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速報レポート
⽇時

2015/12/18

会場

沖縄県市町村⾃治会館

テーマ

【Day5】ジェネラルトラックNo3

Okinawa Open Days 2015 5⽇⽬ 最終⽇の12/18もメインホールで
基調講演やパネルディスカッションが⾏われ、それと並⾏して、特定の
話題に深く切り込む個別セッションが⼩会議室で⾏われました。
【Day5】ジェネラルトラックNo3は12/18のメインホールで開...

⽇時

2015/12/18

会場

沖縄県市町村⾃治会館

テーマ

【Day5】ジェネラルトラックNo2「プログラムコンテス
ト表彰式＆受賞メンバープレゼンテーション」

Okinawa Open Days 2015 3⽇⽬に開催されました、「SDN/クラウ
ドプログラムコンテスト2015」 最終審査が⾏われ
グランプリ1組 特別賞3組が選出されました。【Day5】ジェネラルト
ラックNo2では18⽇メインホール、ジェネラルトラック内にて開催され
た「プ...

⽇時

2015/12/18

会場

沖縄県市町村⾃治会館

テーマ

【Day5】ジェネラルトラックNo1

Okinawa Open Days 2015 5⽇⽬ 最終⽇の12/18も、メインホール
で基調講演やパネルディスカッションが⾏われ、それと並⾏して、特定
の話題に深く切り込む個別セッションが⼩会議室で⾏われました。
【Day5】ジェネラルトラックNo1は12/18のメインホールで開催さ
れ...

サイトマップ

⽇時

2015/12/17

会場

沖縄県市町村⾃治会館

テーマ

【Day4】ジェネラルトラックNo2

Okinawa Open Days 2015 4⽇⽬ 12/17 からは、ジェネラルトラ
ックとして、メインホールでの基調講演やパネルセッションがスタート
しました。
【Day4】ジェネラルトラックNo1は12/17ジェネラルトラック午後の
講演をご紹介いたします。

⽇時

2015/12/17

会場

沖縄県市町村⾃治会館

テーマ

【Day4】ジェネラルトラックNo1

Okinawa Open Days 2015 4⽇⽬ 12/17 からは、ジェネラルトラ
ックとして、メインホールでの基調講演やパネルセッションがスタート
しました。
【Day4】ジェネラルトラックNo1は12/17 ジェネラルトラック午前の
講演をご紹介いたします。

⽇時

2015/12/16

会場

沖縄県市町村⾃治会館

テーマ

【Day3】チュートリアル「goo基盤を⽀える
OpenStack」ほか

12⽉16⽇からは複数のプログラムの並⾏開催がスタート︕スペシャル
トラックとして開催された2つのチュートリアル（集中解説）「goo基
盤を⽀えるOpenStack」と「OpenStackのモデルの最適化と適⽤:
ConoHaとZ.comとGMOアプリクラウド」をご紹介いたします。

⽇時

2015/12/15

会場

沖縄県市町村⾃治会館

テーマ

【Day2】SDNハンズオン

12⽉15⽇に開催された「今⽇からできるレガシーシステムの段階的コ
ンテナ化」（演習）、「ホワイトボックススイッチ動向」（座学）
「Lagopusの設計と技術と実装解説」（座学）、Lagopusのインストー
ルと使い⽅を体験する演習、Lagopusの課題に関する技術報告の様...

⽇時

2015/12/14

会場

沖縄県市町村⾃治会館

テーマ

【Day1】OpenStack/Docker/Ansibleハンズオン

12⽉14⽇に開催された「OpenStack/Docker/Ansibleハンズオン
『OpenStackをさらに”使う”技術︖Docker/Ansible編』」の様⼦を報
告します。
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Day1:Openstack ハンズオン[OOD2015速報レポート]
⽇時

2015/12/14

会場

沖縄県市町村⾃治会館
【Day1】OpenStack/Docker/Ansibleハンズオン

テーマ

12⽉14⽇に開催された「OpenStack/Docker/Ansibleハンズオン『OpenStackをさらに”使
う”技術︖Docker/Ansible編』」の様⼦を報告します。

─ 使いなれたPCで、OpenStack、Docker、Ansibleを実践的に学ぶ
この⽇、⾃治会館4Fの第7会議室には、社会⼈エンジニアや学
⽣など総勢30名を超える⼈が詰めかけ、ハンズオンが始まるの
をいまかいまかと待ちかまえていました。会場には、ノートPC
のための電源と、ハンズオン環境を提供する専⽤の無線が整え
られ、参加者は持参した⾃分のPCでハンズオンに参加します。
この時間のカリキュラムは3つのパートで構成されていて、各パ
ートの前半に講義、後半に演習を⾏います。なかでも演習は、
その流れを⾒ると⾮常によく練られていることがうかがえまし
た。
まず、パート1で演習に必要な踏み台サーバを作成し、
OpenStackの各種基本操作を確認してから、OpenStackの機能
だけを使ってコラボレーションアプリ（Etherpad Lite）の構築
を体験します。

続くパート2では、アプリ配布ツールDockerを使⽤してコラボ
レーションアプリの⾃動構築に取り組みます。ここでは、アプ
リ本体とデータベースサーバ（MySQL）が同じ仮想マシンにあ
るケースと、別の仮想マシンに分かれるケースが⽤意され、両
者の違いを⽐較しながら⼿を動かせるようになっています。

そして、つぎのパート3で、ワークフローの⾃動化を可能にする
AnsibleのPlaybookを使い、前パートの演習で⼀部残っていた
⼿動設定項⽬をすべて排して、コラボレーションアプリの完全
な⾃動構築を体験するという流れです。
講師紹介
パート1を中島倫明⽒（伊藤忠テクノソリューションズ／⽇本OpenStackユーザ会 会⻑）
パート2を中井悦司⽒（レッドハット株式会社）
パート3を⿑藤秀喜⽒（株式会社インターネットイニシアティブ）
講師紹介詳しくは

こちら

─ トラブル発⽣も、講師陣のスゴ技で切りぬけ︕
パート1の演習が始まり、参加者が個々に操作を始めて間もな
く、思いもよらない異変が起こりました。演習で⽤いる
OpenStackサーバが極端に重くなり、各参加者が⾏った操作の
処理が遅々として進まなくなってしまったのです。演習内容は
先に⾏った操作を踏まえて段階的に進むよう構成されているこ

─ 使いなれたPC
で、
OpenStack、
Docker、Ansible
を実践的に学ぶ
─ トラブル発⽣
も、講師陣のス
ゴ技で切りぬ
け︕
─ 求められるの
は戦略的な⾃動
化
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サイトマップ

とから、初期段階の操作が完了しないと、後の各演習項⽬の実
施に影響を及ぼしてしまいます。

しかし、そこは超のつくエキスパートぞろいの講師陣です。急きょ、演習順序を変更して新し
い操作⼿順を策定したり、サーバの反応をみながら臨機応変な対応したりすることで、当初の
予定とは多少異なるものの、無事に演習を切りぬけました。その姿には、冷静な状況分析とシ
ステムへの深い理解に裏打ちされた、トラブル対応の奥義を⾒た思いがします。
なお中島⽒によると、このトラブルの原因は、使⽤したサーバ
がブレードサーバのようなストレージを共有するタイプのもの
で、参加者が⼀度に操作を⾏いディスクI/Oの極端な集中が発⽣
したため、急に反応が鈍くなったと思われるとのことです。

─ 求められるのは戦略的な⾃動化
OpenStack、Docker、Ansibleは、⾃動化を可能にするツールです。しかし、これらを漫然と
導⼊するだけで⾃動化が上⼿くいく訳ではありません。
中島⽒は座学のなかで「リソースコストが安くなったいま、細かい部分の効率化にばかり固執
せず、開発から運⽤までライフサイクル全体を⼤規模に⾃動化するのが得策」と指摘しまし
た。たとえば、開発環境に運⽤環境ほど⼤きなリソースを必要としない場合でも、開発環境と
運⽤環境を同じものにして、⾃動化の仕組みを共⽤できるようにしたほうが、全体効率化が進
むというわけです。
中井⽒は「アプリのインストール⼿順は開発者が⼀番分かっている。開発者が責任をもってイ
メージを作り、運⽤ではそのイメージをコンテナ環境でそのまま利⽤するのが得策」と、⾃動
化に向け、動作環境の統⼀と明確な作業分担が重要になることを語りました。
また⿑藤⽒は⾃動化への取り組み⽅として「忙しいので⼿でやろう、後で時間ができたら⾃動
化しましょう、となりがちだが、後で⾃動化できた試しはない。最初から⾃動化ありきの設計
で挑むのがよい」と、⾃⾝の経験をふまえた秘訣を伝授してくれました。
これら講師陣の⾔葉は、これから⾃動化に取り組もうとする⼈
に⼤きなヒントを与えたことでしょう。
思いもよらない展開となった初⽇のハンズオンですが、達⼈た
ちのシステムに対する深い理解とすばらしい機転により、むし
ろ得るものが多い時間となりました。このようにして本ハンズ
オンは盛況のうちに終了しました。

Okinawa Open Days 2015
SDNおよびクラウド技術に携わる者が広くオープンに語り合い、そして最新情報に触れることが
できる、この分野で国内有数の国際会議「Okinawa Open Days 2015」が2015年12⽉14⽇に
開幕しました。開催期間を2⽇から5⽇に⼤幅に拡⼤した今年は、来場者が直接参加できるハンズ
オンやチュートリアルがさらに充実し、これまでに増して中⾝の濃いものになっています。
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Day2:SDNハンズオン[OOD2015速報レポート]
⽇時

2015/12/15

会場

沖縄県市町村⾃治会館
【Day2】SDNハンズオン

テーマ

12⽉15⽇に開催された「今⽇からできるレガシーシステムの段階的コンテナ化」（演習）、
「ホワイトボックススイッチ動向」（座学） 「Lagopusの設計と技術と実装解説」（座学）、
Lagopusのインストールと使い⽅を体験する演習、Lagopusの課題に関する技術報告の様⼦を
レポートします。

－ 運⽤技術者を幸せにするコンテナ技術を実体験

2⽇⽬のSDNに関するハンズオンとチュートリアルもまた、会
場の電源容量が⼼配されるほど多くの⼈が参席し、開催された
第7会議室は⼤きく盛り上がっています。

午前のセッションでは、いま旋⾵を巻き起こしているコンテナ
技術を使い、1つのサーバのなかで新旧バージョンのデータベー
スサーバプログラム（MySQL）を並⾏して動かし、それぞれを
⾃由に切り替える演習が⾏われました。担当するのは⽯井久治
⽒、⼤嶋悠司⽒、⼭本直⼈⽒（共にNTTソフトウエアイノベー
ションセンタ）です。
データベースサーバはバージョン毎に微妙な機能差があり、安
易なバージョンアップは、システムの動作に重⼤な影響を与え
る可能性があります。もし新旧のデータベースを並⾏動作さ
せ、本番の切替えに先だち、新データベースサーバへお試し切
替えできるなら、これはシステム運⽤者にとって⼤きな福⾳で
す。実は、コンテナ技術を⽤いると、このようなことが簡単に
⾏えるようになります。この演習では、Dockerコンテナを使
い、これを実体験しました。

－ 必要な機能を、必要なとき、必要なだけ。いま進化するスイッチ

ネットワークを構成する重要な機器の1つ「スイッチ」。⼀⾔で
いえば、コンピュータからコンピュータへ⼀定のルールに沿っ
て情報を転送する装置です。いま、このスイッチが⼤きく変わ
ろうとしています。「ホワイトボックススイッチ」がそのキー
ワードです。
「ホワイトボックススイッチ動向」と題して登壇した⽯⽥渉⽒
（NTTソフトウエアイノベーションセンタ）は、ホワイトボッ
クススイッチの世界観を「ハードウエアからソフトウエアま
で、スイッチを構成するコンポーネントを⾃由にチョイスし
て、ユーザが必要とするものを作り上げることができるもの」
と説明します。
⼀式がケースに⼊った装置として販売される従来のスイッチを「決まったおかずが並ぶ定⾷」
とするなら、コンポーネントを選んで組み合わせることのできるホワイトボックススイッチは
「おかずを⾃由に選べるバイキングスタイル」のような⽅式です。必要なものを必要なときに

－ 運⽤技術者を
幸せにするコン
テナ技術を実体
験
－ 必要な機能
を、必要なと
き、必要なだ
け。いま進化す
るスイッチ
－ ソフトウエア
なのに速い︕
Lagopusの秘密
が明らかに
－ 噂のLagopus
に挑戦︕そして
今後の展開は
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サイトマップ

必要なだけ⽤意できるため無駄が発⽣しません。さらには、⾃分たちの創意⼯夫を加えること
で、いまあるシステムメニューとの連携など、従来の定⾷式では難しかったことを簡単に実現
できます。このような変化がいまスイッチの世界で進んでいるというのです。
⽯⽥⽒によると、このホワイトボックス化の流れは、スイッチ
のみならず、⼤型ルータ（ネットワーク同⼠をつないで情報を
中継する装置）やWDM伝送装置（光ファイバを使い⼤容量の通
信を⾏う装置）にも波及しつつあるといいます。スイッチを始
めとする様々なネットワーク機器が、いま⼤きな変⾰期にある
ことを肌で感じられる講演となりました。

－ ソフトウエアなのに速い︕Lagopusの秘密が明らかに

スイッチが進化する⽅向は、ホワイトボックススイッチに限り
ません。もうひとつ、近年、⼤きな注⽬を集めるのが「ソフト
ウエアスイッチ」です。ソフトウエアスイッチは、いわば「ス
イッチの機能を果たすプログラム」で、それを動かしているコ
ンピュータはスイッチとして振舞えるようになります。

ソフトウエアスイッチは、仮想的なコンピュータを⽤いるクラ
ウドコンピューティングと相性が良い半⾯、情報転送の速度が
遅いという⽋点がありました。しかし、近年それを覆す⾼速な
ソフトウエアスイッチが登場し、その柔軟性と相まって、にわ
かに脚光を浴びています。
「Lagopus」は、OpenFlow1.3の仕様に最も適応する、⾼速なソフトウエアスイッチの代表格
です。その開発に携わる中島佳宏⽒（NTT未来ねっと研究所）が、Lagopusで⾼速動作を実現
できた秘密を語りました。
中島⽒によると、盛り込まれた様々な⼯夫のなかでも、⾼速な
パケット処理を⾏うIntel DPDKの採⽤したこと、シンプルさを
追求してCPUキャッシュを有効活⽤していること、メモリコピ
ーを徹底的に減らしたこと、ロックによる処理待ちを排除した
こと、複数あるCPUコアを有効活⽤していること、などが⾼速
化に寄与しているといいます。
この結果、Lagopusはソフトウエアスイッチでありながら最⼤10Gbpsのスループットを実現
し、それと同時に、Interop Tokyoなどでの実証で⼗分な安定性も確認されているとのことでし
た。

－ 噂のLagopusに挑戦︕そして今後の展開は
つづいて、河井彩公⼦⽒と⽇⽐智也⽒（共にNTT未来ねっと研
究所）のガイドの下、参加者が⾃らの⼿でLagopusに触れるこ
とのできる演習が設けられました。演習環境においてIntel
DPDKが機能しないことから、驚愕の⾼速性を⽬の当たりにす
るには⾄りませんでしたが、ここで得られた導⼊⼿順や設定項
⽬は、後⽇、Lagopusを活⽤するときの⼿助けになるに違いあ
りません。
演習に引きつづき、沖勝⽒からLagopusの技術的な課題の1つに
ついて、その解決⼿法と進捗に関する技術報告が⾏われまし
た。具体的にはIntel DPDKを⽤いるとスイッチ内のデータを外
部からモニタできず、ネットワーク管理に不都合をもたらすこ
とがあるという課題です。幸い、これはすでに解決の途上にあ
るということでした。
このように、2⽇⽬のプログラムもまた、実に盛りだくさんの内容で、参加者は⼼のままにクラ
ウドとSDNに浸れる1⽇になりました。

Okinawa Open Days 2015
SDNおよびクラウド技術に携わる者が広くオープンに語り合い、そして最新情報に触れることが
できる、この分野で国内有数の国際会議「Okinawa Open Days 2015」が2015年12⽉14⽇に
開幕しました。開催期間を2⽇から5⽇に⼤幅に拡⼤した今年は、来場者が直接参加できるハンズ
オンやチュートリアルがさらに充実し、これまでに増して中⾝の濃いものになっています。
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Day3:チュートリアル[OOD2015速報レポート]
⽇時

2015/12/16

会場

沖縄県市町村⾃治会館
【Day3】チュートリアル「goo基盤を⽀えるOpenStack」ほか

テーマ

12⽉16⽇からは複数のプログラムの並⾏開催がスタート︕スペシャルトラックとして開催され
た2つのチュートリアル（集中解説）「goo基盤を⽀えるOpenStack」と「OpenStackのモデル
の最適化と適⽤: ConoHaとZ.comとGMOアプリクラウド」をご紹介いたします。

－ 1,300台もの仮想マシンを4カ⽉で別センタへ。切り札はOpenStack

24時間、365⽇、常に稼働していることが求められるインター
ネットサービス。その厳しい前提を保ちながら、データセンタ
を移転することは簡単なことではありません。

「goo基盤を⽀えるOpenStack」と題して、冒頭に登壇した橋
本智哉⽒（NTTレゾナント株式会社）によると、検索エンジン
gooなど各種ネットサービスを運営するNTTレゾナントでは、
2014年10⽉からの4カ⽉で1,300台ものサーバ（仮想マシンベ
ース）を、成功裏に別のデータセンタへ移転させたといいま
す。
この難題を解くために橋本⽒らが選んだのが
OpenStack（Icehouse）でした。移転先にOpenStackを稼働
させ、そこに各サーバを移転させれば、本題である迅速な移転
を実現できるほか、サービス担当者から出ていた仮想マシン作
成・管理のスピードアップや、サービス運⽤監視の効率化も計
れるはず。そうにらんでの英断でした。
15⼈という少⼈数の基盤担当者で、短期間に移転させることに
成功した秘訣の1つとして、橋本⽒は「割り切ってOpenStack
を導⼊したこと」を挙げます。たとえばOpenStackのネットワ
ークを受け持つNeutronはL2機能だけを使い、その先はアプラ
イアンスによるVLANにまかせているとのこと。もし、旧データ
センタで実績のあるこの⼿法を使わず、NeutronでSDNを組む
ような形にしていたら、もっと時間がかかっただろうと振り返
ってみせました。

－ Puppetによる⾃動化で⼤量の仮想マシンを迅速に設定

OpenStackの導⼊でサーバ（仮想マシン）が簡単に作れるよう
になっても、それだけで移転が迅速に進むわけではありませ
ん。つぎに必要なのが、新しいサーバを⾃動的に設定する仕組
みです。この部分について通⼭和裕⽒（NTTレゾナント株式会
社）が講演を⾏いました。
サーバ設定の⾃動化に⽤いられたのはPuppetと呼ばれる⾃動化
ツールです。旧データセンタで利⽤していたPuppetマニフェス
ト（求めるコンピュータの構成を定義した情報。これを基に
Puppetは⾃動設定を⾏う）を再利⽤するとともに、Puppetと
OpenStackを連携させて⾃動的に設定が⾏われる仕組みを⾃作
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したそうです。その結果、新しいサーバを構築するリードタイ
ムは劇的に短縮し、1カ⽉で1,000ものサーバが構築されたとい
います。

OpenStackの導⼊に合わせ、これまで⼿動の要素が少なからずあった監視の仕組みにも、可能
な限り⾃動化が導⼊されました。いくらサーバを迅速に作成しても動作監視の対象に加える作
業で時間がかかってしまっては元も⼦もありません。この改善で、従来オペレータの⼿で⾏っ
ていた、監視設定、障害検知、障害発⽣時の障害チケット（対応完了までを追跡するための記
録）起票が、⾃動的かつ素早くに⾏えるようになったということです。
このような⾃動化を⾏うにあたっては「OpenStack導⼊を決め
る前に、現在のワークフローを精査して、どこを⾃動化しどこ
をあきらめるか、⼗分に検討することが⼤切」と通⼭⽒は指摘
します。この⾔葉は、これから⾃動化を⽬指す⼈にとって貴重
なアドバイスとなったことでしょう。

－ 仮想マシンのディスク空間を縮⼩するオリジナルツールを開発

渡邉理恵⽒（NTTレゾナント株式会社）は、OpenStack上の仮
想マシンを運⽤するなかで明らかになった「ディスク利⽤効率
の低下」を解決するためのアプローチと、その考察について講
演を⾏いました。
仮想マシンは、物理的なサーバのなかでシミュレートされる、
実体のない論理的なコンピュータです。仮想マシンにはディス
クがついていて、その領域は、仮想マシン⽣成時のサイズ指定
に沿って、物理的なサーバに搭載するハードディスク（以下、
物理ディスクと呼びます）のなかに固定サイズで確保されま
す。そのため、仮想マシンを⽣成すると、その分、物理ディス
クの空き容量は減っていきます。そして、この空き容量が残り
少なくなると、⼤きなディスクを持つ仮想マシンを新たに作る
ことができなくなります。
渡邉⽒らが、物理ディスク使⽤率80%程度のサーバを調査した
ところ、そのサーバの⼤部分の仮想マシンでディスクの10〜
20%程度しか使⽤われていないことが明らかになりました。そ
こで⼤きく割り当て過ぎた各仮想マシンのディスク領域を縮⼩
するツールを開発し、物理ディスクの使⽤効率を改善すること
に成功したそうです。
このツールは、ディスク容量が⼩さめの仮想マシンを作り、そ
こにrsyncで丸ごとコピーする⽅式を採⽤しており、そのまま
で、仮想マシンのディスク拡⼤にも対応します。また、物理的
なサーバ内の仮想マシンをすべて他へ移動できることから、サ
ーバOSのアップデート準備にも⼀役かっているとのことでし
た。
最後に再登壇した通⼭⽒によると、今後これらのツールを利⽤してOpenStack Mitakaリリース
へ更改するための準備を進めるということです。また更改後に、LBaaSの導⼊や、⾃社パッチ
の適⽤・試験を⾃動化する仕組みの確⽴を⽬指すとのことでした。

－ 異なるリリースのOpenStack基盤を混在運⽤するワザ
続いて、郷古直仁⽒（GMOインターネット株式会社）より
「OpenStackのモデルの最適化と適⽤: ConoHaとZ.comと
GMOアプリクラウド」と題打った講演が⾏われました。

同社は各種のパブリッククラウドサービスを運営しています
が、これらにはOpenStackの異なるリリースが混在していいま
す。具体的には、お名前.com VPS（Diablo）、
ConoHa（Glizzly、Juno）、お名前.com クラウド
（Havana）、GMO AppsCloud（Havana、Juno）、
z.com（Juno）と対応しており、実に様々なリリースが使われ
ていることが分かります。
これらの各クラウドは、OpenStackの当該リリースが持つ機
能、対象となる顧客層、サービス特性などに応じて、最適化さ
れた構成をとっているということで、その特徴的な構成や機能
が詳しく紹介されました。
たとえば、リリース時期の新しいJunoベースのConoHaとAppsCloudであれば、ConoHaは
「マルチリージョン」「スケーラビリティ」「OpenStack APIアクセス」「競争⼒のある価
格」といった特⻑を実現すべく構成されていると郷古⽒はいいます。⼀⽅、AppsCloudは「ゲ
ーム配信などハイパフォーマンスを求める分野への適⽤」を⽬指し、NeutronはLinux Bridge
だけを使ってL3は使わないなど、ネットワークやストレージにアプライアンスを活⽤して、そ
の特⻑を打ち出しているということです。
各サービスの詳細な構成を基に展開された本講演は、圧倒的な
情報量と内容の濃さが印象に残るものとなりました。
OpenStackを⼤規模に運⽤する同社キーパーソンによる講演で
もあり、実際にデータセンタや企業でOpenStackを運営する担
当者にとって貴重な時間になったに違いありません。

Okinawa Open Days 2015
SDNおよびクラウド技術に携わる者が広くオープンに語り合い、そして最新情報に触れることが
できる、この分野で国内有数の国際会議「Okinawa Open Days 2015」が2015年12⽉14⽇に
開幕しました。開催期間を2⽇から5⽇に⼤幅に拡⼤した今年は、来場者が直接参加できるハンズ
オンやチュートリアルがさらに充実し、これまでに増して中⾝の濃いものになっています。
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沖縄県市町村⾃治会館
【Day4】ジェネラルトラックNo1

テーマ

Okinawa Open Days 2015 4⽇⽬ 12/17 からは、ジェネラルトラックとして、メインホー
ルでの基調講演やパネルセッションがスタートしました。
【Day4】ジェネラルトラックNo1は12/17 ジェネラルトラック午前の講演をご紹介いたしま
す。

－ 勇壮な演舞が彩るオープニング、うちなーぐちの挨拶に沖縄を感じる

オープニングとして、沖縄の伝統芸能、エイサーの演舞、「那
覇太⿎」の勇壮かつ明るい演舞で幕を開けたジェネラルトラッ
ク。

まず、⼀般社団法⼈沖縄オープンラボラトリ（以下OOL）の理
事⻑ 伊藤幸夫が登壇しました。開⼝⼀番⾶び出したのは、沖縄
のうちなーぐちで「はいさい、ぐすーよー ちゅー うがなびら
（はい、皆さん、こんにちは）」の⼀⾔。すこし照れているよ
うにも⾒えた伊藤理事⻑は、うちなーぐち、英語、⽇本語で、
沖縄まで⾜を運んでくれた来場者へ感謝の気持ちを伝え、それ
に続けて、OOLの活動⽅針、研究内容、活動の実績、参加組織
などを来場者に向けて紹介しました。
つぎに、この国際会議を後援する沖縄県を代表して、来賓の翁
⻑雄志知事が挨拶に⽴ちました。就任後の初公務となった昨年
に続いて登壇した知事は、「地域ごとに多様な⽂化を持つ沖縄
で、⼈類の未来を築くSDN/クラウド技術が花開くことは意義深
く、沖縄県としても⼒を⼊れたい。このような国際会議を通し
て、沖縄の国際研究開発拠点としての存在感が⾼まり、またこ
れが国際交流の契機となることを望む」と、この国際会議に対
する期待を述べました。

－ 刺激的な状況が続くSDN分野。Atriumのリリースでさらに適⽤が容易に
Open Networking Foundation（以下ONF）でエグゼクティブ
ディレクタを務めるDan Pitt⽒は、「OpenなSDNの動向、
Atrium等ONFの最新の取り組み」と題して、SDNの新しいブレ
ークスルーについて講演しました。エキサイティングな状況が
続くSDN分野ですが、最近の⼤きなブレークスルーとして、業
界標準の情報モデルの構築、OpenFlowのハードウエア実装、
オープンソース化などがあるとDan Pitt⽒は⾔います。
このうちオープンソース化に関する話題として、ONFが6⽉に
リリースした、Atriumと呼ばれるSDNソフトウエアパッケージ
が紹介されました。Quagga BGP、ONOS、OpenFlow1.3ドラ
イバ、Open vSwitch、インストールドキュメントなどを含む
このパッケージを⽤いると、ネットワーク機器へのSDN適⽤が
より容易に⾏えるとのことです。
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この講演では「Open SDN」の表記が多く⽤いられていまし
た。これはオープンな標準、オープンインタフェース、オープ
ンプロトコル、オープンソースを⽤いて実現するSDNを指すも
のです。SDNの普及が進むにつれ、近年は特定ベンダにロック
されうるSDN製品も増えていることから、それと区別するため
にこの表記を⽤いているとDan Pitt⽒は説明しました。

－ 適⽤が広がるOpenDaylight、開発は「⾃転⾞競技」スタイルで
「オープン ソース ネットワークと企業」をテーマに、
OpenDaylightのエグゼクティブディレクタであるNeela
Jacques⽒が演壇に⽴ちました。⾰新的な技術やソリューショ
ンを従来にないスピードで作り出すことが求められる今⽇で
は、従来のように単独で競合相⼿と争っていると、結果を出す
のに⼿間取り、⽣き残りをかけた勝負に負けてしまうことがあ
ります。

Neela Jacques⽒は、この様⼦を⾃転⾞競技に例えて、ゴール
直前までコミュニティのなかでライバルと協⼒しあい、最後の
時間で差をつけ勝負を決める、そんな開発スタイルが増えてい
ること、そして、OpenDaylightもそのようなスタイルで開発さ
れていることを、まず紹介しました。

そして後半では、OpenDaylightの開発に⼤きな役割を果たす
企業として、NECと富⼠通の活躍にスポットを当て、その貢献
ぶりが披露されました。また利⽤事例として、Tencent、
SERRO、KT、China Mobile、AT&T、カリフォルニア⼯科⼤
学、ブリストル市などでのOpenDaylight導⼊例を取り上げ、
Linuxのような共通プラットフォームとしてOpenDaylightの適
⽤が広がっている様⼦を紹介しました。

－ 運⽤者も巻き込み活発化するOpenStackコミュニティ
OpenStack Foundationでコミュニティマネージャを務める
Tom Fiﬁeld⽒の講演「OpenStack運⽤者とコミュニティ」もま
た、オープンなソフトウエア開発におけるコミュニティの重要
性を物語るものでした。Tom Fiﬁeld⽒によると、以前の
OpenStackのコミュニティにはおもに開発者が集まっていた
が、いまは開発者だけでなく運⽤者も集まる場になり、そのよ
うなコミュニティの拡⼤がOpenStackの開発によい影響を与え
ているといいます。
この基になったのは、2014年3⽉、運⽤者を集めて⾔いたい放
題してもらった実験的なイベントでした。それが成功を納めた
ことから、以来、積極的に運⽤者を巻き込む動きが進み、2015
年の8⽉に開いたOps Meetupに⾄っては、300⼈近くもの⼈
が参加したといいます。先⽇東京で開催されたOpenStackサミ
ットでも、サイバーエージェントや楽天の運⽤担当者によるプ
レゼンテーションが⾏われ、その動きがさらに加速しているこ
とが⽰されました。
「同業他社の⼈と情報を共有することで、他の⼈の使い⽅を知
り、共通の課題を発⾒できる。学べることは実に多い」とTom
Fiﬁeld⽒はいいます。開発スタイルのみならず、運⽤スタイル
もまた、コミュニティで協⼒しあう⾃転⾞競技型にシフトしつ
つあることが、この講演からうかがえました。

Okinawa Open Days 2015

SDNおよびクラウド技術に携わる者が広くオープンに語り合い、そして最新情報に触れることが
できる、この分野で国内有数の国際会議「Okinawa Open Days 2015」が2015年12⽉14⽇に
開幕しました。開催期間を2⽇から5⽇に⼤幅に拡⼤した今年は、来場者が直接参加できるハンズ
オンやチュートリアルがさらに充実し、これまでに増して中⾝の濃いものになっています。
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【Day4】ジェネラルトラックNo2
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Okinawa Open Days 2015 4⽇⽬ 12/17 からは、ジェネラルトラックとして、メインホー
ルでの基調講演やパネルセッションがスタートしました。
【Day4】ジェネラルトラックNo1は12/17ジェネラルトラック午後の講演をご紹介いたしま
す。

－ 検証⾃動化や国際インタークラウド研究などOOLの多彩な活動を報告

「SDN/NFV時代におけるネットワーク検証⾃動化の実現」と題
して、當⼭達也（OOL/株式会社オキット）が⾏った発表では、
VNF（ソフトウエアで実現したネットワーク機能部品）の相互
接続性検証を⾃動的かつ網羅的に⾏うシステムの開発状況が報
告されました。

平原海詞（OOL/NECソリューションイノベータ）による発表
「OpenFlow Patch Panel」では、OOLで開発が進むOF-Patch
システムの仕組み、開発状況、今後の展開が報告されました。
OF-Patchは、機器とネットワークの接続を⾃由に切り替えるパ
ッチパネル機能を、OpenFlowスイッチでソフトウエア的に実
現する⾮常にユニークなシステムです。

「⽇中韓のOpenStack環境を接続したインタークラウドの検
証」というテーマで⽯川泰啓（OOL/NECソフト沖縄株式会社）
が⾏った発表では、複数のクラウドシステムを連結して1つのク
ラウドとして利⽤するインタークラウド技術の国際研究（⽇中
韓）の様⼦が報告されました。

萩原学⽒（新⽇鉄住⾦ソリューションズ株式会社）は、
「OpenFlowを使ったネットワークテスト⾃動化システムの構
築」と題打ち、ネットワークのテストをすべてソフトウエアで
定義して⾃動化する仕組みの提案と試験的な実装について報告
しました。

－ O3プロジェクトのこれから
桐葉佳明⽒（⽇本電気株式会社）から「『ネットワークビジネ
スを変⾰する広域SDNテクノロジー』〜O3プロジェクト:ファ
イナルステージに向けて〜」と題して講演が⾏われました。O3
プロジェクトは、NEC、NTT、NTTコミュニケーションズ、富
⼠通、⽇⽴製作所の各社が参画し、SDNの広域ネットワークイ
ンフラ適⽤を研究するプロジェクトです。
O3プロジェクトでは、SDNノード、マルチレイヤ統合制御、共
通制御フレームワークの3要素から構成される「O3ネットワー
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クアーキテクチャ」を策定すると共に、参画各社の技術開発⼒
を結集して、これら3領域の技術開発を⾏っています。その具体
例として、ODENOS（統合ネットワークオーケストレータ）、
Lagopus（ソフトウエアスイッチ）、SDN光コアリソースドラ
イバ（光コアネットワークSDNの制御管理ソフトウエア）、
SDNパケットトランスポート（パケットネットワーク⽤オーケ
ストレータ）などが紹介されました。

－ 韓国と台湾からSDNとOpenStackの報告

Inwook Hwang⽒（韓国 Atto Research）による講演
「Testing the distributed controller OBelle with WAN
scale」では、同社が開発するSDNコントローラであるOBelleの
機能紹介、他製品のデモに加えて、同社-OOL間で⾏われた
「WAN規模での分散SDN制御」実験の結果が報告されました。

報告では、両者を結ぶVPNがボトルネックになり管理ネットワ
ークのスループットは最⾼5.2Mリクエスト/秒、最低1.3Mリク
エスト/秒程度にとどまったこと、フェイルオーバテストはどの
ケースもパケットロスなく切り替えられたこと、LLDPによる検
出に⼀部失敗したこと、遅延の⻑さが原因となりハートビート
検出が誤動作したこと、などが明らかにされました。

「OpenStack bring all of us together」と題して講演を⾏っ
たJimmy Kao⽒（台湾 inwinSTACK）は、台湾のOpenStackコ
ミュニティを牽引する同社の紹介、台湾コミュニティの活動状
況、同社のデプロイ⼿順、導⼊成功事例（製造業、研究機関、
銀⾏）などを紹介しました。

また、ビデオによるデモとして、負荷が上昇したときに、新た
に仮想マシンを⽣成して負荷分散し、負荷が下がると仮想マシ
ンを停⽌して削除する様⼦などが上映されました。

－ パネルディスカッション「OpenStack in ASIA」

OpenStackコミュニティのなかでも、とりわけ活発な動きを⾒
せるアジアコミュニティ。その最前線で活躍する諸⽒を招き
「OpenStack in ASIA」をテーマに議論するパネルディスカッ
ションが、この⽇の最後のプログラムとして催されました。

パネリストとして列席したのは、Mac Jack⽒（台湾
OpenStack Taiwan User Group）、Ye Lu⽒（中国
Qunar.com Information Technology）、Tom Fiﬁeld⽒
（OpenStack Foundation）です。モデレータは⻑⾕川章博⽒
（株式会社ビットアイル）が務めました。
ディスカッションでは、各国コミュニティの状況、国ごとに違
うコミュニティの特性、ユーザグループの認定に関する話題、
データ主権とOpenStackの関係などについて活発な議論が交わ

され、アジアエリアのOpenStackのいまを知る貴重な機会とな
りました。

なかでも、議論の折々で発せられる、台湾や中国のOpenStack
コミュニティのリアルな動向は、近隣諸国の⽣の動きを知ると
いう点でとても興味深く感じられました。

たとえば、Ye Lu⽒は「いまはファーウェイの存在感が⼤きく
突出しているが、これからは他のユーザとのバランスが必要」
と中国コミュニティの課題を指摘しました。またMac Jack⽒は
「いま様々な企業が出てきている。その芽に光、⽔、空気を与
えて、育てていかなければならない」と成⻑著しい台湾の様⼦
を語って⾒せました。
1時間と短い時間でしたが、各国を率いるキーパーソンの声にそのコミュニティの真の姿を垣間
⾒ることができ、議論の本題と併せて、多くのものを得られるひとときでした。

Okinawa Open Days 2015
SDNおよびクラウド技術に携わる者が広くオープンに語り合い、そして最新情報に触れることが
できる、この分野で国内有数の国際会議「Okinawa Open Days 2015」が2015年12⽉14⽇に
開幕しました。開催期間を2⽇から5⽇に⼤幅に拡⼤した今年は、来場者が直接参加できるハンズ
オンやチュートリアルがさらに充実し、これまでに増して中⾝の濃いものになっています。
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次世代ICT基盤技術の実⽤化と普及を⽬指す
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Day5-No1:ジェネラルトラック[OOD2015速報レポート]
⽇時

2015/12/18

会場

沖縄県市町村⾃治会館
【Day5】ジェネラルトラックNo1

テーマ

Okinawa Open Days 2015 5⽇⽬ 最終⽇の12/18も、メインホールで基調講演やパネルデ
ィスカッションが⾏われ、それと並⾏して、特定の話題に深く切り込む個別セッションが⼩会
議室で⾏われました。【Day5】ジェネラルトラックNo1は12/18のメインホールで開催された
ジェネラルトラック午前の講演をご紹介いたします。

－ 楽天で進むOpenStack活⽤、導⼊には情熱と合理性のバランス感覚が⼤切

この⽇、最初の基調講演は、楽天株式会社の佐々⽊健太郎⽒に
よる「OpenStack at Rakuten」です。同社では、2010年に
Xen（フリーで使える仮想化ソフトウエアの1種）を導⼊し、そ
の後、2012年にVMWare ESXi、2015年にOpenStackと仮
想・クラウド環境を拡充してきました。
佐々⽊⽒によると、セール時にはマシンを⼀時的かつ速やかに
増やす必要があり、それを仮想マシンで容易に実現できること
がVMWare導⼊のきっかけになったといいます。OpenStackに
ついては、⼀貫性のあるAPIが⽤意されていて⾃動化を進めやす
い、常に進化をつづけている、ライセンス代がかからないとい
った点を評価して、導⼊に踏み切ったそうです。この⼀連の動
きにより、2014年までには7-8割のものが仮想環境に載り、い
まはVMWareとOpenStackを選択してアプリ開発できる環境が
整っているといいます。
佐々⽊⽒は、OpenStack導⼊を成功する秘訣の1つに「エンジ
ニアが内発的動機を持つこと」を挙げました。OpenStackを使
いこなすには、少なからず、ソースコードの解読を要する場⾯
に遭遇します。そのようなハードルに対して、エンジニア⾃⾝
が興味と情熱を持って取り組む姿勢が⼤切だと佐々⽊⽒はいい
ます。その⼀⽅で「導⼊コンポーネントが増えて担当者の⼿に
負えなくなったら、ベンダによるサポートサービスを利⽤する
ことも必要」とし、OpenStack導⼊に情熱と合理性のバランス
感覚が肝要であることを指摘しました。

－ ますます広がるSDN適⽤の事例をキャリアの現場から解説
「SDNは本当に使えるのか︖バズワードじゃないのか︖」この
問いに対する答えの⼀端を⾒せてくれたのは、NTTコミュニケ
ーションズ株式会社の柏⼤⽒でした。「技術開発視点から⾒た
キャリアにおけるSDN適⽤ユースケース」と題して⾏った講演
では、同社でSDN適⽤が進む領域、これから適⽤なされる領
域、技術開発視点から⾒た技術開発テーマとユースケースにつ
いて語られました。
柏⽒によると、同社ではデータセンタ内、データセンタ間、デ
ータセンタ-WAN間、NFV（ファイアウォールなどのネットワ
ーク機能を仮想化したもの）の各領域で、すでにSDN適⽤が進
んでいるといいます。その成果として、顧客がポータル画⾯を
操作してネットワークを⾃動構成する、同様の⽅法で企業クラ
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ウド間の帯域を制御する、企業クラウドとデータセンタの接続
や帯域制御をする、といったサービスが実際に提供されていま
す。

今後は、データセンタやクラウドの外、具体的には、WANや
LANの部分に対するSDN適⽤が進むと柏⽒はいいます。たとえ
ば「Transport SDN」はWANのトランスポートネットワーク部
分（⼟管のようにデータを単純に運ぶ機能を提供）にSDN機能
を付加するものです。この技術は、複数のレイヤ、伝送機能、
メーカ製品で構成するネットワークで、必要資源の動的な割り
当て、帯域確保、経路変更などを可能にします。その結果、迅
速なサービス提供、最適な品質の設定、運⽤のシンプル化など
を実現できるということです。

－ スマートシティの実現を⽬指して︕台湾で進む技術開発の様⼦を紹介
台湾IIIのDr. Ming-Whei Feng⽒は「Internet of Things &
Smart City Applications」と題して基調講演を⾏いました。講
演では、世界的な都市化の進⾏に伴うスマートシティの必要
性、⼤きな発展が予想されるIoT技術、それにより実現するスマ
ートシティアプリケーション、スマートシティやIoTに対する
IIIや台湾政府のアプローチ、沖縄オープンラボラトリ（以下
OOL）と協働しての活動などについて語られました。
2050年には世界⼈⼝の66%が都市で暮らすようになるとされ
るなか、Dr. Ming-Whei Feng⽒は「都市には、移動性、セキュ
リティ、エネルギー、⽔道などの課題が横たわっている。その
要件をリアルタイムに満たすには、信頼性の⾼い通信を使っ
て、様々なリソースをコーディネーションする必要がある。そ
の場⾯でSDN、NFVが重要な役割を果たす」と⾒ています。そ
して、これらによるコネクティビティに加えて、クラウド、ビ
ッグデータ解析、オープンデータといったものが、スマートシ
ティの重要なインフラになるといいます。
新技術の開発を積極的に進めている台湾。Dr. Ming-Whei
Feng⽒は「スマートシティやIoTに関する市場の要件を理解
し、それを満たせる⾼度な技術開発を⾏う」と同時に「単にソ
リューションを考えるだけでなく、ユーザやアプリケーション
プロバイダからの視点を反映することが⼤切」と、これからの
開発に求められる認識を⽰しました。

Okinawa Open Days 2015
SDNおよびクラウド技術に携わる者が広くオープンに語り合い、そして最新情報に触れることが
できる、この分野で国内有数の国際会議「Okinawa Open Days 2015」が2015年12⽉14⽇に
開幕しました。開催期間を2⽇から5⽇に⼤幅に拡⼤した今年は、来場者が直接参加できるハンズ
オンやチュートリアルがさらに充実し、これまでに増して中⾝の濃いものになっています。
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次世代ICT基盤技術の実⽤化と普及を⽬指す

カスタム検索
お問い合わせ

Day5-No2:プログラムコンテスト表彰式[OOD2015速報レ
ポート]
⽇時

2015/12/18

会場

沖縄県市町村⾃治会館
【Day5】ジェネラルトラックNo2「プログラムコンテスト表彰式＆受賞メンバー
プレゼンテーション」

テーマ

Okinawa Open Days 2015 3⽇⽬に開催されました、「SDN/クラウドプログラムコンテスト
2015」 最終審査が⾏われ
グランプリ1組 特別賞3組が選出されました。【Day5】ジェネラルトラックNo2では18⽇メ
インホール、ジェネラルトラック内にて開催された「プログラムコンテスト表彰式＆受賞メン
バープレゼンテーション」の様⼦をご紹介いたします。

－ グランプリと特別賞に輝いたチームを、この晴れやかな舞台で表彰
「プログラムコンテスト表彰式＆受賞メンバープレゼンテーション」が⾏われ、「SDN/クラウ
ドプログラムコンテスト 2015」（12/16開催）の受賞チームが表彰を受けるとともに審査委
員からの講評を聞きました。
グランプリを受賞したのは「Webブラウザ上で操作可能なネッ
トワークシミュレータの設計と試作」をテーマに発表したチー
ムHです。その講評を⾏った⼩野寺⽒（シスコシステムズ）は
「グランプリの決め⼿になったのは、⾼校⽣がネットワークを
学ぶのに適切な教材がない現状をふまえ、それを解決するシミ
ュレータを作ると問題の定義が明確であったこと。そして、上
⼿なプレゼンテーションで何をどう解決するかを⾒る者に分か
りやすく⽰せたこと。これらの点を評価し、最後は審査委員全
員⼀致で決まった」と、並いる競合のなか、チームHがグラン
プリを受賞した理由を説明し、苦労をねぎらいました。

この後、チームHの當⼭達也がグランプリを受賞したプレゼン
テーションを披露し、ホールに詰めかけた来場者から⼤きな拍
⼿が送られました。
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特別賞に輝いた
チームを、この
晴れやかな舞台
で表彰
プログラムコン
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次世代ICT基盤技術の実⽤化と普及を⽬指す

カスタム検索
お問い合わせ

Day5-No3:ジェネラルトラック[OOD2015速報レポート]
⽇時

2015/12/18

会場

沖縄県市町村⾃治会館
【Day5】ジェネラルトラックNo3

テーマ

Okinawa Open Days 2015 5⽇⽬ 最終⽇の12/18もメインホールで基調講演やパネルディ
スカッションが⾏われ、それと並⾏して、特定の話題に深く切り込む個別セッションが⼩会議
室で⾏われました。
【Day5】ジェネラルトラックNo3は12/18のメインホールで開催されたジェネラルトラック午
後の講演をご紹介いたします。

－ クラウド・SDN時代が求める⼈材とは︖／新しいビジネスモデルと教育

「クラウド・SDN時代の⼈材育成」と題して、クラウドやSDN
が急速に普及する時代に求められる⼈材像を描いたのは、篠⽥
陽⼀教授（北陸先端科学技術⼤学院⼤学）です。

篠⽥教授が⽰す⼈材像は「ソフトウエアシステムを企画・⽴
案・設計・実現・展開できる⼈」とシンプルです。しかし、全
ての⼈材をそのように育てるのは容易ではなく、いまどきの学
⽣のキャラクタ、⼤学院の教育プログラムなど、いくつかのハ
ードルがあるといいます。そのようななかにあって、あらため
て篠⽥教授が基本スキルとして⾝につけるべきと挙げたのは
「ソフトウエアの作り⽅に関する知識と経験」「概念形成・操
作⼒」「表現⼒」「思考実験」の4つでした。

⼤学院教授のほか政府要職なども務める篠⽥教授。その肩書き
がもたらす固いイメージに反して、折々に⾶び出すユーモアた
っぷりのお話に会場は終始笑い声に包まれました。

成井弦⽒（LPI-Japan）は、「オープンソースの世界で活躍出
来るＩＴ技術者の教育とは」をテーマに、各種の技術検定を⾏
う⽴場から、いま新たに求められる教育について講演を⾏いま
した。

すそ野が広がり続けるオープンソースは新しいビジネスモデル
をもたらしており、これからの教育はそれら新ビジネスモデル
を取り⼊れることが重要だと成井⽒はいいます。キーワードは
「コントリビューション競争」「ソフトパワー」「Fee on
Free」「新サービス」「コミュニティで決めたルールの重要
性」です。
それぞれについて成井⽒は、Androidにコントリビュートして
スマホ業界をリードするサムスンの例、無料のLinuxやRubyを
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通して⼤きな影響⼒を持つLinus Torvalds⽒やまつもとゆきひ
ろ⽒の例、無料の検索サービスから莫⼤な広告料収⼊を上げる
GoogleやYahooのこと、製品化とマーケティングの重要性、
GPL違反で村⼋分になると⾦で解決できないこと、などを挙げ
ます。これらの実例を通して、オープンソースのあたらしいビ
ジネスモデルとその教育の必要性が分かりやすく解説されまし
た。

－ OpenStackの障害事例と解決策／NTTドコモのOpenStack運⽤で得た知⾒

久⽥友弘⽒（沖縄データセンター）の講演「アジアに向けた
『OpenStackを使⽤した商⽤基盤』 〜 AWSを超えられる
か 〜」では、同社のOpenStack構成、遭遇した障害事例と解
決策が報告されました。
同社のOpenStack（Icehouse）は、基本的な機能のみを実装
し、それぞれを冗⻑化する構成を採⽤しているそうです。その
環境で発⽣した、(1)セキュリティグループが機能しなくなる事
例（直前のOSアップデートが原因）、(2)特定イメージを使っ
た仮想マシンの起動に失敗する事例（NovaでのNFSマウント⽤
パラメータ指定ミスが原因）、(3)鍵ダウンロード画⾯でリンク
を選択するとエラー（Icehouseのバグが原因）、(4)ブロック
ストレージをアタッチした仮想マシンのライブマイグレーショ
ンに失敗（Icehouseのバグが原因）、(5)認証エラーが発⽣す
る（DNSラウンドロビンでアクセスする多重化されたMySQLで
トークンのリプリケーションが間に合わない）の各事例につい
て、障害分析の経過や、最終的な対策について、丁寧な解説が
⾏われました。
「After One Year of OpenStack Cloud Operation (NTT
DOCOMO)」では、⿃居隆史⽒と元⽊顕弘⽒（ともに⽇本電気
株式会社）が登壇し、同社がNTTドコモのOpenStack運⽤（サ
ービス名︓フォトコレクション等）に1年携わるなかで直⾯した
問題と得た知⾒について語りました。

チームでは「2度やることは必ず⾃動化する」「冗⻑化と⾃⼰回
復機能を⽤いてオペレータ数を減らす」ことをルールとして貫
いたそうです。また、システムの信頼性を⾼めるために、
OpenStackの構成は「ハードウエアは2重化する」「ソフトウ
エアは可能な限り3重化する」ことが基本⽅針に掲げられたとの
ことです。

運⽤に関する説明では、サーバ別の動作監視項⽬、トラブル時
にやってはいけない対処操作、運⽤系に影響を与えないバック
アップ⽅法、ブラックリストとホワイトリストを併⽤した⼤量
ログの絞り込みなど、OpenStack運⽤で積み重ねられた具体的
で有⽤な知⾒が紹介されました。

－ オンラインゲームとクラウドの融合は新境地を切り開くか︖
5⽇間に渡ったOkinawa Open Days 2015も、いよいよラストを迎えます。最後のプログラム
は「『ユースケース研究事例:オンラインゲーム』〜次の時代のオンラインゲームに求められる
クラウド・ネットワーク技術〜」と題してのパネルディスカッションです。
ディスカッションで、本城嘉太郎⽒（株式会社モノビット）
は、オンラインゲームとゲーム⽤ミドルウエアを開発する⽴場
から、オンラインゲームにおける通信の要求が⾮常にシビアで

あることを明かしました。その理由の1つは、ゲーム開発者が考
える「1枚の画⾯を書き換える間に通信を終えたい」という要求
だといいます。その猶予はわずか約16ms（1/60秒）しかあり
ません。

これを踏まえて、⼤津⾕亮祐⽒（NTTコミュニケーションズ株
式会社）は究極のゲーム⽤通信プロトコルを探る実験の結果を
報告しました。実験は、WebRTC、UDP、TCP、WebSocketの
各プロトコルについて⾏われ、地域、場所、端末、アプリ、回
線、時間帯を変えて測定したそうです。その結果は意外にも、
WebRTCがUDPとTCPより⾼速というデータが得られ、
Androidで10〜78msの範囲で収まったといいます。この結果
に「これほど早いのなら⾃社製品でテストを始めたい」と本城
⽒は興味津々の様⼦でした。
また、中島倫明⽒（伊藤忠テクノソリューションズ株式会社）
は、⾃社で開発するRACK（クラウドリソースの制御をプログ
ラムから簡単に呼び出せるミドルウエア）のゲームへの適⽤を
株式会社モノビットと共同で取り組んでいることを紹介しまし
た。参加者の急増などで処理能⼒の急な追加を必要とすること
のあるオンラインゲームは、本質的にスケール性を兼ね備える
クラウドと相性がよいようです。
これら⼀連のディスカッションの後、モデレータを務める原芳
⼈⽒（⽇本電気株式会社）は「このようにプロフェッショナル
が集まり研究できるのはOOLのよいところ。出てきた成果に刺
激され、さらに新しいアイディアも出てくる。まさにあるべき
形。ぜひ意⾒交換の輪に加わってほしい」と呼びかけ、このパ
ネルディスカッションを終えました。
オンラインゲームとクラウドやWebRTCの融合が、コンピューティングの新境地を切り開く可
能性を感じさせる、実にエキサイティングなディスカッションでした。

Okinawa Open Days 2015
SDNおよびクラウド技術に携わる者が広くオープンに語り合い、そして最新情報に触れることが
できる、この分野で国内有数の国際会議「Okinawa Open Days 2015」が2015年12⽉14⽇に
開幕しました。開催期間を2⽇から5⽇に⼤幅に拡⼤した今年は、来場者が直接参加できるハンズ
オンやチュートリアルがさらに充実し、これまでに増して中⾝の濃いものになっています。
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