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「大学等におけるクラウドサービス利用シンポジウム2018」
開催のお知らせ
詳細・お申込みはこちらから

https://www.media.hiroshima-u.ac.jp/news/cloudsympo2018
クラウドサービスは、サーバ管理の煩雑さを軽減し、新サービスの構築が迅速に行えることから注目を集
めており、各大学等における情報システムのクラウド化の検討が本格化してきています。しかしその一方で、
データの保護・保全など情報セキュリティに関する懸念が指摘されています。
5 回目の開催となる今回は、「オンプレからクラウドへのスムーズな移行」をテーマとして、オンプレの仮想
化基盤やデータベースをいかにクラウドに移行させるか、クラウドへの移行後も移行前と同様なパフォーマン
スモニタリングを可能とする環境、CSIRT 活動の基盤をいかに構築・維持するか等について議論を行い、参
加者間での大学等におけるクラウド移行に関する課題の共有を通して、課題解決への糸口を探ります。
本シンポジウムは、クラウドサービス事業者のサービスや教育研究機関における導入事例の紹介などを
通して、大学等におけるクラウドサービス利用を積極的に推進していくことを目的としています。クラウドサー
ビスの導入をご検討中の大学関係者、大学等への提案をご検討中の企業関係者がそれぞれのシーズやニ
ーズを調査・議論する場としてご活用ください。
主 催： 広島大学情報メディア教育研究センター
共 催： 大学 ICT 推進協議会（AXIES）クラウド部会
後 援： 総務省 中国総合通信局、中国情報通信懇談会、電子情報通信学会 中国支部（申請中）、情報処理
学会 中国支部、広島地域 IPv6 推進委員会
日 時：平成 30 年 3 月 9 日（金） 13:00～18:00
場 所：広島大学 東千田未来創生センター 2 階 グループワーク室
広島市中区東千田町 1-1-89
交通アクセス https://www.hiroshima-u.ac.jp/access/senda
対 象：大学関係者および大学等への提案を検討中の企業関係者など
（興味のある方はどなたでもご参加いただけます）
参加費：無料（事前申込みが必要です）
上記 URL よりお申込みください。
※YouTube Live による中継を行います（URL はお申込メールアドレス宛に後日お知らせします）。
プログラム： ※都合により変更する場合があります。

◾13:00～13:05

開会挨拶

◾13:05～13:45

「VMware クラウドサービス概要とロードマップ」
ヴイエムウェア株式会社 ゼネラルビジネス SE 本部 公共第二 SE 部
システムズエンジニア 椨木 正博（たぶき まさひろ）様

◾13:45～14:25

「既存 IT 資産を有効活用するクラウド移行」
～自律型データベースをはじめとした Oracle Cloud 最新情報～
日本オラクル株式会社 クラウドプラットフォームソリューション統括 ビジネス推進第二部
部長 桑内 崇志（くわうち たかし）様

◾14:25～15:05

「AWS が考えるハイブリッドクラウド」
アマゾン ウェブ サービス ジャパン株式会社
ソリューションアーキテクト 豊原 啓治（とよはら けいじ）様

◾15:05～15:20

休憩

◾15:20～16:00

「Microsoft Update Information」
～SINET-Azure 閉域網接続、Azure Stack、System Answer for Azure、他～
日本マイクロソフト株式会社 パブリックセクター事業本部
クラウドアーキテクト 中田 寿穂（なかた ひさほ）様

◾16:00～16:40

「セキュリティインシデント管理を効率化する CSIRT MT」
～クラウド型で早期にインシデント管理が可能に～
NANAROQ 株式会社
代表取締役 COO 榎本 司（えのもと つかさ）様

◾16:40～17:20

「次世代デジタル学習環境としての端末サービスのクラウド化と BYOD 化」
京都大学 大学情報環境機構 IT 企画室 学術情報メディアセンター
教授 梶田 将司（かじた しょうじ）様

◾17:20～17:25

閉会

◾17:25～17:35

休憩

◾17:35～18:00

大学等 ICT 推進協議会（AXIES）第 19 回クラウド部会会合
※AXIES（https://www.axies.jp/）への参加を検討されている組織、クラウド部会の活動
に興味のある方もぜひご参加ください。

◾19:30～21:30

情報交換会

参考： 「クラウドサービス利用ガイドライン」※改訂第三版公開中

https://www.media.hiroshima-u.ac.jp/news/cloudguide
お問合せ： 広島大学 情報メディア教育研究センター

https://www.media.hiroshima-u.ac.jp/helpdesk
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⼤学等におけるクラウドサービス利⽤シンポジウム
2018

開催概要
5回目の開催となる今回は、「オンプレからクラウドへのスムーズな移⾏」をテーマとして、オンプレの仮想化
基盤やデータベースをいかにクラウドに移⾏させるか、クラウドへの移⾏後も移⾏前と同様なパフォーマンス
モニタリングを可能とする環境、CSIRT活動の基盤をいかに構築・維持するか等について議論を⾏い、参加者
間での⼤学等におけるクラウド移⾏に関する課題の共有を通して、課題解決への糸⼝を探ります。
本シンポジウムは、2018年「サイバーセキュリティ⽉間」関連イベントとして開催します。

◾ 主催︓
広島⼤学情報メディア教育研究センター
◾ 共催︓
⼤学ICT推進協議会（AXIES）クラウド部会
◾ 後援︓
総務省 中国総合通信局、 中国情報通信懇談会、 電⼦情報通信学会 中国⽀部（申請中）、 情報処理学
会 中国⽀部、 広島地域IPv6推進委員会
◾ ⽇時︓
2018年（平成30年）3⽉9⽇（⾦）13:00〜18:00（予定）
◾ 場所︓
広島⼤学 東千⽥キャンパス 東千⽥未来創⽣センター 2階 グループワーク室
（広島市中区東千⽥町1-1-89）交通アクセス
◾ 対象︓
⼤学関係者および⼤学等への提案を検討中の企業関係者など
（興味のある⽅はどなたでもご参加いただけます）
◾ 参加費︓
無料（事前申込みが必要です）
※YouTube Liveによる中継を⾏います（URLはお申込メールアドレス宛に後⽇お知らせします）。
◾ 講師者所属 ※都合により変更する場合があります。
ヴイエムウェア株式会社
⽇本オラクル株式会社
アマゾン ウェブ サービス ジャパン株式会社
⽇本マイクロソフト株式会社
NANAROQ株式会社
京都⼤学
◾ プログラム ※都合により変更する場合があります。
◾ 13:00〜13:05
開会挨拶
◾ 13:05〜13:45
「VMwareクラウドサービス概要とロードマップ」
ヴイエムウェア株式会社 ゼネラルビジネスSE本部 公共第⼆SE部
システムズエンジニア 椨⽊ 正博（たぶき まさひろ）様

https://www.media.hiroshima-u.ac.jp/news/cloudsympo2018
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◾ 13:45〜14:25
「既存IT資産を有効活⽤するクラウド移⾏」
〜⾃律型データベースをはじめとしたOracle Cloud最新情報〜
⽇本オラクル株式会社 クラウドプラットフォームソリューション統括 ビジネス推進第⼆部
部⻑ 桑内 崇志（くわうち たかし）様
◾ 14:25〜15:05
「AWSが考えるハイブリッドクラウド」
アマゾン ウェブ サービス ジャパン株式会社
ソリューションアーキテクト 豊原 啓治（とよはら けいじ）様
◾ 15:05〜15:20
休憩
◾ 15:20〜16:00
「Microsoft Update Information」
〜SINET-Azure閉域網接続、Azure Stack、System Answer for Azure、他〜
⽇本マイクロソフト株式会社 パブリックセクター事業本部
クラウドアーキテクト 中⽥ 寿穂（なかた ひさほ）様
◾ 16:00〜16:40
「セキュリティインシデント管理を効率化するCSIRT MT」
〜クラウド型で早期にインシデント管理が可能に〜
NANAROQ株式会社
代表取締役COO 榎本 司（えのもと つかさ）様
◾ 16:40〜17:20
「次世代デジタル学習環境としての端末サービスのクラウド化とBYOD化」
京都⼤学 ⼤学情報環境機構IT企画室 学術情報メディアセンター
教授 梶⽥ 将司（かじた しょうじ）様
◾ 17:20〜17:25
閉会
◾ 17:25〜17:35
休憩
◾ 17:35〜18:00
⼤学等ICT推進協議会（AXIES）第19回クラウド部会会合
※AXIESへの参加を検討されている⽅、クラウド部会の活動に興味のある⽅もぜひご参加くだ
さい。
◾ 19:30〜21:30
情報交換会
場所︓巴⾥⾷堂 ⼤⼿町店
会費︓4,000円
※席数に限りがありますので、お早目にお申込みください。
※ご予定の変更は、3/7（⽔）までにご連絡ください。

参加申込み
◾ 申込みの受付を開始しました。
こちらからお申込みください。

注意とお願い
◾ 当⽇参加も可能ですが、事前申込み優先とさせていただき、満席の場合は⼊場をお断りする場合があり
ます。
◾ 本シンポジウムの様⼦をスタッフが写真・ビデオ撮影し、主催者や協⼒者のウェブサイトへの掲載や活
動紹介に使⽤させていただく場合があります。

参考
「クラウドサービス利⽤ガイドライン」※改訂第三版公開中
https://www.media.hiroshima-u.ac.jp/news/cloudguide

お問合せ先
広島⼤学 情報メディア教育研究センター
https://www.media.hiroshima-u.ac.jp/helpdesk

https://www.media.hiroshima-u.ac.jp/news/cloudsympo2018
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