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理事長のことば

2004 年度の活動は、個人情報保護法への対策ということで始まりました。6 月 26
日の総会併設講演会では、水野徳重（（株）メイテツコム・TIC 理事）氏による企業
サイドからみた「ISMS による個人情報保護対策」という講演と中山雅哉（東京大学）
氏と渥美清隆(TIC 運営委員)氏による大学における対策として「どうしましょう、大
学における個人情報保護」と銘打った講演で幕が開けました。2005 年 4 月 1 日施行
の法律に向けて TIC の早期の取り組みでした。不肖私も奉職する法人（金城学院）の
個人情報保護委員会の委員長になる運命でしたから、この講演は非常に参考になるも
のでした。今後、様々な事例が出てくると思いますが、この２つの講演で紹介された
取り組みは先駆的な事例として貴重だと感じました。
オープンソース関係の活動は昨年度に引き続いて活発でした。石川雅彦（（株）SRA・

TIC 理事）氏の献身的な努力のおかげで、今年度は５回のオープンソースソフトウェ
アセミナーを開催しました。昨年度からの通算での回数で表記しますと、
第５回「オープンソースソフトウエアを活用した、組み込みマイコン開発」
第６回「オープンソース三つ巴」「Linux Zaurus/PDA 事情」
第７回「オープンプリンティング」
第８回「SH-Linux カーネルのリアルタイム割込み」
第９回「データマイニングとMUSASHI」
と、Linux に限らず、トレンディなテーマを次々提供し、テーマが極めて専門的な

セミナーでも参加者が少なくなかったのは驚きでした。今後もオープンソース関連の
イベントを提供していきたいと思います。
セマンティック Web はようやく世間に用語が知られ始めて、活動もこれからとい

う時期です。今年は目立った活動ができませんでしたが、新しい年度にはもう少し進
展が見られると思います。ご期待ください。
もう一つの活動は、Spam 対策への貢献です。7 月 21 日、情報処理学会の連続セ

ミナー 『安全・快適な社会を築く情報技術』 -- 第 2 回「spam 撃退術」が開かれま
した。コーディネータは前年度、TIC 講座で講師をお願いした東京工業大学の前野年
紀先生で、京都大学の湯浅太一先生と並んで TIC から鈴木常彦(中京大学/（株）リフ
レクション)理事と渥美清隆氏が講師を務めました。
最後は「インターネット安全教室」の開催です。11 月 6 日（土）名古屋市公会堂

4F　第 7 集会室において、経済産業省、NPO 日本ネットワークセキュリティ協会
（JNSA） 主催、NPO 東海インターネット協議会(TIC)共催、愛知県、名古屋市、愛
知県教育委員会、名古屋市教育委員会後援による一般市民向けの啓蒙講座が開催され
ました。同時併設講座として TIC による「インターネット常時接続における安全対策
～技術編～」を行いました。後藤邦夫（南山大学・TIC 副理事長）、石川雅彦、渥美
清隆、鈴木常彦の各氏がそれぞれ講師としてより高度な技術的な解説を行いました。
「安全教室」は次年度も引き続き恒例行事となる予定です。
このように TIC は東海地方のインターネット環境を監視する団体として一定の社会

的評価を受けつつあるという実感があります。今後とものみなさまのご支援をお願い
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致します。

１．　東海インターネット協議会について
特定非営利活動法人東海インターネット協議会は、2002 年（平成 14 年）1 月 24

日、特定非営利活動法人として申請し、5 月末に法人登記を行い、特定非営利活動法
人　東海インターネット協議会として前身の東海インターネットワーク協議会から生
まれ変わりました。
なお、前身の東海インターネットワーク協議会(Tokai　Internet　Council：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、電子計算期間
相互の接続（インターネットワーク）に関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
おけるかつどうの支援を行うことを目的として、1992 年７月３日に設立されたもの
です。
特定非営利活動法人東海インターネット協議会の目的は定款第３条に示すように

「 この法人は、愛知・三重・岐阜・静岡の地域市民（中小企業事業者と社員、学校・
大学、身体障害者、等）に対して、インターネットの技術および利用に関する啓発・
普及、インターネット接続技術および利用技術に関する研究・開発、学校教育へのイ
ンターネット利用の支援、障害者を支援するためのインターネット利用方法の研究・
紹介、等の事業活動を行い、当地域におけるコンピュータネットワークの健全な発展
を通じて、社会教育の推進に寄与することを目的とする。」としております。また、
特定非営利活動の種類としては定款第４条で「この法人は、前条の目的を達成するた
めに、次に掲げる種類の特定非営利活動を行う。

（１） 情報化社会の発展を図る活動
（２） 社会教育の推進を図る活動
（３） 保健、医療又は福祉の増進を図る活動

この法人の主たる目的は（１）および（２）であるが、障害者を支援するためのイン
ターネット利用方法の研究・紹介を行うため、（３）の活動を行う。」とうたっており
ます。
　特に、（１）に追加された情報化社会の発展を図る活動は 2002 年（平成 14 年）暮
れに改正された法律に基づく活動であることを明記しておきます。

東海インターネット協議会の 2004 年度の役員構成を以下に示します。
理事長　　中田　平

　副理事長　赤崎まき子
　同　　　　後藤　邦夫
　理事　　　水野　徳重
　同　　　　石川　雅彦
　同　　　　横井　茂樹
　同　　　　鈴木　常彦

　同　　　　萩原　秀和
同　　　　伊藤　義仁
同　　　　田坂　雄一
同　　　　石田　浩之
同　　　　山崎　　拓
監事　　　尾崎　雄一
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同　　　　山口　智雄
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----------------------------------------------------------------
2004 年度 専門委員会構成
----------------------------------------------------------------
＊印は主担当
　専門委員会
（１）TIC 講座
　 ＊石川雅彦((株)SRA)

鈴木常彦（中京大学／（株）リフレクション）
(NTT 西日本)  

（２）ビジネス応用
＊ (NTT 西日本)  
赤崎まき子((株)エイ・ワークス)
鈴木常彦（中京大学／（株）リフレクション）

（３）インターネット技術
＊ 鈴木常彦（中京大学／（株）リフレクション）
水野徳重（（株）メイテツコム）
(TOGIS(株))  
 石川雅彦((株)SRA)
後藤邦夫(南山大学)  
石田亨（情報科学芸術大学院大学）（運営委員）
平野純二(TOGIS(株)) （運営委員）

（４）シンポジウム開催
＊萩原秀和（（株）ミントウェーブ）

（６）福祉啓発
＊ 中田平(金城学院大学)
田中芳則（運営委員）

（７）教育支援
＊ 後藤邦夫(南山大学)  
長谷川元洋（運営委員）
中田平(金城学院大学)

（７）オープンソース
＊ 横井茂樹（名古屋大学）
渥美清隆(静岡大学)（運営委員）
石川雅彦((株)SRA)
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――――――――――――――――――――――――――――――――――
特定非営利活動法人　東海インターネット協議会組織図

　　

特定非営利活動法人東海インターネット協議会事務局
〒460-0022　名古屋市中区金山 5-11-6　株式会社名古屋ソフトウェアセンター内
TEL:052-889-1798
FAX:052-889-1799
E-mail:tic-sec@tokai-ic.or.jp

総　会総　会 監　事

理事会 事務局

専門委員会
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２．　2005 年度事業計画書

特定非営利活動法人東海インターネット協議会
平成１7年度事業計画書

１　事業実施の方針
特定非営利活動法人東海インターネット協議会は、前年に引き続き、地域市民、中

小企業事業者と社員、小中高のコンピュータ教育担当教員、身体障害者に対して、イ
ンターネットの技術および利用に関する啓発・普及、インターネット接続技術および
利用技術に関する研究・開発、学校教育へのインターネット利用の支援、障害者を支
援するためのインターネット利用方法の研究・紹介、等の事業活動を通じて、当地域
におけるコンピュータネットワークの健全な発展に寄与することを目的とし、次の事
業を計画実施する。
具体的には、本法人の定款第５条第１項の事業として、インターネットの技術およ

び利用に関する啓発・普及事業、インターネット接続技術および利用技術に関する研
究・開発事業、学校教育へのインターネット利用の支援事業、障害者を支援するため
のインターネット利用方法の研究・紹介事業、中小企業社員・学生・市民に対するイ
ンターネット技術の教育事業を実施する。

２　事業の実施に関する事項
特定非営利活動に係る事業
事業名 事業内容 実 施 予

定日時
実 施 予
定場所

従 事 者 の
予定人数

受益対象者の範
囲及び予定人数

支出見込
額（千円）

(1)TIC 講
座事業

ソフトウェア技術者協会名古
屋支部などの東海地区の関連
団体とオープンソースのビジ
ネスへの応用を模索するため
に研究会を 5回程度開催する

平成 17
年 6 月
～18 年
5月

名 古 屋
市内

講師10名 一般市民を対象
100～200人

500

（２）ビ
ジネス応
用事業

(財) 人工知能研究財団との協
力による調査研究による「知
識集約ネットワーク社会にお
ける個の自衛に関する調査研
究」一般向けパンフレットの
作成など。

平 成 17
年6月か
ら 平 成
18年5月
まで

名 古 屋
市内

実 行 責 任
者５名

両会員および一
般市民を対象。

100

（３）イ
ンターネ
ット技術
事業

地域ならびに全国の BSD 関連
団体が主催する「BSD カンフ
ァレンス」の名古屋地区開催
への協力

平成 17
年 7月

名 古 屋
市内

実 行 責 任
者５名

会員および一般
市民を対象。40
人を予定。

400
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ネットワーク管理技術の勉強
会を 3回程度開催
    

平成 17
年 6 月
から 18
年 5月

名 古 屋
市内

実 行 責 任
者５名

会員および一般
市民を対象。
100人を予定。

300

（４）TIC
シンポジ
ウム事業

『enum：数字ドメインは何に
使えるのか？』(仮称)

平成 17
年６月

名 古 屋
市内

実 行 責 任
者５名
他 に 正 会
員10名

一般市民を対象
40人を予定

110

（５）福
祉啓発事
業

障害者のインターネット利用
活動を支援

平 成 17
年6月か
ら 平 成
18年5月
まで（継
続 事
業）

Web サ
ー バ ー
上 で 公
開

実 行 責 任
者3名

障害者・ボラン
ティア団体関係
者、その他市民
多数

10

（６）教
育支援事
業

経済産業省、日本ネットワー
クセキュリティ協会(JNSA)と
の共催にて、「インターネット
安全教室」愛知会場の開催。
「TIC セミナー」を併設して
主催。インターネットを安全
につかうための心構え、知識
を一般市民に講習する。

平 成 17
年 10 月
又 は 11
月

愛 知 県
内

実 行 責 任
者３名

一般市民150名 200

JNSA が企画する一般市民支援
活動(仮称「SPREAD」)への協
力連絡会議への参加

平 成 17
年6月か
ら ま た
は18年3
月

愛 知 、
三 重 、
岐 阜 、
静 岡 県
内

実 行 責 任
者３名

一般市民から募
集する支援者
20名
支援を受ける一
般市民200名

100

（２）その他の事業
　　　該当なし
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３．　2004 年度事業報告書
（平成 17 年　愛知県知事への申請書類を転載）

平成１６年度事業報告書

特定非営利活動法人東海インターネット協議会

１　事業実施の概略
　特定非営利活動法人東海インターネット協議会は、愛知・三重・岐阜・静岡の地域
市民に対して、インターネットの技術および利用に関する啓発・普及、インターネッ
ト接続技術および利用技術に関する研究・開発、学校教育へのインターネット利用の
支援、障害者を支援するためのインターネット利用方法の研究・紹介、等の事業活動
を行い、当地域におけるコンピュータネットワークの健全な発展を通じて、社会教育
の推進ならびに情報化社会の発展に寄与することを目的とし、次の事業を計画実施し
た。
具体的には、本法人の定款第５条第１項の! インターネットの技術および利用に関

する啓発・普及事業、" インターネット接続技術および利用技術に関する研究・開発
事業、# 小企業社員・学生・市民に対するインターネット技術の教育事業の複数の授
業にまたがる活動として、TICシンポジウム事業として個人情報保護情報講演会「ISMS
による個人情報保護対策」および「どうしましょう、大学における個人情報保護」を
1回、オープンソースソフトウェアセミナーを５回、セマンティックウェブ研究会を
１回開催し、多数の参加を得た。
他に% 学校教育へのインターネット利用の支援事業の一環として、経済産業省、NPO

日本ネットワークセキュリティ協会（JNSA）の主催のもと、「インターネット安全
教室」を開催し、一般市民を対象にネットワーク・セキュリティ啓発講座を開催した。
$ 福祉交流メイリングリストの維持管理と意見交換、交通バリアフリー情報の情報収
集、オフラインミーティングを１回実施した。
第2項その他の事業（収益事業）は今年度は実施しなかった。

H16.7 情報処理学会 連続セミナー2004　第 2 回「spam 撃退術」 鈴木理
事、渥美理事

 H16.7 鈴木常彦・後藤邦夫・山口榮作・石川雅彦:
２　事業の実施に関する事項
（１）  特定非営利活動に係る事業

! インターネットの技術および利用に関する啓発・普及 (事業# の項参照)
（ア）  開催日時及び講師等
日時 場所 テーマ 講師、パネリスト、司会 従 事

者
参加者

平成16年
6月26日

南山大学サ
テライトキ
ャンパス

「 ISMSによ
る個人情報保
護対策」・「ど
うしましょ
う、大学にお
ける個人情報
保護」

水野徳重（（株）メイテツコ
ム・TIC）、中山雅哉（東京
大学）、渥美清隆(TIC)

理事
2名

TIC12名
一般10名
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うしましょ
う、大学にお
ける個人情報
保護」

平成16年
7月21日

東京電機大
学

情報処理学会
連 続 ｾ ﾐ ﾅ ｰ
2004 第 2回
｢ spam 撃 退
術｣

鈴木常彦(TIC) ･渥美清隆
(TIC)

理 事
1名

情報処理学会
員80名

（イ）  支出額
０円。

（ウ）  収入額
　　　　0円。

#  中小企業社員・学生・市民に対するインターネット技術の教育事業

（ア） 以下の通り、オープンソースソフトウェアセミナーを５回、
      セマンティックウェブ研究会を１回開催した。

（イ） 開催日時および講師等

日時 場所 テーマ 講師、パネリスト、
司会

従 事
者

参加者

平 成 16
年6月19
日

中京大学名
古屋学舎

オープンソースソフト
ウエアを活用した、組
み込みマイコン開発

みついわゆきお 理 事
2名

一般 29名
TIC13名

平 成 16
年9月11
日

南山大学サ
テライトキ
ャンパス

オープンソース三つ巴
/Linux Zaurus/PDA 事
情

野首 貴嗣(凸版印
刷(株),FSIJ理事)

理 事
３名

一般 27名,
TIC 11名

平 成 16
年 10 月
16日

名古屋男女
平等参画推
進センター

オープンプリンティン
グ

樋口貴章(サン・マ
イクロシステムズ
(株)),志田惠昭(キヤ
ノン(株))、虎谷泰
昌(キヤノン(株)),

理 事
2名

TIC4名
一般20名

平 成 16
年 11 月
20日

名古屋工業
大学

SH-Linux カーネルのリ
アルタイム割込み

海老原祐太郎(シリ
コ ン リ ナ ッ ク ス
(株))

理 事
2名

TIC2名
一般 22名

平 成 15
年 12月
6日

株式会社新
東通信

第２回勉強会
スケジュールとセマン
ティックウェブ ～
ScheduleLayer ～

石原靖雄（株式会
社新東通信）

理 事
２名

７名



東海インターネット協議会　　　　　　　　　　　　　　　　　２００４年度会報

───────────────────────────────────

───────────────────────────────────
Tokai　Internet　Council　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Page 13 of 96

ScheduleLayer ～
平 成 17
年1月22
日

中京大学名
古屋学舎

データマイニングと
MUSASHI

羽室行信（大阪産
業大学経営学部助
教授）

理 事
3名

TIC3名
一般 33名

（ウ） 支出額
      6 回の研究会、セミナーで講師謝礼、交通費等、合計 179,109 円の支出があっ
た。
（エ） 収入額

 参加費収入161,000円
% 学校教育へのインターネット利用の支援事業
（ア）  この事業の一環として、経済産業省、NPO 日本ネットワークセキュリテ

ィ協会（JNSA）の主催のもと、愛知県、名古屋市、愛知県教育委員会、名古屋
市教育委員会の後援を受け、「インターネット安全教室」を開催し、一般市民を
対象にネットワークセキュリティにかんする啓発講座を開催した。

（イ）  開催日時及び講師等
日時 場所 テーマ 講師、パネリスト、司

会
従 事
者

参加者

平 成 16
年 11月
6日（土）

名古屋市公
会 堂 4F
第 7集会室

「インターネット
安全教室」セミナ
ー
TIC入門セミナー
 インターネット常
時接続における安全
対策～技術編～

NPO法人JNSA（日本
ネットワークセキュリ
ティ協会）
愛知県警生活安全課
TIC理事

理 事
8名
運 営
委 員
1名

一般市民 100
名

（ウ） 支出額
      会場費 64,000円(機器使用料含む)
      資料及びコピー代　34,000円
（エ） 収入額
      0円
$  障害者を支援するためのインターネット利用方法の研究・紹介事業

（ア）  メイリングリストを中心とした活動では、年間約 200 通の意見交換があった。
交通参加者の交流・親睦を深めるために、１回のオフラインミーティングを実
施した。

（イ）  開催日時及び講師など

日時 場所 テーマ 講師、パネリスト、司
会

従事者 参加者

平 成 17
年5月28
日(金)

国際福祉健康
産業展ウェル
フェア 2004
会場 (ポート
メッ セな ご
や)

オフ会 運 営 委
員1名

(参加者数不
明)
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年5月28
日(金)

産業展ウェル
フェア 2004
会場 (ポート
メッ セな ご
や)

員1名 明)

（ウ） 支出額
         なし。

（エ） 収入額
         なし。

以上
２　収益事業

　本年度は実施せず。

３　会議の開催に関する事項
ア　第１回通常総会
（ア）開催日時及び場所
　　　平成16年6月26日 14:40～15:00　南山大学サテライトキャンパス
（イ）議事次第
（１）  役員紹介
（２）  改選役員について
（３）  平成16年度事業報告及び予算案の承認について

       イ　第２回通常総会
（ア）開催日時及び場所
　　　平成17年6月4日 14:30～14:50　南山大学サテライトキャンパス
（イ）議事次第

（１）  平成16年度の事業報告の承認について
（２）  平成16年度収支決算の承認について
（３）  次期役員の選出について
（４）  平成17年度事業計画の承認について
（５）  平成17年度収支予算の承認について

（２）理事会
ア　第1回理事会
第 1回理事会 議事録
報告事項
　なし
審議事項
１．2004年度役員(総会資料5　p12)
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        田中理事(NTT) 転勤 --> 石田 浩之 (NTT)
          加藤理事(TOGIS)        --> 山崎 (TOGIS)
  理事の任期は2年であるが、この２名に関しては他の理事の任期に会わせ残
存期間 1年とする

2. 2004年度事業計画(総会資料6 　p13)
　・ 今年度より書式を役所提出形式に変更
    (1) TIC講座事業 -- オープンソースに重点
    (2) ビジネス応用 -- 調査研究 (福村 顧問)
    (3) インターネット事業 --セマンティックWeb
    (4) TICシンポジウム事業 -- 本日の講演会
    (5) 福祉啓発
    (6) 教育支援事業

  オープンソース関係イベントの可能性あり。
(事業計画の追加)
経済産業省 大崎氏より
NPO法人日本ネットワークセキュリティ協会のインターネット安全教室の愛
知県開催検討の依頼が来ている -- 10から12月全国11箇所程度

　　　 昨年度の資料　http://www.jnsa.org/caravan.html
一般向け2時間 JNSA作成コース
講師はJNSA派遣またはこちらの講師が講習受けて実施
主催: 経済産業省、JNSA
参加人数目標 100から300名
メリット: 新聞、行政関係への広報は主催者側で手配可能
デメリット: 会場手配、会場費共催側(TIC)持ち -- 若干予算化必要
            内容は標準通り
併設イベントをつける方針で検討する。
３．収支予算案(資料 7 　p15)
　　・会員数減 で収入へった。当期赤字見込み 97万円
　　・会員の獲得に理事会としては努力する。
　　・講師謝礼の内容 -- 身内3万円、遠隔 交通費 + 5万円
　　・財産目録（資料８　p16）を確認
以上

イ　第2回理事会
第 2 回理事会　議事録

■日時: 2004年 9月1日(水)  17:00 -- 19:00
■場所: 株式会社メイテツコム会議室
                〒450-0002　名古屋市中村区名駅１－２－４
                名鉄バスターミナルビル１０Ｆ
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■出欠確認、定足数確認 (敬称略)
  理事      中田、赤崎、後藤、石田、水野、横井、石川、山崎、鈴木、萩
原、伊藤
  運営委員：平野、太田 、滝川、加納、渥美、坂、伊藤(剛)
  事務局: 田坂
■出席者(予定) :(順不同、敬称略)
  理事    ：中田、後藤、鈴木、石川、水野、田坂
  運営委員：渥美
■委任欠席者: (順不同、敬称略)
  理事      赤崎、伊藤、石田、横井、山崎、萩原
  運営委員：
  ※全理事12名、出席、委任欠席併せて12名で理事会成立
■委任状なし欠席者: (順不同、敬称略)
  理事    ：
  運営委員：平野、太田、滝川、加納、坂、伊藤(剛)
■記録係：
  渥美
■資料確認：
      資料0: 議事次第
      資料1: 前回議事録
      資料2: 報告資料
           資料2-1: 事務局報告(特になし)
      資料3: 審議事項資料
           資料3-1:JNSAセミナーとTICイベント(8/31, [tic-board:04192])
■前回理事会議事録確認
・案のとれた議事録を作成する必要がある．
■報告事項

1. 理事長より
1.1 NPO 登記の件

・役員の任期は2年であるので，現在の理事全員が平成17年3月に任期満了と
なり
  改選が必要であると理事長から説明があった．
・登記書類の不備などがあり，登記に時間と手間がかかって大変である．今
後は司法書士に登記業務を依頼することを検討したい．たぶん，2-3万円程度
の費用．

1.2 その他
特になし．
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       2. 事務局より
   新入会員:  個人: 0 組織: 0
        会員数：   45(2003/07/31) -> 個人8 + 組織28 + 賛助4 = 40
        会費納入状況：2組織に未納がある．
        その他

3.専門委員会報告
略

4.その他報告事項
4.1 JANOG14(7/27,[tic-board:04063])報告(鈴木理事)
CANの現状について報告があった，報告直前に会議主催者から地域IXについ
ても解説を加えて欲しいとの依頼があったので，それを加えたらCANの説明
に十分な時間がとれなかった．東北はTOPICでASを取ってCANと同様のこと
をしているとの意見があった．議事録はJANOG14のウェブページに掲載予定．
http://www.janog.gr.jp/meeting/janog14/abstract.html#07231515
TICの活動を紹介する?月1回のメルマガを出す．最初は9/5．原稿は石川さん
宛に．

4.2 人工知能振興財団の研究会(8/30)(鈴木理事)
「<s>知識集約</s>ネットワーク社会と個の自衛に関する研究会」をTICと人
工知能振興財団のタイアップで立ち上げ．第一回会議を8/30に実施．メンバ
ーは以前お知らせしたとおり．この研究会は2005年9月までに8回くらいの会
議を持ち，以下のことを実現する．
・ネットワーク市民(個人)の自己防衛に必要な情報提供．
・パンフレットの作成．
・ウェブサイト，メーリングリスト，wiki等の開設．
・相談窓口の設置．

4.3 anti-spam ML(7/19, [tic-board:04040])(鈴木理事)
情報処理学会連続セミナーでspamに関するセミナーを開催，その後情報処理
学会研究会にも論文を投稿し，BSDマガジンにも記事を投稿した．さらに議
論を深めるためメーリングリストを立ち上げた．

4.4 オープンソースセミナーの件(石川理事)
次回は9/11「オープンソース3つ巴」，「Linux Zaurus/PDA事情」と題して開
催する．今後の予定は以下の通り．
・10/中 アックス・マツタケさんにオープンプリンティングの話を．
・11/中 Linux工房のエビハラさんから．
・2月 ZOPEセミナー 元NLUGサコダさんが折衝中．
・3月 Xoopsセミナー 元NLUGサコダさんが折衝中．
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・日程未定 snort, postgreSQL, オープンソース専門学校，ライブドアの話な
どを企画中．

4.5 広報サーバ障害(鈴木理事)
wiki.tokai-ic.or.jpにアクセスできない状態がたびたび発生する．理由は様々
だが，サーバ自信の問題より，ネットワークの不具合が多い．www.tokai-
ic.or.jpとwiki.tokai-ic.or.jpを一本化するなどを検討する必要がある．

4.6 事務局内の不要文書整理(田坂理事)
事務局内に不要文書・会誌などがたまっている．会誌はセミナーなどを開催
する際に出来る限り配布し，広報活動に利用する．不要文書は田坂理事が判
断して処分する．

直近の9/11オープンソースセミナーで会報を配る兼については，参加者は
max50．配達は平日の午後2時から6時の間に指定すること．

南山大学サテライトキャンパス 後藤宛(転送不要)
〒461-0005　名古屋市東区東桜2-10-10　　TEL:052-939-3380
http://www.ic.nanzan-u.ac.jp/CMAP/nagoya/c-sateraito.html

■審議事項 (()内は提案者)

1 JNSAセミナーとTICイベント(後藤理事）
  JNSAセミナー「インターネット安全教室」(詳細は別途資料)

11/5から11/6に会場を予約．11/6午後からの開催だが，その前は念密なリハ
ーサルを行うらしい．費用は会場費3万，ワイヤレスマイク2.6万，VPレンタ
ル5-8万．VPが高いのは3500ANSIルーメンのため．2000ANSIルーメンでで
きるなら，モバイルVPを適宜調達してコストを下げる．

後援は愛知県，愛知県教育委員会，名古屋市，名古屋市教育委員会に依頼し
た．
受付は，電話による問い合わせはJNSAにお願いし，電子メール，ウェブフォ
ーム，FAXはTICで受け付ける．参加登録はウェブフォームおよびFAXのみと
し，電子メールでは問い合わせに対応する．電子メールアドレスは
「anzen@tokai-ic.or.jp」
, ウェブフォームは「http://www.tokai-ic.or.jp/anzen/」ただし，広報では
「http://www.tokai-ic.or.jp/」を載せ，このページにリンクを作成する．そ
の他，併設イベントは何か実施したいが，具体的な中身はこれから詰めるこ
ととした．広報は原稿を事前に用意し，後援などの重要事項が決まり次第，
広報活動を行う．会場の使用許可証はTIC事務局で預かる．
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2, 3 は省略．
4. その他審議事項
特になし．  
■その他
・次回理事会 日程、開催場所
10月18日の週で計画する．場所は未定．

ウ　第3回理事会
■日時: 2004年10月19日(火)  17:00 -- 19:00
■場所: 株式会社メイテツコム会議室
                〒450-0002　名古屋市中村区名駅１‐２‐４
                名鉄バスターミナルビル１０Ｆ
■出席者 :(順不同、敬称略)
  理事    ：後藤、石田(NTT)、山崎、鈴木、石川、水野
  運営委員：渥美
■委任欠席者: (順不同、敬称略)
  理事    ：伊藤、萩原、田坂
  運営委員：太田、石田(IAMAS)
  ※全理事 ___名、出席、委任欠席併せて  __名以上で理事会成立
■委任状なし欠席者: (順不同、敬称略)
  理事    ：中田、赤崎、横井、
  運営委員：平野、滝川、加納、坂、伊藤(剛)
■記録係： 鈴木 　　　　
■資料確認：
      資料0: 議事次第
      資料1: 前回議事録
      資料2: 報告資料
           資料2-1: 事務局報告(もしあれば)
      資料3: 審議事項資料
           資料3-1:JNSAセミナーとTICイベント(8/31, [tic-board:04192])
■前回理事会議事録確認
■報告事項
　1. 理事長より
        欠席
  2. 事務局より (事前報告)
        会員数：   41
        会費納入状況： 残り1組織
        その他
  3.専門委員会報告
        略
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  4.その他報告事項
     4.1 オープンソースセミナーの件 (石川理事)
         第7回オープンソースセミナー報告
         テーマ    オープンプリンティング
                  サン・マイクロシステムズ 樋口 、キャノン 志田、虎谷
         石川感想  講師の話がうまく、とても面白かった。
                   デモに使用したプリンターが抽選でプレゼントされた。
         参加者    24名
         収入      20,500円 支出 30,000円
         構造 TIC補助無しでは完全に赤字
     4.2 インターネット安全教室、TIC入門セミナー(11/6)の準備状況 (後
藤理事)
　　　　 JNSAセミナー「インターネット安全教室」(詳細は別途資料)
          E-mail: anzen@tokai-ic.or.jp
          URL: http://www.tokai-ic.or.jp/
          FAX:  問合せなし、申込みのみ
          TEL:　JNSA(東京)
          後援：　愛知県、愛知県教育委員会
   　             名古屋市、名古屋市教育委員会
         参加申し込み数(10/19 11時)
           安全教室   16 (60代 2, 50代 7, 40代 5, 30代 1, 20代 1)
           TICセミナー 8
         広報お願いします:
          中日新聞(依頼済。結果は?)
          ML(複数済)
          チラシはコピー可の了承あり(PDFファイルもらう予定)
          その他アイデアがあれば
          学生にも興味あればとすすめていますが、
          いざとなればさくら参加要請(1週間前)
         セミナーの内容 -- 後藤、石川、渥美、鈴木で検討。ほぼかたまっ
てきた。
         インターネット利用デモは最小限にして、会場に簡単な無線/有線
LAN
         とノートPC持込。ポートあきあきのPCあれば当日貸してください。

         前日と当日の進行
         ----------------
 
         前日(11/5(金))準備/リハーサル: 5:30pmから JNSAチーム着
         後藤学生に移送依頼
           JNSAからの荷物、



東海インターネット協議会　　　　　　　　　　　　　　　　　２００４年度会報

───────────────────────────────────

───────────────────────────────────
Tokai　Internet　Council　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Page 21 of 96

           利用許可証(事務局から事前に後藤に戻す)、
         水野理事からビデオプロジェクタ借用(午後)
         予備ビデオプロジェクタと5mケーブル、電源延長、
         3脚(ビデオカメラ)
         会場セッティング -- スクリーンセット、マイクなどの貸出し -- 料
金(4万円弱)
         7pmまでに後藤着

         当日(11/6(土)): 朝9:30ころからリハーサル (だれか立ち会う?)

         TICの荷物
            会報(古いのもあまっていれば)
            TICセミナー資料、アンケート(実施するか?)
            (安全教室)アンケート回収箱

         昼食: 地下の食堂かコンビニ弁当

         受付(13時) -- 2,3名(名前チェック不要)
         経済産業省、警察のスピーカに挨拶(控え室) 理事長?
           -- 応対、ペットボトルのお茶くらいは用意

         13:30 安全教室開始
               理事長挨拶

         会場係補助 -- まあだれかいるでしょう
         15:30終了  アンケート回収, JNSAは撤収
 
         15:45 TICセミナー受付/準備
         16:00 セミナー: 後藤、石川、渥美、鈴木
         18:00 終了、撤収

         懇親会どうしましょ。        

     4.3 セマンティックウェブ研究会について (鈴木理事）
 　今後の活動案について
            TICの古いアクティブメンバーの石原さんからの提案
(ScheduleLayer)
            とセマンティックウェブの関連を模索する意味で、石原さんを
講師と
            する研究会を開く。
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■審議事項 (()内は提案者)

  1. TIC の今後(田坂事務局長) --> 次回理事会まで保留
       審議としないが、意見交換を行なった

  2. その他審議事項
         

■その他

  ・次回理事会 日程、開催場所
　    12/13 - 12/16 でメールで調整
　　　

エ　第 4回理事会 議事録
特定非営利活動法人 東海インターネット協議会 2004年度第 4回理事会 議事録(案)

作成: 2004年12月23日 記録: 後藤 (+石川理事メモ)

■日時: 2004年12月14日(火)  17:44 -- 19:00 (予定17:30から)

■場所: 株式会社メイテツコム会議室
                〒450-0002　名古屋市中村区名駅１－２－４
                名鉄バスターミナルビル１０Ｆ

■出欠確認、定足数確認 (敬称略)
  理事      中田、赤崎、後藤、石田、水野、横井、石川、山崎、鈴木、萩原、伊藤
  運営委員：平野、太田 、滝川、加納、渥美、坂、伊藤(剛)
  事務局: 田坂

■出席者 :(順不同、敬称略)
  理事    ：中田、後藤、石田、山崎、鈴木、石川、水野、田坂、伊藤

■委任欠席者: (順不同、敬称略)
  理事    ：萩原、赤崎、横井
  運営委員：渥美
  運営委員：太田、石田
  ※全理事 11名、出席、委任欠席併せて  6名以上で理事会成立

■委任状なし欠席者: (順不同、敬称略)
  理事    ：
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  運営委員：太田、平野、滝川、加納、坂、伊藤(剛)

■記録係： 後藤
　　　　　

■資料確認：
      資料0: 議事次第
      資料1: 前回議事録
      資料2: 報告資料
           資料2-1: 事務局報告(もしあれば)
      資料3: 審議事項資料

■前回理事会議事録確認

■報告事項

　1. 理事長より --> 特になし

  2. 事務局より

        2.1 会員数、会費納入状況
            (前回: 会員数： 41  会費納入状況： 残り1組織)

          会費 184万円 完収 (組織 28 賛助 8 個人 4、合計 40会員)

　　　　2.2 今年度の１１月末までの支出入報告

             繰越             367万円
             11月末までの支出 140万

              3月末までの支出見込より、次年度 繰越見込額は 347万円、
              すなわち、単年度赤字が△20万円の見込

        組織会員減少傾向、次年度増やす努力が必要

        その他会計に関して:
         2003年度 名商大会場借用費(オープンソフトウェアセミナー 担当石川)
           -- 請求金額について9月に問い合わせた。確認後、先方から返信する
              と回答があったが、以後連絡がない。

  3.専門委員会報告 -- なし
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  4.その他報告事項

     4.1 インターネット安全教室、TIC入門セミナー(11/6)開催報告
      (詳細は、Subject: [tic-board:04458] 11/6 Sankasha を参照のこと)

           URL: http://www.tokai-ic.or.jp/
           後援：　愛知県、愛知県教育委員会、名古屋市、名古屋市教育委員会

         参加者数: 合計約 100名 で盛況 (収容定員150名)
            #(オフレコ: 74名、スタッフ合わせ約90名。公式報告は100名とする)
                男性 42, 女性 32名
                  50代22名、60代18、40代11、20代11名
                  TIC入門セミナー　 30名(一般)+ 10名(TIC) 合計 40名

                  
         経費報告:
             会場: 6.4万円(機器使用料含む)
             資料コピー代: 2000円(後藤) + 2000円(石川)
            -------------------------------------------
                                 計 7万円

             講師謝金: 1万円*3 (後藤、石川、渥美)
             
 
         講演料(各1万*3)、交通費(ついでだからなし?)

         冊子 CD-ROM (150以上) NSCで50, あと100以上

          TIC会員に挨拶状(開催報告、参加者数など)を添付の上事務局から
          各1部郵送、残部は請求に応じて配布

          次年度の話はまだない。やるとしたら会場費負担方法について、
          その時点で検討する。

     4.2 オープンソースセミナーの件(石川理事)

         3回開催済み、あと2回開催予定

         運営について意見交換中
         ボランティアで手弁当を継続したい
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         このまま専門委員会WGとして、継続、見守りたい
         会場は持ち回りがよい -- 金城学院大学も4月から可能

     4.3 セマンティックウェブ研究会について(鈴木理事）

         先日の開催 12/6(月) Schedule Layer 19-21時 at 新東通信 石原
           参加者 講師含め7名
           http://wiki.tokai-ic.or.jp/hiki.cgi?SemanticStudy2
           こじんまりと考えていたとおりの規模
           Semantic Webでスケジュール管理できたらよいなとは思うが、
           まだ未整理。スケジュールのオブジェクト定義は?
           前途多難??
           ディスカッションは面白かった。

         参照
           http://www.geocities.jp/schedulelayer/index_jp.html
           http://blog.livedoor.jp/yasuo_ishihara_sl/

       　今後の活動案について
           担当理事から特に企画提案はないが、話題があれば開催する。

         関連話題:
             2月10日に慶応大学(三田)で情報家電
                とSemantic Webカンファレンス(W3C関係)が開催予定

     4.4 その他報告事項

　　　　4.4.1 三重地区との連携について(萩原理事) -- 次回以後萩原理事から報告

        4.4.2 万博関係市民Webコラボレーションの検討依頼について
             (新東通信 石原氏から)

          ツールを探すより効率がよい協調方法はないかという話
          ボランティアの協働作業は調整が大変なことは当然である。
          会社として有料で受けているなら協力できないという結論となる。

        4.4.3 メイルマガジン発行について

           初回原稿はできているが、体裁が未確定で発行が滞っている。
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           ２か月に一回でも出したい。
 
           鈴木理事の記事（７月開催）: バックナンバーとして
            今後の話題候補：
             インターネット安全教室、
             オープンソースセミナー、
             ネットワーク社会の個の自衛研究委員会

           テンプレート作成を安田元理事に依頼できないか打診する。

■審議事項 (()内は提案者)

  1. TIC の今後(田坂事務局長)

     今後の事務局運営について(継続審議)

       金銭的に今後苦しいと考えていたが、それほどひどくなかった。
       会費収入が例えなくても3年間は運営可能ではある。

      問題点:

       長期的に見て全体のなかで事務経費が占める割合が大きい。
       公益法人は人件費割合が高すぎるといけない。

      以下を継続して検討する。2005年度に事務局住所を変更する場合、
      早めに関係者に了承を求める必要がある。

       経費節減のための事務局住所変更、
       事務局員の勤務管理 (勤務時間、内容などの業務記録)

  2. その他審議事項
       特になし。
         
■その他

  ・次回理事会 日程、開催場所

      2月21日(月)の週 - 電子メイルで調整

   ・中田理事長 2/26(土) 1時間番組 中京TV 昔の万博
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   ・次回 オープンソースソフトウェアセミナーは 1月22日(土)に開催予定

   ・終了後忘年会を開催 (会場手配 水野理事)
　　　　　　
以上

オ　第 5回理事会 議事録
特定非営利活動法人 東海インターネット協議会 2004年度第5回理事会 議事録

■日時: 2005年2月21日(月)  17:30 -- 19:00
■場所 ：NTTソリューションスクウェア　PLA‐NET １階プレゼンテーションルー
ム
         (NTT金山ビル１F)
          http://www.ntt-west.co.jp/nagoya/pla-net/accessmap/map.html

■出席者 (順不同、敬称略)
  理事    ：中田、後藤、石田、石川、山崎、鈴木、萩原、田坂(事務局)

■委任欠席者: (順不同、敬称略)
  理事    ：水野
  運営委員：渥美

■委任状なし欠席者: (順不同、敬称略)
  理事    ：赤崎、横井、伊藤
  運営委員：平野、太田 、滝川、加納、坂、伊藤(剛)

■記録係：
  鈴木理事

■資料確認：
      資料0: 議事次第

■前回理事会議事録確認

  2004年12月23日 後藤理事により、tic-board あて送付済[tic-board:04569]

■報告事項

　1. 理事長より
       理事長出演番組紹介 2/26 10:26 時空を超えた博覧会
　     tic-members に広報する。
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  2. 事務局より
        2.1 会員数、会費納入状況

        (前回: 会員数： 41  会費納入状況： 残り1組織)

  3.その他報告事項

     3.1 オープンソースセミナーの件(石川理事)
           ワーキンググループの規約を作成しました
           前回36人の出席
     3.2 セマンティックウェブ研究会について(鈴木理事）

　 特に無し
     3.3 その他報告事項
　　　　　　2.3.1 三重地区との連携について(萩原理事)
                津CATV,伊賀上野CATVといろいろ調整中
     3.4 UCAN
           金城学院大学として検討してみている(文部科学省「現代GP」など)
           がしばらくは様子見。
           UCANとJPIX側のピアを進めている。
           現在、KMN(Mediacat)、KATCH、ひまわり(AITAI)、知多メディアスと
           ピアリング済。大学側が低調(名大、愛工大のみ)。

■審議事項 (()内は提案者)

  1.オープンソースソフトウェアセミナーの運営の件(石川)
      MLで規約を回議にかける。

  2.インターネット安全教室(次年度開催の有無、アンケート回答)
      2/22まにアンケート回答
       来年度も継続可能か
         条件次第
       どのような条件であれば開催可能か
         経済面(会場費用等) 、広報面(新聞？、TV？)の検討が必要
      3/8に萩原理事が連絡会議出席予定         

  3.JPNIC登録事項の更新(後藤理事)
      プロバイダ非依存IPアドレス(202.13.58.0/24)
        返却するか(回答期限3/10)：
        もう一年保持して地域ルーティングの要としての活用を模索する。
        案)地域内で peering できるアドレスとして使用する
　　　　　　　地域コンテンツの発信
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  　　　保持する場合、前提として、ドメイン情報を更新すること
              鈴木理事　CTCに依頼して、ドメイン情報を更新

      TOKAI-IC.OR.JPの情報更新
        リフレクションからレジストラのCTCを通して変更する。担当 鈴木理事。

  4.TIC Webサーバ証明書取得 -- 種類と費用の検討(年間 36,540円から)
     ・OSSセミナーで申込みで利用したい。

 ・プライバシーポリシーをWWWに出す。
     ・安い証明書(GeoTrust)で良しとして、4月目途にSSL化する。
        (GeoTrustの身元確認方法：
           WHOIS DB の登録 or WellKnownなメールアドレスへの往復メールで
確認)

  5.法人運営の手続の年間スケジュール化
　　（監事・理事の改選の件を含む）
      ・2005年5月に法人登記が必要。
       (H14.5に法人化、H.15に改選)
      ・登記事務を理事長から事務局に引き継ぐ。
      ・一部、監事、理事の交代が必要と思われる。
      ・次回改選の際には、就任年月日を揃える。
      ・理事就任の日程は別途確認し、理事会MLで調整し、次回理事会で詳細を協
議する。
  6. ENUM(電話番号とインターネット資源のアドレスの対応)実験の可能性(萩原理
事)
      山梨学院大学の松田先生がレジストラ(レジストリも？)を検討している。
      TICとして何か一緒にできないか？
      NTTのVoIP戦略と絡めて総会での講演会を企画したらどうか
       ＞萩原、石田理事で検討
  
■その他

  ・次回理事会 日程、開催場所
      ３／２２ １７：３０～

カ　第6回理事会 議事録

特定非営利活動法人 東海インターネット協議会 2004年度第6回理事会 議事録

■日時: 2005年3月22日(火)  17:30 -- 19:00
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■場所 ：NTTソリューションスクウェア　PLA‐NET １階プレゼンテーションルー
ム

         (NTT金山ビル１F)
          http://www.ntt-west.co.jp/nagoya/pla-net/accessmap/map.html

■出席者 (順不同、敬称略)
  理事    ：中田、後藤、鈴木、石川、石田、山崎、水野、田坂(事務局)
  運営委員：渥美

■委任欠席者: (順不同、敬称略)
  理事    ： 横井、伊藤、萩原

■委任状なし欠席者: (順不同、敬称略)
  理事    ： 赤崎

■記録係：
 水野理事

■資料確認：
      資料0: 議事次第
      資料1: 前回議事録[tic-board:04663]
      資料2: 報告資料
           資料2-1: インターネット安全教室[tic-board:04685]
      資料3: 審議事項資料
           資料3-1:NPO法人関係手続のまとめ［tic-board:04677］
　　　　　資料3-2: 履歴事項全部証明書コピー

■前回理事会議事録確認

■報告事項

　1. 理事長より

  2. 事務局より
        2.1 会員数、会費納入状況
         (前回: 会員数： 41  会費納入状況： 残り0組織)
　　　　2.2 現時点の支出入報告
　　　　2.3 入会問い合わせ処理状況
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                3/1 日本テレコム株式会社東海支社 橋本様 より
                3/3 会報送付依頼(橋本様)
      　　　　 3/7 会報2年分配達完了

  3.その他報告事項

     3.1 インターネット安全教室　連絡会議　（詳細は次回萩原理事報告）
        ・3/12 萩原理事 [tic-board:04685] 3/8 インターネット安全教室全国連絡
会議　出張報告書
        ・3/9  萩原理事 [tic-board:04678] Fw: 3/8連絡会議　配布資料の一部掲載
のご連絡
        ・3/4  後藤理事 [tic-board:04677] 2005 Soukai
        ・2/22 後藤理事 [tic-board:04664] Re: survey (was: Re:
Mar8(Tu) Anzen Kyoushitu Meeting in Tokyo)
       　今後、どうするか後日検討する。

     3.2 TIC Webサーバ証明書取得 -- 種類と費用の検討(年間 36,540円から)

         まずドメイン名変更をJPNICに申請する。その後Webサーバ証明書を取得
する。
　　　　 (できれば4月までに)

■審議事項 (()内は提案者)

  1. 総会の件

      1.1 総会日程の決定
          　第一希望 6月４日(土）　第二希望　5月28日(土）　で講演の先生に打
診（萩原理事）
　　　　　catchy な演題をお願いする。
      1.2 理事・監事交代の件
            交代その他について意見交換
      1.3 会報
          印刷部数、編集方針、目次、執筆分担 (総会にまにあうよう印刷、発行)
　　　　 構成
　　　　　　理事長の言葉
　　　　　　TICの説明(3p)
　　　　　　事業計画書
　　　　　　報告書　　愛知県に提出する文書を流用
　　　　　　オープンソース（石川）
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　　　　　　　福祉(田中）
　　　　　　　セマンティックWeb（鈴木）
　　　　　　　インターネット安全教室（後藤）
　　　　　　　安全教室併設講演内容を掲載する（後藤、渥美、石川）

          会報 はWWWページに載せる　　ページ設計を検討する
      1.4 併設講演
          演題: ENUM(電話番号とインターネット資源のアドレスの対応)実験の可
能性
          講演者: 山梨学院大学 松田先生(萩原理事 交渉)

      1.5 その他
　　　   タイムテーブル
　　　　　14:00 - 14:30 平成16年度総会
　　　　　　　　　　　　　　　　　総会後理事会
　　　　　15:00 - 15:30 平成17年度総会
           15:40 - 17:00 併設講演会 　　
           17:30 -          懇親会
　　　　場所　南山大学高岳キャンパス（予定）

  2. 法人運営関係
       ○ 後藤理事からのtic-board:04677に関係資料のURLなど
          TICが提出した資料(中田理事長)
       ○ 法人運営の手続の年間スケジュール化
    　　（監事・理事の改選の件を含む）
　　　　　総会後　　２週間以内に登記、3ヶ月以内に県へ届出。（新理事のみ）

　　　　　　　　　事前に書類を作成しておき、総会で承認後提出する。
　　　　　資産総額が変更の場合変更登記が必要か確認する。
　　　　　講演会講師へ謝礼を払ったら所得税源泉徴収が必要。 　　　

  3.JPNIC登録事項の更新
       プロバイダ非依存IPアドレス(202.13.58.0) -- 返却するか(回答期限3/10)
       TOKAI-IC.OR.JPの情報更新

  4. 福祉応用専門委員会の件
     ・3/16 山口 [tic-board:04695] 問い合わせ
　　　イベントがある場合は事前にご連絡下さい、と田中さんにお願いする
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  5. その他審議事項
     5.1 メイルマガジン
　　　　記事作成システム:   Webで編集可能にしたら、記事が作成できるようにし
たい。(後藤）

　　　　購読対象者　　tic-members
                             購読受付システム（鈴木理事）作成
　　　　　　　　　　　　　会員向け、非会員向け情報を分ける 　　
　　　　総会向けに１つ発行したい。

■その他
  ・次回理事会(総会準備)   日程、開催場所
　　4月19日（火）　17：30-　Pla-net（NTT金山ビル1F） で。　理事会MLに流す。

キ　第７回理事会 議事録

特定非営利活動法人 東海インターネット協議会 2004年度第7回理事会 議事録

■日時: 2005年4月19日(火)  17:30 -- 19:00

■場所 ：NTTソリューションスクウェア　PLA－NET １階プレゼンテーションルー
ム
          (NTT金山ビル１F)
           http://www.ntt-west.co.jp/nagoya/pla-net/accessmap/map.html

■出席者（順不同、敬称略）
   理事  :中田、後藤、鈴木、水野、石川、山崎、石田、田坂（事務局）

■委任欠席者: (順不同、敬称略)
   理事    : 伊藤、萩原
   運営委員：石田(IAMAS)、渥美

■委任状なし欠席者: (順不同、敬称略)
   理事    : 赤崎、横井
   運営委員：平野、太田 、滝川、加納、坂、伊藤(剛)

■記録係：
　　石田理事

■資料確認：
       資料0: 議事次第
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       資料1: 前回議事録
       資料2: 貸借対照表・損益勘定残高表
       資料3: 事務局業務内訳

■前回理事会議事録確認
   2005年3月31日水野理事により、tic-board あて送付済[tic-board:04729]

■報告事項
　1. 理事長より次期理事の件
　　　　
   2. 事務局より
　 2.1 会員状況
     　・中日新聞の窓口変更
　　　　　⇒メディア局　電子編集部長　溝口泰正様
     　・名古屋電機工業さんが退会の意向
     　・名城大学情報センター センター長が変更
           ⇒関連文書の手配依預(情報処理課 課長 佐藤俊之様）
　　　・知多メディアスさんが退会の意向

    2.2 会員数、会費納入状況
　　　・4月末締切にて会費請求済

　 2.3 現時点の支出入報告
       ・3月末決算数値（資料2）
　　
　 2.4 入会問い合わせ処理状況
       ・3/1 日本テレコム株式会社東海支社 橋本様より会報送付依頼
           ⇒事務局より送付、その後連絡なし

　3.報告事項
　 3.1 ドメイン名の組織名変更の件
       ・設立総会議事録(組織名変更の証明）に押印及び
　　　　5月10日までにJPRS に提出する必要あり
　　　　　⇒理事長が作成し、鈴木理事に郵送する
　
　 3.2 インターネット安全教室　連絡会議
       ・アンケート結果報告（SPREAD に関して）
　　　・JNSA の事業が冊子に掲載
　　　　各地の参加人数　青森110名　東京　113名、大阪　37名、
　　　　　　　　　　　　　　　　　 神奈川：177名、86名、157名、
　　　　　　　　　　　　　　　　　 福井　59名、岐阜　107名、
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                                  　愛知　90名　               等
　　　　　　　　　　　　　　　　　　
    3.3 回線種別変更に伴う、www.tokai-ic.or.jp 接続（上位ISPの変更） 　　　　
　　　・100Mbps　ベストエフォートへ4月中に移行予定

    3.4 その他報告事項
　　　・TIC WWW ページ更新の件　⇒　理事長検討中

■審議事項
   1. 総会の件
    1.1 総会日程の決定
　　　・6月4日（土）：南山大学サテライトキャンパス(地下鉄高岳駅最寄）

    1.2 会報
       ・印刷部数は削減し、PDF化する
　　　・会報配布の際は個人情報保護に配慮する

    1.3 併設講演
       ・演題: ENUM(電話番号とインターネット資源のアドレスの対応)実験の
　　　　可能性　(萩原理事　調整中）
   　　・講演者:山梨学院大学 松田先生
　　　　　⇒4月中に案内のため、必要な情報を萩原理事を通じていただく

　 1.4 総会プログラム
　　　・2004年度総会
　　　　定足数確認、開会宣言、理事長挨拶、2004年度活動報告、
　　　　会計報告及び承認、次年度役員の選出
　　　・理事会
　　　　仮議長選出、理事長選出、2005年度事業計画及び予算案
　　　・2005年度総会
　　　　定足数確認、開会宣言、理事長挨拶、役員紹介、
　　　　2005年度事業計画、予算案報告、承認
　　　・講演
　　　
　　1.6 タイムテーブル
　　　 14:30 - 14:50 2004年度総会
　　　 14:50 - 15:10 理事会
　　　 15:10 - 15:30 2005年度総会
        15:40 - 17:00 併設講演会
        17:30 -       懇親会



東海インターネット協議会　　　　　　　　　　　　　　　　　２００４年度会報

───────────────────────────────────

───────────────────────────────────
Tokai　Internet　Council　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Page 36 of 96

   2. 事務局運営関係
     2.1 法人運営の手続の年間スケジュール化
     　　（監事・理事の改選の件を含む）

     2.2 法人等の市民税軽減申請書
　     ・市民税　　5万円→0に軽減される見込み、窓口は中区役所
        ・県民税の件　⇒　理事長確認

　　2.3 事務局作業の明確化
　　　 ・後藤理事作成の資料（資料3）を基に説明
　　　　 過不足を田坂理事から連絡する

   3. その他審議事項
     3.1 メイルマガジン
        ・過去の記事は、バックナンバーとしてＷＷＷに置く
　　　 ・第一号は　5月　9日　発刊予定　編集担当は後藤理事
        ・発信人／あて先アドレスは鈴木理事が決定する 　　
        ・配送は　tic-members のメンバーとする

■その他
　 ・次回理事会(総会準備) の日程、開催場所
　　　⇒　5月19日(木)　17:30～  会場は　PLA-NET

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　以上

平成１５年度事業報告　終わり
（２）その他の事業
　　　該当なし
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４．　2004 年度（平成１６年度）活動報告
４．１オープンソースソフトウェアセミナー
2003 年度に引き続き、TIC は SEA(ソフトウェア技術者協会)名古屋支部、東海地区
の有志と共に、オープンソースソフトウェアセミナーをシリーズで開催してきました。

オープンソースソフトウェアセミナー実行委員(主催、共催、協力団体、有志
順)

氏名 所属
石川雅彦 TIC 理事/(株)SRA
鈴木常彦 TIC 理事/(株)リフレクション
田村耕一 SEA 名古屋/NBUG
小西圭睦 NBUG/TOSC
濱嶋克臣 TOSC/NBUG
日比拓也 TOSC
Marie 有志@愛知県
ながた 有志@愛知県
樋口千洋 有志@関西在住
Kenji Namazu Project
佐古田 PyJUG

2004 年度は、第 5回から第９回まで、計５回のセミナーを開催しました。

セミナーの様子(2005 年 1 月 22 日)

以下、その詳細です。
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第 5 回オープンソースソフトウエアセミナー
http://wiki.tokai-ic.or.jp/hiki.cgi?OpenSourceSM5
テーマ

オープンソースソフトウエアを活用した、組み込みマイコン開発
講　師

みついわゆきお
主催
      NPO 東海インターネット協議会(TIC) (http://www.tokai-ic.or.jp/)
      ソフトウェア技術者協会(SEA) 名古屋支部

 (http://sea.forums.gr.jp/nagoya/)
日 時

2004 年 6 月 19 日(土) 14:00 - 16:50
場 所

中京大学名古屋学舎 会議棟　中会議室
地下鉄鶴舞線八事駅下車 １番出口より徒歩３分

プログラム
     13:30：受付開始
     14:00：オープニング
     14:10：講演 1:「組み込みマイコンと統合開発環境」
     15:10：休憩
     15:20：講演 2:「付加価値の高い組み込みマイコン開発事例」
     16:20：質疑応答、ディスカッション
     16:45：クロージング
              東海地区のオープンソース関連団体の動向
     16:50：終了
     17:00：懇親会

講演 1 :「組み込みマイコンと統合開発環境」
   さまざまな種類の組み込みマイコンのなかから、一般的によく使われる PIC マイ
コン、AVR マイコン、H8 マイコン、ARM7TDMI マイコンの特徴、ラインナップ、
機能概要について紹介します。それぞれのマイコンの入手方法から開発環境の構築と
開発手順について。上記のようなさまざまな組み込みマイコンの開発が１つの方法で
可能な統合開発環境(Windows/Linux)のインストールと具体的な使いかたを紹介しま
す。
 それぞれのマイコンの簡単な C 言語による開発事例の紹介をしてから、それぞれの
マイコンに依存するヘッダ、ライブラリ関数、拡張疑似命令、割り込みハンドラ、イ
ンラインアセンブラについて解説します。

 講演 2 「付加価値の高い組み込みマイコン開発事例」
 (1)組み込みマイコンでメモリカード(CF/MMC)を活用するためのハードウェアとソ
フトウェアについて
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 (2)Micro Embeded System を利用したH8マイコンによる組み込みネットワークプ
ログラミングで、ボードは秋月電子H8/3069F ネットワークボードが対象。
   コマンドラインによるネットワーク設定、TFTP による高速ファイル転送、UDP
ソケットプログラミング概要、TCP ソケットプログラミング概要、
    WEB サーバの設定と CGI プログラムによる制御について
 (3)H8 マイコンで無線 LANを活用するための具体的な方法について
 (4)H8 マイコンによるUSB 機器の活用についての今後の展望について

第 6 回オープンソースソフトウェアセミナー
http://wiki.tokai-ic.or.jp/hiki.cgi?OpenSourceSM6
テーマ
     「オープンソース三つ巴」
     「Linux Zaurus/PDA 事情」
講　師
      野首 貴嗣
      (凸版印刷株式会社/日本 Linux 協会理事)
主催
      NPO 東海インターネット協議会(TIC) (http://www.tokai-ic.or.jp/)
      ソフトウェア技術者協会(SEA) 名古屋支部

 (http://sea.forums.gr.jp/nagoya/)
協力
   名古屋＊ＢＳＤユーザグループ(NBUG)(http://www.nagoya.bug.gr.jp/)
   東海オープンソースコミュニティ(TOSC)(http://tokai.opensource.jp/)
   日本 Linux 協会(jla)(http://jla.linux.or.jp/)
   日本 UNIX ユーザ会(jus)(http://www.jus.or.jp/)

日 時
 2004 年 9 月 11 日(土) 14:00 - 17:00

場 所
南山大学サテライトキャンパス
地下鉄 桜通線「高岳」駅 3 番出口より徒歩 3分

プログラム
      13:30：受付開始
      14:00：オープニング
      14:10：講演 1:「オープンソース三つ巴」
      15:10：休憩
      15:20：講演 2:「Linux Zaurus/PDA 事情」
      16:20：質疑応答、ディスカッション
      16:45：クロージング
               東海地区のオープンソース関連団体の動向
      17:00：終了
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      17:30：懇親会

 講演 1: ｢オープンソース三つ巴」
      オープンソースソフトウェアを定義しようとした背景には、利用者、開発者、
      そして配布者の三者がバランス良くメリットを享受できる妥協点を探ろう、と
      いう試みがありました。この講演では、それらを詳細に解説することで、なぜ
      このような定義が出来上がったのか、そしてここまで広まったのかということ
      を理解していただくことを目的としています。

  講演 2: タイトル:「Linux Zaurus/PDA 事情」
         シャープより一般向けに販売されている PDA である Linux Zaurus は、
         OS として Linux, GUI として Qt/Embedded, PIM 環境として Qtopia
を
         利用しています。この講演ではこれらが置かれている状況、 Linux を
         PDA プラットフォームとして用いる利点、問題点について解説します。

 講師:
野首 貴嗣

      凸版印刷株式会社 情報ビジネス開発本部 研究開発部所属
      特定非営利活動法人フリーソフトウェアイニシアティブ理事
      日本 Linux 協会理事, Debian Project , Zaurus-ja Project

         Debian Project オフィシャルメンバー、Debian JP Project 監事、
         Namazu Project を始め、いくつかのフリーソフトウェア開発に携わって
いる。

第 7 回オープンソースソフトウェアセミナー
http://wiki.tokai-ic.or.jp/hiki.cgi?OpenSourceSM7
テーマ

「オープンプリンティング」
主催
    NPO 東海インターネット協議会(TIC)(http://www.tokai-ic.or.jp/)
   ソフトウェア技術者協会(SEA) 名古屋支部(http://sea.forums.gr.jp/nagoya/)
協力
    名古屋＊ＢＳＤユーザグループ(NBUG) (http://www.nagoya.bug.gr.jp/)
    東海オープンソースコミュニティ(TOSC)(http://tokai.opensource.jp/)
    日本 UNIX ユーザ会(jus) (http://www.jus.or.jp/)
    日本 Linux 協会(http://jla.linux.or.jp/)
概要
オープンソースの標準化の動向と 独立行政法人　情報処理推進機構(IPA)
2003 年度　オープンソフトウェア活用基盤整備事業 の援助により開発した
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「共通のオープンプリンティングシステムの開発」
(http://www.ipa.go.jp/software/open/2003/saitaku/openprint.html)の紹介。

日 時
 2004 年 10 月 16 日(土) 14:00 - 17:00

場  所
つながれっと名古屋（名古屋男女平等参画推進センター)

            地下鉄鶴舞線 鶴舞駅下車 1 番出口より徒歩約 5分
プログラム
     13:30：受付開始
     14:00：オープニング
            講演 1:「Free Standards Group におけるオープンソースの標準化活動」
            休憩
            講演 2:「OpenPrinting WG と Linux 印刷システムの標準化について」
            休憩
            講演 3:「共通のオープンプリンティングシステムの開発」
            質疑応答、ディスカッション
     17:00：クロージング
            東海地区のオープンソース関連団体の動向
     17:20：終了
     17:30：懇親会

セミナー内容
 (1) タイトル:「Free Standards Group におけるオープンソースの標準化活動」
     講師：樋口貴章(サン・マイクロシステムズ(株))
     概要: Free Standards Group では、LSB/OpenI18N/Open Printing など多く
のオープンソースにおける標準化活動を推進している。これらの標準化活動の最新動
向と、Free Standards Group の活動状況に関して概説する。

 (2) タイトル：「OpenPrinting WG と Linux 印刷システムの標準化について」
     講師：志田惠昭(キヤノン(株))
     概要：Free Standards Group OpenPrinting WG 設立の背景・経緯、Aisa/Japan
地区の背景や経緯等の内容、現時点の活動状況を概説する。

 (3) タイトル：「共通のオープンプリンティングシステムの開発」
     講師：虎谷泰昌(キヤノン(株))
     概要：Linux における印刷 API の標準化グループである、OpenPrinting WG
の日本グループで提唱している２つのドラフトAPI の概要について解説する。さらに、
「2003 年度オープンソフトウェア活用基盤整備事業」において採択された「共通の
オープンプリンティングシステムの開発」においてなされた２つの API の実装と、そ
の成果について説明する。
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第 8 回オープンソースソフトウェアセミナー
http://wiki.tokai-ic.or.jp/hiki.cgi?OpenSourceSM8
テーマ
    「SH-Linux カーネルのリアルタイム割込み」
講師
   海老原祐太郎(シリコンリナックス(株))(http://www.si-linux.com/)
主催
   NPO 東海インターネット協議会(TIC)(http://www.tokai-ic.or.jp/)
   ソフトウェア技術者協会(SEA) 名古屋支部(http://sea.forums.gr.jp/nagoya/)
協力
  日本 UNIX ユーザ会 (jus)(http://www.jus.or.jp/)
  日本 Linux 協会 (jla)(http://www.jla.or.jp/)
  名古屋＊ＢＳＤユーザグループ(NBUG)(http://www.nagoya.bug.gr.jp/)
  東海オープンソースコミュニティ(TOSC)(http://tokai.opensource.jp/)

概要
CQ出版社刊　インタフェース誌　2004 年 11 月号に 海老原氏が執筆

された記事、"割り込みプライオリティを最適化して・SH-Linux の割り込みレイテン
シを
改善”について執筆者自らによる解説、および、海老原氏が設計した、SH-Linux ワ
ンボードマイコン上でのデモを実施。

日 時
2004 年 11 月 20 日(土) 14:00 - 17:00

場  所
名古屋工業大学 6 号館 11F 会議室

      地下鉄鶴舞線 鶴舞駅下車 1 番出口より徒歩約 10 分
      JR 中央本線鶴舞駅 下車徒歩約 10 分
プログラム
     13:30：受付開始
     14:00：オープニング
     17:00：クロージング
            東海地区のオープンソース関連団体の動向
     17:20：終了
     17:30：懇親会

セミナー内容
 　以下について講演、デモ
  ・Linux の割り込みレイテンシ（遅延）現状
  ・SH-Linux の割り込みレイテンシを改善
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  ・実機デモ
  ・性能向上をおこなった事例の紹介

第 9 回オープンソースソフトウェアセミナー
http://wiki.tokai-ic.or.jp/hiki.cgi?OpenSourceSM9
テーマ

「データマイニングとMUSASHI」
講師

羽室行信（大阪産業大学経営学部助教授）
主催
   NPO 東海インターネット協議会(TIC)(http://www.tokai-ic.or.jp/)
   ソフトウェア技術者協会(SEA) 名古屋支部(http://sea.forums.gr.jp/nagoya/)
 協力
    名古屋＊ＢＳＤユーザグループ(NBUG) (http://www.nagoya.bug.gr.jp/)
    東海オープンソースコミュニティ(TOSC)(http://tokai.opensource.jp/)
    日本 UNIX ユーザ会(jus) (http://www.jus.or.jp/)
    日本 Linux 協会(http://jla.linux.or.jp/)
    日本MUSASHI ユーザ会
概要
情報化により、企業には膨大なデータが蓄積されるようになって来ました。
このデータを活用するために、マーケティングなどの分野でデータマイニングの重

要性がクローズアップされつつあります。データマイニングとは、企業内に蓄積した
膨大なデータの中から、ビジネスに有用な知識を発見する技術です。
 今回は、オープンソースのデータマイニングツール「MUSASHI」の開発者である
大阪産業大学経営学部助教授 羽室行信氏をお招きし、データマイニングと、
そのツールである「MUSASHI」についてお話し頂きました。

日 時
2005 年 1 月 22 日(土) 14:00 - 17:00

場 所
中京大学名古屋学舎 会議棟　大会議室
地下鉄鶴舞線八事駅下車 １番出口より徒歩３分

プログラム
13:30：受付開始
14:00：オープニング
14:10：講演 1:ビジネスにおけるデータマイニング応用
15:10：休憩
15:20：講演 2:データマイニングツールMUSASHI とその活用
16:20：質疑応答、ディスカッション
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16:45：クロージング
       東海地区のオープンソース関連団体の動向
17:00：終了

セミナー内容
（１）講演 1:ビジネスにおけるデータマイニング応用
 近年のコンピュータ技術の進展および個客をターゲットとしたマーケティングへの
注目の高まりにより、企業では顧客 ID を伴った詳細なデータを大量に蓄積し始めて
いる。
  その大規模データを解析することによりビジネスに有用な知識を発見すべく「大規
模データベースからの知識発見(KDD)」もしくは「データマイニング」への関心が高
まっている。
 本講演では、データマイニングとは何か、そしてビジネスにおける データマイニン
グ技術応用の現状について紹介する。

（２）講演 2:データマイニングツールMUSASHI とその活用

 MUSASHI はデータマイニング支援ツールとして開発されたオープンソースによる
フリーのソフトウェアである。一般に市販のツールを使用して、データマイニングの
環境を構築するには、データベースソフトをふくめ数百万円から数千万円の費用が必
要となる。
 しかし MUSASHI を利用すれば、特別なコストをかけずに、標準の PC で数千万件
もの大規模データを、ハンドリングすることが可能となる。 本講演では、MUSASHI
の開発コンセプトおよび、その活用事例について紹介する。
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4.2　情報処理学会 spam セミナー報告
鈴木常彦(TIC 理事)

2004 年 7 月 21 日、情報処理学会の連続セミナー 『安全・快適な社会を築く情報技
術 』  -- 第 2 回 「 spam 撃 退 術 」
<http://www.ipsj.or.jp/10jigyo/seminar/2004/2004-2.html>が開かれました。
コーディネータは qmail の普及活動で有名な東京工業大学の前野年紀先生で、京都大
学の湯浅太一先生と並び、TIC から鈴木常彦(中京大学/[株]リフレクション 鈴木)と静
岡大学の渥美清隆が講師を務めました。
TIC が spam 対策を推進しているのはご存知かと思います。放っておくと spam はイ
ンターネットを滅ぼすかもしれません。TIC や静岡大学、qmail.jp が行っている spam
対策がいかに有効かが丸 1日かけて参加者に分かっていただけたと思います。
皆さんのサイトでも自分のためにではなく、インターネット全体のために、ぜひ spam
対策を行いましょう。
参考:
http://moin.qmail.jp/SeminarWiki
http://www.tokai-ic.or.jp/spam/
http://wiki.tokai-ic.or.jp/hiki.cgi?AntiSpam

JANOG14 報告
鈴木常彦(TIC 理事)

皆さん、JANOG <http://www.janog.gr.jp/>ってご存知ですか？ Japan Network
Operators Group の略称で、日本のインターネットをオペレーションしている人た
ちの集まりです。
昔は秘密結社のような存在でしたが、今日 3～4,000 人ほどがML に登録されていて、
年に 2回程度、日本各地で大きなミーティングを行っています。
宮崎市民プラザで開かれた今回のミーティングの参加者は約 200 名ほどでした。毎回
よく集まるものです。
私も「東海地域における産学連携ネットワークの構築」というタイトルで、東海地域
の大学のネットワークの動向を発表してきました。
当日のレジュメは、http://www.can.initiative.jp/janog14/ を参照ください。主に地
域 IX の必要性とその戦略的意味、そして MAN で地域がコラボレーションすること
が大切であるという話をしましたが、どこまで理解いただけたか…。
会場からは東北<http://www.topic.ad.jp/>が同様にがんばっているという発言を頂き
ました。
詳しくは、<http://www.janog.gr.jp/meeting/janog14/>を御覧ください。

4.3　インターネット安全教室併設講座資料編

TIC 入門セミナー
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インターネット常時接続における安全対策～技術編～(16:00--18:00)
11 月 6 日の「インターネット安全教室」の併設セミナーで用いた資料を公開 します
(本文書の URL: http://www.tokai-ic.or.jp/anzen/seminar/)。 当日の参加者は約 40
名でした。

[日時] 平成 16 年 11 月 6日（土）16:00～18:00（開場受付 15:45)
[主催] NPO 東海インターネット協議会(TIC)
[講師] TIC 技術専門委員会
         後藤 邦夫、石川 雅彦、渥美 清隆、
         コメンテータ: 鈴木 常彦
[会場] 名古屋市公会堂 4F　第 7集会室
[参加費] 無料

自宅などで利用する常時接続では自分のコンピュータが世界中からの攻撃に さらさ
れるおそれがあります。どんな危険があるのか、注意すべきことは、など安全な利用
のために必要な技術的知識をデモンストレーションを交えて紹介する入門セミナーで
す。

1. 最近のセキュリティ事件の傾向

1.1 はじめに
セキュリティがおびやかされる危険の三大要素は従来、以下の通りでした。

*盗聴
*改ざん
*なりすまし
これらの語句について少し解説を行ないます。
要素 解説 事例
盗聴 メールや文書ファイルなどのデータが第三者に盗み見られること 通信経路
を流れるデータを盗み読むこと Man-in-the-middle
改ざん WWW ページやメールが第三者に書き換えられること
なりすまし 他の人になりすますこと メールの差出人詐称
要するに、セキュリティ侵害は、
攻撃者がインターネットから脆弱なコンピュータに不正アクセスを試み、デー
タを盗み出したり、 データを改ざんしたりする
というモデルでした。
しかし、最近の事件ではセキュリティ侵害の性格が変わってきています。
最近のウイルス・ワームの事例から性格をみていきます。

1.2 最近のウイルス・ワーム事例
W32/Bagz(バグズ)
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　感染経路 電子メールの添付ファイル
　感染方法 WORD ファイルにみせかけられた実行ファイルを受信者がダブル
クリックする
　影響(内部)
*システムフォルダの改ざん
*レジストリの改ざん
*hosts ファイルの改ざん
*ウイルス対策製品の停止  
　影響(外部)ウイルス入りメールの発信※影響(内部)とは、感染した人が使用する PC
への影響です。
※影響(外部)とは、他人への影響です。

W32/Netsky(ネットスカイ)
　 　 
　　感染経路 電子メールの添付ファイル
　　感染方法 添付ファイルを受信者がダブルクリックする
　　影響(内部)
*電子メールをやりとりしたことのある相手のメールアドレス情報が流出する  
*システムフォルダが改ざんされる
*レジストリが改ざんされる  
　　影響(外部)
*ウイルス入りメールの発信
*共有フォルダへのウイルスファイルのコピー ※症状は主に、2004 年 10 月に発見さ
れたNetsky.ag のものです。

W32/Bagle(バグル)
　　感染経路  
　　感染方法  
　　影響(内部)

*TCP ポート 81 のバックドアが開く  
*システムフォルダが改ざんされる
*レジストリが改ざんされる
*実行中のウイルス対策製品を停止させる  
　　影響(外部)  
*ウイルス入りメールの発信
*共有フォルダへのウイルスファイルのコピー
※症状は主に、2004 年 10 月に発見された Bagle.av のものです。
※システムフォルダやレジストリの改ざん内容はウイルス毎に異なります。
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1.3 新しい傾向
盗聴 →　漏洩
盗み見られるのではなく、被害者自らの行為によってデータを流出させる
*改ざん
なりすまし→偽装
完全になりすますのではなく、利用者の誤りを誘うように細工される
類似例:アドレスバー偽装。
つまり...
悪意ある者による偽装によって利用者が欺かれ、結果として情報が漏洩する

攻撃者は、能動的に破壊や略奪を行なう者　→　釣り師、トラップの仕掛け人
に変化してきている

補足
従来型の攻撃に対する対策は浸透してきています。
要素 対策
盗聴 https による暗号化、パスワードによるアクセス制限
改ざん パーソナルファイアウォールなどの不正侵入対策、パスワードによるアクセ
ス制限
なりすまし WWWサーバへの https によるアクセス(=電子証明書による認証)

1.4 最近の話題

*スパイウェア: 利用者の知らないうちに、データの漏洩や盗聴を行なうソフトウェア
*スパイウェア解説例: http://www.tnc.ne.jp/support/spyware/
*フィッシング(Phishing)詐欺
銀行やカード会社を装ったメールを送りつけ、偽の Web サイトに誘導して カード番
号やキャッシュカードの暗証番号を入力させる。
*架空請求: セキュリティ事件というよりも単なる詐欺
詳しい対策は後ほど説明します。スパイウェア、アドウェアはフリーソフトウェアな
どをコンピュータに いれた(インストール)ときに入る(入れてしまう)ことがほとんど
です。従来のウイルス対策ソフトウェアでは検出/除去できません。まず、あやしい
ソフトウェアは入れない、また、利用許諾条件(英語の場合もある)を読ましょう。
------------------------------------------------------------------------

(参考)おすすめ解説 Web ページ

IPA, JPCERT/CC, サイバーポリス

* 独 立 行 政 法 人 　 情 報 処 理 推 進 機 構 (IPA) セ キ ュ リ テ ィ セ ン タ ー
(http://www.ipa.go.jp/security/)
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1.エンドユーザ・ホームユーザ向けのページ
2.ウイルス対策
*JPCERT/CC コーディネーションセンター(http://www.jpcert.or.jp/)
*警察庁セキュリティポータルサイト (http://www.cyberpolice.go.jp/)

ウイルス対策ソフトウェア会社のページ(五十音順)

*エフ・セキュア社(http://www.f-secure.co.jp/)
*シマンテック社 (http://www.symantec.com/region/jp/index.html)
*トレンドマイクロ社(http://www.trendmicro.com/jp/)
*マカフィー社(http://www.mcafee.com/jp/)

各 ISP(インターネット・サービス・プロバイダ)の顧客向け情報(五十音順)

*BIGLOBE(http://www.biglobe.ne.jp/)
*SO-NET(http://www.so-net.ne.jp/)
*@NIFTY(http://www.nifty.ne.jp/)

その他

*隣の(ネット・)セキュリティ事件 (http://nikkeibp.jp/)
1. ウ イ ル ス と ワ ー ム (1)(2004 年 6 月 )
(http://nikkeibp.jp/wcs/leaf/CID/onair/jp/rep02/312397)

2. 最 新 メ ー ル 型 ウ イ ル ス 事 情 (1)(2004 年 7 月 )
(http://nikkeibp.jp/wcs/leaf/CID/onair/biztech/rep02/319492)

3. フ ィ ッ シ ン グ (1)(2004 年 9 月 )
(http://nikkeibp.jp/wcs/leaf/CID/onair/biztech/rep02/330106)
4. ス パ イ ウ ェ ア (1)(2004 年 10 月 )
(http://nikkeibp.jp/wcs/leaf/CID/onair/jp/rep02/338436)
*@IT - アットマーク・アイティ (http://www.atmarkit.co.jp/)
------------------------------------------------------------------------
Nov 06, 2004 anzen@tokai-ic.or.jp

------------------------------------------------------------------------

2. 家庭でのインターネット常時接続利用形態
まず、次の表に記入しながら、御自分の場合を把握しましょう。 わからない場合は
個別にご相談ください。

2.1 接続形態の確認
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項目 選択肢 ---------------------- 記入欄 ---------------------
接続線の種類 ADSL/CATV/光ファイバ/光ファイバ集合住宅共有型/その他
IP アドレス プライベート/動的グローバル/固定グローバル
接続時認証 あり(PPPoE など)/なし
PCの接続 1台を直接/ルータで LAN構築
無線 LAN 使っている/使っていない ルータを用いた接続ではルータの IP ア
ドレスを答えてください。 最近はグローバル IP アドレスによるサービスが主流にな
ってきました。 (プライベートは私的、グローバルは世界中のインターネットで通用
すること)

* プライベート IP アドレス -- 10.AAA.BBB.CCC, 172.16.AAA.BBB から
172.31.AAA.BBB, または 192.168.AAA.BBB
* それ以外ならグローバル IP アドレス
* グローバル固定 IP アドレス -- 自宅にサーバを置くのに便利、 オプション
有料サービスの場合が多い。
* B-flets などの網内限定サービスの接続にはプライベート IP アドレスが 使用
されます。

(参考)Windows での IP アドレスの調べ方
インターネットに接続している状態で、 WindowsXP または Windows98 の DOS コ
マンドプロンプトを起動し、

ipconfig /all

(例)
Ethernet アダプタ

IP address: 192.168.0.5
  (プライベート IP アドレス)
Physical address: 08-00-46-53-AC-2C

1. 有線 LAN接続の場合は Ethernet アダプタ
2. 無線 LAN接続の場合は Ethernet アダプタ ワイヤレス
3. LAN+PPPoE 接続の場合は PPP アダプタ
の IP アドレスを調べてください。 ついでに、有線 LAN, 無線 LAN の Physical
Address(物理アドレス) も調べておくとよいでしょう。 (実行例)

2.2 接続形態毎のチェックポイント
接続形態毎の特徴を説明します。 安全のために点検すべき箇所を☆で示します。 ネ
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ットワークに接続する家電製品についてもコンピュータと同様の注意 が必要です。

A) グローバル IP アドレスで PC を直接接続
------------------------------------------------------------------------

      インターネットサービスプロバイダ(ISP)           
            ¦
            ¦ ADSL/CATV/光ファイバ接続など                
            ¦
            ¦ グローバル IP アドレス(Ethernet で DHCP または PPP(PPPoE))
          ☆PC

   図 2-1. PC をグローバル IP アドレスで直接接続

------------------------------------------------------------------------

* 通信の制限がないので、利用は自由な半面、PCの設定が不完全だと危険
* プライベート IP アドレスのサービスでは ISP 側にアドレス変換ルータ があ
りインターネットから自宅 PCへの通信制限があることが多い。

B) 家庭用ルータ(ブロードバンドルータ)経由で PC を接続
一般に PCが 1台でもこの接続形態をお奨めします。
------------------------------------------------------------------------

      インターネットサービスプロバイダ(ISP)           
            ¦
            ¦ ADSL/CATV/光ファイバ接続など                
            ¦
            ¦ グローバル IP アドレス(Ethernet で DHCP または PPP(PPPoE))
       ☆自宅ルータ(市販ブロードバンドルータ)
            ¦
            ¦ プライベート IP アドレス               
   ====自宅 LAN ===  ..無線 .. ☆近所、道路  
    ¦      ¦  ¦ ¦  
  ☆自宅 PC    

   図 2-2. グローバル IP アドレス、ルータ経由で接続

------------------------------------------------------------------------
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* 自宅では 192.168.AAA.BBB などのプライベート IP アドレスを使用
* インターネットから自宅 PC への通信はルータで制限があり、直接接続より
安全だが不自由
* 標準設定では自宅 PCからインターネットへの通信には制限がない。
* PC の安全な設定とあわせて二重に守る
* ルータ設定の注意点
1. 管理機能 -- パスワード、管理画面を使えるネットワークの範囲
2. 無線 LAN機能 (以外と遠くまで届く)
* 道路に停めた車から使われる
* 盗聴される。
* 自宅 PCに侵入される。
* 隣家と同じチャネルにあわせてしまい互いに不調

C) ルータなし接続だとご近所が互いに見えてしまうことがある
------------------------------------------------------------------------

      インターネットサービスプロバイダ(ISP)           
            ¦
            ¦                
  =====CATVケーブル=========  
    ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦     
  ☆自宅 PC    ☆近所の家庭        

   図 2-3. 近所と直接通信可能、通信傍受可能

------------------------------------------------------------------------

* 近所の人の通信内容が見えてしまうことがある(例)。
* 近所の人のファイルが見えてしまうことがある。
* 近所からウイルスやワームの攻撃が多い(自分が迷惑かけることも)。
* 自宅 PCに侵入される。
* 光ファイバ集合住宅接続でも同一スイッチに接続されている PC の通信が一
部見えることがあるが、盗聴は難しい。
------------------------------------------------------------------------

3. ネットワークサービスの種類とポート、ファイアウォール
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ブロードバンドルータの設定、PC のファイアウォール設定の意味を理解するための
知識を解説します。 実技は次の 4節にまとめます。

主な用語

* IP アドレス: インターネットでコンピュータやルータを識別する番号。
* IP パケット: インターネットで中継されて送信されるデータ。 小包のよう
にデータを小分けにしてアドレスをつけたもの。
* ルータ: パケットを中継する装置(複数の IP アドレスを持つ)
* TCP, UDP: インターネットの主な通信方式の種類。TCP は接続して信頼性
が必要な通信に使用する。UDP は信頼性はなくても簡単に送れる方がよい 場合に使
用する。
* ICMP: インターネット制御メッセージ。
* ポート: 港、1つのコンピュータ内で通信を区別する番号
* ファイアウォール: 安全を守るためのネットワークにおける防火壁。
* サーバ: サービスを提供する側
* クライアント: サービスを受ける側

3.1 ネットワークを流れるデータ(IP パケット)
 ルータやWindows ファイアウォールでは、パケットの中のプロトコル (TCP, UDP,
ICMP など)と発着 IP アドレスの組そして TCP または UDP のポートの 発着の組の
合計 5 つの情報の組合せと方向を見て、通すか通さないかを決めます。 高度な設定
内容を理解するためには、これらの概念の理解が必要です。

IP パケットの形式
------------------------------------------------------------------------

IP パケット
         20 バイト+オプション   ¦ 普通 1480 バイトまで
    ------------------------------------------
    ¦ ¦Protocol¦ ¦IP src¦IP dst¦ Data         ¦
    ------------------------------------------

TCP または UDPのデータ           /              :
                ---------------               :
               /    2       2                 :
               -------------------------------
               ¦Src Port¦Dst Port¦     ¦ Data ¦
               -------------------------------
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Protocol: TCP, UDP, ICMP(管理用)などの種類を示す(1 バイト)
IP src  : 発信源コンピュータのアドレス
IP dst  : 目的地コンピュータのアドレス
Src Port: 発信源ポート(コンピュータ内でのプログラムとの関連付け)
Dst Port: 目的地ポート

     図 3-1. IP パケットの形式

------------------------------------------------------------------------

逆方向のパケットの IP アドレス、ポートの発着は逆になる

サービスの要求を受け付けるポートは申し合わせで決まっています。 サービスを要
求するクライアント(WWW ブラウザなど)で使用するポートは そのときに空いてい
るものを使用するので、決まっていません。
------------------------------------------------------------------------

      WWWブラウザ                            WWWサーバ
        ¦ x/tcp                                 ¦ 80/tcp
     コンピュータ A  ------1---------> コンピュータ B ------  SMTP サーバ
                    <-----2--------             ¦    25/tcp
                                                ¦
                                                +------ POP3 サーバ
                                                 110/tcp

             (プロトコル、SrcIP, DstIP, SrcPort, DstPort)
 1 のパケット (  TCP     , A    ,   B  ,    x   ,     80)
 2 のパケット (  TCP     , B    ,   A  ,   80   ,      x)
  (x は空きポート)

     図 3-2. ポートはコンピュータ内で通信を区別しプログラムと関連付ける

------------------------------------------------------------------------

3.2 ポートとサービスの対応

一般的な利用では自宅 PC はクライアントの役割しか意識しませんが、 自分で特に
設定しなくても、Windows ファイル共有機能やその他の便利な 機能のために、いく
つかのサービスが動いている可能性があります。 無意識に動かしているサービスの
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ためのプログラムに欠陥があると 侵入のきっかけになってしまうので注意が必要で
す。

良く使う外部のサービスの受付ポート
一覧表は、http://www.iana.org/assignments/port-numbers にあります。一般に小
さい番号が良く使うサービスのポートに 指定されています。

* WWW(HTTP): 80/tcp
* HTTPS: 443/tcp (WWWで暗号化通信のとき)
* SMTP: 25/tcp (電子メイルの送信、中継)
* POP3: 110/tcp (電子メイルをメイルサーバから受信)
* FTP: 21/tcp(FTP コマンド)、20/tcp(データ伝送)

自分の Windows PC で動いているかもしれない 主なサービス(インターネッ
トからの攻撃対象となるもの)

見たことがないポートでサービスが動いている場合、ワームやウイルス によって作
られた裏口(バックドア)の可能性があります。 Web サーチなどで情報を調べましょ
う。 以下のうち、インターネットの他のコンピュータにサービスする必要が あるも
のはないので PC かルータのファイアウォール機能で インターネットからの通信を
制限した方がよいでしょう。

* 123/udp: ネットワーク時間あわせ
* 135/tcp, 137/udp, 138/udp, 139/tcp: NETBIOS サービス (ファイル共有、
名前解決など)
* 455/udp: microsoft-ds (遠隔実行機能、2003 年 8月のワーム)
* 500/udp: isakmp
* 1025/tcp: msrpc
* 1900/udp, 5000/tcp: UPnP

3.3 ファイアウォール
ここで説明するのは、ルータやWindows のいわゆるパケットフィルタリング機能 だ
けです。 通信内容も検査してウイルスや他のあやしい通信を検出/遮断 できるファ
イアウォール製品もあります。

通過/不通過の判定に使う情報

* プロトコル: TCP/UDP/ICMP/他のプロトコル
* 発着 IP アドレス、TCP または UDPの場合発着ポート
* 通信の方向
TCP では接続のどの段階で処理するか、また切るか、無視するかなどの 細かい設定
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ができる場合があります。
------------------------------------------------------------------------

        インターネット                     インターネット
           ¦  (WAN側)                        ¦
    ....ルータ..... FW                   ルータ                        
           ¦  (LAN 側)                        ¦
          LAN                           ---------- LAN -------
                                             ¦
                                            .... FW
                                             ¦
                                           Windows PC

               図 3-3. 通信の制限

   ルータでの制限例
       WAN 側からの 445/tcp への通信を不許可
       LAN 側からの 139/tcp への通信を不許可
       ルータの 80/tcp(管理用Web サーバ)に対するWANからの通信を不許可
       LAN 側からの 25/tcp への通信は特定のメイルサーバ以外不許可
       それ以外は許可

   Windows FWでの制限例
       LAN から 445/tcp への通信を許可
       LAN から 139/tcp への通信は許可
       それ以外は不許可
   出る方向の制限機能はOS付属の FWでは不完全
   できないこと: PC から 25/tcp への通信は特定のメイルサーバだけ許可

------------------------------------------------------------------------

3.4 (参考)ブロードバンドルータのアドレス変換機能

グローバルアドレス 1 つを複数のコンピュータで共用するために、 ポートも動的に
変換されます(IP マスカレードと呼ばれることがあります)。 そのため、特別に設定
しない限り、インターネット側から自宅 LAN の PC に通信を開始することができま
せん。 その意味で「不自由だが安全」という訳です。 (アドレス変換では中から外
への通信は制限されません。)
------------------------------------------------------------------------
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           インターネット側 -- WWWサーバ(133.29.101.249)
                 ¦
                 ¦ 218.227.AAA.BBB
              ルータ
                 ¦
                 ¦                            
           ============== 自宅 LAN ====================
               ¦192.168.1.1   ¦   ¦
              PC1            PC2

1) 出る方向の変換

        SrcIP            DstIP           SrcPort DstPort  Data
    -------------------------------------------------------------
      218.227.AAA.BBB  133.29.101.249     YYY     80      .....      
      ***************                     ***
    -------------------------------------------------------------
                       ^      
                       ¦     
                      出る   
                       ^    
                       ¦    
    -------------------------------------------------------------
      192.168.1.1       133.29.101.249    XXX     80      .....      
      ***************                     ***
    -------------------------------------------------------------

2) 入る方向の変換

        SrcIP            DstIP           SrcPort DstPort  Data
    -------------------------------------------------------------
      133.29.101.249  218.227.AAA.BBB     80     YYY .....      
                      ***************            ***
    -------------------------------------------------------------
                       ¦
                       V
                      入る (変換する IP アドレスとポートが
                       ¦    決まっていないと変換できない)
                       V
    -------------------------------------------------------------
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      133.29.101.249   192.168.1.1        80     XXX .....      
                      *************              ***
    -------------------------------------------------------------

     図 3-4. グローバルアドレス共用の場合のアドレス変換

------------------------------------------------------------------------
最近のブロードバンドルータ製品では、NetMeeting などのために 例外的なアドレス
変換を簡単に指定できるようになっています。 少々古い製品でもファームウェアを
更新すれば便利になるかもしれません。
------------------------------------------------------------------------

4. 自宅常時接続 PC の安全を確認しよう
下図の実験ネットワークを会場に設置しました。 実演を交えて、下記の順に安全確
認操作を説明します。

1. PC 単体テスト (動いているネットワークサービスの確認)
2. LAN でのテスト (外部からの通信テスト)
3. WANからのテスト (ルータの通信制限効果の確認)
実際に通信可能なポートは 3 つのテストの順に少なくなると思いますが、 ルータを
用いない接続の場合は、LAN でのテスト結果と WAN からのテスト結果が 同じにな
るかもしれません。 つまり LAN で通信可能なポートはインターネットからも利用可
能になってしまいます。
------------------------------------------------------------------------

   ノート PC(講師) (インターネットからの攻撃用)
     ¦10.0.0.1
     ¦
---------+---------------
         ¦WAN 側
         ¦ 10.0.0.254
       ブロードバンドルータ
         ¦LAN 側/無線 LAN側 (アドレス変換)
         ¦ 192.168.0.240
---------+--------------------------
  ¦   ¦   ¦   ¦  ¦                 
WinXP(SP2 なし)   LAN 内スキャン用
など            ノート PC (講師)

       図 4-1. 会場の実験ネットワーク
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       (余っていた IEEE802.11b 無線 LANつきルータを使用します)

------------------------------------------------------------------------

4.1 事前調査報告
いくつか事前に調査してみました。

* ISP のルータでの通信制限 -- 基本的になし。ワーム被害が拡大するなどの
場合、緊急対処として一時的に制限することがある。
* ご近所とルータなしにつながっているか -- CATV では確かに見えましたが、
いたずらは発見できませんでした。

4.2 PC 単体でのネットワークサービスの確認

* 使用コマンド: netstat -na
* 参 考 解 説 Web ペ ー ジ :
http://www.atmarkit.co.jp/fwin2k/win2ktips/234netstat/netstat.html

netstat -na 使用例

定期的に繰り返すオプションをつけて実行すると、通信の様子を定期的に 表示して
監視することができます。
------------------------------------------------------------------------

netstat -na

(表示例: このコンピュータの IP アドレスは 192.168.0.27。アドレス変換ルータを
 使うインターネット接続)

 Proto  LocalAddress         Foreign Address            State
 TCP    0.0.0.0:135          0.0.0.0:0                  LISTENING
   (TCP ポート 135 で接続待ち、外部からのサービス要求受付可能)
 TCP    127.0.0.1:3001       0.0.0.0:0                  LISTENING
   (ループバックで TCP ポート 3001 接続待ち、内部のサービス要求受付可能)
 TCP    192.168.0.27:32700   210.128.3.5:80             ESTABLISHED
   (このコンピュータと 210.128.3.5 が通信中。ポートから WWW アクセスと思わ
れる)
 UDP    0.0.0.0:445          *.*
   (UDP ポート 445 で外部からのサービス受付可能)
 UDP    127.0.0.1:123        *.*
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   (UDP ポート 123 で内部のサービス要求受付可能)

------------------------------------------------------------------------

サービス受付待ちのときの外部アドレスは不定で、通常はどこからでも可能という 意
味で 0.0.0.0:0 と表示されます。 ただし、netstat -na で受付可能と表示されていて
もファイアウォール機能で 外部からの通信を受け付けないように設定することがで
きます。

調査結果例

* 実演
* 2000 年始めのWindows98SE パッチ未適用, 192.168.0.14
-- 問題があるとすればNETBIOS だけ
* Windows XP Home Edition; Update 済, SP2 未適用 192.168.0.5
-- Windows2000 以後色々なネットワークサービスが動くようになっていて、 問題
が多い。SP1 のファイアウォールを設定すれば制限できるはずだが、 あまり使用さ
れていない。
* Windows XP Pro; SP2 済 192.168.0.27
-- 標準設定で問題ないが、外部への通信は制限できない。
* 詳細

WindowsXP SP2 のファイアウォール機能
C:¥windows¥pfirewall.log に遮断した通信記録が残ります。

Windows XP SP2 は標準でファイアウォール機能が設定され、かなり安全そうに み
えますが、遮断するのは外から中への通信だけで、逆は全くなにもしません。 例え
ば、電子メイルでウイルスに感染した PC から勝手に出る通信やスパイウェアが 発
する通信は遮断できません。

4.3 外部から自分の PC のネットワークサービスを確認する

* telnet IP アドレス ポート

実演

1. LAN から telnet
2. WAN から telnet

コンピュータが 1 台しかない場合は友人に IP アドレスを知らせてチェックを お願い
します。
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------------------------------------------------------------------------

          100Base-TX スイッチ(またはクロスケーブルで直結)
             ¦     ¦
            PC1    PC2
 
    図 4-2. LAN に複数コンピュータがある場合のチェック方法

------------------------------------------------------------------------
PC2 において、

telnet PC1 調べたいポートを 1つずつ指定

結果は、以下の 3通りです。

* 接続できる(connected) -- 接続後すぐ telnet を終了
* 接続拒否(connection refused)、
* 接続トライのまま -- 強制切断してください。

調べたいポートとは、netstat -na を実行したときに、 Local Address が 127.0.0.1
以外かつ LISTEN と表示されたポートです。

補足

* netstat -na でみて Listen になっているポートでも、telnet で接続できなか
ったら 外部からアクセスできないので問題はありません。
* もちろん意図して外部に公開しているサービスについては 接続できてあた
りまえです。
* 残念ながら、この方法(telnet)では UDPのポートについては調査できません。
詳しい人にお願いするとよいでしょう。
* 色々なチェックを自動化したプログラムがありますが、 自分の管轄外のコ
ンピュータに対して使用すると、攻撃準備と認識されるので 絶対に相手に許可なく
実行してはいけません。
* この種のプログラムをセキュリティスキャナ、 あるいはポートスキャナと
呼びます。(実行することをポートスキャン) (例: nmap http://www.insecure.org/
Windows, Linux 用などがあります) 使ってみるならインターネットと切り離した状
態で練習しましょう。
* ポートスキャン対象が例え自分の自宅であっても、大学や企業内ネットワー
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クで 実行すると異常として検出されます。

実演

1. LAN からポートスキャン
2. WANからポートスキャン

ポートスキャンの記録例
------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------

5. 対策
対策は 1つだけでなく、複数行うと安全性が高まります。

5.1 各 PC で行う対策

* Windows Update
* Windows XP では管理権限のないユーザを作り、普通の仕事は一般ユーザで
実行。 (Home Edition ではマニュアルの隅にしか情報がなく、一般的に設定されて
いない。)
* Windows XP SP2 の導入 -- 動かなくなるソフトウェアがあるかもしれない
が、 一般的利用ではおすすめ。ただし、外から中の通信しか制限できない。
* さらに、市販ファイアウォールの導入 -- 内から外の制限も可能
* ウイルス対策ソフトウェア -- ルータや SP2 のファイアウォールでは デー
タ内容は検査できない。
* スパイウェア -- 対策ソフトウェア(adaware, pestpatrol など)または 最新
ウイルス対策ソフトウェアでスパイウェア、アドウェア対策が可能なもの。

5.2 家庭 LAN の再設計、ブロードバンドルータの導入

* 複数の PCを接続できるだけでなく、1台でも通信制限に役立つ。
* PC やネット家電で設定が難しいことでも設定できる。
* (限界)データ内容は検査できない。
* ルータ設定上の注意
* 管理パスワードを変更する。
* 管理機能を有線 LANからに限定する。
* 無線 LANを安全に設定する。
* メイル中継に利用する IP アドレスを限定すると 万一のウイルス感染による
メイル送信が制限できる。
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5.3 無線 LAN を安全に設定する

アクセスポイントを以下のように設定するとかなり安全になります。 設定可能な項
目は機器によって異なるのでできる範囲で実施してください。

1. 管理用パスワードの初期設定を変更する。 管理のための通信を有線 LAN ま
たは特定の IP アドレスに限定する。
2. 隣家などで使用されているチャネルを無線クライアントで確認。 使用され
ていれば離れたチャネルに設定する。 (802.11bg では, 1, 6, 11 のように 4ch 以上あ
ける)
3. 128 ビット以上のWEP キーを設定しときどき変更する。
4. 名前(ssid, essid)を無意味なものに設定する。
5. 受信送信出力を必要最低限にする。
6. 通信を許可する機器をMAC アドレスで限定する。
7. ANY 接続の禁止。
8. 必要がなければ端末間通信を無効にする。
9. 機能が不十分なときは、最新ファームウェアに更新する。

* 詳細説明
* 実演
------------------------------------------------------------------------

TIC 入門セミナー インターネット常時接続における安全対策 -技術編-
無線 LAN AP 設定(Buffalo の場合)

文責，著作: NPO 東海インターネット協議会 渥美清隆

目次

* セキュリティ設定前のチェック
* 基本設定
* セキュリティ
* 接続制限
* おわりに

1. セキュリティ設定前のチェック

1.1 まずはつないでみる

近所で無線 LAN を使っている人が他にもいるかもしれません．まずはそれを調べて
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みましょう．

買ってきたばかりの無線 LAN アクセスポイント(AP)の電源はまだ入れずに，パソコ
ン側の無線 LAN カードのドライバーをインストールして，セットアップしてくださ
い．再起動後，図 1のバルーンウィンドウが表示されるようですと，近所で無線 LAN
を使っている人がいます．
 

図 1. 無線 LAN AP が存在していることを示すバルーンウィンドウ

このような場合，無線 LAN の混信の可能性が考えられます．どなたがお使いかお分
かりの場合は，その方の設定を聞いておきましょう．どなたがお使いか分からない場
合については，後ほど説明します．

では，無線 LAN AP の説明書に従い，電源を入れて設定をしてください．ここでは
無線 LAN の設定に限りますので，インターネットサービスプロバイダ(ISP)との接続
などについては省略します．設定が旨くいかない場合は，メーカの FAQや Q and A
を参考に設定を見直しましょう．

注意!

無線 LAN AP の設定は必ず有線 LAN から行うようにしてください．特に通信暗号化
設定する前にパスワードなどの入力をすると，たまたまのタイミングで悪意のある外
部の第三者にそのパスワードが知れ渡ってしまうかもしれません．ご注意ください．

近所に無線 LAN AP が存在している場合で，設定を何度も見直してもうまく接続し
ない場合は，無線 LAN のチャンネルを変えるとうまく接続出来ることがあります．
無線 LAN のチャンネルの変更は，図 2 で「アドバンスト」を選択し，図 3 の「無線
LAN」でチャンネルを変更しながら，通信できるチャンネルを探すことになります．
チャンネルは AP 側だけで設定すれば良く，パソコン側は AP に合わせて自動的に変
更してくれます．
 

図 2. 無線 LAN AP の初期画面
 

図 3. 無線 LAN AP のチャンネル設定

1.2 可能なら外で接続を試みる

あなたのパソコンが電源なしに動作可能なノートパソコンの場合，無線 LAN AP の
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設定が出来，通信が可能な状態になったら，外に出て，どのあたりまで通信が出来る
のか知っておくと良いでしょう．初期設定のままだと，結構届いてしまいます．逆に，
悪意のある人が，それだけ遠くからあなたの無線 LAN を狙うことが出来てしまいま
す．

2. 基本設定

この節以降は，無線 LAN セキュリティを高めるための一般的な方策について説明し
ます．ここでは，ESSID，プライバシーセレクタ，無線送信出力について設定します．

2.1 ESSID

ESSID とは，複数の無線 LAN AP のうち，どの無線 LAN AP に接続すべきかを識別
するために利用します．設定されるありがちなパターンは次の通りです．

標準設定のまま
 
悪意のある第三者にどのメーカの無線 LAN 製品を使っているのかがばれてしまいま
す．結果，弱点を持った製品を利用していると，そのような人に無線 LAN を乗っ取
られてしまったり，盗聴されてしまったりします．
自分の名前や組織名
 
誰が利用しているか，どの部署が利用しているかが悪意のある第三者に知られてしま
います．もし，「渥美銀行法人部」なんて名前だったら興味を持たれてしまうかもし
れません．

そこで，お薦めは図 4のように，ランダムな文字列を登録することです．これにより，
上記のような問題が解決します．
 

図 4. 基本設定

2.2 プライバシーセレクタ

プライバシーセレクタとは，無線 LAN を使ったパソコン同士が通信できないように
するものです．インターネットカフェなどでは，隣のパソコンから自分のパソコンが
無線 LAN を通じて覗かれては困りますので，このような設定があります．ただし，
これを設定すると，無線 LAN で接続されたパソコン同士のファイル共有やプリンタ
共有が出来なくなります．ちょっと整理すると以下のようになります．
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* ファイル共有やプリンタ共有はしていない．---> プライバシーセレクタを使
用する
* ファイル共有やプリンタ共有をしているが，サービスを提供しているパソコ
ンは有線 LANに接続されている．---> プライバシーセレクタを使用する
* ファイル共有やプリンタ共有をしていて，サービスを提供しているパソコン
は無線 LANに接続されている．---> プライバシーセレクタを使用しない

2.3 無線送信出力

無線送信出力は無線 LAN の到達距離を表しています．広範囲に届かせなければなら
ない場合は別ですが，自宅などで使えれば十分な場合，出来るだけ送信出力を弱める
ことが推奨されます．図 4では 25%に設定しています．

ここまで出来たら，一度パソコンから接続を試してみましょう．ESSID が変更されて
いますので，パソコンからはそのメッセージが出力されます．Windows2000 以前の
パソコンでは，無線 LAN クライアントツールでの再設定が必要になります．接続が
出来，可能で有れば外に出て無線 LAN の接続状況を調べてみましょう．前回と比べ
て，かなり到達距離が短くなっているはずです．

3. セキュリティ

ここでは，ANY接続の可否と通信の暗号化について設定します．

3.1 ANY 接続

ANY接続とは，パソコンが ESSID を指定しないで，最も電波の強い無線 LAN AP に
接続しようとするものです．ESSID が正しく設定されることを前提にしていれば，こ
れを許可する理由はありません．通常は図 5のように「許可しない」にしましょう．
 

図 5. セキュリティ設定

3.2 データの暗号化

無線 LAN のデータの暗号化としては，WEP，TKIP(WPA-PSK)，IEEE802.1x/EAP
認証などが利用できます．一般家庭では WEP や WPA-PSK を利用することがほとん
どですので，こちらのみ紹介します．

WEP は無線 LAN が誕生した当初からあった暗号化方式であるが，パソコンの高性能
化とともに簡単に暗号が破られる方法などが開発され，古い暗号化方式では暗号化し
ないのと同じ程度にまでなっています．暗号の強度は概ね暗号化鍵の長さによって決
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まります．昔は 5文字(64bit)でしたが，これでは全く駄目で，現在は 13 文字(128bit)
を利用することが主流になっています．ただし，13 文字の鍵であっても同じ鍵をず
っと使い続けるため，パソコンの性能が上がれば危険になるとも言われています．

TKIP(WPA-PSK)基本的には WEP と同じですが，暗号化鍵を定期的に変更する機能
を組み込んだものです．より，暗号の強度が高まりますので，可能で有ればこちらを
利用することが推奨されます．

あなたが，無線 LAN AP と無線 LAN カードを同時に購入され，TKIP(WPA-PSK)の
選択が出来るときには図 5 の TKIP を選択しましょう．その後，事前共有キーを適当
に定めて入力します．キー更新間隔は 3600 秒でも十分です．0にしてはいけません．
0では単純なWEP と同じになってしまいます．

あなたのパソコンについている無線 LAN カードまたは無線 LAN 機能が TKIP(WPA-
PSK)に対応していない場合，または不明な場合は図 5 の WEP を選択しましょう．こ
の場合は WEP 暗号化キーが複数登録可能であっても，1 番目だけを登録してくださ
い．そのとき，特に理由が無ければ「文字入力」を選択し，あなたの好みのフレーズ
をアルファベット 13 文字にして入力しましょう．ところどころ数字を混ぜるとさら
に効果的です．たとえば，"To7rinoKya98."(隣の客は.)などです．

暗号化鍵を入力する場合，どの文字を入力しても"*"が表示されます．そのため，本当
に正しい文字が入力できたかどうかが分かりません．暗号化鍵を入力するときは慎重
に行いましょう．

この設定が終わると，パソコンから無線 LAN を利用しようとしたときに暗号化鍵を
問い合わせてきます．このとき，先ほど入力した暗号化鍵を慎重に入力してください．
うまく接続できない場合は，暗号化鍵の入力を無線 LAN AP 側かパソコン側のどち
らかで間違っています．その場合は両方とも入力し直してみましょう．

4. 接続制限

接続制限では，MAC アドレスによる接続の可否とどの MAC アドレスを接続許可す
るかを設定します．

4.1 MAC アドレス
MAC アドレスとは，IP アドレスとは別にネットワークインターフェースそれぞれに
固有に)付けられる 48bit(16 進数 12 桁)の番号で，それぞれに世界で唯一の番号が割
り振られます．通常のパソコンではネットワークインターフェースは 1 つしかついて
いないので，実質的にパソコンを特定する番号として利用できます．MAC アドレス
の調べ方はいろいろありますが，無線 LAN カードの場合は図 6 のようにカードに記
載されていることが多いです．
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図 6. MAC アドレスの表記

4.2 MAC アドレスの接続可否設定

MAC アドレスによって，自分の知っているパソコンかどうかを識別できますので，
これによって，無線 LAN AP の利用を許可するかどうかを決めることが出来ます．
まず，この機能を生かすために図 7 のように「無線パソコンの接続」を「制限する」
にします．
 

図 7. 無線パソコン接続制限

次に接続を許可する無線 LAN のパソコンを設定します．図 7 の「接続可能な MAC
アドレスの登録」を選択すると図 8になります．
 

図 8. 接続可能なMAC アドレスの登録

無線 LAN を利用したパソコンの電源が入っていれば検出された無線パソコン一覧に
使っているパソコンの MAC アドレスが出てきます．そのパソコンを「許可」にすれ
ば，無線 LAN が利用できるようになります．逆にここに挙げられていない MAC ア
ドレスからの通信は全て拒否されます．たまたま近所で他の人が無線 LAN パソコン
を操作しているかもしれません．誤って他人のパソコンを登録しないように注意しま
しょう．

5. おわりに

無線 LAN は大変便利なものですが，ユーザにとって便利なものは悪意のある第三者
にとっても便利なものです．ユーザの利便性を損なわず，悪意のある第三者から情報
を守るためにも，購入直後の設定が大変重要です．ここで説明したセキュリティ上の
設定は疎かにせず，購入直後に必ず実施しましょう．また，暗号化鍵は定期的に変更
するよう心がけましょう．
6. まとめ

* 技術の前に心構え -- だまされない、他人に迷惑をかけない、社会常識
* マニュアルを読もう。
* よくできた解説Web ページを探そう。
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* 相談できる人をみつけよう。
* 相談するときはできるだけ詳しく正確な情報を伝えよう。

　spam対策について

TIC では以下の 5原則で spam対策を行っています。

• spamを送ってはいけない
• spamを中継してはいけない
• spamを受け取ってはいけない
• spamをバウンスしてはいけない
• spamを通してはいけない

TIC の spam対策

  TIC ではMTAにおける spam対策を行っています。
  詳細は、http://www.tokai-ic.or.jp/spam/  を参照ください。
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3.2　特定非営利活動法人東海インターネット協議会会員一覧（2005/6/4

現在）
No 名称 種別
1002 愛知学院大学 組織
1004 愛知工業大学 組織
1016 学校法人梅村学園 組織
1017 株式会社エイチ・オー・エス 組織
1023 金城学院大学 組織
1029 静岡大学 組織
1033 学校法人椙山女学園 組織
1036 株式会社ミントウェーブ 組織
1039 中部大学 組織
1040 中部テレコミュニケーション株式会社 組織
1041 中部電力株式会社 IT本部　情報通信事業グループ 組織
1044 東邦学園大学・短期大学 組織
1050 豊橋技術科学大学 組織
1053 名古屋工業大学 組織
1057 南山大学 組織
1061 日本福祉大学メディア教育センター 組織
1076 名城大学 組織
1082 ローランド株式会社 組織
1085 株式会社中日新聞社 組織
1099 株式会社シーアイエス 組織
1102 愛知県立大学 組織
1119 株式会社 SRA中部支社 組織
1121 東邦ガス情報システム株式会社 組織
1128 株式会社アプレッツ 組織
1131 株式会社シーテック情報通信本部 組織
2007 島田さとみ 個人
2011 松井　幸平 個人
2019 大杉　健一 個人
2020 岐阜県立情報科学芸術大学院大学 個人
2021 渡邉　広隆 個人
2022 奥村晴彦 個人
2023 唐木孝則 個人
3005 株式会社中電シーティーアイ 賛助
3009 東海ソフト株式会社 賛助
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3014 株式会社名古屋ソフトウェアセンター 賛助
3015 西日本電信電話株式会社　名古屋支店 賛助
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６．　特定非営利活動法人 東海インターネット協議会 定款

特定非営利活動法人 東海インターネット協議会 定款

　　　第１章 総則
　（名称）
第１条 この法人は、特定非営利活動法人東海インターネット協議会といい、その英文表記を
Tokai Internet Council、略称を TIC（ティーアイシー）とする。

　（事務所）
第２条　この法人は、主たる事務所を愛知県名古屋市中区金山５丁目１１番６号に置く。

　　　第２章　目的及び事業
　（目的）
第３条 この法人は、愛知・三重・岐阜・静岡の地域市民（中小企業事業者と社員、学校・大
学、身体障害者、等）に対して、インターネットの技術および利用に関する啓発・普及、イ
ンターネット接続技術および利用技術に関する研究・開発、学校教育へのインターネット利
用の支援、障害者を支援するためのインターネット利用方法の研究・紹介、等の事業活動を
行い、当地域におけるコンピュータネットワークの健全な発展を通じて、社会教育の推進な
らびに情報化社会の発展に寄与することを目的とする。

　（特定非営利活動の種類）
第４条 　この法人は、前条の目的を達成するために、次に掲げる種類の特定非営利活動を行
う。

（１） 情報化社会の発展を図る活動
（２） 社会教育の推進を図る活動
（３） 保健、医療又は福祉の増進を図る活動

この法人の主たる目的は（１）および（２）であるが、障害者を支援するためのインターネ
ット利用方法の研究・紹介を行うため、（３）の活動を行う。

　（事業）
第５条　この法人は、第 3条の目的を達成するため、次の事業を行う。
（１）特定非営利活動に係る事業

(ア) インターネットの技術および利用に関する啓発・普及事業
(イ) インターネット接続技術および利用技術に関する研究・開発事業
(ウ) 学校教育へのインターネット利用の支援事業
(エ) 障害者を支援するためのインターネット利用方法の研究・紹介事業
(オ) 中小企業社員・学生・市民に対するインターネット技術の教育事業

（２）その他の事業
!  インターネットの技術及び利用に関する事業
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２　前項第２号に掲げる事業は、同項第１号に掲げる事業に支障がない限り行うものとし、
その収益は同項第１号に掲げる事業に充てるものとする。
　　　第３章　会員
　（会員の種別）
第 6 条  この法人の会員は次の２種とし、正会員および賛助会員をもって特定非営利活動促
進法（以下「法」という。）上の社員とする。
(１)  正会員　この法人の目的に賛同して入会した個人及び団体（以下正会員たる個人を「個

人正会員」、正会員たる団体を「団体正会員」といい、両者を「正会員」という。）
(２)  賛助会員　この法人の事業を賛助するため入会した個人及び団体

　（入会）
第７条　正会員及び賛助会員の入会条件については、特に定めないものとする。
２　正会員及び賛助会員として入会しようとする者は、理事長が別に定める入会申込書によ
り、理事長に申し込むものとし、理事長は理事会および運営委員会の承認を経て、正当な理
由がない限りその者の入会を認めなければならない。
３　理事長は、前項のものの入会を認めないときは、速やかに、理由を付した書面をもって
本人にその旨を通知しなければならない。

　（入会金及び会費）
第８条  正会員及び賛助会員は入会金及び会費を納入するものとする。
２　個人正会員で理事になった者は会費を免除する。
３　入会金及び会費の金額は、総会の議決を経て別に定める。

　（会員資格の喪失）
第９条　正会員及び賛助会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、その資格を喪失す
る。
(１) 理事長に退会届の提出をしたとき。
(２) 本人が死亡し、又は正会員及び賛助会員である団体が消滅したとき。
(３)　1年以上会費を滞納したとき。
(４)  除名されたとき。

　 （退会）
第 10 条　正会員及び賛助会員は、理事長が別に定める退会届を理事長に提出して、任意に退
会することができる。

　 （除名）
第１１条 会員が次の各号の一に該当する場合は、総会において、出席した正会員の３分の２
以上の議決により、これを除名することができる。ただし、その会員に対し、議決の前に弁
明の機会を与えなければならない。
 (１)　この法人の定款等に違反したとき。
 (２)  この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
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   （会費等の不返還）
第 12 条　既納入の会費その他の拠出金品は、返還しない。

　　　 第４章 役員及び職員
   （種別及び定数）
第 13 条　この法人に、次の役員を置く。
  (１)　理事  ３名以上１5名以内
  (２)  監事  ２名
２   理事のうち、１名を理事長、２名以内を副理事長とする。

   （選任等）
第 14 条　理事及び監事は、総会において選任する。
２　理事長及び副理事長は、理事の互選とする。
３　役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者若しくは３親等以内の親族が１
人を超えて含まれ、又は当該役員ならびにその配偶者及び３親等以内の親族が役員の総数の
３分の１を超えて含まれることになってはならない。
４　監事は、理事又はこの法人の職員を兼ねることができない。

　 （職務）
第 15 条　理事長は、この法人を代表し、その業務を総理する。
２ 　副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故があるとき又は理事長が欠けたときは、理
事長があらかじめ指名した順序によって、その職務を代行する。
３　 理事は、理事会を構成し、この定款の定め及び理事会の議決に基づき、この法人の業務
を執行する。
４　 監事は、次に掲げる職務を行う。

 (１)　理事の業務執行の状況を監査すること。
 (２)  この法人の財産の状況を監査すること。
 (３)  前２号の規定による監査の結果、この法人の業務又は財産に関し不正の行為又は
法令若しくは定款に違反する重大な事実があることを発見した場合には、これを総会又は
所轄庁に報告すること。
 (４)  前号の報告をするために必要がある場合には、総会を招集すること。
 (５)  理事の業務執行の状況、又はこの法人の財産の状況について、理事に意見を述べ、
若しくは理事会の招集を請求すること。

   （任期等）
第 16 条  役員の任期は２年とし、再任を妨げない。
２　 補欠のため、又は増員によって就任した役員の任期は、それぞれの前任者又は現任者の
任期の残任期間とする。
３　 役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わな
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ければならない。

   （欠員補充）
第 17 条　理事又は監事のうち、その定数の３分の１を超える者が欠けたときは、遅滞なくこ
れを補充しなければならない。

   （解任）
第１８条 役員が次の各号の一に該当するに至ったときは、総会の議決により、これを解任す
ることができる。この場合、その役員に対し、議決する前に弁明の機会を与えなければなら
ない。
  (１)　心身の故障のため、職務の執行に堪えないと認められるとき。
  (２)　職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったとき。

   （報酬等）
第 19 条　役員は、無報酬とする。
２　 役員には、その職務を執行するために要した費用を弁償することができる。
３　 前項に関し必要な事項は、総会の議決を経て、理事長が別に定める。

   （職員）
第 20 条　この法人に、事務局長その他の職員を置く。
２　 職員は、理事長が任免する。

       第５章 総会
   （種別）
第 21 条　この法人の総会は、通常総会及び臨時総会の２種とする。

   （構成）
第 22 条　総会は、正会員および賛助会員をもって構成する。

   （権能）
第 23 条　総会は、以下の事項について議決する。
(１)  定款の変更
(２)  解散
(３)  合併
(４)  事業計画及び収支予算並びにその変更
(５)  事業報告及び収支決算
(６)  役員の選任又は解任、職務及び報酬
(７)  入会金及び会費の額
(８)  借入金（その事業年度内の収入をもって償還する短期借入金を除く。第５２条にお
いて同じ。）
(９)  事務局の組織及び運営
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(１０)  その他運営に関する重要事項

   （開催）
第 24 条　通常総会は、毎年２回開催する。
２   臨時総会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
  (１)  理事会が必要と認め招集の請求をしたとき。
  (２)  会員総数の５分の１以上から会議の目的を記載した書面をもって招集の請求があった
とき。
  (３)  第１５条第４項第４号に定めるところにより、監事から招集があったとき。

   （招集）
第 25 条　総会は、前条第２項第３号の場合を除き、理事長が招集する。
２　 理事長は、前条第２項第１号及び第２号の規定による請求があったときは、その日から
６０日以内に臨時総会を招集しなければならない。
３　 総会を招集するときには、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもっ
て、少なくとも開会日の５日前までに通知しなければならない。

   （議長）
第 26 条　総会の議長は、理事長がこれにあたる。

   （定足数）
第 27 条　総会は、正会員及び賛助会員の総数の２分の１以上の出席がなければ開会すること
ができない。

   （議決）
第 28 条　総会における議決事項は、第２５条第３項の規定によってあらかじめ通知した事項
とする。
２　 総会の議事は、この定款に規定するもののほか、出席した正会員及び賛助会員の過半数
をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

   （表決権等）
第 29 条　総会における各正会員及び賛助会員の表決権は平等なるものとする。
２　 やむを得ない理由のため総会に出席できない正会員及び賛助会員は、あらかじめ通知さ
れた事項について、書面をもって表決し、又は他の正会員又は賛助会員を代理人として表決
を委任することができる。
３　 前項の規定により表決した正会員及び賛助会員は、前２条及び次条第１項の適用につい
ては、総会に出席したものとみなす。
４　 総会の議決について、特別の利害関係を有する正会員及び賛助会員は、その議事の議決
に加わることができない。

   （議事録）
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第 30 条　総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
  (１)  日時及び場所
  (２)  会員総数及び出席会員総数（書面表決者又は表決委任者を含む）
  (３)  審議事項
  (４)  議事の経過の概要及びその結果
  (５)  議事録署名人の選任に関する事項
２   議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人２人以上が署名、押印
しなければならない。

       第６章　理事会
   （構成）
第 31 条　理事会は、理事をもって構成する。理事になることができる者は個人正会員もしく
は団体正会員に所属する個人とする。

   （権能）
第 32条　理事会は、この定款で別に定めるもののほか、次の事項を議決する。
　(１) 総会に付議すべき事項
　(２) 総会の議決した事項の執行に関する事項
  (３) その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項

   （種類及び開催）
第 33条  理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
  (１)  理事長が必要と認めるとき。
  (２)  理事総数の３分の１以上から会議の目的を記載した書面によって招集の請求があった
とき。
  (３)  第１５条第４項第５号の規定により、監事から招集の請求があったとき。

   （招集）
第 34条　理事会は、理事長が招集する。
２　 理事長は、前条第１項第２号及び第３号の規定による請求があったときは、その日から
３０日以内に理事会を招集しなければならない。
３　 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもっ
て、少なくとも開会日の５日前までに通知しなければならない。

   （議長）
第 35条  理事会の議長は、理事長がこれにあたる。

　 （議決）
第 36 条　理事会における議決事項は、第３４条第３項の規定によってあらかじめ通知した事
項とする。
２　 理事会の議事は、理事総数の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決すると



東海インターネット協議会　　　　　　　　　　　　　　　　　２００４年度会報

───────────────────────────────────

───────────────────────────────────
Tokai　Internet　Council　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Page 79 of 96

ころによる。

   （表決権等）
第 37条  各理事の表決権は、平等なるものとする。
２　 やむを得ない理由により理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項につ
いて書面をもって表決することができる。
３　 前項の規定により表決した理事は、次条第１項の適用については、理事会に出席したも
のとみなす。
４　 理事会の議決について、特別の利害関係を有する理事は、その議事の議決に加わること
ができない。

  （議事録）
第 38 条  理事会を開催したときは、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(１)  日時及び場所
(２)  理事総数、出席者数及び出席者氏名（書面表決者にあっては、その旨を付記するこ

と）
(３)  審議事項
(４)  議事の経過の概要及び議決の結果

  (５)  議事録署名人の選任に関する事項
２　 議事録には、議長及び出席した理事の中からその会議において選任された議事録署名人
２人以上が署名、押印をしなければならない。

       第７章　委員会
   （運営委員会）
第 39 条　この法人の日常的運営のために運営委員会を設置する。
２　 運営委員会の運営に関する必要な事項は、理事会の議決を経て別に定める。

   （その他の委員会）
第 40 条  その他この法人の運営上必要があるときは、理事会の議決により運営委員会とは別
に委員会を置くことができる。
２　この委員会の運営に関する必要な事項は、理事会の議決を経て別に定める。

       第８章 資産及び会計
　 （資産の構成）
第41条  この法人の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。
  (１)  設立当初の財産目録に記載された資産
  (２)  入会金及び会費
  (３)  寄付金品
  (４)  財産から生じる収入
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  (５)  事業に伴う収入
  (６)  その他の収入

   （資産の区分）
第 42 条　この法人の資産は、これを分けて特定非営利活動に係る事業に関する資産及びその
他の事業に関する資産の２種とする。

   （資産の管理）
第 43 条　この法人の資産は、理事長が管理し、その方法は、総会の議決を経て、理事長が別
に定める。

   （会計の原則）
第 44条　この法人の会計は、法第２７条各号に掲げる原則に従って行うものとする。

   （会計の区分）
第 45 条　この法人の会計は、これを分けて特定非営利活動に係る事業に関する会計及びその
他の事業に関する会計の２種とする。

   （事業計画及び予算）
第 46 条  この法人の事業計画及びこれに伴う収支予算は、理事長が作成し、総会の議決を経
なければならない。

   （暫定予算）
第 47 条  前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときには、理
事長は、理事会の議決を経て、予算成立の日まで前事業年度の予算に準じ収入支出すること
ができる。
２   前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。

   （予備費の設定及び使用）
第 48条　予算超過又は予算外の支出に充てるため、予算中に予備費を設けることができる。
２　 予備費を使用するときは、理事会の議決を経なければならない。

   （予算の追加及び更正）
第 49 条  予算作成後にやむを得ない事由が生じたときは、総会の議決を経て、既定予算の追
加又は更正を行うことができる。

   （事業報告及び収支決算）
第 50 条  この法人の事業報告書、収支計算書、貸借対照表及び財産目録等の決算に関する書
類は、毎事業年度終了後、速やかに、理事長が作成し、監事の監査を受け、総会の議決を経
なければならない。
２　 決算上剰余金を生じたときは、次事業年度に繰り越すものとする。
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　 （事業年度）
第 51条　この法人の事業年度は、毎年４月１日に始まり、翌年３月３１日に終わる。

　　（臨機の措置）
第 52 条 予算をもって定めるもののほか、借入金の借入れその他新たな義務の負担をし、又
は権利の放棄をしようとするときは、総会の議決を経なければならない。

       第９章 定款の変更、解散及び合併
   （定款の変更）
第 53 条  この法人が定款を変更しようとするときは、総会に出席した正会員及び賛助会員の
４分の３以上の多数による議決を経、かつ、法第２５条第３項に規定する軽微な事項を除い
て所轄庁の認証を得なければならない。

   （解散）
第 54 条　この法人は、次に掲げる事由により解散する。
  (１)  総会の議決
  (２)  目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能
  (３)  正会員及び賛助会員の欠亡
  (４)  合併
  (５)  破産
  (６)  所轄庁による設立の認証の取消し
２　 前項第１号の事由によりこの法人が解散するときは、正会員及び賛助会員総数の４分の
３以上の承諾を得なければならない。
３ 　第１項第 2号の事由により解散するときは、所轄庁の認定を得なければならない。

   （残余財産の帰属）
第 55 条 この法人が解散（合併又は破産による解散を除く。）したときに残存する財産は、法
第１１条第３項に掲げるもののうち、解散時の総会で決議したものに譲渡するものとする。

   （合併）
第 56 条  この法人が合併しようとするときは、総会において、正会員及び賛助会員総数の４
分の３以上の議決を経、かつ、所轄庁の認証を得なければならない。

       第１０章　公告の方法
   （公告の方法）
第57条　この法人の公告は、この法人の掲示場に掲示するとともに、官報に掲載して行う。

       第１１章 雑則   
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　　（細則）
第 58条　この定款の施行について必要な細則は、理事会の議決を経て理事長がこれを定める。

       附　則
 １　この定款は、この法人の成立の日から施行する。
 ２　この法人の設立当初の役員は、次に掲げる者とする。
 　　理事長　　中田　平
　　　副理事長　赤崎まき子
　　 同　　　　後藤　邦夫
　　 理事　　　鈴木　常彦
　　 同　　　　加藤　雅夫
　　 同　　　　田中　啓夫
　　 同　　　　石川　雅彦
　　 同　　　　水野　徳重
　　 同　　　　横井　茂樹
　　 同　　　　萩原　秀和
　　 同　　　　伊藤　義仁
　　 同　　　　田坂　雄一
     監事　　　尾崎　雄一
　　 同　　　　山口　智雄

 ３  この法人の設立当初の役員の任期は、第 16 条第 1 項の定めにかかわらず、成立の日か
ら平成 14年度決算に関する通常総会の終結のときまでとする。
 ４　この法人の設立当初年度の事業計画及び収支予算は、第 46 条の定めにかかわらず、設
立総会の定めるところによる。
 ５　この法人の設立当初年度の事業年度は、第５１条の定めにかかわらず、この法人の成立
の日から平成１５年３月３１日までとする。
 ６　この法人の設立当初の入会金及び会費は、次に掲げる額とする。
　　　 個人正会員　入会金　　なし　　年会費　　５千円
　　　 団体正会員　入会金　　５万円　年会費　　５万円
　　　 賛助会員　　入会金　　５万円　年会費　１０万円



東海インターネット協議会　　　　　　　　　　　　　　　　　２００４年度会報

───────────────────────────────────

───────────────────────────────────
Tokai　Internet　Council　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Page 83 of 96

７．入会申込書
様式１

　　特定非営利活動法人東海インターネット協議会入会申込書

                             特定非営利活動法人東海インターネット協議会御中

申込年月日：２０　　／　　／

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：〒

　　　　　　　TEL(　　　)　　　　－
              FAX(　　　)        －
              e-mail：

会費請求先：
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８．TIC ネットワーク関係年表
10　TIC ネットワーク関係年表

年          　　TIC の出来事    　　　　　　　  世の中の出来事

1989 年冬  　　 東海 UUCP 接続の再編　　　　　　　日本の TOP DOMAIN が jp
に決定

地区内 12 ドメイン  　　　　　　（＊1）            
 
1990 年 10 月    地区内 33 ドメイン

JAIN サイト増える

1992 年 3月     TIC 設立準備会発足

1992 年 7月     TIC 設立

1993 年 2月     東海地域ネットワーク
（TRENDY）（＊2）誕生（学術実験）

1994 年 4月     東海地域 IP バックボーン
（TRIP）（＊3）運用開始（学術実験）

1994 年 6 月       　 　 　 　 　 　 　 　 　                 第 1 回 NETWORLD ＋
INTEROP

 　　　　　　　　　　　　　　　　JAPAN開催

1994 年 8月     TIC WWWサーバ公開開始

1994 年 9 月     TIC 公衆 Delegte サービスを開始  　 INTERNET MAGAZINE 発
刊

1994 年 10 月                　　　　　　　　　　   JUNET 協会解散

1994 年 11 月    TCP－NET、TCP－IP サービス開始    この頃から大手商用 ISP
も
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　名古屋地区で サービス開始

1994 年 12 月            　　　　　　　　　　       InetClub 解散

1995 年 12 月    TIC WWW運用ホストを変更
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1996 年 1月     TIC から TCP－NET，
TCP－IP サービス運営を分離

1996 年 3月     TIC WWW運用ホストを TIC 事務局
に移設
TIC WWW運用ホスト（www2）の新設

1996 年 12 月    TIC 実験用運用ホスト（www3）の新設

1997 年 6 月               　　　　　　　　        INS ルータ MN128－SOHO 発
売開始

1997 年 8月     TIC 利用 ISP を TCP－NET から
OCN に切り替え
 金城学院大学の TRIX 接続終了

1997 年 11 月    名古屋市科学館の TRIX 接続終了

1997 年 12 月    TIC 公衆 Delegate サービスを開始
労災リハビリテーション工学センタ
の TRIX 接続終了
TRIX 運用終了

1998 年 3月     TIC 関係メーリングリストを外部に委託

1998 年 4月     TIC WWW運用ホストを外部に委託。
同時にDNS，メールサーバについても
外部に委託
TIC 山里 NOCを廃止

1999 年 3月     メーリングリスト、WWW、DNS、
メールサーバを合わせて一ケ所に
委託へ 　　　　　　　　　　     31 日を以って TRAIN（＊4）
解散

1999 年 7月     ・1日、DNS，MX，WWWサーバの自主     1 日、NTT 再編成
 運用を再開
・ 8 日、TIC 総会開催（中区栄（株）
電通 中部支社 11F ホール
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1999 年 9月      18－19 日、TIC 合宿勉強会”ネット
ワー ク管理者 vs アタッカーの
攻防”開催

1999 年 11 月     16－17 日、”インターネットシンポジウム
 1999in 東海”開催（吹上ホール）

2000 年 2月     19 日、勉強会”インターネット・
トレー ディングの今と未来”開催

2000 年 3 月     ・TIC メーリングリストの自主運用　　11 日 TRAIN 協会設立総
会開催

を再開
・23 日開催の（財）科学技術交流財団
主催オープンフォーラムに協賛     

2000 年 4月     4 日、勉強会”セキュリティ脆弱性
情報は どう取扱われるべきか”開催

2000 年 5月    ・3－5日、浜松祭りインターネッート中継
・ 13 日、日本UNIX ユーザ会、名古屋 Linux
ユーザ会と合同で勉強会を開催

2000 年 6 月  　　　　　　　                     30 日、名古屋めたりっく通信設
立

2000 年 7 月    8 日、TIC 総会開催　　　　　　　　NTT”フレッツ・アイ”（今
のフ

8日、TIC 討論会”早く欲しいな　　レッツ・ ISDN）サービス開始
Mbps to TheHome”開催            

 
2000 年 9月     22－23 日、TIC 合宿開催

2000 年 10 月              　　　　　　　     ・中部電力による FTTH 実験開始
・DDI，KDD，IDO が合併し KDDI

に
・ICANN理事選挙開始

2000 年 11 月   14－15 日、”インターネット　　　6 日、日本語ドメイン名運用試
験

シンポジウム 2000in 東海”開催　　　フェー ズ 1開始
（吹上ホール）  
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2000 年 12 月   27 日、TIC 勉強会　　　　　　　　インターネットウイーク 2000
開催

（1．メールセキュリティ
2．NPO知多ネット）開催
（JUS 東海 と合同）    

2001 年 2 月          　　　　　　　　             汎用 JP ドメイン名優先登録開
始

2001 年 3 月                  　　　　　　　     ・名古屋めたりっく通信、サービ
ス

　　　　　　　　　　　　　　開始　　　・フレッツADSIJ、
名古屋での申込受付 開始

2001 年 5月    ・3－5日、浜松祭り　　　　　　　1日、マイラインサービス開始
インターネット中継
・ 29 日、tokai－ic．jp ドメイン
取得

＊1）JPNIC ニュースレター第 1号による

＊2）TRENDY＝Tokai　REgional　Network　DYnamics

＊3）TRIP＝Tokai　Regional　IP　backbone

＊4）TRAIN＝Tokyo　Regional　Academic　Inter－Network
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９．　WWWページで見た地域ネットワーク協議会の動向調査
第４版
第０版 1999 年 4月 16 日(作成)
第１版 1999 年 6月 24 日
第２版 2001 年 6月 20 日
第３版 2003 年 6月 16 日
第４版 2003 年 5月 1 日
作成: 東海インターネットワーク協議会(第２版まで)
NPO 東海インターネット協議会(第３版から)

本資料は、東海インターネット協議会の今後を検討する際の参考資料として作成した
ものである。

名称 略称 WWW ペー
ジURL

ト ッ
プ ペ
ー ジ
最 終
更新

会 員
数

代表
(所属
役職)

事 務
局

最 近 の
活動 特記事項

97.
9.5
会議
出席

北海道
地域ネ
ットワ
ーク協
議会

NO
RT
H

http://www
.north.ad.j
p/

2003.
03.10 21(*1)

辰巳治
之
( 札 幌
医科大
学)

( 株 )
北 海
道 総
合 技
術 研
究 所
内

NORT
H
Sympo
sium
2003(2
003.03.
14-15)

(*1) 団体
会員のみ
の数
IPv6 実験
中
(NORTH
6bone)

_

北海道
インタ
ーネッ
ト協議
会

-- http://hokk
ai.or.jp/ -- -- -- -- -- ISP 事業

者 --

秋田県
インタ
ーネッ
ト協議
会

AIC
http://www
.hana.or.jp
/icn/

--- ---- --- --- ---

http://w
ww.hana
.or.jp/icn
/ のリン
クたどれ
ず

_
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東北イ
ンター
ネット
協議会

TiA

http://www
.sendai-
ct.ac.jp/Ti
A/

1998
年 9
月

35(*1)

(財 )仙
台応用
情報学
研究振
興財団
TiA 事
務 局
(info@
tia.ad.
jp)

　 　 _

東北学
術研究
インタ
ーネッ
トコミ
ュニテ
ィ

TO
PIC

http://www
.topic.ad.jp
/

-- 93 ----

東 北
大 学
情 報
シ ナ
ジ ー
セ ン
タ ー
内

--

東北地方
の研究・
教育機関
を結ぶイ
ンターネ
ットを運
営

--

桐生広
域
Intern
et 協議
会

--

http://www
.kiryu.co.jp
/
http://www
.ensc.com/
kaic/expla
ne.html

　 -- -- -- -- 　 --

柏イン
ターネ
ットユ
ニオン

KIU http://www
.kiu.ad.jp/

2003.
4.23 79

阿 部
孝
( 廣 池
学園)

麗 澤
大 学
内

2003 年
5 月 24
日  第
20 回
KIU イ
ン タ ー
ネ ッ ト
教 育 研
究 フ ォ
ー ラ ム
開 催 予
定

2001.3.2
3 特定非
営利活動
法 人  認
証

--
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東京地
域アカ
デミッ
クネッ
トワー
ク協会

A-
TR
AIN

http://www
.a-
train.org/

2003
年 3
月

-- --

東 洋
大 学
情 報
シ ス
テ ム
セ ン
タ ー
内

2003 年
3 月 15
日第 2
回 研 究
会開催

TRAIN(1
992-
1999) 解
散を受け
2000 年
3月発足

--

山梨地
域イン
ターネ
ット協
会

YA
CC

http://www
.yacc.or.jp/

2001
年 8
月 31
日

87(*1)

武田信
二
((株)山
梨文化
会館)

( 財 )
や ま
な し
産 業
支 援
機 構
内

2001 年
8 月 24
日第 9
回 総 会
開催

(*1)2001.
3.5

_

信州イ
ンター
ネット
協議会

SIN
C --- --- ---- --- -- -- --- _

富山イ
ンター
ネット
協議会

Trit
on

http://www
.triton.jp/

2000.
04.03 37 　

( 株 )
富 山
県 総
合 情
報 セ
ン タ
ー内

H14.7.
23 富
山 県 立
大 学 計
算 機 セ
ン タ ー
見学

(*1)H14.
06.26

_

新潟県
IT&IT
S 推進
協議会

Nii
NA

http://www
.n-it-its.jp/

H15
年 3
月 19
日

280(*
1) --

新 潟
県 総
合 政
策 部
情 報
政 策
課 IT
推 進
係

H15.3.
14 調
査 報 告
事 業 報
告会

最初の組
織は新潟
地域イン
ターネッ
ト協議会
1998 年
度に新潟
県高度情
報化推進
協議会に
移行した
H13 年 4
月 27 日
規約施行
開始
会員数は
会費納入
組織数に

_
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H13 年 4
月 27 日
規約施行
開始
会員数は
会費納入
組織数に
基く

北陸地
域情報
ネット
ワーク
協議会

FIT
net

http://www
.jaist.ac.jp/
iscenter/fit
net/

2001.
5.10 50

長野勇
( 金 沢
大学総
合情報
処理セ
ンター
センタ
ー長)

北 陸
先 端
科 学
技 術
大 学
院 大
学 情
報 科
学 セ
ン タ
ー内

H14.6.
19 通
常 総 会
記 念 講
演会

fitnet.ad.
jp は解消

_

東海
インタ
ーネッ
トワー
ク
協議会

TIC
http://www
.tokai-
ic.or.jp/

2002.
06

約
40(*1)

中 田
平
( 金 城
学院大
学
教授)

( 株 )
名 古
屋 ソ
フ ト
ウ ェ
ア セ
ン タ
ー内

オ ー プ
ン ソ ー
ス の つ
ど い
2003in
名 大 を
共催

2002 年
5 月 NPO
法人化
(*1)2001
年 1 月 8
日時点

_

特定非
営利活
動法人
NPO
知多ネ
ット

chit
ane
t

http://www
.npo.gr.jp/

2001.
08.19 11

間瀬康
文
( 理 事
長)

　

フ ィ ン
ガ ー ビ
ジ ョ ン
(www.F
ingerVi
sion.co
m)中間
報告

　 _

第 5 地
区ネッ
トワー
クコミ
ュニテ
ィ

NC
A5

http://www
.nca5.ad.jp
/

2003.
05.02 52 　 京 都

大 学
学 術
情 報
メ デ
ィ ア
セ ン
ター

　 京都近隣
の国公立
機関、研
究機関を
結 ぶ IP
ネットワ
ーク
SINET,W
IDE に接

---
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トワー
クコミ
ュニテ
ィ

/ 学 術
情 報
メ デ
ィ ア
セ ン
ター

機関、研
究機関を
結 ぶ IP
ネットワ
ーク
SINET,W
IDE に接
続

京都情
報基盤
協議会

Kyo
to-
Pne
t

http://www
.kiic.or.jp/

2003.
02.06 103 富田眞

治

( 財 )
京 都
高 度
技 術
研 究
所内

第 8 期
定 期 総
会 平成
14 年 6
月 27
日

(*1)2002
年 12 月
13 日 現
在

---

大阪地
域大学
間ネッ
トワー
ク

ORI
ON
S

http://edge
.ee.tokushi
ma-
u.ac.jp/ind
ex-jp.html

2000.
06.14 66 -- -- -- -- --

関西ネ
ットワ
ーク相
互接続
協会

WI
NC 　 --- 　 　 　 　 　 _

神戸マ
ルチメ
デ ィ
ア・イ
ンター
ネット
協議会

KMI
C

http://kmic
.gr.jp/

2003.
02.20 58(*1) 山田昭 ---

2002.1
2.10 セ
キ ュ リ
テ ィ マ
ネ ジ メ
ン ト 実
践 セ ミ
ナー

(*1)2003.
02.26 --

中国・
四国イ
ンター
ネット
協議会

CSI http://www
.csi.ad.jp/

2003.
04.21 62(*1)

吉田典
可
( 広 島
市立大
学
教授)

--

2003.0
5.24 第
5 回 総
会 お よ
び 併 催
講 演 会
開 催 予
定

1999.9.2
1 特定非
営利活動
法人認証
(*1)1999.
3.1 時点

_
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教授) 講 演 会
開 催 予
定

3.1 時点

高知ネ
ットワ
ーク研
究会

　 

http://www
.is.kochi-
u.ac.jp/Ko
chi-INET/

2000
年 6
月 20
日

22(*1) -- -- -- (*1) 組 織
会員 --

高知シ
ティ・
サ イ
ズ・エ
リア・
ネット
ワーク
実験研
究協議
会

KC
AN 　 --- 　 　 -- -- --

KARR
N 協会

KA
RR
N

　 　 -- -- -- -- -- _

久 留
米・鳥
栖地域
インタ
ーネッ
ト協議
会

KT
AR
N

http://www
.ktarn.or.jp
/jnl

2001.
06 57(*1)

関弘文
( 久 留
米情報
システ
ム
代表取
締役社
長)

--

2000 年
12 月第
4 回イ
ン タ ー
ネ ッ ト
フ ェ ス
タ開催

(*1)H12
年度
98 年 プ
ロバイダ
事業切り
離し

_

長崎県
インタ
ーネッ
ト協議
会

-- 　 -- -- -- -- -- -- _

宮崎地
域イン
ターネ
ット協
議会

MAI
S

http://WW
W.MAIS.O
R.JP/

　 　 -- 　 ア ク セ
ス不能

_
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ット協
議会

沖縄イ
ンター
ネット
協議会

OIA

http://www
.oia.u-
ryukyu.ac.j
p/

2003.
04.26

102(*
1)

喜屋武
盛基

琉 球
大 学
情 報
処 理
セ ン
タ ー
内

2003.0
4.26 勉
強 会 開
催

(*1)97.10
.7 --

注記

97.9.5 会議 http://www.toyama-tic.co.jp/triton/report/kaigi1/sidai.html 参照
調査結果のまとめ
WWW ページを見る限りにおいて、活動の活発の隔差が広がっていると思われる。
（WWWページ上、活発な協議会は実際の活動も活発と見てよい）
活動主体の比重：産・官・学のどこにあるかが協議会によって異なる
活動内容の方向が協議会により異なる。方向とは具体的には、ビジネス、教育、福祉、
技術、地域の政治的な結びつき、などのことである。
考察
TIC は各協議会の中でも会員数が多い部類に入る
地域協議会によって、重視する活動が異なるので、参考となる対象協議会は、 TIC
の専門委員会によって異なると考えられる。
WWW上の広報が重要であることを改めて認識した。TIC からも外に向けて、リアル
タイムの発信をすることにより、地域内外の人的な広がりが期待できる。
謝辞
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発行日：　２００５年６月４日
発行者：　特定非営利活動法人東海インターネット協議会（理事長　中田　平）
事務局　〒460-0022 名古屋市中区金山 5-11-6　名古屋ソフトウェアセンター内
　　　　　　E-mail　tic-sec@tokai-ic.or.jp
　　　　　　ＦＡＸ：　052-889-1799
　　　　　　ＴＥＬ：　052-889-1798
　　　　Copyright©1994-2003　Tokai　Internet　Council　All　right　reserved

いかなる媒体でも次の条件が満たされている場合に限り、本著作をそのまま複製し
て配布することを許可する。
・ 受領、配布された複製物に著作権表示および本許諾告知が含まれること。
・ 複製物の受領者が更に再配布する場合、その再配布者が本告知と同じ許可を与えて

いること。
・ 本著作の内容を変更しないこと。
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（裏表紙：白紙）


