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拠点大学交流事業 
平成１８年度 実施計画書 

 

 

１．拠点機関 

日 本 側 拠 点 大 学： 九州大学 

（韓国側）拠点大学： 忠南大学校 

 

２．交流分野・研究テーマ 

（和文）： 次世代インターネット技術のための研究開発と実証実験  

（英文）： Development and Operation of the NGI (Next Generation Internet)   

Technologies 

   交流課題に係るホームページ： http://www.corengi.net  

 

３．開始年度 

   平成 15 年度（ 4 年度目） 

 

４．実施組織 

日本側実施組織 

拠点大学：九州大学 

  実施組織代表者：九州大学・理事 有川節夫  

 コーディネーター：九州大学・情報基盤センター・助教授 岡村耕二  

     協力機関： 

早稲田大学、九州産業大学、長崎大学、大分大学、佐賀大学、宮崎大学、京都大学、国立

情報学研究所、東京大学、大阪大学、慶応大学、九州工業大学、情報通信研究機構、筑紫

女学園大学，北海道大学，九州情報大学，長崎総合科学大学、岡山大学、筑波大学、飯塚

病院，九州国立博物館，岩手県立大学 

     事務組織：九州大学情報基盤センター 

 

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）Chungnam National University 

          （和文）忠南大学校 

  実施組織代表者：（英文）Dean of Engineering, CNU Kim Daeyoung 

 コーディネーター：（英文）Dean of Engineering, CNU Kim Daeyoung 

     協力機関：（英文） 

Korea Advanced Institute of Science and Technology(KAIST), Seoul National University, 

Korea University, Hanyang University, Kyungpook National University, Kyunghee 
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University, Chonnam National University, Information and Communications 

University(ICU), Gwangju Institute of Science and Technology(GIST), Sungkyunkwan 

University, Ewha Woman's University, Konkuk University, Cheju National University, 

National Cancer Center, Korea Institute of Science and Technology(KIST), Chungbuk 

National University,Soonchnhyang University, Kyungnam University, Advanced Network 

Forum（ANF）, Pukyung National University, Pusan National University, Chonbuk National 

University, Sejong University, Gyeongsang National University 

 

（和文） 

韓国科学技術院、ソウル大学校、高麗大学校、漢陽大学校、慶北大学校、慶煕大学校、全

南大学校、韓国情報通信大学校、光州科学技術院、成均館大学校、梨花女子大学校、建国

大学校、濟州大学校、国立癌センター、韓国科学技術研究院、忠北大学校、順天郷大学校、

慶南大学校、韓国先端網協会、釜慶大学校、釜山大学校、全北大学校、世宗大学校、慶尚

大学校 

 

５．拠点大学交流としての全期間を通じた研究交流目標 

 

インターネットは、現在、社会の生活基盤になっている。例えば、水や電気と同じよう

に、その利用ができなくなると、もはや生活がなりたたなくなっている。このインター

ネットの構成要素は非常に多岐にわたり、多くの技術が結集されて、今のインターネッ

トが維持されている。しかし、水や電気と違う点は、その構成要素や技術が今もなお、

性能のよいもの、機能の高いものに進歩している点である。 

 

このような、インターネットに関連する多くの技術に対して、この拠点大学交流では、

九州大学を中心にしたネットワーク関係の研究者および韓国の忠南大学を中心にした

ネットワーク関係の研究者が共同／結集して研究を行いこれらの次世代のインターネ

ット技術に総合的に取り組む。 

 

1. 次世代インターネット基盤技術の研究開発 

 

インターネットそのものをテーマとして、その基本通信手順である IPv6 プロトコル、

マルチメディア通信などの大容量通信におけるネットワーク品質の制御、グループ同報

通信、ネットワーク計測、モバイル技術、ネットワーク管理技術など、現在のインター

ネットに必要な技術の研究開発に取り組む。拠点大学の活動として、次世代インターネ

ットに必要な基礎的な方式やアルゴリズムの設計、通信手順の提案を行う。さらに、APAN 

(Asia Pacific Advanced Network)や玄海プロジェクトなどと連携し、先進的な研究開

発ネットワークを用いた実証実験を通じてその実用性を考慮した研究開発を進める。さ
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らにその発展として、研究開発した通信手順等の普及として、IETF ならびに ITU にお

ける標準化や、企業との共同研究による製品化を目指し、社会への還元を計る。 

 

2. インターネットにおける情報セキュリティ技術の研究開発 

 

基盤としてのインターネットにおける情報セキュリティ確保の技術、およびインターネ

ットサービスにおける個人情報保護をはじめとするプライバシー保護技術を研究する。 

 

近年，インターネットの普及により，通信処理を伴う応用プログラムが増加している。

Webサービスのように遠隔の計算機と通信することで利用者の利便性を大きく向上でき

る。この反面，インターネットにつながっている計算機は，インターネット上のどの計

算機からもアクセスされる可能性がある。計算機上で通信処理を行うプログラムに脆弱

性が存在する場合，他の計算機から不正進入などの被害を受ける可能性がある。ソフト

ウェアの脆弱性は，多くのプログラムに潜在的に存在しており，完全になくすことは困

難である。したがって，ソフトウェア脆弱性を利用した不正侵入などを早く，かつ正確

に検知できる技術が必要となっている。 

 

また、インターネットを介した通信が普及してきたことにより、様々な用途にインター

ネットが用いられるようになった。その中には秘密の情報や、個人情報など他人に見ら

れたくない情報を送りたいという要求もある。しかし、インターネットを介した通信は

盗聴や改ざんが容易である。そこで、暗号通信の必要性が増してきている。暗号を用い

た通信をする場合、通信者同士による「暗号化鍵の共有」・「相互認証」が必要となって

くる。しかし、おおくの場合、ID の盗聴がされてしまうなどの問題がある。 

 

本研究では、情報セキュリティ技術を研究開発し、インターネットにおける通信の安全

性の確保・個人情報の保護、および、ネットワーク計算機システムにおける不正侵入防

止を達成する。本研究を通じて、既存方式の評価、改良、新方式の設計、実装も行い、

論文は毎年適宜、共同研究成果として作成する。 

 

3. インターネットを介した仮想現実空間構築技術の研究開発 

 

歴史的・学術的に価値のある博物館・図書館の収蔵物や遺跡物等を電子化し，インターネ

ットを介した仮想現実空間構築技術により，地理的な制約を受けることなく，いつでも・

どこでもそれら電子化されたデータを利用できる環境の構築を目指す。 

博物館・図書館の収蔵物や遺跡物を仮想現実空間で扱えるデータとするための電子化技術，

電子化データを仮想現実空間内に表示し対話的な直接操作を可能とするための可視化技術

やインタフェース技術，地理的に離れた場所に蓄積される電子化データをインターネット



4 

を介して効率よく検索・閲覧するための検索技術やストリーミング技術の研究開発を行な

う。これによって，日韓の博物館・図書館にある多種多様な収蔵物や遺跡物を，それぞれ

の国に居ながらにして，あたかも他国の博物館や図書館に居て実物を見たり触れたりする

かのような利用環境を構築することができる。 

 

九州と韓国は 1000 年以上も前から深い関係にあり，博物館にしても図書館にしても互いに

関連するコンテンツは多いため，このような利用環境は，日韓の博物館や図書館利用者に

とって非常に有用である。 

 

4. デジタルライブラリのための次世代インターネット基盤技術の研究開発 

 

インターネット上には図書館の書子情報だけでなく、電子化された多くの文書 が蓄積され

容易に利用できるようになりつつある。従来の書籍が電子化されるだけでなく、雑誌、新

聞記事、研究論文、あるいは画像、音楽、動画などのマルチメディアデータも豊富になっ

ている。さらには、このような様々なデータ についての検索サービスも豊富になっている。

しかし、インターネットはその 膨大さにより一般の利用者は求めたいものを容易に入手す

ることは非常に困難になっている。韓国忠南大学および情報通信大学の研究者と九州大学

を中心としてウェブマイニングの研究者が共同／結集し、これらのデータをデジタルライ

ブラリとして活用するための次世代インターネット基盤技術の研究と開発を行なう。デジ

タルライブラリそのものをテーマとして、上述した各種データ群に対する標準的メタデー

タの研究と、そのメタデータを活用する XML 検索システムの研究を行なう。また、インタ

ーネット上のデータの効率的収集のためのクローリング技術の研究、デジタルライブラリ

化のための共通パターン発見による索引化の研究、ならびに、インターネット上の複数の

データベース群を統合するメタ検索の研究を行ない、各種データを統合的に利用できる仮

想的なインターネット・デジタルライブラリ構築のための基盤技術を開発する。この目的

を達成するため、次の４つのサブテーマを設定し日韓合同で研究を進める。 

  

 1. Web データの統合技術  

 2. デジタルライブラリのためのテキスト・マイニング技術  

 3. セマンティク・ウェブとしての研究の展開  

 4. XML 検索と検索エンジンの融合技術  

 

得られる成果は論文として発表するだけでなく、インターネット上で公開する。特に

e-Learning グループとの連携を図り活用されるテストベッドを目指す。 
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5. グリッドの基盤技術及びアプリケーションに関する研究 

 

 近年，ネットワーク技術の進歩により，遠隔地にある計算機システムをネットワーク経

由で利用することが可能になってきた。特に，高性能の計算機資源を高速ネットワークで

複数接続しこれらを統合運用することができるようになれば，科学技術に多大の貢献をす

るものと期待されている。このような技術はグリッドコンピューティング技術と呼ばれ, 

現在様々な研究が行われている。  

 

この拠点プロジェクトでは, 九州大学におけるグリッドの研究者と韓国の忠南大学を中心

にしたネットワークや計算科学アプリケーションの研究者が協力することにより, 実用的

なグリッド技術の研究開発を図る。 まずグリッドに関する基盤技術研究として, 日本と韓

国に跨るデータグリッドの構築と評価, 及びメッセージパッシングや分散共有メモリなど

のミドルウェアに関して新しい技術の開発を行う。 また, グリッドのアプリケーションと

して, 文字列照合と大規模科学シミュレーションを取り上げ, グリッド上で効率良く処理

を行うための技術について研究する。    

 

6. 高度マルチメディアデータ通信の研究開発と e-Learning・遠隔教育への応用 

 

e-Learning や遠隔授業は，高速インターネット技術やセキュリティ技術や仮想現実空間等

の基礎技術・ミドルウェア技術を結集した上での応用技術である。大学においては，いう

までもなく学生教育が重要である。そのため，本拠点大学研究では，上記基礎技術の応用

として，学生教育を支援する e-Learning と遠隔授業に取り組む。遠隔教育では，DV や HDTV

等の高品質なマルチメディア通信技術を教育の現場に持ち込んで次世代的な教育を行う。

e-Learning では，コースで用いる蓄積型の大容量マルチメディアデータのための高度コン

テンツ流通技術や，マルチメディアデータを効率よく効果的に利用するコース管理システ

ム構築のための技術について研究する。 

これらは実際の教育の場で行うため，情報技術的な問題だけでなく，大学間のカリキュラ

ムや制度が問題になる場合がある。そこで，遠隔教育や e-Learning が実験室的な研究にと

どまらず日常的な教育基盤となるための諸問題と洗い出しと解決策についても研究する。 

 

7. 次世代インターネットを用いた遠隔医療の開発と臨床応用 

 

インターネットの医療への応用には、大きく２つの方向性がある。一つはコンテンツを圧

縮することにより画質をある程度犠牲にしながらも現有ネットワークの限られた容量の中

でできるだけ多くの情報を送信しようとするもの、もう一つは大容量のインフラを確立で

きた範囲内での送信に限定されるものの容量を気にせず非圧縮で鮮明な画像を送信しなが

ら遠隔医療を行うものである。ＣＴや MRI を中心とする放射線画像の配信や離島・僻地と
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の医療情報のやり取りはいずれもネットワーク環境の整わない地域を含めたより多くの場

所へ送信しようとする前者の例であるが、静止画や非連続的な低画質の動画に留まり、現

場医療のニーズを必ずしも満足させるものではなかった。 

これに対し我々が目指す方向性は後者に属し、２年前に構築された 2 ギガの容量を持つ日

韓超高速海底ケーブルを利用して、医療用に耐える鮮明で高精細しかも遅滞のない動画像

を配信することを目的としている。高度な診断や治療を行うために用いられる医療用画像

は細かな血管や微細な粘膜の変化さらに細胞レベルでの高解像度を必要とするため、従来

の低解像度の画像では実用には至らなかった。今後高精細な動画像を配信することにより、

特に手術や内視鏡また病理などの各領域における遠隔医療に応用する。またさらにインフ

ラを拡充し韓国側・日本側共に配信先を拡げ、次世代インターネット上での多地点配信を

実現したい。 

 

このようにして、拠点大学交流としての全期間を通じて次世代のあるべき技術開発応用を

日韓という国際フィールドで実用的に行う。 

 

６．前年度までの研究交流活動による目標達成状況 

 

現在、本事業には、7つの共同研究テーマがあるが、この中で、次世代インターネット基盤

技術の研究開発および、次世代インターネットを用いた遠隔医療の開発と臨床応用の活動

は非常にアクティブである。次世代インターネット基盤技術の研究開発共同研究は、主に、

日本側が北部九州を中心とした次世代インターネット研究コミュニティである九州ギガポ

ッププロジェクト(QGPOP)と、韓国側が KESG (Korean Engineering Study Group)の共同会

合が中心になって推進されている。QGPOP と KESG による当共同研究は、年間を通して、ほ

ぼ毎月、日本と韓国交互に行われ、各メンバーによる最新の研究状況の報告や、実証実験

に関する打ち合わせを行ってきている。平成 17 年度に行った次世代インターネット基盤技

術の研究開発共同研究の中のテーマのうち、最も際立っていたのは、日韓での非圧縮 HD ビ

デオ（超高精細動画像）の伝送実験で、現在の 2.4G の回線のうちの 1.5G を使い切るとい

うものであった。 

さて、現在の日韓インターネット回線容量 2.4G に対して、通信量が 1Gbps を超えることは

我々の実証実験がはじまる 11 月以前には実はなかった。しかし、我々の実証実験が本格的

に始まった 12 月以降は、たびたび 1Gbps を超えるトラフィックが発生しており、本事業に

よる実証実験で、初めて日韓の次世代的な通信の研究が開始され始めたことを示している。

なお、高精細画像伝送実験という立場では、韓国の釜山にあるネットワーク処理装置の性

能不具合がこの実証実験で発見され、完全な品質での伝送実験は平成 17 年度には完了して

いない。よって、平成 18 年度も引き続き、この実証実験を継続する予定である。次世代イ

ンターネット基盤技術の研究開発共同研究の他の興味深いテーマとしては、日本の九州大

学と韓国の忠南大学それぞれで、学外とのトラフィックを記録・解析し比較するというも
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ので、著作権保護という観点から P2P 利用が厳しく制限されている日本の大学と、トラフ

ィックの浪費という観点から P2P 利用が抑制されている韓国の大学のトラフィックパター

ンの違いが明らかに異なるという興味深い結果が得られている。 

また、次世代インターネットを用いた遠隔医療の開発と臨床応用共同研究の一部のメン

バーは QGPOP あるいは KESG のメンバーでもあるため、次世代インターネット基盤技術の

研究開発共同研究にも参加している。また、次世代インターネットの基盤研究を行ってい

る共同研究に対して、次世代インターネットの応用研究を行っている共同研究ががっちり

とスクラムを組んで実用的な研究を進めているよい例であるといえる。平成 17 年度は、5

月にソウルで開催された韓国医学会全国大会、11 月に横浜で開催された日本医療情報学秋

季大会さらに 1 月のセミナー時と、次世代インターネットの先進的な技術を用いたおおが

かりなデモンストレーションを共同で行ったが、いずれも成功し、特に日韓あるいは世界

レベルの医療サイドから非常に高い評価を得ることができた。特に、11 月のデモでは、ソ

ウル大学校附属病院の最先端の電子カルテシステムの紹介・デモをライブで行なえるまで

に我々の事業が技術的、また、体制的に整えられていることが示された。なお、この韓国・

ソウルからの電子カルテシステムは日本ではほとんど導入が進んでいないため、その紹介、

デモは非常に好評で、本来ならば、会場に集まった数百名の日本人医師が旅費を負担して

ソウルに見学にいかなければならないところを、このようなシステムを利用できたことで

画期的な医療教育が実践できたといえる。  

平成 17 年度は、9 月に韓国で、1 月に日本で、合計 2 回のセミナーを開催している。韓国

で開催したセミナーは、九州大学大学院システム情報科学研究院と忠南大学で行われてい

るワークショップとジョイントする形で開催した。本事業では、テーマはインターネット

のみに限られるが、大学のワークショップとジョイントすることで、参加者の幅を広げる

ことができた。さらにこの韓国で開催されたセミナーには、九州大学および忠南大学の両

総長が出席され、格式の高いものとなった。 1 月に日本で開催されたセミナーは、より広

く国際的な見地から本事業を評価するために、日本・東京で開催される APAN (Asia Pacific 

Advanced Network)国際会議と共催した。拠点大学のセミナーに、APAN 参加者の日韓以外

の国の方に参加してもらい、よりグローバルなセミナーを開催し、本セミナーの国際的な

プレゼンスを高めることを一つの目的とした。さらに、通常のセミナーよりも大規模にな

ることにより、各研究発表者の発表の質のさらなる向上を目指した。APAN 会合には 20 カ国

以上から約４００名の参加があり、その中で行われた拠点セミナーも従来のセミナーに加

えて、日韓以外の国の研究者また、企業からの発表もおりまぜ、大盛況であった。例えば、

次世代インターネットを用いた遠隔医療の開発と臨床応用の共同研究のセッションでは、

日本、韓国に加え、中国、香港、インド、フィリピン、タイ、シンガポール、オーストラ

リアからの医療関係者の発表、参加があった。また、前述した、インターネット上での高

度プライバシ保護技術を用いたライブ手術映像伝送デモ、また、韓国からの非圧縮手術映

像の伝送デモなどを行い、本事業の取り組みが実用段階であることを世界中に示すことが

できた。 
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７．平成１８年度の研究交流目標 

 

本事業は、本年度が 4年目であることから、平成 18 年度は、既存の７つの共同研究それぞ

れが、本事業の成果と今後について十分韓国側とも議論を行い、将来への発展について目

指すことをひとつの大きな目標とする。特に、次世代インターネット基盤技術の研究開発

および、次世代インターネットを用いた遠隔医療の開発と臨床応用の二つの共同研究につ

いては、次世代インターネット技術共同研究が日本と韓国の間の次世代インターネット回

線のあり方について先進的な技術的な面で、また、遠隔医療共同研究が次世代的な応用の

面で、それぞれ国レベルで大きな貢献をしてきたことから、この二つの共同研究は従来通

り特に重点的な共同研究活動を行う予定である。また、各共同研究ともに、それぞれの共

同研究が取り組んできた技術を、日韓において実証的な面で評価を行い、その実用性につ

いて、十分に評価を行い、社会への貢献について考察を行う予定である。 

 

また、平成 17 年度にはアジアパシフィックの最大規模の次世代インターネット研究コミュ

ニティである APAN と共催してセミナーを行い、大成功を収めた。また、本事業について

アジア各国に知らしめることもできた。なお、いくつかの国の研究者は本事業の技術内容

はもちろん、本事業の一つの目標である日韓の親密な研究基盤の形成について非常に興味

を持った様子であった。平成 18 年度は APAN 会合は 7 月にシンガポールで、また、1 月に

マニラで計画されている。第三国で開催されるので、セミナー規模の交流は難しいが、次

世代インターネット基盤技術の研究開発および、次世代インターネットを用いた遠隔医療

をベースにした日韓ジョイントワークショップ形式の共同研究を APAN 会合中に行い、本

事業のプレゼンスを継続的に APAN に示すとともに、本事業のアジア展開の可能性につい

て図る予定である。
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８．平成１８年度の交流事業の概要 

 

８－１ 共同研究 

 

次世代インターネット基盤技術の研究開発および、次世代インターネットを用いた遠隔医

療の開発と臨床応用の二つの共同研究については、ほぼ毎月、共同研究による来日あるい

は訪韓を行う予定である。特に、平成 18 年度 10 月には、韓国・ソウル・ロッテホテルに

おいて、アジア太平洋内視鏡外科学会議（ELSA）が開催される予定であり、この国際会議

ではアジア規模での遠隔医療デモが、本事業の研究者を中心に計画されている。この医療

デモは平成 17 年度のセミナーで日本・秋葉原において行った、高度プライバシ技術を用い

た 4 地点高精細動画（ＤＶＴＳ）マルチ通信と同様なものを予定しているが、今回は、会

場が日本ではなく韓国であるため、このような次世代技術を用いた次世代応用実証実験が

韓国でも成功できれば、本事業では日韓で次世代技術の応用実証実験が成功したことにな

り、本事業の社会的な還元が日韓ともに行えることが期待できることを示すことができる。

さて、この 4 地点高精細動画（ＤＶＴＳ）マルチ通信を実現するためには、30Mbps の帯域

を常に必要とするデジタルビデオをインターネットでパケット損失なしに通信でできるた

めのインターネット技術ならびに、アジア圏の様々な国から韓国まで安定した経路を保持

するためにインターネット運用技術が必要になる。なお、実際のデモでは会議用のＤＶＴ

Ｓと手術用のＤＶＴＳは別のものを用いるため、リモートサイトでは、合計で６０Ｍｂｐ

ｓの帯域が、また、サーバを設置するサイトでは合計で３００Ｍｂｐｓに近い非常に大き

な帯域を扱う必要がある。また、高度プライバシの実現は、IP-SEC を用いるが、IP-SEC の

利用そのものはまだ新しいため、その利用には次世代インターネットに関する高度な知識

が必要である。このような高度で先進的な医療デモを韓国で、日韓協力して実現・成功さ

せるために、毎月開催される共同研究では、その要素技術に関する様々な議論が行われる

予定である。 

 

他のインターネットにおける情報セキュリティ技術の研究開発、インターネットを介した

仮想現実空間構築技術の研究開発、デジタルライブラリのための次世代インターネット基

盤技術の研究開発、GRID に関わる基盤技術ならびに応用技術に関する研究、高度マルチメ

ディアデータ通信の研究開発と e-Learning・遠隔教育への応用開発の５つの共同研究につ

いては、年に数回程度ワークショップ形式で開催される予定である。 

 

若手研究者の育成に関しては、インターネットにおける情報セキュリティ技術の研究開発

共同研究では、平成 18 年度韓国から九州大学に博士課程学生の長期滞在（3 ヶ月程度）に

よる共同研究が計画されており、この期間に日韓の若手研究者のさらなる日韓交流が進む

ことが期待されている。 
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８－２ セミナー 

 

本事業では、セミナーは年に 2 回、夏に韓国で、冬に日本で開催してきた。しかし、同時

期に APAN 会合があり、また、お盆、正月は日本と韓国で微妙にずれているため（日本の

お盆は 8 月中旬であるが韓国のは 9 月初旬である。また日本の正月は 1 月はじめであるが

韓国の旧暦のお盆は 2 月初旬である。）、日韓の多くの研究者が参加できる日程を決めるの

に苦慮していたが、本年は、APAN の夏の会合が 7月にあることから、夏のセミナーを韓国

で 8 月終わりに、また、冬のセミナーは 2 月の初めに計画することで、セミナーの今まで

以上の充実を図ることを予定している。 

 

さて、本事業が 4 年目であることから、セミナーも従来の共同研究を超えた新しい研究交

流の場の提供という意味合いから、本事業の本当の成果の場に移行させる予定である。具

体的には、夏に韓国で開催されるセミナーでは、従来の共同研究の成果の発表に加え、第

三者を司会にして、各共同研究間での、次世代インターネットへの貢献に着目したパネル

討論などを計画している。司会を第三者におくことで、客観的な評価が行われることを期

待している。また、第三者としては、民間の企業に勤められる方あるいは、日韓以外の国

の方を想定している。 

 

日本で開催される冬のセミナーでは、本事業最終セミナーになることから、各共同研究の

実証的な部分が評価できるような形式を予定している。具体的には、各共同研究が行った

実証実験あるいはそれに相当するものの紹介を行い、それが実社会にどのように貢献でき

るか、全員で評価する。 

 

また、技術的な評価に加えて、人的な面での評価についても取り組む予定である。セミナ

ーは日韓あわせて 100 名を越す研究者が一同に集まる数少ない機会であるので、このよう

な機会を用いて、本事業を通じて、次世代インターネットをテーマにした色々な研究の基

盤が形成されたかどうか、定量的に評価することに取り組む予定である。 

 

このように平成 18 年度のセミナーは、本事業の研究を、客観的にあるいは技術の社会還元

という面さらには人的な面で評価を行い、我々の研究成果、研究活動が日韓あるいは国際

的にどのような貢献ができるかを明確にする。 
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８－３ 研究者交流（共同研究、セミナー以外の交流） 

 

平成 18 年度は、共同研究、セミナー以外の交流は行わない予定である。 
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９．平成１８年度交流人数・人日数総表 

９－１ 相手国との交流計画 

（単位：人／人日） 

    派遣先 

派遣元 

日本 

（JSPS） 

韓国

（KOSEF）

シンガポ

ール 

フィリピ

ン 
 合計 

日本（JSPS）  96/336 4/20 4/20  104/376 

韓国（KOSEF） 72/342     72/342 

       

       

       

合計 72/342 96/336 4/20 4/20  176/718 

 

９－２ 国内での交流計画 

35／88  （人／人日） 

 

 


