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年が明けると︑まず難題が待ち受ける︒二月になると︑難
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や課長といった肩書をつけ︑小さな集団を組織化して︑マネ

た人間も四〇歳代になった︒事業が発展するに従って︑部長

経て︑二〇〇〇人を超す規模になり︑設立当時二〇歳代だっ

も彼も若かった︒若い人間ばかりだった集団も二〇年以上を

狼のような技術者が集まった若い専門家集団で︑私以外は誰

ＩＩＪも若い会社とはいえ︑二一年目になる︒当初は一匹

はないかという危惧が︑頭にこびりついて離れない︒

企業の風土に似た組織運営や︑人の評価になってしまうので

の大きな要素ともなってくる︒結果として︑なんとなく旧い

となって︑そのための組織風土や処遇といったことが︑判断

になると︑どうしても既存の事業を守ることが大きなテーマ

とができた最大の要因だと︑繰り返し話してきた︒ある規模

にもインターネットの世界でイニシアティブをとり続けるこ

己実現の可能性を追求し続ける場であることが︑まがりなり

い︒若い社員を含め︑あらゆる社員にとって︑ＩＩＪが︑自

のダイナミズムを維持するための抜本的な策を実施していな

を伸ばし︑自己を実現できるような環境をつくるという組織

ことは実施しても︑若い社員を始め︑誰もがそれぞれの才能

といった状況が続いてしまっている︒評価制度など一通りの

ツリー構造の組織図に拡がりはできても︑ほぼ前年のまま

で︑思い切った人事対応をしてこなかったのが実情である︒

をつくりだすことはできない︒ここ数年︑頭を抱えているだけ

きても︑企業としてダイナミックに発展する集団のエネルギー

は難題で︑専門家の言葉を真に受けるだけでは︑組織図はで

とは︑人事である︒どのような組織においても︑人事というの

題に頭を抱えたまま決めないといけない︒私にとっての難題
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ージメントをしてもらうようになる︒肩書というか役職者の
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日々のサービス運用の現場から

表紙のコトバ すげさわ かよ
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い程度には︑思い切って人事に手を付けようと思う︒

がいいとは思いもしないけれど︑今年からは︑制度を壊さな

は︑ほんとうに難しいものである︒そんな組織運営の在り方

た︒一人ひとりの才能を知り︑適切な部署で伸ばすというの

よ﹂︑そんな話をすると︑愕然とする若者が多い時代だっ

特に﹁技術部門より︑早い時期に営業に行った方が大成する

話し込むので︑面談中︑涙がこぼれてしまう若者もいた︒

である︒﹁町工場の親父﹂丸出しの時代だった︒大真面目に

が上がってしまうことに対し︑人事部には恐怖感があったの

な︑今年は頑張れ﹂となって︑一〇パーセント近くも給与

まりいいことがなかった社員とも話し込んでは︑﹁期待料だ

の場合︑頑張って成果を出した人間は当然のこと︑一年間あ

だったのは︑給与が上がりすぎることであった︒若い社員

一人ひとり話を聞き︑私が給与を決める時代︑最大の欠点

度の仕組みで決められることになった︒

で︑人事評価制度︑等級制度などが導入され︑給与もその制

うのは︑もし社長になにかあったら大変である﹂という理由

いたのである︒﹁いくらなんでも︑社長がすべて決めるとい

感想だった︒四月は︑早朝から夜まで︑面談だけで終わって

だかプロ野球の契約更改みたいだ﹂というのが社員の

とり全員面談をして︑すべて私が給与の額を決めていて︑

社員が七〇〇人くらいになるまでは︑四月になると一人ひ

ともかく︑そんな気分になるらしい︒

らしい振る舞いになる︒まして役員になると︑実際の仕事は

いう肩書がまったく似合わなかった若者も︑なんとなく部長

長のまま四〇歳代半ばになってしまった人間も多い︒部長と

代で部長になる人間も多く︑結果として一〇年以上も同じ部

数も増え︑その年齢も高くなる︒少数の集団の時は︑三〇歳
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ダイナミズム

まだまだ寒さが続きますが、降
り積もった雪の下や霜柱が立つ
土の中では、春の準備が着々と
すすんでいます。球根や種から
小さな若緑色の芽が顔を出し始
めたら、春がすぐ近くまでやっ
てきたサイン。春を運んでくる
花々を、もう少しの間、楽しみ
に待ちましょうか。
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二
〇一二年は、ＳＤＮ （
Software

Open Networking

D e f i n e d N e t w o r）
k が非常に
注目を集めた一年でした。ＳＤＮと

は 、 米 国 のＯ Ｎ Ｆ （
）を中心に一年ほど前から
Foundation
提唱されている新しいネットワーキング
の概念です。まずは簡単にＳＤＮがどう
いう概念で、どんな技術が必要となるか
を概観します。

ＳＤＮの役割
クラウド環境では、ユーザがコンピュ
ータハードウェアを自分で用意する代わ
りに、クラウドサービス事業者から必要
なスペックの仮想マシン（ＶＭ）を必要
な台数だけ借りて利用します。その際に
割り当てられるＶＭは、事業者のＤＣ内
のどのコンピュータ上で動いているのか、
ユーザには分かりません。ＳＤＮはこれ
らのＶＭ同士を、ユーザが望むかたちの
ネットワークで接続された環境を提供す
るために、物理ネットワーク装置をまた
ぐ仮想ネットワークをソフトウェアによ
ＳＤＮでは、仮想ネットワークを生

り実現します。
成・削除したり、ＶＭのコンピュータ上
の配置の変更（マイグレーション）にと
もなうネットワーク構成の変更や動作状
態の監視などを全てソフトウェアで行な
います。仮想ネットワークの設定や制御
を行なうには、たくさんの物理装置の設

ントローラでは、ユーザに提供される機

ネットワークを操作できます。ＳＤＮコ

を出すだけで複数の装置にまたがる仮想

気にすることなく、コントローラに要求

環境では、ユーザが個々の機器の設定を

ないます。コントローラが集中制御する

置全体の設定や制御を遠隔で集中的に行

ーラと呼ばれる制御システムが、物理装

なります。そこでＳＤＮでは、コントロ

を個別に人手で行なうのは大変な作業に

指定できる反面、設定が煩雑になります。

仮想ネットワーク毎に動作をきめ細かく

られています。ホップバイホップ方式は、

トンネリングプロトコルの標準化が進め

でＶＸＬＡＮやＮＶＧＲＥなど、複数の

に対応している必要がありま
OpenFlow
す。エッジオーバレイ方式は、ＩＥＴＦ

の場合、物理ネットワーク装置は全て

標準化を進めている OpenFlow
という
プロトコルを用いるのが一般的です。こ

ホップバイホップ方式では、ＯＮＦが

定や制御を協調させる必要があり、これ

能をＡＰＩで定義しているので、ユーザ

一方、エッジオーバレイ方式は、仮想ネ

定はできません。しかし、トンネル両端
のコンピュータ側の設定だけで動作する
ので、非常にシンプルで導入しやすい方

ーク装置でそれぞれの仮想ネットワーク

つの方法があります。一つは、ネットワ

が、ＯＮＦに参加している各ベンダを中

プロトコルのバージョンアップと製品化

は、二〇〇九年末に最初の
OpenFlow
バージョンの標準化が完了し、その後、

式と言えるでしょう。

に属するパケットの転送動作を細かく

を源流にしながら、先述した
OpenFlow
ような異なる方式や技術を取り入れ、よ

心に行なわれてきました。ＳＤＮは、ネ
す。もう一つは、仮想ネットワークで接

り上位の大きな概念へと発展したものと

ットワーク仮想化の一つの技術である
続したいコンピュータ間にＩＰトンネル

ップバイホップ型」と呼ばれていま

を設定し、コンピュータがトンネルにパ

話題に上るようになりました。一つの大

ＳＤＮは昨年の春先くらいから頻繁に

二〇一二年を振り返って

考えていいでしょう。

加して送信する方式で、「エッジオーバ

ットに仮想ネットワークを表すＩＤを付

仮想ネットワークとの対応を調べ、パケ

したＶＭと、そのＶＭが接続されている

ケットを送信する際に、パケットを送信

設定し、カスタマイズしていく方式で、

仮想ネットワークの実現には、主に二

ホップバイホップ方式と
エッジオーバレイ方式

はアプリケーションプログラムからこれ

今、話題の SDN とは？
その概要を踏まえ、今後の展開・活用方法を考える。

ットワークを複数設置することは簡単で

浅羽登志也

すが、きめ細かなパケット転送方法の指

株式会社ストラトスフィア 代表取締役社長

らのＡＰＩを呼び出し、仮想ネットワー

SDN

クを自動制御することも可能です。

［Topic 1］
レイ型」と呼ばれています。
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クラウドサービスと連携したネットワークの仮想化、
スマートデバイスとモバイル通信の急速な普及、
そして安全・安心なネットワーク利用を阻害する新たな脅威……。
ITを取り巻く環境は、今年も激動・激変の一年となりそうだが、
本特集では、直近の動向を左右すると思われる
“10大トピックス” を集めてみた。

クラウド
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企業におけるクラウド活用は新たなフェーズに入ったと考えられ、
企業におけるクラウド活用は新たなフェーズに入ったと考えられ、今後は、
今後は、
新規ビジネスに貢献できる、より積極的な活用が求められて
新規ビジネスに貢献できる、より積極的な活用が求められるだろう。
くるだろう。
同時にサービス事業者は、クラウドの仕組みに関して説明責任を果たし、
安心・安全に使える基盤を提供していかなければならない。

という、
Open Networking Summit

きな要因は、昨年四月にアメリカで開か
れた
ＳＤＮ／ OpenFlow
をテーマにしたコン
ファレンスで、グーグルが彼らのＤＣ間

本では OpenFlow
は、早い時期から注
目を集めていました。六月に幕張メッセ

いように思えます。ネットワークをソフ
トウェアで自由に制御するというコンセ
プト自体には大きな可能性を感じますが、
では、それが企業や個人のＩＣＴ利用環

加者による、ＳＤＮのビジネス・技術両

コンファレンスも開催され、多方面の参

が開かれ、話題になりました。
Showcase
また一二月には、ＳＤＮ Ｊａｐａｎ という
です。

関しては、まだ明確にできていないよう

な価値を提供できるのか？ という点に

境を具体的にどう変え、どのような新た

セント、ＳＤＮ／ OpenFlow
に移行した
と発表したためです。それまでは大学の
面にわたる活発な議論が展開されました。
う新しいコンセプトを具体的なユースケ

で開催された Interop Tokyo 2012
では、
ベ ン ダ を 集 め た OpenFlow
OpenFlow

キャンパス内などでの採用事例しかなか
ＩＩＪ グループでは、二〇一二年四月

を結ぶ広域のネットワークを一〇〇パー

ったＳＤＮが、グーグルのＤＣを結ぶよ
ースに落し込み、ソリューションを作り
イノベーションの方向性をきちんと見え

ながら、今後ＳＤＮが向かうべき大きな

したがって二〇一三年は、ＳＤＮとい

うな巨大な商用ネットワークで採用され
ＳＳと合弁で「株式

会社ストラトスフィア」を設立し、ＳＤ

に株式会社
Ｎを実現するための基盤ソフトウェアの

たということで、一気に注目が集まりま
また七月には、サーバ仮想化ソフト
るかたちにしていく一年になるでしょう。

した。
開発と販売を行ない、ＳＤＮがもたらす
少し視点を広げるなら、ＳＤＮにより
構成される仮想ネットワークは、クラウ

新たなイノベーションに向けた準備を開

収されました。このことは、今後のクラ

が、それにもかかわらず大変な高額で買

社は、まだ製品を公に
Nicira
してから半年しか経っていませんでした

させたいとか、コントローラを介して大

上にたくさんの仮想ネットワークを動作

るＳＤＮですが、現状ではクラウド基盤

さて、国内外で盛り上がりを見せてい

二〇一三年の方向性

ぜひ〝ネットワーク屋によるネットワーク

始しています。

ウドプラットフォームの発展にとって、
量のネットワーク機器の設定・運用をで
のためのＳＤＮ〟という方向性でも今後の

ドインフラ上の任意の場所にあるＶＭ同

ＳＤＮが非常に重要なパーツだと考えら
きるだけ自動化したいといった、クラウ

ラウドとは何なのかということよ

を推進していたため、日
OpenFlow

一 方 、Ｎ Ｅ Ｃ が コ ア メ ン バ ー と な っ

プラクティスをクラウドサービス「ＩＩＪ

ォームなど、適用領域に即したベスト

ど、特定のニーズにしか応えられていな

ることが、どれくらい正比例／反比例す

キュリティなどの「リスクに敏感」であ

可能性を考えていきたいと思います。

ＩＩＪ グループが作るＳＤＮですから、

のではないかと考えています。

そ
——
んなサービスの基盤としても活用できる

意の地点をイーサネットでつなぐ

まく応用すれば、インターネット上の任

ツとなって構成されています。これをう

士をつなぐ仮想イーサネットが基本パー

れていることを如実に表していると言え
ド事業者や大規模ＥＣサイトの運営者な

りも、活用方法が論点になり、導

ました。

ます。
て

ク

いものは恐ろしいと感じるだろう」「君

で怖くない」「それが何であれ、知らな

た。「ＩＣＴに無知なら、向う見ずなの

Ｊ ＧＩＯ の開発メンバーと論議しまし

るのか？ という話題を、昨年末、ＩＩ

クラウドが
ビジネスを革新する時代に

ＧＩＯ」で提供したいと思います。

入事例も豊富になったのが二〇一二年だ
ったと思います。小規模なプライベート
クラウドではスケールメリット（規模の
経済）が得られないことが理解され、パ
ブリックサービスを適材適所で組み入れ

懸念は理解できますが、昨今では内部統

ボックス化が促進するのでは……という

子危うきに近寄らず」「きちんと中身が

制と監査の基準も明確化されてきました。

クラウド導入の目的が総じてコスト削

例えば、スマートデバイスとクラウド

クラウドの仕組みを理解していただいた

ることの合理性が立証されつつあります。

の連携による営業現場の生産性向上に向

うえで前向きにご活用いただきたいので

分かれば、怖くないはず」等々。技量と

て手軽に利用できる」という評価もあり

けた取り組みは、今年度、本格的な普及

すが、サービス事業者はそのための説明

減にあることは事実です。たしかにＩＴ

ます。その一方で、「企業ＩＴの仕組みを移

が進むでしょう。また、経営環境の変化

責任を果たしていかなければなりませ

ＩＩＪ は「持たないプライベートクラウ

行するには制約が多い」という声も上が

に応じた迅速な対応のために、クラウド

ん。

感性の〝両にらみ〟の判断になるため、

っています。これらは相反する課題であ

を活用する場面も増えるでしょう。さら

内需の限界を背景に、今更のようにグ

意見が分かれるところです。

り、クラウドサービス事業者は一挙両得

には、拠点の統廃合やＭ＆Ａにともなう

ローバル化が叫ばれていますが、インタ

投資の圧縮（節約）も大切ですが、本来

を求めて日々機能拡充に奔走しています。

ビジネスプロセスの変革、スピード経営

ーネットに国境があるはずもありません。

なら、ＩＴが新規ビジネスを生み出すド

ＩＩＪ もその一社ではありますが、ク

のためのプラットフォームとして、クラウ

そのうえで提供されるＩ Ｔ サービスは、

ド」を掲げてきました。実際にクラウド

ラウドとは何なのかを問いただすことよ

ドの実力が問われる年になると思います。

インターネットの恩恵とともに、もとも

を導入されたユーザの声を聞くと、
「イン

りも、お客さまの情報システム基盤とし

り」の投資から、新規ビジネスへの

Ｉ ＩＪ と し て も 、 コ ス ト 削 減 と い う

とリスクも共有しています。一〇〇パー

「クラウド＝雲」に捲かれてブラック

て求められる「プラットフォーム」に注力

貢献という「攻め」の道具としてご活用

セントの安全を保障できる事業者は存在

ライバーとなるべきところでしょう。

しています。プラットフォームというと 一

いただけるような提案を行なっていきた

ターネットを介したセルフサービスとし

般的には、
ＰａａＳ
（ Platform as a Service
でいう主として開発環境としてのプラッ

いと考えています。

う尽力してまいります。

クラウドの安全と安心をお届けできるよ

年培った運用ノウハウをもとに、本年も

ートウェイ、サーバといった階層毎に長

しませんが、ＩＩＪ はネットワーク、ゲ

トフォームを想起されるかもしれません
情報基盤として捉えたいと考えています。
例えば、稼働中のシステムを確実に移行
できるプラットフォーム、事業継続性を

ＩＣＴの「リテラシ」のレベルと、セ

セキュリティ懸念が
クラウドの導入を阻む？

が、ここでは実行から運用までを含めた

IIJ

する Nicira
社というベンチャー企業を
一〇億五千万ドルで買収する、と発表し

ウェア大手の VMware
社が、エッジオ
ーバレイ型Ｓ ＤＮ ソフトウェアを開発

A
C
C
E
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向上させるためのプラットフォーム、ビ
ッグデータを活用するためのプラットフ

IIJ

［Topic 2］

T opics

IIJ 執行役員 マーケティング本部長

松本光吉

IIJ サービスオペレーション本部 データセンターサービス部長

久保 力

IIJ ネットワーク本部 ネットワークサービス部 ネットワーク技術課長

浅野善男

デ
ータセンターは、従来のハウジン
グサービスのためのファシリティ

から、クラウド基盤としてのファシリテ

高く評価していただきました。

ラウドサービスを提供する設備の基盤と
して、グローバルなデータセンターの調
達・運用が求められます。

が、ＩＴとファシリティの融合をさらに

これからも市場環境は変化し続けます
期的な課題になっています。マイクロソ

の電力を消費するデータセンターの中長

二〇一三年の展望

つつあります。また、データセンターで
フトが下水処理場から出るメタンガスを

低廉かつ安定した電力の確保が、大量

は大量に電力を消費しますが、二〇一一
推し進め、グローバル化に対応し、発電へ
化した「データプラント」と呼ばれる施設

ィへと、位置付けや構造が大きく変わり

年の東日本大震災以降、これまで安定的
の取り組みを開始する ——
以上の三点を
二〇一三年に実施したいと考えています。

に松江データセンターパーク運用開始、

ーパーク構築開始、二〇一一年は、四月

実証実験開始、六月に松江データセンタ

年は、二月にコンテナ型データセンター

ＩＩＪ ＧＩＯ」の提供を開始し、二〇一〇

ＩＪ は、二〇 〇 九年にクラウドサービス

ィコストを低減できる高密度サーバの導

を上げてサーバ一台当たりのファシリテ

減するための耐高温サーバや、実装密度

外気冷却を行ない、空調の消費電力を低

ネ・コストダウンを進めるには、夏期も

でも取り組んできましたが、さらに省エ

つのモジュールとして扱うなど、これま

コンテナに大量のサーバを内蔵化して一

り上げました。そして二〇一三年は、こ

基盤としてのデータセンターの土台を作

二〇〇九〜一二年にかけて、クラウド

のチャレンジを始めたいと考えています。

電力を作り出す持続可能な仕組み作りへ

ータセンターで消費する低廉で安定した

ルギーの買い取り制度に頼らずとも、デ

れます。そこで三つ目として、自然エネ

組みが世界的に行なわれていると考えら

使った発電設備とデータセンターを一体

に供給されることが前提であった電力へ
での実証実験を始めるなど、様々な取り

の認識も大きく変わりました。
一つ目のＩＴとファシリティの融合は、

八月に震災によるディザスタリカバリの
入が必要となります。

このような市場環境の変化のなか、Ｉ

需要に対応する高津（大阪）データセンタ
夏期も外気を使うとなると、ホット

のうえにより先進的なデータセンターが

こうづ

ーを開設、一〇月にクラウドとお客さま
ネットワークを接続する場合などに、お

を全てコールドエリア（サーバの前面側）

機能的にも地理的にも広がっていく「始

で行なえるようにしなければなりません。

まりの物語」の幕開けなのです。

二〇一二年は、工場でサーバをプレイ
さらに、現状、コンテナ型データセンタ

エリア（サーバの背面側）の温度は四〇〜

ンストールしたラック・コンテナを搬入
ーでは、一〇ＫＷ／ラックの空調能力を

五〇度になり、ケーブリングなどの運用

設置することにより、大量のサーバを短

客さま専用機器の収容ラックを提供する

期間で設置できるようにした手法のブラ
実現していますが、サーバの高密度化に

三鷹データセンターを開設しました。

ッシュアップや、高密度で実装された機

していく計画です。それにともない、ク

され、自由自在にコントロールできるよ

ともない、二〇〜三〇ＫＷまで空調能力

もリスクコントロールが課題となりまし

うになることは歓迎します。

を上げる必要も出てくるかもしれません。

クでの省エネなどの先進的な取り組みを

た。ソフトウェアで設定作業を自動化し

器の温度・電流を監視するシステムの構

ＩＪ バ ッ ク ボ ー ン の 設 計 ・ 構

たとしても、最終的にはエンジニアの確

築など、クラウド基盤固有の運用ノウハ

築・運用に十数年関わってきま

認が必要なケースが残ります。特に、イ

バックボーン全体を、利用者にほとん

二つ目のグローバル化ですが、ＩＩＪ

したが、インターネット自体は、今も昔

ンターネットというオープンなネットワ
ど意識させない抽象化された雲（クラウ

ウを蓄積した年でした。また、グッドデ

も変わらず「雲」
（いわゆるクラウド）と

ークでは、正しい経路状態の定義がむず

ド）にすることを目標としたいところで

始し、今後、欧州、東南アジアにも展開

して抽象化され、利用者に意識されるこ

かしく、設定変更する際には、現在の状

すが、すべてを単一の雲として見せるこ

ＧＩＯは、米国と中国ですでに提供を開

とはあまりありません。同様にＩＩＪ バ

態を都度確認し、設定投入した際の影響

とは現実には不可能です。少なくとも閉

ザイン賞やグリーンＩＴアワードなどの

ックボーン自体も、利用者に意識される

度を考慮する必要があります。また、一

ウハウは、自動化のリスクヘッジをしな

ＩＩＪ バックボーンにおける技術やノ

えでの課題も同じところにあります。

す。ネットワークの仮想化を実現するう

意識させないといけない部分が存在しま

バックボーンのミッションは非常に単

がら、安定性や耐障害性といった性能を

域ネットワークでは、個々のネットワー

り、効率的に運んで安価に提供できるよ

向上させてきたところに蓄積され、閉域

バの仮想化が普及する以前から、ＶＬＡ

能性があり、そういったリスクの高い部

うにするといった工夫はありますが、パ

ネットワークを含めたクラウドネットワ

すが、ネットワークを抽象化し、意識さ

Ｎ、ＶＰＮといった技術は普及していま

純で、流入するパケットを宛先まで確実

ケットを確実に運ぶことが大前提です。

ークに進化させるうえでも生かされてい

クごとに別の雲として抽象化し、あえて

クラウドの時代になっても基本的に何

ます。

基本は変わりません。

トランジットを展開するようになっても、

ットワーク（プライベートアドレス）の

Ｏ（クラウドサービス）とともに閉域ネ

ンに展開してきましたが、Ｉ ＩＪ Ｇ Ｉ

バルアドレス）のトランジットをメイ

も、これまでインターネット（グロー

が異なるだけです。ＩＩＪ バックボーン

していくことで、結果的にＳＤＮが実現

対処したうえでコントロールをＡＰＩ化

で通り自動化を推進し、リスクを考慮し

標ではないからです。もちろん、これま

なりません。完全に自動化することが目

とが目標であり、ＳＤＮ自体が目標には

ずにあらゆるトランジットを提供するこ

と同様に抽象化し、できるだけ意識させ

ックボーンにおいては、インターネット

ます。しかし、基盤インフラとしてのバ

するうえでは、求められるかたちと言え

れており、サービスとして利用者に提供

自動化の最終形としてＳＤＮが期待さ

きます。

ーンを真のクラウド基盤に進化させてい

ドを確立させることで、ＩＩＪ バックボ

アとともに、できるだけ早くスタンダー

って、昨年春に設立したストラトスフィ

次世代クラウド基盤技術の研究開発を担

ード）は残念ながらまだ出ていません。

か、ということに対する答え（スタンダ

識させ、どのように仮想化すればいいの

えで利用者にネットワークをどこまで意

ンが提案されていますが、抽象化するう

ここ数年で様々な仮想化ソリューショ

せないようにする技術ではありません。

障害時のパケットロスや遅延を減らした

も変わりませんし、ＳＤＮで実現しよう

進化させるうえで様々な自動化を推進

自動化からＳＤＮへ

してきましたが、どんな自動化において

ネットワークの仮想化と言えば、サー

とした場合も同じで、手段やアプローチ

分では完全な自動化は不可能です。

抽象化と仮想化

ことのないように、あらゆる需要に対応

つのミスやバグで影響が広範囲に及ぶ可

受賞を通して、松江データセンターパー

IIJ

・2012年グッドデザイン賞「グッド
デザイン ベスト100」
・グリーンITアワード2012「商務情
報政策局長賞」
・グリーン・グリッド データセンタ
ー・アワード2012「特別賞」
・ASP・SaaS・クラウドアワード
2012「ベスト地域貢献賞」
・MM総研大賞2012「グリーンIT賞」

できるよう進化させてきました。

IIJ松江データセンターパーク
2012年受賞歴

に運ぶ（トランジットする）ことです。

Ｉ

データセンターは、低廉かつ安定したクラウドサービスを
提供するための基盤である。これまでに構築した基盤をベースとして、
「IT とファシリティの融合」
「グローバル化」
「発電」をキーワードに、
2013 年は新たな取り組みを始める飛躍の年にする。
利用者にとって、普段はほとんど
意識されることのない “バックボーン ” であるが、
今後、どのような方向を志向しているのだろうか？
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データセンター

バックボーン

IT Topics 2013

「松江データセンターパーク」は、そ
の先進性・機能性が評価され、数々
の賞を受賞しました。
IIJ

［Topic 3］
［Topic 4］

T opics

IIJ ネットワーク本部 ネットワークサービス部 技術開発課

スマートフォンの利用が進むなか、
これに関連した事件も頻発するようになった。
本稿では、スマートフォンに関する
セキュリティ事情を紹介する。

IPv4 アドレスの枯渇が進むなか、
IPv6 アドレスの使用環境の整備が
急務となっている。
本稿では、IPv6 への移行状況を概括する。

〇一一年にＲＩＲ（
Regional

ならないこと、ＩＰｖ ６のみでも全ての
機能が利用できるようにすることなどが
要請されています。

ＩＰｖ ６環境を
整えるための動き

World IPv6

Ｉ Ｐｖ ６ 導 入 を 促 進 す る 試 み と し て 、
二〇一一年に開催された

トも立ち上がりました。
このようなイベントの効果もあって、
二〇一二年には標準でＩＰｖ ６接続を提
供するＩＳＰが増えました。それにとも
ない、ＩＰｖ ６を家庭で利用できる環境
が徐々に整いつつあり、実際にＩＰｖ ６
で通信しているエンドユーザも増えてい
ます。昨年は特に米国でユーザ数に伸び
が見られました。
日本では World IPv6 Launch
開催当
日、一社のみがネットワーク事業者とし
て参加条件を満たしていましたが、その
後、ＣＡＴＶやＦＴＴＨなど、様々な形

を発展させ、二〇一二年六月には、
Day
が開催されました。
World IPv6 Launch

この World IPv6 Launch
では、エンド
ユーザがＩＰｖ ６を実際に利用できるこ

を提供し、
しかもすでにその一パーセント

まだ枯渇していない北米地域でも、す

以上のユーザが実際にＩＰｖ ６を利用し

態で参加条件を満たしたＩＳＰが参加表

例えば、コンテンツ事業者は自社のメ
ているということです。こうした標準的

とを目標に、コンテンツ、ネットワーク、

インページで恒久的なＩＰｖ ６対応を行
にＩＰｖ ６を利用できる環境を整えるよ

でに大きなサイズのＩＰｖ ４アドレス割

ない、ＩＳＰは標準的にＩＰｖ ６接続性
う求める動きは、今後も世界的に続くと

明しました。その結果、二〇一三年一月現

のあるサービスを提供し、ホームルータ
考えられます。

在、合計四社が標準的にＩＰｖ ６接続性

ベンダも標準的にＩＰｖ ６に対応した製

ながら進めていく必要があります。今後

そしてホームルータの三つのカテゴリで

品を供給する、といった条件です。この

も Ｉ ＩＪ で は 、 こ れ ら 活 動 へ の 参 加 や 、

参加条件が設定されました。

織から参加表明が寄せられました。また、

必要な情報提供などを通じて、円滑なＩ

り振りは受けられない状態となっており、

ＩＰｖ ４の在庫枯渇状況を受け、二〇

計測や外部認定などを利用し、参加表明

にＩＰｖ ４アドレスの割り当てがむずか

一二年四月には Best Current Practice
として、ＲＦＣ６５４０（ＢＣＰ１７７）
したそれぞれの組織が、実際に参加条件

ＣＴ環境を安全に利用するため

ど利用者情報の過剰な取得、公衆無線Ｌ

紛失対策の仕組みや、ＰＣのようなアン

れています。例えば、携帯端末における

安全に利用できるようにする試みがなさ

ＩＰｖ ６対応の義務化

しくなっています。

が発行されました。このＲＦＣでは、Ｉ

Ｐｖ ６導入を支援していきます。

ＩＰｖ ６導入は世界的に歩調を合わせ

Ｐｖ ６がもはや任意のものではなく、新
を満たしているのかを確認する計測サイ

Ｉ

スマートフォンのアプリの多くは、単

ＡＮに関係する問題などが挙げられます。

とは否定できず、スマートフォンも例外

あとに、後追いで構築されがちであるこ

これらの対策は利用者が問題に直面した

環境そのものが変化し続けているため、

ンターネットの黎明期から、ＩＣＴ利用

などの整理が必要です。しかし、商用イ

ネットワークサービス側のセキュリティ

ートフォンを安全に利用するためには、

報が漏えいする事件も起きており、スマ

ため、クラウド上のバックアップから情

と連携して機能を提供しています。その

などで構築されたネットワークサービス

体で動作するものではなく、クラウド上

対策技術を用いることができないなど、

量などの制約でＰＣと同じセキュリティ

り、パーミッション制限やバッテリー容

用されるため紛失対策が機能しなかった

す。

チウイルスの導入などがこれにあたりま

つまり、スマートフォンについては、

能しない場合もあります。

しかし、電波の届かないところでも利

ではありません。

既存の対策が携帯電話やＰＣと同等に機
また、アプリによる行動把握など、取
り扱い基準や制度が整備されていない領

どにより、プライベートからビジネスま

なったこと、アプリが整備されたことな

と、高速な接続環境が利用できるように

きく変化しました。利用者が増加したこ

昨年、スマートフォンの利用状況は大

ュリティを向上させるためには、国際的

数多くあります。よって、これらのセキ

発者やサービス事業者が介在するものが

されるものだけでなく、国外のアプリ開

は、国内の開発者や事業者によって提供

さらに、こうしたアプリやサービスに

マートフォン端末、ＯＳやアプリの脆弱

例えば、端末内の情報を暗号化するス

いるところです。

の運用者などが、様々な試みを行なって

フォーム提供者、ネットワークサービス

末メーカ、ＯＳやアプリなどのプラット

ュリティ対策を検討する必要があり、端

携帯電話やＰＣとは異なる、新しいセキ

で幅広く利用できるものになりました。

な協調が必要となる場合があるのも大き

域で発生した問題もあります。

一方で、昨年はスマートフォンに関連し

性対策更新の迅速化、公式マーケットに

ルウェアの発生と感染・被害、不正なア

の利用やその利用法に起因する問題、マ

クセスする手法の消失）、公共の場所で

で、それぞれに対する既存のセキュリテ

ものとも、考えることができます。そこ

するＰＣを持ち運べるように小型化した

化したものとも、ネットワーク機能を有

スマートフォンは、携帯電話が高機能

環境が整っていくのです。

とで、より安全なスマートフォンの利用

これらの努力の成果を活用していくこ

議論や検討が行なわれています。

については、現時点で複数の場で活発な

情報や利用者の行動情報などの取り扱い

ります。加えて、アプリで取得した位置

時の二要素認証の導入などがこれにあた

ークサービス上のデータの暗号化や利用

おけるアプリの審査の厳格化、ネットワ

な特徴です。
ートフォンのセキュリティ対策を整備す
ることが急務となっています。
実際に発生した事件としては、盗難・

プリによる目的外の情報収集、非公式マ

ィ対策をスマートフォンに施すことで、

紛失による情報漏えい（または情報にア

ーケットで流布する偽のアプリの問題、

求められる
新しいセキュリティ対策

た事件が頻発していた一年であり、スマ

増加する
スマートフォン関連の事件

確保も重要になっています。

術的対策、利用者が日々注意すべき事項

には、法制度などの裏付け、技

呼びかけに対し、世界各国の事業者や組

たなＩＰ実装はＩＰｖ ６対応しなければ

新規サービスの大規模な展開などで徐々

リカ地域が枯渇すると考えられます。

南米地域が枯渇状態となり、最後にアフ

に続き、恐らくここ一、二年で北米地域、

な枯渇を実現できました。これらの地域

参考にポリシーを策定し、比較的緩やか

アジア太平洋地域での枯渇直前の状況を

態になりました。ヨーロッパ地域では、

ーロッパ地域でもＲＩＲの在庫が枯渇状

平洋地域に続き、二〇一二年九月にはヨ

）のＩＰｖ ４ア
Internet Registry
ドレス在庫が枯渇状態になったアジア太

二

IIJ サービスオペレーション本部 セキュリティ情報統括室長

松崎吉伸

齋藤 衛
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林 岳里
可用性の高い言語として、多くのエンジニアに愛用されている Ruby。
その軽量バージョンとして mruby が登場し、注目を集めている。
ここでは、その動向や活用事例などをまとめてみた。

配信による動画を視聴する機会がますます増えている。
こうした背景には、どのような技術の進化や、
利用者のニーズがあるのだろうか？

曽我部 崇

です。日々蓄積されるビデオデータは、ど

の映像が生成される年になりそう

〇一三年は、これまで以上に多く

画質版の提供を含めた複数の選択肢を用

やフレームレートを下げるのでなく、高

は、ストリーミングだからといって画質

が上がっているので、コンテンツ提供側

は理解できるかもしれませんが、個々の

されてきました。これだと、全体の傾向

から算出される「視聴率」をもとに評価

テレビ放送は、モニター家庭の視聴動向

二
こで消費されるのでしょうか？ そして、

の視聴動向を把握することは技術的に可

ユーザーの視聴動向は把握できません。

コンテンツの種類にもよりますが、イン
どのように視聴されているのか」を把

能です。コンテンツ提供者・制作者は、

一方、通信によるビデオ配信なら、個々

「人類がこれまで経験したことのない
ターネットを使ったビデオの配信では、

意する必要が出てくるでしょう（制作担

大量のビデオデータが毎秒生成されて
これまでＰＣが主役でしたが、今年は他

当者には大変な話だと思いますが……）
。

数年前、よくこんな話をして
——
いました。話す相手によって反応は異な

次には何が待っているのでしょうか？

いる」

行くのでしょうか？

日々蓄積されるデータはどこへ向かって

として受け止めていただけると思います。

きる今なら、多くの人に当たり前のこと

を使って、個人で簡単にライブ配信がで

材を使わなくても、必要十分なコンテン

分野も多かったのですが、高価な専用機

効用を知っていながら手を出せなかった

明確だからです。これまでは、ビデオの

きる」ビデオ視聴のトレーニング効果が

限られた時間で一定量の知識を習得で

用が効果的だと言われています。

うスタッフのトレーニングにビデオの利

激しい業界では、外回りをメインに行な

う。製薬・金融など、商品の入れ替えが

また、仕事中の視聴も増加するでしょ

りが始まれば、よりわかりやすいビデオ

りたかった箇所」というような、振り返

再生しているシーンは、講義で詳しく知

「このプロファイルの人たちが繰り返し

析は、多くのメリットをもたらします。

概念が重要！）と他の要素を加えた解

所（文字列や画像と異なり、この長さの

きたビデオに、実際の視聴時間と視聴箇

いますが、アクセス数のみで評価されて

を求められそうですが……）。

くは、離脱率が高いコンテンツは、説明

開したけれど、全く視聴されない、もし

握することで、より内容をわかりやすく

まず、移動中にビデオを視聴する人が

ツを生成できるようになりました。プロ
が増え、結果としてコンテンツの質の向

のデバイスによる視聴の割合が一気に増

もっと増えるでしょう。ストリーミング配

ダクションが制作するコンテンツから、
上につながります。ビデオの視聴解析は

りましたが、皆さん実感があまり湧かな

信の弱点である、電車（特に地下鉄！）や

各分野の専門家が自分の手持ちの機材を

視聴者に提供できるようになります（公

車などで移動している最中も、ＬＴＥ／

使って制作するコンテンツまで、様々な

ＶＯＤから始まり、Ｌｉｖｅ の視聴解析

加すると思われます。

ＷｉＭＡＸ／
ワイヤレスインター
-など、
ネット接続サービスの基地局が増えたこと
ものが提供されるようになり、多くの人

へとつながっていくと考えられます。

いようでした。しかし、スマートフォン

により、視聴困難な状況が解消される傾
が業務時間中にトレーニングビデオを視

ストリーミングは一〇年前からたいし

数字に全てを語らせるのは危険だと思

向にあります。都市部では通勤中にスマー
聴するようになると考えられます。

用途の多様化

トフォンやタブレットでビデオを視聴して

て進化していない、とよく言われますが、
そんなことはありません。皆さんに新し
い事例を一つでも多く紹介できる、そん
な二〇一三年にしたいと思います。

世の中にある様々なデバイスが相互に通
信し、アプリケーションソフトから外部

続けるなか、組み込み機器向けの分野で

ーションで利用される開発言語が進化を

広がりが考えられます。Ｗｅ ｂアプリケ

）に代表される、クラウド上で
Service
利用できるアプリケーション動作環境の

ユーザが作成したスクリプトがＳＥＩＬ

で 記 述 し た ス ク リ プ ト をＳ Ｅ Ｉ
mruby
Ｌ上で実行できる機能を開発しています。

な機能」を持たせるために、ユーザが

現 在 、 Ｉ ＩＪ で は Ｓ Ｅ Ｉ Ｌ に 「 柔 軟

で利用されています。

インターネット接続やＶＰＮなどの用途

主に中〜小規模拠点の施設に設置され、

Ｉ Ｌ 」を提供しています。Ｓ Ｅ Ｉ Ｌ は、

応するために、独自開発のルータ「ＳＥ

面する課題にＩＳＰの立場から柔軟に対

ＩＩＪ は、インターネット利用者が直

へ積極的に参画しているのでしょうか？

ところで、なぜＩＩＪ が組み込み言語

システムの技術に精通していない人でも、

れる世界を実現するためには、組み込み

予想されます。そして、
ＩｏＴが広く使わ

ロジーが研究開発段階から一歩進んで、

した。二〇一三年以降、こうしたテクノ

るＩｏＴ（ Internet of Things
）という概
念が、メディアを通じて広く紹介されま

昨年、様々なモノ同士が相互に通信す

なるのです。

様々な社会的な課題を解決できるように

スがこれらのデバイスと連携することで、

にエンドユーザの近くに存在するデバイ

と考えられます。その際、ルータのよう

るといったサービスがたくさん出現する

様々な活用が期待される

最後に、視聴動向の把握です。従来の

ビデオの視聴解析

いる人を見かけるようになりました。
「隙
間時間を活用する」筆頭としてミニゲーム
が活躍してきましたが、その輪のなかに
「ビデオの視聴」が加わり始めています。

や Scala
な
Node.js
ど、新しいプログラミング言語が

〇一二年は、

デバイスのディスプレイは年々解像度

二

は、 iPhone
や Android
デバイスなどの
スマートフォンを除けば、今でもＣ言語

上で動作できるようになると、例えば、

効率良くプログラムを記述できる開発環

のコンピューティングリソースを制御す

による開発が主流であり、開発効率の向

ルータが社内サーバを監視し、不具合が

境として

mruby

上が課題となっています。こうしたな

検出された際に、クラウドサービス上で

普及し、製品・サービスへ積極的に導入

は、家電製品など組み込みデ
mruby
バイスの開発生産性の向上を目指して設

バックアップサーバを自動的に起動させ

因としては、Ｐａａ Ｓ （

のような言語が必要と
mruby
なる、そんなふうに我々は考えています。

進められています。ＩＩＪ は、評価協力

エンジニアも活発に関わりながら開発が

供し、実現できるでしょう。しかしなが

挙げた用途なら、我々が同等の機能を提

われるかもしれません。確かに、ここで

それだけの機能であれば、 mruby
で
なくても実現できるのではないか、と思

になります。

ける要素技術の研究開発を進める予定で

ＩＩＪ では、今後も引き続き mruby
を
用いて、モノやサービスを相互に結び付

で書かれたプログラムからツイ
mruby
ッターにつぶやくデモをご紹介しました。

に接続されたＯ Ａタップの消費電力を

昨年、いくつかの展示会で、ＳＥＩＬ

企業として二〇一一年秋よりこのプロジ

す。

計された

か、昨年四月、軽量 Ruby
（ mruby
）が
上で公開されました。
github

Platform as a

こうした新たな言語を後押しした要

言語です。 mruby
の開
Ruby
発は、経済産業省の「地域イノベーショ

る、といった使い方が簡単にできるよう

ェクトに参画し、現在は不具合の修正や

ら今後は、スマートフォンや家電など、

度に開始されました。現在は mruby
の
ソースコードが一般公開され、世界中の

実際の製品として実用化されることが

ン創出研究開発事業」として二〇一〇年

されました。

IIJ
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IIJ マーケティング本部 プロダクトマーケティング部 プロダクトマーケティング1課

ブログ、ツイッター、フェイスブック、LINE など
ソーシャルメディアの利用にあたっては、
その時々の流行を察知しながら、時機に適ったメディアを
選択することが重要となる。

エンドユーザから企業に至るまで、非常に広範な影響を
及ぼすのが、モバイル分野の動向であろう。
ここでは、スマートデバイスとM2Mを中心に、
2013年のモバイルを占ってみたい。
ょうか？ スマートフォンやタブレット

皆さんは何を思い浮かべるでし

バイル」という言葉を聞いて、

報閲覧、外出先での情報共有、プレゼン

が期待されていますが、その他では、情

ーミナルの代用など、業務に即した活用

リティを活かし、これまでのハンディタ
）への適用など、
Management System
ビジネス領域におけるワイヤレスＭ２Ｍ

（ Home Energy Management System
）
やＢＥＭＳ（ Building and Energ y

といったスマートデバイス、ＬＴＥ通信
こうした背景には、データセンターを

への期待感は、増すばかりです。

）という考え方が注目を集めま
Device
したが、スマートデバイスを業務で密接
考えられますが、ここに来て提供される

や、ＭＶＮＯ事業者の台頭などがあると

ドサービスの利用にシフトしていること

最 近 「Ｂ Ｙ Ｏ Ｄ 」 （

テーションでの利用などが中心です。

らでもアクセス可能なコンテンツサービ

に活用している企業はまだ比較的少なく、

自社で構築・運用する形態から、クラウ

今年あたりから、各業種・業務に特化し

スなど、様々なことを思い浮かべるので
二〇一二年、モバイル分野は激動の年
サービスも多様化しており、望ましい利

はないでしょうか。
だったと言えます。ＫＤＤＩとソフトバ
た活用事例が増えてくると思われます。
タブレットと iPad
を比較して、後者を
採用するケースが多く、その理由はセキ
コインパーキングなど）や、情報をリア

機器管理（エレベーター、自動販売機、

Ｍ２Ｍはこれまで主に、遠隔地からの

用環境が整いつつあります。

ュリティ面や動作の安定性にあります。
いった用途に使われてきましたが、それ

Ｔドコモが先行していたＬＴＥ通信に各
キャリアが進出するなど、話題には事欠
ここに Winodws 搭
8 載のタブレットが、
選択肢として加わりました。セキュリテ
らに加え、昨今の電力事情を鑑みた電力

要拡大にともないデータ通信カードから
モバイル
- ル ー タ へ の シ フ ト や 、３
Ｇ通信よりＬＴＥ通信が選択されるとい
った傾向が見られました。

増えており、Ｍ２Ｍビジネスは一段と活

われます。実際、ＩＩＪ でも提供事例が

のデマンド測定への取り組みや、農業・

ルタイムにカーナビなどの端末に送ると

ィ面を含め、既存環境との親和性が高い
ヘルスケアといった分野での活用など、

法人市場においても、タブレットの需

きませんでした。

タブレットの登場により、業
Windows
務システムとの連携がより進むと予想さ
利用シーンはどんどん広がっていくと思

以下では、モバイルをめぐるキーワー
Ｍ２Ｍ」について述べたいと思います。

ドのなかから、「スマートデバイス」と
発になると見込んでいます。

り、ワイヤレスＭ２Ｍビジネスへの新規

お客さまからの引き合いが増加してお

っていましたが、昨年来、提供回線や

Ｍ２Ｍに対するニーズは以前から高ま

活用にも貢献できる、品質の高いサービ

いま求められているモバイルのビジネス

来を見据えた次世代通信に備えながら、

ことはないでしょうが、ＩＩＪ では、将

モバイル分野は、今年も話題が絶える

スマートデバイスは、ビジネスの現場

ス提供を目指してまいります。

業務利用が進む
スマートデバイス

において、いっそう普及が進むと見られ
参入事業者も増えています。Ｈ ＥＭ Ｓ

ィアを活用することになるでしょう。本

様々な企業や公共団体がソーシャルメデ

用しています。二〇一三年も引き続き、

らかのソーシャルメディアを事業に活

業種を中心に、すでに数多くの企業が何

現在、直接個人がビジネスの対象となる

から、もうずいぶん時間が経ちました。

用」ということが言われ出して

業でのソーシャルメディア活

を集めているメディアを選択していく必

すたり」を観察しつつ、その時点で注目

様々なソーシャルメディアの「はやり・

得られるかを意識しなければなりません。

そのメディアでどれだけの「人通り」が

ソーシャルメディアを利用する際には、

として行なわれます。ですので、企業が

ィアサービスの利用は、広報活動の一環

一般的に企業におけるソーシャルメデ

発し直しや、取り組み自体の変更が強い

されたため、自社アプリケーションの開

とがあります。このＡＰＩの機能が変更

シャルメディアサービスを連動させるこ

自社で開発したアプリケーションとソー

は、ＡＰＩ と呼ばれる仕組みを使って、

最近のソーシャルメディアサービスで

常に抱えているのです。

変更によって実施できなくなる可能性を

なく行なえた取り組みが、サービス側の

ャルメディアをうまく活用するには、今、

いた」サービスです。このようにソーシ

おり、まさにその瞬間、「注目を集めて

若年者を中心に急速に利用者を伸ばして

は二〇一一年六月のサービス開始以降、

れたのは注目の出来事でした。ＬＩＮＥ

官邸公式アカウントがＬＩＮＥに開設さ

る場合、こういった変更は起こり得るも

ソーシャルメディアサービスを利用す

なっています。

企業の取り組みの側も影響を受けやすく

のうちに変更が行なわれることが多く、

自体の移り変わりが激しいため、短期間

ソーシャルメディアサービスはサービス

サービスに限ったことではありませんが、

このような懸念はソーシャルメディア

られるといったケースもありました。

かつて、企業におけるソーシャルメデ

どのようなサービスが注目されているか、

のとあらかじめ織り込んだうえで、フッ

その点では、二〇一二年一〇月に首相

ィア活用の初期段階にもっとも利用され

日頃からアンテナを張っておくことが重

二つご紹介します。

ていたのはブログです。ブログサービス

要です。

次々と入れ替わる
ソーシャルメディアサービス

や、自社のＷｅ ｂサイト上に「担当者ブ

また一方で、ソーシャルメディアサー

フットワークの軽さが必要

続き、各サービスの動向を注視していき

ビスも変化していくと思われます。引き

アサービスが生まれ、また、既存のサー

す。

れました。ところがここ数年は、ツイッ

ビスでは、運営側の都合によって、その

二〇一三年も新しいソーシャルメディ
ツイッターの「公式アカウント」やフェ

機能や利用ポリシーが、あるとき変更に

ターやフェイスブックに代表されるＳＮ

イスブックの「Ｆ Ｂ ページ」を開設し、

たいと思います。

Ｓサービスに注目が移ってきています。

ＳＮＳの利用者と交流を行なうことが主

なるという懸念があります。以前は問題

トワーク軽く対応していくことが重要で

ログ」「社長ブログ」などが数多く作ら

用した取り組みを行なう際のポイントを

要があります。

IIJ

稿では、企業がソーシャルメディアを活

「企

ています。スマートデバイスはそのモビ

活況を呈する
Ｍ２Ｍビジネス

れます。

業務ユースでは、 Android
を搭載した

ンクが iPhone5
をリリースしたことは
記憶に新しく、通信サービスでは、ＮＴ

Bring Your Own

などのデータ通信、もしくは、外出先か

「モ
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資金を提供して運営されていたＮＳＦＮＥＴがイン

この頃のアメリカでは、全米科学財団（ＮＳＦ ）が

ＩＪ からの研修生という立場で勤務していました。

トンＤＣ近郊のＵＵＮＥＴというＩＳＰの本社にＩ

ットサービスでした。このサービスを持っていたＭ

イバを経由して離れたビル同士を結ぶ広域イーサネ

タ通信サービスを提供しており、ＭＡＥはそのファ

そのファイバを利用してビルのテナントに高速デー

）というサービスを提供していまし
Area Ethernet
た。ＭＦＳ はビル間に光ファイバを自前で引いて、

ＩＩＪ が創業した一九九二年の年末、私はワシン

ターネットバックボーンを構築し、各地域の学術系

ていて、ルータなどの通信設備を設置していました。

きました。ＵＵＮＥＴはそこに何本かラックを借り

シントンＤＣのスプリント社の局舎に夜間作業に行

夜、私はＵＵＮＥＴのエンジニアに連れられて、ワ

ＵＵＮＥＴ滞在中の一九九二年一二月のある寒い

ワシントンＤＣでの原体験

ち取りました。

ＦＳが、ワシントンＤＣエリアのＮＡＰの公募を勝

など）を相互につないでいました。

ネットワーク（例えばサンフランシスコ湾岸エリア
のＢＡＲＲＮ
一方、ＵＵＮＥＴを始めとする商用のＩＳＰも徐々
に立ち上がりつつあり、官主導によるインターネッ
トサービスから商用のサービスへの移行をどのよう
Ｎ Ｓ Ｆ は 移 行 に あ た っ て、Ｎ Ｓ Ｆ Ｎ Ｅ Ｔ の 機 能

に進めるべきか議論されていました。
を、バックボーン機能を提供するＮＳＰ（ Network
）と、ネットワーク同士を相互接
Service Provider

ンフランシスコ、シカゴの四ヵ所を「プライオリテ

上げるために、ワシントンＤＣ、ニューヨーク、サ

供する事業者がいませんでした。そこでこれを立ち

を提供させればよかったのですが、ＮＡＰ機能を提

で、これらの事業者をＮＡＰに接続させてサービス

てきました。その装置は、イーサネットをＡＴＭに

アに尋ねると、
「あれはＭＡＥだ」という応えが返っ

かと、作業が完了したあとにＵＵＮＥＴのエンジニ

という単純なものでした。その怪しい装置は何なの

ックにすでに設置されていた怪しい装置につなぐ、

内のルータから Ｂａｓｅ Ｔ- のイーサネットケーブ
ルを離れた場所にあるラックまで配線して、そのラ

そのとき私が担当した作業は、ＵＵＮＥＴのラック

ィＮＡＰ」に指定し、ＮＡＰサービスを提供する事

変換して、離れた場所にブリッジする機能を持って

続するＮＡＰ（ Network Access Point
）とに分けて
考えていました。ＮＳＰに関しては、すでに全米に

業者を公募で選び、資金提供を行ないました。これ

の局舎から離れた場所に設置されている他の複数の

バックボーンを持つ商用のＩＳＰが複数社あったの

が商用のＩＸ（ Internet Exchange
）の始まりです。
一九九二年当時、ＵＵＮＥＴ本社があったワシン

おり、そこにケーブルをつなぐだけで、スプリント
Ｍｂｐｓのイーサネットがつな

がるというのです。こんなに簡単に離れた場所にイ

ＩＳＰ のルータに

になりましたし、よく考えるとストラトスフィア社

の後ＣＷＣ社で広域ＬＡＮサービスを始める原体験

いたときの感動は今でも忘れられません。これがそ

うに見えたからです。当時はＡＴＭという技術が使

のように空間を飛び越えて延びて行っているかのよ

を運ぶ「媒質」が、遠く離れた場所までまるで魔法

私がＭＡＥとの出会いで感動したのは、この情報

トンＤＣ エリアでは、ＭＦＳ（ Metropolitan Fiber

でＳＤＮをやっているのも、この延長線上なのでし

われていて、空間を飛び越えられる距離には制限が

ーサネットがつながってしまうなんて、その話を聞

ょう。二〇年経っても成長していないということか

ありましたが、今日のようにインターネットが世界
中に広がって、あらゆる場所にあるコンピュータや
スマートフォンなどの端末同士が、インターネット

ＡＬＯＨＡｎｅｔ という、一九七〇年にハワイ大学

われているネットワーク技術ですが、そのルーツは

イーサネットは、今では世界中でもっとも広く使

クをインターネットのアプリケーションとして利用

れ る よ う に な る の で は な い か ——
そんな妄想が湧
いてきます。つまりイーサネットというネットワー

のマシンをイーサネットという媒質で直接つなげら

ンターネットというネットワークを使って、世界中

経由で接続できるようになっているのであれば、イ

で考案されたハワイ諸島間をつなぐ無線ネットワー

ＩＰはレイヤ３だから、ＩＰでイーサネットを運ぶ

ク用のプロトコルでした。それをゼロックスのパロ

の名前は、古典物理学で光を運ぶ媒質として宇宙全

というのはレイヤが逆じゃないか、と思われるかも

できるようになるのではないか、ということです。

体を満たしていると考えられていた仮想の物質「エ

トの関係がアナロジーになるでしょう。デジタル通

アルト研究所のロバート・メトカーフ氏が、イーサ

ーテル」
（ Ether
）にちなんで名付けられたものです。
メトカーフ氏は、様々な情報を光のように素早くど

信回線が普及する以前は、モデムなどの装置を使っ

いやちょっと待て、イーサネットはレイヤ２で、

こまででも運ぶことのできる夢のような媒質という

て電話回線上にＩＰパケットを流していた時代があ

きません。ルータまで行くとそこでいったん媒質が

クという媒質はあまり遠くまで情報を運ぶことはで

ただ、光とエーテルの関係に比べると、ネットワー

ワークは媒質のようになったと言えるのでしょう。

が飛び交っている状況を考えると、まさしくネット

今日のように、どこに行っても無線ＬＡＮの電波

できないでしょうか。

を迎えることができた。そんなふうに考えることは

ルな電話というアプリケーションが新たなステージ

えに流したからこそ、人と人とを直接つなぐシンプ

用する時代になっています。世界中に届くＩＰのう

トに音声を乗せて電話というアプリケーションを利

りました。しかし今はこれが逆転して、ＩＰパケッ

しれません。これについては、電話とインターネッ

思いを込めて命名されたのでしょう。

ネットプロトコルに発展させました。イーサネット

世界中のマシンをつなぐ媒質

もしれません（笑）
。

）という地域キャリア（のちにＵＵＮＥＴを
System
買収することになります）が、ＭＡＥ（ Metropolitan
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途切れてしまいます。

IIJ

イーサネットの可能性
IIJ イノベーションインスティテュート
代表取締役社長

コンピュータ同士を簡単な仕組みでつなぐことができるイーサネット。
今回は、このイーサネットの黎明から今日へ至る道程に思いをはせてみた。

浅羽登志也
イラスト／山本加奈子

T echnical n ow
IIJ GIO Hadoop ソリューション

DSL/Library群
ミドルウェア／
ツール群

IIJ ソリューション本部 アプリケーションソリューション部
アプリケーションソリューション2課

岡田晋介

ビジネスの新たな可能性を拓く切り札として、"ビッグデータの活用" が注目を集めている。
ここではそうした活用を、要件に応じてワンストップで提供する
IIJ GIO のソリューションを紹介する。

近年、ビッグデータのビジネス活用に多くの企業が関心
を寄せており、ビッグデータという言葉が単なるバズワー
ド・流行語ではなく、組織的な検討課題に上り始めていま

想像以上にノウハウが必要であり、技術習得にも時間がか

バッチ高速化、大規模ログ解析
その他MapReduceアプリケーション

アプリケーション

モニタリングツール
ジョブ管理ツール

バッチ高速化メニュー

Hadoopクラスタ
(CDH/Cloudera Enterprise/GreenplumMR)

大規模ログ解析メニュー

サーバ／OS／
ネットワーク

IIJ GIOコンポーネントサービス

Hadoopプラットフォーム
構築・運用

運用・監視

IIJ GIO統合運用管理サービス

構築・運用メニュー

発生しません。

かる点です。
もう一つ大きな課題として、ビッグデータの活用にあた

Hadoopアプリケーション開発

Apache Hadoop（Cloudera）」、有償の「Cloudera
Enterprise（Cloudera）」「GreenplumMR（EMCジャ

●高い信頼性と品質・性能

パン）」の3種から選択できます。

っては、システムの投資計画が立てにくい点が挙げられま

Hadoop によるデータ処理では、Web サイトや SNS

「可用性重視」「コスト優先」などに応じて、利用す

これまでも主にネットサービス系企業を中心に本格的な

す。その理由は、新たな発見を目的としてデータ分析を行

から集めたデータをマーケティング目的で分析するケース

るディストリビューションを選択でき、Hadoop の活

活用が進んできましたが、今後は様々な企業でビッグデー

なうため、サイクルを回しながら分析方針を確立し、精度

が多くありますが、これに加え、顧客管理、販売管理、生

用・運用に必要なシステムモニタリングツールや、Pig

タをビジネスに活用する機運が高まってくるものと思われ

向上を図っていかなければならず、データ容量や分析バリ

産管理といった業務システムで管理されているデータの分

/Hive、ライブラリといった周辺ソフトウェアの導入、

ます。

エーションは将来的に増加することが想定されるので、シ

析や、定期バッチ処理に利用したいといったニーズも高ま

MasterNode の DRBD + Pacemaker による HA 構成

ステムの規模・スペックをあらかじめ決定できない点にあ

っています。

化なども、必要に応じて標準導入いただけます。

す。

こうしたビッグデータを扱う技術要素には様々なものが
ありますが、なかでも注目されているのが、並列分散処理
フレームワークである「Hadoop」です。
IIJ では2012年10月、ビッグデータ活用に向けたソリ
ューションの第1弾として、IIJ のクラウドサービス「IIJ

ります。

ビッグデータ活用のむずかしさ

加えて、運用面でも構築の初期段階で Hadoop に必要

「IIJ GIO Hadoopソリューション」はこうした課題を

さまにご利用いただいており、多くの実績に裏付けられ

な監視を標準で設定しますので、「IIJ GIO統合運用管理

解決し、お客さまのビッグデータ活用に関して、本来の目

た、高い信頼性と品質を誇っています。よって、ビジネス上

サービス」により、システム運用を全面的にサポートし

的達成をサポートするための SI ソリューションです。

重要なデータをご活用いただく際も、データ保全性やセキュ

ます。こうしてお客さまは、システムデリバリ後すぐに

リティ面などを含め、安心してご利用いただけます。IIJ

Hadoop をご利用でき、その後の運用も IIJ にお任せいた

GIO へ導入する Hadoop についても、十分な検証を経て

だくことが可能です。

GIO」上で Hadoop が利用できる「IIJ GIO Hadoopソリ
ューション」の提供を開始しました。

IIJ GIO は、大手企業を中心に現在850社を超えるお客

「IIJ GIO Hadoopソリューション」の特徴
●クラウドサービス「IIJ GIO」を基盤とした
サービス提供

最適化された設定を適用しているため、安定した運用が可
能です。
また、「IIJ GIO Hadoopソリューション」は、物理的

●活用に向けたアプリケーションの開発までを
ワンストップで提供

IIJ はこれまでも、お客さまからビッグデータ活用を目

「IIJ GIO Hadoopソリューション」は「IIJ GIOコンポ

に独立した専有サーバ型の「IIJ GIOコンポーネントサー

的とした Hadoop 導入に関するご相談をいただき、個別

ーネントサービス」上で Hadoop クラスタを構築・提供

ビス Xシリーズ」での提供となり、リソースを専有でき

ームの運用に加えて、アプリケーションの開発・運用から

にシステムを構築・提供してきました。

します。

ることから、データの独立性確保や性能面で高いメリット

保守までを、ご要望に応じて提供いたします。

を享受できます。

「IIJ GIO Hadoopソリューション」は、プラットフォ

また IIJ 自身も、お客さまに提供する様々なシステム・

Hadoop では、処理するデータの容量や求められる処

サービスを運営するなかで、ログデータを始め日々大量の

理時間に応じ、ノード数を増減させてシステムの規模を調

具体的には、同スペックの仮想型と専有型でデータ処理

高速化」と「大規模ログ解析」アプリケーションの SI 開

データを扱っており、独自の分散システムを開発してデー

整するため、システムリソースをオンデマンドで調達でき

性能を比較した場合、弊社の検証では6倍程度の差を確認

発が対応可能です。例えば「バッチ高速化」では、パート

タを分析し、設備投資の判断や異常検知などに活用してき

るクラウドサービスの利用は、理に適っていると言えます。

しています。さらに、独自の最適化を加えることにより、

ナーベンダである日立ソリューションズ及びノーチラステ

現在は、一般的に Hadoop の活用実績が多い「バッチ

クラウドサービスなら、システムの規模を決めきれない

標準状態での導入に比べ30パーセント程度の性能増を実

クノロジーズ社との協業のもと、基幹業務で運用されてい

ビッグデータ活用の目的は、蓄積されたデータから新た

状況でも、まずは現状見合いでシステムを構築し、利用方

現しています（少しでも性能が高ければ、それだけ分散処

る業務バッチ処理を、「Asakusa Framework」を活用し

な価値や予兆を発見し、ビジネスに役立てることにあるた

法に応じて増減させることが可能なので、活用が進んで

理ノード数を削減でき、コストを抑える効果ももたらしま

て Hadoop 処理へ移行します。

め、力を注ぐべき点は「データの分析」だと言えますが、

「もっと多く、もっと早く処理したい」ときでも、簡単に

す）。

これまでの実績と取り組みから、データそのものの分析・

対応できます。反対に、初期段階では処理時間をある程度

ました。

活用を行なう前に、いくつか課題があることが分かってき
ました。

ビッグデータを活用するためのソリューションが充実し
てきており、本格的な普及段階に入ったと考えられるなか、

犠牲にして、コストを抑えながらスタートするといったこ

●必要な機能をパッケージ化し、

IIJ ではリアルタイムな大量データ処理技術を始め、第2

とも可能です。

構築から運用までをサポート

弾、第3弾となるソリューションを計画しています。より

その一つは、Hadoop のような分散処理システムは導

また、「IIJ GIOコンポーネントサービス」は月額固定

「IIJ GIO Hadoopソリューション」では、ご利用ニ

効果的なビッグデータ活用を見据え、今後もサービス、ソ

入が進む一方で、まだまだ安定的・効果的な活用の面で敷

課金ですので、時間をかけて何度もデータを処理したり、

ーズに応じて、Hadoop ディストリビューションをオ

リューションを充実させてまいりますので、どうぞご期待

居が高く、システムをきちんと構築・運用していくには、

新たな視点からデータを分析し直す場合でも、追加料金が

ープンソースの「Cloudera's Distribution including

ください。 IIJ
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埼玉県庁
住所 埼玉県さいたま市浦和区高砂3-15-1
総人口は約720万人。予算は一般会計1兆6777億
2200万円（平成24年度）
。埼玉の特徴は、交通網が
充実しており、光学・食品・自動車関連など多彩な
企業が集積している。
URL http://www.pref.saitama.lg.jp/

障害や災害に強いWebサイトを目指し
クラウド上にバックアップサイトを構築
住民への重要な情報発信手段となるWebサイトの信頼性を高めながら、
いかにして効率的な運用を行なうかは自治体共通の課題である。
埼玉県庁ではIIJのデータセンターを基盤に、Webサーバや
ネットワーク・セキュリティなどの運用をアウトソーシング。
加えて、Webシステムの障害対策や災害対策を強化するため、
IIJのクラウドサービスやIIJ 広域負荷分散サービス、DNSアウトソースサービスなどを活用し、
信頼性・拡張性の高いバックアップサイトを実現している。

情報発信の中核として
重要になるホームページ

ムページを担当する職員全員が情報システム部門のように

埼玉県 県民生活部
広聴広報課 課長
椎木隆夫 氏

発信を継続するか。

埼玉県 県民生活部
広聴広報課 ウェブ情報担当 主任
森田康二朗 氏

サービスを組み合わせ、バックアップサイトの検討から稼

システム運用に詳しいわけではありません。Webシステ

この課題を解決するため、「メインサイトが停止した場

ムやネットワーク、セキュリティなどの運用を一元的にア

合にも、Webサービスを継続できるバックアップサイト

インサイトのマネージドファイアウォールサービスと併せ、

働までわずか1ヵ月で完了している。広聴広報課では、メ

約720万人が暮らす埼玉県では、県政運営の基本とな

ウトソーシングすることにより、私たちはコンテンツの

を、信頼性・拡張性の高いクラウドサービスを要件として

ネットワーク・セキュリティの運用をIIJにアウトソーシ

る埼玉県5ヵ年計画（平成24年度〜28年度）を策定。そ

選定やCMSを利用する職員のサポートなどに注力できま

調達することとしました」と森田氏は述べる。

ング。「既存システムとの接続を含めて、IIJのクラウド

の戦略として、子育ての安心、健康・介護の安心、大規模

す」と話す。

災害への備えなどの指針を打ち出し、県政の各分野で施策
を展開している。
こうした県の取り組みなど、情報発信に欠かせないのが
ホームページである。「県民や県内の事業者などへ伝える

障害対策や災害対策として
バックアップサイトを導入

情報量が年々増加しており、他のメディアに比べ手軽に情

広聴広報課では、ホームページを「情報発信の生命線」

報発信できるホームページの役割が大きくなってきていま

と位置付け、県民に閲覧してもらうための様々な工夫を凝

す」と県民生活部 広聴広報課 課長の椎木隆夫氏は述べる。

らしている。その1つがFacebookやTwitterなどSNSと

埼玉県では平成8年に公式ホームページを開設。県庁の

の連携だ。例えば、ロンドンオリンピックでは、埼玉県ゆか

情報システム部門が中心となってWebサイトを運営して

りの選手の活躍をホームページで紹介。その話題をSNS

きたが、2009年に広聴広報課へ運営を移管するとともに

で配信、サイトに誘導するといった使い方をしている。

いざというときにバックアップサイトが安定して稼働す

サービスでこれだけ短時間に構築できたことに改めて驚い

るよう、データセンターのロケーションや耐震設備、運用

ています。県ホームページの安定運用の観点で、バックア

体制などを重視。また、クラウドサービスを活用すること

ップサイトの導入は大きな効果が期待できます」と椎木氏

で、アクセス数の増加などに応じて短時間にWebシステ

は述べる。

ムを拡張する狙いもあった。検討の結果、IIJ の提案を採

広聴広報課では、メインサイトの障害時や災害時のみな

用し、2012年11月からバックアップサイトの運用を開

らず、必要に応じてバックアップサイトを活用する計画だ。

始した。

例えば、県の職員や教員の採用試験の合格発表時には、受
験者がいっせいにホームページへアクセスする。「バック

IIJ GIO や広域負荷分散などを組み合わせ、
高信頼のサイトを構成

アップサイトへアクセスを分散することで、メインサイト

す」と森田氏はIIJ GIOサービスを評価する。

の信頼性を高められます。合格発表など一時的にサーバの
能力を増強するのにも、クラウドサービスは適していま

システムを刷新。新たにCMS（コンテンツ・マネージメ

こうした取り組みや、CMSを活用した分かりやすいコ

IIJは関東・関西の両データセンターにクラウド設備を

ント・システム）を導入し、各部局の職員が手軽にコンテ

ンテンツが県民から評価され、ホームページのアクセスが

持ち、既存のメインサイト（関東）の問題発生時にはバッ

広聴広報課では次期Webシステムの設計についても間

ンツを作成、アップできるIT環境を整備している。

年々急増。月間のアクセス数は約1600万ページビューに

クアップサイト（関西）へ自動的に切り替わる仕組みを提

もなく検討を開始するという。アクセス数の増加が予想

上り、CMS 導入前に比べて倍増する勢いだという。

案した。具体的には、IIJ GIOサービスを活用して冗長構

しにくいWebシステムは、クラウドサービスの活用が主

サービスを採用。IIJのデータセンターを基盤に冗長化さ

だが、問題もある。アクセスの急増でWebシステムが

成のWebサーバを構築。また、DNSサーバを運用管理す

流になるとみている。そして、多くの県民にもっと閲覧して

れたWebサーバやCMSサーバのホスティングをはじめ、

過負荷になり、障害を起こしかねない状況になっていたの

るDNSアウトソースサービスや、Webサイト間の負荷分

もらうためには、どんな機能が必要になるのか、現在の

IIJマネージドファイアウォールサービスなどを導入して

だ。また、東日本大震災後、BCPの観点からホームペー

散や災害対策に役立つIIJ広域負荷分散サービスを導入。

Webサイトのアクセス動向などを分析する予定だ。埼玉

いる。

ジの継続性が検討されてきた。システムの障害時や災害時

バックアップサイトのファイアウォールやロードバラン

にもホームページを停止することなく、いかに県民に情報

サは、IIJ GIOのネットワークアドオンを活用。クラウド

そして、Webサイトのインフラ構築・運用にIIJの各種

その狙いについて、広聴広報課の森田康二朗氏は「ホー

21

県庁のホームページのあるべき姿の実現に向け、IIJの豊富
なノウハウに基づく的確なサポートが期待されている。IIJ
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● インターネット・トリビア

日々のサービス運用の現場から

電話とインターネット
IIJ プロダクト本部 アプリケーション開発部 戦略的開発室 リードエンジニア

堂前清隆

情報通信の世界では︑電話はインターネットにとって大先輩で

す︒インターネットが生まれる何十年も前から︑電話網は運用さ

ところが最近は︑インターネットを電話の代わりに使うケース

れており︑ビジネスや日常生活を支えてきました︒

が増えています︒わかりやすい例としては︑スカイプのようなテ

レビ電話サービスがあります︒また︑目立たないところでも︑オ

フィスに設置されている内線電話が︑見た目は今までの電話機と

変らなくても︑拠点間の通話がインターネット経由になっている

場合もあります︒

もともとインターネットは︑通信の速度や遅延の﹁ゆらぎ﹂に

関して︑比較的緩やかな条件で運用されてきました︒このような

ネットワークは︑リアルタイムのやり取りが必要な音声通話を流

すことには適しておらず︑電話の代わりとして使うにはむずかし

ところがその後︑インターネット上の通信の安定性が向上し︑

い面がありました︒

さらに︑音声通話をインターネットでやり取りするための変換方

式にも改良が加えられ︑インターネットを使っても実用的な品質

で音声通話が行なえるようになりました︒その結果︑インターネ

ットの﹁距離に依存しない﹂﹁通話時間に依存しない﹂といった

コスト面のメリットが注目され︑インターネットを電話の代わり

に利用することが増えてきたのです︒

最近では︑さらにこの流れが加速して︑スマートフォン向けの

インターネット電話サービスも登場しています︒スマートフォン

に専用のアプリをインストールすることで︑携帯電話の通話機能

ではなく︑データ通信機能を使って通話を行なうのです︒スマー

トフォンを用いるので︑まるで普通に電話をかけているように見

えますが︑通話がインターネットを通っているというのは面白い

ですね︒

残念ながら︑現在提供されているスマートフォン向けのサービス

では︑緊急通報や一部の特別な電話番号への通話が行なえないた

め︑携帯電話に完全に取って代わるというわけにはいきません︒で

すが︑複数の電話番号を使い分けるなど︑ちょっと変った使い方

をしたいときには面白いサービスではないかと思います︒
IIJ

※関連する話題をIIJ公式技術ブログ「てくろぐ」に掲載しています。http://techlog.iij.ad.jp/archives/iijnews114

Information
中国国内で「IIJ GIO CHINAサービス」を
開始
IIJとIIJグローバルは、IIJグローバルの上海現地法人
である艾杰（上海）通信技術有限公司（IIJ Global
Solutions China Inc.）を通じて、クラウドサービス
「IIJ GIO CHINAサービス」の提供を開始しました。
仮想サーバタイプと専有サーバタイプを選択できる
クラウドサービスで、仮想サーバタイプは、CPU
性能・メモリ容量・ディスク容量・OSを選択でき、
月額350元からという低価格で提供します。サービ
ス設備は上海のデータセンター内に設置されており、
中国語・日本語・英語によるサポートを行ないます。
IIJが国内で培ってきたクラウドサービスの運用ノウハウ
を活用し、日本市場と同レベルの高品質で柔軟性の高
いクラウドサービスを中国国内で展開します。
詳細：http://www.iij.ad.jp/GIO/service/china/

Press Release（2012年12月〜2013年1月）
・2013/01/29 IIJグローバル、クラウド型の営業支
援サービス「G-BASS SFA」を提供開始
・2013/01/22 IIJ、ネットワーク機器を無償提供し
機能に課金する業界初のビジネスモデルを開始
・2013/01/21 IIJグループ、中国国内でクラウドサ
ービスの提供を開始
・2013/01/09 業界最細・最軽量のCat.6A規格に
対応したLANケーブル「eco-patch10G」を発表
・2012/12/18 IIJ、
「IIJmio高速モバイル/Dサービ
ス」でLTE対応のnanoSIMを提供開始
・2012/12/13 IIJ、岐阜県「ソフトピアジャパン」
のベンチャー企業等のクラウド活用を支援
・2012/12/06 IIJ、東京スター銀行の外貨預金向け
レート生成・カバー取引システムを構築
・2012/12/04 IIJグローバル、クラウド型の業務ア
プリケーションサービス「G-BASS」シリーズに新
ラインナップ「G-BASS ERP Lite」を追加
詳細：http://www.iij.ad.jp/pressrelease/

発行／株式会社インターネットイニシアティブ 広報部
お問い合わせ／株式会社インターネットイニシアティブ
広報部内「IIJ.news」編集部
〒101-0051 東京都千代田区神田神保町1-105
神保町三井ビルディング
TEL：03-5259-6310
E-mail：iijnews-info@iij.ad.jp
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編集／増田倫子、小河文乃
表紙イラスト／すげさわ かよ
デザイン／B.C.
印刷／株式会社興陽社
◎IIJ.newsのバックナンバーをご覧いただけます。
URL：http://www.iij.ad.jp/iijnews/

情報の保管と電気の深い関係
IIJ 執行役員 サービスオペレーション本部長

山井美和

今回は、運用の現場とは直接関係のない話に

です。

なりますが、何かの TV 番組で古代の象形文字

しかし、これらの電子記憶媒体は、どれくら

が刻まれた石の写真が紹介され、ふと情報の保

い情報を保持し続けることができるのでしょう

管ということに思いがめぐりました。

か？ 石に刻まれた文字や図形なら、何千年経

驚かれるかもしれませんが、我が家にはビデ

っても状態が良ければ、そのまま残すことがで

オカメラがありません。自分が子供のとき、友

きます。紙や木板に墨で書かれた文字も、媒体

達の何人かの家には8ミリ映写機があって、友

の保存状態が良ければ、数百年経っても何とか

達の生まれた頃の映像を見ながら羨ましい思い

判読できます。

をしていました。

ただ、石や木板や紙に書かれたものと電子的

最初の子供が生まれたとき、当然のことのよ

に記録されたものには、決定的な違いがありま

うにビデオカメラを買うだろうと思われていた
のですが、「思い出は一瞬の表情を自分の心に

す。電子的に記録されたものから情報を読み出
すためには、 "電気" が必要であるということ

焼き付けるものだ」とたいそうなことを言って、

です。電気がなければ読み出すこともできませ

頑として買わずにいました。気が付くと3人の

んし、劣化すると情報そのものが揮発してしま

子供は成長してしまい、よその家には当たり前

い、消去されたら読み出すことさえむずかしく

のようにあるVHS や Hi8 のカセットは、我が

なります。実は、一番重要なものは、電気なの

家には見当たりません。ちょっとかわいそうな

です。電子媒体から情報を読み取るためには電

ことをしたなと、実は後悔しています。

気が必要で、電気がないと情報の価値そのもの

カメラはあったので写真は撮っていたのです

もなくなってしまうのです。

が、ある時期を境にネガがなくなり、携帯やデ

お客さまからお預かりした情報を価値あるも

ジカメで撮った画像（写真とは言わず）や動画

のとして保管し続け、提供することも私たちの

（映像とは言わず）は全て Mac のなかに収め

サービスですので、その情報が失われることの

るようになり、DVD や CD に焼いて（書き込ん

ないよう、情報通信技術の開発や運用だけでな

で）残っています。たった30年のあいだに家

く、それを支える電源システムの仕組みから、

庭で使われる記憶媒体も、磁気テープから光デ

データセンターの安定運用についても考慮して

ィスクに劇的に変わっていきました。

いかなければなりません。

弊社ではストレージサービスやホスティング

そう考えて、情報の保管と電気の安定供給の

サービスなども提供していますが、情報量は

あいだには密接な関係があるんだなぁ、という

GB から TB へとどんどん大きくなっています。

ことを改めて認識したのでした。

そのぶん、データをいかに安全にアクセスしや

惑星探査機ボイジャー1号が太陽系の縁に到

すい状態で保管するかがポイントとなります。

達したとか。いずれ何百年かのち、地球外生命

記憶媒体として穿孔紙テープを使っていた時

体がそれを発見したとき、プレートに刻まれた

代から情報通信関連の仕事をしているので、情

文字や図形、光ディスクから何を読み取ってく

報通信技術の発展による情報量の爆発的な増加

れるでしょうか。でも、電気がないと、ただの

を、身をもって体験できているのは幸せなこと

宇宙のゴミですよね。
（笑） IIJ

イラスト／山本加奈子
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