Okinawa Open Days 2017
報告書 #1

2017 年 12 月 04-07 日の 4 日間、沖縄県市町村自治会館（那覇）において「Okinawa Open
Days 2017」が開催された。この国際会議は、SDN/NFV やクラウドをはじめとする先端的
な ICT 技術をテーマに、研究者、技術者、利用者が垣根なく語り合い、最新動向を共有し
合うことのできる、日本に、そして世界に開かれた国際会議である。
この報告書では、Okinawa Open Days 2017 における、BOF、プログラミングコンテスト、
ホール講演について報告する。

～ 2017 年 12 月 05 日 BOF ～
■Ansible Tower で作るネットワーク（田中薫氏/株式会社インターネットイニシアティブ）
BOF 最初のセッションでは、Ansible Tower を用いたネットワークの自動構成について、
株式会社インターネットイニシアティブの田中薫氏が講演した。
この講演は、Ansible の概要、Ansible Tower の特徴と機能、デモの順で行われた。田中氏
は、Ansible Tower を使い始めた理由として「ネットワーク構築ジョブを管理する仕組みを
必要としていたところに、オープンソース版の AWX が登場した」ことを挙げた。これに同
感するシステム管理者は多いと見られ、講演の内容にも期待が寄せられる。
・Ansible について
Ansible は Red Hat が提供するオープンソースの構成管理ツールだ。その特徴として田中
氏は、ドキュメントの充実、シンプルなテキストファイルによる記述、YAML による
Playbook 記述、エージェントレス、他オープンソースとの連携のしやすさを挙げる。また
ネットワーク機器を操作するための Ansible モジュールは 2016 年から急速に充実を続けて
おり、今年 4 月の段階で 230 程度にまでおよんだ。他にも、機器を操作するための SSH 接
続の永続化など意欲的な開発が続けられているという。
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これらの動きに伴いモジュール構成は複雑化しているが、それぞれの役割はその名前から
判断できると田中氏はいう。それによると「xxx_command」は CLI コマンドのように利用
するもの、
「xxx_config」はまとまったコンフィグの登録に利用するもの、
「xxx_facts」はノ
ードの状態を取得するもの、と考えればよい。また、モジュール構成や機能のベンダごとの
違いは比較的小さく、操作対象機器のベンダが違っても、Playbook（操作手順を記述した
ファイル）の記述は類似した形になるそうだ。
なお、Ansible で機器を操作しようとするとき、その冒頭で対象機器に接続する必要がある
が、その細かい手順が操作対象のバージョンにより異なったり、キー名にスペルミスが含ま
れたりして、苦心するケースがあるとのことであった。
・Ansible Tower について
続いて Ansible Tower については「外部から呼び出せる API を持つこと」が大きな特徴だ
と田中氏はいう。この機能を使うことで外部から Ansible を呼び出せるようになり、ジョブ
スケジューラとしてシステムに組み込むことができるようになるという訳だ。そのほかに
も、Ansible Tower の GUI を使って各タスクを実行したり、Playbook をつなぎ合わせてワ
ークフローを作ったりできるという。
Ansible Tower のオープンソース版である AWX は、コミュニティがサポートしているもの
で、その内部は Docker コンテナで構成されている。そのため現状では単一マシンの中での
み動作する。これに比べ、Ansible Tower は Red Hat がサポートを提供し、大規模な構成
のためのクラスタリングが可能、といった違いがある。
Ansible Tower が求めるシステム要件のうち、ディスク性能には注意が必要だと田中氏は指
摘する。通常のサーバ用ハードディスクは 150 IOPS 程度だが、Ansible Tower では 750
IOPS が推奨値となっており、この値は SSD でなければ得られない。同時実行数が多いケ
ースや、大規模な Playbook を用いるケースでは、留意すべき項目だという。
最新バージョン 3.2.1 の注目すべき新機能については、認証情報を暗号化してデータベース
に保持できることが挙げられた。これにより Playbook に認証情報をハードコードせずに済
むため、SSH の認証鍵を装置内に保存できないネットワーク機器に対しても安全な接続が
可能になる。さらには、Playbook 間で情報を受け渡すことが可能になり、Playbook の再利
用性を高められるようにもなった。
なお、Ansible Tower と Ansible 本体のバージョンとの整合性には留意する必要がある。安
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易に本体のバージョンを上げると Ansible Tower の一部機能が動かなくなる可能性がある。
かといって、整合性のためにバージョンアップしないと、Ansible 本体の新しい機能が利用
できないことになる。このあたりは悩ましいく田中氏も答えが出てない様子だった。
・Ansible Tower を使った自動構築デモ
最後に、Ansible Tower を使ったデモが披露された。ARISTA のスイッチ計 9 台（DCS7050SX-64 を 6 台、DCS-7050QX-32S を 2 台、DCS-7050TX-48 を 1 台）と Juniper のス
イッチ計 4 台（QFX5100-24Q を 4 台）を使用して Leaf（MC-LAG、BGP、VXLAN）-Spine
（BGP）-Super Spine（BGP）を構成し、そのうち Leaf 部分を自動構成して見せる内容だ。
ソフトウエアは Ansible 2.4.2、Ansible Tower 3.2.1 と最新版が用いられた。デモでは自動
構成が進む画面の様子が紹介されたほか、会場からの質問に答える形で、機器のインベント
リの設定・取得方法についても説明がなされた。
最後に田中氏は、Ansible Tower 活用に向けてはスイッチ等のゼロタッチプロビジョニング
との住み分けが課題になる点を指摘してこの講演をしめくくった。
■あすなろブラザーズによる今年の IT インフラ業界ニュース ベスト 10（宮原徹氏/日本仮
想化技術株式会社、横田真俊氏/さくらインターネット株式会社）
この 1 年のビッグニュースを振り返ることは、業界を問わず師走の恒例行事といえる。こ
のセッションでは、IT、そのなかでも IT インフラと呼ばれる、サーバやネットワークなど
サービスの基盤を企画、設計、運営、保守する人々からみた、この 1 年の 10 大ニュースを
振り返る。
進行を務めるのは「あすなろブラザーズ」として知る人ぞ知る宮原氏と横田氏だ。横田氏が
「ベスト 10 を選定して資料を送ったのに 1 つも見ないんですよ」と突っ込めば、宮原氏が
「完成したことだけを確認してますから」とおどけてみせるなど、その様子は本物の芸人さ
ながらだ。その昔、あすなろブログというブログを共に書いた縁で、このようなベストニュ
ースを振り返る活動を続けているのだという。そんな両氏の軽妙な司会で発表される今年
の IT インフラ業界ニュースベスト 10。はたして何がノミネートされているのか、順に紹介
する。
10 位 オライリー「SRE サイトリライアビリティエンジニアリング」発売
本書は、巨大なソフトウエアシステムを高い信頼性で運用するサイトリライアビリティエ
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ンジニアリング（SRE）の手法を詳述したもので、Google の SRE チームメンバが執筆した
大作だ。日本語版は本年 8 月に発売され、そのボリュームは 590 ページにもおよぶ。いろ
いろな IT 関連企業で SRE 担当部署が誕生するなど、バズワード化するほど話題になった
一方で、買ったはいいが読んでいない、凶器にちょうどいいなど、冗談のネタにもなってい
る。
9 位 オラクルが Solaris 関連をほぼ全員レイオフ
Solaris はサン・マイクロシステムズが開発した古くから使われている UNIX の 1 つ。オラ
クルによるサン買収後はオラクルが開発を行ってきたが、その開発がいよいよ終了すると
いうニュースだ。若手技術者はまず利用経験がないと思われるが、司会の両氏が Solaris を
使ったことがある人に挙手をうながすと多くの手が挙がり、会場の年齢層の高さに笑いが
起こった。
ちなみに Solaris の前身である SunOS を使ったことがある人も少なからずいた。
8 位 2020 年末に Flash Player のアップデートと配布を終了
「殺したのはスマホか？」とのヒントと共に紹介されたのは、Flash Player のアップデー
トと配布終了のニュースだ。Web デザイナなども巻き込み幅広く使われた Flash だが、
HTML5 が Flash に取って代わったスマホが普及し、いよいよ配布が終了するという。実
際のところ、PC でも動画プレイヤや限られたゲームを除き、もはや Flash がなくても困る
ことはない。これも時代の流れであろうと両氏は分析した。
7 位 Firefox Quantum 登場
7 位に登場した Firefox Quantum は、サードパーティが提供する Web ブラウザの 1 つ
「Firefox」の新しいバージョンの名称で、処理速度が大幅に向上していると話題になった。
横田氏によると Chrome よりも軽いそうで、宮原氏もアドオンソフトの非互換性が気にな
らない人にはイチオシの様子だ。このように古いコンポーネントを思いきって切り捨てて
高速化を果たしたのは、今後、組み込み系への普及を狙っての布石ではないかと宮原氏は見
る。
6 位 Mastodon、日本で大人気
Mastodon は、Twitter に似た SNS を提供するためのオープンソースソフトウエアだ。中
央集権的なサーバを設けず、分散設置されたサーバ同士がゆるやかにつながることで、各サ
ーバのユーザ同士が情報交換する。不思議なことに、このソフトウエアは日本での利用が半
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数以上を占めており、そのことが 6 位にランキングされた。両氏によれば、その理由のなか
には、年齢別に利用する SNS が異なることや、成人コンテンツの提供ニーズもありそうと
のことだ。
5 位 「けものフレンズ」大流行
「けものフレンズ」はジャパリパークと呼ばれる動物園を舞台に、少女の姿をした動物たち
が冒険を繰り広げるアニメーションだ。なぜこれがランキング入りしたのか怪訝な表情を
見せる宮原氏に対し、横田氏は「心が疲れた IT エンジニアのハートをつかんだから」とラ
ンキング入りの理由を解説。宮原氏も「サーバルちゃんはサーバルームちゃんに似てるから
なあ」と切り返し、会場の笑いを誘った。
4 位 「GitLab.com」で障害
GitLab.com は、プライベートリポジトリを手軽に持てることを特徴とする、GitHub と同
様のソースコード管理システムだ。今年の春、このサイトで障害が起きた際の運営チームの
対応が常識を超えたものであったため、みごと 4 位にランクインした。そのときに行われ
たのは、障害情報をライブストリーミングし、楽しそうに障害復旧を進め、その最中に求人
までしてしまう、という通常ではありえない対応だ。復旧作業を楽しむ気分にはなれないが、
隠すと疑われることもあり、これは新しい境地であろうと両氏も感心しきりだった。
3 位 VMware Cloud on AWS の登場
VMware はオンプレミス環境で多く用いられている仮想化基盤ソフトウエアであり、もう
一方の AWS はパブリッククラウドの最大手サービスだ。この両者は同様な機能を持つが、
一緒に使おうとすると別々に管理する必要があった。しかし、このサービスは両者を一本化
できることから関係者に衝撃が走った。宮原氏はこの動きを「もう IaaS には多様性が求め
られなくなり、その上のレイヤでの勝負になっている。レガシーシステムのマイグレーショ
ンは付加価値が低いことの表れ」と解説した。
2 位 Google、経路情報誤設定
今年の 9 月くらいに、インターネット全体が大規模に機能障害を起こした事件は、まだ我々
の記憶に新しい。発生当初は、ISP やサービスプロバイダが犯人扱いされたが、しばらく経
って Google が経路情報設定ミスを犯したことを発表し、それが原因だと特定された。会場
にはこの渦中にいた人もいたようだが、一時はその彼らが濡れ衣を着せられる形となった
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ことへの配慮もあり、生の声は聞くことはなかった。
1 位 Docker が Kubernetes との統合およびサポートを発表
横田氏が今年の 1 位に選定したのは、コンテナ環境を提供する Docker と、そのオーケスト
レーションツールの 1 つである Kubernetes が統合したことだ。これはコンテナオーケス
トレーションツールのデファクトが決まったことに等しく、それを受けて、来年は大手ベン
ダがサポートに参入して Kubernetes の影響力が強まるだろうと予測した。コンテナはプラ
グイン式のサービスソフトウエア部品のようなものであり、Kubernetes はそれを大規模な
クラスタシステムなどで効率的に利用するための管理機構に当たる。
最後に宮原氏が「来年はテクノロジからメソドロジへの話が増えるのではないか。ツールを
使いどうインフラを構築・運用するかに主眼が移り、活用事例が増えていくと思う」との見
解を示し、盛況のうちにこのセッションを終了した。
■誰も教えてくれない、ODM メーカとの付き合い方（加藤真人氏/KDDI 株式会社）
何百台、何千台ものサーバを必要とする大規模データセンタ運営事業者にとって、高品質な
サーバを、安く、早く、安定的に調達することは永遠の課題だ。3 つめのセッションでは、
台湾 ODM 企業との協業によりこれを実現している KDDI の加藤氏が登壇した。加藤氏が
担当するのは、KCPS と呼ばれるサービスに用いるストレージ、サーバ、ネットワーク機器
などのハードウエアインフラの設計だ。正に「ド」インフラともいえるこの領域で、古くか
ら付き合いがある台湾企業と一緒にマザーボードの開発なども行ってきた同氏が、大量の
サーバを短納期で安く安定して調達する秘訣を披露する。
・KCPS の概要
KCPS(KDDI Cloud Platform Service)は、法人顧客や KDDI 事業に仮想サーバ環境を提供
するサービスだ。そこには台湾の ODM メーカから直接調達したハードウエアが用いられ
ており、
おそらくこれが ODM メーカから直接調達を行った日本最初の事例なのだそうだ。
加藤氏は、サービスの安定性そして AWS や GCP など他社クラウドとの連携が KCPS の強
みであることを解説し、
「強い者に従うクラウドです」と会場を笑わせた。
KDDI は日本と台湾の両方の Open Compute Project（以下、OCP）に参加しているが、そ
の活動の様子を紹介するブログ記事は人気を博しているそうだ。
「社内の担当者は 2 人しか
おらず、こんなものの何が面白いのか分からない」と加藤氏は謙遜するが、たとえばネット
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ワークやソフトウエアの専門家は、身近なのに謎深い領域を扱う、ハードウエアの専門家の
話に興味をひかれるだろう。そう考えると人気の理由は十分に理解できる。
近年、ハードウエア製品の 90%が、台湾で設計、中国で製造されて、世界に送りだされてい
ると加藤氏はいう。OCP 台湾で活動するのは、この流れにおけるハードウエア設計の中心
に入るためであり、それがゴールへの近道なのだそうだ。ちなみに、このようなシェアを示
す統計には各種あるが、インテル CPU の出荷先こそが最も実態を表しているだろうとのこ
とであった。
・サーバインフラミッション
同社が台湾 ODM メーカと協業するに至る背景には「低価格で高品質な都合のいいハード
ウエアがほしい」
「発注からリリースまで超短納期・自動化したい」
「サーバの運用工数を削
減したい」といった要求があった。これを達成すべくこれまで約 5 年協業を続けていると
いう。
「価格」に関しては、独自機能を載せがちなメーカ製品と比べ、ODM サーバはリファレン
ス設計に近いシンプルな構成が多い。これは価格にも反映され、ODM サーバの方が低価格
を実現できる。
「品質」についても、以前なら台湾製サーバというだけで社内の猛反発があ
ったが、いまやメーカ製品と比べて遜色がないどころか、まったく同じものだといっても過
言ではないそうだ。実際に製品を分解して確認したというのだから事実だろう。また「スピ
ード」においては、特に新カードの搭載やサポートにおいて、ODM サーバは圧倒的に早く、
要望を伝えればリリース前であってもサポートしてくれるという。また、仕様変更にも柔軟
性に対応してくれるそうだ。
一連のカスタマイズに関する話のなかで、マザーボードの変更なら 1,000 台、OCP ベース
のカスタマイズなら 100 台程度からできるとの話が出たときは、その柔軟性の高さに会場
からどよめきが上がった。また、価格に関しても提示価格ベースでメーカ製品より 2 割程
度安く、最高では 6 割安かったことがあり、また保守価格も安いということで、参加者は強
く興味をひかれた様子だった。
ただし課題もある。納品に関しては納品遅延や初期不良、構築に関しては設定ミスやファー
ムウエアバージョン違い、試験に関してはバグやデグレードなどは代表例だ。同社では
ODM メーカとの間で「不良品は中国の工場から出さない」との合意を形成し、当初 5%ほ
どあった初期不良をほとんど解消したという。ただし、納期遅延につながる、洪水や地震、
政府による出荷制限、火災、旧正月などへの対応はいまでも欠かせないそうだ。
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・Software-Defined Infrastructure に向けた展望
仮想化に関して加藤氏は「ハイバーバイザをなくすのが私の使命」といい、SoftwareDefined Infrastructure を見据えて、台湾メーカとも研究を行っていることを紹介した。直
近の課題はベアメタルレイヤでのライブマイグレーションで、これはあとすこしで実現す
るという。
「仮想でできるのに物理でできないはずがない」と情熱を燃やす加藤氏は、会場
に詰めかけた仮想化に詳しい技術者たちへ協力を求めた。もしこれが実現すると無停止で
サーバメンテナンスが可能になるという。ほかに、台湾での活動においては、ODM メーカ
だけでなく、ITRI との関係も重要であることを明かした。これらのつながりを元に、今後
は、BMC の機能拡充と標準化、BIOS の標準化などを進めていくという。
最後に、もし本格的なトラブル対応が必要となったらインテルや AMI のエンジニアが調査
に訪れるなどトラブル対応は手厚いこと、チップメーカの買収合戦が激しくプロジェクト
が止まりがちなことなど、台湾 ODM メーカの内情を紹介し、大きな拍手のなかで講演を終
えた。
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写真 1 BoF 会場の様子

写真 2 講演する田中氏

写真 3 講演する横田氏（左）と宮原氏（右）

写真 4 講演する加藤氏

写真 5 司会進行を務める佃

写真 6 参加者への挨拶に立つ伊藤
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～ 2017 年 12 月 05 日 プログラミングコンテスト ～
■コンテストの概要
SDN/クラウドプログラミングコンテストは、一般社団法人 沖縄オープンラボラトリ（以下、
OOL）主催の「SDN やクラウド技術を活用したプログラム」を競い合うコンテストだ。前
哨戦となるミニプロコンが 9 月 14 日に開催され、この日が本戦となった。
各チームの持ち時間は 30 分。そのうち発表とデモに 20 分、準備と質疑応答に 10 分程度が
割かれる。発表内容には、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、デモを盛り込み、それを一線で活躍する審査委員が審査する。この日は、
午前に 3 チーム、午後に 6 チームが発表し、その様子が Ustream で国内外にライブ配信さ
れた。
審査委員は、藤田智成氏（日本電信電話株式会社）
、金海好彦氏（日本電気株式会社）
（以下、
NEC）
、小野寺好広氏（シスコシステムズ合同会社）
、鷲北賢氏（さくらインターネット株式
会社）
、齊藤秀喜氏（レッドハット株式会社）
、田部英樹氏（NTT コミュニケーションズ株
式会社）
（以下、NTT Com）
、佃昌宣（OOL）が務めた。評価はテーマ（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）の観点から行われ、審査委員に
よる評点のほかに会場の聴衆が書く評価シートも加味して順位が決められた。
厳正なる審査の結果、グランプリは「RAY」チーム（副賞としてマレーシア招待）が獲得し、
以下、2 位「curl おじさん」チーム（同 Cisco 550X 10G スイッチ）、3 位「Seed」チーム
（同願いを叶える体験券）
、4 位「ドラゴンズ」チーム（同シングルボードコンピュータセ
ット）
、5 位「MAT」チーム（同超小型 Linux キューブ）
、6 位「kstm」チーム（同 LTE モ
バイルルータ）
、7 位「FUN-SDN」チーム（同好きな技術書 1 万円分）、8 位「334」チーム
（同 OPCEL 認定試験受験チケット）、9 位「基盤ちゃん」チーム（同.com Master 受験バ
ウチャー＆公式テキスト）の順になった。
以下、各チームのプレゼンテーションの概要を示す。
■curl おじさん（芦野光、河野忠明/ともにさくらインターネット株式会社）
コンテスト参加者で唯一の社会人チームの彼らは「構築・監視・運用の自動構成機構 ～tala
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～」をテーマとして発表を行った。このテーマでは、粒度は異なるがコンピューティングの
提供という点で類似した特性を持つ、ベアメタル、KVM、コンテナのそれぞれを、統合的
に管理・運用する機構を構築する。
具体的には、ベアメタル（物理マシン）の構築・運用・監視、ベアメタルへの KVM ホスト
セットアップ、KVM ホストの構築・運用・監視、KVM 上のゲスト仮想マシン（以下、VM）
の構築・運用・監視、ベアメタル/KVM/VM へのオーケストレーション、同じ感覚でのベア
メタル/KVM/VM の操作を目指し、これをオールインワンで行う。かなり意欲的な内容だが、
高い技術を学ぶという目的もあり、これに挑むという。
サーバ運用業務に携わる彼らは、その開発に運用者の観点を多く取り入れた。既存 OSS を
極力利用しないという方針もその 1 つだ。これは確実に開発量を増やすが、一方で、障害点
の明確化と、OSS のバージョンに左右されない運用性をもたらすと彼らはいう。またシス
テムには API を構築し、WebUI や CLI はそれを呼び出して対象を操作する形態を採用し
て、拡張性と柔軟性を実現した。
デモでは、ユーザ登録、サーバや VM の状態表示、VNC 接続、Docker コンテナ構築、KVM
での VM 構築、サーバ登録（録画）
、OS インストール（録画）
、KVM ホストセットアップ
（録画）を披露し、成功裏に終了した。業務への適用を聞く質問には「業務適用に向けては
エラーハンドリングや再送処理などブラッシュアップが必要。ネットワークも含めた自動
化機構に拡張できたら有用だと思う」と今後の展望をのぞかせた。
■基盤ちゃん（末満堅人、平川将綺、吉松駿平/ともに都城工業高等専門学校）
前チームとは対照的に、コンテスト参加チーム最年少となる彼らのテーマは「大量の NW
機器を管理するためのログ自動収集可視化システム」だ。このテーマに取り組むきっかけと
なったのは、学術情報ネットワーク（SINET5）で実施されている実証実験である。この実
証実験では、Lagopus と呼ばれるソフトウエアスイッチを稼働させたサーバを全国に分散
設置しており、実験の拡大に伴ってサーバ数が大幅増加したときのサーバログ収集手法が
懸念されていた。
この課題を「自動かつ高速にログを収集する機能」と「収集したログをオンラインで確認す
る機能」により解消しようとするのが彼らのシステムだ。彼らはこの 2 つの要求を、Fluentd
（遠隔ログ収集サービス）
、Elasticsearch（全文検索エンジン）、Kibana（ログ解析/可視化
ツール）を用いて実現した。
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システム構成や動作説明の後に行われたデモでは、KVM 上に構築された数台の仮想的なサ
ーバとネットワークを用いて、実ネットワークから収集したログを基に遅延時間を抽出し、
それをグラフ化して表示する様子を示した。
今回はあくまで KVM 上でのデモであったが、彼らによれば、実ネットワークでも同様に適
用できるそうだ。今後の課題には、ログ収集対象サーバ台数が増えたときの対応、台数増で
大容量化したログからの情報抽出、ログ格納パス指定、各種処理の時限起動、機会学習との
連携などを挙げた。
■ドラゴンズ（伊計恭亮、中野寛己/ともに国際電子ビジネス専門学校、新里健/沖縄国際大
学）
家庭でインターネットを使用するにあたり、中核的な役割を果たすのが「ルータ」だ。彼ら
は「便利な家庭用 OpenFlow ルータの作成」と題し、新しいネットワーク技術である
OpenFlow を用いて、彼らがほしいと思う機能を持った家庭用ルータを開発した。
今回開発したものは、指定端末の通信許可、有害サイトのブロック、端末とサイトの組み合
わせによるアクセス制限、通信帯域の利用制限、端末ごとのログなどの機能を備えており、
これらの一部は市販の家庭用ルータにもない機能である。彼らによれば、既存の Wi-Fi ル
ータと混在させる形態でも、これ単独でも、どちらでも本システムの恩恵を受けられるとい
うことだ。なおハードウエアには Raspberry Pi 3 Model B を使用している。
デモはライブでなく動画によるものだったが、冒頭でまず、Web ベースの管理画面を使っ
た端末への通信許可操作、使用帯域指定操作、通信状態表示、統計表示などの様子が示され
た。つぎに、対象サーバの IP アドレスを指定したフィルタリング、自前 DNS を用いての
フィルタリングについて、その指定手順と指定時の動作が示された。
彼らは、5 つのフローテーブルを使用して本ルータの各機能を実現したが、その過程では、
フローエントリの競合（table-id で解決）
、実装できる機能とほしい機能の整理、OpenFlow
プロトコルの詳細理解で苦労したという。改善点には、DHCP サーバでの固定 IP 割り当
て、時間帯による利用制限、利用履歴の視認性、ドメイン名でのフィルタリングなどを挙げ
た。
■334（豊美玲、山里昌一郎、津嘉山遼/ともに琉球大学）
このチームは大学における「教室への学生入退室ログをとり、それを基に出席管理をしたい」
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とのニーズを、SDN と IC カードを組み合わせたシステムで具現化した。テーマはスバリ
「SDN+IC カードを利用した学科の管理システム開発 ～出席管理システム編～」だ。
具体的には、すでに配布済みの IC カード（FeliCa）を使用し、
「IC カードをかざすだけの
出席確認」
「学生と教員の教室入退出ログ取得」「学生と教員の所在地追跡」
「装置やホスト
へのアクセス制御」を実現する。それにより出席管理の手間削減、学生と教員の接点増加、
セキュリティ向上、ビッグデータの研究への応用を目指す。2017 年 10 月に開発が始まっ
たこのシステムは、本発表の時点では基本的な機能と教員向け操作画面ができ上がってお
り、この後、学生用操作画面の開発、機能や DB 設計の見直しを行って、1 月中旬から、
OpenFlow によるアクセス制御を実装する予定だという。
彼らの開発スタイルはなかなか本格的だ。たとえば第 1 回のフィールドテストで、同時受
講者 300 人を 2 コアの VM で処理すると 10%程度のパケットロスが起きることを突き止
め、それを防ぐためキューサーバ（Apache Kafka）の導入を決めた。また大量発生した二
重タッチはユーザに認証終了を明示することで解決できると分析してその実装を決めた。
今後同様のテストを 2 月末までに 3 回行い、得られた知見をシステムに反映する予定だと
いう。
最後に披露されたデモ動画では、入室リーダと退室リーダへのタッチで入退室が記録され
る様子、カードをシステムに登録する様子、登録済みカードでユーザが正常識別される様子
などが示された。残念ながら未完成での発表となったが、見る者に本システムの完成を期待
させる内容であった。
■MAT（秋田海人、宮里悠太郎、竹松涼/ともに琉球大学）
ネットワーク管理作業は、複雑な操作が求められ、対象ネットワークの構成を把握しづらく、
故障発生箇所の特定に時間がかかることが多い。彼らはこの課題の解決に、(1)OpenFlow で
構築したネットワークの可視化、(2)GUI による簡単な操作での経路制御、(3)故障の目安と
なる経路の遅延量表示が有効と考え、「ネットワーク監視および経路制御の可視化」とのテ
ーマに挑んだ。
システムはフロントエンドとバックエンドで構成し、バックエンドに OpenFlow スイッチ
を制御する OpenFlow コントローラの機能を与える。この OpenFlow コントローラは、
LLDP を参考に開発した機能により OpenFlow ネットワークのトポロジを検出し、それを
DB に保存する。フロントエンドはこの DB にアクセスすることで、ネットワーク構成を可
視化してユーザに提示する。このメカニズムは遅延測定にも用いられる。経路制御は
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OpenFlow のフローを用いて end-to-end に行われる。
この日は、スイッチ 3 台とホスト 4 台とサーバ 1 台を壇上に持ち込み、ライブデモが行わ
れた。スイッチのポート同士を接続すると、各スイッチとポート同士の接続がグラフィカル
に描かれていく。スイッチ名やポート番号も見て取れる。スイッチとホストの接続でも同様
だ。トポロジ表示は概ね 30 秒間隔で更新されていた。このほか、VLAN による経路を設定
して PING 疎通を確認できること、合計の遅延時間が表示されること、経路を変更して遅
延時間が変わること、ループする経路は設定できないこと、遅延時間が設定しきい値を超え
ると表示色を変えて Slack に通知すること、などが示された。
■kstm（宮川慎也、田中篤志、北村裕汰/ともに信州大学）
幅広い技術の習得を目指し、サークル活動の一環として、コンテスト参加、サーバやネット
ワークの構築・運用、アプリケーション開発に取り組む彼ら。そんな彼らの目下の悩みは、
使用しているプライベートクラウド（ESXi）のリソース不足だという。その解決を目指し
本コンテストで取り組んだテーマが「ゼロタッチプロビジョニング」だ。
彼らは自ら開発したシステムを kstm ZTP と命名した。これを用いると、従来行っていた、
OS イメージの準備、OS のインストール、サービスのインストール、サービスの起動とい
った工程が自動化され、たとえば、新サーバをクラウドに組み込む作業なども大幅に省力化
できるという。また、アップデートせずに放置されたサーバ群の再利用が手軽になるため、
コンピュータリソースの有効活用にも資すると彼らは考えている。
kstm ZTP は、LinuxKit（複数の Docker コンテナを含む軽量な Linux 環境を作るツール）
でブート可能なイメージを作成しておき、それを PXE Boot で流し込む形でコンピュータ
を起動させる。内部は WebUI（ユーザインタフェース）、Manager（複数サーバを管理）、
Builder（設定内容を起動イメージへ反映）、DHCP（PXE Boot で使用）、TFTP（同）とい
ったコンポーネントで構成され、それぞれが RESTful API を介して連携動作する。これら
全コンポーネントは Docker コンテナ化されており、
kstm ZTP 自体の導入も容易だという。
デモは動画を用いたもので、設定を反映したイメージ作成、サーバ登録、起動イメージ指定、
PXE Boot によるサーバ起動、と一連の操作手順が示された。OS なしのサーバを、わずか
2 回の本体操作と、5 分という短時間でアプリケーションサーバ化できるため、何らかの理
由によりサーバを用意するシーンで威力を発揮しそうだ。
■FUN-SDN（永井智大、瀬谷巧美、深谷健太/ともに はこだて未来大学）
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先端的な大学病院では、インテリジェント手術室で得られた術中情報を院外の熟練医たち
とネットワークで共有し、そのコメントやアドバイスを得ながら、戦略的な手術が行われて
いる。彼らは、このような環境にふさわしいネットワーク、具体的には、
「既存ネットワー
クの構成から独立」し「瞬断のないリアルタイムな通信を提供」するネットワークの実現を
目指し、テーマ「脳腫瘍摘出術における OpenFlow を用いた術中情報共有システムの構築」
に取り組んだ。
本テーマでは、手術室に 3 台の USB カメラとホスト、熟練医の手元に Web ブラウザを搭
載したクライアントを置き、その間をメッシュトポロジの Open vSwitch 3 台で接続したシ
ステムを想定する。その構成において、OpenFlow を用いた動的な経路制御下での映像配信
と、経路死活監視による断線時の自動経路切り替えを、仮想環境の上で実現する。その際に
は、前者については 8 パターンの転送方法（2 経路×3 種類の映像）を用意し、後者につい
ては、優先度が高い情報を常に流し続けるよう経路制御を行う。システムは REST API を
備え、各種操作は API 呼び出しにより行われる。
デモはライブで行われ、まず 3 つの配信映像の経路を切り替えて正常に配信が継続する様
子が示された。続いて、経路を通信断の状態に変更し、優先される映像のみ別経路で配信が
維持され、それ以外の映像は配信停止する様子が披露された。今後は、実環境を用いた実装、
帯域を加味した経路制御手法の検討、配信映像の同期手法の検討などを行うそうだ。
■Seed（金城嵐己、桃原幸広、喜舎場嵐士/ともに国際電子ビジネス専門学校）
彼らが「サイバー演習環境の自動構築 －セキュリティ人材育成のために－」をテーマに掲
げた背景には Hardening Project の存在がある。Hardening Project は、脆弱性のある EC
サイトの堅牢化技術をチーム対抗で総合的に競い合う、セキュリティ競技の 1 種だ。技術
習得にとても有用な競技だが、自分にはハードルが高いと考え出場をためらう学生が多い。
そこで彼らは、事前に演習経験を積める仮想的な環境を提供し、それで経験を積んで自信を
つけてもらって、すこしでも競技に参加する人を増やそうと考えた。
本システムは、環境設計、サーバ設定、アプリケーション配置、動作確認、撤去など、演習
実施にかかる各工程を、文字どおり自動的に構築する。構築した環境を用いて行う演習には
攻撃側（1 チーム）と防御側（複数チーム）が参加し、攻撃側はサービスへの攻撃と防御側
対応の評価を行い、防御側はサービスを継続運用して機会損出を最小限に抑えながら発生
するインシデントへの対応を行う。
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本システムでは、クラウド基盤として OpenStack が、オーケストレータとして Heat と
Ansible（AWX）が用いられた。この他にも、演習環境の構築のために、Web、DNS、メー
ル、DB などの各種サービス、WordPress といった CMS などを使用したという。
デモ動画では、オーケストレータによる演習環境の自動構築、その動作確認、AWX による
VyOS の自動構成、疎通性の自動確認、インスタンス監視などの様子が示された。演習環境
の構築は、プロの手によっても 3 日程の徹夜を要するほど大がかりな作業だが、本システ
ムでは早ければ 10 分で構築できるといい、その恩恵は計り知れない。
■RAY（吉田朋広、劉奎毅、秋月孝仁/ともに神戸情報大学院大学）
「持ち運びできるクラウド ラズパイバッグ」をテーマに掲げた彼らが目指したのは、ユー
ザの近くに置け、楽に持ち運べ、いろいろな使途に使える、コンパクトなクラウドシステム
だ。すぐにサービス提供に利用できるよう、PaaS 的なシステムとしており、この日の会場
でも稼働していた。
たとえば講習会を開催する場合、Google Drive などのクラウドサービスを使い、現場で資
料を配布することは多い。しかし、この方式が成立するには、会場から何らかの手段でイン
ターネットに接続する必要があり、それが不安定であったり混雑していたりすると用をな
さなくなってしまう。こんなとき、それ自身が無線 AP 機能とクラウド機能を備えたラズパ
イバックを使えば、必要なサービスをその場で提供できる。
システムは複数台の Raspberry Pi を用いて構成される。そのうち 1 台はコントローラとな
り、それ以外はリソースとなる。リソースはコントローラからの指示に従って、無線 AP や
ファイルサーバなど指定されたサービスを起動する。利用者用は無線 AP を介して専用 Web
にアクセスすることで、ファイルやサービスにたどりつける。また主催者専用 Web もあり、
こちらではサービスの起動や停止を行える。リソースの死活監視は PING の代わりに SSH
を用いられ、コマンド動作の可否までもチェックする。リソースで稼働するアプリケーショ
ンは Docker コンテナなのでアプリケーションの追加も容易だそうだ。
デモ動画では、リソースやサービスの管理画面、リソースでアプリケーションを起動する操
作、リソースのコンソールへのログインなどを行う様子が披露された。
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～ 2017 年 12 月 06 日 ホール講演 ～
■代表理事挨拶（伊藤幸夫/OOL）
県内外からの来場者を歓迎すべく行われた、エイサー集団 心～SHIN～によるオープニン
グパフォーマンスに続いて、OOL の伊藤幸夫が開会の挨拶に立った。
伊藤は冒頭で関係者への感謝を述べた後、2013 年の設立以来、その活動領域を広げてきた
OOL（17/12/01 現在の会員数は 49 団体）の沿革とこれまでの成果を紹介した。OOL では、
SDN/NFV とクラウドコンピューティングの融合、そして、オープンソース活用による基盤
技術の確立を目指した研究開発を行い、また SDSG ワークショップなどの異業種交流を通
じ、各業種の課題を解決する技術やユースケースの発掘に取り組んできた。
今後は従来からの技術開発、人材育成、コミュニティ活動に加えて、地理的条件、クラウド
データセンタ、海底ケーブル、特区、沖縄 IT 施策など、実社会の動きと強くリンクしてア
ウトプットを出しながら、プロデューサ的活動も視野に入れるという。共創の場（プロジェ
クト）
、実証の場（テストベッド）
、交流の場（フォーラム）としての役割をより活発化させ
ながらこれからも活動を続けたい、伊藤はそう挨拶を締めくくった。
■来賓挨拶（翁長雄志氏/沖縄県知事、代読：慶田喜美男氏/沖縄県商工労働部）
翁長知事は議会中のため出席が叶わず、沖縄県商工労働部 産業振興統括官の慶田氏が挨拶
を代読した。
挨拶のなかで翁長知事は、まず日本全国および 6 つの国と地域から訪れた人々に歓迎の意
を表し、そして Okinawa Open Days 2017 の開催に尽力した関係者をねぎらった。
続いて、かつての琉球王国が、万国津梁の精神の下、中国をはじめとする海を隔てた近隣諸
国と貿易を展開してきたことを紹介すると共に、今日では、成長著しいアジアに近接する地
の利に着目し、沖縄県アジア経済戦略構想、おきなわ Smart Hub 構想を掲げて、日本とア
ジアを結ぶ国際情報通信ハブの形成を目指していることを示した。
翁長知事はまた、いま沖縄県が力を入れている、ICT を活用した産業全体の振興、ビジネス
や人材の交流、中長期的な戦略提言などを行う、官民一体の組織「沖縄 IT イノベーション
戦略センター」の設立にも言及。そして最後に、クラウドや SDN といった最先端技術に貢
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献する諸氏が沖縄で一堂に会し活発な議論を交わすことの意義、それによりスマートハブ
としての沖縄の存在感が高まることへの期待を表明した。
■IoT/AI 時代だからこその高度 IT アーキテクト人材の必要性（関谷勇司氏/東京大学）
この基調講演では、Interop Tokyo などで多くの若手技術者を率いる東京大学準教授の関谷
勇司氏が、これからの IT 技術者に求められる人材像と、その育成を行う組織「一般社団法
人 高度 IT アーキテクト育成協議会（AITAC）
」について語った。
AITAC を立ち上げた背景として、関谷氏は「IT エンジニアに求められるスキルが、ここ数
年で顕著に変わった」ことを挙げる。いまや当たり前ともいえるクラウドだが、そのエッセ
ンスはソフトウエア化と仮想化であり、それらによって、従来では得られなかった、柔軟性、
即時性、規模性が提供されるようになった。このような動きはクラウドだけにとどまらず、
ネットワークやインフラ分野においても、SDN/NFV、SDI といったキーワードを通して、
ソフトウエア化と仮想化の流れが浸透しはじめている。
一方、ソフトウエア化と仮想化により、ユーザや社会からの高度な要求に応えようとすると、
それを構成するソフトウエアは極めて複雑になる。必然的に、それを取り扱う技術者には、
高度に複雑化したソフトウエアの設計、構築、運用が求められ、かつ、各過程において、ハ
ードウエアとソフトウエアの両方の視点を要求される。しかし、このような新たなスキルセ
ットを持つ人材はまだまだ少ない。
関谷氏らが AITAC を設立した理由はここにある。AITAC では、座学・演習、実習、プロフ
ェッショナル育成の 3 つの STEP を通して、トップアーキテクト、フルスタックエンジニ
ア、システムを熟知した運用エンジニアなどの高度な人材の育成を目指す。なお本年度は
STEP1 の座学・演習を活動の中心とし、来年度から STEP2 の実習まで範囲を広げて人材
育成を本格始動する。
■マレーシアにおける実践的な高度人材育成の取り組み（Prof. Dato' Dr. Mazliham Mohd
Su'ud/President and CEO Universiti Kuala Lumpur）
特にオープンソースで顕著なように、近年のソフトウエア開発では外国人技術者と共同作
業をする機会が大幅に増えている。そんな彼らがどのような教育を受け、どのような考えで
キャリアを積んだかを知ることは、一緒に協業する上でも、同じフィールドで競い合う上で
も有用だ。
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クアラルンプール大学学長の Mazliham 博士は、この日、クアラルンプール大学における
Higher TVET（修士や博士レベルにおける産業人材育成・職業技術訓練）について講演し
た。博士は、ビジネスを転換し労働の末来を変革する 5 つの力として、(1)人口統計の変化、
(2)世界における経済力の変化、(3)都会化の進行、(4)気候変動と資源枯渇、(5)技術的ブレー
クスルーを挙げ、またサイバーフィジカルシステムが第 4 の産業革命をもたらすと説く。
このような背景のなか、クアラルンプール大学は「人間より機械のほうが上手く仕事をこな
す社会」を見据え、高等教育にも変革が不可欠との見地から、社会的職業ニーズに合致した
教育を行って世界に求められる学生を送り出す「Higher TVET」と呼ばれる革新的な教育
モデルを導入したという。そのカリキュラムは、様々な技術や関連する科学分野の研究、そ
して社会の様々な分野における実践的スキルなど、新しい職業的ニーズを満たすよう構築
され、経営学や医学など工学以外の分野にも、ハンズオン訓練、現場実習を組み込んで、高
い競争力と知識を持つ卒業生を送りだしている。また同大学では起業支援を通して社会の
アイコンとして活躍する経営者も多く輩出しているということだ。
最後に博士は、OOL と協力しながら、同国内の大学や企業とオープンイノベーションフレ
ームワークを構築していることを紹介し、日本の企業や大学とのさらなる連携への期待を
表明して講演をしめくくった。
■IoT 時代に向けた IoT システムセキュリティの脅威の現状と脆弱性評価のポイント ～ハ
ッキング（脅威）と IoT ガイドラインの動向を中心に～（荻野司氏/一般社団法人 重要生活
機器連携セキュリティ協議会）
悪意を持つ者の攻撃対象がコンピュータからモノに変わりつつある。講演をした荻野氏に
よると、自動車、産業系、コンシューマ系、医療系は、その伸びが予想されるがゆえに、潜
在的な危険性があるという。なかでもコンシューマ系と医療系はまだ手当てがなされてお
らず、メンテナンスも行き届かないため、その安全性が懸念される。荻野氏らは、そのうち
の 1 つである、コンシューマ系のセキュリティ向上を目指し活動している。
荻野氏は、いま我々が置かれている状況を「ユーザが気をつけないと、いまやメーカだけで
は対処が難しい」と分析する。そして「NHK が『あなたの家電が狙われている』と放送し
たのもその一端で、いまこそ啓蒙が必要」と危機感をつのらす。
IoT のセキュリティ対策では、攻撃者の視点に立つことが有効だ。それには演習がかかせな
い。若者が明るく楽しくハッキングコンテストに挑む米国では、2 年間限定で自己所有機器
のハッキングが合法化されたという。一方、日本ではハッキングに後ろめたさを感じる風潮
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が強い。法律面でも、コンピュータ犯罪処罰規定、不正競争防止法中の営業秘密の保護に関
する規定、不正アクセス禁止法、個人情報保護法中の個人データ安全管理措置義務に関する
規定、著作権法などから、リバースエンジニアリングはグレーゾーンだという。
やや遅れをとってしまった日本だが、荻野氏によれば、年内には総務省と経産省で IoT セ
キュリティに関する認証マークの検討が始まり、また研究開発における法的制限の緩和の
動きもあるそうだ。今後の国内での進展が期待される。
■オープンイノベーションにより実現する IoT：ウフル（杉山恒司氏/株式会社ウフル）
杉山氏は、株式会社ウフルにおいて IoT 事業に関わってきた経験から、IoT システムには複
合度の高いマルチレイヤモデルが必要であり、そのためには広範な領域にわたるスペシャ
リストが不可欠と説く。しかし、いざ人材を採用しようにもなかなか難しく、首尾よく採用
できたとしても、IoT での売り上げがすぐに立つ訳でなく、人件費ばかりかさむ厳しい時期
が続きがちだという。
これを踏まえ杉山氏が提言する IoT 事業化に向けた 2 つのポイントが
「協業モデルの導入」
と「IoT に精通したアドバイザの確保」だ。すべて囲い込むのではなく、同業他社と一緒に
取り組み、優れたアドバイザに第三者の視点から助言してもらう。この 2 つを行わないと、
ベンチャーでも大手でも、上手くいかない、そう杉山氏は断言する。
この視点に立ち、杉山氏らは IoT パートナーコミュニティという、特定のプラットフォー
ムに依存しないコミュニティを立ち上げた。参加企業は現在 44 社で、50 社程度を上限とす
る予定だという。また参加希望があっても、プラットフォーム非依存との基本的なマインド
が異なる企業は断っているそうだ。
このような体制も活用しながら、同社ではこれまで、製品出荷用プリンタの遠隔管理（サト
ーHD）
、ビッグデータ活用による路面管理の高度化実証実験（総務省）
、風力発電機の状態
モニタリング（三菱重工）
、分散開発支援システム（NEC ソリューションイノベータ）
、仮
想センサプラットフォーム（村田製作所）などを手がけてきたということだ。
■FIWARE： 都市のディジタル変革をめざすオープン IoT プラットフォーム（望月康則氏
/日本電気株式会社）
FIWARE は、欧州委員会の主導で開発がスタートしたオープンソースの IoT プラットフォ
ームだ。NEC ではおもに欧州研究所がこの開発に関わってきたが、これを幅広く活用すべ
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きとの方針の下、FIWARE Foundation へ加入して、その適用領域を拡大しているという。
FIWARE の特徴は、Open Mobile Alliance が策定した共通ネットワーク API 規格である
NGSI に準拠していること、そして、ブラックボックスがない完全なオープンソースという
点だ。IoT プラットフォームは 360 種類以上（昨年秋）が確認されており、そのなかには、
ベンダや OTT が提供するもの、業種に特化したもの、オープンソースのものなどがある。
この分野でも他の分野と同様、ベンダロックインを排除し、集合知を活かし、将来に向けて
スケールしやすいことから、オープンソースが注目されているという。
FIWARE は GE（Generic Enabler）と呼ばれるモジュールを内包しており、それらによっ
て、AR や 3D での WebUI、オープンデータ発行、データやアプリケーションの可視化、複
雑なイベント処理、マルチメディア処理、ビッグデータ解析といった高度な機能が提供され
る。またデータはコンテキスト情報（例：バスであれば位置、乗車人数、運転手名など）と
セットで流通され、プラットフォーム内にその管理レイヤを備えることで、1 つのデータを
複数のサービスで多重的に活用できるよう考慮されている。
講演では、ポルトガル ポルト市、スペイン サンタンデール市、ニュージーランド ウェリ
ントン市、同 クライストチャーチ市などでの事例を挙げ、スマートシティ分野で FIWARE
の普及が進んでいることも紹介された。
■サービスのカンブリア大爆発が迫る（前編） ～センシングテクノロジがもたらすビジネ
スチャンス～（新城健一氏/株式会社ホオバル）
いまから 5 億 4200 万年ほど前のカンブリア紀、生物は「眼」という器官を手に入れて、捕
食行動や逃走行動の幅を一気に広げて、その進化を後押ししたといわれる。いわゆる「カン
ブリア爆発」だ。新城氏は現代のセンサを「テクノロジが生み出した新しい眼」だと位置づ
ける。これらセンサにより定量的なデータが得られると、それを解析し、対象を理解し、課
題解決のための介入が可能になる。つまり「みえる」「わかる」
「できる」
「かわる」と回る
データの流れを作り出せる。そして、このときの課題解決には、統一的あるいは単一的な解
決策ではなく、対象者や要求内容に応じた多様なものが求められる。その結果、この社会に
おいて、課題解決法の多様性が爆発的に広がり、サービス分野でのカンブリア爆発が起きる、
そう新城氏は予測する。
このようなとらえ方は、2016 年に孫正義氏やニューズウィーク誌、
2017 年にマイクロソフト CTO や東大の松尾教授も示している。
前述のようなデータの流れが生まれるとき、それとは逆向きにニーズの流れが発生する。新
城氏らは、そのループを円滑に回すために「人と人の出会いをどう作るか」が重要だと考え、
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カンブリアナイトと名付けたイベントを実施しているという。そこではリラックスした雰
囲気のなか、様々な領域の人が最新の取り組みをプレゼンテーションし、業界の垣根を越え
た交流が行われる。メンタルとフィジカルの疲労度乖離とケガの関係、エッジでの画像解析
テクノロジ、リアルハプティクス、言語を問わない音声感情解析など、その一例だ。新城氏
は「
『今日できないことができる明日』がとても大事。同じ未来を共有する仲間とうねりを
作っていきたい」とこの講演を締めくくった。
■人間と通貨の信頼：ブロックチェーン技術との親和性（モデレータ：高橋靖典氏/アーキ
タイプ株式会社、スピーカー：斉藤賢爾氏/慶應義塾大学 SFC 研究所）
この議論では、まずその前半で高橋氏がお金の歴史をひも解きながら、我々にお金の本質に
ついて改めて考える機会を提供した。一般にお金の本質は、価値の尺度（○○円あれば××
が手に入る）
、交換の媒体（モノ A をお金に変えてそのお金でモノ B を手に入れる）、価値
の保存と支払機能（腐ることなく価値を保存する）だとされる。これに対して、ヤップ島の
石貨の例などから、お金の本質は、抽象的な価値単位の提供、会計のシステム、譲渡性とす
る最近の議論があることを高橋氏は紹介した。その上で、貨幣の歴史、紙幣の登場、不換紙
幣による管理通貨制度への移行、と現在のお金が成り立つ過程、つまり通貨の信頼の歴史を
紹介した。
議論の後半では、お金の末来、いまの世界の動きなどについて、斉藤氏が展望を語った。斉
藤氏は「未来にはお金はなくなる」と考えているという。テクノロジはコストを下げる。コ
ストが下がることで、大してお金がなくてもやりたいことができるようになると、お金はこ
とさら必要ないと考えるようになる。その結果、贈与経済が中心をなす狩猟採集社会に近づ
くというのだ。このような贈与経済は信用が強い関係で成り立つが、いま中国の都市部では、
持っているお金ではなく、これまでやってきたことで信用格付けされ、その人ができること
が決まるような動きがあるといい、新しい経済に向けた模索があることを紹介した。斉藤氏
自身も、現在、貨幣経済から贈与経済への橋渡しを行うべく、マイナス金利のようなメカニ
ズムが入ったディジタル通貨を実現するための基盤「BBc-1」を開発しているそうだ。
■Elastic Stack を用いた様々なデータの可視化（大谷純氏/Elasticsearch）
Elastic Stack は、Elasticsearch（全文検索エンジン）、Kibana（ログ解析/可視化ツール）
、
Beats（ログ取得エージェント）、Logstash（データ加工パイプライン）で構成する可視化
ツールキットだ。大谷氏はこれらツールのログ分析等への適用について講演した。
Beats は、アクセスログ、サーバメトリック情報（CPU 使用量など）
、ネットワークのパケ
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ット、Windows イベントを取得するエージェント群だ。Apache など個別サービスに関す
る情報や、Docker コンテナ内プロセスに関する情報も取得できる。Logstash は、データ加
工 機能を 持つツ ールで、 入力に は Beats、 SYSLOG、TCP 、 HTTP な ど、出 力には
Elasticsearch、Amazon S3、Hadoop などを指定可能だ。変換ルールは設定ファイルに記
述する。Elasticsearch は、データ保存や集計を行う全文検索エンジンで、スケーラビリテ
ィを強く意識して作られている。REST API を備えており、HTTP で通信ができればクラ
イアントになれるといった特徴がある。Kibana はデータの可視化ツールでブラウザがあれ
ば動くよう作られており、地図へのプロット機能を備えているなど、その表現力は高い。
講演の後半では、有料サブスクリプションで提供される機能の 1 つである機械学習を使っ
た異常検知機能を、ニューヨークのタクシー乗降者数データに適用した事例が紹介された。
昼は増えて夜は減ることを周期的に繰り返すデータにこの機能を適用すると、リアルタイ
ムにモデルが作られ、想定するデータと実際のデータとの齟齬を自動的に検出し表示して
くれる。大谷氏は、たとえばこれを EC サイトに適用するなら、不自然なトランザクション
減少の検出を手がかりに、ネットワークの部分的な不具合の発見なども可能だろうと、この
機能の使途を示した。
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～ 2017 年 12 月 07 日 ホール講演 ～
■沖縄 IT イノベーション戦略センター設立に向けた取り組みについて（谷合誠氏/沖縄県商
工労働部情報産業振興課）
「人が人を呼び、事業が事業を呼ぶ、イノベーション創出のためのエコシステムを沖縄に作
りたい」と語るのは沖縄県商工労働部の谷合誠氏だ。沖縄は、地理的優位性、若い人材の豊
富、行きたいと思わせるソフトパワーといった強みを持つ一方で、課題解決型のソフトウエ
ア開発事業が少ない、垂直分業ができる製造業が不足、物流費が高い、鉄軌道がない、慢性
的な交通渋滞などの課題も抱えている。
この状況を打破するのに従来型のアプローチでは不十分だと考えた谷合誠氏らは、いま世
界各地で起きている「破壊的イノベーションによる Leapfrog 現象」に着目した。まるでカ
エル飛びのように、何もないところで最新のテクノロジを使い最新のサービスが生まれる
この現象を、この沖縄でも起こすというのだ。
その司令塔あるいはプロデューサとなる「沖縄 IT イノベーション戦略センター」が、2018
年夏に官民共同で設立される。所在地は那覇またはその近郊、基本財産（民間での資本金）
は 3 億円程度、予算規模は 9 億円程度となる見込みだ。
センタでは、戦略指針の提言、共創の場の提供、実証事業、マッチングなどを通して、人手
不足、効率化、ニーズ多様化などの課題を持つ県内全産業と、ソリューション、イノベーシ
ョンを持つ県内外の ICT 事業者の橋渡しを行う。また行政への政策提言機能も持つ。同セ
ンタがプロデュースを予定する、インバウンド対応強化を目的としたキャッシュレスペイ
メントの実証事業や、IoT データの取得や流通基盤を整備する事業は、すでに予算化の準備
が進められており、来年夏の本格始動に向けて大きな期待が寄せられている。
■IoT 機器の拡大とサイバー攻撃 ～IoT 世代の CSIRT 組織間連携～（沼田亜希子氏/株式
会社日立製作所）
この講演で沼田氏は、昨今のマルウエア動向、株式会社日立製作所（以下、日立）の CSIRT
で起きたインシデント事例、日本シーサート協議会の活動について報告した。暗号通貨の普
及も背景の 1 つとなり、マルウエアは年々凶悪化していると沼田氏はいう。たとえば新種
の NotPetya はネットワーク型ワーム＋暗号化型ランサムウエア＋認証情報剽窃型マルウ
エアといった機能を持ち合わせており、その凶悪度は高まるばかりだ。
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このようななか、日立では HIRT と呼称される CSIRT（Computer Security Incident
Response Team）を置き、社内インフラ、製品、関連 Web サイトなどを対象に、製品ベン
ダ IRT（Incident Response Team）
、SI ベンダ IRT、社内ユーザ IRT、全社的なコーディ
ネーションの 4 つの機能を付与し、脆弱性対策とインシデント対応に主眼を置き活動して
いるという。
IoT 分野での活動例として沼田氏は、ビル管理向け BACnet 製品での事例を紹介した。約 3
年前、あるセキュリティ調査会社が公開した BACnet 製品の脆弱性に関する記事に日立を
示すベンダ ID があることを発見。関係する社内外の関係者と協力して調査した結果、日立
のベンダ ID を誤設定した他社の古い製品が、ユーザによるファームウエアアップデートが
なされないまま放置され、あたかも同社製品の脆弱性であるかのように報告されたことが
判明したという。
このようなケースでは組織間の協力が不可欠であることから、沼田氏らは、IT 系以外に、
金融、制御などの企業も多く参加する日本シーサート協議会（ロゴはシーサー）での活動を
通して、CSIRT 同士の連携強化を目指しているということだ。
■NFV 網おける DDoS 攻撃への対策とその展開方法のご提案 ～最新の DDoS 動向のご紹
介と仮想環境への DDoS 対策導入事例～（佐々木崇氏/アーバーネットワークス株式会社）
分散するコンピュータからネットワークサービスを妨害する DDoS 攻撃は、企業にとって
厄介な存在だ。DDoS 攻撃からネットワークやサービスを守る装置は、従来から商品化され
各方面に導入されているが、いまはこれらの VNF 化が進み、必要に応じて柔軟に投入可能
になりつつある。
DDoS 攻撃には、大量のパケットを送りつけるボリューム型の他に、アプリケーションレイ
ヤ型（HTTP リクエストを繰り返す等）
、リソース枯渇型（TCP の 3 ウエイハンドシェーク
を故意に引き延ばす等）といったタイプがある。このうちアプリケーション型や枯渇型は、
1 つ 1 つの動作が正常で、極端な通信量の増加も伴わないため、その検出が難しいという特
徴を持つ。近年では、これらいずれか単一の種類の攻撃ではなく、複数の手法を併用するマ
ルチベクトル型攻撃が増加していると佐々木氏はいう。
このような DDoS 攻撃への対策は、実際の攻撃を受けるまで後回しにされがちで、それで
いて、攻撃を受けたら直ちに対策が求められることが多い。そこでアーバーネットワークス
では、VNF 化された DDoS 防御機能を ISP でユーザ企業向けにあらかじめ準備しておき、
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DDoS 攻撃が起きたときに、帯域ライセンスを VNF に割り当て、実際の防御を行うという
サービス形態を提案している。ボリューム型およびアプリケーション型の DDoS を遮断す
る装置が VNF 化されており、必要に応じて帯域ライセンスの割当/返却が可能なため、柔軟
に攻撃防御機能を利用できるようになるという。
大規模攻撃は大型イベントの 1 年前から始まる。2019 年はラグビーワールドカップ、G20
サミットなどが控えており、対策はすぐに始める必要があると佐々木氏は警鐘を鳴らした。
■運用業務自動化への取り組み（笹嶋克至氏/西日本電信電話株式会社）
同社では光接続サービスに続く新サービス創出を目指しているが、トラフィック増に対応
する設備投資や、高スキルエンジニアの退職もあり、その自動化が喫緊の課題となっている。
自動化は他にも、顧客向けシステムの IaaS 移行の省力化や、現在は手動で行われているシ
ステム構築や運用作業の高品質化にもつながる。
このような要請があるなか、笹嶋氏らは、Web/AP/DB を持つシステムを OpenStack 上へ
自動構築するというシナリオの下で、自動化ツールの Heat と Ansible の機能や特徴を、お
もに仮想リソースのデプロイの視点から評価した。
それによると、両ツールともシステム構築を完了でき、再実行トラブル（冪等性）やリソー
ス割り当てにも問題はなかった。一方、自動構築中に何らかの問題が発生するケースでは、
Heat は問題発生箇所の特定が難しく（自動的な並列化や順序入れ替えが原因）、Ansible は
切り戻しが困難なことが明らかになった。さらに、複数ハイパーバイザを用いるケース
（nova-network と KVM および VMware vSphare の連携）では、Ansible は両基盤とも
IP アドレスや VLAN ID の自動払い出しに、Heat は vSphare に対する IPv6 アドレスや
VLAN ID の自動払い出しに難があることが分かったという。
笹嶋氏らは、これらは使い分けが肝要としながらも、OpenStack でも外部プログラムでも
幅広く制御できる Ansible に注目し、今後は、Ansible Tower でワークフロー化するなどし
て Ansible が持つ切り戻し問題の解決を図っていくそうだ。
■ODM 製品を導入したシステムライフマネージメント（加藤真人氏/KDDI 株式会社）
BOF 講演の続編に位置づけられた本講演で加藤氏は、サーバ構築の自動化と HaaS 開発を
重点的に語った。
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加藤氏によると、メーカから同社に納入されたサーバは、設定確認、RAID 設定、OS 導入、
様々なテスト、クリーニングなどを経て使用開始されるが、これらの重要工程は人に頼って
いたという。しかし「人の手が入るところにはミスが起きる」（加藤氏）として自動化を決
めた。その結果、IP アドレスすら持たないハードウエアに対し、BIOS、BMC、RAID、フ
ァームウエアの設定や確認が、CLI と API を介して行えるようになったという。OS 導入
の自動化では、手動での Mac アドレス投入などが必要な PXE を使用せず、BIOS や BMC
に独自機能を搭載して実現したそうだ。またハードウエア試験や修復の自動化に関しては、
負荷テスタ、全面読み出しテスタなどの独自ツールを多く開発し、ODM メーカの工場にも
提供して、初期不良を低く抑えていることが明かされた。それらは特にハードディスクやメ
モリの初期不良検出に劇的な効果を見せているという。各種のツールがそろった現在、手動
なら 72 時間程度かかっていた 20 台のサーバ構築が、電源を入れてボタンを 1 つ押すだけ
で、わずか 2 時間足らずで完了するようになったそうだ。ちなみにこのシステムは BAMPI
と呼ばれている。
現在、この進化系として、サーバライフサイクル全体を管理する HaaS Management Suite
（HMS）の開発を進めていると加藤氏はいう。HMS では、マルチテナント、マルチ OS イ
ンストール、OS バックアップ/リストア、ネットワーク制御、といった機能を実現し、操作
画面をから要求するだけで、指定の OS が導入されて物理サーバが自動的に提供されるとい
う。この機構は OpenStack をベースに一部 CloudStack を使って作られているそうだ。
■Yahoo! JAPAN における OpenStack on Kubernetes 導入までの道のり 続（木下裕太氏、
北田駿也氏/ともにヤフー株式会社）
木下氏と北田氏はヤフー株式会社において取り組んだ「コンテナ化した OpenStack を
Kubernetes で動かす取り組み」を報告した。同社は OpenStack のプライベートクラウド
で 10 万以上の VM を稼働させているが、近年は PaaS 基盤としての利用ニーズが急増し、
システムに発生する障害の影響が深刻化している。この状況に対し「クラスタの障害を自動
で復旧させたい」
「クラスタ構築や更新を完全自動化したい」
「ワークフローレベルでの正常
性を担保したい」と考えた彼らは、その実現にはシステムによるオーケストレーションが不
可欠と考え、Kubernetes 上で OpenStack を稼働させることに挑戦し成功した。
Kubernetes は、マイクロサービスの管理に適している、コンテナオーケストレーションツ
ールだ。コンテナ化した OpenStack を Kubernetes で動かすことにより、障害の自動復旧、
コンポーネントの正常性監視、デプロイの簡略化が実現する。また、工夫次第で、ワークフ
ローの正常性監視、デプロイの完全自動化も可能だという。
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ただし、単純に OpenStack の全機能を Kubernetes に載せるだけではうまくいかない。彼
らは、ステートレス/準ステートレスなサービス（Keystone、Glance、Nova、RabbitMQ、
Memcache）は Kubernetes で、それ以外は非コンテナで、それぞれ動かす構成を採用した。
加えて、独自の OpenStack Deploy Manager を作成し、HELM と呼ばれるテンプレート管
理ツールと組み合わせて、デプロイの自動化を支援しているそうだ。稼働したシステムでは、
Kubernetes 機能を使った内部監視、外部監視、物理サーバの監視を行っていることも合わ
せて報告した。
■OPNFV：リソース予約機能を用いた VNF のオートスケールの検証（室井雅仁氏/日本電
信電話株式会社、林秀保/OOL・NEC ソリューションイノベータ株式会社）
この発表ではまず、OOL と日本電信電話株式会社 ソフトウエアイノベーションセンタ（以
下、NTTSIC）それぞれの OPNFV での活動が紹介され、続いて、NTTSIC、NEC、OOL
が共同で実施した、
リソース予約機能を用いた VNF のオートスケールの検証が報告された。
本検証では、OpenStack の Tacker（VNF オーケストレータ/マネージャ）と Blazer（リソ
ース予約）を連携動作させ、(1)VNF への負荷上昇に対応するスケールアウト、(2)負荷上昇
が事前に予想可能な場合の事前スケールアウトの 2 シナリオに共通する機能を検証する。
具体的には、指定時刻に予約した VNF がスケールアウトするか、指定時刻に予約した VNF
がスケールインするかを確認する。スケール対象の VNF には Asterisk（SIP サーバ）と
Kamailio（ロードバランサ）を用い、Asterisk の 1 台から 2 台へのスケールアウト、同じ
く 2 台から 1 台へのスケールインを検証する。使用する OpenStack 環境には 1 台のコント
ローラと 3 台のコンピュートが用意された。
披露された動画デモでは、指定時刻に追加の SIP サーバが自動的にデプロイされ、その SIP
サーバへ SIP クライアントから接続テストを行って、正常に接続できることが示された。
また指定時刻になると、追加の SIP サーバが自動的にアンデプロイされ、かつ、他の SIP
サーバは正常に動作を続けることも合わせて示された。
■CORD に関するこれまでの取り組みと今後の展望（新里康晃/OOL・株式会社オキット）
CORD は、複雑化してしまった通信事業者のネットワークにおいて、サービス提供時間の
短縮、回線コストの削減、様々な付加機能の提供を実現しようとするものだ。そこには
SDN/NFV 技術が全面的に導入され「通信事業者の局舎をデータセンタのごとく再構築す
る」ことを目指している。この CORD は、元々SDN コントローラ ONOS のユースケース
の 1 つであったが、2016 年にプロジェクトとして独立し、通信キャリアや装置ベンダを中
- 28 -

心にコミュニティが立ち上がった。現在、通信事業者の事業領域別に、R-CODE（家庭向け
サービス）、E-CODE（企業向けサービス）、M-CODE（モバイルサービス）が定義されて
いる。
発表した新里は、CORD の概要、事業領域別ユースケース、開発コミュニティを紹介した
後、OOL における CORD 環境の構築、およびそれを用いて実施した検証について報告し
た。OOL では「関心がある」
「実用性は？」「運用マニュアルがほしい」といった会員企業
の声を受け CORD への取り組みを始めたが、その構築は容易ではなく、ONF の協力を得な
がら、ONF ネットワークと接続する形で構築にこぎつけたそうだ。
検証については、簡易動作検証（スイッチ追加、サーバ追加、VM 作成、VM 間疎通確認）、
耐障害性試験（ONOS コントローラ故障時のトラフィックへの影響、NW 機器やリンク断
時のトポロジ検出および迂回）が報告された。このうち Spine-Leaf-Host の構成で行った耐
障害性では、コントローラが冗長化されている前提で、Spine-Leaf 間はサービスへの影響
なし、Leaf-Host 間は MC-LAG 相当の機能実装待ちとの結果になった。今後は OOL テス
トベッドでの CORD 評価環境の提供、台湾交通大学との E-CORD 相互接続が予定されて
いるそうだ。
■ネットワークテスト自動化システムの実適用（田島照久氏/新日鉄住金ソリューションズ
株式会社、村木暢哉氏/TIS 株式会社）
各種テストツールや CI/CD サービスによる自動化が進むソフトウエアのテストとは対照的
に、ネットワークのテストはいまだに人海戦術と手動作業に頼っている。その自動化を狙う
のが、田島氏と村木氏らのプロジェクトだ。これまで同プロジェクトでは、テストノード接
続機構やトポロジ切り替えの SDN での実現、テストシナリオの自動実行など、テストの自
動化に必要な様々な仕組みを整備してきた。この日の発表では、それを実ネットワークに適
用した事例を報告する。
今回適用対象となったのは NTT Com が運営する検証用 VPLS 網だ。
そのネットワークは、
冗長化された CE ルータを設置する複数の拠点で構成され、VLAN 単位での拠点間 L2 接続
サービスを提供している。これまでの運用では、ルータ設定投入前にレビューする余裕がな
い、ユーザ指摘で設定ミスによる通信不可が発覚、物理的距離などからテストが難しいなど
の悩みがあった。
そこに本システム適用した結果、高い有効性が示されたという。まず日常的な運用で手間な
くテストを行えるようになった。そして、設定コストが低下し、最低限の品質保証と、網羅
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的なテストによる潜在的な不具合の検知が可能になった。さらにテスト品質が作業者のス
キルに依存する度合いも下がったことが報告された。
発表の後半では、動画により実際のテスト画面が披露されたほか、詳しいシステム構成や、
昨年時点で発覚していた技術的課題を機能の再整理と分散化で解決したこと、他システム
との連携性を高めたこと、ステップバイステップでのシステム動作などが示された。
■Open SD-WAN の実現に向けたオーバーレイ型仮想ネットワーク構成技術の取り組み（當
山達也/OOL・株式会社オキット）
OOL ではオープンソースだけで構成するオープン SD-WAN の実現を目指しており、国立
情報学研究所と共同で行う本研究はその基礎の 1 つを築くものだ。彼らが目指すオープン
SD-WAN は「ベンダロックインの回避」
「NFV/IoT との連携」
「グローバルに利用可能」
「コ
スト増なし」といった特徴があり、これを実現できれば、既存 SD-WAN サービスの導入に
躊躇する企業にも受け入れられる可能性がある。
昨年度の研究（OpenFlow による VXLAN 制御/OAM 機能を用いたアンダーレイ監視）で
得られた知見を基に、當山らが今年度まず取り組んだのは、分散協調アーキテクチャ導入に
よるスケーラビリティの向上だ。昨年のシステムでは、600 トンネルを超えたあたりから
OpenFlow コントローラが高負荷に陥り、OAM パケットのループバック完了時間が急増し
た。そこで中央とローカルの OpenFlow コントローラに機能分散し、また統計解析やキュ
ーイングの専用サーバを設けることで、OpenFlow コントローラの負荷を抑えた。
新システムでのパス切り替え試験（C/M プレーンを切断状態）では、切断したパスを通ら
ない代替パスへの切り替えが 5～6 秒程度で行われることを確認したそうだ。この試験での
切り替え動作は、1 秒間隔で送信される OAM パケットの 3 回の不達によりトリガされるた
めこの程度の時間を要している。今年度からは EU が運用する研究ネットワーク GEANT
とも接続して、このような実証を続けるということだ。
■OOL のテストベッドオーケストレータのリニューアル － オープンソーステストベッド
を目指して（安部則孝/OOL・株式会社イイガ）
OOL では独自のテストベッド（利用者の要求に応じてコンピュータリソースを自動構成し
て提供する機構）を構築して会員企業に開放している。この発表ではその最新版について報
告がなされた。
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今年 9 月から運用が始まった最新版テストベッドは、開所以来、テストベッドを運営して
きたノウハウを基に、(1)予約、ネットワーク、サーバ設定の完全自動化、(2)直観的な UI と
可視化、(3)多様なリソースの有効活用、(4)柔軟性、拡張性、保守性の向上といった特徴が
盛り込まれた。そして、そこに使用するソフトウエアは全てオープンソースだという。会員
企業は、専用の VPN を経由してテストベッドに接続し、ポータル画面でコンピュータやス
イッチを予約して、指定時間からそれら機器を利用できる。
テストベッドが提供する機器同士の接続は、指定に沿ってテストベッドが自動的に行う。ユ
ーザはポータル画面から、OS インストール、画面操作、トポロジ切り替え、VLAN 設定、
コンソールログインができ、遠隔地にある機器でも不自由なく利用できる。発表日現在で、
このテストベッドでは 15 のプロジェクトが 116 のノードを使用している。
今後は、クラウド/SDN 技術のショーケースとしての利用、会員企業や海外研究機関との相
互接続、データ主導型 ICT インフラ構築への貢献などを進めて行くそうだ。なお、このテ
ストベッドシステムは、来年春くらいまでに中核部分のソース（openNaEF、TOSS）すべ
てがオープンソースとして公開される予定となっている。
■プログラマブルデータプレーンの技術動向とネットワーク・オペレーション・スタックの
実装例（海老澤健太郎氏/ポント・ネットワークス株式会社）
ASIC は高いパケット処理能力が求められるデータプレーンに多く用いられるが、その機能
を変更するには大きな手間とコストがかかる。だが近年になり CPU へのプログラミングと
同程度の手間とコストで機能変更できるプログラマブル ASIC が登場した。このようなプ
ログラマブルデータプレーンの登場は、個人や小さなプロジェクトでも新しいアイディア
を試すことを可能にし、それが大きなイノベーションにつながると海老澤氏はいう。
講演では、このような潮流を背景に海老澤氏らが開発する、プログラマブルデータプレーン
との親和性が高いネットワーク OS が紹介された。プロプラエタリな ASIC にも対応する製
品版は PontOS と呼ばれ、そのオープンソース版は Zebra 2.0 として 2017 年 10 月から
GitHub で公開されている。これらは、ハードウエア抽象化層により ASIC、NPU、FPGA
などの多様なデータプレーンに対応し、また各機能は高度なモジュール化によって個別に
取り出しても利用できるよう作られているという。SRv6 といった新しいプロトコルにも積
極対応するなど、精力的に開発が進められていることがうかがえた。
講演の最後、海老澤氏は P4（データプレーンプログラミング言語）と Ethernet ASIC を使
って算術計算するという思いもよらないプログラマブルデータプレーンの使い方を披露し
- 31 -

た。GPU での数値演算に近いものだ。
「想像もできなかったことを試せる環境がイノベーシ
ョンを起こす」という同氏の言葉の意味が思いだされた。
■OpenStack を利用した NFV の実用化（田村宏直氏/株式会社 NTT ドコモ）
株式会社 NTT ドコモ（以下、ドコモ）は 2005 年にネットワーク仮想化の基礎研究に着手
し、ETSI での活動や 2 度の実証実験などを経て、2016 年 3 月に vEPC の商用化に成功し
た。そして現在は IMS 系装置を中心に仮想化を進めていると田村氏はいう。
田村氏らが考える、通信事業者におけるネットワーク仮想化のメリットは、(1)輻輳時の接
続性向上（オートスケーリングによる自動増強）、(2)通信の信頼性向上（オートヒーリング
による自動回復）
、(3)サービスの早期提供（仮想化基盤のハードウエア機能利用）
、(4)設備
の経済性向上（市販品利用や共用化）の 4 点だ。
「高いネットワー
しかしネットワーク仮想化に用いる VNF には「高度なリアルタイム性」
ク I/O やパケット処理能力」
「VNF を構成する VNFc レベルでの HA やフェイルオーバ機
能」といった高い性能が求められ、通信事業者向けの VNF はより条件が厳しい。具体的に
は、NUMA を意識したリソース割り当て、CPU ピニング、オーバーコミット防止、Intel
DPDK や SR-IOV などのサポートがクラウド基盤に求められる。この講演では、これらの
実現に向けて行われた、サーバのバス構造を考慮した設計、論理識別子の命名方法の工夫、
プロセスの固定配備、それらで生じた課題などが報告された。
ドコモでは今後、仮想化環境で実行するアプリケーションのクラウドネイティブ化、ハード
ウエア利用効率の向上、5G ネットワークへの発展など、仮想化されたシステムの高度化を
進めるということだ。
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Okinawa Open Days 2017
報告書 #2

2017 年 12 月 04-07 日の 4 日間、沖縄県市町村自治会館（那覇）において「Okinawa Open
Days 2017」が開催された。この国際会議は、SDN/NFV やクラウドをはじめとする先端的
な ICT 技術をテーマに、研究者、技術者、利用者が垣根なく語り合い、最新動向を共有し
合うことのできる、日本に、そして世界に開かれた国際会議である。
この報告書では、Okinawa Open Days 2017 における、各小会議室講演について報告する。

～ 2017 年 12 月 04 日 スペシャルセッション ～
■全体説明（佐藤陽一/一般社団法人沖縄オープンラボラトリ（以下、OOL）・日本電気株
式会社（以下、NEC））
個別セッションに先立ち、この時間の全体進行を務める佐藤から、通信事業者とオープン
テクノロジの関係性について説明がなされた。
これまで通信事業者は通信機器の購入やメンテナンスをベンダや代理店に任せるのが一般
的であった。しかし、OpenFlow/SDN を発端とするイノベーションにより、この体制が大
きく変わったと佐藤はいう。
ベンダが提供する従来の通信機器は、全機能が 1 つの筐体に収まった形で供給され、その
なかに実装する機能もベンダが決定してきた。そこに殴り込みをかけたのが OpenFlow だ。
OpenFlow は、パケット転送機能と転送制御機能を分離し、ユーザ自らの手によるソフトウ
エアでのパケット処理を可能にした。するとこれが引き金となり、コントローラ（転送制
御ソフトウエア）
、ソフトウエアスイッチ（パケット転送ソフトウエア）、スイッチ OS（ホ
ワイトボックススイッチ用 OS）といった技術分野が生まれ、それぞれの分野で次々と新技
術が生まれ育ってきた。
そしてこの動きは、これまで一体として供給されていた装置の、ソフトウエアとハードウ
エアへの水平分割を促進した。その結果、ハードウエア装置が持っていた機能をソフトウ
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エアで実現しようとする動きが活発になり、ソフトウエアスイッチや NFV（通信機器機能
のソフトウエア化）が現実のものとなった。また、ハードウエアは共通仕様のものを安く
調達する方向に進み、シンプルで価格の安いサーバやホワイトボックススイッチが台湾
ODM ベンダから活発に供給され、大企業などがそれを積極的に導入する状況を迎えた。こ
の後の各セッションで取り上げるキャリア向けオープンテクノロジも、この流れが広く深
くなるなかで産声をあげたという。
ちなみに最近では、工場のなかでサーバやスイッチのラックマウント、配線、テストまで
を済ませ、届いた先のデータセンタでは電源とケーブル配線だけをすればよい状態で出荷
する業者も現れ、サーバやスイッチといった単位ではなくデータセンタ設備といった単位
で、構築がシンプルかつ低コストになっているそうだ。
佐藤は最後に、SDN/NFV といったオープンテクノロジの利用者を、Tier1（1000 人以上の
DevOps 体制、
独自技術開発、Google/Amazon/Facebook など）
、
Tier2（100 人程度の DevOps
体制、OSS を中心に一部独自技術開発、米大手金融機関など）、Tier3（DevOps 体制なし、
ベンダ製品や外注ソフトを利用、通信事業者/大企業など）、Tier4（エンジニア不在、ベン
ダ製品やソリューションを利用、一般企業）の 4 階層からなるピラミッドになぞらえ整理
した。その上で、Tier3 にあたる AT&T が、ソフトウエア技術者を 2,000 人増員して DevOps
体制を構築し、キャリア向けオープンテクノロジを商用展開しようとしていることを紹介
した。
■ONOS を活用した広域ネットワークシステム構築と国際連携（金海好彦氏/NEC）
金海氏は、Lagopus（ソフトウエアスイッチ）と ONOS（SDN コントローラ）を用いて、
JGN 上に構築した広域ネットワークシステムの概要と、それを用いた国際連携について報
告した。JGN は国立研究開発法人 情報通信研究機構（NICT）が運用する R&D テストベ
ッドサービスで、様々な実験に用いられている。その運用に携わる金海氏らは「ハードウ
エアはサーバだけを用い、その上で動くソフトウエアによってネットワーク機能を実現す
るテストベッド」の構築に挑戦している。名前を RISE（広域 SDN テストベッド）という。
RISE では、
利用実績の多い Mininet/Open vSwitch ではない、別のスイッチとして Lagopus
を採用した。Lagopus と ONOS を接続した実績はないが、「開発者の顔が見えるソフトウ
エアスイッチ」
（金海氏）であることから採用を決めたという。これらを JGN の広域イー
サネット上で稼働させ、既存技術（広域 Ethernet 等）と新技術（OpenFlow 等）を融合し
た形で、相互接続、性能、ログ、設定、状態監視、安定性など、テストベッドの運用条件
を満たす環境の構築を目指す。
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2007 年にスタンフォード大で構想がスタートし、2014 年にバージョン 1.0 がリリースされ
た ONOS のミッションは
「オープンイノベーションでネットワークを効率的な姿に変える」
「企業のみでは難しい破壊的な変化を実現する」の 2 つだと金海氏はいう。開発には、通
信事業者（AT&T、Verizon、NTT Com、China Unicom、SK Telecom、Google ほか）と
装置ベンダ（NEC、Cisco、Intel、Huawei、Fujitsu、Nokia、Ciena ほか）が参加してお
り、前者はユースケースの提案とテストベッド提供で、後者は装置と開発技術者の提供で、
それぞれ貢献するという。
金海氏は、ONOS の特徴として、データプレーン（ネットワーク機器）の抽象化、分散 DB
による高可用性の実現、コントローラ上での複数アプリケーションの同時動作などを挙げ
る。
ONOS の内部では、プロバイダを介してネットワーク機器と接続する構成を採っており、
プロバイダからのデータは SB Core API を経てネットワーク抽象化機能を持つ分散コアに
もたらされる。そのおかげで複数のネットワーク機器で構成するネットワークが、アプリ
ケーションからは 1 つに見える。
今回の報告は、金海氏らが ONOS 上で SDN-IP というアプリケーションを動かして、対外
BGP ルータとの接続性などを検証したときの様子を伝えるものだ。この検証では、堂島に
設置した 3 台の ONOS ノードと NTT 大手町に設置した 3 台の ONOS ノードの計 6 台で広
域クラスタを構成して、その上で ONOS を動かした。そして、NTT 大手町、名古屋、堂島、
広島、福岡に Lagopus スイッチを置き、それぞれを直線のトポロジで接続するとともに、
各スイッチを ONOS にも接続した。またこのとき、NTT 大手町の Lagopus からは JGN と
APAN に、広島の Lagopus からは NECTEC（タイ）に、名古屋の Lagopus からは Internet
VPN 経由で NARLab（台湾）に、それぞれ接続が設けられた。
検証は、ONOS 1.7 と Lagopus 0.2.09 の組み合わせから始め、現在の ONOS 1.10 with
SDN-IP と Lagopus 0.2.11 の組み合わせに至るまで、計 4 回のトライ＆エラーを経た。最
終的には JGN、APAN、NARLab、NECTEC との SDN-IP による経路交換（経路数 23）
に成功し、安定的に稼働しているという。また転送性能は 50Mbps 程度と十分ではないも
のの一定の値が得られ、安定性も問題ないそうだ。ただし SDN-IP には、IPv6 が使えない、
経路数上限が 1.5 万と少ない、4byte ASN に対応しないなどの課題があり、実用に向けて
はこれらの解消が必須となる。また海外機関との接続のうち、NECTEC との接続ではデー
タプレーンに不具合残っており、目下トラブルシューティングを続けているそうだ。
■CORD の概要と構築（藤井貴之氏/ NEC）
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藤井氏は、ONOS のユースケースから独立プロジェクトに格上げされた CORD について、
その概要と構築手順を紹介した。ONOS のユースケースで VNF サービスチェインと呼ばれ
ていた CORD は、Central Office Re-architected as a Data center（データセンタのように
再構築された局舎）の略であり、通信事業者の局舎に設置する通信設備を SDN/NFV など
の仮想化技術を用いてドラスティックに再構築するものだ。対象とする領域別に、M-CORD
（モバイルネットワーク）
、R-CORD（家庭ネットワーク）
、E-CORD（企業ネットワーク）
の 3 つのタイプが定義されている。
たとえば、活発に検討が進んでいる R-CODE が導入されると、現在は戸建住宅に設置され
た CPE 内にある NAT や PPPoE の機能が、局舎内サーバの vSG 仮想マシン（以下、VM）
内で実行されるようになり、CPE のシンプル化と機能の集約が進む。これは AT&T や NTT
東日本での取り組み例がある。また世界的にはユーザに近い部分でのクラウド、いわゆる
エッジクラウドの実現を目指す動きも進んでいる。CORD はこの動きにも対応でき、動画
配信の使いやすさ向上、コアネットワークの無用な占有の解消につながる可能性がある。
藤井氏は CORD のユースケースとして、CORD ベースの環境を利用して動画コンテンツキ
ャッシュの実証実験を行うスペイン Telefonica の事例と、Open Networking Foundation
（以下、ONF）の実装そのままの CORD プラットフォームに、IoT ゲートウエイ、コンテ
ンツキャッシュ、
顔認証を搭載して利用する NTT 東日本の実証実験の事例を紹介し、
CORD
の適用が進む様子を示した。
後半では CORD 環境の構築方法が具体的に紹介された。CORD の POD を構築するには、
自動デプロイと手動デプロイの 2 つの方法がある。前者は、ONF の Jenkins サーバに接続
すると自動的に行われるものだ。後者は、GitHub からスクリプトをダウンロードして構築
するもので、簡単にできると説明されているが、実際にやると難しく試行錯誤が必須とな
る。ここで取り上げられたのは後者の方法だ。
2 台のサーバ（ヘッドノード、コンピュートノード）と 1 台のスイッチを備え、CORD の
コア機能をすべて使うことができる CORD POD の手動構築は、おおよそつぎのような手
順で行う。(1)スクリプトのダウンロード 1-1) GitHub より cord-bootstrap.sh をダウンロ
ードしてインストール、(2)ヘッドノードのデプロイ 2-1)デプロイ用サーバでヘッドノード
にするサーバを IP 指定して make config、2-2)config ファイルを基に make build、(3)コン
ピュートノードとファブリックスイッチのデプロイ 3-1)コンピュートノードについてはヘ
ッドノードを Ethernet に接続して起動すると、
MAAS で Ubuntu がインストールされて、
Ansible で環境が整備される、3-2)ファブリックスイッチについては ONIE ブートで ONL
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を イ ン ス ト ー ル し 、 Ansible で 環 境 が 整 備 さ れ る 、 (4)Trellis の 構 成 4-1) 最 後 に
fabric-network-cfg.json を編集して ONOS に流し込み、Trellis（ONOS の中核機能）を構
成する。
CORD のハードウエア要件は特定機種を強く推奨しているが、藤井氏らは非推奨機種での
構築も試みたという。たとえば NIC であれば、Intel Ethernet Converged Network
Adapters XL710 10/40 GbE、ConnectXR-3 EN Single/Dual-Port 10/40/56GbE Adapters
の 2 つしか推奨されていない。しかし実装を変えなくても 10Gbps の NIC で代用できたそ
うだ。講演後の質問応答では、非推奨機種での動作に関する情報を公開してほしいと会場
から要望があり、藤井氏からはこれから対応すると回答した。
■ONAP の概要と現状（清水淳氏/ NEC）
ONAP（Open Network Automation Platform）は、AT&T が推進してきた ECOMP と、
China Mobile が推進してきた OPEN-O が、Linux Foundation の下で統合して誕生したオ
ーケストレータだ。物理機器と仮想機器の両方をオーケストレーションできる。最初のバ
ージョンとなる Amsterdam は 2017 年 11 月 20 日にリリースされたばかりである。
ONAP が対象とするシステムのレイヤは他の OSS と比較して広いと清水氏は解説する。視
点を変え、サービスライフサイクルの観点から見ても、サービスの計画・要件定義から、
インフラ/サービスの継続的監視・分析にまでおよび、ETSI が定義する MANO の範囲を内
包している。この特徴はアーキテクチャにも現れており、ランタイムのほかに、デザイン
タイムのアーキテクチャが規定されている。
ONAP のオーケストレータが VNF を機能として登録するには Descriptor と Package
（CSAR）が欠かせない。Descriptor は Package のなかに含まれており、その記述には
TOSCA などが使われる。これらの仕様はモデリングサブコミッティーが統括するが、少な
くとも Amsterdam リリースにおいては、Descriptor を記述する言語の統一は不十分だと
清水氏はいう。他にも、デザインタイムに使用するモデリング言語がコンポーネント間で
不統一であるなど、誕生したばかりであるがゆえの混乱がすこし見られるようだ。ただし、
これらの点は、つぎの Beijing リリースで解決される方向にあり、すでに Beijing リリース
に向けた活動も始まっているという。
Amsterdam リリースのインストール方法は、HEAT を使う方法、OOM（ONAP Operations
Manager）を使う方法、Kubernetes を使う方法（実験的）の 3 種類が用意されている。基
盤としては、コンポーネントに Designate を追加した、OpenStack Octa リリースかそれ以
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降が必要となる。ここまでは普通だが、驚かされるのは必要なリソースの量だ。稼働には、
148 もの vCPU、そして 336GB という巨大な RAM が必要となる。あまりに尋常でないリ
ソース量のため、会場から「本当にこれほど必要なのか？」と質問が出た。この点につい
ては清水氏らもまだ環境構築中で確認できていないらしく回答は保留された。
清水氏は個人的な思いと前置きした上で、Beijing リリースに向けつぎのような期待を表明
した。(1)新規ユースケースの採用、(2)S3P（Stability、Security、Scalability、Performance）
フォロー原則の順守、(3)ONAP 横断の標準準拠ポリシ、(4)よりユーザフレンドリな UI、(5)
開発用フレームワークの整備、(6)ドキュメントの充実の 6 項目だ。ただ、自動化機能、ア
ーキテクチャビジョン、要求リソースの膨大さ、GUI の不十分さ、開発用フレームワーク
不在などの課題も残っており、これらの課題も合わせて解消されていく必要がある。
最後に、今後の動向について清水氏は「ECOMP は OPEN-O より広い範囲を扱っており、
ソースコードも ECOMP は 850 万行もあって OPEN-O より 1 桁多い。今後の流れとして
は OPEN-O が ECOMP に取り込まれる方向だろう」と分析して見せた。
■TIP における光伝送装置の標準化動向（松井淳一郎氏/ NEC）
データセンタ向けサーバやスイッチの仕様を標準化してオープンにすることで、サーバや
スイッチを安く早く調達しようとする動きとして Open Compute Project （以下、OCP）
がよく知られている。松井氏がここで紹介する TIP は、OCP の考え方を通信事業者向け装
置に適用しようとするものだ。OCP と同じく TIP も Facebook が牽引している。
2016 年 2 月、バルセロナで開催された Mobile World Congress において、Facebook は TIP
プロジェクトの発足を発表した。松井氏は TIP のミッションを「独自仕様によるベンダロ
ックインを打破して、幅広い企業やコミュニティが、早く、最新のものを手に入れられる
ようにすること」だと語る。TIP はまた、大手装置ベンダだけでなく、優秀なベンチャーな
どへも積極的な投資を行うことを掲げているという。
30 社で発足した TIP は、現在 460 まで会員数を増やした（2017 年 11 月現在）。そのなか
には Intel、Microsoft、NEC、NTT など、見慣れた会社の名前も見える。年に 1 回開催す
るサミットのスポンサーには、Facebook、アクセンチュア Intel、ドイツテレコムなどが名
を連ね、今年のサミットは 1,100 人を超える人が参加登録したそうだ。
TIP の組織は大きく 4 つのプロジェクト群に分けられ、そのなかで個別のテーマを掲げた
プロジェクトが活動している。各領域および活動しているプロジェクトをつぎに示す。
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(1)Access プロジェクト群（Edge Computing、Open Cellular - Wireless Access Platform
Design 、 System Integration and Site Optimization 、 Solution Integration 、 vRAN
Fronthaul、Open RAN）
、(2)Backhaul プロジェクト群（Open Optical Packet Transport、
Millimeter Wave Networks）、(3)Core and Management プロジェクト群（People and
Process、AI and Machine Learning、End-to-End Network Slicing）
、そして(4)Community
Lab、TIP Ecosystem Acceleration Center(TEAC)である。
活動の一例を挙げると、(1)に分類される Open Cellular - Wireless Access Platform Design
プロジェクトでは、ワイヤレスアクセスプラットフォームの RF 部とベースバンド部を開発
したそうだ。これはオープンソース化され、プロジェクト参加者はだれでも自由に使える
という。また(4)の Community Lab はキャリアやサービスプロバイダが考えたユースケー
スをテストするラボ環境で、現在、米国、韓国、ドイツに設けられている。もう 1 つの TIP
Ecosystem Acceleration Center(TEAC)は、有能なベンチャー支援のための開発拠点提供や
ベンチャーキャピタルと組んでの投資を行い、エコシステムを作ることをミッションする。
現在、韓国、英国、フランス、ドイツに拠点が置かれている。
松井氏は「TIP の成果で最もよく知られているのは Voyager だろう」という。これは DWDM
モジュールとして Acacia 社 AC400 を使用し、スイッチ ASIC に Broadcom 社 Tomahawk
を搭載して、1.2Tbps のスイッチ容量をたたき出すホワイトボックス光トランスポンダ・ル
ー タ だ 。 Open Optical Packet Transport プ ロ ジ ェ ク ト の WG2 ： Disaggregated
Transponder and Chip（DTC）の活動成果である。また同様の位置づけで、WDM モジュ
ールがプラグイン式になり、3.2Tbps のスイッチ容量を持つ Cassini も紹介された。この
Cassini は 2017 年 11 月 08 日に開催されたサミットで発表されたばかりだ。
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写真 1 講演する佐藤

写真 2 講演する金海氏

写真 3 講演する藤井氏

写真 4 講演する清水氏

写真 5 講演する松井氏

写真 6 会場からの質問風景
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～ 2017 年 12 月 05 日 各社クラウドの最新動向 ～
■2017 年 IT インフラ業界の傾向（横田真俊氏/さくらインターネット株式会社）
最初のセッションでは横田氏が 2017 年の IT インフラ業界の動きを俯瞰した。まず登場し
たのは新技術の栄枯盛衰をひと目で展望できるガートナーのハイプ・サイクルだ。技術の
成熟度、採用度、社会への適用度を曲線により表したもので、ガートナー社が作り出した。
通常、この曲線は、黎明期（上昇）
、流行期（ピーク）、幻滅期（下降から底打ち）
、回復期
（再上昇）
、安定期（ピークより下で安定）の 5 段階で構成される。
同様に技術トレンドが分かるものとして横田氏は「Roadmap to becoming a web developer
in 2017」を紹介した。これにはフロントエンド、バックエンド、DevOps の各分野で身に
つけるべき技術、推奨フレームワークが木構造で図示されている。また「TECHNOLOGY
RADER」も取り上げた。このなかでは、評価対象を技術手法、ツール、プラットフォーム、
言語とフレームワークなどのカテゴリに分類し、採用、トライアル、調査、保留と評点を
与えている。発表するのは ThoughtWorks 社だ。
これらの紹介の後に横田氏は独自の視点から技術トレンドを俯瞰する「俺式ハイプ・サイ
クル」を披露した。過去 2 年を振り返ると、2015 年は、黎明期に「サーバレスアーキテク
チャ、マイクロサービス」が、流行期に「AI・機械学習、IoT、Docker」が、幻滅期に「ス
マートウォッチ、DevOps」が、安定期に「Vagrant、クラウドファースト」が描かれてい
る。また 2016 年は、黎明期に「コンテナ系ツール」が、流行期に「Let's Encrypt、サーバ
レスアーキテクチャ、AI・機械学習」が、幻滅期に「IoT、マイクロサービス」が、回復期
に「DevOps」が、安定期に「Docker」が位置している。また幻滅期の底をぬけた位置に「ス
マートウォッチ」が描かれ会場の笑いを誘った。
これらを踏まえ、横田氏が描く 2017 年のハイプ・サイクルでは、黎明期に「スマートスピ
ーカー、LPWA」が、流行期に「SRE、Kubernetes、AI・機械学習、サーバレスアーキテ
クチャ」が、幻滅期に「IoT、Mastodon」が、回復期に「Terraform」が、安定期に「Let's
Encrypt」が、それぞれ位置づけられた。なお「スマートウォッチ」は幻滅期の底を破った
位置のままである。
今年の傾向について横田氏は「Kubernetes は今年の最重要キーワード。オーケストレーシ
ョンツールのデファクトになった」
「Docker は当たり前になり過ぎて外した。本番環境で
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普通に使われている」
「SRE は今年から来年にかけてのキーワードになる」
「Mastodon の
ブームは去ったが継続的に使われている」「Let's Encrypt のおかげで常時 SSL 化が常識に
なりつつある」と評した。また 2018 年については「クラウドファーストからコンテナファ
ーストへ」
「常時 SSL が当然に」
「Kubernetes や Terraform など大規模リソースを扱うツ
ールが一般化」との予想を披露した。
■2017 年を振り返る 企業のクラウド活用動向（吉田雄哉氏/日本マイクロソフト株式会社）
このセッションでは、企業におけるクラウド活用、なかでもビジネス寄りの視点から見た
動向がテーマとなった。いまや身近で当たり前の存在になったクラウド。そのクラウドは
我々の生活や仕事へ大きな影響を与えていると吉田氏はいう。変化したのはシステム基盤
やアプリケーションといったシステムのアーキテクチャだけではない。ビジネスモデルや
パートナーシップなどのビジネス戦略、仕事の流れやサイクル、企業におけるガバナンス
やファイナンスなど、日常的に見える部分と見えない部分の両方に変化が起きているとい
う。
そのようななか、エバンジェリストとして活動する吉田氏が直近のイベントで人気キーワ
ーと感じるものには(1)「サーバレス、コンテナ」、(2)「DevOps、CI/CD」、(3)「機械学習・
AI、IoT」、(4)「働き方改革、VR/MR」の 4 つがあるという。そして、それぞれの背後に
(1)IaaS/PaaS への取り組みの本格化、(2)迅速な開発へのシフト、(3)ビッグデータ以降の具
体的な流れ、(4)価値向上への足がかり、といったトレンドが存在すると分析する。
(1)について吉田氏は「IaaS のつぎの形がコンテナ、PaaS のつぎの形がサーバレス」との
同社エンジニアの言葉を紹介し、コンテナ化することで、クラウドでは扱いにくかったオ
ンプレミスシステムが扱えるようになり、サーバレスになることでイベントドリブンやマ
イクロ課金が実現する、つまり進化の流れの 1 つと位置づけた。実際 Docker は「伝統的な
アプリケーションをコンテナに入れるときに現代化しよう」とコンテナを使った移行を打
ち出している。吉田氏は「社内システムをクラウドへ移行したいという人が異常に増えた。
移行需要はまだある」と今年を振り返った。
(2)に関する今年の動向としては「具体的な相談が多かった」ことを挙げた。流行に飛びつ
くのではなく、自分たちの血となり肉となるところを狙い、ツールとプラットフォームと
のつながりも意識しながら推進する動きが見られたという。その背景の 1 つとして、子会
社などで外製していたソフトウエアを内製に戻す企業が増えていることを吉田氏は挙げる。
実際、開発の主導権を取り戻してビジネスの急速な変化に対応できる開発体制を作りたい
との声があるそうだ。
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(3)については、ビッグデータからの流れが具体化し、データ発生、収集、蓄積を IoT が担
い、蓄積したデータの分析とフィードバックを AI・機械学習が担うようになったと整理し
た。また、それによって、API 呼び出しだけで画像認識や音声認識を使えるようになり、
アプリケーションの UI が大きく変わったことを示した。
(4)の VR/MR については、いまはデバイスに注目が集まりがちではあるが、CAD データを
仮想空間で共有してデザイン変更を議論するような使い方や、工事現場に重機を搬入でき
るかどうかのシミュレーションに適用する事例が生まれていることが語られた。働き方改
革については、オリンピック後の経済腰折れや人口減少を乗り越えられるよう、いろいろ
なトライをしながら速やかに意識や働き方を変えることが喫緊の課題であると指摘した。
この他、今年はシステム連携に向けて企業での API 導入が目立ったこと、API アクセス権
制御の重要性、クラウドインテグレータ（顧客のクラウドの整備・運用を代行）からクラ
ウドサービスプロバイダ（クラウドベンダ設備を使い自らが顧客にクラウドサービスを提
供）へ脱皮する必要性などが語られた。
■あなたの知らない VR と AI チャットボットの裏側の話
（後藤和貴氏/アイレット株式会社）
このセッションでは、アイレット株式会社が展開する事業の概要、VR と AI を中心とする
新しいサービスの動向とその裏側、今後の展望などが語られた。同社では cloudpack とい
うブランドで AWS のインテグレーションサービスを行っている。7 年前にわずか 4 社だっ
た顧客数は、いまや 840 社を超えるまでになったという。これまで取り組んだ事業には、
NHK 紅白歌合戦のスマホ投票システム（30 万～40 万同時接続、アベイラビリティゾーン
とリージョンの両方を冗長化）
、MBC 動画イズムの配信サーバ（サブスクリプション型の
動画配信サービス、サーバレスアーキテクチャ）
、ゲーム KINGS KNIGHT のスマートデバ
イスでの動作テスト自動化の支援（クラウド型デバイステスト）などがあるそうだ。
この後、後藤氏は個人的な 2017 年の流行りものを紹介。そのうち、VR デバイス、スマー
トスピーカー、360 度カメラについて、今年の動向を紹介した。
まず VR については、HTC、Oculus、Google、Samsung などから、多くのデバイスが出
そろったという。また、VR ZONE（バンダイナムコエンターテインメント）、SEGA VR
AREA AKIHABARA（セガ）など、VR コンテンツを提供する施設も流行った。コンテン
ツでは、エヴァンゲリオンのシンジの視点から EVA 操作を体感するものや、体感ゲームを
VR 化したものなどが紹介された。
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これに関連して、後藤氏は 360 度映像配信に関連する技術要素（カメラ、転送方式、デバ
イスなど）を紹介した。それによると、転送方式については、HTTP ストリーミング（細
かいファイルに分けて順次送信）と HTTP ダウンロード（終了後再生または途中から再生）
が現在の主流だそうだ。後藤氏によると、ネットでの映像配信は、PC、スマホ、テレビ（地
デジ、4k、8k）とデバイスの種類が多く、さらに PC やスマホはブラウザのバージョンま
で考慮が必要で、とても苦労が多いという。動画配信を行うには、他にも、映像や音声の
フォーマット（H.264、WMV、AVI など）やストリーミング方式（HLS、MPEG DASH、
Smooth Streaming など）も考慮する必要がある。この他、ライブ配信で鍵となる高速なエ
ンコーディングを FPGA で実行する製品や、見ている方向だけを重点的に高精細映像を送
ることで VR の情報量を減らす技術を研究する米企業の事例も紹介された。
AI とチャットボットについては、同社が運営する毎日放送のおしゃべりらいよんチャン、
アニメタイプのバーチャル彼女などを取り上げた。後藤氏によると、スマートスピーカー
をはじめとするこれらのサービスやデバイスは、音声認識→自然言語理解→会話マネージ
ャ（背景知識、会話モデル、学習・推論機構）→自然言語生成→音声合成といった処理が
必要で、音声で話しかけて音声で返事をするまでかなりの処理を経る必要があるという。
ただ、最近はパブリッククラウドサービスがこれらの機能を提供しはじめており、利用者
は個別のコンポーネントを組み合わせるだけで、必要なサービスを開発できるようになっ
てきた。特に、それが豊富なのが Azure で、bot フレームワーク、音声認識、翻訳、顔認識、
外部サービス連携などが用意されており、かつ、その多くが日本語に対応するという。後
藤氏らも、このようなクラウド機能を利用して、動画に映った人を認識するシステムを開
発しているそうだ。
■現場人間から見える IoT ビジネスの動向（鈴木与一氏/NTT コミュニケーションズ株式会
社（以下、NTT Com））
「モノだけでなく人や企業もつないでこそ成功する」と IoT ビジネスの秘訣を語るのは
NTT Com の鈴木氏だ。自ら現場をかけ回り新たな事業分野を切り開いてきた同氏が、これ
まで取り組んだ様々な経験から考える「2018 年に押さえるべき IoT のポイント」について
語った。
鈴木氏が注目する第 1 のポイントは「EnOcean」だ。Raspberry Pi などを使って IoT の
PoC がうまくいくと、つぎは現場に設置して使おうと考え、TI の SimpleLink SensorTag
に走る人が多いらしい。SensorTag はセンサの種類が多く、コンピュータとは Bluetooth
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でつながることからよさそうに見えるのだが、実際に使ってみると 50 時間程度で内蔵ボタ
ン電池が空になり、また Bluetooth の接続が切れることもあって、あまり実用的とはいえ
ないと鈴木氏はいう。この問題を解決できるのが EnOcean なのだそうだ。EnOcean は電
源不要のセンサ群で、無線区間は EnOcean アライアンスが標準化を進めている。日本では
928.350MHz 帯を使用し 20～30m は電波が飛ぶとされる。電源が不要なのはシステムの消
費電力が少ないためで、ソーラーモジュールや電磁誘導を電源に、センサからドングルへ
電波で情報を送る。機器プロファイルも定義されておりアプリケーションも書きやすいそ
うだ。人感、CO2、温湿度、ドア開閉、ボタン（押下時の電磁誘導で発電）
、電流量（対象
からの電磁誘導で発電）などのセンサがあり、今後も種類が増えると見込まれている。
第 2 のポイントは「現場経験」だ。IoT の顧客は情報システム部や総務部でなく事業部門で
あることが多い。そして、現場には多種多様な機器が設置されており、それらは IT の世界
とは全く違う概念やプロトコルで動いている。機器寿命も 5～6 年の IT 機器と違い 20 年く
らいざらだ。そのような環境で、顧客と十分な意思疎通をするには、こちらも現場のこと
を学び理解しなければならない。そして現場では費用対効果も強く問われる。技術的に可
能でもコスト面で折り合いがつかないケースも枚挙にいとまがない。鈴木氏らは IoT の
「Hello World!」ともいえる「トイレ IoT」に取り組んだことがあるそうだ。試行段階です
ぐ動くようになり、これは簡単だと思ったそうだ。しかし実際に取り付けを始めてみると、
ドアのすきま間隔、ドア形状、表面材質、美観を損ねない機器設置、電源確保、ケーブル
配線、故障交換を考えた設置、原状復帰への考慮、数多いビル関係者との調整など、想像
以上に苦心したという。
「考え過ぎずトライ＆エラーが重要」という同氏の言葉には、この
ような経験が刻まれているようだ。
第 3 のポイントは「LPWA」だ。Low Power Wide Area という名が示すとおり、この技術
は低消費電力で広範囲の通信を実現する。これには免許が不要なアンライセンス系（Sigfox、
LoRaWAN）と免許が必要なライセンス系（NB-IoT、LTE-M）があり、前者は一般企業や
個人でも設置できるが、後者は通信事業者がサービスを提供する形となる。日本ではアン
ライセンス系の 1 つである LoRaWAN が先行しており、藤枝市、山形市、京都府などでの
実証実験や、NTT ネオメイトらによるガス遠隔検針の事例があるという。鈴木氏によると、
今年の秋に国内の免許制度などが整い、来年からは通信事業者によるライセンス系のサー
ビスがスタートするそうだ。ちなみに LTE-M によるサービス開始をいち早く発表した
KDDI のサービスメニューによると、月間 10kB のメニューは 100 円で提供される。
■パネルディスカッション（モデレータ：宮原徹氏/日本仮想化技術株式会社、パネリスト：
横田真俊氏/さくらインターネット株式会社、吉田雄哉氏/日本マイクロソフト株式会社、後
藤和貴氏/アイレット株式会社、鈴木与一氏/NTT Com）
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続いて宮原氏をモデレータとして全発表者によるパネルディスカッションが行われた。最
初の質問「これから生き残るには何が必要か？」に対しては、「我々も勉強が必要」（横田
氏）
、
「IoT はさっとできるという誤解を解く必要がある」（吉田氏）、
「お客さんとアイディ
アは作る人は生き残れる」
（鈴木氏）
、「ビジネスと技術の両方を指揮できるプロデューサが
日本には少ない」
（宮原氏）といった声が出た。
会場からの質問「異動が頻繁な自治体担当者とうまく付き合うには？」については、
「震災
経験があるとサービスの継続性を真剣に考え話がスムーズに進む」（吉田氏）、「すべてのド
キュメントをオンライン化するのは一つの方法」
（後藤氏）、
「自治体に限らないが地方では
地元業者が変化を好まず仮想化が進まない」
（宮原氏）、
「一時的な売り上げ減などクラウド
化による変化を説明できないケースがある。丁寧にレクチャーして内部で推進役になって
くれる味方を作るとよい」
（吉田氏）、「補助金や減税など制度的なインセンティブが必要」
（宮原氏）などの意見が飛び交った。
宮原氏から出た「IoT はまだ仕事にはならなさそう」との意見に対しては、
「着衣の違いか
ら男女でもセンサ検出率が違う。やってみて仲間を作ることが大事」
（鈴木氏）、
「自治体の
害獣駆除は IoT 適用に向きそう」
（宮原氏）、
「機械学習できゅうりを S、M、L に分類して
人件費を削減した事例がある」
（後藤氏）、
「AI・機械学習で画像認識がコモディティ化する」
（宮原氏）などの声があった。
最後の質問「我々はこれから何をやればよいか？」については、
「端末サイドでの AI に取
り組みたい」（鈴木氏）、「技術主導のビジネスモデル変革に関わりたい」（後藤氏）、「何か
を削減する際は同時に伸びるものを見つけるのが自分のテーマ」
（吉田氏）、
「普通の人にサ
ーバを使ってもらう方法を考える」
（横田氏）、
「ホームオートメーション向けのデバイスを
自分で作る」
（宮原氏）といった意見が出た。
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写真 7 会場の様子

写真 8 講演する横田氏

写真 9 講演する吉田氏

写真 10 講演する後藤氏

写真 11 講演する鈴木氏

写真 12 パネルディスカッションの様子
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～ 2017 年 12 月 06 日 OpenStack Ops Meetup ～
■全体説明（水野伸太郎氏/日本電信電話株式会社）
OpenStack Ops Meetup は、OpenStack の運用担当者が集まり、生の声をぶつけながら、
運用について議論と情報共有を行う場だ。OpenStack Summit Atlanta 2014 から始まった
この会議は、日本では OpenStack Days Tokyo と Okinawa Open Days の各期間中に開催
され、今回がその 5 回めとなる。
冒頭、全体進行を務める水野氏が、OpenStack Ops Meetup に初めて参加する人へのサポ
ートの意味を込めて、この会議の主旨、進め方、使用ツール、本日の議題などを説明した。
この会議は「特定トピックのプレゼンを聞くのではなく、各参加者がノウハウを共有し、
また苦労したエピソードやアイディアなどを議論する場」（水野氏）だ。それゆえに情報共
有のためのシーンが多くを占めるが、それだけに限らず、この場でよいソリューションが
見つかることもある。それには積極的な議論が欠かせない、と水野氏は参加者に積極参加
を呼びかけた。
OpenStack Ops Meetup で特徴的なのが、Etherpad と呼ばれるテキストエディタ風の情報
共有ツールに、トピック、質問、意見などを記録しながら議論が進む点だ。主催者と参加
者は自分の端末から Etherpad に接続し、同じ空間に全員で情報を書き込んでいく。こうす
ることで、正確な議論が行え、また議事録を作らなくても議論過程が自動的に記録される。
この会議にはいわゆる大手企業のシステム担当者も列席したが、議論に先立ち水野氏は「会
社を背負う必要はない。個人として遠慮なく発言を」とソフトな雰囲気作りに務め、会場
の笑いを誘った。
■セルフヒーリングと最適化（室井雅仁氏/日本電信電話株式会社）
テーマに挙げる「セルフヒーリング」は、システムが自律的に故障からの回復を行うこと
を指す言葉だ。システムがこの機能を持ち、それが正しく動作すれば、人の手を介するこ
となく、システム自らが故障を見つけ出し、治癒のための処置をし、正常な状態へと自動
回復できるようになる。実現すればまさに理想的だが、現実にはまだまだ発展途上にあり、
今後の成熟が期待されている技術だ。このセッションでは、このセルフヒーリングをはじ
め、OpenStack の高信頼化について議論が行われた。
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冒頭で室井氏は、参加者の属性を確認するため挙手を呼びかけた。その結果、OpenStack
を導入している人が 15 人、それを HA 構成（高可用性構成）にしていると答えた人が 12
人であった。HA 構成にしていない 3 人は、開発環境として利用、HAProxy を稼働してい
るが使っていない等の回答だった。
OpenStack の HA 構成のうち、コンピュート故障時の自動復旧などに用いられるケースが、
まず議論のテーマとなった。コンピュート故障に関しては「VM 単体故障」と「ハイパーバ
イザ故障」
に分けられるという。
このうち VM 単体の故障に対しては、
通常、
再作成（rebuild）
や退避（nova evacuate コマンド）が行われるが、現在、さらに進んだ自動復旧のために、
NTT が開発する Masakari、OPNFV が定める Doctor（AODH + Congress）といった選択
肢がある。ほかに Consul による事例があるとの情報も出た。
しかし、このような選択肢がありながらセルフヒーリングを使っている人は少ないようだ。
会場からは「やりたいができない」という声が出て、その理由として、意思決定の未介在、
ノウハウが求められる、自動でやって大丈夫か不安、といった点が挙げられた。ほかに
「nova-compute プロセスがダウンしても、実行系は生きていることがあり、むやみに動か
せない」
「動かした先が適切に機能するか分からない」といった声があった。
また「そもそも VM の単体故障を復旧させるのはどんなシチュエーションか？」との質問
に対しては「libvirt から QEMU 経由でディスクや NIC にアクセスできないケース」と室
井氏が答えたほか、会場から「QEMU のバグで VM が単体で故障することもある」といっ
た例が挙がった。
続く話題となった OpenStack の LTS（Long Time Support）版に関しては、水野氏が
「OpenStack Summit で、オペレータは LTS をほしがったが、開発者からは自己解決が求
められていた」というエピソードを紹介した。しかし、それでも必要というユーザを中心
に SIG（Special Interest Group）が立ちあがり、個別に対応しているディストリビュータ
の協力を得ながら進めることになったという。ちなみに SIG とは、プロジェクト化してい
ないトピックを議論する場で、複数プロジェクトをまたがるものや OpenStack 全体に関す
る内容が多いそうだ。
その後、会場に集まった諸氏に LTS の議論に興味があるかをたずねたところ、興味を持つ
人が多数いることが分かり、OpenStack の日本コミュニティにおいても、Slack や ML で
LTS についての情報共有を行うことが決まった。
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■ハードウエアに関する各種の話題（玉置伸行氏/日本仮想化技術株式会社）
このセッションでは、クラウドに用いられる各種ハードウエアのうち、新たに登場して注
目を集めているデバイスや、DPDK や SR-IOV のようにハードウエアとソフトウエアが密
接に連携して高機能を発揮するものについて議論した。
玉置氏はまず、本セッションが対象とするハードウエアの利用状況を出席者にたずねた。
その結果はつぎのようになった。(1)DPDK 利用中 4 人/興味あり 10 人、(2)SR-IOV 利用中
1 人/興味あり 11 人、(3)VPP（DPDK 上で動くソフトウエアスイッチ） 利用中 0 人/興味
あり 14 人、(4)スマート NIC 利用中 0 人/興味あり 12 人、(5)FPGA NIC 利用中 0 人/興味
あり 2 人、(6)GPU 利用中 4 人/興味あり 7 人、(7)FPGA 利用中 1 人/興味あり 5 人。これ
らのうち、スマート NIC と FPGA NIC の違いを聞く声があり、これに対しては、どちらも
プログラミング可能だが、前者はプロセッサベース、後者はハードウエアであることが示
された。また(7)の FPGA は汎用的に使われる FPGA を指している。
続いて、これらの利用状況を踏まえて、利用者の声や興味を持つ人からの質問などがやり
とりされた。DPDK と SR-IOV に造詣が深い参加者は「SR-IOV は VM のインターフェー
スを専用のものにする必要があり NFV のサポートがなくなる点が痛い」
「DPDK は CPU
ピニングなどの点でハードルが高く、現在の OpenStack 実装だけでは使えない」
「VPP は
面白く高速で使いやすいので期待している。ただ実際に使うなら些末な問題が少ないスマ
ート NIC だ」と新技術への期待と現実解を述べた。また FPGA に詳しい参加者は「FPGA
はサーバとの相性問題が大きい」
「C ライクに記述できる OpenCL からハードウエア記述言
語への変換にマシンパワーが必要」と、これから取り組もうとする人に注意をうながした。
既存サーバでこれらのハードウエアを利用するのに苦労している人たちもいる。ある参加
者は Netronome 社のスマート NIC は 100Gbps の速度が出るが、それには補助電源が必要
なこと、大きな発熱量のせいで熱暴走しやすいので 1U スロットに入れられないことなどを
紹介した。PCI エクステンダは使えないのだろうか？といった声も出たが、データセンタ
のラック収納に難があるなど現実解とは遠い様子だった。他には ODM ベンダに依頼すれ
ば解消しないだろうか？との声もあった。なおスマート NIC に関しては、富士通アドバン
ストテクノロジ株式会社のパケットジェネレータが話題に上った。その製品は、レイテン
シやジッタを高精度に制御したパケットの生成、パケットヘッダの操作、壊れたパケット
の生成などに、スマート NIC の機能を生かしているそうだ。
続いて話題は GPU へと移った。ここでは、OpenStack の Ironic で GPU を搭載したサー
バを提供しているヤフー株式会社と、GPU as a Service を提供している NTT Com の担当
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者が、それぞれの概要について語った。参加者からは「GeForce 製品を使った GPU マシン
を貸し出すとライセンスに抵触すると聞いた」と質問があり、玉置氏から「すでに機能的
な制約はかかっているらしい。それに続いてライセンス的な制約が始まっているのかもし
れない」と回答した。
最後に FPGA や GPU などのアクセラレータを OpenStack で使えるようにするプロジェク
ト Cyborg が紹介された。Cyborg は Nomad プロジェクトに端を発するもので、Pike リリ
ースで REST API と DevStack プラグインに対応する。なお GPU や FPGA のベンダ別ド
ライバはサポート外とのことだ。
■NFV の運用に関する各種の話題（水野伸太郎氏/日本電信電話株式会社）
「NFV」と呼ばれるものには、ロードバランサ（以下、LB）、ファイアウォール（以下、
FW）など幅広いネットワーク機能の仮想化を指す広義の NFV と、ETSI（欧州電気通信標
準化機構）において定義された通信事業者のコアネットワークの仮想化を指す狭義の NFV
がある。このセッションでは狭義の NFV について、その特徴や運用に関する話題が話し合
われた。
水野氏は、まず通信事業者からの参加者をたずね、NTT、NTT ドコモ、ソフトバンクから
の参加者が確認された。また通信事業者に機器を納入するベンダからの参加者も見られた。
その後、通信事業者以外の人も含め、NFV に取り組んでいるかどうか、取り組んでいれば、
その対象を聞いた。その結果、取り組む対象と人数は、(1)LB、FW、ルータ 1 人、(2)vEPC
1 人、(3)vCPE 1 人、(4)SBC 1 人であった。なお vEPC は仮想モバイルコア、vCPE は仮
想宅内装置、SBC は VoIP ゲートウエイ装置を指す。
「vEPC や vCPE の VM は何が違うのか？」との水野氏の問いかけに、参加者からは「フ
ェイルオーバに対する要件が厳しい」「顧客の音声データが乗る」「対向機器が多いため
vNIC が多い」
「レガシーシステムをそのまま仮想化したため基盤がコントロールすべき要
件が多い」「構成が複雑」
「冗長構成はアクティブスタンバイが大多数」などの声が挙がっ
た。このうち対向機器については多ければ 10 種類にもおよぶという。また構成が複雑なこ
とに関しては、vEPC と呼ばれるもののなかには、U-plane（利用者データが疎通）の通信
を処理するもの、C-plane（制御データが疎通）の通信を処理するもの、各機能を管理する
ものなど、10 種類ほどの VNF が含まれていることが示された。また冗長構成に関しては、
基盤が堅牢との仮定でアクティブスタンバイを採用しており、現実的な基盤の可用性を反
映していないとのことであった。
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高いパケット処理能力が求められる NFV では、DPDK や SR-IOV といった、ハードウエ
アと強く連携してパケット処理を行う技術が多用される。しかし、DPDK は高速なパケッ
ト処理に CPU コアを占有するため、使い方によっては要求される CPU コアが急増する。
また SR-IOV は対応 NIC の配置次第でライブマイグレーションに制限が生じることがある。
参加者からは「vEPC では CPU を 20 コアを要求されることもあり、DPDK で使う CPU
がないといった事態にもなり得る」と NFV ならではの厳しい条件を説明した。
水野氏が「ライセンスやサポートなど運用面の問題は？」と水を向けると、機器ベンダか
らの参加者が、通常はライセンスを買わないと VNF を利用できないが、自社ではゼロ円で
ライセンスを発行して、後で支払ってもらう Pay As You Go モデルを採用していることを
紹介した。別の参加者は「VMware が自社基盤で動くものに認証を与えていることには感
心する」と利用者目線の必要性を語った。
通信事業者からの参加者は「ベンダお任せでよかった装置を NFV 化すると、自分たちでや
るべきことが大きく増える。その覚悟があるかどうかが大きな問題」と運用態勢の点から
見た NFV の課題を示した。また NFV 化は、現場技術者に求めるスキルセットを急変させ、
技術者のモチベーションが追いつかないことも問題点として指摘された。
しかし全体的に見れば、通信事業者のマインドは、水平統合、仮想化、マルチベンダ化を
指向している。また RFP（提案依頼書）は水平統合の好機とも考えているようだ。これら
のことから考えると、今後、日本でもこの流れはさらに加速するものと想像される。
■コンテナ/ネイティブアプリケーションに関する各種の話題（玉置伸行氏/日本仮想化技術
株式会社）
OpenStack とコンテナの連携が強まるなか、最後のセッションではコンテナとネイティブ
アプリケーションについての議論が行われた。なお OpenStack とコンテナの間には、コン
テナの上で OpenStack を動かす関係（おもにコントローラが対象）と、OpenStack の上で
コンテナを動かす関係の 2 つがあり、ここではその両方が議論の対象になった。
このセッションでも、ユーザの利用状況を把握するために、参加者にいくつかの質問が投
げかけられた。まず、コンテナの上で OpenStack を動かすケースについては、使用中が 5
人、検討中が 3 人、興味ありが 10 人となった。使用中の 5 人に使用目的をたずねると、本
番環境は 0 人、間もなく本番利用が 1 人、開発やテストが 4 人となった。間もなく本番で
使うと答えたのはヤフー株式会社からの参加者で、Kubernetes をベースに独自で開発した
ものだそうだ。つぎに、OpenStack 上でのコンテナ利用状況をたずねると、使用中が 3 人、
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検討中が 0 人、
興味ありが 6 人という結果になった。
このうち使用中の人は、
VM 上に Docker
や Kubernetes をデプロイしている人が 2 人、Cloud Foundry などでコンテナ環境を準備
した人が 1 人であった。最後に、クラウドネイティブアプリケーションの利用についてた
ずねた。すると使用中が 2 人、検討中は 0 人だった。なお、この質問には、クラウドネイ
ティブアプリケーションの定義を聞く逆質問が出て、玉置氏は「定義は難しい」との見解
を示した。他の参加者からは「Cloud Native Computing Foundation（以下、CNCF）が
定義するクラウドネイティブアプリケーションはエッジが効きすぎ」との声もあった。
この後、クラウドネイティブ化が進まない現状について意見が交わされた。
「PaaS を使っ
ても既存アプリケーションを容易にクラウドネイティブ化できるとは限らない」
「クラウド
ネイティブ稼働を前提にインフラを作っても使ってくれない」
「既存のマイグレーションと
新規開発ではアプローチが違う」
「クラウドネイティブな人たちはパブリッククラウドでや
っている」「新規開発でやろうとすると費用対効果を問われる」「クラウドネイティブアプ
リケーションを作れる人がいない」
「クラウドネイティブ化しても安くならない」など、思
うように移行が進まない状況に戸惑う声が上がった。これに対し、前向きに移行を進める
方策として「IoT やブロックチェーンには導入しやすそう」
「シビアな設計でなくてもよい」
「Heroku の 12factors が参考になる」
「AWS Cloud Design Pattern のようなものがあると
話がしやすい」といった意見が上がった。
続いて、ヤフー株式会社が DBaaS の実現に成功したことが紹介された。アプリ開発者チー
ムと必要な機能を密に議論し、また、DB の専門家チームともタッグを組むことで実現した
という。その結果、DB の利用は大幅に増え、DB 管理がアプリ開発者の手から離れ、大き
く救われたプロジェクトも少なくないそうだ。DBaaS に用いられる Trove の開発は大幅に
停滞しており、それに独自の改造を加えて実現した彼らに驚きの声が贈られた。
玉置氏は今後、クラウドネイティブアプリケーションやコンテナに関する情報共有と議論
を継続的に行うため、CNCF の日本ユーザ会を立ち上げる予定とのことだ。「この Ops
Meetup のような取り組みを Kubernetes やクラウドネイティブアプリケーションでやりた
い」と玉置氏は自身の思いを投げかけ、このセッションを終えた。
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写真 13 講演する水野氏

写真 14 講演する室井氏

写真 15 講演する玉置氏

写真 16 会場からの質問風景

写真 17 会場の様子

写真 18 Etherpad の使用法説明
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～ 2017 年 12 月 07 日 アーバンデータチャレンジ ～
■アーバンデータチャレンジ 2017 スペシャルセッション 「ソーシャルイノベーションは
夢を見るか」
（櫻井智明/OOL）
アーバンデータチャレンジは、地域社会の課題解決のため、地方自治体、企業、学校、市
民等が中心となり、交流型ワークショップとコンテストを中心に、持続的なコミュニティ
形成、活動、成長を目指す活動だ。シンポジウムや交流の他に、活動や実装を競い合うコ
ンテストも開催される。全国に 40 ブロックが設けられており、このセッションはその 1 つ
である沖縄ブロックの活動の一環としても位置づけられている。
モデレータの櫻井は、OOL でのシビックテック活動の支援を通して、多くの人に集まって
もらうことの難しさ感じているという。「プログラムは分からないが楽しそう」「アイディ
アはあるがプログラムは無理」という人はなんとか手伝えるが、
「忙しくて行けないしネッ
ト参加も無理」という人を手伝うのは難しいと漏らす。人は自己実現を目指すとマズロー
はいうが、めざす自己実現の形は人それぞれ違う。このことから、所属と愛の欲求、承認
欲求、自己実現の 3 つがそろってこそ、人は動くのではないかと櫻井は見る。
また、何か新しいことを始めるときに勇気を持って最初に飛び込む人を「ファーストペン
ギン」と呼んで評価するが、櫻井は TED の講演を引きながら、ファーストペンギンだけで
なく、ファーストペンギンに付いていく人たちも、新しいことが人々に受け入れられるた
めに重要な役割を果たしていることを示した。
シビックテックのエコシステムに関して櫻井は、ナイト財団のレポートに書かれた米シカ
ゴ市の事例を紹介し、そこに必要な要件として、リソースやデータの供給者であり推進者
である「自治体」、市民や関係者が対話し協業する「場」、活動を資金面からサポートをす
る「資金サポータ」の 3 つを挙げた。また日本における同種の枠組みとしてソーシャルイ
ンパクトボンド（官民が連携しての課題解決と行政のコスト削減）を紹介。同時に、この
ような枠組みで重要な意味を持つ「評価者」が、日本のソーシャルインパクトボンドから
抜け落ちていることを指摘した。
■Code for Kanazawa の活動（福島健一郎氏/一般社団法人コード・フォー・カナザワ）
日本におけるシビックテックの草分けといえる Code for Kanazawa は、この分野のファー
ストランナーである Code for America に触発された福島氏が仲間 9 人と 2013 年に設立し
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た団体だ。現在は一般社団法人化して 100 人以上のメンバが石川県全域で活動している。
Code for Kanazawa はそのミッションに「自らが書くコードによって地域の様々な社会問
題を解決しよう」と定めている。
「自らが書く」ことを明記するのは、資金がなくても活動
できることを担保するためだ。またコードの著作権を団体に帰属させて、メンバが抜けて
も活動を継続できるようにしている。その上で、中立・公益・公正の立場を保ち、民間の
仕事を奪うことはせず、自分たちでしかできないことに取り組む、そんな思いで活動して
いると福島氏はいう。
福島氏らの活動は幅広いが、柱となっているのは、アイディアソンのような「場」の継続
的な提供と、実際のアプリ開発だという。場の提供については、
「Civic Hack Night」とい
うイベントを毎月第 2 木曜日に開催しており、初心者テーブルを設けて初めての人も気軽
に参加できるよう配慮している。開催回数は 28 回にもおよぶそうだ。またアプリ開発も活
発に行っており、代表的なものとして「ゴミナシ 5374.jp」（ゴミ出し日お知らせアプリ、
通知機能付きの有料版あり）
、
「のとノットアローン」（過疎化が進む奥能登での子育て支援
アプリ）
、休日当番医が分かるアプリなどがある。
全国的に盛り上がるシビックテックコミュニティだが、
「どう市民を巻き込んでいくか」
「自
立したリーダをどうやって増やすか」は、福島氏らを含め、各地の団体が頭を悩ませる課
題だという。同様に、資金面の難しさも大いにありそうだが、福島氏は「確かに大変だが、
我々は最先端の社会現象に直面しているのであり、市民が社会を変えてお金を生む時代が
近い気がする」と笑顔をのぞかせた。
■沖縄県の動向（兼村光氏/沖縄県情報産業振興課）
この後、宮里氏の紹介を受けて、参加者席に座っていた兼村氏が Code for Okinawa の活動
を紹介した。兼村氏はいま沖縄県が設立準備を進めている「IT イノベーション戦略センタ
ー」プロジェクトのキーパーソンでもある。
兼村氏によると Code for Okinawa は石垣市の十河学氏らが中心になって 2014 年 3 月に設
立された。そしてそこにオープンデータ活用で社会課題の解決に取り組んでいる琉球新報
社の来間信也氏らが加わり、活動の盛り上がりを見せてきたという。
Code for Okinawa では、豊見城市、読谷町、那覇市、浦添市、石垣市のゴミナシ、おきな
わ子育てマップ（Code for SAPPORO の子育てマップをローカライズ）沖縄県周辺の地震
ビジュアライゼーションなどの開発を手がけてきた。兼村氏によると、このような活動を
- 56 -

スムーズに行う秘訣はトップの理解だという。たとえば、浦添市の情報政策課にこのよう
な活動へ積極的に取り組む人物がいるが、それができるのもトップである市長が十分に理
解してくれているからだと内情を明かす。
他にも、佐賀県の CIO が沖縄を訪れたとき、救急隊が救急車内から搬送先の空きベッドを
把握できる同県の取り組みについて話を聞くなどの活動もしているそうだ。
「沖縄での活動
は、まだ小規模でゆるやかなつながりだが、これからも新たな動きをフォローしていきた
い」と兼村氏は今後の活動に期待を寄せた。
■大学における動向（宮里大八氏/琉球大学）
宮里氏は琉球大学において「地域企業・自治体お題解決プログラム」と名付けた講座を開
いている。この講座では、自治体や企業の課題を抽出して、データを取り、フィールドワ
ークを学生自ら行う。大学のなかだけで学ぶのではなく、地域に出向いて課題を見つけ、
それを一緒に解決することで新しい知見を得ようというのだ。そこから生まれた取り組み
には、八重瀬町の水環境問題、米ポートランドに学ぶ今帰仁村のコミュニティ作り、沖縄
市の商店街の空き家問題と子ども食堂、糸満市のモノづくりなどがある。宮里氏がこれら
地域課題に取り組む視線の先には、教育、環境、貧困などに代表される、世界の共通課題
の解決があるという。
宮里氏はこの後、アーバンデータチャレンジへのエントリを目指して、いま講座で学生た
ちが取り組んでいる具体的な内容を紹介した。「コザに恋して」は沖縄市の活性化を狙った
Instagram を活用する観光案内だ。いわゆるインスタ映えする写真を女子大生たちが厳選
して作っている。子ども食堂に通う子どもの数、貧困の形態などを調査してデータを集め、
子ども食堂の展開のあり方を議論するグループもあるそうだ。糸満市では、全国的に問題
化している空き家のデータを集めてその活用を学生目線で考えるグループが活動しており、
同じ不動産関連では、別のグループが沖縄市で、空き家や空き店舗の状況や後継者の有無
を調べて、イベントや滞在のためのスペースとしての活用を検討している。あと、今帰仁
村では航空会社の CM で有名になったハートロックにあやかり、恋の島として PR してお
見合いイベントを行い、若い世代を呼び戻そうとしているグループもあるそうだ。
このような活動のつぎのステップを見据える宮里氏は、en・act・us（世界的な起業支援プ
ログラム）のサポートをはじめとする、さまざまな学生起業家を支援する活動を続けてき
た。会場のスクリーンでは、その力を借りて離陸を目指す企業として、クレイ沖縄（沖縄
伝統のニーブイグサから作る安眠サプリ）、がちゆん（修学旅行生向けテーマ学習プログラ
ム）
、Payke（バーコードから各国語で商品案内）が紹介された。
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■企業における動向（石川晃久/OOL・株式会社日立製作所）
石川氏は自らの経験から、企業に身を置く立場だと、アーバンデータチャレンジのような
活動への参加がなかなか難しいと語る。企業は利益を求める組織であるため、利益が出な
い活動に対しては理解を得にくい。このようなとき、石川氏は「会社のプレゼンスが上が
ります」と答えるそうだ。活動をするなかで、様々なところに、会社の名前、ロゴ、製品
名などが登場する。その露出は広告と同様の効果が期待されることから、間接的に企業に
利益をもたらすという理屈だ。もしそれで足りないようなら「地域が活性化して受注につ
ながる可能性がある」といった話もするそうだ。ちなみに、石川氏が勤める日立製作所の
実際の顧客は、大都市の大企業や都道府県単位の自治体ばかりで、地域とのつながりは皆
無に近いとのことだ。
そんな石川氏の口から「プログラマの地位は高くない」との言葉が漏れた。その理由に挙
げたのは、プログラムは著作物だといいながら、その寿命は製品が販売されている間に限
られ、製品がなくなれば世のなかから消え、評価もされなくなる、という点だ。実際、製
品が廃番になり滅却処理されると、プログラムは完全に消されてしまうそうだ。これに対
して、たとえば芸能人が書いた小説は、死後 50 年間は著作権が保護され、おそらく評価も
され続け、消されることもない。
これに大きなむなしさを感じた石川氏は、会社のクラブ活動として自分たちのコードを書
く Code for ～の日立版のような活動を始めた。そして、その立場でアーバンデータチャレ
ンジを支援しているそうだ。具体的には、神奈川県のあるチームにプログラムをかける人
がいないため、コーディングをすこし請け負っているという。課題を IT で解決とはいうも
のの、プログラマは大都市に一極集中していて地域にはプロが少ない。その課題の解決を
手伝っている形だ。
■パネルディスカッション（モデレータ：櫻井智明/OOL、パネリスト：福島健一郎氏/一般
社団法人コード・フォー・カナザワ、宮里大八氏/琉球大学、石川晃久/OOL・株式会社日立
製作所）
続いて櫻井氏をモデレータとして全発表者によるパネルディスカッションが行われた。
最初の問い「お金、リソース、時間の供出を求める活動への参加者はどうすれば増やせる
か？」
（櫻井）には、
「試行錯誤している。Civic Hack Night の初心者テーブルはハードル
を下げる工夫の 1 つ」
（福島氏）
、
「Civic Hack Night の曜日は何を基準に決めた？」
（櫻井）
、
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「運営チームで決めた。あと活動にはいろいろな機能を持つ人が混在したほうがよい」（福
島氏）との意見が出た。
「参加と単位は関係するか？」（櫻井）と宮里氏に話を振ると、「参加しないと単位を与え
ない。学生は真剣に取り組む」
（宮里氏）、「逆に単位が付かない活動に学生は参加しようと
しない」
（櫻井）
、
「単位なしで離島の学習支援をしたことがある。学生によっては離島に行
けることもモチベーションになる。本人の意識次第」（宮里氏）、
「他のセクタを巻き込むの
は戦略的だ」
（櫻井）
、
「大学から企業や自治体に行くと喜ばれる。逆は敷居が高いといわれ
る。飛び込み営業でも様々なセクタで話を聞いてもらえる」
（宮里氏）と議論が進んだ。
つぎに「会社では他部署を巻き込むことはあるか？」（櫻井）と石川氏に聞くと、「巻き込
むというより、クラブ活動的なもので委託する」
（石川）
、
「働き方改革での残業上限はクラ
ブ活動に影響しそうか？」
（櫻井）
、
「会議室は借りられるが当然ながら残業は付かない。し
かしクラブ活動後に仕事に戻るとログイン記録で残業が付いてしまう。その分は引いて申
請するが会社は労働基準局に説明がつかないらしく、開始時刻と終了時刻の記録を命ぜら
れた」
（石川）
、
「タバコを吸いにいく時間の扱いも突き詰めればおかしい」
（石川）、
「1 本は
約 5 分と計算される」
（櫻井）、
「1 箱 20 本吸うと結構な時間」
（石川）と話は喫煙時間の扱
いへと広がった。
福島氏への「このようなケースは増えているか？」（櫻井）との質問では、「目立っていな
い。地方では変化がみえない。たとえ休みが増えたとしても、参加のハードルが高いと思
われてしまう。一方、講演などをすると強く興味を持って継続的に参加してくれる人が少
数だが見つかる」
（福島氏）
、
「米国などでの熱力学経済はシビックテックに該当するのでは
ないか」
（櫻井）とのやりとりがなされた。
また「シビックテックのエコシステムは作れるか？」（櫻井）と兼村氏にたずねたところ、
「IT イノベーション戦略センターに関わり、現場の人がつながる気持ちが大切だと感じる」
（兼村氏）との答えが返ってきた。
最後の質問「夢について聞きたい」（櫻井）に対しては、「自分がどうありたいか目標を持
つことが重要。それがないと活動は続かない。内容は人それぞれで構わない」（石川）
、「後
から押されるのは応援の証。ファーストペンギンは積極的に押されるとよい。学生にもど
んどんやらせている。7 年前は断念したがリーダになることが夢」（宮里氏）、「テクノロジ
が市民に力を与える時代になった。シビックテックやソーシャルイノベーションを信じた
い。将来、この活動が公共に代わるものになれば、税の再分配の議論にも発展するだろう」
（福島氏）、「いま日本で人口が減らないのは金沢と沖縄くらい。村議会の手に余るところ
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も出てきた。変化は起きている」（櫻井）と、それぞれが考える夢を披露した。
■まちエコの紹介（上原達彦氏/まちエコ）
プログラムの最後に、アーバンデータチャレンジ沖縄ブロックで活躍する 2 チームの代表
者によるプレゼンが行われた。
糸満市という地域を自分たちらしく盛り上げる活動をしてきた上原氏ら。彼らは、これま
でに培った経験や人脈を生かし、地域の人材を見つけ出して地域の問題を解決する「まち
エコ」でアーバンデータチャレンジに参加した。
まちエコでは 2 つのマッチングが行われる。1 つめのマッチングは人材不足に悩む企業、行
政、NPO と、地域人材のマッチングだ。首尾よく成立したら、人材に対して仕事が発注さ
れて報酬が発生する。ここまではありきたりのジョブマッチングだが、まちエコではこの
後、発注者と人材の両方に、報酬の一部の寄付を働きかけ、その寄付を蓄えていく。2 つめ
のマッチングは、地域の課題とそれを解決する人のマッチングだ。これが成立したら、そ
れをプロジェクト化し、蓄えた寄付金を原資として、地域の課題を解決してしまおう、と
いうアイディアだ。
基本的な構想がほぼ固まり、彼らはいま、課題解決プロジェクトの立上げをサポートする
コンシェルジュ、マッチングのための人材と案件の可視化、寄付金額の公開の方法、人材・
発注者・成果を評価する仕組みなど、この取り組みを継続的に行うために必要な要素の検
討を進めているそうだ。
■御願マイスターの紹介（大坂氏/御願マイスター）
沖縄の暮らしにはいまも伝統行事が多く残る。準備する物や事、呼ぶべき人、執り行いの
手順、マナー、禁忌などが行事によって異なる上に、行事の頻度が高い。そのため、県外
から移り住んだ人はもちろん、地元の若い人たちさえも多いに頭を悩ませている。この課
題を解決するため、伝統行事とは正反対にある、グループウエア（掲示板、プロジェクト
管理、アルバム、マニュアル等）
、ロギング、SNS といったテクノロジを活用し、人々の負
担をやわらげながら、この伝統を未来に受け継いでいこうとするのが「御願（うがん）マ
イスター」のコンセプトだ。
このシステムを使えば、行事の準備を始めるべき時期にメールで通知を受け取ったり、行
事に向けた各段階の準備項目をプロジェクト管理したり、マニュアルや FAQ で行事の基本
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情報を収集したり、細かいマナーを掲示板で質問したり、家系図をクリックして親類に参
集を呼びかけたりできるようになるという。またこれらはログとして保存され、集積した
知識としての活用や、地域間の文化比較などへの活用も狙う。将来的には、見たことがな
い親戚のおじさんの名前を顔認識で特定したり、人格情報や声帯の形から AI によって本人
の話し声を合成してスマートスピーカーを介して現世を離れた人たちと会話したりできる
ようにもしたいそうだ。
大坂氏らは現在、グループウエアサービスを使ったプロトタイピングでシステムイメージ
を具体化しながら、システムの機能拡充やマネタイズの方法などの検討を進めている。
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写真 19 講演する櫻井

写真 20 講演する福島氏

写真 21 講演する兼村氏

写真 22 講演する宮里氏

写真 23 講演する石川

写真 24 講演する上原氏

写真 25 講演する大坂氏

写真 26 会場の様子
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～ 2017 年 12 月 07 日 サービスのカンブリア大爆発が迫る～
■サービスのカンブリア大爆発が迫る（後編） ～スポーツ領域、メンタルケア領域でのイ
ノベーションとビジネスチャンス事例～（新城健一氏/株式会社ホオバル）
セッション冒頭、新城氏は会場の聴衆に対し、手を肩より上にあげて胸をそらすよううな
がした。
「やった！」と無意識に取るこの体勢を、あえて意識的に取ることで、逆に気持ち
を高めることができると新城氏はいう。人間の精神は身体からのフィードバックを受けて
おり、たとえば、割り箸を加えて本を読むとつまらない本でも楽しく感じ、メガネから水
をたらしながら映像を見ると悲しく感じ、電気的に毛を逆立てるとぞっとして怖く感じる
のだそうだ。そんな興味深い話を枕に、新城氏の講演が始まった。
昨今、Fintech（金融×Tech）に代表されるように、特定のドメインにテクノロジを持ち込
み、新しいうねりを作り出そうとする動きが増えている。そして、そこから新しいものが
生まれている。この動きの表面だけをとらえると、テクノロジでサービスが生まれるよう
に見えるが、新城氏は「テクノロジが生み出す機能イコールサービスではない」と説く。
サービスへと昇華するには、テクノロジがもたらす機能の価値が何で、それをどのような
体験を通してエンドユーザに伝えるかの設計が不可欠だというのだ。
新城氏が示すサービス化のモデルでは「世界観設定」「モデルストーリー」「具体的アクテ
ィビティ」の順に詳細化がなされる。世界観の設定、つまり価値基準を明確化することで、
価値基準がぶれずに様々なストーリを作れるようになる。そして、そのストーリに対して
複数のアクティビティを考えることで、一連のサービス群を 1 つの世界観に基づいて作る
ことができる、というわけだ。これを怠ると、出発点が同じでも、関わる人々のベクトル
が違う方向を向いてしまい、事業が立ち上がらないことが多いのだという。
望ましいモデルを確立したら、つぎはそれに協力してくる人を集める。このとき、最初か
ら否定的な人を説得するのは無駄で、必ずフィクションをノンフィクションにすることを
理解してくれる人とスタートする。それで動き始めると、否定していた人たちも態度を翻
してついてくる。そのためには、いろいろな人と会うことが大事だ。新城氏は、自らの経
験を踏まえながらそう語った。
5 億 4200 万年前のカンブリア紀、眼という器官を手に入れたことで、生物は爆発的に多様
性を獲得したという学説がある。これになぞらえ新城氏は、センサはテクノロジで手に入
れた眼だと位置づける。センサにより不可視だったものがみえるようになり、そのデータ
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を解析することでわかるようになり、理解を基に行動できるようになり、その結果、人々
の生活が変わる。この、みえる→わかる→できる→かわるのサイクルにおいては、多様な
課題が浮き彫りになり、その解決にパーソナライズ化した介入が求められる。これが「サ
ービスのカンブリア爆発」
「課題解決方法の多様性爆発」を引き起こすという。
このサイクルにおいて、データはみえる→わかる→できる→かわるの順に流れるが、ニー
ズはこの逆に流れる。だから「できる」の人からニーズを引き出し、「わかる」「みえる」
の人が対応することで、新しいマーケットを作り出せる。そう考え、新城氏らは「カンブ
リアナイト」と呼ばれる、幅広い領域の人たちが参加する交流イベントを開催している。
そこでは毎回 3 組ほどがプレゼンを行い、参加者はリラックスした雰囲気でプレゼンと交
流を楽しむ。これまでに、スポーツ、画像解析、触覚フィードバック、感情解析、医療 VR、
データマネジメント、ヘルスケア、生命保険などのテーマを取り上げ、1 年強のあいだに、
のべ 500 団体 650 人以上の人が参加したそうだ。
「今日できないことができるようになる明日が大切」と新城氏はいう。閉塞感は人をダメ
にするが、明日に希望が持てれば前向きで元気になれる。そのためには「自分の成長」「誰
かと協力」「道具の活用」が必要で、これが、アライアンスであり、テクノロジなのだと。
新城氏は「1 人が 1 万歩先を行くことも大切だが、1 万人が 1 歩ずつ進んで大きなうねりを
作ることも、未来に近づくために大切」と語り、この講演を締めくくった。
■SPORTS SAFETY 日本のスポーツはあぶない!?（佐保豊氏/NPO 法人スポーツセーフテ
ィージャパン）
スポーツセーフティとは何か。佐保氏によると「スポーツを安全に行える『環境』」だとい
う。たとえば、ある人が AED 講習を受けていても、AED の設置場所を知らないと使えな
い。だから知識だけでなく「環境」が重要なのだと佐保氏はいう。数年前、文科省はスポ
ーツ基本法を作り、そのなかで「安全の確保」を謳った。しかし何を安全とするかの指針
はなく保護者や先生に丸投げで、よかれと思い指導する保護者や先生が訴訟に直面するケ
ースも増えているという。
佐保氏らは、死亡事故や重大事故の上位を占める、心臓疾患（HEART）、頭部や頚部の外
傷（HEAD）
、熱中症（HEAT）の 3 領域に特に重点を置き、これらに共通する頭文字 H か
ら「トリプル H」と名付けて、選手、施設、指導者の 3 者に向けたプログラムを提供して
いる。そのなかで佐保氏らは、無知の解消、必要な物品の用意、体制の確立を狙う。
このうち心臓疾患に対しては、心肺蘇生法&AED が対策となるが、佐保氏によると AED
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設置率は日本が格段に高く世界 1 位なのだそうだ。しかし利用率が極めて低く「置いてあ
るだけ」の状態になっているという。また AED 配置は 3～5 分で利用できることが基準と
されるが、スポーツの世界では 2 分以内に使用すべきだとされ、必ずしも十分ではない。
頭部や頚部の外傷に関しては、まず外的衝撃を受けた脳は頭蓋骨内でゼリーのように揺れ
ることが示された。それにより頭蓋骨との間にある細い血管が切れたり、揺れによる脳震
盪を起こしたりするのだという。脳震盪は意識を失うこともなければ、診断画像に写るこ
ともないが、有害なたんぱく質の沈着による脳の委縮が起き、うつの発症や自殺・殺人へ
と発展する恐れがある。米国ではこれが社会問題となった。現在では、血中たんぱくによ
る診断の実用化が目前になり、PC やスマホを使ったテスト（脳トレ、眼球や瞳孔の動き、
バランス感覚）が実用化されているそうだ。
熱中症に関しては「日本は最悪な状況」だと懸念を示した。曰く、夏にこんなにスポーツ
をする国はないという。熱中症は脳が体温をコントロールできない状態だ。体温が 40 度を
超えることもあり 1 秒でも早く体温を下げる必要がある。近年の研究から、熱中症には現
場で氷水に全身を漬けることが最も有効だと分かり、米国ではスポーツの現場に氷やバス
タブが用意されるそうだ。一方、日本では救急車を呼び緊急搬送するが、病院到着まで平
均 40 分くらいかかり、先に救急車で運ばれた人が亡くなってしまうような皮肉な状況が続
いているという。東京オリンピックでは、選手のほか観客にもそのリスクがあり、対応可
能なのか大きな課題になっているそうだ。
様々な面で世界標準から大きく遅れをとる、日本におけるスポーツの大きな問題点を、佐
保氏は「リソースの不足」だと指摘する。具体的にはお金と人が足りていない。ここで佐
保氏は米国のデータを示した。全米大学体育協会（NCAA）は年間で 8,000 億円を稼ぎ、単
一大学の体育会だけを見てもトップの大学は年間で 220 億円くらい収入があるという。か
たや J リーグは J1 と J2 を合わせても年間興行収入は 1,200 億円、浦和レッズは年間 55 億
円くらいでしかない。
日本では大学で活躍する一流コーチでさえボランティアな場合があるが、米大学の一流ア
メフトコーチらは年間 6-7 億稼ぐという。また、近所の中学校や高校の先生が、コーチ、監
督、顧問など一人で何役もこなす話は漏れ伝わってくるが、米国の公立高校の 8 割が専門
のトレーナを置いて安全管理をしているそうだ。このように全く環境が違うことを理解し
た上で、そのなかでどう対策をとるべきかを考えなければならないと、佐保氏は現状を冷
静に俯瞰しながら指摘した。
楽観視できない状況ではあるが、佐保氏らはこれまでに 1 歩 1 歩、スポーツの安全性を高
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める施策を打ってきた。エマージェンシーアクションプランはその 1 つだ。A4 判型 1 枚の
専用シートに、使用するスポーツ施設における救急車の進入口、AED の設置場所、搬送先
病院などをあらかじめ書き込んでおく。そうすることにより緊急時の対応の迅速化を図る
というものだ。これを用意しておけば少年団の保護者であっても一定の安全管理が行える。
なお、理解ある開発会社の協力を得て、これをコンピュータで行うアプリも完成にこぎつ
けたそうだ。
佐保氏は「最悪の事態が起きたときに迅速に動ける体制を作り、いろんな人と情報を共有
しながら、スポーツの環境を安全にしていきたい」とその思いを語り講演を終えた。
■声だけの感情認識 Empath（下地貴明氏/株式会社 Empath）
2016 年 1 月、早稲田大学の渡邊克巳教授らは、村上春樹の小説を朗読し、明るく聞こえる
声でイヤフォンにフィードバックすると実際に気分が明るくなり、逆に、暗く聞こえる声
でフィードバックすると気分が暗くなることを示す論文を発表した。この発表は「感情は
外からの影響で生まれる」ことを示すものであり、AI による音声感情解析を手がける下地
氏らにとって、非常にセンセーショナルだったという。
下地氏らが取り扱うのは Affective Computing と呼ばれる分野だ。いわば「感情を理解す
るテクノロジ」であり、1997 年に MIT の准教授だった Rosalind Picard が書いた書籍のタ
イトルに由来するまだ新しい学問だ。下地氏によると、この分野では表情からの感情解析
が最も進んでいるそうで、すでに Microsoft Emotion API が同社のクラウド Azure で提供
されている。ほかには、下地氏らが手がける音声による感情解析、言葉から解析するセン
チメント解析、皮膚電位や呼吸数などから解析するアプローチなどがある。このような
Affective Computing は、ハイプ・サイクルでブロックチェーンの下あたりに位置づけられ、
2020 年くらいまでに 1 兆円市場になると見込まれるそうだ。
下地氏が代表を務める Empath 株式会社が開発する Empath は、音声を解析し、感情値（喜
び、平常、怒り、悲しみ）と元気度の 5 つのパラメータをリアルタイムに出力する AI だ。
この日、下地氏は同社の Web から誰でもアクセスできるデモを使って見せた。画面には音
声から判定した、喜び、平常、怒り、悲しみ、元気度の程度が、黄、緑、赤、青の領域グ
ラフと白い折れ線グラフで表示される。この解析エンジンは、4 万件弱の音声データを集め、
10 数人の評価者にそれらを全て聞かせて、過半数が喜びと感じたものを喜びの気持ちデー
タにするといった形で、機械学習のアルゴリズムで作ったものだという。また元気度は、
心理尺度の Profile of Mood States（POMS）との相関から作られたものだそうだ。
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このシステムはまず、2013 年 3 月からの 1 年間、仙台市の仮設住宅へ支援に行く人の心理
状態を可視化するために使われた。その後、ストレスチェック義務化に対応したメンタル
ヘルスアプリ「じぶん予報」に応用された。このアプリは、端末に話しかけることによっ
て、その人のメンタル状態を判定して集計し、それを上司や人事担当者が把握できるよう
にして、従業員のメンタルヘルスを維持しようとするものだ。Empath をコールセンタに適
用した事例もある。とある会社でオペレータに適用したところ、喜びが多い人は成約率が
高かった。また従業員教育のほかに高い離職率を下げる目的にも使われたそうだ。また言
語を問わないことから海外 40 カ国で使われており、UAE での幸福推進事業もその一例と
のことだ。
「プレゼンティーズム」という言葉が取りざたされていると下地氏はいう。この言葉は、
出勤しているにも関わらず、心身の健康上の問題により、充分にパフォーマンスが上がら
ない状態を指し、ストレスとの相関が高いとされる。この言葉が注目される理由は、不調
で休むアブセンティーズムよりも実は損失額が大きいとの研究結果が出たからだ。これま
でメンタルヘルスは早期発見と再発防止に力が入れられてきたが、
「元気であるよう啓蒙し、
状態を理解するほうが、企業にとってはメリットが大きい」と下地氏はいう。このような
ツールを活用することで、今後、テレワークなどの分散型の労働形態が増えたときにも、
調子悪そうな従業員を見つけたら電話で話をしたり、社外で打ち合わせをしたり、上司が
手を差し伸べられるようになる。それが従業員のストレスを軽減し、引いてはプレゼンテ
ィーズムの軽減につながる訳だ。
下地氏らは音声感情解析について Amazon とディスカッションを始めたそうだ。スマート
スピーカーに組み込み、モノの購入などの場面での、機械と人間のあいだの感情介入プロ
セスに適用することが模索されているらしい。最後に下地氏は「身近に触れるものが、知
らない間にそっとサポートしてくれる、そんな世界を実現したい」と語り講演を終えた。
■パネルディスカッション（モデレータ：新城健一氏/株式会社ホオバル、パネリスト：佐
保豊氏/NPO 法人スポーツセーフティージャパン、下地貴明氏/株式会社 Empath）
最初の質問「スポーツのパフォーマンスと感情は相関があるか？」（新城氏）には、「切っ
ても切れない。メンタルへのアプローチは始まっているが客観性はまだない」
（佐保氏）
、
「感
情を測るだけでなく、それが選手に与える影響まで深く掘り下げてこそ本当に分かったと
いえる」
（下地氏）との意見が出た。
「プロスポーツ選手は独自のコントロール術がある」（新城氏）との意見には、「持ってい
る選手が多いが、全く感覚任せの人もいる。数値化できればニーズは大きい」
（佐保氏）
、
「日
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常生活をトラッキングする仕組みはないのか？」
（下地氏）
、
「個人競技で一定レベル以上の
選手は取り入れている」
（新城氏）といった声が続いた。
新城氏が「スポーツ領域からビジネスへの応用はないか？」と聞くと、「毎週結果を出す準
備方法やメンタリティ、リーダシップやマネジメントが応用可能」
（佐保氏）、「全体の感情
を見るにはどうすればよいか？」（新城氏）
、
「重なった音声の解析は難しい。個人別に測り
平均を出す。高い人がいれば引っ張られる傾向はある」
（下地氏）
、「逆にチームにネガティ
ブな感情を持ち込むベテラン選手は避けられる」
（佐保氏）、
「マネジメントでは大事な視点」
（新城氏）
、
「試合当日の緊張度が分かれば対策や結果との相関が分かる」
（佐保氏）、
「震災
支援のデータから感情の長期トレンドが分かってきた。スポーツにも応用できそうだ」（下
地氏）
、
「保育園児の自律神経を調べたら 4 歳くらいになると 40 代管理職と変わらないスト
レスを感じていた」
（新城氏）と議論は思わぬ展開を見せた。
「数値化で面白い結果が出た導入例は？」
（新城氏）との質問には、
「コールセンタでの話。
お客さんは購入決定直前に悲しみの感情が出る。本気で悩み抑制するから。そこで踏み込
めると購入に至る。平常が続く人は無関心で買ってくれない」（下地氏）、
「UAE への導入
例で感情の定量値と自己申告の定性値を取っているのが面白い」
（新城氏）
、
「カウンセリン
グでは言葉と感情の乖離が見えたら深掘りをするのだと精神科の医師に聞いた。そのよう
な部分には兆しがあるのではないか」
（下地氏）と興味深い話が披露された。
客観性の有無を聞く新城氏の問いには、
「スポーツ領域では客観的にとらえられるものがま
だ少なく、試合に出ようと絶好調なふりをする選手も多い。選手が 1 試合で数億円も稼ぐ
NFL では、基礎データをわざと悪くする行為が問題になり瞳孔などの検査が導入された」
（佐保氏）と、競争にさらされる選手の事情を紹介した。
続く質問「ビジネスモデルはどうか？」（新城氏）に対しては、「スポーツセーフティは日
本のスポーツのなかでもお金が使われない領域。電動担架、救急箱などに広告を導入しは
じめた」
（佐保氏）
、
「API の呼び出し回数課金や、オンプレミスサーバ向けのライブラリ料
金を設定している」
（下地氏）、
「有料 API を使うのはどのような人か？」
（新城氏）、
「時限
的な PR を打ちたい食品メーカや乗務員の健康状態チェックに使う航空会社などの例があ
る」
（下地氏）
、
「受益者と費用負担者が違うケースではビジネスデザインがとても重要」
（新
城氏）との意見が交わされた。
会場から出た「ビジネスデザインができるまで、人のスキルを持ちあげるよい方法はない
か？」との質問には、
「現レベルに安住せず飛び級のように積極的に上を目指す方法はどう
か。ときには楽なレベルに戻して行き来させる。南米少年サッカーのやり方」
（佐保氏）
、
「遊
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びとして自分の能力よりすこし上を行き来させるのは 1 つの方法」
（新城氏）、
「南米式で失
敗するケースはないのか？」
（参加者）、
「ある。しかし多数の受け皿でセカンドチャンスが
用意されている。世界的に有名な選手にもいる。日本のように 1 度でも落ちたら終わりの
トーナメント文化ではない」（佐保氏）と有益なアドバイスが贈られた。
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写真 27 ガッツポーズをうながす新城氏

写真 28 講演する新城氏

写真 29 講演する佐保氏

写真 30 講演する下地氏

写真 31 パネルディスカッションの風景

写真 32 パネルディスカッションの風景
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