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Announcement
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陣 間 A会場 (講堂) B会場 (小講堂) c会場 (第一会議室) D会場 (ホール)
8:40 開 場
9:20

lo:20

招待講演
座長 束井和夫‚-核融合研)

02aA0i 大舘 暁
02aA02 X. R. Duan

招待講法
座長 田中和夫(阪大)
02aB01 Farong Wan 

02aB02 Ahmed Hassane@n

招待話法
座長 日野文明(北天) 

02aC01 山内有二
02aC02 近藤正聡

lo:20
12:20

畳 食
13:20

14:20

特別講演Ⅱ
日米核融合研究トピƒbクス
座長 山田弘司(核融合研)

02pA01 Mark Koepke 
02pA02 肩地 宏

招待講渡
座長 田辺哲朗(九天)
02pB01 B. Unterberg 
02pB02 A. Kirschner

休 憩
14:35
15:50

一般口頭 02pA03-07 
座長 長友英夫(阪大)

一般口頭 02pB03-07
座長 上杉喜彦(金沢大)

一般口頭 02pc01-05
座長 閑 哲夫(核融合研)

休 憩
16:05

17:35

 Aンンポジウム Ⅰ 「双方向型共
同研究の新たな展開」

 Aンンポジウム Ⅱ「核融合炉に
おける ト リチウム燃焼の経済

性」

 Eンンポジウム m「極限重相科
学によるタングステンPWI研

究の新展開」
17:35

18:35
学会関連報告会

三会場 (第3会議室) F会場 (第4会議室)
18:35
20:05

イ ンフƒIーマルミーティ ング
Ⅱ 計算科学技術専門部会

インフオーマルミーティ ング
m 世界のレーザー核融合の現状

2i:00 閉 場

時 間 A会場 (講堂) B会場 (小講堂) c会場 (第一会議室) D会場 (ホール)
8:40 開 場
9:iO

11:lo

休 憩
li:20

12:20

招待講演
座長 藤堂 泰‚-核融合研)

03aA01 下妻 隆
03aA02 村上定義

招待講演
座長 間瀬 淳(丸太)

03aB01 1II靖一男
03aB02 長山好夫

招待講法
座長 坂本瑞樹‚-筑波大)

03aC01 松山政夫
03aC02 上田良夫

星 食
13:20

14:50

シンポジウム w 「JT-60SA 0
冊究計画と国内体制の構築」

 Aンンポジウム V 「原型炉の主
要課題に対する開発シナリオ」

シンポジウム Ⅵ 「レーザーア

プレーシヨ ンプラズマ研究の
新展開」

休 憩
15: oo
15:30 若手優秀発表賞表彰

15:30
15:45

クロージング


