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・ 評価資料の要約 
 
インターネットは、いまや、すっかり社会の生活基盤の一部になった 。例えば、

水道や電気と同じように、事故などでその機能が停止してしまうと、一般生活

に支障がおよぶことも多い。このインターネットを運用、維持するためには実

は非常に多くの高度な技術と機器が用いられている。水道や電気と違う点は、

その技術や機器が今もなお研究され続け、より高度なものへと進歩している点

である。このような現在よりもより高度なインターネットは次世代インターネ

ットと呼ばれ、アメリカを始め欧米など世界各地でその研究開発が進められて

いる。我々は、この次世代インターネットの基盤技術およびその高度応用分野

において日韓が協力して研究を行ない、アジアのインターネット研究開発基盤

の確立を目指している。 

 

本評価資料では、本事業：「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」の目標のひとつとして、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日韓で共同して取り組むことであること

を明確に説明する。そして、従来の共同研究やセミナーでこの目標に対してど

のような研究活動が行われてきたか、また、その結果例えば、日韓の医療の分

野に超高速インターネットが利用できるようになってどのようなことが社会に

役になっているか、さらにどのような学術的な成果があったかなどを報告する。 

 

そして、今後はモビリティ技術やユビキタス技術といったものによる新しいイ

ンフラが基礎的な研究段階を終え、一般社会へと普及されていく段階になると

予想されるので、これらの技術の実用化における問題の解決などを念頭におい

た日韓での共同研究の実施について述べる。さらに、本事業のもう一つの目標

である、この事業を通じて構築した友好な日韓の人間関係を利用して、今後 GENI 

といった全く新しいインターネットの通信技術・方式を、日韓共同して国際的

にどのように取り組むか述べる。 
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・評価資料の要約（英語） 
 
Internet has become one of very import infrastructure for our lives. For 
example, if Internet is stoped by some accidents, many worst effects 
against our lives would occur in the similar  way when water and power 
service supplies are stopped. Many advanced technologies and equipments 
are used for maintenance of the current Internet. Unlike water and power 
service supplies, these technologies and equipments are always being 
researched and evolving to more advanced. These advanced Internet is 
called as "The Next Generation Internet, NGI" and researched in all over the 
world, US, Europe and Asia. We research these technologies and 
applications for NGI in cooperation between Japan and Korea. We aim that 
our research activities become one of bases of researches and developments 
of Internet technologies in Asia. 
 
This manuscript clearly expains that one of goals of this JSPS project of 
which name is “Development and Operation of the NGI (Next Generation 
Internet) Technologies” is co-operartion of engineering researches and 
application researches between Japan and Korea for practice of the NGI. 
And how the activities have been gone to achive these goals by co-researches 
and seminars and how the results of this project become to be usefull for 
society such as Medical activities with very high speed Internet are reported. 
Finally their academic inpacts are also menshoned. 
 
In future, the new technologies for mobile and Ubiquitous will be spread to 
the real society as new ICT infrastructure after finish their basic research 
process. Then what will be necessary to practice those new technologies is 
described. And as the one more goals, how Japanse and Korean will try the 
new Internet architecture project such as GENI Project is shown with deep 
friendlyship between Japan and Korea established by this JSPS NGI project. 
 


