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コンピュータ／インターネットの導入・構築・運用の総合支
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援とコンサルティング

○ネットワークシステム構築のコンサルティング
インターネット接続／構築／運用の総合支援とコンサルティング

ネットワーク接続ノウハウ、セキュリティ管理までネットワークに関する
総合コンサルティング

○コンピュータを利用した企業合理化のコンサルティング
より安定した経営につながる社内システム化の提案及びシステム構築の
継合企業コンサルティング
◇FeliSab

無停電電源装且(UPS)を利用したコンピュータの自動管理システム

CTCだから､できる。

・停電等の電源トラブル時の自動シャットダウン

CTCは常にその時代の最先端コンピューティングを提供することで蓄横し

･UPSのモニタリング／寿命予測
・スケジュール管理によるシステム全体の自動起動／停止

たノウハウをベースに､今､CiscO､Cabletron社製品を中心としたネット

鰄患競減瑛鰐芸娚享鰯雛鵡鯉を咽

☆UNIX、ⅧndowsMT含む）、OS/2 (Warp含む）

.GetThBBestlnternctworking,画一を実践します。

◇販売／仕入／製造総合管理システム
菓子業、倉庫業等あらゆる業種の特性にあった専用の販売管理システム
☆WindowsmT含む）

伊趣忠デクノワイr=ノス株式会社
C.S.M.本部INS営業推進部
〒460名古且市中区正木閏丁目10番15号
杉本ピル5F
TEL(052)671-7338 FAX(052)671-7339

〒154東京都世田谷区駒沢1-16-7／TEL､03-3419-9226FAX､03-3419-9659
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NTTドコモ東海では本年5月1日より、
インターネットを通じ新卒者の就職情報、
会社概要、新商品の情報等の発信を開始し
ました。また、ご質問等も電子メールで受
付し、みなさんとのコミュニケーションを
楽しみにしています。
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会長のことば
コンプレックス社会

complexproblemとかintractableproblemというと、何十年も前から、情報あるいはコンピュータ科学
の若手研究者は、“われこそ挑戦者”と言わんばかりに振い立ったものである。 complexproblemというと、
周知のように、解の計算に要する時間、空間量が、逐次形マシンを用いると入力変数の数に対して指数関数的

に増大する問題であって、 intractableだともいわれる。むかしから、頭がスカッとした若者達がbetteralgorithmの発見に努めて来たのだが、その後、この同族の問題はNPhardとかNPcompleteという概念でくく
られるようになった。医学で言えば難病症候群に相当するもので、情報の科学、工学における最重要な問題と

みなされ続けて今日に到っている。問題がなかなか解けないとき、人間は知恵を働かせることをよくやるが、

ときたまそれはインチキだとみなされる。人工知能(AI)の連中が言い出したヒユーリステイクスもその例で
あったが、これは、その後“知識，に昇格してエキスパートシステムを生んだ。

知能系の情報工学の問題でも、コンプレックスなものは山積している。そのよい例が語の多義性の問題であ

●

る。同じ1語が、置かれる文脈で様々な意味を持って来る。ごく単純に評価してみると、もし1語が語種によ
らずに、種類の意味を持つ場合、 況個の語の並びは、最悪の場合nl"次元の空間を張ることになる（ものの例
えの話として）、この複雑さは、何かうまい知恵でも使わないかぎり、まさにintractableである。

だが、考えてみると、もともと世の中は多義なのであって、最近とみにその傾向が著しいのは、ネットワー
クの仕業である。ネットワークの各ノードは接続の相手によって応待（自己の意味）を変えなくてはならず、
しかも、この相手は不特定多数だからである。この変貌は、自主的に行われるものではない。たとえば、カー
ドによって個人の定義が異なるが、それはカードの発行機関が行うことなのである。しかもカードに類するも

のの種類はきわめて多い。まずクレジットカードから始まって、運転免許証、パスポート、身分証明書などの

各種証明書、保険証、住民票、戸籍謄本等々。これらの個々によって、個人の定義が大なり小なり異なるので

ある。だから、パスポートを持たずに、自分がいくら日本人だと言い張っても、外国ではダメなのである。実
は、いったい自分とは何なのかを悩むのが、情報化社会なのだ。

ネットワーク社会は多義性と未定義性できわめてコンプレックスになりそうである。だから、ネットワーク
の全貌をトップダウン的に見渡すことができて、隅々のことまで全部知っているなどと言うと、いまマスコミ

●

が定義しつつある“オウム”まがいのことになりかねない。つまり、秩序のゆるんだ世の中では、マニアを含ん
だ意味での“飛んでる”科学技術者（昔ならそのような軍人）がまかり通り易くなる。しかし、それでは、オー
プン化してタガを緩められたネットワークの健全なメインテナンスは覚つかない。では、どうすればよいか。

大変難しい話だが、さし詰め参考になるのは、先日の大震災で活躍したボランティアであろう。彼等は非専門
家ながら、 "HELP''したのである。

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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理事長のことば

今年になってから新聞紙上や雑誌の広告などでインターネットの言葉を目にしない日はないというほど、世
の中でインターネットが話題となってきている。パソコンの中にはインターネットアクセス用のソフトウェア
をバンドルしている例さえ目につく。パソコンを買ってすぐに何かに使うというと、これまではワープロや住

所録のデータ整理などであったが、今や電話、 FAXに次ぐ､コミュニケーションの手段としてパソコンが使われ

ようとしている。これまでもパソコン通信は存在していたが、インターネットの登場で新たな局面を迎えた。
すなわち文字情報だけでなく、画像や動画などを使ったコミュニケーションが可能となったからである。また、
グラフィック・ユーザー・インタフェースがパソコンにも一般的に採用され、初心者にも使い易くなったこと

も、インターネットでのパソコンユーザーの増加に拍車をかけているのだろう。

このような背景のもとで、東海インターネットワーク協議会が果す役割も変貌せざるをえないと考える。す
なわちインターネットワーク技術の啓蒙と普及という目的は変わらないとしても、その対象がこれまでの大学．
研究機関や企業等の組織から、もっと裾野を広げ、各種団体やさらには個人までを対象としなければならない。
これまでインターネットはUNIXの文化とともに発展してきており、そこは計算機システムを管理．運用する

●

ものと利用するものとがいる世界であった。管理・運用するものは、それなりの教育を受け技術を獲得した上
で作業を行っている。しかし、今日、パソコンによるインターネットワークの利用者が急激に増加してくると、
何も分からないままインターネットの世界にこぎ出そうとする利用者が多く現れる。技術の大衆化は重要なこ
とではあるが、現在のように技術進歩が激しい時には、その大衆化がこれまでの仕組みを激しく揺さぶること
になる。例えばパソコンでは自由にメールの発信人を設定できる。ある意味では人になりすませてのメールの
発信も容易である。UNIXの世界では管理者には可能であるにせよ、一般ユーザーには不可能なことであった。
東海インターネットワーク協議会としても、このような状況の中でネットワーク社会のモラルの啓発を行うと
ともに、大衆化されたネットワークに置ける管理のあり方を世に問うような技術の開発ができればよいであろ
うoインターネットワークの大衆化による弊害を嘆き、切り捨てようとするのではなく、大衆の進むべき道を
示すような活動を行いたい。

インターネットワークの将来性からネットワークプロバイダが乱立気味である。このため利用者はどのよう
な選択をすればいいのか判断に苦慮している。東海地域の情報の流れをどのようにすれば効率化できるか、そ
れにより、より廉価で高品質のサービスをこの地域に供給できるか、引いては情報化社会が到来する次世紀に
東海地域が先進的な地域になり得るかなどが東海インターネットワークに課せられている課題である。協議会
参加組織の利便を図ることはもちろんであるが、少し広い観点で協議会の活動を見直す時期ではないであろう
か。地域の情報化を進めている自治体との協力体制の確立、他地域での地域ネットワークとの協調などは緊急
の課題であろう。

インターネットワークはインフラであり、その上で何をサービスするかでその価値が決まる。自由な発想で

新しい利用形態が、東海インタネットワーク協議会のメンバーから出てくることが望まれる。このためにも開
かれた協議会であり、自由で閼達な議論ができる組織であり続けなければならない。皆さんのより広範で積極
的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。
末筆ながら協議会活動に尽力下さっている理事、幹事、専門委員の皆さんに厚く御礼申し上げます。

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について

1

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(1994年度）

ｌｆｌｆ

総会

理事会

●

ト｢事溺局長1斗監事 1

会長

専門委員会

監事

事務局長

評議会

顧問

I目事務局」
事務局

I

組織構成図

会長

福村晃夫(中京大学情報科学部）

理事長

阿草清滋(名古屋大学工学部）

理事

安藤真介(株式会社メイテック）

●

小栗宏次(愛知県立大学）
後藤邦夫(南山大学）

鈴木常彦(株式会社コンピュータ・テクノロジ・インテグレータ）
鈴木敬朗(株式会社豊田中央研究所）
高石詔夫(株式会社サイエンス・クリエイト）
武

直樹(神鋼電機株式会社）

富川国広(朝日大学情報教育研究センター長）

中尾嘉文(中部テレコミニュケーション株式会社）
萩原秀和(株式会社高岳製作所）
松尾啓志(名古屋工業大学）
森

光彦(浜松職業能力開発短期大学校）

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）
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秋丸春夫(朝日大学経営学部長）
臼井史朗(豊橋技術科学大学情報処理センター長）
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）
神村民雄(株式会社サイエンス・クリエイト専務取締役）
澤木清行(株式会社名鉄コンピュータサービス取締役）

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）
成田洋 （郵政省東海電気通信監理局電気通信部電子通信事業課長）
畑

雅恭(名古屋工業大学工学部）

専門委員会
1994年度は以下の4つの専門委員会を設置して活動した。
oTRENDY専門委員会

●

・渉外専門委員会
・企画専門委員会

・総務専門委員会
しかし、 1995年度は専門委員会としては一つとし、以下の分科会を設けることとなった。
・ネットワーク運用分科会

・ネットワーク技術分科会

・ネットワーク応用分科会
・広報分科会
・企画分科会

●
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4-10-15
TEL:052-678-1075

FAX:052-678-1073

インターネットqueryOtokai-ic.or.jp
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1994年度活動報告

2
2.1

TRENDY専門委員会活動報告

委員会の構成
担当理事

松尾啓志

名古屋工業大学

運用分科会主担当理事

萩原秀和

株式会社高岳製作所

運用分科会副担当理事

武

神鋼電機株式会社

直樹

相互接続分科会主担当理事後藤邦夫

南山大学

運用分科会専門委員

榊原智之

株式会社アクシス

和田昇

安藤電気技術サービス株式会社

高木浩光

名古屋工業大学

竹田尚彦

愛知教育大学

森

浜松職業能力開発短期大学校

●

相互接続分科会専門委員

光彦

大杉健一

株式会社プロファイア

鈴木常彦

CTI

別府正章

インターネットBBS研究会

青木義彦

株式会社サンテック

田木孝司

UBネットワークス株式会社

松武菜穂美

株式会社高岳製作所

中尾嘉文

伊藤忠テクノサイエンス株式会社

専門委員会活動

●

開催日

開催時間

開催場所

第1回専門委員会

1994/08/09

16:00-19:00

名古屋工業大学

28名

第2回専門委員会

1994/09/09

16:00-20:45

CTI(稲永ビル）

30名

第3回専門委員会

1994/09/30

16:00-20:00

名古屋ソフトウエアセンタ

24名

第4回専門委員会

1994/11/25

16:30-19:30

高岳製作所

22名

第5回専門委員会

1994/12/22

16:00-19:30

名古屋工業大学

22名

第6回専門委員会

1995/02/17

16:10-20:30

tcp-net名古屋NOC

25名

第7回専門委員会

1994/03/10

15:15-18:30

金山プラザホテル

22名

出席者

電子会議活動

staffOtrendy.tokai-ic.or.jp(委員による会議）

tfOtrendy.tokai-ic.or.jp(本専門委員会委員およびワーキンググループによる会議）
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1994年度活動計画」に基づき、以下のような活動を
行った。
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・分科会活動
－円ELP-WG

担当専門委員

武直樹(神鋼電機）

松武菜穂美(高岳製作所）
構成員

島田さとみ,萩原秀和(高岳製作所),猪子剛(中部電力),増田佳泰
(フリーライタ）

活動の概要

1.初級者向けFAQ集作成
組織がネツトワークサービスプロバイダを決定する場合にまず寄せら

れるであろう質問をFAQ集としてまとめた。
2.他ネツトワークサービスプロバイダのFAQ調査
他ネットワークサーピスプロバイダのFAQ調査を20の組織に対し
てアンケートで行ない、 6組織から回答を得た。

3.モニターユーザによるFAQ集作成
モニターユーザを決定し、モニターユーザにおけるインターネットの

●

技術論でない導入ノウハウについてFAQ集の作成を依頼した。
-SERVICE-WG

担当専門委員

竹田尚彦(愛教大）
森光彦(浜松職短）
高木浩光(名工大）

構成員

高橋岳之(豊橋技科大),家田諭(芝浦工大),金東虎(新潟国際情報大
学),飯島邦男(JICST),水野健(南山大学),後藤邦夫(南山大学),
加藤堅司(南山大学),濱田亨(南山大学),佐々木美裕(奈良先端),山
崎典子(IBM),山口栄作(名工大),山崎真司(名工大),臼田尚志(高
岳製作所),榊原智之(アクシス),土居博史(アクシス),蛯原純(創

夢),香川光彦(IBBSAL),安食崇史,寺嶌立太(豊田中研),城下修
活動の概要

△〕

(豊田中研),山村秀弥(豊田織機）
1.TICのWWWサーバを運用

TICホームページの整理の他、東海地域についての一般情報（名古
屋観光案内など)、WWWについての技術情報、東海地域のWWW
サーバマップ、兵庫県南部地震関連の情報、東海スクールネット研究

会の情報などの掲載をした。ホームページ(日本語版)へのアクセス
は35,000件を超えている。
2.DeleGateサーバを一般公開

漢字コードの違いによりそのままでは日本語を表示できないWWW

ブラウザで日本語表示を可能とするための、漢字コード変換用Proxy
サーバとしてDeleGateを一般公開した。世界の千数百のドメインか

ら毎月約300,000件の利用があった。
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-BB-WG

田木孝司(UBネットワークス）

担当専門委員

鈴木常彦(CTI)

榊原智之(アクシス),土居博史(アクシス),情一之(アクシス),木内
浩彦(TIC),松尾啓志(名工大),山口栄作(名工大),後藤邦夫(南山

構成員

大学),加藤堅司(南山大学),濱田亨(南山大学),小島一人(南山大
学),暮石美千代(南山大学),苅田信雄(サイエンス),高石詔夫(サイ
エンス),竹田尚彦(愛教大),本村真一(豊橋技科大),森光彦(浜松職
短),新善文(日立製作所),小林広繁(日立製作所),清松哲郎(日立製
作所),増田佳泰(フリーライタ),坂一幸(三菱電機),萩原秀和(高
岳製作所),松武菜穂美(高岳製作所),金東虎(新潟国際情報大学),安
食崇史,光田英夫(HOS),服部達郎(HOS),春日裕忠(IBBSAL),
藤浦豊徳(IBBSAL),松原啓明(IBBSAL),三井尚裕(三井事務所),
根岸孝年（トヨタ自動車),小中昌紀(UBネットワークス),石黒俊

●

行(マスプロ電工),和田昇(安藤電気技術サービス),松原圭吾(日本
IBM東海SE),山村秀弥(豊田自動織機),豊田雅信(CTI),青木義
彦(サンテック),大杉健一(プロフアイア),鈴木和彦(鈴木エンジニ
アリング),猪子剛(中部電力),石川雅彦(SRA)
DNS,rroutingなどTRIP運用に伴う諸問題について検討するとと

活動の概要

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。
-TRENDYwhoisDBWG

担当専門委員 ： 和田昇(安藤電気技術サービス）
： 情一之(アクシス）

●

構成員

： 奥山徹(豊橋技科大),真鍋敬士(豊橋技科大),島田稔(豊橋技科大）

活動の概要

：
:

1.データフォーマットの改訂
JPNICフォーマットをベースとしてTICで必要とされるであろうと
思われるデータを追加した。

:

2.postgresによるデータベースプロトタイプの開発

： 従来のperlのプログラムからpostgresを使ったデータベースへと変
更の予定。
：

:
：

3.検索プログラムの開発

postgresで作成されたデータベースの検索プログラムの作成中。
4.自動登録機構の検討

： 電子メールベースの自動登録機構を検討し、テスト段階に入ってい
る。

Zbﾙ"ITBternett"orhCowBcjj
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-BBS相互接続WG
担当専門委員

大杉健一(プロファイア）
別府正章(IBBSAL)

構成員

春日裕忠(IBBSAL)

活動の概要

1.BBSとtcp-netとの接続における規則案をの策定
「パソコン通信サービス接続実験参加規定」をまとめ、理事会に提出
した。

2.BBSとtcp-netとの技術的な接続方法を確立
インターネット側からBBSへアクセスしてメールの相互転送を行う
ためのBBSアクセスロボットを完成させ、その動作テストを行なっ
た。

3.BBSとtcp-netとの相互接続
eXe2の運営するBBSと相互接続を行ない、メールの相互転送を行

●

なった。

4.BBSのシスオペに対するインターネットとの接続に関する説明会

主に草の根BBSの管理者向けの「BBS相互接続についての説明会」
の企画案を作成した。

一相互接続分科会

担当専門委員

田木孝司(UBネツトワークス）
松武菜穂美(高岳製作所）
中尾嘉文(CTC)

構成員

情一之(アクシス）

1．交渉、協；
協調活動など
*SINET

、 2月中旬金城学院大学のTmX参加(YAMAZATO,64kbps)、SINETへの経路開通
、 2月下旬労災リハビリエ学のTRIX参加(YAMAZATO,3.4kHz)
・ 4月から7月:TmXYAMAZATONOC(南山大学）
. SINETNAGOYA間を256kbpsまたは512kbpsに増速度
*JPNIC

後藤邦夫(南山大学)が運営委員(FINANCE-WG、IS-WG副担当、SOC、FUTUREメン
バ)として活動に協力。
*WIDE

浜松地域でのHINTとの協調、WIDEとの共同実験による相互接続実現の方向へ。

＊地域ネットワークの連合(地域ネットワーク協会）
組織を作ることになったが、実質的活動は始まっていない。

*CIX(CommerciallnternetExchange)
tcp-netがCIX(CommerciallnternetExchange)に参加する事となった。
Tbh"Inter7Be虹ﾉOrハCotj〃c〃
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2.その他

*OR学会中部支部への講演協力「インターネット特集」を4回講演した。

*NTTマルチメディア実験(IRMNプロジェクト)の相談。後にTICに限定しない別プロジェク
トとしてたちあげた。

●東海地域ネットワーク(TOKAI)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TOKAI(TOKAI
regionalnetworkdynamics:旧称TRENDY)の運用を行っている。
oAUPフリーなネットワークtcp-netの構築及び運用
1．1994年11月、名古屋NOC,山里NOC,豊橋NOC,浜松NOC,四日市NOCの合計5つのNOC

からなる新しいAUPフリーなネットワークtcp-net(TokaiCommunicationPlatfbrm)を構築し
た。1995年4月28日現在33ドメインが参加している。

●

●個人向IP接続サービスtcp-ip(TokaiCommunicationPlatformforlnter-Person)の構築及び運用
個人で容易にインターネットに参加できる枠組を作るために、個人向正接続サービスtcp-ip
を構築した。さらにこのサービスを請け負う業者を公募し、株式会社アクシスがtcp-ipのサー
ビスを請け負う事となった。 1994年12月よりサービスを開始し、 1995年4月現在450人が
参加している。

otcp-net接続に関するユーザサポートのあり方についての検討
tcp-netは、自主運用を前提とした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tcp-net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。
・NTTが行うマルチメディア実験を各地域ネットワークと共同で参加

●

1995年7月から始まるNTTのマルチメディア利用実験に、地域ネットワークで連合体を作

り参加する事となった。この実験で地域からの情報発信や、画像などの大容量データの転送、
配分実験を行う予定である。

・通産省が行う100校プロジェクトへの協力

日本版K12プロジェクトである100校プロジェクトに対して協力を行っている。tcp-netを
通してインターネットへの接続を行っている組織は岐阜県羽島郡川島町立川島中学校、輪之内

町立大藪小学校、岐阜県立海津北高等学校、名古屋市立西陵商業高等学校、南山国際高等学
校・中学校、三重県立飯野高等学校の6校である。
・新春インターネツトフオーラムの開催

1995年1月27日に伏見ヤマハビル7Fホールにて、新春インターネットフォーラムを開催し
た。参加人数は約220名であった。
Tbh"Imerne次"OrハCouncil
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・アスキーの畦eeUnixProjectへの支援
株式会社アスキーより、 FREEUMXプロジェクト用の資料収集WSをtcp-net内に設置し
て欲しい旨の依頼があり、専門委員会で審議した結果、機材の設置に協力する事とした。
・広報活動

-1994年9月24日OR学会中部支部講演会にて「インターネットとOR」後藤邦夫(南山大学）

-1994年10月14日JUSシンポジウムにて「地域からの情報発信」小栗宏次(愛知県立大）
-1994年10月21日全国ニューメディア祭'94にて「東海地域ネットワークの現状紹介」後藤邦夫

（南山大学）
－1994年10月25日JAINConsortiumにて「地域からの情報発信～わかしゃち国体～」加藤堅司

（南山大学),濱田亨(南山大学）
－1994年10月28日中部エレクトロニクスショー講演会にて「インターネットワークの現状」松尾

●

啓志(名工大）
-1994年10月29日OR学会中部支部講演会にて「東海地域のインターネット」榊原智之(東海イ
ンターネットワーク協議会）
－1994年11月19日OR学会中部支部講演会にて「インターネットアプリケーションの原理と紹介」

松尾啓志(名工大）
－1994年12月10日OR学会中部支部講演会にて「インターネットのOR研究への役立て方、 OR

データベースの運用、 OR研究ネタ」後藤邦夫(南山大学),増山繁(豊橋技科大）
-1994年12月12日東海スクールネット研究会にて地域内教育機関のインタネットへの受け入れ、及

びインターネットの教育への活用」後藤邦夫(南山大学）
-1995年1月4日南山大学通信ネットワーク・ワークシヨップにて

「HTMLの実践的書き方と今後の課題」高木浩光(名工大）
「情報ネットワークの高度利用と情報発信について」小栗宏次(愛知県立大）
－1995年1月18日第1回科学技術情報ネットワーク研究会にて「インターネットを用いた科学技術

情報の入手と発信」後藤邦夫(南山大学）
－1995年1月25日東海北陸データベース懇話会の依頼により「インターネットワークによる情報検

索」松尾啓志(名工大）
－1995年1月27日中部経営情報化協会の依頼により「インターネットワークとマルチメディア」松

尾啓志(名工大）

-1995年2月1日愛知県企画課の依頼により「インターネットワークの現状」松尾啓志(名工大）
-1995年3月23日SCネット開局二周年･NOC開局記念シンポジウムにて「インターネットの商

用利用」後藤邦夫(南山大学）
－1995年3月24日東海ニユーメデイア懇談会平成6年度第2回パソコン通信高度化研究会にてイン

ターネットとその活用法」後藤邦夫(南山大学）
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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（現：愛知県立大学）
委員

六車博

UBネットワークス株式会社

田中芳則労災リハビリテーションエ学センター
富川国広朝日大学情報教育研究センター長
大木統雄株式会社オーケイマイクロシステムズ

専門委員会活動

●

委員会活動

開催日

開催時間

開催（訪問）場所

第1回委員会

1994/07/12

10:30-12:30

中日新聞本社

第2回委員会

1994/08/11

10:00-11:00

中日新聞本社

11:00-12:00

愛知県国体局

1994/08/24

10:30-12:30

中日新聞本社

第4回委員会

1994/08/27

13:00-15:00

中日新聞本社

第5回委員会

1994/09/02

13:00-15:00

名古屋工業大学

第6回委員会

1994/09/16

13:00-15:00

中日新聞本社

第7回委員会

1994/10/29

10:00-12:00

瑞穂陸上競技場

第8回委員会

1995/04/06

16:00-18:00

名古屋市科学館

第9回委員会

1995/04/14

16:00-18:00

名古屋市科学館

第3回委員会

電子会議活動
特に行っていない。

渉外専門委員会活動報告

●

第1回委員会

中日新聞本社（中日ネット）を訪問。国民体育大会のデータ受け渡しに関連した打ち合わせを行う。
第2回委員会

中日新聞本社（中日ネット）を訪問。国民体育大会のデータ受け渡しに関連した打ち合わせを行う。
その後、国体局データセンターを見学する。
第3回委員会

中日新聞本社を訪問。WWWサーバに関する打ち合わせを行う。
第4回委員会

中日新聞本社を訪問。WWWサーバに関する打ち合わせを行う。
第5回委員会

国民体育大会マスコットガールへの特別取材を行う。
（この内容は国体WWWサーバに登録した）
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第6回委員会
9月23日のセミナー（中日文化センター「インターネットへの招待」）に関する打ち合わせを行う。
第7回委員会

国民体育大会秋季大会オープニングセレモニーに参加する。
第8回委員会

科学館インターネットプロジェクトに関する打ち合わせを行う（第1回）。
第9回委員会

科学館インターネットプロジェクトに関する打ち合わせを行う（第2回）。

●

●
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2.3企画担当の活動報告

企画担当理事、高石詔夫(サイエンス・クリエイト）は、以下の具体的企画に関し、担当理事が会員からの協力
者を募り、具体的作業に当たっています。
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(Off-lineMeeting)
2．インターネットの啓蒙、普及を目的とするシンポジウムの開催

3．他の団体のインターネットに関する講演、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）
1．1994年7月5～6日TRENDYネットワークシンポジウム'94-情報スーパーハイウェイ時代に向けて‐
場所名古屋港湾会館
主催東海インターネットワーク協議会

内容

「Internetの世界」

中山雅哉(東京大学）

「国内インターネットの現状とこれから」
学術ネットワーク

鈴木新一(学術情報センター）

商用ネットワーク

地域ネットワーク
「TRENDY-IIについて」

●

松本敏文(日本イーエヌエスAT&T)

中野秀男(関西ネットワーク相互接続協会）
榊原智之(東海インターネットワーク協議会）

「PPPによる小規模サイトのインターネット接続」
「インターネットワークを用いたアプリケーション」
「インターネットワークの公共利用」
パネルディスカッション「近未来のネットワーク」

坂一幸(三菱電機）
松尾啓志(名古屋工業大学）
後藤邦夫(南山大学）
後藤邦夫(南山大学）

深瀬弘恭(インターネットイニシャティブ）

森秀和(関西ネットワーク相互接続協会）
近藤弘樹(九州地域研究ネットワーク）

柴野智(北海道地域ネットワーク協議会）
参加者

約150名
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2. 1994年12月10～11日TIC合宿(OfflineMeeting)
場所県営本宮山ロッジ(くらがり渓谷）
内容

インターネット接続HOWTO
これからの地域ネットワークの在り方
NOCの作業について

プロジェクトの動き(IRMN,100校プロジェク ﾄ,etc.)
参加者

24名

3．1994年12月22日忘年会
参加者約20名

4．1995年1月27日新春インターネットフオーラム
場所ヤマハ名古屋支店7Fホール
主催中日新聞社・東海インターネットワーク協議会
内容

インターネットの自力接続セミナー

松尾啓志(名古屋工業大学）

●

高木浩光(名古屋工業大学）
パネルディスカッション

小栗宏次(愛知県立大学）
加藤賢司(南山大学）

山崎典子(南山大学）
榊原智之(アクシス）

インターネットマガジン）
中島由弘(インターネツトマカジン）
小林弘人(WIRED)
インターネット接続Q&A
参加者約220名

香川光彦(IBBSAL)

総指揮
5．1995年2月4日通信ネットワークショップ

●

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

日本UNIXユーザ会
東海インターネットワーク協議会

内容

「情報ネットワークの高度利用と
｢情報ネットワークの高度利用と情報発信について」

小栗宏次(愛知県立大学）

「世界のWWWサーバとWWWサーバの立ちあげかた」
｢世界のWWWサーバとWWWサーバの立ちあり

坂本仁明(日本電信電話）

「HTMLの実践的書き方と今後の課題」
「HowtoX.500:x.500ディレクトリサービスの遊び方」

高木浩光(名古屋工業大学）
吉田茂樹(東京大学）

WWWデモ

参加者

79名
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6．1995年3月23日SCネット開局二周年･NOC開局記念シンポジウム
｢インターネットをいかに利用していくか」
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
共催東海インターネットワーク協議会
内容

「インターネットの商用利用」
「ネットワークサービスの高度化」

後藤邦夫(南山大学）
斎藤孝文(日本電信電話）

パネルディスカッション 「インターネット活用法」

秋丸春夫(朝日大学）
後藤邦夫(南山大学）
斎藤孝文(日本電信電話）
早川和義(アミタマシーンズ）
原田宣久(ニデツク）

●

参加者約90名
房

イ

1995年3月24日平成6年度第2回パソコン通信高度化研究会
場所名古屋合同庁舎三号館

主催東海ニューメディア懇談会
内容

「インターネットとその活用法」
インターネットのデモ

後藤邦夫(南山大学）
鈴木常彦(CTI)
豊田雅信(CTI)
大杉健一(プロフアイア）

参加者約160名

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、企画担当だけでは実現できません。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
たちでご協力頂けます。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ご協力をお願いします。
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TIC特設情報サービス作業部会(国体www)活動報告

2.3.1

文責小栗宏次(愛知県立大学）
活動概要

7月12日

国体WWWにおける写真提供に関する打ち合わせ(中日新聞本社）

8月3日

国体WWWにおける情報の取り扱いに関する打ち合わせ(中日新聞本社）

8月9日

国体WWW、TIC担当者ミーティング(名工大）

8月10日～25日

国体事前情報の入力
Mac,WindowsでWWWサービスを使うことができるソフトウエアキットを準備

8月中旬

ソフトウエアキット案内をBBSなどに流す

8月24日

国体W~WWにおける情報の取り扱いに関する打ち合わせ

中日ネットの取り扱いについて
8月26日

ソフトウエアキット配布

●

中日新聞社および国体局へデモ及び内容の確認

(中日新聞本社／愛知県国体局）
9月3日～6日

大会期間中
競技写真を中日新聞まで取りに行く

中日ネットからデータをダウンロード

夏季大会反省、秋季大会に向けての対策

9月中旬

ソフトウエア配布

３２
４
２

日日

９９

月月

開催地情報の充実

「インターネットへの招待」準備(中日新聞本社）
「インターネットへの招待」開催(中日文化センター）

10月29日～11月3日

秋季大会
開会セレモニー取材
WWWサーバの整備

●
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インターネットの教育利用支援活動の報告

文責TRENDY専門委員会相互接続分科会担当理事
スクールネットWG責任者

後藤邦夫(南山大学）
1．はじめに

100校プロジェクトを契機として、東海地域でも、高校以下の学校のインターネットの教育利用の支援を
考える必要が認識された。 100校プロジェクトに関しては、相互接続分科会を中心に接続などの支援だ
けを行ない、それ以外の興味を持つ先生方を含め、 TICを主体とするのではなく、教育関係者自身が中
心となる会を設け、活動する必要があると言う提案があった。

そこで、東海地区を中心に、国内、海外の先生方の参加を呼びかけ、オープンな「東海スクールネット研

究会」を組織した。したがって、TICはその非会員を中心とした研究会を支援するものとして位置付け

●

られる。ここでは、スクールネット研究会と100校プロジェクトの現状報告を簡単に行なう。
関連URL

http://www.tokai-ic・or.jp/Schoolnet/

http://inet.nttam.com/(INET'95のProceedingのサーバ、論文のPS,HTML版がある）
http://k12.jain.ad.jp/(準備中、 100校のリストあり）
2.TICスクールネット・ワーキンググループ活動報告
oWG構成

スクールネットWG責任者

後藤邦夫（南山大学）

スクールネットWGスタッフ奥山徹

●

（豊橋技術科学大学）

スタッフ

島田さとみ(日本語教師）

TIC事務局

榊原智之 （事務局長）

メイリングリスト管理

山口栄作 （名古屋工業大学）

WG連絡メイリングリスト

schoolnet-wgOtokai-ic.or.jp

・東海スクールネット研究会の活動目的

「東海地区の小学校、中学校、高校においてインターネットをどのように利用するか、授業での利
用方法、接続、管理の方法などについて講習会、勉強会を企画運営し、さらに可能な範囲で教員の
個人的なインターネット接続を実現し、実際に使用しながら議論を展開する。また、他地区、ある
いは全国区での同種の活動と連携をはかる。」

代表世話人

栗本直人(滝高校、愛知県私学協会UNIX研究会）

研究会参加者

約60名(メイリングリストのみ参加、 100校プロジェクト参加校の担当者の

メイリングリスト

一部、WGスタッフも含む）
schoolnetOtokai-ic.or.jp

情報提供
参加申込

http://www.tokai-ic.or・jp/Schoolnet
上記URLでの案内をご覧の上、server-adminOtokai-ic.or.jpまで
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・活動概要

日常的に電子メイリングリスト(schoolnetOtokai-ic.or.jp)で、意見や情報の交換を行ない、さらに
下記の3回の会合(FAXでも案内)を開催した。メイリングリスト参加者は3月16日現在で合計57
名であり、海外3名、国内他地域からの約10名を含む。

また、研究会参加者で、インターネットを体験したことがない研究会参加者のために、自宅や学校
からのダイヤルアップIP接続機能を提供し、WWWの利用や、メイリングリストへの参加を促進

した。なお、この費用は、 CEC(財団法人コンピュータ教育開発センター)からの1994年度研究助
成金50万円の一部を使用し、先生方の個人負担を軽減した。

1994年10月,11月

スタッフによる準備(schoolnet-wgOtokai-ic.or.jp)

1994年12月12日

東海スクールネット研究会設立(名古屋、南山大学)約60名参加
インターネットとは、会合の主旨説明、個人としてのインターネット、

フリーディスカッション、アンケート実施(担当科目、計算機利用経験、

●

パソコン通信利用経験などについて、 42枚回収）

1995年01月07日

第2回ミーティング(tcp-net名古屋NOC)
IP接続の実際、技術的な研修会、デモンストレーション

(20名+TICボランティア10名）
1995年03月22日

第3回ミーティング(名古屋）
学校でのインターネット利用のモデルプラン作成、各自が持つ技術的
問題について、事前にアンケートを実施し、会合において解決法をま
とめる。

1995年05月20日

第4回ミーティング予定(岡崎）

・報告書

CECへの活動報告書(近日中に配布予定)。
www.tokai-ic.or・jpでのオンライン文書。

6月下旬INET'95(Honolulu,Hawaii,U.S.A.)において、研究会参加者の協力を得て、収集した情
報をまとめ論文、 &GSummaryofK12ActivitiesinJapan'' (著者:後藤、中山、東京大学）を発表

予定。 http://inet.nttam.com/において、論文のPostSCript,HTML版がそれぞれ事前に公開さ
れている。

3．100校プロジェクト経過報告

TIC担当者

後藤邦夫(南山大学)、榊原智之(アクシス）
奥山徹(豊橋技術科学大学)、松尾啓志(名古屋工業大学）

TIC事務連絡担当

島田さとみ(日本語教師）

NOC側担当連絡網

100@sakura.nc.u-tokyo.ac.jp

事務連絡網

vtlOO-hokuriku-toukaiOwoo.mri.co.jp

東海地区の設置業者NOC側ルータ＋専用線NTT、学校側機器:内田洋行
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・現状

tcp-netで接続を受け持つ学校は以下の6校であり、そのうち川島、西陵が64Kbps,他は3.4KRz
専用線接続。東海地区は他地区より早めに接続され、 5月10日現在、海津北、川島の接続が終って
いない。接続済みのものに関しては、経路情報は海外まで開通した。
岐阜県羽島郡川島町立川島中学校202.249.163

KAWASHIMA-JHS.KAWASHIMA.GIFU.JP

輪之内町立大藪小学校

202.249.164

0HYABU-ES.WANOUCHI.GIFU.JP

岐阜県立海津北高等学校

202.249.165

KAIZUKITA-HS.HIRATA.GIFU.JP

名古屋市立西陵商業高等学校

202.249.160

NAGOYA-SEIRYO-CHS.NISHI.NAGOYA.JP

南山国際高等学校・中学校

202.249.161

NANZAN-INTLHS.TOYOTA.AICHI.JP

三重県立飯野高等学校

202.249.162

11NO-HS.SUZUKA.MIE.JP

・標準的な機器構成

tcp-net名古屋NOCと学校の両端に専用ルータを設置し、 CSU(TA)またはV.34(V.fast)モデム

●

で接続。東海地区では、各学校にSunSPARCstation相当のUMXサーバとMacintoshまたは

DOS/VWindowsが設置された。TRIX山里NOCからのpingでの応答時間は、負荷が低い現状
で、 64Kbps校で80msec程度、3.4KHz校で200msec程度。

・経過と今後の予定
1994年

春
8月
12月

通産省担当者から100校を地域ネットワークで接続支援するこ‘
トワークで接続支援することの打診

募集要項の発表(教育委員会経由、商用BBSなど）
100校対象校の発表(総応募数1543校)、予定より2ケ月の遅れ
実際の接続準備

1995年

4月

6月末

1997年

接続の開始(当初の利用開始）
設置終了

9月

機能試験終了、本格的運用開始

3月

プロジェクト終了予定（さらなる発展へ）

●
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2.4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

山口栄作

名古屋工業大学

島田稔

豊橋技術科学大学

乙部まゆみ株式会社サイエンス・クリエイト

電子会議活動

soumu@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1994年度活動計画」に基づき以下の活動を行った。

・IPmeeting'94への東海地域ネットワークの紹介

●

1994年10月6日,7日に東京工業大学において開催されたJEPG/IP主催のIPmeeting'94

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：東海地域ネットワークの現状紹介)を作成し、掲載した。
・1994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1994年度会報(本
会報)を作成し、発行した。
・その他の活動
広報活動の一環として、各種団体からのアンケート調査に対し、東海インターネットワーク協
議会の状況や立場を回答した。

●
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1993年度活動報告

東海地域インターネット(tcp-net)について
tcp-netの目指すもの

’

tcp-netは東海インターネットワーク協議会(TIC)が運営するインターネットサービス
です。TICは、地域における情報インフラとしてのインターネットの構築を通じて、

地域からの情報発信を推進し、地域文化・学術・ビジネスの活性化と情報化を推進す
ることを目指しています。

TICが目指すのは、様々な人が自由に情報発信できるような基盤を造ることです。
この目的に最も適し、最も多くの可能性を秘めているのが、情報の道路としてのイン

ターネットで、これを広めることにより、情報交換の場が提供できると考えています。

地域による地域のための

●

地域からの情報発信
これまで、東京を中心とした全国レベルでの商用インターネット・サービスは提供
されてきましたが、こうしたサービスが地域に展開されるのを待つだけでは、情報の
東京一極集中のくり返しとなってしまいます。利用の仕方も、情報を発信するという
より、そこから発信される情報を得るだけになってしまう可能性が高いのではと考え
ています。

そこでTICでは、地域からのインターネットを普及を進めるには、地域で自らが立

ちあげる必要があると考え、利用目的を問わず、自由に使えるインターネット．サー
ビス「東海地域インターネット(略称:tcp-net)」を東海4県下でスタートさせることに
しました。

tcp-netの当面の展開

’

tcp-netでは当面、参加者が回線接続するネットワーク運用センター(NOC)を、名古

●

屋、豊橋、浜松、四日市、豊田、大垣など東海4県下の8ケ所程度に展開する予定で
す。また、複数の商用ネットワークおよび学術ネットワークとも相互接続を推進し、
地域から多方面への情報展開をはかることのできる環境づくりを目指しています。

一方、全国各地の地域インターネットともさまざまな共同活動をすすめており、
「地域インターネット連合会」の事務局を担当するなど、地域間での交流にも積極的
に関ろうとしています。来春からは、全国各地の地域ネットワークおよびNTTとの共
同によるATM網を利用したマルチメディア通信の利用実験も開始します。
また、tcp-netは、通産省・文部省が推進している、全国の小中高校をインターネッ

トで結ぶ「100校プロジェクト」にも参画しています。さらに、来春からはCATV網な
どとも接続し、より一層使い易く、広い層の方々に利用していただけるインターネッ
ト・サービスの展開を進めることを計画しています。

自主運用ネットワーク
現在のtcp-netは協議会会員を参加者とし、参加者自身が運用に参加する形での自主
運用ネットワークとして運営されています。これは、インターネット技術をできる限
Tbh"IMer7zetf"orhCowlc"
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り多くの方々に広めるとともに、運用コストを低く押さえ、できる限り低い費用で
サービスを提供することを目的としていることから、生まれた方針です。

具体的な自主運用への参加の方法は、IP接続している組織毎に、最低1名の最寄り
NOC運用担当員を選任していただくことで行っていただきます。各担当者の方には、
NOCの日常的な保守業務や、ネットワークアプリケーションの整備、ネットワーク運

用に関連した事務作業などのうち、主にネットワーク経由で行うことのできる作業を
分担していただきます。

なお、参加にあたってはこうした自主運用に参加する形態（カテゴリA)のほかに、

接続性だけを利用して頂きtcp-netの運用には参加しない形態（カテゴリB) も用意し
ています。

接続方法

’

tcp-netの接続形態としては、IP接続とUUCP接続の2通りの接続方法を提供していま
す。

●

UUCP接続の場合には、NOCに設置された電話回線へ、毎時指定された時刻にモデ
ム経由のUUCP手順でアクセスして頂きます。

IP接続の場合は、NOCまでの専用線をご用意いただき、参加者がNOCと自サイトの
双方に設置する接続装置により接続していただきます。なお、IP接続の場合は、接続
に使用する専用回線の種類にサービス料が異なるほか、接続に使用する機器も異なっ
てきます。

非…

最も低コストの専用線としては、「3.4KHz帯域」と呼ばれるアナログの専用線があ
ります。この専用線は一般の電話と同等の品質のものです。この専用線をご利用いた
だく場合には、モデムを介した非同期PPPと呼ばれる方式で接続していただきます。
ネットワーク・オペレーション・センター

でPPP接続を行うためのコンピュータ、
もしくはPPP接続ルータです。

なお、この方式ではモデムの性能に

もよりますが、おおむね10Kbpsから

20Kbpsの通信速度が得られます。モデ
ムにつきましては参加者でご自由に選
択し用意していただくことができます

が、一部専用線では使用できないモデ
ムもありますので、詳細についてはご
相談ください。
には十分な涼度とは言えませんが、低
インターネットを本格的に利用していただくには十分な速度とは言えませんが、低

コストで接続ができることから、ごく小規模や、とりあえずの導入段階での方式とし
てご利用いただくことができます。
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デジタル専勝

高品質・高速の高速デジタル専用線により接続してご利用いただくサービスです。
接続には、高速デジタル専用線から

ﾈｯﾄﾜｰｸ･ｵぺﾚｰｼｮﾝ･ｾﾝﾀｰ’のインターフェース変換装置(CSU)とIP
〆

接続用ルータを、NOCと参加者サイト
の双方にご用意いただきます。ルータ

の機種などにつきましては事前にご相
談ください。

サービスを提供する回線速度として

は、64Kbpsからあり、サービス料等は
回線速度により異なります。

●

サービス料金

tcp-netでは、より多くの方にインターネットを利用しいただき、その素晴らしさを
体験して欲しいとの願いから、可能な限り低い費用でサービスをご利用いただけるよ
うにしています。

なお、専用線IP接続の場合、参加カテゴリAについてはtcp-netの運用に参加するこ

とが義務付けられています。また、128Kbps以上の速度での接続につきましては、事
務局にお問い合わせ下さい。

●

東海インターネットワーク協議会会費

当協議会にご参加頂くことが、サービス提供の前提となっています。会費は年
度(1995年度は1996年3月まで)単位でお支払いいただきます。

●

●

一般会員

50,000円/年額

賛助会員

一口100,000円/年額

初期登録料

一接続契約につき

80,000円

（接続形態および参加形態変更の場合は不要です。）

接続形態

ISDN同期64KbpSダイアルアツプ
3,4KHz専用線(PPP)
64Kデジタル専用線

月額サービス料
50,000円

Ａ－ＢｌＡｌＢｌＡｌＢ

UUCP(-般公衆網）

|参加形態 ’

60,000円
120,000円

60,000円
120,000円
140,000円
200,000円

128K以上のデジタル専用線
TbA)"Imernett"07,ルCowlc"
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接続料
参加A:自主運用参加する。参加B:自主運用参加しない。

●回線費用等

NOCまでの回線費用、回線創設費用、工事費および接続機材の費用などは別途
ご負担下さい。また、専用線接続の場合にはNOC側に設置する接続用ルータ・モデ
ム等も参加者の負担となります。

なお、専用回線につきましては、「日本電信電話株式会社(NTT)｣ ･ 「中部テレ
コミニュケーション株式会社(CTC)」のいずれの回線でもご利用になれます。ただ
し、CTCの回線をご利用頂く場合には、原則として、当協議会で回線の手配をさ
せていただき、回線料は当協議会にお支払いいただきます。この場合の回線料に
つきましては、別途お見積りしますのでお問合わせ下さい。また、NTTの回線を
ご利用頂く場合には、参加者の方で回線利用契約をNTTと結んでいただくよう、
お願いいたします。

協議会では、ルータ・モデム等の接続用機材・ソフトウェア等についても取り
扱っております。詳しくは事務局にお問合わせ下さい。

●

参加申込方法
申込にあたっては、「東海地域インターネット参加契約約款」にご同意いただくこ
とが前提となります。参加申込書の各項目にご記入いただき、協議会事務局まで「郵
送」してください。

また、当協議会にご入会いただいていない場合には、同時に入会をお願いいたしま
す。協議会入会資料につきましては事務局にご請求ください。

接続手順等について

’

参加申し込みを、当協議会で承諾させていただきましたら、技術担当よりご連絡を
差し上げますので接続についての打ち合わせを行っていただきます。

tcp-netは自主運用ネットワークとして運用を行っております。接続にあたっては、
既に接続を行っている組織の運用担当者がお手伝いするほか、必要な技術的資料など
の提供を行いますが、原則として参加者サイトでの設定などにつきましては参加者ご
自身にお願いすることとしております。なお、tcp-netでは当協議会の賛助会員が提供
している接続技術サービスの紹介もおこなっています。

ドメイン名・IPアドレスについてまだ取得されていない場合には、取得のための資
料も用意しておりますので、ご請求ください。なお、取得代行も行っておりますので
ご相談ください。
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tcp-ipの状況報告
･ tcp-ipとは
tcp-ipは、東海インターネットワークが個人向けに始めたインターネット接続
サービスで、1995年12月より実施している。東海地方にアクセスポイントを設

置し(名古屋・豊橋・四日市・浜松)公衆回線からのダイヤルアップで、インター

ネットに接続するものである。各アクセスポイントには28800bpsのモデムを用
意し、現時点で期待できる最高速のサービスを提供している。またIP接続だけ

でなく、tty接続(characterbase)サービスも同時に用意しており、利用者は状況
に応じて、アクセス時にどちらか好きな方を選択することが可能となっている。

また、tcp-ipでは、個人の専用回線接続サービスも行なっており、ヘビーユーザ
ーの負担を少なくすることにも務めている。

●

･利用者数
利用者数は、スタート当初の優遇措置が功を奏したこともあり、最初の1ヶ月
で270名の申し込みがあった。その後も順調に増えつづけており、5月末現在に
は500名を超えている。しかし、利用者の増加に設備が追い付かなくなり、4･5
月には、システムの拡充を行ない、回線数を大幅に増設した。また、ユーザーサ
ポートを充実させるべく、専従職員を配置可能となった。

･ tcp-ip

-ザーのHomePage
tcp-ipのサーバー上には、ユーザーは自分のhomepageを無料で開設すること

が可能である。''http://www.tcp-ip.or.jp/"には、 もうすでにいくつものデータが
公開されている。当初3Mに制限されていた個人のdisk容量も緩和されたので、

ユーザーの力作が登場してくるのも時間の問題ではないだろうか。

●

･ tCp-ipユーザーの情報交換の場

tCp-ipでは、ユーザー同士の情報交換の場として、いくつものNewsgrouptを
開設している。これらはユーザーからの要望により随時増設が可能である。
tcp・ip.news,tcp・ip・announce,tcp･ip・questions,tcp.ip・test,tcp.ip.unix,

tcp.ip.www,tcp.ip.chat,tcp.ip.mail,tcp.ip.system

･ tcp-ip利用料金
tcp-ip利用料金の詳細は次のとおり。

tcp-ipダイヤルァッブ
サービス入会金

10,000円

固定制サービス

6,000円/月

従量制サービス

1,000円(月100分まで）
100分を越える場合は10円/分を加算
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ダイアルアップ追加アカウント

固定制サービス

2,000円(1アカウントにつき）

時分制サービス

1,000円(1アカウントにつき）

(合計5アカウントまでで利用条件は主アカウントに準ずる）
3.4KHz専用回線接続
住宅用

12,000円/月

事業所用

18,000円/月

追加アカウント

●

4,000円(1アカウントにつき)(合計5アカウントまで）
･新春インターネットセミナー
1995年1月27日に伏見のヤマハホールで、初心者を対象とした「新春インタ

ーネットセミナー」を開催した。入手可能なフリーソフトを使ったインターネッ
トへの接続方法の解説や、インターネット環境での日本語漢字コードの説明など
を中心に、「インターネットマガジン」「WIRED」客誌の編集部からゲストを
お招きしてのパネルディスカッションもあり、非常に有意義かつ刺激的な催しと
なった。

･今後の展望

これからの方向性として、Internetの利用方法の紹介、HomePage作成の講
習会やユーザー同士の情報交換の手伝いなども必要になってくると思います。個
人で専用回線を利用するユーザーも出てきたので、Internetを使った情報発信に
ついて各方面に広く呼び掛け、意見交換をしながらすすめていく必要があると考

えられる。また何を発信するのか、どういう情報が価値があるのか、効果的な表
現方法や技術的なノウハウなどをどのようにして共有するのか、など様々な課題
が出てきている。

これらに対して、皆さんのお知恵を拝借しながら、一つづつ回答を見つけてい
きたいと考えている。
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東海グンター表ツトワーク協議会会員一貫
種別

会員No

名称

2004

別府正章

3001

株式会社アクシス

3002

UBネットワークス株式会社

3003

伊藤忠テクノサイエンス株式会社名古屋支店

3006

NTT東海移動通信網株式会社

3005

株式会社ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ･ﾃｸﾉﾛｼﾞ･ｲﾝﾃｸﾞﾚｲﾀ

3007

株式会社新東通信

3004

日商エレクトロニクス株式会社名古屋支店

3008

ネットワンシステムズ株式会社

1001

愛知医科大学

1002

愛知学院大学

1003

愛知学泉大学

1102

愛知県立大学インターネットワーク研究会

1004

愛知工業大学

1005

愛知製鋼株式会社エレクトロニクス部開発室

1007

旭化成工業株式会社生産技術本部

1008

学校法人朝日大学

1010

天城技研株式会社

1090

株式会社アミタマシーンズ

1013

安藤電気技術サービス株式会社

1015

インターネットBBS研究会

1016

学校法人梅村学園

1017

株式会社エイチ・オー・エス

1093

株式会社NTTテレコムエンジニアリング東海

1089

株式会社エム・ケー・シープロダクト事業部

1020

関東自動車工業㈱

1021

有限会社ジーブレーン

1022

岐阜女子大学

1023

金城学院大学

1024

金陵エンジニアリング株式会社

1025

株式会社サイエンス・クリエイト

1026

株式会社三工

1027

株式会社サンテック

1092

サン電子株式会社

1028

有限会社三和製作所

個人

賛助

●

●

組織
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会員No

名称

1099

株式会社シーアイエス

1095

株式会社CSK中部第二事業部

1084

株式会社CTY

1097

株式会社ジェイメックス

1086

静岡県立大学

1029

静岡大学情報処理センター

1030

静岡理工科大学

1031

神鋼電機株式会社

1033

椙山女学園大学

1034

有限会社鈴木エンジニアリング

1035

セイコー電子工業株式会社名古屋営業所

1098

株式会社大広名古屋支社

1036

株式会社高岳製作所

1038

中電コンピューターサービス株式会社

1085

株式会社中日新聞社

1039

中部大学

1040

中部テレコミュニケーション株式会社

1041

中部電力株式会社電力技術研究所

1101

株式会社電興社

1042

株式会社東海総合研究所

1043

東海ソフト株式会社

1044

東邦学園短期大学

1047

株式会社豊田自動織機製作所

1048

トヨタ車体株式会社

1049

株式会社豊田中央研究所

1050

豊橋技術科学大学

1052

ﾄﾗｲﾃﾞﾝﾄｽｸｰﾙ･ｵﾌﾞ・ｲﾝﾌｫｰﾒｰｼｮﾝﾝﾃｸﾉﾛｼﾞ

1053

名古屋工業大学キャンパス情報ネットワーク委員

1088

株式会社名古屋情報センター

1054

名古屋市立大学インターネットユーザーグループ

1055

名古屋大学キャンパス情報ネットワークUNIX小委

1056

名古屋電機工業株式会社

1057

南山大学

1059

日本電装株式会社

1087

日本電装クリエイト株式会社

1100

日本合成ゴム株式会社

1060

日本電信電話株式会社東海通信システム本部

1061

日本福祉大学

1103

株式会社パーム

1062

株式会社浜島書店
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会員No

名称

1063

浜名湖地域ネットワーク研究会

1064

浜松職業能力開発短期大学校

1065

財団法人浜松地域テクノポリス推進機構

1083

浜松ホトニクス株式会社

1091

私立聖カタリナ学園光ヶ丘女子高等学校

1066

株式会社日立製作所オフィスシステム事業部

1094

株式会社富士通東海システムエンジニアリング

1067

ブラザーエ業株式会社

1068

株式会社プロファイア

1070

株式会社マイテック名古屋営業所

1072

マスプロ電工株式会社CATV事業部

1073

株式会社松下電器情報システム名古屋研究所

1074

三菱電機株式会社稲沢製作所

1075

株式会社未来技術研究所

1076

名城大学

1077

株式会社名鉄コンピュータサービス

1078

株式会社明電舎電子機器工場

1079

明電ソフトウェア株式会社

1080

WLSEC技術情報サービスMELFANS

1081

労災リハビリテーションエ学センター

1082

ローランド株式会社

1096

株式会社ワイズコーポレーション

●
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東海インターネットワーク協議会設立趣意書
1992年4月26日

東海インターネットワーク協議会準備会

前文
従来、計算機の利用については、科学技術計算や事務関連処理を一括して行うため
に大型計算機を導入し、複数ユーザが共用する方法がとられてきましたが、近年のハー
ドウェア技術の進展に伴い､規模の小さな計算機でも従来の大型計算機なみの性能が得
られる様になり、その方法が変化してきました。特に、ダウンサイジングの流れに伴う、
ワークステーションやパーソナルコンピュータと呼ばれる小型計算機の台頭は目覚ま
しく、企業や大学のほとんどでは、これらを日常業務に利用する様になってきました。
ワークステーション等を導入している企業や大学では、計算機を個別に集中形態で

利用するだけでなく、計算機間をLAN(LocalAreaNetwork)で結ぶことで、組織内の情報
共有・交換を行う分散形態で利用するようになってきました。また、一つの組織でも離

●

れた地域に事業所や研究所が分散している場合には、単純な構内LANの構築にとどま

らず、広域的なWAN(WideAreaNetwOrk)の構築が必要となりますが、多数の大学、公
的研究機関、企業では既に導入が始められています。

このように、電子計算機の利用形態は、大型計算機による集中利用から、小型計算
機による分散利用へと移行しており、これに伴って、計算機ネットワークが構築される

状況になってきたわけですが、特に最近では、組織間においても同様な形態で情報交流
を行う試みが進められています｡大学等の研究機関を中心として構築されてきた各種の
研究ネットワークがこれに当たります。これらの研究ネットワーク構築の経験から、組
織間での情報交流の効果は広く認められる様になってきました。

また、この他にも組織間で情報交流を行う方法として、パーソナルコンピュータな
どを用いたパソコン通信があります。これは、現在も多くのパソコン通信ホスト局が開
設され、頻繁に利用されています。ここでは、組織間での情報交流に留まらず、個人同
士の情報交換の場として開かれた存在となっています。

しかし、現状では、個々の計算機ネットワークやパソコン通信ホスト局では、それ
ぞれに閉じた環境での情報交流が行えるのみであり、未だ、大半の計算機ネットワーク
やパソコン通信ホスト局相互間では単なるメッセージの交換機構でさえ確立されてい
ない状況にあります。このため、異なる計算機ネットワークに属する組織あるいは個人
と情報交流を行うためには､各ユーザがそれぞれのネットワークに個別に参加する必要
が生じています。このことが、より一層の情報交流およびネットワーク活用の障害とし
て認識されはじめました。

一方、計算機ネットワークやパソコン通信ホスト局間を相互接続するためには、そ

れぞれの独自性を保つことや､ネットワークセキュリティについても配慮が必要であり、
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信頼を基調にした協調作業を進めることが求められます。
そこで、各組織で構築されているLANやパソコン通信、その他の計算機ネットワー
クを相互に接続するインターネットワークについての協議の場を設け､情報の一元化を
図りつつ、ネットワークを用いた計算機利用のより一層の促進を図ろうとするのが、東
海インターネットワーク協議会設立の趣旨とするところです。

本協議会の設立趣旨に賛同して頂き、東海地区のインターネットワークの発展に寄
与頂ければ幸いです。

本文
東海インターネットワーク協議会は、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、電子計算機ならびに電子計算機ネットワーク相互の接続（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
うことを目的とします。
このため、東海地区におけるインターネットワークの展開を推進し、これに伴う諸
課題について協議していきます。

本協議会の設立にあたり、実際に各組織のLANや、パソコン通信の構築に携わる以
下49名(50音順)が、個人の資格にて会合や電子メールにより準備会を進めて参りまし
た。

●

安形比呂志、伊藤茂樹、

伊藤隆生、

岩田晃、 大井頼幸、

大矢健一、

岡崎明彦、

小笠原秀美、小川俊也、

加藤正司、

加納鋭雄、

木内浩彦、

木越聖、 倉知満、 小坂道彦、

小島邦裕、

後藤邦夫、

近藤正和、

榊原智之、

佐薙誠二、

城下修、

高岡康博、

田川典生、

内匠逸、 武直樹、 竹下鉄夫、

竹田尚彦、

土居博史、

外山勝彦、

中村浩三、

中山雅哉、

夏目三男、

根岸孝年、

服部達郎、

坂一幸、 藤井友康、

冬野和男、

前田和昭、

前橋孝広、

増田佳泰、

松尾啓志、

森光彦、 山田敏郎、

結縁祥治、

吉田秀男、

春日裕忠、

太田晴也、
加藤正夫、

和田昇
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東海インターネットワーク協議会会則

定定
制改

日日
３５

月月
７７
年年

２４
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"TokailnternetworkCo''ncil"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。

弓

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
認められる場合は、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得て議決
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。
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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。
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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1

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、理事長の承認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）
1．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閨する細則
1992年7月3日
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
ii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。
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

(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。
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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。

(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：

会員種別：

個人・組織・賛助・特別

●

申込者

代表者

代表者署名

代表者連絡先

TEL:
FAX:
e-mail

●
担当者：

担当者連絡先

TELO-

FAxOe-mail:

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

貴会の定める特別会員の趣旨にのっとり、貴会の活動に参加させて頂きますので、特別会
員としての承認を申請します。

申請年月日：

申請者：
代表者署名：

会費の免除を希望する事由

●
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

上記申請者を特別会員に推薦します。

推薦会員(1)：

推薦会員(1)代表者署名：
推薦会員(2)：

推薦会員(2)代表者署名：

●
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東海インターネットワーク協議会1994年度活動計画
東海インターネットワーク協議会理事会
1994年7月5日

1994年7月1日から1995年3月31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。

l. インターネットの普及と啓蒙
・シンポジウム，セミナーの開催。

・インターネットに関する情報の収集，提供。

・地方公共団体，マスメディア，経済界へのインター
経済界へのインターネット普及への理解を求めるための働きかけを
行う。
2．地域インターネットの運用

●

・地域バックボーンの安定した運用を行なう。
o個人参加の枠組みを提供する。
・財政基盤の安定化を図る。
・インターネット技術の調査，開発および実験を行う。
3．協議会会員への情報提供および会員相互の交流
・ニューズレターおよび会報を発行する。
・会員相互のための活動を行う。
4．上記の課題に取り組むため、以下の専門委員会を設置する
oTRENDY専門委員会
・渉外専門委員会

●

・企画専門委員会

・総務専門委員会
以上
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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。
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P(z9e."

東海インターネットワーク協議会

1994年度会報

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。
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)第三者を誹ぽう中傷する行為。

(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。
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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TREM)Y-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。
付則

この規約の規定は、1994年4月1日から適用する。
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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号で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、接続を行なった日の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。
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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号で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、接続を行なった日の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。
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r"-"er参加会員

【》

●

名称

ドメイン名

MELSEC技術情報サービスMELFANS

j姫Z剛A【艮呪‘〃

NTT東海移動通信網株式会社

"0CM-7M4ZCu〃

インターネットBBS研究会

Z砥別L､0府lノP

サン電子株式会社

SIﾊﾉﾐ肥AWZCn〃

ブラザーエ業株式会社

β”7泌児Cnノァ

マスプロ電工株式会社CATV事業部

伽SWMCnﾉア

ローランド株式会社

MMADCn-"

安藤電気技術サービス株式会社

仏の0-EECn_ﾉア

株式会社CTY

CTXCn〃

株式会社アクシス

AWSMCnル

株式会社アミタマシーンズ

ルI"Z4.Cn"

株式会社エイチ・オー・エス

MSCn〃

株式会社ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ･ﾃｸﾉﾛｼﾞ･ｲﾝﾃｸﾞﾚｲﾀ

C7ZCn〃

株式会社サイエンス・クリエイト

75℃Cn"

株式会社シーアイエス

CYSCn〃

株式会社ジェイメックス

ノハのIECn"

株式会社プロファイア

メ知阿狂:Cnノア

株式会社高岳製作所

剛〃伽z4-EZE℃7rZECnノァ

株式会社豊田中央研究所

7WZJ4BSICn.ﾉア

金陵エンジニアリング株式会社

AZRCn〃

私立聖カタリナ学園光ヶ丘女子高等学校

"IK4"IG4M4.MZ4Z4XZ,4Zと〃Z､ﾉP

神鋼電機株式会社

SMWD-fZEECnノア

東海ソフト株式会社

7M41-5〃弧Cuノア

南山大学

M4M4AﾉｰZI,4C.ﾉP

日本電装クリエイト株式会社

Aり－CM47ECn〃

浜松ホトニクス株式会社

MKCn､ﾉァ
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名称

ドメイン名

浜松職業能力開発短期大学校

剛伽州だIﾉ~": ,4Cノア

浜名湖地域ネットワーク研究会

/Z4MSO尺ノア

ト ワーク委
名古屋工業大学キャンパス情報ネッ1

有限会社鈴木エンジニアリング

鰐繍%"

労災リハビリテーションエ学センター
労災

L"℃-E7彫℃Ca､ﾉァ

●

●
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ｅ浄響招匠鴇荊哩中速ｅ曇Ｚ戟廸ｇ吏餡の呂專・關舌巴罧匡恭

ｅ争響袈匠壗姻哩巾達ｅ魯垂栽廸ｇＱｍの且ｇ忠毎厘代

仲匡一皿唱

ｅ淨響狸匠鴇姻哩‐叩逵ｅ韓二裁廸ｇＱ①
皿咀

切且ｇ麗罧匝恭

埠蝿催磐硝議卜含卜や恥寺）

純匡

埠蝋合皀お執卜、言トヤ恥（巴

ｅ〈》響狸匠輻Ｒ姻哩中途ｅ熱Ｚ訟廻ｇ患一且（一等④舌②胃

紳匡一皿咀

嶋甑心１口／一議特白言巴色
ｅ淨響狸匠壗姻哩巾達ｅ韓垂戟釦ｇＱ④閨当鴎余外遇沌吻且活馬
ｅ淨響狸后鴇姻哩巾達ｅ含Ｚ議廻ｇｑ計『△へ毎余冊潤炬吻量嵩臼

ｅや響拙匠穐姻哩巾逮ｅ魯垂戟廸ｇＱ芯△尽ハト潤帷目星ご

ｅ淨響狸に輌侭姻哩中途ｅ韓Ｚ蔵ｍＣｇ《閏［言へ毎稀外姻矩“１呈爲【

ｅ淨響狸伝壗姻哩中速ｅ熱Ｚ戟幻ｇＱ③埼推呈等・師

帥９皿咀

埠甑、ＩＤ圭栽特臼紫旺僻Ｓ
（皿咀）縦苛拙

囎蝋悟磐蕊旺冊命）

叩心ヤ旺埋如煕入やＫ１ｅ皿黒紳晨側ＰＣ担侭Ｊ埠蝋／逆Ｐ（や拙二〆力「懸醸囎
龍、ｌロー試特」や当埋ｌ細心異〃トゴ）懲畿堤秘ｅや命）←含）《Ｓ呼程・因
。ｅ浄岬や旺埋如叩逮戻熊
埠鯉蝿ヤに淵ｅ伽繩窪荊〃や埠斑悟磐ｅＰＫｌＨい’毎入や催誓言肩ワヨや
ＫｌＨい’毎入や」臣担当全知紫旺僻〃ｅや題ｅ恨磐抑晨櫛剖ｇｚｅ猟繩窪訓

埠迩、１口壬戟梼畠量望含）

．ｅ淨蝿や旺埋如巾逮晟繍堤蝿蝿やに淵ｅ鮒擬窪訓／や埠
蝿恨磐ｅＰＫｌＨ心ｌ毎入や揺磐芦扁ワヨやＫｌＨい’毎入￥臣民岬ヤ華蝋
鼎当や如巽祀棚ｊ廻稲如圭ｌ鶚埠蝿巽湘棚ｅ旺報榊晨熱りご皇ｅ伽縦遥荊
蝉甑催誓い蕊トミトヤ恥寺）
・曝蝋ｅ斗曼昌紳晨偽ｅや豐叶合呂／心や払蝋
Ｐ今乍如露湘細／当廻罷如圭ｌ鶚埠蝿緊船側ｅ旺報抑晨輪Ｕさ皇ｅ仙繩速荊
曝鞘ら弓稲試卜当トヤ恥含）
・埠蝿ｅやＫｌＨいＩ毎入や竪畠産呂も部将」監蝿ヤ払蝋
レヨ余如巽冒巴〃Ｊ廻罷如圭ｌ鶚堤蝋竪冒望ｅ旺報紳晨輪Ｕご皇ｅ小総窪那

・鴫蝋ｅＰＫｌＨ心ｌ毎入、緊自産呂

（溜聖蠣燦）縦②柵

担当全知紫旺腓〃ｅや踵ｅ曳や世含司「臺昌抑民輔」怪罫）緊便錐紳晨輪幻
（ヤ拙〆ヲ幻「８二催郵）ｌ蝿入や八ｍ八ｌ△￥楡心１口圭栽樵ｅ仙維窪師
埠報やＩｂ一議特角蕊旺僻（二
・や拙当幻ｇ異幻ｅ基々迩鯉陰曝塑岬や越蝋ｅ－戟僻師．【

鮴畷騨ｅＫ型ｌ中柵困珊

・や拙二吊里鶇異ｅ巡腿患／逆辻報越蝋ｅ型ｅ岬旺撫

（佃鼠ｅ振暴）磯国朏

晨偽／迩埋如螺ｅＭ・や批阜侭壗斗叩岬や腿慰如振累ｅＭ〃逆姐綴窪那。『

・や拙当払蝋如鴫蝋ｅく／一戟特師や。

冠蕊柵一概

（壷糾ｅ二幕奉岳）縦一冊

吊辿鯆異粟鄙晨熱（ヤ拶含免二顔特訓」牌式）壬訟梼ｌ毎入や埼碧蝉慨裡倉胆
壗小総窪訓／杣や剛里個曜ｅ午拠ｅ型ｅ岬埋珊締哩咽賑棚〃逆小総窪訓§［

姐繩窪、１口一議僻ｌ毎入や建保

驫露渠剛昌総一詠特ｌ毎八や葺碧艇隈
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●や拙当荘蝋如皿唱ｅ悟郵レニ。且耀醸曝甑ｅ異紳裏岬ｅ－戟特師。［

二得今晨総理旺劉ｅ坐試特訓四弓何卜只
岬ヤ員輔里旺倒ｅ一議梼訓ご《、卜侭
・ヤ

拙兵扣余凶辿耀陰晨榔ｅ毎打卜侭ｅ膣弐辿腿〃し竺憧辿晨輪ｅく旺倒ｅノ上訟特訓
〃逆榊晨柵心発型曝撫心ｌロー於慌臼冒巴肴吊縄堤蝿心１口圭訟特自蕊旺腓・寺
・長や拙抽や猯司りゆゃ旺埋如螺入ヤス１ｅ皿
異紳晨輪棡製担二や、一旺埋知一入心Ｒトュヘヤｘｅヅヘー李竺へヤス担当廻稲ｕｇ肩一

・ヤ拙喋玉壗幻

●

〉二・Ｕ宮へヤス伴細／担拙・全や拙当堤蝿托三雪紳晨輪ｅ教司鵲磐堤蝿／逆や（ヤ州
二二判「溌醸囎甑催磐」し当埋ｌ細心黒川陪劃）盟醸堤蝿ｅＧ）、寺）呼胃髄・の

●

廻稲Ｕ－ｇｚ鴇抑旨輪島品型理弧旺和ｅ岬却彊当母ｅ榊晨偽〃逆紺維窪師・寺
・や拙当判ｅ抄心裏抑佃
・ヤ拙

銀逆州総窪荊滿ｐｓｏＵ師悪ｅ誰謹担当廻罷リー。皇ｅ蛆繩窪抑査榊晨侭・ぬ

〆些目、』○陰

四四四四

○函師園ｌの崖

ミ毎余冊潤匝吻且活禺
含毎応峠燗沌の且房冒

食い余陥遇極め且嵩虫

皇毎嗣綿遇沌且呈芯
葺推呈專弱
・ヤ拙当部

唱

当理糾桓州総窪荊托壺淑ｅ侭細幻や燕淫緬査誰謹ｅ心裏印ｊ旺剛・躯嘩終如維窪師
胤ｐ二・Ｕ一誰窪心ヤ廻絡Ｕ－ｇｚｅ蛆繩窪訓壗押目偽柵や蛸Ｍ頂繋ｅ呼程・函

ｌ

〆些目『」Ｑ』

〆」胃、』。』

〆」閂、」○阜

ー碧与十コ

〆狸①三梢①二婆四

縄揖淵縄

蜂起一ｌ鶚

叫郵ｍ且言／自産呂

_口ニーニーロ

・螺田ｅ紳照筵ｅ岬逆ＰＣ侭辿く坦

㎡喝も吊将耀醸嶋弾９

。呼冊響梛曹以払蝋ｅ曝弾心品ＵＺ猟特訓型ｅ岬（巴

（撫偶ｅ庵劇Ｊ母晨輸）職宮珊

細瀧鶴荊荊剖担当瀧終如熊劇当母晨輪蝿畏迷Ｕ工裁特訓過小繩謹訓。［

・ヤ拙今景姻如皿ｅ岬や。通知

（廻縄ｅ泗蝿碆繁零回）磯二柵

晨輸〃逆如礁担当埋醒纈粟黙ｅ〉〆一・Ｕ一聰陰爆弾蝿吊Ｍ積蕊トミトや恥。【

・ヤ拙抽担裡〆一やＪ廻組如廻蝋磐巽紫回担、一逵糾輌査紳晨輸且磐巽軍紳

Ｍ一碆簗軍８二／逆如晦担当埋襲如異鄙ｅ〕，二・Ｍ一鯉醸埠甑担当余如紫旺緋・国

・や拙抽担担ｓＰＪ廻組如廻蝋磐巽蕊回担当逵糾壗榊晨輪

（鴉懇蛎蝉繋旺僻）職里珊

幻ヤ嶋弾壗榊晨蝋逆小総窪師胤亘如蝉ｅ鯉醸蝿や曝瓢ＰＪ乍如蕊旺腓。【

ｅ淨心ヤ廻罷や旺淑ｅ椥晨輪鼻吊り一維鶴ｅ州縮窪師／埜琲誰謹心ヤ廻稲Ｍ－８房恒
榊員輔Ｕ菖担ｅ嶋灘ｅく一議特訓Ｍ璽蜀廻照磐鯉椥晨偽岬ヤ轤蝿リヱー鶚ｅ叩・ヤ
拙当魎旺や挺迫ｅ基や自慢Ｍ面喝如－１鶚蝿や堤塑如號謹ｅ紳晨熱／Ｍ置錐ｅｇｚ

埜〆〃判郵ｍ且ｇ窟〃島崖罧匡恭

①
①
①
①

〆
〆
〆
〃

・〆応催し、一望蝋Ｍ和綴窪訓や今嬉紀如呼綿ｅ基旦

Ｕ屈紫回一曝弾悟磐蕊睡職■

・や拙当剛如剖川蝿侭や皿

（週到ｅ暴郡晨総）縦”職

。ヤ拙当斗二咽ｅ基／逆追掛ｅ粟郎晨輪ｅ圭於怜荊．〔

辿囎蕊回一曝蝿毎ｌｐ－戟慌自紫旺僻迫卦ｅ黒靴一劉閏曝瓢一

以噛中津展龍一埠鯉心１口圭戟特畠冒巴

リー囎巾達哀總」堤弾悟磐稲戟トミトヤ恥一
且噛巾逵晟龍一堤蝿色呂箙戟トュヘト、恥

●

（浬瓢ｅ晨総）縦ト珊

・ヤ批当斗匡圃終、幻や剖白仔

（叩ハヤメユ）級四柵

如蝶皇饗抽や払蝋細起爆蝋ｅ判、ｌ□一議帯ｅ意弐一戟特荊擶ｐ０部Ｕ一呼入、パ
エ岬や旺埋ｊ狸裡・ヤ慨当判ｅ甥心ヤ旺埋如螺入ヤメュい中ｅ岬逆〉当浄零入ヤ
スュ幻や知揺り一長呉半二Ｇ基迩如蝶岬や旺埋如呼入やＫ１ｅ皿黒紳晨輪．『

・や慨与侭壗

．ｅ浄担乍服釦や師昌伽ｅ岬入ヤスュ鼻品駆謹〉荊邑那呼入、メュヅーＰ・に如
靴」し当濡窪判黒川托一〉△ず８眉⑪吻冒呂冒乱畠自省昌昌⑪旨←名神晨輪（『）

メュ長、鼻吊ｌ毎入や八ｍ八１Ｋ侭い入、、１，－戟特終、壗紳晨糊色

。ｅ観担当壷弄剖二響壗鯉桝Ｐ０担侭辿曝蝿ｅ圭試梼刑
輌査蝋維窪訓〃やｅ争裡炉一期釦や訓昌伽心長匪謹呼一Ｆ。に知し荊邑繩呼入、武笙
ｅ皿異憎当冨糾Ｍ一累曜螺入ヤパュ圭試特ｌ毎入やｅ諒蜀鴨叫／額桓抑晨偽（ぬ）
。ｅ浄担わ甑如Ｐ訓昌抑ｅ呼入ヤ

（掛凶華蝉）職ｃ冊

如（唾匿稚”唾佃川座叫当〃畦景翻）凶碧建慨／逆葺凶華蝋ｅ一議特訓．［

累郎晨総柵の職

小ｅ小繩窪師托一紳晨蝋胤一ＰＣ裡掲Ｕ一塁邸晨輪ｅ鯉醸堤秘、１口一戟特．『

’

ｅ甥骨組匠壗姻哩中途ｅ念Ｚ蕊廸ｇ哩⑤

紳匡
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轌轌砦P
①
①
①
①

〆医凹型裡拙膣担ら品總緯岬〃巾凹型裡拙呼幽ｅ侭蝿ヤ如鵠劇当母晨蝋Ｓ

:犀|§

●
（俺劇Ｊ丹晨輸）咄つ慨

椎

旺

埼

鞘磐

蕊

＝＝＝Z

伽劇母異鄙蝿倉個ｕ一展終小総速那〃逆梹哩や如鵠科当岳晨櫛ｅ－騒怜刑。［

堤1司|－

皿

難

（沸瓢昌総）釈創斌

隠理余ＳＥ程ｅ細劉ｅ－栽特期〃ＰＣ終担当Ｍ三個暖淑晨輪一戟特ｌ毎入や鴬碧蝉
慨」岬倉旧型壺壗仙縫速荊〃並ｅやゆや晨側里埠蝿岬ヤ払蝋ｅ／一蔵特訓．『

鮴瓢晨撫冊唖珊
・や慨阜侭穐如晦心裏刊咽

・ヤ慨二極釦黙淵岬や晨蝋辿旺剛８門冨担心ヤ旺剛Ｍ延圧如一戟特知〃逆

逗写発里般頚ＳＰＳ。ＵＺ戟特師点母個辿戻鴇伽維速訓迩個繋ｅ榔程β、
紳心迄鰍細払蝋ｅ堤鞘ｅや謹醸鰻蝋、１口圭戟梼畠紫旺僻報いｅ紳晨侭・印
・ヤ慨ニレ黒判歎裟壗剖川岬ヤ員輔里旺倒ｅ圭駄梼那〃し。壗裡Ｊ型
（昌線ｅく旺剛州皿）朕頁拙

「異暖旺剛一議特１輪入￥埼碧建慨」幻母個Ｍ罠壗伽繩淫訓適椥晨蝋。『
・ヤ批柚狸但ＳＰＯに細埠撫ｅ幻圭戟棉荊Ｐ０
鶚担当且「豆繋暹蝿蝿迄異辿曝鯉ｅ準縄哩閣賑細ｅ圭猟特ｌ毎入や埼碧建隈」蝿倉
（作釧Ｓ壷腰涯埋）縦急柵

旧型壼終伽維速那〃逆榊晨側裡当埋龍如異昧晨輸ｅ圭戟特訓剖小綴窪荊、『
緋旺鋼柵奇紙
・〆応吟し、三景姻辿伽綴窪師如皿ｅ岬写吊即直伽型や拙程写昌Ｓｍ幻ヤ却心吊

当錘駐／迩柚斗蝿ヤ剖心吊当送墜如累靴晨輸〃壗紳晨偽ｅ鯉選曝泌催磐・園
０戸一

（墾駐ｅ票郡昌総小に嬉押晨輸）職竺鵬

（凪馴ｅ岬出ｅ抑晨総）聯匡柵

・七桃当得熊却仲胴筵如岬『担いｅｅ親担

当隅謹細道署ｅ岬睡ｅや拙岬掲終景閣心吊辿個繋ｅ呼程〃廼小綴窪那・の

・〆一扣

・や拙当剖峰匡憩抽却担当腿懲如黒叩・＆扣催レヨ黒鯛型
如繩窪刑如皿ｅ岬争品里阻祁や単呉侭〃全假剖紳慨ヱ蝿や梗且叩総窪師如晋ｅ魯
心ｅ岬〃逆辿抽剖蝿禽判郵呼国壗紳裡当鶴謹如埋碧〃や二将辿如蝉ｅ呼程・国

催や当景咽且如繩窪師如皿ｅ岬型匡司皿罵心長ｍｅ筆播〃し恨峰如畷伽岬や雷帽如
却叩担当鑿終／逆く坦裡裏扣伺總二発里生如逆〉当淨く坦心や鴫仲巡注如迩裡拙く

（蕊隅ｅ週碧ｅ抑昌撫）職竺柵

埠理側輌斗裡ｏ侭壗終謹ｅ追碧ｅ榊晨熱二吊型生如ｅく埋迩担慨爆緊．［

（昌郡ｅ填羅蒋蝉）縦空鵬

・全単拙咲彊品力川岬や埋縄里紳川恕如蒋蝉心ヤ嶋遡当晨偽り工蕊特訓〃迩椥員輔

・や拙二蕊・岳〉色糾辿個曙ｅ

（瀧偶ｅ鵠劇Ｊ母晨輔）鞭昌聡胤荊斗裡。侭壗摂肥ｅ榔程〃逆小総距抓・国
ｇｚ心仁如埠弾寺）
忘蝶廻組磐簗軍神晨柵ｅ紫回旺曝鯉含）
曝騨ｅ蕊回旺曝泌命）

・＆棚催しＪ彊哩辿如繩

皿咀も吊異鯉醸嶋龍Ｓ

窪訓／ｕＰ拙亟長副Ｓｍ岬や馴脾細知得腿慰猫師／如伽劇岳蝿量個壗小総速荊／如

（鮴賦嵐ｅ血咀）服三職

蝶ＧＭ・や批咲彊壗幻叩岬や桜肥如鮴佃懲／柚。且腎綿ｅ鵠／逆紳晨輪。［

・ヤ批今剖亟＆［Ｐ

当賦瑠①昼、担当恕匪如払蝋ｅ鴫蝋／型臣悪晨側型噸ｅや耀醸埠甑摂磐・ぬ

・全や拙二響廷呉七響呉揮偶如懸岬や荊哩旦妻
骨剛ｅ（写烏扁ｐｏ掲辿錘駐ｅ程程匪ｅ蠣塑）踵罧ｅ畿襖〃且や拙皿悪幻倉個壗伽
繩窪師〃迩以如蝶裡兵扣謹駐壗累刷晨輪型匡臣悪晨熟型噸幻倉但旦腎程逆裡拙〃程

・ヤ拙当剖歴出［／レヨ鋤瑠心長、担当恕匪

恕匪ｅ払蝋ｅ埠甑蝿吊ＵＺ戟特期〃埜椥晨櫛ｅや鯉陰囎鯉心１口圭栽特・劇

（亜寒晨輸型畷）磯望柵

如払蝋ｅ嶋鯉／逆歴罧晨輪型嘔ｅ圭戟梼荊〃ｅや鯉選曝甑心１口坐戟特。『

・や慨二に釦二幕桝蝿ヤ梗且伽悪辿
榊晨偽／やＪ剖豐判如騨娼墾迷個鯉心裏鼻導揺ＰＣ判型盤唯ｅ叩〆埜辿如蝶投竺矧
終伽悪型粥窪ｅ囚黒川〃当累邸剖ね伽墾唯如墾迷側藏蝿や剖産理知抑悪ｅ粥謹蝿や
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棚催しＪ景咽辿伽維窪訓如皿ｅ岬二％型個柳旦や拙梗呼烏Ｓｍ岬や却心器当錘駐
／埜抽判蝿や剖心吊当坐駐如露邸晨櫛／壗椥晨輪ｅ鯉醸堤蝿やｌロー戟得。［
・や拙当景姻旦紳晨偽如皿ｅ坪倉竺長心侭
・や拙与侭壗部叩蝿

／迩柚判岬や斗心品当如錘駐ｅ粟聯晨輪二％且個暖ｅ呼川程逆小維窪那、、

・や柵阜侭壗幻〃岬や錘駐如築鄙

ヤ錘駐如異畔晨侭ｅ岬〉響剖川蝿ヤ細当辿ｅ埠班岬倉偶Ｕ照Ｅ〃や心具迷辿個暖ｅ
呼程制輌判岬黒四角鵬判ヤ延凰如避綱二Ｊ辮叫に掴ｅ無締ｅ小総窪訓壗洲綿ｅ岬
〃や如蝶蝿や刑旙以後異やらｅ巾中郷［聡（昌辿ｅ囎鯉）鞭馬紙／逆伽総速師・国

（墾裟ｅ露郎晨櫛小に證州総理瓠）職里蠅

晨輪ｅ岬〃逆辿如晦二響当淫駐如州綿ｅ岬縛響Ｕ喜臣課当辿ｅ堤蝿〃壗紳晨約担黒
扣当辿如嶋蝋ｅ－試鵺那与吊型個繋ｅ（昌辿ｅ曝蝋）職禺祇〃逆伽縫速那・胃
・＆扣仏ＰＪ景咽且小総窪師如血ｅ岬二吊型阻伽辿魯母鵠

●

や／迩柚剖裡ｆ侭壗腿慰以幻響伝単〃抑網逗〃緯呼噸咽〃覗喧ｅ岬／迩紳晨熟

●

・ヤ拙今判ｅ淨岬呉扣瓶頓迩小総窪訓

ｓ・以窯迦蝿唾ＰＣ品旦埠蝋押や払蝋ｅ壬戟特訓名神晨輪〃逆姫綴窪荊・守

〃袋や拙倉融辿圧倒響州服レニｏ以払蝋ｅ埠甑ｅ圭試慌那〃逆小擬速荊・ぬ

多如螺裡竺矧壗伽悪Ｍ一抑晨熱ＰＣ部Ｕ罰響当辿旺倒／壷任ｅ曝報ゆゃ払蝋ｅ－試怜師
・全学拙二皿浄出収幻響厚尽ｅ章郵蝿倉但

・柚却心吊以偶蟠ｅ（塵渠ｅ堅展哩咽）鞭基ｓ

・抽

・や拙皐侭終剖川畑ヤヨ骨細曝蝋心ヤ

判二響嘩如抱母判綿Ｈ迩担拙叫作迷ｅ膣晦弧罷如呂肩一〉Ｊやｅ州総窪訓ｅ

（卦骨ｅ蠣蝉）縦謁慨

払蝋ｅ圭戟特訓〃逆且如喪ゆゃ訓旙以長息や二ｓ中抑ｅ基〃逆州縦遥訓．［

・柚斗裡当如無仁蝿掲ｅ

判小部ヨヨ辿如堤灘蝿ヤ払蝋ｅ圭試特訓二鼎叩摺繋ｅ呼程／逆小総窪荊β国

（卦吐ｅ蛎蝉）磯禺概

・全や猯ｓ響迩黒迄響偶津桝レヨ剖撫晨輪旦伽綴速師如

戟特埼碧建慨」蝿ヤ剖隠ぺ晏幻但州如燕晨輸ｅ心魯榊晨総〃逆州縦遥那・園

・や拙当斗騨笠ｅ樺に幸作心に壗蝋擬窪骨逆辿如蝶担ｃ侭壗娼ぺ昼／二に細彊
桝ｅ量担ｅ純卿圭戟特訓し〆一異Ｍ種圏鰡ｅく昼ｅ岬ｊ旧罷如「布仙細剛やｌｐ圭

（網羅雛）磯圏臓

兵頓ｅ岬〃袋型ｅ懸担裏頓ｅ岬〃逆梹裡呉銀早出時如瀧晨輪ｅ冬訟梼荊．〔

・全や祝・得迩異垂得穐導桝しＪ却細謹聴細隠ゆや師哩Ｕ駈詞ｅ懸裡

（鎖仰駆凰幽）縦葛慨

〃逆如悪投Ｊ製幽如二津偶ｅ噸謹雛型裡拙撫晨柵〃壗椥晨熱ｅ－融特訓。『

。Ｒや祝ｇ響廷異迄響具黒偶且州縦速荊細細伽聰劇幽ｅ雷・菖儲叶抽ＣＭ壷寂劇幽

鮴卦嘩ｅ堰蝉佃④髄

試梼荊／逆早如螺蝿や知撫以穐異や二ｅ巾やｅ基壗神晨輪〃逆小縮窪荊。『

・や批与侭壗剖叩心ヤヨ遮如堤弾岬や払蝋ｅ圭

響拶レョ唄型知口悪但聖如娼伽悪劇幽埜裡拙細誕鮨〆撫晨熱ｅ一戟特師Ｓ

。抽斗皇響鼻津偶鵯

嶋躯ｅ州撫速訓逆二岬侭ｓ担ぐ哩如畑蜂ｅ小繩窪訓鼻裡当如曝蝋ｅ煙罷辿咽賑
細以や嘩如縄幡ｅ小擬速荊〃しＪ哩姻Ｕ一偶鳴ｅ（作潮ｅ云繋暹塊）繩目恥色

・抽剖狸。負響偶禅辿

心ヤ陞拙Ｕ二黒繋旺卿一試将ｌ毎入や埼碧建保」幻角個且晟壗州総窪訓３
油剖担当室弄壗胡繩速師剖裡・掴〉当榊細民熱ｅ叩〉得田副将師閏如壗ｅ親
・坤如辮淵晨輪ｅく旺剛〃やＪ陞蛸Ｕ摺繋ｅ（晨櫛ｅく旺倒枡皿）鞭扇祇色

・柚剖担当室弄壗小維窪師判

伽擬窪荊／や鯉に岬や略Ｍ個頚ｅ鯆粟ＧＭ〃＆型ｅ呼怖幻筵哩ｅ巾や程、
澗判担当溶弄鴇剖叩裡当藩隠如呼綿ｅ窪僧ＰＣ裡荊且鵠劇当母ｅ晨熱＠

兵岬總や迩劇担拙４世劇如迦偶Ｕ一逵稲哩咽賑棚ｅ小総窪那埜裡慨に掴ｅ報綿ｅ

。や拙当最廻り一榊晨熟知踵罧逼洲も吊縛毎世逼眺／田割ｅ岬〃母竺長心掲型抽剖ゆゃ

・全学批異心竺憧〃型巡担当唄興知、ｇやＪ斡瑠心長遊裡当胡纈壗田綿ｅ岬
罰Ｐ、一涙Ⅷ幕肥岬響厘尽ｅ榊晨熱心ヤ脛辿鴫蝋ｅ－訟怜師〃型州擁窪剤．【

辿稲異ＳＭＰ当穎辿紳晨輪ｊ匪辿払蝋ｅ埠秘ｅ圭詠特訓〃逆伽綴歪剤β函

●
（舸駅）職罵慨

・や拙当承錘心

長捜暖ｅ呼程／逆旺剛ｅ鮴Ｋ幻ｌ中心ｌ、一議特ｅ鯉醸幻や哩纈く埠遡ｅ圭試特訓
・全学拙咲玉制刀〃蝿

盤は細窯埋担当哩甑坦長曝甑ｅ圭栽特訓幻響旺剛ｅ一Ｋ《、入弓ヤス・因

（翠丑ｅ哩姻蝿吊旦抑晨撒）縦爲臓

ヤ蕊骨細哩咽ｅ量裡ｅ神川雛〃Ｍコ響瀧終ｅ程綿ｅ州瀧窪師〃埜紳晨輪β『
・全や慨当心喋里抑川恕〃釦（ヤ価熊佃如騨韓ｅ
（生唯綿墾）縦謁瀦

哩咽）騨謹ｅ判黙無ｅ帥晨輪裡咋菖景当謹辿に曙ｅ異郎晨偽〃迩州綴窪期．【
壷禦柵ト鵬

・や拙阜掲穐斗叩〉製裡ふしや扣如豐壺

・や拙与侭壗判〃〉狸裡らＰや和知豐壺ｅ旺蒋柚斗担
当如無仁心や雲燭心魯母斑二畳ｅ旺卿。畠旙荊〃侭量個Ｕ届ｇｚｅ蝦堤鞘・め

ｅ旺蒋〃抽判担当如無仁蝿口矧如理弧得Ｋ噌辿逵縄哩閣賑籾ｅ叩繩窪訓・副
・ヤ拙毎褐壗判り蝿岳知廻恕蝿や当任裡拙当豐壺如埠蝋心や払蝋ｅ
－融特訓〃全担い鞘ご岳且超蝦鯉如哩姻岬や斗紳匡如呼冊岬ヤ剛如皿廻り盲倉裡ｅ
帽再ｅ報刮〃埜刈一如蝶狸ｏ響〉緑咲彊緬信剖川畑や埠蝋如歸州ｅ辿姻Ｊ瀞騨〉今辮

遙眺朧哩咽さ吊型甜潔ｅ謹締荘恭ｅ長逆ｅ岬慰綿〃翼ｋ〃逆伽繩淫
終
窪荊．【
［
（堅雇ｅ旺再哩姻）縦国綜

・全学拙二侭型や争豐ｅい〃逆如

蝶皇得唯細い母頓感ｊ狸裡・ヤ慨当景咽Ｕ一紳晨熟知皿ｅ坪倉竺魯心掲〃迩堂蝿や

剖心吊当当任如蝿蝿心や払蝋ｅ一議特訓魯吊Ｕ摺曜ｅ榔程〃逆姐擬窪抑、国
澗剖担ｏ響以糠圏壗斗刈心に細筆蝋ｅ埠鯉ｅ坐戟特訓急品Ｕ刀
川岬や当任如払蝋ｅ堤鞘壗心ｌｐ圭試僻ｅ呈響に知埠甑回理却一議鵺荊ｓ
椚剖役。響以燕圏鴇剖刈心に如迩蝋ｅ埠蝿ｅ圭試慌

荊急品Ｕ司叩岬や当任如払蝋ｅＫ型ｌ中辿咽賑細壗神郷僻哩魍騨Ｉ紐ａ
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●

壗州皿糊旺劉ｊ出剛如椥訓理窯剛繧坦蝿や哩侭辿紳晨紬ｅｗｅ螺ｌ型咽呉即兵岬
／迩抑晨輪蝿や旺埋如碍入やＫ１ｅ皿黒〃ｅ承蜀蝿や荊呈伽壗伽繩窪荊。［
（押訓里窯剛踵堤）職や慨

・ヤ慨二掲壗剖川心や出駐如異叩
・や拙当隙如判り幻や

適里如蝶偶Ｊ壷弄壗小皿糊旺卿斗担当噴姻辿累津ｅ呼程〃壗皿誌旺卿ｇｚ・ト
彊哩如伽異鞠蝿倉個リヨ精挺」岬ヤ黒柳如斗〃心轌里脂把ｅ小皿榔旺晒しＪ睡型
旺剛ｅ圭夙特訓里淨却却岬や州唯如燃無哩咽ｅ－戟特訓〃埜皿話旺劉呂室．①
。やや剛曹壗斗〃蝿禽や脚蝿択に壗窯剛蝿吊辿ミヤｘ咋細〃逆皿話旺剛ｇｚ・中
・や慨当斗剛曹如斗川蝿嘩如瀧終当加聯且“血糊旺
・ヤ拙二

倒柚。理皿歸旺劉ｇｚｅ晟理〃逆且如喪岬ヤ出鋼如皿話旺剛８二鴇仲買輔・守

侭壗如喪心や出鋼如皿嚴旺卿呂弓面黒／至心母個辿呼川程逆小皿糊旺剛・の
・や慨抽や畏剖叩心や出卿如皿昂旺卿ｇｚ〃淨紳員輔ら得今那潟辿呼症・国
・や拙当剛如剖川蝿や出鯛如判司晋皿誌圧倒８ｚ岬や師理知ｇｚ
蝦埠塑〃逆紳晨熱ゆゃ荊罷以憎頚ｅ腎困聡（晨榔ｅく旺珊州皿）鞭詞紐輔粟．『
咽話旺圏
（嘔
園呂三
三縦
縦四
哩職
・無坐担当個聖壗伽血

・や拙異扣慢避心長皿歸圧倒ｇ肩一小歸無坐ｇｚ剣

・量忠二畳ｅ〉皇。埋旺剛裡

糊旺醐幻ｅ（》蝿ヤ那理終呂之旙知や靴坐響眺曹埋旺剛ｅ一蕊僻荊〃塁ｅ岬寺）

・や祝当廻縄如「小話無坐旺剛８二

当潤脛辿迩綿ｅ仲囮ｇｚ師理ＰｓＴ湖辿個繋ｅ型ｅ〃｛試梼抑袷吊異粟繋掛命）
・糊幅斗窯剛響霊繧鞘ｅ斗椥晨偽岬や堤蝋壗８二師理ｓ
・靴坐響眺曹辿割池並禦旺剛ｅ８二荊理ｅ

心や知理知無坐ｅ基、以噛ｇｚｅ兵即呉岬〃且吟ｅ迩纈ｅ小皿糊旺剛。『
（州垢絲坐旺剛ｇ三縦苛柵

・ヤ拙咲彊壗判いふにく小皿怖旺剛ＰＪ咽如ロ離心母胆辿
晟如彊今母ｅ幻饗迩《和〃線蝋／哩仙〃ｅ〉二。里圧倒一議特訓逆榊堅展・守
・ヤ慨当廻罷〃や当斗皿慢挺如卜、卜入卜鶚ｅ心＆神聖懐
〃如伽記無筆蝿響斗眺曹以旺剛ｅ壬戟特訓Ｕ匡‐ｅ迦細ｅ岬〃逆小皿糊旺卿・ぬ

（州皿淵旺卿）磯の鵬

睡謹心に如榔鴨も吊異慢選酌、純ｅいふ。辿旺錨ｅ一議塒抑〃埜州維窪抑。『

霊竺旺卿側国珊

・や祝Ｊ理知梹戻

（鵬旺）磯国鵬

抑旺再ｅ榊晨郷ｅ岬却抑晨輸〃廷柚勾心二斗「抑壁医辿掛Ｐ粟繋ｅ〃．［

・や拙倉但憎二や鯏辿（や慨二二斗「桶粟」吟蜀）「稲累累刷晨櫛

壷蕊糾一珊

「垂ヤ｝

一画ヤ｝

壷工

（忌繋）縦一柵

壬裁特ｌ毎入や嶽碧蝿慨」麹呼綿如く心ヤ作鋤壗椥旺再ｅ岬ら吊縛抑晨熟一議僻
知〃も品鵯〃二幕二畳ｅＰｓｏｕ旺剛ｅ（ヤ拶芸兎ｚ執特訓」怪弐三戟梼ｌ毎
入や埼碧建慨蝿や狐剛鴇小繩速毎ｌｂ壬戟特ｌ毎入、建慨〃逆粟繋ｅＵ、『

小繩速、ｌロー猟特ｌ毎入や建艦

暴躍旺剛上夢特ｌ毎入や斡碧艇慨

●や拙当慢眺・随潜心侭、閏亟中叶忠臼埜鯆粟ｅＭ
ｏや拙今居柵・縮溶心長巴亟守叶忠望型桶粟ｅ〃
・や拙当慢挑心畏巴亜目叶副日通鵺粟ｅ〃

・や拙当龍終如斗川岬や噸銅リミエ、△や鵬涯刮如

（噛細ｅく「１心ユャト醒卓）職認朏

窯逆心響斗剛曹辿倒池やｌ固圭戟特も函呼抑晨偽〃Ｊ謹辿晨熱逆紳晨輪．［

・二扣狸〉し

玉迄哩辿姐総窪訓辿長母墹〃迩型如蝶担異拙騏母如惑裡異囎如１－，ＫＸ・や拙二

（瀧嚇ｅ紳呂縄）縦高冊

弧如出肛ｅ剛迦エーロＫて旺埠蝿／裡呉初に淵心魯小総窪荊＠逆卿晨柵。【

川聡逆裡拙榊晨偽ｅ呈穐榊晨輔／阜吊且旺埋ｅ嶋蝋蝿や謹蝋ｅ壬職特訓・ぬ

・ヤ拙当幻ｅ憩二響侭叶如抑悪型小綴
窪那／抽担裡二ＰＪ忠駐や二将型旺燕斗出佃ｅ榊晨約猫荊〃如蝶裡侭坤如抑悪辿神

扣玉鋼心畏紳晨熱ｅや鯉醸蝿蝿や１，－詠特ｅ－試特訓／逆伽皿榔旺卿・函

岨皿榔鶚綿割那理ｅ州総窪那〃Ｊ慢逆やｅ抄岬ヤ旧蝶壗州維速刑も劇皿州旺卿担呉

・ヤ机Ｊ冊州し今剖

白

①

C
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冒・】ぬ

・全や拙皇哩如単価逆伽総速荊／浄レニ
・辿伽悪蝿響厚尽担当判欺辿榊晨輪Ｐ０吊型旺埋ｅ曝鯉岬ヤ笠蝋ｅ一議僻那壇拙
。全や慨Ｊ隠産やＰｓｏｕ趣起蝿響Ｅ尽幻響起旺仲〃起糾服／起漣閂／起坦如ｅ岬Ｐ
・や細当廻稲如

●

（卜慨二二判「伽血糊旺削」吟劃）「小皿怖旺卿一裁特ｌ毎入、埼碧建隈」し当却

●

（緋偶語ｅ暴曜）磯竺鵬

。や慨ｓ仁壗蛆耀窪師迩個溶ｅ異曠ｅＵβ『
壷轆柵→職
ｊ壗却〃蝿侭ｅ黒岬異ｅ岬迩〉Ｊ親長押楓叶如相蒋時

逆担拙伽悪型仙綴窪荊迩二蝿禽抑旺再剖紳晨輪も品将壬於特訓〃塁ｅ坪ｓ
・韓仁蝿や凹型粟繋ｅ川岬吊以抑圧再（巴
・奏畔ｅ判や卜再叶排や／役。二部壗選ｅ岬型

・皇扣催しＪ珈窯理口髄加聯蝿量假且壼壗小皿

裡拙Ｋや心卜響閂時師や頼且隠瓢ｅＰ州蝿ニレ今払型堤蝋ｅ圭試梼那（己
・萎蹴ゆゎ将里哩姻ｅ岬迩裡拙堤龍ｅ一戟特知ｅ
怖旺剛如皿ｅ岬Ｍ恵泗〃迩里抽剖担当眼潔細心壗斗Ｕｅ恰蜀／逆紳旺再．『
（騨嚇舶聯）畷垂鵬

（〆辿ｌ中八ｍＡｌ上「一柄ト）級里職

。ｓ抑トレ。担型蚕曜心量個やＫ幻１本八ｍＡｌ心《稲卜ｅ黒
即裏岬〃延しら。型Ｋ麺ｌ中八ｍＡｌ嶋弓聴卜蝿や越蝋や壬試鵺抓／壗蛆総窪荊
・ヤ慨皇Ｐ裏扣当郡壗旺蒋ＳＰＪ剖超皿蒋抽如蝶ｅ〉輸
適や心１口一訟特駅庵暹朴＠型群。全や拙与響迩異迄得当作溺如豆繋ｅや１口一議
帯ＳＰＹや幻や田興／逆や。投信Ｍ認憾曝進ｅ判、ＩＤ圭戟特ＳＦ州心抽や蕊龍や

Ｊと細心ｌロー於特ｅ岬逆二心信心ｌｐ－試鵺岬や堤甑回理斗一熟特訓・印
・全や拙当豐壺如宕皿堅展Ｐｓｏｕ謎憾窯延担当
（毎皿旺一層）級再溌

余如堤甑蝿や華蝋ｅ一顔特訓棡錘如如蝶蝿量偶早稲黒石吊昇粟繋ｅ〃。［
・窪に押侭坤如帽蒋時逆

・無仁岬侭坤如帽一展

担批帥理埋伽維窪や１回一議鵺ｌ毎入や建眠逆二心侭圭戟特訓〃塁ｅ岬ｅ
・窪に岬侭ｅ異岬梶ｅ幽拙型但拙／鯉にゆゃ唱姻型午埋お）
・無と岬ヤ唱以隼函吐刮命）
・窪に蝿や墾任心理縮／如蛆綴窪那迩〉』や仲川聡逆裡拙紳旺蒋ｅ皇ｇ

持型但拙伽悪辿閂時ｊ浜且州繩窪知埜〉当浄神川紐逆担拙紳旺蒋ｅ皇色
・煙に岬や伽哩如騨溥ｅ叫黙靴型〉今淨’八ザヘヤ

小猫埜皇蝿侭騨認ｅ哩咽／ｅ仙繍窪那型〉今や神川鰕迩裡拙抑旺再ｅ型ｓ
・蝿にヤ哩如鮴蝉仲忘絲Ｈ／蝉削益霊景幻響蝉幽掴

／蝉朧坤迩二幻侭挫坐榊〃ｅ猟維窪師型〉当淨神川恕迺裡拙椥旺再ｅ塁ｅ
・ヤ拙当昌秘如燦にｅ悟蜀型ＰＣ裡穐且旺蒋ｅ坐蕊帯那。「

（繩に昌鰈）磯皀祇

（靭幽ｅ押旺一隅）紙っ鵬

（墾遍）級函総

・ヤ慨当罫澤如

錯ヤ〃逆辿如蝶担。掲壗禄酬ｅＰｓｏｕ紳那理窯剛涯坦血量個や呼涯β園

嚥綱Ｕ亘呉ご如榊心ヤ個聾壗州血糊旺剛ｓ品Ｍ君Ｊ母ｅ榊晨熱〃母裡ｅ總迷ｌふく
やい瓶／逆辿如晦ｅ榊晨輪ｅく理ｊ狸裡・ヤ慨裏扣嗽綱Ｍ言一心さや鵬匪割ＧＥ
狸ｅ割迦やｌｐ圭裁特〃やＪ当一画唾／逆窯迩ｅレニ。Ｕ一榊刑型窯潮塞埋・守
・ヤ拙当鄭澤如斗川岬ヤ斗狸匠窯剛や
一入心Ｒ卜も湯飼目”＆〃ｅ入や×笙岬や旺埋壗紳晨側ｅ岬壗紳師理窯濁暹軽〃裡拙
。やや剛曹壗剖川岬異畳ｅ窯倒ＰＯ吊り貢へヤｘ咋細堆征逆椥荊理空剛纒泌・ぬ
・二拍催ＰＪ景姻辿姐皿糊醍剛以昼介

・や拙二侭壗剖叩蝿や

収如や異如皇距やら。且曝泌ｅ紳晨輪蝿ヤ哩踵ｅ岬／壗紳荊理緊燭彊埋・ぬ

・〆局催い母廊心吊幻斗如廻喪得勗廻逆抽斗裡迄

（堅窯圏踵埠）級Ｆ職

暑坪剖皿伸那理ｅ小皿糊旺劉〃ＰＪ判要窯畑ｅＰｓｏ且旺剛ｅ圭戟将那。［

釦一Ｋ弓、入弓やＫｅｅ程ｅ巽剛ｅ岬ｊ廻縄網（や出一〆力「緊窯剛」」式）「曝
窯鋼纒軽一議特ｌ毎入、賢署建艦」岬異扣慢錐①長押刑理窯潮暹埋ｅ紳晨輪ｅ異即

・ヤ拙当廻組

型劃叶ｅ呈型且如螺饗綴囲壗旺蒋ｅミャメ叶紐ｊ狸担・ヤ慨二匹やＪ姻如一Ｋ弓
、入弓や武緊窯倒〃荘咽〃逆窯剛ｅく紳晨欄ｅ怪劃ｅや皇。Ｍ工訟梼那・因

・や拙阜掲淨判川畑吊

・昌辿ｅ埠蝋〉や斗浄且鞭呂粧桶粟ｅ

・呼綿心や剛如拙哩里饅州榊晨偽〃しＪ駆型匪剛ｅ圭戟特那／型ｅ岬ｇ
ｏ四綿幻ヤ脛ｕＫｍｌ季八ｍ八ｌ心司端ト蝿や払蝋や一戟梼刑壗猟瀧窪師ｓ
・豐壺ｅ堅展哩咽〉や斗争型紙周恕桶粟（巴
・当送ｅ堤鯉〉や剖淨里縦爲瀧桶粟（巴

鮴旺一展制の髄

如露暖ｅ川適い茄斗幻や払如旺蒋ｅ圭騒祷那旦紳旺再ｅ坪／壗卿晨熟§【

・長や拙早響廷異迄響当舶緊辿伽皿怖旺劉ｅ小縮窪師如恥
廻聖も品異例締ｅ岬当維如廻把蝿ヤ淫駐如脈締ｅ岬里長舟鵠や〃Ｐ〆一縛叩一出瓶ｅ
紳晨輪／逆Ｕ－如蝶担当堅弄壗剖川担当脳姻リー粟繋ＧＭ壗榊旺蒋ｅ紳晨輪・国
・全や拙二響廷兵迄蕊△鋤悪心吊二響当哩型累繋ＧＭ〃や和泉唾

●

出剛ｅ叫蜀岬川逆ＰＣ侭型抑晨熟ｅ教司く里・皇扣狸〉レヨ景咽や精細心量個里晟

P"e.53

Tbk"ITzterne伽ﾉorACouncil

●

（皿毎ｓ尋桝芭吊絶毎世桜嬬ｅ駆晨郷）服四柵

・ヤ慨当却阜姻ｅ基型毎世桜鵬ｅ撫晨側β［
・ヤ拙当剖騒担当斌晨知（・や慨皇ら如隠ｅ寵撫窯幻黒扣罷離
抽や淵早憎繋ｅ午埋蝿ヤ駆且坦匡箇吊異（中曽【髄牡坦叶ｇ晨智）塊寵燕延）隠師理騨
（蕊塀ら穏慨ｅ窪砿誕）服苛臓

那淫且懸ｅ撫晨側岬全捜辿晟〃逆隠ｅ燕晨熱岬や眺如ら黒桝〃謡紳晨偽．『
・全学慨。響迩異垂

響鼻謹偶如淑綿Ｈ制両茄斗裡当叶辮旦綿Ｈｅ岬壗小瀧速師〃巡裡迄甑如縄終ｅ州
繩窪師〃二に如桜肥ｅ鮴曝繊ｅ紫回曝遡逆裡拙鵠凶当母晨偽〃型榊晨偽・叩
・ミギ拙写響迩異迄響鼻型桝如妻埠蝿〃迩抽幻担当旺埋

（壷蕊）縦一服

入叶埼碧麗慨蝿や細劉鴇伽縦速、１口一議鵺ｌ毎入、建慨〃逆個繋ｅ〃．『

假躍如晨撫訊慌ｌ毎入や魯碧艇慨

仙縦窪、１口〃一議鵺ｌ毎入や連慨

呼卯

←一国

・剖叩

幻川心惹辿脂聖ｅ鮒皿怖虹々しふ。辿旺倒一裁特ｌ毎入、嶽碧建慨唖
４Ｍ蝿や作潮如露繋旺剛圭戟特ｌ毎入や葺碧建慨蔀

蝿ヤ作麹如個曙ｅ午埋心や剛脛旦黙靴哩姻ｅ－戟特ｌ毎入や埼碧連慨面

如紫回蝿ヤ樋旺壗伽繩遥抑Ｐｓ異辿耀醸囎鞘担当余如紫旺僻適紳晨侭・寺
●全単拙与饗筵裏迄響暑再偶如妻骨瑚蝿迄異以任距罧昌辿埠迩頚や。侭や如蝶裡裏扣
当辿如曝蝋ｅ一蔵特訓与吊型個暖ｅ（当辿ｅ嶋塑）鞭関溌鯆驫／逆榊晨輪・ぬ

￥埼碧建慨も判異小瀧窪那担嘩与景当謹且黙絲ＳＰＪ剖皿垢旺剛呂二面
。判り二響扣哩如騨認ｅ哩咽目

×ご堅
昌四一

食、Ｋ叶棚

やｅ牒蜀さ裡侭Ｍ応蟇扣出噛理皿歸旺卿ｇｚｅアー裁特ｌ毎入や鴬碧建慨」ぬや籾圏ｅ小瀧塁鎮〃埜騨

・や拙』裡皇桑柳如判叩心超早呼

４Ｍ皇饗扣①哩里神川鯉〃如騨碑ｅ叫黙無ｅ椥晨輪圭試僻ｌ毎入

・皇単拙早響廷異迄得鼻黛桝如妻畏鯏〃逆

抽剖担当幻狸に釦堅展ｅ竺戟特訓蝿迷以累刷晨櫛壗蛆擬窪訓／逆押目輪・園
・長や拙与響迩裏迄響異黛偶如妻噸謝姦尽
（蝉嚇ら尋偶）服函鵬

愈綿Ｈ

螺田
細胆

〆碧担侭哩侭

侭担迩

仙露津ｅＷｓ０出糖皿垢旺剛ｇ三
角梢峰）
ｌｌｌｌｌｌｌｌｌｌｌｌｌｌｌｌｌｌｌｌｌｌｌｌｌｌｌｌｌｌｌｌｌｌＩＩＩＩｌｌｌｌｌｌｌ

・や批今慣例・縮溶心穐、田皿叩叶忠臼逆露曜ｅ川里孟牟
・や拙当慢柵・届溶①長巴亟守叶忠望逆粟暖ｅ川里亟牟
・や慨今慢側心長巴亜目母蔚臼埜粟繋ｅｕ二亟工

P"e."
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／逆抽剖担迄鰍如瀧終ｅ岬心灸仙総窪訓々らに如鵠劇当母晨輪／迩紳晨輸。【

旺撫岬角個里芋ｅ巾『舩網晟息
型桝当夜且綿Ｈｅ逵罷哩咽袷吊異紫回旺鴫鯉心に壗仙繩窪荊

妻堤泌

妻骨鯏

姻妻蝿全
全個
個辿
辿扇
扇ｅ
ｅ巾
巾胃
胃聡
聡胴胴壼壼
〃〃
如如
蝶蝶
蝿蝿
‐や
や旺
旺埋
埋
如蕊回心ヤ鞭旺壗伽擬窪知し全異且耀選喋蝋裡当や如紫旺僻
ｅ抄心裏扣叫ホニ吊以坦快斌亦
岬倉暇型・ｍｅ‐聖髄胴一一胃Ｃ，二・里娼棄蝿量胆や騒血〃や。侭

踵

仔唾州皿糊旺潮壬試特ｌ毎入や掛碧建隈
州掘窪、ＩＤ〃｛為特ｌ毎入や建慨

唾

や細妻蝿倉般型餉ｅ血目聡照晟息導偶亟囎堂ゴロ聾匪旺一展

姻妻心倉担い一・【ｅ巾［祇胴壼息型偶Ｕ一謎ｅ埋漿露郎晨熱一妻嗽綱霊屋

紳匡’余凶

・や拙当幻二将剖ｅ墨逆撫晨欄心津桝壗ｅ淨心や晨輪ＵＺ試梼師．［
（淑員輪）縦討鵬

・ヤ拙倉偶レニや糊型（ヤ拙〆ヲ刀「異繋旺勤」陛蜀）「累繋旺剛〃一議特ｌ毎入

や埼碧蝋慨」判（や拙二〃力「鶇粟」催司）「桶累累黙晨輸圭試鵺ｌ毎入、埼碧腱

●

慨」〃細撫晨熱心津桝壗ｅ淨幻や晨偽型（や世夕司ｚ戟特刑」吟蜀Ｚ執借ｌ毎

●

圧。ｃｃご国

ｕ一職中津旺曝甑

ｍＱ皇呂》④三色的目

く《
《
祠
卜
く
祠
卜
ＲＲ

Ｍ一唾中途旺堤蝿一、畳等④旨の胃

辿噛票入ヤス１噸綱晨四
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四e

・や拙当判ｅ

長

含冒会肩さ目
合肩 食弓鳥目 良月食悪
A "rl

懲薔描描繼縮雄猫描雄繊
溌建藻懲撰撰撰礫篭灘獣
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四（洞卜侭
ミ毎粛外遇沌吻目嵩臼

i卜
潤

1卜
潤

沌

繩
唱

－

こ『、卜Ｒ

ミ 〃n

卜Ｒ・埼推呈浮鋪

q､ l卜々､ ll､
ハ ，R公R
[肛
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篭勤蕊 画寵 画蕊_姻謹 型 躯鋼塞剰騨理熱鰯騨 哩ミ
く弓、卜
卜艮

く

ぬ

ミ毎愈陥潤沌的量活馬

、弓く

ミ毎嗣峠潤矩吻量活圏

国司呵卜
苫

圧ＣｃＣづ④

入

＝

会い烈陥潤沌的且旨臼

m

Q

芯

匪ｇＱｇ

4N

桓

窪

擁

壼

肩

圧ＣＣＱ爲
匪つｇ《爲

圧ｇＱ弓

圧ＣＣＱｇ

且囎蕊回旺喋龍

埠鞭悟誓い顔トミト、恥一

埠弾揺磐紫旺僻一

（騒亟）胡妻ｅ爆弾、１口圭試特畠紫旺僻甲副
棄骨湖薗

型中途曝鯉ｅ尽噸

囎鯉合弓端執トミト、恥一

幾選嶋藻

弾やｌい〃｛蕊特自壊旺僻

埠

辿唾中途堤潔

旦囎紫回旺曝甑

追掛

巾『祇淵展

妻噸綱野屋．［

・や拙今逼眺・届溶二発巴亟守叶忠曾逆個繋ｅＵ里一亟華

・や拙呉扣程匪壗娼瀧〆二品畦《堂裡黒部鴇

・や批当逼馴阜品巴巴［叶蔚臼埜個暖ＧＭ二亟牟

や猯、里ｅ亟岬異名仁壗払蝋ｅ囎蝿

や私、臼ｅ亟翻今市
如如頓亟長［里囎亟担忌呉に壗哩咽逆如蝶ｅ細事垂余蛍Ｊｇ

や桃、里ｅ亟岬黒呉に袋旺埋ｅ蕊回

や祝、悟ｅ唾担当叶榊里締Ｈ

且逆式藏世桜肥ｅ呼程〃迩辿如蝶幻侭壗田綿皇響嘩如魯母型伽繩窪那．割

・や拙二侭壗剖川蝉や摂耀如燕晨偽ｅ壬戟併那

型伽接肥〃逆抑晨輪担迄収如筈肥ｅ叡晨輪ｅ一栽慌那二吊刈喜但ｅ呼ぶ程．⑭

．〆一刊悟〆一揮桝異如懸網ｅ坪倉品里埋快心ヤ個聾壗如維窪剤／型や桃、藏蝿ヤ個躯

（毎世浬匪鞘雛）朕④職

小縦速師／如蝶ｅ員輔ｅや謹選蝉蝋悟警ら品異曝蝋合皀稲議トミト、恥・［

・や拙異扣智延埜娼瀧←や亜図面①長巡幸渦如「細撫終異邸晨輸」親や如
諜〆一響異長に唖侭個龍恕砥ｅ軍神晨熟〃巡工姻如「柳湘鰹異昧晨熟」ｊ狸担・ヤ拙
当却恕淫ｅ噸瀧〃や睡堂担当卜箪終擬紙曝泌Ｐや呂如Ｕ禧服憎組弧砥ｅ軍抑晨輪裡
迄甑如黒川・ヤ拙当迄姻如「抑細終異邸晨熱」〃祇墓ト眼壗憎總弧砥鶴純曝弾ｅ軍

鵬鯉埠鯉や当衷且抑晨輪壗小瀧窪那〃如蝶ｅ蝉弾心ｌｐ－試特皆蕊旺僻・国

娼妻

●

妻終鯏

や州、催ｅ皿担当瀧偶鶚伽総窪師如鈴劇当母ｅ累
粟邸晨熱 一妻蝋銅罧尽」

姦蛍将雁一余凶
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●
（懸亟）娼妻ｅ嶋斑、ｌｂ圭戟梼自舌四甲国
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四
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入や
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八

入

入

入

卜」

麗

蝿
m

Q

一旦
署

娼妻懸亟

吟パ

淨岬ヤ狐壜如圧ｇｏ《爲心長旺瀧隠亟船叫／埜如螺心ヤ曝鯉や入やＫ１い本ｅ
入や

追辿や型ヤリヤリや理や里や己や型や里や型や革
到噛K囎六噛・7、岨．Yヘ噛武囎武嘘・榊､唾武囎．γ、岨x旺
卜」

屈

国
ぬ

ぬ

＜
く

＜

型訓
且
里
且
以
埋
卜」

通

皇
望

職 ，

囎

唆

唾

噛

囎

屈

卜｣

池
唾

菫簔簔
川肩由

騒亟
畷皿

。や拙当逼朏・脆溶早吊皿自彊叶忠日通個暖Ｃｕ

二丘←」

ｍ一五一一
国「丘←一

・ヤ拙当慢挑・縮溶ｓ吊巴亟守叶忠臼猯摺暖ｅ川
・ヤ拙当慢眺９発、【亜目叶蕊曾逆偶曜ＧＭ
如蝶狸
ヨト巽壗粟鰍型、幻七‐唾里亟ｅ岬

妻畏瑚ｅ亟中〉埠
抽而旦黒叩ら判料匹閉ｅ
皿担当恕匪如払蝋ｅ堤甑
妻畏醐ｅ
唾担当恕匪如払蝋ｅ囎蝋

余凶

旺岬担

旺辮綿

骨、／柚や剛型侭担幻や祷呪以怖劇母鶚椥目熟逆企凶ｅ旺黙冊剖旺岬坦・閂担

里噛一入もＲトミヤメ晨凹

且囎紫回曝蝋冒

且囎蕊回曝鞭胃

辿囎一入もＲトミ、武晨型

追拙

畠ｍＱ皇ＣＣ④《③

切身学・麗旨閏毎厘恭

（軽亟）似棄ｅ囎蝋悟磐蕊旺僻埼椎且專鋪守占

唱

・や拙当判（圧８つ面×熱一入心Ｒ卜

（鴇亟）如惑ｅ壺個囮懸亟ｓ
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来るべきマルチメディア時代にも、

わが社は｢ﾋューマンコミニュケーションワーク
的･社会的に自己実現を図る」
目指す広告会社で式

マルチメ旱オア時代をリードする。

ﾋｭｰやｸﾘｴ行グ

マルチレイヤLANスイッチ
RLRNTECPowerHub7000
多様化するコンピューティング環境に応える

次世代へのネットワーク・ソリューション
▼Eth●『net、FDDI，Fa8tEthernel，ATMの竃遼スイゥチング

▼マルチプロトコル・ルーティング(IP，1PX，AppI●TaIk，DEC､●t)標準
▼バーチャルLAN（マルチレィャ方式）
▼マルチキャスト･ルーティング

▼エクスパンダブル・シャーシ＆マルチRISCプロセッサによる■具のスケーラピリテイ
▼フォルト・トレラント構造によるノンストップネブトワークの実現

SMI酌血嗜&Wrmaﾉ雄、｡汰
ｸﾗｲｱﾝﾄ／ｻｰパ･ｺﾝビｭｰﾃｨﾝグ､ ｲﾒｰジ処理､ﾏﾙﾁﾒヂｨｱ、ｵﾝﾗｲ･ トランザク
ション処理、ビジュアル化....など、ワークステーション／配の寓性堕化、ユーザ数やネットワーク柵向
型アプリケーションの増加に伴い、ネ･フトワーク・トラプイフクは毎年2～3倍のペースで膨れ上がって

います。そのため今日の分散ネットワークコンピューティング諏境ではネットワーク花壌帽のボトルネプ
クが非常に重要な問■となっています。また近年、社会の多様化に伴い、企菓のワークグループ栂造は従
来の階届型釦雌に韮づいたﾜｰｸグﾙｰプからプﾛジｪｸﾄに基づいたダｲﾅﾐｯｸなﾜｰｸグループ構
造へと変化しつつあります。そこで複雑化、蜜動化するワークグルョプへ柔軟に対応可能なネットワーク

が必要ときれてきています。このようなネットワークを取り恐く環境の変化に対し柔軟に対応可能なネッ

トワーク、それがRLHNTEC社のP◎w●rHubの提供する「Swj“j昭＆助TuaﾉNeｨwouf』です。
POW･rHubは既存の端末やアプリケーションに”を与え流ことなく、効果的にネットワークを拡張
し、そして将来のATMネットワークへの透過的なマイグレーシヨンパスを提供します。

nlHNTEC社概要
AlAN1誕杜はバックボーン向けIANスイッチにおけるリーディング・カンパニーです。I”1年10月

AIAN唾杜は市椙初のF輯Iポート、吻加aLANをサポートするLANスイブチ製品脚咋rHubを出荷致しま
した。そして約3年を経た現在でも碗噛Hubは蛾も先進的なﾈｯﾄﾜｰｸ製品として評価ざれています。
POW画Hubに導入されているこれらの機能は、今後のネットワークを構笑する上で、無くてはならないネッ
トワーク標準機能になりつつあります。
申日商エレクトロニクス（桧）は

のEl内総代則店I

なっております｡

＊畔しぃお岡い合わせは

日商エレクトロニクス株式会社

◆銅古届支店営梁部営業2腺姐当：吉旧
〒460名古屋市中区錦l－5－l3
日商岩井（株）名古屋支社ピル内

薪東通信

●TEID52:(202)34”FAX:052(202)3496
本社･“0名古■市中区丸の内3丁目19番14号

★E.Mail:hyoshid"nkS1m-ele.COjP

1bLO52-951-“31Fax,鴎29副-3麺
東京支社･大飯支社・三■・ﾏドﾘｯ .ﾊﾞﾙｾﾛﾅ

TM

WebFORCE" lndy
lndigo＠ファミリ
◆WWWコンテンツ制作＆オーサリングから
サービングまで最適環境を提供。

●
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[動

lrdyの優れたグラフィックス性能＆ディジタルメディア
機能をプラットフォームに､WWWMorldWide*b)での
情報提供に必要なあらゆるソフトウェをパッケージ。
●バンドルソフトウェア

オーサリング

M

のノ
rUBﾈｯﾄﾜｰｸｽは､1979年の設立以来､ｱﾒﾘｶ国内、

1

1

LAN&

、のﾄｯプべﾝダｰとして世界中で活躍しています。
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■

取り扱い製品
●GeoRim/E(イーサネット･スイッチ八プ)oGeoSwitchl55(ATMスイッチ八ブ）

WebMagicAuthor
WebMagicDigitalMediaTooIs

ブラウザ

NetscapeNavigator

サーバ

NetscapeCommunicationsServer

＊日本ｼﾘｺﾝｸﾗﾌｲﾂｸｽ術t会社
本社〒150東京都渉谷区璽比寡4丁目20番3号ロ比辱がｰｦブﾚｲｽﾀﾜｰ31F

●CiscoRouter(ｼｽｺ社製ルータ)OLightStream2020(ATM交換ｽｲｯﾁ）
●EtherEZ,EliteCard(PC-LANアダプタ）他

芽
UBNetworks
も

UBネットワークス株式会社

TEL:03-5488-1811(大代表）

名古屋営巣所〒4印名古屋市中村区名駅南1丁目16番30号東海ビル406
TEL：052.565-8331(代表)

の高度情報化の波に乗り､ユーザおよび市場のニーズ
に的確にお応えすることによって発展してきました｡コン
ピュータ･ネットワークの進展は目覚ましく､当社ではお客
様の既存のネットワークの投資効果を守りながら､次世
代のネットワークへの移行をいかにスムーズに経済的に
進めていくかの提案を行い､企業ネットワーク･システム

FAX:052-565-6310

名古屋営業所：〒461名古屋市東区葵'-14-13-光第1 l新栄ピﾙTELO52-937-4910 FAX､052-937-4830
東京本社：〒lO8東京都港区港南4-1-8リパージユ品川TEL,03-艶62-1400 FAX､03-5462-1490
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