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IIJ was founded in 1992 as a
pioneer in the commercial
Internet market in Japan.
Since that time, the company has
continued to take the initiative in
the network technology field,
playing a leading role in Japan’s
Internet industry.
The history of II J is indeed the
history of the Internet in Japan.
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株式会社インターネットイニシアティブ

※ 連載「人と空気とインターネット」は、お休みします。

世界のあらゆる仕組みを変えていく可能性の広がりを

でもある�その渦中にまみれて�いまだにこの技術が

り�二一世紀の産業のエンジンとな�ている技術革新

とならともかく�会社や事業の過去の経緯を振り返り

い感傷というオブラ�トに包まれてしまう�個人のこ

るのだが�過去の記憶を振り返ると�なんとなく優し

の詩句が浮かんだりして�いい年をして恥ずかしくな

小さなことだ�たのかもしれないと�
ＩＩＪを始めて�

も た ら す で あ ろ う�あ ら ゆ る 巨 大 な 変 化 を 考 え る と�

に焼きついたままだが�それもこの技術革新が将来に

いう感慨である�失敗や挫折の苦い思い出だけは鮮明

てきた二五年も�将来への準備段階に過ぎなか�たと

ものであるという確信だけが残�ている�
ＩＩＪの辿�

でしまう気がするのだ�たぶん�ほんとうは感傷とい

のことを当事者が振り返ると�他者が書くよりも歪ん

にはめずらしく�断固�拒否してきたのである�過去

り返るより�先のことを考えている方がいい﹂と�私

苦労をしてきた仲間に言われたのだが�その都度﹁振

に創業以来のことなどをまとめまし�う﹂と�一緒に

たびに﹁そろそろ社史は大げさだけど�忘れないうち

いつ始まるとも予測がつかないまま�いつかは始めら

些少な資金しかなく�役所の認可も取れていないわけで�

い 思 い に 仕 事 を 始 め た の で あ る�始 め た と い � て も�

ジニアが�広い空間に秩序なく椅子と机を置いて�思

高い天井の寒々しいオフ�スに集ま�た数人のエン

一階が�
ＩＩＪの始まりである�

自動車のシ��ル�ムだ�たという解体予定のビルの

オフ�スを構えたのが�一九九二年十二月三日だ�た�

いたビルを�私の友人から紹介してもら�た�そこに

の敷金�わずかな賃料ですむ�解体の時期が決ま�て

限りなくゼロに近い資本金で始めたＩＩＪは�最少

からの言葉は�そんなものだ�た�

できないまま�ビルより先に解体するに違いない﹂
�外

結局�インタ�ネ�トの接続サ�ビスを始めることが

いつまで籠城が続くのだろう�まだ夜逃げをしていない�

すべてがゼロ
ＩＩＪの始まりは�ほかに表現の
――
仕様がない状況だ�た�
﹁この会社�
永田町の解体ビルで�

ているからだろう�

代表取締役会長

俯瞰できないからだろうか�二五年の過去が一枚の紙

ながら�ついつい感傷という逃げ道に触れてしまうの
が嫌なのである�

いつも頭を離れないのは�湘南海岸から地球の海全体

う柔らかなお化粧に�すぐに堕してしまう自分を知�

ＩＩＪを創業して一五年とか二〇年の節目を迎える

を眺めているようなものだという思いである�

ンタ�ネ�トという技術が怖いほどの変化をもたらす

二五年を経て�ようやく助走が終わり�これからイ

に集約されてしまうような思いが強い�

む か し を 振 り 返 る と�ふ と�有 名 な﹁ミ ラ ボ � 橋﹂

月日は流れ 私は残る

日が暮れて 鐘がなり

ゼロからの出発

時間なのだが�あ�という間に過ぎてしま�た気がする�

五年といえば�四半世紀になる�言われてみれば長い

ＩＩＪは�十二月三日に創業二五周年を迎えた�二
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抜けのようなビルだ�たが�遅ればせに移転するテナ

解体が決ま�てからの入居だ�たので�もともと歯
たものだから�その空間の光景は�ますます不気味で

コンピ��タ類に黒いコウモリ傘をかけて日除けにし

るビルなのに�強烈な西日が当たるので�仕方なしに

だ�た�高い天井が災いして�移転するテナントさん

ントさんが次々にビルを出て行�た�引越しをするテ
異様なものとな�てい�た�黒い傘がコンピ��タの

れるはずのインタ�ネ�ト接続の商用化サ�ビスに備

ナントさんが�ウ�ンドウ越しに見えるＩＩＪの不思
上に開いているオフ�スを見て�歩道を歩く人はお化

からブラインドのおこぼれにあずかることはできなか

議な空間の惨状を察してくれるのか�事務机から�社
け屋敷のような印象を持�たらしい�
﹁この会社�なん

えて�さまざまな準備をしておくというのが�その仕

長室にあ�たであろうソフ�に至るまで�
﹁もしお使い
だろう？﹂と�いぶかるのが当たり前で�会社と認め

�た�サイズが合わないのである�永田町の中心にあ

いただけるのでしたら﹂と�持ち込んでくれた�空間
てくれたビジネスマンやＯＬは�まずいなか�たので

事だ�た�

はいくらでもあ�た�一人ひとり�高さも広さも異な
はないだろうか�
金策と役所の認可に明け暮れていた私の頭は�日々

る事務机をもら�た�その空間にはま�たく不似合い
なソフ�や机が持ち込まれ�そこに座�てみたりした�
座�た当人である私も�思わず噴き出してしま�たほ

たちの席とな�た�どこでも勝手な場所に置いてよか

間なのだから�好きな場所に机を置き�そこが技術者

並ぶとい�ても�レイアウトが必要ないほどの広い空

�てきて�人の数だけ�まちまちな事務机が並び始めた�

インタ�ネ�トに関わりたいという若い技術者が集ま

時間が経つにつれ�見通しゼロのようなオフ�スに

をついて�ガランとした空間を眺めていた記憶がある�

先行きの見通しが立たないままその椅子に座り�頬杖

という不安がますます膨らんでい�ただろう�行き場

状況が変わらないどころか�将来がないのではないか

とに中身が少なくな�ていく社員は�一年を過ぎても

を茶封筒に入れて渡されるだけで�それも月を追うご

話が大きくな�てい�た�毎月�月末にわずかな給与

なるのか�夜�社員と安酒を飲み始めると�だんだん

に近くな�た�底がみえてくると�かえ�て依怙地に

私の資金も毎月減り続け�個人の通帳も限りなくゼロ

過ぎ�一年以上経�ても�い�こうに状況が変わらず�

ど豪華な机や椅子もあ�た�それでも座り心地がよくて� ﹁徒労﹂という言葉がなじむようにな�てきた�半年が

�たのだが�傍に寄り合�て机の場所を決めるようで�

ないか﹂という会話をするようにな�た�それでも夜

のない状況を知�ているだけに�社員は﹁鈴木さんは

になると�技術者を誘い�ビルの近くで安酒を飲みな

かたまりにな�たいくつかの席と�ガランとした大き
サ�バをはじめ�インタ�ネ�トのサ�ビスを始め

がらインタ�ネ�トの将来を話し始めると�その場は

元気そうだけど�ほんとうのところは�ダメなんじ�

るための機器や設備が運び込まれるたびに�なんとな

な空間ができてしま�た�

くオフ�スらしい風情にな�てきたのだが�オフ�ス

ニ��ヨ�ク・ナスダ�ク市場への上場など�寸暇を

活発な議論とな�た�足元の状況や見通しなど�切迫

している事態が話題にのぼることはなか�た�なによ
惜しむように疾走を続けた�

というよりは�倒産寸前の町工場とい�たほうが適切

りもアメリカでは�インタ�ネ�トの爆発的普及が予
に焦点を当てた

ルコ�ルが入�て元気になると�若い技術者たちの話

への確信を話したほうがよか�たのかもしれない�ア

だから ……
そんな話をしていた�
将来がま�たく見えないときは�大きな思いや将来

で�給与なんか些細なことだ�いずれは認可されるの

事業をつくろうというのだから苦労するのは当たり前

話は要らなくなるのだ�
電話に置き換わる技術をも�て�

ＩＪが主導権を握る時代がくる�一〇年も経てば�電

本でた�た一つの企業だ�いずれＮＴＴに代わ�て�
Ｉ

は情報通信のインフラをつくり変えることができる日

でも話すことはあ�た�私もいい加減なもので�
ＩＩＪ

定款にある社名のとおり�技術的な﹁イニシアテ�ブ﹂

のだ�た�創業一〇周年を迎えたのは�そんな頃だ�た�

関するほとんどのプロトタイプは�
ＩＩＪが開発したも

とだ�た�しかも日本のインタ�ネ�トのサ�ビスに

インタ�ネ�ト利用者の存在と�企業にと�てもイン

初に予想し�
﹁大法螺﹂と言われた一〇〇〇万人単位の

業に近か�たのだが�状況が違�ていたのは�設立当

辞める社員はいなか�た�
ＩＩＪにと�ては二回目の創

立から挫折�破綻
苦い経験は重荷を残した�二〇
……
〇三年がその年だ�た�苦境に陥�たときも�
ＩＩＪを

ＣＷＣ
︵クロスウ�イブコミ�ニケ�シ�ンズ︶社の設

シリアスな経験もした�レイヤ�

は尽きなくなる�会話が盛り上がり�夜通しインタ�

をとり続けようとすることで�苦境を乗り切れるだけ

兆から現実のものになり始めていたのである�いくら

ネ�トの話だけを続ける�
﹁駒忠﹂から﹁養老乃瀧﹂と

の社員が育�ていたのである�
過去に触れないつもりが�二五年の歴史が記憶から

タ�ネ�トがビジネスのライフラインにな�ていたこ

いう居酒屋の梯子は�四〇歳も半ばにさしかか�た私
の 身 体 に は こ た え た が�技 術 者 を 奮 い 立 た せ る に は�

溢れてしま�たようだ�社名については�笑い話のよ

を出すのは月に一週間ほどにな�た�欧米に対抗して

常は国内外への出張が続くようになり�オフ�スに顔

まると同時に�全国展開�海外との折衝など�私の日

社してくれて�事業は一気に膨らんだ�サ�ビスが始

を始めることができた�営業の人間が一人�二人と入

ふた月を待たず�商用のインタ�ネ�ト接続サ�ビス

が頭に浮かび始めた頃�ようやく役所から認可が下りて�

そんな状態で一年半が過ぎ�
﹁自己破産﹂という言葉

にあ�て�
﹁ジ�パン﹂なしで�胸を張れる企業になる

言う�助走が終わ�て次のステ�プに進むＩＴの世界

の人は﹁インタ�ネ�トイニシアテ�ブジ�パン﹂と

のままで�略称をＩＩＪにしたのである�今でも海外

呂がよく�正式社名はインタ�ネ�トイニシアテ�ブ

のはいくらなんでもなあ﹂ ――
そんな言葉が出たので�
最後に﹁ジ�パン﹂を付けたら﹁ＩＩＪ﹂とな�て語

国のネ�トの知人から﹁世界のイニシアテ�ブという

ンタ�ネ�トイニシアテ�ブ﹂である�ところが�米

アルコ�ルの助けが必要だ�たことは間違いない�

アジアのインタ�ネ�トバ�クボ�ン網をつく�たＡ

ことが�次の目標である�●

うな思い出がある�定款にある社名は�いまだに﹁イ

ＩＨ
︵アジア・インタ�ネ�トホ�ルデ�ング︶社の設立�
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来るべき社会の姿について考えてみたい。

プラットフォーム

インターネットによる変革

多彩な新サービス
縦割りのサービス

など

EC

インターネットの将来に思いを馳せてみたい。
インターネット

トランスポート
インフラ

情報 コンテンツ
検索
配信
電話
放送
など
データ通信
電話
放送

浅羽 登志也

編集ツール: HTML, HTTP, ブラウザ

今号は、I I J、ひいてはネット社会全体が歩んできた四半世紀を振り返りながら、

各種コンテンツ

I I J イノベーションインスティテュート
取締役
iTunes Amazon
Google
Skype
Netflix

ネットワーク
サービス制御

I I J は創業 25 周年を迎えた。
ユーザに解放された領域

ユーザに
解放
された
領域
ユーザに
解放
された
領域
コンテンツ

The Internet
インターネットが起こした変革

インターネットが引き起こした変革を振り返りながら、

例えば、放送網は、放送サービス提供のために必要

インターネット以前の情報ネットワークである放

な放送ネットワークの構築・運用から、どの曜日の

ＩＩＪが起業した二五年前は、まだ誰も「インター

だけが研究目的で使っていて、一般の企業や個人が

どの枠にどの番組を流すのかといったサービスの構

送や通信は、垂直統合型のクローズドなネットワー

使うようになるとは思われていなかったのです。し

成・管理、そしてコンテンツである番組の制作に至

ネット」という言葉さえ知りませんでした。当時の

かし、それから二五年が経ち、インターネットは世界

る ま で、全 て を 放 送 事 業 者 が 実 施 し て い ま し た。

クでした。

中に広がり、現在では地球の人口の約半分にあたる

インターネットは、ごく一部の大学や企業の研究者

三七億人もの人をつなぐ巨大なネットワークに成長

自分で放送型のサービスをつくったり、好きなコン

ユーザはそのコンテンツを一方的に視聴するだけで、

特集イラスト／高橋 庸平

しました。
今、インターネット上ではたくさんのサービスが

Ｃサイト、オンラインバンキングやオンライントレ

コミュニティサイト、映像や音声の配信サービス、
Ｅ

ロールしていました。この場合、コンテンツである

サービスの提供まで、通信事業者が一括してコント

信ネットワークの構築・運用や、それを用いた通信

また、電話や電信などの通信サービスは、必要な通

テンツを発信することはできませんでした。

等々、あらゆ
ード、政府や自治体の行政サービス ……
るタイプの情報へのアクセス、さまざまなタイプの

通話や通信の内容はユーザに解放されており、法を

提供されています。コンシューマ参加型のブログや

コミュニケーションやコラボレーションが可能にな

遵守している限り、ユーザは何でも自由に流すこと

ができました。しかし、ユーザが通信事業者の通信

っています。

ネットワークを用いて独自のサービスを提供したり

さらに今後、 IoT
（ Internet of Things
）の動きが活発

インターネット 以 前は、ユーザが 放 送や 通 信の

になれば、あらゆる人とモノとがインターネットで

本稿では、二五年という短い時間でインターネッ

サービスを提供しようとしたら、自らが放送事業者

することはほとんど不可能でした。
トがどのように成長・発展してきたのかを簡単に振

や通信事業者となり、ネットワークを構築する必要

つながり合い、協働するようになるでしょう。

り返りながら、その流れのなかで、今どのような変化

があったのです。

めの通信ネットワークを構築するところから始めな

通信事業者になって、インターネットサービスのた

ターネットサービスが存在しておらず、
ＩＩＪ 自らが

実 際、
ＩＩＪが 設 立された 二 五 年 前は、まだイン

が起きようとしているのかを見ていきます。

情報ネットワークのオープン化
インターネットはこの二五年間に三つの大きな変

は異なるアーキテクチャのネットワークが世の中に

第一の変革は、インターネットというそれまでと

録を受け付けてもらえませんでした。今では考えら

からない理由から、なかなか通信事業者としての登

業が通信事業者になった前例がない、というよくわ

ければなりませんでした。ところが、ベンチャー企

広まることで、情 報 伝 達のためのネットワークが

れないことかもしれません。

革を起こしました。

オープン化されたことです。
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信の事業はオープンではなく、独自のサービスを新

インターネット以前は、あらゆる意味で放送や通
もう一つ重要な要素が

誰でも使うことができます。

インターネットによる第二の変革は、メディアの
インターネット 以 前は、大 勢の 人に 情 報やメッ

オープン化です。

使って 接 続さえすれば、誰でも 新たなサービスを

いるＴＣＰ／ＩＰという 世 界 標 準のプロトコルを

ラリと変わりました。インターネットで用いられて

うえで必要な全ての要素が、汎用のツールとして誰

活用してユーザが情報メディアサービスを構成する

で、インターネットというオープンネットワークを

ＨＴＭＬ、
ＨＴＴＰ、ブラウザの三つが揃ったこと

に、インターネット上でユーザが書いた文章を公開

ークが普及するにつれて、ブログや

セージを伝えるメディアサービスを新聞社や放送局

世界中に提供できるようになったのです。

でも利用できるようになりました。つまり、全ての
したり、ユーザが撮影した写真や動画を公開するこ

ユーザはブラウザを用いることで、あらゆるＷＥＢ

、 Internet Explorer
、
Firefox

たに提供しようと思っても、簡単に実現できる状況
など、ブラウザと呼ばれるソフトウェアです。
Safari

にはなかったのです。

インターネットのようなオープンなネットワーク
情報がＨＴＭＬで記述され、
ＨＴＴＰで配信されるよ

とを可能にするサービスが現れました。

などの大企業または国がコントロールしており、一

が世界中に広がることで、放送・通信・情報処理など、
うになり、ユーザはブラウザという 標 準インタフ

の情報にアクセスできるようになりました。

さまざまな業界が横につながることが可能になりま
ェースソフトウェアを 用いて、あらゆる 情 報メデ

しかし、インターネットが普及した今日、状況はガ

した。そしてインターネットは、あらゆる情報通信
ィアサービスを使えるようになったのです。
及し、
ＷＷＷの技術を活用すれば、かつては放送網と

オープンネットワークであるインターネットが普
持つ、ソーシャルメディアへと発展しました。

ＬＩＮＥなどのように世界中に数億単位のユーザを

の規模が大きくなり、ツイッター、フェイスブック、

）と言われていましたが、徐々にそ
Generated Media

こ の よ う な サ ー ビ ス は 当 初 、ＣＧＭ
（ Consumer

のよう
YouTube

しかし、インターネットというオープンネットワ

たサービスを提供することはできませんでした。

部の小規模なものを除いて、ユーザが自由にそうし

のための共通のプラットフォームへと成長し始めた
さらに、インターネットの普及が始まったのと同
いうクローズドネットワークで流されていたＴＶ映

のです。
じタイミングで、
ＷＷＷ
（ World Wide Web
）の 技術が

ＭＬを用いれば、
ＷＥＢのテキスト構造を記述したり、

はＨＴＭＬ
（ Hyper Text Markup Language
）で す。
ＨＴ

ＷＷＷは三つの要素から成り立っています。一つ

した。

スとして、誰でも構築して提供できるようになりま

プンプラットフォーム上のアプリケーションサービ

れていた音声が、インターネットという共通のオー

像や、電話網というクローズドネットワークで流さ

プしたり、
ＬＩＮＥでチャットしたり、アマゾンで買

近況をアップしたり、インスタグラムに写真をアッ

索したり、ツイッターで呟いたり、フェイスブックに

実際、今のインターネットユーザは、グーグルで検

開発・公開されました。

テキストのなかに文字・画像・動画・音声など多彩
い物をしたり ……
と、ネットワークを使っているとい
うよりも、複数の情報サービスを状況に応じて使い

なコンテンツ配信サービス、アマゾンや楽天のよう
のほうがしっくりくるようになりました。

トは巨大な情報通信メディアである、という言い方

今日では前頁の図に示した通り、電話や放送以外

なＥＣサービスなど、インターネットがあって初め

特に若い世代を中心に、新聞やテレビよりも、むし

なコンテンツを配置したり、さらには他のテキスト
きます。
ＨＴＭＬはインターネット上でデジタル化さ
て実現される革新的な情報サービスの全てが、イン

ろインターネットのソーシャルメディアで得た情報

分けている感覚だと思います。まさにインターネッ

れた情報を表現するための汎用的なツールと言える
ターネットというオープンプラットフォーム上で提

から、世の中の動向を把握している人のほうが多く

を参照するためのハイパーリンクを埋め込んだりで

でしょう。
供されるようになりました。このネットワークの

なっているかもしれません。

にも、グーグルのような検索エンジン、 iTunes
のよう

です。これはＷＥＢサーバとクライアント間におい
オープン化こそ、インターネットが引き起こした最

二 つ 目 はＨＴＴＰ
（ Hyper Text Transport Protocol
）

て、
ＨＴＭＬで表現されたテキストやデータを送受信
初の大きな変革でした。

ＨＴＭＬとＨＴＴＰはどちらも 標 準 化され、広く

次に起こったメディアのオープン化

築できるプラットフォームに成長したために起こっ

ワークがオープン化され、誰でも情報サービスを構

このような変化は、インターネットによりネット

するための汎用プロトコルです。
公開されたオープンスタンダードなので、世界中の

自動車は個人が所有するものではなくなり、社会基

例えば、近い 将来、自動運転車が 実用化されれば、

メディアサービスのアプリケーションが集まり、そ

盤の一部として共有利用されるようになるかもしれ

きるようになりました。それによってクラウド上に

第一の変革の段階では、大規模なインターネット

れらのユーザが生成するコンテンツや利用履歴に関

た第二の変革と言えるでしょう。
接続事業者に大量の情報が集まっていたので、そう

呼びよせて、好きなところまで移動し、かかった料金

ません。スマホで最寄りの空いている自動運転車を

最近では、こうしたデータをビッグデータ解析や

は自分の口座から自動的に決済するような仕組みが

する膨大な情報が蓄積されるようになりました。

ました。しかし第二の変革が進み、ソーシャルメデ

ＡＩの手法を活用して分析することで、ユーザの思

できるでしょう。もし自動運転車を制御するための

した事業者を中心にインターネットは広がっていき
ィアサービスが大規模化すると、次第にメディアサ

考や行動を予測し、必要になりそうな情報を先取り

ＡＰＩが標準化されオープンになれば、誰でもタク

今ではグーグル、アマゾン、フェイスブックといった

ー ビ ス 事 業 者に 集ま る 情 報の ほ う が 膨 大に な り 、

なります。さらに、人の移動だけでなく、いろいろな

シー業のようなサービスを構築・提供できるように

ユーザのネット利用を補助するといった知的なメデ

メディアサービス事業者がインターネットの中心を

して提供したり、アップルの
や
と
Siri
Google
Assistant
いったＶＰＡ
（ Virtual Personal Assistant
）のように、

占めるようになり、ネットワークの構造自体が変化

モノを流通させるサービスも自動運転車を活用すれ
このように、社会を構成するさまざまなモノがイ

ば、誰でも提供できるようになるでしょう。

ィアへの発展も始まっています。

そして社会のオープン化へ

してきています。
そして、それらのメディア事業者は大量の情報を
高速に処理する必要性から、たくさんのコンピュー

得し、また制御する手段が標準化されオープンにな

ンターネットにつながり、それらが発する情報を取
こうした変革は、三七億人もの人がインターネッ

タやストレージを持つ大規模なデータセンターを設
置するようになり、さらに世界中のユーザに安定し

れば、もっと多くの人が新たなサービスを構築・運
なります。このようなコネクテッドかつオープンな

トにつながり、さまざまな情報をやり取りするよう
ガートナー社の調査によると、二〇一四年にはす

社会の実現に向けた変革はすでに始まっていると言

たサービスを提供するために、データセンターを世

でにネット人口と同じ約三七億個のモノがインター

えるでしょう。

営して、より便利な社会づくりに参画できるように

ネットにつながっていたそうです。これには家電製

になったことで起こったものです。

現在では、インターネットで新たなメディアサー

品、自動車、工場のロボットなど多種多様なモノが含

界各地に展開しています。やがて、そうした事業者

ビスを始めようと思う人は、自分でサーバコンピュ

ま れ て い ま す。そ し て 二〇二〇年に は 二 五〇億 個、

が持つ大量のリソースをユーザにも提供し始めたこ

ータを用意する必要はなく、代わりにクラウド事業

もしくはそれ以上に増えると予測しています。つま
ＩＩＪはこれまでインターネットというオープン

とで、クラウドサービスが始まりました。

者の仮想サーバを借りて、そこに自分のサービスを

り、これからインターネットで 情 報をやり 取りす

ネットワークの構築から始まり、クラウドサービス
やモバイルサービスなど、さまざまなネットワーク

新たな変革のために

実現するためのソフトウェアをアップロードして稼

る 主体は 人ではなく、モノになるということです。
これが

サービスや情報メディアサービスのためのプラット
将来の変革に備えて

フォームを 提供し 続けてきました。そして 現在も、
トにつながり、相互に情報をやり取りしたり、ユーザ

に力を注いでいます。

社会を構成しているあらゆるモノがインターネッ

ばれる次の変革の方向性です。

とか、 IoE
（ Internet of Everything
）と 呼
IoT

働させればいいのです。
一方、ユーザ側の端末もスマホやタブレットが普
及したために、誰もがブラウザの動く端末を携帯し

サービス独自のインタフェースソフトも、アンドロ

のアプリケーションから制御できるようになること

これからもＩＩＪはインターネットが引き起こし

ている状況になりました。汎用のブラウザではなく、
イドやｉＯＳに準拠したものを開発すれば、世界中

で、インターネットが引き起こしてきた変革の波が、

た変革を先取りしながら、新たな社会基盤の形成に

の基盤開発やサービス開発
IoT
のユーザに利用してもらえます。

通信やメディア業界以外の、あらゆる産業やサービ

貢献していきたいと考えています。●

こうしてクラウドとスマホ用のソフトウェアをつ

スに広がっていく可能性があるのです。

くるだけで、さまざまなメディアサービスを提供で
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今やインターネットは我々の日常生活のあらゆる

れなくなっています。法人・個人を問わず、ネット

ところに普及し、ネットワークのない生活は考えら
ワークを介して日々、大量の情報が世界中でやり取
りされ、我々はそうした情報に接しながら生活や活
動を営んでいます。

インターネットが当たり前になった今、インター
ネットには何が求められているのでしょうか？ Ｉ
ＩＪの創立二五周年にあたり、改めてインターネッ

トを展望してみたいと思います。

現実の一部になったインターネット
最初に、ひとつ明確にしておきたいことがありま

す。インターネットはすでに「現実」の一部であると
いうことです。
以前ほどではないにせよ、いわゆる日常を「現実」
「リアル」
、インターネットを「バーチャル」
「サイバ

ー」と区別し、それぞれを別の事象として扱う風潮が
あるように感じます。しかし、そうした区別はもは
捉えるうえで弊害になるとさえ思えます。

や無意味であるばかりでなく、むしろ物事の本質を
ネットでのコミュニケーションは、既存の手紙・
電話・駅の伝言板・喫茶店の落書き帖などと本質的

にどこが異なるのでしょうか？ ネットで知り合っ
た人と、ひと昔前の雑誌の文通欄で知り合った人と
の本質的な違いは何でしょうか？ インターネット
というメディアの空間的な広がり・伝達速度・情報
量の多さは、以前の手段とは比較になりませんが、本
質においては同じはずです。
「ネット」という言葉から連想される、ツイッター、

そろそろやめるべきではないでしょうか。今、社会

どより、明らかにネットのほうが多いでしょう。ネ

今日、コミュニケーションの機会は、電話や手紙な

救われたり、助けられたりすることは、ネットで傷つ

ませんが、ネットでのコミュニケーションによって

決して大きく取り上げられることはないかもしれ

れは道具が担う責任以上のものではなく、過分な責

的な話題・問題になっている現象は、ネットだから

代はネット社会であり、ネットなしでは成り立たな

ット上での会話や活動は、現実の一部なのです。現

にはならないでしょう。

起こったわけではなく、ネットでなくても起こり得

が紹介されていました。素晴らしいと感じました。新しいメディアに

順応するのは容易ではないですが、彼・彼女の現実の声を拾い上げ

る手段として、ネットの活用を前向きに検討してもらえたらと、切に

願っています。

ラウドサービスの充実、ネットサービスの高度化・

近年、企業の情報インフラは、アウトソーシングやク

観光地で、海外で ……
利用できるようになりました。
他方、組織の情報システムはどうでしょうか？

で、あっという間に、街角で、職場で、電車のなかで、

タが劇的に増え、ありとあらゆる情報をネット経由

り取りされる情報、写真や動画など蓄積されるデー

サービスを利用するのが当たり前になりました。や

てこの一〇年で、スマホを手にネットやクラウドの

九九六年で、 iPhone
の 登場が 二〇〇七年です。そし

個人向けのインターネットが普及し始めたのが一

ユーザの手元環境がどんどんリッチになっています。

スマートフォンやタブレットが多機能化・大容量化し、

種多様なサービスが爆発的に普及しています。また、

クラウドコンピューティングが急速に発展し、多

組織の情報インフラが
もっとも〝プア〞な現状

していきたい気持ちは誰しも同じです。

本当に嬉しく思います。そういうネット社会を目指

けられたり、苦しめられたりすることと同じくらい

到達する前に自分たちが近づいていく」という活動をしているＮＰＯ

いし、むしろそこからスタートすべきことのほうが

テレビで「ネット上の自殺に関する声を拾い上げ、悪意のある人に

多いように思います。

じられ、ネット上での自殺や自殺ほう助に類するコメントを規制しよ
自殺に関するネット上でのつぶやきが殺人事件につながったと報
うとする動きが出ています。

しかし「自殺」という言葉をネットから削除しても問題解決にはつ
ながらず、むしろ救いを求める声をどんどん遠ざけてしまうように思
います。それよりは、ネットを活用した救済手段を考えるほうが有
効ではないでしょうか？

ある新聞に「ネットという虚空に向かって自殺願望をつぶやく」と

書かれていましたが、仮にネットが虚空だとしたら、彼・彼女はなぜ

ネットでつぶやいたのでしょうか？ 答えは明白で、彼・彼女にとっ

て、ネットのほうがつながりを確認できる「現実そのもの」であり、

つぶやける場所はそこしかなく、電話や自宅訪問といった手段は敷

例えば、自動車を使った銀行強盗のことを「自動車

す。従来のコミュニケーションツールもそうだったように――。

はあるのではないか ……
少なくともそうと信じたい
です。もちろん、救われたり助けられたりすること

ルをあげるのではなく、使い方を学んでいくことで解決できるはずで

今後もますますネットの影響力は大きくなり、そ

もちろん気軽さゆえの問題もあるでしょうが、それは使う際のハード

犯罪」とは言わないですし、電話を使った詐欺を「電

かったことを考えると、その存在はむしろ歓迎すべきだと思います。

のほうが多いとしたら、ネットに関わる人間として

ネットは「トイレの落書き」と揶揄されたこともありましたが、こ

れにともない責任も重くなっていきます。ただ、そ

れまでこんなに敷居の低い、気軽なコミュニケーションツールはな

話詐欺」とは言いません。手段はあくまでも手段で

居が高かったのです。

切だと思うのです。

たと考え直し、問題の本質を見極めていくことが大

あって、通常、物事の本質はそれとは別のところにあ

三膳 孝通

ＬＩＮＥ、フェイスブックなどＳＮＳにおけるコミ

I I J 技術主幹

任をネットに押し付けるのは、最終的な問題の解決

インターネットが果たすべき役割を再検討してみたい。

ります。

本稿では、現実に即した視点からインターネットのあり方を捉え直したうえで、

ュニケーションを特殊であるかのように扱うのは、

今、インターネットに求められるもの
「自殺」について
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高速化、そして情報セキュリティ対策の負担増など

く、外部とほぼ同じと見なさなくてはならないので
情報インフラとしての側面について、今後のあるべ

の側面です。ここからはＩＩＪが深く関わっている

応コストを最小限に抑えて、ユーザのリッチな環境

内の情報インフラはプアなままに保ち、変化への対

トに対して適切な対策を望む声が増えています。ネ

用による犯罪の増加などにより、最近、インターネッ

情報セキュリティの深刻化やネットの不適切な利

き姿とともに考えてみましょう。

す。

スマホの進化、クラウドサービスの多様化、モバイ
を活用してその要求に応えていくのが、ビジネス的
ットが安心・安全に使われることが重要なのは言う

このように環境が大きく変化している最中に、社

により、徐々に外部サービスの利用へと転じ、組織内

ル環境の整備、新たなコミュニケーションツールの
にもっとも合理的な解決策だ、と一般には考えられ
までもなく、そのための多くの努力が事業者や業界

の情報インフラは縮小し続けているのではないでし

登場など、新しい使われ方が日々生み出されるなか、

ています。ただし、何もかも外部に丸投げしてしま

ょうか？

組織の情報システムを変化の速度に追随させていく

うのでは？ とも感じています。インフラにはイン

団体によって行なわれています。ただ、何もかもネ

それぞれの組織には、それぞれのＩＣＴの使い方
は、今後の発展を阻害しかねないからです。

フラとしての本分があり、それ以上のことを担うの

うのは、
ＩＣＴが一段と重要になるなか、ノウハウを

があります。さし当たり今は、外部リソースを活用

ことは、ほとんど不可能と言えるでしょう。特に日

するのが合理的かもしれませんが、そんなときこそ
インターネットがこれほど広く普及した要因の一

ット＝インフラ側に対応を求められるのは、少し違

では、組織内の情報システムがプアだと、何が問題
情報活用・ＩＣＴ活用に関する根本的なノウハウを

つに、インターネットが「情報流通に特化したインフ

失いかねないので、できれば避けたいところです。

なのでしょうか？ 一般のユーザはスマホという高
蓄積しておくべきではないでしょうか。組織内の情

ラ」である点が挙げられます。原理的にインターネ

本の組織の情報システムは、最先端というより保守

性能なデバイスで多機能なクラウドサービスを使い
報システムの構築・運用といった手間と時間のかか

ットでは、つながる機器（サーバや通信機器としての

的になりがちで、現 実の 環 境のなかではもっとも

こなしており、組織の情報システムでも同じような
る作業から一瞬解放されるかもしれないこの時期に、
ルータ、
ＰＣやスマホなどの端末、センサなどの

組織内には重要な顧客情報や経営情報があるので、

〝プア〞といっても過言ではありません。

使い方ができたら便利なのに、と思うのは当然です。
次の時代の情報活用や実装のあり方を想定し、組織
機器も含む）がアプリケーションやサービスを自由

てのデータを透過的に通すのみです。従来型のネッ

に決められる一方、ネットワークの役割は情報とし

IoT

の情報体力を蓄えておくことが重要なのです。
スマホ・クラウド時代がいつまでも続くわけでは
トワークが利用するアプリを規定したり、その機能

それを守るにはネットから閉じた環境において、特
定の使い方しか許可しない、というのが今までのセ
回されるのではなく、長期的な展望を携えて、情報活

ありません。たかだか一〇年程度のトレンドに振り
を支援していたのと異なり、インターネットはアプ

内ネットワークにつながっている機器は、パソコン
用の戦略を立てていくことが、今の組織に求められ

リの機能を規定しません。それゆえ、新しい機能や

キュリティに対する考え方でした。しかし今や、社
やプリンタといった情報システム部門が把握してい
ていると思います。
サービスがインターネット上で次々と実装されてき
たのです。
ＷＷＷ
（ World Wide Web
）も当初はインターネッ

さらには、標的型攻撃などの巧妙化により、社内ネッ

インターネットには、主に二つの側面があります

ようになったことで、さまざまなサーバやブラウザ

ルが提案され、ブラウザが実装されて広く使われる

トの標準的な機能ではなかったのですが、プロトコ

トにつながったパソコンもセキュアとは言い切れま

「情報インフラ」としての側面と、本稿冒頭で述
――
べた「ネット」と呼ばれる現実に浸透した情報利活用

ＩＩＪが 提 供してきた 過 去のサービスの 多くは、

情報インフラとしての
本分・身の弁え

る機器だけでなく、携帯電話などのモバイル機器が
ワイヤレスでつながっていたり、コピー機などのＯ
Ａ機器がメンテナンス目的でつながっていたり、カ

メラやセンサといったいわゆる
機器がいつの間
IoT

せん。つまり、社内ネットはもはや安全地帯ではな

剰になり、ネット上のサービスやコンテンツを制限

基本的に「こんなサービスが欲しい」という視点から、

にか 接続されていたりするケースが 考えられます。

サービスなどのコンテンツ、ホスティングなどのア

してしまうような事態は避けなければなりません。

れるネットにおいて、基本的な安全性や信頼性を確

今後も新しいサービスや利用形態の出現が期待さ

ないサービスが登場・普及しました。

ニケーションツールなど、ネット上でしか実現し得

そしてその後も動画サイトやＳＮＳのようなコミュ

普及の原動力となったムーブメントが誕生しました。

エネルギーインフラとしての電力の汎用性・柔軟性

ジオやテレビといった数多くの家電が登場したのは、

目的を制限したりはしません。洗濯機や冷蔵庫、ラ

力」というインフラも同様で、家電製品の種類や利用

「電
フラとしての機能のみを提供しているからです。

ＥＶ
（ Electric Vehicle
）や自動運転車
たりはしません。
といった新しい乗用車が登場したのは、道路がイン

動車の機能や性能を規制したり、利用目的を制限し

例えば「道路」というインフラは、道路上を走る自

うときが来る、そのときに使えるような品質を」と考

が今日ほど普及する以前から「いつかビジネスで使

ビスは提供したくなかったのです。インターネット

てきた以上、ビジネスで使えないような品質のサー

ちがビジネスを行なううえでインターネットを使っ

が高い」と言われたサービスもありましたが、自分た

ング然り、クラウド然り ……
。つなぎたいと思った
「料金
らつなげられる、使いたいと思ったら使える、

クティビティ然り、セキュリティ然り、アウトソーシ

自分たちのニーズを具体化してきたものです。コネ

などのソフトウェア、検索エンジンやディレクトリ

等々の登場に
ウトソーシング、個人向けＩＳＰ ……
つながり、ネットサーフィンというインターネット

保することはもちろん大切です。しかし、それが過

に依る部分が大きいのです。

信頼性・安全性・利便性を高めるために、また、普遍

い利用形態を妨げないことが不可欠です。もちろん、

しそのためには、インターネットが原則として新し

後も多種多様な利用がなされていくでしょう。しか

ト」という側面でもまだまだ発展の可能性があり、今

ることこそ、とりもなおさず光栄だと感じています。

苦労があるのですが、そんなふうに使っていただけ

た。当たり前に使っていただく裏には、実は多くの

も「普通に使える」ことが求められるようになりまし

なく、日常生活のあらゆる場面で利用され、品質面で

幸いなことに、インターネットはビジネスだけで

えていました。

化・高信頼化・高速化・汎用化・省電力化・多機能

これからもネットワークは至る所に張りめぐらさ

インターネットは、情報の利活用に資する「ネッ

化を実現していくために、インフラとしてのインタ

れ、我々の想像を超えるような使われ方も出てくる
でしょうが、どんなときにもインターネットは何ら

ーネットがやらなければならないことはたくさんあ
ります。
ＩＩＪが 進めているフルＭＶＮＯや

かの役割を果たしています。
ＩＩＪはその世界に向か

今ほど使われなくなっているかもしれません。人々

wizSafe

って、インターネットの良きユーザとして、そして良

として展開しているセキュリティ事業も、その具現
化の一過程であると考えています。

きサービス提供者として貢献していけるよう、頑張
っていきたいと思っています。
ＩＩＪはＩＳＰであるため、ビジネス 面ではサー

の暮らしのなかに溶け込んで、意識されることが全

インターネットのユーザとして

ビス提供者としての役割が大きいのですが、それと

遠くない将来、
「インターネットで」という言葉は

同時にインターネットを利用するユーザでもありま

くなくなってしまう ――
しかし我々にとって、そう
いう世界がむしろ目標なのです。●
す。
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ましたが︑国毎に長距離の国際回線を引くのは非効

I I Jサービスの歴史
1992 年の創業から四半世紀 ―― I I J が世に送り出してきた代表的なサービスを紹介しながら、
I I J とインターネットを取り巻く世界がどのように変化してきたのかを振り返る。
I I J CIO

橘 浩志

黎明期 ︵一九九三年〜一九九五年︶
〜日本初のＩＳＰとして
接インターネットにつなぎたい人にとっては待望の

晴れて真の﹁インターネット接続﹂となりました︒

サービスでした︒翌年三月には海外ともつながり︑

一九九四年五月﹁ダイアルアップＩＰサービス﹂開始

それまでＩＰで直接インターネットにつなぐには

固定ＩＰアドレスの取得が必要でしたが︑電話回線

でつなぐたびにＩＰアドレスを割り当てるＰＰＰ技

術により︑家庭でもモバイルでも簡単にインターネ

20

ットに接続できるようになりました︒モデムという

データを音声に変換する機器を使っていたため︑

ｋｂｐｓ ほどの低速でしたが︑インターネットの普及

一九九四年一一月﹁ファイアウォールサービス﹂開始

に大きく貢献しました︒

当時はファイアウォール専用のハードウェアがな

かったので︑汎用のサーバに他社製ソフトをカスタ

マイズして載せたものをレンタルで提供しました︒

全ての端末が直接インターネットにつながっていた

時代から︑ファイアウォールの内側にイントラネッ

ウザを介して世界中のあらゆる情報にアクセス可能

トを築く形態が普及する契機となったサービスです︒

て電話回線経由でメールやネットニュース︵掲示板︶

になりました︒それは︑メールのような一対一の通

一九九五年一月﹁アイアイジェイメディアコミュニ

をやり取りしていました︒バケツリレー的な仕組み

信ではなく︑一人が不特定多数に向けて情報発信で

一九九三年七月﹁ＵＵＣＰサービス﹂開始

のため︑メールが相手に届くまでに数時間かかるこ

きるようになるパラダイムシフトでした︒そこで新

一九九四年にＷＷＷ技術が開発され︑誰もがブラ

ともありました︒このサービスでは︑大規模なＵＵ

会社のもと︑
ＷＥＢホスティングのような新しいメデ

ケーションズ︵ＩＩＪ ＭＣ︶
﹂設立

ＣＰサーバをバックボーンに直結し︑スムーズにメ

ィアに対応するサービスを提供しました︒

﹁ＵＵＣＰ﹂とはＵＮＩＸサーバ間でファイルを転

ールが届くようにしました︒

一九九五年一一月﹁アジア・インターネット・ホール

送する機能で︑インターネットの初期はこれを使っ

一九九三年一一月﹁インターネット接続サービス﹂開始

ディング︵ＡＩＨ︶
﹂設立

Ｂｏｎｅ﹂を築くために設立した会社です︒インター

国内で初めてＩＰで直接インターネットにつなぐ

認可がおりず︑接続先は国内限定という船出でした

ネット発祥の地・アメリカとの接続が求められてい

アジア各国をつなぐインターネットの幹線網﹁Ａ –

が︑まだＵＵＣＰが主流だったので︑国内限定でも直

をつくれる時代ではなかったので︑このサービスを

サービスを提供しました︒当初︑国際通信のための

一九九六年一二月﹁ＩＩＪ４Ｕ﹂開始

個人向け接続サービスが急速に広がり︑
﹁ＮＴＴテ

員もいました︒

自宅のネットワークのために自腹で購入していた社

率的なので︑アジアのネットワークハブを構築し︑安

レホーダイ﹂の登場もあって︑二三時からインターネ

利用者にとってメールは届くのが普通ですが︑シ

価で効率的な国際接続環境をつくるという壮大なチ

当時は従量料金が当り前でしたが︑インターネット

ステム間でやり取りする仕組みは複雑です︒そこで︑

一九九八年七月﹁ＩＩＪポストオフィスサービス﹂開始

も使い放題にしたいという強い思いから月額固定に

中小企業などがインターネットを導入する際に負担

ットを使うというライフスタイルが生まれました︒

◇一九九五年一月の阪神・淡路大震災は︑日本が情報化社会に

の大きかったメールサーバの構築・運用を代行する

ャレンジでした︒

なって初めて経験する大災害でしたが︑電話はつながらなくて

郎のテレビＣＭとアイドル歌手の広告で︑一〇〇万

ためにこのサービスをつくりました︒
ＩＩＪのメール

おはこ

ユーザ獲得を目指して︑宣伝にもかなり力を入れて

関連技術は︑このころから〝十八番〟と言えるもので

サービス・ソリューション提供
（法人）
サービス提供
（個人）
製品開発

いました︒

日本オラクル
（株）
、
シスコシステムズ
（株）
、
IIJ、
「CDN JAPAN」
を発足

した︒

米国ナスダック市場へ上場
CWC、

一九九七年一一月﹁ＩＩＪエコノミー﹂開始
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米国ナスダック市場へ上場
IIJ、

一九九八年八月﹁ＳＥＩＬ﹂販売開始

2000
2 （IIJ-Tech）iBPS
マネージド・ルータ・サービス
3
ルータレンタルサービス
DNS アウトソースサービス
DNS セカンダリサービス
属性地域 JP 型ドメイン管理サービス
IIJ Web アクセス管理サービス
4
（MC）
大規模同報通知サービス
SEIL T1 を販売開始
7
IIJ セキュリティプレミアム
ストリーミングオンデマンドチャンネル
8 （MC）
IPv6 ネイティブサービス
9
IIJ セキュアリモートアクセス
IIJ ダイアルアップアドバンスト
（IIJ-A）DSL Internet Connection Service
gTLD 型ドメイン管理サービス
11
（IIJ-Tech）
iBPS One-To-One
12 （IIJ-Tech）データストレージサービス
2001
3 （IIJ-A）Enterprise E-Mail Service
IIJ Web スタンダード
IIJ ネットワーク侵入検知サービス
4
汎用 JP 型ドメイン管理サービス
Backup4U エンタープライズ
マルチフィード JPNAP サービス
5 （MF）
IIJ DSL/F サービス
IPv6 ソリューションサービス
7
IIJ FiberAccess/Fサービス
8
IIJmio
9
IIJmio プライムメールサービス
IIJmio DSL/De サービス
SEIL/neu シリーズを販売開始
10
IPv6/IPv4 デュアルスタックサービス
11
IIJmio DSL/SF サービス
IIJmio セーフティメールサービス
12
（MC）メールオペレータサービス
2002
IIJホスティング ONE
1
Omnibus
2
IIJ ダウンロードサイトサービス
IIJmio FiberAccess/SF サービス
IIJ Mail ゲートウェイサービス
3
IIJ セキュリティスキャンサービス
（IIJ-Tech）iBPS セキュリティアセスメントサービス
IIJmio パーソナルドメインサービス
IIJ グローバル VPN サービス
4
IIJmio モバイルアクセスサービス
9
（MC）ビデオカンファレンスブリッジ

（株）
クロスウェイブコミュニケーションズ
（CWC）
設立
（2003 年12 月 NTTコミュニケー
ションズ
（株）
へ営業譲渡）

ＳＯＨＯのような 小 規 模の 事 業 者 向けに 始めた︑

IIJ ダイアルアップスタンダード
（CWC）高速バックボーンサービス
IPv6 商用実験サービス
（CWC）広域 LAN プラットフォームサービス
IIJ セキュリティスタンダード
IIJ T1 スタンダード

（株）
ネットケア
（NC）
設立
（2014年10 月に
（株）
IIJ エンジニアリングに社名変更）
IIJ 技術研究所設立

インターネットの個人利用者が一〇〇〇万人に迫

IP マルチキャスト配信サービス
IIJ ポストオフィスサービス
IIJ メールボックスサービス
SEILを販売開始
IIJ ネットワークセキュリティ
ID ゲートウェイサービス
IIJ ダイアルアップ E レート

IIJ-Aが米国で ISP 事業を開始

したのは画期的でした︒さらに斬新だったのは宮史

エンタープライズ ダイアルアップ IP サービス
IIJ エコノミー
（MC）
メーリングリストサーバサービス
（MC）同報通知サービス
（MC）ftp ファイルサーバサービス

インターネットマルチフィード
（株）
（MF）
設立

もインターネットで安否情報が伝えられたことが注目を集め

サーバハウジングサービス

（株）
アイアイジェイテクノロジー
（IIJ-Tech）
設立
（2010年に IIJ に吸収合併）

ました︒このときにできた﹁災害に強いインターネット﹂とい

ネットワーク型ダイアルアップ IP サービス
（MC）
サーバ構築サービス
（MC）ホームページハイグレードサービス
IIJ4U

（株）
アイアイジェイメディアコミュニケーショ
ンズ設立
（MC）
（2005 年に IIJ に吸収合併）
（株）
アジア・インターネット・ホールディング
設立
（2005 年に IIJ に吸収合併）
（IIJ-A）
設立
IIJ America Inc.

一つと言えるでしょう︒

（MC）ホームページスタンダードサービス
端末型ダイアルアップ IP サービス

特別第二種電気通信事業者に登録

安価なデジタルアクセスをアクセス回線とした廉価

1999
2
4
8
10

ダイアルアップ IP サービス
ファイアウォールサービス

（株）
インターネットイニシアティブに社名変更

ろうとするなか︑誰でも簡単にＬＡＮ環境を構築で

8
10
12

UUCP サービス
インターネット接続サービス

版専用線サービスです︒簡単にホームネットワーク

1998
2
4
7

（株）
インターネットイニシアティブ企画設立

うイメージは︑
ＩＩＪが﹁つなぐ﹂ことに心血を注いだ成果の

12
1997
4
9
10
11

成長期・前期 ︵一九九六年〜一九九九年︶
〜もっと使いやすく

1992
12
1993
5
7
11
1994
2
5
11
1995
1
7
11
1996
3
4
11
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むずかしくなってきた状況に応えるものでした︒

イアウォールだけでセキュリティを確保することが

成長期・後期 ︵二〇〇〇年〜二〇〇三年︶
〜ブロードバンドの普及
二〇〇一 年 八 月﹁ＩＩＪ ＦｉｂｅｒＡｃｃｅｓｓ／Ｆ

きるようにと小型ルータを独自開発しました︒
ＩＳＰ
とお 客さまをつなぐ﹁命 綱﹂が 名 前の 由 来ですが︑
二〇〇〇年二月﹁ｉＢＰＳ﹂開始︵ＩＩＪテクノロジー︶

ＩＩＪ ︑トヨタ︑ソニーの三社が共同で設立した会

ョンズ︵ＣＷＣ︶
﹂設立

一九九八年一〇月﹁クロスウェイブコミュニケーシ

がら引き継がれています︒

を一〇年以上先取りしていました︒

必要なだけ使える﹂という﹁クラウド﹂のコンセプト

み合わせたサービスをつくりました︒
﹁必要なときに

ーバ︑決済・物流機能︑構築・運用サービスなどを組

トを手早く立ち上げたいというニーズに対して︑サ

など多様化しました︒そこで︑企業独自のＥＣサイ

二〇〇二年二月﹁Ｏｍｎｉｂｕｓ ﹂
︵初代︶開始

ドはあっという間に企業に浸透していきました︒

回線が安価に導入できるようになり︑ブロードバン

ベストエフォートとは言え︑
〝Ｍｂｐｓ 〟単位の高速

ッツ﹂を利用したブロードバンド接続サービスです︒

そ れ ぞ れＮＴＴの﹁フレッツ・ＡＤＳＬ﹂
﹁Ｂフレ

サービス﹂開始

二〇〇一 年 五 月﹁ＩＩＪ ＤＳＬ／Ｆサービス﹂開始

販売を実施したモデルでもありました︒
﹁みんなＳＥ

オンラインモールが急拡大し︑商品も衣類や食品

社です︒
﹁全国のＬＡＮをイーサネットでつなぐ﹂と
二〇〇〇年八月﹁ストリーミングオンデマンドチャ

﹁ Simple and Easy Internet Life
﹂の 略でもあり︑ＷＥＢ
ＩＬになる﹂という熱い想いは︑今もかたちを変えな

いう広域ＬＡＮのコンセプトは革新的でした︒専用
ンネル﹂開始︵ＩＩＪ ＭＣ︶

ＬＡＮなどと複雑化するなか︑それらを統合的に管

企業ネットワークがインターネット︑
ＶＰＮ︑広域

対し︑距離に関係なく均一の課金体系を採用した点

線サービスが拠点間の距離に応じて課金されるのに

社外からのリモートアクセスを簡便にするための

一九九八年一二月﹁ＩＤゲートウェイサービス﹂開始
用され始めたため︑ストリーミング配信に特化した

でしたが︑企業ＰＲやセミナー中継などに映像が活

ストリーミングは音声中心で︑映像も見づらい状況

二〇〇二年一一月﹁ＩＩＪ ＶＰＮスタンダード﹂開始

がれていきます︒

余儀なくされましたが︑そのＤＮＡはのちに受け継

ました︒時代を先取りし過ぎたのか︑すぐに撤退を

理する仕組みをつくれないかという発想から生まれ

サービスです︒当時はダイアルアップで社内のゲー
サービスをつくりました︒高いレベルの配信技術は︑
企業の拠点ＬＡＮをブロードバンド回線でＶＰＮ

当 時は ｋｂｐｓ 以 下の 通 信 速 度が 普 通でした︒

トウェイにつなぐのが普通でしたが︑海外からだと
沖縄で開催されたサミットにおける〝史上初のスト

も画期的でした︒

通信費がかさむため︑
ＩＩＪの海外アクセスポイント
接続することで︑低コストのＷＡＮ環境を構築する

できる 反面︑設定が 複雑で 運用が 大変だったので︑

リーミング中継〟にも活かされました︒
ＩＰｖ ６で直接インターネットにネイティブ接続
ＶＰＮ接続用の機材を各拠点に配り︑運用を代行す

につなぐ際に﹁ＩＤゲートウェイ﹂でユーザ認証を行

する国内初のサービスです︒
ＩＰｖ６の最大の利点は︑
るようにしました︒その後の﹁ＩＩＪマネージドＶ

サービスです︒インターネットＶＰＮは安価に構築

事実上無限のＩＰアドレスを使えることです︒
ＩＰｖ
ＰＮ ＰＲＯ﹂の基礎にもなったサービスです︒

二〇〇〇年九月﹁ＩＰｖ６ネイティブサービス﹂開始

ファイアウォール機器をフルマネージドで提供し
４アドレスは二〇一〇年頃には枯渇すると言われて
二〇〇三年六月﹁ＩＩＪ ＳＭＦサービス﹂開始

一九九九年一〇月﹁ＩＩＪセキュリティスタンダー

た最初のサービスで︑これ以降のセキュリティサー
いましたが︑アドレスを効率よく利用するＮＡＴ技

ない︑国際電話をかけずに済むようにしました︒

ビスのモデルとなりました︒企業のセキュリティ対
術の発達などにより︑何とか持ち堪えています︒

プレイ〟の概念をインターネット接続に持ち込んだ

◇一九九〇年代後半はインターネットが家庭にも普及し︑
ｉモ

イアウォールの迅速な設定変更などを可能にしまし

やサービス妨害攻撃を検出・通知することで︑ファ

対象となるネットワークを常時監視し︑不正侵入

ットにつながる仕組みです︒

から設定情報が自動的に〝降ってきて〟インターネ

のＳＥＩＬを回線につなぐだけでＩＩＪ 側のサーバ

作業の自動化で大きなコスト削減が図れます︒先述

ド﹂開始

策が重要になるなか︑パッケージ化することで安価
二〇〇一年四月﹁ＩＩＪネットワーク侵入検知サー

ＳＭＦはつなぐだけで使える〝プラグ・アンド・

に利用できるようにしました︒

ード︑２チャンネル︑ネット証券など︑メールやＷＥＢにとど

た︒ホームページの不正改ざんなどが頻発し︑ファ

る必要が出てきたのです︒

先駆的なサービスです︒拠点が多い企業では︑設定

を生み出していきました︒

ワークを安価に構築できるサービスです︒つなげば

二〇〇六年一〇月﹁ＩＩＪセキュアＭＸサービス﹂開始

ビス﹂開始

◇二〇〇〇年代初期はブロードバンド回線が急速に普及し︑イ

すぐに使えるＳＭＦの特色を活かし︑
Ｌ２ならではの

ＩＩＪに設置したゲートウェイでメールを中継し

すいインターネットを目指し︑オリジナリティ溢れるサービス

まらない新しい利用形態が生まれました︒
ＩＩＪはより使いや

ンターネットの世帯普及率も七割を超えました︒そして︑
ＥＣ

自由度の高いネットワークサービスを実現しました︒

サイトやストリーミング広告など新しいビジネス手法が生ま

ではなかったアンチウイルスやアンチスパムの機能

により安全なメール環境を実現します︒まだ一般的

て︑迷惑メール対策︑暗号化︑アーカイブなどの機能

開始

二〇〇五 年 一 二 月﹁ＩＩＪ ＤＤｏ Ｓ対 策 サ ー ビ ス﹂

れました︒
ＩＩＪはそうした時代の変化に応じて多様なサービ
スを展開していきました︒その後︑二〇〇三年八月に起きたＣ
ＷＣ破綻の煽りを受け︑一時期サービス開発が滞りましたが︑

ＤＤｏＳ攻撃を検知して︑管理者に通知したり︑攻

5

業績の回復とともに再び活発化しました︒

◇二〇〇〇年代中期は︑海外ではフェイスブック︑ユーチュー

を標準で提供したことも大きな特徴でした︒

ブ︑ツイッターといったソーシャルメディアが︑国内でもｍ ｉ

手段として使われ始めたＤＤｏＳ攻撃は︑今もその頻

撃そのものを遮断します︒独自の主義主張を訴える
度や規模を増しながら脅威となっています︒

コンテナ型データセンター
「松江データセン
ターパーク」
を開設

2011
3
4

転換期 ︵二〇〇四年〜二〇〇七年︶
〜より安全・安心な環境を目指して

ｘ ｉやニコニコ動画などが相次いで登場しました︒単なる情

二〇〇六年七月﹁ＩＩＪマネージド ＩＰＳサービス﹂

が生まれた時代とも言えるでしょう︒仮想社会における新た

報の受け渡しの場だったインターネット上に﹁コミュニティ﹂

11

（IIJ-GS）グローバルネットワークアウトソーシングソリューション
SACM
IIJ GIO プライベート HaaS
IIJ 広域負荷分散サービス

AT&T ジャパンの新設子会社の全株式を取
得し、
（株）IIJ グローバルソリューションズ
（IIJ-GS）として事業を開始
事業継続コンサルティングサービス
IIJ ファイルサーバ リモートバックアップ for NetAppソリューション
IIJ モバイル Biz+ サービス
IIJ GIO スマートモバイルソリューション
IIJ Raptor サービス
8
11
12
2010
6
7
8
9
10

IIJ GIO ホスティングパッケージサービス
IIJ GIO リモートオフィス
IIJ GIO ストレージサービス

ビスを提供しました︒

7

（株）
IIJ イノベーションインスティテュート設立
6
10

IIJ、東京証券取引所市場第一部へ指定替え

な脅威が生まれるなか︑
ＩＩＪは新しいセキュリティ対策サー

4

開始

2
3
4

統合マネージメントプラットフォーム
（IIJ-Tech）IBPS サーバマネジメントサービス
IIJ セキュア Web プラットフォーム
（NC）
ネットケア 仮想プラットフォームサービス f.a.s.t
（GDX）GDX トラステッドプラットフォーム

米国 GDX Network, Inc. との合弁会社
（2013年に解散）
（株）
（GDX）
を設立
GDX Japan
パナソニック ネットワークサービシズ
（株）
より（株）ハイホーの全株式を取得し完全子
会社化
タイヘイコンピュータ（株）
（2011 年 5 月に
（株）トリニティに社名変更）
へ出資し、
平田
機工
（株）と合弁運営を開始
（株）トラストネットワークス設立
IIJ サーバ証明書管理サービス

11
12
2007
4
6
7
8
9
10
11
2008
1

IIJ DSL/A サービス
IIJ マネージド VPN PRO
IIJ マネージド IPS サービス
IIJ セキュア MX サービス
（IIJ-Tech）iiMail
IIJ マネージドファイアウォールサービス
12
2006
2
5
6
7
10

16
17

64

ネットワーク侵入検知に加えて︑自動的な防御ま

11

（GDX）
GDX Drop Box
IIJ セキュア Web ゲートウェイサービス
IIJ 緊急地震速報配信サービス
IIJ IPv6 導入支援ソリューション
IIJ ダイレクトアクセス
（IIJ-Tech）
DB コンサルティング・ソリューション
（IIJ-A）Point Red
LaITレンタルサーバ
LaIT プライベートイーサ
IIJ PC 盗難・紛失対策ソリューション
（IIJ-Tech）
iiMail Suite
（NCJ）
eco-patch を販売開始
IIJ GIO サービス
LaIT ひかりコネクト

二〇〇五 年一〇月﹁ＩＩＪ Ｉｎｔｅｒｎｅｔ Ｌ-ＡＮサ

6
10

SEIL Engine を販売開始
IIJ FiberAccess/C サービス
IIJ FiberAccess/Q サービス
（MF）PeerWatcher
IIJ Internet-LAN サービス
IIJ EPC Network サービス
（IIJ−Tech）IBPS データベースセキュリティアセスメントサービス
IIJ 検疫ネットワークソリューション
（IIJ-Tech）Audit Structure
IIJ DDoS 対策サービス
6
8
9
2005
3
4

IIJ モバイル
SEIL/X シリーズを販売開始
（NC）
緊急地震速報受信支援パッケージ
IIJ モバイル タイプ E
（NC）A.i.s.e
（NCJ）IT-Disposal Total service
IIJ FiberAccess/A サービス
IIJ 大規模コンテンツ配信サービス
（NCJ）IT ECO Motion
SEIL/B1 を販売開始

11
2009
1
2
3

ービス﹂開始

2004
4

ネットチャート
（株）
（NCJ）
設立

でを行なうサービスです︒不正アクセスが高度化す

12

コナミ
（株）との合弁会社
（株）
インターネッ
トレボリューション設立

ＳＭＦの発展形の一つで︑
Ｌ２ＴＰ技術とブロード

10
11

IIJ、東京証券取引所マザーズへ上場

るなか︑守る側も堅固なセキュリティ技術で対抗す

8

（株）
アイアイ
IIJ-Tech の 100% 子会社として
ジェイフィナンシャルシステムズ設立
（2010 年に IIJ-Tech に吸収合併）

バンド回線を利用して︑広域ＬＡＮと同等のネット

5
6

ウイルス緊急対応サービス
（IIJ-Tech）セキュリティ健康診断サービス
（IIJ-Tech）脆弱性情報判定サービス
IIJ 回線マネージメント/F サービス
（NC）
セキュリティパッチ集中管理サービス PatchCare

サービス・ソリューション提供
（法人）
サービス提供
（個人）
製品開発
リソース・オンデマンド DC サービス
IIJmio シンプル DNS サービス
IIJ URL フィルタリングサービス
IPv6 ゲートウェイサービス
（NC）
オペレーションサポートサービス /IP テレフォニー
IIJ Web ゲートウェイサービス
SEIL/Turbo を販売開始
IIJ SMF サービス
IIJ ドキュメントエクスチェンジサービス
IIJ ネットライトニング
IIJ Mobile ゲートウェイサービス/v
（IIJ-Tech）SoMail
（IIJ-Tech）データ インテグレーション サービス
IIJmio FiberAccess/DC サービス
SEIL/neu 2FE Plus を販売開始
（IIJ-Tech）IBPS Web アプリケーション検査サービス

2003
2
3
4

（MC）イージーライブパック
（IIJ-A）
Security CheckUp
IIJ Mail ゲートウェイサービス
IIJ VPN スタンダード
SEIL/neu ATM を販売開始
IIJ セキュリティライト
IIJmio DSL/DF サービス
IIJmio FiberAccess/DF サービス
10

The Internet
TO P I C S

発展期 ︵二〇〇八年〜二〇一三年︶
〜モバイル・クラウド時代へ
﹁ＩＩＪ ＧＩＯホスティングパッケージ﹂はレディ

メイド型で︑利用シーンに合わせてサーバやソフト
ウェアがあらかじめ用意されており︑オンラインで
全ての操作を完結できます︒
二〇一二年二月﹁ＩＩＪｍｉｏ 高速モバイル／Ｄサー

二〇〇八年一月﹁ＩＩＪモバイル﹂開始
ＭＶＮＯ事業者として︑初めてデータ 通信用ＳＩ
ビス﹂
﹁ＩＩＪモバイルＭＶＮＯプラットフォームサ

ング﹂という言葉が使われ始めたのもこの時期です︒二〇〇八
企業ではクラウド利用が進みました︒
ＩＩＪはこうしたモバイ

年のリーマンショック後︑
ＩＴコストを削減する必要性から︑
ル・クラウド時代に相応しいサービスを投入していきました︒

変革期 ︵二〇一四年〜現在︶
〜新たな価値を求めて

ＩＩＪが個人ユーザにも知られるきっかけとなっ
サービス ｆｏｒ Ｍｉｃｒｏｓｏｆｔ Ａｚｕｒｅ﹂開始

Ｍを提供したサービスです︒回線契約とＳＩＭをワ
通信先を限定するという新しい付加価値を生み出し
﹁ＩＩＪｍｉｏ高速モ
た﹁格安ＳＩＭ﹂サービスです︒
二〇一六年九月﹁ＩＩＪクラウドエクスチェンジサ

ービス﹂開始

ました︒この頃はまだ個人のモバイル利用は携帯電
﹁ＩＩＪモバイ
バイル﹂は個人向け直販サービスで︑
ービス ｆｏｒ ＡＷＳ﹂開始

ンストップで提供することで︑モバイル端末からの

話がほとんどで︑法人向けに特化していました︒

ルＭＶＮＯプラットフォーム﹂は他業種のお客さま

境を目指しました︒

ス遮断などの機能により︑安全なＷＥＢアクセス環

か︑アンチウイルス機能や危険なサイトへのアクセ

ルとは違うかたちでのセキュリティリスクが増すな

クラウドを利用したＷＥＢサービスが広まり︑メー

して︑総合的なセキュリティ対策機能を提供します︒

ＷＥＢ経由の情報漏えいやウイルス感染などに対

サービス﹂開始

二〇〇九年二月﹁ＩＩＪセキュアＷｅｂゲートウェイ

た配信を可能にしました︒

動画コンテンツを置くことで︑ピーク時にも安定し

クセスしました︒バックボーンに直結したサーバに

イブストリーミングには︑膨大なユーザが同時にア

視聴が急伸していた時期でした︒人気イベントのラ

海 外ＧＩＯは︑シンガポール︑インドネシア︑タイ︑

国内と同等の通信品質を提供しています︒
︵その後も

日本︑アジア︑アメリカを高速バックボーンで結び︑

ＩＯ ＥＵ﹂はロンドンに開設したデータセンターと

信の遅延問題︶
﹂対策を打ち出しました︒
﹁ＩＩＪ Ｇ

ＩＪ ＧＩＯ ＣＨＩＮＡ﹂は﹁南 北 問 題︵中 国 国 内 通

としてアメリカで始めたクラウドサービスです︒
﹁Ｉ

﹁ＩＩＪ ＧＩＯ ＵＳ﹂はＧＩＯの 最 初の 海 外 展 開

二〇一三年八月﹁ＩＩＪ ＧＩＯ ＥＵサービス﹂開始

開始

二〇一三年一月﹁ＩＩＪ ＧＩＯ ＣＨＩＮＡサービス﹂

二〇一二年三月﹁ＩＩＪ ＧＩＯ ＵＳサービス﹂開始

ＳＩＭ市場を牽引する存在となりました︒

家族でパケットを共有するプランも功を奏し︑格安

ると低速モードに切り替わる仕組みを用意しました︒

質を目指し︑クーポンによる従量料金制や︑使い過ぎ

チャーＰ２﹂開始

二〇一五年一〇月﹁ＩＩＪ ＧＩＯインフラストラク

駆使した全く新しいサービスとして蘇りました︒

では初代﹁Ｏｍｎｉｂｕｓ ﹂と同じですが︑先進技術を

多様なネットワーク機能を一体で提供するという点

機能を﹁ネットワークのクラウド﹂として提供します︒

ファイアウォール︑
ＷＡＮ接続︑クラウド接続などの

ＳＤＮ／ＮＦＶという 仮想化技術を 利用し︑ルータ︑

ットワークを統合的に構築・管理するサービスです︒

モバイル・クラウドの浸透により︑複雑化したネ

ニューアル︶開始

二〇一五年九月﹁ＩＩＪ Ｏｍｎｉｂｕｓ サービス﹂
︵リ

した高速かつ安全な相互接続を可能にします︒

スと連携する環境をつくるなど︑双方の利点を活か

機密データはオンプレミスで持ち︑クラウドサービ

ワークで接続できます︒例えば︑個人情報のような

アマゾンのクラウドサービスとプライベートネット

ＩＩＪの設備を中継して︑
ＩＩＪやマイクロソフト︑

二〇一四年一〇月﹁ＩＩＪクラウドエクスチェンジ

二〇〇八年一〇月﹁ＩＩＪ大規模コンテンツ配信サ
向けのＯＥＭサービスです︒低価格でも安定した品

二〇〇九年一一月﹁ＩＩＪ ＧＩＯサービス﹂開始

ベトナムへとエリアを拡大しています︶

ブロードバンド接続が普及し︑動画コンテンツの

ービス﹂開始

﹁ｉＢＰＳ﹂時代から築いてきた実績をベースにつ

能や信頼性を強化したうえでシームレスに融合させ

と﹁ＧＩＯホスティングパッケージ﹂をベースに︑性

二つのクラウドサービス﹁ＧＩＯコンポーネント﹂
〇年にはｉＰａｄが登場するなど︑インターネットの使い方が

◇二〇〇八年はｉＰｈｏｎｅ が日本で初めて発売され︑二〇一

﹁ＩＩＪ ＧＩＯコンポ
くったクラウドサービスです︒

ーク︑ストレージ︑ソフトウェア︑運用など︑豊富なコ

ーネント﹂はオーダーメイド型で︑サーバ︑ネットワ

プラットフォームです︒数秒単位でデータを取得で

活用サービス﹂開始

二〇一六年四月﹁ＩＩＪスマートメーター Ｂルート

柔軟に構成できるプラットフォームを目指しました︒

トなどは︑システムの用途によって異なるため︑より

したログデータをもとに︑二四時間三六五日︑セキュ

二〇一七年三月﹁ＩＩＪ Ｃ Ｓ-ＯＣサービス﹂開始
ＩＩＪとお客さま双方に設置された機器から収集

ンにおけるＩｏ Ｔ活用を支えます︒

ョンなどを組み合わせて︑多種多様なビジネスシー

ットワークとクラウド︑データ分析用アプリケーシ

業者としての強みであるモバイル接続や︑安全なネ

ＭＶＮＯ事
に活用する事例が次々に生まれています︒

◇二〇一五年に﹁アルファ碁﹂が囲碁のプロ棋士を破ったあた

で生まれた最初のサービスです︒

ニケーションサービスです︒ヘルスケア分野の事業

地域に包括的な医療・ケアを提供するためのコミュ

に携わる人々のあいだで必要な情報を共有し︑その

医師︑看護師︑介護スタッフなど地域の医療・福祉

ました︒インフラに要求される柔軟性︑安全性︑コス

きるので︑省エネ対策はもちろん︑見守りサービスな

リティインシデント対応をアウトソースします︒高

端末から大きく様変わりしました︒
﹁クラウドコンピューティ

どにも応用可能です︒スマートメーターからのデー

度化するサイバー攻撃に関する情報を迅速に提供し

ンポーネントを柔軟に組み合わせることができます︒

タ収集にはＳＥＩＬ／ＳＭＦを発展させた小型のゲ

対策を講じます︒長年のセキュリティ運用技術と同

して︑付加的なサービスを展開したい事業者向けの

理技術の発達と相まって︑ますます活用が広がっています︒今
やインターネットは水や電気のように自然な存在となり︑日々
生まれるイノベーションの生命線になっています︒

今後もＩＩＪは︑二五年にわたって積み重ねてき

た経験を核に︑変革の時代に相応しい新サービスを

サービス・ソリューション提供
（法人）
サービス提供
（個人）
製品開発

た︑
ＩＩＪならではのサービスです︒

ベトナムに現地法人 IIJ Global Solutions
Vietnam Company Limited を設立
日本テレビ放送網
（株）
との合弁会社 JOCDN
（株）
を設立

生み出すチャレンジを続けていきます︒●

タイの情報通信会社 TCC Technology との合
弁会社 Leap Solutions Asia Co., Ltd.
（LSA）
を
設立

スマートメーターから取得した電力使用量を分析

ートウェイ機器が用いられています︒

分野の第一線で活躍するアナリストの知見が融合し

バックボーンネットワークを欧州へ拡張
IIJ エクスレイヤの英国およびドイツ現地法人
の社名を IIJ Europe Limited、
IIJ Deutschland
GmbH に変更

りから︑急激にＡＩ技術が進化し︑
Ｉｏ Ｔやビッグデータの処

二〇一六年一一月﹁ＩＩＪ ＩｏＴサービス﹂開始

シンガポールの拠点を
IIJ エクスレイヤの香港、
それぞれ IIJ Global Solutions Hong Kong およ
び IIJ Global Solutions Singapore へ社名変更

二〇一七年四月﹁ＩＩＪ電子＠連絡帳サービス﹂開始

（株）
竜巧社ネットウエアの全株式を取得し
完全子会社化
インドネシアに Biznet Networks との合弁会社
（Biznet Gio）
を設立
PT. Biznet Gio Nusantara

さまざまなモノからデータを収集して︑生産現場

（株）
（株）
ストラトスフィ
ACCESS との合弁会社
ア
（SS）
を設立
（2015 年に合弁を解消し、
IIJ と
ACCESS に事業継承）
（株）
エクスレイヤ・グローバルを子会社化し、
（株）
（2014 年に IIJ に吸収
IIJ エクスレイヤ設立
合併）
IIJ-GS がタイに現地法人を開設

の稼働監視︑高齢者のヘルスケア︑農業の効率化など

IIJ-GS が中国に現地法人を開設

IIJ Smart Mobile Manager サービス
6
IIJ IPv6 FiberAccess/F サービス
7
IIJmio FiberAccess/NF サービス
9 （IIJ-GS）
IIJ Global Smart WAN サービス
10 （IIJ-GS）Net de! World
11
IIJ DRM サービス /PlayReady ®
12
IIJ OEM プラットフォームサービス for Mail
2012
1 （IIJ-GS）GLASS
2
IIJmio 高速モバイル/D サービス
3
IIJ DDoS プロテクションサービス
（IIJ-A）
IIJ GIO US サービス
4 （IIJ-GS）COLLABO de! World
（IIJ-GS）クラウド認証連携ソリューション
6 （IIJ-GS）
G-BASS
7
IIJ Smart POS サービス
IIJ GIO ソーシャルアプリ支援ソリューション
8
IIJ GIO 仮想化プラットフォーム VW シリーズ
10
IIJ FiberAccess/U サービス
IIJ GIO 統合運用管理サービス
IIJ GIO Hadoop ソリューション
（SS）
Stratosphere SDN Platform
11
2013
1
IIJ GIO CHINA サービス
2
IIJ GIO リモートアクセスサービス
4 （IIJ-GS）SmartWAN
IIJ GIO データベースサービス
IIJ GIO コンテンツアクセラレーションサービス
6
IIJ GIO ビッグデータラボ
7
IIJ GIO クラウドトランスコードパッケージ
IIJ GIO for SAP ソリューション
8 （IIJ-EU）
IIJ GIO EU サービス
（SS）
OmniSphere
9 （IIJ-GS）IIJ GIO Power-i サービス
12
IIJ GIO MOGOK サービス
2014
2
IIJ モバイル M2M アクセスサービス
SlicePoint
3
IIJ GIO Singapore サービス
IIJmio 高速モバイル/D サービス音声通話機能付き SIM カード
5 （IIJ-GS）
GLASIAOUS
6
IIJ GIO M2M プラットフォームサービス
IIJ GIO for SAP ソリューション PoC for SAP HANA
10
IIJ クラウドエクスチェンジサービス for Microsoft Azure
IIJ WAF ソリューション
Japan Travel SIM powered by IIJmio
IIJ マルウェア解析ソリューション
11
IIJ GIO セキュア Apps ソリューション
12
IIJ 不正送金対策ソリューション
2015
1
IIJ DRM サービス/ExpressPlay®
（SS）Stratosphere SDN Platform 2.0
3
IIJ GIO ストレージ & アナリシスサービス
IIJmio ひかり
4
IIJ モバイルサービス/ タイプ K
IIJ SmartKey
5 （Biznet Gio）Biznet GIO Cloud
7
IIJmio サプライサービス
IIJ 統合セキュリティ運用ソリューション
9
IIJ Omnibus サービス
（IIJ-GS）@WiFi
10
IIJ GIO インフラストラクチャー P2
12
IIJ データセンターファシリティ運用管理サービス
PrimeSeat
2016
ライブ中継ソリューション
1
IIJ モバイルサプライサービス
2
SA-M0 を販売開始
3
IIJ ID サービス
IIJ SmartKey マネージメントサービス
SA-W2 を販売開始
direct エンタープライズ版
4
IIJ スマートメーター B ルート活用サービス
6
Office 365 with IIJ
8
IIJmio モバイルサービス タイプ A
IIJmio 海外トラベル SIM サービス
IIJ CSIRT 構築 / 運営アドバイザリソリューション
9
IIJ クラウドエクスチェンジサービス for AWS
（NCJ）Cloud Radiology Service クララ
10 （LSA）Leap GIO Cloud
direct Smart Working Solution
11
IIJ IoT サービス
IIJ GIO セキュアブラウジングサービス
12 （NCJ）IntraGuardian Cloud Manager サービス
（IIJ-GS）CaaS
2017
2
SA-M1 を販売開始
3
IIJ C-SOC サービス
4 （FTP テレコム）FPT HI GIO CLOUD
IIJ 電子 @ 連絡帳サービス
IIJ 統合運用管理サービス
7 （IIJ-GS）
Secure de! World
11 （Biznet Gio）NEO Cloud
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日 本を 代 表するＩＩＪが 創 立 二 五 周 年と 聞いて、

インターネットが一般の人のものになって四半世紀
が経ったことに思い至り、当時のことを感慨深く思
い返しました。一九九五年にウィンドウズ が発売

〈インターネット〉の
いう本を書いたので、それを『

クノロジーと、それが及ぼす影響を十二の言葉で整

アルゴリズムの進化やゲーム機用の高速なグラフィ

まりＡＩについて述べられています。最近のＡＩは

見分けることに始まり、現在は一般的な画像にキャ

理し、これらの言葉がここ三十年ほどのネット時代

インターネットに象徴されるデジタルメディアの

ュータ全盛の時代で、若者の多くは情報テクノロジ

写真家として暮らしていました。当時は大型コンピ

ウトしてヒッピーとなり、アジアを八年間旅行して

激化した頃に青春時代を過ごし、大学をドロップア

戦後世代で、六〇年代にベトナム戦争や大学紛争が

しかしケリー氏は、そうしたトレンドの奥に、個々の

変わっていくのかが明確にはイメージできません。

強調され、これらによって我々の生活や社会はどう

が関心の対象で、そこでは効率化や便利さばかりが

が、どのプレーヤーやサービスが市場で活躍するか

ジーがより発展するという説が街にあふれています

質なものであり、競合するよりむしろ人間と共同し

惧する声も聞かれますが、機械の知性は人間とは異

革命を起こすと考えられます。
ＡＩが雇用を奪うと危

気のようなサービスとなり、次の段階の新たな産業

Ｉはあらゆる製品にクラウドから知性を提供する電

た労働を蒸気や電気で置き換えて発展したように、
Ａ

ています。産業革命が人間や家畜の力で行なってい

プションを付けたり、自動運転の実現にも応用され

ーを国家や大企業に加担する悪の手先と考え、テク

テクノロジーに共通する力学が働いていることに気

未来については、
ＡＩやＶＲ、 IoT
といったテクノロ

ノロジーを使わないエコロジーな生活を志向してい

て、いままで存在しなかった仕事を生み出す可能性

ところが八〇年代にパソコンが世に出て電話線と
つながるようになって、ケリー氏はテクノロジーが
人を働かせたり支配したりする道具ではなく、人々

などのような、常に流れている情報が主流に
Netflix

最新のデジタル機器に囲まれるなかで、テクノロジ

ＷＩＲＥＤで
に気づき、考えを改めました。そして、

いう意味を込め、現在進行形になっています）ですが、

タイトルにしたもの（それらが常に作用していると

この本の十二の章は、それらの力学を示す言葉を

し、いまではストリームとなって、タグを使って検索

たが、それがネット時代にはページやリンクに変化

スクトップでファイルに整理され固定されていまし

なることを意味します。初期のデジタル情報は、デ

『テクニウム』
（みすず書
ーの本当の意味を探ろうと、

ま ず は 序 章 と な る「ＢＥＣＯＭＩＮＧ
（な っ て い

「ＳＣＲＥＥＮＩＮＧ
（画 面で 読んでいく）
」は、画

なるでしょう。

するようになっています。全てのサービスが流れて

クノロジーは人間の小手先の技法を指すのではなく、

化し、全ての出来事や製品がプロセスやサービスへ

く）
」
。デジタルの世界ではバージョンアップが日常

その内容を順に見ていきましょう。

宇宙が始まって以来、生命圏と寄り添って進化して

しかしなぜ、不可避という言葉とインターネット

トの持つ意味について、本格的な論考を行なったの

のテクノロジーの現代的な象徴であるインターネッ

していく）
」では、モノが認知力を持っていくこと、つ

次の「ＣＯＧＮＩＦＹＩＮＧ
（著 者の 造 語で、認 知

す。デジタル世界では、変わることが基本なのです。

化を基調としたものになっていくことを説いていま

変化し、工業時代のモノ造り偏重のパラダイムが変

はほとんどの情報をタブレット型電子端末などの画

った体系化された情報が主でしたが、これから人々

律文書や事典のように紙の本に固定された権威を持

指す言葉です。これまでの社会を動かす基本は、法

面で大半の情報が読まれたり書かれたりする時代を
〈インターネット〉の次に来るもの』です。
が『

が結びつくのでしょうか？ この本はデジタルのテ

いき、品質よりリアルタイム性が優先されるように

きた普遍的な力であるということです。そして、そ

房）という本を書きました。そこで至った結論は、テ

をお互いに結びつける可能性を開くものであること

を持つものだと彼は言います。

づきました。

「ＦＬＯＷＩＮＧ
（流れていく）
」は、ツイッターや

ました。

ネットの力学を規定する
十二の言葉

著者のケヴィン・ケリー氏は一九五二年生まれの

そうです。

次に来るもの』
（ＮＨＫ出版）というタイトルで翻訳

服部 桂 氏

ック処理ユニット（ＧＰＵ）を使うことで、深層学習

ジャーナリスト

の変化の基本法則であり、それがこれから三十年の

服部桂氏に本稿をお寄せいただいた。

しました。この本は日米で大いに話題になり、日本

元朝日新聞記者で、ケヴィン・ケリーの『
〈インターネット〉
の次に来るもの』の訳者である

を行なう処理時間を格段に短縮できるようになり、

その変化を司る普遍的な法則は存在するのか？

インターネットに不可避な変化を起こすと説いてい

日々、進化するインターネットは我々の生活や社会をどう変えていくのか？

ではビジネス本の賞もいくつか獲得し、特に中国で

～ ケヴィン・ケリー著『〈インターネット〉の次に来るもの』から読み解く

実用段階に入りました。写真から猫と犬を自動的に

インターネットの未来とは？

るからです。

特別寄稿
は人気が高く、発売前から十六万部の予約が入った

』
（不可避）と
ィン・ケリー氏が、昨年『 The Inevitable

が創刊され、その編集長として活躍した友人のケヴ

ルカルチャーをテーマにしたＷＩＲＥＤという雑誌

このネット時代の創成期の九三年に米国でデジタ

ＷＩＲＥＤ創刊編集長が
ネットの未来を語る

れから先の時代がどうなるのかが不安になります。

ンギュラリティ」が来るという論議がされる昨今、こ

十年後にはネットやＡＩの能力が人間を上回る「シ

た反面、炎上や誹謗中傷、詐欺などの事件も起き、数

社会の変化は想像を絶するものがあり、便利になっ

ととらえているでしょう。これまでに起きた生活や

のように生まれた時から存在する生活環境そのもの

ットというもの自体を意識することなく、空気や水

スマホから始めた若い世代の人たちは、インターネ

現在では「ネット」と言うだけで通じるようになり、

でした。

の意味を理解している人は数えるほどしかいません

に使える人は限られており、プロバイダという言葉

に寄せられる時代で、パソコンやキーボードを自由

番号を教えて」という問い合わせが新聞社や雑誌社

が、まだ「インターネット社に申し込みたいので電話

未知の世界を目指して多くの人々が押し寄せました

るようになり、インターネットと呼ばれる（当時は）

になって、パソコンが比較的簡単にネット接続でき

95
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も衣装棚も置かずに、全てデリバリーやレンタルで

を得るようになるでしょう。実際に、部屋に冷蔵庫

くなり、アクセスするだけで望みのサービスや機能

所有するという習慣が衰退し、人々はモノを買わな

こうしたオンデマンド型のサービスが増加すれば、

ばいつでも利用できるようになる様を指す言葉です。

でＣＤなどのハード 経 由で 提 供されていた 音 楽が、

「ＡＣＣＥＳＳＩＮＧ
（接 続していく）
」は、これま

変化していくはずです。

向に読むものではなく、インタラクティブな体験に

するようになります。読書という習慣も、人が一方

読む人の望む情報を推測したりガイドしてくれたり

た端末はカメラで読者の表情や感情などを読み取り、

で出所や中心のはっきりしないものになります。ま

でしょう。その結果、そこで扱われる情報は流動的

が付けられ、広告や情報表示に使われるようになる

都市の建物やあらゆる製品の表面にもディスプレイ

面を通してやり取りするようになっていくのです。

表現力や迫力を増すというだけでなく、これまで映

ムなどへの応用が話題ですが、
ＶＲが持つ可能性は、

注目され、
ＶＲ元年という声も聞かれます。３Ｄゲー

り、パソコンのＣＧ描画能力が上がったせいで再び

ＶＲについての章です。最近はＨＭＤの価格が下が

「ＩＮＴＥＲＡＣＴＩＮＧ
（相互作用していく）
」は、

サービスが増えることになります。

ネットで自由に組み合わせることで、まるで新しい

ように、これまで異業種の行なっていたサービスを

クシーや配達も行なえるサービスが注目されている

をネットでダイナミックに結び付ける

る姿を描きます。車を持たずにドライバーと利用者

業務を分解して異業種同士組み合わせることができ

多くのサービスがデジタル化されることで、従来の

「Ｒ Ｅ Ｍ Ｉ Ｘ Ｉ ＮＧ（リミックスしていく）
」では、

ずです。

これまで見えなかった社会の様相も明らかになるは

るようになるでしょう。ビッグデータを解析すれば、

習したＡＩが、大量の情報にフィルタをかけてくれ

超えています。そのため利用者の好みや必要性を学

毎年倍加していく情報量は、人間の理解する能力を

の専門家はいなくなり、誰もが初心者として同じス

ノロジーが主流になれば、これまでのような意味で

Ｇ
（始まっていく）
」
。
ＡＩのような日々進化するテク

そして最終章の結論としての「ＢＥＧＩＮＮＩＮ

という本当の人間力が試される時代が来るでしょう。

た時代でも、それらを超える発想をどう生み出すか

す能力はなく、デジタルメディアでより便利になっ

しょう。機械自体にはそうした新しい疑問を生み出

のうえでさらに生じる良い疑問を大切にすることで

本当に大切なのは、こうした大量の情報を理解し、そ

自動的に処理されていくようになると思われますが、

これからのネット時代では、
ＡＩなどで全ての情報が

Ｇ
（質 問していく）
」という 言 葉が 重 要になります。

こうした流れの最後には、
「ＱＵＥＳＴＩＯＮＩＮ

くるでしょう。

監視できるようにする方法を考えていく必要が出て

はなく、監視や追跡を相互化し、利用者が組織全体を

あります。権力者や組織が一方的に情報を持つので

知っているきめの細かいサービスを選択する傾向が

すが、多くの人はそうなっても自分の好みを正確に

う。そうした時代にはプライバシーが問題になりま

ログをつけたりすることもできるようになるでしょ

えるようになっていく姿を、我々も日々実感してい

で、これまでにない規模で世界的な共同作業を行な

ディアに象徴されるように、情報をシェアすること

次は「ＳＨＡＲＩＮＧ
（共有していく）
」
。ウィキペ

文字化しづらい感覚や、広い意味での体験を伝え合

式的な情報だけでなく、主観や経験や共感といった

と考えられます。これからのネットは、いわゆる形

が主観的に経験したように伝えてくれることにある
る可能性があるとケリー氏は説きます。

は、これからは誰にもチャンスが持てる世界が開け

タート地点に立つことができます。そういう意味で

などのタ
Uber

暮らす、
「ミニマル生活」というライフスタイルが流
像や言葉で説明的に伝えられていた事象を、利用者

ます。こうした国境を超えた作業の価値を共有する
う場として、
ＶＲやＡＲを活用していくでしょう。

のようなサービスで、ネットにアクセスすれ
Spotify

行り始めています。

ためには、ビットコインで使われているようなブロ

が高いでしょう。

交換のための新しいツールとして活用される可能性

ックチェーンのテクノロジーが役立ち、通貨や価値

とになり、二四時間の健康管理を行なったりライフ

情報を常時観測するようなサービスが増えていくこ

ト利用が進むと、ネット側から利用者の位置や行動

そして「ＴＲＡＣＫＩＮＧ
（追跡していく）
」
。ネッ

りません。

ットの世界の目先の変化にとらわれずに、その奥に

ケリー氏がこの本で主張しようと考えたのは、ネ

未来のヒントは
過去の歴史のなかに

「ＦＩＬＴＥＲＩＮＧ
（選 別していく）
」
。これから

ある普遍的な力学に注目するべきだということです。
ですが、この本は宇宙の物理法則や人生における生

して勝利するというニュースが伝えられましたが、

名人が考えもつかなかったような奇抜な手を繰り出

最近、
ＡＩを応用したアルファ碁などのソフトが、

きざまのような基本を知ることで、多くの現象を理

人間は自分の勘や経験でしかなかなか次の一手、つ

個々のサービスや効用を論議するビジネス書は多い

解したり、その行く末を想像したりすることができ

まり未来を考えることができません。
ＡＩや

ネットに対する経験を反省したからです。当初はネ

彼がこうした方法論に行き当たったのは、過去の

析してその総体から、人間の想像力の及ばない広範

結び付けるこれからのネットは、ビッグデータを解

用してよりインテリジェントに世界中の人々や物を

を活
IoT

ると主張しています。

ット利用に関して、ほとんどの人はネットがビジネ

な未来のオプションを提供することで、未来をより

テクノロジーには炎上やネット詐欺などの負の部

スの基本を変えたり、それを使ってビジネスができ

分もありますが、ケリー氏は、これまでのテクノロジ

正確に理解し対峙できるようにしてくれるのではな

家の大半はネットのコンテンツを支配するのは、放

ーの歴史で人類は負の部分を超えるよう努力し、古

たりするとは考えておらず、ドメイン名を早めに取

送や出版社などのマスメディアだと考え、
ＷＩＲＥＤ

いテクノロジーをバージョンアップして少しずつ良

いでしょうか。

の編集長だったケリー氏も、ケーブルテレビのチャ

得しようと考えた人もごくわずかでした。また専門

ンネルが何千倍にも増えるというイメージしか想像

い部分を積み重ねることで繁栄してきたと説きます。
個々のテクノロジーにとらわれることなく、ネット

できなかったそうです。
しかし、ネットの社会が発展していくと、企業同士

全体で共有されるテクノロジーを大局的に理解し、

ア』
『テクニウム』
『
〈インターネット〉の次に来るもの』

ばかりでなく、その先にいる利用者同士を結び付け、

者』など。訳書に『チューリング 情報時代のパイオニ

全体を良い方向に導いていくことが、今後のネット

退職。著書に『人工現実感の世界』
『メディアの予言

無料で喜んでコンテンツを作ったり新しいサービス

究員。科学部記者や雑誌編集者を経て、2016年に

に求められているのです。●

1978年、朝日新聞社に入社。84年 AT & T 通信ベン

を作ったりするのは、むしろ利用者という逆転現象

チャーに出向。87 ～ 89年 M I Tメディアラボ客員研

が起きました。その典型的な成功例はウィキペディ
アですが、インターネット全体が集合知を形成し、こ
れまで国や組織がトップダウンで行なってきたさま
ざまな公共サービスも個人の集合体がボトムアップ
で行なっていく社会が来るでしょう。
この本では邦題にあるように、インターネットの
先に来るものについていくつかのイメージが提示さ

れ、またその在り方についての論考も行なわれてい

服部 桂（はっとり・かつら）
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ます。しかし未来のイメージは占いと同じで、そう
なってほしいと願ってもその通りになるわけではあ

ほか多数。

The Int ernet
TO P I C S

インターネット・トリビア

インターネットとAUP

カデミックネットワークであり︑研究目的に限るという

堂前 清隆

るアカデミックネットワークは研究のためのものです
AUPがあったのです︒

I I J MVNO 事 業 部
事 業 統 括 室 シニアエンジニア

IIJ 設立直後のインターネット接続サービスの紹
ませんでした︒これらのネットワークに参加していた

から︑そのうえで研究以外の通信を行なうことはでき

を示すために使われます︒そして﹁AUPフリー﹂と書

うな用途に使うことが許可されているか﹂という制限

AUP と は Acceptable Use Policy
の 略で︑インタ
ーネットに関する文脈では﹁そのネットワークをどのよ

AUPでした︒

るというのが︑日本の最初期のインターネットにおける

ったのです︒このように︑研究目的以外の利用を禁止す

ーク上で商売に関わるやり取りを行なうのは御法度だ

企業も︑あくまで研究目的という名目であり︑ネットワ

た︒そのため︑NSFNETにおけるAUPの影響を受

う際にNSFNETを通過してしまう場合もありまし

んでおらず︑アメリカ国内の他の ISP と通信を行な

たが︑他の商用ネットワークとの接続がまだ十分に進

商用ネットワークを提供する ISP と接続していまし

当時︑IIJは日米間の回線を経由して︑アメリカで

供します﹂と書かれてあります︒

介資料を見ますと︑そこには﹁AUPフリーな通信を提

かれた場合は﹁利用用途に制限のないネットワーク﹂を
そ の 後︑九 三 年 に 発 足 し た ク リン トン 政 権 に よ る

けたのです︒

ちは︑研究目的ではない︑商業利用を含めた自由なネッ

しかし︑インターネットの可能性に着目していた人た

AUP という言葉は︑今でこそほとんど意識されま
トワークが必要だと考えていました︒そういった背景

意味します︒
せんが︑IIJ が設立されることになったきっかけの一
N I I︵ National Information Infrastructure
︶構 想
を受けて︑アメリカに複数のNAP︵ Network Access

二年から九三年にかけては︑外資系通信会社との合弁
接続サービスは︑完全な意味で﹁AUPフリー﹂とは言

ところが︑IIJ が最初に提供したインターネット
ーク同士が通信できるようになったのです︒

NSFNETに依存することなく︑各地の商用ネットワ

︶が整備され︑商用ISPはNAPを経由して相
Point
互に通 信 を 行 な う よ うにな り ました︒これによって︑

途の制限のない商用ネットワークを提供したのです︒

のもと設立された IIJ は︑電気通信事業者として用

会社である AT&T JENS など︑日本でインターネ
えないものでした︒そこにはインターネットの中心で

IIJ が設立され︑正式にサービスを開始した一九九

つがこの言葉に込められています︒

ットの商業的利用が始まった年として記憶されていま
あったアメリカの事情が関係しています︒
九三年頃は︑アメリカでもまだ商用ネットワークが十

こうして日本でも︑アカデミックネットワークのAUP

商用ネットワークとの通信を行なうようになりました︒

IIJもアメリカのNAPにそれぞれ接続し︑他の

す︒ですが︑九二年より前に日本にインターネットがな
分に発展しておらず︑アメリカ国内のインターネットは︑

に影響を受けないインターネットが利用できるように

かったわけではありません︒
実質的に米国の研究機関が運営する NSFNETによ
なりました︒●

インターネット上の重要なアプリケーションである

生まれた技術などが︑インターネット技術の標準化を

まな内容について議論しています︒これらの議論から

それ以前のインターネットの姿はどのようなものだ
ったのか？ 実は当初︑インターネットの担い手は︑大
って相互に接続されていました︒この NSFNET ア

電子メールは︑その利用者が増え始めた二〇〇〇年あた

策定する組織﹁ＩＥＴＦ
︵インターネット技術タスクフ

った﹁ＭＡＡＷＧ
︵メッセージング・アンチアビューズ・

べき重要な課題﹂との認識から︑二〇〇四年に立ち上が

でもっとも人口が多い都市で︑五大湖の一つオンタリオ

は︑二〇〇六年に続き二回目でした︒トロントはカナダ

ら四日間の日程で開催されました︒トロントでの会合

櫻庭 秀次

学を含めた研究機関でした︒研究機関が構築・運営す

グローバル・トレンド

トロントで開催された
３
ＭＡＡＷＧ

りから︑迷惑メールの問題に悩まされるようになりま

ォース︶
﹂でＲＦＣ
︵リクエスト・フォー・コメンツ︶と

IIJ ネットワーク本 部
アプリケーションサービス部 担 当 部 長

した︒最近では﹁迷惑﹂というだけでなく︑セキュリテ

なったり︑ＭＡＡＷＧでベストプラクティスとなったり

ワーキンググループ︶
﹂の創設に加わりました︒
ＭＡＡＷ

湖に面しています︒トロントと言えば﹁ＣＮタワー﹂が

第四一回の会合は︑カナダのトロントで一〇月二日か

３

ィ上のさまざまな問題に起因する︑対処すべき深刻な

して︑公開されています︒

Ｇは︑年間三回の会合を北米と欧州で開催しています︒

有名ですが︑最近では建築中のものも含めて︑周辺に多

ＩＩＪは﹁迷惑メールはグローバルで協力して解決す

課題として認識されています︒

ＩＩＪはこれまで全ての会合に参加しており︑私自

この時期のカナダは紅葉が美しいと思われるかもし

くの高層ビルが立ち並ぶようになりました︒

て︑一〇周年の会合で記念スピーチを行なったり︑
ＭＡ

れません︒しかし︑今回の会期中は晴れの日が多く︑東

身もＭＡＡＷＧのなかで参加回数が多いメンバーとし
ＡＷＧを紹介する動画に登場したりするなど︑創設か

先になりそうでした︒もっとも滞在中は︑会議室での会

京より暖かい日が続いたこともあり︑見頃はもう少し
合や関係者との打ち合わせが続くため︑開催地の様子

ら継続して参加している唯一の日本人として活動を続
現 在ＭＡＡＷＧは︑メッセージン グ だけでな く︑
﹁モ

を楽しむ余裕があまりないので︑毎回残念に思っていま

けています︒
バイル﹂と﹁マルウェア﹂の頭文字である﹁Ｍ﹂を重ねた

す︒●

３
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﹁ ＭＡＡＷＧ﹂と名称を変え︑対象分野を広げてさまざ

カナダ・トロント。写真中央が CN タワー。

株式会社 インターネットイニシアティブ
本社
関西支社

東京都千代田区富士見 2 - 10 - 2 飯田橋グラン・ブルーム
〒102 - 0071 TEL : 03 - 5205 - 4466
大阪府大阪市中央区北浜 4 - 7 - 28 住友ビルディング第ニ号館 5F
TEL : 06 - 7638 - 1400

〒541 - 0041

ハイレゾ音源のストリーミングサービス「 PrimeSeat 」
ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団
DSD 11.2MHz ライブ・ストリーミング配信のご案内

名古屋支社

愛知県名古屋市中村区名駅南 1 - 24 - 30 名古屋三井ビルディング本館 3F
〒450 - 0003 TEL : 052 - 589 - 5011

九州支社

福岡県福岡市博多区冷泉町 2 - 1 博多祇園 M - SQUARE 3F
〒812 - 0039 TEL : 092 - 263 - 8080

札幌支店

北海道札幌市中央区北四条西 4 - 1 伊藤・加藤ビル 5 階
〒060 - 0004 TEL : 011 - 218 - 3311

フィル演奏会の模様を、DSD 11.2MHz ほか、数種類のハイレゾ音源でライブ配

東北支店

宮城県仙台市青葉区花京院 1 -1 - 20 花京院スクエアビル15F
〒980 - 0013
TEL : 022 - 216 - 5650

ベルリン・フィルハーモニーホールにおけるベルリン・フィルの演奏を、ワンポイント

横浜支店

神奈川県横浜市港北区新横浜 2-15 -10 YS 新横浜ビル 8F
〒222 - 0033 TEL : 045 - 470 - 3461

＜配信番組＞

北信越支店

富山県富山市牛島新町 5 - 5 タワー 111 10F
〒930 - 0856 TEL : 076 - 443 - 2605

後半はヤナーチェク《シンフォニエッタ》

中四国支店

広島県広島市中区銀山町 3 - 1 ひろしまハイビル 21 5F
〒730 - 0022 TEL : 082 - 543 - 6581

新潟営業所

新潟県新潟市中央区東大通 1 - 3 - 1 帝石ビル 4F
〒950 - 0087 TEL : 025 - 244 - 8060

豊田営業所

愛知県豊田市西町 4 - 25 -13 フジカケ鐵鋼ビル 5F
〒471 - 0025
TEL : 0565 - 36 - 4985

沖縄営業所

沖縄県那覇市久茂地 1- 7-1 琉球リース総合ビル 8F
〒900 - 0015 TEL : 098 - 941 - 0033

IIJ グループ／連結子会社
株式会社 I I J グローバルソリューションズ
東京都千代田区富士見 2 - 10 - 2 飯田橋グラン・ブルーム
〒102 - 0071 TEL : 03 - 6777 - 5700
株式会社 I I J エンジニアリング
東京都千代田区神田須田町 1 - 23 - 1 住友不動産神田ビル 2 号館 7F
〒101 - 0041 TEL : 03 - 5205 - 4000
ネットチャート株式会社
神奈川県横浜市港北区新横浜 2 - 15 - 10 YS 新横浜ビル 8F
〒222 - 0033 TEL : 045 - 476 - 1411

IIJが提供するハイレゾ音源のストリーミングサービス「PrimeSeat」にて、ベルリン・
信いたします。配信後には、聴き逃し配信（1 週間限定）でもお聴きいただけます。

I IJ セキュリティ本部長

̶̶配信日時 2018 年 2月25日（日）3：00 ～
●

齋藤 衛

ドヴォルザーク：スラブ舞曲 op.72

●

バルトーク：ピアノ協奏曲 第 1 番

●

ヤナーチェク：
《シンフォニエッタ》op.60

キリル・ペトレンコがユジャ・ワンと共演。メインは F. シュミット
̶̶配信日時 2018 年 4月14日（土）3：00 ～
●

デュカス：《ラ・ペリ》

●

プロコフィエフ：ピアノ協奏曲 第 3 番

●

Ｆ.シュミット：交響曲 第 4 番

昨年 I I J では、セキュリティ事業ブランド wizSafe を立ち上
げました。その名称には「先進の技術に長けたセキュリティ技術

ラトルの首席指揮者として最後の定期は、マーラー「第 6」！
̶̶配信日時 2018 年 6月21日（木）3：00 ～
●

マーラー：交響曲 第 6 番

※詳細はこちらをご覧ください。https://primeseat.net/ja/programs/
※配信する公演内容は2017 年 12月時点での予定です。
※このプログラムは日本限定の無料配信となります。
※番組を視聴するにはパソコン用ソフトウェア（無料）のインストールが必要です。

者とその知見をもって、お客さまとともに安全性を高めていこう」と

例えば10年ほど前、マイクロソフト社はその端末用 OS にお

いう意味が込められています。この連載では、さまざまなセキュリ

いて、ファイアウォールの機能をデフォルトで有効にしました。こ

ティの話題について、wizSafe での経験などを踏まえながら、

の際、攻撃を受けないようにする目的でインバウンドのフィルタを

お伝えしていこうと思います。

有効にし、のちに感染してしまった端末から発出される攻撃の通
信を阻害する目的で、アウトバウンドのフィルタも有効にしていま

今年もすでに冬に突入し、インフルエンザなどの流行も報じら

す。これら二つの組み合わせにより、ネットワーク経由で攻撃可
能な脆弱性が明らかになっても、ネットワークなどのマルウェアに

来年参加を予定しているイベントでマスクを配布することになり、

悪用されにくくなりました。

12月の初候は、古代中国で考案された季節

wizSafe 印のマスクにどのような言葉を記すのか、気の利いた

昨今、大きな脅威として話題になっている IoT ボットについて

文言を考えたりしていました。イベントでは多くの人が長時間に

も、同様のことが言えます。脆弱性のない製品の開発を目指す

わたり同じ場を共有するため、
「あそこで病気になった」とならな

のはいいのですが、現実問題として脆弱性をなくすことは、コスト

いように、特に冬季の開催の際は、マスクの配布が慣例になって

が高く困難な目標です。まずは脆弱性を攻撃してくる通信をフィ

いるイベントもあるとのことでした。

ルタにより阻害することで、装置にボットが感染しにくくすることが

なる」と表現されています。
「空を塞ぐように

I I J America Inc.
55 East 59th Street, Suite 18C, New York, NY 10022, USA
TEL ： +1- 212 - 440 - 8080

布団から出るのもひと苦労です。本格的な

雲が広がり、冬の天気になる」という意味で
す。このところ冷え込みが厳しくなり、朝は
冬の到来を感じると、おでんやふろふき大根
など、温かい献立が楽しみになります。

そもそもマスクの機能は、内部の布や紙をフィルタとして使い、

できます。また、ボット化したあとで、他者に対する感染活動を

末房志野

咳やくしゃみなどにより飛散する細菌やウイルスの通過を阻害す

放置することは、公衆の場でマスクもせずに咳をし続ける行為と

◎IIJ.news表紙のデザインを壁紙としてダウンロードいただけます。ぜひご利用ください。
URL: https://w w w.iij.ad.jp/news/iijnews/wp/
◎IIJ.newsのバックナンバーをご覧いただけます。URL: https://www.iij.ad.jp/iijnews/

ることです。その目的としては、まだ病気にかかっていない人の吸

似ていて、不快な目で見られることを覚悟しなければなりません。

い込みを防止する場合と、すでに病気にかかっている人からの

装置を外部から攻撃されにくくするだけで安心するのではなく、

感染拡大を防止する場合の二通りがあります。また、公衆衛生

外部に対する不要な通信の発生も阻害しておけば、何かのはず

を向上させる意味では、病気の人がマスクを装着するほうが、よ

みでボット化してしまったときにも、他人に迷惑をかけずに済むの

り効率的であると考えられます。公衆の場でマスクもせずにあ

です。

この冊子の内容はサービス形態・価格など予告なしに変更することがあります。
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より詳細な制御についても同様です。

れ、街ではマスク姿の人を見かけるようになりました。IIJ でも、

を示す七十二候で「閉塞成冬＝空寒く冬と
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Prevention System）などのように、通信の内容を基準にした、

表紙の言葉「冬のおとずれ」
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マスクの効果

ラトルとバレンボイムがバルトークの第 1 協奏曲で共演。
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ライフ・ウィズセーフ

収録による臨場感あふれるハイレゾ音源で、ぜひお楽しみください。
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新連載

25 年前、自分は何をしていたのか？ 「子ども過ぎて覚えてないかも……」と言いたいとこ
ろですが、すでにそのころは記憶も確かな思春期の真っ只中で、一般にはインターネットな
ど広まっていませんでしたが、なに不自由なく過ごしていました。しかし、当時と今とを比
べてみると、インターネットってなんて素晴らしいものだろうと、ありがたみを強く感じます。
今号の特集は「The Internet」――インターネットが社会にもたらした変革、I I J が取り組み、
実現してきたことなど、今では社会インフラとなったインターネットの 25 年を振り返ってい
ます。たった四半世紀で世の中を劇的に変えたインターネットの変遷を、その時代を思い
出しながら読んでいただけるとうれしいです。
「25 周年記念号」ということで、気持ちも新たに誌面を刷新しました。ぜひ、ご意見・ご感
想をお寄せください。
（T）

からさまに咳をする人がどういう目で見られるかを想像すれば、

今日、残念ながらインターネット上には IoT ボットに感染させ

マスクの効果は日々の生活に定着していると言っても差し支えな

るための攻撃活動が数多く見られます。これは、病気に対してマ

いでしょう。

スクを装着するといったほんのちょっとしたことが、IoT の世界で

IT セキュリティのアクセス制御も、その適用方向により、自分

は実施できていないことを意味しますが、それはすなわち、皆で

への攻撃の阻害と、他者への攻撃の阻害の二つの意味がありま

少しずつ努力していけば、この状況を改善できることも表している

す。これは、単純なパケットフィルタリングでも、IPS（Intrusion

と思います。●
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