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想定を超える一時的な減益要因が重なってしまったのだ

は︑詳細に把握している︒構造的な課題はほとんどなく︑

の投資マインドも上向きになった今期の減益要因について

いう発表をする︒前回とは違い︑経済環境が好転し︑企業

のだったが︑今期の決算は︑久し振りに増収減益になると

二〇〇八年のリーマンショックの年で︑経済環境によるも

るＩＩＪだが︑何年かに一度は減益となる︒前回の減益は

字となる時期でもある︒ほぼ︑増収増益が基調となってい

三月末にかけては︑年度決算の結果が明確なかたちで数

感じながら日々を過ごしたいと思うのもこの季節である︒

は︑ほんとうに残念で︑いつかささやかな庭の変化を肌で

り︑路地の庭先から漂う匂いを感じることがなくなったの

花の香も移っていく︒都心のマンション住まいが長くな

のだろうが︑梅︑沈丁花︑さくらと︑春への流れのなかで︑

い︒むかしの言葉を使えば︑三寒四温といったことになる

ぎ去った月日や折り重なった記憶が思い起こされる時はな

冷たい冬から︑早春︑春へ︑この季節の移ろいほど︑過

いのだろうが︑私は雪が舞う光景に魅せられ続けている︒

込められてしまう雪国の人からすると︑愚かとしか思えな

と︑そんな現実も忘れてしまうようだ︒長い冬を雪に閉じ

など︑積雪はなにかと迷惑なのだが︑雪の舞う光景をみる

だになんとなく気分が昂揚する︒雪に弱い都市の交通機関

まれ育った私は︑いい歳をして︑雪が舞いはじめると︑いま

雪が舞う外を歩くのは︑この冬︑初めてのことだ︒都会に生

触れたくなり︑防寒具もなしに︑ビルの谷間を歩いてみる︒

の明かりが靄ってしまうほどの吹雪になった︒ふと︑吹雪に

ら雪が舞いはじめる︒束の間の雪だったけれど︑瞬時︑ビル

春を告げる節分の翌日︑午後遅くになって︑灰色の雲か
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﹁梅にうぐいす﹂は︑日本人なら誰もが思い
浮かべる春の文様︒春らしい色使いで楽し
げに描いてみました︒ほのかな梅の香りや
かわいらしいうぐいすのさえずり⁝⁝︑春
のはじまりの情景を感じていただけたらう
れしいです︒

堂前清隆

である︒

の減益は大きなチャンスであると︑今朝の会議で話したの

施策を打つのはむずかしい︒その意味で︑今回︑久し振り

が︑物事が順調に推移している時に︑次の発展につながる

の大きなチャンスとしなければいけない︒不思議なことだ

し︑減益という結果については︑次のステップに進むため

投資を続けるという基本方針を変えることはない︒しか

ことで成長・発展してきたわが社が︑新しい技術や事業に

るＩＴ産業において技術的なイニシアティブをとり続ける

ス要因が生じたからといって︑激しい技術革新の渦中にあ

長期的な視野で企業経営を考えると︑予期しないマイナ

がなかったことに悔いが残るのである︒

期しないマイナス分を他の事業でカバーできるだけの余力

でマイナス要因となったことが直接の原因だとしても︑予

る︒大口顧客の事業動向に対する分析が予期しないかたち

業に対するリスク要因への周到な備えに欠けていたと言え

拡大するのは当然なのだが︑今期を振り返ると︑足元の事

るほど︑技術開発をはじめ︑事業拡大のための先行投資が

ことを繰り返してきた︒中長期のシナリオを優先すればす

利益率を一パーセント改善するという経営に戻すといった

対応策を実施して︑売上高を一〇パーセント伸ばし︑営業

数年に一度︑そんな状況に遭遇するたびに︑思い切った

最悪の想定が甘くなってしまったのかもしれない︒

しまったのである︒現在の事業に潜むリスク要因に対する

への成長シナリオを達成することにエネルギーが集中して

る︒今回は︑事業が順調に拡大発展していく過程で︑将来

経営には︑絶えず思いもかけないリスク要因が潜んでい

が︑想定そのものが甘かったと言えば︑その通りである︒
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クラウド
IIJ 専務執行役員 クラウド事業統括

時田一広

クラウドサービスが多くの企業に定着した今、
次のステップはどこに踏み出すべきなのか？
2014 年の IIJ のクラウド戦略を聞いてみた。

プライズ・システムへの浸透が進んでい
幹系のシステムです︒

ます︒今では︑案件の主流が業務系・基

︱︱クラウド活用のトレンドを教えてく
ださい︒
時田 ネット系企業では︑ビジネスにお
ラウド利用の判断も非常にスピーディ

け る〝 ス ピ ー ド 〟 が 死 活 問 題 で す︒ ク
で︑
﹁作ったゲームをすぐに出したいの
で︑クラウドを使う﹂といったものにな
は︑一般に中長期的なビジネスサイクル

っています︒一方︑エンタープライズで
が確立しているため︑現在検討中の案件
も実際の導入となると来年・再来年⁝⁝
といったところもあり︑スピードという
クラウドのメリットを活かしきれていな
ただ︑そうした傾向も徐々に変わりつ

い面もあるようです︒
つあり︑少し前までは︑企業がＩＴに求
上位にきていましたが︑近年では﹁ビジ

める要素として﹁コスト﹂や﹁品質﹂が
ネス貢献﹂が重視されるようになってき

ビジネスを拡大したり︑新製品を展開し

これはどういうことかと言いますと︑

ました︒

︱︱﹁ ク ラ ウ ド ﹂ と い う 視 点 か ら︑

た り す る 際 に︑ Ｉ Ｔ 面 で の 対 応 が 遅 れ

Ｉ ＩＪ Ｇ Ｉ Ｏ が ス タ ー ト し た 当

時田

企業が︑実は少なくありません︒今やビ

かせになる﹂といった問題を抱えている

いるネット系企業が需要を牽引してくれ

る︑言い換えると﹁ＩＴがビジネスの足

ました︒それがここに来て︑クラウドの

然︑ビジネスの立ち上がりのスピードを
少しでも速くするためにクラウドを活用

ジネスとＩＴは一体で動いています︒当

から︑信頼性と理解が高まり︑エンター

るようです︒

います︒

ントロール性を可能な限り解放していく

っていただくことで解消していく部分も

こうした不安は︑クラウドを実際に使

︱︱クラウドの機能として︑具体的にど

しないように︑稼働状況などについてリ

ことや︑クラウドがブラックボックス化

って﹁オートスケーリング﹂を行ないた

また現時点で︑クラウドでは提供でき

アルタイムに豊富な情報提供を行なう︑

ていない︑つまり︑オンプレミスでない

といった対応が重要だと考えています︒

﹁トランザクションの急激な上下動﹂に

と使えないサービスがあるという点も課

インターネットビジネスによく見られる
対応できるように︑システム全体のリソ

ンがあったり︑ソフトウェアのライセン

で対応していないＯＳやアプリケーショ

題の一つです︒例えば︑クラウドのほう
ちなみに証券市場では︑アベノミクス

す︒本来なら全てのサービスを月額ある

スに関しても柔軟性に欠ける面がありま
いは日額で提供したいのですが︑まだそ

で﹁約定数量﹂が約三倍に急増しました︒
こうした急な変動に対しても︑クラウド

せん︒

こまでライセンス体系が整備されていま

︱︱オンプレミスがいまだに選択される
理 由 も︑ そ の あ た り に あ る の で し ょ う
時田 そうですね︒オンプレミスの場合︑

か？
︱︱クラウドの課題はどんな点ですか？

ムだけを構築するなら︑仮想サーバ︑ス
トレージ︑ネットワークといったコンポ

︵サイロ型になりますが︶特定のシステ
に関して︑クラウドベンダは専門性の高

自由かつ最適に構成できます︒クラウド

ーネントを︑自分たちの要件に合わせて

る﹁透明性﹂の確保です︒セキュリティ

に比べて決して劣っているわけではない︒

は共通基盤なので︑現時点ではそこまで
と は 言 っ て も︑ ク ラ ウ ド サ ー ビ ス は

しかし一部には﹁自社によるコントロー
てしまう﹂といった意識がまだ残ってい

の自由度はありません︒

いノウハウを持っており︑オンプレミス

時田 一つはセキュリティや運用におけ

今︑クラウドに
求められていること

ストで対応できます︒

を効果的に活用すれば︑短期間かつ低コ

の影響もあって︑一昨年末からの数ヵ月

いうものです︒

ースを柔軟かつ自動的に調整したい︑と

いというニーズが増えています︒これは︑

大きいと思いますが︑ベンダ側でも︑コ

時田 ネット系企業では︑クラウドを使

のような要望がありますか？

在的な期待・需要がかなりあるのだと思

し︑ビジネス貢献を拡大したいという潜

導入事例が増加し︑実績が出てきたこと

初は︑ソーシャルゲームなどを提供して

二〇一三年を振り返ってください︒

ビジネスを
スピーディに展開するために

［Topic 1］
ルを失う﹂
﹁クラウドベンダに制御され
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今回の特集では、クラウド、モバイル、
コンテンツ配信、そしてビッグデータなど、
我々の社会生活全般に広く影響を及ぼすであろう
10 の I Tトピックを集めて、小考を加えてみた。

特集イラスト／なかだえり

データ活用は、
「データの収集と可視化」に始まり、
データが語る新たな知見をもとに、
企画の具体化やビジネスシーンへの応用と広がっていく。
ここでは、データ活用の最新動向について述べてみたい。

日々進化しています︒システム構成の自

なうインテグレーション作業のスピード

契約・決済などは日本で一括して行なえ
とは言え︑クラウドは結局︑グローバ

る︑というものです︒
ルな競争になっていきます︒それに対し

ソフトウェアとひと言でいっても実は

化・効率化を図っていきます︒
多種多様で︑大きなアプリケーションを

ずれはオンプレミスを凌ぐサービスレベ

由度︑情報提供量︑細かな制御など︑い
ルを実現できると思っています︒クラウ
外では通用しない﹂ということになると︑

﹁ＩＩＪ ＧＩＯは国内では強いけど︑海
国際競争に勝ち残れない︒しかし現時点

が動いており︑ソフトウェア間の連携・
構成は大変複雑になっていますが︑Ｉａ
いうと︑正直︑むずかしい面もあるでし

で︑米国においてアマゾンに勝てるかと

動かすために︑たくさんのミドルウェア

のシステムが︑
今後︑
クラウドに移行して︑
ラウドのメリットが半減します︒

ａ Ｓ上で行なう作業が従来と同じではク

プレミスに載っているエンタープライズ
システム構築に要する﹁期間﹂
﹁工数﹂
﹁コ

ドにとっての最大マーケットであるオン

スト﹂が削減されるということが理解さ
れれば︑多くのシステムをオンプレミス
かに複数のリファレンス・ソリューショ

イ メ ー ジ 的 に は︑Ｉ ＩＪ Ｇ Ｉ Ｏ の な
そこで︑まずは﹁アジア地域でナンバ

ょう︒

で構築していく理由がだんだん薄くなっ
ます︒
﹁アジアで一番信頼されるクラウド

ーワンになる﹂ことが重要だと考えてい
ベンダ﹂を目指すのです︒他社のサービ

ベストプラクティスとして〝整理＝可視
化〟していきたい︒それが実現すれば︑
むアジア全域に展開していくことで︑Ｉ

スに先行して︑中国︑シンガポールを含

ンが並ぶようなかたちにして︑それらを

いっそう充実すると思います︒
ＩＪ Ｇ Ｉ Ｏ を 認 知 し て も ら い︑ 確 固 た
ウド需要はまだ少ないですし︑データセ

るシェアを獲る︒ただし︑アジアのクラ
ンターやクラウド設備の規模も小さく ︑

国際競争を勝ち抜くために

先ほど話した﹁ユーザへの情報提供﹂も

てくるでしょう︒

ＩＩＪ ＧＩＯの再構築
︱︱そのために︑どのような方法が考え
Ｉ ＩＪ Ｇ Ｉ Ｏ で は︑ 目 下︑ サ ー

られますか？
時田
︱︱ＩＩＪ ＧＩＯは︑アメリカ︑ＥＵ︑

ビス体系の再構築を検討しています︒数
年間のサービス提供で得たノウハウをも
アで今すぐクラウドが必要かというと︑

投資効率が良くありません︒また︑アジ
リテラシー面での浸透も不可欠です︒現

行なっていますが︑今後の国際展開は︑
どのように進めていくのでしょうか？
在のアジア地域におけるクラウドのビジ

アジアなどの海外拠点でクラウド提供を

時田 これまでの海外展開を整理してお
ネス環境はこのような状態です︒

とに︑格段に使いやすいサービスに進化
第一に︑我々のクラウド事業の根幹を
き ま す と︑Ｉ ＩＪ Ｇ Ｉ Ｏ は︑ 海 外 の ユ

させます︒
成す〝Ｉａａ Ｓ〟をリソースシェア型と
ーザに直接提供するサービスというより

上で提供するソフトウェアを大幅に拡大
Ｔ環境をクラウドにより海外でも構築し︑

れていました︒つまり︑日本と同等のＩ

は︑国際的に展開する日本企業に向けら
進めていきます︒

面は日本企業の海外サポートと並行して

たりの状況をいろいろ加味しながら︑当

Ｉ ＩＪ Ｇ Ｉ Ｏ の 国 際 展 開 は︑ そ の あ

トの連携を強化します︒さらにＩａａ Ｓ

隔離型に分けて拡張し︑各コンポーネン

ョンツールと合わせて︑Ｉａａ Ｓ上で行

し︑新たに開発しているインテグレーシ

ス記事で﹁ビッグデータ﹂という

〇一三年は︑毎日のようにニュー

ない﹂というのが︑その代表的な声です︒

析の仮説検証に多くのコストはかけられ

要なのです︒その際︑
﹁ラボ﹂であれば

知見を活かす取り組みのほうがさらに重

ータを可視化して︑データが語る新たな

に検討することも大切ですが︑実際にデ

二

解していても︑具体的な取り組みを前に

月額費用のみで始めることが可能ですし︑

結果として︑ビッグデータの有用性は理
二の足を踏んでしまうケースが少なくあ

事例やＩＴベンダのソリューション発表
などが活発に報道され︑企業の競争優位

可視化データを使って他部門・上層部を

ＩＩＪ ＧＩＯビッグデータラボ

ともできるでしょう︒

巻き込んで︑仮説検証・企画を進めるこ

りません︒

成長戦略のキーワードになるという認識
が定着した年であったように思います︒

２０１４年の展望
タラボ﹂
︵以下︑
﹁ラボ﹂
︶の提供を開始
二〇一四年は︑ソーシャルデータ や︑

昨年六月︑
﹁ＩＩＪ ＧＩＯビッグデー

る具体的なご相談を多数いただきました︒

しました︒
﹁ラボ﹂は︑ビッグデータ活

ＩＩＪ でも︑昨年はデータ活用に関す
大半の企業が︑二〇一二年には情報収集

オープンデータ など外部データを活用
したクロス分析 事例が増加していくと
思われます︒また︑データの利活用が進

いただくために︑思い切った価格を設定

用の課題を解決し︑スタートアップして
し︑すでに複数の企業において︑データ

する︵大量に発生するデータのなかから

一部の先行企業であり︑多くの企業では

顧客を理解し︑
﹁個客﹂へのもっとも効

野では︑リアルタイムに経済価値を発掘
﹁ラボ﹂を提供して実感するのは︑デ

果的なアプローチを見出す︶方向に進化

んでいるマーケティング・顧客分析の分

ータを可視化することの重要性です︒﹁ラ

だいています︒

すが︑全体として見れば︑成長スピード

ボ﹂を活用する際︑まず集められたデー

活用の企画策定や仮説検証にご利用いた

は予想よりも遅く︑まだ黎明期にあると

していく と見ています︒さらに︑センサ

企業では加速化傾向にあるデータ活用で

言われています︒

タとテーマを一緒に検討させていただき︑

ーデータ の加速的な増大によるＭ２Ｍ

データ活用の課題

すが︑それ以外にも様々なアイデアが浮

ると︑当然︑テーマの具体化が進行しま

れます︒

度が飛躍的に向上する年になると考えら

︵ Machine to Machine
︶市場の成長も重
なり︑リアルタイム処理のニーズ・注目
ビッグデータ活用が進まない理由に
は︑適正人材の配置や役割分担など組織

ることで︑実際の業務との関連性が明確

かび上がってきます︒データを可視化す
の捉え方も含めデータ活用のスキルを持

になり︑データ活用のシーンが広がって

応するために︑リアルタイム処理の技術

めて﹂みて︑﹁データを集め︑
可視化する﹂

で︑ぜひご期待ください︒

リューションを順次展開していきますの

活用環境の提供を目指し︑サービスとソ

ーとデータを融合した総合的なデータ利

開発を進めています︒また︑テクノロジ
が挙げられます︒なかでもとりわけ足か

できました︒ビジネス利用シーンを入念

作業が︑非常に重要であると改めて認識

こうした経験を通して︑
﹁とにかく始

いくのです︒

せになっているのがコストの問題で︑﹁費

十分な予算が確保できない︑といった点

った人材が不足していたり︑企画段階で

ＩＩＪ は︑ビジネスニーズに迅速に対

体制が未整備であることや︑活用データ

横断︵ビジネス部門︑システム部門︶の

タを実際に可視化した状況で討議を進め

そこから分析・可視化に進みます︒デー

データ活用に課題を抱えています︒先行

き出しているように見えますが︑それは

段階にあったことを考えると︑着実に動

*1

タ分析による意思決定を行なうことが︑

を実現するために︑他社に先駆けてデー

言葉を目にしました︒データ活用の先行

IIJ

*2

*3

6
ソーシャルデータ：Twitter、Facebook、ブログ、掲示板などソーシャルメディアのデータ。
オープンデータ：政府、自治体、一般企業などが公開するデータで、著作権や特許の制限を受けることなく使用できる。
クロス分析：複数の情報をマッシュアップし、分析すること。
センサーデータ：気象情報の計測機器や、車両・電化製品・ICカードなどに搭載されたセンサーから収集されたデータ。

*1
*2
*3
*4
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ビッグデータ
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*4

用対効果が不明確な状態では︑データ分

IIJ

［Topic 2］

T opics

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長

山口新二

データセンター

セキュリティ

IT Topics 2014

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

〇一三年の前半は︑国内外での事
業拡大のための新規データセンタ

ウドシステム技術開発プロジェクト︶
﹂
を受け︑十月から開始しています︒

ードウェアを︑ラック単位で集約・垂直
統合するラックレベルアーキテクチャな
ど へ の 取 り 組 み が 始 ま っ て い ま す︒ co-

もこの方向に沿って開発を進
IZmo SD
めていますが︑ＩＴ機器だけではなく︑電

︑直接外
IZmo

源や空調などのファシリティも抽象化し

また︑大型モジュール
気 冷 却 の co-IZmo D
に 加 え︑ 間 接 的 に
外気を利用することで設置環境を選ばず
Ａ Ｐ Ｉ を 定 義 す ることで︑ＤＣの 全 ての

た︒一月には中国でのクラウドサービス
に 省 エ ネ を 実 現 で き る﹁ co-IZmo︵I コ
イズモ アイ︶
﹂を開発し︑提供していく

開のために上海で︑三月には国内でのデ

﹁ＩＩＪ ＧＩＯ ＣＨＩＮＡサービス﹂の展
ィザスタリカバリなどの需要に応えるた
リソースを効率的に利用できるようにな

が完了し︑従来の二倍の規模となる四八
コンピュータとして機能させることも可

た複数のＤＣを一元的に制御し︑巨大な

り︑さらには︑ネットワークでつながっ

ことを十一月に発表しました︒

間をダイレクトにつなぐ高速バックボー
コンテナを収容できるようになりました︒
能になります︒

ロッパでの事業強化の一環として︑日英
ンネットワーク構築のためにロンドンで
どの需要にも対応できるよう︑エンドユ

併せて︑松江でのディザスタリカバリな

ネットワーク機器のようなあまりスペー
ーザ向けのハウジングスペースも新設し
北米︑ロンドン︑中国︑そして他の国々

ともなう新たな地域でのＤＣの開設です︒

グやネットワークの提供を始めることで︑

でもクラウドサービスに加え︑ハウジン

ました︒

ウドサービスとをハイブリッドで利用した
いという需要に応えるためのもので︑従
１／８ラックを新規開発し提供しています︒
が一段と加速した年だったと言えますが︑

このように二〇一三年は︑ＤＣの進化

る︑国内外における引き合い・納入実績

プレミスでの需要が顕在化したことによ

最後は︑コンテナ型モジュールのオン

のにしていけると考えています︒

グローバルなプレゼンスをより確かなも

一方︑技術開発としては︑松江データ
れます︒

二〇一四年はもっと大きな飛躍が期待さ

来からある１／２︑１／４ラックに加え︑

ウを活用し︑さらに省エネを進めるため

﹂を開発し︑
IZmo︵
Dコイズモ ディー︶
実証実験を四月から開始しました︒

に︑一年中外気のみで冷却をするコンテ

むしろ複数のサーバ︑ストレージ︑ネット

ニットの筐体単位である必然性はなく︑

提供する事業者にとって︑サーバが１ユ

数千︑数万台規模のサーバでサービスを

一つは︑ Software Deﬁned Datacenter
実現への取り組みです︒ＩＩＪ のように

たな価値を提供していきます︒

客さまの敷地に設置・運用することで新

を活用して︑コンテナ型モジュールをお

近く運用してきましたが︑このノウハウ

ービス用の社内設備を主に収容し︑三年

元的に設置・運用してコスト低減するこ

適した︑新しいかたちのＤＣを創造して

イ ンターネットとＤＣ をめぐる環境に

め て お り︑ 二 〇 一 四 年 以 降 も 激 変 す る

ナ 型 デ ー タ セ ン タ ー モ ジ ュ ー ル﹁ co-

次に︑ＤＣのファシリティを包含した
ワークを融合させ︑大量のＩＴ機器を一

性だと考えられます︒そこで︑インテル社

とが︑次世代クラウド基盤の目指す方向

年日本国内では︑ホームルータの

を及ぼします︒企業などから仕事に使う

企業などの組織のセキュリティにも影響

昨年は同じような大規模攻撃が複数発生

悪用して大量の通信を発生させました︒

このＤＤｏ Ｓ攻撃は︑ＤＮＳの仕組みを

信量に至る大規模攻撃が発生しました︒

いきます︒

脆弱性への対応が大きな課題とな

員の私物の機器で仕事をする場合でも同

情報通信機器を支給する場合でも︑従業

のサーバ︑ストレージ︑ネットワークのハ

ン タ ー モ ジ ュ ー ル﹁ co-IZmo SD
︵コイ
ズモエスディー︶
﹂の開発を︑経済産業
事業費補助金︵ソフトウェア制御型クラ

の利用の変化にともない︑一つのホーム

しており︑ＤＮＳなどの設定に問題のあ

運ぶパソコンやスマートフォンなどが︑

例えば︑企業の従業員が日常的に持ち

ホームルータは︑利用者が量販店など

様です︒

脅かすのみならず︑企業のセキュリティ

っています︒個人のネットワーク環境を

家庭でウイルスに感染したのちに企業内

で購入してインターネットに接続するこ

時々刻々と記録される位置情報が漏洩し

が把握しにくく︑セキュリティに関する

にどのような機種が利用されているのか

ちで利用されます︒ＩＳＰから見て︑実際

とが分かっています︒

や︑インターネット全体の安定性に影響

ネットワークに持ち込まれるような状況

運用管理の責任所在が利用者にあるかた

とが多く︑その選定から設置︑日常的な

るホームルータが数多く荷担していたこ

する事件が発生しているのです︒

携行している私物のスマートフォンから︑

ホームルータは家庭のインターネット

と考えることができます︒企業などの立

情報を適切に利用者に届けにくいのも事

た場合︑そこには企業の秘密が含まれる
場では︑公衆無線ＬＡＮなどへの接続時

ぼす問題が明らかになったときでも︑迅

実です︒このことから︑大きな影響を及

イルサーバとしての機能など︑家庭内ネ
ットワーク構築のための要となる機能を

時間を過ごす家庭のネットワークのセキ

に利用されない安全な設定を心掛け︑常

ュリティを維持するには︑外部から勝手

利用者一人一人がホームルータのセキ

速な対応ができない状況が生じています︒

の注意を行なうのと同様に︑より多くの
ュリティについても注意を促す必要が出

ような機能を利用して︑電子化された日
常生活に関する情報を扱う機会が増えて

てきています︒

ークに接続し︑インターネット側からス
マートフォンなどで制御できる家電も登

ホームルータの脆弱性を悪用し︑犯罪

三者に勝手に利用されている痕跡がない

を最新にし︑通信の記録を精査して︑第

に脆弱性情報に注意してファームウェア
行為の踏み台にされる事件が発生してい

か確認することが︑日々の作業として必

場しました︒
インターネットに接続する目的で構築し

ます︒ホームルータは通信ログを取得す

当の手間をかけなければならず︑日常の

要となります︒しかしそのためには︑相

このように︑家庭のネットワーク自体も︑
たものから︑日常生活に必要不可欠なも

がむずかしくなる場合があります︒また︑

生活においては困難な作業です︒この状

る機能に乏しいことから︑行為者の特定
ホームルータ一台一台の能力は小さいと

者︑サービス事業者それぞれが意識を高

況の打開に向けては︑利用者︑製品開発

のへと変化してきました︒このため︑ホー
の侵害など︑深刻な被害につながる可能

ット全体の安定性に影響するような規模

てきています︒

め︑新しい対応手法を作り出す必要が出

しても︑その数の多さから︑インターネ

昨年三月︑欧州で３００Ｇｂｐ ｓ の通

で悪用された事件も発生しました︒

性が高くなっています︒

ムルータが侵入されると︑プライバシー

インターネット全体の
セキュリティ

います︒さらに昨年は︑家庭のネットワ

有するものが増えています︒また︑この

接続を司るだけでなく︑無線接続やファ

個人の生活に対する影響

が考えられます︒また︑仕事での外出に

ルータの脆弱性が及ぼす影響が大きくな

りました︒個人を取り巻く情報通信技術

IIJ

省の平成二五年度﹁産業技術実用化開発

これら以外にも様々な取り組みを進

一体的に制御できるコンテナ型データセ

クラウドサービス基盤をソフトウェアで

の増加です︒松江ＤＣＰは︑クラウドサ

センターパーク︵ＤＣＰ︶の運用ノウハ

新しいＤＣのかたち

スを必要としないお客さまの設備とクラ

二つ目は︑国際的な事業領域の拡大に

などで提供を開始した﹁分割ラック﹂は︑

ＤＣを構築しました︒なかでも守山ＤＣ

さらに同じ十一月︑松江ＤＣＰの拡張

めに愛知県守山で︑さらに四月にはヨー

ー︵以下︑
ＤＣ︶立ち上げから始まりまし

二

久保 力
ホームルータの脆弱性が悪用され、
その被害が企業やインターネット全体にまで及ぶという
大規模なインシデントが発生している。
そこで今回は、ホームルータのセキュリティについて考えてみたい。

データセンターは、今や ICT の中枢を担っている
といっても過言ではない。
本稿では、進化し続ける IIJ データセンターの
近況を紹介する。

昨

齋藤 衛

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
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組織のセキュリティへの影響
ホームルータのセキュリティの問題は︑

IIJ

［Topic 3］
［Topic 4］

T opics

グローバル

モバイル
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IIJ 執行役員 グローバル事業本部長

小路麗生

丸山孝一
仕事でもプライベートでも、
我々はモバイルサービスの恩恵を享受しているが、
その流れは今年もますます加速しそうだ。

グローバル化 が日本企業の緊急課題として
語られる昨今、IT にはどのような役割が
求められているのだろうか？

IIJ サービス戦略部 サービス企画1課 プロダクトマネージャー

ローバル化﹂という言葉が広く
ーバル化の過程において︑今まで以上に

うサポートできるか︑そこが企業のグロ

求められています︒この変革をＩＴがど
社でのＩＴに関する戦略立案・実行体制

Ｔを実現するための重要な第一歩は︑本

このような経営を支えるグローバルＩ

﹁グ
使われる以前︑明治維新から戦
を強化し︑ＩＴガバナンスをグローバル
本社で決定したＩＴポリシーにもとづ

で確立することです︒
き︑標準化されたプラットフォームやシ

で︑ＩＴに求められるものも大きく変わ

このようなグローバル化の変遷のなか
リットは多岐にわたり︑単にＩＴの導入

ＩＴの根幹となります︒標準化によるメ

グローバル化において
ＩＴに求められるもの

重要な課題となっています︒

後の高度成長期までの日本企業の国際進
出は︑欧米先進国から導入した技術を発
売っていくというものでした︒それが︑

展・改善して製品を作り︑先進国市場に
過去三〇年ほどのあいだに大きく様変わ
先進国の市場で地元企業を脅かすまで
コストを抑えるだけでなく︑ユーザがど

ステムの導入を行なうことがグローバル

の存在となった日本企業は︑進出先での
ってきました︒世界各地に分散・独立し
用できるようにすることで︑業務効率向

の拠点においてもシームレスにＩＴを活

りしてきました︒

摩擦を避けるために︑積極的に現地での
てネットワークで相互に結ばれ︑今や経

たシステムとして始まったＩＴは︑やが
上や品質改善︑ひいては企業の競争力の

一方で︑新興国との関わりは︑低コスト
営にとって必須インフラとなっています︒
強化にもつながります︒

生産を含めた〝現地化〟を進めました︒
の労働力を求めての進出から︑新興国の
ジネス・デシジョンをグローバルかつ共

ＩＴに求められるものは︑より迅速なビ
通の理解のもと下せるようにすることと︑
ることで︑より柔軟なＩＴの運用体制が

るのではなく︑地域や国ごとに分散させ

は︑標準化は進めても一極集中で提供す

一方で︑プラットフォームやシステム

さらには新興国向けのより安価な製品を

市場そのものを狙っての進出に変化し︑
提供する必要にも迫られています︒それ
展開を行なうための仕組みの提供だと考
整えられ︑効率的に最適配置されたグロ

より市場に近いところで機敏なビジネス

ーバルなＩＴシステムが構成されます︒

製品からサービスへと大きくシフトしよ
えられます︒また︑グローバル化を進め
このようなＩＴにふさわしいインフラの

と同時に︑日本企業が提供するものも︑

る企業においては︑人や物の移動は同じ
プラットフォームとして︑我々はＩＩＪ Ｇ

うとしています︒
グローバル化の方向がまさしくグロー
なわれるため︑それらの移動をシームレ

ＩＯとＩＩＪ バックボーンを広く展開し︑

国や地域だけに限られずグローバルに行
スにサポートできなければ︑ＩＴがグロ

の皆さまをサポートしていきます︒

グローバル経営を加速させる日本の企業

業面や製造面といった会社機能の一部分
のみから︑経営戦略や人事などを含めた
ってしまいます︒

ーバル化の足かせ以外の何物でもなくな

ブ︵全地球︶となり︑その展開範囲も営

グローバルな経営に変わっていくことが

全機能へと広がり︑日本中心の経営から

ターを担うと言われています︒ＩＩＪ モ

引き続きモバイルが重要なファク

業のＩＴ投資の牽引役は︑今年も

き︑システム全体を担う〝要〟としての重

れ︑広がっているという時代に移ってい

しかし︑至るところにモバイルが搭載さ

がモバイルを意識しない／しなくていい︑

普及し始めました︒こうして︑ユーザは

ＩＭロックフリーのスマートデバイスが

ほうでも特定のキャリアに縛られないＳ

サービスの部分だけでなく︑デバイスの

企
バイルでは︑二〇一二年二月からＬＴＥ

自分の使い方に適したサービスをキャリ

コンシューマ市場においても︑モバイ
ルはとどまるところを知りません︒

ＭＶＮＯとは﹁仮想移動体通信事業

ュースにも登場するようになりました︒

︶が提供する格安ＳＩ
Network Operator
Ｍ市場が急速に広がり︑テレビＣＭやニ

年 後 半 か らＭＶ Ｎ Ｏ ︵

りに広告が表示される通信サービスもあ

きたり︑なかには無料で使用できる代わ

航者が簡単にプリペイドＳＩＭを入手で

はまだまだ日本はＳＩＭ後進国です︒

と言われるようになってきましたが︑実

国時代﹂﹁ＳＩＭフリー時代到来﹂など

現在のこうした状況から﹁ＭＶＮＯ戦

により浸透していくでしょう︒

スが生み出す相乗効果によって︑一般層

りつつあります︒今年もＳＩＭとデバイ

わせる︑といったことができる環境にな

自分が使いたいデバイスを自由に組み合

アやＭＶＮＯのなかから選んで︑それと

要性がより高まっていくと考えています︒

デバイスの利用においては︑ＬＴＥ端末
が出荷の大半を占めるようになり︑ビジ
ネス分野でもＬＴＥ通信が当たり前にな
通信を行なうワイヤレスＭ２Ｍ利用も︑

ってきました︒同時に︑機械がモバイル
提案の機会や引き合い︑実際の出荷数が

大手通信事業者が格安ＳＩＭに参入し︑

をさして利用するかたちから利用形態の

者﹂の略称で︑キャリアから無線通信イ

ります︒二〇二〇年の東京オリンピック

積極的に広告展開したこともあって︑昨

裾野が広がり︑様々なニーズへの対応が

ンフラを借りて︑サービスを提供してい

開催に向けて︑各ＭＶＮＯもいろいろ企

であると実感しています︒

非常に伸びており︑これからの成長分野

今年は︑さらに新しい技術が出てきて

る事業者を指します︒ＩＩＪ も︑ビジネ

に簡単にＳＩＭを入手できるようになっ

画を練っているはずですから︑海外同様
たり︑デバイスを購入すればＳＩＭが一

求められるようになってきました︒

けのサービスを提供し︑代表的なＭＶＮ

Mobile Virtual

市場を塗り替えていくというよりも︑各

ス向けのＩＩＪ モバイルに加え︑ＩＩＪ
す︒データを集約・活用するクラウド︑

ってのＳＩＭの存在は︑今まで以上に身

緒についてくるなど︑コンシューマにと

ＩＩＪ のモバイルサービスは︑法人・

これまで︑ＳＩＭ︵ＳＩＭカード︶と

Ｏの一社として認知されています︒
いう言葉は一部のモバイルユーザしか知

コンシューマのどちらの分野でも︑刻々

近なものになっていくでしょう︒
る情報管理やコミュニケーションを実現

りませんでしたが︑ＭＶＮＯ各社が市場

と変化する市場の流れを見極めて︑駿馬

を開拓したことで︑一般層に近いところ
まで認知が広がりました︒

ネットワークはその役割を担っていくで
しょう︒

のように立ち上がりの早いサービス提供
を行なっていきます︒

また︑ＳＩＭロックフリーの iPhone
が日本でも購入できるようになり︑通信

させるための通信手段として︑モバイル

ョン︑それらをつなげることで可能にな

スマートデバイス上で動くアプリケーシ

海外を見てみると︑例えば︑空港で渡

社の考えるビジネスを実現・発展させて

ｍ ｉｏ というブランドでコンシューマ向

全般で︑ノートＰＣにデータ通信カード

ルは深く静かに広がっていくと思われま

いく﹁縁の下の力持ち﹂として︑モバイ

ＩＩＪ モバイルに限らずモバイル分野

活況を呈する
コンシューマ市場

の提供を始めましたが︑ＰＣやスマート

IIJ
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株式会社ストラトスフィア 代表取締役社長

多くの人が電子メールに加え、Facebook、Twitter、
LINE など複数のコミュニケーションツールを使っている。
本稿では、その利用概況をまとめてみた。

ネットワークの世界を一変させる新技術として
注目を集めている SDN だが、
それを取り巻く環境はどうなっているのだろうか？

櫻庭秀次

Ｓ
ＤＮ︵ Software Deﬁned Networking
︶
というコンセプトは︑二〇〇九年

頃からスタンフォード大学を中心に広ま
ってきた︑ネットワークを構築・運用す
ロジーとなる

るための新しい考え方です︒キーテクノ
の規格化がＯ
OpenFlow

なソフトウェアプラットフォームを作る

なりつつあると言えます︒シスコやＩＢ
す︒つまりガートナー社は︑ＳＤＮへの

要する年数は﹁二〜五年﹂とされていま

れています︒そして︑主流の採用までに

は必要と見ているようです︒

こから這い上がってくるまでに最低二年

期待はピークを過ぎて幻滅期に入り︑そ

Ｍという大手メーカがＳＤＮのオープン
ことを目標として始めた OpenDaylight
プロジェクトにも注目したいところです︒

ＳＤＮをめぐる温度差

年内を目指して対応を進めてきました︒

安定バージョンである OpenFlow 1.3
が
リリースされると︑各メーカは二〇一三

印象です︒ＩＤＣ社が二〇一二年末に発行

上がりは二〇一四年に持ち越しになった

上がりが目立ち︑マーケット自体の立ち

メーカやＳＩｅｒ などの提供者側の盛り

世界はいったん置いておいて︑その世界

のあるＳＤＮが実現する〝夢〟のような

みの方向性としては︑語り尽くされた感

展につなげるための二〇一四年の取り組

この現状を受け止め︑将来の大きな発

地に足のついた活動

は︑データ転送を行なうスイ
OpenFlow
ッチハードウェアを︑ＳＤＮコントロー
した﹁ＩＣＴ産業に関する二〇一三年の
う解決し得るのか︑ユースケースを一つ

に至るために︑現状の課題をＳＤＮがど

一方︑ビジネスの状況としては︑まだ

ラと呼ばれるソフトウェアで集中制御す
宣伝段階から現実のものへと移行し︑ネッ

予測レポート﹂では︑ＳＤＮが大々的な

Ｎ Ｆ︵ Open Networking Foundation
︶に
より順調に進められ︑二〇一二年中頃に

あいだの指示や情報をやり取りするため
ひとつ積み上げていくことが重要だと考

る際に︑コントローラとハードウェアの
のプロトコルです︒

開催され︑スポンサー数は昨年の十五社

関連コンファレンスが二〇一三年九月に

実際︑ＳＤＮ Ｊａｐ ａｎ というＳＤＮ

をパーツとして︑データセンター︑クラ

はなく︑これまで作ってきた技術や製品

現時点で製品として完成形を目指すので

担当しているストラトスフィア社でも︑

ＩＩＪ グループでＳＤＮ技術の開発を

えています︒

御可能なハードウェアの幅が広がります︒

から二五社と一・五倍以上に増え︑参加
ウド︑ＷＡＮ︑オフィスネットワーク︑

を迎える︑とされていました︒

ト ワー ク仮 想化︑ OpenFlow
︑Ｓ Ｄ Ｎ ア
プリケーションにとって〝ＳＤＮ元年〟

昨年までは︑ OpenFlow
対応スイッチは
データセンターのコアスイッチに使われ
人数も昨年の五五三名から一〇一九名と
ザネットワークの様々な課題を解決する

モバイルネットワークなど︑既存のユー

スイッチメーカ各社が OpenFlow 1.3
に対応することで︑ＳＤＮの考え方で制

るような製品が主流でした︒二〇一三年

っているように見えます︒ところが︑ガ

ほぼ二倍になり︑業界は大いに盛り上が
ために︑それらがどのように活用できる

が深まりました︒また︑オフィスのフロ
ートナー社が二〇一三年一〇月に発表し

は 光 伝 送 装 置 メ ー カ の OpenFlow
対応
も進み︑コアネットワークでの取り組み
アスイッチクラスの安価なスイッチへの

ェアを成長させていければ︑と考えてい

のか︑お客さまと一緒になってソフトウ
ます︒そんな〝地に足のついた活動〟を

サイクル ２０１３年﹂というチャート
によると︑ＳＤＮは今まさにハイプ・サ
いきたいと思います︒

通じて︑将来のさらなる成長を目指して

た﹁日本におけるテクノロジのハイプ・

イクルの最初の山にさしかかっており︑

カも現れ︑二〇一三年はＳＤＮで制御可
能なネットワークの領域の多様化と多層
﹁過度な期待﹂のピーク期に入ったとさ

導入や︑無線ＡＰでの対応を始めるメー

インフラでＳＤＮの導入の検討が可能に

バイルデバイスの高機能化︑モバ
イルネットワークの高速化などに

様々なＳＮＳ

化が確実に進み︑あらゆるネットワーク

モ

ルを利用する場合が多く︑このメールア
ドレスをＳＮＳのログイン時の認証識別

ＳＮＳでは︑相手を明確に指定するメ

インフラとなっているような構造と言え

組織内のコミュニケーション活性化を

ルウェア︶に感染されたＰＣを外部から

ん︒数年前に比べて︑
不正プログラム
︵マ

メ ー ル で す が︑ 迷 惑 メ ー ル︵ spam
︶に
関連する問題はあまり改善されていませ

そのメッセージングの基盤である電子

安全な利用に向けた取り組み

メールが最終的なコミュニケーションの

のメッセージングのあり方が変化しつつ

ッセージング機能も備えていますが︑電

ます︒

子にも活用しています︒ある意味︑電子

あります︒これまで︑計算機とネットワ

は提供されていないようです︒メッセー

子メールと比較してそれほど優れた機能

より︑コミュニケーションの道具として

電 子 メ ー ル に よ る メ ッ セ ー ジ ン グ や︑

ークを利用したコミュニケーションは︑

ジングに関しては︑チャットのような比
較的短い文章やスタンプを交換しあうＬ

の仕組みを利用した情報発信が主

な方法でした︒これらに加えて最近では︑

ＩＮＥのようなサービスが利用者を増や

えてきました︒マイクロソフト社に買収

目的とした企業内ＳＮＳのサービスも増

しています︒

や Twitter
と い っ たＳ Ｎ Ｓ を
Facebook
利用したコミュニケーションも一般的に
ＳＮＳでは︑メッセージや画像といっ

された

対策活動によりかなり規模が縮小してい

悪用するボットネットの活動は︑様々な

なってきました︒
た情報を︑明確に受け取り手を指定せず︑
あらかじめ設定された特定のグループや

社の Chatter
︵チャター︶などよく
com
知られたサービス以外にも︑たくさんの

グの頻度は高まっていますし︑その巧妙

などのコミュニケーション機能をいかに

ＳＮＳの提供元である程度コントロール

悪用されるケースが目立ってきました︒

ＳＮＳでも利用者が増えるにしたがい︑

及びそこに関連するデータなど︑多様な

使いやすくしていくかが普及のポイント

ると︑内部がブラックボックスなので︑

できる利点はありますが︑利用者からす

Salesforce.

ュアルなコミュニケーションが主体とな

不特定多数の相手に提示する比較的カジ

サービスが提供されています︒こうした

さも増しています︒

情報を簡単に利用できるのが特徴です︒

適切に管理され︑外部に漏れないことも

になるでしょう︒また︑組織内の情報が

︵ヤマー︶や
Yammer

っています︒高機能なモバイルデバイス

ない柔軟な情報共有と︑メッセージング

企業内ＳＮＳでは︑組織構造にとらわれ

るようですが︑国内に出回るフィッシン

ジタルカメラの画像やＧＰＳによる位置

の普及により︑デバイスに内蔵されたデ

情報に対して︑返信やコメントといった

さらに︑書き込まれたメッセージや各種

サービス提供元により管理・運用されて

こうしたＳＮＳは︑ほとんどが単一の

う︒利用の際は︑サービスの運営元や入

るのではないかという不安があるでしょ

を持つ第三者に漏れたり悪用されたりす

例えば︑登録した情報や投稿内容が悪意

います︒つまり︑電子メールのようにそ

力情報にも関心を持つべきです︒

重要な要件となります︒
リックで示せる機能などが︑コミュニケ

きたり︑提示された情報の感想をワンク

れぞれの組織で運用し︑同じプロトコル

新たなメッセージを関連付けることがで

ーションを活性化させる要因になってい

︵ メ ー ル で あ れ ばＳ Ｍ Ｔ Ｐ や メ ー ル 本 体
者の増加がまた新たな利用者を呼ぶとい

ＳＮＳ外への連絡手段として︑電子メー

うといったことができません︒そのため

のフォーマットなど︶で相互に接続し合

していく予定です︒

ンのための仕組みを︑今後も開発・提供

ビスも含め︑より良いコミュニケーショ

ＩＩＪ では︑既存の電子メールのサー
ケーション機能が利用者を増やし︑利用

ます︒このように簡単で多様なコミュニ

単位まで増えています︒
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Ｍｂｐ ｓ のビ
ラなどで撮影した動画をＤＶＤや共有ス

これまでも部署によってはビデオカメ

⁝⁝等々です︒

人が同時に視聴可能になります︒同じ帯

デオの場合︑ Ｍｂｐ ｓ の帯域では二〇

でエンコードされた

るにつれ︑技術の進歩と利用方法
トレージでシェアすることもあったかと

ディアファイルの視聴量が増加す

にも変化が現れます︒今回は︑コンテン
域で収容人数が倍になる！ これは画期

メ
ツ配信で注目されている二つのトピック︑
的ですね︒
５に！ と行きたいところですが︑ここ
たコンテンツ配信を実現します︒視聴は︑

を一元管理し︑コンプライアンスに沿っ

オーディオ︑関連する資料︑属性情報︶

は︑社内のメディアリソース︵ビデオ︑

ケーションツールとして期待されている
年初頭に仕様が策定されたＨ・２６５は

で普及率の問題が出てきます︒二〇一三

ビデオの符号化方式として広く使われ

画期的な圧縮技術
Ｈ・２６５
の組み合わせが必要です︒スマートフォ

く復号するソフトウェアとハードウェア

って視聴が可能になるため︑ストレスな

れたＨ・２６５は高度な復号計算を行な

けることが可能です︒

といった職務に応じた配信を行なうこと

ます︒例えば﹁管理職向け﹂
﹁課長以上﹂

情報漏えいを防ぐ仕組みも提供されてい

などに応じて
LDAP / Active Directory
パーミッションを設定でき︑悪意のある

さ ら に︑ ビ デ オ 音 声 の テ キ ス ト 化

により︑適切なコンテンツを視聴者に届

長いＰＣや他のデバイスなどを考慮する
︶ に よ る 全 文 検 索︑ 視
Speech to Text
聴者向けのアンケートの自動集計︑視聴

︵

するでしょうが︑買い替えのサイクルが
と︑しばらくのあいだは︑Ｈ・２６４と

ンは対応済みの新しい機種が徐々に普及

すると︑ Ｍｂｐｓの帯域が必要になりま
Ｈ・２６５の共存が続くと思います︒

ているＨ・２６４でエンコードされた１

を毎日視聴しているので︑ネットワーク

次にエンタープライズビデオについて

エンタープライズビデオとは？

織が大きく複雑になればなるほど︑コミ

に進化させる可能性を秘めています︒組

聴などの機能を組み合わせることで︑企

期間を設けたスマートデバイスによる視

普及により︑ますます視聴が困難になる

今年は安全で使いやすく︑便利なコミ

ュニケーションの重要性も増加します︒

ットはビデオの圧縮率の高さにあります︒

﹁ High Eﬃciency Video Coding
︵ＨＥＶ
Ｃ︶
﹂とも呼ばれています︒一番のメリ

効率的なビデオ符号化方式という意味の

ビ デ オ で 伝 え る マ ニ ュ ア ル＆ サ ポ ー ト

ジ発信︑アプリケーションの操作などを

マンド配信︑マネージメントのメッセー

研修や社内セミナー︑会議などのオンデ

ィアの活用例として注目されています︒

企業内コミュニケーションにおけるメデ

しみにしています︒

り︑皆さまに詳細をお伝えできる日を楽

ンタープライズビデオの検証を始めてお

になるでしょう︒ＩＩＪ では昨年からエ

ライズビデオが企業内で導入されるよう

ュニケーションツールとしてエンタープ

業活動におけるメディアの扱い方を格段

昨今︑どうすればいいのでしょうか？
メントメッセージの配信に活用しており︑

です︒海外では AT&T
や Vodafone
が店
舗担当者の新製品情報の研修やマネージ

同等の画質を実現できます︒Ｈ・２６５

れることができるからです︒

対策もやっと動き出せるところまできま

ックボーンのＤＲ︵ディザスタリカバリ︶

いません︒ただ︑それ以外の地域では方

ることは困難なため︑まだ答えは出せて

る︵遅延が問題にならない︶回線をつく

辺の拠点は現実的には︑平常時利用でき

を伸ばせばよいのですが︑関東・関西近

アのコア拠点に向けてバックボーン回線

理想的には︑全ての拠点が異なるエリ

イーサ回線の提供が始まっています︒

国内の各キャリア事業者から１００ギガ

ＡＰ︵ Japan Network Access Point
︶へ
の接続を１００ギガイーサ化しましたが︑

サ回線の導入があります︒昨年︑Ｊ ＰＮ

もう一つのトピックに１００ギガイー

クを遠回りさせることになるため︑遅延

した︒現時点での方向性についてご紹介

向性が見えてきています︒東日本
︵札幌・

日本大震災からもうすぐ三年が過

したいと思います︒

仙台︶については︑東京エリア以外のコ

１００ギガイーサ回線の導入

これまでは︑各拠点へのバックボーン

くともコア拠点間は︑１００ギガイーサ

バックボーン回線の再検討

回線は可能な限り〝異キャリア・異ルー

ア拠点に回線を伸ばし︑西日本︵岡山・

強計画を立てています︒これまでキャリ

へのマイグレーションを視野に入れて増

ＩＩＪ バックボーンにおいても︑少な

ト〟を選定し︑異なるコア拠点から伸ば

大阪エリア以外のコア拠点に回線を伸ば

ーンの全体設計です︒これまでは東京・

そこで課題となるのが︑コアバックボ

ーンを維持してきました︒１００ギガイ

することで︑より信頼性の高いバックボ

ア分散・ルート分散を基本に︑複数ある

点です︒東京のコア拠点が全滅した場合

存する︑というトポロジーになっている

大阪にコア拠点を配置していましたが︑

ーサ化により︑分散していた回線が集約

依存し︑西日本拠点は大阪コア拠点に依

には︑東日本も分断しますし︑大阪のコ

コア拠点の配置も見直しました︒いくつ

リア分散・ルート分散に注意が必要です︒

されてしまうため︑これまで以上にキャ

︵９・６Ｇｂｐ ｓ ︶回線を分散

ア拠点が全滅した場合には︑西日本も分

点化することになりました︒理由として

か候補がありましたが︑名古屋をコア拠
は︑東阪回線は大きく分けて太平洋・中

響範囲が何倍にもなることも想定してい

になるだけでなく︑一本の回線障害の影

Ｎ＋１の冗長構成が︑１＋１の冗長構成

ＳＴＭ

けた検討および実装設計だけで二年以上

うち二ルートが中京エリアを通過します︒

かなければなりません︒これらを順次解

央・日本海の三ルートに分散できますが︑
また︑国際回線も中京エリアに陸揚げさ

を進めています︒

決し︑１００ギガイーサ化に向けて準備

平常時の利用可否にかかわらず︑ＤＲ
れば︑簡単に解決できますが︑コストを

線を引き込む拠点として拡張も視野に入

れているものがあり︑将来的には国際回

対策用に別途バックボーン回線を追加す

できるようにするとなると︑トラフィッ

を費やしてしまいました︒

断してしまいます︒この課題の解決に向

す方向で進めています︒

松江・広島・福岡・浦添︶についても︑

が問題になります︒

IIJ

ったのは︑東日本拠点は東京コア拠点に

ぎようとしていますが︑ＩＩＪ バ

だいたいＨ・２６４の半分のデータ量で

状 況 が 増 え て い ま す︒スマートフォ ン の

注目されているのがＨ・２６５です︒

バにはアクセスが集中し︑視聴しづらい

前述のＨ・２６４の後継にあたり︑より

の帯域不足が問題になる一方︑配信サー

す︒職場でも家庭でも多くの人がビデオ

Ｍｂｐｓの ビ デ オ を一〇 人 が 同 時 に 視 聴

視聴環境が普及していません︒高圧縮さ

ます︒

さっそく全てのコンテンツをＨ・２６

思いますが︑エンタープライズビデオで

大量消費時代を支える技術Ｈ・２６５︵Ｈ

0.
5

エンタープライズビデオについて説明し

ＥＶＣ︶と︑企業内での新しいコミュニ

10

して信頼性を高めてきました︒問題とな

東

本稿では、我々の日常にも関わりの深い 動画 の
配信をめぐる 2 つのキーワードを解説する。

一般ユーザの目にとまることのない バックボーン だが、
IIJではこのインターネットの根幹部分に
着々と検討・改良を加えている。

14
15
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無視することはできません︒平常時利用

IIJ

コンテンツ配信
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人間は機械に負けつつあるのか？
IIJ イノベーションインスティテュート
代表取締役社長

浅羽登志也

社会的格差が世界各国で問題となっているが、一部の研究者のあいだには、
「情報技術」の発展と格差の拡大は併行している、と指摘する声もある。

イラスト／山本加奈子

最近︑グーグル社がヒト型ロボットの開発に取り
に使っている時間を取り戻し︑より知的な作業に充

動車メーカも自動操縦車の﹁商品化﹂に躍起になっ

このグーグル・カーに触発されたのか︑日本の自

てる時間を増やすことができることだそうです︒

Ｔ社というのですが︑昨年末︑米国・国防総省の国
り早くも次のステップへの布石を打ち始めたように

ているようですが︑グーグル社はロボット開発によ

ュースが話題になりました︒この会社はＳＣＨＡＦ

組む東大発のベンチャー企業を買収した︑というニ

た︑原子力発電所の事故など人間が近付けない場所
も思われます︒ロボットといえば︑ＨＯＮＤＡのＡ

防高等研究計画局︵ＤＡＲＰＡ︶の主催で行なわれ
で災害救援にあたるヒト型ロボットのコンテストで︑

さらに興味深いのは︑グーグル社のロボット事業

れていたはずの分野であることも興味深いです︒

ＳＩＭＯを始め︑日本の自動車メーカ各社が力を入

たそうですが︑ＳＣＨＡＦＴ社は三二点満点中二七

コンテストには米国を中心に一六チームが参加し

ＳＣＨＡＦＴ社のロボットが一位になりました︒

点を獲得し︑二位に七点も差をつけての圧勝だった
を率いるのが︑携帯端末の基本ソフト Android
の
開発責任者だったアンディ・ルービン氏だというこ

ということです︒コンテストの参加者には︑ＮＡＳ
とです︒もしかすると Android
というソフトウェ
アの名称は単なるアナロジーではなかったのかもし

Ａを始めとするそうそうたるメンバーが名を連ねて
おり︑ＳＣＨＡＦＴ社の技術力がいかに高かったの
タを駆使して世界を制御可能にしようという彼らの
ビジョンには最初からロボットまで織り込まれてお

れません︒つまり︑ソフトウェア技術と大量のデー

本から出たことは大変喜ばしい反面︑その技術があ
ないでしょうか︒

り︑そのビジョンがいよいよ具現化し始めたのでは

も言われていましたが︑世界の頂点に立つ技術が日
っさりとグーグル社に買収されてしまったことにシ

かがうかがい知れます︒ロボットは日本のお家芸と

ョックを覚える方も少なくないでしょう︒
グーグル社はこの半年ほどのあいだに︑ロボット
主であって︑それによって制御される端末や機械は
あと付けで揃えられているように見えます︒しかし

そもそも Android
はグーグル社が企業買収によ
り手にした技術ですが︑あくまでもソフトウェアが

動操縦車を開発中であることを発表し︑二〇一二年
近い将来︑このようなアンドロイド達に囲まれるこ

同社は数年前︑トヨタのプリウスをベースとした自
には公道を試験走行できるライセンスを取得しまし
なるのでしょうか？

とになる我々の生活は︑本当に便利で豊かなものに

関連の先端技術を持つ企業を七社も買収しています︒

なデータや計算資源を用いて︑人間よりもはるかに

た︒この噂のグーグル・カーは︑クラウド上の膨大
高い精度で車を走らせることができるようになるそ

人間

ＭＩＴ スローンスクールの研究者であるエリッ

機械

られるので︑車の量を現状の二〜三倍に増やし︑か

は﹃機械との競争﹄という著書のなかで︑コンピュ

ク・ブリニョルフソンとアンドリュー・マカフィー

路を走る車の車間を狭くしたり︑レーンの幅も狭め

うです︒すると︑交通事故を減らせますし︑高速道

がるので︑ガソリンの節約にもつながるでしょう︒

つ渋滞も解消できるそうです︒さらに燃料効率も上

ータやネットワーク技術の発展により機械が知的処

彼らの結論としては︑機械の得意分野で競争する

しかし一番重要なのは︑毎日︑人が車の運転で無駄

のではなく︑人間の得意な価値の創造やイノベーシ

同書は他にも様々な統計を示しながら︑いかに人間

生産性の伸びが一九八〇年代には毎年一・六パーセ

かを論じています︒彼らは同書で︑アメリカの労働

ョンの分野において︑知的機械をうまく活用しなが

理を自律的に行なえるようになったことが︑人間の

ン ト 台 だ っ た の が︑ 一 九 九 〇 年 代 以 降 急 速 に 伸 び

ような人々が活躍しやすい法律やインフラの整備を

ら活躍できる人や起業家の育成に投資をして︑その

が機械に負けつつあるかを論じています︒

始め︑二〇〇〇年以降の一〇年間で平均二・五パー

労働環境や豊かさにどのような変化をもたらしたの

セントの伸びになったことを示しています︒そして︑

進めるべきだ︑としています︒この点はグーグル社
きだ﹂という考えに符合しているように思えますが︑

その大きな牽引力となったのが﹁情報技術＝ＩＴ ﹂

しかし︑それも一部の人にしか当てはまらず︑多く

が言っている︑
﹁人間はより知的な作業に専念すべ

この間︑国民一人あたりのＧＤＰが堅調に伸びる

だとしています︒
一方︑労働年齢世帯の所得の中央値が約九パーセン

の人は仕事を失って収入が減っているという厳しい

も 多 い と 思 い ま す が︑ そ こ で は 西 暦 二 〇 五 〇 年 ま

ト減っていることも指摘しています︒その理由とし

ーセントの世帯では所得が減少していることを挙

でに﹁サッカーの世界チャンピオンチームに勝てる︑

現実が示されています︒

げて︑
﹁富の集中が起こっている﹂と分析しています︒

の上位二〇パーセントでのみ所得が増加し︑八〇パ

さらに一〇年毎の雇用の伸びを見ると︑一九九〇年

自律型ロボットのチームを作る﹂という目標を掲げ

て︑一九八三年から二〇〇九年にかけて︑世帯所得

代は一〇年間で一九・七パーセントの伸びだったの

思えますが︑意外と早くそういう時代が来るのかも

ているそうです︒まだまだ遠い将来の夢のようにも

日本発で世界中に広まった RoboCup
という自律
移動ロボットによるサッカーの競技会をご存じの方

一パーセントと︑過去初めて雇用が減少している事

に対し︑二〇〇〇年以降の一〇年間は︑マイナス一・

前身であるＡＲＰＡＮＥＴのビジョンを描いたリッ

前述した国防高等研究計画局でインターネットの

しれません︒そのとき︑人間と機械はどのように共

クライダー氏は︑それに先立つ一九六〇年に﹁人間

実も示しています︒これは二〇〇八年のリーマンシ

トの伸びが最高値で︑その前の一〇年間と比べると

れ以前の二〇〇〇年から二〇〇八年でも五パーセン

とコンピュータの共生﹂という論文を発表していま

生していくべきなのでしょうか︒

確実に雇用の伸びが鈍化していることが分かります︒

す︒ただ︑その﹁共生﹂は︑人間がもっぱら知的作

ョックで失業者が急増したことにもよりますが︑そ

の賃金の推移も示しており︑大学院や一流大学を出

業を担当し︑コンピュータはルーティン化された仕

同書はさらに︑同じ一〇年間における教育レベル別
た労働者の賃金のみが増加し︑それ以外の労働者の

時代がきたのかもしれません︒

そろそろ〝ロボット三原則〟を真剣に議論すべき

っているのではないでしょうか？

自体が︑すでに楽観的過ぎたと感じられる時代にな

事を担当するという想定であって︑今ではその想定
これらを端的にまとめると︑ＩＴ技術により上が

賃金は下がっている︑としています︒
った生産性の恩恵は上位二〇パーセントの知的富裕
事を奪われて所得が減っている︑と言えるでしょう︒

層のみが享受し︑残りの八〇パーセントは機械に仕

IIJ
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T echnical n ow
IIJ GIO Singaporeサービス
IIJ グローバル事業本部 グローバル統括部

大導寺牧子

日本企業の東南アジアへの進出が加速している。そこで IIJ では、同地域でビジネスを展開する日
系企業に最適な IT ソリューションを提供するために、アジアのハブであるシンガポールにおいて IIJ
GIO Singaporeサービスを開始する。

生産拠点を設けるための進出、新規マーケット開拓のた
めの進出、あるいはチャイナ＋ 1 としての進出など、成

集約されるよう、国家がいち早く個人情報保護法を制定す
るなど、IT の拠点として最適な条件が揃っています。

長を続ける東南アジア諸国はそれぞれに魅力があり、ビジ
ネスの高いポテンシャルを備えていて、いつの間にか数ヵ
国に拠点を持っていたということが少なくありません。
こうした複数の国における事業展開を支えるため、各国

クラウド活用のメリット
グローバル化が進み環境・市況の変化が加速するなか、

ことで、最適なシステムをクラウド上に実現できます。

ベートクラウドとしても利用できます。もちろん、インタ

サーバは、仮想化タイプ（V シリーズ）
、専有タイプ（X

ーネット VPN 接続の終端を IIJ GIO Singapore サービ

シリーズ）
、そして国外では初めて VMware 仮想化基盤

ス設備の仮想環境上に設置する、インターネット VPN 接

（VW シリーズ）を提供します。

続をオプションで利用することもできます。

V シリーズは、システム規模や用途に合わせて CPU

クラウド上に構築したシステムの監視は、SaaS 型の

とメモリを選択し、システムの拡張・縮小時にサーバグレ

エージェントレス監視システムを活用することで、安価か

に IT 設備を構築する場合、重複して構築コストがかかる

海外でのビジネス展開に際しては、必要なときに必要なぶ

ードのアップダウンやスケールアウトが可能で、Web サ

だけでなく、日々運用していくためのサポート要員の確保

んだけリソースを投入できる、柔軟かつ身軽な体制を作っ

ーバやアプリケーションサーバとして活用できます。X

つ早期に導入できます。運用についても豊富なシステム運
用の経験を持つ IIJ と、シンガポールの現地法人 (IIJ

や諸作業が設備ごとに発生します。さらに言語・通貨・慣

ておくことが重要です。

シリーズは、物理的に独立したサーバリソースを提供する

Global Solutions Singapore Pte. Ltd) との連携により、

市場へのエントリーは、業務立ち上げのスピードが事業

ために、高速なディスク I ／ O を必要とするアプリケーシ

シームレスで強固なサポート体制を築いています。

と、構成や設定、運用ルールなどの標準化がむずかしく、

の成否を決める大きな要因となる一方、マーケット環境の

ョンサーバやデータベースサーバに適しています。VW

以上のような特長を備えた IIJ GIO Singapore サービス

場合によっては担当者の知識・経験に依拠してしまうブラ

急変に際しては、迅速な撤退も想定しておく必要がありま

シリーズは、ESXi がインストールされた占有サーバ、デ

を活用することで、思い通りのシステムを資産を持つことなく

ックボックス化が進んだり、情報流出などセキュリティ事

す。こうした柔軟性の確保には、ビジネスのスケールに応

ータストア、および vCenter を含む vSphere 環境の管

利用し、監視・運用を含めてトータルにアウトソースできます。

故が発生するリスクも高まります。

じて必要なリソースのタイムリーな投入を可能にするクラ

理者権限を提供します。こうしたラインナップにより、従

ウドサービスの利用が最適です。

来はオンプレミス環境でなければ構築できなかったシステ

習・人材レベルが異なる国々でシステムを構築するとなる

そこで、単独の総括拠点を設け共通の設備を配備し、そ
こに IT 系のシステムを集約すれば、一括管理によってコ

ちなみに、シンガポールではオフィスの賃料が高騰して

ストを抑えると同時に、運用基盤の共通化・明確化により

おり、スタッフの増減などによる引っ越しが頻発します。

IT ガバナンスを確立し、情報漏えいなどに対するセキュ
リティも強化できます。

シンガポールの特長
シンガポールは、①地理的に東南アジアの中心に位置し、

そのほか、サーバと組み合わせて多様なシステム構成を

IIJ はバックボーンの国際展開を推進することで、世界

そのようなときも、IT システムや情報資産をクラウドに

実現するためのアドオンとして、
インターネット接続、
ファイ

各国からの到達性の向上に努めています。2013 年 4 月

集約しておけば、事業への影響や負担を軽減できます。

アウォール、
ロードバランサ、
プライベート接続を提供します。

には日本とアメリカからバックボーン回線をイギリスに延

また災害対策の観点からも、シンガポールは活断層から

インターネット接続は IIJ の大容量バックボーンに直結

伸して世界一周を実現しましたが、今後はシンガポールに

離れているため、アジア域内においては自然災害のリスク

し、ファイアウォール／ロードバランサは仮想化アプライ

も 2 経路でバックボーンを延伸し、日本とアジア地域と

が低く、日本国内の IT システムのディザスタリカバリ対

アンスによるサービス提供で、ニーズに合ったネットワー

の接続性をさらに向上させる予定です。

策やバックアップサイトとしても活用可能です。

ク構成を実現します。また、IIJ はクラウドサービスの展

一般的にシンガポールから日本へのアクセスはストレス

開に先駆けて、シンガポールにデータセンターを開設して

フリーですが、他のアジア地域から日本へのアクセスはま

周辺国へのアクセスが容易で、②高速インターネット網、
安定した電力インフラ、安定した国政など、ビジネスイン
フラが発達しており、③税制面での複数の優遇措置があり、

ムを、アセットレスで迅速に実現できます。

IIJ バックボーンの国際展開

IIJ GIO Singapore サービスの概要

おり、IIJ GIO Singapore サービスのプライベート接続機

だ十分とは言えません。一方、アジア地域からシンガポー

能を利用すれば、このデータセンターに設置したお客さま

ルへのアクセスにはさほどストレスを感じないため、アジ

④高い教育レベルとビジネス言語として英語が重視されて

2014 年 3 月に提供を開始する IIJ GIO Singaporeサ

の機器と接続して、クラウドとオンプレミスのハイブリッ

ア圏向けの IT システムは IIJ GIO Singapore サービスへ

いる……といった様々な要因から、アジアでの統括拠点の

ービスは、日本の No.1 クラウド「IIJ GIO」の技術やノ

ド利用が可能になります。さらに、同データセンターに閉

集約して、
日本〜シンガポール間の良好なアクセスを確保・

役割を担ってきました。さらにシンガポールは世界のデー

ウハウを活かした、高品質なクラウドサービスです。豊富

域網ネットワークを引き込むことで、お客さまの拠点と

活用することで、アジア諸国のユーザもストレスフリーの

タ・ハブになることを目指して、データがシンガポールへ

なサーバラインナップとアドオンサービスを組み合わせる

IIJ GIO Singapore サービスを専用線で接続して、プライ

ネットワーク環境を利用できます。 IIJ

19

18

T echnical n ow

株式会社仙台銀行
本社 宮城県仙台市青葉区一番町2-1-1
設立日 1951年5月25日
資本金 224億8500万円
店舗数 72カ店（本支店67カ店、5出張所）
http://www.sendaibank.co.jp/

勘定系ネットワークからセキュリティまでを
ワンストップで提供

銀行業務に要求される高い基準を満たした
IIJサービス
宮城県を基盤とする株式会社仙台銀行では、商品・サービスの拡充を目指して2013年5月に勘定系
システムを新システムに移行した。IIJでは勘定系ネットワークと情報系ネットワーク、ATM機器を積
み込んで被災地を巡回する移動店舗のモバイル通信などのネットワークを始め、メールやWebのセ
キュリティサービスを一括して提供。金融機関に要求される安全性・信頼性の高いネットワークサー
ビスの要件を満たすIIJのサポート体制などが評価された。

新勘定系システムの導入にともない
店舗の広域ネットワークを刷新

株式会社仙台銀行
事務部付部長
兼システム課長
谷藤 充 氏

株式会社仙台銀行
事務部システム課
課長補佐
直町慎一 氏

株式会社仙台銀行
事務部システム課
主任
佐藤慶太 氏

株式会社仙台銀行
事務部システム課
江尻宏行 氏

から既存の勘定系システム（以下、旧勘定系システム）を

を切り替えながら、新システムの操作方法を研修動作する

ライベート IP アドレスが割り当てられ、セキュアな閉域

稼働させつつ、新勘定系システムを実ネットワーク上で検

など、スムーズに移行できました」と谷藤氏は統合勘定系

接続が行なえる。

証・運用する必要があった。

ネットワークの導入効果を述べる。

移動店舗を担当した仙台銀行事務部システム課主任の佐

東日本大震災からもうすぐ 3 年。仙台銀行は被災地の

他の事業者は旧勘定系ネットワークと新勘定系ネットワ

また、直町氏は「以前導入していた専用線に比べ大幅に

藤慶太氏は ｢銀行の移動店舗はほとんど例がなく、いか

金融機関として地域経済と取引先との共存共栄を目指すと

ークを別々に設けて試験運用し、移行後、新勘定系ネット

広帯域になり、印影や手書き伝票のイメージデータなどの

にセキュリティを確保するかが課題でした。IIJ はモバイ

ともに、早期の震災復興に向けて円滑な資金供給や事業再

ワークに切り替える提案をした。それに対し、
「IIJ は新旧

やり取りもスピーディーに処理できると行員からも好評で

ルとセキュリティサービスを組み合わせ、安全性を担保し

建支援などに取り組んでいる。

の勘定系ネットワークを 1 つのネットワークに統合する

す｣ と評価する。

てくれました｣ と話す。

地元の復興に注力する仙台銀行は 2013 年 5 月、商品・

提案でした。また、情報系ネットワークを勘定系のバック

ショッピングセンターなど 90ヵ所以上の店舗外 ATM

また、仙台銀行では行内のセキュリティ対策として統合

サービスの拡充を目指して勘定系システムを新システムに

アップにも利用します。システムの移行コストを低減でき

の開設を担当した仙台銀行事務部システム課の江尻宏行氏

メールセキュリティ「IIJ セキュア MX サービス」と統合

移行した。｢旧勘定系システムが稼働を開始して 10 年以

るだけでなく、ネットワークを有効に利用できると判断し、

は、｢回線の開通準備でビルオーナーさんとのスケジュー

Web セキュリティ「IIJ セキュア Web ゲートウェイサー

上が過ぎ、県内の全店舗と店外の ATM 機器をつなぐ広域

IIJ の提案を採用したのです｣ と仙台銀行事務部システム

ル調整に苦労したこともありましたが、接続機器や回線の

ビス｣ を活用。
「いずれのサービスも機能が充実しており、

の勘定系ネットワークは機器の老朽化や保守切れをむかえ

課課長補佐の直町慎一氏は述べる。

手配を IIJ がサポートしてくれ、新勘定系システムに無事、

運用の手間もかかりません。WebセキュリティではURLフ

移行できました｣ と振り返る。

ィルタリングやログ保管の機能を使っています」
（直町氏）
。

ていました。また、新勘定系システムの稼働にともない、

具体的には、新勘定系ネットワークは電力系広域イーサ

データ量の増大が予想され、広帯域の勘定系ネットワーク

ネットと NTT 系の回線を引くことでアクセス回線レベル

を再構築することになったのです｣ と、仙台銀行の事務

での冗長化を図ったうえで、本店、支店及び店舗外の

部付部長兼システム課課長の谷藤充氏は述べる。

金融機関にとって重要な勘定系ネットワークからセキュ

ATM 機器を接続している。広域イーサネット、インター

モバイルと閉域接続を組み合わせ
セキュアな移動店舗を実現

仙台銀行では、以前から県内約 70ヵ店を結ぶ情報系ネッ

ネット VPN との接続に利用するサービスアダプタ（接続

仙台銀行では東日本大震災の津波で沿岸部 5 店舗が全

セキュリティサービスなども厳しい要件をクリアーしてお

トワークに IIJ SMF とインターネット VPN を利用し、メー

機器）やアクセス回線などを含め、IIJ がネットワーク設

壊。現地での営業再開に至っていない 3 ヵ所の津波被災

り、金融機関の生命線といえる勘定系ネットワークの安定

ルやWebを活用してきた。そんな経緯から、新勘定系システ

計から機器・回線の手配まで一括してサポートしている。

地域の顧客の利便性を確保するため、2012 年 5 月から

運用を実現しています｣ と評価する。

ムの導入を決めた2010 年、IIJや他の事業者に勘定系ネット
ワークと情報系ネットワークの刷新に向けた提案を依頼した。

新旧の勘定系ネットワークを
広域イーサネット上で統合
新勘定系システムの移行は 2013 年 5 月だが、移行前

21

リティまで一括して IIJ に任せていることについて、谷藤
氏は ｢IIJ は総合的なサービスを提供しているだけでなく、

新勘定系システムの移行に先立ち、店舗の新勘定系ネッ

移動店舗 ｢仙台銀行どこでも窓口｣ を開始。3 トントラ

仙台銀行では今後、利用端末の更改に合わせて仮想デス

トワークは 2011 年夏に、移動店舗や店外出張所などの店

ックを改装し、窓口設備と ATM 機器を搭載した移動店舗

クトップの導入を検討するという。また、役員会議のペー

舗外の新勘定系ネットワークは 2012 年夏に移行を完了。

を週 3 回、運行している。

パ ー レ ス 化 を 図 る た め iPad と IIJ Smart Mobile

新勘定系システムの移行に向けて各店舗では集合研修のほ

この移動店舗の勘定系ネットワークと情報系ネットワー

Manager サービスを活用し始めたところだ。IIJ では仙台

か、店舗内の端末を使って研修している。
「統合された広

クも IIJ が構築。勘定系は IIJ モバイルサービスとダイレ

銀行の基幹業務のネットワークから情報活用に欠かせない

域イーサネット上で旧勘定系システムと新勘定系システム

クトアクセス、IIJ SMF sx サービスを活用。接続時にプ

セキュリティまでをトータルにサポートしている。 IIJ
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● インターネット・トリビア

ブロードバンド

インターネットサービス暦7395日 Noon position

航跡を振り返りながら、
未知の海を航海する

IIJ プロダクト本部 プロダクト推進部 企画業務課 リードエンジニア

堂前清隆

インターネットにつなぐための通信回線には様々なものがあ

りますが︑個人宅や小規模なオフィスでは﹁ブロードバンド回

線﹂を使うことが一般的です︒

ブロードバンドという言葉が使われるようになったのは

を使えないオフィスや個人宅などでは︑それ以前は電話回線や

二〇〇〇年頃からです︒
﹁専用線﹂と呼ばれる高価な通信回線

流でした︒

ＩＳＤＮ回線を使った﹁ダイヤルアップ﹂という接続形態が主

ダイヤルアップ接続は︑通話に使うためのアナログ電話回線

や︑ＩＳＤＮ回線をパソコンにつなげてインターネットと通信

56

します︒わざわざ新規に回線を引き込まなくてもインターネッ

トが利用できるため大変手軽なのですが︑通信速度の上限が

これに対してブロードバンド回線は︑初期に提供されていた

Ｋｂｐｓ や１２８Ｋｂｐｓ と遅いのがネックでした︒

ＡＤＳＬ回線であっても最高速度が１・５Ｍｂｐｓ︵１５００

桁違いの高速性を示すために
﹁ブロードバンド
︵広帯域＝高速︶
﹂

Ｋｂｐｓ ︶とダイヤルアップ接続の十倍以上です︒このような

ブロードバンド回線のもう一つの特徴は﹁常時接続﹂です︒

という言葉が多用されるようになりました︒

ダイヤルアップ接続は電話回線を使うため︑インターネットを

利用するたびにパソコンが﹁電話をかける﹂という動作をしま

す︒当然︑インターネット中はその回線で通話をすることはで

きませんし︑利用時間に応じた電話料金がかかるため︑インタ

ブロードバンド回線ではこのような時間による料金がないこ

ーネットを使う時間は最小限に抑える必要がありました︒

とが一般的です︒また︑インターネットと電話も同時に利用で

きます︒これにより︑月額数千円という安価な回線でありなが

ら︑専用線のようにいつでもインターネットにつながる環境を

このように大変安価で使いやすいのが︑ブロードバンド回線

利用できるようになりました︒

ット発展のなかでも大きな役割を果たしました︒

の特徴です︒ブロードバンド回線の普及は︑日本のインターネ

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/iijnews120

Information
リテールテックJAPAN 2014 出展のご案内

「IIJ GIOサイボウズ ガルーン SaaS」と、
「IIJセキュ
アMXサービス」を同時にお申し込みいただいたお客
さまが、下記の適用条件を満たす場合、両サービスを
特別価格で提供いたします。

POS、決済システム、チェーン本部システム、在庫・
物流管理システムなど、流通業界の経営やビジネス
を支える最新のIT機器・システム、関連サービスが
紹介される国内最大の展示会「リテールテック
JAPAN 2014」に、IIJはブースを出展いたします。

【お申し込み期間】
2014年3月末まで（同年6月までに利用開始）

山井美和

航海日誌は別名「ログ」と言いますが、ICT

響もなく過ごせたことは、通信の自由化やイン

業界でも使われるログとの関係をご存知でしょ

ターネットの発展拡大の恩恵かもしれません。

うか？

利用者にとって料金が下がり続けているのは嬉

船の速さを測るため、船の舟首（おもて）か

しいことでしょうが、事業者としては厳しい競

ら木切れ（Log）を海に投げて、船の舟尾（と

争が続いているということですので、正直なと

も、艫）までたどり着く時間を測って、計算し

ころ痛し痒しです。

たところからログと呼ばれるようになったとも
言われています。

来を見通したモノにはなっていませんし、通信

（ロープの先に板切れのついたものを艫から

サービスも未来像を実現しているとは言いがた

垂らし、送り出されたロープの長さを結び目

い状況です。

の数でカウントしたところから、船の速度を

特にサービス運用やサービスサポートは、お

「Knot ＝結び目」で表すのですが）の記録を航

客さまの満足を得るにはまだまだ機能的に足り

海日誌に残していたところから、
「記録を残す」

ないものだらけで、将来やらなければならない

という意味で使われています。記録を残すとい

ことや、やりたいことがたくさん残っています。

う意味では同じことなので、システムのログを

見方を変えて、これは宝の山だと考えて将来を

取るところからも System Log と呼ばれるよう

見据えています。
10年ひと昔と言いますが、ちょうど今から

このコラムも12回目を迎え、これまでの航

10年前、断腸の思いで別れた仲間とたまに会

跡を振り返って、昨年の IIJ のサービス運用は

って旧交を温めています。15年前に別の会社

どうだったか、自分なりに考えてみました。

に別れた仲間と再び同じ仕事をしていたりしま

残念ながら、この一年のあいだにも何度かハ
ードウェア障害、ソフトウェア障害やミスなど
で、お客さまにご迷惑をおかけしてしまい、申
し訳ございませんでした。
障害をゼロにするのは究極の目標ですし、障

す。20数年前に別れた仲間と偶然再会して昔
話に花が咲いています。
それぞれに航跡はくねくね曲がっていたり交
差していても、進んできた方向は一緒だったよ
うです。

■開催概要
【日
時】2014年3月4日
（火）
〜7日
（金）
10 : 00〜17 : 00（最終日のみ16 : 30まで）

害によるお客さまへの影響を最小限にとどめる

インターネットの明日は誰にもわからない未

ことは私たちの使命だと考えていても、障害が

知の海。その海を航海した記録をログに残して

起きてしまったことは事実なので、お客さまの

海に放り込み、進んだ距離を測る。そこは、も

【会

声やお叱りもしっかりと受け止めて改善して参

しかしたら膨大なログの眠る“ビッグデータの

ります。

海”かもしれませんね。将来、大物が釣れる日

場】東京ビッグサイト 東1・2ホール
小間番号：RT1215
【出展内容】IIJ GIO POSサービス、関連パートナー
ソリューション、事例など

詳細はIIJ営業担当までお問い合わせください。
詳細はこちら http://www.iij.ad.jp/GIO/rt2014/

昨年のインターネットは比較的安定していた
と思いますが、脆弱性を抱えた家庭用ネットワ
ーク機器の存在、相変わらずの DDoS 攻撃、改
ざんや不正アクセスなどは継続しています。
自然災害が猛威を振るった季節もありました

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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以前、小誌の特集にデータセンターの未来像
を寄稿したことがありましたが、現状はまだ未

また、船が海上を進んだ距離を測る測程儀

になったのだと思います。

他社グループウェア乗り換えキャンペーンのご案内

【適用条件】
● 他社グループウェア製品を利用中
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が、通信インフラは耐障害性に優れ、大きな影

がくることでしょう。2013年はそんなことを
考えているうちに過ぎて行きました。
これからも安全に、そしてお客さまに安心
してインターネットをご利用いただけるよう、
“宝の山”を目指してこの海を航海して行きます。
Mid ship, sir.

IIJ
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