
拠点大学交流事業 
平成１９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  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  
 
 交流分野・研究テーマに係るホームページ：  http://www.corengi.net  
 
 
３．開始年度 
   平成 １５年度（ ５年目） 
 
 
４．交流実施期間（業務委託期間） 
  平成 １９年 ５月３１日 ～ 平成 ２０年 ３月 ３１日 
 
 
５．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  

 
     事務組織：九州大学 情報システム部 情報基盤課 
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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 
     協力大学：（英文） 
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） 

 
 
６．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
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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

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はいえ、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、
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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

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
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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。 

 

７．平成１９年度の研究交流実績の概要 
７－１ 共同研究 

 
平成１９年度の共同研究は、５つの共同研究のうち特に、本事業の柱である 1)次世代イン

ターネット基盤技術の研究開発と 2) 次世代インターネットを用いた遠隔医療の開発と臨

床応用に重点をおいて実施した。 

次世代インターネット基盤技術の研究開発では、平成１９年度は、平成１８年度末に 10Gbps

へ増速された日韓線を取り巻き、この新しい超高速次世代回線をテストベッドにして第１

期から続けて様々なインターネットの基盤技術の研究開発を行った。また、モバイル・ユ

ビキタス技術のための次世代的な無線技術や未来型インターネット技術についても取り組

みを開始した。さらに、他の共同研究の実証実験のネットワーク技術部を担当し、実証実

験を通じてインターネットの実用化に即した研究を行った。平成 19 年度に主に取り組んだ

研究項目は下記の通りである。 

1. 大容量ネットワーク計測技術 

2. 大容量ネットワークセキュリティ技術 

3. 大規模ネットワーク経路制御技術 

4. 次世代無線ネットワーク技術 

5. 次世代インターネット応用を実現するための要素技術 

6. 未来型インターネット技術 

平成１９年度は、各メンバーが新しい要素的な技術に、日韓で共同して取り組み、今後の

研究活動の方向性を確実にすることを第一の目標として研究が進められた。また、実証実

験については、第１期より継続して、より新しく高度な内容に取り組み、新しい技術課題

を創出することに努めた。 

また、平成１８年度に続き、APAN 会合でアジアの他の国々を交えた共同研究を行った。平

成１９年度の APAN は、８月に中国で、１月にアメリカ（ハワイ）で開催されたが、いずれ

も、本事業の共同研究の下で日韓関係の会合（玄海会議）を企画し、本事業を他国に紹介

し、また情報収集を行った。さらに、１０月にアメリカ（シカゴ）にて開催された Internet2

メンバー会合に韓国のメンバーとともに参加し共同研究の一環として、本事業の実証実験

の成果などを報告し、欧米からの意見を収集することができた。 

なお、本件は当初、拠点事業の費用で計上していたが、Internet2 の他の会合との兼ね合

いと、拠点事業費用を日韓の交流に重点化することを考えて、拠点事業の費用は使用しな

かった。 
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また、共同研究は日本国内でも開催し、日本国内研究者間での連携を強化した。 

 

次世代インターネットを用いた遠隔医療の開発共同研究におけるインターネットの医療へ

の応用には、大きく２つの方向性を持っている。一つはコンテンツを圧縮することにより

画質をある程度犠牲にしながらも現有ネットワークの限られた容量の中でできるだけ多く

の情報を送信しようとするもの、もう一つは大容量のインフラを確立できた範囲内での送

信に限定されるものの容量を気にせず非圧縮で鮮明な画像を送信しながら遠隔医療を行う

ものである。ＣＴや MRI を中心とする放射線画像の配信や離島・僻地との医療情報のやり

取りはいずれもネットワーク環境の整わない地域を含めたより多くの場所へ送信しようと

する前者の例であるが、静止画や非連続的な低画質の動画に留まり、現場医療のニーズを

必ずしも満足させるものではなかった。これに対し我々が目指す方向性は後者に属し、2002

年に構築された大容量の日韓超高速海底ケーブルを利用して医療用に耐える鮮明で高精細

しかも遅滞のない動画像を配信することを目指した。高度な診断や治療を行うために用い

られる医療用画像は細かな血管や微細な粘膜の変化さらに細胞レベルでの高解像度を必要

とするため、従来の低解像度の画像では実用には至らなかった。今後高精細な動画像を配

信することにより、特に手術や内視鏡また病理などの各領域における遠隔医療に応用する。

またさらにインフラを拡充し韓国側・日本側共に配信先を拡げ、次世代インターネット上

での多地点配信を実現に努めた。 

 

日本と韓国は、インターネット先進国であると同時に医療先進国でもある。広帯域のネッ

トワークを利用した国際的医療水準の向上と拡散に関する研究やシステムの確立には最適

な環境と考えられる。新たな組織作りの中で、この後は以下の内容を軸として進めた。 

 
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では、ａ）システムセキュリテ

ィ分野、ｂ）ネットワークセキュリティ分野、ｃ）情報セキュリティ応用分野に重点をお

いた研究に取り組んだ。 

 

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では、歴史的・学術的に価値の

ある博物館・図書館の収蔵物や遺跡物等を電子化し，インターネットを介した仮想現実空

間構築技術により，地理的な制約を受けることなく，いつでも・どこでもそれら電子化さ

れたデータを利用できる環境の構築を目指した。そのため、博物館・図書館の収蔵物や遺

跡物を仮想現実空間で扱えるデータとするための電子化技術，電子化データを仮想現実空

間内に表示し対話的な直接操作を可能とするための可視化技術やインタフェース技術，地

理的に離れた場所に蓄積される電子化データをインターネットを介して効率よく検索・閲

覧するための検索技術やストリーミング技術，楽しめる展示方法や説明方法等のエンター

ティンメントコンピューティングの研究開発を行なった。 
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日韓の博物館・図書館にある多種多様な収蔵物や遺跡物を，それぞれの国に居ながらにし

て，あたかも他国の博物館や図書館に居て実物を見たり触れたりするかのような利用環境

の構築を目指した。また，過去４年の本事業の間に，九州には九州国立博物館が開館し，

現在，収蔵物の電子データ化や情報化が積極的に進められている。本バーチャルリアリテ

ィグループの過年度までの研究成果を日韓の実際の博物館や図書館に応用するための実証

実験を計画した。 

 

九州と韓国は 1000 年以上も前から深い関係にあり，博物館にしても図書館にしても互いに

関連するコンテンツは多いため，このような利用環境は，日韓の博物館や図書館利用者に

とって非常に有用である。また，本グループの韓国側メンバーには，世界的に活躍してい

るバーチャルリアリティ・３D－CG・マルチメディア通信・エンターティンメントコンピュ

ーティング分野の研究者が集まっており，彼らと議論し，共同実験を行うことは，本グル

ープの研究目的を達成するために非常に有用である。すでに過年度までに，ネットワーク

を介した協調作業環境のシステム開発や実験を共同で行っている。そこで、本年度は、そ

れらの完成度を高め、さらに、日韓の新しい 10Gbps の次世代超高速インターネット上で

の実証実験を通じて実用システムの開発を目指した。 

 

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では、第１期で検討した、

e-Learning に関わる技術課題と、インターネット上でのデジタル化データの扱いに関わる

技術課題について引き続き取り組んだ。応用として、実用的な e-Learning の枠組みとし

て、例えば、九州大学など日本の多くの大学が参加している、Open Cource Ware(OCW) に

ついて、日韓の視点から技術課題の創出、それに基づいた研究を進めた。 

 
７－２ セミナー 

 

平成１９年度は、１０月に韓国で第９回セミナーを、２月に日本で第１０回セミナーを開

催した。 

 

第９回セミナーの目的は、第２期の第１回目のセミナーであることを考慮して、現在のイ

ンターネットの最新動向、将来像について、メンバーが知る機会を設けること、および  

第２期の研究内容・方向性を、各共同研究、研究者間で協議、確認することを目的とした。

特に第１期の2006年以前の活動にこだわらない広い発想で拠点事業全体の研究内容を共有

する機会を設けることに意義があると考えた。 

セミナーは、前半プレナリ形式で、各共同研究から選抜された者が第１期の活動内容のサ

マリならびに第２期の内容の概要を説明した。後半は、各共同研究に分かれて行い、全参
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加者(あるいは、指導をしている学生)が口頭発表を行い、メンバーとのより深い議論を行っ

た。本セミナーでは、本会経費で参加した参加者は、本人あるいは、指導をしている学生

と共同で、なんらかの口頭発表を行い、また、議論に参加し、本セミナーの実施に多大な

貢献をした。 

 

インターネットの研究テーマの最近のトピックスは、NGN (Next Generation Network)と
呼ばれるもので、従来拡張という形で、新しい機能が従来のネットワークに追加されてき

たインターネットを、根本から作り直そうというものである。このようなネットワークの

実用化は何年かかるのかあるいは、IPv6 のように製品はできても、実用になるまで時間が

かかるのかわからないが、ネットワークの新しい潮流としてはそれを知り、その上での研

究をする必要がある。第９回セミナーではこのような非常に新しいネットワーク技術をメ

ンバーで共有し、その上での研究について討論をする機会を設け、第２期の最初のセミナ

ーで、次世代インターネット研究の原点を全員で共有することができた。また、共同研究

あるいは共同研究者ごとに詳細な議論をする場を設けたことによって、第２期に向けた共

同研究の原点といえるセミナーを開催することができた。 
 
第１０回セミナーの目的は、日韓での各共同研究の活動をまとめ、各共同研究で、次年度

以降の適切な指針を定めることであった。各共同研究あるいは、共同研究者間で密に話し

合う機会をより多くもうけ、年度のまとめや、これからの指針について議論を行った。ま

た、共同研究の責任者間の会合を設け、情報交換を行うことによって、メンバー間の情報

共有を図ることができた。そのため、開催地を中央の京都とし、日本からの参加を容易に

した。 

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た。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での本事業に関する情報共有を

図ることができた。 

 

第２期の各共同研究の進捗は、第１期に比べ非常に早いことを想定している。第１０回セ

ミナーでは、その研究活動を迅速に的確にまとめ、本事業の研究成果を残し、次年度以降

の指針を示すことができた。特に、第２期から、ネットワーク技術の共同研究は、医療や、

e-ラーニングなど、全ての応用の共同研究のネットワーク部分を担当するので、新しい応

用がネットワークに対してどのような新しい需要があるか的確に知る必要がある。また、

応用を研究する者も、ネットワークの新しい機能を知る必要がある。第１０回セミナーで

はそのような共同研究間の新しいネットワーク技術に関する相互の需要と供給に基づく十

分な情報交換を行う場を提供することができた。さらに、開催地となる京都大学は、セキ
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ュリティや認証技術について専門的な先生が多いので、別途講演の機会などを設け、各研

究者が新しいネットワークでのこれらのセキュリティなどの重要な問題について理解を深

める機会を設けることができた。 

また、共同研究を行っていないメンバーにも、セミナーを通じて本事業の内容、成果を伝

えることができた。 

 

７－３ 研究者交流（共同研究、セミナー以外の交流） 

 

平成１９年度は研究者交流は行っていない。 

 

８．平成１９年度の研究交流の成果 
８－１ 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、本事業の現在の共同研究で、主

として活動を行っている 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の共同研究体制について報告する。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 19 年度は、7 月

に日本(筑紫女学園大学)、9 月に韓国（KT 研究所）、12 月に日本（九州大学）、3 月に韓国

（全南大学・光州）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）, 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、参加した各大学の学生による研究発表なら

びに、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。また、日韓で行われる大掛かりなデモンストレーションに対する  

計画や問題点に関する議論も、この研究会で日韓の研究者間で調整、議論が行われている。

平成 19 年度は 3 月に新宿にて開催された APEC-TEL にて、ソウルと東京で非圧縮 HD 画像

の伝送デモが行われたが、このデモの実現にあたり、本事業による日韓のネットワーク基

盤共同研究の貢献度は非常に高い。 

 

遠隔医療の共同研究では、8月、1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
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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。 

 

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。 

 

８－２ 学術面の成果 

 
ネットワーク基盤の共同研究の成果として、インターネット経路の長期保存およびその解

析を行っている日本側と、インターネット情報の高度な解析を行っている韓国側の共同研

究成果として、平成 18 年 12 月に台湾南で発生した地震によるインターネットの影響につ

いて深く議論、考察を行い非常に学術的に有益な知見を得ることができた。その成果は、

日本の電気通信学会ならびに情報処理学界にて評価され、それぞれの学会論文誌に論文と

して掲載された。 
 
また、日本側では本事業のネットワーク基盤と遠隔医療の共同研究者が主となって、情報

通信研究機構が提供している JGN2 (Japan Gigabit Network V2) を利用した国際共同研

究を行っている。本事業の内容もその国際共同研究に含まれている。我々の国際共同研究

テーマである「超高速インターネットを利用した次世代国際共同研究に関する研究」は、

JGN2 プロジェクトの最終年度に国際連携賞として表彰された。 
 
８－３ 若手研究者養成 

 

ネットワーク基盤に関する共同研究では、年に 4回程度定期的に、日本と韓国で持ち回

りで研究会形式の共同研究を開催している。この研究会では、学生による研究発表の機

会を多く提供している。本事業には、大学院生以上は韓国へメンバーとして共同研究に

参加することができるが、学部生はできない。しかし、日本では年に 2回この研究会が

開催されるので、その機会を利用して学部生も積極的に参加し、また、研究発表を行っ

ている。言語は英語であり、通常は国際会議に参加しなければ、このような機会を得る

ことができないが、この事業を利用して学部生でありながら、国際会議のワークショッ

プレベルの国際的な研究会に参加できる機会を得ている。また、大学院生は、さらに発

表に対する色々な質問を英語で受け英語で答えるなどの機会を、この事業によって得て

いる。また、年に2回開催されるセミナーのうち、1回は日本で開催されるので、   本

事業に協力している全国の多くの協力大学の学生や若手教員が、この事業を利用した国

際交流の経験を積むことができている。このように、本事業の特色でもある、頻度の高

い交流をよりオープンな形で実施することにより、学部生という非常に若年齢層の研究
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者の国際的な経験を提供することができている。大学院生は、学部生のときから本事業

に関わっている者も多いため、韓国に友人も多く、国際的な人間関係形成の役割も十分

に果たしている。 

 

８－４ 社会貢献 

 

ネットワーク基盤に関する共同研究では、年に 4 回程度定期的に開催される研究会形式の

共同研究を、2 回は日本で実施している。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。また、年に 2 回開催されるセミナーも同様にオープ

ンな形式で開催しているので、日本で開催されるときは、日本の企業からの参加もあった。

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。 

 

８－５ 今後の課題・問題点 

 
今後も今までの人的交流のレベルを保ちながら、より深め、さらに高度な共同研究を行っ

ていきたいと考えている。特に、本年度かかわりをはじめた、Asia Future Internet プロ

ジェクトには、日本、韓国からの貢献が期待されており、さらに、その多くのメンバーは

本事業の主要メンバーでもある。このようなプロジェクトへの関わりを通じて、本事業の

目標である、欧米に対抗できるアジアにおける次世代インターネット研究拠点のプレゼン

スを高めていきたいと考えている。 
 
８－６ 本研究交流事業により発表された論文 

  平成１９年度論文総数   67  本 

   うち、相手国参加研究者との共著  14 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 

（※ 論文リストを別に添付してください） 
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９．平成１９年度における総交流人数・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）

中国 アメリカ ヨーロッパ 合計 

日本 
（JSPS） 

実施計画 
 

70/250 1/7 1/7 1/7 73/269 

実績 61/186 1/7 1/8 0/0 63/201 

韓国 
（KOSEF） 

実施計画 86/298     86/298 

実績 89/331    89/331 

 実施計画       

実績      

 実施計画       

実績      

 実施計画       

実績      

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

実績 89/331 61/186 1/7 1/8 0/0 152/532

 

※ 派遣先・派遣元ともに、対応機関がある場合は「国名（機関名）」で記入し、第三国の

場合は「国名」を記載してください。 

※ 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。） 

 

９－２ 国内での交流実績 

実施計画 実  績 

 30／120  （人／人日）   36／93  （人／人日） 

 


