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1.　はじめに

CTC アカデミックユーザーアソシエーショ
ン（以降 CAUA と略す）の 2014 年度の活
動概要を報告します。

2.　第 15回定時総会

総会は CAUA の活動方針・内容を決定す
る機関です。第 15 回定時総会は 2014 年 6 月
19 日（木）に、東京都新宿区の京王プラザ
ホテルで開催されました。

初めに、CAUA 会長の後藤 滋樹氏（早稲
田大学）の開会ご挨拶があり、その後、総会
議長に鈴木 正紀氏（文教大学）が満場一致
で推挙され、議案が審議されました。議案と
審議内容は以下の通りです。

□第 1 号議案：2013 年度活動報告
事務局より 2013 年度の活動内容につい

て報告を行い、全会一致で承認を頂いた。
□第 2 号議案：2013 年度会計報告

事務局より 2013 年度の会計報告を行い、
会計監事の小野 成志氏（学校法人根津育
英会武蔵学園）より、事務局報告に誤りが
ない旨のご報告があり、全会一致で承認を
頂いた。

□第 3 号議案（1）：2014 年度活動計画
事務局より以下の通りの活動計画と予算

について報告を行い、全会一致で承認を頂
いた。

（1）第 15 回定時総会
会期 2014 年 6 月 19 日、東京開催。

（2）CAUA 設立 15 周年記念シンポジウム
会期 2014 年 6 月 19 日、東京開催。

（3）CAUA シンポジウム 2014
会期 2014 年 11 月 14 日、東京開催。

（4）運営委員会
年度内に 3 回開催を予定。

（5）会誌「VIEW POINT」第 15 号
2015 年 3 月発行を予定。

（6）ホームページ、メールマガジンの充実
□第 3 号議案（2）：2014 年度予算

原案通り承認された。

以上の通り、4 件の議案は全て全会一致で
承認され、総会は終了しました。

3.　�CAUA設立15周年記念�
シンポジウム

図 1　CAUA 設立 15 周年記念シンポジウムの模様

2014 年 6 月 19 日（木）の第 15 回定時総
会終了後に、同じく京王プラザホテルにおい
て「CAUA 設立 15 周年記念シンポジウム」
を開催し、136 名という大勢の方々に参加頂
きました。

テーマは、「インターネットはこうして始
まった～イノベーションと人材開発の今を考
える～」で、プログラムは以下の通りでした。

□開会挨拶　斎藤 馨氏（東京大学、CAUA
副会長）

□基調講演「アカデミックネットワークの黎
明期：あの盛り上がりはどこへ消えたのか」

 釜江 常好 氏（東京大学、スタンフォード
大学名誉教授）

□基調講演「日本のインターネットの特徴」
 後藤 滋樹 氏（早稲田大学、CAUA 会長）
□パネリスト発表

◇「JUNET から 30 年：僕たちは何をやっ
てきたのか。そして、これから…」

 砂原 秀樹氏（慶應義塾大学）
◇「イノベーションと人材開発の今を考え

る―インターンシップから始まる世界―」
 小町 守 氏 （首都大学東京）
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□パネルディスカッション：「イノベーショ
ンと人材開発の今を考える」
・コーディネータ

安東 孝二 氏
（株式会社 mokha、CAUA 運営委員長）

・パネリスト（50 音順）
釜江 常好 氏

（東京大学、スタンフォード大学名誉教授）
後藤 滋樹 氏

（早稲田大学、CAUA 会長）
小町 守 氏（首都大学東京）
砂原 秀樹 氏（慶應義塾大学）

□閉会挨拶　只木進一氏（佐賀大学、CAUA
運営委員）

□情報交換会
シンポジウム開催後、京王プラザホテル

において情報交換会が行われた。

CAUA はおかげさまで設立 15 周年を迎え
ました。

東京大学、スタンフォード大学名誉教授の
釜江先生と早稲田大学の後藤先生より、イン
ターネットの黎明期のお話をいただきました。
今では当たり前のようにインターネットを利
用し、大容量のデータの送受信をしています
が、当時のデータ通信の確立という新たなこ
とにチャレンジする先生方の熱い想いと、大
変なご苦労を実感しました。また、当時から
現在にも共通する若者への見守りと企業への
インターンシップで得る経験が次の世代を育
てることにつながっています。

パネルディスカッションでも、閉塞感のあ
る情報システム系の人材開発とインターン
シップを通して得られる経験と企業との連携
について、熱く議論が交わされました。

4.　林英輔先生メモリアル

図 2　林英輔先生メモリアルの様子

CAUA 初代会長である林英輔先生が 2014
年 5 月 28 日にご逝去されました。

林英輔先生メモリアルは、2014 年 10 月 17
日（金）に「インターネットの時代と林英輔
―その軌跡を辿る―」というタイトルで、東
京都千代田区の学士会館で開催しました。林
先生を偲び、CAUA の会員を中心とした 21
名の皆様にお集まりいただきました。

□「林英輔先生とインターネット創世記」
 後藤 滋樹 氏（早稲田大学、CAUA 会長）
□「林英輔先生の山梨大学時代1969年-1998年」
 八代 一浩 氏（山梨県立大学）
□「林英輔先生と TRAIN」
 中山 雅哉 氏（東京大学）
□「林英輔先生と DSM 研究会」
 山井 成良 氏（東京農工大学）
□「林英輔先生と CAUA」
 斎藤 馨 氏（東京大学、CAUA 副会長）
□「画像と音声で辿る林英輔先生の軌跡」
 滝島 繁則（CAUA 事務局）

・司会　小野 成志 氏（根津育英会武蔵学園、
CAUA 監事）

大学人として、インターネット研究者とし
て、研究者育成の達人として、林 英輔先生
は多面的な活動を続けてこられました。各先
生方のお話の中で、林先生の違った一面を
知ったのと同時に、インターネットの普及と
教育現場へのインターネットの導入、人材育
成に多大な功績を残されていることを知りま
した。

あらためて林先生のご功績に敬意を表する
とともにご冥福を心からお祈り申し上げます。
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5.　CAUAシンポジウム2014

図 3　シンポジウム 2014 の模様

CAUA シンポジウム 2014 は、2014 年 11
月14日（金）に、「最新セキュリティソリュー
ションは、本当に脅威を防げるのか～情報セ
キュリティ界の権威とベンダが激突する!?～」
をテーマに、東京都千代田区の TKP ガーデ
ンシティ御茶ノ水で開催しました。80 名の
方に参加を頂きました。プログラムの詳細は
以下の通りです。

□開会挨拶　後藤 滋樹 氏（早稲田大学、
CAUA 会長）

□基調講演
「セキュリティ対策技術はどこまで導入す
ればいいのか？」
葛西 重雄 氏（情報処理推進機構（IPA）
CIO 補佐官）

□基調講演
「大学における情報セキュリティインシデ
ントの現状と対策、そして今後」
西村 浩二 氏（広島大学）

□パネリスト発表
◇「RSA 事業について、RSA 製品ポート

フォリオ」
 水村 明博 氏（EMC ジャパン株式会社）
◇「ジュニパーネットワークス会社概要」
 森本 昌夫 氏（ジュニパーネットワーク

ス株式会社）
◇「セキュアヴェイルのご紹介と第二部に

向けて」
 神戸 仁 氏（株式会社セキュアヴェイル）
◇「“私” の大学のセキュリティに対する

印象とパネルで伺いたい質問について」
 佐藤 元彦 氏（伊藤忠テクノソリュー

ションズ株式会社）
□パネル討論：失敗が許されない時代の、情

報セキュリティ構築法を考える
・コーディネータ
 佐藤 元彦 氏（伊藤忠テクノソリュー

ションズ株式会社）
・パネリスト（50 音順）
 葛西 重雄 氏（情報処理推進機構（IPA）

CIO 補佐官）
 神戸 仁 氏（株式会社セキュアヴェイル）
 西村 浩二 氏（広島大学）
 水村 明博 氏（EMC ジャパン株式会社）
 森本 昌夫 氏（ジュニパーネットワーク

ス株式会社）
□閉会挨拶　刀川 眞 氏（室蘭工業大学、

CAUA 運営委員）

今年度は、情報セキュリティに対する脅威
を改めて認識する事件が起こるなど、注目が
集まる年でした。IPA の CIO 補佐官も務め
られている葛西氏よりリスクアセスメントと
情報セキュリティリスク対策についてご説明
いただきました。そして、広島大学の西村先
生からは広島大学で実施している情報セキュ
リティの具体的な取組みについてお話しいた
だきました。

パネルディスカッションでは、情報セキュ
リティベンダーの方々にも参加いただき、大
学での情報セキュリティリスクへの対策につ
いて、様々な立場から意見が交わされました。

6.　�ホームページ、メールマガジンの
充実

本年度は CAUA ホームページの作成・更
新、メールマガジンの発行を以下の通り行い
ました。

（1）イベントレポート
2014 年度に実施した以下の 3 件のイベ

ントの開催レポートを作成し、CAUA ホー
ムページに掲載しました。
□ CAUA 設立 15 周年記念シンポジウム
□林英輔先生メモリアル
□ CAUA シンポジウム 2014

CAUA ホームページ
（URL）http://www.ctc-g.co.jp/~caua/

（2）Online ViewPoint
2014 年 3 月に発行した「ViewPoint」第

14 号を PDF 化し、CAUA ホームページ
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で公開しました。
CAUA はその活動で得られた貴重なコ

ンテンツを大学情報化に携わる方々に提供
すべく、会誌をホームページ上に無料で公
開しています。

（3）メールマガジン
電子メールを利用したメールマガジン

「CAUA Academic Newsletter」を年度内
に 5 回 発行しました。
□ VOL.15 NO.1（2014 年 5 月 7 日発行）
□ VOL.15 NO.2（2014 年 6 月 2 日発行）
□ VOL.15 NO.3（2014 年 10 月 16 日発行）
□ VOL.15 NO.4（2014 年 11 月 20 日発行）
□ VOL.15 NO.5（2015 年 2 月 26 日発行）

7.　運営委員会

2014 年度は運営委員会が 3 回開催され、
CAUA の具体的な活動内容が決定されまし
た。

（1）2014 年度第 1 回運営委員会
□出席役員（運営委員は 50 音順）

後藤 滋樹 会長（早稲田大学）
斎藤 馨 副会長（東京大学）
島野 顕継 運営委員（大阪工業大学）
鈴木 浩充 運営委員（東洋大学）
鈴木 正紀 運営委員（文教大学）
小野 成志 会計監事（根津育英会武蔵学
園）

□日時：2014 年 4 月 21 日（月）16:00 ～
17:30

□場所：伊藤忠テクノソリューションズ株
式会社 霞が関オフィス会議室（東京都
千代田区）

□議題
① 2013 年度活動報告案討議
② 2013 年度会計報告案討議
③ 2014 年度活動計画案討議

（2）2014 年度第 2 回運営委員会
□出席役員（運営委員は 50 音順）

後藤 滋樹 会長（早稲田大学）
斎藤 馨 副会長（東京大学）
安東 孝二 運営委員長（株式会社mokha）
鈴木 浩充 運営委員（東洋大学）
鈴木 正紀 運営委員（文教大学）
只木 進一 運営委員（佐賀大学）
刀川 眞 運営委員（室蘭工業大学）
小野 成志 会計監事（根津育英会武蔵学

園）
□日時：2014 年 6 月 19 日（木）12:00 ～

13:00
□場所：京王プラザホテル（東京都新宿区）
□議題

①第 14 回定時総会事前打合せ
②事務局報告事項

（3）2014 年度第 3 回運営委員会
□出席役員（運営委員は 50 音順）

後藤 滋樹 会長（早稲田大学）
安東 孝二 運営委員長（株式会社mokha）
島野 顕継 運営委員（大阪工業大学）
鈴木 浩充 運営委員（東洋大学）
只木 進一 運営委員（佐賀大学）
刀川 眞 運営委員（室蘭工業大学）

□日時：2014 年 11 月 14 日（金）12:30 ～
13:30

□場所：TKP ガーデンシティ御茶ノ水（東
京都千代田区）

□議題
①事務局報告事項
② CAUA シンポジウム 2014 事前打合せ

8.　まとめ

今年度は、CAUA 設立 15 周年ということ
で、たくさんの方々にお集まりいただき、記
念イベントを開催することができました。

設立当時と比べると、大学、教育機関を取
り巻く環境も、情報技術や製品も大きく変
わっており、毎年のセミナーも、教科情報や
図書館と情報センターの融合、クラウドや災
害対応、オープンエデュケーションと、その
時々のトレンドを反映したテーマを取り上げ
てセミナーを開催してきました。改めて 15
年という月日の長さを感じます。

CAUA では、これからも、よりよいアカ
デミックコミュニティとして活動すべく努力
してまいりますので、皆様のご支援、ご協力
を宜しくお願い致します。

最後になりましたが、CAUA を支えて下
さる CAUA 役員の先生方、CAUA 会員の皆
様方、賛助会員の皆様方に心より御礼申し上
げます。この 1 年間どうも有難うございまし
た。

（了）
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