
第 32 回「ISP の集い in 札幌」 

この会も皆様に支えられ、32 回目を迎えました。毎回その開催場所の特徴や日々行って

いる取り組みなどを盛り込み、他の地域の皆様と一緒に開催しております。今回は、札幌

で 9 月 16 日（木）～17 日（金）で久しぶりの二日間開催。また初めての試みとして、セ

ミナー会場とは別に、展示会場を用意して 9 社の企業に参加いただき、並行して開催しま

した。展示の部分は、既存のテーブルにカタログを設置、パネル等を立てかけるという小

規模なもので、セミナーと同時開催だったため、見学の人が少なかったりと、慣れないた

めにご提供の皆様には、ご迷惑をおかけしたのではないかと思っております。この場を借

りましてお詫び申し上げます。今後も展示ブースは集いと独立した形で行う予定ですので、

引き続きよろしくお願いいたします。札幌の集いは、かなり前から準備をしていただきま

した。地元で活躍している自治体、企業、関連会社にお声掛けいただき、JAIPA のいつも

どおりのセミナーも交え、盛りだくさんのセッションとなりました。本会にご後援、ご出

展いただいた皆様、ありがとうございました。そして、本開催の会場・設備、各セッショ

ンの方々のコンタクト手配等にご尽力いただいた、「クロストラスト株式会社」秋山社長を

はじめ札幌支社皆様にこの場を借りまして、お礼を申し上げます。 

さて、1 日目は 13:00 開始、最初のセッションは、「地域 IX を活用したコンテンツ流通(コ

ンテンツ IX)実証実験」として、NTTcom の山下氏に実証実験をするきっかけ、どういう対

応をしてきたのか、ISP はどうなったのか等をまとめてお話しいただき、北海道総合通信網

株式会社 馬場聡氏、株式会社倉敷ケーブルテレビ 小山海平氏が加わり、現状と検討、

今後のヒント等をディスカッションしていただきました。普段、お聞きすることが出来な

い裏話も披露いただき充実したセッションでした。 

次は、JAIPA のセミナーではおなじみになっている「違法・有害情報のブロッキングに

ついて」として、EditNet 株式会社 野口尚志氏にご講演いただきました。野口氏は警察庁

主催の会議、総務省系の会議、双方に出席されているため、そこでの会議模様を中心にお

話しいただきました。 

1 日目最後は、「岩見沢市における ICT 利活用について」として、実際に地域で行ってい

る事例を岩見沢市 黄瀬信之氏にお話しいただきました。次世代ブロードバンド政策とし

て、総務省情報通信国際戦略局 情報通信政策課長 谷脇康彦氏にも総務省の取り組みをご

紹介いただき、その後地域における ICT の利活用をテーマとしたパネルディスカッション

を行いました。時間が少し足りなかったように思いますが、有意義なディスカッションに

なったかと思います。総務省の谷脇様には、無理に日程調整をしていただき、札幌にセッ

ションのちょっと前に到着、終了後の懇親会に 30 分程度参加いただいてそのまま東京へと

とんぼ帰り。お疲れ様でした。 

2 日目は最初に申し上げましたが、展示会とセミナー会場の 2 カ所での開催です。せっか

くの展示会がセミナーと同時だったために人の出入りが少なく、昼食や休憩時間を多めに

取ったのですが、次回の反省点としなくてはいけないところです。また、展示会場にもセ



ミナー会場の映像を出しておく、といった配慮も今後考えたいところです。 

さて、セミナーのほうですが、今話題になっている石狩市にさくらインターネットがデ

ータセンターを作る！という話です。石狩市市長の田岡克介氏が自ら登壇してくださって、

「グリーンエナジーデータセンター最適地・石狩～石狩モデルから始まるイノベーション

～」と題して講演してくださいました。地方自治体の取り組みとして土地柄を活かした様

子がうかがえます。引き続き、クラウド時代に求められるデータセンターのあり方～石狩

データセンター（仮）のご紹介～として、さくらインターネット株式会社 田中邦裕氏に

石狩市でデータセンターを作るきっかけや、今後のホスティング業界を見据えた展開につ

いてお話しいただきました。 

次に株式会社クラスト 取締役 笹田亮氏に「地域を支える Wi-Fi ネットワーク構築に

ついて」としてご講演です。今回は、この二日間、会場にもこの Wi-Fi 機器を設置して、

会場の皆さんのネットワーク環境のご提供をいただきました。また期間限定の無料で使え

る ID の発行までしていただき、至れる付くせりでした。ありがとうございました。実は、

この Wi-Fi については、2010 年 5 月に「ISP の集い in 大分」で九州大学教授が紹介したセ

ッションのもので、さっそく取り入れてのビジネス展開がされた実例でもあります。集い

でつながりが出来るということは、うれしいことです。 

その後、「大学，ネット企業，そして万物についての究極の答え：42」…東京藝術大学芸

術情報センター特任助教 柏崎礼生氏、「苫小牧電波望遠鏡オンライン:地方の特色ある学術

コンテンツとネットワーク業者との関わりの一例」…株式会社ネクステック 代表取締役

社長 大石憲且氏のご講演がありました。 

今回もう一つの新しい試みとして Ustream を取り入れました。1 回目ということで、デ

ィーシーエヌ株式会社 代表取締役 鎌倉 忍氏が無償で提供をしてくださり、たくさん

の方々にご覧いただけました。とても画像、音声とも安定していて充実しているそうです。

後日、これを聞きつけ、 IGF-Japan 設立に向けて準備会合や、12 月に行われる

SecurityDay2010 にも鎌倉氏に Ustream の依頼が来たとか。 

次に違法有害関係と同様に JAIPA のセッションで欠かせないのが、IPv6 関係です。IPv6

の光と影…菅沼 真氏にご講演いただきました。最後には、「地域でがんばる次世代エンジ

ニア ホンネトーク！」として、次世代を担う若者が自分の仕事、状況を説明、各地域の

活性化を目指し、活発なディスカッションが繰り広げられました。聞いているだけでなく、

会場からの参加も活発にあり、どのセッションも盛況でした。今後も各地域の活性化を目

指し、活躍をしている方々に現状をお話しいただいたり、JAIPA からも情報提供が出来る

よう、そして、なにか皆様へのメッセージとなる場を提供したいと考えております。 

次回開催もぜひ、皆様にご参加いただきたいと思っております。何かご意見、ご要望等

ございましたら、事務局までご連絡を下さい。今後ともよろしくお願いいたします。 

→ISP の集い in 札幌の詳細レポート続きは Web にて掲載いたします。 

 



開催概要： 

http://www.jaipa.or.jp/topics/?p=346 

 

日時：2010 年 9 月 16 日（木）13:00～18:00（受付 12:30～） 

17 日（金）10:00～18:00（受付 9:30～） 

場所：ACU［アキュ］ 

〒060-0004 札幌市中央区北 4 西 5 アスティ 45（札幌駅直結） 

http://www.acu-h.jp/koutsu_access/index.php 

主催：社団法人日本インターネットプロバイダー協会 地域ＩＳＰ部会 

後援：北海道、札幌市、石狩市、岩見沢市、ビズカフェ 

スケジュール： 

9 月 16 日（木） 

13:00～ 開会挨拶…JAIPA 地域 ISP 部会 

部会長 晋山孝善氏（ジェットインターネット株式会社 代表取締役） 

13:05～ 地域 IX を活用したコンテンツ流通(コンテンツ IX)実証実験 

…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部長 山

下達也氏 

…北海道総合通信網株式会社 S.T.E.P ソリューション部部長 馬場聡氏 

…株式会社倉敷ケーブルテレビ 技術部次長 小山海平氏 

14:00～ 違法・有害情報のブロッキングについて…EditNet 株式会社 野口尚志氏

（JAIPA 理事） 

14:30～ 岩見沢市における ICT 利活用について 

…岩見沢市経済部企業立地情報化推進室 情報政策担当主幹 黄瀬信之氏 

15:30～ 電気通信事業紛争処理委員会について 

…総務省電気通信事業紛争処理委員会事務局 紛争処理調査官  鈴木一広

氏 

15:40～ 休憩 

15:50～ 次世代ブロードバンド政策 

…総務省 情報通信国際戦略局 情報通信政策課長 谷脇康彦氏（調整中） 

16:50～ 地域における ICT の利活用をテーマとしたパネルディスカッション 

モデレータ：株式会社ネットフォレスト 高橋佑至氏 

パネラー：岩見沢市 黄瀬信之氏 

総務省 谷脇康彦氏 

NTT コミュニケーションズ株式会社 山下達也氏 

ジェットインターネット株式会社 晋山孝善氏 

18:30～ 懇親会 



9 月 17 日（金）   

10:00～ 「グリーンエナジーデータセンター最適地・石狩～石狩モデルから始まるイノベー

ション～」 

…石狩市長 田岡克介氏 

10:30～ クラウド時代に求められるデータセンターのあり方 

～石狩データセンター（仮）のご紹介～ 

…さくらインターネット株式会社 代表取締役社長 田中邦裕氏 

11:30～ 地域を支える Wi-Fi ネットワーク構築について 

…株式会社クラスト 取締役 笹田亮氏（JAIPA 理事） 

12:00～ 昼食（展示会見学時間含む） 

13:15～ 「大学，ネット企業，そして万物についての究極の答え：42」 

…東京藝術大学芸術情報センター特任助教 柏崎礼生氏 

14:00～ 「苫小牧電波望遠鏡オンライン: 

地方の特色ある学術コンテンツとネットワーク業者との関わりの一例」 

…株式会社ネクステック 代表取締役社長 大石憲且氏 

14:45～ Ustream について 

…ディーシーエヌ株式会社 代表取締役 鎌倉 忍氏（JAIPA 常任理事） 

15:15～ 休憩 

15:45～ IPv6 の光と影…菅沼 真氏（JAIPA 理事） 

16:30～ 「地域でがんばる次世代エンジニア ホンネトーク！」 

JAIPA 地域 ISP 部会技術者交流分科会（TEX）主催 

…モデレータ：株式会社グローバルネットコア 金子 康行氏 

株式会社イプリオ 松下 和弘氏 

…パネラー：北海道総合通信網株式会社 池上 恵介氏 

株式会社帯広シティーケーブル 鵜野 直樹氏 

ケーブルテレビ株式会社 木村 真氏 

株式会社マイメディア 竹下 一氏 

19:00～ 懇親会 

 


