
成果リスト 
 

－学会関連－ 
＜論文＞ 

 ・平成 20 年度 
[1] 葛生和人, 平野靖, 間瀬健二, 渡邉豊英 : LDAP-IC カード認証連携による移動ユーザプロファイル

設定と共有端末への適用, 電子情報通信学会論文誌，Vol.J92-D, No.1, pp.39-50, 2009.1 
 

＜国際会議＞ 
 ・平成 18 年度 

[1] Hisashi Naito, Shoji Kajita, Yasushi Hirano, Kenji Mase : Multiple-tiered Security Hierarchy for 
Web Applications, InternationalSymposium on Applications and the Internet - SAINT 2007 
Workshops(Workshop on Middleware Architecture in the Internet), 2007.1 

 ・平成 20 年度 
[2] Shoji Kajita : A Lifelong University-wide User ID To Build Lasting Relationships between 

Institution and Constituency, JA-SIG 2008 Spring Conference, 2008.4 
[3] Kazuto Kuzuu, Yasushi Hirano, Kenji Mase and Toyohide Watanabe : Application to A Shared 

Terminal of A Roaming User Profile Set Up Through LDAP-Smart Card Authentication 
Cooperation, International Conference on Security and Cryptography (SECRYPT) 2008, pp.29-34, 
2008.7 

[4] Shoji Kajita : A Lifelong University-Wide User ID to Build Lasting Relationships Between an 
Institution and Its Constituents, EDUCAUSE 2008, 2008.10 

 
＜研究会，技術報告等＞ 

 ・平成 18 年度 
[1] 葛生和人, 平野靖, 間瀬健二, 渡邉豊英 : IC カードによる共有端末認証システムの構築, 情報処理学

会コンピュータセキュリティ研究会報告,2006-CSEC-35, pp.45-50, 2006.12 
 ・平成 19 年度 

[2] 梶田将司，内藤久資，平野靖，瀬川午直，小尻智子，間瀬健二 : 名古屋大学ポータルによる情報サ

ービスの統合と課題, 電子情報通信学会技術報告, IA2007-10, pp.1-6, 2007.7 
[3] 内藤久資, 梶田将司, 平野靖, 間瀬健二： CAS2 を利用した Single Sign On と権限管理，ITRC 

meet 21, 2007.5 
[4] 梶田将司，内藤久資，平野靖，瀬川午直，小尻智子，間瀬健二 : 名古屋大学ポータルによる情報サ

ービスの統合と課題, 電子情報通信学会技術報告, IA2007-10, pp.1-6, 2007.7 
[5] 葛生和人，平野靖，間瀬健二，渡邉豊英 : IC カード認証と連携した非ドメイン型移動ユーザプロフ

ァイルの共有端末への実装, インターネットコンファレンス 2007, pp.21-30, 2007.10 
[6] 内藤久資，梶田将司，平野靖，間瀬健二 : 名古屋大学における CAS2 を核としたアイデンティティ

マネジメントの現状と課題, インターネットコンファレンス 2007, pp.31-40, 2007.10 
[7] 内藤久資：名古屋大学全学認証基盤について，国公立大学センター情報システム研究会，2007.12 
[8] 平野靖, 梶田将司，内藤久資，間瀬健二 : 名古屋大学のユーザ認証基盤, 佐賀大学「統合認証シンポ

ジウム」, 2007.12 
[9] 梶田将司, 太田芳博，田島嘉則，田島尚徳，平野靖，内藤久資，間瀬健二：生涯利用可能な名古屋大

学 ID の導入に伴う名寄せ問題とその解決法， 情報処理学会研究報告(分散システム/インターネット運

用技術)，Vol.2008，2008.3 
[10] 葛生和人，平野靖，間瀬健二，渡邉豊英：Samba を利用した移動ユーザプロファイルの構築と IC カ

ード認証連携，第 40 回 CSEC 研究発表会，情報処理学会研究報告 2008-CSEC-40，pp.7-12，2008.3 
 ・平成 20 年度 

[11] 太田芳博，梶田将司, 田島嘉則，田島尚徳，平野靖，内藤久資，間瀬健二 : 生涯利用可能な名古屋大

学 ID の新規発行における名寄せ方法に関する検討， 情報処理学会研究報告(インターネットと運用技



術)， Vol.2008，No.37, pp.109--114, 2008.5 
[12] 内藤久資 : 名古屋大学におけるアイデンティティ管理 -生涯 ID としての名古屋大学 ID-, 日本学術

振興会産学協力研究委員会インターネット技術第 163 委員会, 第 23 回インターネット技術第 163 委員

会研究会, 招待講演, 2008.5 
[13] 梶田将司, 太田芳博, 田島嘉則, 田島尚徳, 平野靖, 内藤久資, 間瀬健二 : 生涯利用可能な名古屋大

学 ID の導入に伴う名寄せ問題とその解決法, 平成 20 年度情報教育研究集会，発表予定，2008.12 
[14] 梶田将司，太田芳博，田島嘉則，内藤久資，平野靖，間瀬健二 : 高等教育機関における生涯 ID によ

る人生ワイドな情報サービスの検討, 電子情報通信学会インターネットアーキテクチャ研究会，発表予

定, 2009.1 
 
 



－情報連携基盤センターニュース－ 
 ・平成 18 年度 

[1] 山口由紀子，河口信夫：NICE の新しい基幹ネットワーク(e-NICE）について，名古屋大学情報連携

基盤センターニュース, Vol.5, No.3, pp.237-242,2006.8 
[2] 平野 靖 : 東海地区 CSI 事業報告会，名古屋大学情報連携基盤センターニュース, Vol.5, No.4, 

pp.371-372, 2006.11 
[3] 葛生和人 : PKI と連携したスマートカードログオンについて－共有端末における個人認証システム

への適用－，名古屋大学情報連携基盤センターニュース, Vol.6, No.1, pp.27-40, 2007.2 
 ・平成 19 年度 

[4] 葛生和人：UNIX－Windows 統合認証，名古屋大学情報連携基盤センターニュース, Vol.6, No.2, 
pp.168-189, 2007.5 

[5] 津田知子，石井克哉：名大情報連携基盤センターにおけるグリッドの取組みについて（その３）－

NAREGI グリッドミドルウェアの構築－，名古屋大学情報連携基盤センターニュース, Vol.6, No.3, 
pp.268-273, 2007.8 

[6] 平野靖，内藤久資：UPKI イニシアティブ「サーバ証明書発行・導入における啓発・評価研究プロジ

ェクト」と名古屋大学における事例，名古屋大学情報連携基盤センターニュース，Vol.6, No.4, 
pp.379-391, 2007.11 

[7] 梶田将司，平野靖，間瀬健二：名古屋大学 ID の導入について －(III) 将来構想 －，名古屋大学情報

連携基盤センターニュース，Vol.7, No.1, pp.11-17, 2008.3 
[8] 葛生和人：IC カードを用いた共有端末認証 ― IC カードを利用してユーザごとの作業環境を構築

する ―，名古屋大学情報連携基盤センターニュース，Vol.7, No.1, pp.51-67, 2008.3 
 ・平成 20 年度 

[9] 八槇博史，河口信夫，山口由紀子，安藤八郎，石原正也：NICE における VLAN 管理システムの開

発，名古屋大学情報連携基盤センターニュース，Vol.7, No.2, pp.189-194, 2008.5 
 
 



－附属図書館研究年報－ 
 ・平成 19 年度 

[1] 棚橋是之，山本哲也，梶田健史，次良丸章：システム間連結のための著者名典拠ディレクトリの開発，

名古屋大学附属図書館研究年報, Vol.6, pp.63-70,2007 
[2] 山本哲也 : 汎用のデータ変換フレームワークを開発する，名古屋大学附属図書館研究年報, Vol.6, 

pp.71-79,2007 
 
 



－CSI 報告会関連－ 
＜東海地区 CSI 事業報告会＞ 

 ・平成 18 年度 
[1] 内藤久資  : Web Application のための  Single Sign On と  Authorization 環境 - Central 

Authentication and Authorization Service –，第 1 回報告会，2006,9 
[2] 葛生和人: IC カードによる共有端末認証システムの構築について，第 1 回報告会，2006,9 
[3] 伊藤義人 : 学術機関リポジトリ -図書館の役割-，第 2 回報告会，2006,11 
[4] 平野靖 : UPKI 構想について，第 3 回報告会，2006,12 
[5] 葛生和人 : UNIX-Windows 統合認証，第 3 回報告会，2006,12 
[6] 津田知子 : NAREGI ミドルウェア，第 3 回報告会，2006,12 

 ・平成 19 年度 
[7] 平野靖 : UPKI サーバ証明書発行プロジェクト-UPKI イニシアティブ-，第 4 回報告会，2007,10 
[8] 内藤久資 : UPKI サーバ証明書発行プロジェクト-名大の例-，第 4 回報告会，2007,10 
[9] 葛生和人 : 共有端末における IC カード認証システムの適用，第 4 回報告会，2007,10 
[10] 伊藤義人 : 学術機関リポジトリの将来，第 5 回報告会，2007,11 
[11] 津田知子: NAREGI ミドルウェア β2 版の構築について，第 6 回報告会，2007,12 
[12] 河野貴久 : Nif-G(GridRPC)の利用事例：Hybrid QM-CL シミュレーション，第 6 回報告会，2007.12 
[13] 荻野瀧樹: ジオスペースバーチャル研究所／オーガニゼーション構築，第 6 回報告会，2007.12 

 ・平成 20 年度 
[14] 津田知子 : NAREGI グリッドミドルウェアの連携実証実験における名大センターの取組み，第 7 回

報告会，2008,9 
[15] 棚橋是之 : システム連携用ツールによるリポジトリの展開，第 8 回報告会，2008,12 
[16] 平野靖 : UPKI シングルサインオン実証実験の概要，第 9 回報告会，2008,12 
[17] 平野靖 : 名古屋大学における IdP の構築，第 9 回報告会，2008,12 
[18] 石井克哉 : 次期スパコンの計算機環境および今後のグリッド環境について-1-，第 9 回報告会，

2008.12 
[19] 津田知子: 次期スパコンの計算機環境および今後のグリッド環境について-2-，第 9 回報告会，2008.12 

 
＜CSI 委託事業報告交流会その他＞ 

 ・平成 18 年度 
[1] 山本哲也 : AKF 名古屋大学学術ナレッジ･ファクトリーについて，国立情報学研究所 平成 17 年度

CSI 委託事業報告交流会, 2006.5 
[2] 平野靖: SSO システム CAS の改良とパッケージ化，国立情報学研究所 平成 17 年度 CSI 委託事業報

告交流会, 2006.5 
[3] 平野靖 : UPKI 事例報告１ 名古屋大学のユーザ認証基盤の現状， 国立情報学研究所 オープンハウ

スシンポジウム, 2006.6 
 ・平成 19 年度 

[4] 葛生和人 : 共有端末における IC カード認証システムの適用，国立情報学研究所 平成 18 年度 CSI
委託事業報告交流会, 2007.7 

[5] 石原卓 : 乱流の計算科学，国立情報学研究所 平成 18 年度 CSI 委託事業報告交流会, 2007.7 
[6] 平野靖, 梶田将司，内藤久資，間瀬健二 : 名古屋大学のユーザ認証基盤, 佐賀大学「統合認証シンポ

ジウム」, 2007.12 
 ・平成 20 年度 

[7] 石原卓 : 乱流の計算科学，国立情報学研究所 平成 19 年度 CSI 委託事業報告交流会, 2008.6 
[8] 荻野瀧樹: ジオスペースバーチャル研究所／オーガニゼーション構築の基礎研究，国立情報学研究所 

平成 19 年度 CSI 委託事業報告交流会, 2008.6 
[9] 平野靖 : Solaris による IdP 構築,既存の学内認証環境との連携，国立情報学研究所 シングルサイン

オン中間報告会, 2008.11 


