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ブロックチェーン

プロット開発部Yさんの趣味はアプリを使ったランニング！
今回はそのアプリ紹介も含めじっくり語ってもらいました！
−
−−はじめに、ランニングを始めたきっかけはなんですか。
Yさん

きっかけは単純にダイエットです（笑）。最初は少し

ジムにも通ったのですが、
コスト面や周りでトレーニングされ
ている方々の「本気度」に圧倒され…。当時住んでいた家の
裏がちょうど土手だったこともあり、気軽にできるランニング
を始めました。

ISO27001、
ISO9001認証取得

−
−−どれくらいの頻度で走られているのでしょうか。

昨今、仮想通貨のBitCoinが話題となっています。そのBitCoin
を支える技術として「ブロックチェーン」と呼ばれる認証システム
があります。
従来の認証システムとは異なり、管理サーバーを必要とせず世界
中の参加者のコンピューターに分散して情報を置き、監視を行って
いるため、1人がデータを改ざんしたとしても、全てのデータとの
整合性が取れず改ざんしたデータは意味をなさないものとなりま
す。世界中の参加者のコンピューターが常に監視を行っている状態なの
で世界中のコンピューターが無くならない限り、システム障害・改ざん
に強く、低コストで運用ができる革新的な技術と言えます。

Yさん 今は主に平日の夜、週3日は走るようにしています。
−
−−ではアプリはいつ頃から使い始めたんですか？
Yさん 2年半ほど前からですね。陸上をしていた友達から
教えてもらいました。当初は複数の友達と日々ランニング

ブロックチェーンの由来は、取引記録を１つのブロックにまとめて鎖

（チェーン）のように繋いで保存するデータです。

取引記録を繋げる際に、１つ前の取引記録のハッシュ値を埋め込んでい

きます。取引記録を改ざんした場合、ハッシュ値が変わってしまい取引記

をしては結果を報告し合って競うように使っていました。

録が崩れてしまうため整合性が取れなくなり、不正と判断されます。

−
−−そのアプリについて、もう少し詳しく教えてください。

行のような管理サーバーは必要ありません。ユーザー同士のやりとりは、

Yさん 僕が使っているのは「Nike+ Run Club」というアプリです。
今やAPPLE WATCHでも専用モデルが出るほどメジャーなものですが、ダウンロード無
料でログインすればすぐに使えます。GPS設定を（使用中だけでも）ONにし、目標距離を
設定して走り出せば、走行ルート・距離・高低差・ペース配分・消費カロリーなどを計測し
てくれます。走行中も音声にて「○km突破・タイム○分・1kmのペース○分○秒」と教え
てくれます。使い初めの時に「賢いなぁ〜」と思ったのは、街中だとどうしても信号や踏切
で止まってしまう時。そんな時もちゃんと自動で計測を中断してくれるんです。
−
−
−このアプリを使い始めて、良かったことなどはありますか？
Yさん
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やっぱり自分の成果が「見える化」されるのは大きいなと思いましたね。しんどい

思いをして走った結果がしっかりと確認できるので達成感があります。あとは総走行距離に
よってインターフェースの色が変わるランレベルや、最長距離を走ったり○ヶ月連続ランな
どでもらえるトロフィーといったアプリならではの演出があ
るので、モチベーションも維持できています。

またブロックチェーンには、ユーザー同士がやり取りを行う際の従来の銀

参加しているユーザーのコンピューターに分散（P2P方式）し保存が行われま
す。そのため、自身の情報を改ざんして数値を変えた場合でも、他の参

加しているユーザーのコンピューターとの整合性が取れなくなるため改
ざんしたデータを利用することができなくなります。

当初はBitCoinの技術という位置づけでしたが近年は、金融以外に
ブロックチェーン技術を応用したブラウザ・
SNS・クラウドストレージなどでも利用されてい
ます。今後もいろいろな分野で活用できないか非常
に注目が集まっており、国内外問わず多くの大企
業がブロックチェーンの活用を検討しています。
※ハッシュ値…あるデータを変換した固定長のデータ
（値）
。
1文字でもデータが変わるとハッシュ値も全く違う値になる。

ちょっとした失敗談としては、どうしてもスマホを持って
ランニングするので画面を確認しようと取り出した時に落と

日経 BP 社主催

してヒビを入れてしまったことですかね。。。

Cloud Days 東京 2018・Cloud Days 関西 2018

−
−
−最後に一言お願いします。
Yさん

出 展 の ご 案 内

日々の業務がデスクワークばかりで身体を動かすこ

「ファイル無害化」など標的型攻撃メール対策が可能な
セキュアソリューションをご紹介いたします。

とがない！という方に、ランニングは気軽に始められるので
イベント出展レポート

2018年
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プロット調査隊が行く！

「変わりゆくヨドバシカメラ」編
ット
プロ fo
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Cloud Days 東京 2018

あったりもします。さらにアプリを使うことによってデータ

Sky 株式会社様主催 ICT 教育環境整備ご担当者様向けセミナー
「これからの ICT 教育環境を考える」

連載
企画

ぜひオススメです。健康に良いのはもちろんですが、時には
コースを少し変えてみると住んでいる街の中で新しい発見が

日経 BP 社主催

Cloud Days 東京 2018・Cloud Days 関西 2018
出展のご案内

展示 10:30 〜 18:00
2018年2月20日
（火）
〜21日
（水）
開催
会場 ザ・プリンスパークタワー東京
出展ブース ブース番号714
セミナー講演日時 2月21日
（水） 15:40〜16:20
会期

が蓄積され成長がわかるので、継続は力なりを実感できるは
ずです。まずはウォーキングと組み合わせながら無理のない
距離やペースで走ってみてください！

Cloud Days 関西 2018
2018年3月8日
（木）
〜9日
（金）
開催 展示 10:30 〜 18:00
会場 グランフロント大阪
出展ブース ブース番号1401
セミナー講演日時 3月9日
（金）14:00〜14:40
会期
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セミナーテーマ
デモで分かる！最新の防御トレンド「ファイル無害化」と「ネットワーク
分離環境下のファイル交換」
事前登録、展示会・セミナー情報の詳細についてはイベントサイトをご覧ください。
東京開催 http://expo.nikkeibp.co.jp/cloud/tky/index.html
関西開催 http://expo.nikkeibp.co.jp/cloud/osk/index.html

出展概要
先日開催されましたSky株式会社様
主催のICT教育環境整備ご担当者様向
けセミナー﹁これからのICT教育環境
を考える﹂に株式会社プロットもブース
出展致しました︒
当セミナーは教育委員会︑教職員の方
を対象にタブレット端末をはじめとする
ICT環境整備に関する課題と対策を
テーマにしたセミナーです︒

ネ ッ ト ワ ー ク 分離モデル﹂
﹁Smooth Fileネットワーク分
離モデル﹂は︑学習系ネットワークと校
務系ネットワークなどに分離している環
境において︑異なるネットワーク間での

対応したICT環境を見据えて︑タブ

近年︑教育現場では新学習指導要領に

紹介させて頂きます︒

した︒出展製品を左記にてご

ソリューションを出展致しま

ラインに沿ったセキュリティ

間でのファイル授受・

ファイル無害化システム

て新規に開発したファイル無

ル無害化機能﹂をベースにし

﹁Mail Gazer﹂は︑外部から届

﹁Mail Gazer﹂
できます︒

ステムとして追加することが

ファイル無害化のみを行うシ

セキュリティ意識は高く︑セ

教育委員会︑学校法人での
キュリティ強靭化は今後の重

Temp Box にリレー配送

添付メール受信

ICT教育環境整備ご担当者様向けセミナー
﹁これからのICT教育環境を考える﹂

レット端末を導入するケースが増えてお

分離されたネットワーク

出展製品紹介

り︑運用管理面での課題対策が必要と
また昨年2017年に文部科学省から

なっております︒
﹁教育情報セキュリティポリシーに関
するガイドライン﹂が公表され︑それ
に沿った対策も行っていく必要があり

離を行います︒隔離した添付ファイルは
害化に特化したシステムで

﹁Smooth File

﹁Smooth Fileネットワーク分離
す︒分離されたネットワーク

今回弊社ブースでは︑教育情報ガイド

ます︒

モデル﹂や﹁Fast Sanitizer﹂
間でのファイル交換の仕組み

にて無害化することも可能です︒

く教職員宛てのメールをアーカイブする

を導入済の環境に対して︑

システムです︒過去に送られてきたメー

メールのアーカイブシステム

クト除去﹂
﹁PDFファイルのスクリプト

﹁Officeファイルの埋め込みオブジェ

ルを検索・抽出することが可能です︒

ファイル授受を行うシステムです︒

除 去﹂﹁画 像 フ ァ イ ル の メ タ 情 報 除 去﹂

フ ァ イ ル を ア ッ プ ロ ー ド し た 際 に︑

等︑自 動 で フ ァ イ ル を 無 害 化 し 渡 す こ
Mail Gazerでメール原本を保持

総括

とができます︒
ル時にメール内容を確認することがで

することで︑PCの故障などのトラブ
メール本文や添付ファイルの無害
要課題として皆様認識されて

DMZ ネットワーク
インターネット接続系ネットワーク
基幹系ネットワーク

インター
ネット
駅
梅田
阪急

田駅
東梅

西梅田駅

四つ橋線

プロット製品ラインナップ
堂島
アバンザ

外部との大容量ファイル
転送 / 共有
OUT

IN

インターネット接続系
クライアント端末

Fast Sanitizer
ファイル無害化
基幹系
クライアント端末

〒530-0011
大阪府大阪市北区大深町1-1

無害化前
ファイルを
ドラッグ
無害化済
ファイルを
ドロップ

うか。非常に楽しみですね。
谷町線

ヨドバシ梅田
大
JR

駅

大丸
阪

所在地
ザ・リッツ
カールトン

外部とのファイル
転送 / 共有
ネットワーク分離モデル

はどのような街になっているのでしょ

・自動添付 ZIP 化
・自動 BCC 変換

この宿泊施設は観光バスが乗降できる交通ターミナル施設も導入予定で、

オリジナルメール
確認
WEB インターフェース
経由でファイル交換

す。この施設が完成したころには梅田

メール無害化モデル

観光客にとっても非常に利便性の高い

きます︒

施設になることと思います。

・ファイル交換
・ファイル無害化

メール
アーカイブ

大型の商業施設とも一体化していることもあり、外国人観光客や県外からの

ウイルススパムフィルタ

ジャーナル接続
メール取り込み
オリジナルメール
配送
無害化メール
配送

地上 35 階、
客室数 1000 室の大阪でも最大級のホテルとなる予定です。

化システム

歩行者ネットワークの整備」として

おりました︒ICT活用とセ

ッキも計画の一部である「重層的な

・メール無害化
・なりすまし検知

現段階でヨドバシ梅田タワー
（仮称）
は百貨店や飲食店を兼ね備えた、地下 4 階

﹁Temp Boxメール無害化モデル﹂

これによりヨドバシカメラ周辺

キュリティ強靭化はともに進

は現在開発がすすんでおり、回遊デ

ファイル無害化エンジン

昨年9月より着工しています。

添付ファイル
自動転送

完成は2019年12月を予定していま

ヨドバシ
梅田

ずルートの整備も計画しているよ

﹁Temp Boxメール無害化モデル﹂

め、ヨドバシ梅田タワー（仮称）も

めていく必要がありますの

む回遊デッキを先行して建設し始

﹁Fast Sanitizer﹂

末に公表され、ヨドバシ橋をふく

は︑標的型攻撃メールの対策として教

この一体開発計画は2016年8月

で︑今後も弊社は文教向けの

「ヨドバシ梅田一体開発」として事業計画を決定したことにより始まりました。

﹁Fast Sanitizer﹂は︑当

この開発は、大阪周辺の大規模な開発にともない、都市計画に基づくまちづ

職員宛の有害メールを自動で無害化す

くりに貢献する開発のタイミングだと判断した株式会社ヨドバシカメラが、

セキュリティ強靭化を支援で

設しており、最終的にはヨドバシカメラと

基幹ネットワーク用
メールサーバー

阪急

アクセスが便利になったヨドバシ橋

社がネットワーク間ファイル交換ソ

ヨドバシ梅田タワー
（仮称）
を囲むように回遊デッキを建設する予定です。

るシステムです︒

現在、株式会社ヨドバシカメラは、ヨド

きるように製品のバージョン

バシ梅田タワー
（仮称）
とともにこの橋を建

リューションとして従来より提供して

かかったことだと思います。

メールの内容を検査し︑HTMLメー

ヨドバシカメラへの橋、通称
「ヨドバシ橋」
が

アップを行ってまいります︒

すでしょうか？実際に感じる変化としては、

分離モデル﹂に実装していた﹁ファイ

皆さんは、最近ヨドバシカメラ周辺が大き

いる﹁Smooth Fileネットワーク

く変わってきていることに気が付いていま

ルのテキスト化︑メール本文内にある

「変わりゆくヨドバシカメラ」編

システム構成例
うなので、
より一層アクセスの向上が期待できますね。

[4]

開通！ヨドバシ橋！そしてヨドバシの隣には何ができるのか？？
今回は、開発中のヨドバシカメラを取材してきました！

URLの非リンク化︑添付ファイルの隔

最近梅田
のヨドバ
シカメ
ラ付近は
大きく変
わり、
とくに隣
では工事
をして
いますが
、一体何
ができ
るのでし
ょうか？
調査をお
願いしま
す！

無害化メール
確認
無害化済ファイル
ダウンロード

新梅田シティ

開通しました。
今後も地上のみなら

工事中のヨドバシ梅田タワー（仮称）

[1]

イベ ント出展レポート
運用部）
からの質
問
C.H.さん（

インターネット接続
ネットワーク用
メールサーバー

1.19 金 開催
[3]

2018年1月19日
（金）開催
[2]

