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Abstract

The Symposium on Technology in Laboratories was successfully held at Tajimi Industrial 

and Culture Center in GIFU, Japan from March 1st to 2nd in 2018 hosted by National Institute 

for Fusion Science (NIFS). 170 participants attended the symposium. Participants were 

from Universities, research institutes and technical colleges. Seventy-one papers were 

presented at the symposium. The participants discussed and reported the output of the new 

technology, techniques and technical experiences by five sessions of the technology of 

fabrication, the device technology, the diagnostic and control system, the cryogenics, and the 

information network technology.
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はじめに

自然科学研究機構核融合科学研究所 
技術部長飯間理史

核融合科学研究所技術研究会を開催することとなりました。前回開催からの4年間さまざまな議論が 
されてきましたが、結論には至りませんでした。核融合科学研究所では、共同利用機関としても、少し 
でも多くの技術者が参加できる技術研究会にしたいと考えています。今回の技術研究会も従来と同様に、 
工作技術、装置技術、計測•制御技術、極低温技術、情報•ネットワーク技術の5分野としました。

今回トピックスとして、核融合科学研究所で行っている技術交流の1テーマ、熱シミュレーション技 
術についてプログラムを設けました。この手法は大型ヘリカル装置建設時に非常に有効であった有限要 
素法によるシミュレーションです。真空容器の大気圧による変形から、電磁力による変形、温度上昇に 
よる変形、さらには排気塔からのガスの拡散まで確認されました。ぜひのぞいてみてください。

核融合研では継続も力と考え、我々が開催できる規模ではありますが分科会を維持しつつも、より深 
い議論のできるテーマを見つけ今後も提供したいと考えています。

今回は多治見市産業文化センターでの開催となりました。
開催にあたり、遠方から来ていただいた参加者の方々、支援をいただいた核融合科学研究会、講師を 

引き受けていただいた先生方、所長、管理部をはじめ、研究所の皆様に感謝します。
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あとがき

技術研究会実行委員長小林策治

核融合科学研究所で開催される平成29年度核融合科学研究所技術研究会にご参加い 
ただきましたこと、厚く御礼申し上げます。

今回の技術研究会の特色は、初めて多治見市産業文化センターで開催することとしまし  
た。これは研究所近隣で複数の会議室を保有し交通の利便性にたけた会場を選定した結果  
です。また、5つの分野を平行開催することを必須とせず3〜4つの会議室で行うことと 
しました。特別講演と代表講演では今年度開始したLHD重水素実験に関する内容とし、本 
研究所発表者も同様のテーマとすることにより関連付けを深めた企画にしました。今回は 
もう一つ新たな試みとして技術交流のセッションを設け「熱シミュレーション技術」を題 
材に口頭とポスターを交えた発表会を行います。活発な意見交換が行われることを期待し 
ます。

この技術研究会は職域を超えて真剣に議論頂ける技術職員の情報交換の場であります 。 
仕事上の専門分野が異なっても各自が持つ要素技術や英知を有効活用することで新たな優  
位技術の誕生のきっかけとなり、各自の問題解決のヒントが得られるのではないかと思い  
ます。技術研究会への参加を契機に、さらに継続的な技術交流へと発展させるというアク 
ションを参加者一人一人意識的に行い、技術の研鑽を図られることを期待します。

最後に、今回の技術研究会の企画開催にご協力とご支援を頂きました、核融合科学研究 
会、核融合科学研究所の管理部、研究部をはじめとする関係者の皆様にこの場を借りてお 
礼申し上げます。

技術研究会実行委員会実行委員長小林策治
実行委員 林 浩己 谷口能之 

加藤明己岡田光司 
古田紘己近藤友紀 
渋谷真之森内貞智 
井上知幸前野博也 
林浩 小渕隆
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Web版技術研究会報告集の閲覽方法について

概要

1975年度より開催されている技術研究会、並びに機器•分析技術研究会や実験•実習技術研究会の過去全 
ての報告集は電子化作業が完了し、Web公開拒否の意思表示頂いているものを除いた全ての論文をWebで参 
照可能です。各論文は、研究会毎の発表リストから選択するだけでなく、全文検索を含む様々な検索を利用 
して探し出すことが可能です。以下の案内を参照頂き、ぜひご活用ください。

1公開環境について

誰もが閲覧できるWeb環境で、技術研究会報告集の論文を公開することは多くの問題点があり、これまで 
何度も議論を繰り返してきました。そこで誰もが参照可能なWeb環境では、基本的に題名等の公開にとどめ 
ています。これとは別途利用者を限定できる環境を整備して、その環境下では論文閲覧ができる様に整備し 
ています。この利用者限定環境には、SNS （Social Network Service）を利用しており、招待された方のみが参 
加できるSNSへ登録することで、全論文の閲覧が可能になります。参加は技術研究会参加範囲に限定してい 
ます。論文の公開は、要望により論文単位で「一般公開可」や「Web参照不可」なども設定しています。

2 アクセス方法

利用形態に応じて、以下のURLまでアクセスしてください。
一般公開版（論文参照不可） http://techsv.ims.ac.jp/GEN

利用者限定版（論文参照可） http://techsv.ims.ac.jp/SNS

一般公開版ページは、利用者限定版ページへリンクしています。もし一般向けに公開しているホームペー 
ジ等へリンクしたい場合には、一般公開版ページをリンクするようにして下さい。

SNSへ登録するには、既にSNSに登録済みの方から招待メールを送付頂く必要があります。もし身近に登 
録済みの方がいない場合は、下記問い合わせ先までご一報下さい。担当者より招待メールを差し上げます。

3 利用者限定版の登録方法と使い方

招待メールを受信したら、メール上のURLへアクセスして登録手続きを行って下さい。登録時には、利用 
規約を一読願います。登録方法など、SNSの使い方は、「利用の手引きhttp://techsv.ims.ac.jp/WIKI」を参 
照してください。利用者限定版ページ下部には、常に「利用の手引き」へのリンクが掲載されています。

登録すると1日1回ニュースメールが届きますが、これを止めたい場合は、「設定変更」メニューから設定 
可能です。技術研究会報告集データベースを利用したい場合は、SNS画面左上にある黄色の「データベース 
検索」ボタンをクリックして下さい。登録が済んだら、利用規約の範囲の身近な方に、ぜひご紹介ください。

4 問い合わせ先

今後の開催分についても、下記の運用責任組織でデータ登録を行い、データベースを維持していく所存で 
す。本件以外にも、本データベースやSNSの運用についてなど問い合わせは、下記までお願いいたします。

運用責任組織 自然科学研究機構分子科学研究所技術課
担当者 水谷文保
メールアドレス mizutani@ims.ac.jp

290

http://techsv.ims.ac.jp/GEN
http://techsv.ims.ac.jp/SNS
http://techsv.ims.ac.jp/WIKI%25e3%2580%258d%25e3%2582%2592%25e5%258f%2582
mailto:mizutani@ims.ac.jp

