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ISOC ⽇本⽀部（ISOC-JP）では、その活動内容をご紹介するために隔⽉でニュースレターを発⾏します。今号
は創刊号として、年次総会で選任された 2015 年度の新運営体制のご紹介をはじめとして、IETF 報告会や勉強会
など、2014 年 12 ⽉〜2015 年 1 ⽉の活動をまとめています。次号は APRICOT-APAN 2015 の話題を中⼼に 4
⽉に発⾏予定です。

■ISOC-JP 2014 年度 年次総会

さらに今回は、総務省情報通信国際戦略局通信規格課の深

⽇時：2014 年 12 ⽉ 19 ⽇(⾦) 13:00-13:50

津真⼆⽒より「情報通信分野における標準化動向について」

会場：JPNIC 会議室

と題してご講演をいただきました。

選挙の結果、2015 年度の ISOC-JP の Officers 体制は次
の通りとなりました。皆様、よろしくお願いします。

■ISOC-JP 勉強会

ISOC-JP では、⽉に 1 回、様々なテーマで勉強会を開催

Chair

: 藤崎 智宏（NTT）

しています。毎回テーマごとに専⾨の講師の⽅をお招きし、

Vice Chair

: 橘 俊男（グリー）

それでいて堅苦しくない雰囲気の中で参加者の理解を⾼め

Program Chair

: ⻄塚 要（NTT コミュニケーションズ）

る場にしたいと考えています。ぜひご参加ください。

Secretary

: 中島 博敬（慶應義塾⼤学）

Treasurer

: 宇井 隆晴（JPRS）

第 4 回：メール技術の最新動向と迷惑メール対策について
⽇時：2014 年 12 ⽉ 4 ⽇(⽊) 18:30〜20:30
会場：JPNIC 会議室
講師：⾚桐壮⼈⽒（楽天）
Messaging Anti-Abuse の対策について議論するコミュ
ニティの歴史から最近の状況までを俯瞰した発表を⾏って
いただきました。

写真 1：（左から）中島、⻄塚、藤崎、橘、宇井

■IETF 報告会

ISOC-JP では、年に 3 回開催される IETF 会合の内容を、

⽇本国内の技術コミュニティに共有することを⽬的に IETF
報告会を開催しています。

それらの情報をベースにして参加者と講師のやり取りを通
じて知識を深める事ができました。

■APRICOT-APAN 2015 に参加しましょう！

2 ⽉ 26 ⽇から 3 ⽉ 6 ⽇にかけて、福岡で APRICOT-APAN

2015 が開催されます。
ISOC-JP では、この中で「Internet Society @ APRICOT

IETF91 ホノルル 報告会

2015」というセッションを実施します。内容は ISOC-JP か

⽇時：2014 年 12 ⽉ 19 ⽇(⾦) 14:30-18:30

らの活動報告や ISOC 本部の関係者による活動状況の紹介

会場：JPNIC 会議室

を予定しています。

2014 年 11 ⽉ 9 ⽇〜14 ⽇に、IETF91 が⽶国ホノルルで
開催されました。多くの WG/BoF/RG における議論から、

他にも、様々なワークショップやカンファレンスが⽤意さ
れています。詳しくは Web をご覧ください。

以下の話題を会合参加者から紹介いただきました。
APRICOT-APAN 2015
IETF91 概要報告
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Internet Society Japan Chapter (ISOC-JP) publishes newsletter to introduce the activity in alternative months. In
this issue, as the inaugural issue, activities between December 2014 and January 2015 such as introduction to
the 2015 officers elected in the annual general meeting, IETF Update Meeting and a workshop has been collected.
The next issue, featuring the topics of APRICOT-APAN 2015, will be published in April.

■ISOC-JPʼs 2014 Annual General Meeting

In addition, this time we invited Mr. Shinji FUKATSU

Date：Friday, December 19, 2014 13:00-13:50

from Standardization Division, Global ICT Strategy

Venue：Japan Network Information Center (JPNIC)

Bureau,

As a result of the election held in the AGM, the following

Communications as a speaker.

officers for the year 2015 have been elected:
Chair

: Tomohiro Fujisaki（NTT）

Vice Chair

: Toshio Tachibana（GREE）

Program Chair

: Kaname Nishizuka（NTT Com）

Secretary

: Hirotaka Nakajima（Keio Univ.）

Treasurer

: Takaharu Ui（JPRS）

Ministry

of

Internal

Affairs

and

■ISOC-JP Workshop

ISOC-JP holds a workshop every month with various
theme.

Every time we try to invite a specialized

speaker to augment understanding for attendees
under informal atmosphere.

We are very welcome for

your attendance.
4th：Recent trend of e-mail technology and antispam measures
Date：Thursday, December 4, 2014 18:30-20:30
Venue：JPNIC
Speaker：Takehito Akagiri（Rakuten）

(from the left): Nakajima, Nishizuka, Fujisaki, Tachibana, Ui

■IETF Update Meeting

ISOC-JP holds IETF Update Meetings to share the
content of IETF meetings, held three times a year, with
the Japanese technical community.
IETF91 Honolulu Update Meeting
Date：Friday, December 19, 2014 14:30-18:30
Venue：JPNIC
IETF 91 was held in Honolulu, HI, USA in November 9
to 14 in 2014.

The following topics were introduced

by the attendees from the discussions in the many
WGs, BoFs, and research groups (RGs)
IETF91overview
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The overview from history of the community which
discussed measures for anti-abuse in messaging to
recent trend has been presented.

Based on the

information through interaction between the presenter
and attendee, we were able to acquire knowledge.

■Join APRICOT-APAN 2015！

From February 26 to March 6, APRICOT-APAN 2015
will be held in Fukuoka.
ISOC-JP

will

hold

a

session

“Internet

@APRICOT 2015” within the event.

Society

It is planned to

include activity report from ISOC-JP and introduction
to status of activities from ISOC headquarters.
In addition, various workshops and conferences are
being prepared in the event. For more details, please
see its website:
APRICOT-APAN 2015
http://www.apricot-apan.asia/
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