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仮説

• COVID-19でトラヒックが増えた

• ありそうな要因
• リモートワーク
• stay homeや生活の変化

• 考慮点
• 単に通信が移動しただけかもよ？

• オフィス → 家庭

• インターネットの使い方は変った？
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COVID-19以前をこれとすると

2019/07/26 maz@iij.ad.jp 5

お家 オフィス



リモートワークで通信が発生する？
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お家 オフィス



stay homeで通信利用が増える？
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お家 オフィス



網へのインパクトがあるか

•データや通信量の大きさ
•端末の多さ
•継続性

•量が多そうな通信
• ゲーム
• 動画
• ビデオ会議
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大手ISP(米)のトラヒック傾向
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https://www.nokia.com/blog/network-traffic-insights-in-the-time-of-covid-19-june-4-update/

3月中旬から30%以上増加



我が国トラヒック
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https://www.soumu.go.jp/main_content/000699741.pdf



IIJ フレッツ / ダウンロード
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PPPoE IPv6 IPoE

https://eng-blog.iij.ad.jp/archives/5813

• ダウンロードは全般に増加
• 特定のサービスが伸びてるわけじゃない



IIJ フレッツ / アップロード
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PPPoE IPv6 IPoE

https://eng-blog.iij.ad.jp/archives/5813

• アップロードは業務時間帯に増加
• お昼休みに減る



NTT東日本
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平日トラフィック 土日トラフィック

本トラフィック情報は、フレッツ光（コラボ光含む）のIPoE方式、PPPoE方式を利用したインターネット接続サービスについて測定したものです。
平日グラフ：対象週の平日トラフィック量を各時間毎に平均したものです。
土日グラフ：対象週の土曜/日曜を各時間毎に平均したものです。

https://www.ntt-east.co.jp/aboutus/COVID-19.html (2020/08/19閲覧)



NTT西日本
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平日トラフィック 土日トラフィック

本トラフィック情報は、フレッツ光（コラボ光含む）のIPoE方式、PPPoE方式を利用したインターネット接続サービスのダウンロード通信の合計を
NTT西日本の中継網で測定したものです。
平日グラフ：対象週の平日トラフィック量を各時間毎に平均したものです。
土日グラフ：対象週の土曜/日曜を各時間毎に平均したものです。

https://www.ntt.co.jp/topics/important/pdf/important_west20200818.pdf



全般的には増えてる

•日中帯が顕著に増加
• ピーク時間な深夜帯も増えているけど

•ただ、何やら地域で異なる傾向が見える
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NTT東日本 (エリア別)

JANOG46 maz@iij.ad.jp 16

平日トラフィック

土日トラフィック

https://www.ntt-east.co.jp/aboutus/COVID-19.html#area_traffic



NTT東日本 (エリア別)
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平日トラフィック

土日トラフィック

https://www.ntt-east.co.jp/aboutus/COVID-19.html#area_traffic



NTT西日本 (エリア別)

JANOG46 maz@iij.ad.jp 18
https://www.ntt.co.jp/topics/important/covid19_west.html -> https://www.ntt.co.jp/topics/important/pdf/important_west20200818.pdf



地域による傾向の違いは何？

• リモートワークの前提が違う？
• ITに依存していない
• リモートワークしていない

• Stay Homeとか生活の変化の前提が違う？
• そもそもあまり接続性を導入してない？
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テレワークの導入状況
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https://www.soumu.go.jp/johotsusintokei/statistics/data/200529_1.pdf
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https://www.soumu.go.jp/johotsusintokei/statistics/data/200529_1.pdf



どう使っているんだろう？

•ネットワークでは、大雑把に強い傾向を示す動
向しか見えない
• 細かい利用は見えない
• トラヒックを捌くためには、大きな動向だけ注意し
ておけば大体大丈夫なんだよね

•皆さんはインターネットの使い方変わりました
か？
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日本はどうも悲観的傾向
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https://www.mckinsey.com/business-functions/marketing-and-sales/our-insights/a-global-view-of-how-consumer-behavior-is-changing-amid-covid-19



長期化を見込むもののなぜか
家計には多少楽観的
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https://www.mckinsey.com/business-functions/marketing-and-sales/our-insights/survey-japanese-consumer-sentiment-during-the-coronavirus-crisis



外出にもあまり懸念なし
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https://www.mckinsey.com/business-functions/marketing-and-sales/our-insights/survey-japanese-consumer-sentiment-during-the-coronavirus-crisis



オンライン志向が弱そう
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https://www.mckinsey.com/business-functions/marketing-and-sales/our-insights/a-global-view-of-how-consumer-behavior-is-changing-amid-covid-19



何だか実店舗が好きな傾向
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https://www.mckinsey.com/business-functions/marketing-and-sales/our-insights/survey-japanese-consumer-sentiment-during-the-coronavirus-crisis



一応、新技術もお試し中
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https://www.mckinsey.com/business-functions/marketing-and-sales/our-insights/survey-japanese-consumer-sentiment-during-the-coronavirus-crisis



YouTube
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https://transparencyreport.google.com/traffic/overview?hl=en



Google Map
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https://transparencyreport.google.com/traffic/overview?hl=en



今年これまでに増えてるトラヒック
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• TCP/443
• UDP/8801
• UDP/4500
• UDP/443
• UDP/3480
• UDP/19305

赤字はビデオ会議系と思われるもの



UDPちょい増えたね
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2020年2月 2020年8月

縦軸のスケールが合ってないので、グラフは雰囲気ぐらいで



ビデオ会議のハブ

•でかいのは会議トラヒック
• 映像、音声

•例えばZoom
• ミーティング用通信サーバは選べる
• クラウド利用

• 大抵、デフォルトリージョンのデータセンター
• オンプレミス

• https://support.zoom.us/hc/en-us/categories/201146653-On-Premise

• 自身が設置したサーバ
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https://support.zoom.us/hc/en-us/categories/201146653-On-Premise
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クラウド例

お家 オフィス
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オンプレミス例

お家 オフィス



中規模大学(豪) Inbound

JANOG46 maz@iij.ad.jp 36

https://news.aarnet.edu.au/aarnets-race-to-upgrade-network-and-services-as-universities-send-staff-and-students-home/



ISP向けトラヒック増加
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https://news.aarnet.edu.au/aarnets-race-to-upgrade-network-and-services-as-universities-send-staff-and-students-home/



トラヒック傾向

•コンテンツ配信が大勢を占める
• まだまだ利用者のダウンロードが多い
• CDN事業者の配信がトラヒック制御の要

•ビデオ会議は徐々に普及中
• 利用者からのアップロードも増えている

•利用が多いサービスをオンプレミス導入すると、
トラヒックのハブが移動しうるよ
• 帯域設計もちゃんとやっておきましょう

• VPNらしきトラヒックも増えてきたよ
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