告の目的と構成 ……………………………………………………………………… 12 

 

2. 核融合エネルギー開発段階とそのミッション ………………………………………… 14 

2.1 現状から実用化までの開発ステップ …………………………………………………… 14 

2.2 工学的実証段階（実験炉段階） ………………………………………………………… 15 

2.3 発電実証段階 ……………………………………………………………………………… 16 

2.4 経済性・安全性の実証段階 ……………………………………………………………… 17 

2.5 実用化段階 ………………………………………………………………………………… 18 

2.6 まとめ ……………………………………………………………………………………… 18 

 

3. 実用化に必要な開発目標と実験炉 ITER の役割 ……………………………………… 20 

3.1 目標とする導入時期 ……………………………………………………………………… 20 

3.2 長期エネルギーシナリオ ………………………………………………………………… 20 

3.3 核融合開発における３つのマイルストーン …………………………………………… 22 

3.4 核融合発電炉システム解析コード ……………………………………………………… 23 

3.5 発電実証に必要な開発目標 ……………………………………………………………… 24 

3.6 実用化に必要な開発目標 ………………………………………………………………… 29 

3.7 実用化に向けた実験炉 ITER の役割 …………………………………………………… 32 

3.8 まとめ ……………………………………………………………………………………… 33 

 

4. 核融合発電炉開発ステップの提案 ……………………………………………………… 34 

4.1 早期実用化構想に基づいた開発ロードマップ ………………………………………… 34 

4.2 開発ロードマップ提示の重要性 ………………………………………………………… 34 

4.3 発電実証炉概念設計 Demo-CREST ………………………………………………………… 34 

4.4 実用炉概念設計 CREST …………………………………………………………………… 53 

4.5 まとめ ……………………………………………………………………………………… 66 

 

5. 結言 ……………………………………………………………………………………… 69 

 

参考文献 ……………………………………………………………………………………………… 70 



 

©CRIEPI －1－

１． 核融合発電炉の特徴と開発現状 
 
1.1 はじめに 
 

核融合エネルギーは将来の革新的代替エネル

ギー源候補の1つとして主要先進国で約半世紀に

わたり研究されてきている．太陽系のエネルギーの

根源である核融合エネルギーを地球上で実現す

ればエネルギー問題に貢献できるのではという科

学 者の 夢は 、 今ま さに 国際 熱 核融 合実 験 炉

(ITER：International Thermonuclear Experimental 

Reactor)計画として 終段階を迎えつつある[1,2]．

しかしながら、実際にエネルギー源として利用でき

るかどうかについては、経済性、運用性、環境適

合性等の観点から検討しなければならない．当所

では、1996 年以降、核融合炉の経済性の評価[3]、

燃料であるトリチウム増殖に関する運用面からの必

要条件[4]、動力炉開発ステップミッションの提示

[5]、開発ロードマップに必要な発電実証炉[6]と実

用炉の概念設計[7]等の研究を行い、核融合エネ

ルギーに対する将来のユーザーの観点から評価

を行うと共に、国や学協会の委員会活動を通して

それらの結果を核融合開発に反映してきた． 

ITER 計画が建設に向け政府間交渉が始まると

共に世界各国では ITER 計画後どのように核融合

開発を行っていくか議論がはじめられている．その

議論の中から、高速増殖炉開発で考えられてきた

実験炉-原型炉-実証炉-実用炉という 4 段階のス

テップを、核融合炉では実験炉-発電実証炉-実

用炉という 3 段階に短縮し、2030 年代に発電実証

を行い、その後のスムーズな核融合導入につなげ

ようという早期実用化構想という開発計画が議論さ

れるようになってきた．しかしながら、これまでの核

融合研究は核燃焼プラズマ（核融合反応による炉

心プラズマの自己加熱が支配的である状態）の実

現を中心に考えられてきたため、核融合発電炉と

いう統合された発電システムという観点からの開発

目標の定量的な評価が十分なされておらず、核融

合発電炉に向けて実験炉 ITER から得られる技術

的な見通しも曖昧なままであった． 

そのような状況の中、当所では、核融合エネル

ギー発生源である炉心プラズマ性能、炉心プラズ

マの維持システムや発電システムの炉工学技術に

ついて実用化に求められる開発目標を定量的に

評価し、ITER 計画から得られる技術的見通しを明

確化するとともに ITER 計画の成功によって、実用

化に向けてどの程度まで到達するのかを明らかに

した[8、9]．さらに、それらの評価結果をもとに発電

実証炉 Demo-CREST[6]、実用炉 CREST[7]という

概念検討を行う事によって、早期実用化構想に合

致する具体的な開発ステップを構築した．これらの

成果は、原子力委員会等で国の今後の核融合開

発戦略検討時の検討資料となるとともに、実用炉

CREST は日本が目指すべき核融合実用炉の 1 つ

とされている[10]． 

実験炉 ITER が建設されようとする中、今後将来

のユーザーの視点で核融合開発研究を議論する

重要性が増すと考えられる．本報告告は、核融合

開発に資するとともに、将来のユーザーの視点か

らの核融合開発評価の基礎データとしての寄与を

目的として、研究報告書、共同研究報告書、学術

論文として発表している前述の一連の研究成果を

総合的に取りまとめたものである． 

 

1.2 磁場閉じ込め核融合発電炉の仕組み 

 

本論に入る前に核融合の仕組みについて簡単

に述べておく．基本的には、原子力発電所と同様

であり、エネルギー発生要素が核融合炉心プラズ

マに置き換わったものであると考えて差し支えない．

核融合プラズマを生成する方法として大きく分けて

2 種類存在する．ひとつは強力な磁場により核融

合プラズマを閉じ込める方法（磁場閉じ込め方式）．
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もう一つは、強力なレーザ等により超高密度のプラ

ズマを生成し、イオンの慣性によってプラズマが膨

張し始めるまでの短時間の間に核融合反応を行う

方法（慣性閉じ込め方式）である．本報告では、

ITER 計画で採用されているトカマク型磁場閉じ込

め方式の核融合発電に焦点を当てる． 

図 1-1 にトカマク型核融合発電所の概略と主な

構成要素を示す． 

○炉心プラズマ 

核融合反応を起こしエネルギーを取り出

すための高温高圧のプラズマ． 

○超伝導コイル 

炉心プラズマを生成･維持するために必

要な閉じ込め磁場をつくるコイル． 

○発電ブランケット 

核融合反応で生成されたエネルギーを

熱エネルギーとして取り出すと共に、燃

料であるトリチウムを生成する装置． 

○プラズマ加熱・制御装置 

炉心プラズマを核融合反応が起こるまで

加熱すると共に、生成したプラズマを安

定に維持するための加熱・制御装置． 

○燃料回収・注入装置 

ブランケットで生成されたトリチウムを回

収し、炉心プラズマに供給する装置． 

 

以上に示したように、核融合発電炉は核融合プ

ラズマを生成･維持するための超伝導コイル、加熱

ビーム等の制御装置、燃料であるトリチウム生産装

置、熱エネルギーへの変換装置等の統合システム

となっているため、従来の原子炉本体よりも核融合

炉本体は複雑なものとなっている． 

 

1.3 核融合発電の特徴 

 

1．3．1 固有の燃料 

 

核融合エネルギーに用いる燃料は、重水素とト

リチウムである．重水素は海水中にほぼ無尽蔵に

存在し、その製造技術はカナダの重水炉向け等に

実用化されている．トリチウムは天然に存在しない

半減期 12 年の放射性物質である．核融合炉では、

核融合反応から出てくる高エネルギー中性子をリ

チウムと反応させる事によってトリチウムを生成する

ことになっている．リチウムは電池の原材料として

近年使われるようになっているが、比較的需要の

少ない鉱物である．また海水中のリチウム濃度も極

めて高く、この回収技術は既に完成されており回

 トーラス中心領域 

 
図 1-1 核融合発電の主な構成要素[11] 

Fgure 1-1 Major element of the fusion power plant[11] 
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収コストは市場価格の約２倍程度である．従って、

資源としての重要性が高まれば海水中からの回収

リチウムも期待できる．その場合、トリチウムの原料

となるリチウムは無尽蔵にあると考える事が出来る．

重水素とトリチウムの原料リチウムを海水中から得

るとした場合、これらは他のエネルギー源とのリンク

は皆無である所が非常に特徴的であり、バックスト

ップ技術(1)の特性を際立って強く持つといえる． 

 

1．3．2 運用特性 

 

○安全な炉特性と所内電力 

核融合炉の炉心プラズマに関して、

制御不能になり、炉心溶融に陥るような

危険性は原理的に存在しない．これは、

核融合炉心プラズマはその加熱パワー

が無ければ、プラズマが冷めてしまい核

融合反応を定常維持することが出来なく

なってしまうからである．この事は所内電

力という視点から考えると、従来の火力

や原子力発電所の場合と比較して大き

な所内電力が必要である事を意味して

いる． 

注意しなければならない点として核分

裂炉で使われている「臨界」と核融合炉

で使われる「臨界」は大きく意味が異な

る．核分裂炉では炉心内の中性子の発

生と吸収に関して釣り合いが取れている

状態を意味するが、核融合炉の場合は、

核融合反応による発生パワーと炉心プ

ラズマを維持するために必要な加熱パ

ワーが等しい状態を意味する． 

 

○起動電力 

                                                  
(1) バックストップ技術とは，経済的・技術的な理由から

現状は使われていないが，枯渇性資源を利用しなくても，

同様な効果を生み出せる代替技術． 

核融合エネルギーは、核融合反応を

発生する炉心プラズマを生成･維持する

必要がある．現状、炉心プラズマ生成初

期には、超伝導コイル、加熱装置等に

必要な起動パワーは数１０万 kW に達す

ると考えられている．この起動電力は系

統から受電することになり、炉の運用上

の制約条件になると考えられる． 

 

○燃料サイクル 

核融合炉はトリチウムをブランケットで

自己生産し、回収・供給する仕組みをと

っており、発電所内で燃料サイクルが閉

じる系となっている．これは核分裂炉に

おける燃料サイクル系とは大きく違って

おり、放射性物質の輸送頻度が殆んど

無いシステムを構築できる．ただし、核

融合炉運用開始時の初期トリチウムは

外部のトリチウムを搬入する必要がある．

しかしながら、当所と日本原子力研究所

との共同研究によると核融合炉運用開

始においても外部からのトリチウムを搬

入せずに、自己立上げができる可能性

があることがわかっている[12]． 

 

○燃料の特殊性 

核融合炉での燃料であるトリチウムは天然

に存在しない．しかも高速増殖炉におけるプ

ルトニウムのように軽水炉で大量に製造され

ているという状況とも大きく異なっており、現

在の市場では殆んど入手先が限られるもの

である．さらにトリチウムは半減期約１２年の

放射性同位元素である．そのため、燃料の備

蓄が不可能である．核融合炉が十分普及し

た時点では、トリチウムも大量に生産でき、トリ

チウムの燃料特殊性は問題とならないと考え

られる．しかしながら、導入初期においては
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十分トリチウムを備蓄しておかなければ、外

部からの入手が難しいため運用出来なくなる

可能性が出てくる．当所の解析結果によると、

核融合炉の安定運用のためにはトリチウム備

蓄量として約５０日分程度が必要と評価され

ている[4]． 

 

1.3.3 環境適合性 

 

○温室効果ガス 

温暖化問題は化石燃料の枯渇が発

生する前に対処すべき地球規模の問題

としてクローズアップされ、国連の下で気

候変動枠組み条約を締結するなどして

国際的に取り組まれている．地球温暖

化の原因は温室効果ガス、特に CO2 の

大気中濃度の急激な増加が問題視され

ている．南極の氷に残留する太古の気

体濃度の分析結果から大気中の CO2 濃

度は数万年を周期として 220ppm～

280ppm の変動を繰り返してきた事がわ

かっている．この数万年にわたる変動サ

イクルは氷期-間氷期に対応するという．

しかし、産業革命以後化石燃料の大量

使用による CO2 濃度の急激な増加によ

り、たった約 100 年の間に 400ppm に到

達しようという状況に陥っている． 近の

40 年間での平均気温の増加は、この大

気中 CO2 濃度の増加が原因であるとい

う報告もある．実際に温暖化が起こって

いるのかどうか今後の解明を待たねばな

らないが、地球温暖化の可能性が理論

的に示されている以上、それを防止する

方策を考えておく事は必要である． 

発電プラントの CO2 排出評価は、プラ

ントの建設、運転、燃料消費、探鉱時の

メタン漏れなどにともなう CO2 排出量を

考慮した CO2 排出原単位で議論される．

図 1-2 に核融合発電炉とその他発電シ

ステムの CO2 排出原単位の比較を示す

[13、14]．核融合発電は運転時にほとん

ど CO2 を排出しないため軽水炉や水力

とほぼ同等の低い CO2 排出となる． 

 

○放射性廃棄物 

現在実用化が検討されている重水素とトリ

チウムによる核融合エネルギーシステムでは、

反応後の物質は核的に安定なヘリウムのみ

である．そのため高レベル廃棄物は存在しな

い．しかしながら、核融合反応で発生する高

エネルギー中性子は炉内構造物を放射化さ

せ、低レベル放射性廃棄物が発生する．図

 
図 1-2 各種エネルギー源の CO2排出原単位[13,14] 

Figure 1-2 CO2 emission rate for several power plants[13,14] 
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1-3 に 100 万 kW 級の沸騰水型軽水炉、加

圧水型軽水炉、核融合炉（原研設計ケース）

の物量比較例を示す[10]．図からもわかるよ

うに従来の核融合設計例では低レベル廃棄

物量は軽水炉に比べて数倍大きくなる事が

わかっている．この結果から、低レベル放射

性廃棄物をいかに少なくする事が出来るか

が核融合開発にとって大きな課題となる． 

現在、装置を小さくすると共に遮蔽体の増

強によりクリアランスレベル以上の廃棄物量

をできるだけ削減すると低レベル放射性廃棄

物量を数千トンレベルまで低減できるとの結

果が得られている[15]．また、高レベル放射

性廃棄物がないことによる処分費用が掛から

ないため、廃棄物処分費用としては軽水炉

の場合より少なくなるという評価結果もある

[10]． 

 

1.4 核融合開発の現状 

 

核融合研究において重要なマイルストーンとし

て臨界プラズマ（Break-even）条件なるものが存在

する．これは、核融合反応で得られるエネルギー

出力(核融合出力)と核融合プラズマを生成･維持

するために必要な制御パワーがちょうど等しくなる

条件を表しており、2000 年以前の核融合研究はこ

の条件の到達に集中してきたといっても過言では

ない．図 1-4 に炉心プラズマ開発の進展状況を示

す．1990 年代になって EU の核融合実験装置 JET

ならびに日本原子力研究所の JT-60U においてこ

の臨界プラズマ条件が達成されており、核融合発

電が可能となるプラズマ開発は 終段階に差し掛

かっている．この 後の核融合発電に必要なプラ

ズマ開発を実験炉 ITER で行う事になっている． 

核融合発電は前述のように炉心プラズマと炉工

学技術との統合システムとして成立する．従って、

炉工学技術の開発もプラズマ開発同様に重要事

項である．ここではその代表例として、プラズマ閉

じ込め磁場形成に必要な超伝導コイル、プラズマ

加熱装置である高エネルギービームシステム、材

料開発の現状について見てみる． 

図 1-5 には核融合用、加速器、電力機器、鉄道、

研究用他における各種超伝導コイルの開発の進

展について示している[5]．現在 ITER－CS モデル

コイルとしてニオブスズ合金とニオブアルミ合金に

よる磁束密度 13T の超伝導コイルまでの開発が終

了している． 発電実証(図中 SSTR 領域)に必要と

される１６T 級のコイルの開発は、高電流密度の可

能性があるニオブアルミ合金で 16T までの見通し

が得られている． 

 

図 1-3 核融合炉の放射性廃棄物[10] 

Figure 1-3 Radioactive wastes from a fusion power plant[10] 

沸騰水型軽水炉 110万kWe
加圧水型軽水炉 110万kWe
核融合炉 
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加熱・制御装置としては、主に NBI (Neutral 

Beam Injection) という高エネルギービーム入射装

置が使われる．この開発状況を示したものを図 1-6

に示す[5]．現在、ITER 用実機とほぼ同等の入射

エネルギーに到達している．発電実証に向けては

1．5～2．0MeV の領域が必要と考えられており、

ITER 計画中に改良を加えなければならない． 

ITER 核融合開発で良く指摘されるものに、

14MeV の高速中性子環境下における材料開発が

ある．図 1-7 に構造材の運転温度と中性子照射量

に関する開発状況と ITER ならびに発電実証に必

要な領域、さらに核分裂炉でデータ取得できる領

域を示している[16、17]．実験炉 ITER の領域はす

でにデータ取得済みであるが，発電実証炉の領域

は今後の課題として残されている．実用炉に関し

ては発電実証炉と同じ領域でも可能であるが、さら

なる熱効率の向上を目指してバナジウム合金や

SiC/SiC 複合材の材料開発が進められている．分

裂炉と核融合反応による中性子エネルギ-スペクト

ルの違い等の問題も含め材料開発に残された課

題はプラズマや超伝導コイルと比較すると大きいと

考えられる．これらの課題については、国際核融

合 材 料 照 射 施 設 IFMIF(International Fusion 

Materials Irradiation Facility)の建設を行い実用炉

 
図 1-4 炉心プラズマ開発の進展 

Figure 1-4 Progress of development for fusion plasma 
 

 
図 1-5 超伝導コイル開発の進展[5] 

Figure 1-5 Progress of development for super conducting coil[5] 
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に向けた材料開発が推進される予定となってい

る． 

以上をまとめると実験炉 ITER を建設・運転する

炉工学技術開発はほぼ完了しつつあるといえる．

しかしながら、発電実証炉、実用炉に向けては開

発要素が残されていると考えられ、とくに炉心プラ

ズマ性能向上と材料開発が主要課題となると考え

られる． 

 

1．5 ITER（国際熱核融合実験炉）計画 

 

ITER（International Thermonuclear Experimental 

Reactor）計画[1,2]は 1985 年の日米首脳会談を契

機に生まれたものである．この計画の総合的な目

標は、平和利用のための核融合エネルギーの科

学的及び技術的な実現可能性を実証する事であ

る．この目標達成のために ITER で、定常運転を究

極の目標として重水素・トリチウムの制御された核

融合反応および長時間燃焼を実証し、核融合発

電に不可欠な技術を統合されたシステムに於いて

実証することが計画されている．また核融合エネル

ギーによる発電に必要な高熱流速及び核工学要

素を組み込んだ試験を行う事となっている． 

 
図 1-6 NBI 加熱装置の開発進展[5] 

Figure 1-6 Progress of NBI system[5] 

 
図 1-7 低放射化フェライト鋼開発の展望[16,17] 

Figure 1-7 Scope of Reduced Activation Ferritic Steel development[16,17] 
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以上の計画目標を達成するための詳細な技術

目標が ITER 理事会に於いて定められ、日・米・

欧・露の国際協力により詳細設計ならびに R&D 活

動が 2001 年まで約 10 年間行われた．図 1-8 に

ITER の鳥瞰図を、表 1-1 に技術目標の主要項目

を示す．これらの技術目標の達成により発電実証

へ向けて必要なプラズマ性能・炉工学技術が完

成することになる．現在、中国と韓国が新たな参加

国となり日・米・欧・露・中・韓の 6 極間で建設サイ

トに関する政府間交渉が進められている． 

 

1.6 核融合炉開発の波及効果 

 

核融合発電炉を実現するためには、炉心プラズ

マの閉じ込め磁場を形成する超伝導コイル技術、

炉心プラズマを制御･加熱する高エネルギービー

表１-1．ITER の主要技術目標 

Table 1.Main scientific objectives of ITER 

項目 技術項目 技術目標 

計画目標 
核融合エネルギーの科学的

及び技術的可能性の実証 
発電実証への外挿性の確保 
1 ステップで発電実証炉への見通し 

制御された核燃焼と燃焼時

間 
Q≧10 で長時間燃焼(誘導方式で 300～500 秒)の
達成．Q=∞の可能性が排除されない事 プラズマ

性能 
定常運転 

プラズマ特性の時間スケールをカバーする非誘

導電流駆動方式による定常運転を目指す(Q≧5) 
核融合炉に不可欠な技術の

実証 
超伝導コイルや遠隔保守機器等の統合とその有

効性の実証 
平均中性子負荷≧0.5MA/m2 
フルーエンス≧0.3Mwa/m2 

技術性能

及び試験 将来の核融合発電炉のため

の構成機器の試験 装置の外ポート側に､将来トリチウム増殖ブラン

ケットを設置するオプションを排除しない事 

 
図 1-8 ITER の鳥瞰図 

Figure 1-8 Bird eye’s view of ITER 
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ム技術や高エネルギーマイクロ波（RF）技術、燃料

であるトリチウムの回収・生成技術、真空容器作成

に関する大規模構造物高精度作成技術等々、在

来技術に加え、前人未踏の 先端技術を多く必

要とする．特に核融合炉を支える基盤技術は超伝

導コイルや真空容器にみられる巨大技術と精密技

術が共存していることが特徴であるといえる． 

表 1-2 に超伝導技術、極低温技術等の項目に

関係する核融合炉の主な要素技術を示す[18]．核

融合研究開発においては、表 1-2 が表すようにそ

れまでに無かった新しい技術を生むと共に在来技

術を飛躍的に進歩させる必要がある．ここで開発さ

れた技術は、アメリカのアポロ計画や宇宙開発計

画に見られるように他分野への応用展開される事

が期待される．本節では、核融合技術の波及効果

に関する現状での具体例を超伝導技術、プラズマ

加熱ビームに必要なイオン源技術、マイクロ波技

術等について紹介する[19]． 

 

1.6.1 超伝導技術の波及効果 

 

○先進材料創出への応用 

超伝導コイルが作る磁場によりシリコン融液の滞

留を抑制し、酸素混入を防ぐことで、大型高品質

のシリコン単結晶作成が可能である．ITER の成果

を利用し、10T 以上の高磁場化（磁場強度の従来

値は 1.5T）により鋼材の組成制御や非磁性物質へ

の応用が可能となる．例えば、非磁性物質の結晶

方位の磁化異方性を制御する事により新しい材料

の創出に展望が開ける． 
 

○医療用 MRI、NMR 技術 

超伝導開発によるニオブチタン合金やニオブス

ズ合金の超伝導線材の高性能化、日本初となる数

トンレベルの量産技術の確立が、医療用 MRI や

高分解能 NMR スペクトロメータの開発へつながっ

ている． 

 

○磁気分離システム 

従来の永久磁石や銅コイルによる磁気分離シス

テムでは大きな強磁性粒子の分離しか出来なかっ

た．核融合炉開発で開発された超伝導による高磁

場化により小さな非磁性物質の分離が可能になり

湖沼の微細藻類除去（アオコの除去等）やバイオ

磁気分離（赤血球の回収等）の分野に適用が可能

になっている． 

 

○電力貯蔵技術（SMES） 

核融合炉のトロイダル磁場コイルシステムは中

規模電力貯蔵装置と同じシステムと考えられる．

ITER のトロイダルコイルの場合、５GWｈ規模

SMES に相当する．現在、ITER R&D で開発した

モデルコイル実験装置を用いて 5kWh×1 時間相

当のエネルギー貯蔵が可能である事が実証されて

いる． 

 

○水素貯蔵･輸送容器 

表 1-2 核融合炉の主要要素技術[18] 
Table 1-2 major technology for a fusion 
reactor[18] 

項目 要素技術 

超伝導 大型商用磁界コイル 

極低温 液体ヘリウム冷凍、クライオポンプ

超高熱負荷 プラズマ対向壁､材料表面処理 

超高真空 大型真空容器､超高感度リーク検査、

ターボ分子ポンプ 

超大型 大容量直流電源システム、フライホー

ル付き電動発電、大型電子ビーム溶接

超高速 大電力高速制御、スーパーコンピュー

タ、燃料ペレット入射 

高機能 遠隔操作、プラズマ計測、特殊機能材

料 

高出力 大電流イオン源、ジャイロトロン、ク

ライストロン 
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液体水素輸送容器としては軽量化が重要要素

となっている．核融合用超伝導コイルの構造材料

として開発された高強度ステンレス鋼は、従来の材

料として検討されている 316LN 鋼に比べ 1.2～2

倍の強度があり溶接性能も優れる事からこの分野

への適用が検討されている． 

 

1.6.2 イオン源技術の波及効果 

 

○微細加工技術 

プラズマ加熱に用いられる NBI（neutral beam 

injection）装置の大電流イオン源技術の開発により、

従来の電流値を 1000 倍以上越えるアンペア級イ

オン源が可能となった．この技術はハードディスク

製造等に必要な微細加工用イオンビーム加工機

へ適用され、微細加工技術へ応用が可能となって

いる． 

 

○半導体基板の製作 

核融合 NBI 加熱装置用に高エネルギー負イオ

ン源が開発されている．このイオン源で発生した水

素負イオンビームを水素注入デラミネーション法に

適用することにより、従来技術より厚い（0.5～10ミク

ロン）シリコン基板を簡便に作成できる事が可能と

なっている． 

 

○液晶画面の大型化 

NBI 加熱装置用に開発された大面積イオン源

の技術により従来よりも大面積のイオンドーピング

が可能となった．この技術を用いて大型イオンドー

ピング装置が開発され、液晶テレビの大型に貢献

している． 

 

1.6.3 マイクロ波（RF）技術の波及効果 

 

○マイクロ波セラミック焼結炉 

炉心プラズマ加熱用に開発されたマイクロ波発

生技術により、従来技術より周波数が 10 倍以上高

くなったことで、飛躍的に高いマイクロ波吸収率を

実現し、セラミック焼結の消費電力を大幅に削減

できるようになった．現在、電子材料、圧電セラミッ

クス、積層デバイス材料、自動車構造部品（エンジ

ン、スプリング）等の製造研究が進展中である． 

 

○CDV 単結晶ダイヤモンド製造技術 

マイクロ波発生装置であるジャイロトロンでは、

発生したマイクロ波をジャイロトロン外部に引き出

す必要がある．そのため放射線、高温、腐食に強

い窓材が必要となっていた．この窓材用に開発さ

れたのが CVD（化学気相混合）による単結晶ダイ

ヤモンドである．これにより動作温度、耐放射線性

の向上したダイヤモンド放射線検出器の開発が可

能となった． 

 

○高周波帯マイクロ波の宇宙利用 

電磁波吸収物質の無い宇宙空間では指向性の

良いミリ波帯電磁波が特に有効である．核融合用

に開発されたミリ波発信技術、伝送技術により宇宙

空間での遠距離通信やマイクロ波エネルギー伝送

への利用が期待されている． 

 

1.6.4 トリチウム取扱い技術の波及効果 

 

○可搬型リアルタイム環境モニタリング装置 

核融合炉では水素の同位体であるトリチウムを

燃料として取り扱うため、有機成分（メタン等）、空

気成分、水素同位体に関する分析技術（マイクロ

ガスクロマトグラフによる分析法）が開発され、従来

技術より高速で（従来の 1/20 以下の 2 分以内）か

つ装置の軽量化（従来の 1/5 以下）に成功している．

この技術を適用する事で、可搬型リアルタイム環境

モニタリング装置としての発展が検討されている． 

 

○プロセスモニタリング技術 
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核融合炉ではトリチウム燃料サイクルを安全に

維持することが必要であり、効率的な高精度、同時、

多数チャンネルによるトリチウムモニタリング技術が

必要となってくる．このためにレーザーラマン分光

分析システムと光ファイバーによる分析技術が開

発され、遠隔距離での操作により高速、多チャンネ

ルの分析が可能となった．この技術は、石油化学

プラント、毒性薬品製造プラント等のプロセスモニ

タリングへ適用されている． 

 

1.6.5 遠隔保守技術の波及効果 

 

○複合光ファイバーの開発 

核融合炉では炉内構造物の保守を遠隔で行う

必要があり、レーザーによる溶接切断と作業前後

の観察検査の 2 機能を持つ遠隔装置はコンパクト

化することが重要な技術課題であった．そのため、

レーザー伝送と画像伝送用の複合光ファイバーが

開発された．この技術は医療用レーザメスに適用

されている． 

 

○曲がり配管内移動溶接技術 

核融合炉の遠隔保守用ツールとして、内径

10cm 程度の曲がり部や枝管を乗り越えて配管内

を自走し、自動で溶接・切断・検査を行うロボットが

開発されている．このロボットにも前項目にある複

合光ファイバーが適用されている． 

 

○高温･耐放射線用光学式ペリスコープ 

核融合炉の遠隔保守のためには、高温･高放射

線下での長時間監視が必要となってくる．従来の

工学式ペリスコープは放射線照射によるレンズ着

色（約 1 時間で観察不能）や、高温による光軸のズ

レ（画像がボケる）が問題となっていた．この問題を

解決するために放射線に強いレンズ（2 万時間の

観察可能）と光軸ズレ調整器（250℃でもボケ無し）

が開発されている．この技術は原子炉圧力容器、

再処理溶解槽、廃棄物格納施設の内部観察に適

用が期待されている． 

 

○耐放射線距離測定技術 

遠隔保守を行うために、高放射線環境下で利用

可能な遠隔距離測定技術を開発している．放射線

環境下において使用可能な材料だけで構成可能

で、測定範囲の校正が容易であり精度が良いとい

う特徴をもつ．この技術は、耐放射線ロボットに搭

載された実績がある． 

 

1.6.6 高熱負荷技術の波及効果 

 

○3 次元炭素複合材の開発 

核融合炉に必要な高熱負荷用の材料として炭

素複合材料（CFC）が有力視されている．しかしな

がら従来の 1 次元 CFC 材料は高熱伝導率である

が繊維と垂直方向への強度が弱く、2 次元 CFC 材

料は熱伝導率が劣るという問題があった．このため

X,Y,Z 方向に炭素繊維を配向し、高温高圧処理を

施す事で強度を強めた 3 次元 CFC 材料が開発さ

れた．これは、機能傾斜材料としてスペースプレー

ン用表面保護材や衛星用半導体熱シンク材料とし

て有望視されている． 

 

○高性能冷却管の開発 

核融合炉では内壁が高温プラズマに直接さらさ

れるため高い冷却性能が必要となってくる．これを

実現するために、冷却管の中に捩りテープを入れ

る事で従来製品の 2 倍の冷却機能を持つ高性能

冷却管を開発した．この高性能冷却管は、従来の

冷却管に比べ高温での冷却管強度も従来のもの

と同等以上の性質が得られている．現在、高性能

ボイラー用冷却管としての適用が有望視されてい

る． 
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1．7 実用化に向けての課題 

 

ITER の設計活動が終了し、現在建設に向けて

の国際協議が進められている．この ITER の建設

及び運転を通して、核融合エネルギーの実用化に

向けて大きく前進する事が期待されている．核融

合エネルギーは地球温暖化をはじめとする環境問

題に対して、有効な解答となりえる可能性を持つと

共に、人類の持続可能な発展を支えうる基幹エネ

ルギーとして、エネルギーセキュリティーの確保に

対しても大きな可能性を持っている． 

しかしながら、核融合エネルギーに対する社会

の認知度は必ずしも高くない．一般社会はもとより、

内外の長期的なエネルギー開発戦略の議論の場

においても、エネルギーを供給しうるものとして認

識されていない．これは核融合エネルギーが未完

成の技術、つまり、エネルギーの発生源として成立

するか否かが未確定であり、たとえ成立するとして

もそれがいつ頃にどの程度の規模であるかが明確

になっていない、との認識からである．しかし、

ITER の設計活動など開発の進展にともなって核

融合エネルギーが実現に近づきつつある事、つま

り未完成の度合いが変化している事を社会が認識

する事が必要である．また、この社会の認識がなく、

社会からの期待が無ければ、核融合エネルギー

開発の進展と実現は極めて困難になると考えられ

る． 

社会に於ける核融合エネルギーに対する認識

が低いのは、核融合エネルギー開発の進展が見

えにくい事に起因する部分も少なくない．核融合

エネルギー開発は規模が大きくなる事は避けがた

く、見えやすい形でのデモンストレーションが困難

である．同じレベルの未完成技術であっても、小規

模でそのエネルギーの発生を示す事が出来る技

術に比べて社会の認識を高くすることは難しいも

のとなる． 

また、現時点から核融合エネルギーの実現、さ

らには実用化に向けての開発のロードマップが明

瞭でない．例えば、現時点の研究開発の集大成で

ある ITER から、将来の魅力ある核融合動力炉とし

て描かれているいくつかの設計例との間の道のり

が明確に示されていない．ITER の次に原型炉段

階、実証炉段階を経て、実用化というシナリオは描

かれているが、具体的なミッション等の議論が十分

になされていない． 

以上の議論を踏まえると以下の 3 点が今後の課

題であるといえる． 

• 実用化に向けた開発の現状を明らかにするこ

と． 

• 実用化に向けての開発のロードマップを明示す

ること． 

• 開発ロードマップの各段階における具体的なミ

ッションを明確にすること． 

 

1．8 本報告の目的と構成 

 

実験炉 ITER が建設されようとされ核融合発電

の原理実証がなされようとしているこの時期に、将

来のユーザーの視点から核融合開発の現状を把

握し、実験炉 ITER から実用炉までの開発ロードマ

ップについて具体的に概観しておく事は意味があ

ることである．さらに、核融合エネルギーが将来使

いやすい電源となるために、開発ロードマップの各

開発段階において将来のユーザーの視点からのミ

ッションを提案していく事も重要である． 

本報告告では、2 章において今後の核融合開

発段階と各開発段階のミッションを策定する．ここ

では、開発ミッションに将来のユーザーの視点をど

のように取り入れるかが重要となっている．3 章に

於いて核融合エネルギー実用化に必要な開発目

標を定量的に評価するとともに、実験炉 ITER 計画

の成功により将来の核融合発電へ向けてどの程度

の技術的見通しが得られるかを明らかにする．4 章

においては、現状の ITER 計画等における技術開



 

©CRIEPI －13－

発と整合性の取れた開発ロードマップを構築し今

後の国の核融合開発戦略立案に資すると共に、

核融合エネルギーの未来エネルギー技術としての

技術課題を検討する． 
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2. 核融合エネルギー開発段階とそのミ

ッション 

 

2.1 現状から実用化までの開発ステップ 

 

安全性、信頼性、経済性に優れた核融合炉が

実用化されるためにはいくつかの段階を経て、そ

れらの成果をもとに実用核融合炉を開発してゆく

必要がある．研究開発のステップの検討において

は、これまでに開発が進められてきた核分裂炉等

の開発戦略を参考にするとともに、核融合炉の特

徴を十分に考慮に入れたものでなくてはならない． 

ここでは、現状から核融合炉の実用化までのス

テップを、下記のような段階とし、その詳細につい

ては次章以降で述べる[5]． 

 

１． 工学的実証段階（実験炉段階）： 

『高いエネルギー増倍率の達成および長時間燃

焼の実現ならびに炉工学技術の基礎の形成』 

ＤＴ核融合反応によって発生するエネルギーを

連続して安定に取り出し、核融合炉が発電プラント

として成立することが工学的に可能であることを示

す． 

 

２． 発電システム実証段階： 

『プラント規模での発電システムおよびすべての基

本機能の技術的実証』 

核融合エネルギーを電気エネルギーに変換し

て利用することが技術的に可能であることをプラン

ト規模で実証すると同時に、安全性、経済性の観

点からも実用化が可能である見通しをつける． 

 

３． 経済性・安全性実証段階： 

『発電プラントとしての経済性、安全性の実証』 

あらゆる面において実用炉と同等のレベルに達

した核融合炉の運転を通して核融合炉が技術的

な面はもとより、安全性、経済性の観点からも十分

に魅力あるエネルギーシステムであることを実証す

る． 

これらの開発段階は「核融合研究開発の推進に

ついて（原子力委員会・核融合会議）」に示された

実験炉段階、原型炉段階、実証炉段階に近いス

テップである[5]．ここで原型炉段階、実証炉段階と

しないのは、上述の段階は核融合炉研究開発に

おけるステップであって、必ずしもそれぞれの開発

段階の中核装置としての核融合炉（原型炉、実証

炉）を建設し、その核融合炉に対するミッションとす

ることにはこだわらないという観点からである． 

核分裂炉の研究開発、例えば、我が国の高速

増殖炉開発では、実験炉、原型炉、実証炉とそれ

ぞれ原子炉を建設し、これらの段階を経て実用化

への研究開発が進められている．この高速増殖炉

の場合には、ナトリウムを用いた冷却系のスケール

アップが研究開発の主要な課題であるため、出力

規模を次第に大きくしてゆくことがステップとなって

いる．つまり、実用炉の電気出力を想定したうえで、

出力規模を定めた各段階の炉を建設し、それぞれ

の出力規模において研究開発が進められる． 

一方、核融合炉の出力規模は実験炉段階にお

いても熱出力は実用炉と同程度が可能であり、出

力規模のスケールアップのために、いくつかの出

力段階を経るという開発プロセスとはならない．し

たがって、発電システム実証段階、経済性・安全

性実証段階において、それぞれ中核装置を建設

し、それによって各段階のミッションの全てを達成

するということに固執する必要はないと考えられる．

例えば、ひとつの中核装置において、まず発電シ

ステム実証段階のミッションを達成し、さらにそれに

改良を加えることによって経済性・安全性実証段

階のミッションを達成するような開発計画もあり得る．

実験炉の次段階の装置を DEMO 炉として建設し、

発電システム実証および経済性・安全性実証を行

い、核融合動力炉の実用化を目指すシナリオも描

かれている．各段階に対応した中核装置を建設す
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ることにとらわれることなく、どのような技術を実証

する中核装置をどの時期に建設するかを十分に

検討するとともに、各段階のミッション達成のため

の材料開発等の補完的装置による並行した研究

開発も含めてコスト、期間、リスクが 少となる開発

計画のもとで行われなければならない． 

現在設計が進められているいくつかの実用炉の

概念においても要求されるプラズマ性能や、構造

材料に大きな幅があり、どのような実用炉を想定す

るかによって次章以降に述べる各段階で達成す

べきミッションの難易度や要する期間には大きな差

異が生じる．ここではいずれかの炉概念に的を絞

ることをせず、できるだけ、どの実用炉にも適用可

能な範囲での定性的なミッションとして記述してい

る．これらのミッションをいずれかの炉概念に適用

した場合には、さらに定量的な議論が可能になる

ものと考えている．どのような核融合炉を動力炉と

して実用化するよう開発するべきか、後述するよう

に、将来のエネルギー源に望まれる姿を検討しな

ければならない． 

 

2.2 工学的実証段階（実験炉段階） 

 

『高いエネルギー増倍率の達成および長時間燃

焼の実現ならびに炉工学技術の基礎の形成』 

 

現在の核融合炉開発はまさにこの段階の入口

にあり、工学設計活動が進められている国際熱核

融合実験炉（ITER）が近い将来、その建設が進め

られ、それを中核装置として上記のミッションが達

成されることが期待されている．すでに述べたよう

に、ITER は我が国の第三段階核融合研究開発基

本計画における実験炉と位置づけられており、そ

の実現が我が国の核融合炉開発の中核となるもの

と考えられる． 

 

2.2.1 炉心プラズマ技術開発 

 

工学的実証段階では高いエネルギー増倍率の

達成と長時間燃焼の実現を目指して研究開発が

進められなければならない．エネルギー増倍率の

観点からは自己点火条件を達成することが望まし

いが、少なくともアルファ粒子加熱比率を向上させ

実用炉で要求される高いエネルギー増倍率が達

成可能であることを示す必要がある．また、高性能

のプラズマ閉じ込め状態を改善し、長時間維持す

る技術の確立が必要である．このようなエネルギー

増倍率が高いプラズマを安定に維持し、さらに長

時間燃焼を実現するためには高効率電流駆動、

ダイバータ板への熱負荷の低減、ヘリウム排気、

ディスラプション回避などの研究開発が進められな

ければならない．さらに、高効率電流駆動を行うこ

とによって定常運転が可能であることを示すことが

必要である．また、これらの炉心プラズマ技術の向

上と中核装置である実験炉が保持する運転のフレ

キシビリティーによって、設計が進められている核

融合動力炉の炉心プラズマ実現の可能性を評価

することも重要である． 

 

2.2.2 核融合炉工学技術開発 

 

核融合炉工学技術に関して、実験炉段階にお

いては核融合炉からエネルギーを連続的に取り出

すことが技術的に可能であることを示さなければな

らない．また、燃料であるトリチウムの増殖ブランケ

ット 、ダイバータ等の核融合炉に特有であり、か

つ、重要な炉内構造機器が実現可能である見通

しを得る必要がある．増殖ブランケットによってトリ

チウムが連続的に生成され、回収が可能であるこ

とを示すとともに、多量のトリチウムを連続的に取り

扱う技術も必要である．また、超伝導コイル、真空

容器等の主要大型機器の製作性と機能、遠隔保

守技術の成立性等の実証も必要である． 

核融合炉材料は炉内構造機器の開発とも密接
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に関係しており、次段階以降に必要となる材料開

発も重要な使命である．高中性子負荷に耐える材

料およびシステムの開発では、中核装置における

性能評価は重要であるが、さらに、材料照射装置

等の補完研究装置も必要となるものと考えられる．

材料開発のための照射装置として IFMIF の設計

研究も行われており、また、さらに大きな体積のコ

ンポーネントが照射可能な体積中性子源の設計も

進められている．実験炉を中核とし、さらにこれら

の補完装置によって、核融合炉システム、核融合

炉材料開発が進められなければならない． 

 

2.3 発電実証段階 

 

『プラント規模での発電システムおよびすべての基

本機能の技術的実証』 

 

2.3.1 燃焼プラズマ 

 

発電システム実証段階での燃焼プラズマは実験

炉で得られる知見をもとに、ほぼ実用炉と同等の

性能を有している必要がある．つまり主要なプラズ

マパラメータの範囲が実用炉で想定されるプラズ

マパラメータを含んでおり、実用炉と同等の高いエ

ネルギー増倍率を有するプラズマの定常的な維持

を達成することが望ましい．少なくとも実用炉に容

易に外挿可能な範囲のプラズマパラメータを達成

し、炉心プラズマ技術の研究開発がほぼ完了して

いる必要がある．そのためにも、高いエネルギー増

倍率を有する定常プラズマの維持を可能とするダ

イバータの開発が不可欠となる． 

 

2.3.2 炉工学技術 

 

炉工学技術では実用炉が容易に外挿可能である

ことが要求される．また、発電システム実証段階で

は実用炉が持つすべての機能が技術的にプラント

規模で実用可能であることを実証することが必要

である． 

 

○発電システム 

安定した発電システムの成立性の実

証が 大のミッションであることから、特

に、発電システムは実用炉にできる限り

近いことが望ましい．そのため、実用炉

において想定される出力規模と発電シ

ステムが大きく異ならない電気出力が必

要である．また、実用炉に要求される運

転のフレキシビリティー（部分負荷、緊急

停止など）が実証されることが必要であ

る． 

 

○安全性確保技術、メンテナンス技術、廃棄物処

理・処分技術 

安全性確保技術、メンテナンス技術、

廃棄物処理・処分技術の実証も不可欠

である．本段階においては、これらの技

術の経済性が低いことは許容されるが、

手法の確立と経済性向上の見通しを得

る必要がある． 

 

○トリチウム燃料サイクル 

発電システムが実用炉に近いことが

望ましいことからも、装荷される発電用ト

リチウム増殖ブランケットの主たる構成材

料は実用炉と同等であることが必要であ

る．また、トリチウム増殖性能については

局所的には実用炉で要求されるトリチウ

ム増殖率 と同等の増殖率が達成される

とともに、燃料循環系も含めた炉全体に

おいても、プラント内で完全に閉じたトリ

チウムサイクルが実証されることが必要

である． 
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○稼働率、設備利用率 

連続運転時間が短く、メンテナンス等

に長期間を要することなどに起因して稼

働率、設備利用率が低いことは許容さ

れるが、次段階で想定される運転期間

に外挿可能な程度の長期間定常運転

が達成されなければならない． 

 

○材料開発 

次段階および実用炉のための材料開

発は本段階でのミッションであるが、本

段階において材料に要求される性能は

実用炉にかなり近いものであることから、

それまでの材料開発が重要である．次

段階以降のための材料の性能評価は必

ずしも中核装置のみで行う必要はなく、

発電システムの実証と並行してすすめる

ことも含めてコスト、期間、リスクが 少と

なる開発計画のもとで行われなければな

らない． 

中核装置のブランケット、ダイバータ

などは運転期間中に交換することが予

想されることから、運転経験による修正

および運転開始以降に開発された材料、

技術を導入し、少なくとも本段階の終期

には次段階に要求されるものと同等の

材料の開発および性能評価が完了して

いることが必要である． 

 

2.4 経済性・安全性の実証段階 

 

『発電プラントとしての経済性、安全性の実証』 

 

2.4.1 経済性・安全性の実証 

 

経済性・安全性実証段階においては実用炉に

外挿可能なものではなく実用炉と同一のレベルに

あるものでなければならない．つまり、炉心プラズ

マ技術、炉工学技術とも完成したものであり、構成

システム、構成材料等も実用炉と同等でなければ

ならない．したがって、個々の技術課題に対するミ

ッションを定めるのではなく、それらを統合したシス

テムである核融合動力炉として成立することが要

求される． 

しかしながら、その設計の余裕が時間的にも物

量の面からも実用炉に比較して大きく、その分だけ

運転期間全体では経済的にやや劣ることは許容さ

れる．その運転経験によって削除可能なマージン

を明らかにし、それを修正することにより、安全性、

信頼性、経済性に優れた発電システムであること

を実証する必要がある．例えば、初期にはメンテナ

ンス期間、ブランケット、ダイバータ等炉内構成機

器の交換頻度などに余裕のある運転を行うために

稼働率が低く、十分な経済性が達成されないもの

の、 終的には安定した高い稼働率の運転を達

成することにより経済性の高い実用炉の見通しを

得ることができるものでなければならない． 

 

2.4.2 核融合発電の魅力の明確化 

 

実用炉段階において魅力ある発電システムとす

るためには、発電システム、経済性・安全性を実証

して核融合炉として 適化されるだけでは不十分

であり、競合する他のエネルギー源より有利である

点を明確にすることが必要である．どのような点に

おいても、重大な欠点がなく、他のエネルギー源と

同レベルに達する必要があるとともに、いくつかの

観点からは他のエネルギー源よりも優れていること

を明確にしなければならない．例えば立地条件、

燃料セキュリティー、環境負荷、廃棄物量、廃棄物

レベル、大事故時の安全性、材料リサイクリングな

どの将来のエネルギー源に要求されると考えられ

る観点のうち、どの点に核融合炉の魅力を発揮す

るかということを明確にする必要がある． 
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また、核融合動力炉のあるべき姿、すなわち、ど

のような動力炉が２１世紀の電源として望まれるの

かを検討し、それに対応できる魅力であるような開

発シナリオを構築していかなければならない． 

 

2．5 実用化段階 

 

『他のエネルギー源と競合可能な魅力ある発電シ

ステム』 

 

実用化段階では経済性・安全性実証段階によ

って得られた知見から、設計の 適化（経済性・安

全性実証段階の修正、マージンの削除および新

技術導入）を行い、運転初期より安定性、経済性

の高いものでなければならない．また、核融合炉の

有利な点を十分に発揮し、他のエネルギー源と競

合可能であり、２１世紀以降に望まれるエネルギー

源として魅力ある発電システムとして成立するもの

でなければならない． 

 

2．6 まとめ 

 

実験炉段階から実用化までの核融合炉開発の

ステップを発電システム実証段階、経済性・安全

性実証段階とし、それぞれにミッションを検討した．

検討した結果を表 2-１にまとめる． 

 

発電システム実証段階： 

『プラント規模での発電システムおよびすべての基

本機能の技術的実証』 

発電システム実証段階では、実用炉に要求され

る発電システムとしてのすべての基本機能を技術

的に実証することが必要である．高いエネルギー

増倍率を持つ定常炉心プラズマ、実用炉と同等の

発電システムおよびそのフレキシビリティー、トリチ

ウム燃料の自己増殖、長期間の連続運転などが

実証されなければならない．また、安全性確保技

術、メンテナンス技術、廃棄物処理・処分技術の実

証や実用炉に要求される性能を有する材料の開

発も行われなければならない． 

 

経済性・安全性実証段階： 

『発電プラントとしての経済性、安全性の実証』 

経済性・安全性実証段階では、実用炉に外挿

可能なものではなく実用炉と同一の技術レベルで

なければならない．しかしながら、その設計の余裕

が実用炉に比較して大きいことは許容される．削

除可能なマージンを明らかにし、安全性、信頼性、

経済性に優れた発電システムであることを実証す

る必要がある．また、実用炉段階において魅力あ

る発電システムとするためには、核融合炉として

適化されるだけでは不十分であり、競合する他の

エネルギー源より有利である点を明確にすることが

必要である． 

発電システム実証段階、経済性・安全性実証段

階ではそれぞれの段階において、中核装置（例え

ば、原型炉、実証炉）を建設し、その中核装置に

対するミッションを定めることにこだわらす、１つの

核融合炉とそれを補完する研究設備によってこれ

らの開発段階を経るシナリオも否定するものではな

い． 

また、核融合動力炉のあるべき姿の検討、すな

わち、どのような動力炉が２１世紀の電源として望

まれるのか、核融合炉はその要望に答えることが

可能なのか、もし可能なら、そのためにはどのよう

な技術開発が必要であるかなどの検討を進めるこ

とも重要である．その検討結果をもとに核融合炉は

何を魅力とするように研究開発を進めるべきかを明

らかにし、そのための課題を設定し、核融合炉実

用化へのシナリオを構築していかなければならな

い． 
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核融合炉の実用化を目指した研究開発を進め

る中で、何を実証するためにどのような中核装置を

建設するべきかを十分に検討し、それに基づいて

研究開発を進めて行かなくてはならない．本章で

は中核装置の建設ではなく、実証すべき課題に主

眼をおいて開発段階を示した．これらの段階のそ

れぞれに中核装置が必要であるか否かを含めて

実用化までの開発シナリオを構築する必要がある．

工学的実証段階の中核装置である実験炉 ITER

に何を求めるのかを再確認するべき時期にあると

もいえる．また、実験炉の次にさらに開発段階の核

融合炉（原型炉あるいは DEMO 炉）が必要である

との認識は比較的共通しているものの、原型炉あ

るいは DEMO 炉において何を実証すべきである

かの議論は十分には行われていない．どの段階で

何を実証するべきかを明確にし、コスト、リスクが

小となる開発戦略をとらなければ、核融合炉開発

が社会的に受け入れられることは困難なものとなる

と思われる． 

表 2-1．核融合炉の開発段階とそのミッション. 

Table 2-1. Development stages of fusion energy and each mission. 
                                                

工学的実証段階（実験炉段階） 
 『高いエネルギー増倍率の達成および長時間燃焼の実現ならびに炉工学技術の基礎の形成』
・高効率電流駆動、ダイバータ板への熱負荷の低減、ヘリウム排気、ディスラプション回避の実証 
・高効率電流駆動による定常運転の実証 
・核融合炉からエネルギーを連続的に取り出すことが技術的に可能であることを実証 
・核融合炉に特有であり、かつ、重要な炉内構造機器が実現可能である見通しを得ること 
・多量のトリチウムを連続的に取り扱う技術の実証 
・超伝導コイル、真空容器等の主要大型機器の製作性と機能、遠隔保守技術の成立性の実証 
・高中性子負荷に耐える材料およびシステムの開発 

発電システム実証段階 
 『プラント規模での発電システムおよびすべての基本機能の技術的実証』 
・高いエネルギー増倍率の達成および定常炉心プラズマの実現（炉心プラズマは実用炉レベルを達成） 
・プラズマパラメータの範囲は実用炉のパラメータを含むか容易に外挿可能であること 
・実用炉に要求されるフレキシビリティー（部分負荷運転、緊急停止など）の実証 
・実用炉にできる限り近い発電システム（電気出力、温度、システム構成など）の達成 
・トリチウム自己増殖の実証（自己充足可能であること） 
・安全性確保技術、メンテナンス技術、廃棄物処理・処分技術の実証および経済性向上の見通し 
・実用炉に外挿容易な長期間連続運転の達成 
・実用炉のための材料開発とその実用性の実証 

経済性・安全性実証段階 
 『発電プラントとしての経済性、安全性の実証』 
・実用炉と同一のレベルの炉心プラズマおよび炉工学設計 
・削除可能な余裕の明確化 
・安定した高経済性運転の達成 
・核融合炉の有用性、魅力の明確化 

実用化段階 
 『他のエネルギー源と競合可能な魅力ある発電システム』 
・安定性、経済性などの高い社会受容性 
・核融合炉の有利な点を発揮した魅力ある発電システム 
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3． 実用化に必要な開発目標と実験炉

ITER の役割 

 

3．1 実用炉の導入目標時期 

 

大きな国費を投入して開発が進められている核

融合開発は、その完成後には社会に役に立つも

のでなければならない．つまり、核融合エネルギー

の長所を 大限生かすように実用化させなければ

ならない．言い換えると、開発してみたものの使わ

れないエネルギー源になってはならない． 

従来から核融合エネルギーの開発理由としては

エネルギー源の枯渇という事がよく言われていた

が、化石燃料の採掘可能年数を考えればその緊

急性は薄れている．その一方で、あらたな問題とさ

れているのが環境問題である．特に温室効果ガス

のひとつである CO2 問題が重要視されており、大

気中 CO2 濃度を 2100 年において産業革命時の 2

倍にあたる 550ppm 以下に抑えようとする取り組み

が国際的に行われ始めている． 

2100 年に大気中 CO2 濃度を 550ppm 以下に保

つためには CO2 排出を世界規模で減らしていく必

要がある．図 3-1 に NEDO/RITE（地球環境産業技

術研究機構）の地球再生計画よって示された、

CO2 排出削減シナリオの例を示す[20]．CO2 削減

努力をしない場合（無制約ケース）、コストで有利な

石炭による CO2 排出量の増大により 2000 年時点

の 6 倍に達してしまう．2100 年に 550ppm 以下に

保つためには 2050 年までに、CO2 を排出しない革

新的技術によって CO2 排出総量を大幅に減らし

2100 年には 2000 年をやや下回る排出量にする事

が必要になっている．このことは、CO2 を排出しな

いという長所を理由にエネルギーを開発するのな

らば、2050 年までに開発を終了し社会に導入され

始めなければ、その長所を 大限生かすことがで

きなくなり、エネルギー開発の意義が薄れることを

意味している． 

原理的に無尽蔵なエネルギー源でありかつ CO2

排出が殆んど無い核融合エネルギーにとっても、

その長所を 大限有効活用するためには 2050 年

までに実用化の準備が整っている事が望ましいと

いえる． 

 

3．2 長期エネルギーシナリオ 
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図 3-1 NEDO/RITE による CO2 排出削減シナリオ[20] 

Figure 3-1 Reduction scenario of CO2 emission by NEDO/RITE[20] 
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核融合エネルギーは将来の代替エネルギーの

ひとつとして研究開発がされている．しかしながら、

現在までのところ、将来のエネルギーとして核融合

エネルギーが一役を担うというようなエネルギーシ

ナリオはほとんど考えられていないようである．この

原因は、核融合エネルギーによるプラント規模のエ

ネルギー発生に成功しておらず、未完の技術であ

ると考えられているためである．そのため、核融合

エネルギーが市場に導入し、将来のエネルギー源

としてのどの程度の役目を果たす事ができるか（例

えば、全世界の総発電量に占める割合）、またその

時に必要な発電コストはどの程度か等の評価は

近まで行われていない状況であった． 

近年、地球温暖化の原因となる CO2 大気中濃

度が問題になってきており、その観点から今世紀

末までの大気中 CO2 濃度を予測するために長期

のエネルギーシナリオ研究が行われている．このよ

うな超長期のエネルギーシナリオにおいて経済的

もしくは環境負荷の観点から導入されないエネル

ギー源は現実の世界でも導入される可能性はほと

んどないといえる．言い換えると、長期エネルギー

シナリオに導入されることは実際の市場導入へ向

けての必要 低条件と考えられる．ここでは、長期

エネルギーシナリオに核融合エネルギーが導入さ

 

図 3-2 核融合エネルギーの導入シナリオ[21] 

Figure 3-2 Introduction scenario for fusion energy[21] 

 
図 3-3 長期シナリオで核融合エネルギー導入に必要な発電コスト[21] 

Figure 3-3 Break-even price as function of nuclear fusion introduction year[21] 
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れる条件を市場導入への代表的な指標と考え、そ

の導入条件を達成するために必要な開発目標を

定量的に評価することにする．本報告で対象とす

る長期エネルギーシナリオは地球環境産業開発

機構(RITE)で行われた核融合エネルギーの長期

エネルギーシナリオにおける導入条件を適用す

る． 

この評価研究で使われているエネルギーシナリ

オモデルは、地球環境に関する政府間パネル

（IPCC）でも適用されている LDNE21 モデルである．

図 3-2に評価シナリオの一例を示す[21]．この結果

は、2100 年の大気中 CO2濃度を 550ppm 以下に

するという条件の下、2050 年に核融合発電が市場

に導入されたケースである．2050 年に市場参入に

必要な経済性を達成し、1 台目の核融合発電炉が

導入された後、年を経るごとに世界の総発電量に

占める割合が増し、 終的には 2100 年に約 20％

のシェアを占めるという結果が得られている．この

結果はあくまでエネルギーシナリオの一例であり、

シナリオの設定条件で導入シェアや導入時期は変

ってくる． 

この一連の解析で注目したいのは、核融合発電

の市場への導入に必要な経済性である．図 3-3 に

核融合発電の市場導入に必要な発電コストを示す

[21]．2100年の大気中CO2濃度を 550ppm以下に

制限するという条件で評価を行った場合、核融合

発電の市場導入に必要な 2050 年に於ける発電単

価は 65mill/kWh～ 135mill/kWh となっている

（1000mill=1$）．この発電単価の幅は想定している

エネルギーシナリオのケースに依存する．かりに

CO2 濃度の制限条件を課さない場合（BAU ケー

ス）は約 50mill/kWh となる．この価格の差が CO2

を排出しないという付加価値に相当すると考えられ

る． 

以上のような議論の結果から核融合エネルギー

開発が目指すべき実用化の時期を2050年とし、そ

の と き 求 め ら れ る 経 済 性 を 65mill/kWh ～

135mill/kWh とする．ただし、ここで設定する経済

性はあくまで必要条件であり十分条件ではない事

に注意が必要である．つまり、核融合エネルギー

の市場への導入条件を検討する際、本来ならば導

入時期の経済性、社会状況によって導入条件は

決まってくる．こちらから求められる条件が導入へ

の十分条件と考えられる． 

 

3．3 核融合開発における 3 つのマイル

ストーン 

 

核融合開発ロードマップを構築する際に前章で

4つの開発段階を考えた．はじめが、実験炉段階、

 
図 3-4 核融合開発における 3 つのマイルストーン 

Figure 3-4 Three development milestones for fusion energy 



 

©CRIEPI －23－

次に発電実証段階、経済性・安全性実証段階が

続き、 後に実用化段階である．これら各段階を

着実に達成していく上で、図 3-4 に示すように技術

的マイルストーンが存在すると考えられる（図3-4は

後述する早期実用化構想をベースに発電実証段

階と経済性・安全性実証段階において１台の中核

装置を建設するという開発路線を示している．）[9]．

第一のマイルストーンが現段階と実験炉段階の間

に存在する Break-even 条件と言われるものである．

これは核融合反応による発生エネルギー出力が

核融合反応を維持するために必要な投入エネル

ギーとちょうど等しくなる条件である．この条件はす

でに日本原子力研究所の臨界プラズマ試験装置

JT-60U ならびに EU のプラズマ試験装置 JET によ

って達成されている． 

次に重要なマイルストーンがElectric Break-even

条件と言われるものである．これは、核融合エネル

ギーにより発電した電気出力が発電所の運転維持

（主に核融合プラズマの運転維持）に必要な所内

電気出力とちょうど同じになることに対応する．この

条件の達成の見通しが得られて初めて発電実証

段階に進めることになる． 

後のマイルストーンが Economic Break-even

条件である．これは核融合発電による発電コストが

他のエネルギー源のそれに打ち勝って市場に導

入されることに対応する． 

以上 3 つの条件を簡単にまとめると、 初の

Break-even 条件は炉心プラズマ物理に関する原

理実証条件、Electric Break-even 条件は炉工学技

術も含めたエネルギーシステムとしての成立条件、

後の Economic Break-even 条件はエネルギーシ

ステムとして社会に採用される導入条件であるとい

える． 

今後の核融合開発においてロードマップを提示

することが重要であると前章で指摘したが、そのロ

ードマップを作成する上で前述の 3 つの

Break-even 条件、特に後半の 2 つの Break-even

条件を定量的に把握することは必須条件と考えら

れる．しかしながら、現在までの核融合エネルギー

開発は 初の Break-even 条件達成のための研究

に集中してきたこともあり、Electric Break-even 条件

や Economic Break-even 条件については曖昧なま

まであった． 

 

3．4 核融合発電炉システム解析コード 

 

前節の発電実証に必要な Electric Break-even

条件と実用化に必要な Economic Break-even 条件

の定量評価を行うために、核融合発電炉システム

解析コード（FUSAC：Fusion Power Plant System 

Analysis Code）を構築した[8]．当所で開発された

核融合実用炉経済性解析コード[3]をベースに炉

心プラズマ解析手法の高度化、炉工学設計制約

条件の評価、放射性廃棄物量評価を行うように改

良を加えたものである． 

本解析コードにおける経済性評価手法は、米国

オークリッジ国立研究所で開発された Generomak 

Model[22]を参考にしており、ブランケットや超伝導

コイル、遮蔽体など核融合炉に特有の機器・コン

ポーネントの形状・コストは物理的に整合性の取れ

た形で求めるとともに、既存の機器・核融合炉にと

ってあまり本質的で無い部分のコストはスケーリン

グ則などで簡易計算する事によって評価する．基

本計算フローを図 3-5に示す．各計算ブロックの概

略は以下のとおりである． 

 

○パラメータ入力 

炉心プラズマ形状、炉心プラズマ温度

等の基本入力パラメータを入力する． 

 

○炉心プラズマ特性の計算 

入力されたパラメータを用いて、核融合

出力や炉心プラズマ維持に必要な制御

出力の評価を行う． 
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○プラントパワーフローの計算 

核融合出力と炉心プラズマ制御パワー

等から、総発電出力、所内消費電力を

評価し、送電端電気出力を求める． 

 

○遮蔽効果の評価 

求められた核融合出力から中性子負荷

分布を算出し、遮蔽体に必要な厚さを

求める． 

 

○超伝導コイル設計 

炉心プラズマを生成･維持するために必

要な超伝導コイルの形状・配置位置を

決める．この際、超伝導コイルの限界磁

場・電流条件、許容応力条件からコイル

のサイズを簡易評価する． 

 

○放射性廃棄物量評価 

ここまでに簡易に設計された主要核融

合炉構成システムに対して、得られてい

る高速中性子負荷分布を用いて放射性

廃棄物量の評価を行う．その際、日本原

子力研究所で解析された１次元解析コ

ード THIDA-2 Code System を用いる

[23]．このコードシステムでは、中性子・

γ線輸送はANISN、放射化線源計算を

ACT4、線量率変換計算を APPLE-2 で

行っている． 

○コスト評価 

ここまでに得られている超伝導コイルや

ブランケット、遮蔽等の核融合炉主要構

成機器の形状から、それぞれの重量を

概算することにより建設コストを評価し、

核融合発電炉の性能から燃料費・メンテ

ナンス費を概算することにより発電コスト

を求める． 

 

○プラント設計結果のグラフ出力 

前述のシステム解析の結果ならびに炉

本体の立面図・平面図の作成を行う． 

 

3.5 発電実証に必要な開発目標 

 

3．5．1 開発目標の評価方法について 

 

はじめに開発目標の評価方法について簡単に説

明する．核融合発電炉は炉心プラズマ、超伝導コ

イル、ブランケット、遮蔽体、発電システム等の構

成要素からなる統合システムである．従って、それ

ぞれの構成要素に対して開発目標が存在すると

共に、お互いの開発目標が相互依存性を持って

いる．例えば、目標とする電気出力・炉心サイズに

必要なプラズマ性能と熱効率の関係を考えてみる．

プラズマ性能が高く核融合反応による炉心出力密

度が大きくなれば、発電システムの熱効率は低い 

 
図 3-5 FUSAC の計算フロー 

Figure 3-5 Calculation flow of FUSAC 
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値でも良いが、出力密度が小さい場合は熱効率が

高くならなければ目的の電気出力は得られない． 

この研究では、現在 ITER 計画の一環として行わ

れている炉工学技術の現状を基本とし、将来実現

の見通しが十分得られている炉工学条件を評価し、

その値を用いて正の正味電気出力（発電端電気

出力）に必要なプラズマ性能を評価する事にす

る． 

プラズマ性能を評価するにあたってここでは 3 つ

の評価パラメータ（規格化ベータ値：βN、閉じ込め

改善係数：HH、グリーンワールド密度比：fnGW）を

考えている．それぞれのパラメータの意味は以下

の通りである． 

 

○規格化ベータ値：βN 

炉心プラズマは高圧（高温・高密度）に

なればなるほど核融合反応が効率的に

起こり核融合出力密度が高くなる．規格

化ベータ値（βN）は、炉心プラズマがとり

得るプラズマ圧力の安定限界を表す指

標であり、この値が大きければ大きいほ

ど高い核融合出力密度が可能となり、装

置サイズのコンパクト化が図れる． 

 

○閉じ込め改善係数：HH 

核融合反応をおこすためには炉心プ

ラズマを常に高温・高密度に保たねばな

らない．そのためには炉心プラズマを常

に加熱する必要がある．炉心プラズマの

温度を一定に維持するためにどの程度

加熱する必要があるかは炉心プラズマ

のエネルギー閉じ込め時間で決まってく

る．閉じ込め改善係数（HH）は、このエ

ネルギー閉じ込め時間の大きさを表す

指標であり、このパラメータが大きいほど

長いエネルギー閉じ込め時間が可能で

あり、加熱パワーひいては所内消費電

力が小さい値ですむ． 

 

○グリーンワールド密度比：fnGW 

核融合反応を効率的に起こすために

は高密度プラズマが有利である事は前

述の通りである．しかしながら、実験的に

密度の上限値があることがわかっており、

その値をグリーンワールド密度上限値と

呼んでいる．グリーンワールド密度比

(fnGW)は、プラズマ密度のグリーンワー

ルド密度上限値に対する比であり、この

値が大きければ大きいほど高密度であ

る事を意味する．核融合炉の実用化に

向けてこの値が１を超えるような高密度

プラズマが必要になってくるが、プラズマ

の形状を 適化することで１を超えた運

転が可能になってくることが実験的にわ

かっている． 

 

発電実証と実用化に必要な 3 つのパラメータ

（βN、 HH、 fnGW）を評価するために、前節で述べ

た核融合発電炉システム解析コードにより数万点

の炉設計データベースを作成する．そのデータベ

ースの主要パラメータ範囲を表 3-1 に示す．このデ

ータベースを用いて以下に述べる炉工学制約条

件を満たした設計点を抽出する作業を行い、発電

実証ならびに実用化に必要なプラズマ性能の評

価を行う． 

 

3．5．2 前提となる炉工学条件 

 

核融合発電炉のシステム解析を行う上で以下の

炉工学設計条件を適用する．（詳細な議論は次章

において行う．） 

 

○超伝導コイル 大磁場強度 

炉心プラズマを生成・維持するために
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は強磁場の閉じ込め磁場コイルが必要

である．現在 ITER 計画の一環により１

3T（テスラ）の超伝導コイルが完成してい

る．今後の技術の進展を考慮し、 大磁

場強度 16T までの見通しは十分と考え、

この値を標準値とする． 

 

○熱効率 

総発電量を評価する際にはこの値が

重要パラメータとなる．現在核融合炉

から熱エネルギーを取り出し、電気エネ

ルギーに変換するシステムは完成して

おらず、実験炉 ITER で熱エネルギーを

取り出す実証実験が予定されている．

ITER で実証が予定されている冷却水条

件は、15MPa 330℃であり、加圧水型

軽水炉の冷却水条件とほぼ同じ値であ

る．そのため三十数パーセントの熱効率

は得られる可能性は十分ある．ここでは、

ITER で実証される技術である事を踏ま

え、幾分悲観的な値 30％を標準値とす

る． 

 

○加熱装置システム効率 

炉心プラズマを維持するためには加

熱装置が必要であり、その加熱パワーは

数十 MW に達し、比較的大きな所内電

力が必要である事は既に述べた．その

ため、出来るだけ小さな所内電力にする

ためには加熱装置自体のシステム効率

が重要となってくる．ITER 計画における

設計値は 30～40%となっている．現在、

さらなる効率の改善を目指した改良作業

が行われており、その改良作業の完成

により 50%の見通しが予測されている．

ここではその加熱装置システム効率

50%を標準値とした． 

 

3．5．3 解析結果 

 

前述の炉工学条件の下に正味電気出力に必要

なプラズマ性能の評価を行った．図 3-6 に前述の

表 3-1 炉設計データベースの主要パラメータ範囲 

Table 3-1 Main parameter regions for the database of fusion power reactor design 

主半径 R 5.5m－8.5m 

アスペクト比 A 2.5－4.0 

楕円度 κ 1.5－2.0 

三角度 δ 0.35－0.45 

運転温度 （Ti=Te） 12keV－20keV 

プラズマ表面安全係数 qψ 3.0－6.0 

正味電気出力 Pe
net 0－1,000MW 

最大トロイダル磁場 Btmax （13T）、16T、（19T） 

NBI システム効率 ηNBI （30%）、50%、（70%） 

最大 NBI 入射パワー 200MW 

熱効率 ηe 30%、（40%） 

ブランケット・遮蔽厚さ 1.4m 

電流立ち上げのフラックスを確保 
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プラズマ性能を表すパラメータ（βN、 HH、 fnGW）と

核融合出力（Pf）、ならびに発電端電気出力（Pe
net）

の関係を示す．この解析結果は炉工学条件、超伝

導コイル磁場１６T、熱電変換効率 30%、加熱装置

システム効率 50%を適用して得られた結果である． 

まず初めに規格化β値については、正味電気

出力が 0MW、すなわち Electric Break-even 条件

に必要な値は 1．2～2．7 であることがわかった．こ

の値に幅がある理由は、炉心プラズマのサイズ幅

（5．5m～8．5m）に起因する．すなわち規格化β

値（βN）の大きい値は、それだけ核融合出力密度も

大きいので Electric Break-even 条件に必要な核

融合出力を得るために必要なプラズマサイズも小

さいもので良い．一方、規格化β値が小さければ、

それだけ大きな炉心プラズマサイズが必要になっ

てくる． 

電気出力を増加させるためには規格化β値を

大きくしなければならない．正味電気出力 400MW

のためには規格化β値を 2．2～4．8 まで、さらに

1000MW のためには 3．0～5．8 まで性能向上させ

ることが必要である． 

閉じ込め改善係数（HH）については、正味電気

出力を得るためには少なくとも 1．0 以上の値が必

要であることがわかる．閉じ込め改善係数の幅は、

炉心プラズマ中に流すプラズマ電流の大きさに反

比例する．プラズマ電流は加熱装置である高エネ

ルギービーム入射装置を用いて流す事になるので、

所内電力を小さくするためにはこの加熱パワーが

小さい方が良い．閉じ込め改善係数が大きい領域

は電気出力が大きくなるにつれて縮小しているが、

これは炉心プラズマモデルが簡易モデルであり、

炉心プラズマ中の分布効果を取り扱えない事に起

因している．従って、この図で重要なことは 小領

域、つまり閉じ込め改善係数が 1．0 以上の炉心プ

ラズマ性能が得られなければ、発電できないという

事にある． 

グリーンワールド密度比（fnGW）については規格

化β値（βN）と傾向が似ており、正味電気出力を増

加させるためにはその値を大きく、つまり密度を大

きくしなければならない．Electric Break-even 条件

に必要なグリーンワールド密度比（fnGW）は、0．3～

1．1、正味電気出力 1000MW を得るためには 低

でも 0．9 以上の値が必要である． 

以上が正味電気出力を得るために、つまり発電

図 3-6 正味電気出力に必要なプラズマ性能 

Figure 3-6 Plasma performance required to 
generate net electric power 

ITER 標準運転領域 
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実証をするために必要なプラズマ性能である．忘

れてならないのは、これらの値を同時に達成しなけ

れば意味が無い事である． 

今までの解析結果では炉心プラズマサイズの幅

（5.5m～8.5m）を持たせたまま議論してきた．次に

炉心プラズマサイズを 7.5m に限定して、正味電気

出力に必要なプラズマ性能を詳しく調べることにす

る． 

はじめにエネルギー増倍係数（Q 値）という変数

を導入する．これは核融合出力を炉心プラズマ維

持のために必要な加熱パワーで割ったものであり、

投入したエネルギーに比して何倍のエネルギーが

得られるかを表すパラメータである．このエネルギ

ー増倍係数と核融合出力、正味電気出力の関係

を示したものが図3-7になる．正味電気出力を得る

ために必要となるエネルギー増倍率は 6．5 程度の

Q 値が必要であり、その場合には 1300MW 程度の

核融合出力が必要となる．9 以上の Q 値が達成可

能であれば核融合出力 500MW 以下でも正味電気

出力が得られる可能性がある． 

次に、プラズマ性能と正味電気出力の関係を調

べるために、あるプラズマ性能で到達可能な運転

領 域 を 図 上 に 重 ね た も の が 図 3-8 （ Plasma 

performance diagram）になる．この結果はプラズマ

主半径が 7.5m に対応する．正味電気出力 0MW

（Electric Break-even 条件）に到達するためには、
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図 3-7 正味電気出力を得るために要するエネルギー増倍係数(Q 値)と核融合出力 

Figure 3-7 Q value and fusion power for net electric power generation 

 
図 3-8 プラズマ性能ダイヤグラム(R=7.5m) 

Figure 3-8 Plasma performance diagram for R=7.5m 

R=7.5m 
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規格化β値βN～2.0、閉じ込め改善係数 HH～1.0

が 低限必要である事がわかる．さらに正味電気

出力 600MW、核融合出力 3000MW のためにはβN

～3.4、HH～1.2 程度が必要である事がわかった．

グリーンワールド密度比に関してはプラズマ運転

温度との関係から到達領域が決まってくる．ここで

は、炉心プラズマ温度が 16keV と 20keV の場合に

ついて、グリーンワールド密度比 fnGW=1．0 の運転

限界を図示している．Electric Break-even 条件に

必要なグリーンワールド密度比は 1．0 より十分小さ

い値であり、現状の実験結果で得られている領域

である．ただし、電気出力を大きくしていくために

は fnGW＞1．0 以上のプラズマ性能向上を考える必

要がある． 

これらの結果はプラズマ主半径によって結果が

変化する．特に規格化β値に関して変ってくる．図

3-9 にプラズマ主半径 6.5ｍと 8.5ｍの場合を示す．

装置サイズが小さくなると必要となる規格化β値は

大きくなる．逆に装置サイズが大きくなると必要とな

る規格化β値は小さい値でも良くなる．一方、閉じ

込め改善係数については装置サイズにほとんど依

存しない事がわかる．これは前述にあるように主に

プラズマ電流値に依存するパラメータであるからで

ある． 

 

3.6 実用化に最低限必要な開発目標 

 

3．6．1 前提となる炉工学条件 

 

前節で用いた炉工学条件を基本とする．ただし、

実用化に必要な条件の算出には長期エネルギー

シナリオで求められている導入に必要な発電コスト

（Break-even Price）と比較する必要がある．従って、

前節の炉工学条件の他に稼働率と定格電気出力

を考えなければならない．さらに、実用時期におい

ては材料開発も進展していると考えられ、図 1-7 に

ある運転温度と中性子照射量に関しても進展があ

り、高い値の領域まで設計可能となっていると考え

られる．これは発電効率の観点からみると、冷却水

の高温化による熱効率の向上、ならびにメンテナ

ンス間隔の長期化により稼働率の上昇につながる

と考えられる．以上の事を考慮し、熱効率と稼働率

について以下の値を用いる．その他の炉工学条件

は前節と同じ値を用いる． 

 

○熱効率 

材料開発が進み高温・高照射に耐え

うるブランケットの設計が可能となると仮

定し、冷却材温度500度前後（超臨界圧

水によるブランケット設計に対応）を想定

し、熱効率 40%を適用する． 

 

 

図 3-9 プラズマ性能ダイヤグラムの装置サイズ依存性 (a)主半径 R=6.5m, (b)主半径 R=8.5m 

Figure 3-9 Dependence of plasma performance on the major radius (a)R=6.5m, (b)R=8.5m 

(a)R=6.5m (b)R=8.5m
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○稼働率 

材料開発の進展によりブランケット交

換等のメンテナンス間隔は 2 年程度で

問題ないとされ、メンテナンス手法（次章

で議論）の評価からも実用炉では稼働

率 75%は可能であると考えられている．し

かしながら、導入 1 台目をここでは考え

なければならない．従って、想定外停止

の確率も高いと考えられる．この解析で

は、想定外停止を考慮しやや低い稼働

率 60%を適用する． 

 

○定格電気出力 

核融合炉も従来の原子力発電同様、

発電コストに対して定格発電出力の増

加に伴うスケールメリットが効く．従って、

大きい定格出力の方が有利である．ここ

では、 近の軽水炉の定格出力になら

い、定格電気出力 1000MW を適用す

る． 

 

3．6．2 核融合炉の小型化について 

 

○小型化の方法 

核融合発電炉の燃料の原材料は少

量の水とリチウムであり、これにかかるコ

ストはわずかである．そのため、核融合

発電炉の発電コストの大部分は発電所

の建設費である．従って、装置サイズを

小さくし、建設コストを下げる事が経済性

向上に重要となる． 

装置の小型化のためには核融合出力

密度を大きくしなければならない．一般

的に炉心プラズマの出力密度を上げる

方法には 2 通りある．ひとつめはプラズ

マ性能を上げる方法、もうひとつはプラ

ズマをトーラス状に閉じ込めている閉じ

込め磁場強度を大きくする方法である． 

 

○小型化への制約条件 

小型化への制約条件を考えると、図 1-1

にあるようなトーラス状の炉心プラズマ中

心領域にいかに構造物を置かないよう

にするかが重要課題となる．しかしなが

ら、この領域には炉心プラズマの閉じ込

め磁場を発生させる超伝導コイルが通り、

超伝導コイルを中性子から保護するた

めの遮蔽体が必ず必要になってくる．遮

蔽体の厚さは核融合反応で発生する１４

MeV 中性子束で必要な厚さが決まるた

め、限界電流密度の大きく、コイル断面

をできるだけ小さくできる超伝導コイルの

開発が重要となってくる． 

 

3．6．3 解析結果 

 

図 3-10 に閉じ込め磁場強度 16T、熱効率 40%、

稼働率 60%、定格時電気出力 1000MW という条

件下のプラズマ主半径、必要な規格化β値、発電

コスト（COE）の関係を示す．この図から、規格化β

値（βN）が大きくなりプラズマ性能が向上すればす

るほど、プラズマ主半径、すなわち装置サイズが小

さくでき発電コストが安くなる事がわかる．長期エネ

ルギーシナリオにおいて 2050 年に核融合エネル

ギーが導入されるために必要な発電コストは

65mill/kWh ～ 135mill/kWh で あ り 、 Break-even 

Price として図示してある（1000mill=1$）． 

規格化β値βN≧3．0 が達成されると Break-even 

Price に入ってくるので、核融合エネルギーがエネ

ルギーシナリオに参入してくる可能性が出てくる．

しかしながら、参入条件が厳しく 65mill/kWh 以下

である事が必要な場合、規格化β値βN＞5.0 以上

であり、装置サイズが 5.0m 程度まで小型化する必

要がある．なお、プラズマ主半径 5.5m～6.5m にお
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いて破線の領域（CS-less region）がある．この領域

は図 1-1 にあるトーラス中心領域にセントラルソレノ

イドコイルというプラズマ中に電流を流すために必

要なコイルが置けない設計領域である事を意味し

ている． 

次に、同じプラズマ主半径5.5m～6.5mにおける

閉じ込め磁場強度の依存性を図 3-11 に示す．磁

場強度が大きければ、必要とされる規格化β値は

小さい値でよいという高磁場化のメリットが現れて

いる．その一方、磁場強度が大きい程経済的に劣

り、高磁場化のメリットが生かされていない事がわ

かる．これは、前節で説明したようにコイル電流密

度が一定の場合、高磁場化によりコイルに流す電

流が大きくなり、それにコイル断面積も大きくなって

しまう．そのためコイルのコストが高くなり経済性が

わるくなるという結果になっている．従って、高磁場

化による装置の小型化には、コイルサイズが大きく

ならない電流密度の大きな低コストコイルの開発が

必須である事を示している．例えば、19T の場合で

コ イ ル 電 流 密 度 （ Jtfc ） が 2 倍 （ 10MA/m2 →

20MA/m2）となった場合、図に示すように１３T と同

等の経済性となり、高磁場化によるメリットが 大

限生かされることがわかる． 

 

 

 

 
図 3-10 実用化に求められるプラズマ性能 

Figure 3-10 Plasma performance required for fusion energy introduction 

 
図 3-11 実用化に必要なプラズマ性能の磁場依存性の影響 

Figure 3-11 The Effect of magnetic field on plasma performance required for fusion energy 

introduction 

ITER 実験可能領域
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3.7 実用化に向けた実験炉 ITER の役割 

 

3．7．1 ITER のプラズマ性能 

 

ここでは、前節までに明らかになった発電実証

に必要なプラズマ性能（Electric Break-even 条件）

と 実 用 化 に 必 要 な プ ラ ズ マ 性 能 （ Economic 

Break-even 条件）を踏まえ、今後の核融合開発に

おいて実験炉 ITER が果す役割について定量的

に明らかにする． 

はじめに ITER で計画されているプラズマ性能

は表 3-2 のようになる[1、2]．標準プラズマ運転は

ITER のミッションである核融合反応による自己加

熱が支配的になる核燃焼プラズマの実証実験に

対応する．高性能プラズマ運転は将来の発電を念

頭に炉心プラズマの高性能・定常運転を目指した

ものである．これらの運転パラメータと前節までに

得られた Electric Break-even 条件、 Economic 

Break-even 条件とを比較してみる． 

 

3．7．2 発電実証のために果す ITER の役割 

 

図3-6に ITERの標準プラズマ運転におけるプラ

ズマパラメータの値が示されている．規格化β値、

閉じ込め改善係数、グリーンワールド密度比全て

に於いて Electric Break-even 条件に対応する

Pe
net=0MW の領域に該当する．このことから ITER

の標準運転の成功により、発電実証炉への見通し

が得られる事がわかる． 

さらに、高性能プラズマ運転の運転パラメータが

計画通り成功すれば、正味電気出力 1000MW の

可能性が見えるプラズマ性能に対応するため、プ

ラント規模の発電実証が確実に行えることに対応

している． 

これに加えて ITER では発電に必要な基本技術

に関する実証試験を行う．具体的には定常運転、

技術、粒子バランスと熱バランスを同時に満たすプ

ラズマ制御性、ディスラプション対策、中性子エネ

ルギーからのエネルギー変換の実証等などが挙

げられる．これらのプラズマ制御技術、発電に必要

な基本技術の実証実験が成功してはじめて、次の

発電実証段階に進むことが可能となる． 

 

3．7．3 実用化のために果す ITER の役割 

 

実用化に向けての課題は、前述のように装置の

小型化、すなわち規格化β値の向上に集約される．

その他のプラズマパラメータも重要であるが、発電

実証が可能となる閉じ込め改善係数（HH≧1．0）、

グリーンワールド密度比（fnGW～1．0）であれば装

置の小型化は可能である．そのため、ここでは規

格化β値について注目する． 

図 3-10 に ITER で運転可能とされる規格化β値

の領域が図示してある．ITER の高性能運転が成

功すれば、長期エネルギーシナリオにおいて核融

合 炉 が 2050 年 に 導 入 さ れ る た め に 必 要 な

Break-even Price の価格帯に入ってくる事がわかる．

ITER の装置性能が 大限発揮されれば、規格化

β値βN～3．6 までの達成が理論的に示されている．

そのプラズマ性能で定格出力 1000MW の核融合

表 3-2 ITER で計画されているプラズマ性能 

Table 3-2 Plasma performance of the ITER experimental plan 

 標準運転 高性能運転 
規格化β値(βN) 1.8～2.0 3.0～3.6 

閉じ込め改善係数(HH) 1.0 1.6 
グリーンワールド密度比(fnGW) 0.85 0.86 
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発電所を設計した場合、プラズマ主半径が約 6．5

ｍで発電コストが 100mill/kWh 前後の領域に相当

する．この値は CO2 排出制限等の制約条件を課さ

ないシナリオ（BAU ケース）での核融合エネルギー

導入に必要な発電コストの約 2 倍であり、核融合エ

ネルギーの経済性だけの観点からでは参入する

事は難しい領域であるが、CO2 を排出しないまた

は高レベル放射性廃棄物が発生しないというよう

な別の観点からの長所を考えた場合、市場に導入

される可能性がある事を意味している． 

つまり、ITER の高性能プラズマが成功する事に

よって、実用化に必要な経済性の必要条件の見

通しが得られるといえる． 

ここで注意して欲しいのは ITER の実験が行わ

れている時には、熱エネルギーを取り出すために

必要なブランケットの実証実験も同時に行われる

予定であるため、ITER 計画直後に熱効率 40%で

発電コスト 100mill/kWh 近傍の性能が得られるわ

けではなく、あくまで高効率を可能とする材料開発

の進展を待たねばならない． 

もちろん、実際の市場導入のためには更なる経

済性の向上を目指さなければならず、その役割は

ITER の後に計画されている発電実証炉が負うこと

になる． 

 

3.8 まとめ 

 

この章では、実験炉 ITER で採用されているトカ

マク方式に焦点を絞り、発電実証に必要な開発目

標、実用化に必要な開発目標を解析した．はじめ

に解析を行うために核融合発電炉システム解析コ

ード（FUSAC）を開発した．このシステムコードによ

り発電実証の為に必要な炉心プラズマ性能を解析

した．炉心プラズマ性能をあらわす代表的なパラメ

ータとして規格化β値（βN）、閉じ込め改善係数

（HH）、グリーンワールド密度比（fnGW）という３つの

パラメータを考えている．解析の結果、ITER の標

準プラズマ運転の成功により、発電実証への見通

しが得られる事がわかった．ただし、その時に必要

な炉工学条件は、超伝導コイル 大磁場強度 16T、

熱効率 30％、プラズマ加熱システム効率 50%であ

る． 

実用化に必要な開発条件を解析する際には、

競合する他のエネルギー源との経済性の評価が

必要になってくる．ここでは、核融合エネルギーが

長期のエネルギーシナリオに導入される条件を市

場導入への必要条件として考え、2050 年に核融

合エネルギーが長期エネルギーシナリオに導入さ

れ る た め に 必 要 な 発 電 コ ス ト 65mill/kWh ～

135mill/kWh を実現するために必要なプラズマ性

能を解析した．その結果、ITER の高性能プラズマ

運転の成功により長期エネルギーシナリオ導入に

必要な価格帯の上限領域(135mill/kWh)への見通

しが得られる事がわかった．ただし、導入に必要な

価格帯の下限値(65mill/kWh)に到達するために

は、規格化β値βN＞5．0 を達成しプラズマ主半径

5m 級まで装置を小型化する必要がある． 
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4. 核融合発電炉開発ステップの提案 

 

4．1 早期実用化構想に基づいた開発ロ

ードマップ 

 

本報告で注目しているトカマク型核融合炉の装

置サイズと核融合出力の関係をみてみると、後述

する核融合実用炉概念設計 CREST、日本原子力

研究所が提案する実用炉 A-SSTR2、米国が提案

している ARIES-AT 等の装置サイズと、現在建設

に向け政府間交渉が行われている ITER の装置サ

イズはほぼ同規模である．従って、核融合炉では

発電出力は装置のサイズで決まるのではなく、プラ

ズマ性能がどれだけ高性能化できるかによる．言

い換えると原理的に実験炉 ITER でも実用炉並み

の数千 MW 級の核融合出力が可能である（ただし、

そのためには高性能プラズマ制御、高熱負荷に対

応できるように現設計を変更しなければならない）．

以上のような議論から 2 章で指摘しているように、

核融合炉開発では実験炉、原型炉、実証炉という

3 つの中核装置を建設するのではなく、2 つの中核

装置に統合できるという考え方があった． 

近、日本、アメリカ、ヨーロッパで検討されてい

る開発ロードマップでは図 3-4 に示されているよう

に原型炉段階と実証炉段階を発電実証炉という 1

つの中核装置に統合し、開発期間を短縮しようと

するものである．それぞれの国によって若干の違

いはあるものの、実験炉 ITER 後の 2030 年代にこ

の発電実証炉の運用を開始しようという検討が行

われている．（ヨーロッパではこの開発ステップをフ

ァーストトラック呼んでいる[24]．） 

 

4．2 開発ロードマップ提示の重要性 

 

核融合エネルギーがエネルギー源として認知さ

れるために 2030 年代の出来るだけ早い時期に発

電実証を目指すことは、大変意義深いものである

と考えられる．しかしながら現在の日、米、欧にお

ける議論を見ていると ITER の後の発電実証炉を

どのような装置にするのか、その発電実証炉を設

計するために必要となる要素技術は何であり、今

後 ITER における炉心プラズマ開発要素や炉工学

技術開発の優先順位はどのようになるのか等の具

体的な開発戦略の構築には至っていないようであ

る． 

今後の具体的な核融合開発戦略を構築するた

めには、実験炉 ITER、発電実証炉、実用炉という

具体的な開発ロードマップを作成し、その技術的

検討から開発課題を抽出し、その重要度を検討す

るといったような開発ロードマップに関するケースス

タディーが必要になってくる．しかしながら、現在、

実験炉 ITER 計画に整合するような開発ロードマッ

プは作成されておらず、今後の核融合開発戦略の

検討が十分に行われていない． 

本章では、発電実証炉、実用炉の概念設計を

行う事により、 ITER 計画と整合する早期実用化

構想にのっとった開発ロードマップを世界に先駆

けて作成し、今後の国の核融合開発戦略の検討

に資する事を大きな目標とする．この作業を行う事

によって、核融合開発に対する将来のユーザの視

点からの具体的な開発項目の提示を行うとともに、

核融合エネルギーの技術評価を行う際の基礎デ

ータを得ることができる． 

 

4．3 発電実証炉 Demo-CREST 

 

4．3．1 設計ガイドライン 

 

前章に述べた発電実証段階に対するミッション

にもとづいた概念検討を実施するにあたり、そのガ

イドラインを次のように定めた[6,26]． 

 

（i） ITER で比較的早期に達成が見込まれ

るプラズマパラメータ、ITERにおいて達成される工
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学技術、ITER の建設・運転と並行して進められる

工学技術開発、材料開発等をベースとしたできる

だけ小さい技術的外挿で正味の発電が可能であ

ること． 

 

（ii） ITER で目標とされる炉心プラズマパラメ

ータの達成や補完プラズマ装置によるプラズマの

高性能化、さらなる材料性能の向上や工学技術の

進展によって、電気出力の増大が可能であり、実

用規模の電気出力の達成が可能であること． 

 

（iii） できるだけ小型化を図り、建設・運転の

費用を合理的な範囲とすること． 

 

（i）で示すガイドラインは設計の技術レベルを示

すものである．本報告では早期に実証するとの観

点から、個々の技術は現時点で達成の見込みが

十分にあり、ITER およびそれと並行してすすめら

れる研究開発によって技術の統合および性能の

確認がなされる技術に基づくものとした． 

この技術レベルが建設時期までに飛躍的に向

上した場合、例えば、ITER の 終目標とされてい

る高性能プラズマが早期に実現された場合などに

おいては本検討とは異なったガイドライン（技術ベ

ース）に基づいた設計がなされることが必要である．

したがって本報告の検討は ITER の次期装置とし

て も保守的であり、現時点では実現の可能性が

高い概念であると考えられる． 

このガイドラインに従って、次のような手順で概

念検討を実施する． 

１） 核融合炉の大きさ（主半径等）や電気出

力に大きな影響を及ぼす主要な工学技術を建設

時期までに達成が期待される工学技術の進展に

基づいて想定する． 

２） １）の工学の進展を前提として ITER で確

実に達成されると想定されている保守的なプラズ

マパラメータに基づいて少なくとも正味の発電が可

能となる核融合プラズマの大きさ（形状）を明らか

にする． 

３） プラズマ性能の向上や工学の進展によ

って電気出力がどの程度まで増大可能か検討し、

実用規模の電気出力が可能であることを検証す

る． 

４） ２）および３）において得られた炉心プラ

ズマ形状の候補の内、建設費用の低減の観点か

ら 適な形状を選択し、これを設計の基準とする． 

５） ２）および３）において得られたプラズマ

形状および核融合出力において、ブランケット等

の炉内構成機器等の炉工学技術が１）で前提とし

た性能となるような工学設計概念を構築する．核

融合出力の増大による中性子壁負荷の増大など、

前提とした工学性能が困難な場合には 大電気

出力を工学的な制限から修正する．これらの検討

により発電実証炉の概要、必要とされる工学技術

等を明らかにする． 

６） さらに詳細な検討を実施して、概念設計

を行い、必要な研究開発課題を明確にする． 

 

4．3．2 前提となる炉工学条件 

 

プラズマの性能および核融合出力から電気出

力を算出するためには少なくとも、ブランケットのプ

ラズマ被覆率と中性子エネルギー増倍率、熱効率

（熱電変換効率）、プラズマ加熱パワーとそのシス

テム効率が必要であり、また、装置の形状を定める

にあたっては、超伝導コイルの 大磁場と電流密

度、増殖ブランケットを含む遮蔽体厚さなどが必要

となる．これらについては、建設時期までに以下の

達成が見込まれる． 

 

○超伝導コイル 

超伝導コイルの 大磁場を 16 T（テスラ）とする．

これは ITER 用の 13T 級が開発されていること、16 

T 級用のニオブアルミ合金による超伝導コイル線
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材の開発が順調に進展しており、その見通しが十

分にあること、我が国において原型炉として位置づ

けられてきている SSTR (Steady State Tokamak 

Reactor)において 16 T の超伝導コイルが設計に採

用されていることなどによる．また、装置の大きさに

影響を及ぼすコイルの 大電流密度は ITER の設

計基準と同様とする． 

 

○プラズマ加熱パワー上限と加熱システム効率 

プラズマ加熱パワー（中性粒子ビーム入射、

NBI）は 大で 200MW とし、そのシステム効率は

50%とする．ITER ではプラズマ加熱パワーは 大

100MW が想定されており、そのうち NBI は 50MW

を3ポートから入射する．つまり、1ポート当たり16．

7MW であり、200MW を入射するために 12 ポート

が必要となる．ビームエネルギーの増大（ITER で

は 1MeV、発電実証炉では 1．5～1．75MeV）やそ

の他の改善要因から ITER の 2 倍の 1 ポート当たり

33．4MW の入射が可能となるとしても NBI ビーム

ポートは 6 ポートとなり、この程度のポート数が上限

であると考えられる．システム効率（NBI ビームパワ

ー／NBI システム消費電力）は ITER の設計値で

ある 35%程度から今後の開発によって 50％程度に

改善されることを想定した．現時点での開発展望と

して 50～60%が目標とされていることによるもので

ある． 

 

○熱効率 

熱効率（熱電変換効率）は 30%とする．これは

ITER に装荷が検討されている固体増殖／水冷却

テストブランケットモジュールの冷却材出口温度

（330℃程度）および圧力（15MPa）から現在の

PWRと同程度の熱効率とした．ここで ITERの負荷

条件に比較して発電実証炉の負荷条件が大きい

ことに留意が必要である．ITER のテストブランケッ

トモジュールと同等の冷却材出口条件を発電実証

炉で達成するためには、高温および高熱負荷に

耐えるブランケット構造材料の開発が必要となる．

現在開発が進められている低放射化フェライト鋼

はこの条件を満たしうる構造材料として十分な見

通しがあり、建設時までに開発が完了するものとし

ている． 

 

○ブランケット遮蔽体厚さ 

増殖ブランケットを含む遮蔽体厚さ（第一壁から

超伝導コイル表面までの距離）は装置を設計する

上での大きな制約の一つとなる．十分なトリチウム

増殖性能と遮蔽性能を確保する観点から、これま

での動力炉設計例等、インボードにもトリチウム増

殖ブランケットを装荷することを想定した ITER-98

（1998 年 終設計報告書に示された ITER）での

値を参考として 1.4m とする． 

 

○プラズマ被覆率と中性子エネルギー増倍率 

核融合出力から熱出力に換算する上で、ブラン

ケットの中性子負荷分布換算したプラズマ被覆率

（プラズマから放出される中性子のうちどれだけが

ブランケットに達するか）やブランケットの中性子エ

ネルギー増倍率（ブランケットにおける核発熱量／

ブランケットに入射する中性子のエネルギーの総

和）は工学技術やプラズマの進展だけではなく、ど

のような設計とするかに大きく依存する．ここでは

暫定的にこれまでの動力炉の設計例およびブラン

ケット設計例を参考にして、プラズマ被覆率を 0．9、

中性子エネルギー増倍率を 1.2 とした． 

 これらの前提条件に基づいて、正味電気出力

を発生するために必要となるエネルギー増倍率（Q

値）および核融合出力を算出した．その結果は既

に前章図 3-7 に示してある．正味電気出力の発生

には少なくとも 6.5 程度の Q 値が必要であり、その

場合には 1、300 MW 程度の核融合出力が必要と

なる．9 以上の Q 値が達成可能であれば核融合出

力 500MW 以下でも、電気出力が得られる可能性

がある． 
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4．3．3 プラズマ設計 

 

前節で示した工学的な技術、および ITER での

確実な達成が想定されるプラズマパラメータにお

いて正味の電気出力（ゼロ出力）が可能な装置の

形状（プラズマの形状、主半径、アスペクト比など）

を明らかにした．（ここで適用した設計条件は、前

章の議論で構築した設計データベースと同じ条件

表 3-1 を適用している．） 

まず、装置の大きさについては、大型なほど同

一のプラズマ性能で大きな核融合出力・電気出力

が得られるが、建設コストが大きくなることとなる．こ

こでは ITER 程度の主半径から ITER-98 程度の主

半径の装置を対象として、主半径を 5.5 m～8.5 m

とした．プラズマ形状についてはデータベースが

豊富で ITER によって得られる成果から外挿が容

易なアスペクト比を 2.5～4.0 とした． 

また、プラズマ温度を 12 keV～20 keV、プラズ

マ表面安全係数を 3.0～6.0 の範囲として、前章で

説明したように当所で開発した核融合発電炉シス

テム解析コード（FUSAC）により、主半径、アスペク

ト比、楕円度、三角度、正味電気出力、熱効率、

NBI システム効率などを設定値とし、プラズマ加熱

パワー、建設コスト、規格化β値（βN）、HH ファク

ター（HH）、グリーンワールド密度値比（fnGW）、核

融合出力などを出力としたデータベースを構築し

た．これらの計算件数は 100、000 以上にのぼり、

ITER を起点として開発を進めうる核融合炉のすべ

てを網羅しているものと考えられる． 

この設計データベースをもとにして、達成しうる

プラズマパラメータおよび装置形状から得られる正

味電気出力を算出した．ITER での確実な達成が

想定されるプラズマ性能をβN＝1.9、HH＝1.0、

fnGW＝0.9とすると、主半径7.25m、アスペクト比3.4

程度、あるいはそれより大型の装置によって正味

の電気出力（発電端電気出力＞所内消費電力）が

得られる．また、βN=3.4、HH＝1.2、fnGW＝1.1 程

度の ITER で達成の可能性があるプラズマ性能が

得られれば、核融合出力 3、000 MW および電気

出力 600 MW が見込まれることが明らかとなった．

図 4-1 には主半径 7.25 m の場合の核融合出力と

要求されるプラズマ性能を示している．なお、図

4-1 ではブランケットの中性子エネルギー増倍率を

1．1 としているため、図 3-7 に比較して同一の電気

出力に要する Q 値が大きくなっている． 

この結果から主半径 7.25 m、アスペクト比 3.4 と

し、電気出力 0 MW～600 MW（核融合出力 1、

 
図 4-1 主半径 7.25m における正味電気出力とプラズマ性能の関係(プラズマ性能ダイヤグラム) 

Figure 4-1 Plasma performance diagram for the major radius R=7.25m 
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000 MW～3、000 MW）が得られる炉概念を発電

実証炉検討のベースとすることとした．なお、以上

のデータベースの構築や検討の対象とする装置

形状におけるプラズマパラメータ等については文

献[8、25]に詳述されている． 

図 4-1 に示されるように、さらにプラズマ性能の

向上を図ることができれば、600MW 以上の電気出

力への増大の可能性はあるが、核融合出力が増

大することによって、第一壁やダイバータへの負荷

および冷却系全体における負荷が増大する．この

ような高性能のプラズマパラメータの達成可能性

は現時点では明確ではないため、過度に大出力

化に対応した設計は建設コストの増大を招くことと

なる．したがって、本概念検討では比較的達成の

可能性が大きいプラズマパラメータで得られる核

融合出力 3、000 MW までを設計範囲とした． 

それを超える性能の達成が見込まれる場合には

プラズマ対向機器や冷却系等の改造を行うか、新

たに得られた知見に基づいて、小型の動力炉を新

設するかを判断すべきと考えられる．このような状

況となった場合には研究開発上の本発電実証炉

の使命は十分に満たされたものと考えられる．した

がって、判断の基準は改良に要する費用と改良に

よる電気出力増による利益とのバランスとなる． 

プラズマパラメータは今後の詳細な検討で変更、

適化される可能性があるが、本稿で工学的な成

立性の検討に要する主なパラメータについて、そ

の概略値を表 4-1 に示す．表 4-1 おける電気出力

は、前提とした熱効率 30%、加熱システム効率

50%などにより算出したものである．送電端電気出

力はほぼ 0 から 600MW までの大きな幅で変動す

るが、核融合出力および発電端の電気出力は 3 倍

程度の変動となっている． 

 

4．3．4 発電実証炉に求められる炉工学条件 

 

発電実証炉においては核融合動力炉に必要と

されるすべての工学技術が統合され、その機能が

表 4-1 Demo-CREST のプラズマパラメータ解析結果 

Table 4-1 Results of the plasma parameter analysis 
 OP1 OP2 OP3 OP4 

主半径 (m) 7.25 

アスペクト比 3.4 

楕円度 1.9 

三角度 0.45 

規格化β値 1.7 2.5 3.0 3.4 

HH ファクター 1 1.1 1.1 1.1 

Greenwald 密度上限比 0.5 0.6 0.8 1.0 

プラズマ加熱パワー（MW） 150 150 150 150 

Q 値 6.7 11 17 20 

核融合出力（MW） 1,000 1,700 2,500 3,000 

熱出力（MW） 1,140 1,860 2,680 3,190 

発電端電気出力（MW） 340 560 800 960 

送電端電気出力（MW） 20 220 450 600 

平均中性子壁負荷（MW/m2） 0.9 1.5 2.3 2.7 
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十分に実用に耐えうることを示すことが求められる．

一部の機能においては実用には不十分な点があ

るとしても、少なくとも実用が見通せる程度の機能

の達成は不可欠である．本節では、発電実証炉に

要求される工学技術開発を ITER における工学技

術からの進展という観点から述べる． 

トリチウム増殖と回収および発電に関連するもの

を除けば、核融合動力炉に必要な 低限度の工

学技術は ITER によって達成される．また、トリチウ

ム増殖と回収および発電の試験として用いられる

テストブランケットモジュール（以下 TBM）が ITER

に装荷されることにより、それをベースとした開発に

よってトリチウム増殖および発電に関連する工学技

術についても見通しを得ることができるものと考え

られている．しかしながら、ITER における工学技術

は、核融合出力が 500MW と実用規模の動力炉に

比較して小さいこと、真空容器内構成機器に対す

る負荷が小さいこと、定常運転時間が短いこと、停

止時間が十分に長いこと（稼働率が小さいこと）な

どにより、十分に発電実証炉に適応できないものも

少なくない．これらに対しては、高出力化への対応、

長時間定常運転、長寿命化、容易な保守・補修の

観点からの開発が必要となる．主要な工学技術に

ついて、プラズマパラメータの選択の場合と同様に

ITER における開発およびそれと並行して進められ

る研究開発が順調に進むとの前提のもとで発電実

証炉に適用可能な仕様について検討する． 

 

（１）発電ブランケット 

ITER ではプラズマ全体を覆う形で遮蔽ブランケ

ットが装荷され、さらに水平ポートの一部に TBM

が装荷される．これらの製作および運転時の試験

を通してブランケット構造体の製作技術および炉

内環境での成立性が確立されるものと考えられる． 

TBM ではトリチウム増殖性能（トリチウム増殖材

や中性子増倍材の製造と装荷、照射効果、トリチ

ウム回収などを含む）と高温の冷却材による熱の取

り出しなどの機能試験が実施される．低放射化フ

ェライト鋼を構造材とした固体増殖／加圧水冷却

方式の TBMの場合は冷却材の圧力が15MPa、出

口温度が 330℃程度で設計されている．また、トリ

チウム増殖性能については、将来の実用炉にお

いて自己充足性を満たしうる程度の高いトリチウム

増殖率の見通しが得られることを目指して中性子

増倍材（ベリリウム）と固体増殖材（Li2TiO3）を多

層構造に配置するなど、いくつかの増殖材料とそ

の構造が検討されている．ITER においては高いト

リチウム増殖率の確認とともに、核データや計算コ

ードによる予測値との相違を明確にすることも発電

実証炉へとステップを進める上で重要である． 

発電実証炉のブランケットの仕様を検討するに

あたり、前節で前提とした 30%程度の熱効率（熱電

変換効率）を得るためには TBM と同程度の冷却

材条件での熱の取り出しが連続的に可能でなけれ

ばならない．発電実証炉では TBM の装荷環境に

比較して数倍程度の高い負荷条件（中性子壁負

荷、表面熱負荷）となり、年単位の長期間の連続

使用に耐える必要がある．これらのブランケット開

発の進展には、ITER の TBM の構造材料とされる

低放射化フェライト鋼等の構造材料の耐照射性、

耐高温性の開発が不可欠である．さらにブランケッ

トの高温化が可能となれば、高熱効率化が図られ、

電気出力の増大に繋がるものと考えられる． 

 

（２）真空容器内機器のメンテナンス 

ITER においては、ビークル型のメンテナンス装

置を用いて、小型のモジュールに分割された遮蔽

ブランケットが交換できる設計となっている．これに

はブランケットモジュール本体の固定とその解除、

真空容器外への搬出機構、冷却材配管の切断お

よび接合が含まれている．また、ITER では外側ブ

ランケットはトリチウム増殖ブランケットと交換される

可能性が検討されている．この場合には、建設時

にトリチウム回収のためのスイープガス配管等を真
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空容器内に設置しておく必要があるが、その詳細

は明確になっていない． 

ビークル型のメンテナンス装置と小型モジュー

ルブランケットでは、一部のブランケットモジュール

に損傷があった場合などに、その交換を行うのに

適している．つまり、ブランケットの信頼性がそれほ

ど高くない実験炉（実験装置）において計画外の

補修を行うことなどに適した手法である．しかし、実

用炉では、ブランケットの信頼性が十分に高いもの

となっていると考えられ、計画外の小規模な補修よ

り、計画的かつ大規模な真空容器内機器の定期

交換を短時間で実施することが要求される．発電

実証炉のメンテナンス手法の開発では、単にブラ

ンケットの交換が可能であることを示すに留まらず、

将来の実用炉で要求される設備利用率の向上に

繋がるものでなければならない．したがって、取り

扱うことのできるブランケットモジュールのサイズや

重量が大きく、かつ、その交換に要する時間の短

縮されるメンテナンスシステムが必要である．また、

低放射化フェライト鋼等の構造材料のブランケット

においても、配管の分断・接合などのメンテナンス

が可能であることが必要である． 

一方、ITER のダイバータのメンテナンスでは、

周方向に分割されたダイバータのカセット引き出し

方式によって交換される設計となっている．これは

ダイバータの交換頻度が、ブランケットに比較して

多く、計画外の部分的な補修ではなく、計画的な

定期交換を想定した設計である．発電実証炉にお

いては、ダイバータの開発状況によってはブランケ

ットと異なる頻度での定期交換が要求される可能

性が高く、ITER と同様の手法によるダイバータ交

換技術での設計が妥当であると考えられる． 

 

（３）ダイバータおよびヘリウム排気 

ITER では高い熱負荷（ダイバータへの熱負荷

Pdiv～120MW、 大負荷密度 15MW/m2）に耐え

うるダイバータが開発される．これは熱回収を目的

としない低温の冷却材によるものであり、また、寿

命が短いものである．ダイバータへの熱負荷の不

安定性や熱負荷分布の不確定性からダイバータ

からの安定した熱の回収は困難である．したがっ

て、発電実証炉においても熱回収を目的とした設

計にはこだわらず、熱負荷および冷却の観点から

は少なくとも ITER と同等の性能が必要であると考

えられる．発電実証炉において、ITER を上回る性

能を要求して開発すべき課題として、長時間の定

常運転に耐えること、長寿命化を図ることなどとな

る． 

また、長時間の定常運転に不可欠なヘリウム排

気がプラズマ性能を劣化させることのないレベル

で可能であることも重要である． 

 

（４）トリチウム燃料処理システム 

ITER においてトリチウム燃料の処理システム、

つまり、プラズマ排気、精製、同位体分離、貯蔵、

供給といった一連のシステムが運転される．発電

実証炉における核融合出力の増大および長時間

の定常運転に対応が可能なシステムとする必要が

ある． 

発電実証炉においては、ITER での燃料処理シ

ステムに付加して、トリチウム増殖ブランケットから

のトリチウム回収や冷却材からの漏洩トリチウム回

収が安定して作動するシステムの開発が必要とな

る． 

 

（５）超伝導コイルおよびプラズマ加熱システム 

超伝導コイルおよびプラズマ加熱システムに関

しては前節に記述したとおりである．超伝導コイル

は ITER において使用される 13T 級が開発されて

いる．発電実証炉では、実用炉に向けて、より高磁

場の 16T 級の開発が必要であり、現在の開発の見

通しから可能であると考えられる． 

また、プラズマ加熱システムは ITER では建設後

の増強も含めて 大で 110MW（EC、 LH、 NB、 
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IC の合計）であり、そのシステム効率（加熱パワー

／消費電力）は 35%程度と設計されている．発電

実証炉では所内循環電力を低減し、電気出力を

増大させるために、このシステム効率の向上が必

要である．現在の開発の見通しから 50%程度のシ

ステム効率が達成されるものとした． 

以 上 の 設 計 条 件 を 考 慮 し 、 発 電 実 証 炉

Demo-CREST の概念検討を行った．その鳥瞰図

を図 4-2 に示す． 

 

図 4-2 発電実証炉 Demo-CREST の鳥瞰図 

Figure 4-2 Bird’s eye view of Demo-CREST 
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4．3．5 ブランケットシステムの概念検討 

 

前節までに発電実証炉に対する基本的な考え

方と、それに基づいた概念を述べた．ここでは

ITER から発電実証炉へ開発を進める上で最も重

要な開発課題の一つであるトリチウム増殖／発電

ブランケットについて、その基本的な概念の検討

結果を述べる． 

 

(i) ブランケット構成材料 

 

トリチウム増殖／発電ブランケットは ITER のテス

トブランケットモジュール（TBM）として試験される．

その構成材料や冷却材温度等を表 4-2 に示す．こ

れらは ITER での試験時までに ITER の環境にお

いて使用可能なレベルにまで開発されていると考

えられる． 

発電実証炉においては ITER の TBM に採用さ

れているブランケット概念をベースとしてブランケッ

ト設計をすすめることが妥当である．しかしながら、

発電実証炉におけるブランケットの環境は ITERに

比較して中性子壁負荷や熱負荷など厳しいもので

ある．したがって、ITER のテストモジュールとして

の試験に加えて、材料照射装置等の並行した材

料開発によって、高中性子負荷、高熱負荷に耐え

うる構造材料の開発が不可欠である． 

本報告の概念検討においては表 4-2の概念のう

ち、現時点でもっとも開発が進んでいる低放射化

フェライト鋼を構造材とし、国内の大型発電プラント

で実績の豊富な水冷却方式を採用する．低放射

化フェライト鋼は今後の ITER と並行した開発によ

って図 1-7 に示すように 500℃で 7～10MWa/m2ま

での照射環境下で使用可能な材料が開発される

ものとする．（中性子壁負荷 4 MW/m2、設備利用

率 75 %で2～3年の負荷に相当する．）また、トリチ

ウム増殖材および中性子増倍材は現状でデータ

ベースが最も整った固体増殖材（Li2TiO3 等のセ

ラミックス）およびベリリウムとする． 

表 4-2 ITER テストブランケットモジュール構成 

Table 4-2 Proposed ITER test blanket modules 

固体増殖／水冷却 
低放射化フェライト鋼／Be (Be12Ti)／Li2TiO3, Li2O／水 
（15MPa、280/320℃）（25MPa、290/500℃） 

日 

液体金属増殖／水冷却 
低放射化フェライト鋼（マルテンサイト鋼）／LiPb／水 
（15MPa、280/320℃） 

欧 

固体増殖／ヘリウム冷却 
低放射化フェライト鋼（マルテンサイト鋼）／Be (Be12Ti)
／Li2TiO3, Li4SiO4, Li2O／ヘリウム 
（8.5MPa、360/480℃）（8 MPa、250/500℃） 

日、欧、

露、（米）

液体金属自己冷却 
バナジウム合金／Li 
（0.5MPa、450/650℃、First Wall：He-8MPa, 250/350℃） 

露、（米）
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これらは現時点でのデータに基づいたものであ

り、今後の研究開発、特に、ITER の TBM による試

験の成果などによっては、改めて発電実証炉のブ

ランケットの構成材料が検討されるべきである． 

 

(ii) トリチウム増殖率とラディアルビルド 

 

発電実証炉は発電の実証と同時に、トリチウム

の自己充足性を実証する 初のプラントとなる．他

の工学的な開発目標は完全に達成できなくても達

成度に応じた性能での運転が可能であり、かつ他

で補うことができるため、プラント全体としての性能

で致命的なものではない．また、発電実証炉の運

転経験や並行する技術開発によって次第に完成

度を高めていくことが可能である．しかしながらトリ

チウムの自己充足性は他で補うことができない核

融合発電プラントの成立のために不可欠なもので

ある． 

フェライト鋼／固体増殖材／ベリリウム／水を構

成材料とする核融合炉ブランケットはこれまでに

CREST（詳細は次節）、SSTR などいくつかの設計

例があり、また、ITER の TBM や日本原子力研究

所で検討されている超臨界圧水冷却ブランケット

などの設計もある．特に ITER の TBM については

発電実証炉の建設までに照射環境下での試験が

行われ、性能評価がなされ、信頼性が高いものと

なると考えられる． 

これらの設計例においては、その使用環境であ

る中性子負荷や熱負荷が大きく異なる．同じ構成

材料（同じ温度制約、照射量制約）、および同じ冷

却材温度を用いたブランケットでは、中性子壁負

荷が大きいほど冷却のために必要となる構造材料

の比率が大きくなり、その結果として、トリチウム増

殖率（TBR）が低下し、ブランケット構造も複雑にな

る．逆に中性子壁負荷が十分に小さければ、ブラ

ンケット構造は単純で高いトリチウム増殖率が得ら

れる．図 4-3 にその計算例を示す．図 4-3 は酸化リ

チウム（中性子増倍材なし）、リチウム鉛合金、リチ

ウムジルコネイト（中性子増倍材：ベリリウム）を増殖

材としたブランケットでその増殖材の上限温度を定

めた上で、中性子壁負荷の変動によって得られる

局所トリチウム増殖率を示している．構成材料によ

って、その影響に差はあるものの、中性子壁負荷

が小さい場合には大きなトリチウム増殖率を得るこ

とができる． 

 
図 4-3 中性子壁負荷と局所トリチウム増殖率 

Figure 4-3 Local tritium breeding ratio as a function of neutron wall load 
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発電実証炉において、高いトリチウム増殖率を

達成するためには中性子壁負荷が小さい設計とし

て局所トリチウム増殖率を大きくできる可能性を持

たせておくことが望ましい． 

このようにトリチウム増殖率は負荷条件に影響さ

れるため、ブランケット構造を検討するためには、

中性子壁負荷（の上限）を定める必要がある．表

4-1 で示されるように ITER の成果によって達成さ

れる可能性が大きいプラズマパラメータでは核融

合出力 1、000 MW から 3、000 MW の運転領域と

なり、その中性子壁負荷は 0.9～2.7MW/m2 となる．

負荷分布を考慮すると 大中性子壁負荷は 4 

MW/m2 程度となる．したがって核融合出力 3、000 

MW を上限として、第一壁の熱負荷も合わせて、こ

れらの環境において十分なトリチウム増殖率と所

定の冷却材温度による熱の回収の可能なブランケ

ットの構造を検討が必要である．より高性能なプラ

ズマの達成によって、これを上回る核融合出力が

可能となることが考えられるが、可能性の大きくなく、

大出力化に対応した設計とすることは、ブランケッ

トにおけるトリチウム増殖率の低下を招くとともに、

構造の複雑化にもつながる．大出力化が可能とな

った場合には、改めて、加熱を含めたプラズマパラ

メータ、ブランケットの仕様を総合的に再検討する

こととする． 

ブランケットの仕様の検討にあたっての主要な

熱負荷および温度条件は以下のとおりである． 

・平均中性子壁負荷：2.72MW/m2 

・第一壁熱負荷：0.68MW/m2 

・構造材（低放射化フェライト鋼）温度上限：

500℃ 

・増殖材（リチウムタイタネイト）温度上限：800℃ 

・中性子増倍材（ベリリウム）温度上限：500℃ 

・冷却材温度：330℃ 

これらの条件をもとにして、トリチウム増殖率の

大化を図った．まず、構成材料の構成比率の 適

値を明らかにするため、リチウムタイタネイトとベリリ

ウムの比率による TBR の変動を確認した．これを

図 4-4 に示す．ここに示す Li2TiO3/Be は Li2TiO3

を 前面に、Be/Li2TiO3 は Be を 前面に配置し

た場合で、それより後部はそれぞれの層を交互に

配置したものである．この図は温度上限等の制約

を正確に考慮したものではなく、構造材および冷

却材を冷却に必要と考えられる相当分配置したも

のである．これによるとリチウムタイタネイトを 前

面としてその構成比率を 15%程度とした場合がも

っともトリチウム増殖率が高くなることを示している．

また、Li-6 の濃縮率を 90%とした場合には、さらに

 

図 4-4 Li2TiO3/Be ブランケットにおける構成比率と局所トリチウム増殖比 

Figure 4-4 Local tritium breeding ratio as a function of Li2TiO3 fraction in Li2TiO3/Be blanket 
system 
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トリチウム増殖率が 0．05 程度増大するとともに、リ

チウムタイタネイト比率を 12．5%程度とした場合が

大となることが明らかとなった． 

この結果をもとにして、熱負荷および温度条件

を満たす基本ブランケット構造を図 4-5 に示す

(Demo-CREST にはこの基本ブランケットと後述す

る先進ブランケットの 2 種類のブランケットシステム

により運用する)．また、図4-6 にトリチウム増殖率の

ブランケット表面からの積算値、図 4-7 にブランケッ

ト断面の温度分布を示す．この構造において得ら

れる局所 TBR は 1.48 となり、中性子エネルギー増

倍率は1.31である．また、図4-7の温度分布に見ら

れるように構造を支配しているのは中性子増倍材

（ベリリウム）の温度上限（500℃）であり、増殖材層

は中性子増倍材との比率を 適に配置することで

その厚さが決まっており、温度上限に達していない．

なお、このトリチウム増殖率の算出では Li-6 濃縮

率：90%、Li2TiO3 密度：85%TD、Be 密度：95%TD、

充填率（増殖材、中性子増倍材とも）：80%とした．

また、温度分布の算出においては冷却材温度を

330℃とし、冷却材−構造材熱伝達係数を 20、

000W/mK とした． 

 

(iii) ブランケットモジュールと正味トリチウム増

殖率 

 

前節で述べたように ITER ではブランケットモジ

ュールをビークル型のメンテナンス装置を用いて

交換する．このメンテナンス手法は第一壁の損傷

など一部のブランケットのみを交換する場合や中

性子壁負荷の分布にしたがって、負荷の大きい部

分のみを交換する場合には適するなど、実験炉の

ブランケット交換手法としては有利な点もある．しか

しながら、取り扱えるブランケットモジュール重量が

制限となるため、モジュールは小型となり、モジュ

ール数が多くなる．そのため、ブランケットの全部

あるいは大部分交換に要する時間が長くなる．動

力炉に適用した場合には設備利用率の低下を招

き、経済性を悪化させる可能性がある．また、ブラ

ンケットのトリチウム増殖領域の被覆率が小さくなり

トリチウム増殖率が低下する．配管の分断・接合や

ブランケットモジュールの固定などの工程数が増え

るとともに、その接合や固定の位置も炉心近傍とな

らざるを得ず、技術的な困難が伴うなどの課題も多

い． 

これらのデメリットを解消あるいは低減するため

には、取り扱えるモジュールを大型化する必要が

ある．今後の研究開発によって取り扱えるモジュー

ルの重量を増大させることが必要である．また、

ITER の遮蔽ブランケットに比較すると増殖ブラン

ケットの単位体積当たりの重量は小さくなることから

も、モジュールの大型化が図れる可能性がある．

モジュールの大型化に応じて、その出し入れに用

いるポートの拡大が必要となることも考えられる．ポ

ートの拡大のためにはトロイダル磁場コイル、ポロ

イダル磁場コイルの設計も含めた検討が必要とな

る．また、CREST や DREAM で採用されているよう

なセクターの一括引き抜き方式やそれに近い大型

ブランケットモジュールの交換が可能なメンテナン

スシステムの開発が望まれる． 

トリチウム増殖率への影響の観点から評価する

と、おおよそのトリチウム増殖率は局所トリチウム増

殖率とブランケットの増殖領域の中性子分布を考

慮したプラズマ被覆率とから見積もることがで 
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図 4-5 基本ブランケット断面構造 

Figure 4-5 Radiul build of the basic breeding blanket system 

 
図 4-6 トリチウム増殖率の積算値 

Figure 4-6 Accumulative tritium breeding ratio 

 
図 4-7 基本ブランケット内温度分布 

Figure 4-7 Temperature distribution in the basic blanket system 
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きるとして、モジュール型のブランケットでどの程

度の局所トリチウム増殖率が必要であるかを表 4-3

に示す．表 4-3 にはブランケット（非増殖領域を含

む）の中性子分布換算のプラズマ被覆率を 85%と

した場合と、90%とした場合について示している．ト

リチウム増殖の観点からはできるだけ大きな被覆

率となる設計が望ましいが、発電実証炉ではプラ

ズマ加熱のために多くのビームダクトが必要となる

ことや実用炉に比較すると計測系などの占める部

分も大きくなると考えられ、ブランケットのプラズマ

被覆率が小さくなる可能性は大きい． 

図 4-5 で示したブランケット構造による局所トリチ

ウム増殖率 1.48 からどの程度のモジュールサイズ

が必要であるかをみると、1m×1m では正味

TBR>1 は困難である．1.5m×1.5m であれば正味

TBR>1 の可能性があり、2m×2m とすることでトリ

チウムの自己充足性を確保できるものと考えられる．

しかしながら、これらの計算では核データおよび核

計算の不確かさ等が含まれておらず、これらを考

慮するとさらに大きなモジュールを要する可能性が

ある． 

 

4．3．6 メンテナンスシステムの概念検討 

 

（１） メンテナンスシステム 

 

発電実証炉の真空容器内構成機器（ブランケッ

ト、ダイバータ）のメンテナンス概念の構築におい

ては ITER の工学設計における技術をベースとし

つつ、将来の動力炉における実用化の観点からト

リチウム増殖性能や設備利用率向上の点でさらに

高性能化の可能性を持つ方式が望まれる． 

発電実証炉では高い設備利用率が要求されな

いため、ブランケット交換技術は ITER の延長、つ

まりビークル型メンテナンス方式のまま、モジュー

ルを大型化することによっても、要求を満たすこと

ができる．しかしながら、将来の実用炉における高

い設備利用率という要求を満たす方式へと開発を

進めるには、ブランケットセクター一括引き抜き方

式に近いメンテナンス方式の検討が必要である． 

セクター一括引き抜き方式によるブランケット交

換の設計例としてはCREST、DREAM、ARIES-AT 

などがある．本方式によってブランケット交換期間

の短縮による設備利用率の向上、プラズマ被覆率

表 4-3 ブランケットモジュールサイズと要求される局所トリチウム増殖率 

Table 4-3 Required tritium breeding ratio at several blanket module sizes. 
ブランケットモジュールサイズ 1m×1m 1.5m×1.5m 2m×2m 

モジュール周囲ギャップ 0.017 0.018 0.011 0.012 0.008 0.009 

モジュール側壁 0.098 0.104 0.066 0.070 0.050 0.053 

モジュール内上下非増殖領域 0.079 0.084 0.054 0.057 0.041 0.043 

補強リブ 0.014 0.015 0.020 0.021 0.023 0.025 

フロントアクセス孔周囲 0.014 0.015 0.006 0.007 0.004 0.004 

ブ

ラ

ン

ケ

ッ

ト 

増殖領域 0.628 0.665 0.692 0.733 0.724 0.766 

小計 0.850 0.900 0.850 0.900 0.850 0.900 

プ

ラ

ズ

マ

被

覆

率 

ダイバータ・ダクト等 0.150 0.100 0.150 0.100 0.150 0.100 

正味 TBR=1.00 の場合 1.593 1.505 1.445 1.365 1.382 1.305 

正味 TBR=1.05 の場合 1.673 1.580 1.517 1.433 1.451 1.370 
要求される 
局所 TBR 

正味 TBR=1.10 の場合 1.753 1.655 1.590 1.501 1.520 1.436 
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の増大による TBR の向上（あるいは裕度の増大に

ともなう高性能化）、導体壁によるプラズマ安定化

など実用炉における要求に応える利点は多い．し

かしながら、その実現のためには重量物の精度の

高い取扱いが必要であるとともに、トロイダル磁場

コイル（TF コイル）の大型化による建設コストの増

大といった経済性の観点からの問題点が生じうる．

また、ポロイダル方向の負荷分布によらず、ブラン

ケット全体（およびダイバータ）を一括して交換する

ことは も負荷の大きな箇所（外側ブランケット中

央部）に応じた交換頻度で全てブランケットを交換

する必要が生じるなど、廃棄物量低減の観点から

の問題点があることも留意する必要がある． 

ここで、ITER の工学設計におけるメンテナンス

システムをみると、小型モジュールブランケットの交

換技術、ダイバータのカセット方式での交換のほ

かに、水平ポートのテストブランケットモジュール後

方に遮蔽プラグと呼ばれる可動遮蔽体の移動が

行われる．この移動（水平ポートからの引き出しお

よび水平ポートへの設置）のために片持ちの取扱

装置を内蔵したキャスク型の装置が設計されてい

る．この遮蔽プラグの重量はおよそ 40 トンであり、

ブランケットモジュールに比較して大きい．しかしな

がら、ブランケットモジュールとは異なり、比較的単

純な直線的な移動のみが可能な構造となってい

る． 

そこで、発電実証炉のブランケットメンテナンス

概念の検討では、ベースとする ITER の工学技術

開発によって、この遮蔽プラグ程度の重量物を比

較的単純な方向に移動させることが可能であると

の前提にもとづくものとして、セクター一括引き抜き

方式に近いメンテナンス方式を目指すこととした． 

当所で概念設計を実施した CREST では外側遮

蔽体、トリチウム増殖ブランケットおよびダイバータ

を水平メンテナンスポートより一括して引き出す方

式としている．この場合その総重量はおよそ 250 ト

ンとなる．発電実証炉は CREST に比較して大型で

あるため、その重量はさらに大きくなるものと考えら

れる．そのため、外側遮蔽体、ブランケット、ダイバ

ータはそれぞれ個別に取り出し、据え付けを行うも

のとする．また、ダイバータはブランケットと異なる

頻度での交換となる可能性が大きいことから、ダイ

バータ専用のメンテナンスポートを設置して、ITER

と同様のカセット方式でのメンテナンスシステムと

upper blanket

outboard blanket

inboard blanket

31
12

25
01

49
00

47
00

upper blanket: 20 t

outboard blanket: 39t

inboard blanket: 15t

 
図 4-8 トリチウム増殖ブランケットの分割構造 

Figure 4-8 Shape of the blanket modules 
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する． 

 

（２）ブランケット分割構造 

 

トリチウム増殖ブランケットの分割構造を図 4-8

に示す．1 セクターのブランケットをアウトボード、イ

ンボード、上部の３つに分割した構造とする．交換

時にトロイダル方向への移動を不要とし、すべての

ブランケットモジュールはメンテナンスポートから外

周方向へ直線的に引き抜ける構造とするため、メ

ンテナンスポート（水平ポート）および TF コイルは

一括引き抜き方式と同程度の大型の構造とした．

TF コイルは 14 本であり、そのそれぞれの間のブラ

ンケットを 3 分割することから、ブランケットモジュー

ルの数は 42 となる． 

図 4-8 に示すようにアウトボードブランケットの重

量は約 39 トン、インボードブランケットおよび上部

ブランケットの重量はそれぞれ 15、20 トンである．

インボードブランケットおよび上部ブランケットは交

換時に上下方向の移動が必要になることや、メン

テナンスポート上の交換装置からの距離が大きい

ことなどから、外側ブランケットに比較して重量の

小さいモジュールとしている．アウトボードブランケ

ット、インボードブランケットは水平ポートから直線

的に引き出し、上部ブランケットはプラズマ中心面

付近まで引き下げた後、水平ポートから引き出す．

ITER より取り扱い重量は増大するが、トロイダル方

向の自由度を求めないことで ITER の遮蔽プラグ

相当の重量物の取り扱いが可能であるとした． 

 

（３）メンテナンス方式 

 

図 4-9 に遮蔽体、真空容器、メンテナンスポート、

トロイダル磁場コイル等を含めた垂直方向断面図

と水平方向断面図を示す．ブランケット交換時に

取り外しが必要となる外側遮蔽体のメンテナンスポ

ートにかかる部分は垂直平板構造として、水平ポ

ートから引き出される．メンテナンス時の交換の概

10
00
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20000

removable shield

ring shield

permanent shield

blanket maintenance port

divertor maintenance port

 

permanent shield

removable shield

blanket

 
図 4-9 発電実証炉 Demo-CREST の垂直方向断面図，メンテナンスポートから見た外側遮蔽体お

よび水平方向断面図 

Figure 4-9 Vertical and plane view of Demo-CREST 
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略を図 4-10 に示す．可動遮蔽体の重量は 1 セクタ

ーあたり約 126 トンである．外側遮蔽体とブランケッ

トは別に取り出すことを可能にするため、アウトボ

ードブランケットのその背部に支持構造を持ち、メ

ンテナンスポートの上下のリングシールドにより支

持される．上部およびインボードブランケットはそ

れぞれ背部の遮蔽体により支持される． 

このブランケット分割構造およびメンテナンス方

式では、ブランケットモジュール数が少ないことか

らブランケット交換に要する期間を短縮できる可能

性が大きいこと、１モジュールあたりの面積が大き

いことから、必要に応じてプラズマ安定化に有効な

導体壁をブランケットモジュール内に設置できる可

能性があることなど、一括引き抜き方式と同様の利

点がある．また、大きな課題である重量物の取り扱

いの観点からは ITER の工学技術開発に準じたも

のとなっている．また、アウトボードブランケットのみ

を交換することが可能であり、インボードブランケッ

トおよび上部ブランケットはアウトボードブランケット

を取り出した場合にのみ交換できる．つまりアウト

ボードブランケットは単独で比較的容易に交換で

きる構造である．アウトボードブランケットは中性子

壁負荷が大きく、交換の頻度が も大きくなると考

えられることから、負荷の分布に応じた合理的なブ

ランケット交換が可能なメンテナンス方式であり、

一括引き抜き方式の課題も軽減するものである．ト

ロイダルコイルの大型化、メンテナンス装置（キャス

ク等）の大型化は一括引き抜き方式と同様に経済

性が課題である． 

 

4．3．7 実用炉に向けての性能向上 

 

3 章の解析結果にあるように、市場導入に必要

な経済性への見通しを得るためには前章における

規格化β値で約 3.0 程度のプラズマ性能では十分

でなく、更なる高性能化が必要とされている．また、

炉工学の観点から見ても熱効率 40%という高い値

が必要とされている．この節では、実用化への見

通しを得ることを目的として、プラズマ性能を規格

化β値βN～4.0、熱効率 40%に性能向上させる方

法を述べる． 

規格化β値の大きな高性能プラズマを実現する

ためには、炉心プラズマ近傍に安定化導体壁を置

くことが必要であることが実験・理論の両面からわ

かっている．規格化β値の値が高い炉心プラズマ

になればなるほど、安定化導体壁の位置を炉心プ

ラズマに近づけなければならない． 

  
図 4-10 ブランケット交換装置と交換手順 

Figure 4-10 A vertical view of replaced blanket modules and a handing device 
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図 4-11 に規格化β値βN～4．0 の炉心プラズマ

安定性解析の結果を示す．この放電で特徴的な

のは電流分布が周辺部で 大になるような分布と

なっている点であり、このような放電を負磁気シア

放電という．この放電を安定に運転するためには

炉心プラズマ中心領域に 127MW、周辺領域に

22MW の加熱パワーが必要である．さらに前述の

導体壁の位置(プラズマの小半径で規格化した値：

Rext=ｒ/ap)と不安定性の成長率の関係を調べてみ

ると、導体壁の位置が Rext=1.25 よりもプラズマに近

い位置に配置されなければならないことがわかっ

た．この位置はブランケット内部に位置するため、

高性能プラズマ運転をする際には、導体壁が内蔵

されたブランケットに交換する必要がある．核融合

炉では前節にもあるように定期的なブランケットの

交換が必要である．従って、発電実証炉の建設後

に、高性能プラズマ運転に対応した先進ブランケ

ットへ交換することは可能である．なお、プラズマ

形状等の炉工学設計との整合性をさらに進めなけ

ればならないが、後述の実用炉 CREST と同じ規

格化β値βN=5.5 のプラズマ運転も理論的に可能

である． 

発電実証炉 Demo-CREST において高性能プラ

ズマ運転を行う際には、炉工学技術に関しても進

展があると考えられる．ここでは材料研究がすすみ、

図 1-7 に見られるような 500 度近辺の高温運転にも

対応できる材料が開発される事を仮定し、高熱効

率ならびに高性能プラズマ用安定化導体壁内蔵

の高性能ブランケットシステムの概念を構築した． 

発電効率を上げるためには冷却水温度の高温

化が有効である．通常の火力発電用蒸気タービン

は過熱蒸気を用いている．さらに 新の火力発電

所では超臨界圧水を冷媒に適用することにより

40%以上の実績が得られている．一方で原子力発

電においては原子炉の熱的安全余裕を十分確保

するために飽和蒸気条件を用いている．前述の基

本ブランケットはこの飽和蒸気条件を適用した熱

効率を仮定している．現状の原子力発電での過熱

蒸気や超臨界圧水が適用されていない理由のひ

とつに材料の問題がある．具体的には、耐照射性、

耐 SCC（応力腐食割れ）性、高温強度、耐食性の

向上が求められる．高エネルギー中性子照射下に

ある核融合ブランケットシステムも同様な課題があ

ると考えられる． 

図 1-7 にある材料開発目標は高効率発電を目

指し、過熱蒸気条件や超臨界圧水条件の適用を

視野に入れているものである．従って、高効率の

導入は材料開発の進展に大きく依存する．また、

過熱蒸気条件と超臨界圧水条件それぞれの適用

にあたって個々の課題が存在する．過熱蒸気条件

の原子力分野での適用例としては高速増殖炉もん

じゅがある．核融合炉においての適用にあたって

図 4-11 高性能運転(規格化β値～4.0)における炉心プラズマ安定化解析結果 

Figure 4-11 Plasma stability analysis for the advanced operation of Demo-CREST 
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は、ブランケット内部において比熱が変化する蒸

気状態への遷移場所の安定維持が必要である．

万一プラズマ第一壁（炉心プラズマに面する壁）で

沸騰が起こった場合には十分な熱除去が行われ

ず溶融の恐れがある． 

一方、超臨界圧水条件の適用例は原子力分野

においては無い．従って超臨界圧水条件における

材料特性の評価が必要になってくる． 近の内外

の状況によると超臨界圧水の適用による高熱効率

核融合ブランケット設計例が日本原子力研究所等

から提案されており、研究の方向性としては超臨

界圧水の適用へ向け研究開発が進められようとさ

れており[26]、表 4-2 に示すように ITER のテストブ

ランケットモジュール（TBM）でも 25MPa の超臨海

圧水によるブランケットが検討されている． 

ここでは、超臨界圧水の材料適用性に関して順

調に研究開発が進んだと仮定して超臨界圧水条

件によるブランケット設計を行う．図 4-12 にブラン

ケット断面構造、図 4-13 にその温度分布を示す．

前述のブランケット（基本ブランケット）と比較して、

構造材の材料が ODS 化フェライト鋼（ Oxide 

Dispersion Strengthened Reduced Activation 

Ferritic Steel）という先進材料に変更になっている

点と、安定化導体壁が内蔵された点が異なってい

 

図 4-12 発電実証炉 Demo-CREST の先進ブランケット断面構造 

Figure 4-12 Radial build of the advanced blanket system of Demo-CREST 

 
図 4-13 発電実証炉 Demo-CREST の先進ブランケット内部の温度分布 

Figure 4-13 Temperature distribution of the advanced blanket system of Demo-CREST 
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る．ODS 化フェライト鋼は日本を中心に現在開発

中のもので、低放射化、高耐中性子照射、および

高温強度の高い特性を同時に実現すると予想さ

れているものである．材料の高性能化により運転

高温度が中性子増倍材の約 870 度程度まで可

能となり、高熱効率に必要な冷却水の高温化が可

能となっている．ここでは出口温度 773K、25MPa

の超臨界圧水による運転を考え熱効率 40%以上

が得られるとしている．この時のトリチウム増倍率は

基本ブランケットよりやや低めの値になると予測さ

れているが、基本ブランケットにおけるトリチウム増

殖が実証され、現在の予測性能が十分正しいもの

であれば、1．34 という値は問題の無い値であると

考えられる．表 4-4 に基本ブランケット、高性能ブラ

ンケットの概要をまとめておく． 

本節では、核融合炉で必要とされているブラン

ケット交換を利用し、炉本体の改造を行わずにプ

ラズマ性能と熱効率を改良する方法を示した．な

お 、 こ の 性 能 向 上 の 手 法 は 、 発 電 実 証 炉

Demo-CREST の運用期間として、基本ブランケット

による発電実証期間と高性能ブランケットによる性

能向上期間の 2 期にわけられることを示唆している．

前期の発電実証期間が 2 章で議論した発電実証

段階に相当し、後期の性能向上期間が経済性・安

全性実証期間に相当する．ただし、装置サイズは

変えられないため Demo-CREST 自体の経済性は

十分競争力があるとは言えないものの、実用化に

必要な要素技術(負磁気シアプラズマ運転、高熱

効率)の実証により実用炉への経済性への見通し

を得ることが可能になる． 

 

4．4 実用炉 CREST 

 

4．4．1 基本概念 

 

核融合実用炉概念設計 CREST は、負磁気シア

方式を採用した小型で経済的なトカマク型核融合

炉のコンセプトである．加えて、CREST の設計で

は、ITER でそのプラズマの実現性をテストできるよ

うに、アスペクト比 R/a を ITER においてテストを

予定している負磁気シアプラズマに近い値(3.4)に

設定している．それゆえ、CREST 炉は、ITER の外

挿上にある（すなわち ITER によってその実現性が

ある程度確認可能な）実用核融合炉としては、限

界に近い高経済性炉を目指している．このような、

ITER を基点とした核融合炉の将来像を示すことは、

核融合開発戦略上有益であると思われるので、

「ITER でテストできる」というコンセプトが CREST で

は非常に重視されている． 

CREST 炉の設計目標は、できるだけ安い発電

表 4-4 発電実証炉 Demo-CREST の基本ブランケットと先進ブランケットの比較 

Table 4-4 Comparison between the basic blanket and the advanced blanket. 

 基本ブランケット 先進ブランケット 
構造材 低放射化フェライト鋼 ODS 化低放射化フェライト鋼

トリチウム増殖材 Li2TiO3 Li2TiO3 
中性子増倍材 Be（＜773K) Be（＜873K） 
冷却材 水（603K，15MPa） 水（773K，25MPa） 
トリチウム増倍率(ローカル値) 1.48 1.34 
熱効率 30%以上 40%以上 
高性能プラズマ用安定化導体壁 無し 有り 
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コスト（COE:Cost of Electricity）を実現するネット電

気出力 100 万キロワット級の動力炉としている．こ

れは、電流駆動などに要する循環電力（核融合炉

は比較的高く、15%程度を要する）や発電の熱効

率を考えると、およそ 300 万キロワット程度の熱出

力を要するだろう．さらに高い出力を仮定すれば、

スケールメリットが働いて、より安い COE が可能に

なるかもしれないが、単機出力があまり高い炉は、

系統制御の観点から望まれない可能性もある．従

って、CREST の概念設計では 100 万キロワット級

でも経済的に成立する設計をめざす． 

これまでのコスト解析研究によれば、トカマクの

COE を下げるのに特に効果的なのは、規格化β

値βNと熱電変換効率ηである．3 章で述べた通り、

核融合エネルギーが超長期のエネルギーシナリオ

に導入されるためには、βN を 5.5 としただけでは不

十分であり熱効率を 40%以上にする必要がある．

前節では超臨界圧水の適用による熱効率 40%以

上を目指した発電ブランケットの設計例を示した．

超臨界圧水条件化の材料開発が順調に進めば

CREST においてもそれを適用することで高熱効率

を実現できると考えられる．しかしながら材料開発

の観点からは開発目標は高く、その実現性に問題

が残る．そこで、超臨界圧水条件の適用が困難に

なった場合のオプションとして、DT 燃料核融合炉

の概念設計では世界で初めて、過熱蒸気による高

効率発電を採用することとした．これにより熱効率

ηは 41%になる． 

主 構 造 材 と し て は 前 節 の 発 電 実 証 炉

Demo-CREST のブランケットでも適用している鉄系

材料である低放射化フェライトを用いることとする．

高熱効率だけを目指すなら液体金属冷却やヘリウ

ム冷却も考えられるが、液体金属（リチウム）冷却で

は主構造材としてバナジウム合金を、ヘリウム冷却

ではバナジウム合金や、セラミックスである炭化シリ

コン複合材料を採用しなければならなくなる．しか

し、どちらの材料も工業化されるにはかなりの長期

間を要すると思われ、また溶接・接着などの基本的

な技術さえ研究途上である．そのため我々は、少

なくとも初期の核融合炉は、軽水炉や火力での実

績が長く、信頼性があるうえに工作技術も確立され

ている鉄系材料と水冷却の組合せを採用するべき

であると考えている．これは日本の核融合炉開発

戦略にも合致する方向である． 

軽水炉においては、冷却材は中性子減速材を

兼ねているため、過熱蒸気冷却を採用することは

容易ではなく、未だ実現していない．実際、軽水炉

開発初期においては過熱蒸気の利用が検討され

たが、炉心内部で蒸気であるべき部分が万が一水

になると正の大きな反応度が入ることになり、安全

性の問題から見送られたという歴史もある．しかし、

核融合炉では、水も蒸気も単に冷却材として扱うこ

とが可能であるから、熱設計さえ可能であれば、過

熱蒸気冷却を採用することは核分裂炉に比べて

遥かに容易であり、実現可能であると判断した．即

ち、過熱蒸気冷却は、冷却材選択の自由度が核

分裂炉より大きいという核融合炉の利点をうまく利

用した設計方針である．以下の章では、CREST の

設計結果を、物理設計と工学設計に分けて説明

する． 

 

4．4．2 物理設計 

 

(1) 設計可能パラメータ領域 

 

まず、負磁気シア方式でトカマクを運転すること

ができるパラメータ範囲を検討した．トカマクの中

には外部からビーム入射などで駆動する電流に加

え、ブートストラップ電流(BSC)という自己駆動電流

が存在する．負磁気シア運転ではこの BSCが 80%

以上であるような領域で運転せざるを得ない．BSC

を含めた電流の分布が、負磁気シアに適当な分

布となるには、運転可能な密度領域に強い制限が

ある．BSC の量が密度によって変化するからである．
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図 4-14 は、横軸にトカマクの主半径Ｒ、縦軸にアス

ペクト比 A（Ｒと小半径ａの比、R/a）を取り、電流分

布が負磁気シア（RS）プラズマに適したものとなる

密度を各格子点(R、A)で計算し、その結果から、

核融合出力 Pf の等高線と、中性子壁負荷 Pw が材

料の観点から上限と思われる 5MW/m2 となる線を

示したものである．ハッチングした領域が、許容可

能な壁負荷の目安 Pw<5MW/m2 を満足できる範

囲となる．ただし、ここではトロイダルコイルで発生

可能な磁場の 大強度が 13 テスラの場合と 16 テ

スラの場合の２つのセットを同時に示してある．プラ

ズマ内部の分布の差などでこれらの線から多少ず

れることはあるが、出力を決めれば、その等高線と

大きく異なる領域で負磁気シア運転することはでき

ない． 

主半径 5m 前後以下のトカマクは、トーラス中央

部の超伝導コイルに対する中性子遮蔽に必要な

空間が取れないことから設計不可能なので、それ

以上の大きさで、できるだけ主半径が小さなトカマ

クを設計することがコストの上では望ましいだろう． 

図 4-14 よりわかることは、磁場が 16 テスラでも

13 テスラでも解はあるが、16 テスラの場合は、核

融合出力が 2.2GW と小さめのものにしないと壁負

荷の条件を満たせない．またアスペクト比が 4 以

上となり、「ITER に近い形状のプラズマ」という条

件も満たせない．磁場が低い方がアスペクト比の

小さい領域に運転可能な領域が現れる．磁場が

13 テスラならば、ITER に近い 3 程度のアスペクト

比で、3GW 出力の解があることから、CREST では

13 テスラで主半径 5.4m、アスペクト比 3.4 という設

計点を選択することとした．R=5.4m としたのは、こ

れ以下では工学設計に無理が出ることが判明し

たためである． 

 

(2) プラズマ平衡の 適化 

 

パラメータの概要を上記のように決定した後、

当所と核融合科学研究所で共同開発した負磁気

シアトカマク安定性解析コード(DRIVER88 コード)

を用い、負磁気シアを安定に維持するための電流

駆動システムの設計と、プラズマパラメータの詳細

を決定した．DRIVER88 コードは、プラズマ圧力と

磁場の力学的な平衡とその安定性、プラズマのパ

ワーバランス（加熱とエネルギー損失のバランス）、

電流駆動 2 次元解析、ブートストラップ電流の計算

などを矛盾なく繰返し計算で解析するコードである．

使用されているモデルは、現在の実験とよく合うこ

とも広く確認されている． 

このコードで 適化した CREST のための負磁

気シア安定解を図 4-15 に示す．図の左はプラズマ

断面の上半分で、圧力の等高線が示されている．

62MW と 32MW の 2 本のビームが図中の四角で

示した位置を紙面に垂直に通過するように入射す

ることで、安定な電流分布が維持可能である．右

の図には q 値の分布（上）と電流分布（下）が示さ

れている．nb がビームで駆動する電流、bs はブー

トストラップ電流で、これらの総和電流がうまく負磁

気シアに適した中央がへこんだ電流分布を作り出

 
図 4-14 設計可能パラメータ領域 

Figure 4-14 Parameter range for RS plasmas 
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している．この平衡でのβN の値は 5.5 に達してい

るが、安定性解析によりこのプラズマは安定である

ことを確認した．なお、βN=5.5 の負磁気シアプラ

ズマは、これまで示された負磁気シア安定平衡解

の文献値と比べても、もっとも高い値の一つであり、

事実上の理論限界であると考えられる． 

トカマクにはトロイダルコイルとポロイダルコイル

の二種類は必須で、それらは超伝導コイルで作る．

中心コイルもポロイダルコイルの一部であるが、同

時に、プラズマの初期生成で誘導電流を励起する

１次コイルの役目を兼務する．位置制御コイルは、

プラズマの位置を安定化させるコイルである．

CREST では常電導の銅コイルである．ダイバータ

はプラズマからの粒子排気や排熱のための機構で

ある．ブランケットは中性子の遮蔽とともにそのエネ

ルギーを熱に変換する．CREST ではブランケット

内部で 480℃の過熱蒸気を発生し発電を行う． 

以下ではこのプラズマをベースに設計した

CREST について設計の詳細を説明するが、全体

の形がわかっていた方が理解し易いので、CREST

の縦断面概略を図 4-16 に示しておく．図はトーラ

スの一断面を示し、トカマク全体は、R=0 の軸を中

心に 360 度回転したトーラス形であることには注意

されたい．この図では物理設計の理解に必要な主

要な部分のみを描いている．さらに工学設計詳細

を含めた全体鳥瞰図はあとで示す． 

 

(3) 位置不安定制御 

 

CREST のプラズマは、非常に高性能化したこと

と引き換えに、プラズマ位置の安定性が低いことが

理論的に示される．運転中に何等かの外乱でプラ

ズマが動こうとしたとき、位置を安定に維持できな

いとプラズマは外壁に触れ、たちまち冷えて消滅

すると同時に、外壁へダメージも与える．従って、

プラズマ位置の安定化対策を考えなければならな

い．位置を安定化させるには、位置の変化を押し

62MW

35MW

 
図 4-15 実用炉 CREST における炉心プラズマ安定解析結果 

Figure 4-15 Stable plasma equilibrium for CREST 

 

図 4-16 CREST 立面図 

Figure 4-16 Vertical view of CREST 
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戻す力を発生する磁場コイルを用いる．従来の動

力炉の設計（ITER も含む)では、この位置安定化

コイルは、トロイダルコイルの外に置かれていた．

超伝導コイルは途中で繋ぐことが難しいため、トロ

イダルコイルの内部にそれと空間的にリンクした形

のコイルを入れるのは技術的に困難だからである．

しかし、CREST では、この方式ではコイルとプラズ

マの距離が遠くなってプラズマを安定化しきれな

いことから、トロイダルコイルの内部に接合が容易

な通常導体である銅製の制御コイルを置くことにし

た．コイルを駆動するのに必要な電力をできるだけ

減らすため、コイルの大部分は電源を持たないパ

ッシブフィードバックコイルとしている（プラズマが

動くとコイルに誘導電流が流れ、その電流がプラズ

マを押し返す力を自動的に発生する）．そして一

部にだけ電源をもったアクティブコントロールコイル

を採用している．コイルの配置を図 4-17 に示す． 

この図で、プラズマは圧力等高線で描かれてい

る．周辺にある番号の付いたコイルは位置安定化

コイルではなく、トカマクには必須の超伝導ポロイ

ダルコイルである．この図ではトロイダルコイルは省

略した． 

図 4-17 の配置をモデル化して位置不安定性を

解析した．図 4-18 はその結果を示している．初期

の外乱として小さな圧力の変化と電流分布の変化

が発生し、プラズマ位置が水平に約 15cm シフトし

た瞬間を時間ゼロとして、プラズマが正しい位置に

復元する様子を示している．プラズマ位置は 2sec

以内に復元する．必要なコントロールパワーは

大でも 2.5MW 程度で、例えば加熱入力(97MW)

に比べて問題にならない大きさである．なお、仮に

コントロールコイルをトロイダルコイルの外においた

とすると、例えそれを超伝導コイルとしても、制御に

要するパワーは 100MW を越えてしまうことも計算

の結果分かっている． 

 

(4) ダイバータ熱負荷の低減 

 

CREST に限らず、コストを削減するために高性

能化・小型化した場合の共通の問題として、ダイバ

ータの熱負荷の問題がある．ダイバータとは、プラ

ズマからの燃焼灰（DT 核融合反応では、4He）を

図 4-17 位置安定化コイルの配置 

Figure 4-17 Layout of positional stabilization 
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図 4-18 位置不安定制御の解析 

Figure 4-18 Analysis of positional stability 
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排出したり、中性子以外の形で発生する熱を取り

出す機構である．主プラズマの 外周部から漏れ

出た粒子や熱は、プラズマの周辺部（スクレープオ

フ）に入ってプラズマ周辺を回り、ダイバータ（図

4-16 を参照）に流入する．核融合出力は同じまま

でプラズマを小型化すると、ダイバータも小さくなる

から、必然的にその流入粒子や熱の流束は大きく

なり、小型トカマクではダイバータの設計が非常に

大きな問題となる．粒子流束に関しては排気を強

化すれば何とかできると思われるのだが、熱に関し

ては現在知られている材料では、ITER の設計基

準であるダイバータ板上での熱流束 Pdiv  が

「10MW/m2 以下」という程度が技術的な限界であ

るといわれる．しかし、それ以下にできるという明確

な設計を示した動力炉の設計例は未だにない．

CREST ではこの問題に答えるために、放射冷却と

いう方法を提案し、採用している． 

具体的には、主プラズマから流れて来る熱エネ

ルギーを、ダイバータに達する前に光として放射し

てしまう、という考えである．これによって熱エネル

ギーがダイバータに集中せず、プラズマに面した

第一壁全体に分散する．放射させる方法は、プラ

ズマにわずかな不純物として放射率の大きいキセ

ノン（Xe）を投入する．量はわずかで、主プラズマ

には 0.04%、スクレープオフには 0.1%である．これ

によってエネルギーの閉じ込め性能は劣化するが、

負磁気シアの閉じ込め性能が非常に良好なので、

不純物を入れても十分な性能を維持できると予想

しているわけである．放射されるエネルギーは、プ

ラズマから発生する熱エネルギー（中性子として放

出されるものを除いたエネルギー）の 85%である．

残り 15%をダイバータ部で処理する．このような熱

の処理が可能か否かを計算した結果が図 4-19 で

ある．横軸はスクレープオフの密度、縦軸はダイバ

ータ板上の熱流束である．図から分かるように、密

度を 0.9x1020m-3 以上にできれば、ITER 設計基準

と同等の値(10MW/m2）にできる．近年の実験をベ

ースに考えると、この密度は達成可能な範囲であ

ると思われる．このようなプラズマ制御技術は核融

合炉においては必須条件であり、実験炉 ITER で

実証実験が行われる予定である． 

 

(5) 部分負荷運転 

 

ダイバータ熱負荷低減のために不純物を投入

することを選択した結果、CREST は不純物投入量

の調整によって、部分負荷運転が可能になる．核

融合炉は核融合反応の自己加熱により熱バランス

を維持しているが、核融合出力を下げると、この加

熱も減って、熱バランスを維持できなくなることから、

従来の設計では部分負荷運転は困難であった．し

かし、CREST の場合は、100%出力においては

85%の熱エネルギーを放射で捨てている状態で熱

バランスを維持しているわけだから、不純物量を減

らし、放射量を少なくすることである程度まで核融

合出力が下がっても熱バランスを維持することがで

きる． 

特に、出力低下とともに磁場をわずかに下げる

と、核融合熱出力と電流駆動電力の比であるエネ

ルギー増倍係数（Q 値）の低下も少なく、非常に都

合がよいことを CREST の設計を通じて発見したの

で、この方法を用いることとした．CREST は、定格
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図 4-19 ダイバータ板の熱負荷解析 

Figure 4-19 Divertor heat load analysis
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100%から 53%までの間の出力で運転することが可

能である．Ｑ値は、100%時での 31 に対し、53%時

でも 24 であり、動力炉として成立しうるＱ値を維持

できている． 

このような運転出力のフレキシビリティーは、核

融合炉を実用化する場合には非常に重要なファク

ターであると思われる．建設費の高い核融合炉を

長時間にわたって部分負荷で使うことはコスト的に

不利であるが、将来原子力発電の割合が増えてく

れば、もっとも負荷の小さい季節の深夜などに一

時的でも部分負荷運転をできることが非常に有利

になる可能性もあるからである．また系統トラブル

時などに一時的に出力を落とすことも必要になる

かもしれない． 

トカマク核融合炉の概念設計で、部分負荷運転

の物理設計までを行った例は、今のところ CREST

以外には見当たらない．表 4-5 には、CREST 炉の

主要パラメータを示す．CREST は、ネット 116 万

kW の電気出力を発生する． 

 

4．4．3 工学設計 

 

(1) CREST 炉心の要求事項 

 

発電コストを下げるには、プラズマ物理の観点か

らはβN が重要であるが、同様に、工学設計の観

点からは、定期交換による停止期間を含めた高い

稼働率の確保と高い発電熱効率が重要である．

CREST の工学設計では、従って、以下のような方

針で設計を行った． 

１）水冷却ながら高い熱効率 

工学的な実績を考え、CREST は冷却媒体に水

を採用するが、それを過熱蒸気とすることで高い熱

効率を確保する． 

２）高稼働率 

高い稼働率は発電コストの低減には本質的であ

る．一般にトカマクは複雑な構造でメンテナンスに

時間がかかると考えられている．ITER ではブラン

ケットの交換にリモートメンテナンスシステムを用い

て、1～2 年を要する．これでは到底実用炉として

受け入れられない．そこで CREST ではブランケット

の一体一括引抜きというコンセプトを採用した．図

4-20 に CREST の鳥瞰図を示す．各トロイダルコイ

表 4-5 CREST 主要プラズマパラメータ 

Table 4-5 CREST main plasma parameter 

major radius, R 
aspect ratio, A 
elongation, κ  
triangularity, δ 

safety factor qo/qmin/qψ 
poloidal beta, βp 
Normalized β value, βN 

ITER89P multiplier, H  
plasma current, Ip 
BSC fraction, fbs 
beam energy, Eb 
beam power, Pb 
mean elec. temp.,<Te> 
mean ion temp.,   <Ti> 

mean elec density,<ne> 
ratio to GW limit 

mean rot. velocity, vφ 
effective charge, Zeff 

He accumulation 
τp*(He)/τE 
tor. field(on axis), Bt 
peak tor. field,   Bmax 
neutron wall load, Pw 
fusion power, Pf 

plant therm.output 
thermal efficiency 
gross elec. power 
net elec. power 

  5.4 m 
  3.4 
  2.0 
  0.5 
  2.9/2.4/4.3 
  2.5 
  5.5 
  3.2 
  12 MA 
  83 %   
  2.5 MeV 
  97 MW 
  15.4 keV 
  16.4 keV 

  2.1×1020 m-3

  1.3 

  1.2×105 m/s 
  2.2 
  15 % 
  7.4 
    5.6 Tesla 
  12.5 Tesla 

  4.5 MW/m2 
  2.970 GW 
  3.378 GW 
  41 % 
  1.385 GW 
  1.163 GW 
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ルの間にブランケットが丸ごと引き出せる大型のア

クセスポートを設定し、ここからブランケットは直線

的に引き出せる（図 4-16，4-25 も参照）． 

３）十分なトリチウム増殖率 

核融合炉の燃料であるトリチウムは天然に存在

せず、核融合炉自身で増殖しないと大量に入手す

ることが難しい燃料である．従って、電源として安

定に供給できるためには十分なストックを持って運

転する必要がある．発電所の運営という観点から

当所で検討した結果に基づいて、トリチウム増殖

率として 1.1 の確保をめざした． 

４）キンクモード安定化シェルの装備 

負磁気シアモードで高い性能を得るには、プラ

ズマに十分近い位置に導体で出来た大きなパネ

ル構造（導体シェル）がなければならない．CREST

の物理設計から要求される導体シェルの位置は、

プラズマ表面からプラズマ小半径の 15%離れた位

置である．これはプラズマ表面から約 24cm に匹敵

し、ちょうど増殖領域の内部となる．この構造物が

中性子を吸収すればトリチウム増殖率はその分下

がってしまうことになる．そこで CREST では中性子

吸収の少ないジルコニウムのパネルを導体シェル

として採用した．電気伝導度などからプラズマ安定

化に必要な厚みは 10mm である．ブランケットは、

この導体シェルを含めて設計されなければならな

い． 

 

(2) 材料の選択 

 

現在研究が進んでいる低放射化フェライト鋼を

主構造材料に採用した．鉄系材料であるから、技

術データベースも豊富でありもっとも信頼できる材

料と考えている．水冷却との相性もよい．欠点とし

て、中性子照射後、使用可能温度範囲が狭まるこ

とで、現在の研究成果から予想できる使用温度範

囲は、下限 80℃、上限 630℃程度であると考えら

図 4-20 CREST の鳥瞰図 

Figure 4-20 Bird’s eye view of CREST 
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れている． 

蒸気の過熱を実現するためには、発熱量を分散

する必要があることから、中性子増倍材とトリチウム

増殖材として、それぞれベリリウム(Be)とリチウムジ

ルコネイト(Li2ZrO3)のペブルを採用し、その混合

比を 適化して分布させる構造とした．ITER など

でも採用されている酸化リチウムも検討を行ったが、

ベリリウムペブルとの化学反応性がある点が問題と

考えられるので、CREST では第一候補とはしてい

ない．しかし、もし将来ベリリウムの良質な保護コー

ティング材が開発されれば、増殖特性としては酸

化リチウムの方が優れている．  

  

(3) 過熱蒸気サイクル 

 

第一壁は高熱負荷のため、比較的低温の加圧

水によって冷却することによって構造材の温度を

その上限値以下に保持することが必要である．一

方、トリチウム増殖領域、とくに後部の増殖領域は

中性子負荷が小さいため、蒸気のような高温の冷

却材によっても増殖領域と構造材をそれぞれの上

限温度以下に保つことが可能であると考えられる．

したがって、冷却材はまず比較的低温の水の状態

で第一壁冷却管を流れ、高熱負荷を受ける第一

壁を冷却する．続いて冷却材はブランケット冷却

部に導かれる．そこで沸騰の過程を経て、ブランケ

ット出口で過熱蒸気として取り出される．その際、

増殖材料、構造材料と許容温度範囲内に維持す

ることができるかが設計上のポイントである． 

第一壁を 300℃の加圧水で冷却し、その後、冷

却チャンネルを通過しながら増殖領域とジルコニウ

ム導体シェルを冷却する．各層は増殖領域と構造

材の温度が許容範囲となるようにその間隔を設定

した．プラズマに近い側では発熱量が大きいため、

冷却チャンネルの間隔は小さく、プラズマから遠ざ

かるにしたがって、発熱量の低下に対応して間隔

が大きくなっている．この温度分布と増殖率の観点

から冷却管配置を設定した．ブランケットの層状構

造の断面を図 4-21 に示す． 

蒸気温度と蒸気圧力は、タービン入り口温度、

および圧力が大きいほど熱効率が改善できること

から、できるだけ高い温度と圧力が望ましい．ここ

ではもんじゅや PWR で採用されている亜臨界圧

力（15MPa）を検討の対象とした．火力発電ではさ

らに圧力を上げた超臨界、さらには超々臨界シス

テムもすでに成熟した技術である．これを適用する

ことによってさらに高い熱効率が達成される可能性

はある（発電実証炉 Demo-CREST では超臨界技

術による高効率化を検討．ただし、中性子照射を

受ける核融合炉では高圧化によって火力にはなか

った問題点が生じる可能性があるため、ここではオ

プションとして過熱蒸気サイクルを採用した）． 

図 4-22 と 4-23 には、ブランケットの内部構造の

概念と内部の冷却剤の流れる方向を示す．ただし、

これは外側ブランケットの例である．内側ブランケ

ットでは図 4-23 と異なり、第一壁もブランケットも縦

方向に冷却水が流れる構造になっている．これは

内側の流路が短く、中性子負荷も少ないから、縦

方向に流した方が合理的だからである．外側ブラ

ンケットは大きいために、熱応力などのことも考え、

図 4-23 のような交差した流路構成とした． 

第一壁には平均 1.2MW の入熱と 4.5MW の中

性子負荷が入ることを前提に設計されている．冷

却水は第一壁で 331℃まで加熱される．この時点

では沸騰しない．冷却水は図 4-23 左のヘッダーを

通してブランケットの増殖領域第一層へ導かれる．

そこで 365℃にまで加熱されつつ沸騰を開始する．

蒸気はさらに後流の層に導かれ、出口においては

480℃の過熱蒸気となる．図 4-24 にブランケット内

増殖領域における温度の分布を示す．各材料の

使用可能範囲に従い、構造材の温度は 620℃以

下に、増殖材の温度は 420℃から 740℃の範囲に

抑えられるように設計されている． 
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(4) トリチウム増殖性能と遮蔽性能 

 

○増殖性能 

増殖部の設計に当たっては、トリチウム増殖材

であるリチウムジルコネート・ペブル（Li2ZrO3）と、

中性子増倍材であるベリリウム・ペブル（Be）の混

合比、ならびに、リチウムジルコネイト内の Li-6 の

濃度を 適化する必要があった． 

 
図 4-21 CREST ブランケット断面 

Figure 4-21 Blanket composition of CREST

図 4-22 外側ブランケットの構造 

Figure 4-22 Outer side blanket structure 

 

 
図 4-23 外側ブランケット内流路概念図 

Figure 4-23 Flow concept of outer side 

blanket 

 

 
図 4-24 ブランケット内部温度分布 

Figure 4-24 Temperature distribution of 
outer side blanket 
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熱的条件の観点からは、Li-6 の濃度が低い方

が、またペブルの混合比ではベリリウムが多い方が

望ましい．一方、このようにすると、時間と共に Li-6

が核反応で減ることの影響が大きく、トリチウム増

殖率(TBR)が運転時間とともに減少してしまう．そ

こで、ブランケット寿命以内での TBR の減損を許

容範囲にするという観点から、基準設計値としては、

Li-6 の濃度 50%、ペブル混合比ではベリリウム

80%を採用した．中性子輸送解析コード ANISN を

用いて解析した結果、運転初期における TBR（ロ

ーカル値）は 1.40、３年間の運転後の TBR の減少

は 0.03 である（３年間、稼働率 75%で運転）．これ

らは十分許容できる範囲と考えられる．なお、ロー

カル TBR 値とは、増殖部における TBR のことで、

表 4-6 CREST ブランケット性能 

Table 4-6 Blanket parameters of CREST 
  Inboard Outboard 

 

Thickness (cm) 

 FW ( FS / water / FS )     1.5 ( 0.4 / 0.8 / 0.3 ) 

 Blanket ( mixed breeder / cooling panel / shell )     54.4 (40.0 / 13.4 / 1.0 ) 

 Gap 4 

 Shield & VV 56 70 

 

Blanket 

 Breeder / neutron multiplier (%)       Li2ZrO3 / Be ( 20 / 80 ) 

 Packing fraction (%) 80 

 Li2ZrO3 density (%TD)  85 

 Be density (%TD)  90 

 

Shield 

 Ferritic steel / water (%) 75 / 25 

 

FW heat flux (MW/m
2
) 1.2 

Average neutron wall loading (MW/m
2
) 4.5 

Peak neutron wall load (MW/m
2
) 5.0 6.5 

 

Damage to magnet (*: at 22.5 FPY) 

 Peak fast neutron fluence (n/cm
2
 *) 3.8×10

18
 4.7×10

17
 

 Peak nuclear heating (mW/cm
3
) 0.14 0.018 

 Peak insulator dose (Gy *) 4.7×10
7
 7.1×10

6
 

Peak dpa to Cu stabilizer (dpa *) 2.4×10
-3

 2.9×10
-4
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炉全体での TBR は、増殖材を置けないスペース

（ダイバータなど）も考慮した平均値で考えねばな

らない．増殖材でカバーできる面積は 75%程度で

あるため、ローカル TBR の 1.4 は、平均では 1.1

程度の TBR となる． 

プラズマ安定化のためのジルコニウムシェル（厚

さ 10mm）による TBR の減少も解析した．計算の結

果、この導体シェルの存在による TBR の減損は

0.05 であり、許容しうる範囲である．なお、上記のロ

ーカル TBR 値 (=1.4）はこの減衰も考慮した値で

ある． 

 

○遮蔽性能 

表 4-6 に、ブランケットの増殖性能とともに遮蔽

性能も併せて示した．表中の遮蔽性能評価では内

側で 56cm、外側で 70cmの厚さの遮蔽体をトリチウ

ム増殖ブランケットと超伝導コイルの間に配してい

る．内側の超伝導コイルとプラズマ表面の距離は

1.4m となる．内側遮蔽体では 大中性子負荷を

5MW/m2 、 外 側 遮 蔽 体 で は 6.5MW/m2 と し 、

22.5FPY（30 年間、平均稼働率 75%）後における

超伝導コイルの照射損傷を算出している．超伝導

導体、絶縁材などの照射量は、ITER の設計基準

と比較して問題がないレベルである． 

 

（５） メンテナンス 

 

図 4-25 に一括一体引き抜きによるブランケット

交換の概念を示す．CREST はプラズマサイズの割

には大きなトロイダルコイルを採用し、またその本

数は 14 本と少なくしてある（ITER は 20 本）．各トロ

イダルコイルの間には、ブランケットが丸ごと引き出

せる大型のアクセスポートがある．ポロイダルコイル

の設計も工夫して、このアクセスポートにはかから

ないようにしてある．この結果、CREST のブランケ

ットは、この大型ポートから直線的に一挙動で引き

抜くことが可能である．これによって保守・分解修

理の工程は著しく簡単になり、メンテナンスのため

の年間平均停止期間を短縮することが可能であろ

うと考えている．この方式のペナルティーは、トロイ

 
図 4-25 一括引き抜きメンテナンスの概念 

Figure 4-25 Concept of full sector removal blanket system 
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ダルコイルの大型化による建設コストの増加である

が、それによる発電コストの増加より、稼働率増大

による発電コスト低減の方がずっと大きいと考えて

いる． 

（６）過熱蒸気直接サイクルにおける放射線防護 

 

CREST においては、高熱効率を実現するため

に過熱蒸気直接サイクルを採用している．この蒸

気サイクルを採用するに当たって安全上特に注意

を払う必要があるプラント設計課題として、冷却材

中の放射性同位元素である窒素 16 の生成、なら

びに冷却材中へのトリチウムの浸透が上げられる． 

冷却材がちょうど 1 サイクルするのに CREST の

場合約 10 秒かかる．一方、窒素 16 の半減期は約

7 秒であることを考えるとタービン系の遮蔽が必要

になってくると考えられる．CREST の設計パラメー

タ（冷却材流量 1060kg/s、平均中性子壁負荷

4.5MW/m2）から冷却材中における窒素 16 の発生

割合は 7.0ｘ1017/s となる．これを基にブランケットへ

の冷却材流入・流出口、タービンでの冷却材配管

表面でのガンマ線線量率を評価し、必要な遮蔽厚

を算出した．図 4-26 にブランケット冷却材流出口

におけるガンマ線線量率分布を示す．この図から

もわかるように線量率を 1x10-3Sv/h 以下に低減す

るためには約 2.25m のコンクリート遮蔽が必要であ

ることがわかる．その他の配管系で必要となる遮蔽

の厚さもこの値と同等と考えられる[27]． 

一方、トリチウムの冷却材への浸透は CREST の

過熱蒸気サイクルに特有ではないものの，過熱蒸

気によりブランケットが高温になるため浸透速度が

大きくなってしまう可能性がある．そこで、CREST

におけるトリチウム率を評価したところ冷却材全体

で約 2.0g/day となった．冷却材中でのトリチウム濃

度を 37GBq/kg 以下に制御するためには、冷却材

からトリチウムを除去する脱トリチウム装置により毎

時 930kg 冷却材を処理する必要があることがわか

った[27]．その脱トリチウムシステムの概要を図

4-27 に示す．この装置は真空蒸留装置（DW）と蒸

気触媒交換装置（VPCE）からなっており、まず真

空蒸留装置で冷却水の一部（CREST の場合

930kg/h）のトリチウム濃度を 10 分の 1 にし（除染係

数 DW=10）、冷却系に戻すとともに抽出したトリチ

ウムを高濃縮した形で取り出し蒸気触媒交換装置

（ VPCE ） に 導 き 、 こ こ で そ の 半 分 （ 除 染 係 数

DW=2）を HT という形で抽出する仕組みとなって

図 4-26 ブランケット冷却水出口におけるガ
ンマ線線量率 
Figure 4-26 The gamma ray dose rate aroud the 
outlet coolant tube. 

 
 

図 4-27 脱トリチウム装置の概要 
Figure 4-27 A schematic of water detritiation 
system 
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いる． 

 

4．4．4 コスト解析 

 

当所の核融合炉コスト解析コードを用いて、上記

の CREST に関する発電コストの算定を行った．

75% の 平 均稼 働 率 を 仮 定 し て 得 た 発 電 単 価

（COE）は、約 50mill/kWh しかし、CO2 を排出しな

い、高レベル廃棄物を出さない、などの核融合炉

の特徴が将来十分に生かせれば、核融合が実現

する時点における電源としては、競合可能な範囲

に入り得る水準であると考えている．3 章で議論し

た実用に必要なプラズマ性能と比較すると実用炉

CREST は導入 1 代目による低い稼働率 60%を仮

定すると 65mill/kWh に対応する．過去の核融合

炉概念設計の経済性検討結果を日本、米国で比

較することから日本円に換算する際は約 200 円/ド

ルが適切であると考えられ（購買力平価換算のよう

な考え方）、その場合日本円での発電コストは十数

円/kWh となる．さらにコストダウンできる可能性とし

ては、耐高中性子照射材料のさらなる改良や、磁

場コイルの強磁場高電流密度化、高温超伝導材

の実用化、などが考えられる．ただし、これらは現

在のデータベースでは十分に見通せる範囲にな

いので、CREST の設計には採用しなかった． 

 

4．5 まとめ 

 

ITER 計画と整合の取れた核融合開発ロードマ

ップを提案するために、発電実証炉 Demo-CREST、

実用炉 CREST の概念設計を行った．発電実証炉

Demo-CREST は 2030 年代での発電実証をおこな

うために ITER 計画の標準運転で正味電気出力が

得られるという条件から、そのプラズマ主半径を 7．

25m と決定した．このときの炉工学条件は実現の

見通しの十分ある熱効率 30%、超伝導コイル磁場

16T を採用した．ITER の高性能プラズマの適用に

より核融合出力 3000MW、正味電気出力 500MW

が得られる．また実用炉への見通しを得るために

運用期間を発電実証期間、性能向上期間と 2 つ

に分け、ブランケットの交換以外の大きな改造を必

要とせずに、熱効率 40% 、正味電 気出力約

1000MW を可能とする概念設計としている． 

次に実用化に必要な経済性を得るためにできる

限り小型かつ低コストのトカマク、CREST の設計を

行った．その結果、水冷却、鉄系材料、116 万 kW

のネット電気出力という現実的な条件を維持しなが

らも、約 50mill/kWh の発電コストのトカマク動力

炉の概念を構築することが可能であることが示され

た．この発電コストは、3 章で議論した実用化に求

められる経済性のちょうど下限領域に位置する（た

だし、稼働率が 3 章では 60%、4 章では 75%として

いる）．CREST の設計では、多くの技術的進展、

物理性能の改善が前提となっているが、これらは

いずれも合理的範囲で実現性が見えているもので

ある．その範囲で、（十分安くはないにしても）コスト

競合可能な水準の動力炉が有り得ることを示した

ことは価値があり、原子力委員会における核融合

開発の議論の場でも CREST は日本が目指すべき

核融合実用炉のひとつとされている[10]． 後に

表 4-7 に実験炉 ITER、発電実証炉 Demo-CREST、

実用炉 CREST による核融合開発の開発ステップ

をまとめる． 

今回、具体的な開発ステップを作成する上で発

電実証炉 Demo-CREST、実用炉 CREST で適用さ

れているプラズマ性能や炉工学技術の中には現

状で実証されていないものが多く含まれている．表

4-8 に核融合発電に向けて目指すべき開発目標と

現状、もしくは ITER 計画から得られる技術的見通

しをまとめる．この表からさらに細かい技術課題を

挙げていくと、例えばパッシブフィードバックコイル

による位置制御、不純物添加によるダイバータ熱

制御、ディスラプション回避技術，加熱蒸気条件や

超臨界圧水を用いた中性子エネルギーからの高
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熱効率発電などが実用化に向けて ITER 計画後

半以降に開発しなければならない課題と考えられ

る．これらは表 4-7 に示すような具体的な開発ステ

ップを作成することで明らかになってきた開発要素

である．これらのうちプラズマ制御については実験

炉 ITER で実証実験が行われる予定である．ディス

ラプションについては ITER の標準運転領域では

回避できる見込みが得られつつあるが、ITER の高

性能運転領域ではまだディスラプション発生回数

も多く実験炉 ITER での回避技術確立が必要であ

る．そのために当所では実験炉のミッションとしディ

スラプション回避技術の確立を明示している．高熱

効率の実現に向けては ITER のみでは実現できな

い．高温・高中性子負荷に耐えうる材料開発が行

われてはじめて実現する．材料開発のため国際核

融合材料照射施設（IFMIF）計画が国際エネルギ

ー機関（IEA）の国際協力の下で進められている．

現在の ITER 計画でもこの材料開発を考慮に入れ

た上で、高熱効率を目指したテストブランケットモ

ジュールよるブランケット実証実験が計画されてい

る．従って、核融合発電が技術的に実用化できる

かどうかは実験炉 ITER 計画の成功によってはじ

めて明らかになると考えられる． 



 

©CRIEPI －68－

 

 

 
炉工学技術の進展 

実証炉 Demo-CREST 
プラズマ半径 7．3m 

超伝導磁場 16T 

 

実験炉 ITER 
プラズマ半径 6．2m 

超伝導磁場 13T 

 
発電実証期間 

熱効率 30％ 

性能向上期間 

熱効率 40％ 

実用炉 CREST 
プラズマ半径 5．4m

超伝導磁場 13T 

熱効率 41％ 

ITER 
標準プラズマ 

発電計画無し 

(発電実証への見通し

の取得) 

0kW   

ITER 
高性能プラズマ 

(実用化への可能性の

取得) 

50 万 kW 
(発電実証試験の

完了) 

90 万 kW  

プ
ラ
ズ
マ
物
理
の
進
展 

CREST 
高性能プラズマ 

  
110 万 kW 

（実用化への見

通しの取得） 

120 万 kW 
（発電原価：

60mill/kWh） 

表 4-7 ITER，Demo-CREST，CREST による核融合開発ステップ 

Table 4-7 Roadmap of fusion energy development by ITER, Demo-CREST and CREST 

表 4-8 実用化に向けて目指すべき代表的な開発目標値と ITER 計画から得られる技術的見通し 

Table 4-8 Development goal for a fusion power plant and prospects in the ITER project 
炉 心 プ ラ ズ マ 性 能 

開発項目 目指すべき開発目標 ITER 計画で得られる見通し 

規格化ベータ値(βN) 4.0 以上 1.9～3.5 

エネルギー増倍係数

(Q 値)* 
30 以上 10～20 （20 以上の可能性も有する） 

炉 工 学 技 術 

開発項目 目指すべき開発目標 現状もしくは ITER 計画で得られる見通し 

超伝導コイル技術 磁場強度 16T（テスラ）以上 13T コイルが開発済 

プラズマ加熱技術 
加熱ビームエネルギー1.5MeV 以上

システム効率 50％以上 

加熱ビームエネルギー1.0MeV 開発済 

システム効率 30～40％開発予定 

熱効率 40％以上 
冷却水出口条件 15MPa, 320 度（熱効率 30％用）を実証

予定．25MPa, 500 度（熱効率 40％用）も計画中 

材料開発 

冷却水温度 500 度以上､中性子照射

量 10MWa/m2 以上を可能とする材料

（例えば、酸化物分散強化型フェライ

ト鋼､もしくはバナジウム合金や SiC

セラミックス系複合材） 

低放射化フェライト鋼（熱効率 30％用）のデータ取得領

域は、材料温度 500 度以下、中性子照射量 5MWa/m2

以下．この開発を優先的に行った後､熱効率 40％以上

に向けた先進材料の開発を行う予定（照射実験は国際

核融合材料照射施設（IFMIF）**で行う予定．） 
*エネルギー増倍係数（Q 値）：入力パワーに対して何倍の核融合出力が得られるかを表す（核融合出力/プラズマ加熱パワー）． 
**国際核融合材料照射施設（IFMIF）：核融合炉材料を開発するために、IEA（国際エネルギー機関）の国際協力のもとで、日本、米国、

欧州連合およびロシアが共同で計画している中性子照射施設． 



 

©CRIEPI －69－

5．結言 

 

国際熱核融合実験炉（ITER）の設計活動が終

了し、現在、建設に向けての国際協議が進められ

ている．この ITER の建設、運転をとおして核融合

エネルギーの実用化に向けて大きく前進すること

が期待されている．しかしながら、ITER 計画が成

功したとしても、直ちに核融合エネルギーが実用

化されるものではない．実験炉 ITER で得られた成

果をもとにして、さらに、発電システムとしての実証、

経済性の実証などの実用化へのステップを経なけ

ればならない． 

核融合エネルギーの実用化を目指すには、達

成しなければならない具体的なミッションを策定し、

ITER 計画で見込まれる性能に基づき具体的な発

電実証炉、実用炉を明示した開発ステップを構築

する事が今後重要になってくる．将来のユーザの

視点を核融合開発のミッションや開発ステップに反

映させると共に、ITER 計画の成果が核融合発電

炉の実用化にどの程度寄与するのかを評価する

事は重要である．本研究では以下の箇条書きに示

すように、将来のユーザの視点を取り入れた開発ミ

ッションを構築するとともに、発電実証ならびに実

用化に必要な開発目標の評価、 後に発電実証

炉 Demo-CREST、実用炉 CREST の概念設計を行

い、ITER 計画と整合する具体的な核融合開発ス

テップを世界に先駆けて構築した．これらの研究

の成果から、核融合炉開発は実験炉 ITER の成功

によりエネルギー源としての見通しが得られるもの

の、市場への導入に必要とされる経済性を得るた

めにはさらに炉心プラズマ性能や炉工学技術の進

展が必要であることを定量的に明らかにした． 

核融合炉開発の今後の緊急課題としては、具

体的な開発ステップを基にした開発戦略の構築に

ある．そのためには核融合炉としての 終的な目

標を明らかにするとともに、今後の ITER 計画にお

ける炉心プラズマ実験状況ならびに炉工学技術の

開発状況、開発期間、開発予算の関係のケースス

タディーを行い、その中から今後の研究状況に

適な開発方針を立てねばならない． 後に本研究

で得られた結果を以下にまとめる． 

 

○核融合開発ミッションの提示 

将来のユーザとしての観点から、部分負荷、緊急

停止を含む運転の柔軟性、安全性確保技術、メン

テナンス技術、廃棄物処理・処分技術、核融合発

電の魅力の明確化も含めた開発ミッションを策定し

た． 

 

○発電実証・実用化に必要な開発目標の評価 

核融合炉の開発ステップを作成するために発電実

証に必要な開発目標ならびに実用化に必要な開

発目標を定量的に明らかにした．規格化β値（βN）

をプラズマ性能を表す代表的なパラメータとすると、

発電実証のためには規格化β値～2.0 程度、実用

化のためには 低限必要とされる性能として、3.0

≦βN が必要であることがわかった． 

 

○核融合開発ステップの提示 

発電実証炉 Demo-CREST と実用炉 CREST の概

念設計を行う事で ITER 計画と整合する核融合開

発ステップを世界に先駆けて構築した．構築した

開発ステップを国や学協会の委員会活動で提案

し、ITER 以降の核融合開発戦略の基礎データと

して用いられると共に、原子力委員会では実用炉

CREST が日本の目指すべき核融合実用炉のひと

つとされている． 

 

○核融合発電炉の実用化に向けて実験炉 ITER

から得られる技術見通しの明確化 

核融合発電炉の実用化に向けて実験炉 ITERから

得られる技術見通しを評価した結果、現在計画さ

れている ITER 標準プラズマ運転の成功により発

電実証の見通しが得られる事がわかった．さらに
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ITER の高性能運転が成功して初めて実用化の可

能性が出てくることがわかった． 
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