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年 世間の動き
インターネット界の

動き
発表者 所属 内容

加藤朗 慶應義塾大学 WIDEの概要紹介

一井信吾 高エネルギー物理学研究所
HEPNET-J(High Energy Physics NETwork; 高エネルギー物理学研究用ネットワーク)
の概要紹介

高田広章 東京大学
TISN(Todai International Science Network; 東京大学理学部国際理学ネットワーク)の
概要紹介

村井純 慶應義塾大学 海外リンク
尾上淳 ソニー
高田広章 東京大学
加藤朗 慶應義塾大学 相互協力の確立
平原正樹 九州大学 ルーティング問題
楠本博之 慶應義塾大学 NNTPリンク（NetNewsの配送経路）の整理について
加藤朗 慶應義塾大学 OSPFの説明
村井純 慶應義塾大学 Closing: INET '91のアナウンス、INET '92の神戸開催について
加藤朗・楠本博之 慶應義塾大学 SFC計算機環境紹介ツアー

WIDEプロジェクト
高田広章 東京大学 TISNの現状と今後
荻原淳 京都大学 GenomeNet
平原正樹 東京大学 JAIN
松方純 宇宙科学研究所 NACSIS/SINET －学術情報センターが運用するIPネットワーク
右手正道 東京理科大学情報処理センター BITNETJPの現状

高エネルギー物理学研究所 HEP Network Environment in Japan
加藤朗 慶應義塾大学 相互接続
平原正樹 JNIC 日本ネットワークインフォメーションセンター(JNIC)の役割について
平原正樹 日本ドメイン名割当委員会 日本ドメイン名の割り当てについて（案）
石田慶樹 東京大学
中山雅哉 豊橋技術科学大学
高田広章 東京大学 ネームサーバの設定について
尾上淳 WIDE/ソニー NTPの設定について
吉田茂樹 東京大学 X.500 pilot projectについて
中村素典 京都大学 アーカイブ検索サーバ Archie

加藤朗 慶應義塾大学 WIDE Project
白橋明弘 東京大学 TISN(国際理学ネットワーク)の現状と将来の展望
荻原淳 京都大学 GenomeNet
平原正樹 東京大学 JAIN
一井信吾 高エネルギー物理学研究所 HEPnet-Jの現状
神山一恵 東京理科大学 BITNETJP/JOINの概要
郷原正好 学術情報センター 学術情報ネットワーク インターネット･バックボーン(SINET)
梅田政信 九州工業大学 地域ネットワークサーベイ

村井純 慶應義塾大学 JEPG/IP
平原正樹 東京大学 JNICの活動
丸山直昌 統計数理研究所 JCRNの歩み

市原卓 理化学研究所 Securityについて
加藤朗 慶應義塾大学 経路制御について

1990 JCRN発足／最初
のWebページ出現
／IP Meetingのは
じまり

即位の礼・大嘗祭・
国際花と緑の博覧
会・ハッブル宇宙望
遠鏡打ち上げ

1992 PKO協力法
学校の週休2日制開
始

インターネットとパ
ソコン通信メール
で相互接続／
SPIN, IIJ設立／学
術情報ネットワーク
運用開始／
INET92(神戸)

セッション1--ネットワークプロジェクトの現状

セッション2--組織

ドキュメントについて

会場：慶應義塾大学湘南藤沢キャンパス

セッション3--運用管理

会場：慶應義塾大学湘南藤沢キャンパス

1991 冷戦終結、湾岸戦
争

Webブラウザの登
場／日本でのDNS
運用開始／Linux
カーネル0.01登場

会場：上智大学

ネームサーバ
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年 世間の動き
インターネット界の

動き
発表者 所属 内容

亀山幸義 東北大学 IPアドレスの新しい割当て方式

鈴木茂哉 フォア・チューン archieの現状と利用について
中村素典 京都大学 Anonymous FTP Service
山口英 奈良先端大 WAIS: Wide Area Information Servers
吉村伸 東京大学 パソコン通信との相互接続

大野浩之 東京工業大学 セシウム原子時計を用いたntp stratum 1サーバの試作
稲田龍 富士ゼロックス Multi-Media Mail & OSI Mail
楠本博之 慶應義塾大学 WIDE Internetにおけるマルチキャスト通信
寺岡文男 ソニーCSL WideにおけるVIPの運用実験
山口英 奈良先端大 WWFS: World Wide File System

白橋明弘 東京大学 日本のインターネットの現状
村井純 慶應義塾大学 世界のインターネットの動向
中山雅哉 東京大学 JPNIC/APNIC
砂原秀樹 電気通信大学 JUNET

加藤朗 東京大学 概要と動向
吉村伸 IIJ
加藤朗 東京大学
河北隆生 熊本工業技術センター アドレス移行の実例1
浅見秀雄 NTT アドレス移行の実例2

大野浩之 東京工業大学 NTP
楠本博之 慶應義塾大学 MBONE
藤本真吾 電気通信大学 MIMEと日本語メッセージ
水島洋 国立がんセンター研究所 広域情報検索
Glenn Mansfield AIC Systems Laboratories The Directory Services

白橋明弘 東京大学 日本のインターネットの現状
村井純 慶應義塾大学 世界のインターネットの動向
平原正樹 奈良先端大
佐野晋 NEC

加藤朗 東京大学 アドレスと経路制御
高田広章 東京大学 ドメインネームシステム
吉村伸 IIJ 広域情報検索
東田学 大阪大学 セキュリティー
第3部 実験
楠本博之 慶應義塾大学 Mbone
石田慶樹 九州大学 NTP
寺岡文男 ソニーCSL DHCP/Mobile
高田敏弘 NTT 国際化メッセージ
菊地浩明 東海大学 PEM

皇太子ご成婚、細川内
閣発足

1994 村山内閣発足、大
江健三郎がノーベ
ル文学賞受賞、英
仏海峡トンネル開
通、関西国際空港
開港

1993 Mosaic 1.0リリース
／ホワイトハウス・
国連がインター
ネットに接続／
InterNIC開始／
APNICパイロットプ
ロジェクト開始

Netscape開発／
NSPIXP-1設立／
NETWORLD +
INTEROP JAPAN
／首相官邸接続
／プロバイダ開業
相次ぐ／JUNET解
散パーティ

第2部 運用

インターネットの現状と運用

第1部 インターネットの現状

アドレス問題

Subnet WorkShop報告

JPNIC/APNIC

会場：日本電気スーパータワー

会場：東京工業大学大講堂

セッション4--サービス

セッション5--実験

アプリケーション
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年 世間の動き
インターネット界の

動き
発表者 所属 内容

加藤朗 東京大学
浅羽登志也
加藤朗 東京大学
鈴木亮一
白橋明弘 セキュリティ
堀良彰 マルチメディア・アプリケーション

村井純 慶應義塾大学 イントロダクション
Yoshiko Okazaki Chong Fong APNIC アジア太平洋地域の現状と今後
佐野晋 JPNIC運営委員
浅羽登志也 JPNIC IPアドレス/AS番号割当作業部会
加藤朗 東京大学 IPアドレスと経路制御
吉村伸 IIJ
西野大 ラピドシステムズ
中村修 慶應義塾大学 NSPIXPの現状
西田佳史 慶應義塾大学 IPv6の技術動向
白橋明弘 JPCERTからの報告

相原玲二
広島大学／中国・四国インターネット協
議会(CSI)

100校プロジェクトについて

山口英(コーディネータ)
吉村伸
篠田陽一
下條真司

堀 良彰 九州芸工大
岡村 耕二 神戸大学
浅羽 登志也 IIJ
加藤 朗 東京大学
南  政樹 慶応義塾大学
村井 純 慶応義塾大学
山口英 奈良先端科学技術大学院大学
白橋明弘 ネットワンシステムズ(株)
篠田 陽一 北陸先端大
中村 修 慶応義塾大学

村井 純 慶応義塾大学 「Internet Operation Today and the Future」
村井 純 慶応義塾大学 JPNIC
佐野 晋 NEC ドメイン名について
浅羽 登志也 IIJ アドレスについて
中村 修 慶応義塾大学 NSPIXP
水越 一郎 東京インターネット AS-OPS
菊地高広 TDI MBONE-JP
加藤 朗 東京大学 6bone-JP
篠田 陽一 北陸先端大 WWW cache
石田 慶樹 九州大学 Testbed Networks
白橋明弘 ネットワンシステムズ(株) セキュリティ保全とJPCERT

IP Meeting

1995
チュートリアル

IPv6 ～次世代インターネットプロトコル～ 次世代インターネットプロトコルの概要と
現状

次の大規模災害に備えて

Mbone

セキュリティ

WWW Server Management

IP Meeting

アドレスと経路制御 ～CIDR 時代の経路制御とアドレス割り当てを考える～

商用ISPとの上手なつき合い方

チュートリアル

NSFNETバック
ボーンの運用終了
／ダイアルアップ
PPPサービス／「イ
ンターネット」が流
行語／坂本龍一コ
ンサートライブ中継
／阪神淡路大震
災で安否確認に利
用される／100校
プロジェクト／IPv6
のRFC発行

会場：神戸国際会議場

1996

阪神淡路大震災、
地下鉄サリン事件

住専処理法成立、
ペルー日本大使公
邸占拠事件

NSPIXP-2設立／
IPv6テストベッド開
始／アトランタオリ
ンピック－五輪初
の公式WEBサイト
開設／衆議院、参
議院がインター
ネットに接続／
RFC2050（IPアドレ
ス割り振りガイドラ
イン）発行

会場：広島国際会議場

IPアドレスと経路制御(a-1)

IPアドレスと経路制御(b-1)

JPNICからの報告
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年 世間の動き
インターネット界の

動き
発表者 所属 内容

宮澤 賀津雄 川崎総合科学高等学校 日本のK12
コーディネータ: 吉村 伸 WIDEプロジェクト Internet eXchangeパネルディスカッション (各地で計画されているIXについてオペレータの視点で議論)

高田広章 JPNIC JPNIC
村井 純 慶応義塾大学 International in General
山口 英 JPCERT/CC JPCERT/CC
石黒 邦宏 デジタルマジック JANOG
小林 克志 電気通信大学 JP Mbone
山本 和彦 奈良先端大学院大学 IPv6/IPsec と 6Bone の動向
中村 修 慶応義塾大学 IPX's
村井 純 慶応義塾大学 gTLD
加藤 朗 東京大学 Root DNS
前村昌紀 JPNIC IP+AS WG Class A 分割
中村 素典 京都大学
山本 和彦 奈良先端大学院大学
鈴木 裕信 SPAM / Mail bombing
太田 昌孝 東京工業大学 Dynamic DNS update
浅見 徹 KDD研究所 伊那市有線放送網における xDSL 実験報告
木下 伸 クロスビームネットワーク CATV Internet
民田 雅人 WIDEプロジェクト New software for traditional applications

村井 純 慶応義塾大学 国際情勢
APNIC APNICからの報告

佐野 晋／奥山 徹 JPNIC JPNICからの報告
太田恵雄 文部省初等中等教育局 100校その後
雨宮 明 郵政省通信政策局 研究開発用ギガビットネットワーク
山口英 日本コンピューター緊急対応センター JPCERT/CCからの報告
近藤 邦昭 IIJ JANOG
大川 恵子 WIDEプロジェクト/SOI WG School of Internet (SOI)
中村 修 慶応義塾大学
白波瀬 章 NTT-TE関西/サイバー関西プロジェクト
岡村 耕二 九州大学 情報処理教育センター Mbone & Multicast Application
山本 和彦 IIJ研究所 No more NAT! -- IPv6 + IPsec + filtering --
山本 和彦 IIJ研究所 暗号メールの動向
櫻井 三子 NEC/WIDEプロジェクト CAの現状と今後
鍋島 公章 NTTソフトウェア研究所 Cache技術の可能性 ～推進派の視点から～
知念賢一 奈良先端大学院大学 WWWキャッシュの性能限界と対策

中村 修 WIDE／慶応義塾大学 インターネットの国際情勢
佐野 晋 JPNIC／日本電気
村井 純 JPNIC／慶応義塾大学
大橋 由美 JPNIC
山口英 JPCERT/CC、奈良先端大学院大学 JPCERT/CCからの報告
加藤  朗 東京大学 IPv6と6bone-JP
荒野高志 Y2KCC/JP,NTT-C インタネットY2K問題への取り組みについて
岡村耕二・七丈直弘 九州大学 ・東京大学 MBone-JP
藤井直人 IIJ-MC 商用IPマルチキャスト網相互接続実験 J/Splash
外山勝保 インターネットマルチフィード
江崎浩 東京大学 JGNを使ったIPv6実験網の構築

JPNICからの報告

1997

MIME 時代のメールの利用と管理

APAN設立／まぐ
まぐ発行開始／最
高裁判所にドメイ
ン名割り当て／
NSPIXP-3設立／
JANOG発足／IP
MeetingがInternet
Weekに発展

消費税率が5％に。
臓器移植法、新ガイ
ドライン、北海道拓
殖銀行破綻、山一
證券自主廃業

会場：パシフィコ横浜

長野オリンピック開
催、明石海峡大橋
供用開始、国鉄清
算事業団廃止、金
融再生関連法成立

「Green Paper」発
表／インターネット
ユーザ1000万人
突破／「White
Paper」発表／
ICANN登記／Jon
Postel氏逝去／
XMLがW3C勧告と
して公開

会場：京都国際会議場

1999 JCO臨界事故、情報
公開法、周辺事態
法、国旗国家法、通
信傍受法の成立

IPv6 Sub-TLA割り
振り開始／イン
ターネット・バンキ
ング開始／高度情
報通信社会推進
本部設置／NTT分
割／ギガビットネッ
トワーク運用開始
／Melissaワーム蔓
延

会場：パシフィコ横浜

インターネット上のイベント(長野オリンピック／甲子園)

1998



IP Meeting年表 5 / 9

年 世間の動き
インターネット界の

動き
発表者 所属 内容

Multihome Workshop 報告
田代秀一 JPNIC iDNS TF,電総研 iDNS
森川誠一 日本シスコシステムズ IP Telephony
砂田務 警察庁情報通信局技術対策課 警察におけるハイテク犯罪対策 －不正アクセス禁止法を中心として－

Messages from BOF's

荒野高志 Y2KCC/JP インターネットY2K報告
谷村拓也 JPNIC/広報教育検討部会 JPNICからの報告
山口英 JPCERT/CC JPCERT/CCからの報告
宮澤賀津雄 早稲田大学IT教育研究所 K-12における情報教育の進展とその問題点 ～21世紀の情報・教育はどうなるか～
山本和彦 WIDE Project IPv6 Update
荒野高志 IPv6 deployment
中川郁夫 富山インターネット協議会 JGNと地域におけるその活用
田代秀一 JPNIC/iDN Task Force 多言語ドメイン名
相原玲二 中国・四国インターネット協議会 地域ネットワークのNPO法人化 ～CSIの歩みと新たな挑戦～

Messages from BOF's

村井 純 慶応大学 インターネット
司会：後藤滋樹 早稲田大学
村井 純 慶応大学
和田英一 富士通研究所
香取啓志 朝日放送
近藤邦昭  IIJ
前村昌紀 イクアント
村井 純 JPNIC JPNIC からの報告
山口 英 JPCERT/CC JPCERT/CC からの報告
荒野高志 アジアグローバルクロッシング
三嶋良武 IPv6普及・高度化推進協議会
坪 俊宏 JPNIC ドメイン名最新動向

Messages from BOF's

松本 敏文 JPNIC 副理事長 国際関係報告
JPNIC JPNICからの報告
JPRS JP Domain Update

山口 英 JPCERT/CC 運営委員長 JPCERT/CC活動状況
荒野 高志
三木 泉
小島 育夫 JPNIC IDNとDNSQC

JNSA JNSA活動報告
Messages from BOF's

白橋 明弘 ネットワンシステムズ株式会社 日本のインターネットの発展とJEPG/IPの10年

大橋由美/森下泰宏 JPRS 国際関係（ICANN, IETF, RIPE, etc.)
佐藤 晋 JPNIC IPｱﾄﾞﾚｽ(v4,v6)
吉田 友哉 JANOG ルーティング/トポロジー
二瓶 竜史 JPNIC ドメイン名
山賀 正人 JPCERT/CC セキュリティ
小島 育夫 JPNIC DNS

インターネットこれまでの10年これからの10年

IPv6 協議会 IPv6 Update

2001

2000

2002 日韓ワールドカッ
プ、小柴昌俊氏が
ノーベル物理学賞
受賞、田中耕一氏
がノーベル化学賞
受賞

2003年トピックスレポート

IPv6 最新動向

西暦2000年問題
／不正アクセス防
止法の施行

九州・沖縄サミット開
催、BSデジタル衛星
放送開始、白川英
樹氏がノーベル化
学賞受賞

会場：大阪国際会議場

小泉内閣発足、米
国同時多発テロ発
生、愛子さまご誕
生、野依良治氏が
ノーベル化学賞を受
賞

e-Japan重点計画
／e-Japan2002プ
ログラム採択／改
正電波法成立／
改定著作権法開
始／IPv6普及・高
度化推進協議会
発足

会場：パシフィコ横浜

050番号を使った
IP電話サービス開
始、迷惑メール対
策として「特定商取
引法」を改正する
省令公布、JPドメイ
ン名の管理が
JPNICからJPRSに
完全移行

会場：パシフィコ横浜

2003 イラク戦争勃発、自
衛隊イラク派遣開
始、個人情報保護
法成立、コンコルド
がフライト終了

SQL Slammerワー
ムが猛威を振るう、
大手ISPがIP電話
の正式サービスを
開始、IT投資促進
税制実施

会場：パシフィコ横浜
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インターネット界の

動き
発表者 所属 内容

玉井 基宏 広島県吉田町立郷野小学校
中島 唯介 京田辺市教育委員会
田中 博 東京医科歯科大学 医療

モデレータ：山口 英 奈良先端科学技術大学院大学
中村 修 慶應義塾大学 ・RFIDと実空間ネットワーク
高木 浩光 独立行政法人産業技術総合研究所 ・インターネットにおけるIDとトレーサビリティ
佐野 晋 JPNIC/JPRS ・WHOIS, ENUMに関わるプライバシー

前村 昌紀(穂坂俊之) JPNIC理事 国際関係・インターネットガバナンス
歌代 和正 JPCERT/CC代表理事 セキュリティトピックス
吉田 友哉 NTTコミュニケーションズ(株）] ルーティング・トポロジ
森下 泰宏 (株)日本レジストリサービス DNS & レジストリ
福田 晃 群馬インターネット(株） 地域・地方の活動

村井純 JPNIC理事長 基調講演「インターネットは と っ て も ディペンダブル :-)」
江崎浩 JPNIC理事 パネルディスカッション
香取啓志 朝日放送(株）
中村修 慶應義塾大学
中村素典 京都大学

前村昌紀 JPNIC 総括とインターネットガバナンス
大橋由美 JPRS ドメイン名
穂坂俊之 JPNIC IPアドレス
森下泰宏 JPRS DNS & レジストリ
吉田 友哉 NTTコミュニケーションズ（株） ルーティング・トポロジ動向
伊藤友里恵 JPCERT/CC セキュリティトピックス

大江 将史
VoIP/SIP相互接続検証タスクフォース/
WIDEプロジェクト

VoIPの動向～異なるキャリア間におけるVoIP接続の問題点～

村上龍郎 NTT(株） 講演「NGNの標準化と各国の動き」
鈴木茂樹 総務省 講演「IPインフラ研究会のNGNに関する活動のご紹介」

モデレータ：後藤滋樹 JPNIC理事長
石井秀雄 アジアネットコムジャパン（株） NGNへの期待
江崎浩 東京大学
鈴木茂樹 総務省 IPインフラ研究会のNGNに関する活動のご紹介
牧園啓市 ソフトバンクBB（株）
村上龍郎 NTT(株） NGNの標準化と各国の動き
村上仁己 KDDI（株） 3G・FMC・NGN（の関係）

テーマ 「IPとNGN － NGNは次世代統合インフラになりえるか？－」

学校へのインターネット導入10年を振り返って

ディスカッション 「インターネットにおけるIDとトレーサビリティ」

テーマ 「ディペンダブルネットワークにむけて」

大手ISPより個人情
報流出、京都府警
がWinny開発者逮
捕、JPドメイン名が
IPv6に完全対応、
Google IPO

2005 内閣官房情報セ
キュリティセン
ター」開設、村井
純氏がポステル賞
受賞、ICANNと
VeriSignが和解

「プロフェッショナルインターネットにおける識別子管理と信頼性確保」
～ディペンダブルネットワークへの第一歩～ 」

2004 イラク日本人人質事
件発生、年金未納
問題、新潟県中越

地震

会場：パシフィコ横浜
2004年トピックスレポート

会場：パシフィコ横浜
2005年トピックスレポート

パネルディスカッション 「IPとNGN － NGNは次世代統合インフラになりえるか？－」

愛知万博、福知山
線脱線事故、郵政
解散・総選挙、郵政
民営化関連法成
立、個人情報保護
法施行
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年 世間の動き
インターネット界の

動き
発表者 所属 内容

吉田 友哉 NTTコミュニケーションズ 1)ネットワーク基盤技術
前村 昌紀 JPNIC IPアドレス担当理事
宇井 隆晴 株式会社日本レジストリサービス

奥谷 泉
社団法人日本ネットワークインフォメー
ションセンター

甲田 博正
JAIPA 行政法律部会 部会長/NTTコミュ
ニケーションズ株式会社

齋藤 衛
(社)テレコムサービス協会/株式会社イン
ターネットイニシアティブ

高村 信
総務省 総合通信基盤局 データ通信課
課長補佐

江崎 浩 東京大学 4)NGN(Next Generation Network)とインターネット

江崎 浩 JPNIC副理事長 ご挨拶 「Internet2.0とは～共有したいこと～」
古川 享 慶應義塾大学 基調講演「放送とインターネット」

渡辺 文夫
KDDI株式会社 技術統轄本部技術開発
本部長・工学博士

講演（1）「携帯のIP化と The Internet」

前村 昌紀 JPNIC理事 講演（2）「インターネットの真の国際化とは」
後藤 滋樹（モデレータ） JPNIC理事長

浅羽 登志也
株式会社インターネットイニシアティブ取
締役副社長

近藤 邦昭
JANOG(JApan Network Operators'
Group )会長

谷脇 康彦
総務省 総務省総合通信基盤局料金
サービス課長

外山 勝保
日本電信電話株式会社情報流通プラッ
トフォーム研究所 グループリーダ

前村 昌紀 フランステレコム・JPNIC理事

渡辺 文夫
KDDI株式会社 技術統轄本部技術開発
本部長

吉田 友哉
NTTコミュニケーションズ株式会社
/JPNIC IRR専門家チーム

1) ルーティング・トポロジ動向

前村 昌紀（コーディ
ネーター）

JPNIC

会津 泉 財団法人ハイパーネットワーク社会研究
高橋 徹 財団法人インターネット協会(IAjapan)
穂坂 俊之 JPNIC

中谷 昌幸
有限責任中間法人 JPCERT コーディ
ネーションセンター

3) セキュリティ
1.近時の情報セキュリティに関する脅威の動向

小宮山 功一朗
有限責任中間法人 JPCERT コーディ
ネーションセンター

2.セキュリティインシデントの海外動向および国際連携の状況

杉浦 芳樹
日本コンピュータセキュリティインシデント
対応チーム協議会 運営委員長/NTT-

3.日本CSIRT協議会の活動の状況について

関谷 勇司 東京大学 情報基盤センター
4) 基盤技術の標準化・ディプロイメント状況
ルーティングエリア、DNSエリア、セキュリティエリア

2007

2006 警視庁がスパイ
ウェア作成者を逮
捕、「通信・放送の
あり方に関する懇
談会」が最終報告
書を公開、台湾地
震により海底ケー
ブル切断・一部回
線障害

JPNICがIPv4アドレ
スの在庫枯渇状況
について姿勢表明
発表および第一次
検討報告書を公
開、NTTドコモがポ
ケベルサービスを
終了、ニコニコ動
画サービス開始

2)レジストリ＋ガバナンス

3)オペレーショナルセキュリティ

パネルディスカッション「Internet2.0 の世界」

2) 国際関係(インターネットガバナンス)

「Internet2.0 に向けて- 変貌するネットワーク社会を見極める -」

2007年 Operational Issue

会場：パシフィコ横浜

会場：秋葉原コンベンションホール

2006年 Technical Issue
WBC日本が優勝、
耐震偽装事件で逮
捕者、会社法施行、
サッカーW杯ドイツ
大会、中田英寿引
退、秋篠宮家に親
王誕生

食品偽装相次ぐ、消
えた年金問題、郵政
公社発足、アルゴア
氏ノーベル平和賞
受賞
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年 世間の動き
インターネット界の

動き
発表者 所属 内容

大江 将史 WIDE プロジェクト

吉田 良雄
エヌ・ティ・ティ・アドバンステクノロジ株式
会社 次世代ネットワーク推進本部 技術

篠田 陽一 北陸先端科学技術大学院大学(JAIST) The Internet for everyone
江崎浩（モデレータ） 東京大学/Internet Week 2007プログラム委員長

谷脇 康彦 総務省総合通信基盤局事業政策課長
秋山 卓司 JCAF/[PKI Today!] コーディネーター
井芹 昌信 IAjapan/[Enterprise2.0]コーディネー
宇井 隆晴 JPRS/[DNS Day]コーディネーター

佐野 晋
JPNIC/[デジタルコンテンツと著作権]コーディネー
ター

立石 聡明
JAIPA/[事業者がやっていいこと悪いこと]コーディ
ネーター

前村 昌紀
JPNIC/[IPv4アドレス在庫枯渇問題を見通す]コー
ディネーター

向井 将
JANOG/[The Internet Operation] コーディネー
ター

吉田 友哉
NTTコミュニケーションズ株式会社
/JPNIC IP検討委員長

1)ルーティング・トポロジの状況

前村 昌紀（セッション
コーディネータ）

JPNIC IP事業部 部長

中野 正康
総務省 情報通信国際戦略局 国際経済
課 多国間経済室 室長

大橋 由美
株式会社日本レジストリサービス 企画本
部 担当部長

佐藤 晋 JPNIC IP事業部 課長
3)セキュリティ

水口 孝則
NTTコミュニケーションズ株式会社 先端
IPアーキテクチャセンタ ネットワークP

(1)2008年のネットワーク運用におけるセキュリティ動向

木村 孝
社団法人日本インターネットプロバイ
ダー協会 会長補佐 NGN-WG 主査/ニ
フティ株式会社 経営補佐室 担当部長

(2)特定電子メール法／特商法の改正と事業者が受ける影響

小宮山 功一朗
有限責任中間法人JPCERTコーディネー
ションセンター

山口 健太郎
横浜市行政運営調整局 行政システム推
進部 IT活用推進課担当係長

関谷 勇司
東京大学 情報基盤センター/WIDEプロ
ジェクト

4)IETF における標準化・ディプロイメント状況

後藤 滋樹
社団法人日本ネットワークインフォメー
ションセンター 理事長

オープニング・基調講演

Geoff Huston APNIC チーフサイエンティスト Beyond the IPv4 Internet

後藤 滋樹（モデレータ）
社団法人日本ネットワークインフォメー
ションセンター 理事長

江崎 浩
IPv4アドレス枯渇対応タスクフォース/東
京大学大学院 情報理工学系研究科 教

牧園 啓市
ソフトバンクBB株式会社 執行役員 技術
統括 ネットワーク本部 本部長

安武 弘晃 楽天株式会社 取締役常務執行役員

2008 iPhone日本発売開
始、青少年ネット規
制法成立、JPドメイ
ン名累計登録数が
100万件を突破

パネルディスカッション：
「ネットワークはどうあるべきなのか ～Internet Weekプログラム委員が考える現状の問
題提起と今後に向けて～」

2)国際関係(インターネットガバナンス)

パネルディスカッション「IPv4アドレス在庫枯渇を乗り越えて」

リアルタイムアプリケーションエリア

(3)標的型攻撃対策： ITセキュリティ予防接種

会場：秋葉原コンベンションホール洞爺湖サミット、秋葉
原通り魔事件、小林
誠、増川敏英の両
氏がノーベル物理
学賞受賞、北京五
輪、リーマンショッ
ク、オバマ氏が米国
大統領に選出

2008年 Operational Issue

IPv4在庫枯渇を乗り越えて
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年 世間の動き
インターネット界の

動き
発表者 所属 内容

前村 昌紀
社団法人日本ネットワークインフォメー
ションセンター IP事業部 部長

山下 良蔵
社団法人日本ケーブルテレビ連盟 日本
ケーブルラボ 部会担当部長

馬場 達也
株式会社NTTデータ ビジネスソリュー
ション事業本部 ネットワークソリューション
ビジネスユニット 課長

吉田友哉 NTTコミュニケーションズ株式会社 1. 現在のインターネット運用動向

関谷勇司
東京大学 情報基盤センター/WIDEプロ
ジェクト

2. 新技術標準化動向

前村昌紀
社団法人日本ネットワークインフォメー
ションセンター インターネット推進部 部

2) インターネットガバナンスの状況

曽根秀昭
東北大学/JPNIC 分野担当理事(地域・
非営利)

3) インターネットによる、地域の活性化に向けて

荒野高志 株式会社インテック・ネットコア 4) IPv4アドレス枯渇タスクフォースアップデート

後藤滋樹 JPNIC 理事長/早稲田大学 基調講演1：情報通信システムの進化と退化
江崎浩 ISOC理事、東京大学、JPNIC副理事長 基調講演2：情報通信システムにおける「進化のシナリオ」

斉藤賢爾（モデレータ）
慶應義塾大学 大学院 政策・メディア研
究科

秋山卓司 日本クロストラスト株式会社
伊勢幸一 株式会社ライブドア
江崎浩 ISOC理事、東京大学、JPNIC副理事長

曽根秀昭
東北大学/JPNIC 分野担当理事(地域・
非営利)

力武健次
独立行政法人 情報通信研究機構 情報
通信セキュリティセンター インシデント対
策グループ 専攻研究員

パネルディスカッション:インターネットの進化論 ～インターネットは、地球規模オペ
レーティングシステムになりえるか～

インターネット運用の現状とこれからの方向性

インターネットの進化論

2009 IDN ccTLD先行導
入開始、Twitterお
よびUstreamブー
ム到来、アンドロイ
ド携帯日本発売開
始

会場：秋葉原コンベンションホールWBCで日本がまた
もや優勝、高速道路
料金が土日祝日に
限り上限1000円、定
額給付金給付開
始、新型インフルエ
ンザ猛威、日本で皆
既日食、マイケル
ジャクソン死去、鳩
山内閣発足


