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東海インターネットワーク協議会 1993年度会報

会長のことは

いまもむかしも

先達て、 5月の下旬から6月上旬にかけて、またぞろ日本近海集団密入国事件が新聞、テレビを賑わした。

この種の人たちは、ときと場合によっては難民と呼ばれることがある。そのときは単純に強制送還ともいかな

いだろうから、受け入れ側では、人数があまり増えると社会問題化することがあるだろう。これは、国際間に

生じた著しい社会的隔差がその誘因だから、あながち困ったものだだけではすまされないだろう。

社会に生じたある種の傾斜に沿って、人が組織的ないし系統的に流れる現象の典型は、人口の、都市への流

入である。明治以降の、わが国の主要都市人口の膨張は、例外なくそれである。世界的にみてとくに顕著であっ

たのは、18，19世紀におけるロンドンとパリであるといわれる。いうまでもなくこれらは、 18世紀に始まっ

た産業革命に起因している。

工場の需要を満たすための労働者の密集と、機械力に訴える交通手段が都市環境を著しく悪化させた。それ

で19世紀半ばに、石で固められた狭い路地からなるパリの全市街は、大改造されたということである。ピクト

ル・ユーゴーの小説で著名なパリの大下水道は、そのころ構築されたのであろう。いまの言葉でいうと、これ

は、近代における都市生活のためのインフラストラクチャである。

上記の密入国のニュースと同じころ、佐賀の久里双水古墳のことがマスコミの話題となった。千数百年の歳

月を短絡して、謎に包まれた古代文化を目の当たりに見たい。食欲にも優って旺盛な情報への希求は、その充

足の物理的可能性の現実化によっていや高まる。今回は、古墳の石室に超小型カメラを入れようというのであ

る。現代は、潜在的に接続可能な大衆が地球上にみちている。潜在的とは、もしネットワークが張られたらと

いう意味である。単純な交通手段のみで相互接続が可能となった19世紀都市市民のための情報インフラストラ

クチヤは、新聞であった。19世紀初頭のパリ人口は約50万、それが世紀半ばには約3倍に急増しているが、

そのことを反映して、1815年には5000人であった新聞購読者が1847年には18万人になったということであ

る。

いうまでもなく、そのことには高速大量印刷技術の開発が寄与しているが、ソフトウエアの威力も見逃せな

い。例えば、 1938年ル・シェルク紙にデュマ（父）の新聞小説「隊長ポール」が掲載され始めるや否や、たっ

た3週間で定期購読者が5000人増えたという記録があるそうである。そのほか、誰でも興味を持つ雑報の比重

を高めるなどのいわゆるソフトの工夫も種になされたようであるが、文化の底流として初等教育の普及があっ

たことは特筆すべきである。これは、いまのことならコンピュータリテラシーのことであろう。

インフラは高度に公共性を持ち、教育と、ソフトの新ジャンルとが欠かせないことは、いまもむかしも変わ
らないのだ。

東海インターネットワーク協議会会長福村晃夫（中京大学情報科学部教授）
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1993年度会報東海インターネットワーク協議会

理事長のことば

東海インターネットワーク協議会の活動は、日を追うごとに多くの人々に認知されるようになってきた。こ

の活動は多くのボランティアの人々によって支えられており、まずはこれらの人々に心からの感謝の意を表し

たい。

アメリカにおける情報ハイウェイの構想の発表により、日本における情報網の整備が大きくクローズアップ

されてきている。また、アメリカにおける情報提供会社がTVに流しているコマーシャルを紹介し、アメリカ

企業の考えている近未来の情報化社会を垣間見る事ができる。現在は日本の社会の情報化はアメリカに大きく

後れを取っているという事であるが、特にネットワークを接続するためのネットワークであるインターネット

ワーク環境の後れが指摘されている。

最近はいくつかの会社がインターネットワークをサービスする事を目的に設立されている。東海インターネッ

トワーク協議会は東海地方のインターネットワーク環境に関する啓蒙活動を目指していたが、現在は啓蒙活動

から一歩踏み込んで、インターネットワークの基盤整備をも活動の中に組み込んできた。商用のインターネッ

トワークサーピスが開始されようとするときに、本協議会の役割は何かを見つめ直す必要がある。

情報化社会では情報は提供するものと提供されるものの関係があるわけでなく、情報は共有され、必要と思

う人々によって獲得されるものである。もちろん、現在の知的所有権等はこのような状況に対応できるもので

はなく、旧態とした制度的な問題の解決がそのような社会構築の阻害要因になっている。デジタル情報はその

複製、改変、配布が極めて容易であり、またそれにより、より高度な論理的構成物を構築できる。これまでは、

人の作ったものは所有され、消費されるものであったが、情報化時代の作品はまったく異なる。

すべての"知”がネットワークを介して共有され、刺激され、発展するとき、我々の人間としての存在自身が

ネットワークそのものとなる。“あの人はいいネットワークを持っている”というときには、人としてのつき合

いであり、また“知”の共有の単位である。情報化社会では“時を選ばず、所を選ばず”人は活動ができるが、

やはり文化・歴史を共有した地域を単位とする側面も無視できない。このような一見矛盾したような状況を克

服するには、地域としてインターネットをどうとらえるかを常に問い続けなければならない。そのような役割

を東海インターネットワーク協議会に求めたい。

情報化時代には"僕は情報を受ける人”と受け身に回る事はできない。情報を獲得しようと努力する人だけが

情報を獲得できる。その意味で情報の弱者はより弱者になる恐れもある。昨年も情報弱者を作らないことを念

頭に置いた活動をすべきと述べたが、情報強者が見下ろす形で本協議会が運営されているのではないかを常に

自問する必要がある。その意味でも、多くの人々に本協議会運営に携わって頂き、常に新鮮さと活力を失わな

いよう開かれた協議会となるようにすべきと考えている。

皆さんのより広範な参画により本協議会がますます発展するよう祈念している。

東海インターネットワーク協議会理事長阿草清滋(名古屋大学工学部教授）
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東海インターネットワーク協議会 1993年度会報

1 東海インターネットワーク協議会について

東海インターネットワーク協議会(TokailnternetworkCouncil:TIC)は、東海地区における電子計算機ネッ

トワークの健全な発展のために、電子計算機間相互の接続(インターネットワーク）に関連する技術水準の向上、

およびその利用促進に寄与し、インターネットワークにより形成される産業、学術、文化などの諸分野におけ

る活動の支援を行うことを目的として、1992年7月3日に設立されました。東海インターネットワーク協議会

の組織構成は下図に示す様な構成となっています。

組織構成(1993年度）

Ｆ
Ⅱ
Ⅱ
Ⅱ
匹
司
“
■
。
ｌ
も
「
Ｊ
■
日
日
８
８
日
Ｌ

総会

Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ⅱ
Ⅱ
Ⅱ
Ⅱ
Ⅱ
Ⅱ
Ⅱ
Ⅱ
Ⅱ
Ⅱ
Ⅱ
二
一
■
■
■
■
凸
『
Ｉ
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専門委員会

１
１

事務局評議会

顧問

組織構成図(会則に基づくまとめ）

福村晃夫(中京大学情報科学部長教授）

阿草清滋(名古屋大学工学部教授）

伊藤茂樹(株式会社サイエンス・クリエイト）

小栗宏次(名古屋工業大学）

後藤邦夫(南山大学）

鈴木敬朗(株式会社豊田中央研究所）

武直樹(神鋼電機株式会社）

富川国広(朝日大学）

中尾嘉文(中部テレコミニュケーション株式会社）

夏目三男(財団法人浜松地域テクノポリス推進機構）

萩原秀和(株式会社高岳製作所）

松尾啓志(名古屋工業大学）

守屋有人（トヨタ自動車株式会社）

榊原智之(株式会社アクシス）

服部達郎(株式会社エイチ・オー・エス）

会長

理事長

理事

事務局長

監事
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東海インターネットワーク協議会 1993年度会報

評議員 岡部隆(日本電装株式会社常務取締役）

加藤隆(通産省工業技術院名古屋工業技術試験所主任研究員）

澤木清行(株式会社名鉄コンピュータサービス取締役）

畑雅恭(名古屋工業大学教授）

中尾義昭(日本電信電話株式会社東海通信システム本部本部長）

秋丸春夫(朝日大学情報管理学科長）

神村民雄(株式会社サイエンス・クリエイト専務取締役）

臼井史朗(豊橋技術科学大学情報処理センター長）

成田洋(郵政省東海電気通信監理局電気通信部電気通信事業課長）

東海インターネットワーク協議会事務局

〒460名古屋市中区正木4-1015

TEL:052-678-1075

FAX:052-678-1073

インターネットqueryOo伍Ce・tokai-ic.or.jp

(1994年6月から所在地が変わりました。）
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2 1993年度活動報告

2.1 理事会活動報告

理事会の構成（括弧内は所属組織）

理事長 阿草清滋（名古屋大学）

理事 伊藤茂樹（株式会社サイエンス・クリエイト）

小栗宏次（名古屋工業大学）

後藤邦夫（南山大学）

鈴木敬朗（株式会社豊田中央研究所）

武直樹（神鋼電機株式会社）

富川国広 （朝日大学）

中尾嘉文（中部テレコミニュケーション株式会社）

夏目三男 （財団法人浜松地域テクノポリス推進機構）

萩原秀和（株式会社高岳製作所）

松尾啓志（名古屋工業大学）

守屋有人（トヨタ自動車株式会社）

事務局長榊原智之（株式会社アクシス）

監事 服部達郎（株式会社エイチ・オー・エス）

[企画専門委員会主担当］

[渉外専門委員会主担当］

[JPNIC運営委員］

[総務専門委員会主担当］

[TRENDY専門委員会主担当］

[財務担当］

理事会の開催

開催日

1993/07/23

1993/08/18
1994/03/30

1994/06/末

開催場所

NTT名古屋会舘

名古屋ソフトウェアセンター

南山大学

未定

主な議題

1993年度活動計画／予算案

各専門委員会の活動方針

TRENDYについて

1993年度活動報告／決算

第1回理事会 ､

理事打合せ会

第2回理事会

第3回理事会(予定）

電子メイルによる会議

理事会ではその構成員が全員電子メイルを利用できる環境にあることから、日常的な議論のほとんどは理事

会メイリングリストでおこなっている。このメイリングリストのアドレスはstaff@board.tokai-ic.or.jp
で運用されており、理事会に対して会員から直接意見を述べるための窓口としても利用されている。

1993年度の理事会メイリングリストでは200件弱のメールが交換された。なお、理事会メイリングリストで

は重要度の高くない事項については、一週間以内に異義が出なかった案件については全理事の了解があったも

のとみなす、という簡易裁決ルールを使用し日常的案件についての審議の簡素化と迅速化をはかっている。

活動概括

1．協議会活動についての基本方針の審議

1993年度定期総会時の第1回理事会と、それに引き続いて行なわれた理事打合せ会において、1994年

度の活動の進め方と各活動分野についての分担および専門委員会の担当を協議した。また、理事会メイリ

ングリストにおいて各専門委員会担当理事より年間活動方針が報告され了承された。

2．理事と所属組織との関係について

Tbk"JMernett"07､kCounc" P"e.6



1993年度会報東海インターネットワーク協議会

1992年度においては理事は会員である組織を単位として扱い実際の審議には各組織からの理事担当者が

関わるという立場で理事会運営を行なってきた。しかし、実際的な理事会運営を進める上においては審議

に関わる個人の意見を即組織の見解とみなすことには困難があり、理事会活動を硬直化を招くおそれもあ

ることから、1992年度の最終理事会において「理事は会員組織の中から選出するが、審議には個人とし

ての立場で参加する」との原則を確認し、 1993年度総会での役員人事の審議においてこの原則を提案し

了承を得た。

3.TRENDY参加申請の審議

1993年4月より運用を開始した「東海地域ネットワーク(TRENDY)」の参加申請についての審議を迅

速化するために、電子メイルによる簡易投票方式を採用し、通常の理事会メイリングリストとは別に投票

専用のアドレスを用意して対応した。

4.TRENDY-Iの1994年度運用方針の承認

TRENDY専門委員会からの報告を受け、「東海地域ネットワーク規約」および「分担金規定」について

1994年4月より改定を行なった。

5.TRENDY-IIプロジェクトの承認

TRENDY専門委員会からの報告に基づき、1994年度秋からの地域AUPRPeeネットワーク(TRENDY-

II)運用開始の方針を了承し、その具体化作業を行なうためのプロジェクトとしてTRENDY専門委員会
を拡大した「TRENDY-IIプロジェクト」を発足させその具体化作業を進めるとともに、1993年度内に

具体的運用方針を定めることを確認した。

今後の活動

協議会は発足以来、地域におけるインターネットワーキングについての啓蒙；普及活動を目指して活動して

きたが、地域ネットワークを発展させるための第一歩として、だれでも参加でき自由な目的で利用することの

できるネットワークとして1994年度秋より「AUPRFee地域ネットワークTRENDY-II」の運用を手掛ける

こととなった。今後は、こうしたネットワーク運用だけでなく、地域におけるインターネット全般に関しての

より一層の取り組みが求められるとともに、その普及・啓蒙・技術交流さらには、企業内インターネットにつ

いての情報収集、地域内でのネットワーク相互接続の調整に取り組む必要性が増してきている。

理事会としては、今後こうした協議会として取り組むべき多方面の活動についても、必要に応じてタスクフオー

スを組織するなどして積極的に取り組んで行くことが必要である。

また、発足以来協議会は組織を主な会員とし一部積極的なボランティアについて個人特別会員として同等の

資格で活動に加わって頂いてきた。今後インターネットに対する関心が高まるとともに、協議会活動に参加す

る企業・団体が増加し、また個人でのインターネットへの参加も増えてくるものと予想される。このため、個

人についての協議会活動への参加形態についても、全体としての整合性を考慮しつつ、より発展的な形態へと

検討を進める必要があるだろう。

P(z9e.7乃A"I71ternetf"orACouncil



東海インターネットワーク協議会 1993年度会報

2.2 TRENDY専門委員会活動報告

委員会の構成

主担当理事 松尾啓志 名古屋工業大学

運用分科会担当理事 萩原秀和 高岳製作所

運用分科会副担当理事 武直樹 神鋼電機

相互接続分科会担当理事後藤邦夫 南山大学

松武菜穂美

榊原智之

和田昇

高木浩光

竹田尚彦

森光彦

大杉健一

運用分科会専門委員 高岳製作所

アクシス

安藤電気技術サービス

名古屋工業大学

豊橋科学技術大学

ポリテクカレッジ浜松

プロファイア

相互接続分科会専門委員 田木孝司

小坂道彦

内匠逸

中尾嘉文

清一之

龍尾謙二

松尾啓志

榊原智之

アンガマンバス

豊橋テクノサイエンス

名古屋工業大学

CTC

インターネットBBS研究会

高岳製作所

名古屋工業大学

アクシス

専門委員会活動

開催日

1993/10/15
1993/12/17
1994/03/26

1994/05/20

1994/06/25

開催時間

16:00-19:00

16:00-20:00

14:00-18:40

16:30-19:30

予定

開催場所

名古屋工業大学

名古屋工業大学

豊橋サイエンスコア

名古屋工業大学

名古屋工業大学

出席者

18名

22名

22名

21名

第1回専門委員会

第2回専門委員会

第3回専門委員会

第4回専門委員会

第5回専門委員会

電子会議活動

staf@trendy.tokai-ic・or.jp(委員による会議）

partyOtrendy.tokai-ic.or.jp(本専門委員会に興味を持つ会員による会議）

東海地域ネットワーク専門委員会活動報告

本専門委員会は、「東海インターネットワーク協議会1993年度活動計画」

た。

に基づき以下のような活動を行っ
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・分科会活動

-SEC-WG

担当専門委員

活動の概要

萩原秀和(高岳製作所）

事務手続きを簡素化するために、手続きのガイド、応答集などを作る

準備を行った。

-NewsWG

担当専門委員

構成員

竹田尚彦(豊橋技科大）

土居博史(アクシス),小中昌紀(メイテック),田中視幸（トヨタソフト

エンジニアリング),森光彦(浜松職短）

tokaiニュースグループの運用を行うと共に、来年度のTRENDY-II

構築に向けた新しいニュースグループの構成などについても検討を

行った。

活動の概要

-TmP/DNS/Mail/routing

後藤邦夫(南山大学),松尾啓志(名古屋工業大学)，榊原智之(アクシ

ス）

新善文（日立製作所),山口栄作(豊橋技科大)，森光彦(ポリテクカ

レッジ浜松),増田佳泰(フリーライタ),坂一幸(三菱電機),田木孝司

(アンカマンバス),松武菜穂美(高岳製作所),竹田尚彦(豊橋技科大)，

小林広繁(日立製作所)，清松哲郎(日立製作所)，金東虎(新潟国際情

報大学),苅田信雄(サイエンスクリエイト),高石詔夫(サイエンスク

リエイト),安食崇史,加藤堅司(南山大学),小島一人(南山大学),佐々

木美裕(南山大学),涜田亨(南山大学),土居博史(アクシス),光田英夫

(HOS),飯島邦男(JICST),情一之(IBBSAL),春日裕忠(IBBSAL),

三井尚裕(三井事務所),根岸孝年（トヨタ自動車),藤浦豊徳(名古屋工

業大学),石黒俊行(マスプロ電工),和田昇(安藤電気技術サービス)，

NOC関係者

DNS,IProutingなどTRIP運用に伴う諸問題について検討すると

ともにNOC間での各種設定変更などを日常的に行っている。また、

インターネットに関する実験、技術情報の収集・公開を行っている。

(資料の項を参照）

担当専門委員

構成員

活動の概要

-TRENDYwhoisDB

担当専門委員

構成員

和田昇(安藤電気技術サービス）

真鍋敬士(豊橋技科大),島田稔(豊橋技科大),金東虎(新潟国際情報大

学）

TRENDYwhoisデータベース(whoisOnic.tokai-ic.or.jp)を構築す

るとともに、日常のメインテナンスも行っている

活動の概要
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-Service(WWW,gopher, ftp,MLなどの構築および運用）

榊原智之(アクシス),高木浩光(名古屋工業大学）

城下修(豊田中研),高橋岳之(豊橋技科大),真鍋敬士(豊橋技科大)､金

東虎(新潟国際情報大学),飯島邦男(JICST),佐々木美裕(南山大学）

WWWサーバ(www.tokai-ic.or.jp),ftpサーバ(ftp.tokai-ic.or.jp),

ftp-mailサーバ(ftpmailOtokai-ic.or.jp),各種メーリングリストの立

ち上げを行った。さらに日常的に運営管理を行っている。

担当専門委員

構成員

活動の概要

-BBS相互接続

担当専門委員 後藤邦夫(南山大学),松尾啓志(名古屋工業大学)，榊原智之(アクシ

ス）

春日裕忠(IBBSAL),別府正章(IBBSAL),大杉健-(プロフアイア）

BBSとインターネットとの接続に関する調査を行った。現在BBS側

との相互接続についての具体的な検討を行っている。

構成員

活動の概要

_RFw｣PWG

担当専門委員

構成員

松尾啓志(名古屋工業大学）

増田佳泰(フリーライタ),金東虎(新潟国際大学),榊原智之(アクシ

ス）

インターネットワークのFAQの作成のために、質問の調査収集を

行った。

活動の概要

一相互接続分科会(WG)

担当専門委員 後藤邦夫(南山大学),田木孝司（アンカマンバス),小坂道彦(豊橋テ

クノサイエンス),内匠逸(名古屋工業大学),中尾嘉文(CTC),情一

之（インターネットBBS研究会),龍尾謙二(高岳製作所),榊原智之

(アクシス),松尾啓志(名古屋工業大学）

中山雅哉(東京大学）

本分科会では唯一つのWGを構成し、メイリングリストで相互接続

に関する調査、交渉、協調活動を行った。主な項目は以下の通りであ

る。特別に会合は行わなかった。

構成員

活動の概要

1. JPNIC活動への協力(運営委員後藤理事)。

2. 1111月: SINETとTRIPの相互接続における調整と了解(SlNET加入要網を満た

す組織のパケットのみが接続点を通過する。SINET加入は略式手続きで可能。6月6

日現在、通過するのはTmP:202.13.58-59と南山大学: 133.29)。

3. 10月7,8,14,15: IIJの(技術)セミナーに出席(田木委員）

4．11月19日：第2回インターネットシンポジウム(田木委員)に出席

5. 11月30日: JCRN(松尾理事)、地域ネットワーク連絡会(松尾理事、田木委員、金

会員)への出席。メイリングリスト(regional-contacts@csi.ad.jp)への参加。

6.TRENDY-IIの準備としての商用ネットワーク(Spin,IIJ他)との相互接続における

料金などの条件の交渉。

7.TRENDY-II開始後の学術ネットワークとの相互接続に関する問題点の検討と交渉。

SINET加入要網の確認(特にセンター長の認めるものの意味)。
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8.通産省情報処理振興課の調査への協力(日本版K12プロジェクトの可能性について地

域ネットワーク関係者を含み情報交換)。

9.専用回線(初期費用,引き込み,継続費用)に関する調査(CTC,NTT,日本高速通信)。

●東海地域ネットワーク(TRENDY)の構築と運用

旧JUNETに代わる新しい相互接続ネットワークとして1993年5月にスタートしたTRENDY

(TokaiREgionalNetworkDynamics)の運用を行っている。1994年5月現在、64組織が参

加している。1994年4月より、接続負担金の改訂を行った。

1.TRENDYへ参加するためには、東海インターネットワーク協議会への参加を必須とした。

2．従来の3,000円/monthの接続負担金を10,000円/monthとした。この改訂は、人的資

源を除いたTRENDY維持に必要な資源は、TRENDY予算でまかなえることを前提に

行った。

3．上記決定に伴い、「東海地域相互接続ネットワーク規約」、「1994年度東海地域ネット

ワーク分担金規定」を作成した。

●東海地域ネットワークIPバックボーン(TRIP)の構築及び運用

1．1993年10月、KANAYAMANOC,YAMAZATONOC,TSURUMANOCの3つの

NOCからなるTmP(TbkaiRegionallP)バックボーンを構築した。1994年5月現在6

組織が参加している。

2．1993年11月、学術情報ネットワークSINETとYAMAZATONOCを通じて相互接続

を始めた。

3. JPNICの地域型ドメイン実験に参加した。

4. 1994年3月11日に日本CISCO3名、米国CISCO技術者3名の来訪を受け、ルータの開

発動向の説明、特にISDN回線の利用、運用上の問題等についてミーティングを行った。

（田木,後藤,山口,加藤(TRIPWG,YAMAZATO-NOC),溝田(TRIPWG,YAMAZATO-

NOC))

●新しいAUPフリーのネットワークTRENDY-IIの構築準備

従来のTRENDYは、あくまでも実験研究のためのネットワークであり、かつ東海地域以外

への配送経路は、学術情報ネットワークSINETに依存していた。本専門委員会では、利用目

的を規定しない新しいネットワークTRENDY-IIを1994年10月にスタートする事を目指し、

諸問題について検討した。

1.TRENDY参加組織に対して、TRENDY-IIへの移行・参加についてのアンケートを行っ

た。

2.TRENDY-II参加を検討中の組織の担当者などを対象に、TRENDY-IIプロジェクトに

ついて広く意見を求める場として、「TRENDY-IIプロジェクトメイリングリスト」を設

定した。

3.TRENDY-II参加契約約款を作成した。

4.TRENDY-II運用規約を作成した。
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5．東海地域以外への通信のために、商用ネットワークプロバイダ(Spin, IIJ)と交渉を行っ

ている。

6.TRENDY-IIの構築時、および将来NOCを設置する地域について検討した。

・その他活動

一広報活動

＊1993年10月18-20日JAINConsortium第2回総会･研究会同期PPPでの異機種相互接続、

地域ネットワーク近況(東海)についての2件報告….…後藤

＊南山大学通信ネットワーク・ワークショップ

1994年2月27日(土)午後1:30-6:3O南山大学

主催南山大学経営研究センター、共催日本UNIXユーザ会、 参加者125名。東海インター

ネットワーク協議会(TIC)で以下の2件の報告とインターネットサービスのデモを行った。

「インターネットでのService」榊原、「個人インターネット環境」増田

＊1994年3月31日講演「インターネットワークと地域ネットワーク」

日立製作所オフィスシステム事業部(尾張旭)－後藤

＊1994年6月17日SCネット開局1周年記念シンポジウム

於:豊橋サイエンスコア、TIC後援

講演「TRENDY(東海地域ネットワーク）とその活用」－榊原

一国体WWWプロジェクト

1994年9月3－6日、10月29-11月3日に行われる、わかしゃち国体の競技結果、開催地の情

報などを提供するためにWWW(WorldWideWeb)サーバを立ち上げる予定である。

一個人参加の枠組みについての検討

インターネットへの個人参加の枠組みを東海インターネットワーク協議会として提供するため

の方策について検討中である。

-TRENDY接続に関するユーザサポートのあり方についての検討

TRENDY,TRENDY-IIは、ボランティアによるネットワークである。そのため、ネットワー

クの接続に関する作業は、基本的にはすべてユーザ側の負担で行っている。しかし今後のイン

ターネットワークの発展を考えた場合、有料サポートの枠組みを提供する事が重要である。そ

こでTRENDY接続に関するユーザサポートのあり方について検討した。
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2.3渉外専門委員会活動報告

委員会の構成

主担当理事小栗宏次名古屋工業大学

委員 六車博 アンガマンバス

田中芳則労災リハビリテーションエ学センター

富川国広朝日大学

大木統雄オーケーマイクロシステムズ

専門委員会活動

委員会活動 開催日

第1回委員会 1994/01/25
第2回委員会 1994/02/23
第3回委員会 1994/03/07

第4回委員会 1994/05/23

開催（訪問）場所

愛知県国際交流協会

愛知県国体局

愛知県国体局

愛知県国体局

開催時間

16:30-18:00

16:00-17:30

15:00-17:00

15:00-16:00

電子会議活動

これまでは特に行なっていません。

渉外専門委員会活動報告

第1回渉外委員会

愛知県国際交流協会を訪問、 1993年の会報に従って当協会について説明する。

第2回委員会

愛知県国体局を訪問、 1993年の会報に従って当協会について説明する。

「WWWを用いた国体情報提供システム」について提案する。

国体局ではたいへん興味を示し、前向きに検討する旨の回答。

第3回委員会

愛知県国体局を訪問、「インターネットについて」「WWWについて」担当者に対して簡単にレクチャー

を行なう。

「WWWを用いた国体情報提供システム」は実施する方向で準備を進めることとなる。

国体に関するパンフレット等の提供を受ける。

第4回委員会

愛知県国体局を訪問、「WWWを用いた国体情報提供システム」における情報の授受方法について検討

する。

記録の提供については了承、写真についてはなお問題があるので新聞、放送局等との調整をふまえ、さら

に検討を続けることとなる。
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2.4企画専門委員会活動報告

企画担当役員（理事）サイエンス．クリエイト（伊藤茂樹）

会員からの協力者を募り、具体的作業に当たっています。

企画担当は以下の具体的企画に関し、担当役員が

1．会合等の企画

・会員相互の連絡、親睦のための会合

･会員相互の情報交換・交流を目的とした合宿(OffLineMeeting)

2．計算機ネットワークの啓蒙、普及を目的とするシンポジウムの開催

3.他の団体の計算機ネットワークに関する講演、シンポジウムに対する協力

・他の各種団体主催の講演等に対する後援、共催

・他の各種団体主催の講演等に対する講師の派遣

具体的な活動(敬称略）

1．1993年9月28日ワークショップ「浜松をめぐるコンピュータネットワーク」

場所浜松市フォルテ8階B会議室

主催静岡大学情報処理センター

（財)浜松地域テクノポリス推進機構

内容 インターネット:その課題と日本の現状

東海地域ネットワーク(TRENDY)について

静岡大学キャンパスLANと浜松地区インターネットワーク構想

参加者約90名

2．10月2~3日TIC秋期合宿(OffLineMeeting)

場所県営本宮山ロッジ（くらがり渓谷）

内容 インターネットに関するQ&A

TRIP/TRENDYの将来について(ディスカッション）
参加者20名

3．11月18日第14回先端技術東海セミナー

「広域分散環境における高度応用技術の動向」

場所豊橋サイエンスコアサイエンスホール

主催東海産業技術振興財団

内容広域分散型の音楽情報データベース 森光彦(i
広域分散環境を利用した気象衛星画像の共有技術

参加者約60名

森光彦(浜

村井純(慶応大学）

榊原智之((株)アクシス）

酒井三四郎(静岡大学）

松職業能力開発短期大学校）

中山雅哉(東京大学）
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4．1994年2月26日通信ネットワーク・ワークシヨツプ

場所南山大学M2教室

主催南山大学経営研究センター

共催東海インターネットワーク協議会

内容 インターネットでのService 榊原智之((株)アクシス）

お宅でインターネット 増田佳泰(フリーライタ）

宮川晋(東京工業大学）

NTTCAE-NETのアドレス切り替え 浅見秀雄(日本電信電話(株))

抗クラック剤の開発 富永和人(東京工業大学）

参加者約130名

5．4月29日TRENDYネットワークシンポジウムスタッフ

キックオフミーテイング

場所 （株)アクシス会議室

内容前回シンポジウムの反省

スケジュール,タイトル,担当別責任者等の決定

シンポジウム用電子メールアドレスの作成

6．5月20日第2回TRENDYネットワークシンポジウムスタッフミーティング

場所名古屋工業大学3棟1階会議室

内容プログラムの修正,確認

参加費の決定

7．6月17日SCネット開局一周年記念シンポジウム

場所豊橋サイエンスコアサイエンスホール

主催TSCクラブ

内容米国の 新ネットワーク状況 永島道夫(日本シリコングラフィック(株)）

TRENDY(東海地域ネットワーク）とその活用 榊原智之((株)アクシス）

情報ハイウェイと地域ネットワークーパネルデイスカッションー

秋丸春夫(朝日大学）

岩崎千明(日本電信電話(株)）

西川幸孝(豊橋商工会議所） 他

8．6月24日中京大学公開講座ソフトサイエンスシリーズ7

コンピュータ科学セミナー

場所名古屋栄ガスホール

主催中京大学人工知能高等研究所

協賛東海インターネットワーク協議会

内容マルチメディア伝送とインターネット 石田晴久(東京大学）

今後の活動予定

1.TRENDYネットワークシンポジウムについて

7月5日(火),6日(水)の2日間「TRENDYネットワークシンポジウム'94」をTICで主催。
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会場名古屋港湾会館

テーマ 「情報スーパーハイウェイ時代に向けて」

内容 (1)国内インターネットの現状とこれから

(2)TRENDY-IIについて

(3)インターネットの技術

(4)近未来のネットワークーパネルデイスカツシヨンー

(5)通信機器関連の展示,接続実験実演

参加者 250名(予定）

2．その他

秋にサービス開始予定のTRENDY-IIの披露イベントを行いたい。また、会員相互の交流を図るための

忘年会,新年会なども開催する予定。

企画担当からのお願い

1．企画協力のお願い

あらゆる企画は企画担当だけでは、できません。発案、計画、実行までのあらゆる段階におい

て皆様のご協力をお願いします。技術的なものからイベント時における受付等、様々なかたち

で御協力頂けます。おもしろい企画の提案等も歓迎です。皆様のご協力をお願いします。

2．組織会員のTIC担当者へのお願い

組織会員に対するTICの企画連絡は、各組織のTIC担当者に対して行われます。この案内を

各組織会員内部で広めて頂くことは、TIC担当者の役割です。TICの活動をより多くの方々

に理解して頂くためにもTICが企画、協力するイベントへ、ひとりでも多くの組織会員の方々

が参加されますよう担当者の方々の御協力をお願いします。

企画担当への連絡は

電子メール:queryOtokai-ic.or.jpその他:TIC事務局まで

でお願いします。
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2.5総務専門委員会活動報告

委員会の構成

キ担当理事鈴木敬朗株式会社豊田中央研究所

専門委員 夏目三男財団法人浜松地域テクノポリス推進機構

山口栄作豊橋技術科学大学

島田稔 豊橋技術科学大学

電子会議活動

somnu@smlab.tutkie.tut.ac.jp(委員による会議）

総務専門委員会活動報告

本専門委員会は、「東海インターネットワーク協議会1993年度活動計画」に基づき以下の活動を行った。

・IPmeeting'93への東海地域ネットワークの紹介

1993年12月9日に東京三田の日本電気(株)本社ビルにおいて開催されたJEPG/IP主催の

IPmeeting'93の予稿集(proceedings)に、日本のインターネットの現状紹介の一つとして東

海地域ネットワークの紹介記事(表題:TRFINDYの現状紹介）を作成し、掲載した。

・1993年度会報の作成

東海インターネットワーク協議会の活動を会員および一般に広報するために1993年度会報(本

会報)を作成し、1994年7月1日付で発行した。 ‘
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3 TICネットワークサービスの整備状況と利用ガイド

TICで行なっているネットワークサービスとその利用方法について簡単にまとめました。各サイトの電子メ

イルやIP接続の帯域、特に電話代にご注意の上、御利用下さい。ただし、試験中とあるものは、無謀な利用等

に対する対策などが不十分ですので、会員限定とし、一般には宣伝しないでください。

メイリングリストへの登録・変更，削除の依頼はserver-admin@tokai-ic.or.jpへ、利用方法に関する一般的

な質問などは、 queryOtokai-ic.or.jpにお寄せ下さい。

1．電話回線から端末利用できるもの

●TWINBBSサービス

一アクセス番号052-683-4138

-通信条件1200/2400bps(MNPClass5まで),8bit,パリティなし，フロー制御なし,シフト

JIS

一ゲストログインtwin<ret>guest<ret>

一端末ソフトウエアー般に普及しているパソコン通信用のものが利用できます。また、端末ソフ

トウェアの無料配布も行ないます。

TWINについての御質問・お問い合わせも下記まで御連絡下さい。なおなるべくFAXまたは電

子メイルでお願いします。

【申し込み先】

東海インターネットワーク協議会TWIN運用グループ

〒460名古屋市中区正木4-10-15株式会社アクシス気付

Fax: 052-671-7339,Tel: 052-671-7338(榊原，土居）

E-Mail: bbs-adminCtokai-ic.or.jp

oDialupGopherサービス(wingsにおいて試験中、X/Y/Zmodem,kermitなどによるダウンロー

ド可能）

052-839-1169(INS64ダイヤルイン)V32bis/V42bisl4400bps端末ソフトウェアJIS7ビット符号

に対応したものでVT100などUNIXでサポートされる端末タイプを利用できるものが望ましい。

login: gopher

passwd: goodguest

PleaseenteraTerminalTypesupportedonUNIX.

IfyouhavenoideatryvtlOOordumb
TERM=

---←、←､--vtlOOなど、 UNIXのtermCapに入っているものならなんでもよい。

カーソルが使えないものはちょっと悲しい。

oDialupWWWサービス(開発中、乞う御期待）

2.電子メイルで利用できるもの(UUcPでもOK)
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●メイリングリスト・サーバ

TICではxxxOyyyy.tokai-ic.or.jpの名前を持つメイリングリストとメイルサーバを運用していま

す。いずれは一本化しますが、現在は2箇所で別々のプログラムを用いて運用しているため、コマ

ンド使用法などが異なっていて利用者には御迷惑をおかけしますが、いずれは一本化する予定です

ので、現在はそれぞれが別のプログラムであることを御理解の上使用して下さい。通常のメイル配

送システムとしての機能はほとんど変わらないはずです。登録、削除依頼等の管理者への連絡はど

ちらもserver-adminOtokai-ic.or.jpで結構です。詳細は末尾の付録を御覧下さい。

なお、TRENDY-IIプロジェクトのために、会員に限定しない、trendy-iiOtrendy.tokai-ic.or.jpが

追加されました。また、新しいサービスとしてftpmailが試験運用されています。

･FTPMail(試験中）

ftpmailOtokai-ic.or.jpを公開します。利用法は、helpという単語を含んだメイルを送付すること

で得られます。

内容の一覧は、

open

get/Pub/1s-1R.gz

quit

で得られます。（約150Kbytes)

ftpへの収集のリクエストは、ftpadminOtokai-ic.or.jp'､

3．1P接続で利用できるもの

oTICWWWサーバ(wings.tokai-ic.or.jpaswww.tokai-ic.or・jp)

ローカルホストにMosaic等のWWWクライアントを用意して下さい。実行可能プログラムは

ftp.tokai-ic.or・jp(wings):/pub/networking/WWW/Mosaic-L10Nなどから入手できます。また、

最近になり富士通から販売されることが発表されています。

oTICFTPサーバ(wings・tokai-ic・or.jpaswww.tokai-ic.or.jp)

通常のftpコマンドでanonynlousログインすることにより利用できます。ただし、DNSに登録さ

れていないホストからの利用はできません。

4．こんな情報はここにある

oTIC会員への連絡ML:membersOtokai-ic.or.jp

oTIC会員/TRENDYサイトのリスト/TRENDYマップ：

URL:ftp://ftp.tokai-ic・or・jp/pub/TIC/archive/Doc/TICMembers・txt

URL:ftp://ftp・tokai-ic.or.jp/pub/TIC/nendyMembers.txt

URL:ftp://ftp・tokai-ic.or.jp/pub/TIC/trendy-map-940301.eps

（仕p.tokai-iC・or.jpのanonymousFTPディレクトリの/pub/TIC/archive…にあることを示して

います。）

･TIC/TRENDY関係会議議事録: infO@tokai-ic.or.jpにある程度揃っています。議事録の入手には

membersOtokai-ic.or.jpへの登録が必要です。
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●公開ドキュメント:URL:ftp://ftp.tokai-ic.or.jp/pub/TIC/archive/Doc/

･技術情報:URL:ftp://ftp.tokai-ic.or.jp/pub/TIC/archive/Tech/

･ソフトウェア:URL:ftp://ftp.tokai-ic.or.jp/pub/

5．その他

ogopher(またはgopheImail)Onanzan-u.ac.jp(ボランティア公開運用）

gopher@nanzan-u.ac.jpにsubjectも本文もなしの電子メイルを送りましょう。GopherMailはそ

の返事としてあなたにメインメニューを送り返します。そこで欲しい項目番号の行頭に"X"マーク

を付けてgopherに返事を送ると、次のメニューなり、欲しいデータが(必要に応じてUUENCODE

され)返送されます。

注意

(a)ヘッダの引用はしない(xがある場合に誤動作します。）

(b)MFTY-Serveから普通に電子メイルをいただくと漢字氏名のMIME符号化のためHom:フィー

ルドが複数行となり、現在のGopherMailプログラムでは、差出人にメニュー項目等を返送で

きません。これに対応できるまでは、ごめんどうですが、電子メイルを出す度に発信人の名前

としてローマ字氏名を個別に指定頂くようお願いします。

以上、お楽しみ下さい。
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6.付録「東海インターネットワーク協議会のメイルサーバとメイリングリストー覧(会員用案内)」

(1993FEb. 9)

(rev.11993Feb. 10)

(rev.21993Feb. 15)

(1993Mar. 8)
(1994Jan. 10)

(1994Jan. 14)

byK.GOTO(gotoOnanzan-u.ac.jp)

byTomo.S(tomoOaxis.co・jp)

おことわり

この資料は暫定的なものです。現在、各メイリングリストの整理と再配置を計画しており、ここに

書かれた情報は一部変更される可能性があります。変更に当たっては、関係するメイリングリスト

などへこの資料を更新したものを配布し周知をはかりますのでよろしくお願いします。

2種類のメイルサーバ、運用サイト、配送方法

TICではxxx@yyyy.tokai-ic.or.jpの名前を持つメイリングリストとメイルサーバを運用していま

す。いずれは一本化しますが、現在は2箇所で別々のプログラムを用いて運用しているため、コマ

ンド使用法などが異なっていて利用者には御迷惑をおかけしますが、いずれは一本化する予定です

ので、現在はそれぞれが別のプログラムであることを御理解の上使用して下さい。通常のメイル配

送システムとしての機能はほとんど変わらないはずです。登録、削除依頼等の管理者への連絡はど

ちらもserver-adminOtokai-ic.or.jpで結構です。

詳しい機能的説明は最後にまわすことにして、配送経路を簡単に説明します。

利用者(皿血'°[Cyyyy."ai-ic.orjp) －MW総駕協MX先）

(a)

(b)

(smdmaiLc"aliasによる振り分け）

、“ ｜爵
(LANcmnatim)

Ⅷ｜
,､curnnnnnn-u."jp (E

プログラムB

l l l l｜
処理、配送先リスト

(3.4KHzPPPM)

｜“……
｜rnflinn.1nkni-iC・or,加公式メイリングリスト／サーバ

｜
プログラムA ga血wn.curnnnnnn-u."jp (暫定版）

処理、配送先リス

｜
電子メイル配送

先リスト

一

つまり、利用方法の違いはプログラムA/プログラムBの仕様が異なることから生じます。また、

radian<->wingsのリンクは専用線ですが、時々切れることがあります。以下の説明では、2つの

メイルサーバをradian/gershwnで区別します。また、wingsと書いたものは単なるaliasです。
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(c)一覧表

名称／運用ホスト 用途

TIC一般

一般問い合わせ等

server-adminOtokai-ic.or.jp/wings
infbOtokai-ic.or.jp/gershwn
queryOtokai-ic.or.jp/gershwn

applyOtokai-ic.or.jp/gershwn

TIC事務局

query@office.tokai-ic.or.jp/gershwn

TIC会員連絡／おしゃべり網

membersOtokai-ic.or.jp/gershwn

friendsOtokai-ic.or.jp/gershwn

会員からのサービスー般、登録、削除依頼

公開自動応答メイルサーバ

ー般／会員からTICへの一般質問

なんでも申し込み

一般から事務局への問い合わせ

TIC会員(一組織あたり複数歓迎、随時募集）

TIC会員十興味を持つ人(随時募集）

TRENDY関連

一般問い合わせ等

query@trendy･tokai-ic.or.jp/wings

infbOtrendy・tokai-ic.or.jp/wings

applyOtrendy.tokai-ic.or.jp/wings

連絡用

postmastersOtrendy.tokai-ic・or.jp/radian

secretariatOtrendy.tokai-ic.or.jp/wings

TRENDYネットワーク情報(NIC)(実験運用）

adminOmc.tokai-ic.or.jp/radian

whoisOmc・tokai-ic.or.jp/radian

TRENDYへの一般問い合わせ

上記と同じ(手動応答）

TRENDY参加申し込み等

TRENDY全ポストマスタ

TRENDY事務連絡

管理者/trendynicに関する問い合わせ

TRENDYDBwhoisサーバ

(本文が空のメイルを送付すると利用方法を返送

します）

TRENDYDB登録フォーム送付先(半自動運

用）

参加申請、ドメイン承認通知送付先

dbOmc.tokai-ic.or.jp/radian

apply@nic.tok"-ic・or.jp/radian

その他

bbs-adminOtokai-ic.or.jp/radian

jpmc-infbOtokai-ic.or.jp/wings
TWINBBS管理者への申し込み／連絡

JPMCからの連絡を受ける窓口

TIC活動

事務局

secOo伍ce.tokai-ic.or.jp/wings

理事会

staH@board・tokai-ic.or.jp/radian

voteOboard.tokai-ic.or.jp/radian

各業務担当者より事務局への作業依頼

全理事(会長を含む）

理事会投票受付(理事のみが利用）
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TRENDY専門委員会(随時募集）

staffOtrendy.tokai-ic.or.jp/radian

partyOtrendy.tokai-ic.or.jp/radian

TRENDY専門委員会委員

TRENDY専門委員会十全WG

(TRENDYに興味をもつボランティア志望の方

はどなたでも参加可）

op@trendy.tokai-ic.or.jp/radian 運用分科会

connOtrendy・tokai-ic.or.jp/radian 相互接続分科会(WG含む）

TRENDY専門委員会ワーキンググループ(随時スタッフ募集）

trip-wgOtrendy・tokai-ic.or.jp/radian TmP/DNS/メイル配送運用管理etc.

news-wgOtrendy.tokai-ic.or.jp/radian ニュース配送運用管理

db-wgOtrendy.tokai-ic.or.jp/radian データベース運用管理

service-wgOtrendy.tokai-ic.or.jp/radian 会員サービス／メイリングリスト運用1

bbs-wgOtrendy.tokai-ic.or.jp/radian BBS関係企画立案

doc-wg@trendy.tokai-ic.or.jp/radian ドキュメント整備

TRENDY運用管理連絡用

techOtrendy.tokai-ic.or.jp/radian TRENDY関係DNS設定等の連絡

ﾄ運用管理

trip-yamazato-adminOtokai-ic.or.jp/wings YAMAZATONOC管理者

TRIP管理者trip-adminOtokai-ic.or.jp/wings
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(d)メイリングリストへの参加申し込みについて

基本的に随時募集しています。すべてserver-ad"nOtokai-ic.or.jpへ御連絡下さい。なお、自動応

答サービスinfoOtokai-ic.or.jpでは議事録など会員向け限定情報と一般公開情報を区別しており、

会員限定の情報はメイル発信者がmembersOtokai-ic.or.jpに登録されている場合のみ入手可能です

から、是非とも登録下さい。会員向けの電子メイルを受けとる以外にはとくに義務はありませんの

でお気軽に。

ただし、専門委員会関連のメイリングリストへ登録は、専門委員会またはそのWGへの参加をして

頂ける場合に限ります。専門委員会委員は偶数月の第3金曜夕方に開催予定の専門委員会へ出席し

ていただきます。WGスタッフは委員会への出席義務は負いませんが、各メイリングリストを利

用して、計画、立案、運用などを行なって頂きます。参加には一応、理事会、あるいは担当専門委

員の了承が必要な場合がありますが、仕事をしてくれる方をお断りする理由があるわけがありませ

ん。

なおpartyOtrendy.tokai-ic.or.jpはTRENDYに興味を持ち、なにかしてみたい、何か言ってみた

いという方を会員／非会員に関わらずどなたでも随時受け付けています。お手伝い頂きたい事(応

談)がたくさんあります。ぜひご参加下さい。

(e)メイル配送以外の機能

gershwnで運用されているものについては、電子メイル本文中の最初に

#help

のみを書いて送って頂ければ、コマンドの説明が返送されますので、御利用下さい。

whoisOmc・tokai-ic.or.jpは、

help

quit

のみを本文とするメイルを送って下さい。
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東海インターネットワーク協議会会員名簿(1994/05/31現在）
組織名等

愛知医科大学

愛知学泉大学

朝日大学

金城学院大学

静岡大学情報処理センター

椙山女学院大学

東邦学園短期大学

豊橋技術科学大学

名城大学

名古屋市立大学インターネットユー

日本福祉大学

愛知製鋼株式会社

旭化成工業株式会社

天城技研株式会社

安藤電気技術サービス株式会社

株式会社エイチ・オー・エス

関東自動車工業株式会社

株式会社サイエンス・クリエイト

株式会社サンテック

有限会社ジープレーン

新日鉄情報通信システム株式会社

セイコー電子工業株式会社

株式会社タクト

中部電力株式会社

株式会社東海総合研究所

トヨタ車体株式会社

株式会社豊田自動織機製作所

株式会社豊橋テクノサイエンス

名古屋電機工業株式会社

日本電装株式会社

浜名湖地域ネットワーク研究会

株式会社日立製作所

株式会社プロファイア

株式会社マインドウエア

株式会社松下電器情報システム

株式会社未来技術研究所

株式会社名鉄コンピュータサービス

明電ソフトウエア株式会社

トユー

愛知学院大学

愛知工業大学

学校法人梅村学園

岐阜女子大学

静岡理工科大学

中部大学

豊田工業高等専門学校

南山大学

名古屋工業大学

名古屋大学キャンパス情報ネットワーク

浜松職業訓練短期大学校

株式会社アクシス

(有)アドバンスト・ソフトウェア・インステイチュート

安藤電気株式会社

インターネットBBS研究会

株式会社オーケーイマイクロシステムズ

金陵エンジニアリング株式会社

株式会社三工

株式会社三和製作所

神鋼電機株式会社

有限会社鈴木エンジニアリング

株式会社高岳製作所

中電コンピューターサービス株式会社

中部テレコミュニケーション株式会社

東海ソフト株式会社

トヨタ自動車株式会社

株式会ﾈ+筈円中央研究所

ザグループ

トライデントスクールオブインフォメーションテクノロジー

日本電信電話株式会社

株式会社浜島書店

財団法人浜松地域テクノポリス推進機構

ブラザーエ業株式会社

株式会社マイテック

マスプロ電工株式会社

三菱電機株式会社

名工研並列処理研究会

株式会社明電舎電子機器工場

MFT,SEC技術情報サービスM~RT,FANS
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労災リハビリテーションエ学センター

飯島邦夫

中山雅哉

増田佳泰

アンガマン・バス株式会社

日商エレクトロニクス株式会社

ローランド株式会社

金東虎

別府正章

伊藤忠テクノサイエンス株式会社

日本サンマイクロシステムズ株式会社

以上87組織

Tbk"J7UteT冗e伽ﾉ07､ACounc" PQ9e.26



東海インターネットワーク協議会 1993年度会報

東海インターネットワーク協議会会則

定
定

制
改

日
日

３
５

月
月

７
７

年
年

２
４

９
９

９
９

１
１

第1条（名称）

1．本会の名称を「東海インターネットワーク協議会」とする。

2．英文名称は"TokailnternetworkCouncil"とする。

第2条（目的）

本会の目的は次のとおりとする。

（1）東海地区における、電子計算機ならびに電子計算機ネットワーク相互の接続(以下これをインターネット

ワークと呼ぶ)の展開を推進し、これに伴う諸課題について協議を行う。

（2）インターネットワークに関連した技術の、発展および利用促進に寄与する。

（3）インターネットワークを基盤としあるいは利用する産業・学術・文化をはじめとした諸分野における活動

を支援しその発展に寄与する。

第3条（活動）

1．本会はその目的を達するために、以下の活動を行う。

（1）地域インターネットワーク構築についての協議、検討、立案を行い、具体化のための礎を作る。

（2）地域内におけるインターネットワーク構成要素間での相互運用のための協議及び調整を行う。

（3）地域外のインターネットワークとの協調及び相互運用に関する協議を行う。

（4）関連する分野に関わる人々の交流、支援、情報交換などの活動を行う。

2．活動の具体的内容については別途、活動における細則において定める。

第4条（入会）

1．本会の趣旨に賛同する個人または組織は、本会所定の手続き、並びに本会理事会の承認を経て、本会会員にな

ることが出来る。

第5条（会員の種別）

1．会員は入会の形態または目的により、以下の種別に分類される。

（1）個人会員

本会に参加する個人。

（2）組織会員

本会に参加する組織。

（3）賛助会員

本会に参加し、援助する個人および組織。

（4）特別会員

本会の活動において特に参加が必要と理事会が認めた個人および組織。

第6条（会費）

1．会員はその種別により会費を、会員に関する細則に記された所定の方法により納めるものとする。
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第7条（退会）

1．本会の退会は、会員の都合により随時行うことが出来るものとする。但し会員は、退会前に支払期の到来した

会費・手数料等の費用の支払い義務を免れない。また、本会が会員の退会前に領収した会費・手数料等の費用

については、これを返却しないものとする。

第8条（除名）

1．以下に定める項目のいずれかに該当する会員は、本会より除名する。

（1）会費を支払わず、催告にも応じないもの。

（2）その他、本会の会員にふさわしくない行為を行ったと理事会により判断されたもの。

第9条（役員）

1．本会は、本会を代表する以下の役員を置く。

（1）会長1名。

（2）理事5名以上。

（3）事務局長1名。

（4）監事1名。

2．理事のうち、1名を理事長とする。

3．役員は会員の中より互選によって選出され、定期総会において承認されるものとする。

4．理事長は、理事会において理事の互選により選出する。

5．会長、理事、事務局長及び監事は、相互に兼ねることは出来ない。

6．役員の任期は、1会計年度とするただし、再任を妨げない。

7．会長の責務は、以下の通りである。

（1）本会の代表。

（2）総会、理事会及び評議員会の招集。

（3）評議員、顧問の委嘱。

（4）事務局職員の任免。

（5）本会で定める事項の制定。

8．理事長の責務は以下の通りである。

（1）本会の全ての活動の統括。

（2）理事会、総会の議長。

（3）会長不在の場合におけるその代行。

9．事務局長の責務は以下の通りである。

（1）本会における総会、理事会及び評議会の記録。

（2）会員および各専門委員に対しての必要な事項の伝達。

（3）会員の入退会手続き、及びこれに関する記録。

（4）本会の会計事務及び記録。

（5）公的文書の作成。

（6）事務局の運営及び管理。
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（7）その他、本会が必要とする事務処理。

10．理事の責務は、以下の通りである。

（1）会長および理事長補佐。

（2）理事長不在の場合におけるその代行。

11．監事の責務は、以下の通りである。

（1）本会の会計が本会の目的に即して適正に行われたかどうかの監査。

（2）定期総会に提出する会計報告に対する監査報告の作成。

第10条（評議員）

1．本会に3名以上の評議員を置く。

2．評議員は、本会の趣旨に賛同した者または学識経験者のうちから、会長が理事会の同意を得て委嘱する。

3．会長は、評議員が評議員たるにふさわしくない行為があったと認められる場合、又は本会の名誉を傷つけたと

悪められる場合は、理事会において理事現在数の4分の3以上の議決を得て、解嘱することができる。

4．評議員及び役員は、相互に兼ねることは出来ない。

5．評議員の任期については、役員についての規定を準用する。

第11条（顧問）

1．本会に本会の運営及び活動について、外部有識者の意見を求める為に顧問を置くことができる。

2．顧問は理事会の推薦により、会長が委嘱する。

3．顧問は、本会の運営及び活動に関して会長の諮問に答え、または意見を述べることが出来る。

4．顧問の任期については、役員についての規定を準用する。

第12条（理事会）

1．本会はその運営を目的として会全体を統括する理事会を設置する。

2．理事会は以下によって構成される。

（1）理事

（2）事務局長

3．理事会は会長が招集する。

4．理事会の議長は理事長がつとめる。

5．会長および監事は、理事会に出席して意見を述べることができる。

6．理事会は本会運営に関する決定を行い、これを定期総会において報告するものとする。

7．理事会は、本会会則細則に関する決定を行い、これを定期総会において報告するものとする。

8．理事会は、理事の三分の二以上の出席または委任状提出を持って成立し、出席人員の過半数の承認を

する。

第13条（評議員会）

1．本会に評議員会を置く。

2．評議員会は、評議員を持って構成する。

出席人員の過半数の承認を得て議決
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3．評議員会は、会長が招集する。

4．評議員会の議長は出席評議員の互選による。

5．評議員会は評議員現在数の2分の1以上の出席をもって成立する。

6．評議員は、この会則に別に定めるもののほか、本会の運営及び活動に関する重要事項について会長の諮問に応

じて審議し、又は意見を具申する。

第14条（事務局）

1．本会の事務を処理するため事務局を置く。

2．事務局長は事務局を統括管理運営する。

3．事務局には所要の職員を置くことが出来る。

4．職員は事務局長の意見により、会長が任免する。

第15条（総会）

1．定期総会

（1）本会の定期総会は、年1回、会長が招集し、開催するものとする。

（2）定期総会においては以下の事項を議題とする。

i,会計報告及び監査報告

ii.役員の承認

iii・年間活動計画

iv.その他

2．臨時総会

（1）以下のいずれかに該当する場合、臨時の総会を会長が招集し、開催するものとする。

i.役員または理事会の動議により理事会の過半数の同意が得られた場合。

ii・会員の動議により、会員の総数の十分の一以上の署名のある書面をもって理事会に要求がなされた場

合。

3．総会の議長は理事長がつとめるものとする。

4．本会の総会は、出席会員および委任状を提出した会員数の合計が会員総数の過半数を満たすことをもって成立

するものとし、出席者の過半数の承認を得て議決する。

第16条（専門委員会）

1．本会はその活動における具体的な協議の場として必要に応じて複数の専門委員会を設置することが出来る。

2．専門委員会は3名以上の専門委員から構成される。

3．専門委員会の設置は理事会が決定するものとし、専門委員は会員からの互選によるものとする。

4．専門委員会議長は理事がつとめるものとする。

5．専門委員会の活動報告は理事会において承認されるものとし、定期総会において報告されるものとする。

6．専門委員会は必要に応じて本会外部からのオブザーバの出席を求めることが出来る。

第17条（会計年度）

本会の会計年度は4月1日より翌年3月末日までとする。

付則
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この会則の規定は1994年7月1日から遡って適用し、1994会計年度は1994年7月1日より1995年3

月31日までとする。

第18条（会則の変更）

1．本会則の変更は、理事会の起案により、総会の議決を経て行うことができる。

第19条（資産の構成）

1．本会の資産は以下の通りとする。

（1）会費

（2）資産から生じる収入益

（3）事業にともなう収入益

（4）寄付金品

（5）その他の収入

第20条（資産の管理）

1．本会の資産は、理事長の承謬を得て事務局長がこれを管理し、理事長の指示を経て収支の管理にあたる。

2．資産の運用については、理事会の議決によって有効な管理をする。

3．本会の収入益は、寄付行為の財源となす。

第21条（経費の支弁）

1．本会の運営及び事業遂行に要する費用は、本会の資産をもって支弁する。

第22条（事業計画及び収支予算）

1．本会の事業計画及びこれにともなう収支予算は、理事会で編成し、議決を経た上で、会計年度毎に会員に文書

をもって報告しなければならない。

第23条（収支決算）

1．本会の収支決算報告は理事会が作成し、財産目録、事業報告書、収支決算書等その他理事会で決定した事項を

監事の承認を得て、会員に文書をもって報告しなければならない。

第24条（細則）

，． この規約執行についての細則は、会長が理事会の議決を得て別に定める。
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東海インターネットワーク協議会会員に関する細則

1992年7月3日制定

1993年4月1日改定

東海インターネットワーク協議会

会長

第1条（入会）

1．東海インターネットワーク協議会(以下本会と呼ぶ)に入会するには、様式1の「東海インターネットワーク協

議会入会申込書」を理事会宛に提出する。

2．特別会員として本会に入会しようとする場合には、さらに様式2の「特別会員承認申請書」を理事会宛に提出

する。

第2条（特別会員）

1．理事会において以下の要件が満たされると認められた会員は、特別会員となることが出来る。

（1）本会の活動に対して積極的に参加する意志が認められること。

（2）組織においては本会に対して金銭以外の面で積極的に貢献することが機関決定されていること。

（3）合理的な理由から、会費の負担が出来ないと認められること。

（4）2会員の推薦があること。

2．特別会員については、会費の一部もしくは全部を免除する。

3．特別会員の資格有効期間については一会計年度とし、期間の更新にあたっては理事会の承認を得る必要がある

ものとする。

第3条（会費）

1．会員は会費として、会計年度毎に年会費を納めるものとする。

2．年会費

（1）年会費一覧

i・個人会員50,000円

n．組織会員50,000円

iii.賛助会員100,000円（一口あたり）

（2）会員は翌年度分、上記年会費を会計年度末日までに一括して前納するものとする。

（3）入会時においては、入会時期にかかわらず、上記年会費を総額一括前納するものとする。

（4）東海地域ネットワーク参加希望会員は、東海地域ネットワーク参加費規定に定める会費も同時に納めるも

のとする。

第4条（賛助会員の特典）

1．ソフトウエア等の配布

（1）賛助会員は、本協会が会員に対する情報交換のために行うソフトウエア、ドキュメント等の配布において

優待を受けることができる。

2．催事に関する割引
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（1）賛助会員は本会がとりおこなう有料の催事において、賛助会員優待の適用を受けることができる。

第5条（会員事務）

1．会員事務の窓口は事務局が行なう。

付則(経過措置）

1．本会発足時の経過措置として、発足後1カ月以内に入会する会員については会費の納入を入会後2カ月まで猶

予するものとする。
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(様式1）

東海インターネットワーク協議会入会申込書

東海インターネットワーク協議会理事会御中

申込年月日： 19 ／ ／

会員種別： 個人・組織・賛助・特別

申込者： ーー一一ーーー【 ][ ]【 】[ ｡－■■■
I■■ー。■■1■■－4■■ーーーー｡■■ーーー一一ー一一一ー－－－－

代表者：
ーーー一ーーーーーー一一.■■

ーー。■■一一．■■。■■一一ーq■■ﾛ■■ー■■■D一一一

代表者署名：
一一一ーーーーーーーーー一一－一一一

代表者連絡先： 〒
一一ーーーq■■一一ﾛ■■｡■■一q■■ーーq■■ーー■■■ー■■ー■■■一ー一一

TEL (

FAX(

e-mail:

Ｊ
Ｊ

担当者：
ﾛ■■ーー4■■q■■一一■■■ーー一一e■■1■■一一

■■q■■ーーー一一一一ーーq■■■■■レーーーq■■

担当者連絡先： 〒
ー一一一ー一ーーq■■一一■■■一ーーーーq■■一－－－－4■■

TEL (

FAX(

e-mail:

ｊ
ｊ

会費請求先：
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(様式2）

特別会員承認申請書

東海インターネットワーク協議会理事会御中

貴会の活動に参加させて頂きますの貴会の定める特別会員の趣旨にのっとり、

で、特別会員としての承認を申請します。

申請年月日： 19 ／ ／

申請者： －E ユーーーーー

代表者署名： ーーーーー

会費の免除を希望する事由：

ーーー一一

組織会員の場合は申請の提出を承認した自組織の機関名：

一一一ーー1■■｡■■I■■ーーーーー一一一一

＊＊＊

上記申請者を特別会員に推薦します。

推薦会員(1)： q■■1■■一一一ーーーー一一．■■ー

推薦会員（1）代表者署名：

推薦会員(2)：
一一ー｡■■ーー■■■■■■一一一ーーq■■

一一ーーーーq■■一一．■■ー

推薦会員(2)代表者署名： 一一ーー一一ーq■■q■■一一一ーーーーq■■ーーー一一ーーーロ■■q■■
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東海インターネットワーク協議会1993年度活動計画

東海インターネットワーク協議会理事会

1993年7月23日

1993年7月1日から1994年6月30日の期間において本会は以下の方針において活動を行う。

1.東海地域ネットワーク(TRENDY)およびIPバックボーンネットワーク(TmP)を安定的に運用すると

ともに、参加組織の増加を図る°

2．東海地域ネットワークに関連した情報および会員にとって有益な情報の収集を行うと共に、電子メイル・

BBS等による情報の提供を推進する。

3．地域IPバックボーン構築のための具体的計画を立案するとともに、地方公共団体などの公的組織や企業

などに働きかけ、地域IPバックボーンの有効性、必要性について協議を行う。

4.個人に対してもネットワークの利用を可能にするような枠組みを提供する。

5．情報交換および会員交流のための企画を実施する。

6.会員への情報提供を目的とした会報を発行する。

7.上記の課題に取り組むための機関として以下の専門委員会を設置する。

○TRENDY専門委員会TRENDYおよびTRIPの構築及び運用を行なう。

・運用分科会

TRENDYおよびTmPの運用に関する問題を取り扱う。

・相互接続分科会

他のネットワーク組織との相互接続に関する問題を取り扱う。

○渉外IPバックボーン構築のため、地方自治体などの公的組織、および企業を対象にした協議、連絡の

場を提供する。

○企画TRENDYシンポジウムを中心として、会員向けおよび一般向けにインターネットの啓蒙とTIC

の活動を推進するための行事を企画する。

○総務会員への各種連絡および会報の発行を行う。

以上
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東海地域ネットワーク加入組織名簿(1994/5/31現在）

ドメイン名名称

東海インターネットワーク協議会

インターネットBBS研究会

財団法人浜松地域テクノポリス推進機構

労災リハビリテーションエ学センター

愛知医科大学

愛知学院大学

愛知工業大学

学校法人朝日大学

学校法人梅村学園

学校法人河合塾

静岡大学

静岡理工科大学

椙山女学園大学

中部大学

豊田工業高等専門学校

豊橋技術科学大学

名古屋工業大学

名古屋市立大学

南山大学

浜松職業訓練短期大学校

愛知製鋼株式会社

株式会社アクシス

旭化成工業株式会社

TOKAI-IC.OR・JP

IBBSAL.OR.JP

IMT-SmZUOKA.OR.JP

LWC-EIREC.GO・JP

AICHI-MED-U.AC・JP

AICHI-GAKUIN.AC・JP

AITECH.AC・JP

ASAHI-U.AC.JP

CHUKYO-U.AC・JP

KAWAI-JUKU･AC.JP

gRTzUOKA.AC・JP

SIST.AC・JP

SUGIYAMA-U・AC.JP

CHUBU・AC.JP

TOYOTA-CT.AC･JP

TUT・AC.JP

MTECH・AC.JP

NAGOYA－CU.AC.JP

NANZAN-U・AC・JP

HAMAMATSU-PC・AC.JP

AICm-STRFT』､CO.JP

AXIS・CO.JP

ASAm-KASEI.CO・JP

ADVANCED-SOFTWARE.CO.JP

AMTEC.CO.JP

ANDO.CO.JP

ANDO-ES･CO.JP

HOS.CO・JP

OKMICRO・CO.JP

KANTO-AW.CO.JP

TSC.CO.JP

SUNTEC・CO・JP

SANWA-SS.CO.JP

SHINKO-ELE℃・CO.JP

SUZUKI-ENG.CO.JP

TAKAOKA-ELECTmC･CO・JP

TACT・CO.JP

アドバンスト・ソフトウェア・インステイテユート

天城技研株式会社

安藤電気株式会社

安藤電気技術サービス株式会社

株式会社エイチ・オー・エス

株式会社オー・ケー・マイクロシステム

関東自動車工業株式会社

株式会社サイエンスクリエイト

株式会社サンテック

有限会社三和製作所

神鋼電機株式会社

有限会社鈴木エンジニアリング

株式会社高岳製作所情報システム

株式会社タクト
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中電コンピューターサービス株式会社

中部電力株式会社

東海ソフト株式会社

トヨタ車体株式会社

トヨタ自動車株式会社

株式会社豊田自動織機製作所

株式会社豊田中央研究所

株式会社豊橋テクノサイエンス

名古屋電機工業株式会社

日本電装株式会社

株式会社浜島書店

プラザーエ業株式会社

株式会社プロファイア

マスプロ電工株式会社

株式会社名鉄コンピュータサービス

株式会社メイテック

株式会社明電舎

明電ソフトウェア株式会社

ローランド株式会社

ジュピターシステム(別府正章）

CHUDEN-CS.CO.JP

CHUDEN・CO・JP

TOKAI-SOFT.CO.JP

TOYOTA-BODY・CO.JP

TOYOTA.CO.JP

TOYOTA-SHOKKI.CO.JP

TYTLABS.CO.JP

TOYOHASHI-TECHNO.CO・JP

NAGOYA-DENKI.CO.JP

N‐DENSO.CO.JP

HAMAJIMA・CO.JP

BROTHER.CO・JP

PROFIRE.CO.JP

MASPRO.CO.JP

MCS・MEITETSU・CO.JP

MEITEC.CO.JP

MRTDFNSHA.CO.JP

MFTDFNSOFT.CO.JP

ROLAND,CO・JP

JUPITER.YOKKAICHI.MIE.JP

以上57組織
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東海地域ネットワーク規約

1994年3月30日制定

東海インターネットワーク協議会

本規約は、東海地域ネットワーク(以下TRENDY-I)への参加者が、 TRENDY-Iを構成する他の参加者と

の間の相互接続に際し、遵守すべき事項をまとめたものである。

第1条（名称）

本ネットワークの和文名称は「東海地域ネットワーク(略称TRENDY-I)」とする。

2.英文名称は"TokaiREgionalNetworkDYnamics(phasel)"とする。

第2条（目的）

本ネットワークは、東海地域のネットワーク間、および国内外のネットワークとの相互接続を行うことによって、教

育、研究および地域の発展に資することを目的とする。

第3条（運用）

本ネットワークは本規約に同意する東海インターネットワーク協議会会員によって構成され、その運用は東海インター

ネットワーク協議会が行う。

第4条（利用の範囲）

本ネットワーク利用の範囲は、本ネットワークの参加者とその利用者および本ネットワークと相互接続されている関

連ネットワークとの間で行う開かれた研究実験活動および教育活動、並びにその直接支援とする。

第5条（参加資格）

本ネットワークに参加するに当たっては、次の各号を満たすものであることとする。

1．日本ネットワークインフォメーションセンターより、日本ドメイン名の割当を受けたドメイン名を使用する、

組織あるいは個人であるか、もしくは、東海インターネットワーク協議会で参加を認めた組織であること。

2．東海インターネットワーク協議会会員であること。

3．本規約に同意し、規約を遵守するものであること。

第6条（参加単位）

本ネットワークに参加する単位は東海インターネットワーク協議会に参加する単位と同一とする。

第7条（参加手続き）

本ネットワークに参加しようとするものは東海インターネットワーク協議会宛に参加申請と本規約についての同意書

を提出し、参加承認を受けなければならない。

第8条（接続手続き）

参加を承認された者は本ネットワークに接続することが出来る。

2.接続に際しての手続きの詳細は別途定める。

3．参加者が本ネットワークを構成する最寄りのドメインとの通信が確立し、日本ネットワークインフォメーションセ

ンターのネームサーバに参加者のドメインが登録された時点をもって接続とする。

第9条（運用分担金）

本ネットワークに接続する参加者は、細則に定める方法で当該運用年度の運用分担金を負担しなければならない。
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第10条（遵守事項）

本ネットワーク参加者および利用者は次の各号を遵守しなければならない。

1．本ネットワークの運用、維持、発展に協力すること。

2．本ネットワークの正常な維持、運用を妨げない範囲で利用すること。

3．通信の秘密を侵さないこと。

4．参加者を中継する通信が円滑に行えるよう努力すること。

第11条（禁止行為）

本ネットワーク参加者および利用者は本ネットワークにおいて次の各号にあてはまる行為をしてはならない。

1．公序良俗に反する行為。

2．第三者にたいし不正に損害または不利益を与える行為。

3．第三者を誹ぼう中傷する行為。

4．その他、本ネットワークあるいは東海インターネットワーク協議会に損害または不利益を与える行為。

第12条（参加の終了）

本ネットワークの参加者は所定の手続きにしたがって随時参加を終了することができる。

第13条（参加の廃止）

参加者あるいは利用者が次の各号の一に該当すると東海インターネットワーク協議会が判断した場合には、その会員

の本ネットワークへの参加を廃止させる場合がある。

1．運用分担金を支払わず、催告にも応じないもの。

2．東海インターネットワーク協議会から退会したもの、もしくは除名されたもの。

3．その他、本ネットワークの参加者にふさわしくない行為を行なったと東海インターネットワーク協議会に判断

されたもの。

第14条（通信の責任）

本ネットワーク参加者と利用者および東海インターネットワーク協議会は、接続によって交換された通信の消失など

によって生じた損害に対するいかなる責任も負わないものとし、一切の損害賠償をする義務はないものとする。

第15条（他のインターネットワークとの通信）

本ネットワーク参加者が、TRENDY-Iを介して他のインターネットワークと通信する場合は、前項のすべての規約

に加えて、通過するすべてのインターネットワークの規約、およびTRENDY-Iが他のインターネットワークと結ん

だ相互接続に関する協定を遵守しなければならない。

2．なお、この規定はTRENDY-Iが他のインターネットワークとの相互接続性を保証するものではない。

第16条（年度）

本ネットワークの運用年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終る。

第17条（事務局）

本ネットワークの事務局は東海インターネットワーク協議会事務局内に設置する。

第18条（細則）

この規約執行についての細則は、東海インターネットワーク協議会が別途規定する。
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付則

この規約の規定は、1994年4月1日から適用する。

以上
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東海地域ネットワーク(TRENDY)分担金規定

1994年3月30日制定

東海インターネットワーク協議会

第1条1994年4月1日から1995年3月31日までの期間の間に、本ネットワークに接続するものは、以下の運用分担金を

負担しなければならない。

(1)全ての接続済みの参加者について基本分担金として月額10,000円

(2)上記に加え、IP接続実験(TRIP)に参加するものはTRIP分担金として月額10,000円

2．本協議会がTRIPに置き換わる他のIP接続ネットワークの運用を開始した場合には、TRIPは廃止され、前項

第2号により参加者が支払った分担金については、第2条第3項の規定を準用する。

3．本ネットワークに新たに接続する際には、初期接続費用としてさらに10,000円を負担するものとする。

第2条運用分担金は、前年度より継続して接続するものは12か月分、今年度の途中より接続を行なうものは、接続を行なっ

た日を含む月から本ネットワーク年度末までの月数に応じた額を分担するものとする。

2．年度途中で、接続を停止あるいは参加を取りやめる場合も、参加者に起因しないやむを得ない事情がある場合を除

き、原則として、年度末までの期間に対応する部分の負担免除は行なわない。

3．本協議会が運営する他のネットワークに参加を切替える場合には、前項の規定にかかわらず、残月数に対応する運

用分担金は、本ネットワークもしくは切替後のネットワークについて本協議会に対する支払い義務が生じる額が多い

方のものについての、一部もしくは全部に宛てる。

第3条運用分担金は、年度分を一括で支払うことを原則とする。

2．継続して接続するものについては年度が始まる前、新規に接続するものについては接続を行なう前に本ネットワー

ク事務局に、年度末までの負担の確約とともに分割支払いの申請を行なった場合に限り、月毎に分割した月額分担金
の支払いを認める。

3．前項の規定により、分割での支払いを行なうものは、そのために生じる事務費用を負担しなければならない。

第4条運用分担金の支払いは、事務局が指定する期日までに、その指定する方法で支払うこと。

付則

この規約の規定は、1994年4月1日から適用する。

以上
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新規組織の東海地域ネットワーク(TRENDY)への加入手続きについて

1994年1月24日改訂

東海インターネットワーク協議会

（以下、新規参加希望組織を「新規組織」、新規組織と接続する既TRENDY参加組織を「接続組織」とす

る。）

0．TRENDY参加書類一式は<infOOtokai-ic.or.jp>より入手することができる。

入手方法の詳細は<infoOtokai-ic.or.jp>に空のメールを送付することにより自動的に返送される。

印刷されたTRENDY参加書類一式は、TIC事務局に返信用切手270円を同封して申し込むことにより

入手することができる。

1．新規組織はTIC理事会に対し、「東海地域ネットワーク規約同意書」（以下、同意書)を提出することによ

り参加希望申請を行う。

同意書は署名押印されたものを郵送にてTIC事務局へ提出すること。

（参照書類: kiyaku.txt)

通常、この申請の承認までには10日程度かかるが、事情によってはさらに参加希望組織に対し問い合わ

せが行なわれることがある。

2．新規組織は、TIC事務局から入会承認書を受領後、別紙の接続可能組織に接続の交渉を行い、接続組織を

決定する。

3．接続組織確定時に、新規組織は、TRENDY事務局へ「TRENDY登録申請」を提出する。提出は原則と

して接続組織を経由しておこなう。

（参照書類: appUcation-fbrm.txt)

接続組織はTROO2を<dbOmc.tokai-ic.or.jp>まで送付する。

（参照書類: fbrm/TROO2.txt)

4.新規組織は、日本ネットワークインフォメーションセンター(以下JPNICという）の手続きに従い、接続組

織の仲介により、日本ドメイン名を取得する。ただし、すでにドメイン名を取得している場合はこの限

りではない。また、新規組織が現BITNETサイトや、組織の一部だけがTRENDYへの参加を希望す

る場合には、TRENDY技術委員に相談する。

（参照書類: domain-name-new.txt,domain-name-guide.txt)

企業グループなどで取得したドメイン名の使用を希望する場合は以下の資料を参照すること。

（参照書類:hosokul.txt)

5．接続試験終了後、接続親織は新規組織に関する以下の書類を電子メイルにて<dbOnic.tokai-if.or.jp>に送

付する。

oTROO2の{接続状態1を更新して、再度送付する。

●新規にドメイン名を取得した場合など「TRENDY登録申請」でドメイン名を記載しなかった場合、

またそれ以外の項目について変更があった場合はTROO1を送付する。なお、個人情報の変更／追

加にはTIC20を使用する。

Tbk"Inte7”e伽ﾉ07､kCowUcil P(I9e.43



東海インターネットワーク協議会 1993年度会報

oJPNICから送付された日本ドメイン名承認書の写し、またはそれに相当するもの。

6.TRENDY技術委員会は新規組織のDNS設定ホストを決定する。

DNS設定担当者は設定の終了と同時にTROO7を<dbOmc.tokai-ic・or.jp>に送付する。

7．新規組織の電子メイルが利用可能になったら、TRENDY技術委員から新規組織へ電子メイルにより連絡す

る。

以上

補足

各種登録フォームは接続組織が記入の上電子メイルにより登録されます。登録方法については、別

紙データベースの利用法を参照のこと

Zb&"Jylter”etf"orkCowlc" P"e.44



東海インターネットワーク協議会 1993年度会報

(newsite.ps)

新規組織の東海地域ネットワークへの加入手続き
1993年7月30日

’ TTC事務局接続組織 TRENDY技術委員会 理事会(皿」新規組織
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TR叩2を更新
JPMCからの!，
ン名承認書''と

担当者はDBを更新
し、JPNICへの登
録を行う。
(メール到達可）

担当者はDBを更新
し、JPmCへの登
録を行う。
(メール到達可）
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登録完了を
・新規組織にメール
・ニュースに投稿
・事務局へ連絡
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・新規組織にメール
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登録された翌月
からの参加費の
請求書を発行
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1ヶ月以内
支払
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事務局 “1豊橋市西幸町字浜地333-9サイエンスコア株式会社サイエンスクリエイト内
東海インターネットワーク協議会TRENDY係TH":(0532)44-1126FAX:(0532)44-1122
EMAIL:query@o茂ce.tokai-ic.orjp
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