
 －105－

実施状況写真 

 

【アプリケーション名】 

遠隔医療 

【実施日時】 

平成15年8月22日 10:00～12:00 

【実施場所】 

九州大学、韓国国立がんセンター 

【アプリケーション概要】 

 

九州大学病院から韓国国立がんセンターへ内視鏡

手術の配信を行い、意見交換を行った。 

   

撮影場所：九州大学病院 撮影場所：九州大学病院 

コメント：九州大学病院の模様 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：相手側の映像 コメント：九州大学病院清水助教授による意見交換の模様

    

撮影場所：九州大学病院 撮影場所：九州大学病院 

コメント：手術の様子 コメント：手術の様子 



 －106－

実施状況写真 

 

【アプリケーション名】 

ＡＰＡＭＩ 

【実施日時】 

平成15年10月21日 16:00～16:50 

【実施場所】 

九州大学、ＡＰＡＭＩ会場（テグ） 

【アプリケーション概要】 

 

アジア諸国の医療情報分野の研究者が集うAPAMI

会議（韓国テグ市）でユーザインターフェース機

能、日韓双方向翻訳機能を活用したプレゼンテー

ションを実施した。 

  

撮影場所：九州大学病院 撮影場所：九州大学病院 

コメント：九州大学病院の医療スタッフの方々 コメント：九州大学病院の模様 

  

撮影場所：九州大学病院 撮影場所：九州大学病院 

コメント：APAMI会場、九州大学病院の映像 コメント：APAMI会場、九州大学病院の映像 

  

撮影場所：九州大学病院 撮影場所：九州大学病院 

コメント：ユーザインターフェース画面 コメント：チャット入力画面 



 －107－

実施状況写真 

 

【アプリケーション名】 

ＡＰＡＭＩ 

【実施日時】 

平成15年10月21日 16:00～16:50 

【実施場所】 

九州大学、ＡＰＡＭＩ会場（テグ） 

【アプリケーション概要】 

 

アジア諸国の医療情報分野の研究者が集うAPAMI

会議（韓国テグ市）でユーザインターフェース機

能、日韓双方向翻訳機能を活用したプレゼンテー

ションを実施した。 

  

撮影場所：ＡＰＡＭＩ会場 撮影場所：ＡＰＡＭＩ会場 

コメント：九州大学病院中島先生、NCCキム先生の講演の模様 コメント：九州大学病院中島先生、NCCキム先生の講演の模様

  

撮影場所：ＡＰＡＭＩ会場 撮影場所：ＡＰＡＭＩ会場 

コメント：日本側会場からの映像 コメント：ユーザインターフェース画面 

  

撮影場所：ＡＰＡＭＩ会場 撮影場所：ＡＰＡＭＩ会場 

コメント：APAMI会場の模様 コメント：APAMI会場の聴講者の方々 

 



 －108－

実施状況写真 

 

【アプリケーション名】 

遠隔医療 

【実施日時】 

平成15年11月5日 10:00～11:30 

【実施場所】 

九州大学、韓国国立がんセンター 

【アプリケーション概要】 

 

韓国国立がんセンターから九州大学病院へ内視鏡

映像の配信を行い、意見交換を行った。 

     

撮影場所：九州大学病院 撮影場所：九州大学病院 

コメント：九州大学病院の模様 コメント：九州大学病院清水助教授による意見交換の模様

 

 

撮影場所：九州大学病院 撮影場所：九州大学病院 

コメント：相手側の映像（手術の模様） コメント： 

  

撮影場所： 撮影場所：  

コメント： コメント： 

 



 －109－

実施状況写真 

 

【アプリケーション名】 

中学生の国際交流学習 

【実施日時】 

平成15年11月14日 10:30～12:00 

【実施場所】 

玄界中学校、全南大学附設中学校 

【アプリケーション概要】 

 

福岡市の玄界中学校で開催された「九州地区僻地

教育研究会」にあわせて、玄界中学校の生徒と韓

国の全南大学附設中学校の生徒との間で遠隔交流

を行った。 

  

撮影場所：玄界中学校 撮影場所：玄界中学校 

コメント：日本側会場の模様 コメント：玄界中学校校長のあいさつの模様 

  

撮影場所：玄界中学校 撮影場所：玄界中学校 

コメント：ユーザインターフェース画面、韓国側の映像 コメント：日韓双方向翻訳機能の画面 

  

撮影場所：玄界中学校 撮影場所：玄界中学校 

コメント：玄界中学校の生徒の方々 コメント：玄界中学校の生徒の方々 



 －110－

実施状況写真 

 

【アプリケーション名】 

中学生の国際交流学習 

【実施日時】 

平成15年11月14日 10:30～12:00 

【実施場所】 

玄界中学校、全南大学附設中学校 

【アプリケーション概要】 

 

福岡市の玄界中学校で開催された「九州地区僻地

教育研究会」にあわせて、玄界中学校の生徒と韓

国の全南大学附設中学校の生徒との間で遠隔交流

を行った。 

  

撮影場所：全南大学附設中学校 撮影場所：全南大学附設中学校 

コメント：韓国側会場の模様 コメント：全南大学附設中学校校長の挨拶の模様 

  

撮影場所：全南大学附設中学校 撮影場所：全南大学附設中学校 

コメント：全南大学附設中学校の生徒の方々 コメント：日韓双方向翻訳機能の画面 

  

撮影場所：全南大学附設中学校 撮影場所：全南大学附設中学校 

コメント：ユーザインターフェース画面 コメント：全南大学附設中学校の生徒の方々 

 

 



 －111－

実施状況写真 

 

【アプリケーション名】 

遠隔医療 

【実施日時】 

平成15年11月25日 9:00～11:00 

【実施場所】 

九州大学、漢陽大学 

【アプリケーション概要】 

 

韓国の漢陽大学病院から九州大学病院へ脳外科手

術映像の配信を行い、脳外科手術に関する意見交

換を行った。 

 

  

撮影場所：九州大学病院 撮影場所：九州大学病院 

コメント：日本側会場の模様 コメント：脳外科手術映像 

  

撮影場所：九州大学病院 撮影場所：九州大学病院 

コメント：九州大学病院名取先生、中島先生による意見交換の模様 コメント：九州大学病院名取先生、中島先生による意見交換の模様

  

撮影場所：九州大学病院 撮影場所：九州大学病院 

コメント：九州大学病院清水助教授、名取先生、中島先生による意見交換の模様 コメント：脳外科手術映像 



 －112－

実施状況写真 

 

【アプリケーション名】 

遠隔医療 

【実施日時】 

平成15年11月25日 9:00～11:00 

【実施場所】 

九州大学、漢陽大学 

【アプリケーション概要】 

 

韓国の漢陽大学病院から九州大学病院へ脳外科手

術映像の配信を行い、脳外科手術に関する意見交

換を行った。 

 

  

撮影場所：九州大学病院 撮影場所：九州大学病院 

コメント：日本側会場の模様 コメント：日本側会場の模様 

  

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： 



 －113－

実施状況写真 

 

【アプリケーション名】 

遠隔会議 

【実施日時】 

平成15年11月29日 15:00～16:00   

【実施場所】 

九州大学、高麗大学 

【アプリケーション概要】 

 

九州大学で開催された国際シンポジウムの一環と

して、九州大学国際研究交流プラザと高麗大学と

の間で遠隔会議を行った。 

  

撮影場所：九州大学国際研究交流プラザ 撮影場所：九州大学国際研究交流プラザ 

コメント：日本側会場の模様 コメント：日本側会場の参加者の方々 

  

撮影場所：九州大学国際研究交流プラザ 撮影場所：九州大学国際研究交流プラザ 

コメント：日本側会場の模様 コメント：日本側会場の模様 

  

撮影場所：九州大学国際研究交流プラザ 撮影場所：九州大学国際研究交流プラザ 

コメント：日本側会場の模様 コメント：日本側会場の機材 



 －114－

実施状況写真 

 

【アプリケーション名】 

大学院遠隔講義 

【実施日時】 

平成15年12月8日 13:00～14:30 

【実施場所】 

九州大学、全南大学、高麗大学、KOREN NOC、NCA

【アプリケーション概要】 

 

九州大学と韓国の全南大学、高麗大学、KOREN NOC、

NCAとの間で、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：日本側会場の模様 コメント：九州大学岡村助教授と生徒の方々 

  

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：相手（韓国のKOREN NOC）側の映像 

  

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：日本側会場の模様 



 －115－

実施状況写真 

 

【アプリケーション名】 

大学院遠隔講義 

【実施日時】 

平成15年12月8日 13:00～14:30 

【実施場所】 

九州大学 

【アプリケーション概要】 

 

九州大学と韓国の全南大学、高麗大学、KOREN NOC、

NCAとの間で、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：九州大学岡村助教授と生徒の方々 

  

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： 

 



 －116－

実施状況写真 

 

【アプリケーション名】 

遠隔医療（ＡＰＡＮ） 

【実施日時】 

平成15年1月30日 11:00～12:30 

【実施場所】 

九州大学、漢陽大学、NCC、APAN会場(ハワイ大学)

【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会議で、九州大学病院、漢陽大学病院、国立

がんセンター、APAN会場(ハワイ大学)の４箇所間

でプレゼンテーションを行った。 

  

撮影場所：九州大学病院 撮影場所：九州大学病院 

コメント：日本側会場の模様 コメント：日本側会場の模様 

  

撮影場所：九州大学病院 撮影場所：九州大学病院 

コメント：マルチ映像（４会場） コメント：マルチ映像（４会場） 

  

撮影場所：九州大学病院 撮影場所：九州大学病院 

コメント：九州大学病院清水助教授による説明の模様 コメント：総務省山野係長による説明の模様 



 －117－

実施状況写真 

 

【アプリケーション名】 

遠隔医療（ＡＰＡＮ） 

【実施日時】 

平成15年1月30日 11:00～12:30 

【実施場所】 

九州大学、漢陽大学、ＡＰＡＮ会場(ハワイ大学)

【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会議で、九州大学病院、漢陽大学病院、国立

がんセンター、APAN会場(ハワイ大学)の４箇所間

でプレゼンテーションを行った。 

  

撮影場所：APAN会場(ハワイ大学) 撮影場所：APAN会場(ハワイ大学) 

コメント：ハワイ側会場の模様 コメント：プレゼンテーションの模様 

  

撮影場所：APAN会場(ハワイ大学) 撮影場所：APAN会場(ハワイ大学) 

コメント：ハワイ会場からの映像 コメント：マルチ映像（４会場） 

  

撮影場所：APAN会場(ハワイ大学) 撮影場所：APAN会場(ハワイ大学) 

コメント：プレゼンテーションの模様 コメント：ハワイ側会場の模様 

 



 －118－

実施状況写真 

 

【アプリケーション名】 

中学生の国際交流学習 

【実施日時】 
平成16年2月18日 11:15～12:15 
平成16年2月19日 11:15～12:15 

【実施場所】 

長崎大学附属中学校、全南大学附設中学校、九州産業大学

【アプリケーション概要】 

 

長崎大学附属中学校の国際交流学習の一環として

長崎大学附属中学校の生徒と、韓国の全南大学附

設中学校の生徒との間で遠隔交流を行った。 

  

撮影場所:長崎大学附属中学校 撮影場所：長崎大学附属中学校 

コメント：日本側会場（長崎大学附属中学校）の模様 コメント：日本側会場（長崎大学附属中学校）の模様 

  

撮影場所：長崎大学附属中学校 撮影場所：長崎大学附属中学校 

コメント：相手（韓国の全南大学附設中学校）側の映像 コメント：マルチ画面（３会場） 

  

撮影場所：長崎大学附属中学校 撮影場所：長崎大学附属中学校 

コメント：日韓双方向翻訳機能の画面 コメント：長崎大学附属中学校の生徒の方々 



 －119－

実施状況写真 

 

【アプリケーション名】 

中学生の国際交流学習 

【実施日時】 
平成16年2月18日 11:15～12:15 
平成16年2月19日 11:15～12:15 

【実施場所】 

長崎大学附属中学校、全南大学附設中学校、九州産業大学

【アプリケーション概要】 

 

長崎大学附属中学校の国際交流学習の一環として

長崎大学附属中学校の生徒と、韓国の全南大学附

設中学校の生徒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：相手側（長崎大学附属中学校、全南大学附設中学校）の映像 コメント：日本側会場（九州産業大学）の模様 

  

撮影場所：九州産業大学 撮影場所：九州産業大学 

コメント：長崎大学藤木先生、全先生による説明の模様 コメント：相手（韓国の全南大学附設中学校）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：相手（韓国の全南大学附設中学校）側の映像 コメント：長崎大学藤木先生、全先生による説明の模様

 



 －120－

実施状況写真 

 

【アプリケーション名】 

遠隔医療 

【実施日時】 

平成16年2月24日 13:30～15:00 

【実施場所】 

九州大学、漢陽大学 

【アプリケーション概要】 

 

九州大学病院から韓国の漢陽大学病院へ透視映像

の配信を行い、透視に関する意見交換を行った。

 

  

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：事前設定作業の模様 

  

撮影場所：九州大学病院 撮影場所：九州大学病院 

コメント：九州大学病院清水助教授、川本先生による意見交換の模様 コメント：九州大学病院清水助教授、川本先生による意見交換の模様

  

撮影場所：九州大学病院 撮影場所：九州大学病院 

コメント：九州大学病院許斐先生、川本先生による意見交換の模様 コメント：相手（韓国の漢陽大学病院）側、九州大学病院の映像



 －121－

実施状況写真 

 

【アプリケーション名】 

遠隔医療 

【実施日時】 

平成16年2月24日 13:30～15:00 

【実施場所】 

九州大学、漢陽大学 

【アプリケーション概要】 

 

九州大学病院から韓国の漢陽大学病院へ透視映像

の配信を行い、透視に関する意見交換を行った。

 

  

撮影場所：九州大学病院 撮影場所：九州大学病院 

コメント：透視映像、相手（韓国の漢陽大学病院）側の映像 コメント：九州大学病院許斐先生、川本先生による意見交換の模様

  

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： 

 



 －122－

実施状況写真 

 

【アプリケーション名】 

国際パフォーマンス 

【実施日時】 

平成16年3月10日 14:00～15:00 

【実施場所】 

電気ホール、忠南大学、漢陽大学、KOREN NOC 

【アプリケーション概要】 

 

日本舞踊の先生が日本側会場、韓国の忠南大学、

漢陽大学、KOREN NOCの聴講者に向けて、日本舞踊

の遠隔講演を行った。 

  

撮影場所：電気ホール 撮影場所：電気ホール 

コメント：日本側会場の模様 コメント：日本舞踊の先生による講演の模様 

  

撮影場所：電気ホール 撮影場所：電気ホール 

コメント：日本舞踊の先生による舞踊の模様 コメント：日本舞踊の先生による講演の模様 

  

撮影場所：電気ホール 撮影場所：電気ホール 

コメント：マルチ映像（４会場）  コメント：相手（韓国の漢陽大学）側の映像 
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実施状況写真 

 

【アプリケーション名】 

国際パフォーマンス 

【実施日時】 

平成16年3月10日 14:00～15:00 

【実施場所】 

電気ホール、忠南大学、漢陽大学、KOREN NOC 

【アプリケーション概要】 

 

日本舞踊の先生が日本側会場、韓国の忠南大学、

漢陽大学、KOREN NOCの聴講者に向けて、日本舞踊

の遠隔講演を行った。 

  

撮影場所：漢陽大学 撮影場所：漢陽大学 

コメント：韓国側会場（韓国の漢陽大学）の模様 コメント：韓国側会場（韓国の漢陽大学）の模様 

  

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、日韓双方向翻訳機能の映像 コメント：日本側会場からの映像 

  

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 コメント：韓国側会場（韓国の漢陽大学）の聴講者の方々
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実施状況写真 

 

【アプリケーション名】 

遠隔講演 

【実施日時】 

平成16年3月10日 15:30～17:00 

【実施場所】 

電気ホール、漢陽大学 

【アプリケーション概要】 

 

漫画家犬木加奈子先生が日本側会場、韓国側会場

の聴講者に向けて、漫画家活動に関する遠隔講演

を行った。 

  

撮影場所：電気ホール 撮影場所：電気ホール 

コメント：日本側会場の模様 コメント：日本側会場の模様 

  

撮影場所：電気ホール 撮影場所：電気ホール 

コメント：ユーザインターフェース画面 コメント：漫画家犬木加奈子先生による講演の模様 

  

撮影場所：電気ホール 撮影場所：電気ホール 

コメント：相手（韓国の漢陽大学）側の映像 コメント：ユーザインターフェース画面 
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実施状況写真 

 

【アプリケーション名】 

遠隔講演 

【実施日時】 

平成16年3月10日 15:30～17:00 

【実施場所】 

電気ホール、漢陽大学 

【アプリケーション概要】 

 

漫画家犬木加奈子先生が日本側会場、韓国側会場

の聴講者に向けて、漫画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：韓国側会場の模様 コメント：韓国側会場の聴講者の方々 

  

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 コメント：ユーザインターフェース画面 

  

撮影場所：漢陽大学 撮影場所：漢陽大学 

コメント：日韓双方向翻訳機能の画面 コメント：韓国側会場（韓国の漢陽大学）の聴講者の方々
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実施状況写真 

 

【アプリケーション名】 

高校生の国際交流学習 

【実施日時】 

平成16年3月13日 8:45～12:15 

【実施場所】 

修猷館高等学校、高麗大学、韓国科学技術研究院

【アプリケーション概要】 

 

福岡市の修猷館高等学校の国際交流学習の一環と

して修猷館高等学校の生徒と、韓国科学技術研究

院及び高麗大学の学生との間で遠隔交流を行っ

た。 

  

撮影場所：修猷館高等学校 撮影場所：修猷館高等学校 

コメント：日本側会場の模様 コメント：日本側会場の模様 

  

撮影場所：修猷館高等学校 撮影場所：修猷館高等学校 

コメント：日本側会場の模様 コメント：九州大学荒木教授による説明の模様 

  

撮影場所：修猷館高等学校 撮影場所：修猷館高等学校 

コメント：韓国会場側からの映像 コメント：九州大学松原教授による説明の模様 
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実施状況写真 

 

【アプリケーション名】 

高校生の国際交流学習 

【実施日時】 

平成16年3月13日 8:45～12:15 

【実施場所】 

修猷館高等学校、高麗大学、韓国科学技術研究院

【アプリケーション概要】 

 

福岡市の修猷館高等学校の国際交流学習の一環と

して修猷館高等学校の生徒と、韓国科学技術研究

院及び高麗大学の学生との間で遠隔交流を行っ

た。 

  

撮影場所：修猷館高等学校 撮影場所：修猷館高等学校 

コメント：日本側会場の模様 コメント：修猷館高等学校の生徒の方々 

  

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】 

モバイルコミュニケーション 

【実施日時】 

平成16年3月19日 15:00～16:00 

【実施場所】 

福岡市早良区百道浜地区 

【アプリケーション概要】 

 

無線LAN基地局を福岡市及び韓国の光州市に設置

し、Mobile IP技術等を利用したハンドオーバーを

行うことにより、移動しながらリアルタイムで動

画像及び音声の送受信を行う実験を実施した。 

  

撮影場所：百道浜地区 撮影場所：百道浜地区 

コメント：日本側実験の模様 コメント：日本側実験の模様 

  

撮影場所：百道浜地区 撮影場所：百道浜地区 

コメント：実験用アンテナ コメント：実験用装置 

  

撮影場所：百道浜地区 撮影場所：百道浜地区 

コメント：実験用画面 コメント：実験用画面 
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実施状況写真 

 

【アプリケーション名】 

モバイルコミュニケーション 

【実施日時】 

平成16年3月19日 15:00～16:00 

【実施場所】 

福岡市早良区百道浜地区 

【アプリケーション概要】 

 

無線LAN基地局を福岡市及び韓国の光州市に設置

し、Mobile IP技術等を利用したハンドオーバーを

行うことにより、移動しながらリアルタイムで動

画像及び音声の送受信を行う実験を実施した。 

  

撮影場所：百道浜地区 撮影場所：百道浜地区 

コメント：日本側実験の模様 コメント：日本側実験の模様 

  

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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