
]CRN と研究ネットワーク
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1. はじめに

近年のコンピュータの利用の飛踊的増大は，通信機能

との結合なしには考えられない.たしかに，コンビュー

タは単独の機械としても高度な情報処理機能を有してい

るが，これが通信回線を通じて他のコンピュータと結合

することにより，データを自由に転送することができ，

多様な利用が可能になった.急速な，全世界的なグロー

パリゼーションの展開の中で，全世界にいるさまざまな

分野の研究者同土が，自由に情報の交換を行なえること

はきわめて重要である.特に，それぞれの人々のもつ端

末，パソコン， ワークステーション，コンピュータを通

信回線で結ぶコンピュータ・ネットワークは，情報の流

通を最も効率よく行なうインフラストラクチャとして認

識され，今日まで数多くのネットワークが圏内外に構築

された.このようなテクノロジーの展開のもとで，われ

われ研究者の日常生活は一変した.

2. ネットワークライフ

筆者の場合，コンピュータによる電子メールが，学内，

圏内，圏外から日に何十通も送られてくる.こちらから

も日に十何通か出している.アメリカまでも数分で届く

し，電話と違って相手がし、なくてもよい r と打てば自

動的に返信ができ f と打てば別の人(たち)に転送も

自由である.共同研究の打ち合せ，会合の召集や出欠，

シンポジウムなどの発表の申し込み，最新のデータや情

報，論文の原稿，学生の質問と答え，文献の照会など利

用法は限りない.物理学などの国際学会は，電子メール

の届かないところでは開催できなくなった.準備に活用

されるのはもちろん，開催中，会場やホテルにも端末を

置いて24時間利用できるようにするのが当り前になりつ

つある.みんな半日たりとも自分のコンピュータから離

れられないからである.ほとんど中毒ともいえよう.

昨年，つくばで開かれた会議で，講演はそっちのけで
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端末に居座り，四六時中故国の自分のコンビュータにア

クセスしていた人がし、たので，思わず「何しに会議にき

たのJ とからかつてしまった.

最近いくつかの学会では，論文誌の投稿原稿を電子メ

ールで受けつけるようになった.これによって出版も電

子化されつつあり，人手も減るし誤植の入る可能性も減

るわけである.

電子メールのほかに，電子掲示板(BB S) とか電子ニ

ュースと呼ばれているシステムも広く利用されている.

これにより，ネットワーク上の同じ興味をもっ不特定多

数の人に一斉に情報を送ったり， レスポンス(フォロー

という)をもらったりすることができる.いわば，だれ

でも著者になれる(編集者のいなし、)新聞なのである.

また，公開しでもよいデータやプログラムは，ネットワ

ーク上のどこかのコンピュータに置き，世界中の希望者

からアクセス可能にすることもできる.いわば電子的な

図書館である.公開のデータをそこに置いてあることは，

上記のメールやニュースで広報するのが普通である.と

にかく今では，ネットワ -!1につながっていないコンピ

ュータは半人前以下なのである.

3. なぜ日本は遅れたか

このようなことが可能になったのはそんなに遠いこと

ではない.日本で本格的な学術研究ネットワークが始ま

ったのは， 1985年に電気通信法が改正され，いわゆる自

由化が行なわれてからである.

1979年に筆者がカリフォルニアのパークレーの研究所

に滞在していたとき，はじめてネットワークなるものを

使った.これは今から考えればARPANET と呼ばれる

ネットワークであった.研究所の CDC7600 にログイン

し，いわれるままに“UTEL， 42" と打っと，ほどなく

“ UC LONDON GATEWAY" とロンドンが応答し

た.そこで，オッグスフォード近郊のラザフォード研究

所を呼び出して， 1 BM計算機にログインすると，なん

とイギリス時間が表示されるではないか.当り前とはL 、

え感激してしまった.こんなことがL 、ったL 、 L 、つになっ

たら日本でもできるようになるのかと，慨嘆したことを
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思い出す.

日本で，当時からコンピュ -!J は広く利用されていた

にもかかわらず，いわゆるインターネットワーキングが

発達しなかったのにはいくつかの歴史的理由があった.

a) 大型僚の優越

当時計算機とはメインフレームのことで， rセンターJ

に置いて，みんなで使うものであった. r回線J とは大

型機と端末とを接続するものであった.つまり，ダウン

サイジングの波がきてワークステーションが広く用いら

れるまで冒は， LANも必要なかったのである. 1981年 10

月から，大学問ネットワーク(通称Nl ネットワーク)

が運用され，全国の大学の計算機センターのあいだで，

リモートログインとリモートジョブエントリーとファイ

んが転送ができるようになったのは画期的であったが，

あくまでセンターを結ぶ「ネットワーク J であった.

b) プロトコル

研究ネットワークは必然的にマルチベンダーである.

しかし，長いあいだ日本の計算機メーカーはマルチベン

ダ一環境を理解せず，自社の製品で塗りつぶそうとして

いた.ネットワークでも各メーカーは独自のプロトコル

を開発し，自社の製品だけを接続していた.各社がオー

プンシステムを唱え出したのはごく最近のことである.

日本では TCP/IP プロトコルが長いあいだ標準とし

て認められなかった. TCP/IP は， ARPANET をは

じめとするアメリカでの研究から生まれたものであり，

UNIX の普及により現在事実上の標準となっている.

c) 日本語処理

欧米と異なり， 6000種以上もある漢字や仮名を用いて

いる.必然的に 1 文字に 2 パイトを要し，英字との切り

替えも必要である.日本人同士がメールやニュースを交

換するのに，日本語が使えなければ広く普及しない. ワ

ープロや日本語処理の進歩，さらにそれを処理するネッ

トワーク技術の発展があって，はじめて日本の学術研究

ネットワークが動きだしたのである.

d) 通信事業の独占

1985年の電気通信事業法の改正まで，電気通信は電々

公社が独占し，料金，特に専用回線の料金が高額に設定

されていた.このことがネットワークの普及に障害とな

ったことは想像に難くない. DDX パケット通信にも

とづく NI ネットワークでは行 1 円だったので，

>>とか READY とか出るたびに 1 円ずつ課金される

かと思うと，身も細る思いであった.また法律的にもき

びしく制限され， Nl ネットワークにメール機能が織り
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込まれなかったのは，そのためだったといわれている.

JUENT や BITNET が日本で始まったのが 1985 年前

後なのは，そのためであろう.

4. ネットワーク時代の到来

4.1 JUNET 

JUNET と呼ばれるネットワークが，電子メール，電

子ニュースを始めたのは 1984 年であった. JUNET は

Japanese University (後に Unix) Network の略で

ある.創始者の村井純(JDN) の名前からきているとい

うジョークもある.最初は，慶応義塾大学，東京工業大

学，東京大学の UNIX コンピュータを電話線で結び，

UUCP プロトコルにより定時的に通信を行なった. そ

の後参加組織は急速に増大し，大学，国立研究所のみな

らず企業の研究所も加わった.これは，省庁間の壁の厚

い日本では画期的なことであった. JUNETが省庁間，

さらに民間をも結ぶネットワークとなりえたのは，政府

のプロジヱクトでなかったからである.ワークステ}シ

ョン，モデム，電話代など日常経費の枠で，いわば非公

式に構築されたのである.もちろん，運営もボランティ

アによっていた. 1986年には， JUNET はアメリカの

CSNET と接続され，世界ともメールやニュースの交換

ができるようになった.

4.2 BITNETJP 

BITNET は RSCS プロトコルにもとづく電子メー

ル，ファイル転送などのネットワークで，アメリカを中

心に始まった.日本では， 1985年 5 月に東京理科大学が

ニューヨーク市立大学と接続されて以来，広く普及し，

現在 100 以上のノードが接続され，日本 BITNET協会

を組織して運用を行なっている.最初は IBM社の SNA

を用いていたが，しだいにマルチベンダー化し，いまで

は 1 P接続が増大している.

1987 年 6 月には台湾， 1988 年 3 月には韓国と接続さ

れ 3 園は，アジア地区の学術ネットワークの発展のた

めに， CAREN (Consortium of Asian Research 

Educational Network) を組織した.

4.3 WIDE 

村井純らは 1987年に， JUNET の発展として， WIDE 

(Widely Integrated and Distrihuted Environｭ

ment) プロジェグトを開始した.これは， 64-192Khps 

の専用線を用い， TCP/IP プロトコルにもとづくネット

ワークで，日本での初めての研究インターネットワーク

といえよう. WIDE は，東京，藤沢，京都，九州，広島，
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名古屋，仙台などにオベレーションセンターを設置し，

大学，国立研究所，民間研究所，学会などを接続してい

る. 1989年にはハワイと結び，アメリカ合衆国のインタ

ーネットとも接続された.これによって， 日本も国際的

なインターネット・コミュユティの一員となったわけで・

ある.

4.4 JAIN 

JAIN (Japan Academic Interuniversity Netｭ

work) は文部省科学研究費補助金によって組織され

1989年にスタートした実験ネットワークである.媒体と

しては学術情報センターのパケット交換網を利用し，

X.25の上に TCP/IP を載せている.

4.5 TISN 

TISN (Todai International Science Network 国

際理学ネットワーク)は東京大学理学部を中心に，国立

研究所，大学，民間企業を結ぶネットワークで， 1989年

に発足した.高エネルギ一物理学では DECnet が広く

利用されているので， TCP/IP と両方をサポートして

いる.ハワイとリンクをもっている.現在， ヒトゲノム

プロジェクトの GenomeNet と共同して全国的なネッ

トワークを展開しつつある.

4.8 HEPnet-J 

HEPnet-J (High Energy Physics network in 

Japan) はi 高エネルギ一物理学および原子核物理学の

園内および国際的共同研究のために，高エネルギ一物理

学研究所が構築し運用している日本国内の情報ネットワ

ークである.高エネルギー研究所から国際専用回線を介

してアメリカのローレンス・パークレー研究所(その後，

エームズ研究所)に接続され，さらにアメリカからヨー

ロッパへ接続されて，世界的な高エネルギ一物理学研究

情報ネットワーク HEPnet の一員となっている.プロ

トコルは DECnet と TCP/IP が中心で，一部 FNA で

接続している.さらに TV 会議を HEPnet のーサービ

スとして世界的に整備しようとしみ機運もある.

4.1 SINET 

学術情報センターは，文部省傘下の国公私立大学，研

究所等に，高速の専用線を借用して X.25 にもとづくパ

ケット網をサービスしている.はじめは， N1 ネットワ

ークのためにのみ用いられていたが，その後一部のパン

ド傾をインターネットワーキングのために用意し， J A 

INなどもこれを用いていた.

1991年に，同センターは 8 大学を結ぶ TCP/IP パッ

クボーンネットワークを構築し， SINET と名づけた.

1992 年 12 月号

表 1 ネットワークのドメイン数(1992年夏)

WIDE 58 

BITNETJP 118 (ノード数，組織は82)

SINET 9 

JAIN 45 

TISN 17 

HEPnet 38 

TRAIN 17 

アメリカとも接続している.

4.8 地域ネ・7 トワーク

最近になって地域単位で研究ネットワークを構築しよ

うという動きがでてきた.もつか活動を始めているのは

東京地区の TRAIN で，東京大学大型計算機センター

を中心に 64Kbps の専用線で結合しようとしている.

4.9 相互接続

各研究ネットワークのドメイン(参加組織)の数を本

年中頃現在で表 1 に示す.各ネットワークとも急速に増

大しているので，あくまで参考程度である. JUNET の

一部は上記のネットワークに移行したが，大部分はダイ

アルアップ電話によるストア・アンド・フォワードの接

続である.約 500 ドメインであるが，正確な数の資料は

手元にない.

いうまでもなく，これらすべてのネットワ-?は互い

に接続され，それぞれの方針にもとづいて相互に通信を

行なっている.特に 1 P ネットワークは，いずれかのネ

ットワークに参加すれば，他の 1 P ネットワークに属す

る組織とも相互に通信できる体制になっている.東京大

学および京都大学で 3 つのネットワークが相互接続を行

ない，九州大学と大阪大学では WIDE と JAIN が相互

接続している.もしある 1 P ネットワークのリンクが切

れた場合には，思IJの 1 P ネットワークのリンクに自動的

に切り替わるようになっている. 1 P以外のネットワー

クとの相互接続は， TISN から HEPnet-J へ， WIDE 

から BITNETJP へそれぞれ行なわれている.

5. 研究ネットワーク連合香員会

このように現在日本には数多くの研究ネットワークが

構築され，国内国外の各大学・研究機関とのあいだで活

発な情報交流が行なわれている.しかし各ネットワーク

の運営自体はそれぞれいろいろな形で独立に行なわれ，

将来の全日本的なアカデミック・ネットワークの構想，

運用などについて十分な議論を行なう場がなかった.ま

た圏外の研究者から見たとき，全日本的なアクセスポイ
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ントをどうしたらよいかという問題も出てきている.

世界に広がる学術研究のネットワークが有効に機能す

るためには，さまざまなレベルできちんと管理されてな

ければならない.たとえば，各組織には世界中で一意的

なドメイン名(東京大学なら u-tokyo. ac. jp) をつけ

なければならないし，各コンピュータにはやはり世界中

でユニークな 1 P アドレスを振らなければならない.も

ちろん，管理がかえって利用者の妨げになってもいけな

い.しかし，コンヒ。ュータ・ネットワークは歴史的にも

草の根から育ってきたので，歴史もパックグラウンドも

異なる多数のシステムが入り乱れている.

このような状況のもとで，将来わが国の学術研究ネッ

トワークの一層の発展， ネットワークの将来の技術の研

究開発，国外のネットワークとの交流の促進を図り，今

後の全日本的なアカデミック・ネットワークのあるべき

姿を学術団体の立場から考え，基本的な構想を議論する

ことを目的として研究ネットワーク連合委員会J

(JCRN, Japan Committee for Research Netｭ

works) が 1990年 10月に設立された.JCRN は，日本にお

ける主要な理工系の学会(約30学会)と，現在活動してい

る前述の学術ネットワークの代表から構成されている.

児玉正恵編

臨副首盟副H

ネットワークだけではなく，利用者の団体ともいえる学

会等の学術団体をも構成員として含んでいるところに，

JCRN の特徴がある.

JCRN が今後行なうべき仕事は次のとおりである.

1)圏内における研究ネットワークの一層の高度化とネッ

トワーク相互の連絡調整.

2)海外の各研究ネットワークとの連絡調整.

3) ネットワークの新しい技術の突換，技術の移転の推進

4)今後の日本における研究ネットワークの社会的地位の

確立と向上.

目下重要な機能は， JNIC (Japan Network Inforｭ

mation Center) の活動である. JNIC は， ドメイン名

や 1 P アドレスなどのネットワーク全体で共有すべき資

源を割当て管理する組織である.また，一般の利用者に

対しでも研究ネットワーク全体の情報窓口として機能す

る.今のところ，財政的基盤も乏しく，活動は始まった

ばかりであるが，今後の進展が期待される.全日本的に

新しいネットワーク構築に向けてのより積極的な議論が

行なわれ， アメリカの NREN (National Research 

and Education Network) 計画にも対抗できるプロジ

ェクトが構想されることを願っている.

高度情報化社会をむかえ，ますます高度化，複雑化
する今日の社会経済現象の解明に情報の量・価値
の理論や情報技術を用い，また数理的・計量的分析
の基礎としての数学，統計学， OR等を利用する必要
性が高まっている今本シリーズは，経済・経営学を学
ぶうえに必要な数理の基礎知識を与え，また数理や
情報カ、斯学で如何に応用されているかを解説した
教科書・参考書群である。

回線形数学 菊田健作著/定価2678円 〈最新刊〉
大学文科系学生およびビジネスマンを対象に，線形代数の基礎とその応用としての線形計画法をわかりやすく解説した入門書。
高校数学を予備知識として，具体例を中心に展開し，補足的にやさしい聞を各所に配す。

園基本確率 玉置光司著/定価2472円 〈最新刊〉
微積分の初歩のみを用い，数学的理論に深入りしないよう配慮した教科書・参考書。厳密な記述よりは直感に訴える記述を心
卦l九多くの応用例を解くことにより.確率論的考え方に習熟できることを目的とする。

回基本数理統計学 児玉正憲著/定価3296円 〈最新刊〉
数理統計学の基本的な考え方と手法を紹介する。初歩的な内容を含めながら基本的なものに限定し，わかりやすく説明する方
針をとる。必要な数学や厳密な証明は付録にゆずり，例によって理論を確認する。

国境美実現のための 原田康平著/定価2369円 〈最新刊〉
コンピュータ初学者を対象に， BASICによるパソコン利用法の一端を紹介する。基本的なプログラムの書き方を学んだあと，さら
に高度な統計解析，シミュレーション，数値計算などに挑戦してゆく。

園経済のゲーム分析 村田省三著/定価2575円 く 11 月刊〉
基本的なゲーム分析の見通しのよさをもって経済分析に応用可能な個別理論をとらえてゆく。極力題材を絞り，かつ簡潔に要領
よく解説することにより，ゲーム理論を手っとり早く学ぶ際の好個の入門書となっているの
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