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ISOC日本支部（ISOC-JP）では、その活動内容をご紹介する
ためにニュースレターを発行しています。今号では、2020年1
月から10月の活動をご紹介します。

■Asia-Pacific Chapters Workshop 2020
2020年10月15日から10月16日にオンライン上で、アジア太
平洋地域のISOC支部のOfficerが一同に会するワークショップが
開催されました。ISOC支部の中でも最も古くからあるISOC支部

■ISOCによるPublic Interest Registry(PIR)売
却計画に関する情報共有会
日時： 2020年4月21日(火) 15:30-16:30

として、ISOCから、ISOC-JPのこれまでの歴史や活動の紹介依
頼を受け、ISOC-JPの三谷公美と梶原龍が発表を行いました。

■ISOC-JPワークショップ
ISOC-JPでは、時々のホットなテー

会場：オンライン
パネリスト：江崎 浩 様(東京大学 教授/ISOC理事)
前村昌紀 様(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/ICANN理事)
2019年11月にISOCがアナウンスした、.orgのレジストリ運
用組織であるPIRの売却計画に関する情報共有会をJPNICと共同
で開催し、37名の方に参加いただきました。冒頭、.orgやISOC

マを選定し、ワークショップを開催し
ています。ワークショップの様子は、
ISOC-JPのYouTubeチ ャ ン ネ ル か ら
もご覧頂けます。ぜひ右記のQRコー
ドからご覧ください。

第33回：ビデオ会議だけじゃないオンラインコ

とPIR売却を取り巻く関係性について紹介をしました。パネル

ミュニケーション ～テレワーク/オンラインキャン

ディスカッションでは、ISOCとICANNからお二人のパネリスト

パスライフの事例から～

を招き、表題のテーマについて活発な議論を行いました。

■ISOC-JPセミナー ～ DNS暗号化がインターネッ

日時：2020年4月28日（火）18:30-20:30
講師：大谷 亘 様(慶應義塾大学 SFC学生メディア編集長)
大川 恵子 様(慶應義塾大学 教授)

トポリシーに与える影響：ICANNの視点より ～

川村 貴宏 様(さくらインターネット株式会社)

日時：2020年10月30日（金）18:00 - 19:00

本ワークショップでは、COVID-19（新型コロナウイルス感染

会場：オンライン
講師：Paul Hoffman 様(ICANN Office of CTO)
Alain Durand 様(ICANN Office of CTO)
ICANNジャパン・リエゾンのご協力を得て、日英の同時通訳
を提供する形で開催し、59名の方に参加頂きました。ISOC-JP
の 根 本 貴 弘 か ら のISOC及 びISOC-JPの 紹 介 に 続 き、ICANNの
Principal Technologistのお二人から、それぞれ「DNS暗号化が
ローカル/インターネットポリシーに与える影響」「ICANNの
Identifier Technology Health Indicators (ITHI)」をテーマに

症）感染拡大防止の観点から増えてきたオンラインでのコミュニ
ケーションに注目し、学生として、教育者として、企業として、
オンラインを活用している方々に知見を共有して頂きました。

第34回：インターネット関連団体・コミュニティ
ショーケース
日時：2020年5月29日（金）18:30-20:30
講師：根本 貴弘(ISOC-JP Chair)
川上 雄也 様(日本ネットワーク・オペレーターズ・グ

ご講演をまた、参加者からの質問にも丁寧に対応を頂きました。

ループ 運営委員)

■ISOC@APRICOT2020

塩沢 啓 様(一般社団法人日本ネットワークインフォ

2020年2月12日から2月21日にオーストラリア・メルボルン
に て 開 催 さ れ たAPRICOT2020の 会 期 中 の2月19日 に 同 地 で
ISOC@APRICOTが開催され、ISOC-JPの遠藤淳が参加しまし
た。当日は、ISOC Regional Vice President-Asia-Pacificの
Rajnesh Singh氏とISOC-AU ChairのPaul Brooks氏からの挨拶
の後、ISOC-AUの活動の紹介がありました。

メーションセンター)
本ワークショップでは、ITに興味のある方、新社会人、新入
生等、広く一般の方を対象として、インターネット関連団体であ
るISOC、JANOG、JPNICに焦点を当て、各団体の概要や各団体
が取り組んでいる活動について紹介頂きました。
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■IETF関連

■共催イベント「TTCオンラインセミナー」

ISOC-JPでは、年に３回開催されるIETF会合の内容を、日本

ISOC-JPは、一般社団法人日本ネットワークインフォメーショ

国内のコミュニティに共有することを目的としたIETF報告会

ンセンター(JPNIC)と共催するIETF報告会等のイベントの他に

や、IETF会合開催地における日本人参加者の懇親・情報交換の

も、他の組織・団体と連携した共催イベントも実施しています。

ための"Get together"を開催しています。

今回のニュースレターでは、一般社団法人情報通信技術委員会

IETF106 シンガポール報告会
日時：2020年1月9日(木) 13:30 - 18:00
会場：大手町プレイスウエストタワー28F
NTTコミュニケーションズセミナールーム
後援：一般社団法人情報通信技術委員会(TTC)
2019年11月16日〜22日に、シンガポールでIETF106が開催
されました。様々なWG/BoF/RGにおける議論から、本報告会で
は、IETF106ホットトピックとして全体概要報告や5G, SRv6関

(TTC)と慶應義塾大学W3C（World Wide Web Consortium）
と共催した、国際標準化団体であるIETFとW3Cにスポットを当
てたTTCオンラインセミナーについて紹介します。

Society5.0の実現と標準化 IETF×W3C～両者の
新たな連携を目指して～
日時：2020年7月6日(月) 14:00 - 17:00
会場：オンライン
後援：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

連、各 エ リ ア /WGト ピ ッ ク と し てABCD/Web/TEEP、IoT/

ター（JPNIC）

OAuth等の話題について会合参加者からご報告頂きました。

WIDEプロジェクト

IETF107 バーチャル報告会
日時：2020年5月11日(月) 17:00 - 19:00
会場：オンライン

IETFやW3Cにて標準化活動に携わる方々を講師に迎え、両団
体の概要や標準化動向を紹介頂きました。また、パネルディス
カッションでは、COVID-19の影響を踏まえ、標準化技術のユー
スケースやビジネスへの影響等について議論を行いました。

後援：一般社団法人情報通信技術委員会 (TTC)
2020年3月21日〜27日に、オンラインでIETF107が開催され
ました。IETF107はIETF史上初めての完全オンライン開催とな

Society 5.0の実現と標準化 ～電子商取引におけ
る最新のセキュリティ関連動向～

り、本報告会もCOVID-19感染拡大防止の観点から、オンライン

日時：2020年10月9日(金) 14:00 - 17:00

で開催しました。本報告会では、IETF107の全体概要報告やワ

会場：オンライン

イヤレス技術関連の新たなWGであるRAWとDRIPをはじめ、

後援：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

Web/セキュリティ/DNS等の話題について会合参加者からご報

ター（JPNIC）

告頂きました。

WIDEプロジェクト
COVID-19の影響により電子商取引の機会が増えていることを
受け、ITU-T SG17 、IETF、W3C、FIDO Alliance等で活躍さ
れる専門家を講師に迎え、そこで取り組まれているセキュリティ
技術の最新動向や社会実装状況について紹介を頂きました。

■翻訳活動「Kids, the Internet & COVID-19:
How to keep our children safe online」
ISOC-JPでは、ISOCと連携し、ISOCのWebinar「Kids, the
Internet & COVID-19: How to keep our children safe
IETF106 シンガポール報告会の様子

online」で使用した資料の日本語訳を行いました。日本語版は
ISOCのWebページ上で公開されました。
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