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今日の内容
 勉強会がいつからはじまったか？

 何をもって勉強会とするかにもよるけど…

 いろいろ大変でした

 Nisoc Webにない、昔の勉強会

 Nisoc Webにある、勉強会一覧

 Nisoc Webにない、最近の勉強会



勉強会っていつから始まった？
 いつもの様にNisoc MLを読み返し。

 Webには2001年から記載ありその前のmailを読み返す。

 1999年10月23日に山口英先生を呼んで第7回の NISOC
インターネットセミナーが開催。8月、9月の会合はその準
備に追われていた様子。会合のログに勉強会の記載なし。

 1999年11月7日の会合のログに「次回勉強会」の記載あり。
[nisoc 5170]

 同年12月6日の会合案内の会合案内に「勉強会担当鈴
木」との記載あり。[nisoc 5217]



The History of NISOCでは
 フォーラムとセミナーのまとめのところに。

 第8回(2000年9月23日）と第9回（2005年4月16日）の間
がかなり空いているが…

 2001年より会合で毎回勉強会を開始

 と記載されているが、実際はそれ以前にも勉強会はあっ
た様子。

 Webに2001年から勉強会の内容が載っているので上のような記
述になったと思われます。



さらにひもとくと…
 1995年8月の会合のログに勉強会を開こうとの記載あり。

[niigata-inet 1428]（info.eng時代）

 しかしこのときの勉強会はNISOCとしてインターネットを

一般の人にも知ってもらうために、会員外を対象にダイア
ルアップの勉強会をしようという内容。

 実際10月7日に「Dialup IP 接続入門」がけやきクラブで
行われた。



さらにさらに…
 勉強会とは記載されていないが…

 1996年4月の会合案内に「朝までMLシステム」（仮称)と
いう内容で金さんによる講座があると記載。

 [nisoc 120](yoi.com時代)

 実際に[nisoc 132]の会合のログでは、MTAとMUA、各
ヘッダの意味解説、SMTPとPOPなどの話があったと。

 今の会合での勉強会に相当？



ということで…
 今のように会合で、担当者が話す形の勉強会がいつから
始まったか確定できまさせんでした。

 当時（1997年）は年4回、外部から人を呼んで、場所を借

りてセミナーをやっていたので、会合もその準備、打ち合
わせが主体。

 セミナーのかわりに会合で勉強会を開くようになった？

 勉強会の担当者が、次の担当を指名するシステム。

 年間の担当者を決めるようになったのは2007年ごろ。

と、これを書いたのは5/31
ここで終わるつもりでしたが、もう少し調べました



勉強会のはじまり？（1）
 1996年3月2日に会合をするという案内がMLに流れ、そ

の中で議題はインターネットフォーラムの開催やイベント
についての話を予定していると。[niigata-inet 753]（iijnet
時代）

 [niigata-inet 759]で農水省の高山さんが、議題のレジメ
みたいなものってありますか？と質問。

 [niigata-inet 763]で金東虎さんが議題とは関係ないです
が、「サルにはわからないアドレスの話（賞味期限3月31
日）」てなタイトルでレクチャーできますよと。



勉強会のはじまり？（2）
 金さんの提案に対し、[niigata-inet 764]で佐藤友治さん
（初代NISOC会長）が、短時間講習や勉強はやった方が
いいんじゃない？いつもだらだらしているからと返答。

 その後レクチャーや勉強会についての話題はなかった。

 3月の議事録にはレクチャーがありましたと記載。
[niigata-inet 850]

 その会合では会合の日時や内容についても議論された
様子。



[niigata-inet 850] from 河内氏＠事務局長



ということで
 会合で行うミニレクチャーという形で勉強会が始まったの
は1996年3月2日の会合。

 その後4月には「朝までMLシステム」というタイトルで2回
目の勉強会が開かれた模様。

 1回目、2回目とも講師は金東虎さん。

 しかし、その後1996年8月の村井純講演会の準備で会合

のログから勉強会やミニレクチャーについての話題はなく
なった。



MLを読み返して
 議事録があったりなかったりで、会合で何があったか追い
切れない。

 当初は会合の日程も決まっておらず、何となく月一回で、
会合が終わったら次いつするか相談していた。

 会場は新潟市中央公民館が多かったものの場所がとれ
ず、それ以外でも開催。

 常にセミナーやフォーラムの準備に追われていた感じ。



Webにない、昔の勉強会
開催日 タイトル 講師

1996年3月2日 サルにはわからないアドレスの話 金東虎

1996年4月6日 朝までMLシステム 金東虎

ここでかなり間が空くが、MLでは勉強会の確認できず

1999年12月11日? The new trend in PC/AT architecture 鈴木一郎

2000年1月8日 Internet Week 99の報告 吉田健一

2000年6月10日 メールソフトに関して 今井博英

2000年10月14日 IRCについて? IPv6について? 吉田健一

2000年12月2日 IPv6のヘッダ 石本勝一

2001年1月13日 常時接続について語らう会 参加者の座談会?

2001年3月log 次回担当は河内さんとあるが…

この後は2001年6月からWebにある記録につながる



2001年度
開催日 タイトル 講師

5/12 お休み

6/9 IRC 吉田

7/7 電柱を使った無線アクセス網の実現にむけて 渡部

8/4 インターネットのバックボーン技術 田中

9/8 お休み

10/13 MacOS X らぶらぶ 今井

11/10 オープンソースで作る情報システム 吉田

12/1 CVS 倉品

1/12 「Internet Week 2001」報告 吉田

2/- お休み

3/9 XML Part 1 倉品

4/6 IPsecって何だっけ 渡部



2002年度
開催日 タイトル 講師

5/12 お休み

6/8 XML Part 2 倉品

7/13 鳴らない電話～IP電話入門～ 井上

8/10 お休み

9/7 無線LANはつづくよ、どこまでも 渡部

10/12 お休み

11/9 UPS導入手引 田中

12/7 非主流ブラウザを利用した怠惰的ねっとさ～ふぃんについて
の考察

倉品

1/11 電話屋さんのVoIP 河内

2/- お休み

3/8 .REPLACE/朝焼けのサーバ入れ替え計画 吉田

4/5 ストリーミング学会や講演会の動画・音声配信への応用 鈴木



2003年度
開催日 タイトル 講師

5/11 電話屋さんのVoIP RETURNS 河内

6/7 VPN style are GO! ～PPTP編～ 吉田

7/5 DIY特別講座：Note PCの放熱を考える 田中

8/2 生活習慣病とウォーキング 羽柴

9/6 夏休み明けウィルス/ワーム対策座談会 鈴木

10/4 SiteFinderの騒動に関して 河内

11/8 通常会合

12/6 通常会合

1/10 フレッツドットネットサービス 玉木

2/- お休み

3/13 通常会合

4/3 うぃき 市村



2004年度
開催日 タイトル 講師

5/15 定期総会・定例会合

6/5 資源有効利用促進法の解釈とその運用 依田

7/10 保護者に捧げるバラッド 井上

8/7 ある地方大学におけるネット事情 高柳

9/4 メールスプールえとせとら座談会 参加者各位

10/2 順延？

11/6 ある地方大学におけるネット事情～II～ 今井

12/4 Windowsネットワーク事始め 吉田

1/8 Windowsワークグループとドメイン 石本

2/- お休み

3/5 サルでもできるWindowsからSSH 井上

4/2 公開鍵と暗号鍵の初歩
DNSBLでスパム対策とりあえずやってみよう編

石本
井上



2005年度
開催日 タイトル 講師

5/7 定期総会・定例会合

6/4 コンピュータの日本語環境 -特に文字コードについて- 鈴木

7/9 楽をしたい管理者のためのサーバ構築 今井

8/6 IP電話・直収電話”NISOC的”最新事情 河内

9/3 bind9への移行ガイド(FreeBSD 5.3以降向け)
VPN構築～SoftEther 2.0 Beta3.2 vs FreeBSD 5.X～

神保

10/1 ネットワーク屋の考える「停電」 石本

11/5 BSDの最近の動向 倉品

12/3 奥さまは監視少女 吉田

1/7 WebDAVのお話 今井

2/-

3/4 SEO概論 横田秀珠

4/8 PKI入門 今井



2006年度
開催日 タイトル 講師

5/13 定期総会・定例会合

6/3 生活習慣病とメタボリックシンドローム 羽柴

7/8 ロシア語楽紀行 水上

8/5 いまどきPC事情 吉田

9/2 MobileなWebを書いてみよう 井上

10/14 地上デジタル放送の表裏 川俣

11/11 お休み

12/2 いっぱんじんから見た地上デジタル放送の裏表 神保

1/6 PKI入門その2 実践編： OpenSSLによるCAの構築 今井

2/- お休み

3/3 お休み

4/7 fonの楽しみ方 石本



2007年度
開催日 タイトル 講師

5/12 定期総会・定例会合

6/9 IPv6のおさらい 神保

7/7 メタボリック症候群と健康づくり 羽柴

8/4 地デジ・ワンセグその後に 河内

9/8 とあるSPAM対策の試み 井上

10/13 PGPでいこう 今井

11/10 Windows上での仮想マシン 市村

12/8 ストリーミングモノの楽しみ方 吉田

1/6 お休み

2/- お休み

3/8 おうちサーバーにホスティングしているWebサイトの主が全国
ネットのテレビに出演しやがりました

井上

4/7 PCで音楽作成～最近の動向～ 石本



2008年度
開催日 タイトル 講師

5/10 定期総会・定例会合

6/7 いまさらながらSenderID 井上

7/12 健康づくりセミナー AEDと救急蘇生法 羽柴

8/2 デジタル通信を支える無線技術 鈴木

9/6 IRC Addict ～私だけ繋いでよ他のプロトコルじゃイヤ～ 吉田

10/11 インターネットのバックボーン技術～海底ケーブル編～ 田中

11/8 いまどきのSamba 今井

12/6 Postfixを用いてS25Rを設定してみました 神保

1/10 きょうのごはんはなんにしよ？ 市村

2/- お休み

3/7 仮想化サーバー、始めませんか？ 吉田

4/9 VLANって使っていますか？ 石本



2009年度
開催日 タイトル 講師

5/9 定期総会・定例会合

6/6 日本語入力について考える 今井

7/4 Twitterについて 市村

8/1 USB BOOTで使うDOS
新gTLD .niigataのインパクト

塩路
石本

9/5 近頃のIPアドレス事情 神保

10/3 DNSSEC 浅間

11/7 La Fonera 2.0gであそぼうサンシャイン牧場攻略法(おまけ) 田中

12/5 JailとVimageについて 石本

1/9 量子コンピュータで未来はバラ色？ 井上

2/6 IPv6自動トンネル技術とその展開 白畑真

3/6 衛星インターネット 松田

4/3 アマチュア無線とデジタル通信 鈴木



2010年度
開催日 タイトル 講師

5/8 定期総会・定例会合

6/5 かそうか!!（Hyper-Vによる仮想化サーバー) 吉田

7/3 雲をつつくような話（クラウド関連の話題） 今井

8/7 KeyHoleTVに関して 市村

9/4 VyattaでPCをルーターとして使おう
フレームワークを利用したウェブシステム開発の技術動向
Eclipseで簡単にできちゃうAndoroidアプリ

浅間
川辺
田中

10/2 仮想化サーバーでお遊び！ 神保

11/6 VPNを楽しんでみよう 石本

12/4 内視鏡の歴史と進歩
～胃カメラからハイビジョン拡大内視鏡まで～

塩路

1/8 ペーパーレスの光と影～電子書籍と電子カルテの今～ 鈴木

2/5 はじめてのDNSSEC 高嶋隆一

3/5 Twitter -> IRC gateway構想 井上

4/2 .JP .日本 gTLDの最新情報 本間



2011年度
開催日 タイトル 講師

5/8 定期総会・定例会合

6/4 火のおこし方 田中

7/2 FreeBSDでVirtual Box 神保

8/6 みちびきしもののこのごろ（準天頂衛星システム(QZSS)につ
いて）

市村

9/3 暦の話 -2012年問題を添えて- 井上み

10/1 IXにつないでみて 井上の

11/5 ネットワーク屋の考える「停電」 2 石本

12/3 アドホックネットワークについて 今井

1/7 Steve JobsとNET 塩路

合宿

3/3 デジタルオーディオの動向 鈴木

4/- 屋外での会合が予定されたが悪天候にて中止 後藤



Webにない、最近の勉強会
 前のページの赤字になっている、2011年度の12月から

Webには記録なし。

 このころは毎回会合の案内、そのログがmembers MLに
流れるので、確認は比較的容易。

 石本事務局長に感謝！！

 昔のメールはDebianにインストールしてあるmnewsで読
めるようになっているが、メールのタイトルがUTF-8、内容
がbase64でencodingされたUTF-8だったりするとmnews
で読めない！

 EdMaxに2005年以降のメールが全部ありました（^^）



2012年度
開催日 タイトル 講師

5/12 定期総会・定例会合

6/2 車内LANについて 石本

7/7 レスポンシブwebデザイン 市村

8/4 橋の補強 後藤

9/8 心肺蘇生法 –救急救命処置2012- 羽柴

10/6 只見川旅情（仮題） 田中

11/3 新潟オープンソースセミナー参加、会合はなし

12/1 近頃のデジー事情 今井

1/5 iPS細胞について（仮） 塩路

2/- 合宿

3/2 医療情報の標準化 鈴木

4/6 iPadでSSH 井上み



2013年度
開催日 タイトル 講師

5/11 定期総会・定例会合

6/1 PCでAndroid
v6プラスについて

石本
外山

7/6 BTLE（BlueTooth Low Energy）について 市村

8/3 ケミカルアンカーについて 後藤

9/7 救急蘇生法2010 死戦期呼吸など 羽柴

10/5 お休み

11/2 メール設定の自動化について（RFC6186を翻訳してみた） 外山

12/7 お休み

1/11 The History of NISOC 塩路

2/8 Mac -> Linux移行記 今井

3/1 最近のDTN事情 井上み

4/5 ビットコイン技術のインパクト？ネットワーク上の合意形成によ
る価値基盤？

鈴木



2014年度
開催日 タイトル 講師

5/10 定期総会・定例会合

6/7 IPv4 over IPv6 技術とMAP 浅間

7/5 ラジコンヘリ 市村

8/2 お休み

9/6 メールやFTPに対するパスワード攻撃を観察してみた 外山

10/4 お休み（NISOC20周年記念パーティの準備)

11/1 SPF再入門 井上

12/6 電子書籍の作り方 今井

1/10 LIVAでLet’s FreeBSD！ 神保

2/-

3/7 RaspBerry Piで作るネットワークオーディオ 石本

4/4 医療ビッグデータ 鈴木



2015年度
開催日 タイトル 講師

5/9 定期総会・定例会合

6/6 ISOC-JPについて 橘俊男

7/4 YAMAHA RTX1210とニフティクラウドを使ったL2VPN接続デモ 浅間

8/1 ドローンについてのあれこれ 市村

9/5 OSC2015 Niigataにブース参加

10/3 WebAudio入門 石本

11/7 もっと便利にセブン-イレブンそしてできればなるべくお得に、ね 依田

12/5 日本酒について 塩路

1/9 UNIXユーザ的WINDOWSの使い方 今井

2/6 歴代のコンピュータについて IBM Selectric typewriterから
PC486まで

鈴木

3/5 DDosについて 金子

4/2 senderbaseで迷惑メールを追跡してみる 外山



2016年度
開催日 タイトル 講師

5/7 定期総会・定例会合

6/4 いにしえのコンピュータについて 井上

7/2 AQM(Active Queue Management)について調べてみた
ねこの去勢について –before after-

浅間

8/6 お休み

9/3 ドローン撮影後の3Dモデル起こしについて(フォトグラメトリー) 市村

10/1 OSC 2016 Nagaokaに参加

11/5 CloudFlareについて 外山

12/3 YES WE CAN understand ICANN. 金子

1/7 医療IDと個人情報保護 鈴木

2/4 ディープラーニング関連 今井

3/4 IPv6について 石本

4/1 改正電波法について 市村



2017年度
開催日 タイトル 講師

5/6 定期総会・定例会合

6/3 NISOC 勉強会の歴史 塩路

7/1 浅間

8/5 河内

9/2 本間忍

10/7 市村

11/4 外山

12/2 金子

1/6 鈴木

2/3 今井

3/3 石本

4/7 井上



勉強会のまとめ（1）
 今回調べた範囲内で勉強会は160回開催

 同じ日にネタが複数あるのは複数としてカウント

 おそらく初期1996年～1999年にはMLにはないけど、会
合で小ネタの発表的なことはあったと思われる



勉強会のまとめ（2）
 内容を大きくネットワーク関連（IPv6やメールなど）、コン
ピュータ関連（OSの話や仮想化など）、その他（医療関係
やドローン、セブンイレブンなど）に分けてみた

内容

ネットワーク関連 コンピュータ関連 その他



講師ベスト5
 第一位 今井博英 17回

 第二位 石本勝一 16回

 第三位 井上幹生 15回

 第四位 吉田健一 14回

 第五位 鈴木一郎 13回

 次点 市村賢一 12回

 講師は会員が24名、会員外で6名の計30名



Mailing List
 今回まとめるにあたり、MLの会合案内とログ・議事録を
中心に読みました。

 niigata-inet ML（info.eng時代, iijnet時代, 現在）

 nisoc（members）ML（yoi.com時代, 現在）

 2017年5月31日の時点の上記MLの総数は20137通

 1535+3761+7626-4000=8922通

 2800-3+11419-1-3000=11215通
 nisoc 44, 45, 1872, 3413が欠番



最後に
 今回のまとめがNISOCのWebリニューアルの助けになれ
ばいいなぁと思います

 そろそろメールソフト（mnewsやEdMax）でタイトルから
メールを探すのは限界かも

 年のせいもあります

 最近老眼が…

 次はML検索システムの構築について話せればなぁ…


