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DevOpsを支えるアジャイルITインフラ

大村　幸敬

概要
　I Tシステムがビジネスに価値を提供し続けるために、DevOpsというスタイルが注目されている。DevOpsは
開発部門と運用部門が緊密に連携し、ユーザからのフィードバックを迅速にシステムへ反映する手法である。
この実現のためにはアプリケーションだけでなく、ITインフラにも俊敏性が不可欠である。
　今日、クラウドホスティング(IaaS)と構成管理ツールの発展により、サーバやネットワークの構築・運用作業
を自動化し、プログラミングによって変更できる環境が整いつつある。
　本稿ではアジャイル（俊敏）な I Tインフラを実現する技術として、オープンソースの構成管理ツールChefと、
クラウドのAPIを紹介する。また、これらの技術に対する当社の取り組みについても紹介する。

  1.  はじめに
　ビジネスの現場は絶えず変化する。I Tシステムがビジネス

に価値を提供し続けるためには、ユーザからのフィードバック

を絶えず取り込み、継続して変化し続けることが求められる。

これを実現するため近年注目されているのがDevOpsで

ある[1]。DevOpsとは開発(Development)と運用(Operations)

からなる造語である。ビジネスの変化に基づいてシステムの

変化を求める開発部門とシステムの安定を求める運用部門

は、とかく対立しがちである。しかし、DevOpsでは開発部門

と運用部門がビジネスゴールを共有して緊密に連携し、シス

テムの安定を保ちつつ柔軟にユーザニーズを取り込むことを

目的とする。

　DevOpsは主に組織文化的な側面から語られるが、実現の

ためにはツールも必要である。ソフトウェアをビジネス要件の

変更に追従させる手法はアジャイル開発によって確立されつ

つあるが、サーバやネットワークといったITインフラは現在も

手作業で管理されていることが多く、迅速な変更を安全に行

う標準的な手法は登場していなかった。

　しかし、近年その状況は変わりつつある。クラウドサービス

とそのAPIの発展によりコマンド一つでサーバやネットワーク

機器を構築できるようになった。また、構成管理ツールの発展

により、OSやミドルウェアの設定をプログラム的に記述するこ

とが可能となった。これらのツールを用いることで、ITインフ

ラの構成変更に要する時間は数分レベルへと劇的に速くなり、

その作業は自動的かつ確実になった。ソフトウェアがアジャイ

ル開発によって得た俊敏性を、ITインフラにおいても実現でき

る状況になったのである。
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  ２.  アジャイルな ITインフラとは
　ビジネス要求に柔軟に対応できるアジャイルな ITインフラと

は具体的にどういったものだろうか。

　まず、従来の ITインフラの運用から振り返ってみよう。サー

バやスイッチといったITインフラは物理的なハードウェアであ

る。調達のためにまとまった額の初期投資が必要であり、一度

購入するとその機器を追加・拡張することは容易ではない。そ

のため機器のスペックは最大の負荷を想定して決定する。発注

後、機器が納品されるまでは数週間を要する。納品までの間に

データセンターファシリティを調達し、月額のハウジング費用支

払いが始まる。機器が納品された後も、配線とネットワーク機

器の設定、サーバ機器へのOSインストール、ミドルウェア導入・

設定、監視設定といった多くの作業を経て、ようやくアプリケー

ションを稼働させる準備が整う。アプリケーション稼働後の変

更は初期構築時ほど時間を要することはないが、構成管理資料

が実機と乖離してしまい、インフラ設定作業が属人化して要員調

整が困難化するなど、変更作業に時間を要する状況もよく見ら

れる。このように従来型 ITインフラは大きな設備を調達し、手

作業で構築して使うため、一度作ったインフラを変更することは

一大イベントとなってしまう。

　これに対してアジャイルなITインフラは、実際の運用状況に

即して柔軟に構成を変更する。必要な時に必要な分だけサー

バやネットワーク機能を利用し、集中管理した設定を一括し

て適用する使い方になる。サービスを立ち上げる際は最小限

のサーバを使用し、リソースの使用状況に応じてタイムリーに

サーバを追加・削除する。各種の設定情報は構成管理ツールで

一元管理されており、一度設定が決まったサーバやスイッチは

誰が操作しても同じ状態に構成される。エンジニアは個別の機

器の操作方法に習熟する必要はなく、ITインフラ全体を俯瞰

的にデザインすることに集中できる。

　従来の ITインフラが事前に予測して用意するという考えで

あるのに対し、アジャイルな ITインフラは状況に合わせて柔軟

に適応することに重きを置く。このような俊敏性を実現するに

はどういった技術が必要なのだろうか。

  ３.  I Tインフラに俊敏性をもたらす技術
　アジャイル ITインフラを実現するための技術は大きく二つ

に分けられる。一つはサーバやスイッチを物理構成から切り離

し、これらのコンポーネントを必要な時に仮想的に作成して使

うクラウドホスティング（IaaS）である。もう一つは構成情報

を一元管理し、サーバなどに自動適用するChefをはじめとし

た構成管理ツールである。

　近年のシステム構築では仮想サーバの採用が普通のことに

なってきた。サーバ仮想化技術によってサーバの作成や削除は

容易になったものの、スイッチやファイアウォール、ロードバラ

ンサなどネットワーク機器は仮想化することができておらず、

ITインフラ全体として柔軟性を獲得するには不十分である。こ

うした状況の中、２００６年からAmazon Web Services (AWS)

が完全にセルフサービス型のクラウドホスティングサービスを

提供開始した。これによってネットワークを含めたITインフラ

全体が物理構成によらず設定できるようになった。加えてク

ラウドホスティングではユーザはリソースを所有する必要がな

く、月額の利用料金を支払うことで必要なリソースを使用でき

る。クラウド上の ITインフラを操作するのは通常Webブラウザ

からのGUI操作であるが、APIを使った方法も提供されてい

る。APIを使用するとサーバ作成やネットワークスイッチの設

定にかかる一連の作業をプログラムとして記述することが可

能であり、構築作業を自動化することが可能である。

　Chef[２]はオープンソースの構成管理ツールであり、OSの

設定を集中管理することができる。２０１３年２月にFacebook

が自社のサービス運用にChefの利用を表明し[３]、２０１３年５月

にはIBMがChefの開発元であるOpscode社との協業を発表

[４]するなど、構成管理ツールとしてスタンダードとなりつつあ

る。Chefはcookbookと呼ばれる一連の設定ファイルにOSに

対する設定手順と設定値を記載し、これを実行することで対象

サーバの自動設定を行う。手作業の場合は手順書に漏れや誤

りが入りやすく実作業でのヒューマンエラーを防ぐことも困難

であった。一方Chefではcookbookに設定に必要なすべての

手順、設定値が記載されるため、一度cookbookを作成してし

まえば、そのあとは何度作成しても全く同じサーバを数分で構

築することができる。

表１  アジャイルな I Tインフラの考え方

料金　　　構築・変更　　　　  スペック

個別・手作業

一括・自動化

初期投資

月額支払い

事前予測の最大値

実測結果をもとに調整

従来の
ITインフラ

アジャイルな
ITインフラ
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　Chefは単なる構築自動化ツールではなく、何度処理を実行し

てもcookbookで記述した状態のとおりにサーバの設定を収束さ

せるという機能（冪
べき

等性）を持つ。これは運用開始後ステージン

グ環境で修正したcookbookを本番環境に適用するような場合

に有効で、cookbookには最終的なサーバのあるべき姿を記述す

るだけで、設定変更に必要な部分のみが自動的に適用される。

　なお、Chefの関連ツールであるknifeを利用するとクラウ

ドのAPIと連携し、サーバを作成することも可能である。この

ツールを組み合わせることで、サーバやネットワーク機器の作

成からOS上の各種ミドルウェアの設定、アプリケーションの

デプロイに至るまで、ITインフラ構築・設定のすべてをchefと

knifeのプログラムとして定義し、実行することができる（図１）。

アジャイルな I Tインフラではその設定がプログラムとして表

現され、そのプログラムの変更が ITインフラの構成変更と同

義となる。

図１  Chef とクラウド API による ITインフラの全体像

  ４.  具体的な利用方法
　ここからは当社の実績を基にChefとクラウドAPIの具体的

な利用例を紹介する。どのようにサーバやスイッチをプログラ

ムで管理するのか、イメージをつかんでいただきたい。

表２  cookbook の内容

設定ファイル　　　　　　　　　　　内容

手順書に相当する。サーバに行う設定の手順や操作
をRubyのコードで記述する。

Recipe
（レシピ）

Template
（テンプレート）

Attribute
（アトリビュート）

パラメータシートに相当する。サーバの設定ファイル
のテンプレートである。サーバによって異なる部分は
変数として定義されており、Attributeの設定により
変化させることができる。

具体的な設定値に相当する。サーバの種類などに
よって異なるパラメータを定義する。

Chef による
OS・ミドルウェア等の設定

クラウドAPI による
サーバ・ネットワークの構築
クラウドAPI による
サーバ・ネットワークの構築

ミドルウェア・アプリケーション

サーバ・ネットワーク

OS

アジャイル ITインフラの全体像

※EINS/SPS SelfPortalは、当社の商品名です。 
※掲載されている会社名、商品名、ロゴマークは、各社の商標または登録商標です。 

4.1  Chefを使った管理の実際
　Chefのcookbookの内容は大きく三つに分かれている(表1)。

例えばLinuxサーバにApache Webサーバ(httpd)を導入し、

OS起動時にサービスが起動するようにするには図２のような

recipeとなる。実行結果は図３のとおりであり、templateで指

定した設定ファイルが適用され、既存の設定との差分が表示

されていることがわかる。導入後設定を変更する場合は設定

ファイルのテンプレートであるhttpd.conf.erbファイルを更新

するが、この場合はhttpdパッケージが再度導入されることは

なく、設定ファイルの差し替えと、設定の再読み込みのみを行

うように記述している。
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package "httpd" do
  action :install
end

service "httpd" do
  action [:start, :enable]
end

template "/etc/httpd/conf/httpd.conf" do
  source "httpd.conf.erb"
  notifies :reload, "service[httpd]"
end

図２  Apache Web サーバを導入するレシピ

# knife solo cook web-01
Checking Chef version...
Starting Chef Client, version 11.6.0
Compiling Cookbooks...
Converging 3 resources
Recipe: httpd::default
  * package[httpd] action install
    - install version 2.2.15-28.el6.centos of package httpd

  * service[httpd] action start
    - start service service[httpd]

  * service[httpd] action enable
    - enable service service[httpd]

  * template[/etc/httpd/conf/httpd.conf] action create
    - update content in file /etc/httpd/conf/httpd.conf from beb8a6 to 75cf5a
        --- /etc/httpd/conf/httpd.conf  2013-04-29 17:09:52.000000000 +0900
        +++ /tmp/chef-rendered-template20130729-12419-12vaxcz-0 2013-07-29 
15:50:09.332413423 +0900
        @@ -41,7 +41,7 @@
         # Don't give away too much information about all the subcomponents
         # we are running.  Comment out this line if you don't mind remote sites
         # finding out what major optional modules you are running
        -ServerTokens OS
        +ServerTokens Prod

         #
         # ServerRoot: The top of the directory tree under which the server's
    - restore selinux security context

  * service[httpd] action reload
    - reload service service[httpd]

Chef Client finished, 5 resources updated

図３  Chef による Apache Web サーバの導入処理



第14号

2014

個
別
論
文

46

　筆者のチームではサーバ２０台程度で構成される社外向け

システムの構成管理をChefで行っている。一番のメリットは

手順書やパラメータシートを使っていた場合に比べ、設定作

業が漏れなく明確にcookbookに記載されるようになった点

である。全サーバの設定がcookbookに記載されており、その

cookbookがバージョン管理されているため、設定変更内容の

差分が正確に分かる。古いバージョンの設定に即座に戻せると

いう安心感はサーバの設定変更を行いやすくしてくれている。

加えて、チーム内でスキル伝達を行う場合も、cookbookという

共通言語を介することで伝達が確実に行われるようになった。

　障害対応などで本番環境を先に変更した場合でも既存の設

定との変更差異が明確になったのは副次的な効果であった。従

来、障害対応のような緊急対応時に変更に対する記録を十分に

残せないことが、パラメータシートと実機との差異を生む原因

の一つであった。Chefが持つwhy-run(実際に処理を実行せず

に動作や差分を確認すること)機能によって実機の設定を正確に

フィードバックすることが可能となり、cookbookが陳腐化する

ことがなくなった。

4.2  クラウドAPIを使った管理の実際
　ここではクラウドとして当社のクラウドホスティングサービス

であるEINS/SPS SelfPortalに対し、稼働中のホストの一覧

を取得し、サーバを停止する例を示す。

　クラウドAPIの呼び出しの実体はコマンド文字列を含む特定

# ./csapi.pl  -u "command=listVirtualMachines&response=json"
{
   "listvirtualmachinesresponse" : {
      "count" : 5,
      "virtualmachine" : [
         {
           "name" : "test-server", 
           "templatedisplaytext" : "CentOS6.3_64bit",
            "serviceofferingname" : "s-mini1 (低速 CPU  コア / 1GB)",
            "state" : "Running",
　　　　　　(略 )

# ./csapi.pl –u “command=stopVirtualMachine id=xxxxxxxxx”
# ./csapi.pl –u “command=queryAsyncJobResult jobid=xxxxxxxxx”
(略 )
   “state” : “stopped” ,
(略 )

図４  EINS/SPS SelfPortal API の実行例

  ５.  インテックの取り組み
　最後に当社におけるアジャイル ITインフラへの取り組みを

２点紹介する。

　当社ではEINS/SPS SelfPortal(以下SPS SelfPortal)と

いうセルフサービス型のクラウドホスティングサービス(IaaS)

を提供しており、クラウドAPIも提供している。今後のITシス

テムは用途に合わせて複数のクラウドサービスを組み合わせ

る「マルチクラウド環境」が主流になると考えられる。AP Iは

のURLに対するHTTPリクエストであるが、そのURLは認証

コードなどを含み複雑である。そのため実際にAP Iを呼び出

す場合は各プログラミング言語向けのライブラリやコマンド

ラインインタフェースを使用する。図４がコマンドラインインタ

フェースからサーバの一覧を取得し、そのうちの1台のサーバを

停止したときの結果である。データはプログラムが扱いやすい

JSON形式で取得でき、この結果からはサーバの台数が5台あ

ること、test-serverという名前のサーバがあり、そのスペックが

「s-mini1」という表示であることなどがわかる。

　筆者のチームでは、EINS/SPS SelfPortal上に研修用のサー

バを一括して立ち上げるためにAPIを利用している。簡単なシェル

スクリプトを作成し、引数に１０台程度のサーバ名を指定して実行す

ることで、サーバを一度に作成できるようにしている。研修終了後

は不要になったサーバを一度に削除するためにも使用している。
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  ６.  おわりに
　ソフトウェア開発においてアジャイル開発が実現できたの

は、ユニットテストをはじめとした自動化ツールにより、ソフト

ウェアの品質保証が迅速に行えるようになったからである。

DevOpsにおいては文化の醸成も重要であるが、ITインフラの

プログラム化、テストの自動化がキーテクノロジーである。現時

点では未成熟な段階であるが、今後も先行プロジェクトの知見

を集め、成熟させていく。

　一方で一般的にインフラエンジニアはプログラミングの経験

を持たないことが多く、アジャイルな ITインフラを運用するた

めにはエンジニアのスキルセットや体制に大きな変更を要求す

る。アジャイルな ITインフラを扱える人材の育成が今後の課題

である。
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このようなマルチクラウド環境を実現するためのキーテクノ

ロジーであり、業界標準に準拠することが重要である。SPS 

SelfPortalは業界標準のCloudStack APIを採用しており、

CloudStackに対応した他社クラウドで作成したプログラムを、

そのままSPS SelfPortalで利用することが可能である。当社

はマルチクラウド環境に適合する標準APIを今後も提供してい

く予定である。

　Chefは構成管理ツールであるが、サーバの自動設定を行

うことはできてもその設定が正しいかどうかについては事前

のテストが必要である。このサーバテストを自動化するため

serverspecというツールの検証を行っている。serverspec

はサーバの動作確認テストを自動的に行うためのフレームワー

クであり、Rubyの自動ユニットテストツールとして定評のある

RSpecと同様に記述することができる。ITインフラの自動テス

トが行えるようになることで、ITインフラもアジャイルソフトウ

エア開発プロセスの一部として扱えるようになる。より高い品

質のITシステムを高頻度にリリース可能とするDevOps実現の

ため私たちはserverspecもまたキーテクノロジーと位置づけ

ている。


