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はしがき

本年 2月に実施されたこの短期共同研究において制御熱核融合研究の中ての数学研究の

役割、特に我国の応用数学者の課題は何かを、あきらかにして行くのか、代表者の願いで

あった。 これまての数年間科学研究費エネルギー特別研究 (核融合)、昭和 55-57

年度「核融合プラズマ診断法の理論的研究」 (代表者鳴海元前広島大理教授)、昭和 58

年度「核融合理論における新手法開発のための研究」 (代表者西川恭治広島大理教授)等

に支援されて研究后動を続けてきたが、プラスマ物理、核融合シミュレーションの専門家

の方々の協力を得て更に前進させたいと希望して開かれたものてある。

本講究録に見られるように多数の方々の協力を得られ現状を概観てきたのは幸いであっ

た。 共同研究の際には、本講究録に収めた報告に加えて、浜田繁雄日大 理工教:授によ

る「FRCの Evolutlon」という講演かなされた:が、英文論文か近刊されるとのことてあ

るのて、その報告の掲載は割愛した。

/984年 6月

牛島照夫
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