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技術士－私の仕事から－

インターネットの技術動向とキャリア形成
Technological Trends of the Internet, and the Career Path
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背景

置の大半のポートを装置間接続に使ってしまい，
肝心の顧客（ISP）の回線を収容することができ

今やインターネットの人口普及率は 69%に達

なくなってしまいコスト効率が次第に悪くなって

1）

し ，生活に欠かせないものとなってきている。

くる。そのため装置間は，なるべく広帯域の回線

インターネットといえば動画配信やショッピン

を少ない本数で接続するのが良いことになる。

グなどの一般利用者から見えるサービスに目が向

こ の 長 期 的 な 解 決 策 と し て 100Gbps

きやすいが，それを裏で支える通信事業者や ISP

Ethernet の標準化に向けた取組みが行われて

（Internet Service Provider）においても多く

いる。標準化はメーカー主導で行われるのが通

の新しい取組みがなされている。
それらに対し技術士としてどのように向き合っ

例となっているが，本件においては 100Gbps
インタフェースの市場の要求が非常に高く，ト

てきたか，筆者自らの経験を交えて論じたい。

ラフィック急増に危機感を持った IX や ISP のエ

2

ン ジ ニ ア が 国 境 を 超 え，High Speed Users

トラフィックの急増

インターネットトラフィックは，現在急激に増
加している。著者の所属していたJPNAP（JaPan
Network Access Point）では200Gbps2）近く

Group などの組織を作り装置メーカーなどに働
きかけを行っている。

3

DoS 攻撃検知

のトラフィック量を処理しており，増加が止まる

インターネットでの迷惑行為や犯罪行為も最近

様子がない。JPNAPはISP同士が相互接続する

では多数生じている。大量の不要トラフィックを

IX
（Internet Exchange）という種類のネットワー

故意にぶつけたりする DoS
（Denial-of-Service）

クであり，概ねインターネット全体のトラフィッ

攻撃もその一つであり，多くの回線が集中する

クと同じ増減の傾向を示す。
（図1）

IX では効率的に検知できるのではないかという
ことは以前よりいわれていた。
Layer2 機 器 で 構 成 さ れ て い る IX に お い て
は， こ れ ま で Layer3 ～ Layer7 の ヘ ッ ダ 情 報
を得ることは難しかった。しかし最近では Flow
Inspection 技術により，装置が取り扱うレイヤ
を超えた情報についても取得が可能となってき

図１ JPNAP トラフィックの伸び
（インターネットマルチフィード社提供）

た。例えば，Mac アドレスによるトラフィック
交換を行うイーサネットスイッチ上で，通信を
行っているエンド―エンドの IP アドレスは装置

この急増するトラフィックに対応するために複

にとっては必要のない情報である。しかしこれら

数の回線を仮想的に 1 本の回線として扱う LAG

の情報を統計的に解析することで，トラフィック

（Link Aggregation）という技術が一般によく

交換の動向を推測することが技術的にはできるよ

用いられる。例えば 10Gbps の回線を 16 本束
ねてあたかも 160Gbps 回線のように使うこと
ができる。
しかしこの調子で装置間の回線を増やすと，装

60

うになっている。
ここでの問題点は，一つには膨大な処理トラ
フィック量である。全ての流通トラフィックを解
析することは現状ではほぼ不可能に近い。そのた
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め実際に流れているトラフィックの中からサンプ

使っている場合には DB やシステムを再構築した

リングして解析することで，ネットワーク機器と

りする必要があるので早めの検討が必要である。

解析装置の負荷を下げることができる。

キャリアグレード NAT は ISP の顧客全体に向

もう一つの問題点はプライバシーとの兼ね合

けたアドレス変換装置であるが，1 ユーザあたり

いである。これについては，同じような問題意識

のセッション数を制限する運用が予想されるた

を持っているエンジニア同士でワークショップを

め，現在主流となっている Web アプリケーショ

開き，技術以外の側面についても議論する活動を

ンでは満足に動作しないことが既に分かってお

行っている。

り，現時点では本質的な解決にならないだろう。

4

5

IP アドレス枯渇問題

キャリア形成と技術士の役割

インターネットの急激な成長により，多くの

ここまでで見てきた仕事の一つ一つは技術士

国でインターネットが利用できるようになった。

でなくてもできることが多い。その中で筆者が技

また PC 以外のものもインターネットに多数つな

術士として心掛けていることは他者との連携であ

がっている。そのため現在主に使われている IPv4

る。海外のエンジニアや研究者との情報交換を積

アドレスは枯渇の危機に瀕している。現在の消費

極的に行うことで，それまでは明確になっていな

スピードからの予測では 2011 年には IPv4 アド

かった問題点の洗い出しや共通認識を持つことが

レスの在庫はなくなると見込まれている。
（図 2）

できた。それにより新しい視点での提案につなげ

現在既にインターネットを使っているから枯渇

ることができたといえる。

は他人事，と安心はできない。企業等はサーバの

筆者の今後のテーマは通信業界以外の異分野

増設や新規ビジネスはできなくなるからである。

との連携を進めることである。通常の業務ではな

IPv4 アドレスに代わり今後利用が検討されて

かなか他業界との情報交換をする機会がないのだ

いるのが IPv6 アドレスとキャリアグレード NAT

が，技術士会の部会講演への参加などを通して，

（Network Address Translation）である。

情報感度は技術士になる前よりも上がったように
思われる。さらに情報工学部門を越えたつながり
としてプロジェクトチームもあり，筆者も IT21
の会に参加している。
さらには APEC エンジニアや EMF 国際エンジ
ニア制度を通じて国内外のエンジニア同士の相互
交流が図れるような枠組みが生まれるならば，活
動の場はますます広がることであろうと思う。

図２ IPv4 アドレスの枯渇時期予測
（Geoff Huston, IPv4 Address Report

）

3）

IPv6 アドレスとは IPv4 アドレス空間の 2 の
96 乗倍という広大なアドレス空間を持たせるこ
とで IP アドレスの数の制限を緩和したものであ
る。これまではどちらかといえば研究段階だっ
た IPv6 を企業ユーザも導入しなければならない
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