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はじめにはじめに



その前に！

R d5 ユ ザ 会Red5 ユーザー会
公式 シ タグ公式ハッシュタグ

#red5ugg



自 紹介自己紹介

○氏名○氏名
文屋 宏（ぶんや ひろし）

○本業
サーバホスティング

○入社前は・・・
宇宙論の研究（ダ クエナジ 重力レンズ 宇宙年齢）宇宙論の研究（ダークエナジー，重力レンズ，宇宙年齢）

○興味あること○興味あること
分散データベース，クラウドコンピューティング，ウェブ系の技術

○活動
日本 Red5 ユーザー会メンバー



Red5 の概要Red5 の概要



R d5 とはRed5 とは

 Adobe Flash Media Server互換のメディアサーバ

⇨RTMP(Real-Time Messaging Protocol)に準拠

オープンソースソフトウェア

⇨ライセンスは LGPL

開発言語は Java

⇨Linux, Windows, Mac OSX上で動作可能

※ Red5本家サイト http://www.red5.org/



Red5 標準デモ

デ を うデモを見てみよう↓
http:// dog lo ers jp:5080/demos/http://www.dog-lovers.jp:5080/demos/



日本Red5ユーザー会

ザ 会 サイトユーザー会のサイト↓
htt // d5 j /http://www.red5.gr.jp/



なぜ「R d5 という名に？なぜ「Red5」という名に？

開発者がスターウォーズ好きだから！

Red5 は、ルーク・スカイウォーカーのコールサイン
（スタ ウ ズ ピソ ドIV）（スターウォーズ エピソードIV）

デス スタ に攻め込むシ ンデス・スターに攻め込むシーン
（レッド中隊とゴールド中隊がいたらしい）

（連隊を組みつつ）レッド中隊の隊長 "All wings report in."
最後に、“Red 5 standing by.” 

他にも
"This is Red 5. I'm going in."g g
"Red 6, can you see Red 5?"
"There's a heavy fire zone. Red 5, where are you?"
"Th ' t h i t f R d 5 th ?""There's too much interference. Red 5, can you see them?"



Flash Media Sever と Red5Flash Media Sever と Red5



Flash Media Sever とは？Flash Media Sever とは？

 Adobe製のサーバーソフトウェア

ビデオ トリ グ⇨ ビデオストリーミング

⇨ リアルタイムコミュニケーション

 Flash Playerから接続可能

⇨ Flash Playerは全世界のPCで98%の普及率⇨ Flash Playerは全世界のPCで98%の普及率

 開発言語

⇨ Action Script で開発

 エディションは３つ エディションは３つ

⇨ Flash Media Streaming Server (12万円程度)
Fl h M di I i S (62万円程度)⇨ Flash Media Interactive Server (62万円程度)

⇨ Flash Media Enterprise Server (オープン価格)



Red5 で何ができるか

◆音声ファイルや動画ファイルのストリーミング配信

◆Web カメラなどからのストリーミング映像を録画

◆映像や音声などのライブ映像をリアルタイム配信

◆複数のクライアント間でオブジェクトを共有



Ad b による言及Adobe による言及

Ad b サイト『Fl hの真実』Adobeサイト『Flashの真実』

http://www.adobe.com/jp/choice/flash.html



開発環境開発環境

◆サーバサイド◆サ バサイド
・Eclipse
・NetBeans

◆クライアントサイド
・Adobe Flash・Adobe Flash
・Adobe Flex
・OpenLaszlo（http://laszlo.jp/）
・FlashDevelop（http://flashdevelop jp/）FlashDevelop（http://flashdevelop.jp/）



Fl hD l を動かそうFlashDevelop を動かそう



実践Red5 の実践



Red5 の導入Red5 の導入

◆Java のインストール
[root@sv]# yum install -y java[ @ ] y y j

◆Red5 のダウンロード
[root@sv]# cd /opt
[root@sv opt]# wget http://wiki.red5.org/downloads/0_9/red5-0.9.1.tar.gz
[root@sv opt]# tar zxvf red5 0 9 1 tar gz[root@sv opt]# tar zxvf red5-0.9.1.tar.gz

◆Red5 の起動◆Red5 の起動
[root@sv opt]# cd red5-0.9.1
[root@sv red5-0.9.1]# ./red5.sh  >  log/console 20110611.log  2 >&1 &[ @ ] g _ g

◆Red5 の停止
[root@sv red5-0.9.1]# ./red5-shutdown.sh



実際に 起動＆停止してみよう実際に、起動＆停止してみよう



Red5 でやりたいこと

◆ 対戦ゲーム（立体４目並べ，将棋）

◆ 多人数参加型オンラインゲーム

◆ メディアとの連携

■ どれぐらいのアクセスを捌けるか検証■ どれぐらいのアクセスを捌けるか検証

■ 分散化 冗長化■ 分散化，冗長化



デ をお楽 くださでは、デモをお楽しみください


