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Part 題目 著者

1 生涯に渡ってネットワークを利用 中山 雅哉

できる環境の構築

2 被災者支援安否情報登録検索 井澤 志充, 丸山 太郎

システム

3 インターネットを用いた高等教育 大川 恵子, 村上 陽子,

環境 三川 荘子, 小川 浩司

4 ネットワークトラフィック統計 長 健二朗, 海崎 良, 勝野 聡, 吉田 健一,

情報の収集と解析 石原 知洋, 大江 将史, 関谷 勇司

5 ネットワーク管理とセキュリティ Glenn Mansfield Keeni, 齋藤 武夫,

土井 一夫, 阿部 勝久

6 DNSの拡張および運用環境 染川 隆司, 石原 知洋

7 ラベルスイッチ技術による 宇夫 陽次朗, 小柏 伸夫, 宇多 仁,

インターネットの構築実験 川上 哲也, 永見 健一

8 IP version 6 小早川 知昭, 神明 達哉, 萩野 純一郎,

宮川 晋, 山本和彦

9 マルチキャスト通信 菊地 高広, 楠本 博之

10 Explicit Multicast 今井 祐二, 村本 衛一

11 信頼性を有するマルチキャスト 渡辺 義和, 柴田 賢介,

通信技術 岡村 耕二, 山内 長承

12 公開鍵証明書を用いた利用者 櫻井 三子, 宮川 祥子, 稲田 龍,

認証技術 増田 健作, 木村 泰司

13 自動車を含むインターネット 植原 啓介, 三屋 光史朗

環境の構築

14 実空間ネットワーク環境 羽田 久一, 川喜田 佑介, 若山 史郎
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15 移動体通信環境 湧川 隆次, 植原 啓介, 石山 政浩

16 IRCの運用状況とデータ分析 頴原 桂二郎, 菊地 高広, 中野 博樹, 能城 茂雄,

藤枝 俊輔, 藤原 和典, 丸山 伸

17 オーバーレイネットワークによる 土井 裕介, 門林 雄基, 斉藤 賢爾,

統合分散環境 石田 剛朗, 松本 義秀

18 Asian Internet Interconnection TaiWee Fatt,Tommy, Basuki Suhardiman,

Initiatives Tan Chen Wei, Carlo Manuel R. Camus,

山口 英, 馬場 始三, 横山 輝明, 臼井 健

19 IXの運用技術 長谷部 克幸, 石原 知洋, 関谷 勇司,

加藤 朗, 中村 修

20 JGNv6プロジェクト 小林 和真, 勝野 聡, 中村 一彦, 美甘 幸路,

林 久善, 町澤 朗彦, 北辻 佳憲, 江崎 浩

21 大規模な仮設ネットワークテスト 石井 秀治, 若山 史郎, 島 慶一, 原 貴洋,

ベッドの設計・構築とその運用 櫻井 三子, 宮川 祥子, 木村 泰司, 村上 陽子,

増田 健作, 星野 浩志, 太田 耕平, 土井 一夫,

阿部 勝久

22 WIDEインターネットの現状 森島 直人, 関谷 勇司, 長谷部 克幸, 加藤 朗,

奥村 貴史, 秋山 豊和, 中村 素典, 菊地 高広,

三宅 喬, 宇多 仁, 宮地 利幸, 土井 一夫,

許 先明, 藤原 和典, 民田 雅人, 垣内 正年,

竹内 奏吾, 冨永 和人, 西村 浩二, 岡村 耕二,

笠原 義晃, 海崎 良, 石原 知洋, 小川 浩司

23 第 54回 IETF横浜会議報告 村井 純, 山本 和彦, 田村 博, 竹井 淳,

今村 和幸, 中村 修, 江崎 浩

編集担当: 砂原 秀樹, 蟻川 浩, 長尾 寛行
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