
 

拠点大学交流事業  

平成２０年度 実施計画書  
 
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 ・ 有 川 節 夫  
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  

     
 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 
 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．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

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、
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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

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
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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。 

 
６．前年度までの研究交流活動による目標達成状況 
 
平成 19 年度には、日本、韓国、中国が中心となった Asia Future Internet (AsiaFI) プ

ロジェクトが発足した。このプロジェクトは、欧米の NGN や GENI のように新しいイ

ンターネットの仕組みをアジア発で研究開発をしようというものである。このプロジェ
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クトのメンバーには、本拠点大学のメンバーが日韓ともに多数含まれており、これらの

メンバーの貢献が非常に大きい。このような将来的なインターネットの研究については、

平成 19 年度に京都で開催したセミナーでも日韓の主要なメンバーによる講演、メンバ

ーによる議論を行ったばかりである。この AsiaFI においては、従来の拠点事業の経緯

から日韓メンバーの交流もスムースである。本事業の目標の一つである、日韓共同で欧

米に匹敵するような新しい通信方式について取り組みたいという目標に対して、この 

AsiaFI を通じた研究活動がひとつの具体的な進捗であるといえる。 

 

平成 19 年度には、韓国の持つ実用的な無線メッシュネットワークや広域無線 LAN 技術

を日本とさらに洗練させて研究を行い、日本にも実証的な環境を構築する計画も検討し

始めた。このような新しい移動通信に関する共同した研究活動もまた、本事業の新しい

通信方式の共同研究の重要な進捗である。 

 

さらに応用の面では、医療関係の共同研究をあげることができる。医療関係の共同研究

は、日韓あるいは世界規模で、優れた医師の手術映像ならびに、優れた病院とのコラボ

レーションで、インターネットを利用・応用して日韓の医師に優れた医療技術を提供し

ようというものである。この研究は、デモなど一時的な内容ではなく、日韓の大学病院

が実用的に取り組んでいるところに意味がある。さて、このような病院間の実用的な医

療教育を支援するための動画交換を確実に行うためには、インターネット上でのデータ

通信に関して最新の技術、ノウハウをもって支援する必要がある。本事業では、このよ

うな医療関係の活動を実質的に行えるような、技術メンバーおよび、医師メンバーの共

同研究体制が日韓で構築されている。 

 

人間関係の面では、インターネット基盤に関する共同研究は、2ヶ月に一度のペースで

学生を交えたワークショップ形式の研究会を年間を通して行っており、そこでは主に学

生や若年齢層の教員が研究発表を行い、全員で議論をしている。このような定期的な活

動を通じて、メンバー間の信頼関係の強化、あるいは、人材育成となる学生の教育など

も行っている。 

 

また、アジア規模のネットワークに関する会合(APAN)、欧米のネットワークに関する会

合として、Internet2 や TEIN2 に積極的に参加し、本事業の周知や欧米の技術動向の

調査などを積極に行っている。 
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７．平成２０年度の研究交流目標 
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。 

 
８．平成２０年度の研究交流の概要 
８－１ 共同研究 
 

平成 20 年度も平成 19 年度に引き続き下記の共同研究を行う。それぞれの共同研究は、前

に述べた研究交流目標を前提にして、それぞれ下記のような研究活動を行う。 

 

1. 次世代インターネット基盤技術の研究開発 

 

本共同研究は、本事業の研究交流目標全体をカバーする。よって、その研究交流の内容

は、全体の研究交流目標を包含する。 

 

• 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。 
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• 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・ワークショップの開催し、若手人材育成を図る。 

 

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 

 

平成 20 年度もさらに日韓内の接続拠点ならびに日韓からの接続国・施設が増える予定

である。また日韓からアメリカへの展開は Internet2 からの要望もあり、来年以降急速

に展開する可能性もある。さらに胸腔鏡手術（VATS）や心臓カテーテルのコンテンツも

本格的に計画中であり、臓器グループごとの体制作りを本格化したい。九大病院にも「ア

ジア遠隔医療センター（仮称）」の設立に向けた話し合いが正式に始まり、活動拠点と

しての体制をさらに整えて行く予定である。 

 

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 

 

• システムセキュリティ分野 

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

行う。 

 

• ネットワークセキュリティ分野 

セキュリティへの応用のためのネットワークの利用状況の把握手法に関する研究

を行う。 

 

• 情報セキュリティ応用分野 

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

る研究を行う。特に、ウェブにおけるセキュリティ技術に着目する。 

 

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 

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
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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行うとともに，

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を解決し，より完成度を

高める。Phantom を用いた手術トレーニングシステムの開発を開始する。また，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。メディカルグループとの連携を深めシステム開発を進める。 

 

• 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調査検討するとと

もに，システム開発を進める。九州国立博物館のメンバーやこれらの技術について

高い知見をもつ韓国のメンバーと議論を深める。 

 

• 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。インター

ネット上でのサービス実験を行う。 

 

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 

 

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する。 

 

８－２ セミナー 
 

平成 20 年度は、2回のセミナーを開催する予定である。 

 

1 回目（通算 第 11 回セミナー）は、8 月に韓国で、2 回目（通算 第 12 回セミナー）

は、2月に日本で行う。それぞれのセミナーの目的は、まず、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、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。また、本事

業のかかわりが主にセミナーに依存している共同研究（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、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）

のために、共同研究で閉じた議論ができるような場を設ける。 
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８－３ 研究者交流（共同研究、セミナー以外の交流） 
 

平成 20 年度は、研究者交流は行わない予定である。 

 

９．平成２０年度交流人数・人日数総表 
９－１ 相手国との交流計画 

（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 合計 

日本（JSPS）  70/250 1/7 1/7 1/5 73/269 

韓国（KOSEF） 86/298     86/298 

       

       

       

合計 86/298 70/250 1/7 1/7 1/5 159/567

 

※各国別に、研究者交流・共同研究・セミナーにて交流する人数・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 国内での交流計画 

 30／120 （人／人日） 
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