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1. 『インターネットサービスの中立性』

1. 消費者は、適法なコンテンツの選択とアクセス
の権利を有する

2. 消費者は、法律の要件に従うことを要件として、
自らが選択するアプリケーション、サービスを
運営する権利を有する

3. 消費者は、ネットワークに害を及ぼさない適法
な機器とネットワークを接続する権利を有する

4. 消費者は、ネットワークプロバイダ、アプリケー
ションプロバイダとの競争に参画する権利を有
する。
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(1) トラフィックの増加への対応

• ISPによる 「キャッシュ」 に関するルール

【現状】
• トラフィックの 東京一極集中

• 海外からの流入トラフィック超過現象

• データセンターの旺盛な展開

• P2P技術(=キャッシュの積極的利用)を用いたトラフィッ

ク量削減と品質向上への取り組み

【解決法?】

• トランスポートサービス網における キャッシュは、中身
に関わらず可能とする。

(1) トラフィックの増加への対応

• 主役(悪役) が 交替しつつある ?
– Interactive C-S Users vs P2P Users

• キャッシュ の効果 は スケールフリー?
1.Intra-Domain
2.Inter-Domain
3.Inter-National



(1)Large contribution by 
residential customer traffic, 
small contribution by 
corporate networks

(2)Total traffic volume in Japan 
(2008) 
Internet Home :  879.6 
Gbps
Home Internet :  631.5 
Gbps

[note]
A=Residential customers 

A1: Broadband users  
A2: Non-Broadband users

B=Non-residential customers
B1: Traffic exchanged through IXes
B2: Traffic exchanged private peerings
B3: Oversea traffic  

International 
Incoming traffic 
is exception; 
steep increase

Weekly Broadband customer traffic for three years 

<< Downloading traffic :  Network Customer >>

<< Uploading traffic :  Customer Network >>Large volume of 
ambient 

(background) 
traffic 

Peak time seems 
to shift toward 

earlier time-zone, 
i.e., premier time 

for TV 



Weekly International Traffic Volume for three years

<< Outgoing traffic ; Japan Overseas >>

<< Incoming traffic ; Japan Overseas >>

1. Incoming(import)  
traffic dominates  
outgoing(export) 
traffic

2. Large variation in 
incoming, i.e., 
interactive traffic << Current traffic volume >>

Variation 
amplitude 
increases 
significantly. 
Due to interactive 
traffic ? 

Mirroring or 
caching in Japan 
may improve this 
situation

2006/10/11 同時視聴者数と送出トラフィックの推移グラフ
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(HMS x72総計)

中継配信開始⇒ サーバーの送信トラフィック

同時視聴者数

? 中継配信終了

37.3Gbps
(=768Kbpsx48,454)
With legacy
Unicast-based
multicast

Time

Start 
Program

Bandwidth at server

Number 
of clients

Game-set

6.97Gbps
(=37.3Gx18.7%)

October 11, 2006.  
Play-off game of professional baseball, Hokkaido Nihon 
Ham Fighters versus Fukuoka Softbank Hawks. 



CDN的P2Pの挑戦が始まってい
る

• P2Pシステムでの

トラフィックエンジニアリング

– Intra-domain
P4P ? みんな勝手に

始めました。

– Inter-domain
new paradigm ?  

P2P実験協議会との協調活動
http://www.fmmc.or.jp/p2p_web/index.html

トランジットトラ
フィックを低減
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Cumulative distribution for total traffic per customer 

10% of users 
exchange more 
than 500MBytes 

per day

1% (1/100) of 
users exchange 

more than 
6GBytes per day

図5

Upload vs Download by 
customer

It is generally said that only 
small number of heavy (and evil) 
users use/comsume the most of 
bandwidth in the network. 



Recent discussion with ISPes; 
Which is a headache for 

ISP, 
P2P or Interactive Video ? 

P2P  wave seems to have small amplitude  
Amplitude of wave by interactive traffic seems to be larger  

Log {Total Traffic per Customer}

User Density
Interactive Traffic, 

e.g., 
VoD/Streaming

P2P traffic 

User Density versus Total Traffic Volume per Customer



Log {Total Traffic per Customer}

User Density

Interactive Traffic, 
e.g., 

VoD/Streaming

User Density versus Total Traffic Volume per Customer

Mode
(=Peak density) 

Average traffic 
volume per 
customer 

Log {Total Traffic per Customer}

User Density

P2P traffic 

User Density versus Total Traffic Volume per Customer



ダウンロード vs アップロード

? 

キャッシュ議論のまとめ
• もはや、P2P トラフィックは、ISP をいじめて

いるアプリケーションではない ?
きちんと、世間に 周知すべき。

• キャッシュ は、ネットワーク負荷 を 軽減する

可能性を持っているようだ。

通信業者/ISPのキャッシュは、

許容してもよいのではないか。

P2P技術は、{新規}参入障壁を下げ

る。

地方・中小ISPを助ける ?
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一人当たりの消費バ
イト数の違いは、ほと
んど存在していない。

都道府県の人口に対する総トラフィック量
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(4) コンテンツフィルタリング
• 「フィルタリング」 自体は必要。

• 犯罪(法律)は上流、運用は下流。

• 「グローバル性」 への対応。

• コンテンツの「判定」 は、受信者 に依存。

• 「コンテンツの判定」は、技術的に困難(=事実上
不可能) 。 かつ、コスト増につながる。

中継業者 に フィルタリングの実施を法的に強
制することは不適切かつ事実上不可能。



80%のTCPセッションは、
Well-Known Port を使
用していない。

(4) コンテンツフィルタリング

• トランスポートに対する 料金体系の 自立性 を確

保することによる、競争政策の実現。

• むしろ、匿名性 を提供することによる、ユーザへ
の「コンテンツを流通可能とする」”権利”を保証す
るべき。

– コンテンツの中身の 違法性は、コンテンツの提供者

と利用者の問題であり、トランスポートの問題ではな
い。

– 「表現の自由」の担保は、人類進化への前提条件

– Innovation/Revolution のためには 「LOHAS」が必

須




