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1: 広がるモバイル利用 



Android を使い始めて 1年です 
  Archos 5 - Android 1.6 
  試しに買ってみた廉価版 

  Dell Streak 5 – Android 2.2 
  Web 参照とソーシャルに利用（b-mobile従量制） 

  Motorola Droid Pro – Android 2.3 
  スマホも Nokia から Android 

  iPad  
  Archos 10 というタブレットは、マーケットが貧弱 

すべて、eBay の中古です！ 

Windows Mobile ⇒ Nokia ⇒ Android 



なぜ Android を使うのか？ 
キャリアとマニファクチャによる戦国時代 
  それぞれのシェアとアップ･ストア 

  なんとなく、商売の匂いが 
   それが無ければ、Apple が楽チン 

  シバリが弱く、ロックインされにくい 
  Google の意思というよりは、結果オーライ 

  基本的に OSS を応援したい 
  ただし、Android の OSS 運営は最悪の評価 



私から見た、Android とは？ 
  モバイル OS 市場に現れたハカイダー 
  マニファクチャおよびキャリアと結託 

  その意味で、決してユーザー指向ではない 
 

  富の配分を変える 
  モバイル･ベンダーから、キャリアとアジアの新興へ 

  アメリカ遍重の IT 経済を変えていく可能性 
 

  Google の淡白さといい加減さへの期待 
  Web 上のHTML5 OS への最短距離を走る？ 

  http://wp.me/pwo1E-3ne  

http://wp.me/pwo1E-3ne


Root を取れば何でもアリ_1 
  SuperUser と、Root Explorer 

http://wp.me/pwo1E-3MT 

http://wp.me/pwo1E-3MT
http://wp.me/pwo1E-3MT
http://wp.me/pwo1E-3MT


Root を取れば何でもアリ_2 
  AntTek App Manager によるプロセス凍結 

http://wp.me/pwo1E-3MT 
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Nokia 世代と何が違う？ 
  グローバライゼーション 
  フォント、カナ漢、キーボード 

  OSとアプリのディプロイメント 
  バージョン管理をしてくれる 

  Gmail ベースのメッセージ･プッシュ 
  もう、SMS は不要 

  様々な設定を、一段高い抽象レベル実現 
  同期：Gmail、Contact、Calendar、各種 Social 
  通信：Wi-Fi の自動選択（３Gに対して） 

 



My Android キラー･アプリは？ 
  即戦力組 
  ADW Launcher 
  Opera Mobile 
  Evernote 
  Facebook 
  TweetDeck 
  Google Map 
  WordPress Admin 
 

  もう一息組 
  Tumblr 
  Google+ 

 

  ツール組 
  EasyTether 
  3G Watching 

 
  News Reader 組 
  Business Insider 
  毎日新聞 
 

  エンタメ組 
  青空読手 
  3（Music Player） 
  Sky.fm Radio 

 

http://lifehacker.com/5627286/battle-of-the-android-home-screen-launchers-adw-vs-launcherpro-vs-helixlauncher
http://www.mobile-stream.com/easytether/android.html


Evernote 
  クロス･プラットフォーム の ドキュメント管理 
PC、Mac、iOS、Android に対応 
 クラウドに行ったら ファイルは見たくない 



Opera Mobile 
  クロス･プラットフォーム の Web ブラウザ 
  PC、Mac、iOS、Android に対応 

Symban でも お世話になりました 



WordPress Admin アプリ 
  ブロガー必携のツール 
  基本的に PC と同じ機能がサポートされる  

モバイルによるサービス／システムの管理が可能 



ニュース･リーダー 
  Offline と Swipe がポイント？ 



Android アプリと Top-10～50 
  人気のアプリに集中する利用時間 

http://wp.me/pwo1E-3iq  
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iPad で使い始めたアプリケーション 

クロス･プラットフォームであること 



iPad で注目するアプリ 
OnLive Desktop という Win 7 ホスティング 

http://wp.me/pwo1E-3Od  

2 GBまでフリー 
MS Office を提供 
 
Pro は $9,99／月 
アプリの追加も可能 

http://wp.me/pwo1E-3Od
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各プラットフォーム上のアプリ 
 

http://wp.me/pwo1E-2B6  

× 

× 

× 

http://wp.me/pwo1E-3Mz  
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2: モバイル市場の成長 



2010 秋の予測_1 
Gartner 2011/09 

http://wp.me/pwo1E-1Kq 

http://wp.me/pwo1E-1Kq
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2010 秋の予測_2 
Morgan Stanley 2011/10 

http://wp.me/pwo1E-1Xh 
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2011 夏の実績 
Android 39% – iOS 28% – アメリカ市場調査 

http://wp.me/pwo1E-3aY  
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2011年 Q3 の実績 
 Android 42.8% – iOS 28.3% – アメリカ市場調査 

 



どれだけの Android が市場に？ 
  日々の アクティベーション数 

http://wp.me/pwo1E-3Ir  
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Kindle Fire の驚異的な伸び 
   2011年のクリスマス休暇に急伸 

http://wp.me/pwo1E-3O3  
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iPad 単体で HP の出荷数を上回る 
2011年 Q4 の市場レポート 

http://wp.me/pwo1E-3RE  
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2011年12月のトラフィック数 
  Symbian の粘りと iPad の台頭？ 

http://wp.me/pwo1E-3Lu  
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3: クラウド 2011のマトメ 



IaaS／PaaS／SaaS 
3つのモデルと責任の分担 



クラウドを構成する 5つの役割 
ユーザーとプロバイダーだけではない 



プラットフォーム 
クローズドとオープン 



ハイブリッドへ向けた管理 
  フェデレーションの管理 
  例：オンプレミスとパブリックをワンストップで 

  IaaS のフロントエンドとして、、、 
クラウド環境の構築、モニタリング、スケーリング 

フェデレーション、マイグレーションなどをサポート 
Amazon EC2、Eucalyptus、VMware に対応 

Windows Azure にも対応の予定 
 



仮想ネットワーク 
  SDN: Software Defined Networking 
  ソフトウェアによるネットワーク管理 

  物理的な結線は 一度で終わり 
  高価なアプライアンスが不要に 

  第一段階は DC 内の効率化 
  L2 ～ L3 のサポート 

  第二段階は DC 間の連携 
        アプリケーションごとの管理 
  L3 ～L7 が必要 

 



2011年 1月のトピックス 
クラウド･プロバイダー番付 – 2011年 1月 

http://wp.me/pwo1E-2vX  

Windows for ARM と Wintel の解消  
 
Rackspace と Akamai が CDN で提携 
 
Amazon は Beanstalk で PaaS に参入 
 
Bob Muglia が Microsoft から離脱 
 
S3 のオブジェクト数が 2620 億個に！ 
 
Steve Jobs が CEO を退任 
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2011年 ２月のトピックス 
Web メールの時代は 終わってしまうのか？ 
 

http://wp.me/pwo1E-2z3  

4PB を処理 – Trend Micro の HBase 
 
Verizon が Terremark を買収 
 
Nokia は Microsoft と提携？ 
 
Azure から Amitabh Srivastava が辞任 
 
Rackspace が Anso Labs を買収 
 
Netflix は Amazon SimpleDB を利用 
 
eBay と PayPal が API を統合 
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2011年 3月のトピックス 
東日本大震災の規模を Google Map で確認する 

 
Facebook が Beluga を買収 
 
VMware が WaveMaker を買収 
 
日本近海の海底ケーブルが損傷 
 
Twitter が 5年目を迎える 
 
日本でもコンテナ法律をクリア 
 
Netflix は 200 億リクエスト／月 
 
Kansas で 1G BPS の実験が決定 

http://wp.me/pwo1E-2FQ  
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2011年 4月のトピックス 
大震災で証明された Twitter と Facebook のパワー 

 
Hadoop バッチ FW – Asakusa 
 
Microsoft と Toyota が Azure で提携 
 
OpenStack Conference Design Summit 
 
Facebook – Open Compute Project 
 
Google は $1B で Nortel 特許権を買収？ 
 
Data.gov が存続の危機 
 
米国内で Win 7 と Win XP の比率が逆転 
 
Amazon AWS がダウン http://wp.me/pwo1E-2J0  
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2011年 5月のトピックス 
 詳細な解説つきの Facebook Oregon DC フォト･ツアー 

クラウドを使いこなす Netflix  
 
iOS 用の Windows Azure Toolkit 
 
Microsoft が Skype を買収 
 
OpenStack の検証プロジェクトが日本で 
 
WebARENA Cloud9 がダウン 
 
EMC が Hadoop ビジネスに参入 
 
Twitter が、TweetDeck の買収を発表 
 
Citrix が OpenStack に参加 
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2011年 6月のトピックス 
 Microsoft の Steve Ballmer という、悩ましき存在 

http://wp.me/pwo1E-34f  

Twitter が AdGrok を買収 
 
NYSE と EMC と VMware が提携 
 
VMware が Socialcast を買収 
 
米市場では 28% がクラウドを使用 
 
フランスが TW と FB を放送禁止用語に 
 
Zynga は RightScale でハイブリッドへ 
 
Apple iCloud は分散ストレージと同期 
 
Amazon が Oregon DC にコンテナを 
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2011年 7月のトピックス 
 Twitter の API 消費量は、Facebook や Google の 3倍 

http://wp.me/pwo1E-373  

Chrome と IE が 1 年以内に逆転？ 
 
米愛国者法の適用を MS UK が認める 
 
Dimension Data が OpSource を買収 
 
Office 365 と Google Apps の戦い 
 
Google+ は Facebook に対抗できる？ 
 
Microsoft 特許と Android ビジネス 
 
Nortel 特許 – Google は敗北したのか？ 
 
Dell と HP が OpenStack に参加 
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2011年 8月のトピックス 
 Amazon AWS は、どれくらい儲かっているのか？ 

SaaS 市場 2015 年までに 2倍に成長 
 
NTT America が DC で燃料電池を 
 
FB は 30 PB の HDFS を Oregon へ移動 
 
AWS と Equinix がダイレクト接続を提供 
 
米国のキャリア･エクスチェンジについて  
 
米大手 DC 2011 Q2 収支報告と株価 
 
Google が Motorola を $12.5B で買収 
 
3.11 被災の太平洋海底ケーブルが 復旧 
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2011年 9月のトピックス 
クラウドにより、大きく変化する DR 
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OpenFlow のスイッチとは？ 
 
コンシューマとエンタープライズの交差点 
 
OSS に対する企業意識の調査 
  
Amazon.com がタブレット用に変更 
 
OpenFlow と Big Data の 関係について 
 
OpenFlow を使うのは 誰？ – NEC に聞く 
 
SaaS の広がりがクラウドを急成長させる 
 
Google の 3つの世代を振り返る 
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2011年 10月のトピックス 
  Steve Jobs 氏 逝く 

http://wp.me/pwo1E-3r9  

NIST の Cloud Architecture 序文 
 
クラウド Big Data - 6 社の事例 
 
Google Cloud SQL と DC 間の同期 
 
Wikileaks データがGoogle か政府に開示 
 
FB の規模は 2004年のインターネット 
 
VPN が次のトレンド - 9つの理由 
 
Microsoft が発表した Hadoop とは？ 
 
Yahoo の DC チーフが Apple へ 
 
オープンなハードウェアによる DC 
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2011年 11月のトピックス 
 ARM チップは 5-watt の電力でサーバーを動かす 

http://wp.me/pwo1E-3Cb  

OpenStack – Internap ビジネスが始動 
 
FB を支えるストレージ･インフラ 
 
FB が推進する Open Compute Project 
 
最適な MDM ポリシーを構成する 
 
Juniper が OpenFlow ソースコード提供 
 
タブレットは Tegra 3 – Q Core へ 
 
Google Music Store を総括する 
 
クラウドにより OS は死に絶える 
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2011年 12月のトピックス 
Apple と Microsoft の収益構造を詳細比較 
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FB Oregon DC LEED の Gold を受賞 
 
Cloud Foundry が開発者の人気 No.1  
 
NIST のクラウド定義に対する批判 
 
Cloud Foundry が .NET をサポート 
 
ストレージ 性能 – S3 とAzure が優秀 
 
OpenFlow 1.2 が ONF の評議会で承認 
 
Zetta バイト･トラフィックに接近 
 
SOPA 法案とインターネット 
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2012年 1月の出来事 

  Internap が $30M で Voxel を買収 
  AT&T が OpenStack に参加した！ 
  SOPA の投票は延期 – 廃案になるのか？ 
  Amazon DynamoDB は クラウド NoSQL 
  DOCOMO を止めた Android のトラフィック 
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プラットフォーム 
クローズドとオープン 
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