
 

拠点大学交流事業  

平成２１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．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（7 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・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、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 

 
     事務組織： 情報システム部 情報企画課 

 
相手国側実施組織（拠点大学名・協力大学名は、和英併記願います。） 
  （１）国（地域）名： 韓国 
     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・Seong Se-Jin 
 コーディネーター：（英文） School of Engineering・Professor・Seong Se-Jin 
     協力大学：（英文）  

様式８ 
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Korea Advanced Institute of Science and Technology(KAIST), Seoul National University, 

Korea University, Hanyang 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, Chonbuk National University, Sejong University, Gyeongsang National 

University，Dongseo University，Daegu University，SNU Bundang Hospital，ENSEMBLE 

CAMERATA SEOUL 

 
          （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 

 
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
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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

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。 

 

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、本事業のように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て開始された国際共同実証実験の延長上にある

国際共同研究の元で進められている次世代インターネットの実用化を念頭においた研

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。 

 

現在、インターネットは社会的な IT インフラの代名詞と呼ばれるほど普及・実用化が進ん

でいる。この背景には、先に述べた 1980 年代から始まった研究の成果が実用化された証で

ある。実際、インターネットが大学レベルで普及し始めた 1990 年代には、一般社会では全

く普及されておらず、大学でも電子メールすらほとんど利用されていなかった状況であっ

たが、1990 年以降の商用ネットワークの普及に伴い、短期間のうちに現在のような状況に

なった。では、インターネットの研究はすでに終わっているのかというと、そうではない。

例えば、現在、無線 LAN あるいは、携帯電話の HSDPA などを利用したモバイル環境で

のインターネットの利用も普及しはじめているが、その料金などを考えると、全ての人が
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気軽に利用できるものであるとは言い難い。さらに、日本人が一時的に海外に出かけた時

などは、他国のモバイル環境の利用は非常に困難である。これは、1990 年以前に電子メー

ルが必要な研究者が必要な対価を特別に支払ってインターネットを使っていた状況と同じ

である。また、いわゆる情報過疎地域とよばれ、インターネットそのものが利用できない

地域も日本にはまだたくさんある。これは、韓国でも、また、アジア、世界で見ても同様

である。一方で、現在のインターネットの持つ様々な問題をすべて解決して、全くのスク

ラッチからネットワークを設計・構築しようという未来型インターネットの研究も日本、

韓国、アジア、世界レベルで始まっている。現在のインターネットの主な設計者はアメリ

カ人だけであったので、このような新しいネットワークの設計に貢献しようと考えている

アジアの研究者は多い。このような状況で、現在のインターネットの抱える問題や、将来

のインターネットの議論を日本の研究者だけで行うのではなく、同じような問題意識をも

った日本人と韓国人がそれぞれ異なった政治的、文化的背景の元で同じ目的をもって共同

研究を行うことは国際的に見ても非常に意義のあることといえる。さらに、本事業の特徴

として、日韓の大学院生の共同研究を推進しており、現在進められている未来型ネットワ

ークの研究の将来の国際協調で少なからず貢献できることが期待できる。 
 

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
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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。さらに、2007 年から始まり、日本、韓国、中国の先進的な研究者によって

推進されている AsiaFI (Asia Future Internet) Project においても、本事業に関わって

いる日韓の研究者の貢献は大きい。 

 

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、現在の問題を解決したり、将来のネットワークで利用できる新しいプロトコル、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．平成２１年度研究交流目標 
 
平成 21 年度は、研究活動の充実に努める。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、未来型のインターネット研究コミュニティと連携する。このような次世代インタ

ーネットの国際連携において、日韓の協力体制は評価されているが、それは本事業の

貢献が非常に大きい。現在の主な研究分野としては、例えば、トラフィック計測分野、

認証技術を重点においたミドルウェア開発、遠隔医療教育応用をあげることができ、

これらは日韓のコミュニティに他国からのメンバーが加わりつつある。このような状

況で、アジア、欧米といったコミュニティの活動において、本事業の貢献を明確にし、

その中でも日韓の変わらない共同体制のもと、欧米に対抗できる次世代インターネッ

トの研究開発を行う。 

 

• 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、日韓以外とのネットワークを用いた他国との実証実験を日

韓で共同して行う。これによって、世界中の次世代ネットワークを用いた地球規模で

の高速なネットワークを実証実験の基盤とし、その上での複数の大容量トラフィック

を扱う高精細画像を用いた遠隔医療の実証実験を行う。これにより、高度な経路制御、
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L1/L2 ネットワークの帯域制御、次世代的マルチメディア通信システムの高度運用方

式といった様々な研究課題の解決を次世代ネットワーク基盤の共同研究と共同して行

う。 

 

• 次世代型の移動体通信技術、ユビキタス・センサー技術や新世代ネットワーク技術と

いった現在のネットワークに必要な新しい技術の共同研究を日韓で取り組み、日韓相

互が持つそれぞれ固有の技術の交流を積極的にすすめる。例えば、韓国では次世代型

の移動体通信技術のテストベッドであるメッシュネットワークシステムがあるので、

このシステムを用いて日韓で共同で評価実験を行い、日本におけるメッシュネットワ

ークの導入に貢献させる。また、韓国で得意分野のユビキタス・センサー技術と日本

が世界レベルで進んでいる新世代ネットワーク技術を融合させた本格的な次世代型の

ネットワーク技術の実証実験をインフラと応用を組み合わせた形で行い、日韓で共同

して研究を行うことによる相乗効果の創出を行う。また、それらの研究成果が欧州で

の研究開発より優位に立てるよう戦略的に研究開発を進める。 

 

• 次世代インターネット基盤の共同研究は基本的に、日韓の教員間で高度な意見・情報

交換、議論が中心に進められる。しかし、その共同研究に列席・参加している大学院

生といった若手の人材育成も視野にいれて、共同研究中に日韓の学生同士が相互に議

論ができるような場を設ける。また、日韓の学生同士が中心で行う共同研究を企画す

る。 

 

• 本年も拠点セミナーを日本、韓国で実施する。セミナーで長時間メンバー間で接する

ことが可能な場を用いて、本事業の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。 

 
 
７．平成２１年度研究交流成果 
７－１ 研究協力体制の構築状況 

 

本事業の成果による研究協力体制の構築について、平成２０年度以前は次世代インターネ

ット基盤技術の共同研究内において日韓のメンバー間の研究協力体制の確立に重点をおき、

日韓の研究会を日本国内の大学間のゼミナールのように開催し、日韓での研究局体制を強

化してきた。平成２１年度は本事業を通じて得られた研究協力体制に基づいて、忠南大学

より九州大学や京都大学にサバティカル制度を利用した訪問研究員が長期に滞在し、さら

に密度の濃い共同研究を実施することによって研究協力体制の強化に対して成果を出して

きた。なお、平成２１年度は、忠南大学から九州大学へ Lee YoungSeok 助教が訪問研究員
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として約７カ月滞在し、九州大学の岡村と、次世代インターネットの計測技術や、通信デ

ータをコンテンツ毎に分類する際に韓国国内で得られたデータで日本に関する部分につい

て共同で取り組み、その結果を日本国内の学会で報告した。また、Kim Dae Young 教授は京

都大学に訪問教授として滞在し、新世代インターネットに関する共同研究を京都大学の岡

部教授を中心とし、日本規模で実施している。このような、本格的で実質的な共同研究が

実施されるようになったのは７年にもおよぶ本事業の日韓共同研究の強化の成果であると

いえる。 

 

平成２１年度は本事業のメンバーがその運営委員として多数参加している Asia Future 

Internet (AsiaFI) の全体会合が８月に韓国・済州で、２月に韓国・ソウル大学にて開催

された。日本からは、九州大学、京都大学、早稲田大学から多数のメンバーが参加し、本

会合の運用に貢献した。このように、アジアの先進的な国際会合においても本事業による

日韓の研究協力体制が貢献している。 

 

７－２ 学術面の成果 

 

本事業による実証実験は、５月に AAF (Asia Africa Forum) において、韓国 Kilnam Chon 

教授 (KAIST) の議長の元、アフリカ(エジプト)とアジア(日本)の間で、非圧縮デジタルビ

デオを用いた高精細テレビ会議を用いた遠隔医療教育デモが実施された。さらに、６月に

は スペイン開催された Terena 2009 国際会議にて本事業で研究開発された遠隔医療ライブ

デモを実施した。７月にはマレーシアで、２月にオーストラリアで開催された APAN の遠

隔医療ワーキンググループでは、本事業の主要なメンバーである九州大学病院清水准教授、

ソウル大学病院 Han Ho-Seong 教授のリーダーシップのもと、日韓の医療機関が中心となっ

た遠隔医療に関する遠隔実証実験ライブデモをアジア各国と実施した。１０月にはアメリ

カの Interent2 会合において、Terana2009 同様、本事業の遠隔医療の実証実験の成果を

発表した。そして２月には日韓において OpenFlow 実験ネットワークを接続したＴＶ局用

の高精細動画の伝送実験に成功した。これらの実証実験は日韓の協力無しには実施できな

かったものばかりである。このように、本事業で得られた日韓の共同研究の成果は、日韓

以外の世界規模のネットワーク上での実証実験を強力に、また実用的に支援している。 

 

７－３ 若手研究者養成 

 
平成２１年度の若手研究者の養成の成果として、韓国から社会人博士学生として、九州大

学大学院システム情報科学府博士課程で研究を行っていた本事業のメンバーである Cho 

Ilkwon 氏が優秀な成績で博士を取得したことをあげることができる。主査は本事業の日本

側のコーディネータである岡村であった。また、岡村研究室からは、その研究を本事業を
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通じて日韓で進めた北村 泰一氏も平成２１年度に博士を取得した。九州大学ではその他

に、仮想現実に関する共同研究の日本側の責任者を務めている岡田准教授の２名の博士課

程の学生が学位（博士）を取得した。彼らもまた、研究を進める上で本事業による共同研

究が役に立っている。このように、本事業は７年目にしてその共同研究などの学術的な面

での成果として、学位（博士）取得者への貢献を上げることができた。 

 
その他の若手研究者の養成の成果として、８月に韓国・済州島、２月に韓国・ソウル大学

で開催された AsiaFI 会合への参加を上げることができる。AsiaFI への本事業の関わりに

ついては、事業計画等でも説明している通りであるが、AsiaFI は、新世代のネットワーク

技術をアジア全体で取り組む一環で、若手研究者養成に重点をおいている。AsiaFI は主に、

日本、韓国、中国のメンバーで構成されているため、本事業の延長で参加すれば、従来の

日韓の共同研究を日中韓の共同研究にスムースに拡張可能である。従来の本事業の活動に

よって日韓の若手研究者の養成は十分に行われてきているが、平成２１年度は AsiaFI を通

じてさらに、日中韓での若手研究者養成を行った。AsiaFI では、新世代ネットワークの研

究テーマとして特に移動体通信に着目しており、８月の済州島では、アジアや欧米の移動

体通信の先端的な研究者による講演聴講を通じた情報収集を行った。２月のソウルでは新

世代ネットワークの移動体通信で着目されている絶対識別子と位置識別子に関するワーク

ショップに参加して最先端の研究テーマの情報収集を行った。そしてさらに、日中韓の学

生間による研究発表・議論を行う機会を設け、若手研究者の国際的な養成に貢献した。 
 
７－４ 社会貢献 

 

平成２１年度の活動における社会貢献は、本事業に関わる多くのメンバーが、AsiaFI 、APAN 

といった先端的アジア地区、あるいはアジア全体の研究活動団体において、運営委員とし

て関わり始めていることをあげることができる。AsiaFI、APAN は、アジアの次世代あるい

は新世代ネットワークの運用や開発を目的とした任意団体であるが、学会とは違い、各国

あるいはアジア全体のネットワーク研究・開発の推進を目標にしている。また、若手研究

者の育成にも重きをおいている。APAN が中心になって、日韓のインターネット環境の改善

が実際に行われてきている。このような活動は研究者の個人的な学会の研究活動とは異な

り、各研究者の国際的な社会貢献であるということができる。平成２１年度で７年目とな

った日韓の本事業は、日韓の研究者の成熟によってこのような国際的な研究組織の運営も

できるようになったことは、本事業の大きな社会貢献であるということができる。 

 

７－５ 今後の課題・問題点 

 

特に無し。 
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７－６ 本研究交流事業により発表された論文 

  平成２１年度論文総数     ８０本 

   うち、相手国参加研究者との共著   ４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２１年度研究交流実績概要 
８－１ 共同研究 

 

1. 次世代インターネット基盤技術の研究開発 

 

 AsiaFI、APAN、TEIN、Internet2、AAF と連携し、新世代、次世代ネットワークの

研究の連携共同を世界規模で行った。また、世界規模の研究用ネットワークを用

いた大規模な実証実験を行った。 

 OpenFlow という新世代ネットワークにおいてキーとなる新しい技術をいち早く

日韓で取り組んだ。 

 アジア地域における新世代ネットワークの研究拠点に若手研究者を送り込み、国

際的な若手育成に貢献した。 

 

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 

 

 従来中心的に行ってきた内視鏡に加えて心臓カテーテルなど新しい医療の遠隔教

育の取り組みを始めた。 

 日本の九州大学病院と韓国のソウル大学病院で、学生の講義においてライブ手術

映像を教材として伝送し、実用的な教育に役立たせた。 

 九州大学病院において、アジア遠隔医療開発センターを設立させ、組織として本

事業の研究開発に携われるようにした。 

 アジア遠隔医療シンポジムを開催し、医療の視点で、ネットワーク技術者と医者

の間のヒューマンコミュニケーションの距離を縮めることに貢献した。 

 

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 

 

研究の内容を、以下の３つの分野に分類し、それぞれの分野において先端的なセキュ

リティの研究を遂行した。 

 

 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 

 情報セキュリティ分野 

 

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 

 

平成 21 年度は、次の３つの大きなテーマについて取り組み、成果の研究発表、実証実験を
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通じた議論を行った。また、本共同研究を通じて、九州大学から博士を輩出することがで

きた。 

 

 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 

 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 

 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 

 

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 

 

平成２１年度は、e-Learning、Web に関するデータマイニングや認証を含めた統合的な表示

技術、電子図書館技術、Web 上のデータマイニング技術などをとりあげ、これらの応用を次

世代インターネットで展開してゆく際に必要となる先進的な技術に着目した共同研究を推進

した。 

 

８－２ セミナー 

 

平成２１年度は、８月に韓国で、１月に日本でセミナーを開催した。 

 

セミナーの共通の目的は、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る。そのために参加者全員が各人の本年の研究トピックスにつ

いて紹介を行う形式をとった。これにより、セミナー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。また、シングルトラックにすることで、多方面から

の議論を行った。さらに参加者全員が同じ会場に宿泊し、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た。 

 

８月に韓国で開催したセミナーは７年目である本事業のいままでの総括を行う意味で、各

人の研究の最新状況を互いに報告し、情報収集を行うとともに、平成２１年度の各人およ

び各共同研究の進め方の目安とした。１月に日本で開催したセミナーは、最終年度である

平成２２年度に向けて各人、各研究室が今後取り組むべき課題に重点をおいた発表を行い、

本事業のまとめの方針について議論が行われた。 

 

８－３ 研究者交流（共同研究、セミナー以外の交流） 

 

平成 21 年度には研究者交流を実施していない。 
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９．平成２１年度研究交流実績人数・人日数 
９－１ 相手国との交流実績 

         

          派遣先 

派遣元 

日本 

<人／人日> 

韓国 

<人／人日>

ｽﾍﾟｲﾝ 

<人／人日>

ﾏﾚｰｼｱ 

<人／人日>

ｵｰｽﾄﾗﾘｱ 

<人／人日> 

合計 

<人／人日>

日本 

<人／人日> 

実施計画  70/250 1/7 1/7 1/5 73/269 

実績 66/291 

(1/4) 

1/7 1/7 1/7 69/312 

(1/4) 

韓国 

<人／人日> 

実施計画 86/298     86/298 

実績 36/156    36/156 

 

<人／人日> 

実施計画       

実績       

合計 

<人／人日> 

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

実績 36/156 66/291 

(1/4) 

1/7 1/7 1/7 105/468 

(1/4) 

 

※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>  28 ／ 89  <人／人日> 
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１０．平成２１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 スペイン マレーシア ｵｰｽﾄﾗﾘｱ 計 

<人／人日> <人／人日> <人／人日> <人／人日> <人／人日> <人／人日>

日本 

 <人／人日> 

実施計画  10/30 1/7 1/7 1/5 13/49 

実績 38/184 1/7 1/7 1/7 41/205

韓国 

 <人／人日> 

実施計画 30/90     30/90 

実績 6/43    6/43 

 

 <人／人日> 

実施計画       

実績      

合計 

 <人／人日> 

実施計画 30/90 10/30 1/7 1/7 1/5 43/139

実績 6/43 38/184 1/7 1/7 1/7 47/248

② 国内での交流   6/17 人／人日 

２１年度の研

究交流活動及

び成果 

 

AsiaFI (Asia Future Internet)、APAN (Asia Pacific Advanced Network)、

Internet2、TEIN (Trans-Eurasia Information Network)、AAF (Asia Africa 

Forum) といったアジア、欧米、アフリカといった世界レベルでの次世代、

未来型のインターネット研究コミュニティと連携しつつ、その中で本事業

の独自性を確保し、日韓の共同体制のもと、欧米に対抗できる次世代イン

ターネットの研究開発の貢献を行った。AsiaFI、APAN では、本事業の日

韓のメンバーにより移動体、 OpenFlow などの次世代・新世代インターネ

ットワーク技術の研究成果発表が行われた。TEIN、AAF、Internet2 では

本事業で遠隔医療の共同研究とともに研究開発してきた、高品質ビデオ会

議システムを利用した遠隔医療教育の実証実験を、欧州、アメリカ、エジ

プトで実施し、本研究の成果を広く周知させた。このような実証実験の実

施によって、主に日韓のネットワークで行われてきた研究成果が、日韓の

ネットワークを超えて世界規模で有効であることを示すことができた。 
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次世代型・新世代の移動体術や OpenFlow といった現在のネットワークに

必要な新しい技術の共同研究を日韓で取り組んだ。OpenFlow に関する研

究開発では日韓のメンバーによって、日本、韓国で開発された OpwnFlow 

のプロトタイプシステムを相互接続した実証実験を行い、今後の新世代ネ

ットワークに関する共同研究の足がかりを作った。 

若手研究者の育成では共同研究の一環で、平成 22 年 2 月末に韓国・ソウ

ル大学にて開催された AsiaFI に、九州大学、早稲田大学、京都大学から

約 20 名の大学院生が参加し、韓国の大学院生と新世代ネットワーク技術

について、互いの研究内容の紹介や、新しい技術に関する議論を行うとと

もに最終年度に向けて若い世代の新しい人間関係の形成も定着してきた。

 

第 3国開催の共同研究では、スペインで開催された欧州最大のネットワー

ク応用に関する国際会議 TERENA 2009 において、会場とバルセロナ、イ

タリア、ノルウェーの各病院をデジタルビデオ品質のインターネット TV

会議システムで接続し、本事業において日韓で行ってきた先端的遠隔医療

教育のデモを欧州の主要な国際会議にて実践し、本事業の成果をアピール

した。本共同研究では、本事業で行ってきた技術・ノウハウを、欧州の病

院に広めることができ、本事業の結果が国際的に社会還元できることの事

例となった。また、マレーシアで開催されたアジア最大のインターネット

研究母体である APAN  (アジアパシフィック先端的ネットワーク協議会）

では、韓国ならびに、中国、シンガポール、タイ、マレーシア、ベトナム、

フィリピン、オーストラリアなどの研究者に、本拠点事業の日韓の研究成

果を説明するとともに、アジアおよび環太平洋地域の次世代インターネッ

トの研究活動について、種々意見交換を行った。また、併設して行われた、

遠隔医療のデモでは、会場であるマレーシア・クアラルンプールから日本、

韓国、中国、シンガポール、フィリピン、ベトナム、台湾を次世代型超高

速インターネットで接続し、高精細画像を使った遠隔医療を示すことがで

きた。このデモの技術的な部分は日韓の協力によって実施された。オース

トラリアで開催された APAN では Future Internet の研究活動において、

アジアの日韓の研究活動における本事業の位置づけと貢献のアピールを

十分に行なった。さらに遠隔医療応用実証実験など本拠点事業の成果をア

ジアレベルで展開する事例研究の発表を行った。 

日本側参加者数  

５６ 名 （１３－１ 日本側「参加研究者リスト」を参照） 

韓国側参加者数 

４５ 名 （１３－２ 韓国側「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 

韓国側代表者 

氏名・所属・職 

HAN Ho-Seong 

Seoul National University Bundang Hospital・Associate Professor 

交流人数 

（※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 

 <人／人日> 

実施計画  8/24  8/24 

実績 1/3  1/3 

韓国 

<人／人日> 

実施計画 10/30   10/30 

実績 5/16  5/16 

 

<人／人日> 

実施計画     

実績    

合計 

<人／人日> 

実施計画 10/30 8/24  18/54 

実績 5/16 1/3  6/19 

② 国内での交流   3/10 人／人日 

２１年度の研

究交流活動及

び成果 

 

胸部外科に関するコンテンツが新たに加わった。福岡大学を中心とし、4

月の日本外科学会、2月のアジア太平洋先端ネットワーク会議において、

それぞれ福岡国際会議場とアサン医療センター、北海道大学とソウル大学

ブンダン病院などを接続して手術ビデオのテレカンファレンスが行われ

た。今後期待できる領域である。 

一昨年初めて開始した日本の医学生に対する韓国からのライブ手術を交

えた授業を、今年初めてマスコミへ公開した。ＮＨＫテレビや朝日新聞・

読売新聞からの取材を受け、好評であった。 

韓国側で新たに接続されたアサン医療センターと建国大学は、共に内視鏡

の盛んな施設であり、今後この領域での中心的役割を果たすことが期待さ

れる。 

九州大学病院のアジア遠隔医療開発センター（TEMDEC）に、狭いながら専

用の部屋が確保された。来年度新たなスタッフや機器の導入も予定され、

今後の継続的・発展的活動の拠点になる体制が一歩前進した。 

アジア遠隔医療シンポジウム開催（九州大学病院）：医療関係者とエンジ
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ニアの情報交換の場として始まった本シンポジウムは、本年度第 3回目を

迎えた。日韓の関係者を中心に約 100 名の参加者を得た。 

圧縮されたハイビジョンシステムによる手術映像の配信を、2月に初めて

試みた。数秒の遅延が認められたが、通常のテレカンファレンスシステム

と併用することによりリアルタイムでのディスカッションが可能で、今後

有用なツールの一つとなる可能性がある。 

 

総括： 日韓両国からは依然として新たな接続希望施設が多く、本活動は

さらに大きく広がって来ている。しかしながら、日本国内においては新た

な回線の導入による必要経費、韓国においては KOREN（韓国学術ネットワ

ーク）の接続会員数に制限があるなど、希望しても必ずしも本活動に参加

できないという現状があることも事実である。今後の更なる状況改善を期

待したい。 

 

日本側参加者数  

３２ 名 （１３－１ 日本側「参加研究者リスト」を参照） 

韓国側参加者数 

１７ 名 （１３－２ 韓国側「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 

韓国側代表者 

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 

 <人／人日> 

実施計画  3/9  3/9 

実績 0/0  0/0 

韓国 

<人／人日> 

実施計画 0/0   0/0 

実績 0/0  0/0 

 

<人／人日> 

実施計画     

実績    

合計 

<人／人日> 

実施計画 0/0   3/9 

実績 0/0   0/0 

② 国内での交流   0/ 0 人／人日 

２１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について、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。ネットワークセキ

ュリティ分野について、セキュリティへの応用のためのネットワークにお

ける攻撃検知手法に関する研究を行った。情報セキュリティ応用分野につ

いて、ネットワークを基盤として形成される情報空間におけるセキュリテ

ィ技術に関する研究に取り組み、特に、応用分野としてウェブにおけるセ

キュリティ技術に着目した。日韓相互のセキュリティに関する研究者が、

システム、ネットワーク、応用分野と横断的に共同研究、情報・意見交換

を行うことで、単一国内で行うより広い情報収集、多様的な状況の想定、

より多彩なセキュリティインシデントに関する事例収集などを行うこと

ができた。例えば、韓国では日本よりも VoIP (Voice over IP) の普及が

進んでいるので、VoIP のセッション制御である SIP プロトコルへの攻撃

への対策の研究が進んでおり、これらの成果を知るのは興味深い。逆に、

日本はクラウド技術が進んでおり、韓国に先駆けておこなわれているクラ

ウドのユーザインタフェースであるウエブセキュリティに関する研究に
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対する意見交換での得た韓国からの視点の考察は、今後の研究に役立つも

のであった。 

日本側参加者数  

６ 名 （１３－１ 日本側「参加研究者リスト」を参照） 

韓国側参加者数 

６ 名 （１３－２ 韓国側「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 

韓国側代表者 

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 

 <人／人日> 

実施計画  6/18  6/18 

実績 4/16  4/16 

韓国 

<人／人日> 

実施計画 6/18   6/18 

実績 0/0  0/0 

 

<人／人日> 

実施計画     

実績    

合計 

<人／人日> 

実施計画 6/18 6/18  12/36 

実績 0/0 4/16  4/16 

② 国内での交流   0/ 0 人／人日 

２１年度の研

究交流活動及

び成果 

 

平成２１年度は以下の内容について共同研究を進めた。 

 

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初動教育シス

テムの開発をすでに行っており、日韓間でネットワークを介した協調操作

実験を行い問題の解決を図った。この実験では、操作予測機能を導入する

ことにより、操作イベント情報のネットワーク転送遅延問題の解決を図っ

た。また、すでに開発を行なっている Phantom を用いた手術トレーニング

システムを利用して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。代わりに、体験型３次元

CG 学習支援システムや対話型進化計算を用いた画像編集ツールの開発を

行った。韓国メンバーとの議論で、より直観的な操作が可能なインタフェ

ースが必要という意見があり、タッチインタフェースの実装を行いユーザ

評価により良好の結果を得た。来年度に日韓間でネットワークを介した協
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調操作実験により完成度を高めるとともに有用性の評価を行う予定であ

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達が楽しめるように、

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

行えるのかを九州国立博物館のメンバーやこれら技術について高い知見

をもつ韓国のメンバーと議論し、子供達が楽しめ参加意欲を高めるものと

して、ポイント獲得型やシリアスゲーム型の展示物閲覧システムの設計を

行った。また、平成２０年度より、３次元グラフィックス応用ソフトウェ

ア開発支援システムであるインテリジェントボックスの機能をインター

ネット上で利用できるように拡張を行っている。この Web 版インテリジェ

ントボックスの完成度を高め、インテリジェントボックスの応用システム

として仮想博物館や仮想美術館等のシステム開発が行える目途がたった。

韓国メンバーとの議論により、iPhone や iPod touch のようなタッチイン

タフェースをもつ携帯端末を利用する展示物閲覧システムが望まれると

いう意見があり、Web 版インテリジェントボックスで作成したコンテンツ

がそれら携帯端末で表示および操作ができるように機能の拡張を行った。

 

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を研究開発する。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

ヤーを開発する。インテリジェントボックスの機能部品として TVML(TV 

Making Language)プレイヤーをすでに実装しており、これを拡張すること

により開発を進めた。TVML は、NHK 放送技術研究所によって提案された

TV 番組を作成するためのスクリプト言語である。韓国メンバーとの議論

により、対話操作機能を追加することにより、プレゼンテーション以外に

も様々な Web 応用システムの開発に利用できるという意見から、Web 版イ

ンテリジェントボックスの TVML プレイヤーに対話操作機能の追加を行

い、インターネット上でサービスが行えることを確認した。 

 

なお、平成 21 年度は韓国側メンバーを招聘して日本でも共同研究を開催
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し、日本の学生を交えた活動を行う予定であったが、主要なメンバーであ

る Kim Jong Won 准教授がサバティカルでアメリカに滞在するなどで、韓

国側メンバーと日本での共同研究の日程を確保できなかったため、招聘は

計画通りには実施できなかった。しかし、インターネットを通じた共同研

究は随時行い、国際的に活躍する研究者である韓国側メンバーと定期的に

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。 

 

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。 

日本側参加者数  

１７ 名 （１３－１ 日本側「参加研究者リスト」を参照） 

韓国側参加者数 

６ 名 （１３－２ 韓国側「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 

韓国側代表者 

氏名・所属・職 

HYUN Soon Joo 

KAIST・Associate Professor 

交流人数 

（※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 

 <人／人日> 

実施計画  3/9  3/9 

実績 4/17  4/17 

韓国 

<人／人日> 

実施計画 0/0   0/0 

実績 1/4  1/4 

 

<人／人日> 

実施計画     

実績    

合計 

<人／人日> 

実施計画 0/0 3/9  3/9 

実績 1/4 4/17  5/21 

② 国内での交流   0/ 0 人／人日 

２１年度の研

究交流活動及

び成果 

 

e-Learning、Web に関するデータマイニングや認証を含めた統合的な表示

技術、電子図書館技術、Web 上のデータマイニング技術などをとりあげ、

これらの応用を次世代インターネットで展開してゆく際に必要となる先進

的な技術に着目した共同研究を推進した。 

日韓あるいは国際的に共通な話題になりがちである電子図書館に関した、

RFID など、次世代インターネット技術の応用として図書の蔵書管理につ

いて、すでに十分な研究体制が作られている本共同研究で取り組んだ。Web 

マイニングでは、サンプルデータの広くまた、多様な収集が重要であるが、

日本単一国で取り組むより、日韓で協力して取り組むことによって、有益

なデータ収集、評価などを行うことができた。e-Learning に関する活動

は、米国が中心に行っている EDUCAUSE が従来から主流で、そこで日本、

韓国それぞれ個別に活動を行っていた。しかし、国際的な日韓国際協力体

制が構築されてきた本共同研究の成果によって、EDUCAUSE の活動におい

ても、日本、韓国がそれぞれ個別に研究活動を行うよりも、より効果的な
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e-Learning の国際連携体制が構築された。 

日本側参加者数  

１５ 名 （１３－１ 日本側「参加研究者リスト」を参照） 

韓国側参加者数 

１４ 名 （１３－２ 韓国側「参加研究者リスト」を参照） 
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１０－２ セミナー 

整理番号 S－1 

セミナー名 （和文）第 13 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 13th Seminar 
開催時期 平成２１年８月２０日 ～ 平成２１年８月２１日（２日間） 

開催地（国名、都市名、

会場名） 
（和文）韓国・慶州・TEMF ホテル 

（英文）Korea・Kyongju・TEMF Hotel 

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) 

Wangrok Oh・Chungnam National University・Assistant Professor

 
参加者数 
   派遣先 
派遣元 

セミナー開催国 
(  韓国  ) 

 
日本 

<人／人日> 

A. 19/71 
B.  
C. 1/4 

 
韓国 

<人／人日> 

A.  
B.  
C. 19/76 

 
 

<人／人日> 

A.  
B.  
C.  

 
合計 

<人／人日> 

A. 19/71 
B.  
C. 20/80 

A.セミナー経費から負担 
B.共同研究・研究者交流から負担 
C.本事業経費から負担しない（「参加研究者リスト」に記載されていない研究者は集計し

ないでください。） 
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セミナー開催の目的 本セミナーの目的はまず、本年度前半の本事業全体の全ての共同研

究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

めることである。そのために参加者全員が各人の本年の研究トピッ

クスについて紹介を行う。これにより、セミナーに出席した全ての

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

る。また、シングルトラックにすることで、多方面からの議論が期

待できる。さらに参加者全員が同じ会場に宿泊し、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

うな場を設ける。また、来年度は最終年度であることを意識して、

各人が将来の計画を含めた発表内容になるよう努めた。 

セミナーの成果 本年度前半の事業の全体のまとめを参加者全員が口頭発表を行う

ことで、より多くのメンバーで共有、意見の交換をやりとりできた

のは本事業の方向性を次世代インターネットの日韓共同での貢献

という目標にメンバー全員で向けるのに有効的であった。医療のメ

ンバーはこれまでの実証実験の総括を行った。ネットワーク基盤の

メンバーは次世代インターネット技術から新世代インターネット

技術の移行についてそれぞれの専門の領域について最新の研究報

告を行った。セキュリティのメンバーは実用的なセキュリティ対策

技術について報告を行った。デジタルメディアのメンバーは、電子

図書館や e ラーニングのための高度な処理技術について紹介を行

った。このように、応用を支援するための基礎的な研究を行ってい

る技術者と、応用的な研究者がセミナーを通じて直接情報・意見交

換ができるのは本事業を進めてゆく上で非常に有益であった。 

セミナーに参加したメンバーが本事業の共同研究で扱われている

最新の日韓での研究内容を共有することができ、今後の各人の研究

をより広い視野で推進することが期待できるようになった。 

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 ：忠南大学 

開催経費

分担内容

と金額 

日本側 内容              金額 

・セミナー派遣旅費          １，８９９，８１３円 

韓国側 内容              金額 

・会場借上費用            ３，０００，０００円 
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整理番号 S－2 

セミナー名 （和文）第 14 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 14th Seminar 

開催時期 平成２２年１月２５日 ～ 平成２２年１月２６日（２日間） 

開催地（国名、都市名、

会場名） 
（和文）日本・札幌・北海道大学 

（英文）Japan・Sapporo・Hokkaido University 

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 
   派遣先 
派遣元 

セミナー開催国 
(  日本  ) 

 
日本 

<人／人日> 

A. 19/62 
B.  
C. 4/8 

 
韓国 

<人／人日> 

A. 24/93 
B.  
C.  

 
 

<人／人日> 

A.  
B.  
C.  

 
合計 

<人／人日> 

A. 43/155 
B.  
C. 4/8 

A.セミナー経費から負担 
B.共同研究・研究者交流から負担 
C.本事業経費から負担しない（「参加研究者リスト」に記載されていない研究者は集計し

ないでください。） 
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セミナー開催の目的 本セミナーの目的は、本年度全体の本事業全体の全ての共同研究の

まとめと来週年度である来年度に向けての取り組みをより多くの

メンバーで行い、検討をすることである。また、従来のセミナーと

同様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る。そのために参加者全員が 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。

これにより、セミナー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、多方面からの議論が期待できる。さらにセミナー中

は参加者全員が会場付近に宿泊することで、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

を設ける。このような形式のセミナーで、来年度以降の事業全体の

目標や方向性について、参加者全員で共有できるようにする。 

セミナーの成果 本年度全体の事業の全体のまとめとして、参加者全員による研究報

告が行われた。デジタルメディアのメンバーでは、日本、韓国、ア

ジア、欧米の感性をデジタル表現する発表が行われたが、日韓拠点

事業による日韓の相互理解が深い本事業ではそのような研究内容

も深く国際的に考察、議論することができた。ネットワークのメン

バーは新世代技術の色々なトピックスの紹介が行われ、他のメンバ

ーの今後の研究の参考になった。セキュリティメンバーはクラウド

など近い将来の重要なネットワークインフラにおけるセキュリテ

ィ技術について紹介を行った。医療のメンバーは従来の実績に基づ

いた今後の実証実験の計画について発表を行った。仮想現実技術の

メンバーは、これまで日韓で共同して行ってきた広域ネットワーク

上の高度な仮想現実技術とその応用について報告を行った。各発表

は、今までの研究の報告に加えて、今後の研究についても言及して

おり、最終年度となる来年度の各人の研究計画をより多くのメンバ

ーで共有、意見の交換をやりとりすることができた。このように本

セミナーは、本事業の目標でもある次世代インターネットの日韓共

同研究の推進に対して貢献し、最終年度となる来年度以降の本事業

全体の方向性について全メンバーで認識することができた。 

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 情報基盤研究開発センター、 

情報システム部情報企画課 

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     ３，２１１，２１０円 

・その他の経費（会場費・論文集等）    ５１６，７８０円 

韓国側 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                  

派遣先 

派遣元 

日本 

<人／人日> 

 

<人／人日> 

 

<人／人日> 

計 

<人／人日> 

日本 

<人／人日> 

実施計画     

実績    

 

<人／人日> 

実施計画     

実績    

 

<人／人日> 

実施計画     

実績    

合計 

<人／人日> 

実施計画    0/0 

実績    0/0 

②  国内での交流    0/ 0 <人／人日> 
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１１．平成２１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 ３，０１１，４２３  

外国旅費 １０，０１１，８２０  

謝金 ０  

備品・消耗品購入費 ０  

その他経費 ５６５，４９０  

外国旅費・謝金に係
る消費税 

４１１，２６７  

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 ８１，１９５ ２／ １０

第２四半期 １，７８３，２０６ ３２／１１４

第３四半期 ２，０２４，３２１ １３／ ６５

第４四半期 １０，１１１，２７８ ８６／３６８

計 １４，０００，０００ １３３／５５７

 


