
拠点大学交流事業 評価資料 

 

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 

 

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   



・ 評価資料の要約 

 

本事業の目的は、現在世界規模で行なわれている、次世代・新世代ネットワークの研究に

対して、アジアとして日本・韓国がまとまり参画できる国際的な人的関係を構築すること

である。本事業は、まず、日韓の多くの研究者が参加できるよう、7 つの共同研究から始

まり、後期では前期のうちで活動的であった 3つの共同研究に重点をおくものの、セミナ

ーは年に 2回開催し、従来からの参加者も引続き本事業に参加できるようにした。また、

学生を中心とする若手研究者の育成に留意した。8 年にわたる、人的交流を中心にしたア

ジアで先端的に行った次世代インターネットの共同研究によって、本事業は将来の他のア

ジア諸国との共同研究の参考になるレベルに達したことをメンバー一同で確信した。そし

て、アジアの次世代・新世代ネットワーク研究コミュニティである APAN、AsiaFI に多数

の本事業経験者を要人として残し、本件事業の目的であったアジアとして日本・韓国がま

とまり参画できる国際的な人的関係を構築することができた。本事業によって、構築した

日韓の人間関係の元、今後も、日韓で協力してアジアとしてネットワーク研究の国際社会

に挑み続けたいと考えている。



・評価資料の要約（英語） 

 

The main object of this project is to establish human relationship between 

Japan and Korea against the world-wide research for Next and New 

Generation Networking as Asia. This project has started with seven 

research themes so that as many Japanese and Korean researchers can join. 

And after polishing the activities of four years, the project has focused on 

three main research themes. But the seminar which has been held twice for 

each year has covered many topics and still many members can join to the 

project. This project also has taken care of the educations for students so 

much. At the last, all of member has confirmed that our advanced project for 

human relationship for network research has succeeded in Asia. Now many 

member from this project are working for and researching on APAN (Asia 

Pacific Advanced Network) and AsiaFI (Asia Future Internet) together as 

the important positions. It means that our project has established enough 

human relationship between Japan and Korea for Next and New 

Generation Network research as Asia. 

  



１．事業の目標 

 

インターネットは 1970 年代にアメリカで研究開発されたパケット交換技術を元につくら

れ、1980 年代からの学術的な利用の開始、1990年代からの商用利用の開始を経て、現在に

いたっている。技術的には 1980 年代でのアメリカにおける研究開発によって、インター

ネット技術は研究され、成熟した。世界的なインターネットの普及は、1990年代初頭の商

用利用以降が著しく、国際通信用の光ファイバの利用開始により、1990年代終盤には国際

間を高速に接続し、国際的に教育や研究に利用することも始まった。2000年代に入ると移

動通信技術が実用化と光ファイバが潤沢になった等により、その利用の自由度が著しく高

くなり、いままでできなかった多くのことが研究レベルで実現され、それらのうち企業で

ビジネスモデルが確立されたものは、2010 年前後から実用化された。 

 

ところで、2000 年代に入ると、1990年代に整備された通信インフラの見直す研究が始まり、

2000 年代終盤にはインターネットそのものを見直す研究が始まった。前者は次世代ネット

ワーク(Next Generation Network)技術研究 、後者は新生代ネットワーク(New Generation 

Network)技術研究と呼ばれる。これらの研究活動はインターネットの基本的な部分の研究

開発がアメリカで行なわれたのに対して、北米、欧州そして、北東アジアが中心として、

世界中で行なわれはじめた。次世代ネットワークは、通信階層の下部である通信インフラ

の再構築がその主なテーマになっており、企業が取り組んでいる。学術系が取り組むのは、

主に次世代ネットワークの利用に関する通信階層の上部のものである。そのため、ある組

織内で閉じてではなく、広くパートナーを求め、実証実験を通じてという研究スタイルが

多い。これに対して、新世代ネットワークは新しい通信プロトコルの研究開発が主なテー

マであり、学術系の得意とする分野である。研究のスタイルも国際会議スタイルの会合で、

各研究機関の研究成果を公表してお互いに切磋琢磨するスタイルが多い。さて、国際的な

ネットワーク研究の支援状況を見ると、NSF などの大きなプログラムでは、アメリカ vs ア 

ジアや、EC vs アジアというように、アジアの特定の国ではなく、アジアを集合体と想定

しているケースがある。1997年に設立された、アジア最大の先進的ネットワークコミュニ

ティである APAN (Asia Pacific Advanced Network) は、NSF のアメリカ対アジアのプロ

グラムに対応するために設立した任意団体である。その後、ヨーロッパ連合がアジアに対

して始めた TEIN プロジェクトにもスムースに対応できた。 

 

本事業の目的は、このようなインターネットの世界的な流れの中で、アジアの中で最も進

んだ国である日本国と韓国のネットワーク研究者間で密に連携し共同研究を遂行し、アジ

アの代表として国際的に強いプレゼンスを示し、北米や欧州に対して、アジアとして推進

できる体制・コミュニティを形成することである。 

 



２．事業の実施状況 

 

２－１．事業の全体的な体制 

 

日本側の拠点大学は九州大学であり、研究代表者は有川節夫教授・情報担当理事(2003 年

～2008 年)、安浦寛人教授・情報担当理事(2009年～2010 年)が務め、コーディネータは岡

村耕二准教授が全期間(2003年～2010年)務めた。韓国側の拠点は忠南大学であり、研究代

表者およびコーディネータをともに工学部 Kim Dae Young 教授(2003 年～2009 年)、Se Jin 

Seong 教授(2010年)が務めた。 

 

本事業に参加した研究者は非常に多く、その結果、協力大学は多岐に亙り、終了時の時点

で、日本、韓国の協力大学は以下の通りである。本事業に参加している研究者は 2-2 で報

告するいずれかの共同研究を行ない、それらの研究者が所属する機関に協力大学になって

頂いた。 

 

日本側: 

早稲田大学、九州産業大学、長崎大学、大分大学、京都大学、国立情報学研究所、東京大

学、慶応義塾大学、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、飯塚病院、九州国立博物館、サイバー大学、京都第二赤十字病院、

福岡大学、有吉病院、産業医科大学、藤田保健衛生大学、名古屋大学、佐賀大学 

 

韓国側: 

韓国科学技術院、ソウル大学校、高麗大学校、漢陽大学校、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、全北大学校、世宗大学校、慶尚大学校、東西大学校、大邸

大学校、ソウル大学校 盆唐病院、サイバーチェロアカデミー 

 

２－２．共同研究の体制 

 

本事業は 2003 年度から 2006 年までの前期 4 年間と、2007 年から 2010 年までの後期 4 年

間で構成される。共同研究は前半と後半で異なったため、それぞれについて下記に示す。

本事業を 2003年に始めるあたり、関係するなるべく多くの研究者が参加できるよう、前期

の活動は共同研究の幅を広げていた。後期は、前期での活動内容に基づいて重複するテー

マをまとめ、また、共同研究を絞って行ない重点化を行なった。 

 



2003～2006 年 

 

次世代インターネット基盤技術の研究開発 

本共同研究の基盤となる、次世代インターネットの基盤技術である IPv6 QoS 、マルチキ

ャスト、インターネット計測、モバイルといった研究課題に取り組む。また、国際 IX の

実現といった日韓の地域的な研究開発活動にも取り組む。 

 

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 

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、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。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。 

 

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電子図書情報だけでなく、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。そこで、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。 

 

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 

日韓の博物館・水族館等(以下まとめて博物館と表記)、学術・芸術・歴史的資料を多く所

有する組織間で協調し、ネットワークを介して互いの所蔵物を補完し、より包括的な資料

情報をさまざまな利用者層に提供すると共に、それらの情報を用いた学術研究を支援する

事を目的とする。そのため、それに必要となるインターネット上での仮想現実空間技術開

発に取り組む。さらに、目録データベースの共同開発をはじめとする大学図書館の情報化・

ネットワーク化に共同して取組み、ネットワークを介した国際ＩＬＬシステムの効率化に

取り組む。 

 

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 



DV(デジタルビデオ)や HDTV (高精細 TV )通信技術といった高度マルチメディアデータ通

信技術の研究開発に取り組む。そしてそれを e-Learning に応用する。e-Learning は、日

韓大学間での単位互換を念頭においた実用的なものを目指す。また、e-Learning のコース

ウェア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に

取り組む。 

 

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 

認証技術等のセキュリティに関する技術ならびに、情報圧縮等のセキュリティに関連する

技術の研究開発を行う。 

 

GRID に関わる基盤技術ならびに応用技術に関する研究 

スーパーコンピュータ級の計算機を日韓の高速ネットワークで密に接続することによるコ

ンピュテーショナル GRID、望遠鏡や加速器から採取される大量データを高速に複数地点に

通信するデータ GRID、人間同士そのものをつなぎあわせる Access GRID といった、あら

ゆる GRID に関する研究開発を行う。 

 

2007～2010 年 

 

後期は、前期に実施した共同研究のうち下記の５つのテーマに絞って共同研究を行なった。

さらに、セキュリティと次世代応用の２つのについては、共同研究は基本的にセミナーの

機会を利用することとし、実質的には、インターネット基盤、遠隔医療、仮想現実の３つ

の共同研究の重点化を行なった。 

 

次世代インターネット基盤技術の研究開発 

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 

インターネット上における高度次世代応用に関する研究 

 

２－３．セミナーの実施状況 

 

2003 年から 2010 年までの 8年間で、本事業では 16回のセミナーを開催した。全セミナー

の共通的なねらいのひとつは、多岐に亙る大量の参加者の間で技術情報の共有を行なうこ

とであった。前期(2003年～2007 年)では、複数の部屋を使い共同研究ごとに並列に発表を

行なっていたが、この形式では情報共有に支障があったため、後期 (2008 年～2010年)は、

シングルトラックとして、発表者は全ての参加者の前に発表を行なう形式に変更した。 



 

第 1回セミナー 2003年 9月 5日～ 9月 6日: 韓国・大田市・忠南大学 

第 2回セミナー 2004年 2月 6日～ 2月 7日: 日本・福岡市・リーセントホテル 

第 3回セミナー 2004年 5月 13日～ 5月 14日: 日本・長野県・軽井沢 セミナーハウス 

第 4回セミナー 2004年 11月 25 日～11月 27日: 韓国・大田市・忠南大学 (JSPS 163委

員会と共催) 

第 5回セミナー 2005年 9月 1日～ 9月 2日: 韓国・大田市・忠南大学 

第 6回セミナー 2006年 1月 22日～ 1月 26日: 日本・東京・秋葉原コンベンションセン

ター (APAN と共催) 

第 7回セミナー 2006年 8月 24日～ 8月 25日: 韓国・大田市・忠南大学 

第 8回セミナー 2007年 2月 8日～ 2月 9日: 日本・福岡市・九州大学 

第 9回セミナー 2007年 10月 1日～10月 2日: 韓国・済州島・済州大学 

第 10回セミナー 2008年 2月 12 日～ 2月 13日: 日本・京都市・京都大学 

第 11回セミナー 2008年 8月 20 日～ 8月 21日: 韓国・釜山市・釜慶大学 

第 12回セミナー 2009年 2月 12 日～ 2月 13日: 日本・別府市・つるみ荘 

第 13回セミナー 2009年 8月 20 日～ 8月 21日: 韓国・慶州・TEMF ホテル 

第 14回セミナー 2010年 1月 25 日～ 1月 26日: 日本・札幌市・北海道大学 

第 15回セミナー 2010年 9月 10 日～ 9月 11日: 韓国・扶余・ロッテホテル 

第 16回セミナー 2011年 2月 10 日～ 2月 11日: 日本・鹿児島市・温泉ホテル中原別荘 

 

２－４．研究者交流など、その他の交流の状況 

 

本事業では研究者交流は実施していない。 

 

２－５．事業に対する相手国拠点大学、対応機関 との協力の状況 

 

例えば、セミナーの開催について、本事業では、毎年、日本と韓国で 1回づつ開催するこ

とを事業が始まった時に決め、8年間それを実施した。セミナーでは、両国から 30～50名

程度の参加者があったが、プログラムの準備はもちろんのこと、ホテルや食事の手配、交

通手段の準備、出張費用の清算（日本国での開催のみ）などは相当な負担であった。しか

し、大きなトラブルも発生することなかった。これは、受け入れる側の準備に加えて、参

加する側も協力があってのことである。さらに、後半のセミナーは、九州大学、忠南大学

以外での実施が多かったが、これは、協力大学が自ら受け入れを希望したからである。こ

のように 8年間の交流活動で、日韓の拠点大学、協力大学の間で十分な交友意識が持たれ、

十分な人間関係も構築された。拠点交流以降は、本事業を経験した日韓のメンバーで学会

の国際会議などを一緒に企画する機会など十分に考えられるが、この交流事業によって、



それらはよりスムースに行なわれることが期待できる。 

 

３．事業を通じての成果 

 

３－１．交流による学術的な影響 

 

本事業の目標は、アジアを代表するネットワーク研究コミュニティの形成であるが、本事

業が始まるきっかけとなった APAN の中で、本事業を経験した日韓メンバーが、本交流事

業前に比べて、より協力的に連携して活動している。特に本事業のメンバーで、現在の APAN 

の要職についている方々は下記の通りである。 

 

後藤滋樹(早稲田大学): ボードメンバー 

Kim Dae Young (忠南大学):ボードメンバー 

岡村耕二 (九州大学): eResearch 分野 ディレクター 

清水周次 (九州大学): 遠隔医療 WG 長 

Ho-Seong Han (ソウル大学): 遠隔医療 WG 長 

岡部寿男 (京都大学) : ミドルウェア WG 長 

Jongwon Kim (GIST): HDTV WG 長 

笠原義晃 (九州大学): セキュリティ WG 長 

北村泰一 (NICT): セキュリティ WG 長 

 

さらに、アジアにおける新世代ネットワーク研究母体として 2007年から発足した AsiaFI 

(Asia Future Internet) にも、本事業のメンバーの多数が要職を務めている。 

 

Yanghee Choi (ソウル大学): ボードメンバー 

村井純 (慶応大学): ボードメンバー 

加藤朗 (慶応大学): ステアリングメンバー 

岡部寿男 (京都大学): ステアリングメンバー 

Choongseon Hong (慶煕大学): ステアリングメンバー 

Dongman Lee (KAIST): ステアリングメンバー 

Kilnam Chon (KAIST): ステアリングメンバー 

岡村耕二 (九州大学): ステアリングメンバー 

 

このように、現在、アジアを代表とする、次世代ならびに新世代ネットワークの研究コミ

ュニティに本メンバーが要職として多数存在しているが、その中で本事業による交流によ

る日韓のスムースな意志疎通が多大な貢献をしている。 



 

３－２．共同研究を通じての研究業績・研究者としての発展 

 

論文リストは別途添付する。本事業による交流で、日本国メンバーの国際的な研究活動が

活性化されたのは明らかである。特に、大学院修士課程学生の交流にも本事業経費の使用

を許可して頂いたので、本事業に参加した学生は、本事業の国際交流の経験や、韓国教授

などの助言を活かして、通常の学生よりも多くの国際会議経験をしている。 

 

３－３．セミナーの成果 

 

後期はシングルトラックで発表を行なったことにより、全メンバーで次世代・新世代ネッ

トワークに関する最新の技術情報を共有することができた。本事業のセミナーによる成果

は最終セミナーの報告書に集約されていると思うので、抜粋する。 

 

本事業において多くの研究者が一堂に会する最後のセミナーにおいて、参加者一人ずつが

事業で取り組んできた研究内容と将来のインターネットの課題発表を行い、本事業の技術

的な成果をまとめることができた。さらに、各人が各々の研究分野に基づいて熟考してき

た将来の日韓共同での次世代インターネット研究のあり方について、幅広くまとめること

ができた。この最後のセミナーによって、未来の  BTOP (Broadband Technology 

Opportunities Program) のようなインターネットの国際共同的な研究開発の指針を示す

ことができた。アジアで先端的に行った次世代インターネットの日韓共同研究の将来につ

いてまとめることができ、本事業は将来の他のアジア諸国との共同研究の参考になるこ 

とを参加者一同で確信した。 

 

3-1 で示したよう、本交流事業の経験者の多くが、引続き、次世代・新世代ネットワーク

の国際研究コミュニティのアジアの中で活躍しているが、本交流事業のセミナーで応用か

ら基礎まで多岐にわたる最新の動向を数年にわたって情報収集、情報共有できたことの効

果は大きい。 

 

３－４．若手研究者の交流に関する成果 

 

日本側では、九州大学でネットワーク基盤 WGで 2名、仮想現実 WGで 2名の博士取得者が

あった。特に、ネットワーク基盤 WGでは、1名は社会人で、もう 1名は韓国の社会人であ

る。それぞれ、本事業のテーマである次世代・新世代ネットワークに関連した研究であっ

たが、本事業がなければ、彼らの博士取得はありえなかったと考えられる。 

 



また、若手研究者への成果として、3-2 でも述べた大学院修士課程の学生への成果をあげ

ることができる。この成果は、仮想現実 WGの報告書で次のように述べられている。 

 

韓国側メンバーは国際的に活躍する研究者であり、定期的に彼らと議論することにより、

研究開発を飛躍的に促進させることができた。韓国側メンバーはＶＲおよびネットワーク

技術の専門家であり、ネットワークを介したＶＲ応用システムの研究開発において、韓国・

日本間でネットワーク実験を実際に行うことにより、研究開発を促進できた。韓国側メン

バーを研究室に招聘した際に、学生自らが研究内容紹介やデモンストレーションを行い国

際的に活躍している韓国側メンバーと英語で議論することにより、学生の研究開発意欲を

非常に高めることができた。逆に、韓国側メンバーの研究室に招聘される際、学生を同 

行させ、英語で研究発表や議論をさせることにより、学生の研究開発意欲を高めることが

できた。これらの活動は、時間の決められたフォーマルな学会の研究発表とは異なり、研

究者仲間としてのストレートな議論を交わすことができる点でその意義は大きい。また、

関連ある国際会議やワークショップをお互いに紹介しあったり、時にプログラム委員とし

て招請しあったり、また、招待講演者として招請する等、研究活動の幅を広げることがで

きた。このように本事業による若手研究者交流の成果は非常に大きかった。 

 

３－５．交流を通じての相手国から貢献 

 

韓国の教員は、アメリカなどでの滞在経験が一般的に日本人よりも豊富であるため、視点

が日本人よりもグローバルである。また、日本人よりも国際プロジェクトを企画する能力

がある。新世代ネットワークアジアコミュニティである AsiaFI の創設も韓国が中心にな

って行なわれたが、AsiaFI に、本交流事業の多数の経験者が要職を得ているのも本交流事

業によるところが大きい。本事業がなければ、AsiaFI への日本からの参加は現在ほど積極

的ではなかったと考えられる。さらに、アジアとアフリカの連携を行なう Asia Africa 

Forum も韓国が中心になって立ち上げたが、これにも本交流事業のつながりで、日本人が

参加している。結果的に、本事業のおかげで日本とアフリカの間での新世代ネットワーク

研究の道が開かれた。また、本交流事業において、実証研究で多大な成果をあげた遠隔医

療 WGメンバーは、本事業をきっかけにして韓国以外の国との実証研究を実施しているが、

第三国のパートナーとして、本事業の韓国メンバーの紹介によるものが多数あった。この

ように、本交流事業による研究の国際的な広がりへの貢献は絶大であった。 

 

３－６．交流を通じての相手国への貢献 

 

3-4 でも記したが、本事業を通じて、韓国の研究者に日本の大学が博士号を取得させてい

る。その他、共同研究を通じて、韓国の博士・修士学生あるいは、訪問先の韓国において



学部学生の研究指導を行なっている。また、2008 年には、韓国の学生を日本のネットワー

ク企業である IIJ を拠点として共同研究を行ない、韓国の学生にインターンシップのよう

なものを経験させている。 

 

３－７．成果の社会への還元 

 

本事業で取り組んだ次世代・新世代ネットワーク研究開発の成果が社会や産業に現れるの

は、企業におけるマーケティングやビジネスモデルの検討が行なわれる後の 10 年くらい

先のことであるため、現時点では明確には言えない。 

 

３－８．予期しなかった成果 

 

遠隔医療 WG は、本事業が開始した 2003 年当時は日本と韓国の間の実証実験が主であっ

たが、本事業の成果を元に、そのパートナー機関、国を劇的に増加させ、2010年末の時点

では世界約 20か国、約 90の医療機関との実証実験を遂行し、アジア枠を超え、世界規模

の遠隔医療実証プロジェクトとなった。九大病院ではアジア遠隔医療センターを設立し、

この遠隔医療の実証を継続的に行なっているが、そのメンバーのほとんどが本交流事業経

験者である。 

 

３－９．課題・反省点 

 

韓国は日本よりも、研究プロジェクトが縦割である。本交流事業による人的交流では、彼

らの別予算で行なっている優れた研究プロジェクトに直接参画しにくいことがあった。逆

に、本交流経費で独立した研究を企画、実施することは困難であった。このような事情で、

当初参加後、本事業への協力が希薄になっていった韓国側メンバーが存在した。 

 

３－１０．交流事業終了後の展望 

 

3-1 に記述したように、現在進行中の次世代・新世代ネットワークのアジアコミュニティ

(APAN、AsiaFI) に本事業経験者が多数存在している。よって、本事業の目標であった、日

本国と韓国のネットワーク研究者間で密に連携し、アジアの代表として国際的に強いプレ

ゼンスを示し、北米や欧州に対して、アジアとして推進できる体制・コミュニティを形成

することに成功している。コミュニティの形成は本事業の目的であるが、研究の側面から

みれば、手段である。本事業の成果を利用させて頂き、今後も、日韓で協力してアジアと

してネットワーク研究の国際社会に挑み続けたいと考えている。 
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