
 

拠点大学交流事業 
平成１９年度 実施報告書 

 
 
１．拠点機関 

日 本 側 拠 点 大 学 ： 自然科学研究機構 核融合科学研究所 

（中国側）拠点大学： 中国科学院 等離子体物理研究所 

 
２．交流分野・研究テーマ 
（和文）： プラズマ・核融合 ～先進核融合炉の炉心と炉工学に関する研究～   
（英文）： Plasma and Nuclear Fusion  - Study of Plasma Confinement for advanced reactors and 

  Fusion Engineering -   
 交流分野・研究テーマに係るホームページ： 

 http://www.nifs.ac.jp/collaboration/Japan-China/index-j.html 
 
３．開始年度 
   平成１３年度（７年目） 
 
４．交流実施期間（業務委託期間） 
  平成 １９年 ４月 １日 ～ 平成 ２０年 ３月 ３１日 
 
５．実施組織 
日本側実施組織 
     拠点大学： 核融合科学研究所 
  実施組織代表者： 核融合科学研究所・所長・本島 修 
 コーディネーター： 核融合科学研究所・教授・東井 和夫 
     協力大学： 北海道大学，室蘭工業大学，岩手大学，東北大学，新潟大学， 

筑波大学，東京大学，東京工業大学，電気通信大学，富山大学， 

信州大学，岐阜大学，静岡大学，名古屋大学，三重大学， 

京都大学，大阪大学，広島大学，山口大学，九州大学， 

長野工業高等専門学校，首都大学東京，大阪府立大学， 

兵庫県立大学，日本原子力研究開発機構，慶応大学，上智大学， 

中央大学，神奈川大学，東邦大学，中部大学，三重中京大学， 

大阪工業大学，摂南大学，産業技術総合研究所 

 
     事務組織： 核融合科学研究所管理部経営企画課 
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相手国側実施組織（拠点大学名・協力大学名は、和英併記願います。） 
     拠点大学：（英文）Institute of Plasma Physics, Chinese Academy of Science 
          （和文）中国科学院等離子体物理研究所 
  実施組織代表者：（英文）Institute of Plasma Physics, Chinese Academy of Science 

Director・Li Jiangang 
 コーディネーター：（英文）Institute of Plasma Physics, Chinese Academy of Science 

Assistant Director・Wang Kongjia 
     協力大学：（英文）University of Science and Technology Of China(USTC); Institute of 

Modern Physics、Southwestern Institute of Physics(SWIP)、Dept. of 

Material Science and engineering; University of Science and 

Technology of Beijing; China Institute of Atomic Energy; Shanghai 

Institute of Ceramics; Institute of Applied Physics and 

Computational Mathematics(IAPCM); National Laser Physics 

Laboratory; Institute of Coal Chemistry; Tsinghua University; 

Northwest Normal University; Fudan University; Peking University; 

Shanghai Jiaotong University: Research Center of Laser Fusion, 

China Academy of Engineering Physics; Institute of Physics, 

Chinese Academy of Sciences; Shanghai Inst. Of Opt. and Fine Mech.; 

Purple Mountain Observatory; South Western Institute Nuclear 

Physics and Chemistry, China Academy of Engineering Physics; 

Dalian University of Technology; Huazhong University; Southeast 

University 
          （和文）中国科学技術大学，近代物理研究所，西南物理研究院，北京

科学技術大学，中国原子能科学研究院，上海セラミックス研

究所，応用物理計算数学研究所，高効率激光物理国家実験室，

山西煤炭化学研究所，清華大学，西北師範大学，復旦大学，

北京大学，上海交通大学，レーザー核融合研究センター，物

理研究所，上海光学精密機械研究所（上海研究所），紫金山

天文台，四川材料技術研究所，大連理工大学，華中大学，東

南大学 
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６．拠点大学交流としての全期間を通じた研究交流目標 
核融合はエネルギー問題を解決する有力なエネルギー源として世界的規模で研究され

ている。エネルギー問題は，資源の少ない日本及び，１３億の人口を抱えた中国において

特に重要である。中国では現在超伝導装置 HT-7 が稼働中であり，さらに新型超伝導トカマ

ク HT-7U を建設中である。日本においては，JT-60U 装置，TRIAM-1M 装置が稼働中であ

る。また，大型ヘリカル装置 LHD が稼働中である。 
 近年核融合研究は飛躍的に進歩し，実験炉建設の提案が具体的に議論される段階に来て

いる。しかしながら，大型化した実験炉の建設には，なお，時間と技術的開発を要する事

を考えれば，経済性のある先進炉の開発とエネルギー閉じこめに関する物理の解明を平行

して進めることが今後１０年間の重要課題であるといえる。核融合科学研究所は合肥等離

子体物理研究所との研究交流協定をもとに，１０年にわたる共同研究を推し進めてきた。

今後は，拠点大学交流事業計画に基づき西南物理研究院，北京の清華大学，物理研究所，

その他の研究所等に交流の範囲を拡大し，新たに，炉工学と理論シミュレーションを強化

して核融合の総合的共同研究を築こうとするものである。 
 日中の各研究拠点及び協力大学の持つ実験装置，研究施設，及び人材を結集し，相補的

研究を遂行することにより，先進的炉心の最終的選択に必要な学術的な知見を得ることが

出来る。また，今後重要となる炉工学に関しては材料開発に関して組織化された開発研究

が行われるとともに，共同設計活動に基づき新概念を育成することができる。核融合研究

は学際的研究であり，特に炉心の研究においてはプラズマ物理の理解が極めて重要であっ

た。理論シミュレーションの果たす役割は大きく，今後プラズマ・核融合学を形成する非

平衡の熱力学あるいは複雑系の科学の分野において学術的寄与をあたえる事ができる。核

融合プラズマの研究において原子分子過程がプラズマの特性と強く関与しており重要な研

究課題である。ここで得られた知見は高温プラズマ計測やプラズマモデリングの研究分野

において重要な寄与をなす。核融合の周辺プラズマは工業応用プラズマと共通点を持ち，

この分野の知見の交換は社会経済的波及効果がある。慣性核融合は核融合研究の中では特

殊な位置を占めるが，今後超高密度プラズマの物理として新しい物理分野を切り開く可能

性がある。 
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７．平成１９年度の研究交流実績の概要 
７－１ 共同研究 

本事業を形成する３つの主要研究カテゴリーにおける各研究課題の交流実績を述べる。 
● 炉心プラズマ 

（１１Ａ）日本から中国への等離子体物理研究所(ASIPP)及び西南物理研究所(SWIP)へ４名

を派遣し、定常大出力の高周波加熱源、電子サイクロトロン波加熱について共同研究を実

施した。中国から６名を核融合科学研究所(NIFS)及び日本原子力研究開発機構(JAEA)にて

受入、加熱装置実験及びプラズマ加熱実験に参加した。 

（１１Ｂ）日本側からは HL-2A（SWIP）へ 3 名が，EAST（ASIPP）へ 4 名が実験および研究

に参加した．また，中国側からは LHD（NIFS）へ 4 名が，JT-60U（JAEA）へ 5 名が，QUEST

（九州大学・応用力学研究所）へ 1名が実験研究に参加した． 

（１２Ａ）日本から５名の派遣、中国から６名の受入れを実施し、LHD 及び HT-7(ASIPP)と

EAST のプラズマ壁相互作用、原型炉に向けたプラズマ対向材料の評価研究を行い、この分

野における双方の研究の進展に大きく貢献した。 

（１３Ａ）今年度は、日本から 3 名の派遣、中国から 7 名の受入を行なった。交流相手に

拡がりや変化があり、共同研究の内容にも進展が見られた。また、10 月に敦煌で日中 CUP

セミナーが開催され、これまでの共同研究の成果発表及び、今後の共同研究の進め方や展

開について有意義な議論がなされた。 

（１４Ｃ）日本側から２名を派遣し、中国側からは２名を受け入れプラズマの工業応用に

ついての打ち合わせを行った。 

（１５Ａ）日本から３名を派遣し、レーザー核融合ターゲットとその応用に関する共同研

究を続けている。特に、今年度は日本学術振興会−中国科学院の支援により７月に安徽省の

黄山市にてセミナー開催し、高真球カプセル製作法，コーティング法等の議論を行った。 

また、レーザープラズマからのテラヘルツ発生等の共同研究で成果をあげた。 

（１５Ｂ）日本から４名を派遣、中国から３名を受入し、レーザーによる粒子加速、レー

ザープラズマ相互作用,相対論プラズマ等の理論研究を進展させた。 

● 核融合炉工学基礎研究 

（２０Ａ）日本から３名を派遣、中国から５名を受入れて、新規フェライト鋼や SiC/SiC

複合材料など結晶性の高い高密度な材料の照射評価のための共同研究を進めた。 

（２０Ｄ）ASIPP より 4 名を NIFS に受入、蜜結合超伝導コイル郡の高精度電流制御、ヘリ

ウム冷凍機の機器構成、高熱負荷プラズマ対抗壁の設計などについて、EAST 及び LHD にお

ける最新の研究情報の交換を行い、今後の研究課題について打合せを行った。 

（２０Ｅ）SWIP より１名を東京大学および静岡大学に受け入れ、核融合炉ブランケット設

計のための研究を実施した。日本から２名を派遣し、桂林で開催のセミナーに参加し、こ

れまでに日中協力の成果と今後の研究課題について検討した。 

（２０Ｆ）日本から 3 名を桂林で開催の日中セミナーに参加させ、炉システム統合に向け
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た技術高度化に関するこれまでの成果のまとめと今後の研究指針の策定を行なった。中国

から 3 名を受け入れ、ブランケット中性子工学解析の相互比較、接合法等の材料製造技術

の高度化に向けた総合検討を進めた。 

● 理論・シミュレーションによる炉心プラズマ挙動の研究 

（３０Ａ）日本側から２名派遣、中国側から３名を受入れ、トーラスでの抵抗性ＭＨＤ不

安定性､ＧＡＭ モード の安定性解析等について交流計画を展開した。中国側から３名を

受け入れ、抵抗性壁モード等の新たなテーマについても検討を始めている。 

（３０Ｂ）日本側から１名派遣、中国側から２名を受け入れ、HT-7 トカマクの実験データ

について乱流からのゾナーフロー形成過程についてのシミュレーション研究を行った。 

（３０Ｃ）日本側から１名派遣、中国側から２名を受け入れ、複雑プラズマ系を研究する

ための多階層、多物理系の新しいシミュレーションアルゴリズム開発に関する議論を行っ

た。また、超高レーザーとプラズマや物質相互作用に見られる自己組織化現象に関する共

同研究を実施した 

（３０Ｄ）日本側から１名派遣、中国側から１名を受け入れ、EAST や HL-2A トカマクのダ

イバータプラズマ、非接触プラズマ等の解析モデルの検討・修正を行った。 

 

７－２ セミナー 

今後の共同研究の有効な展開を議論するため下記の３件のセミナーを実施した。 

①「JSPS-CAS 拠点大学交流事業核融合炉材料・システム設計統合に関する日中セミナー」 

 核融合エネルギー等の先進エネルギーシステムの実現を左右する炉工技術として、先進

材料プロセス技術がある。本セミナーでは、先進核エネルギーシステムとして核融合ブラ

ンケットシステム等を取り上げ、その実現に向けた先進材料製造プロセス技術に関する最

近の研究成果について議論した。 

②「JSPS-CAS 拠点大学交流事業セミナー −ターゲット材料−」 

 超高密度プラズマ(慣性核融合)の実験と理論の交流実績に基づき，高密度プラズマ形成

用のターゲット材料に関する集中的な議論を行った。総括的な講演と理論の発表とともに，

次世代高速点火，クライオターゲット用フォーム材料等の発表がなされた。 

③「JSPS-CAS 拠点大学交流事業プラズマ中の原子・分子過程に関する日中セミナー」 

ＥＵからの参加者 4 名を含む日中の研究者によって、プラズマ中の原子・分子過程の広

い分野からの発表と討論が行われた。 

 

７－３ 研究者交流（共同研究、セミナー以外の交流） 

10 月に日本からサブコーディネータを派遣し、前半の実施状況と後半の共同研究の予定

の確認を行った。また、中国側からコーディネーター、サブコーディネータ及び中国科学

院担当者など４名を招聘し、核融合科学研究所にてコーディネーター会議を開催し、今年

度の事業の実施状況の総括と次年度計画の調整を行った。 

 5



 

８．平成１９年度の研究交流の成果 
（交流を通じての相手国からの貢献及び相手国への貢献を含めてください。） 

 

８－１ 研究協力体制の構築状況 

炉心プラズマのカテゴリーの課題「プラズマ中の原子分子過程」の日本側キーパーソ

ン 1 名の定年退職に伴い、その後任を決めた。後任はこれまでも同課題で中心的役割を果

たしてきていたので交流計画の作成と実施は問題なく進められた。その他の課題のキーパ

ーソンは前年度に引き続いて担当しており、研究協力体制の構築は支障なく進められた。 

 

８－２ 学術面の成果 

炉心プラズマ関連：炉心プラズマの高性能化を目指して高温・高密度プラズマの閉じ込め

制御、プラズマ加熱技術、高度のプラズマ計測機器開発とそれによるプラズマ特性研究な

ど幅広い共同研究が実施された。 
①相手国からの貢献：高性能炉心プラズマ研究に関連して、 HL-2Aトカマク（西南物理研

究院:SWIP）で開発された超音速分子ビーム入射装置がH-J装置（京都大学）に設置され、

粒子補給に加え、非局所輸送研究に適用される予定である。また、LHD（核融合科学研究

所:NIFS）への設置も計画されている。日本側で行っているプラズマ中の原子・分子過程の

物理実験の理論解析においては多価イオン原子過程に関して大きな成果があった。 
②相手国への貢献： JT-60U(日本原子力研究開発機構:JAEA)での高性能プラズマ実験に関

して得た知識や経験，またLHDでのトムソン散乱および分光計測に関するプラズマ計測機

器の技術蓄積は，EAST（中国科学院等離子体物理研究所:ASIPP）やHL-2Aでのプラズマ

放電の高性能化や計測開発を行う上で多大な貢献をした。イオンサイクロトロン波加熱、

電子サイクロトロン波加熱及び中性粒子加熱機器の技術的実績や経験をもとに中国側の機

器の安定的な運転や開発・改良に大いに貢献した。プラズマ中の多価イオン原子や内殻励

起原子の原子構造理論に関する共同研究で日本が指導的役割を果たした。電子ビーム多価

イオン源の技術交流でも日本の指導的役割が見られた。一方、超高密度レーザープラズマ

に関連して、レーザー光のプラズマ中の伝搬やテラヘルツ発生等に関して大阪大学と宇都

宮大学の先導で上海交通大学との間で共同研究に向けた理論、実験に関する議論を進めた。

また、高速点火のターゲット設計研究とともに、レーザー加速による高エネルギーイオン

や電子の発生を利用したレーザー宇宙物理分野への研究の意義を明らかにした。 
③両者の分担による両者のほぼ同等の貢献： HT-7 トカマク（ASIPP）において容器内に生

成される堆積物を酸素グロー放電で除去した材料をASIPP側で準備し、日本において表面

分析し評価し、堆積物を除去すれば含有水素も低減する結果を得た。この結果は将来の核

融合炉の炉内水素同位体量の制御に役立つ。プラズマ対向材料としてタングステンなどに

ついて双方で特性評価を行い、その適合性について調べた。プラズマの原子・分子分野で

は、高密度プラズマや多価イオンの衝突・輻射過程理論を日中で役割分担し共同研究を進
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めた。 
中国の上海交通大学および上海光学精密機械研究所と密接な連携の下に、相対論レーザー

プラズマ、レーザープラズマからのテラヘルツ放射や高エネルギーイオンの発生並びにコ

ーンターゲット中のレーザー伝搬やレーザープラズマの高速衝突に関する研究が進展し、

新しいテーマに関連した共同研究の取り組みが開始された。 
 
炉工学関連：炉工学カテゴリーの日中協力は、通常の共同研究とともに炉工学に関する日

中拠点大学セミナーを開催し、これまでの成果を総括するとともに更なる展開を図るため

の共通課題の明確化を図った。 

①相手国からの貢献：後述の項目③参照。 
②相手国への貢献：日本におけるITER用Nb3Sn導体の開発の現状、核融合発電出力で水素製

造した場合の効率の評価等について先述のセミナーで発表すると共に、核融合炉工学基礎

研究全体として、今後 3 年間の共同研究の進め方について先導的役割を果たした。また、

高温超伝導材料MgB2 多芯線化とその交流損失特性の実験結果をアジア超伝導応用会議

（西安）で発表するとともに、西安交通大学、上海交通大学との間で最新の冷凍機の開発

について共同研究に向けた打合せを行った。日本でのこれまでのブランケット研究のノウ

ハウを基礎とし、中国側のITERテストブランケットモジュール設計の概念を検討するため

の研究課題を設定した。チタン酸リチウム中におけるトリチウム捕捉挙動に注目し、材料

中でのリチウムが及ぼすトリチウム捕捉への影響、ケイ酸リチウム中でのトリチウム拡散

に及ぼす欠陥の影響等を評価した。これらの結果は今後のTBM評価における基礎的知見を提

供するものであるとともに材料の高度化とブランケット性能の向上に重要である。 

の

③両者の分担による両者のほぼ同等の貢献：核データ、中性子輸送計算、機器設計手法、

低放射化材料の接合技術は、日中それぞれ独自の技術開発を進めており、今回の交流で、

それぞれの技術比較、基礎データの検証、システム統合の知識ベースの整理を行なうこと

ができ、相互の貢献により炉の設計統合に向けた研究を進展させることが出来た。今年度

開催した日中セミナーにおいて、各ブランケットシステムにおける枢要な技術開発目標が

設定され、日中両国のシステム・材料統合に関わる共通課題が明確になり、今後の当該分

野における日中研究協力体制の基盤が構築されると期待される。 

 
理論・シミュレーション関連：トーラスプラズマの磁気流体的及び微視的不安定性、粒子・

熱輸送、閉じ込め改善、複雑性プラズマ及び周辺・ダイバータプラズマ関連の理論と数値

解析コードの開発・改良の共同研究が進展した。 
①相手国からの貢献：JET(EU連合)やJT-60Uトカマク装置などで観測されている電流ホー

ルプラズマについて新たな平衡配位を理論的に提案した。これについては、今後の理論展

開が期待される。また、高周波帯状流の 1 種のGAMの安定性解析が行われた。HT-7 トカ

マクで観測されている乱流や帯状流データの解析を行い、同時に理論との比較検討が進展
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した。 
②相手国への貢献：核融合科学研究所において、ミクロ時間ステップとマクロ投影過程を

交互に計算を行う新たなEquation-Free 法コードの開発を行い、イオン音波を題材として

共同研究を先導し、今後の課題の明確化を行った。亜臨界密度プラズマ中に高強度電磁波

を入射するシミュレーションでは、大振幅誘導電子音波散乱による入射波と反射波が関与

する 3 波過程の励起、さらにイオン音波の成長、その局所的崩壊に伴う電磁ソリトンの形

成を明らかにした。本研究では、イオンの位相空間にMeV相当の渦状の構造が電磁ソリト

ン中に形成されることが新たに発見された。 
③両者の分担による両者のほぼ同等の貢献：NIFSで開発した簡易ＣＳＤモデルコードを

ASIPPにて超伝導トカマク EAST の初期プラズマに適用し最初のシミュレーション結果が

得られた。また、SWIPでは、このコードを閉ダイバータ配位に適用し、境界層プラズマ研

究にも有効であることを示した。これらの結果は、簡易ＣＳＤモデルによるトカマク稼働

領域算定やダイバータ設計に非常に有効であることを示している。 
 
８－３ 若手研究者養成 

平成 19 年度に本拠点大学協力に関連して、コアプラズマ閉じ込め、炉工学及び理論・シ

ミュレーションの広い研究分野にわたって日本の大学院において教育を受けている中国人

学生は下記のように 15 名に達している。なお、学位取得後に中国へ帰国した場合、指導的

立場の職務についていることを付言しておく。 

 

氏 名 
中国での 

所属 
日本での所属 

受入担当者 
(指導教官

等) 
専門分野 

LI Zaixin 西南物理研

究院 

総合研究大学院大学・物理科学研究科・核

融合科学専攻博士後期課程平成 19 年 9 月

修了、現在 中国西南物理研究院 

（大学推薦による国費外国人留学生の拠

点大学特別枠） 

室賀健夫 核融合炉中性

子工学 

XU Qi 中国核動力

研究設計院 

総合研究大学院大学・物理科学研究科・核

融合科学専攻 

（大学推薦による国費外国人留学生の拠

点大学特別枠） 

室賀健夫 核融合炉ブラ

ンケット工学 

LI Yanfen 中国科学院

等離子体物

理研究所 

総合研究大学院大学・物理科学研究科・核

融合科学専攻 

（大学推薦による国費外国人留学生の一

般枠） 

室賀健夫 核融合炉材料

工学 

SHI 
Zhongbing 

西南物理研

究院 

総合研究大学院大学・物理科学研究科・核

融合科学専攻 博士課程１年 

（大学推薦による国費外国人留学生の拠

点大学特別枠） 

長山 好夫 

佐貫 平二 

マイクロ波イ

メージング反

射計研究 

ZHOU 
Hangyu 

西南物理研

究院 

総合研究大学院大学・物理科学研究科・核

融合科学専攻 博士課程１年 

（大学推薦による国費外国人留学生の拠

点大学特別枠） 

森田 繁 Zeff 空間分布

計測法の開発

研究 
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LI Bin  応用物理計

算科学研究

所 

総合研究大学院大学・物理科学研究科・核

融合科学専攻 

（私費外国人留学生、D2） 

堀内利得 プラズマのシ

ミュレーショ

ン研究 

LEI PENG 中国科学院

等離子体物

理研究所 

北海道大学工学研究科共同研究学生 大貫惣明 核融合炉材料

工学 

YINA HUANG 北京科技大 北海道大学工学研究科博士課程研究学生 大貫惣明 核融合炉材料

工学 

LIU 
Shaojun   

中国科学院

等離子体物

理研究所 

北海道大学工学研究科共同研究学生 鵜飼重治 核融合炉材料

工学 

XU Hangdon 等離子体物

理研究所 

九州大学在学中 

（平成 19 年 10 月 1 日から D3） 

花田 和明 電流駆動実験 

WANG Feng 等離子体物

理研究所 

平成 19 年 9月 30 日まで、九州大学在学 中村一男 コンピュータ

ー応用 

YANG Han 東南大学 大阪大学工学研究科環境・エネルギー工学

専攻 D2 

乗松 孝好 ターゲット・材

料科学 

ZHANG 
Shuai 

東南大学 大阪大学工学研究科環境・エネルギー工学

専攻 D1 

乗松 孝好 ターゲット・材

料科学 

SUN Jian 復旦大学 電気通信大学 博士後期課程 3年 大谷俊介 多価イオン原

子過程科学 

ZHOU 
Weimin 

中国工程物

理学院 

大阪大学工学研究科 電気電子情報工学

専攻 先進電磁エネルギー工学コース D2

三間 圀興 高エネルギー

密度プラズマ

理論物理 

 

 

８－４ 社会貢献 

 核融合研究は学際的研究であり広範な分野、特に超伝導技術、高周波技術、ビーム工学、

情報工学技術、排ガス処理技術、レーザーターゲット技術の医療応用などの分野との協力

交流を通じて重要な社会貢献ができた。 

 

８－５ 今後の課題・問題点 

 中国側の大型の高温プラズマ閉じ込め実験装置である EAST, HT-7(以上、中国科学院等

離子体物理研究所)及び HL-2A(西南物理研究院)の各トカマク装置が建設期及び調整運転期

から実質的な物理・工学実験期に移行し日中の協力研究が進展した。一方、日本側ではヘ

リカル装置の LHD（核融合研）と H-J 装置（京都大学）は順調に稼動し共同研究が進めら

れているが、ITER Broader Approach 協定によるトカマク JT-60SA 建設が本格化するた

め世界有数の大型トカマク JT-60U（日本原子力研究機構）は次年度中盤でシャットダウン

となる見通しである。中国側の主要装置がトカマク型でありかつ、ITER もトカマク型であ

ることもあり、JT-60U 装置はトカマクに関連した中国側からの共同研究の重要な受け皿で

あった。今後は、プラズマ計測と加熱装置技術に関する共同研究は LHD で主に受け入れて
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いくことになると思われるが、トカマクプラズマを使った共同研究は中国側のトカマク装

置を用いて実施することになり有効且つ効率的な共同研究の進め方の検討が必要と思われ

る。この際、日中の研究の相互互恵となるよう日本側の多くの実験経験と理論解析と密着

したソフト的な研究を進めていくことも強く要請される。 
 

 

８－６ 本研究交流事業により発表された論文 

  平成１９年度論文総数  197 本 

   うち、相手国参加研究者との共著 79 本 

   うち、本事業がJSPSの出資によることが明記されているもの 45 本 

（※ 論文リストを別に添付してください） 
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９．平成１９年度における総交流人数・人日数 
９－１ 相手国との交流実績 

（単位：人／人日） 

    派遣先 

派遣元 

日本 

（JSPS）

中国 

(CAS) 
   合計 

日本 

（JSPS） 

実施計画 
 

69/492    69/492 

実績 67/448    67/448 

中国 

(CAS) 

実施計画 65/881     65/881 

実績 60/807    60/807 

 実施計画       

実績      

 実施計画       

実績      

 実施計画       

実績      

合計 実施計画 65/881 69/492    134/1,373

実績 60/807 67/448    127/1,255

 

※ 派遣先・派遣元ともに、対応機関がある場合は「国名（機関名）」で記入し、第三国の

場合は「国名」を記載してください。 

※ 各国別に、研究者交流・共同研究・セミナーにて交流した人数・人日数を記載してく

ださい。（なお、記入の仕方の詳細については「記入上の注意」を参考にしてください。） 

 

９－２ 国内での交流実績 

実施計画 実  績 

 ０／  ０（人／人日）   ０／  ０（人／人日） 

 

 


