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   2007 年度 第 1 回会合 プログラム 
 

 

 
 

 日    時 ： 2007 年 9 月 11 日(火) 13:15 ～19:30 [12:45 受付開始] 

 会    場 ： 汐留シティセンター 24 階 大会議室 [東京都港区東新橋 1-5-2] 
 参 加 対 象 ： 本会合は、SS 研,CS 研,IS 研会員の皆さまにご参加いただけます。 
 定    員 ： 150 名(予定) 

 
■■ プログラム ■■ 

開会挨拶               岡村 耕二 (九州大学情報基盤センター) 13:15～13:20 
 

(1) ストレージシステム設計・導入にあたってのガイドライン 
～データマネジメントを意識したストレージソリューション WG／SubWG 成果報告～ 

中京大学 磯 直行 
 

本 WG では、会員機関で運用されている大規模ストレージシステムで増大しつつあ
る多様な非構造型データについて、その特性を分類し、効果的な管理方法とソリ
ューションの明確化について検討した。また、SubWG ではストレージシステムの設
計・導入にあたって考慮すべき項目を技術解説や実現手段を含めてガイドライン
としてまとめた。本発表では WG/SubWG で議論したストレージシステムの設計・導
入運用管理手法について報告する。 

13:20～13:40 
報告：15 分

Q&A：5 分

 

(2) リアルタイム型遠隔講義におけるデザインパターン 
北陸先端科学技術大学院大学 長谷川 忍 

 

効果的な遠隔講義プログラムをデザインするためには、教育目標や学習者特性、
物理的要件などといった講義条件を考慮した上で、システムや講義形態の設計を
行う必要がある。北陸先端科学技術大学院大学ではこれまでに、全学を横断した
機能組織である遠隔教育研究センターが中心となって様々なタイプのリアルタイ
ム型遠隔講義を試行してきた。本講演では、リアルタイム型遠隔講義におけるコ
ミュニケーションモデルに基づいて実践事例を解説するとともに、これらの事例
で得られた知見を整理したリアルタイム型遠隔講義のデザインパターンについて
議論する。 

 

13:40～14:35 
報告：45 分

Q&A：10 分

(3) 個人情報保護に対する先進事例紹介 
富士通株式会社 セキュリティソリューション本部 平野 秀幸 

 

昨今、大学構内で教員所有のノートパソコンの盗難が多発しており、パソコンに
保存していた学生の成績情報等の個人情報流出が新聞沙汰になっている。ノート
パソコンを盗難された被害者が、個人情報を流出させた加害者になってしまうと
いった、教育現場での安心・安全が脅かされている。さらに学内の重要メールを
安易に個人に転送してしまうといった問題も指摘されている。数年前であれば ICT
でここまでできなかったこともあり問題に至ることはなかったが、現在では大学
の責任問題にまで発展する事態となっている。本報告では、民間企業の先進事例
を通じての対策ツール導入の有効性を紹介するとともに、教育現場での現状の紹
介とその対策ツールの導入にあたっての留意点を説明する。 

14:35～15:30 
報告：45 分

Q&A：10 分

休憩 <デモ展示> 15:30～16:00 
 

(4) 千歳科学技術大学における「学生による学生のための e-Learning」 
千歳科学技術大学 高岡 詠子 

 

千歳科学技術大学では、平成 12 年より e-Learning システム(CIST-Solomon)およ
びコンテンツの開発を行い、学部教育課程での実証評価を行ってきた。システム
やコンテンツ開発は、大学の情報系研究室を中心に独自に行われている。本学に
は、入学後すぐに CIST-Solomon に触れる新入生が学年が進むにつれ、ユーザとし
て自ら学びつつ、開発者としても成長していく為の枠組みが存在する。 
今回は、その枠組み、および学生のシステムやコンテンツの開発の様子、そして
学生に潜んだ可能性が引き出されていく様子を中心に、本学の e-Learning への取り
組みについて紹介する。 

 

16:00～16:55 
報告：45 分

Q&A：10 分

 

(5) 鹿児島大学の「e-ラーニング」による基礎学力強化 
鹿児島大学 鍵山 茂徳 

 

鹿児島大学では理系の基礎学力低下に対応するために、2年前から「e-ラーニング」
を活用した「演習」中心の授業科目の導入を検討してきた。 
昨年度は、「e-ラーニング」による演習と対面授業とを組み合わせた授業を物理
学で試験的に開講しその効果を確かめることができたので報告する。 
今年度はさらに発展させ、科目も数学、化学、生物学まで広げ、「e-ラーニング」
による授業を開講する。その内容についてもあわせて報告したい。  

16:55～17:50 
報告：45 分

Q&A：10 分

閉会挨拶                        中西 通雄(大阪工業大学) 17:50～17:55 

懇親会(ワンコインパーティ) <デモ展示>  会費：\500 

# お飲み物と乾き物のみご用意した、簡易的なパーティです。 

18:05～19:30 

 

  SS 研 システム技術分科会/研究教育環境分科会 共催 

テーマ ： 教育現場への ICT 活用
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■■ デモ展示 ■■         ＊ 展示内容は変更させていただく場合もございますので、予めご了承ください。 
 

●展示内容 ： 
・個人の「知力」「情報」「人脈」が、教育の可能性を無限大に広げるソーシャル・ネットワーキング・サービス 

｢知創空間｣ 
・省スペース・省電力・低騒音な環境に配慮したスーパーグリーン製品！ 

｢コンパクトサーバ PRIMERGY TX120｣ 
・情報をガードし、内部統制強化を支援 

｢情報セキュリティソフトウェア FENCE シリーズ｣ 
 

●展示時間 ：  ①休憩時間(15:30～16:00)、②懇親会(18:05～19:30) 

 
■■ 開催趣旨 ■■ 
 

IT 技術の急激な普及・実用化によって、多くの国内の大学・短期大学には高度な e-Learning シ

ステムといった本格的な IT システムが導入され、各機関においては、それらのシステムが活用さ

れはじめています。特に最近のシステムは従来よりもはるかに複雑、多機能化が進んでおり、さら

に、利用者のプライバシを配慮する必要があるなど、その導入そして活用方法には、より高度な知

識、ノウハウが必要となってきています。 

このような背景から、本会合では高度な ICT システムの事例として教育現場に焦点をあて、「教育

現場への ICT 活用」をテーマに、実際に e-Learning システムを導入している事例を紹介し、これ

からの IT システムの導入、活用の課題について総合的に検討を行いたいと考えます。 

また、分科会の冒頭には、ストレージ WG の報告もありますので、併せてご参加下さい。 

 

■■ 会場へのアクセス ■■ 
 

★汐留シティセンタービル 1 階「富士通総合受付」にお越しください。 
 

●電車でのアクセス 
・ JR 新橋駅 

 汐留口 (地下 1 階) から徒歩 3 分 

・ 東京メトロ 銀座線 新橋駅 (G08) 

 出口 4 (地下 1 階) から徒歩 3 分 

・ 都営地下鉄 浅草線 新橋駅 (A10) 

 汐留方面出口 (地下 1 階) から徒歩 2 分 

・ 都営地下鉄 大江戸線 汐留駅 (E19) 

 JR・ゆりかもめ新橋駅方面出口 

 (地下 2 階) から徒歩 1 分 
 

●羽田空港から新橋駅までのアクセス(約 30 分) 
・ 東京モノレールと JR 山手線 

 羽田空港 から 浜松町 経由 新橋駅 

・ 京浜急行と都営浅草線 

 羽田空港 から 都営浅草線 新橋駅 (A10) 

 #成田空港行や押上行など、都営浅草線直通電車をご利用ください。 

 
■■ 参加について ■■ 
 

 参加対象： SS 研,CS 研,IS 研会員の方であれば、どなたでもご参加いただけます。 

 参加費  ： 無料  ただし懇親会に参加される場合は、会費として500円を徴収させていただきます。 

 定員  ： 150 名(予定)です。 

 服装  ： クールビズをお勧めします。(室温 28℃) 

 ご注意 ： 当日、会場にお越しいただく際のエレベータは、昼食時 13:00 くらいまでの 

  時間帯は、大変な混雑が予想されます。ご注意ください。 

 なお、当日お越しの際はお名刺をお持ちください。 
 
■■ お申し込み・詳細 （SS 研ウェブサイト） ■■ 
 

 お申込み/詳細 http://www.ssken.gr.jp/bun/edu/program2007-1.html  ▼8月28日(火)締切 
 
 
【お問い合わせ】 SS 研究会事務局 

〒105-7123 東京都港区東新橋 1-5-2 汐留シティセンター (財)情報処理教育研修助成財団内 

TEL：03-6252-2582 FAX：03-6252-2934 URL:http://www.ssken.gr.jp/ E-mail:ssken@ssken.gr.jp 


