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けとして認められていなかったとい

うことでしょう。その後、技術の進

化によってサーバのアーキテクチャ

がメインフレームに代表されるサー

バ/クライアントモデルから分散アー

キテクチャへのダウンサイジングの

波にのって、イントラネットが浸透

してきました。

長田 利用者の声として、「IPはイ

ンターネット用途」という印象があ

りました。インターネットの普及や

企業内での IT化に伴い、サーバ側

のアーキテクチャに変化が生じ、そ

の結果、企業でも個人レベルにまで

パソコンが提供されました。それと

同時期にアクセス手段としてのネッ

トワークでもアナログからISDNと

いったデジタル化の波が生まれ、現

在の大手プロバイダーであるOCN

などが登場してきたと記憶していま

す。まさにインターネットが消費者

や企業での個人のレベルまで到達

し、コミュニケーションそのものが

変貌を遂げてきました。

小澤 一方で、基幹ネットワーク

はまだフレームリレーが信頼性の高

いネットワークの象徴でした。その

後、メガリンクといったATMサー

ビスが登場してきてネットワークが

高速化し、インターネットが世界的

に普及したわけですが、当時は現在

と比べると、セキュリティに対する

意識はまだまだ薄かったように思え

ます。つまり、ネットワークアクセ

ス時の認証そのものがセキュリティ

と見られているか、それと同時に、

外部からのセキュリティの脅威から

どのように守るか、という局所的な

点に議論が集約されていたように思

えます。インターネットや企業ネッ

トワークが普及した現在では信じら

れない話ですが、ウイルスなどはフ

ロッピーディスクから感染していた

くらいです。

■■■その後、ジュニパーが通信事業

者のビジネスのお手伝いをするように

なりましたが、それとともに状況はど

■■■ インターネットの登場とほぼ同時

期にジュニパーネットワークス（以下、

ジュニパー）が設立されました。その設

立から約10年が経過してきていますが、

この10年間は現在の通信にとってどのよ

うな意味を持っていたとお考えですか。

井上 10年前はネットワークそのも

のが、企業のイントラネットとして

現在ほど認知されていませんでした。

つまり努力目標としてのIPとみなさ

れていて、企業内にあれば良いとい

った風習があったと言っても過言で

はないと思います。つまり、企業の

ビジネス・アプリケーションとして

はミッションクリティカルな位置づ
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のように変わってきましたか。

井上 まずネットワークの拡大期

には、「とにかくマルチプロトコル」

でした。特に IPでなくてはならな

いという議論は全く存在せず、IPX

やNetBEUIなどの様々なプロトコ

ルがネットワークの上を流れていま

した。これらの全てを「ネットワー

ク」として捉え、企業の要求に従っ

てサポートしていくのも骨の折れる

話でした。

長田 通信事業者のバックボーン

が拡張され、利用者が増えていく中

で、データセンター等による配信が

積極的に行わるようになり、データ

センターから配信されるアプリケー

ションやコンテンツが一気に発展し

ました。いわゆるキラーコンテンツ

やキラーアプリケーションの台頭で

す。ところが、当時のアクセスネッ

トワークはそのコンテンツを支えら

れていなかったような気がします。

技術というよりも、それを提供する

コスト構造に限界があったからだと

思われます。

井上 その後、トラフィックがイ

ンターネットのバックボーンの容量

を上回るような勢いで、コンテンツ

配信業者が登場しました。

小澤 ネットワークが普及してい

く時代の流れという点で言えば、迷

惑メールなども良い例です。それ以

前は、迷惑メールなど存在もしませ

んでしたが、今ではちょっと気を抜

けば迷惑メールでフォルダが一杯に

なってしまいます。さらにそれに加

えてウイルス付きのメールが混入し

てきます。ただでさえ一日に100通

を超えるメールの往来に加えて、添

付ファイルの種類が増え、そのファ

イルサイズも指数関数的に増えてい

るのに、このように膨大な情報量を

持つメールセキュリティを維持する

のは極めて大変なことです。利便性

の向上に伴って、セキュリティをど

のように維持していくのか、という

議論は忘れてはなりません。

■■■「つながる」ネットワークから

「つながっている」ことが当り前になっ

てきました。

井上 たしかにネットワークが企

業や個人に対しても身近なものにな

ってきました。仕事でもプライベー

トでも、みんなネットワークでつな

がっています。ネットワーク越しに

買い物ができたり、ネットワークを

使用して連絡を取り合ったりするこ

とが可能です。特に個人向けのイン

ターネットアクセスサービスの発展

には目をみはるものがありますね。

長田 企業のアクセスネットワーク

としても常時接続環境としてADSL

が導入されました。また、ADSLの

出現により家庭でも広帯域のインタ
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（固定と携帯の融合）というのはす

ぐそこにあるのかもしれません。

長田 ネットワークのリーチャビ

リティ（到達性）は格段に広くなっ

ています。ブロードバンドの常時接

続や、携帯インターネットなどは個

人の利用者のみならず、企業に対し

てもリモート環境からの接続の利便

性を極めて向上させてきたのではな

いかと思います。

小澤 電子メール、WEBなどが発

達してきて非常にビジネスが効率的

に回るようになりました。リモート

環境からでもネットワークに接続で

きれば、会社に行かなくてもある意

味で仕事をすることが可能になって

います。一方で、特にウイルスは、

様々な形で企業に脅威を及ぼすよう

になっています。例えば、自宅のイ

ンターネット環境で感染したウイル

スをネットワーク越しに会社に送っ

てしまうなど、脅威の種類が加速度

的に増えました。感染手段が、デバ

イスからだけでなくネットワークの

向こうからやってくるようになった

ので、これに対しても事前にある程

度守る手段も必要でしょう。

■■■ネットワークは個人の生活や、ビ

ジネスの中核に位置付けられるようにな

ってきました。ようやくインフラと呼べ

るようになってきたのでしょうか。

井上 今ではネットワークはいた

るところ、あらゆるシーンで必要条

件となってきています。利用者の利

便性は格段に向上していますし、通

信事業者からの要求が、利用者の利

便性に比例する形で厳しくなってき

ているのは確かです。運ばれている

データ量、そのデータのバリューは

年々驚くべき勢いで高くなってきて

います。特にネットワークのダウン

タイムは許されなくなってきていま

す。逆に言えば、それだけ利用者が

ーネットアクセスが可能になり、常

時接続による情報化が著しく発展し

ました。通信事業者の努力、通信に

関する技術の発展のおかげで、価格

面でも一般家庭に導入できるくらい

にまでなりましたし、最近ではBフ

レッツなど、光化が進んでおり、い

よいよ次世代のネットワーク時代の

幕開けといった感じがします。

小澤 個人向けのアプリケーショ

ンや、それのみならずビジネスにお

けるアプリケーションにいたるま

で、以前のレガシーシステムを置き

換える勢いで IP化が浸透してきま

した。伝送路そのものやネットワー

クトポロジーがどういう形であって

も、IPがデファクトスタンダード

になってきています。

井上 それに端末まで IP化が進ん

できていますね。これは、ワークス

テーションからパソコンが普及し、

多くのオペレーティングシステムが

IPをデフォルトで搭載してきたと

う点がひとつ挙げられると思いま

す。それに追随する形で、ビジネス

でのアプリケーション、IPSECな

どのリモートアクセス環境、さらに

はSSL-VPNなど、ほとんど多くの

アプリケーションを支える環境にい

たるまで全て IP化されてきていま

す。最近では、もし残っているとし

ても、レガシーのプロトコルは、

IPにカプセリングされる傾向にあ

るといえるでしょう。携帯電話端末

にいたるまで IP化の波が押し寄せ

てきており、ある意味では、FMC
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信頼をネットワークにおいていると

いう世の中になっています。

長田 逆の視点から捉えれば、ネ

ットワークを安全に使いたいという

ことではないでしょうか？

これまでは落ちないという安全だ

けであったのですが、それに加えて

その先にある安心までを捉えている

ように思えます。安全の先にある安

心も欲しい、これが社会インフラと

しての証ではないでしょうか？

小澤 社会インフラと言えば、セキ

ュリティも忘れてはいけません。これ

までとは比較にならないくらい変革を

遂げています。従来までの質とは異な

るものが必要になってきています。例

えば、「子供に対して閲覧できるイン

ターネットサイトを制限したい」など

は、従来にはなかった要求であり、か

つネットワークセキュリティとして守

るべき方向が全く逆になってきまし

た。さらに企業に関しては、社会制度

や法律の整備に伴い、単に守るだけの

セキュリティではなく、社会に対して

被害を出さないネットワークセキュリ

ティが求められるようになってきてい

ます。社会インフラというのは勝手に

作られるだけではなく、そこに参加し

ている、つまりネットワークでつなが

っている人それぞれのモラルやリテラ

シィも重要です。

■■■ネットワークは社会インフラと

して成熟したのでしょうか。

長田 まだまだこれからでしょう。

利便性に伴って失われるものがありま

す。つまり、単に利便性に伴ってトラ

フィックが増大していく。これに対し

て単純にネットワーク設備を増設して

いくだけでは表面的対処にすぎませ

ん。特に人口が集中するエリアでは、

設置スペースや消費電力の問題を忘れ

てはいけません。こうした相反する事

象がちらほら見え始めてきています。

これまでのネットワーク時代を牽引し

てきたのが技術だとすれば、今後もこ

うした矛盾に対して技術で対応してい

く必要があります。

小澤 セキュリティも同様です。社

会インフラに対してセキュリティとい

う制限を施せばそれだけ利便性が失わ

れます。さらにそれだけではなく、ビ

ジネスがネットワークに依存すれば

するほどセキュリティが必要となり

ます。例えばアプリケーションが発

達してきて、わざわざ出張に出かけ

なくてもコミュニケーションは取れ

ますし、出先から会議に参加するこ

ともできます。やはり一番大きなポ

イントは、こうした環境の変化の中

で、今すぐこれをやらなくてはなら

ないというクリティカルなビジネス

に対して今すぐ対応できる、という

範囲が圧倒的に増えてきたことです。

電力をハードウェアのエコロジーと

するならば、企業のこうした効率化を

ソフトウェアのエコロジーと呼ぶこと

ができるのではないでしょうか？

長田 つまり、「安心・安全」と

「エコロジー」が今後より重要度を

増してくるという事ですね。
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