
JANOG30 ミーティング

アンケート結果

JANOG30実行委員会



JANOG30ミーティング概要

• 開催日程

– 2012年07月04日（水）～06日（金）

– 2.5日拡大開催

• 出席者数

– 本会議 426名（07月05日～06日合計）

• ストリーム中継最大同時接続数

– 07月05日： 272名

– 07月06日： 235名

• アンケート

– 実施期間 2012年07月05日（木）～19日（木）

– 有効回答者数 94



アンケート回答者についてアンケート回答者についてアンケート回答者についてアンケート回答者について



Q1: JANOG30出席状況

出席した, 81, 

86%

ストリームで視

聴した, 11, 12%

欠席した, 2, 2%

※グラフ内のテキストは、”回答内容, 回答者数, 全回答者数に占める割合” の順で記載しています。



Q2: JANOG30欠席理由

• 業務多忙のため

• 予算の都合

• 同じ担当からほかのメンバーが参加するため

※いただいたご意見から抜粋して掲載しています。



Q3: あなたの業種を教えてください

回線事業, 8, 9%

ISP, 40, 42%

ICP, 1, 1%ASP, 1, 1%

IXP, 3, 3%

iDC, 5, 5%

ソフトウェア製品製

造業, 2, 2%

通信機器製造業, 

12, 13%

その他製造業, 1, 

1%

教育機関, 1, 1%

官公庁/協会/団

体, 3, 3%

研究機関, 5, 5%

政府関係者, 1, 1% システムインテグ

レータ, 9, 10%

その他 , 3, 3%



Q4: あなたの職種を教えてください

ハードウェア技術

者, 0, 0% ソフトウェア技術者, 

8, 7%

ネットワーク設計/

構築, 21, 19%

ネットワーク運用/

保守, 17, 15%

サーバ設計/構

築, 3, 3%サーバ運用

/保守, 2, 2%

研究開発, 14, 12%

システムエンジ

ニア, 1, 1%

WEB制作

関連, 0, 0%

コンサルタント, 2, 

2%

教師, 1, 1%

学生, 0, 0%

経営者, 21, 19%

企画/調査, 13, 12%

その他 , 8, 7%



プログラムプログラムプログラムプログラムについてについてについてについて



Q5: 出席した方、ストリームで視聴した方について：

JANOG30ミーティング全体を通しての感想を教えてください

大変有意義

だった, 56, 

61%

有意義だった, 

35, 38%

あまり有意義で

はなかった, 1, 

1%

全く有意義では

なかった, 0, 0%



Q6: 出席した方、ストリームで視聴した方について：JANOG30で出席または視聴したプロ

グラム全てにチェックをお願いします。また、プログラムの評価を5段階でお願いします。

出席または視聴しなかったプログラムの評価は必要ございません。

欠席した方について：JANOG30で出席したかったプログラムすべてにチェックをお願いし

ます。
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NGN IPv6サービス開始1周年記念これまでの1年と、これからの1年
World IPv6 Launchと日本「IPv6時代のIPv4を考える」～第二章～これでいいのか4rd -標準化と実装と運用のはざまの奮闘記-

[LT1] IPにはバグがある
[LT2] 無線アクセスの品質共有 : LinkInfo

[LT3] そのIPv4アドレス共有環境、通信できる? ポート数制限下環境での通…
[LT4] 仲介事業者から見たIPv4アドレスの移転

[LT5] オペレータにも知ってほしい! レジストリホットトピックス
 [LT6] wakamonog reborn

JANOG update & オープンマイクさあ、IGPの話をしよう！
IXでJumbo Frame!?

2度のサイバーテロを受けた韓国のDDoS対策と日本の現状と取り組みに…
JANOG30の会場ネットワーク、こんな感じで作ってみたスマートフォン時代のコンテンツ配信とトラフィック取引

 OTT Traffic and Web Security「魅惑のHSM」-ハードウェアセキュリティモジュール導入のススメ-

BGPセキュリティーの動向と日本の現状～ RPKI時代のルーティング～

出席・視聴プログラム（単位: 人）



プログラム評価（5: 良い ～ 1: 悪い）

Q6: 出席した方、ストリームで視聴した方について：JANOG30で出席または視聴した

プログラム全てにチェックをお願いします。また、プログラムの評価を5段階でお願い

します。出席または視聴しなかったプログラムの評価は必要ございません。

欠席した方について：JANOG30で出席したかったプログラムすべてにチェックをお願

いします。
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Q7: 各プログラムへの感想やご意見､またこういう議論

がJANOGで行われるとよいというご希望があれば教え

てください

• 幅広いネタが必要かも知れないが、やはりネットワーク運用者の集まりな

ので、運用ノウハウについて深く議論するネタは必ず一つは欲しい。

• DAY0の基調講演や、DAY0のパネルディスカッション、DAY1のオープンマ
イクなど純粋に技術的ではない分野についてもとても参考になった。

• 標準化の舞台裏セッションが参考になった。標準化について他の分野に

おいても何かあればまた取り上げてほしい。過程で得られる知見が有用

だと思う。

• IPv6以外の旬なネタがほしい（SDN、openflowなど）

• 一部のプログラムではサービスの宣伝、企業の立場の説明が主となって

いてあまり有意義ではなく、残念であった。

• この何年かの会場の回線・電源・Stream中継など設備などの充実には目

を見張るものがあり、ありがたい限りではあるが、限られたスタッフのリ

ソースがそちらに裂かれてプログラムの詰めが甘くなっている等で、

JANOGの本質的な部分が薄れているので有れば勿体ないと感じる。

※いただいたご意見から抜粋して掲載しています。



JANOG30の情報発信についての情報発信についての情報発信についての情報発信について



Q8: JANOG30のWebで役に立ったコンテンツを

選んでください (３つまで）
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Q9:ニュースレターについてご感想やご意見が

あればご記入ください

• 面白い試みだったと思います。

• JANOGはやはり、Face to Faceとメーリングリストだなと感じさせ

る良いリーチ手法だと思いました。

• 面白く読ませてもらえました。1通が若干長く感じたため、業務

が忙しいときに来たメールは読まずに埋没させてしまった。

• スタッフの皆様への負担が大きくなってしまうかもしれません

が、発表者に取材するなどしたらもっと臨場感のある、または

発表者の思いが伝わってくると思います。

• つづけてください。そして、もっとあほをやってください。

• セッティングの進捗具合が伺えて、良い取り組みだと思いま

す。

• あまり読んでません。

※いただいたご意見から抜粋して掲載しています。



Q10: TwitterやFacebookでの情報配信について

ご感想やご意見があればご記入ください

• あまり見ませんでした。

• 本会議開催までの情報提供も必要ですが、開催後の情報発

信も充実して欲しい

• Twitterは今年は流量少なめに感じました。

• FaceBookも興味深く面白かったです。

• 申し込み忘れなどが防げたのでGood!

• 日本発のネットワークサービスを利用したものがあってもよ

かったと思います。

• 今後もお願いします

※いただいたご意見から抜粋して掲載しています。



Q11:ストリーム配信についてご感想やご意見

があればご記入ください

• とても見やすく驚きました。質問者の顔も判りますし、面白い

です。

• さすがはCATVさん。今後、地元のCATVさんに中継をお願いし
てみては？

• 今回ストリーム配信を見ていて、何か違うなと思っていたが、

本職の方がカメラを担当されていることを知ってさすがと思い

ました。

• ストリームの評判がすこぶる良かったので、見ればよかった

なと、少し後悔しています。

• 現在、どのセッションが放映されていて、次に何が放映され

ているかストリームを見ている画面で必ずわかるようになっ

ているとよい。

• 可能なものはアーカイブを希望。

※いただいたご意見から抜粋して掲載しています。



Q12: JANOG30全般で不足していた情報、タイムリーに

得られなかった情報があれば、ご記入ください

• また議事録を復活させませんか？（loggerやります！）

• 事前資料はもう少し公開が早いと良いです。

• プログラムのところに「会場:フローラルコート」など書いてお
いていただけると分かりやすかったです。

• 参加者休憩室にも、モニタ・ストリーミングがほしかったです。

もしくは会場に（最前列1列でも）電源ほしいです。

• 現地情報(特にホテルや交通に関する情報)を早い段階でご
提供いただけると非常に助かります。

• オリエンテーションが終わったのかホワイエに居ても分から

ない。本会議場を覗かないと。

• 開催概要のPDFが欲しかったです。（社内処理に必要な為）

※いただいたご意見から抜粋して掲載しています。



全体について全体について全体について全体について



Q13:オリエンテーションに出席した方でご感想

やご意見があればご記入ください

• 運営委員の方が話すのも大変でしょうから、参加者にお題を

出して、もっと話してもらうといいと思います。

• グループ内人数を減らしたことは、よかったと思います。一人

一人の顔と名前が覚えられましたので。

• ベーシックな内容ですが、オリエンだけでなく、開会式の会場

諸注意に混ぜてもいい説明があったと思います。議論のおこ

ない方など。

※いただいたご意見から抜粋して掲載しています。



Q14: 懇親会について、ご感想やご意見があれ

ばご記入ください

• とても素晴らしく、間違いなく今まで最高の懇親会でした。

• この時期の屋外は気持ちが良い。

• 外会場は開放的で良かった。

• 海外の国際会議のNight-outなんかも屋外でこんな感じだったりす

る。むしろ室内より良い。

• 倉敷ケーブル、小山さんのホスピタリティ溢れる懇親会でした。

• 音響はコミュニケーションをしたい人に迷惑がかからないような配

慮が必要かと思います。

• もう少し時間が長いといいですね。

※いただいたご意見から抜粋して掲載しています。



Q15: 会場ネットワークについてご感想やご意見

があればご記入ください

• 極めて快適でした。

• 特に問題なくつかえました。

• 今回のネットワークは今まで以上に品質が良かったと思いま

す。

• 過去の会場ネットワーク設営でのノウハウが十分に活かされ

ているのだなと感じました。

• 今回は実験的なネットワーク構築があったのがとても良かっ

た。無線も非常に安定していた。

• このためにお金を払ってもいいかと思います（たとえば1000

円くらいなら）

※いただいたご意見から抜粋して掲載しています。



Q16: 4rdネットワーク、LISPネットワークを利用さ

れましたか?

利用した, 56, 

60%

利用しなかっ

た, 38, 40%



Q17: 今回提供した4rdネットワーク、LISPネットワークに

ついてご感想やご意見があればご記入ください

• 問題なく接続できてよかった

• 特にアプリケーションの制限なく利用できた。

• 4rdがあれだけの規模でちゃんと動いていたのでちょっと安心。

• どんどん続けてほしいですし、その統計情報もお願いしたいです。

• 事前に試したいアプリやサイトを募集しておいてもよかったかも。

• よかったが、事前にもっと多くの情報が欲しかった。

• 色んな方式を、実際に利用出来る環境で準備して頂き感動しました。実

際に接続して見て、普通に使う分には違和感なく、机上の空論でなく実装

が進んでいる事を確認でき大変為になりました。

• ポートのアサイングラフは見やすくて感激しました。4rdはアドレス共有し

ている分スペック的に劣るIPサービスを、いかに劣っていないように見せ

るかが腕の見せどころなので、逆にすんなり動いていると何がどう実験

だったのかさっぱりわかりません。ああやって可視化して見せられるよう

に、もっと準備しておけば良かったと少し後悔しています。

※いただいたご意見から抜粋して掲載しています。



Q18: JANOG30ミーティングの良かった点、これからも

続けて欲しい点をご記入ください

• 全体的にスムーズに運んでおり良かったと思います。

• ミーティングに参加しているときの肌で感じるあの雰囲気最高です。

• 基調講演の話が情報量、カバーする範囲の広さなどの点でとてもためになった。

• 本会議ではありませんが、DAY0の基調講演が面白かったです。

• 久々の出席だったがとても楽しかった。様々な参加者がいらっしゃるため、異なる

側面から色々な物事を捉えることができるよい機会となった。

• プログラムはたいへんためになりました。普段あまり関与することのない無線、ア

ドレス移転、DDoSの話は新鮮でした。コーヒーのサービスもうれしかったですね。

• 質疑応答の時間が多いのは非常に良い。発言できる雰囲気は大切にしていって

欲しい。

• 有志による運営の手作り感。

• 年齢が上がりつつあるが、モチベーションが変わらないところがすごい

• 展示スペースはよかった。

• オープンマイクは是非とも続けて貰いたいです。

※いただいたご意見から抜粋して掲載しています。



Q19: JANOG30ミーティングの悪かった点、今後のミー

ティングの改善への提言などがあればご記入ください

• いろいろ御苦労されてるとはお察ししますが、地方開催全般で、もう少し開催地

周辺の地域からの参加が多くなれば良いのにと思いました。

• プログラムの掘り下げ方は一考の必要有りかもとは感じました。

• ベンダの宣伝になったセッションは非常に残念でした。

• 製品紹介が多いプログラムについてはスポンサーさんとの関係もあり、今後の課

題なのかなと感じました。

• セッションの中断はあまり見ていて良いものでは無かった。ああなったのならなっ

たで、そのまま続行していても良かったのでは？単に打ち合わせ不足かと思いま

す。

• オープンマイクで取り上げられていた、テーマ別ワークショップ的なものを別の日

に行なうことが出来れば良いと思いました。そこでも技術を学び・伝えることが出

来そうに思います。

• 会場クロークの open 時刻をもう少し早めて。

• スタッフの方への負荷が大きすぎる感じがしました。もっと参加型のイベントにし

て、スタッフの負担が減らせてかつ、イベントへの参加している感が上がるとよい

かと思いました。まあ、難しいのですがね^^; いずれにしても、いつもながら素晴

らしいアレンジをありがとうございます！

※いただいたご意見から抜粋して掲載しています。


