
当日投票アンケート
及び

事後アンケート結果

JANOG38実行委員会



事後アンケートについて

総回答数 ５１
現地でJANOGに出席 33

現地でJANOGに出席（初参加） 13

オンラインで視聴 ３

オンラインで視聴（初参加） 2



あなたについて

事後アンケートについて



1)あなたはJANOG38ミーティングにどのような形で
参加しましたか。



2)あなたの業種を教えてください。



2)あなたの職種を教えてください。



プログラムについて



1)JANOG38ミーティングの
プログラム全体を通しての感想を教えてください。



プログラム個別評価（1:悪い～5良い）
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知っておきたい地震の知識…

もっと知って! 知りたい! 専用線開通までの流れ

セキュリティオペレーション: みんなどんなのつかってるの? 

QUNOG 5 BoF

地域ネットワークBoF

増え続けるDDoS攻撃に対抗するために事業者間で協力してできること

セキュリティオペレーション: 使ってる道具を教えて!…

サイバーセキュリティBoF

多品種少量サービス運用についてその2

モバイルにおけるIPv6の舞台裏と将来に向けて…

XFLAG™ 〜ケタハズレな冒険をささえるネットワーク〜

ゼロレーティングを支える技術とローカルレギュレーション

[LT] 地域IXにおけるSDNの可能性

[LT] 熊本地震で起きたこと、対応したこと

[LT] 大規模災害時のインターネットの継続提供への取り組み

JANOGアップデート & オープンマイク

成長へのスパイラル with アジア～沖縄県のIT戦略～

色々なトラヒック制御の利点と欠点

Zero Touch Configuration

EDNS-client-subnetってどうよ? 改めRFC7871ってどうよ

そんなMQで大丈夫か? ―より良いMQの使い所を考える―

Root DNS anycast performance in South Asia & Japan

IoT領域におけるディープラーニングの実践と課題…

[LT] ARPトラブルあるある

[LT] Peeringの見える化を自力でやってみた

[LT] IPv4アドレス在庫枯渇後のアドレス事情

DMM.comを支えるインフラのここまでとこれから

ヤフーのIP CLOSネットワーク

できる! データドリブン障害検知



プログラムへのご意見
毎回開催地方枠と思われるセッションがあるのですが、若干他のセッションに比べてレベ
ル差が見えるようになってきました。内容含めもう少し底上げしてもらえれば、と思いま
す。

アプリ寄りの発表も会場を分けずに大きなホールでやっているのは、ネットワーク屋もそ
の上で動いているものに少しでも興味を持つべき、というメッセージを含めた、1つの挑戦
だと感じた。この方向は今後も絶やさないで欲しい。

引き続きIPv6移行関連のトピックを期待します

モバイルIPv6のセッションは三社ともエクスキューズに終始していて、まるで同情できな
かった。XLAGセッションでは、ゲームのインフラについて知ることができ、たいへん勉強に
なった。ゼロレーティングセッションでは、そもそも一手段にすぎない DPI になぜフォーカ

スをあてたのかがわからなかった。全体的には、ゼロレーティングを進めたい理由を知る
ことができ有益だった。JANOGアップデートのコマは長すぎませんか？ dns-client-subnet 
は DNS クエリとトラフィック制御との関係についてわかりやすく説明されていた。 Root DNS 
話では想像と違った実験結果が出ており参考になった。日本まで来てくれてありがとう！
DMM と Yahoo のネットワーク話は、目的の違いから設計や構成が違ったものになってい
る様子が面白かった。

たくさんのセッションを聞くことができなかったのが残念。



プログラムへのご意見
自社の宣伝に聞こえるような発表，他社の非難に聞こえる発表は，極力止めるべきかと
思う．

ディープラーニングはどこか他人事のような意識がありましたが、興味がわき大変参考に
なりました。

BoFの並列プログラムが多く、興味のあるBoFが重複している。BoFが多いようならば2枠
あっても良いのではないでしょうか。

BoFは提案者が内容を固められていなくても、ある程度話をする内容を整理して持ってき
て貰った方がよい。また、声が聞こえない場面が多くあり残念な時間となった。

現地でも出ていた話ですが、BoFの際に他のBoFの声が届きにくいように何らか手が打て
るといいですね。

地域BOFが衝撃的だった。情報が少なく実際に現地で生の声を聞くことが出来て、有意義
だった。

以前やっていたような（毎回大体同じでもいいので）bgp運用や作業チュートリアル的セッ

ションがあると、新人担当者が出張申請しやすいかもしれない。議論の時間がもっとある
と良い。懇親会は良かったけれど定員が少なすぎではないか？当日参加枠も多少は
持っておいてほしい。

自動化のチュートリアル



オンライン配信・会場ネットワークへのご意見

快適にオンライン配信を見ることができました。ありがとうございます。

今回若干初日不安定でしたが、概ね快適に利用できました。いつもありがとうござ
います。

初日は電波の干渉により会場WiFiが不安定な事があったが、2,3日目は時折通信
が詰まる以外は特に問題が無かった。

今までオンライン配信での参加だったのですが、今回は目当てのプログラムが配
信なしだったので、現地に行く許可を貰えました。というわけで、良い感じに配信な
しのプログラムを混ぜ込んで頂けると(ry

今回も、問題が起きたらすぐに対応していただきました。ありがとうございました。
やはり、会場ネットワークは大事ですので、今後もよろしくお願いします。

快適でした。敷設・管理運用お疲れ様でした。

聞きたいプログラムの配信がなくて残念

会場ネットワークは快適でした。そして東京まで 30ms って結構遠いんだなと体験
できたのも収穫でした。

会場の無線LANで5GHz帯を利用しました．快適でした!!

インターネット接続の確実性がもう少々上がると嬉しい．

wifiがまともに使えませんでした。



オンライン配信・会場ネットワークへのご意見

よかったと思います。

本会議場のモニターが見えにくかった。

初日の会場ネットワークが時々使えなくなっていましたが、2日めからは安定してい
ました。素早い対応に感謝です。

特に問題は感じられませんでした。ありがとう。

今回初めて、ネットより視聴させていただきました。大変興味深い内容で、楽しかっ
たです。いつか、現地で参加できたらと思っています。ありがとうございました。

現地WiFiとっても快適に使えました！ありがとうございました！

Day1 ではプロジェクタの認識がつらかった。これは誰が悪いわけでも無くそういう

会場設備であったということで避けがたいのですが、登壇者が事前にプロジェクタ
写りをチェックをする時間がどこかに取ってあるとうれしいと思いました。

二日目より安定して接続できるようになり、感動しました。

運用にはどうしても居残りの人が必要になってしまうので、オフサイトのLive 
Viewing会場で、そこではNo RecordingのセッションをLiveだけ見ることができるなど

小規模会議室でもいいので可能であればありがたい。（ストリーミングではなくて例
えばp2pのVideo会議設備で）

直前にストリーミングがなくなるのはひどい



全体についてのご意見
オープンマイクにも出ましたが、マルチトラックするときにジャンルを少し考えて欲しい
な、と セキュリティ3トラック並列はちょっと、と感じました。

・会場にウォーターサーバーがあったのはありがたいです。
・壇上にオフレコアイコンなどが掲示されることがあったが、座席後方からはアイコン
の視認が難しかった。
・廊下で企業の展示ブースが行われていたが、セッションの休憩時間中は多くの
人でごった返してしまったために移動が困難だった。
・懇親会では参加人数に対して会場規模小さすぎるため身動きが取れなかった。

(update でも話にあがりましたが) LT 同様に投票制を通常プログラムに広げるのは良
いかもです。事前の発表者名を公表するかは難しいですが。(この人なら間違いない
だろうなー、というような考えが投票時に加味されるのが良いのかどうか)

トイレが喫煙室に近いせいで、非常にタバコ臭いのがキツかった。それを除けば快
適な会場で、スタッフのみなさんは大変だったと思いますが、非常に面白く過ごせま
した。ありがとうございます。

アンケートの物理回収方式は煩雑で混雑するので次回からはやめてほしい。

初日のBoF前からセッションがあったのは、BoFの盛り上がりにも繋がってよかったと

感じる。本会議について、全体でやるコマは残しつつも、パラレルで実施するセッショ
ンの数はもっと増やした方がよいのではないか。



全体についてのご意見
運営，ご苦労様でございます．いつもありがとうございます．今後，より「皆に共有すべき
こと」という観点を強くして頂けるとよいと思います．

少し地震ネタが多いように感じましたが、概ねよかったと思います。可能でしたらBOFな

どの同時参加不可のセッションは、オンラインで視聴できるようにしていただければ大変
うれしく思います。

attendeesはMLではなくfacebookのグループなど別の媒体でも良いのではないでしょう
か。

奥の部屋で協賛として参加させて頂きましたが、会場の出入り口が片側だけということ
もあり、来場者の動線確保がうまくいっていないように見受けられました。次回以降考慮
いただけますと助かります。

投票形式のアンケートは現場でとても手間がかかること、部屋を出るときは昼食などで
早く出たい時もあり、あまり正確に考える暇もなく投入したケースもあり、正確なジャッジ
が難しい。

出展させていただきましたが、スタンプラリーの内容を参加者が理解していなかった。充
分な周知を促していただいたほうが良いと思います。ツアーは良い企画なので、2日間
2回毎 合計 4回程度実施いただきたいと感じた

今回からの開催地情報の事前公開がとても助かっています。



全体についてのご意見
・会場のレイアウトは改善した方がよさそう。特に横の移動がしづらかったため、質疑応
答に立てなかった人もいるのでは。
・画面が暗く見にくかった （会場の制約があることも承知していますが）
BoFは部屋を分けてほしい。とくに、DDoSのセッションは100名以上が参加したため、ほ

とんど聞こえない場面もあった。（マイクを使うのが望ましいが、コーディネータが質問や
コメントをサマライズする形でもいいかも）

・奥の方の出展者ブースは、なかなか人が集まらなくて苦労していたようです。スタンプ
ラリーは、いいアイディアだったと思いますが、目玉の商品（たとえば9.7インチiPad Pro）

とかがあると、モチベーションがさらに高まったかも。費用は出展者から集めても良いと
思うし。

初めてネットから雰囲気を見させていただきましたが、ゆるい雰囲気が最高でした。こ
れからも、このようなゆるい雰囲気を持続してください。ありがとうございました。

電源席が少なすぎて、激戦でした。同じ人がずーっと座っていたのでセッション毎に入れ
替えがあると良いと思いました。

今回はネットワーク技術に直接関連しないテーマが多くあまり興味が持てませんでし
た。規模が大きくなってきて大変だと思いますが今後も期待しています。

スタッフの皆様ありがとうございました。



現地投票アンケートについて

総回答数 4450
最高投票数 249

投票率

※最高投票数を獲得したプログ
ラムの出席数予測に基く

55%程度

参考：集計に要した工数 概ね2人日



プログラム個別評価（1:悪い～5良い）
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知っておきたい地震の知識…

もっと知って! 知りたい! 専用線開通までの流れ

セキュリティオペレーション: みんなどんなのつかってるの? 

QUNOG 5 BoF

地域ネットワークBoF

増え続けるDDoS攻撃に対抗するために事業者間で協力してできること

セキュリティオペレーション: 使ってる道具を教えて!…

サイバーセキュリティBoF

多品種少量サービス運用についてその2

モバイルにおけるIPv6の舞台裏と将来に向けて…

XFLAG™ 〜ケタハズレな冒険をささえるネットワーク〜

ゼロレーティングを支える技術とローカルレギュレーション

[LT] 地域IXにおけるSDNの可能性

[LT] 熊本地震で起きたこと、対応したこと

[LT] 大規模災害時のインターネットの継続提供への取り組み

JANOGアップデート & オープンマイク

成長へのスパイラル with アジア～沖縄県のIT戦略～

色々なトラヒック制御の利点と欠点

Zero Touch Configuration

EDNS-client-subnetってどうよ? 改めRFC7871ってどうよ

そんなMQで大丈夫か? ―より良いMQの使い所を考える―

Root DNS anycast performance in South Asia & Japan

IoT領域におけるディープラーニングの実践と課題…

[LT] ARPトラブルあるある

[LT] Peeringの見える化を自力でやってみた

[LT] IPv4アドレス在庫枯渇後のアドレス事情

DMM.comを支えるインフラのここまでとこれから

ヤフーのIP CLOSネットワーク

できる! データドリブン障害検知



現地投票アンケートに寄せられた
ご意見

これいいですね！

チケット式のアンケートはとても良いアイデアですね。次回以降も！

電源席が特定のユーザに専有されている。譲り合って使えるように配慮して欲しい。
(あえて不便な場所(後方,外部とか)を電源席にするとか)

集計がんば！

該外から参加者が増えているため、英語通訳を大会のほうで用意したらいいと思いま
す。

このアンケート手法が最も斬新でした。

今回も多種多様なプログラムを用意して下さっていてとてもおもしろかったです。CDN
の話がいつもにもまして多く感じました。どうもありがとうございました。

とてもよいプログラムが多く参加してよかったです。禁止表示のパネルはステージでな
く机上の方がよく見えたかと思います。

プロジェクタが少し暗いと感じました。泡盛おいしかった。

Please have English translation for the slides, even better, to have interpreter during the 
presentation.

臀部が痛くてたまりませんでした。



現地投票アンケートに寄せられた
ご意見

DAY1 BoFで同じテーマが同じ時間で重なっているのは残念でした。DAY3 IOTおもしろ
かったけれど、JANOGだろうか。。。

UPnPが途中で通らなくなった。BoFの同テーマがパラにならないようになるとうれしい。

FAQの時間が少ない。キップはすこしめんどくさい。



現地投票アンケートの
プログラム個別ご意見（抜粋）

熊本益城町出身ですご支援ありがとうございました。（知っておきたい地震の知識）

ディープな内容で面白かったです。（専用線開通の流れ）

おもしろかったです。（サイバーセキュリティ BoF）

BoFの声が聞えなかった（DDoS BoF）

Vulus使ってみたい（セキュリティオペレーション使ってる道具教えて！ BoF）

しびれるお話でした。今後もウォッチしたい（モバイルにおけるIPv6)

前提となる問題意識を先に共有して欲しい（ゼロレーティング）
何が問題かわからなかった。（ゼロレーティング）

おもしろかった（そんなMQでだいじょうぶか）

発表うまいです。（IoT領域におけるディープラーニング）

x6の箱が欲しいくらいﾜｸﾜｸしています（できるデータドリブン障害検知）



両アンケート結果比較
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