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拠点大学交流事業 
平成１８年度 実施報告書 

 
 
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                                 

交流分野・研究テーマに係るホームページ：http:// www.corengi.net                                 
 
３．開始年度 
    2003 年度（平成 15 年度） 

 
４．交流実施期間（業務委託期間） 
  平成 １８年 ４月 １日 ～ 平成 １９年 ３月 ３１日 

 
５．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、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 
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相手国側実施組織 

     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 

     協力大学：（英文） 

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

Korea University, Hanyang University, Kyungpook National University, Kyunghee 

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 

 

６．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。 
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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

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、社会への還元を図る。 

 

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。 
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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誌情報だけでなく、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。 
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 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。 

 

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
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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。 
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７．平成１８年度の研究交流実績の概要 
７－１ 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、共同して活動を行い、2 ヶ月に 1

度のペース（4月 日本、6月 韓国、9月 日本、11 月 韓国、2月 日本、3月 韓

国）で、共同研究による来日あるいは訪韓を行い、各国から数名による最新の研究発表、

議論、情報交換などを行った。また、日本で開催される場合は、日本のメンバーの学部

生、院生も積極的に参加し、また、自ら研究発表も行った。学部生や院生は国際会議で

研究発表をする機会がそんなにあるわけではないので、このような頻繁に行われる共同

研究を利用して、外国人の前で研究発表を行い、質疑応答をすることは彼らにとって非

常にいい体験になった。なお、研究テーマは日本側がネットワーク管理、e-learning、

医療教育などやや階層が高い研究テーマなのに対し、韓国側は基本的なモビリティの研

究、セキュリティなどやや階層の低いテーマが多かった。しかし、このように互いにタ

ーゲットが異なるのもそれぞれの研究を互いに客観的に評価したり、実用性を検討する

上で興味深かった。また、ネットワーク管理技術については、互いに興味のある日韓の

メンバー間によって研究が深められ、日韓共同での国際会議投稿あるいは論文執筆・投

稿などが積極的に行われている。 

 

次世代インターネット基盤ならびに医療の共同研究に関連して、平成 18 年 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

されたが、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、実施、そして成功した。この医療デモの実施は、次世代インターネット基盤技術

から見ると将来の社会に向けて実現・解決すべき技術課題の実証実験であり、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から見ると、将来実用化すべきインタ

ーネット上での医療の応用である。よって、このデモの成功は、本拠点事業が、将来実

用化されるインターネット技術・応用について実践的に取り組み、また、高い技術力を

開発できていることを示している。また、今回は、会場が昨年までのように日本ではな

く韓国であったため、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を示した。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ＤＶＴＳ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６０Ｍｂｐｓ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
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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。さらに、医療関係の実証実験では、3月末に日韓で患者のプライバシを保護

した状態で、手術映像を高精細動画（ＨＤ）で伝送する実験に成功し、1.6Gbps の帯域

を必要とするＨＤ動画に IPsec を施した伝送を、実際の医療に世界で初めて適用させた。

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、

本年度開催された次世代インターネットおよび医療の共同研究では、その要素技術に関

する様々な議論が行われ、メンバー間の技術力を大幅に向上させることができた。 

 

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、主に 2回開催されたセミナーに合わせた研究活動が行われている。 

 
７－２ セミナー 

 

平成 18 年度のセミナーは、8月に韓国、2月に日本と計画通り、2回開催された。 

 

8 月に韓国で行われたセミナーでは、従来のセミナーとは異なり、複数の共同研究主体

が、日韓の次世代インターネット上での具体的かつ実用的な事項について議論を行った。

これにより、各共同研究の役割がさらに明確になった。同時に、互いの研究内容および

各人の位置づけについて明らかになったので、本事業による日韓の研究者間の技術、人

的拠点の形成についても明確にすることができた。このセミナーの成果は、今年度の各

共同研究のありかたに十分な指針を示すことができた。 

 

2 月に開催された日本でのセミナーの目的は、各共同研究の研究成果を社会へ還元する方法

について、明らかにすることであった。そのため、各共同研究では、いままで実施した実

証実験あるいはそれに相当する研究活動を中心に紹介し、それがどれくらい社会の役に立

つのかについて共同研究ごとに協議、評価することに重点をおいた。なお、共同研究は、

互いに関連性の高い、ネットワーク、セキュリティ、GRID およびデジタルライブラリ、

e-Learning がそれぞれまとまってセッションを構成し、医療、仮想現実は単独で行った。

セミナーでは、2日間にわたって、研究発表ならびにそれに基づいた議論を行った。それに

よって、本事業による技術の実用化に関する評価を行ない、各共同研究の今後の方向性を

明確にすることができた。 

 

７－３ 研究者交流（共同研究、セミナー以外の交流） 

 

研究者交流は平成 18 年度は実施していない。 
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８．平成１８年度の研究交流の成果 
８－１ 研究協力体制の構築状況 

 

本事業を推進する上での、両国の拠点大学である、九州大学と忠南大学の協力体制は十

分であるといえる。本事業の中心的活動を遂行している共同研究である次世代インター

ネット基盤技術の研究開発の代表者をそれぞれの大学で務めていることもあり、同共同

研究は平均すると２ヶ月に 1回は日本あるいは韓国で共同研究が行われている。これに

よって、本事業者の実質的な推進者が対面で会う機会が定期的に設けられている。これ

により、協力関係も十分に維持されている。また、日本側および韓国側のコーディネー

ターはそれぞれアジアパシフィックの次世代インターネット技術研究の拠点である 

APAN の中心的な役割を果たしており、APAN の中で日韓の案件が扱われる場合、本事

業に基づいてそれが行われるようになってきている。平成１８年度は、２回開催された

APAN 会合(シンガポール、マニラ)の中で本事業による共同研究も実施した。APAN は、

日本国政府と韓国政府レベルの間のインターネットワーク事業の協議が行われること

が多いが、本拠点事業による日韓交流は、日韓政府間のインターネット事業促進に少な

からず貢献している。平成１８年度は、日本と韓国の間のインターネット回線を 10Gbps

へ増速することに成功したが、これに対する本事業の貢献は少なからず大きい。本事業

での、日韓の研究者の関係は、このような政府などへの働きかけを国際共同的に行える

くらいの体制がすでに構築されている。また、個々の共同研究を見ても、それぞれの共

同研究は自立して、共同研究を企画、実施できるような研究協力関係ができている。ま

た、次世代インターネットワークや医療分野のようにいくつかの共著論文を執筆するな

どの共同研究体制が整っている。 

 

８－２ 学術面の成果 

 

本事業が開始されるにあたって、前述の APAN における日韓の活動支援という目標があ

ったが、平成 18 年度には、 APAN の中で本事業の共同研究を開催することができた。

これにより、本研究活動をアジアの先端的なネットワーク研究グループの中で国際的に

実施できるようになった。また、APAN の中でも共同研究を開催することにより、アジ

アレベルでより多くの研究者と研究について協議できる機会ができ、学術面での広がり

が増えた。 

 

実証実験では、10Gbps に増速された日韓線を利用して、韓国ソウル大学病院にある、

HD 出力つきの最新式の内視鏡からの映像を、患者のプライバシを考慮して IPsec を用

いて、非圧縮で、福岡に送信するデモを、福岡で開催されていたアジア太平洋肝胆膵会

議の会場に対して行った。送信には、約 2Gbps の帯域を使用した。この国際会議には、
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１５０名以上の医師が各国から集まっていたが、画質の超高品質さは、全ての参加者の

想像を超えるものであった。このような超大容量かつセキュリティ機能つきという高度

な次世代的な通信が本事業の支援のもと日韓で行えるようになったことは、評価に値す

る。 

 
８－３ 若手研究者養成 

 

大学博士課程から助教授クラスのレベルの若手研究者養成の観点では、本事業の潤沢な

研究費によって、非常に十分な研究交流が実現でき、日韓の次世代インターネット研究

の拠点が順調に構築されてきている。特に、大学博士課程から助教授クラスでは、海外

へでかける機会は通常ではそう多くないはずであるが、本事業では、それが違う。九州

からは、東京よりも韓国・ソウルの方が地理的にも近いが、本事業によって、東京へ行

く感覚で韓国と共同研究が行えている。それによって、自然に国際交流の機会が増えて

おり、彼らの国際的な感覚・センスを磨くよい機会になっている。 

 

さらに、インターネット研究でいういわゆる若手とは、大学の学部生あるいは修士学生

のことを指すことが多いが、彼らの韓国への旅費支援などは行っていなかった。しかし、

本事業の中心的活動を遂行している共同研究である次世代インターネット基盤技術の

研究開発の共同研究の頻度が高いため、どちらかの国で開催されるときに彼らは参加し

ている。なお、これは日本も韓国と同じ状況で、両国の若年齢の学生が参加している。

そのため、本事業では、大学学部生あるいは修士学生も定期的に日韓の国際的な共同研

究に自然と参加して、高度なインターネット技術の勉強を国際的に行っている。このよ

うな事例は、日本中他を探しても例は少ないのではないかと思われる。このような若年

齢の学生が早い時期から国際的な場で研究が可能になっているのも本事業の特徴であ

り、また、貢献であるともいえる。 

 

８－４ 社会貢献 

 

本事業での社会貢献でまず、あげるべきは、次世代インターネットを用いた遠隔医療の

開発と臨床応用に関する共同研究の活動である。この医療に関する共同研究では、日韓

で定期的にインターネットを利用した医療事業が行われている。それは主に、日韓の医

師間での手術などに関する知識の共有であり、遠隔手術ではないが、すでに非常に大き

な効果をあげている。 

 

次にあげるべきは、次世代インターネット基盤技術の研究開発に関する共同研究の日韓

研究ネットワーク整備への貢献である。日本と韓国の間の研究ネットワークは、日本政
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府と韓国政府の出資により成り立っているが、その回線の維持あるいは増速には、学識

者が政府に対して働きかけをする必要がある。また、その際に、日本と韓国で協力して

行う必要がある。つまり、いくら学識者が政府に働きかけても、日本と韓国で一貫性が

ないと、無意味である。しかし、本事業によって、日韓で各政府に対して働きかけので

きる中心人物の交流がさらに深まっているため、現在では、日韓の研究ネットワークの

維持は順調である。その結果、前述したように、日韓で、10Gbps という大容量の回線

の確保にも成功した。この点も本事業の貢献は非常に大きいといえる。なお、この10Gbps

の回線を用いたデモ等の様子は日韓それぞれのマスメディアで報道され、日本、韓国両

国内でも注目された。 

 

 
このように本事業では、冒頭挙げた次世代インターネットの実用化に着目して、インタ

ーネット技術そのものの研究と応用研究を融合させた体制で、次世代のインターネット

の研究開発と実証実験に日韓で取り組むという目標を果たし、また、その実用化で社会

にも還元しているといえる。 

 

８－５ 今後の課題・問題点 

 
平成１９年度から、修士学生の支援が従来より緩和されるので、修士学生の支援を積極

的に行う予定である。しかし、修士学生の数は多く、また、活動支援の効果も博士学生

以上の研究者に比べると把握しにくいため、支援効果が曖昧にならないように注意する

必要がある。 

 

８－６ 本研究交流事業により発表された論文 

  平成１８年度論文総数   54  本 

   うち、相手国参加研究者との共著  8 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 0  本 

   ※論文一覧は別紙にて掲載 



 12 

９．平成１８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） 

韓国 

（KOSEF）
ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙ ﾌｨﾘﾋﾟﾝ 合計 

実施計画 96/336 4/20 4/20 104/376 日本 

（JSPS） 実績 
 

70/258 1/7 1/9 72/274 

実施計画 72/342   72/342 韓国 

（KOSEF） 実績 81/278 

 

  81/278 

実施計画      

実績   

 

  

実施計画      

実績    

 

 

実施計画       

実績      

実施計画 72/342 96/336 4/20 4/20 176/718 合計 

実績 81/278 70/258 1/7 1/9 153/552 

 

 

９－２ 国内での交流実績 

実施計画 実  績 

  35 ／ 88 （人／人日）  29 ／ 62 （人／人日） 

 

 


