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Internet Week 2015 〜手を取り合って、垣根を越えて。〜 開幕!!

Internet Week 2015
〜手を取り合って、垣根を越えて。
〜 開幕!！
〈Internet Week 2015 プログラム〉
場所

12：30〜17：30

日︵月︶

5F
アキバ
ホール

IPv6 Summit in TOKYO 2015
主催：IPv6普及・高度化推進協議会/一般財団法人インターネット協会

11
16

場所

月
日︵火︶

【T1】

オープン、イノベイティブなインターネット
を維持するために日本からの国際的活
動へのプレゼンスを増やそうBoF

6F
セミナー
ルーム3

【S3】
サイバー犯罪対策と
国際連携

著作権の未来〜TPP・フェアユースと
プロバイダ責任制限法〜

6F
セミナー
ルーム5

APNIC 40 報告会
〜フェローシッププログラム参加者より〜

場所

9：30〜12：00

月

5F
レセプション
ホール

【S8】
SSL/TLSは
どうなっていくのか

日︵水︶

6F
セミナー
ルーム3

【T2】
失敗から学ぶ
Wi-Fi構築

企業経営のためのセキュリティ
〜基礎と勘所〜

6F
セミナー
ルーム6

【T3】
できる網設計

【T4】

【S12】

手を取り合う！
ネットワーク運用 2015

垣根を越える！インターネット
ルーティングセキュリティ

場所

9：30〜12：00

13：15〜15：45

16：15〜18：45

5F
アキバ
ホール

今日から始める
DNSSECバリデーション

11
18

員が、プログラムを企画して委員会で提案し、それを皆で吟味して決定する形式でしたが、今年からは「チーム制」とな
月

11

日︵木︶

19

プログラム委員一覧

月

11

日︵金︶

くつものチーム別ミーティングで熱い議論が繰り広げられ、作り上げられたものです。

20

今年のIWが、多様なバックグラウンドを持つ方が参加するIWだからこそ、
「手を取り合って、垣
根を越えることができたね」と言ってもらえる場となるよう、運営の関係者一同がんばってい
ます。ですので、今年も多くの皆さまとお会いできることを楽しみにしています。
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5F
レセプション
ホール

ファーウェイのNFV/SDNへの
取り組みについてご紹介
（提供:華為技術日本（株））

【J 1 】

【T5】

サイバー攻撃 2015

〜知らなかったでは済まされない。〜

【J2】

【B1】

第29回JPNICオープンポリシーミーティング（JPOPM29） 地域在住エンジニアを
主催：ポリシーワーキンググループ
盛り上げましょう! BoF

【S6】

12：00〜13：15

13：15〜15：45

【L2】

【S9】

16：15〜18：45

【L3】

5F
【S13】
レセプション 150分でわかるセキュリティ対応できる
組織にする10のコツ
ホール

【S11】

19：00〜20：30

【B4】
日本DNSオペレーターズ
グループ BoF

現場で使える！
IPv6トラブルシューティング

【T8】
押さえておきたい
IPv6最新技術動向

【S14】
CSIRT時代のSOCとの
つき合い方 2015

【T9】
インシデントに備えて
〜上手なログの扱い方〜

【T7】

【T6】
IPv6セキュリティ再点検

19：00〜20：30

仮想通貨の現状と可能性
〜技術・法律・制度〜

【D1】
DNS DAY

重複で、手を取り合って、垣根を越えて
JPRSが発信する技術情報の概要とその心
（提供：
（株）日本レジストリサービス）

【B3】

第44回ICANN報告会
主催：JPNIC、IA japan

【S10】

12：00〜13：15

【B2】

【J3】

DNSでの不正行為：DDoSとマルウェア ISPによる昨今のセキュリティ事案対応と
（提供：Nominum,inc.）
通信の秘密のガイドライン

【J4】
第10回日本インターネット
ガバナンス会議（IGCJ10）

【B5】
Peering BoF
【B6】
ITコミュニティの
運営を考える

6F
セミナー
ルーム5

https://internetweek.jp/program/committee.html

2015年9月15日に、今年のプログラムが皆さまの前に公開されましたが、この公開の裏には、い

【S4】
【S7】
標的型攻撃の現状と対策 2015 あなたの身近で起きている

クラウドネイティブ時代の
インフラエンジニア

これに伴い、プログラムを検討するプログラム委員会のやり方も少し変えています。昨年までは1人1人のプログラム委

いっています。そんなこんなで、今年は、プログラム委員の増員も図られました。

19：00〜20：30

【S5】

つのプログラムの中に、そういうメッセージをきちんと込めたいと、このテーマを定めました。

に、年齢も、職種も違うメンバーが集まり、おのおのの観点からの意見を出し合って、一つ一つのプログラムが決められて

16：15〜18：45

OpenStackとクラウドで変わる
インフラ運用の在り方

るいは世代もまたがって、認識や目的を共通化して事に当たらないとなかなか解決しないことが増加している中、一つ一

「IPv6」
「ネットワーク運用」
「社会派」
「最新技術」の6チームがあります。それぞれのチームに、今年のテーマを体現するよう

13：15〜15：45

【S1】

業・企画部門の方なども増えてきています。このように、レイヤーをまたがり、そして業界やコミュニティをまたがり、あ

り、チームごとにプログラムを考え、プログラム委員会に提示する形式となりました。チームには、
「セキュリティ」
「DNS」

セミナールーム3
（63名）、
セミナールーム4（24名）、
セミナールーム6（63名）

マイナンバーと個人情報保護の
基礎と最新動向

テーマは、文字通り、
「今年のIWでは、さまざまな人と手を取り合って、そして共に垣根を越えていくことをメッセージと

とどまらず、システムインテグレーター、ソフトウェア技術者、ハードウェア技術者、インターネット関連企業に勤める営

【S2】

【L1】

懇親会

6F
セミナー
ルーム6

11

して出そう」と、実行委員会で決まったものです。

様化といった側面からも、扱うべきテーマも広がり、参加の対象者層も広がっています。参加者は特に、通信事業者の枠に

12：00〜13：15

ランチ/コーヒーセミナー

ドメイン名・IPアドレス管理の
基礎知識

に、東京・秋葉原の富士ソフトアキバプラザで、
「手を取り合って、垣根を越えて。」というテーマのもと開催します。この

撃、脆弱性といったセキュリティ問題の複雑巧妙化・広範囲化もさることながら、デバイスの多様化、またはユーザーの多

9：30〜12：00

BoF

5階：アキバホ−ル（196名）、レセプションホ−ル／6階：セミナールーム1（121名）、

5F
レセプション
ホール

17

IWは、インターネットを運用する技術者の技術力向上を目的として始まりましたが、昨今は、数多くのDDoSやサイバー攻

同時開催/無料イベント

【P1】

カンファレンス
（2コマ）

提供者と運用者から見る
NFV/SDN最新動向

JPNIC理事／Internet Week 2015実行委員長 高田 寛

IWは、インターネットに関わるすべての方と最新の情報を共有することで、インシデントなどへも適切に対応し、よりよ
いインターネット環境が構築できることをめざし、毎年1回開催しているイベントです。今年も11月17日（火）〜20日（金）

カンファレンス
（1コマ）

5F
アキバ
ホール

「手を取り合って、垣根を越えて。〜Internet Week 2015開催に寄せて〜」
今年も、
11月のInternet Week（IW）開催に向けて、熱く、関係者の準備が続けられています。

チュートリアル

月

Internet Week 2015を、11月17日（火）〜20日（金）の4日間、今年も東京・秋葉原の富士ソフトアキバプラザで開催
します。今年のテーマは「手を取り合って、垣根を越えて。」。
インターネットの構造が複雑化するにつれ、
レイヤー間
でもコミュニティ間でも、
そして世代間でも情報の共有や連携がますます難しくなってきているのではないでしょう
そういう垣根を乗り越えて、
インターネットを運用していこうというメッセージが込め
か。今年のInternet Weekには、
られています。

特 集

場所

9：30〜12：00

12：00〜13：30

13：30〜17：30

5F
アキバ
ホール

【D2】

【L4】

【D2】

IP Meeting 2015
〜手を取り合って、垣根を越えて。〜

リッチコンテンツとグローバルビッグデータ時代の、
データセンターソリューションとは 〜IPTとクラウド活用の最適化〜
（提供：エクイニクス・ジャパン（株）／TATA Communications）

18：00〜20：00

IP Meeting 2015
〜手を取り合って、
垣根を越えて。〜

5F
レセプション
ホ−ル

【K1】
懇親会
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Internet Week 2015 開催概要
【正式名称】Internet Week 2015

【 主 催 】一般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

【テーマ】
「手を取り合って、垣根を越えて。」
【 後 援 】
【 開 催 地 】富士ソフトアキバプラザ
東京都千代田区神田練塀町3
富士ソフト秋葉原ビル

http://www.fsi.co.jp/akibaplaza/cont/info/access.html
【開催日程】2015年11月17日（火）から20日（金）の4日間

総務省/文部科学省/経済産業省
ICT教育推進協議会（ICTEPC）
IPv6普及・高度化推進協議会（v6pc）
一般財団法人インターネット協会
（IAjapan）
Internet Society Japan Chapter（ISOC-JP）
仮想化インフラストラクチャ・オペレーターズグループ（VIOPS）
一般社団法人クラウド利用促進機構
（CUPA）

［同時開催イベント］

IPv6 Summit in TOKYO 2015
第29回JPNICオープンポリシーミーティング
第44回ICANN報告会
第10回日本インターネットガバナンス会議 他

一般社団法人コンピュータソフトウェア協会
（CSAJ）
一般社団法人JPCERTコーディネーションセンター（JPCERT/CC）
一般社団法人情報サービス産業協会
（JISA）
国立研究開発法人情報通信研究機構
（NICT）
一般社団法人セキュリティ対策推進協議会
（SPREAD）
一般社団法人電子情報技術産業協会
（JEITA）

【開催目的】1. インターネットの発展を推進する

2. インターネットに関する議論の場・交流の
場を提供する

3. セミナー開催によるインターネット基盤技
術の普及を図る

一般社団法人日本インターネットプロバイダー協会（JAIPA）
日本シーサート協議会
（NCA）
一般社団法人日本スマートフォンセキュリティ協会（JSSEC）
日本セキュリティオペレーション事業者協議会
（ISOG-J）
日本DNSオペレーターズグループ
（DNSOPS.JP）
一般財団法人日本データ通信協会 テレコムアイザック

【 対 象 者 】インターネットの技術者および
インターネット技術と社会動向に興味のある方

（Telecom-ISAC Japan）
推進会議
日本ネットワーク・オペレーターズ・グループ
（JANOG）
特定非営利活動法人日本ネットワークセキュリティ協会（JNSA）

【 内 容 】インターネットに関するチュートリアル、
最新動向セミナー、ランチセミナー、BoF 等

日本UNIXユーザ会
（jus）
フィッシング対策協議会

WIDEプロジェクト（WIDE）
【 U R L 】

https://internetweek.jp/
https://www.facebook.com/InternetWeek
https://twitter.com/InternetWeek_jp
ハッシュタグ #iw2015jp
Facebook
Twitter

【参加予定者数】 延べ2,800名
【お問い合わせ先】

iw-info@nic.ad.jp（Internet Week 2015 事務局）

4

J P N I C New s le t t er

No.61 November 2015

