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実施状況写真 
 

【アプリケーション名】 

日韓国際遠隔講義（大学） 

【実施日時】 

平成 15年 2月 10日 13:00～14:30 

【実施場所】 

九州大学、漢陽大学、忠南大学、KOREN NOC 

【アプリケーション概要】 

 
九州大学と韓国の漢陽大学、忠南大学、KOREN 

NOCの間で、インターネット技術に関する遠隔講

義を行った。 

  

撮影場所：九州大学 撮影場所：九州大学 

コメント：事前設定作業の模様 コメント：九州大学岡村助教授による開始挨拶の模様 

  

撮影場所：九州大学 撮影場所：九州大学 

コメント：九州大学の受講者、聴講者の方々 コメント：カンファレンスマルチ映像(4会場) 

  

撮影場所：九州大学 撮影場所：九州大学 

コメント：プレゼンテーションの模様 コメント：漢陽大学の受講者との質疑応答の模様 
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実施状況写真 
 

【アプリケーション名】 

日韓国際遠隔講義（大学） 

【実施日時】 

平成 15年 2月 10日 13:00～14:30 

【実施場所】 

九州大学、漢陽大学、忠南大学、KOREN NOC 

【アプリケーション概要】 

 
九州大学と韓国の漢陽大学、忠南大学、KOREN 

NOCの間で、インターネット技術に関する遠隔講

義を行った。 

  

撮影場所：漢陽大学 撮影場所：漢陽大学 

コメント：漢陽大学の受講者の方々 コメント：漢陽大学会場の模様 

  

撮影場所： 撮影場所： 

コメント： コメント： 

  

撮影場所： 撮影場所： 

コメント： コメント： 
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実施状況写真 
 

【アプリケーション名】 

日韓企業間のビジネスマッチング 

【実施日時】 

平成 15年 2月 11日 10:00～12:00 

【実施場所】 

九州大学、漢陽大学 

【アプリケーション概要】 

 
福岡件の地場企業と韓国の企業間で、製品紹介や

商談等を行った。 

  

撮影場所：九州工業大学 撮影場所：九州工業大学 

コメント：事前設定作業の模様 コメント：ビジネスマッチングの模様 

  

撮影場所：九州工業大学 撮影場所：九州工業大学 

コメント：ビジネスマッチングの模様 コメント：相手(韓国)側の映像 

  

撮影場所：九州工業大学 撮影場所：漢陽大学 

コメント：ユーザインタフェース画面 コメント：韓国側会場の模様 
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実施状況写真 
 

【アプリケーション名】 

日韓医療スタッフ交流、内視鏡映像配信実験 

【実施日時】 

平成 15年 2月 12日 16:00～18:00 

【実施場所】 

九州大学、漢陽大学 

【アプリケーション概要】 

 
九州大学病院と韓国の漢陽大学病院のスタッフの

遠隔交流を図るとともに、内視鏡映像の配信実験

を行った。 

  

撮影場所：九州大学病院 撮影場所：九州大学病院 

コメント：事前設定作業の模様 コメント：九州大学病院の医療スタッフの方々 

  

撮影場所：九州大学病院 撮影場所：九州大学病院 

コメント：医療スタッフ交流の模様 コメント：漢陽大学病院スタッフの自己紹介の模様  

  

撮影場所：九州大学病院 撮影場所：九州大学病院 

コメント：質疑応答の模様 コメント：漢陽大学病院スタッフの質問の模様 
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実施状況写真 
 

【アプリケーション名】 

日韓医療スタッフ交流、内視鏡映像配信実験 

【実施日時】 

平成 15年 2月 12日 16:00～18:00 

【実施場所】 

九州大学、漢陽大学 

【アプリケーション概要】 

 
九州大学病院と韓国の漢陽大学病院のスタッフの

遠隔交流を図るとともに、内視鏡映像の配信実験

を行った。 

  

撮影場所：九州大学病院 撮影場所：九州大学病院 

コメント：内視鏡映像の配信実験の模様 コメント：日韓交流終了後の反省会の模様 

  

撮影場所：漢陽大学 撮影場所：漢陽大学 

コメント：漢陽大学病院スタッフの方々 コメント：韓国側会場の模様 

  

撮影場所：漢陽大学 撮影場所：漢陽大学 

コメント：九州大学病院側からの内視鏡映像 コメント：韓国側会場の模様 
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実施状況写真 
 

【アプリケーション名】 

日韓国際遠隔交流学習(中学校) 

【実施日時】 

平成 15年 2月 15日 14:00～15:00 

【実施場所】 

九州産業大学、釜山国立大学校 

【アプリケーション概要】 

 
福岡市の玄界中学校の国際交流学習の一環として

玄界中学校の生徒と、韓国の釜山国立大学の学生

との間で遠隔交流を行った。 

  

撮影場所：九州産業大学 撮影場所：九州産業大学 

コメント：日本側会場の模様 コメント：相手(韓国)側の映像 

  

撮影場所：九州産業大学 撮影場所：九州産業大学 

コメント：日韓双方向翻訳機能の画面 コメント：ユーザインタフェースの画面 

  

撮影場所：九州産業大学 撮影場所：九州産業大学 

コメント：チャット入力の模様 コメント：３Ｄデータ表示画面 
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実施状況写真 
 

【アプリケーション名】 

日韓国際遠隔交流学習(中学校) 

【実施日時】 

平成 15年 2月 15日 14:00～15:00 

【実施場所】 

九州産業大学、釜山国立大学校 

【アプリケーション概要】 

 
福岡市の玄界中学校の国際交流学習の一環として

玄界中学校の生徒と、韓国の釜山国立大学の学生

との間で遠隔交流を行った。 

  

撮影場所：九州産業大学 撮影場所：釜山国立大学校 

コメント：玄界中学校の生徒と教職員の方々 コメント：日本側会場からの映像 

  

撮影場所：釜山国立大学校 撮影場所：釜山国立大学校 

コメント：日本側会場からの映像 コメント：３Ｄデータ表示画面 

  

撮影場所：釜山国立大学校 撮影場所：釜山国立大学校 

コメント：チャット入力の模様 コメント：釜山国立大学の学生の方々 
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実施状況写真 
 

【アプリケーション名】 

日韓国際遠隔講演（アート） 

【実施日時】 

平成 15年 2月 16日 13:00～15:00 

【実施場所】 

九州大学、漢陽大学 

【アプリケーション概要】 

 
写真家藤井秀樹氏が、日本側会場、韓国側会場 

双方の聴講者に向けて、写真家活動に関する遠隔

講演を行った。 

  

撮影場所：九州大学 撮影場所：九州大学 

コメント：日本側会場の模様 コメント：インターネットモニターへのリアルタイム映像編集の模様  

  

撮影場所：九州大学 撮影場所：九州大学 

コメント：日本側会場の聴講者の方々 コメント：写真家藤井秀樹氏の遠隔講演の模様 

  

撮影場所：漢陽大学 撮影場所：漢陽大学 

コメント：韓国側会場の聴講者の方々  コメント：韓国側会場の模様 
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実施状況写真 
 

【アプリケーション名】 

日韓国際遠隔講演（アート） 

【実施日時】 

平成 15年 2月 16日 13:00～15:00 

【実施場所】 

九州大学、漢陽大学 

【アプリケーション概要】 

 
写真家藤井秀樹氏が、日本側会場、韓国側会場 

双方の聴講者に向けて、写真家活動に関する遠隔

講演を行った。 

  

撮影場所：漢陽大学 撮影場所：漢陽大学 

コメント：日本側会場からの映像(講師の映像) コメント：日本側会場からの映像(ﾕｰｻﾞｲﾝﾀｰﾌｪｰｽの映像) 

  

撮影場所： 撮影場所： 

コメント： コメント： 

  

撮影場所： 撮影場所： 

コメント： コメント： 
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実施状況写真 
 

【アプリケーション名】 

日韓国際遠隔講義（大学） 

【実施日時】 

平成 15年 2月 17日 13:00～14:30 

【実施場所】 

九州大学、漢陽大学、忠南大学、KOREN NOC 

【アプリケーション概要】 

 
九州大学と韓国の漢陽大学、忠南大学、KOREN 

NOCの間で、インターネット技術に関する遠隔講

義を行った。 

  

撮影場所：九州大学 撮影場所：九州大学 

コメント：プレゼンテーション画面 コメント：九州大学の受講者、聴講者の方々 

  

撮影場所：九州大学 撮影場所：九州大学 

コメント：カンファレンスマルチ映像(4会場) コメント：九州大学岡村助教授による開始挨拶の模様 

  

撮影場所：九州大学 撮影場所：九州大学 

コメント：日本側会場の模様 コメント：プレゼンテーションの模様 
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実施状況写真 
 

【アプリケーション名】 

日韓国際遠隔講義（大学） 

【実施日時】 

平成 15年 2月 17日 13:00～14:30 

【実施場所】 

九州大学、漢陽大学、忠南大学、KOREN NOC 

【アプリケーション概要】 

 
九州大学と韓国の漢陽大学、忠南大学、KOREN 

NOCの間で、インターネット技術に関する遠隔講

義を行った。 

  

撮影場所：九州大学 撮影場所：九州大学 

コメント：プレゼンテーションの模様 コメント：忠南大学の受講者との質疑応答の模様 

  

撮影場所：漢陽大学 撮影場所：漢陽大学 

コメント：カンファレンスマルチ画面(4会場) コメント：漢陽大学の受講者の方々 

  

撮影場所：漢陽大学 撮影場所： 

コメント：漢陽大学パク教授の質問の模様 コメント： 
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実施状況写真 
 

【アプリケーション名】 

韓国映像コンテンツの配信(ﾘｱﾙﾀｲﾑ／VOD) 

【実施日時】 

平成 15年１月２２日～２月２日  

【実施場所】 

福岡アジア美術館 

【アプリケーション概要】 

 
福岡アジア美術館に来館した一般市民を対象とし

て、韓国ＴＶ放送のリアルタイム映像及び韓国の

文化に関する高精細ＶＯＤコンテンツの配信実験

を行った。 

  

撮影場所：福岡アジア美術館 撮影場所：福岡アジア美術館 

コメント：会場の模様 コメント：会場機材 

  

撮影場所：福岡アジア美術館 撮影場所：福岡アジア美術館 

コメント：会場機材 コメント：韓国 VODコンテンツの映像 

  

撮影場所：福岡アジア美術館 撮影場所：福岡アジア美術館 

コメント：視聴する来館者の模様 コメント：視聴する来館者の模様 
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実施状況写真 
 

【アプリケーション名】 

韓国映像コンテンツの配信(ﾘｱﾙﾀｲﾑ／VOD) 

【実施日時】 

平成 15年１月２２日～２月２日  

【実施場所】 

福岡アジア美術館 

【アプリケーション概要】 

 
福岡アジア美術館に来館した一般市民を対象とし

て、韓国ＴＶ放送のリアルタイム映像及び韓国の

文化に関する高精細ＶＯＤコンテンツの配信実験

を行った。 

  

撮影場所：福岡アジア美術館 撮影場所：福岡アジア美術館 

コメント：説明パネル コメント：韓国 VODコンテンツの選択画面 

  

撮影場所：福岡アジア美術館 撮影場所： 

コメント：韓国ＴＶ放送の映像 コメント： 

  

撮影場所： 撮影場所： 

コメント： コメント： 
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実施状況写真 
 
【アプリケーション名】 

日韓国際遠隔会議（APAN会議） 

【実施日時】 

平成 15年１月２１日 13:00～14:30 

【実施場所】 

福岡ＳＲＰビル 

【アプリケーション概要】 

 
アジア諸国のインターネット分野の研究者が集う

APAN福岡会議で、ユーザインターフェース機能、

日韓双方向機能を活用したプレゼンテーションを

実施 

  

撮影場所：福岡ＳＲＰビル 撮影場所：福岡ＳＲＰビル 

コメント：APAN福岡会議パネル コメント：APAN福岡会議エントランス 

  

撮影場所：福岡ＳＲＰビル 撮影場所：福岡ＳＲＰビル 

コメント：会場の風景 コメント：聴講者の方々 

  

撮影場所：福岡ＳＲＰビル 撮影場所：福岡ＳＲＰビル 

コメント：プレゼンテーションの模様 コメント：プレゼンテーションの模様 

 


