
第 46 回 ISP＆クラウド事業者の集い in 富山 
開催報告書 

 
日にち：2016 年 11 月 17 日（木）～18 日（金） 

場所：いきいきKAN 多目的ホール 

〒930-0002 富山市新富町一丁目 2番 3 号 TEL.076-444-7120  

一般財団法人 とやま観光物産センター 

プログラム委員：石田 株式会社イプリオ 伊集 NTT スマートコネクト株式会社 

木下 トナミ運輸株式会社 佐々木 NTT スマートコネクト株式会社 

宮内 ソニーネットワークコミュニケーションズ株式会社 

安力川 BBIX 株式会社 

後援：富山市 

参加者：123 名 

プログラム： 

■11 月 17 日（木） 

13:00～受付開始 

13:30～13:35 開会挨拶 地域 ISP 部会 部会長 晋山孝善 

13:35～14:30 「地方創生への挑戦」 

  富山県知事政策局長 兼 危機管理監 新田一郎氏 

14:35～14:50 新規入会会社のご挨拶（各 5×3） 

  トナミ運輸株式会社（CORALNET）、株式会社ネクストジェン 

  株式会社シーエスファーム 

14:50～15:30 「ネットワーク事業者で対策できる標的型攻撃への対応 

- JAIPA と JPCERT/CC との取り組みも交えて -」 

一般社団法人 JPCERT コーディネーションセンター（JPCERT/CC） 

   早期警戒グループ 情報分析ライン 情報セキュリティアナリスト 青木翔氏 

15:30～15:50    通信・放送事業者間の問題解決をサポートします 

          ～事例等も交えた電気通信紛争処理委員会の紹介～ 

   電気通信紛争処理委員会事務局 調査専門官 中野誠氏 

15:50～16:00  <休憩> 

16:00～18:40 クラウド部会セッション     

・「JANOG39 のご紹介-プログラム初公開！-」 

村田篤紀（DMM.com ラボ/JANOG39 ホスト） 

熊本豊（ミテネインターネット/JANOG39 実行委員） 

・スマートコネクトとは何者か（ JAIPA 初！） 

~人・企業・地域のコラボレーションを支えるクラウドの提供~ 

    NTT スマートコネクト株式会社 代表取締役社長 白波瀬章氏 

・AI／ディープラーニング時代に求められる新プラットフォーム 

「Data Centric Cloud」とは 

                株式会社 IDC フロンティア 代表取締役社長 石田誠司氏 

  ・パネルディスカッション  

  国産クラウド事業者のトップが語る 

「クラウドビジネスの次のビジョンと地域の可能性」 

  モデレータ：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 

                パネラー：GMO クラウド株式会社 代表取締役社長 青山満氏 



           株式会社 IDC フロンティア 代表取締役社長 石田誠司氏 

    NTT スマートコネクト株式会社 代表取締役社長 白波瀬章氏 

19:00～    懇親会 オリーブオイルキッチン 

 
■11 月 18 日（金） 

9:00～受付開始 

9:30～10:10 JAIPA 部会活動のご紹介 

女性部会部会長 大川裕子氏（NTT コミュニケーションズ株式会社）  

  モバイル部会長 北村和広氏（NTT コミュニケーションズ株式会社）   

10:10～10:55 AI/IoT ビジネスの現状と展望 

株式会社インテック 執行役員 先端技術研究所長 荒野高志氏 

10:55～11:25 ISP ぷらら、急増するトラフィックとセキュリティ対策 

                株式会社NTT ぷらら 技術本部ネットワーク管理部 秋元友伸氏 

11:25～11:55 急増するインターネットトラヒックに対するOCN の取組み  

               NTT コミュニケーションズ株式会社  

ネットワークサービス部 担当部長 北村和広氏 

11:55～13:00 昼食休憩  

13:00～13:25 NGN の利活用促進に向けた議論状況について 

ソフトバンク株式会社 安力川幸司氏 

13:25～14:00 世界におけるネットワーク中立性の議論状況 

              JAIPA 副会長・ネットワークの中立性WG 主査 立石聡明氏 

14:05～15:25 「増え続けるトラフィックに ISP はどう対応するか〜ネット中立性の議論も交えて〜」 

モデレータ：株式会社イプリオ 石田卓也氏 

パネラー：JAIPA副会長・ネットワークの中立性WG 主査 立石聡明氏 

       株式会社インテック 執行役員 先端技術研究所長 荒野高志氏 

      NTT コミュニケーションズ株式会社 ネットワークサービス部 担当部長 北村和広氏 

      株式会社NTT ぷらら 技術本部ネットワーク管理部 荒木 孝広氏 

      ソフトバンク株式会社 安力川幸司氏 

          株式会社大塚商会 木室 友裕氏  

15:25～15:35 休憩 

15:35～17:05  「電気通信事業法改正による事業者の対応状況とそれぞれの事例解説」 

  JAIPA インターネットユーザー部会 運営メンバー 

17:10～18:30 インターネット上の違法有害情報対策 違法有害情報・プロ責法に対応する 

  事業者のパネルディスカッション、部会報告＋行政法律部会の活動報告  

  モデレータ：ニフティ株式会社 木村孝（JAIPA 会長補佐） 

  パネラー：ＮＴＴコムエンジニアリング株式会社 サービスネットワーク部 

 近藤和弘氏 

             ソフトバンク株式会社 お客様相談室  

ネットセキュリティ対策課 村主 亘氏 

             アルテリア・ネットワークス株式会社 

 コンタクトオペレーション部テクニカルサポート課 岡崎英喜氏 

         さくらインターネット株式会社 セールスマーケティング本部 

カスタマーリレーション部 abuse 対策チーム プロデューサー 

                 山下 健一氏 

19:00～          懇親会 だるま亭 



概要： 

2015 年 3 月に金沢ま

で新幹線が開通したので、

前回の金沢の集いには間

に合いませんでしたが、

今回はこの北陸新幹線を

目玉に、富山にて集いを

開催する事になりました。

とはいえ、飛行機で来た

方も多かったようです。

下見に行った際も良い時

間帯の列車は満席、自由

席設定がなかったので当

日は心配していましたが、

皆さん、何事も無くいら

していただいて良かった

です。近いので懇親会終

了後にお帰りになった方も多くいらっしゃいました。 

さて、1 日目ですが当日の朝の移動でも無理なくいらっしゃれるように 13:30 開始としました。基調講演は、

「地方創生への挑戦」富山県知事政策局長兼危機管理艦 新田一郎氏によるお話しです。富山が日本でどの位

置にいるのか、現状置かれている立場と今後の取り組みでどう変わっていくのかをお話しいただきました。金

沢で美味しいと言われているお魚は、実は富山で採れる魚だとか。今日から二日間の懇親会への期待がふくれ

あがった瞬間でした。次は、今回初の試み（ソネット宮内企画）で JAIPA への新規入会社のご紹介枠を設け

ました。2016 年 4 月からの入会された 3 社（トナミ運輸株式会社（コーラルネット）、株式会社ネクストジェ

ン、株式会社シーエスファーム）に自社紹介をお願いしました。各 5 分と少なくて申し訳なかったのですが、

この機会にご紹介が出来て、既存会員の皆様とも交流がしやすくなったのでは無いかと思います。次は、クラ

ウド部会、地域 ISP 部会の両部会で大変お世話になっている JPCERT/CC から「ネットワーク事業者で対策

できる標的型攻撃への対応」と JPCERT/CC と JAIPA の取り組みをお話しいただきました。クラウド部会は

偶数月に地域 ISP 部会は随時と言った間隔で、部会に来ていただき直近にあったトピックをお話しいただき、

事業者からは現状のセキュリティについての対応状況をお話ししたりして、意見交換をしております。皆様も

ご興味ありましたら、ぜひご参加ください。随時メーリングリスト等で日程のご案内をしております。 

後半は、毎回来ていただいている総務省電気通信紛争処理委員会のお話しとクラウド部会が企画したプログ

ラムです。NTT スマートコネクト 白波瀬社長、IDC フロンティア 石田社長による最近の自社の動向をお

話しいただいた後に、モデレータをさくらインターネット 田中社長、パネラーにそのお二人と、GMO クラ

ウド 青山社長が加わり「国産クラウド事業者のトップが語る「クラウドビジネスの次のビジョンと地域の可

能性」として、パネルディスカッションをしました。この社長 4名、蒼々たるメンバーの発言は、皆さん興味

津々、そして質問等も多く有意義な時間となったと思います。一日目はこれで終了です。このパネルディスカ

ッションの続きを懇親会にてした方も多かったようです。 

二日目は、女性部会、モバイル部会の部会活動報告です。集いで定期的に JAIPA 部会活動報告を行いたい

と思っていたのですが、振り返ってみれば 2014 年第 40 回の奄美大島以来でした。そして実は、今回のプログ

ラム全体を見ていただくと、1日目の後半にクラウド部会企画、2日目 10:10～15:25 のパネルディスカッショ

ンまでは、ネットワークの中立性 WG の企画、それ以降、「電気通信事業法改正による事業者の対応状況とそ

れぞれの事例解説」はインターネットユーザー部会、「インターネット上の違法有害情報対策 違法有害情報・

プロ責法に対応する事業者のパネルディスカッション」は、行政法律部会とそれぞれの部会が現状の部会報告

とプログラムを担当する集いとなっています。女性部会とモバイル部会は、部会報告のみとさせていただきま



した。この企画も引き続き

行う予定ですので、部会メ

ンバーの方々はぜひ、集い

での企画をお願いいたしま

す。そして、当日参加して

いただいている方々には、

この機会に部会参加をよろ

しくお願いいたします。 

今回富山ということで、

やはりメンバーの方々と繋

がりのある株式会社インテ

ックの荒野さんにご登壇い

ただかなくては、というこ

とで、今この話題は聞かな

い日は無いですね。「AI と

IoT」です。荒野さんが現

在携わっている案件で、この日も現状とこれからをお話しいただきました。その後、トラフィック問題やネッ

ト中立性についてのパネルディスカッションにもお時間ぎりぎりまで参加いただきました。二日目は ISP が日

頃困っていることを重点において企画しました。PC 作業していてネットワーク環境が遅いこと、結構ありま

すよね？ブラウザで Web を見ようとしたらなかなか開かない。毎月更新のプログラムをダウンロードしてい

たり、ソフトのアップグレードだったりと知らない間にダウンロードして、「あー、遅いな」と思ったら、すで

に使えないくらいの重さ。これ「遅い！早くしろ！」とかが ISP に苦情が来るんですよ。そんな現状を ISP へ

のアンケート結果と各社の対応状況を上げ、意見交換をしました。「では、今後どうしたら良いのか！解決策っ

てあるのか！」はネットワークの中立性WGで今後も話し合われていきます。月 1回会議を行っておりますの

で、ぜひご興味がありましたら、ご参加ください。また 1 月下旬にアンケートを行いますので、こちらもご協

力の程よろしくお願いいたします。 

ここ何回か遡って集いのプログラムを見てみると、「電気通信事業法改正」のセミナーが必ずあります。電

気通信事業法改正は電気通信事業者には大事な法律です。かならず運営するには気をつけなくてはならないも

のです。消費者保護の観点から改正になり、それにより事業者への付加がかなり多くなってきています。2016

年 5 月に施行された後の事業者の対応状況と事例を JAIPA 会員向けに行ったアンケート結果を元に総務省と

のやりとり、自社の対応状況などを織り交ぜパネルディスカッションをしました。現場の意見としてとても貴

重なものになったセッションでした。インターネットユーザー部会の運営メンバー（石前義行氏、高木大一郎

氏、上野敬之氏、岡田邦彦氏、小倉公生氏、岡本 憲樹氏）お疲れ様でした。最後は、これも頭の痛い違法有害

情報関係の問題です。モデレータは、JAIPA 会長補佐（行政法律部会部会長）木村さん、ソフトバンクの村主

さん、NTTcom の近藤さんを迎えて、行政法律部会メンバーが日々の対応状況について意見交換しました。最

後に重い問題になりましたが、今回の集いは日々現場で活躍対応しているメンバーが多く、細かいところに発

見があった良い集いとなりました。参加いただいた皆様ありがとうございました。また、開催まで基調講演の

手配、懇親会会場等のご紹介等でご協力いただいた、コーラルネットの木下様大変お世話になりました。あり

がとうございました。この場を借りて御礼申し上げます。そして、プログラム委員の皆様、大変お疲れ様でし

た。ありがとう。（M） 


