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拠点大学交流事業 
平成２２年度 実施報告書 

 
 
１．拠点機関 

日 本 側 拠 点 機 関： 九州大学 

韓 国 側 拠 点 機 関： 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            
                   （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（  8 年目） 

 
４．実施体制 
日本側実施組織 
     拠点機関：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 

     協力機関： 
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、田附興

風会 

 
     事務組織：情報システム部 情報企画課 
 
 
相手国側実施組織（拠点機関名・協力機関名は、和英併記願います。） 
（１）国（地域）名：韓国 

拠点機関：（英文） Chungnam National University 
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          （和文） 忠南大学校 
 コーディネーター：（英文）School of Engineering・Professor・Seong Se-Jin 

 協力機関：（英文） 
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、本事

業の協力機関メンバーでもある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 年代の終わりの頃で、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
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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

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。
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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、これは現在世界的な規模で研究が始まってい

る新世代ネットワーク研究開発の将来の国際協調につながり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
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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。さらに、近年世界規模で急速に取り組まれて始めてきた新世代ネットワー

ク技術のアジア版で、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に取り組む予定である。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２２年度研究交流目標 
 
平成 22年度は、研究内容としては従来の活動を引き続き行うとともに本事業の総括を行う。

具体的な主な項目は、下記のとおりである。 

 

• AsiaFI、APAN、Internet2、TEIN、AAF などのアジア、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、アフリカ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に基づいた次世代イ

ンターネットの研究開発を行う。最終年度である本年度は、このような活動の中で、

AsiaFI の活動において、研究発表を中心して本事業の研究成果を総括する。また、APAN、

Internet2、TEIN では、日韓の協力した体制のもと、他のアジア諸国、米国、欧州と

連携した次世代ネットワークに基づいたデモンストレーションを行い、本事業のイン

パクトを他国に総括的に示す。そして、アジアとアフリカとの連携について日韓でリ
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ーダシップをとり、今後のアフリカとの具体的なネットワーク共同研究の方針を示す。

以上のような幅広い活動により、本事業の成果を、世界規模の次世代インターネット

の研究開発コミュニティにおいて普及させることに努める。 

 

• 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、日韓以外とのネットワークを用いて他のアジア諸国、米国、

欧州諸国、アフリカとの実証実験を日韓で共同して企画し行う。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

構築を実現し、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。このような実証実験に基づいた超広域ドメインを対象にした

経路制御、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図り、最終年度である本年度は世界規

模の次世代ネットワーク基盤を対象にして共同研究を行う。 

 

• 最終年度である本年度は、新世代ネットワーク技術の具体的な実証実験として、

OpenFlow を取り上げ、着目する。OpenFlow は、新世代ネットワーク技術の中でも具体

性と将来性があり、大学院の学生が研究や実証実験を行うのに適している。本年度は

日本と韓国での OpenFlow のプロトタイプテスト環境で国際的な実証実験に基づいた

研究開発を行う。このように新世代ネットワーク先端的な技術開発を日韓で共同して

研究を行うことによる相乗効果の創出を行う。また、いちはやく国際的な実証ベース

の研究を行うことによって、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、将来のネットワーク研究に貢献する。 

 

• 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、議論を中心に進められる。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。最終年度である本年度は、次世代ネットワークの例えば、省電力技術、高度移動

体通信技術、OpenFlow/DCN といった新しいトランスポート通信技術などのトピックス

ごとに重点的な議論ができる小ワークショップ形式の発表、議論を各共同研究で設け

る。共同で実施した実証研究の結果を APAN などでのアジア規模の国際会議で発表する。 

 

• 最終年度である本年も韓国、日本それぞれにおいて拠点セミナーを実施する。本事業

における過去のセミナー開催の経験上、韓国、日本でそれぞれ開催することにより、

本事業では支援できない学部学生が参加したり、多忙なため本事業には頻繁に関われ

ない有識者の基調講演をメンバーが聞くことができたメリットがあった。過去のこれ

らのメリットを考慮して、最終年度も韓国、日本それぞれでセミナーを開催し、本事
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業で定常的に活動しているメンバー以外のメンバーの参加による活性化を期待する。

また、研究の方向性は異なるが、次世代インターネットに関係する研究を行っている

多種多様のメンバーが一堂に会して、全員が全員の前で発表を行う形態は全メンバー

が豊富な情報収集ができることをはじめ、日韓の研究者の友好な人間関係を維持する

ことの役に立ってきた。最終年度である本年度は、日韓のメンバー間で長時間接する

ことが可能なセミナーにおいて、本事業の日韓メンバー間での次世代インターネット

に関する共同研究活動を振り返る機会を設け、本事業終了後の日韓の人間関係や研究

体制の方向性の議論を行う。 

 

• 最終年度である本年度も、アジアの他国やアメリカなどの第三国にて本事業のメンバ

ーである日本および韓国の研究者が共同研究を行い、そこで、本事業の成果の普及活

動に努める。本年度は本事業を総括する意味でも、本事業の集大成的な成果を示すこ

とに留意する。そこで、アジア諸国のメンバーが集結する APAN では研究成果の報告

を行い、多くのインターネットの研究者が集まる Internet2 ではより高度な遠隔医療

のデモンストレーションを行う予定である。 

 
７．平成２２年度研究交流成果 
 

７－１ 研究協力体制の構築状況 

 

7 月にソウルで、IEEE と情報処理学会の共催である SAINT 国際会議が開催されたが、

その主要な委員の多くが本事業に関わっている研究者で、連携もよく国際会議も盛会で

あった。また、国際会議中に本事業の研究成果のデモンストレーション展示が多数行わ

れた。APAN 会合は、8月にハノイで、2 月に香港で行われたが、本事業に関わっている

研究者の連携した活躍が多く見受けられた。8 月には日本で、また、2 月には香港で

AsiaFI の勉強会が開催されたが、ここでも本事業に関わっている日韓の教員が連携し

て高度な講座を担当し、アジアの若い学生に新しいインターネットの教育を協力して行

った。このように、アジアで開催され、日本と韓国がその主要なメンバーとなるインタ

ーネット関連の多くのイベントで、本事業によって築かれた研究協力体制、人間関係が

非常に役に立っており、これは本事業終了後も引き続き持続できる見込みである。 

 

７－２ 学術面の成果 

 
学術面の成果の一例として SAINT 国際会議における、本事業の研究成果のデモンスト

レーション展示を挙げる。7 月にソウルで開催された SAINT 国際会議において、大分

大学 西野研究室、九州大学 岡村研究室が、それぞれ、本事業で行った研究成果をデ

モンストレーション展示した。西野研究室は仮想現実に関する研究成果であり、岡村研
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究室は省エネルギーネットワーク運用ならびに遠隔医療実証実験の成果であった。いず

れも参加者には好評で本事業の成果が学術的に優れていることが示された。また、12

月にはソウルでアジアにおける遠隔医療のシンポジウムが韓国・漢陽大学病院および九

州大学病院の共催で開催された。このシンポジウムは学会が主催ではなく、本事業に関

わった日韓の 2つの大学が主催であったにも関わらず、本事業で研究開発された遠隔医

療実証研究に関わる多くの研究成果の発表が日本および韓国の大学や医療機関によっ

て行われた。 

 
７－３ 若手研究者養成 

 

8 月に日本で開催された AsiaFI の Summer School では、本事業の主要なメンバーが

講師になって、日本、韓国をはじめとするアジアの多くの若者の新世代ネットワークの

先端的な説明を行った。AsiaFI Summer School は 3 日間開催され、基調講演、優れた

学生の発表、そしてワークショップ形式で参加した学生の研究紹介が行われた。いずれ

も、本事業に関わる研究者による若手の研究者の指導が随所で行われた。AsiaFI は、

本事業終了後も継続して活動が行われ、このように本事業で活躍した日韓の研究者が中

心となって若手の研究指導を行う予定である。 

 

７－４ 社会貢献 

 

APAN は、アジアの先端的なネットワークの集合体であり、研究活動に加えて各国間の

ネットワークの接続の調整なども行われる。日本、韓国の APAN の代表者は本事業の主

要なメンバーであり、これらの研究者が本事業に基づく信頼関係の元で APAN の運用を

強力に支援している。本事業終了後、APAN は引き続き活動を継続するが、APAN に関わ

る本事業のメンバーは幅広く、引き続き貢献できる見込みである。 

 

７－５ 今後の課題・問題点 

 
特になし。 

 
７－６ 本研究交流事業により発表された論文 

  平成２２年度論文総数   ９９本 

   うち、相手国参加研究者との共著  ２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  ４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２２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(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た活動を行った。 

 遠隔医療教育などの次世代インターネットの応用や、アフリカなど他地域との実証

実験も積極的に行なった。 

 新世代ネットワークにおける新しい通信方式の研究や実証実験に取り組んだ。 

 学会における共同研究の成果の公表、デモンストレーションを行った。 

 

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 

 

 新しい方式の高精細動画会議システムを用いた実証実験を行った。 

 新たなコンテンツとして、心臓カテーテルと胎児治療の実証実験を行った。 

 韓国側のアサン医療センターと建国大学と特に多くの実証実験を行った。また、九

大医学部の講義コンテンツに実証実験を用いた。 

 アジア遠隔医療シンポジウムをソウルで開催した。 

 

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 

 

 新しいサービス、デバイスであるクラウドやスマートフォンのセキュリティについて

取り組んだ。 

 

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 

 

 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 

 

 本事業で研究開発したデジタルデータの高度検索や処理技術を応用して、アジア、

欧米の文化の比較実証研究を行った。 
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８－２ セミナー 

 

平成 22 年度は、9月に韓国で、2月に日本でセミナーを開催した。 

 

本年度のセミナーでは本事業全体の全ての共同研究の技術的なまとめをより多くのメンバ

ーと行うとともに、将来のインターネットの課題について各人が自分の研究分野の立場で

発表を行うことを共通の目的にした。そのため、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した。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。 

 

本年度のセミナーによって、本事業が目指してきた次世代、新世代のインターネットの研

究開発に加え、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について議論することができた。本年度のセミナー

によって、アジアで先端的に行ってきた本事業によるインターネットの日韓共同研究は将

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 22 年度には研究者交流を実施していない。
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９．平成２２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>

ベトナム

<人／人日>

アメリカ 

<人／人日> 

香港 

<人／人日> 
合計 

日本 

<人／人日> 

実施計画 
 70/250 

(13/52) 
1/6 1/7 1/6 

73/269 

(13/52) 

実績 52/224 1/7 0/0 1/4 54/235 

韓国 

<人／人日> 

実施計画 86/298     86/298 

実績 67/269    67/269 

 

<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 86/298 
70/250 

(13/52) 
1/6 1/7 1/6 

159/567 

(13/52) 

実績 67/269 52/224 1/7 0/0 1/4 121/504 

 

※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>  33／94 <人／人日> 
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１０．平成２２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 ﾍﾞﾄﾅﾑ ｱﾒﾘｶ 香港 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 1/6 1/7 1/6 13/49 

実績 18/83 1/7 0/0 1/4 20/94 

韓国 

<人／人日> 

実施計画 30/90     30/90 

実績 32/143    32/143

 

<人／人日> 

実施計画       

実績    

合計 

<人／人日> 

実施計画 30/90 10/30 1/6 1/7 1/6 43/139

実績 32/143 18/83 1/7 0/0 1/4 52/237

② 国内での交流     16／42  人／人日 

２２年度の研究

交流活動 

次世代インターネット基盤技術の平成 22 年度の共同研究活動の内容は下

記の通りである。 

 

1. AsiaFI(Asia Future Internet) の主催する勉強会において、アジアの

博士学生を中心としたメンバーに、新世代ネットワーク基盤技術の教

育を行なった。APAN (Asia Pacific Advanced Network) 会合において、

アジアのインターネットに関する活動のリーダーシップをとるととも

に、先進的なデモンストレーションを積極的に行なった。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において、先進的なデモンス

トレーションを実施して本事業の日韓の共同体制のプレゼンスを示し

た。 
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2. 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強力に支援した。また、アフリカなど従来研究の

対象でなかったネットワークとの実証実験も積極的に行なった。 

 

3. 新世代ネットワークにおける新しい通信方式である OpenFlow といっ

た現在のネットワークに対して新しい技術について AsiaFI において

新しい技術の啓蒙や、APAN においてその実証実験に取り組んだ。 

 

4. 学会において共同研究の成果を公表し、また、国際会議において、本

事業の成果である日韓共同研究による成果のデモンストレーションを

行った。 

研究交流活動成

果 

まず、共同研究による活動や AsiaFI、APAN などのイベントを通じて、日

韓の学生を中心とした若い世代の人材育成を重点的に行うことができた。

さらに、題材としてこれからのインターネット研究開発の柱となる新世代

ネットワークに関する技術を扱っているため、拠点事業終了後も引き続き、

活動が維持されることが期待できる。また、拠点事業を引き金にして、ア

フリカなど従来未知であった地域との交流も始まった。これらの活動も引

き続き行われる予定である。 

日本側参加者数  

４５ 名 （１３－１日本側参加者リストを参照） 

韓国側参加者数 

６３ 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 

相手国側代表者 

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 5/17  5/17 

韓国 

<人／人日> 

実施計画 10/30 
 

 10/30 

実績 1/3  1/3 

 

<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 1/3 5/17  6/20 

② 国内での交流     0／0  人／人日 

２２年度の研究

交流活動 

1. DVTS に対する新たな多地点接続機器（DVTS-Plus）の導入実験を行っ

た。平成 22 年 8 月 10 日、ハノイで開催された第 30 回アジア太平洋先

端ネットワーク（APAN）会議で、日韓を含む 8カ国を接続して初めて

本システムを利用した。さらに平成 23 年 2 月 24 日に香港で開かれた

第 31 回 APAN 会議で再び実証を行った。当初画像や音声また操作性な

どに問題もあったが、実験を重ねるにつれて改善されつつある。今後

も更なる検討が予定されている。 

 

2. 新たなコンテンツとして、心臓カテーテルの会が平成 22 年 10 月 6 日

に、また看護師を対象にしたテレカンファレンスが同年 6月 19 日に国

内の施設を結んで施行された。今後日韓での開催が計画されている。

さらにアジア地域ではまだ非常に目新しい胎児治療が加わり、9月 28

日アジアで初めて鎌倉で開催された国際学会に日韓を含んだ 7カ国で

のテレカンファレンスを取り入れ、成功裏に終了した。 
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3. 韓国側で昨年度接続されたアサン医療センターと建国大学は、共に内

視鏡分野においては定期的な症例検討カンファレンス（4月、6月、8

月、10 月）や国際学会（10 月、2月、3月）などを企画し積極的に活

動を続けている。外科分野では学生教育にも貢献し、昨年も 5月に韓

国のライブ手術を九州大学の医学生へ配信したライブ授業が好評を博

した。来年度もまた計画されている。 

 

4. 本年度は第 4回アジア遠隔医療シンポジウムがソウルで開催され、医

療関係者とエンジニアの情報交換の場として約 100 名の参加者を得

た。 

 

研究交流活動成

果 

これまでの活動を通し、日韓両国では本活動に対する人的・技術的環境が

整い、アジア太平洋地域ひいては世界全体の遠隔医療教育をリードする立

場が確立しつつあると言っても過言ではない。今後は常に新しい技術を取

り入れつつ、この活動が自律的に継続・発展していくための新たな体制を、

日韓両国が中心となって構築することが使命であると考えている。 

 

日本側参加者数  

３３ 名 （１３－１日本側参加者リストを参照） 

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 

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 1/3  1/3 

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  3/9 

実績 0/0 1/3  1/3 

② 国内での交流     0／0  人／人日 

２２年度の研究

交流活動 

システムセキュリティ分野では、インターネット上で近年、普及してきた

新しい概念、サービスである、クラウドや、スマートフォンに着目して、

日本、韓国特有の利用方法などに基づいた広い視野でのセキュリティにつ

いて共同研究を行った。 

ネットワークセキュリティ分野では、九州大学が提供した電子メールのデ

ータ解析に基づいて、ネットワーク攻撃検知に関する共同研究を行った。

情報セキュリティ応用分野では、韓国側が提供した IP 電話におけるセキュ

リティ技術について共同研究を行った。 

研究交流活動成

果 

セキュリティについて新しい対象を扱う場合も単一の国で行うよりも、複

数の国の研究者で取り組み、より一般的な解決方法を導けるような共同研

究体制を整えることができた。そのため、セキュリティ分野でとりあげた、

九州大学の事例もより掘り下げて議論することができた。さらに、スマー

トフォンや IP 電話の普及は日本よりも韓国の方が早く、日本ではまだあま

り考えられていないようなシステムセキュリティや応用分野のセキュリテ

ィインシデントの話題にいち早く取り組むことができた。 
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日本側参加者数  

５ 名 （１３－１日本側参加者リストを参照） 

韓国側参加者数 

５ 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 

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 4/28  4/28 

韓国 

<人／人日> 

実施計画 6/18 
 

 6/18 

実績 5/14  5/14 

 

<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 5/14 4/28  9/42 

② 国内での交流     0／0  人／人日 

２２年度の研究

交流活動 

平成２２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 

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

ジェントボックスを Web 上で利用できるように拡張を行っているが，異な

る場所にいる複数人で協調操作ができる仕組みについて韓国側メンバーと

議論し，その実装を行った。また，この Web 版インテリジェントボックス

を用いた３次元ＣＧによる教育用コンテンツ開発に関する応用研究を行っ

た。３次元ＣＧを用いた核分裂反応モデルや頭蓋内部モデルをウェブブラ

ウザ上で表示および対話操作ができる教育用コンテンツの開発を行った。

 

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，
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収蔵品・美術品の展示方法に工夫が求められている。今年度は，Web 版イ

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ことを確認した。具体的には，インテリジェント

ボックスの応用として Treecube とよぶ３次元マルチメディアデータの閲

覧ツールを開発しているが，これを用いることにより，３次元形状モデル

や静止画像データをウェブブラウザで表示し視点を変えるなどの対話操作

が行えることを実験により確認した。しかし，インターネット上での公開

実験には至っていない。Web 版インテリジェントボックスを iPod touch の

ようなタッチインタフェースにも対応させることにより，携帯端末上で拡

張現実感（Augmented Reality）技術を用いた展示物閲覧システムの開発が

可能であることを確認した。今後は，韓国側メンバーが進めている博物館

における展示物閲覧システムを参考に，実装を進める予定である。 

 

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を研究開発する計画であった。博物館・図

書館の収蔵物や遺跡物を３次元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インテリジェントボックスの機能部品として開

発を進めているが，対話操作を可能とするようにスクリプトの文法を拡張

した。 

研究交流活動成

果 

本共同研究によって，仮想現実感技術を用いた実用的なトレーニングシス

テムのプロトタイプを日韓で開発することができた。エンターティンメン

ト応用，ユビキタスメディアサービスについては具体的なシステム開発に

は及ばなかったが，共同研究のテーマとしては日韓で十分な議論を行う題

材となった。 

本共同研究事業は，今年度が最終年度であったが，事業の終了に関わらず，

今後も韓国側メンバーと交流を図り，継続して研究開発を進める予定であ

る。 

 

日本側参加者数  

１３ 名 （１３－１日本側参加者リストを参照） 

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 

相手国側代表者 

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 4/15  4/15 

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  3/9 

実績 0/0 4/15  4/15 

② 国内での交流     1／5  人／人日 

２２年度の研究

交流活動 

本共同研究では、文書のデジタル化を用いて、従来共同研究を行ってきた

高度な Web に関するデータマイニングや、e-Learning への応用などにつ

いて引き続き取り組んだ。また、電子図書館における文書のデジタル技術

の要素技術の応用についてまとめた。さらに、先進的なインターネット応

用として統合認証技術を用いたフェデレーション技術の国際的な展開が日

本を中心にして模索された。 

また、韓国側ではこれらのメディアのデジタル化を応用して、アジア、欧

米の文化の高度な比較実証研究が行われた。 

研究交流活動成

果 

昨今の文書のデジタル化にいち早く日韓という国際的な共同研究体制で取

り組み、デジタル化に関係する様々な研究テーマを、日本と韓国で共同し

て実施し、その結果をデータマイニング、電子図書館、 e-Leaning に応用

した。米国で始まったフェデレーション技術のアジアでの展開を模索した。

メディアのデジタル化では様々な研究がおこなわれている中で、アジアと

欧米の比較など単一の国の研究では行い難い研究が本事業の共同研究では

興味深く実施することができた。 
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日本側参加者数  

１２ 名 （１３－１日本側参加者リストを参照） 

韓国側参加者数 

１５ 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 15 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 15th Seminar 
開催時期 平成 22 年 9 月 10 日 ～ 平成 22 年 9 月 11 日（2日間） 

開催地（国名、都市名、

会場名） 
（和文）韓国・扶余・扶余ロッテホテル 
（英文）Korea・Buyeo・Buyeo Lotte 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) 

LEE Kong Joo and OH Wangrok 

Chungnam National University・Assistant Professors 

 
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. 20/78 

B.  

C. 1/4 

 
韓国 

<人／人日> 

A.  

B.  

C. 20/80 

 
 

<人／人日> 

A.  

B.  

C.  

 
合計 

<人／人日> 

A. 20/78 

B.  

C. 21/84 

 
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。さらに、本セミナーでは、次世代インターネット

について今後の日韓共同研究についての問題、課題について上げる

ことを共通のテーマとし、各人、自分の研究分野についてそのテー

マについて触れることにする。そこで、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

行うとともに将来の課題について必ず述べることにする。さらに参

加者全員が同じ会場に宿泊し、共同研究者同士あるいは興味のある

者同士でその課題について十分掘り下げる。最終的に、本セミナー

では全員が将来の次世代インターネットに対する日韓共同研究の

今後に対する意識を持つことを目的とする。 

セミナーの成果 インターネット分野では本事業の経過中にネットワーク分野の研

究の主流となった Future Internet 技術や省エネルギーとネット

ワークに関するテーマが扱われ、本事業で扱っている内容は全く陳

腐化しておらず、事業終了後もアジアをベースにして継続できる研

究テーマを各人が取り組んでいることが確認できた。医療分野では

新しい日韓での遠隔医療実証実験の計画が報告され、本事業後も取

り組むべき課題が多いことがわかった。仮想現実技術分野では、本

事業で研究開発された技術の教育や医療で応用について発表がな

され、本事業終了後も日韓でますます発展できる分野であることが

わかった。セキュリティ分野ではセキュリティ技術について最近の

技術の発達によってより詳細な解析が可能になったことに起因す

る高度なセキュリティ技術、また、最近のトレンドを反映したクラ

ウド技術におけるセキュリティ技術について発表が行われ、本事業

後の共同研究の継続性が必要であることがわかった。デジタルメデ

ィア分野では、アジアと欧米の文化、人間性の定量的な比較が、本

事業で扱ってきたデジタル化された情報の高度な処理に基づいて

行われ、将来のグローバルな立場での研究課題が明確になった。こ

のように、本セミナーの目標であった、本事業で扱う次世代インタ

ーネット技術の将来の研究像について明らかにすることができた。

また、多岐にわたる研究分野の発表を参加者全員で共有することも

でき、参加者同士の技術向上にも貢献した。 
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          ２，１２０，３５７円 

韓国側 内容              金額 
・会場借上費用            ３，０００，０００円 



 24

 

整理番号 S－2 

セミナー名 （和文）第 16 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 16th Seminar 
開催時期 平成 23 年 2 月 10 日 ～ 平成 23 年 2 月 11 日（2日間） 

開催地（国名、都市名、

会場名） 
（和文）日本・鹿児島市・温泉ホテル中原別荘 
（英文）Japan・Kagoshima City・Hotel Nakahara 

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. 16/47 

B.  

C. 2/3 

 
韓国 

<人／人日> 

A. 29/109 

B.  

C.  

 
 

<人／人日> 

A.  

B.  

C.  

 
合計 

<人／人日> 

A. 45/156 

B.  

C. 2/3 

 
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 本セミナーでは、本年度全体の本事業全体の全ての共同研究の技術

的なまとめをより多くのメンバーと行うとともに、将来のインター

ネットの課題について各人が自分の研究分野の立場で発表を行う。

将来のインターネットとしては、2010 年 10 月に米国で開催された

Internet2 において発表された  BTOP(Broadband Technology 

Opportunities Program) に注目し、特に世界的に注目されている

情報不利益地域をカバーする超ブロードバンドネットワークの研

究開発に焦点をあてる。セミナーでは我が国で天文学の応用のため

に情報不利益地域のブロードバンド化を進めている鹿児島大学・升

屋教授に講演を頂き、セミナーの導入とする。その後、参加者全員

が 10 分から 20 分程度で各人の本事業での研究結果に基づいて、将

来のインターネットの研究や日韓での国際共同研究のあり方など

の考えを述べる。また、懇親会などを利用して鹿児島大学の他の教

員・学生とこのテーマについて議論を深める。本事業最後のセミナ

ーでは、このような各人の最新の研究内容ならびに将来の提言とい

った共通のテーマをあらかじめ用意し、それに沿った発表を全員が

行うことによって、本事業の技術的な研究内容のまとめを行う。 

セミナーの成果 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。

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     ２，６２６，７４０円 

・その他の経費（会場費等）        ４８４，１２５円 

・基調講演謝金               ２０，０００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） 

 

平成２２年度は実施していない。 

 

 

 

１１．平成２２年度経費使用総額 

 経費内訳 金額（円） 備考 

研究交流経費 
国内旅費 2,272,260  

外国旅費 10,414,213  

謝金 20,000
鹿児島大学 升屋教授
基調講演謝金 

備品・消耗品購入費 0  

その他経費 933,838  

外国旅費・謝金に係
る消費税 

359,689  

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 229,370  6/ 20 

第２四半期 3,495,532 39/175 

第３四半期 2,551,945 15/ 48 

第４四半期 7,723,153 94/355 

計 14,000,000 154/598 

 


