第 12 回学術情報処理研究集会 プログラム
(平成 20 年 9 月 12 日(金)

於: 高知大学 メディアの森 6 階 メディアホール)
(発表 12 分, 質疑応答 3 分)

9:30〜10:30
セッション 1: セキュリティ管理関係
座長: 林 敏浩 (香川大学 総合情報センター 准教授)
1. 資産管理に基づく適切なソフトウェア配布システムの構築
松平 拓也, 車古 正樹, 笠原 禎也, 髙田 良宏, 井町 智彦 (金沢大学)
2. サーバ証明書申請・発行システムの構築 －山口大学における UPKI 導入事例－
永井 好和, 王躍, 佐伯 徹郎, 久長 穣, 多田村 克己, 三池 秀敏 (山口大学)
3. 横浜国立大学におけるスパムメール対策
志村 俊也, 徐 浩源, 長谷部 勇一 (横浜国立大学)
4. UPKI イニシアティブサーバ証明書の認証ネットワークへの導入
大谷 誠, 江藤 博文, 渡辺 健次, 只木 進一, 渡辺 義明 (佐賀大学)
休憩:10:30〜10:50
10:50〜12:05 セッション 2: 情報処理教育・学術情報検索関係
座長: 宮下 晃一 (鳴門教育大学 高度情報研究教育センター 教授)
5. Google Earth による学術情報の可視性向上
高田 良宏, 笠原 禎也, 西澤 滋人, 森 雅秀 (金沢大学)
6. コンテンツの事前作り込みが必要ないメール機能を用いた簡易小テストシステム
井上 仁, 西田 英樹, 石田 雅, 大野 賢一, 本村 真一, 鈴木 輝博, 鈴木 龍司, 木本 雅也,
宮田 直輝, 藤尾 聡, 近藤 博史 (鳥取大学)
7. オープンソースの e-learning システム Moodle を用いた情報基礎科目の早期認定試験について
遠藤 教昭, 中西 貴裕, 吉田 等明, 白倉 孝行, 五味 壮平 (岩手大学)
8. デジタルペンによる複数教室対応筆跡情報収集システム
伊藤 智博, 立花 和宏, 奥山 澄雄 (山形大学), 阪口 博司(IM&T), 仁科 辰夫(山形大学)
9. 今 現在 授業中に質問を受け付けるシステム
鵜川 義弘 (宮城教育大学)
昼食:12:05〜13:20
13:20〜14:35 セッション 3: センター運営関係
座長: 佐野 雅彦 (徳島大学 高度情報化基盤センター

准教授)

10. 省エネルギー低コスト端末の評価
三原 義樹, 永井 明 (宇都宮大学)
11. グリーン IT 実現に貢献する SaaS、アウトソーシング戦略の推進
井上 春樹, 八卷 直一, 長谷川 孝博, 高橋 秀年, 高田 重利, 望月邦昭 (静岡大学)
12. Mac OS X による Netboot を用いた端末室環境の運用
瀬川 大勝, 櫻田 武嗣, 萩原 洋一, 川島幸之助 (東京農工大学)
13. 長崎大学における情報基盤設備の維持管理
柳生 大輔, 野崎 剛一 (長崎大学)
14. 情報セキュリティマネジメントシステム(ISMS) における効率的な詳細リスクアセスメント
実施手法の提案と情報処理センターへの適用
市川 哲彦, 永井 好和 (山口大学), 長谷川 孝 (静岡大学), 伊藤 賢 (ITSC), 三池 秀敏 (山口大学)

休憩:14:35〜14:55
14:55〜15:40 セッション 4: 学術情報データベース関係
座長: 豊永 昌彦 (高知大学 総合情報センター 教授)
15. Ajax 技法と Java フレームワークによる日本現存朝鮮古書 DB システムの開発
高井 正三, 喜多 啓太, 米田 恭章 (富山大学)
16. arχves: 公開鍵暗号を用いた研究記録管理・公開・検証システム構築の試み
加藤 未来, 小林 聡 (島根大学)
17. 全教員からの評価情報収集：成果と課題
只木 進一, 遠藤 隆, 船久保 公一, 岸川 芳之, 村山 詩帆, 山田文弘 (佐賀大学)
休憩:15:40〜16:00
16:00〜17:00 セッション 5: ネットワーク・システム関係
座長: 西村 浩二 (広島大学 情報メディア教育研究センター 准教授)
18. 新しいメールアドレスの柔軟な運用に向けて
江藤 博文, 只木 進一 (佐賀大学)
19. sFlow を利用したネットワーク監視の試み
白清 学, 谷内田 昌寿 (長岡技術科学大学)
20. キャンパスネットワークにおける Winny 検知手法の FPGA 実装
佐藤 友暁, 伊丸岡 修哉, 深瀬 政秋 (弘前大学)
21. 高知大学における全学認証 DHCP システムの導入
斎藤 卓也, 中里 一仁, 石黒 克也, 佐々木 正人, 三宮, 克彦, 結城 朝光, 豊永 昌彦 (高知大学)

