はじめに

2011 年 3 月に日本を襲った未曾有の大震災は、日本

常事態への対応だけでなく、平時における防災への活

の社会基盤に大きな影響を与えた。震災で受けた甚大

用なども視野に入れた社会基盤としてのスマート化を

な被害からの復興に向けた一連の動きの中では「イン

加速する動きでもある。たとえば近年話題となってい

ターネット」
という言葉で代表されるICT 技術が社会基

るM2M（Machine-to-Machine）やモノのインターネット

盤の欠かせない要素として改めて認識され、第 4 のイン

（Internet of Things: IoT）といった、人々の活動に伴っ

フラとまで呼ばれるようになった。今般の
『インターネッ

て 発信される爆発的な量の 多様 な情報を取り扱う

ト白書 2012』発刊にあたり、大震災から 2012 年にかけ

「ビッグデータ」への対応を確実に行っていくことは、イ

た 1 年あまりの注目すべき動向について、個人、企業や

ンターネットがスマートな社会基盤を支える技術として

公共事業体、そしてグローバリゼーションという3 つの

発展を続けるための原動力となると考えている。

観点から考えを述べたい。

世界のボーダレス化の象徴としてインターネットが語

個人レベルの人々のつながりを支援するソーシャルメ

られるようになって久しい。そのようなボーダレス環境

ディアは、最近のスマートフォンやタブレット型端末を中

では、IT 競争力の評価は、国際競争力を測る指標のひ

心としたスマートモバイル端末の急速な普及とモバイル

とつとして有効なツールとなる。今後は、インターネット

ネットワークの高速化に強力に後押しされ、有用なツー

の国際的な課題でもある IPv4 アドレスの枯渇に伴う

ルとして活用されるようになった。個人が社会活動の中

IPv6 への移行の加速、サイバーセキュリティへの対策、

で発信する膨大な情報はさまざまな形で利用され、生

さらにはインターネットエコノミーへの対応を明確に打

活の利便性を大きく向上させている。国際社会におい

ち出して日本の IT 競争力を向上させることが、日本の

ては一部地域で民主化運動の大きな原動力となるなど、

地位を確実なものとし、日本のグローバリゼーションを

その影響力は極めて大きなものとなっている。その一方

促進するために重要と考えている。

で、参加者数の急速な拡大や SNS 型アプリケーションの

本書は、現在注目されているこれらのインターネット

台頭に伴って、ソーシャルメディアでのプライバシー保護

周辺のトピックスを含めた幅広い情報を網羅している

やサイバーセキュリティの問題も頻繁に指摘されるよう

ので、ぜひ活用していただきたい。今後もインターネッ

になった。ソーシャルメディアのあり方を考慮しつつ、法

ト協会では、利用者の安心・安全の観点を中心に、社会

整備をどのように進めるか、利用者の意識の向上をどの

基盤としてのインターネットのあり方や、これからも深

ように図るかといった点など、社会的な課題として今後

化を続けるネットサービスを視野に入れた利活用の進

とも真剣に取り組む必要があると考えている。

め方など、幅広いテーマについて検討していく計画であ

震災を契機として、企業活動や自治体サービスと

る。社会や市場の変化に敏感に反応しつつ、みなさまの

いった事業を、災害時や二次的な停電などの厳しい環

役に立つ情報発信を継続していく所存なので、今後と

境の中でも継続できる社会基盤の信頼性の確保が強く

もご支援をよろしくお願い致したい。

求められることとなった。このため企業や政府では、ク
ラウドコンピューティングの有効活用やデータセンター

財団法人インターネット協会 理事長

の信頼性基準の見直しなど、社会基盤の一部として情

中島 純三

報通信基盤を整備する動きが加速している。これは非
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