
拠点大学交流事業 
平成２０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 

 
２．研究交流課題名 

（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            
                   （交流分野： インターネット      ） 
（英文）： Development and Operation of the NGI (Next Generation Internet) Technologies  

                   （交流分野： Internet         ） 
 研究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（6年目） 

 
４．実施体制 
日本側実施組織 
 拠 点 大 学： 九州大学 
 実施組織代表者： 理事・安浦 寛人 
 コーディネーター： 情報基盤研究開発センター・准教授・岡村 耕二 
 協 力 大 学： 
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 

 
 事 務 組 織： 情報システム部 情報企画課 

 
 
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 
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 コーディネーター：（英文） School of Engineering・Professor・Kim Daeyoung 
 協 力 大 学：（英・和文） 

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．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
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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

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 Internet2 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。 
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６．平成２０年度研究交流目標 
 
平成 20 年度は、第 2期の初年度である平成 19 年度の活動を引き続き充実させる。具体

的な主な項目は、下記のとおりである。 

 

• AsiaFI、APAN、Internet2、TEIN2 といったアジア、欧米といった世界レベルでの

次世代、新世代のインターネット研究コミュニティと連携しつつ、本事業の独自性

を確保して次世代インターネットの研究開発を進める。 

 

• 次世代インターネットの応用として、遠隔医療教育を中心とした医療に関する実証

研究をさらに進める。また、従来されていなかった日韓外とのネットワークとの接

続も行い、様々な問題点の解決を通じて研究を行う。 

 

• 次世代型の移動体通信技術について日韓で取り組み、日本で新しい技術を用いたメ

ッシュ無線 LAN の実現、その環境を用いた実用的なアプリの追求を行う。 

 

• 定期的な研究会・ワークショップを開催し、若手人材育成を図る。 

 

• 拠点セミナーを通じた日韓メンバー間での次世代インターネットに関する情報・知

識のレベルアップを図る。 
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７．平成２０年度研究交流成果 
 

７－１ 研究協力体制の構築状況 

 

本拠点事業における研究協力体制の構築状況について、本事業の柱となっている次世代

インターネット基盤技術は、定期的に日韓にて共同研究を行っており、平成 20 年度は、7

月に日本(北海道大学)、12 月に韓国（NIA, National Information Agency）にて研究会形

式の共同研究を行っている。それぞれの共同研究には、日本からは九州大学、九州産業大

学、情報通信研究機構、筑紫女学園大学からの教員・学生が、韓国からは Chugnam National 

University (忠南大学校), Seoul National University（ソウル大学校）, Korea University

（高麗大学校）,  Kyunghee University（慶煕大学校）, Chonnam National University（全

南大学校）, Gwangju Institute of Science and Technology(GIST)（光州科学技術院）, Konkuk 

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

（慶南大学校）, Advanced Network Forum（ANF）（韓国先端網協会）からの教員・学生が

参加している。 この研究会は毎回、各メンバーの進捗報告を兼ねた研究発表ならびに参加

した学生による研究発表および、それに対する日韓の教員による指導、議論が行われ、参

加する日韓の学生のよい教育の場となっている。この研究体制の延長線上で、平成 20 年度

は学生による共同研究を実施することができた。7 月には、韓国から Chungnam National 

University(忠南大学校), Kyunghee University（慶煕大学校）, Gwangju Institute of 

Science and Technology(GIST)（光州科学技術院）, Chungbuk National University(忠北

大学校)からの学生が九州大学を訪問し、福岡の企業でインターネット技術について豊富な

経験と知識、実績を持つ IIJ も協力し、2 週間にわたり日韓でインターネット基盤技術に

関する共同研究を実施した。また、3月には日本から九州大学、京都大学、大分大学の学生

が、Gwangju Institute of Science and Technology(GIST)（光州科学技術院）および Cheju 

National University（濟州大学校）を訪問し、当大学校の教員、学生に加え、Chonnam 

National University（全南大学校）, Kyungnam University（慶南大学校）, Advanced Network 

Forum（ANF）（韓国先端網協会）も加わり、先進的なネットワーク指向仮想環境、USN 

(Ubiquitous Sensor Network)技術について共同研究を行うことができた。このように、学

生を中心にした共同研究が容易に行えるよう、日韓での信頼された研究体制が整えられて

いる。 

 

遠隔医療の共同研究では、8月、3月に APAN を利用した、アジア・世界規模の大掛かりな

日韓およびアジア・欧米の病院を接続した遠隔医療に関する実証実験を行った。この実証

実験では日韓の情報ネットワーク技術等にも精通した医者ならびにその支援をするネット

ワーク基盤共同研究の研究者の共同作業によって実現された。 

 

また、AsiaFI (Asia Future Internet) に関して、本事業による支援ではないが、10 月に
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中国で AsiaIF の活動の一環で、中国・日本・韓国 (CJK) ワークショップが開催され、多

くの先進的なネットワーク技術に関する発表、議論が行われたが、日本、韓国からの参加

者の多くは本事業による共同研究の成果報告であり、本事業の共同研究の成果は対外的に

も示されている。 

 

このように、本事業を通じて、日韓の研究者によって、次世代ネットワークを用いた実用

的な実証実験ならびに教育が日常的に行えるような研究協力体制が十分構築されていると

いえる。 

 

７－２ 学術面の成果 

 
ネットワーク基盤の共同研究として、USN （Ubiquitous Sensor Network ）と NGN (New 
Generation Network) を融合した研究が行われている。日本側のメンバーは、九州大学、

九州産業大学、筑紫女学園大学、大阪大学、情報通信研究機構であり、韓国側のメンバー

は Cheju National University（濟州大学校）、Chonnam National University（全南大学

校）, Kyungnam University（慶南大学校）, Advanced Network Forum（ANF）（韓国先端

網協会）である。この研究は、韓国で進んでいるネットワーク型小型センサーの研究と、

日本で進んでいる NGN 技術の融合である。NGN は、欧州、アジア、世界中で着目されて

いる研究テーマであるが、本事業の目標である、日韓が協力して欧州よりも優れた成果を

出すということをまさに実践中である。この USN と NGN に関する共同研究は、これまで

の事業の総括ともいえるが、課題としては 20 年度から取り組み始めたものなので、論文

などの成果は今後出てくる見込みである。 

 
７－３ 若手研究者養成 

 

平成 20 年度は、学生（大学院生）を中心にした共同研究を日韓で実施することができ

た。日本で開催した時は、福岡の企業である IIJ の協力を得て、先進的なメール配送、

経路制御などの方式を実際のコンピュータネットワークを用いて、日本の学生と韓国の

学生が議論をしながら、動作するものを試作し、評価することができた。また、韓国で

開催した時は、韓国の大学が所有する大がかりな HD 非圧縮伝送装置や、ネットワー

ク型タイルモニタシステムなどの実機を前にして、先進的なネットワーク応用について

学生間で議論をすることができた。また、韓国で研究が進んでいるセンサー技術につい

て日本の学生が情報収集することができた。本事業では、大学院生（修士課程を含む）

も研究者になることができるようになったので、日韓において次世代ネットワーク技術

について研究に取り組んでいる世代が互いの国に行き、共同研究ができたことは学術面

に加え、彼らにとっても貴重な体験になった。 
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７－４ 社会貢献 

 

ネットワーク基盤に関する共同研究では、研究会形式の共同研究を日本でも実施している。

この研究会はオープンな形で開催しているので、ネットワーク基盤共同研究の日本側メン

バーと日ごろ共同的に研究を行っている企業の方も本事業の共同研究に参加している。こ

れによって、社会人に対する国際的な共同研究の場、雰囲気の経験を提供している。この

ように本事業では、日本企業への国際分野における人的交流の機会の提供という貢献をし

ている。 

 

日本と韓国では、研究に対するスタンスが若干異なり、日本はどちらかといえば理論的な

内容が主であるのに対し、韓国は実装の完成度に関する内容が主である。一方、日本の企

業のスタンスは韓国の研究者に近い。そのため、日本の企業と大学の研究者では、共同研

究がかみあわないこともあるが、逆にこのような機会を利用して、日本側の企業と韓国の

研究者が同じようなスタンスの研究開発に関する議論の場を提供することができ、日本企

業の研究開発にも貢献している。 

 

７－５ 今後の課題・問題点 

 
本事業も 6 年となると、メンバーによって本事業への貢献の温度差が明確になってきた。

そこで、共同研究活動でメリハリをつけるために、ネットワーク基盤、遠隔医療など常に

研究課題も多く、また、メンバーも活動的なものは年間を通じて定期的に日韓で共同研究

を行い、一方で、活動力が低いものについては 6 年間で蓄積された事業の成果を無駄にし

ないように、セミナーの機会を用いて重点的に共同研究を行うようにした。セミナーは、

研究者が宿泊も同じ場所になるようし、より長く交流の時間が持てるように配慮している。

この結果、本事業が開始された時から携わっている研究者の貢献はすべて維持しながら、

常に最新の研究開発に志向した事業の推進を行うことができている。 

 
７－６ 本研究交流事業により発表された論文 

  平成２０年度論文総数  １２３本 

   うち、相手国参加研究者との共著  ６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 

（※ 詳細は別紙「論文リスト」に記入して下さい。） 
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８．平成２０年度研究交流実績概要 
８－１ 共同研究 

共同研究にかかわる平成 20 年度の研究交流実績概要を、「6. 平成２０年度研究交流目

標」の項目にそって、説明する。 

 

• AsiaFI、APAN、Internet2、TEIN2 といったアジア、欧米といった世界レベルでの

次世代、新世代のインターネット研究コミュニティと連携しつつ、本事業の独自性

を確保して次世代インターネットの研究開発を進める。 

 

日本側のコーディネータの九州大学の岡村准教授と韓国側のコーディネータの忠南大

学の金教授は、APAN や AsiaFI の主要なメンバーである。また、他にもこれらのアジア

のコミュニティの研究に積極的に参加しているメンバーは多い。アジアにおける最近の

ネットワーク研究で着目されている技術の一つに USN(Ubiquitous Sensor Network )技

術があるが、本拠点事業の共同研究で、九州大学と全南大学、済州大学、慶南大学、高

麗大学らで取り組んでいる USN プロジェクトの成果は APAN や AsiaFI でしばしばと

りあげられ、本事業による日韓の共同研究が着目されている。 

 

• 次世代インターネットの応用として、遠隔医療教育を中心とした医療に関する実証

研究をさらに進める。また、従来されていなかった日韓外とのネットワークとの接

続も行い、様々な問題点の解決を通じて研究を行う。 

 

九州大学とソウル大学が共同で強力にすすめられている遠隔医療教育の実証実験は、

Internet2 や TEIN2 を用い、欧州の国々も巻き込んで実施され、本拠点事業の遠隔医

療の共同研究は世界レベルで認知されている状態にある。 

 

• 次世代型の移動体通信技術について日韓で取り組み、日本で新しい技術を用いたメ

ッシュ無線 LAN の実現、その環境を用いた実用的なアプリの追求を行う。 

 

平成 20 年度も、九州大学とソウル大学が中心となって、先端的な遠隔医療教育の実証

実験を中心にした共同研究が行われ、その成果を論文などでまとめることができるよう

になってきた。また、今年度から、九州大学と全南大学らの間で始まった USN の共同

研究も新たに開始され、新しい実証実験も積極的に行われるようになってきた。サイバ

ー大学と忠南大学、忠北大学の遠隔教育に関する共同研究も積極に行われた。応用技術

に取り組む研究者と基盤技術に取り組む研究者間で取り組む実証実験を通じて基盤技

術と応用技術の先進的な研究も行われている。他の先進的な技術として、韓国先端網協

会を中心にして韓国で進められているメッシュネットワーク技術が日本側に紹介され、

今年度具体的な共同研究が始まったことで、日本側の九州大学や筑紫女学園大学とにお
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いて韓国先端網協会と先進的な無線ネットワークに関する共同研究が開始された。 

 

• 定期的な研究会・ワークショップを開催し、若手人材育成を図る。 

 

平成 20 年度は、7 月に韓国の忠南大学、光州科学技術院、忠北大学、慶煕大学校と九州

大学の大学院生を中心とした共同研究を実施した。共同研究は 2 週間行われ、インターネ

ット技術の勉強会から先端的な応用技術に関する討論などが行われた。また、3月に九州大

学、京都大学、大分大学の大学院生が韓国を訪問し、光州科学技術院と済州大学との間で

共同研究を実施した。この共同研究では主に学生間で研究している内容を長時間かけて議

論する機会を設けた。 

 

• 拠点セミナーを通じた日韓メンバー間での次世代インターネットに関する情報・知

識のレベルアップを図る。 

 

セミナーの詳細は、８－２で報告するが、平成 20 年度も日韓でそれぞれセミナーを開催し、

有意義な成果を得ることができた。 

 

このように、平成 20 年度は、本拠点事業は、若い世代の国際交流にも十分貢献した。 

 

８－２ セミナー 

 

平成 20 年度は、セミナーを 8 月に韓国で、2 月に日本で開催している。それぞれのセミナ

ーの概要と成果を説明する。 

 

8 月に韓国で開催された「第 11 回日本学術振興会拠点大学交流事業 次世代インターネッ

トセミナー」の目的はまず、本年度の本事業の目標をメンバーに伝え、その実現のための

議論の場を設けることをあげた。次に研究テーマの異なる共同研究者間同士の交流、お互

いの研究技術の理解を深めることをあげた。そのため、当初は各共同研究から代表の研究

者による基調講演的な講演を中心にプログラムを作る計画にしていたが、短時間でも参加

者全員による発表を行うことにした。そのため、本セミナーに本会経費で参加したすべて

の参加者は自分の本会に関連した研究テーマに関する発表を行い、また、セッションはす

べてプレナリ形式で行ったため、参加した日韓の研究者全員で意見交換、議論を行うこと

ができた。これにより、本会経費で参加した全ての参加者は、本セミナー参加によって、

本会の研究進捗の全体的な把握、また、今後の研究の方向性の確認などに貢献した。セミ

ナーの実施によって、平成 20 年度の事業開始数ヶ月で、このように事業全体のことをメン
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バーで共有、意見の交換をやりとりするのは本事業の方向性を正しい方向に向けるのに有

効的であった。また、セミナーを用いて、異なる共同研究間での技術的な情報交換によっ

て、メンバー間の理解の向上を図ることができた。さらに、セミナーという形式で、プロ

グラム・懇親会と長時間にわたる交流で、より多くのメンバーの深い人的交流を実現する

ことができた。 

 

2 月に日本で開催された「第 12 回日本学術振興会拠点大学交流事業 次世代インターネッ

トセミナー」の目的はまず、本年度の本事業のまとめをより多くのメンバーと行うことで

あり、次に研究テーマの異なる共同研究者間同士の交流、お互いの研究技術の理解を深め

ることであった。そのため、本セミナーでは参加者全員が 10 分から 20 分程度で各人の本

年の研究トピックスについて紹介を行った。これにより、本事業に出席した全ての参加者

が自分の研究内容について全員の前で発表することができた。また、シングルトラックに

することで、多方面からの質問が発生した。さらに会場を共済の宿にし、日韓の参加者全

員が同じホテルに宿泊したため、共同研究あるいは興味のある者同士でプログラムの後も

引き続き議論ができるような場を設け、それが活用された。本セミナーの実施において、

平成 20 年度の事業のまとめとして、参加者全員が全員の前で発表を行ったことでメンバー

間でお互いの状況を共有することができ、合宿形式のセミナーによってメンバー間の意見

交換をより多くできたことは本事業の日韓のインターネット研究の国際共同研究を今後よ

り推進させていくために有効的であった。また、セミナーを用いて、定期的に他の共同研

究との技術的な情報交換の場を設けることで各人の理解の向上を図ることができた。特に

ネットワーク分野は基礎的な技術と応用技術の融合が重要で、本セミナーはその役割を日

韓で国際的に行うことができた。さらに、本セミナーでも、日韓でのより多くのメンバー

の人的交流を実現することができた。 

 

８－３ 研究者交流（共同研究、セミナー以外の交流） 

 

平成 20 年度に研究者交流は行っていない。
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９．平成２０年度研究交流実績総人数・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)
台湾 ﾆｭｰｼﾞｰﾗﾝﾄﾞ

ﾖｰﾛｯﾊﾟ 

(ﾁｪｺ共和国) 
ｽﾍﾟｲﾝ 合計 

日本 

(JSPS) 

実施計画  70/250 1/7 1/7 1/5 - 73/269 

実績 68/225 0/0 1/8 1/4 1/2 71/239 

韓国 

(KOSEF) 

実施計画 86/298      86/298 

実績 72/311     72/311 

合計 
実施計画 86/298 70/250 1/7 1/7 1/5 - 159/567

実績 72/311 68/225 0/0 1/8 1/4 1/2 143/550

 

※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。） 

※日本側予算によらない交流についても、カッコ書きで記入してください。（合計欄は（ ）

をのぞいた人・日数としてください。） 

 

 

９－２ 国内での交流実績 

実施計画 実  績 

  30／120 （人／人日）   46／118 （人／人日） 
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１０．平成２０年度研究交流実績状況 
１０－１ 共同研究 

整理番号 R－1 研究開始年度 平成１９年度 研究終了年度 平成２２年度

研究課題名 
（和文）次世代インターネット基盤技術の研究開発 

（英文）Research and Development of NGI Technologies 

日本側代表者 

氏名・所属・職 

（和文）岡村耕二・九州大学・准教授 

（英文）Koji OKAMURA・Kyushu University・Associate Professor 

相手国側代表者 

氏名・所属・職 

Jae Yong Lee 

Chungnam National University・Associate Professor 

交流人数 

（※日本側予算に

よらない交流（相手

国予算による）につ

いても、カッコ書き

で記入のこと。） 

① 相手国との交流 

派遣先 

 

派遣元 

日本 韓国 台湾 
ﾆｭｰｼﾞｰ

ﾗﾝﾄﾞ 

ﾖｰﾛｯﾊﾟ

(ﾁｪｺ共

和国)

ｽﾍﾟｲﾝ 計 

（人／人日） （人／人日） （人／人日） （人／人日） （人／人日） （人／人日） （人／人日） 

日本 

 

実施計画  13/39 1/7 1/7 1/5 - 16/58 

実績 30/89 0/0 1/8 1/4 1/2 33/103 

韓国 実施計画 30/90      30/90 

実績 29/144     29/144 

 実施計画        

実績    

合計 
実施計画 30/90 13/39 1/7 1/7 1/5 - 46/148 

実績 29/144 30/89 0/0 1/8 1/4 1/2 62/247 

② 国内での交流     10/21 人／人日 

２０年度の研究交

流活動及び成果 

 

• AsiaFI、APAN、Internet2、TEIN2 といったアジア、欧米といった

世界レベルでの次世代、新世代のインターネット研究コミュニティ

と連携し、しかし、それぞれのコミュニティにおいては本事業の位

置づけに留意し、本事業の独自性を確保した。次世代インターネッ

トの研究開発として、USN と NGN の融合に関するテーマが推進され

るようになった。 

• 次世代インターネットの応用として、遠隔医療教育を中心とした医

療に関する実証研究を進めた。また、APAN や TEIN2(TERENA, 欧州)

などの日韓外とのネットワークとの接続も行い、高トラフィック通

信下における経路制御問題などに取り組んだ。 

• 次世代型の移動体通信技術について日韓で取り組み、日本で新しい

技術を用いたメッシュ無線 LAN や、その環境を用いた実用的なアプ

リについて様々な角度から議論を行った。また、韓国にあるテスト
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ベッドを用いて評価手法などの検討を行った。 

• 共同研究のまとめは、研究会・ワークショップ形式で行い、若手の

発表機会を設けた。 

• 若手育成として、学生が中心となった共同研究を実施し、学生の自

己評価では非常に有益であることがわかった。 

日本側参加者数  

３０ 名 （１３－１ 日本側参加者リストを参照） 

相手国側参加者数 

４６ 名 （１３－２ 相手国側参加研究者リストを参照） 
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整理番号 R－2 研究開始年度 平成１９年度 研究終了年度 平成２２年度

研究課題名 

（和文）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 

（英文）Development and clinical use of telemedicine with NGI 

Technologies 

日本側代表者 

氏名・所属・職 

（和文）清水周次・九州大学・准教授 

（英文）Shuji SHIMIZU・Kyushu University・Associate Professor 

相手国側代表者 

氏名・所属・職 

Young-Woo Kim 

National Cancer Center・Associate Professor 

交流人数 

（※日本側予算に

よらない交流（相手

国予算による）につ

いても、カッコ書き

で記入のこと。） 

① 相手国との交流 

派遣先 

派遣元 

日本 韓国  計 

（人／人日） （人／人日） （人／人日） （人／人日）

日本 

 

実施計画  8/24  8/24 

実績 6/20  6/20 

韓国 実施計画 10/30   10/30 

実績 3/15  3/15 

 実施計画     

実績    

合計 
実施計画 10/30 8/24  18/54 

実績 3/15 6/20  9/35 

② 国内での交流     1/1 人／人日 

２０年度の研究交

流活動及び成果 

 

１．テレカンファレンス実績概要（平成 21 年 2 月現在）：40 回 

   （国際 34 回、国内 6回）（2地点 7回、多地点 33 回） 

   （ライブ 9回、カンファ 31 回）  

 

２．新たな接続先：  

 日本：京都大学、山口大学、東海大学、産業医科大学、札幌東

徳州会病院、藤田保健衛生大学、Ｊ＆Ｊトレーニングセンター 

 韓国：順天卿病院、忠北大学、済州大学、新羅ホテル、グラン

ドヒルトンホテル 

＊日韓以外にもインド、オーストラリア、ニュージーランド、アメリカ、

フランス、イタリア、ベルギー、チェコ、スペインにも新しい接続先が

でき、日韓に始まった活動は今や世界的になりつつある。 

 

３．新たなコンテンツ： 

１） 医学生へのライブ手術講義：医学部新 1年生のために新しく開
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講した医工学講座に対し、韓国ソウル大学ブンダン病院からライブ手術

を配信した。100 名もの学生を一度に手術室へ連れていくことは不可能

であるが、遠隔医療の技術を使うことによりリアルタイムでの手術見学

が可能となった。また手術そのものに対する驚きとともに、海外からの

配信により英語で医学をコミュニケーションすることに対する重要性

の認識についても大きな意義があった。 

２） 手術、内視鏡に続く第 3のコンテンツとして今後期待される心

臓カテーテルのライブデモンストレーションを、北海道、九州、韓国を

接続して初めて施行した。 

 

４．主な出来事： 

１） アジア遠隔医療開発センター（TEMDEC）の設立：これまでの活

動が学内で認められ、10 月 1 日付けで、九州大学病院の中央診療施設の

一つとして設立された。今後は病院の正式な部署として、本活動を展開

することになる。 

２） アジア遠隔医療シンポジウム開催（ソウル大学ブンダン病

院）：医療関係者とエンジニアの情報交換の場として昨年始まった本シ

ンポジウムは、第 2 回目を 12 月にソウルで開催した。日韓を含め、7

カ国から約 55 名の参加者を得た。 

 

５．総括：ネットワークの拡大は順調に進み、国内外を問わず本プロジ

ェクトへの新たな参加希望は依然として非常に多い。TEMDEC が正式に認

められた意義は大きく、今後は病院の協力を得ながら本センターが活動

の中心となることが期待されている。 

 

日本側参加者数  

３０ 名 （１３－１ 日本側参加者リストを参照） 

相手国側参加者数 

１９ 名 （１３－２ 相手国側参加研究者リストを参照） 
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整理番号 R－3 研究開始年度 平成１９年度 研究終了年度 平成２２年度

研究課題名 

（和文）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 

（ 英 文 ） Research and Development of Information Security 

Technologies in Internet 

日本側代表者 

氏名・所属・職 

（和文）櫻井幸一・九州大学・教授 

（英文）Kouichi SAKUIRAI・ Kyushu University・Professor 

相手国側代表者 

氏名・所属・職 

Jae-Cheol Ryou ・ Chungnam National University ・ Professor 

交流人数 

（※日本側予算に

よらない交流（相手

国予算による）につ

いても、カッコ書き

で記入のこと。） 

① 相手国との交流 

派遣先 

派遣元 

日本 韓国  計 

（人／人日） （人／人日） （人／人日） （人／人日）

日本 

 

実施計画  0/0  0/0 

実績 2/7  2/7 

韓国 実施計画 0/0   0/0 

実績 0/0  0/0 

 実施計画     

実績    

合計 
実施計画 0/0 0/0  0/0 

実績 0/0 2/7  0/0 

② 国内での交流     1/3 人／人日 

２０年度の研究交

流活動及び成果 

 

システムセキュリティ分野、ネットワークセキュリティ分野、情報セキ

ュリティ応用分野の３分野に関して研究を行った。システムセキュリテ

ィ分野においては、仮想化技術を利用したコンピュータシステムの信頼

性・安全性確保に関する研究を行った。特に、仮想化技術を利用したフ

ォレンジック技術に着目し、インターネット環境でのコンピュータシス

テム利用時におけるロギング機構に関して考察した。ネットワークセキ

ュリティ分野においては、情報視覚化技術を用いたインターネットを介

しての攻撃の挙動把握のための提案を行いプロトタイプを開発し評価

を行った。さらに、インターネットを介した攻撃状況調査のための囮シ

ステムであるハニーポットシステムを動的に構成する技術に関する提

案を行った。情報セキュリティ応用分野としては、ウェブシステムに対

する迷惑コンテンツ挿入対策として、迷惑コンテンツの検出に関する研

究を実施した。 

 相手国との国際交流に関しては、平成 20 年 8 月に釜山で開催された

定期交流セミナーにおいて、セキュリティセッションを相手国方セキュ
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リティＷＧと共同して組織し、研究成果の紹介を含むインターネット環

境における情報セキュリティ分野に関連する問題提起を行った。セキュ

リティＷＧリーダである九州大学の櫻井が "How to Fight Against 

Trackback Spam" と題して講演を行った。九州大学の堀は、"Bot 

Detection by Using IRC Client Behavior" と題して講演を行った。さ

らに、九州大学の笠原は、"SMTP Abuse Detection using Passive Traffic 

Monitoring"と題して講演を行った。  平成 21 年 2 月に別府で開催され

た定期交流セミナーにおいても、セキュリティセッションを相手国方セ

キュリティＷＧと共同して組織し、研究成果の紹介を含むネットワーク

セキュリティ分野に関連する問題提起と現状報告を行った。九州大学の

堀は、"Traffic analysis based on clustering for bot detection" と

題して講演を行った。九州大学の笠原は、"Report of SMTP clients trend 

in Kyushu University toward anomalous client detection" と題して

講演を行った。 

 

日本側参加者数  

６ 名 （１３－１ 日本側参加者リストを参照） 

相手国側参加者数 

５ 名 （１３－２ 相手国側参加研究者リストを参照） 
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整理番号 R－4 研究開始年度 平成１９年度 研究終了年度 平成２２年度

研究課題名 

（和文）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 

（ 英 文 ） Research and Development of VR Technologies for 

Collaborative Virtual Environments through the Internet 

日本側代表者 

氏名・所属・職 

（和文）岡田義広・九州大学・准教授 

（英文）Yoshihiro OKADA・Kyushu University・Associate Professor

相手国側代表者 

氏名・所属・職 

Yong-Moo KWON・ Korea Institute of Science and Technology・Principal 

Researcher 

交流人数 

（※日本側予算に

よらない交流（相手

国予算による）につ

いても、カッコ書き

で記入のこと。） 

① 相手国との交流 

派遣先 

派遣元 

日本 韓国  計 

（人／人日） （人／人日） （人／人日） （人／人日）

日本 

 

実施計画  6/18  6/18 

実績 2/5  2/5 

韓国 実施計画 6/18   6/18 

実績 5/14  5/14 

 実施計画     

実績    

合計 
実施計画 6/18 6/18  12/36 

実績 5/14 2/5  7/19 

② 国内での交流     2/6 人／人日 

２０年度の研究交

流活動及び成果 

 

１．仮想現実感技術を用いたトレーニングシステムの研究開発 

Phantom とよばれる力覚提示機能のあるデバイスを用いた服飾デザイン

システムや書道教育システムの研究をすでに行っており，これらの機能

拡張を図った。特に，書道教育システムでは，日韓間でネットワークを

介した協調操作実験により問題点の解決を行った。また，Phantom を用

いた手術トレーニングシステムの開発を開始した。トレーニングのため

の情報を容易に含めることができるCOLLADAとよばれるＸＭＬベースの

ファイルフォーマットを採用したシステムの開発を行っている。ネット

ワークを介した遠隔手術のトレーニングが行えるように協調操作環境

の実装を行う予定であったが，遅れ気味である。 

 

２．仮想現実感技術を用いたエンターティンメント応用システムの研究

開発 

博物館や美術館において，来館者の興味を高め子供が楽しめるように，

収蔵品・美術品の展示方法に工夫が求められている。仮想現実感技術と
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次世代ネットワーク技術を用いることにより，どのように展示方法に工

夫が行えるかを検討するとともに，システム開発を進めた。インテリジ

ェントボックスとよぶ３次元グラフィックス応用システムの開発支援

システム上で，Treecube とよぶ３次元マルチメディアデータの閲覧ツー

ルをすでに開発しているが，これは仮想博物館の基盤システムとして利

用可能である。現在，インテリジェントボックスが提供する機能を Web

上のサービスとして提供できるように拡張を行っている。これにより，

Treecube を利用した仮想博物館のインターネット上での利用を図る。 

 

３．インターネットを介したユビキタス・メディア･サービス技術の研

究開発 

いつでも，どこでも自由に博物館・図書館の収蔵物や遺跡物のデジタル

データを利用できるサービス技術について検討した。COLLADA とよばれ

るＸＭＬベースのファイルフォーマットは，３次元形状データやモーシ

ョンデータを各種の３次元ＣＧアニメーションソフトウェアで共通に

利用できるように開発提案されたもので，COLLADA を拡張することによ

り，種々の属性情報をファイルに含めることができる。博物館・図書館

の収蔵物や遺跡物のデジタルデータへ対応するようにCOLLADAファイル

フォーマットの拡張を検討した。また，博物館・図書館の収蔵物や遺跡

物を CG アニメーションにより説明するためのスクリプトとプレイヤー

の開発について検討した。TV 番組を作成するためのスクリプト言語であ

る TVML(TV Making Language)が NHK 放送技術研究所によって提案されて

いるがTVMLを解釈して３次元ＣＧアニメーションとしてTV番組を表示

する TVML プレイヤーをインテリジェントボックスの部品として実装し

ており，これを用いることにより開発を進める計画である。 

 

日本側参加者数  

１３ 名 （１３－１ 日本側参加者リストを参照） 

相手国側参加者数 

６ 名 （１３－２ 相手国側参加研究者リストを参照） 
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整理番号 R－5 研究開始年度 平成１９年度 研究終了年度 平成２２年度

研究課題名 
（和文）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 

（英文）Studies on the Advanced Applications over NGI 

日本側代表者 

氏名・所属・職 

（和文）下川俊彦・九州産業大学・教授 

（英文）Toshihiko Shimokawa・Kyushu Sangyo University・Professor

相手国側代表者 

氏名・所属・職 

HYUN Soon Joo 

ICU・Associate Professor 

交流人数 

（※日本側予算に

よらない交流（相手

国予算による）につ

いても、カッコ書き

で記入のこと。） 

① 相手国との交流 

派遣先 

派遣元 

日本 韓国  計 

（人／人日） （人／人日） （人／人日） （人／人日）

日本 

 

実施計画  3/9  3/9 

実績 5/16  5/16 

韓国 実施計画 0/0   0/0 

実績 5/31  5/31 

 実施計画     

実績    

合計 
実施計画 0/0 3/9  3/9 

実績 5/31 5/16  10/47 

② 国内での交流     2/6 人／人日 

２０年度の研究交

流活動及び成果 

 

サイバー大学と忠南大学の間で、e-Learning などを中心として、次世

代インターネット基盤技術の応用技術の日韓共同研究活動を推進した。

日本側参加者数  

７ 名 （１３－１ 日本側参加者リストを参照） 

相手国側参加者数 

１３ 名 （１３－２ 相手国側参加研究者リストを参照） 
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１０－２ セミナー 

―実施したセミナーごとに作成してください。－ 
整理番号 S－1 

セミナー名 

（和文）第 10 回 日本学術振興会拠点大学交流事業 次世代インタ

ーネットセミナー 
（英文）The JSPS/KOSEF Core University Program Seminar on Next 

Generation Internet, the 9th Seminar 
開催時期 平成２０年８月２０日 ～ 平成２０年８月２１日（２日間） 
開催地（国名、都市名、

会場名） 
（和文）釜慶大学・釜山・韓国 
（英文）Pukyung National University・Busan・Korea 

日本側開催責任者 
氏名・所属・職 

（和文）岡村耕二・九州大学・准教授 
（英文）Koji OKAMURA・Kyushu University・Associate Professor

相手国側開催責任者 
氏名・所属・職 
(※日本以外で開催の場合) 

LEE Kong Joo・Chungnam National University・Assistant Professor

参加者数 

① 拠点大学交流事業の経費を受けて参加した人数・人日数 
（その内、共同研究経費により支給したものについては、カッコ内にも記入のこと） 

計 

日本側参加者       23/88   （ / ）人/人日 23/88 

（ / ）

 人/人日

相手国側参加者         /     （ / ）人/人日 

(   ) 国(地域)側参加者         /     （ / ）人/人日 

② 本事業の経費の支給を受けずに参加した人数 計 

日本側参加者             ５人 

３７人

相手国側参加者            ３２人 

(   ) 国(地域)側参加者              人 

①と②の合計人数       ６０人 

セミナー開催の目的 

本セミナーの目的はまず、本年度の本事業の目標をメンバーに伝

え、その実現のための議論の場を設けることをあげた。次に研究テ

ーマの異なる共同研究者間同士の交流、お互いの研究技術の理解を

深めることをあげた。そのため、当初は各共同研究から代表の研究

者による基調講演的な講演を中心にプログラムを作る計画にして

いたが、短時間でも参加者全員による発表を行うことにした。その

ため、本セミナーに本会経費で参加したすべての参加者は自分の本

会に関連した研究テーマに関する発表を行い、また、セッションは

すべてプレナリ形式で行ったため、参加した日韓の研究者全員で意

見交換、議論を行うことができた。これにより、本会経費で参加し

た全ての参加者は、本セミナー参加によって、本会の研究進捗の全

体的な把握、また、今後の研究の方向性の確認などに貢献した。 
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セミナーの成果 

平成 20 年度の事業開始数ヶ月で、このように事業全体のことをメ

ンバーで共有、意見の交換をやりとりするのは本事業の方向性を正

しい方向に向けるのに有効的であった。また、セミナーを用いて、

異なる共同研究間での技術的な情報交換によって、メンバー間の理

解の向上を図ることができた。さらに、セミナーという形式で、プ

ログラム・懇親会と長時間にわたる交流で、より多くのメンバーの

深い人的交流を実現することができた。 

セミナーの運営組織 

プログラム作成：忠南大学・九州大学 
事務処理   ：忠南大学・九州大学情報システム部情報企画課 
現地アレンジ ：忠南大学 

開催経費

分担内容

と金額 

日本側 内容              金額 
・セミナー派遣費           ２，０９６，２６６円 

相手国側 内容              金額 
・会場借上費等            ３，０００，０００円 
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整理番号 S－2 

セミナー名 

（和文）第 12 回 日本学術振興会拠点大学交流事業 次世代インタ

ーネットセミナー 
（英文）The JSPS/KOSEF Core University Program Seminar on Next 

Generation Internet, the 12th Seminar 
開催時期 平成２１年２月１２日 ～ 平成 ２１年 ２月１３日（２日間）

開催地（国名、都市名、

会場名） 
（和文）つるみ荘・別府市・日本 
（英文）TurumiSou・Beppu City・Japan 

日本側開催責任者 
氏名・所属・職 

（和文）岡村耕二・九州大学・准教授 
（英文）Koji OKAMURA・Kyushu University・Associate Professor

相手国側開催責任者 
氏名・所属・職 
(※日本以外で開催の場合) 

 

参加者数 

③ 拠点大学交流事業の経費を受けて参加した人数・人日数 
（その内、共同研究経費により支給したものについては、カッコ内にも記入のこと） 

計 

日本側参加者       30/ 81  （ / ）人/人日 60/198 

（ / ）

 人/人日

相手国側参加者       30/117  （ / ）人/人日 

(   ) 国(地域)側参加者         /     （ / ）人/人日 

④ 本事業の経費の支給を受けずに参加した人数 計 

日本側参加者             １人 

４人

相手国側参加者             ３人 

(   ) 国(地域)側参加者              人 

①と②の合計人数       ６４人 

セミナー開催の目的 

本セミナーの目的はまず、本年度の本事業のまとめをより多くのメ

ンバーと行うことであり、次に研究テーマの異なる共同研究者間同

士の交流、お互いの研究技術の理解を深めることであった。当初は

各共同研究から代表の研究者による基調講演的な講演を中心にプ

ログラムを作る予定であったが、予定を変更し参加者全員が 10 分

から 20 分程度で各人の本年の研究トピックスについて紹介を行う

ことにした。これにより、本事業時出席した全ての参加者が自分の

研究内容について全員の前で発表することができた。また、シング

ルトラックにすることで、多方面からの質問が発生した。さらに会

場を共済の宿にし、日韓の参加者全員が同じホテルに宿泊したた

め、共同研究あるいは興味のある者同士でプログラムの後も引き続

き議論ができるような場を設け、それが活用された。 
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セミナーの成果 

平成 20 年度の事業のまとめとして、参加者全員が全員の前で発表

を行ったことでメンバー間でお互いの状況を共有することができ、

合宿形式のセミナーによってメンバー間の意見交換をより多くで

きたことは本事業の日韓のインターネット研究の国際共同研究を

今後より推進させていくために有効的であった。また、セミナーを

用いて、定期的に他の共同研究との技術的な情報交換の場を設ける

ことで各人の理解の向上を図ることができた。特にネットワーク分

野は基礎的な技術と応用技術の融合が重要で、本セミナーはその役

割を日韓で国際的に行うことができた。さらに、本セミナーでも、

日韓でのより多くのメンバーの人的交流を実現することができた。

セミナーの運営組織 

プログラム作成：九州大学・忠南大学 
事務処理   ：九州大学情報システム部情報企画課・忠南大学 
現地アレンジ ：九州大学・大分大学 

開催経費

分担内容

と金額 

日本側 内容              金額 
・セミナー招聘滞在費・旅費等     ２，５８２，１９０円 
・その他（会場費・論文集等）       ８６６，４１０円 

相手国側 内容              金額 
・来日航空券等            ２，０００，０００円 
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１０－３ 研究者交流（共同研究、セミナー以外の交流） 

 

① 相手国との交流                 （単位：人／人日） 

派遣先 

派遣元 
日本 韓国  計 

日本 
実施計画  0/0  0/0 

実績 0/0  0/0 

韓国 
実施計画 0/0   0/0 

実績 0/0  0/0 

 実施計画     

実績    

合計 
実施計画 0/0 0/0  0/0 

実績 0/0 0/0  0/0 

② 国内での交流     0/0 人／人日 
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１１．平成２０年度経費使用総額 

（単位 円） 

 経費内訳 金額 備考 

研究交流経費 
国内旅費 2,469,330  

外国旅費 10,195,189  

謝金 0  

備品・消耗品購入費 0  

その他経費 985,990  

外国旅費・謝金に係
る消費税 

349,491  

計 14,000,000  

委託手数料 1,400,000  

合  計 15,400,000  

 
 
１２．四半期毎の経費使用額及び交流実績 

 

 経費使用額（円） 交流人数（人／人日） 

第１四半期 547,399 4/12 

第２四半期 5,686,596 60/292 

第３四半期 1,696,771 20/62 

第４四半期 6,069,234 59/184 

計 14,000,000 143/550 

 


