Okinawa Open Days 2018
報告書
～ DAY 1（12 月 3 日） 「2019 年のクラウドはこうなる！ 大予測」 ～
12 月 3 日の午後、沖縄県自治会館 201 会議室において、Okinawa Open Days 2018 で最
初のプログラム「2019 年のクラウドはこうなる！ 大予測 ～エバンジェリストが注目する
つぎのテクノロジー～」が開催された。初日にもかかわらず、会場には 50 人を超す聴衆が
足を運び、この先 4 日間の盛り上がりを予感させる幕開けとなった。
■2018 年インフラ業界の傾向について － 横田真俊氏
エバンジェリストとして活躍を続ける
横田真俊氏（さくらインターネット株
式会社）は、
「2018 年インフラ業界の
傾向について」と題し、この 1 年に注
目が集まったインフラ分野の技術を俯
瞰してその栄枯盛衰を振り返った。
軽妙な語り口で技術トレンドを振り返
る横田氏の講演は、毎年人気を博して
いる。横田氏はまず、日経クロストレ

写真 1 講演する横田氏

ンドが発表する「トレンドマップ
2018 夏」を参照して一般社会の視点から見た技術トレンドを示し、その後、より専門家の
視点に近い、ガートナー社のハイプ・サイクル（ワールドワイド版、日本版）で 2018 年の
技術トレンドを振り返った。さらに Roadmap to becoming a web developer in 2018 を引
き、フロンドエンド、バックエンド、DevOps の各分野でエンジニアが身につけるべきとさ
れる技術項目を示した。また横田氏が独自に定める「俺式」ハイプ・サイクルでは、LPWA、
Kubernetes エコシステム、GAFA、サーバレスアーキテクチャ、AI、機械学習などが流行
期、IoT が幻滅期、SRE、常時 SSL などが安定期にあるとした。
■新興国でのクラウドについて － 工藤淳氏
工藤淳氏（アイレット株式会社）は「新興国でのクラウドについて」をタイトルに掲げ、
- 1 -

ルワンダでの視察から得られた情報
を中心に、普段、なかなか知る機会が
少ないアフリカ諸国のクラウド事情、
さらにはその周辺の IT 業界事情を紹
介した。
整備の遅れを逆手に取り、いきなり最
新技術を導入して一気に先端へと飛
躍する、いわゆる「リープフロッグ」
の代表格に例えられるアフリカ諸国。

写真 2 講演する工藤氏

デバイスはスマートフォン、通信回線
は携帯電話網と、そのとおりの状況にあると工藤氏は話す。クラウド業界をみると、Azure
は南アフリカに拠点を置き、AWS もケープタウンに新たなリージョンを設ける。GCP は拠
点を置かないが安価で学生の支持が高く、Alibaba Cloud、Salesforce、IBM Cloud、
HUAWEI Cloud などもアフリカでサービスも展開する。ネットワークのレイテンシも東京
と大差ないそうだ。ホスティング事業者、CDN 事業者、SIer、スタートアップの活動も活
発だという。工藤氏は「2019 年はクラウド事業者の参入がさらに増加しクラウド利用率は
一層高まるだろう」と展望してこの講演を締めくくった。
■エンタープライズでの動向 2018-2019 － 吉田雄哉氏
「 エ ン タ ー プ ラ イ ズ で の 動 向
2018-2019」と題して講演した吉田雄哉
氏（日本マイクロソフト株式会社）は、
今年のキーワード「クラウドネイティブ、
システム間連携、働き方改革、AI」をよ
り本質的な別の言葉「企業システムの限
界、Web API の時代、生産性への取り組
み、現実的な価値へ」に置き換えて、こ
の 1 年に起きたことの意味を探った。
写真 3 講演する吉田氏

まず「クラウドネイティブ」は、投資を
続けてきた社内システムが限界を迎えてクラウド化を模索するとき、従来のシステムをコ
ンテナ化するか、クラウドを前提にゼロから新規開発するかといった文脈で登場し、その
本質は「企業システムの限界」であると吉田氏は見る。また「システム間連携」はここ 5
年くらいのオープンデータとオープン API の流れが根底にあり、
「働き方改革」は IT を活
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用した生産性の向上、
「AI」は機械学習で得たモデルの現実世界への適用が進むことの現れ、
と独自の視点から分析した。その上で、2018 年について「これまでのやり方を刷新しよう
とする」が「解のない課題と向き合うことに苦悩する」年であり、2019 年もそれが続くだ
ろうと総括した。
■現場人間から見える IoT ビジネスの動向 2018 － 鈴木与一氏
鈴木与一氏（NTT コミュニケーション
ズ株式会社（以下、NTT Com）
）は「現
場人間から見える IoT ビジネスの動向
2018」をテーマに、IoT の現場を日々
駆け回る実務者の立場から、最新の IoT
の動向と利用事例を紹介した。
本社移転で新オフィスへ移った鈴木氏
らは、そこにトイレの IoT（個室利用状
況の可視化、長時間利用警告など）
、共

写真 4 講演する鈴木氏

有会議卓の利用状況モニタ（予約不要
な会議卓の利用状況を離れた階からチェック）、会議室予約システム（予約して利用する会
議室の利用開始・終了や未利用の自動検知など）などを導入した。これらでは、対象のモ
ニタリングのほか、収集したデータの活用（トイレの例なら最適設置数の算定等に適用）
を進める。IoT で得たデータは異業種パートナーとビジネスを展開するきっかけになると鈴
木氏はいう。いまは建築現場、鮮度管理、水道メータなど様々なものへ IoT 適用を模索す
る鈴木氏だが、
「IoT もいずれ道具の 1 つになり"IoT"という言葉は使われなくなるだろう」
と、この技術分野の普遍化を予想して講演を終えた。
■パネルディスカッション
4 人の講演の後、宮原徹氏（日本仮想化
技術株式会社）をモデレータとしてパネ
ルディスカッションが行われた。会場か
らの声も交えながら「AI、コンテナ、API
など新しい技術に対応できる人材の育
成」
「AI などを意識した 5G への取り組
み」
「IoT とクラウドへの取り組み」など
について活発な議論が繰り広げられた。
写真 5 会場を巻き込みディスカッションが続く
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～ DAY 1（12 月 3 日） 「Kubernetes ハンズオン」 ～
12 月 3 日の午後、407 会議室では
Kubernetes ハンズオンが開催された。
講師を務めるのは稲生章人氏（NEC
ソリューションイノベータ株式会社）。
ほかに同社の後藤氏と OOL/日本電気
株式会社（以下、NEC）の壬生が実習
支援を行った。このハンズオンではベ
ーシックでシンプルな内容が厳選さ
れ、Kubernetes の基本をしっかり学
べるよう考慮された。

写真 6 ハンズオンの様子

■Kubernetes の概要
Kubernetes は、
コンテナオーケストレーションエンジンと呼ばれる種類のソフトウエアで、
一定以上の規模のシステムで利用するときのコンテナの弱点や使いづらさを補完してくれ
る。具体的には、負荷に応じたコンテナ数の自動増減、ホストを指定したコンテナ配置、
ホストやコンテナ障害時の自動機能回復（別ホストへの移動等）などの機能を備えている。
またネットワーク機能とストレージは、アドオンソフトウエアによって必要なものを選択
して利用できる。このハンズオンでは、ネットワークに Flannel が使われた。
Kubernetes では、作成した YAML フ
ァイルをコマンドに与えることで、必
要なシステム構成要素をデプロイ（配
置）する。このハンズオンでは
Deployment リソース（コンテナを内包
した Pod で構成される実行機構）と
Service リソース（通信を振り分ける機
構）を主な構成要素として使用する。

写真 7 講師を務める稲生氏
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システムに信頼性とスケール性を持
たせるため、通常、Kubernetes はク
ラスタ構成をとる。クラスタを構成す
る ノ ー ド に は 、 Master ノ ー ド と
Worker ノードの大きく 2 つの種類が
ある。前者は Kubernetes の全体的な
制 御 機 能 を 提 供 し 、 apiserver
（Kubernetes を操作する API を提
供）、controller-manager（コンテナ
や ノ ー ド の 状 態 を 管 理 す る ）、

写真 8 実習を支援する後藤氏

scheduler（Pod を配置するノードを
決定する）
、ectd（Kubernetes に関する情報を格納する）などのプロセスが稼働する。ま
た後者は実際にプログラムを走らせる機能を提供し、kubelet（コンテナ作成/削除やノード
動作状態を通知する）
、networking（アドオンとして選択したネットワーク環境）、container
runtime（Docker などのコンテナを動かす環境）が稼働する。
また Kubernetes はクラウドプロバイダ機能を備えており、GCP、AWS、OpenStack など
のクラウド基盤との連携もできるよう作られている。
■ハンズオンの内容
ハンズオンでは、クラウド環境として GCP が用いられ、その上に 1 人あたり 3 つの仮想マ
シン（以下、VM）が用意された。それぞれには Ubuntu 16.04 Server がインストール直後
の状態で導入されていて、踏み台サーバ経由で SSH ログインできる。これを用いて、Master
ノード 1 台、Worker ノード 2 台のクラスタを構成する。
参加者は、まず Kubernetes クラスタ
の構築を手がけた。VM にログインし
たら、root ユーザになり、用意された
インストールスクリプトを起動する。
これを 3 台すべての VM で実施した。
こ の な か で 、 Docker 、 kubeadm 、
kubelet などがインストールされる。
つぎに、インスタンス番号がもっとも
写真 9 実習を支援する壬生

若いものを Master ノードに決め、そ
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のノードを Master ノード化するための指定コマンドを実行した。さらに、Worker ノード
となる 2 台の VM では、Worker ノード化するためのコマンド（kubeadm join）を実行し
た後、正常にクラスタに組み込まれたことを確認した。
Kubernetes クラスタ構築が終わった
ら、つぎに kubectl aply コマンドを使
い、Deployment リソース、Service
リソースの順に立ち上げ、それぞれが
正常に動作することを確認した。続い
て 、 Service リ ソ ー ス の タ イ プ を
kubectl patch コ マ ン ド を 使 っ て
ClusterIP から LoadBalancer に変更
してインターネットからのアクセス
写真 10 各々が自分のペースで手を動かしてみる

を可能にし、実際にアクセスして動作
を確認した。その後、Service リソー

ス内の Pod を 1 つから 2 つに増す設定変更を行い、2 つに増やした Pod の 1 つを強制終了
させるとシステムが自動的に 2 つに戻して、規定した状態が維持される様子を観察した。

～ DAY 2（12 月 4 日） 「OpenStack Ops Meetup」 ～
OpenStack Ops Meetup は、OpenStack の運用に携わる人々が集まり、運用課題やノウハ
ウを共有したり、開発サイドへのフィードバックをとりまとめたりすることを目的に行わ
れる会議だ。日本 OpenStack ユーザ会が主催する Ops Meetup は、12 月に行われるこの
Okinawa Open Days と、8 月に行われる OpenStack Days Tokyo のなかで、それぞれのプ
ログラムの 1 つとして、年に計 2 回開催されている。この日、会場には 30 人ほどが集まり、
遠隔地から Web 会議システムを通して 2 人が参加した。
■オペレータドキュメンテーションに関する議論
この会議では 8 つのテーマを丸一日かけて議論する。朝一番のセッションでは、日本
OpenStack ユーザ会会長で、本会議のモデレータを務める水野伸太郎氏（日本電信電話株
式会社（以下、NTT））が、
「オペレータドキュメンテーション」をテーマに取り上げた。
そこでは、最近更改された OpenStack Operations Guide の日本語翻訳に携わる方法、翻
訳を通して AUC（Active User Contributor）と認定され得ること、認定時のメリット
（OpenStack Summit 参加料割引）
、原文の内容誤りを連絡する方法などが紹介された。
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■OpenStack Cyborg に関する議論
つ ぎ の 「 OpenStack Cyborg に よ る
FPGA リソース管理」と題したセッショ
ンでは、高野悠生氏（NTT アドバンス
テクノロジ株式会社）が、FPGA を計算
リソースとして管理する Cyborg の現状
を説明した。Cyborg は 1 つの FPGA を
複数の FPGA に見せることや、それを
VM に接続して処理に用いること等を
目指すものだが、現状ではリソース探索
写真 11 発表する高野氏

など一部機能の実装にとどまっている

という。高野氏は現状の Cyborg を用いた VXLAN 処理のデモを示した後、どのような場面
で FPGA を使いたいか質問を投げかけ、参加者と一緒に進化の方向性を探った。
■コンテナ基盤に関する議論
続いて、佐藤剛春氏（サイバートラス
ト株式会社）と玉置伸行氏（日本仮想
化技術株式会社）は「オンプレミス
k8s 環境構築時に検討し
｛た｜ている｝
事項まとめ」と題して、コンテナ基盤
構築に際して行った検討内容を、午前
と午後にまたがり紹介した。検討は、
物理層（建物、ネットワーク）、ソフ
トウエア層（オーケストレータ、自動
写真 12 発表する佐藤氏

化された環境構築、コンテナランタイ

ム、SDN、仮想ネットワーク、ストレージ、監視、分散トレーシング、バージョン固定、
サポート）に分けて、候補技術や制約事項などについて仔細に行ったという。会場では検
討内容の詳細について質問したり最新情報を共有したりする様子が見られた。
■Kubernetes による NFV に関する議論
Kubernetes で構築する NFV（ネットワーク機器の仮想化）に関する議論を行ったのは中
嶋大輔氏（ジュニパーネットワークス株式会社）だ。中嶋氏は、マルチ NIC 対応と複数 SDN
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の使い分けを特徴とする新しい CNI である MULTUS を取り上げ、Kubernetes で用いた
ときの特徴や、NFV を筆頭とする MULTUS に期待されるソリューションについて説明し
た。また、最新の Kubernetes ネットワーク機構ということで、同コンポーネントの利用事
例を集積することを呼びかけた。
■DPDK に関する議論
長縄達也氏（ジュニパーネットワーク
ス株式会社）と中嶋氏は「CONTRAIL
DPDK

性 能 検 証

XL710,

ConnectX-5」と題し、NIC に XL710
および ConnectX-5 を使用した場合の、
同 社 製 SDN ソ リ ュ ー シ ョ ン
CONTRAIL の性能検証事例を紹介し
た。検証結果として、1st コアが DPDK
に使用された場合、isolcpu でコアを指
定した場合などで、2.8Gbps のスルー

写真 13 発表する中嶋氏（左）と長縄氏

プット時にドロップ率が 10 の-2 乗オーダへと大幅上昇することが報告された。会場では原
因探求に向けた質問と助言、また「この値では使えない」等の意見が交わされた。
■5G に関する議論
つぎに玉置氏が、5G に関する議論の端
緒として、5G の仕様や技術面の特徴を
振り返った。5G が実用化されると、そ
のコアネットワークなどで OpenStack
等のクラウド基盤が使われ、運用につい
てもクラウドネイティブ化が進むと玉
置氏は予想する。実際、AT&T などは機
能をオーケストレータで管理する構想
を持っているそうだ。会場との議論では
写真 14 発表する玉置氏

ドローンの自動運転に必要な遅延水準

や、ソーラパネル監視にドローンを活用する NTT 西日本の事例などが話題に上った。
■Berlin Forum に関する議論/今後の活動に関する議論
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続いて水野氏が、今年の 11 月 13-15
日に開催された OpenStack Summit
Berlin でのフォーラムからつぎの 3
つのトピックを議論の材料として提
供した。「パブリッククラウド WG が
まとめた OpenStack の課題」
「NFV
や HPC など非クラウド分野の話題」
「時差や文化が違う人とのコミュニ
ティ活動」だ。このうちコミュニティ
参加の障壁については、会場から「言

写真 15 議論を導く水野氏

語」
「時差」との声が上がり、リアルタイムでないコミュニケーションならどうか等、参加
に向けて前向きな議論が広がった。
さらに、本日行われたような Ops Meetup はテーマの裾野を広げるべきかどうか、国内の
議論をグローバルコミュニティにどう還元するかについて議論がなされた。前者について
は「インフラ運用といえる範囲に広げてよい」「仮想化から離れる Unix 運用などはテーマ
の 1 つくらいで軽く」
「複数トラック化は参加者が増えてから」などの意見が出た。詳細に
ついては Slack などで継続的に議論することになった。

～ DAY 2（12 月 4 日） 「SDN/クラウド プログラムコンテスト 2018」 ～
「SDN/クラウド プログラムコンテスト 2018」には 11 チームが参加し、そのうち 3 チー
ムは外国人チームで、例年にもまして国際色豊かなコンテストになった。各チームには 30
分の持ち時間（20 分：発表とデモ/10 分：準備と質疑）が与えられる。発表には、コンセ
プト、システムイメージ、アーキテクチャ、利用技術、開発スケジュール、チャレンジし
たポイントを盛り込む。発表内容は、審査委員により、テーマ（新規性、独創性、有用性）、
実装（完成度、難易度）
、発表（資料、オーラル）の視点から評価され点数が与えられる。
その点数を基に、来場者に配布した評価シート（自由記入）の意見も参考にしながら、最
終的な順位が決められる。グランプリを獲得したチームは台湾に招待され、そのほか、願
いを叶える体験券、通信インフラ見学ツアー、好きな技術書、各種ルータやガジェットな
どの副賞が用意された。コンテスト結果を表 1 に、審査委員を表 2 に示す。
順位
1

チーム名
世界征服

メンバ

タイトル

三木俊介、長谷川俊夫（ともに NEC ネ
ッツエスアイ株式会社）
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受発注予測システム

2

3

4

5

6

7

JEC 学らぼ

五十嵐絵美、高橋稜（ともに日本電子

患者と看護師をつなぐコミュニケー

ー！

専門学校）

ションツール「みまたま」の開発

与那嶺東、亀沢佑一、松田意仁（ともに

スマートフォンを用いた教育現場の

琉球大学）

支援

それ、仕様

玉榮宏祐樹、大城輪子、小嶺愛紀菜

究極に動きたくない人による、究極

です。

（琉球大学）

に動かないための遠隔操作リモコン

NCTU

Jyun Kai, Liao、Yu Hsuan, Hu、Ta

Intelligent Plant Care Hydroponic

Lab117

Hsien, Hsu（ともに台湾 NCTU）

Box Using IoTtalk

R. Nirinarisantatra（神戸情報大学院大

SDN based tool to support REN

学）

operator

交通大学

SONG, SHIHYING、LEE, YUAN-HAN

Dynamic Fault Management in

CWT ラボ

（ともに台湾 NCTU）

Service Function Chaining

琉大 GFB

Maki

能登拓也、石井佑樹（ともに NTT
8

pwd

Com）、吾藤秀亮（NTT コムエンジニア 情報集約・共有ツール USA
リング株式会社）

9

10

11

R2p

當間崇智、北川優尚（国際電子ビジネ
ス専門学校）

セキュリティ学習支援ツール

九産大

本田遼也、加納槙之佑、大平剛（ともに

大規模ネットワーク実習システムの

Quest

九州産業大学）

開発

多和田鶴稀、安次富諒、宮城達也（と

Mission Impossible ～部活内システ

もに国際電子ビジネス専門学校）

ム～

3 ping tea

表 1 コンテスト結果
氏名

所属

藤田智成

NTT

齊藤秀喜

レッドハット株式会社

金海好彦

NEC

小野寺好広

シスコシステムズ合同会社

土橋整

株式会社オキット

鷲北賢

株式会社さくらインターネット

萩原学

TIS 株式会社

又吉淳一

株式会社国建システム

佃昌宣

NTT Com

坂本大輔

株式会社ミクシィ

表 2 審査にあたった審査委員（敬称略）
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■九産大 Quest/交通大学 CWT ラボ/pwd の発表
「九産大 Quest」チームは「大規模ネットワーク実習システムの開発」と題し、多数の物理
ルータを用いることなく、100 人程度の大人数が同時にルータ実習を行えるシステムの構築
について発表とデモを行った。現存する「仮想ルータ実習環境自動構築システム」をベー
スに用い、おもにその大容量化と教員支援機能の追加を行う。Open vSwitch の使用数削減
や VLAN の活用で最大 700 台の仮想ルータを用いた演習が迅速かつ円滑に行えるようにな
り、入力コマンドの履歴を表示する機能の付与で教員らが実習中の学生を支援しやすくし
た。
「交通大学 CWT ラボ」チームは「Dynamic Fault Management in Service Function
Chaining」をテーマに発表した。コンテナ化した VNF とコンテナオーケストレータの
Kubernetes を用いることで、複数の VNF を連携させるサービスファンクションチェイニ
ングにおいて動的な障害管理を実現する内容だ。OpenStack Tacker、Kuryr-Kubernetes、
Networking-sfc が中核的な要素として用いられる。システムはまだ開発中とのことで、発
表ではコンテナ障害発生時に監視回復エンジンが回復処理を行う手順などが示された。
「pwd」チームは「情報集約・共有ツール USA」をテーマに掲げ、昨今叫ばれている「働
き方改革」を念頭に、効率よく情報を探し出せるツールを開発した。USA（Useful Sharing
Aggregator）と呼ばれるそのツールは、Slack、Twitter、LINE などへのインターフェース
を 1 つに集約する機能を持つ。各サービスへのアクセス機能やユーザインターフェース機
能などの主要なシステム構成要素は、コンテナ化して Kubernetes 上に構築した。想定され
る利用事例には社内情報の検索や職場の輪番シフト作成などを挙げ、動画でそれを示した。

写真 16 九産大 Quest チーム

写真 17 交通大学 CWT ラボチーム

写真 18 pwd チーム

■3 ping tea/世界征服/Maki の発表
「3 ping tea」チームは「Mission Impossible ～部活内システム～」をテーマに発表した。
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彼らは、所属するハードニング部で OpenStack 運用者を育成することと、誰でも簡単に
VM を使える仕組みを構築することの 2 つを目標に設定して、OpenStack 環境の整備、簡
単に VM を払い出せる WebUI の開発、コマンド入力数を可視化する学習支援機能の開発な
どを行った。発表では、WebUI での VM 払い出し、同 VM へのログイン、VM でのコマン
ド入力数グラフ表示を行う様子が動画デモで示された。
「世界征服」チームが掲げるテーマは「受発注予測システム」だ。国内で年間 1800 万トン
もの食品が廃棄される現状を憂う彼らは、コンビニの商品発注精度を向上するシステムの
開発を決めた。店舗 POS システムからの売り上げ情報、顔認識システムからの性別や年齢
情報、そして各種のオープンデータを収集・蓄積し、それらをニューラルネットワーク（時
系列データに強い LSTM）で分析して、最適な仕入れ数を担当者に提示する。精度向上に
向けては、データの前処理やパラメータ調整などに手間をかけたという。
ソロユニットである「Maki」のテーマは「SDN based tool to support REN operator」だ。
マダガスカル出身の R. Nirinarisantatra は、同国の国家教育研究ネットワーク（NREN）
運用者が直面する非効率な現状（個別かつ手動でのルータ設定作業、ネットワーク全体の
統制不足、少人数ゆえの高作業負荷など）を SDN ベースのツールで効率化して支援しよう
と考えた。そして過日、パイロットサイトを開設するに至ったという。デモではプロトタ
イプでネットワーク管理を行うイメージが示された。

写真 19 3 ping tea チーム

写真 20 世界征服チーム

写真 21 Maki チーム

■JEC 学らぼー！/琉大 GFB/NCTU Lab117 の発表
「JEC 学らぼー！」チームは「患者と看護師をつなぐコミュニケーションツール『みまた
ま』の開発」と題して発表した。みまたまは感圧センサと LED を内蔵する卵形デバイスで、
枕元においたそれを入院患者が握ると、握りはじめ時刻、握り終わり時刻、最大圧力がサ
ーバに記録される。そのデータは看護師の端末から時系列グラフで確認できる。開発に協
力した臨床の看護師によれば、認知症患者の表出できない気持ちをとらえたり、ナースコ
ール以外の患者に寄り添う新しいツールとして活用したりすることが考えられるという。
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「琉大 GFB」チームのテーマは「スマートフォンを用いた教育現場の支援」だ。彼らは、
恥ずかしさや気づかいで先生に質問ができない生徒を、ピアサポート（生徒同士の教えあ
い）で解決しようと考えた。このツールを使った授業では、生徒はスマートフォンで問題
を取得してそれを解く。先生は別端末で解答状況を見はからい、解けた人と解けてない人、
相性のよい生徒同士など、条件を指定して生徒同士をマッチングさせる。マッチした生徒
同士は教え合って理解を深め、つぎも教えてもらいたいかどうか相性をフィードバックす
る。
「NCTU Lab117」チームは「Intelligent Plant Care Hydroponic Box Using IoTtalk」と
題して、IoT プラットフォームの IoTtalk を用いて行う、小型水耕栽培装置のインテリジェ
ントな制御について発表した。装置は Arduino Yun によって制御されており、二酸化炭素、
酸素、温度、水位、湿度のセンサと、LED 照明、散水、水ポンプ、肥料供給などのアクチ
ュエータを備える。
この装置は、
ノート PC で稼働する IoTtalk サーバと Wi-Fi 経由の HTTP
で通信し、利用者が設定した値になるようインテリジェントに管理される。

写真 22 JEC 学らぼー！チーム

写真 23 琉大 GFB チーム

写真 24 NCTU Lab117 チーム

■R2p/それ、仕様です。の発表
「R2p」チームは「セキュリティ学習支援ツール」をテーマに発表を行った。学内のハード
ニング競技に参加したものの、手も足も出なかった彼らが目指したのが、ハードニングに
求められる基礎知識をオフラインの PC で手軽に自習できるシステムだ。必要な環境は自動
構築されるようにし、初学者向けの平易な解説資料を充実させたほか、教材の追加もたや
すく行えるようにした。発表では、第一弾として作成された DoS 攻撃を体験しながら学ぶ
教材が動画デモで紹介された。今後は授業や部活での活用を進めるそうだ。
「それ、仕様です。
」チームは「究極に動きたくない人による、究極に動かないための遠隔
操作リモコン」をテーマに発表を行った。このチームが目指すリモコンは、たとえば室温
が上昇したら「エアコンをつけますか？」と提案し、ユーザが希望したら実際にその操作
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を行うのが大きな特徴だ。面倒くさがりのユーザはもちろん、シニアや機械が苦手な人の
利便性向上も狙う。システムには、ビジュアルプログラミング環境の Node-RED を用いて
おり、機能の有効化/無効化や新しい提案の追加も容易に行えるという。

写真 25 R2p チーム

写真 26 それ、仕様です。チーム

～ DAY 2（12 月 4 日） 「BoF」 ～
軽食と飲み物を片手に、ニッチで深い技術の話題や、公式には語りづらい秘蔵ネタなどを、
ライトニングトーク形式でカジュアルに楽しむ BoF が、この日の夕方に開催された。
■Ansible Tower の使い道 － 田中薫氏
田中薫氏（株式会社インターネットイ
ニシアティブ）は「Ansible Tower の
使い道」と題して、クラウドサービス
IIJ GIO の運用を効率化するために
Ansible Tower を導入したときのアプ
ローチや実装について語った。
同社では、クラウド基盤のノード増や
拠点増に伴う作業量の増加に手を焼
写真 27 講演する田中氏

いていた。ケースによっては、対象ノ

ードが数千台にもおよぶこともあるという。また作業依頼の行き違いが発生して、1 週間も
かけた作業が無駄になることもあった。一方、顧客のデータは厳しいログイン監査で守ら
れ、それゆえに管理作業が制約されることもある。このような状況のなか、システム運用
の自動化や効率化に Ansible Tower が力を発揮したという。
しかし、一般的な Ansible Tower の利用形態では、データへのアクセスの自由度が高過ぎ、
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セキュリティの視点から求められる要件をクリアすることが難しかった。そこで田中氏ら
は、
拠点とオフィスの両方に Ansible Tower をおき、
それらの Ansible Tower 同士が HTTPS
で API を呼び出しあって作業を実行するような実装を採用し、この課題を解決したという。
Ansible Tower の導入により、ログインすることなく必要な操作が可能になり、拠点増への
対処も容易になった。また、依頼ミスが発生しても再実行でリカバリができ、さらには、
日々の管理作業の自動化や作業内容の整理がたやすくなったとのことだ。
■ベアメタルサービス提供に向けた台湾メーカとの共同開発 － 加藤真人氏
加藤真人氏（KDDI 株式会社）は「ベ
アメタルサービス提供に向けた台湾
メーカとの共同開発」をテーマに掲げ、
台湾製サーバを使ってベアメタルで
のクラウドサービスを構築した際の
苦労話などを披露した。
KCPS と呼ばれる同社のクラウドサ
ービスでは、新しいサービスメニュー
の 1 つとして、物理サーバをまるごと

写真 28 講演する加藤氏

1 台貸し出すベアメタルサービスの提供を始めた。
「一番の売りはセキュリティ」
（加藤氏）
というとおり、他顧客と共有する部分がないことがその大きな特徴で、情報セキュリティ
や個人情報保護を重視する顧客から支持されているという。
同社はこれまでクラウドサービスを台湾製の OCP サーバで構築してきたが、このサービス
にも台湾 Quanta 社のサーバが用いられている。サービス開始に向けては、Quanta 社と共
同で BMC（オンボードでサーバ電源の ON/OFF やハードウエア監視などを提供）のカス
タマイズを行い、また台湾の研究機関 III と共同で BAMPI（クラウドでベアメタルサーバ
を扱うために必要な各種機能を提供）を開発した。それらの開発には苦労したそうだが、
その甲斐あって、サーバの貸出開始や解約はもちろんのこと、ハードウエアメンテナンス
やハードウエアチェックといった作業がすべて自動化され、確実な故障切り分けが可能に
なったという。
加藤氏は「いつか、返却され倉庫で眠る携帯電話を使って IaaS サービスを提供したい」と
その夢を語り講演を締めくくった。
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■沖縄の IT コミュニティについて － 米須渉氏
「沖縄の IT コミュニティについて」と
題して登壇した米須渉氏（サイオンコ
ミュニケーションズ株式会社）は、終
始、会場を爆笑の渦に巻き込みながら、
沖縄の IT コミュニティの現状、大都市
のコミュニティとの違い、コミュニテ
ィ活動の意義などについて軽妙に語っ
てみせた。
米 須 氏 は 、 JAWS-UG 沖 縄 （ Japan

写真 29 講演する米須氏

Amazon Web Services ユーザグループ沖縄支部）やハッカーズチャンプルー（県内 IT コ
ミュニティやユーザグループを束ねるコミュニティ）などで幅広く活躍する人物だ。同氏
によれば、沖縄には言語系やクラウドサービス系などのコミュニティが少なからずあり、
少人数ゆえに「皆で協力しやすい」
「運営との距離が近い」などの特徴があるという。その
反面で「参加者は重複しがち」
「並行開催やマニアックな話題には人が集まらない」など大
都市にはない弱点があるそうだ。ただ、この弱点は、沖縄でのイベントなら全国から多く
の人が集まってくれるという強みで、ある程度カバーできると米須氏はみる。
「クロージング芸人」を自称する米須氏は、イベントの最後に帽子をかぶって登場するこ
とが多い。脱いだ帽子に参加者からの寄付を募り、集まった善意は若者が負担なく参加す
るための支援や講師謝礼などに使う。米須氏は「継続的なコミュニティに必要なのは参加
者、ネタ、お金、スタッフ、知恵」だとし、若者たちに「がんばり過ぎない範囲で、コミ
ュニティに積極的に参加しよう」と呼びかけた。

～ DAY 3（12 月 5 日） メインホール公演 ～
12 月 5 日、ホール A では近隣アジア諸国および欧米より招聘したスピーカーによるオープ
ニング講演、沖縄オープンラボラトリ（以下、OOL）で取り組んだ研究成果の報告、SDN/
クラウドプログラムコンテスト 2018 の表彰式とグランプリ受賞チームの記念プレゼンテー
ションが行われた。
オープニング講演では「MEF における近年の活動状況」「データプレーンプログラミング
可能な P4 スイッチを用い 5G ネットワークで VNF をオフロードするためのフレームワー
ク」
「台湾での IoT およびスマートシティの開発状況」「SDN と NFV を用いた固定網およ
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び 5G 移動網の問題解決と挑戦」をテーマとする表 3 の講演が行われた。詳細は割愛する。
演題
MEF3.0:

2017

Scope,

講演者
2018

Impact,

2019

Collaboration

Dan Pitt (Senior Vice President, MEF)

A Framework to Offload VNFs in 5G Networks using

Prof. Chien Chen (Associate Professor,

P4 Switches

NCTU, Taiwan)

The Development Status of IoT and Smart Cities in
Taiwan
How SDN&NFV Resolve Issues and Challenges in
Fixed Line and 5G TELCOs

CHEN, CHIEN-HSIANG (III, Taiwan)

Ir. Rizaludin Kaspin (TM R&D, Malaysia)

表 3 オープニング講演（いずれも英語）
以下、OOL で取り組んだ研究成果の報告をまとめる。
■OOL テストベッドオーケストレータの取り組み － 玉城伸仁
玉城伸仁は「OOL テストベッドオーケス
トレータ ～インフラサービスとライフ
サイクルインターフェース (to X-bed)～」
と題して、すべてがオープンソースで構
成される OOL のまったく新しいテスト
ベッド（TestBed 2.0）について報告した。
Web 画面の操作によって、サーバやスイ
ッチなどのリソースを自由に予約、設定、
接続、解放することができる OOL のテス
写真 30 講演する玉城

トベッドは、OOL 会員が持っているテー

マやアイディアを検証・実現する場として重要な役割を果たしてきた。TestBed 2.0 では、
新たに OpenNaEF と呼ばれるオブジェクト指向リソース管理フレームワークを中核にすえ、
リソースをオブジェクトにより抽象化して一元管理するモデルが導入された。人手を介さ
ず機器同士を接続する OF-Patch は、OpenFlow コントローラ Mikuma を用いて設計をし
なおし、可用性、スケール性、柔軟性を高めながら、OpenNaEF との親和性を向上させた。
また Ansible を導入して、セットアップの自動化、ミドルウエア導入の自動化、構築メニュ
ーのカタログ化も実現したそうだ。研究リソースの管理や研究プロジェクト活動を支援す
る基盤として、これからも本テストベッドが重要な役割を果たすことを説明して、玉城氏
はこの報告を終えた。
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■データ利活用を促進させる IoT プラットフォーム検証の取り組み － 野口礼生
野口礼生（OOL/コムシス情報システ
ム株式会社）は「データ利活用を促進
させる IoT プラットフォーム検証の
取り組み」について発表した。これは、
SDN/クラウドといったデータを運ぶ
技術から、IoT/AI などのデータ収集
および活用を柱とする技術へと、
OOL の研究領域がシフトする流れを
背景に、今後の研究で大きな役割を果
写真 31 講演する野口

たすであろう IoT プラットフォーム

（デバイスの接続・管理、データの蓄積・分析・可視化・流通などの機能を提供）につい
て調査と検証を行ったものだ。野口らは、欧州で開発されたオープンソースで、標準環境
としてよく用いられる FIWARE を調査対象に選定し、(1)IoT プラットフォームとしての基
本動作の確認、(2)基本構成での性能上限の測定とシステム特性の分析、(3)活用しやすい形
でデータを蓄積する要件について検証した。その結果、(2)では、対象とした構成で 130 メ
ッセージ/秒という値が得られ、その向上のために調整すべきパラメータ（データ収集コン
ポーネント Cygnus のキューサイズ、Java のヒープメモリサイズ）が判明した。また(3)で
は、提供元によりばらばらな属性名、単位、表現形式などを標準化するデータモデルの必
要性などが明らかになった。
■Open VNF Service Infrastructure: オープンソースを用いた VNF 基盤構築の取り組み
－ 森藤福真
森藤福真（OOL/ NTT Com）は「Open
VNF Service Infrastructure: オープ
ンソースを用いた VNF 基盤構築の取
り組み」をタイトルに掲げ、オープン
ソースを用いて構築する新たな VNF
基盤の構想と実装について発表した。
森藤らが提唱する VNF 基盤は、VNF
リソースの効率的な管理、サービスチ
ェーンや機能設定の動的な変更、多種
写真 32 講演する森藤

多様な VNF の連携と調停、新規ネット
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ワーク構築の自動化などの機能を備えた、VNF を実行するための基盤となる環境だ。検証
やイベントのためのネットワーク構築や、ISP のバックボーンで大量のリソースを効率よく
管理するような利用シーンが考えられるという。類似するものとしてオープンソースの
CORD などがあるが、VNF 基盤に特化したものではないことから、OOL で新たにアーキ
テクチャを検討して、会員企業向けに構築することを目指す。名称は「Open VNF Service
Infrastructure」と名付けられた。本基盤の構築には CORD や ONOS のコンポーネントを
活用する。動画デモでは本基盤上で VNF を動作させ、それを経由してインターネットと通
信する簡単なケースを示した。将来的には、OOL テストベッドへの導入、台湾 NCTU と協
働した多拠点化、MEF モデルへの準拠が計画されている。
■OOL 5G プロジェクトの状況 － 壬生亮太
壬生亮太（OOL/ NEC）は「OOL 5G
プロジェクトの状況」について成果報
告を行った。OOL では、5G の各種要
素技術の検証（オープンソース化、
MEC や SR などの新技術利用を含む）
や 5G 活用ユースケースの検討（検討
軸に、技術潮流、要素技術、サービス
を想定）を計画している。体制として
は「5G ワーキンググループ」という
写真 33 講演する壬生

大きな枠組みを「技術検証」と「ユー

スケース」に分け、さらに前者を 5G コアネットワーク、MEC（モバイルエッジコンピュ
ーティング）アーキテクチャ、MEC 活用アプリケーションの各々を検討する個別プロジェ
クトに分ける。また後者にはホワイトペーパを作成する個別プロジェクトを置く。これま
での議論には、OOL、OOL 会員企業、NTT、NTT ドコモ、ソフトバンク、インテル、ISCO
（沖縄 IT イノベーション戦略センター）などの組織が参加したそうだ。そのほか NTT ド
コモが開設した「ドコモ 5G オープンラボ OKINAWA」の設備と OOL の設備を連携した
実証実験や、台湾 NCTU との共同研究も進めるという。壬生は聴衆にプロジェクトへの参
加を呼びかけこの講演を締めくくった。
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～ DAY 3（12 月 5 日） 「ソーシャルイノベーションは、夢を見るか」 ～
12 月 5 日の午前中、ホール B において
「ソーシャルイノベーションは、夢を
見るか ～ Social Innovation の活動、
そして持続可能な活動に必要なこと
～」が行われた。ファシリテータは櫻
井智明（OOL）が務めた。冒頭で櫻井
は、このセッションのキーワードとし
て「ソーシャルイノベーション」
（社会
問題に対する革新的な解決法で、創出
される価値が社会全体にもたらされる

写真 34 ファシリテータの櫻井

もの）
、
「シビックテック」
（住民自らが
テクノロジで地域課題を解決しようとする活動）、
「オープンデータ」
（政府や自治体などが
持つ公共データを広く公開すること）の 3 つを紹介し、本セッションの全体像を浮かび上
がらせた。そして、OOL でのソーシャルイノベーション活動事例として、Urban Data
Challenge 2018 沖縄ブロックのコーディネーション、Civic Hack Night Okinawa の開催
などを紹介した。
■Code for Kanazawa 紹介資料 - 新たな公共サービスの担い手の動き － 福島健一郎氏
福島健一郎氏（一般社団法人コード・
フ ォ ー ・ カ ナ ザ ワ ） は 、「 Code for
Kanazawa 紹介資料 - 新たな公共サ
ービスの担い手の動き」と題して、同
氏が代表理事を務め、石川県で活動す
るシビックテック団体のコード・フォ
ー・カナザワについて講演した。
福島氏は、先進事例である Code for
写真 35 講演する福島氏

America の活動に感銘し、2013 年 5

月に日本初のシビックテックコミュニティであるコード・フォー・カナザワ（後に一般社
団法人化）を立ち上げた。現在 100 人以上のメンバが活動する。そこで開発された、地域
のゴミ出し日を知らせるアプリ 5374（ゴミナシ）は、オープンソースとして無料公開し、
沖縄を含む 100 都市以上で使われている。アプリ開発のほかには、地域の課題解決に向け
たアイディアソンやハッカソンも開催する。
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営利を目的としないこのような活動を継続する原動力として福島氏は「身近な課題を解決
しようとする情熱」
「喜ばれる充足感」
「社会貢献への満足感」の 3 点を仮説として挙げ、
「こ
れからの社会には持続性の高い新しいモデルが必要」と講演をまとめた。
■市民と連携して進める大学での活動 － 宮里大八氏
宮里大八氏（琉球大学）は、大学で行う
活動や市民と連携して進められる様々
な動きについて講演した。
琉大を含む県内 9 大学と 1 高専で構成す
る大学コンソーシアム沖縄ではいま「知
的・産業クラスタ支援ネットワーク強化
事業」に取り組んでいる。この事業は、
課題を抱える自治体や企業と大学をマ
写真 36 講演する宮里氏

ッチングし、SDGs（持続可能な開発目

標）を参照モデルにしながら、大学生と社会人が連携して地域課題の解決に取り組むもの
だ。これまで「住宅不足」
（宮古島市/北大東村）、「公共交通（バス）の利用促進策」（那覇
市/浦添市/宜野湾市町）などに取り組んできたという。
ほかにも、沖縄市の商店街の魅力を女子大生がインスタグラムで紹介する「#コザに恋して」
プロジェクト、入眠促進効果がある沖縄伝統野菜「クヮンソウ」を使ったサプリメント、
包装のバーコードから多言語での商品説明を提供するサービス、再生医療に用いる幹細胞
培養液を原料とした化粧品など、琉球大学における幅広い活動の様子が紹介された。
■沖縄 IT イノベーション戦略センターの紹介 － 兼村光氏
兼村光氏（一般財団法人沖縄 IT イノベ
ーション戦略センター（以下、ISCO））
は、今年 7 月に官民共同で設立された
ISCO について講演を行った。そのミッ
ションは「IT イノベーションで創出さ
れる新たな価値を新ビジネス、新サービ
スに活用し、経済発展と社会的課題を解
決」することだという。
写真 37 講演する兼村氏
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具体的には「戦略提言」
「共創テストベッド（実証実験の推進）」
「事業グロウアップ（事業
化）
」
「スタートアップ育成」
「フィーチャーセッション（多業種の対話空間）
」「人材育成プ
ログラム」の機能を持ち、これらを 1 つの支援窓口でワンストップ提供する。これまでの
取り組みとしては、旅行業の人材育成を行うコミュニティ TICO と共同でのフィーチャー
セッション、全国にフードシェアリングサービスを提供する企業代表者と県内で食品廃棄
削減に取り組む人々のトークセッション開催、地域に居住する芸人による情報発信プロジ
ェクト（吉本興業と連携）などを挙げた。
■パネルディスカッション
後半では、登壇者 4 人によるパネルデ
ィスカッションが行われた。
最初のテーマ「持続可能な活動」につ
いて福島氏は「米国で順調に活動を続
ける団体は財政基盤が強固。我々はわ
ずかな資金しかない。でも、やるべき
ことはやらないといけない。この環境
で持続していく仕組みに興味がある」
と、実際に組織を運営する立場から意

写真 38 パネルディスカッションの模様

見をのべた。
櫻井は、そのような活動を支援するメカニズムとして、ソーシャルインパクトボンド（行
政から委託を受けた NPO が、出資者の資金でサービス提供し、成果が出たら出資者に払い
戻すもの、以下 SIB）やシカゴ市のシビ
ックテックエコシステムの例を挙げて
説明した。
兼村氏は「欧米は社会に対する市民の感
覚が高い。日本は行政におまかせという
人が多い。社会に対する感覚は持続可能
性につながり、それが薄い日本での取り
組みを難しくしている気がする」と、市
民の感覚の違いを指摘した。

写真 39 発表する Civic Hack Night Okinawa 2018 メンバ
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宮里氏は「使命感だけでは続かない。町がきれいになる、健康状態がわかるなど、インセ
ンティブが必要。三方よしの文化にテクノロジが加わるなど日本独自のやり方があるはず。
SIB についてはまだ難しいと感じる」と学生を指導する立場から考えを語った。
そのほか「シビックテック活動の評価軸はどうあるべきか」
「日本でシビックテックのエコ
システムは可能か」
「日本のシビックテックはどうなっていくか」のテーマに対し、4 人が
それぞれの立場から意見を表明した。
この後、
「Civic Hack Night Okinawa 2018 の活動」と題して、Urban Data Challenge や
Civic Hack Night Okinawa 2018 の活動概要が担当者によって報告され、このセッション
は幕を閉じた。

～ DAY 3（12 月 5 日） 「データベッドフォーラム」 ～
12 月 5 日の終日、201-203 会議室において「データベッドフォーラム」が開催された。午
前中は、伊藤昌毅氏（東京大学）による「公共交通オープンデータを作ろう、使おう」、諸
星賢治氏（株式会社ヴァル研究所）による「オープンデータと経路検索サービスの実際」、
谷田貝哲氏（バスマップ沖縄）による「沖縄のバス交通の課題と展望」の 3 講演が行われ
た。また、午後のアイディアソンに向けた事前学習として、観光 2 次交通（拠点駅や空港
から観光地までの交通手段）のためのオープンデータ API 等についてレクチャが行われた。
これらの詳細については割愛する。以下、午後の講演等をまとめる。
■情報銀行 2nd stage: パーソナル情報のワイズユース（15 行）
砂原秀樹氏（慶應義塾大学）は「情報
銀行 2nd stage: パーソナル情報のワ
イズユース」と題し、同氏がこれまで
取り組んできたテーマで、昨今、各方
面から関心が寄せられる「情報銀行」
について講演した。
テーマの背景について砂原氏は
「GAFA に代表される事業者が分散し
写真 40 講演する砂原氏

て所有する個人のフットプリントは、

権利関係がとても不明確で、どこにどのような情報があるか分からない」のが現状で、そ
れらは「自分のために使おうと思っても出してもらえない」ことが少なからずあり、また
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「それを管理するハブになれるのは個人だが、データを受け取っても持て余してしまう」
ことが多く、さらには「集めたデータを活用したいというニーズがある」ことを挙げる。
砂原氏らは、2014 年にインフォメーションバンクコンソーシアムを立ち上げ、従来、自分
で管理するしかなかったパーソナル情報について、その保存を代行し、また活用の手伝い
をする組織「情報銀行」を提唱した。2014～2016 年はそのファーストステージとして、日々
の活動から生成される情報を引き出すことができる「パーソナル情報 ATM」の実験などを
通して、「必要技術の整理と開発」
「情報の活用モデルの確立」
「社会に受容されるための条
件の整理と社会制度/法制度の検討」を行ってきた。そして現在はセカンドステージとして、
具体的な実現に向けた「技術開発と実証実験の実施」
「データ活用とビジネスモデルの確立」
が検討され、引き続き社会受容性が議論されているとのことだ。なお、一部のアグレッシ
ブな団体では、早くも情報銀行の認定条件の整理や申請ガイド作成などを始めていること
も示された。
■タクシーデータ データベッドの展望（15 行）
幸頭勇人氏（株式会社沖東交通）と天
宅信裕氏（株式会社イイガ）は「タク
シーデータ

データベッドの展望」と

題して、沖縄県で最大手のタクシー会
社である沖東交通と、OOL が共同で進
めている、タクシーの運行に関わるデ
ータの収集とその多方面への活用につ
いて講演した。
写真 41 講演する幸頭氏

366 台ものタクシー車両を保有する沖

東交通では、2018 年の 8 月から、タクパト（タクシー車両による地域防犯パトロール）事
業を始めた。タブレット端末、ドライブレコーダ、GPS を全車に装備し、事件や事故を目
撃したドライバが緊急通報ボタンを押下すると、位置情報、前後 1 分の動画が県警に即時
送信される。もちろん 24 時間 365 日の体制だ。このシステムのサーバ機能が OOL のデー
タベッドに置かれていることから、得られたデータの分析や可視化の研究と、その成果の
タクシー業務へのフィードバックを目指して共同研究をスタートした。
車載したシステムは、多種の電子マネー決済や QR コード決済への対応、車内サイネージ、
自動翻訳による乗車客応対などにも活用し、タクシー会社としてもメリットが得られるよ
うにする。また本研究で得られた成果は、渋滞や天候を考慮した精密な配車アプリ、収集
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した車両情報に基づく予防的整備、危険運転の兆候検出、客を拾いやすい推奨ルート提示、
他交通機関との連携、運転ノウハウの継承、顧客属性に合致したサービス提供などに応用
していくそうだ。
■アイディアソンとパネルディスカッション
2 つの講演の後、観光 2 次交通とオー
プンデータを素材として、設定する課
題やテーマについてアイディアを出し
合うアイディアソンが行われた。参加
者は 3 チームに分かれて議論をはじめ、
熱の入ったやりとりを 1 時間半ほど交
わした後、議論の結果を発表した。課
題を「個人の行動や検索の履歴が取れ
ていない」としたチームは「アプリを
多機能化して利用度を上げる」など、

写真 42 広げたバス路線図を見ながら意見を交わす

課題を「バスで旅に出たい」としたチームは「Google Map に公共交通、特にバスの時刻表
情報を乗せるよう働きかける」など、課題を「行きたいところまで最適な手段で行けるこ
と」としたチームは「最適手段を選べる MaaS アプリが必要」などとした。
その後、パネリストに佐藤貴行氏（オリエンタル・コンサルタンツ株式会社）、伊藤氏、諸
星氏、谷田氏、大仲浩二氏（沖縄県文化観光スポーツ部）を迎え、山崎里仁（OOL）がフ
ァシリテータになって、今回のアイディアソンの講評やこのコミュニティで議論したいつ
ぎのテーマについて語りあった。

～ DAY 3（12 月 5 日） 「ほろ酔いセッション」 ～
12 月 5 日 17 時 45 分からホール B において「ほろ酔いセッション」が催された。本プロ
グラムは、リラックスした雰囲気のなか、ドリンクと軽食を取りながら、ライトニングト
ーク、企業展示、参加者交流を楽もうというもので、今年が初実施となる。創作エイサー
チームのオープニング演舞、泡盛の女王からのプロモーションメッセージ、伊藤 OOL 理事
長からのあいさつの後、つぎの 7 つのテーマでライトニングトークが行われた。
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■QR コード決済への期待 － 竹上貴之氏
最初に登壇した竹上貴之氏（伊藤忠テクノ
ソリューションズ株式会社）は「QR コー
ド決済への期待」と題して、同社が提供す
るマルチ決済ゲートウェイ「StarPay」を
紹介した。このサービスは、中国の代表的
なモバイル決済サービス WeChatPay（利
用者 8.6 億人）と Alipay（同 6.6 億人）
、
写真 43 講演する竹上氏

そして国内の LINE Pay や d 払い等の各種

決済サービスを 1 つのアプリケーションで取り扱えるものだ。東南アジアからの来沖客が
急増するなか、竹内氏は沖縄県がインバウンド対応のモデルとして日本をリードすること
への期待を語った。
■システム自動設計 － 桑原拓也氏
桑原拓也氏（NEC）は、
「システム自動設計 ～
『こういうシステム』がすぐにほしい！に応
える技術～」をテーマに、同社研究所が取り
組むシステム自動設計技術を紹介した。構成
部品（例：VM ならばハイパーバイザやフレ
ーバや VM イメージなどの情報）と具体化パ
ターン（例：アプリ間の HTTP 接続なら、同
じマシンに載せたパターンと、マシン間を接
写真 44 講演する桑原氏

続するパターン）を組み合わせる手法により、

利用者が指定したシステム要件（外部アクセス、配備するサービス等を指定）から、それ
を実現するシステムを自動生成するという。
■All In One, Vision One, Near Gino One － 酒井紀和氏
酒井紀和氏（キーサイト・テクノロジー株式
会社）は、
「All In One, Vision One, Near Gino
One」をタイトルに、同社のネットワークパ
ケットブローカ製品である Vision ONE を紹
介した。本機は、対象ネットワークと測定器
の間に設置され、アグリゲーション、ロード
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写真 45 講演する酒井氏

バランシング、フィルタリング、ヘッダストリッピングなどの機能を提供する。それによ
り、ミラーリングポート不足、キャプチャ装置の容量不足、対応時間の長時間化など、モ
ニタリングにおける各種課題を解決する。
■インフラエンジニアの人材育成についての取り組み － 吉田正之氏
吉田正之氏（一般社団法人高度 IT アーキテク
ト育成協議会）は「インフラエンジニアの人
材育成についての取り組み」について講演し
た。近年のインフラエンジニアは、ソフトウ
エア、ネットワーク、サーバ以外にも、幅広
い技術を求められるが、それらに触れる機会
は少なく、人材不足の原因になっている。そ
こで同協議会では、クラウドや SDN などの新
領域を網羅しながら、座学、構築実習、専門

写真 46 講演する吉田氏

家育成の 3 ステップでトップエンジニアを目指す人材を育成している。この 2 年間携わっ
てきて、全体像を把握していない技術者が多く育成の手応えを感じる、と吉田氏はその感
想を語った。
■ブロックチェーンで実現する異業種間データ活用 － 朝山幸二氏、槇晶彦氏
朝山幸二氏と槇晶彦氏（ともに富士通株式会社）
は「ブロックチェーンで実現する異業種間デー
タ活用（Virtuora DX）
」をテーマに、「共創」
時代の事業者間でのデータ連携における課題
（二次利用の規制や個人情報保護など）の解決
を目指す同社の Virtuora DX を紹介した。同
製品は、「実データは手元に保管しておき、そ
の価値を記述したメタデータ（データジャケッ
写真 47 講演する朝山氏

ト）をブロックチェーンで共有して、実データ

は必要に応じて P2P で受け渡す」モデルを採用。併せて実データをやりとりするオープン
な市場の構築も目指す。後半にはダイナミックマップ 2.0 コンソーシアムでの利用事例が示
された。
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■タクシーの車載データを分析してみた！ － 謝洋氏
謝洋氏（株式会社日立製作所）は「タクシーの
車載データを分析してみた！」を掲げて講演し
た。営業中のタクシーから各種の情報（ドライ
ブレコーダ画像、位置情報、エンジン回転数、
速度、乗車料金、走行時間など）を収集してデ
ータベース（Elasticsearch を利用）に格納し、
その分析と可視化（Kibana を利用）を行う。こ
れにより、危険運転検知やドライビング評価な
どを行うそうだ。ライブデモでは、条件指定に

写真 48 講演する謝氏

よるデータ絞り込み、走行経路の地図へのプロット、画像解析で自動付与したタグの統計
などの様子が示された。
■仮想環境のアクセラレーションに FPGA を － 片山勝氏
最後の登壇者となる片山勝氏（NTT アドバン
ステクノロジ株式会社）は、
「仮想環境のアク
セラレーションに FPGA を －FPGA を用い
た仮想 NW トラフィック監視と OpenStack
によるライフサイクル管理－」と題して講演
を行った。難解な HDL での記述が必要な
FPGA を仮想環境のアクセラレータに用いる
ことはまだ少ない。片山氏らは、ハードウエ
写真 49 講演する片山氏

ア記述の一部に C 言語を使って FPGA による

仮想ネットワークトラフィック監視機能を構築し、速度を気にしなければ（上限 10Gbps
程度）開発期間を半減できることを確認した。また FPGA を OpenStack の Cyborg で管理
して VM と同等の仮想リソースとして利用できることを確かめた。
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～ DAY 4（12 月 6 日） メインホール公演 ～
12 月 6 日のホール A では、伊藤 OOL 理事長のウェルカムスピーチと、沖縄県知事あいさ
つ（代読）の後、各界の第一人者による講演が行われた。最終日を飾るにふさわしいこれ
ら一連の講演は、4 つの基調講演と 7 つの一般講演からなり、それぞれつぎのような内容で
あった。
■ISCO 設立の背景と今後の展望について － 中島洋氏
中島洋氏（ISCO 理事長）は「ISCO 設立
の背景と今後の展望について」と題して、
2018 年 5 月に設立された ISCO について、
そのコンセプト、活動概要、重点領域、
主要機能などを紹介した。同年 11 月末現
在、その会員数は 100 団体に至り、すで
に IT 系イベントの支援も多く手がけてい
るという。
「IT イノベーションを活用して、
破壊的創造を起こすようなサービスや産
業を、ここ沖縄で共創する」ことを目標

写真 50 講演する中島氏

に掲げる ISCO の活動は、各界から大きな注目を浴びている。
■KDDI の 5G・IoT ビジネス戦略と沖縄での取り組み事例ご紹介 － 武内康知氏
武内康知氏（KDDI 株式会社）は「KDDI
の 5G・IoT ビジネス戦略と沖縄での取
り組み事例ご紹介」をタイトルに、同社
の M2M/IoT への取り組み、5G・IoT ソ
リューションの特徴、沖縄での取り組み
事例を紹介した。2001 年のココセコム
提供開始を皮切りに近年では LPWA サ
ービスや IoT クラウドサービスを提供
する同社。大手通信事業者らしく、5G
や IoT のあらゆるレイヤサービスをワ

写真 51 講演する武内氏

ンストップで提供することを特徴とする。沖縄では、沖縄セルラースタジアムでの自由視
点映像の 5G 配信、宮古島でのマンゴー栽培監視、国際通りでの IoT ごみ箱実証、県総合防
災訓練でのドローンによる救助者探索などを行ってきたそうだ。
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■5G/IoT に対するソフトバンクの取り組み紹介 － 古川大介氏
古川大介氏（ソフトバンク株式会社）
は「5G/IoT に対するソフトバンクの
取り組み紹介」と題して、これらサ
ービスに関する同社の取り組みを
紹介した。5G については、ネット
ワークをプラットフォーム化して
B2B2X モデルでビジネスの創出を
狙う。具体的には、SDN や NFV を
前提とした仮想化ネットワーク上
写真 52 講演する古川氏

に、ネットワークスライシングによ

り高速大容量（eMBB）
、超信頼低遅延（URLLC）
、多数同時接続（mMTC）などの特徴を
持つ通信サービスを提供し、それらの機能を Mobile Network as a Service として API 化
してユーザに開放する。また IoT に関連する分野については、NB-NIDD（狭帯域非 IP デ
ータ伝送）への取り組みを紹介した。
■沖縄振興推進と 5G による社会産業への貢献 － 田場洋哉氏
田場洋哉氏（株式会社 NTT ドコモ）は
「沖縄振興推進と 5G による社会産業へ
の貢献」をテーマに講演を行った。同社
は、沖縄県庁、ISCO、OOL 等と連携し
て全社体制で沖縄での 5G 実証を推進す
るという。その際、特に重点を置くのが、
自然/文化保護推進、観光/インバウンド推
進、暮らしやすさ/働きやすさ向上、モビ
リティ向上、教育改革推進、産業振興推
写真 53 講演する田場氏

進の 6 分野だ。その第一弾として 5G に

よる歴史教育向け VR・AR コンテンツ配信の実証を始めるそうだ。また 5G の展開にあた
っては、LTE 設備を有効活用し、2019 年 9 月にプレサービス、2020 年春に商用サービス
を開始すると説明した。
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■公共交通オープンデータで実現する未来のモビリティ － 伊藤昌毅氏
伊藤昌毅氏（東京大学）は「公共交通
オープンデータで実現する未来のモ
ビリティ」と題して、交通に関するオ
ープンデータをテーマに、海外の利用
事例、標準的なデータ形式 GTFS、そ
の日本版として策定された GTFS-JP
と関連ツール、オープンデータの普及
活動とコンテスト、オープンデータを
提供する国内事業者の事例などを紹
写真 54 講演する伊藤氏

介した。伊藤氏は「公共交通オープン

データは、企業、専門家、地域コミュニティが力を合わせてよりよい交通を作り出す仕組
み。沖縄でも始まっている」と聴衆に語りかけ講演をまとめた。
■データベッドと沖縄地域共創 － 安部則孝
安部則孝（OOL）は「データベッドと沖
縄地域共創」をテーマに、2018 年 8 月
に運用開始したデータベッドについて
講演した。データベッドは、データ活用
方法に悩む各種企業と、検証データが必
要な ICT 企業を結びつけるプラットフ
ォームだ。データベッドでは、過去 1 年
半のタクシーの車両位置情報と実車情
報から AI によって需要を予測する研究
写真 55 講演する安部

が行われた。そして、その発展形として、

日々の車両の位置情報やドライブレコーダ情報の提供を受けながら新たな研究も進んでい
る。蓄積したデータは全 50TByte 程度に至る。ほかに、バスや離島船舶の時刻表やルート
データをオープンデータ化する研究なども始まっている。
■アグリガールから IoT デザインガールへ － 佐藤志保氏
「日本の農業をモバイルで元気にする」がモットーの佐藤志保氏（株式会社 NTT ドコモ）
は「アグリガールから IoT デザインガールへ」と題して登壇した。アグリガールは農業 ICT
を推進する同社プロジェクトだ。畜産、農業、水産への ICT 応用を手がけ、今後は教育、
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観光、健康やヘルスケアへの展開を目
指す。佐藤氏は、新たに「地域 IoT 官
民ネット」が推進する IoT デザインガ
ールとしても活躍している。これは、
女性たちが自ら、AI や IoT などの新技
術で地域課題の解決をデザインするこ
とを目標とした活動で、各界の第一人
者による定期的なワークショップなど
で知見を深めているという。

写真 56 講演する佐藤氏

■B2B2X を加速させるネットワークスライシング技術の取り組み － 西原英臣氏
西原英臣氏（NTT ネットワークサービ
スシステム研究所）は「B2B2X を加速
させるネットワークスライシング技術
の取り組み」をテーマに講演を行った。
西原氏は「ネットワークスライシング
は 1 つの技術で実現できるものではな
い」として、技術要素に仮想化、オー
ケストレーション、トラフィックエン
ジニアリング、品質制御などが求めら
れることや、その概要アーキテクチャ

写真 57 講演する西原氏

を説明した。その上で、end-to-end での品質保証、安価で迅速なサービス提供、高いカス
タマイズ性、インフラ情報の抽象化が要件であることを示し、用いられる E2E スライスや
スライスゲートウエイなどの技術と課題を紹介した。
■無料の OSS に権利と義務！？ ～OSS のライセンスのおはなし～ － 石川晃久
石川晃久（OOL/株式会社日立製作所）
は「無料の OSS に権利と義務!? ～
OSS のライセンスのおはなし～」と
題して OSS の「ライセンス」につい
て講演した。日本では、著作物の使用
（見る、聞く等の単なる享受）と利用
（複製や公衆送信など支分権に基づ
く行為）が区分されており、著作物の
写真 58 講演する石川
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一種であるプログラムでは、実行が使用、複製/再配布/改変が利用にあたる。OSS は、使用
は自由だが、利用はライセンス条件により変わり、ライセンス違反は著作権法違反と見な
される可能性が高いと石川氏は警告する。このほか OpenChain プロジェクト（部品から最
終製品まで OSS サプライチェーンを確立する活動）の取り組みも紹介した。
■AI/ML 技術を用いた運用自動化技術の取り組み紹介 － 毛利元一氏
毛利元一氏（KDDI 株式会社）は「AI/ML
技術を用いた運用自動化技術の取り組
み紹介」を掲げ、同社が取り組んでいる
AI や機械学習技術によるネットワーク
運用の自動化に関する研究について講
演した。5G ネットワークではコア設備
に NFV が多く導入されるが、それらは
物理装置と仮想装置の両方を制御・監視
しなければならず、人間による判断だけ
写真 59 講演する毛利氏

では運用や管理が難しくなる。そこで毛

利氏らは、運用システムからのアラームやログを分析して運用者にリコメンドする、AI に
よる運用者支援を考えた。その内部では、対応手順の提案、FG/BG トラフィック判別、ロ
グやアラームからの故障予測などに AI が用いられる。
■The latest SD-WAN/IOT solution development on OSS － Mark 辻川氏、若松裕芳氏
Mark 辻川氏と若松裕芳氏（ともに
NEC）は「The latest SD-WAN/IOT
solution development on OSS」と題し
て講演を行った。前半ではクアラルン
プール大学での実証実験を紹介。既存
の機器を用いて SD-WAN の構築を行
うもので、40km 離れたキャンパス間
をつなぎ、コントローラは OSS で構築
する。SD-WAN の機能以外に、乗っ取
られた IoT 機器と C&C サーバの通信

写真 60 講演する若松氏

をルータやスイッチで遮断するセキュリティ対策案の検証も行うとのことだ。後半では、
同社が手がけるスマート IoT の実装事例の紹介と、トイレ利用者の清潔度評価に応じて清
掃係にメッセージを送る実機デモが披露された。
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