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I I J 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 I I J is indeed the
history of the Internet in Japan.
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その豊かな知見をうかがう特別対談“人となり”

特別対談

第 12 回のゲストには、
東京大学総長で 理学博士の五神真氏をお招きしました。

氏

東京大学総長 理学博士

五神 真

株式会社インターネットイニシアティブ
代表取締役社長

勝 栄二郎

に光関連の技術者がノーベル賞を受賞しています。今日、私より一〇
歳ほど若い仲間は研究生活をとてもエンジョイしています。それを見
。
ると、今度は「生まれるのが少し早かった」と思うのです（笑）

東大改革から社会改革へ
勝 総長として東大改革を推進されていますが、その概要を教えてい
ただけますか？
五神 最初に、総長になろうと思った、そもそもの動機からお話しし
ます。二十 数 年の 教 員 生活のあいだに、私が 指 導した 学 生は 百 人 程
にのぼり、その約七割が産業界にいます。ほぼマンツーマンで教育を
しますから、個々の卒業生の能力はよく把握しています。しかし、卒
業 後の 集まりなどで「あの 優 秀な○○君が会社で 十分に力を 発揮で
きていない」といった話を聞くことが増え、非常に残念に感じていま
した。
産業構造が大きく転換している今、新しい産業を生む原動力になる
能力を持っているのは、彼ら彼女らなのです。そこで、彼ら彼女らがそ
の高い能力を存分に発揮できるように、東大が企業と連携しながらプ
ラットフォームを提供してはどうか？ と思い始めたのです。東大が
本気で取り 組めば、彼ら彼女らも動きやすくなる、と。これが総長を
目指そうと思った一番の動機です。
今すぐにやらなければと思ったのは、日本には残された時間がない
からです。二〇二五年には団塊の世代が後期高齢者になります。それ
までに産業構造を転換させ、超高齢社会における成長モデルを確立さ
せる必要があります。そう考えると、プレーヤーはすでに出揃ってい
るはずで、その人材を活用することが鍵なのです。もちろん子どもの
教育も重要ですが、今の子どもが成長して社会に出る前には、おそら
く世界のなかで勝負がついているのです。
私だけでも百人の人材データベースが頭に入っているのですから、
教員が百人いれば、かなりの規模になりますよね。加えて東大は、産
官学民の全てのセクターに優秀な卒業生を輩出している。東大が社会
を変革するというのは決して妄想ではなく、責務なのです。
勝 総長に就任されてから、産業界との連携を強化されていますが、
どのような狙いがあるのでしょうか？
五神 日本ではメンバーシップ型雇用をベースにした大企業に優秀な
人材が集まり、指導的な役割を担ってきました。近年、社会が大きく
変化するなかで、そういう立場の人が長期的なビジョンを描けず悩む
ことが多いようです。海外では、優秀で野心的な人は卒業後すぐ会社
を興して、三〇代半ばで海千山千の経験を積んでいますが、日本の企

4
5

研究の世界へ

１８

勝 五神総長のこれまでの歩みや研究内容を教えていただけますか。
五神 私の研究テーマは「光と物質の相互作用を理解・制御する」こ
とです。なぜ「光」なのかと言うと、子どものころ、近所の芸術家の先
生のアトリエで絵を描いたりしているうちに、モノがカラフルに見え
る「色合い」とは何なのか？ といったことに興味を持つようになった
のがキッカケです。小中学生のころは、ラジオやアマチュア無線を通
して「電波」について勉強しました。私が育った時代は、ラジオからテ
レビに移り、テレビも白黒からカラーになって、衛星放送が始まるなど、
通信容量が飛躍的に増えていきました。光は電波の一種ですが、波長
が短くなり周波数が上がるにつれて、そこに載せられる情報量も増え
ていきます。そんな技術の進歩を、身を以て体験しました。
振り返ってみると、幼いころに抱いた「色合い」に対する興味と、少
し大きくなってからの「電波」への関心が、今日の研究にもつながって
いるのかもしれませんね。
勝 研究者になるキッカケなどはあったのですか？
五神 最初から大学に残って、研究者になろうと思っていたわけでは
ありません。博士課程の途中で、お世話になった先輩が突然、有機農
業を始めるという大胆な転身をされて、その後任として助手に指名さ
れ、後輩達の研究指導を手伝うことになったのです。
私が本格的に研究を始めたのは一九八〇年です。当時、実験室には
レーザー光の装置が入っていました。レーザー光は一九六〇年に発明
され、六〇・七〇年代に長足の進化を遂げました。ですから、八〇年代
になると 画 期 的なアイデアはほぼ 出 揃っており、研 究を 始めた 当 初、
。
私は「生まれるのが二〇年遅かった」と思っていました（笑）
ところが、一九九〇年代後半からレーザー光が半導体技術と融合す
ることで、再び急速に進歩し始めたのです。それ以前と決定的に違っ
ていたのは、電力を光に変える際の「変換効率」が桁違いに高くなった
点です。かつては Ｗのレーザー光を出すのに ｋＷの電力が必要だ
ったのが、今では１６０Ｗの光を出すのに８００Ｗで十分で、格段に使
いやすくなりました。
また、先ほど述べたように光は電磁波ですが、変換効率の劇的向上
にともなって電磁波を精密に制御できる技術が確立したことで、光も
同じように精密な制御が可能になったのです。そして、電磁波のなか
でも圧倒的に周波数が高い光に膨大な情報を載せられるようになりま
した。
このおかげで六〇・七〇年代には「机上の空論」と言われていたこと
が、現実味を帯びてきました。事実、二一世紀に入ってから、数年おき
３０
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各界を代表するリーダーにご登場いただき、

写真／渡邉 茂樹

デジタル革命と知識集約型社会

つくっていかなければならないという結論に達しました。そのキーデ
バイスとして精密な工作が可能なレーザー光を使えば、面白いことが
できるのではないかと考えたのです。
このように未来像からバックキャストする考え方はあらゆる分野に
適応可能で、日本の社会全体を変えていくうえでも有効だと思います。
東大という場を格好のモデルにして、社会も変えていきたいですね。
勝 なるほど。五神総長の研究が起点になっているのですね。

業にいると、ビジョンを描くトレーニングをするチャンスが少ないです
からね。
成長のロードマップが定まっていた時代は、しっかりした組織に優
秀な人材を集めて育てれば良かったのですが、今求められているのは、
全く新しい価値創造です。東大は従来型の人材の流れを維持する役割
を果たしてきた面もあるので、東大が率先してそこを変えていかなけ
れば、と考えています。
ただ、最近になって、卒業生から「会社を移りました」
「ベンチャー企
業に転職しました」といった声を聞く機会も増えてきました。強く印
象に残っている個性的な学生ほど、そういう傾向が強い。若者も自分
の人生を真剣に考えるなかで、思い切った選択をするようになってき
たのは、良い傾向ではないでしょうか。
勝 日本では研究開発費の約七割を民間企業が持っています。しかし、
民間の研究開発は短期的かつ改良型が主で、費用をつぎ込んだ研究も
実用化されないケースが多い。今後、産官学の連携がより重要になっ
てくると思われますが、政府にはどのような役割を期待されますか？
五神 東大では、ベンチャー企業の創出・育成を支援するために、ベン
チャー・キャピタル（ＶＣ）に投資する「ファンド・オブ・ファンズ」を
導入しました。大学の知見を使い、これから日本が伸ばすべき分野に
強いＶＣを選んで投資するという新たな仕組みです。
さらに今後は、大企業からのカーブアウト・ベンチャーを支援する
官民ファンドを設立する計画を進めています。こうした支援の重要性
は二〇年ほど前から指摘されていましたが、なかなか進みませんでし
た。そこで、東大が受け皿となり、組織を超えた人材・知・技術の連携
を活性化したいと考えました。
これは、民間企業だけでは活用しきれていない人や技術を〝切り出
し〞て活用するわけですから、その呼び水となる資金は政府が出すの
が効果的です。
勝 逆に、大学の側から、政府や産業界にどのような価値を提供でき
るとお考えですか？
五神 総長になる少し前、個別生産を高品質・低コストで実現するた
めに、レーザー光を使ってモノづくりに革命を起こそうというプロジ
ェクトを立ち上げました。いわゆる「マニファクチュアのスマート化」
です。
ＱＯＬ
（ Quality of
大 量に 生 産して 消 費 す る 二〇世 紀 型モデルは、
）の向上にはひと役買いましたが、画一化・均一化は全ての人を幸
life
福にはできません。これからの世界は、いかにグローバル化と多様性
とを 協調させていくかが重要です。そこで、技術の面から「未来の価
値創造」を捉え直した結果、モノを人に合わせて「個」を活かす社会を
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勝 昨今の社会は非常に速いスピードで変化し、グローバル化も進ん
でいます。そういう時代にどう対応していくべきでしょうか？
五神 社会の変化の激しさを実感する例として、インターネットの普
及率は一〇年ほど前に飽和状態に達しましたが、ダウンロード・トラ
フィックはここ数年で急増しています。つまり、コミュニケーションの
形態がテキストから画像や動画などに変わり、人と人との関わり方や
共感の広がり方に質的な変化が生じているのです。情報のとり方が変
わると同時に、一度に得られる情報量が増えると、当然、処理のスピー
ドも変わるので、従来型のコミュニケーションに即した社会システムが
根本から影響を受けて大きく変容しているのです。
勝 五神総長は、政府の「未来投資会議」のメンバーも務められていま
す。未来への投資とは、どのようなものでしょうか？
五神 未来投資会議では「第四次産業革命」や、
「 Society 5」
「
.0 超スマ
ート社会」の実現などについて議論しています。その基本的な方向性
としては、デジタル革命がもたらす社会や産業の変化は、より良い未
来社会を実現する可能性を持っており、その実現に向けた投資を行な
うべきだ、ということです。特に重要なのは、
ＩＣＴを活用したスマー
ト化がさまざまな格差を解消し、インクルーシブな社会を実現すると
いう点です。
日本は労働集約型から資本集約型に移行する成長モデルのなかで、
第一次産業から第二次産業に軸足を移し、工業化を遂げました。しか
し、資本集約型の成長は飽和状態にあります。
他方、スマート化は、第一次・第二次・第三次産業全てに対して、同
時に質的な変革をもたらすことができます。これにより、第二次産業
にストックされた優秀な人材を活用できるというのも重要な点です。
これは全ての産業が「知識集約型」へ向かうパラダイムシフトと言え
ます。
例えば、農業分野では資本集約型の流れに沿って、耕地を集約化し
て生産性を上げようという動きがありましたが、独特の土地所有文化

変化を楽しめば、チャンスは広がる

のある日本ではあまり上手くいきませんでした。それに対し、センサ
ーなどのＩＣＴを活用すれば、分散した小規模耕地でも生産性を高め
ることができるといった事例が出始めています。スマート化は、資本
集約型を超えた知識集約型社会を実現できるポテンシャルを備えてい
るのです。
知識集約型社会においては情報の価値がいっそう高まるので、情報
をやり取りするネットワーク基盤が最重要ですが、日本にはその主幹
になり得るＳＩＮＥＴという非常にハイレベルなインフラが整ってい
ます。
勝 ＳＩＮＥＴの技術基盤は、
ＩＩＪ がサポートしています。
五神 ＩＩＪさんの専門分野ですね。現在、東大と国立情報学研究所
が連携して、大学を起点としてＳＩＮＥＴを新産業創出にも活用する
計画を進めています。四七都道府県の大学・研究機関が１００Ｇで結
ばれているので、これを戦略的に活用すれば、全国の大学の周辺地域
が新しい産業の集積拠点になれるのです。
「こんなインフラがあ
未来投資会議でＳＩＮＥＴのことを話したら、
ったのか」と皆さん、驚いていました。
勝 ＳＩＮＥＴの活用は、地方の活性化にもつながるでしょうね。

五神 真（ごのかみ まこと）

勝 最後に、次世代を担う若者にメッセージをいただけますか。
五神 先ほど「生まれるのが二〇年遅かった、早かった」という話をし
ましたが、人生にはその時々でエキサイティングなことが必ずあるの
で、夢中になれる対象を意欲的に見つけてほしいです。
今の世の中は、かつて経験したことがないようなスピードで変化し
ています。それは逆に、チャンスだと思うのです。もし見聞きしたこ
とがないものに遭遇したら、まずは「面白い」と捉えて、変化を楽しん
でもらいたい。東大生は成功体験が多く、そういう若者は保守的にな
りがちなので、普 段から 彼らには「変 化を 楽しめば、チャンスは 広が
る」と語っています。
小学生や中学生に対しては、言葉だけでなく、回りの大人自身が変
化を楽しんでいる様子を見せてあげることも大事だと思います。お父
さん・お母さんも、子どもと一緒になって新しいことにチャレンジして
ほしいです。知識集約型社会には全ての人が参加できるし、またそれ
が望まれる社会になると思うので、みんなで変化を楽しんでいけると
いいですね。
勝 おっしゃる通りだと思います。本日はお忙しいなか、貴重なお話
をありがとうございました。
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東京大学理学部卒業。82年、
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され、冬季オリンピックとしては過去最多のメダル

先般、平昌オリンピック・パラリンピックが開催

からの二年でどのような技術革新が起こり、その先

及のキッカケになったとも言われていますが、これ

であったため、外出先や会社でスマートフォンなど
を用いてライブで視聴し、メダル獲得に思わず声を
あげた方もいらっしゃるのではないでしょうか。
ネット・トラフィックに関するデータによると ＊、二

オープンインターネットを経由して視聴できる状況

に

まず考えられるのは、映像の高精細化です。すで

〇一七年五月のブロードバンドサービス契約者の総

になっています。 YouTube
にも個人ユーザが公開し

特集イラスト／高橋 庸平

ったそうです。ここ数年、五〇パーセントほどの増

ｐｓ となっており、前年同月比で三九パーセント増だ

てきました。平昌オリンピックでも４Ｋ映像のイン

ている４Ｋ映像が溢れており、目にする機会も増え

ただ、ご承知の通り、現状販売されている４Ｋテレビ

ターネット配信が実施されました。また、この秋に
インターネットの契約者数は大幅な増加傾向を示

のチューナーでは視聴できないため、ご家庭での視

加率だったのが若干鈍化しているとはいえ、引き続

していないため、一人当たりのトラフィックが増え

聴には新たにチューナーを購入する必要があります。

はＢＳ／ＣＳを使った４Ｋ／８Ｋ放送が始まります。

ているわけですが、こうしたトラフィックの大半が

ネットで配信してくれれば

と思うのは筆者だけ
……
動画であると考えられ、インターネットを使って動

でしょうか。

４Ｋの映像をある程度のクオリティで配信しよう

とすると、 Ｍｂｐｓ ほどのビットレートが必要にな
ており、海外コンテンツだけでなく、日本のコンテン

とした外資系の動画サービスがどんどん日本に上陸し

フィックが集中することも考えられますので、今後、

ります。スポーツなどのライブイベントでは、トラ

視聴者の観点から言うと、光回線を利用している

に突然現れる時代がくることになります。
た放送局も、動画配信事業者に番組のコンテンツを提

ケースでも、地域によっては帯域が確保できていな
い状況にあるかもしれません。皆さまが利用されて

供するだけでなく、インターネットへの進出を加速し

いるＩＳＰやキャリアもトラフィックの伸びに対応

ンピック・パラリンピックが 開催されます。前回、

そうしたなか、二年後の二〇二〇年には東京オリ

信が議論されるようになってきました。

Ｐ２Ｐやマルチキャストによる配
アプローチとして、

どこかで限界がくる可能性もあります。そこで別の

できるよう、設備投資を行なっていると思いますが、

一九六四年の東京オリンピックは、カラーテレビ普

ンロードを突破し、その存在感を増しています。

ています。民放局のキャッチアップサービス「 TVer
（ティーバー）
」は、この冬にアプリの一〇〇〇万ダウ

これまで日本で優良なコンテンツを生み出してき

Ｔｂｐｓ クラスのトラフィックがインターネット上

、 Amazon Prime Video
など、月額課金を主体
Netflix

動画サービスも多様化してきました。このところ、

画を見るスタイルが定着してきたと言えるでしょう。

き増加傾向にあります。

では４Ｋコンテンツの配信を開始しており、
NetFlix

ダウンロード・トラフィックは、推定で約９・６Ｔｂ

総務省が定期的に発表している我が国のインター

映像の高精細化

にはどういった世界が待っているのでしょうか？

今回は、そうしたコンテンツ配信の最前線をリポートする。

を獲得しました。日本との時差がない都市での大会

多くの新技術の開発・導入が予定されており、その動向から目が離せない。
ツも含めて、さまざまなサービスが提供されています。

３０

TOPICS

コンテンツ配信と
インターネット

2020年を見据えた
動画配信の技術革新

インターネット経由で動画を視聴するスタイルが定着するなか、
動画配信の分野では、どのような技術革新が起ころうとしているのだろうか？

ここでは、映像の高精細化や放送関連機器のI P化など、同分野の最新動向を整理してみたい。

さまざまな技術の進化にともなって、大規模なトラフィック（コンテンツ）が

インターネット上でやり取りされるようになってきた。

I I J 経営企画本部
配信事業推進部長

またこの分野では、2020年の東京オリンピック・パラリンピックに向けて

福田 一則

8
＊ http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/02kiban04_04000213.html
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ＩＩＪでは、二五年におよぶバックボーンの運用

いった 世 界も 見えてきます。映 像の 収 録から、伝

ラウド 上で 制 作した 映 像をそのまま 配 信する、と

ある 編 集 機 材に 非 圧 縮の 映 像をＩＰで 伝 送し、ク

経験と、二〇年に迫るコンテンツ配信技術の知見の
送・制 作・配 信・視 聴までを 全てＩＰで 完 結でき

えています。

蓄積により、高精細化の時代にもしっかりと対応で

る 世 界が、そう 遠くない 将 来に 実 現されるのでは
ＩＩＪではメーカおよび放送局と、
ＩＩＪのバック

きるよう、将来を見越した設備計画を立てて、整備を
放送並みのクオリティで配信するＣＤＮの事業会社

ボーンを利活用した映像伝送実験に取り組んでおり、

ないでしょうか。

「ＪＯＣＤＮ株式会社」を日本テレビ放送網株式会社
昨年度だけでも 約数十件の 実験を 重ねてきました。

進めています。一昨年には、放送局のコンテンツを

と設立し、その後、東名阪の一四 局の追加出資も受け、
普段、メールやＷＥＢでご利用いただいているＩＩ

そして、こうした試みに関する知見を技術者に展

トの非圧縮映像が流れていたということです。

Ｊバックボーンに、１Ｇｂｐｓ を超えるビットレー

活動を開始しています。

放送分野のＩＰ化

セミナーを、関係各社の協力のもと開催しています。

開する場として「 VidMeet
（ビッドミート）
」という

向けてコンテンツが発信されます。日本で収録され
毎回、放送局やメーカのエンジニアが一〇〇名以上

二〇二〇年のオリンピックでは、日本から世界に

た映像が世界中に配信される際、どういった技術が
参加し、好評を博しています。今後も実験や協議を
向けて尽力したいと思います。

重ねながら、 Video over IP
のさらなる普及・発展に

活用されるでしょうか。

その一つとして

が、どこまで実用化
Video over IP

されるのか、大いに気になるところです。ここ数年、

残念ながら、過去に悪用されたイメージをぬぐいき

チ弱のＳＤＩケーブルが四本必要なのに対し、
ＩＰ化

４Ｋの映像を伝送するのに、
ＳＤＩだと直径１セン

を節約しながら、きれいな映像を配信して社内教育

むでしょう。例えば、企業内においてＬＡＮの帯域

数年もすれば、さらに一般的な分野に技術移転が進

放送機器の分野で映像伝送の手段として、これまで

れていないことや、有力なアプリケーションがまだ
すれば一本の光ケーブルに集約でき、ワークフロー

などに活用したり、学校の授業で精細な映像を使っ

Ｐ２Ｐは、個人ユーザの空いているアップロード
二〇二〇年の東京オリンピック・パラリンピック

登場していないことなどから、数年のあいだに一般

が一変する可能性を秘めています。また、スタジア

て疑似体験的な教育を行なったりする機会が増える

では、さまざまな技術革新が想定されますが、その後

化する可能性は少ないと見られています。

ムなどで撮影した映像は、現地に派遣した中継車で
と思われます。

使われてきたＳＤＩに代わり、
ＩＰ化の動きが進んで

また、マルチキャストに関しては、
ＩＳＰの網内の
映像を制作して放送局にその映像を伝送していまし

ＩＩＪは、これから数年のあいだに生み出される

います。

帯域が節約できる半面、ネットワークでの対応や端

たが、今後は撮影した映像をそのまま現地から放送

技術に関して、その開発・発展の中心的役割を果た

帯域を利用して配信できることから、ネットワーク

末側の対応など、日常的に広く使っていくには課題
局に伝送して制作を行なうといったことが可能にな

すと同時に、小誌をご覧いただいている皆さまとと

やサーバリソースの負荷軽減が期待できるものの、

が多いと言えます。特に動画配信サービス事業者は、

もに、活用方法の検討や普及促進に注力していきた

ンの熱い想いに応えられるよう、万全の準備を整えて、高校野

率的な映像制作が可能になるでしょう。

さまざまなご要望をいただいています。I I J では、高校野球ファ

信可能だということがわかりました。

ります。これにより、人と機材を集約化でき、より効

環境を設けました。次に「事前配信テスト」では、弊社も含め
ビが運営する高校野球の情報サイト「バーチャル高校野球」の

て映像と音声のズレがないかなどをチェックしました。以上の
配信インフラをサポートしています。

セルフ配信テストと事前配信テストは、希望のあった制作会社

予選の配信は早いところでも準々決勝あたりからでした。それ

さて、七月に入るといよいよ地方大会が本格化します。長野
が 2017年は対象を全地区に拡大し、一部地域では 1 回戦か

県大会では 1 回戦から配信が始まり、CDN にトラフィックが
ら全試合を配信してほしいという要望もあったため、49 地区

乗ってきます。予選といえども、一番盛り上がった地区では、

朝日放送テレビをはじめとした各地方大会中継局の担当となり

合数が多い地方大会の期間でした。甲子園で本大会が始まると、

ます。II J では、試合スケジュールの確認、各制作局との打ち合

配信は（多い日でも）4 試合にとどまりますが、地方大会はバラ

わせ、配信テスト、配信映像のチェックなどを行ないます。

バラのスケジュールで進行しており、決勝戦を配信している地区

め、地道にやっていくしかないのですが、現場レベルで円滑なコ

た声をたくさんお寄せいただきました。そうした励ましもあって、

ミュニケーションを実現するために、メールやチャットを活用し

甲子園の全国大会決勝戦まで大きなトラブルもなく、無事、配

てマルチライン化し、効率化を図りました。配信機材は、伝送

信を終えることができました。ちなみに、2017年は最大で

されてくる映像を受けるエンコーダ部分が不足する恐れがあり

400 Gbps に迫るトラフィックを記録しました。

いと考えています。

グ・プロファイルをチューニングした結果、手持ちの機材で配

すでにオープンインターネットで４Ｋ配信を始めて

朝日新聞社と朝日放送テレビが運営する
高校野球の情報サイト「バーチャル高校野球」
http://www.asahi.com/koshien/

いますので、特定サービスの４Ｋ配信のために整備

配信テスト」では、各制作会社がいつでも自由にテストできる

さらにその 先には、クラウド 環 境 上に 用 意して

II J は 2012 年より「夏の高校野球」のインターネット配信の

裏側を支えており、2015 年からは朝日新聞社と朝日放送テレ

を行なうのは、非効率的ではないかと個人的には考

球のインターネット配信の裏側を支えていきます。
配信テストは、三段階にわけて実施しました。まず「セルフ

今年 2018 年は第100 回の記念大会ということで、すでに
ました。しかし、配信スケジュールを確認し、エンコーディン

合をインターネットで見ることができ、ありがたかった」といっ
スケジュールの確認は、試合の消化が天候にも左右されるた

一連の配信を通して、
「テレビでは放送していない地元の試
重ねました。

区もあるなど、入り乱れた状態での進捗管理になるからです。
ルの確認方法」
「配信機材の手配」などについて事前に検討を

もあれば、セルフ配信テストや事前配信テストを行なっている地
昨年は、配信する試合数が大幅に増えたため、
「スケジュー

夏の高校野球を配信するなかでもっとも大変だったのは、試
映像の制作と、映像を弊社の設備に伝送するところまでは、

記録し、今年はどこまでいくだろうか？ と期待が高まります。
になりました。

2015 年の本大会決勝戦のトラフィックに迫る 200Gbps 超を
（東京と北海道は 2 地区）
・257 試合プラス本大会という規模

は、本番と同じネットワーク環境・機材でテストを実施しました。
して、2016 年は 39 地区・91試合プラス甲子園の本大会で、

のみ実施しました。全社共通で行なった「最終配信テスト」で
試合の配信は、夏の地方大会から始まります。近年の実績と

柄沢 憲
II J 経営企画本部 配信事業推進部

夏の高校野球を配信する
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本稿では、CDN の基本的な仕組みを見たうえで、

マルチ CDN や自社 CDN など、
CDN 市場のトレンドをまとめてみたい。
I I J 経営企画本部
配信事業推進部 配信技術課長

岡 淳一

に「ハイパージャイアント」と呼ばれる（ＩＳＰで

で大きなトラフィックを扱っている事業者のトップ

小誌一一八号のコラムで、インターネットの世界

インターネット上で膨大なトラフィックを発信している CDN。

配信サーバ群

中間キャッシュ

HTTP(S)
HTTP(S)

ハイパージャイアントがコンテンツを届ける仕組
みで重要なのがＣＤＮです。
ＣＤＮは、 Akamai
やＡ
ＷＳ
（ Amazon Web Services
）のように 顧 客のコン

テンツを届けるためにＣＤＮサービスを提供してい
、 Google
、 Netf lix
のように自
る場合と、 Facebook
社のコンテンツを届けるためにＣＤＮを独自に構築・

運用している場合とに大別できます。
ＣＤＮは、配信サーバと、最適な配信サーバにクラ

イアントを誘導する仕組み、大量の配信サーバを設
Ｇｂｐｓ 以上の接続が可能で、コンテ

定・運用・管理する仕組みから構成されます（上図）
。
配信サーバは

ンツを保持するための大量のＳＳＤやＨＤＤを搭載
しています。一般的なＣＤＮは、
ＤＮＳの仕組みを用
いてクライアントをサーバに誘導しますが、自社Ｃ
ＤＮではＣＤＮ以外のシステムも含めて利用するこ

とで、より細かな誘導の仕組みを用いているものも
あります。
大規模なＣＤＮは、インターネットへの接続に大

きな特徴があります。一般的な企業や個人のインタ

二〇二一年には七七パーセントに達すると予想され

ィックに 占めるＣＤＮの 割合は 五二パーセントで、
的には有償の「トランジット」か、無償の「ピア」の

ラフィックの量などによってさまざまですが、一般

ＩＳＰ同士の接続形態は、歴史的な経緯やト
います。

Ｐが他のＩＳＰと接続することで接続性を確保して

ーネット接続はＩＳＰから接続を購入し、そのＩＳ

によると、北米の固

＊

いずれかです。トランジットでは、トランジットを

定回線では下りトラフィックの１／３を

のデータ
ています。 sandvine

が登場するようになり、インターネット上での存在

は、クラウド事業者のトラフィックも増えており、ハ

がその約七割を占めているということです。近年で

ＩＳＰからトランジットを購入し、最終的には

への接続をそれぞれ提供します。
ＩＳＰはより上位の

供するのに対し、ピアでは、
ＩＳＰ内部とＩＳＰ顧客

提供するＩＳＰがインターネット全てへの接続を提

が
Netf lix

感がＩＳＰからハイパージャイアントに移り始めて

うな巨大なＩＳＰは、
ＩＳＰ間のトラフィックを転送
イパージャイアントの一角として存在感が大きくな

などを加えた動画
Amazon Video

することで存在感を示してきましたが、ハイパージ
っています。

ラミッドのようにインターネットを構成しており、

からトランジットを購入するといったふうに、ピ
ISP

Tier 1

ャイアントは自らが発信するトラフィックで存在感
を示しています。

はトラフィックの交換で重要な役割を担っ
Tier 1 ISP

するＩＥＴＦのワーキンググループにＣＤＮＩがあ

ＣＤＮの仕組み

ＤＮを利用すれば、一つのＣＤＮの障害による影響

り、いくつかのＲＦＣを発行しています。
ＣＤＮＩで

によ

を少なくし、可用性を高めることができます。加え

ＣＤＮ事業者同士が接
は、マルチＣＤＮとは異なる、

＊

一 方、大 規 模なＣＤＮはＩＳＰからトランジット

て、問題がない限り、より安いＣＤＮを利用するコス

続し合って大規模なＣＤＮサービスを提供する仕組

ＣＩＳＣＯが二〇一七年に公表したデータ

を購入してはいますが、多くのＩＳＰとピアをする

ト重視の制御や、配信品質を向上させるための品質

てきました。

ことで直接トラフィックを届けており、トランジッ

ワーキンググループでは、
ＩＳＰ内に
Open Cache

自社ＣＤＮ

設置したキャッシュサーバが共同利用されています。

の

みを検討しています。また、 Streaming Video Alliance

マルチＣＤＮの手法としてＤＮＳを利用したもの

重視の制御、帯域の上限を制御する帯域ベースの制

やＡＰＩを利用したものなどがありますが、より細

トへの依存は少なくなっています。大規模なＣＤＮ

るために、といった理由でお互いの利益が一致して

してＩＳＰは大量のトラフィックを効率的に受け取

かい制御を行なうには、
ＡＰＩなどを利用してクライ

御など、より細かい制御も可能です。

おり、相互接続がなされているのです。大規模なＣ

ＣＤＮの配信サーバは、分散されて配置されてお

を構築し、全ビデオトラフィックを自社ＣＤＮで配

ＤＮとして利用していましたが、今では自社ＣＤＮ

は当初、複数のＣＤＮサービスをマルチＣ
Netf lix

り、多くのＩＳＰと多くの場所で接続されているの

信していると言われています。

います。

アント毎にＣＤＮを選択できる方法のほうが適して

のＧＧＣ、 Akamai
のＡＡＮＰ、 Netf lix
のＯ
Google

で、監視ノードを用いた監視によって局地的な品質

セキュリティ・動画など 特定の 分野に 注力したり、

替えるには、品質状況を細かくモニタリングする必

クライアントのより細い状況によってＣＤＮを切り

劣化をモニタリングすることはむずかしくなります。

最適化でき、自社ＣＤＮのメリットを活かせます。

自社で開発しているため、システム全体でＣＤＮを

イトやバックエンドの仕組みなどサービスの多くを

自社ＣＤＮを活用している事業者は、ポータルサ

特定の地域に注力する新しいサービス形態も出てき

要があり、クライアントの状況をモニタリングする

特に多くの人に配信を行なう場合、地域・配信先

組みがマルチＣＤＮの切り替え判断に適しています。

な自社ＣＤＮを用意しておくのは無駄が多く、ピー

す。普段からピークトラフィックをまかなえるよう

ービスも併用したマルチＣＤＮの事業者が多くいま

を自社でまかなっているところは少なく、他社のサ

ただ、自社ＣＤＮを利用している事業者でも全て

ＩＳＰ・時刻・受信デバイスなどによって最適なＣ

ク時はＣＤＮサービスを利用したり、キャッシュサ

を 抱える

ＤＮが異なるので、高品質な配信を行なうためには

ーバを設置できていない地域のみＣＤＮサービスを

のような動画配信の品質計測の仕
Conviva insights

マ ル チＣＤＮが 有 効 で す。米 国

Yahooの! ＮＦＬの

ＩＳＰが持つ接続性を活かしたＣＤＮサービスもあ

げシェアのトップは、
ＡＷＳが提供する

ライブ 中継では、六つのＣＤＮをマルチＣＤＮとし

利用しているようです。

調査
＊

CloudFront

によると、ストレージを含むＣＤＮの売り上

毎年発表されている

ります。

です。ストレージの占める割合が多いとは言われて

て利用し、一八五ヵ国・一五〇〇万人に放送品質の

のＣＤＮ市場
Dan Rayburn

いますが、クラウド事業者がＣＤＮ市場の売り上げ

んが、より高品質な配信環境が求められる動画のリ

日本でのマルチＣＤＮの事例はまだ多くありませ

マルチＣＤＮを利用する際は、
ＣＤＮ各社独自の機

ニア配信の増加とともに増えていくのではないかと

強を行なっていく考えです。

トラフィックに対応するために、技術開発や設備増

ＩＩＪでは、今後もますます増加する動画配信の

能を利用することはむずかしく、より汎用的なＣＤ

一方で、
ＣＤＮ同士の相互利用のための規格を協議

一面もあります。

事業者にとっては価格引き下げの要因となっている

予想しています。

4

Ｎの使い方をする必要があります。そのためＣＤＮ

＊

動画を配信しました

マルチＣＤＮ
海外の大規模なＯＴＴ
（ Over The Top
）事業者のな

かには、複数のＣＤＮサービスを利用する「マルチＣ
ＤＮ」を採用するケースが増えています。マルチＣ

。

の上位にくるのも、近年の新しい動きだと思います。

が 提 供するＣＤＮサービスなど、
Comcast

ま し た。ま た、 Level、
と いった Tier 1 ISP
3 Verizon
が提供するＣＤＮサービスや、大規模な個人ユーザ

ＣＤＮサービスを提供している事業者のなかには、

し、トラフィックを届けている例もあります。

ＣＡのように、配信サーバを直接ＩＳＰ内部に設置

ＤＮのなかにはネットワークを接続する以外にも、

は大量のトラフィックを効率的に届けるために、そ

1

「 Tier 1 ISP
」と呼ばれるよ
いる、とお伝えしました。

１０

クライアント
配信エッジサーバ
オリジンサーバ

クライアント誘導サーバ
監視サーバ ログ管理サーバ
お客さま管理画面 管理サーバ

ると、二〇一六年の全世界のインターネットトラフ

管理サーバ群

占め、 YouTube
や

ＣＤＮ
（ Content Delivery Network
）事 業 者
はない）

１０

お客さま管理者
2

世界の CDN 市場
のトレンド
3

12
＊1 https://www.cisco.com/c/ja_jp/solutions/collateral/service-provider/visual-networking-index-vni/complete-white-paper-c11-481360.html
＊2 https://www.sandvine.com/hubfs/downloads/archive/2016-global-internet-phenomena-report-latin-america-and-north-america.pdf
＊3 http://www.CDNpricing.com
＊4 https://yahooeng.tumblr.com/post/132155634066/under-the-hood-delivering-the-first-free-global

13

コンテンツ配信とインターネット
TO P I C S

インターネット・トラフィック
を支えるバックボーン
通信を輻輳させないために

のバックボーン設備が必要なのかを予想できます。

れらの作業を十分に行なっておくことで、どの程度

日時からトラフィック量のピークも予測します。こ

といった視聴者の傾向を推測します。さらに、配信

出先からスマホなどで利用する割合が多くなるのか、

参考に、自宅から利用する割合が多くなるのか、外

ＩＪがこれまでに配信してきたトラフィック傾向を

するインターネット・トラフィックを予測します。
Ｉ

整理します。次に、それらの情報から配信時に発生

配信なのかオンデマンド配信なのかといった情報を

まず、配信予定のコンテンツのジャンルや、ライブ

をもとに、トラフィック 傾向を 予測することです。

化を見逃してしまうと、適切なトラフィック予測や

あるなど、大きな変動の渦中にあります。小さな変

く、スマホでのコンテンツ利用の割合も増加しつつ

コンテンツ配信の分野はトラフィックの伸びが大き

次の予測もある程度の精度は維持できます。しかし、

予測と近い結果になっていれば、従来の予測基準で

す。実際のトラフィック傾向が事前のトラフィック

や、設備計画を立てるうえでのノウハウが得られま

っかりと繰り返すことで、事前のトラフィック予測

とも大切になります。事後のトラフィック分析をし

よく運ぶには、このトラフィック傾向の分析がもっ

フィック傾向分析です。大量のトラフィックを効率

設備計画がむずかしくなるのです。

ンツ配信サービスの基盤となるネットワーク設備に

は、ここ数年で大きく伸びています。大規模コンテ

デマンド配信といった多様なコンテンツ配信の需要

スポーツのライブ配信や、テレビ番組などのオン

も最適化する必要があるため、サーバの運用チーム

バックボーンの構成次第では、配信用サーバの配置

モバイルキャリア向けに適した構成にします。なお、

ように調整し、モバイル接続が多くなりそうなら、

クボーンの構成をＩＳＰ向けの配信が効率的になる

を検討します。接続元がおもに自宅であれば、バッ

予測したら、トラフィックを効率よく制御する方法

備の拡充や構成の最適化です。トラフィック傾向を

二つ目は、需要予測にもとづく、バックボーン設

サービスの基盤となるバックボーンをより広帯域に

後もこの状況が継続すると見られます。
ＩＩＪでは、

ーネット・トラフィックは毎年伸び続けており、今

総務省が公開しているデータでも、日本のインタ

を判断する材料としても重要です。

を要しますので、大規模な設備拡充が必要かどうか

続帯域増強は、設計から実施までに半年程度の期間

また、バックボーン回線の増強や、他ＩＳＰとの接

ンの構成を最適な状態に保つことが可能になります。

ンツ配信の状況変化をいち早く察知し、バックボー

バックボーン設備の検討

は、安定した稼働に加え、柔軟かつ迅速な拡張性が
と相談して対応します。さらに、トラフィック予測

していくために、データセンター間の接続に１００

以上の三つの取り組みを継続することで、コンテ

必要です。
ＩＩＪでは、大規模配信にしっかりと対応

によっては、データセンター間を結ぶバックボーン

I I J サービスプロダクト事業部
第一営業部 営業 2 課長

福士 良輔

因としては、動画をはじめとした大容量コンテンツ

の一般化と、受信可能な端末の普及・増加が挙げら
れます。ここでは（普段さまざまなコンテンツ配信
に関わるお客さまとやり取りし、そこでうかがった
お話などをもとに）コンテンツ配信に際して各事業
者がどのような点に注意すべきなのか、考えてみた

いと思います。

動画広告やＳＮＳ動画機能
これまでインターネット・トラフィックの大部分
は動画コンテンツであり、通常、ユーザが動画サイ

三つ目は、実際にコンテンツ配信された際のトラ

トにアクセスし、好きな動画コンテンツをストリー

を保ちつつスピード感のあるサービスを提供できる
ようにしておくことが、バックボーンを支えるネッ
トワークエンジニアの役割だと考えています。

コンテンツにアクセスすることで再生されていたの

り、動画コンテンツはユーザが主体的に視聴したい

接続を通して、配信コンテンツ毎にどういう通信傾

運用や、多くのコンテンツ事業者・ＩＳＰとの相互

ＩＩＪは、インターネット・バックボーンの管理・

ＩＩＪの取り組み

です。それが近年、
ＬＩＮＥやフェイスブックといっ

ったことを把握したうえで、途中経路の増強を行な

向があるのか、ユーザがどういう 割 合になるのか

が意図していないのに、多くの動画トラフィックが

て、通信を最適化しています。もちろん、輻輳しそ

（固定回線ユーザと携帯端末ユーザの比率など）とい

流れてしまう ……
そんなケースが増えてきました。
また、
ＷＥＢサイトなどでも動画広告をはじめとする

うな区間については、事前に設備増強（増速対応）を

イン上に動画コンテンツが貼り付けられて、ユーザ

コンテンツが増え、好むと好まざるとにかかわらず、

施します。

最適に視聴してもらい、継続させるには、いくつか

信 手 段を用いています。そして、配信コンテンツを

させるために 、事業者は ＣＤＮを 含むさまざまな 配

増え続ける動画広告や動画サイトを遅延なく表示

の最適化はＩＳＰが担うべき業務であり、大容量化

ＣＤＮサービスを提供している理由の一つに、通信

だけ把握し、最適化できるかという点です。
ＩＩＪが

業者と、
ＩＳＰなどユーザ側の事業者間の状況をどれ

ここで重要になるのが、
ＣＤＮなど配信を行なう事

する配信コンテンツを最適化するのはＩＳＰが適任
であるという考えがあります。よって、
ＣＤＮを利用
している配信側の設備増強を考慮することに加え、
Ｉ
ＳＰのバックボーン・キャパシティを考慮する必要

で、視聴が開始されます。インターネットは膨大な

まのご要望に応えるために、コンテンツの傾向をも

ＩＩＪでは、大容量コンテンツを配信するお客さ

性も高まっているのです。
ＣＤＮを含む配信サー
ネットワークの集合体であり、

の担当者がお客さまのもとにうかがい、最適なネッ

とに各ＩＳＰへ流れるトラフィック流量の割合を把

なるといった事象が発生しています。配信側のリソ

トワークを検討することもあります。こうした営業

バ群はさまざまな場所に存在しますが、コンテンツ

ースを大容量化しても、一部ユーザは正常に閲覧で

と技術の密な関係がＩＩＪの強みであり、通信を輻

握して、最適なネットワークを維持する活動を行な

きないといった事象が発生することもあります。原

輳させないための重要なアクティビティであると考

っています。その際、例えば、営業および設備技術

因は複数考えられますが、最近は通信経路の途中で

えています。

つなぐネットワークの一部が輻輳し、閲覧できなく

輻輳が発生するといった事象が多発しています。

の視聴機会の増加や大容量化により、ユーザまでを

アクセスしたりして、閲覧する条件が整ったところ

ユーザが動画をリクエストしたり、動画サイトに

通信の輻輳

注意すべき点があります。

ったり、輻輳していない通信経路に迂回させたりし

動画を目にする機会が多くなっています。

ＳＮＳのタイムラ
たＳＮＳの利用が飛躍的に増加し、

ミングやダウンロードして視聴していました。つま

需要が大きく伸びている分野だからこそ、安定性

できるサービス基盤となるバックボーン設備をより
なっています。

トラフィック傾向の予測
一つ目は、予定されているコンテンツ配信の内容

通信が輻輳するケースが増えている。

昨今のインターネット・トラフィックの急伸の要

ここでは、そうした課題に対する I I J の取り組みを紹介する。

トラフィック傾向の分析

ＧｂＰｓ 回線を導入するなど、需要拡大に十分対応

渡邉 一平

回線の増強や、他ＩＳＰとの接続帯域の増強といっ

I I J サービス基盤本部 ネットワーク技術部
ネットワーク技術課

適した構成にしていくために、三つの取り組みを行

“ 3 つの取り組み ” を継続している。

できるよう備えています。

I I Jではバックボーンを最適な状態に保つ

た大規模な設備拡充を行なう場合もあります。

増え続けるインターネット・トラフィックを安定的に支えるために、
インターネット・トラフィックの急増にともない、
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上村 明

電波による送信

C D N 事業者

インターネット
による配信

PC

動画配信事業者

動画配信

コンテンツプロバイダ
テレビ局
映画会社など

放送局にとっての CDN

放送

TV

ブラックボックス化！
？

TV
番組送出
番組制作

外部の C D N 事業者に委託

二〇一六年一二月、
ＩＩＪと日本テレビは合弁でＪ
ＯＣＤＮ株式会社を設立しました。この会社は、
ＩＩ
Ｊが 蓄積してきた 動画配信に 関する 高い 技術力と、
日本テレビグループの動画配信サービスの運営ノウ

ハウを融合し、放送事業者および動画配信事業者向
けに高品質で安定した動画配信を実現するＣＤＮサ
ービスを提供することを目的に設立されました。
放送局が本格的にインターネットによる動画配信

に取り組みはじめたのは、十数年前にさかのぼりま
及したわけではありませんが、ここ数年のスマート

す。当初は通信インフラの問題もあり、爆発的に普
デバイスの浸透や通信インフラの高速化にともない、
若者を中心に急成長しています。しかしながら、動
画配信を推進していくなかで、放送局は視聴者にコ

ンテンツを届けるＣＤＮの部分において、大きな課
題を抱えていました。

二つの課題
一つは運営体制です。放送では、自分たちでつく

ったコンテンツを、自ら設計し運用する送信設備を
使って視聴者に届けます。つまり、一気通貫でコン

テンツ制作から視聴者に届ける部分までを担うこと
で、高品質な 放送サービスを 実現しているのです。
一方、動画配信では、放送の送信設備にあたるＣＤＮ

の部分を外部の事業者に委託します。これは放送エ
ンジニアにとって、視聴者との接点となる重要な部
分を外部の事業者に任せることになり、ブラックボ

ックス化してしまうのではないかという不安要素に
なっていました。
もう一つの課題は、コスト構造です。放送は電波

だけでなく、各放送局が同時に行
TVer

によってコンテンツを届けているので、視聴率（視聴

します。また

なっている見逃し配信にも利用されています。

高まるにつれて、
ＣＤＮにかかるコストの問題が顕在

増えるほど増大します。よって、動画配信の比重が

み、シンプルで効率の良いＣＤＮを実現しています。

動画配信に特化することで必要十分な機能に絞り込

り、多種多様な機能が求められます。
ＪＯＣＤＮでは

一般的にＣＤＮはさまざまな用途に利用されてお

③ ハイブリッドキャストでの４Ｋ配信

定して配信しています。

にも対応できる設備を用意し、二四時間三六五日、安

ます。事件・事故・災害など突発的なアクセス増加

ＣＳ放送のニュース番組の配信にも利用されてい

② 二四時間放送チャンネルのライブ配信

こうした背景のもと、長年ＣＤＮ事業に取り組ん

ＪＯＣＤＮを設立することになったのです。

営していきたいという思いのあった日本テレビが、

まに検証済みＯＶＰをご利用いただくことで、最小

徴的な要件を満たす機能も開発しています。お客さ

前に技術検証を実施し、
ＣＤＮに対するＯＶＰ毎の特

ます。まだまだ認知度は低いですが、各所で実験的

と呼ばれる機能があり、そこで４Ｋ映像を配信でき

ＭＬ５コンテンツを表示するハイブリッドキャスト

地上デジタル放送には、対応受信機においてＨＴ

ＩＩＪ ＋ 民放一五社

な取り組みとして４Ｋ映像の配信が実施されており、
その際にＣＤＮを提供してきました。４Ｋ映像は数
主要なお客さまである放送局とは定期的に意見交

適化により安定的な配信を実施しています。

③ 放送局のニーズを反映

レビに限ったことではなく、今後の動画配信の拡大

換を行なって、放送局ならではの要望にも対応して

④ 大規模イベントでのＳＳＡＩによるライブ配信

十Ｍｂｐｓ とビットレートが高いのですが、設備の最

を考える際には、各社共通の悩みと言えるものでし

います。また、これまであまり接点のなかった放送

ＪＯＣＤＮとしてのサービスは、二〇一七年三月

ションと技術検証を重ね、細かなチューニングを施

年度が切り替わる二〇一八年四月から利用を開始

おり、今後ますます利用増加が見込まれています。

でに大規模スポーツイベントの配信でも利用されて

して、安定的に配信できる体制を整えています。す

民放テレビ局が連携した公式テレビポータルサイ

① 放送局コンテンツの見逃し配信

供事例は左記の通りです。

からスタートしました。最近までの主なＣＤＮの提

です。主要なＳＳＡＩ技術の提供事業者のソリュー

ことで、よりスムーズな広告の掲示を実現するもの

理ではなく、サーバ側の処理により広告を挿入する

）が あ り ま す。こ れ は、
Ｉ
（ Server -Side Ad Insertion
動画への広告挿入技術の一つで、プレーヤー側の処

最近、動画配信業界が注目している技術に、
ＳＳＡ

エンジニアと通信エンジニアのディスカッションな
どを通して、新たな機能の開発や、より使いやすいＣ

り、規模が大きくなればなるほど、より高性能かつ高
信頼性を誇るＣＤＮを、廉価に提供できるという側

ＤＮの実現につなげています。

〇一七年四月、第三者割り当て増資により、
ＩＩＪプ

ラス民放一五社（在京、在阪、在名、それぞれ五系列
の民放）が出資する、現在のかたちになりました。

サービスの特徴
ＪＯＣＤＮのＣＤＮサービスは、
ＩＩＪが提供して

きたプレミアムコンテンツ配信サービスがベースに
なっています。特徴は次の通りです。
グローバルのＣＤＮ事業者は世界中にサーバを設

す。もっともポピュラーな番組はドラマで、人気ド

きるサービスで、現在、約一五〇番組を配信していま

いく考えです。

着実に、安定したサービス提供を目指して邁進して

模を着々と拡充しています。ＪＯＣＤＮは一歩ずつ

されるお客さまも多いため、ＪＯＣＤＮでは設備規
置しているのに対し、
ＪＯＣＤＮでは国内配信に特化

ラマともなると、放送終了後、一気にアクセスが増大

ト「
（ティーバー）
」での配信に利用されていま
TVer
す。 TVer
は放送終了後から約七日間、無料で視聴で

して、コスト効率を高めています。現在は全てのサ

① 国内配信に特化した設計

提供事例

面を持っています。そこで、設立から四ヵ月後の二

た。
ＣＤＮ事業はスケールメリットの大きな事業であ

放送局にとってＣＤＮが課題である点は、日本テ

ットが生じます。

限の検証でＪＯＣＤＮを利用開始できるというメリ

化してきました。

できたＩＩＪと、
ＣＤＮに積極的に関わって、自ら運

また、主要ＯＶＰ
（ Online Video Platform
）事業者と事

ーバをＩＩＪのバックボーン内に設置して、日本の

JOCDN株式会社 取締役

者数）にかかわらず、コンテンツを届けるコストは一

国内向けの動画配信事業を推進している。

隅々まで高品質な配信を実現しています。

さらに翌年4 月には民放14社も加わって、

定です。一方、動画配信におけるＣＤＮのコストは、

I I J と日本テレビは 2016年12月1日、J OCDN 株式会社を設立した。

② 動画配信に特化した設計

JOCDN の設立背景と
サービス概要
いわゆる「流量」に比例しており、視聴者が増えれば

放送局が一気通貫で管理、
運用
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まざまなメディアがＩＰを伝送・伝達に使うように
用（放送局内部向け）ビデオとオーディオになると思

なりました。次のステップは、プロフェッショナル
われます。そして我々は、
ＩＰバックボーンが放送事
業者向けのメディアサービスに利用されるようにな

る、と考えています。それに向けてＩＩＪでは、
ＩＰ
技術によるプロフェッショナルなビデオとオーディ

オが新しい市場になると捉え、数年前から検証を行
なってきました。
その一環として、
ＩＩＪは自らの１００Ｇｂｉｔイ
ーサネット・バックボーンを使用して、多くのメー
ＩＩＪのバックボーンを利用していますが、インタ

カと共同で実証実験を重ねてきました（この回線は
ーネットには接続されない、仮想的な専用線として
設定しています）
。
ＩＩＪが回線を提供する一方、メー

カが機材を持ち寄って、互いに技術的な検証を実施
するかたちをとりました。ＩＩＪが提供した回線は
「東京〜大阪〜東京」という東阪間を往復するもので、
約一千キロメートルの距離があります。通常であれ

ば、送信機と受信機は別々の場所に設置しなければ
機と受信機を同じ場所に設置でき、遠隔コミュニケ

なりませんが、往復する回線をつくったことで送信

この数年間、放送局機材のＩＰ化の流れが加速して
なかなかできないため、彼らにとっても貴重な機会

しました。メーカは実際の環境で機器を試すことが

ーションを必要としない、少人数での実験を可能に
います。さまざまな場所で検証実験が実施され、スポ
となったはずです。
今回の試みを通じて私は「ＩＰの時代が確実に訪

ーツイベントや中継車などでの採用が増えています。
世界の潮流を見ても、放送局内の映像・音声データ伝
二〇一 八 年にはＳＭＰＴＥにより、この 規 格が 標

はずです。同時に、実証実験で得られた知見をユー

な活動に携わることができる素晴らしい機会になる

れる」と確信しました。これは我々にとって、革新的

準化されました。
「ＳＭＰＴＥ ＳＴ ２１１０」と名付

ザにフィードバックできる時期が来ていることも実

送において、
ＩＰ技術の採用が進んでいます。

けられた規格は、先行技術を取りまとめた〝マイル

感できました。言い換えると、 Video over IP
技術の準

備が整ったことを広く実証できる段階に達したとい

ストーン〞となっています。
インターネットが民間に普及・浸透してから、さ

日本に来ると言ってくれたときは、本当に驚きまし

を共有できる良いコミュニティがありませんでした。

ょっとカジュアルな集まりがありますが、そうした

あと、ジョン氏は一時間以上にわたり会場からの質

機器情報交換のためのプロトコルです。最近、日本

Ｐ化された放送機器間で用いられるディスカバリや

ＭＯＳとＪＴ Ｎ-Ｍを 取り 上げ ま し た。
ＮＭＯＳはＩ

VidMeet は
4 、さらなるテーマとしてＡＭＷＡ Ｎ

問に丁寧に答えてくれました。

これまでの

たのです。

文化を 放送技術業界にも 持ち 込んでみたいと 思っ

要だと感じていました。

Video over I 技
P 術に関する
ミーティングを創設

でに四回開催しています。毎回、私が講演者をアレ

で、
ＡＭＷＡの活動とＮＭＯＳの詳細を紹介するため

解説されたことはほとんどありませんでした。そこ

でもホットトピックになっていますが、その詳細が

ンジし、デモンストレーションも実施するようにし

に、
ＡＭＷＡのエグゼクティブプロデューサーである

は、昨年一〇月からスタートし、これま
VidMeet

毎年二月下旬に開催する

ています。
ＩＩＪのオフィスには実証実験に用いてい

ブラッド・ギルマー氏に基調講演をお願いしました。

が
北米とヨーロッパでは、 Video Services Forum

Ｃといった放送機材展示会におけるデモンストレー

る回線が引き込んであるため、東京〜大阪〜東京間

ションブースである

にとって有用
VidMeet

ＪＴ Ｎ-Ｍが目指すことについても、彼に語っ
加えて、

技
Video over IP

術導入となりました。

ービジネスソリューションによる講演は、優れた技

入門をメインテーマとしました。ソニ
Video over IP

なオープニングとするために、放 送 技 術 者 向けの

VidMeet は
1 、これからの

のデモを見ていただいています。

すべき活動がありますが、日本では
技術に関するミーティ
Video over IP

術に関する定期的なイベントは存在しませんでした。

そこで私は

「 VidMeet
」と名付けました。
ングを始めることにし、
この名称は「 VidTrans
」に対する敬意から名付けた

は、 Video over IP
技 術の み な
も の で す。 VidTrans

放送技術の未来を変える力を持っています。

ＪＴ Ｎ-Ｍからのメッセージは、
タスクフォースです。

ていく予定です。すでに用意しているテーマもいく

は、今後も数ヵ月に一回の頻度で開催し
VidMeet
では、セイコーがＰＴＰ分野のリーディングカンパ

らず、ビデオ・オーディオの伝送技術分野に関する
エキサイティングな 会議です。同じような 活動を

ッショナル用のＩＰネットワークの構築方法といっ

つかあり、 Video over IP
のモニタリング、プロフェ
の技術詳細に関心を持っていたため、セイコーによ

ニーとして活動しています。多くの参加者は、
ＰＴＰ

のです。

ます。その約半分は放送事業者からの出席者で、そ

た話題を取り上げたいと考えています。
イコー、アリスタ、ソニーの三社によるパネルディス

れ以外にも、ベンダ、再販業者、通信事業者、研究開

は、プロフェッショナルなビデオとオー
VidMeet

ディオの最先端技術を共有・議論し、デモンストレ

送・受信して利用するうえでの立場の違いから、
ＰＴ

カッションも催しました。
ＰＴＰクロックを生成・伝

発者などが参加しています。

には、毎回約一〇〇人の参加者が集まり
VidMeet

ティアベースの活動を展開しています。商業化して

Ｐ技術を多面的に捉えることができたと思います。

技
Video over IP
術導入に関わるインフルエンサーであると考えてお

私は、こうしたメンバーが 日本の

イヨット氏を迎えました。私はジョン氏が「ＳＭＰ

はこのような方々を応援する場でありた
り、 VidMeet

VidMeet で
3 は、ゲストスピーカーにジョン・メ
います。技術に関するディスカッションは、ベンダ

ＴＥ ＳＴ ２１１０」の草案作成グループの編集者で

いと願っています。

とユーザの立場を越えて、平等でなければなりませ

のために
VidMeet

あることを知っていたので、彼が

しくなる可能性もあるので、あえてそのようにして

しまうと、技術をフラットに語り合うことがむずか

ーションすることを目的としたイベントで、ボラン

るＰＴＰレクチャーは好評を博しました。また、セ

技術の分野にも立ち上げたいと考えた
Video over IP

VidMeet の
2 テーマは、ＰＴＰ技 術でした。日 本

てもらいました。
ＪＴ Ｎ-Ｍは、非常に戦略的な活動を
通して、放送機器の将来像を示す役割を担っている

など、多くの注目
IP Showcase

や、
ＮＡＢやＩＢ
VidTrans

の概要
VidMeet

私はコミュニケーションと相互理解を深める場が必

の詳細を説明した最初の機会になりました。講演の

Ｔに関わった先達エンジニアの習慣に倣いました。

山本 文治

た。彼の講演は、日本で「ＳＭＰＴＥ ＳＴ ２１１０」

I I J 経営企画本部
配信事業推進部

最 近ですと「勉 強 会」
、少し 前のＵＮＩＸ文 化 圏で

本稿ではその活動概要を紹介する。

ただ、残念なことに、放送局・製造業者・インテグ

促すことを目的とした「 Vid Meet」がスタートした。

レータ・プロバイダなどのあいだで、こうした経験

放送分野で I P 化が進むなか、日本で Video over IP 技術の導入を

」といった技術に特化した、ち
は「 Birds of a feather

うことです。

VidMeet（ビッドミート）を立ち上げる
ん。こうしたコミュニケーションの流儀は、
ＩＰやＩ
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コペルニクス的
転回
イノベーションインスティテュート
取締役

浅羽 登志也

インターネット 以前は、通信や 放 送、さらに新聞や

の語源は「回転する」という意味のラテン語です。この
報が管理されていた時代は、その情報の正しさや信頼

する方式で運営されていました。そのような形態で情

出版などの情報メディアは、国や大手企業が集中管理

言葉が「革命」という意味を持つようになったのは、ポー
性は、情報を発信する新聞社や放送局などが保証して

〞が、もともとは
「革命」を意味する英語〝 Revolution
天文学用語だったことをご存じでしょうか。
〝 Revolution
〞

ランドの天文学者コペルニクスが『天体の回転について
いました。一方、インターネットで流通している情報の
信頼性や信ぴょう性については、従来のように誰かが

（ On the Revolutions of the Heavenly Spheres
）
』（一五
四三年出版）というタイトルの本で地動説を唱えたこ

それまで主流だった天動説（地球を中心に天体が回転
リテラシーを磨いていかないと、何が正しい情報なの

したがって、インターネットを活用する人は各々情報

とが発端だそうです。コペルニクスはこの本のなかで、 それを 保証したり 責任を 負ったりはしてくれません。
しているとする説）を 否 定。かわりに地動 説（太陽を

いつしか、このような 考え方・ものの見方の大転換
はほぼ無制限かつ自由だが、情報の信頼性は誰も保証

の信頼性を誰かが保証してくれていた状況から、流通

情報の流通は制限されて不自由だったけれども、そ

か判断できなくなってしまいます。

を「コペルニクス的転回」と言うようになり、そうした
してくれない状況への転換は、まさに情報流通におけ

唱え、大論争を引き起こしました。

中心に地球を含めた天体が回転しているとする説）を

大転換につながる出来事をコペルニクスの本のタイト

るコペルニクス的転回＝革命だったと言えるのではな
いでしょうか。

〝 Revolution
〞＝革 命と 呼ぶようにな
ルにあやかって、

りました。そして、もともとが天文学の用語だったこ

通貨システムにおけるコペルニクス的転回

〝 Revolution
〞には「人間の力では押し留め
ともあり、

られない運動」というニュアンスも 含まれます。こう
ところで最近、ビットコインという仮想通貨が話題

ずです。実際、中国では、アリペイのようなサービスが

ったことは、電子取引化してＩＴ技術で管理できるは

金を持っていて、そのうち誰に・いくら渡したのかとい

理」から「分散管理」へという転換です。

れまで信頼性の保証がネックとなりネットでは取引で

て提供できるようになったのです。さらに今後は、こ

通貨のような信用が必要なサービスを、誰でも構築し

などの中央の権威が集中管理することで維持してきた

た。しかしよく考えてみると、いつ・誰が・いくらのお

これまでお金は、紙幣や硬貨の形で流通してきまし

の価値も保証しています。

済が円滑に回るように集中管理を行ないながら、お金

ような中央銀行がお金の発行や流通量を調整して、経

ではなく、日本や 欧米などの先進国では、日本銀行の

動いています。当然、お金は誰でも勝手に作れるもの

今日の資本主義社会は、お金が中心となって社会が

営されている通貨システムです。

のではなく、参加者全員により分散管理する方式で運

になっています。ビットコインは誰かが集中管理する

〞（革命）という言葉は、一度始まった
して〝 Revolution
ら人間の力では止めることができないような大きな転
換を指すようになったのです。

コペルニクス以降では、フランス革命やロシア革命の
ような社会体制や政治体制の変革に用いられたり、農
業革命や産業革命、そして情報革命といった技術革新

の大きな流れにも用いられています。

インターネット革命
インターネット革命も同じような大きな転換の一つ

流行っていて、ほとんどの人が紙幣や硬貨を持ち 歩か

きなかったさまざまな情報がネット上に出てくる可能

であり、この大転換の大元にあるのは、情報の「集中管

ないで、買い物などの際のお金のやり取りは、全てスマ

性もあるでしょう。

はできません。しかし、これまではインターネットの技

ます。九州ほどの面積に福岡市よりも少ない一三二万

エストニア共和国というバルト海に面した国があり

超ＩＴ先進国エストニア

ホで行なっています。つまり、お金の本質は情報であ
過ぎないのです。お 金というものが「情 報」である以

り、紙幣や硬貨はその情報を〝見える化〞したものに

術でお金という情報の正しさを保証できませんでした。

人が暮らす 小さな 国です。このエストニアは、行政サ

上、インターネット革命にともなう転換を免れること

万が一、お金という情報が信頼できなくなったら、資本

ービスの 九 九パーセントがオンラインで 完 結できる、
えるブロックチェーン技術をフルに活用して「効率」と

超ＩＴ先 進国なのです。同国では、ビットコインを 支

主義経済は大混乱に陥ってしまいます。

「透明性」を標榜し、さまざまな情報をインターネット

そのため、インターネットバンキングなどでのお金
のやり取りは、国から認可を受けた銀行がシステムを

に公開しています。例えば、政府の公文書はもちろん、

今 回は 通 貨システムにおける

集中管理し、取引の内容などは、当事者以外には秘密

政治家の収支や個人献金の額なども全て公開されてい

〝コペルニクス的 転 回 〞とも 言える

ビットコインとブロックチェーン技 術を

ところが、ビットコインがこの 状況を一八〇度 変えて

にすることでお金情報の信頼性が守られていました。

るとのことです。従って、国民は必要があればいつで
もインターネットでそれらの情報を閲覧できますし、

しまいました。すなわち、ビットコインを用いた取引
の内容は、全てブロックチェーンと呼ばれる公開の「台

仮にそれらの情報が公開できないときは、その理由を

見ながら 、情 報のあり 方・取り 扱い

について 考えてみたい。

帳」に記入され、誰もがその情報を 参照可能にするこ

明記することが義務付けられているそうです。

エストニアが小さな国だから、このような大転換も

とで、悪意を持った誰かが改ざんを行なったら、そのこ
とが皆にわかるようにしたのです。つまり、以前は集

中管理から分散管理に移行する過程で必要となる、も

を作ったわけです。これはインターネットが情報を集

分散管理で公開することにより信頼性を保てる仕組み

れに危機感を感じるのは私だけでしょうか？

ていない現状を目の当たりにして、日本のＩＴ化の遅

する質疑が延々と続き、国会本来の機能が全く果たせ

の国会で森友学園に関連した公文書書き換え問題に関

中管理により情報非公開で信頼性を保ってきたものを、 比較的容易だったのかもしれません。しかし、我が国

う一つのコペルニクス的転回と言えるでしょう。
インターネット革命の第二段階が始まったといっても

はないですが、率先して行政のＩＴ化や情報の透明性

ないものだとすれば、政府にはまず「隗より始めよ」で

かい

インターネット革命が、人間の力では押し留められ
過言ではありません。お金という情報の信頼性を分散

確保に力を入れて欲しいものです。

ビットコインとブロックチェーン技術の登場により、

管理型で保証できるようになったことで、これまで、国
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障害時のサポート体制

IIJ データセンター内の
AS 400 マネージドサービスを活用した
システム管理体制の効率化

BEFORE

トラブルの際は各業者に連絡

Shinkin International Ltd.
85 London Wall, London EC2M 7AD
URL http://www.sil-uk.net/

Vision

債券の引受、売買を主たる業務とする証券
会社。海外における証券業務の拠点として、
1990 年 10 月に信金中央金庫の100％子
会社として設立されたロンドン現地法人。

ネットワーク
キャリア

システム
業者A

ロンドンを拠点としている Shinkin International Ltd.（以下、Shinkin International）では、

システム
業者B

自社で保有していた本番環境および DR 環境のコンピュータ・システムの老朽化と更改が課題となっていた。

そこで、メイン 機器の更新に合わせて、IIJ データセンター内の AS 400マネージドサービスを導入して、
機器の障害発生率を低下させるとともに、メインサーバを自社のサーバルームからデータセンターへ

AFTER

移設することにより、システム環境のセキュリティ強化を実現。

ワンストップのサポート体制

さらに、障害発生時、IIJ Europe Ltd.（以下、IIJ Europe）がワンストップで

Shinkin International Ltd.
Director

谷岡 正史 氏

ネットワーク
キャリア

保守業者とのやり取りにあたるというサポート体制を確立することで、復旧作業の効率化を図った。
ヘルプデスク

導入前の課題
機器の老朽化とシステムトラブル

Vision

データセンター

IIJ Europe のサービスを採用した理由について河島氏はこう語

Shinkin International は、オフィス内のサーバルーム（オンプ

る。
「さまざまなサービスを調査した結果、メインシステムは、当社

レミス）に1台と、バックアップサイトに1台、コンピュータ・システ

事務所ではなく、IIJ Europe のデータセンターに設置（オフプレミ

ム（AS400）を保有していた。いずれも導入から相応の年数が経

ス化）して、専用線およびインターネット環境を通じて利用し、バッ

いく検証を行なうのに相応の時間を要したように思います」
、
「ユー

連絡を入れれば、問題解決に向けて動いてくださるので、トラブル

過しており、システムトラブルの発生や、処理速度の低下など、老

クアップについてはクラウドサービスを活用するのが最適であると

ザ側と設計側の意図が合致しないことはよくありますが、今回のプ

シューティングに割く手間が我々の手から切り離されました。結果と

朽化の影響が現れていた。その一方で、近年、同社のビジネスの

いう結 論に至りました」
、
「東 京に拠 点を置くII J の『II J GIO

ロジェクトでは、日ごろからのリレーションのおかげもあって、我々

して、昨年度比で担当グループの残業時間が大幅に減ったほか、

取り引きは大幅に拡大しており、いかに効率的にシステム管理体制

Power-i サービス』なども検討しましたが、英国で規制業務を営

のニーズを IIJ Europe にきちんと伝えることができたと思います。

他の業務の効率化にも着手でき、より適切な業務運営になったと

む当社が、国外にサーバを置くことには懸念もあったため、最終的

随所で的確なアドバイスをいただくこともでき、今、振り返っても有

思います。また、マネージドサービスとしたことでシステムのモニタ

当時の状況について、Managing Director の河島航一氏は次

にロンドンでクラウド環境を持つ方向としました。クラウドをベース

意義で過不足のない検証を行うことができたと感じています」
。

リングが強化され、トラブル解決に要する時間を劇的に縮減できて

のように語る。
「当社が保護・お預かりしているお客さまの資産処

としたサービスは他のシステム業者も提供していますが、これまで

理を適切に実行することは当然であり、システムトラブルの頻発化

に築いてきた信頼関係や、日ごろのサービス提供の安定性なども

の問題を解決すべきか、検討が続けられていた。

は正規のサービス提供にリスクをおよぼす危険性を高めるため、早

考慮して、IIJ Europe のサービスを採用することにしました。IIJ

急に解決策を見つける必要がありました。しかし、トラブル発生原

Europe なら物理的距離も近く、営業担当の方とも日常的に相談で

因は多様であり、問題の切り分け、交換用部品の調達、エンジニア

きる間柄だったので、当社システムの経緯や実情をよく理解してくだ

の作業などに時間がかかり、復旧が思った通りに進まないことも考

さっているという点も採用に至った理由の一つになりました」
。

えられます。交換部品の一部は新規製造が終了しており、中古市
場に依存せざるを得ない状況でした。また、いったんトラブルが解
決しても、しばらくすると同様のトラブルが発生することがあったた
め、システム更改を前倒しし、業務運営の安定化を図ることにしま
した」
。
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クラウドサービスの活用に向けた要件

サービスの導入にあたって
固有のビジネス・リスクを検証する
導入するサービス内容については、I I J Europe とShinkin International のあいだで綿密な情報共有がなされた。プロジェクトの

新システムの導入で
効率的な管理方法を実現
AS 400 マネージドサービスを導入した効果を河島氏はこう語る。
「機器のバージョンが新しくなったことで、月次処理の所要時間が
以前の1/3 になるなど、処理スピードが格段に速くなりました。も

いることも、担当責任者としては心強いです。さらに、同じタイミン
グで IIJ の I P サービスに切り替えましたが、こちらもWEB ブラウ
ジング速度が大幅に改善され、業務の効率化につながっています」
。

今回の効率化を活かして
前向きなことに時間を費やす

っと早くに手をつければよかったですね（笑）
」
、
「更改後は大きな

今後の展望について、河島氏は次のように語る。
「一連の効率化

システムトラブルに見舞われていませんが、稼働確認の際に復旧テ

を活かして、社員には新たな業務への対応や既存業務の効率化を

ストを繰り返し行なったので、緊急時対応のイメージはできており、

進めてほしいですし、それが全員の満足度にもつながると考えてい

実際の障害時にも以前よりスムーズに切り替えができると確信して

ます。今回のシステム更改で後ろ向きな作業時間を削減でき、各

います」
。

担当者にも時間・心理の両面で余裕が生じたようです。残業時間
も減少したうえに、業務に関する新しい提案が出てくるようになり、

さらに、実際のトラブルシューティングについて、Director の谷

始まりから終わりまでのプロセスについて、谷岡氏は次のように語

トラブル対応の窓口を IIJ Europe に一本化するマネージドサー

岡正史氏はこう語る。
「システム保守に関しては、複数の業者と取り

る。
「十分に満足のできるタイムスケールで進行できました。自分

ビスの効果について、谷岡氏はこう語る。
「当社はシステム専任者

私も嬉しく思っています。加えて、オフプレミス化によりシステムセ

引きがあり、障害発生時は当社の担当者が各社と連絡を取りなが

達で今回のシステム更改、とりわけクラウド活用に関するリスクを

を置く規模の企業ではありませんので、更改前のトラブル発生時

キュリティを強化できましたし、将来的には当社内のサーバルーム

ら問題を切り分けなければならず、解決までに相当の手間を要して

洗い出し、その解決策を検証していくことは非常に大変でした。ク

は、業務の担当者が各業者に問い合わせて、解決策を自分たちで

の廃止や、オフィス移転費用の圧縮などの効果も期待できます。

いました。今回のスキームの検討にあたっては、システムの修理費

ラウドサービスのメリットに注目した情報は多いものの、どのような

見極める手間が必要でした。エラーの発生原因がどの程度深刻な

このほかにも、事務所、DR サイト以外からのアクセスの検討や、

やエンジニアの手配などにかかる費用の削減はもちろん、従業員

デメリットやリスクが潜在するのか、特に当社のビジネスに固有のリ

ものなのか、瞬時に判断するのは簡単ではありませんし、どの業者

情報漏えいリスクへの対応といった課題もありますが、今回実現し

の対応時間を減らすということも大きなポイントの一つとして考えて

スクは何かということに関しては、なかなか参考にできる事例があり

が解決できるか判断するのに時間を割かれてしまうことは、我々の

た効率化策を一つの成功事例として、今後の検討に生かしていき

おりました」
。

ません。このため、非常時の各シナリオについて、それぞれ納得の

通常業務を阻害する要因となっておりました。今は IIJ Europe に

たいと考えています」
。
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「暗号」と言われて頭に思い浮かぶものというと、
ＮＨ

インターネット・トリビア

暗号技術
I I J MVNO 事 業 部
事 業 統 括 部 事 業 統 括 課 シニアエンジニア

堂前 清隆

際、
これらは立派な暗号であり、「ピタゴラ暗号棒」は文

ャーロック・ホームズの「踊る人形」かもしれません。実
これら二つの鍵（鍵ペア）は、
一定の手順の計算により導く

うと書きましたが、全く関わりのない鍵ではありません。

今、暗号文を作るときと復元するときで異なる鍵を使

されていないことを確認できるようにしています。

の証明としています。また、送金額や宛先などが改ざん

を行なうことで、間違いなく本人が送金を実行したこと

クションに対し、送金を実行した人の秘密鍵で電子署名

ロックチェーンでも、
この公開鍵暗号による電子署名の仕

字の並び方を変える「転置式暗号」の一つですし、「踊る
ことができます。その計算手順として、「片方の鍵（秘密
さて、暗号というと、意図しない人に解読されたり内

がなく、公開しても構いません。これを「公開鍵暗号」と

人形」は文字を別のものに置き換える「換字式暗号」の一
鍵）からもう片方の鍵（公開鍵）を導くのは簡単で、
その
容を改ざんされたりしないかという安全性が気になりま

組みが使われています。通貨送金の記録であるトランザ

つです。こうした暗号は、文字の並べ方の変更方法や置
逆は困難な方法」が意図的に選ばれます。例えば「多数の
す。共通鍵暗号でも公開鍵暗号でも、将来、
コンピュータ

言います。

き換え方法を知っていれば、誰でも暗号文を作ったり、も
数（素数）の積を求める」計算と、
その逆である「大きな数
の計算能力が大幅に向上して、膨大な数を試行できるよ

Ｋの子ども向け番組に出てくる「ピタゴラ暗号棒」や、
シ

との文章を復元できます。
を素因数分解する」といった計算です。このような計算難

もう少し暗号の実用性を高めるために、暗号文を作っ
うになると、第三者に暗号文が解読されてしまう恐れが
のは存在しません。

あります。未来永劫にわたって絶対に安全な暗号という

易度の非対称性を利用したのが、
公開鍵暗号です。
公開鍵暗号の応用の一つに「文書の改ざんを検出する」

たり復元したりする方法と、暗号文を作るための「鍵」と
を分離する方法があります。こうすることで、暗号文作

難しい）鍵を使う必要がありますが、長い鍵はもとの暗

暗号文の安全性を高めるためには、より長い（計算の

して作成者自身のみが知っている秘密鍵を使って「署名」

号文の作成・復元作業の際にも負担になるため、むやみ

これを「電子署名」と呼びます。電子署名では、文書に対
となるデータを作ります。文書を受け取った人は、文書

に長くすることはできません。そのため、暗号を使う際

「文書の作成者を確認する」という利用方法があります。

作成者が公開している公開鍵を使うことで、その「署名」

には、「その暗号文をいつまで安全に保たなければならな

成・復元の方法を変えることなく、鍵を使い分けること

暗号文を作るときと復元するときに同じ鍵を使う方法
が正しく作られたものかを調べることができます。もし、

いか」という期間を設定し、そこにコンピュータの発展を

によって、暗号文を読み書きできる人を制限できるよう

で、暗号文のやり取りを行なう人があらかじめ同じ鍵を
正しくないという結果が出たら、文書がどこかで改ざん

加味したうえで、その期間は解読できないだろうと思わ

になります。

共有しておきます。これを「共通鍵暗号」と言います。も
されているか、そもそも文書作成者が別人であるという

この「鍵」の扱い方は、
二通りに大別できます。一つは、

う一つは、暗号文を作るときと、復元するときに異なる鍵

れるレベルの長さの鍵を使うという判断が必要になるの
です。

ことがわかる仕組みです。
最近、話題になっている暗号通貨の基盤技術であるブ

IIJ MVNO事業部長

矢吹 重雄

を使う方式です。この場合、
ペアになる鍵の片方は秘密
にしておく必要がありますが、
もう片方は秘密にする必要

グローバル・トレンド

人が発する〝大人のオシャレ〞という特有のプレッシャ

ストレスフ リーなバルセロナ

今年も二月末に開催されたＭＷＣ ＊に参加するため

ーがなく、ストレスフリーでした。こんな点も日本に似
バルセロナ料理は美味しく、日本人の口に合うと言わ

に、スペインのバルセロナを訪れました。バルセロナは
の闘いの真っ最中です。街の至る所に、独立運動を象徴

れています。安くて上質なワイン、生ハムやオリーブ、

ているように思います。

する黄色と赤の縞模様の旗がはためき、最初は多少不

カタルーニャ州の州都。現在、独立運動で州政府と国と

安でしたが、結 局、
ＭＷＣ期 間 中は平 和で活 気のある、

新鮮な野菜や海鮮 ……
等々。ワイン好きにはたまらな
い（らしい？）のですが、お酒を飲まず、いつも飯田橋の
ハンバーガー屋にお世話になっている筆者には、バルセ
中も二度いただきましたが、世界中どこでもあのバーガ

むしろ今回のＭＷＣは、寒さと雨との闘いでした。地

いつものバルセロナでした。

雨模様でした。海外の方は寒さに強く、傘を持たない印

ーは同じバーガーで、さすが「キング」だと感じました。

ロナのハンバーガーも気になるところです。開催期間

象があるのですが、バルセロナの人々は首にしっかりと

食生活もまた日本と変わらずストレスフリーに過ごせ

中海のイメージとはかけ離れた、寒くて雪さえ混じる

マフラーを巻き、ダウンジャケットを身にまとい、傘を

ました。
これからの社会を支えるさまざまな技術を目の当た

手に 歩いていました。防 寒 対 策 も雨 対 策 も万 全です。
天候も服装もまるで日本のようで、東京にいる錯覚す

りにできるＭＷＣでは、まさに時代の変遷を肌 身で感
じることができました。バルセロナは日本から多少遠

ら覚えました。
地下鉄に乗ると、ここでもなぜか日本にいるような

安対策もしっかりしており、海外慣れしていない日本人

く、開催期間中のホテル代が高いのが難点でしたが、治
にもいろいろな面でストレスフリーなため、快適な街と

感覚になります。スペイン人の平均身長は、北欧や米国
センチの筆者にとって、体格のプレッシャーを閉鎖的な

言えるでしょう。皆さんも、機会あれば訪れてみてはい

の人ほど高くなく、日本人に近い印象です。身長１６８
空間で感じることがないのは、非常に気楽でした。しか

かがでしょうか。

夜のバルセロナ・ランブラス通り
寒空のなかの MWC 2018 会場前
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もグレーや黒の服が多く、なんとなく地味なので、欧州
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〒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

「 II J モバイルサービス／タイプ I 」 中国法規制と日中間通信課題の
無料トライアルキャンペーンのご案内
実践対策セミナー
今春、法人向けモバイル通信サービスでは、
フルMV NO 版（タイプ I ）

期間
対象
内容

2018 年 6 月30 日までのお申し込み分

～中国サイバーセキュリティ法対策と
日本 - 中国間のV PN 課題解決に向け
たネットワークサービスのご紹介～
世界各国で個人情報の域内移動についての法整備が進むなか、中国

新規に I I J モバイルサービスをご契約いただいたお客さま
（※先着 1 万回線まで）

ぐ1 年が経過します。本セミナーでは、この法律に関する実践的な対

「I I J モバイルサービス／タイプ I」の初期費用が無料、

策をご紹介するとともに、昨今、問題となっている中国特有の通信課

でも2017 年 6月1日、中国サイバーセキュリティ法が施行され、もうす

題に対する解決策や、今後の中国の動向についてもご紹介します。

月額費用が最大 3ヵ月無料になります。
詳細はこちらをご覧ください。

セミナー概要

https://www.iij.ad.jp/biz/iijmobile/plan.html

日時

第1回 2018年5月11日（金）15:30～17:15（15:00 開場）
第 2回 2018年5月18日（金）15:30～17:15（15:00 開場）

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

会場

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

主催

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

東京・名古屋・大阪・福岡
（IIJ 本社 および IIJ グローバルソリューションズ 各事業所）
IIJグローバルソリューションズ

参加費 無料（事前登録制）
お申し込み・詳細はこちらをご覧ください。

株式会社 I I J イノベーションインスティテュート
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 - 6501

https://www.iijglobal.co.jp/news/event/2018/event_20180511.html

株式会社竜巧社ネットウエア
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 - 6766
I I J America Inc.
55 East 59th Street, Suite 18C, New York, NY 10022, USA
TEL ： +1- 212 - 440 - 8080
I I J Europe Limited
1st Floor 80 Cheapside London EC2V 6EE, U.K.
TEL ： +44- 0 - 20 - 7072 - 2700
株式会社トラストネットワークス
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 - 6490

表紙の言葉「燕と虹」
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。
（ 2 018 年 4 月作成）
※ 表示価格には、消費税は含まれておりません。
※ 記載されている企業名あるいは製品名は、一般に各社の登録商標または商標です。
※ 本書は著作権法上の保護を受けています。本書の一部あるいは全部について、著作権者からの許諾 を
得ずに、いかなる方法においても無断で複製、翻案、公衆送信等することは禁じられています。
© Internet Initiative Japan Inc. All rights reserved. I I J-MKTG001-0145

万物が清々しいこの時期、気持ちもうきうき
します。虹を見たら写真を撮りたくなります
し、燕を見かけたら誰かに伝えたくなります。
そういえば、近所の軒先の巣には毎年、燕
がやってきます。遠い南の国から何千キロも
離れた日本まで飛んできて、また移動してい

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「II J.news」編集室
〒102- 0071 東京都千代田区富士見2-10 -2 飯田橋グラン・ブルーム
TEL: 03-5205 - 6310 E- mail: iijnews-info@iij.ad.jp
編集／増田倫子、村田茉莉
表紙イラスト／末房志野
デザイン／榊原健祐（Iroha Design）
印刷／株式会社興陽館 印刷事業部

く姿を見ると、こんな生き方もあるのかな、
と自分の生き方をふと見つめてしまいます。
末房志野

◎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://www.iij.ad.jp/news/iijnews/wp/
◎II J.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/

編集後記
もはやいまさらな感じですが、この冬は平昌オリンピックにはまっていました。今号の特集
は「コンテンツ配信」ですが、まさにオリンピックもインターネット配信が本当に充実して
いて、テレビ放送がない競技でも、スマホから見られたり、話題のカーリングはもちろん、
スノーボードクロスやハーフパイプなど、外出していても、空いている時間はほぼオリン
ピックを観ていました。
閉幕後しばらくは五輪ロスに陥っていましたが、ふと自分でもなにか体を動かすことをしよ
うと一念発起。ただこれまで運動というものを全くしたことがなかったので、とりあえず毎
晩ストレッチをすることから始めてみました。たった数分のストレッチですが、千里の道も
一歩から、ですよね？（T）
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