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■ はじめに

このたび、平成27年2月24日（火）から3月6日（金）の11日間、福岡にて「APRICOT -APAN 2015」が
開催されます。

APRICOT は、アジア太平洋地域のインターネットインフラストラクチャーの発展のため、同地域の技
術者を主に、必要な知識や技術の向上を目指し、1996年に初めて開催されました。以来、毎年1回ア

ジア太平洋地域のさまざまな都市で会議を開催し、世界トップレベルの専門家を講師として、実用的
な技術と知識の習得を図ってきました。

また、APAN は複数の研究機関から形成されるアジア太平洋地域を結ぶ国際的な非営利組織です。
1997年の設立以降、同地域における高度なネットワーク環境を提供し、研究者や関連する教育機関
をサポートしており、半年ごとに行われる会議では、常に300名前後の参加者が集まります。

APRICOT とAPAN の共同開催は2011年に香港で行われ、61ヶ国1,100名が参加し成功を収めまし

た。第二回目となります今回は、最新のネットワーク技術や運用知識を、ビジネス、研究、および教
育などさまざまな分野で共有しあうことを目的とし、新しい研究機会やビジネスリレーションのきっか
けを創出する場とするため、日本で開催する運びとなりました。

つきましては、是非、盛会の評を博し、記憶に残る会合といたしたく、ご協力をお願い申し上げる次
第です。

APRICOT-APAN 2015 日本実行委員会
委員長 細谷 僚一
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■ 開催概要

名称: APRICOT-APAN 2015
日時: 平成27年2月24日(火)～3月6日(金)
会場: 福岡市(福岡国際会議場、JR博多シティ)

主催： Asia & Pacific Internet Association (APIA)
Asia-Pacific Advanced Network Limited (APAN)

ホスト： APRICOT-APAN 2015 日本実行委員会

後援（予定）： 経済産業省、総務省、厚生労働省、福岡県、福岡市

構成内容： ワークショップ、チュートリアル、コンファレンス、ワーキンググループセッション、
併設展示・デモ、レセプション、ソーシャルイベント

使用言語： 英語

参加人数： 1,000名（予定）（内海外400名；60カ国）
参加費 ： Workshops 45,000円 （2月24日（火）～28日（土））

Conference 36,000円 ～ 60,000円 （3月 2日（月）～ 5日（木））

対象： アジア太平洋のインターネットコミュニティ、ネットワーク運用に携わる技術者
からポリシー策定・資源管理に興味を持つ方まで、アジア各国のインターネット
インフラに興味を持つ方
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■ 開催趣旨

APRICOT とAPANを同時に開催することで、異なる要素を持つ

二団体それぞれの利点を活かした、アジアでも最大のインターネ
ットに関する国際会議が実現できます。アジアに対して日本の存
在感をより大きく示すだけでなく、世界各国からの参加者と交流
し、日本以外で流通している情報を得るなど、新しい研究や海外
とのビジネスリレーションを得るきっかけを設けることが可能にな
ります。このように、参加者同士が、インターネットの最新情報を
共有したり、様々な分野と提携する切り口が得られることを目的
としてAPRICOT-APAN 2015 を開催いたします。
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■ APRICOT‐APAN 2015 日本実行委員会

委員長
細谷 僚一 (インターネットマルチフィード株式会社 代表取締役副社長)

委員
石田 慶樹 (日本インターネットエクスチェンジ株式会社 代表取締役)
岡村 耕二 (九州大学 情報基盤研究開発センター 副センター長)
北村 泰一 (独立行政法人情報通信研究機構)
後藤 滋樹 (早稲田大学 理工学術院 基幹理工学部 情報理工学科 教授)
鶴巻 悟 (BBIX株式会社)
松崎 吉伸 (株式会社インターネットイニシアティブ)
前村 昌紀 (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 ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ推進部 部長)
山下 達也 (NTTコミュニケーションズ株式会社 先端IPアーキテクチャセンタ 所長)

事務局
スコット・マクドナルド (株式会社イーサイド イベント事業部 部長)
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■ プログラム構成

2015年2月24日（火）－28日（土） 2015年3月2日（月）－5日（木） 2015年3月6日（金）

構成

APRICOT
Workshops

(JR博多シティ）

APRICOT 2015
APAN 39

（福岡国際会議場）

APNIC Member
Meeting

（福岡国際会議場）

内容

中小ISP運用者向けハンズオン
ワークショップ形式（IPv4/6BGP、

ネットワーク管理、
ネットワークインフラ、など）

100-150名参加規模

両国際会議が同時に開催され、共同プレナリーセッショ
ン、共同レセプションなどで異なる要素を持つ二団体そ

れぞれの利点を活かす。

基調講演、コンファレンス、チュートリアル、ワーキング
グループなどネットワークの基盤技術から応用まで

50セッション以上のコンテンツ提供。

併設展示・デモ、複数Social Event も開催。

APRICOT 800名参加規模；APAN 300参加規模

APNIC会員中心
200-300名参加規模

参加費
（予定）

5日間通し
45,000円（予定）

（教材、ランチ込み）
（定員：各25名）

4日間通し
45,000円（予定）

（全APRICOT、APAN、APNICセッション参加可）
（ランチ、レセプション込み）

APNIC会員 無料
非会員 無料（予定）

（ランチ込み）
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■ 開催場所｢福岡」
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■ 福岡国際会議場
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■ APRICOT
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■ APRICOT

The Asia Pacific Regional Internet Conference on Operational Technologies (APRICOT)はア
ジア太平洋地域でインターネットに関わる人々のフォーラムで、1996年にシンガポールで最初
に開催されて以来、毎年開催場所を変えながら開催されています。インターネットはファイバ事
業者やISP、イントラネットやモバイルネットワーク、ホスティング事業者やサービス事業者、
ベンダーやソフトウェア開発者等が複雑に連係しつつ様々な技術要素で構成されています。
この驚く程複雑なシステムを日々安定的に運用し、将来に渡って発展的に継続させていくには、
世界の先駆者に学び、またお互いの経験を共有する事が不可欠です。APRICOTはその様な
知見を必要とする人々にセミナーやワークショップ、チュートリアルやカンファレンスセッション
等を提供しています。

プログラム内容は毎年その時々の必要に応じて変わってきていますが、技術者向けのトレー
ニングではBGPルーティングやネットワーク運用、ネットワークセキュリティ等のワークショップ
を開催したり、IPv6やDNS/DNSSEC、WiFiやMPLS、DoS対策やIPアドレス資源管理等のチュ
ートリアルが開催したりしています。カンファレンスセッションでは、最近の研究動向や標準化
動向から、運用や計測、サービスの提供状況等、各ネットワークでの経験が共有される技術
的なセッションが多くなっています。APRICOTでは多くのネットワーク事業者が集まるため、相
互接続の動向やISPやIXの紹介を行う様なセッションも開催しています。実際に顔を合わせて
交渉する良い機会でもあるので会期中に相互接続の調整も行われている様です。
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■ APRICOT開催実績
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■ APRICOT参加層
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■ APRICOT 2005

過去の日本開催実績：
APRICOT 2005
http://www.apricot.net/apricot2005/
18-25 February 2005 / Kyoto International Conference Hall

参加者数：860名; 41ヶ国
（JP 415名, US 90, AU 40, CN 40, SG 40, TW 35 TH 35, KR 30）

協賛組織：32社
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■
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■

APAN (Asia-Pacific Advanced Network)
http://www.apan.net/

Asia-Pacfic Advanced Network (APAN)は、1997年に活動を開始した学術ネットワークプロジェクト

の相互接続を調整する団体です。アジア太平洋地域内の学術ネットワーク関わるあらゆる分野
の研究者が協力して、ネットワーク基盤から応用までの幅広い情報を共有して研究活動を行って
きました。その一例として、IPv6を直接に回線上で運用する実験を、APANは既に1997年から開始
しています。

APAN会合は年2回行われています。会合において研究活動を発表し、その結果を共有し、また結
果の改善のための討論を行なう場としてAPAN会合が活用されています。会合は通常、5日間に
わたって開催されます。5日間連続してセッションを運営する医療作業部会の他、通常は木曜日終
日を利用して行なわれるNetwork Engineering Workshopにより、ネットワークの最新技術の動向を
把握できます。また、各国の回線敷設計画、あるいは増速計画の情報を交換し、それがもたらす
影響を話し合うこと等が行なわれます。

APAN会合に参加されると、ネットワーク技術のみならず、高速あるいは超高速ネットワークが一

般生活におよぼす影響を各作業部会の発表からうかがい知ることが出来ます。これは、通信事業
者あるいはコンテンツプロバイダーの皆様が、今後の企業戦略をたてる上で重要な情報を得るこ
とになると考えています。
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■

通信基盤から農業、医療現場への応用
インターネットに関わる研究項目は多岐に渡ります。例えば、IPv6は通信方式の一つです。ただし、
APANの活動は通信基盤だけにとどまりません。APANの特徴的な活動として農業への応用が設

立当初から活発に行なわれています。農業においては、作物を成育させるために耕地の状態を
把握しなければなりません。これは地球観測であり、またセンサーネットワーク技術が必要です。
気象の急激な変化に耐える穀物の開発はゲノム技術です。市場動向を把握するマーケティング
は、いわゆるビッグデータの解析です。

医療への応用もAPANの特徴の一例です。欧米にも、APANと同様に学術ネットワークを統合する
活動をしている組織があります。そこでもAPANと同様の研究活動が行われており、医療技術もそ
こに含まれています。APANと欧米の組織の違いは、APANの医療研究活動を行なっているのが

普段は医療現場で活躍している現役の医療関係者だという点です。このような研究者がネットワ
ーク技術者に対して、気兼ねなしに要求を出して、インターネットを使った実験的医療行為の実現
を目指して、活発に研究活動を行なっています。

以上のように、APANは学術ネットワークを利用して、欧米と同等の国際水準の通信技術の研究
活動を行なうと同時に、APANの仲間は、他の地域では行なえなかったような貴重な研究成果を
あげています。
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■ 開催実績

過去の日本開催実績：
21st APAN Meeting in Tokyo
http://www.apan.net/meetings/tokyo2006/
22-26 January 2006 / Akihabara Convention Hall, Tokyo

参加者数：300名;24ヶ国
協賛組織：15社
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協賛のご案内
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■プラチナスポンサー
ご協賛金額： 5,000,000円（消費税別） 5社限定
お申し込みは2013年11月1日 (金) 10:00 より先着順にて受付いたします。

ご出展
2小間とパッケージブースご提供 ；出展期間2015年3月2日（月）－5日（木）；4日間

フルカンファレンスパスのご提供
プラチナスポンサーとして5名分のコンファレンス参加費免除

当日配布プログラム広告掲載
広告掲載 (A4サイズ 、1ページ、カラ―、1,000部配布予定）

資料配布
A4サイズ 、1点、カンファレンスバッグに広告チラシを封入 1,000 部

ロゴ・社名掲出
プラチナスポンサーとして告知サイト、会場看板、印刷物、配布物、制作物、
DM、プレスリリースなどで掲出

Opening Reception/Closing Social Event へのご招待（追加3名）

APNIC Member Meeting Dinner へのご招待 （1名）

協賛社昼食会
APRICOT/APAN/APNICの役員との昼食会へのご招待（1名）

パッケージブース（イメージ）
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■ゴールドスポンサー
ご協賛金額： 3,000,000円（消費税別）
お申し込みは2013年11月1日 (金) 10:00 より先着順にて受付いたします。

ご出展
1小間とパッケージブースご提供 ；
出展期間2015年3月2日（月）－5日（木）；4日間

フルカンファレンスパスのご提供
3名分のコンファレンス参加費免除

当日配布プログラム広告掲載
広告掲載 (A4サイズ 、1ページ、カラ―、1,000部配布予定）

資料配布
A4サイズ 、1点、カンファレンスバッグに広告チラシを封入 1,000 部

ロゴ・社名掲出
ゴールドポンサーとして告知サイト、会場看板、印刷物、配布物、
DM、プレスリリースで掲出

Opening Reception/Closing Social Event へのご招待（追加3名）

APNIC Member Meeting Dinner へのご招待 （1名）

協賛社昼食会
APRICOT/APAN/APNICの役員との昼食会へのご招待（1名）

パッケージブース（イメージ）
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■シルバースポンサー
ご協賛金額： 1,000,000円（消費税別）
お申し込みは2013年11月1日 (金) 10:00 より先着順にて受付いたします。

ご出展
１小間とパッケージブースご提供 ；
出展期間2015年3月2日（月）－5日（木）；4日間

フルカンファレンスパスのご提供
2名分のコンファレンス参加費免除

ロゴ・社名掲出
シルバースポンサーとして告知サイト、会場看板、印刷物、配布物、
DM、プレスリリースなどで掲出

Opening Reception/Closing Social Event へのご招待（追加1名）

APNIC Member Meeting Dinner へのご招待 （1名）

協賛社昼食会
APRICOT/APAN/APNICの役員との昼食会へのご招待（1名）

パッケージブース（イメージ）
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■ブロンズスポンサー

ご協賛金額： 500,000円（消費税別）
お申し込みは2013年11月1日 (金) 10:00 より先着順にて受付いたします。

フルカンファレンスパスのご提供
1名分のコンファレンス参加費免除

ロゴ・社名掲出
ブロンズスポンサーとして告知サイト、会場看板、印刷物、配布物、
DM、プレスリリースで掲出

APNIC Member Meeting Dinner へのご招待 （1名）

協賛社昼食会
APRICOT/APAN/APNICの役員との昼食会へのご招待（1名）
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■ お申込とお問合せ

APRICOT–APAN 2015 日本実行委員会 事務局
(株式会社イーサイド内)

担当： スコット マクドナルド、太田 奏
〒105-0012 東京都港区芝大門二丁目1番16号 芝大門MFビルB1階
TEL: 03-6435-8789   FAX: 03-6435-8790
email: apricot-apan-office@e-side.co.jp

申込方法

お申し込みは2013年11月1日 (金) 10:00 より先着順にて受付いたします。
別紙申込書の必要箇所にご記入を頂き、FAXもしくはemailて実行委員会事務局までお送り下さい。

申込一次締切
2014年9月12日（金） 締切に間に合わない場合は別途ご相談ください。

ご請求
申し込み締切後、メールにて請求書の内容をご確認頂いた後、原本を発送させて頂きます。
請求書発行月の翌月末（2014年11月末予定）にご入金を頂けますようお願い致します。
尚、振り込み期日等希望がございましたら、事前にご相談ください。
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■APRICOT‐APAN2015協賛申込書

会社名：

URL：

担当者： 所属部署：

所在地： 〒

Tel: Fax:

email：

ご協賛の種別： □ プラチナ □ ゴールド

□ シルバー □ ブロンズ

ご協賛金額： ￥ （消費税別）

プラチナ 1口 (￥5,000,000) からお申込みを承ります。（消費税別）
ゴールド 1口 (￥3,000,000)  からお申込みを承ります。（消費税別）
シルバー 1口 (￥1,000,000)  からお申込みを承ります。（消費税別）
ブロンズ 1口(￥ 500,000)  からお申込みを承ります。 (消費税別）

お問い合わせ
APRICOT-APAN 2015 日本実行委員会事務局
株式会社イーサイド内
担当：イベント事業部 太田、Scott Macdonald 
Tel: 03-6435-8789  Fax: 03-6435-8790
email: apricot-apan-office@e-side.co.jp
※実行委員会は協賛受付に関する業務の一部を事務局である株式会社イーサイドに委託しています。

申込一次締切日 2014年9月12日（金）

FAX: 03-6435-8790

APRICOT-APAN2015の開催趣旨に同意しましたので、下記の通り協賛の申し込みをいたします。

申込日 年 月 日

以下をご一読の上、必要事項をご記入ください。本申込書をAPRICOT-APAN2015日本実行委員会(以下「実行委員会」)および実行委員会において対外組織との
契約行為を代行する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が受理・確認した時点で契約完了となります。

APRICOT-APAN2015日本実行委員会 行


