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［特別インタビュー］

凍てついた風が三月の半ばまで続いて︑梅の香にひたることも
なく︑早春が過ぎてしまった︒未だに桜の蕾が膨らむ気配もな
い︒私が主宰している﹁東京・春・音楽祭﹂は︑三月の半ばから
始まっているのだが︑演奏会場のある上野公園は︑冬景色のまま
である︒それでも︑まもなく春が来て︑遅ればせの開花で︑公園が
華やいだ色に染まる日も近い︒春は確実に訪れて︑冬が長くて冷
たかったぶん︑その喜びは増すに違いない︒季節の移ろいに心打た
れ︑時々の出来事や思いが︑記憶となって残るのが日本人の大切
な感性であることは間違いない︒古来︑
日本の詩歌の題材は︑ほと
んどが季節の移ろいに恋心や無常観を託したものばかりである︒
昨年の一二月︑二〇周年を迎えたＩＩＪの来し方を思うと︑設
立した日に集まったときは︑暗い氷雨だったり︑役所との二年越
しの難交渉の末︑インターネットのサービスを始める許可が出た
日は︑二月にしては汗ばむほどの暖かい日だったりと︑記憶を辿
ると︑節目となる日は︑いつも季節と天候の記憶ばかりが残って
いる︒インターネットというコンピュータの技術によって︑情報
と通信が一体化する大きな技術革新は︑デジタルという乾いた印
象が強いけれど︑私自身の記憶は︑いつもアナログそのものであ
る季節とか天候の思い出しかない︒
創業から二〇年を経て︑ほとんどの人がインターネットを利用
するようになり︑利用技術や端末も格段に進化して︑放送を含む
すべての情報流通がインターネットというインフラ基盤に移って
いく過程にあることは︑周知のこととなった︒アメリカの場合︑時
価総額で上位を占める企業の多くは︑いわゆるＩＴ企業である︒
日本ではどうかといえば︑依然として経済界の主流はモノづくり
の企業ばかりである︒しかも残念なことに︑大企業のトップの
方々ほど︑インターネットについて︑未だに理解しようともしない︒
事業を始めるころ︑許可を出す側の役所の方に︑冗談紛れにし
ても︑﹁コンピュータ屋さんが通信事業をするのは︑士農工商を
壊すようなものだ︒通信という公的な事業は︑士の意識がないと
いけない︒コンピュータ︑ましてソフトウェアの専門の方々が通
信をやるというのは怖い話だ﹂と︑酒の席でからかわれた記憶
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が︑二〇年を経ても脳裏から離れない︒
通信はライフラインである︒一度︑始めたら︑止めることはで
きない公益性の強い事業だと︑強調したかったのだろうが︑食う
や食わずが目に見えていて︑なおかつインターネットという情報
通信の技術革新を放置し︑主導するアメリカに決定的な遅れを取
らないためにも︑すぐに事業を始めたかった私は︑冗談にしても
バカらしく︑反論する気にもなれず︑挨拶もしないで酒席半ばに
黙って帰ってしまったのである︒
コンピュータリゼーションが始まった学生時代︑コンピュー
タ・ソフトウェアのアルバイトをしていたのだが︑始めたばかり
のソフトウェア会社の経営者と飲んでいると︑
﹁この前︑お客であ
る大企業に電話したら︑ソフトクリームの会社ですかと︑何度も
聞き返されて︑電話を切ってしまったよ﹂と︑そんな話をよく聞い
て︑ゲラゲラ笑っていた記憶がある︒インターネットを始めたこ
ろも︑たぶん同じようなものだったから︑今さら思い出しても仕
方ないのだが︑モノづくりで世界を席巻した国では︑ソフトウェ
ア︑つまり﹁知﹂の産業について理解を求めることは難しい︒も
っとも﹁知﹂の産業であるはずのソフトウェア産業自体が︑その
後︑典型的な人材派遣産業︑労働集約産業となってしまったこと
は︑ソフトウェア産業をリードしてきた人たちの問題でもあり︑
何年たっても日本の体質は変わらないものだと︑愕然としてしま
う︒結果的に大学の講座も︑本来なら主役となるはずの情報工学
系の学部の人気がなく︑人が集まらないという状況が生じてい
る︒アップルを始め︑将来を担う企業の本質は︑優れたソフトウ
ェアにあることは若い人には周知のはずだが︑そうでもない︒スマ
ートフォン︑ｉＰａｄなどの部品は︑ほとんど日本製である︒肝心な
のは︑ソフトウェアであるという当たり前のことに思いが及ばない︒
士農工商でいえば︑士の為すべきはずの通信の世界は︑いよい
よネットワークの仮想化が進み︑ソフトウェアそのものになる︒
ＩＩＪとしては︑通信は物理的なインフラは兎も角︑ソフトウェ
アそのものだということを︑すべての社員に改めて徹底させよう
と思っている︒
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あたたかなひざしに誘われるよ
うに、蝶が舞い、桜のつぼみ
が開き、かわいらしい野の花が
咲き始める季節。なんだか気持
ちもうきうきしてきて、薄紅色
の春の風景の中を、散策したく
なりますね。
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インターネットにできること

災害のとき
東日本大震災の発生から1年が過ぎた。
被災直後、
インターネットが情報発信の
貴重なツールとして活用される一方、
想定を超える被害によりその一部が機能不全に陥った。
今回の特集では、復興・復旧に寄与する
インターネットの姿を紹介すると同時に、
次の有事に備える方途についても考えてみたい。

また、ニュースサイトやウィキペディ
アを始めとして、インターネット上にあ
る無限の情報にアクセスして、仕事や勉
強に役立てている人もいるでしょう。今
までシェアすることがむずかしかった消
費者の口コミ情報などにもインターネッ
トを通じて、容易にアクセスできるよう
になりました。今や、ありとあらゆる社
会活動がインターネットという舞台の上
で行なわれていると言っても過言ではあ
りません。
インターネットを利用する際のアクセ
ス手段・場所・端末についても、ブロー
ドバンド回線を利用して自宅のパソコン
から、構内ＬＡＮを利用して勤務先や学
校 な ど の パ ソ コ ン か ら 、 第 三 世 代 （３
Ｇ）携帯電話やＷｉＭＡＸなどを利用し
て移動途中に携帯電話やスマートフォン
したカフェでノートパソコンやタブレッ

から、公衆無線ＬＡＮを利用して一休み
なさんは「インターネット」をど
トから……等々、いつでもどこでも快適
にインターネットを利用できる環境がよ
うやく整ってきました。
http://

）によると、イ
www.internet-keizai.jp/
ンターネット産業の日本のＧＤＰへの直

昨年秋に行なわれた調査（

ーションツールとしてのソーシャルメデ

接貢献額は二〇兆円とも試算され、ＧＤ

昨年の「アラブの春」でも、コミュニケ
ィアが大きな役割を果たしたと言われて

業となっています。さらに、インターネ
ットが関連している消費者支出も加味す

Ｐの三・七パーセントを占める重要な産

ると、ＧＤＰへの貢献額は四一・六兆円

います。オンラインショッピング、オン
サービスを購入している人も多いかと思

もの規模となり、インターネット産業及
びインターネットが関与している消費活

います。インターネットを通じた音楽配
を大きく変えてきました。

しれません。
それらはいずれも形のあるものであっ
たり、人間が作ったものです。形あるも

セキュリティ問題もインターネットの

のは必ず壊れますし、人間が作ったもの

継続性を危うくする大きな脅威です。あ

インターネットは社会活動や個人生活

日々を過ごしています。したがって、ひ

に深く入り込んでおり、我々が意識しな

とたびその機能が停止すると、社会活動

るいは、インターネット自身の急速な成

には必ずエラーが生じます。

に大きな影響が出ることになりますが、

長も、インターネットの安定稼働に対す
そのように脆弱なインターネットを安

る大きな脅威であると言えます。
定して動かし続けるために、多くの人が
多くの知恵を使い、多くの技術が開発さ

の端末システム」「サービスを提供する

インターネットの利用環境を「利用者

して動作してきた結果であると言えるか

ているのも、インターネット自身が安定

トの上で新しいイノベーションが生まれ

れて現在に至っています。インターネッ

システム」「端末とサービスシステムを

と思います。

作するソフトウェアから構成されます。

システムは、ハードウェアとその上で動

利用者の端末システムやサービス提供

を動かし続けるために、さまざまなレイ

いかなる場面においてもインターネット

ネットが利用できない状態に陥りました。

面、物理的な設備の損壊によりインター

ットが情報流通の面で大きく役立った反

昨年の東日本大震災では、インターネ

ネットワークは、ネットワーク機器（ハ

今回の特集では、いつでも使えるイン

ードウェア）、ネットワーク機器を結ぶ

ターネットを実現するために利用されて

ヤで、さまざまな対策がなされてきまし

に通信に関与しなくても、ＵＲＬから宛

いる技術や工夫についてご紹介します。

ケーブル・光ファイバ・電波などの通信

先のＩＰアドレスを特定するためのＤＮ

最後になりましたが、東日本大震災に

たが、まだ我々の想定が足りない面があ

Ｓの仕組みもインターネットに欠くこと

おいて被害に遭われたみなさまには、謹

ったと反省しています。

のできない機能ですし、ハードウェアを

んでお見舞い申し上げます。

媒体、ネットワーク機器の上で動作する

動かすための電力やデータセンターファ

ソフトウェアから構成されます。直接的

ポーネントに分けてみましょう。

つなぐネットワーク」という三つのコン

イノベーションを生む
安定したインターネット

かりです。

インターネットに対する脅威は高まるば

くてもインターネットを利用しながら

のとなっていることがわかります。

動は、日本経済にとって非常に重要なも

信や電子書籍は、コンテンツの流通形態

ラインバンキングなどを通じて、物品や

として利用している人は多いでしょう。

公私を問わずコミュニケーションツール

電子メール、ソーシャルメディアなど、

み

島上純一

のように利用していますか？

IIJ ネットワーク本部長

シリティも重要な構成要素と言えるかも

IIJ

4
5

いつでも使える
インターネットを
実現するために

特集イラスト／なかだえり

災害のとき
インターネットにできること

ＩＪ のバックボーンは、一九九三

管理が容易になり、定常時は輻輳のリス

以来、急増するお客さまの通信を一パケ

１９２ｋｂｐ ｓ の回線から始まりました。

同士に交流があれば、経路障害時などに

迅速な協力体制を維持できます。運用者

先を把握できるため、不具合発生時にも

やすことで、多くのＩＳＰのコンタクト

クを低減できます。また、相互接続を増

ットも逃さずに宛先まで届けるために、

Ｉ
回線やルータの増強作業を繰り返し、今
は非常に役立ちます。人と人とのつなが

年に東京〜横浜間に開通した

日では数百Ｇｂｐ ｓ 規模の巨大なネット

協力し、不具合を解消させたことも何度

経路障害では、他ＩＳＰの運用担当者と
線や構成機器を全て冗長化し、ルーティ

なのが耐障害設計です。バックボーン回

可用性を高めるうえで、もっとも重要

徹底した冗長化による
安心の耐障害設計

重要なのです。

りは、インターネットの世界でも非常に

その間、二〇年近くに及ぶ運用でさま

ワークになりました。
ざまな事象を経験しました。監視システ
ムで検知できない機材の不具合も幾度と
なくあり、そのたびに監視項目を追加・

かありました。この試行錯誤の歴史で集
ングをチューニングすることで、障害や

改良し、日々進化させてきました。また

積した豊富な運用経験こそ、バックボー
うに構築しています。また、バックボー

メンテナンス時の影響が最小限となるよ

ここでは、バックボーン運用における
ン回線は、複数の事業者を採用し、キャ

ンの品質であると考えています。
さまざまな取り組みをご紹介したいと思
リアレベルの冗長性を確保するとともに、

させない設計としています。

や人為的なミスが発生した場合でも全断

することで、地震などの災害時や、事故

こと、構内配線のルートまで細かく指定

データセンターへのルートはもちろんの

います。

インターネット全体における
バランスのよい到達性の確保
ＩＩＪ バックボーンの対外接続は、国

時間余り全断させてしまいました。現在

りファイバ断が発生し、仙台ＤＣを一三

箇所において、土砂崩れなどの影響によ

ードする以外に回避策がない不具合に直

過去には、ファームウェアをアップグレ

迅速に対策できる体制をとっています。

まの通信への影響を最小限に留めるべく、

ンへの影響が確認された場合は、お客さ

くすることができるため、トラフィック

のＩＳＰとのネットワーク的な距離を短

に接続しています。これにより、世界中

岸まで展開し、欧米の主要ＩＳＰと相互

に表示したり、オペレーション内容を自

の設定を投入しているかをリアルタイム

か例を挙げますと、誰がどのルータに何

作成したツールも多数あります。いくつ

監視システム以外にも、運用者自らが

ークの維持に努めています。

六感まで総動員して、高品質なネットワ

本震直後、二ルート双方で、しかも複数

ックボーンを構築していました。しかし

なるキャリアから調達し、東京からのバ

洋側と東北道側の二ルートをそれぞれ異

しかし、東日本大震災の際は、我々の

は、影響の及ばなかった日本海側にルー

面したことがあり、全バックボーンルー

動で保存したりするツール、全ルータに

内では主要なＩＳＰやＩＸと、数十Ｇｂ

トの一部を変更し、少なくとも同様の障

タを数日間でアップグレードしたことも

同じ設定内容を投入するツール、お客さ

想定を上回る影響がありました。仙台Ｄ

害では全断が発生しないよう対策を講じ

ありました。このようなファームウェア

ま向けの設定情報データベースからルー

Ｃでも同様のポリシーにもとづき、太平

ました。今後も他の地域についても、冗

のリスクを少しでも減らすために、現在

タの設定を自動生成するツール、逆に、

は、アジアだけでなく、アメリカの東海

長性能を高める余地が残っていないかを

では複数のベンダから機器を調達したり、

ｐ ｓ 単位で接続しています。また海外で

継続的に検証し、可用性の向上に努めて

単一ベンダでも利用するファームウェア

ルータの設定から設定情報を作成し、正
しい設定が投入されているかを確認する
ツールなどがあります。いずれも、実際
に運用しているエンジニアが「あったら

により、さまざまな角度からの解析を迅

できるようにしています。このシステム

に開発し、多くのデータを短時間で分析

テムを自分たちのニーズに合うよう独自

数のＰＣサーバから構成される分散シス

限に増加していきます。ＩＩＪ では、多

これらのデータは時間の経過とともに無

ｔｅｒ ／ＲＴＴ／Ｄｅ ｌａｙ ／ＨＯＰ／

に、センター間の往復遅延時間／Ｊ ｉｔ

上させてきました。品質チェックのため

に、新たな監視手法を導入し、精度を向

では検知できない障害が発生するたび

ていませんでしたが、既存のシステム

は、ｐ ｉｎｇ による監視程度しか行なっ

発し、監視に使用しています。初期の頃

では、自社に適したシステムを独自に開

膨大なノードを管理するために、ＩＩＪ

日々変化する大規模なバックボーンの

てもバックボーンに求められることはと

しれません。しかし、使われ方が変化し

イフライン」と呼ばれるようになるかも

気や水道と同じように生活に必須な「ラ

いずれは、社会インフラを通り越し、電

される範囲もどんどん広がるでしょう。

インターネットは今後も拡大し、利用

もしれません。

積み重ねも、ＩＩＪ ならではと言えるか

ものです。こういった細かなツール類の

独自の管理システムによる
安定したネットワーク運用の実現

を複数用意したりしています。

いきたいと思います。

データの収集と活用
ＩＳＰでは、トラフィック情報や各ネ
ットワーク機器が出力するログデータな

速に行なえるようになり、設備増強計画

Ｌｏｓｓ などを常時計測しています。ま

てもシンプルです。「使いたいときに、

便利だな」と思ったツールを具現化した

の作成や、お客さまがＤＤｏ Ｓ攻撃を受

た、一箇所からだけではなく、複数の拠

ど、日々大量のデータが発生しており、

けた際の攻撃元の特定など、多様な分野

点に点在する完全に独立した別のシステ

確実に使えること」

そのために日々
——

これからのバックボーン

で活用しています。

ムから監視するなど、さまざまな手法や

の運用は続きます。

脆弱性への対応
我々は、インターネットに関わるセキ

システムを用い、時にはエンジニアの第

6
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ュリティ情報を常時収集し、バックボー

IIJ

安定したバックボーンを目指して
T opics

IIJ ネットワーク本部 ネットワークサービス部 ネットワーク技術課 課長

淺野善男

我々が普段、利用しているインターネットの裏側では、
バックボーンを安定的に運用するための、
さまざまな取り組みが行なわれている。

災害のとき
インターネットにできること

IIJ サービスオペレーション本部 サービスインテグレーション部 サービスマネジメント課

原 孝至

ＩＪ で は 、 大 量 の ト ラ フ ィ ッ ク

ウトの手法により大量のデータを分散さ
では予備機として遊んでいるノードは

害時でもシステム全体が一度に失われる

ｄｐ ｌａ ｔ のノード群は、大規模な災

動き続けます。

りますが、システムとしては無停止で

れると、処理性能が遅くなることはあ

た、非常時にノード数がある程度失わ

なく、無駄なく活用されています。ま

ことがないように、ＩＩＪ が持つデータ

せて保持・処理します。

ータ処理基盤を構築し、社内向けに運用
センターのうち数百キロ離れたところに

Ｉ
本稿では、IIJ が独自に構築した
“dplat”という分散データ処理基盤における
ディザスタリカバリの手法を解説する。

データやログを処理するために、

しています。ここでは、ｄｐ ｌａ ｔ にお

ｄｐ ｌａ ｔ という独自に開発した分散デ

けるディザスタリカバリ実現のための技
分散配置されており、そのあいだを高速

ードは対等な立場で自律協調動作するよ
アの技術とＩＩＪ のインフラを組み合わ

このようにｄｐ ｌａ ｔ は、ソフトウェ

災害に備えるために

うに作られており、単一障害点というも
せた、堅牢なデータ処理基盤となってい

から、遠隔地に予備システム一式をあら

場所に保管するという比較的簡易なもの

どにバックアップをとって、それを別の

な被害を受けたとしても、別のデータセ

仮に、どこかのデータセンターが壊滅的

台のノードに自動的に複製が作られます。

ァイルは異なるデータセンターにある三

のファイルに分割して扱いますが、各フ

り、物理的に孤立してしまう可能性はあ

大規模な災害が起これば、被害を受けた

しかしそれでも、東日本大震災のような

電装置も設置して災害に備えています。

ーは、耐震性の高い建物を用い、自家発

ＩＩＪ に限らず、多くのデータセンタ

ます。

かじめ用意しておき、何かあったら即時
ンターに同じ内容のファイルが必ず残っ

ｄｐ ｌａ ｔ では、巨大なデータを多数

のがありません。

央管理サーバのようなものはなく、各ノ

ネットワークで結んでいます。また、中

術について紹介します。

ディザスタリカバリの方式
ディザスタリカバリとは、災害や事故
からシステムを復旧させる措置のことで

に切り替えるものなど、いくつかの方式
り、地理的に一箇所に集中しているシス

す。ディザスタリカバリには、テープな

があります。
ているようになっているわけです。

係にあります。ｄｐ ｌａ ｔ は、基本的に

が高くなるという〝トレードオフ〟の関

り、逆に、無停止に近くなるほどコスト

かあった場合に復旧までの時間が長くな

り当てられるように自動スケジューリン

クは、手の空いているノードに次々と割

れのノードで並列に実行されます。タス

内容は細かいタスクに分割され、それぞ

りデータを集計したりする際には、処理

を処理する場合、例えば何かを検索した

ｄｐ ｌａ ｔ のなかに入っているデータ

ラウドが活用されることになるでしょう。

にも、ディザスタリカバリ対策としてク

大限に利用していますが、今後は一般的

ットとクラウド事業者としての設備を最

す。ｄｐ ｌａ ｔ は、ＩＩＪ のインターネ

を整えるには、多大なコストがかかりま

一方、自力で広域に分散するインフラ

一般的に、コストが安い手法ほど、何

無停止を実現しつつ、費用対効果も極力

グされるため、ノード数が多いほど全体

ｄｐ ｌａ ｔ は、ノードと呼ばれる多数
しておく必要がありますが、ｄｐ ｌａ ｔ

ことを見越して、あらかじめ多めに用意

ノードは、災害や故障などで失われる
ます。

ための実績を積んでいきたいと考えてい

ＩＩＪ は、そのようなニーズに対応する

ると言わざるを得ません。

テムは、いくら強固にしてもリスクがあ

高くなるような工夫をしています。

の処理性能が上がります。
のサーバの集合体です。各ノードには安

ｄｐ ｌａｔの仕組み

価なサーバを用い、いわゆるスケールア

バリの需要は高まりつつありまし

の大震災以前からディザスタリカ

定条件の自動復旧などを決めておくほう

場合、できるだけ素早い切り戻しや、一

もう一つの方法は、インターネットで

用するのが一般的ではないでしょうか。
のルーティングを使ったＩＰアドレスの

つ目はＤＮ Ｓ の書き換えによる切り替

今回ご紹介する方法は二つです。一

二通りの方法

Ｐ アドレス（弱い

プシステム側からは優先度を低くしたＩ

）の優先度を高くして
203.0.113.0/24
インターネット側へ広報し、バックアッ

ムで使用しているＩＰ アドレス（仮に

バックアップです。アクティブシステ

まず確認しておくべきことがあります。

え で す 。 例 え ば 、 Ｉ ＩＪ の 公 開 Ｗｅ ｂ

がいいでしょう。

１ 何を守るのか（公開Ｗｅ ｂサーバか、

ページは、「

害が起こった場合、低い優先度で広報さ

を利用したディザスタリカバリの方法を

あるいはエンドユーザ通信か、など）

れているバックアップシステム側にトラ

紹介したいと思います。

２ 誰が行なうのか（手動か、自動か）

アドレスとして、「 210.130.137.80
」
がＤＮ Ｓ のＡレコードとして登録され

これによりアクティブシステム側で障

）を
203.0.113.0/24

３ どうやって行なうのか

ていますが、このＡレコードをバック

アップシステムでもアクティブシステム

これはインターネット側の制御によるの

そのまま同じシステムを準備すれば、バ

と同じＩＰアドレスを使用できますので、
来たユーザが、バックアップシステムの

で、ＩＳＰに依存する部分も多くなりま

ていたが、しばらく迂回させたまま、さ

発生したのでバックアップ側に迂回させ

「４」はうっかり忘れがちです。障害が

断と手法も複数考えておきましょう。

り替えなければならない場合は、その判

認が不可欠な場合もあります。手動で切

ったり、冗長構成の切り替えは上席の承

期を考えると、自動では不可な構成であ

しています。しかし、サーバのデータ同

すことによる自動での切り替えをお勧め

「２」は基本的に、ある一定条件を満た

社から販売されていますので、それを利

らを自動で実現するアプライアンスが各

かといった検討も必要です。なお、これ

があるので、ＤＮＳの負荷をどう考える

るＴＴＬ値をある程度短くしておく必要

報をどれほどの時間保持するのか設定す

いった懸念が残ります。また、ＤＮＳ情

と、障害時に冷静に書き換えられるかと

換えるべきレコード数が多かったりする

を書き換える作業が必要ですので、書き

身で行なえます。ですが、ＤＮＳサーバ

必要はなく、切り替え手法もお客さま自

クアップシステムでＩＳＰを同じにする

は、ＩＩＪ までご相談ください。

ので、ディザスタリカバリをご検討の際

の要件により方法自体も変わってきます

リ内容、必要な運用体制など、システム

存の構成、実施したいディザスタリカバ

バリを実現するごく一部の方法です。既

ここで紹介したのは、ディザスタリカ

どのように行なうか検討が必要です。

ムのメンテナンスやデータ同期などを、

なります。よって、バックアップシステ

ーネット経由では相互に通信ができなく

Ｐアドレスを使用しているため、インタ

す。また、それぞれのシステムで同じＩ

ックアップすることが可能です。一方、
この方法はアクティブシステムとバッ

ＩＰ アドレス（ 203.0.113.80
）にアク
セスするようになります。

）に書き換えることによ
203.0.113.80
って、「 www.iij.ad.jp
」を問い合わせに

広報します。

４ どうやって定常状態に戻すのか（復

フィックが向くことになります。バック

ディザスタリカバリというと「３」に
話が終始しがちですが、最初にこれら

点を検討しておかなければなりません。
「１」は意外とはっきりしないことが多
いのですが、ここが決まらないと全ての
項目で前提が崩れてしまうため、守らな

らなる障害により思わぬ状況に陥ってし

ければならないものを洗い出しましょう。

」がＩＰｖ ４
www.iij.ad.jp

旧の判定と手法はどうするのか）

アップシステムのＩＰ アドレス（仮に

ました。今回はインターネットの仕組み

たが、この一年でさらに要望が多くなり

先

IIJ

まうことがあります。復旧と判断された

IIJ

IIJ プラットフォーム本部 プラットフォームサービス部 プラットフォーム開発課

前橋孝広

ここでは、ディザスタリカバリを整備する際に
不可欠な事項を確認しながら、
インターネットの仕組みを利用した
ディザスタリカバリの方法を紹介する。
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ディザスタリカバリと
分散処理技術
DNSディザスタリカバリ
T opics

神谷 ＢＣＰに取り組むには、まずＢＩ
Ａ（事業影響度分析）を行ない、業務や
ＩＴサービスを重要度で分けていく必要

戦略を考えるのに対し、ＤＲ では、災

一〇〇パーセントは利用できないなかで

時間という要素全般が、災害によって

す。Ｂ Ｃ Ｐ は、人・モノ・金・情報・

喜多 ＤＲとＢＣＰは包含関係にありま

でしょうか？

ＢＣＰとＤＲは、具体的にどこが違うの

災害対策では、
「ＢＣＰ（事業継続計
——
画）
」という言葉もしばしば耳にします。

う点です。

え、効率的かつ迅速にリカバリするとい

システムの停止による損害を最小限に抑

害は必ず起こるという前提に立ち、ＩＴ

と」と言えるでしょう。肝心なのは、障

害に備える機器・システム・体制のこ

ステムを復旧・修復すること。また、災

品田 「災害などにより被害を受けたシ

—「
—ディザスタリカバリ」（以下、ＤＲ）
の定義から教えてください。

など、微細な項目への対応が疎かになり

員の確保や、ネットワークアクセス経路

災害時のバックアップシステムの運用人

（特にデータの保護）に目がいくため、

主眼を置くと、どうしてもＩＴの実装面

なってきました。ＩＴシステムの復旧に

な対策にならないということが明らかに

／ＤＲを念頭に置いておかないと、有効

た。しかし東日本大震災以降は、ＢＣＰ

クアップ」という捉え方が多い印象でし

ょうか？

東日本大震災を経て、ＤＲに対す
——
る考え方は、どのように変化したのでし

ストを把握していくことが肝要です。

ずはＢＩＡを行ない、投資すべきＩＴコ

とのできるコストは限られますので、ま

ばなりません。その際、対策にかけるこ

用対効果の面で有効な対策をとらなけれ

おいて重要な業務やサービスを軸に、費

ＢＣＰも視野に入れた
ディザスタリカバリ
があります。業種・業態によって重要な

害・被災からいかに「復旧」するかとい
がちです。

ものは異なりますので、まずは各企業に

うことに主眼が置かれます。特にＩＴ部

くのが一番確実だと考えられていました。

変更もあり、ハードルの高さは否めませ

代替戦略と言えるでしょう。

検討されているのは、まさにＤＲ対応の

と呼ばれているセカンダリサイトなどを

略」を選ばれています。「ＤＲサイト」

イトを複数設置することによる「代替戦

トを修復する「復旧戦略」もしくは、サ

「復旧」をテーマとしており、被災サイ

喜多 その他では、金融系の情報提供を

ースがありました。

ＩＴシステムを使えなかった、というケ

拠点に従業員が出社できなかったために、

が切れたり、ネットワークに接続された

のに、そこに至る専用線のネットワーク

管しているデータセンターは無傷だった

例えば先の震災において、データを保

喜多 少し前まで「ＤＲ＝データのバッ

門の方は、ＢＣＰを意識したシステムの

これはつまり「当初想定していた施策

リケーションを行なって「Ｉ ＩＪ Ｇ Ｉ

行なっている企業の例になりますが、そ

Ｏ」上に全く同じ基盤を用意し、一日一

ん。そのため、全社員ではなく、一部の

外出先での業務や在宅勤務を進めるうえ

しかし、こうした一つ（一社）のポリシ

でも有効ですので、必ずしも災害対策に

はＢＣＰ／ＤＲとして機能しなかった」

そこで、一部のシステムをクラウドサ

回、データのバックアップをとっていま

こでは「絶対に失っては困る」Ｗｅ ｂ型

ービスに預けて、他者（クラウドベン

限った話ではない。そういう意味では、

す。こうしておけば、有事の際、仮に自

の情報管理基盤をオンプレミスで運用さ

ダ）のポリシーを導入することで、さま

企業にとって比較的検討しやすく、投資

社員に対し試験的に導入することで取り

ざまな有事に対応できるようにして事業

組み始めている企業が多いようです。

こりました。

導入が進む
クラウドサービス

限の業務を継続できます。

社設備が被災しても、データの損失は一

品田 金融系企業では、基幹系システム

「ＩＩＪ ＧＩＯ」を利用した対策

の事例などは、対策規模としては非常に

日分に抑えることができますし、「ＩＩ

に関しては、東京と大阪にオンプレミス

小さなもので、ごく普通のウィンドウズ

対効果を出しやすいのではないでしょう

災害対策にクラウドサービスを活
——
用する企業は増えているのでしょうか？

でバックアップ体制を組むということを
「ＩＩＪ ＧＩＯ」を活用した災害
——
対策の事例を紹介してください。

か。

喜多 確実に増えています。クラウド化

以前からやっていました。それが、クラ

喜多 データのバックアップに関しては、

継続を図るというのが、このところ増え

を進める企業の多くは、「自分たちでデ

ウドサービスの普及にともない、メイン

のように思われるかもしれませんが、こ

ＢＣＰというと非常に大がかりなこと

Ｊ ＧＩＯ 」にアクセスできれば、最低

ータやシステムを持つより、クラウドに

システムを外に出すのはまだ無理だとし

クアップサイトを設けることができます。

ージがある場所から離れたところにバッ

東日本でも西日本でもお客さまのストレ

客さまの社内クラウド（プライベートク

いサービスを提供予定です。これは、お

企業のＩＴリソースと連携しやすい新し

います。

サーバに少し大きめのストレージを付け

具体的な事例としては、東京証券取引所

品田 「広域負荷分散サービス」では、

ラウド）と同様の運用が可能なリソース

「Ｉ ＩＪ Ｇ Ｉ Ｏ ストレージサービス」

さまが、業務システムのデータバックア

普段運用しているＷｅ ｂサイト、災害対

サービスです。こうしたサービスをご活

ても、周辺システムやバックアップデー

ップに「Ｉ ＩＪ Ｇ Ｉ Ｏ 」を採用されて

策用に準備してある「Ｉ ＩＪ Ｇ Ｉ Ｏ 」

用いただければ、従来はオンプレミスで

以前は、自社で堅牢な建物を建ててＩ

います。

上のサイト、さらに海外の設備などを利

運用されていたシステムをより簡単にク

る、といった程度です。しかし、非常に

遠隔地での労働を可能にする「モ
——
バイル環境の整備」などは、進んでいる

用したサイトなど、同一のＷｅ ｂサイト

ラウドに移行していただけるようになる

効果的で堅実な使い方をされていると思

のでしょうか？

を複数の設備で運用されている場合でも、

をご利用いただけば、基盤となる設備が

喜多 検討を進めている企業は、非常に

状況に応じて自動的にアクセスを分散さ

東日本と西日本に分散されていますので、

多いです。ＩＩＪ でも仮想デスクトップ

と思います。

タをクラウドに委ねるといった動きが、

サービスなどを提案していますが、ＴＣ

せることができます。

IIJ

さらに「Ｉ ＩＪ Ｇ Ｉ Ｏ 」では近々、

Ｏ削減にはなるものの、業務スタイルの

徐々に見られるようになってきました。

トしつつあります。

預けたほうが安全だ」という考えにシフ

てきた考え方です。

ーに頼った対策は、そのポリシーが崩れ

東日本大震災以降、
災害対策の意味が改めて問い直されている。
今回は、具体的な事例を交えながら、
ディザスタリカバリやBCPについて考えてみたい。
るような災害が起こったときには、対応

品田 勇

ということです。このように東日本大震

IIJ マーケティング本部 プロダクトマーケティング部 GIOマーケティング課

災では、従来の災害対策の前提や想定が

神谷 修

れています。そしてその企業は、レプ

IIJ マーケティング本部 プロダクトマーケティング部 GIOマーケティング課 課長

神谷 リモートアクセス環境の整備は、

喜多剛志

不能に陥ってしまいます。

IIJ マーケティング本部 市場開発部 1課 課長

くつがえされるといったことが数多く起

〜最低限、
これだけはやっておこう！

Ｔシステムを収容し、そこに専用線を引

災害のとき
インターネットにできること
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災害対策
T opics

災害のとき
インターネットにできること

自治体Ａ

IIJ マーケティング本部 企画部

ＯＳＳは、ライセンス料が不要で、デ
Ｊ が考える自治体クラウドの先進性を高

く可能性を秘めています。今回は、ＩＩ

用のデファクトスタンダードになってい

ータの移行に関する透明性が確保されて

ものです。

岩 手 県 大 槌 町 は 、 「 Ｉ ＩＪ Ｇ Ｉ
く評価していただき、大槌町が取り組む

日本大震災で大きな被害を受けた

Ｏ」を活用して大槌町役場公式ホームペ
いることや、改変が可能であるといった

東
ージのクラウド化を行ない、二〇一二年

ウド化を支援することとなりました。

自治体クラウドのファーストステップと

三陸沿岸に位置する大槌町は、昨年
動かせば、自治体の公式ホームページに

して、ＩＩＪ が公式ホームページのクラ

の震災時の津波により甚大な損失を被
求められる耐災害性・データの安全性を

特徴があります。これを堅牢なクラウド

り、情報システムも失われました。その
確保しつつ、透明性が高く、効率的なシ

基盤である「Ｉ ＩＪ Ｇ Ｉ Ｏ 」のうえで

後、地元出身で東京のＩＴ企業で働くエ
ステムの構築・運用が可能になると考え

三月一日から運用を開始しました。

ンジニアの方の意地で支え続けられたホ
ました。

景気低迷が長期化して自治体財政が厳

公式ホームページのクラウド化です。

すぐに大槌町を訪問してご提案したのが、

月末に本格運用に関してお話をいただき、

利用する道を探っていました。昨年一〇

が、本格運用に向けて外部のリソースを

によって地域の情報産業の活性化も期待

開していくことが可能となります。これ

新サービスの開発を手掛け、他地域に展

Ｓの特徴を活かし、サイトの機能拡張や

の設定などに煩わされることなく、ＯＳ

場企業が、ハードウェアやネットワーク

ａ Ｓを利用することで、技術力のある地

有することなく開発・実行が可能なＰａ

（ Platform as a Service
）であるＭＯＧ
ＯＫの開発を進めています。サーバを所

またＩＩＪ では、Ｒｕ ｂｙ のＰａａ Ｓ

と呼ばせていただきます）で、Ｒｕ ｂｙ

の技術者（敬意をこめてＲｕ ｂｙ ｉｓ ｔ

たエンジニアの方が、いずれもＲｕ ｂｙ

大槌町に働き甲斐のある職場を求められ

アの方や、在京のＩＴ企業を退職されて

ージの復旧に携わられた在京のエンジニ

縁があります。また、大槌町のホームペ

発するなど、ＩＩＪ とＲｕ ｂｙ には深い

とＩ ＩＪ がＲｕ ｂｙ Ｐａ ａ Ｓ を共同開

根県松江市は、Ｒｕ ｂｙ に関する取り組

ＩＩＪ がデータセンターを運営する島

Ｒｕｂｙ とともに

ームページは徐々に復旧していきました

しさを増すなかで、情報システムを所有
の持つ可能性を前面に出したＩＩＪ の提

進めようとしています。

健康保険など、基幹業務のクラウド化を

ページ以外に、住民情報、地方税、国民

徳島県と株式会社アイ・ディ・エスが、

（ジョールリ）を提案しました。これ は 、

プンソースＣＭＳである「Ｊｏｒｕｒ ｉ」

ＣＭＳには、自治体向けに特化したオー

ｙ ｉｓｔ の方々と連携して、大槌町の復

持ちです。ＩＩＪ としても、全国のＲｕｂ

用創出の取り組みを進めていく考えをお

化を起爆剤として、今後、人材育成や雇

大槌町では、ホームページのクラウド

みが盛んであり、その関係で松江の企業

せずに利用する「自治体クラウド」への
できると考えています。

今 回 、 ホ ー ム ペ ー ジ に 関 し て Ｉ ＩＪ
発したものです。

Ｒｕ ｂｙ を利用して自治体向けに共同開

ＩＩＪ が考える自治体クラウド

期待が高まっています。大槌町もホーム

が 提 案 し た の は 、 Ｉ ＩＪ の ク ラ ウ ド サ

ｂやグループウェアなどのシステムを中

の組み合わせは、情報系と呼ばれるＷｅ

クラウドサービス、Ｐａａ Ｓ、ＯＳＳ

ます。

ラウド化に尽力していきたいと考えてい

きっかけに、自治体の情報システムのク

興に貢献しながら、こうした取り組みを

案を高く評価していただきました。

ービスである「Ｉ ＩＪ Ｇ Ｉ Ｏ 」のうえ

Open

岩手県大槌町 復興局情報化推進室

じていると感じる点はどこですか？

インターネットの可能性、もしく
——
は、インターネットが他のメディアに長

います。

的にも大きなメリットが生じると考えて

せるようになるので、時間的にもコスト

役場の各部署から必要な情報をすぐに出

により、専属の担当者を置かなくても、

）のおかげで、自分でも直接情
System
報を公開できるようになりました。これ

採用したＣＭＳ（ Content Management

した。しかし、今回クラウド化と併せて

ードするまでに、かなり時間がかかりま

タを担当者に渡して、担当者がアップロ

セージを出したいと思っても、そのデー

碇川 以前は、私がホームページにメッ

クラウド化が無事完了しましたが、
——
今、どのようなことをお感じですか？

せています。

ーな情報発信が可能になる、と期待を寄

れたことで、より堅牢になり、タイムリ

ています。ですから、今回クラウド化さ

段であり、私自身は「町の顔」だと思っ

皆さんと情報を共有するための重要な手

途絶えてしまいました。ホームページは、

ムページがダウンし、情報発信が完全に

碇川 東日本大震災の直後、我々のホー

最初に大槌町の公式ホームページ
——
が担っている「役割」を教えてください。

復興・復旧の情報を
タイムリーに発信する

IIJ

で、国産プログラミング言語であるＲ

岩手県大槌町

心に、今後の自治体システムの構築・運

大槌町長 碇川 豊氏

ｕ ｂｙ により記述されたＯＳＳ （
）のＣＭ Ｓ （ Content
Source Software
）を動かすという
Management System

（お話）

自治体オフィシャルサイトのクラウド基盤イメージ

去る 3 月 1 日、大槌町（岩手県）役場の公式ホームページが、
IIJ の提供する「IIJ GIO」を基盤としてクラウド化された。
また、同ホームページは、コンテンツ管理システム（CMS）に、
Rubyを用いたオープンソースソフトウェア「Joruri」を採用し、
より効率的で低コストな運用が志向されている。

自治体サイトに適した
ナビゲーションとバリアフリー
標準化された
管理画面インタフェース

Ruby PaaS

大槌町の公式ホームページ

自治体Ｂ

高地圭輔

復興・復旧の窓口

自治体Ｃ

ここでは、IIJが岩手県大槌町に提案した、
同町公式ホームページの
クラウド化の概要を紹介する。

マルチデバイスアクセス

Joruri CMS
コンテンツの登録

【特別インタビュー】
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鈴木智晴氏
室長

碇川 豊氏
町長

大槌町役場公式ホームページの
クラウド化について
Internet
T opics

T opics

災害のとき
インターネットにできること

つでも・どこでも・何度でも﹂記事を閲

ームページは︑パソコンさえあれば﹁い

碇川 新聞や雑誌などと異なるのは︑ホ
は非常に重要になってきます︒

碇川 今後︑ＩＣＴを活用した取り組み

うにお考えですか？

から︑現在︑大槌町で暮らしている町民

政情報を開示することが大切です︒です

碇川 何よりも町民が必要としている行

新しいホームページから︑どんな
̶̶
メッセージを発信していきたいですか？

たメディアだと捉えています︒

えることのできる︑大きな可能性を秘め

て︑ホームページは﹁時間と距離﹂を越

さらに〝地方〟というような地域にとっ

皆さんや︑総務省や民間企業から派遣さ

碇川 目下︑大槌町では︑多くの有志の

ホームページをどのように発展さ
̶̶
せていきたいですか？

きな役割を果たすと考えています︒

町作りを行なっていくには︑ＩＣＴが大

の方が訪れます︒こうした学術機関や他

所があり︑そこには多くの研究者や学生

例えば︑大槌町には東京大学の海洋研究

めには﹁交流人口の拡大﹂が不可欠です︒

我々は﹁海の見える︑つい散歩したく

に︑復興・復旧の情報をタイムリーに伝
れた方々が一体となって︑ＩＣＴ環境の

覧できます︒また︑インターネットの検

えていきたい︒同時に︑今は別の場所
復興に尽力してくださっています︒そう

なる︑こだわりのある美しい町﹂を復興

に避難していて︑自分の故郷はどうな
した協力もあって︑大槌町は他の市町村

のコンセプトに掲げていますが︑そのた

っているのだろうと心配している町民
と比べてＩＣＴに関しては︑少し進んで

特に大槌町のような︑岩手のなかでも

に対しても︑復興・復旧の様子を随時
いるのではないか︑と自負しております︒

索機能は︑非常に優れていると感じます︒

知らせていきたいです︒そのとき大切

の教育機関などとも連携して︑包括的な

なのは︑情報を受け取る町民自身のＩ
これからは︑このホームページを我々

して将来的には︑町内の産業情報などを

国・全世界に発信していきたいです︒そ

の﹁窓口﹂として︑最新の復興情報を全

さらに︑大槌町に関心を持っていただ

︶に関するリテラシーを向
Technology
上させていくことだと考えています︒
盛り込んだ﹁ポータルサイト﹂のような

ＣＴ︵ Information and Communication

き︑我々のホームページを見に来てくださ

方向性も目指したいと思っています︒

クラウド化から
﹁自治体クラウド﹂へ

る︑県外もしくは世界中の人々に対して
は︑我々の復興の姿︑
そして今︑どんな支
援を必要としているのかといったメッセ
ージを積極的に発信していきたいです︒

近隣の市町村にも広がれば、情報システ

て、復興のスピードを加速させていきた

まで以上にきめ細かい情報発信を行なっ

うになり、更新頻度を上げることで、今

で、各職員が自分で内容を更新できるよ

っていましたが、ＣＭＳを採用したこと

上します。また、先ほど町長もおっしゃ

化できますので、まず「耐災害性」が向

鈴木 クラウド化により、サーバを外部

ットを、どのようにお考えですか？

ージがクラウド化されたことによるメリ

れているとのことですが、町のホームペ

一一月より、総務省から大槌町に出向さ

式ホームページのクラウド化だと位置づ

Ｔを浸透させていく第一歩が、今回の公

鈴木 その通りです。大槌町全体にＩＣ

に入れている、ということですね。

Ｒｕ ｂｙ を 使 っ た オ ー プ ン ソ ー ス
——
の採用は、将来的な「地域振興」も視野

にもつながると期待しています。

くことができれば、若い世代の人材育成

たプログラミング言語の講習会などを開

そこで、大槌町でも中高生を対象とし

からさらに普及していくと予想されます。

言語で、エンジニアの評価も高く、これ

鈴木

ですが、そのあたりの狙いは？

自治体向けオープンソース「Ｊｏｒｕｒｉ」

今回、大槌町で採用されたＣＭＳは、
——
プログラミング 言 語 のＲｕｂｙ を 用 い た 、

ってくるのでは、と考えています。

こりひょうたん島』（※大槌湾の「蓬莱

りますが、昔、ＮＨＫの人形劇『ひょっ

たしかに今、大槌町は苦しい状況にあ

ています。

法があってもいいのではないか、と思っ

ステムを自治体間で共通化するような方

ト合併〟というようなかたちで、情報シ

ます。そして理想を言えば、市町村合併

れて活用できるといった効果も考えられ

町村からの応援をよりスムーズに受け入

とき、システム面や人的な面で、他の市

盤を用いることで、災害などが起こった

費の節減だけでなく、共通のクラウド基

す。

ドサービスには大きな期待を寄せていま

クアップやセキュリティ面でも、クラウ

ていた全てのデータを流失してしまいま

鈴木情報化推進室長は︑昨年の
̶̶

ムを共用できる可能性も出てくるのでは

けています。こうした取り組みを通して、

島」が「ひょうたん島」のモデルとなっ

復興にあたって︑クラウドサービ
̶̶
スやＩＣＴが果たすべき役割を︑どのよ

ないかと考えています。

町民の方にもＩＣＴへの関心を持ってい

さらに、こうしたクラウド化の流れが

といった物理的な合併ではなく、
〝ネッ

また、自治体クラウドに関しては、経

した。その経験を踏まえ、データのバッ

何か具体的な取り組みが始まって
——
いるのでしょうか？

ただきたいです。

我々は現在、
「自治体クラウド」

たとも言われている）の主題歌のなかに
「苦しいこともあるだろさ／悲しいこと
もあるだろさ／だけど僕らはくじけない
／泣くのはいやだ／笑っちゃおう／進
進めば、情報システムの共通化などによ

碇川 このたびのクラウド化では、ＩＩ

最後に、碇川町長からメッセージ
——
をお願いします。

願いいたします。

きたいと思います。今後ともよろしくお

の精神にならって、復興を成し遂げてい

『ひょっこりひょうたん島』
の
精神で復興を！

Ｒｕｂｙ は、国産のプログラミング

鈴木

いです。

の導入を推進しており、必要経費などを
国に申請しています。具体的な動きとし
ては、沿岸部の野田村さんや普代村さん
と、そうした新たな仕組みを一緒に導入
できないか、協議を進めています。

る〝割り勘効果〟が発生し、ＩＣＴ関連

に感謝しております。

Ｊ さんにいろいろとお世話になり、本当

め！」という歌詞があります。我々もこ

の費用を低減できます。そして、こうし

自治体クラウドの導入が近隣の町でも

た事例が出てくれば、岩手県の沿岸地域

大槌町は津波の被害で、庁舎で管理し

本日はお忙しいところ、ありがと
——
うございました。
全体で自治体クラウドの導入機運が高ま

IIJ
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リニューアルされた大槌町のホーム
ページ。かつてWebを担当していた
職員も震災の犠牲となったため、ホ
ームページのデザインは、できる限
り以前のものを踏襲し、その方たち
の思いを残すようにしている。

だと思うからです。

ンターネットは、すでにかなりの仮想ネットワーク

れると少し違和感を持ってしまいます。なぜならイ

これからはネットワークの仮想化だ、などと言わ

作られた電話用の通信インフラのうえに仮想的に構

ターネットは、電話サービスのために七六年かけて

ルであるかということも表しています。つまりイン

ですが、同時にインターネットがいかにヴァーチャ

築されたネットワークサービスであり、少なくとも

しかし、最初は仮想的に、ある意味別の目的で作

最初の五年間は、ほとんど自前のインフラ作りを必

られたネットワークに間借りをするようなかたちで

インターネットについて最初に学んだとき、非常

ることでした。ネットワークを作る際も、通信回線を

に印象的だったのは、インターネットが特定の物理

電話会社から借りてきて、そこにルータという魔法
生まれ成長してきたインターネットでしたが、この

要としなかったということでもあるのです。

の機械をつなぐと、それだけでインターネットが出
一〇年程のあいだに爆発的に増えた通信量を支える

的な媒体に依存しない、論理的なネットワークであ

来上がってしまいます。回線は極端に言えばなんで
ために、専用の大容量回線や大規模なデータセンタ
急速に進んできました。そして今では、全てのＩＣ

ーといったインターネットのためのインフラ作りが

も良く、アナログ専用線でも高速デジタル専用線でも、
Ｘ・ やフレームリレーやＡＴＭ上のＶＣ（ Virtual

はありません。最初は電話用にすでにあったインフ

を使うことを前提に作られていると言っても過言で
ラや電話というサービスを使って小さく仮想的に始

Ｔサービスは、インターネットというネットワーク

などの電波を使ってつな
まったインターネットでしたが、その成長とともに

） で も 良 い で す し、 家 か ら つ な ぐ と き も、
Circuit
今でこそ光ファイバが普及していますが、普通のメ

ぐことも当たり前のようにできます。このようにイ

タルの電話線でもそれなりに高速な接続ができます

ンターネットでは、物理的なネットワーク技術を多
電話というサービスやそのインフラまで飲みこんで

し、衛星や携帯電話や

彩に組み合わせて使いながら、全体では一つの巨大
しまったと言えるのでしょう。インターネットを始

来るのかなぁなんて冗談で言っていましたが、すで

めた頃は「昔は電話でインターネットにつないでい

に全く冗談ではなくなってしまいました。インター

な論理的ネットワークを構築しているわけで、その

ちょっと古いですが、平成一一年度の通信白書に
ネットが仮想ネットワークだった時代が終り、逆に

意味でインターネット自身が本来仮想的なネットワ

面白い統計が載っています。そこでは、新しいメデ

たんだよ」なんていつか孫に語って聞かせる時代が

ィアが登場してから世帯普及率一〇パーセントに到

電話網が仮想ネットワークとして動いている、そん

ークだと言えるのです。

達するまでに何年必要だったかを、今でいうＩＣＴ
な時代になったということです。

れを見ると、電話というメディアが普及率一〇パー
セントに達するのに七六年もかかっているのに対し、
インターネットはわずか五年で普及率一〇パーセン

つのコンテンツと化している、という見方ができま

ターネットという新しいメディアに飲み込まれ、一

は、電話という一つ前の通信メディア全体が、イン

ということをもう少し考えてみましょう。このこと

かに猛烈な勢いで普及したのかを端的に示すデータ

ことができ、そのうえのサービスを利用できるよう

構成でき、どこでも誰でもインターネットにつなぐ

れ、どこでも誰でもインターネット上でサービスを

のうえで動くコンピュータハードウェアが標準化さ

インターネットを構成するネットワーク機器や、そ

今や電話網がインターネットのうえで動いている

トに到達しています。これは、インターネットがい

す。さらに考えると、コンテンツと化しているのは

用 さ れ て い ま す し、 新 聞 や 書 籍 や 映 画 も デ ジ タ ル

アを動かすプラットフォームの構築、そしてユーザ

うえで動くソフトウェア技術の発展と、ソフトウェ

そしてもう一つ重要なのは、標準化された機器の

になったということです。

化・電子化されて、インターネットのコンテンツの

がさまざまなメディアサービスをそのコンテンツと

この二つの進歩があって初めて、インターネット

への解放だと思います。

るでしょう。携帯電話もスマートフォンの普及によ

して取り込み、新たな時代のメディアとして成長を
そんな今、改めてネットワークの仮想化とは、い

始めることができたのです。

んの一部になってしまいました。まさに新しいメデ

ワーク機器の標準化はかなり進んでいます。問題は、

ったいなにが求められているのでしょう？ ネット

り、電話のための端末というよりは、インターネッ

ィアが登場すると、一つ前の時代のメディア自体が

ソフトウェアによる制御と、それを使うためのプラ

ラウドコンピューティングが目指しているのは、情

のうえに仮想化して動かそうというのですから、ク

上で動いていた情報処理システムを丸ごとクラウド

るでしょう。今まで物理的なコンピュータシステム

えると、コンピューティングのコンテンツ化と言え

ドコンピューティングも、コンピュータの、言い換

のためのネットワークであり、現在進行中のクラウ

ネットワークでつなぎ合わせられるようになる必要

なく、こちらもソフトウェアで制御された論理的な

ンピュータを物理的なネットワークでつなぐのでは

システムを柔軟に組み上げるためには、論理的なコ

ンターネット上で自由に配置し組み合わせて、情報

きました。しかし、この論理的なコンピュータをイ

仮想的に定義し、コントロールできるようになって

論理的なコンピュータを物理的なハードウェア上に

コンピュータのほうは、ソフトウェアによって、

ットフォームの構築です。

報システム全体の仮想化と、インターネットメディ

このような意味でのネットワークの仮想化が、今

があります。
後のクラウド技術の発展と、それによる情報システ
欠な技術となるのではないかと考えます。

ット「コンテンツ化」が起こるためには、二つの大
一つは端末や機器の標準化です。これはつまり、

ムのインターネットコンテンツ化のために必要不可

このように、さまざまな情報メディアのインターネ

ア上でのコンテンツ化だと言えるのかも知れません。

けではありません。インターネットはコンピュータ

さて、インターネットの場合は、通信メディアだ

って進化しているかのようです。

そのコンテンツになる、というメディアの法則に則

トのためのデバイスに変貌し、通話はその機能のほ

にでもインターネットで見ることができるようにな

一部になっています。テレビも規制が変わればすぐ

ァックスなども、今はインターネットのメールで代

電話だけではありません。一部の郵便サービスやフ

ソフトウェアによる制御と
プラットフォームの構築

系のサービスをいくつか並べて比較しています。そ

Wi
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きな条件が必要だったと思います。

IIJ

インターネットにおける
“仮想化”
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

最近「ネットワークの仮想化」という話題をよく耳にするが、
そもそもインターネットは仮想的なネットワークであったのではないか。
今回はネットワークの特質やメディアとしてのインターネットの
歴史を振り返りながら、今後、求められる「仮想化」の姿を考えてみたい。
イラスト／山本加奈子

T echnical n ow

IIJセキュアMXサービス 提供機能イメージ

＂理想的な企業メールシステム”
IIJセキュアMXサービス

セキュリティ

利便性向上

・アンチウイルス

・アンチスパム

・配送保留

・添付ファイル暗号化

・送信一時保留

・ログ／統計情報ダウンロード

・経路暗号化（TLS）

・送信ドメイン認証

・オンラインストレージ連携

・ホワイトリスト／ブロックリスト

・アカウント管理 API

・添付ファイルフィルタ

IIJ 公共システム事業部 プロフェッショナルサービス部 プロフェッショナルサービス1課

針金大介

・アーカイブ／監査
メールサーバ

企業に欠かせないメールセキュリティを提供する
「IIJセキュアMXサービス」
。
メールの重要性がますます高まるなか、その利用形態や脅威の傾向も変化している。
ここではそうしたトレンドを踏まえつつ、同サービスの特徴を改めて紹介したい。

運用・実績

・メールボックス

・国内実績 No.１＊

・メーリングリスト

・専門エンジニアによる運用

・メールボックスプラス
（モバイル対応大容量 Web メール）

・電話／メールによるサポート
・障害受付窓口
（24 時間 365 日）

＊国内 SaaS 型メール総合セキュリティ市場：ベンダー別 2010年度出荷金額シェア（出典：ITR）

メールを取り巻く環境は
刻々と変化している

ファイルの利用や、スマートフォンやタブレット端末など

付ファイルやURLを開かせることによってウイルス感染

ース可能なメールボックス・メーリングリストオプション、

の利用を許可するには、誤送信などによる情報漏えいの防

させる」という手口は、従来から使われています。

スマートフォンやタブレット端末にも対応したWebメー

2011年12月、IIJセキュアMXサービスでは、大容量で

止、社外からのモバイル端末によるメール利用、端末の紛

これらを踏まえると、取るべき対策はウイルスやスパム

ル・IMAPも利用可能なメールボックスプラスオプション

失・盗難時のセキュリティなども考慮する必要があります。

メールへの対策にくわえ、ユーザが不用意に添付ファイル

をラインナップしており、ニーズに合わせていつでも追加

セキュアなメールボックス機能とモバイル環境に対応した

さらに、望ましくない変化ではありますが、ユーザに対

やURLを開いてしまわないようにリテラシーの向上を図

可能です。さらに、お客さまの利用環境・ポリシーに合わ

Webメール機能を持つ「メールボックスプラスオプショ

する「脅威」も多種多様なものとなっています。昨年9月

るとともに、「なりすましメールへの対策」をメールシス

せて、メールの送受信を許可する拠点を制御できるIPア

ン」の提供を開始しました。この機能をリリースした背景

以降、国内の大手製造業など複数の企業がサイバー攻撃を

テムでも実現していくのが理想的であると言えます。

ドレス制限機能など、クラウド型のメリットを最大限に生

には、近年の利用形態、メールを取り巻く環境の変化が挙

受けたことで「標的型攻撃」というキーワードがマスコミ

げられます。

報道などでも取り上げられ、多くの企業・システム担当者

かしながらセキュリティレベルを高めることができるさま

IIJ セキュアMXサービスの
さまざまな機能

ざまな機能も盛り込まれています。

IPA（独立行政法人情報処理推進機構）がまとめた「『標

IIJセキュアMXサービスは、企業に必要不可欠なセキュ

くなり、驚くほど短期間かつ簡単に最新のセキュアなメー

まず、メールを使う利用者視点での変化を見てみましょ

的型攻撃メールの分析』に関するレポート」によれば、メ

リティと高機能メールシステムを提供するクラウド型メー

ルシステムを実現できます。もちろんサービスですので、

う。特に顕著なのが、やり取りされるメールサイズの大容

ールの標的型攻撃には、下記のような特徴・傾向があると

ルサービスです。

日常的なシステム運用だけでなく、障害発生時の復旧作業

量化です。業務で利用するファイル、例えば、見積書類や

されています。

今回は、こうした環境の変化や脅威について触れながら、
IIJセキュアMXサービスが実現する「理想的な企業メール
システム」をご紹介します。

が情報収集や対策に悩まされていると思います。
ここで、少しだけ標的型攻撃の特徴を見てみましょう。

高精度のウイルス・迷惑メールフィルタは、世界規模で

これら全ての機能をクラウドサービスとして提供するこ
とにより、導入の手間や高額な開発・導入コストが必要な

やソフトウェアのバージョンアップ、セキュリティパッ

提案書、写真や設計図面などをメールで送れば、用件を伝

日々観測・収集される膨大なウイルスやスパムを24時間

チの適用などはIIJのメール専門エンジニアが行ないます。

えることもファイルを受け渡すこともできて一石二鳥であ

対象

特定の組織

365日体制で解析・データベース化しており、新種・亜

障害受付窓口も24時間365日で対応していますので、全

るため、メールを手軽に利用するユーザが多く見受けられ

目的

情報窃取・システムの妨害

種にも迅速に対応できます。

てのお客さまに安心してご利用いただけます。

内容

自分に関係のありそうな用件であったり、そ
の用件の説明が適切である。外部サイトへ
のURLが 記 載されていたり、PDF、Word、
Excelといったファイルにウイルスが埋め込ま
れており、その添付ファイルを開くとウイルス
感染する

ます。
また、メールそのものの使い方も大きく変わりつつあり
ます。従来から使われていた、パソコンでメールソフトを
使ってPOP／SMTPで送受信を行なう利用方法から、ス
マートフォンやタブレット端末などでブラウザを用いて利
用するWebメールや、IMAPプロトコルを利用する方法な
ど、利用環境の多様化が進んでいます。
次に、システムを運用する管理者視点での変化を見てみ

送信元

実在する企業・官公庁の人物を詐称したり、
関係者を装う

ます。前述したように、メールの容量が大きくなればなる

また、添付ファイル暗号化機能は、ユーザが特別な操作

IIJセキュアMXサービスが提供する充実したセキュリテ

をしなくても添付ファイルを自動的にパスワード付きzip

ィ機能、メールシステムとしての安定性・信頼性は、業種

に変換します。送信一時保留機能は、送信メールを一定時

業態を問わず多数のお客さまに高く評価されており、昨年

間保留し、ユーザのうっかりミスによる情報漏えい・誤送

11月末時点で約110万アカウントを超え、国内No.1の導

信を防止します。

入実績を誇っています（国内SaaS型メール総合セキュリ

標的型攻撃にも使われるなりすましメール対策には、送

ティ市場：ベンダー別 2010年度出荷金額シェア。
「ITR

信ドメイン認証機能が有効です。受信メールの正当性を検

MarketView エンドポイント・セキュリティ市場2011」

証し、そのメールが詐称されていないかを確認できるだけ

より）。また、国内外の迷惑メール対策検討団体にも積極

でなく、送信時に電子署名を付加することで、お客さまが

的に参加するなどして、最新の情報・技術を把握し、サー

送信するメールの信頼性向上にもつながります。

ビスを開発しています。それらを常にフィードバックする

ほど、メールシステムにかかる負荷が高まるだけでなく、

これまでのウイルスメールやスパムメールと大きく異な

相手方のシステムにメールをきちんと受け取ってもらえる

るのは「関係者を装って特定少数に送信」「内容も添付フ

フィルタリング機能だけでなく、メールシステムとして

かどうかにも注意を払わなければなりません。また、添付

ァイルも自分に関係のありそうなもの」という点で、「添

の機能も充実しています。メールサーバを丸ごとアウトソ

ことで、陳腐化しないメールセキュリティを今後も提供し
続けてまいります。 IIJ

●2012年6月末まで、IIJセキュアMXサービス スタートアップキャンペーンを実施中です。http://www.securemx.jp/
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SaaS型ビデオ会議サービス
「COLLABO de! World」
IIJ グローバルソリューションズ
サービス戦略室 ソリューション企画担当
理事

飯田秀樹

IIJグローバルソリューションズは、IIJのクラウドサービス「IIJ GIOサービス」を活用した、
世界各国で利用可能なSaaS型マネージドビデオ会議サービス
「COLLABO de! World（コラボ・デ・ワールド）
」を、2012年4月より提供開始した。

利用が進む
ビデオ会議システム

エンドユーザ
サポートセンター

フルマネージドでご提供

世界各国でのビデオ会議システムの導入、
運用・管理をトータルでサポート

「COLLABO de! World」サービス概要

2.
コンシェルジュ
サービス
3.
クラウド型多地点
接続サービス

IIJ Global ネットワークサービス

ネットワーク
サービス

（従来からご提供）

海外拠点

国内拠点

国内拠点

デスクトップ

デスクトップ

会議室

会議室

会議室

オフィス自席

在宅勤務

モバイル

1.
マネージド
ビデオ会議
システム

ョンなど、ビデオ会議は企業の枠を超えた重要なコミュニ
ケーション・ツールへと進化しようとしています。
しかし、一般的に多地点会議のためには高価なMCU

その特徴は以下の通りです。

く、ビデオ会議を利用されるエンドユーザを直接サポート

1.グローバルレベルでワンストップ提供する

します。システムの使用法、会議予約の支援、万一の障害

現在、多く利用されているビデオ会議システムは、遠隔

Multi-point Control Unit と呼ばれる多重化装置が必

マネージドビデオ会議システム

時など、さまざまなお問い合わせに24時間365日で対応

拠点とのコミュニケーション・ツールとして、出張費や移

要となるため、ビデオ会議の規模が大きくなるにつれ、M

（1）ビデオ会議システムの機器提供

します。

動時間の削減を主な目的として普及してきました。ビデオ

CU 設置にともなう初期投資の負担も大きくなっています。

ビデオ会議システムに必要な拠点側とセンター側機器

さらに、マルチリンガルでの対応が可能なため、お客さ

端末が設置された会議室同士を接続することで、相手の顔

このような課題を解決して、コミュニケーションおよ

などを、IIJグローバルが世界50ヵ国以上でご提供します。

ま側の管理者に代わってグローバルレベルでサポートを行

や会議資料を見ながら効率的な会議が可能になっています

びコラボレーションの強化に貢献できるよう、IIJグロー

自由度の高い広範なシスコ製品をラインナップし、お客さ

なうことができます（日本語・英語は24時間365日対応、

が、より大勢のメンバーがタイムリーに自席などの執務エ

バルではクラウドサービスを活用した「COLLABO de!

まの要件や環境に合わせて機器を選択できます 。ビデオ

中国語も順次対応予定）。

リアからでも参加できるようにしたいというニーズが高ま

World」を発表しました。

会議システムは販売のほか、オペレーティングリースなど

3.アセットレスを可能にする

※

っています。また、東日本大震災後のBCP対応やスマー

での提供も可能なため、初期投資を抑え、資産を保有する

トデバイスの発展を機に、「もっとアドホックに、必要な

COLLABO de! Worldの特徴

ことなくビデオ会議システムを展開できます。
据置型、可動型、デスクトップ型、PCソフトウェア型

クラウドサービスとしても提供します。センター機器を

ットなど、どんなデバイスからでも」お互いの顔を見なが

COLLABO de! Worldは、シスコシステムズのビデオ

などの既存ビデオ会議端末にくわえ、今後はタブレット端

IIJがサービスとして提供することで、高額なMCUを購入

ら、効果的にコミュニケーションできるツールとして導入

会議システムとビデオ会議を利用する際に必要となる、国

末も当サービスの対象に追加していく予定ですので、ビデ

することなく、企業内、企業間での多地点接続ビデオ会議

を検討するケースも増えています。そして、海外展開を積

内外のネットワークやデータセンターの設計、調達、導入、

オ会議を活用いただけるシーンが大きく広がります。

を、より安価にご利用いただけます。ポート単位での契約

極的に推進している企業では、グローバルコラボレーショ

運用、ヘルプデスクを、ワンストップで提供するフルマネ

（2）ビデオ会議システムのマネージドサービス

が可能なため、お客さまのビデオ会議システムの拡大に柔

ンの強化やビジネス・スピード向上のために、ビデオ会議

ージド・サービスです。

ときに」「在宅勤務など、どこにいても」「PCやタブレ

クラウド型多地点接続サービス（2012年7月開始予定）
IIJグローバルがビデオ会議の多地点接続機能を、共用

拠点側とセンター側機器の初期設定、運用監視を、お客

軟に対応できます。また、多地点接続装置はIIJのサービ

本サービスをご利用いただくことで、グローバルビジネ

さまに代わってIIJグローバルが実施します。センター装

ス基盤として冗長化されているため、信頼性も高く、安心

ビデオ会議システムの利用者が拡大する一方で、エンド

ス拡大のための海外拠点とのタイムリーなコミュニケーシ

置は、お客さま拠点以外にIIJグループのデータセンター

してご利用いただけます。さらに、サービス開始時点では、

ユーザからの問い合わせ対応や会議運営の支援など、シス

ョン、事業継続のための在宅勤務者との緊急コミュニケー

にも設置可能なため、必要なネットワークのアウトソーシ

シスコ製品のみを対象としていますが、近々、標準準拠の

テム管理者の運用・管理負担は増大しています。海外拠点

ション、自席PCからの会議参加など、さまざまなビジネ

ング・サービスを含め、ビデオ会議システムの設計、調達

マルチベンダ端末間の多地点接続サービスも計画していま

へのビデオ会議展開に際しては、現地ベンダや通信事業者

スシーンで迅速なコミュニケーションが可能になります。

から導入までをトータルに提供し、お客さまの運用・管理

す。

との調整に多大なワークロードが必要とされます。また、

また、24時間マルチリンガル対応のエンドユーザ向けヘ

負担を大幅に低減します。

ビデオ会議の使われ方も、従来の会議室同士を結んだ1対

ルプデスクを併せてご用意していますので、管理者に運用

2.多言語で利用者をサポートする

ポートするために、ネットワーク基盤からコミュニケーシ

1の形態から、多拠点をさまざまなデバイスや通信環境で

負荷をかけずに「いつでも・どこでも・だれでも」簡単に

コンシェルジュ・サービス（2012年5月開始予定）

ョン、アプリケーション、業務アウトソースなど、多様な

結んだ形態へと変化しつつあります。複数の関連部門との

ビデオ会議を利用できるようになります。

システムを各国で導入するケースが急増しています。

会議はもちろん、グループ企業、取引先とのコラボレーシ
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IIJグローバルでは今後も、グローバルな事業展開をサ

コンシェルジュ・サービスでは、運用・管理者だけでな

サービスを開発・提供していきます。 IIJ

COLLABO de! Worldで提供するサービスメニューと
※提供予定のビデオ会議端末
Cisco TelePresence System Profileシリーズ
Cisco TelePresence System EXシリーズ

Cisco TelePresence System MXシリーズ
Cisco Jabber Video for TelePresence（旧名称Movi）
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● インターネット・トリビア

日々のサービス運用の現場から

検索エンジンの裏側
IIJ プロダクト本部 アプリケーション開発部 戦略的開発室

堂前清隆

本誌のリニューアルに合わせて新しいコラムを始める

ことになりました︒ここでは︑日常的なインターネット

の利用のなかで何気なく見過ごしている技術をご紹介し

最初に取り上げるのは﹁検索エンジン﹂について︒ふ

たいと思います︒

と︑何かを調べたいとき︑パソコンに向かって気になる

キーワードを入力すると︑次の瞬間には関連するＷｅ ｂ

ページがずらりと表示される︒すでに当たり前になった

光景ですが︑その裏側はどうなっているのでしょうか？

最初の仕事は︑世界中のＷｅ ｂページの内容を収集し

てくること︒﹁クローラー﹂や﹁ロボット﹂と呼ばれる

プログラムが︑リンクをたどって︑次々と新しいＷｅ ｂ

次の仕事は︑収集したＷｅ ｂページの文章を分解して︑

ページの情報を収集し︑記録していきます︒

﹁インデキシング﹂と呼ばれます︒世界中のＷｅ ｂペー

キーワード別に整理された﹁索引﹂を作ること︒これは

ジの情報はあまりにも膨大なので︑ただ保存しておくだ

けでは︑すぐに検索することができません︒そこで︑Ｗ

ｅ ｂページの文章からあらかじめ﹁検索されそうなキー

ここで重要なのが︑どれだけ効率的に﹁検索されそう

ワード﹂を抜き出して︑整理する作業が必要になります︒

なキーワード﹂を整理できるか︒これが︑検索エンジン

の善し悪しを決める大きな要因になります︒効率を高め

るためには︑キーワードのもとになる﹁辞書﹂の語彙を

増やすことも重要ですが︑Ｗｅ ｂページに書かれてある

文章を文法的に理解することが不可欠です︒

文法的に理解するといっても︑全てのＷｅ ｂページが

正しい文法に沿って書かれているわけではなく︑むしろ

文法的には乱れた表現の方が多いのが現実です︒そこで︑

検索エンジンを開発している会社では︑日々変わり続け

る﹁くだけた表現﹂をどのようにコンピュータに理解さ

せるかということを研究し続けているのです︒
IIJ

※関連する話題をIIJ公式技術ブログ「てくろぐ」で掲載しています。 http://techlog.iij.ad.jp/archives/iijnews109/

Information
IIJモバイル
LTEスタートアップキャンペーンのご案内

に、2種類のスタートアップキャンペーンを実施して

客さまではなく、弊社を使う前から、そして使

けて綴っていきたいと思います。

い終わったあとも、「IIJを使いたいね」「IIJ

「昔花形、今３K」と言われるIT業界ですが、

を使っていて良かったな」と思われたい。そう

IIJのサービス運用を自分なりに見つめ直して

いうサービスを日々運用すること、言い換える

みました。

と、そう思われるサービスを開発することだと

「運用」を検索してみると、「システムなど

思うのです。

が正常に稼動し続けられるような状態を維持す

24時間365日のサービス運用は、交代勤務

ること。異常の兆候がないか状態を監視した

やエスカレーション対応で肉体的にはハードで

の更新、障害に備えたデータなどの保全、障

んで」やる。そのためには、つらいことや大変

害時の復旧作業などが含まれる」（IT用語辞典

なことが起きないようにサービスを運用する視

「E-Words」より）と、出てきました。

点から開発することが大切だと思うのです。

します。
詳細はこちら

http://www.iijmobile.jp/

IIJセキュアMXサービス
スタートアップキャンペーンのご案内

費用3ヵ月が無料になるキャンペーンを実施していま

な「LTE回線」「USB型データ通信カード」「セキ

す。
（先着30社さま限定）

ュリティ機能（LTE回線の接続先を任意のグローバ
ルIPアドレスに限定）」をまとめてご契約いただい

期間：2012年6月末お申し込み分まで

た場合、通常1回線あたり最大6,800円の月額費用を

内容：1. 初期費用および月額費用3ヵ月無料

これを素直に解釈すれば、作られたものを維

と言うと、自動化や省力化をイメージしがち

持・管理することがメインのように思われてし

ですが、そのためのツールが誤動作したとか、

まいそうですが、私は運用を「開発」だと考え

想定通り動作しなかったということになっても

ています。

いけません。

運用できないものを作られても、それは宝の

あくまでもIT技術は道具であり、それを作る

持ち腐れです。かといって、運用できるものを

のも使うのも人間です。サービス運用に携わる

作らなければ受け取らないよと言っては、ただ

技術者は、常に自分が使う道具に気を配り、そ

の頑固オヤジです。だから「最初から一緒に考

の道具を使っていただくお客さまのことを考え

えよう」とよく言っています。

ています。

サービス運用は、受注してからの話ではなく、

完璧なものはできませんが、IIJにおけるサ

サービスというものを考え、機器やソフトウェ

ービス運用は、ただ単に機器やソフトウェアや

2. 専門エンジニアによる導入サポート

アを評価するところから始まっていると思いま

ネットワークやシステムを維持・管理している

3. 情報漏えいを未然に防ぐ「メール監査ルール

す。

だけではなく、サービス運用の現場で常に「開

基本セット」をご提供

スマートデバイスをセキュアに利用する際に必要な
詳細はこちら http://www.securemx.jp/cam/

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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込みをいただいてから解約になるまでだけがお

ない裏方の想いや考えを日々の出来事に関連付

たり最大6,950円の月額費用を最大4,980円で提供

パソコンからセキュアに社内にアクセスする際に必要

「LTE回線」「モバイルWiFiルータ」「MDM機

携わる立場から、「運用」というあまり表に出

らい」とか「大変」と思うのではなく、「楽し

キュアMXサービス」において、初期費用および月額

■ LTE for スマートタブレット

足りなければ機能を追加する。さらに、お申し

す。それは、お客さまも同じこと。それを「つ

IIJのクラウド型メールセキュリティサービス「IIJセ

最大4,940円で提供します。

今回から連載を仰せつかり、サービス運用に

保守（メンテナンス）作業、老朽化した設備

います。
■ LTEセキュリティパック

山井美和

り、最新版のソフトウェアに入れ替えるなどの

モバイルサービス/タイプD（LTE）
と、セキュリティ
サービスをあわせてご契約いただいたお客さまを対象

IIJ サービスオペレーション本部長

能」をまとめてご契約いただいた場合、通常1回線あ

I I Jモバイルサービス/タイプDは、高速通信規格
「LTE」に対応しました。2012年5月31日までにIIJ

サービスの運用は開発である

編集／増田倫子
表紙イラスト／すげさわ かよ
デザイン／B.C.
印刷／株式会社興陽社
◎IIJ.newsのバックナンバーをご覧いただけます。
URL：http://www.iij.ad.jp/iijnews/

サービス運用というのは、私たち通信サービ

発」されており、そういう意識を持ってサービ

ス事業者が、24時間365日、お客さまにイン

ス運用の現場は、お客さまのインターネット利

ターネットという社会インフラを安全に安心し

用を裏側から支えているということを、このコ

て使っていただけるように監視するだけでなく、

ラムを通して皆さんにお伝えしていきたいと思

常に状況を解析し、異常があれば直ちに修復し、

います。 IIJ

イラスト／山本加奈子

22

株式会社インターネットイニシアティブ
本社

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
〒101-0051 TEL：03-5205-4466

関西支社

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
〒541-0041 TEL：06-4707-5400

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 1条西 3 丁目 3 番地 札幌 MNビル 9F
〒060-0001 TEL：011-218-3311

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

北陸支店

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

中四国支店 広島県広島市南区稲荷町 2-16 広島稲荷町第一生命ビル 11F
〒732-0827 TEL：082-506-0700
横浜営業所 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
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 IIJ グローバルソリューションズ（IIJ Global）
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
〒101-0051 TEL：03-5217-5700
株式会社ネットケア（Net Care）
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
〒101-0041 TEL：03-5205-4000
ネットチャート株式会社（NCJ）
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
株式会社ハイホー（hi-ho）
東京都千代田区神田神保町 1-103 東京パークタワー 2 階
〒101-0051 TEL：0120-858140
株式会社 IIJ イノベーションインスティテュート（IIJ-II）
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
〒101-0051 TEL：03-5205-6501
株式会社トラストネットワークス（TN）
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
〒101-0051 TEL：03-5282-3358
IIJ America Inc.（IIJ-A）
55 East 59th Street, Suite 18C, New York, NY 10022, USA
TEL ： +1-212-440-8080
株式会社 IIJエクスレイヤ（IIJ-EX）
東京都中央区新富 2-4-4 アクアビル
〒104-0041 TEL ： 03-6280-4981

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。
（2012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。
© 2012 Internet Initiative Japan Inc. All rights reserved.
IIJ-MKTG001AA-1204BK-09800PR

