オンライン
にて

JPNIC理事／Internet Week 2021

実行委員長 高田寛

の講演資料が検索結果に出てきた、
という経験をしたことがある方
もいらっしゃるのではないでしょうか。
これまでInternet Weekの
講演資料は、Webサイトに開催年別に掲載しています。多い時で、
月

今年は早々に完全オンライン開催を決めました。

に3,000回近くダウンロードされる資料もあります。それらを検索
できるデータベースを、
このたびご提供します。業界の最先端で活躍

皆様に会場でお会いできないことは、非常に残念です。
しかしなが

されているご 講 演 者 がご 多 忙 な中で 作 成された講 演 資 料 は 、

ら、初めから完全オンライン開催と決め、
それに注力して準備を進め

Internet Weekにとって財産です。
それをしっかり整理して目的に

ることで、今年は昨年よりも、多くのことを皆様にお届けできること

応じて探せる仕組みを、主催者として提供します。基礎を扱った資料

になりました。

は長く
「教科書」
として使われ、最新動向を取り上げた資料は何年か

完全オンライン開催のメリットの一つに、
イベントの開催日程をフレキ
シブルに設定できるという点があります。
現在、
過去最多となる33名

三つ目は「四半世紀記念パーティー」
です。
まだまだオフラインで大

の委員で構成されるプログラム委員会によって、
どのようなプログラ

勢 が 集 まることは 難しい 状 況 で は あります が 、最 終 日 の 夜 、
Internet Week 25周年を皆様とともにお祝いできればと考えてい

聴いてほしい」
「今年皆様と意見交換したい」
と考えるプログラムを、

ます。
まさにこの1年で登場、
あるいは進化している新しいサービス

すべてお届けできるよう、
会期を最大8日間とする見込みです。

を利用して、昨年のInternet Weekでは諦めたことに、今年は挑戦
します。

インターネット 分講座

ムを実施するのかという検討が大詰めを迎えています。
「今年皆様に

活動ダイアリー
JPNIC

経った時に、
当時を知る貴重な資料になり得るかもしれません。

You インターネット動向紹介

意しましたが、新型コロナウイルスの感染状況が予測しづらいため、

Internet

2021年のInternet Weekは、11月16日
（火）
から26日
（金）
まで、
オンラインで開催します。昨年はパブリックビューイング会場をご用

PICK OUT!
ブログコーナー
JPNIC

〜Internet Week 2021開催によせて〜

インターネットことはじめ

走りながら作り上げる、次の四半世紀のカタチ

♥

本号の特集では、実行委員長の挨拶とともに、
その概要をお知らせします。

会員企業紹介
JPNIC

Internet Week 2021を11月16日
（火）
から11月26日
（金）
にかけて、
昨年に続いてオンラインにて開催します。

集

開幕！

特

A r t i c l e

2

巻頭言

S p e c i a l

特集
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また、Internet Weekは今年で25周年を迎えます。
それを記念し、
今年のテーマは「明日
（あした）のカタチ」
です。
まだそれが最終的に
どのような形なるのかは誰にも分かりませんが、今後確実にやってく
るであろう新しい時代に、今回は積極的に目を向けて取り組んでい

向、
この1年の総括、
それらに関連した意見交換や議論などは、
これ

きたい、
という想いを込めました。感染対策のために人と人とが距離

まで通り年に1回、時期を決めて11月のInternet Weekで扱います

を置かなければならない中で、
その物理的距離を何とか埋めるため

が、
いつの時でも変わらない普遍的な内容、例えばインターネット技

の手段として、社会におけるインターネットの重要性は引き続き高

術の基礎に関するコンテンツは、
いつでもどこでも誰でも、気軽に見

まっています。
インターネットを利用した新たなサービスが登場し、

られるようにします。Internet Weekは、1997年に始まりました。

インターネットを利用してできることも増え、
それに応えるかのよう
に、インターネットそのものも進化し続けています。そのインター

必要とされた頃です。技術者の教育、正しい知識を伝えるということ

ネットを支えている皆様にとって今年のInternet Weekが、
「明日の

が、Internet Weekの役割の一つでした。それから25年が経った

カタチ」のヒントを見つけ、
それを作り上げていく一助になれれば幸

今、
当時はなかった形でお届けする予定です。

いです。
そしてまたInternet Weekも、新しい時代に合ったカタチに
りながら
「明日のカタチ」
を探していきたく、今年も多くの方のご参加

物をする時に検索エンジンを使い、過去に開催したInternet Week

をお待ちしています。

編集をおえてのひとこと︒／

二つ目は「Internet Week デジタルアーカイブ」
です。業務で調べ

お問い合わせ先

すべくさまざまなことを考え、試している最中です。皆様とともに、走

From JPNIC

インターネットが一般に普及し始め、多くのインターネット技術者が

会員リスト

一つ目は「Internet Week Basicオンデマンド」
です。最新技術動

統計情報

三つの企画をご用意します。
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プログラム
参加申込ページ

https://www.nic.ad.jp/iw2021/apply/main/

Intenet Week 2021 プログラム https://www.nic.ad.jp/iw2021/program/

参加費

一般：5,000円 事前／IWSCアンケートご回答者：4,500円

※下記の内容は2021年10月25日
（月）時点のものです。
最新の情報はInternet Week 2021のWebサイトをご覧ください。

※基本的に会期中はすべてのセッションにご参加いただけます
（ハンズオンは無料オプションの追加が必要です）

ハンズオン

各ハンズオンプログラムのオプションチケットをお申し込みいただいた方のみ参加可能です

11／16
11／17
11／18

13:00 〜 18:00

【H1】
インシデント対応ハンズオン2021

水

13:00 〜 16:00

【H2】AWSクラウドによるIPv6対応Webサイト構築ハンズオン

木

13:00 〜 18:00

【H3】Ansibleサーバ／ネットワーク運用自動化ハンズオン〜基礎から応用まで〜

カンファレンス

Internet Week 2021にお申し込みいただいたすべての方が参加可能です

11／19

11／22

11／24

11／25

11／26
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火

金

月

水

木

金

11:00 〜 11:45

【C1】Internet Week 25周年記念基調講演

12:00 〜 12:45

【L1】DNSの「明日のカタチ」について考える ーランチのおともにDNSー［提供］株式会社日本レジストリサービス

13:00 〜 18:45

【C2】DNS DAY

19:00 〜 20:30

【B1】
日本DNSオペレーターズグループ BoF

10:00 〜 11:45

【C3】光メディア基礎

ネットワーク

13:00 〜 13:45

【C4】Wi-Fi最新動向

ネットワーク

14:00 〜 14:45

【C5】
どう使う？データセンターネットワーキング最前線

概要

ネットワーク

15:00 〜 15:45

【C6】
どう使う？データセンターネットワーキング最前線

Yahoo! Japan実用例

ネットワーク

16:00 〜 16:45

【C7】
どう使う？データセンターネットワーキング最前線

LINE実用例

ネットワーク

17:00 〜 17:45

【C8】
ルーティングセキュリティ

ネットワーク

18:00 〜 18:45

【C9】
インターネットルーティングの新常識 RPKIをはじめよう！

ネットワーク

10:00 〜 10:45

【C10】今注目のSASE入門〜最近よく聞くネットワークセキュリティインフラのクラウド化とは〜

IPv6

セキュリティ ネットワーク

11:00 〜 11:45

【C11】SASEとIPv6・if not IPv6, what? 〜IPアドレスを考えなくて良いクラウド時代にIPを考える〜

IPv6

セキュリティ ネットワーク

13:00 〜 13:45

【C12】
サイバー攻撃2021

セキュリティ

14:00 〜 14:45

【C13】
インシデント対応プロセス再入門

セキュリティ

15:00 〜 15:45

【C14】
インシデント対応の効率化によるレジリエンスの実現実用例

セキュリティ

16:00 〜 16:45

【C15】Digital Identity

セキュリティ

17:00 〜 17:45

【C16】
セキュリティ基準、標準、規制との付き合い方

セキュリティ

18:00 〜 18:45

【C17】ISMAP（政府情報システムのためのセキュリティ評価制度）
との付き合い方

セキュリティ

19:00 〜 20:30

【B3】Abuse BoF

11:00 〜 11:45

【C19】電子契約、公開鍵基盤（PKI）、証明書、
リーガルテックの基盤技術

13:00 〜 13:45

【C20】社会インフラセキュリティの今

セキュリティ

14:00 〜 14:45

【C21】
サイバー攻撃脅威情報連携のカタチ

セキュリティ

15:00 〜 15:45

【C22】
サプライチェーン攻撃に向き合う情報セキュリティマネジメントのカタチ

セキュリティ

16:00 〜 16:45

【C23】明日のセキュリティ組織のカタチ

セキュリティ

17:00 〜 17:45

【C24】標準化の話、標準化に関わった人パネル

セキュリティ

18:00 〜 18:45

【C25】従来の攻撃プラットフォームがモバイルに変わりつつある現状と要因について

セキュリティ

19:00 〜 20:30

【B4】
身近なセキュリティ人材育成に関するお困りごと RISSにぶつけてみよう！

10:00 〜 11:45

【C26】激論 データとプラットフォーム＠スナックまさこ

12:00 〜 12:20

【L8】
ランチタイムウェビナー［提供］株式会社SRA

12:25 〜 12:45

【L9】光トランシーバの光レベル監視のススメ
［提供］
日本インターネットエクスチェンジ株式会社

13:00 〜 15:45

【C27】
リーダシップだけでは回らない! 運用組織のマインドセットのあり方・育て方

16:00 〜 18:45

【C28】IP Meeting 2021 〜明日のカタチ〜

19:00 〜 20:30

【A1】Internet Week 25周年記念パーティ

IP Meeting

基盤サービス

社会派

社会派

運用組織
IP Meeting

特集

巻頭言
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開催概要

特
集
会員企業紹介
JPNIC

テーマ

開催日程
2021年11月16日
（火）
から11月26日
（金）
開催目的

対象者

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

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
（JPNIC）

Internet Week 2021 プログラム委員会

編集をおえてのひとこと︒／

Internet Week Basicオンデマンド
https://internetweek.jp/bo/

お問い合わせ先

最新技術動向、
この1年の総括、
それらに関連した意見交換や議論
などは、これまで通り年に1回のInternet Weekで扱います。

「IPv6時代のIPアドレス及び
IPアドレス周辺の技術基礎」
「RPKI入門」
「ネットワーク基礎入門 TCP／IP編」
「Wi-Fi基礎」
「AS運用ことはじめ」
など

From JPNIC

インターネットに関わるベーシックな内容を、いつでもどこでも
誰でも、気軽に見られるようビデオで学習できる形式にまとめま
した。普段の学習およびInternet Week参加にあたっての予習
としてもお使いください。

公開予定コンテンツ（タイトル）

会員リスト

Internet Week Basicオンデマンドとは

10

統計情報

企 画

主 催

インターネット 分講座

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

活動ダイアリー
JPNIC

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

You インターネット動向紹介

「明日のカタチ」

Internet

Facebook : https://www.facebook.com/InternetWeek
Tw i t t e r : https://twitter.com/InternetWeek̲jp
ハッシュタグは #iw2021jp

総務省／文部科学省／経済産業省
一般社団法人ICT-ISAC
ICT教育推進協議会（ICTEPC）
特定非営利活動法人ITコーディネータ協会（ITCA）
IPv6普及・高度化推進協議会（v6pc）
（ISC）2
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）
一般社団法人重要生活機器連携セキュリティ協議会（CCDS）
一般社団法人情報処理安全確保支援士会（JP-RISSA）
一般社団法人セキュリティ対策推進協議会（SPREAD）
一般社団法人ソフトウェア協会（SAJ）
一般社団法人電子情報技術産業協会（JEITA）
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）
一般財団法人日本情報経済社会推進協会（JIPDEC）
日本DNSオペレーターズグループ
（DNSOPS.JP）
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）
フィッシング対策協議会
WIDEプロジェクト
（WIDE）

♥

https://www.nic.ad.jp/iw2021/

PICK OUT!
ブログコーナー
JPNIC

Internet Week 2021

※2021年10月25日
（月）時点

インターネットことはじめ

後援（予定）

正式名称
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