
 

拠点大学交流事業  

平成１９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（ 5 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： 理 事 ・有川 節夫 

 コーディネーター： 九州大学情報基盤研究開発センター ・准教授 ・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、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、サイバー

大学  

     事務組織： 九州大学 情報システム部 情報基盤課 

 

 

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）School of Engineering・Professor・Kim Daeyoung 

 コーディネーター：（英文）School of Engineering・Professor・Kim Daeyoung 

 

     協力機関： 



 

 2

Korea Advanced Institute of Science and Technology(KAIST)（韓国科学技術院）, Seoul 

National University（ソウル大学校）, Korea University（高麗大学校）, Hanyang University

（漢陽大学校）, Kyunghee University（慶煕大学校）, Chonnam National University（全

南大学校）, Information and Communications University(ICU)（韓国情報通信大学校）, 

Gwangju Institute of Science and Technology(GIST)（光州科学技術院）, Sungkyunkwan 

University（成均館大学校）, Ewha Woman's University（梨花女子大学校）, Konkuk 

University（建国大学校）, Cheju National University（濟州大学校）, National Cancer 

Center（国立癌センター）, Korea Institute of Science and Technology(KIST)（韓国科

学技術研究院）, Chungbuk National University（忠北大学校）,Soonchnhyang University

（順天郷大学校）, Kyungnam University（慶南大学校）, Advanced Network Forum（ANF）

（韓国先端網協会）, Pukyung National University（釜慶大学校）, Chonbuk National 

University（全北大学校）, Sejong University（世宗大学校）, Gyeongsang National 

University（慶尚大学校），Dongseo University（東西大学校），Daegu University（大邸

大学校），SNU Bundang Hospital（ソウル大学校 盆唐病院），ENSEMBLE CAMERATA SEOUL（サ

イバーチェロアカデミー） 

 

５．拠点大学交流としての全期間を通じた研究交流目標 

 

日本で、インターネットが研究者の手によって研究開発が本格的に始まったのは、慶応

大学の村井先生による WIDE プロジェクトが発足した 1980 年代の終わりで、1990 年代

には Web の実用化や、商用サービスの開始によって、2000 年を迎える頃には、一般社

会にも十分普及した状態になった。一方、韓国のインターネット研究は、日本より若干

遅れるものの、一般社会への普及という点では日本に比べ、インターネットインフラの

整備は急速に進み、同じ 2000 年当時では、研究面はさておき、対外的には日本を抑え

アジアを代表するインターネット国家と呼ばれるように成長した。 

 

インターネットが社会に普及する一方で、IPv6 といった新しい IP プロトコルや、IP マ

ルチキャスト、MPLS といった新しい通信方式の研究開発や、光ファイバの低価格化と

ギガビットイーサネットの普及などによる超高速通信技術、モバイル通信技術の研究開

発といったいわゆる次世代のインターネットを志向した研究開発は、1990年代から脈々

と続けられていた。このような状況で、1997 年に、アメリカとアジア(事実上は日本と

韓国)の共同研究で始まった APAN (Asia Pacific Advanced Network)を皮切りに、いま

まで、自国で閉じて行われがちであったインターネットの研究は、次第に国際的にも共

同して取り組まれるようになってきた。特に実用化を意識した実証実験は、国内の一様

な品質のネットワークで閉じて行うよりも、帯域や遅延、ジッタが多様な国際研究イン

ターネットで行うほうが本当のインターネットに近い環境で行うことができた。2000
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年代に入ると、これらの次世代インターネット研究も成熟し、その技術の応用、実用化

が大きな課題となっていった。一方で、新しい技術の追求は止まることなく続けられ、

インターネットの社会への普及とともに、インターネットに対する研究も多様化される

ようになってきた。 

 

多様化されたインターネット技術を整理することは、もはや難しいが、あえて、重要な

ものをあげてみると、全く新しいプロトコルや通信方式の研究開発と、完成間際の新し

い通信プロトコル、通信方式の実証実験を通じた実用化に関するものをあげることがで

きる。前者の基本的な研究開発は、多くの優秀な人材を必要とするが、多岐の組織にま

たがって行うことは難しく、信頼関係が十分にできている組織内で閉じて行われるのが

常である。一方で、後者の実証実験ベースのものは、できるだけ多くの研究者が共同し

て行えば行うほどよい結果を出すことが可能である。また、実証実験を通じて、組織間

の信頼関係を築くことが可能であるので、最初はさほど親しくない組織同士でも共同し

て始めることができる。 

 

2000 年代には、先に紹介した APAN が中心となって、国際研究インターネットインフラ

の整備も急速に進んだ。特に、日本と韓国の間の研究開発用のインターネットは、2002

年にはアジアではじめてギガビット級のものが採用された。ギガビットという帯域は、

帯域的には両国間の当時の需要を十分に満たすもので、このような超高速ネットワーク

をどのように活用するかあるいは実用化するか、といったことが重要な研究課題となる

ようになってきた。同様な研究課題の需要は、アメリカの Internet2 や、ヨーロッパ

の GEANT にもあり、新しい技術の実用化のための研究開発は、現在では新しい通信プ

ロトコル、通信方式の研究開発にならんで重要なテーマとなっている。 

 

さて、先にも述べたとおり、日本は WIDE プロジェクトをきっかけとしたインターネッ

ト技術の進んだ国であり、韓国は政府主導のもとでインフラ整備を強力に進めるインタ

ーネットが社会に広く普及した国である。インターネットの歴史は浅いといっても、日

本と韓国はやや異なった背景でインターネットの研究開発が長く進み現在に至ってい

る。そのため、日本と韓国で協力してアメリカあるいはヨーロッパを越えるような例え

ば、標準化などの研究を行う場合、従来から別々に行われてきた研究体制を急に共同し

てというのは非常に困難である。しかし、次世代インターネットを志向した国際研究ネ

ットワークを題材にした国際共同実証実験による、次世代インターネットの実用化をま

ずは念頭においた研究は、アメリカの Intenet2 や、ヨーロッパの GEANT のそれに匹

敵あるいはそれを超えるような成果を期待することができる。 

 

そこで、本事業では、特に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
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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。そのために、次世代インターネット技術に加え、多く

の応用技術の研究開発を日本と韓国で共同して取り組む。本事業で、取り組んでいる課

題は次の通りである。 

 

1. 次世代インターネット基盤技術の研究開発 

2. 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 

3. 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 

4. 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 

5. 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 

 

本事業は、2003 年から開始され、当初は日韓のギガビット級の次世代超高速研究用イ

ンターネットを用いた次世代インターネット技術の応用が念頭に置かれていたが、2005

年には従来のアメリカに加えて、オーストラリア、ヨーロッパや中国、シンガポール、

タイといったアジア各国ともギガビット級相当の高速研究用インターネットの利用が

可能になってきた。このような新しいインターネットの環境では、従来の日韓で行われ

ていた実証実験に加えて、日韓から他国への実証実験も行われるようになってきた。さ

らに、日本と韓国が別々に実証実験を行うのではなく、日韓のメンバーが共同してリー

ダーシップをとって行われるようになってきた。例えば、2006 年から開始されたヨー

ロッパとアジアを高速に研究用インターネットで接続する TEIN2 プロジェクトでは、日

韓メンバーがその活用、応用について重要なポジションでリーダーシップをとり進めて

いる。また、遠隔医療教育をはじめとした高度な次世代インターネットの応用技術を、

他国に示し、アジア諸国の手本となっている。 

 

このように本事業では、日韓のインターネット研究者が共同して、次世代のインターネ

ットの実用化のあり方について取り組み、第一期（2003 年から 2006 年）である程度の

成果を示すことができたといえる。第二期では、この事業において日韓で開始された新

しい研究についてはさらに共同して行うことが期待される。また、そのような国際的な

信頼関係の元で、新しいプロトコル、通信方式の共同研究開発も取り組みたいと考えて

いる。今後、さらなる次世代研究用インターネットの発展、普及が期待されているが、

本事業では、そのような次世代研究用インターネットの実用化を念頭においた技術的な

研究と応用的な研究を世界的な視野にたって日韓で共同して取り組む。 

 

６．前年度までの研究交流活動による目標達成状況 

 

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
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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、各年度、2ヶ月に

1度のペースで、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ている。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、自ら研究発表の機会もある。学部生や院生は

国際会議で研究発表をする機会が多く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ている。なお、次世代インターネット基盤技術の研究開発の共同研

究の中で個別に見ると、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い。しかし、このように互いにターゲットが異なる

ものについてそれぞれの研究の客観的な評価、実用性の検討を行う上で興味深いといえる。

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、会場が従来の主要なデモ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）

で伝送する実験を行った。これは、1.6Gbps の帯域を必要とするＨＤ動画に IP-SEC を施し
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た伝送を、実際の医療に適用しようというもので、世界初の試みであった。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、平成１８年度に

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、メンバー間の大幅な技術力を向上させることができた。 

 

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月の日本でのセミナーの目的は、各共同研究の研究成

果の社会的還元について、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、その他応用系の共同研

究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。 
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７．平成１９年度の研究交流目標 

 

平成１９年度は、第二期の初年度である。平成１９年度の研究活動の特徴は、平成１８年

度までの体制を大幅に見直している点である。第一期であった平成１８年度までは、７つ

の研究テーマが互いに独立性が強すぎ、全体的なまとまりに欠けた感があった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

そのため、第二期である平成１９年度は、応用分野の共同研究をひとつにまとめ、また、

全共同研究のネットワークに関わる部分は、全てネットワーク基盤技術共同研究に集中す

るようにした。e-Medical 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

共同研究が担当し、e-Library, e-Museum は、インターネット上における高度次世代応用

に関する研究の共同研究が、e-Culture, e-Science は、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の共同研究がそれぞれ担当する。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の共同研究は、次世代インターネット基盤技術の研究開発と並

列して、セキュリティに特化した共同研究を進める。 

 

また、平成１９年度から、修士学生の参加の制約が緩和されるので、その枠組みを利用し

て、修士学生の貢献に期待したいと考えている。しかし、修士学生は博士学生に比べ、人

数も多く、また、知識・能力も千差万別なので、その成果が曖昧にならないよう研究管理

に注意する。 

 

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

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

次世代インターネット基盤技術の研究開発

e-Medicaｌ
•遠隔医療
•遠隔医療教育
•プライバシー

e-Library, e-Museum
•コンテンツ提示、交換
•コンテンツのデジタル化
•認証機能

e-Culture, e-Science
•超分散コンピューティング
•コンテンツのデジタル化
•認証機能

基盤技術の研
究開発体制を
集約させるとと
もに具体的な
応用と基盤技
術者が一体化
した体制にし、
より具体的な
実用化を念頭
に置く。
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８．平成１９年度の研究交流の概要 

８－１ 共同研究 

 

平成１９年度は、第２期の特徴として、ネットワークに関わる研究を、「次世代インターネ

ット基盤技術の研究開発」に集中させたので、他の共同研究と「次世代インターネット基

盤技術の研究開発」の関わりを密にし、「次世代インターネット基盤技術の研究開発」を核

として本事業全体が遂行される基盤を構成する。各共同研究の具体的な内容は、「１０．共

同研究の研究課題・テーマ別の実施計画」に記載している。また、修士学生の交流につい

ては、当面、コーディネータが直接その共同研究に関わる「次世代インターネット基盤技

術の研究開発」および「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」にとど

め、様子を見ながら、他の共同研究での修士学生の支援を、年度の途中あるいは平成２０

年度以降広げてゆく予定である。 

 

また、平成１８年度試行して非常に効果のあった、日本、韓国以外の第３国での共同研究

を本年も実施する。平成１８年度は、中国、アメリカで予定されている APAN に加えて、

可能であれば、アジアでは日本および韓国が中心になって参加している、Internet2 や TEIN2

に関連した共同研究を第三国において実施し、欧米に対しても本活動の紹介を行うととも

に、情報収集を行う。 

 

８－２ セミナー 

 

平成１９年度のセミナーは、従来通り、２回開催する予定である。平成１９年度第１回目

（通算９回目）は、１０月に韓国で、第２回目は２月に日本で開催する計画である。平成

１９年度のセミナーは、第１期終盤が本事業の成果、評価に特化したものになりがちであ

ったことを反省し、まずは、各共同研究課題にそって、メンバー間のレベルの深い討論の

場、情報交換の場の提供を念頭におく。また、平成１９年度からは共同研究の重点化を行

ったため、年間を通じてセミナーのみ参加するメンバーが存在するようになっている。ま

た、共同研究は行われているが、通常、共同研究は少人数で行われるので、セミナーのよ

うに全体が集まる機会を利用して、各共同研究のメンバー間あるいはセミナーのみ参加す

るメンバー間の情報共有を図る。また、「次世代インターネット基盤技術の研究開発」共同

研究が中心になって、インターネットの将来像や、その上での応用について、国際的な立

場からパネル討論などの機会を設け、インターネット技術について、メンバーの全体的な

レベルアップを目指す。 
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８－３ 研究者交流（共同研究、セミナー以外の交流） 

 

研究者交流は必要に応じて行うが、共同研究の観点から第２期から新しい人間関係を構築

してもその効果を考えると、本事業に効率的であるとはいえないので、セミナーのプログ

ラム会合など、最小限に留める予定である。 

 

 

 

９．平成１９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)
中国 アメリカ ヨーロッパ 合計 

日本（JSPS）  70/250 1/7 1/7 1/5 73/269 

韓国(KOSEF) 86/298     86/298 

       

       

       

合計 86/298 70/250 1/7 1/7 1/5 159/567

 

 

 

９－２ 国内での交流計画 

30 ／120（人／人日） 

 


